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ウィルモア・ケンドールのロック読解について 
―『ジョン・ロックと多数派支配の原理』(1941 年)と 

「ジョン・ロック再訪」(1966年)を中心に― 
 

井上 弘貴 
 
１．本稿の課題設定 
 ウィルモア・ケンドール(Willmoore Kendall, 1909-1967)は20世紀なかばのアメリカ合

衆国においてウィリアム・バックレイ・ジュニアらとともに『ナショナル・レヴュー』

誌の創刊に立ち会うなど保守主義の側に立った代表的知識人のひとりとして今日ではそ

の名を記憶されている1。だが、ケンドールは多数派(majority)への擁護を――「二つの多

数派」(1960 年)にあるように保守に転向した後期においてそのニュアンスは変化するが

――自らの思索の初期から後期に至るまで基本的に維持し続けた点で安易な分類を拒

                                                   
1 オクラホマ州のコナワという町に南部メソジストの盲目の牧師の息子として生まれ、父に本を読み聞

かせるために早くから文字に親しんだケンドールは「オクラホマの神童」と呼ばれたように10代の前半

で地元の大学に入学し、1927年には野球にかんする本を出版するなど、その早熟ぶりで知られた。その

かれは1932年にローズ奨学金を得てイギリスに渡り、オックスフォードでＲ・Ｇ・コリングウッドの

指導のもとロマンス語の研究に従事した。しかし、時代は1930年代という激動の時期である。多くの

才気に満ちた当時の若者たちがそうだったように、ケンドールもまたマルクス主義、とりわけトロツキ

ーの思想に傾倒し、ＵＰ通信の特派員として1935年にスペイン内戦下のマドリードに赴いた。その当

地での経験から、かれは反スターリン主義の立場に明確に採るに至り、徹底した反共主義を確立してい

くことになる。その後、かれは専攻を政治学に変更し、1936年に合衆国に帰国後は保守主義者として知

られるフランシス・ウィルソンのもと、イリノイ大学で博士号を獲得した。本稿が取り扱う『ジョン・

ロックと多数派支配の原理』はかれの博士論文である。大学教員としては長くイェール大学に1947年

から奉職したが、イェールでは教授に昇進することはなく、1961年に相当な額の金銭を交換条件にイェ

ールにおけるテニュアを放棄し、テキサス州のダラス大学に移籍した。オクラホマの郷里からも遠くな

いダラス大学では政治学の学部編成に指導力を発揮し、同大学の政治学部は現在においても古典教育に

重点を置いた独自のプログラムを有している。なお、ケンドールの保守への転向は1940年代の終わり

であり、1950年代にはレオ・シュトラウスとエリック・フェーゲリンの影響を強く受けるにいたる。1956
年にはローマ・カトリックに改宗している。ケンドールの知識人としての軌跡を歴史的コンテクストの

なかで叙述したものとして、本稿では以下の研究をあらかじめ参照している。Samuel Francis, Beautiful 
Losers: Essays on the Failure of American Conservatism (Columbia: University of Missouri Press, 
1993); George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in America, since 1945 
(Wilmington: Intercollegiate Studies Institute, 1998). ケンドールがオックスフォード留学時代に父親

のウィルモア・ケンドール・シニアと交わした書簡は、今日出版されている。Yvona Kendall Mason ed. 
Oxford Years: The Letters of Willmoore Kendall to His Father (Bryn Mawr: Intercollegiate Studies 
Institute, 1993). ケンドールはすぐれた教師であったことが知られているが、ウィリアム・バックレイ・

ジュニアの以下の伝記的研究のなかでは、飲酒癖や女性問題という点でもきわめて特異な人物であった

ことが触れられている。Linda Bridges and John R. Coyne Jr., Strictly Right: William F. Buckley Jr. 
and the American Conservative Movement (Hoboken: John Wiley & Sons, 2007). 
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む思想を練り上げた政治思想家でもある。そのかれが保守に転向する以前に定式化を試

みた多数派支配(majority rule)および多数決原理(majority principle)は、ジョン・ロックの『統

治二論』の独自の読解に少なからざる点で依拠したものであった2。また、ケンドールは

                                                   
2 ケンドールによる多数決原理の擁護は、「多数決原理と科学のエリート(“The Majority Principle and 
the Scientific Elite”)」という1939年冬に発表された最初期の論文のなかで披歴されており、ケンドー

ルはこのなかで意思決定の様式としての多数決原理を「意思決定をおこなう集団のなかで、その集団の

メンバーの半分よりもひとり多い人びとは、その集団の半分よりもひとり少ない人びとを自分たちが支

持するに足ると考える政策にかかわらせる権利をもつ」として定義している。ケンドールによれば、こ

の定義を踏まえるならば、われわれは多数決原理にたいして「明らかに正しい」か、それとも「明らか

に間違っている」かという、どちらにしてもはっきりとした態度をとらざるを得ないと言う。もしわれ

われが意思決定の様式として多数決原理を採用しないとすれば、多数派ではないそれ以外の人びと、つ

まり――たとえたった一人の差であったとしても――少数者ないしは複数の少数派集団のうちのいずれ

かに立脚した意思決定の様式を採用することを定義からして論理の必然として選ばざるを得ない。した

がって、残された選択肢は、「権力を託すべき少数者を選ぶための適切な方法」を見つけ出すこと以外に

はなくなるだろう。多数決の否定は必然的に少数決の肯定を導き、それ以外の第三の道はない。このよ

うにケンドールは多数決原理か、しからずんば何らかの少数決原理かの二者択一をわれわれは避けるこ

とができないということを確認している。しかし、多数決原理には教育をうけた人間であれば避けたく

なるにちがいない必然的な含意があるとケンドールは同時に述べている。「3600万人が繰り返し言おう

と愚かなことは愚かなままだ」というアナトール・フランスのアフォリズムを引きつつ、多数派がそう

と決めたところで重力の法則を廃止できないこと、円周率3.1416…を3にはできないことをケンドール

は例として挙げている。ケンドールは、以上のような含意は自らの多数決原理の定義から生じるだろう

かと自問し、生じると明言している。しかし同時にかれは、そのような含意が実際に述べている以上の

ことをそのなかからくみ取ってはいけないとも述べていることには注意が必要である。ケンドールの主

張を要約するならば、かれが多数決原理にかんして主張していることは、多数決原理に基づくことは倫
、

理的に
、、、

正しい(ethically right)と言っているのであって、多数派の決定は必然的に科学的に正しいという

ことを言っているのではないということである〔強調はケンドール自身〕。われわれの時代の教育のある

人間にとって、科学的な意味とは別のいかなる意味においても、「正しい」という言葉を理解するのは難

しいことであるとケンドールは言っている。たとえば今日――1930年代アメリカ――の科学は、さまざ

まな分野の社会政策の策定にあたって、実に多くの知見やデータを提供してくれている。そのような知

識の集積によってすべてはエリートの知性によって解決されそうな印象をわれわれはもたされる。しか

し、たとえ科学がそのように膨大な科学的に正しい知識を提供してくれるとしても、それはいかにして

事をなすべきかについては言っても、どのような事をなすべきかについては言わないのである。ケンド

ールは自らのこの指摘を踏まえて、つぎのように主張している。「わたしが言いたいことは、科学が提供

してくれるすべての情報をわれわれが集めた場合でも、誰かが決定をしなければならないということで

あり、この決定は、決定をすることを要請された人びとの倫理的ないしは美的価値
、、

という観点からなさ

れるだろう、ということである」〔傍点はケンドール自身〕。それゆえにケンドールによれば、多数決原

理を支持する者たちが本当に問うていることは、われわれは目的と手段との区別を認識すべきであると

いうことであり、目的にたいして科学がヘゲモニーを主張するのをやめさせるべきであるということで

ある。それにもかかわらず今日の政論家たちは、論じ手と聞き手の双方から社会政策の策定における価

値の役割を隠してしまい、政治的議論は科学のエリートの独占物であるという状況を永続化させてしま

っているのである。要約するなら、ケンドールは、政治的議論を科学的知で武装したエリートの手から

奪い返すこと、そのエリートたちによる意思決定の様式がすなわち少数決である以上、残される道は論

理必然的に多数決であり、かつ、その多数決を合理的根拠のもとに擁護することであると考えたと言え

る。生前のケンドールをよく知るジョージ・Ｗ・ケアリーは、この論文の執筆に際してケンドールの念

頭にあった政策として、アメリカは新たな大戦に介入するのかそれとも中立法のもとでの孤立を維持す
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いわゆるシュトラウス学派に属さずしてレオ・シュトラウスの政治哲学を高く評価した

人物としても知られ、シュトラウスの『自然権と歴史』の受容を通じて、その――いく

ぶん早すぎた――晩年において自らの初期のロック解釈を批判的に回顧するに至った。 
 本稿は『統治二論』に依拠した初期ケンドールのロック理解を概観し、かれの独特な

ロック解釈の要点を整理したうえで、後期におけるロック解釈の修正を手短に跡づけ、

シュトラウスの影響がかれのロック理解に一定の変容をもたらしたことを指摘する。な

お、本稿は過去から現在において膨大な蓄積を擁するジョン・ロック研究になにほどか

の貢献をおこなうことを目的としたものではない。今日において忘れられた合衆国の知

識人となっているウィルモア・ケンドールのロックにかんする著作を再検討することに

よって、ケンドールの政治思想の総合的把握を今後おこなうための予備考察をおこなう

ことが、本稿の主たる課題である。 
 
２．「多数派支配に基づく民主主義者」というケンドールのジョン・ロック像 
 ケンドールが、1966年刊行の「ジョン・ロック再訪」（執筆は1965年であり、以下の

本稿ではケンドール本人がそうしているように1965年という日付に準拠する）のなかで

も触れているように、戦前の西洋政治思想史の通史的理解として大きな影響力を誇った

のは、ジョージ・Ｈ・セイバインの『政治理論史』(1937年)であった3。このなかでセイ

バインは、『統治二論』の執筆によって名誉革命を擁護した人物として、まさに「時代の

子」としてロックを描いた。そのうえでセイバインは、フッカーを経由して――トマス・

アクィナスに遡ることができる――統治権力は道徳法則によって制限されるという中

世的伝統に片足を置く一方で、各人は生まれながらの属性として「自然権」を有すると

いう近代的世界観にもう一方の足を置いた人物してロックを位置づけ、このふたつの足

場の両立不可能性を解釈するために、ロックは「自然法」という概念を侵すことのでき

ない権利を授ける法として「自覚せずに」位置づけしなおしたのだという見解を提出し

た。1965年時のケンドールは、以上のようにセイバインのロック解釈をまとめたうえで、

このようなセイバインによるロック解釈は読者に結果として――ケンドールの荒っぽ

い表現をそのまま使うなら――「ホッブズは悪い奴」であり「ロックは良い奴」である

という暗黙の理解、すなわち、ホッブズとロックの非連続性を強調したうえでホッブズ

のいきすぎた見解を修正した思想家というロック像を与えるものであったことを示唆し

ている4。 

                                                                                                                                   
るのかという外交政策を指摘している。また、宣戦布告にあたって議会が国民投票(popular vote)にした

がうよう連邦憲法に修正条項〔ラドロウ修正〕を追加すべきか否かというイシューもケンドールの心中

にあっただろうことを指摘している。George W. Carey, “Willmoore Kendall and the Doctrine of 
Majority Rule,” in John A. Murley and John E. Alvis eds., Willmoore Kendall: Maverick of American 
Conservatives (Lanham: Lexington Books, 2002), p. 19. 
3 George H. Sabine, A History of Political Theory (New York: H. Holt and Company, 1937). 丸山真男

訳『西洋政治思想史. 1』（岩波書店、1953年）。 
4 Willmoore Kendall, “John Locke Revisited (1966),” in Nellie D. Kendall ed., Willmoore Kendall 
Contra Mundum (Lanham: University Press of America, 1971), pp. 419-422. 
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このようなセイバインのロック理解にたいして、若き日のケンドールは『ジョン・ロ

ックと多数派支配の原理』のなかで異なる解釈を異なる方法論に依拠して展開した。1941
年時のケンドールは、ロックの『統治二論』をセイバインのように1688年の革命を正当

化するための著作といった歴史的コンテクストから理解するのではなく、政治理論の基

本的諸問題を解決するために提出された著作として読むべきことを読者に求めた。1965
年時のケンドールが回想しているように、イギリス時代の師であるコリングウッドの自

覚的影響から「その書物はどのような問いを問うているのかをまず見つけ出そう5」とい

う立場に立った初期のケンドールのロック解釈の中心的テーゼとは、ジョン・ロックは

多数派支配に基づく民主主義者であるという一点に尽きた。ケンドールによれば、たと

えそれが満足のいくものではなかったとしても、ロックは多数派支配という政治思想史

上の長らくの問いに答えを与えたのであり、ロックにとってのその解決策とは、多数派

支配に基づく民主主義者の立場に立つことを通じて提起されたものだった6。 
その『ジョン・ロックと多数派支配の原理』の第一部でケンドールは、アリストテレ

ス、プラトンの古典古代に始まり、アルトジウスやプーフェンドルフ、ギールケらにま

で引き継がれる多数派支配をめぐる議論を概観したうえで、西洋政治思想において長ら

く議論されてきた多数派の政治的役割について検討を始めている。ケンドールはそのよ

うな検討の手始めとして、多数派支配にかんする理論的な整理をおこなっている7。 
ケンドールは、(a) 組織体が多数派の投票による決定に服するというルール、(b) 政治

権力は「人民」のなかの数的多数派に帰せられるべきであるという理論、(c) 前述の(b)
を擁護する者が、それが存在しないところでは採用されることを望み、すでにそれが存

在しているところでは存続を願う統治形態を区分したうえで、(a)に多数決原理(majority 
principle)、(b)に多数派支配の教義(doctrine of majority-rule)、(c)に多数派支配(majority-rule)
という概念を割り当てている。多数派支配の教義を擁護する者にたいしては、多数派支

配に基づく民主主義者たち(majority-rule democrats)という表現を当てている8。 
 そのうえでケンドールは、多数派支配に基づく民主主義者は、(1)政治的平等〔平等な

                                                   
5 Kendall, ibid., p. 423. 
6 Willmoore Kendall, John Locke and the Doctrine of Majority-Rule (1941; Urbana: University of 
Illinois Press, 1959), pp. 66-67. ただしケンドール自身は自らの議論を、政治理論の歴史におけるロック

の位置を再検討するものでも、多数派支配の教義にかかわる4つの問題についてロックが言わなければ

いけなかったことを発見するものでもなく、多数派支配の教義は合理的な根拠のもとで擁護できるのか

という、より幅が広く重要な問いにどのような光を当てることができるのかという観点からのものであ

ると第一部の末尾で読者に前置きしている。Kendall, ibid., p. 59. 
7 ケンドールのこの『ジョン・ロックと多数派支配の原理』の内容を検討した邦語の研究として、中村

浩爾『現代民主主義と多数決原理――思想としての民主主義のために』(法律文化社、1992年)が存在す

る。中村氏はケンドールの多数決原理および多数者支配の教義を整理するとともに、カール・フリード

リヒといった無制限の多数決に否定的な同時代の論者からの批判を対照させることで、ケンドールの多

数決にかんする議論を立体的に考察している。本稿はこの中村氏の先行研究から全体として多くを学ば

せていただいた。ただし中村氏の研究は、制限的多数支配を擁護する自身の立場のゆえに、ケンドール

の主張にたいして外在的批判を対置させる傾向が散見される。 
8 Kendall, ibid., pp. 24-25. 
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普通選挙権〕、(2)人民主権、(3)民衆からの意見聴取(popular consultation)〔すくなくともそ

れをするための何らかの制度〕、(4)多数派による決定(majority decision)を確立しなければ

ならないと主張している9。(1)について、もし普通選挙権がなければ、投票者の多数派が

望んだ決定が民衆の多数派によっても望まれていると推測する理由が存在しなくなって

しまうからであり、選挙権が平等でなければならないというのは、少数派は全会一致に

相当するものとして多数派の決定を受け入れるべしという多数決のルールを決するにあ

たっての投票は、諸々の決定に先立って決められるルールに拘束される投票者各自
、、

の手

に委ねられる必要があり、すなわちすべての投票者は形式的に平等でなければならない

からである10。 
 (2)について、もし人民主権がなければ、民衆が多数派に認める最大の権力は、民衆全

体が有している決定権限に設定された限界の内部での権力になるだろうが、それにもか

かわらずその権力によって多数派がしたいことをするなら、民衆全体には認められてい

ない権力を民衆のなかの多数派は託されているという不整合が生じることになるからで

ある11。(3)について、もし民衆からの意見聴取がなければ、多数派は全体のために語る

ことを許されているのかについて、問うことができなくなってしまうからである12。ま

た、(4)に該当する多数決原理を導入するための文脈を形づくるために、この(1)から(3)
の三つは同時に確立されなければならないことも、ケンドールは併せて主張している。

ケンドールにしたがえば、多数派支配に基づく民主主義者であるロックは、これらの諸

点について『統治二論』のなかで答えているのである。 
 さて、ロックはルソーとはするどく対比されるかたちで、「個人主義者たちにとっての

王子」という扱いを受けてきた。だが、それははたして妥当な解釈なのだろうか。『ジョ

ン・ロックと多数派支配の原理』の第二部において、ケンドールはそのような疑問を読

者に投げかけることから始めている。ロックを個人主義者として位置づける人びとは、

たとえ多数派が決定をおこなうとしても、諸個人と少数派の「侵すことのできない」権

利によって多数派の権限は制限されていると主張し、このような主張をロックのなかに

読みこんできた13。 
 それにたいしてケンドールは、ロックは自らの主張を自然状態における諸個人から出

発させているのではなく、純粋な個人主義者であれば受け入れることができないような、

「権威主義的で集団主義的な政治権力の定義」から出発させているのではないのか、と

問う14。ケンドールの理解によれば、おそらくロックはホッブズの読者にも自らの理論

が理解してもらえるように、あるいはまた、自らの唯名論的な認識論との兼ね合いもあ

って、孤立した個人のような描写をおこなうようにみえるときが仮にあっても、かれの

                                                   
9 Kendall, ibid., p. 32. 
10 Kendall, ibid., p. 32. 
11 Kendall, ibid., p. 33. 
12 Kendall, ibid., p. 33. 
13 Kendall, ibid., p. 65. 
14 Kendall, ibid., p. 66. 
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描く個人は「高度に社会化された個人」なのであり、そうした個人が備えている権利は

自然状態においてさえ「社会的ニーズにその起源をもつ権利」なのである15。 
 実際にロックのテクストに沿って、このような主張は維持できるのだろうか。周知の

とおり、ロックの財産権〔固有権〕にかんする記述は『統治二論』の第5章において展

開されている。ケンドールはこの章の冒頭の節から、ロックが公理として位置づけてい

るように読める箇所を二つ抽出する。それはすなわち、「神は人びとに共有のものとして

世界を与え、また、その世界を使うために理性を与えた」という記述と、「人間は生存の

権利を有しており、したがって食料や飲料や、その他の生きるために自然が与えてくれ

るものにたいする権利を有している」という記述である16。 
 ロックはこのふたつの記述を踏まえつつ、人びとがそのような共有物のなかから自分

のものを採るために、もしもすべての人から許可を得なければならないとしたら、人び

とは許可をとり切る前に餓死してしまうだろうと明示したうえで、共有物にたいする万

人への同意の取りつけの不可能性を前提として、第三の公理として位置づけることので

きる、かの有名な論理を導入する。すなわち、各人は自分自身にたいしては所有権を有

しており、その自らのおこなう労働を交えた(mix)物にたいしては、その物にたいして所

有する権利を付与することができる。つまり、労働による財産権の付与という論理の、

ロックによる導入である。 
 しかしケンドールは、共有物に自らの労働を交えることによるその物への権利獲得は

――多くの場合において理解されるように――第三の公理である各自の自分自身にた

いする権利からのみ導き出されるものではなく、上記の三公理すべてから導き出される

ものとして理解されなければならないと強調している17。確認されるべき点は以下の三

点である。ケンドールによれば、まず、この権利はもっぱら共有物に適用されていると

いうことを見落としてはならないということである18。第二に、ロックはこの権利を、

豊かさのなかで飢えることがないようにと、神がこの地上とともに人類に与えた理性が

命じるひとつの「便宜
、、

(expedient)」〔強調はケンドール自身〕としてのみ正当化している、

という点をも理解する必要があるということである。もしそうであれば、この権利の起

源はロックが共通の必要(need)として表現しているもののなかに見出されると解されな

ければならない19。 
 最後に、第三の公理から演繹していると一見して見えるにもかかわらず、以上のよう

にロックが最初の二つの公理に結論を依拠しているということは、かれが個人の固有権

と人びとの生存のための共通の権利とのあいだで選択をしなければならないときには、

                                                   
15 Kendall, ibid., p. 66. 
16 本稿においてジョン・ロックの『統治二論』は加藤節訳(岩波文庫、2010年)を全面的に参照している。

ただし、とくにことわりをしない場合でも、ケンドールの文章等との整合性から訳文や訳語を調整して

いる場合がある。 
17 Kendall, ibid., p. 71. 
18 Kendall, ibid., p. 71. 
19 Kendall, ibid., p. 71. 
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躊躇なく共通の権利のために個人の固有権の優先順位を下げているという事実から明ら

かになる。ケンドールにしたがうならば、この事実を示す典型例は、土地にたいする財

産権を論じる際に、「他人」が専有によって困っているかどうかを明らかにする責務は、

権利を行使する人間の側にあるとロックがみなしているように思われる点に見出される。

もしもそうであればケンドールがそう主張するように、ロックは「人類の共通の遺産を

豊かにするという各自の義務
、、

の関数として固有権のことを端的に考えている20」〔強調は

ケンドール自身〕と想定することは不当なことではないだろう。実際に以上の三点を踏

まえて、自然状態における固有権のロックの扱い方は、相当な程度において集団主義的

な諸々の仮定を通じて主張されているとケンドールは結論づけている21。 
また、以上の一連の検討にくわえて、『統治二論』の第9章においてロックは自然状態

が固有権の維持にとって不確実な状況であることを主張しているとしても、その第9章
の第128節では人類にとっての共通の法によって、他の生き物とは異なって人類はあら

かじめひとつの共同体をなしていると述べられている箇所にケンドールは注意をうなが

している。この箇所を傍証として加味しつつ、ケンドールは、ロックの言う個人はあら

かじめ「その共同体の他の構成員とともに、ある共通の正義の基準に参画した、ひとつ

の共同体の構成員
、、、、、、、

である22」〔強調はケンドール自身〕という、ロックにたいして付与さ

れる個人主義者という像に変更を求める解釈を示している。 
 
３．ロックの「公共善」にたいする着目と「個人にたいする共同体の数的優位性」 
『ジョン・ロックと多数派支配の原理』の第二部では固有権にかんする検討に引き続

いて『統治二論』における自然法にかんする叙述の検討と、人民主権にかんする叙述の

検討がおこなわれる。ロックの自然法の含意をケンドールは六つのテーゼによって集約

しているが、それは部分的に後述するとして、本節では人民主権にかんする叙述の検討

に触れていきたい。 
この人民主権にかんする『統治二論』の解釈を試みるにあたってケンドールはふたた

び、ロックを多数派支配に基づく民主主義者として解釈することに反対する人びとから

の予想しうる反論をまず掲げている。それは、われわれが今日理解するような主権概念

の余地がロックの理論のなかにあるのか、ロックにとっての多数派は、自然権が設定す

る限界の範囲内でのみ自分たちのしたいことができるのではないのか、という反論であ

る。つまり、ロックは無制限の主権というものを是認していないのではないのか、とい

う批判である。 
 このような批判への応答を含め、ケンドールは『統治二論』冒頭の第 1章第3節をは

じめ各所でロックが使っている「公共善(public good)」の概念に注目している。ケンドー

ルによれば、もしもコモンウェルスのなかの人びとが、共通の諸々の利益をもっていな

いとしたら、権威を維持することは不可能だろうということ、またその一方で、そのよ

                                                   
20 Kendall, ibid., p. 71. 
21 Kendall, ibid., p. 72. 
22 Kendall, ibid., p. 74. 
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うな諸利益が相互に衝突しないとしたら、逆に権威は必要ないだろうということ、それ

ゆえに遠心力と求心力のある種の均衡が政治社会の論理的な前提であるということ、以

上のようなルソーが後に示した洞察をロックは欠いているのである23。 
 実際に、政府は必要であるということをロックが示そうとするとき、公共善ないしは

共通の善という理念から実質的意味を取り去ってしまうほどに、人びとの利益はあたか

もばらばらであるかのように語っているとケンドールは述べている。しかし今度は、服

従には「善き見返り」があるということをロックが示そうとするとき、ある共通善をか

たちづくるのに十分な共通の諸利益の存在を今度は当然のものとみなすが、そのように

当然視しても、実際にそうした諸々の利益が存在しないのであれば、自分の結論が成り

立たなくなってしまうことをロックは理解していないとケンドールは厳しく批判してい

る。このようなロックの理解の不備の証左として、ケンドールはもしもロックが適切に

上記のことを理解していたとすれば、「公共の
、、、

利益を促進する義務」〔強調はケンドール

自身〕を自らの政治学の体系のなかに組み込んだだろうと主張している24。 
 つぎにケンドールは、コモンウェルスの構成員に期待される服従の種類について議論

を展開させるが、この点を論じたロックの叙述は、その内容からしてまったくもって通

常はルソーに帰させられるような内容であると述べている。たとえば第 9章の第129節
から第130節で叙述されているように、個人は自然状態において自らと他者の保存のた

めになしうると考えられる力と処罰する力を契約によって放棄するが、それだけでなく、

第19章第243節という『統治二論』において革命権が論じられた章の末尾の節において

すら、個人は、自らがその構成員であるコモンウェルスに絶対的で永続的な服従の義務

を負っているとロックが主張しているように読めることにケンドールは読者の注意を喚

起している25。 
 さらにケンドールは――この箇所は多数決原理にかんする議論の際にもあらためて

言及されるが――『統治二論』第 8 章第 95 節における「どれだけの数の人間であろう

と、人びとがひとつの共同体あるいは統治体をつくることに合意した場合、かれらは、

それによって直ちに結合してひとつの政治体をなすことになり…」という箇所、くわえ

て第15章第171節における、その政治体が行使する政治権力とは「法を作る権力であり、

また、その法にたい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ほかな

らない。このように、腐敗した部分だけを切り離すということがなければ、刑罰の峻厳

さは合法的とはならない…」といった箇所にとくに言及する。そのうえでケンドールは、

これらの叙述から個人の権利を越えた権力をロックが設定していること、および、その

権力が政治体をなす個人の同意の総体から発することが確認できるとして、つぎのよう

に自らの解釈の要点をまとめている。「生命にたいする個人の権利さえ、それがかれの共

同体の善(＝保存)と両立する範囲でのみ妥当なものである。そして、何がその共同体の

                                                   
23 Kendall, ibid., pp. 92-93. 
24 Kendall, ibid., p. 93. 
25 Kendall, ibid., p. 103. 
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保存と両立するかについて必要な判断をする権力をロックが明らかに帰しているのは、

個人ではなく人民なのである26」。これらのロックの叙述を根拠として、ケンドールはロ

ックのなかに制限なき人民主権を読み込むことは妥当であることを主張している。 
 それでは、このようなロックのなかに見てとれるという「人民主権」の側面と、いわ

ゆるロックの『統治二論』において中心をなしていると通常はみなされる自然状態にお

ける個人の契約との架橋に際しては、ケンドールは一体どのような解釈を施すのだろう

か。 
 『統治二論』第9章においておもに展開されているように、個人は、自然状態に由来

するさまざまな不便から逃れるために、契約をおこなう。しかし、仮に自然状態から離

れるために個人がおこなった契約がのちに悪いものであったことが判明したり、あるい

はその後になって意見の食い違いが生じたりした場合であっても、契約は維持されなけ

ればならないだろう点にケンドールは着目する。ケンドールはこの点を検討するにあた

って、「(a) 個人は、偏りのない権威にのみ同意したものとして表現されているので、明

らかに、もしも共同体の権威が偏った仕方で行使されるなら、それに従うようには拘束

されないだろう」という前提と「(b) ロックの考えるところ、個人はいかなる他の種類

の権威にも同意する権利をもたない」という前提とを、われわれが踏まえなければなら

ないロックの主張の要点として確認している27。 
この――ふたつの前提から生じる――問題を解決するひとつの道筋はケンドールに

したがえば、自然状態においてと同様に、全会一致の承認によってのみ法律が作られ、

統治にかんする取り決めが確立される、また、その後も全会一致の承認によってのみ法

律と統治にかんする取り決めが変更されていく、そのような政治学の体系を案出するこ

とである28。しかし、それが実際にはほぼ困難であることはロックにおいてもよく理解

されていることをケンドールは確認する。では、どのようにロックの体系は整合的に別

の答えを用意することができるのか。 
 おそらくこれはきわめて変則的な解釈であると言えるかもしれないが、ケンドールは

その答えをロックの革命をめぐる議論のなかに読みとろうとする。ケンドールはつぎの

ように論じている。「明らかに、もはや擁護することができない過去の法律が無限に永続

するのを防ぐために、正しさのある究極的な基準としての過去の何らかの時点での全会

一致から、正しさのある究極的な基準としての実質的な全会一致へ、ロックは自らの論

拠をずらし始めるのである。社会はその構成員の全会一致の承認によってのみ存在する

ことができる。しかしその後で、革命をすることで(もはや厳密には全会一致とは表象さ

れない)人民は、かれらが適していると考える何らかの方法でその社会の特徴を変更する

ことがあるが、それは革命の前に負っていたのと同じ服従の義務を個人に要請する。要

するに人びとは、正しさの究極的な基準としての全会一致よりも下位にある何かにたい

して、全会一致で同意したということである。ロックはあきらかに、そのような同意は

                                                   
26 Kendall, ibid., p. 106. 
27 Kendall, ibid., p. 107. 
28 Kendall, ibid., p. 107. 
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妥当であると断定している29」。 
 そのうえでケンドールはさらに独自の例を出して補足説明をおこなっている。たとえ

ば、正しく、また、道理にかなった統治への思いを享受するために一緒になっている人

びとの集団があるとする。それがあるとき、何が正しく道理にかなっているのかについ

て、かれらのなかである違いが生じ、調べたところ、一方の派はひとりの個人からなり、

他方はその共同体の残りのすべての人びとであった。さて、ここからケンドールはふた

つの問いをたてる。たったひとりの反対派にたいして、もう一方の側は何が正しく道理

にかなっているかについての自分たちの見方を押しつける権利
、、

があるのだろうか〔強調

はケンドール自身〕。あるいはまた、共同体自身の大義とは何かを偏りなく判断すること

は可能なのだろうか。ケンドールの理解によれば、ロックの人民主権の理論からは、第

二の問いにたいして肯定的に答えられるのはもちろんのこと、第一の問いにたいしても

「そう、共同体の残りの人びとはそうする権利がある」と答えることができるというも

のである30。 
 ケンドールの挙げたこの集団の例において、たとえばその集団の人数が仮に100人で

あったすれば、1名の反対者にたいして残りの99名の見解を課すことは許容される。そ

うであれば、49 名の反対者にたいして残りの 51 名の見解を課すことも許容されるとい

うことは、ケンドールの擁護する多数決原理の定義からして明らかになる。なぜなら、

たとえ1名であろうと49名であろうと、定義からしてどちらも同じ少数派になるからで

ある。ケンドールは、人民主権を前提としてロックから導出されると主張するこのよう

な命題を「個人にたいする共同体の数的優位性(numerical superiority)」と呼んでいる。 
 
４．『統治二論』にみる多数決原理、政治的平等、隠れた前提 
ケンドールがロックの『統治二論』から導出されると主張した「個人にたいする共同

体の数的優位性」を踏まえたうえで、それでは多数派の権利および多数決原理と政治的

平等にかんするケンドールの『統治二論』をめぐる解釈をさらに見ていくことにしたい。

なお、民衆からの意見聴取についてケンドールが『統治二論』のなかに読み込んでいる

解釈も興味深い示唆をわれわれに与えてくれているが、本稿では紙幅の関係から詳細に

は触れないでおくこととする31。 

                                                   
29 Kendall, ibid., p. 108. 
30 Kendall, ibid., p. 108. ケンドールは、ロックの革命権は実際には、共同体の大多数(bulk)の側が、そ

の共同体にたいして異議を申し立てる人びとを、非構成員として取り扱うための権利であるとの解釈を

ここで提起している。Kendall, ibid., p. 109. 
31 簡潔にまとめるなら、ケンドールは『統治二論』の第10章においてロックが世襲君主制を認めてし

まうことで、多数派が将来の多数決原理を放棄することをロックが許容していることに言及している。

そのうえで、多数派の権利はその義務の関数であるということをロックが把握していたなら、社会にと

っての決定をおこなう多数派の権利は、他者に決定権を譲ることで多数派がその義務を放棄している場

合であっても妥当なままであるという考えがいかに馬鹿げているか理解したことだろうと指摘している。

この点を踏まえ、ロックは多数派の権利と関係する多数派の権力に課せられている本質的な
、、、、

限界を見落

としているために、多数派の意思にとって継続的に責任のある法律や政府をいかにして作るべきかとい
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ロックは先にも触れた『統治二論』の第8章第95節において、「どれだけの数の人間

であろうと、人びとがひとつの共同体あるいは統治体をつくることに合意した場合、か

れらは、それによって直ちに結合してひとつの政治体をなすことになり、しかも、そこ

では、多数派が決定し、それ以外の人びとを拘束する権利をもつのである」と述べてい

る32。多数派による決定をロックがどのような根拠をもって、この第 8 章において支持

しているか、ケンドールはそれを五つの議論〔論拠〕というかたちで見出し、それぞれ

について検討を加えている。 
 第一の議論は、多数派が同意可能な政府のもとに生きる権利は、万人の自然権である

とロックが述べている箇所である(第16章第176節)。ただし、ロックはこのことを積極

的に証明しようとはしていないので、そういうことが言われていることに気をとめてお

くだけで良いとケンドールは簡潔に指摘するにとどめている。ロックが自然権を引き合

いに出して論じている箇所を過大に評価しない――あるいは義務との相関性において

のみ捉える――という点は、ケンドールのロック解釈における一貫した特徴であると言

える33。 
 第二の議論は、もしも少数派が多数派の結論にしたがうのを拒否すれば、その社会は

即座に解体してしまうだろうというロックの主張である(第8章第98節)。賛成するとし

ても反対するとしても多数決原理を採用しないとすれば、唯一の代替案は全会一致の原

理ということになるが、しかし全会一致による決定はきわめて難しいがゆえに、その社

会からそれが創設された目的を果たすための強さを奪ってしまうことになりかねない34。 
 このようなロックの主張にたいしては、以下のような二つの反論の可能性があるだろ

うとケンドールは指摘している35。ひとつ目は、「短期間のあいだ全会一致原理を試して

みたコモンウェルスが、多数派の支配による決定と解体のどちらかを選ばなければいけ

ないというのは、まったく正しくない。ロックもよく知っていたにちがいないが、すべ

ての構成員を拘束する決定をおこなう権力は、その社会の少数派に属する構成員に備わ

るようになるかもしれない」というものである。つまりロックが述べ立てているジレン

マは、少数決原理という選択肢を隠した偽のジレンマであるという批判である。 
 二つ目は第一の批判と似ているが、「仮に多数派の決定かそれとも解体かのどちらかを

社会は選ばなければいけないというのが真だとしても
、、、、、

、人びとが共同体をつくることに

                                                                                                                                   
う困難な問いを「無視」してしまっているという批判をおこなっている。なお、後段では革命権に内在

する不備にも言及している。Kendall, ibid., pp. 124-127 
32 ケンドールはこのロックの一節が言っている権利は、倫理的権利であると仮定している。そのうえで、

倫理的に誤った決定をする倫理的権利といったものは存在しないがゆえに、多数派がおこなう決定は、

何らかの定義可能な意味において倫理的に正しい決定であり、多数派の決定ではないべつの決定は、倫

理的に誤った決定であると論じている。Kendall, ibid., p. 112. 多数派がおこなう決定は倫理的に正しい

決定であるというケンドールの仮定は、「多数決原理と科学のエリート」で展開されているかれの主張と

連続したものであるのには注意を払う必要があるだろう。 
33 Kendall, ibid., pp. 113-114. 
34 Kendall, ibid., p. 114. 
35 Kendall, ibid., p. 114. 
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同意したところでは、共同体の決定をする権利は多数派が有しているという命題をその

ことは妥当なものにするとはかぎらない」〔強調はケンドール自身〕というものである。

すなわち、そのコモンウェルスを健全な存在にさせられる能力のある人びとが、決定権

をもつというのが大方ではないのか、という批判である。いずれにしても、両者はとも

に多数決と対立する少数決を擁護する批判である。ケンドールはこうしたありうる批判

を明示することで、この第二の論拠もまた潜在的には脆弱なものであることを読者に示

しつつ、ひとまず先に進んでいる。 
 第三の議論は、少数派にたいして決定を課す多数派の権利を否定することは、コモン

ウェルスからその統治の権限を奪うことになるという主張をロックがしている箇所であ

る。この論拠を検討するに際してケンドールは、倫理的な観点から多数派の投票によっ

て決定をおこなう社会は望ましいと――ケンドール自身であれば言うだろうところを

――ロックは言わないことを確認している。そのうえで、むしろ逆に、構成員が「多数

派よりもさらに数の点で多い人びとに明示的に同意…」(第8章第99節)〔訳文は変更し

ている〕した場合にも、その取り決めはなお正統であるとロックが付け加えていること

を、ケンドールは厳しく批判している。なぜなら、特別な多数派による決定の肩をもつ

取り決めをすることは、多数派に決定を課す――そのような特別さを付与させることに

成功した――少数派の権利の肩をもつ取り決めをすることと、率直に言って同じになっ

てしまうからである36。かくして、この第三の論拠にかんしては、「要するにここの箇所

でロックが言っていることの最低限の含意は、人びとがある時点で同意して創った政府

は法にかなっている」ということ以上のものではなく、多数派の権利を一見して強調し

ているのは、何気ない表現の結果にすぎないという低い評価がなされている37。 
 第四の議論は、政治体において、より大きな力は多数派の意思であるとロックが論じ

ている箇所(第8章第96節)である。しかしこの点についてもケンドールは、ある所与の

社会においてある所与の瞬間に動機づけをおこなう同意が、数のうえでより多数の個々

の構成員の同意であるということはただちに論理的には導かれないと指摘する。そのよ

うに導かれるためには、「決定への平等な個人の参加」と、「決定がなされるべきそれぞ

れの課題にたいする平等な強度の確信」が前提にされなければならないとケンドールは

指摘する38――ここから多数派支配の教義を構成するもうひとつの要素、政治的平等が

導出されるのであり、この点については後述される。 
 したがって、かれがこの論拠をもって自然なことであると宣言しているとしても、そ

れはある特定の欠くことのできない条件が満たされている場合にのみ自然なのであり、

また、仮にそれが自然だとしても、だからといってそれは多数派の正しさそのものを論

じたことにはならない。このようにケンドールは第四の論拠についても、その論拠の脆

弱性を指摘することになる。 
 第五の議論は、「いかなる場合でも個々人の同意は権力を行使するための唯一の正しい

                                                   
36 Kendall, ibid., p. 115. 
37 Kendall, ibid., p. 116. 
38 Kendall, ibid., p. 117. 



井上弘貴：ウィルモア・ケンドールのロック読解について                      『政治哲学』第 12 号 

 

117 
 

資格であるとすれば、当然の事柄として、多数派の権利は、それが少数派よりも多くの

同意を示しているという可能性がある」というものである(第8章第97節)。実際にロッ

クの心中において論拠の中心として念頭にあったものは、まさにこれであると、ケンド

ールは考える39。 
 ロックが実際に『統治二論』のなかで述べているように、コモンウェルスの一構成員

にかれをする契約に服するとき、その者は自分の自由のいくつかを放棄する。つまりそ

れは、ケンドールにしたがえば、コモンウェルスの一構成員であることに同意する際に、

かれは自分が納得しない義務を受け入れることにあらかじめ同意しているのであり、そ

のような義務は共同体の生活にとってつねにすでに暗黙のことなのである。以上を踏ま

えて、ケンドールはつぎのように自らの解釈がもたらす帰結を述べている。「ロックの批

判者たちが認識してこなかったことは、ロックは演繹によってわれわれを手助けしてい

ないとはいえ、個人にたいする共同体の数的優越性という観点から権利が擁護されるか

ぎりにおいて、多数派が少数派にたいして決定を課す権利はまさに、共同体が個人に決

定を課す権利から当然の事柄として生じるということである40」。 
以上の概観を通じて明らかなように、また、ケンドール自身がそう明言しているよう

に、第一、第二、第三、第四の論拠は真剣な考察の価値のないものとして退けることが

できるかもしれず、多数派の権利および多数決原理の支持する論拠としては第五のもの

が残ることになる41。 
 ただしケンドールは第四の議論について、多数派の権利をめぐる議論は人民主権の理

論のなかに論理的に含意されていることを示すものであるかぎりにおいて、それは信頼

のおける根拠になるとの指摘をおこなうとともに、この議論が暗黙の前提にしていると

想定される、政治的平等について考察する必要を導いている42。平等にかんするロック

の議論は、かれの多数決原理にかんする議論に関係しているが、かれの多数決原理はか

れの人民主権の理論に関係しているというように、三つの理論は実際には、三つの強調

点をもつひとつの理論であるとケンドールは主張している。 
さて、それではつぎに政治的平等にかんして、ケンドールは『統治二論』からどのよ

うな考察が引き出せると考えたのだろうか。 
ケンドールによれば、ある社会の個々の構成員の多数派に権力があると述べることは、

その個々の構成員は政治的に平等であると宣言することに等しい。なぜならそれは、そ

れによって多数派がまさに多数派となる、決定力をもつ投票をする力〔権力〕が各人に

はあると主張することに等しいからであり、投票結果に影響をおよぼす平等な能力が、

個々の決定に先立って各人にはあると主張することに等しいからである。この点にかん

してケンドールがまず確認していることは、ロックが第6章第54章において明言してい

                                                   
39 Kendall, ibid., p. 117. 
40 民衆の総体は自分のしたいことをする権利を有しているという教義と、多数派は自分のしたいことを

する権利を有しているという教義とのきわめて重要な論理的関係を、ロックは――なかば無意識にだが

――つかんでいたとケンドールは続けて指摘している。Kendall, ibid., p. 118. 
41 Kendall, ibid., p. 119. 
42 Kendall, ibid., p. 119. 
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るように、コモンウェルスの構成員に求める平等は、言葉の厳密な意味において政治的

なそれであり、経済的分配による平等、つまり万人をあらゆる点で平等にさせるという

意味での平等ではないということである43。 
 この点を踏まえたうえで、それではその政治的平等を共有できる人びとの範囲につい

てどのような限界をロックは設定しているのか、あるいはしていないのかについてケン

ドールは検討している。第6章第60節においてロックが明示しているように、「精神を

病む者」や「極度な愚者」、そして理性を正しく用いることがまだできない子どもは、コ

モンウェルスの構成員としての政治的平等にあずかることができないことは『統治二論』

のなかで明らかである。 
 さらにケンドールが検討を加えているのは女性の地位である。さきほどの第 6章第60
章につづく第61節の冒頭で、「われわれは、理性的なものとして生まれたからこそ、生

来的に自由なのである」という箇所をケンドールは引用し、また、第6章第52節および

第 53 節において両親の権力が父親の権力と同一視されることにたいして厳しく批判し

ている箇所にも言及したうえで、これらの主張からロックが、時代が時代であれば女性

の選挙権を求める動きに支持を与えたとしてもけっしておかしくはないにもかかわらず、

以下の叙述にみられるように、結局のところかれの示す女性の位置は、その時代の女性

のそれを越えるものではなかったことに言及している。「…夫と妻とは、ただひとつの

共通の関心事をもつとはいえ、別々の知性をもつのだから、それぞれ意思を異にするこ

とも避けられないだろう。それゆえ、最後の決定権、つまり支配権がどこかに置かれな

ければならないとすれば、それが、より有能でより強い男性の手に帰することは自然で

ある」(第7章第82章)。 
 以上の検討を踏まえたうえで、ケンドールは、ロックは、多数派の投票によって政治

的決定をおこなうことと政治的平等とは両立するという命題には、留保をつける必要が

あることを考察すべきであったのに、そのことに適切に気がついていなかったという批

判をおこなっている44。 
 ひとつには、まさに女性が政治的少数派として参政権が与えられていない場合に生じ

うることであるが、「少数派に属する構成員が、討議が生じる前に投票結果に影響を及ぼ

す立場に自分がないということをわかっている集団では、多数決原理を順守することは

少数派にとって政治的従属をともなう」という可能性である。このような少数派の存在

を無視して、自分たちには集団の決定をおこなう役割があると僭称する多数派を、ケン

ドールはここで「凝り固まった(“crystallized”)」多数派と呼んでいる。 
 もうひとつケンドールが挙げているのは、「時間がたつにつれて、もし凝り固まった多

数派が自分たちを構成しているなかの多数の者たちに、自分たち凝り固まった多数派の

なかの少数派にたいして決定を課す権力を与えることを学習するならば、多数決原理に

忠実であることによって上位の大集団のなかの構成員の多数が政治的従属を余儀なくさ

れるようになる可能性」である。多数派のなかの争いから、少数派を排除するようなか

                                                   
43 Kendall, ibid., pp. 120-121. 
44 Kendall, ibid., p. 122. 
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たちで多数決原理が利用されていくなかで、いつの間にか政治体全体の視点からみると

その意思決定は少数決に変質してしまっている事例と言える。 
 ケンドールにしたがえば、だからこそルソーは、政治社会の内部の「部分的」組織を

禁止したのであり、一般的利益よりも自己利益を優先する人々が多く投票する場合には、

「一般意思」を引き出すことはできないことを強調したのにたいして、ロックはこれら

のことをまったく理解しなかった。このようなロックの理解の不備について、ケンドー

ルは本稿でもすでに言及した公共善にかんするロックの主張のあいまいさとそれが密接

に関係しているとの解釈をおこなっている。 
すなわちロックの端的な問題とはケンドールによれば、「公共善という言葉が意味ある

かたちで満たされている状況にのみ適用可能な命題を、既存のコモンウェルスにまで広

げてあてはめてしまうというお大尽のような(cavalier)無関心さ45」である。ケンドールは、

利己的な利益の上位に置かれるべき公共善の存在は、多数派の決定と政治的平等を両立

させるための必要条件であるとはいえ、公共かつ善である公共善という理念を政治的平

等という理念と調和させることはけっして簡単なことではないことを力説している46。 
 ここまでケンドールの『統治二論』読解およびロック解釈を跡づけてわかることは、

ケンドールは一方でロックを多数派支配に基づく民主主義者として熱烈に擁護し、他方

で論理的な厳密さを駆使して『統治二論』というテクストのなかに多数派支配の教義を

読み込むことで、なかば逆説的ではあるがロックの政治学の体系のおろそかにはできな

い側面、たとえば公共善やそれと連動する政治的平等の理念のなかに、いかに多くの問

題があるかを明らかにしているということである。 
 ただし、このように多くの問題が仮に『統治二論』のなかにあるとすれば、もはやロ

ックを多数派支配に基づく民主主義者として読み通す試みそれ自体が破綻しかねないよ

うにも思われるものの、ケンドールはその試みをあくまでも貫き通している。その最た

る解釈はかれの『ジョン・ロックと多数派支配の原理』の最終章である「隠れた前提(The 
Latent Premise)」であるだろう。 
 『統治二論』においてロックは一方でつぎのように述べている。「…人民全体として

も、あるいは個人としても、権利を奪われ、権利なき権力の行使下に置かれながら、し

かも地上には訴えるところがない場合、かれらは、十分に重大な根拠があると判断する

ときにはいつでも天に訴える自由をもつ」(第14章第168節)。だが他方で、ロックは第

                                                   
45 Kendall, ibid., p. 122-123. 
46 そのうえでケンドールは、もしさまざまな権利要求は、その要求されている権利が公共善と両立する

かどうかに沿って適否を判断されなければならないと主張するなら、われわれは、以下の前者のように

考えるか、それとも以下の後者のことを認めるかのどちらかに論理的に言ってコミットしていることに

なると述べている。 
・平等な政治的権利が獲得されるのは、一般的利益にのっとって自分たちの力を使う能力と意欲を人々

が平等に保持している状況においてのみである。 
・ロックの政治学の体系は、公共善の存在を前提としているだけでなく、ある非常に特殊な種類の公共

善の存在を前提としている。すなわちそれは、協力や平等に基づいて達成されないとしたら、善である

ことを定義からして
、、、、、、

やめてしまうような公共善である〔強調はケンドール自身〕。Kendall, ibid., p. 123. 
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19章第230節において、あたかも前者を覆すような以下の主張をおこなってもいる。「…
人民は、もともと抵抗によって自らを救済するよりは苦しみに耐える傾向のほうが強い

ので、災害が一般的なものへと広がり、支配者の悪しき意図があきらかになるか、大多

数のひとに感じられるようになるまでは、なかなか動こうとしない…あちこちで不運な

人間が受けた個々の不正や抑圧の事例だけで、人民が動かされることはない」。 
 すなわち、個人は自らが十分な根拠があると判断したなら天に訴える権利をもってい

るが、多数派がその訴えにかんして合流するまでは、そのように訴えようとはしないに

ちがいない。このようにロックは考えているようにみえるが、この両者の関係を一体ど

のように整合的に考えることができるのだろうか。たとえばロックは、権利の剥奪にた

いして個々人は声を上げる自由があると言いながら、多数派はそれに同調してなかなか

動こうとはしないことを指摘することで、個人のそのような自由を実質的に否定してし

まっているのだろうか。 
 この点についてケンドールは、コモンウェルスの多数派は、自らの意思を理解してそ

のために闘い、それを押しとおすだけでなく、正しい
、、、

意思を理解してそのために闘い、

それを押しとおすと信頼できるという確信をロックは『統治二論』のいくつかの節で明

らかにしていると主張している〔強調はケンドール自身〕。もちろんロックは、そう明言

はしていない。しかしケンドールによれば、上述の確信を仮定として置かなければ理解

できない箇所が何か所もあるという。ロックのその確信を、ケンドールは読者にたいし

てつぎのように定式化しなおしている。「証拠は確実ではないが、それがまさに示唆して

いるのは、ロックは人びとのなかの「信頼のおける」多数派(要するに「平均的」人びと)
は合理的で正しいという命題を引き受けていたのだろうということである47」。そのうえ

で、もしもロックが『統治二論』の冒頭において、以下の本稿に含まれるすべての理論

的証明は、おそらく平均的な人びとのうちの少なくとも100人に50人より多い人びとは、

合理的かつ正しいという仮定に基づいていると書いたとしたら、われわれがこれまで述

べてきたさまざまな問題は、すべて解消されるとケンドールは最終的に結論づけるので

ある。 
 
５．暫定的結語――晩年におけるシュトラウスのロック読解への合流 
 ケンドールは、『ジョン・ロックと多数派支配の原理』においてロックの『統治二論』

における自然法の解釈を六つのテーゼに集約させているが、その第一テーゼは「自然法

は各
、
人の、つまり各

、
人の生命、自由、財産の『保存』を命じている」〔強調はケンドール

自身〕というものである48。ロックは自らの心中にあるものに名前をつけなければなら

                                                   
47 Kendall, ibid., p. 134. 
48 本稿ではケンドールによる詳細な検討を跡づける紙幅はないが、第一テーゼ以外については以下のと

おりである。第二テーゼ「自然法は全人類、つまり人間性という『善』の保存を命じている」、第三テー

ゼ「自然法は不変の規則の総体であり、その中身にかんして合理的な二者間であれば同意できないとい

うことはありえない」、第四テーゼ「自然法は『中身の変化する』法であり、異なった客観的条件のもと

では異なったことを命じる」、第五テーゼ「自然法は、複数の人間に適用される際には、それらの人間の
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ない際、自己保存の義務ではなくて権利として述べることを選んでいる。しかしロック

は――死に値する行為に手を染めた場合を除いて自殺を禁じた叙述(第4章第23節)に典

型的にみられるように――それがあたかも義務であるかのように後では扱っているの

で、「ホッブズやルソー、あるいは他の（多かれ少なかれ同様な考えを有している）倫理

的快楽主義者たちにロックが同意していないのは、ほぼ言葉のうえだけのようにみえ

る49」。そのようにケンドールは指摘したうえで、「要するに〔ロックにとっての〕自然

法とは、それに服する者たちに自分自身の利益によく気をつけることを命じている法な

のである」と結論づけている。本稿では、ケンドールによるロックの自然法解釈の一部

のみをこのように取り上げておくが、他のテーゼも含めた一連の考察を通じて、1965時
のケンドールが回顧しているように、1941年時のケンドールはロックの自然法の理解が

ことごとく伝統的な自然法を反映していないことを明るみに出すとともに、上記の引用

が示しているように、ロックとホッブズとの近さを言い当てていた50。 
 かくして 1965 年時のケンドールがあらためて回顧しているように、1941 年時のケン

ドールはホッブズとロックの不連続性を強調したセイバインとは異なり、両者の連続性

を指摘していたのであり、その意味において伝統的な自然法からのロックの離反を示唆

していた。また、1965年時のケンドールによれば、1941年時のケンドールは多数派支配

に基づく民主主義者というロック理解のもとで、社会の個々の構成員の多数派への服従

を『統治二論』の叙述から浮き彫りにし、まさにそれによって「政治社会によって強制

される法の適切な中身は何かという問いから、そのような法の適切な源泉にかんする問

いに政治哲学の関心を移行させた51」という点で、ロックとホッブズが同じ企てを共有

していたことを明らかにしていた。 
 1965 年時のケンドールが回顧しているように、要するに 1941 年時のケンドールは、

ロックの自然法の理解が伝統的な自然法の教えを真の意味で反映していないことに気が

ついていた。また、かれは正義や客観的な道徳規準にたいするロックの準拠と、そのふ

たつの究極的な担い手としてロックが多数派を設定していることとの相いれなさにも気

がついていた。だが、前者について『ジョン・ロックと多数派支配の原理』を執筆した

当時のケンドールは、自然状態における人間相互の権利と義務についての説明をロック

の自然法の説明から引き出すことは不可能であることを指摘するにとどまった。後者に

ついては、かれは本稿でも触れた「隠れた前提」という想定をすることによって整合的

な解釈をあくまでも試みようとした。 
 1941年時のケンドールは、シュトラウスがそうしたのと同様に、ロックの危険な企て

を見抜くことのできる「ブレイクスルー」の直前までいっていた。そう1965年時のケン

                                                                                                                                   
あいだでの（明示的なものであれ暗黙のものであれ）同意によって『修正』されるかもしれが、そのよ

うな同意から生じた規則は、自然法それ自体の拘束力を有する」、第六テーゼ「自然法は極限において、

各人の理性の命じるところにしたがって各自が行為することを命じる」。Kendall, ibid., pp. 78-89.  
49 Kendall, ibid., p. 77. 
50 ケンドールに言い方に即せばロックは「良い奴」ではまったくないということである。Kendall, “John 
Locke Revisited,” p. 424. 
51 Kendall, ibid., p. 426. 
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ドールは回顧する。しかしシュトラウスとは異なり、若き日のケンドールはそこについ

に到達できなかった。その理由を後のケンドールはこう述べている。「なぜなら、政治に

かんしてまじめに著述をしている人間が、まさか『いかさま』(“hanky-panky”)に手を染

めているとはかれ〔当時の自分〕には思いもよらなかったからである」。いかさま、すな

わち秘教的な著述技法の存在を 1941 年時のケンドールは見出すことはできなかったと

いうことである52。まさにこの点において、シュトラウスのロックはそれに先行するあ

らゆるロックよりも優れており、そのような技法のもとで書かれていることを否定する

ような、今後提起されるどのようなロック像よりも優れているだろうとケンドールは結

論づけた。 
 ただし、ケンドールはシュトラウスを前にして、若き日の自らのロック解釈を全否定

したわけでないことは念のために強調しておきたい。たしかに1941年時のケンドールは、

無制限の欲深さを正当化した最初の政治思想家であるマキアヴェッリに端を発し、ホッ

ブズを継承して、否、ホッブズ以上に聖書的伝統と政治哲学の偉大な伝統の両方に革命

を企てた人物としてロックを理解するには至らなかった。しかし、「豊かさ(plenty)」の

予言者としてのロックと多数決主義者のロックがいかに相いれないとしても、近代世界

はいまやその両方を受け入れており、同時代の知識人たちは、生産と豊かさの無限の最

大化とともに、多数派支配の双方を信じていることを 1965 年時のケンドールは憂慮し

た53。なお、ここで憂慮されている多数派とは、アメリカ合衆国において大統領の行政

権力と結びつき、リベラリズムの名のもとで平等主義を推進している悪しきそれであり、

そのリベラリズムという革命に抗して、選挙民と有徳な人びと(virtuous men)との連続性

のなかで、異なる「価値」や利害の潜在的な衝突を体現する有徳な人びとの熟慮

（deliberation）の過程を通じて浮かび上がってくる、立法部の「マディソン的」多数派

こそ、今や保守の知識人たるケンドールにとって自らが準拠すべき――パブリック・オ

ーソドキシーを体現する――真の多数派であった54。 
 かくしてケンドールにとってシュトラウスのロック読解の受容は、かつての自らのロ

ック読解の否定ではなく、左派から保守への転向のなかで次第に明確なものとなってい

った自らのロック解釈の未完の側面に大いなる光をもたらしてくれるものとして位置づ

けられていたのである。 
 

                                                   
52 ケンドールはここでは「秘密の著述(secret writing)」という表現を用いている。Kendall, ibid., p. 435. 
53 Kendall, ibid., pp. 432-433. 
54 Willmoore Kendall, “The Two Majorities in American Politics (1960),” in The Conservative 
Affirmation in America (1963; Lake Bluff: Regnery Gateway, 1985), pp. 21-49. 本稿ではこの論考を十

分に検討することができなかった。他日を期したい。なお、ケンドールの翻訳についてはケアリーとの

共著としてかれの死後に出版された『アメリカ政治の伝統のなかにある基本的象徴』が唯一、邦訳出版

されている。Ｗ・ケンドール、Ｇ・ケアリー著、土田宏訳『アメリカ政治の伝統と象徴』 (彩流社、1982
年)。Willmoore Kendall and George W. Carey, The Basic Symbols of the American Political Tradition 
(1970; Washington: The Catholic University of American Press, 1995). 
 


