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近代をもたらした法の恣意性
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Ⅰ　序　論

我々の日常は随所で近代の恩恵に浴している。このように「近代」は西欧とい

う固有の地域で生じたにもかかわらず、世界に定着した。その普遍的な「近代が

なぜ西欧で生じたのか」、この点を考える上で本論が着目するのが、宗教戦争が

西欧で生じた理由である。

三十年戦争やユグノー戦争に見られるように、宗教戦争はカトリックの普遍

性・超域性を破壊して領域主権をもたらし、社会混乱を通して画一的主権による

秩序回復の必要性を認識させ、主権国家を成立させた1）。そして主権国家体制は

現在でも国際政治学の基本的枠組みであり、近代政治の原理とされる。このよう

に近代政治を成立させた点に、宗教戦争について論じる意義がある。

宗教戦争の成因を考える上で、二つの視点を確認したい。まず、14、15世紀の

ウィクリフ、フスによる改革運動と16世紀の宗教改革との比較でわかるように、

宗教戦争は皇帝・教皇の権力低下と王侯の台頭という長期的な権力変動に起因す

る。権力によってウィクリフ、フスがなすすべなく処刑されたのとは対照的に、

16世紀以降の改革運動はドイツでは領邦君主、イギリスでは国王の庇護を得て初

めて成功した2）。

次に、イスラーム世界との比較から見る中世西欧の政治構造の特徴である。中

世西欧の分析では聖権と俗権の二元構造を前提とするのが一般的である。しかし

イスラーム教に教会は存在せず3）、聖俗二元論を両者の比較で用いえない。この

ため本論ではこの二元的区別を採用せず、教会も王侯も一律に権力主体とする見

方を提案したい。実際、ローマ教会は自ら徴税を行い、王侯同様に封建領主とし

て権益を保有する。しかし一方で教皇は理論上「天国への鍵」を保有し、破門に

よる正統性の破壊など4）、教義の運用を独占した5）。つまり教皇は権力者である

と同時にあらゆる正統性の根源であった6）。

対してイスラーム世界で権力と法の一体化は見られない。シャリーア（イス

ラーム法）は権力のあり方、正統性を規定していたが、歴史上、最高権力者のカ

リフでもイスラーム教の教義解釈・シャリーア制定の分野に立ち入る権限はな

かった7）。例えばアッバース朝カリフ、マアムーンがカリフ権に有利なムウタ

ズィラ学派の公式化を試みたが最終的に失敗している8）。カリフ権が形骸化した

10世紀以降も、各地の支配者は正統性確保のためにシャリーアの統治をする上で
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ウラマー（法学者）たちとの協力を要した9）。一方ウラマーのファトワー（意見回

答）は罰則を伴う強制力をもたず10）、一ウラマーの判断が教義に必ず反映される

わけではない。シャリーアはせいぜいウラマーがイジュマーウ（合意）内の解釈

やキヤース（類推）を行うのみであり、特定の主体とは別々に存在し、その変動

の影響を受けない。

以上の二点を踏まえて、西欧での法と権力の癒着が、権力変動という不可避な

事象に際して、宗教戦争を生じさせたという見立てを提起したい。即ち、権力変

動で教皇権への対抗者が現れると、対抗者は教皇の管理する正統性に対抗する教

義を伴う必要が生じる11）。そのため教義が権力闘争に巻き込まれた宗教戦争に至

る12）。このような見立てである。

この見立てで宗教戦争13）が西欧でしか起こらない必然性を示すには、イスラー

ム世界で見られた政治構造が他地域でも成立せねばならない。つまり各地域で法

と権力とが別個に存在すること、法が誰かの恣意に依拠しないという「法の非恣

意性」14）の原則を示す必要がある。

そこで本論は世界的な「法の非恣意性」の原則を仮定し、この仮説を検証する

ことにした。この際、近代政治の成立という問題意識に基づき、前近代15）が仮

説の対象となる。しかしその実証には、全地域での検討を要する。本論のみでこ

れを完遂するには紙幅不足なので、本論では演繹的論証に専念し、仮説の実証的

検証については言及できる限りで行いたい。

具体的には、まず第Ⅱ章で仮説における「法」の定義を「根本規範」として整

理した。第Ⅲ章では「法」を習律と教理に分類し、習律の非恣意性を論じた。残

された教理について、第Ⅳ章で恣意性と権力の関係を検討した。第Ｖ章では近代

化論への仮説の有効性を検証するため、非欧米で近代化の早かった日本について

仮説の適用を試みた。これらの議論を通して仮説の妥当性を確認し、宗教戦争が

ヨーロッパで生じた必然性、ひいては近代がヨーロッパで成立した必然性の説明

の一端を示すことが本論の狙いである。

Ⅱ　「法」の定義と一般性

本章では仮説における「法」の定義を確認する。仮説の形成事情を踏まえて、

イスラーム世界、中世西欧世界における「法」の意味を抽出し、その一般性を確

認する。
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「法」の定義では、H. ケルゼンやM. ウェーバーの「強制（装置）を伴う規範」

が挙げられる。その際、R. シュタムラー16）などのように自発的遵守に基づく習

律は「法」と区別されることが多いが、ウェーバーが指摘するように両者に本質

的相違はなく17）、むしろ次章で述べるように習律は強制装置を潜在的に求める。

そのため本論では E. エールリッヒの「憤慨」や G. イェリネクの「保障」を指標

とする「法」の定義のように、習律（生ける法）も「法」の内に含める。

1　イスラーム世界における法概念

イスラーム法とは、アラビア語でシャリーアと呼ばれ、政治分野や宗教的・現

世的な生活全般に関わり神がイスラーム教徒に守るべきことを命じた規範群のこ

とである18）。というのもイスラーム信仰の中核には、信者はシャリーアに従って

現世を生きることにより来世で楽園における永遠の生命を与えられる、という教

義が存在するからである。シャリーアは我々が通常「法」として理解する近代

ヨーロッパ的な実定法ではない。実定法は、人間が社会に秩序をもたらすために

必要と認めそのために定めた規範群であり、それゆえに、時代が変わり指導者の

必要がなくなれば、修正あるいは廃棄されうる。これに対して、シャリーアは神

が信徒に命じた啓示法であり、人間の都合で修正も、廃棄もされえない19）。この

ように唯一神の啓示するシャリーアは全ての善悪の基準であり、ムスリムの全行

為にわたって規定する。

2　中世西欧世界における法概念

中世西欧の「法」も近代の「法」とは大きく異なり、キリスト教的に規定され

ていた20）。そしてキリスト教においては早くから、正義と「法」の理念の大きな

展開を可能にする教義が形成された21）。例えば13世紀にキリスト教を『神学大全』

で体系化したトマス・アクィナスは、永久法の下位に自然法、人定法、神定法を

位置づけた。永久法（創造主の理念）を理性的被造物たる人間は自然法として把

握する22）。そして自然法の内、人間が特別に規定したのが人定法であり、神が補

助的に与えるのが神定法（聖書）である23）。そのため永久法・自然法は、あらゆ

る人定法の源泉であり、その妥当性の基準となる24）。

またトマスにとって「法」は正義の要素を有する限りにおいて、「法」として

の力を有する。「法」は共通善へと秩序づけられる行為を命じるのであり、この

命令に従って市民は正義や平和などの共通善を維持していくように教導し、形成
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される25）。そのためにキリスト教の最高位聖職者である教皇の権力が正統化され

る26）。このように、中世西欧世界における「法」は全て神の意思（永久法）に紐

づけられ、権力や人定法を正統化している。

3　一神教的な「法」の定義

以上より、一神教世界においては正義に基づく法観念が強いといえるであろう。

そして、両者とも「法」は日常生活から国家行為に至るまで、全行為の最終基準

となっている。そのため本論での「法」は、H. ケルゼンの「根本規範」や、橋

爪大三郎の「正統性（legitimacy）」として定義できる。橋爪は、正統性とは「正

しさの究極の規準とは何かをめぐる概念」で、正しさの規準の由来を溯った末、

最終的根拠の権威（authority）に帰着するとした27）。一神教世界における権威が

唯一神であり、「法」は神の言葉として最初に正統化（authorize）され、下位の権

力等の諸行為の正統性を示す。

このような「根本規範」としての「法」は、一神教世界の外でも存在するのか。

本節で見た「法」の定義の一般性を確認するために、日本語における「法」が由

来する前近代中国の法観念を参照する。

4　前近代中国の法観念

秦漢以来、中国は権力の多元性を認めない一君万民制を理念とし、その理念は

時代を下るごとに現実化されていった28）。秦による全国統一（紀元前221年）以後、

従来の「王」のように他の諸身分に比べて相対的に高次の支配者とは異質の、宇

宙全体に対する絶対的支配者を意味する「皇帝」という称号が採用された29）。前

近代中国で法はこの「皇帝」独裁体制を支えた。司馬遷が「法令なるものは治の

具なり」と喝破したように、そして、律、令などの既に存在していた成文法の内

容が刑罰法と行政法に限定されていたことに示されているように30）、中華世界で

法が果たした役割は一神教世界における「法」とは全く違っているといえる。

それでは、前近代中国において、法はどのようなものとして捉えられていたの

であろうか。中国社会では古い時代から法律がある。法治主義を始めた秦の政治、

法制は、法家思想の集大成者である韓非の思想の影響が特に大きい31）。韓非は法

の世界から「仁」や「義」、「愛」、「恵」といった道徳的、倫理的基準を排除しよ

うとした32）。また「韓非のいう法とは、君主が定める成文法であり、（中略）君

主は、臣民がなすすべての行為が法という物差しに適合しているのかどうかを定
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規で測るごとく厳格に判断し、そこに規定されている通りに政治を行う。それが

世の中の安定と秩序の形成を目指した理想的政治の最善の方法である。主権者が

定める準則・命令、成文法を絶対とする、これはいわゆる法実証主義にほかなら」

ない33）。そのため本章では、前近代中国において支配的な法の捉え方は法実証主

義であったという見方をとることにする。

なお、韓非の想定する法の範囲は①刑罰としての法、②官僚制的業務の準則と

しての法に限定され、その中でも君主による臣下の統御の文脈において最も多く

「法」が言及されており、社会内部における人と人の関係を規律づけるという視

点は全くみられない34）。このような法の考え方が、中国古代から続く普遍的、一

般的な法の見方であった35）。

5　前近代中国における儒教的原則

しかし、中国の行為規範は法治主義が全てではなかった。孔子が重視した「礼」

は性悪説を唱えた荀子が後天的な法度・制度と捉えた影響で「礼典」として編纂

され、後代の士大夫の行為規範となった一方36）、性善説を唱えた孟子の系譜を引

く朱子学は為政者としての責任と内面的・思索的な人格が融合した士大夫像を要

求し37）、科挙制度に見られるように政治的規範となった。そして礼規範に過ぎな

い「男女の分」が律に吸収され処罰の対象となった例、礼規範で推奨される「復

讐」の法的判断が分かれ、清末に至るまで法律が譲歩した例が示すように、中華

帝国では法家思想や法実証主義に限界があり、道徳性を核にもつ儒家的礼儀の前

に屈していた38）。

また、中国には「天」を最高権威とする「天下思想」が存在する。「天下思想」

において政治の秩序は、「天」「天下」「天子」「民」の四者の関係で構成されるも

ので、その関係性は「支配者が天から天命を受けて天子になり、天子が徳治を実

施して民が服従し、「華」と「夷」が服従して「大一統」としての天下が成立する」

というものであり、循環的に「天下」が成立することで天の意志が実現されると

された39）。すなわち地上の支配者たる皇帝も「天子」として「天」の意志に従っ

て行動することが求められ、「天命」を見失えばその地位が失墜するような存在

であった40）。

このように、天子は自らの正統性を知らしめるために、徳を用いた政治を行い、

正義や平和を維持した。人間尺度の道徳による徳治主義は天明思想を支えている

のである。そして、儒家のいう徳治主義とは形式的正義（制定法）ではなく実質
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的正義（道徳）の重視を意味し、共同体的秩序がその社会の道徳となる41）。これ

らの儒教的原則は朱子学で「理」、「天理」と総称され、「法」と区別して表現さ

れる。儒教が流行した近世日本の武家諸法度で、「以法破理、以理不破法」（法令

は道理より優先される）と二項対立で規定されたのがわかりやすい例である。そ

して「理」は、正義の内容を有し、権力から生活まで規定するため、一神教的定

義の「法」、即ちシャリーアや永久法に相当する。

6　小　括

以上のように「根本規範」は中華世界でも見られたため、本論では世界的に「法

の非恣意性」を論じるにあたり、「根本規範」として「法」を定義する。これは「正

しさ」に紐づいた原理として、人間関係を規定する「行為の最終基準」である。

なお、この定義での「法」と中華文明圏での法は転倒しており、注意を要する。

以降、本論で中国の法観念に基づく法を指す場合のみ、特に注記する。

また今後の議論では、仮説の「恣意性」では権力と「法」の関係が問題になっ

ていたことを踏まえて、権力行為の基準、即ち正統性に照準を絞りたい。つまり

本章の冒頭で「保障された社会規範」として定義した「法」の内、権力の規定原

理、政治思想の分析を採用し42）、恣意性という「法」の社会的位置に迫る。

Ⅲ　恣意性が有りうる「法」

本章は、「法」を習律と教理に分類し、習律は全て非恣意性が担保されること

を論じる。

1　行為の分類

前章で示した「行為基準」としての「法」の定義を踏まえて、本章ではフラン

ス現代思想の「コード」を巡る議論を参照したい。人の行動を方向づけ、人の集

表１
中世西欧世界 イスラーム世界 中華世界

根本規範 永久法（自然法） シャリーア 理

法令（実定法） 人定法 カーヌーン 法
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合体である社会を秩序化する規範である点で「法」と「コード」は共通するため

である。中でも、前近代の分析という趣旨から、ドゥルーズ・ガタリの「コード

化」、「超コード化」を用いる。

その際、古代ローマの政治体制を具体例として使用する。古代ローマの政治体

制は時代と共に変遷を遂げている。王政から始まり、共和政、帝政と変わってい

く上に、帝政期は元首政（プリンキパートゥス）と専制君主政（ドミナートゥス）

に分かれる。これらの多様な政治体制の中に両方の理念型が存在するため、例と

して用いるのに最適であるとしてこの地域を用いることにする。

なお、行為についてはウェーバーの四類型（価値合理的行為、目的合理的行為、

伝統的行為、感情的行為）がよく用いられる。しかし、杉野勇が指摘するように、

伝統的行為、感情的行為は意味的方向の欠如・無自覚性の強さを指標としており、

主観性で行動から区別された「行為」の定義を満たさない43）。そもそも、主観性

で定義された「行為」は、トートロジー的に全て合理的である。また杉野は、あ

る問題への対応（価値合理性）を加工・縮減する（目的合理性）という一連の行為

のレベルの相違に過ぎないため、価値合理的行為、目的合理的行為の二元的区別

の有用性は低い44）と述べている45）。そのため本論ではウェーバーの行為類型は採

用しない。

2　コード化

まずはコード化の理念からだ。社会学及び文化人類学者であるマルセル・モー

スの贈与論によると、贈物には受贈者に返礼、つまり見返りを強いる力があり、

受贈者はルール通りに自身も次の贈与を行うことではじめて、その負い目を祓う

ことができる。現代に置き換えて分かりやすくいうと、友人から誕生日プレゼン

トをもらっておいて、その友人の誕生日に自分は何も贈らないというのは居心地

が悪いだろう。そういった負い目が受贈者から新たな受贈者へ贈与を行わせる保

証となるのだ。この贈与者と受贈者間の関係は伝播し、やがて社会の全表面に拡

がり、一人ひとりにルール通りの行為を課していく。ここでいうルールとは受贈

者が返礼としてまた新たな贈与を行うことであり、例えば、最初の二人だけでな

く皆が誕生日プレゼントを贈り合うという習慣、いわばルールができるというこ

とだ。このように、一人ひとりにルール通りの行為を課していくことをコード化

という46）。欲望に従うならば、自分だけが誕生日プレゼントを受け取り、誰にも

返さなければ一番得をすることができる。しかし、周りとの関係を維持するため
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には、そんな行動は控えざるを得ない社会の暗黙のルールが生まれ、人々はそれ

に従う。

この「同調圧力」に基づくコードは、ウェーバーの「周囲からの非難」で保証

される「習律（慣習）」に相当する。キケロによると共和政ローマでは、刑罰の

恐怖ではなく「不名誉と恥辱」を感じる羞恥心、即ち贈与論的「負債」を感じる

負い目が順法意識を支えており47）、習律の好例である。また儀式や神々への供物

など宗教的行為は、「無病息災」のために、即ち不実施による負債、災禍を恐れ

て行われた48）。

習律下の共和政ローマでは「過去の慣習を最大限に尊重した一般の諒解事項」

である「祖先の遺風」に基づいて権力行為が営まれ、「人々のそのような諒解に

対して矛盾が感じられた時、あるいは諒解事項を再確認する必要が感じられた時

にのみ、問題の点が民会決議によって『法律』として成文化された」49）。つまり、

権力は前例主義的な伝統や慣習に則った場合にのみ正統化され、前例のない権力

行為は民会決議による立法という形をとった。この伝統主義は、共和政前期の法

解釈重視の傾向や、共和政後期の法務官の告示による法の補充など、立法が抑止

的なローマ法の歴史50）と一致する。

民会決議による立法とは、「同意」による正統化である。他にも、ゲルマン社

会の民会では指導者の命令が政治的決議となるのではなく、様々な立場の者の発

言が参加者の「ざわめき」で却下されたり、「武器を持って」賛同されたりし

た51）。パプアニューギニアの村会議でのビッグマン（有力者）の決定権欠如52）、

オディッセウスの言葉に兵士たちが歓呼して賛同した『イリアス』第二歌の全軍

集会の描写も同様である。まさに有力者も含め全員が F. ケルンの「良き古き法

（習律）の下」にあり、ゲルマン社会の判決発見のように、人々の共通意識（同意）

が権力行為を正統化した53）。

これは、シュタムラーが唱える無政府社会での「同意」による習律の妥当に即

している。しかし、ローマの民会が参加者数の少なさや公職者による手続支配で

受動的にしか機能しなかったにもかかわらず54）、理念上の同意で市民の順法意識

に寄与した55）ように、「同意」は民会という場の形式を伴うことで非参加者への

拘束力も有した。また習律（mores）は「住民の風俗 mores populiをただす」監

察官ケンソールによって外的に保証された56）。つまり、習律は同意に依拠してい

ても客観的に妥当した。
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3　習律の水平性

このように習律は「他人の視線」、「負い目」という同調圧力を基調とし、習律

自身が正統性の根源であったため、習律より上位の権威（authority）の可能性を

徹底的に拒んだ。共和政ローマでは権力が一主体に集中しないよう規定されてい

た。第一に、執政官を意味するコンスルは平時 2名おり、また、コンスルの出す

指令に対する拒否権を持つ護民官も存在した。第二に、独裁官のディクタトルと

いう官職は非常時にしかないものであり、さらに任期は半年で再任が不可能で

あった。第三に、元老院の承認無しに平民会の決議でローマ国法を制定できると

したホルテンシウス法が成立したことにより、貴族と平民の法的平等も保障され

た。

元首政ローマでは、権力が事実上集中したにもかかわらず、皇帝は共和政の伝

統に従い「市民の第一人者」と呼ばれ、また勅令の恒久法制化や後継者の指名に

元老院の承認を要したように、権力の正統性は伝統や同意という「祖先の遺風」

に依った57）。そして生前の自己神格化を行い、権威の自己調達を試みたカリグラ

やネロ、ドミティアヌスらの皇帝は、歴代皇帝が死後に受けた公的な神格化、皇

帝崇拝がなされなかった58）。このように権威を拒む側面に着目して、コード化を

水平化と換言できる。

4　超コード化

超コード化とは、重畳したコードを王や神などの超越的な頂点によって包摂・

規制する現象であり、「各人が絶対的債権者としての王に対して無限の負債を負

う」ため全存在が超越者によって正統化される59）。このため超コード化を垂直化

と表現できる。

超コードは上位に権威60）がある自然法、シャリーア、天理と一致する。以下、

権威に正統化されるこれらの「法」を「教理」61）（doctrine）と総称し、習律と区

別する。教理の場合、何故人々はこれに従うのか、何故これが正しいとされるの

かと遡ると、超越者62）（権威）の存在がある。「神、または神を司る絶対者がそう

言っているから」ということが正統性に繫がっているのだ。

この時、権威の有無によって垂直化と水平化が明確に分離する。例えば共和政

ローマでは慣習自体が絶対的なのに対し、イスラーム世界ではスンナ（慣習）を

唯一神によって聖化している。つまり、水平化では個々の規範が自己完結的に正
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統化される63）が、垂直化は全規範を唯一の権威が統合的に、流出論的に正統化

する。

超コード化の例として専制君主政ローマがある。専制君主政（ドミナートゥス）

とは、皇帝が「すべての部下の主人（dominus）」となり、「国家の他のすべての

機関に優越する権力を実証した体制」である64）。専制君主政の皇帝は官僚制度を

無視し、元老院の立法権も停止させ、独裁的な力を誇るようになっていった。例

えばそれまでの法学による法創造に代わって、皇帝の発する勅法が唯一の法源と

なった65）。皇帝はその正統化を、臣下の皇帝に対する跪拝礼の導入66）など、まず

元首政で抑制されていた皇帝礼拝の強化により試みた。

この垂直化の進展は、垂直化の強い東方属州67）が台頭し、共和政の伝統の根

源であったローマ市68）が求心力を失う動き69）と呼応する。そしてディオクレティ

アヌス帝によるキリスト教徒弾圧にもかかわらず、垂直化の結果、最終的に唯一

性が明確なキリスト教による正統化の体制が確立した。

なお、コンスタンティヌス帝のキリスト教公認、ユリアヌス帝の反キリスト教

政策、テオドシウス帝のキリスト教国教化など、体制確立期の皇帝たちは宗教を

恣意的に変える力を持っているように見えるが、彼らが決めているのはどの宗教

を認めるか否かであって、その内容までを変更しているわけではない70）という

点で、当時の教理が恣意的とは言えない71）。

5　習律の非恣意性

自身を正統化する価値絶対的な規範を拒み、伝統や同意という形式要件のみで

正統化される習律は、価値相対的であり、ケルゼンの自然法（教理）・実定法の

二分論に従えば実定法に相当する72）。しかし、ゲルマン社会の「良き古き法」の

ように、習律は近代的実定法と異なって、長期的な無意識的変化を伴いつつも永

久不変の「法」であり続けた73）。つまり伝統性に基づく習律は上位権威の否定と

同時に永久不変性を主張し、必ず非恣意的である。

一方、教理も永久不変性を主張し、近代法のような人為的変更を原則受けない

はずである。しかし権威を前提とするために、万が一権威を独占する権力主体が

現れれば、教理は恣意性を有する。しかも垂直化は全規範を統合するため、内面

規範と行動規範が宗教で一体化し、強力な強制装置を得る。故に教理の恣意性は

宗教戦争をもたらしうる。以上より、次章以降では恣意性の余地のある教理に議

論をしぼる。
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Ⅳ　「法の恣意性」と権力との関係

本章では権力の集中度と「法の恣意性」との関係を考える。まず、前章の知見

を権力の視点で継承するにあたり、ウェーバーの支配の三類型を用いる74）。そし

て集権制と分権制について「法の恣意性」を検討し、権力の集中度と「法の恣意

性」の非相関性を確認することで、中世西欧の特殊性を論じる。

1　ウェーバーの支配の三類型と本論の立ち位置

前章で習律の議論を終えた。習律で連想される権力の類型が、ウェーバーの

「伝統的支配」である。例えば家父長制について、伝統の不可侵性による規範力、

現状変更による呪術的災禍への信仰が指摘される75）。しかしこれは杉野が主張す

るようにウェーバーの「カリスマ的支配」による正統性となんら排他性をもた

ず76）、MECE77）でないために類型として不便である。そこで、前章での権威の有

無による習律と教理の区別を踏まえて、権威のない伝統的支配、即ち「非カリス

マ的伝統的支配」を習律に呼応するものとし、本章の議論から外す。

権威という指標に着目した時、直接的に議論の対象となるのは「カリスマ78）

的支配」である。それでは残された類型の「合法的支配」はどのような位置を占

めるのか。杉野が指摘するように、合法的支配はカリスマ的支配の加工物として

併存しうるため79）、議論から排除できるのは「非カリスマ的合法的支配」80）のみ

である。例えば、創造主の権威の下で行われた教会法の統治は引き続き議論の対

象になる。

本論で今まで議論された教理は、カリフ制や中華帝国、ドミナートゥスなど集

権的・専制的権力を前提とした。一方でウェーバーは、他にも「カリスマ的支配」

として分権的な身分制を挙げる。現に分権的封建社会の中世西欧は「法の恣意性」

が確認されており、恣意性と分権制が相関する可能性がある。そこで身分制の一

例としてインドの事例を検討する。

2　分権的社会の政治思想

6世紀のグプタ朝崩壊から13世紀のイスラーム政権の成立まで「ラージプート

時代」のインドは、「プラサーダ」（主君の恩寵）によるサーマンタ（領主層）の在

地支配の強化81）、統治層の多元性に伴う収租権の細分化で82）、分権的社会を形成
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していた。王権はサーマンタと封建的主従関係を築くことで初めて安定的支配が

可能となった83）。そこで分権制と教理の併存を示すため、当時のインドの政治思

想について考察する。

インド社会ではヴァルナによって権力、身分が規定されている。ヴァルナとは

バラモン（司祭階級）、クシャトリヤ（王侯・武士階級）、ヴァイシャ（生産者・商

工業者階級）、シュードラ（奴隷）の階層秩序のことである。四つのヴァルナは、

ヒンドゥー教の聖典であるヴェーダ聖典84）やマヌ法典85）によって定められてい

る。各ヴァルナは社会における機能と、ヴェーダの儀礼との関係によって規定さ

れている。バラモンはヴェーダ聖典に関する理論的、実践的な知識（ブラフマン）

の所持者であり、そのために社会階層秩序の頂点に君臨する86）。シュードラ以外

のヴァルナはヴェーダの儀礼の範囲内にあるため、クシャトリヤ、ヴァイシャは

バラモンによる儀礼の執行を必要とした87）。王であるクシャトリヤはバラモンの

助言や儀礼の執行なしに権力を行使することはできず、またバラモンもクシャト

リヤから支払われる報酬なくして生きることができず、よい王の統治下にあるこ

とで初めて自らの務めを全うすることができた88）。このようにしてバラモンとク

シャトリヤは相互に依存しあう形をとり、社会秩序の安定を図っていた。

また、ヒンドゥーの人々にとって人生には四つの目的があるとされてきた。そ

れは、モークシャ（解脱）、ダルマ、アルタ、カーマ（愛欲）の四つである。ダル

マは一般的には「法」と訳され、「社会宇宙の秩序」であり、「宇宙の秩序をしか

るべき方向に維持するもの」89）である。バラモンはダルマを尊重し、社会秩序を

守ることを本務としている。アルタは物質的な富や繁栄を意味し、王であるク

シャトリヤは自らの富や繁栄を求めるだけでなく、臣民がアルタを追求できるよ

うにすることが義務とされている90）。アルタの追求は、時にダルマと相反するが、

その場合にも王は自らの本務（スヴァ・ダルマ）であるアルタの追求をダルマに

優先させる91）。しかし、その際バラモンを通してダルマの価値の側面からの外的

な制約を受けることになる92）。このようにダルマとして教理は分権社会でも理念

上存在している。

3　分権的社会での教理の現実的機能

前節のような政治思想は、現実で機能したのだろうか。そこで政治権力がどの

ようにしてヴァルナ制を利用してきたか見ていく。 8世紀頃、ヴァルダナ朝が崩

壊すると、北インドでは群雄割拠の時代になった。そこで生まれたのが、「ラー
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ジプート（由緒正しい王統の男子）」と呼ばれる諸王国で、プラティーハーラ朝、

ガーハダヴァーラ朝、パラマーラ朝、チャウハーン朝などがある。ラージプート

は支配の正統性を主張するために、部族信仰・地母神信仰とヴィシュヌ・シヴァ

信仰との結合により「宇宙の中心」たる寺院を建立するなど、ヴァルナとヒン

ドゥー文化を重視した93）。またバラモンやヒンドゥー寺院に多くの寄進をし、バ

ラモンには低率の地租を徴収していた94）。このようにバラモンと支配者の間には、

特権的な地位を得る見返りに、正統なクシャトリヤの末裔であることを認め、支

配の正統性を担保するという相互関係が見られた95）。

これまで述べてきた通り、インドのラージプートの時代にはヴァルナ制を含む

ダルマによって支配権力が規定されていた。インド社会でブラフマンやプルシャ

という絶対者が展開して世界を構造化し、ヴァルナ制を形成した96）ように、独

裁者がいない分権的身分制でも、身分秩序全体に権威がカリスマを分配すること

で教理は機能する。そしてラージプート時代の場合、支配者はバラモンの意向を

無視した恣意的な教理の運用はできなかった。

4　小　括

このように分権制でも、序論で見たカリフ制などの集権制でも教理が非恣意的

な事例があり、権力の集中度を問わない「法の非恣意性」の一般性が経験的に確

認される。これは天明思想を用いた中華皇帝が易姓革命の対象となり、正統性を

主張したラージプートがバラモンを優遇せざるをえなかったように、正統化の主

張は通常その内容への束縛を伴うためである。それにもかかわらず「法の恣意性」

が確認された中世西欧は非常に特殊であると言える。

この特殊性、即ち前章で言及した「権威の独占」という中世西欧の特徴を権力

の観点から捉えなおすと、カトリック教会の組織性を指摘できる。イスラーム教

スンナ派法学派が 4派、ヒンドゥー教は正統派哲学が 6派に分かれた97）ように、

通常は解釈の多様性から権威の独占には至らない。その点で解釈者（宗教関係者）

の組織化で解釈を統一し、自身以外を異端として攻撃・排除できたカトリック教

会は例外的であり、だからこそ権力主体へ成長し、宗教戦争が発生しえた。

Ⅴ　近代化と仮説の適用

本章では日本を事例に用いながら、近代化について仮説の有効性を検討する。
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序論で確認したように、本論の仮説は「法の恣意性」という中世西欧の特殊性を

示すことで、宗教戦争の発生、更には西欧での近代成立の説明を試みたものであ

る。一方、日本は19世紀以降近代化が早急に進み、非欧米諸国の中で例外的に列

強入りを果たした。それでは仮説の視点は、日本の近代化98）成功の原因をどう

説明するか。この点を論じることで近代化への仮説の有効性を検討するのが本章

の目的である。

近代化の原因を探るため、具体的には近代の前段階を対象に、「法」の存在、「法

の非恣意性」の二点について検証を行った。まず中世、近世99）それぞれの体制

思想に触れ、その内容を吟味する。ここで両時代の間に見られた差異を「構造の

拡大」という枠組みで整合し、中世・近世の統合的把握によって近代化の説明を

試みる。なお古代は民衆の動向について扱うのが難しいため、別の稿に改めたい。

1　中世日本の王法仏法相依論

中世日本で権力を規定する枠組みとして、黒田俊雄の顕密体制に基づいた「王

法仏法相依論」がある。黒田によると「顕密主義」の寺社家が国家権力と癒着し

て整えた「顕密体制」は、全権威の根拠としての立場を築いており、「王法仏法

相依論」は仏教と権力の相互依存の関係を規定する原理として11世紀以降定着し

た100）。この議論が基盤にする「権門体制論」は、幕府と朝廷の対立からその統

一的国家像に疑義がある点で、新田一郎の「東国王権論」など議論の余地がある。

しかし佐々木馨が「顕密主義」への対抗手段として幕府の「禅密主義」を論じた

ように、「東国王権論」や「二つの王権論」に立っても密教的体制という共通基

盤は示すことができ、この基盤の上に成立する「王法仏法相依論」の有用性は変

わらない。

「王法仏法相依論」について松本郁代は即位灌頂（天皇の密教的即位儀式）の議

論を通して、寺家即位法（寺家が作成した儀式方式）が即位印明（実際に適用され

た儀式方式）の宗教的基盤であり、即位印明に存在規定される天皇と存在を規定

する寺家との関係は不可逆的であると指摘した101）。この即位法の例に顕著なよ

うに、大日如来という権威の下、密教的仏法は権力を規定するものとして本論の

「教理」に相当すると言える。密教的仏法は神仏習合を前提としながら曼陀羅的

世界観によって、権力のみならず世界全体を体系化した102）。一方法流の分派で

複数の即位法が成立した103）ように、仏法は各寺社家の宗派・法流によって分立

し、一主体の一存で内容が定まらない点104）も確認できる。



540　政治学研究59号（2018）

2　近世日本の仁政論

近世日本の政治思想では仏教に代わり、仁政論を核とする「理」で政治を規定

する儒学が前面に立つ105）。儒学は幕府や藩が教学とした朱子学派の他、古学派

や折衷学派が隆盛し、誰かが思想内容を決定するようなことはなかった106）。し

かし近世日本で流布した儒学思想を個別に見ていくと、その内容は「教理」とし

て脆弱である。17世紀後半に活動した伊藤仁斎は情・仁を重視した人倫の学を説

き、朱子学の超越的・普遍的な「理」を批判して人間関係の中で個別的・相対的

に「道」を考えるべきだとした107）。また18世紀前半に活躍した荻生徂徠は過去

の聖人の作為を「道」としたことで「儒教の政治化」、即ち儒学を政治手段化し

た108）。この点を受けて幕藩体制のイデオロギーは儒学というより統治術に特化

した兵学であると前田勉は指摘している109）。このように近世日本の儒学は絶対

的な「理」の存在を否定する見方が強く、その内容は教理として希薄である。

この近世日本の傾向の一例として、18世紀後半、米沢藩の藩政改革で指導的役

割を果たした折衷学者、細井平洲の思想がある。辻本雅史によると、平洲は「天」

の規範を体現した明君観と「天」の不可知に基づく愚民観の下、民衆による君主

の「恩」・教化への絶対的帰依と君主による仁政が要請される構造を提起した110）。

ただし君主の有徳性の保証として易姓革命論を欠いたこの考えは代わりに「明

君」の演出術を要請した上、平洲は「道」を不可知としたため、学問の目的が人

心教化、「御国の御為」に限定されて諸学の折衷、手段化に至った111）。イスラー

ム世界では絶対真理のシャリーアを唯一の始点として、政治も含めてフィクフ

（行為規範学）を論じたが、米沢藩では正統性の根源である「道」の内容が空虚で、

民衆の服従という外面を目的とした儒学の手段化・相対化を見た。

以上の仁斎、徂徠、平洲の議論から見られるのは徹底した超越性・絶対性の否

定、儒学の相対化・手段化である。この超越的存在を拒む動きは第Ⅲ章の分類で

水平化に相当し、仮説の検証対象から外れてしまう。第Ⅲ章では同調圧力による

水平化と超越者による垂直化という二種類の秩序形成を区別した。この区分では

中世が垂直構造、近世が水平的社会を形成し、中世は宗教社会で近世は世俗社会

という評価と同形をなす。この差異はどのようにして生じたのか。

3　中世日本の水平的側面

佐藤弘夫は異端仏教112）について、封建領主による搾取と対決し、搾取を正統



541

化する体制仏教に不満を抱いた民衆の間で受容されたと評価する113）。つまり体

制仏教が包容できなかった顕密体制・垂直構造の外部に異端派は普及した。しか

し南北朝期の異端派の体制化114）で異端派信奉者が構造内に取り込まれた点を考

慮すれば、異端派は「構造の拡大」に寄与したと言える。即ち、異端派は構造外

部にも受容可能な形を整えて外部を仏教化し、異端派の体制化の際、外部を構造

内部に統合する下地を準備した。

一方、立川武蔵は異端派が構造的世界観を放棄したと指摘する。曼陀羅的世界

観で森羅万象を意味化・体系化した顕密仏教に対し、救済に特化した異端派は救

済以外の事物を規定せず、包括性や行為規範の側面を拒んだ115）。例えば専修念

仏は「他力信仰以外の一切の人間活動から宗教的意味を剝奪した」116）。行為全般

の規定を拒んだ異端派は、全行為の仲介者たる超越者の存在を嫌う同調圧力的心

性と適合する。つまり異端派が普及した構造外部は水平的心性を持つ人々の領域

であり、逆に水平的だからこそ垂直性を否定し、構造の外部に位置した。即ち中

世社会において水平的側面は根強く、むしろ後の近世ではかつての異端派が主流

であった。

しかし戦国期の一向宗やキリスト教、天道思想の隆盛を踏まえると、中世を水

平的側面が主となった時代と見ることもできない。特に一向宗は行為の意味化に

より一向一揆として運動化している。金龍静によると、この時期の一向宗は親鸞

聖人の御座所の番兵や仏敵との戦争など、身業の報恩行という形で行為規範を形

成し、信徒を戦争に動員する権力的側面がある117）。つまり超越者である阿弥陀

仏の下、行為規範により構造化された社会像をもつ。戦国期が体制・秩序の崩壊

期であり、消滅した顕密体制118）に代わって一向宗などが垂直性を持続させた可

能性を考えると、中世の垂直的側面も無視できない。

4　近世日本の垂直的側面

近世日本の世俗性について、曽根原理と大桑斉は近世政治構造の宗教性を提示

している。曽根原は徳川家康が仏教の論議・法問で自らを転輪聖王に擬え、家光

が東照権現の法による宗教的統治を謳い、仏教による権力の正統化を図ったとし

た119）。大桑によると将軍綱吉は浄土宗増上寺の営中法問・御成法問を通して、「慈

悲の治国理念」を構築し、東照大権現を阿弥陀と一体視した弥陀天下授与説に

至った120）。この一種の王権神授説、権現様神話を将軍吉宗は『松平崇宗開運録』

の発見、書写で推進したと更に論じている121）。このように曽根原・大桑は仏法
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が権力を規定したとして、中世からの連続性を示唆している。曽根原・大桑の議

論は権力側の動向に注目したものであり、民衆側の定着度において更なる検証を

要する。しかし正統性の最終形態である弥陀天下授与説は浄土宗に基づいており、

包括性の拒否という上述の異端仏教の議論があてはまる。つまり仏法が教理とし

て成立しても、水平性という問題を仁政論と共有している。

儒学、仏法ともにその教学内容が水平化されて希薄である一方、渡辺浩は「御

威光」の垂直構造を指摘する。この構造は圧倒的暴力への畏怖の喚起で服従を保

証し、一切の儀式・儀礼・作法によって「御武威」を再確認した122）。ここでは

徳川家自体が権威となっており、これを規定・正統化する上位存在に欠けている

が、民衆が徳川家に一方的に服従する垂直構造を確認できる。そもそも豊臣秀吉

による惣無事令以来、近世日本は国家が私闘を禁じて暴力を一元的に管理してお

り、私闘による自己救済を前提とした中世日本より遥かに権力への一方的服従を

強いている。ここで民衆は幕府に「泰平」を要請した点でむしろこのような一方

的服従を歓迎している123）。「泰平」とは混乱解決であり、秩序そのものであるこ

とを鑑みれば、一方的服従を歓迎する民衆の心性とは垂直的社会秩序を求めるも

のに他ならない。

また先述見たように仁斎・徂徠らは儒学を水平化したが、これが儒学の日本化、

即ち儒学の普及に貢献した124）という見方を踏まえれば、中世の異端仏教同様、

構造の外部に儒学を普及させ、構造の拡大を準備したと言える。つまり水平化は

教学内容の希薄化を伴うが、それは構造の拡大と表裏一体であり、垂直化と相反

しない。そもそも儒学が日本に導入されたのは、仏教が日本化・水平化に伴って

規範性を失い、代替的な行為規範・生活倫理が求められた125）という垂直性を求

める心性に起因する。現に18世紀末から藩校の代表的学問となるほど、儒学は日

本に定着した126）。そして徂徠学や折衷学の希薄さは「御威光」体制の教理とし

て限界をきたし、後に人心を包括し、学統という絶対性をもつ正統派朱子学が台

頭して寛政異学の禁に至った127）。このように垂直化の側面は近世日本に一貫し

て見られる。

5　小　括

以上のように日本社会は中世・近世問わず水平化、垂直化の両方の動きが見ら

れ、両者の絡み合いによって垂直構造は構築、拡大された。またこの政治構造に

おいて教理の非恣意性も論証できた。しかし宗教によって完全に垂直化、構造化
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されていたイスラーム世界と対比すると、水平化によって教理の内容が希薄にな

る傾向は否めない。垂直的側面の一方で水平的側面が常に存在し、教理の絶対

性・超越性は完全ではなかった。この脆弱性は西洋の衝撃による日本の社会構造

の早期解体をもたらし128）、近代化の精神の吸収を可能にした。これに対して、

イスラーム教や儒教の超越性が揺るぎない社会では近代化に出遅れ、特にイス

ラーム社会は今でも近代化とイスラーム主義の狭間で苦しんでいる。つまり教理

の非恣意性という点で日本は西欧と異なり、近代政治の発明はあり得なかったが、

教理が脆弱なために、欧米との邂逅に際して相対的に早く近代化に至った。この

ような視野を本論の仮説は提供することができる。

Ⅵ　結　論

本論ではなぜ西欧で近代政治が誕生したのかという問題意識の下、他地域で類

を見ない規模の宗教戦争が西欧で発生した理由の解明を目指した。その手法とし

て用いたのが、「法の恣意性」という中世西欧の政治構造の特殊性を示すこと、

換言すれば中世西欧以外での「法の非恣意性」を提示することである。そこで本

論は「法の非恣意性」という仮説を、法、権力、近代の三つの観点から論じた。

第Ⅱ章では、「法」を「根本規範」として定義した。これは生活倫理であり、

正しさの基準であり、権力を含めて人間関係を規定するものであり、つまり「人

間の行為の最終基準」である。

第Ⅲ章ではこの「法」の定義に着目して、フランス現代思想の「コード」を巡

る議論を適用した。「コード化」、「超コード化」を水平化、垂直化と読み換えて、

「法」を習律、教理に分類した。そして習律は本質的に非恣意的である。

また第Ⅳ章での検証が示す通り、「法の非恣意性」は帝国から封建社会まで、

幅広く確認でるため中世西欧は特殊であった。この特殊性は、権力的には教理解

釈者の組織化に由来した。

第Ｖ章では近代的体制を容易に受容した前近代の日本に仮説を適用することで、

日本はそれ以外の非欧米諸国と比較して「法の脆弱性」という相違が見られた。

そこでこの脆弱性が近代化の早期受容の原因となったという見方を提起した。

また以上の議論では中華世界、古代ローマ、インド、中世・近世日本に触れる

ことになった。第Ⅱ章で見た通り、中国では儒教的概念が根本規範として機能し

た。一方で皇帝が易姓革命の対象となり、朱子学や陽明学等の学派が乱立するな
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ど、天理の内容を変更し、強制できる主体はいなかった。また古代ローマは帝国

化の結果、キリスト教を「法」とする政治構造が確立した。そして第Ⅲ章で示し

た通り、公会議によって特定の主体が恣意的に教理を決定できる可能性は排除さ

れた。更に第Ⅳ章で触れた通り、インドでも権力者はダルマに規定され、ダルマ

の内容は権力者の恣意が及ばない。また中世日本では仏法、近世日本では儒学が

「法」として現れてきた。ここでも非恣意性が確認されるのは第Ｖ章で述べた通

りである。

このように、本論では仮説の位相を検討する中で、四つの地域に触れており、

いずれもイスラーム世界と同様に「法」の存在、「法の非恣意性」が確認できた。

本論での論証とこの四つの事例をもって、西欧の特殊性が示せたかどうか、読者

の判断を仰ぎたい。
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