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はじめに

　現代世界を生きるわれわれの生は、危機にさらされている。生をゾーエー

（生物的な生）とビオス（政治的な生）にひとまず区分してみよう。古代ギ

リシアではポリスにおける政治の中心とされていたビオスが近代では後景

に退き、ゾーエーが政治の中心問題へと変化していることは多くの論者が

指摘しているが、現代世界ではビオスを奪われ「剥き出しの生」としての

ゾーエーを生きることを余儀なくされる人々の増大が起きている。安全保

障の側面において（程度の差は無視できないが）「世界内戦」ともいうべき

テロ／対テロ戦争、シリア・イラク・イエメン・リビア・アフガニスタン

などの内戦や地域紛争、さらにはアメリカの世界への関与する能力と意思

の後退という認識と、中国をはじめロシアなどの大国の軍事的「挑戦」が

相互に連関する中で、人々のゾーエーは脅かされている。また社会保障の

側面でも新自由主義の展開、旧社会主義体制の自由化、リーマンショック

を経て、欧州金融危機に至るまで経済危機とそれへの対応策が人々のゾー

エーを危機にさらし、例えば 2000年代初頭の経済危機下の南米における

「水戦争」「ガス戦争」（ボリビア）や、欧州経済危機における「住民に対

する戦争」（ギリシア）といった「戦争」2 の言葉が示すように危機は深刻

である。

　他方でビオスもまた危機にさらされている。対テロ戦争や経済危機への

対応は、一方では民衆による支配（デモクラシー）が届かない、国境を超

える国際機関や私的組織のネットワークや制度によって決定され、他方で

は国民の代表から構成される立法府から自律化を強める行政府による決定

が優越している。代表制民主主義という制度の下で人々がビオスとしての

生を生きること自体ビオスの縮減であるとしても、さらにその代表制民主

主義内でのビオスとしての生を生きることも奪われつつある、といえよう。

2 南米および南欧の状況と思索に加えて独自の考察を加えた廣瀬 2006及び

2016を参照。
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　本稿では、ゾーエー／ビオスの危機に対して、民主的正統性なしに構築

されつつある、安全保障上の脅威や経済危機に対処する「統治」の手法と

アリーナを明らかにする。

　まず、われわれの生を規定してきた政治のモデルとして、国民国家シス

テムの特徴を素描しよう。欧州に誕生して世界大に拡大した領域主権国家

はその構成原理を変化させ国民国家となった。さらに国民国家が自らを正

当なアクターとして相互承認したものが国民国家システムである。国民国

家は、領域主権国家としての性質を受け継ぎ、対内的および対外的な、さ

らに市場による生に対する脅威への不安からの自由を保証する擬制を作り

出してきた。国家間戦争への対応を念頭においたセキュリティである国家

安全保障やナショナルな社会保障レジームはその たるものである。二度

の世界大戦や冷戦、世界恐慌をはじめ、こうした擬制がどれだけ機能して

きたかは論争的 3 であるとはいえ、それに代わるセキュリティシステムに

代替されることがなかったことは事実である。

　こうしたセキュリティが、国民のゾーエーを特定の形で（国民の外部で

ある外国の国民はもちろん国民内部で周辺化された少数者はゾーエーを保

証されなかったのみならず、奪われても）維持したとするならば、国民の

ビオスを維持する仕組みとして世界大に拡大した制度はナショナルな代表

制民主主義である。古代以来の民主主義に対する様々な批判や挑戦を退け、

国民化された民衆を主体として、その民衆を代表する者として選出された

代表者による立法とそれに基づく自己支配、すなわち代表制民主主義が民

主主義の主流の制度としての位置を占めたのである。換言すればビオスは

国内政治の領域に、ゾーエーは「生存」を目的とする国際政治の領域と、

生の維持のための「必要性の領域」としての市場に配置されたのである。

後述するように代表制民主主義が維持するビオスは、古代のビオスとは異

質であるが、少なくても人々が政治的な生を生きる機会をわずかながら担

3 歴史的には代表制民主主義と福祉レジームという政治経済体制は地域・歴史

限定的なものであり、さしあたり本稿の射程はその範囲に限られる。
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保した制度として評価できよう。

　こうした主権国家をコアとした安全保障・社会保障とナショナルな代表

制民主主義を組み合わせにより、二重の正統性が調達され、国民国家シス

テムはわれわれの生を規定してきた。しかしこうした二重の正統性のカッ

プリングが揺らぎつつある。先取りすれば、二重の正統性により支えられ

てきた国民国家システムによる法秩序と、人々のビオス／ゾーエーを保証

できず正統性がない混沌を分かつ境界線が融解し、両者の間に存在する例

外状態の領域が拡大しつつある。第 1章ではゾーエーに焦点をあてて、い

かに国民国家システムによるゾーエーの維持が危機にさらされているか、

を論じていこう。

　

第 1章　生（ゾーエー）の危機 1

第 1節　安全保障

　生物的な生であるゾーエーの危機について論じよう。まず安全保障の側

面について考えるならば、国家安全保障をとりまく環境は大きく変化して

いる。第一に、暴力を中心に国家に集中してきた権力が、非国家主体にも

分散するパワーシフト 4 により、従来の国民国家による安全保障では国民

のゾーエーを守れない脅威が増大している。

　第一に、テロがあげられよう。テロの中には国外からの侵入者によるテ

ロだけではなく、国内の同国民によって引き起こされるホームグロウンテ

ロや、国境を横断する思想、情報、武器流通のネットワークから引き起こ

されるテロも存在する。また先進国で起こされるテロ 5 は戦時下にない先

進国の領内であっても、一定の時間、平時を有事の時間に変え、非戦闘地

4 パワーシフトおよびパワートランジションの概念については Nye，2011参照。

5 先進国で起きるテロと内戦地域で起きるテロが同じ関心を集めることは少な

い。前者は世界の多くの人々の関心や同情の対象となるが、後者は無関心と忘却

の対象となる傾向がある。かかる「関心（attention）の政治」ついては齋藤，2008参照。



六
〇

47危機の時代における民主主義（1）（山崎）

域を戦闘地域へと変化させる。戦争と平和をわけ隔てる壁は融解し、国境

の内部＝ゾーエーの保障／外部＝ゾーエーの危機という擬制は無効化し、

空間的・時間的な内／外の決定不可能性が前景化する。テロという脅威の

前には、内／外を分割することでゾーエーを維持する方法をとってきた国

民国家システムは有効性を低めている。

　第二に、国家間戦争を上回る数の内戦および地域紛争があげられよう。

破綻国家や失敗国家にみられるように、国家の機能が崩壊し、統治不可能

な時空が生じた場合、その空白に大国、域内大国から当該国家、さらには

非国家主体をまじえたアクターが介入することにより、国民国家システム

によるゾーエーの維持は不可能になる。「アラブの春」に発する内戦に陥っ

ているシリア・リビア・イエメンや、アメリカ中心の有志国連合によるイ

ラク戦争以降、国内治安が不安定化したイラクを見てみよう。当該国の政

府、イスラム主義過激派（IS やアルカイダ系勢力など）、民族主義勢力（ク

ルド民族系武装組織など）、各地域の部族や民兵の間で内戦が生じ、地域

レベルでは国境を越えてサウジアラビアを中心としたスンニ派諸国の正規

軍や、対立関係にあるシーア派のイランの革命防衛隊やヒズボラ、2016

年のクーデター未遂以降、エルドアン大統領による独裁制に傾くトルコの

正規軍が介入している。さらにグローバルレベルではアメリカを中心とす

る対 IS 有志国連合や、アサド政権を支持するロシアも軍事介入をしてい

る。かかる内戦・地域紛争ではゾーエーを維持する空間と時間の確定、す

なわち内／外の決定は困難であり、「中東諸国体制の液状化」と呼ばれる

ように国民国家システムは機能不全に陥っている。その結果、シリアだけ

に限定しても、文字通りビオスを奪われ、「剥き出しの生」としてゾーエー

の危機にさらされている難民は 410万人、国内避難民は 760万人（2015年

9月末）と報告されている。

　第三は、大国を中心とする主権国家間の紛争可能性である。内戦の数と

比べて国家間戦争の数は低下しているが、戦争の脅威が消えたわけではな

い。アメリカによる世界秩序への関与の権力資源と意思の後退という認識
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の拡大に対して「国際社会」への「挑戦者」とみなされる中国やロシアの

台頭が起きている。冷戦終焉後のアメリカの単極秩序から多極化の潮流（パ

ワートランジション）は、経済や文化の領域のみならず軍事の領域でも生

じており、様々な方法で「覇権」を維持したいアメリカと、それに対して

国益維持の名目で「挑戦」しているとみなされる中国やロシアとの対立の

強度は上昇している。注目すべきは双方の国家ともに戦術をめぐる変化が

みられることである。例えば武力を背景にした住民投票を受けてクリミア

を自国に併合し、ウクライナ東部地域を占拠し続けているロシアは、非正

規軍と地元の民兵、事実上の正規軍を組み合わせたネットワークを用い、

情報戦、サイバー攻撃、物理的な攻撃を混ぜ合わせた「ハイブリッド戦争」

もしくは「非線形戦争」を実行している。これは現在のロシアの軍事ドク

トリン（ゲラシモフ・ドクトリン、2014．12．25改定）、すなわち正規軍

に加え、民兵などの非正規軍や企業など、多様なアクターとのネットワー

クを通じた多領域における戦闘（サイバー攻撃、情報戦、経済戦など）の

組み合わせの要請に応じたものとなっている。こうした傾向は正規軍を主

体とする戦争と比較して、多領域においてゾーエーを危機にさらすもので

ある。アメリカや中国においても同様の傾向は指摘されているが、それに

対処するための統治は国民国家システムにおける安全保障の再編を迫るも

のとなる。安全保障をめぐる近年の大国の動向の詳細は割愛するが、ここ

では国民国家システムにおける安全保障の原則ともいうべき「一国の正規

軍による国民もしくは国家の防衛」が困難となっている事を確認しておこ

う。

第 2節　社会保障

　次に、社会保障の側面においてもゾーエーの危機が深刻化している。

　第一に失業の増加、賃金低下、不安定雇用の増加、労働環境の悪化など

があげられる。国家や社会的連帯によるセーフティネットが薄い場合、市

場から排除された人々のゾーエーは危機にさらされる。さらに市場からの
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排除のみならず社会的排除も進展している。多くの事例においては、これ

らの失業や賃金低下に伴うゾーエーの危機は「個人的な不運」とされ問題

化されず「自己責任」として内面化されている。テロと同様に失業と道徳

的非難への不安と恐怖が人々をして、かかる問題の政治化を妨げている。

　第二は国民共同体を分断する内戦と同様に、国家や共同体を通じた財の

再配分が不十分となり、国民共同体を単位とする社会統合が揺らぎ、格差

社会化や社会の分断が進行している。経済のグローバル化の他方で、先進

国地域（第一世界）と途上国地域（旧第二世界、第三世界）に加えてサハラ

以南をはじめとする第四世界へと世界は分断され巨大な格差が生じ、多く

の破綻国家や失敗国家が生み出されている。先進国内部であっても福祉レ

ジームの再編が生じ、社会的分断、格差や貧困は各国で深刻な政治課題と

なっている。先進国ですら国民共同体を支える社会的経済的基盤は解体し

つつある、という指摘は数多い。

　第三に国家間戦争がもたらす結果と同様に、リーマンショックや欧州経

済危機まで、地域レベルからグローバルなレベルまで経済危機は繰り返さ

れ、それに対処しきれない主権国家が財政危機に陥り、デフォルトの危機

に見舞われている。かかるソブリンリスクは戦争ではないもの、社会保障

の解体を招き、人々のゾーエーを奪う帰結をもたらしている。

第 3節　例外状態の世界化と日常化

　このように安全保障においては、テロのみならず、内戦・地域紛争、そ

して対国家間戦争においても、内／外の区別は不確定なものとなり、危険

な空間から安全な空間を、戦時から平時の時間をわけ隔てる境界線は無効

化している。社会保障においても失業や低賃金、不安定雇用のみならず、

社会的分断、さらにはデフォルトが進み、もはや内＝国家によりゾーエー

を保障された空間／外＝国家によるゾーエーが保障されない空間、という

区別は不確定となっている。安全保障と社会保障の両側面において、国民

国家システムを構成し、国際政治／国内政治を分かつ境界線への信頼は失
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われつつある。公／私を分かつ境界線への信頼も同様に失われつつある。

　では国際政治と国内政治、もしくは国家と市場の狭間 6 にある例外状態

が世界化・日常化するのであれば、われわれは、いかにゾーエーを維持す

る法秩序を取り戻すことができるのであろうか。第二章ではゾーエーを維

持する秩序構想について論じよう。

第 2章　生（ゾーエー）の危機 2：統治の再編

第 1節　例外状態における統治

　国民国家システムによるゾーエーの保証の揺らぎは、法秩序と混沌の間

にある例外状態の拡大に他ならない（図 1参照）。それはセキュリティを

通じた正統性の調達の無効化でもある。では人々のゾーエーを維持しない

混沌を回避すべき、とするならば、戦争でもあり平和でもあり、国内政治

でも国際政治でもある例外状態から、誰（主体）が、いかなる論理によって、

法秩序を、どの期間と空間で回復すべきなのだろうか。

　ここで例外状態からの秩序形成を論じるにあたり C・シュミットを参照

しておこう。シュミットは例外状態において決断を下し、友と敵を決定す

る者を主権者とした。ゾーエーを脅かすと決定した敵の指定によって、は

じめて友が事後的に構築される、つまり、あらかじめ友と敵の区別ができ

ない以上、主権者もまた決定不可能性を内に含みつつ構成されるのである。

国内政治 ／ 国際政治・市場

法秩序 （例外状態） 潜在的な混沌（無政府社会）

図 1

6 日本で 2015年 9月に採決された安保法制をめぐる対立軸の一つに、主とし

て国内政治を念頭においた立憲主義論や民主主義論と、国際政治を念頭に置いた

安全保障論の対抗がみられたが、前者が対象としてきた領域と後者が対象として

きた領域を分かつ境界線が融解し、不分明地帯が拡大した証左とも言えよう。
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ここでは主権を持つ主体をめぐる議論の前に、（密接にかかわるが）例外状

態における秩序構築に着目して、二つの分類を行おう。

　一つは民主主義を必要としない権力による統治を通じた秩序の再構築で

ある。もう一つは、民主主義による法の生成を通じた自己支配による秩序

の再構築 7 である。

　民主主義を必要としない権力による統治は、二つの形式に分かれる。

（1） 自律化する行政権力による「法律（×）の力」

　アガンベンの議論を参考にすると、一つの形式は「法律なき『法律の

力』」もしくは「法律（×）の力」による統治と呼ばれるものであり、立法

権力や司法権力から自律した行政権力が、法律と同等の力を持つ政令を通

じて秩序形成するものである。ここでは政令という行政施策が、民主主義

の一つの方法である選挙を通じて選出された代表者によって立法された法

律ではないにも関わらず、法律と同じ力を持つ。換言すれば議会（立法府）

は形骸化し、さらに権力分立も停止する。

　それはアガンベンが『例外状態』において論じるように、

　「現行の憲法を存続させたまま、鋭くも『二重国家』と定義されたよ

うな一つのパラダイムに基づいて…例外状態のおかげで合法的憲法と

並んで存在することのできた第二の構造物を合法的な憲法の傍らに置

7 こうした「（民主主義なき）権力による秩序」と「（民主主義を通じた）法に

よる秩序」という二分法は論争の余地がある。権力も秩序を形成するにあたり、

民衆の同意が必要とするならば民主主義の契機が存在するとも解釈できる。また

民主主義を通じた法の生成による秩序も、民衆による自己支配とはいえ支配を行

う以上、権力と無縁ではない。両者ともに法秩序を措定し、それを維持する暴力

を行使する意味では共通しており、こうした「神話的暴力」に「神的暴力」を対

置させ、後者を擁護した Benjamin 1921およびホッブスとカント、ニーチェに着

目してその異同を比較した柴田 2003参照。本稿では、民主主義なき権力による

秩序形成も、民主主義を通じた法の生成による秩序形成も「神話的暴力」として

把握できるが、後述する正統性の競合という問いに応えるために、あえて両者を

分けた上で議論を進める。
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く…」（Agamben, 2003=2007 . 82=97頁）

　行為である。換言すれば、それは現行の統治を枠づける憲法の停止と、

それとは別の「第二の構造物」を憲法の横に存在させる統治であり、例外

状態における権力を通じた統治による「法（×）秩序」である。憲法の停

止による法秩序の停止と、自律化した行政権力による「第二の構造物」に

よる統治は、ワイマール共和国の憲法を停止させたまま、統治をおこなっ

たナチスドイツを想起させるが、第二次世界大戦中には実質的もしくは部

分的に憲法を停止した統治をおこなう「立憲独裁」が自由主義諸国にも広

がっていた。

　国家間戦争が非主流化した現在においても、ネグリとハートが世界大 8 

の対テロ戦争を念頭に述べるように「もし地球全体が現在、永続的な戦

争状態に陥っているとする私たちの仮説が正しいとすれば、民主主義の

停止も例外ではなく、常態＝規範となる傾向」（Hardt, Negri, 2005=2005, p. 

17=52）は顕著になっている。そこでは民主主義による立法ではなく、自

律化した行政権力による「法律（×）の力」に基く統治がされることになる。

（2）サブ政治としての経済権力による「法律（×）の力」

　もう一つの形式は、脱政治化された経済権力（例えば多国籍企業群によ

る世界標準の形成や、市場に関する各国法体系への働きかけ）により、実

質的な秩序形成がなされる場合である。ここでも政治の外部とされる経済

的アクターによる、私的領域における決定が、民主主義を経て作られた法

律ではないものの、それと同等の力を持つ。着目すべきは、かかる私的領

域を中心とした決定による秩序形成 9 は、自律化する行政権力による統治

8 アガンベンよりもネグリとハートが明示的であるが、後述するように、こう

した「第二の構造物」は国内に限定されるものではなく、国境を越えて拡大する

点に留意されたい。

9 政治とみなされてこなかった非政治の領域のアクターが、実質的に社会を形

成する政治的な力を持つという意味では、社会学者の U・ベックが指摘する「サ
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と同じ構造をもっている点である。脱政治化された経済権力は、現行の統

治を枠づける憲法や立法過程を正面から破壊するのではない。それとは別

の「第二の構造物」を憲法や立法過程の横に存在させる統治であり、公／

私の区分が不鮮明な例外状態において、民主的な過程なく生成した権力、

すなわち「法律（×）の力」を通じた統治によって、「法（×）秩序」を形成

するのである。

第 2節　民主主義なき権力による統治のアリーナ

　このような民主主義を必ずしも必要とはしない権力による統治を通じた

法（×）秩序が形成されるアリーナとして、二つのアリーナを挙げておこう。

（1）  主権国家

　第一は主権国家というアリーナである。主権国家における「法（×）秩序」

の形成は、ゾーエーを脅かす例外状態に際して、統治の中心に主権国家を

位置づけ、国家による境界線の再定義を志向する「国家の復権」として現

れる。法秩序を保つ国内政治と潜在的な混沌にある国際政治を分かつ境界

線が融解しているのであれば、かかる例外状態において国家が再び敵を名

指すことによって、ゾーエーを維持すべき「友」の範囲を確定し、国内政

治と国際政治を分割する統治を志向する潮流である。とりわけアメリカ主

導の秩序と言われる「国際社会」よりも自国の主権を重視 10 する局面の

多い近年のロシア、中国といった大国をはじめ、米の中東へのプレゼンス

後退を背景にしたイラン、トルコ、サウジアラビアなどの地域大国、難民

受け入れや人権をめぐって EU とたびたび緊張を引き起こしているハンガ

リーやポーランドなど東欧諸国において、こうした傾向は顕著である。

ブ政治（sub politics）」として把握することもできよう。Beck 2002参照。

10 代表制民主主義が定着している諸国でも、「自国優先」や「国益重視」の主

張を展開する政治勢力が台頭している。国民戦線（仏）、UKIP（英）、民主党（ス

ウェーデン）、国民党（デンマーク）、「ドイツのための選択肢」（独）などの政党や、

トランプ大統領（米）などが挙げられよう。
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（2）  「帝国」

　第二のアリーナは国境を越える空間である。この構想においては一見、

主権国家間における権力政治が主流とされてきた国際政治ではなく、法の

支配に立脚する国内政治のように展開する「世界内政政治」が構想される。

このような戦争の可能性を内在化させた権力政治を克服し、国境を越える

統治を通じてゾーエーを維持する構想は、コスモポリタニズムや欧州の社

会民主主義から提唱されているが、国境を越える統治構想はかかる政治思

想や政治勢力の独占物ではない。アメリカを中心とする「国際社会」にお

ける法の支配を擁護し、とりわけ安全保障というゾーエーの維持に強く関

連する領域において国境を越える安全保障構想を志向する政治勢力は欧州

の保守主義の政党、アジア地域でアメリカと同盟関係にある日本、韓国な

どの諸国家まで広がり、思想としては保守主義、国家主義、現実主義まで

含まれる。集団的自衛権を持つ軍事同盟である NATO はもちろんのこと、

日本も 2015年 9月に採決された安保法制によって国境を越えた安全保障

レジームを構築しつつある。オフショアバランシング戦略を打ち出すアメ

リカに対応し、欧米諸国や一部のアジア諸国は立法や司法からの自律性を

強める諸国の政府（行政）間、軍隊間の相互接続 11 （interconnect）を中心に

安全保障に関連する情報、技術、訓練、装備の共有や権限の移譲や負担の

分担など、国境を越えた安全保障レジームを構築しつつある。これによっ

てテロリスト、内戦や地域紛争の当事者から、「国際社会」の「挑戦者」

と位置づけられている中国やロシアに至るまで、国境を越える統治により

対応する、という秩序構想が進められている。そこでは空間的（領土から

世界まで）および時間的な限定がない（平時から有事まで）「シームレス（継

ぎ目のない）」な安全保障が志向され、自衛／他衛の区別は相対化される。

逆説的にも国際政治／国内政治の境界線が無効化する例外状態、いわば

シームレス化に対応すべく、あわせ鏡のように、国際政治／国内政治の境

11 相互接続の概念についてはEricSchmidt,JaredCohen, 2010にヒントを得ている。
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界線を越える統治を通じたシームレスな秩序形成を、自らが志向している

のである。かかる国境を越える秩序構想は、グローバルなガバナンスによ

る秩序構想とも親和性が強い。しかしいずれの構想においても、既存の国

民国家システムを支えてきた境界線に加えて（もしくはそれを部分的に無

効化し）秩序と混沌を分割する新たな境界線を書き換える秩序構想であり、

秩序の脅威となる混沌としての構成的な外部や敵は常に想定されることに

なる。国境を越えた統治は、対テロ戦争という文脈においては、まず構成

的外部として「テロリスト」が形成され、アメリカを中心とする諸国だけ

ではなく「国際社会への挑戦者」とされる諸国も相互接続されてネットワー

クを形成し、情報の共有・交換から共同の治安活動や軍事力の行使さえな

される。

　こうした国境を越える統治（その外縁は伸縮する）は条件に応じて、さ

らに公／私を越える統治を通じた秩序構想ともなる。そこでは国民国家、

国際機関や地域機構だけではなく、私的領域のアクターである多国籍企業

や宗教共同体、市民社会の諸組織など、様々なアクターが結節点（ノード）

となり、結節点間の相互接続を経て形成されるネットワークによる統治が

行われる。例えば対テロ戦争や内戦への介入において、多様な諸国家の軍、

諜報機関のみならず、当事国の警察や非正規軍事組織（民兵やテロ組織）、

さらには民間企業、NGO、国際機関や地域機構が連携と対立を繰り返し

ながら、相互接続してネットワークを構成し、国内／国際と公／私の別な

く介入を行い、世界規模の統治が行われている。

第 3節　二重の統治

　ここで紹介した二つのアリーナは、国民国家システムによる世界秩序と

いう法秩序が例外状態に陥った状態において、秩序の在り方をめぐる統治

が争われるアリーナの類型であり、これらのアリーナ間関係は必ずしも相

互に排他的とは限らない。換言すれば主権国家と「帝国」というアリーナ

における統治は、二重の統治として並立し得る。そこではいずれかの統治
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の持つ機能は局面や領域に応じて暫定的に（もしくは永続的に）中断され

るものの、どちらか単一の統治による秩序構想への収斂は保証されてはお

らず、時には競合／融合する。人々は例外状態において、国民国家システ

ムにおける法秩序とは異なり、常にどこでも、単一の統治の下でゾーエー

を生きているのではなく、時には複数の並立する統治の下でゾーエーを生

きているのである。

　換言すれば、統治は主権国家によって排他的に独占されない。反緊縮財

政というナショナルな民意によって生まれたギリシアのシリザ政権が、「ト

ロイカ」（EU － ECB － IMF）との交渉を通じた「国境を越える統治」と「公

／私を越える統治」により否定された事例では、ギリシアの人々の生はギ

リシアという主権国家をアリーナとする統治よりも、国際／国内と公／私

区分を越える「帝国」のアリーナにおける統治によって強く規定されてい

る。他方でシリザ政権によって実行されている緊縮財政政策それ自体はギ

リシアという主権国家をアリーナとして行われているものであり、それが

いかに「トロイカによって押し付けられた」と解釈されようとも、ギリシ

アという主権国家のアリーナが消滅したとはいえない。

　同様に事例をもう一つ言及しておこう。日本においては、安倍政権が閣

議決定（2014年 7月 1日）によって行使可能と解釈を変更した後、集団的

自衛権が含まれる安保法制が国会で採決された（2016年 9月 19日）。日本

の安全保障体制がアメリカをはじめとする諸国の世界戦略の一環である、

と位置付けられるのあるならば、日本の人々のゾーエーは日本という主権

国家をアリーナとする統治と並行して、アメリカを中心とした「国境を越

える安全保障」という「国境を越える統治」、すなわち「帝国」というアリー

ナにおける統治によっても規定されている、と言えよう。

　すでに、こうした二重のアリーナにおける統治の併存や融合が生じてお

り、憲法をはじめとする法秩序の停止の横に作られる「第二の構造物」は

主権国家だけに限定されるものではない。それは国際／国内や公／私を越

える「帝国」というアリーナにおいても生成するものであり、さらに主権
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国家と「帝国」という異なるアリーナを通じて二重に人々のゾーエー（生）

を規定しているのである。

（4）  小括

　自律化した行政権力とサブ政治としての経済権力による「法律（×）の

力」、換言すれば民主的過程を経ていない権力による秩序形成が、主権国

家を含む複数のアリーナにおいて展開していることを指摘してきた。われ

われは、主権国家における統治のみを問題化していては可視化できない権

力による統治の下に生きている。ここで注目すべきは、以下の二点であろ

う。

　第一は、権力の主体が行政権力もしくは経済権力であっても、またどこ

をアリーナにしようと、「ゾーエーからの疎外」ともいうべき、ゾーエー

が維持される境界線の内側から排除され、ゾーエーの危機に直面する人々

が生産される点である。国民国家システムに正統性を与えてきたゾーエー

を維持する境界線に代えて（もしくはそれに重ねて）新たな境界線を引い

ても、その外部や敵は再帰的に生産される。今日、その生物としての生を

保障する必要なき者が存在する境界線の外部にいたとしても、明日はそれ

を内部から観察していた自分が、移動してきた境界線の外部へと立たされ

ているかもしれない。一つの境界線の解除が、新たな境界線により維持さ

れる／奪われるゾーエーの分割を生みだすのである。この意味で混沌とし

て構成される外部の存在は、「内部」の法（×）秩序を回復すると同時に、

たえず法（×）秩序を例外状態へと引き込む外部として内部へ侵入する。

　さらにこれらの秩序構想は、統治の内側の観点から見るのであれば「対

テロ」対「テロ」、もしくは「国際社会」対「挑戦国」として捉えられる

が、外部の観点から見れば「自らの共同体や価値を防衛する戦士」対「相

手をテロリストと名付けて攻撃を仕掛けるテロリスト」、「国益を守る自国」

対「自らの支配を国際社会の名のもとに隠蔽する大国とそれに従う国家群」

として捉えられる。現実的もしくは潜在的なゾーエーからの疎外を行う外
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部は、双方にとって統治の正統性の源泉となり、総体としてビオスに危機

をもたらす単一の死のシステム、すなわち「タナトクラシー」（Agamben, 

2001=2001）が形成されている。「報復の連鎖」がもたらす永続的かつ世界

大の「ゾーエーからの排除」こそが、逆説的にもゾーエーの維持の重視を

掲げる統治に正統性を与えているのである。

　国民国家システムによる法秩序の融解は、友と敵を分かつ境界線の形成

可能性の偶発性を高め、世界は様々なゾーエーをめぐる境界線が張り巡ら

され、例外状態に陥っている。われわれは、いつ、自らがゾーエーを維持

される内部に包摂されるのか、ゾーエーから疎外され危機にさらされるの

か、恒常的な不安にさらされている。かかる「ゾーエーからの疎外」の不

安こそが、これらの統治の正統性となる。

　第二に、ゾーエーの統治をめぐる構想の競合は「ゾーエーへの疎外」を

生み出している。換言すれば、統治の正統性がゾーエーの保障に依拠して

いる以上、人々の生のもう一つの側面であるビオスは正統性の根源とはな

りえない。人々はただ生きることのみに統治の正統性を見出し、ビオスと

しての生を生きる機会を奪われる。

　本稿では、民主主義を通じた法の生成とは分離した、「法律（×）の力」

という権力による統治を通じた、例外状態への対応構想を論じてきた。本

研究の次なる課題は、国民国家システムにおいて、もう一つの正統性の源

泉となってきた民主主義が、例外状態においていかなる状態に陥っている

のか、を明らかにすることであろう。

【参考文献】

・ 梅田百合香 2010年『蘇るリヴァイアサン』講談社選書メチエ

・ 遠藤乾 2005年「主権、帝国（主義）、民主主義－『< 帝国 >』の射程」

西谷修ほか編『非対称化する世界―< 帝国 > の射程』以文社

・ 佐藤嘉幸 2014年「立憲デモクラシーの危機と例外状態―デリダ、アガ

ンベン、ベンヤミン、シュミットと『亡霊の回帰』―」『思想』第 1088号、



四
八

59危機の時代における民主主義（1）（山崎）

岩波書店

・ 柴田寿子 2003年「力の政治と法の政治―ホッブスにおける『政治的な

もの』の本質」『現代思想』第 31巻第 15号、青土社

・ 篠田英朗 2016年『集団的自衛権の思想史―憲法 9条と日米安保』風行

社

・ 杉田敦 2015年「法と暴力―境界画定と非正規性をめぐって」杉田敦『増

補版　境界線の政治学』岩波書店

・ 中野晃一 2015年『右傾化する日本政治』岩波書店

・ 長谷川正安 1960年「安保体制と憲法の諸問題」『法律時報』32巻 11号

・ 廣瀬純（編著）2016年『資本の専制、奴隷の叛逆』航思社

・ 本秀紀 2009年「憲法と安全保障体制―『二つの法体系』論・再考」森

英樹編『現代憲法における安全―比較憲法学的研究をふまえて』日本評

論社

・ 山崎望 2004年「ウェストファリアと『帝国』の間―公共圏を求めて」

日本国際政治学会編『国際政治』No. 137、有斐閣

・ 山崎望 2012年『来るべきデモクラシー―暴力と排除に抗して』有信堂

・ 横田正顕 2015年「南欧政治における代表と統合の背理－欧州債務危機

とデモクラシーの縮退」日本政治学会編『年報政治学 2015－Ⅱ－代表

と統合の政治変容』木鐸社

・ Agamben, Giorge, 2015, STASIS:Civil War as a Polotical Paradigm, Edinburgh 

University Press（＝高桑和己訳、2016年、『スタシス―政治的パラダイム

としての内戦』青土社）

・ Agamben, Giorge, 1993, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life , 

Stanford University Press（＝高桑和己訳、2007年、『ホモ・サケル―主権

権力と剥き出しの生』以文社）

・ Agamben, Giorge, 2001, “Heimliche Komplizen：Über Sicherheit und Terror” 

in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2001. 9. 20



四
七

60 危機の時代における民主主義（1）（山崎）

 （中山元訳、2001年、「秘密の共犯関係―安全保障とテロリズムについ

て」）

・ Agamben, Giorge、2003, Stato di eccezione, （上村忠男・中村勝己訳、2007

年、『例外状態』未来社）

・ Agamben, Giorge, 2015, “Die l’Etate　de droit å l’Etat de séscurité”

（西谷修訳、2016年、「法治国家から安全国家へ」『世界』岩波書店）

・ Bache, Ian, Flinders Matthew(eds.), Multi-level Governance, Oxford University 

Press

・ Benjamin, Walter, 1921, Zur Kritik der Gewalt , in Id. , Gesammelte Schriften, 

Suhrkamp1972-89, vol. 2. 1. （野村修編訳、1994年、「暴力批判論」『暴力

批判論　他十篇』、岩波文庫）

・ Beck, Ulrich, 2002, Macht und Gegenmacht im Globalen Zeitalter:Neue 

weltpolitische ökonomie, Suhrkamp（島村賢一訳、2008年、『ナショナリズ

ムの超克―グローバル時代の世界政治経済学』NTT 出版）

・ Bkkers, Victor, Dijkstra, Geske, Edwards, Arthue, Fenger, Menno(eds.), 2007, 

Governance and the Democratic Defi cit:Assessing the Democratic Legitimacy 

of Governance, Ashgate

・ Hardt, Michael, Negri, Antonio, 2001, Empire, Haverd University Press（水島

一憲・酒井隆史ほか訳、2003年、『帝国―グローバル化の世界秩序とマ

ルチチュードの可能性』以文社）

・ Hardt, Michael, Negri, Antonio, 2004, Multitude, Penguin, （幾島幸子訳、水

島一憲・市田良彦監修、2005年、『マルチチュード―< 帝国 > 時代の戦

争と民主主義』上・下、NHK 出版社）

・ Hardt, Michael, Negri, Antonio, Commonwealth, Belknup Press（幾島幸子・

古賀祥子訳、水島一憲監訳、2005年、『コモンウェルス―< 帝国 > を超

える革命論』上・下、NHK 出版社）

・ Hardt, Michael, Negri, “The Fight for 'Real Democracy' at the Heart of Occupy 

Wall Street”, in Foreign Affairs, 2011. 10. 11



四
六

61危機の時代における民主主義（1）（山崎）

・ Hardt, Micael, Negri Antonio, 2012, Declaration, AuthorServices（水島一憲・

清水知子訳、2015年、『叛逆―マルチチュードの民主主義宣言』NHK

出版社）

・ Hoffman, Franl G. 2007, Confl ict in the 21st century:The rise of Hybrid Wars, 

Potomac Institute for Policy Studies 

・ Kristiva, Julia, 1980, Pouvoirs de l’horreur, Ed du Seuil（枝川昌雄訳、1980年、

『恐怖の権力－ < アブジェクシオン試論 >』法政大学出版局）

・ Nye, Joseph S. Jr, 2011, The Future of Power, Public Affairs（山岡洋一・藤島

京子訳、2011年、『スマートパワー』日本経済新聞出版社）

・ Poguntke, Thomas, Webb, Paul(eds.), 2007, The Presidentialization of Politics, 

Oxford University Press（岩崎政洋訳、2014年、『民主政治はなぜ「大統

領制化」するのか』ミネルヴァ書房）

・ Schmidt, Eric, Cohen, Jared“The digital disruption: connectivity and the 

diffusion of power” in Foreign Affairs, 2010. 12

・ Schmitt, Carl, 1921, Die Dektatur , Duncker&Hunbolt（田中浩・原田武雄訳、

1991年、『独裁－近代主権論の起源からプロレタリア階級闘争まで』未

来社）

・ Schmitt, Carl, 1932, Der Begriff des Politischen, Duncker&Hunbolt（田中浩・

原田武雄訳、1970年、『政治的なものの概念』、未来社）

・ Molander R. C, 1996, Strategic Information Warfare, Rand Publishers

・ Wolin, Sheldon, 1996, Fugitive Democracy , in Seyla Benhabib(eds.), 

Democracy and Difference, Princeton University Press

・ Wolin, Sheldon. 2006, Politics and vision:Continuity and Innovation in Western 

Political Thought , Expanded, Princeton University Press（緒方典男ほか訳、

2007年、『政治とビジョン』福村出版）

・ Wolin, Sheldon, 2008, Democracy Incorporated:Managed Democracy and the 

Epecter of Inverted totalitarianism, Princeton University Press




