
．はじめに

本論文は江戸時代の経世家として知られる海保青陵（かいほせいりょう ）の

思想を検討することを課題とする。青陵の伝記的事実に関しては、現在知られている史料で分

かっている限りについては、これまでの研究で明らかにされているので、ここでは省略する ）。

また青陵の思想に関しては、従来の研究の多くは近代的な商業肯定、重商主義などととら

え、それを繰り返し確認してきた ）。しかし本論文では、それとは違った角度から青陵の思

想を分析してみたいと考える。

さて江戸時代は身分社会である。人は生まれによって四民のどれかに帰属し、それによっ

て職業が決まり、さらにそれぞれの身分の中でも、家柄によって、出世できる範囲が決まっ

ている。それは日本だけでなく、前近代のほとんどの社会で見られる共通の仕組みである。

それは身分原理と呼んでよいだろう。それに対して明治以降の近代社会は、四民平等のス

ローガンが示しているように、身分を廃し、国民という一つのカテゴリーに統一した。そし

て職業、社会的地位は、学歴、能力によって決まるようになった。その結果、より高い地

位、より多くの富、よりよい職業を求めての熾烈な競争が始まることになった。身分を廃し

平等にしたということは、スタートラインに等しく立てるということを意味することにほか

ならない。これは西洋で始まった近代社会の原理であり、それを明文化した成文憲法が世界

各国で作られた。そしてそれは裏面では資本主義社会の原理でもあった。それは職業、社会
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的地位が能力で決まるから、この原理を能力原理と呼んでよいだろう。世界は 世紀以来一

斉に近代化を目指したが、それは身分原理から能力原理への移行とも見ることができる。こ

の移行期に生き、この二つの原理の違いを身を以て体験し、それを最も鮮やかに表現したの

は、例えば福沢諭吉であろう。福沢の有名な 学問のすすめ にそれを見ることができる。

学問のすすめ は周知のように 天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず という有

名な文句で始まっているが、この本のいいたいことは、人間は 権理通義 ）は等しいの

に、つまりスタートラインは等しいのに、実際は、貧富の差、貴人・下人の差、社会的地位

の高い職業に就ける人（医者、学者、政府の役人、大商人、大地主）とそうでない人が生じ

ているのであって、その違いは学問のあるなしによるということ、学問を勤めた者が、貴人

となり富人となり、無学の者が貧人となり下人となる、ということである。つまり 天は人

の上に人を造らず人の下に人を造らず ということによって、階級を否定したのでなく、近

代社会においては学問（つまるところは学歴 ））のあるなしが社会階梯を登れるかどうか

の決定要因になることを示したのである。近代明治は 士農工商四民の位を一様に したの

で、 されば今より後は、日本国中の人民に、生まれながらその身につきたる位などと申す

はまずなき姿にて、ただその人の才徳とその居処とによりて位もあるものなり という社会

になったのである ）。

．身分原理と能力原理

さて身分原理と能力原理の違いについて、大雑把ではあるが簡単な整理を試みてみよう。

身分原理 能力原理

生まれ、門地による差別 能力による差別

能力に関して平等 生まれ、門地に関して平等

生まれによる選抜 試験による選抜（近代の場合）

統制 自由

門閥社会 競争社会

安定・停滞した社会 激動・成長のある社会

循環史観など 進歩史観など

円環的時間概念など 直線的時間概念など

何も新しいものはない 成長、進歩
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）永井道雄（編） 福沢諭吉 中央公論新社、 年、 ページ。
）福沢は別に学歴主義を唱えているわけではないが、しかし、学校制度が整備されれば、学問の有無は結
局、学歴の有無とその程度にならざるを得ない。身分原理を廃すれば、その代わりに成員がどの社会階梯
に属するのかを決める基準が必要になるから、それが福沢のいうように学問となったのである。従って、
近代になって学校制度、特に公教育が整備されたというのは、生まれの貴さに代わる選抜の機構が必要に
なったからで、そうした社会的ニーズがあったためである。そもそも公教育の 公 という性格が、身分
によらず、一元化された等しい市民というカテゴリーから、国家に有為な人物を選抜するという含みを
もっているだろう。近代的学校制度のもつ意味を今一度反省してみる必要があるだろう。
）永井道雄（編）、前掲書、 ページ。



海保青陵の政治言説における能力原理（森岡）

道徳的色彩の濃い規範 各種人権宣言・憲法

（権利はなし。闘争抑制的・統制的） （権利の主張。非道徳的・闘争喚起的）

欲望抑制・利己心の否定 欲望解放・利己心の肯定

農業文明に親和的か 近代産業文明に親和的か

若干の説明をしよう。古今東西、どんな社会でも、指導的地位につく人々と、そうでない

人々が存在する。それは社会全体においてもそうだし、社会内の何かの集団、例えば、会社

とか役所とかをとってもそうである。社会全体では、西洋古代社会なら、奴隷と自由民の関

係がそうだし（多少の流動性はあっても）、封建社会における貴族と農民の関係も、また資

本家（もしくは経営側）と労働者の関係もそうだろう。社会内の個別集団においても、貴族

の中で有力なものもあれば、そうでない者もいたし、武士でも出世し指導的地位につくもの

もいれば、そうでない者もいた。現代の会社でも指導的地位につく者もいれば、そうでない

者もいる。そして指導的地位につく者は、通常、多くの報酬と権力を得、指導される者は、

報酬が少なく権力もない。そうした社会階梯が、社会体制に関係なく（つまり民主的であろ

うと、封建的であろうと）いつでも存在する。それは社会あるいは集団が、意思決定に関し

てピラミッド構造をしているからである。そしてそのピラミッド構造のどの位置に誰が来る

のかを決める原理が必要になる。新たに誕生して社会に入る成員がピラミッドのどの位置へ

振り分けられるのか。それを決めるのが身分原理と能力原理である。

さて、表の項目を順に見ていこう。身分原理は、生まれによって人間を差別するものだか

ら、その裏面として能力に関しては平等に扱っていることになる。これに対して、生まれ、

門地によって人を差別しないことを唱えた近代的原理は、近代的学校制度整備後は社会階梯

のピラミッドの上位につけるか否かを試験によって選別するので、裏面として、能力によっ

て人を差別していることになる。

結局、なんらかの選別の仕組みを社会は必要としている。なぜなら社会階梯の上層は、権

力と富が集中する傾向にあるので、可能なら誰もがそれを目指そうとするからだ。となれ

ば、供給過剰となるので、なんらかの選別の仕組みを設けて数を絞らざるを得ないのである。

この二つの原理は、排他的にどちらか一方だけが存在するということはあまりなく、同時

に存在することがしばしばある。ただその間に優劣は生じる。例えば、以前、イギリスは階

級社会だとよく言われた。労働者階級から有名大学へ進学して指導層になることも現在は不

可能ではない。しかし、それでも労働者階級が、言語、習慣その他の文化的属性によってあ

る特別な集団を形成し、成員もそれに対して帰属意識を持っているとすれば、ここでは身分

原理が弱いながらも作用していると考えることができるだろう。なぜなら生まれによって、

ある特定の性質を帯びた個人が産み出され、所属集団への帰属意識を持っているならば、そ

の個人はそこに止まるのが自然と感じる結果、社会階梯を上昇するために強いられる多大な

努力を自らに課し、過当競争を生き抜こうという動機づけに欠ける場合があり得るからであ

る。その場合、他の集団への流動性が、程度の差はあれ、阻害されるだろう。これは、能力

だけで集団への帰属が決まるわけではなく、生まれが作用していると意味で、身分原理が働

いていると考えることができるのである。

同様にして、典型的な身分社会と考えられている前近代社会においても、能力原理が多少



なりとも作用することがある。科挙は受験者の範囲がすべての階層に開かれているとはいえ

ないかもしれないが、それでもかなり多くの人に開かれた難関の試験であったことには変わ

りないし、江戸時代の日本においても、家柄によってつける地位に限界はあったが、それで

もその範囲内で有能な者が選ばれたりすることはあった。このように実際は両方の原理が同

時に存在し、その働く範囲が社会あるいは社会内の集団によって、あるいは時と状況によって

異なっているのである ）。

さて次に、身分原理の根本が統制にあり、能力原理の根本が自由にあることは自明だろ

う。そこから派生して、身分原理の社会が門閥社会で、能力原理の社会が競争社会になるこ

とも自明だと思われる ）。また身分原理が安定・停滞した社会を産み出し、能力原理が激

動・成長のある社会を産み出すのも同様に自明だろう。能力でなく身分で社会の指導層が決

まれば、はじめからレースの結果が決まっているので、社会は動乱を避けることができる反

面、停滞する ）。

歴史観という観点から見ると、身分原理の社会には、循環史観、あるいはいわば堕落史観

といってよいようなものが親和的だと思われる。これらは前近代に見られた史観で、循環史

観はポリュビオスなどに見られ、堕落史観は、例えばヘシオドスの 労働と日々 に見られ

るようなもので、そこでは黄金の種族から銀の種族、青銅の種族、半神の種族（英雄）、鉄

の種族と次第に劣化していくのである。そして最後の鉄の種族とはともに生きたくない、な

ぜなら昼も夜も労役と苦悩に苛まれるからである、と著者は述べている。これらの歴史観は

身分原理と関連しているというよりも前近代的歴史観だといえるかもしれない。しかし近代

の歴史観が進歩史観一色に染まり、その原因が能力原理にあるとすれば、相対的に見て、前

近代の歴史観は前近代の原理と親和的といえよう。

人類の歴史において進歩史観が支配的となったのは、 世紀になってからであろう。先駆

的には、 世紀にコンドルセの 人間精神進歩の歴史 が表題の通り、まさに進歩を表明し

た歴史観を示した。コンドルセより前にベーコンやチュルゴーにも進歩史観は見られるが、

進歩史観が優勢となるのは、サン・シモン、コントなどを経て、 世紀になってからであ

る。 世紀にはほとんどすべての思想家が進歩史観を抱いていたといってよい。それはマル

クス、スペンサーなどに典型的に見られる。このように人類史において人々が一様に進歩史

観をもつようになったのは、比較的最近の出来事なのである。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）興味深いのは、幕末の長州藩の態度で、危機に瀕すると能力原理が有力になり、危機が去ると身分原理
が復活してくるのが見られる。
）ちなみに福沢諭吉は 福翁自伝 で、門閥社会への嫌悪を明確に表明している。自分の父親は門閥社会
のせいで、辛酸をなめ、その実力が十分発揮されなかったのだという。しかしこれは競争に勝ち抜ける者
の言い分で、能力があるが、生まれや家柄によって出世が妨げられている者は、いつもこの種のことを言
う。逆に競争に勝ち抜けなかった者の言い分は、あまりわれわれの耳に入ってこない。なぜならそもそも
福沢のように後世に名が残る業績を残せるのは、それだけの能力のある者に限られるからだ。ちなみに福
沢の父親は自伝を見る限り、その不幸は門閥社会のせいではなくて、学者肌であったのに、藩の仕事でビ
ジネスに従事しならなければならなかったことにあるように思われる。
）武家の長子相続制度が定着したのもそのためだと思われる。武家社会初期においては必ずしも長子が相
続しなかったので、相続争いが絶えなかった。争いが起これば、争いを制するのに長けた者、つまりそれ
だけの能力をもった者が勝利することになる。しかし生まれによって相続を決めてしまえば、もはや争い
の起きる余地がなくなる。その代わり、無能者が相続する可能性が生まれ、発展を期待できず、社会は停
滞する。あるいは有能な部下に実権を奪われたりすることなる。なおパスカル パンセ （中公文庫）、
ページ参照。パスカルも似たことをいっている。
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進歩史観を人々に印象づけたのは、何と言っても科学技術の発達だろう。 世紀は科学技

術が目覚ましく発展し、西欧各地で産業革命も起き、まさに世界が一変した時代であった。

それまで何百年も農村風景だったところに、近代的工場が次々と建ち、石炭の黒い煙をなび

かせる。馬車で何日もかかって旅行していたのが、鉄道が敷かれ、交通が急速に発展する。

そうした光景を目の当たりにしたら、誰でも世の中は限りなく進歩していると感じざるを得

ない。要するに一人の人間の生存期間内に、どれだけの進歩を目の当たりにできるかが重要

なのである。西洋中世においても、現在から見れば、農具の改良、水車の利用など発展と呼

んでよいものは確かにあった。しかし、その発展の速度は極めてゆるやかなものだった。

人々が目にする光景は、幼少の頃と晩年とを比べて、ほとんど変わらなかっただろう。農業

においては播種量の何倍を収穫できるかということが、生産性を測る尺度になるが、西洋は

世紀頃でも 倍程度に止まったといわれる。そのようなゆるやかな発展では、人々は自分

の生存期間内で進歩を具体的に感知できず、世の中が進歩するとはとても実感できない。む

しろ農作業が四季の移り変わりに応じて、毎年同じ事が繰り返されることから、世の中は同

じ事の繰り返しか停滞と表象されることになるだろう。だから中世のモットーは 何も新し

いことはない。もし新しいように見えることがあるとすれば、それはかつて知られたいたも

のが忘れられていて、再発見されたに過ぎない ということになる ）。そこで上掲の表の

何も新しいことはない ということが出てくる。身分原理に基づいた社会は発展が極めて

緩慢であるためである。それに対して、能力原理の社会のモットーをあげるとしたら、成

長、進歩ということになろう。現代において絶えず経済“成長”が問題とされる所以であ

る。

そしてこのことは時間概念とも関連する。四季の移り変わりに応じて同じことが繰り返さ

れる農作業に基づいた前近代社会では、時間概念も円環的になりやすい。このことはグレー

ヴィチが詳しく述べている。直線的時間概念はグレーヴィチもニュートンの時空概念を例に

出しているように、近代に登場したものである ）。

次の 道徳的色彩の濃い規範 とは、前近代社会は身分社会であったから、古代ギリシャ

などを例外として諸階層を市民として一様に規定する法律はなかったが、もし何らかの法規

があるとすれば身分ごとに心得を示した江戸幕府の慶安の御触書のようなものか、聖徳太子

の十七条の憲法のようなものか、いずれにしても道徳的色彩が強い規範が述べられることが

多いことを指す。従ってそこには当然権利の規定はない。身分ごとに義務と倫理的規範を定

めるのが目的だからである。そしてまたそれは、十七条の憲法のように和合を説くことがあ

る。それは、闘争は社会を安定させないためだが、身分原理がそもそも闘争を回避する性質

を持っていることとも関連している。なぜなら人が自己の身分の中に収まり、社会階梯を登

ることを望まなければ、競争も闘争も生じないからである。

それに対して身分を粉砕して均一な市民を想定する近代社会では、各種人権宣言や憲法の

）アーロン・グレーヴィチ 中世文化のカテゴリー 川端香男里・栗原成郎訳、岩波書店、 年、第
章。
）同書、第 章。もっともグレーヴィチはキリスト教のもつ救済概念が未来への時間を直線的に伸ばした
といっているが、仮にそれが本当だとしても、社会に進歩史観が登場し始めれば、必然的に時間は直線的
にならざるを得ない。



形で人々の立場を規定する。そこでは、生まれ、門地によって差別しないことが明確に規定

されていて、これこそまさしく能力原理を表明したものにほかならない。つまり競争のス

タート地点での条件の平等化であって、それは当然競争を前提にしているのである。もちろ

ん、これが絶対王制との戦いの中で勝ち取られたものであることには違いないが。

加えてここには道徳的要素はまったくない。そもそも権利の主張は、他者の権利の要求を

喚起し闘争を引き起こすものである。このことを慧眼のホッブズは見抜いていた。もし自然

権という権利を人が主張するならば、それは必然的に他の人の自然権の主張をも呼び起こ

し、自然権同士が衝突して、万人の万人に対する闘争という戦争状態に陥らざるを得ないの

である。第一、ホッブズの自然状態という想定自体が、中世の身分社会の原理を真っ向から

否定し、生まれながらの身分の中で欲求や生活態度が規定されていた人々を身分をはぎ取っ

た裸の存在として描き出したのである。その意味でホッブズの理論はまさに革命的なものと

いってよい。身分がはぎ取られた人間を差別化するものとしては能力しかなくなる。そして

身体や才知などの能力の違いは、貴族が得る、下層末端の人々の何十倍、何百倍もの報酬を

正当化するほどの違いはないから、概ね自然は人間を心身の能力において相等しい者として

造ったといえるのであり、もし能力が等しければ、みなが等しく目標達成（自己保存、時に

は快楽の目標）の希望を持つから、つまり同じものを得ようとするから、パイの大きさが限

られている以上、それは物理的に不可能であり、そのため敵対関係（戦争状態）は不可避と

なる。要するに能力原理は戦争状態に行き着かざるを得ないのである。ホッブズのいう戦争

状態とは必ずしも干戈を交えている状態ではない。ホッブズは、各国が間諜を放ち国境に軍

隊を駐留させていることは相手を仮想敵国とみなしていることで、これが戦争状態だとい

う。また眠るときに扉に鍵をかけるのも、家にいるのに金庫に鍵をかけるのも、同胞市民や

家族・使用人を信用していないということであって、これも同様に戦争状態だという。従っ

て、熾烈な競争社会はいわばルールのある戦争状態ということができよう。

また道徳が自己の要求を抑える方向のベクトルをもつとすれば、権利の主張はそれと反対

方向のベクトルである。だから道徳的要素がないのは当然である。自然法という規範が、

ホッブズによって自然権という権利に書き換えられた時、ホッブズはそれがもたらす先の方

の結果もよく理解していたのである。

身分社会は身分ごとの生活を定めるので、それを超える欲望は抑制されなければならな

い。それゆえ欲望を抑制し、利己心を否定する。さもないと身分社会が危うくなるからであ

る。しかしそれだけでなく、それは生産力の低かった前近代社会が要求するものでもあっ

た。前近代の農業社会では生産技術に限界があり、国富の総量が限定されていて、まだ飛躍

的な生産増大の望めない状況下では、過剰な消費は社会の存続を危うくする。パイの大きさ

が限られているのに、みながそれを要求し、消費し尽くせば翌年の生産が不可能になるから

である。それゆえ一般に伝統社会の常として、奢侈の抑制のイデオロギーは存在するだろう ）。

社会の存続のためには、再生産不可能までに到る過剰な消費を押さえると同時に、生産の増

大を図らねばならないが、技術的にその十分な増大はまだ不可能である。となると、関心は

過剰な消費を抑えるために欲望を抑制する方向へと向かわざるを得ない。それゆえ、どこで

も貪欲、欲望、奢侈、利己心は悪徳とされ、それを制限することが求められたのである。し

かしその後いわばコペルニクス的転回が起こって、利己心が肯定されるようになるには、
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世紀のイギリスのアダム・スミスなどをまたなくてはならなかった。幸福と快楽を同一視す

る功利主義がベンサム、 ミルらによって 世紀末から 世紀にかけて登場したのも、

それと関係しているだろう。快楽主義そのものは古代ギリシャのアリスティッポスからあっ

たが、それが有力な思想となることは近代までなかった ）。高度成長時代のように、消費

が美徳という発想は、前近代ではありえないのである。消費が美徳といいうるためには、生

産力が増大し、消費を以前のように抑制しなくてもすむようになることが必要であった。さ

らに人類史において前代未聞の生産力の増加をもたらした資本主義は、構造的にさらなる消

費を必要とするため、欲望の開放が必要だったのである。欲望の開放が肯定されたのは、お

そらく人類史上初めてであろう。そして資本主義は競争社会であるから、競争に勝ち抜くた

めには、能力原理が求められたのである。

どの社会、あるいはどの社会集団においても、この二つの原理が相補的に働いていると見

なすことができる。前述のようにそれは同時存在し、ただ作用に事情に応じて優劣が生じる

のである。福沢は身分原理のもちうる横暴さを描いたが、しかし能力原理が最も大きく作用

している資本主義社会においても、年功序列賃金は、いつ生まれたかによって決まるもので

あるから、身分原理が作用していると考えることができよう。人が身分原理を求める理由

は、それが安定性をもたらすからである。能力原理が貫徹すればするほど、熾烈な競争が生

じ、明日の生活もどうなるかわからないという不安を抱くようになる。生まれのような先天

的な要件で、競争を阻害すれば、将来の安定を見込むことができる。かつて武家社会が安定

性を求めて、長子相続制度に移行したように、身分原理はおそらく将来もまったく消滅する

ことなく、能力原理とせめぎあいながら、一定の地歩を確保し続けるものと思われる。

．青陵の能力主義

さて、以上のような準備の下、青陵の思想を見てみよう。青陵は武士の登用に関して能力

主義を主張する。家老の子だからと、用人の子だからと、 功 がなくとも 官 を授けれ

ば、人は功績があっても、功績が自分のためにならないと思う。功績で官位を授ければ、皆

功績を立てたいと思うだろう。そのように下の者に功績を立てさせるのが 旦那 の 仁

恩 だという ）。

）拙著 補論一 アリストテレスの経済思想 （ 増補 深層のフランス啓蒙思想 晃洋書房、 年所
収）参照。 いわゆる近代市民社会の理論は共同関係の絆で結ばれていた人間をアトム化し、人間と人間
の関係を利益関係に一元化して、無制限な欲望への衝動を抑制していた倫理的なたがをはずしたのであ
る。それは、伝統社会のあらゆる教え──宗教、道徳、民間伝承、神話──が、そうならないよう努めて
いたものだったが （同書、 ページ）。中国古代の思想家の荀子はこの点を以下のように明確に述べて
いる。 人には生まれつき欲望がある。欲しいと思ってもそれができないとかえってますます欲しくな
り、この気持がつのり、そこに定まったわく組みがないと必ず争いあうことになる。争いが起これば社会
は混乱し、その結果社会は破局に陥る。むかしの理想的な王はその混乱を憎んだ。そこで礼儀を定めて社
会を秩序だったものとし、それによって人々の欲望に節度を持たせ、人々の欲望を満たしたのである。物
資がないからといって当然の欲望をおさえつけたり、増大する需要のために物資がなくなったりすること
がないように、需要と供給との調和を保ちながら増大させた。これがそもそも礼の起こりである （金谷
治 諸子百家 中央公論新社、 年、 ページ）。
）ローマ時代に支持者の多かったエピクロスの快楽主義は、無苦痛で心境の平静を旨とするもの。



また同様の趣旨から青陵は、有徳院（ 代吉宗）の足高の制度を称讃する。周の世録ほど

よいものはないというのも同じである。世禄はみな同じだけの持ち高で、下士より始めて、

中士、上士、下大夫、上大夫と立身するにつれて土地を足していく。しかし子の代には再び

下士の持ち高に戻る ）。

青陵によれば、智者は相手の隙、行き届かないところ、足りないところをつくものだ。面

と向かっては親しく睦まじいが、心中は相互に相争う。これは角力と同じであって、角力で

は相手の隙をつくのが第一だ、という ） 智恵 を尽くして、相争う場合、その人の 智恵

の目方 と 衣食の目方 がよく釣り合うのが天理だ ）。

角力取、碁打 はその チカラ だけで衣食するから 天理 に 一分一厘 も違わな

い。天子も諸侯も、およそ天下の人はみな 角力取、碁打 の通りであるべきはずだ。十万

戸の人は、一万戸の人の十倍 智恵 がなければ 天理 に合わない。天理からすれば、

第一ノ知恵者 が 第一ノ位 にいなければ合わない ）。

このように天理として能力と報酬が釣り合うことが要求されている。しかし身分原理を根

幹とする徳川社会では、原則的にこの要求は満たされないはずである。それで部分的にしろ

満たされる足高の制度などを称讃することになるのであるが、一応青陵は、 旦那 は 大

身 であるからには、 智ナルハヅ であり、家来は小身であるから 愚ナルハヅ といい ）、ま

た武士が他の三身分の人民よりも 智恵 において優れていると述べることがある。それは

上の原理を現実世界と折り合わせるためであろう。しかしそれと矛盾するようであるが、経

済の智恵においては武士はとても商人、特に大坂商人にはかなわないといい ）、金策をしに

地方から大坂へ来た武士が、一応はへりくだった態度をとる商人に対し、うまくいったと

思っているかもしれないが、実は商人はだまされたふりをしているのだ、といろいろな著作

の中で繰り返し述べている。そして仙台藩を預かりながら多大な利益をあげた山片蟠桃（升

屋小右衛門）の手腕を評価する。ただしそれは経済の智恵に限っており、文武の学問に関し

ては武士の優位を認めている ）。

このように能力原理が必要とされるのは、何よりも社会が経済上の一種の戦争状態にある

からにほかならない。

青陵の認識では、今の世は、隣国に油断せず、自国をも油断せずに養わねばならない時で

ある。それは 乱世ノ攻伐 の類ではない。 売買損徳ノ事 である。隣国に十分注意を払

わず ウツカリ していると、隣国はこちらの 貨財 をあちらへ スイコム計策 をする

ので、油断ならないのだ ）。
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） 稽古談 巻之三（ 大系 ページ）。ここで 大系 とは、塚谷晃弘・蔵並省二（校注） 本多利明
海保青陵 （日本思想大系 ） 年、岩波書店。以下このように記す。
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） 弁小論 （ 全集 ページ）。
） 洪範談 （ 全集 ページ）。
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此方ノ国ニテ工夫セネバ、隣国ハ富テ、此方ノ国ハ貧ニナル也。隣国富テ此方貧ナレ

バ、金銀ハ富タル方ヘナラデハ流レヌモノ也。ユヘニ此方ノ国ヲバ富サネバ、他国ヘ富

ハ流レユキテシモフ也 ）。

こうして交易による競争が行われ、それは ウツカリ していると、たちまち自国を貧困

に陥れることになる油断のならないものである。諸国は交易によって他国の財貨を ヒキヨ

セ スヒトル 競争をしている。今天下は上下とも奸猾であるから、少しでも ウツカリ

ヒヨントシ油断 している国があれば、その国を貧乏に落とそうと 日夜朝暮 に工夫し

ているというのだ ）。

それゆえ青陵の時代は、他国の財貨を自国へ スヒコム ことを争う 覇道 の時代で

あって、自国の産物の増産だけを目指す 王道 の時代ではない。覇道の富は 智 のもた

らしたものであり、王道の富のように 仁 のもたらしたものではない。従って、 智 を

もって競争している時代だということになる。

こういう競争社会において、一国のみ 篤行君子・仁恕正理 の先王聖人の誅を免れるこ

とをしたら、大国といえども、 貧乏飢寒 に及んで、天下の笑いものとなる。悲しいこと

かもしれないが、それが現実なのである。 左スレバ一刻モ早ク 、 軽薄鄙劣・暴悪無道

のあしらいようを稽古するに及ぶものはない。 此ノ暴悪鄙劣ノ人情ヲシラネバナラズ ）

なのである。この 軽薄鄙劣・暴悪無道 のあしらいようを稽古する、と主張する点で青陵

はマキアベリズムに著しく接近する。

こうした議論の背景には青陵の人間観がある。青陵によれば、そもそも人間というものは

欲望に限界を知らない生き物なのだ。人間はそれまでの贅沢に慣れると、限りなくいっそう

の奢侈を求める。人間の欲望は際限を知らない。

今ハ民ハ昇平ニナレテ、アリガタイト云フコトヲウチワスレ、煖衣飽食ヲシテ楽ト思ハ

ヌハ、ナレテナレコニナリタル也。ソコデ民ハ箸ノアゲオロシニモ、コ トヲ云フ。不

足ヲ云フ。怨ムコト平生也 ）。

だから、今まではもっと立派に、もっと美飲食と奢侈を進めてきたので、民をみな公卿に

して、中間を乗り物に乗せ、大工に十万石とらせても、小言を言うに違いない。このように

どんなに富貴にしてやっても、富貴が常になると、また小言を言うのである ）。これが人

間本性というのである。

従って生活水準はどこまでも際限なく上がっていき 公卿 の水準まで達してしまう。

奢侈ガハヤレバ、人々智ヲ 争 、巧ヲ 闘 、奸猾ニナルコト、歴代カハルコトナシ ）。

） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
） 富貴談 （ 全集 ページ）。
） 富貴談 （ 全集 ページ）。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。



奸猾にならないと奢侈ができないからで、奸猾になって奢侈をするものは、工商だとい

う。このように奢侈は人間をより奸猾にするという作用ももっている。しかし前述のよう

に、生産力に限界のある前近代社会では、このような過剰な消費は許されない。奢侈のこう

した肥大化は、社会を再生産不可能までに至らしめかねない。そこで生活水準を 目アテハ

草木トイフ処 ）まで下げなければならない。すると人々は不満を抱きかねないが、そこ

でそれに不満を抱かないように、イデオロギー操作する必要が生じてくる ）。

このように過剰な消費は抑制しなければならないが、それだけでなく生産の増大をも図ら

ねばならない。青陵には蓄積に基づく新たな生産手段の開発という展望はないが、階級の如

何を問わず勤勉な経済主体を形成し、利益追求を肯定し（興利）、産物回しなどさまざまな

政策と組み合わせて、国を富ませることを追求した。

こうした議論の背景には、実際に奢侈がかなりの速度で進行したという認識があった。青

陵によれば、 代家光以降奢侈が進展した。

荻生徂徠の 政談 に、近年髪を結う油や元結いができたとあるが、青陵の時代は、それ

が幼少の頃から一般化していて母親が油をつけて結ってくれたという。徂徠の話はわずか

年前の出来事だ。してみると厳有院（ 代将軍家綱）の頃は油も元結いもなかったであろ

う。であるから衣服飲食ももっと質素であったろう。今の田舎よりももっと質朴だから、今

の山の中の民くらいの生活水準だったろう。しかし今の民のように小言を言うことはなかっ

た ）。これから推察するに、徂徠の頃の民はまだ小言を言うことに気がつかなかっただろ

う。しかるに今は生け簀料理屋へ行って高い料理を食うが、それでもとかく気に入らない、

という ）。このように奢侈がかなり実感できる形で進展したという証言を残している。

．勤勉のエートスの養成

青陵のテーマは、これまで指摘されてきたように、富国である。富国には、勤勉なエート

スをもった人格が必要になる。それは前述のように再生産可能な社会を産み出す条件でも

あった。

富メルハ出精シ勉励スルユヘニ富ムナリ。貧ナルハ懶怠ニテズルケユヘニ貧ナル也 ）。

富とは 出精 、 勉励 することによって、つまり勤勉な労働によって産み出されるもの

である。貧しいのは怠惰であるからだ。富の源泉は労働だといっているのである。

民働カネバ、食物器用国中ニ少ナフナル理ナリ。民働ケバ、食物器用ハ国中ニ多クナル
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） 稽古談 巻之三（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
）青陵のイデオロギー論については別稿を用意したい。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之二（ 大系 ページ）。
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理ナリ ）。

働かねば必需品と便益品、換言すると富が少なくなる。働けば富が多くなる。つまり富は

人民の労働に依存している。

しかるに実際は、怠惰な ズルケ風 のエートスが蔓延している。それはそもそも武士に

蓄積のエートスがないことが原因である。およそ武士というものは、十万石の人は十万石で

暮らすものである。千石取る人は千石で暮らす。百俵取る人は、百俵で暮らすから、何かそ

のほかに不時の入用があれば、金を借りるのである。金を借りたら、この金をばぜひ返さな

ければならないことなのに、翌年もまた自分の取り米いっぱいの生活をするから、金を返す

ことができない ）。このように武士はどれだけ収入があろうとも、身上いっぱいにくらす

ものであるから、蓄積というものをなしえない ）。

その結果、江戸は 武士ノ風 が移って、町屋職人までもが 金ヲ貯ヘル事ナラヌ風

だ。それは ズルケ風 であって、 ズルケ風 ゆえ有り金を使わずにはおられない ）。

蓄積のエートスがないのは武士と町人だけではない。農民も同様である。青陵によれば、

百姓も武士に似たものであって、毎年毎年土地から産するものを取って衣食する者であるか

ら、衣食は土地から出るものと考えて、そのほかに別に稼ぎ出す心がないのである。だから

彼らも利にうとくて、余分に蓄える気持ちもなく、一年ぎりぎりに暮らすものである。 来

年は来年で、また土地から出るよ といっておるような具合だから、蓄え貯めるところがな

い、その点武士と同じだという ）。

民ハ愚ナルモノ故ニ、ノラリト懐ロ手ヲシテ、喰テ居ルコトヲシタガル也。マダマダ五

合ヅツ喰ハネバ、餓死スル故ニ、止ムコトヲ得ズニ働ク也。モシ喰ヒデモ餓死セズバ、

働ク民ハ決シテ一人モ有マジキナリ ）。

このように民というものは自分の腹さえふくれたら、それから先は働かぬ心になるのであ

るのであって、民を働かそうと思ったら、それには大変な術のいることであるという。民を

鼓舞するほかない ）。

こういうエートスの農民に蓄積させるには頼母子講 ）がよい。あるいは特産物を藩でま

とめて出荷して、規模の利益を得ることにより、農民にも利益を還元して、よりいっそうの

生産を行う心性へと鼓舞する。武家でも同様に、食いつぶしを罪に落とすなどの法を立てれ

ば、講が浸透するだろう、という ）。

ところで先に述べたように、青陵は国富の源泉として労働を措定していた。それゆえ労働

） 経済話 （ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之二（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之二（ 大系 ページ）。
） 弁小論 （ 全集 ページ）。
） 稽古談 巻之二（ 大系 ページ）。
） 経済話 （ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之三（ 大系 ページ）。
）金銭の融通を目的とする相互扶助組織。組合員が一定の期日に一定額の掛け金をし、くじや入札によっ
て所定の金額から融通を受け、それが組合員全員にいき渡るまで行うもの。鎌倉時代に信仰集団としての
講から発生した。
） 稽古談 巻之二（ 大系 ページ）。



をせず富が不足すると、 他国ノ金ガハイラヌ 、つまり交易が赤字になる。すると 上 は

財用 が不足するので、 下 より 削ル ほか仕方がない。しかるに民から 削ル は

不仁 だ。従って民を 責メテ働カスハ仁政 なのである ）。ここに青陵特有の 仁政

なる概念が登場している。それは愛民の王道政治ではなく、国富を豊かにすること、そのた

めに国民を 責める のも厭わないリアリズムの政治である。

さて国富は以下のように流通過程を通じて国中に広まる。農業社会において国富の大半を

産み出すのは農業であるから、農業が出発点になる。

凡ソ国ノ富ハ、土ノ出（土地よりの産物）ノ多キガ其国ノ富也 ）。

財貨ノ本ハト云ヘバ百姓ト武士也。百姓ヨリ作リ出セル米ヲ武士ガ取テ、ソレガ国中ヘ

散ズルコト也 ）。

従って 貨ノ本源 は百姓と武士である。この 本 というところで増やさねば、増えな

い 理 である。しかるに武士は働きもせず穀潰しかのようである。こうした文言は至る所

に出てくるが、例えば、 洪範談 ）では、漢文の字句の注釈の後 ）、原文とはほとんど関

係ないのに、能力も業績もなく、別段大した 勲功 もなく、ただ禄を食んでいる者があれ

ば、それは 罪 だという ）。

続いて、百姓一人耕さなければ、それだけ米が少なくなる、一人食いつぶしの人があれ

ば、一人の食だけ減る、それゆえ知行を与えるのは難しいことだという ）。こういう論理は

青陵では 天理 とか目の子算用と呼ばれ、目の子算用は一分一厘も違うことがない。取っ

た人が働かないのは取った人が悪いが、働きのない人に物を取らせたのは取らせた人が悪

い。ここでは武士と農民との身分差をあまり考えていない。その背景には青陵の能力主義が

ある。

そこで怠惰な武士の労働力を生産に結びつけることを考える。武士の任務には暇なことが

多いので、その間に武具を制作するなどすれば、武具の購入費用も節約でき、無駄が省け

る。要するに無駄が多く使われていない労働力を有効活用したらいいというのである。

．おわりに

海保青陵は瀧本誠一がうまく述べているように ）、儒者でありながら道徳臭のまったくし
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） 経済話 （ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之四（ 大系 ページ）。
） 稽古談 巻之二（ 大系 ページ）。
） 全集 ページ。
） 洪範 第 節の 官についている人で才能があったり治績をあげようとしたりする者があったなら、
その実行を推進させよるようにするならば、邦は盛んになるだろう （人之有能有為、使羞其行、而邦其
昌）というところにつけた注釈で。
）もっとも 上 の目違いで業績をあげる能力がない人に禄を与えたのなら、それは 上 の 罪 だと
はいうが。
） 洪範談 （全集 ページ）。



海保青陵の政治言説における能力原理（森岡）

ない人物である。青陵は、儒教的徳目を見事なくらい説くことがない。その、きれいごとを

廃し、時に権謀術数も厭わない冷徹なリアリズムは、おそらく江戸時代の文人の中で特異的

であるだけでなく、西洋思想も含めても、これに匹敵するのは、マキアベリくらいではない

かと思われる ）。丸山眞男は政治と道徳の分離を成し遂げたという点で、荻生徂徠をマキ

アベリになぞらえたが ）、もし、マキアベリを日本の思想家になぞらえたいのなら、海保

青陵こそが誰よりもふさわしいと思われる。

マキアベリについては古来、さまざまな像が呈示されてきた。 君主論 は 年に刊行

されると、直ちに 悪魔の書 、 悪魔の所産 という告発を受け、 年にはローマ教皇庁

の禁書目録に入った。その後は 悪魔の書 としての告発の連続だったが、 世紀にはル

ソーが、マキアベリを共和主義者と規定した。ルソーにとって、マキアベリは人民に専制君

主のやり口を教える教訓を与えたのである ）。 世紀イタリアに統一の機運が高まると、

マキアベリは祖国の自由と外国勢力からの解放を望んだ愛国者へと相貌を変えた。領邦国家

に細かく分かれていたドイツにおいてもヘーゲルが、マキアベリを同様な視点で捉えた。

世紀にはカッシーラーが 君主論 は道徳的でもないし、不道徳でもない、それは技術書

であるにすぎない ）として、マキアベリを科学者・技術者と捉えた ）。その後も現代に

至るまでさまざまな顔のマキアベリが現れた。

しかし、私見では、マキアベリがどうしてマキアベリたりうるかということを考えたと

き、いわゆるマキアベリズム（権謀術数主義）抜きのマキアベリ像は、きわめて不十分なも

のと考える。そもそもなぜマキアベリが 悪魔 、 暴君 、 無頼漢 、 詐欺師 などと告発

されてきたかといえば、 君主論 に目的のためには手段を選ばないという権謀術数主義が

あったからにほかならない。もしマキアベリが単なる共和主義者であれば、それほど告発さ

れずに済んだであろう。そのことをよく示している実例が、フリードリヒ二世の態度であ

る。フリードリヒは皇太子時代に 反マキアベリ論 という本まで書いて、マキアベリズム

に反対した ）。しかし周知のように、王位につくや、マキアベリズムの典型のような行動を

） 其の論題の主意、及引例等、概して農商工の利害に適切ならざるはなく、自分は堂々たる門閥に生れ
たる立派の侍にして、而かも儒学の造詣深き、一大名家たるに拘はらず、少しも生武士の気風もなけれ
ば、腐儒の臭味もなく、洒々落々と、説き来り説き去て、何等の拘滞を為さざるは、当時の学者中、稀に
見る所なり （瀧本誠一 解題 日本経済叢書 第 巻、日本経済叢書刊行会、 年、 ページ）。
）あるいは、韓非子か。
）丸山眞男 日本政治思想史研究 東京大学出版会、 年。
） 国王たちは絶対君主でありたいと望んでいる。そして、それには人民に愛されるのが一番の近道だと
いう声が聞こえるが、……彼らの個人的利益は、まず第一に、人民が弱く、貧困に苦しみ、とうてい彼ら
に反抗し得ないということである。君主たちが直接、自分たちにとって有益なほうの格率を好むのは、自
然のなりゆきである。王侯に教えをたれるとと見せかけて、マキアベリは、人民に偉大な教訓を与えたの
である。彼の 君主論 は、共和主義者の教科書である。（ 社会契約論 第 編、第 章）。
）カッシーラー 国家 河原宏・浅沼和典・秋元律郎訳、理想社、 年、 ページ。
） マキアベリは政治闘争を将棋の試合であるかのごとくに考え、試合のルールを研究したのである。し
かし彼には、これらのルールを変更し、あるいは批判するなどという意図は毛頭なかった。彼はその政治
的経験によって、欺瞞、瞞着、裏切り行為さらには犯罪をまったく伴わずに行われた政治闘争は古来一つ
として存在しなかった、と確信したのである。彼はこれを非難したこともなければ、奨励したこともな
い。試合を勝ちとるための最善の駒運びを見出すことが、彼の唯一の関心事であった。棋士が大胆な配列
を行い、あらゆる種類の計略、術策をめぐらして相手を瞞着すれば、われわれは喜び、かつ彼の技量に拍
手喝采するのである。彼の眼前にひろげられる偉大な政治活劇の変化きわまりない情景を眺めたときのマ
キアベリの態度も、正しくこれであった。（同書、 ページ）。
）マイネッケの 近代史における国家理性の理念 に詳しい。



取った。フリードリヒ自身、その矛盾は自覚していた。しかし、まだ政権につく前の評論家

のように責任のない立場と王位についた後の責任のある立場では、事情は違ってくるのであ

る。フリードリヒが抱えざるを得なかった矛盾こそが、マキアベリズムの真実性の裏付けで

あり、これがないマキアベリ像はまったく意味をなさないだろう。

海保青陵には、前述のように、マキアベリズムの典型のような文言がある。青陵は、よそ

の国との貿易戦争に勝ち抜くため、 軽薄鄙劣・暴悪無道 のあしらいようを稽古すること

を提案したのだった。こうした明瞭なマキアベリズムがあることこそが、もしマキアベリを

日本の思想家になぞらえたいなら、それは海保青陵にほかならないことを証拠立てるもので

ある（ちなみに荻生徂徠にはこのような明確なマキアベリズムはない）。

もう一言、丸山について述べておこう。丸山は、日本思想史に朱子学思惟方法の分解過程

を見出せると主張した。朱子学、すなわち朱子学者の藤原惺窩と林羅山においては、連続し

ていた規範と自然が、次第に朱子学に対する疑念が強まるに従って分解して、荻生徂徠にお

いてその分解が完成するという図式を丸山は描き出した。しかしこれは、ボルケナウが 封

建的世界像から市民的世界像 という書物の中で描いた図式の引き写しなのである。ボルケ

ナウは、トマスにおいては、人間のあらゆる自然的衝動が神の法と一致する自然法則に帰属

しているとし、つまり人間の自然衝動が自然と連続しているとし、それが次第に解体してそ

の分離を経た後、新たな統一が近世のデカルトで完成すると描いたのである。このトマスの

役回りを藤原惺窩と林羅山に、荻生徂徠の役回りをデカルトにすれば、類似の図式になる。

要するに丸山はボルケナウの図式を借用し、いわば役者を入れ替えて、日本思想史を描き出

したに過ぎない。もちろん、その背景には朱子学が自然と道徳の一致を標榜しているとい

う、トマスに似た点があったからではある。丸山自身も あとがき で 翻訳で読んだ

ボルケナウの 封建的世界像から市民的世界像へ も少からず裨益した ）とはっきり認

めている。実際、 日本政治思想史研究 で頻出するオプティミズムとペシミズムという用

語自体、ボルケナウの用語なのだ。丸山の本が影響力をもったのは、日本思想史研究におい

てそれまで個々の思想家の個別研究はあっても、江戸時代全体を一定の図式のもとに見通し

よく統一的・体系的に描いた研究がなかったからと思われる。その図式の体系性におそらく

後世の研究者は魅了されたのだろう。しかしその体系性は、ボルケナウの借り物だったので

ある。もっともボルケナウを換骨奪胎したということもできるのではあるが。
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）丸山、前掲書、 ページ。
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