ボール ギ ー のハ チ ス ン批半Jに つい て

横

山

(昭 和62年

兼

作

5月 30国 受理)

ハ チスンは,そ のモラル・セ ンス論 (mOral sense theory)の 体系化 にあたって,ホ ッブズな どの
利己主義 (egoism)と 相対 する一 方で,理 性主義 (ratiOnalism)の 立場 とも相対 する ことになった
が,こ の特異 な立場 にあるハ ナスンを同時代 の理性主義者たちが どのよ うに受 け とめ,そ の感情 の
立場 にどの ように反 ぱ くしたかは,わ れわれに とって もはなはだ興味のあるところである。
小論 は,こ れ を,ボ ール ギー (John Balguy)に 見 てみようとするもので ある。 ボールギーは,同
じく理性主義の立場 を とるバ ー ネ ッ ト (Girbert Burnet)ゃ プライス (Richard Price)な どと,ヒ 較
して も注 目され ること少 い人であるが,し か し,そ の主著『道徳的善の基礎 伊第 一部全篇 をハ チスン
批判 にあて, しか も,ハ チスンの徳 の 内容 にまで立 ち入 って考察 を力日えてお り,更 には,翌 年刊行
の第二部 において,ハ チスンの側 を代表する反論者 〈
正 し くは,ダ ーシー郷 (Lord Darcy)と 言わ
②
れてい る〉 に逐 条 ごとに反 ぱ くし返す とい う徹底ぶ りである。改 めて見 るように,そ の所論 はまこ
とに極端 であるが,わ れわれのハ チスン理解 に とっては,何 ほどか参考 となるのではあるまいか。
以下にお いて,ボ ールギー はハ チス ンをどう見たか,そ の見方 の特徴 ,そ の問題点 について,更
にはそのハ チス ン批判 の意義 について も,多 少の考察 を力日えてみ ようと思 う。
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ボール ギーのハ チスン批判 は,一 言 でいえば,ま ことに きび しい ものであった,に 尽 きよう。 ハ
チスンのモラル・ センスは決 して道徳の原理 とな り得ず,そ の徳論 は,道 徳の進展 に貢献す るどこ
ろか,む しろ有害 でさえあるとい うのである。
これ をまずボー ルギ ーの基本 の立場 か ら見 てい く。 もっ とも,そ れは,他 の理性主義者 のそれ と
ほとん ど違わず,る 説 を要 しまいが,要 は,行 為 の道徳 的善 春 (mOral good and e
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真理 への一致 (conformity)ま たは不一致 (nOnaconfOrmity)に 外 な らな い とい うにある。 ここで
真理 とは,外 物 がわれわれの主観 と独立 に実在 するが ごとく,三 角形 の和 が二 直角 に等 しい と同 じ
く,客 観的,絶 対的な必然 (necessity)の 関係 (relation)で あ り,創 造主でさえ これに従 わ ざるを
得ない「 ものの道理 」 (reason Of things)で ぁる とい う。 ボールギー は,そ の例 として, よ く,恩
恵 (bounty)と 感謝 (gratitude)を あげる。恩恵 と感謝の観念の間 には,普 通道徳的適合 (mOral
fitness)と 呼 ばれ る明 白な一致の関係があ り,恩 人 に感謝すべ きは理の当然で,逆 に忘 恩 の徒 は明

らかに道 を誤 まった者 である。 これは,最 も無知 なる者 も理解 し,最 も悪徳 なる者 も認 めざるを得
ない,明 白な真理 であるP
道徳的善悪 とは, この ように,絶 対的真理 へ の一 致 または不一致 とせ られる ところか ら,そ れの
認識 は,ボ ール ギーにお いて,当 然,理 性 または知 性 (reason,understanding,intelligence)の 仕
事 で,決 して感情 ,セ ンス (affeCtion,sense)の それではな い とい う ことになる。 なぜな ら,セ ン
スは一般 に,極 めて気 まぐれ (arbitrary)で 変化 し,主 観的 で しかないか らである。 ボールギーは
センス とその知覚 との関係一般 について この ように語 っている。
「食物 と人間の味覚 との間,景 色 と
人間の眼 との間,音 の結合 と人間の耳 との間 には,対 象 と能力 との大 変 に気 まぐれな関係 があるに
すぎない。 センス はそれ 自体 の感覚 (sensation)を 判定するにす ぎず,そ こか ら,わ れわれ は,人
間 の好 み (taste)と 想 い (fanCies)の 無限 の多様 さを見 いだすが,理 性 にはそれはあ り得 な い甲 と。
その ことは,モ ラル・セ ンスにあって も全 く同 じだ とい うのである。「他の人の モラル・センスは私
の もの と全 く違 っていることもあ り得 る。そ して また,彼 の ものか私 の ものかが,次 の瞬間 にはす
っか り変 って しまうとい うことも……・。f)ボ ール ギーに よれば,こ のように,た かだか相対的真理 の
知覚 をなすにす ぎな いセ ンスは,本 質的 に理性 とは異質 の もので,単 なる快 (pleasure)の 判定者 で
しかな く,そ の是認す るところの ものは,道 徳的善 とは似 て も似 つかぬ,単 なる自然的善 (natural
goodness)で しかな いのである。「道徳的行為者の唯―の究極 目的が方正 (rectitude)で あるごとく
,

感覚的存在者の唯―の究極 的 目的は快である。前者 に関 しては,ど のよ うな善 なる行為 も是認 され

,

実践 せ られるが,後 者 に関 しては,自 然的善の個々の対象がすべ て是認 され,追 求 され るにすぎな
い。一― いか なるセンスの個 々の対象 も直接的,あ るい は究極的には,快 や満足 (gratification)以
外 の観点 か ら是認 され,追 求 されることはない。心 は,た しかに,本 能的原理 (instinct

e principle)

と呼 ばれるものによって,そ の ような対象 に規定 され,あ らか じめ付着 させ られて い るが,そ れが
目的をもつ ときはいつ も,そ の 目的は快であ り,苦 の除去である。?
もっとも,ボ ールギーにおいて,感 情ぅ センスが,道 徳的善悪の是認 ,非 難 に (更 には実践 にも)
全 く無関係 だ とせ られているわけではない。 しか し,そ れは,理 性 よ りも劣 った (inferiOr)原 理 と
して,理 性 に奉仕す ることはあって も,そ の逆 はあ り得ず,道 徳的区別 の本質 には一切 かかわ らな
い とい うのである。理性 が唯―の道徳的知覚の能力であ り,そ れだけで十分 (sufficient)な のであ
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ところで,こ のように,道 徳的善悪の知覚 はあ くまで も理性 によるもの とされ,そ こに,感 情

,

センス は一切不用 とせ られ るとき,当 時理性主義の立場 に とって最大 のつ まづ きの石 とせ られた道
徳的命題 ,義 務 の論証 (demOtttration)の 問題 は,ボ ール ギーにおいていか に克服 せ られ るのであ
ろうか。その『基礎』第二 部 において,ハ テスンの側の反論者か らもそ こが執 ように糾明 されて い
るのを見 る。単 なる道徳的観 念 か らいかに して道 徳的当為 が導出されるか。 モラル・ セ ンス を認 め
ることなしに,単 に理 性 の力 によって,い かに して,た とえば,単 なる感謝の観念 か ら感謝 の義務
を論証 出来 るというのか。 ロ ックで さえ,結 局 ,そ れ を為 し得なかったではないか。 この反論 に対
して,ボ ールギ ー も,ロ ックの失敗 を認 める。 しか し,そ れ故にハ チスンがその難 を克服 した こと
にはな らない とい うのである。 ロ ックは,自 らに存 して いた考 えを徹底 せ ず,道 徳 の問題 と宗教 の
問題 を混 同 して,結 局 ,神 の意志 に道徳の根拠 を求 めたが,道 徳 の問題 はあ くまで道徳 の こととし
て解決 しな くてはならぬ。つ まり,道 徳的論証 は,そ れ以上問 うわけにいか ない
「 自明」(Self evident)
なるものに基づかな くてはな らな い とい うのである。
「 もし実践 的原理 が 自明なる ものでなかった と
した ら,私 は道 徳性 を論証す る可能性 を知 らない。 あ らゆる論証 は自明なる命題 の連鎖 (chain)に
すぎぬ。攣人 はその創造主 を敬 うべ き。疑 い を入れない 自明 の理で ある。恩恵 に報 い るに感謝 をもっ
てすべ き。だれ に も自明なることで,「 それ に対 して理 由を要求する ことは馬鹿 げた ことで ある。そ
こが,実 は,ロ ックの 〈自明〉の試金石 であったのだが,な ぜ全体が部分 よ り大 きいか を問 う こと
が馬鹿 げた ことで あるように。Pか くして,ボ ール ギ ーの立場 は,不 十分 なが ら,バ ー ネ ッ トやプラ
イスにも見 られ る,一 種 の直覚主義 (intuitionism)と い う ことになったが, しか し, これに対 して
も,ハ チスンの側 か ら更 に反論 が提出 される。 もし論証の究極的根底がそのような, これ以上堀 り
下げるわけにいか ない 自明なるものであるとすれば,そ のような道徳的知覚 こそ, まさし く,モ ラ
ル・ セ ンス とい うことにな らぬか と。 もともと,ハ チス ンの立場では,理 性 は感 情 の手段 で しかな
く,行 為の究極 目的 にかかわ り得ないか らである。 ところで,こ れに対 してボー ル ギーは, もしそ
の究極知覚 を感情 ,セ ンス とするな ら,そ れは言葉の誤用 となるとい う。 それで は,わ れわれが物
理学的,あ るいは数 学 的一 致を知覚する能力に関 しても同 じ名称 を用 い,知 性 を内的 センス (an internal
sense)と 呼 ばな くてはな らない ことにな り,理 性 とセンスの限界 をあや うくし,わ れわれの言葉 や

観念 に最大 の混乱 をもた らしかねない と反ぱ くして い るよ0ボ ールギーによれば,人 はた しかに感覚
的存在 (sensible agent)と しては快 を目的 として追 求 せ ざるを得 ないが,道 徳的存在 (mOral attnt)
としては徳 それ 自体 を追求するのである。「道徳家 に とっては,方 正 それ 自体 が 目的 なのである。
」ゆ
「徳 がわれわれの是認 に価 いするとなれば,ど うしてわれわ
徳 はそれ 自体実践 の力 で もあるという。

D感
れの選択 (choice)に 価 い しないはずがあろうか。
」 情が実際的 には理性 に先立 っている (antecedent)
として も,そ れ は道徳的選択 にはかかわ りな いことで あるとボールギーは見 る。本能 に従 うのは徳
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の幼 い状態 で,理 性 に従 うのがその成熟 した状態だか らとい うので あるよ9か くて,ボ ール ギーにお
いて は,理 性 は実践の力 をも併 せ もつ絶対 の力 で ある ことになる。否,よ り「正確 にいえば,道 徳
の基礎 をなす もの はわれわれの理性 という能力 (faculty)で な くて,客 観的 に存 する道理 (reason
object ely considered)の 方なのである。
」°ボールギーは,こ の徹底 した理性主義 の立 場 か ら,ハ
チスンの徳 の内容 ,特 にその仁愛論 について も広 く吟味 し,批 判 を力日えた とは,は じめにふれた と
ころで あった。 ボール ギー 自身 ,自 然的な仁愛 の情 を認 めるにやぶ さかではないが,そ れが道徳の
根底 をなす ことには強 い抵抗 を覚 えるわ けである。「わ が著者

(ハ

チスン)は ,こ の 自然的情 な い し

本能 を単 に徳 へ の助 けあるいは誘 因 とは見なそ うとせ ず,そ れの真の根底 (true grOund)な い し基
礎 (foundatiOn)と 見なそ うとするのである。彼 は,徳 は完全 にそ こに存する と,あ るい はそ こか ら
出るもの としてい るのである。」9ボ ール ギー は,そ の不 当なる ことを『基礎』前半 において, 5部 に
分 けて,論 ぱ くするのである。簡単 に見 てみる。 それ はまず,第 一に,徳 は自然の本能 に基 づ くと
せ られるところか ら,そ れは全 く気 まぐれな,創 造主 が変 えようと思 えばどの ようにで も変 えられ
得 るもの とな り,第 二 に,も し創造主 が仁愛本能 をわれわれに与 えなかった とした ら,有 徳 の行為
もあ り得な いことにな り,た とえば,恩 人 に対 するや さしい情 がない とわかった ら,感 謝 というこ
とも全 くな いこ とになる。 か くては,人 は自然 の偏 りの ままに振 る舞 い,人 間性 を最下等 に落 とし
めてしまうことにな りかねない。われわれは,む しろ,そ の心 な くとも,理 ′
性 と反省 の力 によって
かかる行為 を為すべ きでないか というのである。第 二 は,こ の立場 は,動 物 (bruteS)に も何程かの
徳 を認 めるもので あるとい うことで ある。徳が そのや さしい本能 にのみあるとせ られ るとき,動 物
に もそれ らが強 く認 め られる以上 ,こ れに徳 を拒 むわ けにはいか ない。動物 は徳の対 象 であるのみ
ならず,そ の主体 (Subject)で もある ことになる。 これは,わ れわれの道徳的行為 は理性的存在者
(rational being)に 限 られるとするハ チスン自身 とも予盾するとい う。第四は,徳 はその ような仁

愛 の情 に存 するとせ られ る以上 ,そ の 自然 の情・ 本能 に徳の大 きさが比例す ることになる とい うも
ので ある。 しか るに,実 際 は,わ れわれ は本能 による行為 を高 くは賞讃 しない。 これ は,ハ チス ン
も認めてい るところであ り,不 可解至極であるとい う。第五 は,こ のようにして,徳 は全 く地 に落
ちた とい うものである。
「か くも下等なる起源 (SO ignoble an Original)に よって,徳 の価値 はすっ
か り低下 させ られ,恥 ずべ き (dishonourable)も の となった 。!°
ボールギーにおいては,こ の仁愛 の情 のみな らず,先 の モラル・センスもまた「本能」 と呼 ばれ

,

自然的な感情 と見 なされていた ことは,既 にふれた ところで あった。ハ チスンのモ ラル・セ ンスは

,

ボールギーによれば,動 物 とも共通な,動 物間 の評価 の原理 ともな り得 る全 く自然の情 である とこ
ろか ら,そ の道徳論 は極 めて動物的な もの とせ られ ることになる。 ボールギーは,そ の『基 礎』 の
至 るところで,ハ チスンがいかに「 ものの道理 」 の知 覚 と感覚的快 の満足 とを混同 し,道 徳 的善 を
自然的善 へ と転化 させて い るかを指摘 し,結 局 ,そ の道徳論 は,些 かな りとも意味 をもつ どころか

,
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むしろ道徳の破壊 に資す るときめつけている。「 もし,感 情 とモラル・センス という二つの本能が道
徳的善を支える唯―の柱 (pillars)で あるとした ら,そ れが どこまでがっしりしたものかは私 は知 ら
ない。 むしろ,理 性界 の大部分の見 るところでは,そ の名誉,そ の威厳,そ の美 しさは損われてし
°それによって
まうのではなかろうか。
」
,徳 の威厳 と人間性の双方が損われ (derogated)「 徳 はすべ
0
て破壊さされる (broken dOwn)の みならず,そ の上台までくつがえされてしまう (OVerturn)。 」

モ ラル・ セ ンスの立場 に対するきび しい断罪 であった。
ボールギーのハ チスン批判が いかに きび しい ものであったかは,同 じような立場 にある,上 述の
バ ー ネ ッ トや プライ ス と比較 して見 ると,更 に明 らか となるようである。 この二 人のハ チス ン観 に
ついて簡単 に見 てお こうと思 う。

まずバーネッ トから見てい く。ハチスンの『美 と徳の観念 の起源 に関する研究]° の刊行間 もな く
行われた二人の間の書簡による論争が, 3年 後 の『モラル・センス例証VOの 刊行 に大 きく関連 した
ことはハテスン自身 も述べているところであるが,バ ーネットは,そ の書簡 の中でハチスンにしば
しば高い賛辞 をお くり,た とえば,「 極 めて卒直な書」
「その美 しい構成」
「か くも正直な人Vl)「 道徳
的行為 の崇高 さと義務を,自 然の一 つの平明で単純な原理 か ら導 き出 している 〈
研究〉の著者の高
貴 な企図に,私 は心か らの感動を禁 じ得なかったYり などと語 っている。これは一応書簡の形であっ
たにせよ,『 基礎』冒頭 で多少 の外交辞令賛辞をお くった外 はただ酷評 に終ったボールギー とは,ま
ことに対照的である。それは,更 に,議 論 の内容 にもよくあらわれているように見える。バーネッ
トの言葉 を二 、三拾 うと……,「 かかるセンスがわれわれの創造主によって植えつ けられてい ること
には,何 の疑問 もない。 どの人 もみなそれを感ずると私 は信 じている。
Υ)「 私 は,こ れまで述べてき
たところによって,美 しさや快感 から起 こる徳 への強力な動機 を一一道徳的善行に対 してわれわれ
の自然の情 が知覚 させ,感 じさせて くれるあの美 しさや快感か らの一一減 じようとは些か も考える
ものではない。 それらは,も し十分 に留意 され,見 誤 またず,誤 用されることがなければ,す べ て
の正 しく,合 理的なものへの最 も適切な催促者 (S01icitors)だ とぃうことを私は知っている。実際
われわれは,無 味乾燥 の理性 が是認するものに刺激 となる何の情 も,感 情 のあたたかさももたない
とき,わ びしく,み じめな存在なのだ。
V° バーネットにあって,道 徳的善悪の区別の根拠 は究極的 に
は,勿 論,理 性 にあるが,感 情 に対するこのような大 きな理解 は,ボ ールギー とははなはだ対照的
だといわな くてはならない。ハ チスンの導 くところの結論 は理性 の原理――バーネットはそれを内
感 (intemal sense)と も呼 んでいる一一 と容易 に合致す るとも語 っているp
バーネットよりもかなり後 のプライスの場合,「 極めて著名な著述家ハチスン博 士」とあるのみで
個人的賛辞 は見当 らないが,内 容的 には,バ ーネッ ト以上 に,モ ラル・センスの立場 に理解を示 し
たように見える。プライスによれば,ハ チスンは,「 個人的利害の観点をはなれて行為 を直接是認 し
,

あるいは否認する能力を,わ れわれが実際 もっていることを,そ して又,人 生の最高の喜びが この
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能力にかかってい ることを,実 によく示 して くれたV° のである。プライスは,更 に,道 徳的是認 に
快が是非 とも必要 であるとして,次 のようにも述べている。
「私は,あ る行為 を,そ れを是認するこ
となしに正 しいと知覚することはない。 いいか えれば,何 程 かの満足,充 足感 (complacency)を 味
うことなしにそれを是認することはない。ある行為 を否認することなしに間違っていると,又 ,そ
れに不快 になる (displeasd with)こ となしに否認する ことはない。正 しい行為 とは,わ れわれにと
の
って必ず快適で……」と
『 プライスに至ってその直覚主義 はかな り明確な形をなして くるが,そ れ
で も彼 は,理 性 の弱 さ,直 覚の当てにならなさについて, しばしば語って,そ こか ら道徳的行為 に
ついて も,「 その抽象的観念は常 に全 く同 じでも,個 々の要求や義務 は常 に変化 し」
,多 くの場合,具 体
的行為 にあたって,ど のようにあるべ きかを正確に決めることは,誰 にも出来ない とも述べているV°
正邪の知的判別は本能的決定に助けられなくてはならないとい うのであるV9
道徳的善悪の区別が理性 によるか感情 によるか という,当 時を最 もにぎわした論争 の正否 に深入
りするのは小論の課題 でないが,ボ ールギーの上に見 た徹底 した理性主義 の立場 からするハ チスン
批半1は ,同 時代 の他の理性主義者 に比べて も,殊 の外 きびしい もののようであった。 そこには,ボ
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だが ,き び しぃ批半」
,必 らず しも正 しか らず。ボールギーのハ チス ン観 に果 して問題 はないであ
ろうか。
ボールギーの所説 は余 りにも極端 なものであった とは,冒 頭既 にふれた ところで あった。 それが
実は,ボ ール ギーの批判 の何 よ りの問題点で もなかったか。勿論 ,理 性主義 の立 場 か らす る感情 の
問題点の指摘 には,あ らが うまで もない もの も多 く,そ の意 味 で,そ のハ チス ン批判 のす べてが不
当であった とは決 して言 えな いで あろうが,た だ,ボ ール ギーの批半」は,ハ チスンの主 張 にはほと
ん ど耳 を貸 さぬ,自 らの立 場 か らの余 りにも一方的な もののようであった。
これをまず,モ ラル・ セ ンスについてのハ チスンの言 い分 との対比 か ら見 てい く。
ボールギーのハ チスン批判 において何 よ りもまず気付か されることは,上 で もしば しばふれてあ
るごとく,モ ラル・センスが常 に「本能」あるいは「衝動 J(impulse)と 呼 ばれて い ることである。
『基礎』第一部 ,第 二 部 を通 じて,そ のつかい方 は無 数回であるといって よい。 しか し,そ こに既
に,あ る種 の見方 が前提 されていまいか。 た しかにモラル・ センス は,ハ チス ンにおいて本能 で あ
り,あ る種 の衝動 であるのか も知れない。 その ことは,理 性主義者 な らず とも, ヒューム な ど,立
場 を同 じくした人々で も認 めてい ることであ り,ハ チスン自身 もその呼 び方 を拒 むわ けにはいか な

ボールギーのハ チス ン批判 について

い。だが,ハ チスンは,ボ ール ギーが その批判 の主 な対象 とした『研究』初版 においては,た った
一 回「仁愛 へ の本能雪うとい うつかい方でそれ らしい もの を直接指 してい たにす ぎな いので ある。仁
愛 の情 は,ハ テスンにおいて,勿 論 ,本 能 ない し衝動 に入 るが,こ れ を含 めて も, 9回 程 しかつか
われてお らず,し か もそれ も,理 性主義者 との論争 の 中で集中的 に用い られて い る ことが 多 いので
ある。『基礎 』第二 部 の論 争 において,ハ チスンの側 の反論者 はただの一度 も「本能」 をつか わず

,

常 にモラル・ センス ない し「道徳 的感情 J(mOral Sentiment)と 言 って い るの を,ボ ールギー は

,

それへ の逐 条 ごとの反 ぱ くにお いて常 に「本能」 と受 け返 して い る。その対照 は鮮や か といわな く
てはな らな い。
これは単 なる言葉の問題 であるが,こ の一事 が, しか し,万 事 を語 って い るかの ようである。 ボ
ール ギー は,ハ チスンの モ ラル・ センス を本能 と名 づ けることにおいて,実 際的 に も,ほ とん ど常
に,盲 目的本能 (blind instinct),気 まぐれな衝動 ,自 然的感覚 (natural sense)感 覚的快苦 (sensual
pleasure and pain)の 矢日
覚 を意味 させて い るか らであ る。 それは,ハ チス ンのモラル・ センスにつ
いての (後 に見 るように仁 愛 の徳 について もの)正 しい とらえ方であったろうか。 む しろ,少 くと
も表現上 は,逆 ではなかったか。 た しかに,ハ チス ンに,特 にこの初期 の立 場 において,そ の よう
に解 させ るものが全 くな い とは言 えないか も知れな い。他 の五 官 とアナ ロ ジカルにモラル・ センス
が持 ち出され,道 徳的是認 ,否 認 はある快苦 を意 味 す るとせ られるとき,そ の感 覚 の完全 な独立性

,

道徳的自律性 をとなえることは困難 となるはずである。 しか し,そ れに して も,ボ ール ギ ーの見方
は余 りにも極端で,一 方的ではなか ったか。 ハ ナスンは,こ の初期 の立場 において も,そ の感覚 が
独 自の美 しさを示す ことを,至 るところで語 っているか らである。それは,最 も高貴 な (nOble),崇
高 な (superior,excellent,sublime)感 であ り,徳 の威厳 (digllity)を 表わす,言 い ようのな い道
徳的喜び (unspeakable moral pleasure),高 貴 な喜び,道 徳美 (mOral beauty)と 言われ ている
ものである。それは,わ れわれの美感や社会心 (public sense),名 誉心 (sense Of hOnour)な どと
相 並び,し か も,そ れ らよ りも一段 と崇高なセ ンス として,そ の中軸 をな して いることが語 られて
い るのである。 ハ チスンは,何 よ りも,人 間 には生来的に,自 己の利害 をはなれた (disinterested)
独 自な道徳心,独 自なその喜びがある ことを強調 してい るのである。 プライスに言 わせれば, もし
ハ チスンが この段階 で止 めておいた とした ら,ほ とん ど何 も問題 を残 さなかったので ある解 ハ チス
ンは,至 る ところで,そ の独 自な道 徳心 が,一 切 の習 l̲Hや 教育 をはなれて,あ らゆる人 間 に普遍的
に存在する ことを説 く。勿論 ,そ れが現実的 には変化する こと,多 様 な面 を呈 する ことをも決 して
見ないで はないが,し か し,ハ チスンによれば,そ れは,モ ラル・ センスの変動 とい うよ りはむし
ろそれに手段 としてかかわ っている理性 の見誤 りによるものである。理性 こそ,に ぶ く (du11),疑
°
いに満ちた (full of doubt)も のなのである
『 モラル・ センスは,ボ ール ギーの指摘 とは逆 に,最
も人間的な感覚 として常 に理性的存在者 にのみかかわ る原理であるよ°そ もそ もハ チス ンによれば
,
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動物 には,功 罪 (merit)の 観念 はまずない と見 ていいのであるよ9
ボールギーは,ハ チスンのモラル・ センスによる是認 は,道 徳的善 とは似 て も似 つかぬ,単 なる
自然的善で しかない と絶 えず繰 り返すが,そ れは,果 してハ チスンの言 うところに十分耳 を貸 して
の ことで あったか。 そ もそも,ハ チス ンの「研究』 は,そ の 冒頭 か らモラル・ センスによ る感 は自
然的善の知覚 とは全 く別 ものだ という説明 か らはじまって い るのである。その第 一 章 も,「 道徳的善
悪の知覚が 自然的善 あるい は利害 のそれ と全 く異 なるとい う ことは,そ れ らが 自 らに降 りかかって
くるときの様子 を考 えれば,誰 で もしか と見定 め得 ることなのだ」 という書 き出 しで は じまってい
るが,『 研究』全篇 が,否 ,そ の後 の著作のすべ てが,結 局 はそれに当て られている といって も過言
でないであろ う。 モラル・ センス と同感 (sympathy)や 自然的才能 (natural abilities)と は全 く
違 うことも既 にこの『研究』の段階で も明 らかに語 られてお り,そ れが,ヒ ューム の道 徳論 との決
定的違 い をな した こと も周知の ところで ある。 ボールギーに とって,そ の感 じが全 く違 うとい う主
張 は何 も耳 に入 らなか ったのであろうか。
もっとも,ボ ールギ ーに とって,何 よ りの問題 は,か ような表現上の ことよ りも原理上の こと

,

ハ チスンのモラル・ センス論 の体系その ものであると言われ るか も知れない。 しか し,そ うである
として も,や は り,一 方的な見方であった ことに変 りはな いで あろう。た しかに,ハ チスンには

,

原理上 ,多 くの問題点が存することは否めな い事実 で もあった。そ もそ も,ハ チス ン自身 ,モ ラル・
センス を,「 ある対象の出現 によって,わ れわれの意志 とかかわ りな く,何 らかの観念 を受 けとる心
の決定9° と定義 づ けて いるか らである。既 にふれて あるごとくハ チスンにおいては,い かなる行為
に も必ず自然的動機がな くてはな らず,従 って行為 の評価 においては,そ の評価 の原理 と別個 な自
『例証』の表現 でいえば,「 あらゆる作動因 (exciting
然的欲求の実在が前提 されていな くてはならない。

reasons)は 本能 や感情 を前提 し,正 当化の理 由 (justifying reasons)は モラル・ セ ンス を前提す
る」のとい うのがそれである。 ところで,モ ラル・セ ンスは,そ の対象 の 自然的欲求 ,自 然的本能 に

,

主体の意志 とかかわ りなしに規定 され る心の決定であるとすれば,こ れを機械的 に とるとき,そ こ
に自由は存 せ ず,結 局 それは,ハ チス ン自身 の否定 に もかかわ らず,単 なる自然的善 の是認 で しか
ないこ とになる。 ボールギーが,ハ チス ンのモラル・ セ ンスは動物間 にも適用 され るはず とす るの
もここにある。 ハ チスンのモラル・ センス論 の最大 の問題点 といわな くてはな らな い。 ただ,は っ
きりい えることは,ハ チスンの説明が十分 であるか否 かは とにか く,そ のモ ラル・ セ ンスの,対 象
か らの規定 は,決 して一義的ではな く,そ こに,常 に,あ る種 の独 自性 が残 されて い た とい うこと
で ある。 それ は, まず第一 に,繰 り返す まで もな く当然の ことで あるが,是 認 のセ ンス は対象の自
然 の情 とは別個 な働 らきとして論 じられて い るその ことによる。 モ ラル・ センスは,た しかに快苦
の感 である として も,そ れは,観 察者 の利害 の念 でないことは勿論,そ の対象の自然的感情 の もつ
快苦 で も必ず しもな くて,そ の情 についての反省 (calm reflection)の 感 に外 な らな いので あ るよ働

ボールギーのハ チスン批半1に ついて

「モラル・ センスがなかった ら,仁 愛 を喜 ぶ こともな い99の である。第二 に,モ ラル・センス即仁
愛のセンス と必ず しも言 えな いことに よる。 ハ チスンにお いて,モ ラル・ センスは,ほ とん ど仁愛
のセンス と言 って もよい程 ,そ の関係 は密接 であるが,仁 愛 であればすべ てがよ く,反 対 に,自 愛
(self love)は そのすべ てが否定 されてい るわ けではない。
「善行為の動機 が必ず しもすべ て仁愛 で

あるわけではない。
」°ハ チス ンにおいて何 よ りも是認 され る仁愛 は,広 範 な,普 遍的な仁愛 (exten
―s e,un

eFSal benevolence)で あ り,決 して単 なる衝動的,盲 目的仁愛ではない。 その ことは繰

り返 し言われ ているところである。一方 自愛 は,ハ チス ンにおいて,た しかにその位置 は高 い もの
ではないけれ ども,し か しその自愛 について も,有 徳 へ の手段 としては勿論 ,そ れ 自体 として,賞
り
讃 され,重 要視 されてい る面 もな くはないのである。自愛 の欠如 は道 徳的 に悪だ ともいわれて い るよ
つ まり,敢 えて第二 を掲 げればモラル・ センスの是認 とは,何 よ りも,対 象 に規定 せ られ つつ, し
か し,そ れの いわば有機的・ 秩序的連関へ の喜 びであるということになる。仁愛 が,特 に普遍的な
それが何 よ りも是認 せ られ るの も,そ れによる とい うべ きであろう。 ハ チス ンは,そ の徳論 の至 る
ところで全体 (the whole)と の秩序的連関,調 和 の美 しさ,賢 明なる秩序 (wiSe Order)の 観念 を
語 っているが,そ もそも,ハ チス ンによれば,「 建築の最 も完全なる規則が強 く禁ずる ものは,部 分
がぜい沢 になって,全 体 の均衡 を破 る ことで ある。」か
ハ チスンのモ ラル・ センスは,決 して単 なる主観的原理ではな いが,し か し,単 純 に対象 に一 義
的 に規定 され る自然主義的原理で もないζ9そ こに一種 の独立性 ,道 徳の自律性 があることは,否 定
すべ くもな い明 白な事実 と言 ってよい と思われ る。対象 の 自然 に即 しなが らも,そ の本質的連関

,

その秩序的調和 に,一 種 の美 を感得 してい るものの ようである。 ハ チス ンの オプテ ミズムは否定す
べ くもない けれ ども,そ れは決 して単純 ではな く,人 間界 の現実 の堕落 をよ く見すえなが らも,あ
くまでその本性 の美 しさが説 かれてい るのである。それが人間本性の真の姿 (real state of nature)争 0
「真実の顔」 (true face)で あ り子Dモ ラル・ センスはまさし く,そ の感覚な のである。 もともと
,

ハ チスンにおいて,美 感その ものが,「 多様 の統 一 」 (unifOrmity amidst variety)と 規定 せ られて
い るのである子ω
ボールギーのモラル・ センス批判 が,こ れ まで見 た ように,表 現上 も,又 原理的 に もハ チス ンの
言 い分 に十分耳 を貸 した ものでないとすれば, もはやその仁愛批判 については改 めて見 るまで もな
いか も知れない。 ボールギーは,徳 の内容 としてのハ チス ンの仁愛 について もきび しく批判 し,そ
の仁愛の徳 の気 まぐれで変化 しやす いこと,本 能 になけれ ば義務 とな らぬ こと,そ の徳論 の動物的
なる こと,徳 の大 きさは本能 の強 さに比例 する こと,そ して結局 ,そ の徳論 の動物的下等性 を強 く
指摘 した ことは先 に見 た ところであった。 ボール ギーにおいては,理 性 に非 ざれば感情であ り,感
情 はすべ て感覚的快 の満足 で しかなかったか らである。上 に見 たように,ハ チス ンのモ ラル・ セ ン
スは,た しかに,自 然の情 としてあるもの,い わば本能 としてあるものに規定 せ られ,そ れを是認
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する力 であった。 これ を逆 に言 えば,ハ チスンにおいては,た しかにボール ギーの指摘す るように

,

本能 として 自然 に存 しない ものを人 は義務 として要求 され ることはない とい うことになる。その意
味 では,ヒ ュームが その自然 的徳 (natural virtues)の 説明 に当って,人 は 自然 に不可能な ものを
期待 されな いΥうとしたの と相通 じる面 をもつことになるが,し か し,ハ チスンは,ヒ ューム の同感

(sympathy)論 の ように,そ こか ら,わ れわれの 自然的義務感 は情緒 の 自然 で通常 の力 (COmmon
and natural cOurse,usual foFCe)に 従 う甲 とい う導 き方 をしたわ けではないのである。 そこにヒ
ューム との違 いが ある。徳の冷静な解剖学者 (anatomist)と しての初期 ヒュームが,「 徳 に対す る
温 かい配慮 に欠 けて い る」 とい うハ チスンの助言 を入れて,後 に徳 の美 しさを説 く,い わゆる徳の
画家 (painter)の 立場 に変 ったの も,そ こにあった子9ハ チスンのモラル・セ ンスは,上 に見 た よう
に,た しかに,自 然 に存するもの との連関 において, しか し同時 に,あ くまで もその美的調和の感
覚 であ り,従 って当然 ,徳 はそれ への努力 にあることにもなるが,そ こを見なければ,仁 愛 の徳 に
ついて も,結 局 ,ボ ールギーの ような批半Jと なる外 ないであろ う。 ボール ギー は,徳 の内容 として
の仁愛の批判 に当 って,モ ラル・ センスの その面 を何一つ介 在 させて見 ることはしなかったのであ
る。 もっとも,ボ ール ギー も:ハ チスンにおいて是認 され るものは普遍的仁愛である こと,又 ,徳
の対象 は理性的存在者だ ということを全 く目にしてい なか ったわ けではないが, しか し,理 性以外
をすべ て軽視す るボールギーにおいては,そ の面 は全 く不可解な こととして処理 されて しまったの
である。『基礎 』第二 部 のハ テス ンの側 の反論者 のモ ラル・センスの弁明,そ して,ハ テス ンの道徳
論 は決 して恥ずべ きものでない とい う反論 にも,ボ ール ギーは何一つ耳 を貸 そ うとは していなかっ
た。
徳の内容 を見 たついでに,徳 の教育 について,簡 単 に見 てお く。 ボール ギーは,徳 は教 えられ得
°
るもの とし,そ れ によって大 きく発達 させ得 るとも言 う
『 しか るに,ボ ール ギーに よれば,ハ チス
ンはこれを否定 して い る。 これは,ボ ール ギーによれ ば,ハ テスンとしてはまことに当然 の ことで
ある。
「なぜな ら,も し徳 が本能 とその本能 の結果 に存するとすれば,教 育 はほ とん ど,あ るい は何
一つ役 に立 たない ことは明 らかであるか ら。」'こ の見方 は正 しいであろうか。
た しかにハ チスンは,自
9そ の
然の情 を基底 にし,徳 の念 は教育や習慣 によらぬ としば しば述べている
意味 で は,ボ ールギ
『
ーの批判 は,必 ず しも不 当なもの とは言 えないで あろう。 しか し, もし,徳 の教育 とい うことがボ
ールギーの意 味す るところだけであるな ら,す なわち 教育の重要 さとは「道徳的実践のすば らし
,′

さ (eXcellence)ゃ 悪 い行為のみに くさ (OdiOusness),下 劣 さ (baseness)を よ りくわ しく,よ り
明確 に示 す こと年9と い う啓発の意であるな ら,『 研究』では直接多 くは語 られないまで も,ハ チスン
は決 してそれ を否定 しな いであろう。ハ チスンは,高 貴 なる有徳 者 (nOble rtuous characters)と
°
なる ことを,そ のための努力 を強 くすすめて い るか らである
『 ボール ギー も既 に参照 してい ること
が明 らかである『例証』初版 の序文 に,ハ チスンは,徳 性 についての正 しい考 え方 (true opinion)
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9ボ ールギーの上の批判 に,ハ チス ンのモ
こそが,そ れを啓発 し,発 達 させ ると明 白に説 いてい る
『
ラル・ センスに対す る,そ して仁愛 に対す る一方的な見方が よ く凝縮 されていまいか。 もし,ボ ー
ルギーのい う教育 の意がハ チスンの意味す るもの まで含 むなら,つ まり,徳 の念 の起源 にまで 関す
るものなら,そ れを教育 によるもの とするとき,道 徳的善悪 をわれわれの主観 を越 えた絶対 の真理
へ の合致 とするボー ル ギー 自身 の基本 をあや う くしないで あろうか。

以上 ,ボ ールギーのハ チス ン批判 は極 めて きび し く,し か もそれは,余 りに も極端で一 方的なも
のであった ことを見 て きたわ けであるが,で は,そ れは,全 く無意味 な ものであったか。 ハ チス ン
にとって も,何 の影響 もなかったのであろうか。最後 に,こ れについて少 し く考 えてみ ようと思 う。
ハ テス ンの倫理思想が何度か変化 した ことはよ く知 られてい るところであ りf° そ こに,バ トラー
や,理 性主義者 たちの影響があった こともしばしば言われて い るが,ボ ール ギとが直接 どの程度 か
かわったかは,つ まび らかでな い。今 の ところ,わ れわれ として も,そ れ を明確 にす る手 だてをも
たず,推 測の域 を出な いが,ハ チス ンの変化 と対応 させて考 えて見 るとき,ボ ールギーの批判 は

,

その きびしさにもかかわ らず,全 く無関係 ではあ り得ず,ハ チスンの思考の整理 に,少 くともその
′
叙述 の整理 には,多 少資す るところであった ように思われ る。
もっとも,ボ ール ギーの批半Jは ,直 接的 にはハ チス ンに決 して好感 は与 えなかった ようである。
それは,何 よ りも,『 例証』改訂版 でのその批判 につ いてのハ チス ンの扱 い方 によ くうかがわれ るよ
うである。 ハ ナ スンは, この改訂版 にお いて,脚 注の形 でボール ギーの批判 の一 部 を引用 し, これ
に反ぱ くを加 えて い るが,そ れは,他 の理性主義者 に対す る場合 と比 べ るとまことににべ もない

,

道徳の基礎 〉の著者 ………Jと あるのみで,そ こにはボールギー
「最近 の 〈
冷たい扱 い となっている。
の名前 も敬称 も一切 な い上 に,本 文 に入 って い きな り,ボ ールギーの文 の用語 は極 めて不明である
とし,こ れに更 に長文 の反 ぱ くを加 え,道 徳的行為者 は決 して盲 目的衝動 に従 って いるのではない
と繰 り返 し述 べ ているのを見 るようこれは,例 えば,バ ー ネッ トヘ の対 し方 とは雲泥の差である。バ
ーネ ッ トがハ チス ンに大 い なる賛辞 と敬意 を表 した ことは先 に見 た ところであるが ,ハ チス ン も又

,

そのバ ーネ ッ トに,書 簡 の中では勿論 ,そ の後 の『例証』 の序文 において も,大 い なる敬意 を表わ
9

し,「 か くも賢明なる紳 士,か くも世 に卓越 した人士の思 い出 に対 して著者の抱 いてい る高 い尊敬与
と語 っているの を見 る。単 なる推測で しかないが , この扱 い方 の違 いに,ハ チス ンの不快感 を見れ
9

ないか。ハ チス ンは,引 用や論 ぱ くに際 しては,何 らかの敬意 を払 って い る ことが 多 いか らである伊
では,ボ ールギーの きび しい批半」は,た だハ チス ンを不快 にさせ,反 ぱ くの一 文 を書 か しめただ
けであったか。必ず しもそうとも限 らないことを,上 と同 じ『例証』改 訂版 の,そ の改訂の文 に限
って見てみようと思 う。勿論 そこにボール ギーの影響 と断定 させ るものは何 もな く,上 の ことよ り
も更に推測 になるが,し か し,ボ ール ギーの上 に見 たような批半」と余 りに もよ く対応す るごとき箇

横

兼

所が, しば しば 目につ くか らである。
まず,こ の文 か ら見 てみる。「ある者 は 〈
本能〉とい う言葉 を,も っぱら,何 の 目的の知識 も意図
もな くわれわれ を決定づけるような意志の働 らき,な い し体力の ごとき もの と思 っているようで あ
るが,か かる本能 が徳 の源泉であるわけがな い。 もっ とも,心 は,丁 度動物 たちが その下等 の本能
によって行動 に駆 り立て られているように,あ る気質や感情 や,更 には何 らかの事 象 (events)の 観
念 をもつ と,そ れ らを是認 した り,あ るい は望 んだ りするように決定 づ けられているので,も しそ
の本能 とい う言葉 を動物 に見 るものよ りももっ と高級 な ものに適用するといろいろ差 し支 えがある
ようなら,別 の言葉 を用 いた らどうか。子。これ は,改 訂版 において新 しくつけ力日えられた ものである
が,こ れ と,先 のボールギーに対 して直接 ,「 盲 目的衝動」ではない と反ぱ くした もの を考 え合わせ
ると,ハ チスンがいかに「本能」なる表 現 を強 く意識 していたかが明 らか となる。「人 の行為の是認
は,観 察者の心 にささやか な喜び (some litte pleasure)を 生 じさせ,そ の是認 に満足 す る観察者
ではな く,ま さし くその是認 される性質 が宿 る と思われ る当の行為者 に対 して愛情 を引 き起 こす。」ゆ
これは,初 版 の「人の行為の是認 は快適で,そ の行為者 へ の愛情 を伴 う」 とい う箇所 の改訂文 で あ
るが,こ こで は,微 妙 な形で快 の表現が控 え目になっているのに気付 かされ る。『例証』自体 が既 に
バ ーネ ッ トなどの影響 を受 けて『研究』の初版 よ りもかな り快 の表現が控 え目にな り

,モ ラル・ セ

ンスの「無私性」がよ り強調 されて来 ているの に,更 にこの改訂版で急 きょこの ように訂正 せ ざる
を得な くさせた ものは何であったか。
「 われわれが理 性 の中 に道徳観念 を有 していることは明 らかで
ある。 ……理性 は,い かなる行為が法や崇高なる存在 の意志 にかな うか,い かなる行為が個人的善
や公共の善 に向 うかを教 えて くれ る。 …… ある行為が社会 に有害 であるとい う論証 には,新 しい知
識 の特殊 な喜びがある。徳の有益 さの論証の場合 と同 じく……。すかこれは,更 に長文 の形で新 しくつ
け力日えられた ものの一部 であるが,こ こで は,快 の表現 と対照的な程,理 性 が 目立 つ形 となってい
る。勿論 ,こ れ によってハ チス ンが理性主義 の立場 へ と変化 したわけでは決 してないが,理 性 に一
層 しかるべ き位置 が与 えられたかのようで ある。『例証』に至 って徳の内容 について も一層,そ の普
遍的なる ことが強調 されて くるが,そ の 中 にあって,「 われわれの本性 の最高 の完成 としての〈
冷静
で広範な仁愛〉(calm extens

9
e benevolence)」 とぃ ぅ表現が新 たにつ け加 えられているの を見 るよ

又,こ のつ け加 えられた もの と反対 に,「 徳 は適切 に教 えられはしない」とい う初版 に あった表現が

,

改訂版では削除 されているよ°徳の教育 に対する表現上の微妙なニ ュア ンスに配慮 したのであろうか。
勿論,は じめに も述 べ たように,こ れ らのすべ てがボールギーの批半」を意 識 した もの と特定 させ
るものは何 もな い。ハ チスンは,先 に も述 べ た ように,い ろいろな人の影響 を受 けて いた と思われ
るか らである。 だが,ボ ールギ ー以外 に,急 きょこの ような改訂 を意 識 させた人 は更 に考 えに くい
のではあるまいか。バ ーネ ッ トの影響 が少なか らぬ ものがあうた とは先 にぶれた ところで あった。
しか し,バ ー ネ ッ トとの書簡 による論争 は『例証』の 3年 前 であ り,そ の成果 は,ハ ナスンの言葉 に
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もあるように,初 版 に十分盛 り込 まれた と考 えて差 し支 えないで あろう。その外 に,『 研究』初版 か
ら『例証』 までの 3年 間 にハ チスンとのかかわ りをもった人 として,バ トラー と理性主義者 ウラス
トン (W,WollastOn)が 考 えられ るが,後 々 までハ チスン と密接 なかかわ りをもつ ことになったバ
トラーの『説教集』 (Sermons)は 『例証』 の 2年 前 で あ り,ウ ラス トンの『 自然宗教素描』はさら
に早 く, 4年 前 ,つ ま り,実 はハ チス ンの 『研究』の 1年 前 で,急 にこの改訂版 において意識 され
るとは限 らない人たちなのである。 ウラス トンに関 しては,既 に『例証』 で,は じめか ら,独 立の
一章 を設 け,考 察 を加 えて い るのであるよ°ボールギーの『基礎』第 一部 とハ チス ンの『例証』初版
は同年 の刊行 で あるが,ボ ール ギーが既 にこの書 に一 こと言及 して いるところか らす る と,『 例証』
の方がよ り早 い ことになる。 しか し,『 例証』改訂版 も同年 で あるか らして,結 局 ,初 版 と同年内の
改訂版刊行 とい う極 めて短 い期間内 にボールギーの上の きび しい批判 がなされたわ けである。意識
されないのがむ しろ不 自然 ではあるまいか。先 に も述 べ た ように,ボ ールギーの一 方的 ともい える
批判 は,直 接的 には決 して好感 の もてるものではなか った ようであるが,し か し,上 の改訂 の文

,

その他 のハ チスンの改訂 に当ってのこまごました配慮 と考 え合 わせて見 るとき,そ の批判 はハ ナス
ンに とってはかな りの衝撃 とな り,思 考 の整理 には何程 か影響 を及 ばした もののように思われ る。
更 に後 の立場 ,例 えば,『 道徳哲学体系』や『道徳哲学序説』などに至 って,ハ テス ンは実質的 に
もかな り大 きく変化 して くる。 モラル・センスはむ しろ良心 (conscience)と 呼 ばれ ること多 く,そ
の崇高 さ,そ の権威 ,特 にその実践 の力が強調 され,更 には,「 先 にある ということと正 しい ことと
は別」 として,そ の背後 の「 自然法」 とその認 識 の力 としての「正 しき理性」 (right reason)が ょ
り表面化 して くる。功利思想 もより表面化 して くるが,同 時 に徳 の是認 と快苦 の間 が よ り整理 され

,

徳は感覚的快 と全 く別 で ある ことが,至 るところで,よ り強調 されて くるの を見 るよ°この ような変
化 にボールギーがかかわ った と特定 させ るもの は更 にな く,そ こにはむ しろバ トラーの影響 が強 か
った ことは,よ く指摘 されて い るところであるが ,た だ,上 のようなボールギーの批半Jの 内容 と照
らし合 わせて見 るとき,そ の影響 が全 くなかった と言 い切れ るか どうか。

われわれは,上 に,ボ ールギーのハ チスン批判 は実 にきび しい ものであった こと, しか もそれは
ハ チスンの言 い分 にほ とん ど耳 を貸 さぬ,か な リー方的な ものであった こと, しか し,そ れに もか
かわ らず,そ の批判 はハ チス ンに何程 かの衝撃 を与 え,そ の考 えの整理 には多少役 立 ったかの よう
であることを見 て来 たわけである。
ボールギーの理性主義 自体 にも多 くの問題 はあったか も知れない。 ハ チス ン も,少 くとも直接的
には何の敬意 をも表わ してはいなかった。 だが,基 本 的 には批判期以降 のカン トを思わす極 めて厳
粛な理性主義の立場 に立 って,感 情 の立場の問題点 を浮 き彫 りに し,道 徳の独立性 ,自 律性 を強調
したボールギー をハ テス ンは決 して無視 は出来 なか った と思われる。極端 に言えば,ボ ール ギーの

作

批半Jに は強 い反発 を覚 えなが らも,そ の姿勢 には何程 かの顧慮 を払 っていたのではなかったか。
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