
はじめに

経済学説史上バートン（ ）は、リカードウが主著 経済学および

課税の原理 （ 以下 原理 と略

記）第 版第 章 機械について において、資本増加と労働需要の関係についてバートン

を引用しつつ、固定資本部分の増加にともなって労働需要に充てられる流動資本の増加は逓

減的になるという主張 ）を明らかにしたときに評価した人物としてよく知られているが、

本稿はバートンの穀物法に関する論考（

以下 穀物法研究 と略記。引用あるいは参

照するときは煩瑣を避けるため当該ページを本文に示す））を取り上げ、彼の経済学思想の

もうひとつ別の側面を明らかにしようとするものである。

穀物法に関する研究は内外ともに豊かな蓄積 ）があり、バートンに関しても真実一男氏

の貴重な先駆的業績 ）があることは改めて指摘するまでもないであろう。ここではそれら

の研究に導かれながらも、いま少し考察を加えることによってバートンの穀物法論の全体像
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バートンの穀物法論

野 原 秀 次

）バートンは
（真実一男訳 社会の労働者階級の状態 法政大学出版局、 年）においてリ

カードウの機械論を批判し、これに対してリカードウは 原理 第 版の新機械論で言及した（

羽鳥卓也・吉澤芳樹訳 経済学および課税の原理
岩波文庫〔下〕、 年、 ページ。訳出に際しては邦訳を参照させていただいたが、必ずしもそれに従
わない。以下同様）。バートンとリカードウの関連については真実一男 機械と失業─リカァドゥ機械論
研究─ 理論社、 年、拙稿 リカードゥの機械論について 経済学論叢 （同志社大学）第 巻第
・ 号、 年を参照。
）真実一男氏は 穀物法研究 の概説を前掲翻訳本において記している。 ページを参照。



を提示し、以て 年という穀物法論争の後期段階において出版された彼の論考の特色は何

か、またその意義はどこにあるのか等について若干の検討を試みるものである。

穀物法研究 は大きく 節から構成され、最後に人口・穀物価格などの動向を示す資料

が付されている。以下、バートンの論述を跡づけてみよう。

穀物価格の騰落が貧民の状態に及ぼす影響

冒頭の 序言 においてバートンはスミス以来の自由貿易論を支持する立場を撤回し、現

下において激しく展開されている穀物法論争について、特定の階級の利害ではなく社会全体

の福祉の観点より冷静にかつ公平な立場で検討する必要を訴える。そうして、 人口統計

表 の著者ミルン（ ）が低い小麦価格は人々の生活に有利と見なしていることに対

し、バートンは反対にこれを不利と見る。 人口統計表 に照らしても、小麦価格が低いと

きの方が死亡率は高く、しかも穀物価格が高くなるにつれて死亡率は徐々に低下している事

実を指摘している（ ）。一見奇異に見えるこのような主張を論証すべく次のよ

うに論述を展開してゆく。

穀物の自由貿易賛成論者は穀物価格の低下は労働者の福祉の増大をもたらすと言うが、そ

の主張は賃金不変の前提があって初めて可能である。しかし賃金率はごくわずかな穀物価格

の変化であっても、その影響を受け易いというのが実際のところである。また穀物価格低下

の影響は農業労働者と製造業労働者とでは異なっていようし、階級によっても当然違うであ

ろうが、それを直接に比較計量することはできない。しかしながら、死亡率の推移を手がか

りにして、その影響を推測することはできる（ ）。

ここでバートンは各年の正確な人口を知るために工夫を凝らしている。その結果、たとえ

ば 年の人口は、 年の人口 人に 年の死亡者 人を加え、出生者

人と登録の不備 人を引いた 人であると推計した。同様に 年から

年までの各年の人口を算出して死亡率（ 万人当たりの埋葬者数）を確定すると、穀

物価格との間に次の表に示すとおり一定の関係を指摘することができると言う。

見られるように、小麦価格の上昇とともに死亡率は低下していくのが分かる。 シリン

グ以上になって死亡率は上昇に転じるが、それでも シリング未満のときよりも少ない。こ

の驚くべき結果に対する反論を予想して、統計処理に関する批判を回避するためバートンは
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バートンの穀物法論（野原）

より精度を上げて小麦価格を シリング毎に細分化して計算し、その結果同様の死亡率低下

傾向を見出しうると主張する（ ）。では、このような常識に反する結果は一体どう

した理由で起こったのだろうか。さらにバートンの説明を追ってみよう。

製造業地域と農業地域とに分けて穀物価格と死亡率との関係を調べると、製造業地域では

シリングまで死亡率は傾向的に低下している。これに対して農業地域の死亡率は穀物価

格が上昇するにつれて一貫して低下しているばかりか、 シリングから シリング以上の

段階のいずれにおいても製造業地域の死亡率を下回っており、特に シリング以上の時は

万人当たり 人も少ない事実が明らかにされる（ ））。ここでバートンは労働

者の生活習慣に目を向ける。すなわち 暴飲（ ）（ ）が高い賃金を得る

職人のあいだに広く見られるが、それが彼らの寿命を縮めていることは容易に想像できる。

同様のことが製造業労働者にも指摘できることを、彼らを雇用している羊毛製造業者の上院

委員会における証言に基づいて強調する。

では農業労働者についてはどうか。穀物価格が低いと農業労働者が被る不利益の程度はは

るかに強くなるだろうとバートンは言う。ナポレオン戦争終結前後、穀物価格暴落の状況に

関する農業地域各州の報告から、失業に苦しみ悲惨な生活に喘ぐ農業労働者の実態が示され

る（ ）。念のために、当時の穀物 クォーター当たり年平均価格を示しておけ

ば、 年に シリング ペンスの最高値に達して以後、 年は シリング ペンス、

年は シリング ペンス、 年は シリング ペンス、 年は シリング ペン

ス、 年は シリング ペンスとなり、その後は下落傾向が続く ）。 ・ 年の穀物価

格暴落とその後の低迷が多くの農業労働者の職を奪い、苦境に陥れた原因としてバートンは

糾弾の声を上げたのである。

しかし労働者が受ける害悪は上に述べたことに尽きるものではない。次いでバートンは結

婚の問題に論及している。穀物の低価格は実質賃金の上昇によって 性急で無分別な結婚を

助長し （ ）、悲惨な状態を長引かせることになると断言し、その論拠として 年か

ら 年にかけての穀物価格と 万人当たりの女性の結婚者数との関係を示す資料を挙げ

ている（ ）。ここでバートンはマルサスの人口論を援用し、過剰人口の抑制は予

防的制限と積極的制限によるほかないが、低い穀物価格は予防的制限の効果を、すなわち結

婚を控えたり遅らせたりする効果を減じてしまうことに憂慮の念を隠さない。またそれは積

極的制限の行為を増やすことにもなり、生存手段の欠如が死亡増加を導くのは不可避であ

る。最後にバートンはこの問題について締め括りの論述を与える。 最高穀物価格と最低穀

物価格は労働者階級の安楽と健康にとって不都合である。 中間の穀物価格は高いほど労働

者にとって好都合である。 低い穀物価格は農業地域にとって致命的である。 低い穀物価

）国内の重要な研究書をあげておく。北野大吉 英國自由貿易運動史 日本評論社、 年、熊谷次郎
マンチェスター派経済思想史研究 日本経済評論社、 年、服部正治 穀物法論争 昭和堂、
年、毛利健三 古典経済学の地平 理論・時代・背景 ミネルヴァ書房、 年。最近の欧米の研究状
況を要領良くサーベイしたものとして、河合康夫 穀物法廃止の歴史像をめぐって 武蔵大学論集 第
巻第 号、 年を参照。
）真実、前掲書および 増補版 リカード経済学入門 新評論、 年、 ページを参照。
）原文 ページの表の第 列第 行の は の誤記であろう。
）



格は製造業地域にとっても農業地域ほどではないにしても不利である。 結婚数は穀物価格

の低下とともに増加する。 以上のことから 価格の安定 （ 原文ではイタリック）

が最も必要とされるものであり、中位の価格が労働者の福祉に最も大きく寄与する。

このようにバートンは穀物価格の騰落と人口および結婚との関係を独自の方法で明らかに

しつつ、低い穀物価格は労働者に有利であるとする自由貿易論者の主張に対し、むしろ低い

穀物価格は不利であると真っ向から批判を加えたのである。以上の結論を基礎にして次に穀

物法の検討に入ってゆく。

外国穀物の無制限な輸入の便宜について

現行穀物法の是非を論じるとき、国民の大多数である労働者の富にどのような影響が生じ

るかを考慮しなければならないとバートンは指摘する。自由貿易論者の主張はこの点でどう

であろうか。いま外国穀物価格が クォーター当たり シリングで、国内価格が シリング

の場合、 シリング分高く支払いを余儀なくされる消費者は損をしていると彼らは言う。果

たしてそうだろうか（ ）。

ポーランドの穀物生産者は クォーター当たり シリングで輸出できるとしよう。仮に輸

入制限がなければイギリスの穀物需要の増大はダンツィヒ（グダンスク）の穀物価格を引き

上げるであろうが、それはどの水準までか。おそらく シリングの価格上昇が生じると予測

できる。すなわちイギリスは シリングの損失を被ることになる。だとすれば、国民全体の

観点から見れば現行法による制限がある場合のほうが国富は大きい（ ）。

さらに考慮にいれるべきは農業生産の条件の変化である。いままでの議論はこれを不変と

前提して進めてきたが、 シリングの減少は多くの劣等地耕作の放棄を惹起するとバートン

は考える。自由貿易論者は劣等地耕作を放棄して外国から輸入し、製造品を輸出すれば費用

削減の効果が得られることから、これを国民の利益と見なすが、バートンは異議を唱える。

まず彼らの主張するように、果たして農業労働者と製造業労働者を代替することは容易に可

能であろうか。サセックスで雇用を失った農業労働者がマンチェスターに移住して紡績工に

なったと言うのか。そのような例は 人に 人もいない。多くの場合自暴自棄に陥るのが

普通である。

では救済策として移住はどうであろうか。バートンはこれに対しても反対の立場を示して

いる。以前サセックスは製鉄業で栄えていたが、コークスによる精錬法が開発されると製鉄

業は石炭を産出する地方へ移った。以来サセックスは現在までほぼ 世紀のあいだ過剰人口

に苦しむことになった（ ）。このことから分かるように、労働者は移動が困難な

のである ）。この点を自由貿易論者は無視しているとバートンは強く批判している。

外国に穀物を依存する体制では、全般的な不作──イギリスも大陸もともに収穫低下の事

態になる──が生じた場合危険ではないか。突然の輸入停止もしくは大幅な減少が生じて穀

物価格は高騰することにならないか。ここでバートンはジェイコブの 第 報告 ）を取り

あげている。適正な保護がないためにイギリスの農業者が生産を減少させるようになると、

不足分は保護があったときよりはるかに高い価格で外国から輸入せざるを得ないと述べる
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バートンの穀物法論（野原）

ジェイコブに賛同したあと、バートンは国民の生活維持を外国に依存する危険性をジェイコ

ブとともに力説する。さらに、高い外国穀物から消費者を守るためには穀物貿易に対する制

限は正当化されうるというジェイコブの言葉を読者に示して、バートンは自説の正当性を訴

える（ ）。

ところで、貿易は相互依存関係によって成立するものであるから、イギリスが外国に穀物

を依存するのと同じように外国もイギリスに依存していると考える立場がある。これについ

てバートンは、外国からの穀物供給の停止は死亡宣告に等しいと言う。凶作時には食糧供給

は自国優先となるのが当然であるとすれば、相互依存関係は極めて不安定で危険である。し

かもこの危険は以前より大きくなっている。なぜならば、ヨーロッパ全体で人口増加が見ら

れ飢餓の危機が喫緊の問題となることは必至であり、外国依存の程度が大きい国ほど危険で

ある（ ）。外国はいつでも禁輸措置を講じうることを忘れてはならない。

さらに注意すべき点は、イギリス製造業の繁栄は今後も維持しうるのかどうかである。貿

易は最も気紛れで説明できない変化に影響を受け易いものであるから、イギリス工業製品に

対する需要が低下することも視野に収めて考える必要がある。イギリスが 一大腐敗工場

（ ）にならないという保証はない。

以上に示されたバートンの論述の要点を再確認すれば、現行穀物法の撤廃は国富の増大で

はなく減少を招く。その理由として、イギリスはより高い穀物価格の支払いを余儀なくされ

るばかりでなく農業労働者の失業を生じ、製造業労働者も悲惨な状況に陥るだろうからであ

る。

外国穀物に固定関税率を課す便宜について

ここでは現在のスライディング・スケール制 ）と固定関税率とが比較検討される。現行

法が固定関税制に変更されるとどうなるだろうか。バートンは現在実際に支払われている関

税を小麦 クォーター当たり シリング ペンスと見積もり、もし固定関税制になっても同

額の関税が課されるときには価格は依然として高いから、自由貿易論者の主張するような利

）後に見るようにバートンはシスモンディ（ ）を高く評価しているが、シスモ
ンディの

（ 経済学新原理──または人口との関連における富について 、以下 と略記し、
に拠った）に労働者は長期の訓練で獲得した熟練を捨て去りがたく、他部門に雇用機会が

あっても移動したがらないという論述がある。 （菅間正朔訳 經濟學新原理 上、日本
評論社、 年、 ページ）．
）バートンは とのみ記しているが、 年の

と思われる。 報告 の分析については服部、前掲書、
第 章を参照。
） 年穀物法は国内の穀物（小麦） クォーター当たりの価格が シリングの時 シリング ペンスの
関税を課し、価格が上昇するにしたがって税率を引き下げ、 シリング以上の時には シリングになると
定めた。なお、小麦価格が シリング以上 シリング未満のときの関税率について シリング ペンスと
する（熊谷、前掲書、 ページを参照）のと シリング ペンスとする（北野、前掲書、 ページ、

を参照）のがあり、数字が異なっている。



益は生まれないと言う。むしろ固定関税制のほうが現在よりも価格変動を受け易いことを指

摘してから、たとえば大陸の収穫が豊作のとき クォーター当たり シリングだとすれば、

これに シリングの固定関税を課すと シリングがイギリス市場での価格となろう。反対に

不作で シリングに上昇した場合、現行制度では シリングの関税が課されるから穀物価格

は シリングとなる。一方固定関税制では シリングを課して シリングとなるから、 シ

リング高くなるだろう。したがって、自由貿易になればイギリス国民は シリングで穀物を

得られるというのは驚くべき主張である。実際のところは豊作か不作かによって穀物価格は

大きく異なってくるのである。

また、 クォーター当たり シリング ペンスの関税は誰の負担となるのか。その一部は

外国の生産者が負担するから シリング ペンス全額が価格転嫁されることはない、せいぜ

いイギリスの穀物価格は シリング引き上げられるにとどまるだろうと予測している

（ ）。

次に固定関税論者は、イギリス市場での平均価格がある一定の水準に達したとき関税をな

くすとの修正を提案しているが、バートンによればこの修正は 穀物法のもつ欠陥を再現

するものであり、生産者と消費者双方に有害である。なぜならば価格がある一定水準に達す

るまで外国からの供給を完全に締め出すからである。その意味において固定関税制は 年

穀物法と自由貿易制度の両者の欠点をもっている（ ）。絶えざる価格の変動は勤勉な

生産者を投機的商業部門に走らせ、繁栄と背中合わせの没落の憂き目を味わうことになる。

生産者に対しても害悪のあることをバートンは説き明かしている。

それに対して、ハスキッソンの発案による現在の穀物法は穀物価格の安定化に寄与したの

に、彼の後継者達は新しい玩具が好きな子供のように、常に変化を求めて修正条項を考え

た。いずれ彼らの要求は関税の全面的な撤廃に進む。地主に対して過去の略取行為の報復と

して地代税を課すことを訴えるだろう。事実 穀物法問答書 （

）の著者（トムスン）はこれを公言している。地主の生命と財産を暴力的に奪う行為

はこの啓蒙の時代では起こることは考えられないが、しかし最も完全な自由輸入制度の下で

地主は結局没落する運命にあるのだろうか。バートンはそれを否定する。劣等地耕作は放棄

され小農業者は没落するであろうが、大資本所有者は耕作を拡大し、やがて放棄された劣等

地が再び耕作に引き入れられるようになることを考えれば没落はありえない（ ））。

グレート・ブリテンの現在の社会的および政治的展望について

本節は ページ余りの紙幅を費やして執筆されているが、大きく分けて初めに現状分析を

した部分とそのあと歴史的考察を加えた部分とから構成されていると見てよい。まず現在の

困窮状態は自由貿易制度によって解決されると期待する声が上がっていることにバートンは

目を向け、以下その検討に入る。農業では現状は地代の支払いが困難になるまで衰退してい
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バートンの穀物法論（野原）

る局面が観察されるが、他方で農業以外では繁栄の兆候も見られることを指摘する。いま国

民の福祉が人口の増加とともに増大し続けているとしても、しかしそれには限界があると考

える。人体の血液が過剰になれば卒中を惹き起こすのと同様、過剰な人口と資本は国民に不

利益をもたらすことになる。 穀物法問答書 の著者は幸福の増大を富の増大あるいは資本

の増加と認識しているが、そうではない。小国スイスでは経済取引は小規模ながら住民は健

康で快適な生活を享受している。それに対して、イギリスの都市貧民の悲惨な状況はコレラ

発生時に視察した外国人医師を驚かせた。このような両国の違いは幸福の増大を資本の増加

あるいは富の増加と捉える立場では説明できないとバートンは考える。ここでバートンはリ

カードウの機械論を紹介しているので、以下にその要点を摘記しよう。

資本の増加は労働需要の増加を導くという想定がなければ、富の増加を幸福の増加と見な

すことは不可能である。しかし資本の増加は必ずしもすべて流動資本として労働雇用に充当

されるわけではない。追加資本部分は機械の導入に使用され、雇用に向かわない事態が生じ

る。そうすれば、雇用を失う労働者にとって資本増加は彼らの富を奪うことになる。リカー

ドウは 原理 第 版で新たに 機械について の章を追加して従来の見解を改め、機械の

導入が労働者に有害となりうることを認めた。 労働者階級は、機械の使用が彼らの利害

にとってしばしば不利であるという意見を抱いているが、それは偏見や誤りに基づくもので

はなく、経済学の正しい原理に合致するものである。 ）（ ）

さらに、機械の導入は生産者の雇用を奪いその生活を圧迫する場合がある、というシスモ

ンディの意見が引用される（ ）。 一般に消費のための需要が人口を生み出す手段を

超過する時には常に、機械あるいは技術のすべての新発見は社会にとって利益である。なぜ

ならそれは存在する欲求を満足させる手段を与えるからである。これに反して、生産が消費

を完全に満たしている時には常にこのようなすべての発見は〔現在の我々の社会組織では〕

災厄である。というのは、消費者の悦楽に対してこれを安く満足させること以外に何も付け

加えないで、他方生産者の生活自体を抑圧するからである。 ）

このように資本増加にともなって労働需要が増加しないとすれば、過剰人口の発生は必至

となる。この問題をバートンはどのように考えているのか。

年 年にかけてサセックス州の農業人口は 人増加した。その維持費を年間

ポンドと見積もると、それは ％の財産税に相当し、もし人口抑制策が講じられない

と今後 ％、 ％と上昇するかも知れない。教区の負担は莫大なものになることが懸念され

る。それを避けるために労働者に仕事を与えるにしても、自尊心を傷つけるような仕事では

彼らに勤勉や独立心を期待することはできない。現状では 年のうち収穫期以外の ヶ月は

人口の半分が過剰となっている。仕事を求めて農業労働者の移動が生じている

（ ）。このような農業の貧困化は製造業にも大きな影響を与えるとバートンは付

け加えている。困難な労働移動は雇用の摩擦を生じるだろう。

） （羽鳥・吉澤訳、 ページ）．バートンはリカードウ新機械論のうち、資本量一
定の下での機械の使用は労働需要を絶対的に減少させる場合を論じた前半部分だけを取り上げ、資本増加
によって機械の導入が行なわれる時には労働需要は逓減的に増加する 絶対的に労働需要は増大する場
合を無視している。この点については拙稿 リカードゥ新機械論の一側面──恐慌論との関連において
── 経済学論叢 （同志社大学）第 巻第 ・ 号、 年を参照。
） （前掲邦訳、下、 年、 ページ。なお、〔 〕部分は第 版で追加）．



もし、今よりも人口と資本が少なければ金銭的に豊か（ ）ではないが、栄えて

（ ）いたであろうとバートンは述べ、アメリカは急速な資本増加と肥沃な土地が潤

沢にあるため、資本蓄積は雇用の拡大を生み、労働者の境遇も恵まれている。しかしイギリ

スでは国土面積が限られているために、アメリカのように高賃金は望めないと分析する。国

内に解決策を見出せないとすれば、移民を検討するしかない。移民反対論者は過剰人口を流

出しても再び人口増加が生じ、空白は埋められて貧困はなくならない、また国内に多くの荒

地があるのに失業者を追い出すのはなぜかと主張するが、バートンから見ればいずれも誤っ

た議論である。生活の改善は不節制を導き、困難は慎慮を生むと反対論者は考えているが、

アイルランドを見るまでもなく実際は逆である。極貧は将来に対する無関心と自暴自棄を生

じるだけである。またイギリスには損失を被ることなく耕作可能な荒蕪地はほとんど、ある

いはまったく無いというべきである。

そのほかに、耕作の高度化によって現在よりも生産性が上がることが期待できるかも知れ

ない。しかし実際に起こりうるのか。移民を取り扱う場合重要なことは実際の耕作状況を分

析し、そのなかで過剰人口を考えなければならないということである。仮に小麦 茎に つ

の穂が実る栽培方法が開発されれば、移民の必要性は即刻なくなるだろうと言っても、その

ような方法が現状では無視されるのであれば、反対論の意味はなくなるだろう。

さらにバートンは考察を進めて、地代の低減によって農業者が多くの労働者を雇用し、よ

り高い賃金を支払うことができるという主張に対して、現在よりも多くの労働者を雇用して

利潤が得られるかどうかが問題だという。資本を充分に持たない農業者に土地を貸し法外な

地代を要求する地主がいるが、農業者も喜んでその支払いを約束する。労働者の賃金上昇ど

ころか結局当事者双方の大きな損失を招き、他の罪の無い人々に悪影響を及ぼす。

では仮に賃金が上昇したとして、労働者の状態はどれほど改善されるだろうか。労働者数

一定を仮定すれば賃金上昇はより多くの商品への需要増加となるが、それはまもなく一般的

な物価上昇を惹き起こすことになり、労働者の生活は実質的に以前と変わらないだろう

（ ）。バートンは反対論者の議論を詳細に検討して、それが論拠の示されていな

い独断によるものであるか、あるいは誤った前提の上に構築された謬論であると批判したの

である。

ところで移民によって過剰人口が減少したとき賃金が上昇する場合は、先の例と違うので

あろうか。商品需要は増加するが、人口が減少したのであるから、総需要は増加しないだろ

う。したがって価格騰貴は起こらないであろう。 換言すれば、食糧供給は同じで飢えた

人々が減ったのであるから、より多くの量が各人に割り当てられるだろう。（ ）移民

は労働者の境遇を改善するのに大きな効果があることを説き、移民反対論を抑えた。

若い有能な労働者を流出し、年を取った弱い労働者を国内に抱える負担はどうするのかと

いう反論がよく聞かれるが、これはこの国では必要以上の労働者が存在するという事実を忘

れた議論であるとバートンは言う。過剰な若年労働者の存在は国の弱点である。というのは

過剰であることから陥った惨めな従属状態は彼らの不満を呼び起こし、彼らの維持費を社会

が負担することになるからである。それとは反対にカナダへの移民はイギリス臣民であるこ

とに変わりはなく、無気力で悲惨な貧民状態から国家防衛を担う勤勉な 自由保有権者

（ ）になる。このように移民推進を力説するバートンは移民事業に必
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要な資金について次のように述べている。

本会期の議会で教区の資金の一部を移民推進に充てる案が検討されたが、納税者から反対

された。もう一つの方法として、地主がその費用の全額あるいは一部を負担するのを示し、

以上 つの方法が望ましいとバートンは考えた（ ））。

資本家の移民にともなう資本の流出と不足は国民にとって害悪であるが、無制限の資本増

加は国民の利益とはいえないとする。国民の健康的な活動を維持しうるだけの資本で充分で

ある。アダム・スミスは世界で最も豊かな中国の下層階級が最も悲惨な貧困に喘いでいる状

態をあげている。これに対し先にあげたスイスの例は好対照である。最貧国の一つとされる

国の国民全体が健康的な生活を享受している。この例を見て、経済学者は富の増加はすべて

の賢明な立法の一大目標であると説得にこれ努めるだろう。経済学の研究は、いかにして社

会の物的な福祉を促進するかを教えるということであれば、政治家の注目に値しその仕事の

重要な部分を担うものでなければならない。しかし、現代の経済学教授のある者は無用であ

るばかりか害悪ですらある。彼らは読者の理解力を貶め誤った考えを教え込んでいるとバー

トンの批判は辛辣である。新しいビール法案の例がそのことを良く示している。経済学者は

ビール取引の自由化を要求し、制限の撤廃は消費増加によって収入の増加を導き、農業者は

大麦の需要拡大によって、ビールの消費者は安い価格でより良いビールを購入できることに

よって、利益を受けるだろうと主張したが、その後何が起こったか。労働者階級に節酒と勤

勉の習慣がなくなり破滅的な状況を招いたのであるが、これは国民の力と資力の核心を食い

尽くすものである。ここでもバートンは自由貿易論のもたらす弊害を訴えている（ ）。

経済学者への批判はこれに止まらない。自由貿易論者は 安価な政府 ・ 自由貿易 ・

財産の安全 （ ）の 原則を国民の繁栄に不可欠と説く。これらを欠く場合は必然的

に貧しいままに置かれると言う。しかし、歴史的に考察を広げればその説明は妥当性をもた

ないというべきである。そこでバートンは以下に見られるような歴史的考察に立ち入っている。

バートンは主にシスモンディの イタリア共和国 ）の議論をもとに論述を進めている。

近代初期のイタリアはヨーロッパ随一の繁栄を誇り、いまその痕跡を見ても驚くばかりであ

る。十字軍の時代、イタリアは遠征軍の費用を負担しうるほど豊かであったし、アントワー

プ・ベニス・パリ・ロンドンなどヨーロッパの主要な都市にはフィレンツェの商人の所有地

があったのを見れば、その繁栄ぶりを窺い知ることができる。フィレンツェは多額の費用で

外人傭兵を防衛にあてた。また傭兵が主人に刃向かわないように莫大な贈与金

（ ）を必要とした。経済学の原理にしたがえば、現在のイタリアは当時よりもは

るかに豊かに繁栄しているということになろう。政府は最良とはいえないまでもかなりの程

度の安全を保障している。しかし、その政府は 安価な政府 とは言えない（ ）。

さらにバートンはオランダ（ ）の歴史を跡づけ

て、フェリペ 世およびアルバ公の時代の過酷な支配に抗して絶えざる独立戦争を経験して

）移民にともなう費用について ミルは教区または個人の 自発的な寄付 による以外に方法はないと
言う。

（末永茂喜訳
経済学原理 岩波文庫〔 〕、 年、 ページ）．
）正式タイトルは （ 中世イタリア共和国
史 ）．



きたオランダが、商業国家のなかでも莫大な富を蓄積した最も豊かな国に成長し、スペイン

にかわる海洋国家の地位を得た経過を説明している。 日の沈まぬ帝国 スペインの没落と

オランダの興隆を対比して、常に外敵の侵入の脅威にさらされているオランダには勤勉以外

に資力はなく、未曾有の国力を実現した理由が明らかにされる。

以上イタリアとオランダの例を見たように、 財産の安全 ・ 自由貿易 ・ 安価な政

府 の原則は国の繁栄と偉大さに無関係である。ではどこにその理由はあるのだろうかと問

い、バートンは 人々の道徳的・知的状態 彼らの工夫を行なう熟練と知恵、意思の強

さ、忍耐力、遂行能力 をあげる。経済学者はこれをつまらない機械的な原因と見なしてい

る。たしかに、知的な教育を受けた人にはこの考えは驚くべき仮説であろう（ ）。し

かし、 人間本性の隠された奥底にある内部の未知の力 （ ）が卓越した文化、政治的

自由、国民の品位などの原因である。自由は外部の力で確立されても、公共の徳がなければ

たちまち崩壊してしまうという道徳哲学者の言葉を引用している。

国民の偉大さの究極的原因として経済学者が最重要と見なしたものは、 次的原因ですら

ないとバートンは考えている。ここでギボンを引用して、ローマ帝国はアントニウス帝のと

き広大な領土を維持したが、それは徳と知恵に導かれた絶対権力によって支配されたからで

ある。しかし繁栄を謳歌しているあいだ、ゆるやかに帝国の核心部にひそかな毒を持ち込

み、天才の火は絶え尚武の精神までが消えてなくなり、ローマは人心ともに衰退していった ）。

次にバートンは古代ギリシアの没落の原因を探ったあと、イギリス支配下のインドに目を

向け、国家の盛衰の原因に関する問題の解決は機械論的な学者が考えるよりも高度な原理な

くしてはできないと言う（ ）。これまで検討してきた国々の繁栄の、直接の第一原因

として人々の道徳的・知的状態を繰り返し強調している。スイスの例を見ればわかるよう

に、勤勉篤実な人々は程々の収入に満足し、先祖から受け継いだ財産を危険な投機に投じて

大きな富を求めるようなことはしない。経済学者が唱える 原則を具備するスイスは世界で

最も豊かということになるが、現実はそうではないことは言うまでもない。バートンは中国

について再び言及し、役人の不正が横行し政府は最も不公平な税である人頭税に頼る有様を

経済学者はどのように説明するのだろうかと問うている。バートンによれば、統治に関する

学問はいまだ不完全にしか理解されず、その上で経済学が自然科学の正確性を共有すると誇

ることには根拠がないと手厳しい。国民の富と繁栄の原因について確実なことは分からない

と認めた上で、しかもスイスの国民が享受している優れた生活状態についてはかなりのこと

が説明できると言う。国民の富の増加は労働者の扶養に向けられるファンドを大きくするか

ら、生活状態を向上させるということが当然のように見なされている。スミスは労働者の福

祉は国富の実際の大きさにではなく、国富の増加の速度に依存すると言っているが、これは

事実に反するとバートンは指摘する。スイスの富あるいは貧困は中国と同じく停滞している

が、しかし両国の人々の状態はスミスが考えるように等しく悲惨というわけではない。労働

者の生活水準は賃金率と生活必需品の価格との比率に依存するが、スミスは労働需要の増加

速度だけしか考慮に入れず、人口 労働供給の増加速度を無視したのである。スイスのよう

に富の増加がなくとも人々が充実した生活を享受できるのは人口が増えないからである。ス
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バートンの穀物法論（野原）

イスの食糧供給は中国の半分であり、人口は中国の 分の であれば、スイスの一人当たり

の食糧は中国の 倍となる。ここにスイスの豊かさの秘密があるとバートンは説明する。で

はなぜスイスの人口は増加しないのか。

その理由としてバートンがあげるのは、他のどの国よりスイスの人々が慎慮と徳に富んで

いることである。結婚ならびに出生の割合がスイスほど低い国はない。加えるにスイスは

ヨーロッパ諸国に比較して移民が多い（ ）。若者は国内に自分の場所がないときに

は仕事を求めて出て行くのがほとんど慣習となっている。また彼らが結婚に慎重なのは、不

安定な雇用状況に原因がある。好況時の繁栄に浮かれて結婚しても、いずれそれは一時的で

しかなく後悔の念に苛まれるからである。家族を扶養する手段を欠くときに結婚をするのは

軽率であることを知っており、その抑制力は充分に強いとすれば、その力はどこから生じる

のか。バートンはチャマーズ博士の言う 宗教的義務の感覚 （ ）に求める。雇用手

段あるいは生活手段を超えて人口が増加するのを抑制するものは信仰心にあり、経済学者の

思索の中にはない。富める者は誘惑に負けて数々の馬鹿げた有害な欲望に耽り、破滅と地獄

に落ちる。蓄積欲は将来の家族の生活維持に備えて結婚前に行なわれるならば立派な精神と

なるし、すでに豊かな状態にある者が生活をなげうってひたすら利得を追求するなら、それ

は不名誉な貪欲心となる。経済学は後者を助長し、富の増加は国民の善であるという馬鹿げ

た精神を広めている。

最後にバートンは政体が格闘している病気は人口と資本の過剰であることを明らかにし

て、その対策は植民と結婚および商業投機に対する慎慮と節度であることを繰り返し訴えて

いる（ ）。

おわりに

以上が 穀物法研究 の概要であるが、バートンの論旨は明快である。第 節では輸入制

限の完全撤廃は労働者の福祉の増大ではなく、むしろ減少を招くことを論じた。さらに第

節において現行法を修正して固定関税制の実現を唱える立場を批判し、牽制した。

イギリスの現状分析と歴史的考察のいずれに照らしても自由貿易論者の主張は根拠がな

く、また彼らの穀物法改正論も謬論であることを時に痛烈な批判を交えながら説き明かし

た。論述の重複が散見される憾みは残るものの、当時の世論に抗して自説を展開するなか

で、主流経済学の根幹に関わる原理に対して根本的な異議申し立てを行なった点は興味ある

ところである。また穀物法批判論者の主張の論拠を与えたといわれるジェイコブに一定の理

解を示していることも目をひく。

年の穀物法撤廃に至るまでの過程において激しい多くの論争が見られたが、 それ

〔 年法〕以降に制定された穀物法はむしろ穀物貿易自由化への軟着陸を準備する関税改

革の一指標とみなして大過なく、農業保護という穀物法の本来の狙いからすれば葬送の譜を

つづっているようにみえる。 ）とすれば、バートンの 穀物法研究 は時代の流れに抗う異

）毛利健三、前掲書、 ページ。



論としての性格は否めないが、その批判内容は一定の意義をもつものと評価する必要がある

ように思われる。
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