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其の文明社会と偽の ｢文明社会｣*
- 初期バークの思考法 -

中 津 信 彦
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Ⅲ rカトリック教徒刑罰法論』の自然

権論と文明社会論 (2)

Ⅳ rカトリック教徒刑罰法論』と 『自

然社会の擁護J

結びにかえて

これまでのバーク (EdmundBurke,1729-97)研究は,政界進出 (1765)以後のバークを,

フランス革命 (1789)を境に二分し- 国王ジョージ3世の専制を批判し,政党政治の確立に

よる議会政治の健全化を唱え,アメリカ植民地の主張に理解を示した ｢自由主義者｣-｢前期｣

バーク,それに対 して,主著 『フランス革命の省察』(1790)において容赦ないフランス革命

批判を展開した ｢保守主義者｣-｢後期｣バーク- ,｢両者は連続しているのか断絶している

のか,連続しているのなら両者を貫 く基本的原理は何か｣を問うこと- いわゆる ｢バーク

(のコンシステンシー)問題｣- を研究上のスタンダー ドな図式としてきた｡それゆえ,政

界進出以前の ｢文人｣-｢初期｣バーク1)は,｢政治的ならざるもの｣として- ｢初期著作に

後年の肱珠を探し求めることは魅力的だが無駄である･--1765年以前の彼は政治にも政治哲学

にも深入 りしていない｣〔36:18〕とのオゴーマンの見解が象徴するように- きわめて軽視

されてきた｡しかし,スミス,ヒュ-ムとの交流,タッカーとの論争でも知られるバークの多
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カトリック教徒刑罰法,自然権,文明社会,ジョン･ロック,富と徳のアンチノミー,シヴイック･
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*1996年12月7日経済学史学会第131回関西部会 (大阪府立大学)において,｢初期バークの文明社会

論- Fカトリック教徒刑罰法論』の自然権論を基軸に- ｣の表題で下報告を行った.席上諸先生

方から有益なコメントをいただいた｡また本誌レフェリーからも貴重なコメントをいただいた｡ここ

に記 して感謝の意を表したい｡

1) 処女作 帽 然社会の擁護』が出版されたのは1756年であるが,厳密には,ダブリン時代の雑誌 『改

革者』(neReformer)が発行された1748年まで,その起点をさかのぼることができるo
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面性を掘 り起こす試みが,経済学の形成時代の多種多様な思想の水脈を掘 り起こす試みに繋が

る以上,｢保守主義の政治哲学の祖｣という言葉だけには収まりきらないバーク思想の多面性

を探るうえで,｢初期｣研究は不可欠であろう｡

前稿 ｢バーク 『自然社会の擁護』再考｣〔34〕は,このように軽視されてきたバークの初期

思想の一断面を掘 り起こすための,予備的な試みであった｡そこにおいて我々は,『擁護』-

｢ボリングブルックを模倣 しつつ,宗教的啓蒙主義が無政府主義に帰着することを風刺した保

守主義的作品｣との通説を,｢一貫性の神話が生み出す形而上学的信仰｣として,すなわち,

｢初期著作に独自の問題関心｣-｢『カトリック教徒刑罰法論』との文体上の照応｣を無視するも

のとして批判し,バークは ｢第二版序文で既存の啓示宗教を擁護しつつ,本文で既存の文明社

会の悲惨を告発｣ しており,『擁護』は ｢既存の秩序の負の側面に対する若きバークの十分な

認識の証左｣としても読まれるべき,とのオルターナテイヴを提出した｡しかし,こうした解

釈があくまで通説の不備を補完するものであり,それを全面的に否定するものではない以上,

これら二つの解釈をどのように関連づけるかという問題- 具体的には,バークが擁護した文

明社会と批判した ｢文明社会｣との関連,ロックの自然権論とバークの自然権論との関係など

- が依然として残された｡そこで我々は本稿で,前稿がその限られた課題の性質ゆえ不十分

にしか検討できなかった 『刑罰法論』に詳細な検討を加えることによって,この ｢残された問

題｣に取り組みたい｡

本稿の構成は以下の通 り｡第Ⅰ節では,『刑罰法論』の執筆事情と構成を略説する｡第Ⅱ

節 ･第Ⅲ節では,『刑罰法論』の詳細な検討を通じて,その自然権論と文明社会論を内在的に

再構成する｡第Ⅳ節では,それらを 『擁護』本文の自然権論と文明社会論と照合することに

よって,｢残された問題｣に対して,｢初期のバークは,同じ ｢自然権｣｢文明社会｣の語を状
●●

況に応じて肯定的 ･否定的に使い分けており,『刑罰法論』には擁護すべき其の自然権と文明
●●

社会が,『擁護』本文には非難すべき偽のそれらが,それぞれ表明されている｣との解答を提

出する｡最後に,こうした ｢初期バークの思考法｣のインプリケーションを展望することで,

結びにかえたい｡

Ⅰ 『カトリック教徒刑罰法論』の執筆事情と構成

1757年3月に結婚し,翌年2月に長男が,12月に次男が誕生したバークは,生活の必要から

より多くの収入の機会を求めるうち- 当時の文筆業の収入はきわめて不安定であった- ,

59年に下院議員ハ ミルトン (WilliamGeraldHamilton,1729-96)と知 り合い2),彼の私設秘

書に採用された｡以後,ハミルトンとの関係が決裂する65年2月までの約 5年半の問,雑誌

『年鑑』 (AnnualRegisteT)- 歴史 ･政治 ･文学に関する総合誌で,バークは58年から66年

2) 同じ年にヒュ-ム,スミスとの交流も始まった｡



82

●

経済学雑誌 第98巻 第 1号

まで編集に携わり,その任を退いた後も書評と一般的な助言は続けた- の編集を中心とした

文人活動との二足のわらじを,バークは履いたのである｡当時,ハミルトンは,アイルランド

総督ハリファックス (GeorgeMontaguDunk,2ndEarlofHalifax,1716-71)の首席秘書官の

地位にあり,その任務は,隔年の冬に開会されるアイルランド議会の期間中,現地に滞在し,

本国政府の訓令を伝達 したり,法案の順調な通過のために各界と接触 して根回しすることで

あった｡バークも秘書として彼に随行し,61年夏から62年春まで,63年夏から64年春までの2

回にわたり,アイ ルランドに滞在 した｡しかし,公人として11年ぶりに故郷の土を踏んだバー

クの目に映ったのは,イギリスの過酷なアイルランド支配の現実であった3)0

当時のアイルランドは形式的には独立国であったが,実際にはイギリス政府の任命する総督

が王の代理としてアイルランドを統治していた｡アイルランドは全人口の4分の3をカトリッ

ク教徒が占めるが,少数派プロテスタント (国教徒)のみからなるアイルランド議会は,名誉

革命 (1688)以来,カトリック教徒弾圧のための一連の法規たる ｢カトリック教徒刑罰法｣

(poperyLaws,PenalLaws)を次々と通過させ,カトリック信仰を刑罰の対象とした｡カ ト

リック教徒は,選挙権を剥奪され,官吏 ･警官 ･軍人といった公職はもとより法律職に就 くこ

とも禁じられた｡教育はすべて国教会の監督の下に行われ,プロテスタントとの結婚は禁止さ

れた｡さらに,国教会に上納する ｢十分の-税｣を課されたほか,土地の相続と購入,長期借

地も禁じられた｡1641年には59%を占めていたカ トリック教徒の土地保有率は,1688年には

22%に,18世紀後半には5%にまで低下した｡アイルランド議会は,イギリス政府に従属する

植民地議会以外の何ものでもなかった｡こうした状況は,アイルランド議会が1801年に発効し

た連合法によって廃止され,大ブリテンとアイルランドが連合国家となるまで続いた4)0

『カトリック教徒刑罰法論』(TractsrehztingtoPoperyエdWS,1761-65)は,｢カトリック教

徒刑罰法｣の悪法性を告発すべく,おそらくはハミルトンの秘書に在職中に著された未完の草

稿である｡冒頭のプラン 〔1:435〕によれば,『刑罰法論』は全 5章より成る予定であった｡

第1章 (欠落)紘,刑罰法がアイルランドの苦境をもたらしている事態に序論的に言及する｡

第2章 〔1:435-452〕は,刑罰法を構成する個々の法律の内容について,既得の土地財産 ･土

地財産の新規獲得 ･教育 ･自己防衛 ･結婚 ･礼拝の6項目に分けて概説する｡第3章は3節よ

り成る予定で,第 1節 〔1:452-465〕は,刑罰法の対象である無数のアイルランド人民につい

ての,第2節 〔1:465-475〕は,刑罰法の手段である所有権への制限についての,第3節 (欠

港)は,刑罰法の執行がもたらす道徳的腐敗についての論評である｡第4章 〔1:475-482〕で

は,国防に対する悪影響が論じられ,第5章 (欠落)では,刑罰法の支持理由への反論がなさ

れる｡

3) 以上,〔33:11ト120〕〔35:39-41〕｡

4) 以上,〔15:第 4･5章〕〔20:258-260〕｡
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Ⅰ 『カトリック教徒刑罰法論』の自然権論と文明社会論 (1)

刑罰法の悪法性に対するバークの告発は,第3章から始まる5)0

｢我々が 〔前章で〕概観したばかりの 〔刑罰法〕体系,すなわち,人民への宗教的影響が

所有権 (property)に関する法にまで及んでいるアイルランドの有様は,本質的にきわめ

て異常である｡--それ 〔-刑罰法体系〕は不正 ･無分別 ･無効 (unjust,impolitic,and

inefficacious)であること,それがその国 〔-アイルラン ド〕の繁栄 ･道徳 ･安全

(prosperity,morals,andsafety)にきわめて不幸な影響を及ぼしていること,こうした影

響は偶然ではなく刑罰法そのものの直接の帰結であること,これらを示すことは難しくな

いと私は信じる｡その理由としては,まず第-に,刑罰法が影響を及ぼす対象のゆえであ

る･･-･この刑罰と権利剥奪の体系 (thissystemofpenaltyandincapability)の対象は-

-その国民全体の少なくとも3分の2という多数であり,総計280万人に達する｣〔1:

452-3〕｡

｢人民の大部分に敵対する法は,本質的に人民そのものに敵対する法である--人民こそ

が真の立法者である｣〔1:454〕｡

｢実際,法には二つの,ただ二つの基礎しかない｡それらは不可欠の条件であり,それら

以外のいかなるものも法に効力を与えることができない｡私が言わんとしているのは,公

平と功利 (equityandutility)である｣〔1:456〕｡

｢人民の大部分｣の幸福および ｢公平と功利｣を立法の基礎と認めるバークに,功利主義的

傾向が存することは確かだが,苦痛や快楽といった個人の主観的判断が立法の基礎として認め

られているわけではないから,その功利主義がベンサム (JeremyBentham,1748-1832)流の

功利主義- ｢最大多数の最大幸福｣の原理- とは異なったものであることは言うまでもな

い6)｡しかも,バークは,次のようにも述べている｡

｢法の直接的 ･間接的作成者が一人であろうと多数であろうと,その法に最終的な効力を

与えるのは,人民の同意 (theconsentofthepeople)である｡人民の同意は,それが実

際のものであれ暗黙のものであれ (eitheractualorimplied),法の有効性にとって絶対に

欠かせないものである｡--事実,人民は,立法府が彼らの利益のために制定するものな

5) 本稿における引用に関して｡〔 〕は引用者による補足である｡訳文は,邦訳があるものについ

てはそのページ数を付したが,訳文は必ずしも従ってしない｡なお,civilsocietyの訳語としては,

｢市民社会｣ではなく ｢文明社会｣を採用している｡半揮孝麿 〔5:邦訳328-9〕によれば,｢市民社

会｣の語は,ヘーゲルのbiirgerlicheGesellschaftがそうであるように,封建社会b対立概念としての,

身分から解放された自由な独立的個人の構成する社会を意味するのに対して,civilsocietyは,自然

状態の対立概念としての,道徳 ･宗教 ･技術 ･政治権力等を含む ｢文明社会｣を意味する｡ civili2;ed

societyとどう訳し分けるかという新たな問題も生じるが,本稿はひとまず半浮に従う｡

6) 〔22:309〕〔25:110〕〔44:17-8〕を参照されたい｡
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らば何にでも同意するだろう｡すなわち,人民は,彼らを望ましい目的へと導いてくれ

る手段の適宜性をはっきりと理解せずとも,それに黙従する(acquiesce)はずである｣

〔1:454〕｡

つまり,特定の法が ｢公平と功利｣を備えているかどうかは,｢人民の同意｣を通じて事後

的に確認できる,ということである｡

｢誰もが認めるように,我々の自然権 (naturalrights)の保護と確実な享受こそ,文明社

会の究極的な大目的であり,したがって,どのような続治形態であろうと,その統治が正

当であるのは,その統治が完全に従属しているところの上の目的に貢献している限りにお

いてである｡とすれば,何らかの形態の政府をその本質たるものを犠牲にして樹立しよう

とすること,つまり,自然権 (rightsofnature)を剥奪し少なくともそれを停止したりす

ることは--事実上圧制的で残酷であるばかりか,理論上も不合理で愚かな行為である｣

〔1:463-4〕｡

むしろバークは,ベンサムが退けようとした自然権の思想,とりわけロック流の同意理論

- ｢法が法たるに絶対的に必要なものすなわち社会の同意｣〔29:Ⅰ§134〕- を立法の基

礎と見ているようである｡｢実際の｣同意と ｢暗黙の｣同意との区別は,ロックの ｢明示的同

意｣(expressconsent)と ｢黙示的同意｣(tacitconsent)の区別 〔29:Ⅰ§119〕に対応するだ

ろうし,｢自然権の保護と確実な享受｣が ｢文明社会の究極的な大目的｣であることも,ロッ

クの認めるところであろう 〔29:Ⅰ§123〕｡

この点について,クラムニック (IsaacKramnick)とフリーマン (MichaelFreeman)は,

ともに先の ｢誰もが認めるように･-･･｣以下の一節を引用しつつ,『刑罰法論』のバークにつ

いて,｢まさしくロック的な言語で主張 している｣(insistingoodLockeanlanguage)〔27:

92〕｢ロックの立場にきわめて近い｣(veryclosetothepositionofLocke)〔13:87〕と同様

の理解を示しており,さらにコンニフ (JamesConniff)ち,『刑罰法論』を ｢アイルランドの

カ トリック信仰 の本質的にロック的な擁護｣(anessentiallyLockeandefenseoflrish

Catholicism)〔8:103-4〕と理解している｡しかし,彼らの理解はいずれも,いかなる意味で

｢ロック的｣なのか ･｢ロックの立場に近い｣のかについて,唆昧さを残している｡

18世紀後半における自然権思想の趨勢は,ルソー (Jean-JacquesRousseau,1712-78),プ

ライス (RichardPrice,1723-91),プリース トリ (JosephPriestley,1733-1804),ペイ ン

(ThomasPaine,1737-1809)らによって個人主義的 ･民主主義的に急進化されたそれであった｡

こうした ｢同意を不可欠な前提条件にすることによって,すべての統治組織の正当性を否定す

る思想｣的趨勢を,同時代人タッカー (JosiahTucker,1713-99)は ｢Lockean政治哲学｣と

して嫌悪した7)｡しかしながら,『刑罰法論』の同意理論は,その意味でLockeanなのではな

7) 〔24:第4章〕〔32:第 1部〕〔43:ch.9〕を参照されたい｡
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い｡バークは,｢人民の同意｣という前提から ｢法の改変｣-｢刑罰法の廃止｣を主張するが,

｢政府の解体｣-｢アイルランドの大英帝国からの分離独立｣までは主張していない｡｢刑罰法が

存在する限り,大ブリテンはその国 〔-アイルランド〕からいかなる利益も引き出すことがで

きない｣〔1:476〕との一節から推測できるように,バークの理想はあくまで大英帝国の一員

として繁栄するアイルランドであった8)0 『刑罰法論』は,本国の統治エリー トたちに ｢慎慮｣

(prudence)の統治を訴えようとしたのであり9),そこに急進的なアイルランド･ナショナリ

ズムを読むことはできない｡ダン (JohnDunn)の適切な表現を借 りれば,｢ロックの同意理

論は･･-･支配者 (つまり,絶対王政のそれを除く政治社会の支配者)が,どうすれば,政治的

権威への権利をもっことができるかを説明しようと企てたものであった｡ロックは--いかな
●●

る意味においても,政治的権威への敵対者ではなかった｣〔12:51;邦訳87-8〕｡こうしたロッ
●●●●●●●●●●

クの同意理論の二面性10)は,18世紀後半のイギリス思想史をロックとの関連で考察する場合,

決して看過されてはならない｡かくして,『刑罰法論』のLockeanの同意理論は,より正確に

は,タッカーが理解したような急進性においてではなく,ダンが理解したような保守性 ･秩序

志向性において理解されるべきなのである11)0

8) 〔22:327-8〕〔36:82-3〕を参照のこと｡後年のバークもまた大英帝国の協和を揺るぎなく信奉し

た｡誤解されがちだが,アメリカ問題におけるバークの立場は,あくまでアメリカ植民地とイギリス

本国との ｢和解｣であって,タッカーのごとき前者の後者からの分離独立ではない｡｢私は平和を提●●I●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
案する｡･-･･私は--かつて植民地が母国に対して疑いなく抱いていた信頼 〔強調はバーク〕を回復

することによって,人民に恒久的満足を与え･--同じ利害の秤によって,両者を和解させるように提

案する｣〔4:108;邦訳100〕｡

9) 〔23〕を参照のこと｡『刑罰法論』から数年を経た r現代の不満の原因を論ず』(1770)においては,

より明確に,｢国民はもともと法によって続治されるものではない｡ましてや暴力によって統治され

るものでもない｡武力や法規がもともといかなる活力を備えていようと,いずれの機能も実際は 〔統

治のための- 訳者〕手段にすぎない｡国民を統治する方法および原理とは,何の権限も持たぬ一個

人がしばしばその同輩や先輩を制することを可能にする場合のそれらと全 く同じもの,つまり,相手

の気質を知ってそれを思慮深く統御することである｡その時にこそ,公務は着実かつ平穏に実行され

る･--それゆえ,政治家の最初の研究対象は,彼が統轄している人民の気質でなくてはならない｣〔3

:252;邦訳193〕と,述べられている｡

10) この点については,〔11:76〕も参照されたい｡

ll) もちろん,ダンはロック思想の急進的側面にも十分な注意を払っているし,また,両者は裁然と分●●
かたれるわけでもない｡ダンの盟友タリーは述べる｡｢ロックは･--革命の動機が持つ保守的性格に

関する社会学的観察を行っているのだ 〔強調はタリー〕｣〔49:103〕｡他方,ダントレーヴ 〔9〕,

シュトラウス 〔45〕,福田歓- 〔14〕らの古典的研究が,ロックの近代的-個人主義的側面を強調す

るあまり,こうした二面性を結果的には軽視してしまっていることもまた事実である｡クラムニック

〔27:92-3〕は,Lockeanの言語をブルジョワ急進主義の言語と等置し,『刑罰法給』に ｢急進主義者

バーク｣を読み込む短絡を犯している｡
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Ⅰ 『カトリック教徒刑罰法論』の自然権論と文明社会論 (2)

バーク自然権論とロックのそれとの親近性は,同意理論に限られない｡バークは,自然権の

具体的内容について,｢自己防衛の権利｣〔1:449〕以外に明確には述べていないものの,第4

章で,次のように述べている｡

｢刑罰法の第-の影響,最も強烈で最も明白な影響は,所有権に及ぼした影響である｡文

明的政体 (civilconstitution)とは,勤勉 (industry)を促進する政体であって,所有権の

取得を促進し,維持を確実にし,不動産化を可能にし,譲渡を許すような政体である｡い

かなる法律であれ,もしそれがこの分配過程のどこか一部でも妨害する場合には,その妨

害の強さと範囲に比例 して,例外なく勤勉は妨げられる｡というのも,勤勉は常に他なら

ぬ所有権を目的としており,所有権に敵対する法律は,勤勉に敵対する法律だからであ

る｣〔1:476〕｡

ロックも ｢政治権力｣(politicalpower)の目的を ｢所有権の規制 と維持｣(theregulating

andpreservingofproperty)に見ている 〔29:Ⅰ§3〕｡さらに,バークにあって,｢自然権の

保護と確実な享受｣が ｢文明社会の究極的な大目的｣であり,｢文明的政体｣が ｢勤勉を促進

する政体であって,所有権の取得を促進し,維持を確実にし,不動産化を可能にし,譲渡を許

すような政体｣であるなら,その自然権がロック流の ｢勤勉に基礎づけられた所有権｣を含ん

でいることもまた,疑いのないところであろう 〔29:Ich.5〕12)0

ここで我々は,ロックにおける所有権論と同意理論との密接な関連を,想起する必要がある｡

ダンが述べるように,ロックの同意理論が,その潜在的なラデイカリズムとはうらはらに,安

定した政治的権威の樹立をその本来の目的としていたのなら,その理論上の最大の問題は,

｢明示的同意の欠如は既存の政治権力の否定の根拠たりうるか｣という問題だったはずである｡

その答を無限定にイエスとすれば,既存の政治権力はどのようなものであれ不安定を免れない

ことになる｡この間題について,ウオ⊥リン (SheldonS.Wolin)の適切な表現を借 りれば,

ロックは,｢所有権の維持に努めようと熱心であったのと同じくらい,じつに熱心に,所有権

を政治秩序の守護者に仕立てようと意図していた｣〔50:310;邦訳359〕｡ロックは,所有権の

享受を既存の政治権力に対する ｢黙示的同意｣と理解することによって,所有権論と同意理論

を結びつけたのであ り, したがって,ロック同意理論のアクセントは,｢明示的同意｣より

｢黙示的同意｣にあった｡『刑罰法論』の同意理論においても,同様の性格は,ロックのそれに

おけるはど明瞭ではないものの,先の ｢人民は,彼らを望ましい目的へと導いてくれる手段の

適宜性をはっきりと理解せずとも,それに黙従するはずである｣との一節から,十分に認めら

れよう｡このように,『刑罰法論』の自然権論は,所有権論と同意理論の密接な関連において

12) キャナヴァンは,｢刑罰法の第-の影響･･････｣の一節を引用 しつつ,｢『刑罰法論』の主題｣を ｢所

有権と勤勉の関連｣に見ている 〔7:29〕｡
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ち,ロックのそれとの親近性を示しているのである｡

それでは,｢自然権の保護と確実な享受｣を ｢究極的な大目的｣とし,｢勤勉を促進する政体

であって,所有権の取得を促進し,維持を確実にし,不動産化を可能にし,譲渡を許すような

政体｣であるところの ｢文明社会｣とは,具体的にどのような内容の社会なのか? 文明社会

の具体的内容について,『刑罰法論』は明確に述べていないため,自然権論を基軸に再構成せ

ざるをえない｡この点で注目に値すると思われるのが,文明社会が確実に保護すべき ｢あらゆ

る他の種類の所有権の基礎｣〔1:476〕としての ｢土地所有権｣(landedproperty)である｡

｢土地所有権が一握 りの人々の手に集中しているために,その自由な社会間流通 (free

circulationthroughthecommunity)が妨げられているが,これが悪政の最たるものであ

るのは,万人に対して勤勉を決定的なまでに萎えさせるからである｡勤勉ゆえにこそ,土

壌は持続的に改良されるのであろうし,とにかくも土地に村する精通 (conversant)が生

じるのである｣〔1:476〕｡

バークは,アイルランドの土地は ｢きわめて未改良の状態に｣(inaveryunimprovedstate)

〔1:477〕ある,と悲嘆している｡土地改良はアイルランド文明化の必須要件なのである｡し

かし,その源泉たる ｢勤勉は--それ自身の直接の目的である利潤が制限されると萎えてしま

う｣〔1:477〕性質を有している｡このように勤勉の精神の中核に利潤取得欲が存するのなら,

刑罰法が廃止され,分散的で安定的な土地所有が確保され,勤勉が促進され,土壌が持続的に

改良されたとしても,それに伴 う利潤の蓄積-物質的富裕が公共精神 (徳)の喪失-腐敗

(corruption)をもたらす心配- 古代ギリシア以来の ｢富と徳のアンチノミー｣問題13)-

はないのだろうか? バークは次のように答える｡

｢取得欲 (thedesireofacquisition)とは,つねに,長期的見通しを持つ情念 (apassion

oflongviews)である｡〔刑罰法が命ずるように〕つかの間の 〔土地〕所有 (momentary

possession)しか認められないならば,あらゆる賢明な国家がその偉大さの第-原理の一

つとして慈しんできた賞賛すべき食欲 (laudableavarice)は,たちまち死滅してしまう

だろう｡もしつかの間の 〔土地〕所有しか認められないならば--人はきっとただちに一

時的な快楽 (temporaryenjoyments)に耽ってしまうだろう｡これらの快楽は決して労働

や自由な勤勉の喜び (thepleasuresoflabourandfreeindustry)たりえない･･-･それら

は反対に無思慮で無為で浪費的な生活の喜びなのである｣〔1:476〕14)0

13) ｢･- -彼らは殖財の道をひたすら前進して,金をつくることを尊重すればするほど,それだけます

ます徳を尊重しないようになる｡富と徳とは,元来そういう対立関係にあるのではないだろうか｣

〔40:186〕｡シュトラウス 〔45:303;邦訳313〕が許したように,｢人生のきわめて早い時期｣にバー

クが ｢アリストテレスに回帰｣していたのなら,｢理論と実践｣という古典的問題との関連ばかりで

なく,同様に古典的な ｢富と徳のアンチノミー｣問題との関連においても,バークは論じられるべき

であろう｡しかし,シュトラウスの分析は後者の問題にまで及んでいない｡

14) マクフアースンは,この一節を引用した直後に,次のように論じている｡｢これはブルジョワ個/



88 経済学雑誌 第98巻 第1号

情念にも賞賛すべき情念 と賞賛すべからざる情念がある15)｡情念一般がただちに腐敗の源

なのではなく,｢一時的な快楽｣たる曹修への欲求こそが,腐敗の源なのである｡｢長期的見通

しを持つ情念｣によって呼び起こされた勤勉の成果としての富裕は腐敗ではない｡かくして,

『刑罰法論』の文明社会においては,｢富と徳のアンチノミー｣は存在 しない｡

｢どのような国民であれ,繁栄のための諸要素は,勤勉,知識や技能,道徳,正義の履
●●●

行,勇敢さ(courage)〔強調は引用者〕,およびこうした諸力を一点へと方向づけ,それら
●●●●●

を公益の中核とするような国民的団結 (nationalunion)〔強調は引用者〕である｡･･-･ア

イルランドの刑罰法は,社会に繁栄をもたらすこうした諸要素の全てを破壊してしまう｣

〔1:476〕｡

『刑罰法論』の文明社会は,分散 した土地所有に伴 う勤勉の促進によって,物質的に富裕で

ありながらも,公共精神 (- ｢勇敢さ｣｢国民的団結｣)にも長けた社会である｡その主力産業

が農業であることは,これまでの考察からして,ほぼ間違いないところであろう｡しかし,

｢農業と商業との幸福な同盟には祝福されるべき十分な理由があったし,土地から上がる利益

と交易から上がる利益を分離 (̀disjointhelandingandtradinginterests)してきたような政策

体系を持つ国民は惨めであるに違いない｣〔1:478〕と述べているように,『刑罰法論』の文明

社会は,農本的でありつつも,商業化を全面的に拒絶するようなアナクロニスティックなもの

ではない｡つまり,イギリス商業帝国の農業部門を担いながら経済的にも道徳的にも繁栄する

アイルランドこそ,若きバークの描いたアイルランド文明化のヴィジョンだったのである0

Ⅳ 『カトリック教徒刑罰法論』と 『自然社会の擁護』

初期のバークは,(ダンやウオーリンが理解したような秩序志向的な意味での)ロック的な

自然権論の継承者であったが,｢勇敢さ｣や ｢国民的団結｣といった徳中心の思想にもコミッ

トしていた点では,｢シヴイック ･ヒューマニス ト｣(civichumanist)-｢共和主義者｣でも

あった｡｢シヴイック･ヒューマニスト･パラダイム｣16)の捷唱者であるポーコック (∫.G.A.

＼人主義の立場である｡食欲は賞賛すべきものだとされている｡また,取得欲は諸国民の富- バーク

のいう ｢公共的功利｣- の源泉であるであるという公共的理由で,私的取得を国家は奨励すべきだ

とも主張されている｡こうしたブルジョワ個人主義の立場は･--1790年代のバークの諸著作において

いっそう発展されるが,彼の立場そのものは30年前のこの時点においてすでに明確に定まっている｡

-･･･バークのこのブルジョワ的立場について多くの注釈書は何も述べていないし,また注目されても

そのウエイトは小さなものにすぎないが,実際には,それは彼の政治生活が始まる以前に明確に確立

されてしまっていたのである｣〔31:2ト2;邦訳35-6〕｡しかし,こうした ｢ブルジョワ的｣バーク理

解は,バークにおける ｢富と徳のアンチノミー｣を問うていない点で,あまりにも一面的である｡

15) ｢･-･･好ましい情念と悪しき情念の区別--が18世紀に,特にイギリスで行われるようになった-

･･･冷静に遂行される蓄財などの活動は,穏やかな情念として分類され,暗に是認される｣〔18:63-

66;邦訳63-65〕｡

16) 〔41:ch.3〕｡パラダイムとしての ｢シヴイツク･ヒューマニズム｣は;近代思想の展開の諸株/
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Pocock)自身が ｢英語圏の政治的伝統は,立憲的 ･ロック的 ･バーク的な概念と価値 ととも

に,共和主義的 ･マキアヴェッリ的な概念と価値を担ってきた｣〔42:vii〕と述べているよう

に,バークの言説の様式は基本的に ｢立憲的 ･ロック的｣-(シヴイック ･ヒューマニスト･パ

ラダイムの対抗パラダイムとしての)｢法学｣〔43:ch.2〕的である｡しかし,現実の多種多

様な諸問題に万能の力を発揮する思想が存在しない以上,それらを見る目も単眼ではありえな

いから,ロック的伝統の継桑者がシヴイック的伝統の継東署でもあったとしてち,それは矛盾

と見なされるべきではない17)｡大英帝国の枠組みを前提としながらも,イギリス本国に対す

る全面的な政治的および経済的従属を拒否 し,公共精神の称揚を求め,｢富 と徳のアンチノ

ミー｣の克服を目指す初期のバークの立場は,そのままイングランドに村するスコットランド

の啓蒙知識人たちの立場に重なるものと言えよう18)0

周知のように,スコットランドの啓蒙知識人の文明社会論は,手放 しの文明賛美ではなく,

アンビヴァレンスに満ちている｡彼らが商業社会としての文明社会の価値の実現に成功するた

めには,｢富と徳のアンチノミー｣という強力な先行パラダイムに基づ く文明社会批判,すな

わち,文明社会をその富裕さゆえに道徳的に腐敗 した社会とする見解に対時しそれを克服する

必要があった｡同様のアンビヴァレンスは,初期のバークにおいても,析出可能なのであって,

というのも,『刑罰法論』が,｢イギリス商業帝国の農業部門を担いながら経済的にも道徳的に

も繁栄する｣アイルランドの理想 という形で,文明社会の明るい側面を描き出したのに対して,

拙稿 〔34〕がすでに詳しく論 じたように,処女作 『擁護』の本文は ｢文明社会の内奥に潜む陰

密な光景｣を執劫に描き出したからである.

｢我々は,話に聞いた場合にはほとんど信じられないことを,毎日少しも驚かないで実際

に眼前に見ているのである｡大ブリテンでは,十万人以上の人々が,鉛,すず,秩,鍋,

石炭の鉱山で使役されているものと,私は想像する｡これらの不幸な人たちは,ほとんど

日光を見ない｡彼らは,地中に埋められている｡そこで彼らは,地中から救い出されると

いう見込みを少しも持たず8.I,厳しい陰哲な仕事に従事している｡彼らは,最も粗末な最

も悪い種類の食物で,何とかその命を支えている｡彼らは,これらの有害な鉱物が発散さ

せる息詰まるような気体の中に絶えず閉じ込められているので,健康は惨めに損なわれ,

寿命は短くなる｡少なくとも十万人以上の人々が,これらの鉱山の産物を精練し,処理す

るのに必要な,窒息しそうな煙,灼熱の火,絶えることのない苦役によって,容赦なく責

＼相の基底に執劫に流れ続けた思考の枠組みという点で,丸山英男のいわゆる ｢古層｣｢執劫低音｣に

通じるところがある｡

17) 〔16:571〕｡生越利昭や田中秀夫のスコットランド啓蒙研究 (〔37〕〔47:第 2章〕〔48:第 2･6

章〕)は,こうした視座を明瞭に打ち出している｡

18) スコットランド啓蒙におけるシヴイック･ヒューマニスト･パラダイムの具体的展開については,

田中秀夫 〔47〕〔48〕に加えて,ポーコック自身の筆による 〔19:ch.9〕も参照されたい｡
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めさいなまれているのである｣〔2:80-81;邦訳397]｡

｢人為が押しつける快楽は,本当のものであることはめったにないし,満足を与えるもの
●●●●●●●●●●●●

では決してない--貧しい者たちは過度の労働により,富める者たちは法外な著修 〔強調

は引用者〕によって,同一の水準に置かれる｡すなわち,自分たちの幸福に役立つであろ
●●●●●●●●●●●●

ういかなる知識についても,同じように無知にされてしまう｡文明社会全体の内奥に潜む
●●●●●
陰哲な光景 〔強調は引用者〕がここにある｣〔2:84-5;邦訳400〕｡

18世紀中葉において,文明社会への懐疑の問題は,イギリスはもちろんヨーロッパの思想界

全体の最大の関心事であった19).ィギリスが文明社会の自由と繁栄を詣歌すればするほど,

アイルランド人民の過酷な現実は,それらに対する懐疑を若きバークの胸に喚起させたことで

あろう｡つまり,バークは,『擁護』において,｢富める者たち｣が ｢法外な曹修｣に溺れる
●●

- まさに ｢富と徳のアンチノミー｣!一一偽の ｢文明社会｣イギリスを告発する一方,『刑罰
●●

法論』において,｢富と徳のアンチノミー｣を克服した真の文明社会を構想し,その構想をア

イルランドの未来に託したのである｡有徳な其の文明社会,それに対 して,腐敗した偽の ｢文

明社会｣- バークの文明社会論にはシヴイック的伝統の刻印を明瞭に読みとることができる｡

こうした文明社会に対するアンビヴァレントな理解は,文明社会が ｢自然権の保護と確実な

享受｣を要件とし,自然権と相即的に把撞されている以上,自然権に村 しても同様の理解を

伴っているはずであるが,実際,『刑罰法論』の自然権が,政治秩序の安定を志向しているの

に対 して,『擁護』本文のそれは,政府の解体を志向 している (まさに ｢Lockean政治哲
●● ●●

学｣!)｡したがって,バークは,前者を真の自然権として擁護し,後者を偽の ｢自然権｣とし

て嫌悪している20),と言ってよいであろう｡拙稿 〔34〕で触れたように,バークがホップズ
●●

に批判的であったのも,ホップズの個人主義的な自然権論に,政治秩序の安定を脅かす偽の

｢自然権｣の可能性を,すなわち,民主主義への可能性を喚ぎとったからなのである21)0

19) フランスのデイジョン･アカデミーの1750年度懸賞論文課題は ｢学問と芸術の復興は習俗の純化に

寄与したかどうか｣であり,ルソーの処女作 『学問芸術論』がこの課題の当選論文であったことは誰

もが知るところであろう｡モンテスキューの 『ローマ人盛衰原因論』(1734)と 『法の精神』(1748)

は,この間題に村する包括的な解答として,イギリスにおいても,権威をもって受け入れられた｡

｢栄華を誇ったローマは何ゆえに滅んだのか｣という前者の問題は,眼前の文明社会に対する危機意

識を反映するものであり,ローマ史研究の機運を作ったし- たとえば,ギボン rローマ帝国盛衰

史j(第 1巻,1776),ファーガスン Fローマ共和国盛衰史J(1783)- ,後者のイギリスの国利を

論じた語草 (第11篇第6章 ･第19篇第27章)は,｢イギリスの自由｣を賛美しつつも,それが諸身分と

権力との微妙な均衡によって維持されている事情を論じるとともに,均衡が失われる時それは容易に

失われるだろうと督告したことによって,とりわけ大きな注目を集めた｡

20) 後年のバークは,自らが擁護に努める自然権にしばしばreal,tme,genuine,sacredなどの接頭辞を

付し,二つの自然権を明確に区別している｡〔13:86-87〕〔44:45〕を参照されたい｡興味深いこと

に,バークを敬愛するハイエクが指摘したindividualismおよびnaturalという用語の二面性 〔17:第

1･4章〕と,きわめてよく符合している｡

21) 記すまでもないことだが,ホップズ自然権論の真意の検討は,本箱の課題の範囲を越えている｡
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｢いかなる人間集団であっても,自分たちの好むままに法を作る権利を持っているという

見解ほど,すなわち,法の権威は法の制定そのものに由来し,法の内容とは無関係である

という見解ほど,あらゆる秩序および美にとって,また,人間社会の平和と幸福すべてに

とって,真に破壊的な謬見を示すものはないであろう｡･･-･この見解は,実のところ,前

世紀にホップズが切 り出して,しばしば的確に論駁された学説であったように思われる｣

〔1:455〕｡

ただ,バークが決して認めようとしなかった民主主義思想もまた,個人が政治的自由を真に

体感できるのは彼が自律的に意志決定を行う政治的主体として行動する場合だけである,とい

う思想的契機を含む限りでは,シヴイック的とも呼べるだろうし,バークが主張する刑罰法の

廃止による分散した土地所有の実現も,それが続治参画のための経済的基盤としてではなくあ

くまで勤勉の源として把撞されている点では,ハリントン･テーゼとの断絶をむしろ示すもの

であろう｡したがって,バーク思想をシヴイック的伝統の文脈に照らして理解 しようする場合,

彼がシヴイック的伝続に特徴的な思考法を広く受容したと憶断してはならないのであって,そ

の受容が ｢富と徳のアンチノミー｣の克服という問題設定におおむね限られていたにもかかわ

らず,彼の思考がその問題設定によって最も根底的に規定されていた,という限定を付して理

解すべきなのである｡

かくして,初期バークの思考法は,以下のように再構成できるだろう.初期のバークは,同･

じ ｢自然権｣｢文明社会｣の語を ｢徳｣の達成という観点から肯定的 ･否定的に使い分けてお
●● ●●

り,『刑罰法論』には擁護すべき真の自然権と文明社会が,『擁護』本文には嫌悪すべき偽のそ

れらが,それぞれ表明されている｡彼は眼前の社会の光と影,相反する二つの社会観と格闘し

ていた｡イングランドのエリー トによる既存の統治,および,アイルランド人民の既存のカト

リック信仰を擁護 しつつ,｢カ トリック教徒刑罰法｣という既存の悪法を告発するためのロ

ジックはいかなるものか? 風刺はこの格闘に具体的な表現を与えるための最適の手法であっ

た｡風刺は,反語としてだけではなく,文字通りにも読まれうるのだから22)0 『擁護』は風刺

的手法によって二股をかけていたのであり,(第二版序文で)既存の啓示宗教を擁護しつつ,

22) ｢--アイロニーとはまず現実のもつ多様性を認め,それを両義性においてとらえることであり,

ストレートなまじめな方法では把撞できないものを迂回的に,戯れに表現し,認識する方法であると

理解したい｡･･-･アイロニーはまず現実と戯れ,否定する運動であるが,しかしたんなる戯れ,否定

に終わらない｡否定を通しての肯定でもある｡つまり,否定されたものが,また否定されて肯定され

る二重否定の論理でもある.その際,特に指摘しておきたいのは,アイロニーには文字どおりの意味●●●
も包含されており,またはじめから固定化された肯定と同じものではないということである｡アイロ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●
ニーはあくまで両義性の運動としてとらえるべきである｡--･アイロニーは何よりも,慣習的なもの●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●
の自明性を疑い,相村立するものを一致させ,新しいものを発見しようとする論理であり,その論理●●●●●●
の実践である 〔強調は引用者〕｣〔21:136-8〕｡ 〔27:89〕 もあわせて参照されたい｡ゴ ドウイン

(williamGodwin,1756-1836)が 『擁護』を文字通り文明社会論難の書として読んだ事実は,よく

知られている｡
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(本文で)既存の ｢文明社会｣の悲惨を告発 していた｡前者にはアイルランドのカトリック信

仰の擁護が,後者には ｢カトリック教徒刑罰法｣への嫌悪が投影されていた｡『擁護』は,若

きバークにとって,単なる模倣の域を越えた自分自身との対話の書だったのである｡

結びにかえて

最後に,こうした ｢初期バークの思考法｣のインプリケーションを展望することで,結びに

かえたい｡

第一に,ポリングブルック (HenrySt.John,1stViscountBolingbroke,1658-1751)23)との

関連についてである｡『擁護』は,バーク自らが第二版序文で表明した ｢執筆意図｣に従えば,

ボリングブルックの文体を模倣することによって,彼の理神論的な宗教思想を風刺した作品で

ある｡しかし,その ｢執筆意図｣が彼の初期思想を十分に反映するものではなく,バーク自身

の思想の本文への漏出が判明した以上,バークはボリングブルックを全面的に退けたわけでは

ない｡｢今時誰がボリングブルックを読むでしょう｣｢私はボリングブルックを数多く引用する

者ではありませんし,一般的にも,彼の作品が私の精神に何らか永続的印象を与えたことはあ

りません｣〔5:140,175;邦訳114,159〕などの 『省察』の著名な一節は,バークのボリング

ブルックに対する生涯を通じての関心の高さを逆説的に物語るものであろうし,『擁護』第二

版序文も 『省察』 も,その批判の直接の対象は,ボリングブルックの政治思想ではなく宗教思

想に限られている｡とすれば,若きバークは,文明社会の負の側面を描き出そうとする際の主

流としてあったシヴイック的な言語および思考を,ウオルポール体制に対するオポジション勢

力の代表者であったポリングブルックから吸収した,と推測できないだろうか｡その論証には

もちろん別稿が必要とされるけれども,シヴイック ･ヒューマニス トとしてのボリングブルッ

ク像24)への関心が高まりつつある昨今,既述のバークのシヴイック的側面 とあいまって,

バークの理解にとってペインやプライスよりもボリングブルックとの関連のほうがより本質的,

との展望がここに得られるのではないか｡

第二には,18世紀イギリス思想史上のロックの影響力をめぐる一連の論争25)との関連につ

いてである｡周知のように,シヴイック ･ヒューマニスト･パラダイムが17･18世紀アング

ロ･アメリカ思想史における古典的共和主義の意義を強調 したことは,同時に,｢古典的共和

主義者でもマキアヴェッリ的共和主義者でもない｣〔42:424〕ロックのヘゲモニーを相対的に

低下させることを意味した｡こうしたロック解釈は,一面では,マクファースン 〔30〕の過度

に近代的 ･資本主義的な解釈に村する反発- ｢ホップズに,あるいはロックにさえ市場的含

意を発見 しようとする試みは,しばしばいくぶん影絵芝居のようなものに見える｣〔43:67;

23) ポリングブルックに関する古典的研究としては,さしあたり 〔10〕〔24〕を挙げておく｡

24) 〔41:ch.4〕〔42:477-486〕〔46〕を参照されたい｡

25) 〔37:序章〕〔38〕を参照されたい｡
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邦訳125〕- がきっかけであったが,これに対 して,マクファースン派のクラムニックは,

1760･70年代にブルジョワ急進主義の言語はポリングブルックからロックへシフトした (ロッ

クの復活)のであり,ロックおよびブルジョワジーへの言及なしで18世紀イギリス思想史を措

くことは無理,と批判 した 〔28:ch.6〕26)｡ しか し,ポーコックは,この批判に対 して,

｢タッカーによるLockean政治学の論駁には,ロック自身が決して主張しなかった古典的市民

の理念に向けられた多くの議論が含まれている｣〔43:177;邦訳332〕と応戦した｡すなわち,

急進派が信奉する (本稿のいわゆる偽の)｢自然権｣は本質的にはシヴイック的なもので (逆

は真ではないが)ロックの復活はなかったと応戦した｡この論争はいまだ決着がついておらず,

今後も継続されるべきものだが,これまでの主たる争点は,あくまで近代民主主義の父として

のロックの名と密接に結びついたブルジョワ･ラデイカリズム ･イデオロギーの成否であり,

ロック思想の二面性はほとんど論 じられていない｡しかし,本稿の初期バーク理解は,近代保

守主義イデオロギーの父としてのロックの可能性を主張するものであり,この論争の更なる展

開に新たな史料を提供するとともに,この時代の思想的問題状況の複雑さの一端を象徴しても

いる｡今後の初期パーク研究は,バーク保守主義の形成史の一環としてばかりでなく,こうし

たより広いパースペクテイヴからも,深められるべきだろう｡
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