
ルソー第四の法と＜平由＞の思考

刻まれてあるもの／刻まれえないもの

川那部 保 明

政治人類学者ピエール・クラストルは、南アメリカのインディアン社会への

調査をもとに著したある書物1で、この「未開社会」に「政治的なもの」の不在

であること、その不在はその社会のいわば＜経済的なもの＞の有りようによっ

て不断に維持されていることを指摘し、この社会を国家（ヨーロッパ文明に浸

されている者たちにとっての近代以降の政治国家）形成の途上にある、すなわ

ち政治史的に近代国家よりはるか以前に位置付けられるとする見方を拒否し

て、次のように言う。

未開社会について現在知られていることからは、「政治的なもの」の起源

を、経済のうちに求めることはもはや許されない。国家の系統樹の根源は、

この経済という大地の中にはない。未開社会、国家なき社会の経済の機序の

内部にはより富んだ者とより貧しい者との差異を導入するものは何もない。

なぜならそこには、隣人以上になにごとかを成し、所有し、見せかけたいと

いうバロック的欲望をもつ者などひとりも居はしないのだから。2

そしてさらにクラストルは、たとえば、南アメリカとほぼ同じ経済の有りよ

うをしている中部アメリカの諸社会が、南アメリカインディアンの社会と異な

り国家を有する社会となっている3のを見て、自問する。

財産所有を拒否することによってそれを無視するタイプの社会の内部に、

私有財産が出現してくるのはなぜなのか。何人かの者がある日、 「これは私

1ピエール・クラストル『国家に抗する社会』渡辺公三訳、水声社、1987／91年（Pien・eClastre，

エαぶOC盲∂好cα柁わ℃ばお才，Pal海蝕．DeMin11it，1974）
2

同上書、254～5頁
3

同上書、251頁
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のものだ」と宣言するのはなぜか、そしてどのようにして、他の者は、権威
◎ ◎ ◎ ○

と抑圧と国家という、未開社会が知らないものの胞芽を創設するに任せるの

か。4

こう問いながら、しかしその答えをクラストルは見出すにをまいたらない。ま

た、何らかの論理をつくって解答を無理に与えようともしない。なぜなら、彼

にとって大切なのは、近代国家の有りように慣れ親しんだ思考からは、答えは

導けない、という事実そのものだからだ。未開社会のなかから必然のように所

有が生まれ政治権力が出現し国家へと育ってゆく、という、近代の国家を人類

の歴史的発展のひとつの到達と見る視点からは、南アメリカインディアンの社

会は説明がつかない。彼らの「未開社会」と、ヨーロッパ文明のもとにある人

々には自明の国家をもつ社会とは、歴史的発展のふたつの段階として前後関係

にあるのではない。両者を、直線的な時間関係の必然で結ぶことはできない。

「未開社会」は爾後必然的に発展し政治国家へと進んでいくものとしてあるので

はなく、＜国家をもつ社会＞は「未開社会」の進歩の延長上にあるのでもない。

クラストルはただ端的に、これらの社会が、ふたつの異なる社会として、彼の

目の前に同時に立ち現われているという事実を、確認したいのである。同じ地

球の同じ時間に、あるとき突如「これは私のものだ」という宣言がなされ受け
○ ◎

○ ◎ ◎
0

0 ◎

入れられて今日にいたった社会と、そのような宣言を誰も思いつかないまま今

日にいたった社会という、正反対のふたつの社会がそれぞれのかたちで同時に

存在している、そういった事実を。

ところで、上でクラストルが引用している「これは私のものだ」なる宣言は、
○ ◎ 0 0 ◎ ◎ ○ ◎

ルソーに由来する。『人間不平等起原論』第二部冒頭の有名な一節5だが、こ

の宣言の有無を鍵としてクラストルが「未開社会」と＜国家をもつ社会＞の差

異を語り、同時存在を語っている事実は、翻ってわれわれを、ルソーの社会論

にあって見過ごされがちだが重要な、もうひとつの差異と同時存在がもつ意味

の問いかけへと導いてくれる。ルソーもまたその理論において、あるふたつの

社会の有りようを差異化しかつ並置させていた。ひとつは、（クラストルにと

吐

同上書、254～5頁

5

ジャン＝ジャック・ルソー『人間不平等起原論』本田喜代治・平岡昇訳、岩波文庫、1933／2000

年ロeanJacques Roussea11，《Discou指Surl’01i如e etles払ndements del，払占galitさpamiles

hommes》，Og〟〃柁5CO刀ゆg∂おぶ，ⅡⅠ，Bibliot壬1主quedelaPlさiade，Gallimard，1964）
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っての＜国家をもつ社会＞と同じく）自分にとって現実そのものの社会、もう

ひとつは（クラストルにとっての南アメリカインディアン社会と同じく）自分

の現実の外にある社会。具体的には、前者は『人間不平等起原論』で言及され

るルソーの時代の絶対王政統治下の社会であり、後者は『社会契約論』6で理

論的に描かれる一般意志に基づく社会だが、これらふたつの全く異なる社会の

有りようの並置は、ルソーの社会理論に、他の社会契約説とは違った、はるか

に長大な、現代をも照準する射程を与えていると思えるのである。

＊ 巧く ＊

ルソーが社会を論じた書としてまず頭に浮かぶのは、『社会契約論』だ。

＜権力＞と＜自由＞の関係をどのようなかたちで＜契約＞をとおして法の支配

する政治社会に実現するか一近代国家の成立期に国家の正当性を論じるべく

さまざまな社会契約説が提示され、その代表的理論家としてホップス、ロック、

ルソーの名がつねに挙げられるが、三人のうち「社会契約」なる用語を使った

のはルソーだけという違いを別にしても7、ルソーには、他の二人にはない特

異な点がある。それは、ルソーだけが、自然状態→契約→政治社会（国家）とい

う流れを一連のものとして記述していない、ということだ。

ホップスの自然状態では、自己保存が何よりも先行し、ひとりひとりの人間

は自己保存のために必要なものを手に入れる権利をもち、そのためにはどのよ

うな手段をとってもかまわず、何事も不正ではない。各人は各人に対して潜在

的にではあれつねに戦争状態にあり、したがって自己保存を求めながらも人々

は恒常的に危険にさらされることになる。そこで、理性の求めに応じて平和の

状態をつくりだすべく人々は契約を結び、一人もしくは少人数の集団に主権を

与え、立法を委託する。主権者は法を立てその法にのっとり自らの主権を行使

することになる。その主権は、主権者が直接放棄しない限り、決して譲渡され

えない。こうしてホップスの理論は、時の絶対的権力をすら契約による主権者

6

ジャン＝ジャック・ルソー『社会契約論』桑原武夫・前川貞次郎訳、岩波文庫、195射2001年

けeanJacq11eSRollSSea11，《Ducontratsocial》，0放びγ甜COタ和才∂ね5ⅠⅡ，Bibliotb包q11edelaPl占iade，

Ga11imard，1964）
7

ホップスとロックはただ「契約」とか「信託」とのみ言う。この違いにも、社会の本質を問う

ことからはじめるというルソーの姿勢が現われているといえる。放りCJ坤gdよα 槻㈹ゐα 2（）朋，

SONYDiscman，DD－SlOOO，「社会契約説」の項参照。
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とみなし、それに服従すべきとする理論となりえた。

ロックの場合はどうか。彼は自然状態のはじまりを、争いがない状態として

設定する。自然がそれぞれの人間の自己を保全するに十分なものを与えている

からだが8、しかし人間は労働をし生産を増やし、次第に交換が生まれ貨幣が

登場し強盗・詐欺。闘争などが起こってくる。そこで所有権を守るため、自然

法を共同で執行する政治権力が要請され、全員一致の契約を結んで国家をつく

り、その人民が立法権を立法部に信託し国政を任す。立法部は人民に代わって

人民のために国政を行うことになる。基本的に至上権は人民にあるが、実際に

は委託をうけた立法部がそれを運用する。こうして、議会主権につながる考え

方が提示され、ロックの理論は名誉革命の正当を説明する理論となりえたので

あった。

かくして、ホップスとロックは、前者は『リヴァイアサン』、後者は『統治

論』において、自然状態から契約、国家の成立とその性格までを一連のものと

して提示し、しかも最終段階としての国家は現実の、彼らがそのなかで生きて

いる国家として考えうるものであった。彼らの理論は、自然状態から現実の政

治状況へとつながる線を見出そうとするものであり、それによって現実の国家

の有りようを根拠付けようとするものであったといえる。社会契約は、その出

発点（自然状態）と到達点（現実の国家）の間を結ぶ契機として、想定されてい

たのである。

ルソーが自然状態を語るのは、『人間不平等起原論』においてだ。自然状態

においては、人間は地表にまんべんなく拡散しており、孤独で、“一生に誰か別

の人間に出会うことなど数えるほどしかなかったであろう。「自己保存（自己

愛）」がほとんど唯一の感情で、また、稀に別の人間に出会ったときに感じう

る「憐憫の情」がそれに伴っていたであろう。だが人間には潜在的に「自己改

善能力」が備わっており、すこしずつ精神が啓蒙され技術を得、技能が改良さ

れて、ついにあるとき自分以外の人間の力を自分のために用いることが可能で

あると気付く人間があらわれ、「ひとりのために二人分の貯えをもつことが有

効であるときづくやいなや、平等は消えうせ、私有が導入され」る9。そしてあ

とは転げるように、奴隷と貧困がめばえ、富者はますます富み、富んだ者が自

8

「ホップスの神様はケチで、ロックの神様は気前がよい」（福田歓一一『政治学史』東京大学出

版会、1986年、368頁）。
9

ルソー『人間不平等起原論』95頁
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分の財産を守るために法をつくり、為政者があらわれ、それが世襲となって、

専制政治へと至るのである。もちろん終着点の専制政治は時の絶対王政を想定

しており、したがってルソーもまた自然状態から出発し現実の政治に至るまで

の過程を一連のものとして提示しているといえるが、しかしその過程における

転換の契機は私有の導入（「これはおれのものだ」）であり、＜社会契約＞では

ない。ルソーは、ホップスやロックと違い、自然状態→契約→国家（現実の）

という論理を辿らないのである。

だがルソーは、＜社会契約＞を語らなかったわけではない。周知のように『社

会契約論』でそのいかにあるべきかを詳細に展開しているが、注目すべきは、

この『社会契約論』では自然状態についての記述がほとんどないということだ。

自然における人間の状態を喚起させるものとしては、ただ、「人間は自由なも

のとして生まれた、しかもいたるところで鎖につながれている」10における「自

由」と、「あらゆる社会のなかでもっとも古く、またただひとつ自然なものは

家族という社会である」11における「家族」が言及されるだけで、『人間不平

等起原論』で自然状態に想定された「自己保存（自己愛）」も「憐憫の情」も

「自己改善能力」も、その能力により具体化する精神の啓蒙も技能の改良も、

一切話題に上らない。そして論は、自然状態の具体的イメージをまったくもた

ないまま唐突に、まだほとんど論の冒頭とも言えるところで、「社会契約」へ

と移っていく。

わたしは想定する
】 人々は、自然状態において生存することを妨げるも

ろもろの障害が、その抵抗力によって、各個人が自然状態にとどまろうとし

て用いうる力に打ちかつに至る点にまで到達した、と。そのときには、この

原始状態はもはや存続しえなくなる。そして人類は、もしも生存の仕方を変

えなければ、亡びるであろう。

（・・・）社会契約が、それに解決を与える。12

こうして論は爾後、「社会契約」により成り立った社会の有るべき姿を、立

法について、政治の法について、国家の体制について、詳しく展開していくこ

10

ルソー『社会契約論』Ⅰ－1

11同上書、Ⅰ－2

㍑

同上書、Ⅰ－6
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とになる。

『人間不平等起原論』（1754年ディジョンアカデミい懸賞論文）より8年後

に、『人間不平等起原論』では言及されなかった「社会契約」について、『社会

契約論』（1762年発表）で詳論する。だが、その契約を自然状態の障害に打ち

かつためとしながら『社会契約論』では自然状態のいかなるものであったかに

は触れていない。とすれば、次のふたつのことが言える。ひとつは、62年の

論は自然状態を54年の論ですでに記述されたものとし、その記述を前提に、

自然状態から社会契約、社会状態への移行を語ろうとしたものである、という

こと。その結果もうひとつは、ルソーの頭には、自然状態から始めて社会へと

いたる、二重のシナリオがあったということ。すなわち、

① 自然状態 →「これはおれのものだ」→ 専制政治の社会

② 自然状態 → 社会契約 →

一般意志にもとづく社会

であって、①は『人間不平等起原論』で展開されたシナリオ、②は『人間不平

等起原論』の自然状態の記述を前提としつつ『社会契約論』で展開されたシナ

リオである。最終地点の＜専制政治の社会＞が現実の絶対王政を想定している

ことから①を＜現実内シナリオ＞、＜一般意志にもとづく社会＞が理論上のも

のであることから②を＜現実外シナリオ＞と呼ぶこともできよう。ホップスや

ロックと違ってルソいには、自然状態から社会状態に至る、二重のシナリオが

並置されているのである。

ホップスやロックにおいては、自然状態での自己保全の不都合から契約を結

び政治社会をつくり、その政治社会の姿によって現実の政治の有りようを説明

できた13。それは、自然状態から契約を経て現実の政治まで守るべきものは一

貫しているということであり、逆言すれば、現実の政治で守られるべきものが

自然状態でも守るべきものとしてすでに立ち現われているということだ。彼ら

において、自然状態にすでに所有があるのはそのためだ。そして自由が所有の

保全と連動しているのもそのためだ。「自然権とは、各人が自分自身の自然す

なわち生命を維持するために、自分の力を自分が欲するように用いうるよう各

13

自然状態から政治社会までの変化を理論的に「論証出来るという信念」が、ホップスとロッ

クには共通してある。（福田歓心『政治学史』372頁）
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人が持っている自由である」14、「自由とは、自分が支配下にある法の許す範囲

内で、自分の身体、行為、財産および全所有物を、自分の好むままに処理し、

整理し、その際他人のかって気ままな意志には服従せず、自由に自分の意志に

従う自由のことである」15。自己を保全するためのものを、自由に所有し処分

できるということ。彼らの自然状態は、現実の社会と同じ形をしている。それ

はあくまで現実の内側なのであって、契約の概念とあいまって、現実の社会の

正当を説明する論理を構成する。16

だがルソーの、自然状態と社会契約の連結は、論理を現実外へ導く。すでに

自然状態の設定からして、ルソーは異質だ。

たしかにルソーも、自然状態において自由を語る。しかしルソーの自然状態

は「これはおれのものだ」より以前の状態、所有という概念の欠如した状態で

あり、所有を前提としない自由は、ホップスやロックと全く違う様相をとる。

それは、（所有するという）行為にかかわる自由ではなく、関係にかかわる自

由なのである。「ただひとりでできる仕事や、数人の手の協力を必要としない

技術だけに専心」し、「たがいに独立の状態での交流のたのしさを享受」でき

ること、それがルソーの自由なのだ17。とすればルソーの自由は、所有行為に

はつながらず、むしろルソーが自然状態に設定している自己愛と憐憫の情とい

うふたつの（自分自身への、そして他者への）関係と結んでいる。ルソーのい

う自己愛とは、他者と自分を見比べてすべてを判断するような、ルソーの生き

る時代の人々の自尊心とは違い、独立の状態に自己をおき保全するところに生

じる自分への感情であり（「ただひとりでできる仕事」「独立の状態」）、憐憫の

情とは、寛大、親切、友情から人間愛まで、人を他者へと関わらせる心の動き

すべての根底にある感情18である（「交流のたのしさ（の）享受」）。

他者に従属することなくひとりで生き活動する自由（だからこの自由は平等

と別物ではない）19。そして自由が、（ホップスやロックと違い）他者との関係

14

15

年

16

い。

17

18

19

ホップス『リヴァイアサン』14章、『世界の名著23、ホップス』中央公論社、1971年

ロック『統治論』第二編、第6章57節、『世界の名著27、ロック、ヒューム』中央公論社、1968

別言すれば、彼らにおいて自然状態（を思考すること）は、現実に新たなものを何も加えな

ルソー『人間不平等起原論』96頁

同上書、73頁

ルソー『社会契約論』Ⅱ－11
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における自由であるからこそ、人は「自己の幸福に対する熱情」をもって自ら

の存在を慮り、同時に、「（他者）が幸福になるように」と語る「優しい声」に

耳を傾けて20、なんの矛盾も生じない。ルソーの自然状態はこのような、人と

の関係の自由（それゆえ平等）により保持される状態としてある。とすれば、

この自然状態の根本条件が変わらない限り、そこにどのような契約を導入しよ

うと、現実の社会（ルソーの時代の人々が現実と思っている社会、所有行為の

自由とそれを守るべき政治権力が問題になるような社会）へはつながってはい

かないだろう。自然状態が何らかの理由で「存続しえなく」なったとき、人々

は契約を結ぶとしても、その結果できあがる社会は、ルソーの時代の現実の社

会とは全く異なる相貌の社会であるだろう。

ルソーには、自然状態から社会状態に至るふたつのシナリオがある。それは

彼が、現実につながらないような（現実から逆算したのではない）自然状態を

設定したことによる。その自然状態に、ある声が聞入し（「これをまおれのもの

だ」）、所有（実際は富）が最重要の問題となるような政治社会に至る－これ

が第一のシナリオ（現実内シナリオ）である。そして、自然状態の存続が（お

そらくはルソーが自然人にすでに想定している自己改善能力の発露によって）

困難になり、社会契約が結ばれ、一般意志にもとづく政治社会に至る叩これ

が第二のシナリオ（現実外シナリオ）である。

こうしてルソーにおいて、現実内シナリオと現実外シナリオが並置され、対

峠し、ホップスやロックにはない緊張が生じる。この緊張によりルソーは、時

代的に近接したホップスやロックよりむしろ、冒頭に引用した20世紀のクラ

ストルに近いとさえいえる。近代国家の完成（限界）態としてのヨーロッパの

現実の外に、近代国家とは全く別のシナリオにより成り立っていると思われる

南アメリカのインディアン社会が、共時的に存在していることを知ったとき、

クラストルの見る世界は、異様な緊張に充ちはじめたに違いない。もちろん、

ルソーの緊張は存在と不在21の間の緊張であり、クラストルの緊張はふたつの

20

ルソー『人間不平等起原論』71～75頁

21一般意志による社会は不在であることは、『社会契約論』のそこここに示唆されている。「人

々に法を与えるには神々が必要であろう」（Ⅱ叩7）、「もし神々からなる人民があればその人民

は民主制をとるであろう。これほどに完全な政府は人間には適しない。」（Ⅲ－4）。また、作田

も、ルソーの社会契約における譲渡を「非存在の全体への全面的な譲渡」という（作田啓一『ジ

ャンージャックリレソー、市民と個人』人文書院、198W82年、130頁）。
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異質な社会の距離ゆえに生じた緊張だが、しかし後者の場合も観察者にとって

は、彼の属する現実（ヨーロッパ）にとっての存在と不在が問題となっている

のにほかならない。その意味でルソーもクラストルも、それぞれの身をおく場

において、現実内のものとして自らに関与してくる（存在する）社会のイメー

ジと、現実外から対抗イメージのごとく関与してくるもうひとつの（不在の）社

会のイメージとの間の、同じ緊張を生きているといえる。

ホップスやロックにとっては、価値は存在している社会からしか生じない。

だから彼らの緊張は、基本的には現実に存在する社会に彼らが対略する際の山

元的な緊張であり、いかにその社会にあるべき価値を理解し把握するかという

問いの緊張である。だがルソいの場合は、現実に存在する社会では価値は別物

に変容してしまっており（自己愛は自尊心にとってかわられる、など）、本然と

してあるべき価値は不在の社会においてしか提示されない。ルソーが生きる緊

張は、別物となった価値と、本然としてあるべき価値とに同時に相対する緊張、

そしてとりわけ、それらふたつの価値が対峠して生まれるあるダイナミズムに

身をさらすときの、ホップスやロックにはない、特別な緊張なのである。

そのダイナミズムを、ルソーは明示して語っているわけではなく、特別な緊

張をつねに意識していたわけでもない。むしろ＜本然としてあるべき価値＞を、

＜別物となった（現実内の社会の）価値＞との対暗から切り離したうえで、それ

に親密で透明な社会のイメージを与え、そのなかに閉じこもることをさえ望ん

でいたといえるかもしれない。『村の占者』から「クラランの農園」、サン・ピ

エール島移住から孤独な散歩者への道のりは、ルソーの全生涯がその閉じこも

りへと向かう過程であったとすら思わせるかもしれない。しかしその一方で、

たとえば『社会契約論』に次のような件を読むとき、われわれはルソーが、現

実の社会の枠として成立している価値と、現実には目に見えないそれゆえ現実

の社会にとっては現実外のものとしてしかありえない価値との間の、ダイナミ

ックな関わりを、社会認識の根底に据えていたことを理解する。「公共体にで

きるだけよい形式をあたえるためには、いろいろな関係を考察しなければなら

ない」と導入して、法の分類を行う件である。

第一には、自分自身にはたらきかける全体の行為、すなわち、全体の全体

にたいする関係、いいかえれば主権者の国家にたいする関係である。

い。。）

この関係を規制する諸法は、政治法となづけられ、また根本法ともよばれ
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る（・・。）。

第二の関係は、構成員の相互間の関係、または構成員と全体との関係であ

る。い・。）この第二の関係から、民法が生まれる。

人と法とのあいだにをま、第三の種類の関係が考えられる。すなわち、違法

行為の刑罰にたいする関係である。そして、これが刑法の制定を生み出す

（。。・）。

これら三種の法に、第四の法、すべての法のなかでもっとも重要な法が加

わる。この法は、大理石や銅板にきざまれるのでなく、市民たちの心にきざ

まれている。これこそ国家の真の憲法をなすもの、日々新たな力をえて、他

の法が老衰し、または亡びてゆくときに、これにふたたび生命を吹き込み、

またはこれにとって代わるもの、人民にその建国の精神を失わしめず、知ら

ず知らずのうちに権威の力に習慣の力をおきかえるものである。（。・・）

現在の政治家に知られていない法のこの部分こそ、実は他のすべての法の成

否をにぎるものである。（‥。）22

第一から第三までの法は、法律として善かれ、国家と人々のあり方を直接枠

付ける。その枠付けの様は具体的に、生産や商業の活動の様式として、人々の

日々の生活のパターンとして、村落や都市の構造として、官僚や行政のあり方

として、国のあらゆるところにあらわれ、われわれはそれをいつでも見たり、

読んだり、触ったり、感じたりし、そうすることで意識的にであれ無意識的に

であれそれに準拠して生を送っている。これらの法は、法律として文書に、ま

た生を枠付けるものとして生活や労働の場そのものに、刻印されているのであ

る。「銅板にきざまれている」かのように、はっきりと、具体的に、あたかも変

更不可能なものとして。

だがその一方で、その刻印はどこにも見えない法、ただ「市民たちの心にき

ざまれている」だけの、もうひとつの法がある、とルソーはいうのだ。それをま、

どこにも具体的にはあらわれず、いやむしろあらわれようがなく、したがって

現実の政治の世界では全く無視されているけれど、現実の外側につねに脈打っ

ている、そして、「銅板にきざまれた」法が衰えたとき初めて背後からたちあら

われて、市民たちを支え再生の力を与えることになる法である。『社会契約論』

のほかの件でルソーは、生産物を政府が不都合に処理するようになったとき、

22

ルソー『社会契約論』Ⅱ－12



ルソー第四の法と＜平曲＞の思考 51

「やがて革命がおこり、事物を自然の秩序に引き戻す」23といい、また、統治

者が法律に従わなくなったとき「社会契約は破られ、一般の市民はすべて、当

然かれらの自然的自由に復帰」する24というが、これらも窮極には同じことだ。

「第四の法」であれ、「自然の秩序」、「自然的自由」であれ、すべて「銅版にき

ざまれる」ようには現実に刻印されていないけれども、現実の外から現実に寄

り添い、現実を問い批評する視点を可能にし、その現実が「老衰」し「亡びてゆ

く」ときわれわれに再生のエネルギ｝を与える。そのような法が、現実の国家

にはどこにも刻まれない第拘の法としてある、というのである。

とすれば、第一、第二、第三の「銅板に」刻印された法と、第四の「銅板に」

刻印されえない法という両者は、個々別々に断絶してあるのでをまない。むしろ

第四の法は、刻印された法としての現実を、問い、批評し、再生する可能性と

してある、というべきだ。社会の安定期には潜在的に、変革の時期には顕在し

て、第四の法はつねに、刻印された法を問い、批評する。そしてその緊張が、

社会全体の再生のエネルギーを蓄積する契機となってゆく。

ここにわれわれは、ルソー独自のあの視点、現実の枠として成立している社

会イメージと、現実外のものとしてしかありえない社会イメージとの間の、緊

張関係を重ね見することができるだろう。＜私有の宣言（「これはおれのもの

だ」）＞と＜社会契約の締結＞というふたつの契機を導入し、前者を現実内の

社会のイメージ（専制政治の社会）へと結びつけ、後者を現実外の社会のイメ

ージ（一般意志に拠る社会）へと結びつけ、そうやってふたつの社会のイメー

ジを対置させる。現実外のイメージは、現実内の社会には刻印されていない。

しかし両者は断絶しているのではなく、現実外のイメージは、現実内の社会を

問い、批評し、再生する動きをもたらしうるものとして、つねに現実内の社会

に寄り添ってある。二種類の法の緊張関係に、ルソーのうちではこういった二

種類の社会イメージの緊張関係が二重写しになっていたに違いない。ホップス

やロックの一直線の論理とは違って、ルソーの論理は、現実の内と外との、刻

印されてあるものと刻印されえないものとの、絶えざる緊張の上に成り立って

いるのである。

公

同上菩、Ⅲ－8
別

同上書、Ⅲ－10
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自然状態の独特な設定から発して導かれた、現実の内と外との間の緊張と、

そこから生まれる再生への動き。それへの直感があったからこそクラストルは、

自分の著書の中核部分にルソーの「これはおれのものだ」を引用したのに違い
○ ◎ ◎ ⑳ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ない。ルソーの射程が現代にまで及んでいる、これはひとつの証左といえるが、

ただクラストルの著書は、現実外から現実へむかっての「問いかけ、批評」につ

いて多くルソーに呼応するものの、それを「再生」へとつなげる動きについて

は、クラストル自身ほとんど語らず、ルソーと通底するにいたらない。だが、

「再生」への動きについては、たとえばバリバールの「平由」という概念の設定

に、ルソーと現代の呼応を見てとることができ、この点においても（おそらく

バリバールはルソーを念頭においていないだろうが、それゆえになおさら）、

ルソーの社会理論は、18世紀から現代までを照射する射程をもっていること

が明かされるのである。

バリバールは、人権と市民権についてのある論文で25、近代の政治下におけ

る市民社会の「普遍性」と、近代において称揚されながら具体化されてきていな

い26「平由」（平等＝自由、色galiber縫）27との間の緊張について、考察している。

フランス革命時の「人権宣言」においては人権と市民権のあいだに差異も隔たり

もなかった28、そのような隔たりのなさのうえに考えられた市民権の広がりの

領域としての「市民社会」と、その儀域内で或る特定の歴史条件下に構築せねば

ならない諸制度を要請する「平由」29との間の、緊張である。彼の論文から、い

くつかの件を引用しよう。

2S

ニチエンヌ・バリバール「＜人権＞と＜市民権＞、現代における平等と自由の弁証法」大森
秀臣訳、『現代思想』特集：市民とは誰か、1999年5月号（E也emeBalibar，《‘Droitdel’bomme’

et‘Droitdu citoyen’，La dialectique moderne del’さgalitさetdelaliber縫》血エぉ力℃乃f才占γ郎dβgα

d∂加0∽蕗β，Ed．delaDさco11Verぬ，Paris，1992）
26

おそらく、永遠に具体化されえず、その限りで永遠の存在意義をもつ。
27

バリバールにとって自由と平等は「実際上」同一である。「自由の（事実上の）歴史的諸条件は、

平等の（事実上の）歴史的諸条件とまったく同じである」（同上論文、60頁）。r平等が実際上自由

と同一であることが絶対的に真であることは、平等が自由とは異なることが具現的に不可能であ

ること、言い換えれば、必ず平等と自由がつねに一緒に反論されるということである」（61頁）。
28

同上論文、58頁
29

同上論文、62頁
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平由という命題に合致する諸制度の構築を歴史的に決定する諸条件と、条

文［＝人権宣言］の誇張された普遍性のあいだには、「絶えない緊張があるで

あろう」。しかしながら、この普遍性は、真理効果が再生産されるように、

繰り返されなければならない、
0 0 0

0
◎

れなければならない。30

しかも変わりなく同一のものとして繰り返さ

「市民権」は、それが所有者によって行使されなければならない限りで、し

かしながら平等と自由の問いが、すでに確立した解答にかかわりなく、最初
◎ ◎

の定式に、つまりどのような「人間」が市民なのか、に何度も導かれる限りで、

本質を剥奪されている。31

「古代の」政治32と「近代の」政治との接点には、革命期の断絶に含意され

る権利上の事実がある。それは平由という命題とその普遍的真理の実現であ
◎ ◎ 0 0 0 0

る。近代の政治と、近代の胎内で、また近代に対して生まれようとしている

政治との接点には、改革の問題構制がある。すなわちそれは、どのようにし

て普遍的な真理から特殊な真理に移行するか、つまりどのように平由のプロ

グラムと名そのものを特殊性の中に刻み込むか、である。33

「近代の政治」では、人間＝市民の「普遍性」と同次元の問題として「平由

という命題とその普遍的真理の実現」が目指された。だが「近代に対して生ま

れようとしている政治」（＜脱近代＞の政治）において「平由」は、法として

すでに社会に刻印された人間＝市民の「普遍性」（その普遍性を僧放したのが

近代国家だった）に対する、今此処の「特殊性」からの問いかけの鍵概念とし

て、立ち現われる。どのように、「抽象的」「総称的」な人間ではなく、今此処

の「特殊」で具体的な場において、自由と平等を同時に生きるような人間の有

刃

同上論文、62頁

31同上論文、68頁
詔

「＜古代＞においては、市民の概念は（・・・）自由人と奴隷との、統治者と臣民との、成

人と未成年との不平等な地位に従属した。＜近代＞においては、人間と市民の概念は仮想上岡一

視されており、すべての人間に政治への権利が開かれていた。最後に、＜脱近代＞においては、

一般化された市民権に基づいて人間の抽象的あるいは総称的な概念を止揚するという問いが立て
られる」（同上論文、68頁）。

刀

同上論文、69東
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りようを、志向しうるか、という問いかけとして。そして、生とはいかなる場

合も特殊で具体的なものであるからには、この間いはあらゆる今此処が新たな

状況にいたったとき（実はそういった状況は日々とぎれなく訪れているのだ

が）、必ずその現場々々で「再生産」されるはずのものである。

このバリバールの「平由」のもたらす緊張に、ルソーの第四の法の緊張が通

底するだろう。第四の法もまた、「政治法」や「民法」「刑法」として現実の社

会を強固に枠付けている諸々の法が「老衰し、または亡びてゆき」新たな状況

にたちいたったとき、「市民たちの心に（のみ）刻まれている」ものとして、34

問いを発し、再生のエネルギーを与えようとし、そうやってつねに、銅板に刻

み込まれてあるゆえに「普遍」と目されている法を、問いかけ批判し変革させる

ものとして、立ち現われてくるからだ35。同じことは、現実内の社会に対する

現実外の社会からの問いかけについても言える。そしてこういったルソーの問

いかけの根底には、人間の自然＝本然としての、自由＝平等36、すなわち「平

由」（ルソーはそうは呼ばなかったが）があったことを、忘れてはならない。

自然状態を語り、所有を語り、社会契約を語り、第四の法や一般意志の社会を

語るとき、ルソーはすでに、バリバールの発想の可能を、思考に引き入れてい

たのだ。

ピエール。クラストルの師のひとりレヴィ＝ストロースは、ルソーを「人類

学の創始者」と呼んだ。それをまルソーが、自己と異なるものとして他者を観察

剥

いや、おそらく人間＝市民の定式よりはるか以前から人間の「自然」として心に（だけ）刻

まれてきたであろうもの、つまり自由＝平等とそれにより可能となる自己愛と憐憫の情、を根拠

に、「ふたたび」今此処において＜法＞なるものに「生命を吹き込み」、または現実内の法に「と

つて代わる」ものとして。
35

『社会契約論』や、その一節（Ⅱ¶10）が契機となって書かれた『コルシカ憲法草案』は、

こういった現実外からの＜問いかけ＞の書にほかならない。前者が、「樫の木の下」に集まった

「農民たち」が「国家の諸問題を解決する」（Ⅳ…1）といった非現実的な光景を提示し、後者

が「コルシカの実情とのあいだには大きなへだたりがある」（『ルソー全集』第5巻、「解説」、白

水社、1989年、498頁）と言われるのも、必然である。
36

ルソーの自然状態が自由＝平等の状態であることは前述したが、社会契約により得られる社

会のあるべき状態もルソーは同様に想定している。「すべての人々の最大の善は、あらゆる立法

の体系の究極目的であるべきだが、それが正確には何から成りたっているかをたずねるなら、わ

れわれはそれが二つの主要な目的すなわち曽曽と雷管とに帰することを見出すであろう。自由
叩なぜなら、あらゆる個別的な従属は、それだけ国家という［政治］体からカがそがれることを
意味するから。平等mなぜなら、自由はそれを欠いては持続できないから」（『社会契約論』Ⅱ

－11）。
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し、観察の道具そのものとして自己を把握し、その同じ目をもって自分自身を

も観察していたからだが37、レヴィ＝ストロースがルソーに見てとったこの自

・他に対する二重の視線の背後にはさらに、おそらくクラストルがルソーから

「これはおれのものだ」を引用したときに直感していた、そしてわれわれにル
0 0 ◎ ◎ ◎ ◎ 0 0 0

ソーとバリバールの重ねあわせを可能にした、さらに射程の大きな視線、すな

わち現実内の社会と現実外の社会の並置と緊張への視線が、すでにあったのだ。

それはただ、ルソーに先見の明があったということだけを示しているのではな

い。それは何よりも、現実内の社会は、いかに現実内に身をおく人々が無意識

であっても、現実外の社会（のイメージ）との括抗関係にあるということ、後

者があってはじめて前者は自らを問い、批判し、変革することができ、さらに

言えばそのダイナミズム、その生命を得ることができる、ということを示して

いる。そしてルソーは、この現実外の社会（のイメージ）の根底に、関係概念

としての自由＝平等をおいた。そのことは、所有行為における自由を普遍的市

民社会に結び付けてしまった近代に「対して生まれようとしている」（＜脱近

代＞の）政治のいかなるべきかが「平由」の観点から模索されている現代の、

再生の問題に、ルソーの思考が直接につながっていることを示しているのであ

る。

訂

クロード・レヴイ＝ストロース「人類学の創始者ルソー」『未開と文明』平凡社、1969年、58

～60頁




