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はじめに
　本稿は、地震などの自然災害がもたらした非常

事態によって人権（生存権・所有権）が脅かされ

たときに、主権的制度の枠組みのなかでなされて

いる「非常事態宣言」をすることとは何か、とい

う問いを巡る一連の問題を検討するものである。

導く星のもとで―人権と法源についての試論―
沈　恬　恬＊

―――――――――――――――――――――――
＊京都大学人文科学研究所　人文学連携研究者／

　京都大学大学院法学研究科　研究生

検討するにあたって、近代的理性（法哲学）に関

する認識論を書いた哲学者イマヌエル・カントの

「緊急権論」（Notrecht ＝ius in casu neccessitatis＝や

むを得ない緊急の場合に不正をなす権利） 1 ）が「政

治神学」として、カール・シュミットとヴァルター・

ベンヤミンのなかで、どのように受け継がれたの

キーワード：人権　政治神学　占星術　非常事態 　ベンヤミン　法源

Keywords: Human rights, Political theology, Astrology, State of emergency, Walter Benjamin, Law sources

要旨
　本稿は、地震などの天災の際に登場する法が停止する（もしくは、「特別法」が施行される）非常事態

における人権概念の根拠（法源）を、ヴァルター・ベンヤミンとカール・シュミットの思想を取り上げ

ながら検討したものである。

　ここで、私は、国家を法制度や主権を超えた存在であると考えるシュミットの思考を、法の停止状態

の内部において自らの生存の根拠となる予言を探るベンヤミンの思考の参照項として設定している。ま

た、ベンヤミンの思考について、占星術あるいは予言といった従来のベンヤミン研究においてはあまり

注目されなかった側面に光を当てている。

　この作業を通じて、私が問いたいのは、非常事態における人権（生存権・所有権）を、先取り的に保

障したり、事後的に救済したりすることによって、すぐさまに「原状回復」できる国家福祉論において

語ること自身が帯びる暴力性、ということである。これは、自然災害の多発、難民の拡大などといった、

決して今に始まったことではない、非常事態の常態化にかかる緊喫の世界史的課題と言えるのではない

だろうか。
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か、について考察する。

　これまで、一般的には、この概念に関しての

シュミットの著作は政治的に、ベンヤミンの著

作は神学的に捉えられてきた。しかし、私は本

稿において、両者の主張が実は自然（法・史）

の観点では一致している、という論を展開した

い。ただ、結論を先取りにすれば、ふたりは、

この自然（法・史）に対する解釈において、異なっ

ている。シュミットは、国家論を超えようとし

ながらも、明快なルール（境界線）を持つ「陸

と海」といったアレゴリーから主権の在り方を

考える。これに対して、ベンヤミンは、光が瞼

に触れる瞬間に感じる「何か」といった経験則

を以て、大地と星辰との関係に「根源」を見出

そうとする。このことについて、私は、従来の

ベンヤミン研究においてはあまり注目されな

かった占星術的思考 2 ）の側面の持つ意義を強調

したい。海をゆく者も、陸をゆく者も、あるいは、

空をゆく人も、コンパスを必要とする。けれども、

コンパスが壊れたとき、何かの磁力によって、

人は自ずと星を見上げ、この第三の参照物から

自らの内なる根拠を探るかもしれない 3 ）。

　あるいは、こう換言することもできる。シュ

ミットは、法律を法則化のなかで解釈しようと

した。ベンヤミンは、法則を法のなかで解釈し

ようとした。近代国家以後の正義は、法の正当

性を測量することという法則によって、法律化

（罰則と救済の範囲の規定）されていく。しかし、

それが、合法的かどうかは、検討の余地がある

のではないか、ということである。

　本稿の構成について説明する。第一章では、

人権を巡って、関東大震災で起きた虐殺につい

ての集会 4 ）で提起された問題点から、震災と「戒

厳令」の二重的非常事態がどのような法理のな

かで登場するのかを描く。第二章では、ベンヤ

ミンとシュミットのテキストをとりあげながら、

両者の考えている非常事態ないし常態の内実に

ついて考える。第三章は、ふたつの裁判をとり

あげ、いわゆる実定法と自然法との不整合性が

どこにあるかということに重点を置いて、法の

裁き方における問題を検討する。

　この作業を通じて、私は、判断する主体でも

なければ、判断された客体でもない、判断を行

うプロセスという状態を生きる私たちが、行使

できる最も純粋的な法的権利の在り処を探りた

い。

第一章　非常事態 5 ）

1、影
　運命の奇妙な巡り合わせであることは間違い

ない。95年後に、描き直される人々の面影がある。

2018年 9 月15日に、1923年 9 月 1 日午前11時58

分32秒に起きた関東大震災の後に行われた朝鮮

人・中国人虐殺の問題、とりわけ、「それほど語

られていなかった」中国人虐殺の事実を確認す

る集会が大阪で催された 6 ）。1922年 9 月に僑日

共済会を設立した中国の知識青年で社会運動家

の王希天の遺族も出席したこの集会の趣旨は、

「いまもある人権否定に対する排外思想の源流を

突き止め、未来の平和と友好を宣言する」もの

である。集会では、運動家ら（研究者・歴史家・

法律家）が、精査した当時の報道機関の資料や、

生存者へのインタビューのビデオ上映を通じて、

以下のふたつのポイントを強調している。

　ひとつは、虐殺が「戒厳令」のもとで、いわば、

憲法・法律の一部を一時的・局地的に停止し、「戒

厳令指揮官」に全権を与える制度のもとで、行

われた、ということである。ゆえに、本来ならば、

保障されるべき国民の基本的人権は保障されな

いのである。まして、「外国人」の人権について、
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言わずもがなであろう、ということである。

　もうひとつは、自警団による朝鮮人・中国人

の虐殺を、国家権力である警察が傍観したり黙

認したり、一部では幇助さえしていた、という

ことから、民衆の意識が国家権力と合意しなけ

れば、虐殺は起きないだろう、ということである。

　クーラーの送風口と睨めっこをしながら、私

はどことなくぎこちなさを感じた。まず、ひと

つ目のポイントに関してだが、そもそも、震災

のような自然災害が起きた場合、非常時のよう

な人権（生・生存権）は、保障されうるのか。

保障されるなら、その根拠となる法源は何か 7 ）。

また、どのように保障すべきか。他方、自然災

害が起きた際に、しばしば登場する場所限定・

期間限定の法の無効化を宣言する「戒厳令」や「非

常事態宣言」などの出発点は、国民の基本的人

権を保障することにあると言われてきた。なぜ、

運動家らは、「保障されるべき国民の基本的人権

は保障されなくなる」と言ったのか。

　もし、運動家らが、当時の「戒厳令」は任意

に暴力を振るった国家権力（法的暴力）を象徴

する「指揮官」らとの結びつきがあるゆえに、

いわゆる、秩序の正しい法によって守られる社

会における人権が、守られなくなるという意味

で述べていたのであれば、法源とされる憲法を

改正する時期や「戒厳令」が布かれたりするよ

うな平時の法とは異なる法で統治された社会に

おける人権と、どこが違うのだろうか。そのうえ、

このポイントをどんなに咀嚼しても、運動家ら

の発言には、「日本国民」の人権も保障されなく

なるから、「外国人」の人権が保障される可能性

がもっと低くなる（換言すれば、「外国人」の人

権は「日本国民」の人権に劣っている）、という

誤解をまねきやすいような論理があるように思

う。

　これらの理不尽さについて、どう考えればい

いのか。虐殺された中国人の人権をどう守るか

と「戒厳令」との間に、直接的な因果関係があ

るかどうか、ということに注目することより、

場所限定・期間限定の無効化ではあるものの、

無効とされたのに、権限の譲渡ができるという

もっともらしい法的な約束が、権限の無効とと

もに有効になった、ということに注意を払わな

ければならない。「指揮官」らは、置かれた状況

を引き受けた身として、全権が与えられたこと

によって、非常事態という置かれた状態のなか

で置かれた者の処置（他方、国家の代言）をし

たことが、肝心である。つまり、平常時も非常

時も、何らかの「保証」や「代理」は、ある種

の「法的」（契約的）な枠組みのなかで機能して

いる。しかし、非常事態のときの「戒厳令」は

暴力の象徴であるため、国民の人権が守られな

くなるからと言って、平常時の「憲法」（もしくは、

「普通法」）は、人権を守れる平和の象徴である

のだろうか。

　それから、ふたつ目のポイントに関してだが、

当時の虐殺には、当時の時代背景や人権意識な

ど、様々な要因がかかわっているとも考えられ

る。「民衆の意識」も、必ずしも、運動家らが持っ

ている現代的な感覚における「排外」（外国籍の

人物を排斥する）の一点に集中したのではない。

運動家らの見解では、中国人虐殺については「そ

れほど語られていなかった」ので、これについ

て語ることは、虐殺された人びとの「人権」を

取り戻し、現在の日本における外国人の人権問

題を可視化することに繋がる。しかし、当時に

おいて、朝鮮人虐殺についての語りはあった。

その語りとは、震災を利用して朝鮮人が放火、

暴行、井戸水に毒を投じるなどの犯行を重ねて

いる、という「流言蜚語」だった。この「語り」
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について言及した多くの研究よれば、「流言蜚語」

が虐殺のきっかけだった。また、その出処は、

統治側であった 8 ）。

　しかし、だからこそ、「流言蜚語」を聞きとっ

た「民衆の意識」は、「国家権力」（法的暴力）

と合意したのではない。おそらく、この合意の

前提にあるのは、「外」からやってきた自然災害

が起きたとき、「内なる安心」ではないだろうか。

他方、民衆らの「内なる安心」という意識その

ものも、国家制度という枠組みのなかにおいて、

「国民」や「東京府民」になると名乗ることで、

なされるものである。そこで、「外国人」ないし、

「朝鮮人」が「外部のもの」として現れる。この

問題については、第三章の中でもう少し詳しく

分析する予定であるが、ここでまずひとつ指摘

したいのは、「内なる安心」が、国家制度という

枠組みに合意したにも関わらず、この合意は、

国家の存在（形式）を保証する憲法や行政サー

ビス提供の前提となる法律の法源が無効とされ

たときにしか、発動されない保証であるように

見える、ということである 9 ）。もっとニュート

ラルに言えば、これは、あとから追認できる権

利でもなければ責任でもない。あくまである原

因が無効になったということに起因する結果で

ある。ただし、ある原因が無効になる以前に既

にあった「ある原因が無効になったときに発動

するよ」という約束は有効だ、ということである。

2、噂
　ところが、仮に「安心としての合意」である「民

衆の意識」は「流言蜚語」によって、興奮させ

られたとして、なぜ民衆らがこのような噂を信

じたのだろうか。この問題を考えるために、私は、

この集会の三か月前に起きたもうひとつの地震

とその地震に関する「噂」を振り返らずにいら

れなかった。

　2018年 6 月18日の朝 7 時58分頃、最大震度 6

弱を観測した大阪北部地震が起きた。棚が揺れ

た。本が落ちた。私は、この揺れのなかに、10

秒ほど身を置いた。この10秒の中身は、鳴り響

く緊急速報「エリアメール」の着信音、救急車

のサイレン、暮らしているところのすぐ近くで、

ブロック塀の下敷きになった少女の死、といっ

たことだった。しかし、ある意味では、私は、

この地震を知っていたのだ。知る術をくれたの

は、ネット上で流れている極めてつまらない噂

だった。この噂とは、「2018年 5 月、破壊と再生

を象徴する天王星が牡牛座に入る。 7月半ばか

ら 8月末にかけて、連続的に月蝕と日蝕が起き

る。そのタイミングのなかで、不吉な火星が地

球に15年ぶりの大接近をしている。ゆえに、自

然災害の到来ないし政治統治の破綻に注意しな

ければならない」という、占星術的「予言」で

ある。

　事前に「知っていた」にもかかわらず、天災

の「前」の予言が的中（実現）したと感じられ

るのは、往々にして、ひとつの天災の「後」で

ある。本震が収まったあとも小刻みに続く余震

のなかで、世界はもっと大きな動揺を見せた。

たとえば、地震発生直後から交通網の麻痺に伴

う「帰宅困難者」の行列、長時間にわたる都市

ガスの供給停止、地震の被災地に追い討ちをか

けるようにやって来た台風12号、広域停電、「非

常に強い」勢力を保ったまま上陸した台風21号、

大きな被害を受けた関西国際空港、といった風

景だった。

　そこで、同年 9月13日に開いた有識者・関係

者の会合で、政治統治側である吉村洋文大阪市

長は、今後の災害時の帰宅困難者対策として、

市長らが民間企業などに出社や帰宅の抑制を要
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請するために発信する「非常事態宣言」制度の

整備を検討する「宣言」を示した。関空も、 9

月18日から、運休していた「りんくうタウン駅」

と「関空駅」の区間で運転を全面再開した。こ

れでひと夏の事態が沈静化したと思うや否や、

聞こえてきたのは、関空浸水による観光経済業

界にとっての非常事態の嘆きだった。

　放火及び失火は、現代の刑法においても問わ

れる罪である10）。これらの行為が、「罪」となり

得る理由は、具体的な「人」の行為によって生

じうる結果として認識されてきたからである。

他方、地震直後に起きる台風や豪雨（あるいは、

東日本大震災直後の津波）などの現象は、さす

がに特定な「人」の行為では成し遂げられない「偉

業」であるためか、現代の国民らは、その責任

を「外国人」になすりつけることはなかったよ

うに思う11）。しかし、もし、現代にも雨乞いの

できる巫女やalien（宇宙人・外国人）などがい

る（と信じられている）とするならば、私たちは、

これらの「外部となる者たち」に対して、中世

の魔女狩りの時代にあった刑罰を用いるのだろ

うか。

　要するに、あの不気味な予言をどう考えれば

いいか、ということについて議論しなければな

らないのである。予言に書かれた原因は、現代

物理学や天文学といった「科学」によって解釈

できる天文現象である。しかし、予言に書かれ

た結果は、私たちが生息する地球を襲う自然災

害及び政治統治の破綻である。「及び」が重要で

あろう。つまり、天文現象という原因が対応し

ているのが自然災害だけであれば、「科学」のな

かで育てられてきた私たちは、なんとなく頷け

る。しかし、当該原因は、政治統治の破綻とい

う結果をも招くのだと言われると、「科学的」な

私たちは、それを「迷信」だと思っている（思

わざるを得ない）かもしれない。では、「迷信」

と思われているあの占星術的予言の「象徴的な

部分」（牡牛座、破壊と再生、日蝕・月蝕は不吉

である）をそぎ落とすと、どんな「科学的な事実」

が残るのだろうか。

　天王星は、1781年 3 月13日に、イギリスの天

文学者のウイリアム・ハーシェルによって発見

された。そして、この星の公転周期12） は

84.25301年とされている。私たちが知っている最

も基本的平面の「円形」 13）というものを、12等

分することができる。よって、天王星は等分さ

れたそれぞれの円弧上において、平均 7年間滞

在することになる14）。もし、歴史がニーチェの

言うように「永劫回帰」的で、太陽系の星らもニー

チェの言い方と同じように、自らの軌道を辿っ

て単にぐるぐる回っているだけならば、単純計

算でも分かるのは、天王星が発見後から今日ま

での間、この星は同じ円弧上に位置する確率が

約2.8回となる、ということである15）。仮に、天

王星が弧ABのところを、1851年ごろから1858年

ごろまで、一回目に運行したのだとすれば、二

回目の天王星の弧ABのところを運行する期間

は、1935年ごろから1942年ごろまで、である。

それから、三回目の弧ABを運行する期間は、

2018年ごろから2025年ごろまでとなる。

　ここで、弧ABを運行している一回目の期間に

おいて、到来した自然災害を列挙してみる。

　　1854年 7 月 9 日　伊賀上野地震　M7.3

　　1854年12月23日　安政東海地震　M8.4

　　1854年12月24日　安政南海地震　M8.4

　　1855年 1 月23日　ウェリントン地震（ニュー

ジーランド）M8.2

　　1855年11月11日　安政江戸地震　M6.9

　　1856年 8 月23日　青森県沖地震　M7.5

　　1856年 9 月23日　安政 3年の巨大台風、死者
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10万人

　次に、弧ABを運行している二回目の期間にお

いいて、破綻した政治統治をも列挙してみる。

　　1934年 8 月 2 日　ヒトラーが総統に就任

　　1937年 7 月 7 日　日中戦争勃発

　　1938年 7 月15日　東京オリンピック返上

　　1939年 9 月 1 日　第二次世界大戦勃発

　　1941年12月 8 日　真珠湾攻撃

　以上列挙した迷信抜きの科学（歴史）事実と

天王星の運行軌道弧ABとの間にある奇妙な一致

について、どう解釈すればいいだろうか。もち

ろん、「偶然」という言葉で片付けることはでき

る。しかし、私たちは、果たしてこれを「偶然」

だと思い切れるのだろうか。思い切れるのであ

れば、関東大震災後の火事も「偶然」に該当す

るのではないか。それでも、「民衆の意識」は、

朝鮮人ら（と「それほど語られていなかった」

中国人ら）の故意による「必然」と合意したのだ。

　予言されていた「いま」という三回目の弧AB

を運行する期間に起きた大阪北部地震の時に

あったもうひとつの「事実」に沿って言えば、

地震によって、ブロック塀が建築基準法に違反

していた事実が暴露されることと、地震によっ

てその違法建築物が壊れたという物理的な結果

による少女の死とは、どのような因果関係にあ

るのか。倒れなかった違法建築物は、違法では

ない、とは言わない。倒れたのが合法的建築で

あったなら、地震という現象だけが「違法的」

である、と言えるのか。地震が「違法的」では

なかったら、遺族（に加えて、あるいは人権論

者らも）の気持ちを逆撫ですることになるが、

宿命論的に考えるならば、少女の死は、「必然的」

である、と言えないのか。

　繰り返しになるが、あの不気味な予言の構造

は、地球外の天文現象が原因で、地球上の自然

災害ないし政治統治に結果をもたらしている、

ということである。つまり、地球上で起きる自

然災害と政治統治は、地球外の天文現象にとっ

ては、並列する結果である。これに対して、関

東大震災後に起きた虐殺に関する噂の構造は、

日本民族外の朝鮮人ら（日本国家外の中国人ら）

による放火、暴行、毒を投じるなどの行為が原

因で、日本国民の平常時の生活が乱れ、かつ、

日本政治統治にとっても不都合が生じた、とい

うことである。これは、端的に言えば、「外」違

いの論理的な混乱である。つまり、本当の原因

となる「外」は、地球外の何かしらの「力」で

あるはずなのに、すでに地球上、まして、同じ「地」

（領土）の上を生きる何かを「外」と見なし、政

治統治の内を、政治統治の内において、保障し

ようとするのである。ただ、この統治理論は、「自

然の摂理」に沿う根拠を持っているのだろうか。

第二章　政治神学
1、星座
　集会の終わりごろの「私たちは、これからも、

かつて、虐殺された中国人とその遺族らと共に

闘おう」という連帯を呼びかけるフレーズのな

かで、私は、関東大震災の時代をも生きたうえ、

天王星が二回目の弧ABを運行していた時に、亡

命を強いられた「輝く星座」と名付けられたド

イツ人思想家ベンヤミンの言葉を思い出した。

　「被抑圧者の伝統は、ぼくらがそのなかにい

きる〈非常事態〉（Ausnahmezustand）が、非常

ならぬ通常の状態であることを教える」 16）。

　これは、ベンヤミン研究の中において、よく『ド

イツ悲劇の根源』 17）（以下『根源』とする）の「序
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言」に関わる「星座の理念」とも結び付けられ、

解釈される彼の絶筆となる『歴史哲学テーゼ』

VIIIテーゼである。ただ、この言葉についての解

釈も、彼の「星座の理念」についての解釈も、星

座だから星座だ、星座を配置するという状況布

置の同語反復である18）。この状況布置とは何かを

探ると、「Konstellation（星座）」と「Konfiguration

（状況布置）」との語彙上の対応があるため、「被

抑圧者」にとっての革命とその革命の可能性と

いった言葉以外の表現が浮かんで来ない。

　長濱一真は、『根源』について「本格的かつ全

面的に」 19）論じることを試みたが、導かれた定

義は、アレゴリーのアレゴリーとしての星座で

ある、となっている20）。しかし、なぜ、ベンヤ

ミンがアレゴリーを必要としたのか。純粋的暴

力を振るう神がそれを必要としたのか。実際、

長濱一真は、『根源』にある箇所を、見事に指摘

した。

　「ベンヤミンの叙述において、時計の針

Weiser はやがて、「人間における被造物的な

生の激情的な運動――ひと言でいえば、激

情そのもの――が、運命的‐命懸けとなる

fatale 小道具を活動状態のなかに据える」と

の言葉を挟んで「激情の衝撃について知ら

せを伝える、地震計の針Nadel」へとその相

貌を変えるのだ。」 21）

　長濱の指摘の見事さは、ベンヤミンが意識し

ているひとつの天地が常に反転する構図を言い

当てている点にある。フランクフルト学派及び

ユダヤ研究者である徳永恂は、「認識批判的序言」

におけるベンヤミンの星座という言葉は「宗教

美術史」 22）を研究しているアビ・ヴァールブル

クの思想を踏まえているので、哲学的な用語で

はなく、占星術の用語である、と指摘している23）。

また、ベンヤミンの「トラクタートス」の概念

も実は一種の「中世的なスコラ時代の通俗宗教

パンフレットをまねした書き方である」とも断

言している。さらに、二度にもわたって、ベン

ヤミンの「占星術における星位図解釈」の手法

を意識的に用いて、自らの論考を書いたと述べ

ている。この方法をとることによって、「メシア

的時間」といった謎めいた言葉たちがようやく

本来の姿を現すことになる。断面図ではなく、

奥行きのある時間としての対応である。その時

間の中に、自己のなかにある他者の欠片すら見

つけることができる。そういう意味から考えら

れる歴史哲学がある24）。つまり、占星術的思想（ホ

ロスコープ）を用いて歴史を解釈することが可

能である25）。

　しかし、このようなベンヤミンの占星術的思

想は、地震という出来事、もしくは、地震とい

うアレゴリーとも関係している。ベンヤミンは、

1931年に放送されたこども向けのラジオ番組の

なかで、1755年11月 1 日に起きた「リスボン地震」

をテーマとして取り上げている26）。彼のこの放

送原稿は、カントの三編の地震論（『地震原因論』、

『地震の歴史と博物誌』、『地震再考』）を参考に

執筆されたものとされている。確かに、重見晋

也も指摘したように、ベンヤミンは、この放送

のなかで、イギリス人の手記を主に紹介したかっ

たのである27）。この放送原稿には、主に四つの

興味深い点がある。まず、①ベンヤミンは、こ

の原稿の冒頭で、薬剤師が分銅を増減させるこ

とで、天秤のバランスを取り、薬の質量を計る

行為と同じように、彼は時間という分銅を使っ

て、放送の内容を測っていることを説明してい

る点である28）。次に、②ベンヤミンは、カント

の書きあげた論文が「ドイツにおける地震学の
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端緒」をなしていると見ている点である29）。そ

れから、③国王ジョゼ 1世と王女が、御者のい

ない馬車に取り残されたというエピソードが、

瓦版（現在の新聞に相当）に記録されていたこ

とを取り上げた点である30）。最後に、④ベンヤ

ミンは、当時（今もその一部を踏襲しているが、）

の科学上の見解に従いながら、大地は常に震動

していることとその震動にほかの天体が影響を

与えていること31）、とりわけ、犬の持つ地震の

予知能力を強調している点である32）。これら 4

点を見ると、子ども向けのテキストながら、こ

れは、ベンヤミンの「星座の理念」の「認識批

判的序言」の問題意識の縮図となっていること

が分かる。

2、主権
　しかし、なぜ、ベンヤミンは、子どもらにこ

のような出来事を「文化史」として伝えたいの

だろうか。ベンヤミンは、大地を生きる人々の「閉

ざされた運命」の「鎖」を解き放ち、「運命」に

秘められた可能性を明らかにするための「鍵」が、

ホロスコープであることを、暗示しようとして

いるのか33）。これらの問を考えながら、同じく

関東大震災の時代をも生きたうえ、天王星が二

回目の弧ABを運行していた時に、ある宣言をし

たドイツ人の思想家の言葉を思い出した。

　「主権者とは非常事態におけて決断する者

のことである」 34）。

　この宣言をしたシュミットは、『独裁』（1921

年） 35）のなかで、「独裁」の在り方を「委任独裁」

と「主権独裁」と分けて論じている。何事にも

なく、いわば「均質的で直線的な通俗的な時間」 

36）という平常時における裁量権を独占的に与え

られた政治形態が「委任独裁」だとすれば、非

常事態において主権者の判断で、非常事態とい

う名のもとで判断権を振りかざすのは「主権独

裁」である。また、シュミットは、非常事態に

おける選択（決定）を下せるかどうかによって、

主権者であるか（となれるか）どうかを判断す

る「政治神学」のキーワードとして打ち出した。

シュミットは、このキーワードによって、一時

的にナチス政権の協力者となり、「加害の過去」

を持つようになった。しかし、時系列で見れば、

このキーワードが生まれたときは、ナチス政権

の成立がまだ宣言されていなかった37）。他方、

別の角度から見れば、確かに、このキーワードは、

非常事態及び、人権無視の究極であるナチス政

権の誕生を予言していたとも言える。

　ただし、ここで論点にしたいのは、ナチス政

権の是非（いい暴力か悪い暴力か38））、もしくは、

天災か人災かについてではなく、シュミットの

見ている国家・人間（あるいは、制度、組織体、

権利）の持つ、中性的で非政治的な部分である。

シュミットは、この「中性的で非政治的な部分」

を、『合法性と正当性 』（1932）にある「中性化

と非政治化の時代」 39）のなかで以下のような論

旨を述べている 。

　ヨーロッパ精神の中心領域は、16世紀・神学

的なもの、17世紀・形而上学的なもの、18世紀・

人道的－道徳的なもの、19世紀・経済的なもの、

20世紀・おそらく技術的なもの、という具合に

転位しながら、いわば、争いのない「中性化」

への道筋をたどってきたのである。とりわけ、

20世紀の場合、各層の強度の関心を引き起こせ

るのは、18世紀に道徳論的文学を生み出したリ

スボン地震のような出来事ではなく、相場の大

暴落や破産といった経済的領域における破局で

ある40）。



35

導く星のもとで

　これは、鋭い考察である。つまり、シュミッ

トが常に意識しているのは、憲法へのコメント

ではなく、その体系を分析することである41）。

また、シュミットにとって、この体系―戦争を

可能にした法は、正義と邪悪の判定のなかにあ

るのではなく、陸と海と空と火との関係といっ

た技術的にエレメントを区別するアレゴリーで

ある42）。しかし、注意したいのは、ここに並べ

られた言葉らの微妙な違いである。神学―形而

上学―道徳―経済―技術。社会の規範意識の視

点から考えれば、これらの言葉は一貫性を持っ

ている。しかし、言葉そのものの「意味」から

考えると、「精神的で聖なるもの」と「物質的で

俗なるもの」との間に、道徳という異なるニュ

アンスの言葉が入り込んでいる。

　おそらく、これは、カントの言う「道徳」（幸福、

善、純粋理性）であろう43）。しかし、いわば神

という外部から、私たちを規定する規範意識（モ

ラル）が、「道徳」を通って、経済や技術といっ

たキーワードになったのはなぜか。逆にいえば、

シュミットが打ち出そうとする「中性化」はど

んな問題意識に基づいているのか。この問題に

ついて、もう一度ベンヤミンとシュミットのそ

れぞれのテキストに立ち戻って見ることにしよ

う。

　実際、ベンヤミンの『根源』における芸術哲

学史を考察する方法は、シュミットの国家哲学

から示唆を受けている。シュミットもベンヤミ

ンの『根源』に対するコメントを書いたことが

ある44）。『根源』の中で、ベンヤミンはシュミッ

トの『政治神学』を引用している。

　シュミットは、17世紀の自然法を支配してい

る非常事態の意味の生々しい意識が18世紀に

なって失われていった理由は、政治情勢の安定

化と、そもそも、カントの緊急権は法（Recht）

でなかったと判定している。これに対して、ベ

ンヤミンは、政治情勢の安定化だけではなく、

そもそも、カントの緊急権は、「神学的合理主義」

（theologischen　Rationalismus）と関連する、と指

摘している45）。

　ただし、明らかに、カントの緊急権論を法

（Recht・権利）ではないとするシュミットは、

混沌のなかに秩序をもたらそうとしている。ま

た、混沌を支配できるのは、神話的アレゴリー

としての秩序である、とシュミットは考えてい

る。政治情勢の安定は、自然法の代わりに社会

を支配する実定法の法（Gestez）による結果であ

る。シュミットは、1950年頃、「ノモス（Nomos）」

という言葉の意味を規定する際、ドイツ語の

Gestezという言葉を解明することは困難であると

言明した。その理由は、現代ドイツ語において

Gestezは、もっぱら実証主義な「法則」の用途で

用いられるようになっている。神学的な文脈に

現れる機会は減り、また、法律家が用いるよう

な権威ある言葉でもなくなった、ということに

ある46）。

　ところが、シュミットがこだわりを持つよう

になったGestezという言葉は、すくなくともベン

ヤミンにとって、厳然たる「神学的な意義」を持っ

ているのである。前節で触れたベンヤミンが書

いたリスボン地震のテキストに残りの三つの興

味深い点を考えたい。天秤のバランスを取る分

銅―時間の法則。王様と妃の物語を記録する瓦

版―伝達の法則。地震予知能力を持つ敏感な犬

（思想家や文学者ではない）―人間の法則とは異

なる法則。また、これらの小道具（法則）は、

全部『根源』に占星術的思想を表す「土星の教訓」

のなかに登場している47）。もちろん、これらの

すべての小道具は、測量の法則でもある。これは、

シュミットの考えている経済技術の発達による、
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測量可能な社会の誕生という宣言とは、一致し

ている。

　もう少し敷衍すれば、シュミットの『陸と海』

（1942）に現れている問題意識と、『大地のノモス』

と決して異なる文脈にあるものではない、と私

は指摘したい48）。シュミットは、西洋哲学アリ

ストテレスの四大元素論（火・空気もしくは風・

水・土）に注目している。シュミットは、以下

のようにアレゴリーを使っている。

　人間は、大地の子であり陸は四元素のうちの

「土」であるが、本来小さな陸であったイギリス

はオランダやヴェネチアの海の成果を利用して

「水」のエレメントに18世紀に移行した。19世紀

にドイツがイギリスの革命に追いついたのは陸

の勝利であるというより、陸と海というノモス

の終焉である。海を飛び越えて飛び回る飛行機

や電波は、四元素の「空気」であるように思え

るが、飛行機のエンジンは「火」でもある。帆

船やコンパスによって生じた空間革命は空虚へ

の「真空の恐怖」を生み出したが「空気」と「火」

のエレメントはこの空虚を克服する。しかし、

空気と火によって新しいノモスがつくられると

しても人々は空虚以上の不安を感じるのである。

他方、シュミットが『大地のノモス』の冒頭に使っ

た言い回しはこうである。

　「大地は、神話的な言語において、法の母

と名付けられる。このことは、法と正義と

についての三重の根源を暗示している。」 49）

　しかし、シュミットが注目している四大元素

論は、西洋占星術の解釈のなかで、火→土→

風→水黄道12宮（獣帯）とともに、援用されて

いる50）。占星術的思想では、火は、不吉な火星

によって象徴される戦争、暴力に関連している。

土は、不運を象徴する土星そのものである。だ

から、ユダヤ人であり、不運を象徴する土星（サ

タン）の神話のもとで生まれたベンヤミンにとっ

て、四大元素論からすれば、非常事態を宣言す

ることや非常事態における決断を下すことなど

は、もうひつの「神話的暴力」である51）。また、

いまもなお、そのサタンの神話（罪深きナチス

の虐殺と、罪なきユダヤ人という構図）のなか

に閉じ込められ、言葉が奪われた決定をくだせ

ない「歴史の証人」のままとして形象化されて

いる。

　しかし、人間は、「豊かな霊感が込められた大

地」 52）（土星に閉じこめられた予言）のなかで生

きているかもしれないが、天空にある星座（神話）

の物語を措定し、持続させる根源となる法則

（Gestez）及び、それによって代表されている科

学技術、すなわち、法的思想の発展との関係を

解明（批判）することによって、あるいは、も

うひとつの「法」を導き出すことによって、「被

抑圧者」らは、自らの言葉を取り戻せる可能性

もあるかもしれない53）。

第三章　地震裁判
1、科学
　大地がどう動いたか、あるいは、なぜ動いた

かは、断層帯、震源地、震度、津波の有無といっ

た測量方法を通じて、現代地震学で説明可能で

ある。シュミットの測量方法でいうならば、ノ

モスとは、根源的な土地分割＝陸地取得に関す

る法で、その視点から戦争や国際関係における

法を見直すことができる。しかし、このような

根源的な所有ができるかどうかは、政治的法学

的に、契約によって説明することが可能であっ

ても、契約できることの根拠の説明とはならな

いのである。つまり、平常時における契約が可
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能であっても、自然災害（戦争、暴動）という

非常時における契約の根拠は、平常時を保証す

ることにある。現に可能である法則は、非常事

態のなかにある、平常時の部分を分離し、いわ

ゆる「安全部分」の保証を行うことになっている。

　もう一度、地震という自然災害の非常事態に

立ち戻ってみたい。2009年、309人が死亡したイ

タリアのラクイラ地震に関わる裁判があった54）。

現時点で科学者らが無罪と判断された理由は、

科学者の責任は研究という予知の領域において

問われるが、予言、宣言、公表、報道のような

領域では問われないと解される55）。つまり、大

地のどこが、いつ動くのか、という予知はまだ

できない。あるいは、置かれたもの（法則）は

予知できても、置かれた状況（法）によって、

予言、宣言、公表できない、と言い換えてもよ

いだろう。

　同じようなことは、非常事態の例として第一

章でとりあげた関東大震災「前」にも起きてい

たと言われている56）。上山明博は、緻密な資料

分析の旅の果て、関東大震災について、大森公

式や地震帯、地震周期の発見など、近代地震学

の基本理論の多くを築いた、地震学の父と呼ば

れている大森房吉が、「次に起きるべき関東大地

震を誰よりも正確に捉えていた」 57）、と結論付け

た。

　しかし、上山明博に労力をかけさせた問題の根

本は、予知ができていたのに、公表しなかったこ

とで、民衆（メディア）の批判によって死へと追

い込まれた地震学者が置かれた状況である。言い

換えれば、予知できたかどうかは重要ではなかっ

た。予知はできる。測量さえできれば、予知はで

きる。ただ、公表できたかどうかは分からない。

自然科学の領域において、「地震予知（決定論的

予知＝deterministic prediction）」と「地震予測（確

率論的予測＝probabilistic forecast）」とは、異なる

文脈にある58）。

　これは、おそらく、言語を持つ制定法と沈黙

したままの自然法との関係ではないだろうか。

まるで、黙秘権を行使する被疑者が、おしゃべ

りの実定法裁判プロセスによって判定されるこ

とと同じである。ただし、これは、ベンヤミン

の問題意識にある「法」ではないかと、私は考

える。つまり、神との「掟」（Gestez）において

は（例えば、神の秘密を暴くことはできないと

いう掟）、もしくは、普遍性（固有性、不可侵性）

という概念の本来の意味においては、発話権が

誰にもないという問題が潜んでいる。

　「被抑圧者」が、単に彼らの言えたはずの言葉

だけが奪われた存在であるなら、雨後の筍のよ

うに現れる継承権を持つ「歴史の証人」にすれ

ばいいのである。ただ、このような「歴史の証人」

の「権利」（Recht）とは、現在、置かれた状況（法）

のなかで、置かれたもの（法則）の代言をする

存在になるだけである。だから、問題は、継承

権があるか否かを問う前に、そもそも継承権は

どうやって委ねられたか、というところにある。

証人の証言力は、過去から委ねられた代理権が

発動された形をもって実現される。また、この

権限が予言的な形式を取れば、あるいは、この

代言が「過去がこうだった」という証言の特徴

を持つのではなく、「きっとこうなる」という予

言の性質を持つのであれば、置かれたものの状

況が測定される。

　この問題は、関東大震災の「前」と「後」に

関わらせていえば、当時の「民」らの「丙午迷信」

と本当に対立しているのは、測量技術を裁く別

の法（法則）ができた、という点である。しかし、

この判定の法は、普遍・固有・不可侵を名乗り

ながら、普遍・固有・不可侵性そのものを、個
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別的に均質的に侵害している。天災は、為政者（国

家など）が行った政治の正当性（合法性）を裁

くものではなくなり、予言者としての合法性（正

統性）があるかどうかを裁くものとなる。しかし、

その予言を裁くのは、また宣言する者としての

為政者である。予言者は、天災が起きる前に、

救済の措置を数値化することを通じて、企画者

を演じ、天災が起きた後に、救済の措置を実行

する遅れた歴史の天使を演じる。他方、普遍・

固有・不可侵をもって、人権（というより、生

存権、いな、所有権、所得）を持ちたい「民」は、

自らの予言する力を宣言に委ね、必ずメシアが

やってくることを信じ続ける。

2、福祉
　ところが、第一章の 1のなかでも述べたよう

に、関東大震災の後に起きた虐殺のきっかけは、

天災としての予言の構造によるもののではなく、

地球上の「外部」としての噂の構造によるもの

である。実際、当時の事件を見つめていた本当

の第三者ともいえる「傍観者の目」があった 。「中

国人犠牲者と日本の裁判」を題した、Harley 

Farnsworth MacNairのエッセイによれば、震災翌

年に、ノースチャイナデイリーニュースの東京

特派員が書いた 4月27日の記事のなかで明らか

にされた横浜地方裁判所で下されたでたらめな

判決があった59）。

　東京から40マイル程の小田原に近い足柄地区

で起こった何人かの中国人労働者を殺害した 8

人の日本人の被告にたいして、横浜地方裁判所

は、その内の 4人に、それぞれ18 ヶ月の禁固刑

をいう判決が下ったが、 2人は証拠がないとい

う理由で釈放した。さらに、裁判所は残りの 2

人に対して有罪判決を下したうえ、二年間の執

行猶予を与え、実質的には全ての犯罪者を釈放

するのと同じことになった。

　Harley Farnsworth MacNairは、この茶番劇のよ

うな裁判を、中国政府が海外にいる自国民を保

護する意思や能力が伴わないことに起因したと

指摘している。彼は、そこで、国際法の父と言

われているオッペンハイムの言葉を引用した。

　「外国人は、彼の入国する国の属地的支配

権のもとに、ただちに置かれるけれども、

それにもかかわらず、彼らは、彼らの本国

の保護の下に依然として留まっているので

ある。国際法の普遍的に承認されている慣

習法規によって、あらゆる国は、海外にい

る自国の市民に対する保護権を保有してお

り、それは、領域上の外国人を320－322条

で検討することになる或る一定の配慮を払

いながら扱うことになるあらゆる国の義務

に対応している」 60）。

　しかし、Harley Farnsworth MacNairは、以下の

ように続けている。オッペンハイム教授がここ

に引用した言葉を書いた時、彼が思い描いてい

たのは明らかに強くて影響力のある国の政府だ。

だが「強い」というのは今の中国政府に当ては

まる言葉ではない。近代において長年に及ぶ中

国政府の弱くて混乱した状態と、それに先立つ

何百年に及ぶ祖先の土地や墓を離れた自国民を

保護しようという試みへの興味の完全な欠乏が、

海外にいる中国人の苦難と悲惨な状況の主な原

因だ。

　だが、いまの中国政府は、メキシコとの間の

壁の建設費を巡ることで、非常事態宣言をする

アメリカのトランプ大統領の政令に向かって、

「貿易戦」までできる位「強く」なったが、95年

前に日本にいた「国民」といま日本にいる、さ
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らに、これからいようとする「国民」を保護す

る義務を果たすのだろうか。もう一度問い直し

たい。そもそも、「国際法」を語るまえに、各自

の「国」を構築する「憲法」が、非常事態に直

面したとき、機能するのだろうか。

　シュミットは、『憲法論』のなかで、個人の権

利に関する総括的概観を四つの大きな分類で表

している61）。①孤立した個人の自由権（良心・

人身・私有財産・住居の不可侵〔但書の秘密〕）

②他の個人と結合した個人の自由権（表現・言論・

出版・礼拝・集会・結社）③国家内での公民と

しての権利（法律の前の平等・請願・平等な選挙・

投票・公務への平等な就任）④国家の給付を求

める個人の権利（労働・保護および扶助請求・

教育を受ける）。言い直せば、①は、個人として

の自立②は、個人を伝達する方法③は、国家内

における個人の持つ伝達方法についての規定④

は、国家内における個人の自立の保障である。

　しかし、国家は、平常時において、どのよう

にして個人の自立及び、その自立にかかる伝達

する方法を保障するのか。また、国家は、どの

ようにして、その保障を個人に伝達するのか。

他方、個人も、どのようにして自分の自立及び

その伝達方法を保証するのか。また、どのよう

にして、国家に自分を伝達するのか。具体的な

個人は、その他の複数の人々との関係を、ひと

つの伝達方法において、結ぶこと（権利として

有すること）が可能だとすれば、個人は、同じ

ように、ひとつの伝達方法において、複数の国

家とも関係を結ぶことは、なぜ、できないのか。

そもそも、国家は、具体的な個人と、その個人

が認識した複数の関係を可能にした、ひとつの

伝達方法ではないか。ただし、この伝達方法は、

革命の理念という言葉だけを伝達するものでは

ない。個人の自立を保証する所有権があること

をも伝達しなければならない62）。

　「正戦」 63）以後の国家は、人権（生存権、所有権）

の鎖によって、災害（戦争、革命）といった連

鎖反応のなかで、各々が「福祉国家」と名乗ら

ざるをえなくなった。これは、前節で述べたよ

うに、非常事態のなかにある平常時の部分を分

離し、いわゆる「安全部分」の保証を行うこと

である。この発想自体は、救済されるべき権利

があるという発想に反するものではない。ただ

し、非常時から平常時を分離させることとは、

平常時において、常に、非常時の想定をも要求

することでもある。この想定を強いることは、

もうひとつの結合である。本来は、この想定を

下すのは、神であった。いまは、神を証明する

法則において、その判断をしなければならなく

なったのである。

　また、福祉国家という宣言において、つまり、

政治神学の国家の使者らが、遅れた歴史の天使

として、取れる救済措置は、事前に収められた

税金を事後に配分する「中性化と非政治化の時

代」としての天秤の役割を宣言文に書くように

なっている64）。非常事態の前においても、その

後においても、私たちの法律は、平常時のよう

な安全を保証する。また、非常事態においても、

私たちの法律の果たす役割は、そこから分離し

た平常時を保証する宣言だけをするのである。

また、このような個人とその他複数の人との関

係を規定する国家の理念や、普遍・固有・不可

侵と観念される「人権」は、めぐりめくる経済

的な循環のなかのある「時」でしか、実現され

ない。

　もちろん、遅れた天使の到着を待たないとい

う選択をすることもできる。個人は、個人の自

立をその他の複数の人との関係を伝達するため

に、国民国家における、擬似・譲渡といった契
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約上の「平等」関係を解消することもできる。

では、これは、もう一度オッペンハイムをはじ

めとし、いまはトランスナショナル人権法源論

で扱う国際法・国際人権といった言葉によって

カバーされる問題になるのか65）。

　シュミットは、21世紀の非常事態の中心とは

何かを予言をしなかった。ただし、シュミット

が並べていた言葉から推測すれば、今世紀のそ

れは、情報的（数学・人工知能）なものとなる

だろう。しかし、AI自身としての問題は、計算

に基づく結論である、と解されている。これは、

いわば、これまでのすべての非常事態に関する

データを、ひとつのバーコードのモザイクに書

き替えし、現在にある非常事態に適応する判断

を、もう一度神の代わりに行わせることである

と言えないのか。これは、強いて言えば、物の、

あるいは、所有する概念自体の革命である66）。

終わりに
　カントは、「すべての数学的判断は、アプリオ

リな総合判断である」というテーゼについて説

明をするために、数字の例を引用している。た

とえば、算術について、「 5＋ 7＝12」は、アプ

リオリな総合判断である。なぜなら、これは必

然性をもっているのでアプリオリであり、また、

主語概念「 5＋ 7」には、述語概念「12」は含

まれていないので、総合判断である。カントは

経験論と観念論の対立を煽るのではなく、その

両者の良いところを取り出して、接続させるこ

とによって、観念論のもつ独断を避け、経験論

が不可知論に陥らないようにする。観念論はア

プリオリな分析判断を重視し、経験論はアポス

テリオリな総合判断を重視する。ところが、判

断の中にはアプリオリで、かつ、総合的なもの

がある。例えば、5＋ 7＝12という数式。 5、7、

12という三つの数字には何ら必然的な繋がりが

なく、従って、この式はアポステリオリな総合

判断、とカントは考える。一方、この式がアプ

リオリな真理を表しているともカントは考える。

カントによれば、人間の認識の中には経験的で

ありながら、つまり、総合的な認識でありながら、

アプリオリなものがある。そのアプリオリな性

格が、人間の認識をヒュームの不可知論から救

う切り札になると彼は考えたのである。

　カントのこのような認識は緊急権論の基礎で

ある。既に述べたように、シュミットからすれば、

そのような偶然の一致は、法律としての法では

ない。ベンヤミンからすれば、これは、むしろ、

純粋な法で、純粋な言語という伝達方法である。

ベンヤミンに倣っていえば、天秤のバランスを

取るための分銅は、「時」にほかならない。この

「時」（純粋暴力、純粋言語）は、決して新たに

発見された新しい数学的原理の法則ではないが、

それをどう配分するかという法則が常態として

置かれたものの非常事態である。地震学者は、

地震予知ができるが、予言することはできない。

AIは計算できるが、責任義務の主体になり得る

か否かは、まだ法の判断を待たなければならな

い。しかし、これらの問題の本質は全く同じも

のである―法源（根拠）が無効となったとき、

無効を宣言することによって自らの有効性（権

利）を保全するという法的思考についてどう考

えればいいのか。これは、結合と分離の双方に

おける分離と結合に対する判断を下す運動論で

もある。しかし、この最も中性的な解釈をする

ために、最も神秘的な「星」の概念に立ち戻ら

なければならない。これは、星の光の伝達方法

を測量する科学技術の問題でもある。

　「人は、この星の影響と、自分自身のカルマと

が数学的に致したその日、その時、その場所に
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生まれる」 67）。カルマ（運命）という不可抗力に

対抗できる可能性は、自由と考えられる。ただ、

「自由というものは、私たちが運命とどのように

かかわっていくかということであり、運命とい

うものは、私たちが自由であるときのみ、意味

をもつものなのである」 68）。

　―――――――――――――――――――――――
【注】

 1 ）カント「理論と実践・1793年」（北尾宏之訳）『カント全

集14・歴史哲学論集』岩波書店、2000年、161−223頁。

なお、カントは、この「不正をなす正当性」の理論は、「矛

盾したものである」と述べている（202頁）。そのほか、

椿幸雄「刑法における緊急行為論の史的展開過程」『比較

法制研究2』、國士舘大學比較法制研究所、1977年、63

−86頁、網谷壮介「政治・道徳・怜悧― カントと執行す

る法論」『政治思想研究』第14号、2014年、358−363

頁、網谷壮介「カントと許容法則の挑戦―どうでもよい

こと・例外・暫定性―」『法と哲学』創刊第1 号、2015

年 6 月、133―165頁、などを参考した。

 2 ）占星術は、近代的形而上学の王道ではないので、これに

かかわるキーワードの定義や内容に関しては、いわゆる

大衆向けの東洋四柱推命や西洋占星術の教科書を参考に

しているうえ、それらを踏まえて私が独断的な解釈をし

ている部分もあることを、ここで断っておく。

 3 ）ここの表現は、「法は磁石の役をはたし、法律が羅針盤の

役をなす。」という、ポルタリスの言葉を念頭においてい

る。『民法典序論』（野田良之訳）日本評論社、1949年、

23頁。

 4 ）2018年 9 月15日「関東大震災　中国人虐殺から95年集

会」

 5 ）ベンヤミンとシュミットが使っていた「非常事態」のドイ

ツ語は、「Ausnahmezustand」である。より原語のニュ

アンスを生かされた訳語として、「例外状態」「Ausnahme」

（例外、特別、異例、別格）「Zustand」（状態、状況）があ

り（ジョルジョ・アガンベン『例外状態』上村忠男・中村

勝己訳、未來社、2007年）、政治学用語として、「非常事態、

戒厳」を意味する。「Ausnahme」は、「exception・除外」

の意味合いが強いと考えられる。「Ausnahmegesetz」は、

「例外法・特例法」に該当する。他方、注 1 で言及してい

たカントの「緊急権論」のドイツ語は「Notrecht」である。

「Not」は、「急迫」、「窮地、苦境」の意味合いが強い。

「Ｎotstand」は、天災などによる「crisic・苦境、窮境」

である。法学用語としては、「緊急事態、緊急避難」を意味

する。「Notstandgestz」は、「emergency law・緊急事

態法」に該当する。ただし、両方とも、英語の「state of 

emergency・非常事態」に対応している。『デジタル・独

和大辞典（第 2 版）』小学館、2002年、『デジタル・アク

セス独和辞典（第 3 版）』三修社、2014年『デジタル・

Oxford German Dictionary ・German-English(third 

edition)』Oxford University Press、2008年、などを参

考した。なお、1972 年以降も様々な特別措置や例外的措

置 に 晒 さ れ て 続 け て い る 沖 縄 の 戦 後 史 を 研 究 す る

Annmaria Shimabukuは、シュミットとアガンベンの議論

を検討する中で法の前提としてあらかじめ法から排除され

ている領域を「Alegal」という概念として検討し、この概

念に基づいて沖縄の戦後状況を具体的に考察している。

Shimabukuは、その領域の性質を、“Alegal can  exist in 

the absence of the law , but on the other hand, the 

law cannot exsit without the alegal.”と、表現している。

Annmaria Shimabuku, Alegal: Miscegenation along the 

U.S. Military Fence Line in Okinawa, Fordham U.P. 2018. 

p 1. ちなみに、2019年 2 月23日の『朝日新聞』は、アフ

リカ北東部スーダンで約30年にわたり権力を握るバシル大

統領は22日、自身の即時退陣を求める抗議デモが国内各地

で相次いでいることを受けて、 1 年間の国家非常事態宣言

を出した（declared a national state of emergency）、

と報じた。

 6 ）一応、「朝鮮人虐殺」については、「公式史料」が多いと

されている。仁木ふみ子『関東大震災中国人大虐殺』岩

波書店、1991年。仁木ふみ子『震災下の中国人虐殺』青

木書店、1993年。松尻尾章一『関東大震災と戒厳令』吉

川弘文館、2003年。田原洋『関東大震災と中国人』岩波

現代文庫、2014年。2018年 9 月15日「関東大震災　

中国人虐殺から95年集会」「関東大震災下の中国人虐殺に

関する資料」関西わだつみ会機関紙『海』、2018年 9 月

10日号外。

 7 ）法律学上、法源たるものは、裁判官が裁判をする際に準

拠することができる規範であると解される。一般的に、憲

法は、最高法規とされるので、憲法は「法のうえの法」と

して考えられる。しかし、憲法は、憲法性（「法のなかの法」）

という性質によって、それ自身の存在が規定されている

と考えるべきである。そのため、制定法はもちろんのこと、

不文法のうち、参照可能性、いいかえれば、未来への拘
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束性の持つ、慣例法や判例法なども法源性を有するとい

うべきである。

 8 ）松尾章一『関東大震災と戒厳令』吉川弘文館、2003年、

吉村昭『新装版 関東大震災 (文春文庫) 』文藝春秋、

2004年、工藤美代子『関東大震災「朝鮮人虐殺」の真実』

2009年、副田義也『内務省の社会史』[増補版]東京大学

出版会、2018年、480−488頁、西崎雅夫『証言集 関

東大震災の直後 朝鮮人と日本人 (ちくま文庫) 』筑摩書房、

2018年、などを参考した。

 9 ）戒厳状態をどう考えるかについて、冨山一郎は『始まり

の知』のなかで、金杭の理解しているカール・シュミッ

トの独裁の概念を踏まえながら、「〈公共ノ安全〉は、安

全という公的範囲を規定する法によるのではなく、法を

超えた問答無用の暴力において遂行されるのであり、逆

にいえば暴力は、規範維持において正当化されることに

なる。そして、この暴力こそ国家なのだ。」と指摘している。

法政大学出版社、2018年、99頁。

10）（日本）刑法第 2 編第 9 章、108条―118条。

11）2011年の東日本大震災後の原子炉問題は、「人」の行為

とされている。また、忘れてはいけないのは、2018年の

西日本豪雨時期の間に、オウム真理教の死刑囚 7 人らに

対する死刑執行があったため、「自然災害の到来は、〈教祖〉

の復讐ではないか」、といった「迷信」ないし「噂」があっ

た、ということだ。他方、2019年 2 月21日夜に北海道

で最大震度 6 弱を観測した地震を巡り、SNS（ソーシャル・

ネットワーキング・サービス）を通じ「 5 、 6 時間後に

本震が来る」「中国の地震兵器の実験が原因」などと根拠

のないデマが流れたと言われている。道警がデマ情報と

認定した中には、鳩山由紀夫元首相のツイッターに投稿

された内容も含まれていた、と『毎日新聞』（2019年 2

月22日）は、報じている。

12）orbital period。ある天体（母天体）の周囲を公転する

天体が母天体を 1 公転するのに要する時間のこと。「軌道

周期」とも呼ばれる。

13）circle。円とは、平面（ 2 次元ユークリッド空間）上の、 

定点 O からの距離が等しい点の集合でできる曲線のこと

をいう。占星術におけるホロスコープもこのような円で

ある。

14）84／12＝７

15）（2018−1781）／84＝2.8 

16）ヴァルター・ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」(VIII)『ボー

ドレール・他五篇』野村修編訳、岩波文庫、1994年、

334頁。“Die Tradition der Unterdrückten belehrt 

uns darüber,dass der 〉Ausnahmezustand〈, in dem 

wir leben, die Regel ist”. Walter Benjamin, Über den 

Begriff der Geschichte, in: Walter Benjamin Gesammelte 

Schriften, BandⅠ・2,Suhrkamp 1991,S.697

17）Walter Benjamin,Usprung des deutschen Trauerspiels, 

in: BandⅠ・1 ,S.206-410。なお、本稿の日本語訳は、

訳者の注釈の少ない、文脈のわかりやすい『ドイツ悲哀

劇の根源』（岡部仁訳）講談社文芸文庫、2000年（以下、

岡部とする）を参考している。

18）高橋順一『ヴァルター・ベンヤミン―近代の星座』、講談

社 1991年。今村仁司『ベンヤミンの〈問い〉――「目

覚め」の歴史哲学』、講談社 1995年。今村仁司『ベンヤ

ミン「歴史哲学テーゼ」精読』、岩波書店 2000年。三島

憲一『ベンヤミン』、講談社 1998（2010）年。山口裕

之『ベンヤミンのアレゴリー的思考』、人文書院 2003年。

Kawade 道の手帖『ベンヤミン：救済とアクチュアリ

ティ』、河出書房新社 2006年。鹿島徹訳『ベンヤミン『［新

訳・評注］歴史の概念について』、未来社 2015年、など

を参考している。

19）長濱一真「非常事態／例外状態をめぐって : ベンヤミン

とシュミット」『人間社会学研究集録』2011年 6 月、 3

頁（ 3 ―26頁）。牧野雅彦『危機の政治学・カール・シュ

ミット入門』講談社、2018年、『根源』203頁。岡部。

20）長濱一真「哀悼遊戯と星座 : ベンヤミン『ドイツ哀悼遊

戯の根源』の総体的な構成を巡る考察」『人間社会学研究

集録』2014年。

21）長濱一真「哀悼遊戯と星座 : ベンヤミン『ドイツ哀悼遊

戯の根源』の総体的な構成を巡る考察」33頁。

22）ベンヤミンは、1912年、自分の履歴書のなかで、「宗教

美術」に関心を持っていると述べている。（「ブルクハル

トの『イタリアにおけるルネサンスの文化』を手掛かり

にして、私はひとつの時代を文化史的に理解しようと試

みました。」「履歴書（ 1 ）」『ベンヤミン・コレクション 7 』

（浅井健二郎編訳）、ちくま学芸文庫 2014年、46頁。）

2001年、田中純は、『アビ・ヴァールブルク―記憶の迷宮』

のなかで、ドイツの美術史家のアビ・ヴァールブルクの

初期ルネサンス美術の研究から記憶の女神ムネモシュネ

の名を冠した図像研究のプロジェクト（占星術と情念定

型の図像群の分析）の跡を追った。田中純は、その問題

とベンヤミンの『パッサージュ論』における星座の概念

との共通性を指摘している。そのうえで、田中純は、イメー

ジによる情念の論理学（病理学）ないし、イメージによ

る歴史認識の方法の可能性を提起した。田中純『アビ・
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導く星のもとで

ヴァールブルク―記憶の迷宮』、青土社　2001年。

23）2010年以後のいくつかの研究は、ベンヤミンのオカル

ト的星座を占星術用語としてみなすようになった。森田

圑『ベンヤミン―媒質の哲学』、水声社　2011年。村上

真樹『美の中断：ベンヤミンによる仮象批判』、晃洋書房

　2014年。道籏泰山『墜ちゆく者たちの反転：ベンヤミ

ンの「非人間」によせて』、岩波書店　2015年、など。

また、2013年、平野嘉彦は、『死のミメーシス』のなかで、

ベンヤミンの問題意識における筆跡学と占星術との関係

を検討している。彼は、ベンヤミンが「用いている

Zeichen（「表徴」）という語は、クレピウー＝ジャマン

をはじめとするフランス筆跡学の用語signeのドイツ語訳

でもあるのだが、それは、同時に、「黄道十二宮」の「宮」

を意味する「占星術」の用語でもあった」と指摘している。

また、平野嘉彦は、最終的にベンヤミンのなかにあるのは、

筆跡学より占星術であるとも結論している（平野嘉彦『死

のミメーシス：ベンヤミンとゲオルゲ・クライス』、岩波

書店2010年、164頁）。

24）徳永恂「ベンヤミンと歴史の天使」『現代思想の断層』、

岩波書店　2009年、113−159頁。「ベンヤミンの方法

と方法としてのベンヤミン」『絢爛たる悲惨』、作品社　

2015年、81−116頁。

25）しかし、徳永の指摘は、まだベンヤミンの「星座の理念」

の本質に触れるものではない。この本質となるのは、『根

源』にある「土星の教訓」（S.317-335）である。 他方、

1927年、ホーフマンスターは、『根源』から、Trauerspiel 

und Tragödieの第三章Dritter Teilだけを取り出し、独立

した「メランコリー論」として、自分の主宰する雑誌『ノ

イエ・ドイチェ・バイチレーゲ』に載せたという経緯も

ある（『ベンヤミン・コレクション 1 』（浅井健二郎編訳）、

ちくま学芸文庫 1999年、307頁の訳注を参考した）。ま

た、この部分のなかにおいて、ベンヤミンは、土星と関

わるメランコリーの気質について、体液病理学の説を提

示している。

26）ヴァルター・ベンヤミン『子どものための文化史』（小寺

昭次郎・野村修訳）晶文社、1988年、109−116頁（以

下、『文化』とする）。この地震及びそこから生じる文化

的な動きについて、高橋吉文も触れている。「神的力Xへ

の予覚 : 見ることの根源条件」『CATS 叢書 = CATS 

Library, 11』、2017年、219―237頁。高橋吉文論文は、

182条のテーゼによって構成され、形式においては、ニー

チェのようなアフォリズムや、ベンヤミンの『パサージュ

論』を思わせる。

27）「リスボン地震に見る文学の想像力 : 天災と人災を超えて」

『名古屋大学人文学研究論集』、2018年、392頁。（391−

400頁）

28）『文化』、109頁。

29）『文化』、112頁。

30）『文化』、110−111頁。

31）『文化』、114頁。

32）『文化』、116頁。

33）1957年、ベンヤミンを尊敬するアドルノは、1953 年

の「ロサンゼルス・タイムズ」紙の占星術欄の研究を考

察したうえ、The Starts Down to Earthという論文のなか

で、占星術について言及した。彼は、フロイドの言葉を

借りながら、占星術を集団心理“Group Psychology 

and the Analysis of the Ego”（p.54）と結びつけ、「第

二次」の迷信だと結論している。Adorno: The Starts 

Down to Earth and other essays on the irrational in culture. 

Routledge, 1994。なお、マーチン・ジェイは、『弁証

法的想像力 : フランクフルト学派と社会研究所の歴史 : 

1923-1950』のなかで、アドルノの論文について言及し

ている。荒川幾男訳、みすず書房、1975年　280頁。

34）カール・シュミット『カール・シュミット著作集Ⅰ』（長

尾龍一編）、慈学社、2007年、 2 頁。「主権者とは、例外

状態にかんして決定をくだす者をいう。」カール・シュミッ

ト『政治神学』1922（田中浩・原田武雄訳）未來社、

1971年、11頁。

35）カール・シュミット『独裁−近代主権論の起源からプロ

レタリア階級闘争まで』（田中浩・原田武雄訳）未来社、

1991年。

36）ヴァルター・ベンヤミン「歴史哲学テーゼ」「歴史のなか

で人類が進歩するという観念は、均質で空虚な時間をと

おって歴史が連進行するという観念」（XIII）。「歴史は構

成の対象であって、この構成の場を成すのは均質で空虚

な時間なのではなく、 〈いま〉によってみたされた時間で

ある」（XIV）。340−341頁。

37）カール・シュミットの生い立ちについては、勝田有恒編

著『近世・近代ヨーロッパの法学者たち―グラーティア

ヌスからカール・シュミットまで』「第26章カール・シュ

ミット」ミネルヴァ書房、2008年394−411頁、を参考

した。

38）ベンヤミンの「神的暴力と神話的暴力」の言い換えである。

『暴力批判論』。

39）原田武雄・田中浩訳、未来社、1983年。

40）シュミット『合法性と正当性』153頁。
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41）「この著作は、コメンタールや論文集ではなく、ひとつの

体系化の試みである。」カール・シュミット『憲法論』

1928（阿部照哉・村上義弘訳）みすず書房、1974年、

4 頁。

42） カ ー ル・ シ ュ ミ ッ ト『 陸 と 海 − 世 界 史 的 な 考 察 』

1942,1954,1981（中山元訳）日経BP社、2018年。

43）もっとも、カントの大ファンであるシュミットが、カン

トの言う「道徳」を放棄するはずがない。

44）1930年12月 9 日付カール・シュミット宛書簡のなかで

触れている。また、シュミットはこれに対して「シェイ

クスピア戯曲の粗野な性格について―ヴァルター・ベン

ヤミンに『ドイツ悲劇の根源』に寄せて」を題にした論

文がある。邦訳は、カール・シュミット『ハムレットも

しくはヘカベ』初見基訳、みすず書房、1998年、を参照

した。

45）S.246、岡部、82頁。

46）カール・シュミット『大地のノモス―ヨーロッパ公法と

いう国際法における』（新田邦夫訳）上、下、福村出版、

1976年、47−48頁。また、これは、フランスの労働法

の 専 門 家 ア ラ ン・ シ ュ ピ オAlain Supiotが、Homo 

Juridicusのなかで指摘したことである。シュピオによれ

ば、フランス語のlexという概念が諸言語に翻訳されたと

き、ローマ法の起源における法秩序という問題を見落と

さなかったという点で、「置かれたもの」という意味を持

つドイツ語訳のGesetzが的確であったと指摘している。

Gestezとは、「置かれたもの」を措定し、維持する法則

が「置かれる状況」にある、ということである。「（ce 

que traduit bien l’allemand Gesetz :〈〈ce qui est 

posé〉〉）」Alain Supiot：Homo Juridicus, Essai Sur La 

Fonction Anthropologique Du Droit. SEUIL 2005,p.28。

日本語訳は、アラン・シュピオ著『法的人間 ホモ・ジュ

リディクス: 法の人類学的機能』（橋本一径ほか訳)、勁草

書房 2018年、19頁を参考し、改訳している。

47）岡部、「天秤座」237頁、「寓意としての犬、球、石」

237−243頁。

48）カール・シュミット『大地のノモス―ヨーロッパ公法と

いう国際法における』（新田邦夫訳）上、下、福村出版、

1976年

49）『大地のノモス』 2 頁。

50）他方、東洋五行理論のなかでも、地震は土の概念である。

また、土は、木→火→土→金→水の真ん中に位置し、五

大明王の中心である不動明王のような存在である。暦を

見ると、季節の変わり目ごとに「土用」という時期が配

置されている。（いわゆる東洋的感覚を持つ東洋人にとっ

て、東洋占星術がわかりやすいので、その法則に従って

解釈する。）東洋占星術の法則のなかには、力関係として、

「土は水を克する」、「土は上位にある」という基本法則が

ある。しかし、（物理的な認識でもあるが、）水は、しば

しば雨が地に潤いを与えるように、「土に浸透する」ので

はなく、海が陸地を囲むように、「土が水没する」という、

土を克する場合もある。この場合は、土の力が弱いから、

と解釈されている。

51）ヴァルター・ベンヤミン「暴力批判論」『暴力批判論・他

十篇』野村修編訳、岩波文庫、1994年、29−65頁。ベ

ンヤミンによれば、純粋な神的暴力は、それが太古より

とってきたあらゆる形態（神話が法と「掛け合わされた」

形態）を改めてとることができるのである。なお、仲正

昌樹（『ヴァルター・ベンヤミン―「危機」の時代の思想

家を読む』作品社、2011年、174−175頁）は、野村訳

における問題を指摘している（野村「暴力批判論」64頁）。

私は、そもそも、純か不純か―「道徳」的な観点から見る、

交配における性的な不純性―を考えること自体が、すで

に一種の誘導になっているのではないか、と思っている。

だから、ここの表現をあえて、「掛け合い」にした。

（bastardieren（交配・掛け合い）。

52）岡部、「母なる大地の霊感は、宝物が大地の内部から出て

くるように、思索の夜からほのかにメランコリックな者

に射してくる。」239頁。

53）私のこの「認識の転換」は、アーネスト・バーカー『近

代自然法をめぐる二つの概念社会・政治理論におけるイ

ギリス型とドイツ型』（田中浩ほか訳）御茶の水書房、

1991年、から大きな示唆を得ている。

54）2009年 4 月 6 日に起きたマグニチュード6.3（震源の

深さ8.8km、震度は 8 〜 9 ）の本震の数日前である 3 月

31日に、国家委員会に属していた地震の専門家 6 人と政

府当局者 1 人は、記者会見を行い、しばらく続いていた

小さい群発地震に対する不安を和らげようとし、大地震
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導く星のもとで
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