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１．はじめに 

ネオリベラリズムの統治原理は今日，人々の間の社会経済的格差を増大させるとともに，

移民や難民を排除しようとする極端なナショナリズムを生み出しているとも指摘される1。

こうした状況にあって，社会諸科学はネオリベラリズムをどのように捉え，論じてきたの

であろうか。ベン・ゴールダーらによれば，この問いには三つの立場からのアプローチが

存在する（Golder & McLoughlin 2018: 3-4）。第一に，ネオリベラリズムの主唱者による

政治経済学，規範的政治理論・法理論，新古典派経済分析などが挙げられる2。第二にネオ

リベラリズムの統治合理性について，ミシェル・フーコーの影響を受けて行われた分析が

ある。そして第三に，マルクス主義の立場，すなわち金融資本のヘゲモニーがリベラルな

理論によって正統化される資本主義の新段階としてネオリベラリズムを捉える立場がある。 

法哲学・法理論領域では，これまで主に第一の立場からフリードリヒ・ハイエクの思想

やリバタリアニズムの法理論が研究されてきた3。その一方で，著者は第二の立場からネオ

リベラリズム統治についての批判的研究を行い（関 2019），さらに第三の立場に依拠した

研究を見据え，「コミュニズムの理念」を掲げてラディカルな人権論を主張するコスタス・

ドゥジナスの批判法学について分析を試みた（関 2020）。こうした研究から著者自身は，

フーコー以後の複数の哲学的・思想的コンテクストが第三の立場（そして，ドゥジナスの

批判法学）の形成に大きな影響を及ぼしているとの認識に至った。そこで本稿では，ネオ

リベラリズム統治批判と人権の理念との関わりを映し出す哲学的・思想的水脈を辿ること

で，コミュニズムの「人権」論が形成されるプロセスを解明する。 

フーコーが統治性研究を行っていた 1970 年代は，ネオリベラリズム統治が先進各国で

台頭しつつあった時代である。そして時を同じくして人権の理念が世界に拡大し始める。

サミュエル・モインによれば，人権をめぐる言説は第二次大戦後に広まったと一般的には

考えられているが，実際には，冷戦や反植民地主義，カウンターカルチャーなどの影響を

1 ネオリベラリズムとその統治形態の明確な見取り図については，ハーヴェイ 2007 を参照。 
2 具体的には，F．ハイエクらのオーストリア学派，W．レプケらのオルド学派，M．フリードマンら

のシカゴ学派である。 

3 わが国での研究としては，嶋津 1985，森村 2001，森村 2013 などが挙げられる。但し，ネオリベラ

リズムとリバタリアニズムには理論的・思想的に複数の理解が存在することから，両者を単純には結び

付けられない。
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背景に 1970 年代から拡大する（Moyn 2010）。こうした時代的重なりを根拠に，マルクス

主義に依拠する第三の立場からはネオリベラリズムと人権との相互的な関係性を指摘する

見解も存在する。そこで本稿では，まずネオリベラリズムと人権（あるいは，リベラルな

法）との関係性を指摘するマルクス主義者の議論を取り上げるとともに，その批判的検討

を行う。次いで，マルクス主義の立場から「人権」批判を強力に展開する思想家の主張を

分析する。そして最後に，人権を批判的に捉えつつも，その再構成を企てるマルクス主義

者たちの議論について考察を進めることで，ネオリベラリズム統治批判へと向かう新たな

「人権」論の可能性について検討する。 

 

２．ネオリベラリズム統治と人権 

2.1 若きマルクスの「人権」批判 

 コミュニズムの立場から人権の観念とネオリベラリズム統治との関係性を指摘する人々

は多くの場合，若きカール・マルクスが『ユダヤ人問題に寄せて』で行った「人権」批判

を根拠にその議論を展開する4。マルクスの批判とは，フランスの一七九一年憲法，一七九

三年憲法，一七九五年憲法のそれぞれに掲げられた「人権宣言」，すなわち「人間及び市民

の権利宣言」に向けられたものである。そのなかでマルクスは，人権（droit de l’homme）

と公民権（droit du citoyen）5とを区別したうえで次のように述べる。 

 

このように，いわゆる人権というものは，どれをとってみても，エゴイスティックな

人間，すなわち市民社会の一員である人間，自分の私的な利益と恣意に引きこもってい

て，共同体から分離された個人を越えるものではない。人権においては，人間は類的な

存在として把握されることから，はるかに遠いのである。この類的な生活そのものであ

る社会はむしろ個人にとって，外的な枠として，個人の根源的な自立性を制約するもの

として現れているのである（マルクス 2014：59）。 

 

 マルクスによれば，人権宣言のなかで掲げられた「自由」は，他者を侵害することなく

自己に閉じこもったモナドとしての自由であり，「平等」は自立的に安らいでいるモナドと

しての平等と定義される。さらに「私的財産を保障する人権とは，他の人間とは関係なく，

社会とは独立して，自分の財産を自分の好むままに，享受し，それを処分する権利であり，

エゴイズムの権利のことである」（同書：57）。そして社会によって保障される「安全」と

は，「エゴイズムを保障することなのである」（同書：59）。これに対しマルクスは，「現実

の個人一人一人が，抽象的な公民を自己のうちにとり戻すとき」，「個人としての人間が，

 
4 マルクスを安易に「人権否定論者」と位置付けることの問題点については，『ユダヤ人問題に寄せて』

以外のマルクスの著作を踏まえた議論が笹沼弘志によって展開されている（笹沼 2010：40-41）。 

5 『ユダヤ人問題に寄せて』（マルクス 2014）では，「citoyen」を「公民」，「bourgeois」を「市民」と

訳し分けている。本稿では，マルクスの議論を扱う際には「公民」を「citoyen」の訳語として使用する

が，それ以外の議論では「citoyen」の訳語として「市民」を用いる。 
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その経験的な生活，個人的な労働，個人的な関係のうちで，類的な存在となるとき」（同書：

69）にこそ，真の人間的な解放が果たされると説く。このようなマルクスの「人権」理解

が人権と資本主義との強固な結び付きを示すものであることは明白であろう。そして同時

に，人権宣言が利己的な人間の優位を宣言し，公民としての共同存在という人間本来の姿

を見失わせることになったとマルクスは結論付けるのである。 

 

2.2 ウェンディ・ブラウンの「人権」批判 

こうしたマルクスの議論に依拠しながら，自由と平等を基調とするリベラルな人権論と

ネオリベラリズムとの深い関係性を指摘するのがウェンディ・ブラウンである。ブラウン

によれば，リベラルな人権論において「権利はただ自律と選択を拡大するのみ」（Brown 

2004：461）であり，人権は個人の自由を最大化すべく，それを妨げる権力の濫用や個々

人の苦しみの除去を第一の任務としている。ブラウンはマイケル・イグナティエフの人権

論を分析するなかで，リベラルな人権論の特徴を次の三点にまとめている。第一に，人権

は諸個人に苦しみや不正義から身を守る力を与え，自分自身が望むように自己を形成し，

自由に選択できる自律性と主体性を付与する。それは，アイザイア・バーリンが言う消極

的自由を意味している。第二に，この消極的自由，すなわち言論の自由，集会結社の自由，

財産の自由がなければ，人々は社会的・経済的保障を得ることができない。これについて

は，アマルティア・センが示したベンガル飢饉の例が引かれる。第三に，人権は私たちが

議論を始めるために必要となる共有された語彙を提供し，人類の繁栄をめぐる様々な考え

方を位置づけるための人間にとって素朴な最低ラインを教えてくれる。それゆえ，人権と

いう概念が議論や論争の基盤を形成する。 

 第一の特徴については，人権が非政治性という無辜を装いながら，ネオリベラリズムの

統治性と深く結びついている点をブラウンは指摘する。人権という観念は諸個人の苦しみ

や国家による権力濫用から個人の尊厳を守るという意味で消極的自由を前提としており，

非政治性を暗に示唆している。しかしその一方で，人権の名の下に始まったイラク戦争の

例を見ても明らかなように，人権は特定の政治体制や政治行動を支持し，不正義への国家

介入を正当化する。米英を中心とする西欧文化圏が押し進めるリベラルで「寛容」な帝国

は，自由貿易体制のグローバルな展開を阻む非西欧文化圏の不都合な政治体制を人権の名

の下に批判し，多くの犠牲とともに葬り去る。そして，その上に敷かれたリベラルな政治

体制が，何事もなかったかのように人権保障 ― 自律と選択の拡大 ― の実現を主張しな

がら，巨大資本進出のための足場を作り出すのである。 

こうしたリベラルな政治体制における人権保障の確立によってこそ，人々への社会的・

経済的な保障が可能となる，というのがリベラルな人権論の第二の特徴であった。たしか

に，センの議論から「財産の自由とあいまって，政治的意見をはっきりと口に出して表現

する自由，つまりは言論・集会の自由がなければ，主体的行為者は，社会的および経済的

保障を求める闘争を組織化することもできない」（イグナティエフ 2006：150）ということ
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は可能である。しかしブラウンは，イグナティエフの主張が「人権への支持と同じく資本

主義を支持するものであるように思われる」（Brown 2004：456）として，この点について

も批判を投げ掛ける。彼女はまず，社会経済的保障の基盤となる国家の富が市民的自由や

立憲主義によってではなく，「近代性の異様な歴史（a strange history of modernity）」に

よって生み出されたとの認識を示す。そのうえで，世界の中核を成す国々の富が周縁国の

貧困によってもたらされるというグローバル経済の実態は，かたちを変えた植民地主義で

あるにもかかわらず，イグナティエフはこれを人権の名の下に不可視にしてしまっている

と批判する（ibid.：456）。 

 さらに，第三の特徴についてもブラウンは批判の手を緩めない。イグナティエフは人権

の基盤が「あなたにとっての苦痛と屈辱は，私にとっても苦痛と屈辱にならざるをえない，

という基本的な直観以上のものではない」（イグナティエフ 2006：156）と指摘し，人権の

「意味，適用，権利要求の正統性をめぐる闘争はより熾烈なものになる」（同書同頁）こと

を認めるが，それでもなお人権を熟議のための基盤と捉える必要があると主張する。これ

に対しブラウンは，個人の自由と統治をめぐる歴史的緊張関係が民主主義の思想と実践に

おける葛藤であり続けてきたことを前提に「権利 ― とりわけ人権のように普遍的な道徳

的言語に依拠する権利 ― が，いかにして私たちは共に生きるべきかということについて

のローカルな政治的熟議を保障することなどほとんどない」（Brown 2004：458）と批判

する。加えてブラウンは「超越的な道徳的主張によって人権が熟議を制限し，停止させ，

あるいは，人権が熟議を司法に付託して，寛容な精神に従属させ，さらには熟議から私的

生活への逃避を保障する」（ibid.）とまで述べて，リベラルな人権論が熟議を不可能にする

と主張する6。彼女のこうした主張の背景には，人権がリベラリズムの個人主義を擁護する

のみならず，ネオリベラリズムと巨大資本による統治に正当性を付与する財産権をも広範

かつ強力に保障しているという，ブラウン自身の見方がある。これについて，彼女は次の

ように述べている。 

 

  企業がメディアを所有し，メディアが政府に忖度する時代においては，表現の自由で

さえ，あるいは表現の自由こそが，多くの語りを可能にすると同時に，非民主的な権力

言説に対する人民の服従を深化させうるのである（Brown 2004：459）。 

 

 つまり，イグナティエフが言うように，人権は苦しみや不正義から身を守る力を人々に

与えるだけではなく，統治と支配の戦術としても機能しているのである。特に，財産権の

保障は人々の自律と選択を拡大する一方で，巨大企業によるメディア支配に理論的な根拠

 
6 「寛容」とリベラリズムとの関係性について，ブラウンは「リベラルな法体系は寛容を唯一促進する

ものとして，またリベラルな政体は寛容の対象を唯一仲介しうるものとして位置づけられる」（ブラウン

2010：232）と述べ，「この論理は，リベラルな秩序のすべての法的実践から野蛮という標識を剥ぎと

り，不寛容と思われる非西欧的な慣習や体制に対するリベラルの攻撃を正統化するのに効果的である」

（同書：同頁）と指摘する。 
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を与え，耳障りな少数派言説を表現の領域から駆逐することさえ可能にする7。その結果，

人々の自律と選択の幅は制限されるとともに，その選択の中身を操作し書き換える余地も

また生じさせ，巨大資本が民主主義を支配する危険性さえも生まれるのである。このよう

に，ネオリベラリズムと人権との共犯関係を指摘し，リベラル・デモクラシーの「ヤヌス

的二面性」（Brown 2005：46）を批判するブラウンは，ネオリベラリズムとは異なる合理

性の下で，別の未来を目指さなければならないと主張する。 

 

2.3 サミュエル・モインによる「人権批判」の批判的検討 

 これに対し，人権の歴史分析を進めるモインは，ネオリベラリズムと人権との共犯関係

を強調するブラウンやナオミ・クライン（クライン 2011）の議論を批判的に検討している。

モイン自身も，ネオリベラリズムと国際人権法が同時期に現れ，パラレルに発展してきた

ことを根拠に相互的な関係があるとする主張は認める。しかし，ネオリベラリズムと人権

との関係性は，マルクス主義者たちが主張するよりも僅かなものであると彼自身は考えて

いる（Moyn 2018：140）。それはまず，ネオリベラリズムが資本主義の歴史のなかの特異

なエピソードに過ぎず，さらに重要なのは「今日的な形態のグローバル市場関係によって

もたらされる悪弊を緩和し，それを反転させうる力として，人権はしばしば意識的に提示

されている」（ibid.：145）からである。たしかにモインが指摘するように，国際人権法や

人権の政治は契約の自由や私有財産権の保障を強化する方向には向かっていない。国連を

中心とする人権レジームでも，アムネスティや反貧困グローバル・キャンペーンのような

人権運動でも，目的は他者の苦しみの改善であり，正当な再分配の原理が主張されている。

こうした事実については，マルクスが現代に生きていたとしても否定はしないであろう。 

しかし他方で，例えば，チリのピノチェト政権下でネオリベラルな経済政策が推し進め

られていた時期，アムネスティが政治的中立性を維持したことで，資本主義と恐怖政治と

の関係に人権が目隠しをしたとの批判をクラインは提起している（クライン 2011：166-

171）8。これに対しても，モインは，軍事政権による暴虐を終わらせるために人権運動が

決定的な役割を果たしたことは間違いなく，ネオリベラリズムの拡大について単純にその

責任を人権に押し付けて批判することはできないと述べる。そのうえで彼は，人権とネオ

リベラリズムとの関係性をブラウンやクラインのように「共犯（complicity）」として理解

するのではなく，ネオリベラリズムの負の側面を補うことができなかった「無力な仲間（a 

powerless companion）」として人権を捉えるべきであると主張する。たしかに，人権は非

 
7 こうした巨大資本によるメディア支配がアメリカの民主主義を破壊しているという指摘は，例えば，

ブラウン 2017 の第 5 章などで分析され，財産権保障の観点から企業による政治献金の規制に否定的な

連邦最高裁への批判としてまとめられている。 
8 ピノチェトの軍事政権下では，ミルトン・フリードマンの影響を受けたシカゴ学派のアドバイザーに

より，ネオリベラルな経済政策が推し進められた。その一方で，アムネスティ・インターナショナルは

ピノチェトによる弾圧を告発したことで，1977 年にノーベル平和賞を授与されている。ちなみに，

1976 年にはフリードマンもノーベル経済学賞を授与されており，これらはネオリベラリズムと人権との

同時代性を象徴する出来事とも言えるであろう。 

232

ネオリベラリズム統治批判からコミュニズムの「人権」論へ



リベラルな政治体制を批判する際には十分な機能を果たすが，リベラル・デモクラシーが

一定程度実現された社会に蔓延するネオリベラリズムの統治を批判する場面では不十分に

しか機能しない。それは，「ネオリベラリズムが世界を深く変容させる」（Moyn 2018：158）

のに対して，「人権は社会経済的領域に立ち入ろうとしても，そのほとんどがレトリカルな

表現に終始してしまっている」（ibid.）からである。しかしモインは，人権が最小限の規準

であることを理解し，ネオリベラリズムのような経済体制に最終的な評価を下し得る規範

として人権を捉えるべきではないと警告する。そのうえで彼は「ネオリベラリズムは国内

でも世界でも富の分配に甚大な悪影響を及ぼしてきたが，それと同時に他のいかなる機関

も実現し得ないほどの貧困削減をもたらした（とりわけ，中国的なやり方で）」（ibid.：159）

と指摘し，ネオリベラリズムと人権とを単に批判するだけの態度は非生産的であると強調

する。こうした分析の結論としてモインは，人権を批判するのではなく，社会経済的領域

における人権の目標や戦略を補完する「もう一つの政治」を主張することとなる。 

 本節で検討したマルクス，ブラウン，クラインの人権批判，そしてモインによるそれら

の批判的分析からは，ネオリベラリズムが支配する世界において「人権」をいかに捉え，

位置付けるべきなのかという困難な課題が浮き彫りになった。人権はネオリベラルな統治

に抗するための理論的基盤，そのためのツールとなり得るのであろうか。あるいは，ネオ

リベラリズムの統治を拡大させる共犯者なのであろうか。批判法学領域における理論形成

の過程を探究する本稿では，ネオリベラリズムに対抗するコミュニストの議論を検討する

ことで，この課題に答えることが可能となる。そこで次節以降，批判法学に影響を及ぼし

続けているコミュニストの人権論に焦点を定めて検討を行う。そこには人権批判を真正面

から展開する理論とともに，人権の「批判的救済（critical redemption）」を企図する理論

もまた存在している（McLoughlin 2016：305）。 

３．「人権」批判のコミュニズム 

3.1 コミュニズムから人権へ 

 1968 年 5 月を経て，多くの左派はプロレタリア革命がもはや起こりえないという認識

に至り，1970 年代後半からフランスは「ポスト革命」（Ewald 1999：85）の時代に入った

といわれる。1973 年から 75 年にかけて公刊されたアレクサンドル・ソルジェニーツィン

の『収容所群島』によってソビエトにおける強制収容所の実態が明らかとなり，いわゆる

「新哲学派」9が個人主義的なリベラル・デモクラシーの立場から社会主義体制を全体主義

と結び付けて批判した。彼らは政治に対して極めて悲観的であり，国家は不可避的に支配

9 新哲学派（nouveaux philosophes）は，ベルナール・アンリ＝レヴィやアンドレ・グリュックスマン

らに代表されるフランスの思想潮流である。『収容所群島』の影響を受けて，1970 年代初期にマルクス

主義や毛沢東主義と決別した彼らは，革命の政治を批判し，人権擁護のための個人主義的な倫理を重視

することとなる。 
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をもたらし，その極致が全体主義であると考えた。そこには，硬直化した正統派マルクス

主義への批判とともに，権威主義的な官僚制への批判も含まれていたのである。 

 新哲学派はこうした批判によって，当時のフランス思想に倫理的＝反-全体主義的転回

をもたらした。彼らの主張の中心は「人権の擁護」であったが，それは政治や国家により

実現されるべきものではなく，個人主義的な倫理を基盤とするものであった。その結果，

権力への抵抗が美徳とされる一方で，集団的解放というマルクス主義の理念は退けられ，

個人による異議申立てに価値が置かれた（McLoughlin 2016：307）。そうした一連の主張

において，「人権」の観念は非政治的手法で諸個人を政治的支配から守るものとして決定的

な役割を担っていた。 

 

3.2 アラン・バディウの「人権」批判 

 フランス思想の倫理的転回，さらには 1989 年の東欧革命（リベラル・デモクラシーの

勝利）という歴史的転換を背景に，20 世紀末以降，世界では人権の観念が隆盛を極めた。

この動きに対して最も強力な批判を展開したと言われるのが，アラン・バディウである。

彼は次のように述べている。 

 

こうした人間の自然権に関する古びた教義への回帰が革命的マルクス主義やそれに

依拠してきた進歩主義的な政治参加のあらゆるあり方の崩壊に結びついていることは

明らかだ。集合的な座標をことごとく失い，「〈歴史〉の意味－方向」についての理念を

奪われ，もはや社会革命に希望を託すことができなくなった多くの知識人や世論に追従

した多くのセクト主義者は，政治的に，資本主義経済と議会制民主主義に結集したのだ

（バディウ 2004：12）。 

 

バディウはマルクス主義の立場から人権の倫理的基盤を批判する。彼はまず，その倫理

的基盤において人権が暗黙の裡に前提としている点を四つ挙げる。すなわち，（１）一般的

に倫理的主体と想定されているのは「悪」を普遍的に特定できる主体10であり，（２）その

点において政治（人道主義の政治）は倫理の支配の許にある。さらに，（３）「悪」から善

が配備されるのであって，その逆ではない。そして，（４）人権とは「悪」ならざるものへ

の権利であり，攻撃や酷い扱いを受けない権利である（同書：19-20）。ここからバディウ

は，人間を「悪」の「犠牲者」として映し出す倫理的思考が人権の基礎にあるとして，次

の三つの観点から批判を展開している。 

第一の批判は，苦しみ，衰弱した人間を倫理の基盤とする思考が人間と動物とを同一化

してしまっているという点に向けられる。たしかに人間は死にゆくものとしての動物では

 
10 バディウは次のように述べて，自らの批判対象を明らかにしている。「・・・・悪とは何かという

と，それは自由な西洋世界がそのように定義するすべてであり，レーガン元大統領が「悪の帝国」とか

つて呼んだものである」（バディウ 2013：14）。 
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あるが，それにもかかわらず人間は自己を放棄せず，自己という存在に踏み止まり続ける

のであって，こうした抵抗にこそ人間としての特異性を認めなければならないとバディウ

は指摘する。言葉を換えれば，死を免れない犠牲者としての人間ではなく，「不死なるもの」

を追求する人間を倫理の基盤としなければならないのである。それゆえ，人権とは「死に

抗う生の権利でないことはもとより，悲惨に抗って生き延びる権利ですらない。真の人権

とは，それ自体の権利において自らを肯定する〈不死なるもの〉への権利であり，あるい

はその主権を苦痛や死の偶発性に対して行使する〈無限なるもの〉への権利なのだ」（同書：

24）。ここでのバディウによる批判は，途上国を悲惨な状況にある犠牲者と捉えて人道主義

の名の下に介入する先進国に対して向けられたものである。これまで植民地主義への批判

が幾度となく繰り返されてきたにもかかわらず，西欧世界は，人間が複数の真理によって

織り成されるという事実から出発せずに，普遍的なる「悪」を設定し，文明化＝市民化と

称して第三世界に最大限の侮蔑をもたらし続けているのである。 

 バディウが提起する第二の批判は，人権がその倫理的基盤において「悪」を第一に措定

することに対して向けられたものである。普遍的なる「悪」が承認された後に，「悪」なら

ざるものへの権利が認められる。この思考形式では，はじめに「善」を位置付けることが

禁じられ，「善」の理念やプロジェクトに人々を結集させようとする試みが「悪そのものの

真の源泉」（同書：27）とされてしまう。ここで彼が「善」と呼ぶものこそ「コミュニズム

の理念」である。リベラル・デモクラシーが勝利した後，西欧世界ではこの「善」が非難

の対象であり続けてきた。バディウは次のように述べている。 

 

  すなわち，「ユートピア」的とレッテルを貼られたあらゆる革命のプロジェクトはこと

ごとく全体主義の悪夢に反転する，と言われ続けてきたのだ。正義あるいは平等という

理念を刻み込もうとする意志はすべからく最悪のものに反転し，〈善〉への集団的な意志

はことごとく〈悪〉を作り出す，と（同書：27）。 

 

 「善」に向けてポジティヴに世界を構想する人々の企てを禁止する倫理は，その背後に

現状維持を求める保守主義の思考を備えている。しかし人間が，死を免れない動物と同じ

「犠牲者」ではなく，「不死なるもの」を追求して思考する存在である以上，「思いもかけ

ない可能なるものの到来に向けて働きかけようとしたり，現状との根源的な切断において

存在可能なものを考えようとすること」（同書：28）を禁ずるのは人間性の否定である，と

バディウは主張する。 

 最後の批判では，倫理が「悪」の裏面として定義されることで，状況の特異性に応じた

「善」を人々が主体的に遂行し得なくなるという問題が指摘される。バディウは医療現場

の例を挙げる。すなわち，「・・・・医師たちは，生命倫理に関する集会や委員会において，

人権の支持者が犠牲者の群れ，すなわち，現に存在する人間－以下の者たちとして全体化

された「人間」を漠然と理解するのとまったく同じやり方で「病人たち」についてのあら
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ゆる類いの考察をめぐらせることになる」（同書：29）。この医師たちは，社会保険に登録

されていない患者や身分証明書を持たない患者が治療を拒否されても不都合を感じない。

それは，個別具体的な患者を前に治療を行うという状況の特異性を無視して，「悪」（この

場合は保険料滞納者や不法移民である）を排除するという否定的な倫理が医師たちを支配

している証拠である。その結果として「病人たちをキンシャサの貧民窟に追い払い，死に

追い遣らねばならなかったのだ」（同書：31）とバディウは締めくくる。 

 このように展開されるバディウの「人権」批判はマルクスと共鳴する。分断された弱い

個人としての人間を前提に，人権は「悪」を遠ざけることで個人のモナド的な安寧を保障

するのである。これに対しバディウは，根源的な「悪」を特定し得る普遍的な主体とその

「悪」の犠牲者としての個人という図式を批判し，「状況の特異性」に応じた「複数の真理」

を倫理の基盤に据えることで「悪」の一元論に対抗しようと企てる。 

彼の議論の背景には，20 世紀におけるコミュニズム（そして，その唯一の具体的形態と

しての社会主義）の敗北を受け入れつつも（バディウ 2013：14-16），なお「コミュニズム

の理念」に踏み止まろうとする思想的・政治的な姿勢が存在している。それゆえ，ここで

の「人権」批判を，いわばそのための戦略の一つとして読み解くことも不可能ではない。

しかし「何人かの貪欲な人間による経済と国家の管理と，抑制の効かない私有財産の追求

が絶対的な善であるというのではない。ただ，それが唯一可能な道なのだ」（同書：17）と

いうニヒリズムによって支配された今日の世界で，なおもネオリベラリズに対抗しようと

試みるのであれば，バディウによって展開された「人権」批判にも積極的な意義を認める

ことができるであろう。人権は「悪」の犠牲者を救うという表面的な思考に陥ることなく，

平等を求める諸個人の連帯にこそ向かわなければならないのであり，さもなければ，ネオ

リベラリズムの「共犯」か「無力な仲間」に止まり続けることになるのである。 

 

3.3 ジョルジョ・アガンベンの「人権」批判 

 バディウとともに，マルクス主義の立場から「人権」批判を強力に展開する一人として

ジョルジョ・アガンベンを挙げることができる。アガンベンは，ハンナ・アレントを引き

ながら，マルクスと同じく「人間及び市民の権利宣言」の分析から始めている。すなわち

アレントは『全体主義の起源』において，神聖不可侵かつ前-国家的性質を有するとされた

人権が，国家という後ろ盾を失った「難民」に対しては保障されないという矛盾に満ちた

現実を描き出したが（アレント 2017：267-328），これに対して彼は，「近代の国民国家の

形成における現実の歴史的機能に即して」（アガンベン 2003：176）人権宣言を理解しな

ければならないと指摘したうえで，次のように述べる。 

 

  人権宣言は，国民国家の法的－政治的次元に自然な生を記入することの原初的形象を

表している。その自然な剝き出しの生は，アンシアン・レジームにおいては政治とは無

関係なものであり，被造物の生として神に属するものであったし，古典世界においては
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ゾーエーとして政治的な生（ビオス）から（少なくとも外見上は）はっきりと区別され

るものであったが，これがいまや国家の構造の前景に登場し，さらには国家の正当性と

主権を基礎づけるものとなる（同書：同頁）。 

 

 つまり，アガンベンによれば，剥き出しの生としての「人間」が近代国家の基礎を構成

している（そしてこれが，フーコーにより見出された「生政治」の端緒でもある）のだが，

しかしこの事実は人権宣言の文脈において，主権者である「市民」とその権利という形象

のうちに姿を消してしまうのである。ここには「暗黙の虚構」（同書：178）ともいうべき

ものが存在しているとアガンベンは指摘する。これに対し，「難民」という存在は「人間」

と「市民」との連続性が「虚構」であることを明るみに出し，私たちの前に剝き出しの生

として現れる。同様に，ファシズム体制やナチス・ドイツが「生まれ」としての「人間」

を根拠に「市民」としての権利を外国人から剥奪したこともまた，この「虚構」の顕在化

としてその歴史的意味を読み解くことができる。 

 ここからアガンベンが導くのは，人権の観念が「市民」の権利という文脈の外部で用い

られるようになるとともに，「この人権の使用は，しだいに国民国家の周縁へと排除される

ようになった剥き出しの生を表象し，保護するという目的のためになされたが，その生は，

次いで新たな国民的同一性へと再コード化される」（同書：183-184）という事態である。

難民をはじめとする人権問題を解決するために組織された国際機関は，政治性を持つこと

なく人道的活動にのみ従事する，いわば「人間」を扱う機関とされた。しかし，難民問題

が集団的・大衆的現象となったとき，国際連合やそれを構成する諸国家，あるいは NGO

はいかに人権の観念に訴えても，この問題を解決することができず，最終的には強制送還

という手続に従うより他になかったのである（同書：184，アガンベン 2000：26）。結果と

して，難民問題の解決は「市民」としての権利（すなわち，市民権や永住権）という法的

地位の回復を意味することとなり，国民国家の秩序から排除された人々を再統合する方向

へと向かうことになる。こうして彼は，アレントが提起した現実世界における人権の矛盾

を，剥き出しの生である「人間」と「市民」とを繋ごうとした人権宣言の「虚構」として

解き明かし，それが人権の困難を生み出していると結論付けたのである。 

 この困難は，裏面から言い換えれば，「国民国家の政治的秩序に，純然たるありのままの

人間のための自律的空間がない」ということの帰結であり，「ありのままの人間の安定した

立場は，国民国家の法権利にあっては構想することができない」（アガンベン 2000：28）

という根本的な問題を浮き彫りにすることとなる。そしてこの問題は，アガンベンが指摘

するとおり，純粋な意味での「難民」に限定されるものではなく，EU 諸国への非合法的

な移民たち（事実上の無国籍者）にも当てはまる。「市民」としての権利を持たない定住民

と「市民」との「・・・・形式上の諸々の差異をともなってなされる実質上の同化が憎悪

と不寛容とをかきたてる，という周知の原則に即した形で，他所者を嫌悪する反応や自衛

のための動員が増している」（同書：32）という現実は，今日（ヨーロッパに限らず）先進
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各国において見られる現象であり，国民国家による「人間」の排除と呼び得るものである。 

この動きに対してアガンベンは，「人間」と「市民」，すなわち「生まれ」と「国籍」と

を結ぶ「人権」概念からの決別を訴える。彼が示すのは，同一地域に複数の政治的共同性

の存在を認めるという一見すると不可能な提案である11。しかしアガンベンは，ここでの

指導概念は「市民の法権利（jus）」ではなく，「個人の逃げ場（refugium）」であると述べ，

その地域の居住者は「市民権」の有無にかかわらず，誰もが移住状態，避難状態，そして

「移住中」として，つまり国籍から切り離された「生まれ」そのものとして存在すること

を可能にするのである。彼が求めるのは，国民国家と「人間」との関係性を完全に解体し，

人々が剥き出しの生である「人間」として存在し得る場としてのヨーロッパである。それ

は，人間を「人間」として扱わない国民国家への批判であると同時に，移民労働者の使い

捨てとその排除へと向かうネオリベラリズム統治に対して，余りに無力である「人権」へ

の批判でもあることは明らかであろう。 

 

４．「人権」の批判的救済 

4.1 エティエンヌ・バリバールと「人権の政治」 

 これまでの議論とは反対に，マルクス主義の立場から「人権」を擁護する思想家もまた

存在する。但し，その擁護は，人権の必要性とともにその限界を自覚しているという点で，

ダニエル・マクローリンが言う「批判的救済」とも呼ぶべき態度である。そうした思想家

の一人として，ここではエティエンヌ・バリバールの議論を検討する。 

 アガンベン同様，バリバールも「人間及び市民の権利宣言」から議論を始めるが，その

展開は正反対の方向へと向かう。彼は次のように論じる。 

 

「人権宣言」をよく読み返してみれば，「人権」と「市民権」との間には，何ら内容の

隔たりも差異も現実に存在しない。つまり，これらはまったく同じものである。結果と

して，人間と市民との間には，少なくともそれらが，法的な性格を与えられた権利の本

性と拡大によって実際に「定義される」限りで，もはや内容の隔たりは存在しない。し

かしそれがまさに「人権宣言」の目的である（バリバール 1999：58）。 

 

 「人間」と「市民」との間には「暗黙の虚構」（アガンベン）どころか，一切の隔たりも

存在しないと主張するバリバールは，マルクスの読解もまた「根本的に誤解」（同書：59）

であると指摘する。すなわち「「人権宣言」の人間は，国家の構成員であるとされる市民と

対照的な，私的な個人ではない。彼はまさに市民である」（同書：同頁）と述べ，マルクス

の議論を真っ向から否定する。バリバールによる主張の論拠は人権宣言の文言それ自体に

 
11 アガンベンは，この着想を「イェルサレムが，領土分割をしないまま同時に二つの異なる国家組織の

首都になる」（アガンベン 2000：32）という主張から得ている。そして彼は，この着想をヨーロッパに

導入し，「諸国民のヨーロッパ」ではなく，世界都市という使命を帯びたヨーロッパを構想する。 
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求められる。第一条「人は，自由，かつ権利において平等なものとして生まれ，存在する 

・・・・」と第六条「・・・・すべての市民は，法律の前に平等であるから，・・・・」に

現れる「平等」の原理が，「人間」と政治社会の構成員である「市民」との同一視を可能に

する（同書：58）と彼は主張する12。そのうえで，バリバールは「人間が一貫して市民で

あるための条件であると同時に，この同化の〈理由〉も与える」（同書：59）として，下記

のように「自由」と「平等」の同一性を命題として提起する。 

 

文字通りに読みたければ，「人権宣言」が実際に述べているのは，平等は自由と同一で

ある，つまり平等は自由と等しいということであり，その逆もしかり。どちらも，もう

一方と正確に同じ「大きさ」である。これが，私が勝手に奇妙な表現で呼ぶことを提案

するもの，つまり平由（égaliberté）という命題である（同書：59）。 

 

 バリバールは，この命題をア・ポステリオリに普遍的な真理であると主張する。つまり

「社会的不平等のない自由の制限や抑圧の例はないし，自由の制限や抑圧のない社会的不

平等の例もない」（同書：61）として，この命題を外延的（あるいは歴史的）に正当化する

のである。しかし，なぜ彼はこのような命題を主張するのであろうか。それは，「人間」が

「自由」に活動した結果として生ずる社会的・経済的格差を，「市民」としての政治的権利

の行使を通じて是正し，「平等」を実現するというリベラル・デモクラシーの物語が根源的

な矛盾を孕んでいるという事実を，「人権宣言」の再解釈によって解き明かすためである。

言い換えれば，社会的・経済的不平等は人間の自由な活動の結果ではなく，それ以前から

人間に対して加えられた自由の制限や抑圧の結果であり，両者はつねに結び合っていると

いう事実が，彼の「人権宣言」解釈によって示されたのである。 

 しかし，人権宣言における「人間」と「市民」との同一視は，すべての人々に「政治へ

の普遍的な権利」を承認することを意味する。それは，女性や植民地被支配者の権利など

へと対象を拡大するとともに，必然的に権利要求の政治化という次元を含むことになる。

これについてバリバールは，人権宣言の特徴である「その「消極的な普遍性」，つまりその

絶対的な不確定性」（同書：同頁）という観点から，人権宣言で「宣言される条文（énoncé）」

とそれを「宣言する行為（énonciation）」とに分けて説明している。すなわち前者が，様々

な権利要求を含み得るという点でその不確定性から強みを受け取るのに対し，後者はその

不確定性ゆえに，行為実践の効果が諸権力との間の関係性に依存するという弱みを持つと

指摘する。それゆえ人権宣言は，その普遍的な真理としての効果を再生産するために繰り

返し宣言されなければならないのである。諸権力に対する宣言行為とは，すなわち「権利

要求の政治化」であり「人権の政治化」という次元に他ならない。その結果として「平由

 
12 この同一視の効果について，佐々木允臣は「わが国での外国人の選挙権や公務就任権の問題，バリバ

ールが実現のために奮闘している移民，難民，サン・パピエの問題も理論的には一挙に解決の糸口が見

出せよう」（佐々木 2011：21）と指摘する。 
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（égaliberté）という命題に合致する諸制度の構築を歴史的に決定する諸条件」と，「条文

の誇張された普遍性」との間には「絶えない緊張がある」（同書：62）とバリバールは指摘

する。彼自身がサン・パピエ（いわゆる不法滞在者）の人権政治に深く関わっていること

はよく知られているが，だからこそ，この緊張のなかで「平由」を実現するために，サン・

パピエが犠牲者としてだけでなく，人権政治の当事者として「抵抗と想像力によって民主

主義的政治に再び生命を与える」（バリバール 2000：34）という彼の指摘は注目に値する。

この事実は，「人間」と「市民」，「自由」と「平等」を同一視するという彼の大胆な「人権

宣言」解釈が人権政治に力を与えていることを示すものであり，ここにネオリベラリズム

統治に対抗し得る強力な「人権」論の可能性を見ることができるのである。 

 

4.2 クロード・ルフォール，人権，民主主義 

 マルクス主義の立場からその権威主義を批判するクロード・ルフォールも人権の批判的

救済者の一人である。彼は新哲学派のように非政治的「倫理」によって反-全体主義を説く

のではなく，直接民主主義による政治闘争を基調としながら「人権」を政治的に擁護する。

その端緒としてルフォールは，前節のバリバールとは別の視角からマルクスによる「人権

宣言」批判を批判的に検討している。ルフォールは最初に次の点を確認する。 

 

  マルクスによる批判は，人権という表象が 18 世紀の末に，まずはアメリカで，次いで

フランスで生じたのは，社会のただなかにおける個々人の分裂，アトム化された社会と

政治的共同体との分離にかたちを与えるためにすぎないという確信にもとづいている

（ルフォール 2017：11）。 

 

 ここでルフォールが指摘するのは，封建社会から共産主義へと至るまでの過渡期として

位置付けらえた「ブルジョワ社会」を映し出すものとして「人権」を位置付けようとする

マルクスの姿である。彼は，マルクスが「人権のイデオロギー的解釈に囚われてしまって

いる」（同書：15）と指摘する。すなわち「人権＝ブルジョア社会」というイデオロギーに

囚われたマルクスは，人権宣言の本質を見誤り，「民主主義革命以前の旧体制において人間

の活動に課せられていた複数の禁止事項を人権宣言が取り除いたというその実践的な射程

を，奇妙にも無視する」（同書：16）ことになるのである。すでに述べたとおり，マルクス

は「自由」を「他者を侵害することなく自己に閉じこもったモナドとしての自由」と定義

したが，ルフォールは，これに対しても「社会の構成がどのようなものであれ，あらゆる

人間的な活動は，公共空間においては必然的に一つの主体をほかの主体と結びつける」（同

書：16）という事実をマルクスが看過しているとして批判する。 

 この点についてルフォールは，「人間及び市民の権利宣言」の第 10 条と第 11 条を取り

上げて詳細に論じている。第 10 条は「意見表明の権利」を，第 11 条は「思想及び意見の

自由な交流の権利」を規定した条文である。しかしマルクスは，アトム的な個人によって

240

ネオリベラリズム統治批判からコミュニズムの「人権」論へ



構成されるブルジョワ社会という表象に囚われるあまり，個人の意見を私有財産の観念で

しか理解できず，意見表明の自由が諸個人の関係性の自由，すなわちコミュニケーション

の自由として理解されるべきであるという点を見落していた。換言すれば「人間は，自ら

の私的な世界の境界内にとどまるよう法的に定められることはありえず，権利上，公的な

発言および思想を有しているということ」（同書：18）を考慮せずに，マルクスは人権批判

を展開していたのであり，ルフォールはこの点でマルクスを厳しく批判する。なぜなら，

これらの権利（特に第 11 条）は「原理的に権力の権威から逃れた思想，意見，発言，書き

もののコミュニケーション，流通があるということ」（同書：同頁）を示唆するものであり，

権力に対する意見や発言を保障するという人権の本質的意義を明確に示した条文と言える

からである。 

 マルクスによる人権宣言のイデオロギー的解釈を退けた後，ルフォールは「われわれの

見るところ，マルクスに固有なこと・・・・それは，彼が政治的なものを拒否していると

いうことである」（同書：23）と述べる。たしかにマルクスは，ブルジョワ社会という観点

からのみ人権宣言と近代国家を捉えようとするが，それは君主制国家の歴史的系譜のなか

で近代国家が形成され，人権宣言が確立されたという事実を無視するものである。つまり，

マルクスの理論では「権力に対し制限が割り当てられ，権利が権力に対する外在性のもと

で十全に認められるようになった歴史的変遷が考慮されることがない」（同書：同頁）ので

ある。こう主張したルフォールはマルクスから離れ，人権をめぐる「政治的なもの（le 

politique）」の方へと向かう。 

 

  ここで，権力は法に対し異質になるのではない。まったく逆に，権力の正当性はいま

まで以上に肯定され，いままで以上に法学的言説の対象となり，同時に，その合理性も

いままで以上に検討されることになる。だが，人権の観念がいまや指し示すことになる

のは，統御することのできない源泉の方である。権力に対し，法は消去することのでき

ない外在性を示すにいたっているのである（同書：25）。 

 

 近代市民革命によってもたらされた「人権」の観念は「君主」ではなく，「人間」を法の

新たな係留点と定めた。それゆえ，人権は「人間」という存在の多数多様性や複数性から

導かれる規定不可能性の下に置かれ，「どのように定式化しようともそれを超過するもの」

（同書：28）となる。したがって，人権の観念を「ブルジョア社会の表象」のように固定

的に捉えることはもはや不可能であり，それは統御不可能な源泉として措定された「究極

の典拠」となるのである。またこのことは，人権という原理が実定的な制度のように存在

するのではなく，人々の権利意識の共有によってもたらされる「象徴的次元」に位置する

ものであることをも含意している。 

 こうして人権は，権力が統御しえない源泉として既存の諸権利を問い返すとともに，未

規定な権利を生み出すことになる。その結果として「民主主義国家は，そこにまだ体内化
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されていない様々な権利にさらされ，異議申し立ての劇場と化す」（同書：29）のである。

ここでルフォールは「政治的なものに対する新たな関係を考えようとするなら，まず認め

なければならないのは，その輪郭がわれわれの目の前で露わになってきているということ

である」（同書：33）と述べ，1968 年以降に生み出されてきた権利要求と異議申し立てに

ついての分析を試みる。そこでは，現行の権力の奪取や撤廃，転覆による全面的な解決で

はなく，例えば解雇反対闘争に見られるような社会的権利の主張であり，権利にもとづく

不服従や異議申し立て，あるいは少数派の承認要求として「政治的なもの」が現れるので

ある。さらに言えるのは，権利の観念によって導かれる闘争が集団的な社会変革という，

かつての改良主義（国家による社会変革）や革命主義（被支配階級による国家の簒奪）と

いったかたちを採ることはないという点である。ルフォールは，人権の観念によって次々

に生み出される新たな（未規定の）権利要求 ― 家族，女性，子ども，性少数者，受刑者，

労働者，企業経営者，農業従事者，自然保護等 ― の水平的拡散を参照しながら，立法の

変容，すなわち民主主義の変化を描き出す。そのうえで，「人権の政治と民主主義政治 ― 

これらは，同じ要請に応答する二つの仕方である」（同書：46）として，人権の批判的救済

を超えて，その民主主義的展開を企てるのである。 

 

4.3 ジャック・ランシエール ― 「人権」と「不和」の政治 

 「人間及び市民の権利宣言」をめぐるマルクス，アレント，アガンベンらの議論を批判

的に検討したジャック・ランシエールもまた，人権の批判的救済を企てる思想家の一人で

ある。彼は，アレントが提起したパラドキシカルな問題，すなわち市民権を持たない難民

には神聖不可侵かつ前-国家的であるはずの人権もまた認められないという矛盾に対する

アガンベンの応答を批判する。なぜなら，アガンベンは剥き出しの生としての「人間」に

目を向ける一方で，その「政治的主体」としての在り方については十分に検討せず，例外

状態と剥き出しの生との関係性をいわば存在論的運命と捉え，人権政治の重要性を骨抜き

にしてしまうからである（Rancière 2004：302, 308）。 

 そこでランシエールは「人権」論をリセットするため，アレントが提起した「人間」と

「市民」の二重性というパラドクスの再検討を試みる。アレントの主張によれば，人権は

人間の権利であるが，安定した政治共同体に所属していない人間には保障されない。それ

ゆえ人権は，市民ではない人々にとって空虚な権利である。他方で，人権は政治共同体に

所属する市民の権利でもある。これは，人権が権利ある者の権利であるということを意味

するが，それは同語反復でしかない。結果として，人権は空虚か同語反復かのいずれかの

意味しか持たない。しかしランシエールは，この論法に詐欺的なトリックが含まれている

ことを指摘する。「人権は，その人々が持つ権利を持たない人々の権利であり，その人々が

持たない権利を持つ人々の権利である」というこの矛盾する命題を解くためには「主体化

のプロセス（the process of subjectivization）」という別の概念が必要とされるのである

（ibid：302）。 
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 まず彼は，人権が「記述された権利」であると同時に，「その権利を使い，その権利の力

を検証するために事件を創出する人々の権利」であると述べる。前者は文字通り，すべて

の「人間」と「市民」のための自由で平等な権利として人権宣言に記された権利である。

これに対し後者は，その権利を行使する「政治的主体（political subjects）」の権利であり，

それは「人間」とも「市民」とも一致することなく，論争に開かれた人々の権利である。

ランシエールは，この「政治的主体」について次のように説明する。 

 

  政治的主体としての労働者や勤労者とは，これらの語が含意する非政治的で私的な世

界にとどまるという割り当てられた領域から離れる者のことである。政治的主体は，主

体の様々な名前のあいだの隔たりのなかに存在する（ランシエール 2008：82）。 

 

 つまり，剥き出しの生である「人間」として位置付けられた者が「市民」の地位を演じ，

「市民」として自己に言及する一方で，権利を有する「市民」が「人間」としての地位を

演じ，「人間」として自己を主張するという論争的な行動から「政治的主体」は形成される

とランシエールは主張する。このような「政治的主体」の例として，彼は「女性及び女性

市民の権利宣言」を記したオランプ・ドゥ・グージュを挙げる13。彼女はその第 10 条で，

「女性は処刑台にのぼる権利がある。同様に，女性は・・・・演題にのぼる権利を持たな

ければならない」と論じ，女性が平等な「人間」として生まれても，平等な「市民」とは

認められないという状況を転倒させた。すなわち「彼女たちは，持っているはずの権利を

持っていない主体として，そして持っていないはずの権利を持つ主体として行動した」

（Rancière 2004：304）のである。もちろん，彼女の主張が議会によって認められること

はなかったが，ランシエールはこれこそが「政治的主体化」であり，「不和（dissensus）」

の導入によって「常識」に分割線が引かれたと主張する。さらに言えば，このことは剥き

出しの生と政治的生とを明確に分割する境界線が存在せず，少なくとも，剥き出しの生が

政治的生であることを証明する点が一つは存在しているということを示しているのである

（ibid.：303）14。 

 こうしてランシエールは，人権が民衆（the demos）の権利であると結論付ける。それ

は，権限なき人々，つまり共同体の分け前を持たない人々が持つパラドキシカルな権限を

「不和」という特別の場面で行使する政治的主体の権利である。それゆえ，彼は「人権に

は人間が存在せず，人間は不要なのである」（ibid.：305）と指摘する。なぜなら「人権の

強度は，権利の最初の刻印とそれが試される不和の舞台との間の往還運動にある」（ibid.）

 
13 オランプ・ドゥ・グージュは，人権宣言が女性の権利を保障していない点を批判して，1791 年に

「女性及び女性市民の権利宣言」を公刊した。その詳細については，辻村 2005：21-23 を参照。 
14 ランシエールはさらに，政治的主体化の実践事例としてローザ・パークスにも言及している。米国に

おける公民権運動の契機となったバス・ボイコット運動は，パークスが白人に座席を譲らなかったこと

に端を発する。彼女はアラバマ州の「住民」として着席する権利を持たなかったが，米国の「市民」と

して着席する権利を行使したのである（ランシエール 2008：85）。 
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からである。それゆえランシエールは，国家による迫害の被害者，国境を渡る移民，難民

キャンプに暮らす人々は皆，各々の権利を否定されてもなお，人権を主張して「不和」を

生み出すとき，人権はまさに彼らのものとなると主張する。 

 しかし人権政治の展望について，ランシエールはアンビバレントな態度を示している

（ibid.：306）。彼は，国民国家の政治空間が官僚によるマネジメントに依拠したコンセン

サス政治と化している実態，さらには紛争対立が専門家間の交渉と調整の場になっている

状況を踏まえ，「政治的破裂（political rupture）」（McLoughlin 2016：316）を生み出す

ために，民衆がもはや「人権」を動員しなくなってきていることを危惧する。そのうえで，

先進資本主義国では「人権」が無用とされ，医療品や衣料品と同様に「非人間的抑圧や非

人間的生存条件に置かれた剥き出しの人間の権利」，「権利を行使できない人々，すなわち

絶対的に権利を否定された犠牲者たちの権利」としての「人道的権利」が輸出されている

と述べる（Rancière 2004：307）。コンセンサス政治によって「不和」は閉ざされ，人権の

民主主義的政治が失われる一方で，人道的介入が軍国主義と新たな植民地主義の正当化に

利用されているとの認識を示したランシエールは，それでもなお人権の主体と今日の政治

について再考しなければならないと主張する。 

 本節で検討したバリバール，ルフォール，ランシエールはそれぞれ独自の解釈によって

「人権」の観念を擁護している。自由と平等の根源的同一性を唱えるバリバールの議論が

ネオリベラリズムの不可能性を含意していることは明白である。同様にルフォールは労働

者の社会権に代表される権利要求や異議申し立てによる人権政治の拡大に希望を見出す。

これに対し，ランシエールは排除された人々（民衆）の政治的主体化を通じた「不和」の

政治によって，官僚や専門家の支配に亀裂を生じさせることに一縷の望みをかけている。

それぞれの主張が，ネオリベラリズム統治への不満に応えるコミュニズムからの「人権」

政治の提唱であり，追求の企てであると言えるだろう。 

５．おわりに 

 本稿では，ネオリベラリズム統治に抗して展開されるイギリス批判法学に強力な影響を

及ぼしている一連の思想家について論じた。とりわけ，ドゥジナスは近著 The Radical 

Philosophy of Rights（Douzinas 2019）でその多くを批判的に検討した後，自らの立場 ―

「抵抗への権利」― を展開している。また，ドゥジナスがスラヴォイ・ジジェクとともに

公刊した The Idea of Communism（Douzinas & Zizek 2010）には，バディウとランシエ

ールが（そして，その第二巻にはバリバールも）寄稿している。本稿では，そうしたマル

クス主義者たちの「人権」論を多角的に分析することで，ネオリベラリズム統治批判から

コミュニズムの「人権」論へと向かうドゥジナスの批判法学の形成過程をいわば外側から

検討した。それゆえ次に取り掛かるべきは，本研究を基盤としつつ，この一連の「人権」

論を通じてドゥジナスの批判法学が形成されるプロセスを内側から解明することである。 

244

ネオリベラリズム統治批判からコミュニズムの「人権」論へ



謝 辞 

本研究は，科学研究費補助金「ネオリベラリズム統治に対する批判的法理論の分析と

ポストモダン人権論の構築」（課題番号 18K01209，研究代表者：関 良徳）及び，科学

研究費補助金「「コミュニズムの理念」と法理論―ネオリベラリズム統治批判以後の批判

法学」（課題番号 21K01097，研究代表者：関 良徳）による研究成果の一部である。 

引 用 文 献 

アガンベン G.（高桑和巳訳）『人権の彼方に ― 政治哲学ノート』以文社，2000 年。

アガンベン G.（高桑和巳訳）『ホモ・サケル ― 主権権力と剥き出しの生』以文社，2003 年。 

アレント H.（大島通義・大島かおり訳）『新版 全体主義の起源２ ― 帝国主義』みすず書房，

2017 年。

バディウ A.（長原豊・松本潤一郎訳）『倫理 ―〈悪〉の意識についての試論』河出書房新社，

2004 年。 

バディウ A.（市川崇訳）『コミュニズムの仮設』水声社，2013 年。 

バリバール E.（大森秀臣訳）「『人権』と『市民権』― 現代における自由と平等の弁証法」『現

代思想』第 27 巻第 5 号，1999 年。 

バリバール E.（松葉祥一訳）『市民権の哲学 ― 民主主義における文化と政治』青土社，2000

年。 

ブラウン W.（向山恭一訳）『寛容の帝国 ― 現代リベラリズム批判』法政大学出版局，2010 年。 

ブラウン W.（中井亜佐子訳）『いかにして民主主義は失われていくのか ― 新自由主義の見え

ざる攻撃』みすず書房，2017 年。 

ハーヴェイ D.（渡辺治監訳）『新自由主義 ― その歴史的展開と現在』作品社，2007 年。

イグナティエフ M.（添谷育志・金田耕一訳）『人権の政治学』風行社，2006 年。

クライン N.（幾島幸子・村上由見子訳）『ショック・ドクトリン ― 惨事便乗型資本主義の正

体を暴く』岩波書店，2011 年。

ルフォール C.（渡名喜庸哲・太田悠介ほか訳）『民主主義の発明 ― 全体主義の限界』勁草書

房，2017 年。

マルクス K.（中山元訳）『ユダヤ人問題に寄せて／ヘーゲル法哲学批判序説』光文社，2014 年。

森村 進『自由はどこまで可能か ― リバタリアニズム入門』講談社新書，2001 年。 

森村 進『リバタリアンはこう考える ― 法哲学論集』信山社，2013 年。 

ランシエール J.（松葉祥一訳）『民主主義への憎悪』インスクリプト，2008 年。

佐々木允臣「人権は政治か？―「フランス的例外」と日本」『島大法学』第 54 巻第 3 号，2011

年。 

笹沼弘志「人権批判の系譜」愛敬浩二編『人権論の再定位２ 人権の主体』法律文化社，2010

年。 

関 良徳「ネオリベラリズム統治と法 ― ミシェル・フーコー『生政治の誕生』の法的分析」 

245

関



『信州大学教育学部研究論集』第 13 号，2019 年。 

関 良徳「人権論のパラドクスと抵抗への権利 ― コスタス・ドゥジナスの批判法学」『一橋法

学』第 19 巻第 1 号，2020 年。 

嶋津 格『自生的秩序 ― ハイエクの法理論とその基礎』木鐸社，1985 年。 

辻村みよ子『ジェンダーと法』不磨書房，2005 年。 

Brown, W. ‘“The Most We Can Hope for…”: Human Rights and the Politics of Fatalism’ in 

South Atlantic Quarterly, no.103, 2004. 

Brown, W. Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics, Princeton UP, 2005. 

Douzinas, C. The Radical Philosophy of Rights, Routledge, 2019. 

Douzinas C. & Zizek S. (ed.), The Idea of Communism, Verso, 2010. 

Ewald, F. “Foucault and the Contemporary Scene” in Philosophy and Social Criticism, vol.25 

no.3, 1999. 

Golder, B. & McLoughlin, D. (ed.), The Politics of Legality in a Neoliberal Age, Routledge, 

2018. 

McLoughlin, D. “Post-Marxism and the Politics of Human Rights: Lefort, Badiou, Agamben, 

Ranciere” in Law & Critique, no27, 2016. 

Moyn, S. The Last Utopia: Human Rights in History, Harvard UP, 2010.  

Moyn, S. “A powerless companion: human rights in the age of neoliberalism” in Golder, B. 

& McLoughlin, D.（2018） 

Rancière, J. “Who is the subject of the Rights of Man?” in South Atlantic Quarterly, no. 103, 

2004. 

246

ネオリベラリズム統治批判からコミュニズムの「人権」論へ

（2021年11月30日　受付）
（2022年 3月 1日　受理）




