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Abstract 

New social movements appeared in Germany in the 70s and have drawn attention in the world. New 

social movements became stronger against fordism， which consists of mass production-mass 

consumption and security-state. Joachim Hirsch tried to formulate "radical reformism" as a political 

strategy， which relied upon new social movements against fordism and was considered as a radical 

reformati ve strategy both in and against security state 

In progress of globalization security state has been transformed into national competitive state，which 

forces people into trying to obey the rule of globalization. And global governance， which consists of 

states， international organizations， and NGOs， plays a bigger role than ever. NGOs draw attention as 

reformative subjects. But without the character of social movements， NGOs would lose independence 

from competitive states， international organizations， and multi-national enterprises 
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~ 1 はじめに

国家に対してどのようなスタンスをとるべきか.この

スタンスの違いは，政治的対抗軸を構成するはずであっ

た.ところが現在，国家に対するスタンスの違いは，政

治的対立軸を構成するどころか，混迷の要因になってい

る.例えばグローパル化に直面して国民国家がゆらいで

いるように見える現在，資本主義のグローパル化に抗す

るために国民国家に依拠すべきなのか，あるいはグロー

パル化の進行は国民国家に抗する絶好の機会になるのか，

資本主義国家に批判的な人びとにも混乱をもたらしてい

る.また，福祉国家が国家による管理強化であるとして

批判してきた立場にとって，新自由主義による福祉国家

批判に基づく「大きな政府」か「小さな政府」かという

選択肢は混乱をもたらすものでしかない.いずれの場合

も，国家のあり方が問題になっているにもかかわらず，

国家に対してどのようなスタンスをとるべきなのか，わ

かりづらいことが混乱の一因をなしている.

グローパル化が進行する中で，資本主義国家と政治戦

略との関連は，どのような政治的座標軸のもとで整理し

うるのか，これは焦眉の課題となっている.こうしたな

かで，ヨアヒム・ヒルシュは，資本主義国家が大きく変

貌を遂げる中で，ラデイカルな改良主義という政治戦略

から資本主義国家のあり方を一貫して問い続けてきた理

論家として注目される.

ヒルシュは， 70年代西ドイツにおける国家導出論争の

担い手のひとりとして知られるようになったが，その背

景には，西ドイツにおける社会民主党政権の成立と68年

以降の異議申し立て運動があった.その後(西) ドイツ

では，新しい社会運動の登場，コール新自由主義政権の

誕生と緑の党の連邦議会進出， ドイツ統一，グローパル

化の進行と社会民主党・緑の党連立政権の誕生などの政

治状況は大きく変化したにもかかわらず， ヒルシュは，

一貫して批判的資本主義国家論を展開するとともに，ラ

デイカルな改良主義という政治戦略を模索してきた.
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理論的にはヒ/レシュは，国家導出論を出発点として，

プーランザスとグラムシに依拠して資本主義国家論を構

築するとともに， レギュラシオン理論をマルクス社会理

論として再構成することと通じて資本主義の変貌を把握

しようと努めてきた.同時にヒルシュは，フランクフル

ト学派の資本主義批判を，文化批判にとどめないで，政

治経済学批判として遂行するという立場でもある.本稿

の狙いは，ラディカノレな改良主義というヒルシュの政治

戦略構想、と彼の資本主義国家論の関連を明らかにするこ

とにある.新しい社会運動論， NGO論，資本主義国家

論など，それぞれの領域で研究蓄積があり，ヒルシュの

議論との比較検討が必要とされるが，本稿では，比較検

討は最小限にとどめて， ヒルシュ理論の全体像を提示す

ることに焦点、を当てたい.

~ 2 資本主義国家論と政治的なるもの

2.1 ヒルシュ理論の背景

ヒルシュは，七O年代初頭に西ドイツで展開された

「国家導出」論争の中で，独自の批判的資本主義国家論

を提示して，注目を浴びた.国家導出論とは，資本主義

国家の形態と機能を， ~資本論』の政治経済学批判のカ

テゴリーから演揮的に説明しようとする資本主義国家論

である(田口 1982) .国家導出論争の政治的背景とし

ては，社会民主党政権が資本主義国家を用いてどこまで

社会変革しうるのか，その限界を明らかにしようとする

ことが意図されていた.

しかしながら，資本主義の変化をなおざりにした「構

造主義j と政治・文化に固有のダイナミズムを把握でき

ない「経済主義」という欠点を露呈した「マルクス主

義」では，資本主義社会と国家の変化を明らかにするこ

とができず， 70年代中頃に台頭してきた新しい社会運動

の意義と可能性を検討することもできなかった. ヒルシ

ュは， レギュラシオン理論から現代資本主義の危機と変

化の分析を取り入れることによって，具体的な制度や政

治闘争の分析を可能にする資本主義国家論の構築も目指

すことになる(樋口 1989;宮本 1989)

2. 2政治的形態と物象化

「国家導出」論争におけるヒノレシュ自身のアプローチ

は，資本主義経済における商品生産の性質から資本主義

国家の形態を導入し，次に資本主義国家がどのように機

能しうるのかを説明しようというものであった.そして

ビルシュの「国家導出J論の核心はなぜ階級支配は，

国家という公的支配の形態をとるのか」というパシュカ

ーニスの聞いに対する回答を，資本主義的社会編成化様

式からの「導出」に見出そうとする「形態分析」にある.

資本主義的社会編成化様式，すなわち，生産手段から

の直接的生産者の分離，私的生産，自由な賃労働，荷品

交換に基づく資本主義社会においては，個々の資本家が

物理的暴力手段を行使することは原則としてなく，物理

的暴力手段はあらゆる社会階級から分離して国家として

制度化される.マックス・ヴェーパーによって近代国家

の本質として提示された「正当な物理的暴力の独占j は，

政治的暴力装置の「特殊化」ないし「相対的自律性」と

L づ資本主義国家の形態の指標でもある.中央集権化さ

れた政治的暴力装置が社会と経済から分離して形成され，

「政治J と「経済Jが社会的機能領域として相互に分離

するときに初めて資本主義国家Jについて語りうる

のである.こうしてビルシュは，形態分析という彼の

「国家導出」によって，資本主義的社会編成化の諸条件

のもとで生じた国家の「特殊化」ないし「相対的自律

性J，国家」と「社会」の分離政治j と「経済」

の分離を資本主義社会の構造的指標として提示する

(Hirsch 1990=1997) 

さらに，なぜ国家が社会から分離した形態を帯びるの

かという問いへの回答は， 90年代の著作において， ~資

本論」における価値形態論の核心にある物象化論的視座

に立って，社会理論として一貫した形で提示される.資

本主義社会では，私的労働のもつ社会性は，誰が何を誰

のために生産するかということとは無関係に，生産され

た商品の価値・価値形態に表現される.こうして私的労

働の社会的連関は，貨幣という社会的形態をとって，外

的な強制・暴力関係として人間に対立している.ヒルシ

ュは人々に対して外的で疎遠なものとして対立する

客体」である社会的諸形態として貨幣において表現

される価値形態」だけではなく社会から分離した国

家に体現される政治的形態」も挙げている.労働の社会

性が，物象化され客体化された貨幣形態を帯びざるをえ

ないように，政治的社会性は外的で疎遠な強制連関

として諸個人に対立する国家」という形態を帯びる.

(Hirsch 1995a:16・18=1998:9-11)

2. 3政治的形態と「国家の論理J

資本主義的社会編成化様式の特質から「導出」された

資本主義に固有の政治的形態は，社会的・政治的行為に

決定的な影響を与える.プーランザスは，国家は力関係

に還元されるものではないとして国家が固有の物質性を

有している点を強調し，国家は「社会的力関係の物質的

凝縮」であるとする.そしてプーランザスが，国家に固

有の物質性を強調して社会的力関係を変化させるだけで

は国家の直接の変革につながらないと主張した

(Poulantzas 1978=1984) . 

これに対してヒルシュも，国家は社会関係であるとし

ながらも，国家は社会的力関係に対して固有の政治的形



木原:現代国民国家の変容とラデイカルな改良主義 3 

態を与えて安定化させることを強調する.例えば，社会

的対立や階級関係は，資本主義に固有の政治的形態をま

とうことによって人民」と「国家j の対立，官僚制

の対立，政党や利益団体の競争に変容させられるのであ

って，直接に国家に影饗を及ぼすわけではない.政治形

態は，社会的対立が国家に直接に影響を及ぼすことを阻

止する機能，つまり「構造的選択性」の機能を果たして

いる.さらにヒルシュは，資本主義に固有の政治的形態

が，政党，利益集団，社会運動までも規定すると主張す

る.政党や利益集団だけではなく，社会運動であっても

強力になればなるほど国家」と「社会Jの対立が組

織の中に持ち込まれる.ヒルシュは p グラムシに言及し

ながら，暴力装置としての「国家」と，自由と民主主義

の領域としての「市民社会」を対立させことに批判する.

市民社会は「拡大された国家」の一部であり，社会運動

は市民社会」の組織であっても，資本主義に固有の

政治的形態，言い換えれば「国家の論理j を免れないの

である (Hirsch1995a=1998 ;中村 1996a)

2.3政治的形態としての国民国家

ヒ/レシュは，グローパルな資本主義と国家との関係に

ついても政治的形態」を強調しながら，資本主義に

おいてなぜ国家が「国民国家J という形態をとるのか，

なぜ「諸国家システムJとして複数の個別国家が存在し

ているのかという問題に取り組む(Hirsch 1995a=1998). 

グローパルな資本主義は複数の異なる政治空聞が実在

すること，すなわち諸国家システムと分かちがたくむす

びついている.というのも，世界市場が諸国家へと分裂

することによって，資本は複数の商品市場，資本市場，

労働市場に接近することができるようになり，原理的に

無制限に移動しうる資本は，国境に区切られた経済的諸

空間の内部で活動するとともに，その諸空間を相Eに対

抗させることで漁夫の利を得ることが可能となるからで

ある.

資本主義に固有の政治的形態が，国民国家という形態

を帯びる根拠も，資本主義的社会編成化に求められる.

「階級による社会編成化」と「市場による社会編成化」

の統ーとしての資本主義的社会編成化は，諸個人を敵対

する階級へと分裂させるとともに，市場の個人として体

系的に孤立化し，個人化し，直接的な社会関係から引き

離す.国家は，この個人化傾向を強化するとともに，

「由民Jとして統合する.国家は，逸脱するものを排除

・抑圧することによって，象徴的共同性としての「国民

性」を構成するのである.こうして資本主義社会におい

ては，政治的共同性は社会から分離された国民国家とい

う形態として出現するのである. したがってヒルシュに

よれば，国民やナショナリズムは，資本主義的社会編成

化という条件のもとで社会的連関を，政治的共同性とし

て象徴的に基礎づける領域なのである.

2.4 r政治的なるもの」と政治的共同性

物象化論によって洗練されたヒルシュの形態分析は，

資本主義社会における「政治的なるものj の特質と限界

を明らかにしている.まず，資本主義的社会編成化とい

う条件のもとでは政治的なるものj は，経済や社会

から分離した国家という形態を帯びざるをえず，決して

直接の合意によって意識的に政治的共同性をうち立てる

ことはできない.また国家」と「社会j の分離とい

う政治的形態は，国家装置だけではなく，政党，利益集

団，さらには社会運動も規定している.つまり，社会運

動内部の「政治的なるもの」であっても国家の論

理」に規定されることになる.

ここから，社会的諸形態に対立し打破する行為が，

「革命的」行為であると評価されることになる.政治的

形態はあらゆる社会的領域を頁いているので，資本主義

社会の革命的克服は政治」と「経済J，国家」と

「社会」の分離，国民国家に根ざしている排除と分断の

メカニズム，制度的諸形態に表現されるそうした政治的

形態を実践的に克服することと結びつけて評価される.

このようにヒルシュは，資本主義社会の構造連関を明ら

かにするとともに，そこから革命的行為の意味を引き出

そうと試みる.しかし同時に，革命的行為の主体，領域，

内容は，資本主義の変化とともに異なるとして，あらか

じめ革命的主体を想定できないことを強調する.

新しい社会運動もNGOも，どのようにして主体とし

て構築されうるのか，資本主義に固有の政治的形態を打

破できるかどうか，という観点から評価されることにな

る.

~ 3 安全保障国家と新しい社会運動

3. 1新しい社会運動論とは?

「新しい社会運動j 論は，新しい社会運動が政治権力

の掌握ではなく「アイデンティティ」や「生活形態の文

法」の変革を志向している点に注目するだけではなく，

「脱工業社会J (トクレーヌ)や「後期資本主義J (ハ

ーパーマス)などのマクロな社会変動を暗黙の前提にし

ている. したがって，例えば新しい社会運動に関する

「ノ、ーパーマスの説明は，あまりに高度にはじまってい

るために，行為に関連する診断，状況解釈，社会的傾向

の表現を提供できなLり (HirschlRoth 1986・30) として，

ヒルシュは，フォーデイズムという二十世紀資本主義の

危機と変化の文脈において，新しい社会運動がどれほど

の歴史的意義を持ちうるのかの検討を試みる.
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3. 2フオーデイズムと安全保障国家

ヒルシュは，フォーデイズム概念を援用することによ

って，経済復興の奇跡から経済危機への移行，社会民主

主義的改良主義の危機と終鷲，新しい戦略領域への新し

い社会運動の登場にどを理解しようと努めたその際ヒ

ノレシュは，社会の「貫通的資本主義化」と「貫通的国家

化」という資本主義の歴史的傾向と関連させて，フォー

デイズムの特質を把握する.

フォーデイズムは，資本主義的社会編成化が歴史的に

完全に貫徹する，つまり「貫通的資本主義化Jがさらに

進行する段階であると把握される.フォーデイズム的蓄

積体制の技術的土台であるテイラー主義は，生産性を大

きく上昇させ，耐久消費財の大量生産を可能にした.実

質的賃金の著しい上昇が実現するとともに，労働者は，

大量生産された耐久消費財の消費者にもなった.フォー

デイズムにおいて，労働者が生産者としてだけではなく

消費者としても資本主義に統合されることになる.さら

にテイラー主義が労働過程における熟練労働者の抵抗力

を解体しただけではなく，前フォーデイズム段階におい

て労働運動の基盤であった労働者の「生活圏(ミリュ

ー) Jや「モラル・エコノミー」も解体された (Hirsch

1980) 

また資本主義的社会編成化があらゆる生活領域に浸透

する(貫通的資本主義化の進行)とともに，伝統的な社

会関係，家族構造，自給自足形態が解体した結果，失業，

疾病，高齢などのリスクを埋め合わせるために，貫通的

国家 化が進行すると把握される(Hirsch 

1990=1997:11 J) .福祉国家は，これらのリスクを埋め

合わせ労働力を維持するだけではなく，社会的・経済的

介入を強めて「ケインズ主義的福祉国家」として大量消

費を安定させる役割も果たした福祉国家」は，政治

的に受動的な国民をフォーデイズムの大量生産と大量消

費の循環にはめ込む「監視国家」という側面も併せ持っ

ている.それゆえフォーデイズム国家は福祉国家」

と「監視国家」の両面を持つという意味で，ヒルシュは

「安全保障国家」と呼ぶ.さらに，労働組合や政党も，

貫通的資本主義化の浸透によって社会的土台が掘り崩さ

れ，物質的再配分を志向する官僚制的政治装置になった

(社会の官僚制化)

3. 3フオーデイズムの危機と新しい社会運動

七0年代中頃にはっきりと噴出したフォーデイズムの

危機は，ヒルシュにおいてもレギュラシオン理論と同じ

く，蓄積体制に含まれている生産性の予備力がしだいに

枯渇している点に求められている.またケインズ主義福

祉国家，コーポラテイズムなどの団体交渉システムが，

長年にわたって資本蓄積の支柱であったが，危機の中で

資本蓄積の障害物になったとして，蓄積体制と調整様式

の矛盾として把握される.さらに，危機の原因は，国際

調整の不安定性の増大にも求められる.市場の自由化と

資本の国際化の増大の結果，資本の価値増殖が一国内の

大衆所得の増大から自立しただけではなく，高賃金が国

際競争におけるコスト要因として重大に見えるようにな

ったことも，各国内部の経済過程に影響を与えた.

ヒルシュの場合，フォーデイズムの危機と再編成が新

しい社会運動と関連して理解される.ヒルシュは，資本

主義的社会編成化があらゆる生活領域に浸透する「貫通

的資本主義化J，社会の解体貫通的国家化」との相

互連関に対する批判を実践的に遂行する主体として，新

Lい社会運動に注目していた.ヒルシュが初めてフォー

デイズムと新しい社会運動を体系的に取り上げた80年の

著書『安全保障国家~ (Hirsch 1980) では，新しい社会

運動の中でも「オルタナティブ運動」が，フォーデイズ

ムに抗して「生産，労働，生活の新しい領域を意識的な

社会的・政治的実践の構成部分として確立しようとする

努力 (Hirsch1980: 154) として評価されていた.同時

に，オルタナティブ運動が，分散性，包括的なプログラ

ム・戦略・組織の拒絶，参加者の具体的な経験と欲求や

主体的解放への関心などの点、で「改良主義」であるとい

う嫌疑を向けられていることに対して，運動の革命的性

格は，どの程度ブルジョア社会の経済的・社会的構造に

具体的に穴をあけ，そうした契機をその組織・生活・交

通形態において，欲求・利益・経験との関わりにおいて

実現しうるかにおいて計られるとして， ヒルシュはオノレ

タナティブ運動を擁護していた(日rsch1980:l32) .こ

うしてヒルシュは，政党，選挙，官僚制，国家など既存

の制度に依拠して社会を変革しうると信じている制度的

改良主義政治と区別してラデイカルな改良主義」を

提唱することになる.市民的イニシアティブ，エコロジ

ー運動，オノレタナティブ運動，女性運動などを含めた

「新しい社会運動」は，制度化と対抗文化のあいだでゆ

らぎながらも， ともかく経験や学習を可能にする社会革

命的インフラストラクチャーを基盤にして発展するだろ

うと予想されていた.

ヒルシュは，チェルノブイリ原発事故の直後86年に出

版した著作『資本主義の新しい相貌~ ( Hirsch/Roth 

1986) でも，新しい社会運動が周辺に追いやられるのか

社会形成に寄与するのかを間いつつ，新しい社会運動の

発展を展望する.ヒルシュは，新しい社会運動における

個人の政治的自発性，理念と言説の多様性に着目しなが

らも，二つの傾向に注目していた(Hirsch/Roth 

1986:218・222)

第一に，ヒルシュが注目するのは地方の運動環

境」である.フォーデイズム以前，資本主義的社会編成

化が完全に浸透する以前は，労働者の独自の生活圏(ミ

リュー)が社会運動としての労働運動の基盤であった.
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ヒルシュたちは，労働運動の母胎だ、った労働者生活圏と

の類比でフォーデイズムの危機の中で，新しい社会運動

の「運動環境(ミリュー) Jが地方で形成されているこ

とに注目していた.地方の運動環境は，コミュニケーシ

ョン・センター，新聞社や出版社等のオルタナティブ経

営など新しい生活や労働を実践する学習と実験と経験の

場となり，ラディカノレでオルタナティブな政治志向を支

えていた.

第二に市民的イニシアティブ」は，持続的な市民

集団として， 日常生活への介入や生活の質への攻撃を防

いだり，公的サーピスを通した生活の機会の改善を請求

し た り して媒介的政治文化Jを形成している.この

「媒介的政治文化Jは，地域や地域を越えた提携を強め，

社会運動の提携を可能にした.連邦レベルの緑の党の成

功は，市民的イニシアティブの提携が基盤になっている.

デモへの動員，警察との衝突などメディアが注目する

事件ではなく，運動環境という新しい社会運動のインフ

ラストラクチャーを重視することが，ヒルシュの新しい

社会運動の特徴である.ヒルシュは， 80年代中頃までの

経験から地方の運動環境」と「媒介的政治文化Jの

結ひoっきの中に「ラデイカルな改良主義」の具体化と新

しい社会運動の発展を期待していた.なによりも，国家

を通じた社会変革を志向する国家改良主義への批判と社

会的な自己組織化や自律的な政治的公共圏の重視が，ヒ

ノレシュの新しい社会運動論の特色である.

3.4新しい社会運動と新自由主義

ドイツにおける新しい任会運動は， 70年代末から 80

年代に，フォーデイズムの危機と再編成の中で大きく発

展し，八三年には緑の党が連邦議会に議席を獲得するま

でになった. しかし同時期に，八二年自由民主党の離反

により社会民主党と自由民主党の連立政権が崩壊し，キ

リスト教民主同盟と自由民主党の新自由主義連立政権が

成立した. ドイツでは，社会民主党政権から新自由主義

政権への政権交代と緑の党の連邦議会進出が同時に起こ

った.つまり， ドイツにおいてはポスト・フォーデイズ

ムは，新自由主義と新しい社会運動のどちらかが主要な

担い手になるのかではなく，その両者が競合するなかで

模索されることになる.こうしたドイツの状況は， ヒル

シュの議論にも大きな影響を与えている.

ヒルシュは， 11資本主義にオルタナティブはないの

か?~ (Hirsch 1990= 1997) など90年代以降の著作にお

いて，新しい社会運動がフォーデイズムの危機と再編成

において果たした役割とその帰結を検討している.第一

に，フォーデイズムに対する批判が新しい社会運動と新

自由主義に共通している点から，新しいヘゲモニー・プ

ロジェクトが貫徹する際に新しい社会運動の果たした役

割が取り上げられる.第二に，新しい社会運動が縁の党

として制度化されたことの帰結が取り上げられる.

ポスト・フォーデイズム的蓄積戦略の論理の核心は，

資本収益を回復するために，グローパル化を通した合理

化とフレキシブ勺レ化を実行することにある. 80年代に勢

力を増した新自由主義政権は，綱領として，国家介入の

抑制や脱官僚制化を掲げるとともに，規制緩和や市場諸

力の解放を目指した.

第一に，ヒルシュによれば，このようなヘゲモニー・

プロジェクトが貫徹するに際して，大量消費社会や官僚

制化に対する異議申し立て運動の批判も重要な役割を果

たした.新しい社会運動は，労働者階級がフォーデイズ

ム的階級妥協に組み込まれてしまったあとで，この社会

モデルに対してイデオロギー的・理論的・実践的批判を

加え，社会編成化の新しい形態を模索した.しかし，フ

ォーデイズムの危機の中で形成されつつあるものは，新

しい社会運動が当初抱いていたイメージからかなり離れ

ている.新しい社会運動は，意志に反して「ポスト・フ

ォーデイズム的」資本主義の助産婦になり，最終的には

自らが関与して押し進めた危機の過程と再編成過程の犠

牲者になったと評価される (Hirsch1995a:65=1998:71) 

要するに，新しい社会運動が提起したフォーデイズム批

判，とりわけ監視国家，官僚制化，規格化などへの批判

は，新自由主義に横取りされてしまったのである.ヘゲ

モニー・プロジェクトは，多様な政治的言説を組み合わ

せ，結合して形成される.新しい社会運動によるフォー

デイズム批判の言説が新自由主義の言説に組み込まれる

ことは大いに可能である大きな政府Jか「小さな政

府」かという二者択一が支配的な対立軸になるとき，新

しい社会運動によるフォーデイズム批判は無力化されて

しまう.

第二に，新しい社会運動は，緑の党として連邦議会に

議席を獲得した.新しい社会運動は，政党として既存の

政治制度の一角を占めるようになって反政党」とし

ての政党でありつづけることが困難になっていく.緑の

党も，議会制度という政治的形態の中で政党の機能

原理Jにしたがって「普通の政党」になったにすぎない

として， ヒルシュが改めて議会制度を含めた政治的形態

の機能を踏まえて，制度と社会運動の関係を問い直すこ

とになった(Hirsch1990:163=1997:181) • 

3. 5新しい社会運動と「ラデイカルな改良主義J

ヒルシュは，新しい社会運動がフォーデイズムの危機

の中で果たした役割を踏まえて，社会民主主義の「国家

改良主義戦略」に対抗して提起した「ラデイカルな改良

主義」の構想、を，新自由主義戦略に対抗する戦略として

90年代に改めて提起する.

第一にラデイカルな改良主義」は国家の 征

服j を中心に置く国家改良主義とは異なり，生活様式や
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日常実践といった「ミクロの次元」を核として，生活様

式や生産様式，意識形態，分業関係や性的関係などから

なる社会構造の変革を目指している.すなわち，解放の

政治は，国家の制度や構造に依拠することはできず，社

会的自己組織化，実践的なイニシアティブとプロジェク

トのネットワーク，自律的な政治的公共圏，要するに

I文化革命」を必要としている.以上が「ラデイカル

さ」と意味するとしたら 「改良主義」とは，長期にわ

たる経験過程や学習過程を前提とするゆっくりした変革

過程を意味する.

第二に，解放の政治は，国家や資本の制度の内部にあ

って，制度に抗する政治でなければならない.制度の改

良を積み重ねるためには，反制度的なイニシアティブや

運動を必要とする.例えば，人民投票的要素の導入，行

政の広範な公開性の導入，官僚制に対する政治による統

制など，国家的・政治制度の民主化を進めるためには，

制度外の政治が必要とされる.

ヒルシュは，解放の政治が制度政治の改良にとどまら

ず，文化革命を伴っていなければならないとして，国家

改良主義とは異なる立場を維持しつつ，制度外の運動に

依拠しつつ制度の改良を積み重ねる必要性を強調するよ

うになる.そこにでは「小さな政府Jか「大きな政府」

かという二者択一を回避しつつ，制度外の運動に依拠し

ながら，制度の改良を重ねていく方向が示唆されている.

しかし，資本主義のグローパル化が進行する中でラ

デイカルな改良主義」が国民国家の次元だけで考えてい

いのかどうかも間われていく.

~ 4 国民的競争国家と NGO

4. 1グローバル化と「ラデイカルな改良主義J

「ラデイカルな改良主義」は，フォーデイズムの危機

の中で国家による上からの「国家改良主義戦略j に対す

る批判として提起された. しかし，地球規模の環境や貧

困の問題に関して，そもそも国民国家の問題解決能力に

疑問が投げかけられている.問題の焦点が，国民国家の

次元からグローパルな次元に移動しているように見える

中で， NGOがグローパルな民主主義にとって重要なア

クターとして注目されている.

これに対してヒルシュは，資本主義のグローパル化が

「国民国家の空洞化J ではなく「自由民主主義の空洞

化」を引き起こしているとして，自由民主主義を空洞化

させている国民国家が果たして解放の政治の拠点になる

のかという問題意識から，グローパルな次元における解

放の戦略として「ラデイカルな改良主義」を練り直そう

と試みている.ここでは，資本主義のグローパル化が安

全保障国家をどのように変容させているのか，また

NGOがグローパルな民主主義に寄与しうるのか，以上

の点についてビルシュの議論を検討してみたい

(Bonefeld 1999) 

4. 2ポスト・フォーデイズムと国民的競争国家

フォーデイズムが危機に陥る中で新自由主義の構想、は，

国家介入の抑制や脱官僚制化を綱領として掲げるととも

に，規制緩和や市場諸力の解放を目指した.その結果と

して実行された資本やサービスの取引の自由化などが資

本主義のグローパル化を推し進めることになった.なに

よりもグローパル化の攻勢は，フォーデイズム時代のケ

インズ主義的・国家改良主義的調整様式の粉砕に狙いを

定めた政治戦略であった.ヒルシュは，その結果出現し

た「ポスト・フォーデイズム」国家を「国民的競争国

家j と呼ぶ国民的競争国家」の機能論理は，国際的

によりフレキシブルになっている資本にとって「立地

点」の収益性を高めるように，グローパルな競争力の確

保という目標へと国民を広範に動員することにある(中

村ー 1996b)

少なくともフォーデイズムのもとでは，国民国家の枠

内で比較的平等な社会・経済的条件が実現するだろうと

いう見込みがありえた.さらにフォーデイズム国家は，

国内市場の発展を目指していたし，国際的調整連聞の枠

内で経済政策や社会政策などある程度まで独自に行為す

ることができた.少なくとも資本主義の中心諸国では，

同質の「ひとつの国民Jからなる「国民国家Jというイ

メージには一定の現実的内実が対応しており，フォーデ

イズム国家は「ケインズ、主義的福祉国家」でもあった.

つまり，フォーデイズム的「安全保障国家」には監

視国家Jと「福祉国家」の側面がありえたが，ポスト・

フォーデイズム的「国民的競争国家」では福祉国

家Jの側面が失われ監視国家Jの側面が強化される

ことになる.

4. 3国民的競争国家のヘゲモニー・プロジェクト

「安全保障国家」から「国民的競争国家」への変容に

ともない，国家の機能論理の転換だけではなく，ヒルシ

ュが「正当化言説の国際化」と呼ぶ正当性原理の転換が

生じている (Hirsch1995a:149=1998:73) .グローパル

化する世界市場という条件のもとでは，国際資本の利害

を考慮しない国家政治は失敗が運命づけられている.そ

の結果，無限の成長，所得の持続的上昇，社会保障の強

化に支えられたフォーデイズムの政治的正当化モデ‘ルは

根拠を失った.

国民的競争国家においては，国民国家が「空洞化J し

つつあり，国民国家による政策的自由裁量の余地が極端

に切りつめられつつあるという命題は，現実を反映して

いる以上に，イデオロギー的なプロパガンダの決まり文
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句になっており，資本主義的な合理化過程と再編成過程

ウ浸透は，この決まり文句の助けを借りて正当化されて

いる.こうした正当化言説それ自体が「世界市場の物的

強制 j を作り出 し て い る の で あ る (Hirsch 

1995:196=1998:232) .、

さらに，ヒルシュによれば市民社会的全体主義」

という新しい形態の全体主義が，ヘゲモニー・プロジェ

クトとして国民的競争国家を支えている市民社会的

全体主義Jは，暴力やテロに支えられた独裁ではなく，

「市民社会」の構造に根ざしており，代表民主主義の制

度的枠内で，グローパノレに解き放された市場経済を土台

にして，国際的経済戦争のために全国民を動員している.

この全体主義の核心にある特徴は，現存する社会的・経

済的諸関係を変わらないものとして巧妙に説明すると同

時に，相対的な特権を確保ないし創出するために，激化

する闘争に国民，地域，共同体を巻き込むという点にあ

る市民社会的全体主義」では，自由への脅威は，国

家の強制に由来しているのではなく，社会を形成・変革

する実践の可能性が人間の意識から消し去られているこ

とに由来する.要するに，国民的競争国家と「市民社会

的全体主義」において，社会的オルタナティブが喪失し

て，社会的諸関係を実践的に形成する可能性と必要性が

意識されないようになっている.こうして，グローパル

化した資本主義の社会的・政治的現実が無条件に承認さ

れていく(Hirsch1995a) 

4.4 rグローバル・ガバナンス」

資本主義のグローパルイヒは，安全保障国家から国民的

競争国家へ変容させただけではなく，諸国家システムや

国際調整制度も大きく変化させている (Hirsch/Gδrg

1998:321-323) .第一に，労働移民や社会的分裂によっ

て社会の異質化が進行し，国民経済と関連した国家の制

御能力が失われて，国家と社会の関係が変化している.

第二に政策レジーム」の国際化が進行している.フ

ォーデイズムは，アメリカのヘゲモニーのもとでグロー

パルに波及し，安定した.アメリカのヘゲモニーが衰退

するとともに，し、くつかの分野において諸国家によって

自発的に承認された原理，規範，規則，すなわち「政策

レジーム」が形成されている.ヒルシュによれば政

策レジーム」の国際化は国民経済Jから「体系的競

争力」へと政治志向の変化と結びついている.第三に，

「政府(ガパメント) Jから「統治(ガパナンス) Jへ

と統治様式が変化し，グローパルな次元において，国家

が単に第一人者にすぎないような調整ネットワークが生

じている.

ヒルシュは政策レジーム」や「グローパル・ガパナン

ス」の形成によって諸国家システムが変容しているを指

摘しているわけであるが，こうした変化は，国民国家の

衰退を招いているのか，また民主主義にとってどのよう

な意味を持つのか，ヒルシュはこうした論点を取り上げ

る.まず第一に政策レジーム」や「グローパル・ガパ

ナンス」という政治の様式においては，国家は，衰退す

るどころか，新たな権力資源を動員できるようになり，

国家の能力は高まる.主権国家を法的概念で理解する場

合には，主権国家の表退が語られるかもしれないが，国

家を「社会的力関係の物質的凝縮J (プーランザス)と

して社会関係として国家を理解するならば，政治的形態

としての国家は原理的には変化していない.第二に，

「政策レジーム」や「グローパル・ガパナンスjの形成は，

政策決定が多様な主体の協議過程において下されること

になり，政策決定を民主主義的手続きから切り離してし

まう.このようにグローパル化は，国民国家ではなく，

自由民主主義を空洞化させていく.

「グローパル・ガパナンス」や「政策レジーム」の形

成は，国家に媒介された「ポスト・フォーデイズム的」

形態であるとして，資本主義の変化と関連づけて把握さ

れている点に， ヒノレシュの特徴が見られるグローパ

ル・ガパナンス」や「政策レジーム」は，民主主義的手

続きを骨抜きにしつつ，資本主義的合理化とフレキシブ

ル化を促進する役割を果たしているというのである.

4.5 N G 0の神話と現実

政治の焦点が国民国家の次元からグローパルな次元に

移っているように見える中で，国際的民主主義やNGO

が注目を浴びてきた.第一に，資本主義のグローパル化

とともに，個別国家の範囲を超えた政治的調整がより必

要となり，国際的次元が拡大している.さらに国際組織

や超国家組織の重要性が増している.第二に，資本主義

のグローパノレ化は，国民国家の能力を縮小させ， 自由民

主主義を空洞化させる.ところが，国際組織には民主主

義が欠けている.第三に，グローパル化とともに，非政

府組織 (NGO) が増大している (Hirsch/Gorg 1998:320・

321) .ここから，資本主義のグローパル化にともなっ

て重要性を増している国際組織を民主化する主体として，

NGOが注目されることになる.

ヒルシュは， NGOが，政策レジームやグローパル・

ガパナンスなどにおいて大きな役割を果たすことが期待

されている fNGO神話」に対して， NGOへの過大評価

を批判し， NGOが国際的民主主義に貢献できるための

条件を検討している.

NGOは，知識と公共圏という政治的資源をもって，

メディア，国家，国際組織などと関わるが，その関係は

単純ではない.第一に， NGOは，専門知識を持ち現場

を熟知しているので，問題の定義や決定の過程や行政的

措置の実施において政府や国際組織と協力的な関係にも

対立的な関係にも立ちうる.第二に，公共圏をめぐる闘
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争は， NGO政治の中心的領域であるが， NGOはメディ

ア産業の協力に頼らざるをえない.

なによりもNGOは，専門的で長期にわたる組織とし

て，継続的に利用できる財政手段に頼っているが，寄付

金だけでまかなわ才」るわけではない.ここから国家，国

際組織，私企業などへの依存が生じる.こうした依存は，

NGOを道具化するために国家や国際組織によって利用

されることになる. NGOと国家の強い結びつきは，財

政的依存に由来するだけではなく，自らの目的を実現す

るために国家の立法・執行上の潜在力に頼っているとい

う事実に由来する. NGOの有効性は国家の協力姿勢し

だし、であり，これはつねに国家の目的のためにNGOを

道具化する可能性を含んでいる.

ヒルシュは， NGOと国家やメディアなどとの以上の

ような関係を踏まえて，国際的次元におけるNGOの活

動に関して二つの異なる戦略を原理的に区別している

(Hirsch/Gorg 1998:335) . 

第一の戦略は対抗権力」である.この戦略は，政

府，企業，国際組織の決定に対する批判や反対行動の動

員に関係している. NGOは通常，国内レベルと国際レ

ベルの両方で正式のアクセスや参加の権利を欠いている

ので，制度外戦略と反制度戦略を必要とする. NGOの

民主主義的潜在力は，制度的政治の外部で，制度的政治

に対抗して活動する能力に基づいている.

第二の戦略は規制された協力 j である. NGOが，

政治的パートナーとして認知され，問題定義，利益媒介，

政策決定の形式化された政治過程に関与することをねら

っているときに，こうした戦略が生じる.確かに，この

戦略は重要であり，必要でもある.しかし，政府や国際

組織の観点から見ると，技術的あるいは正当化の動機の

ためにNGOを組み込むことは，特定の政策のために

NGOの支持を確保するという機能的目的に役に立つ.

ヒルシュは， NGOの二つの戦略を区別した上で N

GOの「対抗権力」戦略の重要性を強調する.というのも，

NGOを規制された協力構造に組み込むことは， NGO 

が道具化される可能性をはらんでおり，本来的に，民主

主義的獲得物としては特徴づけられない.対照的に，形

式的な参加の拒否と形式的な参加からの相対的な自立，

反権力や抵抗の確立は，少なくとも，民主主義的過程の

欠如に対する不完全ながらの代替物である.ここから N

GOは，国家，国際組織，企業に対する実質的な政治的

自律性を守るほどに，民主化過程においてより大きな役

割を演じることができると評価される.

またヒルシュは，社会運動の重要性を指摘する.社会

運動とは，既存の政治制度の外部における国家から自立

した政治的プロジェク卜とイニシアティブであると理解

されている. NGOの民主主義的重要性は，国家から自

立した政治的プロジェクトとイニシアティブとしての社

会運動の存在と発展しだいであるとして，ヒルシュは，

「非政府組織」と「運動」を概念的に区別することが重

要であるとも強調する.

NGOが国際政治において広く注目されるようになっ

たのは，ブラジルで開催された地球サミット(1992年)

など国連主催の国際会議において大きな役割を果たして

きたからである.これは，環境に関する「国際レジーム」

にとどまらず，安全保障の領域においても，対人地雷禁

止条約締結に際して「地雷禁止国際キャンペーンJ (1 C 

B L) が果たした大きな役割などが注目を集めている

(目加回 1998，2003;毛利 1999) . さらに，シアトル

WTO閣僚会議(1999年)以降，国際会議への参加のみ

ならず，国際会議自体への対抗活動も関心を集め，さら

に開発援助の分野でも fNGOJ と区別して，国際次

元における「社会運動」が注目を集めはじめている(北沢

2003 ;定松 2002). 

ヒルシュによる「非政府組織」と「社会運動jの概念的

区別は，国際会議に対抗する「社会運動」の重要性を強調

するだけではなく，国際会議にかかわる NGOの活動を

評価する基準ともなる.国際会議への参加が「規制され

た協力」へと媛小化されないためにも， NGOが採用す

る「対抗権力J戦略，自立した政治的プロジェクトとイニ

シアティブとしての社会運動の重要性が導き出される.

さらに，ヒルシュは，グローパル化にともない，国際

的調整の次元が重要性を帯びているにもかかわらず，国

際的次元における民主化だけが重要ではないと主張する.

グローパル化は，安全保障国家から国民的競争国家への

変容を通じて促進されていおり，国民国家の空洞化では

なく，自由民主主義の空洞化をもたらしている.園内レ

ベルと国際レベルの民主化過程がお互いにある程度影響

を与えているという認識から，国際政治の民主化は，基

本的には，国内の枠内における新しい民主主義的形態と

行為者の出現しだいである.そうした発展は国民的

競争国家Jが自由民主主義に及ぼす空洞化効果に抵抗す

るかもしれない.

また園内次元と国際次元の民主化が影響しあっている

ならば，両方の次元における民主主義運動が，国際的民

主主義にとって決定的な意義を有している.というのは，

国内と地域(リージョン)での闘争を通してのみ，

NGOのネットワークが，エリート主義・官僚制的構成

や疑似国家的構成になるのを妨げうるからである.それ

ゆえ非政府組織」と「社会運動」の概念的区別は，

たとえ明確でなくても，分析的にも概念的にも重要であ

る.民主主義的過程から見ると，社会運動の財政的・組

織的自立性を保持しながら国家権力を越える社会運動の

協力のネットワークを発展させることが重要であると主

張される(Hirsch1999a， 1999b， 2001) • 
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ヒルシュは，フォーデイズムの危機と再編成の中で，

「ラデイカルな改良主義」の担い手として新しい社会

運動に期待していた.可「ラデイカルな改良主義」は，

運動環境という新しい社会運動のインフラストラクチ

ャーを基盤にしながら，制度外の運動に依拠しながら，

制度の改良を積み上げていく政治戦略として定式化さ

れた.それは，一方で，国家による上からの国家改良

主義( r大きな政府」論)を批判しつつ，すべてを市

場による解決に委ねる新自由主義( r小さな政府J

論)も退けながら，改革を進めようという政治戦略の

構想であった.

しかし，新しい社会運動が緑の党として制度化され

るとともに，社会運動のインフラストラクチャーが枯

渇していく.さらに国民的競争国家」が，経済戦

争のために全国民を動員し，資本主義のグローパル化

を推進する中で，ヒルシュは，新たな政治戦略を模索

して，注目を集めている NGOの可能性を検討した.

ヒルシュは，フォーデイズムの危機の中で，制度外

の運動と制度の改革を結びつけるものとして「ラデイ

カルな改良主義Jを構想したのと同じように 3 国際的

民主主義の次元においても，制度外と制度内の活動を

「分析的に社会運動」と「非政府組織」として区

別している.同時に，国内と地域(リージョン)の両

方における民主主義運動が国際的民主主義にとって重

要であると強調する.すなわちラディカノレな改良

主義」という政治戦略は，フォーデイズムの危機の中

では国内の攻治改革戦略として構想され，制度外の運

動と制度内の改革を結ひーつけることが重要であると強

調されていたが，資本主義のグローパル化が進行する

中で，国内と国外の民主主義運動が連携することが重

視されるとともに社会運動」と「非政府組織」が

分析的に区別されて， NGOが，国家，国際組織，企

業から自立したネットワークを形成することの重要性

が強調される.フォーデイズムの危機の中で，新しい

社会運動に依拠して構想された「ラデイカルな改良主

義」は，資本主義のグローパル化が進行するポスト・

フォーデイズムのもとで，制度(非政府組織)と制度

外(社会運動)という区別に加えて，国内と国外にお

ける民主主義運動を結びつけ，自立した社会運動と N

GOの活動を結びつける中に，再定式化されたのであ

る.

ヒルシュの批判的資本主義国家論の特色は政治

的形態」として「国家の論理」を強調し，グローパル

化とともに「国民国家」としての「政治的形態」を強

調する点にあった. したがって政治的形態」の打

破を呂指す「ラデイカルな改良主義」は安全保障

国家」から「国民的競争国家Jへ現代国家が変容する

とともに，制度外の社会運動と制度改革を結びつけ，

さらに園内と国外の民主主義運動の連帯する中に展望

を見出してきた.しかし安全保障国家j に抗する

新しい社会運動の場合，社会運動のインフラストラク

チャーが枯渇するとともに，一方で大きな政府」

か「小さな政府」かという新自由主義の言説に換骨奪

胎され，他方では，社会運動の圧力のもとで制度の改

革を積み重ねていくよりも，制度の論理に組み込まれ

ていくとして，しだいにヒルシュは新しい社会運動に

批判的になっていった.

それでは p グローパノレ化に抗する「ラデイカルな改

良主義j は，どのように可能であろうか.ヒルシュの

場合グローパル・ガパナンス」は，新自由主義的

グローパル化を促進する国際的調整連関であるととら

えられているがグローパル・ガパナンス」に新自

由主義的グローパル化を阻止する可能性を見いだそう

とする試みもある (Brand2000) . ピノレシュは， NG 

Oの「対抗権力」戦略，制度外の社会運動を重視する

政治構想、を提示しているが対抗権力J戦略と制度

外の社会運動が，どのように制度改革を実行していく

のかという制度改革の構想が乏しい. NGOの影響力

が強まるとともに，国家による NGO利用も強まって

いる中で対抗権力」戦略や制度外の社会運動の意

義は高まると予想されるが，それらを「グローパル・

ガパナンス」の制度改革の構想を結びつけていくこと

が必要とされるだろう制度化の論理」に抗するた

めにも，制度外の社会運動と制度改革を結びつける理

論と実践が求められる.

また，新しい社会運動の場合は，社会運動のインフ

ラストラクチャーが社会運動の母胎として大きな役割

を果たしていたのに対して，国家を超えた社会運動の

連帯を可能にするインフラストラクチャーははっきり

と存在しているわけではない.新自由主義的グローパ

ル化に抗するオルタナティブなグローパル化が，どの

ようなインフラストラクチャーに支えられるか，ある

いは，どのようなインフラストラクチャーを構築して

いくのか，これは，現在のところ漠然としたままであ

る.国境を越える社会運動のインフラストラクチャー

と言うと「グローパノレな市民社会」として議論されて

いる. しかしグローパルな市民社会」の形成につ

いて議論できるとしたら， ヒルシュの議論にしたがえ

ば、すでに存在しているものとしてではなくグロ

ーパノレな市民社会」をし、かに構築していくか， という

ものであろう.

9 
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