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１．はじめに

　日本電信電話公社（以下、電電公社と略称）の民営化研究は、政治学、経済学、産業論、公企

業論、組織論等々の諸分野から行われてきた。このことは、電電公社民営化という研究対象が、

それだけ多様な側面をもっていることを示している。

　電電公社民営化は、事業主体である電電公社と電電「公社」を改革する政治主体との絡み合い

の中で展開される。電電公社の事業活動は、電電「公社」という経営形態の制約諸条件の枠内で

のみ認められ、事業展開の担い手である企業組織もまた、これら諸条件に規定されてきた。法制

度である経営形態は、電電公社の企業組織とは区別される制度そのものであり、民営化の政治過

程における改革対象であった。すなわち、電電公社民営化研究は、「企業組織―経営形態―政治過

程」の三つの階層から研究しなければならない。切っても切り離せない関係にある、この三つの

階層のことを、本研究では「三層構造」と呼ぶ。

　また、電電公社は、①急激な技術革新を伴う情報通信産業の担い手であるとともに、②電電公

社民営化の政治過程に登場する政治主体の考え方の背景には、「民間活力」「小さな政府」等の新

自由主義イデオロギーがあり、「技術革新―新自由主義イデオロギー」は「三層構造」に大きな影

響を与えた。それゆえ、電電公社民営化は、「三層構造」に「技術革新―新自由主義イデオロギー」

を付け加えて分析する必要がある。すなわち、電電公社民営化研究の分析枠組みは、「三層構造」

＋「技術革新―新自由主義イデオロギー」となる（羽渕［2015ｂ］）。

　しかしながら、電電公社民営化研究の分析枠組みを、「新自由主義イデオロギー―政治過程―経

営形態―企業組織―技術革新」の「五層構造」ではなく、「三層構造」とする理由は以下の点にあ

る。

　第１に、「三層構造」は組織であるのに対して、技術はモノ、新自由主義イデオロギーは意識

（あるいは観念）である。電電公社民営化のプロセスは、組織行為のプロセスそのものであり、モ

ノや意識が主体となって民営化を実行したわけではない。「モノ―意識」と組織は明確に区別すべ

きである。「モノ―意識」は、政治主体の組織行為を媒介として民営化と関連を持つのである1）。

　第２に、「技術革新―新自由主義イデオロギー」は、電電公社の外側にある、という点である。

電気通信研究所の主導で開発したデータ通信も含めて、技術そのものは電電公社から独立して存

在する。新自由主義イデオロギーも同様に、電電公社の外側に存在する。外側に存在するがゆえ

に、技術革新は電電公社だけでなく社会全般に影響を及ぼす。新自由主義イデオロギーは、電電

1） 電電公社民営化研究にとって、重要なことは、「法的諸現象の総体的連関の解明にとって有意味な『分
解』がどこまで可能であるか」（藤田、1974、141ページ）にある。本研究では、電電公社民営化の「全
体像」解明にあたり、５つの要素に分解した。
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公社民営化だけでなく、その他公企業の民営化にも影響を及ぼす（羽渕、2015ｂ、14～15ページ）。

　第３に、電電公社民営化の分析枠組みに「新自由主義イデオロギー」を組み込むと、新自由主

義イデオロギーの登場以前、1980年代以前の電電公社分析が難しくなってしまう。

　電電公社民営化の分析枠組みの「基本型」を「三層構造」に設定したうえで、「技術革新―新自

由主義イデオロギー」を付け加えていくというのが、本研究の基本的スタンスである。

　本研究の分析枠組みの意義は、第１に、「動態的構造分析」を可能とした点にある。「動態的構

造分析」は、①「三層構造」＋「技術革新―新自由主義イデオロギー」の５つの要素の連関構造

と、②電電公社の企業組織や技術革新の歴史的展開過程の分析を可能にした。「時間展開」＝動態

分析と「空間編成」＝構造分析を合わせた「動態的構造分析」が可能となった。

　第２に、「動態的構造分析」は、その副産物として、電電公社民営化のプロセスを主観的過程と

客観的過程に区別したうえで、その関連を分析することも可能にした。例えば、電電公社民営化

の政治過程に登場する政治主体の主観的過程と、「企業組織―経営形態―技術革新」の客観的過程

とを区別したうえで、その関連分析が可能となった。ただし、電電公社民営化の分析枠組みにつ

いては、拙稿羽渕［2015ｂ］でも検討はしたが、分析枠組みに研究史を位置づけることが主眼で

あったため、主観的過程と客観的過程の観点から十分検討できなかった。

　本稿の課題は、主観的過程と客観的過程の「区別－関連－統合」を軸として、電電公社民営化

の分析枠組みを検討することにある2）。

２．主観的過程と客観的過程の「区別－関連－統合」

　電電公社民営化の「動態的構造分析」における主観的過程と客観的過程の「区別―関連―統合」

について検討する。

２．１　「空間編成」における主観的過程と客観的過程の区別の仕方

　両過程の区分の仕方には、大きく二つある。まず、①主観的過程のグループを政治主体に、客

観的過程のグループを「企業組織―経営形態」「技術革新―新自由主義イデオロギー」に区分する

方法である。この区別の仕方は、政治主体とそれ以外のグループに区分し、政治過程に焦点を当

てて分析する場合には有効である。政治主体を認識主体に、それ以外の要素が認識対象となる。

　次に、②主観的グループを「政治主体―新自由主義イデオロギー」に、客観的グループを「企

業組織―経営形態―技術革新」に区分する方法である。この区分の仕方は、客観的過程である「企

業組織―経営形態―技術革新」の関連を分析する際に有効である。

　電電公社民営化の分析手順としては、客観的過程の内容を明らかにした後、主観的過程の分析

に入るべきである。客観的過程の内容が明らかにならない限り、主観的過程の内容も把握するこ

とはできないからである。すなわち、主観的過程と客観的過程の区分の仕方は②が有効であると

考える（羽渕、2015ｂ、29～30ページ）。また、分析手順だけでなく記述の過程においても、客観

2） 本稿は、筆者のこれまでの電電公社の民営化の分析枠組みを「主観的過程―客観的過程」の観点から整
理したものである。主な内容は羽渕［2015ｂ］［2015ｃ］に依拠しており、これらの論文と数多くの重複
箇所があるが、煩雑となるため逐一引用はしない。なお、電電公社民営化の実証研究における分析枠組
みの構築は、分析枠組みそのものが電電公社民営化＝分析対象の内部に存在するため、分析対象の事実
を借りてこなければ、分析枠組みを展開することはできない。分析枠組みの内容は、実証分析の進展と
ともに豊富化される（羽渕、2015ｂ、13ページ、31ページ）。分析枠組みは、分析対象の展開過程そのも
のでもあるから、分析枠組みと分析対象の内容は、一定程度で重複することになる。

01 羽渕④.indd   2 2016/12/08   11:33:53



電電公社民営化の分析枠組み

－ 3 －

的過程の内容を記述した後に、主観的過程の内容を記述しなければならない。

２．２　「時間展開」における主観的過程の認識対象

　「三層構造」は、電電公社の設立から民営化に至るまでの普遍的契機である。「時間展開」の中

でも「企業組織―経営形態―政治過程」の各要素は、切っても切り離せない不可分の関係にあり、

「所有―経営」関係の基本は同じである。「三層構造」の事業主体である企業組織は、70年代以降、

技術革新に対応すべく経営形態の枠内で企業組織を改革し、80年代前半には民営化の政治過程に

も対応を迫られるようになってきた。企業組織の「環境」である技術革新と民営化の政治過程は、

「三層構造」の歴史的発展段階を規定する契機であった。

　また、「三層構造」の「時間展開」において、主観的過程と客観的過程に区別するということ

は、短期間の民営化の政治過程（＝主観的過程）と長期に及ぶ電電公社の事業展開の歴史（＝客

観的過程）を区別するということも意味している。主観的過程は、単に「企業組織―経営形態―

技術革新」等への「空間編成」の認識だけでなく、電電公社の歴史的発展過程＝「時間展開」へ

の認識過程も内包している。「三層構造」内部の主観的過程は、自身の過去を振り返ることで、自

己認識が可能となる（羽渕、2015ｂ、30～31ページ）。「三層構造」の主観的過程における認識対

象は、「時間展開」のなかで空間的・時間的に拡大していくのである。

２．３　主観的過程（＝新自由主義イデオロギー）と客観的過程の統合

　電電公社民営化の研究は、主観的過程と客観的過程の双方を統合してはじめて、電電公社民営

化のプロセスを認識・把握することができる。両者の統合把握のためには、以下の四点を検討し

ておく必要がある。

　①客観的過程を主観的過程の現象形態として把握するための方法論の検討

　②主観的過程が現象形態に移行する際の「移行の論理」の検討

　③主観的過程が特定の現象形態をとるまでの現象経路の検討

　④主観的過程と客観的過程における「二重の意識」の検討

　なお、先に述べたように本研究では、主観的過程を「新自由主義イデオロギー―政治主体」に、

客観的過程を「企業組織－経営形態－技術革新」に区分して検討していくが、ここでは、主観的

過程を新自由主義イデオロギーに限定して検討する。新自由主義イデオロギーは、政治主体の「頭

脳」を介して多様な「意識諸形態」をとるので、まず、主観的過程＝新自由主義イデオロギーと

客観的過程の関連を考察し（第２章と第３章）、次に、主観的過程＝政治主体と客観的過程との関

連について考察する（第４章）。

２．３．１　新自由主義イデオロギーの現象学アプローチ

　先にみたように、電電公社民営化の分析枠組みは「空間編成」と「時間展開」を合わせた「動

態的構造分析」にあるから、新自由主義イデオロギーもまた、電電公社の「空間編成―時間展開」

の中で現象することになる。新自由主義イデオロギーを現象形態の「空間編成－時間展開」との

関連で分析する方法を、「新自由主義イデオロギーの現象学」アプローチと呼ぶ。「新自由主義イ

デオロギーの現象学」アプローチは、①一方的に、新自由主義イデオロギーが電電公社民営化と

なって現れたと把握する（＝主観的過程の自己展開把握）のではなく、また、②新自由主義イデ
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オロギーと電電公社民営化を切り離して把握する（＝主観的過程と客観的過程の二元論）のでも

なく、③「時間展開」の中で主観的過程と客観的過程を統一的に把握すること目指す（＝主観的

過程と客観的過程の統一把握）（羽渕、2015ｃ、79ページ）。

　より細かくみると、①の把握の仕方は、新自由主義イデオロギーの現象形態及び現象形態の「時

間展開」から新自由主義イデオロギーを捉え返す視点に欠けており、②の把握の仕方は、客観的

過程を主観的過程から独立させて把握するという点では科学的であるが、民営化のプロセスにお

ける主観的過程の役割を過少評価している。③の把握の仕方は、主観的過程と客観的過程とを統

一して、電電公社民営化のプロセスを認識・把握することを目指すが、客観的過程そのものも変

化する、ということにも注意を払っておく必要がある。仮に、客観的過程の変化を軽視するので

あれば、①の把握の仕方と同じになってしまう。本研究の基本的スタンスは、イデオロギーの静

態把握ではなく、その動態把握にある。イデオロギーは流動的なのである3）。

　電電公社民営化論は、主観的過程＝イデオロギーの役割を過度に評価する主観的決定論（＝政

治主体に注目するならば主体決定論と呼んでもよい）でもなく、技術革新など客観的過程を過度

に評価する客観的決定論（＝技術決定論と呼んでもよい）でもなく、①技術や黒電話のようなモ

ノ、②電電公社をめぐる現実的諸関係、③政治主体及び彼らのイデオロギーとを統合するなかで、

諸要素の因果関係を明らかにしなければならない。

２．３．２　主観的過程の客観的過程への移行

　イデオロギーを客観的過程との関連で把握する「イデオロギーの現象学」アプローチを分析枠

組みとして採用するのであれば、イデオロギーが現象形態に移行する際の「移行の論理」を検討

しておく必要がある。

　新自由主義イデオロギーの役割を過度に評価するならば、「新自由主義イデオロギーが電電公社

民営化となってあらわれた」という評価が必然的に出てくる。「路線」や「主義」を過度に評価す

るならば、イデオロギーから演繹的に政策評価が下されることになる、という問題点も念頭に置

きつつ、「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれた」という場合の、「あら

われる」とはどのような意味なのか、すなわち、理念・思考から存在へ移行する道筋について、

その論理的関係を検討しておく必要がある4）。

　第１に、それは、新自由主義イデオロギーを独立したものとして把握するのではなく、具体的

な現象形態である電電公社民営化との関連で把握しなければならない、ということを意味してい

る。新自由主義イデオロギーは、関係性の中で把握しなければならないのである。それは同時に、

「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」前の段階において、新自由主義

イデオロギーが独立した・抽象的形式として存在し、作用していることも意味している。

　第２に、新自由主義イデオロギーが「主観的なもの」であるのに対して、電電公社民営化は「客

観的なもの」である。「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」というこ

とは、「主観的なもの」から「客観的なもの」に移行するという意味でもある。さらに、「主観的

なもの」とは「主観的目的」（「小さな政府」を目指す等々）でもあるから、主観的目的の客観化

という意味も内包している。

　第３に、新自由主義イデオロギーが抽象的形式（「新規参入」「小さな政府」論など）であるの

3） 電電公社民営化の研究における、①主観的過程の自己展開把握、②主観的過程と客観的過程の二元論把
握、③主観的過程と客観的過程の統一把握については、別の機会により体系的に論じる予定である。

4） 主観的過程が客観的過程に「あらわれる」問題については、藤田［1974］、126ページも参照のこと。
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に対して、電電公社民営化は具体的な内容（「分割」「五年以内に再編成」など）をなすが、電電

公社民営化となってあらわれた瞬間にその抽象的形式は消滅している。そのため、新自由主義イ

デオロギーの内容は抽象的形式のみならず、電電公社民営化の内容そのものから検討しなければ

ならない。新自由主義イデオロギーは「抽象的なもの」であると同時に「具体的なもの」であり、

言い換えれば、「主観的なもの」であると同時に「客観的なもの」であり、電電公社民営化の内容

に新自由主義イデオロギーの本質が現象するのである。

　第４に、「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」場合の新自由主義イ

デオロギーは、電電公社民営化を生み出す主体である。新自由主義イデオロギーは、自らの内的

必然性から生み出した電電公社民営化によってその現実性を獲得し、その自らの抽象性を破棄す

る。新自由主義イデオロギーの内部に潜在化していた理念は、電電公社民営化という最終段階に

至って明らかになると同時に、翻って電電公社民営化が出発点となり、新自由主義イデオロギー

の内容が明らかにされることになる。新自由主義イデオロギーは、その本質からして、対象化さ

れた・個別的且つ「具体的なもの」なのである。

　第５に、新自由主義イデオロギーに対して、電電公社民営化が具体的である、という場合の根

拠である。先にみたように、電電公社民営化は、「三層構造」＋「技術革新＋新自由主義イデオロ

ギー」の５つの要素からなる。電電公社民営化は、新自由主義イデオロギーを含めた５つの要素

の統一体であり、「諸要素の統一体」という意味で具体的なのである。

　新自由主義イデオロギーが「諸要素の統一体」である電電公社民営化となってあらわれる場合、

企業組織の領域では要員合理化、経営形態の領域では民営化、技術革新の領域では「通信自由化」

というように、諸要素に分岐しつつ、諸要素を統一する観念として作用することを意味している。

　最後に、「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」という表現のなかに

は、すでに「時間展開」の要素が組み込まれている。「あらわれる」とは、新自由主義イデオロ

ギーの内的必然性が自己展開して現象したという意味だけでなく、歴史的展開過程＝「時間展開」

のなかで偶然的要素をも伴いながら現象したという意味でもある。電電公社は、歴史的存在であ

るから、新自由主義イデオロギーは現象形態の「時間展開」との関連で分析しなければならない

（羽渕、2015ｃ、76～79ページ）。

２．３．３　新自由主義イデオロギーの現象経路：「分裂型」と「貫徹型」

　上記の主観的過程から客観的過程への「移行の論理」を踏まえたうえで、新自由主義イデオロ

ギーの現象経路を考察する。

　新自由主義イデオロギーが電電公社民営化に現象する場合、それは、新自由主義イデオロギー

が電電公社民営化から自立していると同時に、電電公社を存立根拠としてもつ、ということを意

味している。

　①新自由主義イデオロギーは、自立して存在するがゆえに、新自由主義イデオロギーは電電公

社民営化だけでなく、他の公企業の民営化等々、様々な形をとって現れる。しかも、その現象形

態は無限に拡大する可能性を持っている。例えば、新自由主義イデオロギーは、経済分野の民営

化だけでなく、教育・福祉分野の民営化等々の諸分野に無限に拡大していくのである。新自由主

義イデオロギーが多様な現象形態に現象する経路を「分裂型」と呼ぶ。

　②新自由主義イデオロギーは電電公社を存立根拠として持つがゆえに、電電公社との関連で新

自由主義イデオロギーを分析しなければならないが、新自由主義イデオロギーが電電公社民営化

に具現化する際には、何段階かのステップを踏んで具現化していく。「基本答申」の場合、まず
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「行政改革の理念」、次に「三公社民営化」、その次に「電電公社民営化」となってあらわれる。１）

「三公社民営化」論は、個別の公企業の民営化論を念頭に置きつつも、経営自主権の確立など、三

公社の共通要素を抽出したうえで民営化を要求する。それに対して、２）「電電公社民営化」論

は、通信自由化など電電公社固有の課題と合わせた形で展開される。「電電公社民営化」論は、「三

公社民営化」論よりも個別具体的であり、論理階層からみれば、「行政改革の理念」と「電電公社

民営化」論の中間に「三公社民営化」論は位置づけられる。さらに、新自由主義イデオロギーは

電電公社に「要員合理化」を要求するなど、電電公社の企業組織にまで貫徹していく。新自由主

義イデオロギー→「行政改革の理念」→「三公社民営化」論→「電電公社民営化」論→電電公社

の企業組織のように現象する経路を「貫徹型」と呼ぶ。

　総じて、新自由主義イデオロギーの現象経路には「分裂型」と「貫徹型」があるが、新自由主

義イデオロギーは「分裂型」と「貫徹型」を統合して作用しつつ、独立性を保った観念なのであ

る（羽渕、2015ｃ、80～81ページ）。

２．３．４　新自由主義イデオロギーの「二重の意識」

　ここまで、主観的過程と客観的過程を区別して論じてきたが、客観的過程の世界にも主観的過

程が介在する。主観的過程なくして客観的過程は表現できない。客観的過程の世界にもイデオロ

ギーが存在するのである5）。電電公社民営化における主観的過程と客観的過程を統合するとは、言

い換えれば、主観的過程と客観的過程における新自由主義イデオロギーを統合して、認識・把握

する、という意味でもある。

　日本の新自由主義イデオロギーは、「基本答申」（1982年７月30日）で初めて体系的に論じられ

た。日本の新自由主義イデオロギーは、①「基本答申」の「行政改革の理念」のように電電公社

の外側から、外部注入的に発生してきたものと、②情報通信産業や電電公社を基盤として生じて

きたものとがある。①の新自由主義イデオロギーは主観的過程の領域、電電公社の外側にあるの

で、「外的イデオロギー」と呼ぶことにする。②の新自由主義イデオロギーは、客観的過程の領域

である電電公社を基盤として生じてきたので、「内的イデオロギー」と呼ぶことにする（羽渕、

2015ｃ、76ページ、83ページ）。

　新自由主義イデオロギーを主観的過程と客観的過程における「二重の意識」として把握するこ

とができるようになったのも、本研究の分析枠組みの意義の一つである。以下、「二重の意識」の

内部構造及びその諸機能を検討する。

２．３．４．１　「外的イデオロギー」と「内的イデオロギー」の発生経路

　「外的イデオロギー」は、「基本答申」の「行政改革の理念」のように、主観的理念・思考から

出発して存在へと降りていく。それに対して、「内的イデオロギー」の世界では、新自由主義イデ

オロギーのカテゴリーは抽象化・体系化されることなく、個別事例の分析道具として個々バラバ

ラに使われてきた。例えば、「データ通信の利用には民間の能力を活かすべきだ」「データ通信を

効率的に活用するためには市場原理の導入を図るべきだ」「データ通信回線の利用制度はできるだ

け自由なものにすべきだ」「データ通信を社会で広く活用するためには電電公社を民営化すべき

だ」というように、現実の説明あるいは現実への改革提言から「自由」「公正」「市場原理」「自由

競争」のカテゴリーが登場してきた。80年代の政策文書に数多く見られたこれらのカテゴリーは、

5） 藤田［1974］は、イデオロギーは「理論的意識（哲学、社会科学）」と「実践的意識（綱領、計画、政策
等に表現）」に区分できると述べている（藤田、1974，94ページ）。
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新自由主義イデオロギーや「行政改革の理念」から降りてきたのではなく、現実認識から生まれ

てきたものである。「内的イデオロギー」は、客観的過程の中にカテゴリーが埋没しているから、

「外的イデオロギー」のように「分裂」したり「貫徹」したり、というようにイデオロギーとして

作用することができない（図１）（羽渕、2015ｃ、91～103ページ）。

図１：外的イデオロギーと内的イデオロギー
出所：筆者作成
注：●は内的イデオロギー

２．３．４．２　「外的イデオロギー」と「内的イデオロギー」への分化

　新自由主義イデオロギーは、「外的イデオロギー」と「内的イデオロギー」の「二重の意識」を

持つことをみた。別の見方をすれば、「外的イデオロギー」は、「抽象的なもの」「主観的なもの」

であり、「内的イデオロギー」は、「具体的なもの」「客観的なもの」である。主観的過程は、「抽

象的なもの」「主観的なもの」を包摂し、客観的過程は「具体的なもの」「客観的なもの」「（事物

としての）モノ」を包摂する（主観的過程と客観的過程に属するカテゴリーについては、表１を

参照のこと）。

表１：主観的過程と客観的過程のカテゴリー

出所：筆者作成

　新自由主義イデオロギーの「二重の意識」を、新自由主義イデオロギーの展開方向の観点から

捉え返すならば、それは、大きく①経済学や哲学の分野で新自由主義イデオロギー自身が抽象化

していく方向と、②電電公社民営化の政治過程において具現化（例えば、電電公社の「分割」「一

部民営化」論など）していく方向とに区別できる。また、電電公社民営化の政治過程でも、「行政

改革の理念」「三公社民営化」論のように「抽象的なもの」として現れる場合もあれば、「電電公

社の組織をいくつに分割すべきか」「電電公社の要員を何人減らすか」というように「具体的なも

の」に現れる場合もある。

　新自由主義イデオロギーが「抽象的なもの」として現れる場合は、他方で、「具体的なもの」が

イメージされ、「具体的なもの」として現れる場合には、その背後に抽象的な新自由主義イデオロ
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ギーがイメージされているのである（羽渕、2015ａ、77ページ）。例えば、当時の新聞で、電電公

社民営化の見出しを見れば読者は電電公社の要員合理化を思い浮かべただろうし、電電公社の要

員合理化の見出しをみれば、その背後に進行していく電電公社民営化を思い浮かべたであろう。

「市場原理」という言葉を見れば、「三公社民営化」をイメージした読者もいたかもしれない。

　ただし、新自由主義イデオロギーが「具体的なもの」として現れる場合、その現象形態は限界

を持つ、ということにも注意しておく必要がある。新自由主義イデオロギーは、市場原理を導入

し電電公社を民営化せよ、というところまでは教えてくれるが、電電公社をいくつに分割すべき

かなど、具体的なところまでは教えてくれない。それ以上の具体的施策を考えるのは実務家の仕

事であり、新自由主義イデオロギーはこの限界を乗り越えるために実務家を必要とする。新自由

主義イデオロギー→「三公社民営化」論→「電電公社民営化」論→電電公社の企業組織における

要員合理化、といった「貫徹型」の現象経路は、実務家の絶えざる限界克服のプロセスでもある。

新自由主義イデオロギーは、限界を持つがゆえに、その現実性を獲得するのである（羽渕、2015

ｃ、82ページ、90ページ）。

２．３．４．３　「内的イデオロギー」の「外的イデオロギー」への自立化

　「外的イデオロギー」の発生経路には、①経済学や哲学などの学問世界から登場してくる経路

と、②「内的イデオロギー」が抽象化・体系化され、自立化してくる経路がある。本稿では、後

者②を検討するが、それは、「内的イデオロギー」が電電公社をめぐる現実的諸関係から自立化

し、「行政改革の理念」へと昇華していく経路であり、「内的イデオロギー」の自立化条件には、

主に「体系化」と「社会的統合」の二つがある（羽渕、2015ｃ、100ページ）。

　ここでの「体系化」とは、個別・具体的対象を説明する「内的イデオロギー」から多様な現象

諸形態を包摂する「外的イデオロギー」に自立化し、概念としての形式を整えるという意味であ

る。「基本答申」でみたように、数多くの公企業の民営化を論じるためには、それらを統一的・体

系的に説明する、「小さな政府」「民間活力」のようなイデオロギーが必要であった。

　「社会的統合」とは、「行政改革の理念」の実現のために国民からの支持を獲得するという意味

である。そのためには、行政改革は国民全体の利益になることを、わかりやすく端的な表現で国

民に説得しなければならない。学問の世界からやってきた「新規参入」の用語は、国民向けの「民

間活力」に翻訳する必要があった。さらに、わかりやすい表現にするならば、「民間にできること

は民間に」でもよい。「新規参入」と「民間活力」は、ほぼ同じ内容であり、「体系化」という点

でも共通性を持つが、「民間活力」には「社会的統合」の機能が強化されている。「新規参入」と

「民間活力」は、単なる表現の違いのようにも見えるが、そこにはイデオロギーの本質的な機能の

問題が隠されているのである6）。

　ただし、「内的イデオロギー」が自立化するという場合、「内的イデオロギー」が「外的イデオ

ロギー」に移行し、そこに解消されるという意味ではない。「内的イデオロギー」は、現実の情報

通信産業や電電公社を説明する道具として、独自の領域で機能する。政策文書が「行政改革の理

念」に移行したり、消滅したりするわけではない。「内的イデオロギー」は「体系化」と「社会的

統合」を根拠として、イデオローグによる論理抽象を媒介として自立化し、「外的イデオロギー」

6） 「社会的統合」の方法として、「民間活力」のような、わかりやすい表現を使うほかには、「メザシの土
光」のように、本当かどうかは別として、「質素な生活」をアピールする方法もある。新自由主義イデオ
ロギーの「精神」のひとつが禁欲的志向であり、禁欲的精神もまた「社会的統合」の手段として使われ
た。
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へ昇華していくのである（羽渕、2015ｃ、102～103ページ）。そして、「外的イデオロギー」は「内

的イデオロギー」を包括することで、その具体性を獲得していく。「行政改革の理念」は「抽象的

なもの」にとどまっていないで、「具体的なもの」を獲得していくことで理念の完成度を高めてい

く。先にみたように、新自由主義イデオロギーや「行政改革の理念」は、その本質からして、対

象化された・個別的且つ「具体的なもの」なのである。

　主観的過程と客観的過程との観点から電電公社民営化の研究史をみると、産業論や組織論のよ

うに客観的過程を重視する分野もあれば、政治学や真藤総裁の個人研究のように主観的過程を重

視する研究もあるが（羽渕［2015ｃ］）、両分野の研究領域を統合することが求められているとい

えよう。

２．４　新自由主義イデオロギーの「意識諸形態」と電電公社民営化の基本矛盾

　新自由主義イデオロギーは「分裂型」と「貫徹型」の現象経路を経て、客観的過程に移行し、

様々な「意識諸形態」としてあらわれる。ただし、単純に、ストレートに対象へと現象するので

はなく、電電公社民営化に固有の対立・矛盾を媒介として現象する。

　電電公社民営化は、「公社」と「民営化」の双方がお互いを否定しあう基本的な矛盾を抱えてい

る。一方の「公社」は現実に機能しているが、他方の「民営化」は現実には存在しない「理念」

である。民営化が実現すれば公社は消滅するし、公社が存続すれば民営化は実現しない、そうい

う矛盾である。新自由主義イデオロギーと電電公社民営化の矛盾内部の構造との関連は、次のよ

うに整理できる7）。

　第１に、「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」場合の両者の同一性

は民営化であり、民営化は新自由主義イデオロギーと電電公社の対立・矛盾を内包している。新

自由主義イデオロギーは、一方の項であると同時に、他方の項（電電公社民営化）を通じて現象

し、両項を統一して現実性を獲得する。新自由主義イデオロギーの現実性は、「主観的なもの」と

「客観的なもの」との統一を通じて獲得されるのである。客観的過程と無関係な主観的過程は、少

なくとも電電公社民営化のプロセスにおいては、存在しえないのである。

　第２に、新自由主義イデオロギーは「民営化」に具現化し、この理念が「公社」を否定し、電

電公社民営化内部の矛盾を基礎として政治主体間の対立が展開されていく。そのため、「新自由主

義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」場合、電電公社民営化の政治過程におけ

る対立を内包することになる。

　第３に、すでに、新自由主義イデオロギーの現象経路には「分裂型」と「貫徹型」があること

をみたが、新自由主義イデオロギーが現象していくプロセスにおいても、対立・矛盾が内包され、

展開していく。

　まず、①新自由主義イデオロギーが、例えば、「電電公社民営化」「国鉄民営化」「専売公社民営

化」のように「分裂」していくと、各公社の民営化が比較対象となる。「国鉄は組合対策のため、

電電公社は技術革新を推進するため、専売公社は財政再建のために民営化が必要だ」あるいは「赤

字の国鉄を民営化すべきという理屈は説得的だが、黒字の電電公社を民営化すべきという理屈は

通りにくい」というように、である。新自由主義イデオロギーは、現象形態間の対立・比較を契

機として具現化していく。

7） 「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」過程と電電公社民営化における対立・
矛盾との関係については、本稿で新たに論じた。電電公社民営化の基本矛盾については、別の機会によ
り詳しく論じる予定である。
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　次に、②新自由主義イデオロギーが「行政改革の理念→三公社民営化→電電公社民営化→電電

公社の要員合理化」というように「貫徹」していく場合は、各段階で「公社―民営化」の矛盾を

媒介として具現化していく。新自由主義イデオロギー→三公社民営化の基本矛盾→各公社の基本

矛盾へと具現化する。

　第４に、すでに電電公社民営化は「諸要素の統一体」であり、新自由主義イデオロギーは諸要

素に分岐しつつ、諸要素を統一する包括的契機であることをみたが、諸要素に分岐する過程で、

対立・矛盾も生まれてくる。例えば、新自由主義イデオロギーは技術革新の領域では、「通信自由

化」をめぐる通産省と郵政省の対立となってあらわれるが、電電公社民営化の政治過程において

は、「通信自由化」をめぐる対立と電電公社民営化の矛盾が絡み合いながら展開されていく。主観

的過程は、対立と矛盾の絡み合いを契機として客観的過程に移行していくのである。

　第５に、新自由主義イデオロギーは「二重の意識」、すなわち、「内的イデオロギー」と「外的

イデオロギー」に分かれていくが、対立・矛盾もまた「二重の意識」に分岐していく。①客観的

過程における矛盾は、電電公社の経営形態の枠内で、事業範囲の制限を超えるような「データ通

信サービス」「ファックス」などのサービスが登場してきたことにある。技術革新と経営形態＝法

制度との客観的な矛盾が生まれてきたのであった。②主観的過程における矛盾は、「民間活力」に

代表される「行政改革の理念」と電電「公社」との対立である。電電公社民営化の矛盾は、客観

的過程内部の矛盾と主観的過程と客観的過程との間の対立・矛盾、この二つの矛盾が絡み合いな

がら展開されることになる。

　「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれた」というその内実は、「新自由

主義イデオロギーが＜電電公社に媒介されて＞電電公社民営化となってあらわれた」という意味

である。電電公社民営化における主観的過程は、客観的過程に媒介されて現象するのである。

３．客観的過程の分析枠組み

　電電公社民営化の客観的過程もまた、①「企業組織―経営形態―技術革新」と②客観的過程の

世界に内在する「内的イデオロギー」から分析しなければならない。

３．１　客観的過程の分析枠組み

　経営形態は、電気通信法令によってその内容が定められている。電気通信法令の体系は大きく

三つに分かれており、①公衆電気通信サービスの利用条件などを定める『公衆電気通信法』、②電

気通信業務及び設備などを規律する『有線電気通信法』と『電波法』、③公衆電気通信サービスの

提供主体の性格を定めた、日本国内では『日本電信電話公社法』がある。電電公社の「設立目的」

「事業範囲」「経営権規制」（意思決定・給与制度・予算制度など）がこれらの法律で定められてお

り、この枠内で事業計画を作成・実行してきた。

　しかしながら、1970年代以降、データ通信サービスが登場すると、経営形態の枠内で、電電公

社は積極的にデータ通信サービスの開発・営業に取り組み、従来の職能別ライン型組織を改革し、

営業局に市場調査機能を付与し、プロジェクトチームを結成し、顧客ニーズに対応しようとした。

郵政省も同様に、「データ通信課」を設置し、情報通信産業政策の必要性を認識しはじめた。

　経営形態の枠内で、技術革新が生まれ、情報通信産業政策が本格化するなかで、企業組織が改

革されてきたが、これらが電電公社民営化と深く関係している。具体的にみると、①技術革新の

系列では、研究開発部門、電気通信研究所、経営者、郵政省、通産省が、②マーケティングの系
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列では、営業局、プロジェクトチーム、経営者が民営化と深く関わっている。二つの系列を分析

するためには、企業組織の管理階層と機能別組織を分析しなければならない。

３．２　客観的過程と「内的イデオロギー」

　電電公社民営化における客観的過程の分析の意義のひとつは、主観的過程から独立したプロセ

スを分析できる点にあるが、いまひとつの意義は、客観的過程から発生してきた新自由主義イデ

オロギーも分析できる点にある。

　「内的イデオロギー」としての新自由主義イデオロギーが電電公社を基盤とする、という場合、

新自由主義イデオロギーと直接関連しているのが情報通信産業分野の技術革新である。この技術

革新は、情報通信産業政策と電電公社の経営戦略や企業組織に直接影響を与え、「内的イデオロ

ギー」は情報通信産業政策と電電公社の企業組織内部から発生してくる。①技術革新→情報通信

産業政策→新自由主義イデオロギーの経路と、②技術革新→電電公社の企業組織→新自由主義イ

デオロギーの経路から生まれてくるのである。例えば、１）情報通信産業政策の領域では「市場

原理の導入」「民間活力」など、２）電電公社の企業組織の領域では「営業の自由」「意思決定の

自由」など、３）技術革新の領域では「通信自由化」、これらの「内的イデオロギー」が生じてき

た（羽渕、2015ｃ、91～96ページ）。

　客観的過程の「内的イデオロギー」の特徴は、第１に、情報通信産業政策から電電公社の現場

組織まで、「空間編成」のなかで階層的にイデオロギーが形成されていることにある。情報通信産

業の技術革新の「自由」を基盤として、「営業の自由」「意思決定の自由」「民間活力」などの「自

由」が展開された。

　第２に、「時間展開」の観点からみると、電電公社の事業展開に沿って、「内的イデオロギー」

は歴史的・発生的に生まれてきた。例えば、1970年代は、データ通信の登場に伴って、電電公社

内では「座して待つ営業から飛び出す営業」というキャッチフレーズのもと営業局内に市場開発

課が設置され、電電公社内で「顧客」「市場」「サービスの多様化」の用語が使われるようになっ

た。1980年代は、電電公社ではトップマネジメントの改革が主張されるようになり、情報通信産

業政策の分野では「市場原理の導入」などが唱えられるようになってきた。「内的イデオロギー」

は、電電公社の企業組織と情報通信産業政策から生まれてきたのであった。

　第３に、「内的イデオロギー」内部の対立もある。例えば、電電公社の企業組織から生まれてき

た「内的イデオロギー」と情報通信産業政策から生まれてきた「内的イデオロギー」との違いで

ある。電電公社の新自由主義イデオロギーは、電電公社の競争力を中心に考える「自由」を基本

とするが、情報通信産業政策の新自由主義イデオロギーは、電電公社だけでなく、民間企業の競

争力も重視する「自由競争」を基本とする。この「自由競争」は、電電公社にとって不利なこと

も主張する。「内的イデオロギー」は「自由」と「自由競争」の内的対立を抱えており、電電公社

民営化は、「自由」と「自由競争」の対立を必然的に生み出す8）。

　総じて、「内的イデオロギー」は、その内部に対立を抱えながら、歴史的・階層的に形成されて

きた。「外的イデオロギー」としての主観的過程が客観的過程に媒介されて現象するのと同様に、

客観的過程もまた「内的イデオロギー」としての主観的過程に媒介されて現象するのである。

8） 「内的イデオロギー」の内的対立を技術革新の点からみると、技術革新そのものがこれらの対立を生み出
す原因となっていることがわかる。技術革新は、電電公社の「自由」と情報通信産業政策の「自由競争」
を生み出す技術基盤なのである。なお、電電公社の「自由」は電電公社の「独占」も要求するため、「自
由―自由競争」の対立は、「独占―自由競争」の対立と言い換えることもできる。
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４．主観的過程（＝政治主体）の分析枠組み

　主観的過程における新自由主義イデオロギーは、すでに検討したので、ここでは政治主体の分

析枠組みを検討する。

４．１　政治主体の類型

　電電公社民営化の政治過程における政治主体は、①臨調及びその構成員、②自民党、社会党な

どの諸政党及び族議員、③通産省、郵政省などの官僚、④電電公社の総裁である真藤総裁や北原

安定副総裁、⑤全国電気通信組合などがある。電電公社民営化の政治過程は、情報通信産業政策

の立案プロセスと絡み合いながら展開されることになる。

　新自由主義イデオロギーは情報通信産業を基盤として持つが、電電公社民営化の政治過程に登

場する政治主体は、電電公社を組織的基盤として持つ。政治過程に登場する政治主体を電電公社

との距離の近さからグループ分けすると、①電電公社の直接の担い手である真藤総裁と全電通を

一番下に置くことができる。②自民党、社会党、通産省、郵政省、族議員を真ん中に、③直接の

利害関係者ではない臨調及びその構成員である財界、学者などは一番上に位置づけることができ

よう（図２）。臨調メンバーは、直接の利害関係者ではないことから、自由にモノが考えられる立

場にあるが、その分、新自由主義イデオロギーからの影響を受けやすいという特徴ももっている

（羽渕、2015ｂ、18～19ページ）。

図２：政治主体の類型
出所：筆者作成

　また、これらの政治主体を「時間展開」からみると、①長期グループ：電電公社内で内部昇進

してきた技術畑出身の北原安定副総裁、戦後情報通信産業政策に携わってきた通産省や郵政省、

自民党、社会党、全電通、②短期グループ：臨調メンバー、真藤総裁に区分することができる。

電電公社民営化の政治過程において、長期グループが短期グループに対して、「現場のことがわ

かっていない」といった感情が出てくることは容易に想像されよう。

　「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」場合、主観的過程の主体の

立場によって、そのあらわれ方も変わってくるのである。

４．２　政治主体と分析枠組みとの関連

　各政治主体と分析枠組み（＝「三層構造」＋「技術革新―新自由主義イデオロギー」）との関連

について、真藤総裁、通産省と郵政省、臨調を例として検討する。

　第１に、真藤総裁は、「三層構造」に直接関与する政治主体である。トップマネジメントである

真藤総裁は、様々な顔を持つ。①企業組織の領域では、経営トップとして電電公社の経営戦略を
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策定し、労使交渉も担当する。②経営形態の領域では、電電公社の立場から経営形態の改革案を

提示する。③政治主体の領域では、国会招致や臨調部会のヒアリングに応じることもある。真藤

総裁は、「三層構造」の各階層の顔を持ち、企業と行政の二つの指揮命令系統に影響を及ぼす。ま

た、真藤総裁は、当初から電電公社民営化を主張する新自由主義者であり、技術革新の領域では

「端末機器自由化」等を唱えた。真藤総裁は、「技術革新―新自由主義イデオロギー」の担い手で

もあった。

　第２に、通産省と郵政省は、情報通信産業政策の担い手である。電電公社は、情報通信産業政

策の「対象」及び「受けて」である。電電公社民営化は、情報通信産業政策の目的実現のための

手段のひとつである。①電電公社民営化の政治過程において繰り広げられた通信自由化をめぐる

通産省と郵政省の対立、臨調と全電通をめぐる対立は、情報通信産業政策をめぐる対立でもあっ

た。②経営形態の領域で繰り広げられた経営形態改革の論議は、日本の情報通信産業の産業組織

をめぐる競争政策と密接に関連している。③企業組織の領域では、電電公社の電気通信研究所及

び研究開発部門の在り方をめぐる議論が技術政策と密接に関連していた。④新自由主義イデオロ

ギーは、情報通信産業政策に影響を及ぼし、新自由主義的な情報通信産業政策は、電電公社の経

営形態の改革論議に影響を与えた（羽渕、2015ｂ、28ページ）。

　第３に、臨調の場合、臨調は新自由主義的な「行政改革の理念」を掲げ、電電公社を民営化す

べき、とした。①企業組織の領域では、要員合理化の必要性を唱えた。②経営形態の領域では民

営化を、③技術革新の領域では、「通信自由化」を推し進めようとした。政府・自民党は、直接的

あるいは臨調を通じて間接的に、電電公社民営化の分析枠組みと関連を持つことになる。

　このように、各政治主体は、立場によって関わり方は異なるが、何らかの形で、「三層構造」＋

「技術革新―新自由主義イデオロギー」と関連を持ちつつ、自らの主張を唱えることになる。

４．３　政治主体の認識対象

　「基本答申」の「電電公社民営化」論は、電電公社の「企業組織―経営形態―技術革新」は論

じたが、「政治過程―イデオロギー」との関連は論じていない。その理由は、臨調が政治主体であ

り、イデオロギーの担い手だからである。電電公社民営化のプロセスにおけるイデオローグの認

識対象は、以下のように図式化できる。

　５つの要素―当事者＝イデオローグの認識対象

（※５つの要素：企業組織・経営形態・政治過程・技術革新・イデオロギー）

　イデオロギーが認識対象を反映して形成される場合、その認識対象は５要素から当事者を除い

たものとなる。「外的イデオロギー」としての新自由主義イデオロギーが電電公社民営化に現象す

る場合も、主観的過程における主体の立場・性格によって、その現象の仕方も変わってくる。逆

に、すでにみたように、「内的イデオロギー」が「外的イデオロギー」＝「行政改革の理念」へと

自立化する場合も、主体の立場に規定されることになる。

　なお、本研究の分析枠組みは、臨調の「基本答申」の「電電公社民営化」論に「政治過程―イ

デオロギー」の二つの要素と電電公社の「時間展開」の要素を付け加えてつくりあげたものであ

る（羽渕、2015ｃ、91ページ）。
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４．４　政治主体の反映メカニズム

　政治主体の立場や「価値判断」、認識対象などに規定されて、政治主体の「頭脳」に特定の観念

が生じてくる。特定の「観念」が生じてくるプロセス、主観的過程が客観的過程を反映する反映

メカニズムを検討しておく9）。

　第１に、反映のタイプである。新自由主義イデオロギーを「二重の意識」として把握してきた

が、「外的イデオロギー」と「内的イデオロギー」の決定的な違いのひとつが、「価値判断」領域

の大きさにある。「外的イデオロギー」の世界は「価値判断」の領域が大きいが、「内的イデオロ

ギー」の世界では、「価値判断」よりも「反映－模写」に基づく「事実判断」の領域が大部分を占

める。例えば、本研究では「新自由主義イデオロギー」を前提として分析を進めているが、仮に

「反新自由主義イデオロギー」勢力が大多数を占めていたならば、電電公社民営化の結果は大きく

変わっていたであろう10）。しかしながら、「通信自由化はもっと進めるべきだ」「データ通信を電電

公社が独占するのはおかしい」といった「内的イデオロギー」の世界では、それほどの見解の対

立は生じなかった。「事実判断」が圧倒的領域を占める「内的イデオロギー」の世界では、論争は

起きにくいのである11）。言い換えれば、「内的イデオロギー」の世界は、必然性の領域が大部分を

占める世界であり、「外的イデオロギー」は自由の領域が幅を利かせる世界なのである12）。その意

味で、「内的イデオロギー」の「外的イデオロギー」への自立化は、必然性の領域から自由の領域

への移行と言える13）。

　第２に、その反映経路である。主観的過程が客観的過程を反映する際の経路は、大きく①客観

的過程→「外的イデオロギー」、②客観的過程→「内的イデオロギー」→「外的イデオロギー」に

区分できよう。すなわち、「内的イデオロギー」を媒介するか否かの問題に帰着する。例えば、臨

調メンバーは、①電電公社の経営形態とデータ通信との矛盾の実態から「電電公社は民営化すべ

きである」という結論を出す場合もあれば、②電気通信政策審議会のような「提言」を参考して、

すなわち「内的イデオロギー」を媒介として、「電電公社は民営化すべきである」という結論を出

す場合もある。電電公社民営化における矛盾の反映プロセスも同様に、①客観的過程の矛盾がス

トレートに主観的過程に反映される場合もあれば（例えば、技術革新と経営形態の客観的矛盾の

主観的過程への反映）、②客観的過程の世界の「内的イデオロギー」の矛盾（例えば、電電公社の

「自由」と情報通信産業政策における「自由競争」との対立）を主観的過程が反映する場合もあ

9） 科学的認識一般の方法を法現象の研究に適用する際、重要なことは、「法現象を認識対象とする場合の認
識コースの独自性にかかってくる」（藤田、1974、262ページ）。

10） 電電公社民営化「政策」は、「価値判断」領域から生まれてくるが、「価値判断」は「内的イデオロギー」
の世界における「事実判断」を基礎としている。なお、社会政策の目的が「労働力の保全」（矢島［1969］
など）にあるとすれば、民営化「政策」の目的のひとつが、「労働力の商品化」にある。「社会政策とは
労働力の市場取引を前提として、人間社会を再生産するために作り上げた社会統合にかかわる政策体系
を指す」（久本、2012、22ページ）のであれば、民営化「政策」は社会政策の歴史的前提として位置づけ
ることができる。

11） 通産省と郵政省の「通信自由化」をめぐる対立は、「外的イデオロギー」の世界の対立ではなく、利害を
めぐる対立である。利害をめぐる対立は、「内的イデオロギー」の世界に属する。仮に、郵政省が「通信
自由化」に消極的であったとしても、それは「反新自由主義イデオロギー」に基づいて反対しているの
ではない。

12） 1980年代の新自由主義イデオロギーは、情報通信産業を技術基盤としてもつために「現代的強さ」があ
ると言われてきたが（伊藤、1998、93ページ）、この点をもう少し詳しく言えば、80年代の新自由主義イ
デオロギーは、情報通信産業の技術革新を反映した「内的イデオロギー」に支えられているために、そ
の「現代的強さ」があると言える。

13） 「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれる」過程には、電電公社を基盤として生ま
れてきた「内的イデオロギー」が「外的イデオロギー」に自立化する過程も含まれている。すなわち、
理念が存在へと降りていくプロセスは、存在が理念へと昇華していくプロセスを契機としている。
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る。「外的イデオロギー」の基盤は、客観的過程と「内的イデオロギー」の両方なのである。言い

換えると、新自由主義イデオロギーは、技術革新のようなモノを基盤とするだけでなく、電電公

社のような組織も基盤としているのである。この点を「モノ―人」関係からみると、①客観的過

程と主観的過程との関係は「モノ―人」との関係、②「内的イデオロギー」と「外的イデオロ

ギー」との関係は「人―人」との関係として捉えることもできる。新自由主義イデオロギーは、

モノを直接反映する場合もあれば、「人―人」関係のような社会的諸関係を反映する場合もある

（図３）。

図３：イデオロギーの反映経路
出所：筆者作成

　第３に、「新自由主義イデオロギーが電電公社民営化となってあらわれた」という場合、新自由

主義イデオロギーが一方的に電電公社に民営化を押し付けた印象をもつかもしれないが、理念が

現実に降りていくプロセスにおいて、否定の契機にも媒介されて現象すること、すなわち、スト

レートに降りてこないことにも注意しておく必要がある。

　例えば、「基本答申」のように広範囲な行財政改革を議論するためには、個別の改革案に貫く

「行政改革の理念」が必要であった。しかしながら、「基本答申」は「小さな政府」については「必

ずしも小さな政府を目指すわけではない」と述べる。これは、電電公社を民営化しても、「小さな

政府」が実現するかどうかはわからない、という現実を踏まえたリアルな議論であった。臨調や

政府などは、「小さな政府を目指す」という場合もあれば、「必ずしも小さな政府を目指すわけで

はない」という場合もある。「小さな政府を目指す」という場合は、新自由主義イデオロギーとし

ては最も純度の高い表現であるが、「必ずしも目指さない」とは、現実を踏まえた議論であり、新

自由主義イデオロギーのなかに不純物（＝「必ずしも～ない」）が混じり込んだ表現になってい

る。言い換えれば、イデオロギーを現実から遊離させることで純化・発展させることができるの

である。現実の過程の矛盾を捨象して、論理の世界における体系性を追求すること、これもイデ

オロギーの役割・作用のひとつである。逆に言えば、政治主体が自らのイデオロギーを現実に押

し付けるだけでなく、イデオロギーに不純物を取り入れてでも、現実的議論を展開しようとする

姿勢は、現実への積極的解釈による能動的反映と言えよう。イデオロギーに不純物を混入させる

ことは、ある種の能動的反映なのである14）。

14） 「内的イデオロギー」に内部対立があるように、「外的イデオロギー」内部にも「小さな政府を目指す」
と「必ずしも小さな政府を目指すわけではない」をはじめとした対立・矛盾がある。新自由主義イデオ
ロギーは、学問の世界では体系的に論じることが求められるが、電電公社民営化の政治過程における実
践的意識は、理論体系の構築よりも、政策実現を重視する。「小さな政府を目指す」が理論とすれば、「必
ずしも小さな政府を目指さない」は現実説明に重点を置いた、実践的意識が具現化したものである。理
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５．主観的過程と客観的過程の統合理論の構築に向けて

　電電公社民営化は、電電「公社」を改革する政治主体と事業主体である電電公社との絡み合い

の中で展開される。そのため、電電公社民営化研究は、主観的過程と客観的過程との絡み合いを

区別して、関連を分析し、統合する必要がある。主観的過程と客観的過程は相互前提、相互媒介、

相互浸透している。「行政改革の理念」が単なる思い付きで、現実的基盤をもたないのであれば、

80年代前半に新自由主義イデオロギーが世界中で猛威を振るうことはなかったであろう。

　電電公社民営化における主観的過程（新自由主義イデオロギーと政治主体）と客観的過程（企

業組織―経営形態―技術革新）を統合して認識・把握することが、本研究の最終目的であるが、

これまで検討してきた内容を整理しておく。

５．１　主観的過程と客観的過程の統合の枠組み

　第１に、本研究の分析枠組みは、「動態的構造分析」を基本とする。「動態的構造分析」を前提

に、主観的過程と客観的過程を「空間編成―時間展開」との関連で分析しなければならない。主

観的過程だけを分析しても、客観的過程だけを分析しても、一面的な認識に陥らざるを得ない。

主観的過程は、その現象形態及び現象形態の「時間展開」との関連で分析しなければならない。

　第２に、主観的過程と客観的過程を統合して把握するとは、①主観的過程を客観的過程に媒介

されたものとして、すなわち、新自由主義イデオロギーと政治主体を「企業組織―経営形態―技

術革新」との関連において把握するとともに、②客観的過程を主観的過程に媒介されたものとし

て、すなわち、「企業組織―経営形態―技術革新」を新自由主義イデオロギーと政治主体との関連

で把握するという意味である。

　第３に、主観的過程と客観的過程を統合して把握する前提として、①主観的過程が客観的過程

に移行する「移行の論理」、②主観的過程＝新自由主義イデオロギーの現象経路、③新自由主義イ

デオロギーの「二重の意識」の内部構造（「内的イデオロギー」の自立化など）を検討しなければ

ならない。

　第４に、主観的過程と客観的過程を電電公社民営化における対立・矛盾を媒介として把握しな

ければならない。電電公社民営化における主観的過程と客観的過程との対立・矛盾は、電電「公

社」と「民営化」との対立・矛盾を基礎としている。例えば、①客観的過程における経営形態と

技術革新との矛盾、②通信自由化をめぐる通産省と郵政省の対立と電電公社民営化の矛盾との関

連、③主観的過程における「行政改革の理念」と電電公社との対立、④電電公社内の労使関係の

対立など、これらの対立・矛盾の絡み合いを分析しなければならない。

　総じて、主観的過程の独自の運動諸法則（学説史・政治主体の「認識対象」「認識プロセス」「反

映メカニズム」「意識諸形態」・イデオロギーの現象経路など）と客観的過程の独自の運動諸法則

（戦略・技術革新・市場環境など）を区別したうえで、両者を統合しなければならないのである15）。

論と現実の矛盾は、「小さな政府を目指す（理論意識）と同時に目指さない（実践的意識）」という論理
矛盾として「あらわれる」。政治主体の能動的反映を基礎として、論理矛盾が犯されているのである。な
お、イデオロギーは現実から遊離した「虚偽意識」かどうかという問題であるが、「必ずしも小さな政府
を目指さない」が本音であるとすれば、「小さな政府を目指す」は「虚偽意識」ということになる。ここ
での「虚偽意識」は、理論と現実の矛盾の捨象によるイデオロギーの純化作用・体系化によって生まれ
てきた。

15） 本稿では、主観的過程と客観的過程の統合は、分析主体（＝考察者）の観点からみて「統合しなければ
ならない」と述べたが、より議論を進めるならば、主観的過程と客観的過程の内部の統合の契機を抽出
する作業が必要である。その主要な契機は、「電電公社を民営化すべき」「小さな政府を実現する」など
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５．２　実証研究に基づく主観的過程と客観的過程との統合

　これまでの実証研究の検討結果（羽渕［2015ｃ］など）に基づき、主観的過程と客観的過程の

統合の内容についてみておく。例えば、新自由主義イデオロギーの「空間編成」をみると、主観

的過程の新自由主義イデオロギーから客観的過程の電電公社の企業組織の内部の現場組織まで分

岐・階層化され、統合されていることがわかる。ここでの、イデオロギーが階層的であるとは、

①論理レベルの階層性という意味と、②新自由主義イデオロギーの基盤としての組織（臨調、電

電公社のトップマネジメント、営業局など）が階層的であるという二つの意味がある。これまで

みてきたように、両者の階層性は関連しあっている16）。

　新自由主義イデオロギーの階層内部をよくみてみると、①技術革新そのものに内在する「通信

自由化」（素材の自由）→②技術革新を前提として電電公社内で生まれてきた「顧客」「市場」等

の「営業の自由」、情報通信産業政策における「自由競争」のイデオロギー等→③一見すると、技

術革新との関連性が見えにくい「小さな政府」「民間活力」など、大きく三段階に分けることがで

きる。技術革新からの距離が、イデオロギーの階層性を区分するひとつの基準となる17）。

　また、新自由主義イデオロギーの機能に着目するならば、①「外的イデオロギー」が「内的イ

デオロギー」を包摂・貫徹していること、②イデオロギーの純化作用と不純化作用によって、「抽

象的なもの」と「具体的なもの」に分化していること、③「内的イデオロギー」が「外的イデオ

ロギー」に自立化していること、などもみてとれる18）。

　さらに、「二重の意識」を「時間展開」からみると、学説史や「第１次答申」から「基本答申」

に至るような、理論・理念の歴史をもつ「外的イデオロギー」だけでなく、「内的イデオロギー」

もまた、電電公社の事業展開に即して発展してきた。1980年代の新自由主義イデオロギーは①1970

年代の「内的イデオロギー」の歴史的発展と、②1980年代の「外的イデオロギー」の「主観的な

もの」から「客観的なもの」への論理展開との結合として、登場してきたのであった（羽渕、2015

の「目的」である。イデオロギーは「目的」と不可分の関係にあるが、新自由主義イデオロギーの「目
的」は、「電電公社と民営化の対立・矛盾」＝客観的過程と主観的過程の対立・矛盾を生み出すと同時
に、それらを克服しようとする。新自由主義イデオロギーは、個人の主観的過程（個人の「頭脳」のな
かにある願望等）を否定し「国家意思」へと昇華させるとともに、電電公社という存在を否定し民営化
を要求する。「内的イデオロギー」が「外的イデオロギー」に自立化するプロセスにおいて、個人の主観
的過程と客観的過程としての電電公社の両者が否定されるのである。主観的過程と客観的過程の内的連
関構造そのものについては、別の機会に論じる。

16） 「物資的生産関係の社会的意識への反映過程、社会的意識の階級的制約性は、単純な機械論的決定論を排
する極めて複雑に媒介された多段階的構造をもっている」（藤田、1974、81ページ）。「法の内容と形態の
問題は、これらの重層的諸関係の統一的把握の問題である」（同上、213ページ）。新自由主義イデオロ
ギーの階層構造については、主観的過程と客観的過程の内的連関構造の問題と合わせて別の機会に論じ
る。なお、電電公社民営化プロセスにおける新自由主義イデオロギーの「意識諸形態」の階層構造の図
は、羽渕［2015c］を参照されたい。

17） 新自由主義イデオロギーは情報通信産業の技術基盤をもつがゆえに「現代的な強さ」を持つと指摘され
てきたが（伊藤、1998、93ページ）、それは、言い換えれば、「究極的には」という意味であろう。新自
由主義イデオロギーと技術革新との内的関連構造については、これまで具体的に論じられることはなかっ
たが、社会科学の理論の世界では、以下のように論じられていた。「『相対的』独立性といっているのは、
『究極的』依存性に対応する表現であるが、イデオロギーが経済的土台に内的に依存しながら、しかも同
時に外的に『独立性』をもつという一種の弁証法的な把握が『相対的独立性』という概念に反映されて
いる」（藤田、1974、84ページ）。

18） なお、新自由主義イデオロギーを「外的イデオロギー」と「内的イデオロギー」に区分してきたが、現
実の新自由主義イデオロギーの「意識諸形態」の間に明確な境界線を引くことは難しい。例えば、「国家
意思」である「基本答申」のなかにも①「外的イデオロギー」＝「行政改革の理念」と②現実を反映し
た「内的イデオロギー」＝「小さな政府を必ずしも目指さない」等が混在している。新自由主義イデオ
ロギーの「二重の意識」の内部構造については、別の機会に論じる。
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ｃ、97ページ）19）。

５．３　電電公社民営化の分析枠組みの深化

　本研究の基本スタンスは、新自由主義イデオロギーと技術革新を電電公社の企業組織で繋ぎな

がら分析する、というところにある。新自由主義イデオロギーのような「意識諸形態」から技術

革新のような生産力までをトータルに把握する方法論として、最も有名なものに、唯物史観＝社

会構成体論がある。

　仮に、電電公社民営化の分析枠組みを「上部―下部」構造に振り分けるとすれば、上部構造を

「新自由主義イデオロギー－政治過程－経営形態」に、下部構造を「技術革新」にグループ分けす

ることも可能ではある。しかしながら、このグループ分けでは、企業組織が存在しないために、

「上部―下部」構造の関連が曖昧にならざるをえない。社会構成体論は、「明治維新」「フランス革

命」のような過度期の社会全体の研究には威力を発揮したかもしれないが、電電公社民営化研究

には、そのままでは使えない。そこで、社会構成体論に企業組織（あるいは企業）を組み合わせ

る必要があった。また、社会構成体論は上部構造論が弱いとも言われてきたが（渡辺、2001、211

ページ）、本研究では、すでにみてきたように、「（新自由主義）イデオロギーの現象学」を上部構

造論として採用した20）。

　要するに、電電公社民営化の「全体像」把握の方法は、＜社会構成体論＋企業組織＋「新自由

主義イデオロギーの現象学」＞で、完成する（図４）。企業組織は、「上部―下部」構造の双方の

領域にまたがっており、どちらかに無理に振り分ける必要もないと考える。例えば、電電公社の

研究開発部門は下部構造（技術革新・生産力）と直結しているし、トップマネジメントの経営戦

略は上部構造に属する「意識諸形態」である。電電公社民営化における「上部―下部」構造の研

究は、企業組織を媒介として、①どことどこが、②どのように繋がっているのかを明らかにした

うえでトータルに把握すること、すなわち、企業組織を媒介として電電公社民営化をめぐる現実

的諸関係の内的連関及びその総体を把握することが重要なのである21）。

19） 新自由主義イデオロギーの「時間展開－論理展開」を整理した図は、羽渕［2015c］を参照されたい。
20） 企業組織に媒介された社会構成体論については別の機会に論じる。
21） 「法についても経済についても」「それらの相互関係をより具体的に把握するためには、それぞれの内的

編成を解明し、相互に関連しあった諸部分の一定の編成としての、具体的全体としてのそれらを問題に
するのでなければならない」（藤田、1974、206ページ）。具体的に把握するためには、「上部―下部」構
造の間に分析対象を挟む必要がある。

図４：電電公社民営化の「全体像」の分析枠組み
出所：筆者作成
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