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岡本恵徳「水平軸の発想」と「中央集権」への批判

Okamoto Keitoku “The Idea of a Horizontal Axis” 
and Criticism of “Centralization of Power”

神子島 健*
Takeshi Kagoshima

Abstract

 In this paper, I argue that “The Idea of a Horizontal Axis” represents a criticism 
of the process of Japanese modernization, and of the radical centralization of 
power.  “The Idea of a Horizontal Axis” was written by Okamoto Keitoku, an 
Okinawan thinker, in 1970.  From the Meiji Restoration to the recent period of 
rapid economic growth, mainstream thought in Japan considered modernization 
to be good.  In this way of thinking, the community, which refers here to feudal 
relationships, can be made obsolete and Okinawa, which was regarded as one of 
the most backward regions in Japan, is allowed to assimilate into mainland Japan.
 In “the Idea of a Horizontal Axis”, Okamoto argues both for the importance of 
the community and of the people’s war experiences in Okinawa.  In March 1945, 
during the battle of Okinawa, a case of “compulsory group suicide” occurred on 
Tokashiki Island, near mainland Okinawa.  Many writers argued that the suicide 
was caused by the strong community in Okinawa, but Okamoto contends that, 
even though the strong community might have caused it, it was just an extreme 
case.  A strong community is usually a place of co-existence for community 
members. He argues that the belief in the modernization is connected to the 
notion of centralization; therefore, it denies local traditions and community in 
modern Japan.  It also means that the vertical (and hierarchical) relations among 
regions are centered on the capital.  He argues instead for horizontal relations 
among communities, and this affords a perspective through which to criticize the 
history of the centralization of power in modern Japan in a radical way.

Ⅰ．はじめに

名護市辺野古への米軍基地「移転」という名の新設・強化をめぐる沖縄県と日本政府の裁判は、
執筆時点（2016年9月）で激しい対立を見せている。この争いは沖縄県だけの問題ではなく、日
本国における地方自治のあり方を左右する重要なものである。

2000年施行の地方分権一括法において、政府と地方公共団体は「対等関係」となったはずで
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ある。その上で、数々の選挙で明確に示された「移設NO」の沖縄の民意と、その民意を代表す
る県の基地反対に対し、安全保障を大義名分とし、あるいは、沖縄への差別を含み込みながら
ということなのか、政府が押し切ろうとしているのである。
この一連の動きは、沖縄の戦後史と深くかかわっている。アメリカの施政権下は当然のこと
として、「復帰」後も地位協定その他の縛りによって、沖縄は自治を踏みにじられ、それに抵抗
してきた積み重ねがあるからこそ、現在のように政府に対する戦いを繰り広げることができて
いるのだろう。
若干前置きが長くなったが、本論を含むこの特集の主題である岡本恵徳の思想を考えるにあ
たって、地方自治、あるいは岡本の論じたことにより即していえば「中央集権への批判」とい
う視点は、とても大切なものだと筆者は考える。それは沖縄の歴史を直視し、かつ日本のナショ
ナリズムのあり方を批判しつつも、沖縄のナショナリズムを立ち上げるのではない形で思考を
紡ぐ岡本にとって、「中央集権への批判」が一つのキーワードになるからに他ならない。
岡本は政治学者でもなければ、社会科学者でもないので、政治制度や政策などにおける中央
集権を批判するのでなく、思想的なレベルで、中央集権的な価値観や思考のあり方を問うたの
である。それはもっと言えば、「本土」（と、とりあえずここではカッコつきでこの言葉を用いる）
の思想、とりわけ東京で論じられるものが上で、地方はそれを手本にしてまねていく、という
ような知の中央中心主義的発想への批判につながる。おそらく、岡本自身がそうした発想から
脱却していったことを、彼の代表的な論考である「水平軸の発想」（1970年）から読み取ること
も可能であろう。
以上は、本論での私の大まかな問題意識なのだが、もう少し具体的に書いておけば、岡本が「水
平軸の発想」の中で、（1）「共同体」をどう位置づけたか、（2）その議論とのかかわりの中で沖縄
戦の体験をどう位置づけたか、という2点を中心に、「中央集権への批判」という問題を考えて
みたい。その際、この二つの論点について、同時代の「本土」の思想との関係性やずれを意識
しながら、岡本が独自の思想を紡いでいくプロセスを考えてみたいと思う。もっとも、同時代
の「本土」の思想全体を追うのは困難であるから、岡本自身が影響を受けたと思われる、直接
言及している思想家のテクストを参照する形での論考となる。
行論の都合上、岡本のテクストの分析と、当時の議論のコンテクストを行ったり来たりとい
う形になり、やや読みにくい点は（筆者の能力不足を含めて）ご容赦願いたい。

Ⅱ．時代的文脈

1．1970年前後のパラダイム転換
こうしたことを論じるにあたって留意しておきたいのは、「水平軸の発想」が書かれた1970年
前後という時代性である。思想の「パラダイム・チェンジ」の起きていた時代といえる。
一例として、政治思想史家の森政稔は、民主主義思想を考えるにあたり、1960年代から、民
主主義の論じ方が変容を遂げ、それが現在に大きな影響を及ぼしていくことを「現代の発端」
と位置付けている。そして60年代から70年代のニューレフトの問いが、「現代の社会的に管理
された生き方、生産至上主義や業績をもとに人間を格差づける考え方、豊かな社会の精神的貧困、
こういったものを批判の対象とする」（森2008:31-33）といった形で、現代に直接つながる射程
を持っていることを指摘している。
ここで挙げた民主主義思想に限らず、世界の、とりわけ先進資本主義国において、60年代後
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半から70年代初めごろにおいて、様々な思想的転換が見られた。岡本の議論も、当然こうした
パラダイムの転換と無縁ではない。
「水平軸の発想」が書かれたのは、岡本自身の「転換」の重要な時期に当たる。岡本の思想の
変遷をていねいにあとづけた我部聖も、「1960年代後半から70年にかけて岡本は『水平軸の発想』
にいたる思想の転換を遂げる」（我部2003:81）と書いている。我部の論文は岡本の膨大な仕事を、
主に1972年まで整理しつつ解説することに主眼があるので、同時代の言論状況に注目する本論
の観点とは異なり、岡本の思想に内在的な視角から書かれているが、そう見ても上記のような位
置づけとなるわけだ。
ちなみに他に適当な場所がないので、関連する先行研究に簡単に触れておくと、岡本の議論
は、構成主義的な面を持っており、その柔軟な発想や論じ方が現代的意味を持つという意味で
近年評価されている。「沖縄人意識を基盤とした〔新川明が依拠した―引用注〕『異族論』」が実
体的に沖縄を立ち上げてしまうおそれがあることを岡本が見て取っていたことを評価する徳田
（2008:210）や、「『思想』とは、『かくあるべし』という固定点にむかう直線として造形されるの
ではなく、『共同体生理』に捕獲された『かくある』という不可視の『共同性』との交渉による
変化するありさま」として、柔軟で構成的な岡本の思想を評価する土井（2009:32）などは、基
本的な岡本の評価としては本論に近いと思われる。そのうえで「本土」思想との関連を検討する
ところが本論の独自性ということになろう。また、屋嘉比（2003）については後ほど触れる。

2．岡本の転換の前と後
ここで簡単に、その「転換」の前後で、岡本の考え方がどう変わったかを見ておきたいと思う。
やや早い時期になるが、1956年の「『琉大文学への疑問』に答える」では、次のような記述がある。

　ここで君が、何を根拠に野間宏氏をもちだしたのかわからないが、野間宏氏が近代文学を
なおざりにしているとは聞いたこともないし、読んだこともない。
　僕の場合について言わせてもらえば、先に述べたように近代文学では一

、、、
般に人間は孤立的

な個人、抽象的な個人として描かれていると考えるのであるが、だからといってブルヂョア
文学であるとして近代文学をなおざりにしたようなことはないし、これからも恐らくしない
だろう。（岡本1956=2007:15）1

自らの思想を形成する途上にある学生時代（卒業間近）に書いたものではあるが、学生時代に
「池澤聡」名で書いた小説は、「空疎な回想」（1954年11月）など高く評価されているものもあり
（鹿野2011:36-38）、この時期を「転換前」として紹介しても問題ないだろう。
上の引用部分のあとには、マルクス主義の影響を受けている作家としての野間宏について、肯
定的な論評を加えている。原理的に言えばマルクス主義というのは資本主義批判を通した近代へ
の批判の思想になるわけだが、その上で野間宏も、岡本自身も、近代文学を重視するという、改
めて考えてみれば複雑な立場に立っているのである。それは日本において「近代化」が不十分で
あるという認識が前提にあるからである。彼が自分の文学観を確立しようとする時期に、社会主
義リアリズムの実作者の一人である野間宏を、ここでは議論の相手が野間の名前を出したことが
きっかけとはいえ、擁護する立場に立っているわけである。
このように、「本土」の作家に大きな影響を受けていたことは、改めて気にとめておいてよい

1 傍点原著者。
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だろう。この議論の立て方からうかがえるのは、単に野間宏という一作家への関心というより、
「本土」の進歩的な思想、ないしその担い手たちに影響を与えた知（マルクスなど）を共有しな
がら思想形成していったことである。
むろんそんなことは、当時の若者の知的世界において当然のことだった、とも言える。とは
いえ、これはのちに岡本が島尾敏夫のヤポネシア論に（おそらく、やや周囲より遅れて）、沖縄
についての自己の思索を深める中で影響を受けていった、といったこととは異なる。つまり、「本
土」の知的世界のテーマによって外在的に設定された問題を重要と取るのが「転換」前であり、
ヤポネシア論への関心のように自分の中から内在的に取り上げたテーマを深める中で他人の議
論の意味の重要性を認識する、ということとは大きな違いがあるのである。「沖縄の思想」とい
うくくり方が当然になされる今なればこそ、こうした影響関係の位相の違いに目配せしておく
ことは必要なことと思う。むろん、この変化は思想の内実のレベルでの「中央中心主義」の相
対化とつながる。
ちなみに、あとで関係してくるのであらかじめ触れておくが、岡本がヤポネシア論の重要性
に気づいたのは、本人の回想では、「1970年3月の、〔島尾敏雄─引用注〕氏の『琉球新報』と、
琉球大学での講演に接したときからである」（岡本1990:198）。「水平軸の発想」の掲載された『叢
書わが沖縄』6巻が出るのが1970年11月であるから、執筆の頃だと考えられる。
続いて、「転換」後の例として、少し長くなるが1975年の「近代沖縄文学試論」から引用して
みよう。

　近代文学を沖縄において実現し、定着を図るということは、それが「近代」文学である
限り、その原則的な立場は、沖縄にある前近代的な停滞と桎梏を払拭し、それにかわって
近代的なものを実現しようとする近代化志向の先端にたつものであった。しかし沖縄の場
合、「近代」といえば明治の「琉球処分」以後、近代日本国家の一部として再編成される過
程においてもたらされたものであったから、それ以前の伝統的なものは、すべて「非近代的」
なものに他ならない、ということになり、近代を実現するために、それは自らの手によっ
て克服され、払拭されなければならぬとされたのであった。（岡本1975=1981:9）

自らの内にあったに違いない「伝統的な感性」の切り捨てや黙殺を可能にするほど「近代」
への確信を強く抱いていたことは、先にくりかえし述べたような、狭隘な沖縄を超えて全
国に結びつくと共に、「世界の趨勢」がまぎれもなくそこにむかいつつあるという認識にも
とづく「普遍性」への願望に支えられていたといってよい。〔中略〕このような問題の生じ
た原因の多くは、沖縄の近代文学を担った人々の側にあるというよりも、むしろ、日本の
近代化の過程で強烈に働いた「中央集権的性格」、すなわち中央にあらゆる価値を集中し、
地方がそれに従うという性格によるといえよう。（岡本1975=1981:12）

このように、「近代」への確信が、沖縄で生きる人々のうちにあった「伝統的な感性」を切り
捨てたり黙殺したりするような、暴力的な結果を生んだことを批判的に考察している。75年と
もなれば、近代批判の言説が広く出るようになっていた時期であるから、その意味で50年代と
異なって、岡本が近代ないし近代化に批判的な立場から書いていること自体は、「転換」とこと
さら取り上げるほどのことでもないと思う向きもあるかもしれない。しかし「パラダイムの転換」
といった形で後から見れば、言説のあり方が近代擁護から近代批判にかわって当然、と見える
が、具体的に「近代」を考える際に、今まで擁護していたもののうち何をどう批判していくのか、
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ということは当人たちにとっては手探りのはずであって、それを安易に一般論として片づけてし
まうならば、思想の内実が問えなくなってしまう。
そのうえで上の「試論」の引用部分でいえば、ひとつには中央をモデルとしてその真似をする
という文学のあり方そのものを対象化している点、そしてそうしたことをもたらした背景にある
ものが何よりも、日本の近代における「中央集権的性格」であることを見て取っていることは重
要である。

Ⅲ．共同体論として考える視座

1．「水平軸の発想」における「共に生きる」場
さて、今私は「具体的に『近代』を考える際に、今まで擁護していたもののうち、何をどう批
判していくのか、ということは当人たちにとっては手探りのはず」であると書いた。以下ではよ
うやく本題の「水平軸の発想」に入っていくわけだが、特にそこで岡本が「共同体」に、人が共
に生きる場としてのポジティブな意味を見出してきたことに注目して考えたい。例えば次のよう
な部分である。

「共同体の生理」や「共同体意識」というのは、外部の力とのかかわりについて、一定の方
向のみに機能する性格を本来的にあたえられているのではない。もともと持っているのは、
内部的に機能するもので、自

、、、、、
分たちの生命を護り、生活をすこしでもゆたかにしようとする

性格であって、それがどのようにあらわれるかは、もっぱらその共同体に加えられる諸条件
（自然的・社会的）とのかかわりにおいてであるといえる。（岡本1970=1981:241）2

共同体がもともと持っている性格として、生命を護り、生活をゆたかにするというポジティブ
な面を岡本が見出している、ということはここからわかると思う。
もっとも、先の「転換」と関連するが、彼が最初からこういうスタンスだったわけではない。
別の部分を見てみよう。

よくあるようにマルキシズムの影響を受けて学生運動に首をつっこみ、1955年の土地闘争
に加わっていたわたしの場合は、観念的にはひとりのマルキシストとして、生活面では、近
代の合理主義者として生きているかにみえていた。だから、沖縄を離れて上京した大きな理
由のうちのひとつには、沖縄という後進的な、非合理な生活様式の支配する土地、あるいは
息苦しいまでに個人を縛りつける血縁共同体的な人間関係、そういったものから脱出しよう
という希望があったのである。（岡本1970=1981:201）

「息苦しいまでに個人を縛りつける血縁共同体的な人間関係」と、ネガティブな位置づけで共
同体を考えていたことがわかるが、血縁共同体からの脱出の希望が「あった」と過去形で書いて
いるように、執筆時点では、その立場からの転換がすでに起きている。これは、先進地域と思っ
ていた東京で生活し（1958年から1966年）、「東京という広漠とした日常の堆積の中に、埋もれ
ていく自己を、埋もれることによってようやく平衡を保つ自己を見出したとき、帰るべき島を想

2 傍点原著者。
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い描いた」（岡本1966年=2007年 :29）というような経験をした。そこで沖縄という出自を意識し
たうえで帰ってみると、東京で想い描いた理想としての故郷がやはり現実とは異なることを感じ
た。そこであらためて沖縄で生きることの意味を模索し、沖縄を軸に自己の思想をつむいでいく
ことにつながっていったのだろう。
ちなみに、「水平軸の発想」を共同体論として読むことについて、屋嘉比収は次のように述べ
ている。彼が80年代初頭に最初にこのテクストを読んだとき、共同体論として読んだのだが、
2003年に論考を書くにあたりあらためて読み直してみて、「共同体論として読むあり方に対して、
むしろ異議を呈したいとさえ思うようになりました。その背景には、この三十年間の間で、沖縄
の共同体が実態として崩壊し、その共同体意識が希薄化したことと無関係ではない」として、こ
のテクストを「むしろ『沖縄戦の記憶』や『沖縄戦の語り』の問題に架橋して読まれるべき」と
提起している（屋嘉比2003:150）。
共同体が実態として崩壊したという指摘は重要な点である。ただし、結論として屋嘉比は、「水
平軸の発想」を「『共同体論』として考察するか、あるいは土地の記憶や沖縄戦の語りに焦点を
あてて、それから新たな関係性を編成し再編する試みにつなげるかの違いはありますが、『個』
と『共同体』、そして『われわれ』の再定義の試みであるという点においては、ほとんど相違は
ないように思います」（屋嘉比2003:151）と書いている。これは「水平軸の発想」において、岡
本が「共同体」という問題系と、沖縄戦の体験やその語りという問題系を鋭くクロスさせて論じ
ていることにポイントがあると見ている私の立場と、そう大きな違いはないように思える。その
上で本論では「共同体論」の方向にやや重点を置いてアプローチしてみる、ということになる。

2．当時の共同体論について
ここで、岡本の議論を「共同体論」の視角から考えるにあたり、当時の議論のコンテクストを
考えてみたい。「水平軸の発想」は、谷川健一編『叢書わが沖縄　第6巻　沖縄の思想』（木耳社、
1970年）に、新川明や川満信一の論考などとともに掲載されたテクストであり、これ自体は岡
本の批評のなかでは最も頻繁に言及される一本であると思うので、詳しい紹介は省いておく（ち
なみに資料の関係上、前節のものを含め「水平軸の発想」の引用は岡本『現代沖縄の文学と思想』
掲載のものになっていることをお断りしておく）。
ここでは同叢書の第4巻が「村落共同体」をテーマとしていることに触れておきたい。シリー

ズ全体の編者である谷川健一は、4巻解説で次のように書いている。「沖縄の村落は本土の村落よ
りもその成立過程からしてはるかに原則的な展開を示している。しかもそれが今日の集落にいた
るまで、具体的な形でみられることは大きな特色である」。「沖縄の村落は古代的な形態をながく
うしなわないできた」（谷川1971:429）。民俗学的関心から、日本文化の原型を南島に見出す、と
いう柳田国男以来の発想が色濃く出ていることがわかる。
もっとも谷川は、「沖縄、奄美の社会とは何かという問いにたいする一方の答は、村落共同体
の中に含まれている。この最小単位細胞を知ることなく、南島の実情を解明することは不可能で
ある。沖縄の置かれた世界的状況とこの最微小社会の視点との組み合わせのなかに、南の島々は
交叉して、存在している」（谷川1971:431）という考えを述べている。「沖縄の置かれた世界的状
況」という広い視野をふまえつることの意味を確認している点があったからこそ、同時代的にア
クチュアルなテーマを正面から扱った第6巻『沖縄の思想』が成立したのだろう。
さて、民俗学的発想に対して、それまで岡本が少なからぬ影響を受けてきたであろう「本土」
の戦後思想、とりわけ進歩派とくくることのできる思想においては、「共同体」とは何よりも個
人を縛る桎梏として捉えられてきた。その典型は大塚久雄『共同体の基礎理論』である。
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資本主義の発生と発展の過程は、他面から見れば、古い封建制の崩壊の過程であり、そのな
かに「共同体の解体」という重要な一節を含んでいる。したがって、資本主義の発展史を研
究しようとするばあい、われわれはどうしてもこの「共同体の解体」の問題を避けてとおる
ことはできない。（大塚1955=2000:ⅴ）

封建的生産様式の崩壊、他面からいえば、資本主義的生産様式の発生という変革点を境界と
して、世界史はある意味で大きく二つに分けることができる。（大塚1955=2000:4）

ちなみに、共同体を「古いもの」として理解するという点では、民俗学的立場と共通している
面もあるが、マルクスを土台にした大塚の議論においては、封建制（とりわけ、近代の前の時代
としての中世的なもの、それをどう解体して近代化するか）という歴史過程の一部に焦点がある。
民俗学的立場は、それよりさらに古い「古代」の姿を見ようというように、焦点の当て方に違い
がある。
『共同体の基礎理論』において大塚は、資本主義の発展が、「古い封建制」を崩壊させ、「共同
体の解体」を引き起こすと論じている。それを世界史の重要な分岐点として位置づけるのである。
ただし現在からみて留意しておくべきは次の2点である。
（1）主に西ヨーロッパ（とくにイギリス）を先進地域として歴史的な考察をしつつ、そこから
普遍的とされる歴史理論を抽出しようという、かなり複雑（アクロバティック?）な試みであり、
この論理立て自体に問題がある。
（2）その上で日本的な文脈はさらに複雑である。大塚を含めた「講座派マルクス主義」の論者
たちは、それぞれ微妙に立場を異にしつつも、次のような共通の理論的特徴を持っていたといえ
る。「コミンテルンのいわゆる『32年テーゼ』（「日本における情勢と日本の共産党の任務に関す
るテーゼ」）をもとに、日本を半封建的な土地所有が残存した、いびつな資本主義社会であると
規定」し、「日本に必要なのは、まず前近代的な社会構造を近代化させることであり、その後に
社会主義革命を遂行する二段階革命が取るべき戦略である」（小野寺2015:52-53）というものだ。
つまり日本は、資本主義社会の側面を持つが、共同体に見られる封建的なものを残している。
その特殊な（ゆがんだ）近代化が様々な問題を生み出したので、正しい近代化が必要、という考
え方になる。先の野間宏のところの近代文学評価も、ここに重なるわけである。
こうして見ただけでも、共同体というものを考えるにあたって、非常にややこしい論点が含ま
れていることがわかるだろう。ある種、論者が様々な意味を読み込んで使えるマジック・ワード
なのである。むろん、それをそのままここで使うわけにもいかないので、以下で簡単に補足を加
えつつ整理して見通しをつけておく。

3．70年代の共同体論の整理
大塚久雄の共同体論への批判が（『共同体の基礎理論』の出た50年代に議論があったのは別と
して）、1970年代の後半ごろから数多く出てくるようになる。70年代の日本における共同体論を
同時代的にまとめた橘川俊忠は、以下のような三つの流れを指摘している。
（1）大塚に代表される、マルクス『資本主義的生産に先行する諸形態』を分析の枠組みとして「歴
史理論を構成する一つのキー概念として共同体を把握しようとする系譜」
（2）柳田民俗学に代表される、共同体を通して「日本の伝統的農村社会の生活と習慣を把握し
ようとする系譜」
この二つは上で見たとおりであるが、70年代後半に盛んになったものとして次の3点目が挙がっ
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ている。
（3）近代批判ないし近代主義批判としての共同体再評価論。早くは三木清に見られたが、近代
化が進んだ高度成長後の現実（の負の側面）に対して多数あらわれた。（橘川1979:32-33,37-38）

こうして考えたとき、岡本の議論は強いて言えば（3）に近い。民俗学的な共同体（再）評価に
接してはいただろうが、関心の置き方は過去の把握でなくもっぱら現在にあるので（2）とは異な
る。（1）の影響も受けていたはずだが、「水平軸の発想」の時点では、共同体を単に否定的に見
ていたわけではないので、（1）とは違うスタンスに立っている。
とはいえ、沖縄において高度成長的な資本主義の進展のマイナスがはっきりしてくるのは、「復
帰」後のことで、岡本にとっては1972年からの反CTSの住民運動が、大きなポイントだろう。
そう考えると、「水平軸の発想」は、（3）の高度成長に対する近代批判としての共同体再評価論と
は違うところから導き出された論理なのである。それはつまり戦争体験の考察から導き出された
と考えられるわけだが、詳しくは後述する。
さて、いわばマジックワードとしての共同体論の混乱を引き起こさないために別の角度からお
さえておくべきは、安孫子麟の次のような指摘だろう。共同体を（A）「前近代社会における基本
的構成としてみる立場」と、（B）「人間社会全体をつらぬく超歴史的な基本的構成としてみる立場」
である（安孫子1979:119）3。
（A）は、厳密に前近代社会の歴史的な存在として共同体を捉える立場である。こちらにおいて
は生産や労働という要素が重視される。つまり、生産力が低い段階で一定の自然的空間を共有す
る人々が、自然から生存のための物質を労働によって引き出す場、そしてそのために協力する必
要があるのが共同体、という意味付けになる。上の（1）や（2）はともに、本来はこうした視角か
ら共同体を捉えていた 4。ただし（2）の民俗学においては、関心が離れて伝承や慣習そのものに向
かう傾向も強いと思われる。
対して（B）の方はといえば、超歴史的な概念として、人間存在が根源的に他者を必要とすると
いう意味で、近代個人主義批判や功利主義批判、資本主義批判の拠点として共同体を位置づける
という側面が強くなる。元々「共同体」と極めて近い意味で用いられていた「コミュニティ」が、
様々に意味を拡散していって、今やバーチャルな人のつながりをも指すようになったこととも重
なるだろう。先の（3）の立場はこちらに親和的である。
ちなみにこの（B）≒（3）の立場に近いが、共同体の持つ（A）の歴史的側面を鑑みて、あるいは
共同体の持っていたネガティブなイメージを戦略的に避ける、別の立場も存在した。「コミューン」
の論理である。
元々、大塚の議論が説得力を持っていたのは、農村などの日本の「ムラ社会」の閉鎖性や不自
由さがリアリティをもっていたからである。だからこそ、共同体を単純に復権するよりも、人々
が魅力を感じたのは、真木悠介『気流の鳴る音』（筑摩書房、1977年）のような、自発的な個々
人が作り出す共同性の場としてのコミューンであったわけである。

4．戦争体験論と共同体
ここでさらに厄介なのは、戦争体験の議論においても、共同体がネガティブに位置づけられて
きた点である。まず、「水平軸の発想」で、岡本が戦争体験を考えるにあたって、鶴見俊輔と安
田武、橋川文三の戦争体験論を引き合いに出していることに注目したい。日本の戦後思想におい

3 ちなみにこの安孫子の議論については、岩本（1979）によって知った。
4 岩本（1979）は、柳田民俗学の共同体観は、本来ここでいう（A）に当たるものであることを強調している。
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て重要な人物である鶴見俊輔、橋川文三は説明するまでもないだろうし、安田武も、両名ととも
に第二次わだつみ会の中心的メンバーとして、論壇などで戦争体験についてこだわって発言して
いた人物である 5。「どちらかと言えば戦争を知らない世代に属する」（岡本1970=1981:229）とい
う岡本が、戦争体験を考えるにあたり、「本土」での戦争体験論をかなり意識していたことが伺
える。その上で、沖縄戦の記録や体験記について考える中で、「本土」の戦争体験論にはない別
の重みが、沖縄戦の経験にはあることを岡本は考えていったことになる。
岡本が「水平軸の発想」において参照している久野収、鶴見俊輔、藤田省三の鼎談、『戦後日
本の思想』の中の「戦争体験の思想的意味」と題する部分から、久野収の発言を引用しよう（岡
本が引用したのは鶴見俊輔の発言である、念のため）。

日本にはこれまで歴史の問題を扱う場合に、共同体的な歴史観が支配的であった。これは歴
史を国民という一つのユニット──天皇を頂点にした国民という単位でとらえ、歴史は真理
と虚偽、美と醜、正と邪、善と悪、すべての対立する価値をこえ、むしろ一切の価値がそこ
から生れ、そこへ帰する場所=過程であり、全体としての民族のエネルギーが発揮される姿
なのだという歴史の見方、いいかえると満場一致的歴史観、絶対価値的歴史観がある。（久
野ほか1959=1995:290）

戦争体験を考える上でも「共同体」的な歴史観=桎梏という考え方が共有されていた。ここで
久野が、共同体と国家を直接的に結びつけているのは、国家が上から共同体を掌握し、それによっ
て個々人の生活や意思を縛ることに成功したという理解がある。もっといえば、そうした個々人
を縛る形で積みあげられた共同体的な閉鎖的な国家が、国家の行為を正当化し、個人の意思を押
しつぶすものとして機能することを批判的に考察しているのである。むろん、「天皇を頂点とした」
とあるように、国家と共同体を媒介するものとして天皇制が意識されている。
今日からすれば、1930年代に進んだ大衆社会化をふまえ、個々人がバラバラになったからこ
そ国家が個々人を管理できたという側面を指摘することも可能であろうし、あるいは当時にあっ
ても、そうした近代的側面と、慣習などによって個々人を縛るという古くからの側面の共存が問
題とされていたともいえる。とはいえ、隣組の監視の息苦しさや、配給を通した統制、軍隊の内
務班における非合理な集団生活などが、ムラ社会の閉鎖性と重なる形で当時の人たちにとらえら
れていた点には、相応の理由があって一方的に切り捨てるべきではないと私は考えている。
次に、別の部分を引用しておこう。

それから、鶴見〔俊輔─引用注〕君が問題を提起したファシスト的体験において、最も強く
表現されているのは、やはり、共同体的歴史の意識だと思う。共同体の一人としての個人の
意識です。この立場だけでは、皇国史観になって、マイナスになる。しかし歴史を作る立場
としては、共同体的体験を本当に処理しなければ、やはり、新しい歴史を作るエネルギーが、
重大なところで欠けてしまうのではないですかね。ファシスト的体験の中で、担われている
共同体意識、その最良の部分、──お前も倒れれば、おれも倒れる──そういう意識、行動
様式をエネルギーとして汲みあげる方法は、今までの歴史記述の中にはないですね。（久野
ほか1959=1995:295）

5 さしあたり第二次わだつみ会については、赤澤（2002）が参考になる。
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ここで「お前も倒れれば、おれも倒れる」という部分を、共同体意識の「最良の部分」と位置
付けていることが注目に値する。他者を巻き込み、あるいは巻き込まれながら人々を動かす巨大
なエネルギーがそこから来ている、ということであろう。岡本はこれをさらに押し進めて、共に
生きることのコインの裏側として共に死ぬことを位置づけ、しかも共同体は本来的に共に生きる
ためのものだ、としていくわけである。岡本が久野の議論を直接意識して議論を展開した、とい
う意味ではなく、むしろ、沖縄戦の記述から、共同体の「意識、行動様式をエネルギーとして汲
みあげる」作業を岡本はオリジナルに行ったのが「水平軸の発想」だと位置付けていいのではな
かろうか。以下、再び岡本のテクストの検討に入る。

Ⅴ．「水平軸」─中央集権への批判として

1．共生と共死
岡本は、「水平軸の発想」より少し前のテクストで「ひめゆり」や「鉄血勤皇隊」の記録に触れ、
感動しつつも「戦争、じかにみずからが向き合ったその惨劇、その殺戮のただなかに身を置いた
彼女たちの（明るさ）それがわからないのである」（岡本1969a=2007:31）と書いている。
大田昌秀『醜い日本人』にあるように、沖縄戦において見られた、沖縄の若者の強烈な「愛国心」
を、当時は差別=劣等感（事大主義）を裏返したものとして説明することが多かった。つまり「立
派な日本人」として沖縄人が認められるために、他の「日本人」よりも立派にお国のために戦っ
たことを認めてもらう必要がある、という論理である。
彼らよりも少し若い世代である岡本は、その説明に納得できず、次のように考える。こうした
ことは「彼らの生れた土地沖縄での惨劇であったからこそ生じたのではないか、彼らの意識では
国を護ることと、郷里を護ることはほとんど同じことのように意識されたのではあるまいか」（岡
本1970=1981:233）。郷里を守ることと国を護ることを同じものと考えさせるのは、ナショナリズ
ムの常套手段とも言えるが、その構造を深く考えていくところが重要である。
「水平軸の発想　その2」と題された別のテクストでは、こうまとめられている。「家・家族─
ムラ─同胞─郷里─という同心円に広がる意識、その同心円の外延として≪国・国民≫を想定し
ていく〈水平軸の発想〉による国家意識が、国を守ることと郷里や家を護ることをそのまま結び
つけたのではあるまいか」（岡本1969b=2007:44）。この同心円は例えば「沖縄─ヤマト」のよう
な民族的実体を立てて、沖縄とヤマトは本質的に違うのだ、と考えるのではなく、「沖縄─ヤマ
ト─アメリカ」の関係の中では、アメリカという相対的に遠い存在が他者として浮かび上がり、「沖
縄─ヤマト」はわれわれ「日本」という意識において理解される、というような、関係性の中で
構成的に位置づけられる自己─他者意識につながる。それは宮古島出身の岡本からすれば、場合
によって「宮古島─沖縄本島」といった形で、「宮古島の私」といった意識が前景化されること
にもつながるだろう。
こうした同心円を基盤とした共同意識は、「集団自決」の問題とつなげて議論されていく。岡
本は渡嘉敷島での「集団自決」を分析した中里友豪や石田郁夫の議論に触れつつ、「何としてで
も生きのびなければならないという意識とそのための努力を放棄して、親や子供をみずからの手
によって死に追いやるという心情のうちには、やはり『共同体』的なものが働いていたといわざ
るをえないだろう」（岡本1970=1981:239）と書く。
その上で、「共同体的意識」を、「集団自決」を引き起こしたもっぱらネガティブなものとして
捉える中里や石田の議論に距離をとりつつ、岡本は次のように書く。「『共同体の生理』や『共同
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体意識』というのは、外部の力とのかかわりについて、一定の方向のみに機能する性格を本来的
にあたえられているのではない。もともと持っているのは、内部的に機能するもので、自

、、、、
分たち

の生命を護り、生活をすこしでもゆたかにしようとする性格であって、それがどのようにあらわ
れるかは、もっぱらその共同体に加えられる諸条件（自然的・社会的）とのかかわりにおいてで
あるといえる」（岡本1970=1981:241）6。共同体が、同心円の中で相対的に遠い所からの攻撃に対
抗するために、内部における攻撃性や差別の転嫁といったことが起こることがあるとしても、そ
れは「『共同体的生理』の本質的な機能ではなく、そういう方向で支配したところの権力構造の
問題として、考えられなければならないと思う」（岡本1970=1981:251）というのである。先ほど
言及したように、「共生と共死」をコインの裏表と位置付けているのである。
この「水平」関係は、共同体内部における個人の意識や関係を指しているのみではない。つまり、
共同体がその外部の他の共同体やより大きな集団との関係や、権力構造において、水平的な関係
を持っていれば、「共同体的生理」の本質的な機能が発揮できる、ということに結びつく。「水平
軸の発想　その2」の引用で示したように、「国」までを含めた軸を「垂直」でなく、「水平」と
見てとっていることが重要なのである。大塚久雄的な「進歩史観」から抜け出しているからこそ、
「水平」関係の中で家やムラから国家までを並べる可能性が見えてくるのである。

2．「中央」への根源的な批判
「共同体的意識」について岡本は、次のようにも書いている。
「『共同体的意識』というのは『共同体』を離れては存在しないものであり、『共同体』というのは、
内面化された絶対的な規範としての〈神〉や〈思想〉とはちがって、具体的な存在であり、日常
生活の次元での人間どうしの相互のかかわりであるから、『共同体的意識』は、主として個人の
日常的な具体性の面で機能するものだといえる。」（岡本1970=1981:248）
この、日常生活での具体性というのは、まさに抽象化された理念（皇民化もその一つ）に対す
る解毒剤のような役割を持つ可能性がある。ただしそれは日常性への埋没によって、思想のポジ
ティブな役割を打ち消してしまうおそれもある。ここで岡本が、共同体の否定を単に裏返してい
るのでないことは大事である。たとえば、「文明」を批判して「原初的な生活、まさに生命そのもの」
（岡本1970=1981:217-218）をたたえる詩人として山之口獏を評価しているものの、その立場とは
一線を画している。
たとえば日常において「異民族」の存在はさして問題とならないが、日常の秩序が脅かされる
ときに問題となる。それゆえに苛酷なアメリカ支配に対する異議申し立てとして、「共同体的生
理」が「異民族支配からの脱却」としての「復帰運動」の原動力となったが、「復帰」によって「異
民族支配」が終わると、思想性の弱いそのエネルギーが失われることを、既に復帰前の時点で見
通している。
その意味でも、金武湾でのCTS（石油備蓄基地）反対運動において、地縁・血縁の人間関係や
ボス支配がマイナスに機能することに言及し、「同じ目的を持つ個人の参加する団体」としての
運動の自発性・主体性が重要であるという、個人主義、市民主義的な立場も、岡本は捨てていな
い（岡本1975=2007）。こうした運動自体は、パラダイムの転換期たる1970年前後に出てきた「新
しい市民運動」（「本土」では60年代の公害反対運動が、そのはしりと言えよう）の一つとしての、
世界での同時代性を持った動きとも言えるが、市民主義的に自由意思によって形成される共同性
を評価しつつも、共同体のポジティブな面を評価する立場も捨てないことが、岡本のスタンスの

6 傍点原著者。
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特徴として挙げられる。
それは、共同体の日常性が、思想の力を弱める面を持ちつつも、思想の持つ価値意識を支える
文化が、「特定の集団（共同体）によって支えられている」（岡本1974=1981:302）という認識に
基づいており、「復帰」後の沖縄がなし崩し的に本土的な価値観に「同化」されることをとどめ
るためにも、共同体の力が必要だと見ているからにほかならない。
「文化が、文化として成り立つためには、それが一定の『人間共同体』としての集団に支えら
れていなければならないことは言うまでもない。〔中略〕そして、一定の集団の持つ文化は、そ
の集団の性格によって大きく規制され特徴づけられているというべきで、沖縄の文化は、まぎれ
もなく沖縄という共同体社会の性格によって規制され特色づけられているにちがいないのであ
る」（岡本1974=1981:301-302）。
「沖縄という共同体社会」の評価が、民族主義的なものに接近する面はあったと思うが、やは
りそうではない側面が岡本の思想にはある。1971年の論考で、新川明と自分のスタンスの違い
に触れつつ、「水平軸の発想」よりも踏み込んでこう書いている。

さきに、新川明氏の言葉をひいて、沖縄の近・現代の歴史の歪みを、沖縄の特質を否定して
日本と同質化しようとするところに求めることについては、わたしも基本的に賛成であるこ
とをのべた。しかし、新川氏とわたしが若干の意見の相違をもつのは、新川氏が「日

、、
本同質化」

あるいは「本
、、
土志向」としたものについて、わたしは、それを「中

、、
央同質化」と考えている

点にある。わたしは、「本土」あるいは「祖国」などというイメージの中心にあるのは「中央」（文
化・生活の高度に達成されている地域）と実感されるものではないか、青森も、宮崎もそこ
では「中央」に収斂されて、それらを漠然と「本土」としているのではあるまいか、その基
盤となっているのは、先にくりかえしあげた“異質感”にほかならないのではないか、と考
えているのである。
　そして、多分、それは沖縄に限らず「本土」の各地にみられるものであり、そういう「中
央」に対する意識を基盤に、日本の強力な「中央集権体制」が支えられているのではないか
と考えている。明治以後の日本の「中央集権」化がおしすすめられる過程で、日本の各地方
は、沖縄と同じように、自己の持つ特質を自己否定し、中央同質化の志向を強めてきたので
はないか。（岡本1971=1981:274-275）

江戸時代の村落等の研究が進んできた今でこそ、かなり明らかになってきていることだが、「前
近代的（封建的）な共同体」としてネガティヴに捉えられてきたものは、明治以降の「上からの
近代化」において変質してきた共同体の側面が強いのである。
沖縄が「本土」と向き合い、差別や同化圧力にさらされてきた、という視点を深め、「沖縄」
と他の地方と「中央」という観点で考えてみる。そうすると、「青森」だったり「宮崎」だったり、
様々な地域が「上からの近代化」と中央集権化によって、「自己の持つ性質を自己否定」してき
た可能性が浮かび上がってくる。
上からの近代化としての明治国家の政策において、共同体を利用したのは、沖縄だけの問題で
はない。岡本も言及している神島（1961）にあるように、本土においても明治以降に共同体が国
家にとりこまれていったのであり、「包摂」への抵抗はあったはずだが、その過去を十分に対象
化できていないのが「本土」（の多くの地域）だとも言える。
岡本の議論は、近代化を通し、様々な地域において失われた歴史的文化的特性が存在していた
ことに視座を与える。これは「水平軸の発想」執筆の頃に岡本が注目するようになる島尾敏雄の
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ヤポネシア論が、日本を相対化する視点に似ている。似ているが、琉球弧・中央・東北という3

つの項を軸に議論を進める島尾よりも（もちろん、島尾も琉球弧のなかでの奄美の位置付けを重
要視するように、それぞれの項目内の多様性を無視するものではないが）、岡本の議論の方がよ
り根源的に「中央」を相対化し、あるいはミクロなレベルに入り込む中央への同質化を批判する
視点を持ちうるのである。これはまさに、徹底した中央集権批判の視座であり、「水平軸の発想」
の頃の岡本の議論の持つ重要な意義だと言える。

Ⅵ．おわりに

本論のもとになった、2015年12月のシンポジウム「沖縄に生きる思想─岡本恵徳を想う」（成
蹊大学アジア太平洋研究センター）での報告のあと、最後に登壇者から一言ずつ、と言われた。
会場には様々な人が来ていたが、いずれも辺野古への基地建設問題に強い関心を持っていること
が伺えたので、成蹊大学のある武蔵野市と同じく「三多摩」（東京都の、23区と島しょ部を除い
た市町村部分）に住む私は、次のような趣旨のことを述べた。
「沖縄の基地問題に、東京の人間として何かしたいという思いは大切です。しかしこの多摩地
域には、横田基地という在日米軍の司令部のある、巨大な基地があります。まず地元のこの基地
とどう向き合うか考えることが必要ではないでしょうか。横田の部隊は沖縄の部隊とネットワー
ク的につながっているわけです。ここを考えないと、結局いつまでも沖縄の人たちに『おんぶに
だっこ』になるのではないですか?」
これは本稿で論じた事とも重なる論点である。沖縄にとって明治政府による近代化が何だった
のかが現在につながる切実な問題であり、それを根底から問う作業が行われてきた。では、その
近代化を推し進めてきた「本土」は、なぜ、どのように近代化を推し進める立場にたったのか。
それは沖縄の抱えるものとどう重なり、どうズレているのか。私／あなたが暮らしている足元の
地域において、それはどうだったのか、ということ。これを実際に考えてみるべきなのである。
むろん、私自身にとってもそれは跳ね返ってくる課題である 7。
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