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序章
第１節

国家法秩序とメンバーの離脱可能性
本稿のテーゼ

第２節

研究背景

国家法秩序の権威請求という観念についての詳
細な説明は後述する。しかしそもそも、国家法秩

国家法秩序は、国民集団に対して権威請求をお

序についてのそのような把握の仕方―国家法秩

こない、この権威請求は、さまざまな理論的基礎

序が国民集団に対して権威請求を行っているとい

付けによって支えられている。権威請求の対象で

う把握の仕方―がひとまず妥当であると仮定し

ある「国民」とは、社会的カテゴリーの一種であ

たとして、権威請求の対象としてどのような国民

り、単一の性質や意志を持った主体ではない。そ

集団像が仮定されているかという問題について言

のため、権威請求を基礎づける理論は、一定の国

及することに、どのような意義があるのか。本稿

民集団像を仮定することによって、妥当な推論の

の主張によって、法秩序や法理論の、どのような

出発点を確保してきた。具体的には、地縁的・血

課題が明らかになるのか。

縁的共同体（ゲマインシャフト）としての国民集
団、目的共同体（ゲゼルシャフト）としての国民

（1）企業としての国家

集団、支配従属関係からなる共同体（ヘルシャフ

近代国家には、企業としての側面がある。国

ト）としての国民集団、自発的結社団体（ゲノッ

防、外交などの対外政策、社会秩序や公衆衛生の

センシャフト）としての国民集団などのバリエー

維持、種々の行政サービス、司法サービスなどの

ションがある。

内政といった、広い意味における「公的サービ

通説的には、近代国家像は自発的結社的な水平

ス」を提供する企業としての側面である。企業と

関係（ゲノッセンシャフト）やなんらかの共通目

しての国家において、国民集団はこれらの公的サ

的―公益の実現や、人権の保護など―に対す

ービスを消費すると同時に、納税という形式で出

る目的合理的ないしは価値合理的な協同関係（ゲ

資を行う。公的サービスの提供主体は、（司法機

ゼルシャフト）によって特徴づけられる。自由意

関を含む）政府である。政府は公的サービスの提

志と自由意志に由来する諸権利を持った平等な諸

供主体であると同時に、公的サービスの管理・運

個人からなる水平的な協同関係という国民集団像

営主体でもある。法案の立案作業は企業における

は、社会契約論を理論的基礎に据えて成立した近

企画部門の企画作業、議会は役員会に類比するこ

代市民社会・近代国家の基盤にあると言ってよ

とができるだろう。

い。このように考えると、国家法秩序の国民集団

企業としての国家において、運営主体である政

に対する権威請求は、ゲゼルシャフト的、または

府は、常に消費者であり出資者である国民のニー

ゲノッセンシャフト的な国民集団像によって基礎

ズに対して応答する必要に迫られる。しかしなが

づけられていると考えることが自然であるかもし

ら、国民集団という消費者・出資者集団は、一枚

れない。実際、個別の法規範の正当化は、目的合

岩の利益団体ではない。とくに多元的社会と呼ば

理性や価値合理性に依拠してなされることが多い。

れる現代社会においては、個人や集団の価値観、

しかしながら、個別の法規範の正当化という問

選好、利害関心、アイデンティティ、社会的実力

題から国家法秩序の権威請求という問題に目を転

などが多元的に分化しており、それに伴って、政

じると、その理論的基礎付けは、結局のところ、

府に対するニーズも多元的に分化・対立している。

ゲマインシャフト的ないしはヘルシャフト的国民

国家という企業における運営者―すなわち政

集団像に依拠せざるを得ず、実際、依拠してきた

府―は、消費者・出資者集団である国民集団の

のである。本稿では、このように主張する。

ニーズに対して十分な応答能力（財源の確保能力
や政策立案・実行能力）を持っているとは言い難
いが、その不十分な応答能力は、政治的過程によ
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って納得を調達するという手法によって補完され

て、企業や組織は「とりかえしのつく過失」から

ているように見える。換言すれば、企業としての

回復できる、と考えたのである。

国家においては、消費者・出資者集団は、企業の

同研究において、ハーシュマンは国家にも言及

運営者側の低い応答性に対して、あらかじめ政治

している。そこにおいて、国家は事実上離脱オプ

的過程を通して自分たちのニーズを絞り込むこと

ションが機能せず、発言オプションによる政治的

によって、対処しているのである。

メカニズムが支配的である人間集団として捉えら

これは通常の企業と比較して、極めて特異な現

れている2。ハーシュマンは発言オプションを促進

象である。というのも通常、消費者・出資者は、

するメカニズムとして、離脱不可能性と忠誠に着

企業が提供するサービスや財に対して、買うか買

目するが、母国と他国との間に歴史や言語、文化

わないか、出資するか出資しないかという二択で

などについての大きな差異が存在するという意味

もって評価するものであり、購買意欲や出資意欲

で「非常に差別化された産物」である国家におい

を獲得できない企業は市場力によって淘汰される

ては、離脱可能性は極端に小さいものと考えられ

のが常だからである。

ている。そのためハーシュマンの分析において、
国家の場合には、忠誠の作用がなくとも発言オプ

（2）『離脱・発言・忠誠』

ションの行使が支配的になる。

企業や組織の運営者と消費者・出資者との関係

しかし、他方でハーシュマンは、国家について

について、興味深い古典的研究がある。経済学と

のこのような事情が永続するとは考えていない。

政治学の架橋を志した異色の経済学者A.O.ハーシ

「非常に差別化された産物」としての国家が、近

1

ュマンによる1970年の著作 がそれである。ハーシ

代化の進展に伴い解消してゆく可能性も、同時に

ュマンによれば、企業や組織に衰退の兆しが見え

指摘している3。

た場合、顧客やメンバーは、「離脱（Exit）オプ

いうまでもなく、「非常に差別化された産物」

ション」と「発言（Voice）オプション」のいずれ

としての国家が離脱に対する固有の障壁を失うた

かを行使する。離脱オプションとは、顧客につい

めには、他国との差異が完全に消失する必要はな

て言えば、商品の購入やサービスの利用をやめる

く、完全な均質化も必要ない。差別化されている

ことであり、組織のメンバーについて言えば、そ

にしても、「非常に」差別化されているのでなけ

の組織を脱退することである。発言オプションと

れば、国家が持つ離脱に対する固有の障壁は機能

は、企業へのクレームや組織の上層部への進言の

しない。各国の人権指数の平準化やグローバル化

ことである。ハーシュマンは、衰退した企業が顧

の伸展によって、今日、国家を「非常に差別化さ

客やメンバーの離脱オプションの行使から生じる

れた産物」と捉えることは困難になっているよう

市場力によって淘汰される過程を経済的メカニズ

に思われる。事実、ヒト・モノ・カネ・情報の流

ムと呼び、反対に、発言オプションの行使によっ

動は、今日では国家という境界を越え、地球とい

て内部から改善される過程を政治的メカニズムと

う巨大な平面上で行われている。ハーシュマンが

呼んだ。

指摘した「離脱が早く機能しすぎ、過剰になる危

ハーシュマンは、企業や組織が「とりかえしの
つく過失（repairable lapses）」から回復するメ

険性」は、今日では未来に対する予測の域に留ま
らないようなリアリティを持っている。

カニズムとして、発言オプションの行使に着目す
る。離脱オプションを行使できない顧客やメンバ

（3）離脱オプションと国家法秩序

ー、または忠誠（loyalty）から離脱オプション

国家に対する離脱オプションへの障壁が消失し

の行使を差し控える顧客やメンバーが発言オプシ

てゆくという時代状況は、国家法秩序に対してど

ョンを行使する、という政治的メカニズムによっ

のような影響を与えるだろうか。
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国家法秩序に、という限定は、今日においては非

同体においては、離脱オプションを行使する可能

常に重要である。というのも、今日、実定法秩序

性があるのは、経済力その他の社会的実力が相対

の運用主体は国家に限定されるものではなく、従

的に大きい主体（国家への依存度が相対的に低い

来国家法に固有であるとされてきた種々の法現象

主体）か、または、その共同体において余りにも

も、国家に固有のものではないからである。たと

不遇であり、失うものが何もないから離脱オプシ

えば、G.トイブナーは、国境を超えて活動する企

ョンを行使できるというタイプの主体である可能

業が「自己立憲化」を行っており、従来の実定法

性が高い6。

の概念に合致するような法システムを内部コード

前者の主体、すなわち、国家から離脱できるほ

として持っていると述べる。トイブナーによれ

どに強い主体は、企業としての国家が特に確保

ば、こうした非国家的な憲法秩序は、国家法秩序

しておきたい消費者・出資者である。彼らによる

との間でいわば相互無視・相互独立の関係にある

「離脱の脅し」は、企業としての国家に看過でき

4

閉鎖的なシステムである 。このような事情を背

ない圧力を与える。他方、あまりにも不遇である

景として、昨今、従来の法多元主義―それは、

ために国家から離脱しても失うものがないような

国家法が参照すべき社会規範の多元性を主張する

主体は、企業としての国家にとっては、魅力的な

―とは区別される、新しい意味における法多元

顧客ではなく、発言力は極端に小さい。これら両

主義―それは、法秩序の多元的分立状況に着目

極の中間にあたる国家への依存度が比較的大きい

5

する―が見られる 。

メンバーは、企業としての国家に対する発言力が

新しい意味における法多元主義を念頭に置く場

相対的に小さい（もっとも、彼らの発言こそ、衰

合、国家法秩序は、その権威請求の対象となる集

退する企業の回復に欠かせないものだと、ハーシ

団の特性によって、法秩序一般から区別しうる。

ュマンは分析している）。社会がグローバルな規模

国家法秩序の権威請求の対象は、生まれによって

で流動性を増し続ける今世紀、国家において、離

メンバーシップを与えられる、換言すれば、選択

脱可能性の大小に対応した、政治的発言力の大小

によらずにメンバーシップを与えられる国民集団

が生じる可能性は否定できない。

である。この点において国家法秩序は、例えば企

国家は、企業としての側面を持つと同時に、住

業法秩序のように、選択によりメンバーシップを

民共同体としての側面を持っている。住民性に基

獲得する集団に対して権威請求する法秩序とは事

づいて、平等な政治的権利が与えられるという構

情を異にする。

成が、現代の国家法秩序においては、少なくとも

以上の違いに留意したうえで、離脱オプション

建前としては存在する。社会的実力と政治的権力

行使の可能性が増大することによる国家法秩序に

は、少なくとも建前上は分離しているのである。

対する影響として、どのような事態が考えられる

上に述べた時代状況は、しかしながら、このよう

だろうか。

な建前の維持を困難にするのに十分な圧力を持ち

ハーシュマンの所論を念頭に置く限り、真っ先
に考えられるのは、離脱可能性の程度によって発

うる。そうなれば、国家法秩序が社会的実力との
分離を維持することは難しいだろう。

言力に不均衡が生じるという事態である。一般的
に、離脱オプションを持っている主体（国家につ

（4）万人に対する権威請求？

いて考える場合には、自然人のみならず法人も含

国家法秩序が社会的実力に仕えるという事態

めて考える必要がある）と持っていない主体とを

は、規範的な観点から見れば、非難されるべきも

比較すると、離脱オプションを持っている主体の

のである。実際、法の支配の脆さや国家法秩序の

ほうが、社会的実力が大きい場合が多い。特に国

社会的実力に対する対抗力の弱さに対して、その

家のようにメンバーの依存度が通常高いような共

ような現状をさまざまな実証的データに即して指
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摘したり、そうあるべきではないという批判理論

まず一つ目は、本稿におけるキーワードであ

を立て上げたりする試みは多い。そうして、法が

る、ゲマインシャフト、ゲゼルシャフトという用

0

0

0

実現すべき正義の構想が精緻に理論化され、強い
0

0

0

0

0

0

0

0

0

語の、本稿における意味についてである。これら

「法の支配」が存在すべき理由が理論化され、政

の用語はドイツにおける日常用語として多義的で

治的責務や遵法責務という道具立てによって、裏

あるばかりでなく、学術用語としても、使用する

側から正統な統治権力のあり様を示そうという試

論者によって含ませる意味が微妙に異なる。した

み（つまり、受範者集団に服従を要求しうるよう

がって、これらの用語の本稿における意味を、事

な、正当化可能な統治のあり方を探求する試み）

前に確定しておく必要がある。

がなされる。

2つ目に、国家法秩序の権威請求という観念につ

こうした理論に便乗すれば、離脱可能性の大小と

いて、また、国家法秩序が国民集団に権威請求を

政治的発言力の対応関係といった問題は、おそら

行っているという（いくぶん比喩的な）把握の仕

く「離脱可能性を持つ社会的強者に対しても、国

方について、説明を加える必要がある。このよう

0

0

0

0

0

0

家法秩序は毅然として権威請求すべきである。な

な把握の仕方はそれ自体、法概念論上の大きな論

ぜなら……」というアプローチをとることになる

点の一つである「法の効力論」についての一定の

だろう。しかしそもそも、国家法秩序は、そのよ

立場の表明になっている。したがって、法の効力

うな社会的強者に対して権威請求が可能な理論構

についての諸議論についての概略と、その中での

造を持っているのだろうか。法の基礎理論を支配

本稿の位置を示しておく必要がある。

のイデオロギーとして批判する理論も多い。国家
法秩序による権威請求は、実際のところ、万人に
対して等しくなされ得るものなのだろうか。

（1）ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
ゲマインシャフト（Gemeinschaft、共同社会、

上の問いは、国家法秩序の実効性が社会的強者

community）とゲゼルシャフト（Gesellschaft、利

に対しても及ぶものであるか、という経験的な問

益社会、society）という用語は社会学の基本用語

いとは異なる。上の問いの趣旨は、国家法秩序に

であるが、一方で、その語義は論者によってまち

よる権威請求を基礎づける諸理論が、そもそも万

まちである。この区別はテンニース8、ギールケ、

人に対する権威請求を可能にする理論構造になっ

ヴェーバー9などによって繰り返し説明され、その

ているのかどうか、ということである。仮にそう

後も繰り返し定義づけがおこなわれているが、こ

なっていないとすれば、法秩序は正しくあるべ

れらの概念があくまでも両極的な社会類型を表す

し、強くあるべし、という規範理論は、支配のイ

理念型であるために、詳細な概念規定は実際上不

デオロギーの誹りを免れないだろう。その主たる

可能である。また、各論者が口々に指摘している

機能は、国家に依存する「弱い」消費者を一定の

ように、現実の社会関係は多くの場合においてゲ

秩序に服せしめることや、彼らの批判意識の「飼

マインシャフト的関係とゲゼルシャフト的関係の

7

い慣らし」になりかねないからである。

両側面を持っているため、特定の社会関係を指し
て、それがどちらの類型に属するものかを真剣に

第３節

用語法と基本的前提

議論することには実りがない。とはいえ、概括的

ここで、本論に入る前の準備作業として、本稿

なイメージとして、通例、家族がゲマインシャフ

の用語法と前提について説明を加えておく。もち

トの典型例として、契約による自発的結社がゲゼ

ろん、すべての用語法の適切さについて言及する

ルシャフトの典型例として挙げられる10。

ことは不可能であるし、すべての前提について詳

テンニースは、ゲマインシャフトを本質意志

らかにすることも困難である。ここでは二つの点

（Wesenwille）― 自然発生する所属意識―

についてのみ、予備的考察を加える。

に基づいて形成される社会であるとし、選択意志
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（Kürwille）―個人として持つ自由意志―に

（2）国家法秩序による権威請求

基づいて形成される社会であるゲゼルシャフトと

国家法秩序が国民集団に対して権威請求する、

対置した。本稿ではこの分類に倣い、所属するか

という把握の仕方は、結論的に言えば、法の妥当

否かが通常、個人の選択の問題として意識される

性と実効性を峻別する理論に拠って立つものであ

か否かを指標として、ゲマインシャフトとゲゼル

る。法秩序が権威請求をするという理解は、法の

シャフトを区別する。

規範的な妥当性と事実的な実効性との間に論理的

0

0

0

0

な連接が存在しない、という見解を徹底した結果
定義：現に所属しているメンバーが、所属し続け

である。

るか離脱するかという問題について、個

本稿における「法秩序」は、ヴェーバーの分

人の選択の問題であると認識している社会

類に依拠して言えば、社会学的な意味における

を、本稿ではゲゼルシャフトと呼ぶ。した

「法秩序」ではなく、法学的な意味における「法

がって、ゲゼルシャフトには、メンバーの

秩序」を示している。ヴェーバーが法学的考察と

離脱可能性が常に存在する。これに対し、

呼ぶのは規範に関する理論的考察のことであり、

所属し続けるか離脱するかという問題その

社会学的考察とは事実に関する理論的考察のこと

ものが認識されない社会、換言すれば、メ

である。このように峻別された二つの学問的方法

ンバーにとって所属が所与でかつ不変な事

においては、「法秩序」という用語も、全く異な

実として認識されている社会を、本稿では

る意味を持つことになる。法学的な意味における

ゲマインシャフトと呼ぶ。したがって、ゲ

「法秩序」とは、「論理によって「正しい」と論

マインシャフトには、メンバーの離脱可能

証できるような法規範から成る世界」のことであ

性は通常想定されない。

り、社会学的な「法秩序」とは、「現実の人間行
為を事実上規定しているもろもろの規定根拠の複

なお、冒頭で述べたゲノッセンシャフト

合体」のことである11。

（Genossenschaft、協同組合）とヘルシャフト

このように理解される法秩序は、法規範が論理

（Herrschaft、支配・統治）という用語（これら

的な連関でもって結合している小宇宙であり、現

の用語は、社会学用語として使われるかぎりにお

実の世界における秩序とは区別される。区別され

いて、それぞれ自発的結社的関係と支配従属関係

る、ということが意味するのは、法秩序と現実世

を意味する）について、本稿ではテンニースに倣

界の間の関係が問題になる、ということである。

い、ゲノッセンシャフトをゲゼルシャフトの部分

換言すれば、法秩序という小宇宙の中で妥当する

集合として、ヘルシャフトをゲマインシャフトの

規範が、または、法秩序という小宇宙そのもの

部分集合として扱う。したがって、本稿ではこれ

が、現実の人間の行動に対して効力ないしは拘束

以降、ゲノッセンシャフト、ヘルシャフトという

力を持つのはなぜなのか、と問うことが可能にな

用語は基本的にゲゼルシャフト、ゲマインシャフ

る12。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

トという用語に置き換える。これらの用語には前

上のような区別は、カントに由来する事実と価

近代と近代の区別や社会進化論的な構成といった

値、存在（Sein）と当為（Sollen）の二元論に拠

ニュアンスが付加されている場合があるが、本稿

って立つものであり 13、法学においてこの方法を

の用語法においては、そのような意図はない。こ

最も徹底し洗練したのは、よく知られているよう

れらの用語によって近代における前近代性を指摘

に、ケルゼンの法理論である。ケルゼンは法秩序

したり、どちらかの社会類型を理想化したり、歴

と現実の秩序とを混同したり、あるいは連結し

史的な発展度合いの指標として利用したりするこ

たりしようとする伝統法学に対し、現実の秩序

とは、本稿の眼目ではない。

とは区別されるところの、純粋な論理連関のみ
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で構成された法秩序像を示そうと試みた。その

求を基礎づけるすべての理論を参照し、それらの

際、法の妥当性（Geltung / validity）と実効性

拠って立つ国民集団像を抽出しなければ明らかに

（Wirksamkeit / efficacy）という表現でもって、

ならない。しかし、そのような検証は不可能であ

（法学的な意味における）法秩序の内部における

る。したがって、ここでは的を絞る必要がある。

規範命題の有効性と、その外部における―現実

本稿では、国家法秩序の権威請求を基礎づける

の世界における―法的な規範命題の有効性を区

議論として、社会契約論と法の支配論に焦点を絞

別している14。

る。いずれもゲゼルシャフト的国民集団像に立脚

本稿における、国家法秩序による権威請求、と
いう把握の仕方は、妥当性と実効性の連接の否定

しているように見えるが、そこにはゲマインシャ
フト的国民集団像が密輸入されている。

を含意する。つまり、国家法秩序という小宇宙が

ゲゼルシャフト的国民集団像に立脚しているよ

あり、国家法の諸命題は、その小宇宙の内部にお

うに見える社会契約論と法の支配論が実際にはゲ

いてのみ、論理的な妥当性を持っていると仮定し

マインシャフト的国民集団像に立脚しているとい

ている。国家法秩序という小宇宙は、経験的な実

う本稿の主張の眼目は、「ゲマインシャフトなく

0

0

0

0

0

0

0

0

効性を、自ら生じさせることはできない15。

してゲゼルシャフトなし」という社会学の古典的

事実として、経験的に言い得るのは、国家法秩

テーゼの真理値を問うことでも、この公理をもっ

序が国民集団に対して、「国家法秩序の内部にお

て社会契約論や法の支配論の前提事実の欠陥を指

いて妥当であるような規範の受範者であれ」とい

摘することでもない。本稿が関心を寄せる対象

う権威請求を行っているということである。この

は、理論上想定される二つの国家像、すなわち、

ような把握の仕方は、時代を代表する記述的法実

ゲマインシャフト的要素を持つ「住民共同体とし

証主義者であり、ケルゼン理論の批判的継承者で

ての国家」とゲゼルシャフト的要素を持つ「企業

16

もあるジョセフ・ラズに多くを負っている 。

としての国家」との緊張関係であり、いずれの場

もっとも、このような見解は法理論上の一つの

合にも国民集団という一つのカテゴリーに対して

立場の表明にすぎない。法の妥当性と実効性の関

権威請求していると理論上想定されている国家法

係と法の効力根拠という問題に関しては、法概念

秩序が、その権威請求の基礎付けに成功している

論上争いがあるところである。この問題に関する

か、という問題である。

学説状況については、ラートブルフが明瞭に整理

章立ては以下のように設定した。

しており、この区別―法律学的効力論、社会学

まず、第１章「16～17世紀の社会契約論」にお

17

的効力論、哲学的効力論 ―は今日に至るまで
18

踏襲されている 。

いては、ホッブズ、プーフェンドルフ、ロックの
社会契約論を参照する。次に、第２章「ルソーお

これらの諸見解のいずれが正しいかというこ

よび現代の社会契約論」においては、ルソーの社

と、また、それぞれの理論の利点と欠点につい

会契約論と、現代においてルソーの社会契約論を

て、ここで検討することはしない。国家法秩序に

再構成した議論として理解される、ジョン・ロー

よる権威請求、という本稿の発想は、法律学的効

ルズの政治理論、および、現代法哲学においてロ

力論に拠って立つものである（哲学的効力論と

ールズの政治理論を批判的に継承するジェレミ

も、両立不可能ではない）。

ー・ウォルドロン、井上達夫に見られる社会契約
論的な構成を参照する。第３章「現代における法

第４節

研究素材と本稿の構成

の支配論」においては、法の支配という理念に関

国家法秩序の権威請求を基礎づける諸理論が、

する近年の錯綜した議論を大まかに二つの類型に

ゲマインシャフト的国民集団像に拠って立つも

よって捉え、いずれの理論類型においても、ゲマ

のである、という本稿の主張の真理値は、権威請

インシャフト的な国民集団像が仮定されることに

162

国家法秩序による権威請求の理論的基礎としてのゲマインシャフト的国民集団像

よって、国家法秩序による権威請求の基盤が成立
19

していると主張する 。
各章の最終節は、その章の小括である。終章に
おいては、各章の小括を踏まえた上で、本稿のテ
ーゼの意義について論じる。

ストテレスの発想は破棄された。ホッブズはさら
に、この平等性から、戦争状態が自然発生すると
いう洞察を示した20。
ホッブズのいう平等性とは、具体的には、「心
身の諸能力」の平等性である。肉体的な強さとい
う点では、誰も独力で他者を圧倒できるほどに強

第１章 16～17世紀の社会契約論
この章では、16～17世紀の代表的な三人の社会
契約論者、ホッブズ、プーフェンドルフ、ロック

くはないが、徒党を組むことによって、独力では
敵わない強者をも殺すことができる。精神の強さ
という点では、さらに大きな平等性がみられる、
とホッブズは言う21。

の所論を参照する。社会契約論は、統治権力の正

このような平等な諸個人の間で両立不可能な形

当化理論であると同時に、正統な統治権力のあり

で目的の競合が生じた場合、人々は「たがいに相

方、より具体的に言えば、自然法という観点から

手をほろぼすか屈服させようとする」ことが自然

見た合法的な統治権力のあり方を理論化したもの

であると、ホッブズは考えた。誰もが自然にその

でもある。したがって社会契約論は、国家法秩序

ような発想に至る、ということは、換言すれば誰

の権威請求の根拠を提示する理論の、近代におけ

もが相手もそうするであろうと予測するというこ

る原初形態であると言える。

とである。その結果、人々は相互不信の状態に陥

本稿は思想史研究ではないため、ここで、ホッ

り、先制攻撃を最良の選択だと考えるようにな

ブズらの社会契約論の全体を詳細に検討すること

る。こうして諸個人は、「各人の各人に対する戦

はしない。この章では、人間社会に対して権威請

争」という状態に置かれるのである。

求する統治権力が必要であるという社会契約論者

ホッブズは、天候とのアナロジーによって、戦

の主張と、その主張の基盤となる事実的前提（社

争状態の性質を説明する。曇天の日、つまり、

会像）を切り取る。

雨が降らないという確約がない日には、いつ降る
ともわからない雨に怯えなくてはならない。同様

第１節

ホッブズの社会契約論

（1）戦争状態の自然発生

に、攻撃されないという確約がない場合には、い
つ受けるともわからない攻撃に怯えなくてはなら

ホッブズの社会契約論は、「人間はポリス的動

ない。実際に攻撃されるか否かは別として、この

物である」というアリストテレスのテーゼを完全

ように、常に戦々恐々としていなければならない

に否定することから出発する。アリストテレスに

状態を、ホッブズは戦争状態と呼ぶ22。

おける諸個人はポリス（国家）というジグソーパ
ズルのピースとして生まれ、自らの欲求に導かれ

（2）「うぬぼれの平等性」による離脱可能性の排除

て、ポリス（国家）の内部で生まれながらに定め

ホッブズ的個人には、自己の安全を確保するた

られていた役割に落ち着く。つまり、多様な属性

めに逃げ出したり、屈服したりするという選択肢

を持つ諸個人が自らの欲求を満たすことによっ

が用意されていない。このことは、ホッブズが想

て、相補性を基盤とする協調関係が自然に形成さ

定した戦争状態において、離脱可能性が理論上存

れるのである。ホッブズはまず、この想定を完全

在しないということを意味する。ホッブズは争い

に否定した。

の原因となる人間本性として、競争心、不信、誇

よく知られているように、ホッブズは万人の生

りの三つを挙げる。諸個人は、競争心によって利

得的な概括的平等性を大前提に据える。このこ

得をもとめ、不信によって安全をもとめ、誇りに

とによって、相補性による自然的結合というアリ

よって評判をもとめ、他者に対して戦争状態に
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なる 23。しかし、競争心はともかく、不信や誇り

他者との間に社会関係を構築し、平和を樹立する

は、必ずしも他者を攻撃する動機にはならない。

しかない。

安全は逃走や屈服によっても達成することができ

こうして、ホッブズ的戦争状態に生きるすべて

る。誇りは、しばしば、戦わないことによって保

の人は、理性に導かれて社会関係を構築しようと

全される。戦うということは、敗北の可能性を常

努力しはじめる。よく知られているように、ホッ

に孕んでいるからである。ホッブズ自身は、なぜ

ブズが社会関係を構築する手段として提示したの

人々は戦争状態から逃避しないのか、という問題

は、契約である。

0

0

0

0

0

0

0

に明確に言及してはいない。しかし、ホッブズは

ホッブズが提示した契約という社会関係のつく

戦争状態を生み出す人間本性のなかに、離脱可能

り方は、後世の社会学者たちによって繰り返し批

性に対する障壁を用意することに（意図的である

判されることになる。例えばデュルケームは、契

か否かは不明であるが、
）成功している。

約は契約を守るべしという共通了解なしには成立

その障壁とは、うぬぼれの平等性である。ホッ

し得ず、契約はそれ自体、社会関係の上に成り立

ブズは、人間の慎慮（prudence、過去の経験に照

つものであるから社会関係が存在しない状況では

らして将来の結果を予測する能力 24）は平等であ

契約は不可能であり、契約が可能であるならば、

ると述べた上で、その平等性をほとんどの人が認

それは社会関係が皆無の状態ではない、と批判し

25

めたがらないと指摘した 。つまりホッブズ的個

た 27。タルコット・パーソンズがデュルケーム、

人には、自分（自分たち）が他者に比べて、将来

アレヴィらの見解を継承し、そのうえで、「各人

の結果を正しく予測していると思い込む傾向があ

の各人に対する戦争」に社会秩序が生まれること

る。ホッブズが指摘した上のような認知バイアス

はいかにして可能か、という問いを立て、ホッブ

によって、戦争状態における人々は、自分（自分

ズ問題（秩序問題）として鍛え上げたことはよく

たち）は相手より優れているのであるから、手を

知られている28。

尽くして戦えば勝つことができるであろうと期待

ホッブズが出発点とした戦争状態は社会関係が

する。戦えばどちらかは必ず敗北するという事実

皆無の状態ではなく、社会の病理状態であると理

を、換言すれば、自分が敗北する可能性を十分に

解する必要があるという指摘は、ルソー以降繰り

意識するならば、戦争状態は合理的とは言えない

返しなされてきたものである。ホッブズが描いた

が、ホッブズ的個人にはそのように判断する機会

戦争状態から社会状態への移行過程は、社会関係

や能力が与えられていない。

の創出を描いたものではなく、社会関係の回復を

0

0

0

0

描いたものであると理解するのが適当であろう29。
（3）戦争状態から社会関係へ
離脱可能性が排除されたことにより、戦争状態
に生きる人々には、戦争状態を継続するか、戦争

第２節

プーフェンドルフの社会契約論

（1）分散した小社会の自然的発生

状態から脱却し社会状態をつくる努力をするかと

ホッブズが描いた凄惨な戦争状態は、ロックの

いう二つの選択肢しか残されないことになる。ホ

平和で牧歌的な自然状態としばしば対比されてき

ッブズは、戦争状態における諸個人が、死への恐

た。プーフェンドルフが著した『自然法にもとづ

怖、および快適な生活への意欲という二つの情念

く人間と市民の義務』が刊行された時期は、ホッ

26

を持つと考えた 。しかし、死への恐怖から逃れ

ブズの『リヴァイアサン』とロックの『統治論』

るために遠くへ逃げ去る可能性や、どこか遠いと

のちょうど中間にあたり 30、内容面においても、

ころで自分にとって快適な生活環境を再構築する

両者の要素を併せ持っている。

といった可能性は排除されている。そのため、戦

プーフェンドルフは、自然状態においては、血

争状態から脱却するためには、人々は敵であった

族集団が分散した状態が存在すると考えた。プー
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フェンドルフにおける自然状態は、ホッブズ的戦

がって、隣人愛によって説明される社会関係はあ

争状態と同様に、共通の権力が設定された国家状

くまでも共同生活における協調関係に限定されて

31

態の反対項として想定されている 。ホッブズが統

おり、隣人愛によって自然発生する社会は国家の

治権力の設定以前に社会関係が成立する可能性を

ような大規模なものではなく、あくまでも家族関

否定したのに対し、プーフェンドルフは、統治権

係を基盤とした小社会である 34。自然発生した小

力の設定以前にも社会関係が存在し得ると考えた。

社会同士は、人口の増加によって空間あたりの小

プーフェンドルフ的個人は、自然状態において

社会の密度が上昇するまでは、分散した状態にあ

も、神が与えた「社会性」を持っている。プーフ

ることが想定されている。つまり、人口密度の小

ェンドルフの定義によれば、社会性とは隣人愛の

さい自然状態においては、統治権力が必要とされ

ことである。この隣人愛の働きによって、プーフ

ることはないと、プーフェンドルフは考える。

ェンドルフ的個人は、ホッブズ的個人のように猜
疑心のとりことなって滅ぼしあうのではなく、共
同関係からなるゲマインシャフト的な小社会をつ
くることができるのである32。

（2）政治社会の設立
人間が自然状態においても共同関係からなるゲ
マインシャフト的小社会を形成し、ある程度自足

プーフェンドルフはホッブズと同様に、功利主

的な生活を送ることが可能である、という発想に

義的な人間観を採用し、人間は「自分自身と自

よって、プーフェンドルフは、社会関係はいかに

己の利益を最大限に愛する動物」であると想定す

して可能であるか、という問題から、国家はいか

る。他方でプーフェンドルフは、「人間は共同生

にして可能であるか、という問題を分出させた。

活の中で生きることがわかっている」とも述べ

ホッブズにおける統治権力は、戦争状態を排除し

33

る 。ホッブズが、自己利益を合理的に追求する

社会関係を可能にする唯一の方策として要請され

というただ一つの人間本性によって戦争状態の発

るものであった。他方、プーフェンドルフにおい

生と社会関係の形成までの一連の過程を描き出し

ては、社会関係に関して、それは神が与えた社会

たのに対し、プーフェンドルフは人間本性のなか

性によって可能になる、という解決がすでに与え

に、功利主義と隣人愛という、相矛盾する二つの

られている。したがって、社会関係の形成にとっ

傾向を見出している。ホッブズにおける社会関係

て、統治権力の存在はもはや、不可欠な条件とさ

の形成は、それ自体が契約の産物であるとされ

れない。そこで、共同関係からなる小社会で自足

た。換言すれば、人間の自然な性質から順接的に

的に生活する人々が、なぜ統治権力を設定するに

理解することができない、人為の産物であると捉

至ったのかという問題が、プーフェンドルフの想

えられていた。他方、プーフェンドルフにおいて

定の帰結として生じる35。

は、第一次的な社会関係の形成は神があらかじめ

国家のような大規模な社会の生成が諸個人の生

人間に埋め込んでおいた社会性という性質の自然

得的な社会性によって説明できない、という洞

な発露として理解される。換言すれば、人間の自

察に制約されて、プーフェンドルフは、自身が社

然な性質から順接的に理解されうる必然的な結果

会性の他に仮定したもう一つの人間本性、すなわ

として、社会関係の形成が説明されている。

ち、人間の功利主義的な性質に依拠して、統治権

もっとも、プーフェンドルフが想定した隣人愛

力の設定要因を説明する。プーフェンドルフは、

は、共同生活という観点から見た社会的距離の大

自然状態と国家状態を比較して、前者には「欲望

きさによって、その強さが変動するものである。

の支配、戦争、恐怖、貧困、嫌悪、孤独、野蛮、

つまり、共同生活を営む近しい他者に対しては強

無知、粗野」があり、後者には「理性の支配、平

い隣人愛が働くが、それ以外の他者に対しては、

和、安全、富裕、華美、社交、優美、科学、仁

弱い隣人愛しか働かないということである。した

愛」があるという。つまり、国家状態は自然状態
165

北大法政ジャーナル No.28

2021

に比べ、はるかに快適であると想定されている。

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分散状態ではいられなくなった小社会同士は、他

国家状態の効用としては、さらに、紛争の解決

の小社会と脅かし合う戦争状態を生きるか、隣接

を共通の権威に付託できるという点も挙げられて

する小社会と社会関係を構築して生きるかという

36

いる 。国家状態のメリットとして挙げられるこ

二択を迫られることになる。そして、利に聡い家

れらの便益が、国家状態のデメリット、すなわち

父長たちは、自然状態における自らの自由の一部

統治権力への服従義務による欲望の制約を引き受

を放棄してでも、国家状態の効用を得ようとする

け可能にするほどに魅力的であるため、小社会の

ものと想定される。

長である家父長たちは、功利主義的な性質によっ
て、分離状態を継続せずに統治権力を設立すると

第３節

いう選択をする。これが、プーフェンドルフによ

（1）戦争状態と自然状態の峻別

る政治社会生成の説明である。

ロックの社会契約論

統治権力が不在の状況は、ホッブズにおいては
「各人の各人に対する戦争」であり、プーフェ

（3）人口圧力による小社会の分散の解消

ンドルフにおいては、人口圧力が十分にかかって

プーフェンドルフの自然状態は、共同関係から

いる場合、小社会同士の戦争状態である。両者に

なる複数のゲマインシャフト的小社会同士の分散

共通しているのは、統治権力を必要とする状況と

状態から始まる。小社会が分散し、各々がある程

は、戦争状態である、という見解である。これに

度自足的な生活を享受している。このような自然

対し、統治権力を必要とする状況を社会関係のな

状態は、そのまま継続されている限りは、国家を

い戦争状態にではなく敵対関係という社会関係の

必要とする状況を作り出さない。各小社会は互い

存在に見出したのが、ロックである。

に閉鎖的であり、近接していないか、あるいは、

まず、ロックは、戦争状態、自然状態という用

近接していたとしても接触しないからである。プ

語を明確に区別し、定義する。ロックのいう自

ーフェンドルフは自足的な小社会同士の分散状態

然状態とは、地上の統治権力なしに社会関係が成

を描きつつ、同時に、戦争や恐怖や嫌悪が蔓延す

立している状態であり、ロックのいう戦争状態と

る状態を描いている。分散状態という前提が理論

は、地上には統治権力も社会関係もない状態であ

の過程で解消し、戦争状態が生じているのであ

る 39。統治権力を「地上に持たない」という表現

る。この戦争状態はホッブズの「各人の各人に対

によって、ロックは神の権威を強調している。ロ

する戦争」と対比して、「各小社会の各小社会に

ックの想定では、神はいついかなる時にも万人に

対する戦争」と呼ぶことができるだろう。

とって権威であり、戦争状態における攻撃でさえ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

このような自然状態における小社会の分散状態

も、神への訴えとして理解される。敵対する相手

から小社会同士の戦争状態への移行原因を、プー

を排除しようとする試みは、相手の抵抗に遭って

フェンドルフは人口圧力によって説明する 37。人

返り討ちにされる可能性を孕んでいる。どちらが

口圧力により分散状態が保てなくなる、というモ

命を落とすかは、神の采配次第であり、その意味

チーフは、同じ著作の所有権について論じた部

で、他者との戦争における生存と死は、神という

38

分にも見られる 。プーフェンドルフにおける分

裁判官の判決として理解されるのである。

散状態の解消は、端的に言えば、人口圧力による

ロックの戦争状態は、いわば自然状態の病理状

生存競争の結果として生じる現象である（このこ

態である。ロックは、ホッブズと異なり、統治

とはおそらく、プーフェンドルフが生きた17世紀

権力なしでも社会関係が成立すると考えた。さら

のヨーロッパが、約百年間の間に人口が二倍近く

にロックはプーフェンドルフとも異なり、そうし

まで増加するという人口爆発を経験していること

た社会関係が小社会を形成するのみならず、より

0

0

0

と、無関係ではない）。人口圧力によって、もはや
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た。ロックのオリジナリティは、このように、

上の所有は、神への違背となる。そのため、生産

統治権力なき大規模社会を想定した点にある。他

物が必要量を超える場合には、それを腐敗しない

方、そうして成立する平和な自然状態が、潜在的

ものに、つまり、使用を先送りできるものと交換

に戦争状態に移行する可能性を秘めていると考え

し、罪から逃れなくてはならない 。小社会の内部

る点において、ホッブズの想定に接近している。

だけでは解決されない余剰生産物の処分問題が、

ロックは、ホッブズが無自覚に前提していた戦争

小社会同士の間に交換関係を生じさせるのであ

状態以前の状態を明確に描き、自然状態と呼んだ

る 41。このようにロックは、神の権威と、神に対

のである。

する違背を避けようとする所有者たちの功利主義
的傾向によって、大規模な社会が形成可能である

（2）統治権力なき大規模社会の自然発生

と考えた。

ロックにおける政治社会は、統治権力なしに成

ロックの自然状態は、神が人間に与えた社会性

立する大規模な社会が戦争状態に陥るという事

を基盤とする小社会と、神の権威への畏怖によっ

態を避けるため、換言すれば、敵対関係に入った

て可能になる小社会同士の交換関係によって成り

人々がどちらの言い分が正しいかを決する際に神

立つ、大規模社会である。ただしこの交換関係に

に訴えるという事態を避けるため、「地上の権

おいて、交換の主体である所有者たちは、生まれ

威」を創設することによって始まる。では、それ

ながらにして平等な地位にあるものとされる。こ

以前の大規模社会はどのようにして可能になる

の平等性は、「理性によって」、すなわち、認知

と、ロックは考えたのか。

的な過程によって、すべての所有者に自覚される

ロックにおいては、社会の規模に応じて、二つ

ものであることが想定されている42。

の社会形成要因を区別した。しかしながら、それ

このような自然状態が前提されているため、ロ

らはいずれも、神による設計と神の権威とに由来

ック的戦争状態は、ホッブズ的戦争状態とは性質

するものである。

が異なる。ホッブズ的戦争状態においては、諸個

まず、小社会の発生については、プーフェンド

人は欲求充足のために実力を行使し合う。そのた

ルフの見解が概ね踏襲されている。ロックは、神

め、必要とされる統治権力の主たる目的は、すべ

の設計によって人間は生まれながらに「必要、便

てのメンバーの野放図な欲望追求を、等しく威圧

宜、愛好」を具えており、そのため人間は孤独を

することである。他方、ロックの戦争状態は、所

嫌い、社会をつくらざるをえないのだと考えた。

有と交換をめぐる敵対関係の延長線上にある。つ

さらにロックによれば、神は社会をつくらざるを

まり、互いに自分の正当な持ち分と取り分を主張

えない傾向だけでなく、社会生活を維持するため

し合うというコミュニケーションの果てに、決着

の能力も、人間に与えている。そのような能力と

がつかずに両者が神に判決を求めることで、戦争

は、「悟性と言語」である。ロックは、これらの

状態が発生する。この種の戦争状態を回避するた

社会性が、家族関係や支配従属関係からなる小社

めには、神のかわりに判決を言い渡す主体がいれ

会を可能にすると考えた。しかし、こうした小社

ば十分である。そのため、ロックが想定する統治

会は、政治社会が必要とされるようになるほど大

権力は、権利をめぐる論争を調停する裁判権を中

40

きな規模ではない 。

心としている。

大規模な社会は交換関係によって形成される。
この交換関係は、ロックの理論においては、神
の権威によって可能になるものである。ロック

（3）共通の「神」の権威の下にあるゲマインシャ
フト

は、神が所有者たちに一定の義務を課していると

以上のように、ロックの場合は大規模社会の成

いう。所有は必要な限りにおいて許され、必要以

立までが万人に対する神の権威によって可能にな
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っているために、離脱可能性は理論上入り込む余

「神」は、パーソンズにおける共通の規範と同様

地がない。ロックの理論においては、戦争状態で

の役割を果たしているのである。

さえも、一種の競争関係である。それは、単に相
手を排除しようという意図によるものではなく、
神という裁判官に判決を委託することによって成

第４節

社会契約論におけるゲマインシャフト的
国民集団像

立する競争関係なのである。抵抗権の行使も、政

以上で見たように、ホッブズは各人に生得的に

府と抵抗者の競争関係として、同様に理解され

宿る「うぬぼれの平等性」によって、プーフェン

43

る 。神の権威が遍く行き渡っているという想定

ドルフは人口圧力によって、ロックは神の権威に

によって、ロックは、離脱可能性を（意図的であ

よって、統治権力を必要とする社会から、離脱可

るか否かは不明であるが、
）理論上から排除してい

能性を排除している。より正確に言えば、メンバ

る。

ーが離脱可能性について想定していない、という

神が与えた社会性により小社会がつくられ、神

ことになるだろう。自然状態ないし戦争状態にあ

の権威への畏怖によって交換関係が生じ、その

る社会のメンバーは「理性によって」、つまり、

際、神が与えた理性によって、所有者たちは互い

認知能力に導かれて統治権力を設立するが、その

に対等であると認め合い、対等者として共通の権

際に自分が持っている離脱可能性については思い

威を設立する。このようにして、人間の功利主義

至らないのである。

的な性向は、「神」を理論に組み込むことによっ

この章で参照したホッブズらの理論は、いずれ

て、繰り返し矯正されている。ホッブズ問題を提

も、自然状態におけるメンバーの離脱可能性を想

起したパーソンズは、ロックにおける「理性」を

定しないことによって成り立っている。うぬぼれ

評して、「功利主義思想が二百年の長きにわたっ

の平等によって、人口圧力によって、万人に対す

44

てホッブズ問題を消却しえた仕掛け」と呼んだ 。

る神の権威によって、自然状態ないし戦争状態の

もっとも、このことからロックが「神」を機械

社会に所属しているメンバーは、自らの離脱可能

仕掛けの神として、つまり説明のつかない因果関

性について考える機会を失う。人間は他者との間

係を強引に決着させる装置として用いたと読むこ

で悲惨な戦争状態を生きなければならないかもし

とは、おそらく不当であろう。むしろ、ロックが

れないが、その際に、その悲惨さから逃避するこ

神の存在に言及することによって繰り返し人間の

とは、彼らの理論においては許されていない。

功利主義的傾向を矯正したという事実は、神とい

ホッブズらが離脱可能性に対する障壁とした諸

う万人に共通の絶対的権威を想定することによっ

要因は、いずれも、自然に由来するものとして

てのみ、ホッブズ問題が解決されうるという、ロ

捉えられている。うぬぼれの平等性は人間本性の

ックの暗黙の前提を示唆している。

一部であり、人口圧力は自然的要因であり、神は

万人に対して共通に権威を持つ神という存在の

自然の設計者である。いずれの理論においても、

仮定によって、戦争状態すら敵対関係として理

人々は自然に離脱なき大規模社会を形成し、その

解できるようになる、というロック理論の帰結

社会が戦争状態に転じることをさけるために、統

は、ホッブズ問題を消却しているというよりもむ

治権力の創出に同意する。

しろ、それ自体がホッブズ問題に対する一つの解

社会契約論の下敷きとなっている社会像、すな

決なのである。ホッブズ問題を提起したパーソン

わち、自然発生する離脱不可能な社会というイメ

ズが、その解決として社会のメンバーが共通の規

ージは、ゲマインシャフト的な社会像そのもので

範を「内面化」すること、そのような共通の規範

ある。16世紀、17世紀における社会契約論は、神

が「制度化」されることが必要であると主張した

の地上に対する統治権とは区別された、地上の統

ことはよく知られている。ロックの理論における

治権力による権威請求を正当化する理論である。
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この権威請求は、臣民の社会契約に、換言すれ

ヒュームの理論は、H.L.A.ハートらによって踏

ば、同意に基づいているという点で、ゲゼルシャ

襲され、法秩序の妥当性を一定の実効性という社

フト的であるように見える。しかし、社会契約を

会的事実に求める立場として、今日に至るまで継

せざるをえないという状況を描き出すにあたって

承されている。また、ルソーの社会契約論は、よ

仮定されていたのは、すべてのメンバーから離脱

く知られているように、J.ロールズによって再構

可能性が除去されたゲマインシャフトである。

成され、現代の法哲学・政治哲学における正統秩

このような離脱可能性の除去が意図的におこな

序論の一つの範型となっている。この章では、ル

われたものであるか、または純粋に論者たちが自

ソーの社会契約論、ロールズの政治理論、ロール

らの信じる世界観を表明することにより生じたも

ズの政治理論の批判的継承者であるジェレミー・

のであるかについては、論者たちの没後数百年を

ウォルドロンおよび井上達夫の所論を参照し、彼

経た今日、検証する手立てがない。彼らはいずれ

が仮定している国民集団像を抽出する。

も自然や神といった超人為的な概念に依拠して離
脱可能性を理論上から除去しているが、自然や神

第１節

が万人に説得力を持つ弁論のための理論装置とし

（1）自然状態における諸個人の独立状態

ルソーの社会契約論

て意図的に導入されたものであるか、自らの真摯

ルソーは、ホッブズ、プーフェンドルフ、ロッ

な信念・信仰にもとづく自明の前提として導入さ

クら「社会の基礎を検討した哲学者たち」が、社

れたものであるかについては、確定することが困

会の基礎を知るために、社会の形成以前の状態、

難である（もっとも、今日的な観点からいえば、

すなわち自然状態に言及するというアプローチを

自然、本性、神、理性といった道具立ては、いず

とりながら、実際には誰一人として、社会の形成

れも根拠の無限後進を停止する手続の代表的な例

以前の状態を正確に描くに至っていないと主張し

であるが）。

た 46。ルソーの見解では、ホッブズらによって自

ともあれ、16～17世紀の社会契約論における統

然状態と呼ばれた状態は、いずれも社会関係が存

治権力の権威請求は、ゲマインシャフト的な国民

在する、社会状態である。実際、前章で確認した

集団に対してのみ、正当化可能なものであったと

ように、いずれの論者も、離脱可能性を想定せ

言って差し支えないだろう。論者が故意であった

ず、人間が社会のなかで生きる社会的動物である

か否かは措くとして、結果的に、強大なリヴァイ

ことを大前提として、理論を立て上げている。

アサンは、身動きの取れない獲物に対してのみ、
権威請求を行っているのである。

対して、ルソーは、人間が生まれながらに社会
的動物であることを否定する 47。ルソーが考える
自然状態における人間は、独立独行の孤独者であ

第２章 ルソーおよび現代の社会契約論

り、他者との関係は極めで限定的である。彼らは
悪徳も美徳も知らない子供のようであり、頑丈

第一章においては、16世紀から17世紀にかけて

で、他者に依存せずに自足的な生活を送る。ルソ

の社会契約論が、いずれもゲマインシャフト的

ーから見れば、ホッブズらが想定した非社会状態

な社会像を下敷きに理論を立て上げていたと指摘

の人間は、人間のありのままの自然な姿ではな

した。続く18世紀においては、これらの社会契約

く、社会状態に生きているがゆえに非社会状態に

論は批判の対象となる。ヒュームは1748年の論文

陥ってしまった社会的人間の姿である。ルソーに

45

「原始契約について」 において契約による統治権

言わせれば、「彼らは未開人について語り、しか

力の正当化理論そのものを否定し、ルソーはホッ

も社会人を描いていたのである」48。

ブズらの社会契約論のフィクション性を指摘した
うえで、独自の社会契約論を展開した。
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（2）自然な感情としての「あわれみ」

過程によって、つまり、自分の置かれた状況が統

ルソー的自然状態においては、独立独行の諸個

治権力の設定によって改善されるであろうという

人が基本的に相互無視の関係にある。しかし、

推理と、その推理によって動機づけられた同意に

プーフェンドルフが複数の小社会の分散状態が人

よって克服されると考えた。ルソーは、そのよう

口圧力によって戦争状態に移行すると考えたよう

な推理は哲学者だけがすることであって、仮にそ

に、独立独行の諸個人にも、接触せざるをえない

のように思考をめぐらせなければ戦争状態から脱

場合が生じる。ホッブズらと同様に、ルソーも功

却できないとしたら、「人類ははるか昔に存在し

利主義的人間観を持っている。したがって、諸

なくなっていたであろう」と批判する 52。ルソー

個人の自己保存の欲求が衝突する可能性は、よほ

においては、戦争状態が自然発生するということ

どの分散生活が想定されないかぎり、排除できな

はありえない。むしろ、人間が自然なあり方から

い。実際ルソーは、自己保存の欲求の衝突は想定

乖離してゆくことによって、換言すれば、社会状

している。しかし、ルソーにおいては、そのこと

態に入ることによって、戦争状態が招来される。

は諸個人を戦争状態に突入させる原因とはならな
い。

生来の功利主義的性質を抑制する人間の内在的
性質として、プーフェンドルフやロックが「社会

ホッブズにおいては、自己保存の欲求は無尽蔵

性」を挙げていることはすでに述べた。「あわれ

に増幅する力への欲望となって現れる。ホッブズ

み」も同様に、生来の功利主義的性質を抑制する

はその理由を、現状の生活を維持するためには、

機能を持っている。とはいえ、ルソーが想定して

現状の生活を獲得する力よりも大きな力が必要に

いる「あわれみ」は、プーフェンドルフらが言う

なるからだ、と説明する。つまり、現状の生活を

社会性とはかなり性質を異にする。社会性は、近

維持するためにより大きな力が必要とされ、より

接する人々と共同生活を営み、継続的な社会関係

大きな力が手に入ればその力により生活のレベル

をつくることを可能にするものであった。他方、

が上がり、新たな生活を維持するためにさらによ

ルソーの「あわれみ」は、継続的な社会関係を形

り大きな力が必要とされる、という無限増幅が起

成しない。「あわれみ」は他者に危害を加えるこ

49

こるのだという 。

とを差控えさせ、他者の苦痛が引き起こす自分の

これに対してルソーは、諸個人の自己保存の欲

精神的苦痛を回避するため、反射的に救助行動へ

求が無限増幅するとは考えない。ルソー的人間に

と向かわせる。しかし、ルソーが想定する自然状

0

0

0

0

0

0

0

は、そうした欲求を制約する感情が、生まれなが
0

0

態において、諸個人は通常、独立独行で生きてゆ

らに宿っているからである。その感情とは、「あ

ける。同類を識別することはできても、個体を識

われみ」である。

別することはない。とっさに同類を助けたとして

人間に生まれながらに宿る「あわれみ」は、人

も、そこから社会関係が生じるとは限らない。

間の自己愛、自尊心、自己保存の欲求などが他者
に侵害的なほどに伸長することに対する防波堤と
50

（3）私的所有の発明による自然状態の解消

して作用するものとして考えられている 。ルソ

他者に依存することなく独立独行で生きられる

ーはこの「あわれみ」が自然な感情であるという

逞しさと、他者への侵害を抑制し、他者の危難を

点を繰り返し強調する。「あわれみ」は社会状態

救助させる「あわれみ」の働きによって、ルソー

以前に、法律や風俗、美徳の代替となるものであ

的人間は自然状態において、社会状態でもなく、

り、理性によってつくられた人為的な欲望の抑制

戦争状態でもない状態を保つことができる。もっ

51

装置とは区別される 。

ともルソーは、そのような状態にあっても、最小

ホッブズらは戦争状態が自然発生するものであ

限の社会である「家族」が一時的に生じることは

ると考え、それが統治権力を設定する契約という

認める。しかしルソー的自然状態においては、男
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女の関係は愛情が冷めてしまえば（後腐れなく）

（4）ルソーにおけるホッブズ問題の逆転

解消し、親子関係は子が親に依存する必要がなく
53

なれば解消する 。愛情と必要性以外に、継続的
54

以上のようにルソーの社会契約論もまた、最終
的には離脱可能性を排除した。しかし、離脱可能

な社会関係の要因となるものは存在しない 。成

性が消却される要因は、ホッブズらのように自然

人同士は基本的に他者を必要とせず、孤独者とし

（人間本性や人口圧力）に還元されない。私的所

て生きる。

有を主張することによって始まる敵対関係という

ルソーが想定した自然状態は、歴史的偶然によ

社会関係が、独立独行の個人が分散して生きてい

って部分的な敵対関係へと移行する。この移行の

た状態を解消させ、人々を不可逆的に社会に閉じ

要因として挙げられているのが、「私的所有」の

込める。自然的要因によって共生せざるをえない

55

0

0

0

0

0

発明である 。ルソーは、私的所有によって富者

人々が、戦争状態を避けるために社会関係に入

と盗賊団の間に敵対関係が生じ、狡猾な富者たち

る、というホッブズらの想定に対し、ルソーは反

が自分の財産を守るために盗賊団を都合よく組織

対に、社会関係こそが戦争状態の原因であると考

化することによって、政治社会が形成されたと考

える。ルソーのこの想定は、裏を返せば、社会関

えた 56。つまり、私的所有の主張が分離状態から

係がない場合には戦争状態も存在せず、そこには

敵対関係をつくりだし、所有者たちの狡知が敵対

分散状態のみが存在する、ということを意味す

関係から安定した社会関係をつくりだした、と考

る。さらにルソーは、そうした分散状態が安定し

えた。その際つくりだされた安定した社会関係と

た状態であると考える。社会の外部に安定した秩

は、不平等な財産状態を固定する、支配隷属関係

序がありうるという想定は、社会関係がなければ

57

―ゲマインシャフト的関係―である 。

安定した社会が存在しえないというホッブズらの

ルソーはこうした不平等や支配隷属関係が自然

想定を覆すものである。

から乖離したものであると考えるが、一方で、一

ルソーのこうした発想は、ホッブズ問題に引き

度凝集し安定した社会が再び自然状態に回帰する

つけて考えると、より一層際立つ。ホッブズ問

とは考えない。ルソーが注力したのは、自然状態

題は、功利主義的な諸個人が、戦争状態から脱却

に回帰することができないという条件の下で、自

し社会関係を取り結ぶことはいかにして可能であ

然状態においてすべての人々が享受していた自由

るか、というものであった。ルソーの想定にたて

を、いかにして回復しうるか、という問題であ

ば、この問題は問いの立て方からして誤っている

58

る 。ルソーの直観において、社会に生きる人々

ことになる。自然的要因によって離脱可能性が排

は、社会関係（特に、支配隷属関係）のなかに囚

除されていないルソーの理論においては、功利主

われている。自然状態（そこでは独立独行の個人

義的な諸個人が戦争状態に陥ることは、それ自体

が自足的に生活している）において持っていた自

が全く必然的ではない。したがって、ルソーにと

0

0

0

0

0

0

0

0

0

由を不当に奪われているが、もはや自然状態に回
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

っては、功利主義的な諸個人が戦争状態に入るほ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

帰することはできない。したがって、正当化可能

どに近接することはいかなる要因によって可能な

な社会のあり方を考える必要があるが、そのよう

のか、ということの方が問題である。すでに述べ

な正当なあり方を自分は示すことができるだろ

たように、ルソーはこの問題に対し、私的所有の

う、とルソーは考える。よく知られているよう

発明によって、自然状態にあった諸個人の間に社

に、ルソーによる処方箋は、法の支配（そこにお

会関係（富者と盗賊団の部分的な敵対関係）が形

ける「法」では、超実定法的法である「一般意

成されたからだと考えた。

59

志」と実定法の一致が想定されている ）である。

0

0

もっとも、ルソーは分離状態における安定した
秩序を説明するために、「あわれみ」という調整
装置を導入している。ルソーの自然状態は、した
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がって、協調的な他者同士の分離状態である。敵

策を見出さなくてはならなくなるのである。こ

対的な他者同士が、社会関係と戦争状態のいずれ

のような状況を、ロールズは「正義の状況（the

も避けて相互無視の状態に入ることは、ルソーに

circumstances of justice）」と呼んだ。

おいては想定されていない。

よく知られているように、ロールズは、すべ

人々が社会関係という鉄鎖に繋がれている、と

てのメンバーに「無知のヴェール（the veil of

いう直観に妨げられなければ、ルソーのもう一つ

ignorance）」を被せることによって正義の状況を

の直観―戦争状態から脱却することによって社

秩序立てることができると考える。無知のヴェー

会関係が可能になるのではなく、むしろ社会関係

ルはそれを被った人に、自らの属性を忘れさせ

こそが戦争状態の原因であるという―は、社会

る。無知のヴェールを被せられたメンバーたち

状態の裏側にある非社会状態は戦争状態だけでは

は、自分たちが設計する社会のどの立場に自分が

なく、諸個人の離脱可能性もまた社会状態の裏側

属するかを、知ることができない。つまり、自分

に常に潜在しているのだ、という結論に至ること

が社会の最も不遇なメンバーである可能性を排除

も可能であった。しかし、ルソーは人々が社会の

できない。この場合、ロールズの想定では、すべ

なかで「鉄鎖につながれている」という直観を持

てのメンバーは、社会の最も不遇なメンバーにと

っていたために、人々が離脱可能性に思い至る場

っての処遇に配慮したセーフティ・ネットを設計

面を想定することはなかった。

しておく誘因にかられる。
何人も、資源の分配と善の構想をめぐる競争か

第２節

現代における社会契約論的構成

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら逃れられないのだから、競争の結果からも逃れ
0

（1）「正義の状況」と「正義の原理」

られない。これが、ロールズが正義の原理を描き

ロールズの政治理論が、ルソーの社会契約論の再

出す際の出発点である。こうした共通運命の仮定

構成であることはよく知られている。ロールズの

から、ロールズは、熟議による「重合的合意」を

見解が批判への応答を通して変遷していったこと

形成することが可能であると考えた。つまり、す

も周知のとおりである。ここでは、批判への応答

べてのメンバーが熟慮し、説得しあえば、納得の

が落ち着いた晩年の講義録「道徳理論におけるカ

いく結論が少なくともいくつかは、見出される。

60

ント的構成主義」 を参照しよう。
ロールズは、彼が構想する理想社会である「秩
序ある社会（well-ordered society）」が、社会の

宗教問題のように、解消不可能な対立点、つま
り、重合的合意が形成されない問題については、
一つの見解を共有する必要はない。

メンバーの転出・転入可能性の不在を前提にしな

ロールズの見解を要約すると、次のようにな

ければ成り立ち得ないと考えた。「秩序ある社

る。すなわち、現代社会においては、利害、善

会」は閉ざされたシステムであり、外部にある他

悪、聖邪という区別の基準は、多元的に分化して

の社会と有意味な関係を取り結ぶことはない。秩

おり、合意を作ることが困難である。しかし、正

序ある社会のメンバーは、その社会のなかに生ま

義・不正義の区別に関しては、メンバーの離脱可

れ、その社会の内部で人生を全うしなければなら

能性を理論から排除すれば、万人が一致できるよ

61

ない 。メンバーが離脱不可能な形で閉じ込めら

うな基準が存在する。したがって、社会制度は正

れたうえで、そこに、極端でこそないが充足的で

義の原理に準拠して設計されるべきである。

もないような資源の欠乏状態と、善の構想につい

ヒュームやルソーがそうであったように、ロー

ての、メンバー間の見解の不一致という条件が付

ルズもまた、統治権力の存在を所与のものと考え

け加えられる。つまり、すべてのメンバーが、資

る。そのことによって、正当化可能な統治権力の

源の分配と善の構想をめぐる、逃れようのない競

あり方が、中心的な問題となっている。ルソーに

争ゲームに巻き込まれ、その中で平穏に生きる方

おける社会契約は、一般意志の執行者（為政者）
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に対する、一般意志の形成者（人民）の服従契約

題でないかぎり、意見が対立したまま、それでも

であった。ロールズの政治理論においては、原初

一つの意見のもとに一致協力しなければならない

状態の当事者全員が無知のヴェールを被ることに

という事態が生じる63。

よって特殊意志を滅却し、析出された一般意志に
すべてのメンバーが合意するとされる。

ウォルドロンの見立てでは、過去において、立
法府が社会をより良く変革しようとする方策はす
べて、このような状態のもとで、「当の方策に反

（2）「政治の状況」と民主的立法の尊重

対する人々の忠誠と服従」を確保しながら進めら

ロールズの以上のような見解は、多くの批判に

れたものである。ウォルドロンは反対者も含めた

さらされてきた。批判者の一人である政治哲学

すべてのメンバーの「忠誠と服従」を確保する手

者・法哲学者のジェレミー・ウォルドロンは、民

段として、決定手続におけるすべてのメンバーの

主的過程を経て制定された法に服従すべき理由の

「平等な尊重」を重視し、それを実現する方策と

根拠として「われわれ」を取り巻く「政治の状況

して、多数決を擁護する64。

（the circumstances of politics）」を挙げる。政治

ウォルドロンの見解を要約すると次のようにな

の状況とは、「政治体として何をすべきかについ

る。すなわち、現代社会においては、利害、善

て、市民の意見が対立している状況」である。し

悪、聖邪のみならず、正義・不正義の区別の基準

かし、このような対立は、単に見解が一致しない

もまた、多元的に分化しており、合意を形成する

というだけでは生じないと、ウォルドロンは考え

ことが困難である。しかし、「共通了解を獲得す

る。政治体として何をすべきかについての見解の

るにいたる余地のない多くの人々とともに生活し

不一致と同時に、対立する市民たちが、対立の先

行動せざるをえないという事実」65もまた存在する

に「共同決定」を望んでいることが必要である。

（離脱可能性の否定）。したがって、民主的過程

同じ社会のなかに「正義や権利や政治道徳につい

（多数決）を経て形成された法律に対しては、敬

て共通了解を獲得するにいたる余地のない人々」

意を持つべきである。

がいるだけでは、政治の状況は生じない。そのよ

以上のようなウォルドロンの主張においては、

うな対立する人々と「ともに生活し行動せざるを

政治問題について対立する者同士が、共同生活の

62

えないという事実」が、政治の状況をつくる 。
0

0

0

0

0

0

0

0

不可避性という認識に基づいて、逃れがたい政治

不可避的に生ずる政治的抗争のなかで、政治社

的抗争の土俵に乗せられている。ウォルドロンの

会のメンバーが公共的決定を形成しようとする、

論理は、政治的抗争の参加者たちが互いに対立し

という発想は、不可避的に生ずる資源・善の構想

ながらも自分たちが運命共同体であることをやめ

をめぐる闘争のなかで、メンバーが共通の社会制

られない、という認識の上に成り立っている。

度を設計しようとするというロールズの発想とよ

ウォルドロンはロールズに比べ、政治社会にお

く似ている。両者が対照的なのは、対立が解消さ

いて不可避的に生じる見解の不一致を、より深刻

れない問題の扱いにおいてである。ロールズは重

に捉える。しかし、そうした対立が決定手続にお

合的決定が形成しえない問題については、各メン

ける平等な尊重によって解消されうると見ている

バーの自由を尊重すればよいと考える。他方、ウ

点で、ロールズと類似の誤謬に陥っている。重合

ォルドロンは、見解が一致しない問題について

的合意による闘争解消の位置が、正義の原理の内

も、共通の見解を持つ必要が生じる場合がある、

容をめぐる問題から、手続的正義の内容をめぐる

と指摘する。「共通の見解の必要性は、対立の存

問題に変わるだけのことである。ウォルドロンの

在という事実を消滅させるわけではない」と、ウ

想定では、ある公共的決定の反対者たちは、決定

ォルドロンは述べる。つまり、共通の見解が必要

の過程が公正であれば公共的決定を尊重するべき

である問題がすべて、重合的合意が調達可能な問

であるという点には合意していることになるから
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である。

ャフト的国民集団像が登場していたからである。
ただし、このことをもって近代と現代の違い、と

（3）不可避な政治的闘争と「法の支配」

論じることはできない。というのも、ウォルドロ

批判の連鎖には、続きがある。不可避的に生じ

ンは見解が対立する状況の下での共同決定を不可

る政治的抗争をさらに深刻に受け止める議論とし

避のものと認識しており、井上は、「政治的闘争

て、井上達夫の法の支配論がある。井上は、ロー

からの離脱は人間には不可能である」68と断言して

ルズの重合的合意論は政治的抗争の事実を隠蔽す

いるからである。このことは、ウォルドロンと井

るものであり、ウォルドロンの民主的立法優位論

上が、闘争（離脱不可能性を含意する）を理論的

（およびドゥオーキンの純一性に依拠した連帯責

仮定ではなく自然的・必然的事実として認識して

務論）は政治的抗争の事実を過小評価するもので

いるということを意味する。

66

あると批判する 。井上によれば、両者には、政
67

前章において見たホッブズらの所論、および本

治的抗争の敗者への視点が欠落している 。井上

章において見たルソーの所論は、その一連の思想

の所論は次章で詳しく扱うため、ここでは詳細に

系譜に冠せられた「近代自然権論」というラベル

扱わない。井上の見解を要約すると以下のように

が示す通り、自然的・必然的事実と信じられてい

なる。すなわち、現代社会においては、利害、善

るものに根拠を求めるというアプローチを採って

悪、聖邪、正義・不正義のみならず、公正な民主

いる。したがって、井上とウォルドロンのアプロ

的手続についての基準もまた、多元的に分化して

ーチは、近代自然権論への先祖返りとして理解で

おり、合意を作ることが困難である。しかし、政

きるだろう。他方、ロールズのアプローチ―離

治的問題をめぐる敵対関係が戦争状態に転換しな

脱不可能性をあくまでも理論的仮定として措定す

いように、政治的闘争を外から制約する何ものか

るというアプローチ―は、一種の擬制、すなわ

が必要になる。したがって、このような制約原理

ち、事実からの任意の離反として理解できる。つ

として機能させるために、法の支配の諸原則を再

まり、何人も離脱することは不可能なのだから万

構成すべきである。

人に権威請求する規範的権威が必要である、と

0

0

0

いう近代社会契約論の便法が逆転し、万人に権威
（4）正当化根拠を創るためのゲマインシャフト
的国民集団像

請求する規範的権威が必要性を論証できるとすれ
ば、それは離脱が想定されない社会を、（事実と

上の論争に深く立ち入ることは、本稿の眼目で
はない。本稿の関心から重要なのは、本節で言及

0

0

0

0

0

0

0

0

は区別された）理論的仮定として据えた場合であ
る、という理論構成になっているのである。

された三人の論者たちが、各々の規範的主張の大
前提として、離脱可能性のない政治集団像を共有
0

0

0

0

0

0

0

0

0

第３節

社会契約論における二重の擬制

しているという点であり、共有せざるをえないと

以上で見てきたように、社会契約論的な理論構

いう点である。三人の論者たちはいずれも、不可

成は、一見すると諸個人の契約によって自発的結

避的に生じる共同体、換言すれば、選択意志によ

社を設立しているように見えるが、「契約せざる

らずに形成されるような共同体―ゲマインシャ

をえない事情（現代においてそれは、「正義の状

フト―を描き出し、理論の出発点に置く。

況」、「政治の状況」として登場している）」を描

もっとも、ロールズにおいては、そうした前提
は一定の理論的仮定として説明されている。この

き出すに当たっては、ゲマインシャフト的国民集
団像を想定せざるをえない。

点において、ロールズの理論は近代社会契約論と

社会契約論は、「契約」という道具立てが端的

異なる。近代社会契約論においては、仮定として

に示す通り、ゲゼルシャフト的国民集団と国家法

ではなく自然的・必然的事実として、ゲマインシ

秩序の規範的関係を詳らかにする理論である。も
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ちろん、社会契約それ自体は一種の擬制であり、

が挙げられている70が、日本においても、これらの

そのことはいわゆるフィクション主義の立場から

論者に加え、ジェニングスやH.L.A.ハート、R.ドゥ

繰り返し指摘されてきたところである。我が国の

オーキン、Aマーモ―らの法の支配論が憲法学・

法学においても、ファイインガーのフィクション

行政法学・法哲学・政治哲学といった分野によっ

論の影響を受けた来栖三郎によって、社会契約の

て参照されており、法の支配の意味内容をめぐる

フィクション性が早くから指摘されている 69。社

議論は、百家争鳴の様相を呈している。したがっ

会契約というフィクションの眼目は、国民集団を

て、それらを一括りにすることは到底不可能であ

0

0

0

0

0

0

0

ゲゼルシャフト的国民集団であるかのように見做
0

るが、ラズによって提出された次のような説明

し、そのことを通して、自由意志を持つ諸個人の

は、おそらくそれほど論争的ではない。ラズによ

集団に対して権威請求可能な統治権力の構成原理

れば、「法の支配」は、人民の遵法と統治者の遵

を導出することにある。

法という二つの抽象的な規範原則を意味する71。

しかし既述のように、「契約せざるをえない事

特に憲法学や行政法学においては、後者の要

情」はゲマインシャフト的国民集団像の仮定によ

請、すなわち、統治者は法に適合的な統治を行う

ってはじめて可能になるものである。ロールズの

べし、という要請に比重が傾けられがちである

場合には、このゲマインシャフト的国民集団像は

が、そのことは前者の要請を排除するものではな

自明な事実としてではなく、理論的仮定として置

い。議論が分かれるのは、法の支配という規範的

かれている。ロールズの所論に関しては、したが

要請の目的である。この目的として何を想定する

って、二重の擬制―つまり、ゲマインシャフト

かによって、法の支配そのものの位置づけ、法の

0

0

0

0

0

0

0

0

的国民集団が存在するかのように見做し、そのこ
とによって生じる諸問題の解決のために、ゲゼル
0

シャフト的国民集団が一定の合意を形成すると見
0

0

支配の具体的な要請内容が変わってくる。
本稿の関心から、つまり、国家法秩序の権威請
求という観点から見ると、法の支配論は概ね二

做す、という擬制の連鎖―が生じているのであ

つの類型に分けることができる。一つは、法の支

る。二つの擬制は、因果関係によって、つまり、

配を、国家法秩序の実効性を向上させるための実

第一の擬制なくして第二の擬制なし、という関係

践的な知恵として捉えるタイプであり、もう一つ

によって結びついている。

は、法の支配を、国家法秩序の権威請求を道徳的
に補強するための規範として捉えるタイプであ

第３章 現代における法の支配論
第１節

錯綜する法の支配論

る。前者のタイプの法の支配論は、ハート、ラズ
ら、記述的法実証主義者によって唱えられるが、
彼らの所論を特異な例外として、その他の法の支

法の支配という理念は、多義的かつ論争的な理

配論は、概ね後者に分類してよいように思われ

念である。それは規範理念の一種であるが、そ

る。この章では、二つの類型の法の支配論の代表

の性質や具体的な要請内容をめぐっては論争があ

的な論者たちの所論を参照し、そこにおいて国家

る。しかし、論争的で内容が錯綜している一方

法秩序の権威請求がどのような国民集団像に立脚

で、非常に人気が高く、特に重視される政治理念

しているかを切り取る。

の一つでもある。法の支配の諸原則については、
憲法学、行政法学、法哲学、政治哲学といった研
究領域においてそれぞれ独自の展開がみられる。
ブライアン・ビクスらが編集した『法理論辞典』
の法の支配の項には著名な論者として、ロン・フ
ラー、ハイエク、ダイシ―、ジョセフ・ラズの名

第２節

法秩序の実効性を向上させるための「法
の支配」

（1）フラーの「法の内在道徳」に対するハート
の批判
『法理論辞典』でも言及されているように、現
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代法理学における法の支配論はフラーの「法の内

ラズは、法の支配の語義、語義から通常期待され

在道徳（inner morality of law）」を起点として展

る基本理念、基本理念を実現するための諸原則と

開されている。フラーは、よく知られているよう

いう三つの要素を区別し、法の支配という理念の

72

に、1964年の著作『法の道徳性 』 において、仮

周辺に散在する諸規範を、体系的に整理する。

想の王レックスの立法作業が失敗する八通りの方

すでに述べたように、ラズによれば、法の支配

法を描き出し、それらの失敗の予防策として、法

には一般的に使われる広い意味と、法・政治理

の運用を可能にする八つの条件（一般性、公布、

論において使われる狭い意味がある。前者は万人

遡及法の禁止、明瞭性、立法の一貫性、遵守可能

が法に服従すべきである、という意味であり、後

性、恒常性、ルールと公権力の活動の一致）を導

者は統治が法に適合するべきである、という意味

出した。これらはフラーによって「法の内在道

である。「人によらず、法による統治」は、狭義

徳」と呼ばれる。「法の内在道徳」は「人々の行

の法の支配の理念を表現している。ここでいう

動を一般的ルールの支配に服せしめるという目的

「法」とは、すべての法令ではなく、一般人によ

追求的企てとしての法」として把握される法秩序

く知られた、比較的持続性のある法令のみを指

が、その企ての実現を可能ならしめるために追求

す、とラズは言う75。

すべき、抱負（aspiration）であるとされる。

法の支配のこのような語義から、ラズは二つの

フラーは、これら八つの条件を抱負として持た

基本理念を導き出す。一つ目は、「特別法の創

ない法は法ではないと主張した。「法の内在道

設が、周知の、比較的持続性のある、一般的なル

徳」を抱負として持たなくてはならないという事

ールによって監督されるべきである」という規範

情によって、法は道徳との間に連接を持ってい

である。「法による統治」であると言えるために

る、と主張したのである。

は、統治権力が、一般人によく知られた、持続的

フラーのこの見解はしかしながら、よく知られ

な法に基づいて行使されなければならない。二つ

ているように、H.L.A.ハートによる鋭い批判にさ

目は、「法は自らの臣民の行動を先導できなくて

らされる。ハートは、社会統御の手段としてのル

はならない」という規範である。この規範が満た

ールが、理解可能かつ服従可能でなくてはなら

されていない場合、法はそもそも、統治の能力を

ず、さらに、遡及法の原則的禁止がなくてはなら

持たないことになる76。

ないなど、ルールがルールとして機能するための

これら二つの基本理念から、八つの基本原則が

条件によって制約されていることを認める。しか

導き出され、それらの基本原則はさらに二つのグ

しそれらは、「道徳」と呼び得るものではない

ループに分けられる。第一から第三原則は、「法

73

と、ハートは言う 。

が、行為の効果的な先導を可能にするために設計

フラーの「法の内在道徳」に代表される現代の

された基準に適合すべきである」と要請する規範

法の支配の諸原則に対するハートのこのような理

である。第四から第八の原則は、「法を強制する

解、すなわち、それらの諸原則は、社会統御の手

法的機構が歪んだ強制力によって先導機能を奪わ

段として理解される諸ルールが社会統御の手段と

れるべきでないこと、法的機構が法の支配への適

しての機能を果たすために必要とされるのみであ

合を監督でき、法の支配から逸脱した場合に効果

るという理解は、M.H.クレイマーやラズによって

的な矯正を提供できること、を保障するため」の

継承されている。

規範である77。
このように理解される法の支配の諸原則は、し

（2）ラズの法の支配論

かしながら、フラーが主張したような道徳性を持

ラズの法の支配論は、論文「法の支配とその美
74

徳」において展開されている 。同論文において
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な意味において、道徳性を持つとは言い難いよう

習慣的に服従している状況を仮定しなければ成り

な、消極的な性質を持っているからである。すな

立たないのであって、そのヒューム的な構成―

わち、諸原則は、法によって引き起こされる害悪

人々は現状を維持したがるという強い傾向によっ

を避けるという以外にいかなる利益も招来しない

て、既存の支配従属関係に黙従する―は少なく

ため、それが法を道徳的なものにしているとは評

とも、ゲゼルシャフト的国民集団像を想定しては

価できない、とラズは考える78。

いない。彼らの所論においては、権威はなんらか

さらにラズは、法システムと法の支配という理

の正当な手続によって樹立されるものではなく、

念との関係を、ナイフとナイフの切れ味の関係に

権威請求の正当性を不断に論証しなければならな

例える。ナイフは、切れ味が鋭いほど、優れたナ

い性質のものでもない。それは諸個人にとっては

イフである。同様に、法システムは、法の支配の

いわば先験的に存在するものとして認識され、維

諸原則を満たしているほど、優れた法システムで

持される。

0

0

0

0

ある、とラズは言う。法の支配の諸原則が満たさ

ハートやラズが、法秩序の存続にとって社会の

れない場合に、法システムの運用が困難になると

すべてのメンバーが法秩序の権威を受容してい

いう点で、ラズはフラーの見解を継承している。

る必要はなく、（裁判官を含む広義の）公務員が

しかし、諸原則を「内在道徳」と呼ぶことは誤り

受容していれば（より厳密に言えば、受容を表明

であると、ラズは主張する。ラズによれば、ナイ

していれば）足りると主張していることはよく知

フの切れ味が道徳と無関係であることと同様に、

られている 81。しかし、法秩序が圧倒的少数派で

法の支配の諸原則の達成度合いは、道徳とは無関

ある公務員によって運用可能であるという事実

79

係である （なお、ラズの以上のような見解に対

が示すのは、ヴェーバー風にいえば、法秩序が

しては、弟子のA.マーモーが論文「法の支配とそ

権威請求している社会全体が、少なくとも（社

80

の限界」 において批判を展開している）。

会学的意味における）法秩序に「志向している
（orientieren）」ということである。つまり、社会

0

0

（3）権威請求の成否 を左右する「法の支配」と
国民集団像

の大多数の人々が、公的な強制がなくとも秩序適
合的な行動（秩序に対する「遵守」および、違背

以上のように、ハート、ラズの法の支配論にお

した際にそれを隠そうとすることなどの、秩序の

いては、法の支配の諸原則は法秩序による権威請

支配力を意識した行動）をとっているということ

0

0

求の成否を左右するものと理解されている。フラ

が、（法学的意味における）法秩序の存在の大前

ーの所論は、「道徳」という表現によって混乱を

提になっている82。

招いているが、実際には法秩序の権威請求の成否

このことをもって、ただちに彼らがゲマインシ

を左右するものとして「法の内在道徳」を提示し

ャフト的国民集団像を想定していると断定するこ

ているのであって、その意味において、ハートや

とは早計である。しかしながら、彼らの所論の下

ラズの見解と類似している。

敷きとなるヒュームの議論も合わせて考えるなら

彼らの所論は、統治権力の存在と、それに習慣

ば、このタイプの法の支配論が、ルソーの言うと

的に服従する（より厳密に言えば、違背しない）

ころの「鉄鎖につながれた人々」の集団の内部に

一定数の臣民の存在を前提とするものであり、い

おける、支配的地位にある人々と被支配的地位に

うなれば法の支配の諸原則は、支配者が心得てお

ある人々の摩擦の緩和、という課題を中心に構成

くと役に立つ帝王学の一部のように理解されてい

されており、その意味において、ゲマインシャフ

る。つまり、フラー、ハート、ラズらの（フラー

ト的国民集団を前提していると読むことは可能で

を彼らと同視することについては論争的ではある

ある。

が）見解は、ある権威的な秩序に国民の大多数が
177
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正当な権威請求を可能にする「法の支配」

（1）法の支配と立憲主義

集合的決定としての法の「正統性」は、井上に
よれば、三つの条件を満たすことで獲得される。

法秩序の実効性を向上させるための実践原理と

第一の条件は、法が「正義への企て」であること

して法の支配を理解する上のような議論がある一

である。法は命令ではなく、規範であり、両者を

方で、法の支配を法秩序による権威請求を正当な

区別するのは、「行為要求が一定の理由によって

ものにするために満たされるべき規範的要請の束

正当化されているというクレーム」を含むか否か

として理解する理論がある。ラズはそうした理解

である、と井上は言う。ここでいう「理由」は、

0

0

を、法の支配と「善き法の支配」を混同するもの
0

0

正義適合的な理由でなければならないとされる。

として批判するが、むしろ、法の支配と「善き法

フラーの見解―法を「人々を一般的ルールの支

の支配」を峻別しない理解のほうがより一般的で

配に服せしめようとする目的追求的企て」として

あると言える。歴史的にみれば、法の支配という

理解する見解―を批判的に継承する井上の見解

理念は自然法思想の流れをくむものであって、そ

においては、「正義への志向性を内包しない支配

のことに対する評価はさておき、そこにおける

体制は法ではない」。第二の条件は、法服従主体

「法」とは、道徳と緊密に結びついた観念であ

に対して「正義審査への原権利（the proto-right

る。この種の法の支配論は、立憲主義との関連で

to justice review）」を保障していることである。

83

論じられる場合が多い 。

法服従主体が批判的に吟味する経路が制度的に保

しかしながら、国家法秩序による権威請求の基

障されていない法は、正統性を持たないとされ

礎づけ理論として着目できるような議論は、実際

る。第三の条件は、「正義」をめぐる競争者であ

のところ多くない。権利基底的な法の支配論は、

るという同一性に基づいて、「普遍化不可能な差

法の支配を統治者に対する防護壁として理解する

別」が排除されていることである。具体的には、

ために、法の支配における「法」を必要以上に神

フリーライダー、二重基準、既得権、集団的エゴ

格化する嫌いがある。

イズムが排除されていなくてはならない85。
法が以上のような「正統性」の条件を満たすも

（2）井上達夫の法の支配論

のであることを保障する原理として理解された

今日の法哲学の領域において、正当な権威請求

「法の支配」は、いくつかの具体的な諸原則が満

を可能にするための原理としての法の支配を理論

たされることを要求する理念であるとされる 86。

的に説明する代表的なものとして、井上達夫の法

井上はこれらの要請を、正統性保障原理としての

の支配論が挙げられる。井上は、法の支配を法の

法の支配の「強い構造解釈」として提出する。こ

84

正統性を保障する原理と捉える 。その問題意識

れらの諸原理への適合の程度は、したがって、政

の中心にあるのは、善悪、利害などの基準が分

治的決定の所産として把握される国家法秩序の権

裂・対立している社会において、公共的な価値基

威請求を正当ならしめるものである。

準であるべき正義・不正義の基準もまた多元的
に分裂しているとすれば、公共的秩序としての
「法」は、いかなる基準に準拠すればよいのか、

0

0

（3）権威請求の当否 を左右する「法の支配」と
国民集団像

という問いである。この問いは、本稿の用語法に

前章でも述べたように、井上の法の支配論は、

引きつけて言い換えれば、多元的社会において国

政治的闘争の不可避性によって政治社会からの離

家法秩序による権威請求が正当なものであること

脱可能性を失った正義構想をめぐる競争者たちか

はいかにして可能か、という問いである。井上は

らなるゲマインシャフトに立脚する。「正義構想

この問いに対し、「正統性」という概念をもって

間の鋭い対立は、共通の正義概念の存在を含意し

答える。

ている」87と井上は述べる。実際、傍から見れば、
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正義をめぐって争う論客たちは、似た者同士であ

第４節

る。共属性や等質性のゆえにこそ、些細な差異が
88

許せないとも言えるだろう 。

「政治的闘争」の不可避性と不可能性

以上で検討した法の支配論の二つの類型は、
それぞれ法の支配に異なる役割を期待している

もっとも、井上はおそらくこれを、共属性や等

が、重要な共通点も持っている。いずれの理論に

質性とは捉えていない。政治共同体の一体性は、

おいても、統治者と被治者の間に不可避的に生じ

むしろ、井上が強く否定するところである。例え

る摩擦が想定されており、その摩擦が、法の支配

ば井上は、ドゥオーキンの純一性に依拠した連帯

の必要性を基礎づけている。前者のタイプの場合

89

責務論に対して批判を展開している 。そこにお

には、法の支配の諸原則に適合しない統治は、被

いて批判されているのは、国家法秩序による権威

治者の事実的服従可能性が不安定になることによ

請求が正当化可能であるのは、国家法秩序による

り、継続が危ぶまれる。後者のタイプの場合に

権威請求が正当化されているからである、とのト

は、法の支配の諸原則に適合しない統治は規範的

ートロジーである。ドゥオーキンにおいては、原

に正当化しえず、被治者の規範的服従可能性を確

理と法への忠誠を共有した同胞体としての政治共

保できない。

同体が前提されており、そのことは、法の支配を

このような政治的摩擦が想定されるためには、

権利の支配と同一視する見解（法の支配の「権利

互いに争う政治的「敵」同士が、互いに避けあ

基底的な」構想）のなかにもよく表れている。権

ったり、一方が他方を殲滅ないし抑圧したり、分

利と同胞愛（fraternity）を最大級の価値として

離・離脱したりする可能性が排除されていなけれ

（さらに言えば、先験的な価値として）崇拝する

ばならない。政治的闘争は、両者が互いに最小限

政治共同体像が、ドゥオーキンの構想の核心にあ

の同一性・共属性・等質性を自覚していること、

る。このような一体感のある政治共同体像を仮定

さらに、そのことによって合意と協同への期待が

することに対して、井上は、政治的抗争の事実を

存在すること、によってはじめて可能になる。真

過小評価するものであると批判する。

正の敵同士が政治的な「敵」となることはありえ

この批判は正当であるだろう。しかし、井上自

ない。政治的プロセスは多くの労力と時間を必要

身は、この批判を回避できていると言えるだろう

とするものであり、したがって真正の敵同士は、

か。井上が想定している政治社会のメンバーは、

そのような多大なコストを払ってまで共通の秩序

0

0

0

0

0

不可避的に正義の概念をめぐる競争に身を投じざ

の下で生活しようとするインセンティヴを持たな

るをえないことになっている。所属し、所属し続

いからである。このことは、「政治的闘争の不可

け、発言オプションを行使することによってのみ

避性」と対置して、「政治的闘争の不可能性」と

境遇を改善しようとする国民集団が、法の支配の

表現することができる。

必要性を基礎づけているのである。

0

0

0

0

0

0

0

0

政治的闘争に限らず、闘争という社会的行為

法の支配が政治的闘争の当事者たちに対しての

は、少なからず以上のような性質―対抗者との

み必要とされるものであるとすれば、国家法秩序

間に最小限の同一性・共属性・等質性が感じられ

による権威請求の対象は、政治的闘争の当事者た

ることが不可欠であるという性質―を持ってい

ちである。したがって、現実の国民集団がすべて

る。生存競争や私的な紛争も含めた一般的な用語

政治的闘争の当事者であると仮定しない限り、権

として「闘争」ということばを用いるならば、

威請求の対象は、政治的闘争という手段によって

「闘争の不可能性」を指摘する見解は、草創期社

（発言オプションの行使によって）しか境遇を改

会学において繰り返し強調されている。例えばデ

善することができないと認識している国民層、す

ュルケームは、生存競争が生じるために、相互無

なわち、自身の離脱可能性を認識していない国民

視や空間的な離脱がおこらないための、最小限の

層に限定されることになる。

「連帯」が必要であると指摘している 90。闘争と
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91

法秩序の権威の先験性

ルやヴェーバーによっても唱えられている 。こ

国家法秩序による権威請求の理論的基礎付け

のような見解は、経験的にも、また、歴史的に

が、ゲマインシャフト的国民集団像に依拠してい

も、首肯しうるものである。宗教的・人種的・階

るという本稿の主張は、序章で示したように、離

級的・政治的な「敵」同士は、相互無視や一方の

脱可能性の大きい主体に対して、国家法秩序が権

逃避行動、一方による他方の虐殺や抑圧といった

威請求できるための理論的基礎を持っていないと

方法によって、闘争を含めた一切の交流を遮断し

いうことを含意する。このことがもたらす最悪の

得る。「政冷経熱」という関係に代表されるよう

帰結は、国家法秩序が離脱可能性の低いメンバー

な関係形式、つまり、互いの利益のために限定的

に権威請求し、離脱可能性の高いメンバーは国家

な交流を持ち、それ以外は相互不干渉・相互無

法秩序を通して権威請求するという事態である。

視、ないしは敵対を継続するということも可能で
ある。

国家法秩序による権威請求を理論的に基礎づけ
ようとする試みが、それ自体、支配のイデオロギ

以上のような「闘争の不可能性」を意識するな
0

0

0

ーであるという批判を展開した先駆的な研究とし

らば、政治的闘争が不可避であるがゆえに法の支

て、ケルゼンによる一連のイデオロギー批判があ

配の諸原則への適合が必要なのだ、という伝統的

る。ケルゼンはそもそも法秩序とは、個人によっ

な論法の仮象性、より厳密に言えば、前提である

て認識される社会圧力に心理学的な基礎を持った

92

政治的闘争の不可避性の仮象性が明らかになる 。

存在であると捉える 94。権威として個人の意識の

むしろ反対に、一つの法秩序に所属するメンバー

内に確立された社会は「神」や「国家」として認

であるという意識の仮定が、「政治的闘争の不可

識されるが、これらは、自分が一分枝にすぎない

避性」を招来しているとさえ言えるだろう。つま

と感じるような全体的秩序を擬人化したものであ

り、本来政治的な「敵」にはなりえないほどに社

ると、ケルゼンは言う。ケルゼンの見解では、神

会的距離が離れており互いに外集団であるような

は世界秩序が擬人化されたものであり、国家は法

他者・他集団同士が、人為的なカテゴリー化によ

秩序が擬人化されたものである 95。したがって、

って仮象の共属性を与えられ、そのことによっ

なぜそれらが権威を持つのか、持つべきなのかと

て、一つの政治社会に所属している同胞でありな

いう問い―それは国家法秩序による権威請求を

がら、対立的な状況にあると（換言すれば、政治

理論的に基礎づけようとする試みの原動力である

93

的闘争の渦中にあると）認識されるのである 。

―は、実は問題が反転している。逃れがたい権
威的秩序が認識の上で人格化されたものが、法秩

終章 法秩序による共属性の演出

序だからである。ケルゼン自身の表現を借りれ
ば、社会は「それを構成する人々の宗教的・権威

以上の検討を以て、近代において一見ゲゼルシ

的体験の表現」であり 96、それが神や法秩序とし

ャフト的国民集団像を前提しているかに見える国

て認識されるのである。したがって、上の問いに

家法秩序による権威請求が、実際にはゲマインシ

は、それが権威であると信じられているからであ

ャフト的国民集団像を大前提に据えているのだと

り、権威であるべきだと信じられているからだ、

いう本稿のテーゼの例証をひとまず終えよう。本

と答えるしかない 97 。このことを、ケルゼンは

章においては、このテーゼがもつ意味、本稿で検

「人がそれを信ずる時に、信ずる限りにおいて存

討した諸理論の構造の意味を、もう一歩踏み込ん

在する」という表現に凝縮している98。

0

0

0

0

0

0

で考察する。

より正確に言えば、神ないし国家の権威は、そ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

れを感じ、信じる人々に対してのみ、存在する。
ケルゼンの視点からいえば、国家法秩序による権
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威請求を基礎づけようとの試みは、結局のとこ

転換という機能がある。

ろ、擬人化された全体秩序を、自らが認識のなか

「国民」は極めて恣意的・人工的に設定される

に持っている全体、自分と他者が逃れがたく包摂

社会的カテゴリーであり、J.E.ルナンが指摘した

されているところの全体を想定することによって

ように、いかなる自然科学的事実にも還元するこ

基礎づけようとの試みに他ならないということに

とができないカテゴリーである100。したがってそ

なるだろう 99。その意味で、おそらく、ゲマイン

の内部には、さまざまな種類・形態の部分集団が

シャフト的国民集団像は、仮定せざるをえないも

内包されている。互いに無関係・無関心であった

のであると言えよう。

り、対立的であったりする集団同士も当然存在す
るため、隣人愛や友愛によってそれらを統合する

第２節

ゲマインシャフト的国民集団像の機能

という理論的企ては困難である。しかし、国家法

とはいえ、権威請求の理論的基礎付けがゲマイ

秩序の場合は反対に、互いに対する愛情が働かな

ンシャフト的国民集団像を前提にしており、した

い集団同士であればあるほど、また、互いに対す

がって離脱可能性の大きい社会的強者に対する権

る敵意が強い集団同士であればあるほど、共通権

威請求は理論上行われていない、という結論は、

威としての意義を増すという理論構成になってい

「ゆえに、本稿で検討した諸理論は支配のイデオ

る。

ロギーに他ならない」という結論と直ちに結び付

その際、前提となるゲマインシャフト的国民集

くものではない。論者たち、とりわけ現代の論者

団像が、そのまま同一性や等質性、同胞意識と

たちの意図は、言うまでもなく、むしろ支配のイ

いった形式で提示されていないという点に、ホッ

デオロギーに堕することがないような権威請求の

ブズから現代に至る一連の思想的系譜の共通する

基礎づけ理論を設計することにある。

ある種の「巧妙さ」を看取することができる。

前章でも述べたように、ゲマインシャフト的国

H.L.A.ハートは古典的自然法論と近代自然法論を

民集団像が仮定されることによって、換言すれ

比較して、経験的な説得力の差を指摘する101が、

ば、恣意的な境界線が画定され、大規模な社会が

ハートが指摘する両理論の差異は、経験的な説得

擬制されることによって、はじめて「闘争の不可

力を増す以上の効果をもたらしているように思わ

避性」を考えることが可能になる。境界線が確定

れる。そこに見られるのは、集団性に基づく権威

されることによって、認識の上で内側と外側が形

の正当化から、非集団性に基づく権威の正当化と

成される。対立する相手もまた内側に共属してい

いう、決定的な転換である。この転換によって、

るという認識によって、闘争が可能になる。

互いに共有できる善や目的を持たない外集団同士

外敵（異質な外集団）と共生したい者はいな

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を、互いに共有できる善や目的を持たないがゆえ
0

い。外敵は通常、避けるか、排除する対象である

に結びつけるような権威が案出可能になり、その

（一方的に利用・搾取する、という場合もあるだ

結果、人工的な全体秩序にリアリティを持たせる

ろう）。しかしそこに、同じ内側に所属しており、

ことが可能になる。加えて、闘争という形式に依

共生せざるを得ないという条件を加えることによ

拠することによって、同質性や同胞意識を前面に

って、外敵に対する意味づけは反転する。外敵

押し出すことなく、共属性の前提を忍び込ませる

は、「外敵の脅威に脅かされながら、それでも外

ことが可能になったのである。

敵と共生せざるを得ない」という過酷な運命を共

このことは、前節の議論との関係でいえば、

有する同胞として理解されるようになる。共生せ

「自分と他者が逃れがたく包摂されているところ

ざるを得ないという仮象が、闘争の不可避性とい

の全体秩序」の範囲を拡大し、また、より多くの

う共通運命を作り出す。ゲマインシャフト的国民

部分集団の信仰を獲得する仕掛けとして理解する

集団像には、このように外敵に対する意味づけの

ことができる。言うまでもなく、その効果は限定
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的であるが、多年にわたって権威請求の正統理論

にすら見えるものだが、本稿が縷々述べてきたよ

を担ってきたこの論法には、以上のような巧妙な

うに、実際には権威請求の基盤を提供するもので

仕掛けが組み込まれている。

ある。
国家に対する離脱オプションへの障壁が消失し

第３節

結びに

てゆくという時代状況にあっては、離脱オプショ

以上で見てきたように、法秩序による権威請求

ンを行使し得る社会的強者にとって、政治的過程

を基礎づける理論は、一団をなす人間集団の存

は決してコスト・パフォーマンスが良い目的実現

在、およびそこにおける闘争の不可避性から、平

手段ではない103。そもそも、自らが依存しない秩

和回復の装置としての法秩序の必要性を導出す

序に参与する義務を感じることは困難であろう。

る、という共通の構造によって支えられている。

約500年にわたって正統理論を支えてきた闘争に

これは一団の人間集団を括る境界線の存在が法秩

基づく共属性の擬制は、互いに闘争するのも面倒

序の必要性を根拠づけるという論理であるが、本

なほどに社会的距離が離れてしまえば、もはや維

章においては、この定義と正反対の論理でもって

持できなくなる104。今日公共的問題と考えられて

法秩序を理解した。すなわち、法秩序とは、包括

いる諸問題に取り組むことの当否は措くとして、

的な境界を擬制することによって境界内の外集団

ともかくそれらの諸問題を公共的な問題として存

に対する認識を変更しようとする企てであって、

続させようと考えるならば、仮象の共属性を維持

法秩序が闘争の不可避性を擬制しているがゆえ

するための仕掛けもまた、同時に考えられる必要

に、本来であれば闘争不可能な社会的距離にある

がある。

0

0

0

0

0

外集団同士が、一団の人間集団であるかのよう
0

に 、闘争という社会関係を構築することができ
102

るのだ、と理解した 。このような理解からすれ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そのような企てとして、例えばA.マーモーが、
多元的社会において法の支配が可能であるために
は、ある程度の「曖昧さ」や「柔軟さ」が必要で

ば、法秩序とは、闘争を形成するための仮象秩序

あると主張していることは傾聴すべきである。マ

である。その目的は、共生ないし共属を擬制する

ーモーは、立法に際して明瞭性をあえて抑えるこ

ことによって、本来であれば交流不可能な外集団

とによって、対立する見解を持つ者同士がどちら

同士の間に闘争という交流を作り出し、共属性を

も自らの利益になると考えて、妥協を形成するこ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

演出することにある。

とが可能になる、と主張する105。あるいは、ケル

本稿では序章において、離脱可能な社会的強

ゼンが「社会的イデオロギー」と呼んで痛烈に批

者、離脱不可能な依存者、不遇ゆえに離脱可能な

判した「既に支配の地位を占める者とまだ支配の

人々、という三つの層から成る社会的・政治的ヒ

地位に向かっておし進みつつある者とが等しく彼

エラルキーの存在を示唆した。このようなヒエラ

らの希望にとって好都合」だと感じる理論106（ケ

ルキー構造を前提としたうえで、なおも国家法秩

ルゼンが念頭においていたのは、言うまでもなく

序による権威請求が万人に対して等しく行われる

形而上学であり、自然法論である）についても、

という仮象を維持するためには（ここでいう「仮

その機能が再検討される必要があるかもしれな

象」には、もちろん、否定的な意味はない。維持

い。

された仮象は現象を構成し得る）、以上で述べたよ
うな「法秩序による仮象の共属性の形成」という
側面への着目が必要になる。この側面は、法秩序

1

Albert O. Hirschman (1970). Exit, Voice, and

による権威請求の正当化理論（それは、共属性か

Loyalty: Responses to Decline in Firms,

ら生じる諸問題の解決を法秩序の目的として設定

Organization, and States . Harvard University

する）という観点からは論理が転倒しているよう

Press. 訳書として、『離脱・発言・忠誠

182

―企

国家法秩序による権威請求の理論的基礎としてのゲマインシャフト的国民集団像

2

業・組織・国家における衰退への反応―』矢野

いても、経験的な意味におけるGeltungに「実効

修一訳（ミネルヴァ書房、2005年）。以下、『離

性」の訳語が当てられている場合がある。例え

脱』と表記。

ば、『理解社会学のカテゴリー』林道義訳（岩

『離脱』、85頁。

波文庫、1968年）、96頁（訳注14）。

3

12

『離脱』、90頁。

4

グンター・トイブナ―「越境する企業の自己立

何という問題のみならず、個別の法規に対する

憲化

―企業行動指針の私的性格と国家的性格

服従如何という問題も含んでいる。本稿が焦点

の結合について―」楜澤能生訳、『システム複

を当てるのは、個別の法規による権威請求に関

合時代の法』瀬川信久編（信山社、2012年）、39

する問題ではなく、法秩序全体による権威請求

頁。
5

に関する問題である。

我が国において、この新しい意味における法多

13

法学における事実と価値の峻別という方法の適

元主義の立場から法現象を理解する著作とし

否については、それ自体を疑問視する見解もあ

て、浅野有紀『法多元主義

交錯する国家法と

る。比較的著名なものとして、レオ・シュトラ

非国家法』（弘文堂、2018年）。浅野は法多元主

ウスによるヴェーバー批判が挙げられる（レ

義と規範多元主義とを区別した上で、「国家法

オ・シュトラウス『自然権と歴史』塚崎智・石

と非国家法をともに、我々の社会活動を枠づけ

崎嘉彦訳（筑摩書房、2013年）、第2章）。本稿で

る有用な道具として並べて見る」ことを推奨す

は、しかしながら、この二元論の当否を論じる

る（同書、11-19頁）。
6

法服従に関する問題は、法秩序全体への服従如

ことはしない。

依存の度合いによる社会的実力と離脱の関係に

14

ついては、社会学者バウマンが「成功者の離

（岩波書店、1935年）、112-113頁。以下、『純

脱」というラベルによって主題化している。参
照、ジグムント・バウマン『コミュニティ

安

ハンス・ケルゼン『純粋法学』横田喜三郎訳
粋法学』と表記。

15

ただし、法の妥当性と実効性とを峻別するケル

全と自由の戦場』奥井智之訳（筑摩書房、2017

ゼンも、最小限度の実効性が妥当性の条件であ

年）、第4章。以下、『コミュニティ』と表記。

ることを認めている。法秩序は、現実にはそれ

7

『離脱』、127-128頁。

に対する違背があることによって存立し得るも

8

本稿において、Tönniesの表記は「テンニース」

のであり、違背されない法秩序について、妥当

に統一している。

性を考えることはできない。その意味で、最小

本稿において、Weberの表記は「ヴェーバー」

限の実効性が観察される瞬間、すなわち、法規

に統一している。

範に対する違背があることは、法の妥当性の存

9

10

テンニース『ゲマインシャフトとゲゼルシャフ
ト

11

―純粋社会学の基本概念―（下）』杉之原寿

在条件であるとされる。
『純粋法学』
、109-113頁。
16

ラズのこのような見解が示された論文「法の

一訳（岩波書店、1957年）、126頁、208-209頁。

（権威）請求」（The Claims of Law）は、

以下、『ゲマインシャフト（下）』と表記。

Joseph Raz (2009). The Authority of Law , 2nd

マックス・ヴェーバー『経済と社会

Edition, Oxford University Press.に収録されて

法社会

学』世良晃志郎訳（創文社、1974年）、3-5頁。
以下、『経済と社会』と表記。さらに、ヴェ

いる。以下、『法の権威』と表記。
17

グスタフ・ラートブルフ『ラートブルフ著作集

ーバーは、「妥当性Geltung」についても、

４

法学的な意味と社会学的な意味を峻別してい

南成一・村上淳一・小林直樹訳（東京大学出版

る。この区別は、ケルゼンにおけるGeltungと
Wirksamkeitの区別に概ね対応する。訳書にお

実定法と自然法』尾高朝雄・野田良之・阿

会、1974年）、73-75頁。
18

例えば、青井秀夫『法理学概説』（有斐閣、2007
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年）、第4章。また、田中成明『法理学講義』

34

『義務』、171頁。

（有斐閣、1994年）、65-73頁など。

35

『義務』、194頁。

思想史的には、ルソーに続く社会契約論として

36

『義務』、173-174頁。

カントのそれがある。網羅的な思想史研究は本

37

『義務』、172頁。

稿の課題ではないため、割愛した。

38

『義務』、128頁。

トマス・ホッブズ『リヴァイアサン（一）』水田

39

ジョン・ロック『統治論』宮川透訳、大槻春彦

洋訳（岩波書店、1992年）、208-209頁。以下、

訳『世界の名著27』（中央公論社、1968年）、203

『リヴァイアサン（一）』と表記。
21
22
23

頁。以下、『統治論』と表記。

『リヴァイアサン（一）』、207-208頁。

40

『統治論』、270頁。

『リヴァイアサン（一）』、210-211頁。

41

『統治論』、215-224頁。
『社会的行為』、159頁。

『リヴァイアサン（一）』、210頁。

42

24

『リヴァイアサン（一）』、62-63頁。

43

25

『リヴァイアサン（一）』、208頁。

26

『リヴァイアサン（一）』、214頁。

44

『社会的行為』、160頁。

27

この批判の名宛人は、厳密にはホッブズではな

45

ヒューム「原始契約について」小西嘉四郎訳、

て、『社会学史』、67-69頁。

く、ホッブズ的な個人主義的・功利主義的社会

大槻春彦編『世界の名著27』（中央公論社、1968

理論の継承者であった、ハーバート・スペンサ
ーらである。ただし、デュルケームは、ホッブ

年）。
46

29

30

論』小林善彦訳、平岡昇編『世界の名著30』

な区別を設けている（エミール・デュルケーム

（中央公論社、1966年）、119頁。以下、『不平
等』と表記。

2018年）、203-207頁）。

47

『不平等』、148頁。

タルコット・パーソンズ『社会的行為の構造

48

『不平等』、119頁。

１．総論』稲上毅・厚東洋輔・溝部明男訳（木

49

『リヴァイアサン（一）』、169頁。

鐸社、1976年）、第3章。以下、『社会的行為』

50

『不平等』、142頁。

と表記。

51

『不平等』、144頁。

大澤真幸『社会学史』（講談社、2019年）、73-82

52

『不平等』、145頁。

頁。以下、『社会学史』と表記。

53

ジャン・ジャック・ルソー『社会契約論』井上

ホッブズの『リヴァイアサン』は1651年、ロッ

幸治訳、平岡昇編『世界の名著30』（中央公論

クの『統治論』は1689年、プーフェンドルフの

社、1966年）、232-233頁。以下、『契約論』と

『自然にもとづく人間と市民の義務』は、1673

31

ジャン・ジャック・ルソー『人間不平等起源

ズ（およびルソー）とスペンサーとの間に重要
『社会学的方法の規準』菊谷和宏訳（講談社、
28

抵抗権を神への訴えとして理解する見解とし

表記。

年の著作である。同書はプーフェンドルフの

54

『不平等』、146-147頁。

1672年の著作、『自然法と万民法』の縮約版で

55

『不平等』、152頁。

ある。

56

『不平等』、166-167頁。

ザミュエル・フォン・プーフェンドルフ『自然

57

『不平等』、167頁。

法にもとづく人間と市民の義務』前田俊文訳

58

『契約論』、232頁。

（京都大学学術出版会、2016年）、170頁。以下、

59

『不平等』、175頁。

『義務』と表記。

60

1980年に公刊されたこの講義録（Kantian

32

『義務』、17頁。

Constructivism in Moral Theory）は、John

33

『義務』、169頁、194頁。

Rawls (1999). Collected Papers, John Rawls ,
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61
62

Edited by Samuel Freeman, Harvard University

75

『法の権威』、212-213頁。

Pressに収録されている。以下、「カント的構成

76

『法の権威』、213-214頁。

主義」と表記（頁数は参照文献の頁数である）
。

77

『法の権威』、214-218頁。

「カント的構成主義」、323頁。

78

『法の権威』、224頁。

ジェレミー・ウォルドロン『立法の復権

議会

79

『法の権威』、224-226頁。

主義の政治哲学』長谷部恭男・愛敬浩二・谷

80

この論文（The Rule of Law and its Limits）

口功一訳（岩波書店、2003年）、191-192頁。以

は、以下の著作に収録されている。

下、『復権』と表記。

Andrei Marmor (2007). Law in the Age of

63

『復権』、192頁。

Pluralism , Oxford University Press. 以下、同

64

『復権』、193頁、200-201頁。

書を『多元主義』と表記する。

65

81
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