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普遍的な権利のあり方について 

間柄的自己像の定立と新たな権利論の可能性 

本田隆裕 

序章 

 

本論文は近代法学で生まれた「自然権」や「人権」といった概念の様式を整理したうえで、新

たな人権理論の確立を目指すものである。 

宇佐美誠は「自然権」を「国家状態に歴史的または理論的に先立って存続するとされる自然状

態において、各人が生来的に持つ権利」1と定義するが、ここで重要とされるのは、「自然権」が

あくまでも実定法に優先して尊重されるべきものとして語られていることである。 

自然権や人権という概念が、実定法以前の〈権利〉に何らかの普遍性を持たせるものであるな

らば、その権利の源泉はどこにあり、その及ぶ範囲を誰にまで拡張し、何を保障するべきかとい

う問題が生じる。この実定法に先立つ権利概念は、当初論じられた「自由権」（第一世代の人権）

から徐々に「社会権」や「文化的権利」など（第二世代の人権）、そして「環境権」や「人道的

援助への権利」など（第三世代の人権）へと、時が経るにつれて拡張してきた。2これはかつて

より多くのものを人権として認めるべきだという考えが広まったという点でよい側面もあるが、

一方で”human rights inflation(人権のインフレ)” 3とも呼ばれ、その根拠の弱さも指摘されてい

る。マイケル・フリーマン[2017]が指摘するように、その一つはコミュニタリアンと呼ばれる論

者であり4、さらに古典的なもので言えばベンサムに連なる功利主義の伝統も代表的な批判者と

して挙げられよう。 

このような事態を受けて、近年では新たな人権理論を構築せんとする試みもなされている。例

えば内藤淳の『自然主義の人権論』は、進化生物学の立場から人間の本性を「繁殖」に見出しそ

こから人権という概念の有効性を唱えており、ほかにも森田明彦の『世界人権論序説』は、西洋

社会に始まる人権概念に近しい概念を東アジアの思想にも見出し、多文化社会においても人権

が普遍的に説明されうることを論じようとしている。これらの研究は非常に優れた成果ではあ

るが、依然として大きな問題がある。 

紙幅の都合上簡潔な批判に留めるが、内藤は人間の本性を動物のそれと同じく扱っており、し

かも人権概念を共同体長期存続のための一つの有効な概念として語っている。ゆえに、人間の本

性をその他の動物として扱ってよいのかという問題や、人権の規範性をどこに求めるのかとい

う問題が生じる。加えて、彼はマイノリティに対して、マイノリティもそこに何らかの共同体が

 

1 瀧川ほか『法哲学』、143 頁。 

2 近藤敦[2016]、26-30 頁。 
3 Orend [2002], pp.109-111. 

4 Freeman[2017], p.88. 
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存在しているのであれば同じように人権の有効性は存在するというのだが、それでは迫害され

ているマイノリティに対してはいかに人権を定置するのかという課題が立ち上がる。つまり、マ

イノリティの中で互いに人権を保障しようとし続けたところで、そのマイノリティ全体がジェ

ノサイドのような事態によって脅かされれば、もはやそこに人権があるとは言えなくなる。さら

にブライアン・オレンドが言うように、人間を生物学的に定義づけて、そこから人権を位置づけ

ようとすれば、彼が罪を犯したときになぜ彼の人権を取り上げることが出来るのか、という新た

な問題が生じる。5 

もう一つの森田については、東アジアの「義理」の概念から「天賦人権論」の理論をつくり上

げんとしており、人権を支えうる理論的基礎が西洋以外にも存在することを論じている。だがこ

の方法で人権概念の普遍性を論じるためには、いかなる共同体においても人権へとつながりう

る思想的根拠を見出さなければならず、しかもそれが普遍的であるとするには時間を経ても不

変的であることを証明せねばならない。ゆえに、思想の比較としては興味深いと同時に東アジア

の人々に人権概念を「納得」させるには有力な著作であるが、人権の論証にはなり得ない。 

こういった研究動向における問題点を踏まえたうえで、本論では、現代に至るまで拡張され続

けた人権を、他の観点からいかに説明し根拠づけるかを問題とする。そしてその解決の過程で、

基礎に戻る形で、これまでの自然権ないし人権の根拠として存在し続けたロックやカントはそ

もそも何を論じたのか、その説明の手法と難点はどこにあるのかを整理する。 

ロックは生来の権利について体系的に論じたのみならず、「抵抗権」や「革命権」6の概念など

を以って後世に強く影響を与えており、一方でカントの哲学は「人間の尊厳」や「個人の尊重」

概念に見られるように現行の日本国憲法に強い思想的影響を与えているのみならず、「人権」の

哲学的根拠としての役割を果たしているためである。7ここで我々は、ロックやカントが実定法

に先立つ権利をいかに「人間全体」に拡張したのかを概観しながら、その権利体系が持つ問題を

指摘し、そこから新たに現在の拡張的な権利のあり方を説明する理論を構築せねばならない。 

現代の人権には４つの特徴があるとされる。それは①個別性，②普遍性，③平等性，④生来性

であるが8、これらは全てカント的な前提に基づいている。それゆえ全ての根拠として伝統的に

人間の理性が据えられていると考えてよかろう。しかしこの先験的な権利には大きな問題があ

る。人権信奉者は、理性や人権の存在を信じない人間に対面したとき、もはや彼を説得する術を

持たない。いわば、彼らは人権の存在を論証することも納得させることも出来ず、ただ直覚して

もらうしか方法はないのであって、それはもはや宗教上の信仰以上の何物でもない。 

 

5 Orend[2002], p.43. 

6 なお、ロックは TT. (p.415. 邦訳 565-6 頁)で「人民が自ら決起し、統治が最初に設立されたときの目

的を自分たちのために保証してくれる人々の手に支配権を移そうとすること」を擁護しており、その他に

も多くの箇所で抵抗(resistance)や革命(revolution)を認めているが、「抵抗権」や「革命権」という言葉自

体を用いることはない。 
7 中村博雄[2008]のⅠ,Ⅲに詳しい。 
8 瀧川ほか『法哲学』、141 頁。 
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以上の問題を受けて新たな権利様式を考えるとき、そしてそれをカントのように理想的な世

界を想定するのみならず、現実世界のあり様とも整合性を持たせる必要があるとき、これと対極

にある人間像を描き出した人物を参考にすることは一つの手法として有効に思われる。いわゆ

る「京都学派」として知られる和辻哲郎はその点で重大な示唆に富んでいる。和辻は〈人間〉と

いう言葉を「人-間」として分解し、人間存在は常に「間柄」から逃れられないこと、人と人と

の関係性においてこそ人間存在を論じることが出来ると述べた。 

和辻はカントについて論じる際、カントの「人類性の原理
、、、、、、

〔ママ〕」9を評価する一方でカント

は「十八世紀の個人主義に足をさらはれた」として問題点を指摘する。10和辻はカントが「人格」

を個人として論じたことに問題を見出し、「Person は本来役割の意味であり、共同態に於けるそ

れぞれの役目から出た概念である。社会なくして人格が人格となることはない」11と批判する。 

ただし和辻はカントの理論を全面的に批判するというよりも、部分的な修正ないし解釈によ

って乗り越え可能だと考えていたようにも見える。和辻の見るところでは、カントの「客体我」

はカントにとって「物」であり、一方で、「かゝる物を事物から区別し、人格としての威厳を賦

与するものが、まさに人類性であった」として人類性の神聖性を説いたうえで、人類性は「現象

界と異なつた秩序に属するのである」ゆえに、カントの「一・多・総体」という範疇には適用さ

れないと論じる。12こうして人間存在の「物（手段）」としての側面と、「人類性（目的）」として

の側面をカントから見出した和辻は、その二重構造人格を成り立たせている以上、本来カントは

「人格の共同体」を問題とすべきであったとして論を終える。 

和辻の倫理学が本来、「間柄」や関係を問題とすることは、カント的な人間存在に欠けている

人間の共同性を問い直すものだったと言えるだろう。しかし宮川敬之[2015]が指摘するように、

その試みは中途半端に幕を閉じている。13それゆえ本論文では、和辻が論じた「人間」を基に新

たなる「自己」像を構築し、その「自己」における「自己保存」とは何かを考察することを通し

て、権利が普遍的に「ある」ということは可能かという問いに答えようと思う。 

 

具体的な議論の進め方としては、１章でロック、２章でカントの議論における〈権利〉と〈普

遍〉の二概念がいかにして接合されたのか、その論理を概観し、そこで「普遍的権利」が外部（神）

から与えられるという形態から、生得的に内在するという形態へと変化していることを確認し、

特に現代に影響を大きく与えている後者の権利観に潜む問題を指摘する。３章ではカントの権

利論の難点を受け、その原子論的な人間像の代案として、和辻が『倫理学』において論じた「人

間」像を参考に二つの「自己」像――「個別的自己」と「間柄的自己」――を定義し、その「自

 

9 和辻は das Menschheit を「人類性」と訳しているが、本論では「人間性」と訳している。 
10 和辻[1938]、89 頁。 
11 同書、90 頁。 
12 同書、90 頁。 
13 宮川敬之[2015]、206-7 頁。 
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己」における「自己保存欲求」を定義しなおす。最後に４章では、３章で提出した二つの「自己」

を基にして、人間同士が普遍的に「与えあう」様式をとる普遍的な権利の存在を論じる。 
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１章 ロックにおける「自然権」の源泉 

  

ロックの複雑な権利概念を整理する際、本項では主に権利と義務との関係、そして Property

概念の位置づけの二つに重きを置いて論じる。この二つの論点は多くの議論を巻き起こし、ただ

ちに結論付けることは容易ではないが、少なくとも、ロックの理論において人間はあくまで自然

権の淵源は神にあり、それを「生得的な権利」と論じるのは粗雑な記述に過ぎない。ロックの『統

治二論』「後篇」は一見非常に宗教的な色合いが弱いが、その理論の端々において――そしてそ

れはしばしば重要な箇所であるが――神があらゆる原因として重要な役割を果たしていること

が分かる。 

 

１－１ 権利と義務について 

 ロックは『統治二論』で「政治権力(Political Power)」とその他の権力を区別しながら、政治

権力を次のように定義づける。 

 

  政治権力とは、固有権
プ ロ パ テ ィ

の調整と維持とのために〔……〕あらゆる刑罰を伴う法を作る権利で

あり、またその法を執行し、外国の侵略から政治的共同体を防衛するために共同体の力を行

使する権利であって、しかも、すべて、公共善〔Publick Good〕のためだけにそれを行う権

利であると考えるのである。14 

 

 ロックにおいて、権利は「公共善」を目的とした場合の「政治権力」として語られる。15ここ

から、ロックは政治権力の起源を自然状態16――自然法の規則の中で人間が自由に行動し、自分

を保全する権利を持っている状態――に求めて論証に移る。ただし一つ注意すべき点がある。そ

れは、この文章の主語はあくまでも「政治権力」であって「権利」ではないので、あらゆる「権

利」は政治権力に含まれると捉えてよいのか、それとも政治権力以外の場所にも「権利」は存在

するのかが不明瞭であるということで、しかも『統治二論』においてそれは明言されることはな

 

14 TT., p.268.（邦訳 293 頁）なおここで加藤節は Property を「固有権」と翻訳するが、「「権利」のため

に法を作る「権利」」としてしまうと、その目的たる権利の根拠が不明となる。ここですでに Property の

持つ多義性から、解釈の揺らぎが出てきていると言えよう。 

15 ロックが他に挙げる権力として、「子供たちに対する父親の権力、下僕に対する主の権力、妻に対する

夫の権力、奴隷に対する主人の権力」がある。加藤が後篇序論の注(7)で触れるように、この区別は古代

ギリシアの公 polis と私 oikos が念頭にある。 

16 ロックは「自然状態」と「戦争状態」を区別する。自然状態とは「自然法をもち、すべての人間がそれ

に拘束される」(p.271, 邦訳 298 頁)状態を指し、「戦争状態」は「敵意と破壊との状態」(p.278, 邦訳

312 頁)で、自然法に反した者が置かれる状態である。 
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い。よって我々は「権利」の位置については彼の著作から推察せざるを得ないのだが、現段階の

結論として、彼のあらゆる「権利」は人類の保存を目的としており、常に他者との関係、社会全

体の秩序を念頭において論じられていることから、おそらく彼にとってあらゆる権利は「政治権

力」に含まれると捉えてもよいであろう。17 

さて、ロックの論理構造を単純化すると、「ロックは人間が生来持つ権利の存在を主張した」

と言えるのだが、これには注意が必要である。例えば「後篇」の３章「戦争状態について」には

次のようにある。 

 

  戦争状態とは、敵意と破壊との状態である。従って、〔……〕他人の生命をねらうことを言

葉あるいは行動で宣言すれば、彼は、その意図を宣言した相手と戦争状態に置かれることに

なり、自分自身の生命を
．．．．．．．．

、他人
．．

(…)によって奪われる危険にさらす
．．．．．．．．．．．．．．

ことになる。〔……〕そ

れ〔自然状態において各人が各人に対してもつ権力〕は、ただ、冷静な理性と良心とが犯罪

者の違反につりあうものとして支持する程度のものを、つまり犯罪者に賠償と抑止とに見

合う範囲の報復を加えるだけの権力にすぎない。〔……〕自然法を犯すことによって、その

侵害者は、神が人間の相互的な安全のために彼らの行為に対して定めた基準である理性と
．．．

一般的衡平との規則以外によって生きる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ことを自ら宣言することになる。〔……〕これは、

全人類と、自然法が準備する人類の平和及び安全とに対する侵害であるから、それを理由と

して、すべての人間は、人類全体を保存するためにもっている権利により、〔……〕当人や、

彼に倣うその他の者が同様の悪事をなすことを思いとどまらせるような危害を加えてよい

ことになる。18 

 

上の記述では、ロックの自然法理論は、一方で人間は「神の欲する限りにおいて存続すべく造

られている」19というようなキリスト教的世界観を背負いながら、同時に非常に現実的な人間関

係の認識の上に成り立っている。この点で、ロックの「自然状態」はあらゆる人間に適用される

ものではなく、人間が自然権を生まれながらに保有するには自然法を順守する義務論的な前提

も同時に必要となる。 

しかしロックはしばしば「自然権」の概念を唱えた論者の一人として名をあげられることが多

い20。20 世紀の後半に絞ると、ロックを「自然権の概念を優先的に論じた思想家」として論じた

 

17 ここで「権利」が政治権力に「由来する」と言っているのではなく、「含まれる」と言っていることに

注意すべきであろう。二つの概念は明らかに緊密に結びついているが、しかし因果関係にはない。 

18 TT., p.272. (邦訳 300-301 頁), 傍点は筆者。 

19 ibid., p.271. (邦訳 299 頁) 

20 現在においても、ロックの研究者以外が自然権について記述するときは、（紙幅の都合もあろうが）そ

の義務論的な側面は捨象され、権利が実定法以前に存在する側面のみについて論じられることが多い。こ

 



 

 

- 7 - 

 

者の例としてはレオ・シュトラウスが挙げられるが21、彼も『自然権と歴史』において、「自然的

義務ないし責務から自然的権利へと力点が移行することによって、個人すなわち自我が道徳的

世界の中心となり源泉となった。」22と論じている。 

この見解は、後に紹介するチャールズ・テイラー[1985]とほぼ同様のものであるが、しかしシ

ュトラウスがこれを記した文脈においては、古典的で義務論的の側面が強かったときの自然権

との対比で語られていることにも注意すべきであろう。23 

その後は、リチャード・コックス、ジョン・ダンなどにおいてはむしろロックの義務論的な側

面を強調していると見てよかろう。例えばコックスは次のように述べる。 

 

 Since the right to put others to death is said to be part of the law of nature [……] is spoken of 

by Locke in the traditional terms of ‘obligation’, [……] this [political] right is simply 

derivative of a more fundamental duty. [……] Thus Locke speaks, at first, as though there 

were a fundamental duty of every man to ‘preserve the rest of mankind’24 

 

ほかにジョン・ダン[1969]はロックの神学的な側面を強調して重要な影響を与え、同時にその

義務論的な読解も強調されているおり、日本で言えば加藤節などに多大な影響を与えている。 

それと反対に、ロックの権利と義務との関係について、シュトラウスのように権利的な側面、

さらに言えば個人主義的な側面を強く読み解いた者としては、ゲラン・ランツ、チャールズ・テ

イラーが位置づけられよう。25 

ランツ[1977]は所有権概念の変遷を扱う際、ロックの義務論的な側面を多くそぎ落とし、権利

の側面のみを強調して論を展開する。本論に関わる部分で、ランツの立ち位置をよく表すのは

「神は、生命を維持する権利を人間に与えたもうたのである」という箇所であろう。彼の見解は

あくまでもロックを権利の体系としてのみ認識している。結論部では彼はロックの結論として

次のように言う。 

 

 

の例としては瀧川ほか『法哲学』（142-3 頁）や阪本『憲法２』（2-3 頁）などが挙げられよう。 
21 Kelly[2007], p.49. 

22 Strauss[1953], 邦訳 322 頁。 
23 当然シュトラウスは≫natural right≪という言葉で表現するが、これは邦訳者の解釈の如く「自然的

正」という方が近いように思われる。古典的なそれに比べて確かに近代の≫natural right≪は個人が強調

されていることは確かであるが、やはり依然としてそれは相対的な「力点の移行」であることも見逃すこ

とは出来ない。 
24 Cox[1960], pp.82-3, 下線部は筆者。 
25 なおポール・ケリー[2007]は、シュトラウスとコックスのロック像について、「自然権の理念を優先的

に位置づけた」論者として挙げるのだが、その位置づけを正しいと結論付けることまでは難しいように思

われる。とくにコックスにおいては、本論ではむしろ義務論的に読解した論者として位置づけている。 
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 (a)何びとも自己の身体を自由に処分し、それを妨害なく占有する道徳的権利をもつ. 

  (b)何びとも自己の生命を維持する道徳的権利をもつ. 

 

ランツの言葉はロックの理論を偏った読み方へと誘導している。例えば(a)を読めば、我々は

自身の身体を何にも先んじて「占有」し、自殺を含めてあらゆる「処分」を行えるかのように見

えるが、ロックの理論に従えば、人間は自殺する権利など持っていない26のであり、それは「生

命を維持する道徳的権利」と言うにはやや強すぎる義務としての側面を持っていよう。もしそれ

を「権利」と名指すのであれば、それは「行使を義務付けられた権利」と言わざるを得ない。 

ランツがこの誤謬を犯していることはその直後の言葉からも明らかである。 

 

 これら双方の道徳的評価について，何か適当な目的論的基礎づけを創造することはむずか

しい. 〔……〕ロックは，そうした何らかの基礎づけを与えようと試みもしなかった.  

 

ロックはそもそも「産めよ、増えよ」27という神の命令を根拠としているのであるから、もは

や目的論的基礎づけは不要であるはずである。ランツはこの根本的な前提を見逃したゆえに、

ロックの義務論的な側面を見落としたと言える。 

もう一人のチャールズ・テイラーもロックを権利の体系として観る思想家である。テイラーは、

しばしば参照される論考”Atomism”[1985]で、「アトミズム」の立場を「権利優先主義 the 

primacy-of rights doctrine」28と名付ける。そしてその起源をホッブズとロックだと名指した上

で29、リバタリアンで知られるノージックへとその系譜をつなげる。30しかしここにおける「権

利の優先」として批判される権利観はもはや完全に義務に対して権利が優先しているものであ

る。テイラーの想定していた論敵はノージックらリバタリアンであったことを鑑みれば当然と

もいえるが、しかしロックの理論像は完全にゆがめられていると言わざるを得ない。以下の箇所

はそれが如実に表れている。 

 

 権利の優先を主張する理論は、彼らの政治理論の根源的な原理として、何らかの諸権利

〔certain rights〕を個人へと帰属させ、また同様の地位〔status〕を財産や義務に対しては否

定する31 

 

 

26 vid. TT. p.284.（邦訳 321 頁） 

27 『旧約聖書』、創世記 1.28. なおロックは直接この言葉を論拠として提示しなかったが、TT., p.169-70

（邦訳 90 頁）において明確に「人類に増殖せよと命じた神」を論拠としていることが分かる。 

28 Taylor[1985], p.189. 

29 vid. ibid., p.187-8. 

30 vid. ibid., p.188. 
31 ibid., p.188.（拙訳） 
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こうしてテイラーは、ロックら近代の政治理論を「権利の優先」としてひとくくりにして論じ

た。確かにロックは『統治二論』で「生来的で根源的な権利」を述べたことはあるが、それは以

下のようなコンテクストをもつ。 

 

 統治が解体されると、人民は(…)以前とは異なる新たな立法部を設立し、それによって自由

に自分たちの身を処することができる。というのは、社会は
．．．

、他者の過誤によって、確固と

した立法部と、それが作る法の公正無私な執行とによってのみ達成されうる自己保存への

生来的で根源的な権利を決して失うことはないからである。32 

 

引用箇所の２文目の主語はすでに「社会」であり、「自然状態」でもましてや「戦争状態」で

もない。先ほど見たところも含めて考えれば、自然法に従わぬ者は「生来的で根源的な権利」を

失い、そして「戦争状態」へと身を置くこととなるのであるから、ロックはあくまでも何らかの

秩序、もしくは社会を前提として論を組み立てているとさえ言える。ましてや、ロックは人間の

生命維持を神の命令として捉えており、その自然法はあくまでも社会秩序を維持するという目

的を持っていることから、「ただひとり」の人間なども一切想定していない。3334その点で、テイ

ラーの指摘は誤っていると言える。 

ジョン・ダンは一方で神学的・義務論的な側面を強調する。例えばダンは、各箇所でロックと

キリスト教との関係を指摘し、ロックにおいてあらゆる人間が何らかの社会に所属する欲求を、

本能的な動因として神に与えられているとしながら35、その一方でロックが理論の妥当性を保つ

には、規範的な権威の届かぬ場所、ロックが言うところの戦争状態が存在することを述べる必要

があったことを強調する。36そして彼は自然状態を次のように説明する。 

 

 自然状態とは〔……〕一つの法的な条件〔a jural condition〕であり、その〔自然〕法が及ぶ

 

32 TT., p.411. (邦訳 558-559 頁，傍点は筆者) 

33 ロックが誤解されるのは、その後のフランス革命と人権宣言が人類に与えた影響が大きく、人権概念

の萌芽となる生来の権利を論じたため、またその「所有権」概念に、ノージック―「権利の優先」を前提

としてリバタリアニズムの理論を展開した本人だが―が大きく依ったためではないかと考えられる 
34 また、テイラーがロックを誤解していることは、アトミズム概念を定式化する過程でも読み取れる。彼

は、アトミズムの正反対の命題としてアリストテレスの「人間は社会的動物である」を持ち出し、アトミ

ズムを逆の立場から定式化せんとするが、そもそもロックは political power を論じる際、すでにアリスト

テレスを念頭に置きながら公民同士の関係を論じているのであれば、両者とも同じ人物に依拠しているこ

とになる。 

35 Dunn [1969], p.98. ここでダンは TT., pp.318-9 を引用している。”〔It was God who put man〕under 

strong Obligations of Necessity, Convenience, and Inclination to drive him into society”（〔〕内はダンの補

足） 

36 ibid., p.105. 
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状態とは神学的に基礎づけられた自然状態である。37 

 

このような立場は、ポール・ケリーによれば、「ロックをプロト・リベラルな思想家であると

する見方に挑戦するもの」38であり、「ロックの自然法の説明が神学的な前提に基づいている」こ

とを示すのみならず、彼の理論自体が「理解や寛容に関する宗教的な議論に発している」39こと

を論じるものであった。 

 最後に付け加えなければならないが、ケリーはダンを扱う際、義務論的側面を強調する解釈者

として、自身やシュトラウスのように権利を優先する解釈者と対立させるのだが、そもそもその

二項対立自体にさほど大きな意味があるとは思えない。確かにテイラーのように極端な「権利の

優先」をロックから読み解くのは明らかに誤りであるが、しかしそれに対立させる形として義務

論的側面を過度に強調することも賛同しかねる。二つの概念があったときにどちらかを優先的

に解釈することは、少なくともロックの場合は有効ではない。 

 

１－２ ２つの Property について 

 次にロックの理論で有名かつ難解な Property の概念を見ていこう。ロックをめぐる議論でし

ばしば問題点となるのが、後篇第５章で登場するこの概念である。加藤節の邦訳では、「後篇」

の前半では主に「所有権」、後半では「固有権」という翻訳が多く、また「所有権」と「所有物」

を指すことが出来る。この Property 概念の多義性と位置づけについては後項に譲るとして、本

項では、先ほどロックが「政治権力」として定義した権利と、「所有権」とがいかなる関係にあ

るのかを検討することで、ロックの権利概念を探ろうと思う。40 

三浦永光は、ロックの自然権と所有権の間には理論的な亀裂があると論じる。41三浦が整理し

たところによれば、ロックの「所有物」は、①[狭義]外的事物としての財産のみ，②[広義]生命

42・自由・財産という二つの意味合いがあり、②の三つはそれぞれ「生命＝身体」「自由＝労働」

「財産＝所有物」として自己保存権に対応し、相互に関連する。加えて三浦は近代的な私的所有

権の論証を、(a)「自然状態の第一段階」(b)「自然状態の第二段階」(c)「市民国家の設立」と時

代を三区分して、(a)と(b)はそれぞれ自然状態下の貨幣登場の前と後に対応し、(c)は社会契約を

経て市民国家が出来たあとの社会に対応する。 

三浦の所見によれば、ロックは私的所有権に四つの制限を設けている。それは⑴自己労働制限，

 

37 ibid., p.106. (拙訳) 

38 Kelly [2007], p.147. 
39 ibid., p.148. 

40 本論では基本的に Property と表記するが、権利としての側面を表す場合は「所有権」、所有されるもの

は「所有物」として表記する。 
41 三浦永光[1997]、第一章。 

42 三浦は「時には「健康」、「四肢」も含む」と付記する。 
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⑵自己消費制限，⑶腐敗禁止（による）制限，⑷潤沢制限である。これらが意味するのは、⑴あ

る個人の労働による成果（付加価値）に対して他人は権利を持つことはできないが、⑵所有権は

個人が利用して消費できる範囲に収めなければならず、⑶また所有量は消費以前に腐敗しない

程度に制限されなければならず、⑷私有化の際には他のすべての人々にも十分に潤沢な生活物

資が残されていなければならないという制限である。43 

この理論の難点は、三浦が挙げるように貨幣の導入前後での所有権の及ぶ範囲のほぼ無制限

な拡大にある。ロックの理論では、三浦が言うように貨幣の導入後（自然状態の第二段階）は⑴，

⑵，⑶の制限はなくなり、残るのは⑷のみとなり、基本的には富の蓄積は無限に行うことが出来、

実質的に所有に制限をかける論理や、不平等を是正する論理は存在しなくなる。 

さて、確かに以上の難点はあるにせよ、ひとまずそれらの前提として、所有権も「政治権力」、

つまり他者との関係により何らかの制限を持った権利であり、あくまでも「物との関係」に終始

したものではないことは揺るがないだろう。ゆえにノージックは「決定的なのは、ある無主物の

専有（appropriation）が、他の人々の情況を悪化させるかどうかである」44と断言するのである。 

 

１－３ Property の位置づけ 

ロックの「所有権」という概念は、三浦の指摘した如く広義と狭義の用法があり、Property と

いう用語自体にもなればますます多面的である。ロックを論じるにあたっての問題は、「所有権」

を論じる際に多様な概念が入り混じり、それらの位置づけがそれ自体曖昧であるために、ロック

の理論全体が難解（矛盾的）に受け止められてしまうということがある。よってここでは改めて、

ロックの論じる所有権が何を意味していたのかを整理する。先ほども言ったように、「所有物」

の二つの意味は、狭義には「外的事物としての財産」、広義には「財産・生命・自由」であり、

先ほど〔１－２〕の後半で触れた所有権は狭義のそれだと言えるだろう。これら二つの〈所有物

Property〉概念にはいかなる違いがあるのか。 

『統治二論』「後篇」では一箇所、人間以外の所有主体が明確に登場する。ロックは、 

 

人間が、すべて〔……〕造物主の作品であり〔……〕彼の業のためにこの世に送り込まれた

存在である以上、神の所有物であり、神の作品であるその人間は、決して他者の欲するまま

にではなく、神の欲する限りにおいて存続すべく造られている45 

 

と記述しており、ロックが所有の主体を、人間のみならず神に対しても使っていることが分かる。 

ロックは『統治二論』全体を通して旧約聖書を人間保存の根拠とし、人間は「神の欲する限り
．．．．．．．

 

43 同書、36-37 頁に依るが、要約するため言葉はやや改変している。 
44 Nozick[1974], 邦訳 295 頁。 
45 TT., p.271.（邦訳 298-9 頁） 
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において
．．．．

存続すべく造られている
．．．．．．

」と記述していることからも、ここにおいても、所有物とは付

加価値を与えた者の Property であるという原則が等しく存在していると言えよう。46 

分かりやすく言えば、人間の所有物[広義]は全て神の創造による付加価値から生まれたもので

あるゆえ神の所有物なのであり、神にとって価値を付加せぬ Property の使用は赦されないので

ある。ここまで見ると、二つの「所有権」概念として論じられたものの狭義／広義での意味の利

用法が分かる。前者は人間が人間（ひいては神）にとっての価値を付加することの出来る事物に

対してのみ用いられる権利概念であり（加藤節が訳すところの「所有権」）、一方後者は人間が付

加する余地のない事物をもすべて含み、神によって初めて存在が可能となる権利概念（加藤節が

訳すところの「固有権」）と言える。 

 

１－４ 権利の源泉 

 ３節までは権利と義務との関係を概観し、そこでは少なくとも権利が義務に優先するとは言

えないこと、そして Property も人と事物との関係に終始するのではなく、人間同士の関係にお

いて一定の制限を持ちながら存在しており、そしてその根拠はあくまでも神の命令にあって、権

利はつねに神への忠誠という義務論的な体系と表裏一体となって根拠づけられていることが分

かった。ここで強調すべきは、我々は、ロックが人間全体を所有者として拡張した権利を、ラン

ツが説明したが如き「人間に属する権利」として読み解いてはならないということである。これ

は次章で論じるカントと対照的だが、ロックにおける権利はあくまでも神の意志に沿う限り「与

えられている」ものであって、それは人間に内在するという見方とは区別されるべき権利の存在

様式である。 

  

 

46 無からの創造に「付加価値」という考えが正しいのかという疑問が生まれるやもしれぬが、神が人間を

造ったのは、神が欲したためであり、「神にとっての世界の価値変化量(V’)」(＝人間創造後の価値(V1)―

人間創造前の価値(V0))は正の値をとるという点で何ら矛盾しない。また、この箇所についてはポール・

ケリーも同様の見解を示している。(Kelly [2007], p.40) 

 また、ここであえて「付加価値」というような言い方をしたのには、ノージックに投げかけられた批判

と同じ類の批判を避ける意図がある。ノージックは有名なトマトジュースの例で、労働の混入によってあ

るものは誰かの所有物になるのはおかしいとロックを批判したが（Nozick, 1974, 邦訳 293 頁）、これは人

間に対しても、そして当然神に対しても何ら新たな価値を生み出していないため、ロックの解釈として明

らかに誤りである。 
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２章 カントにおける「人間の権利」の源泉 

 

 本章ではカントの普遍的な権利への見方を『人倫の形而上学』「徳論」を中心に読み解く。そ

の際のキーワードとして、”das Recht der Menschheit”の概念が挙げられよう。47なおこれ以降は

便宜的に、「人間性の権利」と呼称する。カントは M・サンデルが言うがごとく義務論的な倫理

観を理論化したが、その義務はどこから生じるのか、そしてそれはどのような問題をはらむのか

という二点に着目しながら彼の理論を概観する。 

 ただし直接カントを論じる前に、１節では〈自由〉がそもそもスコラ学でどのように論じられ

たのかということを簡潔に述べることとする。なぜならロックにもカントにも共通するものと

して「自由意志による法への服従」と言える概念48があるが、この概念は神学的なコンテクスト

を踏まえなければ理解しがたい自由と義務との関係を意味するためである。例えば、アウグステ

ィヌスが論じた自由意志説と必然論との対立構造49も、アクィナスが論じた自由意志と「選択」

との関係も、カントの理論体系に影響を与えており、このコンテクストを見ることなしにカント

を論じることはむしろ論を煩雑にする可能性すらある。50,51 

 よって具体的な論の進め方として、１節ではまず下準備として〈自由〉の概念を神学的な観点

から概観し、２節ではカントが論じた「人間性の権利」の論理を読み解き、最後の３節ではその

論理における問題点を指摘する。 

 

２－１ 〈自由〉の神学的コンテクスト―アウグスティヌスとアクィナス 

 アウグスティヌスの自由意志は、何よりも罪の存在と「善のみなもと」たる神の存在がなぜ同

時になりたつのかを説明するために生まれたと言える。彼の理論の基礎として、まず神はあらゆ

る善と自由意志のみなもとであり、自由意志も一つの善と考えられている。そして罪は人間が自

由意志に基づいて犯すものでありながら、それは神が強制したものではないため、罪の責任は人

 

47 周知のように、カントは権利については他にも”das Recht der Menschen”や“das Menschenrecht”という

用語を使うが、前者は”das Recht der Menschheit”よりも普遍性が弱く、後者は独立した意味を持たない

ため、本論では”das Recht der Menschheit”のみを考察対象とした。なおこの見解については、中村博雄

『カント批判哲学による「個人の尊重」と「平和主義」の形而上学的基礎づけ』（76 頁）も参考にした。 

48 これはもともと半澤[2006]の「法への服従は自由意志による」という言葉を受けてのものであり、半

澤はこの思想はアクィナス以降、「ヨーロッパ政治史においては確立された原則として、十八世紀まで継

承され」たと述べる。(134 頁) 

49 カントとアウグスティヌスの思想的つながりについては新田孝彦[1993]が「自由意志」概念を軸に詳

しく論じている。(第一章[１]) 

50 アウグスティヌス以降の「自由意志説」と「必然論」との対立をヨーロッパ思想史における伝統とする

見方は、直接的には半澤孝麿[2006]を受けている。 

51 なお、思想的なつながりとしては無論ロックも二人から影響を受けているが、そのつながりの甚だし

さや論述の際の困難さで言えばカントのほうが大きいため、本章ではカントに重点を置いた形となる。 
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間に帰せられる。しかし新田孝彦が指摘するように、この論理は「ディレンマの解決ではなく、

その回避にすぎ」ず、「人間の自由と神の全能との両立可能性の問題は、普遍的自然法則との両

立可能性の問題として後世に残されざるをえなかった」のであり、このような決定論と自由との

拮抗を背景に道徳理論を確立せんとしたのがカントであると言えよう。52 

 次に「アウグスティヌスの最大の継承者」53たるアクィナスの『神学大全』を見ると、「自由」

が何らかの「選択」と深いかかわりがあることが分かる。彼が自由意志を論じた第 83 問題を見

てみると、彼は「人間は自由意思なるものを有していない」という命題を否定する形で自由意志

の存在を主張する。そこで論じられる「自由意志」とは主に「自由な判断」を指している。この

点を端的に表現するのが次の文である。 

 

  自由意思に固有なことがらは選択 electio ということにある。事実、我々が自由意思を有す

るものであるといわれるのは、我々が一方を斥けて他の一方をとる――つまり選択 eligere

する――ことができるというまさしくこのことに基づいている。54 

 

以上より、神学的なコンテクストにおいて人間は本性として自由意志を神によって与えられ

ており、一方でそれはあくまでも自由意志によって「善」を行うことが求められているという前

提をも含んでいること、そしてその意味で「自由」と必然との矛盾的な関係は回避されているこ

とが分かった。しかしこの解決法は論理的な矛盾を完全に乗り越えたとまで言えるものではな

かろう。 

 

２－２ 「人間性の権利」の根拠 

 前節で概観した神学的なコンテクストを踏まえて、次は実際に「人間性の権利」の根拠を読み

解く。「人間性の権利」という言葉の「人間性」は、「自分の人格の中に宿る」55ものであり、「た

んに道徳的存在としてのみ観られた〔blos als moralisches Wesen betrachtet〕自己自身」56と論じら

れ、そしてここで「人格」とは、「強要する(義務付ける)主体〔das nöthigende (verpflichtende) Subjekt〕」

57と呼ばれる。ここで分かるのは、カントが常に「対象としての〈我〉」と「義務付ける〈我〉」

の二つを想定しているということである。そしてこの「義務付ける〈我〉」は例えばまず「自己

の保存 die Selbsterhaltung」を自己に義務付ける。58このようにこれら二つの自己は常に相互関

係にある。 

 

52 新田孝彦[1993]、21 頁。 

53 半澤孝麿[2006]、123 頁。 

54 『神学大全』、[83-3]. 
55 MS.Ⅵ. A423. 

56 ibid., A429. 

57 ibid., A442. 

58 ibid., A421.“ 
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 この構造は一見すると非常に窮屈な世界にも思えるが、カントはそこに「意志の自由」という

特殊な自由概念を接合させることで、人間を自由の世界へと置き続ける。この概念は「道徳法則」 

と重要な関係にあり、カントは次のように言う。 

 

  自由の力によって人間の意志は道徳的法則によって規定しうると同じように、またこの規

定根拠〔道徳的法則〕による頻繁な実行は最後には主観的に自分自身についての満足の感情

を惹起させうるということを私は全く否定しない。むしろ、本来的に独り道徳的感情と呼ば

れるに値する感情の基礎をつくり、これを要請することはそれ自身義務に属する。59 

 

「意志」はあくまでも行為を選択する「自由」を持ち、当然それは道徳法則に合わぬことを選

択することも可能であるが、カントにおいては、そこで「義務付けの主体」たる「人格」が自己

を道徳法則へと義務付けなければならず、しかもその感情の基礎をつくることも義務の一つな

のである。これは前節で述べた自由と必然との関係とも似通った構造をとっている。 

 カントにとって、道徳法則は人間の経験に基づくものではなくア・プリオリに立てられている

ものである。そこでは確かに人間が経験によって判断力を鋭くし、法則を認識することが求めら

れているが、あくまでも法則自体は経験と厳密に区別される。60彼のこの信念を理解するにあた

り『宗教論』の一節は一つの手がかりとなろう。 

 

道徳的に神意に適った人間の理念をわれわれの模範とするには、なんら経験の実例を必要

としない。この理念は、そうした模範としてすでにわれわれの理性のうちに存するのである。

〔……〕われわれの理性のうちに存するかの理念の実践的妥当性に対する信仰のみが道徳

的価値を有する61 

 

 ここでは彼のキリスト教的な人間観が強く描かれており、その一方で道徳哲学は人間学を必

要としないと論じている。62それは、人間学が事実解明的な分析である一方で道徳哲学が規範的

な分析であることから生じる断絶であるが、同時に当然その規範性にはすでに彼の理想とする

人間観が入り込んでいる。 

 このような道徳的法則は、物理学が対象とする自然法則とは存在様式を異にし、「理性の事実」

という形をとって存在する。「理性の事実」とは、「この事実がそれ自身だけでわれわれに向かっ

てア・プリオリ」に迫りくるもの63であり、言い換えれば、我々がそうであると認識せざるを得

 

59 KpV. V. A68. 
60 GMS. IV. A389.” 

61 RiG. VI. A62-63.” 

62 GMS. IV. A389. 

63 KpV. V. A55-56 
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ないものとでも言えるだろう。 

 カントが道徳法則を理性の事実として捉えていることを受け入れたうえで進むと、その理性

の事実たる道徳法則は、当然全ての人間が認識するものでなければならない。それゆえカントが

提示するのが有名な「汝の意志の格率が、つねに同時に普遍的立法の原理と見なされうるように

行為せよ」64という命令である。 

 この命令は、当然自己を律する義務とともに、他者に侵されない領域を普遍的に確保する。そ

してその領域が確保されるのは、道徳法則を「理性の事実」として認識できる人間のみであり、

それをカントは一般化し「人間性」と呼称していると言える。されば、どうしてカントが〈人間

性〉という概念を〈人格〉に内包させたのかが推測できる。〈人格〉は「意志の自由」を持ち他

者の領域を侵すことが可能である一方、〈人間性が担保する領域は一定であるため、必然的に両

者は概念的に「人間性⊂人格」という関係を持つのである。人間に〈人間性〉が内在するゆえに

担保される領域こそが、不可侵の「自由」の領域であり、「人間性の権利」が及ぶ領域である。 

 

２－３ カントにおける「人間性の権利」の問題点 

 前節ではカントが権利を普遍的に定置した試みを概観したが、カントが実践的自由を人間性

に帰着させるとき、そしてその根拠として人間の理性のみが挙げられるとき、少なくとも論理の

中では神は姿を見せない。65つまり全ては人間の理性に帰着せられ、普遍的権利の淵源は人間に

内在することとなった。 

 ここにおいて権利は、少なくとも人間に限って言えば宗教的な色彩を消し去りながら普遍性

を証明されたかに見えた。しかしカント以降現代に至るまで問題とされるのが、「理性」という

新たなる根拠の危うさである。 

 カントの論理の問題点は多くの批判にさらされてきたが、ここでは彼の「道徳法則は理性の事

実として存在する」というテーゼに着目しよう。例えば川島秀一はその問題点として、①義務意

識が欠落した人、②義務は意識しても道徳法則の存在は否定する人、という二つの例を挙げ、カ

ントの持つ問題点を受け入れつつ、①少なくとも義務を意識する人にとっては現実的に実在す

るのであれば「理性の事実」と言えること、②道徳法則を認めずに自愛を実践的原理とするもの

も、その普遍化を欲求している時点で一つの道徳法則を信じていること、をそれぞれ挙げてカン

トの擁護を試みる。66 

 しかしこれは決してカントの擁護にはなり得ない。カントの言う「理性の事実」概念が有効で

あったとしても、道徳法則に限って言えば、それが万人に理性の事実として現れなければ、一つ

の道徳法則が理性の事実として存在するとは言えなくなるためである。川島の反論は「自愛を実

 

64 ibid., A54 

65 しかしながら、人間のみが理性を持つという仮定は依然として強くキリスト教の影響を受けていること

を忘れることは出来ない。 

66 川島秀一[1995]、192-5 頁。 
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践的原理とする人」を「道徳法則の存在を信じる人」に取り込むことには成功したが、それは道

徳法則が別の「理性の事実」という形態をとることを説明しただけであり、なおかつ①の問題は

解決されていないため、「人間は一つの道徳法則を理性の事実として認識する」ということは二

重の意味で否定される。川島は別の箇所で「『理性の事実』は、存在しもしない神秘的直覚では

なくしてまさに『理性の事実』」67と述べ、カントの立場が「直覚主義」と扱われることを忌避す

るが、先の理由によりやはりこれを道徳法則と言い切ることまではできないだろう。 

 

  

 

67 同書、292-3 頁。 
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３章 新たな「普遍性」の構築に向けて―和辻倫理学と自己像の定立 

 

 ここまでは、ロックとカントを中心にそれぞれの〈自然権〉と「人間の権利」概念の根拠と内

容を整理しつつ、それに向けられた批判を概観した。そこでは、生来の権利という概念は世界に

広まり続けた一方で、その根拠は依然形而上学的であり、またその批判者たちも現代にいたるま

で権利にいかにして普遍性を担保せしめるのか代案を提出できていないという問題が依然残る。 

本章では、二者と異なる立場から普遍的な権利の様式を検討するための前段階として、和辻が

『人間の学のとしての倫理学』と『倫理学』で論じた人間像をもとに「自己保存（の欲求）」を

より本来的なあり方に近づける。 

 

３－１ 和辻における〈人間〉と「間柄」 

和辻は人間存在を論じる際に「間柄」を頻繁に用いて表現した。この「間柄」は唯物論的な世

界とは異なる、いわば人間を主体的存在として置くことで初めて論じることの出来る概念であ

る。 

和辻の倫理学では、人間は関係から始まり、その関係から自己を自覚しながら再び関係を作る

という形で、それらが弁証法的に限定し合いながら人格を動的に形作る、いわば人間の複雑なあ

り様、人間存在の二重性を直視する。和辻にとって人間とは「主体としての人間が「間柄」に於

て生きていることに他ならな」68い存在であり、彼の人間存在を捉える際に「間柄」は避けて通

れぬ概念である。よって本節では主に『倫理学』の１章に基づいて「間柄」の概念を概観しよう。 

 

３－１－１ 「間柄」とは何か 

我々は無意識的に母語を覚え、それに思考を縛られるのみならず、家族や宗教、学校、職場、

民族など多くの集団に影響を受ける。しかしその集団は人格に影響を与えはしても、直接的に形

成するわけではなく、また人間とはその複合体としてのみ語られるものでもない。 

 和辻は、「間柄」の本質は、「我れの志向がすでに初めより相手によって規定せられ、また逆

に相手の志向をも規定している」ことだとしている。この見方は存在の出発点を自己におくの

ではなく、出発点にすでに他者との関係を据えている。それゆえ和辻にとって「個人の独立

性」とはつねに「共同性の欠如態」であるとされ、和辻はそれを「欠けた存在の仕方」である

と表現する。69 

 彼はこのような人間存在を「間柄的存在」70とも呼び、それを二つの観点から眺める。 

 

 

68 『初稿 倫理学』、143 頁。 

69 『倫理学㈠』、125 頁。 

70 同書、88 頁。 
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  一は間柄が個々の人々の「間」「仲」において形成せられるということである。この方面か

らは、間柄に先立ってそれを形成する個々の成員がなくてはならぬ。他は間柄を作る個々

の成員が間柄からその成員として限定せられるということである。この方面から見れば、

個々の成員に先立ってそれを規定する間柄がなくてはならない。71 

  

 こうして間柄は矛盾的な存在の統一として、そして人間存在を成り立たしめる根本的な要素

として語られる。これのみだと依然として漠然としているため、実際に和辻が人間存在をいか

なるものとして語るのかを通して間柄をめぐる議論をたどることにしよう。 

 

３－１－２ 人間存在の空間性と時間性 

和辻は「空間」として二つのものをあげる。一つは「客体的な物のひろがりとしての空間」で

あり、これは物理的空間、「物自体」の空間である。この空間にいる人間は「自然物」としての

人間である。しかし和辻にとってこれは「単なる観賞の主観」72ではあるが、「実践的に行為する

主体」が位置する空間ではない。この「実践的に行為する主体」73が存在するのが〈主体的なひ

ろがりとしての空間（＝「間柄」）〉74である。 

これは「多化せる主体の連関する仕方
、、、、、、、、、、、、、

〔ママ〕」75で構成される空間性である。和辻はこの空間

を構成する連関を通信や報道などを例に出して考えているが、インターネットが発達した現代

の人間であればこの空間性を理解しやすいだろう。例えば Facebook や Twitter などの SNS は現

在まさに主体が連関する場の一つとして機能しており、もはや主体的な空間は現実世界におい

てますます重要性を帯びてきている。 

和辻にとって、〈我〉は〈主体のひろがりとしての空間〉においてのみ〈汝〉と対立する。主

体の空間性は再び「客体的なるもの」として見出され、〈我〉と対峙することで〈我〉と否定し

合い、それを経て〈我〉は自我を獲得するのであり、これを和辻は「否定の運動」76と呼ぶので

ある。 

 以上が「間柄」の空間性であるが、それはつねに時間性を持って動き続ける。和辻はヘーゲル

の弁証法に対応する形で、「間柄的存在の否定的構造」を「自己還帰の運動」と述べ、以下のよ

うにその継続性を主張する。 

 

71 同書、89 頁。 
72 『倫理学㈠』、236 頁。 

73 『倫理学㈠』、236 頁。 
74 なお「主体的なひろがりとしての空間」という用語自体は登場しないが、「主体的なひろがりは根源的

空間なのである」(『倫理学㈠』250 頁)という記述や「客体的な物のひろがりとしての空間」という用語

自体は存在することから、便宜的にこの表現を用いる。 
75 『倫理学㈠』、236 頁。 
76 『倫理学㈠』、179 頁。 
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  否定の運動として動的に統一せられた三つの契機、すなわち根源的なる空とその否定的展

開たる個人存在及び社会存在は実践的現実においては相即して離すことのできないもので

ある。なぜなら、それらは実践的行為的連関において絶えず働いているものであって、どこ

にも静止固定することはできないからである。77 

 

 こうして人間存在は常に空間性と時間性を持つのであるが、最後にこの二つは次のように関

わり合う。 

 

  我々は右のごとき空間性時間性の相即においてのみ人間存在の構造を明らかにし得ると信

ずる。主体が空間的に対立することなしに自他対立はあり得ない。が、その自他対立は主体

が時間的に分裂することにおいてのみ可能なのである。かつて一つであったものでなけれ

ば自他対立することは出来ない。78 

 

上のように主体はつねに分裂しながらもその対立を統一する動きをもつのであり、これが和

辻における人間存在と言える。ここではハイデガーのいう「本来性」と「非本来性」とは「全然

逆倒」されているのであって、ゆえに単なる「自」のみを本来的なものとみなすハイデガーとは

立場を異にするのである。79 

 

３－２ 和辻への批判と反駁 

 本節では簡潔に和辻への指摘ないし批判として代表的なものを挙げて、その批判を通してさ

らに「間柄」を考察することにしよう。その際本論文では主に湯浅泰雄80から提出された批判を

取り上げる。 

和辻を厳しく批判した有名な者としてまず挙げられるのはマルクス主義者の戸坂潤であろう。

81和辻研究においては、和辻の倫理学理論や『風土』は唯物論的な史観に応答して論じられたも

のだという指摘82は多く、それは確かに的を射ている。83しかし和辻批判の問題点はまさにその

 

77 『倫理学㈠』、179 頁。 
78 同上、338 頁。 
79 同上、339 頁。 

80 湯浅泰雄[1981] 

81 戸坂が和辻に対して投げかけた批判をまとめた論文集としては、戸坂潤[2007]が優れていよう。 
82 例えば、湯浅泰雄（前掲書）、130-161 頁；生松[1973]「和辻風土論の諸問題」（湯浅泰雄編『和辻哲

郎』, 1973, 137-153 頁）。 

83 事実、『初稿 倫理学』一章 1 節から 3 節まではマルクス主義の唯物史観を批判する形で「人間の学と

しての倫理学」の重要性を論じており、津田雅夫[2014]はここを、和辻の倫理学構想の背景を知るのに

「重要な箇所」であると考えている。 
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先にある。 

一つに、和辻の倫理学は『人間の学としての倫理学』に顕著なように、日本語を分解し、それ

らの本来的な意味を持ち出すことによって「倫理とは何であるか」84を問うたのだが、それゆえ

に彼の倫理学はつねに「日本的性格」85を持っているとされた。しかし日本語から出発したから

その倫理学が「日本的性格」を持つというのはあまりにも性急であろう。なぜなら我々は日本人

である前にホモ・サピエンスとして多くの部分を共有しており、扱ったのが「日本語」であった

としても、当然ながら根源的な人間のあり様に根差しているためである。戸坂や湯浅が和辻にあ

てた批判はまさにこの点にある。 

もう一つの湯浅の指摘で重要なのは、上の点とも関連しているのだが、和辻の倫理学が「個人

性」よりも何らかの「全体性」を重視している
．．．．．．

というものである。確かに和辻は何らかの「個人

性」よりも「全体性」を「重視」しているが、それは「全体性」を優先した
．．．．

という意味では断じ

てなかろう。以下ではこの二点についてそれぞれ詳しく論じていく。 

 

３－２－１ 和辻倫理学は日本的か 

 湯浅が和辻の倫理学を観るとき、それは普遍的なものではなく「日本という一つの
、、、

民族社会

〔ママ〕」86の分析となる。湯浅は日本人が無意識的に「間柄」につよく動かされることや、タイ

の農村社会などでは「和辻のいうような相互否定関係は存しない」87と述べることで、和辻の倫

理学の特殊性を指摘する。 

 これは一見和辻の理論の例外を提示することで、彼の理論が日本という地域性・特殊性を以っ

て初めて成り立つものであると指摘出来ているかに見えるが、そこには大きな問題がある。 

 この問題点として二つが挙げられよう。一つは「相互否定関係」の意味についてであり、もう

一つは「間柄」と日本人との関係の特殊性についてである。 

 まず前者の「相互否定関係」の批判に対して応えることとしよう。湯浅が参考にしたタイの例

とは、具体的には、タイには強力な集団も強力な個人も存在せず、人間関係が緩やかで、例えば

日本のような「一対一の関係の上に支配する全体性としての「イエ」は存在」88しないため、そ

れらは相互否定的には働くことはないというものである。 

 ひとまずここでは、一対一の関係の上に何らかの全体性があるかないかという論点は置いて

おくとして、和辻は『倫理学』において既にこの批判への応答を用意している。和辻は電車の乗

合客の例を引きながら次のように述べる。 

 

84 『人間の学としての倫理学』、9 頁。 
85 湯浅泰雄[1981]、265 頁。 
86 同書、276 頁。 
87 同書、275 頁。 
88 同書、275 頁。 
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  電車内に他の多くの乗合客があることは電車内における我れの意識を全面的に規定してい

る。たとい我れの意識が他の人々に全然向けられていないとしても、他の人々ともにありな

がらしかもその人々に連関しないという一つの意識の仕方が、すでにその人々によって規

定せられているのである。89 

 

ここから分かるのは、そもそも人間関係の相互不干渉があったとしても、それは「間柄」が存

在しないことにはならないということである。なぜなら、彼らは過去の表象から「他人に強く干

渉しない」という暗黙裡の「間柄」を「表現」として共有しており、その「間柄」を再生産し続

けているにすぎないからである。そして、その「間柄」は「個人が他人に強く干渉する」という

人間のあり様をいわば否定しており、逆に人間はその「間柄」が「個人が他の個人に強く干渉す

る」という方向に変化することを否定している。 

 ここで分かるのは、湯浅の「否定」の用法と、和辻の「否定」の用法が異なることである。和

辻が言うところの「否定」とはそもそも浅野や湯浅が捉えるような「他人の行動への干渉」とい

った直接的な意味とは異なり、一つメタな次元の意味で機能している。先述したが、「間柄」の

本質とは「我れの志向がすでに初めより相手によって規定せられ、また相手の志向をも規定して

いる」ことなのであり、ゆえに和辻の「否定」とは「規定」と裏表の概念として捉えるほうが妥

当なのである。よってタイの農村社会の例を出しても、それは「間柄」の否定にはなりえない。 

次に、湯浅は日本人が「間柄」に影響されやすいこと、つまりは「集団帰属意識がつよい」90

ことを持ち出して和辻の理論の特殊性を指摘する。湯浅は和辻を批判する際以下のように述べ

る。 

 

  彼〔和辻〕のいうところに従えば、人間のすべての行動は、既存の「間柄」によって未来に

向って方向づけられている。〔……〕それはつまり、過去が未来を決定するということであ

る。したがって、未来に向うことは実は過去へかえることなのだ、と和辻はいうのである。

91 

 

湯浅は「方向づけられる」ことを「決定する」と読み替え、また「過去へかえる」ことを「過

去と同じことをする」という意味にとっているように読める。しかし、この二つの言い換えは和

辻の人間像をゆがめているのではないだろうか。 

和辻の「間柄」は、常に〈我〉によって客体化され、〈我〉と対峙し、否定し合う構造を持っ

ている。よって〈我〉も「間柄」もただ回帰するのではないため、和辻が「既存の「間柄」が未

来を方向づける」と言う時も、それは「間柄」が〈我〉を過去のあり様のまま規定し続けるとい

 

89 『倫理学㈠』、107 頁。 
90 湯浅泰雄[1981]、274 頁。 

91 同書、288 頁。 
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う意味ではなく、〈我〉によって否定された過去を持ちながら、そしていまも〈我〉によって否

定されることを前提としながら、同時に〈我〉を否定するのである。したがって和辻の倫理学を

評価するとき、その帰属意識云々は理論に何ら影響を与えない。 

 

３－２－２ 〈全体性〉と〈個人性〉 

 湯浅は和辻を評して次のように述べる。 

 

  和辻はしきりに人間存在の主体性
、、、

ということを強調している。〔……〕このような説明は一

見したところ実存哲学でいう人間の実存
、、

とか主体性
、、、

といった思想に近いような印象を与え

る。しかし彼のいう主体的人間存在は常に超個人的な全体性
、、、、、、、、

を意味するのであって、個人は

その内部で一定のペルソナを与えられているにすぎない。したがって「人間」という全体性

がある（存在する）ことが主体性の本来の意味なのであって、個人がある（実存する）と思

うのは仮象にすぎないのである。〔傍点ママ〕92 

 

加えていうには、 

 

  このような彼の考え方は、戦後の進歩的傾向のつよい知識人社会から、しばしば保守主義的

という批判を受けてきた。進歩派的見方からいえば、家とか国家の古い全体性の権威を否定

し、個人の権利を主張するのが近代人のあり方であるからである。93 

 

 湯浅は和辻のように「全体性」を強調する倫理観は進歩的なそれとは合わぬことを論じ、価値

判断に立ち入ることは避けながらも批判的な目を向けているように見える。しかし湯浅のよう

に「主体的人間存在は常に超個人的な全体性を意味する」のであれば、そのどこに和辻が論じた

「人間存在の二重性」があるのか。どこに弁証法的な相互否定の関係があるのか。 

例えば言語について考えてみよう。和辻のような〈我〉と間柄との弁証法的な関係があれば、

すでに「日本語」というものが存在していながら、常日頃の如く新たな言葉が誕生し、同時にあ

るものが「死語」になることは十分に説明できるが、湯浅の読みでは〈我〉は常に「日本語」と

いう全体性に無意識に取り込まれるだけの存在となり、自分なりに新たな言語表現を創り上げ

る者の居場所はないであろう。 

 「進歩派的見方」についても、そもそも和辻の理論構図にしたがえば、古い全体性の権威の否

定をする「近代人のあり方」も、それを是とする社会もすでに一つの「間柄」として存在してお

り、ある〈我〉はその「間柄」に規定されて古い全体性を否定するのであり、さらにはその「間

柄」自体の否定として「近代」という枠組み自体への否定が生まれるのである。 

 

92 同書、272-3 頁。 
93 同書、273 頁。 
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 それゆえ和辻の「間柄」をはじめとした「全体性」は何ら近代社会と矛盾しておらず、あらゆ

る人間のあり様を描き出していると言えるのである。我々はこのように和辻を理解することに

よって、はじめて彼の理論を発展させることが出来よう。 

 

３－３ 存在の二重性と欲求の二重性 

２節では和辻の理論へ向けられた批判に反駁することで、彼の理論を改めて「日本」という特

殊性からすくいあげることが出来た。本節では和辻の倫理学における「主体的連関」や「間柄」

の概念を参考にしながら、新たな「自己」像を構築しよう。１節で論じたように和辻は常に人間

を二重性で解釈するが、ここで一つ大きな疑問が浮かぶ。もし人間が二重的な存在であるとすれ

ば、人間の欲求は一元的に捉えられるものなのだろうか。例えば１、２章で眺めたロックやカン

トは客観的には人間の保存を、より主観的な言い回しをすれば「自己保存」を一つの目標として

考えており、そしてそれは今なお多くの同意を得られることであろう。しかし和辻的な存在論か

ら「自己」を考えた時、その「自己保存」の意味は大きく変わる。 

彼が人間を二重性で解釈することを受けて、和辻が「自己」を解釈するとすればいかなる形態

をとったのかを考えるために、ここでは「個別的自己」と「間柄的自己」という二つの概念を立

ち上げてそれぞれを考察してみよう。94 

 

３－３－１ 個別的自己 

「個別的自己」は物質的な身体を境界とした自己である。これはホッブズが「自己保存」を想

定する際に用いたのと同じ自己概念であると考えてよいだろう。社会の成員の「自己」をこの自

己概念に任せるときに生まれるのは、コミュニタリアンが批判するところのアトミスティック

な社会であり、ロールズが『正義論』で展開した「原初状態」にも存在する個人像である。 

しかしロールズがその原初状態を「仮説的」として現実世界から切り離したことからもうかが

えるように、この「個別的自己」は便利ではあれ現実的な人間像を反映しているとは思えない。

いわばこの自己像は、論理によって「正義」を定義せんとする際の空想的観念に過ぎない。しか

しこの「個別的自己」に基づく政治理論が一定の説得力を持つのは逆説的にもその「仮説性」に

ある。例えば『正義論』において、この仮説的な自己像は、実証的な自己像ではなく規範的な自

己像としての役割を果たし、規範的な自己像を集合体として結合させることで規範的な社会像

を導く道具として利用されている。言い換えれば、これはイデア的な自己像であり、その点でロ

ールズの理論はイデア（個人）によりイデア（社会）を導出するという構造を持っている。この

論理構造は、部品となる個人のイデアが規範的な意味で正しい（望ましい）と捉えられる時点で

機能するのだが、それは一つの個人のイデアを理想として押し付けることに他ならない。 

サンデルはこの問題点を次のように指摘する。 

 

94 和辻の本来の「間柄」の意味合いからすれば、ここでの「個別的」人間も「間柄的」人間も、「間柄」

という概念に内包されるべきものであろうが、ここではあえて後者のみを「間柄的」と呼称していること

に注意されたい。 
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義務論的主体が誇る独立とは、リベラルの幻想である。それは、人間の「社会的」本性を、

つまり、われわれが「どこまでもずっと」条件づけられた存在であるという事実を、基本的

に誤解している。〔……〕主体の優先は、個人の優先を意味するだけとなるので、リベラル

な伝統にはなじみの、個人主義的価値を支持する構想に偏向しているものである。95 

  

 この批判はまさにこれまでの「個別的自己」を出発点とする政治哲学の問題点を言い表してい

るといえよう。次項では、この問題を解決すべく本論の鍵となる「間柄的自己」について論じよ

う。 

 

３－３－２ 間柄的自己 

 前項で見たように個別的自己像が現実的な自己像ではなく、それを補うような自己像として

提示できるのが「間柄的自己」である。この「間柄的自己」は「主体的連関」を持つところの自

己に他ならず、それは客体的な身体の境界を越えた身体を実際に
．．．

もつ自己を指している。 

ただしかつて論争がなされたような、リベラリズムとコミュニタリアニズムとの対立構造に

当てはめて、この「間柄的自己」をコミュニタリアニズムが描く「自己」と同一視させてはなら

ない。「コミュニタリアン」という言葉自体、ロールズが『正義論』で繰り広げた現代リベラリ

ズムを批判する論者を緩く指し表すものであるために、「コミュニタリアン」を厳密に概念的に

定義することは難しいが、ここではサンデルの見解を通してコミュニタリアンについて簡単に

触れよう。 

サンデルによれば「コミュニタリアン」はロールズが提唱した「負荷なき自己」という理想に

対して反論した論者を指しており、「目的や愛着を捨象しては正義を論じることはできない」と

いう立場をとる者たちである。しかし、実際にサンデルを含めて「コミュニタリアン」とされた

者たちはそのレッテルに違和感を覚えている。コミュニタリアンは確かにコミュニティの「道徳

的な重み」を確かに重視するが、同時に彼らは人間に普遍的に根差す自由をも信頼しているため

である。 

この二つの立場は一見〈個人性〉と〈全体性〉との対立として捉えることが出来そうだが、コ

ミュニタリアンは依然としてリベラリズムのように個人の「自由」の価値を信頼しており、しか

も彼らが「コミュニティ」というとき、それは個人にアイデンティティを賦与する一つの源泉に

過ぎない。これらは和辻がいう「間柄」の概念とは全く異なる。96 

和辻のいう「我れ」は、〔３－１〕を見ても分かるように、「間柄」と強く主体的に連関してい

 

95 LLJ., 邦訳 12-13 頁。 

96 マッキンタイアはその点で、最もコミュニタリアンらしい論者であろう。彼はコミュニティの持つ価値

を重視するが、同時にその論は非常に相対主義的である。その例として彼は、「自然権あるいは人権は虚

構（fiction）である――ちょうど功利性（utility）がそうであるように」と述べている。(Macintyre 

[1981], 邦訳 87 頁) 
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る。例えば、ある人が家族を事故で亡くして鬱状態になったとすれば、それは主体の連関の所産

に他ならないが、コミュニタリアンの人間像における共同体は、あくまでも自己の価値観や生き

方に影響を与え、アイデンティティ形成に寄与する抽象的存在にすぎない。それゆえ、いわゆる

コミュニタリアニズムではこういった人間同士の身体的連関性を捉えることは出来ていない。 

 

３－４ 二つの「間柄的自己の死」について 

 ここまで和辻的な自己像を定立し、個別的―間柄的として二分し、それを通し近代，現代の政

治哲学における自己像と和辻との立場の違いを論じてきた。 

本節では、二重的自己像から「自己保存」欲求の二重性を分析するのであるが、その際個別的

な自己の死については、ほぼ説明を省いてもよいだろう。しかしここで「ほぼ」と言ったのは、

「個別的自己の死」と「間柄的自己の死」を比較するとき、そこに一つの大きな違いがあること

を留意せざるを得ないためである。 

「間柄的自己保存（欲求）」とは何かを考える際、和辻が人間存在を空間性と時間性とに分け

て論じていたことを思い出そう。ホッブズらの〔個別的〕自己保存欲求は、死という出来事によ

る、存在の空間的・時間的な抹消の拒絶であったが、「間柄的自己」を考えると、そこには二つ

の死が立ち現れる。一つは(a)空間的な「間柄的自己の死」であり、もう一つは(b)時間的な「間

柄的自己の死」である。これ以降、便宜的に(a)を〈空間的―間柄的自己の死〉、(b)を〈時間的―

間柄的自己の死〉と記述する。 

これら二つの死がそれぞれ何を表すのかを考えることで、我々は初めて「間柄的自己の死」の

概念へと到達することが出来る。本節ではこれらを詳しく考察することにしよう。 

 

３－４－１ 〈空間的―間柄的自己の死〉 

本節では主に主体的な連関を前提とした上で、「〈空間的―間柄的自己の死〉」が持つ意味を考

える。その意味を考えるにあたって参考に和辻のフォイエルバッハへの批判を見ると、 

 

彼〔フォイエルバッハ〕は右のごとき感性的対象をさらに「汝」として把捉し、我れと汝の

共同態を人の本質とするところまでは進むのではあるが、そこでも汝を通じての我れの自

覚が主題であって、我れと汝との間の実践的行為的連関、従って汝の主体的把捉は欠けてい

るのである。97 

 

とある。和辻はフォイエルバッハの主体が観照的なものにとどまることを批判する。和辻にとっ

て人間は「実践の主体」98であって単なる「観照の主観」99であるのみではない。そして、「もの」

を志向する「我れ」の「有 Sein」が関係を形作るのではなく、つねに「関係が先」になる。和辻

 

97 『人間の学としての倫理学』、167 頁。 

98 『倫理学㈠』、236 頁。 

99 同上。 
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は主体概念を論じるにあたって次のようなことをいう。 

 

母親と嬰児とは全然独立な二つの個体と考えることができぬ。嬰児は肉体的に母親を求め、

母親の乳房は嬰児に向かって張ってくる。（…）母親の体と嬰児の体とはつながっているの

である。その綱が細胞でないから両者の間につながりがないと主張するのは、ただ生理学的

な肉体についてのことであって、主体的な肉体には関しない100 

 

加えて、彼はそういった肉体的連関が「間柄」のあるところに必ず見いだされる」とも主張す

る。和辻の論理において主体的身体は互いに連関性を持ち、痛みは「肉体における主体的なつな

がり」として連関するのである。彼はこの痛みがあくまでも心理的なものとする反論に対しては、

それは「肉体を物体
、、

とし、それを動かす力を非物体的な心
、

〔ママ〕」101として見ることによるも

のだと批判して退ける。 

 この和辻の例は、「観照の主観」と「実践の主体」102との対比を明確にする。例えば嬰児が怪

我をしたとき、「観照の主観」は、嬰児の受け取った痛みをそれまでの経験から予想することも、

またそれを同情や共感として表すことも出来るかもしれない。しかし和辻の主体的な連関は、そ

の嬰児を見るとともに「痛み」を受け取るのである。この主体的な連関は決して想像の産物では

ない。 

 医学・心理学分野を見てもストレスが身体に影響を与えることは事実103であり、その環境次第

で抑うつ状態にも統計的に違いが出ることを示すもの104、さらには配偶者との死別が心身に与

える影響を論じるもの105など、和辻の論じた主体的連関性を裏付ける研究は他分野に数多い。 

 以上を踏まえても、個人主義的な「自己保存」概念が現実から離れていることは言うまでもな

く、改めて空間的な「間柄的自己」、空間的に他者と連関した自己のあり方が実情に即している

ことは分かり、〈空間的―間柄的自己の死〉は事実的に〈我〉にも不可避な暴力性を以て立ち現

れることが言えるだろう。 

 

３－４－２ 〈時間的―間柄的自己の死〉 

この概念は、まず空間における主体的な連関を前提とし、それが時間とともに動的に変化して

いく「間柄的自己」の時間的側面を抽出した概念である。例えば〈空間的―間柄的自己〉の構造

にも「子」が位置づけられているなど、すでにそこには時間的な要素は存在するが、この論文で

「時間的―主体的」と名指すとき、それは常に有限の身体を負った自己が、それを乗り越えよう

 

100 『倫理学㈠』、94-5 頁。 
101 同書、98 頁。 
102 同書、236 頁。 
103. Steptoe and Appels[1989] 

104 稲葉昭英[2002] 

105 坂口幸弘[2001], [2003] 
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とする際に託すもの、遺さんとするものを意味している。それはある時には子や孫、ある時には

制作物、またある時には形を持たぬ文化というように様々な形態をとる。 

 政治哲学の立場から永遠性について論じた者としては、Ｈ・アーレントが示唆に富む。アーレ

ントは『人間の条件』において、人間の活動力に労働，仕事，活動の三つを挙げる。アーレント

にとってこれらは有限なる生と永続性との問題を離れることがない。 

 

この三つの活動力〔activities〕とそれに対応する諸条件は、すべて人間存在の最も一般的な

条件である生と死、出生と可死性に深く結びついている。労働は、個体の生存のみならず、

種の生命をも保障する。仕事とその生産物である人間の工作物〔artifact〕は、死すべき生

命の空しさと人間的時間のはかない性格に一定の永続性と耐久性を与える。活動は、それ

が政治体を創設し維持することができる限りは、記憶の条件〔condition for remembrance〕、

つまり、歴史の条件を作り出す106 

 

さらに言うには、 

 

  不死の偉業にたいする能力、不朽の痕跡〔nonperishable trace〕を残しうる能力によって、

人間はその個体の可死性にもかかわらず、自分たちの不死を獲得し、自分たち自身が「神

〔divine〕」の性格をもつものであることを証明する。107 

 

 アーレントが言うところの活動力の条件は、種という生物学的なもの以外にも、創作物や歴史

といった象徴的なものも含まれている。アーレントの認識では、中世の思想において永遠なるも

のの経験は〈活動的生活〉 vita activa ではなく〈観照的生活〉 vita contemplativa に属し、〈活

動的生活〉は「観照の侍女〔the handmaidens of contemplation〕」108へとなり下がったが、古代

ギリシアでは〈活動的生活〉の源泉にも不死への努力があった。アーレントにとって活動は不死

性を持つが、それは「歴史の条件」として振り替えられる形で現在に影響を与える。 

 アーレントの議論を逆転させると、それぞれの活動力の死は、種の根絶、工作物の破壊・忘却、

「政治体」の終焉と言えるだろう。これを通すと、〈時間的―間柄的自己の死〉、つまり時間的な

「間柄的自己」の死とは何かが見えて来る。それは自らの子孫の死であるとともに、自らの生き

た証の破壊・忘却と捉えることが出来る。 

この考えを哲学以外の立場から提唱するのが生物学者の R・ドーキンスである。ドーキンスは

『利己的な遺伝子』において、二つの自己複製子、”gene”と”meme”を論じた。一般的な慣習に

従い、これ以降前者を「遺伝子」、後者を「ミーム」と呼ぶ。ドーキンスの考えでは、遺伝子に

 

106 HC., p.8-9. (邦訳 21 頁) 

107 ibid., p.19. (邦訳 34 頁) 

108 ibid., p.21. (邦訳 37 頁) 
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とって動植物の身体は、自己の複製を補助するための「生存機械」であり、個々の体は「遺伝子

の短命な組合わせのための仮の媒体にすぎない」109ものとされる。人間を主体にする視点を外し、

代わりに遺伝子を主体として生物を眺める視点を手に入れたことも彼の理論の特徴であるが、

さらに特徴的なのはその次のミーム概念である。 

ドーキンスは、「人間をめぐる特異性は「文化」という一つのことばにほぼ要約できる」110と

表現したうえで、文化伝達の単位を遺伝子になぞらえてミームと呼び、「新種の自己複製子」111

であるとする。彼にとってミームとは単なる概念ではなく「厳密な意味で生きた構造とみなされ

るべき」ものである。そしてさらに彼は、人間が死後に残せるものとして遺伝子とミームを挙げ

る。 

ドーキンスは、ミームが物質として実在するかを問題とせず、メカニズムとしての表現として

実在するという。上記のように複製する存在とすれば、それを持つ我々は、拡張的な自己、つま

り個別的な自己を離れて、自己的な何かを将来に向けて残す性質を持っているといえる。これら

に共通している特徴は、人間の有限性を乗り越えようとしているところ、何らかの「自己的なも

の」を、永続的に未来へ残そうとし続けるところにある。 

我々が、自らの何らかの痕跡を後世に残すことを根源的な欲求として抱えているという前提

に立つとき、この痕跡の抹消やその予測はそれ自体大きな暴力性をもって立ち現れるだろう。 

最後にこの点を論じたもう一人の論者を紹介しよう。J・バトラーは『生のあやうさ』におい

て「生の非人間化」について以下のように論じるが、この暴力性はまさに本項が主題とする暴力

性の特徴を言い表していると言えよう。 

 

 非人間化と言説との関係は入り組んでいる。暴力がすでに言説のなかで起きていることを

単に履行するだけと言うのではあまりに単純すぎる。〔……〕じっさいに非人間化が起きる

のは、言説によって表される生の臨界点においてであって、その限界は禁止と排除によって

設定される。ここで機能しているのは人を非人間化する言説というよりも、むしろ言説の拒
．．．．

否
．

であって、それが結果的に非人間化を生み出すのだ。すでに生きているとはされていない

人びとに対する暴力、すなわち、生と死のあいだに宙吊り状態になっている人びとに対する

暴力が残すのは、しるしとは言えないようなしるしである。112 

 

 ここで言い現わされているのはまさに忘却の暴力性、人間を人間として扱わぬところにある

暴力性であり、立ち現れぬ暴力なのである。〈時間的―間柄的な自己〉が死ぬこと、つまりは喪

失されることはまさにこのことに他ならない。 

 

109 Dawkins[1976], 邦訳 34 頁。 

110 ibid., 邦訳 291 頁。 

111 ibid., 邦訳 296 頁。 
112 Butler[2006], 邦訳 74-5 頁。 
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こうして我々は、「自己」の概念を拡張しながら、そこに潜む多様な「死」のあり様を眺めて

きた。これより論じるべきは、この暴力性を感知し、それを拒絶する「自己」がいかにして権利

を与えあうのかという問題である。 
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４章 与えあうものとしての権利とその普遍性 

 

 本章ではこれまでの議論を受けて、実定法に先立つ権利を、「（神に）与えられるもの」でも

「内在するもの」でもない「人間が互いに与えあうもの」として定義し、かつその普遍性を説

明することを目指す。概要として、１節では、我々は和辻的な自己像を用いながらその「自己

保存」のために人間が相互に実定法に先立つ段階で与えあうということ、そしてその場合に実

定法に先立つ権利がとりうる形態が、カント的な「普遍性」ではなくあくまでも「政治的普遍

性」にしかなりえないことを論じ、最後の２節ではこの実定法に先立つ権利が現段階で持つ問

題点について触れ、この論文を締めくくりたいと思う。 

 

４－１ 政治権力、権利、存在 

 先ほど３章で我々は「自己」にとっての暴力とは何かを、最も分かりやすい「死」という

事態を用いて論じたが、それではそこから実定法に先立つ権利はいかなるものとして定義でき

るだろうか。ここではまずロックが行ったように人間の素朴な「欲求」から始める手法をとっ

てみよう。 

もし人間存在の欲求を〈自己保存欲求〉と定義するのであれば、それは同時に「自己」が欠

損することへの拒絶とも言い換えることが出来るだろう。さすれば、先ほど定義づけた二つの

自己が欠損することを拒否する形で人間の欲求を定義づけることは可能である。 

１章で論じたように、ロックは「政治権力」と「権利」との関係を扱う際、「政治権力は〔…

…〕権利である」と論じていた。しかし「政治権力」と「権利」との関係がなぜこのように結

び付けられるのかは不明瞭であるように思われる。 

単なる「権力」は直接「権利」にはなりえない。それは力の強きものが「権利」を持つとい

うことを意味し、その姿は〈平等〉とは程遠いものだろう。ロックが「政治」という際にギリ

シアの polis を意味していることを鑑みれば、「政治権力」を指すとき、そこには常に他者との

関係、多数性があり、和辻の解釈に従うのであればそこには必ず「主体的連関」がある。ロッ

クと和辻を同時に一つの事象に当てはめるのであれば、「主体的連関」があるところには「政治

権力」が立ち現れると言えよう。 

ここでの「政治権力」とは、あくまでも人間の欲求に従って立ち現れるものであり、その欲

求は「自己保存欲求」に源泉を持つ。３章で定義づけた「自己」に基づけば、一方で人間は自

身の身体を守るために権力を行使するが、他方で「間柄的自己」の保存を欲求し、そのために

も権力を行使する。先ほど和辻は母親と嬰児の例を引いたが、母親は嬰児を守る際にも自身の

持てる権力を行使するだろう。 

 しかしながら権力の行使は常に行われるのではなく、通常は「自己」が毀損されることを予

期したとき、ないし毀損されたときに初めて為される。よって〈政治権力〉は本質的に、潜在

しながら人間を規定する性質を持つ。 
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 ここまでの議論を整理すると、ロックのように「政治権力」を「権利」として説明する際、

〈我〉は「自己」が毀損されたと感じる領域を持っており、その領域の侵犯に対し何らかの措

置を講じ得るという潜在的な〈政治権力〉を個々人が持っていると考えることが出来る。この

ように、主体的に連関する〈我〉は、その緊密な網を通して潜在的な政治権力――暴力を避け

る権利――を賦与する。 

しかしながら、人間の共同体は、そのように緊密な連関があるものだけではなりたたない。

『サピエンス全史』を著したユヴァル・N・ハラリは、動物学者が 100 頭を超える集団を観察

した例は非常に少なく、また例え人間であっても「噂話によってまとまっている集団の「自然

な」大きさの上限はおよそ 150 人」113と言う。これは確かに実感のレベルでは納得いくもので

あるが、同時に、辺境の地に住む少数民族でもない限りそれだけの人口で共同体を維持するこ

とは難しかったとハラリは述べる。例えば、 

  

 村落や部族以上の政治的枠組みを持たない政治的枠組みを持たない単純な農耕社会では、

暴力は全死因の一五パーセント、男性の死因の二五パーセントを占めていたとする、人類

学や考古学の研究が多数ある。〔……〕やがて、都市や王国、国家といった、より大きな社

会的枠組みの発達を通して、人類の暴力は抑え込まれた。だが、そのような巨大で効果的

な政治構造を築くには、何千年もの月日がかかった。114 

 

という記述はまさにその端的な事実を表している。これは和辻が『倫理学』で、「間柄」が階層

的に巨大な集団へと拡張したことを論じたこととも重なるが、ハラリの著述から「与えあう権

利」の理論を眺める際に重要なのは、社会的枠組みが大きくなるにつれて暴力の抑制も実現さ

れた、言い換えれば、個々人が持つ「政治権力」の大きさの不均衡が調整されてきたという事

実である。 

 異なる観点からもう一つの論拠を挙げれば、「秤」と「正義」との関係が適当であろう。西洋

では伝統的に正義は秤で表されてきたが、その一つの「ゼウスの秤」について山川偉也は次の

ように述べる。 

 

「ゼウスの秤」は〔……〕単独者として自足しうる者には無用なものである。それを必要

とするのは、互いの闘争の中でみずからの権利を主張しあい、その調停を第三者に委ねな

ければならない者、つまりは、神々であれ人間であれ、一定社会に生きる者のみである。

115 

 

 

113 Harari[2015], 邦訳上巻 42 頁。 
114 ibid., 邦訳上巻 110-1 頁。 
115 山川偉也[2010]、32 頁。 
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 これはまさに権利が他者の存在によって初めて顕在化し、正義とは各々の権利の源泉たる

「政治権力」の偏りを調整する役割を持ってきたことの証左であろう。 

 こうして我々は、権利を政治権力に裏付けられているものとして、そしてそれはつねに与え

あうという形をとることに、一応の説明をつけることが出来たように思う。 

 

４－２ 課題――排除的構造と無規範性 

 これまで、「与えられる権利」、「内在する権利」という二つの普遍的な権利の様式を考察し、

特に現代社会に直接的な影響を与えている後者がはらむ問題について触れたうえで、和辻の倫

理学とその他の研究を参考に「与えあう権利」の可能性について論じてきた。ただこの権利様

式はいまだ完成には至らず、多くの課題があることは否めない。本項ではその課題の中でも、

特に重要な論点になりうる二つの課題について触れ、それを解決するための方向性を提示して

締めくくりたいと思う。 

 まず一つに、この権利様式はカントのそれとは違い、ある種の排除的な構造を持つというこ

とである。例えばミャンマー北西部のロヒンギャ難民や、シリアから欧州へなだれ込んでいる

難民について考えてみよう。 

 彼らは確かに小さな共同体のうちで互いに権利を付与し合うが、同時に難民の受け入れに反

対する者たちは彼らと断絶し、当然ながら権利の付与が行われてはいない。これは一方では暴

力性を他者化している行為であり、カントの人権理論からすれば批判すべき対象でありなが

ら、「与えあう権利」の立場から批判できないようにも思われる。 

 この問題を完全に解決するための紙幅はもはや残されてはいないが、方向性を示すことは出

来よう。この問題は二つの観点から眺めることが出来る。一つに、難民に反対する者たちは、

自らの「主体的なひろがりとしての空間」において認識する暴力性と、難民たちに訪れる暴力

性とを分離しており、もはや彼らを自らと同等の存在として見なしてはいない。もう一つに、

非当事者たる我々のほとんどはそもそも事実を認識しておらず、それ故難民たちは「主体的な

ひろがりとしての空間」に存在すらしていないため、暴力性を認識していない。 

 後者についてはさほど重要ではないため省略するとして116、前者についての反論は難しい。

なぜなら、あらゆるマイノリティに対しても同等の暴力性を認識すべきであるとすれば、罪を

犯して刑務所にいる者と「善良な」マイノリティとをいかに区別するのかが問題になるためで

ある。これらを区別するには、いずれそこに部分的に功利主義的な原則を導入せざるを得ない

だろう。しかしここでいう「功利主義」は、いわゆる単なる仮想的な「効用」を原則としたも

のとは異なるように思われる。この議論と関連するため、二つ目の課題に触れよう。 

もう一つの課題は、本論文は普遍的な権利の様式を事実解明的(Positive)に論じたが、それは

未だ規範的(Normative)ではない。つまり、本論が着目したのは〈暴力性〉が持つ負の側面で

 

116 ここでの「重要ではない」とは、断じて「事態が重要ではない」という意味ではなく、理論の枠組み

に変容を迫るほどのものではないという意味である。 
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あるが、一方で〈暴力性〉は快楽的な（正の）側面を持つことを忘れることは出来ない。しか

も、本論文は「生が絶対善である」ないし「死が絶対悪である」という論証を行うことはしな

かった。 

 これらの理由から「普遍的な権利の様式」の可能性
．．．．

については論じることが出来ても、その

権利が「尊重されるべき」とは未だ論じられていないのである。ただしこれは解決不可能では

ないだろう。 

 〈死〉の持つ暴力性、より広げて言えば〈喪失〉の持つ暴力性の重要な特徴は、その時間的

な不可逆性にある。物理学では変数 t にマイナスの値を代入すれば良いため不可逆ではない

が、我々の生きる「主体的なひろがりをもつ空間」は依然として不可逆的である。そして、

我々はその「空間」の不可逆性ゆえに暴力性の負の側面を強く認識せざるを得ない。その点

で、〈喪失〉の負の効用は無限的(つまり効用は-∞)だろう。そして個人の無限的な負の効用が

起こす衝撃は、主体的連関を以てして伝達することで社会への大きな振動へと変化する。 

 以上のように、本論が持つ課題はその解決の可能性がないわけではない。それどころか、〈喪

失〉の暴力性を本来の形で認識することによって、はじめてその暴力性から身を守り合うため

の権利の付与、虚構化されない権利の普遍的存在を論じることが出来ると考えている。 
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結び  

 

 もし我々が科学技術により時を何度でも戻せるのであれば、または不死を手に入れることが

出来るのであれば、〈死〉や〈喪失〉という概念はもはや意味を持たないだろう。それらは我々

に立ち現れる時間の不可逆性があって初めて大きな意味を持ち、故に時には暴力として、時に

は快楽として迫りくる。この性質を捉えることなくして、我々はいかなる暴力をも定義するこ

とは出来ない。 

 本論文が試みたのは、内在的な人権を批判し、新たなる権利像を立ち上げることであった。

一見この権利像が、実定法に先立つ権利の適用範囲を狭めることになるのであれば、この権利

像は有害無益なものに映るかもしれない。しかしその見方は誤りであると言える。その理由は

大きく二つの点に集約されよう。 

 一つは、内在的な人権の概念は、それが何を根拠にするにせよ、科学的に実在を立証されな

い限り必ずある種の信仰を必要とする。例えばカントについて言えば人間にのみ属す理性の存

在や人間性というものへの信仰が必要となるであろうし、その神聖性はどこから来るのかとい

う問いも依然未解決である。 

このままでは、普遍的な権利などは所詮宗教の一つにしかなりえず、またその思想の広まり

は、真理の探究ではなくイデオロギーの伝染にしかなりえない。宗教としての人権が広まるこ

とは一つの政治的成功にはなりえても、一度その信仰が崩れれば立て直すには多大な労力と時

間が掛かり、その間の人権保障は宙吊りになってしまう。 

 二つ目は、一点目ともつながるが、死やその他の持つ「暴力性」を個人主義的な観点からで

はなく連関性を持った人間の立場から定義しなおすことで、西洋独自の概念(「自由」「理性」

など)になじみのないものにとっても、普遍的な権利の存在を論証できるという点である。 

本論で展開した議論には４章で挙げたような問題が依然として存在するが、その問題を体系

の中で説明することが出来れば、脱形而上学的な人権概念を位置づけることは決して不可能で

はない。 
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