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１．本ノート成立の背景：政治と哲学（立花幸司）
　学術・研究をとりまく環境の変化は、政治的なものによって大いに左右され

る。多くの研究者の関心事である競争的資金の制度変更はその一例であり、ま

た入試制度や大学名称の変更などは受験を控えた高校生や学部学生にも感じ取

ることのできる例であろう２。学術・研究という分野に限らず、およそ社会的

な生活の隅々に政治的なものが関わっているため、その意味では、政治的な事

柄はすべての人の関心事だと言える。他方で、政治哲学が（日本の）哲学業界

の中で占めてきた立ち位置は、必ずしも華々しいものではなかった（ようにわ

１ このワークショップおよび本ノートは、科研費「アリストテレス倫理学の再定位を通
した新たな自然主義的倫理学の構想」（17H02257）による成果の一部である。また日
本哲学会ワークショップの参加者や、『教養諸学研究』の匿名の査読者から有益なコ
メントを頂き、とても感謝している。

２ 会場となった（2020年度より再び「東京都立大学」と名称を変える）首都大学東京で、
アリストテレスの『政治学』を通奏低音として「政治と哲学」のワークショップを実
施することについては、本ワークショップ企画者として個人的な想いがある。とくに、
同書の筆頭訳者であると同時に同大学で長らく教鞭を執られ、2016年10月に逝去され
た神崎繁先生とこの会場で議論できないことが残念であった。

研究ノート

政治的な事柄を〈いま〉哲学するということ：
アリストテレス『政治学』を再読する意義の 

検討を手がかりとして

立　花　幸　司
相　澤　康　隆
稲　村　一　隆
福　間　　　聡
玉　手　慎太郎１



94

たしには思われる）。こうした現状に対しては、政治的な事柄に哲学者として

取り組まないことは哲学の怠慢だとする考え方も陰に陽に常に提示されてき

た。しかし、数ある哲学の主題のなかで、政治的な事柄を選んで哲学するとは、

どういうことなのか。ともすれば主義主張の表明に終始しかねないこの問い

に、可能な限り生産的な議論を喚起することで検討するにはどういった場を設

定すればよいのか。

　こうした問いに突き動かされるかたちで、2019年５月に首都大学東京にて開

催された日本哲学会大会において「政治的な事柄を〈いま〉哲学するというこ

と：アリストテレス『政治学』を再読する意義の検討を手がかりとして」と題

した公募ワークショップを実施した。議論の繋がりや対比を可視化するために

アリストテレスの『政治学』をプラットフォームとしつつも、古代哲学のワー

クショップとなることなく、ひろく政治的な事柄について哲学しようという企

図であった。提題者は、この企図に賛同してくださった四人の研究者である。

まず、アリストテレスの倫理学・政治学を専門とし、昨年刊行された新アリス

トテレス全集『政治学』（岩波書店）の訳者の一人でもある相澤康隆氏（三重

大学）から、いわばアリストテレス政治哲学の内側からみえてくるものとして

奴隷論の是非について提題をいただいた。ついで、政治哲学を専門とする稲村

一隆氏（早稲田大学）、社会哲学を専門とする福間聡氏（高崎経済大学）、政治

哲学および経済倫理学を専門とする玉手慎太郎氏（東京大学）の三氏から、そ

れぞれがアリストテレスの外側に立つことで見えてくるものを取り入れた提題

をいただいた。各提題のあとには、事項確認となる質疑を行い、すべての提題

終了後に、各提題を哲学することのポリフォニックな実演・実例として、政治

的な事柄を〈いま〉哲学することについて、会場にお集まり頂いた方々と（こ

れまで政治哲学に関心があった方もあまりなかった方も）ともに自由闊達な議

論がおこなわれた。

　このノートは、それら提題と会場での議論、そしてその後の思索の記録であ

る。各提題者の議論の詳細は、今後より十全なかたちで提示されるであろう。
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そこでこのノートでは、各論者による提題の概要と、論文のかたちでは入りき

らなかった当日の様子や思索をまとめている。

２． アリストテレスの奴隷論──『政治学』の悪名高い議論を読み直す
──（相澤康隆）

2. 1.　概要

　アリストテレスの著作全体のなかで、『政治学』第一巻の奴隷論ほど悪名高

い議論はない。とりわけ批判の対象となっているのは、アリストテレスが生ま

れつき奴隷たるにふさわしい人の存在を認め、そのような人を奴隷にすること

を正当化しようとしている点である。本稿３では、評判の悪いこの奴隷論を改

めて読み直し、それが擁護しうるものであるのかどうかを考察する。

　アリストテレスにとって、本来の意味での奴隷とは、社会において現に奴隷

の身分にある者ではなく、生まれつき主人の所有物として支配されるにふさわ

しい人、すなわち「自然本性にもとづく奴隷」である。アリストテレスはこの

意味での奴隷を次のように特徴づけている。第一に、「奴隷の身体は生活に必

須のもののための使用に耐えうるような強靭なもの」（1254b28-29）であり、

それゆえ奴隷は肉体労働に適している。第二に、奴隷は「思考によってあらか

じめ見定める」（1252a32）力をもたない。言い換えれば、奴隷には「熟慮にか

かわる部分」（1260a12）が、すなわち、何をなすべきかをみずからの推論によ

って導き出す能力が欠けている。第三に、奴隷には性格的徳の面で欠陥がある。

たしかに、奴隷もある種の性格的徳を身につけうるが、それは支配する側の主

人が身につけうる完全な性格的徳とは異なる。奴隷がもちうる徳は「ささやか

な徳であって、自堕落や臆病のゆえにその仕事を果たせないということがない

ようにする程度の徳」（1260a35-36）にすぎないのである。

　アリストテレスはこのような奴隷観に即して、主人と奴隷の支配・被支配関

３ 底本はAubonnet 1960-1989を使用する。翻訳は原則としてアリストテレス2018を使
用するが、一部若干の修正を加えている。
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係を正当化しようとする（第一巻第五章）。第一に、徳の面ですぐれた者が劣

った者を支配することは正義にかなっている。しかるに、主人と奴隷には、徳

においてすぐれた者と劣った者という違いがある。それゆえ、主人が奴隷を支

配することは正義にかなっている。第二に、主人と奴隷の支配・被支配関係は、

主人にとっても奴隷にとっても有益である。奴隷が日々の生活に必要な肉体労

働に従事することによって、主人にはゆとりが生まれ、よく生きることができ

るようになる。他方、奴隷は主人のもとで働くことによって、衣食住が与えら

れ、生き続けることができる。こうして、主人が奴隷を支配することは、「正

義にかなっていること」と「双方にとって有益であること」という二つの根拠

によって正当化されるのである。

　以上で概要を示した奴隷論に対して、それを何とか擁護しようとする試みが

いくつかある４。しかし、アリストテレスは奴隷を「人間でありながら、自然

本性にもとづいて、自分自身のものではなく他者のものである者」（1254a14-

15）と定義し、そのうえで主人と奴隷の関係を正当化している。それゆえ、彼

は奴隷が主人の所有物として支配されることを認めていることになる。少なく

ともこの点に関して言えば、アリストテレスに救済の余地はない。

　とはいえ、ここで注意しなければならないのは、奴隷が主人の所有物である

というポイントが、アリストテレスの奴隷論のなかで重要な役割を担っていな

いことである。第一に、奴隷は主人が家を治めるために必要な道具の一つとし

て、つまり「何かを行なうための道具」として位置づけられている（1254a8）。

しかし、借りものの機織り機であっても道具として用いるのに不都合はないの

と同様に、行為のための道具──奴隷はその一種である──が借りものであっ

てもそれを使用するうえで不都合はない。第二に、第一巻第五章に見られる正

当化の議論は、一方が命令し、他方がそれに従って肉体労働に従事するという

かたちの支配・被支配関係を正当化するものであって、ある人が別の人の所有

４ たとえば Simpson 2006と岩田2010を参照。
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物として支配されることを正当化するものではない。それどころか、『政治学』

のなかで、奴隷が所有物であることを道徳的に正当化しようとする議論はどこ

にもない。最後に、奴隷の必要性から考えても、奴隷の所有物としての側面は

重要な意味をもたない。主人にとって必要なのは、（妻と子どもを除いた）ほ

かの誰かが自分の代わりに肉体労働に従事することにすぎないからである。

　実のところ、アリストテレスの奴隷論において、奴隷の役割は雇われ人（自

由人身分の労働者）であっても務めることができる。アリストテレスを救済す

る余地があるとすれば、それはまさにこの点に、つまり彼の奴隷論は所有物た

る奴隷の存在を理論的に要請するものではなく、奴隷は雇われ人に置き換える

ことができるという点にある。なぜなら、雇い主が命令し、雇われ人がそれに

従って肉体労働に従事するという関係は、それ自体としては非難に値するもの

ではないからである。

2. 2.　質疑応答

質問：『政治学』第一巻の奴隷論は、知的能力が低い人（アリストテレスの言

葉で言えば、熟慮にかかわる部分をまったくもたない人）は奴隷にふさ

わしいという趣旨であるが、私たちはその考えをとうてい受け入れるこ

とはできない。奴隷を「雇われ人」に置き換えて読むとしても、本質的

な問題は変わらない。そうだとすれば、アリストテレスを擁護すること

はできないのではないか。

応答：本発表では奴隷論の全般に関してアリストテレスを擁護するつもりはな

く、ある特定の点についてのみ擁護可能性があると主張しているだけで

ある。私たち現代人にとって、主人と奴隷の支配・被支配関係が道徳的

に許容しがたいのは、奴隷が主人の所有物とされ、人間としての諸権利

を奪われているからである。しかし、奴隷のこの所有物としての側面は、

アリストテレスの議論のなかで重要な役割を果たしておらず、所有物で
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はない自由人たる「雇われ人」であっても理論上問題ない。これが私の

言いたいことである。

質問：「自然本性にもとづく奴隷」というときの「自然本性にもとづく」とは

結局のところどのような意味なのか。もしそれが「生まれつき」という

意味であるとすれば、生まれつき奴隷であるにふさわしい人の存在を認

めるアリストテレスの議論には問題があるのではないか。

応答：私の解釈では、アリストテレスの言う「自然本性にもとづく奴隷」とは、

「生まれながらの奴隷で、かつそうでなくなる可能性をもたない者」を

意味する。これはアリストテレスの奴隷論研究における標準的な解釈で

ある。このような人の存在を認めるアリストテレスの議論には問題があ

るという指摘はもっともであり、その点について反対する気はない。

質問：『政治学』第三巻第四章において、アリストテレスは支配する人々に固

有の徳として思慮を挙げている。支配する人々の知的レベルは国制の種

類に応じて違いがあるのだから、思慮の徳にも程度の差があるはずであ

る。もし思慮に程度を認めることができるとすれば、アリストテレスの

考える「奴隷」も教育次第である程度の思慮を身につけることができる

のではないか。

応答：「思慮の徳に程度の差がある」としても、それはあくまでも市民にのみ

当てはまる話である。つまり、第一巻の奴隷論の用語に即して言えば、

「自然本性にもとづく主人」にかかわる話である。「自然本性にもとづく

奴隷」については、熟慮にかかわる部分をまったく有していないと言わ

れる以上、いかなる程度の思慮も認めていないと解釈しなければならな

い。
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３． 分類の方法論と本質主義：アリストテレス『政治学』での応用に
ついて５（稲村一隆）

3. 1.　概要

　アリストテレスの生物の分類方法については非常によく研究されてきたが、

政体分類の方法については十分な研究がなされていない。アリストテレスが政

治学で生物の分類方法を利用していることは明らかだが、どのように政体分類

に応用しているかが不明なので、この点を検討する。さらに生物の分類方法を

語るときには本質主義に言及せざるを得ない。ここで本質主義とは、諸々の特

質を本質的な特徴によって説明しようとする方法論上の立場である。本質主義

は現代形而上学でも盛んに研究されている。しかし実際の科学的説明にどこま

で応用できるのかが不明であるし、さらに政体分類にどのように応用されてい

るかもよく分からない。

　ちなみに、近年の社会科学方法論では、本質主義が復権している。社会科学

の概念（concepts）は、原因である本質的特徴を把握することで多様な属性を

説明することが求められている。社会科学方法論では、規範理論に位置づけら

れるヌスバウムのケイパビリティ・アプローチもこうした本質主義的説明の一

形態として捉えられている。本質は人間としての機能であり、それにより多様

なケイパビリティを説明する （Goerts 2006, 15-19, 27-30, 59-62）。

　本稿は、アリストテレスの政治学の中にある理論学の要素を捉えようとして

いる。一般にアリストテレスは学問を理論学、実践学、制作学の三つに区分し

たと言われる（『形而上学』E.1.1025b18-28。ただしこの区分自体はアカデメイ

ア由来であることは以下を参照。アリストテレス『トポス論』6.6.145a15-18、

プラトン『ポリティコス』259C-D）。そして政治学は実践学として位置づけら

れる。『ニコマコス倫理学』第１巻第３章（1094b11-16）の記述によれば、そ

れぞれの学問の対象ごとに求められる厳密性は異なっている。政治学の考察の

５ 本稿の内容について詳しくは Inamura 2019を参照。
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対象である美しい行為や正しい行為には多くの差異と変動が含まれていて、他

の仕方でありうるものであり、こうした事柄は慣習に依存して、自然本性には

基づかないと考えられているほどである。こうした実践学としての政治学にお

いて理論的な学問の要素はどのように利用されているのか。対象の違いに応じ

て知性や学問の種類は異なると考えるのがアリストテレスに特徴的なことだ

が、方法論上の共通性といったことは考えられるのか。本稿では、理念を語る

だけでなく現実の国制に助力するという実践学としての要請が分類の方法論を

必要とした点を明らかにしている。

　政治学の場合、人間の関心に応じて分類が行われても、それだけで客観的で

はないと退けられるわけではない。むしろ、支配者の関心に応じて国制が形作

られるので、現実の分析に必要である。またアリストテレスは「正しい国制」

と「逸脱した国制」の分類が、自由で平等な市民関係、不平等な主人奴隷関係

という実在的な関係に基づくと考えている。ただしこうした関係の自然本性を

探究する際にも価値判断が含まれている。

　アリストテレスの六政体論は程度の差を許容し、実在する多様な国制すべて

をくっきりと六つに分類できると考えているわけではない。実在の国制は連続

的である。寡頭制に近い民主制もあったり、貴族制に近い寡頭制もあったり、

「混合政体」も存在する。政体の分類によって数量化はしていないが程度の差

は許容している。例えば、民主制の要素を列挙することで、「民主制の程度」

を語っている。定量分析をしているわけではないが、定性分析から定量分析に

移行する前段階まで来ている （Gerring 2012, 144-147）。

　プラトンと比較するならば、まずプラトン『ポリティコス』でエレアからの

客人は国制の分類に熱心ではないときがある（302B）。探求の目的は「真の意

味でその名に値する政治家」がいる国制を突き止めることなので（291C）、現

実に存在する多様な国制を区分けする必要がない。ただし、国家の中で優越す

る階層に着目して国制を分類する視点はプラトン『国家』435E と544D-E に基

づいているようである。この視点はアリストテレスの生物学にはない。アリス
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トテレスの政体分類は、部分に分解する生物学の視点を基盤としながらも、優

越する部分に着目して政体を分類している。

3. 2.　質疑応答

質問：「混合政体」といったときに、どのような混合の方法があるのか。「中間

の国制」といったときに、どのような方法で中間を実現することができ

るのか。また各要素のバランスを取って制度設計するとはどのようなこ

とか。

応答：民主制と寡頭制の混合形態である共和制の話に限定すると、両方の国制

に固有の制度を共に導入したり、中間の値を設定したりする方法があ

る。例えば、民主制に固有な制度として、統治者をくじ引きで選ぶとい

う制度や財産資格を設けないという制度がある。他方で寡頭制に固有な

制度として、統治者を選挙で選ぶという制度や財産資格を高額に設定す

るという制度がある。このとき、混合の方法としては両方から一部の制

度を導入することである。例えば、統治者を選挙で選ぶが財産資格を設

けないという制度設計をした場合、それは混合政体である。また財産資

格を中くらいの金額に設定した場合も混合政体である。バランスをとっ

て制度設計するとは、このように民主制では民主制的な制度を、寡頭制

では寡頭制的な制度を専ら導入するのではなく、他の国制に固有の制度

も導入して、特定の方向に偏らないようにすることである。さらにアリ

ストテレス『政治学』第５巻第９章1309b18-35のテクストでは単に民主

制と寡頭制の中間を目指すだけではなく、理想的な国家のバランスとい

ったものが想定されている。

質問：今回の発表では方法論にトピックが限定されていたが、他にアリストテ

レスが生物学の考えを政治学に応用した事例についてどのように考える
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か。悪名高い生物学の考え方を利用している点もあるのではないだろう

か。

応答：先ほどの奴隷制に関する質問と関連させるならば、能動と受動という側

面からこの世界を分析する視点が問題含みだと考えている。アリストテ

レスでは必ず能動が重要視される。なぜなら能動の側が性質を受動の側

に移行させるからである。善い統治者であれば、善い性質を被統治者に

もたらすが、悪い統治者では悪い性質を被統治者にもたらしてしまう。

政体分類の方法論では、統治者に着目して政体を分類する視点に利用さ

れている。部分の中でも優越しているところの性質が全体の性質を決定

することになる。人間関係でもこの視点を応用し、能動と受動の観点で

人間関係を理解することになる。もちろん自由で平等な市民同士の関係

であれば、統治することと統治されることを交替で担うので能動と受動

の役割は交替することになる。しかし人間には理性の程度に違いがある

ことを認めると、相手のことを配慮できる方がより能動の立場に置かれ

ることになる。アリストテレスの自然奴隷論で主人と奴隷の関係はこう

した視点から捉えられている。アリストテレスの自然奴隷論を批判する

ことは当然のことだが、こうした視点の論理的帰結でもあることを見な

いとアリストテレスの自然奴隷論を検討したことにはならないのではな

いか。

質問：価値観や生き方に関して中立的であろうとするリベラリズムの考え方こ

そが現代社会の非常に悪いところではないだろうか。とりわけリバタリ

アニズムでは市場原理が尊重されることで、結局のところ拝金主義がは

びこり、個人は自分のことだけにしか関心を向けなくなってしまってい

る。むしろ共通の価値観や共通善を強制する必要があるのではないだろ

うか。ロールズ研究者の福間さんはこの問題点についてどう考えるか。
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またアリストテレス研究者からもこの点に関する見解を伺いたい。

応答：強制することについてはアリストテレス主義者の私も（福間さんと同様

に）反対する点である。ただし、共通の価値観や共通善といったことを

語る必要性があるとも私は考えている。実際のところ、すでに社会の中

では多くの面で善に関する共通の理解といったものを持っているのでは

ないだろうか。大抵の政治の文脈では、移動を善として理解しているか

ら道路や鉄道が作られるし、教育を善と捉えているからこそ学校に公共

投資される。逆に対立した見解というのは非常に限定されたトピックに

限られている。先ほどの質問と関連させれば、行為には必ず能動と受動

の側面が含まれている。私が誰かを助けたいと思って行動することは私

が能動の側面になり相手を受動の側面においている。しかし相手の善に

関する共通理解がないとき一方的に相手を助けることもできず、共通の

価値観に関するすり合わせを必要としている。行為や政策の場面では必

ず価値観のすり合わせといった作業が必要になるはずである。価値観に

関する多元主義といった点はすでに語り尽くされたことなので、そろそ

ろ違った議論をしてもいい時期ではないか。ロールズも基本財（primary 

goods）といった考え方を導入することで善について語っているし、政

治的構想の中で善を語ることは可能となっている。この立場はアリスト

テレスの倫理学と政治学の構想に近いのではないか。アリストテレスも

政治学の一部として倫理学を捉えている。もちろん倫理学の中には包括

的教説（comprehensive doctrine）といったものも含まれるだろうが、

ヌスバウムに即してアリストテレスの倫理学の位置づけをロールズのよ

うに善の政治的構想と捉えることも可能ではないか。

質問：人工妊娠中絶の問題を考えたとき、生き方について共通の価値観がある

と想定することは問題含みではないか。やはり生き方について共通の理
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解はないのではないか。

応答：発言は慎重にしたい。

４． ロールズはアリストテレスをどう批判しているか──その変遷と
妥当性──６（福間聡）

4. 1.　概要

　ジョン・ロールズ（1921-2002）はその長期にわたる研究において、アリス

トテレスに対して幾つかの批判を提起している。1942年にプリンストン大学に

提出した卒業論文（「罪と信仰の意味についての簡潔な探求」）（BI, 2009）では、

倫理とは人々の適切な間柄（community）ではなく、各個人が個別に追求す

る善に関わると解釈しているアリストテレスの立場を「自然主義 naturalism」

として批判しており、『正義論』（TJ, 1971, 1999）では目的論に基づくアリス

トテレスの社会正義の構想を「完成主義 perfectionism」と批判している。そ

して晩年の『公正としての正義：再説』（JF, 2001）や『政治的リベラリズム』

（PL, 1993）にあっては、人間の本性は政治参加において最も十全に実現され

るとみなす「公民的人文主義 civic humanism」の立場をアリストテレス主義

に基づく正義の包括的構想として批判している。

　本稿ではロールズによるアリストテレスならびにアリストテレス主義への批

判の変遷ならびにその批判に通底しているロールズの倫理観とは何であるのか

を検討し、それと共にアリストテレスの『政治学』の現代的意義について考察

する。

　BI でのロールズの自然主義とは、欲する人と欲せられる対象という仕方で、

「すべての関係を自然的な用語で語る思考の型」である（BI 119）。ロールズに

６ 本稿の加筆・修正版は、高崎経済大学地域政策学会編『地域政策研究』（2019）第22
号第２巻において、「ロールズによるアリストテレス批判の変遷について──差異と
共通性についての探求」として掲載されている。
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あっては、アリストテレスの哲学は、自然主義的であるとされる（BI 119）。「人

格と人格」との関係も「人格と対象」との関係と混同して捉え、人格が目指す

べき善も、「最も望ましい対象」（BI 115）として把握している点に、自然主義

の問題点をロールズは見いだしている。こうした自然主義がなぜ批判の対象に

なるのかというと、ロールズによれば、「倫理的な問題とは社会的、あるいは

間柄に関する（communal）問題」であり、「倫理は間柄と人格性の本質につ

いての探求であるべき」だからである（BI 113f）。このロールズの「間柄の倫

理学」の観点からすると、アリストテレスの問題点とは、自然的な関係と人格

的関係を区別できておらず、それゆえ間柄の問題を理解できていないために、

倫理とはひとと適切な対象──アリストテレスにあっては「最高善」──とを

結びつけることに関わるとみなしている点にある（BI 115）。

　TJ にあってはロールズのアリストテレス批判の矛先はその政治哲学、すな

わち「完成主義 perfectionism」に向けられている。ロールズにあって「完成

主義」とは目的論的理論の一種である。目的論的な理論の中でも、「善とは多

様な文化様式において人間としての卓越性（human excellence）を実現する

ことだと解釈されるならば、完成主義と呼ばれる立場に立つことになる」（TJ 

22）。

　このような完成主義の問題点として、「卓越性の最大化のために、個人の自

由、とりわけ自らの善の構想を追求する自由を危険にさらす恐れがある」、「卓

越性の規準がたとえ比較的狭い範囲の思想的伝統と共同体において無理なく持

ち出されかつ受け入れられているものだとしても、それらは政治の原理として

は不明確であり、またそれらを公共の諸問題に適用したとしても不安定で風変

わりなものとならざるをえない」といった指摘をロールズはしている（TJ 

sec. 50）

　またTJ におけるロールズのアリストテレス批判はその幸福概念にも向けら

れている。アリストテレスにあっては、幸福（エウダイモニア）が我々の生の

最終目的であり、卓越性と不可分の概念となっている。しかしながらロールズ
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はそうした人々が追求すべき最終目的としての幸福という概念を拒絶している

（TJ sec. 83）。ロールズにあっては幸福とは合理的な人生計画（善の構想）を

成功裡に遂行することによって得られるものと考えられている。合理的な人生

計画は各人において相異なるため（TJ 393f）、最終目的としての幸福（卓越性

に基づく幸福）という善の構想を共有した構想として我々は有していると想定

することはできないのである（TJ 287f）

　JF、PLにおいてロールズの批判の対象となるのは、卓越性の中でも政治的

活動・政治参加に特権的な価値を付与するアリストテレス主義、すなわち「公

民的人文主義 civic humanism」である。ロールズにあっては、古典的共和主

義（classical republicanism）は政治的リベラリズムと両立可能であるが、公

民的人文主義はそうではない。公民的人文主義は政治参加を人間にとっての特

権的な善であるとみなす政治思想であり、包括的な哲学的世界観を前提にして

いる。したがって「穏当な多元状態の事実」（PL 24f, et passim）が存在する

社会において多くの市民に受け入れ可能な思想ではないとロールズはみなして

いる。もちろん強制的な仕方でないならば、政治参加を重要な善と市民たちが

みなすことに問題はないともロールズは指摘している。しかしながら「近現代

の民主的社会において、政治は、都市国家アテネにおいて生粋の男性市民にと

ってそうであったほどには、人生の中心ではない」のである（JF 143）。包括

的世界観に依拠しない構想である「公正としての正義」の立場と公民的人文主

義は「根本的に対立」する、とロールズは論じている（PL 206）。

　このようにロールズのアリストテレス批判の変遷を見てくると、ロールズの

批判はTJからJF、PLにかけて一貫しているといえる。善（合理的な人生計画）

についての共有された構想は存在せず、それゆえ卓越性についての共有された

規準も存在しないというのがTJ におけるロールズのアリストテレスの完成主

義批判であるが、JF、PLではアリストテレス主義に基づく公民的人文主義を

包括的世界観に依拠しているとして、「穏当な多元状態の事実」を踏まえて批

判している。こうしたアリストテレス（主義）の善の構想に対する批判は、
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BI での自然主義批判に遡ることができる。すなわち「善に対する正の優先権」

が最初期から晩期まで至るロールズの一貫した倫理的立場であったといえる。

　この「善に対する正の優先権」とは、「正義の諸原理は人々の善の追求を制

約・統制する」（TJ sec. 6）とロールズが明示的に主張している立場ではなく、

アリストテレス（主義）の見解と比較した上で、倫理学・政治哲学にあっては、

「私はどうあるべきか、何を追求・最大化すべきか」といった善に関わる道徳

的考慮よりも、「我々はどのように他者と協働すべきか」といった正に関わる

道徳的考慮の方が本質的である、という立場である。

　古代の道徳哲学と近代の道徳哲学との差異を、重視している道徳概念の違い

としてロールズは捉えている。すなわち前者にあっては善概念（幸福、最高善）

であり、後者にあっては正概念（権利、義務、責務）である（LHMP 2）。古

代の道徳哲学は対他的な諸徳も、結局は最高善に至るための手段、あるいは構

成要素に過ぎないとみなしている点で、ひととひととの関係を倫理の中心問題

に据えていない。対して近代の道徳哲学、そしてとりわけロールズの倫理学は

権利・義務・責務といった道徳的概念を中心に考察がなされるが、これらは対

他的な概念であり、間柄を前提している。どのようなひととひと、市民と市民

の関係が望ましいものであるのかという観点から、権利・義務・責務の規定と

それらの公正な分配が考察すべき問題として捉えられているのである。

　このようにロールズの倫理学上の立場を「間柄主義 relationalism」として捉

え返すならば、メタ倫理学にあっては構成主義、規範倫理学にあっては契約主

義（contractualism）、政治哲学にあっては公正としての正義（およびその制

度的実現である財産所有の民主制）、グローバル・ジャスティスにあっては関

係主義（relationism）というロールズの道徳・政治哲学上の立場をシームレス

な仕方で関連づけることが可能になる。ロールズによる正義構想の正当化や適

用範囲の変遷に関して、多くの批判が提起されてきた。しかしながら彼の根本

となる倫理的立場は一貫しており、全くぶれは見られない。

　すべての人が追求すべき善という呪縛と国家によるその強制からの解放が社
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会の安定性のためには要求されると考えるロールズであるが、ロールズの道

徳・政治哲学との関連において『政治学』の現代的意義を一つあげるとするな

らば、それは政治体制における「中間層」への注目である（1295a27-1296b12）。

アリストテレスは現実的に最善の国制として、中間の人々からなる国制を論じ

ているが、この「中間」が意味するのは、幸運、美しさ、力強さ、生まれ、富

（財産）、公職への意欲を適度に有している（中庸）ということであり、中間（中

庸）の生を送っているからこそ中間層の人々は、現実的には、最も幸福で有徳

であると考えられている。こうした中間層が厚く、富裕層と貧困層のどちらよ

りも力がある国家が善く治められる──安定的であり、軋轢・内乱が起こりに

くい──国家である。社会の安定において財産が市民に分散されていることの

重要性はロールズも指摘している（財産所有の民主制）。ロールズの財産所有

の民主制に在って、アリストテレスの中間の国制に欠けているのは、財・資産

の再分配、そして事前分配による中間層──ロールズのタームでは自由で平等

で理性的な協働的市民──の創出、同等で同様な人々の涵養のための政策であ

り、この点に（分配的）正義概念についての時代的な制約があったといえる。

また当然のことながら、奴隷制度と包括的な善の構想に依拠した上で、アリス

トテレスは中間の国制について考察を行っている。こうした相違点はもちろん

等閑視できない。それゆえ奴隷制度や包括的世界観に拠って立たずとも、安定

的な中間の国制をどのような制度設計に基づいて実現すべきかが現代の我々の

課題であるが、その具体的な一例として、ロールズの財産所有の民主制を位置

づけることができる。

4. 2.　質疑応答

質問：間柄主義についてであるが、これは一階の主張であり、構成主義以外の

メタ倫理学的立場（虚構主義や準実在論）とも両立可能ではないか。

応答：確かにそうであるかもしれない。この問題については今後のより一層掘
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り下げて考察したい。ただホーリスティックな観点からすると、すなわ

ち政治哲学や規範倫理学との関連性から考慮すると、間柄主義に対して

は構成主義が最も落ち着きがよいメタ倫理学的立場でないかという目論

見を抱いている。

質問：善の多元性を擁護するリベラリズムの弊害が現在社会において生じてい

るのではないか（格差の拡大など）。善のある程度の強制は必要ではな

いか。

応答：私はそうであるとは考えない。長年にわたる権利要求の結果として、多

様な善の構想（どのように生きることが望ましいのかについての構想）

を我々は追求できるようになったのであり、それを制限することは、や

はり後退といわざるをえない。たとえば最近アラバマ州でも人工妊娠中

絶禁止法案が成立したが、こうした善の構想の制約は望ましいものであ

るとは私は考えない。格差問題等に関しては、善についての道徳的中立

性は維持した上で、制度の観点から解決策を探るべきである。

５．アリストテレスの『政治学』とポピュリズム（玉手慎太郎）
5. 1.　概要

　現代の政治情勢において「ポピュリズム」が一つの重要なタームとなってい

ることは言を俟たない。本報告は、ポピュリズムについて考えるものだが、そ

の上で、アリストテレスの『政治学』にまで立ち返って考察を行う。その理由

は、以下に論じるように、ポピュリズムという現象の核心が政治における具体

的価値の喪失に関連しており、政治の把握の仕方として『政治学』と対極の立

場に立つものだと考えることができるからである。この点において本報告は、

アリストテレスを起点として、ポピュリズムの理解における哲学的検討の必要

性を主張するものである。
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　はじめに現代政治理論におけるポピュリズム理解を概観する。ポピュリズム

に関する研究にはかなりの見解の不一致があることがすでに指摘されている点

に留意しつつ、本報告では近年広く参照される３つの議論に注目する。①ヤン

＝ヴェルナー・ミュラーは『ポピュリズムとは何か』において、ポピュリズム

を反多元主義の政治的態度として特徴づける。ポピュリズムは「人民」を一つ

の純粋な統合体として捉えるとともに、それに反する人々を人民の敵として攻

撃することで、平等な権利保護や多様性の擁護を否定するものと捉えられる。

②カス・ミュデ＆クリストバル・ロビラ・カルトワッセルの『ポピュリズム：

デモクラシーの友と敵』は、ポピュリズムをリベラル・デモクラシー（立憲主

義デモクラシー）に対置されるものとして把握する。ポピュリズムは人民の意

志を第一とし、それに対するいかなる規制も認めないものであり、それゆえ権

威主義に対して自由化を求める運動にもなれば、基本的人権の保護を攻撃する

運動にもなりうると指摘される。③エルネスト・ラクラウが『ポピュリズムの

理性』において指摘するのは、そもそもデモクラシーとは人々の既存の意見を

集計するものではなく、むしろ新しく構成するものだという点である。社会内

の多様性をレトリックによって一つの主張へと統合するプロセスこそがデモク

ラシーの本質であり、このデモクラシーの開放性が十全に実現した形態こそが

ポピュリズムと呼ばれる、とラクラウは主張する。それゆえ、デモクラシーに

おいては、感情に訴える主張がなされることも一人の人物に多くの要求が集約

されることも、決して特殊なことではないし愚かなことでもないとされる。

　以上の議論のそれぞれが描くポピュリズムの姿には、強調点にズレはあるも

のの、いくつかの基本的論点を見て取ることが可能である。すなわち、（１）

ポピュリズムは人民の意志をなにより優先するものであり、人民の意志に対し

て優越する一切の価値や権威を認めない。（２）それゆえ、人民の意志がなん

らかの抑圧を伴うような要求をなしたとしても、それを人民の意志の外部から

制約することを認めない。（３）その結果、ポピュリズムはデモクラシーの理

念を追求することによって、同時に（リベラル・）デモクラシーに反する結果
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を導くものともなりうる。このうち第三の点には、デモクラシーの理念の追求

がデモクラシーの別の理念を否定するという点で両義性が見出されるが、その

両義性の理由は、ポピュリズムにおいて至上の価値をおかれている「人民の意

志」の無内容性にあると考えられる。人民の意志は何より大事なものであると

されながら、それがいかなるものであるのかは、現実に人民が何を考えている

のかに依存するため理論的には特定しえない（それをエリートが代弁すること

は許されない）。人民の意志であるとみなされえたものが人民の意志となるだ

けである。それゆえ、その内容が（特にリベラル・）デモクラシーの理念を守

るものであるとは限らないことになるわけである。

　以上より、ポピュリズムの問題とは、現代政治における価値の自明性の喪失

の問題であると捉えうる。すでに広く指摘されてきたように、現代の私たちは

なんらの究極的な価値も自明視できない時代に生きている。価値の究極的な基

礎を見出すことは困難である。このことが、ポピュリズムの背景にあると考え

られる。私たちの社会が他者の尊重や基本的人権といったものの価値を自明と

し、絶対視している限りは、人民の意志もそれを否定することはなく、それゆ

えポピュリズムとリベラル・デモクラシーの間にある原理的な矛盾は顕在化し

ない。しかしそのような価値の土台が見出せなくなれば、デモクラシー本来の

両義性は避けられないものとなる。繰り返しになるが、人民の意志を第一とす

るデモクラシーはその内容について何らの実質的正当性も担保されないからで

ある。

　ポピュリズムが以上のように特徴付けられるとして、ではそれに対置される

政治、すなわち政治の目指すべきところをはっきり提示した政治とはいかなる

ものであろうか。その一つの候補としてアリストテレスの『政治学』を挙げる

ことができる。周知のごとくアリストテレスは政治を、人々の要求を満たすた

めではなく、共通の善の実現のためにあるものとして捉えたからである。『政

治論』を紐解けば、そこには現代ポピュリズムのような「民衆扇動家」による

政治の混乱を指摘する議論が複数確認できる。例えば以下のような議論は、先
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に見た現代のポピュリズム批判と非常に親和的である。「民主制は、多数者に

よる主権と自由の二つによって定義されてきたように思われる。すなわち、正

義とは平等であると考えられ、平等とは大衆によってそう思われることが何で

あれ、至上の権威となることであり、望むことをなんでも行うのが自由であり、

平等であると考えられている。その結果、そのような性格の民主制においては、

ちょうどエウリピデスが「気まぐれに欲するものを追いかけて」と述べている

ように、各人はみずからが欲するままに生きる。しかし、これは低劣である。

なぜなら、国制に従って生きることとは、隷属ではなく、安全であると考える

べきであるから」７。

　このアリストテレスの批判には耳を傾けるべきところがあるが、しかし現代

においてアリストテレスの取った道をそのまま採用することは難しい。という

のも、アリストテレスの善に関する自然主義は、個々人の自由な人生選択とい

う社会のルールに反するものとなるからである。ある人にとって何が善である

かは、個々人の自律的な価値判断によって決定されるべきであり、それを無視

して特定の価値を押し付けることは抑圧である、というのが近代自由主義社会

の原則である。実際のところ、たとえば新アリストテレス主義の論者に位置付

けられるマーサ・ヌスバウムは、人々の最低限の生活の質を概念化したものと

して「中心的ケイパビリティのリスト」を提示しているが、このリストが普遍

的に受け入れられるものであるかどうかについて論争がなされている。ヌスバ

ウムのリストが魅力的なのはもちろんだが、同時に、それは特定の価値観の押

し付けなのではないか、という批判には、確かにもっともなところがある。

　人生にとって不可欠な価値というものを客観的に定義することには明らかな

困難がある。結局のところ、ポピュリズムを考える上で、アリストテレスに立

ち返れば問題が解決するという簡単な話ではない。しかしアリストテレスが指

摘したように、無内容な民主主義としてのポピュリズムに道を譲ることにも同

７ 『政治学』邦訳292頁：第５巻第９章，1310a24-35.
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意できないだろう。この袋小路のような思考の上でなお進むべき道を見出すた

めに、今こそアリストテレスの民主制批判について、より踏み込んで考察する

ことが必要であろうと思われる。

5. 2.　質疑応答

質問：ポピュリズムに対抗する政治思想としてアリストテレス＝ヌスバウム的

な自然主義について肯定しているが、ほんとうにそれでいいのか？たと

えば論文中で自ら指摘しているように、家族関係への介入といった面で

問題があるのではないか？８

応答：自然主義を唯一の解答としているわけではない。ポピュリズムが無根拠

による政治だとして、なにかしらの具体的な（客観的な？実在論的な？）

価値を提示しなければ、人々の権利を守ることはできないのではないか

という危惧がまずベースにあった上で、一つの選択肢としてアリストテ

レスおよびヌスバウムのような自然主義の路線がありうるだろうという

主張を行なったつもりである。実際にはヌスバウムがしているように、

素朴な自然主義ではなく、（究極的には自然的価値に依拠しつつも）反

省性の契機を組み込んだより重層的な自然主義の可能性も、ありうるか

もしれないし、やはり自然主義には致命的に問題があるということにな

るかもしれない。あるいは福間報告にあるように、構成主義の方が有望

かもしれない。現代のデモクラシー論にもその基礎づけを巡って様々な

試みがある。いずれにせよ、ポピュリズムの無根拠性とアリストテレス

８ 本報告ではフルペーパーを配布したが、その注において以下のような指摘を行なって
いた。「例えば近年、家族関係のあり方（結婚のあり方や子育てのあり方）に対して
政府が政策介入してくることへの危機感が指摘される。…アリストテレスが『政治学』
の中でまさに家族関係のあり方について踏み込んだ発言をしているのは周知の通りで
ある。そして、政治参加ならば押し付けても善いが家族関係は押し付けてはならない、
という線引きを恣意的でない形で正当化することはたいへんに難しい。」
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の『政治学』の対比を示すことで、現代政治の無根拠性という課題を指

摘することが本報告の趣旨である。
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