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4：「共通生活」の基盤となる「恩寵ないし挑戦の道徳」としてのキ
リスト教

これまでの検討から明らかになった点は次の二点にまとめられよう。第
一に、リンゼイが大規模産業社会における〈疎外〉状況の根幹に「経済的
関係」と産業化とを見出し、その〈疎外〉状況の帰結として「全体主義」
や「カエサル主義」と結びついた「全能国家」をみていたことである。第
二に、その「全能国家」とは異なる社会的紐帯のあり方として彼の民主主
義論が構想され、そうであるからこそ彼の民主主義観においては「兄弟
愛」「友愛」の観念が重要な鍵概念であったことである。この「友愛」概
念と結びついた民主主義の具体像が、単なる「同意」を超えた「何か」を
めざす討論の重視であり、その討論は「契約」や「信託」とは異なった組
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織原理にもとづく「共通生活」に基づかなければならないとされていた。
そして、リンゼイにとってその「共通生活」が彼のキリスト教観と密接に
結びついていることまでは確認された。

そこで本節ではリンゼイのキリスト教観の特徴を検討することで、それ
がいかに彼の民主主義論を下支えしているかを明らかにしたい。その際、
当時の英国におけるキリスト教思想の状況のなかでのリンゼイの位置とい
う問題も重要であるが1、本節ではまずリンゼイ自身の議論を追うことで、
彼が想定している上記の第三の組織原理にもとづく「共通生活」の具体像
に焦点をあわせたい。こうした作業によって、彼が大規模産業社会におけ
る〈疎外〉状況にいかに対応しようとしたか、つまり、「直接的には人々
の目的やそれに対する責任を変更しない」「経済的関係」を中軸に据える

「経済人」の観念にいかに対応しようとしたかも、明らかになってくるは
ずだからである。

以上の視座設定を踏まえてリンゼイのキリスト教観の特徴を考えると
き、まず指摘しておくべきなのは、彼の民主主義論において鍵概念となっ
ていた「平等」および「兄弟愛（友愛）」はまさに彼のキリスト教観に由
来していたことである。「われわれはみな一人の父親の子供なのだ」とい
うリンゼイの言葉に、この点は端的に示されている2。

だが「契約」「信託」とは異なる第三の組織原理にもとづく「共通生活」
の具体像に焦点を合わせるとき、リンゼイのキリスト教理解において注意
されるべき点はむしろ以下の点となる。

一つは、リンゼイがキリスト教の第一義的な特徴を「受肉 incarnation」
の宗教である点に求めていたことである。すなわち、キリスト教とは「何
よりも神の本性と行為 actions との顕現、そして人間を気にかけ人間に自
らを顕わす神の顕現」を意味する。その神の本性はナザレのイエスの生涯
と死とに、つまり、「人

、

間
、

と
、

し
、

て
、

の
、

彼のあり方、彼の話し方や行動の仕方」
（傍点平石）に最もよく示されているが、同時に、イエスには遠く及ばな
くとも、神の精神（霊）に衝き動かされるあらゆる人において神の本性は
顕われているのであって、キリスト教徒たることはこ

、

の
、

神の力を認め尊崇
し手に入れようと欲することであった。このような信念のもとに、人は

「人間相互の生き生きとした根本的原理が示されている」と信じて聖書に
霊感と導きとを求めることとなる｡3

これに関連していま一つ目を惹くのは、「霊 spirit の問題においては建
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造物を建てそれを超える過程は終わりなきものである」という言葉に示さ
れるように、リンゼイがキリスト教の教義体系よりはその精神をはるかに
重視したことである。「神は自らを人の中に顕わし、われわれはわれわれ
の宗教的象徴のなかだけでなく、われわれの生や芸術、文学、社会的・政
治的制度といったあらゆるわれわれの手になる作品のなかにも神を見るよ
うに召命を受けている。われわれがわれわれ自身に、われわれの同胞に、
人間精神のあらゆる具体的な業績に、存在する神的なものを尊崇できるよ
うにならなければ、われわれはどこにも神を見出し得ないであろう」と考
えるリンゼイは、確かに「建造物」や教義体系の意義を全否定することは
ない。しかしその一方で、彼にとって「そうした建造物や体系に霊感を与
えた霊を忘れ、永遠なる宿営地に安堵して定住する」ことは「人の精神
spirit が自らの生み出したものを崇めるようになる」偶像崇拝に他ならな
かった｡4

このようなリンゼイのキリスト教理解は、「自己の立場およびその義務
の道徳 the morality of my station and its duties」と対比される形で、「完
成への挑戦の道徳あるいは恩寵の道徳 the morality of the challenge to
perfection or the morality of grace」（「恩寵ないし挑戦の道徳」）としてさ
らに詳しく説明されることになる。

リンゼイによれば、「自己の立場およびその義務の道徳」とは具体的な
社会・国家で受け入れられ、われわれが実際にそこで生きる場合に守るよ
う求められる法・規定・慣習を指す。われわれはそうした道徳を、自己の
合理的判断よりはむしろ年長者や周囲の是認・否認によって身につける
が、そこでは、一方で「他者はわれわれの行動に依存しているからわれわ
れはやりたいようにできる自由を持たない」という「責任」ないし「義
務」の観念が軸とされつつ、他方で、その責任が相互に果たされることに
よって互いに一定のルール内で行動できる「自由」もがもたらされると理
解される。そしてこの「自由」を保障するために「法や道徳は･･････全員
を拘束するルールを含意しなければならないだけでなく･･････平等な権利
を含意しなければならない｣｡5

だが、この道徳は「その本質において閉じられた道徳であって開かれた
道徳ではない」。というのも、この道徳では「われわれ自身が行動する準
備があるように他者も行動するだろう」という「相互信用」ないし「互恵
性 reciprocity」の観念が前提されているが、この「相互信用」は「その
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必要からは自動的に生まれない」からである。「不幸にも、自己の立場お
よびその義務の道徳は、ルールを守る人々を実際に期待できる社会を創り
だすのではなく、それに依存する」。つまり、この道徳は「慣習や相互に
顔見知りであり親密である関係に依存」し「特定の共同体から立ち現れ
る」のであって「その義務は共同体の成員に対する義務」なのである。こ
こからリンゼイは、この道徳だけが「唯一の道徳であるような世界は互い
に不和で争うような閉鎖的でしばしば敵対的な諸社会からなる世界」であ
り、「そうした社会は境界の外側の社会に対する共通の憎悪によって動か
されるがゆえに、内側においては連帯と緊密な協同とをほぼ手に入れるよ
うにみえる」と断じる｡6

加えて、リンゼイはこの道徳が「必然的に不完全」である点にも注意を
向ける。というのも、この道徳の「社会的目的」は、恣意的な干渉からの
一定の行動の枠内での保護という意味で「われわれの行動の保証された背
景」を与えることにあるわけだが、社会の構成員が全体としてそれを守る
用意がなければ意味がなく、しかも人間は「有限で過てる」存在だからで
ある。かくして「道徳的規定や法に具現される行動規準は、品位ある平均
的な人々が守る用意のある行動よりも高くは設定できない」ことになる｡7

このような特徴をもつ「自己の立場およびその義務の道徳」に対して、
「恩寵ないし挑戦の道徳」はこうした道徳が前提とする「互恵性」の前提
を超えたところに成り立つ。というのも、「キリスト教の教えはイエスの
例示と教えとによって、神の贖いの恩寵と描写されることになる、自由で
惜しみない譲与の観念を得た」からである。それは「他者が見返りに何を
なすか考慮しない」観念であり、その意味で、「たとえわれわれには耳に
しうる最も高貴な要求に応じる義務があると言いうるとしても、他者はわ
れわれのそうした応答に対応するような権利をもたない」｡8

したがって「完成への道徳」とは言え、それは古代ギリシアで見られた
ような「二次的にしか他者に関心を寄せない」ような「高貴ではあるが自
己充足的な誇り」とは異なる。「イエスは第一に彼の周囲の人々を――彼
らの喜びや悲しみを――気にかけた。彼の善良さには恩寵の性質があっ
た」というリンゼイの指摘に窺われるように、それは他者への関心を動機
とし、いわば一方的に他者に対して善意をもって接することを意味する｡9

こうした「恩寵ないし挑戦の道徳」が、「自己の立場およびその義務の
道徳」とは異なり「開かれた」性格をもつことは見やすいであろう。「あ
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らゆる種族の者が一人の父の子供なのだから、彼らはみな、もし助けを必
要とすれば、われわれの隣人」なのであり、「全ての者に人間らしい敬意
と気遣いとが寄せられるべき」なのである｡10

だがリンゼイはこの道徳にもう一つ重要な特徴を見出していた。「自己
の立場およびその義務の道徳」とは対照的に、この道徳の主眼は与えられ
た「命令 command」に服するか否かを選ぶことにはないという点がそれ
である。むしろキリストに従って、人は「発明的でなければならず、何か
新しいものを生みだし発見し」なければならない。この意味で、この道徳
にもとづく行動は「何か芸術家の仕事のようなもの」であり「想像力と自
発性とを必要とする」｡11

リンゼイが「全能国家」の理念に対して非常な懸念を抱いていたことを
考えるとき、ここに見られる「自発性」という言葉は重要である。実際彼
はキリスト教を「律法遵守ではなく道徳的自由の宗教」と見ており、山上
の垂訓についても、それが「恩寵ないし挑戦の道徳」の最も明確な表現で
あることを認めつつ、「キリストは新たな律法主義を説いたのではなく、
あらゆる法に対する、そして同胞とのあらゆる規格化された関係に対す
る、新

、

た
、

な
、

態
、

度
、

を説いた」（傍点平石）にすぎないと評している｡12

ここでのリンゼイの含意は二点ある。一つは、山上の垂訓は「われわれ
は決して自らに認められる正義を完全に要求することはなく、むしろそれ
を他者に喜んで譲る」ことを意味するが、「これはわれわれが決して正義
を求めないことも、同胞が正義を得ていることを確かめないことも意味し
ない」ということである。リンゼイによれば、山上の垂訓が字義通りに守
られなければならないとすれば、人は自らの権利を主張できず、民衆も抑
圧的な政府に抵抗できない。したがって善と区別された、権利を保護する
正義は必要である。正義それ自体は善なくして理想的な社会をもたらすこ
とはできないが、それゆえに「正義とそれを維持するのに必要なあらゆる
機構とが非難されるべきではない」のである13。これは後述する国家の必
要性に関する彼の議論とつながる。

もう一つの含意は、そもそも山上の垂訓は完全なる行動のための完成し
た絶対的道徳律として考えられるべきではなく、キリスト教徒は道徳的に
自律しなければならないということである。その論拠の一例としてリンゼ
イは「汝の敵を愛せ」という教えをあげる。彼によれば、「それは、理解
できる要求ではあるが、愛がわれわれの敵に対するどのような行為を命じ
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るかを教えない」。実際、「もしわれわれがそこで与えられる教えを常に守
られるべき文字通りの命令として受け入れるのであれば、われわれは深刻
な道徳的困難に陥り、自分が、隣人や敵に対する愛から命じられたと心の
底から考えられないようなことをしているのを見出すであろう」｡14

このようにリンゼイがキリスト教徒における道徳的自律の必要性を論じ
るとき、もちろん彼は人間の有限性・可謬性を自覚している。したがって
キリスト教的生活は「永遠なる探求の態度を要求する」のであり、「恩寵
の道徳においては謙譲と信とが等しく本質をなす」15。「自己の立場およ
びその義務の道徳」も「有限で過てる存在」としての人間を対象とするた
めに不完全な道徳と見なされた。「恩寵ないし挑戦の道徳」も人間によっ
て担われる以上、現実に示される道徳としては不完全であろう。しかしそ
れは無限で絶対的な神という存在に向かっての終わりなき「完成への挑
戦」である点で、大きく異なるのである。

まさにこの点に関わって、「共通生活」の不可欠性というリンゼイのキ
リスト教理解の特徴が現れることになる。「キリスト教の原理と教えとは
相互奉仕の共通生活においてのみ理解されえ」、「活動的な友愛 active fel-
lowship の経験においてのみ神の意志を人は学びうる｣16と指摘しつつ、リ
ンゼイはさらに次のように論じる。

われわれの宗教的経験はわれわれ自身のものでなければならない。
各人がナザレのイエスの生と死において見出す意義には、常にな
にか個人的で特別なものがあるであろう。つまり、各人にとって
の神の言葉である。しかしそれは容易に、それがわれわれ自身の
ものであるがゆえに、一面的となりがちである。もしそれが他者
の宗教的経験と接触することで内容豊かにならなければ、それは
十全性と包括性とに欠け、本来可能であるよりも真理にも欠けざ
るを得ない｡17

ここに示されているように、リンゼイには、キリスト教的信仰は個々独
自の経験から出発しなければならないものの、それは必然的に一面的であ
るがゆえに他者の経験とつきあわせて真理に満ちたものにされなければな
らないという理解があった。すでに紹介したように、彼は宗教的信条や教
義が偶像崇拝の対象となることに非常に批判的であったが、他方でそれら
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に一定の価値を認めていたのは、このゆえであった18。
しかし同時に、「霊の風は望むところに吹く｣19という一句をリンゼイが

好んで引用したように、個々人の宗教的経験の意義はやはり十分に汲まれ
なければならない。「預言それ自体は個人の責任」であるが、「預言者を生
み出すことも教会の役目」であり、「教会は自由に預言することを励まし、
その預言の自由がもたらすに相違ないあらゆる醜聞を正面から受け止める
べく備えている点でも役に立つべき」なのである｡20

リンゼイが左派ピューリタンを高く評価したのは、まさにこうした個人
のイニシアティヴと「共通生活」とを統合しようとする理念の実例を彼ら
の万人司祭主義の教義と宗教的集いの実践との結合に見出していたからで
あろう。そして、ここに見られるような個人のイニシアティヴのあり方
を、リンゼイは「科学的個人主義」に対置して「キリスト教的個人主義」
と呼ぶ。

すでに見たように、個々人を「相互には外的な関係しか持ち得ない、完
全に独立したもの」である原子になぞらえて理解する「科学的個人主義」
には「恩寵」あるいは「完成への挑戦」といった道徳の観念がないため、

「人格の無限性ないしは『他者の他者性』の無限性に対する尊重」がほと
んど見られない。それに対して、「キリスト教的個人主義」は、「人々を無
限の可能性をもつ人格と見なし」、「最も厄介な状況でさえも聖人の英雄的
行為や預言者の霊感によって贖われうると想定」した上での「人間的友愛
human fellowship の個人主義」である。そこでは、各人は「恩寵のもと
に生きて」「自由の生活を送るよう召命を受けている」と考えられ、「完成
への挑戦」という点で「各々全員が何かしら貢献するものがあると判明し
た、自らを超える共通の目的において結合される友愛」の関係を築くと考
えられるのである｡21

リンゼイにとって民主主義の核となるべき「自由で自発的な結社」と
は、以上に見てきたような彼のキリスト教理解に支えられた理念に他なら
なかった。そこでは教会や大学だけでなく、労働組合、WEA、生活協同
組合、労働者クラブ、友愛協会といったさまざまな結社が、「自由」や

「平等」と結びつけられた「友愛（兄弟愛）」の観念のもとに「全能国家」
とは異なった社会的紐帯の核をなし、同時に、それらがいわば「パン種」

「地の塩｣22として「恩寵ないし挑戦の道徳」を示し、「社会的良心や社会
的イニシアティヴの成長点を形成する」と考えられていた。たしかに「現
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代の経済的不調和に対処するにおいてわれわれは法や行政や科学的技能を
欲している」が、「ヨリ多くの科学的行政だけでわれわれが地上における
神の王国を実現できると考えるのは馬鹿げている」以上、「法や組織の働
きがあらゆる種類の兄弟愛に満ちた助力によって鼓吹され、また親切なも
のとされ続け」なければならないのである。このように考えるリンゼイの
念頭にはもちろん、すでに触れたロンダ渓谷やリンカンにおける彼の経験
があった。また彼は、これら二つの試みを踏まえて 1932 年に設立された
全国社会奉仕評議会（National Council of Social Service）の議長にも就任
している。彼の議論はそうした実践に裏打ちされたものであった｡23

5：国家の位置づけ

以上検討してきたように、大規模産業社会における〈疎外〉状況とその
帰結としての「全能国家」とに対する対抗理念として提示されているリン
ゼイの民主主義論は、「自由」「平等」と並んで「友愛（兄弟愛）」を鍵概
念としていたが、それだけでなく、その「友愛」の観念が「共通生活」の
観念を媒介にして「恩寵ないし挑戦の道徳」としてのキリスト教理解と結
びついていた点に大きな特徴があった。

ここで一点確認されるべきは、「恩寵ないし挑戦の道徳」を核とするこ
うした自発的結社が「正義」よりは「善」の論理に基礎づけられていたこ
とである。その意味で、これらの結社は「非政治的」であり、またリンゼ
イにとって「政治は二義的な意味しかもたな｣24かった。だがすでに少し
く触れたように、彼にとって国家は決して不要なものではなく、「全能国
家」の理念とは異なる形でそれは彼の民主主義論の中に位置づけられる。
そこで本稿の締めくくりとしてこの点を検討しておきたい。

国家は教会ないしあらゆる種類の道徳的組織を必要とし、それら
を当然のものと扱わなければならない。そして国家の仕事とは、
国家内の豊かで多様な自発的結社の生活を調和をもたらすような
規制によって保護することである。ボザンケの言葉を借りれば、
その目的は善き生の障害を阻むことなのである｡25

この箇所は、国家と自発的共同体との機能分離およびその意味での「寛
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容」をリンゼイが重視していことを端的に示した部分としてしばしば引用
される。これと同じ趣旨から、リンゼイはしばしば国家を「道具」だとも
論じている。

しかし彼の国家観はもう少し複雑な様相を呈している26。というのも、一
方で、彼においても国家には一定の道徳的性格が認められているからであ
る。例えばリンゼイは、国家の機能を「人々がその目的をヨリよく達成す
る」ことだけには求めず、「立法や統治行為は個々人の要求を満たすことだ
けではなく道徳的問題にも関わっており、生の一定の基準と作法とを維持
することに関わっている」と指摘する。彼にとって現実の「国法、公共政
策、教育体制、制度」は「共同体の善き生の概念のこの水準」が具現化さ
れたものに他ならなかった。「経済的関係」や「経済人」の理念に対するリ
ンゼイの批判を考えるとき、彼の国家観におけるこの側面は重要である。

しかし他方で、リンゼイにとって、彼が引照するプラトンやアリストテ
レスとは異なり、善き人間そのものをつくりだすことは国家の役割ではな
い。なぜならば「押し付けられたか心ならずの道徳は語義矛盾」だからで
あり、「道徳的生活」は力ではなく説得と例示とによって示されるべきで
あって、この結果として人々の間で導き出された「共通の社会生活の精
神」こそが「立法の規準」たるべきだからである。端的に言えば、これ
は、これまで検討してきた「恩寵ないし挑戦の道徳」を核とした「自由で
自発的な結社」を起点として世論が形成され、それをもとに具体的な「国
法、公共政策、教育体制、制度」が実現されるべきだという議論である。
したがって、結果として国家には一定の道徳的性格が備わるが、国家があ
るべき道徳の最終的な判断者であることにはならない。「それが規定する
のは必要な最低限の行動であって最大限ではない」のである。その意味
で、リンゼイにとってやはり「政治は二義的な事柄にすぎな」かった。

だがこのように考えるリンゼイにとっても国家はその政治思想において
不可欠な位置を占める。ここには大きく考えて二つの理由が認められると
言ってよい。一つは、もはや自発的結社だけでは大規模産業社会に生じる
諸問題に対応するための十分な資源を確保できないという判断である。こ
れはリンゼイの民主主義論における自発的結社の位置づけを検討した際に
すでに確認した、専門家による「計画」の必要性という議論につながる。

もう一つは、前節で触れた「善」と「正義」との関係に関わる。彼の理
解では「国家の組織された実力は･･････実力の利用に終止符を打ち、法の
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支配を確立するための実力」であるが、「法の目的は権利を維持するこ
と」、つまり「恣意的な干渉から人々を保護し、人々が自由でありうるよ
うな確固たる道徳的な背景ないし環境を提供することにある」。「それは善
き生に対する『障害を阻』み、自由な活動のための枠組を提供する」。自
発的結社とその成員とが自由にその道徳的目的を追求しうるためには、国
家によって強制的かつ包括的に自由と権利とが保護されていなければなら
ないのである。ボザンケに引照した上述の引用もこうした理解に由来する
ものであった｡27

以上のようなリンゼイの国家観の特徴を踏まえた上で、最後に二点検討
を加えておきたい。

第一点目は、自発的結社が体現する「恩寵ないし挑戦の道徳」と国家
（および社会一般）が体現する「自己の立場およびその義務の道徳」とが
対立することはないのか、そして対立する場合に、それぞれの道徳の論理
を体現する諸個人・結社・国家はどのように行動すべきかという問題であ
る。そして第二点目は、リンゼイが考えるような民主的社会を支える国家

（その意味での民主的国家）が現実の国際情勢のなかで危機に瀕するとき
どうすべきかという問題である。これは良心的兵役拒否の是非という問い
を介して第一点と関連し、また、リンゼイが二つの世界大戦の経験を通じ
てあるべき国際関係をどのように構想したかという問題にもつながる。

まず第一点目の方をみれば、リンゼイは、「国家が法への服従を強制で
きるのは、法が、ほとんどの人々がそれを破りたくないと望むようなもの
の場合だけ」だと考え、その意味で「実力ではなく意志が国家の基礎であ
る」という T・H・グリーンの主張を支持する。したがって彼は、基本的
には二つの道徳に関する「多くの行動は協働的であるし、そうでなければ
ならない」と指摘する｡28

しかし同時に、彼はこれら二つの道徳のあいだに対立の可能性があるこ
とも見逃さなかった。というのも「恩寵ないし挑戦の道徳」にもとづく

「新たな光明が届くのは個々人であって社会全体ではない」からである。
「それが特定の個々人に届くのは、彼らが他の人々よりも道徳的にヨリ感
受性があるから」だが、「彼らは自らが熱烈で強情だという理由だけで他
者に対して同意を求めることはできない」。したがって、「しばらくの間そ
うした他の人々は自らの光に沿って行動せざるを得」ず、「かくして容易
に、双方の側において極めて正直で誠実な人々の間の対立がもたらされう
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る」。「預言者には彼が不利に証言したい悪しか見えないかもしれない」
が、「社会を存続させることに責任を持つ人々にとっては、もし彼らが預
言者に耳を貸し、その非協力 non-co-operation にむかって預言者が他者を
説得するのを許すとすれば、いかにして社会が破滅から免れうるのか分か
らない」のである。最終的にはリンゼイは、「国家には初期キリスト教徒
を殉教者として殺す権利があり、初期キリスト教徒には殉教する権利が
あった」というサミュエル・ジョンソンの言葉を引用し、「そこにはジョ
ンソン特有の厳しさがあるが、原則的には正しい」と認める｡29

第二点目に関しては、リンゼイは民主的国家に対する個々人の犠牲を求
める。第二次世界大戦中、進撃してきたドイツ・イタリアとフランスとが
ついに休戦協定を結んだ姿を見ながら彼は BBC のラジオ講演で次のよう
に訴えた。

民主主義にとって政府は単なる道具である。しかしもし究極的な
価値が自由な人間交際に表現されているという事実をわれわれが
強調するのであれば、われわれは次のことを忘れてはならない。
すなわち、そうした究極的価値を保護するために国家は絶対に不
可欠な道具であり、したがって必要とあれば、われわれのすべて
をその道具に献げる覚悟がなければならないということ、これで
ある。生における最も高貴なもののために自らの命を捨てる覚悟
ができているときにのみ、われわれはその命を救うことができる。
そしてわれわれが唯一それを実現できるのは、必要な場合に、国
家というその道具のためにあらゆるものを犠牲にする覚悟をもっ
ていることによってなのである。必要あらば、われわれは討論も
交渉も取引もなしにそれをする覚悟がなければならない。国家は、
時間がかからざるを得ない社会における物事、つまり、自由な男
女の間での思慮深く、自由で、余裕のある生活を守るためには、
決断力をもって行動し、人々の奉仕を迅速に求めることができな
ければならない。現代民主主義はこの線で国家を構成してきたの
である。30

リンゼイのこの議論にはいくつかの留意ないし留保が必要である。
第一に、国家への献身が自己目的化しているわけではないことである。
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リンゼイの理解によれば、「全体主義政府の市民のように国家とその権力
とはそれ自体が目的であると教えられているからではなく、国家とその権
力とは人生における自由なる事柄を保持するために不可欠であることを認
識しているから」「われわれは全てを国家への奉仕のために捧げる」ので
ある｡31

この点に関連して興味深いのは、リンゼイが軍における一種のシティズ
ンシップ教育の重要性を指摘し、そのためのテキストを一部執筆し BBC
で講演を行ったことである。その具体的な内容は前節で検討した二つの道
徳に関するものであったが、そこには、「軍隊のなかでシティズンシップ
の感覚を息づかせよう」とする意図があった。もう少し言えば、そこに
は、上官の命令に精確に従うだけの歯車のような兵士ではなく、その討論
によって「現代民主主義の起源」となった「クロムウェルの軍隊」にも比
べられるような軍、つまり、戦争の大義を、「正しい」人間を超えた「善
き」人間が生きる余地を認める社会を守ることに求める「市民軍」を育て
ようとする意図があった｡32

第二に、第一点目と関連して、民主的国家への献身は「世界民主主義の
市民」という理念と結びつけられて考えられていることである。「今の危
機」の根底に「今世紀において近代の諸発明によって経済的相互依存関係
の関係が深化し、単一国家ではもはや自足していくことができない」事情
をみるリンゼイは、「われわれがいま住んでいる世界は世界的組織をもた
なければならない」が、それは「さまざまな国民国家の貴重な個々の性格
を保持するような組織」として「民主的組織」でもなければならないと論
じる｡33

この議論の一つの帰結は、国際関係において「法の支配」を成立させる
必要の主張である。それは「法の支配」を破る国家に対して実力の行使を
厭わない断乎たる態度をとることにつながる。リンゼイが両大戦双方にお
いて「戦争終結のための戦争」という考えを支持し、第二次世界大戦前の
英国政府の宥和政策に対して強く批判的だった理由はここに求められる。
また、国家との類比でこの「法の支配」を確固とする上での物理的暴力の
実効性を認めるリンゼイは、原爆の脅威によって平和主義こそが現実的に
なったとする H・リード（Herbert Read, 1893-1968）の議論に対して、そ
れが国家を悪とみなしその不要を論じる主張に裏付けられていると理解し
て、正面から反対する。リンゼイがむしろ唱えたのは、原子力の悪用防止
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に対する科学者の責任意識の成長とそうした科学者間の「国際的な友愛的
結合」の深化とを見た上での、核兵器の国際管理であった｡34

最後に良心的兵役拒否者に対するリンゼイの態度をみておけば、「殉教
者として殺す権利」と「殉教する権利」とを原則として認めた彼であって
も、良心的兵役拒否者に文字通りの殉教は求めなかったし、戦況の悪化に
よって良心的兵役拒否者に対する世間の風当たりが強くなり、一部の地方
公共機関が法の規定を超えて良心的兵役拒否者やその妻を解雇しはじめた
事態については批判的で、国家によって設立された良心的兵役拒否に関す
る法廷の決定に従わなければならないと主張する。また、王立陸軍医療軍
団（RAMC）やフレンド派救護部隊（Friends’ Ambulance）での奉仕、
あるいは農作業への従事という形での兵役免除も認める。しかし「私は、
危機において軍事的奉仕を拒否する点において平和主義者は誤っていると
思う」という言葉にも示されるように、安易な平和主義・兵役免除には批
判的であった。彼からみれば「ある社会の給付金を受入れ、時としてそれ
を要求さえしながら、その社会の規則に同意せずその生命を守ろうともし
ない人の考え方は理解できない」のである｡35

こうしたリンゼイの反応からも分かるように、結局彼にとって民主主義
は「信念」であるものの、その「信念」は成員各人の自己保存を最優先す
ることに向けられるよりは、「共通生活」を通じて各人が「恩寵ないし挑
戦の道徳」を実現することに向けられていたと言えよう。自己保存に対す
るこの視角は、ホッブズの『リヴァイアサン』に対するリンゼイの批判に
もうかがわれる。ホッブズが自己保存の論理を貫徹するために従来の自然
法理解を逆転させて「法が道徳に依存する」のではなく「道徳が法に基づ
くことを示そう」とし、その法の実効性を担保するために「政治的権威者
civil authority」を持ち出すことになるとみるリンゼイは、「ホッブズの失
敗は道徳は［自己保存という］望ましい結果を得るための単なる手段にす
ぎないと考えたことにある」と述べ、「彼は自分の自然法解釈に引き寄せ
て『何であれ他者があなたになすべきだと要求するものをあなたは彼らに
なしなさいという福音の法』は引用するが、決して『誰であれその生命を
救おうとする者は必ずやそれを失う』とは引用しようとしない」と批判す
るからである。リンゼイから見れば、「完璧な安全の追求は自らその目的
を裏切る」のであり、「安全のためだけに行動することは生きる上で最も
危険な方策」なのであった｡36
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6：おわりに

以上、社会経済問題に関するリンゼイの考察、「自由で自発的な結社」
を中心に据えつつも国家にも不可欠の位置を与えていた彼の民主主義観、
そして「恩寵ないし挑戦の道徳」としての彼のキリスト教理解を検討して
きた。結論的に言えば、大規模産業社会の〈疎外〉状況の根幹に「経済的
関係」と産業化との特質を見出し、その帰結として「全体主義」「カエサ
ル主義」と結びついた「全能国家」を見たリンゼイは、そうした「全能国
家」とは異なる社会的紐帯のあり方として彼の民主主義論を構想した。そ
の民主主義論において注目されるべきは何よりも「兄弟愛（友愛）」の側
面であり、「契約」や「信託」とは区別された第三の組織原理である「共
通生活」にもとづく結社の理念であったが、この「共通生活」の根底に控
えていたのが、「恩寵ないし挑戦の道徳」を実践するべく個々人がイニシ
アティヴを発揮し他者と討論してともに生きるキリスト教道徳のあり方
だったのである。このように確認した上で、本稿では、こうした結社の活
動を阻害しないために強制機関としての国家が必要と見なされ、場合に
よってはこうした「共通生活」のあり方を守るためにも「道具」としての
国家に対する犠牲が求められた点まで確認した。

われわれはこのようなリンゼイの思想から何を学びうるだろうか。一見
して目につくのはその時代的制約・限界かもしれない。多文化・多分化時
代の現代からみれば、キリスト教に大きく依拠するリンゼイの議論にはナ
イーヴさが漂うからである。例えばリンゼイが「恩寵ないし挑戦の道徳」
について論じるとき、どこまで真剣に非キリスト教徒が意識されていたか
には疑問が残る。

彼はキリスト教以外の宗教を完全に無視していたわけではない。という
のも「完成への挑戦の道徳」は異なった形態で仏教にも見られ、またその
幾つかの要素はヒンズー教やユダヤ教、ギリシア哲学にも見られるとして
いるからである。また、内面生活の重視という点ではキリスト教、ギリシ
ア哲学、仏教、ヒンズー教は共通するとも指摘している37。だが今回確認
できた限りでは、比較はここまでである。すでに見たように、キリスト教
と古代ギリシア哲学との比較においては、前者において大きな位置をしめ
る他者への顧慮が後者においては二義的になるという重要な指摘がある
が、仏教やヒンズー教さらにはイスラムに関して、リンゼイがこの点をど
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う考えていたかははっきりしない。
リンゼイにとってこれらが疎遠な問題だったとは思われない。というの

も、彼の長男マイケルは中国の燕京大学で教鞭をとったことがあり、その
縁で抗日運動に参加して中国人女性と結婚したし、彼の娘もインドに滞在
した経験があったからである。リンゼイ自身、1930 年にキリスト教会系
の高等教育機関の現状視察のためにインドを訪れているほか、翌年にはガ
ンジーをベイリオルに招き、インドの将来について議論している。その
際、マイケルがガンジーに対していくらかの戸惑いをもちつつ「あなたは
どの程度キリスト教徒なのですか」と問うたのに対して、ガンジーが「い
まお父上がここに丁度いらしたが、お父上はあなたにどの程度ご自分がキ
リスト教徒なのかをおっしゃることができるかな？」とユーモアを交えて
応じたエピソードも紹介されている｡38

したがって本稿で検討してきた〈危機の時代〉の思想家としてのリンゼ
イの議論はやはりキリスト教に親しんでいる英国民を読者として想定して
おり、そのために一定の視野の狭さを感じさせることは否めない。

しかし、こうした制約・限界にもかかわらず、大規模産業社会にリンゼ
イが見出した問題が解決済みとは言えず、かつ「経済人」の理念がますま
す当然視されていると思われる現況を考えると、現代におけるアポリアと
格闘した知識人の一人としてリンゼイに一定の評価を与えてもよい。特に
一方で、前号の本稿冒頭で紹介したように、「時代の危機」を意識しリン
ゼイと同じように「個人主義」の再検討を訴えた南原繁が全体主義とは異
なる形で民族共同体としての国家の重要性を強調する方向性に進み、他方
で、戦後の日本社会や 1980 年代以降の欧米において「市民社会」論が注
目されたのを見るとき、単に「自由で自発的な結社」を評価したのではな
く、その組織原理まで問うたリンゼイの議論には、やはり注目すべき点が
残されていよう。

加えて、彼のキリスト教道徳が神の「恩寵」に由来する「人格の無限
性」を認めた開かれたものであったことも見落とされてはならない。なぜ
ならば、それは、①他者を手段ではなく目的とみなしてそれに関心を寄
せ、②その他者の対象を常に拡げ、③そうした努力において自発性を求め
る道徳をリンゼイが提示したことを意味するからである。この意味で、リ
ンゼイは確かに大規模産業社会における〈疎外〉状況とその帰結としての

「全能国家」とに対応するための重要な思想的応答を試みたと評価でき
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る。
その上でなお、われわれが注意するべき点をもう一つ挙げるとすれば、

それは政治がもつ生殺与奪性 vitalness に関するリンゼイの視角である。
リンゼイが、民主主義の理念や民主的社会を守るためには、道具にすぎな
い国家に対する自己犠牲が必要であると説いていたことはすでに紹介し
た。またそうした彼の議論の根底には、自己保存よりも「恩寵ないし挑戦
の道徳」の実践を重視する彼の態度が控えていることも指摘した。しかし
リンゼイが H・リードを批判し、むしろ核兵器の国際管理を提唱した点
にまで考えおよぶとき、核兵器という大量破壊兵器の存続を認めた彼の議
論と「受肉の宗教」としての彼のキリスト教理解とは両立しうるのかとい
う疑問が生まれる。というのも、キリスト教を「受肉の宗教」と捉えるこ
とは、現

、

世
、

に
、

お
、

い
、

て
、

「恩寵ないし挑戦の道徳」としてのキリスト教的道徳
を実践することの重視を意味するはずであり、とすれば、人類共滅の可能
性をもつ核兵器は廃絶されるべきだという議論にむしろ行き着くのが自然
と思われるからである。極論すれば、「恩寵ないし挑戦の道徳」を守るた
めに人類が共滅したとして、それは「受肉の宗教」という見方から肯んぜ
られる結果なのであろうか。

リンゼイは 1952 年 3 月 18 日に死去するため、49 年 8 月におけるソ連
の核実験成功は知っていたはずであるが、52 年 10 月の英国の核実験成功
と核戦力の保有、さらに B・ラッセルを核兵器廃絶運動に踏み切らせる
54 年のビキニ環礁における水爆実験の成功は知らない。核兵器の拡散と
その威力の向上とが進むなかで、リンゼイが核兵器に対する自身の立場を
変えたかどうかは不明である。

いずれにせよ、この問題も含め、リンゼイの思想の特徴をさらに深く理
解し、その意義を正確に汲み取るためには、彼を取り巻いていたさまざま
な思想潮流にもっと目を配り、その思想的地図のなかに彼を位置づけ直す
作業が必要になってくるであろう。そして、そうした作業から得られる結
果は、リンゼイの遺産を受け取ったわれわれが、今度は自分自身でどう進
むのかを考える上での一つの重要な指標となってくれるに違いない。しか
しそれはまた別の機会を必要とする。今回はリンゼイの議論を中心にその
意義を確認できたことでよしとし、ここで筆を擱きたい。
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