
~ 1 ~ 
 

第 39回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

ジョン・ロック著『統治二論』（岩波文庫 加藤 節訳） 

                        2012年６月２日 報告：工藤 敬吉 

【前節】 

 ジョン・ロック（1632年～1704年）の生きた時代のイギリスは、まさに「革命の時代」

であり、政治的にも宗教的にも激動・混乱していた。当時のイギリスの歴史は錯綜している

ので、本論に入る前に、高校の世界史のようで気がひけるが、年表で振り返ってみたい。 

イングランド王 在 位 関  連  事  項 

ヘンリー８世 

 

1509～1547 ・1527 ヘンリー８世、離婚問題でローマ教皇と対立 

・1534 国王至上法公布。イングランド国教会、ローマから分離 

エドワード６世 1547～1553 ・1549 「イングランド国教会祈祷書」プロテスタント的信仰目指す 

メアリー１世 1553～1558 ・1554 スペイン皇太子（後のフェリペ２世）と結婚。ワイアットの叛乱 

・1555 カトリック復活させ、異端令により弾圧。Bloody Maryと呼称 

エリザベス１世 1558～1603 ・1559 国王至上法復活。正式にローマから独立。国教会以外を抑圧 

・1588 イギリス海軍、スペイン無敵艦隊を破る。イギリスが海上覇権 

ジェイムズ１世 1603～1625 ・1598 『自由なる君主国の法』の論文、王権神授説を信奉 

チャールズ１世 1625～1649 ・1628 議会が「権利請願」提出。議会承認なしの課税・不法逮捕に反対 

・1620 ピューリタン分離派、弾圧受けメイフラワー号でアメリカ移住 

・1629 チャールズ１世、議会を解散（～1640） 

・1632 ジョン・ロック誕生（～1704） 

・1640 ピューリタン革命（～1660） 

・1641 フランスでルイ 14世即位（～1715） 

・1649 チャールズ１世処刑。議会派（地方派）共和制を施行 

＜共和制時代＞ 1649～1660 ・1651 トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』 

・1653 オリヴァー・クロムウェル、護国卿に就任（～58） 

・1653 ロバート・フィルマー死亡 

チャールズ２世 1660～1685 ・1660 王政復古。1661 戴冠 

・1670 ルイ 14世と密約。補助金と引き換えに仏のオランダ侵略を支援 

・1672 赦免宣言発令し、カトリックの再興図るが世論反対し撤回 

・1673 審査律制定、非国教徒を中央官職から追放 

・1677 チャールズ２世の長女メアリーとオランダ統領ヴィレム２世が結婚 

・1680 ロバート・フィルマー『パトリアーカ』再刊 

ジェイムズ２世 1685～1688 ・1688 名誉革命 ジェームズ２世フランスに逃亡 

ウィリアム３世 

メアリー２世 

 

1689～1694 

1689～1702 

・1689 「権利章典」を承認、ヴィレム２世（オレンジ公ウィリアム

が）ウィリアム３世に。メアリー２世と 1694年まで共同統治 

・1690 ジョン・ロック『統治二論』 

・1701 王位継承法制定。国王をイングランド国教会信徒に限定 

アン 1702～1707 ・1707 大ブリテン連合王国成立。イングランドとスコットランド合併 
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〔用語について〕 『岩波 哲学・思想事典』『広辞苑』ウィキペディアより適宜抜粋 

①イングランド国教会（Church of England） ＜ただし、初期のみ＞ 

 イングランド王ヘンリー８世は離婚問題をきっかけに、ローマ教皇と対立。クレメンス７

世がヘンリー８世を破門にしたことから、分裂は決定的となった。ヘンリー８世は 1534年、

国王至上法（Act of Supremacy：首長令）を公布して、イングランドの教会の首長となった。

その後、カトリック修道院の財産を没収して、臣下に分与することにより王権の強化を図っ

た。しかし、当時のイングランド国教会は教義的にはカトリックとほとんど変わらなかった。

ヘンリー８世はもともとプロテスタントを攻撃する論文を発表し、教皇レオ 10世から「信

仰の擁護者（Defender of the Faith）」の称号を与えられ、それを誇りとしていた。 

②ピューリタン（Puritan：清教徒） 

 イングランド国教会の改革を唱えたプロテスタント（カルヴァン派）の一派。国教会から

分離せずに教会内部を改革しようとするグループと、分離しようとするグループ（分離派）

があり、特に前者をピューリタンと呼ぶ場合がある。その主流派がピューリタン革命の推進

母体となった。ジョン・ロックの父親は、ピューリタン革命時、革命派（議会派）の騎兵隊

長であった。圧迫を受けた分離派の一部がメイフラワー号でアメリカに渡り、ニューイング

ランドを開拓した（ピルグリムファーザーズ Pilgrim Fathers）。 

③権利章典（Bill of Rights） 

 1689年、イギリス議会の権利宣言をウィリアム３世とメアリー２世が即位にあたって承

認し、法律として発布された。市民の自由を保障し、律法・課税承認などになどに関する議

会の権利を承認することにより、イギリス立憲政治の基礎を確立した。イギリスに成文の憲

法がないことは周知のことだが、「権利章典」は成文法であり現在も効力を持つ。 

④王権神授説（theory of the divine right of kings 広辞苑は、帝王神権説を採用） 

 「王権は神から付与されたものであり、王は神に対してのみ責任を負い、また王権は人民

はもとよりローマ教皇や神性ローマ帝国皇帝を含めた神以外の何人にも拘束されることが

なく、国王のなすことに対して人民はなんら抵抗できない」する政治思想。ヨーロッパの絶

対王政期において、ながらく「神の代理人」とされてきたローマ教皇の権威・権力からの王

権の独立と、国民に対する絶対的支配の理論的な根拠となった。代表的な論者はフランスの

ボダン、ボシュエ、イングランドのフィルマー。今日でも、イギリス国王の戴冠式でカンタ

ベリー大主教が新国王に聖油を注ぐ儀式に王権神授説の名残りがあるという指摘もある。 

⑤自然状態 

 17～18世紀の社会契約論者が国家状態に対置させて用いた概念であって、いかなる政治

権威も存在しない前国家状態を表す。ホッブズにおいては、自然状態に生きる人間はいかな

る法の支配下にもなく、もっぱら自己保存の基本的権利を追求し、そのための最適手段と判

断されるあらゆることを行う自由（権利）有している。このような自然状態の無制限な追求

は「万人の万人に対する戦い」という悲惨な状態を招かずにはおかない。この状態から脱却

するために理性が見出した処方が、平和への努力、自然権の相互放棄、契約の順守などを命

じる自然法の諸条項である。この自然法の順守を制度的に保証するために契約に基づいて国

家状態が形成され絶対的な主権が設立されねばならなかった。 
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 ロックにおいては、自然状態はホッブズとは異なって神法たる自然法の秩序の下にある。

自然的個人は生命・自由・財産への自然権を平等に与えられており、各人は他人の自然権の

尊重を義務付けられている。また、ロックの自然状態論では、労働による所有権の成立、貨

幣の発明、初期工業段階に至る経済活動の発展が描かれている。契約によって設立される国

家も、ホッブズではアナーキーな自然状態の復活を恐れるあまり絶対主義的であったのに対

し、ロックでは自由主義的形態をとる。（ただし、ロックとホッブズに共通点があることは、

訳者注 P319－(3）を参照）。 

⑥自然法 ＜ただし、ホッブズとロックのみ＞ 

 ホッブズは自然法を、各自が何でも思うままに行使しうる自然権と峻別された理性の戒律

と呼んだが、それは、人々が至上の価値たる自己の保存のために平和を求め、相互契約によ

って強い公権力を成立させることを目的に考案されたものであった。 

 ロックは各自が理性の法たる自然法によって、他人の「生命・自由・財産」からなるとこ

ろの所有権（プロパティ）を侵害すべきではないことを知ると考え、その上で、各自の所有

権が十分に保証されうるように、相互契約を通して政治社会を成立させることを説いた。（し

かし、ロックのプロパティの概念が複雑なことについては、訳者が再三指摘している）。 

 

 【前篇 統治について】 

 前篇はほぼすべて、ロバート・フィルマーが『パトリアーカ（父権論）』および『考察』

で展開した「王権神授説」への反論である。そこでロックは、フィルマーの「人間は自由に

は生まれついておらず、従って、支配者と統治形態とを選択する自由をもちえないこと、奴

隷は契約あるいは同意への権利をもつことができないから、君主はその権力を絶対的に、か

つ神授権によって所有していること、アダムは絶対君主であったし、彼以降のすべての君主

もそうである」という学説を徹底的に論駁している。 

後篇の冒頭にその要約が書かれているので詳しくは述べないが、議論は『聖書』しかも、

ほとんど『旧約聖書』の解釈をめぐって展開する。代表的なのが、『旧約聖書』第一章・28

節の『神は彼らを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また

海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」』（注：口語訳に拠った）であり、

フィルマーはこれを論拠に、「子孫を殖やして地を満たし、それを服従させよと神に命じら

れ、また、物への支配権を与えられたアダムは、それによって全世界の王となった。彼の子

孫の誰一人として、彼の認可あるいは許可を受けるか、彼から継承するかしない限り、何物

をも所有する権利をもたなかった」（p53～54）と主張した。これに対してロックは、「この

贈与が特にアダムだけになされたのではなく、一人以上の人間に対してなされたことは、聖

書の言葉からしてあきらかである。そこでは、神は彼らを祝福し、彼らに統治権をもてと言

われたというふうに、複数形で語られているからである」（p72）。「彼らとは、ともに地球上

に存在する他の人間を除いてアダムだけを指すはずだなどというのは、聖書にも理性にも反

することになる」（P73）と反論する。議論の進め方の特徴は、一つの命題を出し、それを否

定しつつ、その命題の一部が成立したと仮定したとしても、それも潰していくという形をと

る。追及は、執拗とさえ言えるほど徹底している。 
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そして前篇の末尾で、「継承者の権利が神の命ずるところであり、神授権であるならば、

父であるか否かに関わりなく、いかなる人間もそれを変更できない」が、「もし、継承者の

権利が神授権でないならば、それは、人間の制度が定めていない限り、（中略）人々は、統

治権を、好むところに従って、いかなる人の手に委ねてもよく、また、いかなる形態の下に

置いてもよいのである」（p243）と論じている。ここから王権神授説の否定と、人民による

権力形態の選択権の肯定へと展開していくことになる。 

 

【後篇 政治的統治について】（以下は私見を交えない概略。下線部分は本文では傍点） 

〔第一章 序論〕 

「すべての権力の源泉であるとされるアダムの私的な支配権と父親としての支配権」を斥

けたロックは、後篇の冒頭で彼の考える政治権力を次のように規定している。「政治権力と

は、固有権（プロパティ）の調整と維持のために、死刑、従って、当然それ以下のあらゆる

刑罰を伴う法を作る権利であり、また、この法を執行し、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、公共善のためにだけそれ

を行う権利であると考えるのである」（p295の訳者注（9）と(11)を参照）。 

 

〔第二章 自然状態について〕 

「政治権力を正しく理解し、それをその起源から引き出すためには、われわれは、すべて

の人間が自然にはどんな状態にあるかを考察しなければならない」（p296）。 

「（自然状態は）、人それぞれが、他人の許可を求めたり、他人の意志に依存したりするこ

となく、自然法の範囲内で、自分の行動を律し、自らが適当と思うままに自分の所有物や自

分の身体を処理することができる完全に自由な状態である。それはまた、平等な状態であり、

そこでは、権力と支配権は相互的であって、誰も他人以上にそれらをもつことはない」（p296）。

「しかし、この自然状態は、自由の状態であっても、放縦の状態ではない」「自然状態はそ

れを支配する自然法をもち、すべての人間はそれに拘束される」「自然法たる理性は、（中略）

全人類に対して、すべての人間は平等で独立しているのだから、何人も他人の生命、健康、

自由、あるいは所有物を侵害すべきではないということを教えるのである。というのは、人

間が、すべて、ただ一人の全能で無限の知恵を備えた造物主の作品であり、主権をもつ唯一

の主の僕であって、彼の命により、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、（中略）神の欲する限りにおいて存続すべ

く造られている」従って、「各人は自分自身を保存すべきであり、勝手にその立場を放棄し

てはならないのだ」（p299）。 

一方、「自然状態においては、自然法の執行は各人に委ねられているのであり、これによ

って、各人は、この法に違反する者を、法の侵害を防止する程度まで処罰する権利をもつ」

(p299)。つまり、「自然状態においては、各人が各人に対する権力をもつようになる。けれ

ども、それは、（中略）絶対的で恣意的な権力ではない。それは、ただ、冷静な理性と良心

とが(中略)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」

（p300）。しかし、「すべての人間が、全人類を保全する権利、またはこの目的のために合理
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的なことなら何をしてもよいという権利によって、罪悪が再び行われることを阻止するため

に罪悪を罰する権力をもつ」のであるから、「自然状態においては、すべての人間が殺人を

犯す者を殺す権力をもつ」（p303）。 

「この奇妙な教説、すなわち、自然状態においては各人が自然法の執行権力をもつという

教説」（p305～306）について、さまざまな反論が出されるであろうことは、ロック自身の認

めるところである。これに対してロックは、「私としても、政治的統治が自然状態の不都合

さに対する適切な救済策であることは容易に認める」としつつ、「反対論を唱える人々に、

絶対君主もまた人間にすぎないことを想起してほしいと思う。（中略）多数の者を支配する

一人の人間が自らの係争事件の裁判官となる自由をもち、自分のすべての臣民に対しては欲

する何事もできるのに、他の何人にも、自分の意のままに執行する人間に異を唱えたり制限

を課したりする自由をまったく認めないような統治」よりは、「人々が他人の不正な意志に

服従しなくてもよい自然状態のほうがはるかによい」（p306～307）と主張する。 

「これに対しては、「そのような自然状態にある人間はどこにいるのか、あるいは、どこ

にいたのか」という強い異論がしばしば寄せられてきた。これについては、世界における独

立した統治体の君主あるいは支配者はすべて自然状態のうちにあるだから、世界が自然状態

にある多数の人間を欠くことはない」(p307)とした上で、「すべての契約が人間の間の自然

状態を終わらせるわけではなく、それを終わらせるのは、ただ、相互に、一つの共同体に入

り、一つの政治体を作ることに同意し合う契約だけである」(p308)のだから、「すべての人

間は、自分自身の同意によってある政治体の成員になるまでは自然状態のうちにあり、また

そこに留まっていると断言したい」（p308）と強調している。 

 

〔第三章 戦争状態について〕 

「戦争状態とは、敵意と破壊の状態である。従って、（中略）私自身が、自分に破壊の脅

威を与える者を滅ぼす権利をもつことは合理的であり、正当である。なぜなら、基本的な自

然法によって可能な限り人は保存されなければならない」からである（p312）。逆にいえば、

「他人を自分の絶対的な権力の下に置こうと試みる者は、それによって、自分自身をその相

手との戦争状態に置くことになる」また、「自然状態において、その状態にあるすべての者

に帰属する自由を奪おうとする者は、その他の一切のものを奪おうとする意図をもつものと

見なされなければならない。自由こそがほかのすべてのものの基礎だからである」(p313)。

このため、「たとえその人を傷つけず、生命を奪おうとする意図を宣告しない場合でも、人

がその泥棒を殺すことを合法的なものにする」ということになる。「ここにおいて、われわ

れは、自然状態と戦争状態との間の明白な相違を知ることができる」。それは、「人々が理性

にしたがってともに生活しながら、しかも、彼らの間を裁く権威を備えた共通の上位者を地

上にもたない場合、これこそがまさしく自然状態に他ならない。しかし、実力行使それ自体

や、他人の身体に対する実力行使の公然たる企図が存在しながら、それからの救済を訴える

べき共通の上位者が地上にいない場合、それは戦争状態である」(p315)。 

「この戦争状態を回避すること、これが、人々が社会のなかに身を置き、自然状態を離れ

る一つの大きな理由に他ならない」(p317)のである。 
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〔第四章 隷属状態について〕 

「社会における人間の自由とは、同意によって政治的共同体のなかに樹立された立法権力

以外のいかなる立法権力の下にも立たないことであり、また、立法部が自らに与えられた信

託に従って制定するもの以外のいかなる意志の支配、いかなる法の拘束にも服さないことで」

あり、「統治の下における人間の自由」とは、（中略）立法権力が制定した恒常的な規則にし

たがって生きることであり、その規則が何も定めていない場合には、あらゆることがらにお

いて自分自身の意志に従い、恒常性を欠き、不確かで、図り難い他人の恣意的な意志には従

属しない自由である」(p320～321)。従って、「絶対的で恣意的な権力からのこの自由は、人

間の保全にとって不可欠であり、（中略）もし、この自由を失えば、自らの保全と生命とを

同時に失わざるをえない」(P321)。「これは、完全な隷属状態であって、合法的な征服者と

捕虜との間に続いている戦争状態以外の何ものでもない」(p322)。 

 

〔第五章 所有権について〕 

「神が世界を人類共有のものとして与えたことはこの上なくあきらか」であり(p324)、「大

地と、そこにあるすべてのものとは、人間の生存を維持し快適にするために与えられたので

ある」(p325)。そして、「人間は誰でも、自分自身の身体に対する所有権（プロパティ）を

もつ。（中略）彼の身体の労働と手の働きとは、彼に固有のものであると言ってよい。従っ

て、自然が供給し、自然が残しておいたものから彼が取りだすものは何であれ、彼はそれに

自分の労働を混合し、それに彼自身のものである何ものかを加えたのであって、そのことに

より、それを彼自身の所有物とするのである」(p326)。つまり「労働が、万物の共通の母で

ある自然がなした以上の何ものかをそれらに付加し、それらは彼の私的権利（の対象）とな

ったのである」(p327)。だが、「（労働という）手段によってわれわれに所有権を与える自然

法が、同時に、その所有権に制限を課している」「神は、どの程度までわれわれに与えたも

うたのであろうか。それらを享受する程度にまでである」(p329～330)。 

「現在では、所有権の主要な対象は、（中略）端的に、土地それ自体になっているが、（中

略）人が耕し、植え、改良し、開墾し、その産物を利用しうるだけの土地が、彼の所有物な

のである」(P330～331)。しかし、「神が世界を与えたのは、あくまでも勤勉で理性的な人間

の利用に供するためであり（労働がそれに対する彼の権原となるべきであった）、断じて、

喧嘩好きで争いを好む人間の気まぐれや貪欲さのためではなかった」(p332)。「従って、神

は、土地の征服を命じることによって、それを占有する権威を与えたことになる。こうして、

労働と労働の対象とを必要とする人間生活の条件が、必然的に私的所有権をもたらすことに

なるのである」(p334)。しかも、「土地にその価値の最大の部分を与えるのは労働であって、

それなしに土地はほとんど何ものにも値しない」(p344)。「しかし、後になると、（人口や家

畜の増加が貨幣の使用と相俟って）土地を不足させ、土地に何がしかの価値をもたらすこと

になった世界のある部分においては、いくつかの共同体がそれぞれの領土の境界をさだめ、

また共同体の内部でも、法によってその社会の私的な個人の所有権を規制するようになり、

その結果、労働と勤労とによって始まった所有権が、契約と同意とによって確定されること

になったのである」(p346)。 
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 （人間が）「木の実を色が気に入って一片の金属と交換し、また、自分の羊を貝殻と、あ

るいはまた、羊毛を光る小石やダイヤモンドと交換した上で、それらを自分の手許で一生保

存しても、彼は他人の権利を侵害することにはならない。（中略）このようにして、「貨幣の

使用が始まった。それは、（中略）人々が相互の同意によって、真に有用でありながら消滅

する生活の必需品と交換に受け取るもの」(p348)であり、「勤労の程度が異なることによっ

て人々に与えられる所有物の割合も異なる傾向にあったが、貨幣の発明は、（中略）さらに

それを拡大する機会を与えた」(p349)。これによって、「人は、所有者の手中で腐ったり消

滅したりしないために誰の権利も侵害せずに貯蔵できる金属である金や銀を余剰生産物と

の交換を通して手に入れることで、いかに自分が利用しうる以上の生産物を産出する土地を

正当に所有していいかの方法を、暗黙の、しかし自発的な同意によって発見した」(p350～

351)「こうして、私が思うに、いかにして労働が自然の共有物のうちに所有への権原を最初

に開始することができたのか、そして、われわれの使用による消費ということがその所有を

いかに限界づけていたかを容易に了解できるであろう」(p351)と述べる。 

 

〔第六章 父親の権力について〕 

 「（父親の権力という言葉は、）子供たちに対する両親の権力を、母親は何らそれに与らな

いかのように、もっぱら父親のうちに置いているように思われる。しかし、もしわれわれが

理性あるいは啓示にたずねてみれば、母親もまた同等の権原をもつことがわかるであろう。

従って、それは、より適切には、両親の権力と呼ばれるべきではなかったかと問うてみるこ

とは理由がある」（中略）「神が定めた律法は、子供たちの服従を命じる場合にはどこにおい

ても両親を区別することなく結びつけているのである」(p354)。「その権力が母親にも属す

ることがあきらかにされた場合には、それは、（ある人々には）大変奇妙に響くであろう。

（中略）なぜならば、母親もまたその両親の権力に与るべきであるということは、父たる地

位の絶対的な権力と権威とを熱心に説く人々の主張に役立たないからである。また、両親の

権力という名称によって、そこからただ一人だけの人間の統治を引きだそうとする基本的な

権威が一人ではなく二人の人間のうちに共同で置かれていることがあきらかにされると、そ

れは、彼らが主張する君主制を支えるものには到底ならないであろう」(p355～356)。 

「人間に自分の行動を導くべき知性を与えた神は、その知性に本来的に帰属するものとし

て、人間がその下に服している法の範囲内における意志の自由と行動の自由とを許した。し

かし、人間が、自らの意志を導く知性をもたない状態にある間は、（中略）彼に代わって知

性を働かせてくれる者が、彼の代わりに意志せざるをえず、また、彼の意志に指示を与え、

彼の行動を規制しなければならない。しかし、彼が、自分の父親を自由人にした状態に達す

れば、息子としての彼もまた自由人になるのである」 (p359～360)。 

「しかし、通常は、父親の手のうちにもう一つの権力が存在」する。（中略）「それは、人

が、その資産を、自分が一番気に入った者に与えるために一般的にもっている権力に他なら

ない」(p375)。「これは、少なからず子供たちの服従を拘束」する。「しかし、すべての人間

の子供たちは、（中略）生来的に自由であるのだから、自由な状態にある間は、どんな社会

に加わり、いかなる政治共同体に服するかを自ら選択してよい」のである(P376)。 
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〔第七章 政治社会について〕 

「家族にせよ、その他の人間社会にせよ、それらが本来の政治社会とどのように異なって

いるかを知るためには、政治社会それ自体がどのような場合に成り立つかを考察してみるの

がいい」(p392)とロックは提起する。 

「政治社会は、それ自体のうちに、固有権（プロパティ：以下、プロパティは省略）を保

全し、そのためにその社会の人々の犯罪を処罰する権力をもたない限り、およそ存在するこ

とも存続することもできないから、政治社会が存在するのは、ただ、その成員のすべてが、

（自然法を自ら執行する）その自然の権力を放棄して、保護のために政治社会が樹立した法

に訴えることを拒まれない限り、それを共同体の手に委ねる場合だけなのである」(p393)。

「政治的共同体は、その社会の成員の間で犯され、当然罰するに値すると考えられるさまざ

まな法律違反行為に対してどのような処罰を加えるべきかを決定する権力（これが立法権力

である）をもつようになり、同時にまた、その成員ではない者が成員に対してなした侵害を

罰する権力（これが戦争と平和との権力である）をもつようになる。（中略）政治社会に入

り、いずれかの政治的共同体の成員となった者は、（中略）為政者に対して訴えることがで

きるあらゆる場合に、罪の判断権を立法部に委ねるのに伴って、政治的共同体の審判を執行

するために必要なときはいつでも彼の実力を用いる権利をも政治的共同体に与えるのであ

る」「われわれは、ここにこそ、政治社会における立法権力と執行権力との起源を見いだす」

（P394）。「おのおの自然法を執行する権力を放棄し、それを公共の手に委ねる形で結合して

一つの社会をなすとき、そこに、そしてそこにおいてのみ、政治社会が存在することになる。

そして、このことは、自然状態のうちにある何人かの人々が社会に入り、一つの至高の統治

の下で一つの国民、一つの政治体をなす場合、あるいは、誰かある人が、すでに作られてい

る統治体に加わり、それと一体になる場合に行われることになるであろう」(p395)。 

「ここにあきらかなことは、絶対王政というものは、ある人々からは世界における唯一の

統治体だと見なされているにもかかわらず、政治社会とはまったく相容れず、政治的統合の

いかなる形態でもありえないということである」(p396)。「というのは、彼（絶対君主）は、

立法権力も執行権力もともに彼一人で握っていると考えられるので、そこでは、公正に、差

別なく、権威をもって採決してくれるような、また、君主やその命令によって被るかもしれ

ない侵害や不都合さに対する救済や矯正が期待できる決裁を下してくれるような審判者を

見いだすことができず、誰にもそうした訴えをなす道が開かれていないからである」(p397)。  

 人々は、「そうした統治の下では自らの固有権がかつてのようには安全ではないことを発

見した。それゆえ、そうした人々は、（中略）〔立法部を設立するという〕この方法によって、

各人は、彼自身が立法部の一員として作った法に他のいかなる卑しい人とも平等に服するよ

うになった。そして、ひとたび法が作られたならば、いかなる人も、自らの権威によってそ

の法の強制力を免れることはできず、また、自分の優越性を口実にしてその適用の免除を主

張したり、それによって自分自身や自分の配下の者の過ちを許してもらったりすることも不

可能であった。政治社会においては、いかなる人もその法を免れることはできない。（中略）

ただし、自然状態と政治社会とは同一のものであると言うならば話は別であるが、そんなこ

とを主張するほどの無統治状態の擁護者を私は寡聞にして知らない」(p402～403)。 
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〔第八章 政治社会の起源について〕 

「人々が一つの共同体あるいは統治体を作ることに合意した場合、彼らは、それによって

直ちに結合して一つの政治体をなすことになり、しかも、多数派が決定し、それ以外の人々

を拘束する権利をもつのである」(p406)。なぜなら、「ある共同体を動かすのはそれを構成

する各人の同意だけであり、一つの団体は一つの方向に動く必要があるのだから、その団体

は、より大きな力、すなわち多数派の同意が導く方向に進まなくてはならない。そうでなけ

れば、それは、一つ団体、一つの共同体として行動することも存続することもできないであ

ろう」(p407)。「そうではなくて、各人が、依然として自由であり、かつて自然状態のうち

にあったときの拘束しか受けないのであれば、それを結ぶことによって各人が他人と共に一

つの社会へと結合するその原本契約(original compact)はまったく無意味となり、およそ契

約とは言えないものになってしまう」「というのは、もし、多数派の同意が全体の決議とし

て受けいれられず、また、各人を拘束することもないとすれば、全個人の同意以外何かを全

体の決議としうるものはないからである」(p408)。「（多数派に委ねるという）同意が、政治

的共同体に入るか、またはそれを構成する個人間に存在し、あるいは存在しなければならな

い契約のすべてをなす。こうして、政治社会を開始し、実際にそれを構成するものは、それ

がいかなる人数であれ、多数決に服することのできる自由人が社会へと結合し一体化しよう

と合意することにしか求められない。これが、そして、これだけが、世界におけるすべての

合法的な統治を誕生させ、また誕生させることのできたものなのである」(p409～410)。 

「われわれは、普通、統治が一人の人間の手に委ねられていたことを見いだすが、（中略）

このことが、人々に統治とは本来的に君主政的なものであり、父親に属するものであったと

いう誤謬や見解を抱かせる機会を与えてしまった」(p417)。「しかし、（中略）君主は、自ら

の人民からは切り離された別個の利害をもつことを覚えるようになった。そこで、人々は、

統治の起源と諸権利とをより注意深く検討し、また、彼らが自らの利益のためだけに他者の

手に信託したにもかかわらず、却って自分たちを傷つけるために用いられるに至った権力の

行き過ぎを抑制し、その悪用を阻止するための方策を見いだすことが必要だと考えるように

なったのである」(p425)。そして、「他人の統治権の下に生まれた誰かが、一つの新しく別

個の絶対的支配権を設けて他人に命令を下す権利をもつほどに自由であることが論証され

るならば、他人の統治権の下に生まれたすべての人もまた同じように自由であり、異なった

統治体の支配者なり臣民なりになりうるということであろう」(p427～428)。 

「ここで考えてみなければならないのは、何をもって、人を統治体の法に服従させる同意

の十分な宣言と理解したらよいかということである」(p433)。「実際の合意や明示的な宣言

によって、ある政治的共同体の一員になるという同意をひとたび与えた者は、何らかの厄災

によって自らが服する統治体が解体するか、何か公的な決議によって彼がもはやその統治体

の一員であることを絶たれない限り、永遠に、そして不可避的にその政治的共同体の不変的

な臣民であり続けなければならず、従って、自然状態の自由へと再び回帰することはできな

いのである」(P436)。「明示的な取り決め、明白な約束と契約とによって政治的共同体に実

際に入ること（中略）これこそが、政治社会の起源に関して私が考えているものであり、人

をある政治的共同体の成員にする同意というものに他ならない」(p437)。 
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〔第九章 政治社会と統治の目的について〕 

（人はなぜ自然状態における）「自由を手放し、自分自身のその絶対的な統治権を放棄し

て、他者の統治権と統制とに服するのであろうか。これに対する答えは明確であって、自然

状態において人は確かにそうした権利をもっているが、しかし、その権利の享受はきわめて

不確実であり、たえず他者による権利侵害にさらされているからだということに他ならない。

というのは、万人が彼と同じように王であり、彼と同等者であって、しかも、大部分の者が、

公正と正義との厳格な遵守者ではないので、（中略）彼をして、どんなに自由であっても、

恐怖と絶えざる危険とに満ちた状態をすすんで放棄させるのである。」(p441)。 

「人が、政治的共同体へと結合し、自らを統治の下に置く大きな、そして主たる目的は、

（私が固有権（プロパティ）という一般名辞で呼ぶ生命、自由、資産）の保全ということに

なる。自然状態においては、そのための多くのものが欠けているのである。 

第一に、そこでは、何が正しく何が不正であるかの基準として、また、人々の間のあらゆ

る紛争を裁決すべき共通の尺度として人々の一般的同意によって受け入れられ、認められて

いる制定され、恒常的な、公知の法が欠けている。 

第二に、自然状態においては、制定された法に従ってすべての争いを裁決する権威を備え

た衆知の公平な裁判官が欠けている。 

第三に、自然状態は、しばしば、正しい判決が下された場合に、それを後押しし支持して、

その判決を正当に執行する権力を欠いている。 

こうして、人類は、自然状態でもつあらゆる特権にもかかわらず、そこに留まる間は悪し

き状態にあることになるので、すみやかに社会へと駆りたてられるのである」(p442～443)。 

そして、「彼らは、統治体の制定された法の下に避難所を見いだし、そこに彼らの固有権の

保全を求めるのである。こうして、人々は、（中略）もっていた処罰権力をすすんで放棄し、

その権力が自分たちの間でそのために任命された者によってのみ、そして、共同体自体が、

あるいは共同体からそのために権威を授権された人々が合意した規則に従って行使される

ようにするのである。ここに、われわれは、統治と社会とのそもそもの権利と起源を見ると

ともに、立法権力と執行権力との権利と起源とをも見るのである」(p444)。 

 

〔第十章 政治的共同体の諸形態について〕 

統治の形態には、民主制、寡頭制、君主制（世襲君主制、選挙君主制を含む）があり、「共

同体は、これらの諸形態を組み合わせて、適当と考えるままに複合的で混合的な統治の形態

を作ることもできる」(P448)。しかし、「統治の形態は最高権力である立法権力がどこに置

かれているかによって決まるものであり、（中略）法を作る権力の所在に応じて政治的共同

体の形態も決まるのである」(449)。 

「ここで、私が、政治的共同体という言葉によって意味しているのは、民主制その他の統

治の形態のことではなく、ラテン人がキヴィタス(civitas)という言葉で表現した独立の共

同体のことであると理解していただかなければならない。われわれの言葉で、これにもっと

もよく当てはまる用語はコモンウェルスで」ある(P449)。 

 



~ 11 ~ 
 

〔第十一章 立法権力の範囲について〕 

「すべての政治的共同体の第一の、そして根本的な実定法は、立法権力を樹立することに

ある」「立法権力は、政治的共同体の最高権力であるだけでなく、共同体がひとたびそれを

委ねた人々の手中にあって神聖かつ不変の権力でも」あり、また、「公衆が選出し任命した

立法部からの是認がない限り、法としての効力も義務ももたない」(p452)。 

「立法権力は、（中略）最高の権力ではあるが、しかし、 

「第一に、それは、国民の生命と財産とに対して絶対的で恣意的なものではなく、また決

してそのようなものではありえない。というのは、立法権力は、社会の各成員の力を一つに

集めて、立法者たる個人または合議体にゆだねるものであり、従って、各人が社会に入る前

の自然状態においてもっていて共同体に委ねた権力以上のものではありえないからである」

(p454)。また、「（立法部の権力は、その範囲をどんなに大きく見ても、社会の公共善に限定

される。それは、保全以外の目的をもたない権力であり、従って、臣民を破滅させたり、奴

隷にしたり、あるいは故意に貧困にさせたりする権利をもつことは決してできない」。「自然

法は、万人に対して、すなわち、立法者に対してもそれ以外の人々に対しても、永遠の規範

として存続する。立法者が他の人のために制定する規則は、立法者自身の行動および他の人

の行動と同じように、自然法、すなわち、神の意志に合致しなければならない。自然法とは、

神の意志の宣言に他ならないからである」(p455)。 

「第二に、立法権力、すなわち最高の権威も、一時しのぎの恣意的な法令によっては支配

する権力を手中にすることはできず、公布された恒常的な法と、権威を授与された公知の裁

判官とによって、正義を執行し、臣民の諸権利を決定するよう義務づけられている」(p456)。 

「第三に、最高権力といえども、いかなる個人からも、その人間自身の同意なしには所有

物の一部なりとも奪うことはできない」(p460)。「立法権力が、全面的であれ部分的であれ

交替制から成る集合体のうちに置かれており、集合体が解散されれば、その成員も他の人々

と同等にその国のコモン・ローに服する臣民となるような統治体については、それほど心配

するにはおよばない。しかし、立法権力が、常時存在するただ一つの永続的な集合体のうち

にあったり、絶対君主政の場合のように一人の人間の手中にあったりする統治体については、

やはり、彼らが同じ共同体に属する他の人々とは異なった利害をもつと考えたり、彼らが適

当と思うものを人民から取り上げて自分自身の富や権力を増大させようとしたりする危険

性があるのである」(p461)。「統治が多額の賦課金なしに支えられないことは確かであり、

また、それぞれの統治の保護の分け前を享受している人が、すべて、統治の維持のために自

分の資産からその割り当て分を支払うのは当然である。しかし、その場合にも、やはり、彼

自身の同意、すなわち、多数者の同意が、彼ら自身によって、あるいは彼らが選んだ代表者

によって与えられなければならない」(p463～464)。 

「第四に、他のいかなる者の手に対しても、立法部は法を作る権力を移譲することはでき

ない。（中略）ただ国民だけが、立法部を設立し、それが誰の手に委ねられるべきかを指定

することによって、政治的共同体の形態を定めることができる」(p464)。 

「以上が、社会が寄せた信託と、神および自然の法とによって、統治の形態の如何を問わ

ず、あらゆる政治的共同体の立法権力に課せられた制限である」(p465)。 
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〔第十二章 政治的共同体の立法権力、執行権力および連合権力について〕 

「立法権力とは、共同体とその成員を保全するために政治的共同体の力をどのように用い

るべきかを方向づける権利をもつものである。しかし、（中略）立法部は常時存在すべき必

要もなく、また常になすべき仕事をもつわけでもない。また、とかく権力を握りたがるとい

う弱さをもつ人間にとって、法を作る権力をもつと同時にそれを執行する権力をももつこと

はきわめて大きな誘惑になるであろう。そして、そうなった場合、彼らは、自らが作った法

に服従すべき義務から自分たちだけは逃れたり、法を作るときにも執行するときにも、それ

を彼ら自身の私的な利益に合致させたりすることによって、社会と統治との目的に反し、共

同体の他の人々の利害とも異なる利害をもつようになってしまうであろう」従って、「制定

され、また効力を持ち続けている法の執行に意を注ぐべき権力が常に存在することが必要」

となり、「多くの場合、立法権力と執行権力とが分離されることになるのである」(p468～469)。 

「どの政治的共同体にももう一つの権力があり、それは、すべての人間が社会に入るのに

先立って生来的にもっていた権力に対応するので自然の権力と呼んでもよいものである」

(P469)。「その社会の外にいる誰かとの間に紛争が生じれば公衆全体によって処理され、集

団の一員に加えられた侵害の報復には集団全体で当たらなければならない。こうしたことを

考えると、共同体全体は、その共同体の外にある他のすべての国家や人間とは自然状態の関

係にある一集団であるということになる。従って、この権力には、当該の政治的共同体の外

部にあるすべての人々や共同体に対して戦争と和平、盟約と同盟、その他すべての交渉を行

う権力が含まれるから、もしよければ、それを連合権力と呼んでよいであろう」(p469～470)。 

「執行権力と連合権力との二つの権力は実際には異なったものであって、一方は、社会の

すべての部分に対して、社会の国内法を社会の内部で執行することを含み、他方は、恩恵あ

るいは損害を受けるかもしれない相手との関係で、公衆の安全と利益とを対外的に処理する

ことを含むものであるが、しかし、両者はほとんどの場合、常に結びついている」(p471)。 

 

〔第十三章 政治的共同体の諸権力の従属関係について〕 

「政治的共同体においては、ただ一つの至高の権力しかあり得ない。それが立法権力で」

あるが、（中略）「しかし、立法権力は、特定の目的のために行動する単なる信託権力にすぎ

ないから、国民の手には、立法権力が与えられた信託に違反して行動していると彼らが考え

た場合には、それを移転させたり変更したりする最高権力が残されている。なぜならば、あ

る目的を達成するために信託によって与えられたいかなる権力もその目的によって制約さ

れるので、その目的があきらかに無視されたり、反対を受けたりするときはいつでも、その

信託は必然的に失効せざるをえず、その結果、その権力は再びそれを与えた者の手に戻り、

彼らは、それを、（中略）もっともふさわしいと思われるところへ改めて委ねることができ

る」、「共同体は、それが誰であれ、従って、たとえ立法者であっても、臣民の所有物を害す

るような企図をまたそれを実行するほどの愚行あるいは邪悪さを示すときはいつでも、彼ら

のそうした試みや企てから自分自身を防衛する最高権力を保持している。（中略）しかし、

共同体が何らかの統治の下にあると考えられる場合にはそうではない。なぜなら、その国民

の権力は、統治が解体するまでは発生しえないものであるからである」(p473～474)。 
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「政治的共同体によっては、立法部が常設的ではなく、また、執行権力がただ一人の人物

に与えられ、この人物がまた立法部にも参与している場合がある。そうしたところでは、そ

の人物が、ごく大まかな意味で至高〔の者〕であると言っても差しつかえないであろう。（中

略）しかし、恭順の誓いと忠誠とが彼に捧げられるにしても、それは、最高の立法者として

の彼に対してではなく、他の者との共同の権力によって作られた法の最高の執行者としての

彼に対してであることに注意しなければならない。恭順とは法に従って服従することに他な

らないから、法を犯せば、彼には服従を要求する権利はない。つまり、彼が服従を要求しう

るのは、法の権力を付与された公的人格としてだけであって、従って、彼は、法のうちに表

明された社会の意志によって動かされる政治的共同体の表象、化身あるいは代表と考えられ

なければならない」(p475～476)。「執行権力が、立法部にも参与している個人以外のどこか

別のところに置かれた場合、それが立法部に従属し、またそれに責任を負うことはあきらか

であり、従って、立法部は、それを任意に交替させたり置き換えたりすることができる。そ

れゆえ、それは、従属を免れるような最高の執行権力ではない。しかし、立法部にも参画す

る人間に最高の執行権力が付与された場合、その権力は、彼自身が加わって合意したことを

超えて従属したり責任を負ったりすべき別個の優越した立法部をもたない。従って、彼は、

自分が適当と考える以上には従属せず、その従属の程度はごくわずかであると結論してよい

であろう」(p475～477)。 

「立法部が恒常的に存在するということは必要ではなく、ときには不便とさえあろう。し

かし、執行権力が常時存在することは絶対に必要である。なぜならば、新しい法を作る必要

性は常にあるわけではないが、すでに作られた法を執行する必要性は常にあるからである。

〔しかし〕立法部は、自分が作った法の執行を他の人々の手に委ねてしまった場合にも、正

当な理由があれば彼らからそれを再び取り戻し、また、法に反する悪しき施政を処罰する権

力を保持し続けている。同じことは、連合権力についても当てはまるであろう。連合権力も

執行権力も、ともに、既に示したように、設立された政治的共同体においては至高のもので

ある立法権力に対しては補助的で従属的なものであるからである」(p477～478)。 

「最初の基本法によってか、あるいは公的な緊急事態が発生したために、立法部が集合し

議決することが必要になったときに、政治的共同体の実力を握っている執行権力が、その力

を利用してそれを妨げたらどうなるだろうかと問われるかもしれない。それに対して、私は、

権威もなく、また、自分に寄せられている信託に背いて人民に実力を用いることは人民と戦

争状態に入ることであり、その場合には、人民は立法部が彼らの権力を行使しうる元の地位

に戻す権利をもつと言いたい。（中略）社会にとって必要なこと、あるいは、国民の安全と

保全とが賭けられていることから何らかの力の妨害によって遠ざけられた場合には、彼らは

それを実力によって排除する権利をもつからである。権威をもたない実力に対する真の救済

策は、実力をもってそれに対抗することに他ならない」(p479～480)。 

「立法部を召集したり解散したりする権力が、執行部のうちに置かれた場合にも、それは、

執行部の立法部に対する優位性を与えるものではない。その権力は、不確実で変転きわまり

ない人間事象が固定的な規則では一律に律することができない場合に国民の安全を図るべ

く、執行権者に委ねられた信託物にすぎないからである」(p481)。 
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〔第十四章 大権について〕 

「法の規定によらず、ときにはそれに反してでも、公共の善のために思慮にもとづいて行

動するこの権力が大権と呼ばれるものに他ならない」「この権力は、共同体の利益のために、

そして、統治への信託とその目的とにふさわしく用いられる限り、疑いもなく大権であり、

これに疑問をさしはさむ余地はない。（中略）すなわち、人民は、大権が意図されたその本

来の用途である人民の善のために許容可能な程度に置いて用いられ、それにあきらかに背反

しない限り、それをあれこれ詮索することはないのである」(p489～490)。「大権とは、法が

沈黙している場合に、また、ときには法の文言そのものには反することになっても、支配者

が、公共の善のために自らの自由選択にもとづいてさまざまなことを行うのを人民が容認し、

それらがなされた場合にはそれに黙従するということに他ならない」(p493)。 

「絶対君主政は神がそれをもって宇宙を支配するものだから最善の統治であるという議

論によれば、そうした神の如き君主は、恣意的な権力への何らかの権原をもっているといこ

とになろう。なぜなら、そうした王は、神の叡智と善性とを分ち与えられていることになる

からである。善良な君主の支配は人民の自由にとって常に最大の危険であったと言われるの

は、このことにもとづいている」それゆえ、「この大権の問題についても、どのような場合

にその権力が正しく用いられたと言えるのかを裁決する者は誰かという旧来からの疑問が

提起されるであろう。それに対して、私は、そうした大権をもつ現在の執行権力と、その召

集に関しては執行権力の意志に依存する立法権力の間には、地上の裁判官はあり得ないと答

えよう」(P496)。「人間のあらゆる実定法に先立ち、それに優先する法によって、全人類に

帰属するあの究極的な決定権、すなわち、地上に訴えるところがない場合に天に訴えるべき

正当な根拠があるかどうかを判断する権利を自らのうちに留保しているのである。人民は、

この決定権を放棄することはできない。なぜなら、他人に従属して自分を破壊する自由を与

えるなどということは、人間のなしうることではないからである。つまり、神と自然とは、

人間が自分自身を放棄し、自らの保存を怠るのを許してはいないのである」(P468)。 

 

〔第十五章 父親の権力、政治権力および専制権力について〕― 総括的考察 

「第一に、父親の権力あるいは親の権力とは、子供たちの善のために両親が子供たちを支

配する権力に他ならない。（中略）この権力が、子供たちに対しては、他人に対する以上に

その生と死とにまで常に及ぶものだと考えるべき理由は何もない。（中略）確かに父親の権

力は自然の統治権ではあるとしても、それが政治的統治の目的や支配権にまで及ぶことはま

ったくない。父親の権力は子供の固有権にまでは決して及ば」ない(p499～500)。 

「第二に、政治権力とは、誰もが自然状態でもっていた権力を社会に引き渡し、その社会

のなかでは、社会が、自らの上に設立した統治者に対して、社会の成員の善と固有権の保存

とに用いられるようにという明示的あるいは黙示的な信託を付して引き渡したものに他な

らない。（中略）その権力は、法を作る権力であり、また、その法に対して、全体の保全に

役立つように、そして、健全で健康な部分を脅かす腐敗した部分を、しかもその部分だけを

切り離すために刑罰を付与する権力に他ならない。（中略）そして、その権力の起源は、た

だ契約と合意、つまり共同体を形成する人々の相互の同意にのみ求められる」(p500～501)。 
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「第三に、専制権力とは、一人の人間が他人に対してもち、好むがままにいつでも他人の

生命を奪うことができる絶対的で恣意的な権力のことである。これは、自然が与えたもので

はない。自然は、一人の人間とそれ以外の人間との間にそうした差異を設けていないからで

ある。また、それは、契約によって譲渡できる権力でもない」ただ、ロックは、「正当で合

法的な戦争によって捕えられた捕虜やそのような者だけが専制権力に隷属する。しかも、こ

の専制権力は契約からは生じえないものであって、それが生じうるのはただ戦争状態の継続

のみからである」とする(p502～503)。 

「以上の三権力それぞれの起源、範囲、目的の相違を考察する（中略）と、父親の権力は、

未成年のために子供が自分の固有権を処理できない場合にのみ存在し、政治権力は、人々が

自分自身で処分できる固有権をもつ場合に、そして、専制権力は、まったく固有権をもたな

い人々に対して存在するのである」(p505)。 

 

〔第十六章 征服について〕 

（政治体は）「人民の同意にのみ基礎を置くものであるにもかかわらず、野心によって世

界に無秩序が充満した結果、人類の歴史の大きな部分を占める戦争の騒音にかき消されて、

その同意ということにほとんど注意が向けられていない。そのため、多くの人が、（中略）

征服を統治の起源の一つに数え上げている」しかし、「他者との戦争状態に身を置き、他者

の権利を不当に侵害する侵略者が、そうした不当な戦争によって、被征服者に対する権利を

手に入れることは決してできない」(p507～508)。 

「次に、勝利の女神は正義の側に味方すると仮定した上で、合法的な戦争における征服者

について考察し、彼がどのような権力を誰に対して獲得するかを見てみよう」(p510)。 

「第一に、その征服によって、彼とともに征服に行った者に対するいかなる権力をも獲得

しないことはあきらかである。彼の側に立って戦った者たちがその征服によって害を受ける

ことはありえないことであって、（中略）たとえ征服からどのような統治権が生じたとして

も、征服による臣民ではない」(p510～511)。 

「第二に私が言いたいのは、征服者が権力を獲得するのは、彼に敵対して行使された不正

な暴力を現に支援し、協力し、同意を与えた者に対してのみであるということである。（中

略）人民は、統治者に対して、不正な戦争を仕掛けたり、人民に暴力や抑圧を加えたりする

権力を与えてはいないからである」(p512～513)。 

「第三に、征服者が、正当な戦争において打ち負かした者に対して獲得する権力は完全に

専制的である。つまり、彼は、戦争状態に身を置くことによって生命への権利を放棄した一

人の生命に対して絶対的な権利をもつ。しかし、征服者は、それによって、そうした人々の

所有物に対する権利と権原とをもつわけではない。これは、世界の慣行とは大変に反すると

いう点で、間違いなく、奇妙な教説に見えるであろう」しかし、「人を戦争状態に置くのは

暴力の使用だけである。（中略）征服の権利は、戦争に加わった者の生命に対して及ぶだけ

であって、彼らの資産に対しては、被った損害と戦争の費用とを賠償させるためにだけ、そ

れも、罪のない妻と子供たちとの権利を留保した上で認められるにすぎないのである」(p513

～517)。 
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さらにロックは、「征服する土地に対する権原が征服者に与えられることはほとんどない

であろう」(p519)と述べ、「たとえ正義の戦争であっても、その征服によっていかなる統治

の権利をももたない」(p521)と主張する。問題は、「権利なしに暴力によって強いられた約

束が同意と考えられるかどうか、また、それらにはどの程度の拘束力があるかということに

他ならない。それに対して、私は、それらの約束はには何の拘束力もないと答えよう」(p522)。 

「すべての人間は二重の権利をもって生まれてくる。第一は、自分の身体に対する自由の

権利であって、他の人間はこれに対するいかなる権力ももたず、それを自由に処理する権利

は彼自身のうちにある。第二は、他人に先立って、兄弟たちとともに父親の財貨を相続する

権利に他ならない。これらのうち、第一の権利によって、人は、いかなる統治の下に生まれ

ても、生来的にはその統治への服従から自由である。しかし、彼が生まれた国の合法的統治

を認めない場合には、彼は、その統治の法によって彼に与えられている権利を放棄しなけれ

ばなら（ない）。第二の権利によって、いかなる国の住民であっても、征服され、自由な意

志に反してある統治を押しつけられた人々から資産への権原を承継し引き継いでいる場合

には、たとえ彼らが、その国の財産所有者に暴力を用いて苛酷な条件を押しつけている統治

に自由に同意しなくても、祖先の所有に対する権利を保持する」(p524)。「所有権の本質は、

人が自分自身の同意を与えない限り、人からそれが奪われることはありえないという点にあ

るのである」(p526)。「権利ではなく暴力によって押しつけられた権力を払いのけることは、

たとえ叛逆という名で呼ばれようと、神の前では罪ではなく、またたとえそこに暴力によっ

て結ばされた約束や契約が介在していたとしても、むしろ神が許し、奨励するものだという

ことに他ならない」(p530)。 

 

〔第十七章 簒奪について〕 

「征服を国外からの簒奪と呼んでよいように、簒奪とは一種の国内的な征服である。ただ

し、そこには、簒奪とは他人が権利をもつものを横取りすることに他ならないから、簒奪者

は自分の側に権利を決してもちえないという違いが認められよう。従って、簒奪とは、それ

が簒奪である限り、統治の形態や規則の変更ではなく、ただ統治する人物の変更にすぎない。

（中略）簒奪者あるいはその後継者は、人民が、彼らがすでに横取りしていた権力を容認し、

彼らのうちに確認することに同意する自由をもち、また実際にそれに同意するまでは、およ

そ権原をもつことはできないのである」(p533～534)。 

 

〔第十八章 暴政について〕 

「暴政とは権利を超えて権利を行使することであって、何人もそのようなことへの権利を

もつことはできない。そして、この暴政とは、人が、その手中に握る権力を、その権力の下

にある人々の善のためではなく、自分自身の単独の利益のために利用することである」

(p536)。「法が侵犯されて他人に害が及ぶ場合には、どこにおいても、法が終わるところ、

暴政が始まる。権威の座にある者で、法によって与えられた権力を超え、自由に使える実力

を利用して法が容認しないことを臣民に押しつける者は誰でも、（中略）暴力によって他人

の権利を侵害する他の者の場合と同じように抵抗を受けることになるであろう」(p539)。 
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「それでは、君主の命令に抵抗してもよいのだろうか。（中略）実力をもって抵抗すべき

はただ不正で不法な暴力に対してのみであり、誰であれそれ以外の場合に抵抗を行う者は神

と人間との双方から正当な非難を受ける（中略）。なぜならば、第一に、国によっては、君

主の身体は法によって神聖なものとされているから、そこにおいては、彼が何を命じ何を行

っても、彼の身体は依然としてすべての疑念や暴力から自由であり、強制にも、裁判上の譴

責や罪の宣告にもさらされることはない。（中略）第二に、しかし、〔神聖さという〕その特

権は国王の身体にのみ属するものであるから、法が権威を与えていない不正な権力を用いる

者が、たとえ国王によってそれを委任されていると主張したとしても、その特権により、異

議を唱えられ、反対され、抵抗を受けることを妨げられることはない。（中略）第三に、最

高の為政者の身体がそのように神聖とされていない統治を仮定してみても、彼の権力のすべ

ての非合法的な行使に抵抗することの合法性というこの教説が、些細なことが起こるたびに、

彼を危険に陥れたり、統治を混乱させたりすることはないであろう。実力は、ただ、人が法

に訴えることを阻止された場合においてのみ行使されるべきものに他ならない。（中略）第

四に、しかし、為政者によってなされた不正な行為が（彼のもっている権利によって）擁護

され、法によって当然与えられるべき救済も同じ権力によって妨害されたとしよう。このよ

うに、あきらかに暴政にあたる行為の場合でさえ、抵抗する権利が、突然に、あるいは些細

なきっかけから統治を混乱させることはないであろう」(p540～545)。 

「しかし、〔為政者による〕こうした不法な行為が人民の多数の者に及ぶ場合か、害悪や

抑圧がたとえ少数の人々にしか降りかかっていなくても、先例や結果からみて、これはすべ

ての人の脅威になると考えられるようになり、人民が、良心に顧みて、自分たちの法も、そ

れとともに自分たちの資産、自由、生命も、更には自分たちの宗教も危機に瀕していること

を確信するに至る場合とかに、人民が自分たちの上に行使されている不法な暴力に抵抗する

のをどうしたら阻止できるのか、私には語ることができない」(p546)。 

 

〔第十九章 統治の解体について〕 

「統治の解体ということについて何らかの明確さをもって語ろうとする者は、まず第一に、

社会の解体と統治の解体とを区別しなければならない。共同体を構成させ、人々を拘束のな

い自然状態から一つの政治社会へと導くのは、一体化して一つの団体として行動し、その結

果、他からは区別される一個の政治的共同体をなすべく、各人が他の人々と結ぶ合意に他な

らない。こうした結合が解体される通常の、そしてほとんど唯一の途は、彼らを征服する外

国勢力の侵攻である。（中略）そして、社会が解体するときはいつでも、その社会の統治も

あきらかに存続することはできない」(p551)。 

「このように外部からの転覆ということに加えて、統治は内部からも解体される。 

第一は、立法部が改変されることに他ならない。（中略）この立法部こそ、政治的共同体

に形態と生命と統一とを与える魂であり、そのさまざまな成員が、相互に影響しあい、共感

し、結びつきあうのも、この立法部によってなのである。（中略）立法部の設立は社会の最

初の、そして根本的な行為であり、それにより、人民の同意と任命とによって授権された人々

の指導と彼らが作る法の絆との下で、彼らの統一性の継続のための備えがなされるのである。
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（中略）それゆえ、人民が任命していないのに、一人あるいはそれ以上の数の者の誰かが法

を作る人に当たる場合、それは権威なしに法が容認しないことを臣民に押しつける者は誰で

も、法を作ることになるのだから、人民にはそれに服従する義務はない。それが意味するの

は、人民が再び従属を脱し、彼らが最適と考えるところに従って新たな立法部を自ら設立し

てもよいということに他ならない。人民には、権威なしに何かを押しつける者の暴力に対し

て抵抗する十分な自由があるからである(p552～553)。 

「それゆえ、立法部が、異なった次の三者の協同関係に置かれていると仮定してみよう。 

 ①恒常的で至高の権力をもち、他の二者を一定期間内に召集したり解散させたりする権

力をもつ単独の世襲の人物。 

 ②世襲貴族の集会。 

 ③人民によって随時選出される代表者の集会。 

 こうした統治の形態を想定した場合、以下のことはあきらかである。 

 第一に、単独の人間、すなわち君主が、立法部によって宣言された社会の意志である法 

に代えて自分の恣意的な意志を置く場合には、立法部が改変されたことになるであろう。 

 第二に、立法部が、その設立の目的に従って適当な時期に集合し、自由に活動すること 

を君主が阻む場合にも、立法部は改変されることになるであろう。 

 第三に、君主の恣意的な権力により、人民の同意もなく、また人民の共通の利益に反し 

 て、選挙人あるいは選挙の方法に変更が加えられた場合においても、立法部は改変され 

ることになろう。 

 第四に、君主か立法部によって、人民が外国の勢力に引き渡されれば、確かに立法部の 

改変であり、従って、統治の解体である。 

このような統治体制において、（中略）統治の解体がなぜ君主に帰せられるべきかの理 

由はあきらかであろう。なぜなら、君主は、国家の兵力、財力、官職を用いることがで 

き、また、最高の為政者として何ものにも拘束されない（が、立法部は）君主に反対し 

て、あるいは君主の協力を得ずに、法によって立法部を改変することはできない。彼ら 

の法令に裁可が与えられるためには、君主の同意が必要であるからである(p554～557)。 

そうした統治が解体されるもう一つの途がある。すなわち、最高の執行権力をもつ者が、 

その責務を怠ったり放棄したりして、すでに作られている法がもはや執行できなくなっ 

た場合に他ならない。これは、あきらかに、すべてを無統治状態に戻すことであり、従 

って、結果的に統治を解体することである。人々の諸権利を守るための司法の運営が行 

われず、武力を統制し、公共の必要に備えるための権力が共同体のうちに残されていな 

い場合、そこには間違いなくいかなる統治も残されていない」(p558)。 

 「第二に、それによって統治が解体されるもう一つの途がある。すなわち、立法部あるい

は君主のどちらかが、彼らに寄せられた信託に背いて行動した場合に他ならない」(p560)。 

「立法者が、人民の固有権を奪い、また破壊しようとするとき、あるいは、人民を恣意的な

権力に服する隷属状態へと追いやろうとするときには、立法者は常に人民との戦争状態に置

かれることになり、人民はもはやそれ以上のいかなる服従からも解放されて、神が力と暴力

とに備えて万人のために用意した共通の避難所へと身を委ねることになるからである。 
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そして、私が立法部一般について述べたことは、最高の執行権者についてもあてはまるで

あろう。つまり、彼は、立法部に関わり、法の最高の執行に関わるという二重の信託を受け

ているのだから、彼は、自分自身の恣意的な意志を社会の法として打ちたてようとする場合

には、それら二つの信託に違反して行動することになるのである。（また、最高の執行権者

が）候補者や選挙人を統制し、選挙の新しいモデルを定めるということは、統治をその根底

から断ちきり、公共の安全の源泉そのものに毒を投げこむこと以外の何ものでもない。人民

の真の代表者や社会の立法者の代わりに、このような議会を準備し、自分自身の意志の公然

たる推進者を押したてようとすることは、確かに、遭遇しうる限りで最大の信託違反であり、

統治を転覆しようとする企図の最も完全な宣言に他ならない」のである(p560～562)。 

「当代（ウィリアム３世）および過去においてこの王国（イングランド）には多くの革命

が見られたにもかかわらず、われわれは、国王、貴族院、庶民院からなる古くからの立法部

を固守しており(p564)、革命が、公的なことがらに関する些細な不手際があるたびごとに起

こることはない(p565)」としつつ、「長く続く一連の悪政、言い逃れ、策謀がすべて同じ方

向を辿っているために、その意図が人民の目にあきらかになり、人民が、自分たちがどんな

状態の下に置かれているかを感じ、自分たちがどこに向かいつつあるかを悟らざるをえなく

なった場合、人民が自ら決起し、統治が最初に設立された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は決して不思議ではないのである」。また、「叛

逆とは、人に対する反抗ではなく、統治の基本法と法律とにのみ基礎を置く権威への反抗で

あり、従って、誰であれ、統治の基本法と法律とを実力によって突き破り、同じく実力によ

ってその侵犯を正当化する者こそが、真に叛逆者と呼ばれるのにふさわしいからである」し、

「統治の目的は人類の善にある。そうであるとすれば、人民が暴政の際限のない意志にさら

されることと、支配者が、その権力を濫用するようになり、それを人民の所有物の保全にで

はなく破壊に用いる際にはときとして抵抗を受ける場合とでは、どちらが人類にとって最善

であろうか」と問いかけている(p565～570)。 

その上で、「私は、支配者あるいは人民のどちらであっても、実力によって君主あるいは

人民の権利を侵害し、正当な統治の基本法と体制とを転覆させる基礎を置こうとする者は、

統治の破砕が一国にもたらす流血、略奪、荒廃といった災害に責任を負うべきなのだから、

人間がなしうるおそらく最大の犯罪を犯すのだということを信じて疑わない。そして、その

ようなことを行う者は、当然、人類の共通の敵であり、害虫であると見なされるべきであり、

それにふさわしい扱いを受けるべき」(P571～572)であり、「権利なしに実力を行使する者は

誰であれ、法なしに社会のなかで実力を行使するすべての人と同様に、彼が実力を行使する

相手の人々のとの戦争状態に身を置くことになる。そして、この状態においては、それまで

の拘束はすべて無効となり、他の権利はすべて消滅して、各人は、自分自身を防衛し、攻撃

者に抵抗する権利をもつものである」(p572～573)と断じる。 

最後にロックは、「君主あるいは立法部が信託に背いて行動しているかどうかを誰が裁決

すべきかなのか」と自問し、「私としては、人民が裁決者であるべきであると答えよう」(p586)

「地上に人間と人間との間の紛争に裁決を下すべきいかなる裁判官もいない場合は、天にい

る神が裁決者として存在している」(p587)と、己の立脚点を改めてあきらかにしている。 
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『統治二論』を読んで 

１．感想と推測 

私の感想を一言でいえば、非常に充実した読後感を得られた本であった。訳者が「政治学 

史上の第一級の古典である」と述べているとおりであり、高畠先生が高く評価していたのも

うなずける内容であった。歴史的制約があるのは、もちろんであるが、「国民主権」と「抵

抗権」を明確に位置付けた普遍性は、現代においても、少しも色褪せるものではない。 

しかし、ジョン・ロックは、日本においては名のみ高く、読まれることの少ない哲学者・

政治思想家の一人でもある。そのロックを敢えて取り上げたのは、私の中に、一度政治学の

原点に立ち返ってみたいという欲求があったからである。裏を返せば、日本の政治の現状に

対する焦燥感と失望感があるからである。 

ロックは、“象牙の塔”の研究者ではまったくなかった。現実の厳しい政治のなかに身を

置きつつ思索を深めていったことは、本書が雄弁に語っている。彼は、訳者の解説にもある

とおり、厳格なピューリタンの家庭に生まれた。父親はピューリタン革命時の議会派（革命

派）の騎兵隊長であったという。オックスフォード大学で哲学と医学を修め、母校でギリシ

ャ語や修辞学を教えた後、外交官を務めた。そして、シャフツベリ伯爵のもとでジェイムズ

２世の王位継承権を剥奪しようとする政治的な争い（陰謀？）に加わり、シャフツベリ伯爵

の失脚に伴って、ともにオランダに亡命するという苦汁も味わっている。 

 こうしたロックの経歴と、報告冒頭の年表を重ね合わせてみると、私には、本書の陰のキ

ーワードは「イングランド国教会」ではないかと思えるのである。イギリス（というより、

その頃は、まだイングランドが正しい）は、ヘンリー８世の離婚を契機とするローマ教皇ク

レメンス７世との対立、破門、1534年のイングランド国教会の設立以降、宗教問題で大混

乱に陥っている。プロテスタント、国教会派（その中にも分離派と非分離派がある）、カト

リック入り乱れての血なまぐさい争いである。それは 1701年、ウィリアム３世によって王

位継承法が制定され、国王と配偶者がイングランド国教徒と定められるまで、約 170年間も

続いた。その間に「ピューリタン革命」と「名誉革命」があり、ロックの生涯がほぼすっぽ

りと収まっているのだから、彼はまさしく“革命時代の子”だったのである。そのことは、

ロックの権力観などに色濃く反映されていると思うが、そのことは後述する。 

 ロックは本書のなかで、神を「すべての者の主であり支配者」あるとし、人間を「神の作

品」あるいは「理性的被造物」と再三呼んでいるように、神への揺るぎない信仰に生きた人

であった。本書に自分の信仰的立場への直接の言及はないが、ウィリアム３世を「偉大な王

位復興者」(p17)と称えていることからみて、イングランド国教会の非分離派に属していた

のではないかと考えられる。少なくとも、カトリックや（クロムウェルのような）ピューリ

タンの急進的な共和派でなかったことは確かであろう。 

 私の推測が間違っていないという前提で本書を読んでみると、さらに次のような推測も成

り立つ。 

 ロックが生きた時代のイギリスは、エリザベス１世でピークに達したともいわれるテュー

ダー王朝の「絶対王政」が幕を閉じ（エリザベス１世は the Virgin Queenで世継ぎがいな

かった）、ジェイムズ１世から始まるスチュアート王朝の治世となっていた。 
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国内的には「第一次囲い込み(enclosure)」が盛んに行われていた。まだ産業革命には至

っていないが、土地の囲い込みによって農業生産力が向上しつつあり、労働力が徐々に都市

へ集まるようになっていた（本書には労働、貨幣、土地の所有権をめぐる記述があり、ロッ

クは古典経済学にも影響を与えたのである）。資本の蓄積過程が始まり、ヴェーバーのいう

「市民的中産階級」も勃興しつつあった。一方、対外的には、1558年にスペインの「無敵

艦隊（アルマダ）」を破ることにより海洋帝国へと発展を始めたイギリスにとって、主要な

敵は、いうまでもなくフランスであった。フランスでは 1562年から 1598年のナントの勅令

まで、30年以上もカトリックとプロテスタントの血みどろの戦い（「ユグノー戦争」）が繰

り広げられた後、アンリ４世（在位 1589～1610）からカトリックを“国家的宗教”とする

ブルボン王朝が始まり、ルイ 14世が半世紀以上に及ぶ「絶対王政」の頂点に君臨していた。

この「絶対王政」のイデオロギーが「王権神授説」であったことはいうまでもない。 

 このような時代背景を踏まえて、私がまず、疑問に思ったのは、ロバート・フィルマーの

『パトリアーカ』が、なぜ彼の死後 30年近くたって再刊されたのかということであった。

当時の王は、チャールズ２世である。彼は、ピューリタン革命で公開処刑されたチャールズ

１世の次男で、カトリック信者であり、国教会を排してカトリックの復興を謀った人物であ

る。そのチャールズ２世と彼を支持する王党派にとって、『パトリアーカ』は願ってもない

「王権神授説」の教本であったと想像できる。『パトリアーカ』は、ロックの引用を読む限

り、キリスト教の神学や思想に詳しくない者でも論理の粗雑さが分かる本である。そのよう

な本で理論武装しなければならないほど、王権の政治的基盤は脆弱であったのかも知れない。 

 国教会信徒であり、「市民的中産階級」であったと推測されるロックにとって、これは見

過ごすことのできない教説であった。徹底的に論破しておかなければ、イギリスの将来に禍

根を残すことになると考えたかもしれない。政治的・宗教的に混乱していれば、ルイ 14世

につけ込まれるという切迫した危機感もあったに違いない。つまり、イングランド国教会の

信徒を王に頂く、「君臨すれども統治せず」のイギリス型立憲君主政の定着こそ、ロックに

とっての“いま、ここにある”課題だったのである。ロックのいう「合法的統治の唯一の権

原である人民の同意」（p17）に基礎をおくイギリスの立憲君主政は、現在も存在し続けてい

るのであり、イギリス国王（エリザベス２世）は、世俗の王であるとともに、形式的には「イ

ングランド国教会」の首長でもある。従って、これも形式的にではあるが、国教会の首座で

あるカンタベリー大主教の叙任権も保持しているのである。さらに、確認できる資料を見つ

けることはできなかったが、ヘンリー８世が破門前にローマ教皇レオ 10世から与えられた

「信仰の擁護者」(Defender of the Faith)の称号も引き継いでいるかも知れない。 

 私が、本書の陰のキーワードとして「イングランド国教会」をあげた所以である。 

 

２．幾つかの考察と疑問 

 （1）自然状態 

  本書を読んで、改めて“自然状態”という「仮説」を（おそらく最初に）考えたホッブズ

という思想家は凄いと思った。既にある政治秩序（国家）をいったん解体して、個としての

人間から再構築しようというのだから、およそ日本人の発想からは生まれえない仮説である。 
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 なぜ、そういう思想が生まれてきたかといえば、キリスト教という、人間をはるかに超越

した神を信仰する宗教があったからとしか答えようがない。唯一絶対の神（しかも、それは

人格神でなくてはならない）を前提にして、初めて、王であろうが皇帝であろうが、人間界

でいかに絶大な権力をもっていても、神の審判を受ける一人の人間に過ぎないという観念が

生まれ、人間の平等とか自由が追求されることになったのである。 

歴史的にみても、近代市民社会が生まれるためには、「絶対王政」という巨大な壁が必要

であった。論理構造は同じである。だからこそ、本書はヨーロッパ、そしてアメリカに市民

社会を生み出すための理論的影響を与えたのである。 

ところが、本書の後篇は、自然状態の考察からではなく、政治権力の規定から始まってい

る。私には、それがやや意外であった。ロックの考える自然状態から説き起こして、いかな

る契約から権力が生まれるか、というふうに展開すると思っていたからである。その疑問は、

訳者が解決してくれた。訳者によれば、本書は先に後篇が書かれ、それから前篇が書かれた

という。その前篇がフィルマーの「王権神授説」、すなわち、王の権力の源（権原）が神か

ら与えられたとする教説への反駁であったから、後篇の冒頭に「では、権力とは何であるか」

という部分を付け加えたのである(P293の訳者注(1)を参照)。その権力の規定は、私の先入

観を覆して、「固有権の調整と維持のために、死刑」を課すところの“物理的強制力”であ

った。訳者は、生殺的（vital）と呼んでいる(P295の注(3)参照)が、イングランド史上の

“乱世”であった時代を生きた人の刻印ともいうべき権力観といわざるをえない。 

さて、ロックの自然状態であるが、私見ではいくつかの段階に分けて考えるほうが、理解

しやすいのではないかと思う。 

第一段階は、「自然法の範囲内」で「完全に自由で平等な状態」であり、「権力と支配権は

相互的で、誰も他人以上にそれらをもつことはなく」、従って、「すべての者が従属や服従の

関係をもたない」状態である。それは、「造物主の作品」である人間が、「一つの自然の共同

体」をなしているのである。ホッブズに比べ、自由主義的といわれる部分であろう。 

ところが、「（神の法である自然）法を破り、理性の正しい規則から逸脱することによって、

人は、堕落したものとなり、人間本性の原理を捨てて有害な被造物」なってしまった。 

そこで、第二段階として、「自然状態においては、各人が各人に対する権力をもつように」

なり、「すべての人間は自然法の侵犯者を処罰する権利をもち、自然法の執行者となるので

ある」。さらに、「すべての人間が、全人類を保全する権利、またこの目的のために合理的な

ことなら何をしてもよいという権利によって、罪悪が再び行われることを阻止するために罪

悪を処罰する権力をもつ」として、「自然状態においては、すべての人間が殺人を犯す者を

殺す権力をもつ」ことになる。そこでは「権威をもった共通の裁判官が欠如」している。 

そうなると、第三段階として、「敵意と破壊の状態」であるところの戦争状態に陥るので

ある。ロックは自然状態と戦争状態を分けて説明しているが、第三段階は戦争状態を含む自

然状態と考えるべきである。訳者がロックとホッブズの共通点と指摘するとおりである。 

 この戦争状態を回避することが、「人々が社会のなかに身を置き、自然状態を離れる一つ

の大きな理由に他ならない」のであり、「（戦争状態を）終わらせるのは、ただ、相互に、一

つの共同体に入り、一つの政治体を作ることに同意し合う契約だけ」なのである。 
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 これがロックにおける自然状態であるが、私が興味深かったのは、ロックが「すべての人

間が自然にはどんな状態にあるか考察しなければならない」(p296)とか、「そのような自然

状態にある人間はどこにいるのか」(p307)と現在形の文章で記述していることである。しか

も、「世界における独立した統治体の君主あるいは支配者はすべて自然状態のうちにある」

(p307)と述べている。訳者も「ロックのいう人間の自然状態は過去の歴史に属するものでは

なかった」(p309)「17世紀の契約論者においては、独立した主権国家間の関係を自然状態

とみなす観点はむしろ普通であった」(p311)と説明している。これは思うに、自然状態とい

う「仮説」を立てて考えると、君主や国家の関係を認識しやすいということなのであろう。 

 もう一つ、自然状態の説明で、ロック独特の表現ではないかと思ったのは、再三出てくる

「地上に裁判官がいない場合には、訴えは天なる神に向けられることになる」というもので

ある。これは『旧約聖書』の「士師記」第 11章の次のような“物語”に拠っている。エフ

タという強い勇士がいて、イスラエルの民がアンモンびとと戦うことになったとき、長老た

ちの頼みで、イスラエルの大将になる。エフタはアンモンびとに「わたしはあなたに何も悪

いことをしたこともないのに、あなたはわたしに害を加えようとします。審判者であられる

主よ、どうぞ、きょう、イスラエルの人々とアンモンの人々との間をおさばきください」と

伝えたが、アンモンの王は聞き入れなかった。そこでエフタは、「もしアンモンびとに勝っ

たら、わたしを出迎えた者は誰でも、燔祭として主にささげましょう」という誓願を立てた。

そして、エフタはアンモンびとと戦って勝利した。ところが、エフタを出迎えたのは、彼の

娘であった。エフタは歎きつつ、誓願のとおり、娘を燔祭（犠牲）として捧げたのである。 

この文脈から、「審判者であられる主よ」（第 27節）の部分が、人民の抵抗権を示すとは、

私には、にわかには信じられなかった。訳者は、「ロックが、人間の自己保存という信託さ

れた目的に違反する政治権力に対して、「天に訴えて」抵抗し革命を行う国民の実力行使の

権利を容認した」(p319)と説明するが、腑に落ちなかった。しかし、第 10章を読んでやっ

と納得がいった。つまり、「イスラエルの民が他の神々を信じて、主を見捨てたため、主が

怒りを発し、彼らをアンモンびとに売りわたした。彼らはイスラエルの民を虐げた。このた

めイスラエルの民は、罪を犯したことの赦しを乞い、主に救いを求めた」のだ。この前史が

あって初めて、アンモンびとが圧政者なのに、「地上に裁判官がいない」状況が理解できた

のである。そして、己の行為の責任を「最後の審判」に委ねるところにつながるわけである。 

（2）多数決原理 

人間が自然状態おいて保持していた自由を放棄して、政治的共同体を作ることに同意した

場合、「そこでは、多数派が決定し、それ以外の人々を拘束する権利をもつ」(p406)という

のが、ロックの説く政治社会である。もし、多数派の同意が受け容れられないとすれば、「全

個人の同意以外に何かを全体の決議になしうるものはない」が、「全個人の同意ということ

はほとんど不可能に近いであろう」という。なぜならば、「いかなる人間の集団にも不可避

的に生じる意見の多様性や利害の対立を考えてみれば、（全個人の同意をもって全体の決議

とするような体制は）一体として行動することができず、たちまちのうちに解体してしまう」

(p407)からである。このようにロックにおいては、ルソーが「一般意志」を形成するために

は、原則「全会一致」が望ましいとしたのとは大いに異なるのである。 
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（3）立法権の優越 

ロックの考える政治的共同体において、立法権力は「至高の権力」であり、「神聖かつ不

変の権力」である。もちろん、その権力は「神および自然の法」によって制限されるが、「公

衆が選出し任命した立法部」が制定する「恒常的な法」以外に、公衆（国民）が従うべき法

は存在しない。また、立法権力は「権威を授与された裁判官」つまり、司法権も包摂してい

る。この立法権力は常時存在する必要はなく、立法権力に代わって法の執行にあたるのが、

執行権力（行政権）である。また、執行権力と並立するかたちで、今なら外交権とでも呼べ

る連合権力も想定されているが、いずれも立法権力に対して従属的な関係に置かれる。この

ように、ロックにおいては、「三権分立」によるチェック・アンド・バランスの原則は確立

されてはいない。あるのは、立法権力の圧倒的な優越である。 

しかし、立法権力は、国民から信託された権力であるから、信託に反して行動した場合に

は、国民にはそれを移動したり変更したりする権力が残されている。これが国民主権である。 

この立法権力の具体的な形態である「立法部」について、ロックは「立法部の集会と活動

に一定の間隔と期間が定められている」(p481)ケース（国会の開会期間や解散）とか、「立

法部の一部が人民によって選ばれた代表者から成る統治においては、時間の経過とともに、

その代表がきわめて不平等になる」事態がしばしば生じるとして、「住民といえば羊飼いが

一人くらいしか見いだせないような場所が、立法者たちの大集会へは、人口稠密で強力な富

をもつ一つの州全体と同じ数の代表者を送る」(p483)ケース（比例代表や日本でいえば、い

ま現に問題になっている“一票の格差”）にまで言及している。 

（4）所有権 

ロックの所有権(property)がさまざまな意味を含んでいることは、訳者の解説に任せると

して、ロックは、「第五章 所有権について」で、「神が世界を人類共有のものとして与えた

ことはこの上なくあきらかである」、「大地と、そこにあるすべてのものとは、人間の生存を

維持し快適にするために与えられたものである」、「大地と、すべての下級の被造物が万人の

共有物である」、「神は、土地の征服を命じることによって、それを占有する権威を与えたこ

とになる」などと述べている。その記述には、他の問題について見られるような、否定や留

保、疑問などはまったくない。 

これこそ、キリスト教や（近代）西欧哲学の根本にある「人間中心主義」に他ならない。 

イタリア・ルネサンス以降、「人文主義」として広汎に浸透した「humanism」は、日本でも

「博愛主義」などと混同されつつ、明治期以降、長い間影響力を保ってきた。 

 これと異なり、例えば、仏教には「山川草木悉皆仏性」という教えがあり、道元は『正法

眼蔵』のなかで、「草木国土これ心なり。心なるが故に衆生なり。衆生なるが故に仏性有り」

と説いている。また、前回の読書会のテキストとなった『イカの哲学』には、人間が動物や

植物などに対して優越しているという考え方は出てこなかった。「イカ」に実存を認めると

いう発想は西欧にはありえまい。私は人間中心主義を否定するものではないし、ここで価値

判断しているのでもない。しかし、特に東日本大震災と東京電力福島第一原発の深刻な事故

が起きてからは、自然を征服し破壊してきた、人間中心のものの考え方に反省を促す言説も

多く見られるようになってきた。本書を読みながら、ふとそのことに思い至ったのである。 
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（5）抵抗権 

 ロックが人民の抵抗権・叛逆権について述べる「第十九章 統治の解体について」は、説

得力があり、ときに激越でさえある。17世紀という時代にあって、これほどはっきりと絶

対王政の否定と人民の抵抗権を記述した著作を出版するには、かなり勇気が必要だったので

はないかと想像する。あるいは、逆に激動期だからこそ、書きえたのであろうか。 

 だが、そのロックにして論理の揺れを見せるのが「第十八章 暴政について」である。「そ

れでは、君主の命令に抵抗してもよいのだろうか」という問いを立て、「私は、実力をもっ

て抵抗すべきはただ不正で不法な暴力に対してのみであり、誰であれそれ以外の場合に抵抗

を行う者は神と人民の双方から正当な非難をうける」(p541)というあたりは、首をかしげざ

るを得なかった。これに関して、訳者はその注で「革命権の主張も、人民に抵抗のための抵

抗、革命のための革命を慫慂するものではなく、むしろ固有権の保全という目的のために契

約によって作為された本来の政治権力に統治権力に求めるものであった」(p549)としている

が、やや苦しい説明のような気がする。 

 （6）公共善、社会の善 

 ロックは、「立法部の権力は、社会の公共善に限定される」とか「統治体のもつ全権力は

ただ社会の善のために」という表現を再三使っているが、それは何を意味するのであろうか。

前篇で、「その社会のすべての個々の成員の利益」を「公共善」(p174)と呼んでいるが、果

たしてそのような「善」が社会に存在するものなのか？ 

 （7）人を殺す権利 

 「泥棒が、金銭やその他の欲するものを奪い取るために、実力をもってある人を自分の支

配下に置こうとするならば、たとえその人を傷つけず、生命を奪おうとする意図を宣告しな

い場合でも、人がその泥棒を殺すこと」は、「合法的」である。つまり、そうした行為は人

と人を戦争状態に置くことであり、「攻撃を加える立場にある者は誰でも、当然、殺される

という危険に身をさらすこと」(p314)を覚悟しなければならないのだ。これは、『創世記』

第九章・６節の「人の血を流すものは、人に血を流される」と、同じく第四章で、カインが

弟のアベルを殺した（人類最初の殺人とされる）あと、「わたしを見付ける人はだれでもわ

たしを殺すでしょう」（14節）と叫ぶところに拠っているが、現代人の眼から見ると、特に

泥棒の例えは、“過剰防衛”のそしりを免れないであろう。“歯には歯を、目には目を”的な

権力観は、ロックの生きた時代（革命＝戦争状態）を抜きには、理解しがたいところである。 

（8）蛇足ながら、最後のまとめ 

ロックの論理の展開は、緻密かつ堅牢である。抽象的な思弁は見られない。多数決原理に

せよ立法部のあり方にせよ、リアリティーに富み、実践的である。 

 しかし、文章は明晰だが、とにかく長い。光文社発行の『市民政府論』（本書後篇）の訳

者は、「ロックの英文が難解である理由として、個々の文がいずれも恐ろしく長大だという

ことが指摘できる」と嘆いている。本書の訳者が、原文に忠実な翻訳を心がけたのは、セン

テンスを切り分けると、ロックの文章の格調が損なわれると考えたからであろう。もう一つ

難を言えば、本書は、前篇も後編も内容に重複するところが多い。概略をまとめると、それ

が気になる。もっともこれは、報告が長文になったことの言い訳にすぎないのだが。 （了） 
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【補足】ロックとルソー 

私は学生時代に、ジャン・ジャック・ルソーの『社会契約論』を一度読んだが、「一般意

志」という言葉だけが、強く記憶に残っただけで、後は内容をよく理解できなかった。 

そのため、今回、改めて“斜め読み”で読みかえしてみたが、やはり、つかみどころがな

いという印象をもった。ルソーは一般意志についてさまざまに表現している。例えば― 

 「国家のさまざまな力を指導できるのは、一般意志だけである」 

 「主権とは一般意志の行使にほかならないのだから、決して譲り渡すことのできないもの

であること、そして主権者とは、集合的な存在にほかならないから、この集合的な存在によ

ってしか代表されえないものであることを明確に指摘しておきたい。権力は譲渡できるかも

しれないが、意志は譲渡できない」。「主権を譲り渡すことができないのと同じ理由によって、

主権は分割できない。意志は一般意志であるか、そうでないかのどちらかである。すなわち

人民全体の意志であるか、人民の一部の意志にすぎないかのどちらかである。それが人民全

体の意志である場合には、表明された意志は主権の行為であり、法となる。それが一部の人

民の意志にすぎない場合には、それは個別意志であるか、行政機関の行為にすぎず、せいぜ

い命令であるにすぎない」 

 「一般意志はつねに正しく、つねに公益を目指すことになる」 

 「一般意志は、全体意志とは異なるものであることが多い。一般意志は共同の利益だけを

目的とするが、全体意志は私的な利益を目指すものにすぎず、たんに全員の個別意志が一致

したにすぎない」 

 「人民の集会が調和に満ちていればいるほど、すなわち意見が全員一致に近づくほど、一

般意志が支配的になっているのである」―といった具合である。 

 このように、並べてみても「一般意志とは何か」ということが、私には明瞭にイメージで

きなかった。どこか、茫漠としているのである。 

 ロックの『統治二論』が出版されたのは 1690年。ルソーの『社会契約論』は 1762年であ

る。しかし、『社会契約論』には、ホッブズ・グロティウス・モンテスキューの引用はあっ

ても、ロックへの言及はない。ルソーはイギリスにも渡っているので、ロックの著作を知ら

なかったとは考えにくいのだが、ルソーはロックの現実的ともいえる思想に相容れないもの

を感じたのであろうか。ロックとは逆に、ルソーの思想には、どこか夢想家というかロマン

ティックというか、そんな雰囲気を感じるのである。それがルソーの思想の魅力であり、ま

た、一歩間違えると、「全体主義」と誤解される原因になっているような気がする。 

 ところで、私の読んだ『社会契約論』は光文社古典新訳文庫版で、訳者は中山元である。

中山の解説によれば、ロックとルソーは、「社会契約」にあたって人間が自然状態で保持し

ていた権利の譲渡についての考え方が基本的に異なっているという。 

ロックにおいては、「（人間は）なぜ自由を手放し、自分自身の絶対的な統治権を放棄して

他者の統治権と統制とに服するのであろうか。（それは）彼が自然状態においてもっている

固有権（プロパティ）の享受は極めて不安定であり不確実であるからである。これが、彼を

して、どんなに自由であっても、恐怖と絶えざる危険に満ちた自然状態をすすんで放棄させ、

（固有権の）相互的な保全のために」(p441)。社会を作ることを求めるのである。 
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中山は、これを「権利の部分的な譲渡」であるという。これに対してルソーは、「社会の

すべての構成員は、みずからと、みずからのすべての権利を、共同体の全体に譲渡するので

ある」と、「権利の全面譲渡」の立場をとり、「われわれ各人は、われわれすべての人格とす

べての力を、一般意志の最高の指導のもとに委ねる。われわれ全員が、それぞれの成員を、

全体の不可分の一部としてうけとるものである」とする。 

 つまり、ロックは所有権に限定しているのに対して、ルソーは「人格」までも一般意志に

譲渡するから、全面譲渡であり、「ロックの部分譲渡が主流であった当時の政治理論におい

ては「革新的」なものであった」というのである。 

 しかし、本書の訳者、加藤節によれば、ロックのプロパティは、モノに対する所有権だけ

でなく、人間の身体や人格まで含む場合もある概念だといっている(p93の(注３))ので、 

必ずしも全面的に異なっているとは言えまい。ただ、ルソーは「われわれのすべての人格と

すべての力を一般意志に委ねる」としているので、ロックに比べれば譲渡の度合いは強まっ

ていることは、確かである。 

 そこに、ルソー特有の「人民集会」論が出てくる理由がある。ルソーは、一般意志が一般

意志として認められ、機能するためには、二つの条件が必要であると考える。第一に、それ

は政治体の構成員の全体が集まった人民集会で決定される必要がある。それが一般意志であ

るためには、市民の一部が集まった個別的な集団の意志であってはならないのである。第二

に、それは法として表現される必要がある。法とは個別の成員を対象とするものではなく、

その政治体の成員の全体に適用される抽象的な規定である。そして人民集会とは、その集会

に提案された法を採択するか、拒否するかという問題を審議する集まりなのである。 

従って、ロックが選挙による代議制の「立法部」を想定しているのに対して、ルソーは、

「主権は代表されえない」として、これを否定する。「主権は本質的に一般意志のうちにあ

り、そして意志というものは代表されうるものではない。一般意志は、一般意志であるか一

般意志でないかのどちらかで、中間というものはない。だから人民の代議士は人民の代表で

はないし、人民の代表になることはできない」とし、次に有名な言葉が続く。「イギリスの

人民はみずからを自由だと考えているが、それは大きな思い違いである。自由なのは、議員

を選挙する間だけであり、議員の選挙が終われば人民はもはや奴隷であり、無にひとしいも

のになる」。ロックがこれを聞いたとしたら、何と反論するであろうか。 

最後に、私は『社会契約論』が「公民宗教について」で終わっているのを目次で見て、少

なからず驚いた。『統治二論』が、“人民による統治形態の選択権”を再確認することで終わ

っているので、『社会契約論』も“人民の革命権”で締めくくっているものと思い込んでい

たのである。ルソーによれば、「純粋に公民的な信仰告白が必要」である。「それは厳密に宗

教的な教義」ではなく、「肯定的な教義としては、強く、賢く、慈愛に満ち、将来を予見し、

配慮する神が存在すること、来世が存在すること、正しき者が幸福になること、悪人は罰せ

られること、社会契約と法が神聖なものであることが定められる。否定的な教義としては、

ただ一つだけ指摘しておく。それは不寛容を退けることだ」と述べている。政治と宗教の分

離が近代社会の在り方であるはずだ。中山によれば、ルソーには、自分の描いた社会が実現

しないのではないかという「ペシミズム」があったというのだが。    （再度の了）          


