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はじめに

古来より，法の目的は正義の実現にあるといわ

れてきた。しかし，何が正しくて，何が正しくな

いのかを学問的に決定することはできるのか。む

しろ，学問はそのような価値判断を控えるべきで

はないのか。一般的に，価値相対主義といわれる

立場は，このような見解を支持し，次のように主

張してきた。たしかに，正義や客観的真理の問題

は認識の対象として想定しうる，しかし，ある価

値の妥当性は相異なる評価主体の聞で相対的にし

か定まらない。したがって，正義や客観的真理の

認識可能性はそもそも断念せざるを得ないと 10す

なわち，価値相対主義の主張にしたがえば，.正義

とは何か」を客観的に問うことはできず，仮に問

いうるとしても，それはメタ的次元に限定される

ことになる。実際，価値相対主義の見解が支配的

であった当時，正義とは何かを学問的に議論しう

る余地はまったく残されていなかった。

しかし， 1971年に J.ローノレズが『正義論』を著

して以来，事態は一変する 2。価値相対主義にまつ

わる大抵の問題は決着済みとされ，法と正義につ

いても規範的で実質的な議論が展開されるように

なったからである 3。とりわけ， R.ノージックと

M.サンデルの論考は，ロールズに対する根源的な

批判であったし，この問題領域の理論的可能性を

示すものであった4。ところが現在に至って，正義

論全体としては議論状況が高度に錯綜し，ある種

の混乱に陥っているように思われてならない。と

いうのも，当のロールズ自身が正義論』で強調

したような規範的・普遍的に正義の原理を構想す

る道を撤回し， 1991年に発表された『政治的リベ

ラリズム~5 のなかでは，歴史的・社会的な文脈や

事実に依拠した正義のあり方を模索するように

なったからである

このようなロールズの動向を，現代正義論が「混

乱」した状況の象徴であるとみた上で，問題の所

在を明らかにし，解決しようとするならば，その

原点である思想史的背景を検討しておくことが重

要である O すなわち，現代正義論は，価値相対主
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義にまつわる問題を既に克服済みとみなしている

が，そもそもこうした見方に問題はなかったのか，

という原点に立ち返った検討がされねばならな

い。それゆえ本稿では，まず，ロールズにおける

『正義論』から『政治的リベラリズム』への立場転

換と，そのことについて寄せられた批判的見解と

を吟味したい。その上で，現代正義論の性格をそ

の思想史的背景である価値相対主義との関係で再

定位するために7，代表的な価値相対主義者といわ

れる G.ラートブルフと M.ウェーパーの所論に

ついて検討する。

ところで，現代正義論が抱えたこのような問題

群を前にして， J.ハーパーマスは，実践的な問題

に対する合意を調達する決定手続としての「コ

ミュニケーション」がもっ可能性に注目し，合理

的で普遍的な正義の構想を提唱している。彼の主

張には，手続主義的性格が強いとの批判もあるが，

「コミュニケーション」という対話的観点を重視す

るという基本的モティーフは，今や審議民主主義

や討議倫理学の議論へと発展し，現代正義論の有

力な一角を占めるにまで至っている。そこで本稿

では，このような対話的観点を重視するハーパー

マスの議論を念頭におきながら，彼の「コミュニ

ケーション」に先行して展開された M.ウェー

パーの「価値討議」と K.ヤスパースの「コミュニ

ケーション」について吟味することにしたい。

また，現代正義論をめぐる重要な争点の一つに

「人格」の問題がある。この問題は，前社会的・原

子論的に「人格」が成立しうるとみるのか，ある

いは，共同体の産物として歴史的・社会的に「人

格」が成立するとみるのか，という形で一般的に

問われている。たしかに，これは容易にオルタナ

ティプな答えが出るようなタイプの問題ではな

い。しかし，結論を先取りしていえば，ウェーパー

やヤスパースにおける「人格」とは，今あげた「人

格」のいずれにも包摂することのできない，いわ

ば第三の「人格」とでもいうべきものである O そ

こで本稿では，このように言いうるゆえんについ

ても，ラートブルフとロールズにおける「人格」

を参照しつつ検証しておきたい。



以上より，本稿では，第一に，価値相対主義以

降の思想史的検討を通して現代正義論における問

題の所在を確認し(第一章)，第二に，ウェーパー

における「価値討議」と「人格」の検討を通して，

彼にとっての価値相対主義の問題とは何だったの

かを批判的に検討し(第二章)，第三に，ウェーパー

と比較しつつ，ヤスパースの「コミュニケーショ

ン」と「人格」を検討し(第三章)，そして，最後

に，ここまでに得られた知見を総合し，いかなる

問題が現代正義論と価値相対主義の聞に横たわっ

ているのかを確認する(第四章)80 

第一章 現代正義論の背景

第一節現代正義論の問題性 J.ロールズ「正

義論」を中心に一一

本節では，現代正義論のパイオニアとしての

ロールズを中心に検討し，彼の立場転換を通じて

現代正義論における問題の所在と背景を確認す

る。

ロールズにしたがえば I正義は，社会制度の第

一の徳目であって，……法と制度は，正義にもと

るならば，どんなに効率的で整然としていても，

改正されるか廃止されるかしなければならな

いJ90 それゆえ I正義」の概念とは，それ自体と

して「原初的契約」における「合意の対象」であ

るとともに I自分自身の利益の増進に関心をもっ

自由で合理的な人々であれば，自らの連合体の基

礎的な条項を定義するものとして，平等な初期状

態において受け入れるであろう諸原理」である 10

そして，人々がこうした「諸原理」を選択するの

は I原初状態」という「適切な初期のありのまま

の状況」の下では I無知のヴェール」に包まれて

いるからである。「無知のヴェール」の下で獲得さ

れる「基礎的な合意」のみが「公正」で正当なも

のとして承認され，こうした手続を経て成立する

のが，ロールズの「正義の二原理」である 11

ところが I正義の二原理」に対しては，従来か

ら多くの批判が寄せられてきた。リパタリアンと

コミユニタリアンと呼ばれる人たちの批判がそれ

正義論と価値相対主義の間

である。

ノージックは，ロールズが「格差原理」によっ

て国家による福祉を目的とした再分配政策を正当

化するのに対して 12 J.ロック的な自然権論の立

場から，すなわち，自己の生命・健康・自由・財

産にかんする権利の基底性に立脚した権原理論の

立場から I才能に恵まれた人達」による「才能の

恵まれない人達」への問いかけを例にあげて I格

差原理」の正当性を根底から揺り動かす13。また，

ノージックは，このようなロック的所有権を重視

する立場から I市民すべてを暴力・窃盗・詐欺か

ら保護する役割J，および「契約を執行することな

どに限定されている」ようなロック的な「夜警国

家」のみが「歴史的」に構成された「配分の原理」

を「正しく」機能させうるのであって 14 ロールズ

のような「現〔時点での〕時間断片〔しか問題に

しない〕原理」がそれを成り立たせているわけで

はないと主張する 15。結局，ノージックとロールズ

の争点は，配分の原理をめぐる歴史的観点を導入

するのか否か，ロック的な夜警国家と福祉国家と

のいずれを擁護するのか否かという問題へ帰着す

る。

他方で，サンデルの議論はロールズが構想する

人格観と直接かかわっている。「正義論Jにおける

ロールズの「人格」とは I自己の本性を自由で平

等な合理的存在として表現し，しかもそういう生

のあり方を構成できる条件を基本的に選好する」

という意味では I自らが選択した目的を持った主

体」であるとともに I自我は自我によって肯定さ

れる目的(何らかの特定の善 官原注)に先行

する」存在として位置づけられていた 16 そのポイ

ントは，この「人格」には I自由で平等な合理的

存在として表現したいという願望」を I第一の優

先順位を持つものとしての正と正義の諸原理に基

づいて行動することによってのみ満たすことがで

きる」という点にあった170 サンデJレは，ロールズ

が「人格」を，各々の「善」よりも，常に公共的

な「正」を優先して選択する主体とみて I正」の

概念が各人の「善」によって生じうる諸目的相互

のコンフリクトを規制しうる中立的に機能する規
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準として要求されていることを適切に理解してい

る18

しかし，サンデルによれば[""人格」が「善」か

ら独立して「正」を選択できるのは，当の「人格」

が「まったく負荷なき自我」だからである O だが，

そのような「負荷なき白我」という「人格」像に

依拠した場合[""われわれが通常認めている，広範

囲な道徳的，政治的責務の意味」を理解すること

ができなくなってしまうとサンデルは主張す

る19。しかも[""善」に対して常に「正」を優先的

に選択するような「人格」問においては，差異が

意味を失うのではないかという懸念が生じる。と

いうのも，ロールズの正義論の「原初状態」では，

「複数の人格ではなく，単独の主体だけが，無知の

ヴェールに隠れている」からである。もちろん，

ロールズも，一応は[""いかなる二人の主体でも，

同一に状況づけられず，依然として識別できる」

ものとして「人格」を捉えようとしている。しか

し[""原初状態」において「人格の多元性が要請さ

れる」としても，当事者相互を全く同ーのものと

して位置づけるような「無知のヴ、エールが広がる

とき，この多元性は解体」せざるをえないへした

がって，サンデノレは[""原初状態の秘密」が[""そ

こで当事者がすることにではなしむしろ，そこ

で当事者が感知すること……重要なのは，当事者

が選択するものではなし見るものであり，決め

るものではなく，発見するものである」ことを的

確に見抜いていたといえる 21。実際に，ロールズ自

身[""正義のニ原理は，既存の願望とか現在の社会

状態に条件づけられていなしりから選択されると

述べていたことを踏まえれば22，こうしたサンデ

ルの指摘には説得力がある。

こうした批判を受けてロールズは， 1993年の

『政治的リベラリズム』において自らの立場がn正

義論」から大きく変化したように見えるかもしれ

ない」と断った上で~正義論」を次のように総括

した。

すなわち[""正義の二原理」とは「良き秩序をも

っ社会」という観念と結びっくことが前提である。

その前提とは[""その秩序のもとにあるあらゆる市
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民が，現在わたしが包括的な哲学的教義と呼んで

いるものの基礎の上に立って，それを支持してい

る」ことである。たしかに[""正義についての政治

的観念と包括的な哲学的教義の区別について~正

義論』では論じていない」。しかし[""ひとたび疑

問が提起された場合正義論』が公正としての正

義と功利主義を，ともに包括的あるいは包括的な

一面を持つ教義として論じていることは明らか」

というわけである 230

このことは~正義論』が「包括的な哲学的教義」

の一つにすぎず，万人から当然に選択されるもの

として正義を基礎づけたことを，少なくともロー

ルズが反省的に捉えていることを示している。実

際，以後のロールズは[""正義の二原理」に替え，

むしろ[""深く対立しているがリーズナプルで包括

的な教義が共存し，あらゆる人が立憲体制という

政治的観念を肯定するということ J，[""そのような

重畳的コンセンサスの支持を取り付けること」が

可能になる政治的観念の構造や内容を問うべきで

あると主張するようになった24。彼は[""無知の

ヴ、エール」に包まれた「原初状態」における合意

への志向といった普遍主義的な観点ではなしむ

しろ，宗教戦争を通じて歴史的に成立した「寛容

の原理を哲学それ自体に適用する」こと，そして，

正義の政治的構想、における「人格」とは「民主主

義社会の公共的政治文化に内在する」歴史的・社

会的文脈に即した観点、が重要で、あると主張するよ

うになった25

このようなロールズの立場転換を， R.ローティ

は「徹底した歴史主義的，反普遍主義的態度」へ

の転向とみたが26，見方によっては政治的リベ

ラリズム』をノージックから受けた批判への応、答

として理解することもできる。というのも政治

的リベラリズム』にしたがえば，ロック的な「夜

警国家」のみが「配分の原理」を「正しく」機能

させうるというノージックの主張ですら[""リーズ

ナブキルな包括的教義」のー形態にすぎないと批判

しうるし，さらに，ノージックの主張に立った場

合には r重畳的コンセンサスの支持を取り付ける

ことが」可能か否かという形へ問題を意味転換し



うるからである。また，ノージックは「正義論』

が配分の原理をめぐる歴史的観点を看過している

と批判していたが，この点についても『政治的リ

ベラリズ、ム』は反論しうる。つまり，正義は非歴

史的な哲学的「真理」によっては構想できず，む

しろ I民主主義社会の公共的政治文化に内在す

る」ものとして歴史的・社会的文脈に依拠して成

立すると考えるに至ったのだと 270

しかし~政治的リベラリズム』をこのように理

解しえたとしても，肝心の「重畳的コンセンサス」

それ自体を調達するものとは何か，という点が重

要な問題として残る。もちろん，さしあたりは「民

主主義社会の政治文化に内在する」ような「何か」

によって調達されるのだと応えることもできょ

う。しかし，その「何か」が歴史的・社会的な文

脈を前提としてはじめて存在する以上，その「何

か」は必然的に「善」との関りをもっ。とすれば，

『政治的リベラリズム』の主張では正義論』と

同様に「善」に対する「正」の優先性という観点

を維持しているので，こうした問題に応えること

ができない。例えば，西欧民主主義流の「政治文

化」とイスラーム圏における「政治文化」が衝突

するのは，やはりそこに「善」の問題が関係して

くるからではないのか。こうした問題について，

ロールズは，そのような「政治文化に内在する」

何かが「リーズナブル」であるか否かで判断する

と応えるにとどまっている。

しかし，サンデルが気にかけたのは，まさにこ

うしたタイプの問題である。ロールズは~政治的

リベラリズム』において I善」に対して優先する

「正」としての「重畳的コンセンサス」を手に入れ

た代償として，正当な理由もないのに大部分の「重

大な道徳問題」をカッコに入れてしまう 28 しか

し，サンデルは I正義や権利に関する熟慮」を「多

くの文化や伝統において表現されている善の構想

と関連させられなければ，継続していくことがで

きなし}jことを知っていた29。このようなサンデル

の立場にしたがえば，ロールズ理論における「正

義」の「政治的構想」とは，歴史的・社会的文脈

に条件づけられた「熟慮」とは何かという問いを

正義論と価値相対主義の間

封印したときにはじめて，歴史的・社会的条件か

ら独立した「熟慮、」としての「重畳的コンセンサ

スJ が成立するというパラドクスに陥っている。

この点でサンデルの主張は I熟慮、」それ自体に内

在する論争的性格を『政治的リベラリズム』が看

過している有様を的確に突いている。

しかし政治的リベラリズム』を通じてロール

ズが I負荷なき自我」という「人間的自我の哲学

的説明」の欠陥としての「人格」を克服しようと

したのかもしれないと考えることはできる 30

ロールズは，歴史的・社会的文脈から独立した中

立的枠組みとしての「重畳的コンセンサス」を選

好する「人格」ならば I善」に対する「正」の優

先性を救い出すことも可能だと考えたのかもしれ

ない。しかし，こうした見解は I包括的な哲学的

教義」としての「正義論』を放棄するだけでなく，

「熟慮、」がもっ論争的性格に付随して生じてくる

「政治的なもの」の領域をも捨象したときに，はじ

めて成立するというべきであろう。

こうした事情については~政治的リベラリズ

ム』をめぐる次のようなこつの正反対の評価が問

題の所在を示している。すなわち，一方は I共同

体論の批判に耐えうるような価値対立的正統性危

機の克服という課題に対して，政治的リベラリズ

ムは正義の基底性を脱哲学化した正義の政治的構

想、をもって応えた」とみるが31 他方は I道徳の

諸制約のもとで種々の私的利益を調停する一種の

合理的プロセスへと政治を還元してしまう」理論

にすぎないとみている 32。つまり I正義の二原理」

から「正義の政治的構想」へというロールズの転

換について，前者は「正義の脱哲学化j，哲学なき

政治哲学とみるが，後者は「政治なき政治哲学j，

政治的なるものを捨象した政治哲学とみている。

もちろん，こうした図式は，ローティが~政治的

リベラリズム』における転換を普遍主義から歴史

的・社会的文脈主義への転換とみたことと関連性

をもっ。

ともあれ~正義論」を晴矢とした現代正義論に

おける可能性と限界という問題は~政治的リベラ

リズム』とそれをめぐる正反対の評価を惹起して
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おり，そこに至るまでの然るべき思想史的背景へ

の関心を否が応にも高めてくれる。そこで次節で

は，このような現代正義論の思想史的背景を構成

していると同時に，原理的にはもっともラデイカ

ルな批判を加えうる価値相対主義の主張へと注目

し，検討を進めていきたい。

第二節普遍主義と歴史的・社会的文脈主義

『政治的リベラリズム』をめぐる対照的な二つの

評価，すなわち，哲学的説明に依拠するもの」と

しての普遍主義的立場の放棄を意味する「正義の

脱哲学化」という見解と，徹底した歴史主義的，

反普遍主義的態度」で「政治なき政治哲学」にす

ぎないという見解を，どのように理解すべきか。

本節では，法哲学の領域では正義論』における

「正義の二原理」の提唱が，価値相対主義の主張を

克服するものとして受け止められていたという事

実に注目し，現代正義論における「混舌LJの要因

となったロールズの立場転換について，その思想

史的背景の面から考察する。

代表的な価値相対主義者と目されているラート

ブルフによれば，法の理念には，正義J，'合目的

性J，'法的安定性」の三つの要素がある 33 その上

で彼は，仮に法の目的を問う場合，法を生ぜしめ

たと考えられる経験的な目的設定が問われている

のではなくて，法を測るべき超経験的な目的理念

が問われている」点に注目すべきと主張した。と

いうのも，この問題に対する解答は，正義という

絶対的価値の場合と同様に絶対的妥当性を要求し

うべき諸種の価値の中のいずれに，正義の価値と

並んで法が奉仕する使命を有しかっ奉仕する資格

を有しているかを思索すること」によってのみ獲

得されると，彼は考えたからである 340つまり，正

義および法的安定性は，法律観・国家観の対立を

超え政党の争いを超えた理念」の問題だ、からす

べての人が一様に必要と認める法の第一の課題」

としての「法的安定性」を満たす場合に限り，当

該実定法や法秩序は，それを支える「力」ととも

に妥当根拠を有するというへこのように，法の効

力や妥当性の根拠を哲学的理念に求めようとする
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主張は，一般的に「哲学的妥当論」と呼ばれてい

る36

もっとも，法の効力をめぐる妥当根拠論として

は，その妥当性を法が性質としてもつ規範性から

引き出すタイプの議論 法の規範的側面を問題

にするもの と，法外の哲学的な理念や歴史

的・社会的な事実から説明しようとするタイプの

議論一一法外の事実的側面を問題にするもの一一

とが，区別される 37。歴史的・社会的な事実から妥

当性を説明しようとする「歴史学的・社会学的妥

当論」は，さらに「実力説」と「承認説」へと分

類されることもある 38。相対主義に立脚するラー

トブルフ自身は，理性と科学」によって「相対立

する法律観の抗争を終熔させる」ことを断念し，

その代わりに，この「任務を果たすべきもの」と

して「超個人的地位より一義的に」導かれる「意

志と実力」を要請した。この立場は，歴史的・社

会的に成立する「意志と実力」によって「法的安

定性」という正義の実現を図ろうとしているので，

「歴史学的・社会学的妥当論」の系譜に属する 39

しかし，ラートブルブが実定法の妥当根拠を単

なる「意志と実力」に求めたわけではない。そう

ではなし「意志と実力」を通して「法的安定性」

という普遍的な理念を実効的に保証しうるがゆえ

に，法は妥当し義務づける力をもっと考えられて

いた。この意味で，ラートブルフは明確に「哲学

的妥当論」に立つ40。ただし，ラートブルフの場合，

'r:去理念の三要素は互いに他を要求する」が「相互

に矛盾」する性質をもつために，それぞれは，同

価値」で「三要素相互の順位関係もまた相対主義

的なもの」にしたがって決定されることになる。

そこには，三要素聞に生じるコンフリクトを「個

人の良心」に応じて解決する余地が残されている

かのようにみえる 41

相対主義を自己の法理論体系に組み込んだラー

トフ、ルフの思想は「歴史学的・社会学的妥当論」

の系譜に属するが，彼は，「I去的安定J性」という普

遍的な理念を保証するときにはじめて法は法とし

ての実効性をもっとも考えているので，その意味

では「哲学的妥当論」の系譜にも属している。こ



のことから，ラートブルフの相対主義とは，一方

で「歴史学的・社会学的妥当論」を構成要素とし

つつもーーしかし，核心的な部分を構成するもの

としつつも一一他方で「哲学的妥当論J を基調と

する暖昧な立場にあるといえる。

ところが，周知の通りラートブルフは，自らの

価値相対主義的立場がナチスの法治下において全

くの無抵抗に終始したことへの反省から，戦後，

自然法的立場に大きく接近した。それは，相対主

義的禁欲の下で「正義J，，-合目的'性J，，-法的安定

性」を「同価値」のものとみる不可知論的な立場

を反省的克服の対象としペ確固たる「哲学的妥当

論」に則った上で自然法の要請たる「法的安定'性」

を実効的なものにしようとする企てへの転向であ

るが，同時に，客観的な価値や真理，-理念」の追

求へ向かおうとする立場への転向でトもある。つま

り，一定の意味では「歴史学的・社会学的妥当論」

に連なる契機をもっていた価値相対主義から，

まったくの「哲学的妥当論」に属する普遍主義的

な自然法理論へと彼は転向したへ

このようなラートブルフの議論を念頭におきつ

つ，再び先の『政治的リベラリズム』をめぐる議

論へと立ち返ってみよう。すると正義論』から

『政治的リベラリズム』へのロールズの立場転換と

は，ローティのいうように普遍主義から「徹底し

た歴史主義的，反普遍主義的態度」への転向であ

る。ラートブルブ流にいえば，-哲学的妥当論」か

ら「歴史学的・社会学的妥当論」への転向という

ことになる。たしかに『正義論』は，確固たる正

義を基礎づけようとする「哲学的妥当論」の系譜

にたつものであった。しかし政治的リベラリズ

ム』は，この相対主義を克服するべくものとして

採用された「哲学的妥当論」の系譜一一『正義論』

一一と挟を分かち，-歴史学的・社会学的妥当論」

として位置づけ直されたというわけである。とす

れば正義論』があげた法哲学上の功績は価値相

対主義の克服であると一般的には考えられている

が F政治的リベラリズム』へのロー/レズの転向と

は一定の意味で、の価値相対主義への回帰というこ

とを思想史的には合意している。

正義論と価値相対主義の問

もっとも，ここで問題なのは F政治的リベラリ

ズムJ が価値相対主義へと回帰したか否かではな

い。仮に「政治的リベラリズム』が「歴史学的・

社会学的妥当論」の系譜に属するとしても，重要

なのは，-歴史学的・社会学的妥当論」という思想

史的系譜にはいかなる可能性が聞かれているのか

を探ることである。すなわち，価値相対主義に通

じる「歴史学的・社会学的妥当論」の思想史的系

譜にはいかなる理論的可能性があったのか，この

点を探ることが重要である。ラートブルフの場合，

その自然法理論への転向が全的な「哲学的妥当論」

への転向を意味し，-歴史学的・社会学的妥当論」

に対する姿勢は暖昧なまま置き去りにされた。し

かし，ラートブルプのように，価値相対主義の主

張がもっていた「歴史学的・社会学的妥当論」

「歴史的・社会的文脈主義」ーーの系譜に潜む可能

性については閑却すべきではない。

そこで次節では，ラートブルフに即した価値相

対主義についての一般的理解と，そうした理解に

基づいて行われた先行研究とを概観し，その場合

に見受けられる問題性を確認する。また，この作

業を通して，現代正義論と価値相対主義の聞を検

討する際に，いかなる論点を問題としてとりあげ

るべきかの見通しをも立てておくことにしたい。

第三節価値相対主義に対する代表的批判

価値相対主義の主張は，-究極的な価値規準につ

いては，その客観的(間主観的)な妥当性を理性

の力によって基礎づけること」を否定するが，そ

れは，-或る価値の妥当が，相異なる評価主体の関

係に於て相対的に定まる」からに他ならないへこ

のことは，相対立する究極的価値の客観的認識と，

その妥当性や優劣関係を論証することの断念を意

味する。実際，ラートプルフが，-窮極の当為命題

は立証不可能であり公理のようなもので認識する

こと」はできないから，この種の問題を「科学的

一義性をもって解決することは不可能である」と

定式化した一方で45，M.ウェーパーも，-神々のあ

いだ、の永遠の争い」という世界観に立脚し，-究極

の拠りどころとなりうべき立場は，こんにちすべ
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てたがいに調停しがたくまた解決しがたくあい

争っている」と論じているへしたがって，価値相

対主義者の特徴は，互いの究極的価値を等価的に

取り扱うよう要求する点にあるが，これは，等し

いものを等しく，異なったものを異なったように

取扱うように指示する正義一般の要請に適ってい

るし，先にラートブルフが法理念の三要素を「同

価値」のものとみていた態度にも通じている。

ここには，従来の「価値相対主義の主張におい

ては，仮説としての限定づけをあたえないまま，

…一等価性が説かれ，価値確信の表明と価値選択

とに意義を認めてきた」という傾向を見出すこと

ができる。しかし，このような諸価値の等価性を

無条件で前提とする態度は I結果的には絶対主義

的主張に接近」し，それゆえ，論理的な首尾一貫

性に欠けるとの批判が加えられたペ等しいもの

を異なったように，異なったものを等しく取扱う

のであれば，それは絶対主義や独断でこそあれ，

正義の「普遍主義的要請」に反するというわけで

ある 480

また，近年，価値相対主義が Iある判断の真理

性を確証する手続・方法が少なくとも原理上与え

られていないならば，その判断は客観的に真では

あり得なし)J という一つの認識論的前提としての

「確証可能性テーゼ、」に立脚している」点に注目し，

このテーゼ、を否定してみせることによって，結論

としては先の場合と同様に，相対主義は必然的に

絶対主義へと転落するとみる批判が脚光を集めて

いる。この立場は I確証可能でなければ客観的に

真(妥当)ではあり得ない」という「確証可能性

テーゼ」が「客観的に真(妥当)であれば確証可

能である」というテーゼ、を内在的に要求している

点を看取し，このような「自己の判断の確実性二

不可謬性を確信」し I真理性を確実性に還元する

ことにより，真理の確信と独断との区別を廃棄」

し，人聞を「自己の価値観の独断的絶対化へと導

く」立場こそが，価値相対主義に他ならないと断

ずる 49

こうした批判のポイントは，究極的価値をめ

ぐって顕現する価値相対主義の「独断的絶対主義」
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化が，ひいては自らの論理的首尾一貫d性の廃棄へ

帰着するという点にある。しかも I独断的絶対主

義」化は「リベラリズムへの背反を動機付ける要

因」へと容易に転化しうるため，結果的に「相対

主義はリベラリズムの主要徳目である寛容精神の

基礎を破壊する」ょう宿命づけられているとさえ

いわれる。究極的価値の創造的主権者である各人

は"等しきものは等しく扱うべし」という正義

の普遍主義的要請」を「幸運」にも受容しえた場

合に限って「リベラルな動機付けの力を享受でき

る」にすぎず，したがって，価値相対主義者は「普

遍主義的要請」を含む「正義理念の助けを借りず

にそれだけでリベラルな動機付けの力をもつこと

ができない」というわけである 500

しかし，問題は，こうした批判が価値相対主義

の主張を適切に理解したうえでなされているのか

という点にかかっている。『正義論」を晴矢とする

現代正義論は~政治的リベラリズムJ において座

礁したという事実，このことの意味を~正義論』

が克服したことになっている価値相対主義にまで

遡及して問い直す必要がある。続けて，ラートプ

ルブと共に「ドイツの相対主義のうち最もよくま

とまった形で相対主義を展開しているウェー

ノfー」を検討することにしよう 51

第四節 〈認識論的価値相対主義〉とく実践的価値

相対主義〉

ラートプルフとウェーパーは I或る価値」の妥

当性が「相異なる評価主体の関係に於て相対的に

定まる」ことを承認していた520 しかし，こうした

主張が，通常懸念されるような底なしの相対主義

一一「ピラト的相対主義」ーーを直ちに意味するわ

けではない。というのも，相対主義は「理論理性

に属し実践理性に属しない」が，このことが必ず

しも全面的に「窮極の立場の科学的基礎づけの断

念を意味し，立場をとること自体の断念を意味」

するわけではないからである 53。したがって，価値

相対主義については，一旦それを認識領域と実践

領域というこつの側面に区分した上で吟味しなけ

ればならない 以下，ここでは便宜上，認識面



にかかわる相対主義の立場をく認識論的価値相対

主義>，実践的な行為局面にかかわる相対主義の立

場をく実践的価値相対主義〉と呼んでおこう

一一一 54
0 

この点，従来の研究では，く認識論的価値相対主

義〉における積極的な価値認識の可能性が指摘さ

れていたが，その考察は不十分なものにとどまっ

ていた55。また，く認識論的価値相対主義〉とく実

践的価値相対主義〉との関係についての考察は見

捨てられたか，そもそもはじめから捨象されてい

た。その理由は，先行研究の多くが，価値にかん

するウェーパーの考察を「没価値」的方法論とみ

なした上で，その「発展的」継承者たるラートブ

ノレフに価値相対主義者としてのプロトタイプを見

出したからである。学問のなしうる役割について

は r各個人に立場をとることのもろもろの可能性

をあますところなく提示することにのみ自己の任

務を限り，各個人が立場をとること自体は彼の人

格の深みから生じたところの決断……に委ねる」

という「没価値」的な，ラートブルフによるお馴

染みの議論がこれである 560

そこでは，各人のとりうる立場をく認識論的価

値相対主義〉の次元に立って学問的に提示するこ

とはできるが，しかし r人格の深みから生じたと

ころの決断」にしたがった行為は，く実践的価値相

対主義〉の次元にかかわるので，それは不可能だ

と考えられた。こうしてく実践的価値相対主義〉

にかかわる問題をく認識論的価値相対主義〉の問

題と切断するとき，実践的な行為を学問的に批判

する道は閉ざされてしまった九価値相対主義が

「独断的絶対主義」へと転落する，または底なしの

相対主義へと「没価値」的に転落するといったタ

イプの批判は，もちろん，こうした「切断」を容

認するラートブルフ流の価値相対主義に対して正

当な批判として妥当する。ラートブJレフの立場か

らは，そうした批判と噛み合うような接点をもち

えず沈黙するか，あるいはそれとは逆に，批判そ

れ自体からは超越した観点に立つ自己正当化の試

みに終始する他に，対抗する術をもたないからで

ある 580

正義論と価値相対主義の間

したがって，価値相対主義の理論的可能性につ

いて吟味しようとする場合，ラートプルフと訣別

してく認識論的価値相対主義〉における認識可能

性という積極面を十分に引き出し，そのく実践的

価値相対主義〉との相関関係に注目する必要があ

る。

この点については，確かにウェーパーもラート

ブノレフと同様に r価値判断をくだす主体が，この

究極の価値規準を〔意識した上で〕表白すべきか

否か，これは，かれ個人の内奥に属する事柄であ

り，かれの意欲と良心の問題であって，経験的知

識の問題ではない」といっていた。しかしウェー

ノTーは rこの究極の価値規準を〔当人に〕意識さ

せることは，確かに，価値判断の科学的取扱いが，

思弁の領域に踏み込まずになしうる最後のことで

ある」と続けることで59，「思弁の領域」とは別に

「価値判断の科学的取り扱い」ができる方法を探求

し，それができない方法との関係で積極的に問題

化しようとしている，つまり，いったんく認識論

的価値相対主義〉をく実践的価値相対主義〉との

相関関係に投げ入れた上で，再度〈実践的価値相

対主義〉の問題をく認識論的価値相対主義〉の地

平へと関らせることによって問い直していこうと

する姿勢が，そこからは窺える。

ところが，このような姿勢がラートプルフには

全く欠如していると言わざるをえない。「哲学的妥

当論」に立脚するラートブルフにとって， <認識論

的価値相対主義〉とは，もっぱら「哲人王」に奉

仕するべくものとしてく実践的価値相対主義〉と

切り離した上で構想されるにすぎないからであ

る60。く認識論的価値相対主義〉がその実践的な行

為局面と切り離され r哲人王」に奉仕するべくも

のとして構想されたとき，く実践的価値相対主義〉

をく認識論的価値相対主義〉へとかかわらせるこ

とによって問題化しようとする契機は完全に捨象

されている。ラートプルフにおいては，く実践的価

値相対主義〉のみに即して r各個人が立場をとる

こと自体は彼の人格の深みから生じたところの決

断……に委ねる」べきであるという主張が独り歩

きを始めたときをもって，価値相対主義が「独断
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的絶対主義」や底なしの相対主義へと転落するよ

う宿命づけられたといってよい。ラートブルフの

関心は，歴史的・社会的条件から超越した「哲人

王」と，その「哲人王」が下す決断に向けられて

おり，また，それを擁護しうる「哲学的妥当論」

に向けられていたとみるべきである。

しかし，ウェーパーは，実際の行為局面におけ

るく実践的価値相対主義〉の問題を，価値相対主

義の積極面とかかわらせることによって克服しよ

うと考えていた。またく認識論的価値相対主義〉

の問題も実践的な行為局面との関係で現れてくる

と考えていた。ウェーパーは，く認識論的価値相対

主義〉とく実践的価値相対主義〉を双方の相関的

な緊張関係のなかで問題にしていたとみなければ

ならない。というのも，ウェーパーは，実践的な

行為局面において主体が下す円価値判断かとは，

私が具体的固有性の内にある対象に対して特定の

具体的な形で、態度を決めるかこと」に他ならず，

断じて「いかなる、抽象的概念かでもない」こと

を強調していたからである 61 I価値判断」は，主

体としての「私J が下すものとして，すべて具体

的な行為局面との相関的な緊張関係のなかでのみ

問題にしうる。それゆえ，く実践的価値相対主義〉

のみをウェーパーが支持することはありえず I良

心と意欲」にしたがって行為する個々の主体とい

えども，その「価値判断」との関係で批判的に捉

え返しうることが想定されていたとみるべきであ

る。とすれば，く認識論的価値相対主義〉とく実践

的価値相対主義〉が互いに自立的な関係に立つと

みて，前者を将来「哲人王」が登場する日のため

に，後者をあくまで「人格の深みから生じたとこ

ろの決断」のためにと区分して構想していたラー

トブルフの議論とウェーパーのそれとでは，明ら

かに質が異なっている。

以上，価値相対主義に対するウェーパーとラー

トプルフの相違を確認し，現代正義論の思想史的

背景についての概観を終えたところで，いよいよ

次章では，ウェーパーにとっての価値相対主義の

問題について検討することにしよう。
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第二章 M.ウェーパーにおける「価値討議」

第一節 「価値判断J，<技術的批判>.<価値論理的

批判〉

ウェーパーにとって門価値判断かとは，私が具

体的固有性の内にある対象に対して特定の具体的

な形でホ態度を決めるかこと」であった。この「価

値判断」では I私が・・…・決める」という主観的条

件が重要な構成要素となる。というのも I価値判

断」の主観的要素に対して，いかに学問や科学が

「客観的」な批判を加えうるのかということを

ウェーパーは問題にしていたからである。主観的

要素を含む「価値判断J. I価値判断」として「人

格の深みから生じたところの決断」に基づく行為，

「価値判断」そのものについての学問的・科学的考

察，これらそれぞれが相関的な緊張関係の下にあ

るとウェーパーは考えていた。

まず，ウェーパーは意味ある行為と意味がない

行為とを明確に区別するよう要求する。そして，

「意味をそなえた人間の行為につき，思考を凝らし

て，その究極の要素を抽出しようとすると，どん

なばあいにもまず，そうした行為が「目的」と「手

段」の範曙〔カテゴリー〕に結びついていること」

がわかるという。ウェーパーによれば Iわれわれ

があるものを具体的に意欲するのは Iそのもの自

体の価値のため」か，それとも，究極において意

欲されたもの〔の実現〕に役立つ手段としてか，

どちらか」である 62

これは，意味ある行為が必ずや"目的」と「手

段」の範曙」に結びつくという主張だが，例えば，

医療行為を想起するとよく理解できる。医療行為

において治癒という目的は，決して加持祈祷のよ

うな呪術によっては達成されず，経験的，技術的

に確立した治療方法によってのみ達成しうるが，

ここでは医療行為が行為としての意味をもつに

は，然るべき「目的」を成就するための「手段」

を考察し選択することが当然の前提にされてい

る。もちろん I目的」としての正義と，それを達

成する「手段」としての法という関係は，このよ

うな医療行為の場合と同様の因果関係にある。と



すれば，ウェーパーの行為論とは，意味ある行為

を問題化していくように聞かれているもので，行

為が IT目的」と「手段」の範鴎」に属するのであ

れば，-目的」と「手段」は学問的に検討しうると

いうことを示している。その土で，この意味ある

行為が意味ある所以を，-人格の深みから生じたと

ころの決断」に基づくからだと捉え，彼は「価値

判断」の問題と取り組もうとしている。

ウェーパーにしたがえば，く認識論的価値相対主

義〉を承認しでも"目的」と「手段」の範鴎」

に結びつけられた意味ある行為と，それをめぐる

「価値判断」について，われわれには価値にかんす

る技術的な批判一一ここでは，便宜上〈技術的批

判〉と呼ぶことにする ができる。まず，われ

われには，具体的な行為局面において「いかなる

手段が，ある考えられた目的を達成するのに適し

ているか，それとも適していないのか，ある妥当

性をもって確定することが出来る」。それゆえ，-当

の目的を立てること自体をも，そのときどきの歴

史的状況〔の知識〕に照らして， c採用可能な適合

的手段が見当たらないから〕無意味である，とい

うふうに批判できる J630 すなわち，子段それ自体

にかんして，目的達成の観点から意味ある(ない)

手段かどうかを検討しうると同時に，目的それ自

体についても，手段との関係から意味ある(ない)

目的かどうかを検討しうる。また，われわれには

「必要とされる〔当の〕手段を〔現実に〕適用する

ことが，あらゆる出来事のあらゆる連関〔にいや

おうなく編入されること〕をとおして，もくろま

れた目的のありうべき達成のほかに，いかなる〔随

伴〕結果をももたらすことになるかを，……知識

の限界内においてではあるが，確定することがで

きる」。それゆえ ，-意欲された目的の達成が，予

見できる出来事の連鎖を介して，他のいかなる価

{直を損なうことになるか，そうした形でなにを「犠

牲にする」か，という問いに答えることができる」

ようになるヘつまり，-行為」についての手段一一

目的を通しての検討から，-行為」によってもたら

される副次的・随伴的に発生する効果や結果につ

いての予測も可能になる。

正義論と価値相対主義の問

しかし，ウェーパーは， こうしたく技術的批判〉

のみならず，-相異なる評価主体の関係に於て相対

的に定まる」と解された価値相対主義流の価値を

も批判しうると主張している。それは，-意欲する

人聞が，自分の良心と自分の個人的な世界観とに

したがって，問題となっている諸価値を評価し，

選択する」際に，-われわれは，具体的な目的の根

底にある，あるいはありうる「理念」を，まず開

示し，論理的な連関をたどって展開することによ

り，かれが意欲し，選択する目的を，その連関と

意義とに即して，かれに自覚させること」によっ

て可能になるという 65。これは，目的の導出する

「理念」についての「形式論理的考察」のみならず，

それとは決して同一視し得ない「意味適合的」な

関係に即した批判一一ここでは，便宜上〈価値論

理的批判〉と呼ぶことにする を加えうる可能

性があることを示している 660

ところが，ウェーパ一流の価値相対主義の最大

の特質は，まさにこの点に存する。彼は，実際の

行為局面においてもラートブルフのようにく認識

論的価値相対主義〉が必然的にく実践的価値相対

主義〉へと埋没するという主張を否定し，く価値論

理的批判〉によって，その当の行為を生じさせた

要因についての批判的検討が可能になると考えて

いたからである。ウェーパーは，-理念」を解明し

「精神的に理解させる」ことを，-人間の文化生活

にかんするあらゆる科学のもっとも本質的な任務

のひとつ」とみなしへそれは，-思弁の領域」と

は別に，-価値判断の科学的取り扱い」ができる最

後の方法としてのく価値論理的批判〉によって可

能になると考えていた68。したがって，く認識論的

価値相対主義〉の問題を「価値判断」が問われる

く実践的価値相対主義〉の問題と相関的に捉えるこ

とによって，く技術的批判〉とく価値論理的批判〉

というこつの批判規準を導出した。しかも， <価値

論理的批判〉を用いることによって，-歴史的に与

えられた価値判断や理念のなかにある素材を，形

式論理的に評価すること，すなわち，意欲された

ものが内面的に矛盾を含んでいてはならないとい

う要請に照らして理想を吟味すること」だけでな
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くへ「意欲する者を助けて，かれの意欲内容の根

底にある究極の公理，すなわち，かれが無意識の

うちにも出発点とし，あるいは 矛盾に陥らず，

首尾一貫'性を保つためには一一出発点とせざるを

えなかったはずの究極の価値規準を，みずから反

省させること」をも可能にした70。次節では，この

二つの批判規準を敷街しつつ，それが要請される

局面としての「価値討議」について検討すること

にしよう。

第二節 「価値討議」としての正義論

「価値討議」とは，意味ある行為をめぐる「価値

判断」について批判的に検討することである。

ウェーパーは Iこの種の議論の前提としては，究

極の評価には原理上調停し難く背馳するものがあ

りうることがわかつてさえいればよいj，と述べ

た。"すべてを理解すること」は「すべてを宥す

こと」を意味するものではなしまた一般に，異

なる立場をたんに理解するところからこれに同意

するところまで道は通じていないからであ

るj71 0 I価値討議」では I理解」と「同意」を明

確に区別しておくことが重要である。

その上で，人間の「行為」を社会的・精神的に

関連づけながら I説明的に解釈」しうるよう「理

解」に努めること，ウェーパーは，こうした態度

が科学的な「価値討議」を行う前提であるとみて

いた。しかし I理解的説明が望ましい」のは「意

見を異にする人を人間的にいっそう「公正にみる」

ことができる」からではない。そうではなく I精

神的連関もしくは社会的連関を扱う科学は，すべ

て人間の行動……を「理解」しようとし，さらに

その理解に助けられて，あの行動(意味ある行為

一一菅原注)の経過を「説明的に解釈」しようとす

る」から望ましいとされた72

「価値討議」をすることの意義は，こうした「理

解的説明」を可能にする点にある。「人間行為の実

際の究極的動機を知るためにする行為の経験的な

因果考察という目的」を果たすく技術的批判〉と，

「評価を異にする人と討議する場合，実際にあい対

立する評価的立場を確定するために」行うく価値
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論理的批判〉とを駆使し I自分の論敵(あるいは

そこに自分自身も加わる)が実際に心に懐いてい

ることがら，つまり議論の当事者同士がたんに外

見上ではなく実際に依拠しているところの価値を

掴むこと，そうして後この価値に対してなんらか

の態度がとれるようしむけること，これが価値討

議ほんらいの意味」でトある 73。その際，討議の各当

事者が依拠しているそれぞれの究極的価値(目的)

については互いが「同意」に至らずとも I理解」

を通してそれぞれが目指す価値を明確にしうると

考えられている。

では，実際に「価値討議」に参加する人にとっ

ての「実践的評価にかんする討議の意味」とは何

か。すなわち，意味ある行為の源泉となる「価値

判断」について討議をすることの意味とは何か。

第一に，ある「価値判断」や，その結果もたら

された行為から，その担い手たる主体における「内

的に「首尾一貫した」諸価値公理を取り出すこと j，

つまり I個々の評価とその意味の分析から始まっ

て，ますます原理的な評価的態度にますます上向

してゆく操作」を行うことである。第二に Iある

問題に対する実践的な評価的態度を実際に貫いた

さい，出てくるはずの事実上の諸結果を確定する

こと」である。つまり I必要な特定の手段に結び

っくことから出てくる諸結果」や Iもともと欲し

たのではない副次結果が避けられないことから出

てくる諸結果」を考察し経験的に確定し，しかも，

選択すべき手段や予想される副次結果を勘案して

みた結果 I価値的要請をほんのわずかでも実現す

ることは絶対に不可能である」とか I近似的な実

現さえまずはむりである」という結論がでたとし

ても，その結論をわれわれは理解できるというこ

とである。また，それとは逆に Iはじめ考慮に入

れてなかったような手段や副次結果に目をつむる

必要」が生じた場合 I目的・手段・副次結果の比

較考量に基づく決定がこの者自身の新しい問題と

なるにいたり，かくて他者への強制力は失われる

にいたること」をも知りうるということである。

これは，第一の場合が究極的価値へと「上向」し

ていくものだ、ったのに対して，いわば「下向」的



に操作してゆくことである。しかし Iこの価値公

理から出てくるはずの，評価的態度にとっての「諸

帰結」を演縛すること」は"目的」と「手段」

の範障害」において技術的になしえるだけではなし

「論証にかんしてはまったく意味的なもの」ではあ

るが，価値論理的な演鐸が可能である 740

ともあれ"目的」と「手段」の範鴎」に結び

っく行為の担い手は，その客観的条件については

く技術的批判〉の観点から，主観的条件については

く価値論理的批判〉の観点から，批判的に吟味され

る。そして I価値討議」の機能をこのように理解

すれば Iもし君たちがこれこれの立場をとるべく

決心すれば，君たちはその特定の神にのみ仕え，

他の神には侮辱を与えることになる。なぜなら，

君たちが自己に忠実であるかぎり，君たちは意味

上必然的にこれこれの究極の結果に到達するから

である」という「神々の争しりの問題が，底なし

の価値相対主義に連続していないことを理解でき

るようになる 750

もっとも I価値討議」を進めていけば Iはじ

め見過ごしていたためまだ態度を決めていなかっ

たような新しい価値公理，さらにその結果として

〔新しい〕要請が主張されうる」こともあるし，ま

た Iこの者自身の〔古い〕要請とあの〔新しい〕

要請とは衝突しあう」ことも十分ありうる 76。その

場合，手段をめぐる討論を進めていくことによっ

て I寸分ちがわない共通の目的でさえ，実はまこ

とにさまざまな究極の根拠から意図されるものだ

ということ，そしてこのことが手段にかんする討

論にも影響してくるということ」も十分ありう

る77。しかし重要なのは I価値討議」には I独断

的絶対主義」へと転落する危険を回避しつつ，次々

と行為局面をめぐる条件を変えてゆく可能性があ

るという点である。例えば Iときには風習その他

の見地からどうかと思われる新しい手段の採用を

教えるものであったり，厭わしい副次結果に目を

つむらねばならないことを教えるものであった

り，あるいは，俺のやろうとしていることは，成

功のチャンスという点では，実りなき「ドン・キ

ホーテ的行為」ではあるまいか，などと疑念をい

正義論と価値相対主義の間

だかせて，目標の貫徹はとうていだめだと悟らせ

たりする」ことのうちに I価値討議」がもっフィー

ドパック的機能が発揮されている 78。しかも，具体

的な行為局面を不可欠のものとして想定する「価

値討議」には，具体的な問題状況，その都度ごと

の具体的なイシューをめぐって展開される，合理

的で実質的な問題解決を反省的に目指す試みとい

う機能が付与されている。

こうした試みを，ウェーパーは当時の「後進国」

ドイツの政治的・社会的状況のなかで構想してい

る。それは深刻な労働問題や経済問題を前にして，

国家は何をなすべきか，国民は何をなすべきかを

学問的に問う試みであった。まず，彼は，皇帝の

権威を背景とするビスマルクの「アメ」と「ムチ」

に馴致されてきたドイツの現状から，次のように

述べねばならなかった。

「国民国家とは，なにか漠然としたもので，

その本質を神秘的なくらがりのなかに隠せば

隠すほどそれだけますます尊いものになる，

と思っているひとが世間にはいますが，われ

われにとっては，国民国家とはそのようなも

のではなくて，国民の世俗的な権力組織であ

ります。……ドイツの経済政策の諸問題に対

してーーとりわけ，国家は経済生活に介入す

べきか，どの程度に介入するのがよいのか，

それとも国民の経済的諸力の束縛を解いて，

それ独自の自由な展開にまかせるべきか，ま

たそうする時期はいつがよいか，というよう

な問題に対しても それらいちいちのぼあ

いに，究極的・決定的な裁決を与えるのは，

ドイツ国民とその担い手であるドイツ国民国

家との，経済的および政治的な権力的価値関

心でなければならないJ790 

ここには I権力的価値関心Jに基づいた決定こ

そが社会秩序を規定すべきである以上 Iアメ」と

「ムチ」にも毅然と対峠しうる緊張関係のうちに国

民を置かねばならないことが説かれている 800

国家による国民生活への介入をめぐる問題と取

り組む上で I国家に固有の価値といわれるものは

一切これを否認したうえ，国家を特徴づけて， (そ
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うした価値とは〕まったく異なる諸価値実現のた

めのたんなる技術的補助手段だとする，そのよう

な立場」を主張するということ，これは現代にお

いても「まことに意味ぶかい」ことに変わりな

い81。国家とは何か実体的な価値を帯びたもので

はなしたんなる技術的装置・世俗的権力組織に

すぎない。しかも，技術的装置・世俗的権力組織

としての国家は 1"1目的」と「手段」の範鴎」に

結びつけられた問題として社会・経済政策を展開

せざるをえず，したがって，その政策は先の二つ

の批判規準を通じて「価値討議」されねばならな

い。ウェーパーは「価値討議」にかける際の価値

評価の観点を次のように定式化している。

「社会関係の秩序は，ひとが評価しようとす

るかぎり，どんな種類のものであれ，すべて

例外なしに結局は次の点にかけて検討されね

ばならない。すなわち，ある社会秩序は，外

的淘汰または内的(動機)選択の道程で，い

かなる人間類型に対して支配的類型となるべ

き最適のチャンスを与えるか， という点にか

けてj8Zo

また，ウェーパーは，正義を形式論理的演縛が

可能となるような究極的価値規範として措定する

ことはできないという。というのも i価値判断」

と「直面するもろもろの問題にたいして，普遍的

に妥当する究極の理想という姿をとる，ひとつの

実践的公分母を創り出すようなこと j，iiひとつの

原理」を確立し，それを妥当なものとして科学的

に確証し，その上で，当の原理から，実践的な個

別問題を解決するための規範を一義的に演緯すべ

きである」という見解は「ナイーヴな信仰にすぎ

ない」からである 83。これは，次のような二つの主

張を合意している。第一に，く実践的価値相対主義〉

を問題化するために i実践的公分母」や「ひとつ

の原理」から「個別問題を解決するための規範を

一義的に演緯」することを不可能とみるく認識論

的価値相対主義〉の立場をとるということ。第二

に i実践的な個別問題を解決するための規範を一

義的に演鐸できる」理念を求めようとする「哲学

的妥当論」の立場から，普遍的な「ひとつの原理」
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として規範的に正義を構想しうると考えるのは，

「ナイーヴ、な信仰」として斥けられるべきであると

いうこと。

ただし，正義を究極的価値規範として措定でき

ないことと，現実に何がどこまで合理的に可能な

のかを探求することとは，まったく別の問題であ

る。たしかに iなんらかの規範的倫理，あるいは

総じてなんらかの「命令」の拘束力というもの」

は，各々のとる立場の「方向がまったく逆である

ため」獲得できないか， i [価値〕討議に含まれて

いる少なくとも外見上は「相対化」する作用によっ

てむしろ遠のいてしまうこと」はよくある。しか

し i遠のくくらいならそういう討議はさけるべ

き」ということにはならない。ウェーパーの「価

値討議」には，具体的な行為局面をめぐる二つの

批判規準を用いることによって合理的な正義論を

展開する可能性が示されている 84

ウェーパーによれば iカント的倫理の命題のよ

うな「形式的」な命題は内容上の指示をぜんぜん

含んでいないと思うならば，これは……非常な誤

解でj，このような「きわめて抽象的な倫理的命題

の「形式'性」ですら，行為の内容と無関係ではあ

りえなしUと考えられている。例え iいかなる倫

理に拠ろうとも一義的に決定できない問題に i正

義」の要請の帰結がある」とウェーパーは述べる。

そこでは r多くをなす人にはまた多くを支払わね

ばならないのか，それとも逆に，多くをなしうる

人からはまた多くを要求してよいのかj，i例えば

正義の名において…・・・大なる才能の持主には大な

るチャンスを与えるべきなのかj，それとも逆に，

「精神的天分の不均等な配分という不正義をば，周

到な配慮……を通して均等にしなければならない

のかj，iこうした問題を「倫理的」前提に立って

解決しようとしても，無理」だ、からである。ウェー

ノfーは，正義が問題として立ち現れる「大抵の社

会政策問題の苧む倫理上の問題性はこうした類型

の問題性にほかならない」ことを熟知していた。

ここには「政治行為の領域が苧んでトいる倫理的な

ものとの緊張関係」が存在するのであって，これ

を「なくしてしまいたいなどと願うのは，怯儒の



なせる業」以外の何物でもない85

ここでウェーパーは，形式的な正義の準則とい

えども決して無内容ではありえず，それは常に具

体的な行為局面に即して捉え返されねばならない

と述べている。だからこそ，正義の問題等を扱う

場合には，く実践的価値相対主義〉から生じる問題

をく認識論的価値相対主義〉の次元で問題化しな

ければならないと考えられていた。もちろん，法

が予めあらゆる事態を想定した上で，その規範内

容についての網羅的なリストを作成することは不

可能で、ある。それゆえ，一定の普遍性や一般性が

法には内在的に要求されている。しかしウェー

ノてーは同時に1"規範的倫理がそれ自体で一義的な

指示を与えないような実践的な種類の諸問題」が

存在することに注意を促し，次のように主張した。

「だからといって，規範的倫理の可能性は少しも疑

われるわけではない」し1"ひとり倫理だけがこの

世で「妥当する」ものではなしそのほかにも価

値領域はいろいろある」わけだし1"場合によって

は倫理上の「罪」をひっかぶる人にしか実現でき

ないような価値の領域も存在する」だろうし，と

りわけ「政治行為の領域がとくにそうである」

と860

では，ウェーパーが「社会政策問題の苧む倫理

上の問題」として，批判的克服の対象としたもの

は何か。それは，例えば「↑貫例」や「日常」であ

り1"地縁」や「血縁」にかかわるものである。「科

学の前では慣例上自明のことこそが問題になる」

にもかかわらず1"日常に埋没した人間」は1"宿

敵のようにたたかいあう諸価値」を理解すること

ができない。そうした者は1"衝突しあう諸価値の

うち，どの価値が神に，どの価値が悪魔に支配さ

れるかについての彼自身の最後的決断を避ける

・・口には苦くても食べないわけにはゆかぬ認識

の木の実」を拒む者として弾劾される 87。この点

は，彼の宗教社会学のなかで1"儒教の合理主義は

合理的な現世順応を意味し，ピュウリタンの合理

主義は現世の合理的克服を意味した」ことに触れ，

後者の「巨大な業績は，何よりも氏族的紐帯の破

壊ということであり，信仰および倫理にもとづい

正義論と価値相対主義の問

て築かれた生活共同態が地縁共同態に対して，家

族に対してさえ，はるかに優越した地位を占める

にいたった」という分析に現れている 88

かくして，ウェーパーにとっての正義論とは，

社会政策・経済政策の問題の検討を可能にするた

めの条件を1"価値判断」と「価値討議」を通じて，

形式面と実質面，理論的な面と実践的な面との双

方にまたがる形で探ろうとするものであったとい

えよう。「価値討議」における，く実践的価値相対

主義〉の問題をく認識論的価値相対主義〉の問題

とかかわらせながら再構成するということは，具

体的にはく技術的批判〉とく価値論理的批判〉に

よって合理的で実質的な正義を担保しようとする

手続的正義の問題とかかわっている。

しかも，社会・経済政策といった問題 国家

による国民生活への介入をめぐる問題一ーは，た

んにく技術的批判〉によってその客観的条件が模

索されればそれでよいというのではなく，同時に

く価値論理的批判〉を通して，なにゆえ，そうした

立場を選びとったのかについても意味上追求され

うるという主観的条件についても注意を喚起す点

に1"価値討議」の特質がある。く価値論理的批判〉

は「究極の決断でつながりあった鎖のようなもの」

としての「人生全体」をも批判的に，しかも反省

的に検討するよう仕向けるので，そこにあるのは，

「諸価値の対立は知らねばならないJ，I"諸価値の対

立は見なければならない」という真撃な態度で

あったとしても，決して「独断的絶対主義」へと

転落する契機を秘めた「没価値」的な底なしの価

値相対主義の姿勢ではない。ウェーパー自身1"価

値討議」をめぐって「ことあるごとにこの立場は

「キ目対主義」だと言われるのであるが，……ひどく

お粗末な誤解もあったものだ」と述べたが，その

真意がここにある 890

第三節 ウェーパーにおける「人格」

このように，主観的要素を内包するウェーパー

の「価値判断」においては， とりわけ人聞の「意

欲」の果たす役割にも目を向けておく必要がある。

「社会科学の領域においては，科学上の問題(Prob-
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lem菅原注)が提起され展開される最初のきっか

けは，経験上，実践的な「問題J (Frage菅原注)

によって与えられるのが普通であり，そのため，

すでに，ある科学的問題の存在を認めること自体

からして，ある特定の方向に向けられた，生ける

人間の意欲と個人的(人格的菅原注)に結びつい

ている J900 ここには，社会・経済政策をめぐる正

義の問題も，かくあるべきといった抽象的準則が

問題として現れるのではなく，具体的な状況にお

げる経験的行為をめぐって問題になる一一仮にデ

フレスパイラルにかんする問題を扱うような場合

にも，まずは，デフレがもたらす経営への圧迫に

よって生活上の困難が生じるのはなぜか，という

実践的な具体的状況における「問い」からはじま

り，その後，デフレ状態を克服するために目指さ

れるべき政策とはいかなるタイプのものかという

「問題」が生じる一一ことが示されている。

このような「生ける人間の意欲」と人格的に結

びついた「問い」から「問題」への連続性につい

て，ウェーパーは「活き活きとした感受性に富む

人々が協働するさいには，つねに避けがたい随伴

現象であり，……まったく正当なことである」と

考えていた91。そこでは，.活き活きとした感受性

に富む人々」という人格観を分有した当事者らが，

それぞれの状況に応じて「協働する」ような社会

が想定されていた。それゆえ，.人格」の概念が歴

史的・社会的文脈から独立して，普遍的な正義の

準則を求めることはない。この意味で，彼はラー

トブルフと異なり，.普遍主義」ではなく「歴史的・

社会的文脈主義」に←ー「哲学的妥当論」ではなく

「歴史学的・社会学的妥当論」にー一立脚している。

とはいえども，.問い」には主観的要件が重要な

要素として含まれている以上，やはり価値相対主

義的性格を免れえず，結局「独断的絶対主義」へ

と転落するしかないのではないか。こうした批判

が向げられるかもしれない。しかし，ウェーパー

にはこの批判を論駁することができる。彼にとっ

ては，.問題」を「価値討議」にかける道はもちろ

ん，く価値論理的批判〉を通して，.聞い」を立て

たことの意味についても反省的に検証しうる道が
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聞かれているからである。ウェーパーにとっての

「人格」とは，意味を見出したがゆえに引き受けら

れたような行為についても，一且，.問し>Jが生じ

た場合には，それを「問題」化し，.価値討議」の

土俵へと自身をも引き出しうる，そういう「人格」

である。

この点で〈価値論理的批判〉は強度に反省的作

用を伴うため，当事者を否応なき争いへと連れ出

すこともままある。しかし，理解と同意の区別は

もちろんのこと，争いについてもく認識論的価値

相対主義〉とく実践的価値相対主義〉の次元では

異なったものであることを，ウェーパーは当然の

こととして考えていた。その上で，彼は理解や同

意をめぐる諸々の究極的価値どうしの関係につい

て，.神々のあいだ、の永遠の争しユ」を意味上繰り広

げる余地を消し去りえないと考えていた。それゆ

え，.われわれをもっとも強く揺り動かす最高の理

想は，どの時代にも， もっぱら他の理想との闘争

をとおして実現されるJ 以外ないと述べた920

しかし，ウェーパーが「闘争」というとき，こ

れは，きわめて広い意味で述べられている点に注

意する必要がある。この点を，ウェーパーは次の

ように敷術している。たしかに，.実際の人間の

個々の重要な態度決定のほとんどどれをみても，

もろもろの価値領域が交錯しもつれあって」いる

から，.事実上したがって表面上は，相対化や妥協

がある，しかもことごとにある」ーー〈実践的価値

相対主義〉の問題 。しかし，.諸価値の間では，

一二者択一が問題なばかりでなく，.神」と「悪

魔」のたたかいのようにおよそ調停不可能な死闘

が問題である。そこにはなんの相対化もなんの妥

協もない。意味上ない，ということに注意せよ」

く価値論理的批判〉とかかわるく認識論的価値

相対主義〉に固有の問題一-930

では，なぜ，ウェーパーは意味上の問題として

の「闘争」を重視したのか。それは，社会的秩序

をめぐる権力関係に対する，非常にリアルな認識

に起因する。われわれは，.闘争の手段，闘争の対

象，さらに闘争の主要方向や闘争の担い手を取り

替えることはできても，闘争そのものをなくすこ



とはできない」。しかし，このことを回避せず真撃

に受け止めた上で r憎みあう人間同士の外的事物

をめぐる外面の格闘に代えるに，愛しあう人間同

士の内的財宝をめぐる内面の格闘」や r一人びと

りが心のなかで自分自身と内面の格闘をする，そ

ういう闘争」へと闘争を意味転換していくことが

重視されている。このような「闘争」の道を模索

するような「人格」と，そうした「人格」が依拠

する方法として切り結ぶような価値相対主義，こ

こにウェーパーの思想の特質がある 940

ただし r人格」に「世界に起こる出来事Jの意

味を読み取るなどということは決してできない。

「人格」とは rかえって. cわれわれ自身が〕意味

そのものを創造することができなければならな

い」と感ずるようなものだからである 95。ウェー

パーがこう述べるとき，彼は超越論的前提として

の「文化人」という「理念型」を導入している。

rr文イ七」とは，世界に起こる，意味のない，無限

の出来事のうち，人間の立場から意味と意義とを

与えられた有限の一片」のことであるが，ここで

は rいかなる文化科学の先験的前提(超越論的前

提 菅原注)も，われわれが特定の，あるいは，

およそなんらかの「文イ七」を価値があると見るこ

とにではなく，われわれが，世界にたいして意識

的に態度を決め，それに意味を与える能力と意思

とをそなえた文化人である」という点が重要であ

る96。ウェーパーにとっての超越論的前提とは，決

して r文化人」という理念型に客観的な真理とし

ての範型を求めているわけではなく，何らかの諸

文化価値の創出に向けて，おのれの生を方法的に

組織化しうるような「人格」を要請するものであ

る。

このような「人格」の範例を，ウェーパーはピュ

ウリタンに見出し，次のように述べている。「現世

を超越する全治の神の目」に注意を払い，そのよ

うな「神の意志に適うように生活態度を組織的に

統一すること j. つまり「超越的な目標のもとに方

法的にうち立てられた全体となる」ように「ひと

つの価値基準にあわせて〔自己の〕生活を内側か

ら組織的に方向づけていこうとする，そういった

正義論と価値相対主義の問

態度j. これこそ「われわれが「人格」……という

観念に結びつけて考えるところの」ものである

と97

ところが，このピュウリタンに見いだ、された「人

格」は，ウェーパーの価値相対主義を理解する上

で，決定的な意味をもっ。というのも，この「人

格」が r相対主義はリベラリズムの主要徳目であ

る寛容精神の基礎を破壊する」という先に見た批

判を原理的に回避するからである 98。ウェーパー

によれば rピュウリタン諸国における「自由」の

歴史的に決定的な「心理学的」基盤」を提供した

のは rあらゆる人間的権威を「被造物神化」とし

て排斥するという原理」であった。これは，神を

媒介とする「隣人愛」の思想、として一般的に知ら

れたものだが，この「隣人愛」を通しての「被造

物神化」の拒否という姿勢は，カトリック教会が

原理的になしえない徹底した寛容の論理への道を

聞くものであったからである。ここでは r便宜の

ために寛容を主張することと，宗教的な原理とし

て寛容を主張することとは，全く別の事柄である」

ことを理解しえたピュウリタンやゼクテにとっ

て r寛容は，近代の「リベラルな」思想と何ら異

なるものではない」ことが合意されている 990

また r自由」な行為とは，決して，人間の非合

理的な「意欲」に基づく行為を意味するものでは

なかったことにも注意しなければならない。たし

かに r人間行為にも……、自然現象汐の経験的な

ホ無意味さかと相通ずる面がある」。しかし r我々

がこの上もなく経験的、自由の感情。を抱いてな

す行為とは，それが，合理的に，すなわち心的，

物理的，可皇制かや情熱的、感情。に左右されるこ

となしまた明確な判断が、偶然グくもらされる

こともなく，遂行された我々が意識するような行

為に他ならないj100。したがって，具体的な問題状

況における「自由」な行為をめぐって展開される

「価値討議」とは，一方で，ピュウリタンに見出し

うるような歴史的・社会的文脈を背景とした「人

格」によって担われるものとして，他方で，そう

した「人格」の可謬性を前提として反省的作用を

もたらすという点で r自由」と「寛容」に資する
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ものとして理解すべきである。

ウェーパーは 11良心の自由」の発生史と政治

的意味にとって基礎的重要性をもつのは，周知の

ようにイェリネクの「人権宣言」である」と考え

ていた。もちろん，これは 1自由」や「寛容」と

いった規範的概念としての基本的人権の成立起源

をフランス革命の人権宣言に求める一般的な見解

と異なったものである 1010 にもかかわらず，

ウェーパーがイエリネックと同様に，ピュウリタ

ンがカトリックに対して自己の「良心の自由」を

守るために抵抗したという歴史的・社会的事実の

うちに「人権」一一第一義的な「人権」 の起源

を見出したということは，普遍主義的「人権」理

解 「哲学的妥当論」に基づく「人権」理念の構

想一ーの地平を超え出でようとしたことを示して

いる。

「良心の自由」という場合，自分自身のそれを要

求するということと，他者のそれをも要求すると

いうこととは，全く次元が異なる。ところが，普

遍主義的な要求を掲げるカトリック教会はもちろ

ん，カノレヴィン派の教会でさえ認めることのでき

なかった「他者の良心の自由」を，首尾一貫した

クエーカーやゼクテは要求しえた。しかも，前者

や 1普遍主義的な支配権要求を提起する」ような

「政治権力も教権制的権力」であっても 1良心の

自由」は政治的理由に基づいてのみ要求しえたの

に対し，後者は「特殊宗教的諸理由」から要求し

えた 102。したがって 1首尾一貫したゼクテを基盤

として，権力一一政治的権力であれ，強権制的・

家父長制的またはいかなる種類の権力であれーー

に対抗するところの，被支配者たちの，しかも被

支配者各個人の，不滅のものとみなされるところ

の一つの「権利」が成立する」のであって 1この

意味での「良心の自由」は，一一それが広汎な・倫

理的に制約された行為の全体を包括するごとき・

権力とりわけ国家権力からの自由を保障するとこ

ろの・「人権」であるが故に ，原理的に第一次

的な「人権」である」と，ウェーパーは考えてい

た。しかも 1それは，このような性質のものとし

ては，古代にも中世にも，また国家による宗教強
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制を伴うルソーの国家理論にも，ともにひとしく

知られていない概念である」ばかりか 1その他の

「人権」・「市民権」または「基本権」は，右の人権

に付随するものであるJ103。かくして，ウェーパー

が要請する「人格」とは，このような歴史的・社

会的事実のうちに成立するものとしての「人権」

理解一一普遍主義的理念に基づく「人権」理解で

はなく一ーを形成しうるようなものであったとい

わねばならない。

次章では，こうしたウェーパーの「価値討議」

が理論的にいかなる発展を遂げたのか，ヤスパー

スの「コミュニケーション」哲学について検討す

ることにしよう。

第三章 K.ヤスパースにおける「コミュニケー

Y ヨン」

「コミュニケーション」の原語は Kommunika-

tionである。従来のヤスパース研究では， Kom-

munikationを「交わり」と訳出することが多かっ

た。しかし，本稿では「交わり」を全て「コミュ

ニケーション」に置き換えた。というのも，ヤス

ノfースにおける「コミュニケーション」は，ウェー

パーの「価値討議」だけでなく， H.アレントにお

ける「コミュニケーション的権力」の概念や].

ノ¥ーパーマスの「コミュニケーション的行為」論

との思想史的な連関も視野に入れて押さえるべき

だと考えたからである 1040

第一節 ウェーパーとヤスパースの連続'性

ウェーパーは，正義が問題として立ち現れる「大

抵の社会政策問題の苧む倫理上の問題」を，何ら

かの"倫理的」前提に立って解決しようとしても，

無理」であると述べていた 105。ここには，規範に

員リって問題が解決できない場合，終局的には決断

によって正義を実現すべきだとの考えを窺うこと

ができる。「人生全体」は「究極の決断でつながり

あった鎖のようなもの」といわれた所以であ

る106。このことについては 1相対主義者にとって

究極的価値の選択は誤り得ない実存的決断の問題



であるが故に，異なった価値観の聞の対立を相互

批判的な論議によって解決しようとするのは無駄

な試み」にすぎないという批判があった。価値相

対主義者は I自己と他者との個体的相違に基づく

差別の実践，あるいはそのような実践の是認」を

試みる「エゴイスト J，すなわち I正義の普遍主

義的要請そのものを否定する「絶対的不正者JJに

{也ならないというわけである 107

しかしウェーパーが，決して「正義の普遍主義

的要請」を否定していたわけではない。九功〉なる

倫理に拠ろうとも一義的に決定できない問題に，

「正義」の要請の帰結がある」点を強調し，ただ，

こうした問題についての「政治行為の領域が苧ん

でいる倫理的なものとの緊張関係」を解消しよう

とするのであれば，それは「怯儒のなせる業」と

みたからである 108。それゆえ I究極の決断でつな

がりあった鎖」としての「人生全体」としては，

「諸価値の対立は知らねばならなし>J し I諸価値

の対立は見なければならない」といわれていた。

もちろんこのことは，ウェーパーが「価値討議」

で「闘争」を重視したこと I理解」と「同意」を

区別したこととかかわっている。そのことを踏ま

えずに，彼をして，合理的な議論を拒絶する「実

存的決断主義者」とみなすのは不適切である。た

しかに「価値討議」は，正義について，普遍主義

的立場や「哲学的妥当論」から基礎づけることを

拒絶したが，歴史的・社会的文脈主義的立場や「歴

史学的・社会学的妥当論」に立って合理的に論じ

ることには聞かれているからである。

では，仮に I究極的価値の選択」の問題が「誤

り得ない実存的決断の問題」であるとすれば，そ

うした「実存的なもの」の立場から合理的な論議

をするということが必然的に不可能なのか。現代

の規範的正義論との関係では，この点が問題とな

る。実存思想、が現代正義論にとっていかなる思想

史的意味をもつのか，価値相対主義と同様の観点

から検討しなければならない。この点について，

われわれは，価値相対主義を，く認識論的価値相対

主義〉とく実践的価値相対主義〉とに区分して，

検討してきた。そこで，実存思想も，その基本動

正義論と価値相対主義の間

機に応じて二つのタイプに分類しておこう。第一

に，実存としての人間の存在構造を理論的に分析

しようとする立場，すなわち，知的で理論的な動

機に起因して実存を問おうとする立場がある。第

二に，現代の危機的状況における倫理的実践的な

動機から，実存としての自己のあり方を求めよう

とする立場がある 1090

もちろん，両者の境界線は相対的なものとして

理解されるべきだが，さしあたりは，ハイデガー

やサルトルが前者の系譜に属し，キルケゴールや

ニーチェは後者の系譜に属すとみてよい。ところ

が，ヤスパースの場合 I自己存在への覚醒を訴え，

自己自身となる可能な道を解明しようという倫理

的実践的なもの」としての性格が濃く，その点で

は後者に属するが I実存思想に付随しがちな非合

理主義と個人主義とをはじめから超克しようとす

るものであった」という点で，このカテゴリーに

収まりきらないものがある。ヤスパースの実存思

想とは Iはじめから反理性的でないと同時に，あ

らゆる意味での他者や現実世界に聞かれた実存の

哲学として，個人主義の立場を超克する」性格を

もっていたからである 110

この点で I実存的決断主義者」ウェーパーは，

第二の系譜に属する。彼は，人間の存在構造を理

論的に分析しようとしたというよりも，危機的状

況下での具体的な行為をめぐる実践的な「価値判

断」と「価値討議」を問題にしたからである。し

かし，ウェーパーを「実存的決断主義者」と位置

づけるのが，本当に適切といえるのだろうか。こ

の点を，実存思想、のカテゴリー区分に収まりきら

なかったヤスパースと比較することによって検証

しておきたい111

「具体的な行為局面において下される「価値判

断」に対して学問は何をなしえ，何をなしえない

のか」というウェーパーの問題を112，われわれは，

く認識論的価値相対主義〉とく実践的価値相対主義〉

の両局面にかかわらせながら二つの批判規準に注

目し考察してきた。そうすることで，従来の研究

がく技術的批判〉にのみ着目することで看過され

てきたく価値論理的批判〉の積極的意義を見直し，

171 



北大法学研究科ジュニア・リサ←チ・ジャーナル No.102003 

ウェーパーにおける価値相対主義を再構成してき

た。

この点で，ウェーパーと同様にヤスパースも，

「科学は，人が自分で立てた目標にかんがみて，表

向きの手段で何を達成しうるかを教えてくれる」

と述べ，く技術的批判〉についての議論を承認して

いる。しかも，く技術的批判〉にとどまらず，.科

学は人生の意味を私に示すことができない」が，

「科学は，私によって欲せられているものの意味

を，私に対して展開させ，それによっておそらく

は意志の目標そのものを変えることができる」こ

とを重視していた 113。さらに，ヤスパースは，.或

る目標を立てようとする意志は，いかなる知識か

らも，正当なものとしては導き出されなしりとい

う点を重視するが，決してそうした「意志」をめ

ぐって合理的に議論しうる一切の可能性まで否定

していたわけではない。「誠実な理性的存在として

の人間の意志は盲目ではないから，この意志は討

論における思考を通じていっそうはっきりしてく

ることもありうる」のであって，.討論している二

人は，もともと自分たちが何を欲しているかにつ

いて，自分でもいっそう明らかになるだろう」と

いう。そうすることによって，.両者は，それぞれ

相手の語ったことを，いわゆる〈究極の立場〉に

帰着させようとし，君はそれを本当に欲している

のかという問いで，帰結を示そうとする」ことが

可能になるからである 114

このような両者の連続的な関係は，ヤスパース

もウェーパーと同様に，く価値論理的批判〉のもつ

積極的意義にも十分な注意を払っていたことを示

している 115。しかも，.価値評価」の観点について

も，国家観の脱実体化という論点と関連づけなが

ら，.マックス・ウェーパーにとって政治的体制に

たいする問題は，たんに技術の問題なのであって，

世界観の問題ではない。……国民の権力にたいす

る影響を問題としている」とヤスパースは述べて

いる 116。したがって，ヤスパースが上述の第二の

立場，.危機的状況における倫理的実践的な動機か

ら，実存としての自己のあり方を求めようとする

立場」にあって，単なる「実存的決断主義者」で
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はないとすれば，ウェーパーについても同様に単

なる「実存的決断主義者」ということはできない。

そこで，ヤスパースにおける実存哲学のポイント

は何なのかという点に問題は移行する。次節では，

この点についての掘り下げた検討をしたい。

第二節 「実存」と「コミュニケーション」

前節で見た通り，ウェーパーにおける価値相対

主義の主張とヤスパースの実存思想との聞には，

く価値論理的批判〉の重視という点での連続性が確

認された。本節では，ウェーパーと比較すること

を通して，ヤスパースの実存思想、を理解するため

の手掛かりを探ろうと思う。

第一に，ヤスパースの「実存」論はウェーノ¥'-

の「行為」論と関係づけることによって整理する

ことができる。ウェーパーは，意味ある行為を問

題にしていたが，ヤスパースも「意味を問い有意

味に行為せざるをえないことが人間の本質であり

状況である」ことを前提にしている。「行為し，行

為することによって存在し，しかもその存在が同

時に自分自身であることを己の自由においてはじ

めて自覚しうるような存在としてみずからに現象

する」こと，このことこそが，ヤスパースにおい

て「私は私自身において存在」することの意味で

ある 117。あくまでも，.考察は行為ではなしりし，

「眺めることは実存することではないJ1180 この点

で，両者はコロラリーな関係に立っていたと考え

られる。

第二に，ヤスパースの「実存」の概念は ，.現存

在」のそれと区別しておかねばならない。「実存」

とは決して「心理学的な主観ではないJo ，.実存は

主観性と客観性との両極のうちに現存在として現

象する」からである。したがって，.実存は，対象

としてどこかに与えられていたり，観察のために

基礎的なものとして推論されたりするような或る

ものの現象ではない」。ところが，.実存はただ実

存自身と他の実存にとってのみの現象である」ゆ

え，.現存在が実存であるのではなく，人間は現存

在において可能的実存」にとどまっている。すな

わち，.現存在は現存するか現存しないかのいずれ



かであるが，実存は可能的なものであるがゆえに，

選択と決断を通して，みずからの存在に向かつて

進むか，それともその存在からそれて無のうちに

退くかのいず、れか」ということになる 119。した

がって，ヤスパースにおいては I現存在」とは「実

存」の基底をなす「可能的実存」である。

第一の点についてであるが，ウェーパーが一定

の「価値評価」の観点から行為論を展開したのと

同様に，ヤスパースも，具体的な問題状況のなか

で「コミュニケーション」が成立すると考えてい

た。つまり，彼は I共同体諸関係のうちに現存す

るj，そういう「現存在のなかで種々の仕方で遂行

される他の人々との生活」の中に Iコミュニケー

ション」が成立する契機を見出そうとしてい

た120。そこで，このような具体的な問題状況とし

ての「共同体」について，続けて検討しておきた

し'0

ヤスパースによれば，原初的共同性が維持され

ているうちは，人は「明白で疑いのない共同体」

のなかで関係を築いている。そこでは，当人の「自

己意識」と周囲の「一般意識」とが合致している

状態にある。したがって I自己意識はヴ、エールを

かけられている j I無意識'性」の状態に置かれてい

る場合 I万人がなすべきことをなし，万人が信ず

ることを信じ，万人が考えるごとくに考えj，I個

人意識」を全体の「普遍意識」へと合致させてい

る。ヤスパースは，このように「ヴェールをかけ

られている j I自己意識」が支配する原始的な共同

体を「ナイーヴな現存在」とみなし，そこに「コ

ミュニケーション」は成立しないと考えた。しか

し，ひとたび Iコミュニケーション」への意志を

もつならば I私はこのような無意識性に沈み込む

ことを欲しない」ので I私」には原初的な共同体

にとどまることができなくなるといわれる 121

とはいえ，原始的な共同体における人聞は，互

いを「自我単子」として捉えるように動機づけら

れている。しかも，そうした動機づけは，原初的

共同性を超えるものとしての「独立した自我」の

登場を準備し I自我と自我とはいかにして了解し

相互に交渉するかという問いが生ずる」ようにな

正義論と価値相対主義の間

るとも考えられていた。ヤスパースによれば，こ

のような「自我単子」としての人間と人間との聞

には I現存在と現存在との関係」が成立してい

る1220

この点は，第二の論点とかかわるのだが I現存

在」における「独立した自我」の関係とは，決し

てそれ自体が自律的に「自由」な行為を担う人格

どうしの関係ではなく，代替可能な点としての「自

我点」と「自我点」との関係にすぎない。けれど

も I自我点」とは，事物を理解すること，このま

さに理解するという点で共通性をもっているの

で"目的」と「手段」の範鴎」に結び、つけられ

た意味ある行為についての理解が可能になる。し

たがって I現存在」では I客観的な事物 (Sache

-一菅原注)の共通の了解による，自我と自我との

了解」と「目的とそれに所属する手段とが共通的

に捕捉される行為」を問題化しうる問。しかし，

この「自我」とは代替可能な「自我」だから I自

我」の目的のために他の「自我」を，たんに手段

として「支配されるような自然物」のように扱う

ことを許容してしまう。したがって I自我Jと「自

我」との関係とは Iあらゆる他の自我を物件

(Sache-一菅原注)として取り扱う」ような I他

人そのものが事物」となる関係，つまり，まった

くの非人格的な関係ということになる山。そし

て，ここに成立する「コミュニケーション」を，

ヤスパースは「現存在的コミュニケーション」と

規定する。

ところが I現存在」は「現存在」であると同時

に「可能的実存」でもあるので I現存在的コミュ

ニケーション」とは I可能的実存」としての「コ

ミュニケーション」を意味する。それゆえ I現存

在的コミュニケーション」の限界を超えたところ

では I実存的コミュニケーション」が成立する。

これは Iナイーヴな現存在」における「コミュニ

ケーション」の欠如が I現存在的コミュニケー

ション」を導出する契機になったのと同じ構造に

なっている O ただし，重要なのは I実存的コミュ

ニケーション」の場合，交換可能な「自我単子」

による"目的」と「手段」の範鴎」に結びつけら
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れた行為の次元を問題にしたのに代えて I自我が

相互に因果的でなく理念的に結ばれている全体

性」という意味的な問題を提起する点である。ヤ

スパースは，このような意味的な，因果的にでは

なく，意味的なものとしての「理念のもとに立つ

コミュニケーションの限界(を超えるもの一一菅

原注)こそが実存」であると主張した 1250

しかし，このような一連のヤスパースの見解を，

原初的共同体から「現存在的コミュニケーション」

を経て「実存的コミュニケーション」へと至るも

のとして，発展段階的に理解してはならない。あ

くまで，具体的な問題状況を前にした当事者が「コ

ミュニケーション」を求めて移りうる様相を表し

ている。というのも，先に見た通り I実存」論は

「行為」論のように動態的に捉える必要があるし，

また I現存在」は原初的共同性という限界を超え

るものであるが，同時に I可能的実存」で、あるこ

とを通じて「実存」との限界をも規定するからで

ある。

一方で I現存在的コミュニケーション」は"目

的」と「手段」の範鴎」に結びつけられた意味あ

る行為についての検討を可能にするという点で

く技術的批判〉に通じているが，他方で I実存的

コミュニケーション」は因果的帰属の問題地平を

超えて意味的なものを問うという点でく価値論理

的批判〉に通じている。このことは，ヤスパース

の実存思想が Iコミュニケーション」論として，

ウェーパーにおける「価値討議」の議論と連続し

た関係にあることを示している 1260

しかし，このような「実存的コミュニケーショ

ン」にも限界はある。「できるだけ多くの人々とコ

ミュニケーションをもとうとすれば，私はきっと

コミュニケーションを破壊する」。というのも Iす

べての人すなわち私に出会う各々の人に正しく適

合しようとすれば，私は私の現存在を浅薄さで満

たし，空想的で普遍的な可能性のために，限定さ

れているそのつどの唯一の歴史的可能性を断念す

ることになる」からである。したがって Iコミュ

ニケーション」によっても「すべての人聞をコミュ

ニケーションの友として獲得しえない」し，それ
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は不可能でーあるばかりか不誠実さえある 127 た

だ I友」として「同意」できないことと I理解」

することとは区別しておかねばならない。ウェー

ノfーは「理解するところからこれに同意するとこ

ろまで道は通じていない」ことに注意を喚起した

が128 ヤスパースも，実存的コミュニケーション」

が「可能的なもの」として成立しうる地平として

の「現存在」においては I了解可能なもの」と「了

解しがたいもの」とを区別するよう要求するから

である。その上で I現存在」においては，とりわ

け「理解しがたいもの」の場所と，その根源を重

視した。ヤスパースによれば I従順なる(馴致さ

れた 菅原注)現存在」にとっては I了解しが

たいものは……神の客観的に固定された啓示のう

ちか，あるいはマルクス主義のような世界像の権

威的な正当性のうちかにある」のに対し I哲学す

る現存在」にとっては I了解しがたいものは…・

事実的に相互に出会う人間の自己存在の現実のう

ちに」ある 129。つまり I従順なる現存在」では「了

解しがたいもの」が客観的・普遍的な真理のうち

にあるのに対し I哲学する現存在」においてはそ

れを「人間の自己存在」という「現実」に見出す

と考えられた。

このように，ヤスパースは，現実の「了解しが

たいもの」のうちに「実存的コミュニケーション」

への契機を見出しており I了解しがたいもの」を

一面的に否定したりはしない。「了解可能なものは

実は理解しがたいもののうちにある共同体のため

の媒介であれ了解しがたいものを明断化の無限

の過程へもたらすもの」として理解されているか

らである。かえって I単に了解可能なものが主要

関心事となれば，……万事が水のように透明に合

理化されるならば，共同体としてのコミュニケー

ションは消失する」と考えられている 130。した

がって，ヤスパースの「実存」では神に媒介され

たものとしての「隣人愛」の精神が否定されてい

るとみるべきである。「隣人愛はその支えを神牲に

対する私の非現世的な愛か，あるいは人類の使命

に対する合理的ではあるが了解しがたい不明瞭な

意識のうちにある」ので，私には「コミュニケー



ションのうちに自己存在を獲得するために常に新

たに孤独を敢行するか，あるいは或る他の存在の

うちで自己を放棄するか」しか残されていないか

らである 131

しかしだからこそ，われわれには「事物に関す

る理解のため」に「討論」が要求されるといえよ

う。しかも r事物に関する討論は妥当的な内容の

理解や発見に向けられている」ので r本来的な(実

存的な一一菅原注)コミュニケーションの手段」

でさえある。もちろん r討論」とは「実存的コミュ

ニケーション」ではなく「可能的実存」による「コ

ミュニケーション」である。しかし，そのような

「討論」とは r自己の信念と意欲との意味を明ら

かにする」ょう努めるものであると同時に r対話」

を行うよう努めるものとして考えられてい

る132

その意味では r討論は対話のうちにのみ存す

る」といえるが133，しかし同時に闘争の契機を有

してもいることに注意しておかねばならない。と

いうのも，討論から引き出される「どの原理もそ

れ自体においては絶対的ではなく，合理的なもの

として単に暫定的な終結」にすぎないからである。

しかし，それゆえに，ヤスパースにおいては r決

定的不一致こそは実存的分裂ではなく，相互を結

びつける問題」として捉えられてもいる 134。もち

ろん，このような「討論」は， r~面値討議」におけ

るく技術的批判〉とく価値論理的批判〉の関係と

連続した構造をもっている 1350

「討論」が r実存的分裂ではなく，相互を結び

つける」契機としての闘争の問題を避けて通るこ

とはできない。ヤスパースは r現存在」における

争いを「力ずくの争しりと規定したが r力ずくの

争い」とは r強制し，制限し，抑圧するという働

きをする」争いのことである。「現存在が力ずくに

よる争いに固く結びつけられたものであるという

ことは，じつは乗り越えられないどうにもならな

い(現存在にとってのー←菅原注)限界状況」を

意味する 1360 しかし r現存在」は「可能的実存」

としてJその開示過程において自己を明白にしな

がら自己をなお創造する」。しかも rコミュニケー

正義論と価値相対主義の間

ションにおいて私は他者と共に私に開示される」

ので r実存的開示によって経験的な現存在として

の私がなんであるかのみならず，私自身が何であ

るかが世界内で明らかになる」という 137。もちろ

ん r私は個別者として自分だけでは開示もされな

いし現実的でもなしり。しかし「私」が rコミュ

ニケーションにおいて開示されることの過程は，

争いとして同時に愛であるような，あの独特の争

いJ，すなわち，-愛しながらの争い」を引き起こ

すという点に注意が払われている 138

ヤスパースにとって，-自己の信念と意欲との意

味を明らかにする」ことを可能とする「討論」に

おける争いとは，こうした「愛しながらの争い」

のほかに考えることができない。「愛しながらの争

いは，根源と終極における究極的な隠された意味

をめざすものではあるが，しかしそのためには，

その争いは，そのつどの当座の状況や目的の中を

動き，したがって具体的に現前することがらに即

して」行われるからである 139 したがって，-愛し

ながらの争いがうまくゆくのは，ただ，完全に力

ずくを排した場合にだ、げでJ，いかなる実力行使を

持ち込むことによっても，たとえば「知的な優越

とかあるいは暗示的効果が働くだけでもパ意味上

菅原注)停止してしまう」とみなされた川。

このように，-現存在」における争いと「実存」

に向けての争いは，-力ずくの争しりと「愛しなが

らの争い」に対応している。ヤスパースの「争い」

は，徹底的な公明さを求めてのあらゆる権力と優

越感の排除，他者の自己存在と自分の自己存在と

を同等に取り扱う，部分的には客観的だが現存在

のモティーフからは理解できない自己献身を通じ

てなされる争いであり，それゆえ水準の「同等性」

とそこから生じる「連帯'性」をその特徴としてい

る。「同等性」は r技術的な闘争手段〔知識や知

能や記憶力や疲労度〕の差異にもかかわらず，いっ

さいの力を相互に出し合うことによって」成立し，

「連帯性」は，-冒険を引き受け，それを共通のも

のとし，結果に対しては共に関与するから，自己

を問いの対象とするあの徹底性をはじめて可能と

するJo r争いは同等の水準で行われるから，争い
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そのもののうちに既に承認があり，設問のうちに

既に肯定がある」ので，.実存的交わりにおいては

きわめて激しい争いのうちに，まさに連帯性が顕

現される」というわけである 141。このような「争

いながらのコミュニケーションは，時間的現象の

中ではつねに未完結」である。しかし，.他人と私

自身とをとことん吟味する」という点で反省的機

能を有するのみならず，.他人と私とのうちに実存

の可能性を疑いなしに前提する連帯性の根拠の上

にのみ，可能である」という指摘を踏まえれば，

これは闘争的でありながらも対話的な性格を有し

ていることを強調しておかねばならない142

そこで，次節では，このような「コミュニケー

ション」としての「争い」を遂行する主体として

ヤスパースが想定していたのはいかなる「人格J

なのかを確認することにしよう。

第三節ヤスパースにおける「人格」

ヤスパースによれば，.実存的コミュニケーシヨ

ン」論における「私」を，対象として考察するこ

とはできない。「実存」を求めて「哲学する」こと

や，.コミュニケーション」を遂行するということ

のうちにのみ「私」は存在するからである。した

がって，.私」は意味ある行為を担う主体としてみ

ることではじめて理解することができる。仮に，

「私と他者とがコミュニケーションにおいて相互

に依存していること」を「行為」ではなく「対象」

の問題として捉えるならば，それは「私と他者」

を交換可能な「現存在」の「自我点」として扱う

ことを意味する。「私と他者」を「対象的に把握す

る仕方は，ただ心理学的な，そのような対象的な

ものとして探求される現存在にのみあてはまる」。

ところが，.対象的に妥当する」ものとして他者を

みるのをやめたとき，.私は実存としては他の実存

によってのみ存在し，他の実存は私によってのみ

存在し，それゆえ実存はそれのみとしては全く存

在せず，ただ他の実存とのコミュニケーションに

よってのみコミュニケーションのうちにのみ存在

する」という考えへと至る 1430

もちろん，このことによって，.現存在的コミュ
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ニケーション」の意義は些かも減じない。「現存在」

といえども，それは原始的共同体にみられる「ナ

イーヴPな現存在」において当人の「自己意識」と

周囲の「一般意識」とが合致していた場合と明ら

かに次元が異なるからである。「現存在」では「独

立した自我」が「自我点」ではあるにせよ，とも

かく"目的」と「手段」の範曙」に結びつけられ

た意味ある行為についての理解を求め，く技術的批

判〉を可能にするような「コミュニケーション」

を遂行しうる点に意義を認めることができる。

では，ヤスパースにおける「私」とはいかなる

人格か。第一に，ヤスパースは，.コミュニケーショ

ン」の現れとしての「討論」を遂行する行為主体

としての「人格」を要請している。前節でみた通

り，.討論」とは「事物に関する理解のため」のも

ので，第一義的には「現存在的コミュニケーショ

ン」とかかわっている。「討論」のこうした側面は，

"目的」と「手段」の範鴎」に結びつけられた意

味ある行為の因果的帰属の問題を扱うという点で

く技術的批判〉を喚起する。「科学は，人が自分で

立てた目標にかんがみて，表向きの手段で何を達

成しうるかを教えてくれる」と想定されたことか

らも，たんなる実存的決断主義者としての「人格」

をヤスパースが考えていたわけではない144 それ

は，目的と手段，そこから得られる結果と意図せ

ざる副次的結果についての比較考量を行うような

主体である。

また，.討論」には「自己の信念と意欲との意味

を明らかにする」機能があったことから，ウェー

ノfーを介したカント倫理学に則って，自己や他者

を単に手段としてではなく常に同時に目的として

扱う「人格」が要請されている。したがって，.討

論」が持っこうした側面は，明らかにく価値論理

的批判〉と連続するものといえる。この点で，ヤ

スパースの「人格」とは「現存在的コミュニケー

ション」を通じて「選択と決断」を下すものでも

あるが，ウェーパーの「人格」と同様に，フィー

ドパック的機能を果たすことによって，その「独

断的絶対主義」や「実存的決断主義」へと転落す

る危険を回避しつつ，次々と移ろう行為局面に応



じて主観的条件を反省的に調整し直してゆく可能

性を内在的に備えているものといえる。

第二に，ヤスパースにおける「人格」は r討論」

でコンフリクトを起こすことが前提になってい

る。しかも，抜き差しならぬコンブリクトが起き

うることが含意されている。この点は，ウェーパー

の「人格」がとりわけく価値論理的批判〉とかか

わるく認識論的価値相対主義〉においては r究極

の拠りどころとなりうべき立場は，こんにちすべ

てたがいに調停しがたくまた解決しがたくあい

争っている」とみて意味上の闘争としての「神々

のあいだの永遠の争しりをみたことに連続してい

る1450 この点で，ヤスパースの「争しりとは r力

づくの争い」であれ「愛しながらの争しU であれ，

ウェーパーのそれを哲学的に敷街したものといえ

る。

ヤスパースは，ウェーパーのいう「活き活きと

した感受性に富む人々」を再構成した上で，その

延長上に「人格」を位置づけた。一方で，ウェー

ノfーはく価値論理的批判〉について r諸価値を評

価し，選択する」際に rわれわれは，具体的な目

的の根底にある，あるいはありうる「理念」を，

まず開示し，論理的な連関をたどって展開するこ

とにより，かれが意欲し，選択する目的を，その

連関と意義とに即して，かれに自覚させることが

できる」と述べlペ意味上の闘争はく価値論理的

批判〉が尽きても消すことができないとみていた

が，他方でヤスパースは r現存在」のなかでの「コ

ミュニケーション」一一「実存」へと向けられた「コ

ミュニケーション」としての「愛しながらの争い」

一ーを通じての「開示過程において自己を明白に

しながら自己をなお創造する」点に意義を見出し

たからである 1470

このようなウェーパーにもみられた「開示性へ

の意志」について，ヤスパースは r現存在」にお

ける「あるがままの存在の承認」と「あるがまま

の存在の否認J とを同時に含むものとみた 148。し

たがって，一方で自己を明らかにする(所与的問

題を認識する)とともに，他方では自己を創造す

る(所与的問題を克服する) r開示性」という過程，

正義論と価値相対主義の間

「愛しながらの争い」への過程を通じて「実存」を

希求する「人格」を要請している。それゆえ rコ

ミュニケーションにおいて平ムは他者と共に私に開

示される」ので r実存的開示によって経験的な現

存在としての私がなんであるかのみならず，私自

身が何であるかが世界内で明らかになる」。ヤス

パースにとって rコミュニケーションにおいて開

示されることの過程は，争いとして同時に愛であ

るような，あの独特の争しりーー「愛しながらの争

い」ーーとしての「実存的コミュニケーション」が

希求された理由は，まさにこの点にある 1490

第三に，このような「コミュニケーション」の

行為主体であり r愛しながらの争しりへと至る「開

示性への意志」をもった「人格」聞においては，

その「争い」のなかで「同等性」と「連帯'性」を

形成する点が注目されねばならない。「争い」は，

徹底的な公明さを求めてのあらゆる権力と優越感

の排除，他者の自己存在と自分の自己存在とを同

等に取り扱う，部分的には客観的だが「現存在」

のモティーブからは理解できない自己献身を通じ

てなされていた。それゆえ「連帯性」と水準の「同

等性」とは r争い」の内在的条件でもあった。し

たがって r同等性」は「技術的な闘争手段〔知識

や知能や記憶力や疲労度〕の差異にもかかわらず，

いっさいの力を相互に出し合うことによって」成

立し r連帯性」は自分と他者との相互承認に基づ

いて繰り広げられるきわめて激しい争いのうちに

現れ r敢えて腹蔵なく自己を示し問いの対象とす

る」ような「人格」相互において r連帯性」と「同

等性」は顕現してくると考えられているからであ

る150

以上より，ヤスパースにおける「コミュニケー

ション」と「人格」の概念とは，ウェーパーの思

想、の延長上にあり，そこに存する多くの連続性を

通してみれば，その輪郭が多少なりとも現れてく

ることが確認された 151 この成果を踏まえて，次

章では，両者に共通した「争い」に注目し，そう

した「争い」の担い手としての「人格」が現代正

義論と価値相対主義との関係でいかなる意味をも

つのかという点を中心に考察しよう O

177 
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第四章正義論 r価値討議J.rコミュニケーショ

ン」

第一節 「価値討議」における「闘争」と「コミユ

ニケーション」における「争い」

ヤスパースにおける「人格」とは I本質」に先

立つ「実存」としての，かけがえのない今ここに

おける「人格」であり，各「人格」は「実存」に

向けて相互に個別性を有している。それゆえ I自

身の人格を不当に重要視することであり，頑迷な

個人主義であり，慰めなき孤立化に陥った故郷の

ない人聞が実際には全然存在しそうもない空想的

幻想的なコミュニケーションを適当に創りあげた

り，あらゆるものを混同して自己自身を神となし

たりする」という批判が向けられるかもしれない。

しかしそこには I実存哲学の思想でもって私の現

存在のうちにある何か或るものを正当化しようと

したときにも現れるJ，I可能的実存と経験的人格

との混同」という問題があるとヤスパースは述べ

る152 このことは I実存哲学」が決して「現存在」

としての「人格」を正当化する規範理論ではない

ことを示している。

このヤスパースの反論は重要である。既にみて

きたように I現存在的コミュニケーション」にお

ける「力ずくの争い」は I実存的コミュニケーショ

ン」としての「愛しながらの争い」へと，すなわ

ち I人格J聞の関係が個別的であると同時に「同

等'性」と「連帯'性」をもつものへと，聞かれてい

く可能性をもっていたからである。したがって，

ここでは，個別性を保持しながらも，なお共通す

る何かについての理解を見極めようとする「人格」

聞の試みとして「争い」が想定されている。すな

わち Iコミュニケーション」に内在する「争い」

の契機が I実存相互の争いではなく，自己自身と

他者とに対する共通の争いである」という点に注

意しておこう 153

ウェーパーは I争い」が意味上の問題であるこ

とを強調した上で I諸価値の聞では，……二者択

ーが問題なばかりでなく I神」と「悪魔」のたた

かいのようにおよそ調停不可能な死闘が問題であ

178 

る」と述べていた 154。これは I価値討議」におい

ては I闘争の手段，闘争の対象，さらに闘争の主

要方向や闘争の担い手を取り替えることはできて

も，闘争そのものをなくすことはできない」とい

う主張である 155。しかし，ウェーパーは，このよ

うな闘争へと移行する可能性があるからといっ

て，つまりコンセンサスから「遠のくくらいなら

そういう討議はさけるべき」だということに主眼

を置いたわけではない。むしろ I正反対である」

と主張していた 1560

このようなウェーパーの「闘争」の概念につい

て， L.シュトラウスは次のように批判している。

「価値聞の闘争にはいかなる解決もありえぬとい

うウェーパーの命題は，したがって，人間生活は

本質的に不可避的な闘争だとする包括的な見解の

一部あるいは帰結であったJ1九それゆえ，ウェー

ノfーの闘争は「当為についての真正な知識などあ

りえなし当」という見解に帰着し I必然的にニヒリ

ズムに1Tきつく」ほかないと l580 シュトラウスが

こうした批判を寄せるのは，ウェーパーの議論が

全体として Iすべての人間思想は歴史的であると

考えられている」だ、けでなく I正や善に関する普

遍の原理といっても，相互に対立し合う多種多様

な原理が存在していて，その中のいずれの原理も

他の原理より優れていると証明されえない」と主

張することによって I自然権」を斥けてしまうか

らであった 159

このシュトラウスの批判は，ウェーパー批判と

してきわめて正当なものとして考えられる。とり

わけシュトラウスも，われわれと同様に，ウェー

ノfーにおける「闘争」の不可避性を見抜いた上で，

「歴史主義」を「自然権」によって克服しようとす

る観点から，価値相対主義者としてのウェーパー

が I自然権」を擁護しうる「哲学的妥当論」を否

定し I歴史主義」としての「歴史学的・社会学的

妥当論」の系譜に属すことを理解しているからで

ある。ただし，シュトラウスによれば I場所的・

時間的なるものの普遍的なものに対する優越性を

発見した」ものとしての I歴史学派」の嫡出子と

してのウェーパーは I現実的なるものを超越せん



とする一切の努力の唯一堅固なる基盤」となりう

る「何らかの普遍的あるいは抽象的原理」一一「自

然権」一ーを「破壊してしまった」ことから非難の

対象になっている 1600

とすれば，ウェーパーと同様に「争い」の契機

を重視するヤスパースも，シュトラウスの批判を

免れることはできない。もちろんシュトラウスが

ヤスパースに直接言及しているわけではないが，

ヤスパースにとって，-法は，せいぜい，そのつど

の特定の歴史的諸力の表現にすぎない」もので

あった。それゆえ，-正しい法は，ただたんに対象

的にまた明確に知り取られないものであるばかり

ではなく，それは，実現という点でも，不可能」

であると，ヤスパースは述べている 1610 これは，

彼の「コミュニケーション」論が，-永久に妥当す

る最終的な，客観的解決」でなく，-そのつど歴史

的な解決」の試みとしての法理論であることを示

している 1620

シュトラウスの関心は「自然権」といった普遍

的原理を擁護すること 「歴史主義」・「歴史学

派」の克服ーーに重心があって，それは，-我々の

社会の理想より一段と高い基準がなにもないとす

れば，我々はその理想から批判的距離をとること

が全くできなくなる」ことを回避しようと試みで

ある 163。彼は，-自然権」といった「普遍的原理を

承認することは，既成の秩序，すなわち，今ここ

に現存するものを，自然的ないし合理的秩序に照

らして判定するよう人をしむける」と考えた。し

たがって，シュトラウスの「今ここに現存するも

のは，普遍的で不易の規範におそらく及びそうに

ない」という発想が，価値相対主義者や実存主義

者を批判する意図に基づいているのは間違いな

い164。しかし，問題は，それがウェーパーやヤス

パースに対する批判として正当といえるかであ

る。

こうしたシュトラウスの「自然権」論からの批

判にラートプルフの価値相対主義的法理論が動揺

するであろうことは，想像に難くない。彼の自然

法思想への転向は，こうしたシュトラウスによる

批判と関連づけると容易に理解できる。しかし，

正義論と価値相対主義の間

ウェーパーとヤスパースに対する批判としては，

やはり的を外しているように思われる O というの

も，ウェーパーにおいては，具体的な問題状況に

おける具体的な解決を思考するべく「価値判断」

が要求され，その「価値判断」を可能にする条件

としての「価値討議」が考えられていたからであ

るし，ヤスパースにおいても，-歴史的実存がみず

からの状況の中に立って」行う「選択と決断」を

通しての「コミュニケーション」が考えられてい

たからであるo ウェーパーの「価値討議」が現実

の具体的な問題についてく技術的批判〉とく価値

論理的批判〉を通じて合理的な具体的解決策を探

るものであったことは既に見てきた通りである

し，ヤスノfースの「コミュニケーション」にとっ

ても，問題なのは，-どこで権力者の地位を掌中に

収め利益をむさぼるべきか，どこで譲歩し我慢す

べきか，どこで争い突進すべきか，という問い」

であった 1650

シュトラウスの「自然権」論の問題性は，-自然

権」といった「普遍的で不易の規範」によってし

か所与的現実を克服しえないという観点を前提に

してしまっている点にある。つまり，所与的現実

を権威的規範によって克服しようとする権威志向

的な発想が，そこには隠されている。ところが，

ヤスパースにおいては，-時間のうちにおける争い

の有限的状況の中にのみ，みずからの存在と内実

をもつような存在者」が与えられているので，そ

の観点が，-現実は，全体的なものではなしまた

無時間的なものでもない」というウェーパーと同

様なリアルな現実認識と通底するのは明らかであ

る1ヘヤスパースは，-我々の社会の理想より一段

と高い基準」に依拠することなしあくまで「社

会」の内側にとどまる，しかし，-社会」の内側か

ら「社会」問題を克服していくために，-コミュニ

ケーションJ を担う「人格」を通じて「現存在」

から「実存」へと問題の意味転換を図ろうとして

いる。

第二節 「人格」の諸相

現代正義論の文脈のなかで「人格」の問題は，

179 
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前歴史的・前社会的・原子論的に「人格」が成立

しうるとみるのか，あるいは，共同体の産物とし

て歴史的・社会的に「人格」が成立するとみるの

か，という形で一般的に問われている。本節では，

現代正義論におけるこうした論点との関係から，

ウェーパーとヤスパースが想定する「人格」を検

討しておきたい。

ロールズにおける「人格」は「正義論』と『政

治的リベラリズム』で異なっている。「正義論』で

の「人格」とは，端的にいって「自我によって肯

定される目的に先行する」主体として前歴史的・

前社会的に形成されるものとして考えられてい

た1670 また，普遍主義的に「人格」が形成される

という点では，思i想史的にはく哲学的妥当論〉の

系譜に立つことも合意していた。ところが~政治

的リベラリズム」においては r民主主義社会の公

共的政治文化に内在するもの」として「人格」を

捉えるべしとされた 168。もちろん，これは「正義

論』からの立場転換であり r歴史的・社会的文脈

主義」への支持表明を意味する。しかも，この点

で~政治的リベラリズム』における「人格J は，

ウェーパーとヤスパースの「人格」の延長上に位

置するかのようにさえみえる。

たしかにロールズは『正義論』のなかで r人格J

とは「自己の本性を自由で平等な合理的存在とし

て表現し，しかもそういう生のあり方を構成でき

る条件を基本的に選好する」という意味では r自

らが選択した目的を持った主体」であるとともに，

「自我は自我によって肯定される目的(何らかの特

定の善 菅原注)に先行する」存在として位置

づけていた 169。しかし同時に，この「人格」にとっ

ては「第一の優先順位をもつものとしての正と正

義の諸原理に基づいて行動することによってのみ

満たすことができる」こと，つまり「善」に対す

る「正」の優先性を承認することが不動の大前提

である m 。それゆえ r善」にかんする諸目的相互

のコンフリクトを規制しうるような枠組みとし

て r人格」にとっては「無知のヴェール」の下で

必然的に選択される正義の観念が必要とされた。

しかし，ここには看過できない重要な問題があ

180 

る。というのも，ここでロールズは r人格」の概

念をどのように性格づけるべきかといった，本来

はそれ自体が論争的である問題を飛び越えて r人

格」とはコンフリクトを生じさせてしまう厄介な

存在であり，規制されて 場合によっては保護

されて一一然るべきだということを主張している

からである。

ともあれ~正義論』では，コンフリクトを起こ

す厄介な「人格」を規制する枠組みが r正義」を

もたらす枠組みとして機能するのは r正義」の成

立が「善」から独立した中立的な「正」に依拠し

ているからだと説明されていた。しかし，く歴史学

的・社会学的妥当論〉として展開された『政治的

リベラリズム』においても r人格」のこうした構

想は依然として保持されているとみなければなら

ない。というのも~政治的リベラリズム』で「人

格」は，たしかに歴史的・社会的に成立するもの

として構想されるよう促されてはいるが，しかし，

相変わらずコンフリクトを起こす厄介なものとし

て規制の対象にされているからである 1710

ロールズのこのような「人格」理解は，結局，

ラートブルフのそれと共通点をもっ。ラートプル

フは，法価値をめぐる議論のなかで r燃えている

家の中に一人の子供とドレスデンのラファエルの

マドンナとが存するとき J，どちらを救うべきかと

いう形で聞いを立てる 172。ところが，そこでは，

子供が単に救出を待つ人聞にすぎないものとみな

し r燃えている家の中」から「子供」が自律的に

脱出しうる可能性は看過されてしまっている。し

かも，ラートプルフにおいては r普遍妥当な課題

に我を忘れて献身すること」によってのみ「人格」

は真の人格的な存在に到達すると考えられてい

て，個別的な「人格者となることに直接その努力

を向ける」ことによっては到達しえないと考えら

れた 173。つまり，ラートプルフは，自律性と個別

性とを否定したところに「人格」を展望するわけ

だが，このような彼の見解は，先に見たロールズ

の見解と明らかに通底している。

このようにみると，たしかに，ロー/レズは『政

治的リベラリズム』において普遍主義から歴史



的・社会的文脈主義へと立場転換したといえるが，

しかし I人格」の概念については，立場転換の前

後:を通じて共通しているとみなければならない。

では，ロールズにおける立場転換とは何だ、ったの

i}>。

だがその前に，今一度ウェーパーの議論をみて

おこう。ウェーパーは，実践的な行為局面におい

て主体が下す「、価値判断汐とは，私が具体的固有

性の内にある対象に対して特定の具体的な形で'

態度を決めるグこと」に他ならず，断じて「いか

なる、抽象的概念'でもなしミ」と述べていた 1740

ウェーパーの「人格」の核心は，特定の行為局面

における具体的な問題状況における，具体的な問

題解決のあり方を志向する点にある。しかも，シュ

トラウスが気にかけていたような問題，つまり「今

ここに現存するものは，普遍的で不易の規範にお

そらく及びそうにない」という問題は原理的に回

避されていた。このことは，ウェーパーのピュウ

リタンとゼ、クテにかんする「人格」の考察から既

に明らかである。ピュウリタンやゼクテは，ただ

単に「今ここに現存するもの」を受容したわけで

はなくて I良心の自由」にしたがった行為規範を

形成することによって，既存の権威的な教会に抵

抗しえた。しかも，その「良心の自由」とは自己

のみならず他者のそれをも合意することで「特殊

宗教的諸理由」に基づいて「寛容」という「近代

の「リベラル」な思想」をも形成しうるだけのも

のであった。

とすれば，ロールズの「人格」の概念は，ウェー

パーのそれと対極に位置する。結局政治的リベ

ラリズム』においても~正義論』における「人格」

の普遍的な性格が基本的には維持されている。少

なくともウェーパーのように，徹底して，歴史的・

社会的な状況に応じた決断を下しうる主体とし

て，またそうした状況をくぐり抜けるなかで「近

代の「リベラル」な思想」を形成しうるに足る「人

格」をロールズから引き出すことはできない。し

たがって，ロールズの立場転換とは，ある意味で

普遍主義からの脱却が不十分一一逆にいえば歴史

的・社会的文脈主義への転換が不十分ーーなもの

正義論と価値相対主義の間

と評しうる。このように，ラートプルフとウェー

ノfーの議論と比較しながら I人格」の概念を通じ

てロールズの立場転換を検討してみると，普遍主

義一「哲学的妥当論」ーと歴史的・社会的文脈

主義一一「歴史学的・社会学的妥当論」一ーをめぐ

る問題，とりわけその歴史的・社会的条件に対し

て，ローJレズは過小評価する傾向にあったことが

浮き彫りになる。

また，ウェーパーが超越論的前提としての「文

化人」を想定していたことも想起しておこう。と

いうのも，特定の行為局面における「価値判断」

と I文化人」という超越論的前提とはどのように

かかわるのかが問題になるからである。仮に，こ

の「文化人」が「闘争」を引き起こす不可避的で

内在的な条件であるとみて，それを根拠に，ウェー

パーの「人格」もロールズやラートブルフと同じ

く規制や保護の対象だ、ったのではないのかとみる

のであれば，それは Iお組末な誤解」以外の何も

のでもない。ウェーパーが超越論的前提として設

定した「文化人」とは Iわれわれが特定の，ある

いは，およそなんらかの「文イ七」を価値があると

見ることにではなく，われわれが，世界にたいし

て意識的に態度を決め，それに意味を与える能力

と意思とをそなえた文化人J，つまり創造的な主体

である 175

価値相対主義とは I或る価値の妥当が，相異な

る評価主体の関係に於て相対的に定まる」という

主張であるが176，ウェーパーは，ここに「評価主

体」の価値選択が「或る価値」という対象の実体

的価値に対して優越するという主張を読み込んでト

いこうとする。それゆえ I文化人」という想定は，

代表的な価値相対主義者ラートプルフのような規

制や保護の対象ではなく，世界の中にありながら

も世界に意味を与え価値を創出する主体としての

「人格」が批判的規準として照合しうるような理念

だったとみなければならない。

この点，ヤスパースの「人格」も，価値を選択

し，決断する担い手として想定されている。たし

かに I人間は現存在において可能的実存」にとど

まっている。しかし I現存在は現存するか現存し

181 
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ないかのいずれかである」のに対し I実存は可能

的なものであるがゆえに，選択と決断を通して，

みずからの存在に向かつて進むか，それともその

存在からそれて無のうちに退くかのいず、れか」で

ある 1770

このような「選択と決断」は I普遍的原理にも

とづいて行われる」のではなく Iむしろ歴史的実

存がみずからの状況の中に立って」行われる。し

かも I選択と決断」を行う主体としての私も他者

も I無からの創造」を行うような「コミュニケー

ションに先行する或る固定的な存在実体ではな

い」とヤスパースは考えているm。そもそも I孤

5虫」を「コミュニケーションにおいてのみ現実的

となる可能的実存の準備意識」として捉えている

ヤスパースにとっては I孤独」から自立した「コ

ミュニケーション」を考えることなどできな

い179。このような「孤独とコミュニケーションと

の緊張のうちにある実存の可能J性」としての「選

択と決断」である。それゆえ Iこの選択は各人に

とって普遍妥当的ではないj，普遍妥当的でなどあ

りえない全くの個別的な決断である 180

ロールズが r正義論』で「原初状態での合意を，

任意に選ばれた一人の人間の観点から眺めること

ができる」といったとき，そこにはサンデルが指

摘したように「原初状態の秘密」があった。それ

は I原初状態」において「人格の多元性が要請さ

れる」としても，当事者相互を全く同ーのものと

して位置づけるような「無知のヴェールが広がる

とき，この多元J主は解体」してしまうという点に

あった。「重要なのは，当事者が選択するものでは

なく，見るものであり，決めるものではなく，発

見する」ことである 181。しかし，こうした見解は

ヤスパースのいう「選択と決断」を通じた「コミュ

ニケーション」と明らかに地平が異なっている。

ヤスパースによれば I万人がなすべきことをな

し，万人が信ずることを信じ，万人が考えるごと

くに考えj，I個人意識」を全体の「普遍意識」へ

と合致させた原初的共同性が支配している場合に

のみ I満場一致の合意」が得られるにすぎな

い182。したがって，ロールズの「無知のヴ、エーノレ」

182 

をかけられた「原初状態」とは，ヤスパースにとっ

ては「ヴェールをかけられている j I自己意識」が

支配する「ナイーヴな現存在」にすぎず，そこに

「コミュニケーション」が成立する余地は一切な

しユ。

ヤスパースの実存思想とは I選択と決断」を通

して「コミュニケーションJ を遂行する主体とし

ての「人格」のあり方を問うものである。「コミュ

ニケーション」には対話の観点が不可欠だが，ヤ

スパースにとって，対話を「哲学することの適当

な伝達形式とみなす」ことは全く疑いえないこと

であった。「哲学の形式は伝達性の疑問がそのもの

として意識され続け，それゆえ根源と目標として

のコミュニケーションが失われていかないという

ような類のもののみでなければならない」。それゆ

え Iプラトン的な対話は可能的実存のコミュニ

ケーションの表現ではなく，思惟的認識の弁証法

的構造の表現にすぎない」といわれた 183

「コミュニケーションは，理念上はソクラテス的

なコミュニケーション」でしかありえず Iコミュ

ニケーションにおいて，人々は自分自身を啓き示

すために，またお互いに自分を啓き示し合うため，

戦いつつ聞にかける」ことであった。しかも，そ

れは Iコミュニケーションの仕方を意識的に反省

してこそ，コミュニケーションへの道を開くこと

ができる」といわれるまでの徹底性をも伴ってい

た184

おわりに

普遍主義から歴史的・社会的文脈主義へと，ロー

ルズは『政治的リベラリズム』で重大な立場転換

を遂げた。しかし，その前後を通じて I人格」の

概念はコンフリクトを生じさせてしまうものとし

て規制や保護の対象とされるという点では首尾一

貫していた。ところが，ウェーパーやヤスパース

は，このコンフリクトとしての「闘争」や「争い」

を内在的で不可避的な条件として想定し，その解

決へと向けた「価値討議」や「コミュニケーショ

ン」を構想した。コンフリクトに対する態度の違



いは，結局のところ，ロールズと，ヤスパースと

ウェーパーとにおける「人格」論の違いをなして

しユる。

サンデルは，ロー/レズの『政治的リベラリズ、ム」

が正当な理由もなしに大部分の「重大な道徳問題」

をカッコに入れなくてはならないように仕向けて

しまうと批判した 185。サンデルによれば I正義や

権利に関する熟慮、は，このような熟慮が行われる

ための前提である，多くの文化や伝統において，

表現されている善の構想と関連させられなけれ

ば，継続していくことができない」。ところが~政

治的リベラリズム』における「正義」の「政治的

構想」は，こうした「熟慮、」についての議論を封

じこめることによって，本来，論争的な問題であ

る「熟慮、」が「重畳的コンセンサス」によって調

達されるという矛盾に陥っている 1860

ローlレズがこのように想定したのは I包括的な

哲学的教義」と独立した関係の下で「重畳的コン

センサス」が成り立つと考えたからにちがいない。

ロールズは，そうした「熟慮」としての「重畳的

コンセンサス」とは I民主主義社会の公共的政治

文化に内在するもの」であると考え，論証不要な

ものとみなしたのかもしれない。しかし，現代正

義論における「混舌LJを象徴する二つの対照的な

見解によれば，一方で，このような歴史的・社会

的文脈に基づいて成立する「重畳的コンセンサス」

なるものを，その核心的な構成要素とするような

「正義」の構想とは，紛れもなく「正義の脱哲学化」

を意味する 187。また，他方で，このような「熟慮」

に基づく「正義の政治的構想J，それも「重畳的コ

ンセンサス」によって対立やコンフリクトの解消

を前提として成立するような I正義や権利に関す

る熟慮」に基づく「正義の政治的構想」とは，紛

れもなく「政治なき政治哲学」を意味する。

ロールズと異なり，ウェーパーとヤスパースは，

「正義や権利に関する熟慮」が隠蔽してしまうよう

な種類の対立やコンフリクトを問題化し I価値討

議」や「コミュニケーション」へと引き出すこと

によって，裸の対立や剥き出しのコンフリクトを

具体的な問題状況に基づき，たとえ漸次的にでは

正義論と価値相対主義の問

あれ具体的に解決しうるように促す「闘争」や「争

し>J を提唱していた。とすれば，ウェーパーやヤ

スパースにとって I闘争」や「争い」の契機を捨

象してしまう正義論とは，たとえそれが「正義の

政治的構想」と自称しても，やはり「政治なき政

治哲学」ということになる。その意味で，ウェー

ノ~'-とヤスパースは I歴史的・社会的文脈主義」・

「歴史学的・社会学的妥当論」の系譜として『政治

的リベラリズム」に先立つと同時に，政治的な「人

格」の構想、という点でもロールズを思想史的には

凌駕していたといえよう。

ウェーパーとヤスパースのこうした位置づけ

は，価値相対主義の主張 ラートブルフ と

の関係でも重要な意味をもっ。戦後ラートブルフ

は自然法支持へと転向することによって I歴史

的・社会的文脈主義」に基づく価値相対主義が底

なしの相対主義へと陥ることを回避しようと試み

た。もちろん，その背後にはラートブルフのナチ

スの経験に対する真撃な反省があったにちがいな

い。しかし，ナチス政権のような政治的権威に対

抗しうる権威を超「人格」的な自然法に求めたと

もいえるわけで，その意味では，権威主義的法理

論の地平をラートブルフが越えることはなかっ

た。ところが，ウェーパーの「価値討議」やヤス

パースの「コミュニケーション」は，こうした{面

値相対主義にまつわる問題性を克服する試みとし

てみることができる。「価値討議」や「コミュニケー

ション」は，妥当性要求を掲げる主張の一切を権

威とは無関係に問題化しうる。シュトラウスが

いったような「我々の社会の理想より一段と高い

基準」といった権威は廃棄されるべくものでこそ

あれ，決して不可欠なものではない。また，ウェー

パーやヤスパースに対して，従来価値相対主義者

や実存主義者に向けられてきた批判が当たらない

のは既に見てきた通りである。彼ら二人の残した

業績は，いわゆる価値相対主義者や実存主義者を

真撃に受け止めた上で，批判的に克服していこう

とする道があることを示している。

ヤスパースは I批判的でない知識欲の根絶しが

たい衝動」として「普遍妥当的に認識できる真理

183 
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を一つの全体的にして究極的なものとして捉え，

したがって何が善であり，何をなすべきであるか，

存在そのものは何であるかを，私がその真理に

よって知るのだとするようなこと」を考えていた。

そして，.こういう一元論的な衝動とは反対の方向

にマックス・ウェーパーの批判的な認識はむかっ

ている」とみてこれを批判的に継承し，自身の実

存哲学としての「コミュニケーション」論へと展

開している 1880

とすれば，現代正義論の支配的な見解が~正義

論」の登場によって，従来価値相対主義といわれ

てきた主張をーまとめにし，.独断的絶対主義」と

か「実存的決断主義」にすぎないとみるのはいさ

さか安直に過ぎたといわねばならない。少なくと

も，ラートプルフ流の価値相対主義とロールズを

開祖とする現代正義論との聞には，.価値討議」や

「コミュニケーション」としての正義論や人格論が

展開していく思想史上の可能性が存在したからで

ある。ただし，この可能性の詳しい内容について

は，ウェーパーとヤスパースへと継承された「価

値討議」から「コミュニケーション」へという観

点が，その後いかなる展開を遂げたのかについて

も検討しなければならない。したがって，今後の

課題は，アレントやハーパーマスとの関係を思想

史的に検討することである。

また，ウェーパーやヤスパースは，.闘争」や「争

い」の契機を重視することによって，高度に「政

治的なj 所論を展開するのに成功している。むろ

ん，両者の「闘争」と「争しりがc.シュミットが

主張したような「政治的なもの」の理解と一線を

画するものであることは既に見てきた通りであ

る189。そして，そうした一線を担保したのは，両

者における「理解」と「同意」にかんする主張で

あるが，この「理解」とか「了解」とは，自然科

学における因果的説明と異なった社会科学・文化

科学に固有の「理解」を求めたディルタイの解釈

学的方法論にまで遡ることができる 190。したがっ

て，今後は，ディルタイからハイデガー，ハイデ

ガーからアレントへと連なる解釈学的方法論の思

想史的系譜についても検討する必要がある。また，

184 

現代正義論との関係では，こうした解釈学的方法

論の系譜が，ガダマーやウォルツアーらの解釈学

と大きく重なってくることも想像に難くないが，

これも今後の課題としたい。

こうしてみると，いまだ現代正義論と価値相対

主義の聞には，ウェーパーやヤスパースの問題以

外にも，多くの課題が積み残されたままになって

いる。しかし，今回は，従来の先行研究とは異な

る固有の観点からウェーパーとヤスパースを比較

することによって，第一に，現代正義論との関係

で価値相対主義を再定位しえたわけだし，第二に，

それらを越え出て行こうとするときには常に新た

な課題が生じていることに気づくことができたの

は確かである。

注

1 わが国の価値相対主義研究の第一人者とし

て，加藤新平をあげることができる。加藤によ

れば，.価値相対主義……における相対的とは，

或る価値の妥当が，相異なる評価主体の関係に

於て相対的に定まるということでJ，，.価値とは

……手段的価値ではなくして・…・・，各評価主体

にとって，.それ自体に於て望ましいとされるも

の」をさす」のであって，.究極的な価値規準に

ついては，その客観的(間主観的)な妥当性を

理性の力によって基礎づけることはできず，た

だ各評価主体の情意とか良心の選択又は非合理

的な信仰等に委ねる外ないJ (加藤新平『法哲学

概論~ (有斐閣 1976) 475-476頁)。

2 ].Rawls， A Theory 01 ]ustice， Harvard U. 

P.，1971 (矢島鈎次監訳『正義論~，紀伊国屋書

庖， 1979を参照したが，必ずしも邦訳にした

がってはいない(以下本書からの引用は『正義

論』と略記し頁数のみを記す))。

3 価値相対主義を克服し，規範的で実質的な正

義を普遍的・客観的に基礎づけたと~正義論』

を評価するものとして，次のような指摘は広く

受け入れられていると思われる。すなわち，.原

初状態……で締結される仮説的契約の当事者た

ちによって選択されるような原理」とは，もし



も当人たちが合理的で理性的であるならば，

「諸々の基本的な個人の自由を保障するもの」と

「公正な機会の平等を掲げる一方で，社会的・経

済的不平等，社会の一番底辺にいる者たちに最

大限の利益を提供するように制度装置がなされ

ることを保証するもの」からなる「正義の二原

理」以外に考えられない(C.Kukathasand P. 

Pettit， Rawls A Theoη 0/ ]ustice and its 

Critics， Polity Press， 1990， p.36 (Cクカサス・

P.フィリップ(山田・嶋津訳) Wロールズーー『正

義論』とその批判者たち~ (勤草書房 1996)53 

54頁)。

4 ここで想定しているのは，ノージックがロツ

ク的な所有権を不可譲な権利として捉えたこ

と，サンデルが共同体論をリードしたことを踏

まえた上での，次のような指摘である。 n正義

論」から今日至るほぽ20年間の前半を際立たせ

ていた争点は，効用か権利か，自由か平等(福

祉)かといった対立に集約できるが，これは広

い意味でリベラリズムの内部での方法論や実質

的規範内容の聞の論争であった。しかし，とり

わけ一九八0年代にはいって顕著になったのは

リベラリズムそのものを原理的に聞い直す一連

の動きである。個人の権利や自由に対して共同

体とその伝統の復権を主張するこの理論傾向は

共同体主義と呼ばれており，今日の正義論争は

リベラリズム対共同体主義という対立図式で展

開されている。J (平井亮輔「正義・対話・デモ

クラシ一一一ハーパーマスと正義論の可能性

一ーJ (法学論叢l30巻 2号 38頁))。

5 J.Rawls Political Liberalism， Columbia U. 

P.， 1993. 

6 1"ロールズは，哲学的探求の要点が公共道徳に

ついての「真実」を発見することにあるという

考えを否定し，諸々の基本的な社会対立の問題

に対して実践的で機能しうる解決を保証するこ

との必要性を強調する」に至った (C.Kukathas

and P.Pettit， Rawls A Theory 0/ j.ωtice and 

iぉCritics，p.36 (c.クカサス・P.フィリップ前

掲書 225頁))。

正義論と価値相対主義の問

7 1"実質的正義の規準についてどのような理論

構成を試みるにしても，先ず価値相対主義の徹

底的な検討，それとの十分な理論的対決が必要」

である(加藤新平前掲書 471頁)。

8 このような法哲学的な課題設定は，たんに学

問的な問題関心に基づくものではない。思想史

的にも制度史的にも西洋を故郷として成立し，

普遍的性格を濃厚に帯びている「法学」に対し

て，西洋とは異なる固有の歴史をもった東アジ

アという地域において今後いかなる意味づけを

していくことが可能か， という実践的な問題関

心と切り結んでいるからである。異なる文化を

背景として成立した社会においては1"正義」に

対する感覚や意義が異なることが十分にありう

る。その意味で，現代の東アジアにおける様々

な「法学」上の問題は，まさに従来の「法学」

的な枠組みを越えた新たな「関係」のネットワー

クを形成する必要に迫られているといっても過

言ではない。こうした点を念頭におきつつ，本

稿では「関係」のネットワークの思想史的範型

として，ウェーパーの「価値討議」とヤスパー

スの「コミュニケーション」を現代法哲学の問

題として捉え返していきたい。

9 J.Rawls， A Theoη0/ ]ustice， p.3 (W正義論』

3頁)。

10 J.Rawls， ibid.， p.l1 (同上書 9頁)。

11 J.Rawls， ibid.， p.12， ChapterII (同上書 10 

頁および第二章)。

12 J.Rawls， ibid.， 9 13 (同上書 9 13)。

13 R.N ozick， Anarchy， State， Utopia， Basic 

Books， 1974， p.195 (嶋津格訳『アナーキー・国

家・ユートピア~ (木鐸社， 1992) 324頁)。

14 R.Nozick， ibid.， p.26 (同上書 41頁)。

15 R.N ozick， ibid.， p.153f. (同上書 260頁)。

16 J.Rawls， A Theoη 0/ ]ustice， pp.560-561 

(W正義論~ 437-438頁)。

17 J.Rawls， ibid.， p.574 (向上書 447-448頁)。

18 M.J.Sandel， Liberalism and the Limits 0/ 

]ustice 2.ed. Cambridge U.P.， 1998， pp.l87f. 

(M.J.サンデル(菊池理夫訳) W自由主義と正義
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の限界く第 2 版>~ (三嶺書房， 1999)19.343頁)。

19 というのも，サンデルによれば Iその責務に

よって，われわれは特定の共同体，生活史，伝

統における成員であることと結びついている」

からである(向上書 9-10頁)。

20 M.].Sandel， ibid. ，pp.131-132 (向上書 253 

頁)。ロールズは Iもし，誰かが，十分に内省

した上である一つの正義概念を他より選好すれ

ば，その時には，彼ら全てがそうするのであり，

満場一致の合意に到達できる」と述べる。とい

うのも I当事者聞の差異は彼らに知られてい

ず，彼らは等しく合理的で，類似した状況にあ

るから，…・・原初状態での合意を，任意に選ば

れた一人の人間の観点から眺めることができ

る」からである (].Rawls，A Theory of ]ustice， 

p.139 (].ロールズ『正義論~ 107頁))。

21 M.].Sandel， ibid. ，p132 (向上書 254頁)。

22 ].Rawls， A Theory 01 ]ustice， p.263 (W正義

論~ 206頁)。

23 ].Rawls， Political Liberalism， p.xviii (ただ

し，ロールズが単なる包括的教義とリーズナプ

ルなそれとを区別している点には注意を要す

る。)0

24 ].Rawls， lbid. p.xx。

25 ].Rawls， lbid. pp.10， 13。

26 R.Rorty，“The Priority of Democracy to 

Philosophy"， in The Virginia Sta似た 01Reli-

gious Freedom， ed.M.Peterson and R. Vaugh-

an， Cambridge U.P， pp.262-263 (R.ーローティ

(富田恭彦訳) W連帯と自由の哲学~ (岩波書庖，

1988)174-175頁)を参照。同様の指摘はc.ムフ

にもみられるが(注 32を参照)， W政治的リベラ

リズム』への転向を歓迎する立場からローティ

は Iロールズは，ドゥウォーキンよりもウォル

ツアーに近い」とみている。サンデルによれば，

「原初状態の秘密」は当事者が合意を「発見」す

るという点にあったのだが(サンデル前掲書

254頁を参照)，こうした「発見」は，ユダヤ・

キリスト教の「発見の道」において既に共通の

道徳が「発見」されているからこそできるので
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あって，当事者は「発見」された道徳にそった

デザインを「発明」するとウォルツアーは述べ

ている (Cf.M.Walzer， Interpretation and 

Social Criticism， Harvard U.P， (M.ウオル

ツアー(大川・川本訳) W解釈としての社会批判』

(風行社 1996)第一章を参照))。もちろん I発

見」と「発明」についての解釈の余地は残るけ

れども，おそらくは，ウォルツアーの「発見」

がサンデルのそれよりも狭く捉えられているの

で，サンデルのいう「発見」にはウォルツアー

の「発明」が部分的にではあるにせよ重なり合

うように思われる。しかし，この点についての

立ち入った検討は後日の課題としたい。

また，この点についてムフは次のように述べ

ている。「ロールズは，コンテクスト主義の唱導

者たちの主たる攻撃目標の一つであった後に，

いまでは彼らの最高の擁護者の一人になってし

まったのだろうか。彼はドウォーキンを捨てて，

ローティについたのか。今日，……ロー/レズに

よる「公正としての正義」に関する「歴史化さ

れた」理解は，どれだけ成功しているといえる

だろうかJ (C.Mouffe， The Return 01 The 

Political，Verso，1993， p.43 (C.ムフ(千葉・土井・

田中・山田訳) W政治的なるものの再興~ (日本

評論社， 1998) 86頁))。

27 ].Rawls， Political Liberalism， p.l53。

28 M.].Sandel， Liberalism and the Limits 01 
]ustice 2.ed. pp.195-196. (M.].サンデル前掲書

355頁，参照 IW政治的自由主義』が焦点を当て

ているのは，……正の優先の争点である。」

(ibid.， p.189，同 345-346頁))。

29 M.].Sandel， ibid.， p.186 (M.jサンデル向上

書 342頁)。

30 R.Rorty，“The Priority of Democracy to 

Philosophy"， p.265 (R.ローティ前掲書 180頁)， 

および， M.].Sandel， ibid.， p.194 (M.jサンデ

ル前掲書 353頁)を参照。

31 井上達夫『他者への自由~ (創文社， 1999) 21 

頁(以下，本書からの引用は『他者への自由」

と略記し，頁数のみを記す。)。



32 C.Mouffe， The Return 01 The Political，p.49 

(c.ムフ前掲書 98頁)。

33 G.Radbruch，“Rechtsphilosophie， 3 Aufl 

1932ぺin: A.Kaufman(Hrsg.)， Gustav Rad. 

bruch Gesamtausgabe Bd.2， C.F.Muller Juris. 

tischer Verlag， 1993， S 9， (G.ラートブルフ(田

中耕太郎訳)wラートブルフ著作集第 1巻 法哲

学~ (東京大学出版会， 1961)第九章(以下，本

書からの引用は『法哲学』と略記し，頁数のみ

を記す))を参照)。

34 G.Radbruch， ibid.， S.278f. (向上書 178頁)。

35 G.Radbruch， ibid.， S.302-304 (同上書208

209， 221-223頁)0，.法的安定'性」の思想におい

ては，.法理念」の問題と「法の効力」ないし妥

当根拠の問題とが互いに牽連する (ibid.，S308 

(同 216頁))。

36 ，.哲学的効力論 (diephilosophische Geltungs 

lehre) J を指す (G.Radbruch，ibid.， S.312 (同

上書 221頁)。

37 ただし，これは概念上，両者の議論を分けて

考えておく方が有益であるという意味にすぎな

い。この点については，.根本規範」の論理を介

在させてはいるものの，.当為と存在，規範と事

実を峻別し，法理論において倫理的考察と共に

社会学的考察の介入をも却け，専ら法規範に定

位しながら規範論理主義的考察を貫こうとした

ケルゼ、ンでも，法の規範的妥当が実効性に依存

することを説いている」という指摘がある(加

藤新平前掲書 278-279頁)。同様の問題はラート

ブ持ルフにおいても現れるが， この点については

注 39を参照。

38 ，.歴史学的一一社会学的効力論 (die

historisch.soziologische Geltungslehre) J と，

その「承認説」と「実力説」への分類，および

問題点については， G.Radbruch， ibid.， S.310-

315 (向上書 219-223頁)を参照。

39 ，.超個人的地位より一義的に」導かれた「意志

と実力」の現れとしての法，.権威を有する一つ

の権力的命令」としての法を通して「法的安定

性」を実効的なものたらしめようとするラート

正義論と価値相対主義の間

ブルフの立場は，ホップズの「真理ではなくて，

権威が法をつくる」という主張や C.シュミット

の決断主義と連続している。このようなラート

ブルフの権威的な法・正義観については，従来

あまり注目されることがなかったが，もっと注

意を払われでもよいように思う (G.Radbruch，

ibid.， S.312-315， S.313 (向上書 221-223，226 

頁)。

40 この点について，ラートブルブは，価値相対

主義に立脚している「法哲学~ (原本となる第三

版は 1932年刊行)のなかでは，.歴史学的一一社

会学的効力論から哲学的効力論に推移する」と

述べるにとどまっているが (G.Radbruch，ibid.， 

S.312 (同上書 221頁)) ，戦後の自然法論への転

向後は，明確に「哲学的妥当論J を支持してい

る (G.Radbruch，“Vorschule der Rechts. 

philosophie(1948)" ， in: A.Kaufman(Hrsg.)， 

Gustav Radbruch Gesamtausgabe Bd.3 C.F. 

Muller Juristischer Verlag， 1990， S 12 (野田良

之・阿南成ー訳『法哲学入門~ (Wラートブやルフ

著作集第 4巻』所収(東京大学出版会， 1961) 

を参照)。

41 G.Radbruch， ibid.， S.303f. S.315 (W法哲学J

209， 223頁)0，.個人の良心」が，客観的な価値

や真理，あるいは何らかの「理念」を契機とし

て形成されることはあっても，前社会的に形成

されることはありえない。この点を考慮した上

で，ラートプルフの相対主義的法理論における

問題性を指摘しておこう。というのも，彼の法

理論は全体として「哲学的妥当論」の系譜に属

するが，同時に相対主義的見解を核心的な構成

要素として取り込んでいるため，.歴史学的・社

会学的妥当論」に属するようにもみえるからで

ある。ラートブやルフが全体として「哲学的妥当

論」に依拠する理由とは， ，. {岡人の良心」を形成

する上で，歴史的・社会的条件や他者が果たす

役割を過小評価しているからにすぎない。彼は，

「ナァタンの不可知論」を引き合いに出しつつ自

らの議論が，底なしの懐疑主義を表す「ピラト

の懐疑主義」ではないことを強調する。しかし，
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結局は「調和」を期待しうる人聞を楽観的に期

待するがゆえに，哲学的妥当根拠論」と「歴史

的・社会的妥当根拠論」との間で右往左往する

暖昧な態度を隠すことができない。仮に，伝統

や慣習といった所与的なものを問題化しようと

する場合，哲学的妥当論」と「歴史学的・社会

学的妥当論」のいず、れの立場から正当性や正統

性を問うのかという問題が起きるがー一現代に

おける普遍主義と歴史的・社会的文脈主義の対

立という問題もこのことにかかわっているのだ

が ，ラートプルフは，こうした問題に対して

楽観的に構えていたとしか思えない。実際，彼

は次のように述べる。すなわち，それはラーテ

ナウのいうところのハーモニーとして解決され

るべきもので，各人は彼の楽器をできるかぎり

美しく演奏しさえすれば」それでFよい。という

のも，われわれは作曲家ではなく演奏家で」

あって，しかもハーモニーは自然と奏でられる

ということが前提とされていて，何人も気にか

ける必要はない」からである。しかし，問題な

のは， ，{固人の良心」にしたがって，いかに・い

かなる調和を演奏家はもたらすべきか・演奏家

は目指すべきかという，論点ではないのか。さ

らにいえば， '{固人の良心」にしたがった演奏を

各演奏家がなしうるための条件をいかに確保す

るのか，そうした演奏家の側に立って問題を捉

えることができるのはいかにして可能になるの

かという視点の導入の方が重要ではないのか。

いずれにせよ，こうした本来的に論争的な事柄

に対して極めて楽観的な立場から調和を期待し

てはばからないタイプの主張がラートブルフに

おける「価値相対主義」の特徴である (G.Rad-

bruch， i・bid.，S.235-239 (W法哲学~119-120頁))。

42 G.Radbruch， ibid.， S.315 (同上書 223頁)。

43 ラートブルフは，自らの価値相対主義的・法

実証主義的立場が没批判的な遵法精神へと埋没

したことについて，次のように回顧している。

すなわち， <命令は命令だ)<法律は法律だ〉と

いうこつの原則を用いることで，ナチスは軍人

と法曹という「従者をてもとにつなぎとめてお
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くことができた」のだが，この原則は「何十年

もの間ほとんど反対もされずにドイツの法律家

たちを支配した法実証主義の思想の表現」であ

り，また「法曹階級から，窓意的かっ犯罪的な

内容をもった法律に対して抵抗する力を奪い

去ってきた」ものである，と (G.Radbruch，

“Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches 

Recht (1946)ぺin:A.Kaufman(Hrsg.)， Gustav 

Radbruch Gesamtausgabe Bd.3， S.83， 88 (小林

直樹訳「実定法の不法と実定法を越える法」

251.259頁 (Wラートブルフ著作集第 4巻』所収)

を参照)。ところが，恋意的かっ犯罪的な内容

をもった法律に対して抵抗する力」が要請され

る事態を，彼は「みせかけの正義と実在の正義

との相魁」とみたために (ibid.，88f.(同書 260

頁))， '正ししり法と「正しくなしり法を区別し

うる客観的規準を追及する道を選ぴ，哲学的妥

当論」の系譜に属する自然法を求めるに至った

(この点については，注 40を参照)。しかし，か

かる転向は，楽観的・調和主義的観点に依拠し

てはいたものの相対主義から少なくとも論理上

は抽出しえたような，価値判断を下す規準とし

ての「歴史的・社会的」に形成される良心といっ

た観点との訣別を意味する。これは，ラートプ

ルフにおいて，制定法の不法」を許したナチス

政権という「権威」の台頭を許したことに対す

る反省という問題が，なぜ，自然法という「権

威」的な「制定法を超越した法」を導入しえな

かったという問題へとすりかわってしまったこ

とを意味する。だが，権威主義を権威主義によっ

て乗り越えようとするのではなしむしろ，ナ

チス政権による「制定法の不法」に対して抵抗

を可能にする主観的条件としての「良心」とそ

れを客観的に可能にするような社会制度の不在

を問うべきだったのではないか。

44 注 1を参照。

45 G.Radbruch，“Rechtsphilosophie， 3 Aufl. 

1932ぺS.233 (W法哲学~ 116頁)。

46 M.Weber， Gesammelte A句βatzezur Wissen-

schaftslehre， 3.Aufl.， J.C.B.Mohr， 1968， S.608， 



(以下，本書からの引用は GWL.と略記する)(尾

高邦雄訳『職業としての学問~ (岩波文庫 1980)

64頁，以下，本書からの引用は『職業としての

学問』と略記し頁数のみを記す)。

47 原秀男『価値相対主義法哲学の研究~ (勤草書

房 1968)78-79頁。価値相対主義の主張と類似

性を示しつつも，他面で，価値絶対主義として

の性格をもっ歴史的・社会学的相対主義につい

ては，同書 79-82頁と加藤前掲書 512-517頁を

参照。また，歴史的・社会学的相対主義も，価

値相対主義と共に普遍主義を否定するという点

で歴史的・社会的文脈主義に立ち，現代正義論

における問題とかかわる興味深い論点を含んで、

いるが，この点についての検討は他日を期した

しコ。

48 井上達夫『共生の作法一一会話としての正義

一一~ (創文社 1986)109-119頁(以下，本書か

らの引用は『共生の作法』と略記し，頁数のみ

を記す。)。

49 井上達夫向上書 14-17頁。

50 井上達夫同上書 196-197頁。

51 加藤新平前掲書 478頁。ちなみにラートブル

フ自身は， G.イエリネック， M.ウェーパー， H. 

ケルゼンの三名をあげて r相対主義の最も重要

な主張者たち」と考えていた (G.Radbruch，

“Rechtsphilosophie， 3 Aufl. 1932ぺS.235f.(σ『法
哲学~ 123頁)九，また， G.Ra吋db伽ru山1児chλ1， “De町r 

Rela剖ti討viおsmusi加nder Rechtωsphilosophi必e(α19叩34の)"¥， 

in: A 

GeωSαω仰m仰ωu附sg，伊αbおeBd.3， S.17冗f.(尾高朝雄訳「法哲

学における相対主義J (前掲『ラートプlレブ著作

集第 4 巻~ 4頁))も参照)。

52 ただし，ウェーパーは自らの立場がいわゆる

「中日対主義」であることを否定している。この点

については後述するが，さしあたりは注 89を参

昭。

53 G.Radbruch，“Rechtsphilosophie， 3 Aufl. 

1932"， S.235f. (W法哲学~119頁)。ただし，ラー

トプルフの相対主義にしたがえば，実質的に「立

場をとること自体の断念を意味」していないと

正義論と価値相対主義の問

は，とても考えられない。その理由は後述する

ように，彼にとっての行為主体が「哲人王」に

限定されている点に現れている(注 60参照)。

54 区分して検討した先行研究の一例として r科

学的価値相対主義」と「政治的価値相対主義」

とに分ける見方がある(原前掲書 92-102頁)。

そこでは，前者を「社会科学における価値判断

排除の要請を中核とする社会科学方法論そのも

のを意味」する合理論，後者を「特定の価値を

選択し，確信の自由な表明に意義を与える」非

合理論と性格付けている。しかし，こうした規

定は，ウェーパーが「価値合理的行為」と呼ぶ

ような例，すなわち，実践的な行為局面におけ

る主体が合理性を追及しないような例一一不能

犯のような事例一ーを捨象してしまう。もっと

も r政治的価値相対主義」は「科学的価値相対

主義」の消極面に立脚したうえで民主主義に資

するというのがここでの本旨であるが(同書

l30-l39頁)，この点については，人権と民主主

義とが必然的に結びつくわけではないことを指

摘したトレルチを持ち出すまでもなく，価値相

対主義と民主主義とを論理的に結び、つけること

はできない。いずれにせよ r政治的価値相対主

義」を基礎づげるのは「科学的価値相対主義」

の消極面にあるとみられていて，その認識可能

性という積極面についての検討はほとんどされ

ていないに等しい。

55 加藤新平『法哲学概論~476-494頁。後述する

ように，たしかに加藤はウェーパーの価値相対

主義における認識可能性という積極面につい

て r経験科学的考察の成分」と「価値論理的考

察とでも名づくべき成分Jとに着目している(同

書 478頁，注 65参照)。しかし，加藤は，この

「価値論理的考察とでもなづくべき成分」のもつ

重要性を過小評価しているように思われる。と

いうのも，加藤はラートプルフにおける「経験

科学的考察の成分」の存在を過大評価し，ウェー

ノてーと同列に並べ rラートブノレフが相対主義の

ポジティヴな面をも重要視しそれを詳しく取

扱っている」と述べているからである(同書 489
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頁)。

56 G.Radbruch，“Rechtsphilosophie， 3 Aufl. 

1932ぺS.234f. (W法哲学~ 118-119頁)。

57 この点について，碧海純ーは次のような指摘

をしている。いわし「ヴェーパーの理論は，決

して認識と評価との単純な隔離を説いたもので

はなしむしろ彼自身の強烈な価値意識と表裏

一体をなす，その意味で実は高度に実践的な提

言で……，単に科学のなし得ないことを指摘し

ただけでなく，同時に，それが価値の諸問題に

ついてなし得ることをも明確に示した」もので

ある(碧海純一『新版法哲学概論〔全訂第 2

版補正版J~ (弘文堂. 2000) 183-184頁)。した

がって r実存的」・「決断的」とでもいうべく「要

素を率直・冷静に認容した上で，我々の倫理的

な選択における合理性の射程を最大化し，…・

理性による倫理問題の解決を可能な限り推進し

ようとする立場である」ことは明らかであると

(同書 242頁)。この指摘は承認しうる。しかし，

碧海の指摘の背景には，ウェーパーの価値相対

主義を英語圏において発展したメタ倫理学一ー

とりわけ「価値情緒説」 とパラレルな関係と

して捉えることの問題性が看過されている。そ

の意味では，やはり積極面での考察が十分にさ

れているといえない。というのも，本稿第二章

で言及するように，ウェーパーの「価値討議」

や「人格」は，ラートブlレフ流の価値相対主義

を超え出でていくべくものとして，しかも「寛

容」という「近代の「リベラル」な思想」と同

一線上のものとして考えられているからであ

る。

58 ここでは，次のような議論，すなわち，価値

相対主義は，たしかに「自己を否定する契機と

しての価値絶対主義の登場を基礎づける」が，

しかし，.論理的整合性を欠き，それゆえ首尾一

貫しないものであるとしても，このことから直

ちに思想としての独自性を否定するわけにはい

かないJ. という議論を念頭においている(原前

掲書 87-89頁)。

59 M 
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訳，折原浩補訳『社会科学と社会政策にかかわ

る認識の「客観性J~ (岩波文庫. 1998) 35頁(以

下，本書からの引用は M.ウェーパー『客観性」

と略記し，頁数のみを記す))。

60 ラートブルフは，学問による価値判断の客観

的基礎づけの不可能性を主張したうえで，.各個

人が立場をとること自体は彼の人格の深みから

生じたところの決断……に委ねる J(注 53)とみ

ていたが，この決断する主体として想定された

のは，紛れも無くかの「哲人王」によって象徴

されるべく人物に限定されている。彼は，かく

して次のように述べる。価値判断の客観的正当

化は不可能であるゆえ，.われら知らざるべしと

いうことのみが要請されるとしても，それは，

いつの日か科学的一義性をもって可能なもろも

ろの世界観のなかから一つを決定する能力を有

する天才のために，それらを体系的に展開して

おくことによって，少なくとも有用な準備作業

をしたことになると考えて，その方法を固執す

るだろう。J (G.Radbruch，“Rechtsphilosophie， 

3 Aufl. 1932"， S.235 (W法哲学~ 119頁)を参照。)

61 M.Weber， GWL.， S. 252 (森岡弘通訳「文

化科学の論理学の領域における批判的研究」

(W歴史は科学か~ (みすず書房.1988)156頁(以

下，本書からの引用は「批判的研究」と略し，

頁数のみを記す))。

62 M.Weber， ibid.， S.149 (W客観性~ 30-31頁)。

63 向上。

64 M.Weber， ibid.， S.149f. (向上書 31-32頁)。

65 M.Weber， ibid.， S.150 (向上書 33頁)。

66 ウェーパーにおける価値相対主義の積極面に

は，価値Aから価値Bが形式論理的演揮によっ

て導かれるとみるべき「経験科学的考察の成分」

のほかに，価値Aから価値Bが導かれるという

ことは，両者の聞に「意味上適合している，或

いは高度の親和性を持つという関係」について

の判断を看取すべきとする「価値論理的考察と

でも名づくべき成分」があるという指摘は，こ

こでの問題の所在を的確に示している(加藤前

掲書 478頁)。



6訂7 M 

6侃8 注 5訂7を参照。

6ω9 M 

7刊oM.Weめbe町r，i，必ち百bμid.，S.151 (同上書3お5頁)入。

71 M.Weber， i・bid.，S.503 (中村貞二訳「社会学・

経済学におげる「価値自由」の意味j (Wウェー

ノ Tー・社会科学論集~ (河出書房， 1982)) 315頁

(以下，本書からの引用は『価値自由』と略記し，

頁数のみ記す。)。

72 M.Weber， ibid.， S.503， S.532 (向上書 315，347

頁)。

73 M.Weber， ibid.， S.503 (向上書 315頁)。

74 M.Weber， ibid.， S.510f. (同上書 322-323頁)。

75 M.Weber， ibid.， S.603-605， S.608 (W職業とし

ての学問~ 53-56， 63-64頁)。

76 M.Weber， ibi・d.，S.511 (W価値自由~ 323頁)。

77 M.Weber， ibid.， S.500f. (向上書 312頁)。

78 M.Weber， ibid.， S.513 (同上書 325-326頁)0

79 M.Weber，“Der N ationalstaat und die Vol-

kswirtschaftspoli ti kぺ in: Max Weber 

Gesamtausgabe (Abteilung1: Schriften und 

Reden， Bd.4.)， J.C.B.Mohr，1993， S.560ff. (田中

真晴訳「国民国家と経済政策j (田中真晴訳

『ウェーパー 政治・社会論集~ (河出書房，世

界の大思想、 23，1965)) 19頁。

80 ウェーパーは r物質的な状況の「流れに抗し

てjj，それも「羊の群れのように支配されたく

ないという，国民の断乎たる意志が，背後に存

在している場合のみj，rわれわれが「個人主義

者」であり「民主的な」制度の徹底した擁護者」

でありえると考えていた (M.Weber，“Zur

Lage der burgerlichen Democratie in 

Ruβlandぺin:Archiv fur Sozialwissenschaft 

und Sozialpolitik ， J.C.B.Mohr， 1906，S.347f (林

道義訳『ロシア革命論~ (福村出版， 1969) 80-81 

頁))。

81 M.Weber， ibid.， S.540 (W価値自由~ 355 

頁)。

82 M.Weber， ibid.， S.517 (向上書 331頁)。

83 M.Weber， i・bid.，S.153 (W客観'性~ 40頁)。

正義論と価値相対主義の問

84 M.Weber， ibid.， S.503f. (W価値自由~ 315-316 

頁)。外見上の r-r相対化」する作用」によって

「遠のいてしまう j，あるいは r異なる評価を心

理学的に「理解」すればかき消されてしまうよ

うな「倫理的」信念」について，ウェーパーは

「科学的認識によって破壊される宗教心程度の

価値しかない」という。

85 M.Weber， ibid.， S.504-507 (同上書 316-319

頁)。

86 M.Weber， ibid.， S.504 (向上書 316頁)。

87 M.Weber， ibid.， S.502， S.504f. (向上書 313，

316-317頁)。

88 M.Weber，“Konfuzianismus und Taois-

mus"， in: Max Weber Gesamtausgabe 

(Abteilung1: Schriften und Reden， Bd.19.)， J.c. 

B.Mohr， 1989， S.463，476 (大塚久雄・生松敬三

訳「儒教とピュウリタニズムj (W宗教社会学論

選~ (みすず書房， 1972) 205， 1凶85頁)九。

8帥9 M 

頁)0。

90 M.Weber， ibid.， S.158f. (W客観性~ 50-51頁)。

91 向上。

9位2 M 

9幻3 M 

9似4 M 

頁)九。このようなウエ一パ一における「闘争」の

概念は，後述するように，ヤスパースによって

「愛しながらの争い」という形で哲学的基礎づけ

を与えられることになる。

95 M.Weber， ibid.， S.154 (W客観性~ 41頁)。

96 M.Weber， ibid.， S.180f. (向上書 92-93頁)。

97 M.Weber，“Konfuzianismus und Taoismus" 

S.472， 467f.， 460ff. (r儒教とピュウリタニズム」

199， 192， 182頁)。

98 井上達夫「共生の作法~ 196-197頁。

9卯9 M 

derけ>Geist {de白sKapi比ta剖liおsmusゲ"ぺ'， in:Ar町chi討vfur 

Sozialwissenschaf仕tund Sozi泊al如po叶li比tik，J.C.B 

Mohr， 1905， S.43 (梶山力訳・安藤英治編『プロ

テスタンテイズムの倫理と資本主義の〈精神>~
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(未来社， 1994) 245-246頁(以下，本書からの

引用は『プロ倫」と略記し，頁数のみを記す)

を参照。ウェーパーのrプロ倫』といえば n宗

教社会学論集~ G.A.z.R.S所収の論文がもっぱ

ら問題とされて来た」のであるが，そこでは「大

規模な改訂(加筆・削除・変更)Jが加えられて

いる。しかし，本稿では I寛容」についての

ウェーパーの思想を，そのライト・モティーブ

に遡ることから原理的に考察しようと考え I原

論文J を用いることにした(同書に所収された

安藤英治の「編者まえがき」を参照)。

100 M.Weber， GWL.， S.226f. (W批判的研究』

118-119頁)。

101 M.Weber，“Die protestantische Ethik und 

der} Geist {des Kapitalismus"， S.43 (Wプロ

倫~246 頁。同じ箇所でウェーパーはイェリネク

の「人権宣言」について I私個人もまた，ピュ

ウリタニズムと新らしく取り組むようになった

のはまさにこの書物のお蔭なのである」と述べ

ている。

102 M.Weber， Wirtschaβ und Geselschajt (Grun-

driss der verstehenden Soziologie)， 5.revidier-

te Aufl.， J.C.B.Mohr， 1972， S.723-726 (世良晃

志郎訳「支配の社会学II~ (創文社， 1962)650-655

頁)。

103 向上書 655頁。

104 ここでアレントやハーパーマスとの関連につ

いてまでフォローすることは断念せざるを得な

いが，価値相対主義と『正義論』の聞における

思想史的な連続と断絶の問題を再検討すること

が重要な狙いであることを喚起しておくため

に I交わり」に代えて「コミュニケーション」

を用いることにした。

1悶白 M 

319頁)入。

106 M.Weber， ibid.， S.507f. (向上書 320頁)。

107 井上達夫 r共生の作法~ 115， 200頁。

108 M.Weber， GWL.， S.504f. (W価値自由~ 316 

317頁)。

109 林田新二『ヤスパースの実存哲学~ (弘文堂，

192 

1971) 2-3頁。

110 林田新二向上書 13頁。

山 ヤスパースはウェーパーについて I私の意識

に対し世界の意義を肯定し，魂を吹き込んでく

れた偉大な人間」で I私の哲学にとりまして今

日に至るまで，他のいかなる思想家も及ばぬほ

どの，きわめて重要な意義を有する」存在であっ

たと述べている。ウェーパーの死後 I世界が一

変したかのような気持ちに襲われ」たヤスパー

スは，精神医学から哲学への道を歩む決意を固

めている(K.Jaspers， Philosophische Autobio-

graphie， Serie Piper， 1977， S.34， S.37 (重田英

世訳『哲学的自伝~ (理想社， 1965)46， 53頁))。

ヤスパースは，当時のハイデルベルク大学にお

いて，リッケルトをはじめとする「職業哲学者

仲間」からは「異邦人とみなされて」いたと述

懐している。これは，当時の「職業哲学者仲間」

たちの哲学をヤスパースが哲学として認めてい

なかったことと表裏をなす。このことについて

は，ウェーパーへの追悼演説での一件以来，

「リッケルトは私の敵」だ、ったともいわれている

(ibid.， 38f. (同書 54-55頁))。もっとも，ウェー

ノfー自身は「哲学者」とみなされることを拒否

したが，このことをヤスパースは I彼以前に実

現された意味における哲学者ではなかったJ か

らウェーパーがそのように拒否したのだと理解

し I彼が生きていたわれわれの時代にとって

は，彼は真の哲学者」で I彼そのものが一個の

哲学」であり Iわれわれは実存的な哲学者を

マックス・ウェーパーのうちに認めた」と述べ

ている(K.Jaspers，Max Weber， Serie Piper， 

1988， S.94， 36， 38， 45f. (樺俊雄訳『マックス・

ウェーパー~ (理想社 1965)80， 126， 129， 141 

頁(以下，本書からの引用は『マックス・ウェー

ノてー』と略記し，頁数のみを記す))。

112 本稿の第二章第一節を参照。

113 K.J aspers， Kleine Schule des PhilosoPhis-

chen Denkens， Serie Piper， 1974， S.95-98 (松

浪新三郎訳『哲学の学校~ (河出書房新社 1980)

155-156頁(以下本書からの引用は「哲学の学



校」と略記し，頁数のみを記す)。

114 K.J aspers， ibid.， 76ff. (W哲学の学校~ 121-122 

頁)。

115 ただし，ヤスパースは，ウェーパーが究極の立

場について Iそんなものは駄弁を与えるだけ

で」あり Iひじように極端化された，まったく

具体的な諸問題に対する態度によって吟味する

ことによってのみ，彼自身の現実の意欲が個々

人にとっては明らかになる」という立場をとる

ことの欠点も看取している。というのも，そう

することで，哲学は「みずから明らかになりつ

つある生命の明るさとなる」可能性をもつにも

かかわらず I生命に埋没させられる」他なく

なってしまうからである。すなわち「ウェーノfー

は哲学について省察するのを止めJ，I分析をほ

んのまれなばあいに限界の一語によって中断し

ている」場合があるというわけである(K.J回目

pers， Mαx Weber， S.98 (Wマックス・ウェー

ノ fー~ 86頁))。こうした観点からみれば，ヤス

パースの「コミュニケーション」論とはウェー

パーの「価値討議」論を哲学的に深め敷街した

ものである。もっとも，ウェーパーは，ヤスパー

スに批判されるような論点を「社会哲学の課題」

とみていたのだが (M.Weber，GWL.， S.150f. 

(W客観性~ 34頁))0

116 K.Jaspers， Max Weber， S.59 (Wマックス・

ウェーパー~ 18頁)。

117 K.J aspers，“Existenzerhllungぺin: Philoso-

phie， Ju1ius Springer， 1932， S.33，36 (小倉志祥・

林田新二・渡辺二郎訳) Wヤスパース・マルセル』

(中公パックス・世界の名著 75) (中央公論社

1980) 84， 87頁(以下，本書からの引用は『世

界の名著 ヤスパース』と略記し，頁数のみを

記す))。

118 K.J aspers， Kleine Schule des Philoso.ρhis-

chen Denkens， S.95f. (W哲学の学校~ 155頁)。

119 K.J aspers，“ExistenzerhllungぺS.lf.(W世界

の名著ヤスパース~ 49-50頁)。

120 K.J aspers， ibid.， S.51 (向上書 104頁)。

121 K.J aspers， ibid.， S.5lf. (向上書 105頁)。

正義論と価値相対主義の間

122 向上。

123 向上。

124 K.J aspers， ibid.， S.52 (向上書 106頁)。

l出 K.Jaspers， ibid.， S.54f. (向上書 108頁)。

l犯 では，なぜ，人は「実存的コミュニケーション」

を求めるのであろうか。それは，先に「共同体」

論でも見たように I実存的」とならない「コミュ

ニケーション」 例えば「現存在的コミュニ

ケーション」 においては I不満」が人聞を

支配しているからである。「コミュニケーション

は目的的な悟性の善意志のみによっては明らか

に到達され」ない。「コミュニケーション」は，

「自己が自身にとっても他者にとっても決定的

な要因であるという意識」をもつことによって

のみ I自己存在を賭してのみ到達される」ので，

「本来的な交わりを回避しようとすることは私

の自己存在の放棄を意味するおつまり Iコミュ

ニケーションへの衝動」は， I {，固人意識」が全体

の「普遍意識」と合致している「自我一般」か

ら交換可能な「自我点」を通して「私自身」へ

といざなうが，そこでのポイントは共存在性と

相互承認性にある。ヤスパースも Iコミュニ

ケーションは私の可能的な自己存在の深みか

ら他人のうちにある同じ可能性から話しかけ

られて要求されるものであり，このコミュニ

ケーションにおいて私は，そのつどの唯一の他

者と共に，私がそれであるものとなる」のであっ

て Iわれわれ両者は相互承認においてはじめて

われわれ自身となる」と述べている(K.Jaspers， 

ibid.， S.56-58 (同上書 110-112頁))。

127 K.Jaspers， ibid.， S.60 (向上書 114頁)。

128 M.Weber， GWL.， S.503 (W価値自由~ 315頁)。

129 K.Jaspers， ibid.， S.62f. (W世界の名著ヤス

ノ fース~ 117頁)。

130 向上。

131 同上。

132 K.J aspers， ibid.， S.100 (同上書 156頁)。

133 K.J aspers， ibid.， S.101 (向上書 158頁)。

134 K.J aspers， ibid.， S.100 (向上書 157頁)。

135 K.J aspers， K1eine Schu1e des Philosophis-
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chen Denkens， S.76ff.， S.95-98 (W哲学の学校』

121-122， 155-156頁)。

136 K.J aspers，“Existenzerhllung"， S.235，239 

(W世界の名著ヤスパース~ 322， 329頁)。

l37 K.J aspers， ibid.， S.64 (向上書 118頁)0

138 K.J aspers， ibid.， S.65 (同上書 119頁)。

139 K.J aspers， ibid.， S.243 (向上書 335頁)。
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である (ibid.S.245 (同書 337頁))。しかし r現

存在」で、は r時間のうちにおける争いの有限的

状況の中にのみ，みずからの存在と内実をもつ

ような存在者」が与えられているので r現実は，

全体的なものではなしまた無時間的なもので

もなしりことを通して「コミュニケーション」

が可能になると考えられている (ibid.S.242 (同

書 333頁))。

l白 M，J.Sandel， Liberalism and the Limits 0/ 

]ustice 2.ed. pp.195-196. (M.].サンデ、ノレ前掲書

355頁)。

l鉛 M，J.Sandel， ibid. ，p.186 (サンデル向上書 342

頁)。

187 ローノレズにとって正義論』から『政治的リ

ベラリズム』への立場転換が「哲学的妥当論」

から「歴史的・社会的文脈主義」への転向を意

味するとすれば，.伝統や文化という名のコンセ

ンサスへの依存は……論証責任を回避するとい

う意味をもっ」以上，.正義の脱哲学化」という

ことになる(井上達夫『他者への自由~ 20頁)0

l倒 K.]aspers，Max Weber， S.86 (Wマックス・

ウェーパ-~ 65頁)。

189 本稿では，ウェーパーとヤスパースの所論を

196 

直接シュミットに即して検討してないが r政治

的なもの」に対する次のような議論から，前二

者が後者と異なるのは自明のものとして考えて

いる。シュミットによれば「政治的なもの」に

固有の区別とは「友と敵という区別である」が，

この「敵という概念には，闘争が現実に偶発す

る可能性が含まれている」。そして「友・敵・闘

争という諸概念が現実的な意味をもつのは，そ

れらがとくに，物理的殺りくの現実的可能'性」

とかかわるからに他ならない。したがって，.政

治的なあり方とは，血なまぐさい戦争J以外の

何ものでもない。そこでは，.死の覚悟」と「殺

人の覚悟」が当然に要求される(C.Schmitt，Der 

Begrザ des Politischen (Text von 1932)， 

Duncker & Humb1ot， 1963， S.26f.， S.33f.， S.46 

(田中浩・原田武雄訳『政治的なものの概念~ (未

来社， 1970) 15， 25-26， 48頁)を参照)。

190 加藤新平はデイルタイに価値相対主義の先駆

を見出しうると指摘している(加藤新平前掲書

537頁)。

(すがわら やすのり 北海道大学大学院法学研

究科博士後期課程 1年)
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