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要約 

本稿は、日本の近世近代移行期研究における「主体」という研究対象について、史学史的考察をもと

に、改めてその可能性について考えるものである。戦後歴史学において、「主体」は研究対象として重要

な位置を占めながら、1970 年代の構造主義や国民国家論（批判）の登場により、後景に退いていった。

しかし 1980 年代に研究の進んだ地域社会論において、実は「主体」という研究視座がそのなかで生き

ており、1990年代以降ふたたび「主体」を対象とし、かつ方法論的に改めて考察を深める研究が登場し

つつあるとみている。最後に、日本における近代社会形成の理解のために、近世近代移行期における「主

体」を方法論とした研究の可能性について言及した。 
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1．はじめに 

本稿は、日本の近世近代移行期研究における「主体」という研究対象について、史学史的考察をもと

に、改めてその可能性について考えるものである。 

「主体」という言葉が、日本における歴史学の研究対象として表立って語られることはかつてに比べ

て減少したように思われる。しかし、どうしてそうなってしまったのか。あるいは、「主体」という視座

は、歴史を研究する上でもはや有効ではないのか。この点について、史学史的に考察したものは、実の

ところあまりないように思われる。 

そこで、本稿では、「主体」をめぐる日本の歴史学について史学史的に概観することによって、「なぜ

「主体」という視座があまり語られなくなったのか」を追い、そのうえで最近ふたたび浮上しつつある

「主体」という視座の歴史研究における現在的意義について考察してみたい。そのさい、主に日本近代

史研究、とくに近世近代移行期に焦点を絞って考察を進める。このような限定を付すのは、筆者の専門

及び能力的問題にもよる。しかしそれだけではなく、かつての研究において、明治維新が「変革主体」

によって達成された出来事として研究が深められたいうこともその理由である。すなわち、日本の近世

近代移行期研究史を読み解くことは、「主体」をめぐる〈場〉を考察するということである。以上のこと

から、研究史をふまえたうえで、「主体」を視座とした研究の可能性を考えてみたい。 

 

原著 



「主体」をめぐる日本近世近代移行期研究 

三村 昌司 

－ 114 － 

2. 戦後歴史学のなかの〈近代日本における主体〉 

ヴィクター・コシュマンは、第二次世界大戦後の日本の思想状況について、次のように述べている。 

第二次世界大戦後初期の日本において、戦前に支配的であった言説―マルクス・レーニン主義、自

由主義、プロレタリア文学、「私小説」、そして社会科学は、人間としての行為主体性を分節化する

関心へと合流し、能動的な主体性をめぐる論争へと展開していった。（１） 

コシュマンのこの指摘のなかに、歴史学は明示的に含まれていない。しかし、歴史学もまた、戦後に

「主体」を課題とした学問分野であった。今日においてその起点は、石母田正『中世的世界の形成』（伊

藤書店、1946 年）に求められているといってよい（２）。石井進は『中世的世界の形成』のモチーフにつ

いて、「東大寺に対立した黒田悪党は、天皇制に対決すべき「あるべき人民」の眼から、その倫理的頽廃

と孤立とを手きびしく指弾されざるを得なかったのではないか」と述べている（３）。「あるべき人民」と

は、まさに戦後において求められた「主体」であった。 

しかし、戦後の歴史学において、方法論として強く打ち出されたのは、「世界史の基本法則」であっ

た。1946 年に歴史学会のなかでいち早く再建された歴史学研究会は、1949 年大会のテーマを「各社会

構成における基本的矛盾について」と定めた。この大会記録は、翌年『世界史の基本法則』というタイ

トルで岩波書店より刊行されており（４）、この点からも「世界史の基本法則」が、終戦後間もない歴史学

会でまず問われるべき問題として意識されていたことがわかる。この大会の前提には、戦前のアカデミ

ズム歴史学が専制主義の支配下に従属したという反省があり（５）、ゆえに学問の自律性を担保する「科学」

として、「世界史の基本法則」への傾倒があったといえよう（６）。また、同時代的な要因として、「逆コー

ス」が歴史研究者の危機感を強め、自律的な学問体系の必要性が求められていったこと、さらに中華人

民共和国が成立過程にあったことも、テーマ設定の背景にある（７）。しかしこの「世界史の基本法則」は、

1950年代に入り早くも疑義が呈されはじめ、批判派と擁護派の距離は遠ざかっていく（８）。 

この経緯についての詳細は注（８）戸邉論文に譲り、本稿の課題に立ち戻って「主体」という分析視角

に限定して論を進めていきたい。「主体」という視角が歴史学会のテーマとしてたびたび登場するように

なるのは、1960 年代に入ってからであった。日本史研究会では、1960 年に「歴史変革の主体と条件」

という大会統一テーマを立てており、歴史学研究会では 1968 年に「ファシズムと変革主体」という現

代史部会のテーマを立てている。 

ただ少し考えてみれば、「世界史の基本法則」的な方法論と変革主体論的な方法論との共存は、なか

なか容易ではないということに思い至るだろう。科学と自由意志の関係が、矛盾として形而上学でも問

題にされているように（９）、基本法則が貫徹するならば変革主体がいくら主体性を発揮しても結局は法則

に収斂するはずであり、一方で変革主体が主体的に動いて新たな社会を作り出すとするならば、科学的

な基本法則は存在しないことになる。 

この問題は戦後歴史学特有の矛盾というわけではなく、マルクス主義に依拠する学問体系がもつ本来

的な矛盾であった。たとえば今村仁司は、ローザ・ルクセンブルクからジェルジ・ルカーチへといたる
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実践的主体性論について、経済決定論の批判から出てきていると指摘している（10）。さらにいえば、「世

界史の基本法則」を継ぐ芝原拓自が、1970年代にローザ・ルクセンブルクに対し「理論的誤謬」を論難

しているのも（11）、「世界史の基本法則」と変革主体論の対立という図式から理解できよう。 

やや話が先走ってしまったが、この矛盾を理解する方法としてありえるのは、「学会が世界史の基本

法則から離脱し、変革主体論へ移行した」と理解することである。1960年に京都の日本史研究会が前述

したように「主体」を冠したテーマを立てたことは、「世界史の基本法則」と距離を置いた京都民科・日

本史研究会の1950年代後半の活動（12）との関連で、注目できるだろう。 

しかしもう少し詳細に研究史の動向をみてみると、幕末維新史においては、変革主体論と「世界史の

基本法則」との関係はそのように割り切れない。すなわち、完全に「世界史の基本法則」から脱却した

とも言いがたいところがあった。田中彰は 1963 年歴史学研究会大会で「明治維新政治史研究の一視点

―維新変革の政治的主体の形成過程をめぐって」と題した報告を行っている。「主体」というタイトルを

用いたこの報告で、田中は「世界史の基本法則」と変革主体論の関係性について、次のように述べてい

る。 

ここでいう維新変革の政治的主体の形成過程を、これまでの政治史研究の成果の上に立っていうな

らば、幕政改革派―尊攘派―討幕派―維新官僚と名づけられる政治勢力の形成・転身の過程として

表現されるだろう。それは、幕藩体制の基本的階級関係の矛盾の上に、新たに加わる外圧の中で、

それぞれの時点の矛盾の主要な側面の推移に応じて、権力をめぐって対抗する政治的諸勢力の展開

の諸局面を通じ、しだいに維新変革の主導権を握っていく政治的指導力の形成過程なのである（13）。 

ここでは階級矛盾の上に政治的主体の権力争いがある、と位置づけられている。構図としては、いわ

ゆる「上部構造と下部構造」という理解といってよいだろう。これはそれ以前の社会構成体史と同型の

構図である。たとえば遠山茂樹は、1951 年の著書『明治維新』で同様の方法論をとっている。しかし、

遠山における「上部構造」は、「階級闘争の集中表現として把握すること」（14）と規定されていた。遠山

に比して、田中の論で特徴的なのは、「上部構造」を階級闘争として理解するだけではなく、権力をめぐ

る諸勢力の闘争を「維新変革の政治的主体の形成過程」として考察しようとする点にあった。 

ここに「世界史の基本法則」と変革主体論の矛盾を乗り越えようとする苦戦を読み取ることができる

だろう。しかし、結局のところ十全でなく、主体論は1970年代の研究展開によって後景に退いていく。 

第一は、「構造」の登場による主体論の後退である。成田龍一も指摘しているように、「構造」は社会

史のなかで浮上してきた言葉である（15）。そこで日本史研究会の大会テーマをみてみると、1973 年には

じめて「歴史における諸階級の闘争と人民支配の構造」というテーマで「構造」という言葉が用いられ

ていることがわかる。その後数年間があって、1977年から1983年まで、7年連続で「構造」という言

葉が使われる。その後またしばらく間があいて、1988 年から 1991 年までまた 4 年連続使われたのち、

1990 年代以降は 2014 年までで 3 回しか登場しなくなる。ここから 70 年代から 80 年代が、日本史研

究会における「構造の時代」ということができそうである。 
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「構造」が登場した背景に、マルクスを読み直したアルチュセールの構造主義―ポストマルクス主義

―の影響を指摘するのは妥当なことであろう。しかし、もう少し踏み込んで考えてみると、ポストマル

クス主義的な「構造」が、日本の歴史研究にそのまま移植されたかどうかは微妙なところがある。日本

史学における「構造」は、ほとんどが人々を拘束する「支配の構造」か「変革を支える社会の構造」と

して理解されるふしがあった。国家や権力によって人々がいかに拘束され抑圧されたか、それにいかに

対抗しえたか／しえなかったかを、「構造」という視座から明らかにすることが目指されたのである。こ

の点は、歴史学研究会においては人民闘争史との兼ね合いで理解することが可能であろう（16）。須田努が

佐々木潤之介『幕末社会論』の半プロ論に関して「状況＝構造を理解するためには、革命情勢の担い手

を形成する村落の分析が必要となった」（17）としているが、これもまた「構造」（＝「村落」）のなかで「変

革主体」（＝「革命情勢の担い手」）を分析することを、生き残らせようとする方法論であった。 

また日本史研究会における「構造」の流行は、前述の「世界史の基本法則」に対する拒否や、それと

は別に黒田俊雄らによるアルチュセールへの関心も結び付けることができるかもしれない（18）。 

しかしいずれにせよ、そもそも構造主義における「構造」は、今村仁司によれば「その効果を伝える

媒体として主体を構成する」（19）ものである。前述したように日本史学における「構造」は、階級闘争史

を受け止めようとして、あくまでも「変革主体を取り囲む構造」として導入されたといってよいだろう。

いいかえれば、「変革主体」の背後に聳える「構造」を分析するという方法をとることによって、「主体」

を延命せしめたのである。しかしこの方向性は、70 年安保とその後の左翼運動の挫折（20）、学問的には

1980年代の「ポストモダン」の流行（21）により、いよいよ現実と切り結ぶ展望を失っていった。 

第二に、基本法則抜きの主体論が形成されたことである。田中彰が幕末維新史における「変革的主体」

―すなわち権力をめぐる諸勢力―の抗争を、それとして捉える視座を用意したことは前述のとおりであ

る。その後「世界史の基本法則」の維持が困難になるなかで、「変革的主体」の抗争そのものの分析を深

化させていく動きが生まれた。政治過程史がそれである。 

政治過程史について、家近良樹によれば、1960年代には「従来の固定的な枠組みにもとづく単一的な

発想を打ち破ろうとする動き」が出現し、「維新史に関係する史料が次々と覆刻され…これ以後の歴史学

界を特徴づける個別的実証研究への途がひらかれ」たという（22）。「固定的な枠組み」「単一的な発想」が

まさに「世界史の基本法則」的な方法論であることは、多言を要さないであろう。 

第三に民衆思想史では、1966年に安丸良夫・ひろたまさきが「世直しの観念は、民衆の思想形成＝主

体形成のもっとも重要な形態となり、この観念のなかに、民衆の思想形成＝主体形成の特質が集中的に

表現される」（23）と述べ、主体論に新たな道筋を切り開いた。しかしここでいう「民衆の思想」＝「主体」

は、近代資本主義に「敗北せざるをえない」（24）ものであり、もはやかつての意味での「変革的主体」を

問う議論ではなくなっていた。 

さらに、1970年代後半から「主体」そのものを相対化しようとする研究が登場してくる。国民国家論

（批判）である。この議論は、1970年代後半の色川大吉と西川長夫の論争によって注目を浴びた。論争
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の詳細については立ち入らないが、確認したいのは、国民国家論（批判）をくぐり抜けたあとの歴史研

究は、「なんらかの歴史の動きを決定するような主体という意味では、ほとんど誰も使わなくなった」（25）

と語られる点である。この発言は日本の歴史学全体を意識したものだが、当然近世近代移行期研究にお

いても「主体」という分析概念はかつての意味を失っていたことになろう。さらにいえば、等しく人々

を国民化するという理論である国民国家論は、近代資本主義への抑圧を運命的なものとする民衆思想史

と相似の構造をもち、親和性の高いものであった。安丸良夫が国民国家についての議論を所与のものと

して外在的に持ち込んでいるという奥村弘の指摘は（26）、そのこととの関係で注目できる。 

 

3．地域社会論と主体論 

ここまで戦後歴史学における「主体」をめぐる研究史を概覧してきた。すなわち、戦後歴史学におけ

る変革主体論は、「世界史の基本法則」との矛盾に直面したのち、構造主義や民衆思想史の台頭により後

退し、最終的には国民国家論（批判）によって「主体」という言葉までもが日本の歴史学の方法論から

ほとんど退場させられてしまった。では、本当に「主体」という視座は、以降の研究で無用化してしま

っていたのだろうか。 

そこで取り上げたいのは、1980年代から近世近代移行期研究のなかで蓄積の進んだ地域社会論である。

この地域社会論と主体論の関係について、以下考えてみたい。 

1980 年代の地域社会論の嚆矢として今日で位置づけられるのは、久留島浩の研究であろう（27）。久留

島の議論は組合村―惣代庄屋制論という中間支配機構に関心をよせたものであり、その研究対象は以後

の研究に新たな地平を切り開いたといってよい。ただし久留島の研究は、単に着目されていなかった「中

間」に目をつけたというレベルにとどまらない。岩城卓二も指摘しているが、久留島の研究は水本邦彦

の研究の延長線上にあり、その水本の研究は「「歴史展開の起動力」として村、変革主体としての「村惣

中」を位置づけようとした」（28）ものである。そのような理解に立てば、久留島が幕末維新期の世直し騒

動ついて、「生産の共同体というよりも、生活の共同体としての性格を強めていた村に依拠した闘いだっ

たのではないか」（29）と述べていることは、革命主体論の延長線上に久留島の研究が位置づくことを端的

に表現していよう。 

次に、渡辺尚志の豪農論を取り上げてみたい。渡辺は、佐々木潤之介の「豪農―半プロ」という二元

論的理解を批判したうえで、豪農について３つの類型を挙げる。それは、①「草莽の志士」型、②在村

型豪農Ⅰ、③在村型豪農Ⅱ、の３類型である（30）。これら３類型は、それぞれ①自村を飛び出し尊皇攘夷

運動に奔走したタイプ、②村に残って村落共同体の維持・再編に尽力するタイプ、③村落共同体に関心

を示さず自己の利益を追求するタイプ、である。①②③の類型は、いわば「村に対する距離感の違い」

が指標になっているといえよう。渡辺の豪農論は、豪農にもタイプ①のような変革主体性を持った存在

を見いだし、豪農をいわば「体制側」としかみなかった佐々木の議論を批判している。ただここで確認

しておきたいのは、渡辺の豪農論もまた「主体」を論じている議論だということである（31）。久留島ほど
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明確ではないが、佐々木の議論を批判的に継承しつつ、さまざまな諸個人の近世社会における行動から

近代社会を照射しようとする視座は、主体論を組み込んだ議論の展開と評価しうる。 

地域社会論には他にも注目すべきものが多くあるが、紙幅もあり全ては取り上げられない。ここでは、

姿を消したかにみえた主体論が、地域社会論に流れ込んでいたことを確認しておきたい。 

 

4．リバイバルする主体論 

ではその後の主体論はいかなる展開を迎えたか。主として1990年代以降の動向を以下みてみよう。 

1990年代の日本近代史において、構造主義や国民国家論（批判）の影響を受けた「主体」解体の動向

は依然として継続していた。一例として、布川弘の議論を挙げてみたい（32）。布川は日本近代都市社会史

が専門で、近世近代移行期を直接の研究対象としているわけではない。ただここで取り上げる布川の論

文は、「統一テーマ 戦後歴史学の総括」と銘打った1998年度日本史研究会大会の報告を文章化したも

ので、近世から近代への移行と国民国家について論じている。もちろん、国民国家論（批判）の影響を

受けた歴史研究の成果として、今西一や長志珠絵らによる重要な歴史研究の成果（33）もあり、西川長夫

も積極的に発言し研究を世に問うている（34）が、ここではあえて国民国家論（批判）の非主流的論者の

議論を紹介することで、その議論の影響力の波及をみてみたい。 

さて、布川はポストモダンの議論について、「近代社会において個人の主体性は死滅させられるので

あり、当然のことながらそこに来るべき社会の姿を見ることは出来ない」（35）としている。そのうえで、

歴史学の役割について、布川の専門である下層社会研究にふれながら次のように述べる。 

過去における様々な言説を解読し、およびそこから「人間」＝「社会」という主体が措定される過

程について歴史的な再構成がなされなければならない。（36） 

ここに表れているのは、言説によって「主体」が構成されるという主張であり、ポストモダン的な主

体論といってよい。具体的には、布川は明治政府が「個人の主体性によって支えられた壮大なライトル

ギーを形成するための見取り図を描いていた」ため「個人の主体性を阻害するような制度の撤廃を進め、

人々の職業選択の自由と移動の自由をいち早く認めた」（37）と指摘している。すなわち、法令という言説

による（近代的）主体の形成を描き出そうとしているのである。布川のこのような主体論が、構造主義

そして国民国家論（批判）の延長線上に位置づくものであることは、すぐに理解できるだろう。 

ところが一方で、別なかたちで「主体」の復権を唱える方向性が生じてきた。国民国家論（批判）に

対し違和感を表明しつづけてきた大門正克は、「国民化される客体としての人間ではなく、まずは「自分」

という領域を設定し、その中で国民という意識も考えること、国民意識も含めて「さまざまな自分」を

生きている人の側から考えたい」（38）と述べている。この大門の視座は、人々のさまざまな経験から近代

という時代を描き直そうとした試みへとつながっていく（39）。さらに大門は「さまざまな自分」について、

「人ひとりの中の「さまざまな自分」は矛盾的関係にあること、また人と人の関係も矛盾的関係にある

こと、この矛盾的関係こそが関係論的視点にとって決定的に大事」「この矛盾的関係は歴史過程でつねに
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同じ形であらわれるわけではなく、ときに露呈したり、あるいはほとんど見えなかったりする。さまざ

まにあらわれる矛盾的関係の歴史的性格を分析するところにこそ歴史研究の本領がある」と述べる（40）。

このような大門の叙述は、関係論的な主体論といってよい。 

やや話が逸れるが、このような個々の経験から歴史叙述を再構成していくという方法は、日本近代史

だけのものではなく、欧米の歴史学で広まりつつある傾向だという。イギリス近代史の長谷川貴彦は、

「欧米での言語論的転回は、「物語の復権」というかたちで提起され、さらに、そこにはらまれていた構

造主義的な理解を乗り越えるものとして「主体の復権」が唱えられるようになった」と指摘している（41）。

より具体的には、「歴史的主体が記号体系に意味を与える」（42）とする理解である。大門と長谷川の指摘

する「主体」の視点は異なるが、客体としてのみ拘束される人間像を回避しようとする点で共通した部

分があり、主体論の新たな動向／揺り戻しといえそうである。 

「主体」の捉えなおしについて、近世近代移行期研究のなかで展開しようとしているのが須田努であ

る。須田はポストモダニズムの潮流に対し「アルチュセールとの格闘から、民衆史を専門としているわ

たしは、主体を subject ではなく、agent として理解し、叙述していこうという結論に行き着いていっ

た」（43）と述べ、民衆の集合心性について研究を深めている（44）。 

ここまでみたように、近年の日本近代史における「主体」をめぐる議論は、国民国家論（批判）によ

る「主体」の解体と、「主体の復権」―ただし一様ではない―の拮抗状態になっているといってよい。 

このような日本近代史における主体論再生の議論の一方で、近世史を中心に成果を生み出していた地

域社会論はどうなっていったか。実のところ、地域社会の様相を子細に明らかにすることが自己目的化

していった感もあった。そのような状況のなか、「方法としての地域社会論」を謳いつつ新たな主体論を

提起したのが、松沢裕作である。松沢は「制度的主体論」（主体位置論）を提唱し、「主体」を別なかた

ちで歴史研究の表舞台に改めて引っ張り出した。しかも松沢の主体論は、地域社会論が主に近世史にお

いて盛り上がったのに対し、近世・近代を総合的に考察している点に大きな特徴がある。 

松沢が「制度的主体論」を提起した『明治地方自治体制の起源』は、そのタイトルにある明治地方自

治制の歴史的意味を、「地域社会論という方法」によって近世社会の解体から説き起こしたものである（45）。

「主体」を論じる松沢の議論が、1980年代に研究の進んだ「地域社会論」を名辞的に受け継ぐ―ただし

含意はいささか異なるが―かたちで登場している点は、前述したように「地域社会論」のなかに「主体」

をめぐる議論が胚胎していたことの証左とも考えられる。 

それはさておき、松沢の「制度的主体論」の内容を、松沢の言によって確認しておきたい。 

筆者自身は、これまで、変革主体を「豪農」や「名望家」といった範疇によって括り出すのではな

く、まず制度的な変化のダイナミズムを押さえ、諸個人の行動をそうした制度内での位置によって

説明することによって、近世・近代移行期の諸個人の行動はより明確に理解できると考えてきた。

つまり、筆者は「村役人」とか「区戸長」といった名辞を諸個人の主体的な位置を示すものとして

用いてきており、「豪農」や「名望家」といった用語は用いてこなかった。いわば、主体論的ではな
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く制度論的なアプローチをとっていたといえる。（46） 

「主体」についてかように理解する松沢の議論は、個人主義的な主体論でなく、関係論的な主体論と

も行為論的な主体論とも異なっており興味深い。繰り返すが、近代社会における「主体」のありようを

探るという視点は、かつて戦後歴史学がもっていた「主体論」を批判的に継承するものであり、1980

年代以降の地域社会論のなかで伏流化していた主体論をもう一度引きずり出す試みといえる。ここに、

近世近代移行期研究において、「主体」の問題はリバイバルしつつある、と言ってよいのではないだろう

か。 

 

5．おわりにかえて―課題と展望 

ここまで戦後から近年に至る歴史研究のなかの主体論の様相について、極めて粗雑なスケッチではあ

るが、近世近代移行期研究を中心にみてきた。すなわち、主体論が移行期研究に通貫する問題意識であ

ること、近年は「主体そのものをどのようにとらえるか」という議論とともに主体論が展開しつつある

ことを概覧してきたつもりである。最後に、これらの研究から導き出される「主体」をめぐる研究の可

能性について述べてみたい。 

まず考えておきたいのは、「主体」という問題がどのような歴史的状況から出現してきたのかという

ことである。私自身は、「主体」を近代的な構成物とみている。前近代においては個々の人間は存在して

いたが、それは「主体」とはよばない。なぜならば、きわめて古典的理解だが、近代は政治社会と市民

社会の分離をともなうものであり、それぞれの社会に所属する個人を「主体」をよぶべきと考えている

からである。ひとりの人間が、政治社会における「主体」となり、市民社会における「主体」となる。

そう考えれば、近代社会における人間は、重層的な「主体」をもつことになる。より一般的にいえば、

これは「公私の分離」という問題として捉えられていよう。例えば靖国参拝において政治家が「私人と

して参拝した」と語ることがよくあるが、ひとりの人間のなかに「公人」「私人」という「主体」を設定

できるのは、個々の人間が政治社会と市民社会にそれぞれ属している（と認識している）からである。

そしてここには、政治社会と市民社会の分離という前提が、存在しているのである。 

したがって次に問題になるのは、そのような分離がどのように歴史的に展開していくのかということ

である。この点については、松沢裕作の一連の議論が参考になるが、松沢が日本の近世近代移行期の歴

史的展開過程を「近世社会から近代社会への起点は、近世社会における近代的なものの生成ではなく、

近世社会の行き詰まりにある」（47）と結論づける点にはやや疑問がある。すなわち、このような説明なら

ば、近世社会が「どの程度行き詰まっていたのか」について問われなければならなくなってしまう。 

松沢も地租改正において制度的主体が「乱立」状況にあったことを明らかにしたように（48）、日本の場

合、地租改正という外在的に近代化ための新しい制度群―むろん排他的な土地所有主体の形成という意

味でである―が持ち込まれたことによって、変革性を宿した「主体」形成がなされたと考えるべきでは

ないか。「行き詰まり」の程度ではなく、近代的な制度群が近世社会に接続されたとき、矛盾を抱えた近
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世社会がいかにそれに触発されながら近代社会に向かっていくか、が問題であろう。 

そのうえで、これまでの自分の研究に引きつけていえば、自律的な政治的な意思をもった一個人が構

成員として想定された「議場」という近代的な制度群が導入されたとき、近世身分制的な政治経験しか

持たない議場の構成員たちは、構成員どうしの対立を繰り返すことになる（49）。それでも経験と理論の蓄

積によって、徐々に政治社会を形成していくことになるのではないか、というのが私自身の見込みであ

る（50）。ただしその形成過程は、時期によりさまざまな制約を受け曲折する。たとえば民権運動期には、

地方利益による地域代表の拘束（51）が、「自律的な政治的な意思をもった一個人」によって構成される政

治社会の形成と矛盾する。ただその日本における実態的展開については、今後の課題としたい。 

「主体」を方法論とした研究にいま求められることは、「革命的主体」のようなあるべき「主体」を

過去に探り当てようとするのではなく、近代社会における構成物としての「主体」の成り立ちを、人び

との行為と外在的な制度との関係から探っていくということであろう。そのことは、我々を依然として

取り巻く近代社会とは何かということを逆照射することにつながるのではないかと、考えている。 
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