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〈読書会企画〉

水道問題と民主主義を考える
岸本聡子『水道、再び公営化！　欧州・水の 

闘いから日本が学ぶこと』を題材に
 

―目次―
趣旨説明

書評
討論

趣旨説明：研究者であることと市民であること 

2021 年 6 月 20 日、『人文×社会』Slack コミュニティー内の企画として、岸本聡子『水
道、再び公営化！　欧州・水の闘いから日本が学ぶこと』（集英社、2020 年）のオン
ライン読書会を開催した。当日私（谷川）が行った書評報告と、参加者 6 名で行った
討論の内容を以下に掲載するが、それに先立ち、この読書会の企画趣旨を述べておき
たい。なお、この趣旨説明の内容は、呼びかけ人である私個人の見解に過ぎないこと
をあらかじめお断りしておく。

2020 年 10 月に発覚した日本学術会議会員候補の任命拒否問題は、政治権力に対す
る学問の独立が容易に脅かされ得るものであることを思い起させた。そしてまた、民
主的な社会を営むうえで学問、特に人文・社会科学が果たすべき役割は何かという点
について、研究者の間ですら共通認識があるとは言えないことも痛感させた。コロナ
禍によって集いの場としての大学の機能が著しく低下し、学生・研究者個々人の孤立
が深まるさなかの出来事であった。

電子雑誌『人文×社会』はこうした状況を背景として立ち上げられた。『人文×社会』
では、Slack などのオンラインツールを利用して、人文・社会科学に属する学生や若
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手研究者の「コミュニティー」を形成し、それを基盤として雑誌発行を行うことによっ
て、個人間・分野間の交流、学問と社会との橋渡し、そして民主主義の基礎である自
治能力の涵養を図ってきた。『人文×社会』立ち上げの経緯については、第 1 号（2021
年 3 月 15 日発行）の「座談会企画　大学と社会を考える」に望月澪氏が付した「趣
旨説明」をあわせて参照されたい。
「学問と社会との橋渡し」に関連してもう少し述べたい。人文・社会科学に属する

研究者、特に大学院生をはじめとする若手研究者が、現代の政治・社会問題について
意見を表明することは、極めてハードルが高いように思う。少なくとも日本近代史を
専攻する私自身は、長らくその点に困難を覚え、研究者としての自分と一市民として
の自分の間にある矛盾を感じてきた。日々発生する政治・社会問題は、ほとんどの場
合、多かれ少なかれ自分の専門と関連している。何か発言する場合は、専門家として
十分に準備した上で行うべきだと思う。すると、「まずは一人前の研究者と言えるだ
けの業績をあげるべきだ」という意識が前面に出て、その時々の政治・社会問題につ
いては結局何も言えなくなってしまう。これは私個人の心の動きに過ぎないが、同様
の立場にある研究者のほとんどが、現代の政治・社会問題について直接的に意見を表
明することに関して極めて抑制的であることは確かである。

このことは、社会全体にとって大きな損失ではないだろうか。若い世代は、現代社
会のあり方を批判的に分析し、今後の社会のあり方を構想する営みの牽引役となり得
る存在である。人文・社会科学に属する若手研究者が各自の中で育てている専門性も
また、このような営みにおいて重要な役割を果たし得るだろう。学術会議任命拒否と
いう衝撃が、ベテランの研究者だけでなく、若手研究者や学生も共に目の前の政治・
社会について考え、言葉を交わす風潮を生み出したことは、不幸中の幸いであった。
これを一過性のものとするべきではない。

この企画は、上述のような心理的ハードルを意識しながら、それでも現代の政治・
社会問題について議論するための、ぎこちない試みの一つである。そのためあえて、
学術研究の成果を発表することよりも特定の政治的主張を行うことに重点を置いてい
る文献を選択した。

その中でも特に『水道、再び公営化！』（以下、「本書」）を取り上げる理由は第一
に、現代の様々な論点のうちの一つである水道の民営・公営問題は私の研究テーマで
ある「明治期日本の官業払下げ」と関連が強く、論じる際の心理的ハードルが比較的
低いことである。書評報告は、近代日本における公益事業の公営化事例、および「政
府」・「資本」・「市民」の関係について、ごく限られた議論を紹介した上で、そこから
大きく踏み出す形で本書の主張に対して感想を述べるという構成を取った。その後の
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討論では、専門や関心の所在を異にする参加者によって、水道事業における広域連携
や河川流域における自治体間連携、公営企業が水道事業を運営することの意味、日本
における公益事業費の負担方法の歴史的特質等、幅広い論点が提示された。

本書を取り上げる第二の理由は、「ミュニシパリズム」という発想の興味深さである。
国家やグローバル資本とは異なり、地域にとっての価値を最優先して行動し得る主体
として、地域の自治に根差した地方自治体を重視する考え方で、本書の議論の中核を
なす。公権力と自治という問題は、『人文×社会』立ち上げ時点の問題意識と通じて
おり、ぜひ議論してみたいと考えた。

人文・社会科学に属する学生・若手研究者が現代の政治・社会問題を自由に議論で
きる空気を醸成すること、人文・社会科学の知を持ち寄り、より良い社会を構想する
ことに、この企画がほんの僅かでも貢献できれば幸いである。

（谷川みらい）
 
 

書評：岸本聡子『水道、再び公営化！
欧州・水の闘いから日本が学ぶこと』

谷川 みらい

本稿は、「趣旨説明」で述べた意図に基づき、2021 年 6 月 20 日の読書会冒頭に行っ
た報告の内容を、後日文章化したものである。その際大幅に加筆・修正を行ったため、
討論の内容と一部齟齬が生じていることをお詫び申し上げる。以下ではまず本書の内
容を要約した後、水道問題に関する他の論者の議論と比較して本書の特色を述べる。
次に、近代日本において私的な経営の下にあった公益事業が公営化された事例を挙げ
る。最後に、明治期の官営事業や、昭和戦前期から現在に至る「市民社会」という語
の使用方法に着目し、「政府」・「資本」・「市民」の関係が従来どのように把握されて
きたのか検討する。議論を進めつつ、適宜本書の内容に立ち返り、論点を提起する。

1. 要約

第 1 章「水道民営化という日本の危機」では、著者（岸本氏を指す。以下同様）の
問題関心の概要が示される。2013 年 4 月に訪米中の麻生太郎副総理・財務大臣が日
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本の水道民営化推進を宣言した。その後 2018 年末に成立した改正水道法にはコンセッ
ション方式による官民連携の推進が盛り込まれた。コンセッション方式とは、「公共
施設の所有権をもった自治体が、「運営権」 を民間企業に売却する民営化手法」（21 頁）
である。「運営権」とは転売も可能な物権であり、指定管理者制度による業務委託等
とは次元が異なるものである。この改正は外資系水メジャーの本格的な日本進出に道
を開くものであると著者は指摘する。

一方で、海外では民営の水道が再公営化される動きが起こっている。著者らが行っ
た調査によれば、2017 年時点で 33 か国 267 件の水道事業が再公営化されていた。そ
の理由としては、①人員削減によるサービスや品質の低下、②設備投資の不足、③民
間事業者の監督が困難、④適切な水道料金設定が困難であること、⑤財務状況の不透
明性、以上 5 点が挙げられている。著者は、〈コモン〉すなわち「民主的に共有され、
管理されるべき社会的な富」という概念が提示し、「水という〈コモン〉から始まる、
新しい民主主義の胎動」として水道事業再公営化を捉えようとする（33 ～ 34 頁）。

第 2 章「水メジャーの本拠地・パリの水道再公営化」、第 3 章「資本に対抗するた
めの 「公公連携」」ではフランスの事例が紹介される。上下水道事業を担う国際的大
企業「水メジャー」であるヴェオリア社およびスエズ社は、いずれもパリに本拠地を
置く。パリ市は両社と 25 年間の水道コンセッション契約を結んでいたが、2010 年の
契約満了と共に再公営化した。契約期間中に水道料金は 265% 値上がりし、また財務
状況も不透明であった。パリ市が 100% 出資して新設された水道公社「オー・ド・パリ」
は、株主配当や役員報酬が不要であること等から費用を節約し、料金を値下げするこ
とに成功した。「オー・ド・パリ」理事会は市議・労働者代表・市民組織代表・経営
幹部で構成され、市民フォーラム「パリ水オブザバトリー」も企業ガバナンスに組み
込まれている。

各自治体の間では、公営水道に関するノウハウ・技術の共有が行われている。大消
費地と水源自治体との間での広域連携も行われる。ニース市とその水源にあたる山間
部までを含む広範な地域であるニース都市圏では、7 割近い自治体が参加する水道公
社が設立された。これは、自治体間で連帯し、水源を保護したり、山間部自治体の水
道料金を引き下げたりする取り組みに、水メジャーが協力的でなかったことによると
いう。

第 4 章「新自由主義国・イギリスの大転換」、第 5 章「再公営化の起爆剤は市民運
動」の舞台はイギリスである。イギリスでは保守党政権も「第三の道」路線を取る労
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働党政権も共に PFI1 推進策を取ってきたが、2018 年に財務省が PFI 凍結を宣言した。
公共事業を委託された PFI 企業が発生させた巨額の債務を、今後サービス利用料や
税金で返済する必要があることが明らかになったためであった。同時に、税金逃れや
株主配当、インフラ整備をサボタージュする口実のために、不要な借金をくり返す傾
向がある民営化後の水道会社に対する批判も高まった。民営化に伴う水道料金高騰は

「水貧困」、すなわち上下水道料金が収入の 5% 以上にあたる状態にある世帯割合を増
加させてもいた。

2015 年、イギリス労働党は社会主義色の強いジェレミー・コービンを党首に据え、
「第三の道」路線と決別し、水道を含む公共サービスの再公営化を公約した。その背
景には「We Own It」等の再公営化を求める市民運動や、若者中心の政治運動「モメ
ンタム」があった。

第 6 章「水から生まれた地域政党 「バルセロナ・イン・コモン」」、第 7 章「ミュ
ニシパリズムと 「恐れぬ自治体」」は、スペイン・バルセロナの水道公営化運動を紹
介し、同市が体現する「ミュニシパリズム」の理念を説く。2011 年 5 月 15 日、「15-M
運動」と呼ばれる、失業したり住宅ローンが払えなくなったりした若者を中心とした
政治集会がスペイン各地で行われた。この運動を契機として生まれた新興地域政党の
一つが「バルセロナ・イン・コモン」である。住宅不足や水道・電力料金の高騰が、
解決すべき喫緊の課題とされた。

バルセロナの水道は 1860 年代から民営で、その担い手はスエズ社の現地法人アグ
バー社である。2008 年の経済危機後、水道料金を払えない世帯の水道供給は停止さ
れた一方で、水道料金の約半分は株主配当・広告費・親会社スエズ社への支払いに充
てられていた。アグバー社とバルセロナ市との間で水道運営に関する契約は従来存在
しなかったが、2012 年に 35 年間の契約が新たに結ばれた。これに対し、専門家や技
術者を含む「命の水市民連合」が抗議活動を行ってきた。「バルセロナ・イン・コモン」
には「命の水市民連合」のメンバーが多く参画した。そして 2015 年、「バルセロナ・
イン・コモン」が市議会第一党となり、メンバーのアダ・クラウが市長となった。し
かしアグバー社との契約破棄は未だ実現していない。
「バルセロナ・イン・コモン」は、伝統的に各地域で行われてきた住民の小規模な

合議を、「地域自治協会」として制度化し、市政につながるルートとした。このよう
な取り組みは「ミュニシパリズム」と呼ばれる。筆者によれば「ミュニシパリズム」

1　 PFI（Private Finance Initiative）は「公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、
経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法」と説明されている（本書 20 頁）。
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とは、「選挙による間接民主主義だけを政治参加とみなさずに、地域に根づいた自治
的な合意形成をめざす地域主権的な立場」であり、「新自由主義を脱却して、公益と

〈コモン〉の価値を中心に置く」ことである（133 ～ 134 頁）。背景にはグローバル資
本と結託する国民国家への不信感がある。「バルセロナ・イン・コモン」は EU 議会
に向け、20 か条の「ミュニシパリズムの原則」を発表した。バルセロナ市に共感す
る世界各地の都市は「フィアレス・シティ」として連帯している。
「フィアレス・シティ」においては、公共調達を地元で行うことが重視される。公

共調達を公開入札によって行えば、多くの場合地域外の大企業が受注し、地域の富が
地域外に流出してしまう。同様に水道民営化は、水道を運営する能力を地域外に流出
させる。筆者は、「自治体が提供するサービスの、アウトソーシング（外部発注）を
やめ、インソーシング（内部化）に舵を切る」（154 頁）ことを主張し、自治体・公
営企業が地域に安定的で尊厳のある雇用を生み出すことの重要性を指摘する。

最終章である第 8 章「日本の地殻変動」では、コンセッション方式導入に向かう日
本の現状にあらためて警鐘を鳴らす。市民運動によって上水道サービス民営化の検討
をいったん中止することとなった浜松市の事例もあるが、宮城県では上下水道のコン
セッション方式導入に向けた条例改正案が成立した 2。政府は、水道運営権を売却する
自治体にはその対価で過去の借金を金利分なしで返済できるという特典を与える一方
で、自治体が詳細な検討をしないまま PPP3/PFI 導入を拒否した場合、その理由の説
明を求め、「助言」「勧告」することが可能としている。水道運営を民間業者任せにす
れば、料金の値上げや自治体の能力の低下・喪失、特に災害対応能力の低下が危惧さ
れる。筆者は、コンセッション契約を導入せずに地域の水道インフラを維持する手段
として、ダウンサイジングと適切な技術選定を挙げる。そして、水道の現場で働く人々
と連帯しつつ、市民参加型の政治運動を展開すべきだと主張する。

2　 2021 年 7 月には、上下水道と工業用水の 20 年間の運営権を民間企業に一括売却すること
が宮城県議会で正式に決定した。優先交渉権者は、東京に本社を置くメタウォーター社を
代表とする企業グループである。同グループは、水道の維持管理業務を担う会社として新
たに宮城県に「株式会社みずむすびサービスみやぎ」を設立し、地元人材を雇用するとし
ている。ところが「株式会社みずむすびサービスみやぎ」の議決権株式の 51％は水メジャー・
ヴェオリア社の子会社が保有していることが、6 月に明らかになった（橋本淳司「宮城県水
道民営化の何が問題か」『世界』2021 年 9 月号、16、18 頁。宮城県「宮城県上工下水一体
官民連携運営事業（みやぎ型管理運営方式）に係る優先交渉権者（メタウォーターグループ）
の提案内容について」（https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagigata/proposal-c.html）も参照
した。2021 年 9 月 7 日最終閲覧）。

3　 「官民連携」（Public Private Partnership）。公共サービスの運営に民間を参画させる手法（本
書 20 頁）。
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2. 水道民営化・コンセッション化に関する近年の議論と本書の位置

水道民営化やコンセッション方式の導入（以下「コンセッション化」）の弊害を懸
念する論者は数多いが 4、近年の欧州における市民運動の動向や地方自治体のあり方な
ど、水道問題にとどまらない幅広い論点を提示している点は本書の特色である。特に、
地域に安定的で尊厳のある雇用を生み出すという自治体・公営企業の役割に言及して
いる点（本書 156 頁）に注目したい。厚生労働省は、水道法改正理由の一つとして
水道事業に携わる職員数の減少を挙げているが 5、公務員や公営企業職員の減少は自然
現象ではない。前田健太郎氏が指摘するように、日本の公務員数は欧米先進国よりも
低く抑えられてきた。独立行政法人・公営企業の職員等を含めた広義の公務員数にお
いても同様である。前田氏は、男女平等の推進において公共部門における雇用が決定
的な役割を果たすと述べ、公務員数を必要以上に低く抑えることの弊害を説く 6。

一方で、政府の規模を縮小させ、政府が従来担っていた機能の一部を民間企業に移
すことで、経済の活性化を図ろうとする考え方も根強い。吉村和就氏は、日本企業は
世界の水ビジネスに参入すべきであるし、日本の水道にも民間資本を積極的に参入さ
せるべきであると主張する。その上で、水道管の劣化、水道料金の地域差、水道事業
を担う自治体職員が定年退職を迎えつつあること等、「日本の水道の現状を利用者に
わかってもらった上で料金を上げることが必要だと思います」と述べている 7。一方で、

「東南アジアで水ビジネスを手がけるときの 3 カ条があります。「盗水、漏水、不払い
の防止」。この 3 つを押さえないと、絶対に事業として成り立ちません」8 と、民間水
道事業の非情さも窺わせる。なお吉村氏は、2010 年～ 2015 年のフランスにおいて、
上水道の再公営化とコンセッション化は共に 68 件、下水道の再公営化は 80 件、コ
ンセッション化は 150 件という数字を挙げ、再公営化が支配的な趨勢になっている

4　 例えば、近年出版された書籍として、橋本淳司『水道民営化で水はどうなるのか』（岩波書
店、2019 年）、内田聖子編著『日本の水道をどうする！？』（コモンズ、2019 年）、尾林芳匡・
渡辺卓也編著『水道の民営化・広域化を考える』（自治体研究社、2018 年初版、2020 年第 3 版）
がある。

5　 厚生労働省「水道法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 92 号）の背景・概要」
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/

index_00001.html）2021 年 9 月 18 日最終閲覧。討論後の追記箇所の一つである。
6　 前田健太郎『市民を雇わない国家　日本が公務員の少ない国へと至った道』（東京大学出版

会、2014 年）29、257、261、267 頁。
7　 吉村和就・沖大幹『日本人が知らない巨大市場　水ビジネスに挑む』（技術評論社、2009 年）

132 頁。
8　 吉村・沖前掲書、105 頁。
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わけではないことを指摘している 9。
本書は、このような新自由主義とグローバル資本主義に対抗しようとするものだが、

その際立った特色は、国家レベルの政策や国民の愛国心・排外感情に期待するのでは
なく、自治体という単位の活性化とその国境を越えた連帯＝「ミュニシパリズム」を
打ち出している点にある。本書と同様、日本の水道事業への外資参入に警戒を促し、
欧州の再公営化事例を紹介する堤未果氏が、読者の愛国心・排外感情に訴える語り口
を用いている 10 ことを思えば、本書の「ミュニシパリズム」は革新的と言える。地方
自治体という、すでに制度として確立され権力も備えている組織が、国民国家よりも
小規模であるために、選挙のみによらない住民自治的な民主主義を活性化させる可能
性を持つという議論は魅力的である。

ただ、疑問がないわけではない。「バルセロナ・イン・コモン」が発表した「ミュ
ニシパリズムの原則」は 20 項目あり、その中には「難民を受け入れる町であろう」「気
候危機から目を背けない」「政治を女性化する」等、多方面の論争的テーマが含まれ
る（本書 147 頁）。著者は、水道公営化の必要性は左派だけでなく保守の人々にも認
識されているとしているが（本書 66 頁）、「ミュニシパリズムの原則」として多数の
政策項目をパッケージにすることは、「ミュニシパリズム」の可能性を逆に狭めてし
まうことになるのではないか〈論点 1〉。

3. 近代日本における公営化事例

近代日本においても、私的資本によって運営されていたインフラを公営化した事例
は存在する。その際にはどのような議論が行われ、どのような問題が発生したのだろ
うか。

まず水道に関しては、松本洋幸氏の研究が詳しい。1890 年に制定された水道条例
においては、市町村の公費によるもの以外水道敷設を認めないという規定が設けられ
た。内務省衛生局長長与専斎が、イギリス・アメリカの「自治衛生」を理想としてい
たことが背景にあった。しかし日露戦争後には、急速に人口が増加する大都市郊外で
の水道整備が困難となり、水道条例が改正されて例外的に私営も認められるように
なった。その結果東京市郊外では、町営水道・町村組合水道・私営水道会社など、多
様な形態の水道事業体が成立した。それでも都市化のスピードに追い付かず、給水量

9　 吉村和就「海外水ビジネスの要点を探る⑤海外の水道事業は本当に再公営化に向かってい
るのか～再公営化率はわずか 1% 以下である～」『水道公論』55（5）2019 年 5 月、49 頁。 

10　 堤未果『日本が売られる』（幻冬舎、2018 年）第 1 章「日本人の資産が売られる」。
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不足・高額な料金・普及率の停滞等が問題化した。特に民間最大手の玉川水道株式会
社は、1933 年、水道水に多量の塩水が混入した際復旧に時間を要したことや、東京
市の倍近い水道料金を徴収していたことが、水道の公益性の観点から強く批判された。
結局、1932 年に東京市域拡張により公営水道事業は東京市水道課に一元化され、東
京市近郊の民間水道会社も 1935 年以降逐次東京市に買収された。1930 年代半ば以降
には、府県主導による広域水道も多く成立した 11。

一方電力は、民有民営形態を主として展開した。1938 年に電力国家管理が実施さ
れる直前の時点で、電灯・電力収入の上位 5 位までを民間企業が占め、自治体として
は大阪市の 6 位が最高であった 12。この大阪市の電力市営化について、花木完爾氏の
研究を見よう。大阪市では、大阪電灯株式会社が電力供給を行っていたが、1901 年
に市長に就任した鶴原定吉は、公益事業を民間企業が独占することを批判した。公益
事業の私営には問題が多いというアメリカの議論の影響が指摘される。大阪市は市営
電力事業の設立をちらつかせつつ大阪電灯に報償金の支払いを迫り、1906 年に報償
契約が締結された。第一次世界大戦中には、大阪電灯は急速な経営拡大により公害・
停電を頻発させ、市民の反発を招いた。そして 1923 年、大阪市による買収が成立した。
すでに大部分の住民が電力を利用しており、市は料金値下げやサービス向上に努めた。
一方、電気工学者で東京帝国大学教授の渋沢元治は、市営電気事業は区域が狭く規模
の経済を発揮できないと指摘し、民営を主張した。その後、電力供給網の全体最適化
や都市・農村間の格差是正を理由に、電力国家管理へ向かうことになり、大阪市の電
力事業も周辺自治体や電力会社と統合され、関西配電となった 13。

水道では当初から市町村公営の原則が存在したのに対し、電力では民間企業による
供給が先行していたので両者の状況は大きく異なるが、いずれにおいても私的な経営
に委ねることの問題点が認識され、公営化が行われることはあった。ただし市町村営
事業には、規模の狭小性と都市・農村格差の問題がつきまとっていたことが、上記の
事例から読み取れる。町村間での組合形成は近代日本でも見られたが、吉村和就氏が
指摘するような地域間の水道料金格差の問題を解決するためには、大都市ニースから
山間部までを領域とする水道公社「オー・ダジュール」（本書 72 頁）の事例が参考
になるかもしれない〈論点 2〉。

11　 松本洋幸『近代水道の政治史　明治初期から戦後復興期まで』（吉田書店、2020 年）39 ～
40、121 ～ 127、241 ～ 243、358 ～ 359、382 頁。

12　 橘川武郎『日本電力業発展のダイナミズム』（名古屋大学出版会、2004 年）7、144 頁。
13　 花木完爾「戦前期地方公共団体による電気事業の買収　第 2 次世界大戦前の大阪市の事例

から」『経済学雑誌』（大阪市立大学）121（1）、2020 年 12 月、25 ～ 39 頁。
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金澤史男氏が分析した、1911 年の静岡市における電力市営化についても見ておき
たい。市営化は税外収入の確保を主目的とし、静岡電灯株式会社を買収する形で行わ
れた。その際、当時の静岡市政において非主流派であった立憲政友会系の中小実業家
層が反対に回った。反対理由は、買収価格が高額であること、労働集約的産業や宿屋・
商店など電灯を多く使用する業者の負担によって富者の市税を軽減するのは不当であ
ること、手続きの不透明性等であった。市政主流派は非政友系である実業家上層で、
彼らが静岡電灯株式会社の取締役を構成していたこと、市営電気事業への電力供給者
の座をめぐって静岡電灯株式会社と結びつく四日市製紙株式会社と政友派の富士水電
株式会社が争っていたことが背景にあった。しかし公共事業一般の市営促進の世論の
中で電力市営化は実現し、やがて市の重要な収入源として政友派にも認められた 14。

この事例では、公営化が市内の中小実業家に負担を強いて上層の実業家に利益をも
たらす性格を帯びており、それが党派的な対立に結びついていた。ある意味では〈論
点 1〉の繰り返しであるが、水道公営化を目指す「バルセロナ・イン・コモン」もや
はり党派性を帯びているはずである。NGO や市民団体に残り、政治の監視にあたる
メンバーもいるというが（本書 124 頁）、これは党派内部の自己規律とみなせるだろ
う。「バルセロナ・イン・コモン」を与党とする市議会で野党議員が再公営化の可否
を問う住民投票の実施に反対する理由はアクバー社のロビイングと説明されるが（本
書 127 ～ 128 頁）、こうした野党議員がどのような利害関心を持つ人々の支持を受け
ているのか気にかかる〈論点 3〉。

4. 日本の官営事業と「市民社会」

ごく単純化すれば、著者は「資本主義」（グローバル資本＋それと結託した国家政
府や EU）対「民主主義」（民主的な市民＋それに支えられた自治体政府や公営企業）
という対立構造で議論を組み立てているように見える。「政府」・「資本」・「市民」の
関係については、それぞれ国内・外、また中央・地方という要素と絡まりつつ、従来
様々な把握の仕方が試みられてきた。本節では、明治維新以降の日本で見られた様々
な切り分け方を挙げ、その上で本書の議論の構造について改めて考えたい。

（1）官営事業
明治元年にあたる 1868 年から 10 年余は、欧米の技術を取り入れた工場や交通・

14　 金澤史男『自治と分権の歴史的文脈』（青木書店、2010 年）143 ～ 150 頁。
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通信インフラが国家政府によって多く建設された。このような官営事業において目指
されたのは、外国勢力に対抗し国家の独立を保つことであった。鉄道・電信の敷設は
外国資本との競争の中で行われたし、法整備により鉱山開発からは外国資本が排除さ
れた 15。明治政府の人々は「外国資本」対「国家政府」の構図を思い描いていたであろう。

19 世紀後半から第 1 次世界大戦直前にかけてを「第 1 次グローバル化」の時代と
する見方があるが 16、地域の富が地域外に流出する傾向が存在したことも、この時期
と現代の共通点であるように思われる 17。江戸時代に東北諸藩が経営していた鉱山の
多くは、明治新政府へ、そして縁故や実力によって政府に認められた全国レベルの民
間業者へと移管された。秋田藩営であったが小野組・秋田県・中央政府の工部省と経
営主体が変わった後に古河市兵衛に払下げられた阿仁・院内鉱山、盛岡藩営から工部
省経営を経て藤田組に払下げられた小坂鉱山 18 などはその例である。盛岡藩の御用商
人であった村井茂兵衛は、同藩から尾去沢鉱山の経営を委任されていたが、同藩がイ
ギリス商人オールトから行った借金の返済を迫られ、その後債務を肩代わりした大蔵
省から強引に鉱山を没収されている。間もなく尾去沢鉱山は大阪や東京で活動してい
た商人岡田平蔵に払下げられた 19。対外的な危機意識は、国家中央への富の集中に結
びついていた。

（2）福沢諭吉と田口卯吉
1880 年 11 月、政府は工場払下げ政策を打ち出し、官営事業を民間の経営に移す試

みを始めた 20。その直前に、政府外の知識人である福沢諭吉と田口卯吉が、官営事業
のあり方について議論している。

福沢は、経済の主体は原則として民間であるべきだが、鉄道・電信・ガス・水道等
大規模な公益事業については競争が非効率性をもたらすので、政府が行った方が良い
と主張した。ただし福沢はその前提として、「人民一般ノ見ル所ニテ此レナレハ安心

15　 沢井実・谷本雅之『日本経済史　近世から現代まで』（有斐閣、2016 年）115 ～ 116 頁。
16　 中村尚史『海をわたる機関車　近代日本の鉄道発展とグローバル化』（吉川弘文館、2016 年）

ⅰ頁。
17　 東北学院大学文学部歴史学科編『大学で学ぶ東北の歴史』（吉川弘文館、2020 年）は、東

北の鉱山や水陸運を開発した明治政府の政策は東北諸州からの資源収奪に他ならなかった
と捉えている（165 ～ 166 頁、執筆者は岩本由輝氏）。

18　 『工部省沿革報告』（大蔵省、1889 年）282、305、347 ～ 348 頁
19　 『鹿角市史　第 3 巻　上』（鹿角市、1991 年）374 ～ 381 頁。
20　 小林正彬『日本の工業化と官業払下げ』（東洋経済新報社、1977 年）129 ～ 130 頁。
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ト認ル政体」を定めることが必要だとしている 21。
一方田口が主宰する『東京経済雑誌』は、主に鉄道問題について、3 点を挙げて福

沢に反論した。第一に、国費を投じて鉄道を建設すれば国益が大きいという福沢の議
論に対し、鉄道建設に費やすことになる資力や労力は、それがなければ衣服の製造や
田畑の耕作、造船等他の国益をもたらすはずだった資力・労力であると述べた。第二
に、政府が鉄道を作れば人力車夫や牛馬を用いた運送業者等の貧しい人々が職を失う
とし、第三に、政府による鉄道建設は私立の鉄道と比較して高額の費用を要する傾向
があることを指摘した 22。田口はその他の場面でも、政府の経済介入に対する徹底し
た批判を展開した 23。

福沢は、政治体制に対する人々の信任の問題と結びつけつつ、政府が担当すること
が適切な経済領域が存在することを論じたが、「小さい政府」24 を徹底して求める田口
の議論はより単純に「政府」対「民間」の構図を打ち出すものとなった。田口は官営
事業の払下げを主張し、自由な市場がもたらす経済的「中央集権」を大胆に肯定す
る 25。前項の議論に立ち返れば、各地の鉱山についてまずは比較的受け入れられやす
い国有化の処分を行い、また全国で徴収した税金によって官営工場を設立し、その後
それらの事業を全国レベルの民間業者に払下げるという政策過程が取られたことは、
結果的に田口の言う経済的「中央集権」化を速めたと考えられる。

（3）「市民社会」待望と「官から民へ」言説
「政府」・「資本」・「市民」の関係を論じるにあたり、「市民社会」という概念は避

けて通れない。以下、植村邦彦氏の議論を参照する。「市民社会」という日本語は、
bürgerliche Gesellscha� というマルクスの用語の翻訳として誕生した。マルクス解釈
としては、「資本主義社会」の同義語と読むのが正しい。しかし戦前日本のマルクス
主義者のうち講座派は、「市民社会」の語に「旧封建体制に対するブルジョア的自由・
平等」という肯定的な意味を付与した 26。

日本の資本主義の現状では、封建制、特に地主制が色濃く残存しているので、プロ

21　 福沢諭吉『民間経済録　二編』（1880 年 5 月）第五章「公共ノ事業ノ事」。慶應義塾大学メディ
アセンターデジタルコレクション（https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja/fukuzawa/a26/86）
2021 年 9 月 7 日最終閲覧。

22　 「福沢先生著民間経済録第二篇ヲ読ム」『東京経済雑誌』第 39 号、1880 年 9 月 25 日。
23　 小林前掲書、39 ～ 45 頁。
24　 河野有理『田口卯吉の夢』（慶應義塾大学出版会、2013 年）104 頁。
25　 同上、104、171 頁。
26　 植村邦彦『市民社会とは何か　基本概念の系譜』（平凡社、2010 年）162 ～ 172 頁。
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レタリア革命に先立ってまずはブルジョア革命、すなわち資本主義の全面展開を可能
にするための人権・私的所有権・営業の自由等の確立を目指さねばならないと考えた
のが講座派の人々である。講座派の山田盛太郎によれば、日本の近代産業は官営事業
の設立およびその払下げを通じて、軍事力強化の目的を持った政府により育成され
た 27。このような認識の下で、さしあたり獲得すべきものとして「ブルジョア的自由・
平等」としての「市民社会」が観念されたわけである。

マルクス主義が弾圧された戦時中に、「市民社会」はアダム・スミスの civil society
の訳語、「自由と平等と博愛の精神、等価と正義の思想」（高島善哉）として定義しな
おされた。これが戦後「日本にはまだ市民社会がない」という言説に結びついた 28。
このような意味を付せられた「市民社会」の語は、1997 年、規制緩和・市場原理の
尊重を求める企業経営者団体である経済同友会によって、以下のように用いられるに
至った。

日本の明治維新以後の近代化の進め方は欧米とは異なっていた。欧米の近代化
は市民革命を経て、「民」主体で進められ、市民社会の上に近代国家が形成され
た。ところが日本では、近代民主主義国家の前提となる市民社会が十分に育って
いなかった。そのため、官主導の形で「上からの」近代化が進められた。従って
日本は形の上では民主主義国家ではあったが、実態は「官主主義」だったのであ
る 29。

「市民社会」あるいは「民」の語で、経済における私的資本と政治における民主主義
を混同させて「官」と対置し、民主主義によって市民の意思を反映した政府が組織さ
れるという回路は極めて低く評価している。「官から民へ」は、その後耳あたりの良
いスローガンとして定着した感がある 30。

27　 野原慎司『戦後経済学史の群像　日本資本主義はいかに捉えられたか』（白水社、2020 年）
22 ～ 24 頁。山田盛太郎『日本資本主義分析』（岩波書店、1977 年文庫版を参照。初版は
1934 年）98 ～ 102 頁。

28　 植村前掲書、177 ～ 191 頁。
29　 経済同友会経済政策委員会「こうして日本を変える―日本経済の仕組みを変える具体策―」

（https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/1996/970327.html）1997 年 3 月、6 頁。
2021 年 9 月 7 日最終閲覧。下線は谷川による。植村前掲書 9 頁に引用。

30　 例えば、内閣府「平成 17 年度 年次経済財政報告」第 2 章「官から民へ－政府部門の再構
築とその課題」（https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-00200.html）2021 年 9 月 7 日
最終閲覧。
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（4）1990 年代以降の新しい「市民社会」論
ソ連に抵抗する東欧諸国の民主化運動を起源として、1990 年代以降、新しい「市

民社会」論が台頭した。①「市民団体＝結社」およびそれらの「ネットワーク」は経
済や政治とは区別される領域に位置すること、②「市民社会＝市民団体」は市場や国
家と対立するのではなく、それらを補完しながら一定の影響力を行使すること、③「市
民革命」や「急進的改革」は断念されること、等に特徴がある 31。

このように新しい「市民社会」論は、「市民社会」あるいは「民」と私的資本を同
一視する経済同友会の議論とは異なるものだが、植村氏はこれも新自由主義と親和的
なものとして批判している。本書でも言及されたイギリス労働党の「第三の道」路線
における、「国家と市民社会の協力関係」＝「官民パートナーシップ」はその象徴で
あり、日本において 1998 年に NPO 法が成立したのも「新自由主義の進展による社
会福祉の後退を補完する形で、市民の 「ボランティア活動」 と 「自発的結社」 が求め
られた」ことによると植村氏は指摘する。その上で、「企業の過度の営利活動を規制
し制御することは必要だし、可能である。そして、そうすることができるのは 「市民
団体」 ではなく国家である」、「私たちにもできることは、政治的公共圏を通して国家
の政策決定への影響力を行使すること」であると結論づけている 32。

（5）本書の議論
本書の議論は、「草の根」の市民団体の活動を重視している点で、一見植村氏の整

理における「新しい 「市民社会」 論」に近いようだが、市民団体が自治体で政権を獲
得し、巨大な私的資本であるグローバル企業およびそれと結託する国家政府や EU に
対抗するという構図は新しい。もちろん、新自由主義を後押しした「官」対「民」と
いう単純な二分法とも大きく異なる。企業の過度の営利活動を規制する役割は国家こ
そが担うべきであるという植村氏の主張はもっともだが、大企業の多くがグローバル
企業と化している現在では、国家政府の規制力には限界があるし、国家として外国資
本の締め出しを図ることがもたらす対外的・対内的な悪影響についても考慮する必要
がある。このような現状において、本書の「ミュニシパリズム」の議論は新しい枠組
みとして大いに検討を深めるべきものと言えよう。
「ミュニシパリズム」が日本を含む世界に広く浸透するためには、〈論点 1〉や〈論
点 3〉で述べたように、現に存在し対立している複数の政治的立場のうちの一つを選

31　 植村前掲書、281 頁。
32　 同上、289、301、323 ～ 324 頁。
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択し、純化するのではなく、「地域の富を守る」という一点で、市民運動に参加しな
い人々を含む、なるべく多くの市民の合意を調達することが必要ではないだろうか。
思想信条や経済的利害を異にする市民たちが、生活に直結する地域の問題について顔
を合わせて話し合う習慣が根付けば、国家レベル・EU 等超国家レベルの民主主義も
また活性化するかもしれない。

討論

2021 年 6 月 20 日（日）16 ～ 18 時
Zoom オンラインミーティング

〈参加者〉
谷川みらい・笠松和也・上西晴也・辻本侑生・日隈脩一郎・児玉光栄

1. 「官から民へ」

笠松　せっかくなので私が本書を読んだ時の感想を交えつつご質問できればと思いま
す。本書を読んで 3 点、知らなくて驚いたことがありました。1 点目は本書の冒頭に
出てくる話題ですが、コンセッション方式と指定管理者制度が全然違うのだというこ
とを全く知らず、驚きました。コンセッション方式は運営権を売却するものである一
方、指定管理者制度は業務委託の延長線上にあるもので、公立図書館や公共ホールの
運営委託は指定管理者制度の方です。水道の公営化はそれとは別の問題なのだという
ことをまず認識しなければならないと知りました。2 点目は公営企業に付きまとうイ
メージに関してです。公営企業というと、「硬直化していて非効率だ」というイメー
ジをもたれがちですが、実はそうではないこともありうるのだということを、「オー・
ド・パリ」の事例が示したということが非常に衝撃的でした。しかも、企業利益の
観点からいっても、むしろ私企業どうしよりも公営企業どうしの方が柔軟にノウハ
ウを提供し合えるという利点があるのだということを初めて知りました。3 点目はメ
ジャー企業のロビイスト活動についてです。これがヨーロッパでは非常に問題になっ
ていて、日本国内においても気づかないうちに巻き込まれうるということを知り、驚
きました。以上が本書の感想です。これを踏まえて、議論を提起してみたいと思います。
谷川さんのまとめを伺っていて、特に最後に出てきた「官から民へ」というスローガ
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ンについて、きちんと考えなければならないのではないかと感じました。というのも、
「官から民へ」というスローガンの中の「民」という言葉には、2 通りの意味が読み
取れてしまうからです。一つは、private としての「民」で、「民間企業」を指す意味
です。もう一つは、citizen としての「民」で、「市民」を指す意味です。通常、政府
が「官から民へ」と言う時には、private としての「民」という意味だと思いますが、
そのスローガンがなんとなくソフトに聴こえてしまうのは、citizen としての「民」
の意味を私たちが知らず知らずのうちに汲み取ってしまっているからではないでしょ
うか。「市民の手で水道事業を再び公営化する」という本書にも、「市民が政策の決定
権を取り戻すことによって、公営企業の民営化に対抗する」という構図があり、ここ
において二重の意味の「民」が関わっているように思います。この「官から民へ」と
いうスローガンを前に思考停止しないことが重要ではないでしょうか。
谷川　ありがとうございます。ご感想と新たな提起をいただきました。「官から民へ」
の「民」は citizen と private の 2 通りに取れるというのは、シンプルな捉え方で分か
りやすいと思います。報告の中で言いました通り、「官から民へ」というのが何とな
く良いものとして捉えられてきた面はやはりあると思うのですよね。「市民」が社会
の中で新たな役割を担っていこうという「新しい 「市民社会」 論」が、全体的に小さ
な政府論と合致しているところはあって、その際に「民」というものは「市民」と「企業」
をごっちゃにした概念として捉えられてきたのではないかと思います。官・政府の部
門を小さくし、「民」のプレゼンスを高めていくのは良いことだと。つまり民間企業
+ 市民の領域が、総じて大きくなっていくことが肯定的に捉えられてきたのだろうと
思います。
笠松　どのような場面で「民間企業＋市民」を「民」と一括りにできて、どのような
場面でできないのかをしっかり考えていくべきですよね。

2. 水道法改正の趣旨

上西　今回の読書会の議論の枠組みについて確認したいです。事前に笠松さんが
Slack のコメントで、水問題自体というよりも、公営と民営の関係や、ミュニシパリ
ズムの問題について議論する感じになるのかな、ということをおっしゃっていたと思
います。今回の読者会は、基本的には、日本における 2018 年の水道法の改正という
トピック、法の性格や立法過程といったことを問題にする、というよりは、公営と民
営の関係やミュニシパリズムについて理念的な問題を考えたい、という趣旨と考えて
いいのでしょうか？
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谷川　いえ、そういった法の問題についても議論していただいてもちろん構いません。
私の報告では、ミュニシパリズムとか、そういったところに関心が寄っていましたけ
れども。この本をお読みになって考えられたことをなんでも提起していただければと
思いますが。
上西　ありがとうございます。法律自体について論じたいわけではないのですが、厚
生労働省の HP の「水道法の改正について」というページ（https://www.mhlw.go.jp/
stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/index_00001.html　
2021 年 9 月 18 日最終閲覧）に、水道法改正の趣旨についての資料が掲載されています。
その内容を読むと、当たり前かもしれませんが、文言として「水メジャーに日本の水
道の運営権をどんどん売り渡していくことが目的です」と書いてあるわけではありま
せん。改正の背景にある問題として挙げられているのは、高度成長期に整備された水
道が一斉に老朽化していくのに対応しなければならない、ということ、そして、人口
減少社会の中で、水道の経営、特に小規模な事業者の経営が次第に成り立たなくなっ
ていくという見通しの中で、水道を維持する方法を考えなければならない、というこ
とです。PFI やコンセッション方式での民間事業者の利用は、上記の問題への対応策
の一部として出てくる形になっていて、民営化や外資の導入自体が法改正の一番の主
眼ではない、という構成になっていると思います。水道の老朽化や人口の減少という
国内の問題と、民営化や外資の参入の問題、どちらが全体的な問題でどちらが部分的
な問題かは考え方次第の気もしますが、法改正の理念として論じられていることと、
書評の「２、水道民営化・コンセッション化に関する近年の議論と本書の位置」で紹
介されている、「水ビジネス是か非か」という議論はちょっと距離がある、という印
象を受けました。
谷川　ありがとうございます。水道法改正の趣旨と、書評の 2 で書いたような「水
ビジネス是か非か」みたいな議論とは距離があるという話ですけれども、私は正直に
言うと、それほど距離があるとは思っていませんでした。改正水道法でも、紹介した
吉村さんの議論でも、水道管の老朽化や人口減少などの問題に対応する一つのやり方
として PFI が挙げられています。水道料金が上がったり、不払いに対して厳しくなっ
たりすることは仕方がないし、自治体職員の数を増やす気もない、そういう中で民間
資本を活用していこうという一つの流れですよね。どういった形で距離を感じられる
のか、もう少し教えていただけるでしょうか。
上西　そうですね。厚労省の資料の中で、対応策について、最初にキーワードとして
出てくるのは、「民営化」ではなく、「広域化」や「広域連携」という言葉になってい
ます。その次に「官民連携」という言葉が出てきます。つまり、民営化より先に、まず、
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市町村で分かれている事業をひとつの組織に統合する、あるいは、県で持っている上
流の施設と町村が持っている末端の施設の事業を統合する、といった話が想定されて
いる。もちろん、法が表向きに掲げている理念とは別に、裏にはさまざまな利害関係
や政治的な思惑があるのかもしれないし、実際に成立した条文が、どう機能するよう
に書かれ、実際にはどのように運用されるか、ということも、また別の問題としてあ
ると思います。ただ、理念としては、「広域化」という話を最初にしているのであって、

「民営化」という話を最初にしているわけではありません。なので、民営化が是か非か、
というのは、水道法改正の趣旨の中だと、問題としては一部なのかな、と感じたとい
うことです。
谷川　ありがとうございます。広域化・広域連携ということが最初に出てきていると
いうのはありがたいご指摘で、私はあまり考えられてませんでした。それは確かに水
道法改正の一つの趣旨だったんですね。勉強不足だったと思います。
上西　それはそれとして、今回の議論では非常に重要なテーマが提起されていると思
うので、それを話し合うことは大事だと思っています。

3. 公営企業であることの意味

辻本　私は普段公共コンサルタントをしているので、実務の視点も踏まえつつ、谷川
さんが提起してくださった〈論点２〉のところに少し寄せる形で少しリプライができ
ればと思うのですが、この本には、日本の水道が公営企業であるという前提が全然出
てこないんですね。水道局のホームページとか見ていると、Q & A に「水道は税金
で運営してるんですか？」「違います」みたいなことが書いてあるんですけども、水
道は税金で運営しているのではなくて料金で運営していて、なので人口が減ったり設
備が老朽化したりすると、困るから料金あげなきゃみたいな話になるので、半分企業
みたいなものだっていう前提を、この本は書いてないなと思うのですね。じゃあなん
で日本の水道が公営企業なんだろうってとこが、結構読んでいて疑問に思ったとこで、
今回は書評を拝見していて、近代期から官と民の間で揺れながら、最終的に規模の経
済の問題から公営がいいよねっていう話に落ち着いていったんだろうなと思いまし
た。地方公営企業法は戦後にできた法律なんですけれども、谷川さんが書評でそこに
踏み込まれなかったのは、ご専門の立場から禁欲をされたのかなという風に思ったん
ですが、東京市の話とかが今の制度に繋がるような部分、すなわち現代日本の水道事
業が公営企業として独立採算でやっているということと何か繋がってった部分があっ
たのかどうか、もしあれば教えていただければと思います。
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谷川　ありがとうございます。大変鋭い点を突いていただきました。戦後の制度設計
に関しては本当に勉強不足なんですけれども、おそらくは戦前の制度が連続していっ
たのではないかと想像していました 33。
辻本　連続しているという仮説で今日のご発表をされていたというのは非常に納得が
いきます。戦前と戦後がつながっているか繋がっていないかというのは、大きな話と
してあると思うのですけれども、繋がっているのではないかということであれば、今
日のお話しは今どうなっているかということを知るうえで非常に勉強になりました。
谷川　税金ではなく料金で運営している、公営企業であるということがこの本で出て
こなかったということを批判されました。それは確かに大きな違いなのだろうと思う
のですが、現代の水道事業においては税金からの補填ということを全然していないの
でしょうか？
辻本　おっしゃる通り補填しています。繰入金という形で、一般会計からお金を出し
ています。そういう意味で税金からも入ってると言えば入ってます。
谷川　なるほど、ありがとうございます。なぜ公営企業、料金を基に運営していく主
義になったのかということは勉強しておくべきでした。
辻本　逆に私たちなんかは、地方公営企業法が全てなんですね。そこから歴史を語り
始めるので、近代がどうだったのかとか、皆全然考えなくて、独立採算の制度設計と

33　 以下は討論後に谷川が松本洋幸氏および宇野二朗氏の研究を参照し、補足するものである。
戦前には、1890 年に制定された水道条例の下で市町村公営主義が取られていたが、後に例
外が認められ、私営水道や町村組合営水道、府県営水道も設立された。私営水道はもちろ
ん、公営水道においても設立当初から料金の徴収は行われた（松本洋幸『近代水道の政治
史　明治初期から戦後復興期まで』（吉田書店、2020 年）40、42、358、378 頁）。水道条
例には、市町村営水道事業の経営のあり方に関する規定は存在しなかった。

1948 年の地方自治法改正においては、地方公共団体の具体的な事務を列挙する中で「上
水道その他の給水事業、下水道事業、〔中略〕その他企業を経営すること」が挙げられた（1948
年 7 月 20 日「官報」）。改正は連合国総司令部の指示を受けて行われたが、地方公共団体
の上下水道事業が「企業の経営」であるというのは日本側の認識であった。1952 年に制定
された地方公営企業法においては、地方公共団体が経営し、独立採算制を取る公営企業の
具体的なあり方が規定された。公営企業は事業収入を経費に充て、特別な事由によって一
般会計から繰り入れを行う場合は翌年度以降に繰り戻さなければならないとされた。また
費用として減価償却費を計上したり、企業債を発行したりすることが可能とされ、資金的
な自由度が確保された。水道事業はこの制度の主たる対象となった。1957 年には水道法が
制定され、水道条例は廃止された（宇野二朗「市町村水道事業と地方自治 一九四七年から
五二年まで」『札幌法学』20 巻 1・2 号、2009 年 3 月、76 ～ 77、81、85 ～ 86、93 頁）。

独立採算の公営企業という日本の水道の性格が確立したのは戦後であるが、その原型は
戦前から存在したと言えそうである。
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して始まっているのが当たり前なので、そういう意味で、逆にそれを相対化される意
味で、近代ではこうだったとか、そういう事を考える意味は大きいと思いました。
谷川　完全に税金で運営している国の例もありましたね（本書、91 頁）

4. 「官」と「民」の切れ目

上西　チャットで児玉さんが色々コメントされていますけれども……。
谷川　ありがとうございます、児玉さん。

〔児玉コメント：「官民連携の前に、官官連携を考えることが出来そうですね」など〕
日隈　いいですか、児玉さんのコメントにも関わってくると思うんですが、この本の
中で最初に公公連携が取り上げられてるじゃないですか。先ほど上西さんにもご指摘
いただいたように、最初から資本主義感丸出しの企業が水道事業に乗り出すみたいな
ことって、あんまり日本では考えにくいのかなとも若干思ったりするわけですね。特
殊法人とか色々あったりしますね、NHK とか JR とか JRA とか色々ありますけど、
その中間、「半官半民」みたいな言い方ありますけど、そういうポジションをどうやっ
てこの本の中から積極化できるのかなというのはちょっと疑問に思いましたね。公か
民、官か民しかないみたいな、二項対立図式をひたすら理念化しようとしてる感じが
ありました。ちょっとあんまり全部読めてないのですが。
谷川　ありがとうございます。「半官半民」は、明らかに岸本さんは積極的に捉えて
いないですよね。官の事業の中に民間企業が入っていって官民連携ということでやる
んだけれども、それでは資本の論理に飲み込まれてしまうことになる、現場の仕事は
民間企業がやり、公の側が監視をすることになっていたとしても、監視はうまく機能
しないので、結局企業のやりたい放題というイメージで半官半民の事業は捉えられて
いますね。
日隈　ありがとうございます。そもそも日本に官とか民とかあるのかってちょっと
思ったりします。公共の事を考えない行政とか、ソーシャルアントレプレナーシップ
という意味での社会起業を考えなければならない私企業とかもある中で、何が官と民
を分かつものになっているのかってのは、例えば官僚の業務、コンサルティング業務
は重要な部分が私企業に丸投げされてたりするって現実があったりするわけですよ
ね。そうなるとどこで、どこまで、何で、何を区切れるのかっていう気がしますね。
こういう他の本を読んでいると。ちょっと漠然とした、谷川さんへのご質問とよりは
何て言うか議論の種というか、そういう感じになってしまいました。
谷川　ありがとうございます。「民」が営利企業だとしたら、営利企業と政府の切れ
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目というのは明らかにあって、営利を目的とするかしないかというところだろうとは
思います。ソーシャルアントレプレナーシップと言われたように、社会全体の利益を
一つの目的としながら運営される民間企業はあるわけですけども、企業として利益を
上げなければ存続できないので、やはり官とは違うと思うのですが……。
辻本　そこも面白いのは、たぶん利益の有無が大きくて、厚労省は事業によって厚労
省の利益を生みませんよね。例えば水道局は利益を上げなくちゃいけないんです。最
低限、運用上独立採算を保てるだけの利益を上げなきゃいけない、儲けすぎてはいけ
ないけど儲けてくださいみたいな。もしかしたら NPO とか、ある種の社会的企業、
財団法人とかそうかもしれないですね。 
谷川　儲けすぎないという規範がどこまで効いてくるかということですね。
上西　明治前期の歴史研究をしていると、どこまでが「官」で、どこからが「民」な
のだろうか、という気がする部分は結構あります。鉄道で言えば、1880 年代に、現
在の東北本線を建設した、日本鉄道という会社が設立されます。この会社は、形式と
しては私立の株式会社で、経営管理は自社で行っている。しかし、建設・保線・運転
は鉄道局に委託している。また、利益や、株主に支払う利子が欠損した時に、政府が
補填する、という形で補助金も受けている。さらに、会社の事業形態を定めた「特許
条約書」は政府が下付する形を取っている、というように、制度面でも実質的な運営
の面でも、さまざまな形で官が関わっている、という会社です（中村尚史『日本鉄
道業の形成　1869-1894 年』、日本経済評論社、1998 年、73 ～ 78 頁を参照）。では、
なぜ国が直接建設せずに、民営鉄道という形をとって建設することになったのかと言
えば、基本的には、政府の財政難の中で、官営の鉄道に、全国の鉄道幹線の建設を一
気に進めるだけのリソースがない、という問題があるからです。そうした時に、株式
会社という形を取ることで、税金とは別の形で民間から資金調達できる組織を作って、
そこが、官営鉄道の手が回らない路線の建設を行っていく。しかし、日本鉄道を嚆矢
として、1880 年代に次々設立された民営鉄道の多くは、1906 年の鉄道国有法で国有
化されます。谷川さんの書評の「３、近代日本における公営化事例  」では、1910 年
代以降の東京市郊外で、町営水道・町村組合水道・私営水道が成立したのち、統合・
買収されて東京市水道に一元化される、という事例が、松本洋幸氏の研究に基づいて
紹介されています。  明治期の鉄道国有化の経過と、似ている部分があるのではないで
しょうか。インフラの整備をしなければならないが、経済的にそれを一つの組織だけ
で遂行することが難しいという時に、複数の組織を作っていろいろな形で資金調達で
きるようにすることで、限られた資源をなるべく効率的に運用して建設を進めていく。
近代日本においてはよく見られる現象と思います。もっとも、上記の通り、近代日本
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の課題は、現時点では経済・人口の規模が小さいが、将来に向かっては拡大傾向にあ
る中で、未整備であるインフラの建設をどう進めていくか、ということでした。現代
日本が直面しているのは、経済・人口が縮小していく中で、すでに建設されたインフ
ラの維持をどうするか、という問題だと思うので、近代とは課題が異なるでしょう。
ただ、近代におけるあり方を考えると、水道にしろ鉄道にしろ、必ずしも官が全てを
運営することが自明ではないし、官と民の境界をはっきりと区切れない場合もある、
という印象は受けます。
谷川　とてもありがたい指摘でした。おっしゃる通りだと思います。一点付け加える
と、明治期に、広い意味での民間資本が公益事業を補填するような動きというのは、
外国への対抗という面があるわけですよね。インフラ整備に外国資本が入ることは望
ましくないと考えられていていて、その中で日本の国力を上げるために国内の民間資
本が動員されていくという形で。しかし本書にあるような水道公営化や民営化で問題
になっているのは、世界的な水ビジネスが展開している中において、日本の水道を資
本市場に開放するかどうかというところなのですよね。その辺りは明治期と現在で大
きく文脈が異なると思います。
児玉　今の上西さんと谷川さんの議論は、最初の笠松さんが提起された内容と含めて
大変興味深いと思っております。というのは外国資本の企業つまり民間は市民社会に
おける党派性は持たない、つまりその水道事業をビジネスとして営利目的で利益を上
げるためにその水道事業というものに関与していく。一方で日本の政府の自治体に委
託されたり収益を上げるために立てられた企業というのは、その外国資本の民とは異
なって党派性を持っている可能性があるのかなと私は感じました。つまりそれがどう
いう方向性に行くにせよ、やはり官から生まれた民であるため、官の持つ党派性、ま
あここで言う本日読書会でおっしゃられていた資本主義の部分で指すのであれば、国
の意向に沿った民間企業というところで水ビジネスに関与してしまう。前者、外国資
本の議論で言うのであれば、おそらく官と民は分けられて議論することができて、今
回谷川さんがおっしゃられてた、読書会で述べられてたアプローチができるけれども、
後者の部分、つまり官から、先ほど辻本さんもおっしゃっていたように、コンサルタ
ントに委託されていたり、日隈さんもおっしゃっていたように自治体の事業は実は丸
投げされているというところで組んで半官半民の議論で考えると、前者とは民の性質
が異なっていて、それらの議論が先ほど上西がおっしゃっていたように複雑性が増す。
これは、私が個人的にすごく興味深いと思ったのは、笠松さんが最初に挙げられてい
たその民の部分が市民と民間どちらも二つで考えられる可能性があると、これ私すご
く面白いと思っていて、今回今国家と民間と市民で、三つで考えた時に、市民も民間
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に属してるんですね。民間企業に。まあ労働者、働いているということで、市民であ
りながらも民間企業の一員である可能性がある。かつ国家は民間もその国家の中に属
してる可能性も生まれてしまうと。だから市民社会を考えた時にその国家と区別する
こと、国家と分けて考えることの難しさもあるけれど、民の中でも市民と民間で分け
ることも難しくなっている。この二つの論点が発生してしまうというところは笠松さ
んの指摘からすごく面白いと感じました。加えて、〈論点 3〉の話にも関わると思う
のですが、今回よりも民間が強くなってしまう可能性があると私は考えました。つま
り自治体が、費用コスト、水道の老朽化によるインフラのマネジメントができないか
ら、どうしても企業に委託せざるを得ない、それが広域連携からの民間連携、官民連
携か、になるにせよ、自治体よりも資本主義においては民間の方が強くなってしまう
というところで、実は資本主義と民主主義の対立といえども、よりまた上位というか、
より強い民間と自治体、市民社会三層構造になりうる可能性があるのかなというのは、
皆様の話から考える部分があって大変面白かったです。すみません、感想ベースで色々
提起をさせていただきましたがいかがでしょうか。
谷川　ありがとうございます。これまでの議論を総括していただいたような形で、す
ごく勉強になります。
辻本　谷川さんの論文を事前に拝読して、まさに官と民が切り離せないところを描か
れているのかなと思っています。今、児玉さんがおっしゃってたみたいに、実際はそ
れこそ市民の中にも当然官で働いてる人もいるし、官と深く関わってる民で働いてる
人もいるし、そういう意味では腑分けできませんよね。でもやっぱり官に吸い寄せら
れていく力みたいのはありますよね。そこらへんが難しいなと思いました。
上西　「市民」という言葉と「民営企業」という言葉にどちらも「民」が含まれている、
という笠松さんのご指摘から議論が展開していて、大変興味深く、また、勉強になり
ました。一方、谷川さんが提起された論点の一つとして、地域と中央、というテーマ
があると思います。谷川さんの書評の「4. 日本の官営事業と「市民社会」」⑴の註 17 で、
明治政府による東北地方の開発やインフラ整備の政策が、結局は東北地方に元々あっ
た「富」の中央への移動・収奪になっていたのではないか、という議論が紹介されて
います。市民と国家、企業と官という軸に加えてもう一つ、地域と中央、という軸で
考える必要があるのではないか、ということですね。あるいは、中央＝国家・大企業
ではなくて、地方（非都市部）と都市、という軸もあるかもしれません。現代の水道
の問題でも、東京や大阪のような大都市圏であれば、民間がやるにしろ水道局がやる
にしろ、とにかく経営自体は成り立つわけです。しかし、都市部ではない地方におい
ては、今後は経営が成り立たなくなるかもしれない、ということが現在の問題である
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わけで、地域というのはたしかに、重要な論点だと思います。もう一点、今回取り上
げられている、水道・電力・鉄道といった分野は、それ自体が利益を生む事業になり
うる、という側面と、インフラである、という側面とが重なっている分野であること
が、議論を複雑にしていると思います。書評の「4. 日本の官営事業と 「市民社会」」  
⑵で紹介された、福沢諭吉と田口卯吉の論争が成り立つのも、鉄道や電力には、事業
自体が利益を生む側面があるからこそだと思います。一方で、日本の近代史において
は、たとえば河川の堤防をどう建設してどう維持するか、といった、それ自体では利
益を生まない事業をどう遂行して、その負担をどのようにすべきか、という議論の文
脈もあると思います。近年の研究ではたとえば、池田真歩「地方と国家の間の首都計
画　市区改正取調の開始と東京府庁」（『史学雑誌』126 巻 3 号、2017 年）が、それ
自体は利益を生まない事業を、どう立案してどう実行しようとしたか、という問題を、
鈴木智行「受益者負担の成立過程　都市計画法制定過程再考」（『歴史と経済』62 巻
2 号、2020 年）が、どのような仕組みで誰に負担させようとしたか、という問題を、
いずれも都市計画を題材にして扱っています。官業は是か非か、という論争の文脈以
外に、そういった、それ自体は儲からないインフラを維持する痛みをどう負担してき
たのか、という議論も参照する価値があると思いました。
谷川　ありがとうございます。そうですね、水道事業というのが「痛みを分かち合う」
式の、儲からないけれどもやらなければならないインフラであるよりは、もう少し儲
かる事業であって、水道料金を上げたり、料金取立を厳しくしたりすれば民間企業と
しても十分採算がとれる事業であるというところが、事態を複雑にしているのでしょ
うね。
笠松　先ほどから議論に挙がっている官と民の区別や都市と地方の関係は、おそらく
本書からすれば、あまり問題にならないのだと思います。というのも、本書の書き方
では、コンセッション方式で、半官半民の企業なり、民間企業なりに運営権を売却し
てしまうと、結局その運営権がさらに別の企業に売却され、最終的には水メジャー企
業に行き着くおそれがあるというふうに、議論を組み立てているからです。こうした
本書の書き方自体も、議論する際に注意しなければならないですよね。

5. ミュニシパリズム

谷川　笠松さんがおっしゃる通り本書は、転売可能な水道運営権は結局グローバル企
業に行ってしまい、純粋な資本の論理に取り込まれるというイメージで書かれている
ので、官と民が分かちがたく結びつくような状況は問題になっていないのだと思いま
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す。しかし皆さんがおっしゃるように、日本において今後事態が本書が描くような形
で展開していくかというと、疑問が残る面はあると思います。水メジャー企業に運営
権が渡る前に、国内の有力な、政府と結びつきの強い企業が多くの自治体の水道に進
出することになるのかもしれません。その結果として地域の富が国の「中央」に流出
するということもあるかもしれません。上西さんに、地域と中央という論点を谷川が
重視しているということを指摘していただいて、大変ありがたく思っています。仮に
外国資本をシャットアウトしたとしても、日本政府と結びつきの強い企業が、色々な
官民連携のビジネスに進出していって、そこで成長していく。それが各地域に対して
はあまり豊かさをもたらさないということはあり得るだろう思いました。その中で、
その岸本さんが言う「ミュニシパリズム」、自治体の重視という発想は、一つの考え
方として有望であろうなと思ったんですよね。その点、自治体を重視するということ
について、皆さんはどういう風に捉えられましたか？ 
辻本　ミュニシパリズムは個人的には結構ぶっ飛んでるなと思っていまして、例えば
入札とかで地元企業を優遇するみたいなことを結構やるところがありますよね。そう
いう意味では地元の資本を優先しようということをやろうとしてる所は結構あって、
逆に業者選定等を透明化しようって動きがあるからこそ、外部の業者が入ってきちゃ
うみたいなのはある気はします。ミュニシパリズムとはちょっと違いますが、例えば
ドイツにはシュタットベルケという公社みたいなのがあるんですね。電気事業とかガ
ス事業とか、富を地域の中にみたいな発想があるので、ヨーロッパの中でも、もう少
し党派的にならなそうなモデルはいくつかあるかなと思いました。
谷川　ミュニシパリズムがぶっ飛んでるというのは、あまりにも党派的だからです
か？
辻本　例えば難民を受け入れるとかっていうのは、間違ってはいないと思うんですが、
自治体がそれを言い出したら大混乱になるんじゃないか、これを例えばなんとか市の
ホームページに載せられるかというと、載せるのけっこう大変なんじゃないかと。そ
ういう意味では党派性があるかどうかというのは難しいですが……。
笠松　確かに、ミュニシパリズムには私も可能性を感じるのですけれども、その反面、
国単位でやらなくてはいけないことが出てきた時に、どう調整をつけるのかが難しい
ところですよね。例えば、新型コロナウイルスのワクチン接種もそうですし、地球温
暖化等の気候変動の問題もそうです。そうした問題をミュニシパリズムで扱うことが
できるのかが疑問です。特定の地域における公害の問題ならば、その地域で解決する
ことはできるかもしれませんが、地球温暖化のために行動しなければならないという
場合には、ミュニシパリズムだけでは解決できないと思います。むしろ、自分たちの
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地域の利益だけを考えて、どんどん石油を焚いて火力発電をしてしまうといったこと
も起こりうる。なので、ミュニシパリズムに着目するのは良いのですが、ミュニシパ
リズムにすればすべてが解決するかのように議論を進めるのは間違っていると思いま
す。
谷川　そうですね、温暖化の問題は本書（140、147 頁）や、本書を引用している斎
藤幸平『人新世の 「資本論」』（集英社、2020 年）がまさに論じていることで、その
議論においては、国家はすでにグローバル企業と結託していて、温暖化問題を解決す
るのに十分な力を持たないと。だから自覚した市民やそれに支えられた自治体が主体
になって連帯してやるんだという話なんですよね。政治運動である以上当然と言えば
当然ですが、民主主義を活性化させると言っても、どのような社会を目指すべきかと
いう結論はあらかじめ想定されているので、その意味でイデオロギー闘争の趣は強い
と思います。自治体をある種の思想の持主を中心とする運動が握っていくことに活路
を見出している。ミュニシパリズムというのはそういうものでしかないのですかね
……。

6. 河川流域の広域連携

日隈　ミュニシパリズムは選挙によらない政治参加って端的にまとめられていました
が（本書、133 ～ 134 頁）、それと谷川さんが提起してくださった地域っていう問題
がどうかかわるかって言うと、例えば本書の中にもしばしば流域共同体って出てきま
すけど、水源の問題で下流域に生きてる人たちと上流域に生きてる人たちって、同じ
利害を共有しているわけですよね。そういう時に自治体が区分されていると、下流域
の人は上流域の問題に口出せない、つまり選挙によって上流域の自治体に対し参加で
きないみたいな話って出てくると思うんですけど、そういう時に、選挙を越えた、下
流域の人たちが上流域の人たちにロビイング活動をするみたいな、そういうことが想
定されているのであって、でもそういう行動は確かにしばしば、下流域の人たちが上
流域の自治体にのそのそやってきて、なんかわけわからんこと言ってるみたいな、党
派的に見えてしまう面があったりするわけですけど、公共っていうのをその流域にお
ける利益みたいなもの、それにもアクセスできる人たちの集団って考えると、まあ比
較的受け入れられる余地があるのかな、つまり単によそのことに口出してる奴らに見
えなくなるのではないかなとちょっと思いました。ちょっと何言ってるかわかんな
かったかも知れないですけど。
谷川　いいえ、ありがとうございます。よそのことに口を出すことが党派性、という
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捉え方でしょうか？
日隈　ここではそういう風に言ってしまいました。
谷川　ミュニシパリズムは選挙によらないということが大事なんだという捉え方も改
めて提起していただいて、ありがとうございます。
笠松　流域全体で広域連携ができるかという問題でしょうか。
日隈　そうですね、ミュニシパリズムが働くレイヤーって言うんですか、は、広域の
共同体というものがあり得ると仮に措定した場合にあり得ると思いました。
笠松　つまり、広域連携における党派性の問題ですかね。
日隈　そうですね、そこで既存の自治体、区画区分された状況の中では、本来的には
同じ問題に参入しなければならない人たちが分断されているっていうことが立法過程
でも行政過程でもあると思うんですけど、そういうものをミュニシパリズムが越えて
いけるということなのかなと思ったという。例えば愛知県の矢作川でしたっけ、とか
は実際にそういう流域共同体の構築みたいな、対話集会みたいなのが結構行われてい
るようで、水にかぎらず例えば電力とかも、福島第一原子力発電所で作られた電気は
多くを首都圏で使っているという話がありますけど、そういうのとも関わってくる問
題で、でもただ共同で討議を持つような場が今のところない、国政レベルだったらそ
ういうことを扱うのかもしれないですが、福島県議会と東京都議会で合同議会を作る
とかっていうことはおよそ今考えられないので、そういうものを越えるのはやっぱり
市民のミュニシパリズム的な動き……ちょっとまあ理想的な話でありますけど。
笠松　それは現時点での広域連携に何か問題があるという意味でしょうか。
日隈　そうですね、僕が現時点での広域連携についてあんまり何も知らないっていう
のはありますけど、ある行政機構とその他の行政機構が協定なり協約なりを結んで
色々頑張りましょうというレベルのことしか想定してないので、そういう意味では物
足りないのかなと思ったりします。
笠松　国内の大規模な河川の多くに関しては、防災の観点から、流域の自治体が協定
を結んでいるところが多いと思います。これに対して、河川の管理にもう少し住民の
視点を入れようということで、住民運動が行われている地域があるというふうに理解
しています。ご指摘の点は、こうした住民運動とも関わりがあるでしょうか。
日隈　そうですね、住民が参加し始めてるような動きをするような動きを後支えする
ような思想というかキーワードとしては、ミュニシパリズムっていうのは使えるのか
なって思いました。現状を後支えするようなもの、芽生え始めている動きに対してエ
ンパワーメントするような言葉としてミュニシパリズム使えるだろうって思ったぐら
いで、現状を否定するとか、そういうニュアンスで言ったわけではなかったです。
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上西　ちょっと議論を理解できているかわからないのですが、つまり、たとえば水の
問題に対処するのに、何らかの形で広域での連携は必要である、と。しかし、そのと
き、各地域の住民が自主性を発揮することが、必ずしも広域連携に結びつくとは限ら
ない。むしろ、各地域の住民が自由に行動したら、上流域と下流域は利害関係で衝突
するかもしれない。そこで、一つの水系全体で協調して動けるような枠組みを構築す
るために、ミュニシパリズムという思想が有効かもしれない、というお話でよろしい
でしょうか？
日隈　そういう風に思っていました。ありがとうございます。
笠松　すでに流域の自治体間で協定がある中で、どこにミュニシパリズムが効いてく
るのかということが気になります。
日隈　僕があまり、すでにあるそういう動きがよくわかってないところがあるので、
僕はそう思っていたつもりでも、すでにそういうことがあったいうことになっている
気がします。今落ち込んでいる状況は。
谷川　笠松さんが紹介してくださった流域共同体というのは、私はすごく無知なんで
すけれども、どういった枠組みで動くものですか？
笠松　防災という面が強いのだと理解しています。例えば、上流で大雨が降り、ダム
の決壊を防ぐために水を流さなければならないとなった時に、下流で洪水が起こらな
いように、きちんと連携しなければならない場面があります。
谷川　それは各自治体の役所レベルで協議するんですか？それとも住民が参画して話
し合うということまで行われるのでしょうか？
笠松　それは役所のレベルです。

7. ミュニシパリズムと学会運営／北海道の外国資本

谷川　多分、岸本さんがミュニシパリズムと言うのは、住民が直接顔を合わせて、直
接民主主義的に議論ができるようなレベル、小ささの領域において、自治体という権
力が制度化されていて、それが市民と政治を連結させるキーになる、そういうことが
焦点なんじゃないかなと思うんですよね。既存の自治体という法的な枠組みがあって、
それは市民が一人一人顔を見ながら話し合いをして何か意見を反映できる程度の規模
であり、法的な力を持っている、そこが突破口になるという話をしていて、その有効
性がどうなのかというところが、私としては考えたかったところでした。
辻本　そうですね、そこでもう一個、ミュニシパリズムが現実的じゃないなと思った
のは、「やっぱり人にやってもらっちゃった方が楽じゃないですか」っていうのは正
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直ありますよね。水道を DIY 的に自分たちで管理するのもありですけど、ノウハウ
のある外資がやってくれちゃったらその方が安く上がるかもしれない。その例として
学会の話をしようと思ってたんですけども、例えば皆さんが『人文×社会』という雑
誌を作ってらっしゃるのは、普通の学会はお金を会員から集めて編集業務を動かして
いるのを、投稿者を誰にでも開いて、無料でやってらっしゃっています。すごい大変
だな、ありがたいなと思っています。やっぱりお願いした方が絶対楽だからだと思う
んですけれども、そこをあえて自分たちでやるみたいな部分は、もしかしたらミュニ
シパリズムとつながるのかなと思いました。
児玉　次もし読書会を開いていただけるなら、学会と今回の議論を足していただけれ
ばまた参加したいなと思った次第ではあります。私も 2 点ほど提起というか、面白い
なと思ったところで皆さんと共有させていただければと思います。1 点目は、ミュニ
シパリズムは、所感として、古代のアテネ、古典的民主主義理論や、市民共和主義的、
伝統的なああいう民主主義の理論は少し関連するのではないかと感じました。特に熟
議という議論ですね。市民が話し合って政治的決定をその共同体の中で決めるという
のは地方・国単位で異なれど、何か示唆的になるものであるのかなと感じました。2
点目は、日本でミュニシパリズムを考える時に、今回の水道の事例も含めて、私が個
人的に興味を持った事例がございますので、ちょっと共有いたします。チャットでリ
ンクを 2 つ貼ったのですが 34、北海道のニセコエリアの事例で、北海道でミュニシパ
リズムがどうなるのかというのは、今後ちょっと注目できるのではないかなというの
が、私は個人的に感じました。理由としてはニセコエリアで、NHK の所にもあるの
ですが、今現在の北海道では外国資本の入っている自治体が大変増えております。加
えて鉄道においては北海道のインフラというのは JR を中心に廃止傾向にあるという
のが状況にあって、今現在北海道に住んでいる市民の方々は恐らくなにか、都市部に
移動するか、何かしら行動を求められる時期が来るのではないかなと感じています。
一方で外国資本が来る中で、先ほど川での事例があったように、外国資本が来ている
自治体と、外国資本が入っていない自治体で、たぶんその川と同じような差が生まれ
る可能性があるとなった時に、今回谷川さんが読書会を通じて提示してくださった
ミュニシパリズムというのは日本の中の事例として考え得るのではないかと思ったの
で皆さんに共有いたします。これらも今後の読書会でまた議論できればと思います。

34　 リンク１：NHK ほっとニュース web「高額物件が飛ぶように売れる北海道　コロナ禍で
何が？」2021 年 2 月 26 日（https://www.nhk.or.jp/hokkaido/articles/slug-n7b0a3f84f610）
リンク２：乗りものニュース「JR 北海道 18 駅を廃止へ　2021 年春のダイヤ見直しで」
2020 年 12 月 9 日（https://tra�cnews.jp/photo/102680）



30 『人文×社会』第 3号

以上です、ありがとうございました。
谷川　北海道で、外国資本が入っている自治体とそうでない自治体で利害の差が生じ
るという話でしょうか、完全に追い切れていないのですが……。
児玉　はい、おっしゃる通りです。北海道では東京や大阪と比べて、やはりそういう
ところで、地方というところで、国全体で見るとインフラとか制度を含めて優先順位
は下がってしまう。けれど、ニセコエリアを中心に外国の資本は入っているっていう
ところの特徴を持っていて、それが本読書会で述べられていたところに、一つの事例
ではないですけど、考えられるのではないかと思い、紹介いたしました。
谷川　北海道で外国資本が入っていることは、今回読まれた記事の中では肯定的に評
価されているんですか？それとも問題があるとされているのでしょうか。また児玉さ
んとしてはどういう風に評価されているんでしょうか。 
児玉　はい、今回の記事では外国資本が入っているんだけどコロナ禍で大丈夫なの？
という内容の提起をする記事ですが、ではこれまで外国資本が入ってきてどうだった
かというところでは、様々な議論はあると思うのですが、実際にニセコエリアでの土
地価格がだいぶ高騰していて、実際に観光産業という側面においては、自治体に大き
な利益をもたらしているというのは事実としてあると思います。私の所感としては、
難しいですね、今まで議論されてきたように、都市と地方で地域的な差があったりと
か、自治体の中でもやはり官民の連携の中で難しいところがあって、そこが外国資本
によって補われて、それこそ自治体の維持に繋がっているという事実は、なんと言い
ますか、議論の余地はあるのかなというのが私の所感でございます。
谷川　ありがとうございます。良い事例を紹介していただいたと思います。外国資本
は自治体に富をもたらさないものとして岸本さんの本では紹介されていたわけですけ
れども、一律に評価しきれないところがあるかもしれませんね。運営の稚拙さで明確
な議論の流れを作れなかったところはあるんですけれども、本当にたくさんの提起し
ていただいてとても勉強になりました。議論しきれなかった学会との関連、自分たち
で運営するということの大変さについては、できれば今後議論する機会を持てればと
思いました。



〈論文〉

森鷗外の初期文学批評と中国小説
「現代諸家の小説論を読む」を中心に

王 憶氷

はじめに

森鷗外の文芸批評「現代諸家の小説論を読む」は明治 22年（1889）11月に発行し
た『柵草紙』第 2号に掲載され、のちに改稿して明治 29年 12月に発行された単行本『月
草』に再録された。「小説論」（明治 23年 1月）、「「文學ト自然」 ヲ読ム」（明治 22
年 5月）、「しがらみ草紙の本領を論ず」（明治 22年 10月）に続いてまとまった文学
理論を述べていた。韻文と散文という文体、小説の素材、実際主義と理想主義、美の
独立性、単稗と複稗というジャンル等を主題として、体系的に鷗外の文学論を主張し
た長文である。「現代諸家の小説論を読む」に関する先行研究は主に西洋文学との関
わりといった視点から論じられるものが多い 1。また『小説神髄』など同時代の文学理
論への意識といった面からも論じられている。この時期の文学批評を漢文学との関連
を中心とした研究は看過される傾向がある。
明治 21年 9月に帰国して、早速同 23年に 1月に最初の文学批評「小説論」を発
表している。洋行帰りの鷗外は渡航中に西洋文学の知識を蓄積し、それをもって日本
の文壇にも西洋文学理論をもとに新しい秩序を作ろうとしている意欲が強く、そのと
きに鷗外の文学世界に西洋文学は圧倒的な優位性があったに違いない。一方で、漢文

1　 神田孝夫は「鷗外初期の文芸批評」（『比較文学研究』、第 6号、1957年 12月）に鷗外初期
の批評文はゴットシャルやハイゼに学んで論を展開していることを指摘し、小堀桂一郎の
『若き日の森鷗外』（東京大学出版会、1969年 10月）にその影響関係について更に細かく
論じている。
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学は長く日本に浸透していたとはいえ、洋行前の鷗外にとっては異国風情のある外国
文学である。西洋文学に触れて以降、漢文学は和文学と一緒に西洋と対立する東洋と
いう領域に括られるようになっている。洋行前後には鷗外における漢文学はどのよう
に変わっていたかは一つの問題になる。
「現代諸家の小説論を読む」は前後の文章に比べれば文量も多く、鷗外自身の文学
理論をまとまった形で表出しようとする意欲が見られる。この議論の中で中国小説の
三作品が言及され、作品原文からの引用も行われている。洋行前の鷗外の知識は和漢
洋にわたっているが、洋行の後は西洋の知識が圧倒的に主な知識源となり、知的構造
が大きく変わったと言える。これらの漢文学作品の扱い方を考察することで、鷗外の
漢文学に対する認識が窺え、また知の構造が大きく変動しているなか、鷗外の文学理
論のあり方の一端を明らかにすることにもなると思われる。本稿では文庫所蔵本の書
入れ、鷗外自身の言説及び同時代の作家と対照させながら、初期文学批評の「現代諸
家の小説論を読む」における漢文学に対する鷗外の読み方を考察する。

1. 鷗外の『虞初新誌』愛好

批評の最初で鷗外は、美妙斎主人（山田美妙）と春の屋主人（坪内逍遥）の主張に
賛成しながら、韻文に比べれば散文は比較的に純なるものとして、近世に至って散文
体が勃興することに喜んでいると述べている。馬琴の文体に生じた変化を例にあげて、
前期における文体が後期になると歌らしい七五調になることを積極的に評価していな
い。
続いて素材の扱い方として実際派と理想派といった正反対の二種があると述べ、心
理的観察法に基づく理想派の方法を提唱し、空想の加工を加えず自然の模倣に陥るの
は実際派小説の短所といっている。「水と云へば必ず濁流を写し情と云へば必ず婬欲
と残忍の心とを写す」2（p.10）とし、空想の加工を加えない自然模倣だけでは小説に
ならないと批判し、その代表例にはゾラ、イプセン、トルストイをあげている。一
方、鷗外の主張した美を基準として事実に空想を加える理想派はドーデ、ビーコンズ
フィールド（ベンジャミン・ディズレーリ）といった作家が代表である。
しかし、理想派といって極端に至ればかえって問題を起こし、それを「抽象的理想
主義」としている。ドイツ・ロマン主義文学と日本の読本がそれにあたる。巻中の才

2　 原文引用は「現代諸家の小説論を読む」（『柵草紙』、第 2号、明治 22年 11月）による。引
用する際、原文の注と傍点等を省略し、旧字体を新字体に変える。ほかの作家からの引用
は同様に行い、ルビは省略する。
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子佳人は類型的な人物であり、「心理的観察に依て始めて描写し得べき特殊の面目あ
る各箇人の才子佳人にあらず」（p.11）とした。こういった類型的な人物に対する批
判と一致する『虞初新志』の序文から次の原文を引用している。

張心斎の云く＝古今小説家言。指不勝僂。大都餖飣人物。補綴欣戚。累牘連篇。
非不詳贍。然優孟叔敖。徒得其似。而未伝其真。強笑不懽。強哭不戚。烏足令耽
奇攬異之士。心開神釈。色飛眉舞哉。（p.11、古今の小説家が言うことは、指を折っ
ても数えられないほどある。殆どは人物をむやみに付け加え、喜びや悲しみ等の
情緒を綴るだけである。優孟叔敖はただ似た所を得て、真意を通じていない。わ
ざと笑っても喜ばなく、わざと泣いても悲しまない。どのようにして奇異を求め
る人の心を開き喜ばせるだろう）3

古今の小説は人物の喜びや悲しみなどの情緒をむやみに使っていただけで、切実な
感情が伝わらない現状に不満を感じている。明代の小説集である『虞初誌』はその点
では評価すべきであるが、収録される内容はほとんど唐の時代のことである。そこで
当代の奇怪なことや賢明な人物などを収録し、過去の小説より真実な感情を喚起でき
るような小説集を志したと述べた序文の冒頭部分である。
『虞初新志』は清の張潮によって編集され、明末清初の短編小説を集めた筆記小説
であり、1700（康煕 39）年に刊行され、1823（文政 6）年に日本で和刻本が刊行さ
れたが、早くも近世中期から日本で注目されている。江戸時代から明治にかけての知
識人の間には明清筆記小説を愛読する風潮があり、菊池三池の『本朝虞初新誌』と依
田学海の『譚海』はその流行の証となる。
『虞初新志』は主人公の愛読書としてその小説でもしばしば言及されている。鷗外
後年の小説「雁」（明治 44年～大正 2年）及び「ヰタ・セクスアリス」（明治 42年）
に主人公の愛読書として『虞初新志』が挙げられている。鷗外文庫に『虞初新志』（和
刻本荒井公廉訓点、嘉永 4（1851）年補刻、大坂河内屋徳兵衛板）が所蔵されており、
それを読んだ時期については、すでに前田愛 4の指摘がある。書入れに見える「記事
丁丑初秋」は明治 10年で、そのとき鷗外は『虞初新志』を読んだ可能性があること
を示している。前田氏の同時代の蔵書調査によると、『水滸伝』、『三国史』、『西遊記』、『紅
楼夢』、『聊斎志異』、『虞初新志』、『閲微草堂筆記』は、鷗外、依田学海、中村正直の

3　 以下の訳文は稿者によるものである。
4　 前田愛、「鷗外の中国小説趣味」、『言語と文芸』、第 7巻第 1号、1965年 1月　p.49
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三者の蔵書に共通するものであり、これらは明治初年にもっとも広く読まれた中国小
説と推測している。
鷗外の所蔵本に朱書きと墨書きの書入れがある。巻 3の「冒姫董小宛伝」は才子佳

人の恋愛悲劇で、女性主人公の董小宛は楽籍の芸者である。結末のところに、『板橋
雑記』に同じ人物董小宛を描いた段落から詩を 4首欄外に抜き書きしている。前述し
たように、前田氏はここの「丁丑初秋」の時期から『虞初新誌』を読んだ時期を推測
したのである。「板橋雑記」は明末清初の作家余懐が秦淮地域の芸者の景色を描写し
た作品で、有名な芸者が簡潔に紹介され、董小宛はその中の一人である。董小宛を描
いた段落では、呉梅村が董小宛を詠んだ四首の詩がある。
主人公の董小宛は容貌や才能が優れ、明末に有名な芸者でありながら気高く、自然
の山水に親しむことに憧れている。名門の才子と思い合い、才子の妾になって、水入
らずで九年を生活した後、27歳の若さで亡くなっている。呉梅村の詩も二人の恋愛
や董小宛の死を慨嘆した内容である。ここの董小宛は鷗外の後期の小説「雁」（明治
44年～大正 5年）の中で言及した「小青伝」を連想させる。「雁」は医学生の青年が
高利貸の妾と恋心を持つようになった話で、鷗外の医学生時代の生活をもとに創作し
た小説であった。主人公の愛読書として同じく『虞初新志』に収録された「小青伝」
をあげている。小青も美人で才覚に優れた人物で、運命に恵まれず、自身の不平と悲
しみを詩に託して、18歳で亡くなった不幸な女性である。董小宛と小青はともに才
能が抜群の美人で、不幸な運命にあった人物であり、鷗外はこのような奇女子を興味
深く読んだことが見られる。中国小説に語られている才子佳人の恋物語や不幸な運命
の中に生きていた奇女子の姿に青年期の鷗外の心が惹かれていた。
『虞初新志』に詩の書入れ以外に、感想めいた朱筆の書入れもほかにある。第 13
巻の「補張霊崔瑩合伝」は才子佳人の物語である。男性主人公が不幸に陥って、発狂
するシーンに「狂如此亦太不俗」（この如く狂うのもあまり普通ではない）と書いて、
奇妙なストーリーに対する感想を述べている。『虞初新志』に収録された題材は多岐
にわたっているが、ほとんど伝奇的な要素の濃い作品や特異な人物の話である。鷗外
が伝奇的な作品を面白く読んで、刺激を受けていた姿がこの書入れから推察できる。
第 20巻の「三儂贅人廣自序」に矢を射る技を磨いて努めて練習したあとに、よう
やく腕が上達したことを描いた段落に、「人不貴自然　貴勉然　性不可恃　而習有可
通」（人は本来の状態が重要ではなく、勤勉であることが重要である。本来の性質は
頼りにならないが、繰り返して練習することによって得ることがある）に傍点をつけ、
「不磨之言」（すりへらすことのない言葉）と称賛している。漢文の経典を勉強して人
生の知恵を学ぶように、物語も教訓や人生の知恵を学ぶ素材となっている。
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次に、作者は自分の経験に基づいて人生には恐れるべきものは三つあり、その中の
一つは「畏笑面多機智人」（顔笑って計算高い人を畏れる）をあげ、見栄えを重視し、
裏で悪事をする人に対して皮肉を言うところに、鷗外は「此言有味」（味わい深い言
葉である）と書き込んでいる。前例と同じように人生の教訓を得ている。人生の智慧
を簡潔な漢文で表現し、つまり戒める格言のような表現に鷗外が共鳴している。『虞
初新志』は流暢な漢文で綴られている文言小説集である。四書五経、左国史漢などの
漢文経典に通じていた鷗外は、文言小説を読むとき、それが小説であるにも関わらず、
経典を読むのと同じ感覚で文言小説から勉強する傾向がある。「雁」の中に、主人公
は「虞初新誌が好きで、中にも大鉄椎伝は全文を諳誦することが出来る程であつた」5

との記述がある。また、「中国の 『虞初新誌』 は、幕末から明治の始めに、わが国の
漢学書生が熟心に読んだ書で、その中にある魏叔子の 「大鉄椎伝」 とか侯雪苑の 「李
香君伝」 とかは、鷗外は暗誦していたといっていたと思う」のように神田喜一郎 6に
よる記述がある。『虞初新誌』を愛読したのは明治初期において鷗外独自の嗜好では
なく、同時代の知識人にも同様のことが認められる。続いては自身の作品の中でその
愛好を明言した二葉亭四迷と夏目漱石と比較し、鷗外の『虞初新誌』に対する愛好を
考察していく。
二葉亭四迷は『国民之友』第 48号の付録（明治 22年 4月）の「書目十種」に『魏

叔子文集』をあげている。また、「予の愛読書」（明治 39年）に、文章ではゴンチャ
ロフが好きで、ドストエフスキーが一番好きとした。魏叔子は清初の文章家魏禧であ
り、『虞初新誌』に収録された「大鉄椎伝」の作者であり、忠臣、孝子等の伝記や史
論に長じており、自分の国や民族に対する愛着が深い人物で、これは経世計民を理想
とした四迷と通じるところがある。四迷自身が「私のは、普通の文学者的に文学を愛
好したといふんじやない。寧ろロシアの文学者が取り扱ふ問題、即ち社会現象（中略）
を文学上から観察し、解剖し、予見したりするのが非常に趣味のあることなつたので
ある」7と語ったように、四迷は経世計民を理想とし、自分の理想や運命と深く関わる
姿勢で文学を扱っている。
それと照合してみると、前述の書入れから鷗外は才子佳人や奇女子の物語に熱中す
る読み方、また漢学経典を勉強するという学問的な態度が見える。鷗外は藩主に仕え
る典医の長男として生まれ、漢学が身につけるべき武士の素養である。漢文学の勉学
は立身出世の目標に繋がる行動でもある。一方、恋愛物語を読む時、その実用性を忘

5　 『鷗外全集』、第 8巻、岩波書店、1972年 6月　p.498
6　 神田喜一郎、「鷗外と漢文学―その周辺について―」、『図書』、第 267号、1970年 11月　p.13
7　 『二葉亭四迷全集』、第 5巻、岩波書店、1965年 1月　p.266
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れ、幻想的な物語の世界に没頭し、自分を忘れたような姿勢で中国小説を読んでいた。
これは自分が関心を寄せた社会問題に答えを求める四迷の読み方とは大きな相違を示
した。
鷗外は漢文小説を読む時に、学問を摂取する読み方と幻想的な世界に思いを馳せる
ような読み方がある。言い換えれば、中国文学に託している鷗外の思いは二つの世界
に分けている。一つは価値や権威性のある学問の世界で、そこに自分の知らない言葉
の表現と新しい言葉から得る新しい知識や教訓があり、優れた学力で知識を得る満足
感もあり、またそのことにより評価され、家族の光栄になる一般的な価値もある。こ
の学問の世界に鷗外は幼少時から既に抵抗なく懐疑なく受け入れていた。もう一つは
幻想的な世界で、才子佳人の恋愛物語や奇女子がその中心であり、鷗外はこの世界に
も没頭し、それによって現実の人生に何か利益を与えることを求めておらず、幻想的
で超現実的な世界として享受していると言える。
漱石も同じく『虞初新誌』収録の「大鉄椎伝」を好み、作品の中で言及したことがある。

『満韓ところどころ』（明治 42年 10月～ 12月）四十二では宿屋の外の景色を描き、「今
考えると、中々風流である。筆を執ってかいていても、魏叔子の大鉄椎の伝にある曠
野の景色が眼の前に浮かんでくる」8と記して、「大鉄椎伝」の景色の描写を連想して
いる。「木屑録」（明治 22年 9月）の中でも山の景色に対して「叔子之所謂孤剣削空
從天而仆者」（叔子の所謂一本の剣が空を削って倒れてくるものである）9と同じく景
色の描写の連想が見られる。さらに、「大鉄椎伝」をめぐって俳句も作っている 10。い
ずれも景色の描写のもとに展開している。漱石は幼少時から漢文を好み、明治 14年
から15年にかけて二松学舎で漢学を勉強していた。明治22年9月に漢文体の「木屑録」
を創作したのは、明治 22年正月に正岡子規に知遇を得て、明治 22年 5月に完成し
た子規の漢詩文集『七艸集』から刺激を受けたからのこととされている。漱石と同様
に幼少時から漢文が好きな鷗外は明治 7年、13歳のときに漢文体の「後公明天皇論」
を書いた。家族の期待や一家の運命を担う長男の使命感から、漢文学の勉学を当たり
前のこととして受け入れた鷗外と異なり、漱石の漢文学の創作欲は子規から刺激を受
け、意欲的に創作するようになったのである。鷗外と漱石における類似した状況は西
洋文学の受容にも見られる。鷗外が医者として育つことは生まれた時から決まってい
たことなので、オランダ語の勉強が必要であり、明治 4年から藩の蘭医室良悦にオラ
ンダの文典を学んでいた。また、東京に上って、東京医学校に入るためにドイツ語を

8　 『漱石全集』、第 8巻、岩波書店、1966年 7月　p.249
9　 『漱石全集』、第 12巻、岩波書店、1967年 3月 p.447
10　 明治 29年の作品で、題目は「魏叔子大鉄椎伝一句」である。
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学ぶのも当然のことである。その後洋行した時も、読書が好きな鷗外がドイツ文学を
中心とした西洋文学に耽読したのも自然な成り行きになる。鷗外は漢文学も西洋文学
も抵抗なく受け入れたのに対して、漱石は東京大学英文学科から卒業し、後に洋行に
至るまでにも、西洋文学とは何かに疑問を持っていた。「余は少時好んで漢籍を学び
たり。之を学ぶ事短かきにも関らず、文学は斯くの如き者なりとの定義を漠然と冥々
裏に左国史漢より得たり」、「学力は同程度として好悪のかく迄に岐かるるは両者の性
質のそれ程に異なるが為めならずんばあらず、換言すれば漢学に所謂文学と英語に所
謂文学とは到底同定義の下に一括し得べからざる異種類のものたらざる可からず」11

というように、英文学とは何かについて、懐疑と苦悩を示した。
先に考察したように、『虞初新誌』に鷗外が学問的、幻想的という二つの世界を見取っ
ている。学問的な世界は鷗外にとって、漢文学の修業の延長として見える。小説に対
しても漢文経典と同様の態度で知識や教訓を獲得している。

2. 『石点頭』の読解

真善美の一体論を主張したしのぶ（巌本善治）の「「文学と自然」 を読むを謹読」12

と「現今の文学」13を批判し美の独立性を主張した。美は必ずしも真と善とを伴わない
ことについて鷗外が力を入れて論じていた。小説の真や善などモラルの傾向を抵抗す
るが、自然と小説を読んで感化されることがあれば、それを排斥せずとして、ツルゲー
ネフの名があげられる。続いて「石点頭」の序文から原文を引用する。

古人の云く＝小説家推因及果。勸人作善。開清浄方便法門。能使頑夫侲子。積
迷惑頓悟（小説家は原因を押して結果に及ぶ。人に善行を為すことを勧め、清浄
方便法門を開く。愚人や小児にも悟らせる）＝と是れ亦た太だ好し而れども是勸
善懲悪の結果は決して此小説の目的に非ず此小説は美を以て目的となし。（p.15）

ここで、鷗外は小説において自然に勧善懲悪の結果になればそれでもよいが、道徳
のモデルを作るのは小説の目的ではないと説いている。ここに引用された『石点頭』
は明代の擬話本小説集で全 14巻あり、それぞれ独立した話から構成される。鷗外文
庫に所蔵され（金閭葉敬池刊行、天然痴叟著、墨憨主人評、馮夢龍序）、文体は文言

11　 『漱石全集』、第 9巻、岩波書店、1966年 8月　pp.9–10
12　 『女学雑誌』、第 162号、明治 22年 5月
13　 『大同新報』、第 6号、明治 22年 6月
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小説の『虞初新志』とは異なる白話小説である。馮夢龍の『情史』がその主な出典に
措定され、馬琴によって『石点頭』を翻案した作品が残される 14。
鷗外文庫書入本画像データベース 15には、ドイツ留学以前に繙読された可能性が高
いとされる。明治 30年 5月刊行の翻訳集『かげ草』に鷗外の妹の小金井喜美子によっ
て、『石点頭』に収録される「人肉」の翻訳が載せられ、妹の喜美子はその文学修業
に鷗外から大きい影響を受けている。明治 44年 9月に訂正再版が発行されたとき、
鷗外は「重印蔭艸序」に「舊宮人。菊と水と。皮一重。人肉。此四篇は支那の小説を
譯せるなり。當時學海先生などの試み給へるを見て、きみ子が顰に傚ひにや」と語っ
ている。『石点頭』は前述の『虞初新誌』ほどの人気はないが、それでも鷗外の視野
に存在し続けていることが窺える。
『石点頭』にも数少なくない書入れが見られ、興味深く読まれたと考えられる。第
三巻「王本立天涯求父」は孝行に関する話で、冒頭の部分では親孝行は口だけで行動
に出せない人はオウムが人にならって念仏を唱えるようである（説出来恰像鸚哥学念
阿弥陀佛一般）の欄外に「鸚哥一譬諭解頤」（オウムのたとえに感服する）との感想
がある。このような感想は小説より言葉そのものへの関心を示している。小説という
文学作品というより、むしろ知識や語彙への関心が見られる類のものである。第 5巻
「莽書生強図鴛侶」で科挙試験に合格人について、両親健在は「具慶」、父健在母逝去
は「厳侍」、母健在父逝去は「慈侍」というところには「好典故」と書くのも、前述
の例と同様に未知の言葉への関心である。
第 10巻「王孺人離合団魚夢」は運命の翻弄によって離散した夫婦がまた巡り合う

二つの話であり、貴族によって庶民の妻が奪われる段落には「陋習可歎」と書いている。
二つ目の話で、悪人の仕業によって離れ離れの夫婦が数年後、人の善意によってまた
一緒になれた日の光景が描かれている。仇をとろうという意欲を示した妻に対して夫
が、しばらくそのことを忘れてまた後日で考えようと話した段落に墨憨主人による「□
会合後　即忘旧讐　亦何足重　惟其念念」（即旧讐を忘れ、重んじるに値することが
なく、唯その刹那のこと）との評があった。その評に対して鷗外が「十二字刺心之語」

14　 大高 洋司、「文化三、四年の京伝、馬琴と 『桜姫全伝曙草紙』」（『国文学研究資料館紀要 
文学研究篇』、第 34号、2008年 2月）は、『稚枝鳩』は『石点頭』十一「江都市孝婦屠身」、
十二「侯官県烈女磯仇」から、『苅萱後伝玉櫛笥』は「石点頭」一「郭挺之傍前認子」か
ら取材している可能性を示した。

15　 https://iiif.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/repo/s/ogai/document/bfdc52ad-1b0a-4cdd-9727-7500ac5d3
3fc#?c=0&m=0&s=0&cv=4&xywh=-1347%2C-210%2C7026%2C4191（最終閲覧日 : 2021
年 9月 14日）
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（十二字心を打たれる言葉）と書入れた。ここに娯楽としての読書の傾向がある。巻
中の人物に起きたことに同情したり、感慨したりする読み方をしていた。論理的に考
えるより、直感で感じたことを書いたと思われる。また、この巻では夫婦が離散して
も、妻がずっと夫のことを思い、また会える日を待つといった妻が造形されている。『石
点頭』では、この巻にもっとも書入れが多く、夫婦の離散や再会に感慨を覚えるもの
が多い。それはまさに鷗外が学生時代の体験に基づいて書いた小説「ヰタ・セクスア
リス」の中に書いたように、「初て梅暦を又借をして読んだ頃から後、漢学者の友達
が出来て、剪燈余話を読む。燕山外史を読む。情史を読む。かういふ本に書いてある、
青年男女の naivelyな恋愛がひどく羨ましい、妬ましい」16といった読書の感覚である。
「現代諸家の小説論を読む」において、これが中国小説から 2回目の原文引用となる。
明治初期に、漢文は基礎的な素養だといえども、この批評でかなり意識して頻繁に引
用した『小説神髄』と対照してみれば、中国文学作品に対する親近感や議論における
重みづけが違っていたことがわかる。
『小説神髄』に戯作の作者や作品を多く列挙していた反面、中国文学作品について
はただ李漁と莊子に言及したのである。しかも、「このあひだの戯作者流はひたすら
李笠の語を師そして意を勧懲に発する（後略）」17と述べ、勧善懲悪の文学の代表格と
して批判した。逍遥と鷗外の間に見られた漢文学に対する態度の差は、幼少時から漢
文学を勉強した体験に深く関わると考えられる。
逍遥は 6歳頃から漢籍の素読、習字を始め、それを教えた先生は逍遥の長兄、ほ
かに次兄、姉婿等である。逍遥によると、勉強の出来が悪く、叱られた経験が多かっ
た。「学問が嫌ひになる」、「十歳の暮となっても、「四書」 の素読さへもまだ甚だあぶ
なかしく」18と回想している。このように、最初に漢文と接した思いは良いものだっ
たとはいえない。むしろ逍遥は後に草双紙、読本や芝居に心を惹かれたことが文学開
眼の契機となっている。一方、鷗外は 6歳から藩儒に論語や孟子を学び、8歳から養
老館に四書復読に行き、勉強の出来が良く藩校から賞状や賞品が授与された経験があ
る 19。幼少時の学習体験は後年の漢文学への感覚も大きく影響したと思われる。
明治 44年 4月に発表された「鼎軒先生」20に、鷗外が東洋文化と西洋文化の両方に

立脚する学者は二本足の学者として、「一本足の学者の意見は偏頗」で、「時代は別に

16　 『鷗外全集』、第 5巻、岩波書店、1972年 3月　p.141
17　 「緒言」、『明治文学全集 16　坪内逍遥集』、筑摩書房、1984年 2月　p.3
18　 「歌舞伎の追憶」、『逍遥選集』、第 12巻、春陽堂、1927年 7月　p.70
19　 小金井喜美子、「不忘記」、『森鷗外の系族』、岩波書店、2001年 4月　p.37
20　  『鷗外全集』、第 26巻、岩波書店、1973年 12月　pp.422–423
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二本足の学者を要求する」として、東西の文化を兼修する学者を高く評価した。少年
時代の鷗外はここまで明確に意識していないかもしれないが、議論の論拠は常に和漢
洋の例をそれぞれ挙げたことからみれば、そういった意識は若い頃からすでに存在し
たのである。
鷗外は『石点頭』の序文を引用し、小説によって自然と勧善懲悪の結果になればそ
れも排斥しないが、それは決して小説の目的ではなく、小説の目的は美であると論じ
ている。『石点頭』の序文からの引用は、「神曲」、「失楽園」、「西遊記」、「猟人日記」
とともに、美の価値を論じる時に、相手に反論する武器として使われている。
医学生の鷗外が『石点頭』を読む時に、学問的な好奇心や幻想的な世界を興味深く
読んでいた。学問的な関心は鷗外が成長した環境や自身の才能から自然に生まれた関
心であると同時に、立身出世の使命にも繋がることなので、鷗外にとっては内外両面
からの欲求だと言える。その反面、儚い男女の恋愛物語や不運に遭遇する女子を中心
とする幻想的な世界は、現実世界の鷗外にとって世の中で身を立てることに干渉せず、
鷗外自身の内的欲求だと思われる。『虞初新誌』と『石点頭』を文学理論の批評に生
かした際、学問的な面を意識して論戦の武器として使っている。中国小説に学問的価
値と幻想的雰囲気を求めていたことが分かる。

3. 『第五才子書水滸傳』へのまなざし 21

鷗外は小説のジャンルについて、単稗と複稗という新しい分類の基準を作り、それ
ぞれ実例を挙げながら考察した後、また議論を心理的観察に戻している。散文の隆盛
とともに、作家は心理的観察法を使って個性的に描写することは可能になったが、「此
心理的観察法は必ずしも春の屋主人（引用者注、坪内逍遥）を待て東洋の詩学界に顕
出せしに非ず」（pp.17–18）と述べた。『第五才子書水滸傳』の序文から引用した。

和漢の批評家は既に此に注意したるとあり金聖歎は水滸傳を評して云わく＝水
滸傳写一百八箇人性格、真是一百八様。若別一部書。任他写一千箇人。也只是一
様。便只写得両人。也只是一様（水滸伝は百八人を描き、それぞれの個性がある。
他の本は千人を描いても性格は一人に見える。たとえ二人を描いても性格は一人
に見える）と是れ其一証なり。（p.18）

21　 第 3節の内容は、「《読現代諸家的小説論》中的森鷗外与《水滸伝》」（『語言文化学刊』、第 7号、
比較語言文化学会、2020年 11月、pp.107–111）として、中国語に要訳した。
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これは明末清初の批評家金聖歎によって水滸伝の人物はそれぞれ個性があると称賛
した一文である。『小説神髄』が発表されて以来、小説の流行とともに心理的観察法
の有効性が盛んに主張されているが、和漢の批評家は既にこの点に注意していたと述
べている。ここには前に引用した両作品と同じく肯定的な姿勢を見せている。従来の
研究で明らかにされていることであるが、「現代諸家の小説論を読む」で鷗外の文学
理論はゴットシャルやハイゼに学びながらも鷗外自身の文学論を主張している。西洋
の文学理論を生かして議論を展開しながら、中国小説の三作品を引用し、古い東洋の
文学著作にも同様な記述があるといった肯定的な態度を見せている。『第五才子書水
滸傳』の序文からの引用は、それによって新しい情報を提示するより、漢文作品の文
句を借りて、自分の立論を強化するような機能を持たされている。
「現代諸家の小説論を読む」では心理的観察法に続いて、鷗外は文壇にある小説の
文体を間違って小説の流派とすることを指摘し、また『第五才子書水滸伝』の序文か
ら金聖嘆の文を引用している。「吾旧聞有人言。莊生之文放浪。史記之文雄奇。始亦
以之為然。（後略）」（p.21、私は曾て聞いたことがある。莊子の文章は浪漫的で、史
記の文章は雄大である。最初はその通りと思っている）という金聖嘆の言葉を借りて、
議論の相手の問題点を指摘した。鷗外は自分の理論を強く主張する場合、あるいは相
手を反駁する等の場合に漢文作品の原文を引用し、雄勁な漢文体の力を借りて論証す
る傾向が見られる。　
『水滸伝』は江戸時代から日本で広く流布し、読まれている。四大奇書について鷗
外の妹小金井喜美子の回想がある。兄の洋行の日が決まり、「それまでも唐本の古本を、
よく見つけてお兄い様に買わせなさいました。四大奇書の帙入など、大学へ献本になっ
た今もきっとあるでしょう」22。鷗外文庫が所属しているのは明羅貫中撰、清金聖歎批
註、雍正 12年刊行の 75巻の『第五才子書水滸傳』である。鷗外文庫に所蔵される
グスタフ・ファイザー著『マルティン・ルターの生涯』には「描叙英雄気象、文有生
色」（英雄の気概を描いたのは生き生きしている）、「若読水滸伝」（水滸伝を読むが如
し）などの書入れがあり、『水滸伝』の登場人物の描写を高く評価している。
『第五才子書水滸傳』は明末清初の批評家金聖嘆が編集して注釈をつけた『水滸伝』
である。金聖嘆は荘子、離騒、史記、杜詩、水滸伝、西廂記を才子の書として、『水滸伝』
と『西廂記』をそれぞれ「第五才子書」と「第六才子書」として出版している。金聖
嘆は明末清初における小説理論の集大成者とされ、体系的な小説理論を作り、新たに

22　 小金井喜美子、『森鷗外の系族』、岩波書店、2001年 4月　p.98
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小説を評点する様式を完成している 23。『清代文学評論史』によって、金聖嘆について
以下の記述がある 24。

彼の出現以前明代の戯曲小説評点本は概ね文の妙所に圏点を打って読者の注意
を促し、簡単な評語を加へたもので、当時行はれた時文即ち科挙の答案文や古文
の評点法を応用したものである。然るに聖嘆に至って其の法を拡張し、先ず「読
法」とて一書の総論を記し、而して一篇毎に先ず概評を下して後、本文に入って
一々其の用筆の妙を指摘する方法を取り、其の綿密なことさながら古典を註する
が如くである。而して此等戯曲小説の文学的価値を莊子・楚辞・史記の如き古典
と同等の地位に置こうとするのが彼の「才子書」に企画したところである。

『第五才子書水滸傳』は、小説の読法に注目し編注した『水滸伝』である。鷗外が
先述の『石点頭』、『虞初新志』と同様に、金聖歎の序文から引用した。人物の描写は
類型化に陥ることなく、一人ひとりの個性を活写していることを称賛している。鷗外
も金聖嘆と同様に、逍遥が提唱した心理的観察法は和漢の批評家が既に気づいたと述
べていた。逍遥の主張を認めながらも、金聖嘆の文を引用し、同様な主張をしたのは
逍遥のみではなく、既にほかの批評家も気づいたことを証明した。
鷗外文庫の『第五才子書水滸傳』の序文にはかなりの注点や傍線が施されている。

「序一」に「材」、「裁」、「構思」、「立局」、「琢句」、「安字」など作文の技法を論じる
キーワードを赤い枠で囲んでいる。巻 3の「読第五才子書法」は金聖嘆によって『水
滸伝』の人物と小説の作法が論じられている。「現代諸家の小説論を読む」で引用さ
れた「水滸伝写一百八箇人性格真是一百八様」（p.18）は「読第五才子書法」より引
用され、原典は「真是一百八様」に傍点がつけられ欄外に「個人」と書いている。金
聖歎が『水滸伝』の個性的な描写を称賛し、この文に鷗外も感心した様子が見られる。
さらに、小説の技法を論じた段落に、「倒挿法」（後に起きた重要なことを先に書く方
法）、「夾叙法」（二人の発言を同時に叙述する方法）、「草蛇灰線法」（細かい描写によっ
て伏線をはる方法）、「大落墨法」（濃密な描写をする方法）、「綿針泥刺法」（針が綿の
中に隠れるよう暗に皮肉する方法）、「背面鋪粉法」（反対のものと対比のによって強
調する方法）、「弄引法」（大きい物語を書くために、その前に小さい物語を書く方法）、
「獺尾法」（物語を急に終わらせないように、関連する人物や景色を描いて滑らかに結

23　 黄保真・蔡鐘翔・成復旺著、『中国文学理論史』、北京出版社、1987年 12月　p.639
24　 青木正児、『清代文学評論史』、岩波書店、1950年 1月 25日　pp.293-294
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末する方法）、「正犯法」（同様な主題を全く相違の描き方をする方法）、「畧犯法」（若
干類似する主題を全く相違の描き方をする方法）、「極不省法」（物語の一部始終を細
かく語る方法）、「極省法」（物語を単刀直入に始める方法）、「横雲断山法」（長文の叙
述において単調を避けるために他のエピソードを挿入する方法）、「鸞膠続絃」（並行
する物語を合理的に交錯させる方法）のような技法に傍点をつけ、枠で囲んでいた。
『第五才子書水滸傳』の書入れに明らかに『石点頭』、『虞初新志』に見えた読者的
な趣味と違い、小説の技法などに注目する文学者の関心が現れてくる。医学生時代の
読書活動の進展とともに、中国文学作品への関心は単純な読者的な関心にますます文
学者的な趣味も加わり、小説を読む読者から小説を作る側に関心を持つような傾向も
ある。
『第五才子書水滸傳』のほかに、鷗外文庫に姚宗鎮編、鄭國揚校 25巻 115回の『新
刻全像忠義水滸誌傳』も所蔵されている。本文に読点が施されており細かく読まれて
いた形跡が見える。目録に毎回の題目を『第五才子書水滸傳』と照らし合わせ、両者
が異なる箇所に『第五才子書水滸傳』の題目を書き加えている。第 66回の後に「以
下聖嘆削去」と記して、欄外に「聖嘆本比較　癸未七月」と書いてある。癸未は明治
16年であり、洋行前に『第五才子書水滸傳』を読んだことが分かる。
日本において『水滸伝』が流布する速さや広さ、そして鷗外の漢文素養から考えると、
明治 16年にはじめて『水滸伝』を読んだ可能性は極めて低い。明治 16年 6月から
成島柳北閲、伊達邦成、士生柳平校の『第五才子書水滸傳』が 3回分けて出版されて
いる。成島柳北をはじめ、有名な学者の名前が続々現れている。「第一冊の初めに依
田学海の序がある」。「第十二冊の終わりに重野成斎と信夫恕軒の跋がついている」25。
『水滸伝』は人気書とはいえ、成島柳北、依田学海など影響力の大きい儒学者の名が
並べられたこの本が出版されたことを契機として、鷗外が『第五才子書水滸伝』を再
び手にとって読んだ可能性が高かったと考えられる。依田学海は鷗外の漢文の師であ
り、成島柳北は鷗外が愛読した雑誌『花月新誌』の編集者であるように、有名という
だけでなく、鷗外にとって親近感のある知識人が関与していた。明治 16年に出版さ
れた『第五才子書水滸傳』が鷗外の『第五才子書水滸傳』を再読する契機になったと
思われる。
また、時代を 30年代まで下れば、明治 30年 8月 26日に発行された『めさまし草』

第 20巻の「標新領異録　水滸伝」に三木竹二（次弟、森篤次郎）、鷗外、依田学海、
森田思軒による『水滸伝』の合評がある。これは長い文であり、極めて学問的な態度

25　 高島俊男、『水滸伝と日本人　江戸から昭和まで』、大修館書店、1991年 2月　p.222
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で『宣和遺事』等の歴史書に基づき、歴史的事実と小説内容を対照して考証的に論じ
ていた。歴史的記述から、小説の成り立つ過程を推測し、後年の歴史小説をめぐる「歴
史其儘と歴史離れ」の問題は、早くもここに萌芽が現れた。議論の結末部分で『水滸伝』
の現実的な意味について若干触れていた。「支那にはなぜに匪徒が横行するか。支那
の官兵は何故にこれを蕩平することが出来ぬか。これは宋時既に有る問題で、今に至
るまで未だ解釈せられぬ。私は水滸を読むごとに、未だ曾ててこれに想ひ到らざるこ
とない」26と述べた。漢文小説を読んで現実の中国を連想させたのは、『虞初新誌』と『石
点頭』に見られないことである。「現代諸家の小説論」の中で言及した漢文小説の読
み方は、学問の摂取や異国情調を目当てに読んだ部分が多く、そこから現実の中国ま
で連想を及ばない傾向がある。この傾向は『支那游記』（大正 14年）の中で『水滸伝』
に多く触れた芥川龍之介を想起させる。
『水滸伝』は日本作家との関わりという視点から考えれば、『水滸伝』を最も多く扱っ
ていた作家は芥川龍之介とされている 27。中国への旅行を記録した『支那游記』に『水
滸伝』の人物が度々思い出された。日本で愛読され、日本文学に定着した小説『水滸伝』
は現実の中国と重なる場面がある。しかし、鷗外初期の批評文にはこのような傾向が
見られず、漢文小説を遠い世界のものとして享受し、それをディスタンスのある世界
の一つの風景として眺め、実世界の中国までに連想は及んでいない。少なくとも当時
の現実問題と関わりのある視線で読んでおらず、遠く古の歴史上の中国がもたらした
異国風情のある文学作品として楽しんでいたと考えられる。現実世界の中国を連想す
ることなく、あくまでも心惹かれた遠い世界として扱う姿勢である。それは一貫して、
美を小説の最高の目的として、一切の道徳的な教化を排斥した理想的な世界を構築し
たいという鷗外の文学理念に通じると思われる。また、斎藤希史氏 28の考察によれば、
1880年代に入ってから、日本には「和漢」の関係を考え直して、日本文学史を作る
動きが現れる。「〈日本〉の輪郭を明確にしようという指向も確実に存在し、だからこ
そ、和 /漢と日本 /支那とは別の位相に属するものとして把握されている。ここでは〈日
本〉に含まれているのは〈漢〉であって〈支那〉ではなく、「漢文」 はあくまで 「漢文」
と記され、「支那文」 と記されることはないのである」としている。鷗外の姿勢の背
景にはこのような事情があると思われる。

26　 『鷗外全集』、第 24巻、岩波書店、1973年 10月　p.546
27　 高島俊男、『水滸伝と日本人　江戸から昭和まで』、大修館書店、1991年 2月　p.205　
28　 斎藤希史、『漢文脈の近代』、名古屋大学出版社、2005年 11月　p.24
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おわりに

中国において文学理論が詩文を中心とする状況は万暦から明末の間には変わり、小
説、戯曲を主な対象とする文学理論が展開している。この時期に有名な文芸評論家も
小説、戯曲の評論家であり、もしくは詩文と小説、戯曲の両方を評論するのである。
明治 20年代以降小説はかつてないほどの勢いで発展している。中国でも日本でも詩
文と小説という上下の秩序が崩れる傾向を示している。こうした状況を背景に成長し
た鷗外には小説より実用の文学の詩文が優位だという上下の文学の価値観はなかっ
た。
読書の時期からいえば、批評文に引用されたのはほとんど洋行前の学生時代に愛読
した本である。明末清初の作家を好んで読んでいた。和漢洋という三項対立で論じた
傾向があり、和漢洋の三つの世界に立脚し議論を展開した特徴が多く見られる。この
点では論駁する文章も同様の特徴がある。和漢洋の知識を活用して論を進める方法は
鷗外が反論した相手も同じであった。その扱い方の違いはどこにあるかといえば、論
争の相手の文脈では和漢洋の要素が共存する当時の文学界から捨てられるべきものと
見なされた中国文学は、鷗外にとっては権威性のある論拠として漢文の原文が引用さ
れていた。中国小説の序文の中の記述を権威性、信憑性のあるものとして、論拠に用
い相手に反論したのである。
また、鷗外が若い時期から歴史小説創作の問題を考え始め、たとえば、『水滸伝』
研究に見られたような歴史と小説創作の問題は後年まで続いていた。鷗外は中国文学
をどう考えたかという問題は、鷗外の文学理論と文学創作に始終関わっていたと考え
られる。





〈論文〉

Masochistic Witches?
American Evangelical Perceptions of “Persecution”

in the Age of Joe Biden1

Satoru Kimura

Introduction

On October 27, 2019, the historian Tony Fels wrote, “The political slur ‘witch 
hunt’ is back.”2 What made him state so was President Donald J. Trump’s 
furious reaction to the so-called “Mueller investigation” and the House 
Democrat’s impeachment inquiry, which could have put an end to Trump’s 
presidency. By using the phrase “witch hunt” on Twitter frequently during 
his presidency, Trump attempted to discredit his enemies who he thought 
were making unjust accusations against him. The following tweet on June 
15, 2017, is just one among many tweets in which he employed the “witch 
hunt” rhetoric to attack the Mueller investigation: “You are witnessing the 
single greatest WITCH HUNT in American political history — led by some 

1　 The author would like to thank Professor Healan Gaston at Harvard Divinity 
School for her comments on an earlier version of this article. 

2　 Tony Fels, “The Return of the ‘Witch Hunt’ Analogy,” Quillette. October 27, 
2019, Web. 
URL=https://quillette.com/2019/10/27/the-return-of-the-witch-hunt-analogy/ 
(accessed February 20, 2021)
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very bad and conflicted people! #MAGA.”3 Trump’s personal attorney, Rudy 
Giuliani, used a similar “witch hunt” discourse on October 8, 2019. In his 
judgment, the impeachment inquiry was in fact “worse than a witch hunt,” 
because even the accused in the 1692 Salem witch trials had possessed “more 
rights” than Trump did.4 

Though there is no doubt that Donald Trump has played a crucial role 
in the revival of the “witch hunt” discourse in contemporary politics in the 
United States, he is by no means the only person who has felt “hunted” or 
“persecuted” by progressives today.5 Whether using the word “witch hunt” 
explicitly or not, many American evangelical Christians have had a similar 
feeling of being persecuted or marginalized by the “left.”6 In spite of the 

3　 Quoted in Rebecca Savransky, “Trump: ‘You are witnessing the single greatest 
WITCH HUNT in American political history,’” The Hill. June 15, 2017, Web. 
URL=https://thehill.com/homenews/administration/337901-trump-you-are-
witnessing-the-single-greatest-witch-hunt-in-american?rl=1 (accessed February 
20, 2021)

4　 Josh Feldman, “Giuliani Goes off on ‘Stupid, Neanderthal’ Impeachment 
Inquiry: ‘I Went back to Read Two Books about the Salem Witch Trials…,’” 
Mediaite. October 8, 2019, Web.
URL=https://www.mediaite.com/tv/giuliani-goes-off-on-stupid-neanderthal-
impeachment-inquiry-i-went-back-to-read-two-books-about-the-salem-witch-
trials/ (accessed February 20, 2021)

5　 Trump and present-day conservatives are not the first people in American 
history to employ the “witch hunt” rhetoric to rebuke their political opponents. 
For example, as Gretchen A. Adams argues, antebellum pro-slavery Southerners 
attacked Northern abolitionists by associating them with seventeenth-century 
witch hunters in Salem. In the eyes of these Southerners, abolitionism and the 
Salem witch trials had many things in common, such as intolerance, fanaticism, 
and bigotry. Gretchen A. Adams, The Specter of Salem: Remembering the Witch 
Trials in Nineteenth Century America (Chicago: �e University of Chicago Press, 
2008), pp. 94-118.

6　 For the history of modern conservative evangelicals and their confrontation 
with, or alienation from, American liberal culture, see for example: Matthew 
Avery Sutton, American Apocalypse: A History of Modern Evangelicalism 
(Cambridge, MA: �e Belknap Press of Harvard University Press, 2014); Mark 
A. Noll, David W. Bebbington, and George M. Marsden (eds), Evangelicals: Who 
They Have Been, Are Now, and Could Be (Grand Rapids, Michigan: William B. 
Eerdmans Publishing Co., 2019); Garth M. Rosell, The Surprising Work of God: 
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popular perception that evangelicals have been politically influential since 
the Reagan era, evangelicals have often described themselves as aliens in 
their own country. Historian Daniel Rodgers points out that while many 
evangelicals still believe that America is the “city on a hill” and that they are 
the God-chosen people, “profound pessimism runs just beneath this streak 
of pride” in recent years.7 In other words, American evangelicals are feeling 
threatened in the “pluralistic, humanistic, no-name, no-God, no-nothing 
nation” today.8 As the director of the National Christian Action Council puts 
it, “Christians are aliens in America”; “This world is not our home.”9 

In this paper, I will explore the most recent “witch hunt” discourse 
among American evangelicals by analyzing two You Tube videos uploaded 
shortly after Joe Biden’s inauguration on January 20, 2021.10 These videos 

Harold John Ockenga, Billy Graham, and the Rebirth of Evangelicalism (Grand 
Rapids, Michigan: Baker Academic, 2008); Darren Dochuk, From Bible Belt 
to Sunbelt: Plain-Folk Religion, Grassroots Politics, and the Rise of Evangelical 
Conservatism (New York: W.W. Norton and Company, 2011); Markku Ruotsila, 
Fighting Fundamentalist: Carl McIntire and the Politicization of American 
Fundamentalism (New York and Oxford: Oxford University Press, 2016). 
However, not all “evangelicals” are politically conservative. For those who are 
known as “progressive evangelicals” or the “evangelical le�” for their politically 
liberal positions, see David R. Swartz, Moral Minority: The Evangelical Left in 
an Age of Conservatism (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012); 
Brantley W. Gasaway, Progressive Evangelicals and the Pursuit of Social Justice 
(Chapel Hill: �e University of North Carolina Press, 2014). 

7　 Daniel T. Rodgers, As a City on a Hill: The Story of America's Most Famous Lay 
Sermon (Princeton: Princeton University Press, 2018), p. 275.

8　 Ibid., p. 276.
9　 Quoted in Ibid., p. 276.
10　 By analyzing You Tube videos in this paper, I also intend to contribute to 

the growing scholarship on American evangelicals and the “media.” For 
studies of American evangelicals’ usage of various types of media – such as 
periodicals, newsletters, books, radio, and television – in the modern era, 
see Tona J. Hangen, Redeeming the Dial: Radio, Religion, and Popular Culture 
in America (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2002); 
Heather Hendershot, Shaking the World for Jesus: Media and Conservative 
Evangelical Culture (Chicago: University of Chicago Press, 2004); Matthew 
Avery Sutton, Aimee Semple McPherson and the Resurrection of Christian 
America (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007); Mark Ward Sr., 
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are: (1) a dialogue between Jack Hibbs (the senior pastor of Calvary Chapel 
in Chino, California) and Charlie Kirk (a Republican activist/ founder 
and president of Turning Point USA), which was hosted by Real Life with 
Jack Hibbs on January 24, 2021,11 and (2) a sermon entitled “The Kingdom 
of Light Amidst the Kingdom of Darkness,” which was given by John F. 
MacArthur, Jr. (the pastor of Grace Community Church in Sun Valley, 
California) on January 31, 2021 (uploaded on You Tube on February 4, 
2021).12 Needless to say, not everything they say in these videos is entirely 
new – after all, evangelicals have expressed hostility toward Biden (and 
of course toward his party as well) for a very long time. However, these 
two videos offer an important glimpse into how American conservative 
Christians are feeling most recently – and how they will see the world 
surrounding them in the next four years. What exactly do the evangelicals 
mean when they say they are “persecuted” or “canceled” by liberals? How 
do they use the Bible in making sense of their marginalized status in 
modern-day America? In what ways is the modern evangelical experience of 
“persecution” similar with, and different from, the experience of the victims 
of real witch hunts, such as the 1692 Salem witch hunt?13

The Lord’s Radio: Gospel Music Broadcasting and the Making of Evangelical 
Culture, 1920-1960 (Je�erson, NC: McFarland & Company, Inc., 2017); Daniel 
Vaca, Evangelicals Incorporated: Books and the Business of Religion in America 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019).

11　 Real Life with Jack Hibbs, “Jack & Charlie: Unscripted” [Video]. January 24, 
2021.
URL=https://www.youtube.com/watch?v=lR99E_U9SDo&t=150s (accessed 
February 20, 2021)

12　 John MacArthur, “The Kingdom of Light Amidst the Kingdom of Darkness” 
[Video]. February 4, 2021, Grace to You. 
URL=https://www.youtube.com/watch?v=OEeiFIRrNXg&list=WL&index=22 
(accessed February 20, 2021)

13　 For studies of the Salem witch hunt itself, see for example, Paul Boyer and 
Stephen Nissenbaum, Salem Possessed: The Social Origins of Witchcraft 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974); John Putnam Demos, 
Entertaining Satan: Witchcraft and the Culture of Early New England (New 
York and Oxford: Oxford University Press, 1982); Mary Beth Norton, In the 
Devil’s Snare: The Salem Witchcraft Crisis of 1692 (New York: Alfred A. Knopf, 
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My argument in this paper is twofold. On the one hand, modern 
evangelicals are feeling anger and anxiety about being accused by their 
enemies (the progressive media and culture in the United States), just 
like the accused “witches” in Salem in 1692 must have felt. All the three 
evangelical leaders are clearly frustrated with the arrival of Joe Biden, taking 
it as a sign of the beginning of a vicious era, in which Christian values and 
practices, including church-gatherings, Biblical norms of sexuality, and 
even the freedom of speech, would be suppressed (Section 1). Yet on the 
other hand, somewhat paradoxically, American evangelicals also welcome 
the persecution with a joy, claiming that it is a sign that they are the chosen 
people who will be rewarded by God in the future. By examining how and 
why Hibbs, Kirk, and MacArthur narrate their “persecution” in such a joyful 
and hopeful manner in these videos, I will conclude that they are masochistic 
witches in contrast to the 1692 Salem “witches” who must have had nothing 
to feel happy or hopeful about their situation (Section 2).14

1. Witches under Persecution: Anger and Anxiety

Two of the most easily discernible themes in these two videos are the 
evangelicals’ anger and anxiety. Feeling “persecuted” or “canceled” by the 
predominantly liberal American culture, these evangelical spokesmen – Jack 
Hibbs, Charlie Kirk, and John MacArthur – sigh, worry, and complain.

Ever since the outbreak of the COVID-19 in the spring of 2020, 

2002); Benjamin C. Ray, Satan and Salem: The Witch-Hunt Crisis of 1692 
(Charlottesville: University of Virginia Press, 2015).

14　 A note on sources and quotations: When I quote from Hibbs, Kirk, and 
MacArthur in this paper, I provide the approximate time in the videos, 
at which I get the quote – e.g., [ca. 08:20]. For MacArthur’s sermon, “The 
Kingdom of Light Amidst the Kingdom of Darkness,” a full transcript is 
available on his website. Grace to You, “The Kingdom of Light Amidst the 
Kingdom of Darkness,” January 31, 2021, Web. 
URL=https://www.gty.org/library/sermons-library/81-102/the-kingdom-of-
light-amidst-the-kingdom-of-darkness (accessed February 20, 2021.) However, 
as I find the transcript not completely accurate, I will get my quotes directly 
from the video of the sermon uploaded on You Tube on February 4, 2021.
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American conservative evangelicals have criticized and resisted various 
kinds of governmental regulations on church gatherings, arguing that these 
are none other than violations of religious liberty, which are targeted at 
pious Christian worshippers. Now with Joe Biden as President, Jack Hibbs, 
a California-based evangelical pastor who founded Calvary Chapel Chino 
Hills, worries that the situation will only get worse. In his conversation with 
Charlie Kirk, a twenty-seven-year-old conservative activist who founded 
Turning Point USA, Hibbs angrily stresses that the government “will be 
visibly against us.” He says, “I hope I am wrong about this, but where we are 
right now in this political environment, the church is going to be the target, 
and the church is going to be the tip of spear for attack” (emphasis added) 
[ca. 09:10]. Although neither Hibbs nor Kirk uses the phrase “witch hunt” 
throughout the dialogue, it is clear that they identify themselves as innocent 
victims being unjustly targeted or hunted. Echoing with Hibbs, Kirk also 
emphasizes that the “current political power structure” is desperate to “get 
rid of the churches they do not like” [ca. 20:20]. While the government loves 
“obedient” churches – i.e. liberal churches that do not mind even closing 
their doors on Sunday, if that is what the government wants them to do – it 
hates and persecutes “disagreeable churches” that choose to follow the words 
of God instead of those of the government. 

Later in the conversation, Hibbs and Kirk take a step further and 
compare the current regime of the United States with the former communist 
regimes in Romania, Poland and Russia that oppressed and censored 
churches so tyrannically. Although some churches, such as the Russian 
Orthodox Church, were tolerated under the communist regimes, they were 
still put under strict observations and regulations by the governments. Kirk 
says, Stalin’s government sent spies to the churches, who would report back 
to the government if they heard anything offensive to the government during 
the church services [ca. 21:45]. And that is “exactly” what is happening 
in the U.S. today, claims Kirk; in his view, the evangelical churches in the 
U.S. are under the analogous surveillance in the age of Joe Biden, a leader 
who prioritizes the “unity” at the cost of the “liberty” of citizens and 
churches. Kirk laments, “The left [in the contemporary U.S.] believes in 
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a Soviet definition of unity. You know what the definition is? The absence 
of opposition!” (emphasis added) [ca. 22:10]. His point is crystal clear: 
the American evangelical churches are being persecuted by the secular, 
progressive regime that aspires to eliminate every dissident force – just like 
the churches in the communist nations used to be.

In a sermon given just a week later, John MacArthur, one of the most 
well-known evangelical preachers in the United States, also lamented the 
plight of American evangelicals today. Aptly titled “The Kingdom of Light 
Amidst the Kingdom of Darkness,” the sermon presents a sharp dichotomy 
between the righteous churches (the “Kingdom of Light”) and the secular, 
immoral “Kingdom of Darkness” whose throne was recently taken by the 
Democratic President. The word “amidst” in the title is the key in the sermon 
– MacArthur’s point is that the evangelical churches are being surrounded 
and oppressed by the increasingly powerful Kingdom of Satan. MacArthur’s 
list of evils in America is so long, but he particularly focuses on problems 
related to sexual immorality – such as lust, pornography, AIDS, “sexual 
revolution,” “homosexual revolution,” and “lesbianism” [ca. 06:40].15 He says, 
“There is a kind of insanity. […] I read yesterday that […] there are hundreds 
of genders. That’s insanity!” [ca. 07:30]. And the arrival of Joe Biden, or the 
“new king [of evil],” will only promote – and worse, legalize – this “insanity.” 
In MacArthur’s judgment, “no previous ruler has been so consumed with 
LGBTQ transgender perversion [as Joe Biden is]” [ca. 17:40]. 

But what irritates MacArthur most is the fact that righteous Christians 
are being shut out or “canceled” by the progressive culture every time they 
speak up against it. In the world where morality and immorality are “upside-
down,” MacArthur complains, those who follow the words of God and speak 
the truth are destined to be “silenced” or “terminated.”

“If you disagree with this [LGBTQ transgender perversion], you are 
a domestic terrorist. You are an extremist. If you disagree with this, 

15　 On how sex-related issues have divided American Christians in the modern 
era, see R. Marie Gri�th, Moral Combat: How Sex Divided American Christians 
and Fractured American Politics (New York: Basic Books, 2017).
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you are a danger; you are breaking the law. You are homophobic, 
transphobic. You need to be silenced. You need to be terminated. You 
need to be marginalized. […] Laws are being made to criminalize 
the righteousness. Laws are being made to silence, terminate truth-
speakers. Half of the states in America have such laws” (emphasis 
added) [ca. 18:00].

MacArthur’s fury over the ways in which progressives treat evangelicals 
is nicely demonstrated in this passage. In his view, a nationwide hunt or 
persecution over the righteous is going on; Christians faithful to the biblical 
norms of sexuality have to stay silent, or they will be labelled “extremist[s]” 
or “terrorist[s]” that must be “silenced” by the mainstream society. Taking 
an example of an Air Force chaplain who was discharged in November 2020 
because of his past sermon against “sexual immorality,” MacArthur laments 
that righteous Christians are no longer guaranteed even their freedom of 
speech. “The king and the kingdom of lies [i.e. the progressive political 
regime and culture] will not tolerate the truth. To speak the truth is the 
greatest threat” [ca. 19:20]. Echoing Hibbs and Kirk, MacArthur argues that 
the current American situation is so analogous with that of Soviet where the 
Christian churches suffered political oppression. 

Furthermore, MacArthur also directs his anger at social media, 
especially Twitter, for assisting the vicious suppression of Christian values 
such as morality, prayer, the Bible, and God. Alluding to Donald Trump’s 
recent ban from Twitter on a charge that he agitated the Capitol insurrection 
on January 6, 2021, MacArthur complains that “people are getting canceled, 
[…] their Twitter accounts are being taken down. And big tech is in cahoots 
with this paganism; and for the first time in human history they can shut 
down anybody they want” (emphasis added) [ca. 27:40]. 

Thus, it is evident that conservative evangelicals are anxious and angry 
over the political climate in the nation that imposes increasingly progressive 
cultural norms on its citizens and hence undermines traditional Christian 
values and life-styles. In their view, Joe Biden’s arrival will only make the 
situation worse for the faithful; they are to be canceled, persecuted, and 
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marginalized more severely during his presidency than ever before. 

2. Witches under Persecution: Joy and Hope

However, anger and anxiety are not the only things these evangelicals are 
feeling in the midst of the “persecution.” Paradoxical as it may seem, they 
also emphasize a feeling of joy about being hunted by the liberal culture. 
And it is here, I would argue, that the so-called “witch hunt” phenomenon 
in the modern United States differs most markedly from real witch hunts in 
history, including the 1692 Salem case. Modern witches are, in other words, 
masochistic. 

While being mad about the current political situation, Charlie Kirk 
argues that Christians should see it as a “joyful” situation: “This is the time 
to be more joyful than ever before. This is the moment we’re built for. […] 
This is the moment of persecution, that we are promised, trained for, that will 
test our faith” (emphasis added) [ca. 03:20]. Drawing an analogy between 
evangelicals who are marginalized today and early Christians who were also 
persecuted, Kirk argues that the persecution is an essential and meaningful 
experience for believers. He finds the Letter of James in the New Testament 
particularly relevant to the churches today. James 1:2-4 goes as follows.

“My brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, 
consider it nothing but joy, because you know that the testing of your 
faith produces endurance; and let endurance have its full effect, so 
that you may be mature and complete, lacking in nothing” (James 1:2-
4, emphasis added)16 

Summarizing the passage, Kirk says, “you should be thankful for your 
persecution,” because your faith will be “stronger” and “more fulfilled” after 
the persecution [ca. 03:50]. In other words, in Kirk’s view, the experience of 

16　 The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha: New Revised Standard 
Version with Apocrypha (New York: Oxford University Press, 2010).
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persecution is so meaningful and healthy for the growth of Christian piety 
that it should be welcomed by all faithful evangelicals. Thus, contrary to 
the accused witches in seventeenth-century Salem who must have found 
their situation nothing but horrifying and hopeless, modern conservative 
evangelicals find joy in their persecution. Elsewhere in the dialogue, Kirk 
also says that the current situation will be either “the greatest stumbling 
block” or “the greatest blessing” for the American church [ca. 06:00]. A sense 
of hope, rather than despair, seems to be the dominant theme here; though 
the time for endurance may continue for a while, the faithful who survive it 
will be surely rewarded in the long run.

A similar sense of joy and hope appears in John MacArthur’s sermon, 
“The Kingdom of Light Amidst the Kingdom of Darkness,” too. Although 
the “kingdom of darkness,” or the anti-Christian American mainstream 
culture led by Joe Biden, is so powerful, MacArthur says, Christians should 
find solace or hope in the true king (God) and His kingdom. Drawing on a 
series of Old Testament passages that emphasize the sovereignty or kingship 
of God, such as Psalm 10:16, Psalm 45:6, Jeremiah 10:10, and Isaiah 33:22, 
MacArthur argues that God is the true king of all the earth, and that He will 
certainly come to save the righteous and to destroy the unrighteous in the 
future [ca. 30:50]. In other words, the current persecution is temporary in 
nature; Christians ought to stay hopeful even in the midst of the contempt by 
blasphemous unbelievers, because God will eventually solve all the problems 
for those who remain faithful to Him.

Like Charlie Kirk, MacArthur makes an analogy between persecuted 
Christians today and persecuted Christians in the early church. He says, 
Christians are “aliens” and “strangers” in the current United States; but as 1 
Peter in the New Testament teaches, Christians should always keep in mind 
that “You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for 
God’s own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him 
who has called you out of darkness into His marvelous light” (1 Peter 2:9). 
MacArthur continues, 

“Keep your behavior excellent, even when they slander you, even 
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when they persecute you. So I would suggest that this is what we do. 
And blessed are you when you are persecuted, for that’s evidence you 
are in the kingdom.” (emphasis added) [ca. 57:10]17

MacArthur’s message for his audience is clear; you – righteous Christians 
– may suffer unjust persecutions in current American culture and political 
structures; but you shall endure it and behave righteously as God’s chosen 
people, because after all, a persecution is a sign that God is blessing you 
and will reward you even more in the future. In MacArthur’s sermon, the 
persecution is thus transformed from something deplorable to something 
joyful.

Concluding �oughts

In this paper, by analyzing two videos uploaded within a few weeks after 
Joe Biden’s inauguration, I explored contemporary American evangelicals’ 
perceptions of the political and cultural environments surrounding them. On 
the one hand, Jack Hibbs, Charlie Kirk, and John MacArthur describe the 
situation in a negative manner. Feeling persecuted or canceled in their own 
country, they express anger and anxiety about the increasingly progressive 
political culture in the United States (Section 1). Nonetheless, all of the three 
evangelicals describe the situation in a surprisingly positive manner as well. 
As Kirk puts it, the persecution is a blessing from God, through which the 
faith of Christians will be in fact “stronger” and “more fulfilled.” Likewise, 
MacArthur exhorts believers to find solace in the current situation, because 
the persecution they are facing today is none other than a sign that they are 

17　 �e biblical passages alluded to here are: Matthew 5:10 (“Blessed are those who 
are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven”); 1 
Peter 2:19-21(“it is a credit to you if, being aware of God, you endure pain while 
su�ering unjustly. If you endure when you are beaten for doing wrong, what 
credit is that? But if you endure when you do right and su�er for it, you have 
God’s approval. For to this you have been called, because Christ also su�ered 
for you, leaving you an example, so that you should follow in his steps.”)
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chosen by God and will be further rewarded in the future. Thus, somewhat 
paradoxically, the sense of joy and hope is so pervasive in the two videos. 
Contrary to the Salem “witches” in 1692 who must have had nothing to 
feel happy about, there is something masochistic about the ways in which 
modern-day American evangelicals perceive the accusation or persecution 
against them (Section 2). 

What I pointed out in this paper – the evangelicals’ emphasis on joy and 
hope in particular – may explain part of the reason why American politics 
has been more and more polarized in recent years. In the case of the 1692 
Salem witch hunt, notwithstanding its complete brutality and horribleness, 
there was something surprisingly flexible about it, too. According to the 
historian Emerson Baker, many of the accused “witches” in Salem chose 
to confess (though they were often almost forced to do so) that they were 
witches, and in doing so, they could avoid an execution and get released 
from the jail. By Baker’s calculation, while almost all of the executed were 
people who had refused to make the confession, fifty-five of the accused 
(more than a third of the accused) made the confession and consequently 
escaped being executed.18 This shows, in my view, a surprisingly flexible 
and even tolerant dimension of the seventeen-century witch trials. Despite 
the fact that witches were by definition those who had had some sort of 
intercourse (whether sexual, baptismal, or else) with Satan, which seems to 
be something irrevocable in the eyes of modern-day people, they still had 
a chance to get back to the normal society as long as they were willing to 
admit what they probably did not believe from the bottom of their heart. By 
contrast, as I discussed in this paper, the “accused” or “persecuted” in the 
so-called “witch hunt” in the modern U.S. tend to feel joy and hope, which 
means that they are too comfortable with their marginalized status to seek 
reconciliation with the mainstream society, let alone forgiveness from it. 
And this masochistic mindset on the side of the accused seems to be one of 
the reasons why it is getting harder and harder to heal divisions in American 

18　 Emerson W. Baker, A Storm of Witchcraft: The Salem Witch Trials and the 
American Experience (New York: Oxford University Press, 2016), p. 155.
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society today.





〈論文〉

Some evidence for the origin
of the Ainu antipassive pre�x i-

Deokhyun Nam

1. Introduction

Ainu is a virtually extinct language with no known relatives which was 
formerly actively spoken by the traditionally hunter-fisher-gatherer people 
called Ainu primarily in Kurile (Chishima), Sakhalin (Karafuto), and 
Hokkaidō. The Ainu people nowadays mainly speak Japanese or Russian.

Detailed studies of Ainu began in the late 19th century. To date, nu-
merous descriptive studies have been published for Ainu, particularly with 
a view to documenting different dialects of the language and their oral liter-
ature rapidly dying out like many other languages in the world. In contrast, 
not many Ainu experts in Japan associated Ainu linguistics with other fields 
in linguistics like linguistic typology or syntactic theories, meaning that Ainu 
has much room for studies in such perspectives.

The present study focuses on Ainu antipassive constructions ( 逆受動態
構文 ) and aims to provide additional evidence for Bugaeva (2021)’s scenario 
about the origin of the antipassive function in Ainu. Some of the evidence is 
typologically-oriented, instantiating the association of Ainu linguistics with 
linguistic typology, a field of linguistics that aims to uncover and explain di-
versity and universals of human languages by empirical approach. The Ainu 
data in the present study are based on descriptive works and the Ainu sagas 
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called Yukar ( ユーカラ ).
The organization of the present paper is as follows. Section 2 introduces 

Ainu antipassive constructions. Section 3 provides an overview of historical 
scenarios previously proposed for the antipassive marker i-. Section 4 pres-
ents and discusses additional evidence for Bugaeva (2021)’s scenario. Section 
5 offers a conclusion. 

2. Ainu antipassive constructions

Ainu is characterized by properties including the following: SOV basic word 
order, postposition predominance, person-marking on the verb and noun, 
rich valency-changing system, and polysynthesis manifested by productive 
incorporation. As a part of its rich valency-changing system, Ainu has 
antipassive constructions marked by a verbal affix (i-) (Bugaeva 2004; 2021). 
In typological perspective, an antipassive construction is defined as “a 
derived detransitivized construction with a two-place predicate, related to 
a corresponding transitive construction whose predicate is the same lexical 
item” (Polinsky 2013). Consider the following examples cited in Bugaeva 
(2021):

(1)   a. orwa i-nu-as hike
then antip-hear-1pl.excl.s according

‘(We saw the flocks of birds.) Then from (what) we heard…’
(Kubodera 1977: 424, cited in Bugaeva 2021: 218)

b. tu-n ci-ne wa i-ku-as
two-people.clf 1pl.excl and antip-drink-1pl.excl.s
‘The two of us drank alcohol.’

(Tamura 1993[1979]: 6, cited in Bugaeva 2021: 219)

Both predicates in (a) and (b) were originally transitive (‘hear something’ 
and ‘drink something’ respectively), but are detransitivized and lack overt 
object expressions due to the antipassive marker i-. As Bugaeva (2021: 217) 



63〈論文〉 Some evidence for the origin of the Ainu antipassive prefix i-

mentions, the element i- appearing on the verb in this way was traditionally 
understood as an “indefinite object marker” (see references indicated in 
Bugaeva 2021: 217). Bugaeva (2004: 50-51; 2021) was the first author to 
justly point out that such constructions can be interpreted to be antipassive 
constructions in which i- functions as an antipassive marker.

Let us turn to the historical aspect. Due to the lack of records, it is dif-
ficult to directly know what the Ainu grammar was like before the late 19th 
century. For that reason, the origin of the antipassive prefix i-, which already 
appeared in the first Ainu grammar (Chamberlain & Batchelor 2015[1887]: 
120), can only be speculated, based on different scientific methods developed 
in historical linguistics and diachronic typology. Regarding the origin, a few 
scenarios have been proposed, and these will be discussed in § 3.

3. Known scenarios of the history of the antipassive i-

There are two scenarios previously proposed about the origin of the 
antipassive prefix i-, which I call “the 4th-person-to-antipassive scenario” 
and “the generic-to-antipassive scenario” respectively. 

3.1 The 4th-person-to-antipassive scenario  

Ainu has the bound person pronoun i-, homophonous with the antipas-
sive prefix i-. According to Bugaeva (2021), those two elements are distinct 
markers. The bound person pronoun i- is traditionally called a “fourth per-
son pronoun”1 ( 四人称代名詞 ) and has the following multiple functions: first 
person plural inclusive, second (sg/pl) person honorific, and logophoric (sg/
pl) (Bugaeva 2021: 219, 234). Below are examples cited in Bugaeva (2021: 
220):

1　 Matsumoto (2007) criticizes this term, claiming that it is Western Eurocentric. I 
will use it in the present study for the purpose of convenience.
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(2)   a.       húci topén pe i-e-re
grandmother be.sweet thing 4o-eat-caus
‘Grandmother let us (you and me (an him/her/them), 1pl.incl) 
eat sweets.’

 (Tamura 1984: 75, cited in Bugaeva 2021: 220)

b.   ku-i-e-pakasnu
1sg.a-4o-about.appl-teach.to
‘I’ll teach (it) to you (hon)’

(Tamura 1984: 33, cited in Bugaeva 2021: 220)

c.     somo i-rura yak-ka pirka pirka sekor hawean
neg 4o-carry if-even be.good be.good quot say.sg
‘(She) said, “It is really OK not to see me (log) off.”’

(Tamura 1988b: 18, cited in Bugaeva 2021: 220)

In historical terms, it is conceived by many authors that the antipassive 
prefix and the fourth person bound pronoun are historically related 
(Kindaichi 1993[1931]: 252; Tamura 2001[1970]: 220; 1971: 8; 1988a; 
Ikegami 2004[1983]; Shibatani 1990: 45-47; Bugaeva 2021). Many of them, 
including Kindaichi (1993[1931]: 252), Tamura (1988a), and Shibatani (1990: 
45-47), suggest that the fourth person bound pronoun i- was the source from 
which the antipassive prefix i- emerged. I will call this scenario “the 4th-
person-to-antipassive scenario”. 

3.2 The generic-to-antipassive scenario

Bugaeva (2021: 235-236) proposes the “scenario ‘generic element antipassive 
marker’”, which I rephrase as “the generic-to-antipassive scenario”, according 
to which the antipassive prefix developed through O-incorporation of a 
generic noun ‘thing, place, time’, rather than from the fourth person bound 
pronoun. As supports for her scenario, Bugaeva (2021: 235) mentions the 
fact that “antipassives in Ainu do not allow any overt expression of the 
object” and grammaticalizations changing a generic noun into an antipassive 
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marker are cross-linguistically attested, also mentioning the productivity of 
incorporation in Ainu.

4. Discussion: evidence for the generic-to-antipassive scenario

I consider that Buageva’s generic-to-antipassive scenario is more plausible 
than the 4th-person-to-antipassive scenario. However, although Bugaeva 
(2021: 235-236, 240) provides a couple of pieces of evidence for the scenario, 
there is still room for strengthening its validity. Particularly, I will provide 
Ainu-internal evidence from other parts of the Ainu grammar and Ainu-
external or typological evidence by observing other languages, as additional 
evidence. Also, although Bugaeva (2021: 235) considers that the antipassive 
i- originates in O-incorporation of the generic noun *i, I assume that the 
form was originally *hi or *ihi.

The discussion will be divided into two parts. In the first (§ 4.1), I will 
point out that it is much more reasonable to suppose the generic-to-antipas-
sive change than the 4th-person-to-antipassive change, based on differences 
in their functional mechanisms and cross-linguistic distributions. In the sec-
ond (§ 4.2), I will compare the antipassive prefix i- with other grammatical 
markers in Ainu and functionally similar elements in other languages from 
diachronic (or historical) perspectives.

4.1 The 4th-person-to-antipassive scenario vs. the generic-to-antipassive scenario

The 4th-person-to-antipassive scenario per se is not likely to be natural, 
due to the following facts. It is difficult to suppose a functional mechanism 
whereby a fourth person pronoun, that is, a pronoun with first person 
plural inclusive, second (sg/pl) person honorific, and logophoric (sg/pl) 
functions, is reinterpreted to be a generic noun or an antipassive marker. 
None of the proponents of this scenario, including Kindaichi (1993[1931]), 
Tamura (1988a), and Shibatani (1990), provides any concrete explanation. 
Bugaeva (2021: 237-239) argues that the antipassive prefix i- developed into 
the fourth person pronoun i-, by considering that the antipassive became 
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able to (indirectly) mention a speech act participant because of its patient-
defocusing function. However, it does not seem that the reverse (viz., a 
4th-person-to-antipassive change) would happen because of the patient-
defocusing function. As for typological distribution, I could not find any 
languages in which an antipassive marker actually arose from a first person 
plural inclusive, second (sg/pl) person honorific, or logophoric (sg/pl) 
pronoun.

In contrast to the difficulty with which to suppose a mechanism for the 
4th-person-to-antipassive scenario, it is easy to find an explanation for the 
generic-to-antipassive scenario. As Bugaeva (2021) suggests, this is O-in-
corporation, whereby the generic noun i occurs as a prefix on the verb as 
its object. It is known that a similar lexical O-incorporation is common in 
Ainu with the nouns such as he ‘head’ and ho ‘buttock’ (Tamura 2001[1973]; 
Bugaeva 2017b: 897-898), for example: henoye ‘to return (intr.)’, honoye ‘to 
lean (intr.)’ (< noye ‘to twist (tr.)’ (Tamura 2001[1973]: 421)). Typological 
data further support the plausibility of the generic-to-antipassive scenario. 
Sansó (2019: 408-409) discusses “antipassives from indefinite/generic ele-
ments in object position” as one of the recurrent patterns of how antipassive 
markers emerge in the world’s languages, with actual examples from Koasati, 
Bantawa, and Ixcatec (see Sansó (2019) for sources). Meanwhile, no equiv-
alents to the 4th-person-to-antipassive scenario are mentioned in Sansó 
(2019).

4.2 Comparison with other grammatical markers

Aside from the antipassive prefix i-, Ainu has two grammatical markers 
that are likely to come from the generic noun *hi: the nominalizing suffix 
-i and the construct suffix -hV~-V(hV). Each of these will be discussed in 
turn, and based on that, I will show that the original form of the antipassive 
i- is also likely hi, and how the generic-to-antipassive scenario is plausible. 
Then, it will be followed by cross-linguistic observation that is in favor of 
the scenario. Finally, it will be explained how, given that the generic-to-
antipassive scenario is correct, the antipassive prefix only occurs as i-, instead 
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of *hi-.

4.2.1 Comparison with the nominalizing suffix -i

4.2.1.1 Diachrony of the nominalizing suffix -i

Ainu has the nominalizing suffix -i with different allomorphs which is 
illustrated below (the suffix in question is in boldface):

(3)   a. ku-yee he sunke (Rayciska dialect (in Sakhalin))
1sg-say nmlz lie
‘What I said is a lie.’ (my English translation)

(Murasaki 1979: 95)

b. aokai utara te-wano kamui
1pl.incl pl here-from god
ewak-i a-ko-hekom-pa kusune
live-nmlz 1pl.incl-appl-return-pl will
‘We are about to leave this place for the god’s residence.’ (my 
English translation)

(“Kemka Karip”: 294, in Yukar Vol.4)

c. a-ki aine ainu tumam netopa       
pass-do thereupon human trunk body
kor-ihi a-ko-eramuan
have-nmlz 1sg-appl-understand
‘After all was done, I understood that he had a human’s trunk.’ (my 
English translation)

(“Poro Oina” (Variant 1): 261, in Yukar Vol.2)

d. réra ka isam hi ta    (Chitose dialect)
wind even nonexistent nmlz in
makanak-iki cikuni horak hum-i an
how tree fall_dwon sound-cstr be.sg
‘Why are there sounds of a tree falling down when there 
is no wind?’ (my English translation)

(Satō 2008: 176)
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Chiri (1974[1936]: 48), Kim (2000: 216), and Bugaeva (2021: 235) 
suggest that it is -i, not -hi, which is the main or basic variant of the 
nominalizing suffix. However, it would only be so in the synchronic sense. 
The historically original form of the nominalizing suffix is said to be the 
generic noun ihi ‘thing, place, time’ (Nakagawa: 1983) or hi ‘thing, place, 
time’ (Bugaeva 2011: 524; 2016: 100; 2017b: 889) (the form -ihi appears in 
(3c); also see Tamura (1971: 4-5)). A construction nominalized by -h(i) can 
be analyzed as a construction where the basic clause or verb functions as a 
modifier of the noun h(i) (Bugaeva 2016: 100; 2017a: 222). Evidently, that 
-hi or -ihi is the original form means that -i is a result of its sound change 
(erosion).

Therefore, as far as the nominalizing suffix is concerned, it is likely that 
the generic noun hi (or ihi) is the source element and the sound change from 
/hi/ to /i/ occurred. Then, the same can be applied to the antipassive prefix i- 
as well: if the generic noun hi can function as a common element of relative 
clauses, it probably can function as a verbal object as well2. Likewise, if hi (or 
ihi) phonologically changed to -i in the process of the grammaticalization 
of hi (or ihi) into the nominalizing suffix, the same is expected for the 
grammaticalization of hi (or ihi) into the antipassive prefix as well. 

4.2.1.2 Cross-linguistic parallels

The assumption that the antipassive prefix i- and the nominalizing suffix -i 
developed from a common generic noun is also supported by the following 
cross-linguistic observation.   

According to Lipkind (1945: 16-17), Winnebago, a Siouan language 
spoken in Midwestern United States, has homophonous intransitivizing and 
nominalizing prefixes wa- and wa-, each illustrated below:

2　 Furthermore, Chiri (1956a: 34; 1956b: 262) shows instances in which it 
functions as a subject or a possessor. For even further extended usage, see 
Bugaeva (2021: 220-224).



69〈論文〉 Some evidence for the origin of the Ainu antipassive prefix i-

(4)  Winnebago intransitivization by wa- 
ruc’ ‘to eat (tr.)’ > warúc’ ‘to eat (intr.)’ 
e ‘to say (tr.)’ > we ‘to say (intr.)’

(Lipkind 1945: 17)

(5)  Winnebago nominalization by wa-
gáȟ ‘to plan’ > wagáȟ ‘paper’
têȟ ‘to urinate’ > watếȟ ‘bladder’

(Lipkind 1945: 17)

Lipkind (1945: 17) mentions that the nominalizing wa- “probably means 
‘something’ or ‘thing’”. Then, it is possible to consider that wa- is like 
the Ainu generic noun hi and developed the nominalizing function in a 
similar way. I also suppose that intransitivization by wa- may be regarded 
as antipassivization from their obvious functional overlap3 (as Polinsky 
(2013) indicates, the term “antipassive” was coined by Silverstein (1972), 
later than Lipkind (1945)). Therefore, the Winnebago case probably shows 
developments of an antipassive marker and a nominalizer from a common 
generic noun. Also, Winnebago shares a lot of typological properties with 
Ainu, including: SOV basic word order, postposition predominance, person-
marking prefixes on the verb and noun, and presence of applicative prefixes 
(based on Lipkind (1945)). This fact seems to make it easier for similar 
grammaticalization patterns to take place between the two languages, 
because, according to Narrog (2017: 172), “synchronic language structures 
may constrain and guide some aspects of grammaticalization”, suggesting 
that languages with similar structures are likely to undergo similar 
grammaticalizations.

Likewise, in Bantawa, a Sino-Tibetan language spoken in Eastern Nepal, 
the morpheme kha can function as, among others, an antipassive prefix, a 
purposive nominalizing suffix or a noun suffix ‘place’ (Doornenbal 2009). 

3　 “Intransitivization” does not equal to “antipassivization” in that the former also 
can refer to other phenomena, for example, passivization.
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Doornenbal (2009: 335) suggests relationships among the functions of 
kha. I suppose that the antipassive and nominalizing functions stem from 
the generic noun ‘place’. Bantawa, like Ainu, has SOV basic word order, 
postposition predominance, and person-marking prefixes on the verb and 
noun (based on Doornenbal (2009)). Besides, it also coheres with Ainu 
in that the antipassive marker is prefixal and the nominalizer is suffixal. 
Therefore, the Bantawa case also makes it plausible that the Ainu generic 
noun underwent a similar grammaticalization.

Finally, Japanese, a Japanese-Ryukyuan language spoken in Japan, is 
another language to exhibit a similar parallel4. It has a number of lexicalized 
verbs in which the noun mono ‘thing, object’5 occupies the initial position. In 
some of such cases, mono functions as the verb’s object, with intransitivizing 
functions, like in: mono-iu ‘say something’ (< iu ‘to say’), mono-omō ‘be anx-
ious’ (< omō ‘to think’). There are also cases in which the whole construction 
is nominalized, like: mono-shiri ‘knowledgeable person’ (< shiru ‘to know’), 
mono-uri ‘peddler’ (< uru ‘to sell’). Another way to combine mono with a 
verb is to attach mono to the end of a verbal element so that it looks like a 
kind of nominalizer (e.g., tabe-mono ‘food, lit. object to eat’, ki-mono ‘clothes, 
lit. object to put on’), like the Ainu case discussed in § 4.2.1.1. Therefore, 
the Japanese case instantiates developments of a prefixal antipassive-like el-
ement and a suffixal nominalizer from a common generic noun. Japanese 
shares relatively few properties with Ainu, including: SOV basic word order 
and postposition predominance. However, it is not impossible that historical 
contact relationship between the two languages has something to do with the 
supposed parallel (cf., “Contact-induced Grammaticalization” discussed by 
Heine & Kuteva 2003; 2005; 2011).

4　 �e Japanese information is from my personal knowledge.
5　 I thank Hwie Her (my cousin) for suggesting the word ʻobjectʼ as another 

possible translation than ʻthingʼ.



71〈論文〉 Some evidence for the origin of the Ainu antipassive prefix i-

4.2.2 Comparison with the construct suffix -hV~-V(hV)
4.2.2.1 Diachrony of the construct suffix -hV~-V(hV)

Ainu nouns have construct forms6, marked by the construct suffix -hV~-
V(hV). They are noun forms signaling that the referent of the noun is 
possessed by somebody or something (cf., Creissels 2009; 2018). Consider 
the following examples (the suffix in question is in boldface):
  
(6)  a. nan nupek-i ko-maknatara

face light-cstr appl-clear
‘The face’s light shines.’ (my English translation)

(“Kemka Karip”: 202, in Yukar Vol.4)

b. kamuy kam-u ku-e rusuy na (Ishikari dialect)
bear meat-cstr 1sg-eat want exclma
‘I want to eat the bear’s meat.’ (my English translation)

(Asai 1970: 776)

c. nea sapa-ha tumam-aha ebittano berke horak wa,
that head-cstr trunk-cstr wholly split break and

‘His head and trunk completely break apart and…’ (my English 
translation)

(“Kamuikarsapa Kamuikartumam”: 423, in Yukar Vol.3)

d. tara hekaci sik-ihi (Sakhalin dialect)
that boy eye-cstr
‘that boy’s eyes’ (my English translation)

(Tamura 1988: 33)

6　 This is a term Creissels (2009; 2018) proposed to use for cross-linguistic 
comparison of this grammatical category. In Ainu linguistics, the forms are 
known as “concrete forms”, “possessive forms”, “belonging forms”, or “a�liative 
forms”.
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With regard to the allomorphs, according to Nakagawa (1983) and Nam 
(2020), -ihi is historically the original form, so that the construct suffix -hV~-
V(hV) dates back to the generic noun *ihi ’thing, place, time’7. Nam (2020) 
further proposes a concrete developmental model for how the generic noun 
*ihi grammaticalized into the construct suffix, underpinning this generic-to-
construct scenario. Tamura (1988a: 34), although she does not discuss what 
the construct suffix ultimately comes from, argues that the short allomorphs 
represented as -V developed through erosion of the long allomorphs 
represented as -VhV, meaning that the latter is the older forms. This is also 
compatible with the generic-to-construct scenario.

Now, the following can be said. If it is true that the origin of the 
construct suffix is the generic noun ihi (Nakagawa 1983; Nam 2020) or hi, 
and -i is a result of the sound change it underwent (Nakagawa 1983; Tamura 
1988a: 34; Nam 2020), the same can be expected for the antipassive prefix i- 
as well. 

4.2.2.2 Cross-linguistic parallel

Construct-marking construction is not a cross-linguistically common 
category (Creissels 2009: 74; 2018: 3-4; Haspelmath 2019: 105), so that 
it is not easy to find languages to exhibit similar situations of antipassive 
constructions and construct-marking constructions to the Ainu one. I will 
only briefly discuss a relevant case.

Apalai, a Carib language spoken in Northern Brazil, has homophonous 
nominalizing and construct suffixes (-ry and -ry) (Koehn & Koehn 1986: 85-
86, 89-95)8, like Ainu. Moreover, Apalai has the noun kyry which can mean 
‘thing’ (Koehn & Koehn 1986: 85), and to me, it seems to have historical 
relationship with the two grammatical suffixes. Although it is unknown to 
me whether the same form also can function as an antipassive marker or not, 
the Apalai case seems to show how a generic noun can grammaticalize into 

7　 It will be hi instead if, as Refsing (1986: 85) suggests, the initial i is “a supporting 
vowel”.

8　 Koehn & Koehn (1986) call the construct su�xes “possession su�xes”.
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different grammatical markers.

4.2.3 Why does the antipassive prefix only occur as i-?

The total loss of the preceding h in the antipassive prefix i- may be due to the 
length of the history of its incorporation to verbs. Additionally, the following 
explanation is also possible. As Chiri (1974[1936]: 48), Satō (2008: 175), and 
Bugaeva (2021: 235) mention, as a rule, the nominalizing suffix -(h)i has h 
when preceded by a vowel and lacks it when preceded by a consonant. Then, 
the following could be the case: the initial h (or ih) became unable to occur 
for the antipassive prefix i- as a result of the frequency with which it was 
word-initial and was not preceded by a vowel (within the same word), as the 
initial h of the nominalizing suffix -(h)i generally does not occur when it is 
not preceded by a vowel.

Finally, also note that the total loss of a preceding h is assumed to have 
actually happened for the applicative prefix o- (Bugaeva 2010: 782, 784) and 
e- and o- in phrases like e-kim-ne (head-mountain-be) ‘to the mountain’ or 
o-kim-ne (buttock-mountain-be) ‘from the mountain’ (Tamura 2001[1973]: 
421-423), which are prefixal as well as the antipassive i-.

5. Conclusion

In basic agreement with Bugaeva (2021)’s scenario, this study showed that 
the following evidence supports the assumption that the Ainu antipassive 
prefix i- originates from the generic noun (i)hi ‘thing, place, time’ through 
O-incorporation:

(a) The generic-to-antipassive change is contrastive to the 4th-person-
to-antipassive change in that it is functionally explicable and is attested 
in some other languages.

(b) The Ainu nominalizing suffix and construct suffix originate from 
the generic noun (i)hi ‘thing, place, time’, and the sound change from (i)
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hi to -i occurred for both grammaticalization processes. 

(c) Cross-linguistic observation says that an antipassive marker can 
develop together with a nominalizer from a common generic noun in 
languages which are structurally similar to or geographically close to 
Ainu.

(d) There are possible explanations for how (i)hi phonologically 
changed to i- when or after it became the antipassive prefix.
  
Bugaeva’s introducing the term “antipassive” into Ainu studies seems 

to have been the start of typological approach to the non-pronominal prefix 
i-. The typological approach made it possible to compare Ainu antipassive 
constructions with constructions in other languages which are antipassive 
constructions under the common definition. Part of the findings I presented 
in this paper was gained in that way. I hope that this paper could show 
how studies of an individual language may benefit from another field of 
linguistics. 

Abbreviations

1-first person 4-fourth person a-transitive subject antip-antipassive appl-
applicative caus-causative clf-classifier cstr-construct marker excl-
exclusive exclam-exclamative hon-honorific incl-inclusive intr-intransitive 
log-logophoric neg-negative nmlz-nominalizer o-object pass-passive pl-
plural quot-quotative s-intransitive subject sg-singular tr-transitive V-vowel

Yukar Texts

Kannari Matsu 金成 まつ (original texts) & Kindaichi Kyōsuke 金田一 京助 
(Japanese translation and notes) (1961), Ainu Jojishi Yūkara Shū 《ア イ
ヌ 叙 事 詩 ユ ー カ ラ 集 》 [Collection of Yukar, Ainu Sagas] Vol.2. Tōkyō: 
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Sanseidō 三省堂 .
Kannari Matsu 金成 まつ (original texts) & Kindaichi Kyōsuke 金田一 京助 

(Japanese translation and notes) (1963), Ainu Jojishi Yūkara Shū 《ア イ
ヌ 叙 事 詩 ユ ー カ ラ 集 》 [Collection of Yukar, Ainu Sagas] Vol.3. Tōkyō: 
Sanseidō 三省堂 .

Kannari Matsu 金成 まつ (original texts) & Kindaichi Kyōsuke 金田一 京助 
(Japanese translation and notes) (1964), Ainu Jojishi Yūkara Shū 《ア イ
ヌ 叙 事 詩 ユ ー カ ラ 集 》 [Collection of Yukar, Ainu Sagas] Vol.4. Tōkyō: 
Sanseidō 三省堂 .
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〈論文〉

Is �ere Gender Di�erence
in Work Value Orientation?

Motohiko ARA

Abstract

Do work values differ by gender? Some survey results indicate that 
women have more intrinsic work values than men’s counterparts. This 
paper sought to find out whether or not Japanese women had more 
intrinsic work values. As the result of cross-tabulation and multiple 
regression analysis, I concluded that it was not gender that came into 
play directly, but employment form. Because women are typically in 
irregular employment, whilst men are in regular employment, they 
cannot expect extrinsic rewards such as higher income or promotion 
and thus seek more intrinsic work values than men. Similarly, less 
education might lead one to more intrinsic job preference orientation. 

Introduction

Work values vary from age to age, and from society to society, depending on 
one’s social attributions and social conditions. Do its orientations also differ 
by gender? If so, how can we explain the difference? The Survey of Japanese 
Values Orientations conducted by NHK Broadcasting Research Institute 
every 5 year since 1973, reported that women sought more intrinsic work 
values than men (NHK Broadcasting Research Institute 2015). In this paper, 
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I argue that it is because female workers are more likely to work as atypical 
employees who would have more intrinsic values than male workers are, 
rather than attributing the value difference to the sex, like essentialists would 
do.    

In sociology related to labour, study of work value is considered 
important because it is in-between social structures such as employment 
policies and work environments, and people’s psychological aspects (Tanabiki 
and Miyata 2015). Workers seek values in their work environment and 
outcomes, and make choices to obtain what they value. For employers 
and administrators, it is also important to know what people’s work value 
orientations are in order to implement effective work environments and 
policies to motivate people. As such, the purpose of this study is to explain 
women’s work values from a sociological viewpoint. This is important in 
addition to the general importance I have just introduced, because firstly 
attributing the work value difference to gender does not explain anything 
given that gender itself is socially constructed (West and Zimmerman 1987), 
secondly an unexplained gender difference might reinforce and reproduce 
gender stereotypes, such as women are emotional and men are rational. 

In the following, I will seek to figure out whether or not females really 
have more intrinsic job preference orientation than males in Japan. If they 
do, why do they seek more intrinsic work values than men? Sociologists 
would say it is not because they are women, but because of social conditions 
they are in. There must be some proxy that makes it seem women have more 
intrinsic job preference orientation than men. In the rest of this paper, I 
will firstly review previous studies, secondly present my hypothesis, then 
introduce the data and methodology employed in the current paper and 
present the results of analysis, lastly interpret the results. 

Previous Studies

Work values are defined as ‘beliefs pertaining to desirable end-states (e.g., 
high pay) or behaviour (e.g., working with people)’ according to Ros 
et al. (1999:54). People evaluate their work conditions such as pay and 
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environment at the workplace, and choose a job based on their work values 
(Ros et al. 1999). Ross et al. (1999) argue that work values pertain to general 
individual values. Work values are generally thought to be composed of 
two factors. One is intrinsic work values; another is extrinsic work values 
(Johnson et al. 2007). The former includes, but is not limited to being able 
to use special ability or knowledge, being relied on, and having autonomy 
in one’s job. The latter is, for example, wage, job prestige, and employment 
stability. 

Work value orientations shift. Inglehart argues that people’s values 
change from materialist values to postmaterialist values along with 
economic growth and development of the welfare state (Inglehart 1977, 
1990). This is applicable to work value change too (Miyata and Tanabiki 
2016). Theoretically, the wealthier a society is, the more intrinsic work values 
people seek (scarcity hypothesis), and people who grow up in a wealthy 
period would seek more intrinsic work values than those who grow up in 
an impoverished period (socialisation hypothesis). Goldthorpe et al. found 
that blue-collar workers who were more affluent than before had a different 
work value from white-collar workers in the UK (Goldthorpe et al 1968a, 
1968b, 1969). According to them, the blue-collar workers considered their 
work merely as a way to live by earning a wage (extrinsic rewards), whilst 
the white-collar workers primarily viewed it as contributions to society and 
organizations they belonged to in exchange for a salary. Many studies on 
work values and its shift have been carried out in Japan too. For instance, 
recent ones include Tanabiki (2017a) and Miyata and Tanabiki (2015). 
Miyata and Tanabiki (2015) found that people who benefited from Japan’s 
high economic growth in 1955-1972 tended to seek intrinsic work values 
rather than extrinsic ones, whilst extrinsic job preference orientation rose 
amongst young generations after Japan’s bubble economy collapsed in 
the 1990s. Tanabiki (2017a) argues that most general work values used 
to be intrinsic work values that emphasised on the importance of having 
colleagues and specialty, but since Japan entered recession and employment 
stability collapsed in the 2000s, it has turned into more extrinsic ones that 
put more importance on external rewards like income and job security.
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Focusing on contemporary work values, rather than its dynamics, 
many studies about how individuals’ work value orientations are formulated 
have been carried out. Gallie (2007) found that longer years of education, 
work environment where the high quality of both private and work lives are 
guaranteed, positively affected the intrinsic work values. Gesthuizen and 
Verbakel (2011) addressed both individual and national level determinants 
of work values. They concluded that at the individual level, higher 
educational attainment, a high income, working in managerial and highly 
professional jobs, and having autonomy in one’s job had significant effects 
on intrinsic job preference orientation. At the national level, high human 
capital investment, a high quality of labour market are associated with lower 
levels of extrinsic work values, and socio-economic features that reduce the 
risk of economic deprivation are positively associated with having intrinsic 
work values. In Japan, Yoneta (2008) confirmed the trend found in other 
countries that a higher social stratification is related to more intrinsic job 
preference orientation. In terms of educational attainment, university degree 
holders tend to seek special skills more than non-university degree holders 
(Miyata and Tanabiki 2015), and the former is less likely to put importance 
on colleges than the latter (Tanabiki 2017b). 

However, there are some recent studies that are inconsistent with the 
previous findings above. Yoneta (2011) found that intrinsic work values had 
risen amongst the people in low social stratification. He interprets this result 
as that people in lower social stratifications cannot expect extrinsic rewards, 
so they instead seek a sort of intrinsic work values, meaningfulness (Yoneta 
2011). In fact, male workers in atypical (irregular) employment compared 
with male workers in typical (regular) employment, and female workers 
compared with male’s counterparts show more intrinsic job preference 
orientation (NHK Broadcasting Culture Research Institute 2015). In Japan, 
male atypical employees earned about 68.5% of what male workers in typical 
employment earned and female workers earned 74.3% of what male workers 
in 2020 earned (Ministry of Health, Labour and Welfare 2021). 

Another example is that female workers show more intrinsic work 
value orientations than men (NHK Broadcasting Culture Research Institute 
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2015), but the gender difference is inconsistent in previous studies. Morinaga 
(1995) studied Japanese national university students in their 1st and 2nd 
year and found that female students showed higher scores in most of both 
intrinsic and extrinsic values, than male students. Ismael and Richard (1997) 
argue that, at an Israeli university, amongst the single students there were no 
gender differences in work values, but amongst the married students there 
were some. They concluded that although some gender differences in work 
values were seen according to specialisation of studies, overall, no consistent 
gender difference pattern was found (Ismael & Richard 1997). In the 9th 
Survey on Japanese Value Orientations by the NHK Broadcasting Culture 
Research Institute (2015) found that more women (48%) emphasised on 
enjoying working with one’s colleagues as an ideal job condition than men 
(36%). In addition, amongst regular employees, slightly more women (35%) 
than men (31%) answered ‘a job that requires specialist knowledge and skills’ 
to the same question. On the other hand, Tanabiki (2017a) argues that the 
women have emphasised on enjoying working with one’s colleagues more 
than men at least since 1973, but there has been no gender difference in 
putting the importance on being required specialist knowledge and skills 
over the time. He also found that people in their 20s and 30s chose colleagues 
as a condition of an ideal job, and specialist and managerial workers think 
special skills are important more than salespersons and business owners do 
(Tanabiki 2017b). 

Studies of gender difference in work value orientations are insufficient. 
Firstly, many of them are limited in data and, thus, are likely to have biased 
results. Morinaga (1995) only studied university students, who had not 
started their careers yet. The findings are hardly applicable to people who 
do not have a university degree, and who already work, because work values 
should be intertwined with actual work experiences. The same criticisms 
can be applied to Ismael & Richard (1997), which surveyed only university 
students. Secondly, causal relationships between gender and work values 
orientations have not been examined. Yet, presenting gender differences 
would mislead people. The results of NHK Broadcasting Culture Research 
Institute (2015) only presented the percentages of women and men who 
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answered questions regarding job preference orientations. Presenting only 
such a superficial result might bring a simplistic understanding that women, 
as sex, are more intrinsic job preference oriented than men. This might 
also reinforce gender stereotypes, men are the breadwinners because they 
have less intrinsic job preference orientation and can sacrifice themselves 
for family at work, and women’s work is still supplementary because they 
prioritise intrinsic work values to extrinsic ones such as salary. 

Hypothesis

Given the shortcomings and lack of previous research on gender difference 
in work values, it is meaningful to examine it and elaborate an explanation 
on it. Applying Yoneta’s (2011) logic, I hypothesise that because females’ 
social status is lower than that of males in Japan, they have more intrinsic job 
preference orientation than male counterparts. For example, the percentage 
of females in managerial positions was merely 13.2% in 2017, 40.2% of 
female workers were in typical employment whereas 63.2% of mele workers 
were so (Ministry of Internal Affairs and Communications 2021), and the 
ratio of females’ income in typical employment to the comparable value of 
men (=100) was 74.3 (Gender Equality Bureau Cabinet Office 2021). With 
regard to education, the percentage of men who go to university has always 
exceeded the analogous value of women, and it is only the past ten years that 
the difference is relatively small. For instance, men’s percentage was 34.2%, 
41.9%, 52.1%, 55.6% and women’s was 12.5%, 24.6%, 38.5%, 48.2% in 1986, 
1996, 2006 and 2016 respectively (e-Stat Portal Site of Official Statistics of 
Japan 2021). In this paper, I use employment forms as an index for one’s 
social status. Thus, I specifically hypothesise that women have more intrinsic 
work values than men because they are usually in atypical employment 
whilst most men are in typical employment. Although women seem to 
have more intrinsic values on the surface, the effect of being women on the 
intrinsic work values should disappear if employment forms are considered. 

Following the previous studies, I also expect positive effects of 
educational attainment (Gallie 2007, Gesthuizen and Verbakel 2011, Miyata 
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and Tanabiki 2015), income (Gesthuizen and Verbakel 2011), and marital 
status (Ismael and Richard 1997) on the intrinsic work values. In addition, 
I consider gender role attitude and human relationships at work. This is 
because the former reflects one’s general values which might pertain to 
one’s work values (Ros et al. 1999) and the latter might encourage people to 
appreciate such intrinsic value. I expect both liberal gender role attitudes and 
a better human relationship at work to have positive effects on intrinsic work 
values.

Data and Methodology

In the present paper, I use the ‘Survey about locality and publicity in 
Sapporo’. The survey was conducted as a part of the class ‘Quantitative 
research plan/ seminar’, and ‘Social survey seminar (2nd semester)’ at the 
Faculty of Social Information at Sapporo Gakuin University in 2017. The 
details of the survey are summarised in Table 1. In the following analysis, the 
sample size is 218 of which 132 are females and 86 are males.

Table 1. Summary of the ‘Survey about locality and publicity in Sapporo’.

Survey method : Mail survey

Subject :  Randomly selected 589 voters in Sapporo 
city Toyohira Ward

Sampling method : One-stage systematic random sampling

Pre survey letters sent : 600 (11 of them did not find the address)

Date of sending the survey : 2017. Dec. 12

Survey letters sent : 589

Responses : 218

Response rate : 37.0%
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Table 2. Descriptive findings about the dependent variable (I prefer a job that is 
meaningful rather than a job that has a good wage and welfare).

Frequency Valid %

Number of valid responses I agree 53 24.7

I slightly agree 106 49.3

I slightly disagree 46 21.4

I disagree 10 4.7

Sum 215 100.0

Average 2.94

Standard Error 0.804

In the analysis, I ran a multiple regression. The dependent variable in 
the analysis is the degree of intrinsic work values. I use the answers to the 
question ‘Q26 Do you agree or disagree with the statements about work 
and private life below?’...‘c. I prefer a job that is meaningful rather than a 
job that has a good wage and welfare’. Respondents were asked to choose 
from ‘4. I agree’, ‘3. I slightly agree’, ‘2. I slightly disagree’, ‘1. I disagree’. Table 
2 illustrates the descriptive finding about the dependent variable. When I 
cross-tabulated, I combined ‘4. I agree’ and ‘3. I slightly agree’ into ‘I agree’, 
and ‘2. I slightly disagree’ and ‘1. I disagree’ into ‘I disagree’.

The independent  var iables  are,  female  dummy (female=1, 
male=0), atypical employment dummy (atypical employment=1, typical 
employment=0), age, academic qualifications (secondary school, high 
school, 2-year college or above), yearly household income (0. Zero, 1. 
under 1,000,000 yen, 2. above 1,000,000 and under 2,000,000 yen, 3. above 
2,000,000 and under 4,000,000 yen, 4. above 4,000,000 and under 6,000,000 
yen, 5. above 6,000,000 and under 8,000,000 yen, 6. above 8,000,000 and 
under 10,000,000 yen, 7. above 10,000,000 and under 12,000,000 yen, 8. 
above 12,000,000 yen, 9. I don’t know), gender role attitude, trust relationship 
with one’s boss, married dummy. In the analysis, respondents who answered 
that their income was ‘9. I don’t know’ were excluded. Gender role attitude 
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was measured by the answer to the question ‘Men should work outside home 
and women should take care of home’: ‘4. I agree’, ‘3. I slightly agree’, ‘2. I 
slightly disagree’, ‘1. I disagree’. Trust relationship with one’s boss was added 
to measure human relationship at the workplace and was measured by the 
answer to the question ‘Do you feel like you have built a trust relationship 
with your boss?’: ‘5. I feel like so’, ‘4. I slightly feel like so’, ‘3. I am not sure’, ‘2. 
I slightly don’t feel like so’, ‘1. I don’t feel like so’.

Results

I first cross-tabulated the degree of intrinsic work values and gender, adding 
a layer of employment statuses (Table 3). As a result, only the row of atypical 
employment was significant in the two-tail test (p<0.05). This indicates 
that women seek intrinsic reward more than men when they are in atypical 
employment. Regardless of employment statuses (in the sum row), women 
and men did not show much difference, though the significance level was 
10.3% in the one-tail test. We may infer that employment statuses play a 
bigger role in determining the degree of intrinsic work values than gender. 
Therefore, I shall run a multiple regression to find out how much each 
independent variable explains the degree of intrinsic work values.  

Table 4 shows the result of the multiple regression analysis. All the 
models presented were significant at 5% level. Model 1 indicates that being 
a female affects having intrinsic work values (p<0.05), but both its effect and 
reliability decreases as atypical employment is taken into consideration in 
model 2. Here, the atypical employment dummy is significant at 5% level and 
has a greater effect on the degree of intrinsic work values than the female 
dummy which is significant at 10% level.     

Model 3 suggests that being female is still significant (p<0.05) and 
educational attainment has a negative effect (p<0.1) on the intrinsic work 
values. There was no influence of age. It is interesting that the higher one’s 
educational attainment is the lower the said individual’s intrinsic work values 
are, because this is against what literature says.
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Table 3. Intrinsic work values by employment statuses and gender.

Employment status Intrinsic work values
Sum

I agree I disagree

Unemployed

Male
Frequency 5 17 22

Gender % 22.70% 77.30% 100.0%

Female
Frequency 18 44 62

Gender % 29.00% 71.00% 100.0%

Typical
employment

Male
Frequency 15 26 41

Gender % 36.60% 63.40% 100.0%

Female
Frequency 7 18 25

Gender % 28.00% 72.00% 100.0%

Atypical
employment**

Male
Frequency 4 8 12

Gender % 33.30% 66.70% 100.0%

Female
Frequency 2 30 32

Gender % 6.30% 93.80% 100.0%

Sum

Male
Frequency 24 51 75

Gender % 32.00% 68.00% 100.0%

Female
Frequency 27 92 119

Gender % 22.70% 77.30% 100.0%

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

In model 4, atypical employment and household income were considered in 
addition to what we had in model 3. It turned out that the female dummy 
lost its significance again, but instead the atypical employment dummy 
(p<0.1) and the academic attainment (p<0.1) were significant in the same 
way as the previous models. I was not able to detect any effect of either age 
and household income.

Lastly, I tested all the independent variables in model 5. As a result, 
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the atypical employment dummy had the greatest significance at 5% level 
and the greatest coefficient (r=0.223). The gender role attitude, the trust 
relationship with one’s boss indicate a negative effect on the intrinsic 
work values at 10% level. The married dummy also positively affects the 
dependent variable. However, all the other independent variables including 
the academic attainment which is significant in the previous models are not 
statistically reliable anymore. 

Table 4. Multiple regression analysis: Intrinsic work values.

　 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5

Constant 2.765 2.757 3.046 3.060 3.621

Female dummy 0.176** 0.130* 0.153** 0.085 0.113

Atypical employment
dummy 0.142** 0.147* 0.223**

Age 0.042 0.096 0.146

Educational attainment -0.121* -0.132* -0.051

Household income -.038 -0.143

Gender role attitude -0.193*

Trust relationship with
one’s boss -0.187*

Married dummy 0.192*

Adjusted R squared 0.027 0.032 0.034 0.043 0.124

N 215 194 212 175 93

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

Discussion

From the statistical analysis in the previous section, we can say five things. 
Firstly and most importantly, my hypothesis that women have more intrinsic 
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work values than men because they are in atypical employment, has been 
supported. Atypical employment status mediates being a female and affects 
the formulation of the intrinsic work values, as shown both in the cross-
tabulation and the multiple regression analysis. Yoneta (2011) argues that 
intrinsic job preference orientation has been rising amongst the people in 
lower social stratifications, because they cannot expect extrinsic rewards 
in their job. Likewise, women have more intrinsic work values than men 
because more of them are in atypical employment than men and cannot 
expect higher income or promotion.   

Secondly, educational attainment and yearly household income, which 
are suggested to have a positive effect on intrinsic work values in previous 
studies, do not affect one’s intrinsic job preference orientation directly. 
Perhaps yearly household income is mediated by the atypical employment 
dummy too. Educational attainment shows a negative effect in all the 
models. This is against previous studies, but we may apply Yoneta’s (2011) 
interpretation again that people with less education have more intrinsic 
work values than men because more of them are in atypical employment 
than men and cannot expect higher income or promotion. How educational 
attainment loses its significance is not detectable from the models presented. 

Thirdly, gender role attitude negatively affects the intrinsic work 
values, though it is at 10% significance level. The more liberal one’s gender 
role attitude is, the more likely the said individual has more intrinsic job 
preference orientation. It is not because young people who are materially 
satisfied and thus have more intrinsic values (scarcity hypothesis or 
socialisation hypothesis) have a more liberal gender role attitude, as age 
is considered in the analysis. Then, a possible interpretation is a direct 
relationship between the value regarding gender norm and work values. 
People who have more liberal ideology in terms of gender may have more 
liberal and progressive work values too, that is intrinsic job preference 
orientation.

Fourthly, the trust relationship with one’s boss is significant in the 
opposite direction to what I expected. The result suggests that the more 
trustable relationship one has built with his or her boss, the less intrinsic 
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values the said individual seeks in a job. This is hard to interpret. 
Lastly, being married encourages people to have more intrinsic job 

preference orientation. Self-selection bias (Becker 1981, Nakosteen and 
Zimmer 1987, Keeley 1997), that only couples with higher income would 
marry and thus they are already materially satisfied, is not applicable here 
because the yearly household income is controlled in model 5. Married 
people perhaps have a stronger sense of belonging to the society as they 
have formulated a family, in turn, they may seek contributions to the society 
through their job. 

Shortcomings of the current research are that, firstly it was limited in 
data. Intrinsic work values should have been composed of several factors 
and one needs to be careful to apply the findings to the whole population 
in Japan. Secondly, it was not able to explain how and why the effect of 
educational attainment diminishes in model 5. Thirdly, it was unable to 
introduce a reasonable interpretation of the negative effect of the trust 
relationship with one’s boss on intrinsic work values. 

Conclusion

In conclusion, the present paper sought to find out whether or not Japanese 
women had more intrinsic work values. As the result of cross-tabulation and 
multiple regression analysis, I concluded that it was not gender that came 
into play directly, but employment form. Because women are typically in 
irregular employment, whilst men are in regular employment, they cannot 
expect extrinsic rewards such as higher income or promotion and thus seek 
more intrinsic work values than men. Similarly, less education might lead 
one to more intrinsic job preference orientation. 

Some parts can be improved in further studies. Due to the data 
restriction, validity of the dependent variable was not high. Also, I was not 
able to give a clear explanation about how educational attainment and trust 
relationship with one’s boss affected the intrinsic work values. 
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〈論文〉

ベネターの基本的非対称性における非存在の検討

榊原 清玄

〔要旨〕
基本的非対称性においてシナリオ B は感性的主体 X が存在しないケースとされて

いるが、X が存在していたとしても苦がない状況は想定できる。そこで、なぜベネター
はシナリオ B を非存在にしているのかを検討することが目的である。これによって
ベネターの強い反生殖主義 1 に肉薄することができる。その過程で、基本的非対称性
における様々な事項を整理している 2。

≪目次≫
1. 快苦の性質に関する注記
2. ベネターの反生殖主義

2.1 ベネターの基本的非対称性
2.2 存在しないことの様態
2.3 基本的非対称性に関して確認しておくべきこと

3. 非存在の無関係性？
4. 結論

1　 強い反生殖主義とは、いついかなる場合でも生殖は正当化できるものではないという立場
である。弱い反生殖主義は生殖が正当化される場合があることを認める。

2　 本稿では反出生主義という言葉は使用しない。なぜなら、「出生」という語は多義的である
ため、混乱を引き起こしやすいからである。Cf. 榊原 (2021b). 「出生」という言葉の分析は
中川 (2020) を参照せよ。
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( 時間がない人のために )
本題は 3 節なので、ある程度ベネターの議論を知っている場合はそこだけを読めば

良い。

( 本当に時間がない人のために : 要約 )
ベネターは基本的非対称性によって、ある感性的主体 X が存在しないシナリオ B

が望ましいと結論する。生命には必ず苦しみが伴いそれは悪いことであるが、非存在
による快の不在は悪くないからだ。しかし、シナリオ A においては、存在していた
としても苦しみを除去する方法があり、シナリオ A においても苦を不在とすること
ができる。シナリオ B が好ましいとしても、なぜ非存在のケースにするべきかをベ
ネターは明示的に論証していない。

1. 快苦の性質に関する注記

ベネターは、自身の反生殖主義を擁護するためにいわゆる基本的非対称性を提示し
ている 3。これは存在と非存在が経験する利益 (interest) と害 (harm)4 に対する非対称性
である。その議論のなかで、ベネターは利益の例として快 (Pleasure)、害の例として
痛み (pain) としている 5。基本的非対称性を吟味するうえではこれらを明確にする必要
がある。

どういうことか。例えばマッサージで強く肩を揉まれている状況を想像してみて欲
しい。そのときマッサージされている人が、痛いが気持ちいいと感じた場合、その人
は痛みを感じているが苦しんでいる (su�ering) わけではないことに注意する必要が
ある。痛みは苦しみそのものではない。サムナーによれば、感覚による痛みというも
のは病気や怪我によって生ずる症状に過ぎず、それがどれぐらい重大なのかは個人の
主観的評価によって変動する。他方で苦しみは、狭義の主観的経験も含むより広範な
ものなのである 6。以上の議論に鑑みるならば、われわれは苦痛の「苦」と「痛」を分

3　 「基本的非対称性」という名称は以下から。Benatar(2012), p. 128. なお、「価値論的非対称性」
と呼ぶこともある。Cf. Benatar and Wasserman (2015), p. 21.

4　 ファインバーグが指摘するように、害 (harm) と悪 (wrong) は別である。害するからといっ
て直ちにその行為が悪いわけではない。逆に害を与えていなくても悪い行為がある。Cf. 
Feinberg (1984), pp. 34-35.

5　 Benatar (2006), p. 30. ちなみに、ベネター自身は功利主義者ではないと明言している。
Benatar (2013), p. 122n6.

6　 Sumner (1996), p. 103.
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けるべきであるし、現にわれわれは日常的にその区別を行っているはずである。以下
の例では、感覚を失っているにもかかわらず快を感じることができていることを示す。

あるバイク乗りが大事故を起こして瀕死の重体に陥っている。医者は手術をす
るために強力な麻酔薬を投与した。それによって患者は痛みを含む一切の感覚を
失う。それにもかかわらず、患者は、自分が死ななかったこと、自分のバイクが
損傷しなかったことに喜びを感じることができる 7。

この事例では、狭義の感覚的な快と痛みは麻酔薬によって消滅させられている。に
もかかわらず、大怪我をした患者は喜びという広義の快を持つことができている。他
方で、例えばグロテスクな光景を収めた写真を見た場合、それによって痛みを感じる
ことはないが嫌悪感を持つだろう。これも痛みがない苦しみの一例である。

このような快苦観が主張するのは、「ある感覚経験に対しそれ自体を快楽とするよ
うな特質が存在するのではなく、それらは我々がそれらにどのような態度を取るの
かという感覚経験に外在的な要因で決定される 8」。つまり、ある感覚に対して肯定的
態度を取ればそれは歓楽 (enjoyment) であり、否定的態度を取ればそれは艱苦 (suf-
fering)9 である。これは態度的快楽説と呼ばれる。そしてこのような立場のもとでは、
態度の対象は狭義の感覚経験だけに限定されない。その対象は、普通の欲求と同じよ
うに命題あるいは命題相当物である 10。快 (pleasure) と痛み (pain) は感覚的快苦に限
定し ( 感覚的快楽説 )、広義のそれとは区別する必要がある。感覚の痛みとは異なり、
態度的艱苦は個人がある対象に対して否定的な価値を付与している状態をいう。とす
るならば、その言葉の定義上、態度的艱苦の条件として、その対象はその態度を取っ
ている者にとって悪いものであることが要請されるのである。

さて、ベネターが利益と害の非対称性を論じているとき、その快苦は感覚的快楽説
のものか、それとも態度的快楽説のものだろうか。ベネターは、生殖によって子ども
に与えられる「利益」(bene�t) と「害」(harm) の価値には非対称性があり、それら
二つの例として快 (pleasures) と痛み (pains) をあげていた。利益と快がどのような関
係にあるかが明らかではないが、害が痛みを包括するという点で、ベネターの言う快
苦は態度的快楽説のものであると解釈できるだろう。

7　 Feldman (2004), pp. 56-7.
8　 安藤 (2007), p. 145.
9　 本稿では艱苦は苦しみと同じ意味として扱う。
10　 Ibid.
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態度的快楽説を取った場合、それはベネターの主張に対してどのような影響を及ぼ
すだろうか。生まれてきた子どもが生きていくなかで否定的な態度を取ることが艱苦
になるため、態度的快楽説の方が感覚的快楽説よりも生殖に対する制限は厳しくなる
ように思われる。ベネターは、それなりに利益のある人生でも一刺しの針による痛み
があれば、それによって非存在よりも悪い人生であると言っているが 11、態度的快楽
説の場合は針の痛みではなくて、些細な嫌悪を感じただけでもその人の人生は非存在
よりも悪いことになる。

ここまで、狭義の感覚的快苦と実際にわれわれが感じる喜びや苦しみは必ずしも一
致しないことを述べた。以上の快苦観に則れば、ベネターの反生殖主義が問題にする
のは、生殖によって引き起こされる ( 特にその生まれた子どもが一生のうちに感ずる )
艱苦の正当性である。

本節で行った分析に加え、自分自身の快苦と他人に与える快苦を区別することにし
よう。ある主体が感じるものは歓楽 (enjoyment) と艱苦 (su�ering) とし、他人に与
えるものは利益 (interest/bene�t) と害 (harm) と呼ぶことにしよう。

2. ベネターの反生殖主義

2.1 ベネターの基本的非対称性

ベネターが反生殖主義を擁護するにあたって、まず快苦 ( 利益と害 ) の非対称性を
論じる。それから、我々が自身の人生に対する評価はバイアスに満ちたものであって、
実際は人生というものは苦しみに満ち溢れたものであるとする議論を展開する (QOL
の議論 )。この二つのステップは生まれてくるものの観点からなされるために博愛主
義的反出生主義とベネターは呼ぶ 12。それに対して、人間は他の感性的主体にあまり
に多くの苦しみを与えすぎているからそれらの苦しみを無くすために人類は滅亡する
べきであるという厭世主義的反出生主義も主張できるという 13。本稿では、基本的非
対称性だけに着目して議論を進める。

ベネターによれば、利益 (bene�t) と害 (harm) には価値的非対称性があるという。
それは以下のように示される 14。

11　 Benatar, op. cit., p. 48.
12　 Ibid., p. 223.
13　 詳細は Benatar(2015) を参照。
14　 混乱を避けるために、Benatar(2006) におけるように快 (pleasures) と苦 (su�erings) の非

対称性ではなく、Benatar and Wasserman (2015) のように利益 (bene�t) と害 (harm) の非
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(1) 害が存在しているのは悪い (bad)。
(2) 利益が存在しているのは良い (good)。
(3) 害が存在していないことは良い。それはたとえ誰もその良さを享受していな
くても良い。
(4) 利益が存在していないことは、こうした不在が誰かにとって剥奪を意味しな
い限り、悪くない。

以上が基本的非対称性もしくは価値論的非対称性である。図にするとこうである。

図 1　利益と害の非対称性 15

ベネターはこの図式に従って議論を進める。簡潔に確認しよう。ある感性的主体 X
が存在するシナリオ A では、生きていく中で X は利益と害を受ける。このとき、害
があることは悪く、利益があることは良い 16。

シナリオ B では X が存在していない。そうすると利益と害は生じないことになる。
害の不在は良いのだが、それはその良さをすべての人が享受せずともそうであり、利
益の不在は奪われたものでない限り悪くはないのである。この二つのシナリオを比較
すると、害が存在するよりも害が無い方が望ましい一方で、利益の不在は利益が存在
するよりも悪くはない。したがって X が存在するシナリオ A は、X が存在しないシ

対称性にした。
15　 以下を参考に筆者が作成。Benatar and Wasserman (2015), op. cit., p. 23.
16　 これはその利益自体や害自体の価値が良い／悪いという話ではなく、むしろ生殖行為に

よって引き起こされる事態への評価である。
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ナリオ B を優越せず、むしろ劣位にあることが示される。したがって、シナリオ B
が望ましいということになる。これが基本的非対称性の大まかな内容である。

この議論に対して、X が存在するシナリオ A と X が存在しないシナリオ B を比較
することは果たして可能なのか、という疑問が惹起されるだろう。X が存在していな
いのにそれが望ましいというのはどういうことか。ベネターは、現に存在しない者に
とってシナリオ B が望ましいとしているわけではないと言う 17。そうではなく、「存在
するであろう者」もしくは「存在するようになった者」の観点から評価されるのであ
る 18。つまり、現在は存在していない者がいたとしたら、その人が存在したとする状
態を想定して、それを現在の状態と比較するのである。したがって、非存在者そのも
のの観点を取るのではない。つまり、ベネターは、「非人称」(impersonal) の観点か
ら二つのシナリオを比較しているのではなく、まったく存在しない者が、もし存在し
たとしたらどちらが望ましいかという比較をしているのである 19。

さらに、ベネターは、この基本的非対称性が以下の四つの非対称性を上手く説明で
きると主張する。この四つの非対称性は広く受け入れられることができるものとベネ
ターは述べ、これらを使用して自身の議論の説得力を向上させようとする 20。

( ⅰ ) 生殖に関する義務の非対称性：苦しむ人々を生み出さない義務はあっても、
幸福な人々を生み出さなければならない義務はない。なぜなら、害があるのは悪いこ
とだが、利益がないのは悪くはないという非対称性があるからである。

( ⅱ ) 予想される利益の非対称性：仮に子供自身が「生まれて利益を受けたい」と
考えていると想定し、子供自身の意志を理由に子供を生むことはおかしいが、子供が
受けるであろう潜在的な害を理由に子供を生まないのはおかしなことではない。なぜ
なら、利益がないのは悪いことではないため、子供自身のためを思って子供を生まな
くても悪いことではないし、むしろ子供のことを考えるならば、生まないという選択
肢はもっともであるから。一方で害を受けるのは悪いことなので、子供に配慮するな
らば生まないという選択は当然考慮されるべきである。

( ⅲ ) 回顧的利益の非対称性：人を存在させても、させなくても、どっちにしても
後悔することはある。しかし、当人のことを思って後悔する場合は、子供を生んでし

17　 Benatar (1997), p. 350.
18　 Ibid.
19　 後に述べるが、これは未だ存在しないがこれから存在することになる「未存在」と、今も

存在せずこれからも存在することのない「非存在」の比較をしている。
20　 これから示す四つの非対称性は以下を参照している。Benatar(2013), pp. 129-130; 榊原

(2021a), pp. 234-235.
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まった場合である一方で、生まなかったことを悔いるのは子供のためではなくて自分
のためである。つまり、子供を生まなかったことを悔いる場合、それはあくまで自分
の利益について悔やんでいるのであって、まだ存在していない子供のことを考えて悔
いるはずはない。子供を生まなかったことを悔やんでいる場合、それは、自分が子供
を生んでいたらできたであろう育児や出産の経験ができなかったことを悔いるはずで
ある。つまりそれは生まれてくる者の利益が存在していないことを悔やんでいるので
はない。したがって子供のことを思って子供を生まなかったことを悔いるはずはない。
なぜなら、まだ存在していない利益は悪くはなく、奪うものそのものがないことを悔
いることは不可能だから。したがって、子供を存在させてしまったことを後悔するこ
とはあっても、子供を存在させなかったことを後悔することはない。

( ⅳ ) 遠くで苦しむ人々と存在しない幸せな人々の非対称性：存在してしまうこと
がありえた人が害を受けることは残念に思うことができるが、その人々の利益が存在
しないことを残念に思いはしない。なぜなら、害に彩られた人生を生きている異国の
住民のことを残念に感じることはできるが、人の住んでいないある島のことを耳にし
ても、もし存在していたらその島に住んでいたであろう幸福な人々のことを思って同
じように悲しくなったりしない。つまり、存在したかもしれない人が害を受ける可能
性を残念に思っても、受けなかったということについて思いをはせても大喜びはしな
いからである。

以上の四つの非対称性が成立するとき、ベネターは自身の基本的非対称性がこれら
の非対称性を最もよく説明できると主張する。なぜなら、害の不在は良くても、奪わ
れたものではない限りは利益の不在は悪くはないからである。

2.2 存在しないことの様態

非存在という状態には様態があることを指摘したい。ベネターは、「非存在」
(non-existence) という言葉が曖昧であることを指摘する。

その語は決して存在しない人にも当てはめられるし、今現在の時点で存在して
いない人にも当てはめられる。後者の場合は、更に、まだ存在していない人と、
もうすでに生きてはいない人に区別できる。ここでの文脈においては、私は「非
存在」という語を絶対に存在しない人を指して用いる 21。

21　 Benatar (2006), p. 30n22.
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以上の区別を踏まえながら、これらの様態の差異に名称を付けて明確にしたい。今
も存在せず、これからも存在しない者は「非存在」とする 22。次に、未だ存在してい
ない者を「未存在」とし、前は存在していたが今はもう存在していない者は「不存在」
とする。「不」という言葉は後に続く語が一般にプラスの価値があると考えられるこ
とが多い。例えば、不人気、不景気、不利益。かつては存在していたのにそれがなく
なってしまったのだから、剥奪されているというニュアンスを付与するために「不存
在」という語を採用した。その関係を図にすると以下のようになる。

図 2　非存在の様態関係

シナリオ A はある感性的主体 X が一度存在するシナリオであり、シナリオ B は X
がかつて存在することはなく、今も存在せず、これからも存在することがないシナリ
オである。ベネターが肯定しようとしているシナリオは、この非存在である。
2.3 基本的非対称性に関して確認しておくべきこと

さらに、基本的非対称性に関して四つの点を指摘する必要がある。

(a) 苦の必然性
実は、基本的非対称性を導入する前に、ベネターはある一つの前提を置いている。

それは、人生には必ず何らかの苦しみが生じるというものである。これを「苦の必然
性テーゼ」と呼ぼう。ベネターはこう言う。

22　 かつて存在せず、今もこれからも存在しないような状態はむしろ「無存在」という語の方
が適切のように思える。「無」という語はまったくないというニュアンスを出す一方で ( 例
えば無表情、無関心、無意識 )、「非」という語は単なる否定の意味を付与するに過ぎない。
しかし、ここは混乱をさけるため、ベネターに従い「非存在」とした。
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実際のところ、悪いことは我々全員に対して起こる。苦境無しの人生は存在し
ない。何百万の人が貧困や何らかの障害に苦しめられながら生きていることを思
い浮かべることは容易である。幸運にもこのような運命を免れている者もいるが、
そうでない者の多くは、人生のどこかで苦痛に悩まされる。たとえ最期の時であっ
ても、耐え難いほどの苦しみを伴うことがある。ある者は、生まれながらにして
何年も虚弱であることを宣告されていることもある 23。

ベネターは、我々の人生には必ず苦しみが発生すると述べる。その苦しみが具体的
にどのようなものか、どれぐらい深刻なものかはわからずとも、何かしらの苦しみが
発生することは確実であるという 24。この前提を掘り下げて展開される議論が QOL の
議論である。

しかし、この前提はエンピリカルなものであるから、科学技術の発展や社会問題の
解消によって苦しみを無くしていくことが可能である。現にそのような方向性で反生
殖主義を克服しようとする論者がいる。それらは後ほど検討する。

(b) 他者の行為への評価
基本的非対称性が対象にしているのはある感性的主体 X 内の快苦ではなく、他者

への影響である利益と害であることを忘れるべきではない。なぜならば、我々は自分
自身の意志でこの世に生まれるのではなく、生殖を行う者によって生み出されるから
である 25。もし出生が自分自身の意志でできるのであれば、基本的非対称性の議論が
成立しても勝手に生まれてきてしまうのだから、出生を止めようがない。

生殖は必ず誰かが意図して行うものである。では、生殖はどう悪いのか。生殖それ
自体は、生み出される者に害をなしているわけではない。というのも、単に生殖は自
らと同じ個体を作り出す行為に過ぎないからである。むしろ、生殖の悪さとは生み出
された者が一生の中で様々に害されるようになることを引き起こしたことにあり、害
を受ける感性を生み出したことによるのだ 26(Cause that make a sentiment possible to 
be harmed)。

23　 Benatar (2006), op. cit., p. 29
24　 Benatar (1997), op. cit., p. 345.
25　 第 3 節において、快苦の非対称性ではなく、利益と害の非対称性としたのはその理由から

であった。
26　 Harman (2004), p. 93.
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(c) 続ける価値のある生命と始める価値のある生命
「生きる価値がある生命」には二つのタイプがあるとベネターは指摘する。一つ目

は「続ける価値がある生命」(a life worth continuing) であり、もう一つは「始める価
値がある生命」(a life worth starting) である 27。ベネターによれば、生命の価値を評価
するときにこの二つを混同する者が多いという。例えば、これから生まれてくる者は
あるハンディキャップを持っているとしよう。そのハンディキャップによる負担が著
しいにもかかわらず、既に生まれてしまった場合は死んでしまうことの不利益が大き
いために生きることを続けた方がよい、と言うことができる。しかし、そのような障
害を持って生命を始めさせるにはそれは生まれる者にとって負担が強すぎると考える
だろう 28。

さらに、ある生命に続ける価値があるかはその生命を生きる者自身が判断するのだ
が、生まれる価値については生殖する者が判断するという違いにも注目して欲しい。
まだ生まれていない者が自分自身の意志でこの世に生を受けることはできない以上、
ある生命に始める価値があるかどうかは今生きている者の観点からなされる。となる
と、それは実際に生まれた者が価値と見なしていないものを一方的に価値があるとみ
なされる可能性がある。逆に、生まれてから様々な価値があると判明する場合もある
かもしれない。しかし、それは実際にその生命を生きてみないとわからないことであ
り、苦しい人生を送らせてしまうかもしれないリスクを冒すことに注意する必要があ
る。

3. 非存在の無関係性？

ベネターは、基本的非対称性は利益と害の価値論的非対称性を単に示しているに
過ぎないと述べる 29。この非対称性そのものが反生殖主義的結論を導くわけではない。
基本的非対称性のみでは、生殖は常に害を与える行為ではあっても、間違い (wrong)
であると主張しきれないのはベネター本人も認めている 30。そこで登場するのは、人
生で人は必ず何かしらの苦しみに直面するという前提 ( 苦の必然性テーゼ ) と、生命
には大きな苦しみが付きまとうことを示す QOL の議論である。これを回避するため
には生殖をせずに人を非存在のままにさせておくことしかないのだとベネターは主張

27　 Benatar (2006), op. cit., p. 22.
28　 Ibid., p. 23.
29　 Benatar and Wasserman (2015), op. cit., p. 15.
30　 Ibid., p. 40.
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する。したがって、ベネターは自身の反生殖主義の帰結として段階的絶滅を主張する
に至る 31。

しかし、実は、反生殖を主張したとしても非存在を肯定しない立場は可能である。
それは、苦の必然性テーゼと QOL の議論を克服するものである。その立場を紹介し
たい。ピアースによれば、バイオテクノロジーの発展がするに伴い、我々が経験する
苦しみを取り除くことができるようになるという 32。具体的な方法は二つある。

一つ目は、脳内の神経がどのように作用するかが解明されることによって、幸福感
や不快感の制御が可能になるというものである 33。先述したように快と苦が態度的な
ものとするならば、神経の構造をコントロールすることによって苦のない生命を生み
出せるかもしれないし、今生きている我々も苦しみを感じないようになることができ
るかもしれない。しかしこれは、そのような制御をどこまで許してよいか、などの倫
理的問題を新たに発生させるだろう。

二つ目は、デザイナーベイビーの技術である。それは、生殖を行う者がその子ども
に対して遺伝子の構造を選択する技術である 34。この技術が開発されたならば、生殖
をしたとしても害を子どもに対して引き起こすことを防ぎ、ベネターによる苦の必然
性テーゼと QOL の悪さを回避できるかもしれない 35。

しかし、それによって生殖が完全に正当化できると楽観的になることはできないだ
ろう。そのような技術が悪用される危険性は存在する上、以上の技術ですべての苦し
みが除去されるとも限らないからだ。ベネターは、生命における苦しみの例として貧
困や障害をあげていた。もしそれらの状況に陥ったとしても苦しみを感じないように
なったからといって、貧困やハンディキャップ 36 が悪いものではないと言うのはおか

31　 Benatar (2006), op. cit., pp. 163-196.
32　 Pearce (2005). より詳細な議論は、Pearce (2007) および Pearce (2015) を見よ。
33　 Ibid.
34　 Ibid.
35　 これは優生思想ではないか、という反論が当然予想される。しかし、社会のために個人の

生命を操作するのではなく、あくまでもこれから生まれてくる者のためにその苦しみを除
去する行為をも優生思想として非難されるのであれば、それがなぜなのかを議論する必要
があるだろう。私は、優生思想は今一度真剣に検討されるべきであると信じている。社会
ではなく個人の厚生の観点から子供の遺伝子を選択することを「リベラル優生主義」と言
うが、それを詳細に検討したものとして桜井 (2007) があり、からだを操作することの倫理
性を議論したものとしては佐藤 (2021) がある。

36　 障害に関してはさらに微妙な問題がある。社会モデルにのっとるならば、ある人にハンディ
キャップがあるかどうかを判定するのは社会である。私は視力が悪いが、眼鏡があるおか
げで不自由なく生活できている ( ハンディキャップがない )。しかし完全に目が見えなく
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しいだろう。ピアースの議論は感性そのものを改善する方法であり、それに加えて害
を与える外的要素をも除去しなければならない。

苦しみを受容する感性の改善、外的な害の除去が上手くいくかどうかは未決としな
ければならないけども、反生殖主義が導かれた場合でも非存在だけが望ましいと言う
必要性はないことは少なくとも示すことができたはずである。つまり、生命における
苦の必然性を排除することで生殖の倫理性を担保することができる。

ベネターもシナリオ A の苦を除去することがシナリオ A 内でできることを認めて
いる。ベネターはブラッドレイの反論 37 に対応するために、基本的非対称性の図を拡
大している。そこで以下の図を見てほしい。

図 3　拡大版基本的非対称性 38

図１と図３の違いは、図３には新たに (5) と (6) が追加されているところにある。(5)
と (6) はシナリオ A に属する。ここで注目して欲しいのは、ベネターは (2) の否定と
して (6) が可能であることを認めていることである 39。ベネターが反生殖主義を主張す
る理由は、生命は害を経験し、その害は悪いものであるからだった。上の表を見ると、
(1) を回避する方法が (3) と (5) の二つがあることがわかる。だとすれば、(3) だけを
苦を回避する唯一の方法とするにはさらなる正当化が必要になる。

ここで疑問をもたれる人がいるかもしれない。シナリオ B では、非存在だから害

なってしまった人はそれを改善する技術がないからハンディキャップを持っているだと判
定されてしまうのである。しかし、もし眼鏡が無ければ、私もハンディキャップを持つのだ。

37　 ブラッドレイがどのような反論をしたのかは本稿では重要ではない。
38　 以下を参考に筆者が作成。Benatar (2013), op. cit., p. 136.
39　 Ibid.
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と利益はないから (3) と (4) の状態のみになるのに対して、シナリオ A の場合では害
の状態は (1) と (5) の二種類があり、利益の状態も (2) と (6) の二種類がある。シナ
リオ A では利益や害がどれぐらいあるかどうかはわからないから確実性の観点から
シナリオ B の方が望ましいように思えるし、シナリオ A では利益がない場合もある
ことに鑑みると、利益がなくともそれが悪くないシナリオ B の方がいいのではない
かと。

以上の疑問に対しては、このように応えたい。確かにシナリオ B においては必ず (3)
と (4) の状態になる一方で、シナリオ A の場合は (1)、(5) と (2)、(6) のそれぞれが
組み合わせられる。場合分けしてみよう。

ケース１：(5) と (6) の組み合わせ 害がなく利益もない ( 害がないのは良いが利
益がないのは悪い )
ケース 2：(5) と (2) の組み合わせ 害がなく利益がある ( 害がないのは良く利益
があるのは良い )
ケース 3：(1) と (6) の組み合わせ 害があり利益がない ( 害があるのは悪く利益
がないのは悪い )
ケース 4：(1) と (2) の組み合わせ 害があり利益がある ( 害があるのは悪く利益
があるのは良い )

以上のケース群を図にすると以下になる。

図 4　シナリオ A 内のケース群
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ケース 3 とケース 4 ではシナリオ B よりも望ましいとは言えないことは認めよう。
なぜなら生殖によって、生まれた個体に害が及んでいるからである。ケース２はシナ
リオ B よりも望ましい。害がなくかつ利益があるからである。しかし、ケース１が
シナリオ B よりも望ましいかどうかは疑わしい。というのも、ケース１もシナリオ
B も害がない状態は良いのは同じだが、利益がない状態はケース１では悪いとされて
いるがシナリオ B では悪くはないとなっているからである。

このことに関して、シナリオ A の (6) で利益がない状態が悪いとなっている理由
を確認したい。ベネターが上記の拡大版基本的非対称性を提示したとき、ベネターは

「ある人物が利益をもっていないことは悪い」と端的に考えていたようである 40。だが、
シナリオ B の (4) で利益の不在が悪くないのは、それが剥奪ではない限りそうであっ
た。とするならば、シナリオＡの (6) の利益の不在にもそれが当てはまる可能性はあ
るだろう。ベネターは (6) において快楽の不在がどのように悪いかを説明していない。

とはいえ、ケース１では利益が不在となってしまいそれが悪いと評価される場合が
生じうるから、確実性の観点からシナリオ B の方が望ましいという主張はなお有効
である。さらに言えば、そもそも害が存在するケース 3 とケース 4 から害が存在し
ないケース 1 とケース 2 に移行できるかどうかすらわからない。

したがって、基本的非対称性にとって非存在が無関係である、という主張には直ち
には結びつかない。残念ながらいったん留保をつける必要がある。つまり、現時点で
は技術的に苦を完全に除去できるかが不明であるから、今は非存在が完全に無関係と
までは言えない。つまり、生殖による害を回避する方法は絶滅しかないことを否定で
きない可能性がある。

しかしながらここまでで明らかにしたように、生殖による苦しみを回避する手段と
して非存在のままにしておくことだけがあるわけではない。人生における苦しみを排
除する技術、害を与えない社会体制を作り上げることができれば、感性的主体の絶滅
が望ましいとする理由はなくなる。

むしろ、ベネターが主張する段階的絶滅によって苦を除去する方法には実践的な問
題がある。ピアースが指摘するように、仮に反生殖主義の実践が行われたとしたら、
その者たちは生殖を行わないためにその思想を伝搬する者が減っていく。他方で、反
生殖主義者ではない大多数の者は生殖をし続けるはずであるから、子孫を残すことで
より多くの影響力を拡大するはずである 41。そのようにして反生殖主義者が最終的に

40　 Ibid.
41　 Pearce (2005), op. cit..
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淘汰されていってしまうのだ 42。
しかし、今述べた難点は反生殖主義そのものへの反論というより、むしろ非存在に

よって苦を取り除こうとする絶滅主義 (extinctionism) への反論だったのである。非
存在だけが唯一の方法ではなく、しかもそれには困難があるならば、存在しつつも苦
を除く方法を模索することが検討されても良い。

そして、ベネターが段階的絶滅を主張するとき、ベネターは反生殖主義とさらに絶
滅主義を主張したことになる。ベネターは、なぜ非存在だけが苦しみを無くす手段な
のか、なぜそれしか方法がないのかを示していない。ベネターにとっては、生命に害
が付きまとうのは、「経験的事実の問題である」(a matter of empirical fact)43。そうで
あるならば、我々はそれを改善することができるだろう。基本的非対称性において非
存在が無関係であるのは、図３においてシナリオ B だけが苦を排除する唯一の方法
であることが示されていないからである。なぜシナリオ A だけで完結してはならな
いのか。

4. 結論

ベネターの基本的非対称性を吟味し、シナリオ B がシナリオ A よりも好ましいか
らといって、非存在が好ましいとは言えないことを示した。そうすることによって、
感性的主体の絶滅を回避しつつも生殖に伴う苦の発生を防ぐことができる可能性を確
認することができた。しかし、技術的にこの世界の苦をすべて除去できるかどうかは
わからないと言わざるを得ない。とはいえ、生殖の倫理性を問うために必ずしも非存
在 ( 絶滅 ) を肯定する必要はなく、反生殖主義と絶滅主義は別の立場であると論証す
ることができただけでも大きな収穫である。

謝辞

本稿は哲学若手研究者フォーラムに発表した原稿をもとに加筆修正をほどこしたも
のです。

42　 しかし、トレスが述べるように、「人類の存続に価値を置き」かつ「道徳的な理由から生
殖に反対する」方法として、延命技術による「機能的不死」を達成することで絶滅を回避
しつつ生殖による苦を除去するというものがある。Cf. Torres (2020). どちらにせよ非存在
は退けられている。

43　 Benatar (1997), op. cit., p. 345.
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〈研究ノート〉

文体事象以外におけるキアスムス的様態の広がり
事例としての状況対応型リーダーシップモデル

大喜多 紀明

1. はじめに

旧約聖書研究における文芸学的な方法論に言及した野本（1978）は，文体事象の
研究においてのキアスムス（chiasmus）研究の有用性を以下のように述べた．

また，個別的な形ではあるが，文体事象そのものに対する関心は以前よりも強
まってきており，とくに交差配列法（Chiasmus）に関しては比較的多くの研究
が発表されている．このような文体分析の基礎的作業は非常に重要であるが，そ
のための技法に習熟するためには，E. Konigや E. W. Bullingerの書物のほか，W. 
Buhlmann-K. Schererの「聖書の文体のあや」の小事典 1が 1972年頃までの文献
ものっており，便利である．これらをヒントとして，さらに多くの文体事象を認
識し得るならば，構造分析はもちろんのこと，伝承史的考察にとっても重要なデー
タとなるので，文体分析は旧約学における文芸学的作業のひとつとして，基本的
位置を与えられるべきであろう．

テキストに埋伏するキアスムスに関する分析は，旧約聖書の研究における文芸学的作
業の基本的な手法の一つとして位置付けられている．こうしたテキスト分析は，旧約
聖書の範疇にとどまるものではなく，新約聖書においても同様におこなわれてきた（例

1　 Bühlmann & Scherer（1973）を参照．
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えば，前川：2013，城：2016，Luter & Lee：1995など）．こうした一連の先行研究は，
旧約・新約聖書の基本的な修辞技法の一つがキアスムスであることを示している．
なお，本稿では，下記のような対称性の富んだ配列を持つ形式をキアスムスと呼ぶ
ことにする．

A→ B→…（Χ）…B´→ A´

キアスムスには，テキストの前半に出現した要素が，後半では，前半に出現した順序
とは逆の順序で次々に出現するという特徴がある．なお，「Χ」2はテキストの構造上
の中心に位置する要素を示すのであるが，かかるΧは存在する場合と存在しない場合
とがある．本稿では，キアスムスの図式を，以下のように表記することにする．

A　…
B　…
　（Χ）…
B´…

A´…

キアスムス形式の使用は，聖書だけにみとめられるものではない．古い事例を挙げ
れば，例えば，この形式の使用はシュメール時代のアッカド語やウガリット語のテキ
ストからみとめられる 3．また，「キアスムス」の呼称はヘルモゲネス（Hermogenes）
の命名によるものである．森（2007）はこうした点について以下のように述べた．

こうした交差配列は，およそいかなる言語世界にも見いだされ，古くは紀元前
三千年紀のシュメール時代からすでに用いられている．たとえば，シュメールの
諺のひとつ，「主人のように建てて奴隷のように住み，奴隷のように建てて主人
のように住む」は ABB´A´の形をとっている．

2　 「Χ」はギリシャ語の「カイ」であり，キアスムスの折り返し箇所（あるいは転回点）に配
置された，対応を持たない要素を示す記号としてしばしば使用される（他の任意のアルファ
ベットが使用される場合もある）．かかるΧは，キアスムスの「核」とも呼ばれる．

3　 例えば，McCoy（2003）は次のように述べている．「Chiasmus has been found as early 
as the third millennium B.C. in the organization of certain Sumero-Akkadian and Ugaritic 
texts.」．



117〈研究ノート〉 文体事象以外におけるキアスムス的様態の広がり

下ってローマ帝国の時代に，ヘルモゲネス（紀元二世紀のギリシア人修辞家）
がこの手法を χιασμόςと名づけ，爾来，＜キアスムス＞という呼称が修辞学的述
語として定着して行くのである．

さらに，松村（2020）は，キアスムスの使用については「古くから世界各地で行わ
れてきた」と述べ，実際に多様な範囲のテキストにキアスムスの使用がみとめられる
ことを示した．一方，松村（2020）が指摘するように，キアスムスは「万人に知ら
れてきたとも，非常に多くの作品に用いられているとも言い難い」技法であり，かつ，
「聖書学者，古典学者，神話学者の場合でも，誰でも知っているとはいえない」もの
であると述べ，当該技法あるいは形式は，一般的には知名度が十分に高いとは言い難
いものであることを示した．とりわけ日本においては，キアスムスを自覚的に援用し
てきた大部分が聖書研究の分野であるといえる．
ひとえにキアスムスといっても，その規模や構成，対応のあり方は多様である．規
模についてみるならば，上述の森（2007）が例示した A・B・B´・A´型のような
単純なものから，テキスト全体を覆う，いわば構造レベルのものもある（例えば，村
井：2009，大喜多：2019など）．ここでは，キアスムスの事例として，聖書テキスト
にみとめられる 2例を紹介しておく．
まず，規模が小さい事例である．柊（2018）は，マタイによる福音書 2章 20節か

ら 2章 22節の範囲に，A・B・B´・A´型のキアスムスの存在を指摘した．以下は
柊（2018：2‐ 3）である．

イエスの誕生を告知する 1:20は用語法としては，B，B´と同様であるが，誕
生物語全体の文学的構成からすれば，これを除いた他の四か所が，A・B・B´・
A´のキアスムスで形成されていると見るのが妥当であると考えられる．
Χ　1:20　見よ，主の使いが夢で彼に現れて言った．
A　2:12　ところが，夢で警告され，～自分たちの所に退いて行った．
B　2:13　見よ，主の使いがヨセフに夢で現れて言った．
B´2:19　見よ，主の使いがエジプトにいるヨセフに夢で現れて，(20)言った．
A´2:22　ところが，夢で警告され，ガリラヤ地方に退いて行った．

この柊の報告によれば，マタイによる福音書の当該箇所には下記のキアスムスがみと
められる．
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A　2章 12節
B　2章 13節
B´2章 19節

A´2章 22節

続く事例は，上述のものよりも規模が大きい．森（2007：59‐ 60）では，ルカに
よる福音書 8章 26節から 39節の範囲で下記のキアスムスがみとめられることが紹
介された 4．このキアスムスには合計 8対の対応がみとめられる．

　A　墓場にばかりいる悪霊憑き   27b, e
　B　家に居つかない人    27d
　C　イエスと無関係でありたいとの願望（反発） 28
　D　退去を命じるイエス    29a
　E　狂気（着物も着ないで，凶暴性を発揮）  27c, 29b, c
　F　はいり込んでくる悪霊    30c
　G　落ちて行くことを恐れる悪霊   31
　H　豚の中に入ることを願う悪霊   32b
　I　イエスの許可（核）    32c5

　H´豚の中に入る悪霊    33a
　G´落ちて行く悪霊     33b
　F´追い出された悪霊    35cβ〔原典〕
　E´正気（着物を着て，端座）   35cα ,γ ,δ〔原典〕
　D´退去を求める住人    37a
　C´イエスのお供をしたいとの懇願（敬慕）  38a

4　 当該構造のような，構造の中心に「核」を持つ構造を森（2008）では「集中構造（concentric 
structure）」と呼び，キアスムスと区別した．なお，この「核」を大林（1979）は「転回点」
と呼んだ．一方，『更級日記』の構造分析をおこなった藤森（2014）などでは，「核」を持
たないキアスムス構造を指して「コンチェントリック」（つまり，いわゆる集中構造のこと）
と呼んでいる．また，コンチェントリック構造の日本語での呼称は，主に集中構造である（例
えば，飯（2010），村井（2011）など）が，藤森（2014）では，集中構造という日本語で
の呼称を使用せず，「求心的軸対称構造」という呼称を使用している．つまり，concentric 
structureの和訳呼称および定義は，ともに定まっているとはいえない．本稿では，集中構
造をキアスムスの一種とみなすこととし，「核」の有無により構造を区別しないことにする．

5　 森（2008）の図式では，「核」の文字スタイルが「太字」である．
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　B´家に帰される人     38b, 39a
　A´町なかへ出かけて行く主の証人   39c, d

なお，森（2008）は，このキアスムスが他の並行記事 6（マタイによる福音書 8章 28
節‐ 34節，マルコによる福音書 5章 1節‐ 20節）にはみとめられないものであり，
当該テキストの著者であるルカの創作によるものであると述べた．
ところで，キアスムスに関する研究は，キアスムス以外の名称も使用されておこな
われてきた．このことについて，松村（2020）は以下のように述べた．

旧約学・新約学ではキアスムスとかキアスムス的構造（chiastic Structure）と
いう呼び方多い（中務 2013）．西洋古典学ではリング・コンポジション（ring 
composition）とかヒュステロン・プロテロン（hysteron proteron，「前後逆転」
の意）とかインクルシオ（inclusio）と呼ばれていることが多い．フォークロア
研究では折り返し構造（inverted structure）とかＶ字構造 7とも呼ばれる 8．

このように，キアスムスと事実上同一であるといえる文体事象でありながら，学問分
野により 9，それぞれ異なる名称が使用されてきた 10．松村（2020）は，こうした用語の
不一致の理由について，下記のように，学問分野間の相互理解の不足に一因があると
指摘した．

諸学問分野の交流は理念的には理解され，現実にも多く試み慣れているが，こ

6　 他の福音書における同様の内容の記事のことを「並行記事」と呼ぶ．
7　 当該構造について，高橋（2009）は，かかる物語および，かかる物語が物語られる時間進
行にしたがって展開される様態の変化を「V字プロセス」と呼んだ．

8　 これらの他にも，キアスムスと類似した用語に「antimetabole（アンチメタボール）」があり，
双方を区別する場合と区別しない場合がある．例えば，Wiseman & Paul（2014）は双方を
区別していない．

9　 実は，同一の学問分野内でも，用語の統一がみとめられない場合がしばしばある．
10　 松村（2020）が列挙した以外，キアスムスの日本語訳のみをみても「交差対句法」，「交錯

配列法」，「交錯配語法」，「交錯的配語法」，「交叉配語法」などの異称がある．なお，宮本（2009）
は，キアスムスを「交差対応的配列法」と呼んだが，当該交差対応的配列法の事例として
宮本が示した構造の中心には「核」があるので，宮本の構造は，森（2008）の論に基づけ
ば「集中構造」であり「キアスムス」ではない．また，佐々木（1997）が示す「キアスムス」
（佐々木の日本語訳は「交錯対句法」）にも「核」がある．このように，かかる用語の定義
は極めて混乱しているといっても過言ではない．
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こでの用語の多様性，不統一が示すように，必ずしも実現化していない．方法論
においても，それぞれの分野が独自に発案したと思っていても，実は他分野にお
いても同種のものが発案されており，相互にその存在を知らないままであるとい
うことが認められる．

以上を踏まえ，本稿では，まず 2節において，松村（2020）が指摘した，事実上
キアスムスといえる文体事象に基づいてテキスト分析（つまり，文体事象としてのキ
アスムスに基づく分析）がおこなわれてきた分野を，松村（2020）の知見に基づい
て列挙する．そのうえで，テキスト分析とはいえない（つまり，文体事象とはいえない）
分野に関して，松村（2020）の知見に基づき列挙する．あわせて，文体事象とはい
えない分野（non-linguistic and extra-linguistic dimensions）に関する Pelkey（2013）
によるキアスムスの研究史の概略を紹介する．そのうえで，3節以降では，リーダー
シップモデル論について，キアスムスと関連づけつつ考察することにする．なお，本
稿でとりあげるリーダーシップモデルは，状況対応型リーダーシップモデルである．

2. キアスムス研究の広がり

松村（2020）は，文体事象としてのキアスムスに基づく研究がおこなわれている
分野を次のように示した．

＜文体事象＞
・旧約聖書
・新約聖書
・ギリシャ（『イリアス』・『オデュッセイア』・『神統記』など）
・ラテン（『アエネーイス』・『ローマ建国以来の歴史』など）
・メソポタミア（シュメール・アッカド）
・ウガリット
・ゲルマン（『ベオウルフ』・グリム童話）
・キリスト教（『告白』）
・イラン（『アヴェスター』）
・アラブ（『コーラン』）
・中国（『詩経』）
・日本（『古事記』・アイヌ口承伝承）
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また，松村（2020）は文体以外の事象について，下記の分野を列挙した．

＜文体以外の事象＞
・図形
・彫刻
・アニメ

Bruhn（2015）は，Turner（1991）を引用しつつ，キアスムスが，概念や言語以
前の心のパターンであり，脳の半球体における鏡面対称の構成に由来する可能性を指
摘した．

Chiasmus is one such pattern that is antecedent to and more abstract than 
the linguistic elements it organizes, as its mobility across all levels of linguistic 
structure, and indeed beyond, suggests. Chiasmus is thus not merely a 
“grammatical �gure by which the order of words in one of two parallel clauses is 
inverted in the other” (“Chiasmus”) but rather a pre-conceptual, pre-linguistic 
(“eidetic”) pattern of mind, or, in the more precise terms of cognitive science, 
an embodied schema that derives from the bilateral symmetry of our bodies, 
especially as expressed in the hemi-spheric and mirror-symmetrical organization 
of our brains.

Douglas（2007）や Nänny（1988）も同様に，キアスムスが左脳と右脳の双方の機
能に関連していると述べている．こうした説に基づけば，キアスムスは，人間の営み
のあらゆる場面に影響を与える機能に基づく形式である可能性がある．
人間の左脳は，主として「論理的」，「生理的」，「分析的」，「デジタル的」，「文字的」，

「ロゴス的」，「代数的」な考え方の時に，右脳は「情熱的」，「感性的」，「総合的」，「ア
ナログ的」，「イメージ的」，「パトス的」，「幾何学的」な働きとして機能すると考えら
れている（例えば，堀川：2008，品川 &菊池：1986）．

左脳　　　　　　　　右脳　　　　
論理的　　　　　　　情熱的
生理的　　　　　　　感性的
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分析的　　　　　　　総合的
デジタル的　　　　　アナログ的
文字的　　　　　　　イメージ的
ロゴス的　　　　　　パトス的
代数的　　　　　　　幾何学的　　
統辞的　　　　　　　系列的

キアスムスは，統辞的（syntagmatic）見方と，系列的（paradigmatic）見方の双方
の側面が統合された形式を持つとされる（大林：1979）．ここで，物語の統辞的構成
は，要素どうしの論理的な連なりに注目するわけであるから「論理的」（あるいは「ロ
ゴス的」）であり，系列的構成は，物語に埋伏する要素間の対応関係に注目するわけ
であるから「感性的」（あるいは「パトス的」）であるといえる．つまり，統辞的見方
が左脳的であるといえ，系列的見方が右脳的であるといえる．以上のように，キアス
ムスは，ロゴスとパトスが統合され，構造化された形式である．換言すれば，心性に
おけるロゴス的側面が統辞的に，パトス的側面が系列的に外化し，これらが統合され
た形式がキアスムスである．このように，キアスムスは言語以前の心のパターンと深
く関係している．
一方，Pelkey（2013）は，まず，古代の文体事象を題材に，キアスムスの機能が装
飾や記憶補助であるという Nänny（1988）の説を紹介した．そのうえで，キアスム
スの機能が，かかる装飾や記憶補助にとどまるものではないというHeil（2007）や
Fahnestock（1999）の説を紹介した．さらに，Pelkey（2013）では，非文体事象を
対象とするキアスムス研究の嚆矢がMerleau-Pontyによる研究 11であり，以降，文
化（Wiseman & Paul：201412， Strecker & Tyler：2009），社会的相互作用（Carter：

11　 例えば，Merleau-Ponty（1964）がある．なお，Merleau-Pontyは「chiasm（キアスム）」
という呼称を使用している．

12　 Wiseman & Paul（2014）では，Jacques-Marie-Émile Lacanの精神分析とキアスムスの
関連についても，精神科医である Alain Vanierの言葉を引用し，次のように述べている．
「Vanier provides a compact and lucid account of the thinking of Lacan in this connection. 

For Lacan the chiastic turning point or division is also the point around which revolves our 
predicament as beings cut off from a primordial totality, selves separate from the Other. 
The importance of chiasmus to psychoanalysis seems indeed sufficient to justify Lacanʼs 
resonant declarations that the psychoanalyst is the sophist and the rhetor of our time.」．つ
まり，Lacanは，精神分析においてキアスムス的な発想を示した．



123〈研究ノート〉 文体事象以外におけるキアスムス的様態の広がり

2010）13，メディア（McLuhan & McLuhan：1988），心理学（Isar：2005），哲学（Gasché：
1999）といった分野において，キアスムスを前提とする研究がおこなわれてきたこ
とも紹介されている．
それ以外にも，Pelkey（2017a）や Grausso（2020）は，認知論や身体論において

もキアスムスの観点が有用であることを述べた．また，Pelkey（2017b）では，キア
スムス（および，これに包括される記号としての「Χ」）を，身体運動における構造
化された記憶や人間の文化に浸透したパターンとして記号論の観点から位置付けた．
また，経済資本と文化資本の変移を示す図式の呼称としてのキアスムス（Bourdieu：
1979）も知られている．本稿でとりあげるリーダーシップモデルは文体以外の事象
に相当するのであるが，上述の一連の先行研究では言及されていない．

3. 状況対応型リーダーシップモデル

日野（2006）は，状況対応型リーダーシップモデルを以下のように説明した．

そもそも，状況対応リーダーシップ 14の原点は，Hersey& Blanchard（1969）
にあるが，ここで提示された呼称は，リーダーシップのライフサイクルモデルで
ある．フォロワーの成熟度合いに応じたリーダーシップという考え方には，フォ
ロワーの成長が必然的に含まれるといって良い．フォロワーの成長を促すように
Ｓ１からＳ４へと行動様式を変えていく必要がある．即ち，意欲も能力も欠くフォ
ロワーに対しては，意欲を引き出すために，タスクについて詳細な指示を与える
ことを徐々に減らし，向上・発展を励ますことを徐々に増やしていくようなリー
ダーシップ，つまり，説得的なリーダーシップスタイルを徐々に取り混ぜること
によって，フォロワーの成長が促せるとしている．結局のところ彼らは，リーダー
はフォロワーの成熟度に応じて行動スタイルを変化させなければならないという
主張，またその成熟，成長を促すようなリーダーシップスタイルをとらなければ
ならないという主張をしていることになる．これらはわれわれの日常感覚から見
ても，素直にうなずけるものである．

13　 Pelkey（2013）が引用した Carter（2010）は，Pelkeyが 2012年 6月 11日に閲覧し，紹
介した webページは http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol12/iss14/14なのであるが，現在
では閲覧ができない．本稿の引用文献欄では，2021年 5月 28日の時点で閲覧可能な URL
を示した．

14　 「状況対応型リーダーシップ」は「状況対応リーダーシップ」と呼ばれる場合がある．
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簡単にいえば，状況対応型リーダーシップ理論では，フォロワーの成熟度合いに応じ
て，リーダーシップのスタイルを変容させる（例えば，網：2016，シーエルエス・グルー
プ：2005）．仮に，フォロワーが順当に成熟した場合，フォロワーの能力および意欲
は次のように変化する．
以下，状況対応型リーダーシップ理論における，フォロワーおよびリーダースタ
イルの概要と図式を示す（網：2016）．ここでの「R」は「レディネス（Readiness）」
の英語の頭文字であり，フォロワーの状況を意味する．

R1（能力低い・意欲低い）
↓

R2（能力低い・意欲高い）
↓

R3（能力高い・意欲低い）
↓

R4（能力高い・意欲高い）

こうしたフォロワーの成熟に応じ，リーダーシップスタイルは次のように変容する．
ここでの「S」はリーダーシップの「スタイル（style）」の英語の頭文字）を意味する．

S1：教示型（あるいは，指示型）
↓

S2：説得型（あるいは，コーチ型）
↓

S3：参加型（あるいは，援助型）
↓

S4：委任型

畢竟，R1の状況のフォロワーには S1のリーダーシップのスタイルで，R2には S2，
R3には S3，R4の状況では S4というように，まさしくフォロワーの「状況」に「対応」
し，リーダーシップのスタイルを変容させるのである．

R1（能力低い・意欲低い）⇐ S1：教示型
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↓
R2（能力低い・意欲高い）⇐ S2：説得型
↓

R3（能力高い・意欲低い）⇐ S3：参加型
↓

R4（能力高い・意欲高い）⇐ S4：委任型

だたし，こうしたフォロワーの成熟過程は不可逆的ではない．つまり，仮にフォロワー
の成熟度が退行した場合，その段階に応じたリーダーシップスタイルが施される（網：
2016）．したがって，状況対応型リーダーシップを効果的に機能させるには，フォロ
ワーの状況を的確に診断・把握し，かかる状況に応じたリーダーシップスタイルを選
択する必要がある（例えば，前田ら：2015）．かかるリーダーシップスタイルの選択
の適合性について，網（2019）は次のように述べた． 

レディネスとスタイルが適合しているかどうかを測るスタイル適合性，スタイル
をいかに柔軟に状況によって変更できるかを示すスタイル柔軟性，そしてもっと
も重要なポイント，その診断結果は自己認知なのか他者認知なのか，などリーダー
シップが効果的かどうかを検討すべき重要なポイントを示しています．

一方，フォロワーの状況への臨機応変な対応に対し，かかるリーダーシップの有効性
を説きつつも，フォロワーへの「扱いの不平等さ」に対する不満が生じる可能性を白
井（2020）が指摘した．この点については，リーダーシップモデルを組織に運用す
ることの説明をおこなうこと，適切かつ公平・公正な運用をおこなうことにより，か
かる課題を解決に導くことができると述べた（白井：2020）．

組織は様々なスキルや考え方をもつ人間で構成されます．特に大手と比べて採
用力で劣る中小企業には色々な意味で多様な人材が集まっています．リーダー
シップには様々な型や理論がありますが，このような組織特性を持つ中小企業で
は部下の状況に応じてリーダーシップを変えていくことの有効性は高いです．
しかし一方で，部下から “扱いが不平等だ ”という不満も発生します．接する

上司の態度が違うということに不平等感を感じてしまう状態です．
これに対しては，リーダーシップの意図を正しく説明することが必要です．そ

の上でリーダーは “ 公平・公正 ” にリーダーシップを運用することが大切です．
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スキルや意欲の高低が違うことに対してそれに応じたリーダーシップをを〔原文
ママ〕適用することは公平・公正ですが，同じスキルと意欲を持つ部下同士に違
うリーダーシップを適用するのは不公平であり，部下が不平等感をつのらせ，モ
チベーションの低下を招いてしまいます．
リーダーシップも 1つの仕組みと捉え，公平・公正さを大切にした運用を心掛

けることが大切です．

4. 状況対応型リーダーシップモデルと異郷訪問譚

大喜多（2015）では，状況対応型リーダーシップにおけるフォロワーの成熟度合
いと異郷訪問譚との構造上の類似点を論じた．ここで，異郷訪問譚とは，民俗学にお
ける物語の形式を示す用語であり，通念に基づけば，物語の主人公が主人公にとって
の異郷を訪問する物語形式のことをいう．日本における異郷訪問譚の実例には，「イ
ザナギの黄泉国訪問」・「スサノヲの天上世界訪問譚」・「ホヲリの綿津見宮訪問譚」・「神
功征韓譚」・「浦島子」・「甲賀三郎」などがある 15．
まず，大喜多（2015）では，異郷訪問譚における構造上の共通の特徴が，物語の「前
半と後半とが裏返しの関係」であるとする大林（1979）の説を紹介したうえで，こ
のモデルが持つ特徴を以下のように述べた．

大林（一九七九）は裏返しモデルの特徴を次のように述べている．

「この昔話はいわばその前半と後半とが裏返しの関係になっている．つまり，
前半で問題となったいくつかのテーマが，後半においては前半とは逆の順序
で次々に展開し，かつ同じテーマが問題になっていても，後半ではいわば前
半の否定ないし対立というような形をとっている．たとえば，欠如というテー
マが前半に出てくると，後半では欠如の除去という形になっている．早く言
えば，ポップの方法は，構造分析における syntagmatic な見方と，paradig-
matic な見方の双方を統合する試みと言えよう 16．」

このように，裏返しモデルにみいだされる特徴の一つは，物語の構成における「前

15　 異郷訪問譚の形式は，日本の物語のみにみとめられるものではない．例えば，依田（1982）
は，「パリ公主神話」・「作帝建伝説」などを韓国の異郷訪問譚の事例として掲げた．

16　 一般的には，統辞的な見方と系列的な見方は対立すると考えられている．
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半」部分に配置された要素に対して，物語の「後半」に相当する要素が，「前半」
の「否定」・「対立」もしくは「対照」としての関連性を持って出現するという点
である．もう一つの特徴は，前半の配列が，後半では反転しているという点である．
この二点の特徴を具えたモデルのことを，大林は裏返しモデル 17と称している．

大林（1979）では，裏返し構造がみとめられる事例として，「イザナギの黄泉国訪問」・
「神功征韓譚」・「浦島子」・「甲賀三郎」を紹介しており，本稿 2節の＜文体事象＞「日
本（『古事記』・アイヌ口承伝承）」における「日本『古事記』」にて松村が引用した文
献は大林（1984）である．なお，大林（1984）の初出論文は大林（1979）である．
一方，大喜多（2015）は，状況対応型リーダーシップにおけるフォロワーの成熟
度合いについて，次のように述べた．

例えば R1の「能力低い」と「意欲低い」が，R4では「能力高い」と「意欲高い」
では裏返えるように，R1と R4，R2と R3の状況は，それぞれ対照的なものに
変化を遂げる（裏返る）のである．

これを図式化すると以下のようになる．

R1：　 能力低い・意欲低い
R2： 能力低い・意欲高い
R3： 能力高い・意欲低い

R4：　 能力高い・意欲高い

つまり，R1と R4，R2と R3はそれぞれ対照的である．
そもそも，異郷訪問譚では，異郷への訪問をきっかけに主人公が成長するタイプが
ある（例えば，西條：2009）．勝俣（2010）は，異郷訪問譚に共通する要素について
言及しているが，そのなかの一つとして以下の特徴を提示した．

多くの場合，異郷訪問の前に比べて，心身共に鍛えられ，敵対者を打倒できる力
を得て，異郷から戻ってくること．このことは，異郷訪問が，地上の支配者とな

17　 大林（1979）は，「裏返しモデル」に基づく構造を「裏返しの構造」と呼んだ．本稿では
かかる「裏返しの構造」を「裏返し構造」と呼ぶことにする．
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るための一種の修行の場の如き意味合いを持っていることを示していよう．

つまり，異郷での体験を通じて主人公が「心身共に鍛えられ」るようなタイプであれ
ば，その異郷訪問譚には，いわゆる成長物語としての側面があるといえる．また，状
況対応型リーダーシップでは，フォロワーの「成長を促すようなリーダーシップスタ
イルをとらなければならない」（日野：2006）．見方を変えれば，フォロワーの成熟
過程そのものを，フォロワーの「成長物語」（大喜多：2015）とみなすことができる．
以上を踏まえ，大喜多（2015）は，状況対応型リーダーシップにおけるフォロワー
の成熟過程の様態が，裏返し構造の様態と事実上同一であることを述べた．
大喜多（2016a）では，以下の Aと Bの双方の特徴を持つ構造を，裏返し構造の特
徴と定義した．

A： 物語の「前半」部分に配置された要素に対して，物語の「後半」に相当する
要素が，「前半」の「否定」・「対立」もしくは「対照」としての関連性を持っ
て出現する．

B： 物語の「後半」に配置された要素は，「前半」の対応する要素の配列順序と
は逆の順番で出現する．

なお，本稿では，Aが示す特徴を「特徴 A」と呼び，Bが示す特徴を「特徴 B」と呼ぶ．
そのうえで，大喜多（2017）では，裏返し構造とキアスムスとの関係を以下のよう
に述べた．なお，大喜多（2017）における「特徴 A」と「特徴 B」の定義は，本稿の
ものと同じである．

交差対句 18における「複数の「語」・「句」・「節」の対があたかも合わせ鏡のよう
に配列する形式」は，まさに「物語の「後半」に配置された要素は，「前半」の
対応する要素の配列順序とは逆の順番で出現する」（特徴 B）のであるから，両
者は言い方が違うだけで，3節で示した交差対句の特徴は，4節に示した裏返し
構造の特徴 Bと同じ意味である．
一方，裏返し構造の特徴 Aでは，裏返し構造の場合，要素どうしは，「否定」・

「対立」・「対照」のいずれかの関連を持つ．つまり，対応のすべてが「否定」・「対
立」・「対照」の内のいずれかの関連にある交差対句を，本稿では裏返し構造と見

18　 「交差対句」はキアスムスの日本語での呼称の一つである．
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做すこととする．

簡単にいえば，すべての対応が「否定」・「対立」・「対照」のいずれかになっているキ
アスムスのことを「裏返し構造」と称する．つまり，裏返し構造は，キアスムスの構
造上の下位の概念である．
また，かかるフォロワーに対するリーダーシップのスタイルは，フォロワーの成熟
過程に応じて S1→ S2→ S3→ S4と逐次変容する．これを図式化した場合，次のよ
うになる．

S1：　 教示型
S2： 説得型
S3： 参加型

S4：　 委任型

この 4種類の型のリーダーシップスタイルは，フォロワーの成熟度合いに応じたスタ
イルである．フォロワーの成熟度合いがキアスムス形式であるとすれば，当然に，か
かるリーダーシップスタイルの変容もキアスムス形式になる．
こうした，状況対応型リーダーシップモデルと異郷訪問譚の構造的な類似点につい
て，大喜多（2016b）では，典型的な異郷訪問譚の一つである「イザナギの黄泉国訪問譚」
との対照を試みた．以下は大喜多（2016b）の引用である．

イザナギが辿った過程を対応させると，R1は，「馴質異化」，つまりイザナミを失っ
たことにより悲嘆に暮れ，日常が異質化した状況に相当する．なお，R1によれば，
主人公は能力が低く，意欲が低い状況として表現される．
続いて，イザナギが当面の目標を，イザナミと出会い，この世に取り戻すこと

に定め，黄泉へと向かう「高揚」である．これは R2である．ここではイザナギ
は前段階に比べ意欲が高い．一方，イザナギはその後のことを考えている訳では
なく，現実に対応する能力としては低い段階に留まっている．
その後，イザナギはイザナミと出会うことにより「落胆」する．これは R3に
当たる．つまり，イザナギの意欲は落胆し薄れるのだが，現実に対応する能力に
ついてはむしろ高くなり，追走される状況を，知恵を使い振り切るのである．
そしてイザナギはイザナミと別離し，「異質馴化」となる．これは R4である．

この時点で，イザナギは新しい生き方を選択し，能力・意欲共に高い状態になっ
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ている．
なお，イザナギの過程では，「馴質異化」の前に「旧日常」が，「異質馴化」の

後に「新日常」があるが，これを状況対応リーダーシップ理論に対照すれば，「旧
日常」はフォロワーがリーダーとの関係を構築する前の段階であり，「新日常」
はフォロワーがリーダーを必要としなくなった段階であると言えよう．

つまり，「イザナギの黄泉国訪問譚」の構造と状況対応型リーダーシップモデルにお
けるレディネスの変容の関係は，下記のような図式で表現できる．

＜イザナギの黄泉国訪問譚＞　　　　　　　　　＜リーダーシップモデル＞
A　旧日常    ・・・　　以前

B　馴質異化    ・・・　　R1　　　　能力 (低 )/意欲 (低 )
C　黄泉国への訪問  ・・・　　R2　　　　能力 (低 )/意欲 (高 )
Χ　変異したイザナミを目撃 ・・・　　きっかけ

C´黄泉の国から帰還  ・・・　　R3　　　　能力 (高 )/意欲 (低 )
B´異質馴化    ・・・　　R4　　　　能力 (高 )/意欲 (高 )

A´新日常    ・・・　　以後

かかる図式に基づけば，「イザナギの黄泉国訪問譚」は以下の要素からなる．イザナ
ギは，イザナミと旧日常のなかにいた（A）．ところが，イザナミの死により日常が
異化する（B）．イザナミは，失ったイザナミを求めて黄泉国を訪問する（C）．黄泉
国にて，変わり果てたイザナミと出会ったイザナギは衝撃を受け（Χ），黄泉国から
帰還する（C´）．イザナギはイザナミの死を受容し（B´），イザナギとイザナミの
新日常が開始する（A´）．これを，状況対応型リーダーシップモデルのレディネス
の変容と対比すれば，Bが R1，Cが R2，C´が R3，B´が R4にそれぞれ相当する．
なお，Aは，リーダーによるリーダーシップが開始される前のフォロワーの状況であ
り，A´は，リーダーシップが終了した後のフォロワーの状況である．また，Χは，フォ
ロワーが R2から R3へと変革するきっかけの出来事である 19．このように，イザナギ
の心性の変化の様子は，状況対応型リーダーシップにおけるフォロワーの変化と一致
していることがわかる．

19　 当該箇所におけるイザナギの変化について，網（2018）は「R2から R3への変化には，他
律的から自律的への質的変化」があることを述べている．
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しかしながら，状況対応型リーダーシップモデルは，あくまでもリーダーシップモ
デルであるからには，当然に，リーダーが存在する．一方，「イザナギの黄泉国訪問譚」
には，イザナギを指導するリーダーの存在はみとめられない．この点は双方の構造に
おける相違点である．換言すれば，リーダーの在・不在の差異はあるものの，状況対
応型リーダーシップにおいてフォロワーが順当に成熟過程を進んだとすれば，異郷訪
問譚が示す主人公の成長過程と一致するといえる．

5. 成熟度とキアスムス

前節では，状況対応型リーダーシップにおけるフォロワーの成熟過程が事実上の成
長物語であり，かかる構造が，代表的な異郷訪問譚である「イザナギの黄泉国訪問譚」
と類似していることを述べた．ここで，リーダーシップには，その前提となる目標設
定がある．つまり，リーダーがフォロワーに対し，まず目標を提示することにより，リー
ダーシップが開始する．また，リーダーシップの成果は，かかる提示された目標が達
成されたかにある．前節の「イザナギの黄泉国訪問譚」では，構造こそレディネス変
容の様態と類似しているが，その前提となるリーダーと，リーダーによる目標設定が
存在しない．本節では，リーダーが存在する物語の事例として，聖書における「イサ
ク燔祭物語」を紹介し，これを状況対応型リーダーシップモデルにみとめられる構造
と対比してみる．
「イサク燔祭物語」は，旧約聖書の創世記 22章 1節から 19節に記載された物語で
ある．以下は，筆者によるあらすじである．なお，便宜上，あらすじにはアルファベッ
ト・記号を付した．

〔A/〕アブラハムは，一人息子であるイサクを燔祭として捧げるように，神から
命令された．翌朝，アブラハムはイサクを連れ，二人の従者とともに神の命じら
れたモリヤ山に向かった．〔/A〕〔B/〕アブラハムは二人の従者を待機させ，イ
サクとともに燔祭をおこなう場所に向かった．イサクは，本来燔祭とすべきであ
る小羊の所在をアブラハムに問うた．アブラハムは，当該小羊は神が備えるであ
ろうことをイサクに告げた．〔/B〕〔C/〕アブラハムはイサクを祭壇に据え，燔
祭として殺そうとした．〔/C〕〔C´/〕その時，神の使いが，かかる殺害を止め
た．〔/C´〕〔B´/〕アブラハムは，角を藪にかけた雄羊をみつけ，それをとらえ，
燔祭とした．〔/B´〕〔A´/〕神の使いは，アブラハムが言葉に従ったことを以て，
彼に祝福を授けた．アブラハムは従者たちのもとにもどり，ともにベエルシバへ
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と行った．〔/A´〕

この物語の主人公はアブラハムである．物語におけるモリヤ山への訪問は，神の命令
によって開始し，アブラハムが神の命令に従ったことが評価され，物語は終結に至る．
つまり，この物語におけるリーダーは，神あるいは神の使いであり，アブラハムに与
えた目標は，表層的には「神の言葉に従うこと」であるといえる．そうであれば，ア
ブラハムはフォロワーの立場となる．

リーダー　：神あるいは神の使い
フォロワー：アブラハム
表層的目標：神の言葉に従うこと

ここで，上述の物語を，あらすじに付したアルファベット・記号に基づき図式化す
ると以下のようになる．

A　神の命令　＜提示＞
B　本来的燔祭　＜否定＞
　C　殺害　＜実行＞
　C´殺害　＜実行の否定＞
B´本来的燔祭　＜否定の否定＞

A´神の命令　＜成就＞

Aと A´は，「神の命令」がテーマである．Aでは，命令が＜提示＞され，A´では
これが＜成就＞する．Bと B´は，「本来的燔祭」がテーマである．従来，アブラハ
ムやイサクは，羊を燔祭としていたのであり，本稿ではこれを「本来的燔祭」と位置
付けた．Bでは，イサクがアブラハムに，燔祭とすべく羊がないことを告げ，アブラ
ハムはこの状態を受容した．つまり，これは，「本来的燔祭」が＜否定＞された状態を，
アブラハムとイサクが共有し，かつ，受容したことを意味する．対し，B´では，彼
らにより「本来的燔祭」がおこなわれた．これは，「本来的燔祭」が否定された状態
の否定である．Cと C´は，「殺害」がテーマである．Cでは，Aでの神の命令をア
ブラハムが＜実行＞しようとする．それに対し，C´では，神の使いがアブラハムの
＜実行＞を否定し，これを阻止する．かかる＜実行の否定＞は，同時に，神の使いに
よる，神の命令への否定でもある．
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さきほどは，神がアブラハムに提示した目標が表層的には「神の言葉に従うこと」
であると書いた．これによって，アブラハムが得た報酬は，以下の創世記 22章 16
節から 18節にあらわされた神による「祝福」であった（日本聖書協会：1955）．

わたしは自分をさして誓う．あなたがこの事をし，あなたの子，あなたのひとり
子をも惜しまなかったので，わたしは大いにあなたを祝福し，大いにあなたの子
孫をふやして，天の星のように，浜べの砂のようにする．あなたの子孫は敵の門
を打ち取り，また地のもろもろの国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろ
う．あなたがわたしの言葉に従ったからである．

つまり，神が直接的にアブラハムに提示した命令は「イサクを燔祭とすること」であ
り，表層的には，神の言葉に従うか否かが目標達成の尺度であるといえる．しかし実
際は，神の使いは，これを否定したうえで，神は報酬として「祝福」を与えたのであ
り，神の深層的な目標は，かかる「祝福」の授与（あるいは，アブラハムが神の「祝
福」を授与され得る人物になること）であるといえる．

リーダー　：神あるいは神の使い
フォロワー：アブラハム
深層的目標：報酬としての「祝福」

以上を，状況対応型リーダーシップのレディネス変容と対比してみる．まず，Aで
は，リーダー（神あるいは神の使い）によりアブラハムが目標を提示される．Bでは，
神の命令は提示されたものの，アブラハムは逡巡していることが予想できる（つまり，
アブラハムの「意欲」は低い状態である）．Cでは，アブラハムは意を決する（アブ
ラハムの「意欲」は高い状態である）．C´では，かかる意を決した状況から，一転し，
安堵あるいは脱力した状態であろう（この時点でアブラハムの「意欲」は低い状態に
なる）．B´では再び燔祭を実行する充実した状態であるといえる（再び，アブラハ
ムの「意欲」は高い状態になる）．そして，A´では神からの報酬を受け取るのである．
このように，アブラハムの「意欲」は，低→高→低→高，と変化する．一方，「能力」
面ではどうであろうか．神がアブラハムに与えた目標は，表層的にはイサクの殺害で
ある．だが，深層的な目標は，「祝福」の授与であり，その資格をアブラハムが受け
るところにある．つまり，Bと Cでは，アブラハムには資格を受ける「能力」がない．
一方，B´と C´ではかかる資格が認定され，「能力」がある立場になる．以上を踏



134 『人文×社会』第 3号

まえれば，アブラハムの「能力」は，低→低→高→高，と変化する．

＜イサク燔祭物語＞　　　　　　　　　　　　　　　＜リーダーシップモデル＞
A　神の命令　＜授与＞  ：命令　・・・　開始

B　本来的燔祭　＜否定＞  ：逡巡　・・・　R1　　能力 (低 )/意欲 (低 )
　C　殺害　＜実行＞  ：決意　・・・　R2　　能力 (低 )/意欲 (高 )
　C´殺害　＜実行の否定＞  ：安堵　・・・　R3　　能力 (高 )/意欲 (低 )
B´本来的燔祭　＜否定の否定＞ ：充実　・・・　R4　　能力 (高 )/意欲 (高 )

A´神の命令　＜成就＞  ：成就　・・・　終了

この「イサク燔祭物語」がはたして異郷訪問譚といえるのか，については議論があ
ろう 20が，上述のように，この物語におけるアブラハムの変化は，状況対応型リーダー
シップにおけるフォロワーの成熟度合いと一致しているといえる．
一般的に，日常が異化することにより物語が開始し，かかる日常の異質が馴化す
ることにより新しい日常が編成され，物語は終了するといえる（シクロフスキー：
1971）．多くの異郷訪問譚（あるいは他の形式の物語）では，実際にこうした構造に
なると予想できる．異郷訪問譚の主人公の変化と，状況対応型リーダーシップのフォ
ロワーの成熟度の進展が，完全な対応関係にあるかについては今後検証するつもりで
あるが，いずれにせよ，当該フォロワー成熟度の構造はキアスムスである．Lacanの
指摘のごとく，記憶の事実性以上に物語性が精神分析においては価値視される（例え
ば，立木：2011）．この点は，フォロワーの成熟過程においても同様であるのではな
かろうか．

6. キアスムスの核の機能と R2・R3の境界

キアスムスでは，しばしば，その構造上の中央に位置する折り返し部分である核
（Χ）21の機能に注目される．かかる核の機能について，McCoy（2003）は次のように
述べた．

20　 本稿の目的は，当該物語が異郷訪問譚であるかを議論するところにはない．
21　 キアスムスには，核の部分が対をなさないタイプと，対をなすタイプがある．例えば，4

節の「イザナギの黄泉国訪問譚」のキアスムスは，核の部分が対をなさないタイプであり，
5節の「イサク燔祭物語」のキアスムスは，対をなすタイプである．
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One scholar who has specialized in the literary form and structure of the Old 
Testament is convinced Genesis through Deuteronomy plus the book of Joshua 
(all six of which he collectively labels “the Hexateuch”) form one enormous 
macrochiasm with the covenant at Sinai (Exodus 19:3-Numbers 10:10) as the 
central and climactic (X) component.

つまり，McCoy（2003）によれば，核は，物語のクライマックスを示す機能を持つ．
同様の見解は，例えば，Luter & Lee（1995）や森（2007）でもみとめられる．
ところで，物語におけるクライマックスとは，一般的には，物語が最高潮に盛り上
がった場面のことをいうのだが，二瓶（2006）は，国語教育の分野において，かか
る物語のクライマックスに関連し，次のように述べた 22．

クライマックスの定義として，私は野火っ子たちに「あること，または，中心人
物の『心』が最も大きく転換するところ（一文）」と伝えた．この定義に従って，
子どもたちは「太一の心が最も大きく変わった一文」を検討した．そして，文章
を載せた二人とも，②の「おとう，ここにおられたのですか．また会いに来ます
から．」の会話文をクライマックスに決定している．

簡単にいえば，二瓶は，「物語全体を通して、あること（中心人物の心）が最も大き
く変わるところ」を，物語におけるクライマックスと定義している（倉又：2014）．
本稿では，二瓶における国語教育上のクライマックスの定義を援用し，キアスムスの
核が示すクライマックスが，中心人物の心が最も大きく変化する箇所であると仮定す
る．
「イザナギの黄泉国訪問譚」のキアスムスの場合，核は，Χ「変異したイザナミを目撃」
の場面である．イザナギは，既に変容したイザナミの姿を目撃することにより，イザ
ナミとの対面に希望を抱いていたイザナギの心性（「高揚」）が変化し，絶望と驚愕の
淵に落とされる（「落胆」）．同時に，これは，イザナギの自立を促す出来事でもあった．
また，「イサク燔祭物語」の場合は，核は，C「殺害＜実行＞」・C´「殺害＜実行の
否定＞」である．核の前におけるアブラハムは，イサクを殺害しなければならないと
いう絶望の淵にある．それに対して，核の後では，アブラハムは安堵している．

22　 ここでは国語教材『海のいのち』を分析している．
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物語　　　　　　　　　　　　　核の前　　　　　　　　核の後　　　
イザナギの黄泉国訪問譚　　　　高揚　　　　　　　　　落胆
イサク燔祭物語　　　　　　　　絶望　　　　　　　　　安堵

以上のように，双方の物語では，核の前後で「中心人物の心」が大きく変化している．
R2から R3への移行は，リーダーの立場からみれば，S2（説得あるいはコーチ型）
から S3（参加あるいは援助型）への移行である．また，R2においては，リーダーの
意思決定に関する説明を受けつつ，フォロワーが，自立への援助を受ける立場である
が，R3では，十全ではないもののフォロワーが意思決定に参与する立場になる．つ
まり，R3は，事実上，意思決定に対するフォロワーの参与の開始であり，自立への
出発でもある．フォロワーは，R1および R2では他律的 23立場であるが，R2と R3の
境界における他律から自律への質的転換があり，R3および R4では自律的立場 24へと
転ずる（網：2018）．

R1・R2　　　　　：他律的立場
R2と R3の境界  ：質的転換（他律→自律）

R3・R4　　　　　：自律的立場

「イザナギの黄泉国訪問譚」では，イザナギはイザナミの現実を直視することにより，
イザナミからの「自立」を開始した．つまり，核は，イザナギの「自立」の起点であ
る．また，「イサク燔祭物語」では，核の前における，アブラハムの燔祭に臨む姿勢
は他律的であったと推測できるが，核の後では一転し，その姿勢は自律的であるとい
える 25．かかる双方の核は，両物語のクライマックスの機能を持つ．同様に，状況対
応型リーダーシップでは，R2から R3への移行が，フォロワーの成長におけるクラ
イマックス箇所であるといえる．

23　 リーダーの働きかけによりタスクを遂行する立場のこと．つまり，リーダーが主であり，
フォロワーが従である．

24　 フォロワーの意思によりタスクを遂行する立場のこと．つまり，フォロワーが主であり，
リーダーが従である．

25　 核の前後では，燔祭とする対象が異なる．核の前ではイサクが対象であるが，核の後では
羊が対象である．ここで，イサクを対象とする燔祭は神の指示によるものである．対し，
羊を対象とする燔祭では，当該聖書箇所には，かかる燔祭が神の指示であるとは書かれて
いない．



137〈研究ノート〉 文体事象以外におけるキアスムス的様態の広がり

7. おわりに

本稿では，文体事象としてのキアスムスに関する研究史を概観した．同時に，松村
（2020）や Pelkey（2013）らによるキアスムス研究における文体以外の事象での広が
りを紹介した．キアスムスが発現する機序に関しては，かかる発現が左脳と右脳の双
方の機能に関連しているという立場（Douglas：2007，Nänny：1988）に立てば，当
該構造は，単なる「文体のあや」ではない．むしろ，人間の根本的な心性のあり方に
深く関わる，「概念や言語以前の心のパターン」（Bruhn：2015）である．
以上を踏まえ，本稿では，状況対応型リーダーシップの形式が，はたしてキアスム
ス形式であるか，の検討をした．その結果，当該リーダーシップモデルは，大喜多
（2015）によれば裏返し構造である．かかる裏返し構造は，キアスムスの構造上の下
位の概念であり，つまりはキアスムスの一種である．4節で述べたように，異郷訪問
譚および状況対応型リーダーシップモデルは，「成長物語」とみなすことができる点
において共通している．そうであるならば，例えば，いわゆるエリクソンのライフサ
イクル論（例えば，Erikson：1959）が示したような人間の心理的発達と統合の様態
変化（例えば，柳沢：1985）についてはどうであろうか．こうした点も，今後検証
したい．また，一連の他のリーダーシップモデル（小久保：2007）の場合はどうな
のか 26，についてもこれからの検証課題である．
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〈研究ノート〉

イヴ・ボヌフォワ『ドゥーヴの動と不動』
における非人称の声

久保田 悠介

イヴ・ボヌフォワ（1923～ 2016）の実質的なデビュー作である Du mouvement et 
de l’immobilité de Douve（『ドゥーヴの動と不動』、1953、以下『ドゥーヴ』と表記）は、
「劇場」「最後の身ぶり」「ドゥーヴは語る」「オレンジの苑」「真の場所」という大き
く分けて 5つの章で構成されている。本稿では、主に「劇場」から「ドゥーヴは語る」
までの前半部に焦点を当て、そこに頻出する「見る」ことと「声」に着目し読解する。
それによって『ドゥーヴ』における誰のものでもない非人称的な声の主題を示し、そ
れが視覚による認識を越えるものであるという点においてボヌフォワのイメージ批判
と通底するものであることを明らかにする。
では、まず『ドゥーヴ』における最初の詩「劇場Ⅰ」を見てみることにしよう。

私は君が段丘を走るのを見ていた、私は君が風に抗うのを見ていた、寒さが君の
唇に血を流していた。

そして私は君が砕けて死んでいることを楽しむのを見た
雷が君の血で白い窓ガラスにしみをつけるとき、おお雷より美しいものよ 1。

一読して了解できるのは、「見る（voir）」という視覚の動詞の多さである。以上の詩
だけではなく、「劇場」のほかの詩（4、７、10、12、13、14、15、16）においても

1　 Yves Bonnefoy, Poémes, Gallimard, Poésie/Gallimard, 2002, p. 45.（以下 YBP と表記 )
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時制（現在・複合過去・半過去）は異なれども「私は見る」という行為は反復される
こととなる。そして常に見ている主体である語り手 2の「私」に対して、見られる対象
（客体）として存在しているのは「ドゥーヴ」という女性なのである。
なぜ「見る」がこれほど強調されるのか。語源的な知に遡り ギリシャ語「テアトロン」
が「見る場所」という意味であることを思い出すまでもなく、章題となっている「劇
場（テアトル）」は「見る」行為こそが支配する空間であると ひとまずは言える。
くわえて、ボヌフォワにとって「見る（voir）」とは「イメージ」と結びついている。
1947 年にボヌフォワは、「生きる糧をあたえる （« Donner à vivre »)」というテクス

トを執筆しているが、それはエリュアールの『見るものをあたえる（Donner à voir）』
に対する批判を込めたものである。このテクストの主張をいささか単純ではあるが図
式化すると、いまここにある現実を「生きる」ことと、対象＝客体としてのイメージ
をいまこことは関係ないものとして「見る」こととが対比され、前者に重きを置いて
いるのだと言える 3。その意味でまさに劇場とは「見る主体としての私」と「見られる
客体としてのドゥーヴ」という主客分離を前提としたイメージの空間であると考えら
れる。そして劇場という場に象徴されるような「見る主体－見られる客体」の関係の
乗り越えを、『ドゥーヴ』の前半部は描いていると解釈できるのである。そして結論
を先取りするならば、そのような乗り越えは「死」によって達成されることとなるだ
ろう。
『ドゥーヴ』において、「死」は反復される主題だが、「死」によってイメージ＝視
覚的なるものを乗り越えようとする態度は「劇場ⅩⅢ」においてこのような形で顕在
化している。

この夜大地によって照らされた君の顔だが私は君の目が腐敗するのを見る
そして顔という語にはもはや意味はない。

旋回する鷲たちの照らす内なる海、それはひとつのイマージュだ。
私は冷たい君をイマージュがもはや形にならない深みへと閉じ込める 4

2　 詩における「私」を示す語としては「発話主体」「抒情的自我」をはじめとしていくつかの
表現があるが、本稿で「語り手」を使用するのは「語る」という行為の問題を強調するた
めである。

3　 Yves Bonnefoy, « Donner à vivre », in Traité du pianiste et autres écrits anciens, Mercure de 
France, 2008.

4　 YBP, p. 57.
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この詩にはドゥーヴの「顔」に腐敗という死の徴候を見出すことによって、イメージ
を越える「深み」へとドゥーヴが向かうというモメントが描かれている。その意味で
「顔」に「死」を見出すことがイメージ批判と結びついていると考えられるだろう。
そして「劇場 Ⅷ」の以下の部分においても見いだされるように「顔」は「見ること」
そのものと深く結びついているのだ。

いまや顔面の細工がばらばらになる。いまや見ること（vue）との別れが進む 5。

ここでは「顔面の細工（les menuiseries faciales）」というように、「顔（visage）」と
は異なる装飾性が強調されている。言うなればそれは仮面のようなものだろう。
そのような「顔＝仮面」としてのイメージと「死」について、「マラルメに語り掛
けるボードレール」において、ボヌフォワはボードレールの「仮面」のなかに類似し
た問題を見出している。

「仮面」は『悪の華』のなかでも最も美しい詩のひとつです。そしてそれはまさ
に、その詩がまず最初に賛同の運動を生きなおし――ボードレールは〈優雅さ〉
と〈力〉があふれている」彫像を幸福そうに見つめます――、次に警告の運動を 
――二次的な、そしてじつは道徳的な諸性格、自惚れや隠蔽や肉感的な媚態がそ
の顔のうえに浮かんでいるのを彼が発見したときに、そして理想の〈美〉のそう
した人間的な、あまりに人間的な側面は、結局それに魅力を付け加えるものでは
ないのではないかと彼が自問せざるをえなくなったときに――そして最後に、恐
怖の運動を――というのもその寓意的な彫像は、微笑みを浮かべた美しい顔の裏
側に、彼のもっとも暗い予感のかずかずにみごとに答えるもうひとつの顔を持っ
ているのです――生きているからにほかなりません 6。

ボヌフォワの語っていることをまとめれば、可視的な顔＝仮面としてのイメージに暗
い予感＝死を見出すこと、それが単なる可視性を越えた「もうひとつの顔 7」の露呈へ

5　 YBP, p. 52.
6　 Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie, Neuchâtel, Baconnière, 1981, pp. 80-81. この文に関し
ては以下の既訳を用いた。イヴ・ボヌフォワ、「マラルメに語りかけるボードレール」、兼
子正勝訳、『ユリイカ』、25巻 11号所収、書肆ユリイカ、1993年、78頁 -79頁。

7　 松浦寿輝『平面論』にならい、「貌」と訳してもよいかもしれない。
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とつながるということである。「死」こそがそのようなものへ到達させるのである。
そして「劇場」の最後の詩となる「劇場 ⅩⅨ 8」では、ついに「世界の濃密さのな

かに試みられた入口」を通しての劇場からの脱出が示されるが、その脱出は「君のほ
ほえみ」を「死の束」で飾ったものである。
それに続くシークエンス「最後の身ぶり」では、劇場を脱出したことで「私は見る」
という行為は一気に姿を消す。最初の詩「木々に 9」ではドゥーヴはカロンを想起させ
る「死者たちの舟」に乗っていることでその死が示されるが、そこでは「私は聞く
（Jʼentends）」のであり、見ることはない。そしてその死が視覚的なものとして描かれ
るのは「ただ一人の証人 610」においてだが、そこでは、「劇場」以降姿を消していた
「私は見る」が一度だけ現れる 11。それは「ついに私は君が死んでいるのを見た (En�n 

je te vis morte)」と単純過去で描かれ、現在・複合過去・半過去で表現されていた「劇
場」の「voir」とは異なっており、現在の「私」の状況との断絶を暗示している 12。「見
る」ことはもはや問題とならないだろう。じじつあれほどに反復されていた「私は見
る」という言葉は、この後『ドゥーヴ』から姿を消すこととなる。この決定的な「死」
に直面することによって、ドゥーヴだけでなく語り手も「見る－見られる」の関係か
ら離脱するのである。
つづく「真の名 13」では、名づける行為のうちにドゥーヴの不在＝死が確認され
る 14。それは「私は名づけるだろう（Je nommerai）」というそれまでほとんどあらわ
れていなかった単純未来の時制で書かれることで、直前の「ついに私は君が死んでい
るのを見た」という単純過去との断絶をより意識させる。この後『ドゥーヴ』には単
純未来が増えていくが、それはそれ自体が（宣言・祈願・予言等の）発話内行為とし
ての意味を持つような語りだ。少々踏み込んで語れば、事実確認的な「私は見る」が
消失し行為遂行的な語りの言葉が増えていくのだと言えるかもしれない。

8　 YBP, p. 63.
9　 YBP, p. 65.
10　 YBP, p. 72.
11　 その前に「je te revis」という形で「revoir」が二回繰り返されるが、文脈的には実際に見

ているというより過去のドゥーヴのことを「思い出す」という風に訳すべきだろう。
12　 「voir」とは異なるが、「劇場 Ⅸ」の « […]toujours je te découvre morte »（ YBP, p. 53.）と

いう一節と比較してもよいかもしれない。
13　 YBP, p. 73.
14　 「詩の行為と場所」では、ダンテが死んだ女性を不死化するためにベアトリーチェと「命名」

したことが批判的に語られている。ここでの命名はそのような言語による不死化とは逆の、
ドゥーヴの不在＝死を確認する行為ととるべきだろう。 Cf. Yves Bonnefoy, Improbable et 
autre essais, Mercure de France, 1980, p. 105.
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さらに続く無題の詩でも単純未来によってそのような死を引き受けたうえで乗り越
えることが語られている。

君が生きるには死を乗り越えねばならないだろう、もっとも純粋な現前は飛び
散った血だ 15。

そこで浮かび上がるのは死を引き受けつつ乗り越える生という主題であり、『ドゥー
ヴ』におけるヘーゲルのエピグラフ（この文言をボヌフォワはモーリス・ブランショ
の「文学と死への権利」から引用したとも言われている 16）を想起させるものである。

しかし精神の生は死を前にしておそれることはなく死と無縁のものでもない。そ
れは死を支える生であり死によって成り立つ生なのだ 17。

それは先述したような、「見ること」を批判し「生きること」を重視するボヌフォワ
の態度ともかかわってくるものだ。では「見る－見られる」の関係から死によって抜
け出したドゥーヴはどのように生きることができるのか？  
それは『ドゥーヴ』後半部をも踏まえたうえでの全体的な読解が必要だが、ひとま
ず「見る」ことのかわりに現前化するのは「声」であり、それによる「語り」である
と言えるだろう。
つづくシークエンス「ドゥーヴは語る」において、それまでの「見る」とは異なる

「声」が前面に出てくるのである。「ドゥーヴは語る」における最初の詩は「どんなこ
とばが」で始まっている。

どんなことば（parole）が私のかたわらに生じたのか、どんな叫びが不在の口に
生まれたか？
かろうじて私が自分に対する叫びを聞いたとしても、

15　 YBP, p. 74.
16　 Cf. Mario Mourin, « On Bonnefoyʼs Poetry », in Yale French Studies, No. 21, New-Haven, 

1958. この論文はブランショとの影響関係については仮説が多いため十分に説得的である
とは言えない。しかしブランショがボヌフォワ論「大いなる拒否」を発表する以前から、
この両者に影響関係が見出されていたという同時代的背景は推し量ることができるもので
ある。

17　 YBP, p. 43
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かろうじて私の名を呼ぶその息を感じたとしても。

だが私へのその叫びは私から起こった。
私は自分の奇妙さに閉じこもった。
いかなる神的な（divine）あるいはいかなる奇妙な声が
私の沈黙に住まうことに同意したというのだろうか 18？

この声は極めて不定形な、「私」のものでありつつ自分の意思を離れた神的なもので
もある。そしてこの「声」は「不在の口」や「沈黙」が示すように観念的な「声」
であることに注意する必要があるだろう。事実「声」はこれ以前にも二回出てくる
が 19、どちらも「この声（cette voix）」という具体的な声である（くわえてその声はそ
れぞれ「夜」と名づけられたこの声、「殺された」この声という、沈黙を喚起するも
のである）。さらに「最後の身ぶり」の最後から二番目の詩「真の体」では「ドゥーヴ、
私は君において語る 20」という宣言があるように、この声は「私」の声でありつつも、
ドゥーヴの声であるような、非人称的で神的な声である。そしてここでの神的な声を、
予言者カッサンドラや巫女マイナスをはじめとして『ドゥーヴ』に頻出するギリシャ・
ローマ神話のモチーフを踏まえて、「私」を一種のメディウムとする古代の神々と非
人称的な声 の結びつきが実現しているのだとも考えることが出来よう（神話事典の
編纂者でもあるボヌフォワにとって古代の神話は一貫した関心であった）。
ここでいささか余談めいた飛躍を述べることを許してもらうならば、このような古
代神話と非人称の声の結びつきにおいて、『ドゥーヴ』と同時代（1951年）にボヌフォ
ワが執筆参加した雑誌『三等列車』の中心人物ミシェル・ファルドゥーリス＝ラグラ
ンジュとの共振が見出されるのではないだろうか。國分俊宏はファルドゥーリスの活
動に一貫して存在していた「非人称の声」という主題を、『メデイアの弁明』という
テクストについて論じるかたちでこのように分析している。

ここではっきりと「神的なもの」（le divin）と「非人称的なある存在の顔」（le 
visage dʼune présence[…] impersonelle）が結びつけられていることに注意しよ

18　 YBP, p. 79.
19　 YBP, p. 73, 77.
20　 YBP, p. 77. これが宣言された後「詩法」という短い詩が挟まれて、「ドゥーヴは語る」のシー

クエンスに移る。「詩法」へつながることを考えれば「私は君において語る」とはまさし
く詩の行為として意識されていると考えられる。
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う。ここにあるのは、非人称的なものこそが神性であるという感覚である。ファ
ルドゥーリスが呼び出す神話の声は、間違いなく非人称の声として意識されてい
る。『弁神論』をめぐってアルベール・ブランギエと交わした手紙の中でファル
ドゥーリスは、「言葉（パロール）はそれ自体、他処から、ある儀礼からやって
くるインスピレーションを持っている」と書いている。言葉は他処からやってく
る。つまり、本質的に非人称的なものだとファルドゥーリスは言うのである 21。

またファルドゥーリスの別のテクストについても、いまここの「私」が神話的次元と
結びつく事態を指摘しつつ、そのことをブリュノ・クレマンの「垂直の声」概念と結
び付けているのだが、まさしくこれらの分析は『ドゥーヴ』のこの箇所においても当
てはまるように思われる。ファルドゥーリスとボヌフォワの影響関係についてはいま
だ詳らかにされてはいないが、雑誌の執筆者として参加していた以上、問題意識を共
有するような関係であったと推測しても牽強付会ではないだろう。
とはいえそれは本稿の主題ではないため、『ドゥーヴ』に戻るとしよう。その後に
続く詩は「ひとつの声」と「もうひとつの声」というタイトルであり、語っているの
が今までの語り手であった「私」なのかドゥーヴなのかが判別しがたくなっている。「も
うひとつの声」には「私は君のなかで生き られるだろう 22」とも書かれている。次の
「ドゥーヴは語る」においてはドゥーヴが「私」として現れるのであるが、ここでの「私」
とは誰だろうか。先に引用した「ドゥーヴ、私は君において語る」のとおり、語り手
とドゥーヴはもはや厳密に分けられるものではない。その意味ではドゥーヴ（Douve）
は二重の（double）存在として語るのだとすら言えよう 23。「見る－見られる」関係に
おいては強固だった「私」とドゥーヴの主客関係であるが、「語り」においては「私」
とはだれかがもはや不定形なものとなっていくのである。続く詩である「ひとつの声」
（このシークエンスに「ひとつの声」という題の詩は三つある）や「低い声と不死鳥」
などでは、だれがそのような言葉を発しているのか詩において説明されることはない。
「低い声と不死鳥」は一種の対話形式となっているが、対話しているのはやはり「ひ
とつの声」と「もうひとつの声」である。それらの声をドゥーヴや語り手の声として

21　 國分俊宏、『ミシェル・ファルドゥーリス＝ラグランジュ：神話の声、非人称の声』、水声社、
2017年、205-206頁。

22　 YBP, p. 81.
23　 この二重性は、後年『赤い雲』所収の « La �eur double, la sente étroite : la nuée »（「重なる花、

細道：雲」、1972）という『奥の細道』論における「かさね (重ね )」という少女への関心
として変奏されることになるだろう。Cf. Le Nuage rouge, Paris, Mercure de France, 1977.
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解釈することもできないわけではないが、あえて「ひとつの声」のようにボヌフォワ
が表現していることを踏まえれば、その声の非人称性が強調されているのだと考えら
れるだろう。それこそが主体と客体、「私」と「君」があいまいになるような「声」
と「語り」の空間である。「ひとつの声」と題された三番目の詩 では、「私」と「君」
が一致するようなヴィジョンが示されている。

頂の横の生き生きとしたオリーブの木全体で
火を築くこの島を思い出せ、
夜がさらに高くなり夜明けには
もはや風は不毛なものでしかなくなるために。
黒くなった道の多くはひとつの王国を作り上げるだろう
そこでは私たちが持っていた誇りがとりもどされる、
永遠の焔以外の何も永遠の力を増すことはできないからだ
そしてなにもかもこわされてしまいますように。
私はこの灰の土地に戻るだろう、
私はその荒れた身体のうえに私の心臓を横たえるだろう。
私は深いおそれにある君の生命ではないのか、
火刑台の不死鳥のみを碑として持つ君の生命ではないのか 24 ？

「私」は「君の生命」であり、この両者は「火刑台の不死鳥」のような死を乗り越え
た生命として密接に結びついている。見る主体と見られる客体を前提とした空間を死
によって乗り越え、そして非人称の声の空間において「私」と「君」はほとんどイコー
ルの新たな生命として結びつくことができるのではないだろうか。それは主客の分か
たれた世界から脱け出して一種の「communion」とでも言うべきものへと至る道筋
である。
そしてこのような「私」と「君」との結びつきを踏まえたうえで、その先にある「真
の場所」のようなものへと至ることが、この作品の後半の主題となってくると思われ
る。それについては今後のさらなる研究が必要となるだろう。

24　 YBP, p. 87.



〈研究ノート〉

ポエジーは現実にどう関われるのか
バンジャマン・フォンダーヌの詩と哲学をめぐる研究ノート

伊藤 琢麻

0. はじめに

1930年代が、危機の時代であったことは疑いようのないことだろう。ファシズム
の台頭、スペイン内戦、そして第二次世界大戦へとつながっていく政治的・社会的な
危機、ポール・ヴァレリーが述べた「精神の危機」、それからエトムント・フッサー
ルが述べた生と文化と学問の危機などはその例である。これらの危機が、作家たちに
とって、それまで信じられてきた価値の転覆を目指すきっかけのひとつとなったのは
おそらく間違いない。事実、さまざまな作家たちが新しい思想を生み出しながら、こ
の危殆に瀕する現実に向かい合おうと努力していた。それは、一度目の大戦が二十世
紀を代表する文学・芸術運動であるダダやシュルレアリスムを生んだのと似ている。
ルーマニア生まれの哲学者、詩人であるバンジャマン・フォンダーヌ（Benjamin 

Fondane, 1898-1944）も、そのような作家のうちのひとりだった。哲学書、詩作品だ
けでなく、シナリオや映画まで残したフォンダーヌは、その幅広い活動を通じて多数
の同時代作家たちと交流した。しかしながら、この人物が日本で知られているとは言
い難い。たとえば、同じルーマニア出身のフランス語作家であるトリスタン・ツァラ、
エミール・シオラン、ウジェーヌ・イヨネスコ、ゲラシム・ルカらと比べてみると、フォ
ンダーヌの名前を目にする機会はずっと少ない。
そういうわけで本研究ノートでは、バンジャマン・フォンダーヌを日本語読者に紹
介することを目的とする。まずフォンダーヌという人物について、伝記的事実を中心
に紹介する。その際、これまで日本語で紹介されることの少なかった、彼と同時代の



152 『人文×社会』第 3号

哲学者との交流を中心に扱う。ついで、特に 2000年以降の先行研究を整理しつつ、
これまでフォンダーヌがどのように研究されてきたのかを確認する。またここでは、
フォンダーヌを日本語で紹介してきた文章についても振り返ってみたい。最後に、代
表作のひとつ『偽美学論』（1938年）での議論を中心に、ポエジーと現実の関係性を
めぐる彼の考えについて簡単に取り上げたい。

1. バンジャマン・フォンダーヌという人物について

まずは、バンジャマン・フォンダーヌという詩人・哲学者の伝記的事実を振り返っ
てみよう 1。彼の活動や交友関係、そして著作を整理することで、この人物の輪郭を浮
かび上がらせることができるはずだ。
フォンダーヌは1898年にルーマニア北東部の都市ヤシで生まれた。本名をベンジャ
ミン・ヴェクスレーというこの人物は、「ベンジャミン・フンドイヤーヌ」という筆名で、
ヤシでの青春期にはすでにルーマニア語で文学活動をはじめていた。1919年にヤシ
からブカレストに居を移すと、トリスタン・ツァラとともにチューリッヒ・ダダを盛
り上げた画家マルセル・ヤンコ、同じくツァラと一緒に『象徴』誌を創刊した詩人イ
オン・ヴィネア、さらに『75HP』や『インテグラル』などの雑誌でルーマニア・アヴァ
ンギャルドを展開した詩人イラリエ・ヴォロンカらと交流するようになる。1923年
にはパリに到着し、その後は筆名を「バンジャマン・フォンダーヌ」に変え、フラン
ス語で活動をはじめる。ルーマニア時代からフランス詩に精通し、自らもフランス語
で詩を書いていたこの若者には「少なくとも言語に関する大きな問題はなかったので
はないだろうか 2」と推測されているが、実際は、パリに到着してからフランス語のテ
クストを発表するまで 6年ほどかかっており、多少なりとも異国での生活に慣れるの
に苦労したように思われる。その後も、1944年にアウシュヴィッツで殺害されるま
でパリで暮らし続けたフォンダーヌが、一種の「異邦人」としての意識に絶え間なく

1　 以下に続くフォンダーヌの伝記的事実を振り返る際、次の資料を特に参照した：Olivier 
Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, Paris, Le Félin : collection Les Étrangers de Paris, 2004；
Benjamin Fondane, Existential Monday: Philosophical Essays, edited and translated by Bruce 
Baugh, New York, New York Review Books, 2016；雑誌『ウーロップ』のフォンダーヌ特集
号の論文、対談および年表（Europe, n° 827, Paris, mars 1998）；「フランス現代詩研究会」ウェ
ブサイトにアップされている年表（https://poetique.github.io/img/pdf/fondane_resume.
pdf、最終閲覧日 2021年 9月 15日）。

2　 内山憲一「バンジャマン・ フォンダーヌの肖像―― 『ボードレールと深淵の体験』 をめぐっ
て」、『仏語仏文学研究』第 26 号、東京大学仏語仏文学研究会、2002 年、166頁。
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つきまとわれていた可能性を見過ごすことはできないだろう 3。
いずれにせよ、1923年にパリに到着したフォンダーヌにとって、翌 1924年に決定
的な出会いが訪れる。それは、フォンダーヌの思想に最も影響を与えた哲学者レフ・
シェストフとの出会いである。つけ加えておくと、自分は哲学の才に恵まれていない
と感じていたフォンダーヌに哲学をすすめたのもシェストフだったと言われている 4。
それまで『インテグラル』などのルーマニアの前衛雑誌への寄稿が主だったフォンダー
ヌが、フランスの『ウーロップ』誌に「悲劇の哲学者、レフ・シェストフ 5」という論
考を発表するのは 1929年のことだ。同年 7月には同誌に「エトムント・フッサール
と現実というコロンブスの卵 6」を寄稿した。さらに同年、アルゼンチンの女性作家で
あるヴィクトリア・オカンポ 7の招待によってブエノスアイレスへと海を渡った。フォ
ンダーヌはブエノスアイレス大学でルイス・ブニュエルやマン・レイをはじめとする
ヨーロッパの前衛映画を紹介すると同時に、「レフ・シェストフと明証性に抗する戦
い 8」という題目で講演した。
このようにシェストフとフッサールの論考からフォンダーヌの哲学的キャリアは始
まった。30年代に入ると、『カイエ・デュ・シュド』などの雑誌 9にて、より多くの

3　 なおフォンダーヌの「異邦人」の意識については次の論考で触れられている：岩津航「ユ
リシーズ神話の現代性――バンジャマン・フォンダーヌを中心に」、『文学海を渡る――〈越
境と変容〉の新展開』、三弥井書店、2016年、109-155頁；伊藤琢麻「ルーマニア・アヴァ
ンギャルドグループに関する試論―― 『インテグラル』 のメンバーを中心に」、『フランス
文学語学研究』、早稲田大学大学院『フランス文学語学研究』刊行会、第 36号、2017 年、
1-12頁。

4　 Voir. Arta Lucesco, « Benjamin Fondane et la pensée existentielle », Rencontre autour de 
Benjamin Fondane, poète et philosophe : Actes du colloque de Royaumont, 24-25-26 avril 1998, 
édité par Monique Jutrin, Sion, Parole et Silence, 2003, p. 73.

5　 Benjamin Fondane, « Un philosophe tragique : Léon Chestov », Europe, n° 73, Paris, janvier 
1929, p. 142-150.

6　 Benjamin Fondane, « Edmond Husserl et l’œuf de Colomb du réel », Europe, n° 78, Paris, juin 
1929, p. 331-344.

7　 オカンポとの友情は深く、戦争およびユダヤ人迫害の危機が迫りつつあった 1939年 2月に
は、シェストフの原稿と彼との対談の原稿を彼女に託すほどであった。

8　 « Léon Chestov et la lutte contre les évidences » と題されたこの講演は、後に、次の雑誌
に収録された：Benjamin Fondane, « Léon Chestov et la lutte contre les évidences », Revue 
Philosophique de la France et de l’Étranger, n° 7 et 8, Paris, Puf, juillet-août 1938, p. 13-50.

9　 雑誌の創刊者ジャン・バラールを中心とする『カイエ・デュ・シュド』の関係者との手
紙のやり取りは、次の本にまとめられている：Benjamin Fondane et Les Cahiers du Sud, 
édition établie et annotée par Monique Jutrin, Gheorghe Has et Ion Pop, Bucarest, Éditions 
de la foundation culturelle roumaine, 1998.
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哲学的論考が発表された。たとえばハイデガー論（1932年）、キルケゴール論（1933年）、
バシュラール論 10（1935年）、レヴィ＝ブリュール論（1940年）など、アウシュヴィッ
ツで殺害されるまで、フォンダーヌは現代思想に関する多数の論考を残した。これに
並行して、アリストテレス、ストア哲学、プラトン、スピノザ、ベルクソン、フロイト、
シラー、ヤスパースなど、古今を問わず多くの哲学者の著作を手にとるようになった。
フォンダーヌの哲学は、ときに他の哲学者との討論の間で育まれた。キルケゴール
の解釈をめぐってジャン・ヴァールと対立し、40年代に入ると、カミュ『シジフォ
スの神話』（1942年）やサルトル『存在と無』（1943年）を読み、両者への返答とし
て 1944年に「実存の月曜、歴史の日曜 11」を書いたと言われている。「歴史が人のた
めにあるのであって、その反対ではない」というフォンダーヌの主張は、理性の発展
を現状克服のプロセスとするヘーゲル的な歴史哲学に抵抗する。なお、このテクスト
のタイトルは、カフカからの引用とされている 12。
パリ、ロラン通り 6番のフォンダーヌ宅への訪問者の中には、同郷ルーマニアから
の来訪者もおり、たとえばシオランや哲学者ステファン・リュパスコがいた。シオラ
ンはフォンダーヌに関する短いテクストを残している 13。リュパスコに関していえば、
バサラブ・ニコレスクが取り上げたように 14、フォンダーヌは理性的なものと非理性
的なものの関係性をめぐる思考を彼の思想から練り上げようとしていた。
シュルレアリスムとフォンダーヌの関係についても触れておきたい。『シュルレリ
スム宣言』が発表されるのもまた、フォンダーヌがシェストフと出会った 1924年だっ

10　 40年代前後、バシュラールの要望により、フォンダーヌはソルボンヌ大学で行われていた
彼の講義に出ていた。

11　 Benjamin Fondane, « Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire », L’Existence, Paris, 
Gallimard, 1945  ; Le Lundi existentiel et le dimanche de l’histoire (réédition), Monaco, 
Éditions du Rocher, 1990.　このテクストは、フォンダーヌの死後、カミュ、ジャン・グル
ニエ、ブリス・パランらも寄稿した雑誌『エグジスタンス』に発表された。

12　 « Tu es réservé pour un grand Lundi ! – Bien parlé ! Mais le Dimanche ne �nira jamais ». 
(F. Ka�a cité par B. Fondane, « Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire », Le Lundi 
existentiel et le dimanche de l’histoire (réédition), op.cit, p. 11.)

13　 E. M. Cioran, « Benjamin Fondane  : 6, rue Rollin », Exercices d’admiration, Œuvres 
complètes, Paris, Gallimard : collection Pléiade, p. 1220-1223.

14　 Basarab Nicolescu, « Fondane, Lupasco et la multiple splendeur de l’être », Rencontre autour 
de Benjamin Fondane, poète et philosophe, op.cit, p. 49-59.　なお、1988年まで生きるリュ
パスコの著作の内二冊程度しかフォンダーヌは読めなかったため、その考察は当然部分的
かつ断片的になっているが、リュパスコをめぐる本としては次のものがある：Benjamin 
Fondane, L’Être et la connaissance : Essai sur Lupasco, Paris, Éditions Paris Méditerranée, 
1998.
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た。以後、シュルレアリスムがフランスで中心的な運動のひとつになったことは疑い
ようがない事実である。しかしながら、ダダに少なからずシンパシーを覚えていたフォ
ンダーヌは、この新しい運動には批判的であった。その結果、シュルレアリスムの周
縁にいた人物たち、たとえば『大いなる賭』誌のメンバーだったルネ・ドーマルやロ
ジェ・ジルベール =ルコント、『ディスコンティニュイテ』誌 のメンバーだったクロー
ド・セルネらと交流するようになるのは必然的であった。
さらに、戦間期、ヘーゲルとならび多くの作家・詩人を魅了したマルクス主義につ
いていえば、フォンダーヌは一定の距離を保っている。フォンダーヌのマルクス主
義に関する考えは「革命を前にした作家 15」などのテクストにあらわれている。彼は、
一方でマルクス主義によって示された経済的不平等と貧困を解決すべきとしながら
も、他方で経済および社会的不平等は人間の条件に直面した形而上学的な問題を解決
しないと考えていた。そして、作家としてはファシズムないし共産主義どちらになろ
うと興味ないが、個人としてはファシズムに反対するという態度をとった。
このように、フォンダーヌは 20世紀前半の思想の多くと接点を持っていたと言え
る。そんな彼が、1933年にドゥノエル社から出版された『無頼者ランボー 16』の後、
上述した多数の哲学的論考をまとめ『不幸の意識 17』を出版したのは 1936年のことだ。
ヘーゲル哲学の用語を借用しタイトルとしたこの本は、ジャン・ヴァールの『ヘーゲ
ル哲学における意識の不幸』（1929年）に応答している。それと同時に、30年代末
頃から台頭する実存主義的思想（ヴァール、シェストフ、ガブリエル・マルセルなど）
に呼応している。加えて、人格主義を打ち立てたエマニュエル・ムーニエやジャック・
マリタンなどの著作と関連づけられると言える 18。
この著作では、ある二者間で引き裂かれたものについて語られている。たとえば、
理性的な文化が築き上げる現実 « le réel » と特異なる実存者 « l’existant singulier »、
知と「見えぬもの」 « non-voir »、それからアテネとイエルサレムといった関係のこ
とだ。そして、フォンダーヌ自身は「不幸の意識」から理性に到達することを目指す
ヘーゲル哲学に異議を唱えており、個人の意識を保持することを称揚している。また

15　 Benjamin Fondane, « L’Écrivain devant la révolution » (1935), Devant l’histoire, textes 
réunis et présentés par Monique Jutrin, Paris, Éditions de l’Éclat, 2018, p. 144-187.

16　 Benjamin Fondane, Rimbaud le voyou, Paris, Denoël, 1933 ; Rimbaud le voyou (réédition), 
Paris, Non lieu, 2010.

17　 Benjamin Fondane, La Conscience malheureuse, Paris, Denoël, 1936  ; La Conscience 
malheureuse (réédition), Paris, Verdier, 2013.

18　 Ibid., p. 8.
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彼は、「不幸の意識」を止揚し現実に到達しようとするヘーゲル哲学的なメカニズム
を理性への従属であると考える。どうして不条理の中には、理性的なものの中ほど現
実はないのだろうか、と問うのである。それは必然的に明証性との戦いとなる。
このようなヘーゲルとの戦いは、1938年の『偽美学論 19』や 1944年の「実存の月

曜、歴史の日曜」へと引き継がれる。その『偽美学論』では、実存をめぐる自身の
思考を展開しつつ、理性に対抗し、「不条理なもの」 « l’absurde » や 「非常識なこと」 
« l’insensé » を実現できるポエジーの重要性が説かれている。なぜそれがフォンダー
ヌにとって重要だったのかは本稿第三節で見てみることにして、まずはフォンダーヌ
の略歴の確認を続けよう。
ルーマニア出身の彫刻家コンスタンティン・ブランクーシ、哲学者・文化人類学者
として知られるリュシアン・レヴィ＝ブリュール、カミュらの支援により、1938年
にフォンダーヌはフランスに帰化した。だがそれは、フォンダーヌに確かな安心をも
たらすことはなかった。

1942年にパリでユダヤ人大量検挙事件が起きると、ニューヨークあるいはアルゼ
ンチンにフォンダーヌを逃がそうと友人たちは奔走した。しかしながら、彼がマルセ
イユや自由地域へ行くことをフランス政府は認めなかった。1944年に入ると、より
多くの人たちが犠牲になった。2月 22日には詩人のロベール・デスノスとアンドレ・
ヴェルデが捕まり、3月 5日には同じく詩人のマックス・ジャコブがドランシー収容
所で亡くなった。そして 3月 7日、フォンダーヌと彼の妹はフランス警察に捕まり、
その後ドランシー収容所に送られてしまう。ジャン・ポーランは二人が捕まったこと
をリュパスコとシオランに告げ、彼らとフォンダーヌの妻ジュヌヴィエーヴの尽力に
より、フォンダーヌは解放を許された。しかし、妹は収容所を出ていくことが認めら
れなかった。最終的に、フォンダーヌは妹と共にいることを選び、アウシュヴィッツ
にて殺害されたのだった。1941年から執筆をはじめ、『カイエ・デュ・シュド』に断
片を発表していた『ボードレールと深淵の体験 20』は未完のまま死後出版されること
になった。

19　 Benjamin Fondane, Faux traité d’esthétique, Paris, Denoël, 1938 ; Faux Traité d’esthétique 
(réédition), Paris, Éditions Paris Méditerranée, 1998.

20　 Benjamin Fondane, Baudelaire et l’expérience du gouffre, Paris, Seghers, 1947 ; Baudelaire et 
l’expérience du gouffre (réédition), Paris, La fabrique éditions, 2021.
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2. バンジャマン・フォンダーヌ研究の概観

それでは、詩人であり哲学者でもあるフォンダーヌはどのように研究されてきたの
か。すべてを振り返ることはできないが、本研究ノートでは 1998年の雑誌『ウーロッ
プ』でのフォンダーヌ特集以後に、どのような動きがあったのかをざっと見返してみ
たい。
まず、2000年代から 2010年代にかけて、フォンダーヌの著作が相次いで再出版さ
れているという事実は注目に値する。たとえば詩集としては、詩人で言語理論家のア
ンリ・メショニックによる序文つきで『亡霊たちの悲痛 21』（2006年）が、ダダやシュ
ルレアリスム研究の専門家で、フォンダーヌを含むルーマニアの現代文学・芸術に関
する多数の著作を発表しているミシェル・カラスの序文つきで『ユリシーズ 22』（2019
年）が再出版された。その他、『無頼者ランボー』（2010年）、『不幸の意識』（2013年）、
『ボードレールと深淵の体験』（2021年）のような哲学書、『映画のための文書 23』（2007
年）のような芸術書も再出版された。フォンダーヌの作品を集めたアンソロジーも複
数出版されており、モニック・ジュトランがテクストを編纂した『バンジャマン・フォ
ンダーヌ　哲学と文学の間で 24』（2015年）や『歴史を前にして 25』（2018年）、ブルース・
バウが編纂と翻訳をした英語版アンソロジー『実存の月曜　哲学的エッセー集 26』な
どが例として挙げられる。2004年には、オリヴィエ・サラザール＝フェレによる伝
記も出版された 27。書物から離れてみると、2009年 10月 14日から 2010年 1月 31日
にかけて、パリのショア記念館でフォンダーヌに関するエクスポジションも実施され
た。これら一連の出来事は、フォンダーヌ研究の盛り上がりを証明しているのではな
いだろうか。
言うまでもなく、こうしたフォンダーヌ研究の隆盛は、「バンジャマン・フォンダー
ヌ研究会」（Société d’études Benjamin Fondane）に代表される研究組織と、数々の
研究者たちによる精力的な活動に多くを負っている。この短い研究ノートですべてを
挙げることはできないが、たとえば、モニック・ジュトランを中心に実現したフォ

21　 Benjamin Fondane, Le Mal des fantômes, Paris, Verdier, 2006.
22　 Benjamin Fondane, Ulysse, Paris, Non lieu, 2019.
23　 Benjamin Fondane, Écrits pour le cinéma : Le muet et le parlant, Paris, Verdier, 2007.
24　 Benjamin Fondane, Benjamin Fondane entre philosophie et littérature, textes réunis par 

Monique Jutrin, Sion, Parole et silence, 2015.
25　 Benjamin Fondane, Devant l’histoire, op.cit.
26　 Benjamin Fondane, Existential Monday: Philosophical Essays, op.cit.
27　 Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane, op.cit.
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ンダーヌ生誕百周年記念コロックの論集 28、フォンダーヌの詩学を掘り下げたパトリ
ス・ベレーによる研究 29、フランスでのヘーゲル受容の歴史を詳しくたどったブルー
ス・バウの研究 30、実存主義の哲学や文学を専門とするオリヴィエ・サラザール＝フェ
レによる研究 31、哲学研究者でありながら物理学者でもあるマイケル・フィンケンター
ルによる研究 32などが挙げられる。それから、映画・映像に関わる研究として、シェ
ストフをはじめとするフランス現代思想の専門家ラモナ・フォティアーデによる研
究 33や、クリストフ・ウォール・ロマーナによる研究 34などが挙げられる。こうして
いくつか並べてみるだけでも、哲学、文学、映画といったように、フォンダーヌ研究
が非常に多角的に行われていることがわかるだろう。隣接する領域を横断するような
テーマが掲げられることもあり、たとえば哲学と詩の関係性を問うアンヌ・ムーニッ
クの研究 35では、フォンダーヌとシェストフに一章が捧げられているし、プリミティ
ヴ・アートの紹介者としても知られる美術史家カール・アインシュタインとの関係を
扱った論集もある 36。研究書に加えて、フォンダーヌに関する論文を数えだすと、そ
れこそきりがないほどになる。
それでは、フォンダーヌは日本でどのように紹介されてきたのだろうか。フォンダー
ヌの名前が日本の文芸誌に登場するのは意外にも早く、たとえば、春山行夫、北川冬彦、
竹中郁、上田敏雄らによって 1928年に創刊された雑誌『詩と詩論』の第二号には、「フォ
ンダァヌのシネ・ポエム――３シェナリイを読む」と題された飯島正の評がある 37。「シ
ネ・ポエム」とは映画の台頭によってあらわれた新しい詩のかたちで、シナリオ形式

28　 Rencontre autour de Benjamin Fondane, poète et philosophe : Actes du colloque de Royaumont, 
24-25-26 avril 1998, op.cit.

29　 Patrice Beray, Benjamin Fondane, au temps du poème, Paris, Verdier, 2006.
30　 Bruce Baugh, French Hegel: From surrealism to Postmodernism, London, Routledge, 2003.
31　 Olivier Salazar-Ferrer, Benjamin Fondane et la révolte existentielle, Paris, Editions de 

Corlevour, 2007.
32　 Michael Finkenthal, Benjamin Fondane : A Poet-Philosopher Caught Between the Sunday of 

History and the Existential Monday, Bern, Peter Lang, 2012.
33　 Ramona Fotiade, « Benjamin Fondane et le cinéma expérimental: image de la pensée » in 

Caietele Avangardei, 4(8), Bucarest, Editura MLR, p. 102-107.
34　 Christophe Wall-Romana, Cinepoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry, New York, 

Fordham University Press, 2013.
35　 Anne Mounic, Poésie et philosophie : Ineffable rigueur, Boston, Brill Rodopi, 2017.
36　 Carl Einstein et Benjamin Fondane. Avant-gardes et émigration dans le Paris des années 1920-

1930, sous la direction de Liliane Me�re et Olivier Salazar-Ferrer, Bern, Peter Lang, 2008.
37　 飯島正「フォンダァヌのシネ・ポエム――３シェナリイを読む」、『詩と詩論』第二冊、1928（昭

和 3）年 12月、205-208頁。
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をとり、各詩句の頭に数字が振られるという特徴を持つ。ブリュッセルで編纂された
はじめてのフランス語著作『三つのシナリオ ：シネ・ポエム』をフォンダーヌが上梓
したのが 1928年であるため、飯島の評は非常に早い日本へのフォンダーヌ紹介だっ
たと言える。その中で飯島は『三つのシナリオ ：シネ・ポエム』の序論「2× 2」を
評価しつつも、シネ・ポエムの作品自体は批判している。また、この批評はあくまで「シ
ネ・ポエム」について語るもので、フォンダーヌという人物の紹介とまでは至らなかっ
た。そして、その後 70年間ほど、日本でフォンダーヌの詩や哲学が日の目を見るこ
とはなかった。
フォンダーヌが伝記的事実とともに詳しく取り上げられるのは、2002年の内山憲
一の論文「バンジャマン・フォンダーヌの肖像―― 『ボードレールと深淵の体験』 を
めぐって 38」においてである。この論文ではルーマニア時代の「フンドイヤーヌ」と
フランス時代の「フォンダーヌ」という二つの時代を横切り、フォンダーヌの文学活
動が紹介されている。その十年ほど後、岩津航の論文「二人称のユリシーズ――バン
ジャマン・フォンダーヌの 『ユリシーズ』 について 39」や「ユリシーズ神話の現代性
――バンジャマン・フォンダーヌを中心に 40」において、フォンダーヌとは誰か、日
本語読者に紹介されている。特に、神話と関連づけながら詩作品『ユリシーズ』を分
析するために、フォンダーヌをとりまく文学事情が詳しく解説されている。
このように飯島によるシネ・ポエム評、内山と岩津による伝記的事実の紹介により、
詩人・文学批評家としてのフォンダーヌの顔は日本語でもある程度見ることのできる
状況にある。一方で、本研究ノートの冒頭で確認した哲学者としてのフォンダーヌは
あまり知られてこなかったと言える。今後、日本でフォンダーヌ研究がよりいっそう
盛り上げられるためには、詩人として、哲学者としてというフォンダーヌの二つの顔
が明るみに出ていくことが肝要だろう。

3. ポエジーは現実にどう関われるのか――『偽美学論』を読む

フォンダーヌの思想のひとつに、現実とポエジーの関係性というテーマがある。本
稿では試みとして、哲学と詩の二つの領域に関わるこのテーマについて、1938年に

38　 内山憲一「バンジャマン・ フォンダーヌの肖像―― 『ボードレールと深淵の体験』 をめぐっ
て」、前掲論文。

39　 岩津航「二人称のユリシーズ――バンジャマン・フォンダーヌの 『ユリシーズ』 について」、
『言語文化論叢』第 15 号、金沢大学外国語教育研究センター、 2011 年、93-110頁。

40　 岩津航「ユリシーズ神話の現代性――バンジャマン・フォンダーヌを中心に」、前掲論文。
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出版された『偽美学論』での議論を中心に考えたい。本書の題に「偽」 « faux » とつ
けられている理由は、「偽なるものは、真実なるものよりも、存在論的に豊潤で実存
に関わるのである 41」とフォンダーヌが考えていたからだ。
本書の中で、ポエジーが倫理または哲学に従属させられていると述べつつ、フォン
ダーヌはその原因を理性への偏向によるものだとした。ロジェ・カイヨワ、アンドレ・
ブルトン、そしてヘーゲルといった多数の哲学者や詩人の名前が登場する本書の議論
は、プラトンが『国家』の中に記した「詩人追放論」からはじまる。なかでもフォンダー
ヌが注目したのは、詩人から生まれる神々が姦淫したり、酒を飲んだり、悪巧みした
りするような物語は知らせないほうが良いので、ホメロスをはじめ、多くの詩人をポ
リスから追い払わなければならないという箇所である。これを言い換えると、このよ
うな物語を作り出す詩人は、真実に関する三つの段階（神が生むイデア、職人がつく
る作品、画家が描くイメージ）から離れているために退けられねばならないというこ
とになる。ホメロス以来、詩人は巧みに嘘を吐く術を教えられてきたのであり、真実
から程遠い詩人は、共和国から排斥されてしかるべきであると考えられてきたのだっ
た。
このような「詩人追放論」によって、真実は、ただ「（知性によって）理解できる
もの」 « l’intelligible » へと還元されてしまうとフォンダーヌは言う 42。そして『不幸の
意識』で述べたのと同じく、物事の明証性や構造、つまり理性に重きが置かれるのは、
ヘーゲル主義的な観念論に端を発するのだと彼は考える。30年代というフォンダー
ヌが生きていた時代の理性主義は行き過ぎており、しかもそれは何も発明しなかった
と彼は書いている 43。さらに、このような理性主義的な国家のあり方が第三ライヒ（第
三帝国）やスターリン政権下のソ連と類似しているとまで述べている 44。フォンダー
ヌによれば、ファシズムに代表される社会的な危機は、過度な理性主義に由来するの
である。これに対して、いかなる「国家」にも入国できない詩人は、「思弁的な建設
が短い時間しか存続しないこと、つまり 『非常識な』生活がそれに打ち勝つことを知っ
ている 45」存在であるとみなされ、その存在に一定の重要性が与えられている。

41　 « […] le ‘faux’ est ontologiquement plus riche, plus existentiel, que le vrai ». (Benjamin 
Fondane, Faux traité d’esthétique (réédition), op.cit., p. 64.)　この点に関しては、次の論文
で分析されている：Baldine Saint Girons, « Pourquoi un Faux traité d’esthétique ? », L’Amitié 
guérinienne, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 99-113.

42　 Benjamin Fondane, Faux traité d’esthétique (réédition), op.cit., p. 51.
43　 Ibid., p. 52.
44　 Ibid., p. 53.
45　 « Mais il sait aussi que les constructions spéculatives sont de courte durée ; que la vie 
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プラトンの「詩人追放論」と、ヘーゲルの「理性主義」は基本的に同じだとフォン
ダーヌは考える。『偽美学論』では、ヘーゲルの狙いが「有限性や個別性の否定、お
よび精神に限界を課すあらゆるものの拒絶」だと紹介されている 46。このようなヘー
ゲルの理論に即して、ヴァレリーのような、偶然や限界のあるものを排斥した知性の
ドラマを歌い上げるポエジーの役割が確立されたのだと彼は考える 47。さらに、ブル
トンの名前を挙げ彼が、一方でプラトン的な考えを否定し、他方でヘーゲル哲学に
立脚して理論を展開していると批判する 48。「毒人参の盃をプラトンから渡されるのを
拒否した詩人は、同じものをヘーゲルの手から受け取り誇りに感じている 49」だけで、
本質的には何も変わっておらず、プラトン以来のイデア論の罠に陥っている、という
わけである。ヴァレリーもシュルレアリストも、理性の力を借りて詩の中にふくまれ
る非理性を捉えようとしているとフォンダーヌはみなし、その矛盾をつく 50。その意
味で、両者の親近性は否めず、シュルレアリスムの純粋芸術、純粋詩の志向をフォン
ダーヌは嘆くのである 51。
このように、詩人たちが哲学へと歩み寄り、理性的なものと非理性的なものという
相容れない二つのものが混じり合ってしまった。ポエジーが哲学あるいは理性に従属
するようになった原因のひとつは、ロマン主義（とりわけドイツ・ロマン主義）にあ
るとフォンダーヌは述べる。なぜなら「ロマン主義が助けを求めた先は、またしても、
新たなデカルト主義から生まれた、バークリー、カント、フィヒテ、そしてヘーゲル
といった観念論の哲学だった 52」からだ。その他、ロマン主義は神智学、メスメリズ
ム、科学などにも負うところが多く、理性的かつ知性的な世界観を現実に課したのだ

‘insensée’ y reprend vite le dessus ». (Ibid., p. 53.)
46　 « On voit, élucidé par l’exemple, ce que Hegel entendait par ‘l’absolue négation de tout ce 

qui est �ni et particulier’, par l’action de repousser ‘tout ce qui impose des limites à l’esprit’ ». 
(Ibid., p. 59.)

47　 Ibid., p. 60. ヴァレリーの詩作に対しては次の論考でも異を唱えている： Benjamin 
Fondane, « Poésie pure de Paul Valéry à Tristan Tzara », Unu, Bucarest, 1930, p. 5-6.

48　 Ibid., p. 57.
49　 « La coupe de ciguë que le poète refusait de Platon, il est �er de la recevoir à présent des 

mains de Hegel ». (Ibid. p. 60.)
50　 Ibid., p. 68.
51　 Ibid., p. 69.
52　 « C’est à la philosophie encore que le romantique alla demander secours, à la philosophie 

issue d’un second cartésianisme, idéaliste cette fois-ci, berkeleyen, kantien, fichtéen et 
hégélien ». (Ibid., p. 63.)
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とフォンダーヌは言う 53。その結果、ポエジーは実存的な総体から切り離されてしまっ
たのだった 54。
それでは、どうすればプラトン＝ヘーゲル的な理性主義に詩人は対抗できるのだ
ろうか。そもそも、フォンダーヌによれば、プラトンからの攻撃に「道理の通っ
た」 « sensé » 論拠を対立させるのは無意味である。なぜなら詩人とは、からかうこ
としかできないからだ 55。言い換えれば、詩人ができるのはせいぜい「非常識なこと」 
« l’insensé » くらいなのである。ところで、そのようなポエジーの「不条理なもの」 
« l’absurde » や 「非常識なこと」 « l’insensé » こそ、プラトンが『国家』の中で消そう
と努めたものだった。詩人は神や偉大な人々に嘆きや後悔を吐露させてはならなかっ
たが、それらを褒め称えることは許されていた。つまり有意義な目的を持つ「嘘」だ
けは容認されていたのだ。反面、生命や死や苦痛といった、たしかに存在するが不可
知なものに長くこだわることは非難の対象になっていたとフォンダーヌは考えた 56。
彼によればこの不可知なものこそがポエジーの肝なのだが、これは、プラトン、ヘー
ゲル、そしてフォンダーヌと同時代の詩人たちによって捨て去られる傾向にあった。
その結果、詩人は空想的で、現実を叙述することができぬかのようにみなされた。
フォンダーヌは、不可知なものを追い求めるポエジーが現実と関わるための議論を
構築しようとした。そこで、その議論の擁護のために持ち出されたのが、レヴィ＝
ブリュールの議論である。それによると、プリミティヴな社会では「非存在」 « non 
être » なるものを見つけるのは不可能であり、すべてが存在で、すべてが現実で、真
実だと考えられる 57。したがって、レヴィ＝ブリュールは、プリミティヴな想像力で
はなく、その現実的な感覚を報告しているのだとフォンダーヌは考える 58。しかし、
理性的思考が推し進められた現代では、あらゆるすばらしい作品が「非存在」« non 
être »から生まれてきたのだとみなされ 59、そこから実存的、すなわち人間的なものは
排除されてしまう。こうして、美学の潮流はプリミティヴな現実から現代的な非現実
へと移行したとフォンダーヌは考える 60。詩人が予感するのは、この非現実の中にほ
のめかされた現実の可能性、もっと言えば、風景の中のニンフや、感情を託された花

53　 Ibid., p. 64.
54　 Ibid., p. 64.
55　 Ibid., p. 55.
56　 Ibid., p. 78.
57　 Ibid., p. 94-95.
58　 Ibid., p. 94-95.
59　 Ibid., p. 97.
60　 Ibid., p. 97.
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や星を現実であると素朴にも信じることによってたちあらわれる「恥ずべき現実」な
のである 61。
しかしながら、プリミティヴな回路を通ってあらわれる詩的な「恥ずべき現実」は、

30年代当時の人々にとって拒否の対象でしかなかった。結果として、義務と必然性
に支配された社会が誕生したのだ。30年代のような一種の脅威に晒された社会では、
「有益な解決策」を見つけ出すことに全てが向けられ、この解決策を獲得するために
すべてが組織され、教育されることになった。つまり、時間を失うことより不道徳的
なものなどなく、人間のあらゆるエネルギーは何らかの収益や効率を見込まれること
になったのだ 62。
これと同じような問題は、プラトンの時代のアテネの民主主義でも提起されてい
た。すでに見たようにプラトンの考えでは詩人は追放の対象に過ぎず、彼らを使うあ
るいは何らかの「専門家」に転向させるという発想はなかった 63。直感的に、詩人が
有用になることなどありえないとわかっていたからだ。プラトンと同じように、「精
神」 « L’Esprit » も考える。それは、無償の行為のために無駄遣いする時間を保ち合わ
せておらず、ただ「義務」だけを持つ 64。そのような「精神」が嫌悪感を覚えるのは、
自由な状態の生、何らかの目的に秩序づけられていない生、侮辱され、服従されてい
ないものだとフォンダーヌは言う 65。危機的状況のヨーロッパで秩序を立て直すため
に息を吹き返すのが、この「精神」で、有用性という言葉に重きが置かれるのである。
フォンダーヌの考えでは、その結果、ポエジーは死ぬ。
すると、どうなるか。人間の惨めさのヴィジョン――日々の糧や、日課や、仕事や、
戦いや、人間そのもの――を詩人が歌い、考えるのが無駄になる。むしろ人は、そう
いうことに恥じらいを覚え顔が真っ赤になり、髪をかきむしる。それでも詩人は、ラ
ンボーが「私とは一人の他者なのだ」といったように、「他者」に取り憑かれている
ため歌い続けることしかできない。けだし、歌うのはこの「他者」なのである 66。詩
人が使う一人称単数形の「私」 « je » が「精神」の言うことに賛同しても、その内側
には、不服従な「他者」がいる 67。さもなければ、詩人ではないのだ。

61　 Ibid., p. 97-98.
62　 Ibid., p. 122.
63　 Ibid., p. 123.
64　 Ibid., p. 124.
65　 Ibid., p. 124.
66　 Ibid., p. 127.
67　 Ibid., p. 132-133.
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自己であり「他者」であるという二重性を帯びた人称で歌う詩人は、己の「恥ずべ
き現実」を肯定する。フォンダーヌが言うように、たとえポエジーが世界の中の真実
に最も不適合なもののすべてであり 68、それが「体系的に誤った経験のひとつ」 « une 
expérience systématiquement fausse » なのだとしても。ランボーは、ポエジーが到達
するのは、もはやポエジーが不可能になるだけの「ざらざらした現実」 « réel rugueux 
à étreindre » だと知り、詩的探究に「別れ」を告げた 69。これに対してフォンダーヌは、
そのような現実、言語では表出不可能だとみなされてきた現実にさえもポエジーはた
どり着けるのだと素朴に信じていると言えるだろう。
ところで、どうしてフォンダーヌはポエジーが現実と関わることができるのだと主
張したかったのだろうか。この問いにすぐさま答えを与えることはできない。だがこ
の点に関して、「革命を前にした作家」というテクストの一節は示唆に富むように思
われる。これは、1935年 6月に「革命的作家芸術家協会」（Association des écrivains 
et des artistes révolutionnaires）によってパリで催された「第一回文化擁護のための
国際作家会議」の感想が記されたテクストである。そこでフォンダーヌは次のように
述べている。

Non, l’écrivain n’est pas un homme d’action  ; je veux dire un homme qui agit 
directement sur le social, qui agit directement sur les passions de surface ; son 
activité est à longue échéance, elle est médiate, elle s’adresse non au social mais à 
l’individu, et l’individu, non de passion de surface à passion de surface, mais de 
région profonde à région profonde70.
否、作家とは行動する人ではない。私が言いたいのは、社会なるものに直接的に

0 0 0 0

影響を与えたり、直接的にうわべだけの熱情に訴えかけたりする人ではない、と
いうことだ。作家の活動は長い目で見られるもので、それは間接的で、社会では
なく個人に語りかける。その個人の、うわべだけの熱情ではなく、もっと深いと
ころへと語りかけるのである。

このような態度は、共産党支持をはっきりと表明する詩をつくり、国民の連帯を実
現するための脚韻論を発表したルイ・アラゴンや、明瞭な散文が作家の政治参加のた
めに求められると考えアンガージュマンの理論を提唱したサルトルとは程遠いように

68　 Ibid., p. 128.
69　 Ibid., p. 137.
70　 Benjamin Fondane, « L’Écrivain devant la révolution », Devant l’histoire, op.cit., p. 162.
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思われる。社会的、現実的だと普段私たちがみなすのと異なる仕方で、作家は社会や
現実に関わることができるということをフォンダーヌは提案したかったのではないだ
ろうか。だから、現実に「間接的に」関わりうるポエジーを彼は構想しようとしたの
ではないだろうか。そのようなポエジーのあり方は、本稿でできなかった彼の実践の
分析、つまり詩作品の分析を通ずることなしには見えてこないだろう。

4. まとめ

本稿ではバンジャマン・フォンダーヌの伝記的事実を、とりわけ彼の哲学に関わる
出来事を中心にまとめ、近年のフォンダーヌ研究および日本語でのフォンダーヌ紹介
について整理した。そして、ポエジーが現実にいかにして関わることが可能かという
問いのもと、彼の思想の一端を考えてみた。理性的なるものによって追いやられてし
まったポエジーをもう一度舞台へと上げるために、フォンダーヌは徹底して実存と向
き合う。本稿第三節で確認したように、作家は社会ではなく個人へと、しかもそのう
わべだけの熱情ではなくもっと深いところへと語りかけるとフォンダーヌは書いた。
あらゆるものが接続し集団化しうる私たちの時代でもまた、個人と向き合うためのポ
エジーという方法は一定の価値を持ちうるのではないだろうか。
他方、本稿でやり残したこともたくさんある。第三節の最後にも書いたように、フォ
ンダーヌの詩作品の分析が次なる課題であることは明白である。また、フォンダーヌ
の思想紹介としては『偽美学論』という一冊の書物の、しかもその大筋を駆け足で確
認したに過ぎず、細かい論理展開を追うことや、シェストフやフッサールをはじめと
するフォンダーヌの議論の前提となる哲学者の考え、ブルトンに代表されるシュルレ
アリストおよびその他の同時代作家（たとえばジョルジュ・バタイユ）の考えを踏ま
えて分析することはできなかった。また、フォンダーヌの議論にしばしば登場する旧
約聖書からの引用（たとえば『創世記』に登場する知恵の樹・生命の樹）についても
触れられなかった。このように、まだまだ知るべきことがあまりにも多いこの哲学者
兼詩人について、稿を改め再び語らねばならないだろう。





〈エッセイ〉

白昼夢としての街歩き
ナジャとペイティさん、「向こうから来る女」の系譜

山崎 百合子

「美は痙攣的なものだろう、さもなくば存在しないだろう 1。」これはシュルレアリ
スムの生み出した傑作の一つである、アンドレ・ブルトンの『ナジャ』を締めくくる
有名な一節である。街を歩いているときに、ある「偶然の出会い」から世界に裂け目
が生じ、日常が一気に非日常へと転化し「真の人生」を垣間見るたぐい稀な瞬間を生
きることがある――『ナジャ』に描かれているのはそのような体験の美しい記録であ
る。語り手のブルトンは、「あのまったく手持ち無沙汰で、ひどく気の滅入る午後の
ひとつの終わりごろに 2」、パリの街頭で「ナジャ」と自称する女に出会い、不思議な
偶然的事実の連鎖に満ちた奇跡的な愛の数日間を過ごす。しかし、その奇跡は長くは
続かず、ナジャは精神病院へと入り、「あの世の全てがこの生のなかにある 3」という、
確信は再び揺らいでしまう……。
『ナジャ』のような作品とは全く異質なものであるには違いないが、街そのものを
題材にした現代日本のエッセイ漫画の名作、清野とおるの『東京都北区赤羽』シリー
ズ 4も実はまた、超現実的想像力に満ちた作品だと言えよう。赤羽とは東京の北部に
位置し、庶民的で活気ある飲屋街のある、昭和の面影を色濃く残す街であり、この作

1　 André Breton, Nadja, Édition entièrement revue par l’auteur, Gallimard, « folio », 2010, p. 190. 
以降 Nadjaと表記する。

2　 Nadja, p. 71.
3　 Nadja, p. 172.
4　 『東京都北区赤羽』は 2008年から 2012年まで、続編である『ウヒョッ！東京都北区赤羽』
は 2013年から 2019年まで、トータルで 10年間にわたって連載された。
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品は売れない漫画家であった作者が赤羽に引っ越してからの日常を描いたものだ。彼
の描く赤羽――それは常に作者 =語り手によって体験された事実であり、作中には
ほぼ必ず写真が添えられているのは何かしらブルトンの「ガラスの家 5」という表現を
喚起する――はいつも奇妙な磁場を成しており、清野が街を歩くたびに殆ど魔術じみ
た仕方でとある店が突如として出現したり、不思議な人物が信じられないような「偶
然」により登場したりするのである。語り手は街角の偶然がもたらすそれらの出来事
に呆気にとられ、しばしば「夢ではないのか？」と自問する。時には主体の意識その
ものが酩酊状態にあること、そしてそうでなくても語り手の日常の生活空間である街
中に非日常の出来事が突如生起することによって、理性的な現実と夢や妄想との境界
は揺らいでしまう。赤羽という街がそもそも移り変わりやすく、人の入れ替わりや繁
華街の店々の栄枯盛衰が極めて激しいということ、つまりこの街が非常に動的な空間
であるということが作品世界のそうしたありようと深く関わっていることは確かだ。
しかし清野の描く赤羽は、理性的な仕方で解釈できるそうした動性以上の何か不思議
な力によって様々な出会いを語り手にもたらし、『北区赤羽』シリーズの物語はその
ような出会いによって次々に展開されていく。通い慣れた路地に見慣れない廃墟が出
現したかと思えば前にたまたま行った店を再び見つけようとしても容易に見つけるこ
とができないこの街の地図は、理性による明晰な把握をどこかで拒み続け、語り手は
街のそうした底知れない混沌とした暗がりに魅了されて酩酊しながらの遊歩を日々繰
り返す。
語り手が赤羽の街をぶらついていると、実に様々な、かつ珍妙な人物に遭遇する。
全身赤い服を纏って闊歩する老人、自分で派手に飾り立てた自転車を乗り回す「便利
屋さん」、あるいは夜な夜な密かに街の掲示板に怪異な書き込みをする男性。街中で
生起する、見逃されてしまいそうなそうした様々な自己表現を、清野とおるの眼差し
は掬い取り漫画へと結実させている。そしてこの作品で最も重要な登場人物の一人は
間違いなくホームレスの「天才アーティスト」であるペイティさんであろう。赤羽の

5　 『ナジャ』の冒頭においてブルトンは、知り合いの作家が、ヒロインのモデルが誰かが分か
らないように髪の色の設定を変えた、と言ったことを「破廉恥」と非難し、その後「私は
実名を要求し続け、開けっ放しの扉のようにばたつくままにされて、その鍵を探さなくて
も済むような本にだけ興味を抱き続ける。［中略］私はといえば、ガラスの家に住み続けるが、
そこではいつでも誰が私を訪れたかを人は見ることができ、天井や壁に吊られたものは全
て魔法のようにとどまっていて、夜、私はガラスのベッドにガラスのシーツをひいて休み、
私である誰か、が遅かれ早かれダイアモンドに刻まれて現れるだろう。」(Nadja, p.18-19.) 
と書いている。超現実は創作ではなく、実名で記述されるような現実に内在するという考
えが表明されていると理解される。
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駅で初めて彼女に出会ってからというもの、語り手はますます赤羽という街の持つ奇
妙なエネルギーの作用に巻き込まれてゆく。ペイティさんは、彼女自身がアーティス
トであると同時に、漫画家にとっては創作活動にインスピレーションを与えてくれる
ミューズでもあり、そうした彼女の肖像は「いつも霊感を受け霊感を与えながら、街
路という彼女にとってただひとつ価値のある体験の場にいることだけを好んでいて、
街路で、なにか大きな夢想に身を投じているすべての人間の問いかけに応じることの
できた、あの女 6」という『ナジャ』の記述とどこか奇妙に似通ってしまう。
定まった家を持たず、街の只中で生活を営み、路上で芸術活動をしているという点
でペイティさんにおいては生活の場である街角がそのまま創造の舞台となっている。
第 2巻の第 14話「赤羽公園衝撃ライブ」における「嗚呼・・・これら街の雑踏の全
てがペイティさんの歌声の前では心地よいバックコーラスと化してしまう、ペイティ
さんは赤羽の街と一緒に歌っているんだ・・・！！ 7」という台詞は、彼女のパフォー
マンスが、その舞台である公園に響いている人々の声やカラスの鳴き声、果ては石焼

き芋屋の呼び声と渾然一体となって繰り広
げられることによって受け手に強烈な印象
を与えていることを示している。
赤羽公園で頰被りをしてゴミ箱から拾っ

たゴミ袋を叩きながら自作の歌を歌い、遭
遇するたびごとに自分の作品――絵や文章、
カセットテープの録音など多岐にわたり、
時には自分の皮膚そのものを清野に贈った
こともある――を披露してくれるペイティ
さんの存在はあまりに突飛で、とても実在
するとは信じがたい。だからこそ語り手は
写真にその姿を撮り続ける。だがそれでも
なお、語り手にとって、そして語り手を通
じてペイティさんと出会っている読者に
とっても、写真という「動かぬ証拠」を前
にしても彼女の存在はどこか現実世界の枠
組みに収まらぬ何者かに感じられ、それゆ

6　 Nadja, p.133.
7　 清野とおる『東京都北区赤羽』第 2巻、電子書籍版、Bbmfマガジン、2011、10頁。

清野とおる『東京都北区赤羽』第 2巻、電子書籍版、
Bbmf マガジン、2011、10 頁。
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えペイティさんの、そして『東京都北区赤羽』という作品そのものの魅力はいや増し
ているのではないだろうか。そしてそれはもちろん、日常生活を送っている中で突如
接することになるペイティさんの奇矯な振る舞いがあまりにも常識から逸脱している
から、という理由にもよるだろうが、それ以上に、清野にとってペイティさんが街の
どこかで「偶然」にしか邂逅できない存在であることに大きく依拠している。清野は、
住所不定で連絡先を持たないペイティさんのことを自ら訪うことはできず、街をぶら
つく中で彼女との遭遇の機会が向こうからやってくるのを待つしかない。そしてその
遭遇の機会が訪れ方というのが、清野にとっては超現実的で不思議な力の支配下にあ
るように感じられているのだ。ペイティさんに会おうと狙っている時はなぜか会うこ
とができず、「彼女の存在を忘れた無意識のときに限ってヌッと現れる 8」、あるいは、
大事な友人を連れているような、ここぞ、という時などには出てきてくれる……この
ようなペイティさんの出現をめぐる奇妙な偶然について清野は作品内で繰り返し言及
する。『ウヒョッ！東京都北区赤羽』の第 6巻 69話において、作者は「ペイティさん
はラジオのチューニングのように周波数があった人にしか見ることができないんじゃ
ないか 9」と書く。この言葉は、一見一枚岩的に見えるこの日常世界には別世界へと通
じる亀裂が存在し、電波を受信するように受動的にしかその裂け目に到達できないと
いう、この作品に通底する感覚を要約しているように感じられる。そしてそれはまた、
ブルトンの「あの世のすべてがこの生のなかにある」という言葉とも響きあうような
感覚である。さらに語り手は、ペ
イティさんとの邂逅の仕方から、
彼女が自分の創作世界と実世界を
行き来しているのではないかとす
ら感じ始める。曰く、「ペイティ
さんって会えないときは数ヶ月単
位で会えないんだけど、ペイティ
さんが登場する回の漫画を描いて
いる時はほぼ毎日遭遇するんだよ
な」「俺が漫画で描くペイティさ
んと現実のペイティさん・・・こ
の両者は確実に『繋がっている』

8　 清野とおる『東京都北区赤羽』第 4巻、電子書籍版、Bbmfマガジン、2010年、122頁。
9　 清野とおる『ウヒョッ！東京都北区赤羽』第６巻、電子書籍版、双葉社、2019、137頁。

清野とおる『ウヒョッ！東京都北区赤羽』第６巻、電子書籍版、
双葉社、2019、102 頁。
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と何度も実感させられたっけなぁ 10」。写真と絵という二つのペイティさんの肖像と
ともに書かれたこうした台詞は、この作品が、偶然性に委ねられた街中での邂逅に多
くを負っていること、現実と非現実の、あるいは夢や妄想との境界が不確かにぼやけ
てしまうのではないかという微かな危機感に満ちていることを示すのみならず、そう
した二つの事態が本質的に深く結びついている、ということを示唆しているのではな
いだろうか。
そもそも街を歩くことそれ自体は能動的な営みであるが、そこに予定されない出会
いがある時、その出会いに対して人は受動的たらざるを得ない。街をぶらついて何か
に遭遇することは、歩くという行為の能動が、いわば「出遇わされる」という受動へ
と転化することであり、この主体の客体化の瞬間にこそ美が宿るのではないだろうか。
清野は、『北区赤羽』の漫画を何か謎めいた力によって書かされていると感じると作
品内で語っている。それはつまり、赤羽の街を彷徨うなかで連続して生じる些細な符
号によって彼の創作そのものが導かれているということであるが、そうだとすればそ
うした受動性は、まさしく『ナジャ』の中で語られていた超現実的体験にどこかしら
通じるものがあるのかもしれない。
『北区赤羽』に描かれるこのようなペイティさんの肖像は、ナジャだけでなく、こ
れまた時代もジャンルも異なる作品ではあるが、19世紀フランスの作家、シャルル・
ノディエの小説『パン屑の妖精』の登場人物であるパン屑の妖精と呼ばれる小人の老
婆をもどこか彷彿とさせる。精神病院に入っている主人公の青年ミシェルがそれまで
の彼の驚異に満ちた人生を語るという枠組みで展開されるこの小説の、一風変わった
ヒロインであるパン屑の妖精――ミシェルの子供時代から路上で生活している不思議
な力を持つおばあさんで、ミシェルと結婚の約束をしている――もまたペイティさん
同様、奇妙な歌を歌ったり、ときには喜びを爆発させながら跳ね回って踊ったりする。
そしてこのパン屑の妖精もまた主人公の全く思いもよらないところ――例えば海岸の
砂の中から――出現し、引き止めようとしたときには遥か遠くへ行ってしまう存在だ。
そしてナジャもまたもちろん、街で「向こうから来る」女の系譜に連なっている。
ナジャとの最初の出会いの場面を見てみよう。

突然、まだ十歩ほども先に、反対方向から来る、とても貧しい身なりのひとりの
若い女を見る。彼女もまた私を見ている、あるいは既に、私を見ていた 11。

10　 清野とおる『ウヒョッ！東京都北区赤羽』第６巻、電子書籍版、双葉社、2019、102頁。
11　 Nadja, p.72.
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この描写は、語り手であるブルトンが、雑踏のなかからナジャを見つけた「主体」
である以上に、ナジャによって見つけられた「客体」であるということを如実に示し
ている。このようにブルトンを捉えるナジャはさらに、「動機はわかっている 12」とい
うような謎めいた微笑をも浮かべているのであり、出会いの瞬間、二人の間には不思
議な共感が存在する。思えば『北区赤羽』においてもやはり、最初の遭遇の時にペイ
ティさんは多くの人が行き交う駅の構内で清野ただ一人に話しかけてきたのだった。

街を歩いているときに「向こ
うから来る」ものによって奇跡
的な体験が与えられる――それ
はおそらく、主体がある種の夢
や幻想、ときには狂気へと自ら
を委ねることに他ならない。「夢
は第二の人生」という書き出し
から始まる、ジェラール・ド・
ネルヴァルの『オーレリア』に
おいて、序盤に語り手が真夜中、
街を歩いていて偶然見上げた
家の番地が自分の年齢と同じで

あった瞬間に強い衝撃を受け不吉な確信を得る場面、あるいはホフマンの『黄金の壺』
において、意気消沈したアンセルムスが接骨木の木陰で金緑色の蛇と目を合わせた瞬
間に衝撃的な歓びと苦しみに胸を打たれる場面。現実と幻想の敷居を踏み越え別の世
界への扉を開ける瞬間に得られる確信とは常に、喜びであれ慄きであれ、とっさに得
られる深い共感とともに有無を言わさず自分を偶然導くものから与えられるのだ。そ
もそも夢そのものも、「眠りの最初の瞬間は死の似姿である 13」というネルヴァルの言
葉に示唆されるように、一度自らの客体化を引き受けた上でそこにコミットしてゆく
ものではなかっただろうか。
『北区赤羽』シリーズにおいてしばしば読者は、語り手の清野が赤羽という魔術的
な街を歩くうちに見た白昼夢を追体験させられているような感覚を抱く。そこに描か
れている様々な出会い、そして路上の体験の魅力の本質とは、それが街中に「あった
りなかったりする」ことであり、その偶然性に身を委ねる特権的な瞬間に宿る価値だ

12　 Nadja, p.73.
13　 Gérard de Nerval, Aurélia, Les Nuits d’octobre, Pandora, Promenades et souvenirs, Gallimard, 

« folio », 2014, p.123.

清野とおる『東京都北区赤羽』第 1巻、Bbmf マガジン、電子書
籍版、2011 年、44頁。
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ろう。だからこそ私たちは、『ナジャ』岩波文庫版の注釈者である巖谷國士の言葉を
借りれば、「未知への待機の感覚をもって街路をさまようこと 14」が再び各々の日常で
可能になることを願ってやまないのではないだろうか。

14　 ブルトン『ナジャ』巖谷國士訳、岩波書店、2010年、325頁。





〈翻訳〉

ヴィルヘルム・ヴィンデルバント『偶然論』（上）
（付 ゲオルク・フリードリヒ・クナップ「合法則性の問題について」）

仲井 慧悟 訳

訳者解題

ここに訳出するのは、新カント派の哲学者ヴィルヘルム・ヴィンデルバント
（Wilhelm Windelband, 1848–1915）の学位論文にして最初の著作 Die Lehren vom 
Zufall（Berlin: F. Henschel, 1870）（以下、『偶然論』と呼ぶ）である。今回はその前
半部にあたる第 I節および第 II節を訳出している。
また、解説の補足のために、経済学者ゲオルク・フリードリヒ・クナップ（Georg 

Friedrich Knapp, 1842–1926）による『偶然論』の書評 Zur Frage der Gesetzmässig-
keit（Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 16, 1871, S. 182–186）の翻訳
も付した。この書評を書いたとき、クナップはライプツィヒ市統計局の局長およびラ
イプツィヒ大学哲学部の統計学教授を務めていた。そのため彼は統計家として、とり
わけ統計についてのヴィンデルバントの論述に着目し、今回ここに訳出した『偶然論』
の第 I節と第 II節について批判的に評価している。

＊

著者ヴィンデルバント、その思想、及びその学界に於ける位置に就いては、今日
改めて言を費やす必要はない。少くとも特にそれをこの小冊の巻頭に録する必要
はない、少くともふさわしくない。
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ヴィンデルバント『法則の概念について』の訳者序言において下村寅太郎はこう述
べた（下村 1928: 1）。しかし、今日はずいぶん状況が異なっている。三木清が「誰も
がヴィンデルバント、リッケルトの名を口にするようになった」（三木 1966: 398）と
回顧する大正期からすでに 100年ほどの時が経ち、現在ではまったく想像のつかな
い当時の学界の状況に、隔世の感を禁じ得ない。といっても、新カント派の哲学（カッ
シーラーを除く）に人びとの目が向きにくくなったのは最近のことではないらしい。
1940年の時点ですでに、「時代の趨勢は益々新カント学派から遠ざかりつつあるもの
のようである」と高坂正顕が述べているからである（高坂 1940: 4）。ヴィンデルバン
トについていえば、本翻訳が 1960年代以来の日本語訳となるようである。
もちろん新カント派への注目が全然なくなったわけでは決してない。訳者が確認し
た英語・ドイツ語圏に限っても、最近 10年間で新カント派についての論集や翻訳は
出版されているし、日本でも依然として思想史的関心は注がれている。ヴィンデルバ
ントについていえば、昨年は、書簡などを集めた研究資料集成が刊行されたり（Bohr 
& Hartung 2020）、これまでほとんど英語文献がなかった（Lu� 2015: 267）ところに
Stanford Encyclopedia of Philosophyのヴィンデルバント単独のエントリー（Kinzel 
2020）が登場したりした。また、今年は『プレルーディエン』（Präludien）が Felix 
Meiner社の哲学文庫（Philosophische Bibliothek）に入った。今後ますますの研究が
期待されているといってよいであろう。この段階に及んで、日本語でヴィンデルバン
トの紹介を書いておくことは無駄ではないように思われる。小冊子の翻訳に対する解
題としてはいささか長大となるが、ヴィンデルバントの紹介をとりわけ初期にしぼっ
ておこない、『偶然論』の位置づけについてもいくらか指摘できればと思う。

（1）『偶然論』までのヴィンデルバント
ヴィンデルバントは 1848年にポツダムに生まれた。のちに西南学派として知ら

れることになる彼も、生まれはドイツ北部である。それから学位論文『偶然論』を
完成させるまでの彼の学生時代については、クーノ・フィッシャー（Kuno Fischer, 
1824–1907）とヘルマン・ロッツェ（Hermann Lotze, 1817–1881）に師事したことが
よく注目される。前者からは哲学史の叙述を、後者からは価値哲学の中核となる「妥
当」の概念を継承したといえば、一応見通しのよいストーリーを提示できる。ここで
はより詳しく、学位請求論文提出の際の添付文書を引いて、彼自身の証言によってそ
の足跡をみてみよう（Bohr & Hartung 2020: 29f.）。

私は 1848年 5月 10日、ポツダムで生まれた。この地で私の父はマルク〔ブ
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ランデンブルク〕の州政府で会計参事官という肩書きの公職を務めていた。私は
幼少期をこの街で過ごし、公立学校で基本的な知識に親しみ、10歳からギムナ
ジウムの生徒になった。1859年に父を亡くした私は、ポツダムで母の世話のも
と、ヒラーという自由人・市議会議員の後見を受けていた。16歳でプロテスタ
ントの信仰を約束した〔＝堅信〕。学校の課題で自由時間が尽くされないときは
いつも、早くからさまざまな著作を読み耽り、学問研究に非常に熱中していたた
め、1866年に試験を受けてギムナジウムを去るとき、哲学的著作の研究にすべ
てを捧げようと決心した。なかでもその歴史記述が当時の私にとって最も関心あ
るものであったから、まずは歴史研究に打ち込むべきであると考えた。イェナで
研究を始め、3学期間、ベヒシュタイン、カロ、チェルマーク、エーバース、クー
ノ・フィッシャー、フォルトラーゲ、ゲディケンス、シュライヒャー、A. シュ
ミットの各先生の講義を受けた。これらの先生のうち何人かとは今でも付き合い
が続いている。その後、ベルリン学士院で 4学期間を過ごし、この間、アルトハ
ウス、ドーヴェ、グルッペ、ハルムス、ヒュープナー、ボナ・マイヤー、トレン
デレンブルクの各先生の講義を受けた。私は現代の新哲学を研究しながら、この
研究を歴史研究あるいは自然科学の研究に結びつけ、統合しなければならないと
思い至った。今時の哲学は自然科学の問題を扱うようになってきているから、私
は物理学的研究に取り組もうと決心した。そのため、今冬はゲオルク・アウグス
ト大学のコールラウシュ教授の物理学研究室で実験補助を務め、ロッツェ教授や
ヴェーバー教授の講義を受けるよう努めた。最もすぐれた人物であるこれら教授
の崇高なる精神と助言とに最大の感謝を捧げる。

新カント派の哲学者としてみたときに注目されるのは、フィッシャー、マイヤー、
トレンデレンブルク、ロッツェであろうか。なお、最後に言及されるヴェーバーは、
磁束の単位Wbで知られる物理学者ヴィルヘルム・ヴェーバーである。
さて、こうした教授陣のもとで学んだヴィンデルバントが準備したのが『偶然論』
である。1870年 4月 7日、21歳で哲学博士号を取得したとのことである（Gundlach 
2017: 22）。当時、指導にあたったロッツェは次のように評価している（Bohr & 
Hartung 2020: 30）。

ヴィンデルバント氏の論文は学位論文の要件を申し分なく満たしています。私は
氏の与えた答えがすべて正しいとは決して思いませんが、非常な労作で、丹念に
よく書かれ、広範な知識とすぐれた哲学的訓練とを証する論文であることは認め
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なければなりません。彼の学位申請許可を妨げるものは何もないと私は思います。

（2）『偶然論』の位置づけ①：生理学主義・心理主義から反心理主義・論理主義へ
『偶然論』は著作の順番からすればヴィンデルバントの出発点であるに違いないが、
彼のその後の思想の展開にとってはどのような意味で出発点であるといえるだろう
か。
まず、ヴィンデルバントに始まる西南学派とヘルマン・コーエンに始まるマールブ
ルク学派とが、反心理主義的なカント解釈によって特徴づけられるということを確認
しておきたい。大橋容一郎による時期区分にしたがえば、「盛期」の新カント派であ
る（大橋 2014: 263）。反心理主義といい盛期というのは、1860年代までの生理学的・
心理学的なカント解釈に対してそういうのである。論理主義とも形容される西南学派
の思想を特徴づけるのは価値哲学であるといわれる。ヴィンデルバントはロッツェか
ら超時間的な真理価値としての「妥当」（Geltung）の概念を受け継ぎ、これをもって
価値哲学を構築しようとした（九鬼 2014a; 2014b）。ここで重要なのは、妥当する価
値なるものが、主観的に解釈される心理的なものでもなく、形而上学的な意味で客観
的・実在的なものでもないということである（桑木 1917: 328; 北 1924: 70）。高橋里
美の簡潔な叙述を引けば、かれらは「認識論を形而上学に転向せしめることを好まず、
むしろ形而上学を認識論に解消せんとした。しかしまた同時に心理主義から認識論を
護らなければならなかった。この二つの動機から見て、それは当然論理主義の道を進
まねばならなかったのである」（高橋 1973: 125）。
しかし、このような立場はヴィンデルバントが『偶然論』より後に完成すること
になる立場であって、『偶然論』ではいまだそれがあらわれていない。といっても、
1870年は、のちの論理主義の旗手となる哲学者の最初の著作の刊行年としては意義
深いようにも思われる。たとえば、フレデリック・バイザーの見立てでは「心理主義
的カント解釈の 「最後の大歓呼」、18世紀後半にフリースから始まった伝統の最後の
著作」（Beiser 2014: 336）であるボナ・マイヤーの『カントの心理学』が出版された
のが、『偶然論』と同じ 1870年である。『偶然論』は、生理学主義・心理主義的カン
ト解釈から反心理主義・論理主義的カント解釈への過渡期に、まさに位置しているこ
とになる。
ちなみに、同じ時期にマールブルク学派も産声を上げんとしていた。生理学主義・
心理主義に加えて 1860年代のカント解釈者たちが共有する文脈となっていたのは、
「第一批判の超越論的感性論におけるカントの議論は、空間・時間のアプリオリな形
式が物自体に適用されるのを許容する

0 0 0 0

か、禁ずる
0 0 0

か」（Beiser 2014: 212）というフィッ
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シャーとトレンデレンブルクの間の論争であったが、これを背景として、「カントの
アプリオリ性についての説を基礎づけ直す」（Cohen 1871: iii）と宣言するコーエン
の『カントの経験の理説』の初版が出版されたのが、『偶然論』の翌年 1871年である。
正確にいえば、その直前にまさに「トレンデレンブルクとクーノ・フィッシャーの論
争について」と題された論文が発表されている。（こちらについては本解題で詳しく
取り上げないが、生理学主義・心理主義からマールブルク学派への転回について、日
本語で読める説明として辻麻衣子（2016）によるものがあるので参照されたい。）
西南学派に話を戻そう。心理主義から反心理主義への過渡期にある『偶然論』以降、
西南学派の論理主義の立場が成立するまでの過程に対してはいくつか異なった見方が
あるが、反心理主義ないし論理主義をいかなる意味で捉えるかに違いがあるのであっ
て、論理主義の立場が漸次明確化されていくという点では一致しているように思われ
る。
まず一つ、『偶然論』にすでに後の論理主義の萌芽をみる見方がある。これは桑木
厳翼によりとられている見方である。桑木は『偶然論』にも「ヘーゲルの弁証法や昔
時の形而上学と当時の実証主義的哲学とに據らざる意」は示されており、その意味で、
後の認識論への萌芽が認められると考えている（桑木 1917: 326）。
桑木の見方の特徴は、ヴィンデルバントの教授資格請求論文『認識の確実性につい
て』（1873）への評価を考え合わせるとき、明らかになる。「心理学的・認識論的研
究」という副題をもつこの論文からは、「哲学は論理学的であるのみならず、心理学
的・形而上学的な企てであるべきだ」（Beiser 2014: 518）という論理学・心理学・形
而上学の混合的な認識論のアプローチを読み取ることも可能である。けれども、桑木
はむしろ、〈反心理主義は反心理学ではない〉という見地から、この段階のヴィンデ
ルバントに、哲学を心理学から分ける反心理主義・論理主義の芽を認めている（桑木 
1917: 328）。すなわち、認識論から心理学を区別するという意味で〈反心理主義的〉
であることと、一方で心理学研究の意義を認めるという意味で〈非－反心理学〉であ
ることとは両立するということである。この見立てにしたがえば、たしかに『偶然論』
の時点から心理主義的では全然なく、また反心理学でもないということはいえるだろ
う。以上が、「最初の二著作に於て其畢生の大綱を示し得た」（桑木 1917: 330）とま
でいう桑木の見方である。
他方、桑木以外のほとんどの論者は『偶然論』および『認識の確実性について』に
大きな意義を認めてはいない。それは、論理学・心理学・形而上学の分離が明示的に
認められることが反心理主義・論理主義の重要な指標であるからであろう。たとえ
ば、フレデリック・バイザーによれば、1874年に発表されたジークヴァルト『論理学』
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への書評に混合的な認識論のアプローチが否定される片鱗がみられる（Beiser 2014: 
520）。しかしさらに翌年、1875年の論文「民族心理学からみた認識論」でもいまだ
論理学・心理学・形而上学の混合的なアプローチは継続しているのであって（ibid.: 
521）、これら三つの領域の分離がみられるようになるのは 1876年のチューリッヒ大
学教授就任講演「心理学研究の現状について」においてである。そして 1877年の「カ
ントの物自体の説の諸相について」でそれが決定的なものになるという（ibid.: 523）。
バイザーにしたがえば、『偶然論』から『認識の確実性について』までの期間には
論理主義の傾向は認められず、その後、1874年以降漸次発展的に論理主義的傾向が
強まり、1877年には決定的なものになったということになる。カテリーナ・キンツェ
ルによる最新の研究でも、反心理主義的カント解釈の始点を 1877年に求める見方が
とられている（Kinzel 2020）。
ともあれ、『偶然論』、そして『認識の確実性について』以後、ヴィンデルバントの
論理主義的立場によるカント解釈は明確化されていき、（本解題で扱う範囲を超える
が）そのなかでロッツェの「妥当」概念が取り上げられ、価値哲学が構築されていく
ことになる。それは、形而上学にも心理学にもよらない認識論を確保する道行きであ
る。

（3）『偶然論』の位置づけ②：個的事実の学に向けて
『偶然論』を重視する桑木の読みからは、もう一点重要な知見が得られる。
桑木は、個体的偶然の解明を理想とするヴィンデルバントの結論を、当時いまだヘー
ゲル的理性主義の影響が色濃かったことの証左であるとする。しかし、ヴィンデルバ
ントは、普遍概念による個物の包摂に終始するのではなく、個物の偶然性が学的研究
（および道徳・芸術）にとって普遍的説明に尽くされない余剰として残り続けること
を見定めている。桑木はこの点において、ヴィンデルバントのうちにはヘーゲル的理
性主義と実証主義との葛藤がみられるとしている（桑木 1917: 320）。結果、この葛藤
を切り抜けることを要求するヴィンデルバントの偶然論からは、「個体的事実を説く
特殊の知識をも学と看做す」見地が生じる（ibid.: 321）。
この偶然論の見解を徹底したのが、たとえば、「歴史と自然科学」（1894）の講演

であるというのが桑木の見立てである（ibid.: 322）。
反心理主義への傾きを強めるなかで、ヴィンデルバントはフライブルクに移り、

1882年にはシュトラスブルク大学に移り、以後長らくこの地で教鞭をとることにな
るが、この間、彼は総長に任ぜられ、のちに『プレルーディエン』に収録されて広く
知られることになる総長就任講演「歴史と自然科学」をおこなう。学問分類が論じら
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れる際に顧みられることの多い（たとえば、近年では隠岐さや香『文系と理系はなぜ
分かれたのか』（2018: 69）など）、「法則定立的」と「個性記述的」の区別は、この
講演によりよく知られている。少し長くなるが同講演から説明部分を引用しておこう。

経験科学たるもの、現実の認識において、自然法則の形をもつ普遍を求めるか、
歴史的に規定された形態をもつ個物を求めるかのどちらかである。一方は現実の
生成がもつ常に一定不変の形式を考察し、他方は現実の生成がもつ一回きりの、
それ自身において規定された内容を考察する。前者は法則の科学であり、後者は
出来事の科学である。前者は常にあるものを、後者はかつてあったものを教え
る。学的思考は、――新たな術語をつくってよければ――前者の場合は法則定立

0 0 0 0

的
0

（nomothetisch）であり、後者の場合は個性記述的
0 0 0 0 0

（idiographisch）である。
（Windelband 1915: 145）

桑木が偶然論から導き出されるという個体的事実に関する学が、「個性記述的」な
科学として術語化されているのがわかるであろう。桑木はいう。ヴィンデルバントの
学問論、特にその歴史への洞察の要点は、「科学の新分類法を以て」「個体の特殊的意
味を認めて然も之を知識に表せんとする」学を築こうとした点にあり、その精神が「既
に『偶然論』の根抵に存するとすれば、今日所謂西南学派の主張が全然誣

ふぼう

妄に非ざる
限り、余は如何にしても此小論文の学術史的意義の大なることを思はざるを得ないの
である」と（ibid.: 323）。
なお、米田庄太郎も、その内容は詳しく取り上げていないものの、ヴィンデルバン
トの「歴史哲学」ないし「歴史認識論」の理解のためには、『偶然論』にまで遡るこ
とが必要であると指摘している。すなわち、「吾人は此の論文に於て同氏の創設せる
新理想主義の哲学の芽が、含まれて居ると認めることが出来るので、随うて同氏の
歴史認識論の始源も亦此の論文に於て究明さる可きである」というのである（米田 
1921: 528–529）。

ヴィンデルバントの思想全体の理解のためには、上記（2）（3）の結合ともいえる、
歴史的・特殊的現象へと実現される価値・規範を目的論的に扱う「目的論的批判主義」
の方法についてみる必要があるが、それは『偶然論』に対する解説の範囲を超えてし
まうので別の機会に譲りたい（桑木 1917: 330�.; 朝広 1989; 大橋 2016: 416など参照）。
また、1870年代の反心理主義傾向の明確化のプロセスも、さらなる翻訳の発表など
を通してより詳しく示すことができればと思う。
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ただし、最後にいっておきたいが、『偶然論』を新カント派（狭義には西南学派）
への前奏曲として結論ありきで読むにはもったいないであろう。第 I節では、ショー
ペンハウアーがよく言及され、また、ヘルバルト派の心理学やヘルムホルツの生理学
の参照もうかがえる。第 II節では、確率理論に対するフリースを介した解釈、そし
てケトレーの統計学やそのドイツ的輸入から生まれた「道徳統計学」などへの批判的
検討がみられる。こうした『偶然論』を豊かに彩る 19世紀ドイツ思潮を読み込み、
諸科学の勃興・発達のなかで思索を開始した若き哲学者の格闘を味わっていただけれ
ばと思う。

＊

底本について。『偶然論』には、①表紙に「哲学博士学位請求論文」（Inaugu-
ral-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde）と明記され、A. 
W. Schadeと印刷所の名前のみが記されているもの、② F. Henschelと出版社が明記
されたもの、③ F. Henschel版の残部を J. C. B. Mohrが 1916年に再販したもの、以
上三つの版がある。本翻訳では、最初に公に出版されたものを一応の初版と考え、F. 
Henschel版を底本として使用しているが、三つはすべて同じ印刷所で印刷されてい
ることもあり、頁付けからしてまったく変更点はない。
翻訳について。「この書き振りはわれわれ民族の貴重な財産である」とのクナップ
の評価にもみられるように、ヴィンデルバントの文章は、古き良きというべきか、比
較的複雑なドイツ語である。文の構造のレベルで原文に忠実であろうとすることはは
じめから諦め、できるだけ読みやすい日本語になるよう努めたつもりである。そうは
いっても、訳者の無知・誤解のために読みにくい箇所があるであろう。読者諸賢のご
叱正を乞う次第である。
訳者注について。説明が必要と思われる箇所には訳者注をつけ、原注と同じく脚注
に示している。原書では注番号が頁ごとに振り直されているが、本翻訳でそれを再現
することはレイアウト上難しく、連番とした。そのため、原注の注番号にこだわる意
味はなく、原注と訳者注をともに脚注に記してもよいと考えた。また、ヴィンデルバ
ントが引用している文献の既出版訳は適宜参照し、原注の後ろにそのつど参照箇所を
示すようにした。ただし、訳文は本翻訳に合わせて修正している。
翻訳の背景について。訳者が関心をもつ九鬼周造の偶然論がヴィンデルバントの『偶
然論』を一つの種本として用いていると考えられるということ、それが翻訳の大きな
背景となっている。このことは近年、宮野真生子氏によって指摘され、両者の偶然論
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の相違が考察された（宮野 2019）。2019年に逝去された宮野氏のご研究が批判的に
検討され次代に引き継がれるよう本翻訳が一役買うことを、勝手ながら願っている。
とはいえ、はなはだ未熟な翻訳である。せめて、「これではいけない！」と、もっ
と優れた方々の意欲を誘うことができ、新カント派研究が少しでも盛り上がるのに資
するならば、この上ない喜びである。

【付記】
訳者解題の執筆にあたって、渡邉浩一氏（福井県立大学）にご助言いただきました。
感謝申し上げます。また、原稿に目を通し、理解しにくい箇所を指摘してくれた友人
たちにも感謝します。もちろん、瑕疵の一切は訳者の責任です。
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呼ばれるものと〕同じ個物」）、〔 〕の前の言葉を言い換える場合は「＝」の後に記
す（例：「「原－事象」〔＝原因〕」）。
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合法則性の問題について
ヴィンデルバント著『偶然論』　ベルリン　1870年　八折り判　80頁

綿密な筆致で記され、趣味のよい装丁が施された本書に付された題には、一見して
驚くべきものがある。いったい偶然について何らか学問的なことが語られるのであろ
うか。著者自身、かかる疑念を模範的な形で言い表した、というよりむしろ、ただち
にその否認をもって疑念に代えた、アリストテレスの二つの文章を引き合いに出して
いるではないか。27頁には「偶然的なものについては、それに関していかなる理

テオーリア

論
も存在しないといわれる」（περὶ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς λεκτέον, ὅτι οὐδεμία ἐστὶ περὶ 
αὐτὸ θεωρία）とあり、71頁には「偶然についての学が存在しないのは明らかであ
る。なぜならすべての学は永遠なるもの、あるいは普遍的なものに関わるからである」
（ὅτι δ᾽ἐπιστήμη οὐκ ἔστι τοῦ συμβεβηκότος φανερόν: ἐπιστήμη μὲν γὰρ πᾶσα ἢ τοῦ 

ἀεὶ ἢ τοῦ ἐπὶτὸπολύ）とあるからである。
しかし、詳しくみればわかるが、著者は不可能を可能にしようとしているのではな
く、偶然の概念には多様な意味があることを示そうとしているだけである。偶然概念
のもつ多様な意味が展開されることにより、読者は最も重要な哲学問題の現況につい
ての歓迎すべき洞察を得る。すなわち、第 I節では、偶然が原因との対置のうえで考
察され、第 II節では、偶然と法則とが問われ、第 III節では、偶然と目的との対比が
解説され、第 IV節および末尾では偶然と概念について取り組まれる。これら各節に
おいて、「プロテウスのごとく変幻自在な〔概念〕群」はそれぞれ別のものとして示
されている。〔本書の〕学的成果は、かかる差異を認識しえたところにある。そして
おそらくそれ以上に、偶然と対比される原因、法則、目的などの概念を、それら相互
間の関係においてたどるようにわれわれが促される点にある。
本書は限られた紙数で非常に大きなことを試みているから、その全体に対して批判
的な評価を下すのは、本誌においては期待できぬことである。むしろ、よく整った思
考過程が明快かつ簡潔に披瀝されている、その文体の簡素なることをここで強調する
ことをもって満足しよう。この書き振りはわれわれ民族の貴重な財産である――なお
いっそう同民族の共有財たらんことを！
著者が統計学の理論にふれているいくつかの箇所についてのみ、ここで引き立てて
おこうと思う。そのなかで、すでによく指摘されてきたことではあるが、部外者によ
る判断には専門家諸氏になお見出される数多の先入見がないということ、それが明ら
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かになる。
第 I節「偶然と原因」では、物理的生成の領域が心理的生成の領域から区別される。
前者の領域には、因果性とそれに対して想定される対立項としての偶然がある。後者
の領域には、動機づけとそれに対して想定される対立項としての恣意、あるいは行為
の領域における偶然がある。恣意は当然ながら否定され、偶然と類縁関係にないほか
の自由概念をも考慮に入れねばならぬことがおのずから明らかになる。
この後者の自由概念には、たとえば人間の行為が原因によって引き起こされるか否

0 0

か
0

を問うことによってではなく、疑いなく行為を規定している原因がどこに
0 0 0

由来する
か、すなわち原因が外的か内的かを問うことによって生じるものがある。自由、すな
わち内的原因による行為の被規定性は、ここでは、周知のように、強制と対置されて
いるが、この二概念〔＝自由と強制〕は偶然的なものの領域と対立する必然的なもの
の領域に入る。
道徳統計学の成果が認知されたときに、人間の自由に関して持ち上がってきた諸々
の疑念は、自由というものが、夙に哲学的にも否定された、かの恣意なるものにほか
ならぬと理解されていたことに大部分由来する。〔しかし〕今時の道徳統計学者たちは、
かく誤れる道と絶縁した。かれらにとって、自由とは内的原因によって行為が規定さ
れていることと同義である。当分野はこの深い見解をもってまったく新しい目標を得
る。よく知られるように、〔アレクサンダー・フォン・〕エッティンゲン

0 0 0 0 0 0 0

がかかる見
地より〔道徳統計学の〕題材全体を念入りに研究し直したのであり、これは著者〔＝
ヴィンデルバント〕も見逃すところではない。さらに〔モーリッツ・ヴィルヘルム・〕
ドロービッシュ
0 0 0 0 0 0 0

の研究も注意されている。とはいえ、道徳統計学者たちにとって、「道
徳統計学と倫理的自由」（『全国家学雑誌』、1866年、477頁以下）と題せられた〔フ
ランツ・〕フォアレンダー

0 0 0 0 0 0 0

の論文が非常に効力を有していたということを、指摘する
余地はなおあったであろう。同論文は如上の見解を一際強調して述べているのである。
たとえばショーペンハウアー

0 0 0 0 0 0 0 0 0

の『倫理学の〔二つの〕根本問題』の第二版が現れた
1860年にそうであったように、もはや哲学者が道徳統計学を黙殺できなくなってい
るのは喜ばしいことである。むろん、かかる成果は、主として、哲学の教育を受けた
著述家の一部が統計学を受け入れたという事情による。こうして勝ち得たものを守る
ためには、今度は統計学の著述家が自分の側でも哲学的な研究をすることによって、
歩み寄りをもって報いるのが賢明であろう。
第 II節「偶然と法則」において、著者はまず、法則の概念を次のように定義する。
すなわち、ある事象の発生に際して、他の事象が必然的かつすべての場合において発
生するのを可能ならしめる結合として定義するのである。さきに無原因として現れた
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偶然は、ここでは無法則として現れる。
『道徳統計学〔と人間の意志自由〕』でのドロービッシュ

0 0 0 0 0 0 0

においてすでにそうであっ
たように、ここで、語の厳密な意味における法則にとどまらず、確率計算の諸命題に
ついても語るにいたり、ここからは統計学についての考察へと話は転ずる。
統計学は全般補助科学であるという見解――旧来の国家学がたびたび用いる見解で
はあるが、それとは決して同じではない――、著者はこの見解を躊躇なく受け入れ、
この古くからの論争的な問題にどのような態度をとればよいか、その一例を示してい
る。
さらにわれわれは、「統計学は、その膨大な〔場合の〕数のすべてをもってしても、
語のもつ本来の意味での法則というものに到達することはなく、むしろ統計学が発見
するのは、〈ある特定の時期にわずかな揺れはあれども、人間生活のなかの合法則的
な諸々の結果が組み合わせられた状況のもつ恒常的な比〉でしかない」（47頁）とか、
さらには、「統計学における恒常的な比とは、個々の事象がそれに従って起こるとい
うような法則であるのではなく、むしろ、諸状況のさまざまな組み合わせから、その
諸状況間の数的関係やその相互作用の種類自体が変わらないために規則性をもって生
じる産物でしかない」（49頁）とかいった意見に、完全に賛同を表明せねばならぬ。
そして最後に、ヴィンデルバント

0 0 0 0 0 0 0 0

が道徳統計学について次のように述べているのは、
明らかに最新の研究と一致している。すなわち、「統計的規則性によって、同時期に
ほぼ同数の個人が犯罪の誘因となる社会的な影響を受けるということが示されるので
あれば、このことは、個人の自由を破棄する法則の何らかの効果というよりもむしろ、
人間本性の平均的な安定性を物語っているように思われる」（51頁）。これらの箇所
はすべて、著者がドロービッシュ

0 0 0 0 0 0 0

やエッティンゲン
0 0 0 0 0 0 0

の研究成果を自家薬籠中のものと
したことを示している。
〔しかし〕彼は実際の統計学者たちを正当に評価することにはそれほど成功してい
ない――何となれば、さきに言及した著述家たちというのは哲学・神学領域の出身で
あり、したがって不当な主張を退けることをもって満足するのであるが、統計学者た
ちにとっては、自分のもつ手段によって正当になせることをおこなうということが依
然問題であるからである。
そうした統計学者はたいてい実務のただなかにあるから、より一般的な問題には当
然あまり注意を払っていなかったわけであり、そのような状況では、関連する文献が
あまり身近ではないのである。それゆえ、本書のこの部分を無視するとしても全然無
理もないわけであるが、とはいえ、著者〔＝ヴィンデルバント〕が非難の手を緩める
ことも望まれるであろう。
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彼はたとえば 45頁で、統計により得られる比は同一の時間間隔内で一定であるこ
とがわかるために、事象の総体を支配する条件間に成り立つ恒常的な比へと帰されざ
るをえない、と述べている。「それゆえに、この恒常的な比は、――統計学が推論す
るところでは――人間生活を決定する諸法則の組み合わせが従う法則となる」。さら
に、その比が恒常的であることによって、ある予想が統計的に可能になる。「しかし、
統計学は……このような〔事象の〕先行規定にとどまってはいない。むしろ、落下時
間と落下空間の恒常的な関係から自由落下の自然法則を推論するのとまさに同じよう
に、如上の恒常的かつ毎年繰り返される比が、ある自然法則の表現であるのだと、統
計学は推論する」〔（46頁）〕。
したがって、著者の主張によれば、統計学者は重力の法則を暗中模索している、あ
るいはそのような法則がすでに見つかったとすら思っているというのである。
このような非難は、L.〔＝ルートヴィヒ・〕モーザー

0 0 0 0

に適用されうる。モーザーの
著作〔『寿命の法則』（Die Gesetze der Lebensdauer）〕は 1839年に世に問われ、1842年、
〔ヤーコプ・フリードリヒ・〕フリース

0 0 0 0

の『確率計算〔の理論〕の諸原理〔の批判の試み〕』
において忠実に再現されている。さらに、〔アドルフ・〕ケトレー

0 0 0 0

は自分にその非難
が命中していると思うかもしれない。ケトレーの主著〔『人間とその能力の発展につ
いて』〕は 1835年に世に問われ、彼はそのなかで人口増加の数学的法則について語っ
ている。それについては〔ピエール゠フランソワ・〕フェルフルスト

0 0 0 0 0 0 0

が二、三の考察
を披露している（『ベルギー王立科学・文学・美術アカデミー紀要』第 20巻〔「人口
増加の法則についての報告書　第二」（Deuxième mémoire sur la loi dʼaccroissement 
de la population）、1847年〕）。ケトレー

0 0 0 0

の著作は、1864年に A.〔＝アドルフ・〕ヴァー
0 0 0

グナー
0 0 0

の『〔一見恣意的にみえる人間行為における〕合法則性』によってドイツで再
びその主たる内容が広く知られるようになったのであるが、そこにはなお、そういっ
た類の法則が期待できると匂わせるいくつかの示唆が、といってもあまり鋭くはない
示唆がある。
しかし、モーザー

0 0 0 0

は物理学者であったし、ケトレー
0 0 0 0

は天文学者である。それゆえ、
さきに述べたような諸々の主張は、容易に説明できるような連想、機知に富んだアナ
ロジーなのであって、それ自体で矛盾なく首尾一貫して展開されるものではない。と
いうのも、同著者には、そうした類の合法則性が否定されている箇所も数多くみられ
るからである。
〔エルンスト・〕エンゲル

0 0 0 0

、〔フリードリヒ・ベネディクト・ヴィルヘルム・フォ
ン・〕ヘルマン

0 0 0 0

、〔ヨハン・エドゥアルト・〕ワッペウス
0 0 0 0 0

などの統計学者にあっては、
如上の天文学的アナロジー嗜好症は全然見受けられないのだから、ヴィンデルバント

0 0 0 0 0 0 0 0
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は、彼が主張しうることを超えて主張しているわけである。この問題に取り組んで
いる〔私の〕最新の著作（クナップ

0 0 0 0

『ザクセンにおける死亡率』（Die Sterblichkeit in 
Sachsen）、ライプツィヒ、1869年）では、第 X章においてこの問題を明確に取り扱っ
ている。そこでは、事実に対して天文学的な意味における外的法則の支配を語るのは
馬鹿げたことであると述べている。統計学によってわれわれに可能になったのは、古
くから知られ、また個的な場合について観察されてきた原因によって引き起こされる
結果を、全体的に一挙に概観するということである。同様の箇所はほかの著者からも
多く挙げられようが、われわれは、ヴィンデルバント

0 0 0 0 0 0 0 0

の非難はすでに十分打ち破られ
たものであると考えるのである。
著者は同時に、統計学の到達可能な課題についていくらか意見を述べている。彼は
いう。統計学により得られる数値関係は、法則ではないにしても、なお大なる実用的
意義を有しており、さらには、たとえばいわゆるホーフアッカー゠サドラーの法則に
よって生理学に与えられる示唆のように、他の多くの学問分野にとって示唆として資
するのである、と。
たしかに、これをもって学問的に営まれる統計学の領域のすべてが汲み尽くされる
と、はっきり述べられているわけではない。とはいえ、天文学と張り合うことができ
ないと認識されてから統計学はその目的を奪われてしまったというのが、ほとんど著
者の見解であるように思われる。それに類似した感覚に、われわれは別のところでも
すでに接している。それは、次のような言葉に帰される。すなわち、天文学的法則
のないところに科学はないとか、そこでは統計学をさらに育てる価値はほとんどな
いとか、そういった言葉である（A. ヴァーグナー

0 0 0 0 0 0

『全国家学雑誌』、1865年、281頁
〔アンドレ゠ミシェル・ゲリー『イギリスの道徳統計学と比べたフランスの道徳統計
学』（Statistique morale de l’Angleterre comparée avec la statistique morale de la France, 
1864）に対する書評〕を参照のこと）。
この〔統計学に対する〕世界苦のような傾向は、これまで享受されてきた過剰なケ
トレー主義（Queteletismus）が惹起するところの幻滅にほかならない。この恐ろし
い考えを動物学に適用すれば、動物学には天文学的法則がないから、したがってそこ
には何もない、ということになる。そのとき、われわれには次のような考えが浮かぶ
であろう。すなわち、ある学問について、それがどんな「法則」を――ミル

0 0

やバック
0 0 0

ル
0

以来、われわれはそれを渇望しているのであるが――われわれにもたらしてくれる
のかをあらかじめ要求するなどということが、いったい正当なのだろうか、と。
このような法則発見者的なものの見方全体が、自然なものであるとは私には思われ
ない。動物学に従事するのは、動物界の独自性に興味があるからである。人口統計や
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道徳統計に従事するのは、かかる側面から人間社会のことを知るすべを学びたいから
である。また、数字の道楽によって統計学者ができあがるわけではない――もしそう
であるならその人は計算機になってしまうであろう。そうではなく、人間の共同生活
についてすでに集積された事実と、それに結びつけられた思想とを知りたいという欲
求があるだけである。このような精神で、〔ヨハン・ペーター・〕ズュースミルヒ

0 0 0 0 0 0 0

や〔ト
マス・ロバート・〕マルサス

0 0 0 0

は人口について考察したのであり、最近では、実践上の
改善や理論の洗練によってこの研究をより強固に基礎づけ、物理学と同様の結果では
ないものの、物理学と同様の確からしさを得させようという試みがなされている。科
学は自身が〈何を

0 0

発見するか〉に関しては責任がなく、またそうでなければならない
のであり、〈どのように

0 0 0 0 0

発見するか〉にのみ科学の核心が存すること、このことを忘
れないようにしよう。
天文学的法則に従わない対象の性質についての研究にも価値があるか、というまた
別の問題については、興味ある読者にお任せしよう。しかし、たとえば道徳統計や人
口統計がわれわれの認識の領域をこれまで豊かにしてきたかを知りたい人がいるな
ら、諸々の文献に精通した者はみな然りと答えるであろうし、これまでに登場した幾
人かの著述家のことを考えれば、なお多くのことが将来に期待されるであろう。――
ドロービッシュ
0 0 0 0 0 0 0

その他の先例にならっているとはいえ、著者が統計学と確率計算と
の間につくろうとする連結について、私は少なくとも賛同を示したいと思う。けれど
も、これは手早く解決できるようなものではないので、これに関係したことをいくら
か扱っている、上に取り上げたザクセンにおける死亡率についての本の第 IX章を参
照いただけるだろう。
哲学的な著作について、専門家はもう口を挟むべきではないなどと要求するのは不
当であろう。いまのわれわれの場合は〔そのような要求をすれば〕二重の意味で不当
になるであろう。というのは、著者が道徳統計学についての新たな研究成果をとりわ
けわがものとしているからである。この小著は、統計学についてのより一般的な問題
に取り組んでいる人びとにとって歓迎すべき刺激となるだろう。

　　ライプツィヒ、1871年 3月 31日     G. F. クナップ

＊　＊　＊
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偶然論
ヴィルヘルム・ヴィンデルバント

「幸運、運命といった不当に得られた概念があり、そうした概念はたしかに一般に
は見逃されて広く流通しているが、それでも往々にして、権利問題によって権利を問
いただされる。その場合には、その概念を演繹しようとするとただちに少なからざる
困惑に陥る。その概念を使用する権限が明らかになるような明瞭な権利根拠を、経験
からも理性からも与えられないのであるから。」
カントのこの言葉 1に述べられている状況は、われわれが偶然（Zufall）という概念

に対して立つ状況とほとんど同じであるように思われる。偶然という概念は、ここで
例に挙げられている幸運や運命の概念と類縁関係にあるからである 2。実際、偶然とい
うのも多義的な名称であり、生活上の言葉、また学問上の言葉で多様な連関のなかで
用いられるけれども、そのときいつもその使用の正当性と射程とが十分に意識されて
いるわけではないだろう。いずれにせよ、何らかほかの観点からその使用の権限に対
して異議が唱えられることがありうる。このように「偶然」という言葉の日常的な用
法を簡単にみるだけで、われわれが非常に相対的な意味をもつ概念と関わり合ってい
ることが推察され、加えて〔変身に長けた海神〕プロテウスのごとく変幻自在なこの〔概
念〕群に向かって、その資格を問いただすことが要請される。すると、あれこれとそ
の資格が申し立てられるであろう。本研究の課題は、まさしくこの言葉の千変万化の
使われ方に対して立てられる。それは、部分的には互いに大きく乖離した偶然につい
ての諸学説を検証するにあたり、この概念の種々の連関を分析し、各々の使用の正当
性を明らかにするという課題である。
とはいえ、このような種々の連関には、ある共通概念が基礎にあるにちがいない。
詳細に移る前に、それを突き止めておくことが肝要である。それゆえここで、その
概念が被るさまざまな変位を無視すると、その語がいかに応用的に用いられようと
も一致する点がある。〔いかなる場合も、〕〈他のようになりえた、あるいはまったく
その道を絶つことも可能であった〉という生成（Geschehen）の一様式が〈偶然〉と

1　 『純粋理性批判』、ハルテンシュタイン編『全集』、第 1版、第 2巻、118頁〔＝熊野純彦［訳］
『純粋理性批判』作品社、2012年、131頁〕。

2　 ギリシア語ではテュケー（τύχη）は偶然と幸運を意味していた――幸運は人間の生におけ
る偶然である。アリストテレス『自然学』第 2巻、第 4章以下参照。
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して理解され、〈他のようでもありえた、あるいはまったくそうではないようにもあ
りえたもの〉、すなわち〈非存在の可能なもの〉（quod potest non esse）3が〈偶然的〉
（zufällig）と呼ばれるのである。したがって、この概念はいつも現実の生成について
用いられるけれども、実際は可能性の領域に根を下ろしているものである。スコラ学
者 4やスピノザ 5が「可能」と「偶然」の二概念を同一の事物についての並列した表現
とみなしえた所以である。われわれは偶然をいくつかの可能性のうちの一つと考える。
さらにいえば、この一つの可能性が残りの可能性からその事実性（Tatsächlichkeit）
によってのみ区別されると考える。一般に、ある可能性が事実へと移行するのはある
必然性の帰結であると考えられる。しかし他方、偶然性の性格をなすのは、この必然
性が欠けているということである。よって、語の慣用にしたがうと、可能性が現実性
へと事

ファクティッシュ

実的なだけで必然的ではない仕方で移行するということ、これが偶然の内実で
ある。こうした理由から、〔ヨハン・カール・フリードリヒ・〕ローゼンクランツは
偶然のことを〈可能性という価値のみ有する現実性〉と呼んだ 6。このように、語の慣
用が暗示するところにしたがうと、〈必然性により制約されることなく可能性が現実
になること〉として偶然を定義できる。それゆえ、ここで扱われている〔偶然という〕
概念は様相の範疇に属するのであり、カントの範疇表でも、同範疇において必然性の
反
アンチテーゼ

定立として見出されるものである 7。
したがって、偶然概念の一般的特徴とは、何らか否定的なもの、すなわち、必然性
の否定である。してみれば、必然性の概念には種々の形態と連関が認められるが、そ
の裏面、すなわち偶然にも、同じだけの形態と連関が認められるであろう。偶然とは
いわば必然性の影である。哲学上の種々の学説がこの主要概念に光を当てる関係に応
じて、その影も、姿形と意味が変わるのである。

3　 トレンデレンブルク『論理学研究』（Logische Untersuchungen）、第 2版、第 2巻、196頁。
4　 アベラールは「可能と偶然とはまったく同一のものを意味する。〔……〕可能によって示さ
れるのは自然が許容するものである」といっている。〔カール・フォン・〕プラントル『西
洋論理学史』（Geschichte der Logik im Abendland）〔第 2巻、198頁〕を参照のこと。

5　 『エチカ』第 1部、定理 33、備考 1および第 4部、定義 3・4を参照――「〔偶然と呼ばれ
るものと〕同じ

0 0

個物〔を可能と呼ぶ〕」〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』下、岩波書店、1975年、
12頁〕。

6　 『論理学的理念の学』（Wissenschaft der logischen Idee）、第 1部、439頁。
7　 〔訳者注：いうまでもないことではあるけれども、ここでヴィンデルバントが「それゆえ」
といってつなげるのは、前文における偶然の定義が、可能性－不可能性、現実性（現存在）
－非存在、必然性－偶然性からなる様相の諸概念を用いて表されているからである（カン
ト 2012: 123［B106］参照）。〕
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Ⅰ　偶然と原因

第一に提示される必然性の形態は、原因とその結果の間に生じるもの、すなわち因
果的被制約性（causale Bedingtheit）である。これは生成の充足根拠律に表されてい
る。すなわち、〈あらゆる変化には原因があり、その原因から必然性をもって生じる〉
ということである。この命題が表しているのは、すべての生成が有する絶対的な被制
約性と絶対的な依存性である。この命題自体がどこに由来するか、そして人間認識の
領域全体に対してこの命題がもつ例外なき妥当性がどこに由来するか、ということに
はここでは立ち入らない。この例外なき妥当性が一般に認められたものであり全学問
の基礎であるということを想起すれば十分である。学問の基礎であるとは、悟性独自
の基礎機能としての根拠律が、数学の証明されない公理（Grundsatz）と同様、悟性
にとって明々白々たるものだということである。それゆえ実際、根拠律は自然科学に
おいて公理（Axiom）とみなされ、慣性の法則という形で物理学の頂点におかれた。
根拠律は哲学のなかに種々異なる形で登場するのだが、ここではスピノザによるもの
だけ引いておこう。これもまた公理として述べられたものである。「与えられた一定
の原因から必然的にある結果が生じる。これに反して何ら一定の原因が与えられなけ
れば、ある結果が生じることは不可能である」8。
この言明の後半部分には、偶然の概念がこの因果的必然性を破棄しようとするもの
であるかぎりにおいて、偶然の概念を拒否することになる批判がすでに含まれてい
る。この場合、われわれが持ち合わせている〔偶然の〕概念の最も粗雑な形態、すな
わち絶対的偶然性の概念に関わり合わなければならないが、その概念が矛盾に満ちて
不可能なものであることは一目瞭然である。「偶然」という言葉が、ある事実につい
て、それが起こるのに十分な理由がなかったこと、またよくいわれるように、「たま
たま」（von ohngefähr）9起こったということについて、何らか表現しているものとす
れば、この表象はあらゆる思考の基本法則に矛盾していて辻褄の合わないものである。
そのような偶然が存在しないことを証明するのに長くかかりはしない。ただ思考の基
本法則について簡単な考察をすればよい。事の矛盾は、「これは偶然によって起こる」
あるいは「偶然がこれを引き起こした」といって、偶然をもって無原因を理解しよう

8　 『エチカ』第 1部、公理 3〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、39頁〕。
9　 〔訳者注：現代では von ungefährと綴る。Gefahrは「危険」「リスク」という意味で現在
用いられているが、von ohngefährは、中高ドイツ語で「欺す意図なく」を意味する anne 
geværeに由来し、度量衡の誤りに「悪意がない」ことを意味していたようである（Duden
より）。〕
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とするとき、言葉のうちにすでに生じている。いずれの場合も、命題の部分間に解決
不可能な弁証法が生じているのである。〔前者の場合、〕「によって」（durch）は起因
（Verursachung）の概念の言語表現であるが、それは他方、この場合には「偶然」の
語によって否定されるはずのものだからである。また同様に、〔後者の場合、〕主語「偶
然」と能動態動詞との関係は、そこで作用する原因を文法的に表現しているわけであ
るが、他方、その否定が主語「偶然」にまさに含まれるからである。いずれの場合も、
無原因が原因としてあらわれている。この矛盾は、悟性が根拠律を否定しようとして
も根拠律によってしか思考できないということを示している。とはいえ同時に、この
〔偶然を原因として理解する〕語り口から、いかなる表象が絶対的偶然性という粗雑
な概念の背後に隠れているかがあらわになる。それは、自身は原因によって規定され
ることなく、原因と結果の閉じた鎖に介入するあいまいで不可思議な手のようなもの
である。すなわち、不可解な恣意という不気味な考えである。ところで、絶対的偶然
性という仮定と恣意という仮定とがいかに密接に関連しているかは、エピクロス派の
自然学に明らかである。エピクロスは運

ファートゥム

命の容赦なき必然性から逃れるために 10、絶
対的偶然から世界を生じさせることによって、人間の魂で仮定したのと同じ恣意的な
自己規定を原子にも帰せざるをえなくなった。彼の説くところでは、原子は直線的で
あるはずの落下から恣意的に逸れ、そして渦が生じ、そこから世界が発生した。この
ようにして彼は、物的・心的過程を並行させて、「あるものは偶

テュケー

然によって、またあ
るものはわれわれの力の範囲内で」11生ずると語りえたのである。
しかし、このようにして偶然性が恣意に置き換えられるのにはなお、より深い理由
がある。すなわち、前者の概念が後者の概念のなかで返り咲くということである。恣
意は内的生成の世界における絶対的偶然性にほかならない。絶対的偶然、すなわち制
約的原因からの独立性という表象は、外的自然現象の連続においては見出されない。
〔外的自然現象の連続は、〕外面的な経験に先立ってそれ自身で原因から原因へと不断
に制約されているからである。〔ところが、絶対的偶然は、〕人間の内界に逃げ込み、
そこで恣意あるいは絶対的な選択の自由といった形であらわれる。この概念が言い表
しているのは、心

ゼーレ

のなかの決定が制約的原因から独立でありうるということにほかな
らない。〔モーリッツ・ヴィルヘルム・〕ドロービッシュがいうように、「それゆえ絶

10　 キケロ『宿命について』10, 22、ルクレティウス『事物の本性について』第 II部、254頁、
リッター『哲学史』（Geschichte der Philosophie）、第 3巻、482頁参照。

11　 ディオゲネス・ラエルティオス、第 X巻、133〔＝加来彰俊［訳］『ギリシア哲学者列伝』下、
岩波書店、1994年、305頁〕。
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対的自由というこの概念は純粋な偶然性という概念とまったく一致する」12。選択の自
由は、制約的な動機（Motiv）なくして決定を可能にするものであるとされる。それ
はすなわち、十分な原因なしに、ということである。人間の内界において原因があら
われる形態が動機であるからである。しかし、このような〔内的生成という〕生成の
一つの種については、その類〔である生成一般〕について妥当すること、すなわち絶
対的被制約性ということが妥当しなくてはならない。したがって、ショーペンハウアー
が『根拠律の四つの根について』において、動機づけ（Motivation）の法則を生成の
充足根拠律と同格 13のものとして並べた根拠はない。ショーペンハウアー自身は動機
のことを「認識を通過した因果性」と呼び、「動機にもとづく運動にも刺激にもとづ
く運動にも必然性は共通である」と明言している 14。それゆえ、動機づけの必然性は
たしかに生成一般の必然性のすぐれた種ではあるが、そうでしかないのであって、別
の類の必然性であるのではない。もちろん動機づけは「内からみた因果性」15なので
あろう。しかし、内からみるにせよ、外からみるにせよ、われわれは同一の必然性、
すなわち生成の必然性、因果性と関わり合うことになる。もしかしたら、ショーペン
ハウアーはここで目的的必然性の手がかりをつかんでいたのかもしれない。とはいえ、
彼は動機をいつも内的生成の原因としてしかみなかったから、因果性のうちにとどま
らなければならなかった。しかし彼がその先で、さきの〔動機づけの法則と生成の根
拠律の〕同格化の根拠を、動機づけの認識が直接的なものであり、それに対して外的
因果性の認識は間接的であるということを引き合いに出して述べるとき 16、それはも
ちろん〔それぞれの〕効果の種からして認められるであろう。しかしそのとき、前者

12　 『道徳統計学と人間の意志自由』（Die moralische Statistik und die menschliche Willensfrei-
heit）、63頁。また、ヒューム『人間知性研究』第 8節（「自由と必然について」）――「強
制とではなく、必然と対立する場合の自由は、偶運（chance）と同じであり、これが存在
しないことはあまねく認められている」〔＝神野慧一郎・中才敏郎［訳］『人間知性研究』
京都大学学術出版会、2018年、166頁〕。

13　 〔訳者注：coordinieren/Coordinationは「調整」という意味もあるが、ここではたとえば
「等位接続詞」（並列接続詞）の意味の「等位」（並列）の意味、すなわち nebenordnen, 

beiordnenの意味であるととった。〕
14　 ショーペンハウアー『意志と表象としての世界』第 1巻、138頁以下〔＝斎藤忍随ほか［訳］
『ショーペンハウアー全集 2 意志と表象としての世界・正編 I』白水社、1996年、223頁 
および 225頁〕、また、『自然のうちなる意志について』第 3版、85頁以下を参照。

15　 ショーペンハウアー『根拠律の四つの根について』第 43節〔＝生松敬三・金森誠也［訳］
『ショーペンハウアー全集 1 根拠律の四つの根について・視覚と色彩について』白水社、

1996年、191頁〕。
16　 同上。
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の直接的認識のほうが後者の間接的認識よりも稀で厄介であることきわまりないとい
う奇妙な事実が指摘されねばならない。というのも、誰でも分別があれば外的生成の
絶対的偶然性に固執することなどほとんどできないのは疑いようもないのに、動機づ
けの法則の破棄にほかならない選択の自由というものを想定することは、まったく
もってはっきりした思慮分別のもとで世界中に広まった信念であるからである。そう
して、ここまで述べたところによって、外的偶然性の表象はひそかに恣意の表象を拠
り所としているので、混入物であるにすぎないということができる。
この独特な現象を、さしあたり、心理的過程はほとんど一切の観察の目から逃げ去
る速さと複雑さとを必然的に伴うという理論上の困難のせいにすることもできるであ
ろう。〈表象が相互に制約し合う際に従う法則についての厳密な学〉としての心理学は、
はなはだ歴史の浅いものである 17。〔そのため、〕心理的諸活動の間に起こる規則的な
結合についての学知をいまだわれわれが有していないわけである。そうであるかぎり、
恣意や内的偶然性の表象に対抗する確かな観察的事実というものはない。〔ただし、〕
少なくとも個別の点からでも科学が心のメカニズムを暴き、外的現象が従うのと同じ
不変の必然性によってその法則がどのように〔心を〕統御するのかを示すことができ
るようになれば、それと歩みを同じくして、無原因の恣意という錯誤が弱まっていき、
内的決定論 18の信念が偶然性に取って代わるであろうと期待することはできるように
思われる。選択の自由（liberum arbitrium）は、とりわけ、同様の強度をもった二つ
の動機の間で意志がおこなう決定のうちに求められてきた。しかし、大昔の形而上学
者にいわせれば、ビュリダンのロバは、同じ量で同じだけすばらしく細く、等距離に
ある干し草の束の前に立って餓死するにちがいないのであるが、それはまさに形而上

17　 〔訳者注：ここでヴィンデルバントが心理学を「非常に歴史が浅い」（sehr jung）と呼んで
いることから、それが古代ギリシアに由来するものではなく、近代以降のものを指してい
ることがうかがえる。とはいえ、それが具体的に誰の、いつの、どのような心理学を指し
ているのかは定かではない。この後に「心のメカニズム」（Mechanismus der Seele）とい
う表現がみられるが、Horst Gundlachによれば、このときの彼の師ロッツェは、『医学的
心理学』（1852）のなかで「メカニズム」という言葉をさまざまな仕方で用いているが、『哲
学体系』（1879）等をみれば、決定論的に心が動かされるとは考えられていなかったこと
がわかるという（Gundlach 2017: 25）。これに対して、ロッツェの前任者であるヘルバル
トやその弟子たちの心理学には、ヴィンデルバントが述べている心理学に近いものがある。
ヘルバルトの「表象力学」（Vorstellungsmechanik）は、表象間の関係に数学的表現を与え
ようとするものであり、その点をとって「諸々の表象が相互に制約し合う際に従う法則に
ついての厳密な学としての心理学」と呼んでいる、と考えるのが妥当であろうと思われる
（ebd.: 26；高橋澪子による説明（2016: 148f.）も参照）。〕

18　 ドロービッシュ前掲書、70頁および 106頁参照。
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学においてしか餓死することはない。現実においては、諸動機を合わせたものが二つ
まったく同じように存在することは決してない。この点において、意志は無限の彼方
まで感知する天秤に比されるべきである。すなわち、両側にどれほど重りが載ってい
ても、ほんの少し重りを増やしただけで目盛りが振れるような天秤に比されるべきで
ある。そして、われわれがこのごく小さな重りの増加に気づかないために、意志が十
分な理由なしに、または偶然に行為するかのような錯誤が生ずる。
しかし、おそらくそう理解されてきたように、心

ゼーレ

がまったく受動的な存在であると
言明しようとするのであれば、決定論は自身を誤って理解していることになるであろ
う。むしろ、人間のいかなる行為も所与の条件や決意する心の性質から必然的に起こ
る結果であるということが主張されるのみである。それゆえ、ある人の性格やある特
定の場合にその人に作用する動機についてよく知っていれば、物理学者がある条件の
発生に対して投げられた石の進む経路と速さをあらかじめ規定するのと同様の確信を
もって、その人のなす決定を予言することができるであろうと、いやというほどよく
いわれてきた。そうであるとすると、この点に関して強調しておいたほうがよいこと
がある。行為というものは条件だけで説明のつくものではない。この刺激に対して心
が自身に固有の能動性によって反応してはじめて〔行為が〕起こりうるのである。た
だしこの点に関して、すべての物質的な事物にも同様に反応の自立性が認められると
いうことが指摘されねばならないのはもちろんである。自然にも絶対的な受動性があ
るわけではない。自然においてさえ、あらゆる作用は、われわれがいつも受動的だと
みなすような物体の独自性〔＝受動性〕によるのと同じくらい、われわれが行為的だ
とみなすような物体の特殊な性質〔＝能動性〕によって規定されている 19。ある物体
から別の物体への活力（lebendige Kra�〔＝ vis viva〕）の移動は自然科学の未解決の
謎である。自然科学においては、反作用的な衝撃が返す機械的な衝撃から、視神経の
興奮が対応するエーテルの振動 20にいたるまで、あらゆる原因は機会原因（Gelegen-

19　 この点は、能動性（Activität）と受動性（Passivität）とが互いに移り変わる、弁証法が展
開する場所ともなろう。能動性は刺激に対する行為であり、それゆえ刺激によって制約さ
れたものであり、したがって受動性である。一方で、受動性は刺激に対する反応であり、
それゆえ、ともかくも行為である。そしてその双方から相互作用（Wechselwirkung）とい
う形而上学的基礎概念が生じるのである。

20　 〔訳者注：かつては、光を伝える媒質としてエーテルという物質が想定されていた。視神
経の興奮とエーテルの振動との対応について、ヴィンデルバントが具体的に何を典拠とし
ているかは不明であるが、たとえば、ヘルムホルツの小冊子『生体の眼の網膜の検査のた
めの検眼鏡の説明書き』（1851）の次のような記述が関連するだろう。「視神経系を刺激す
ることのできる刺激のすべてが光の感覚を生じさせるが、エーテルの振動は網膜にのみ作
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heitsursache）、すなわち与えられた条件にすぎない。その条件が発生すると、当の事
物が、理解はされていないけれども事

ファクティッシュ

実的であると立証された必然性に従って、自
身に独自の力を行使するのである 21。性格の能動性を人間の自由として定義したなら
ば 22、この定義の重点は、すべての存在者に共通する特性としての能動性にあるので
はない。そうでなければ、スピノザが〈投げられた石ももし意識をもっているなら自
分が自由と思うだろう〉と主張する権利をもつことになるであろう。
このようなスピノザの主張にみられる思い違いによって、われわれは別の自由概念
にたどり着く。その概念をも偶然性との関連において調べてみなければならない。そ
れは、スピノザがそう言い表そうとしたように、意識の随伴的な活動性というもので
は決してない。意識の因果的能動性である。それが自由概念の本質をなす。この意味
において、生理学では、恣意的な運動、すなわち〈意識の能動性によって可能な運動〉が、
反射運動、すなわち〈意識が随伴しうるが意識の効力からは独立しているために意識
を失っても起こる運動〉から区別されている。こうしてわれわれはある自由の概念に
到達する。その自由の概念は、すべての存在者に共通する能動性の概念をもはや自ら
の支柱とはしない。自由な存在において能動性を発揮するものの独自性（Eigenthüm-
lichkeit）を、すなわち意識の独自性を支柱とする。こうして、自由の領域は自然の領
域と対立する。この自由概念は、偶然性と類縁関係になく、したがって選択の自由の
概念のようには根拠律と争うところがない。それはまさに、この意識の能動性が、否
み難い必然性の法則に従って、ほかのあらゆる能動性と同じように、不断に制約され
ながら、結果から結果へと進んでいくのであり、ゆえに、いかなる行為もあらゆる先
行する条件の、また新たに加わった条件の必然的な帰結であるとみなされなければな
らないからである。したがって、この自由概念には恣意的な無原因や偶然の余地はも
はやない。とはいえ、その自由は絶対的な選択の自由でもなく、思量（Ueberlegung）
の自由 23、すなわち〈意志に作用する諸動機を認識し、意識を介してその諸動機間で
決定を下す〉という能力でしかない。その決定は、そのつど決定する意識の独自性に

用しうる、と仮定して問題ない」（Helmholz 1851: 39）。ヘルムホルツは、「光は見る眼に
出会ったときはじめて光になる」と考えており、見る眼のない光はただの「エーテルの振動」
であるというのが当時の考え方であったという（Fischer & Ganten 2021: 140）。〕

21　 こうした理由から、反発運動の原理にほかならない不可浸透性（Undurchdringlichkeit）
は自然哲学の基本問題とみなされなければならない。

22　 ヘルバルト「人間の意志の自由について」（Zur Lehre von der Freiheit des menschilichen 
Willens）、『全集 第 9巻』、278頁参照。「開花するいかなる性格もその能動性によって規
定され、その能動性は当然、自由と呼ばれる」。

23　 ショーペンハウアー『倫理学の二つの根本問題』8頁参照。
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依存せざるをえないのであり、まさにそうであるがゆえに因果的必然性のうちに制約
された結果である。
さらにまた別の、ただしまったく否定的な意味が、多義的な言葉である自由に付与
されることで、この概念が偶然性に帰されないようになる。いかなる事物もその作用
において外的原因にのみ依存するのではなく、また外的原因から完全に独立している
わけでもないこと、すでに論及されたとおりである。むしろ、自分の存在独自の力の
発揮のためには外部から自身に接近する条件の発生が必要であるということ、それが
まさしくわれわれがあらゆる有限的存在に帰す被制約性の内実である。このような
個々の存在独自の力の発揮のために好都合な条件がある一方で、しかし同時に、その
好都合な条件を完全にあるいは部分的に破棄するように作用する別の条件も生じう
る。これが阻止、強制、不自由という概念である。この意味で、われわれは次のよう
にいう。ある事物が自由の状態にあるとは、それ独自の力を十分に発揮することがで
きる状況下で作用する、ないし行為するときのことをいうのである、と。こうしてわ
れわれは自由落下や自由電気について語る。これは奴隷状態に対する自由である。こ
の自由――意欲（Wollen）の自由でなく、思量の自由でもなく、行い（�un）の自
由である――も同じく根拠律に対して矛盾を含まず、したがって、偶然性とは関係な
い。この概念は必然性とではなく、束縛や不自由と対置されるものである。それゆえ、
スピノザは自分のいったことを修正する 24――「ある一定の様式において存在し、作
用するように他から決定されるものは必然的である、あるいはむしろ

0 0 0 0 0 0 0

強制されるとい
われる」。またそれゆえ、さきに引用した箇所でヒュームは、「強制とではなく、必然
と対立する場合の自由」というのである。したがって、〔アレクサンダー・フォン・〕
エッティンゲン 25が、「ある存在に内在した独自の法則に従った運動」を自由のもと
に理解しようといっても、それを必然性と調和させることはもちろん難しいことでは
ない。そうした自由概念は法則というメルクマールにおいてすでに必然性を具備して
いるからである。また、この自由概念が事物について比喩的に語られているにすぎな

24　 『エチカ』第 1部、定義 7〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、38頁〕。
それに対して彼は、事物がそれ自身の本性によってのみ存在しているとき、それを「自由」
であるという。したがって、やはり神だけが原因から自由（causa libera）でありうる。『エ
チカ』第 1部付録。クーノ・フィッシャー『近代哲学史』第 1巻、第 2部、243頁参照。
ここでは運動や行為についてのみ考えられている。自由や存在の必然性についてはあとで
取り上げられるだろう。

25　 『道徳統計学〔とキリスト教倫理――経験的基礎に立つ社会倫理学の試み〕』（Die 
Moralstatistik [und die christliche Sittenlehre: Versuch einer Socialethik auf empirischer 
Grundlage]）、第 1巻、75頁。
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いことに注意されたい。この自由の概念はさしあたりある状態に、ある効果にのみ関
係しており、ある事物について語られたとき、そうした自由な状態、自由な効果がそ
の事物に必然的に備わっていることを意味するにちがいないであろう。
さて、以上二つの自由概念が偶然性と類縁関係にないとすると、三つ目の概念につ
いても、さきの二つの概念が総合されて特別に人間の自由に関係するということはな
いであろう。すなわち、第一に、意識の能動性についての二概念〔＝意欲の自由と思
量の自由〕と、それに対して第二に、ある存在物の独自性の自由な発揮についての概
念〔＝行いの自由〕にもとづくと、人間に与えられる独自性とは、理性的な思量のこ
とであるから、両概念は人間においては一致し、ある心

ゼーレ

の状態としての自由の概念を
生むことになるにちがいない。その心の状態とは、独自の活動性が揺るぎなき思量の
うちに発展へともたらされるような状態のことである。すなわち、人間の内的生活に
おいては、思量の自由と行いの自由が一致する。これはアリストテレスが徳の必須の
基礎とみなした自由、すなわち〈問題となっている事柄や道徳的戒律を十分に認識し
ていること〉である 26。それゆえ、人間についてわれわれは二つの自由を区別しなけ
ればならない。一つは外的行為の自由、もう一つは内的行為の自由である。前者は人
間が自らの欲することを行為する自由であり、後者は個々人の意識の十分な明瞭さの
もとで決定を下す自由である。前者は、人間に制限つきでしか与えられていない。と
いうのも、人間がいる世界というのは、自分のもくろみを実行に移すのにいつも道具
を意のままに与えてくれないだけでなく、途上に乗り越えがたい障害を置いておくこ
ともまれではないからである。後者は、しかし、人間の最も内的な本質に完全に合致
する状態、したがって道徳的な理想であるように思われる。人間の本質に「内的な意
味で固有であり独自な法則」とは善の法則であり、内的な行為、すなわち意欲におい
てこの法則に従うことができればできるほど、自由なのである 27。それに対して、意
志が不自由になるのは、生のもつ倫理的な核が、情欲（Leidenscha�）の圧倒的な猛

26　 トレンデレンブルク『哲学への歴史的寄与』（Historische Beiträge zur Philosophie）、第 2巻、
54頁参照――「これによって、アリストテレスは、悟性に規定され人間の本質に独自の活
動性に自由を据えたのである」。アリストテレス『ニコマコス倫理学』第 3巻、第 3・4章、
とくに第 3章――「行為の根源的な端緒がその人のうちに存しており、行為をめぐる個別
的な諸点を当人が知っているかぎり、それは随意的な行為であると考えられなくてはなら
ない」〔＝高田三郎［訳］『ニコマコス倫理学』上、岩波書店、2009年、113頁［1111a］〕。

27　 トレンデレンブルク『哲学への歴史的寄与』第 2巻、188頁以下に示された書簡にみられ
るライプニッツの運命についての言葉を参照。「真っ当な理性によって最高のものへと余
儀なく連れて行かれることは、自由の最高の形である。他の自由を望むものは愚か者だ。
……望むところを意志するのは誰の力でもない」。
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威によって不可能になるときである。この意味において、ヤコービ 28は、自由の本質
は欲望（Begierde）から意志が独立していることだという。また同様の意味で、神学
が説くところによれば、真の自由は恣意に現れるのではなく神の道徳律に従うところ
に現れるのであり、罪は欲望の支配、すなわち奴隷状態・不自由状態として規定され
るのである。同様の見解には、ライプニッツの自由論もたどり着いている。それによ
れば、動機は意志を必要とするのではなく、意志に影響する。すなわち、意志が動機
に触発されて意志独自の性質ゆえに諸動機間で決定を下すことによってはじめて、動
機は行為にとって決定的なものとなる。つまるところ、ヘルバルトの「内的自由の理
念」よりほか含まれないのである。それは彼が霊感を得たかのような言葉で叙述する
ごとく、道徳的判断が欲望に対して優位であるということである 29。「理解しよう。こ
の理性的存在を！　その〔理性的存在の〕うちに欲求が、決意が生じ来たれば、たち
まち、その欲求の、決意の像が目前に立ち現れる。その像を認めることと評価するこ
ととは一なり。意志の上に判断が漂う。その持続をもって、意志は行為へと移行する」。
たしかに、われわれは、こうした自由の理念を道徳的理念とみなすということ、また
そのことへの十分な確信があると認めることに、一時も疑いを入れないだろう。けれ
ども、そうした自由が無原因や無制約性とは何も関係がなく、むしろ――ヘルバルト
がこれよりも前に別の場所で 30異議を唱えているように――内的決定論の最終帰結で
あるということを、われわれははっきりとわかっていなければならない。というのも、
われわれがこの内的自由の理念に達しきった人を誰か知っているとすると、与えられ
たどんな場合でも、絶対的な確信をもってその人のなす決定を予言できるということ
になるであろうからである。自由というのが理性的性格の自己規定であるとすれば、
まさにそうであるがゆえに、それは恣意的・無原因的・偶然的なものではなく、合法
則的・必然的な決断である。
ここでは自由の問題を解決しようなどと決して意図していない。ただ、自由にまつ
わる多様な概念規定が絶対的偶然性の側に立つ〔ようにみえる〕種々の連関を展開す
ることが問題なのである。この点からすると、カントがこの問題に対して与えた決定
的な転回について考察することがまだ残っている。この転回は、魂（Seele）の超時

28　 〔ヤコービ〕『全集 第 4巻』、第 1部、27頁〔「スピノザの学説に関するモーゼス・メンデ
ルスゾーン宛の書簡」XXXII〕。また、ヘルバルト『全集 第 9巻』、314頁参照。

29　 〔ヘルバルト〕『一般実践哲学』（Allgemeine praktische Philosophie）、第 1巻、第 1章、〔ヘ
ルバルト〕『全集 第 8巻』、34頁。また、トレンデレンブルク『論理学研究』第 2巻、93
頁を参照。

30　 〔ヘルバルト〕『全集 第 9巻』、255頁。
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間的な倫理的選択行為についてのプラトン的な神話 31と同様、まったく倫理的な基礎
の上にあるものである。すなわち、理論的考察によってすべての、ということは内的
生成も含めた生成の絶対的被制約性が要請されるとしても、責任や道徳的判断、良心
といった倫理的事象によって、絶対的な選択の自由を想定することが要求されるよう
に思われるのである。礼を失した意志決定の可能性、したがってそのつどの決断の偶
然性が基礎にあるというのであれば、あらゆる責任は無意味であるかのように思われ
るし、起こるがまま必然的に起こることの責任を誰かに負わせるのは馬鹿げているよ
うに思われる。それゆえ、「自発的に生じた意志の決定は偶然である」とみなす〔エ
ルンスト・〕プラトナー 32は、理論理性は決定論を教え、実践理性は内的生成の偶然
性を教えるのでなければならないとの結論にいたっている。こうした理論理性と実践
理性のアンチノミーは、カントが超越論的感性論によって解こうとしたものである。
カントは、はじめから人間行為の過程全体を内的現象の時間的連続として、因果律の
例外なき妥当性に従属させる 33一方で、叡智的性格において、あらゆる現象の彼岸に
あり、それゆえに因果律からは独立している超越論的自由というものを見つけようと
している。行為の推移全体における経験的性格はたんにその叡智的性格の現象にすぎ
ない 34。これに対して、トレンデレンブルクは次のように異議を唱えている 35。こうし
た論は、〈因果律は範疇として現象にのみ妥当すべしとするにもかかわらず、物自体
を因果的とみなす〉というカント的な観念論に広くみられる矛盾に陥っている、と。

31　 プラトン『国家』第 10巻、第 13章から最終章。
32　 『哲学的アフォリズム集』（Philosophische Aphorismen）、第 2巻、第 674節、667頁以下。
33　 とりわけ、『純粋理性批判』の宇宙論的理念の解決へ向けた解明を参照。『全集』第 2巻、

424頁。
34　 ショーペンハウアーはこのような意味深い論を情熱的に彼の哲学に取り入れているが、そ

のことによって、同一の基礎概念のもとにとんでもない混乱を引き起こした。すなわち、
カントにおいては、物自体とは自由な精神の王国であったが、ショーペンハウアーにおい
てそれは、全能なる生への意志となり、空間と時間はまずもって個体化の原理（principium 
individuationis）となる。しかし、叡智的性格の自由な行為がその概念としては外的な時
間・空間に向かっていくのだとすれば、意志はすでに個体化の原理に先立って個体化して
いるのでなくてはならない――これは、叡智的性格が「プラトン的イデア」や自然力といっ
た類のものと同等に現れるにしても、それによっては解きえない明白な矛盾である。とい
うのも、意志としての世界と表象としての世界の間をとりもつはずの、これらプラトン的
イデアの全部は同じ矛盾に陥っているからである。それらは明らかに一つの意志による規
定であり、したがって、ともかくも個体化されたものであるのに、時間・空間に先立って、
また、個体化の原理に先立って存在するものである。

35　 『論理学研究』第 2巻、97頁以下。また、ヘルバルト『心理学教本』、第 235節の注釈（『全
集 第 5巻』、161頁）およびヤコービ『全集 第 2巻』、301頁以下を参照。



205〈翻訳〉 ヴィルヘルム ･ ヴィンデルバント『偶然論』(上)

こうした非難は実際、カントの証明に命中する。というのも、超越論的論理学によれ
ば、範疇とは現象についてのみいわれるのであって、したがって、原因としてみなす
ことができるのは現象だけだからである。ゆえに、カントが確保しようとした物自体
と現象との克服しえない深い溝にこの証明もまた落ちてしまう。しかしながら、それ
をもってこの非難が超越論的自由の概念そのものを取り払うとはまだいえない。むし
ろ、カントの矛盾によって気づかされるのは、現象（Erscheinung）という概念が、
カント自身認めるように 36、現象する（erscheinen）ものを必然的に指し示すのであれ
ば、物自体が現象に対してもつ関係は因果的なものでしかありえないということであ
る。とにかく何かがあれば、物自体は因果的である。そうして、現象とは本来何であ
るのかと問うなら、それはまさに、物自体がその本質を発揮した結果である。したがっ
て、物自体がその結果のなかに現象するなら、超越論的自由はこの関係と手を結ぶは
ずである。というのも、〈因果的であること〉と〈因果律に従うこと〉には区別があ
り、それゆえ、前者の特徴を物自体に帰し、後者の特徴を物自体に認めないことがで
きるからである。したがって、物自体が〈原因であって結果ではないもの〉と定義さ
れるなら、そこには何ら思考上の矛盾が見出されないわけである。因果律とは、われ
われがあらゆる生成について十分な原因を求めるときの拠り所となる規則である。そ
れに対して、因果性の特性とは、〈十分な根拠である〉という能力である。このよう
な区別をしたとき、「因果性」という語にまとめられている二つの意味は、分離され
うるだけでなく、分離されなければならない。因果性の原理、すなわち根拠律に、す
べての現象、すなわちすべての生成、すべての変化は例外なく従属する。それゆえ実
際、われわれはすべての生成を何らかの結果とみなしてよいと考える。それに対して、
物自体はその効果によって現象を形成するのであり、それゆえ己は根拠律に服する必
要がない。
これをもって超越論的自由の可能性が得られるとすれば、他方、形而上学がこの概
念を求めて詰め寄ってくるのは必然である。被制約性にほかならない因果性の原理
は、哲学の終局原理ではありえない。あらゆる被制約的なものの彼岸に無制約的なも

36　 『純粋理性批判』によるフェノメノンとヌーメノンの説明を参照（第 1版、『全集 第 2巻』、
247頁、注）〔＝熊野純彦［訳］『純粋理性批判』作品社、2012年、307頁〕。「現象には、
それ自体は現象ではないものが対応しなければならないということも、現象一般の概念か
ら自然に帰結する。現象はそれ自体でわれわれの表象を離れてはなにものでもありえない
のであって、したがって、現象という語がすでに、あるものへの関係を指示しているから
である」。ここでは物自体と現象との因果関係が「対応する」（entsprechen）というあいま
いな表現によって言い逃れられている。
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のを見つけることが全形而上学の課題だからである。しかして必然性はすべて被制約
性のことであり 37、したがって、必然性は生成の原理ではあるが存在（Sein）の原理で
はない。そして、あらゆる学問が、変化しゆく諸現象の謎にかき立てられて、その基
礎にある存在を研究するように、必然性と因果性の原理はたしかにその考究の手引き
ではあるが、しかし、最終結果ではない。すなわち、われわれはすべての生成を、そ
の根拠を含みもつ存在なしには表象できないのであるが、他方、因果性の原理を手引
きとして生成の最終原因を求めることによってしか、存在の認識に至ることはできな
い。したがって、われわれが認識するのは作用する存在にほかならないのであるから、
実体（Substanz）の概念は能動性の概念に移り変わる。われわれが原因を認識すると
き、見出される原因はそれ自体もはや生成・変化・状態ではなく、作用する性質であ
る。そこでは、因果性の原理がわれわれのもとを離れていく 38。因果性の原理はあら
ゆる具体的認識の原理であるから、すべての考究・考察はここで終わりを迎えるわけ
である。そこでわれわれは、「それがあるということしかわからない」39存在の前に、
すなわち与えられたものの前に、現実の前に立つ。因果性の原理が指し示す〈あらゆ
る生成の基礎にある存在〉というこのような概念は、「原－事象」（Ur-sache）〔＝原
因〕という語のうちに準備されていたかのようである。人間の全思考は現実から高まっ
ていくが、そのとおりに、この深く捉えられた現実へとついには還帰する。形而上学
的にみると、この現実の概念は、必然性の概念よりも深く、実質性豊か（wesenvoll）
だからである。事物の存在は現実的、すなわち無制約的であり、その作用は必然的、
すなわち被制約的である。しかしてわれわれは存在の概念が能動性の概念へと移り変
わることをみたし、すべての能動性は被制約的なものなのであるから、無制約的なも
のから被制約的なものへ、現実的なものから必然的なものへの移行が昔から形而上学

37　 哲学のなかにたびたび登場する無制約的必然性という概念については、あとでさらに論じ
ることになろう。

38　 われわれは因果性の原理から恣意的に離れるのではない。ショーペンハウアーは因果性の
原理の見方に対して、その見方においては「目的地に到着すると家へ追い返される辻馬車」
と同じことが用いられているといって（『根拠律の四つの根について』第 20節、38頁〔＝
生松敬三・金森誠也［訳］『ショーペンハウアー全集 1 根拠律の四つの根について・視覚
と色彩について』白水社、1996年、57頁〕）、嘲笑したいのであろう。しかし、馬車を降
りることもできる。それは、あるものが気に止まるからではない。もう馬車が先へ行けな
いような道になるからである。ところで、ショーペンハウアー自身は、彼のいう「物質の
不滅性」（Sempiternität der Materie）によって、さきの因果性の原理の限界にたどり着い
た（「カント哲学の批判」『意志と表象としての世界』574頁〔＝茅野良男［訳］『ショーペ
ンハウアー全集 4 意志と表象としての世界・正編Ⅲ』白水社、1996 年、164頁〕）。

39　 シェリング『神話の哲学』、『全集 第 2巻』、第 2部、153頁参照。
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の根本問題であったことは明らかである 40。
したがって、超越論的自由が制約的原因からの独立性として定義されるとしたら、
われわれにとって、超越論的自由はわれわれにとっては存在の概念と不可分離のもの
である。しかし、われわれはそれが生成や行為の自由ではなく、存在の自由でしかな
いということをわかっていなければならない。事物の存在は、因果律がもはや適用さ
れない領域であるというわけである。そうして、これ〔＝因果律〕がわれわれの認識
の唯一の手段であり、実際、われわれはそれをとおしてしか存在の敷居に到達するこ
とができないのであるから、事物の存在とは、まさしく、思弁の気球に乗った人間理
性が空気を失うことなしには上昇しえない領域である。したがって、そうであるにも
かかわらずこの〔存在という〕領域に因果律を適用するなら、とんでもないパラドク
スが生じる。存在とは無制約的なもの、何物にもよらず生じたものである。それでも
存在が何らかの仕方で因果性の法則に従うというなら、それ自身によってそれが生じ
たと考えるほかない。このようにして、スピノザの自己原因（causa sui）41という実体
概念が生じる。しかしながら、存在は因果性の法則に服していないといわれ、それで
もそれは因果性の概念から生ずるというのであれば、必然性の矛盾反対のものをもっ

40　 こうした形而上学的見地から、自由の問題の倫理学的困難へと立ち戻ろうとするならば、
この存在には個的性格が属しているということを説明しなければならないであろう。その
個的性格とは、それがかくかくであり、なになにであるということしかわからないが、し
かし、そのふるまいはちょうど作用のごとく完璧に制約されたものであることがわかって
いるという、そういうものである。そうして、この点において、本質的に自由はあって、
これに反してあらゆる作用は必然的だということに、ショーペンハウアーは賛同するにち
がいないであろう（『倫理学の二つの根本問題』97頁および 117頁）。さらに、われわれは、
ヘルバルトの解決（『心理学教本』第 118節の注、『全集 第 5巻』、84頁）の道徳的分類を
説明することによって、次のことを付け加えるべきであろう。すなわち、行為は、それが
意志の現象であるかぎり〔道徳的分類のなかに〕数え上げられるのであるが、意志自体は、
しかし、数え上げられないで、道徳的判断の直接的対象であるということである。それだ
けでなく、次のことも指摘しなければならないであろう。すなわち、あらゆる道徳的判断は、
評価を下される行為が必然的に由来するような性格が善の理念の観点からしていかなる価
値を有しているのかを告げるにすぎないということ、そして、ある人について、ある特定
の場合に二つの決断が可能であるという想定は、ただ事実の一般的概念に対してのみその
可能性を保持するであって、特定の場合には〔そのまま可能性を〕保持することはできな
いということも、指摘されねばならない。しかし、ついには、倫理的自由は目的概念の光
のもとに完全なる発揮に至る。それに対して、ここでは倫理的自由はただ因果性や因果的
偶然性に関して考察されるのみである。

41　 したがって、さきに（12頁注 1〔＝本翻訳における注 24〕）とった定義では、存在に対し
ての規定がされていた。
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てこういうしかない。存在は絶対的偶然性である、と。この意味においてシェリングは、
原偶然（Urzufall）や偶然的な原事実（Urthatsache）について語る 42。それについては
あるとだけいえて必然的だとはいえない。そのようなものとして彼は意欲を理解する。
ここに超越論的自由が偶然性としてあらわれている。言葉だけが問題なら、こうした
語の使用を捨てることができるかもしれない。しかし、積極的にせよ消極的にせよ、
どんな因果性の原理の適用をも存在の概念から遠ざけることが必要である。われわれ
はいつも〈偶然〉という言葉を生成（Geschehen）にあて、〈偶然的である〉という
言葉を生成物（Gewordenes）にあてるのに慣れているから、存在に対して後者の言
葉を用いることで本来の概念は双方とも破壊されるわけである。われわれ自身が経験
し認識することのできる現象界において、因果性の原理の例外なき妥当（Geltung）
を確保することで満足しておこう。「自然のうちに一つとして偶然なものはない」43と
いうスピノザの言明は、こうした〔現象界における因果律の〕妥当についていわれて
いるのである。
しかしながら、世間の誰もが偶然について語り、いたるところで十分な原因なるも
のが行方知れずになっている。それゆえ、十分な原因なるものはどこかで欠けている
にちがいないのだろう。そこでわれわれが、〈十分な原因なるものは客観世界におい
て欠けることがありえない〉と決めたなら、まず、絶対的偶然性という概念が示す欠
陥を人間の思考のなかに求め、また古代のヒポクラテスが「自発的に（αὐτόματον）、
原因から自発的に」というところの偶然を明らかにするほかはない。偶然概念のこう
した主観的な言い方は、古くからあるものであり、ありふれている。すでにストア派
の哲学者たちもそうした言い方をエピクロス派に対して使っていた 44。現代の著述家
においてもたびたび、いくらでも見つかるものである。こうしてヒュームは次のよう
にいう 45。「この世界に 「偶運」（chance）というようなものはないが、何らかの出来
事の本当の原因をわれわれが知らないとき、〔偶運がある場合と〕同じ効果が知性に

42　 『全集』第 2巻、第 2部、153頁、および第 1部、464頁。また、トレンデレンブルク『論
理学研究』第 2巻、195頁以下を参照。

43　 『エチカ』第 1部、定理 29〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、72頁。〕
44　 プルタルコス「哲学者たちの諸学説」第 1巻、29頁。アリストテレス『自然学』第 2巻、

第 4章を参照。「ある人たちはつぎのように考えている。すなわち、偶運は原因ではあるが、
人間の知能には不明不可解なのだ、と。〔一種の神的なものであり、きわめて神霊的なも
のであるがゆえに。〕」〔＝出隆・岩崎允胤［訳］『アリストテレス全集 3　自然学』岩波書店、
1968年、62頁［196b］。〕

45　 『人間知性研究』第 6節〔＝神野慧一郎・中才敏郎［訳］『人間知性研究』京都大学学術出版会、
2018年、103頁〕。
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及ぼされ、そして〔偶運がある場合と〕同様の種の信念または意見が生み出されるこ
とになる」と 46。さらに、〔アドルフ・〕ケトレーはこういう 47。「偶然（hasard）とい
う言葉はわれわれの無知をひそかに覆い隠すように一役買っている」48。そして、〔ア
レクサンダー・フォン・〕フンボルトは次のようにいう 49。「遺伝学的に解明できない
ものは、人間にとって惑星創造において偶然的（zufällig）にみえる」。とりわけ、ス
ピノザはこうした概念の規定を強調している 50。「あるものが偶然と呼ばれるのは、わ
れわれの認識の欠陥に関してのみである」。彼はこの規定を自身の認識論と十分に結
びつけている。それによれば、あらゆる誤謬、したがって偶然もそれに属するのだが、
そうした誤謬は、不適当な考量、思い込み、想像に基づいているという。というのも、
そうしたもののうちでのみ、事物が偶然的に現れるからであり、それは、あらゆる事
物が自然の連関全体からのみ把握されるのに、われわれがそれを掴みきれないからで
ある。これに対して、事物を永遠の光のもとに 51みる理性は、事物を必然的とみなし、
偶然的とはみなさない 52。しかし、スピノザは、これをもって明らかに、思考の抽象
的要請しか意図していない。というのも、具体的認識は、理性がその概念を要求する
ところの自然連関全体の所有下にはまったくないからである。

46　 〔訳者注：この箇所は英語で引用されているため、原語にも英語を示している。〕
47　 「確率の理論についての手紙」14頁。
48　 〔訳者注：この箇所はフランス語で引用されているため、原語にもフランス語を示してい

る。〕
49　 『コスモス』第 1巻、1845年、98頁。
50　 『エチカ』第 1部、定理 33、備考 1。また、第 2部、定理 41、および第 2部、定理 31の系、

第 2部、定理 44および系 2〔＝畠中尚志［訳］『エチカ』上、岩波書店、1975年、77頁〕。
51　 ヘーゲルの次のような言葉を参照。「哲学は時間のない概念把握である。時間をもあらゆ

る事物をもその永遠の規定にしたがって把握する」（『全集』第 7巻、第 1部、26頁）〔＝『エ
ンチクロペディー』第 2部「自然哲学」序 B「自然の概念」第 247節（加藤尚武［訳］『全
集 2a』岩波書店、1998年、25頁）〕。また、「われわれは哲学に入るとともに偶然性を捨
てねばならない」（『全集』第 13巻、50頁）〔＝『哲学史講義』（武市健人［訳］『全集 11』
岩波書店、1996年、68頁）〕。

52　 スピノザは、ここで、偶然の奇跡に対する関係について言及している。いずれも自然の必
然性の反対にある。前者は必然性のたんなる否定、矛盾的対立物であり、後者は必然性の
現実的な廃棄、反対のものである。この点からすると、必然性をあらゆる生成の絶対的に
唯一の原理と考えれば、それらは完全に並行したものになるちがいないであろう。そうし
たことはスピノザに当てはまり、したがって、次のようなところにそうしたことを見いだ
せる（『神学・政治論』第 6章「奇跡について」）。「奇跡とは、それが自然のうちにどうし
て生じたのか、他の見慣れたものごとを持ち出しても説明できないような出来事である」
〔＝吉田量彦［訳］『神学・政治論』上、光文社、2014年、264頁〕。
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このような意味でわれわれがこの概念を使っていることは否定できない。ゆえに、
多くの場合、「偶然」の語を使うことは貧困証明（testimonium paupertatis）であり、
精神はそれを自らに交付して、事象の制約的原因を認識していないことを白状する。
これにより、人間の認識の限界概念としての偶然が生じる。それはどんな思考する精
神にとっても、また学問にとっても、新たな考究へ向かうよう拍車をかけるものであ
る。未だ発見されず調べられていない知の領域が示されるわけである 53。したがって、
「偶然」の語の使用は、多かれ少なかれ、ある意味で陶冶（Bildung）の基準とみなさ
れうる。この点からして、本当に賢明な人というのが存在するとすれば、その人にとっ
ては具体的認識のうちにも偶然がないのであろう。個々人の陶冶過程は事象の観察に
おいて次第に偶然性を捨て去っていくのであり、徐々にその連関を掴むことができる
ようになる。必然性とは、精神の針が落ち着けばそちらを向くような方向の極のこと
である。
とはいえ、偶然概念の主観的な規定がいかに単純で納得のしやすいものであるにし
ても、その分だけ、われわれの認識にとってそれのもつ価値が貧しいということ、また、
こうした観点に立てば、好んで取り上げられる人間の無知状態への再帰（Recursion）
は、いささか尚早であるように思われるということを、われわれは認めなければなら
ない。偶然性を特徴づけている制約的原因の欠如を生成の客観世界に見出すのか、そ
れとも人間の認識に見出すのか、という二者択一は、これまでに得られたわれわれの
概念〔＝偶然〕の定義すべてがそうであるように、制約的原因への依存性が否定され
るような一つの

0 0 0

事象の絶対的偶然性に関係している。しかし、まだ〔別の〕可能性
がある。偶然をある関係概念（Beziehungsbegri�）と捉え、偶然とは単一の事象の生
成に対してではなく、特定の二つの事象間の関係に対する因果性の原理の否定を含
むものであると仮定するのである。さきの二者択一は、すべての生成を、必然性を
もって次から次へと続いていく単一の連続として考えてよいのなら、完全に説得力を
もっていたであろう。けれども、そうではない。むしろ、無限に多数のそのような
系列が並んで走り、互いに接し合い、交差し、絡み合い、われわれが世の成り行き
（Weltlauf）の名の下に了解する、驚くべき網を形成しているのである。こうした系
列が出会い、絶えず新たな系列の出発点をなす点によってそのつど示されるのは、互
いに原因結果関係に立つことなく時間・空間内で出会う二つの事象である。因果関係
が見当たらないような事象間の空間的・時間的な偶然の一致（Coincidenz）とは、わ

53　 トレンデレンブルク『論理学研究』第 2巻、194頁参照。「偶然的なものは、学問において、
いつもたださらなる考究への移行、衝動でのみある」。
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れわれが相対的偶然の概念をもって意味しているものである。ショーペンハウアー 54

は、〔偶然の〕概念のこうした規定を殊更強調した。συμβεβηκόςや σύμπτωμα、ある
いは contingens、accidens55、Zufallといった言葉の語源が〔偶然の〕概念のこうした
理解と完全に一致するということを彼が指摘するのも、もっともなことである。テュ
ケーの動詞形である τυγχάνεινももともと〈出会うこと〉（tre�en）を意味している
し、ドイツ語で「たまたま起こる」（es tri� sich）という場合も同様で、ギリシア語
で τυγχάνεινを分詞形で使うのも同じ見方に由来している。したがって、この概念が
含意するのは、因果性の原理に対する否定ではない。そうではなく、相続いて起こる
二つの事象の関係について因果性の原理が適用されないということ、また、ショーペ
ンハウアーがいうように、二つの事象が分離して（aus einander）起こるのではなく
相前後して（auf einander）起こるということを含意するのみである。そこでは、邂
逅する出来事の一つひとつは完全に制約されているとみなされ、邂逅のみが偶然性と
いう性質を有する。したがって、ショーペンハウアーは次のようにいう 56。「現実の世
界におけるどんな出来事でも、いつも必然的であり同時に偶然的である。必然的であ
るというのは、それの原因である一つのものに関してであり、偶然的であるというの
はそれ以外のあらゆるものに関してである」。同様にローゼンクランツは、「偶然的な
ものは二重の意味をもつ。一つには、〔偶然的なもの自体のもつ〕経験的な媒介の必
然性によってそれが完全に制約されているということ。もう一つには、その媒介が欠
けていたか、まったくほかの媒介だったということが可能であるがゆえに、底なし
（grundlos）〔＝無根拠〕であるということである」と述べる 57。そしてこの二義性は、〔相
対的偶然の〕概念によって示されている相対性に基づいている。すなわち、出来事は
それ自体で偶然的であるのではなく、邂逅するほかの出来事にとって偶然的なのであ
る。
こうした概念規定は、さしあたり、ある局限を要する。たとえば、誰も昼と夜が相
次いで起こることを偶然とはみなさないだろう。二つの間には何の因果関係もなく、
たんに二つが分離せずに一方が他方の後に続くというだけであるにもかかわらず、で

54　 「カント哲学の批判」『意志と表象としての世界』550頁。また、『根拠律の四つの根につい
て』第 23節、88頁参照。

55　 ラテン語 cadentiaから英語の chanceを引き出すこともできるだろう。ウェブスター辞典
の chanceの項を参照のこと。

56　 「カント哲学の批判」『意志と表象としての世界』550頁〔＝茅野良男［訳］『ショーペンハ
ウアー全集 4 意志と表象としての世界・正編Ⅲ』白水社、1996 年、117頁〕。

57　 『論理学的理念の学』第 1部、489頁。
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ある。それは、二つの出来事には共通の原因があり、そこから同じだけの必然性をもっ
て生じるためにいつも一緒になって現れるからである。邂逅の偶然性が認められるの
は、必然的には結びつかず異なった原因に由来する二つの事象が邂逅するところでの
みである。こうしてこの概念を、〈互いに原因結果の関係にあるのでもなく、共通の
原因を有するのでもなく、それゆえ互いに必然的に結びつかないような諸事象のあら
ゆる一致を偶然と呼ぶ〉というように規定できる。こうした邂逅は偶然的に出会う二
つの出来事それぞれの成り行きを変化させるにちがいないから、偶然はいかなる場合
も、事象へと外から入り込んで、その成り行きをいわば邪魔するようにはたらく。す
なわち、個的な事象それぞれにとって、割り入ってくるほかの事象はみな、何らか未
知のもの、なじみないもの、外部のもの 58であり、それゆえに最初の事象を認識して
いても予見できない何かである。したがって、偶然は、驚くべきこと、予期しないこ
と、予測のつかないことである。法学は偶然をこのように捉えて、〈偶然に対しては
何人も責任を負えない〉（casus a nullo praestantur）59という原則を立てた。偶然は諸々
の条件を妨害することで、法関係をも妨害する。
これは、因果性と関係する偶然の表象のうち、実生活上でまさしく慣例的となって
いるものでもある。ここで偶然は、静的な出来事の推移に突然に不意に襲いかかり、
すべてをかき乱して白紙に戻すような妨害者とみなされる。こうして、偶然はいたず
らっぽいもの、期待を裏切るものとみなされ、外部から割り入ったものとして、なじ
んだものといつもある対照に立つから、いとも簡単に滑稽なものになる。たとえば
ショーペンハウアーが非常に鋭敏に指摘していることであるが、言葉遊びの滑稽な効
果は、主として、互いに名称的には共通点のない二つの異なった事物同士が言葉に偶
然的に媒介されることによってなされた一致が、突然に不意に意識に与えられるとこ
ろにある 60。したがって、偶然は、出来事の推移に動揺をもたらすかぎり、喜劇にお
ける滑稽な混乱 61の本来の発生源ということもできる。けれども当然、われわれは喜
劇のうちに必然的なつながりもみるので、喜劇は現実世界の領域内を動いている。そ

58　 K. フィッシャー『論理学と形而上学の体系』（System der Logik und Metaphysik）、第 2版、
387頁参照。

59　 この原則にはもちろん限界があることがわかる。すなわち、ある人の過失によってそもそ
もの偶然の可能性が生じた場合、あるいは、その人が阻止できるし、そうすべきだったのに、
阻止しなかった場合がある。

60　 『意志と表象としての世界』第 1巻、72頁以下〔＝斎藤忍随ほか［訳］『ショーペンハウアー
全集 2 意志と表象としての世界・正編Ⅰ』白水社、1996年、138頁参照。〕

61　 〔アウグスト・ヴィルヘルム・〕ボーツ『滑稽なものと喜劇について』（Ueber das 
Komische und die Komödie）、185頁参照。
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うであるかぎり、如上の〔偶然のもつ滑稽なものという〕意味は、いつも副次的な意
味でしかないということも強調される 62。ただ、喜劇がシェイクスピアのいくつかの
劇にみられるように空想的なもの（das Phantastische）になるときにのみ、偶然は主
君的な役回りを演ずることができる 63。というのも、空想的なものは、因果的結合に
縛られることなく、無規則にサイコロを振るようにしていろいろの出来事を生じさせ
る特権を有するからである。また、空想的なものは夢と同じ権利をもっている。夢も
また、予測もつかないような仕方であちこちに進み、驚くべき結合をもった内的な像
をわれわれにみせてくる。したがって、偶然が愉快な組み合わせを生み出しているシェ
イクスピアの傑作が、夏の夜の「夢」という題をもっていることは意義深い。そして、
夢に似て、偶然的なものに媒介されたものがさらにここで言及されるだろう。それは、
おとぎ話（Märchen）である。おとぎ話においても、諸々の出来事は、現実の世界の
ようには必然的で因果的な結合にはなく、むしろゆるやかな外見上のつながりで互い
に連なっている。実際、詩人も自らの空想の夢想的な戯れによって出来事を結合させ
ている。こうして、ノヴァーリスの見事な言葉がここに表明される。「詩的なものは
すべておとぎ話のごとし。詩人は偶然をあがめている」64。
しかし、現実の世界に立ち返ってみると、偶然というものによってなされるのが常
に冗談を言うとか夢想するとかいったことであるとはかぎらない、ということがわか
るだろう。偶然は、われわれの現存在（Dasein）の内的な動きに基礎づけることな
く、種々変化する現象をもたらしてくる。そうして、それらの現象はわれわれにとっ
て抗いがたい作用をもたらしはじめ、多くの場合、われわれの内界の推移を妨害し、
邪魔し、破壊する。ここで、偶然は〔双面の神〕ヤヌスの顔のうち悲劇的な面を示し
ているのであり、われわれの内面性に対する命令的な権利を要求する外部のものの暴
力的な力としてあらわになる。ここで、それに対抗する不屈の力を貫徹することが
重要である。その力は、自身にとってなじみのない偶然性によって動じることなく、
自らの内面に定められた道を、生をとおして歩んでいく力である。偶然と性格形成
（Charakterbildung）との関係は、ゲーテが『ヴィルヘルム・マイスター』において語っ
たことである。ゲーテは、詩人にとって偶然が小説のなかで役割をもつことを担保し
ているが、そこで次のようにいう。「しかし、偶然はいつも人物の心情（Gesinnung）

62　 同上、244頁。
63　 同上、138頁。
64　 〔訳者注：Novalis Schriften. 3. �eil. Hrsg. von L. Tieck & Ed. v. Bülow. Berlin G. Reimer. 

1846. S. 165.にみられる。〕
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によって主導されなければならない」65。

Ⅱ　偶然と法則

われわれは必然性に対する矛盾対立として偶然を定義するところから出発して、偶
然を因果的必然性の否定、すなわち無原因として考察してきた。この形態においては、
偶然には生成の客観世界へのいかなる妥当性も認められず、せいぜい主観的な限界概
念としての座が与えられるくらいであった。他方、とりわけ生活上の語の使用に相応
するこの概念の相対的な把握の仕方が提示された。そこで偶然が意味するのは、二つ
の事象が因果的結合の不十分なままに空間的・時間的に結合するということであった。
それによって偶然は、外的なもの、妨害的なものの概念に移り変わったのであった。
われわれは、こうした表象のより深い困難に入り込む前に、まさにこの偶然概念が科
学的研究の諸原理と関係をもつ重要な連関について論じなければならない。
相対的偶然性というここまで展開されてきた概念は、事実的には結びついた二つの
事象の結合が必然的ではないということを表している。ところで、〈必然的である〉
とわれわれが呼び表すのは、〈一方の事象が起こったとき、もう一方の事象もいつも
そこに結びつけられなければならない〉という結合についてである。それに対してこ
こでわれわれが扱うのは、この一回だけ事実的に生じた結合である。われわれは、一
方の事象がもう一方の事象なしに、あるいはもう一方の事象が一方の事象なしに、何
度でも起こるということを知っていて、そういう諸事象がこの一回だけ空間的・時間
的な偶然の一致によって相互に結びつけられたのだということもわかっている。した
がって、偶然は「孤立した事実」と呼ばれてきたのももっともなことである 66。さて、
ある事象が起こったときに必然的かつすべての場合に別の事象も生じるという結合の
ことを、われわれは法則（Gesetz）と呼ぶ。したがって、われわれが無原因として拒
まねばならなかった偶然は、〔ここでは〕無法則として性格づけられる。このような
理由から、〔ヘンリー・トマス・〕バックル 67は、民族の遊牧的生活から偶然性の表
象を抽き出した 68。遊牧的な生活においては、何ら固定的なものも規則的なものもな

65　 『〔ヴィルヘルム・マイスターの〕修業時代』第 5巻、第 7章。
66　 K. フィッシャー『論理学と形而上学〔の体系〕』、第 134節の 2、387頁。
67　 〔訳者注：バックルは本論文でしばしば言及されるケトレーの統計学を受け入れて『イン

グランド文明史』を著したが、これは日本では福沢諭吉の『文明論之概略』により早くも
紹介がなされている（cf. 竹内 2018: 213）。〕

68　 『イングランド文明史』（Geschichte der Civilisation in England）、ルーゲによるドイツ語訳、
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く、恒常的に繰り返す恒常的条件などない。絶えず生じる必然的な出来事の結合に対
して思考活動が指示しうるような、そうしたものがないのである。しかし、定住生活
をして、農耕をしてはじめて、恒常的に作用する恒常的な活動性が、またそれによっ
て必然的な帰結の確実性が生じた。それはすなわち、「のちの時代に自然の法則と呼
ばれるもののかすかな表象がぼんやりと精神に浮かんできた」ということである。そ
うしてわれわれは、たとえば、互いに必然的にも合法則的にも結びつけられていない
表象同士を結合させる夢を、精神生活の偶然的な過程であるとみなす。けれども、そ
のことによって明らかになるのは、心理的な意味で夢想と覚醒とを線引きするのがい
かに難しいかということである。通常、覚醒状態であるとみなされるような種々の状
態においても、諸表象が互いに無法則的な順序に連なることはまったくもってたびた
びあるからである。
法則の概念をもって、われわれは科学の原理の前に立つ。科学はまさにここにおい
て、生成の法則を尋ね諸事象の結合の合法則性を示すという己の主要課題を見出すの
である。それゆえ、たしかに偶然はその概念からして科学から除外される 69。しかし、
それがまさに難所であるがゆえに、偶然は科学的研究にとって非常に大きな役割を果
たす。すなわち、偶然は自分で自分を除外するのではなく、注意深く入念な研究によっ
て除外されねばならない、ということである。それは、偶然がその無法則性のうちに、
法則によると同じくらい、諸事象の事実的な結合を生み出すからである。D. ヒュー
ムのように、因果性の概念一般を長い慣習から経験を捨象したものであるとみなす傾
向がわれわれにあまりないとしても、二つの現象のつながりに対して因果性の原理が
適用されるとき、それが経験によってのみなされるということを、われわれは認めな
ければならない。また、科学も事実的な結びつきからその必然性を推論している。日
常的な意識はたびたび、ふとした無法則的な偶然の一致に騙され、それを必然的だと
みなす誘惑に駆られる。そうしてたとえば、前兆（Omen）といったことへの信が生
じる。しかし、偶然は科学的研究をも誘惑し、わけのない結合の事実性（Facticität）
から必然性を推論させようとするのであるから、偶然はすべての科学にとっての宿敵
とみなされなければならない。科学たるもの、その敵がどんな形で現れうるかを認識
しなければならないし、それを孤立した事実として、また必然的ではない偶然の一致
として示し、計算や考察からは除外しなければならない。ここに、われわれが偶然を

第 1巻、7頁以下。
69　 アリストテレス『形而上学』（ブランディス編）第 5巻、124頁。「偶然的なものに関しては、

それについてはいかなる理
テ オ ー リ ア

論的考察もあり得ないことをいっておかねばならぬ」〔＝岩崎
勉［訳］『形而上学』講談社、1994年、279頁〕。
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算定不可能とみなしてよい真の根拠もある。いかなる法則も、ある条件の発生に対し
てある事実が生じるのを完全な確信と確実性とをもって期待・予言する可能性を提供
するのであるが、まさしく偶然が無法則的なものであるからこそ、われわれはそれを
算定し先行的に規定するいかなる手立てももってはいないのである。
生成の合法則性がもたらす予期・先行的規定の確実性から出発して、科学が偶然を
取り除こうとする方法への洞察を得ることができる。おぼつかない思い込みに対して
科学の特性をなす判断の確かさは、二重のものである。まず一つは、すでに手もとに
ある法則の認識からある現象の発生を予見するときの確かさである。そして二つ目は、
二つの現象の事実的な結合から両者の因果的必然的関係を推論するときの確かさであ
る。すなわち、法則を適用する確かさと、その根拠づけの確実性である。いずれの場
合についてもわれわれは偶然の除外を考えなければならない。
そのためにまず、さきに立てた相対的偶然の概念から生じうる曖昧さを除いておか
ねばならない。いかなる事象もそれが邂逅する他の事象に関してのみ偶然的と呼ばれ
るということ、すでに指摘されたとおりである。ところで、この邂逅はまた一つの事
象であって、かの〔相対的偶然の〕概念によって必然性が否認されたわけである。か
くして、ここですでに次のことが認められるであろう。すなわち、われわれは以上の
ような概念把握をすることによって、偶然性を結局のところ個々の結果からそれらの
結合へと移行させた、あるいは同じことであろうが、それらの原因の結合へと移行さ
せた、ということである。それゆえ、ミルは次のようにいう 70。「偶然的に（casually）
結びつけられた諸事象は、それぞれ原因から生じる結果、したがって法則から生じる
結果であるが、しかし、種々異なる原因から生じる結果、また互いにいかなる法則に
よっても結びつけられない原因から生じる結果である」71。ところで、この世の成り行
きのすべての事象は複合的である。われわれの観察にとって単純な結果など存在しな
い。むしろ、いかなる結果も諸条件の総和からなる合成であり、ミル 72が詳しく示し
たように、諸条件は互いにその結果の原因として考えることができるが、必然的に互
いが結びつくとはかぎらず、したがって、それら諸条件が一緒になって作用すること
は偶然的であるとみなされることになる。この意味において、いかなる個的事象も偶

70　 『論理学体系』、シールによるドイツ語訳、第 2版、第 2部、55頁〔＝第 3巻、第 17章、第 2節〕。
71　 〔訳者注：本翻訳では、ヴィンデルバントが用いているヤーコプ・ハインリヒ・シール

によるドイツ語訳の底本であるミルの英語原著第 5版（London: Parker, Son, and Bourn, 
1862）を参照して訳出しているため、『論理学体系』からの引用部分に対する原語は英語
をあてている。以下同様。〕

72　 同上、第 1部、390頁〔＝第 3巻、第 5章、第 3節。〕
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然的であることが明らかにされうる。ゆえに、単一の法則が純然たる仕方で現れる結
果というものは存在しない。いつも、付加される諸条件が結果の形に変更を加える
のである。この変更は、法則の場合（Fall）と呼ばれる 73。この個々の場合は、それが
法則の
0 0 0

場合であるかぎりにおいて必然的に制約されているが、それでもなお個々の場
0

合
0

であるかぎりにおいてその法則については偶然的であるとみなされなければならな
い、ということは明白である 74。個的な場合それぞれに固有な独自性は、法則のなか
には含まれていない。〔とはいえ〕それはいつも算定不可能であるわけではない。多
くの場合、認識によって条件全体を手中に収めることができるからであり、したがっ
て法則全体を同時に認識すれば、〔事象の〕先行的規定は完全なものになるからである。
しかし他方、条件や法則を部分的にしか知ることができないために、そのもとで生じ
る場合についてわれわれの先行的規定も部分的・限定的にしかできないようなことも、
非常に多くある。予期される出来事の実在的な媒介について、諸条件の和全体により
規定される可能性は実際上一つだけしかないのに、他方、われわれの認識が条件の一
部に局限されているために、等しく可能な場合が複数存在することになる。そのよう
な場合についてわれわれは、どれが起こるかはわからないが、そのうちのどれかが起
こるにちがいないということはわかる 75。たとえば、サイコロを机に投げれば、〔サイ
コロに〕最初に与えられた投擲の力と〔サイコロの〕重さと摩擦と弾性とが一緒に作
用してサイコロの動きが進行していくということ、また、重力と摩擦が他の二つの力
に勝って、重心が最も下にきたときにはじめてサイコロが静止しうるといったことが
わかる。けれども、このようなことは、サイコロのような形態にあっては（仮にサイ
コロの質量分布が一様であるとしたら）六つの状態に等しく可能なことであり、最初
に与えられる投擲の力の方向によってさきの諸力が物体におよぼすその組み合わせを
知ることはできない。したがって、投擲の力の初期方向も含む、個々の投擲の際に与
えられる状態のもとに、実際に可能なサイコロの最終的な静止状態はただ一つ

0 0

だけで
あるのだが、他方、われわれはこの諸々の条件を知らないために、六つすべての状態
が等しく可能であると思わざるをえないし、完全なる明確さをもって出来事を予測す
ることができないで、〈サイコロはいつも六つの限られた面のうちの一つを水平にし
て静止するにちがいない〉ということしかわからない。それゆえ、出来事群のなかで、

73　 ここにラテン語 casusの語源を帰することができる。フランス語－英語の hasard〔hazard〕
やイタリア語の azzardoがそこから派生する。ウェブスター辞典の hasardの項目を参照の
こと。

74　 トレンデレンブルク『論理学研究』第 2巻、192頁参照。
75　 ラプラス『確率の哲学的試論』4頁参照。
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個々の出来事すべてにおいて満たされなければならない恒常的な（constant）条件と、
そういった主要な条件のなかで非常に多種多様でありうるような可変的（variabel）
な条件ないし付帯的条件（Nebenbedingung）とを区別することができる。前者はた
とえばここではサイコロの形や重さ、弾性などであり、後者はたとえば作用する諸力
が結びつけられる方向関係などである。科学は、すべての条件がわかるときにのみ、
期待する出来事を完全に予測することができる。
こうしてわれわれは、法則を認識しつくしても、偶然から逃れることはできない。
算定不可能な付帯的条件が生じるところ、まさにそこに偶然があるからである。ここ
にこの〔偶然〕概念の純粋に相対的な意味がすぐれた仕方であらわれている。すなわ
ち、偶然的なのは、個的な場合それぞれが支配を受ける法則に関してみたときにその
個的な場合の有する特殊的な被規定性にほかならない。したがって、そういう状況に
おいて、確実な予測は、期待される出来事の個的な被規定性についての完全なる不確
かさと不可知性に座を奪われる。
しかし、事情は都合よく変えることができる。さきほどの例でわれわれは、数字に
よってサイコロの面が区別されていると考えていた。いま、その区別が色によって規
定されているとすることもできる。すなわち、三つの面が白で、他の面はそれぞれ
黄、赤、青であるとしよう。さて、上面にくる色だけが問題であるとすると、白い面
が三つあるので、六つの可能性のうち三つはここでは同じである。したがって、いく
つか場合があるとわかっている可能性のうち、一つの可能性が他の可能性より大きい
といえる。そしてそれを蓋然性が高い（wahrschienlicher）可能性と呼ぶ。それゆえ、
確率（Wahrscheinlichkeit）というものはまったく恣意的な規定である。等しく可能
な諸々の場合の総和から、共通の特徴（〔ここでは〕白色）をもつ特定のものが選び
出され、われわれの期待はこの共通の特徴にのみ関わるため、〔選び出された〕それ
らは同様であるとみなされる。したがって、われわれが確率を見て取るものについ
て、その個的な被規定性を諦めていることは明らかである。というのも、好都合な三
つの場合は〔実際には〕それ自体の区別を失っているのではなく、このとき、共通の
特徴にのみ興味があるという理由でわれわれがその区別を無視しているだけだからで
ある。さらにいえば、この確率が規定されるのは、すべての可能な場合に対してあら
かじめ数的に規定された区別原理（Eintheilungsprincip）が所与の恒常的条件のうち
に与えられていたとき、そのときだけなのであり、確率それ自体がその数的被規定性
の表現にほかならないのである。したがって、われわれがある出来事の科学的な意味
における確率ということで了解しているのは、可能な場合全体の数に対してその出来
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事にとって好都合な場合がとる比（Verhältniss）76のことである。つまるところ、明ら
かに、こうした確率は期待される出来事のもつ性質（Eigenscha�）なのではなく、比
でしかない。われわれはその比によって、出来事の期待の強さを決める。「確率とは、
出来事それ自体の性質ではなく、たんに、われわれがその出来事を期待する際の根拠
の強さに与えられた名前にすぎない」と、ミルがいう所以である 77。
数学の確率計算〔の理論〕78全体がこうした概念に基づいているのであれば、われ
われはそこからこの学問の意味と限界とを定めることができる。確率が諸可能性の数
的関係にすぎないのであれば、確率計算による規定はすべて、可能性に妥当するのみ
であり、現実には妥当しない。確率が諸事実の性質ではなく、われわれの期待の強度
なのであれば、確率計算の法則はすべて、事象の法則ではなく、われわれの期待の法
則でしかない。このことにより、それ〔＝確率計算の法則〕は自然法則から区別され
る。後者は、われわれが確信をもって現象を予想する際に拠り所とする規則を形作る。
自然法則は、あらゆる現象が生じる際に従わなければならない規則だからである。前
者〔＝確率計算の法則〕は、われわれに何ら知識を与えることなく、期待と望みを手
にさせるのみである。種々の可能性間の数的関係にすぎないからである。
したがって、確率計算は、その概念からして、個別の場合に対してまったく意味を
もたない。確率を表す分数の分子と分母は、諸々の可能性の総和である。その可能性
は、個別の場合についての思考可能性にすぎず、われわれの期待以外に存在する余地
はないような可能性である。個別の場合に対しては、ある一つの

0 0 0

可能性だけが、現実
になる一つの可能性だけが、実在的である。それゆえ、その一つの可能性にとっては、

76　 〔訳者注：Verhältnissはフランス語 rapportに対応し、「比（比率）」と「関係」と両方の
意味が含まれるが、いまは確率ないし分数について語られる場面であるのでおおむね「比」
と訳す。あとに出てくる「数的関係」（numerishes Verhältniss）をそう訳したのは、「比」
自体が数的な関係であり、「数的比」と書くのは意味の重複があると考えたためである。
以下、「比」と「数的関係」は等置してよいと思われる。また、たんに「関係」と訳した
場合も、「比」という言い方がそぐわないのでそう訳したのであって、「比」と結びついて
いる語であることを意識されたい。〕

77　 ミル前掲書、第 2部、67頁〔＝第 3巻、第 18章、第 1節〕。
78　 〔訳者注：Wahrscheinlichkeitsrechnungは「確率計算」とも「確率論」とも訳されるが、

本翻訳では、集合論・測度論的に定式化されるコルモゴロフ以降の現代的な確率論を想起
させないために、すべて「確率計算」と訳すことにした。しかし実際、本翻訳中でも「確
率論」と書いてもよいと思われる箇所はあり、たとえば初出のこの箇所はそのあとに「こ
の学問」と指示されることから、「確率論」と書いてもよいように思われる。そこで「確率論」
と書いてもよいと思われる箇所では、そう書くかわりに「確率計算〔の理論〕」と書くこ
とにした。〕
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可能性間のその他の比はまったく無価値である。たしかに、生活のなかでは、個的な
出来事の可能性についていやというほど喋るのはいつものことであるし、それを確率
の分数で表すことも普通にしている。けれども、それは個別の場合にとってはまった
く不当な仮定であり、〔ヤーコプ・フリードリヒ・〕フリースがまことに正しく指摘
しているように、「われわれのもつ普遍的な概念を個別の現実的概念と混同すること」
なのである 79。五つの面が白く、もう一つの面が黒いサイコロがあったとして、一回
投げるとき、ある一つの

0 0 0

可能性しかないのであるが、われわれはそれを知ることがで
きないし、その一投について、六つ目の可能性〔＝黒〕よりは五つの可能性〔＝白〕
が出るであろうなどと推定するいかなる根拠もないからである。それゆえ、一つの場
合について、可能性間の好都合な比を根拠になされる期待は、科学的な・厳密な根拠
をまったくもたない危険で不確かな賭けである。偶然を予測するということ、すなわ
ち算定不可能な個別の場合を予測するということは、科学にとっては、近似的な確率
をもってしても不可能である。といっても、生活領域ではそうした近似的な確率が許
容されるのだけれど。そのため、たとえばミルやローゼンクランツが確率計算のこと
を「偶然の算定」と呼ぶのは、少なくとも逆説めいた表現方法であるように思われる。
偶然は個体的事象であるから、その概念にしたがえば算定不可能なものであるし、確
率計算において計算されるのは偶然的なものではなく、むしろ、偶然が生じうるよう
な恒常的な比である。そのため、フリースはこういっている 80。「確率計算が定めるも
のには出来事への不確かな賭けはなく、不確かな賭けが存立するような固定的な関係
があるのみである」と。それゆえ、個々の出来事を強かれ弱かれ期待したり、可能性
間の数学的な関係から個々の場合を望んだり憂慮したりするのは、生活領域ではその
ままにしておこう。〔しかし、〕科学は、個々の出来事のもつ偶然性が己には克服不可
能であるということ、また個別の場合について確率の諸原理は偶然性を見逃すという
こと、これらの責めを負わなければならない。このような面からして、数学の確率計
算〔の理論〕が生み出すのは人間の認識の期待ではなく、あらかじめわかっていたも
のの数的に明らかな表現、すなわちある一群の出来事が生ずる恒常的な比でしかない。
可変的原因も、またその結果も、すなわち個々の場合も、あらゆる算定の手を逃れて
いくのである。
しかし、この学問はまったく別の意味ももっている。たしかに、諸可能性の比を算
定しても、その比が現実に妥当しないかぎり、われわれにとって無益である。それ〔＝

79　 フリース『確率計算〔の理論〕の諸原理の批判の試み』（Versuch einer Kritik der Principien 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung）、23頁。

80　 同上、21頁。
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現実に妥当するということ〕はまさに個的な場合においては不可能である。しかし、
場合の総和では事情が異なる。〔可変的・付帯的条件ではなく〕恒常的条件が効果を
もつようになればなるほど、そこ〔＝恒常的条件〕に含まれるすべての可能性のうち
のより多くが実現機会を得るようになる。そして、場合の数が十分多ければ、各可能
性が等しく実現機会を与えられるということ、それが〈等しく

0 0 0

可能な場合〉81という
概念である。いくつかの可能性が〈好都合である〉という共通の特徴をもつがゆえに
一つの可能性とみなされるとき、この可能性に与えられる実現機会が表すのは、〈〔共
通の特徴をもつがゆえに一つの可能性として〕仮定された可能性を個々別々の可能性
として捉えたときと同じだけの数、個別の可能性それぞれに与えられる〔実現〕機会
が含まれる和〉であろう。このことをさきに述べたはじめの例〔＝三つの面が白く、
他の面が黄、赤、青であるサイコロの例〕にまた適用するため、サイコロ遊びを続け
てみると、投げて白が出る可能性は三つの可能性と捉えられるから、この可能性は他
の各可能性よりも三倍の〔実現〕機会を与えられるであろう。こうして、場合の数が
多くなるにつれて、個々の場合が繰り返し生じる数の比が、可能性間の比と次第に等
しくなっていく。場合の総和においては、恒常的条件の比が〔場合の〕繰り返しの数
の比としていっそう妥当するようになるのである。確率計算のあらゆる適用に対する
この基本命題は、論理的に基礎づけられるだけでなく、ベルヌーイやラプラス、〔シ
メオン・ドニ・〕ポアソン、〔シルヴェストル・フランソワ・〕ラクロワの数学的解
析によって、「大数の法則」の名の下に証明されてきた。さらには、経験的な数え上
げをとおしてこの法則を裏付ける努力がなされてきた 82。この法則があるだけで、確
率計算は実りあるもの、応用可能なものになる。というのも、学問上、数学的期待が
〈出来事の発生に対して期待される利益と確率との積〉83と定義されるとして、この数

81　 同上、71頁。
82　 たとえば、ケトレーは、各 40個の白玉と黒玉を箱から連続して取り出し、また戻すとい

うことをして調査をした（「確率の理論についての手紙」93頁参照）。とくに、〔ルドル
フ・〕ヴォルフ「経験的確率と数学的確率の比較の試み」（Versuche zur Vergleichung der 
Erfahrungswahrscheinlichkeit mit der mathematischen Wahrscheinlichkeit）『 ベ ル ン 自
然環境保護協会報 1840–1858』（Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. 
1849–1858）および『数学・物理学・測地学・天文学便覧』（Handbuch der Mathematik, 
Physik, Geodäsie und Astronomie）、第 1巻、65頁以下を参照のこと。

83　 〔訳者注：いわゆる期待値のことである。なお、ここでヴィンデルバントが示している「数
学的期待」の定式化は、フリース『確率計算の理論の諸原理の批判の試み』の次の箇所に
ほとんどそのままの形でみられる。「一般に、ある賭けにおいて、等しく可能な場合すべ
ての数がわかっていて、またそのうちのどれくらい〔の場合の数〕がそれぞれの賭け手に
とって好都合なものであるかということがわかっているとき、公平な賭けにおいては、各
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学的期待は〈少なくとも場合の総和においてはその確率が現実化するのがほぼ確かで
あると期待できるはずである〉という経験的な期待と一致しなかったら、不毛な虚構
になるであろうからである。むろん、後者の期待〔＝経験的な期待〕もまったく確か
ではない。厳密にいえば、この大数の法則が絶対的に妥当なものになるためには、場
合が無限に続く必要があるが、そのとき、場合が無限にあれば〔場合の〕繰り返しの
数の比がもはや思考不可能であるがゆえに、それ〔＝大数の法則〕が破棄されるのは
当然だからである。とはいえ、いずれにしても、〔大数の法則の〕適用の正当性は場
合の総和が増えるにつれて高くなる。しかし、人間の経験はいつも場合の数の制限に
依存せざるをえないので、ごく小さな誤差はあっても恒常的条件に妥当性がもたらさ
れるほどに〔場合の〕数が十分にあるのかどうか、決して確信をもちえない。ただ一
つ確かなのは、確率計算はともかくいつも出来事の総和に対してのみ妥当するという
ことである。ある出来事の確率が であるというとき、この表現の真の意味は、〈試
行の数を十分な水準まで増加させると、好都合な場合の発生数と試行全体の数の比が
1：6であることがわかる〉ということである。したがって、確率計算〔の理論〕が
提示するのは、個的な出来事の特性ではなく、ある出来事が自分と共通の恒常的関係
にある出来事群のなかで出現する数の平均値なのである。それゆえフリースはこの学
問のことを、「ある全体のなかで互いに隣り合う可能な前提諸条件間の平均的な比の
発見に取り組む」「不確実な結果のための平均計算」と呼ぶ 84。
さて、既知の法則や条件にしたがって出来事を先行的に規定するとき、如上の確率
計算の特性がいかなる価値をもつのか問うてみるならば、それによって可能になるの
は、〈偶然の総和に対する個々の偶然の繰り返しの数の比を規定する〉ということで
ある。それも、場合の総数に比例して〔その可能性の〕確からしさが増すものでしか
ない。したがって、このようにして与えられた偶然の克服の内実は、偶然の計算では

賭け手が自分に好都合な場合の数と釣り合った金額を賭けることが求められる。こうすれ
ば、賭け手がもっている確率と賭け手が期待する利益の量とをかけた積は、各人について
同じであることになる。／たとえば、3人の賭け手が互いに、Aはm個の場合を、Bは n
個の場合を、Cは r個の場合を自分のものとして賭けをするとしよう。一人だけが勝つは
ずであるので、それぞれの確率を e, f, gとすると、 , , , 

となる。さらにそれぞれの賭け金を a, b, cとすると、公平な賭けにおいて
は、 であることが要請され、したがって、 , , , 

等々となる。／このような、各人にとって期待すべき利益に各人が有
する確率をかけた積を、われわれは数学的期待

0 0 0 0 0

と呼ぶ。したがって、公平な賭けは賭け手
それぞれに同様の数学的期待を要請するのである」（Fries 1842: 96）。〕

84　 フリース前掲書、緒論、第 VIII節。
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なく、偶然の除去である。計算されるのは比率でしかない。個別の場合は十分に多く
の試行のなかでその比率にしたがって繰り返されなければならない。それはまさに、
これらの比率が恒常的条件のなかにすでに与えられているものだからである。学問は、
個物に対してできなかったことを、ある集合の全体の比に対してはなしえている。そ
して、可変的原因は個別の場合にとっては決定的な影響をもつが、まさに可変的であ
るがゆえに、全体の数的関係においてその影響は滅却される。
確率計算の逆 85も大数〔の法則〕という同じ原理に基づいている。この逆転につい

て検討することによって、われわれは、既知の法則による事象の先行規定から、観察
された事象からの恒常的条件の発見へと移行する。すなわちこれまでは、ある現象群
のもつ恒常的条件と、そこに含まれる〔現象・事象の〕区別とを既知として前提して、
この区別の数的関係が個々の前提条件の繰り返しの数の平均的な比でもあるのでなけ
ればならない、ということを展開してきたのであった。ここで反対に、後者の繰り返
しの数の平均的な比のほうが既知であると前提しよう。すると、この逆確率計算は、
その前提から恒常的条件の比の値を逆向きに明らかにする。したがって、確率計算は、
（恒常的条件がわかっているときの）アプリオリな確率計算と（経験的な平均値がわ
かっているときの）アポステリオリな確率計算に分けられる 86。問題は、アポステリ
オリな逆向きの推論（Rückschluss）がどれくらい説得力のあるものであり、また個
別の観察のもつ偶然性によってどれくらい変化を受けるものであるのか、ということ
である。まず、大数の法則によって恒常的な比と経験的な平均値とが同一であること
が保証されているために、後者から前者への推論は、前者から後者への推論と同様、
われわれにとって当然のことであるということ、これはまったく明白であるように思
われる。しかし、われわれがアプリオリな推論の確実性に付加しなければならなかっ
た局限、また、観察された場合の数の限界のためにその確実性の根拠が有していた局
限が、如上の逆転した推論にあってはなおいっそう歴然たるものになる。アプリオリ
な確率計算においては、経験そのものが、その〔経験から得られる〕平均値とアプリ
オリに既知である比の値とがどれくらい一致しているかによって、経験した場合の数
が十分なものであったか、またどの程度十分なものであったかを、そのつど検証する
役回りを担っている。しかし、逆向きの推論法において、平均値だけで恒常的条件が
得られるとすれば、観察された場合の数が本当に十分であったかどうか確信をもって

85　 〔訳者注：「確率の逆算法」などとも呼ばれる（ラプラス 1997: 222）。〕
86　 〔訳者注：数学的な用語としてはそれぞれ「事前確率」「事後確率」とも訳される（ラプラ

ス 1997: 230, 232）けれども、ここではフリースが a prioriの語をカントの名の下に導入し
ている（Fries 1842: iv）ことを鑑み、「アプリオリ」「アポステリオリ」という言葉を使った。〕
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決定する基準がない。たとえば、壷の中に 100個の球が入っていることがわかって
いて、そこに白球と黒球がどれだけあるかをたんなる確率計算によって決定しようと
する場合、よくあるのは、球を引いて、その色を記録して、元に戻して、また引いて等々
することであろう。そうして〔球を〕引くのを続けていくうちに、出た白球の数と黒
球の数が次第に等しくなっていくのがわかったとすれば、その壷の中には白球と黒球
が同数、すなわち 50個ずつ入っていると結論づけなければならないだろう。しかし、
そうして得られた平均値に恒常的な比の値が実際に見出される確率が、場合の数とと
もに急速に増加し、確実性に近づいていくということが数学的解析によって証明され
る 87としても、球を偶然的に入れておいた場合に得られる平均値が〔恒常的な〕比の
値とかならず正確に一致するかどうかは確実に保証できないであろう。たとえば、白
球 49個、黒球 51個の場合がありうる――この場合は、非常に長く観察を続けるう
ちに50：50の比とほとんど変わらない結果が得られるであろう。また、たとえば〔球を〕
1000回引いて、白球が 495回、黒球が 505回出た場合、われわれはそこから同様の
正当性をもって二種の球の比率を推定することができるであろうが、そのとき平均し
て各球がすでに 10回引かれていたことになるであろう。それゆえ、そうした決定を
なすとき、偶然のいたずらを受ける可能性は全然排除されない。とはいえ、観察する
場合の数を増加させて平均値を計算するとき、一連の観察そのものからは、より高い
確信が得られる。少ない数の観察から得られる平均値は、依然として可変的原因の有
効な影響下にあり、明らかに、真の比とは著しく異なっているであろう。しかし、〔場
合の〕数が多くなればなるほど、この差も小さくなるのであり、したがって平均値は
ある一つの比へと接近する。その比を、われわれはほとんど確実性に近い確率をもっ
て、恒常的根本比（Grundverhältniss）とみなすことができる。
このような推論一般のもつ権限は、純粋に数学的なものであるのではない。最終的
には、〔人間の〕精神のもつまったく哲学的な仮定に帰着する。すなわち、恒常的に
現実的なものは必然的なものであり、したがって、ある一つの比に対して恒常的に近
似しているのが観察されれば、それは偶然的・無原因のものではありえず、恒常的根
本比の存在にその〔恒常的な近似性の〕根拠があるのでなければならない、という仮
定である 88。フリースは、このような「われわれの精神がもつ学問的関心」が確率に

87　 フリース前掲書、73–89頁参照。
88　 〔訳者注：『偶然論』より後ではあるが、ヴィンデルバントも執筆に関わっている『ブロッ

クハウス百科事典』（第 12版 , 1875–1879）の「帰納」（Induction）の項目に同様の説明
がみられる。「この帰納的推論の妥当性は、決して絶対的に証明的（demonstrativ）なも
のではなく、最終的には、〈恒常的に現実的なものは恒常的かつ共通の原因から生じるの
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よる哲学的推論に対してのみ要求されるものであるといいたいのであろう89。しかし、
ここにおいても、われわれはたんなる数のうちに推論の権限を認めているのではない。
むしろ、推論の重点は、個々の場合が積み重ねられていくと、一つの比へとその数が
近似していくことに求められるのであって、その〔近似性の〕原因は、この比が恒常
的条件のなかで与えられているということにのみある。平均の比同士の差が限りなく
小さくなってはじめて、大数の法則が妥当であるのに必要な個々の場合の総和が達成
されたとわれわれは仮定することができる。このことがアポステリオリな確率の推論
の真の性質であるならば、そこから結論づけられざるをえないのは、次のことである。
すなわち、経験から恒常的な比を規定することが問題になっているとき、偶然的な影
響にさらされている個体的象そのものは、同様にまったくもって無価値であるという
こと、そしてむしろ、そうした〔経験からの恒常的な比の〕規定は、場合の数が多い
ために可変的原因の効果が相殺され、恒常的な比の値による秩序立てがみられるとい
う望みがあるときにはじめて、ほとんど確実とみなされてよいということである。そ
れゆえ、常に、科学による偶然の除去を可能にするのは経験の量であり、他方、個的
な事象については算定不可能な影響に委ねざるをえないのである。
このようなともかくも不確かな確率計算による規定に基づいて、ロックの感覚論の
学派に属するフランスの数学者たち 90は、哲学的な、とりわけ自然科学的な帰納の理
論全体を構築しようとした。かれらは、各場合に対して、調査対象となる自然法則の
効果が現れるか現れないかの二つの可能性を設定することで、たとえば太陽が翌日に
再び昇るといったような、x回観察された現象が再び生じる確率が、 に等しく
なるようにした 91。この分数は、xが無限に大きいために1とほとんど等しく、したがっ

でなければならない〉という、人間精神が事物を理解するときの仮定に基づいている」
（Conversation-Lexikon allgemeine deutsche Real-Encyclopäedie, 12. Aufl., 8. Bd., 1877, S. 

555）。〕
89　 フリース前掲書、17頁。
90　 〔訳者注：「ロックの感覚論の学派」にあたるものとして、フリース『確率計算の諸原理の

批判の試み』には、コンディヤックとヒュームの名が挙げられ、それに属する数学者とし
てはコンドルセやラクロワらが挙げられている（vgl. Fries 1842: iv, 4–5）。〕

91　 〔訳者注：次注で参照されるケトレーの記述を参照のこと。「〔……〕科学の助けを借りる
と、次のような算法がある。すなわち、すでに何度か周期的に繰り返されている出来事が
再び起こる確率を推定するには、その出来事が観察された回数に 1を加えたものを、2を
加えたもので割らなければならない、という算法である。したがって、約 12時間半間隔
で周期的に海面が上昇するのを 10回続けて見た後、11回目に再び海面が上昇する確率は、

、すなわち となる」（Quetelet 1846: 18）。〕
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てほとんど確実性に等しい 92。〔しかし、〕ここまで展開されてきた確率計算の諸原理
にしたがえば、ここで計算を応用するのは何にしても不当である。計算の応用が妥当
性をもつのは、実在的な、所与の恒常的条件のうちに数的な区別の原理が事実的に存
在するとき、また、出来事自体に「二者択一」（Entweder-oder）が与えられている
ときだけだからである。ところが、ここでは「二者択一」は思考可能性のうちにのみ
あり、そのうえ、それは二つの場合を前提としているのではなく、ただ一つの場合と
それが実現されなかったときの不確定な場合とを前提としている――それは、自然が
何ら関知することなく、したがって実在的な根拠はなく、ただ仮定された根拠しかな
いような区別である。観察された現象が自然法則に基づいているのであれば、その自
然法則は例外なく妥当するが、いかなる自然法則も、ある特定の比によって自らに包
含される現象を仕分けるような区別原理をそれ自身のうちに有してはいない。確率計
算の対象となる出来事にあっては、可変的原因は己のもつ比に応じて恒常的条件に属
する。〔一方で〕自然法則にとっては、可変的条件は完全に外部のものであり、したがっ
て自然法則の効果に対して影響を与えることはない。
確率による数学的推論と哲学的推論との根本的な相違を指摘したこと、それがフ
リースの功績である。彼のいうことは次のように要約できる 93。確率による数学的推
論は、等しく可能な場合の間の平均的な比についての概観を提示するのみであり、し
たがってそれは「不確定な平均計算」である。それに対して、哲学的な帰納・仮説・
類推は、主として、問題となっている領域が既知の自然法則に厳密に従属していると
いうことに基づく。したがって新しい法則の発見は普遍的で指導的な格率によっての
み可能であり、その格率を適用することによって、正しく観察され実験的に引き起こ
されたたった一つの経験から帰納的な推論が得られる場合が多くある。〔以上がフリー
スの議論の要約である。〕哲学的な帰納的推論においては、たんなる数値によっては
何も達成されえない。法則に合致しない一つひとつの場合が、推論の正しさに対する
決定的な審級（Instanz）となるからである。そのわけは、明らかに、個々の場合に
ついて自然法則と確率の法則とが有する価値がまったく異なっているからである。後
者に対して、個別の場合はまったく審級たりえない。場合の数が多いときにのみ有効
な法則〔＝確率の法則〕は個々の事象において妥当性を発揮できないために、個別の
場合がそれに対してまったく審級たりえないのである。 しかし、自然法則は普遍的
な法則であるため、個体的事象がまさしく偶然的に規定されているにもかかわらず、

92　 たとえば、ケトレー「確率の理論についての手紙」18頁参照。
93　 フリース前掲書、緒論第 IV・V節、および第 26節。
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それ〔＝個体的事象〕に対しても有効でなければならない。それゆえ、論理的な推論
に基づいて自然について問題提出をおこなうようにして、ただ一つの実験をおこなう
ことによって、提立された仮説の妥当性を証明したり反証したりすることができる。
確率計算に対して個別の場合がこのような意味をもつことは決してない。確率計算は
不確定な平均計算にすぎず、そこに自然法則の研究はまったく関係がない。それにも
かかわらず自然科学が数学的な近似法を採用し、その理論が最終的に確率計算に行き
着くのであれば、その平均計算は必ず何らか特定のものである 94。というのも、それ
によって不確定な結果の平均値がわかるのではなく、むしろ、一連の事実的観察か
ら、実際測定された値とは全然正確に一致しえないか、あるいは値それ自体観察され
えないような、そういう諸々の値が算定されることになるはずであるからである（た
とえば、天秤ばかりが反転する点の平均からそのはかりの本当の調整点を求める、あ
るいは相応の長さの時間に気圧計が示した値の平均から観測地点の海抜高度を求め
るなど 95）。しかし、問題になるのはいつも、このような方法を用いることによって、
計算の正確性を可能なかぎり高め、偶然的な観察誤差から可能なかぎり非依存的にな
るようにするということである。したがって、最も単純な算術的平均から、最も精妙
な応用であるガウスによる最小二乗和の理論の天文学的計算への応用にいたるまで、
如上の方法はすべて補正方法でしかなく、観察の正しさの確率が考慮されるときにの
み、確率計算の諸原理と関わりをもつ。一般的に、一連の観察からある法則を確立す
るために数学的な近似法を用いるとき、それは次のような仮定に基づく。すなわち、
そのようにして数学的に言表可能な法則が実際にその一連の観察の基礎にあるという
仮定、そして最上の正確性にまで到達する観察というものが不可能であるために個々
の観察はごく小さな偏差を示すのだという仮定である。
〔それに対して〕哲学的な帰納はまったく事情を異にする。ここではたしかにほと
んどの場合、数学的・理論的認識に導かれて、体系的に根本法則へと遡及がなされる
のであり、理論的な説明と経験的な観察とが完全に一致することによって、十分な確
信をもって法則を認識することができる 96。フリースはこのように見立てるのである

94　 フリース前掲書、217頁以下参照。
95　 〔訳者注：フリース『確率計算の諸原理の批判の試み』、第 26節参照。「ある場所で気圧計

の観察を何年間か継続すると、気候の妨害的な影響が相殺され、気圧計の示す値の平均が
その場所の海抜高度に対応するようになる。ある海岸で 1年間だけ潮位の観察を続けると、
風の妨害的な影響が相殺され、平均の潮位は、太陽と月の引力と恒常的な海流の法則とを
結び合わせた理論に従うようになる」（Fries 1842: 128f.）。〕

96　 自然科学においては、そうした〔理論的な説明と経験的な観察との〕一致が偶然の産物で
ある確率を、分母が無限に大きい分数によって表すことが好まれることがままある。けれ
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が、それは、演繹的に導き出される法則にのみ妥当し、たんに経験的に証明された根
本法則、たとえば重力の法則などの確かさは新たな問題として残る。ここには実際の
ところ、われわれの知識によるほとんど確信に近い確率〔＝確からしさ〕がある 97。
といっても、それは数学的な確率ではなく、哲学的な確率であり、その確からしさの
契機は、数ではなく、根拠に基づくものである。帰納的推論は、その論理的基礎のた
めに、考慮に入れられた観察の総和だけで確実性を得ることが決してできない。周知
のとおり、帰納的推論はアリストテレスの第 2格の推論を、主語が全部共通の類のも
との種であるような多数の前提に適用したものであり、その諸々の種に帰属する述語
が類概念にも帰属するという推論を含む。それゆえ、帰納的推論は、類のうちで可能
な場合すべてが前提に含まれているときにはじめて、完全な明証に至るといわれる。
しかし、このようないわゆる完備な（vollständig）帰納的推論は、もはや知識の拡大
を含んでいない。それはもはや総合的（synthetisch）ではなく、ミルの的確な言葉に
よれば、「既知の事実から未知の事実への推論ではなく、既知の事実についての速記
目録（short-hand registration）にすぎない」98。帰納法のもつ真の総合的価値は、前提
の数ではなく、その前提に含まれる主語が種々異なっていることにある。前に述べた
とおり、普遍的法則に関してみると、個々の場合にはそれぞれ偶然的な付帯的被規
定性が混淆している。いま、いくつかの偶然的な個々の細目（Einzelheit）について、
それらが普遍的な類的特性以外に何らの共通点ももたないことを証明できて、それら
に共通の効果（Wirksamkeit）を見つけることができるとすれば、この共通の作用様
式は類全体のもつ法則に由来するものであると結論づける権利がわれわれにはある―
―繰り返すが、この権利は、〈あらゆる恒常的な結果は恒常的な原因に帰されなけれ
ばならない〉ということがアプリオリであることにのみ基づくのである。この場合、
われわれは実際、諸々の論理的操作（Operation）によって、個物の認識から普遍の
認識へと進んだ。そのための条件は、個々の前提の主語が実際にその普遍的類概念以
外に共通点をもたないと証明することである。これはそれ自体まったく分析的・演繹
的なはたらきである。それゆえ、帰納法は、場合が大量にあることによってではなく、

ども、非常に大きな数というものは、強い印象を与えるオマケでしかなく、証明の根拠で
はない。むしろ、如上の推論の基礎にあるのは、純粋に認識論的（erkenntniss-theoretisch）
なもの、すなわち、精神が恒常的・普遍的な結果に対して恒常的・普遍的な原因および法
則を仮定し、現実の生成をすべてアプリオリに必然的な生成とみなすということである。

97　 フリース前掲書、14頁、およびドロービッシュ『道徳統計学と人間の意志自由』2頁以下
を参照。

98　 ミル『論理学体系』第 1部、340頁〔＝第 3巻、第 2章、第 1節。〕
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分析的な基礎によって、実りあるものになる。このような推論方法が妥当なものであ
るためには、類の見本として選ばれる個々の細目に特殊的な差異があることが必須条
件であるからである。たしかに多くの場合、総合的な推論のこのような分析的準備は
しないことも可能である。それは、個々の場合が非常に多くあることによって、きわ
めて異なった種がさまざまにそこにあらわれており、したがって実際に、類的特性だ
けが唯一すべてに共通するものであるということが保証されていると考えられるから
である。しかし、そうであるならば、まさしく、帰納的推論に権限を付与するのは、〔場
合の〕数が多いことではなくて、むしろそれに基づいてなされる〔個々の場合が類的
特性以外の共通点をもたないだろうという〕さきの仮定なのである。したがって、明
らかに、帰納的推論は、観察された諸々の場合の完備なる分析に基づいてのみ、絶対
的明証に至ることができるのである。それは、すべての場合において付帯的条件の影
響が完全に認識され、そうした付帯的影響を除いた後に共通の効果としてあらわれる
ものが普遍的法則として立てられることによってである。このようにして、互いに関
係し合うさまざまな空間的・時間的量について常に同一であるような関係を見出し、
この方法に基づいて偶然的な落下条件を除去したうえで恒常的な効果の法則を導き出
すことによって、自由落下の法則が発見されるのである。
さて、このことから明らかなのは、帰納的推論とアポステリオリな確率計算が、出
来事における偶然的なものに対して、いかにまったく異なる関係をもつものであるか
ということである。帰納的推論は、自分が求めている普遍的法則が個々の偶然的な事
象のすべてを支え、それらに浸透しているとみなす。〔それに対して〕確率計算は、個々
の場合に対する自らの法則の妥当性をはじめから諦めなければならない。確率計算
は、個々の事象をまったく偶然的・無法則的と考えるのであって、個々の事象のうち
に普遍的な法則がはたらいていると証明するなどということからは程遠い。したがっ
てその点からすれば、帰納的推論は、確率計算が場合の総和に対してしかなしえない
こと、すなわち恒常的・普遍的法則へと従属せしめるということを、個的な場合に対
してなすのである。それゆえ、確率計算に対して「法則」という言葉を適用するのは、
本来の意味とは違っていて、また誤解を招きやすいということを、われわれは白状せ
ねばならない。われわれが法則という概念に結びつけて考えるのは、常に、問題となっ
ている領域に対して普遍的で例外なき妥当性を有するものである。したがって、前に
述べた可能性の分割は確率計算による規定の特徴ではあるが、〔法則の概念によって〕
許容されるものではない。こうして、後者〔＝確率計算〕はいつも、ある法則が効果
を発揮している所与の状況の数的な比を認識することしかできない、ということがで
きる。
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このような関係は、帰納法とアポステリオリな確率計算による推論との密接な結び
つきをその根本特徴とする、とりわけ現代的な学問、すなわち統計学（Statistik）の
価値や取り扱いにとって決定的なものであるとみなされるであろう。統計学では、人
間社会の生活全体が、その物理的な連関においても、道徳的な〔＝精神的な〕連関に
おいても、共通の法則に従う出来事の総体とみなされる。その共通の法則が不断に変
化し、個々の場合に対しては算定不可能な仕方で組み合わせられることで、そうした
出来事の総体を形成する。それゆえ、個々の事象は偶然的・恣意的であるようにみえ
るけれども、繰り返しの数のうちに、まさに確率計算のなかで得られた比が徐々に近
似性を増しながら現れる。そして、この比は等しい時間間隔内で一定であることがわ
かるので、事象の総体を支配する条件間に成り立つ恒常的な比へと帰されなければな
らない。それゆえに、この恒常的な比は、――統計学が推論するところでは――人間
生活を規定する諸法則の組み合わせが従う法則となる。ここで、確率計算の応用が帰
納的推論へと移り変わるのはいかなる点においてであるかをみよう。
たとえば、統計によって次のようなことが示されるとしよう。すなわち、人口に対
する死者数の比は、各日・各週・各月では非常に変化が激しいが、それが次第に、各
月の比の値がおよそそのあたりでそれほど大きく変動しないような、ある一つの比に
近づいていくということが示されるとしよう。すると、得られた比が、その年におけ
る被観測人口の一般の生活条件に対する死の誘因状況の比であると考えるのは、経験
的な確率計算の単純な推論である――たしかにきわめてトートロジカルに聞こえる推
論ではあるけれども、ここには観察された出来事の原因・条件への遡及が含まれてお
り、いずれにせよ、経験的確率計算のその他の推論と同様、トートロジーではないの
である。たとえば、引いた球の数から壺の中に入っている色の異なる球の比を推論す
るなら、それは、自分が〔球を〕引いたときの所与の諸条件間の事実的な関係を観察
から規定したということにほかならないからである。逆に、アプリオリな確率計算の
法則に従って将来の平均的な死亡確率を算定する場合であっても、それは恒常的条件
が変わらないままであるときにしか妥当しない。統計学は、こうして得られる比の値
が実際何年間もほとんど変わっていないと示すことによって、翌年の恒常的死亡条件
が前年のそれとほとんど同じであろうと仮定してもよいのだと保証している。しかし、
統計学は平均計算として正当かつ実用上も価値あるこのような〔事象の〕先行規定に
とどまってはいない。むしろ、落下時間と落下空間の恒常的な関係から自由落下の自
然法則を推論するのとまさに同じように、如上の恒常的かつ毎年繰り返される比が、
ある自然法則の表現であるのだと、統計学は推論する。そうして、統計学はその恒常
的な比を、死者数の自然法則として定式化するのである。したがって、何事において
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も、記録された出来事の起こった状況の数的な比を確定するのみならず、この事実的
な比の確定から法則の確定へと移行するときに、統計学は経験的確率の諸原理を放棄
して帰納法へと進むのである。
このような形の帰納が、さきに一般的な帰納について付与されねばならなかった価
値よりもはるかに価値が低いということは明らかである。それは、その前提の価値が
低いためである。自然科学的な帰納においては、個々の前提それぞれについて、そ
の実際の価値がただちに確実である。それはまさに、個々の前提それぞれが、明ら
かに観察された個体的事象であるからである。〔それに対して〕ここでは〔＝経験的
確率計算から帰納へと進んだ統計学的帰納においては〕、すべての前提は平均的な比
であり、個々の場合についての妥当性がはじめから破棄されている。したがって、そ
れは、われわれの全体的な観察のうちにしか実在しない数学的な虚構 99、すなわち平
均人（Durchschnittsmensch）100という数学的虚構に対してしか意味をなさない 101。さ
らに、自然科学的な帰納は、すべての観察で正確に同じ数的関係が示されるときにの
み法則を確定するのであるが、他方、統計学的な帰納は、その前提間の比が近似的に
同一であることに甘んじなければならない。したがって、自然法則は己のもとで理解
されるすべての場合について絶対的な妥当性を有しているが、他方、統計学的な帰納
によって得られる恒常的な比は、個々の場合それぞれについて（これは確率計算の諸
原理によってすでに自明のことであるが）だけではなく、場合の和それぞれについて
も、著しい変化を被るのであって、たとえば、ほんの数ヶ月でも強力な感染症が発生
することによってその年の死亡率の法則全体が無効になるといったような、統計学的
法則を完全に台無しにしうる偶然的な出来事がありうるのである。このことから明ら
かであるように、統計学はその膨大な〔場合の〕数のすべてをもってしても、語のも
つ本来の意味での法則というものに到達することはなく、むしろ統計学が発見するの
は、〈ある特定の時期にわずかな揺れはあれども、人間生活のなかの合法則的な諸々
の結果が組み合わせられた状況のもつ恒常的な比〉でしかないのであって、この比を
知ることによって、同じ条件を仮定すれば近い将来の平均的な確率を予測することが
できる。このことによって、統計学が人間の社会生活の非常に多くの制度にとってい
かに高い価値を有しているかは明白である。しかし、同じくらい明らかなのは、統計

99　 ドロービッシュ前掲書、18頁、53頁以下を参照。
100　 Ad. ヴァーグナー『一見恣意的にみえる人間行為における合法則性』（Die Gesetzmässig-

keit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen）、8頁以下。
101　 それゆえ、ケトレーも『社会体系』（Système social）91頁において、それ〔＝平均人〕の

ことを「抽象的存在」（un être abstrait）と呼んでいる。



232 『人文×社会』第 3号

学自体が常に事実についての学でしかなく、必然的であると理解されるものについて
の学ではないということである。というのも、統計学は数的関係を越えることはなく、
数的関係というのはすべての学が目指す因果的必然性の認識ではいまだないからであ
る。
さてここで、大なる実用的重要性に加えて統計学がすべての学に対して有している
もう一つ別の意味が引き立てられてくる。すなわち、統計学は、与えられた状況下で
ある出来事が別の出来事と恒常的な関係に立つのを示すことによって、他の諸学がそ
の関係を説明し、因果的結合・媒介においてその関係を証明するように、拍車をかけ
るのである。たとえば、男児の多産についてのいわゆるホーフアッカー゠サドラーの
法則によって、子どもの性比が両親の年齢比に対して平均的に依存関係にあるとい
うことが統計学的に示されるとしたら、それはたしかに非常に興味深い事実ではあ
る。といっても、この依存関係が成立するための因果的媒介を生理学が示しえたとき
にはじめて、それは価値をもつであろう。いまのところそれが成功していないとして
も、まさに統計学的な証明がなされたことによって、たとえば、男児が多く生まれる
理由の大部分を栄養状態に求める〔ヘルマン・ハインリヒ・〕プロスの研究 102のよう
に、この疑わしい点についての考察へと注意が促されたのである。このようにして、
二つの出来事の間の恒常的な依存関係〔が明らかにされること〕によって、その両者
の間の因果的必然的結合の解明が求められるがゆえに、統計学は他の諸学にとって誘
導的な準備となるのである。事実的なものの確定としての統計学は、必然的なもの
の究明にとっての基礎である。この意味において、われわれは、エッティンゲン 103や
〔グスタフ・〕リューメリン 104と同様、統計学を全般補助科学（generelle Hilfswissen-

scha�）として規定しなければならない。この学は歴史学、国民経済学、地誌学、民
族学に対して多様な関係をもっており、そのことによってこの学の定義は多くの論争
を招いてきたが、その時々の社会状況を観察するというこの学の主たる応用に対して、
リューメリンは「人口統計学」（Demographie）という不適切ともいえない名称を提
案した 105。ゆえに、統計学の有する価値とは、大量観察（Massenbeobachtung）である。
個々の観察それぞれによってわれわれが原因の究明に導かれるように、体系的な大量

102　 『子どもの性比を条件づける要因について』（Ueber die das Geschlechtsverhältniss der 
Kinder bedingenden Ursachen）、ベルリン、1859年。

103　 『道徳統計学』第 1巻、75頁。
104　 「統計学の理論について」（Zur �eorie der Statistik）、『テュービンゲン全国家学雑誌』（Tüb. 

Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaften）、1863年次、667頁。
105　 同上、686頁以下。
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観察によって得られた恒常的な依存関係についての知もまた、その因果的媒介の究明
に向かうのである 106。
ここから、統計学が個体的偶然に対してもつ関係も明らかである。すなわちそれ
は、本質的には、経験的確率計算のそれと同じである。このような理由から、いくら
強調しても足りないほどなのであるが、統計学における恒常的な比とは、個々の事象
がそれに従って起こるというような法則であるのではなく、むしろ、諸状況間の数的
関係やその相互作用の種類自体が変わらないためにその諸状況の種々の組み合わせか
ら規則性をもって生じる産物でしかない。そればかりか、たとえば一般的に一定であ
る婚姻率が穀物価格に応じて変動するなど、諸状況の変化にともなって比の値も変化
するということを、統計学は自ら示しているのである。したがって、知名度を得てき
たヴァーグナーの国法の比喩 107においてなされているように、統計的規則性を個別の
場合に対しても制約的で効力ある法則として解するとき、それは明らかに間違いであ
る 108。統計の数値がもつ驚くべき規則性は、諸状況の組み合わせが規則正しく繰り返
し生じるということを示すにすぎない。その組み合わせは、明解とはいえない事象な

106　 同上、665頁。
107　 ヴァーグナー前掲書、44頁以下。
108　 〔訳者注：ヴァーグナーの「国法の比喩」とは次のようなものである。ジョナサン・スウィ

フトの『ガリヴァー旅行記』のように、ある作家が外国の人びとやその国家について旅
行記を書いているとする。その国では、各年で何組が結婚するか、どのような年齢層同
士の人が結婚するか、どれくらいの人が再婚するか、どれくらいの離婚が成立するかな
どが、あらかじめ国法（Staatsgesetz）によって定められており、性別・年齢・市民階級・
職業階級ごとのくじ引きで、それぞれのクラスで結婚できる人数が決められる。また、
別の国法では、次の年に自死によって死ぬ人数が事前に定められ、そのうちの溺死、縊死、
拳銃自殺、服毒死などの割合も定められており、また誰が死ぬかはくじ引きで決められる。
さらには、次の年にどんな犯罪がどれくらい起こるか、どんな階級の人が犯罪を実行す
るか、どんな判決が下されるかなどが定められており、これもまた誰が罪を犯すかはく
じ引きで決められる。一年が終われば、それらがきちんと達成されているかチェックが
なされ、「実行されるべき行動の予算」（Budget der vorzunehmenden Handlungen）によっ
て、翌年の「要件」（Erforderniss）が決定される。ヴァーグナーはこのような国家は非
人道的でありえないものであるとしつつも、上記のようなことは実際に、「人間社会の自
然な組織化の帰結において、驚くべきかたちで生じている」のだという。「もし外部の力
によって強制しようとすれば、われわれの自由と自己決定にとってきわめて恐ろしい侵
害であるように思われるであろうことが、人道的な法律の順守においては決して観察さ
れない規則性をもって自ら生じ、実行されるのである。われわれが結婚、自死、犯罪を
調査し、その法則を展開していけば、翌年にどれくらいの結婚、離婚、自死、犯罪が発
生し、それらがどのように分散するのかを、比較的正確に予想することができる」（Wagner 
1864: 44�.）。〕
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のであり、われわれが、そのつど作用している諸原因の全体を、すなわち世の成り行
きの複雑なメカニズムの全体を、完全に見渡すことができるとするならば、そのとき
はじめて説明することができるようなものである。統計学が個別の場合についていか
に正当でないかは、特に道徳統計（Moralstatistik）の研究に表れている。既述のように、
確率計算における平均的な繰り返しの数にあっては、確率について得られるものと同
じくらい、個的な被規定性について失われるものがある。道徳統計の調査においては、
このことはなおいっそう危険である。内面の相等性ではなく外面の類似性のみが調査
の原理として考えられるからである。たしかに、道徳統計は自死数、自死の種類、各
場合において認められた自死の動機を記録することができる。けれども、個々の事象
それぞれについて本当に意義があり、また認識にとって価値があるもの、すなわち自
死という決断に至るまでの内面的な過程というものは、闇のなかである。したがって、
自死の割合に規則性がみられることがいかに恐るべきことであるとしても、ここでい
かに互いに乖離した内面的過程同士が共通の行為によって同一のものとして数えられ
ているかを考慮すれば、その意義は失われる。犯罪もその比の値はぞっとするほど一
定であることが示されるのだけれども、〔自死の場合と事情は〕変わらない。人間は
調査〔＝数え上げ〕の対象としてしか現れないので、人間の行為がもつ本来道徳的な
価値をなす決断の内面的過程というものは、完全に横に置かれることになるのである。
そして、そうであるがゆえに、犯罪統計全体は、観察される社会の道徳的状態につい
ての判断を根拠づけようとするかぎり、〈二人が同じことをしても、必ずしも同じと
はかぎらない〉（si duo faciunt idem, non semper faciunt idem）という古来の原則に
よって、欠陥を抱えるのである。
もちろん同様に、個々の事象が統計的規則性に対して適合するわけでもない。個々
の場合に対して特定的な性格を押し付ける諸状況の組み合わせについても、統計学は
何事も知らず、したがって、統計的規則は個物の形成に対しては何ら意味をもたない。
それゆえ、累積した結果からの所産として生じる規則性は、ヴァーグナーがそう仮定
しなければならないと考えたようには、個人的な決断の自由を侵害することは決して
ない。むしろ、人間の個人的な決断の動機自体は、一般的な条件のなかで個々の事象
それぞれを特別に性格づける、かの可変的原因に属するのである。それゆえ、エッティ
ンゲンは次のようにいう 109。「このように行為するほかないとの絶対的な強迫が統計的
な法則から導き出されるのは、はなから、せいぜい多数の人間についてのみである」。

109　 『道徳統計学〔とキリスト教倫理〕』第 1巻、14頁。また 258頁参照。
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そして、〔ヨハン・エドゥアルト・〕ワッペウスは次のようにいう 110。「統計学の調査
と結果は個々人には関係しない。それゆえ、得られた法則も、個々の人間については
直接的な妥当性を有していない」。したがって、社会の一般的状況が個々の犯罪の発
生に対して原因となるような要素であるということ、ゆえに道徳統計によって発見さ
れる恒常的な関係というものが、ある意味で、ゲーテの〔『ヴィルヘルム・マイスター』
第 2巻第 13章に登場する〕竪琴弾きが「〔哀れな〕人間を罪あらしめ」111と歌うより
も「いっそう高き諸力」であるということが正しいとしても、――そして、そうであ
るがゆえに、実際、犯罪に関する人類の連帯責任（Solidarität）112が絶対的に否定され
るものではない 113としても、そこですでに、一部の者だけがこの犯罪を実際に犯して
しまうという単純な事実からすでに、犯罪の実際の発生がいかに個人的・個別的な行
為に依存しているかが示される。したがって、人類は犯罪の可能性に対してのみ連帯
責任を有するのであって、その現実性に対して連帯的な罪を負っているのではない。
そうした概念は、神学的な原罪の概念に移行せねばなるまい。そしてまた、統計的規
則性によって、同時期にほぼ同数の個人が犯罪の誘因となる社会的な影響を受けると
いうことが示されるのであれば、このことは、個人の自由を破棄する法則の何らかの
効果というよりもむしろ、人間本性の平均的な安定性を物語っているように思われる。
それゆえ、学問が偶然的な個的事象の観察から法則についての認識を得ようとする
とき、学問が求めているのは常に、多数の事象がもつ偶然的な細目の彼岸にあって、
偶然性のなかでも恒常的条件をなす共通の効果というもののもつ規則である。逆に、
学問が法則についての知識から個的事象を先行的に規定するとき、学問は、その事象
に対して効果をもたねばならない合法則的な関係について反省する。あるいは、諸々
の出来事の総体が仕分けられる恒常的な関係について反省するのである。しかし、決
して、偶然的な細目について反省することはない。偶然的な細目の根拠は、算定不可
能な付帯的条件の発生のなかに含まれているからである。偶然を克服することができ

110　 『一般人口統計』（Allgemeine Bevölkerungsstatistik）、第 2巻、17頁。
111　 〔訳者注：ゲーテの原文は Ihr lasst den Armen schuldig werdenであるが、ヴィンデルバ

ントは der Armerの部分を der Menschと書いているため、「哀れな」を補った。〕
112　 〔訳者注：なお、ここで特に「連帯責任」と訳出したのは、ドロービッシュの次の記述による。

「〔……〕社会の構成員はすべて、程度の強弱はあれど、また間接的であれ直接的であれ、
他者のすることなすことに対して共同責任を有しており（mitverantwortlich）、そのかぎ
りにおいて社会の構成員の道徳的連帯性（moralische Solidarität）があるということが示
されるとして、――それでもそのことによって個人が罪を免れるわけではない」（Drobisch 
1867: 92）。〕

113　 ドロービッシュ前掲書、92頁、およびエッティンゲン前掲書、第 1巻、220頁参照。



236 『人文×社会』第 3号

るのは、大量の群においてのみである。
（つづく）



〈翻訳〉

マルブランシュ『真理の探求』
第一巻 第一章から第四章まで

筒井 一穂 訳

本稿は、17 世紀後半から 18 世紀初頭のフランスの哲学者、マルブランシュ（Nicolas 
de Malebranche, 1638–1715）の処女作であり主著『真理の探求論 De la Recherche de 
la Vérité――そこでは、人間精神の本性、および学問において過誤を避けるためにな
されねばならない精神の用い方が論じられる』（1674）の、第一巻第一章から第四章
までの部分訳である。本書は六巻構成であるが、1674 年に前半の三巻が、75 年に後
半の三巻が刊行され、その存命中には第六版（1712）まで重版され（出版回数とし
ては七回）、補論として、都合十七項目の「解明 Éclaircissement」が付された。これ
らを合わせると以下の通りの構成となり、全集版で三冊分に及ぶ大著である。

序文
第一巻　感覚について
第二巻　想像力について
第三巻　知性すなわち純粋精神について
第四巻　傾向性、すなわち精神の自然的運動について
第五巻　情念について
第六巻　方法について
解明 第一から第十七

マルブランシュといえば、アウグスティヌス（主義）とデカルト（主義）を先鋭的
かつ独創的な仕方で引き継ぎ、ヒューム、ルソー、カント等々 18 世紀の哲学を準備
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した功績で知られる、近世哲学を代表するひとりである。その哲学的主著と呼ばれる
べきは少なくともふたつあって、ひとつは壮年期の『形而上学と宗教についての対話』

（1688）であり、もうひとつが最初期の本書『真理の探求』である。前者を読む者が
体系的にまとめあげられたマルブランシュ哲学の円熟に触れるとするならば、本書を
読むわれわれは、たいていは率直で潔く、ときとして迂路をたどるその記述を通じて、
彼の哲学がそこから生まれ出たいくつかの源泉との緊張感を伴う折衝をみてとること
ができる。彼を代表するわけても独創的な学説、例えば「叡智的延長」の説、「機会
原因論」、「すべての事物を神のうちに見る」理説、「内的感得」による「昏いコギト」
の自己認識、等々は、もちろん『対話』において最も整理されたかたちで提示される
わけだが、本書においては、あるいは萌芽として、あるいはすでに確立されたものと
して、われわれの目を引くのである。マルブランシュの思索のあゆみに関心を寄せる
者にとってはもちろんのこと、その哲学の活き活きとした一面を目にしたいと望む者
にとっても、本書は読まれるに値するだろう。

さてここに訳出した第一巻「感覚について」の冒頭部（第一章から第四章）は、そ
の後の第五章以下が感覚およびその過誤についての各論的部分であるのにたいして、
総論的な役割を担っており、本書の哲学的議論のためのいわばイントロダクションに
あたる（本稿「第一巻の目次」を参照されたい）。知性、意志、自由、過誤、探求の
ための一般規則といった、マルブランシュ哲学の基礎概念が陳列され規定される、言
うまでもなく重要なテクストである。

訳出にあたって

底本としたのは、無料公開されている Jules Simon 版の『マルブランシュ著作
集』第二巻（1842）である。ただし、校訂や注釈など多くの点で André Robinet 版

『マルブランシュ全集』第一巻（1962. 本書『真理の探求』の校訂・注は Geneviève 
Rodis-Lewis による）を参照し、これに従った。Simon 版と Robinet 版で異なる箇所
は後者に倣った。加えて、「凡例」にも記したように本稿では文中に頁数を記載して
いるが、これは今日の研究で標準的である Robinet 版の頁数である。なお、Bardout
の校訂版も参考とした。

既訳について。本書の日本語訳は寡少であり、管見のかぎりまとまった既訳は竹内
訳（Malebranche 1949）と山田訳（Malebranche 2001）のみである（加えて、拙訳「序文」
がつい先日本誌『人文×社会』第二号に掲載された。Malebranche 2021）。竹内訳は
第一巻のみの部分訳であり、山田訳は第三巻第二部「観念の本性について」の第一章
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から第七章までの部分訳である。今回訳出した範囲は竹内訳にすでに所収であって、
この訳はすでに 70 年以上前のものであるが、均整の取れた訳で、今日なお通用する
と言って過言ではない。本稿の翻訳作業にあたっても、大いにこれを参考とした（が、
流石に訳を新たにするべきと思われる事情もあって、Rodis-Lewis の校訂を踏まえな
ければならないこと、訳語を近年の近世哲学研究にそくして改訂すべきであること、
すでに絶版で入手があまりに困難であること、若干の誤訳、等々がそれである）。ま
た、訳語選択等で参考にしたマルブランシュの別の著作の邦訳や研究書などは、本稿
末尾の文献表を参照されたい。Lennon と Olscamp による英訳（Malebranche 1997）
もしばしば参照した。

訳の方針について。訳語は基本的に日本語と一対一で対応させる方針をとった。ひ
とによって訳が異なるような語のうち、重要なものの一部を本稿末尾の「訳語対応表」
にまとめた。ほかの訳し方もありうると思われたもので、本稿における用例の少ない
ものについては、一々断ることなく括弧内に原語を併記した。特に一考の余地がある
と思われたものについては、脚注にその旨を記した。なお注釈はもっぱらテクストの
読解に関する点のみを取り上げ、内容や解釈上の問題には踏み込まない（それについ
ては Rodis-Lewis の充実した注を参考にされたい）。

本稿を訳出するにあたり、訳者としては当然ながら誤訳のないよう可能な限り注意
したつもりであるが、やはり完全な訳文を作ることはできていないだろう。訳者自身、
あとから無数の反省と後悔にさいなまれることは容易に予想できる。そのため読者諸
賢には、この訳を完成されたものとしてよりもいわば試訳のようにみなし、不自然が
見つかり次第、原文にあたる労をとっていただければ幸いに思う。さらに、何らかの
仕方でご教示を賜ることができるなら、それほどありがたいことはない。なお本稿は、
訳者の主宰する学生主体の「マルブランシュ読書会」の成果である。参加者の皆さん
には、フランス語の文法から議論の解釈に至るまで、さまざまな点でお付き合いいた
だき、大いに助けていただいたこと、記して感謝を申し上げる。
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凡例

• 原文に大文字で表記された単語（ « VOLONTÉ » など）は太字で表す。
• 原文に頭文字のみ大文字で表記された単語には傍点

3 3

を付す（ただし、明らかな
固有名詞は例外）。

• 原文のイタリックは引用・強調を問わず鉤括弧「」内に記す。
• 原注と訳者注は同様に脚注に示すが、原注の場合は脚注内に［原注］と補う。
• 原語を併記する際には、丸括弧（）内に記す。ただし、丸括弧のなかに日本語

が置かれる場合は、原文において丸括弧による補足がなされていることを示す。
• しばしば訳文中に挿入されるイタリックの丸括弧と数字は、Robinet 版全集に

おける該当頁を指す。
• 訳者による補いは、角括弧［］内に記す。単純な付加の場合はそのまま記し（e. g. 

「さて、［たしかに］人間の精神は ......」）、代名詞や言いかえの内容をあえて補っ
た場合は、等号を用いる（e. g. 「この後者の［＝神と精神の］合一こそが ......」）。

• 文献の略記法については本稿末尾を参照。
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第一巻の目次

本稿の訳出箇所を含む第一巻全体の目次をここに示す。ゴシック体で表記した箇所
が本稿に所収。なおここでは可読性に配慮して数字をすべてアラビア数字で表記する。

第 1 巻　感覚の過誤について。
第 1章

1. 知性の本性および諸特性について。

2. 意志の本性および諸特性について、また自由とは何かということについて。

第 2章

1. 判断と推論について。

2. 判断と推論は意志に依存するということ。

3. 判断と推論における意志の自由の然るべき用いかたについて。

4. 過誤と罪とを避けるためのふたつの一般規則。

5. これらの規則のために必須の反省。

第 3章

1. いくつかの反論への答弁。

2. 明証性が必須であると述べたことについての注意書き。

第 4章

1. 過誤の機会原因について。それには五つの原理があること。

2. この著作全般の構想について。また、第一巻の個別の構想について。

第 5 章　感覚について。

1. いかにしてわれわれの感覚が罪によって堕落したかを説明するふたつの仕方。

2. われわれの過誤のほんとうの原因は感覚ではなくわれわれの自由であること。

3. 感覚を使用するさいに欺かれ誤らないための規則。

第 6 章

1. 延長それ自体における視覚の過誤について。

2. 不可視の対象についての視覚の過誤の続き。

3. 関係において考えられた延長にかんするわれわれの視覚の過誤について。

第 7 章

1. 形状にかんする視覚の過誤。

2. もっとも小さいものについてわれわれはなんら認識をもたないこと。

3. もっとも大きいものについてのわれわれの認識は精確ではないこと。
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4. われわれが欺かれ誤るのを防ぐいくつかの自然的認識についての説明。

5. 特殊な場合にはこの判断がわれわれを欺くこと。

第 8 章

1. われわれの眼はそれ自体として考えられた運動の大きさあるいは速さを教えないこと。

2. 運動を認識するためには持続が必須であるが、これはわれわれに認識されないこと。

3. 運動と静止にかんするわれわれの眼の過誤の例。

第 9 章　同じ主題の続き。

1. 運動にかんするわれわれの視覚の過誤の一般的証明。

2. 対象の運動の大きさを判断するためには対象の距離を認識するのが必須であること。

3. 対象の距離を知るための手段の検討。

第 10 章　感覚的性質に関する過誤について。

1. 精神と物体との区別。

2. 感覚器官の説明。

3. 精神は身体のどの部分に直に合一しているか。

4. 対象は身体にたいして何をなすか。

5. 対象は魂のうちに何を産出するか。および精神が身体の繊維の運動を認知しない理由。

6. 各々の感覚作用において混同される四つの事柄。

第 11 章

1. 感覚［器官］の外的な繊維にたいする対象の作用に関してわれわれの陥る過誤について。

2. この過誤の原因。

3. 反論と答弁。

第 12 章

1. われわれの感覚［器官］の繊維の運動に関する過誤。

2. われわれはその運動に気づかないこと。あるいはそれを感覚作用と混同すること。

3. そのことを証明する実験。

4. 感覚作用の三種類。

5. それらの感覚作用にともなう過誤。

第 13 章

1. 感覚作用の本性について。

2. ひとは感覚作用をじぶんで思っているよりよく認識していること。

3. 反論と答弁。

4. ひとがじぶんの感覚作用について何も知らないと想像する理由。

5. すべてのひとが同一対象について同一の感覚作用をもつと考えるのは誤りであること。
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6. 反論と答弁。

第 14 章

1. 感覚作用に伴い、われわれが感覚作用と混同するところの偽なる判断について。

2. この判断の偽であることの理由。

3. 過誤は感覚のうちにあるのではなく、ひとり判断のうちにのみあること。

第 15 章

1. われわれの感覚の一般的過誤の例として役立つ、視覚の特殊な過誤の説明。

第 16 章

1. われわれの感覚の過誤が、偽なる結論を引き出しがちな一般的原理をわれわれに提供し、

その結論がさらにまた原理を提供すること。

2. 本質の相違の起源。

3. 実体的形相について。

4. そのほか若干のスコラ哲学の過誤について。

第 17 章

1. 道徳から引用された別の例、それはわれわれの感覚がわれわれに偽なる善しか示さない

ことを明らかにする。

2. われわれの善は神のほかにはないこと。

3. エピクロス派とストア派の過誤の根源。

第 18 章

1. われわれの感覚は感覚的でない事物においてさえもわれわれを過誤に陥れること。

2. 人々の会話から取られた例。

3. 感覚的な風態にこだわってはならないこと。

第 19 章　ほかの例ふたつ。

1. 第一、物体の本性にかんする過誤について。

2. 第二、同一の物体の諸性質にかんする過誤について。

第 20 章　第 1 巻の結論

1. われわれの感覚はわれわれの身体のためだけに与えられていること。

2. 感覚によって告知されることについて疑わねばならないこと。

3. 正しい仕方で疑うことは決して瑣末なことではないということ。
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第一巻　感覚の過誤について。

第一章

(39) 過誤は、人間が悲惨であること（misere）の原因である。世界に悪を産出し、
われわれを痛めつける諸々の悪をわれわれの魂に生み出し保持するのは、この悪しき
原理［すなわち過誤］1 である。だからわれわれは、この原理を回避するよう真剣に努
めることなしには、がんじょうなほんとうの幸福（bonheur solide & veritable）を決
して期待するべきでないのである。

聖書はわれわれに教えているが、人間が悲惨であるのは、それが罪人もしくは咎
人 2 であるからにほかならない。また人間は、過誤に同意することでじぶんを罪の奴
隷とするのでなければ、罪人にも咎人にもならないだろう。

それゆえ、過誤がひとびとの悲惨であることの起源だということが真ならば、ひ
とびとがみずからを過誤から解放しようと努力することは、いたって正しい（juste）
ことである。ひとびとの努力は、みずからの望みうる成果をすっかりもたらしはしな
かったとしても、まったく無益であり報いがないということは、断乎としてない。(40)

［どんな報いがあるかといえば、］ひとびとは、不可謬になることはなくとも、欺かれ
誤ることはほぼなくなるだろうし、みずからの悪からまったく解放されることはなく
とも、少なくともいくつかの悪を回避することにはなるだろう。われわれはこの現世
において不可謬であることを願うべきではないのだから、まったき至福を期待するべ
きではない。だがわれわれは、みずからの悲惨から解放されようと絶えず望むからに
は、じぶんが誤らないように絶えず努めるべきなのである。要するにわれわれは、幸

1　 「原理」と訳したその原語は « principe » である。この語に「第一の原因」（DAF 1694, 
principe）ないし「起源 origine」（Littré, principe, 1）という意味が、ギリシア語の « ἀρχή » 
同様（LSJ, ἀρχή, I, 2）ある、ということは言うまでもない。ここではおそらく、直前の「原
因 cause」の、さらには次の段落冒頭の「起源 origine」の言いかえであるから、この語を「始
原」とでも訳することもできよう。

2　 「罪人」と訳したのは « pécheurs » であり、「咎人」と訳したのは « criminels » である。一
般的なフランス語において、前者は宗教上の罪を、後者は法的な罪を意味するという、英
語の « sin » と « crime » でお馴染みの区別があり、これは 17 世紀当時の辞書においても、
その語釈から伺うことができる。ただし、現代語においてそうであるかは別にして、少な
くとも 17 世紀においては、 « crime » の方も宗教的な含みがないでもないようである。なお、
Rodis-Lewis によれば、この一節は創世記における楽園追放のくだりを指す（OC1, 494）。
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福を期待することなしにしかし熱意をもってこれを欲望するのと同様に、不可謬を願
うことなしに、しかし努力をもってこれを目指すべきなのである。

真理を探求することにおいて、たいそうな苦労があると想像すべきではない。各人
がみずからのうちに見出す明晰な観念に注意深くなること、および以下に述べるいく
つかの規則に入念に 3 従うこと、必要なのはこれだけである。精神が入念であることは、
ほとんどまったく辛いことではない。想像力はこの［入念であるという］ことを隷属
として表象するが、［その実］まったくそうではないのである。それに、よしわれわ
れがそのことにいくらかの困難をみるとしても、そのすぐ後に満足を得ることになり、
われわれの苦痛に対してたっぷりと褒美が与えられる。というのは、光を産出すのも、
われわれに真理を露顕するのも、結局のところこの［入念である］こと以外にないか
らである。

さてわれわれは、読者諸賢の精神を準備することにこれ以上われわれは立ち止まら
ずに、われわれの過誤の原因および本性について吟味することにさせてもらうが、そ
れは、読者がみずから真理の探求へと向かっていると信じるほうが［書き手の側から
さしずをして準備させるよりも］いっそう適切なことだからである。ところで、その
生まれや起源において考察することでもって諸々の事象を吟味するような方法こそ、
秩序と光とに大いに適うものであるから、ここではそうした方法を用いるよう努めよ
う。

第一節　知性の本性および諸特性について。

人間の精神は、物質的あるいは 4 延長的なものでは断じてないのであって、疑いも

3　 「入念に」と訳したその原語は、 « exactement » である。DAF (1694) によれば、この語に所
縁の形容詞 « exact » には、「厳格な、規則正しい regulier」と、「几帳面な poctuel」「注意
深い soigneux」と、大きくふたつの語義がある。この語は現代語ではどちらかと言えばこ
の前者の意味で用いられることが一般的である（Robert 1988）が、17 世紀においては、「探
究 recherche」、「調査 perquisition」、「計算 compte」などとともに後者の意味で用いられる
例が多くあり（DAF 1694）、本箇所もこれにあたると考えられる。なお、この語に所縁の
名詞 « exactitude » は「入念さ」もしくは「入念であること」、形容詞 « exact » は「入念な」
と訳した。ただし、本稿のうちで前者の訳語（厳格な）をあてた箇所（45 頁）があるが、
それについては当該箇所の註釈に記した。

4　 「あるいは」と訳したその原語は « ou » である。この語には、周知のように、選言的な用法
のみならず、言いかえを示す用法があり、後者の場合にはしばしば「すなわち」などと訳
されたり、あるいはラテン語 « sive » に相当するものと考えるならば、「言うなら」と訳さ
れたりする場合がある（Descartes 2004, 41）。本稿では、どちらの用法で用いられているか
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なく（sans doute）、単純にして不可分で、部分によっていかなる仕方でも複合され
ていない実体である。ところで、この実体においてはふたつの能力を区別するのがな
らいであって、(41) すなわち、「知性」と「意志」である。われわれがこのふたつの
能力についてもっている諸々の概念 5 あるいは観念は十分に明瞭でも判明でもないか
ら、まずもってこのふたつの能力を説明することが必須である。

しかし、［知性と意志についての］これら諸観念はじつに抽象的であるし、想像［す
る力］のもとに落ちぶれることもないので、物質に合致する諸特性に関係づけて表現
する（exprimer）のが、時宜に適ったことであるように思われる。これら諸特性は容
易に想像されうるので、「知性」と「意志」というこのふたつの語によく結びついた
諸々の概念を、わけても判明にして親しみやすいものにしてくれるだろう。ひとつ気
をつけるべきことは、精神と物質のこの関係がまったく正しいというわけではないの
であって、われわれがこれらの両者を比較するのはたんに精神を注意深くさせ、われ
われの言わんとすることをほかの人々に感じとらせるようにするためにすぎないとい
う、このことである。

物質あるいは延長するものは、ふたつの特性あるいは能力を含む。すなわち、第一に、
さまざまな形状を受けとる能力があり、第二に、動かされることができるという受容
力 6 がある。同様に、人間精神もふたつの能力を含む。すなわち、第一の能力は「知性」

は読者の判断に委ねることとして、 « ou » を基本的には「あるいは」と訳することにした。
5　 「概念」と訳したその原語は « notion » である。ラテン語で「知ること」を意味する 

« nosco » に由来するこの語は、デカルトやスピノザの「共通概念」（『哲学原理』第 1 部
第 13 項；エチカ第 2 部定理 40 備考 2）として有名である。その訳語としては、「知」、「観
念」、「概念」など複数の選択肢があるものの、本稿では、マルブランシュの議論に当ては
めるとあまりに漠然としてわかりにくく見える「知」と、 « idée » と混同されかねない「観
念」とを避け、「概念」とした。もっとも、そのように訳したところで « concept » と混同
されかねないという点は痛し痒しといったところなのだが、管見の限り（Simon 版で確認
したが、Rodis-Lewis 版は確認していない）『探求』本文における « concept » の用例は（動
詞 « concevoir » を別にすれば）なく、唯一箇所、 « conception » との語が見られるに過ぎ
ないようである（第一巻第十三章第四節）から、さしあたりこの訳語選択によって『探求』
に内的な混乱が生じることはないと判断した。なお本稿においては以下、何かの « notion » 
と言われる場合にはたんに「概念」と、端的に « notion » とのみ言われる場合には「［基礎］
概念」と訳する。

6　 「受容力」と訳したその原語は « capacité » である。この語の由来にあたるラテン語 
« capacitas » は、「収容することのできること ability to contain」、「受けとることのできるこ
と ability to receive」など（DMLBS, capacitas, 1 & 2）を主に意味する。「能力 faculté」や「力
force」と区別するため、デカルト『規則論』における前例に倣い（Regula VII, Descartes 
2001-4, 40）、このように訳する。
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であり、これはさまざまな「観念」を受けとる、すなわち種々の事象を知覚する 7。第
二の能力は「意志」であり、種々の「傾向性」を受けとる、あるいはさまざまな事象
を意志するものである。われわれはまず、物質に属するふたつの能力のうち第一のも
のと、精神に属するふたつの能力のうち第一のものとのあいだに見出される関係につ
いて説明しよう。

延長するものは、ふたつの種類の形状を受けとることができる。一方は外的な形状
であり、たとえば蜜蝋の塊がもつ丸みがこれである。他方は内的な形状であり、たと
えば蜜蝋を複合する微小な諸部分のすべてに固有にそなわっているものがこれであ

7　 「知覚する」と訳したその原語は « apercevoir » である。また、名詞 « perception » には「知
覚」とあてた。語形からすれば « perception » に対応するのは « percevoir » であるから、こ
の訳語選択によって混乱が生じるように思われるかもしれない。たしかに、ラテン語にお
いてはこの対応関係がなりたっている。動詞 « percipio » には「受けとる」との中心的意味
に加えて「感覚・知性によって受けとること」の意があり（DMLBS, peripere）、その意味
では知覚と訳されて差し支えないし、かく知覚することを « perceptio » と呼ぶことも当然
である。しかし、フランス語においては事情は同様ではない。(1) 一方で、« percevoir » と
いう動詞は、少なくとも 17 世紀の辞書によれば「知覚する」といった意味は汲み取れず、
(2) 他方で、« apercevoir » にはそのような意味がある、からである。(1) « percevoir » につ
いて、DAF 初版から第四版までは「行動 pratique に関することば。受けとる、集める。税
金、貢物、債務など、限られた事柄にしか言われない」との語釈のみを記しており（DAF 
1694; 1762, percevoir）、18 世紀末葉の第五版になってはじめて「感覚、対象の印象、対象
が引き起こす感覚作用、われわれが対象についてもつ観念、などによって受けとること」
との定義がこれに加わる（DAF 1798, percevoir）。(2) DAF 第一版の « perception » の語釈
には、「哲学的話題において、それによって感覚の対象が知覚される apperceus、もしく
は感覚される、そのような働き」とあるが、この「知覚される」は « percevoir » ではなく 
« apercevoir » （の過去分詞）である。また、�resor (1606) は « appercevoir » に「ラテン語
Percipere に由来する」とした上で、その意味を「何らかの仕方で感じとること sentir」や「見
ること video」、「観ること specto」などと説明している（�resor, appercevoir）し、DAF
も「見かけること Commencer à voir、発見すること découvrir」（DAF 1694, appercevoir）
などと視覚的認識を中心に語釈を与えている。第一点からは「知覚する」との意味での 
« perception » に対応する動詞は « percevoir » ではないことが結論でき、第二点からは、そ
れが « apercevoir » であったことが推測できる。以上が、17 世紀のフランス語においては、
ラテン語 « perceptio »- « percipio » の関係が、« perception » -« appercevoir » の関係に引き
継がれていると訳者が考えた所以である。ところで、語釈を多く引用したことで混乱を来
さぬようやや踏み込んだ注意をしておくと、辞書的には « apercevoir » はいわゆる感覚知覚
に限定されているけれども、これはマルブランシュを含め少なくともデカルト派において
同断ではない。彼らにおいて「知覚」は、対象を受けとる知性的な働き一般を指している（『情
念論』第 17 項；第 19 項）から、非感覚的対象を知覚するといっても、何も不自然ではな
いからである。
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る。というのは、蜜蝋のかたまりを複合する微小な諸部分のすべて、金属のかたまり
を複合する諸部分とは大いに異なる形状をもつという、このことは疑いえないからで
ある。それゆえ私は、外的なものをたんに「形状 �gure」と呼び、(42) 内的で、蜜蝋
が蜜蝋であるために、それを構成する諸部分のすべてにとって必須であるような形状
を、「形態 con�guration」と呼ぶ。

われわれは以上と同様、魂が諸観念について有する知覚も二種類ある、と言うこと
ができる。第一のものは純粋知覚であり、これは魂にとっていわば表面的である。こ
の種の知覚は、魂に入り込む（pénétrer）ことはないし、感覚的に［とらえられる仕方で］
魂を様態づける 8 こともないからである。第二のものは感覚的知覚であり、多かれ少
なかれ生き生きと魂に入り込む。たとえば、快楽と苦痛、光、音、味、香りなどなど
がこれに属する。というのは、後に示すことになるが、感覚作用は魂の存在すること
の仕方にほかならないからであり、このことのゆえに私は感覚作用のことを、精神を

「様態づける作用」9 と呼ぶことになるからである。

8　 「様態づける」と訳したその原語は « modi�er » である。DAF (1694) はこの語にふたつの
語釈を与えており、第一義には、「哲学用語で、様態すなわち存在することの仕方を与え
ること」、第二義には、「（税金や法令を）制約する moderer、制限する restraindre」とあ
る。本稿ではこの第一義で解した上で、やや拙い直訳の観も否めないけれども、後述の 
« modi�cation » との連関を明示するためにも、文字通りに訳した。

9　 「様態づける作用」と訳したその原語は « modi�cations » である。DAF (1694) には、前述
の « modi�er » 同様大きく二義が挙げられており、一方は哲学用語として「それによって
事物が様態づけられるはたらき action」、他方はより一般的な「制限 restriction」、「限定
limitation」である。この語の本稿での用例はすべてこの前者の意味で解することができる。
また、「魂を」と訳した原語は « de lʼesprit » であるが、これはいわゆる目的語的用法とし
て処理した。ところで « modi�cation » もしくは対応するラテン語 « modi�catio » は同時代
において、スピノザやライプニッツにも用いられる。たとえばスピノザでは「様態的変状」
などと訳され（Spinoza 2014, 49）、「ほかのもののうちにあり、それがそのうちにあるとこ
ろの事物の概念によってその概念が形成されるもの」（E1P8S2）であり、畠中の指摘する通
り、「様態 modus」とほとんど同じ仕方で定義される。しかし、われわれがこれらの既訳を
踏襲しなかったのは次のような事情による。様態と同一視されうる限りの « modi�cation » 
は、様態を生み出す作用そのものではなく、その作用の結果として生じたものを指してい
る（スピノザの件の箇所においてもこの意味で用いられている、と考えることができる）
わけだが、マルブランシュの、少なくとも本稿の範囲においての « modi�cation » は、具体
的には「感覚作用」、「傾向性」、「運動」等を意味するものであるため、DAF (1694) の語釈
通り、作用そのもののことであると考えるほうが自然であるように思われる。もっともこ
の選択は、本稿の訳出箇所においてこの訳が文脈上の齟齬を生じないというだけであって、
本書全体を広く細やかに見渡してのものではないので、実際のところ別の訳（例えば、「変
容」Malebranche 1949, 113）がいっそう適切であるかどうかは、読者の判断に委ねる。また、
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［ところで、感覚が精神を様態づける作用と呼ばれるのならば、それと］同様に魂
の傾向性も、その魂みずからを「様態づける作用」と呼ばれてよい［と思う者がなる
ほどある］かもしれない。というのは、物体のうちでの運動はその物体の存在する仕
方であるかぎり、物質を様態づける作用と呼ばれてよい［と思う者がなるほどある］
かもしれないのだが、それと同様に、意志の傾向性は魂の存在する仕方であるのが常
であるかぎり、その傾向性は魂を「様態づける作用」と呼ばれてよい［と思う者がな
るほどある］かもしれない、からである 10。しかしながら私は、意志の傾向性をも物
質の運動をも、決して様態づける作用とは呼ばない。なぜなら、これらの傾向性や運
動は、通常は何らかの外的事物に関係づけられるからである。具体的に言えば（car）、
傾向性は善に、運動は異なる何らかの物体に、それぞれ関係づけられる。だがこれに
対して、物体の形状も形態も、魂の感覚作用も、外部への必然的な関係をもちはしな
いのである。例をもって言えば（car）、或る物体の外的部分の全てが、われわれが中
心と呼ぶ一部分から等しく遠ざけられている場合には、その形状が、その外部に存す
る諸物体とのいかなる関係もなしに、円であると言われるわけだが、これと同様に、
われわれに生じるすべての感覚作用は、われわれの外にはいかなる対象もないとした
としても、存立しうるものなのである。そうした諸感覚が存在することは、別のとこ
ろでわれわれが証明するように、それを原因しているかに思われる諸物体との必然的
な関係を含意しない。また、そうした諸感覚は、魂があれこれの仕方で様態づけられ
るということにほかならないのであり、(43) したがってほんらい（proprement）魂
を「様態づける作用」なのである。かくして、私の言わんとすることを説明するため
に、諸感覚をこのように名付けることを許されたい。

物質にあってさまざまな「形状」や「形態」を受けとる能力と、魂にあってさまざ
まな「観念」や「様態づける作用」を受けとる能力と、これらの間に見出される第一

様態づけられた「もの」と様態づける「作用」とのこの区別はさしあたり言葉の上でのも
のにすぎず、哲学的実質においても重要であるとまで直ちに主張するつもりは訳者にはな
い。

10　 本段落の冒頭からここまでの箇所は、補足箇所をみていただければわかるように、譲歩
文として解した。文法的には、本段落冒頭の「...... と呼ぶことができるかもしれない On 
pourrait appeller...」の条件法現在を、譲歩の意を示すものとして解することができる（朝
倉 , conditionnel, II, B, 3）と考えてのことである。あるいは仮定的な事実を示す用法（朝倉 , 
conditionnel, II, B, 4）としても、あるいは単なる推測を示す用法（英訳は « might » として
おり、一種の推測ともとれる。Malebranche 1997, 2）としても、内容との整合はとれると
思われるが、いずれにせよ、この一節をマルブランシュ自身の主張から切り離すことが肝
要である。
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にして原理的な同調性（convenance）はといえば、物体においてさまざまな形状や
形態を受けとる能力がすっかり受動的であっていかなる活動 11 をも含まないのと同様
に、魂においてさまざまな観念や様態づける作用を受けとる能力が、すっかり受動的
であっていかなる活動をも含まないという、このことである。この能力、すなわち魂
にあってあらゆる事物を受けとる受容力のことを、私は「知性」と呼ぶ。

ここからわれわれは結論しなければならないが、知覚するあるいは（ou）認識す
るのはこの知性だということであって、それは諸対象の諸観念を受けとるものは知性
を措いてほかにないからである。というのは、或る対象を知覚することと、当の対
象を表象する観念を受けとることとは、魂にとっては同じひとつのことだからであ
る。加えて、魂を様態づける作用を知覚するあるいは（ou）感じとるのは知性であっ
て、それは「知性」というこの語を私が、魂がみずからに可能な限りさまざまな様態
づける作用のすべてをそれによって受けとるところの魂のあの受動的な能力、と解し
ているからである。というのは、魂が苦痛を受容できるのはそれを知覚するという仕
方によるほかない以上は、われわれが苦痛と呼ぶところの存在の仕方を受けとること
と、苦痛を知覚するあるいは感じとることは、魂にとって同じひとつのことだからで
ある。ここからわれわれは結論することができるのだが、現前しない対象（les objets 
absens）を想像したり、現前する（presens）対象を感覚したりするのは知性である。
加えて、感覚や想像力は、後にわれわれが説明するように身体器官を通じて対象を知
覚する、そのような［仕方で働くけれども、それでもなお］知性にほかならない。

ところでわれわれは、苦痛やそのほかの事象を感じとるとき、通常は感覚器官の仲
介を通じてそれを知覚する。だからひとびとはふつう、じぶんが感覚というその語で
もって何を理解するかを判明に知ることなしに、当の事象を知覚しているのは感覚で
あると言う。(44) 彼らは、魂とは区別される何らかの能力があり、魂や身体が当の
事象を感じとることができているのはこの能力によってなのだ、と思っている。とい
うのは、感覚器官がほんとうにじぶんの知覚を部分的に担っている（avoir part à）と
彼らは信じているからである。彼らの想像するところでは、魂が感じとることを身体
は大いに介助するので、精神が身体から分離されるとしたなら、何ものも決して感
じとることができなくなるだろう。しかし、彼らはこうした事柄の一切を、先入観

（préoccupation）によって思惟しているのである。［彼らがそう思惟する所以はとい
えば、すなわち彼らが先入観をもってしまう所以はといえば、］なぜなら、現在われ

11　 「活動」と訳したその原語は « action » である。訳語の統一の観点からこのように訳したも
のの、本箇所の文脈においては、受動に対する「能動」として解するべきである。
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われの置かれた状況（lʼétat où nous sommes）においては、ほかの箇所でわれわれが
詳述するように、われわれは感覚器官を用いることなしには何ものも決して感じとる
ことはないからである。

感覚が感じる、と以下でわれわれが言うのは、われわれを通常の語り方に適合させ
るためである。だが［実のところ］われわれが「感覚」というこの語によって理解す
るのは、既述の通りの魂のあの受動的な能力、言いかえれば、別のところで説明する
通り、みずからの身体の器官のうちに自然の設定にしたがって 12 生じるものを機会と
して、何らかの事物を知性が知覚すること、にほかならない。

魂の受動的能力と物質の受動的能力との同調性はほかの点にも認められるが、それ
は物質がその形状において生じる変化によってほんとうに変化させられることはない
という、この点にある。私が言わんとするのは、たとえば蜜蝋が丸くなったり四角く
なったりするために顕著な変化を受けとることはないということである。精神とて同
様であり、それがもつ諸観念の多様性によって顕著な変化を受けとることはない。私
が言わんとするのは、精神が四角なり円なりを知覚するとき、精神は四角の観念なり
円の観念なりを受けとるのだが、だからといって精神は顕著な変化をまったく受容し
ないという、このことである。

さらに、蜜蝋が炎と煙に変化するときに、炎なり煙なりに固有の形態を受けとるが
ゆえに、蜜蝋の諸部分にとって固有の形態を物質が失うその場合には、ひとは物質が
顕著な変化を受けとると言うことができるが、これと同様、魂がみずからを様態づけ
る作用を変化させ、喜びを感じとったその後に苦痛にもだえるときには、魂はごく顕
著な変化を受けとるとわれわれは言うことができる。ここからわれわれは結論すべき
であるが、純粋な知覚は魂に対して、形状が物質に対するのとほとんど同じ［関係］
である。(45) また、形態は物質に対して、感覚作用が魂に対するのとほとんど同じ［関
係］である。もっとも、この比較を厳格なもの 13 として想像するべきではない。私が

12　 「自然の設定にしたがって」と訳したのは « selon institution de la nature » であり、竹内は
「自然の機構にしたがって」とする（Malebranche 1949, 116）。これと全く同じ表現がデカ
ルト『情念論』に二箇所ある（art. 50; art. 137）が、花田はこれをそれぞれ「生来の本性
のしくみによって」、「自然によって設けられた本性上」（Descartes 2001, 191; 234）と、野
田は「「自然」の定めに従えば」「自然の定めたところにより」（Descartes 1967, 440; 479）
と、谷川は「自然の設定に従って」、「自然の設定によって」（Descartes 2017, 49; 115）と、
訳している。どの訳においても « institution » は、或るものが自ずから有しているしかじ
かの結構のことを指すものと解されていると窺うことができる。

13　 「厳格なもの」と訳したその原語（の代表系）は « exact »である。本稿（4 0頁）の同じ
語（の副詞形）についての注で述べたように、この箇所では文脈を考慮してこの
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この比較をなしたのは、「知性」というこの語の概念を感覚的に［わかりやすく］す
るためにすぎないのであって、諸観念の本性については第三巻で説明することになる
だろう。

第二節　意志の本性および特性について。および自由について。

物質のもう一方の能力は、物質がさまざまな運動を受容できるということであり、
魂のもう一方の能力は、魂がさまざまな傾向性を受容できるということであるが、こ
れらふたつの「能力」をまとめて比較しよう。

自然の作者
3 3

は物質のうちにみられるあらゆる「運動」の普遍的原因であるが、それ
と同様にこの作者は、精神のうちにみられるあらゆる自然的「傾向性」の普遍的原因
でもある。加えて、あらゆる運動は外来的で特殊的な原因が見出され、その原因が運
動を規定し、反対物によって曲線運動へと変じてしまう場合でなければ、直線運動で
ある。これと同様に、われわれが神から得ているすべての傾向性は、自然の印象 14 を
悪しき目的へと規定する外来的な原因がないとしたならば、直線的であって、善およ
び真理を所有すること以外のいかなる目的（�n）も有さない。ところで、われわれ
のあらゆる悪の原因にしてわれわれのあらゆる傾向性を腐敗させるのは、こうした外
来的原因なのである。(46)

この外来的原因をよく把握するために知っておく必要があるのは、自然の作者
3 3

が物

ように訳した。
14　 「印象」と訳したその原語は « impression » である（なおこの語に所縁の動詞 « imprimer » 

は、「刻みつける」と訳した）。もちろん日本語で「第一印象」とか言う場合の「感じ」（大
辞林）とは趣を異としている。Littré によれば、「事物が物体のうちに産出する結果」（Littré 
1873, tome 3, impression, 6）とか、あるいはもう少し具体的に、「外的な対象が感覚器官に
おいて作り出す多かれ少なかれはっきりとした結果。苦痛の印象、快楽の印象」（ibid., 9）
とかいった意味がこの語にはあり、本箇所での用い方もこれに類するものと思われる（ち
なみに、Littré の編纂そのものは 19 世紀であるけれども、これらの用例の典拠はラ・フォ
ンテーヌやボシュエといった 17 世紀の著述家から取られている）。また同様の用例は、デ
カルト『情念論』にも数多くあり（art. 21, art. 26, art. 32, etc.）、その場合も大抵は「印象」
と訳される（谷川訳は「刻印」とした上で、直後に亀甲括弧で「印象」と補足している）。
いずれにしても « impression » は、ほんらい物体や身体がほかの物体と接触することで生
じるものと考えられ、比喩的に、精神など非物体的なものについても言われることがある。
本箇所は、抽き出してみられた精神における傾向性を問題にしていると考えるかぎりでは
比喩的な用法と言えるが、他方、身体と合一するものとしての精神における傾向性を問題
にしていると考えるならば、あながちほんらいの用法から遠ざかっているとも言い難い。
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質のうちに産出した印象ないし運動と、自然の同じ作者
3 3

が絶えず精神のうちに刻みつ
ける、一般的［に観られた］善 15 に向かう運動とのあいだには、実に顕著な差異があ
るということである。というのは、物質はまったく活動を欠いているのであり、言い
かえれば物質は、みずからの運動を停止したり、規定し（déterminer）たり、一方で
はなくむしろ他方に向け変え（détourner）たりする、そのようないかなる力ももた
ない、からである。物質の運動は、今しがた述べたように、つねに直線運動であって、
そのように運動し続けることを妨げられた場合には、できる限り大きな円形の線を、
つまりは直線に最も漸近する線を、描くのである。なぜなら、運動を物質に刻みつけ、
物質の規定性を規則づけるのは神だからである。しかし、意志の場合は事情は同様で
はないのであって、意志は或る意味では活動するもの（agissant）と言われてよいの
である。なぜなら、われわれの魂は神が与えた傾向性や印象を種々の仕方で規定する
ことができるからであって、というのは［具体的に言えば］、この印象を停止するこ
とは魂にはできないにしても、みずからにとって好ましい方へと或る意味でみずから
の傾向性を向け変えたり、みずからの傾向性において出遭われるあらゆる不順 16 およ
び罪から必然的かつ確実に帰結するあらゆる悲惨を引き起こし（causer）たりするこ
とならば、魂にはできるからである。

したがって、「意志」あるいは種々の善を愛するために魂がもつ受容力というこの
語によって私は、「規定されない善すなわち一般的［に観られた］善へとわれわれを
向ける自然的な印象もしくは運動」を指すことにしよう。「自由」というこの語によっ
て私は、「精神がもつ力で、われわれを喜ばせる対象の方へとこの印象を向け変え、
われわれの自然的な傾向性が何らかの個別的な対象へと限定されるようにする力」の
ほかには何も理解しない。この自然的傾向性は、もともとは（auparavant）漠然とし
ており、一般的［に観られた］善あるいは普遍的な（universel）善へと向かうよう、
言いかえれば、(47) すべての善をみずからのうちに含む唯一のものであるからには、
唯一の一般的な善である神へと向かうよう、規定されてはいないのである。

以上から容易に理解されるのは、自然的な傾向性は意志的であるにしても、だから

15　 「一般的［に観られた］善」と訳したその原語は、 « bien en général » である。竹内はこれを「一
般的な善」と訳しているが、本稿では、この次の段落に出てくる « bien général » （竹内も
本稿も「一般的な善」）と区別するために、以上のように訳した。

16　 「不順」と訳したその原語は « dérèglements » である。語の成り立ちからすれば「規則
règle」を逸脱することであり、DAF (1835) 以後は Robert (1988) も含め多くの辞書が、
一般にものごとの不規則性・不調を第一義としているが、それ以前には、DAF (1762) も
DCLF (1787) も、第一義として道徳規範に従わないこと、ないし対立すること、を挙げて
いる。
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といって非決定の自由を恣にするわけではない、ということである。ここで非決定の
自由と私が言うのは、意志したり意志しなかったりすることができる力能を含むもの、
言いかえれば、われわれの自然的傾向性がわれわれを向かわせるところの反対を意志
することができる力能を含むもののことである。［非決定ではない所以］というのは、
ひとはみずからの意志によるのでなければ愛することができないし、意志が反対のも
のを望むことが決してできないとするのは矛盾である以上、ひとが一般的［に観られ
た］善を愛するのは［なるほど］意志的ではあるのだが、そうであるにしても、ひと
は私が説明した意味での自由な仕方で、それを愛するのではないからである。という
のは、幸福であることを望まないことは、われわれの意志の力能には適わないからで
ある。

しかしよく留意しなくてはならないことに、一般的［に観られた］善へと押しやら
れるものとして考察された精神は、観念をもつことのできるものとして考察され、個
別の善についての認識をもつ場合でなければ、みずからの運動を個別の善へと規定す
ることはできない。私が言いたいのは、普通の用語に倣って言いかえるなら、意志は
盲目的な力能であり、知性がみずからに表象する事物にしかみずからを向けることが
できない、ということである。したがって意志は、個別の何らかの対象をみずからに
表象するよう知性に対して命じるのでなければ、みずからが善に向かうためにもって
いる印象やあらゆる自然的傾向性を多様な仕方で規定することはできない 17。それゆ
えみずからの傾向性を規定するためにわれわれの魂がもつ力は、魂にとって好ましい
対象の方へと知性を差し向けることのできる力を必然的に含む。

私がいま意志および自由について述べたことを、例をもってわかりやすく（sensible）
してみよう。(48) 或る人が高位の役職 18 を、希望することのできるひとつの善として
表象する。直ちに彼の意志は、この善を意志する。言いかえれば、精神は未規定で普
遍的な善へと向かう印象を絶えず受容しているのだが、この印象が精神をこの高位の
役職へと差し向ける。しかし、この高位の役職は普遍的な善ではないのであり、それ
ばかりか（et）、明晰判明な視によって普遍的な善として考察されることはまったく

17　［原注］「解明」［第二］を参照せよ。
18　 「高位の役職」と訳したその原語は « dignité » である。この語はもちろん一般的に「権

威」「威厳」といった意味で用いられることもあるが、ここでは « dignité » が個別的な善
として見られるという文脈上、あまり一般的ないし抽象的な訳語を当てるべきではないと
考え、DAF の「卓越した身分・地位」との語釈に従ってこのように訳した（DAF 1694, 
Dignité）。
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ない（というのは、精神が普遍的ではないものを 19 明晰に見ることは決してないから）
ので、普遍的な善へと向かうわれわれの印象は、この個別的な善によって全面的に
引き留められることは決してない。［言いかえれば］精神はよりいっそう遠くへと赴
く運動をもっている。だから精神がこの高位の役職を愛するのは必然的でも不可抗的
でもないのであって、この点では精神は自由なのである。ところで精神の自由はとい
えば、［次の三点に存するのであって、すなわち］、［第一に］精神が愛することので
きるあらゆる善をこの高位の役職が含み込んでいると全面的には説得されないのだか
ら、［この高位の役職に関して］みずからの判断と愛とを保留する（suspendre）こと
ができるということ、さらに［第二に］、われわれが第三巻で説明するように、精神は、
普遍的な存在あるいはあらゆる善を含みこむものと合一することで、ほかの諸々の事
物を思惟することができる、したがってほかの諸々の善を愛することができるという
こと、20 最後に［第三に］、諸々の善のすべてを比較することができるもの、［すなわ
ち］諸々の善の愛するべき程度に比例して秩序をもってこれを愛することができるも
の、［すなわち］諸々の善のすべてを含みこむところのもの、言いかえれば、われわ
れのもつ愛することの受容力をすっかり満たすことのできる唯一のものであるからに
は、われわれの愛を限界づけるのにふさわしい唯一のもの、このようなものに対して、

19　 「普遍的ではないものを」と訳したその原文は « ce qui nʼest pas » である。ここにはふた通
りの読み方があって、すなわち « est » を繋辞でとるか存在動詞でとるか、である。繋辞だ
とすればこの文においては属詞 « universel » が省略されているということになり、存在動
詞だとすれば「存在しないものを（精神が明晰に見ることは決してない）」と訳されるこ
とになる。英訳は前者（Malebranche 1997, 5）、竹内は後者（Malebranche 1949, 121）で
それぞれ読解している。本稿では、高位の役職という善が存在しないとまで言われている
と読むのはやや強い読みであると考えられること、ならびに、当該の一節が「そればかりか」
の前の文から後の文を導出するために論理的に必要な前提として読めることから、前者を
選択した（が、竹内のような読みの可能性を排除する意図はない）。

20　 「...... できるということ、最後に ......」と訳したその原文は、すべての版において、 
« ...dʼautre biens. En�n... » というふうに、文章がピリオドで区切られている。それゆえ、
この文章構造がそのまま内容にも反映されると考えるなら、竹内訳のように、（この文の
始まりの）「ところで精神の自由はといえば、次のことに存する Or sa liberté consiste en 
ce que...」の « que » 節の内容は、まずは « il peut suspendre jugement & son amour » で
あ り、 加 え て（& ensuite）、 « il peut...penser à dʼautres choses, & par conséquent aimer 
dʼautres biens » であり、この二点に尽きると読み、その後の « En�n » は、これら二点を総
括することを示すものとして「要するに」と訳するという、そのような読み方もありうる

（Malebranche 1949, 121）。しかし本稿においては、 « ensuite » と « En�n » のつながり、お
よびこの三つの文がすべて « il peut... » という同一の構造をもつことを重視して、すべて
同格的に « consiste en ce que » の « que » 節に収まるものとして読む方が自然と判断した。
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諸々の善のすべてを関係づけることが精神にはできるということ、これら［総じて三
点］に［精神の自由は］存するのである。

真理を認識することは、善を愛することとほとんど同一の事柄である。われわれは、
善を喜ぶ（joüissance）のと同様に、真理を認識することを、自然的印象によって、
愛する。そしてこの印象は、われわれを善へと差し向けるものであるのだが、それで
も抗いがたい（invincible）ものではない。それが抗いがたくわれわれを善へと差し
向けるのは、明証性すなわち対象についての完全で全面的な認識がともなう場合のみ
である。われわれはまた、続く章で見ることになるように、われわれの不順な愛にお
けるのと同様、われわれの偽なる判断においても自由である。
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第二章

第一節　判断と推論について。

(49) 前章でわれわれが論じた事柄に基づき、次のことを十分に結論することができ
るだろう。［第一に、］知性が判断を下すのではない。というのは、知性は知覚するこ
としかしないからであって、あるいは同じことを知性の側から言えば、諸々の判断や
推論は純粋な知覚でしかないからである。［第二に、］知性が表象するものに同意し、
意志をもって（volontairement）これに身をまかせることで、ほんとうに判断を下し
ているのは、ひとり意志のみである。こうして［第三に］、われわれを過誤へと投げ
込むのはひとり意志のみである。［すでにこうした結論を得ることができる］とはいえ、
これらのことを説明するには、もっと紙幅を割かねばならない。

だから（donc）私は、単なる知覚、判断、推論、この三者のあいだに存する差異は、
知性の側からすれば次のものだけであると言う。［第一に］知性は単純な知覚によって、
どんなものともまったく関係をもたない 21 単純な事物を知覚する。［第二に］知性は
諸判断において、ふたつあるいは複数の事物のあいだの関係を知覚する。最後に［第
三に］知性は諸推論において、諸事物の関係のあいだの関係を知覚する。(50) したがっ
て、知性のあらゆる「働き」22 は「純粋な知覚」にほかならない。

たとえばわれわれが 2 の二倍ないし 4 を知覚する場合には、それは「単純な知覚」
である。われわれが 2 の二倍は 4 であるとか 2 の二倍は 5 ではないとか判断する場
合には、知性はもっぱら、2 の二倍と 4 との間に見出される等しさという関係だけを
知覚する、もしくは 2 の二倍と 5 とのあいだに見出される不等さという関係だけを
知覚する。こうして判断は、知性の側からすれば、「ふたつあるいは複数の事物のあ
いだに見出される関係についての知覚」にほかならない。他方で「推論」は、ふたつ
あるいは複数の事物のあいだに見出される関係についての知覚ではないのであって、
というのは、そのような知覚は判断だからである。そうではなくて推論は、「ふたつ

21　 「どんなものともまったく関係をもたない」と訳したその原文は、 « sans aucun rapport à 
quoi ce soit » である。本稿では直前の « une chose simple » にかけて読んだが、別の解釈
としては、竹内訳のように、これを副詞節とみて、 « apperçois » にかけることも（文法的
には）できよう（Malebranche 1949, 123）。

22　�［原注］私は、ここでは普通の言葉遣いに従って以上のように述べた［にすぎない］。知性
の働きが、多様な観念の効果によって魂のうちに産出された様態づける作用にほかならな
いこと、したがって魂と至高の理性との合一およびその身体との合一の諸法則にほかなら
ないこと、これらのことをわれわれは逐次みることになるだろう。
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あるいは複数の事物におけるふたつあるいは複数の関係に見出される関係についての
知覚」である。だから、4 は 6 より小さく、2 の二倍は 4 に等しい、ゆえに 2 も 4 も
6 より小さい、などと結論する場合には、私が知覚するのはひとり 2 の二倍と 6 との
あいだの不等さという関係のみではないのであって、というのは、そのときにはこの
知覚は判断にすぎないからである。そうではなくてこの場合に私は 2 の二倍と 4 と
の関係と、4 と 6 とのあいだにある関係とのあいだにある不等さという関係をも知覚
しているのであり、これが推論なのである。それゆえ知性は、諸観念のあいだにある
諸関係を知覚する以外のことは何もしないのだが、この諸関係は、それが明晰である
場合には、明晰な諸観念を通じてみずからを表現するのである。じじつ例えば、6 の
3 に対する関係は、2 に等しく、したがって二［という観念］によってみずからを表
現するように。そして、われわれが上に述べたように、知性が表象するものに意志を
もって身をまかせることにより判断し推論するのは、意志のみなのである。

第二節　判断や推論は意志に依存するということ。

だがしかし、われわれが考察する事柄がすっかり明証性のうちにある場合には、わ
れわれがこれに同意するのはもはや意志をもってのことではないように思われる。
(51) それゆえわれわれは、これについて判断を下すのは意志ではなく知性であると考
えるよう促されてしまう。
［そう考えることの］われわれの過誤を認識するには次のことを知っておかねばな

らない。すなわち、われわれの考察する諸々の事柄がわれわれに対してすっかり明証
的に現れるのは、知性がこの事柄のあらゆる面や、当の事柄について判断を下すため
に必須であるあらゆる関係を吟味し終えたときのみなのであるが、そうしたときには、
意志は知性のうちではもはや活動することができなくなるのであって、言いかえれば、
知性がその対象のうちにあらためてなんらかの事柄を表象するように欲望することが
意志にはもはやできなくなる、なぜならば、意志は［もともと］認識なしには何もの
をも意志しえないものであるにもかかわらず、知性はといえば、われわれが判決を下
そうとしている問題に関係する事柄のあらゆる側面をすでに考察し終えてしまってい
る［と仮定されている］からである。こうなれば、意志は知性がすでに表象したとこ
ろのものに身をまかせて、知性を［これ以上］活動させたり、無益な考察に傾注させ
たりするのをやめることを余儀なくされるわけだが、われわれが判断だとか推論だと
か呼んでいるのは、ほんらいこのように身をまかせることなのである。こうした身を
まかせることあるいは判断は、かくして事柄が究極的な明証性のうちにある場合には
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自由ではないのであるから、［そのような場合には］それは意志的でないかのように
われわれには思われるのである。

しかし、多くの関係を含む困難な問題が往々にしてそうであるように、われわれの
考察する主題に何らかの曖昧な事柄が含まれている場合、あるいはそれを解決するた
めに必須のものをすべてわれわれが発見し終えたとすっかり確信されているわけでは
なかったりする場合にかぎっては、［この事柄に］同意しないことはわれわれには自
由であって、意志は知性に対してあらためて何らかの事柄に傾注するよう命じること
ができる。このことのゆえに、われわれが当の主題について形づくる諸々の判断は意
志的である、と考えてもさほど的外れ（si éloignez）ではないのである。

にもかかわらず大多数の哲学者は、われわれが曖昧な事柄について形づくるこうし
た諸判断でさえも意志的ではないと主張する。［というのは］彼らは一般に、真理に
同意することを知性の活動とみなして「承服 acquiescement, assensus」と呼び、(52) 
これとは別に、善に同意することを意志に帰して「同意 consentement, consensus」23

23　  « consentement » を「同意」、 « consentir » を「同意する」と、 « acquiescement » を「承
服」、 « acquiescer » を「承服する」と訳する。ラテン語 « consensus »,  « assensus » を見れ
ば、これらは接頭語のみを異とする対概念であることがわかる（その概念的内実について
は、Rodis-Lewis の指示するトマス『神学大全』Ia–IIæ, q. 15, a. 1, ad. 3 の議論を参照され
たい）。マルブランシュが « assensus » を « acquiescement » と訳したのは、おそらく単に 
« assentior » にそのまま対応する動詞がフランス語にない（名詞 « assentiment » は辛うじ
てある）からに過ぎないように思われるけれども、 « acquiescer »なる語はそれじたい興
味深いふくみをもっている。ラテン語の « acquiesco » および « acquiescentia » （この名
詞は哲学書において用例を見ることができるが、おそらく学術用語で、OLD, L&S, Ga�ot, 
DMLBS といった代表的な辞書には載っていない）は、「休む」を意味する « quiesco » か
ら派生したもので、基本的には「（物体が）休止状態になる」とか、「（願望や欲望が）休まる」
すなわち「満足する」といった意味をもつ。例えばデカルト『情念論』では、フランス語
の « satisfaction de soi-même » （自己満足）が、ラテン語では « acquiescentia in se ipso » 
と訳される（art. 63）。だが、これと語形的に類似するフランス語の « acquiescement » / 
« acquiescer » は、ラテン語原義とは異なる意味で用いられる。16 世紀にはラテン語と同
様の意味で用いられていた例があるものの（Littré, acquiescer, historique）、17 世紀初頭に
は、判決や助言に「従う」といった意味が主となり（�resor, acquiescer）、17 世紀末葉に
は、もっぱら「従う déferer、譲る ceder、屈する se rendre」（DAF 1694, acquiescer）、「従
属する se soumettre à、同意する donner son assentiment」（Littré, acquiescer, 1. ゲ・ド・
バルザック、ボシュエ、ラ・ブリュイエールの用例あり）といった意味で用いられるよ
うになり、ラテン語原義の響きはほとんど聞き取れなくなる。他方、 « acquiescentia » の
原義に対応する近現代フランス語は « se reposer » である（Ga�ot, acquiescer, 1）。それゆ
え、羅 « acquiescentia » - 仏 « se reposer » 、羅 « assensus » - 仏 « acquiescement » といっ
た、ややこしいもつれが生じることとなった（と推察される）。マルブランシュのここで
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と呼ぶのである［から］。だがここに彼らの栄誉（distinction）と過誤との原因が存
する。

実に、われわれのいまある状況においてしばしばわれわれは、疑ういかなる理由も
なしに諸真理を明証的に見ることになるわけだが、すでに説明した通り、このように
明証的な諸真理に対して同意を与えることにおいて意志はなんら非決定ではない。と
ころが、諸々の善の場合には事情は同じではないのである。というのは、それを愛す
るべきであるであるか疑ういかなる理由もなしに、善をわれわれが認識することはな
いからである。感覚的快のためにわれわれが本性上もっている情念や傾向性は、理由
としては錯雑としたものであるけれども、われわれの本性の堕落のゆえに、すなわち
われわれを冷血に（froid）し、神への愛においてさえ非決定であるようにしてしま
うこの堕落のゆえに、ごく強力なものである。以上のようにしてわれわれは、じぶん
の非決定性を明瞭に感じとるし、神を愛するときにもじぶんの自由を行使しているの
だと内的に得心するのである。

他方でわれわれが真理に同意する場合には、ことに（principalement）その真理が
すっかり明証的に現れているときには、われわれが自由を行使していると、［善に同
意したり反対したりする場合と］同じように知覚するということはない。そしてこの
ことが、真理への同意は意志的ではないとわれわれに信じさせるのである。［そのと
きには、］まるでわれわれの活動が意志的であるためには非決定である必要があるか
のよう［にわれわれは考えてしまうの］であって、また、2 の二倍は 4 であるという
明証的な命題に対してわれわれは、反対の理由が何らかの仕方で現れることでこれを
信じなくなることがないような仕方で同意するわけだが、これと同じように、福者

（bienheureux）が神を、どんなことがあっても愛さなくなることがないような仕方で
きわめて意志的に愛する、ということはまるでないかのよう［にわれわれは考えてし
まうの］である。

しかし、意志による真理への同意と善さ 24 への同意とのあいだにある差異を判明に

の « acquiescement » は、 « assensus » と併記されていることからも、基本的には近現代フ
ランス語における意味でとられて当然である。ただ興味深いことに、事柄的にみれば、こ
の語にラテン語 « acquiescentia » の響きを聞きとることができるように思われる。という
のは、マルブランシュは « se reposer »（つまり  « acquiesco »  にあたるフランス語） と 
« acquiescer » で「知性による真理への同意」という同じ一事を指しているからである。そ
れゆえ、本箇所の « acquiescement » が「承服・同意」といった近代フランス語的な意味
に加えて、原義通りの「休まること」を暗に含めていると見ても、あながち的外れではな
いように思われる。

24　 「善さ」と訳したその原語は « bonté » である。既出の「善 bien」と区別してこのように訳
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認識するためには、真理と、通常の意味（sens）で、すなわちわれわれとの関係にお
いてとらえられた善さとのあいだに見出される差異を知る必要がある。(53) この差異
は、善さはわれわれに関与しわれわれに接する 25 が、真理はわれわれには接しないと
いうこのことに存する。というのは、真理というものはふたつあるいは複数の事物が
互いのあいだでとりもつ関係においてしか成り立たないのだが、これに対して善さは、
諸事物のわれわれとの適合関係（le rapport de convenance）において成り立つからで
ある 26。このことのゆえに、真理に関する意志の活動は、ひとり、諸事物のあいだに
ある関係の表象に承服ないし同意することのみである。他方、善さに関しては、意志
の活動はふたつある。ひとつは事物のわれわれとの適合関係に承服ないし同意するこ
とであり、もうひとつは、この事物にむかう意志の愛もしくは運動である。これらふ
たつの活動は、通常われわれが混同しているにしても、たいそう異なるものである。
というのは、なければよいと望むものや遠ざけたいと望むものにわれわれが承服する
こともしばしばであるから、精神が表象するものに対して、単にこれに承服すること
と、愛をもってみずからを差し向けることとは大いに異なるからである。

ところでこうした事柄についてよく考察するならば、われわれは次の［ふたつの］
点をはっきりと認識するだろう。［第一に、］意志は、事物が意志にとって気に入る

（agréable）場合でなければ事物［そのもの］には承服しないが、事物の表象にはつ
ねに承服するのである。そして［第二に、］この上ない明証性のうちにある事物の表
象に意志がつねに承服する理由はといえば、われわれがすでに述べたように、こうし
た事物のうちには、［承服するその時点で］知性がまだ知覚していないと考えられね
ばならなかったようないかなる関係ももはやないという、このことである。［なぜこ

する。竹内訳はともに「善」としており（Malebranche 1949, 125–126）、英訳は « good », 
« goodness » と訳し分けている (Malebranche 1997, 8–9)。

25　 「われわれに関与しわれわれに接する」と訳したその原文は、 « nous regarde & nous 
touche » である。竹内訳は「我々の利害に関係をもち、我々を感動させる」とし、英訳は 
« concerns and a�ect us » としており、いずれも « regarder » と « toucher » を内容的に異
なるものと解している。なるほどそのように読むこともできるが、そうすると直後で真理
は « toucher » しないとしか言われていない以上、真理と善さとの区別を論じるこの文脈で、
なぜ善さについてのみ « regarder » と述べたのかがよくわからない。他方で、どちらの動
詞も「関係する」という意味をもつものである以上（Robert 1988, regarder, 3;  toucher, 6）、
同じことの言いかえともとれると思われるため、本稿ではそのようなふくみを残して訳し
た。なおこの原文を直訳するならば、「われわれを見つめ、われわれに触れる」となり、
いずれも感覚にかかわる語彙であることを附言しておく。

26　�［原注］ひとびとがそうは言わないとしても、［実のところ］幾何学者は真理を愛するので
はなく、真理の認識を愛するのである。
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のことが理由となるかといえば、件の関係がもはやないという］その場合には、意志
が知性を振り向けることのできるものがもはや何もないのだから、意志はいわば必然
的に、無益にも活動したり骨を折ることをやめ、じぶんが欺かれ誤ることはないとじゅ
うぶんに確信をもって承服するのである。

軽率な判断は罪であり、また罪とは意志的なものであるということには、すべての
ひとが賛成する。ならばひとは、知性による錯雑で複合的な知覚に承服することで判
断を下すのは意志であるということにも、賛成するはずである。だが実のところこの
問題は、判断を下し推論するのがひとり知性のみであるとするならば、いくぶん無益
で、名辞をめぐる問題にすぎないようにみえる。私は「ひとり知性のみである」と言
う、というのは、(54) 判断を下したり同意したりするに先立って認識したり感じとっ
たりする必要がある以上は、知性はわれわれの判断において、［少なくとも］私がす
でに割り当てておいた部分をもっているからである。だがそれだけではなく、知性と
意志とはまさに魂にほかならないのであるが、本来のところ、知覚する、判断を下す、
推論する、意志する、等々のことをなすのは、［ひとり知性のみではなく、］この魂な
のである。私がこの知性という語に、観念を受けとる受動的な能力ないし受容力の概
念を帰したその理由については、後に見ることになるだろう。

われわれは、現在の状況にあっては事物を不完全な仕方でしか認識しないというこ
と、そしてそれゆえに、同意することをわれわれがそれによって差し止めるところの
あの非決定の自由をもつことが絶対的に必須であるということ、これらのことをとく
に注意すべきである。

このことが［絶対的に］必須であると認識するために考えねばならないのは、わ
れわれが自然的な傾向性によって真理と善さへと向けられているということ、した
がって、意志がみずからを向けることができるのは精神がそれについて何らかの認
識を持っている事物に対してだけであるからには、意志は真理や善さのあらわれ

（apparence）をもつものにみずからを向けねばならない、ということである。けれど
も、真理や善さのあらわれをもつもののすべてが、つねにあらわれる通りのものであ
るということはない。だから意志がもし自由でないとしたら、そしてもし善さや真理
のあらわれをもつすべてに意志が不可謬かつ必然的な仕方でみずからを向けるとした
ら、意志はほとんどつねに欺かれ誤ることになってしまうだろう。さらにここからひ
とは、意志の存在の作者がその思いちがい 27 と過誤の作者でもあると結論することも

27　 「思いちがい」と訳したその原語は « égaremens » である。DCLF (1787) によれば、この語
の本来の意味は「道を外れた旅人の勘違い」であり、ここから転じて、「精神の、または
道徳の」逸脱を指すようであり、「哲学者の間違い」や「若りし頃の放蕩」といった意味
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できてしまうだろう。

第三節　 決して欺かれ誤らないために、われわれがなすべき意志の
用い方について。

それゆえ自由は神からわれわれに与えられたのであるが、それは、真実らしいもの
ども 28 のうちにではなくひとり真理のうちにのみ身をまかせ、言いかえれば精神を傾
注することを決してやめず、吟味すべきものの一切が解明され展開されてしまうまで
は吟味を続けるよう精神に命令する、そのようにわれわれがするならば、われわれが
過誤に陥ったり、過誤から随伴する諸悪に陥ったりすることがないようにするための
ことである。［なぜわれわれがそのようにしなければならないかといえば、］というの
は、真理は明証性をともなわずに見出されることはほとんどまったくないからであり、
明証性は対象の部分と関係とのすべてを明晰判明に視ることのうちにしか成り立たな
いからであって、(55) このように視ることは、確信をともなう（assuré）判断を下す
ためには必須なのである。

それゆえ、われわれがなすべき自由の使い方とは、「われわれができるかぎりで、
自由をわれわれに役立てること」である。言いかえると、何に対してであれ、われ
われの理性の内的な異議申し立て 29 によってさながら強いられるかのようになるまで
は、決して同意しないことである。

での用例もある。おそらく本箇所は、前者に類するものであろう。
28　 「真実らしいものども」と訳したその原語（の単数形）は、 « vrai-semblance » である。文

字通り「真実に vrai- 似ているもの semblable」、ないし「真理のみせかけ apparence」（DAF 
1798, vraisemblance; Littré, vraisemblance, 1）を意味する。DAF では第四版においてはじ
めて « vraisemblable » の見出しが加わり、そこでも上述と同じような説明が付されている

（DAF 1762, vraisemblable）。ちなみに、DCLF は、マルブランシュやそのほかの著作家が 
« vraissemblable » と « s » を重ねて表記することを指摘している（DCLF, vraisemblable）。
デカルト『方法序説』第六部にも同様の用例があり、「ほんとうらしさ」などと訳される

（三宅・小池 , 70）。なお、竹内はこれを或るところでは「真らしさ」と訳し（Malebranche 
1949, 128）、別のところでは「蓋然性」と訳する（Malebranche 1949, 142）。たしかに事柄
的には、マルブランシュの「真実らしいもの」を、われわれの今日いうところの「蓋然的
真理」にあたるとみることもできるのかもしれない。

29　 「異議申し立て」と訳したその原語は « reproches » である。「非難」や「批判」とも訳せる
語である（Malebranche 2021 では、これを「咎め」と訳した）が、複数形で裁判手続きの
用語として用いられる場合があること（�resor, reproche; Littré, reproche, 2）から、加え
てマルブランシュが『探求』においてしばしば理性を裁き手とするいわゆる「理性の法廷」
を描いていることから、法廷でのやりとりを連想させる訳語を選んだ。
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真理の偽りのあらわれに従属する（soumettre）のは、神の意志に反してみずから
奴隷となることである。他方、明証性に従う（se rendre à）のをわれわれが拒むこと
にともなうわれわれの理性による内奥の異議申し立てに誠意から（de bonne foi）従
属することは、われわれに内的に語りかける永遠真理の声に服従する（obéïr）こと
である。それゆえ以上述べたことに基づき、ここにわれわれはふたつの規則を立てる
ことができるのであって、これらは、思弁的な学問にとっても道徳 30 にとっても、ほ
かのどんな規則にもまして必須のものであり、人間のあらゆる学問の基礎としてみな
されてよい。

第四節　過誤と罪とを避けるための一般的なふたつの規則。

第一の規則は諸学問にかかわる。「次のような命題に対してでなければ、われわれ
は全面的な同意を決して与えてはならない。すなわち、わけても明証的に真であるよ
うにみえるがために、内的な苦痛や理性の内奥の異議申し立てを感じることなしには、
拒むことのできないような命題である」。言いかえれば、われわれが同意しようと意
志せず、それどころか自由の権能をそれがもはや及ばぬ事柄についてまで拡げようと
意志する、そのようなとき、みずからが自由の悪い用い方をしているとわれわれが明
晰に認識することなしには、拒むことのできないような命題である。

第二の規則は道徳のためのものである。「後悔なしにそれを愛さずにいることがで
きるならば、われわれはその善を絶対的な仕方で愛してはならない」。ここから帰結
するのは、われわれが絶対的な仕方で、［ほかのものとの］いかなる関係もなしに愛
するべきは、神だけだということである。というのはひとり神のみが、後悔なしには、

30　 「道徳」と訳したその原語は « moral » である。DAF (1694) によれば、「習俗・しきたり
moeurs にかかわるもの」あるいは「それについての学説」や「論考」を意味する語であ
る（DAF 1694, moral）。この語釈だけからすれば、道徳とは単にしきたりすなわち今日
での言い方では道徳規範を指す、と理解することもできよう。しかし、この語には次のふ
たつの仕方でさらなる拡がりを読みとることができる。第一に、社会的集団的生活におけ
る何らかの実践という意味合いであり、この点で道徳は純粋な「思弁」に対立する（副詞 
« moralement » を「実際生活の上で」と訳する三宅・小池（Descartes 2001-1, 57, 58）は、
おそらくこの一面に着目している）。第二に、精神的・心的活動に関する何らかの考察と
いう意味合いであり、この点で道徳は物理的・物体的自然的対象にかかわる自然科学に対
立する（DAF 1694, moral. なお今日われわれの言う「人文学」がしばしば « moral » と呼
ばれてきたのは、おそらくこの点に由来している）。マルブランシュはここでどちらかと
言えばこの第一の意味合いに軸足を置いているように見えるが、いずれにしても道徳を広
い意味で用いているという印象は、後の箇所（63 頁など）からも支持されうる。
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言いかえれば、われわれが理性と信仰とによって神を認識するかぎり、われわれが悪
をなしていることを明証的に知ることなしには (56)、上述の仕方で愛することを差し
控えることがわれわれにはできない、そのようなものだからである。

第五節　以上ふたつの規則について必須の反省。

だがここで注目しておくべきは、われわれは、知覚している事物がじぶんにとって
すこぶる真実らしく現れてくるときには、それを信じることへとじぶんが極端な仕方
で振り向けられていると気づくということであり、また、じぶんがそれを信じること
に説得されないようにしておくことに、苦痛を感じさえするということである。した
がってわれわれは、気をつけていなければ、それ［＝真実らしく現れる事物］を信じ
ることに同意してしまい、かくしてみずからを欺き誤りかねない、すこぶる危険な状
態にある。というのは、真理が真実らしいものとすっかり同じ形にあることは、［な
るほどしばしばあるけれども、それはせいぜい］まったくの偶然（grand hasard）だ
からである。そしてこのことの［危険を避ける］ために、私は上のふたつの規則をはっ
きりと掲げたのである。すなわち、われわれが明証的に見るもの、もしわれわれがそ
れに同意しないならば自由を悪い仕方で用いてしまうことになるものに至るまでは、
何ものにも同意すべきでないことである。

ところで、真実らしいものに同意するよう極端な仕方で振り向けられていることを
われわれがいかに感じとるにしても、じぶんがそれに同意するのを余儀なくされてい
ると明証的に見てとるかどうかを注意深く反省してみるならば、疑いもなく、その
ように見てとることはないとわかるだろう。というのは、もし［一方で］真実らし
いものが感覚の印象に基づく場合には、もっともそのような場合にはそれは真実ら
しいものという名に［すら］値しないのだが、ともかくそのときわれわれは、［なる
ほど］それに従うようじぶんがいたく傾向づけられていることに気づくだろうけれ
ども、しかしのちに述べるように、その［ように従うことの］原因は［結局］、何ら
かの情念あるいは感覚に接するもののゆえにわれわれがもつ一般的な触発（a�ection 
générale）よりほかには何も認められないだろうからである。

他方で、真実らしい認識は或る意味においては真であるのが通常なのだが、これと
同じように、真実らしいものが真理とどこか同じ形（conformité）で到来する場合に
は、そのときわれわれがじぶん自身について反省するならば、次のふたつの事柄にじ
ぶんが向けられているようわれわれは感じとるだろう。すなわち、かたやそれを信じ
ることへ、かたやそれをさらに吟味することへ、である。しかしながら［このように
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感じとるにしても］、それにいっさい同意しないならばわれわれが悪をなしていると
明証的に信じる、それほどまでに強くじぶんが説得されているとは思わないだろう。

ところで、真実らしい事物に関してわれわれがもつこのふたつの傾向［すなわちそ
れを信じようとするものと、吟味しようとするもの］は、いずれもすこぶる善いもの
である。というのは (57)、われわれは真実らしい事物にたいして、それが真理の像を
示すという意味では、同意を与えることができるし、そうすべきだからである。もっ
とも、規則［を提示した箇所］において述べておいたように、まだ全面的な同意を与
えてはならないのであって、事物の本性のうちにすっかり入っていき、真なるものを
偽なるものからはっきり区別するためには、諸々の側面や未知の相貌（face）を［引
き続き］吟味しなくてはならないのであり、そののちに、明証性がわれわれに同意を
強いるようならば、［そのときはじめて］全面的に同意するようでなくてはならない
のである。

それゆえ、私が既に述べたように、内的に吟味することを通じて、真理を真実ら
しいものから区別することにじぶんをよくよく慣らしていかねばならないのであっ
て、というのは、このふたつのきわめて異なる事柄にほとんど同じ仕方で接するかの
ようにわれわれが感じるのは、上述の仕方でじぶんを吟味することに心細やかに取り
組んだことがないためだからである。［なぜそのように慣らす必要があるのかといえ
ば、］というのは、要するに、私が先にわれわれの理性の異議申し立てとか良心の後
悔（remords de notre conscience）とか呼んだところの、自然の作者の力能ある声によっ
てそうするようにさながら強いられるように感じるものに至るまでは、諸々の事柄に
同意したりこれを愛したりすることをつねに差し控えることによってじぶんの意志を
善い仕方で用いること、これがもっとも重要なこと（la dernière conséquence）だか
らである。

天使であれ人間であれ、霊的な存在の義務のいっさいは、ほんらいのところ
（principalement）、意志を善い仕方で用いることにある。こうした霊的存在が、折わ
るく（mal à propos）じぶんからうそやむなしい思い込み（le mensonge & la vanité）
の奴隷になることなく、じぶんの自由を注意深く用いているときには、彼らがじぶん
の本性からして受容することのできるなかで最も大いなる完全性に向かう途上にいる
のだと、われわれは恐れることなく言うことができる。もっともそれは、彼らがじぶ
んの知性を無駄にしておらず、新たな認識へと継続的にじぶんを駆り立てることに気
をつけていて、じぶんの注意に値する主題についての継続的な省察によって、最も大
いなる諸真理を受けとることができるよう［な状態］になっている、そのかぎりでの
ことだけれども。
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［なぜこのような条件が置かれるべきなのかといえば、］というのは、精神がみずか
らを完全にするためには、じぶんがなにも知らないことやあらゆる事柄を疑っている
ことを栄光とするかの人々がそうするように、何ものにも決して同意せずじぶんの自
由をつねに使用する、それだけでは十分ではないからである。［他方］またそのほか
多くの人々が、なんらかの事柄に無知であることを何よりも恐れ、すべてを知ってい
るふりをするように、あらゆるものに同意するのもいけない。そうではなくて、継続
的な省察によってじぶんの知性をじつに善い仕方で用いて、［その結果］知性がわれ
われに表象するものに対して、たいていは欺かれ誤ることへのいかなる恐れもなしに
同意することができるような状態にあるのでなくてはならない。
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第三章

第一節　いくつかの反論への答弁。

(58) 私がちょうどさきほど前章で述べた第一の規則を実践するのが、世人の誰もに
とって好ましいことではないだろうと見抜くのはたいして難しいことではない。とく
に、じぶんを博識と思い込んでいる輩 31、すべてを知っているふりをして、その何一
つ知らない輩には、この規則は好まれないだろう。こういう輩は、この上なく難しい
事柄について語ることを大胆にも好み、［それでいて］この上なく易しい事柄につい
ては必ずや何も知らないものである。

こうした輩は、アリストテレスの威を借りて（avec）、まったき確実性を探究すべ
きは数学においてのみであり、道徳や自然学は蓋然性だけでも十分な学問だ、などと
述べるにちがいないだろう。さらに、デカルトがさながら幾何学のように自然学を論
じようと望んだのは大きな間違いであるとか、これがためにデカルトは大成しなかっ
たのだとか、自然の仕掛け 32 や内奥 33 は人間精神には不可侵なのだから、自然を認識

31　 「じぶんを博識と思い込んでいる輩」と訳したのは « ces savants imaginaires » である。こ
の « imaginaire » の用法は、（普通に「空想上の博識者」としては文脈上理解しがたいの
で、）「空想においてのみしかじかであるようなひと。人物について言う」であろう（Littré, 
imaginaire, 2）。

32　 「仕掛け」と訳したその原語は « ressorts » である。時計や自動人形といった機械の「ばね」
や「ぜんまい」を意味する語であり、例えばデカルト『屈折光学』や『情念論』にはそう
した例がある（Dioptique, 10; Passions, art. 16）が、ここでは「自然」にこの語が帰されて
いることから、より一般的に、「生物、国家、世界等々を動かすメカニズム」（Littré, ressort, 5）
を意味する、あるいは「比喩的に、計画の達成のために採られる方途」（DCLF, ressorts, 3）
を意味すると考えられる。なお興味深いことに、DCLF がその用例として挙げているドリ
ヴェ神父（Pierre-Joseph �oulier dʼOlivet, 1682–1768）の『キケローの思想：若者の教育
のための翻訳 Pensées de Cicéron, traduites, pour servir à l’éducation de la jeunesse』（1744）
においては、「自然 Nature がわれわれの心のうちに隠した秘められた仕掛け « ces ressorts 
secrets » のすべてを、知る必要がある」（Pensées de Cicéron, 203. ラテン語原文は « omnes 
animorum motus » で、『弁論家について De oratore』第一巻第十七節）とあり、 « nature »,  
« ressorts »,  « secrets » の三者関係が、マルブランシュのこのテクストと類似している（も
ちろん、用例としての類似性以上のものをここに求めるつもりは訳者にはない）。

33　 「内奥」と訳したその原語は « secrets » である。ここでこの語は二様に解することがで
きて、端的に「暴かれはならないもの、隠されたままでなければならないもの」（DAF 
1694, secret）つまりわれわれの普通言うところの「秘密」としてか、あるいは、「機械に
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することは人間にとって不可能だとか、そのほか漠然としてはっきりしない諸命題を
数限りなく、彼らは述べるにちがいないだろうが、こうした諸命題を彼らは、［見か
けだけの］荘重さと豪華さとをもって声高にまくしたて、その名を知っていることや
いくつかの文句を引用することを彼らが栄光としている大勢の著述家の権威に基づか
せる［にすぎない］のである。

このような輩に私はぜひとも願うのだが、それについて無知であるとじぶんで白状
する題材でかくも浩瀚な書物を著すのを控えて、(58) じぶんに学識がないことをすす
んで白状するような物言いはいい加減やめるよう、じぶんのむなしい思い込みが滑稽
な仕方で運動するのを引き止めてもらいたい。

それだけではなく、こういう輩に心細やかに吟味してもらいたいのは、［第一に］
あるいは過誤に陥るか、あるいは全幅的に明証的な事柄以外には決して全幅的な同意
を与えないことか、このどちらか［ふたつにひとつであること］が絶対的に必然的な
ことではないのかどうか、［第二に］幾何学につねに真理が随伴するのは幾何学者が
この規則を遵守することのゆえでないのかどうか、［第三に］円積問題や立方体倍積
問題やそのほかのごく難しい諸問題に関してひとびとが陥る過誤は、そのひとびとが
性急にして頑迷で、真実らしいものを真理と取り違えたことから由来するのではない
のかどうか、こうしたことである。

さらには他方でこうした輩には、じつに容易に見出され、みずからの虚栄心と利益
のためにじつに適した真実らしいもので哲学者たちが満足するがゆえに、通常の哲学
を虚偽と混乱とが支配してやいないかどうか、考えてもらいたい。われわれは、ほと
んどすべての哲学において、同一の主題についての無数の異なる見解を、ということ
は無数の過誤を、見つけはしないだろうか。それにもかかわらずごくごく多くの学徒
が、こうした見解を把握することさえなく、この哲学者たちの権威にたらしこまれて、
これに盲従しているのである。

こうした学徒たちのうちに、二十年か三十年かを費やしたのちに、じぶんが読書か
ら何事も学びはしなかったと気づくものもいるというのは、なるほど真であるが、け

関する技術において、さまざまな用途に資する個々の仕掛け ressorts」（ibid.「その仕組み 
« secret » を知らなければ、金庫を開けることはできない」とか、「二、三の弾丸を発射で
きる小銃のつくり « secret » がある」とかの例文がある）つまり言ってみれば「内部構造」
のようなものとして、である。前者でとるなら、何か神秘的なものを自然に帰する教説を
思い浮かべることもできるし、後者でとるなら、 « ressorts » の言いかえのようなものとし
て « secrets » をとることができる。訳者としてはそこを断定せずに、できる限りニュート
ラルな訳語を選んだつもりである。なお、この語に所縁の形容詞 « secret- ète » も、同様に「内
奥の」と訳した。
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れども彼らはそのことをわれわれに真摯に打ち明ける気にはならないものである。彼
らがこのことを告白するには、あらかじめじぶんたちの方式（modes）にそくして、
ひとが［一般に］何も知らないとあらかじめ証明しておかねばならない［と彼らは考
えている］。なぜなら、彼らの考えでは、このように証明しておけば、じぶんの無知
を馬鹿にされずに告白できるからである。

しかしながら［実のところ］、彼らのご立派な学識の進歩についてもしわれわれが
うまいこと尋ねて彼らをその気にしてやり、その学識を獲得するために耐え忍んでき
た辛酸のすべてを事細かに打ち明けてくれたなら、われわれは、からかいと物笑いの

［種となる］話題をたくさん聞くことができるだろう。
けれども、(60)「われわれは何も知らない」という偽なる命題はあらゆる学知とあ

らゆる真理の敵なのであって、これを学び知るために幾多の年月を注ぎ込んでしまっ
た学徒には、この知ある無知ないし深淵なる無知とやらがいかに嘲笑に値するものだ
としても、やはりねぎらい同情してやるほうが適切であるように思われる。

それゆえ、私が樹てた規則は既に見たように真理の探求にとってわけても必須なも
のであるから、これを掲げることに不平を述べることはできないのであるし、加えて、
この規則を遵守することに骨を折ろうとは望まない連中とて、少なくとも、この規則
を遵守した、あるいは遵守しようと努力したかどで、デカルトほどに偉大な著者を糾
弾しているわけではないのである。それだから［以上二点より］、もしこうした連中
がわけても軽率な判断を下しているところの［デカルト］その人について［ちゃんと］
認識しており、彼の著作が、寓話や小説のように、ひとが気晴らしのために読み、じ
ぶんを訓練するためにそれについて省察したりすることのないものとしては読まれな
かったならば、この連中がデカルトをかように臆面もなく糾弾することはなかったは
ずである。もしこの連中がこの著者とともに省察していたなら、彼らはじぶん自身の
うちに、いくらかの［基礎］概念や真理の種子を見つけ出していもしたはずであって、
著者の教えるこれらの概念や種子は、この連中の偽なる学識の厄介な重みにも抗って、
発展していったはずなのである。

われわれに内部で教える師は、かのいとも偉大な哲学者の権威よりも、師そのひと
に耳を傾けることをいっそう望まれる。彼がわれわれに話しかけることに傾注しさえ
すれば、彼は喜んでわれわれに教えてくれる。われわれが彼に問いかけるのは、省察
ときわめて入念な注意とによってであり、彼がわれわれに答えるのは、内的な或る確
信と、彼に従わない者たちへ与えられる内奥の異議申し立てとによってである。

したがってわれわれは人間の著作を読むべきではあるけれども、人間から何かを学
ぶことを期待してはならないのである。［人間ではなく、］世界を照らし、そのことに
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よってわれわれおよび世界にあるそのほかすべてのものを照らすかのものに、問い尋
ねなければならない。われわれがかのものに問い尋ねたにもかかわらずかのものがわ
れわれを照らしてくれないとしても、それは疑いもなく、われわれの問い尋ねかたが
悪いのである。

それゆえ、アリストテレスを読むにせよデカルトを読むにせよ、アリストテレスや
デカルトをはじめから信じるようではいけない。そうではなくて、彼らのような哲学
者はそうしたのだが、あるいは必ずやそうしたはずなのだが、できるかぎりの注意を
もって、ひたすらに省察し、そのうえで、われわれの共通の教師の声に (61) 服従し、
内的な確信に、および省察するさい感じとられる諸々の運動に、誠意から従属する、
そのようでなくてはならない。

著者に対して賛成ないし反対の判断を形成することは、このことをしたうえではじ
めて許される。ところで、デカルトとアリストテレスそれぞれの方法ともっとも一般
的な原理について、その一方を受け入れ他方を斥けるのは、彼らの哲学の諸原理を上
述の仕方で咀嚼したあとでのことである。そのあとであれば、後者［アリストテレス
哲学］については、世界のほとんど全部のうちでもっとも才智に長けたひとびとによっ
ていかにその哲学が研究されてきたにしても、その哲学に特有の諸原理でもって自然
の現象を説明することは、その諸原理が二千年来その説明に何ら資さずにきているこ
とに鑑みれば、今後もできはしないだろうと確言することができる。他方で前者［デ
カルト哲学］については、それが人間の目にはいとも隠されているように思われるも
のへと入り込んだと、加えて、限界づけられた知性に把握しうるかぎりのあらゆる真
理を発見するためのすこぶる確かな道を、人間の目に対して示したのだと、大胆にも
言ってのけることができるのである。

しかしわれわれとしても、このふたりやそのほかの哲学者についてわれわれがもち
うる意見に固執するのはやめて、つねに彼らをそれぞれひとりの人間としてみること
にしよう。それからアリストテレスの党派にもお願いするが、われわれは、じぶんが
前いたところからちっとも進んでいないと気づくこともなくこれほど多くの世紀にわ
たり闇の中を歩き続けて、ようやくじぶんがなにをしているのかをはっきりと見よう
と望んでおり、また、盲人のように導かれるままであり続けて、ようやく、じぶんに
は目があって、ひとはそれを使ってじぶんを導く気になるものなのだと想い出してい
るのだが、そうだとしても、不平を言わないように［お願いする］34。

34　 「それから ......」の一文は竹内訳では、「そして、あれだけながい時代の間闇のなかを歩き廻っ
た後で、以前の状態からちっとも前進していないことがわかってはじめて、何をして来た
かを明らかにしようとする人が出て来たのだし、盲人と同じようにつれて行かれるままに
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それゆえ、「われわれが明証性とともに見る事柄に対してでなければ全面的な同意
を与えるべきでは決してない」というこの規則は、真理の探求におけるあらゆる諸規
則のうちでもっとも必須なものであると、われわれはすっかり納得してしまおう、そ
して、この規則の要求する明証性においてわれわれに現れるものでなければ、真であ
るとわれわれの精神のうちでは認めないようにしよう。われわれのもつ諸々の先入見
を解体してしまうためには、われわれは上述のことに説得されているのでなければな
らないのであるし、真理を認識することへと進みゆくためには、われわれのもつ諸々
の先入見からわれわれが全面的に解放されていることが絶対に必須なのである、なぜ
ならば、精神は照らされるに先立って純化されていなければ絶対にならないからで
あって、すなわち、「第一の知恵は愚かしさに気をつけること」なのであるから。

第二節　明証性が必須であると述べたことへの注意書き。

(62) さて、この章を終えるまえに、三つの事柄に注意を促さねばならない。第一に、
信仰に関する事柄には明証性はともなわないのだから、私はこれを本書で自然的な学
知として論じはしない。［明証性がともなわないという］その理由は以下の通りであ
るように思われる。諸事物をわれわれは、それについてわれわれがもっている観念に
よってでなければ、知覚しない。ところで、神は、事物の自然的秩序にのっとってわ
れわれを創造したのであるが、その秩序のうちにじぶんを導いていくために必要な諸
観念だけをわれわれに与えた。したがって、信仰の神秘が超自然的な秩序に属する以
上は、それについてわれわれは観念すらもたないのだから 35、それについての明証性
をわれわれがもたないとしても驚くにあたらないのである。なぜなら、われわれの

なっていた後ではじめて、自分の眼をもっていることを思い出して、その眼で自分を導く
ことを試みようとする人が出て来たことを考えてみれば

3 3 3 3 3 3

（1）、アリストテレス学派の人々
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

を非難することはない
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ことに注意しようではないか
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

（2）」と訳されている（Malebranche 
1949, 138–139. 傍点および番号は引用者）。本稿の訳との主たる相異点は、強調しておいた
二点にまとめられる。文構造的に大きなところからみていこう。（2）竹内は、原文の « & 
que les sectateurs ne trouvent pas à redire...... » から始まるこの文を、いわゆる命令・願望
を表すもの（「注意しようではないか」とされているのは、その意味を拾った訳だろう）
と捉えており、この点ではわれわれと同様であるが、しかし、その主語は、前文の「われ
われ nous」を引っ張っていると読んでいる（それに伴い、 « les sectateurs... » は目的語とな
る）ようである、が、少なくとも、que 説の主語が nous であると考えねばならない理由
はないように思われる。（1）「考えてみれば ......」との訳は、おそらく原文の « si » にあた
るのだろうが、そこまで深読みせねばならない理由は見当たらない。

35　［原注］ 「第三解明」を参照せよ。
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魂は、一般的な決定（decret général）のもとで創造されたのであって、この決定に
よってわれわれは、じぶんとって必須である［基礎］概念のすべてを手にするからで
ある。ところで、信仰の神秘は恩寵の秩序にのみそくして創設されたのであって、こ
の秩序は、われわれの通常の考え方にのっとって言えば、例の自然の秩序の後に立つ

（postérieur）決定なのである。
それゆえ、信仰の神秘と自然の事柄とを区別しなくてはならない。［もちろん、］信

仰にも明証性にも、等しく従属しなくてはならない。しかし、［一方で］信仰に関す
る事柄においては、それを信じるに先立って明証性を探し求めるべきではないのだが、
他方で自然に属する事柄においては、信仰に、言いかえれば哲学者

3 3 3

の権威に、固執す
るべきではない。ひとことで言えば、信徒

3 3

であるためには盲目的に信じるべきであり、
哲学者
3 3 3

であるためには明証的に見るべきなのである。というのは、神の権威は不可謬
だが、人間は誰でも過誤に服しているからである。

とはいえやはり、信仰についての真理のほかに、歴史
3 3

の事実に関する真理や、その
ほか人間の意志に依存する諸々の事柄についての真理がそうであるように、異論の余
地のない論証を求めるだけ筋違いであるような諸々の真理がある、というこのことに
ついてわれわれは合意している。(63) というのは、「必然的」諸真理と「偶然的」諸真理、
この二種類の真理があるのだから。私が必然的諸真理と呼ぶのは、その本性によって
不動であるものどもであって、神の、変化に服することの決してない意志によって固
定されたものどものことである。そのほかのあらゆる諸真理は偶然的である。数学

3 3

や
形而上学
3 3 3 3

［はもちろんのこと］、自然学
3 3 3

と道徳
3 3

の大部分さえも、必然的な諸真理を含む。
歴史
3 3

、文法
3 3

、個別の法
3 3 3 3

（le Droit particulier）や慣習法
3 3 3

（les Coûtumes）、そのほか多
くのものは、人間の可変的な意志に依存しており、偶然的諸真理のみを含む。

それゆえわれわれは、さきほど確立した規則を、必然的諸真理の探求において入
念に遵守するようひとびとに求めるのであって、この必然的諸真理の認識が学問知

（science）と呼ばれうるのである。［他方］偶然的な諸事物をふくむ（comprendre）
歴史
3 3

においては、もっとも大いなる真実らしいものに甘んじなくてはならない。とい
うのは、言葉（language）や慣習法

3 3 3

についての認識や、哲学者の多種多様な意見につ
いての認識でさえ、これをわれわれが記憶によって、明証性や確実性をともなうこと
なく学んだ場合には、歴史

3 3

という名で呼ぶことが一般にできるからである。
注意を促すべき第二の点は、道徳

3 3

や政治学
3 3 3

、医学
3 3

やそのほかの実践に属するあらゆ
る諸学問においてわれわれは、いつまでもではないにせよしばらくの間は、真実らし
いものに甘んじるのを余儀なくされているということである。それは真実らしいもの
が精神を満足させるからではなく、必要に迫られてのことであって、行為することに
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とっては、その首尾をすっかり確信するまで待っていては機を逃すこともしばしばだ
からである。［必要に迫られてのことにすぎない］とはいっても、行為すべき運びと
なれば、われわれは行為しながらもじぶんの実行した事柄の首尾について疑うべきで
あり (64)、［好ましい］機会［が訪れたとき］には（dans les occasions）いっそうの
確実性をもって行為できるように、学問における進展をなすよう努力すべきである。
というのはこのことこそ、精神を用いるすべての人間の研究および職務の通常の目的
なはずだからである。

最後に、［注意すべき］第三の事柄は、真実らしいものを［真理と区別すべきだと
はいっても、だからといって、］絶対的な仕方で軽視するべきではない、ということ
であって、なぜならば、多くのものがより集まって結合されることで、ごく明証的な
論証と同程度の説得する力をもつようになるということは、普通に起こることだから
である。こうした例は、自然学

3 3 3

や道徳
3 3

のうちに無数に見つかる。したがって、ほかの
仕方［＝明証的な仕方］では論証できない題材について、ほかの仕方［＝明証的な仕
方］では発見することが不可能であるような真理を見つけ出することができるように
なるためには、満足な数の真実らしいものをかき集めることが往々にして適切なので
ある。

なお、私は認めなくてはならないのだが、ここで私が課している法はすこぶる厳格
なものであって、ごくごく多くの人はこのような条件のもとで推論するよりは、いっ
そのこと推論をしない方を好むだろうし、われわれとて、不都合なまでの用心（des 
circonspections）のゆえに、さして速くは駆けてゆけないだろう。とはいえひとびと
とて、この規則に倣うなら安全をもって歩みゆくだろうこと、さらには、現在に至る
まであまりに速く駆けたがためにもと来た道を引き返すことを余儀なくされてきたこ
と、これらについては私に首肯すべきである。そして、すこぶる多くの人々でさえも
私に賛同してくれるだろうが、デカルト氏はこの法に従属したがゆえにほかのあらゆ
る哲学者よりもいっそう多くの真理を三十年間で発見したのであるから、もし多くの
人々が彼のように哲学するとしたならば、時が経つにつれ、われわれは幸福に生きる
ために必須である事柄の大多数を、神に呪われたこの土 36 のうえでなしうる限り、知
ることができるようになるだろう。

36　 「神に呪われたこの土のうえで」と訳したのは « sur une terre que Dieu a maudite » である。
Rodis-Lewis の示唆する通り（Rodis-Lewis, 497）、創世記（3:17）の一節がほとんどその
まま対応するため、新共同訳に従って訳語を選択した。
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第四章

(65) われわれは［これまでの箇所で］、［第一に、］ひとが過誤に陥るのはじぶんの
自由を然るべき仕方で使用しないからにほかならないということ、［第二に、］ひとが
欺かれ誤るのは、真理の現れに過ぎないものに対する意志の性急さと熱意とを鎮めな
いからであるということ、［第三に、］ひとはじぶんが見ているものについて単に判断
を下すだけなら欺かれ誤ることはないだろうから、過誤は、知性による知覚よりもいっ
そうの拡がりをもつところの意志の同意においてのみ成り立つということ、これら［三
つ］のことを見てきた。

第一節　過誤の機会原因について。それには五つの原理があること。

しかし、過誤の原因となるものはほんらい意志の悪い仕方での使用よりほかにない
にしても、やはりわれわれは、過誤の原因となるような能力を数多くもっていると言
われうる、もっとも、この場合の原因はほんとうのものではなく、機会的なものと呼
ばれてよいものであるけれども。われわれの知覚する仕方のすべては、どれも、われ
われにとって、じぶんを欺き誤るための機会である。というのは、われわれの偽なる
判断が、意志による同意と知性による知覚というふたつの事柄を含んでいる以上は、
われわれの知覚することの仕方が、(66) われわれを軽率な同意へと促し、かくしてわ
れわれに欺かれ誤ることの何らかの機会を与えうるということはわけても明らかなの
であるから。

ところで、精神にまずもってその脆弱と思いちがいとを感じとらせることは、そこ
から解放されたいという正しい欲望へと精神を向かわせるためにも、その先入見を
いっそう容易に解体するためにも、必須のことである。だからわれわれは、精神の認
識することの仕方を、入念に区分することに努めよう。この区分はどれも、われわれ
が従属しているところの種々の過誤を後述の箇所においてそこへと関係づけることに
なる、大見出し（chefs）のようなものである。

魂は、事物を三つの仕方で知覚する。「純粋知性
3 3 3 3

」、「想像
3 3

」、「感覚
3 3

」である。
「純粋知性」によって魂が知覚するのは、霊的な諸事物、普遍的な諸事物、共通［基

礎］概念、完全性についての観念、無限に完全な或る存在についての観念であり、一
般的に言えば、魂がみずからについて反省することによって上述のものどもを認識す
るさいの、魂の思惟である。これに加えて純粋知性は、物質的な事物をも、すなわち



276 『人文×社会』第 3号

特性をともなう延長をも、知覚する。というのは、完全な円なり正方形なり、千の角
をもつ図形なり、そのほかこうしたものどもを知覚できるのは純粋知性をおいてほか
にはないからである。このたぐいの知覚は、「純粋知性認識 pures intellections」だと
か「純粋知覚」だとか呼ばれるが、それは、これらの［知覚の対象となる］事物を表
象するには、魂が脳のうちに何らかの物体的像を形成することがまったく必須ではな
いからである。
「想像」によって魂が知覚するのは物質的存在であって、そうした存在が不在であ

るとき、魂は、脳のうちにいわばその像を形成することによって、それを現前させる。
円なり三角形なり顔貌なり馬なり都市なり地方なり農村なり、かつて見たことのある
ものであれそうでないものであれ、あらゆるたぐいの形状をわれわれが想像するのは、
このようにしてである。このたぐいの知覚は「想像」と呼ばれるが、それは魂が対象
を、その像を脳のうちに形成することでもって表象するからである。なお、格別に注
意を促すべきことだが、霊的事物の像を形成することがわれわれにできないというこ
とから、(67) 魂はじぶん自身を想像することはできないということが帰結する。

最後に、「感覚」によって魂が知覚するのは、感覚的で粗っぽい対象であって、そ
うした対象が現前するとき、感覚は身体の外的器官に印象を作り、この印象が脳まで
伝播する（communiquer）のである。またそうした対象が不在である場合にも、動
物精気の流れが似たような印象を脳のうちに作る［ことがある］。魂がその目に現前
する平原や岩壁を見たり、鉄や剣の切先の硬さやこれに類似するものどもを認識した
りするのは、このようにしてなのである。このたぐいの知覚が、「感覚的印象」37 や「感
覚作用」と呼ばれるのである。

それゆえ魂は、上述の三つの仕方［のどれか］においてでなければ、何ものも知覚
しない。そのことは次のように考えれば容易に見てとることができる。われわれが知
覚する事物は霊的であるか物質的であるかのいずれかである。霊的であればそれを認
識できるのはひとり純粋知性のみである。物質的であれば現前しているか不在である

37　 「感覚的印象」と訳したその原語は « sentiment » である。この語は DAF 第一版によれ
ば、第一に「対象が感覚においてつくりだす印象 impression」、第二に「感覚の機能
fonction」、第三に「感情 a�ection、情念 passion」、第四に「意見 opinion」などの意味を
もつ（DAF 1694, sentiment. ほかにも、DCLF, sentiment, 1; Littré, sentiment, 3. ちなみに
DCLF は同じ見出しの注意書き remarque の 1 で、マルブランシュがこの語をつねに無冠
詞で用いる、と指摘している）。ここでは「知覚」の別称であることなど文脈上の自然さ
をとって第一の意味をそのまま訳したが、竹内のように、 « sentiment ou sensation » をま
とめて「感覚」といっても、さほど問題はないのかもしれない（Malebranche 1949, 145. 
なお竹内は、 « sens » を「感能」と訳す）。
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かのいずれかだろうが、不在であれば、魂は通常は想像によってでなければそれを表
象することはできない。他方、現前しているならば、事物が感覚において作る印象に
よって、魂はそれを知覚することができる。このように、われわれの魂が物を知覚す
るのは、「純粋知性」、「想像」、「感覚」、この三つの仕方においてのみである。

それゆえ、われわれはこの三つの能力を、人間の過誤とその原因がそこへと関係づ
けられる或る種の大見出しとしてみなすことができるのであって、かくしてわれわれ
は、誤謬について秩序なしに語ることを望むかぎりその数の多さゆえに間違いなく陥
るであろう混乱を、避けることができるのである。

しかしわれわれの「傾向性」と「情念」とはいまなお強くわれわれに働きかける
のであって、それらは虚偽に満ちた灯火でわれわれの精神を眩まし、闇で覆い満た
してしまう。こうして傾向性と情念とは、われわれがその虚偽に満ちた明るさ（faux 
jour）に追従し、それがわれわれのうちに産出する欺く光（lumière trompeuse）に
追従するならば、われわれを無数の過誤に参与させることとなる。それゆえわれわれ
は傾向性と情念とを、精神の上述の三つの能力と同じく、(68) われわれの不順と誤
り（fautes）との源泉としてみなさねばならないし、情念と自然的傾向性とに帰すこ
とのできる過誤を、感覚、想像、純粋知性の過誤に結びつけなくてはならない。こう
して、人間の過誤とその原因の一切を、五つの大見出しに関係づけることができるの
であって、われわれは以下これを順に論じていくことにしよう。

第二節　この著作全般の構想。

われわれは第一に「感覚による過誤」について、第二に「想像による過誤」につい
て、第三に「純粋知性による過誤」について、第四に「傾向性による過誤」について、
第五に「情念による過誤」について語ることにしよう。最後に、精神を、それが服し
ている過誤から解放することを試みるに先立って、われわれは、みずからを真理の探
求へと導くための「一般的な方法」を与えよう。

第三節　第一巻の構想。

われわれがはじめに説明するのは、感覚による過誤、いやむしろ、感覚の然るべき
用い方をしないときに陥る過誤についてである。ただしわれわれは、ほとんど数えき
れない個別の過誤よりも、そうした過誤の一般的な原因ならびに人間精神の本性を認
識することのために必須であると信ぜられる事柄に、専念することにしよう。
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訳語対応表

本稿で用いた訳語の一部を一覧にまとめる。原語の表記はすべて現代語の規則に従
い、すべての品詞についてその代表形を用いる。アスタリスク * のついたものは、本
稿訳者注の中で訳語選択の根拠なり意図なりを説明したもの。また、前回の「序文」
の訳（Malebranche 2021）とは異なり、今回は該当の頁や段落の番号は明記しなかっ
た。というのも、本稿は電子媒体に掲載されるので、各自検索機能を用いていただけ
ればじゅうぶんと考えたためである。本表はすべての重要な語彙を網羅的に示してい
るわけではないため索引としての用途には耐えないが、主に種々の既訳と本稿を並べ
て読むさいの手がかりとしていただきたい。

acquiescer* 承服する

acquiescement* 承服

action* 活動

âme 魂

apercevoir* 知覚する

bien* 善

bonté* 善さ

capacité 受容力

clair 明晰な

clairement 明晰に

con�guration 形態

confusément 錯雑とした仕方で

connaissance 認識

consentir* 同意する

consentement* 同意

corporel 物体的

corps 物体／身体

distinct 判明な

émotions 情動

entendement 知性

erreur 過誤

faculté 能力

faussement 誤って

faute 誤り

faux 虚偽に満ちた

�gure 形状

gloire 栄光

image 似姿

impression* 印象

inclination 傾向性

intellection 知性認識

intelligible 叡智的

manifestation 顕示

manifester 顕示する

matériel 物質的な

matière  物質

modi�cation* 様態づける作用

modi�er 様態づける

nature 本性／自然

notion* 概念／［基礎］概念

passion  情念

perception* 知覚

persuader 説得する

préjugé 先入見
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principe 原理

propriété 特性

représenter  表象する

reproche* 異議申し立て

sens 感覚

sensation 感覚作用

sensible 感覚的な

sentiment* 意見／感覚印象

sentir 感じとる

tromper 欺く

se tromper 欺かれ誤る

vérité 真理

vraisemblable* 真実らしい／ - もの

vraisemblance* 真実らしさ
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文献

■�フランス語辞書・事典
辞書・事典のたぐいからの引用は、略号と刊行年を表記した上で、当該の見出し語を
イタリックで示し、さらに項目が続く場合にはそれを記す。
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Lewis & Short: C. T. Lewis, C. Short. (1879). Latin-English Lexicon. Oxford: Clarendon 

Press.
LSJ: R. Scott, H. S. Jones, R. Mackenzie, H. G. Liddell. (1996). A Greek-English lexicon. 

Oxford: Clarendon Press.

■�マルブランシュのテクスト

OC: Œuvres complète de Malebranche. A. Robinet (direction). 20 vols. Paris : C. N. R. S. 
1958–1967.（全集版に言及する場合、略号に続けて巻数、頁数をアラビア
数字で記す。）
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〈一人ビブリオバトル２〉

映画人になりたかった学者と活動家になりたかった活動家と
大嶽秀夫著　酒井大輔・宗前清貞編著『日本政治研究事始め』

vs外山恒一『政治活動入門』

鈴木 健吾

国際学生運動の記念年も過ぎ、「政治の季節」も歴史化が著しい。活動家出身でも
なくかつ本格的な知的生活が 10年少々の評者でさえ、ノンセクト出身者がしゃべる
ようになったというのは隔世の感がある。オーラル・ヒストリーの蓄積や本学も含め
た大学史の更新はいわゆるニューレフトの資料化に貢献するだろう。
しかし、「新・新左翼」とでも言おうか、アイデンティティポリティクスに絡む米
欧の左翼の世代更新の中で歴史意識のない運動家・知識人の増大は殊に近年甚だしい。
サパティスタ民族解放戦線辺りから左翼運動の系譜を描く手癖がどこから来ているの
かは評者にはわからないが、思想と運動が骨絡みであった世紀は終わって久しいが、
なればこそ、「党の歴史」をかける人間がー前々号拙稿で取り上げた共産党史以外の
―新左翼の歴史的研究でも必要であるといえよう。無論、当事者による引かれ者の小
唄ではなくて、である。
そのような感情もあり今回新左翼を取り巻く歴史状況についての近刊を探したが、
結局選んだのは焼け跡世代のオーラル・ヒストリーと団塊ジュニア近傍のファシズム
の政治運動論が一冊ずつ、これまた前稿に引き続き「うな重とショートケーキ」の誹
りを買いにいく組み合わせになった。奇を衒っているという評価は甘んじて受けるが、
一方親子ほどの年代差と社会的な立場の違いに反して、政治の季節を生ききった二人
の共時性は実は選書した評者自身が驚いてもいるのである。
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〇「長い目でみると、鬱になったのもよい経験だったと思うようになった」
2003年の中公新書『日本型ポピュリズム』「あとがき」で一人の政治学者が――お
そらく当時ではまだ珍しかったであろう――国立大学教授現職で鬱を告白した。大嶽
秀夫（1943～）、「レヴァイアサン・グループ」を牽引し、「丸山学派」との論争でも
知られる戦後日本の政治学きっての大物であり、当時の京大法学部きってのメディア
知識人でもある。その後京大退職の前後に出版された『新左翼の遺産――ニューレフ
トからポストモダンへ――』（東京大学出版会　2007年）から政治学からの新左翼や
フェミニズムの研究に舵を切っていったが、その過程でその名前を知った 2010年代
の大学生である評者にとって大嶽は社会運動史家と大差なくイメージしてしまう。こ
れは旧世代からすれば「とんでも」もいいところなのだろうが、政治学が「質的分析」
と「量的分析」のクレバスの上にある学問分野であることも手伝い、大嶽は特別イメー
ジしにくい人物として残っている。
恐らく答え合わせをするだけなら簡単で、『フェミニズムの政治学』（東京大学出版
会　2017年）「あとがき」にある通り、大嶽が東大での院生時代塩見孝也と研究会を
するような新左翼シンパ出身であり、同時にアメリカ留学から「ポリサイ」という武
器を手に入れて日本に輸入した当事者でもあるからである。しかし、学者の学問形成
と社会・運動という問題は答えだけわかるのが一番困るというところがあり、その意
味では政治学徒にも評者のような門外漢にも待たれたのが大嶽秀夫著　酒井大輔・宗
前清貞編著『日本政治研究事始め　大嶽秀夫オーラル・ヒストリー』（ナカニシヤ出
版　2021年）であった。インタビュアー二人のうち、宗前は東北大での大嶽門下の
研究者・酒井は大嶽（レヴァイアサングループ）を基軸とした戦後日本政治学史を研
究する在野研究者であり、隙の無い布陣の期待値が高まる。
第一章「政治学との出会い」では現状分析家でありながら現代史叙述と「固有名詞」
を好み、学内行政は嫌いだが学内政治は得意な大嶽の来歴が、「『レヴァイアサン』の
三人」こと大嶽・村松岐夫・猪口孝が高校 2年生ころまで理系だったことから語ら
れ始める。岐阜・多治見出身の大嶽は外交官への憧れから京大法学部に進学するも法
律に興味を失い、法律の授業を受ける必要のなかった京大法学部で政治学にコースを
切っていく。勝田吉太郎・高坂正堯を経て猪木正道にたどり着いた大嶽青年はしかし、
演劇を愛し「創造座」に出入りしながらデモに繰り出し、吉本隆明の講演会に行く左
翼青年だった。ロシア革命史の専門家である猪木の「自分はマルキストなんかよりずっ
と左派だ」（30頁）の言を引く大嶽からは服部龍二『高坂正堯』（中公新書　2018年）
にも取り上げられた、選挙で自民党に入れない右派としての京大法学部の民主社会主
義的な風土が手に取るように感じられる。しかし、新左翼との付き合いの中で指導教
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員との関係に隙間風が吹く中、当時京大で空き講座だった日本政治史を専攻するべく
（あるいは「モラトリアム」の延伸のため）東大を受験する。
第二章「東大紛争のなかで」は東大法学部の日本政治史への進学に失敗した大嶽の
院浪から始まる。曲折を経て岡義達のゼミに所属し、「外様」としての院生生活を開
始する。丸山眞男のゼミに出るも「漢文」に苦戦し、京極純一のゼミに出るも計量分
析をやる気もなかった大嶽は当時学問とはみなされなかったアクチュアルな対象―自
民党の研究を志すが、修士論文学年での東大紛争の勃発が大嶽の運命を変えていく。
公民権運動研究で修論を書いた大嶽は中立的な立場をフル活用しつつ法学部の大学院
生協議会を実動させ、助手を学卒から院卒にするように交渉するが、交渉は失敗、大
嶽は当時院生身分では珍しかったフルブライト奨学金による渡米を決断する。折しも
外国人日本研究者による自民党政権研究が出版され始めていた。
第三章「アメリカに渡って」はハワイでの語学研修を経てシカゴ大学に留学した大
嶽の様子が描かれる。ハンス・モーゲンソーなどの看板教授を擁した同大政治学で著
者は指導教授ピーターソンのもと研究に邁進し、イーストンなどのゼミに出ながら政
治構造の認識やパターンによる推論などの必要性を認識する。多元主義を同大で学ん
だものではないとする一方、余技ではない専門分野としての自民党研究の必要性への
認識を新たにした大嶽は博論提出資格を得ながら帰国の途につく。第四章「日本政治
研究の視角」では「外様」の悲哀か、東大の助手になれなかった大嶽の就職と博論執
筆描かれる。専修大に職を得つつ学生身分を継続した大嶽は同時代の新聞の切り抜き
や政治家へのインタビューなど当時目新しかった（！）手法によって新日鉄合併な
どの政策決定過程の分析を行い『現代日本の政治権力経済権力』（三一書房 1979年）
に結実する博論を完成させる。新しすぎた研究のもとには「サントリー」からよくわ
からない電話が入り、政治学分野で最初の冠を頂いた。第五章「仙台での生活」では
在外研究を経て東北大に赴任し空き講座だった政治学で低学年に戦後日本政治を教え
ながらの生活が描かれる。80年代いわゆる新保守主義の流行の中、自民党政権への
分析能力の高い大嶽への公共知識人的需要は高まるが、日本の軍需産業への評価の違
いから大嶽は安江良介主導下の岩波書店（『世界』）と絶縁、管理社会への警戒感やフェ
ミニズム政治学の可能性を語りながら恐らく当人も望まぬ右向きの急カーブを曲がっ
ていく。
第六章「ドイツ留学の決断」では政策決定論から比較政治学へと舵を切る二度目の
準備期間としての 30代末の西ドイツ留学が描かれる。西ドイツ政治学を左翼的で参
考にならないとしつつ、緑の党の勃興を看取しているのも興味深い。比較政治学的興
味は『アデナウアーと吉田茂』（中央公論社 1986年）という「誰でも思い付くよう
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なアイデア」（178頁）で先着する。しかし、日独比較を続ける意志はなかった。そ
れを「ひとりで行う比較研究」の難しさに帰結させる大嶽だが、第七章「レヴァイア
サン・グループ」の発足が関わるだろう。1985年の帰国前後に村松岐夫・猪口孝ら
との協議の中、印象批評的な夜店としての日本政治研究からの脱却を意図した雑誌『レ
ヴァイアサン』が発足する。松下圭一による出版社の斡旋など多様なアクターが絡み
つつの雑誌の船出は注目を集めたが東大法学部の現役スタッフがいなかったことは同
学部との関係を悪化させた。同時期の山口定との中曽根政権の性格をめぐる論争（山
口・大嶽論争）や『ＵＰ』への政治学の大作の書評の連載、そして丸山政治学への辛
辣な書評も含めて、戦前世代による政治学とポリティカルサイエンスとの切断者とし
ての大嶽秀夫がここに誕生した。
前章末から第八章「京都での日々」にかけて村松の慫慂もあり「京大さん」（221頁）
大嶽は母校に錦を飾る。研究も大平政権～中曽根政権の政策とブレーントラストを分
析した『自由主義的改革の時代』（中央公論社　1994年）において国鉄・国労をつぶ
したモダンな自由主義的で右翼、中曽根像を打ち出し、昭和末の自民党の文化重視の
路線に一定の評価を与える一方、派閥による政治を重視し平成の政治改革に辛辣な大
嶽。「社会党のような社会主義政党より」80年代自民党の方が「日本を新しくする」（231
頁）と評価する彼のもとにはサントリー文化財団の審査委員やテレビ番組『ウェーク
アップ！』のコメンテータ―の役回りも舞い込んだ。
しかし大嶽の走る道にはもう一つの左向きの急カーブが待っていた。第九章「新し
い研究へ」はポスト・モダン状況での政治学を研究するため 1999年にフランスに旅
立つ大嶽が描かれる。ポピュリズム・ニューレフト・フェミニズム…当人をして「ど
うして僕の仕事を誰かが継承しないのか」（261頁）不思議がる 21世紀の大嶽が（仏
滞在中の鬱の自覚と共に）現出する。京大退職時刊行の『新左翼の遺産』は『戦後政
治と政治学』（東京大学出版会 1994年）、『高度成長期の政治学』（同出版会　1999年）
と並び三部作として認識された。第十章「政治学の将来」では同志社女子大学転任後、
ジェンダー研究や日仏の「官僚国家」の比較を続けつつ、『レヴァイアサン』廃刊に
絡めながら日本政治と政治学の将来について語る。
一読して「プロ教師」諏訪哲二との朝日新聞書評委員を通じた交友（262頁）など
のディテールに政治学（者）事典と見まがうような膨大な傍注とも合わせて目を奪わ
れるが、精読すると京大・東大で新左翼活動経験を持った人物が 80年代の自民党の
新保守主義・新自由主義に肯定的になっていく、その様を追体験できることに驚かさ
れる。比較可能性がありそうなものとしてブントから新自由主義への道行きを描いた
青木昌彦の自伝『人生越境ゲーム』（日本経済新聞社　2008年）があろうが、「党生
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活者」的経験の乏しさに加えて出始めの海外学位の置き所のなさや「純血主義」の気
風が残っている時期の東大法学部との関係が独自性を生んでいよう。無論、オーラル
後に出された『平成政治史』（ちくま新書　2020年）「あとがき」が語る仙谷由人か
らの民主党ブレーン勧誘など 80～ 90年代の大嶽の位相などの疑問も生じる。しかし、
いわゆる駒場系知識人とも異なって明確な「転向」を経ずに「右傾化」していく知識
人のサンプルは戦後日本を対象にすると極めて乏しく、日本現代史の前線が時代を下
る中、「生活保守主義」や「文化の時代」に現代史の鍬を入れるにも重宝するだろう。
漢文が苦手で草書の書簡が読めず英仏独の三か国語を解する、ある日本政治史の大家
の一代記。

（税込 3960円　350頁）

〇「捕まったら、ラッキーぐらいに構えておけばいい」
外山恒一（1970～）というと、2007年の東京都知事選で中指を上にあげた様子と
福岡にてファシズム団体「我々団」を経営する自称・他称ともに「ファシスト」とし
ての像が目に浮かぶ。メディアにキャッチされる能力とは内在的理解を得ることとは
時に背反するので、そもそも外山が 80年代の反管理教育闘争からの筋金入りの左翼
運動の「闘士」であることを知っている時点でそれなりに外山に興味がある人だろう。
実際、コロナ禍中での高円寺での「一人飲み」パフォーマンスなどに活動家的センス
は感じても、知識人としてのセンスを感じる人は少ないかもしれない。しかし、その
外山こそが『全共闘以後』（イースト・プレス　2018年）という浩瀚な著作によりポ
スト 1970年代－前記の大嶽秀夫が国鉄スト権スト敗退などを以て日本政治の転換点
とした 1975年（大嶽秀夫「日本政治と政治学の転換点としての一九七五年」『レヴァ
イアサン』40 2007年）以後－外山のいうところ「80年安保」を担った「ドブネズミ」
系活動家の研究を大成させた日本における学生運動衰退後の学生運動研究の大家なの
である。東大・京大をはじめ昭和 50年代以降も学生運動が可視的に続いた大学の多
さに鑑みるときにむしろ「研究者・外山恒一」こそ評価されるべきであろう。
しかし、社会運動史の哀しみというか、運動当事者でない身にとって『全共闘以後』
は固有名詞の消化だけでもかなりの負担であり、だからといって『良いテロリストの
ための教科書』（青林堂　2017年）のような「啓蒙書」には確かに右派の反原発運動
の指摘など鋭くアクチュアルな指摘はあっても、浩瀚な著作をものにした当事者とし
ての社会運動史家・外山の知識と「ファシスト」としての運動論がうまく結びついて
いないように思えた。それこそ「軍人の軍事史」で歴史家以上に一家をなしたものが
いるように、外山に活動家＝歴史家としての代表作を欲していたのは評者のみならず
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それなりにいるだろう。そうでないと外山の博捜は、1970年 7月 7日の華青闘告発
の重視に顕著なように『1968年』（ちくま新書　2006年）などの著作を持つ批評家
絓秀実のエピゴーネン（乃至その系譜を継ぐ新左翼系のデータコレクター）の評価を
受けかねないとも思っていた。
一般に著者への勝手な期待は裏切られるためにあるが、今回はその限りではなかっ
た。外山恒一『政治活動入門』（一万年書房　2021年）は社会運動の当事者的研究者
としての外山と「ファシスト」活動家としての外山が漸く交差した一冊である。「そ
うだ、世の中のせいにしよう。」と書かれたゆるいデザインの帯がまず笑いを誘う。
全編を（外山の想定する）政治意識の高い大学学部生向けとするのはおそらくマーケ
ティングとしては正しく、本書を読みやすいものにしている。
第 1章「政治活動入門」では政治活動≠選挙運動を確認し、各人のもつ「生きがた

さ」のうち、同時代に集合的にある意識を「政治活動」によって解決することを主張
する。しかし運動は拙速に始めてはならず、「勉強」しなければならない。自分で考
えたことは先人も考えている可能性が高いからである。そうして、異なる世代間を結
び付ける固有名詞＝教養の重要性を、あくまで活動をメインとし勉強の自己目的化を
戒めながら、政治と芸術との類似と偏差、そして政治―学問―芸術の連環がほどけた
特殊な時代としてのここ 30年程の日本、という外山の問題意識の根幹に分け入って
いく。この三位一体を令和になっても信じる外山からすれば「学問や芸術への転身は、
政治活動に “挫折 ” してからでも遅くはない」（20頁）のである。そして党史的な認
識を重視する外山は「右翼でも左翼でもない態度」を現状肯定として否認、正義感で
はなく被害者意識に基づく暴力的な運動実践へと読者を導いていく。
第 2章「学生運動入門」では学生運動は（実は）勝利しているという外山の歴史観
を披歴しつつ、学生運動の消滅という日本の特殊性に疑問を呈していく。それは現状
認識以外に、90年代前半を学生運動の消失点とする研究者・外山が現状の社会運動
史研究に持つ不満の暴露でもある。反原発運動の勃興に従いつつ年代観の違いゆえに
学生運動復活に希望を、学生との日常的なかかわりから学生運動の凝集点を作ること
ができていない現役の学生に苦言を呈する。
そして第 3章「“戦後史 ” 非入門」では外山の歴史認識が披露される。外山によれ

ば現状日本（と世界）は戦時下―冷戦を第三次世界大戦として第四次世界大戦下－に
ある。大方の見当通り、これはネグリ＆ハートの対テロ戦争認識の翻案（帝国の「世
界内戦」）なのだが、さらに外山はそれを疑い、1914～ 89年を一つの時代とし、56
年を前後に冷戦と熱戦に区切ることを提唱する。一次大戦の結果生じた米国の圧倒的
な国力による資本主義（民主主義）陣営、ソ連の共産主義陣営、そして第三の道とし
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てのファシズム陣営が抗争した第二次世界大戦、そしてその戦争を切断した 1956年
のスターリン批判である。入門書として 60年安保以前の日本の擬似占領状態、コミ
ンフォルムから六全協へと続く日本共産党の武力闘争方針など日本の内政へのフォ
ローも忘れない。そして、1956年以降の世界において新左翼運動を「無自覚なファ
シズム運動」とみなすという問題提起を行う。
第 4章「学生運動史入門」はポスト 56年期の学生運動史が詳述される。具体的に
は日本共産党からのブント・革共同のスピンアウトより 68年期のノンセクト・ラジ
カルの台頭、それによる共産党主導の大学自治会の失権を重視する。全共闘の戦後民
主主義批判によるわだつみの像破壊（1969／ 5）から翌年の華青闘告発へという流
れを書く中、全共闘自体が党派の綱引きとなる。しかし、新左翼の内ゲバの陰惨さも
あり、新左翼からポストモダン思想への接続関係が日本の場合は不明瞭になった。韓
国やフィリピンに起きたのと同様の「89年革命」が日本の土井社会党から 55年体制
崩壊において日本でも起こっていたとするマクロな指摘と反管理教育運動や反原発
ニューウェーブのような 80年代社会運動の描写は外山の独壇場であろう。在特会や
首都圏反原発にも目配りしつつ、叙述は理論部分へ向かう。そもそも外山においては
反米反ソの新左翼運動は「ファシズム」に至る可能性を内包していた。それは前衛党
による進歩史観への批判の中、下層民衆の土着性に新左翼が興味を移していったこと
などからも推測できよう。しかし、華青闘告発によるアイデンティティポリティクス
への新左翼の傾斜の結果、ファシズムへの転化の可能性は失われた。今日の「テロと
の戦争」による警察権力の増大と平仄を合わせたポリティカルコレクトネスの瀰漫を
外山は（グローバルな）新左翼の勝利の過程とみる。そして 1995年のオウム真理教
事件により欧米に先駆けて警察権力が増大した日本は、外山に言わせれば、戦時下な
のである。
第 5章「ファシズム入門」は冒頭で「5つの選択肢」としてアメリカニズム・共産
主義・ファシズム・アナキズム・ナショナリズムを提示し、ファシズムとナショナリ
ズムの親和性を再度指摘する。そしてバクーニン由来のアナキズムとフランス右翼由
来のファシズムがイタリアのファッショに結実していく過程を描写しつつ、ファシズ
ムの内容のなさ、「代入」の融通無碍さをアピールする。そして思想・運動的な理論
を持たないがゆえに普遍主義になりえないファシズムが個人をアトム化し、環境管理
型権力に回収されることそして発達した資本主義の果てにあると「左翼」外山が構想
する共産主義革命へのカウンターとすることを主張する。規律化された共産主義社会
への先受けとしてファシズムが想定されるのである。「同盟軍」としてのナショナリ
ストとの関係性など、今後の課題もにおわせつつ本編が閉じられる。
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さらに実践ハウツーとしての「付記」は一読の価値がある。一つ恥をさらせば、公
職選挙法と 83年道知事選での横路勝手連、そして外山の候補者褒め殺し型の反原発
運動の関係性を評者は本書で初めて知った。ハウツーは徹底しており自身の一般的な
刑事犯としての入獄の経験から堀の中の社会への想像力を喚起し、「捕まったら、ラッ
キー」と明言して筆は擱かれる。
一目理論編と実践編の二部構成にしたほうがよかったのではないか、という構成上
の疑問はわくし、歴史観については新自由主義は「総動員」解除ではないのかという
野暮な指摘も捨てきれない。また、外山の本を複数冊読んだ読者からすると論点に新
規性はなく、既述『全共闘以後』あるいはより刊行年の古い『青いムーブメント』（彩
流社　2008年）などの方が社会運動史としては裨益しようか。
しかし、本書が党機関誌『人民の敵』を読んでいたようなコアな支持者ではなく明
らかな入門書・啓蒙書として書かれ、その中でファシズムが資本主義、そして来るべ
き共産革命への抵抗としての革命勢力として意味付けられたのは大きい。これは絓秀
実のみならず、戦闘的アナキストとして独自の思想世界を持つ千坂恭二やアナルコ
キャピタリズムの論客としてもならした作家の笠井潔の思想（本書に先行する議論と
して外山はその三人を上げる）の総合に外山が成功しつつあることと密接に関係する。
我々団の執権への支持如何を問わず、緻密な党史を踏まえて乱暴な理論を唱える―一
人の活動家が知命にして自立しつつある、その過程をみたい人にお勧めしたい。

（税込 2090円　248頁）

この二冊というか、著者二人は言うまでもないが、内在的な相性がよくはない。昭
和 50年以後に日本の社会運動の可能性を見ないマクロな視点の政治学者大嶽のス
トーリーが終わった後の世界に、内ゲバとは別の世界に生きる一見享楽的でさえあ
る 80年代の活動家を描く外山の低徊趣味にも似た社会運動史叙述が続くからである。
しかし「併せて読めば戦後の社会運動がわかります」のようなセールストークではな
くて、政治＝学問＝芸術の世界を真摯に生きた二人は併読するとより視野が広がるだ
ろう。
ちなみに「（運動への投企ではなくて）「あえて」 性のない学問や芸術に、存在意味
はありません」（19頁）としつつ、生業をミュージシャンとする外山は言うに及ばな
いが、演劇青年大嶽は京大法出身の大島渚のもとを訪ねて就職を断られていることを
「日本映画界は、大事な人材を失った（笑）」（41頁）とする。芸術から学問への道か
至高の地位たる政治（運動）の貫徹か、2人が三者の区別がない世界を生きてきたこ
とを思うとき、意外に両者は他人の空似でもなかったのかもしれない。
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