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＜梗概＞トランプ大統領は，米国内のみならず世界に対しても多くの波紋を呼んでいるが，

その特異性は単にその政治スタイル・手法にだけ起因するものではない。二百数十年の米国

の政治思想史をひもといてみると，いくつかの大きな波が周期的に繰り返されてきた。過去

100 年間だけを見ても，ニューディール時代のルーズベルト連合形成に始まるリベラル派優

勢の時代を経て，レーガン革命による保守派優勢の時代を迎えた。しかし冷戦後の保守派の

四分五裂と社会構造の変化に伴い近年オルトライトなどの新たな保守思想運動が生まれた

が，それは 50 年に一度ともいうべき政治変革運動であり，その具体的現われがトランプ現

象ではないかと考えられる。そこで，19 世紀以降の米国政治思想史を振り返りながら，ト

ランプ現象の思想史的意味を探り，今後を展望したい。 

 

 

１．自由主義を基礎とする米国 

 米国の保守主義について考えてみると，同じ言葉を使ってはいるものの，米国における

「保守主義」と欧州や日本などにおけるそれとの間には，意味の上で大きな差異がある。そ

の観点からすると，そもそも米国に（欧州でいうような）「保守主義」があるのかという根

本的な疑問がある。 

米国は，ある種神話的な見解でいうと，英国の王政による圧政・抑圧に耐えられず逃げた

い，解放されたいという一心の思いから清教徒たちが大西洋を渡り「アメリカ独立革命」を

起こして誕生した国家だった。そこには自由を求める強い欲求があり，それが米国建国の精

神となった。その思想的背景をさぐってみると，モンテスキューなどの影響もあっただろう

が，基本はジョン・ロックの啓蒙思想だった。 

 米国は（ギリシア･ローマの共和制以来）歴史上初めての，啓蒙思想をもとにした近代憲

法を制定して生まれた近代的自由民主主義国家であり，（英国の名誉革命の伝統を受け継い

だ）共和制の自由を渇望して生まれた。 

 そもそも「保守」とは，「その国の基本的形（国体）を守護すること」である。日本で言



えば天皇制の擁護，英国では王党派ということになり，多くの国では体制擁護を主張する立

場である。ところが米国の場合は，国の根本（建国理念）が「自由と民主主義」である。こ

れは別の言葉で言えば，「自由主義／進歩主義（リベラリズム）」であり，ここに（欧州や日

本などの保守主義との）根源的な違いがある。つまり，欧州的な観点から言えば，米国には

そもそも自由主義（リベラリズム）を追求する形しかなく，「保守主義はない」ということ

になる。 

 ただヨーロッパ的な意味での保守主義の思想は，（奴隷制度や階級制度とともに，英国と

の植民地貿易的関係を持った）南部の思想の中に辛うじて生きているのではないかと考え

る思想家たちがいた（南部農本主義者＝Southern Agrarian）。彼らは，南北戦争後，取り残

された南部に北部から押し寄せ始めた産業化をきっぱり拒み，農業社会を維持したいと宣

言し，アメリカ的生き方ではなく，南部的生き方を支持した。南部的生き方とは，農業的な

るものにほかならない。若い南部の知識人たちが，過激な近代社会批判の末に提示した答え

は，ある意味で反動的ともいえるほど保守的だった。これが南部農本主義であるが，そのイ

ンパクトは限定的だった。 

 もう一つの特徴として，18 世紀末の米国の政治革命は産業革命の進展期と車の両輪のよ

うに一致していたために，政治的自由主義と同時に経済的自由主義がものすごい勢いで進

展していった。その結果，とくに南北戦争以後，19 世紀末には資本主義があまりにも行き

過ぎて産業組織が巨大化し，格差や労働問題が深刻化するようになった。1890 年代にはこ

うした弊害を改革しないと，米国の資本主義はつぶれてしまうのではないかという危機感

を持つ人々が出てきた。 

その最初の大きな動きが 1890 年代の貧しい白人農民や労働者を中心とするポピュリズ

ム運動で，1891 年には人民党（People’s party）が結成された。彼らは荒れ狂う資本主義の

猛威に対して何とかしてくれと政治運動を展開したが，比較的短期間のうちに民主党に吸

収されていった。 

ただ，こうした訴えに応えて，企業側に立つ共和党セオドア･ルーズベルト大統領（在任

1901-09 年）が改革政治に乗り出し，シャーマン反トラスト法を発動して企業の集中化を牽

制するとともに，連邦純正食品・薬品法を成立させて消費者の健康を保護しようとした。そ

の後，ニューディール政策をはじめとして貧困層対策に本格的に取り組んだフランクリン・

ルーズベルト大統領（在任 1933-45 年）へと繋がっていく。 

こうした米国資本主義の改造が試みられたが，それらはあくまでも＜自由主義（リベラリ

ズム）の発展＞としてとらえられた。一方，欧州ではこうした動きは，マルクス主義などの

社会主義のコンテクストの中で進められたのであった。 

 米国で政治・経済面において自由主義が著しく発展した 19 世紀後半は，資本家が自由勝

手に何でもできるという自由奔放な古典的自由主義の時代だったが，そのひずみが顕在化

する中で，資本主義の改造が進められた結果，誰もが自由を謳歌するこのできる基盤をもつ

ことが自由主義（リベラリズム）の本来の意味だという認識が形成されていった。現在，米



国の「自由主義（リベラリズム）」は，まさにこのような意味であり，社会民主主義的な要

素（例えば，平等観念など）を非常に多く含むものとなっている。 

 

２．ハイエクの登場 

 19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけての＜リベラリズムの発展（意味の変容）＞が進行す

る過程で，古典的な意味の自由が大事だと主張しながら，自由主義（リベラリズム）の変容

に抵抗しようとしたのが，保守主義の人々だった。 

資本主義の改造の中で進められた「平等」の実現は再分配の問題として取り組まれた。20

世紀前半に大恐慌が起きそれに続いて第二次世界大戦に入っていく過程で，米国では政府

がリーダーシップを取って人々を救済していったが，当時の米国の GDP のかなりの割合が

政府の活動によるものだった。つまり社会主義的な様相を呈していたのである。企業の立場

からすれば，それは政府による計画経済を意味する。そこには計画経済に伴うムダ，官僚の

規制や介入などさまざまな問題があって，それに対して自由な企業活動を願う資本家たち

は耐えられなくなった。「これは本当の米国の姿ではない。米国の建国精神は，英国の圧制

から逃れて自由を希求して建国したのだから，もう一度その原点に戻ろう」と主張した。そ

れがもう一つの自由主義となった。 

 ところが米国における「自由主義」の意味は，すでに社会民主主義的な要素を取り入れて

変容していたために，米国の古典的な自由主義者たちにとっては，自分たちの主張を冠した

（自由主義という）名前を失ってしまったのである。古典的な自由主義に戻るという意味で

言えば，「保守主義（conservative）」となるが，それはヨーロッパで使われていた用法とは

違うので，戦後彼らは自分たちを「リバタリアン（libertarian）」と呼ぶようになった（リ

バタリアニズム＝自由至上主義）。 

 元来，リバタリアニズム（libertarianism）という用語は，哲学・神学において，決定論

に対して非決定論から自由意思の存在を唱える立場を指し，日本語では「自由意思論」と訳

されることが多い。 

 米国の保守主義の人たちは，その用語を借用してリバタリアニズムと称したのであるが，

自由な企業活動によって多くの農民や労働者にすさまじい格差や労働問題を負わせた歴史

があったので，その批判に答えなければならなかった。 

 そこに重要な意味を与えてくれたのがオーストリア出身のフリードリヒ・ハイエク

（Friedrich A. von Hayek，1899-1992 年）だった。彼は 1930 年代に英国に移り，1944 年

に『隷従への道』を著した。この著書は，「はからずも本書は，その後の新しい分野での研

究の出発点になった」（同 1976 年序文）と述べられているように，その後の自由の本質を

探る大著へと進むきっかけとなった。『隷従への道』は，出版当時，本国英国よりも米国で

より多く読まれベストセラーとなった。 

 そこでハイエクは何を主張したのか。『隷従への道』の衝撃は，経済の「計画化は必ず独

裁に行き着く」と言い切った点だった。彼は「自由」こそが最高の政治価値だという前提で



議論している。 

 民主制は必ずしも自由を保証しない。多数派が専制を行うこともある。「プロレタリアー

ト独裁」は，形式は民主的であっても，経済制度を中央から統制することで，どんな専制も

及びつかないほどに「個人の自由」を破壊してしまう。 

「経済活動を統制する人は，・・・どの目的を満たし，どの価値をより高いと見なし，ど

の価値をより低いと見なすか，簡単に言えば，人は何を信じ，何に対して努力を払うべきか

を決定しなければならなくなる」。やがて「われわれの基本的な欲望から，家族・友人との

関係，仕事の種類から余暇の利用にいたるまで」全生活の指導に至る。計画経済に始まり全

体主義の圧政につながっていく道が，見事に描き出されている。 

 米国でハイエクの著書がそれほどまでに売れた背景には，ルーズベルト大統領のもと，ニ

ューディール政策から戦時統制へと果てしなく続いてきた計画経済社会に対して，米国経

済界を中心に強い不満がたまっていたことがある。米国人本来の自由への希求が作用した

のであった。 

 同書の全体を通して，ハイエクの「合理的なるもの」への強い不信と鋭い批判精神が迫っ

てきて，読む者の心を揺さぶる。「計画の合理性」ではなく，「市場の不合理」こそを信ずる。

市場のメカニズムは人知には解明不可能だ。そこには人々の欲望と思惑を通じ，計り知れな

い量の情報が集まる。そして「価格」という形で，毎瞬時に答えを出し続ける。それと同じ

ことが人知でできると考える計画経済という「思想」の愚かさ。それを知ることに自由の本

質があると訴えたのだった。 

 米国のリバタリアンたちは，ハイエクを通して自分たちの考えていたことが思想化でき

ると感じた。これが米国の保守主義の思想化，体系化の萌芽で，その後，ミルトン・フリー

ドマンらシカゴ学派へと繋がり，米国の保守主義の核を形成していった。 

ハイエクは戦後まもなくシカゴ大学に移って活動を展開したが，米国で彼は「保守主義者」

だと言われた。ところが彼は，英国で「リベラル（自由主義者）」といわれていた。英国の

政党には大きく自由党（リベラル），王党派（保守），労働党（社会主義）などがあるが，自

由主義は，王党派（保守）とも労働党（社会主義）とも違う。ところが，米国にきたら保守

といわれたのである。 

そこで彼は意味上の混乱の原因について分析し米国人に説明する論文を発表した。簡単

にいえば，欧州では自由主義，保守主義，社会主義という三つの流れがあって，それらが確

執を展開するのが欧州の近代政治思想史だった。ところが米国に行くと，古い自由主義

（classical liberal）という古典的自由主義がリバタリアンという名前になった。もう一つ

がリベラルで，（ハイエクや欧州から言えば）ほとんど社会主義と同義語だ。結局，米国で

は古典的自由主義 VS リベラル（社会主義）の構図となり，前者を保守（conservative）と

いう。奇妙な形にねじれる形で「保守主義」が誕生したわけだ。 

 

３．保守主義の再構築 



戦後の米国において保守主義の再構築，本当の保守とは何かと思想的に考えて取り組ん

だのが，ラッセル・カーク（Russel Kirk，1918-94 年）だった。米国が超大国への地歩を

固めているときに，その力の根源，歴史に疑問のまなざしを向け始め，知的営みを始めたラ

ッセル・カークのこの孤独な試みが米国の戦後保守思想のもうひとつの原点になった。 

保守主義者が伝統（tradition）を重視するのは当然のことであり，保守派の一部が他の潮

流と区別され，あえて「伝統主義者（traditionalist）」と呼ばれていることに米国の保守主

義の特異性がある。保守派の中では少数派となった伝統主義者ではあるが，カークは戦後保

守主義の思想的生みの親として依然，ひろく米国の保守主義者の間で敬意を集めている。 

冷戦が激化していく中で，社会主義との境目があいまいな進歩主義や，反共と市場経済万

能主義だけの脆弱な保守主義には，共産主義に対峙し屹立するような力はなかった。冷戦を

戦うためのより確かな保守の思想基盤を当時の米国は求めていた。 

フランス革命批判のエドマンド・バークや，米国建国期の父祖の中でも見過ごされがちだ

ったジョン・アダムズ（第 2 代米大統領，在任 1797-1801 年）に立ち返ることで，それを

示したのがカークだった。 

19 世紀にナポレオンが欧州全体を支配する中で，英国はそれに抵抗してナポレオン体制

を潰し，欧州に（王政を中心とする）保守主義を蘇らせることになった（ウィーン体制）。

ところが英国は王政でありながら，自由主義の国でもあった。 

またフランス革命が起きたときに，なぜフランス革命が過ちだったのかと主張したのが，

エドマンド・バーク（Edmund Burke，1729-97 年）だった。彼は英国的自由を守るために

はどうすべきかと問い，フランス革命を否定した。フランス革命では，ジャコバン党が出て

きて貴族や王族を処刑した。しかし王族を殺して果たして自由が実現するのか。一方，英国

は王を殺さずしても，自由主義が発展した。自由を実現するのに，革命によって王族や貴族

を殺さなくても実現できるのだ。 

バークはホイッグ党の自由主義者であり，自由主義を守るための思想をつくった。そのバ

ークの思想と軍事力でもって英国は欧州を支配するナポレオン体制を潰した。同様にナチ

ズムや共産主義から自由主義体制を守る。それでは根本的に自由主義を守るとは何なのか。 

ナチズムや共産主義の問題は，すなわち全体主義の問題である。それらと戦うとはどのよ

うな意味があるのか。そのためにはハイエク的な自由主義以上に，バーク的な思想を蘇らせ

ないといけないと考えて，バーク思想を徹底的に研究したのが，カークだった。 

米国思想史の中にバーク思想が果たしてあるのか。米国はバーク思想とは関係がないと

考えていたカークであったが，もう一度米国の思想を調べてみたところ，再発見した。簡単

にいうと，新しい物語，つまりバーク的なものの再構築だった。これは新しい欧州的な思想

運動であった。冷戦時代に巨大な全体主義（共産主義）が世界を覆っていく中で，カークの

考えが受け入れられていき，大きな保守主義の知識人のグループが形成されていった（伝統

主義者＝traditionalist）。 

カークは，共産主義を排撃しただけではなかった。共産主義に対峙するような思想を探る



中で，自由主義に基づくアメリカニズムに対しても文明を破壊するものとして常に厳しい

批判の目を向けていた。それはともに近代の所産だからだ。カークが批判したのは，「自由

主義，集産主義，功利主義，実証主義，個人主義，プラグマティズム，社会主義，資本主義」

と，およそ近代が生み出した全てに及んだのである。そこまで沈潜することで，冷戦を勝ち

抜く思想を掬い上げようとしたのである。 

 

４．保守勢力の融合 

戦中から戦後にかけて米国における保守思想のさまざまな潮流が生まれてきた。一つは，

ヨーロッパ的な権威主義的でもある保守主義のグループで，もう一つはリバタリアン的な

グループであったが，両者の間で保守主義の方向性をめぐって大論争が展開された。さらに

冷戦が始まるとソ連共産主義との戦いが最大の政治的な意味を持つようになって，反共主

義のグループも生まれた。 

このような三つの大きな潮流が渦巻いていた 1950 年代から 60 年代にかけて，融合主義

（fusionism）と呼ばれる運動が起きてきた。その運動において重要な役割を果たした論客，

あるいは思想家がいた。その代表的人物が，National Review を創刊したウィリアム・バッ

クリー（William F. Buckley, Jr.，1925-2008 年）と同書の共同編集者だったフランク・マ

イヤー（Frank Meyer，1909-72 年）である。 

彼らは，この時代に現れてきた保守思潮群に共通する一致点を見出し一体化の実現を目

指した。各グループごとに細かい対立点があったものの，共産主義との戦いという軸を核と

して保守の統合を目指したのだった。 

ここで重要な役割を果たしたのが，近代国家の形成において広く見られるように，＜雑誌

＞という存在だった。日本でも明治時代には，『明六雑誌』（1874 年創刊）ができて，そこ

から新しい国家の設計図が生まれていった。明治中期には『中央公論』（1887 年創刊）が誕

生。戦後には『世界』（1946 年創刊）が出てきて戦後新しい左翼の考え方が発展していった。

＜雑誌＞は思想表明にとって非常に重要な手段なのである。 

米国では，20 世紀の初めに The New Republic（1914 年創刊）というリベラルな雑誌が

できて，改革を支える知識人が集まる場となった。1920 年には外交の透明性を求めて

Foreign Affairs という雑誌ができ，そこで新しい外交概念などが形成されていった。そし

て保守主義のリバタリアンや伝統主義者たちを統合するための雑誌 The National Review

が 1955 年に，リベラルな The New Republic に対抗する形で創刊された。これを作ったの

がウィリアム・バックリーだった。雑誌 The National Review を軸として，保守という旗

印の下にリバタリアン，伝統主義者，それに反共主義者が，1950 年代半ばに結集していっ

た。1950 年代の米国は，世界経済の半分を占めるほどに断トツの強さを誇る時代だったが，

そのような時代に新しい保守主義の流れが形成されていったのである。 

 

５．リベラルと保守主義の戦い 



保守主義の潮流が生まれてきたとはいえ，ルーズベルト大統領などが敷いたリベラルの

流れはいまだ米国の主流を占めていた。保守主義の共和党大統領であっても政策的にはリ

ベラルの流れの中にあった。 

共和党といえども，もともと近代主義政党であるから，新しく形成された保守思想を受け

入れていない面があった。しかしニューディール派に対抗していかないといけないので，少

しずつではあるが，それに対抗する保守主義の人々が共和党の中に入ってきて，共和党の中

で内紛が起きてくる。保守主義と従来の共和党リベラルの人 （々ロックフェラー・リパブリ

カン＝Rockefeller Republican⇒企業の自由な活動を優位としながらもニューディール政

策は否定しない）と間の論争である。 

その後，大学生たちも加わり保守系の学生運動を展開するようになった。1960 年代には，

Young Americans for Freedom（自由を求めるアメリカ青年団）や Republican Party 

Platform of 1960 などの保守系の学生のグループができて，『ナショナル・レビュー』運動

に加わるようになった。 

こうした若者たちは，1964 年の大統領選挙にゴールドウォーター（Barry M. Goldwater，

1909-98 年）を引っ張り出した。非主流派のゴールドウォーター（上院議員）は，共和党の

大統領予備選挙でネルソン・ロックフェラー（ニューヨーク州知事）と激しく競り合い，最

終的に共和党大統領候補となったが，民主党ジョンソン大統領（現職）との大統領選では大

敗した。ジョンソン大統領は，ルーズベルトの申し子のような人物で，ルーズベルトですら

成し遂げられなかったことを積極的に推し進めるなど偉業を成し遂げた。 

ジョンソン大統領（Lyndon Johnson，在任 1963-69 年）は，ルーズベルトに感動して政

治家になったのだが，貧困の人々のための政治や事業を展開した。さらに南部で見られた黒

人差別については，政府の力によって平等化を図ろうとした。 

彼は若い頃からルーズベルトの下で学び，権力を握ることを真剣に求めた。それは彼が，

結局政治は，力・利権によって動くのであり，それによってしか理想の達成はできないとい

う現実をよく知り尽くしていたからだった。南部の政治家は，公民権運動にはみな反対だっ

た。そこでジョンソンは，南部の政治家一人ひとりに対して（利益誘導の）利権をちらつか

せて迫り，1964 年公民権法を成立させた。 

そのようなジョンソン政治，ニューディール政策に立ち向かっていったのが，共和党の保

守主義者ゴールドウォーターだった。しかし完敗だった。それほどジョンソンはすごかった。

ただ，共和党のゴールドウォーターが南部の選挙人を多く獲得したことは，大きな意味を持

った。 

もともと南部は民主党の基盤だった。南部は奴隷制をもつ民主党の政治基盤だったが，共

和党は都市部で生まれた近代政党で，奴隷制をなくし，米国を新しい資本主義国家として生

みなおしていこうとした。そのため共和党は南部では怨まれており，一切入ることができな

いような状況だった。 

南北戦争によって南部のアメリカ連合国と奴隷制システムが崩壊した後の問題を処理す



べく，（南北戦争に勝利した北部を中心として）連邦政府は南部諸州の合衆国への復帰に取

り組んだ（レコントラクション＝Reconstruction）。しかし結局は，中途半端に終わり，南

部には差別が残り，それまでの民主党の基盤を共和党は崩すことはできなかった。南部で一

切票がとれない共和党がゴールドウォーターの成果を踏まえて本格的に南部を攻略をした

のが，ニクソンの「南部戦略」だった。やがて南部を席巻した共和党の基盤の上に，80 年

代のレーガン革命へと繋がっていく。これが米国の戦後保守思想と政治の頂点だった。 

 

６．ネオコンの誕生 

1960 年代半ばにジョンソン大統領が現れ，リベラルな政治手法を展開するとともに，公

民権運動の進展も加わって黒人解放運動が進み，（世界的な動きと連動した）1968 年革命と

呼ばれる若者による新左翼運動が米国でも起きた。その結果，米国のリベラル運動はますま

す左傾化するようになっていった。 

そうした状況の中，ルーズベルト的リベラルの人々は（穏健リベラル），「どこかちょっと

おかしい」と感じるようになった。一種社会主義的な政策（ニューディール政策など）をす

ることまではいいとしても，ベトナム戦争に対する反戦運動の盛り上がり，1972 年の大統

領選挙では民主党候補として新左翼運動の影響を受けたマクガヴァン（上院議員）が出てき

て左傾化に対する懸念を抱くようになった。 

マクガヴァンは 1968 年の民主党予備選挙に出たが，彼を見てこのままでは民主党の将来

は危ないと感じた人々はハンフリーを押し立て，彼が最終的に民主党の大統領候補となっ

た。彼は正にルーズベルト的，ジョンソン的な（穏健リベラルの）人物であった。68 年民

主党の予備選挙では，ジョンソンはベトナム戦争の失敗で早々不出馬。その上民主党内に混

乱があって，一部の民主党系知識人たちの中からは，「このままでは民主党はもたない」と

して，民主党の陣営から離れる人々が出てきた。これがネオコンと呼ばれる流れの源流とな

った。アーヴィング・クリストル（Iving Kristol，1920-2009 年）など，ネオコン第一世代

だ。 

1965 年ごろから余りにも左傾化していく民主党を見て，もっと中道的な民主党の運動を

やろうという人々が出てきた。彼らの一部は，1968 年の選挙で民主党が余りにも左傾化し

たので，共和党大統領候補のニクソンに投票した。 

実は，ニクソンは共和党であるが，非常にリベラルな政治家だ。例えば，ニクソンは環境

庁をつくり，労働者の安全・衛生などの施策を統一し，飢餓一層のためのフード･スタンプ

の拡大など，ある面で社会主義的な政策を多く実行した。ニクソンは，反共でありつつ（民

主）社会主義者でもあったともいえる。このような動きが米国内で進んでいった。 

このように民主党の中では，一部の人は民主党を離れて共和党に加わり，また民主党に残

って党内左派に反対していく勢力もあった。そのようにして民主党のリベラルなグループ

が，バックリーの流れに合流して行った。これがネオコンの第一世代である。ネオコンは世

代別に見ていかないといけない。第一世代のネオコンは，知的にも非常に優秀で思想的に深



い人々だった。 

 

７．レーガン革命と冷戦後の変化 

1950 年代から始まった米国の各保守思想グループが，四半世紀をかけてなんとか一つに

まとまり，黄金時代を築いたのがレーガン政権だった。これは一つの歴史的な達成だった。

レーガン政権の下には，主として四つの保守主義的な運動が一体となった。 

①伝統主義者と呼ばれる知識人たち，②企業活動の自由を最重視するリバタリアン，③60

年代から 70 年代にかけて出現した民主党リベラルを出自とするネオコングループ，そして

④70 年代にリチャード・ヴィゲリ（Richard A. Viguerie，1933- ）らによって掘り起こさ

れたニューライトである。彼らが連合を形成し，ブッシュ父の時代まで共和党政権を支えた。 

ニューライトとは，ダイレクトメールを使った働きかけによって政治勢力として動員さ

れた保守的な心情を持つ白人中産階級だ。それまで明白な政治的主張のもとに集まってい

たわけではない膨大な人々が，道徳的な価値観に基づいて誘導され巨大な勢力となった。当

初，ニューライトと呼ばれていたが，後には宗教右派と呼ばれるようになる。 

福音派（エヴァンジェリカル）と呼ばれる宗教右派を支えていたのは，信仰深い素朴な米

国人たちであった。米国人口の 3 割を占めるといわれる福音派を政治的に使える存在にま

とめあげたのが，リチャード・ヴィゲリや，後にモラル・マジョリティを先導するジェリー・

ファルウェル牧師（Jerry Falwell，1933-2007 年）らだった。 

当時「ルーズベルト革命は終わり，ルーズベルト連合が崩壊した」と言われたように，こ

れは米国の政治思想史における大きな変化であり，「レーガン革命」とも呼ばれた。こうい

う形で思想運動が政治に影響を与えた。政治は大衆運動であるが，知識人がそこにものの考

え方を提供したのである。 

冷戦終結がもたらしたのは，多様な思想グループの脆弱な連合だった保守派の四分五裂

だった。かろうじて彼らを結びつけていたのは，共産主義との戦いという大義名分だったか

ら，その共通の敵が自壊すれば無理をしてまで連合を維持する必然性がなくなってしまっ

た。 

リバタリアンや伝統主義者等の主要な人物たちは，1990 年代には保守思想運動の主流か

らほとんど姿を消した。代わって勢力をのばしてきたネオコンは，思想的に非常に力を持っ

ていて，外交･内政に大きな影響を与えた。ネオコンの力が非常に強まり，ネオコン時代が

到来した。 

ネオコンの人はもともと民主党の流れであるから，人種問題など解決について異議を唱

えない。ところが，保守勢力の中には，古い米国の秩序，人種問題などについて固守する人

もいて，ネオコンとの間で諍いが起きた。そして保守主義運動の中には，ネオコンが核にな

っていることに対して不満を抱き，彼らを排除したいという思いを持つ人々も現れてきた。

ラッセル・カークもその一人であった。彼は，湾岸戦争は意味がないとして反対し，国内の

建て直しこそ優先課題だとして，米国をもう一度国家として立て直すことこそ急務だと主



張した。 

当時，ネオコンの重要な論客とみられたフランシス･フクヤマは，自由と民主主義は人類

の政治体制の最終形態だとし，その過程で政治思想の闘争は終焉して行くと主張した。ネオ

コンの理論家たちは，フクヤマをよりどころにしてさらに一歩進め，自由と民主主義の到来

を待つだけではなく，非民主的国家に対しては少しでも早く民主主義体制へと移行させて

いくことを考えた（体制転換＝レジーム・チェンジ）。ただし，フクヤマはその点に関して

は，それほど単純にはいかないと反論した。 

外敵の喪失の感覚は，米国が伝統的にもっている孤立主義への傾向を呼び覚ました。米国

は全体主義（共産主義）との戦いに勝利したものの，そのために余りにも多くのエネルギー

（国力）を費やした結果，国の経済はガタガタになってしまった。そこでまず国の再建を優

先すべきだとの声が出てきた。その一人がパトリック・ブキャナン（Patrick Joseph 

Buchanan，1938- ）であった。 

ブキャナンは，1991 年の湾岸戦争に反対して孤立主義の論陣を張り，翌 92 年の共和党

の大統領選予備選挙に打って出た。彼によれば，「われわれはその役割を果たしたのだから，

米国は『もう一度家に戻れ（Come home!）』。そして正常な状態にもどすべきだ。ニューデ

ィールから冷戦期まで米国は異常な状態だった。それ以前の米国，つまり米国が世界の楽園

を描きそれを世界の人々が憧憬するようにすることが，本来の役割だ。そうすれば自ずから

世界の国々はついてくる。米国がガタガタになってしまうと，世界全体がダメになってしま

う。そのためには米国は故郷に戻り，正常回帰してこの国を世界の人々が仰ぎ見る国家にし

よう」と主張した。これが孤立主義の考え方，これが「米国第一主義（アメリカ・ファース

ト）」だ。 

「アメリカ・ファースト」から連想されるのは，1940 年に飛行士リンドバーグを中心に

結成された「アメリカ第一委員会（America First Committee）」だ。ヨーロッパではすで

に戦火が上がり，英国は空爆により風前の灯の中，米国は何をすべきかを検討した。ときの

ルーズベルト米大統領は，いつか参戦しようという腹づもりであったが，アメリカ第一委員

会は参戦反対だった。自動車王ヘンリー・フォードも呼応して参戦拒否運動が全国に広がっ

ていった。それは第一次世界大戦でヨーロッパの無謀な戦争に参加して，米国の多くの若者

が命を落としたことが大きかった。一方，英国は米国の参戦を取り付けるべく工作をしてい

たが，ナチス・ドイツはアメリカ第一委員会を利用しようとした。 

米国のユダヤ系にとって，「アメリカ・ファースト」という言葉は，米国のナチ協力を思

い起こさせる。そのためブキャナンがこの言葉を使ったとき，ユダヤ系米国人から激しい非

難を招くことになった。 

しかしブキャナンはそれを省みずに，もう一度「アメリカ・ファースト」を叫んで共和党

の予備選挙に打って出てかなり票を集めた。予備選ではブッシュ父を激しく追い上げ，最終

的には大統領候補にはなれなかったが，共和党全体に大きなインパクトを与えた。このとき

ブキャナンの具体的な考え方や演説の内容まで指導したと思われる人物が，サミュエル・フ



ランシスという思想家だった。 

 サミュエル・フランシス（Samuel Francis，1947-2005 年）は，『ワシントン・タイムズ』

紙の論説委員などを務め，1990 年代半ばに「白人文化」擁護を訴えたことからウィリアム・

バックリーを中心とする保守派知識人主流派から疎まれ，同紙から追われた。それを前後し

て，彼は保守派論客パトリック・ブキャナンに接近，1992 年，96 年の共和党大統領予備選

挙へのブキャナン出馬を支援した。当時，彼が主張した①貿易保護主義，②移民排撃，③「ア

メリカ・ファースト」の孤立主義外交は，そっくりそのままトランプの主張となっている。 

 

８．ネオコン第二世代の登場 

 90 年代後半以降，孤立主義の思想が台頭する中，戦後アメリカ保守思想の大御所とされ

たラッセル・カークも，米国の対外関与を終わらせようという論陣を張っていたが，そこに

合流したのが自由至上主義のリバタリアンたちであった。小さな政府を求める彼らは，冷戦

終結で海外からの撤兵を含めた軍備縮小，第二次世界大戦から冷戦期を通じての戦時体制

（ニューディールから「偉大な社会」まで）の解体を求めていたから，湾岸戦争反対を軸に

ブキャナンら孤立主義グループとは戦略的連携が可能だった。 

 この孤立主義・リバタリアンと鋭く対立したのがネオコンだった。彼らは冷戦後の世界に

対する責任を強く意識していた。湾岸戦争で開戦を強く支持しただけではなかった。ブッシ

ュ父政権がイラク軍をクウェートから追い出しただけで戦争を終えようとしたのに対して，

イラクの大量破壊兵器問題にも決着をつけるため，バグダッドまで侵攻するように強く主

張した。これが 2003 年のイラク戦争への布石となっていく。 

 ブッシュ父大統領は，保守派内のどちらの主張にも与せず，イラク軍をクウェートから追

い出すだけの中道路線で湾岸戦争を勝利のうちに終え，92 年の大統領再選に臨んだ。だが，

保守陣営の各派から疎まれ，予備選緒戦ではブキャナンに危うく敗れそうになった。 

 米国民は，ブッシュ父大統領の掲げた「新世界秩序」よりも，冷戦後の疲弊した経済の建

て直しを求めていた。共和党は保守派の分裂もあって隊列が乱れ，結局は「It’s economy, 

stupid!」を合言葉にした民主党クリントン陣営に現職ブッシュ大統領は敗れてしまった。

ただ，時代の基調は明らかに内向きで，保守的であった。 

 こうした内向きの時代状況に不満を募らせていたのはネオコンの思想家たちである。彼

らは，「ネオコンのゴッドファーザー」の異名を持つアーヴィング・クリストルの息子ウィ

リアム・クリストルらに代表されるネオコン第二世代で，他国への介入で民主主義を拡大す

る「強硬派ウィルソン主義」を前面に，それまでの内政重視の保守主義を定義し直した。そ

して新たなネオコン論壇誌 The Weekly Standard を創刊し（1995 年），さらに「アメリカ

新世紀プロジェクト」（PNAC=Project for the New American Century）というシンクタン

クを立ち上げて（1997 年），米国の指導力強化を訴えたのである。 

 ウィリアム・クリストルらは，21 世紀における米国の安全と偉大さを確保するため，自

由の大義を世界に広めることをシンクタンク PNAC の原則に掲げ，その手段として非民主



的国家の体制転換を目指すこと，軍事力拡大を訴えた。ブッシュ次期政権の一方的外交や先

制攻撃，民主化推進の布石は，こうして 90 年代後半にネオコン第二世代によって敷かれた

のであった。 

21 世紀に入り米国が直面した 9.11 やイラク戦争などを経て，米国人の多くがこれまでの

米国の政策が間違っていたのではないかと感じるようになった。その最初が，オバマだった

が，オバマ政権はよき成果を残すことができず，その結果としてトランプを生み出す原動力

につながっていった。そのとき何が蘇ってきたか。排斥されてきた人々が，もう一度蘇って

きたのだ。この人たちの一つが「オルトライト」である。 

 

９．オルトライトとトランプ政権 

 トランプ大統領と強いつながりをもつのが，「オルトライト（Alt-Right）」と呼ばれる，

白人民族主義的傾向を持つ集団だ。Alt-Right とは Alternative Right（もう一つの右翼の意

味）の略で，日本では「オルタナ右翼」と訳されている。オルトライトは，ウィリアム・バ

ックリーらが率いた保守主義主流派からは排除されてきた。ジェームズ・バーナムとサミュ

エル・フランシスこそが，この潮流の原点にあるといわれる（シェンク，2016）。 

 そしてシェンクによれば，ウィリアム・バックリーが創刊した National Review を核に

保守系知識人を糾合してきた戦後の米国保守思想運動が，これからはトランプ＝オルトラ

イトに主導される大衆運動に取って代わられるのではないかという。トランプ支持をめぐ

って起きた保守派内部の対立は，戦後保守思想史で目にしたことのないほど激しいからで

ある。 

確かに，トランプの政策には，戦後保守主義運動の核心的主張である小さな政府はないし，

福祉政策は労働者階級のために維持される。オルトライトの特徴は，白人民族主義的傾向だ

けではなく，テクノクラート・エリートへの徹底的な攻撃である。まさにトランプが大衆の

支持を伸ばしたのには，エリート攻撃があった。 

 そしてフランシスは，エリート支配を打破しなければ米国の建国理念そのものが危うい

と考え，そのためにはエリート集団によって疎外され「アンダークラス（底辺層）」に追い

込まれた「ミドル・アメリカ（中産階級）」を動員してその支配を打破しなければならない

とした。トランプは，（それとは知らずに）その革命を実行しているというのだ。 

 トランプ現象で特異な点のもう一つは，文化的・社会的タブーを打ち壊す暴言が，これま

での通念を破って，トランプへの支持を固めたということだ。これまで米政治では，そうし

た暴言は一発退場ものであったが，逆の現象として現れた。 

 ロナルド・イングルハート（2016）によれば，トランプ現象の社会思想的な背景・要因

は，ポピュリズムの発生と同じく「文化的反動（cultural backlash）」にあるという。 

 1976 年前後から教育レベルの高い若者層の間で，環境保護，ジェンダー・人種間平等，

LGBT の権利などへの意識が高まり，宗教・文化・ライフスタイルで多様性と寛容度が増

し，国際協力，自由，人権の幅が大きく拡大した。こうした進歩的価値観に対して，教育レ



ベルの低い中高年層，とくにそれまで文化的多数派として特権を得ていた白人は脅威を感

じている。伝統的価値観を「政治的に正しくない（politically incorrect）」と否定され，住

んでいるのがまるで自分の国ではないような気持ちに襲われる。そのような「文化の変容

（価値観の変容）が進んで，ある臨界点に達した」ために，一気に現象化したと見ている。 

 さらにトランプ現象の意味論的解釈として指摘すれば，現代政治が基礎におく「科学（実

証主義＝positivism）」と「歴史主義（historicism）」という価値相対主義に敵対するのがト

ランプ現象だという（ジョン・マリーニ，2016）。いま米国は，この「科学」と「歴史主義」

によって失われた市民社会と，社会全体に共通する善の意識（善悪の峻別）を取り戻さねば

ならない。トランプ現象を肯定的に評価する知識人の主張には，米国政治が一般市民を無視

したエリートだけのものになっている状況への強い批判が込められているのである（参考：

会田弘継「忘れ去られた異端者らの復権―トランプ政権誕生の思想史」，『立教アメリカン・

スタディーズ』No.39，2017）。 

 

１０．政治と思想との微妙な関係 

レーガン政権が誕生したとき，リバタリアン，伝統主義者たちが加わり，政権樹立期や初

期において彼らが活躍した。しかし彼らは思想的主張が強いので，次第に（リアリズムによ

る）政権運営の邪魔になり，1 期目の半ばには過激な思想の持ち主は政権内から出て行った。

リアリズムによる運営をしていくと，そうした人たちは政権内では思い通りのことはでき

ないから，どうしても出て行くことになり，外野から提言するようになる。これはある意味

で自然な現象とも言える。 

トランプ政権は，オルトライト運動と結びついた政治運動といえる。オルトライトの中核

ともいうべきスティーブン・バノン（元首席戦略官）は，トランプをうまく利用しているわ

けだが，その後の展開を見ると，そういう影響から少しずつ抜け出そうとしているようにも

見える。しかし，バノンが指図するトランプ像をもって大衆に希望と夢を与えて票を得て誕

生した政権は，その思想の呪縛，足かせからは自由になることはできない。それは政治の賭

けでもあるだろう。思想家と政治家との関係とはそういうものだ。 

政治家は思想家を利用するが，あるところまでくると政権運営の邪魔になるので，排除の

論理が働く。しかし一旦思想家を利用すると，その＜思想の呪縛＞からは逃れられなくなる

という宿命的な構造がある。結局は，彼ら思想家が敷いた路線のまま行くことになる。それ

を変えていこうとするが，最初のモメンタムができてしまっているので，そのまま突き進ま

ざるを得ない。しかも，一旦大衆を引き連れて動き出しているので，そう簡単に方向転換は

できない。 

日本は太平洋戦争に突き進んでいく過程で，その思想的バックボーンとしての国家主義

やアジア主義の思想を準備する必要があった。そのために北一輝や大川周明などが用いら

れたが，最終的に革命的な思想家は政権から排除されていった。思想家を排除した後も，メ

ディア，大衆は，思想家の残したアジア主義，国家主義などの思想についていった。一旦敷



いた路線からは逃れられなくなってしまう。そこが思想の怖さだ。 

レーガン大統領は，保守主義の思想家をうまく利用した。バックリーは，レーガンから「ど

のようなポストがほしいのか？」と聞かれて，「今のポストに満足している」と答えた。さ

らに「どんなポストだ？」と聞かれると「腹話術師だ」と答えたという。それを聞いてレー

ガンは大笑いした。バックリーの言わんとしたことは，「ポストを与えようというが，お前

（レーガン）がしゃべっていることは，すべて俺の思想を語っているに過ぎない。おれはそ

れで十分だ」。それを分かったレーガンは，腹が据わっているので笑って聞き過ごしたので

ある。これは思想家と政治家の大物同士の度量を見せてくれた例といえる。 

トランプを囲むオルトライトの中でその代表格がバノンだろうが，彼も追い出された

（2017 年 8 月 18 日）。あるときバノンは，自分を取り囲む共和党主流派とトランプ一族の

間で労働者のための政策を追求していかねばならない自身を，16 世紀のチューダー朝の英

国でヘンリー8 世の側近として仕えて大改革を断行し，最後には処刑されたトマス・クロム

ウェル（Thomas Cromwell，1485-1540 年）に譬えて見せた。 

トランプとバノンの間にはレーガンとバックリーのような関係はないように見える。ト

ランプはバノンを利用して政治をしようとしたが，たとえ彼を切り捨てたとしても，気が付

いたらその呪縛からは逃れない状況になってしまった。思想と政治はゆるやかにつながる

のがよい。両者がしっかりと密着した場合には，互いに排斥しあい，最終的には破滅に向う

ことになる。 

日本の徳川時代は，朱子学を幕府の思想の中心に据えたといわれるが，実際はそれほどで

はなかった。徳川幕府は儒教思想を大事にしているようで，実際には現実主義的なことしか

やらなかった。形ばかりの儒教思想で，朱子学以外の流派についても自由に研究することを

許した。それゆえに長い年月にわたって政権維持ができたのだと思う。思想家とはつかず離

れずの関係で上手にやったと思う。一方，中国は朱子学を正統な儒学解釈の位置に据えて，

それ以外の解釈をすべて排除した。 

日本や英国は，政治と思想の関係を緩やかに考えてやってきたが，米国・中国・ロシアな

どは政治と思想が密接につながりを持つ歴史だった。そのため，思想闘争が激しく行われた。 

そもそもある思想が新たに出てくるというのには，それを生み出す社会的，経済的背景が

ある。その経済社会の中で人々がどのような暮らしをしていたかということに帰結してい

く。すさまじい格差が生まれ，人々が生きていくことに希望を失ってしまうような状況が生

まれつつある。その人々の不安，渇望に対して，新しい思想でもって政治がいっしょになっ

て動き出した。一種革命的なことが起きてしまった。 

経済社会的，文化的状況を思想家が見て，政治運動を起こしたととらえられる。トランプ

現象というこの構図の変革は，ルーズベルト革命，レーガン革命に続く，米国史上では 50

年に一度の現象といえる。今後の方向性について考えた場合，トランプ現象はある意味で

「政治革命」という大変化が起きたのであるから，そのモメンタムはかなりしばらくは継続

することになるだろうと思われる。 



（2017 年 8 月 29 日） 
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