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経済学史学会報告用原案経済学史学会報告用原案経済学史学会報告用原案経済学史学会報告用原案（（（（慶応大学慶応大学慶応大学慶応大学）））） 

 

    ホートリーホートリーホートリーホートリー

* 

���� ―――― 未刊未刊未刊未刊のののの著著著著『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』考考考考 

 

平井俊顕平井俊顕平井俊顕平井俊顕 

  

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

ラルフラルフラルフラルフ・・・・ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,貨幣的貨幣的貨幣的貨幣的なななな景気変動論景気変動論景気変動論景気変動論をををを展開展開展開展開したしたしたしたエコノミストエコノミストエコノミストエコノミスト

1
としてとしてとしてとして

知知知知られるられるられるられる.またまたまたまた,いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「大蔵省見解大蔵省見解大蔵省見解大蔵省見解」」」」のののの理論的根拠理論的根拠理論的根拠理論的根拠のののの提供者提供者提供者提供者

2
としてもとしてもとしてもとしても ―――― しししし

たがってたがってたがってたがってケインズケインズケインズケインズとととと反対反対反対反対のののの論陣論陣論陣論陣をををを張張張張ったったったった人物人物人物人物としてもとしてもとしてもとしても ―――― 知知知知られるられるられるられる.さらにさらにさらにさらに,ホホホホ

ートリーートリーートリーートリーはははは『『『『貨幣論貨幣論貨幣論貨幣論』』』』ののののケインズケインズケインズケインズにたいしにたいしにたいしにたいし,自自自自らのらのらのらのスタンススタンススタンススタンスからからからから厳厳厳厳しいしいしいしい批判批判批判批判をををを展展展展

開開開開したしたしたした論者論者論者論者でもあるでもあるでもあるでもある

3
.    こうしたこうしたこうしたこうした比較的比較的比較的比較的よくよくよくよく知知知知られているられているられているられている経済学者経済学者経済学者経済学者としてのとしてのとしてのとしての側側側側

面面面面はははは別別別別のののの機会機会機会機会にににに譲譲譲譲りりりり,本本本本稿稿稿稿でででではははは,今日忘却今日忘却今日忘却今日忘却のかなたにあるのかなたにあるのかなたにあるのかなたにある彼彼彼彼のののの社会哲学社会哲学社会哲学社会哲学

4
にににに焦点焦点焦点焦点をををを

合合合合わせわせわせわせるるるる. 

ホートリーホートリーホートリーホートリーははははケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジのののの知的環境下知的環境下知的環境下知的環境下でででで育育育育ったったったった ―――― とりわけとりわけとりわけとりわけ,アポッスルアポッスルアポッスルアポッスル

であったというであったというであったというであったという点点点点がががが重要重要重要重要であるであるであるである

5
 ―――― がががが,ケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジでででで研究生活研究生活研究生活研究生活をををを送送送送ったわけったわけったわけったわけ

ではないではないではないではない.卒業後卒業後卒業後卒業後,大蔵省大蔵省大蔵省大蔵省にににに入省入省入省入省しししし,以降以降以降以降,退官退官退官退官するまでのほとんどをするまでのほとんどをするまでのほとんどをするまでのほとんどを省内唯一省内唯一省内唯一省内唯一ののののエエエエ

コノミストコノミストコノミストコノミストとしてとしてとしてとして活動活動活動活動したしたしたした人物人物人物人物であるであるであるである.彼彼彼彼はははは社会哲学社会哲学社会哲学社会哲学のののの著作著作著作著作をををを 2点公刊点公刊点公刊点公刊しているしているしているしている 

(１１１１点点点点はははは『『『『経済問題経済問題経済問題経済問題』』』』 (Hawtrey[1926]. 以下以下以下以下,EPとととと略記略記略記略記)
 6

,もうもうもうもう１１１１点点点点はははは『『『『経済的命経済的命経済的命経済的命

運運運運』』』』(Hawtrey[1944]. 以下以下以下以下,ED とととと略記略記略記略記)））））がががが,本本本本稿稿稿稿ではではではでは最晩年最晩年最晩年最晩年のののの未刊未刊未刊未刊のののの著著著著『『『『正正正正しいしいしいしい

政策政策政策政策 ———— 政治学政治学政治学政治学におけるにおけるにおけるにおける価値判断価値判断価値判断価値判断のののの位置位置位置位置』』』』 (Hawtrey Papers, 12/2. 全全全全 18章章章章,タイタイタイタイ

ププププ刷刷刷刷りでりでりでりで 528枚枚枚枚.以下以下以下以下,RPとととと略記略記略記略記) にににに焦点焦点焦点焦点をををを合合合合わせてるわせてるわせてるわせてる. 

『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』はははは,ムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学,とりわけとりわけとりわけとりわけ｢｢｢｢善善善善のののの定義不可能性定義不可能性定義不可能性定義不可能性」」」」をををを根底根底根底根底にすえにすえにすえにすえ

つつつつつつつつ,経済学経済学経済学経済学・・・・社会学社会学社会学社会学・・・・政治学政治学政治学政治学のののの領域領域領域領域をををを批判的批判的批判的批判的にににに検討検討検討検討したしたしたした著作著作著作著作であるであるであるである.副題副題副題副題にいうにいうにいうにいう

「「「「価値判断価値判断価値判断価値判断」」」」とはとはとはとは,｢｢｢｢真真真真のののの目的目的目的目的｣｣｣｣にににに照照照照らしてのらしてのらしてのらしての判断判断判断判断をををを意味意味意味意味しているしているしているしている. 

『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』のののの全体全体全体全体はははは次次次次のようなのようなのようなのような構成構成構成構成になっているになっているになっているになっている.第第第第 1章章章章「「「「目的目的目的目的」」」」,第第第第 2章章章章
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｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣およびおよびおよびおよび第第第第 3章章章章｢｢｢｢哲学的宗教哲学的宗教哲学的宗教哲学的宗教｣｣｣｣ではではではでは倫理学的領域倫理学的領域倫理学的領域倫理学的領域がががが,第第第第 4章章章章｢｢｢｢政府政府政府政府｣｣｣｣,第第第第 5章章章章｢｢｢｢自由自由自由自由｣｣｣｣

およびおよびおよびおよび第第第第 10 章章章章「「「「階級階級階級階級」」」」ではではではでは政治学政治学政治学政治学・・・・社会学的領域社会学的領域社会学的領域社会学的領域がががが,そしてそしてそしてそして第第第第 6 章章章章「「「「経済的経済的経済的経済的フフフフ

ァンダメンタルズァンダメンタルズァンダメンタルズァンダメンタルズ」」」」,第第第第 8章章章章「「「「労働労働労働労働」」」」およびおよびおよびおよび第第第第 9章章章章｢｢｢｢分配分配分配分配のののの問題問題問題問題｣｣｣｣ではではではでは経済学的領経済学的領経済学的領経済学的領

域域域域がががが,第第第第 7章章章章「「「「資本主義資本主義資本主義資本主義とととと集産主義集産主義集産主義集産主義」」」」ではではではでは比較体制比較体制比較体制比較体制のののの問題問題問題問題がががが,第第第第 11章章章章「「「「バランスバランスバランスバランス････

オブオブオブオブ････パワーパワーパワーパワー」」」」からからからから第第第第 17 章章章章「「「「大国大国大国大国のののの結合結合結合結合」」」」ではではではでは国際政治学国際政治学国際政治学国際政治学のののの領域領域領域領域がががが, 扱扱扱扱われてわれてわれてわれて

いるいるいるいる(第第第第 12 章章章章「「「「植民地植民地植民地植民地」」」」,第第第第 13 章章章章｢｢｢｢戦争問題戦争問題戦争問題戦争問題｣｣｣｣,第第第第 14 章章章章「「「「共産主義共産主義共産主義共産主義とととと国民性国民性国民性国民性」」」」,第第第第

15章章章章「「「「パワーパワーパワーパワー････ポリティックスポリティックスポリティックスポリティックスととととイデオロギーイデオロギーイデオロギーイデオロギー」」」」,第第第第 16章章章章「「「「平和共存平和共存平和共存平和共存のののの条件条件条件条件」」」」).

そしてそしてそしてそして第第第第 18章章章章としてとしてとしてとして｢｢｢｢結論結論結論結論｣｣｣｣がくるがくるがくるがくる. 

本本本本稿稿稿稿はははは,第第第第 2節節節節でででで『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』のののの主題主題主題主題にににに言及言及言及言及しししし,第第第第 3節節節節ではそのではそのではそのではその基礎基礎基礎基礎にあるにあるにあるにある「「「「アアアア

スペクトスペクトスペクトスペクトのののの理論理論理論理論」」」」をみるをみるをみるをみる.第第第第 4節節節節ででででムーアムーアムーアムーア主義倫理学主義倫理学主義倫理学主義倫理学をををを一瞥一瞥一瞥一瞥したしたしたした後後後後,ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの

社会社会社会社会認識認識認識認識 (第第第第 5節節節節),経済経済経済経済認識認識認識認識(第第第第 6節節節節),世界世界世界世界平和平和平和平和(第第第第 7節節節節)ををををみていくみていくみていくみていくことにすることにすることにすることにする.第第第第

８８８８節節節節ははははケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジでででで展開展開展開展開されたされたされたされた哲学哲学哲学哲学についてのについてのについてのについての概観概観概観概観であるであるであるである. 

 

 

2. 主題主題主題主題 

 

題題題題名名名名｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策｣｣｣｣はははは,道徳律道徳律道徳律道徳律のうのうのうのうちちちち,(諸個諸個諸個諸個人人人人とのとのとのとの関係関係関係関係のののの,ではなくではなくではなくではなく)「「「「共共共共同同同同体体体体とのとのとのとの

関係関係関係関係でのでのでのでの」」」」人人人人のののの行行行行動動動動をををを含含含含意意意意しているしているしているしている

7
.ここでいうここでいうここでいうここでいう｢｢｢｢人人人人｣｣｣｣はははは,公公公公衆衆衆衆ではなくではなくではなくではなく指導指導指導指導者者者者でででで

ありありありあり,そのそのそのその果果果果たすたすたすたすべきべきべきべき義義義義務務務務にににに重点重点重点重点がおかれているがおかれているがおかれているがおかれている.公共政策公共政策公共政策公共政策にににに責任責任責任責任のあるのあるのあるのある指導指導指導指導者者者者

はははは一一一一市市市市民民民民とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる存存存存在在在在でありでありでありであり,一一一一市市市市民民民民がそのがそのがそのがその生活生活生活生活をををを導導導導くとこくとこくとこくところろろろのののの｢｢｢｢中間中間中間中間的的的的なななな目目目目

的的的的｣｣｣｣ ―――― それはそれはそれはそれは手段手段手段手段でしかなくでしかなくでしかなくでしかなく,「「「「状況状況状況状況やややや帰帰帰帰結結結結にににに制制制制約約約約をををを加加加加えることをえることをえることをえることを気気気気にせにせにせにせずずずずにににに

行行行行動動動動することすることすることすることがががが許許許許されるとされるとされるとされるときききき」」」」(p.528)「「「「偽偽偽偽りのりのりのりの目的目的目的目的」」」」になるになるになるになる

 8 
―――― にににに甘甘甘甘んんんんじじじじるるるるべべべべ

ききききではなくではなくではなくではなく,そのそのそのその行行行行動動動動のすのすのすのすべべべべてをてをてをてを「「「「善善善善」」」」というというというという究究究究極極極極のののの評評評評価価価価のもとにおくのもとにおくのもとにおくのもとにおくべきべきべきべき,とさとさとさとさ

れるれるれるれる

9
. 

純粋純粋純粋純粋なななな理性理性理性理性がががが認認認認めめめめるるるる唯一唯一唯一唯一のののの目的目的目的目的 (究究究究極極極極的目的的目的的目的的目的) はははは善善善善であるであるであるである

10
.｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい｣｣｣｣政策政策政策政策とととと

はははは,指導指導指導指導者者者者がががが目目目目指指指指ささささねばねばねばねばならないならないならないならない｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい｣｣｣｣目的目的目的目的 (「「「「中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的」」」」のののの対対対対峙語峙語峙語峙語) にににに

かなったかなったかなったかなった政策政策政策政策のことであるのことであるのことであるのことである. そしてそしてそしてそして「「「「正正正正しいしいしいしい」」」」目的目的目的目的とはとはとはとは「「「「善善善善いいいい」」」」目的目的目的目的のことでのことでのことでのことで

あるあるあるある.それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ,このこのこのこの意味意味意味意味がががが明確明確明確明確なものなものなものなものになるたになるたになるたになるためめめめにはにはにはには,｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣とはとはとはとは何何何何かがかがかがかが示示示示されるされるされるされる

必必必必要要要要があるがあるがあるがある

11
. 
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｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣のののの問題問題問題問題にににに行行行行きききき着着着着くとくとくとくときききき,ホートリーホートリーホートリーホートリーははははムーアムーアムーアムーアのののの「「「「善善善善のののの定義不可能性定義不可能性定義不可能性定義不可能性」」」」にににに従従従従

うううう

12
.善善善善はははは定義不可能定義不可能定義不可能定義不可能であるというのはであるというのはであるというのはであるというのは,それがそれがそれがそれがママママインインインインドドドド（（（（精神精神精神精神））））によりによりによりにより直覚直覚直覚直覚的的的的にににに

のみのみのみのみ知知知知られられられられううううるものるものるものるもの,というというというという意意意意であるであるであるである.ホートリーホートリーホートリーホートリーはこのはこのはこのはこの善善善善をををを彼彼彼彼のののの社会哲学社会哲学社会哲学社会哲学のののの根根根根

底底底底ににににすえるすえるすえるすえる. 

 

………… モモモモラルラルラルラル････コーコーコーコードドドド[道徳律道徳律道徳律道徳律] およびあらゆるおよびあらゆるおよびあらゆるおよびあらゆる人人人人間行間行間行間行動動動動のののの原原原原理理理理のののの究究究究極極極極的基礎的基礎的基礎的基礎とととと

してしてしてして善善善善にににに代代代代るものはないるものはないるものはないるものはない (RP, p.136). 

     

ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的｣｣｣｣（（（（したがってしたがってしたがってしたがって「「「「正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策」）」）」）」）のののの定義定義定義定義はははは行行行行わないわないわないわない,

とととと断断断断ってってってっているいるいるいる

13
がががが,注注注注意意意意すすすすべきべきべきべきはははは,人人人人 はははは正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策をををを識識識識別別別別ででででききききるるるる,とととと考考考考えているえているえているえている点点点点

であるであるであるである.善善善善はははは「「「「すすすすべべべべてのてのてのての人人人人間間間間のののの知性知性知性知性のののの範囲範囲範囲範囲内内内内」」」」(RP, p.136)にありにありにありにあり,しかもそれはしかもそれはしかもそれはしかもそれは客客客客

観観観観的的的的なものなものなものなもの,とととと考考考考えられているえられているえられているえられている.善善善善をををを見見見見つけるのにつけるのにつけるのにつけるのに,哲学哲学哲学哲学からのからのからのからの導導導導ききききはははは不要不要不要不要であるであるであるである.

日日日日常行常行常行常行っているっているっているっている判断判断判断判断にににに訴訴訴訴えれえれえれえればばばばよいよいよいよい.ホートリーホートリーホートリーホートリーはそうはそうはそうはそう考考考考えているえているえているえている. 

 

われわれはわれわれはわれわれはわれわれは善善善善やややや,究究究究極極極極的目的的目的的目的的目的にたいするにたいするにたいするにたいする手段手段手段手段のののの関係関係関係関係のののの省省省省察察察察にににに慣慣慣慣れてはいないれてはいないれてはいないれてはいない

がががが,それをそれをそれをそれを含含含含むむむむわれわれのわれわれのわれわれのわれわれの判断判断判断判断はすはすはすはすべべべべてのてのてのての現実現実現実現実生活生活生活生活にににに行行行行ききききわたわたわたわたっておりっておりっておりっており,そそそそ

れゆえそれにれゆえそれにれゆえそれにれゆえそれに基基基基づづづづくくくくモモモモラルラルラルラル・・・・コーコーコーコードドドドはははは堅固堅固堅固堅固なななな基礎基礎基礎基礎をををを有有有有するするするする (RP, p.136). 

     

      ………… 善善善善はははは彼彼彼彼にとってにとってにとってにとってだだだだけのけのけのけの善善善善ではないではないではないではない.彼彼彼彼のののの経経経経験験験験はははは彼彼彼彼にとってのにとってのにとってのにとっての経経経経験験験験だだだだがががが,善善善善

というというというという属属属属性性性性はそのはそのはそのはその経経経経験験験験にににに内内内内在在在在するするするする………… .善善善善をををを経経経経験験験験するするするする個個個個人人人人はははは,善善善善がががが実現実現実現実現されるされるされるされる

チャチャチャチャンンンンネネネネルルルルにすにすにすにすぎぎぎぎないないないない (RP, p.69c). 

   

ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』のののの序序序序でででで,本本本本書書書書のののの目的目的目的目的をををを,政治的政治的政治的政治的････社会的問題社会的問題社会的問題社会的問題についについについについ

てててて,人人人人間間間間のののの意意意意識識識識にににに内内内内在在在在するするするする価値価値価値価値観観観観にににに訴訴訴訴えることでえることでえることでえることで明確明確明確明確なななな思考思考思考思考をををを助助助助けることけることけることけること,とととと述述述述

べべべべていていていているるるる.だだだだがががが,｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策｣｣｣｣のののの｢｢｢｢正正正正しさしさしさしさ｣｣｣｣,｢｢｢｢善善善善ささささ｣｣｣｣がががが定義定義定義定義でででできずきずきずきず

14
（（（（といいつつもといいつつもといいつつもといいつつも,

｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣というというというという属属属属性性性性はははは,「「「「審美審美審美審美的的的的快楽快楽快楽快楽」」」」,「「「「知的知的知的知的快楽快楽快楽快楽」」」」,およびおよびおよびおよび「「「「人的価値人的価値人的価値人的価値」」」」というというというという感感感感

情情情情のののの状態状態状態状態にまでにまでにまでにまで拡拡拡拡張張張張されるされるされるされる,とととと主張主張主張主張されているされているされているされている

15
),人人人人はそれをはそれをはそれをはそれを (モモモモラルラルラルラル････コーコーコーコードドドドなななな

どにどにどにどに基基基基づきづきづきづき) 直観直観直観直観をををを通通通通じじじじてててて得得得得るるるる,というのであれというのであれというのであれというのであればばばば,出発出発出発出発点点点点からからからから目的目的目的目的がががが読読読読者者者者任任任任せせせせ

にされているというにされているというにされているというにされているという印象印象印象印象がががが拭拭拭拭えないえないえないえない. 
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3.    アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトのののの理論理論理論理論 

 

ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの哲学哲学哲学哲学はははは「「「「アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトのののの理論理論理論理論」」」」とととと称称称称すすすすべきべきべきべきものであるものであるものであるものである (彼彼彼彼はははは若若若若くくくく

からからからから「「「「アスペクトアスペクトアスペクトアスペクト」」」」をををを根本根本根本根本概念概念概念概念

16
としてとしてとしてとして重重重重視視視視していたしていたしていたしていた））））. 『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』 pp.32-53 

でもでもでもでも論及論及論及論及されているがされているがされているがされているが,本本本本格格格格的的的的なななな検討検討検討検討はははは,彼彼彼彼のののの唯一唯一唯一唯一のののの哲学哲学哲学哲学書書書書でででで,これまたこれまたこれまたこれまた未刊未刊未刊未刊のののの

『『『『思考思考思考思考とととと事事事事物物物物』』』』 (Hawtrey Papers, 12/1.全全全全 8 章章章章でででで構成構成構成構成されたされたされたされたタイプタイプタイプタイプ刷刷刷刷りりりり 314 枚枚枚枚.

以後以後以後以後,TTとととと略記略記略記略記)でなされているでなされているでなされているでなされている

17
. 

それはそれはそれはそれは,「「「「意意意意識識識識的的的的なななな経経経経験験験験におけるにおけるにおけるにおけるアスペクトアスペクトアスペクトアスペクトのののの識識識識別別別別ををををめぐめぐめぐめぐるるるる思考思考思考思考分分分分析析析析」」」」をををを主題主題主題主題

とするものでとするものでとするものでとするものでありありありあり,「「「「内省内省内省内省」」」」的的的的手法手法手法手法がががが用用用用いられいられいられいられ,ママママインインインインドドドドががががアスペクトアスペクトアスペクトアスペクトをををを識識識識別別別別するするするする

というというというという点点点点にににに中心中心中心中心がおかれているがおかれているがおかれているがおかれている.アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトはははは外界外界外界外界のののの事事事事物物物物にににに「「「「本性的本性的本性的本性的にににに内内内内在在在在すすすす

るるるる」」」」がががが,そのままではそのままではそのままではそのままでは潜在潜在潜在潜在的的的的であってであってであってであって,ママママインインインインドドドドによりによりによりにより意意意意識識識識的経的経的経的経験験験験としてとしてとしてとして認識認識認識認識されされされされ

ることでることでることでることで現実現実現実現実のものとなるのものとなるのものとなるのものとなる,とととと彼彼彼彼はははは主張主張主張主張するするするする
18

.あるあるあるある絵画絵画絵画絵画をみてをみてをみてをみて,あるあるあるある人人人人はそこにはそこにはそこにはそこに

「「「「繊細繊細繊細繊細なななな美美美美」」」」をををを,またまたまたまた別別別別のののの人人人人はははは「「「「微妙微妙微妙微妙なななな影影影影」」」」をををを見見見見出出出出すすすす.いいいいずずずずれもれもれもれも,絵画絵画絵画絵画にににに内内内内在在在在するするするする

アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトでありでありでありであり,それはそれはそれはそれは個個個個々々々々人人人人によりによりによりにより意意意意識識識識的的的的にににに認識認識認識認識されることでされることでされることでされることで現実化現実化現実化現実化するするするする. 

アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトはははは全体全体全体全体としてのとしてのとしてのとしての事事事事物物物物とととと切切切切りりりり離離離離すことがですことがですことがですことができきききないないないないものであるものであるものであるものである.「「「「繊細繊細繊細繊細

なななな美美美美」」」」はははは絵画絵画絵画絵画というというというという外界外界外界外界のののの事事事事物物物物にににに潜潜潜潜んでおりんでおりんでおりんでおり,ママママインインインインドドドドによるによるによるによる意意意意識識識識的的的的なななな認識認識認識認識をををを通通通通

じじじじ現実化現実化現実化現実化するのであるがするのであるがするのであるがするのであるが,それをそれをそれをそれを部部部部分分分分としてとしてとしてとして事事事事物物物物からからからから切切切切りりりり離離離離せるわけではないせるわけではないせるわけではないせるわけではない.

ママママインインインインドドドドがががが獲得獲得獲得獲得したしたしたしたアスペクトアスペクトアスペクトアスペクトはははは,ママママインインインインドドドド内内内内にににに蓄蓄蓄蓄えられていくえられていくえられていくえられていく.ママママインインインインドドドドはははは何何何何

かをかをかをかを判断判断判断判断するさいするさいするさいするさい,こうしてこうしてこうしてこうして蓄積蓄積蓄積蓄積されてされてされてされてききききたものたものたものたものにににに絶絶絶絶ええええずずずず参参参参照照照照をををを求求求求めめめめてててていくこいくこいくこいくこ

とになるとになるとになるとになる. 

このこのこのこの哲学哲学哲学哲学にあってにあってにあってにあって,人人人人ののののママママインインインインドドドドはははは,不不不不完完完完全全全全とはいえとはいえとはいえとはいえ,事事事事物物物物からからからからアスペクトアスペクトアスペクトアスペクトをををを認識認識認識認識

するするするする能能能能力力力力をををを有有有有するするするする存存存存在在在在とみなされているとみなされているとみなされているとみなされている.知知知知るるるる能能能能力力力力をもつをもつをもつをもつママママインインインインドドドドがががが,さまさまさまさまざざざざまままま

ななななアスペクトアスペクトアスペクトアスペクト ―――― 感覚感覚感覚感覚経経経経験験験験ののののアスペクトアスペクトアスペクトアスペクト,感情感情感情感情・・・・感感感感動動動動ののののアスペクトアスペクトアスペクトアスペクト,思考思考思考思考ののののアスペアスペアスペアスペ

クトクトクトクト等等等等々々々々 ―――― をををを知知知知覚覚覚覚するするするする. 

行行行行動主義動主義動主義動主義やややや唯物論唯物論唯物論唯物論はははは,個個個個々々々々人人人人のののの認識認識認識認識能能能能力力力力とはとはとはとは独立独立独立独立したしたしたしたものとしてものとしてものとしてものとして事事事事物物物物・・・・事象事象事象事象をををを

説明説明説明説明しようとするしようとするしようとするしようとする客観客観客観客観主義哲学主義哲学主義哲学主義哲学であるであるであるである.これにこれにこれにこれに比比比比しししし,ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの哲学哲学哲学哲学はははは経経経経験験験験論論論論

のののの流流流流れにれにれにれに属属属属しておりしておりしておりしており,主主主主客客客客のののの中間中間中間中間にににに位置位置位置位置するするするする.それはそれはそれはそれは個個個個人人人人のののの認識認識認識認識能能能能力力力力とととと外界外界外界外界にににに潜潜潜潜

在在在在的的的的にににに存存存存在在在在するとされるするとされるするとされるするとされるアスペクトアスペクトアスペクトアスペクトをををを根底根底根底根底ににににすすすすえたものでありえたものでありえたものでありえたものであり,ママママインインインインドドドドをををを無無無無
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視視視視するするするする行行行行動主義動主義動主義動主義やややや唯物論唯物論唯物論唯物論とはとはとはとは対照的対照的対照的対照的なななな立場立場立場立場にににに立立立立っているっているっているっている.またまたまたまた,すすすすべべべべてをてをてをてを事事事事物物物物でででで

説明説明説明説明しようとするしようとするしようとするしようとする科科科科学主義学主義学主義学主義にたいしてもにたいしてもにたいしてもにたいしても,同様同様同様同様のののの視視視視点点点点からそのもつからそのもつからそのもつからそのもつ限界限界限界限界をををを指摘指摘指摘指摘

するするするする立場立場立場立場にににに立立立立っているっているっているっている

19
. 

このこのこのこのホートリーホートリーホートリーホートリーのののの認識認識認識認識論論論論はははは,ムーアムーアムーアムーアのそれとものそれとものそれとものそれとも異異異異なっているなっているなっているなっているというというというという点点点点にににに注注注注意意意意

がががが必必必必要要要要であるであるであるである.ムーアムーアムーアムーアのののの場場場場合合合合,事事事事物物物物ととととママママインインインインドドドドのあいのあいのあいのあいだだだだにはにはにはには,いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「セセセセンスンスンスンス････デデデデ

ータータータータ」」」」がががが介在介在介在介在するするするする.それによれそれによれそれによれそれによればばばば,ママママインインインインドドドドはははは感覚感覚感覚感覚をををを通通通通じじじじ外界外界外界外界のののの事事事事物物物物ををををセセセセンスンスンスンス････デデデデ

ータータータータのかたのかたのかたのかたちちちちでとらえるでとらえるでとらえるでとらえる

20
.これにこれにこれにこれに比比比比しししし,アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトははははセセセセンスンスンスンス････デーデーデーデータタタタにににに属属属属するとするとするとすると

いうよりはいうよりはいうよりはいうよりは,外界外界外界外界のののの事事事事物物物物にににに潜在潜在潜在潜在するものとするものとするものとするものと考考考考えられているのであるえられているのであるえられているのであるえられているのである. 

 

 

4. ムーアムーアムーアムーア主義倫理学主義倫理学主義倫理学主義倫理学 

 

20 世紀初頭世紀初頭世紀初頭世紀初頭ののののケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジのののの最最最最もももも優秀優秀優秀優秀なななな学生学生学生学生達達達達 ―――― 彼彼彼彼らがらがらがらが集集集集ったのがったのがったのがったのが「「「「ソサソサソサソサ

エティエティエティエティ」」」」であるであるであるである ―――― をををを引引引引ききききつけてつけてつけてつけて離離離離さなかったのがさなかったのがさなかったのがさなかったのがムーアムーアムーアムーアであるであるであるである

21
. ホートリホートリホートリホートリ

ーーーーはそのはそのはそのはその一一一一角角角角をををを占占占占めめめめていたていたていたていた.のみならのみならのみならのみならずずずず,彼彼彼彼ははははムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学をををを自自自自らのらのらのらの哲学哲学哲学哲学・・・・倫理学倫理学倫理学倫理学

のののの基底基底基底基底としてとしてとしてとして終終終終生生生生ももももちちちち続続続続けたけたけたけた

22
.既述既述既述既述のようにのようにのようにのように,このこのこのこの点点点点がががが『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』のののの根本的根本的根本的根本的

なななな基点基点基点基点ににににすすすすえられているえられているえられているえられている.こうしたこうしたこうしたこうした点点点点ははははケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジのののの他他他他のののの同僚同僚同僚同僚にはにはにはには認認認認めめめめられられられられ

ないないないない. 

善善善善はははは定義定義定義定義することがですることがですることがですることができずきずきずきず,直覚直覚直覚直覚によってのみによってのみによってのみによってのみ把握把握把握把握ででででききききるるるる.いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「善善善善のののの定義定義定義定義

不可能性不可能性不可能性不可能性」」」」であるであるであるである.そしてそしてそしてそしてすでにすでにすでにすでに述述述述べべべべたようにたようにたようにたように,ホートリーホートリーホートリーホートリーがががが『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』にあにあにあにあ

ってってってって最重最重最重最重視視視視するのするのするのするのがこのがこのがこのがこの「「「「善善善善」」」」であるであるであるである. 

 

      世界世界世界世界はははは,ムーアムーアムーアムーアがががが善善善善というというというという属属属属性性性性をををを哲学哲学哲学哲学のののの曖昧曖昧曖昧曖昧性性性性およびおよびおよびおよび懐疑懐疑懐疑懐疑性性性性からからからから解解解解放放放放したしたしたした

ことことことことにににに感謝感謝感謝感謝すすすすべきべきべきべき理由理由理由理由をもっているをもっているをもっているをもっている,とわたしはとわたしはとわたしはとわたしは思思思思うううう (RP, p.16). 

 

    注注注注目目目目すすすすべきべきべきべきことにことにことにことに,「「「「自由自由自由自由」」」」はははは『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』にあってにあってにあってにあって最最最最高高高高位位位位におかれてはおにおかれてはおにおかれてはおにおかれてはお

ららららずずずず,「「「「中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的」」」」とみなされているとみなされているとみなされているとみなされている.多様多様多様多様性性性性をををを得得得得ようとするようとするようとするようとする人人人人間間間間のののの能能能能力力力力にたにたにたにた

いしいしいしいし広範囲広範囲広範囲広範囲にわたるにわたるにわたるにわたる機会機会機会機会をををを提供提供提供提供するものとしてするものとしてするものとしてするものとして,それはそれはそれはそれは高貴高貴高貴高貴なななな理理理理想想想想でででではあるもはあるもはあるもはあるも

のののののののの,真真真真のののの目的目的目的目的ではないからであるではないからであるではないからであるではないからである

23
. 
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｢｢｢｢中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的」」」」についてみておこうについてみておこうについてみておこうについてみておこう.現実現実現実現実的的的的なななな導導導導ききききとしてとしてとしてとして,｢｢｢｢行為行為行為行為ののののコーコーコーコードドドドもしもしもしもし

くはくはくはくは道徳律道徳律道徳律道徳律(モモモモラルラルラルラル････コーコーコーコードドドド)｣｣｣｣ はさまはさまはさまはさまざざざざまなまなまなまな中間中間中間中間的目的的目的的目的的目的をををを提提提提示示示示しているとしてしているとしてしているとしてしているとして,

「「「「正正正正直直直直,信用信用信用信用,親切親切親切親切,財財財財産産産産････家族家族家族家族・・・・権威権威権威権威・・・・個個個個人人人人のののの権利権利権利権利やややや感情感情感情感情へへへへのののの尊敬尊敬尊敬尊敬」」」」があがあがあがあげげげげられてられてられてられて

いるいるいるいる

24
.本能本能本能本能やややや「「「「賞罰賞罰賞罰賞罰シシシシステムステムステムステム」」」」もももも然然然然りであるりであるりであるりである

25
. ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的のののの,

現実世界現実世界現実世界現実世界におけるにおけるにおけるにおける必必必必要性要性要性要性をををを承認承認承認承認しているしているしているしている.だだだだがががが,それがそれがそれがそれが過度過度過度過度になるになるになるになる場場場場合合合合,「「「「偽偽偽偽りのりのりのりの

目的目的目的目的」」」」にににに堕堕堕堕すことになるととらえているすことになるととらえているすことになるととらえているすことになるととらえている.そのそのそのその事例事例事例事例としてとしてとしてとして,｢｢｢｢物物物物質所有欲質所有欲質所有欲質所有欲｣｣｣｣（（（（これにこれにこれにこれに

たいしたいしたいしたいし,満足満足満足満足をををを共共共共有有有有しあうしあうしあうしあうモモモモラルラルラルラルがががが対置対置対置対置されるされるされるされる

26
））））,｢｢｢｢貨幣貨幣貨幣貨幣欲欲欲欲｣｣｣｣(他他他他のののの価値価値価値価値あるあるあるある感情感情感情感情

がががが損損損損なわれるなわれるなわれるなわれる),｢｢｢｢安安安安全性全性全性全性｣｣｣｣（（（（犯罪犯罪犯罪犯罪者者者者へへへへのののの処罰処罰処罰処罰そのものがそのものがそのものがそのものが望望望望ましいというましいというましいというましいという気気気気持持持持ちちちちがががが発発発発

生生生生するするするする可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある））））,「「「「利己利己利己利己主義主義主義主義」」」」があがあがあがあげげげげられているられているられているられている. 

｢｢｢｢中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的｣｣｣｣のありのありのありのあり方方方方はははは,指導指導指導指導者者者者にとってそのにとってそのにとってそのにとってその批判批判批判批判のののの対対対対象象象象としてとしてとしてとして措措措措定定定定されされされされ

なけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない,とととと彼彼彼彼はははは考考考考えているえているえているえている. 

 

[規則規則規則規則コーコーコーコードドドド]自自自自身身身身,中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的ののののコーコーコーコードドドドにすにすにすにすぎぎぎぎないないないない………….現行現行現行現行ののののコーコーコーコードドドド自自自自身身身身,

批判批判批判批判にさらされにさらされにさらされにさらされねばねばねばねばならないならないならないならない.………… 正義正義正義正義もももも自由自由自由自由もももも,安安安安全全全全もももも,…………批判批判批判批判からからからから逃逃逃逃れるこれるこれるこれるこ

とはでとはでとはでとはでききききないないないない (RP, p.72a). 

 

 

5.    社会認識社会認識社会認識社会認識                  

        それではこうしたそれではこうしたそれではこうしたそれではこうした哲学的哲学的哲学的哲学的スタンススタンススタンススタンスからからからからホートリーホートリーホートリーホートリーはははは社会社会社会社会をどのようにとらえをどのようにとらえをどのようにとらえをどのようにとらえ

ているのているのているのているのだろだろだろだろうかうかうかうか.そのさいのそのさいのそのさいのそのさいのキキキキーーーー････ワーワーワーワードドドドとしてとしてとしてとして「「「「指導指導指導指導者者者者」」」」,「「「「進化進化進化進化論論論論」」」」がががが重重重重視視視視

されていることがされていることがされていることがされていることが,容易容易容易容易にににに認認認認めめめめられるられるられるられる. 

 

5.1 指導指導指導指導者者者者 (支支支支配者配者配者配者) 

ホートリーホートリーホートリーホートリーがががが社会社会社会社会をををを語語語語るとるとるとるときききき,それがどのようなそれがどのようなそれがどのようなそれがどのような形態形態形態形態であであであであろろろろうとうとうとうと,そこにはそこにはそこにはそこには権権権権

力力力力がががが存存存存在在在在するするするする,とととと考考考考えるえるえるえる.そしてそしてそしてそして,社会社会社会社会にはにはにはには権力権力権力権力をををを掌握掌握掌握掌握しそれをしそれをしそれをしそれを行使行使行使行使するするするする指導指導指導指導者者者者

27

とそれにとそれにとそれにとそれに従従従従うううう従従従従者者者者がががが存存存存在在在在するするするする.とりわけとりわけとりわけとりわけ,ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは社会社会社会社会がががが存存存存立立立立していくうえしていくうえしていくうえしていくうえ

でででで,指導指導指導指導者者者者 (ならびにならびにならびにならびに「「「「指導指導指導指導者階級者階級者階級者階級」」」」

28
) をををを重重重重視視視視するするするする.「「「「権威権威権威権威」」」」もしくはもしくはもしくはもしくは「「「「権力権力権力権力」」」」

というというというというタームタームタームタームはそれにはそれにはそれにはそれに関連関連関連関連してしてしてして登場登場登場登場してくるしてくるしてくるしてくる. 
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権威権威権威権威はははは条件条件条件条件付付付付ききききでででで

．．．．．

支支支支配者配者配者配者としてのとしてのとしてのとしての指導指導指導指導者者者者にににに移移移移譲譲譲譲されるされるされるされる.社会社会社会社会はははは彼彼彼彼のののの掌中掌中掌中掌中にあにあにあにあ

るるるる道具道具道具道具となるとなるとなるとなる.社会社会社会社会ののののメンバーメンバーメンバーメンバーはははは,指導指導指導指導者者者者がががが………… [人人人人々々々々] のののの個個個個人的目的人的目的人的目的人的目的をををを促進促進促進促進すすすす

るようにこのるようにこのるようにこのるようにこの道具道具道具道具をををを用用用用いいいいるというるというるというるという条件条件条件条件でででで,彼彼彼彼にににに忠誠忠誠忠誠忠誠とととと服従服従服従服従をををを付与付与付与付与するするするする (RP, 

p.21). 

 

これはこれはこれはこれは社会社会社会社会のののの形態形態形態形態にかかわらにかかわらにかかわらにかかわらずずずず,然然然然りであるりであるりであるりである.民主主義社会民主主義社会民主主義社会民主主義社会といえどもといえどもといえどもといえども異異異異なるなるなるなる

とことことこところろろろはないはないはないはない.大大大大衆衆衆衆がががが選選選選挙挙挙挙をををを通通通通じじじじてててて｢｢｢｢権力権力権力権力｣｣｣｣のののの行使行使行使行使をををを議議議議会会会会にににに委委委委ねねねねるるるる.議議議議会会会会はははは権威権威権威権威をををを

ももももちちちち,さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな命命命命令令令令をををを下下下下すすすす.大大大大衆衆衆衆はははは,それらのそれらのそれらのそれらの命命命命令令令令がそのがそのがそのがその時時時時点点点点でのでのでのでの社会社会社会社会にににに通通通通底底底底すすすす

るるるる規範規範規範規範・・・・慣慣慣慣習習習習からからからから逸脱逸脱逸脱逸脱していないかしていないかしていないかしていないかぎぎぎぎりりりり,権力権力権力権力のののの移移移移譲譲譲譲をををを容認容認容認容認するするするする.それがそれがそれがそれが民主主義民主主義民主主義民主主義

であるであるであるである. 

 

民主主義民主主義民主主義民主主義のののの目的目的目的目的はははは,専専専専制政府制政府制政府制政府やややや寡寡寡寡頭頭頭頭政府政府政府政府にたいするにたいするにたいするにたいする不平不平不平不平のののの唯一唯一唯一唯一のののの治治治治癒癒癒癒策策策策であであであであ

るるるる反反反反乱乱乱乱というというというという権利権利権利権利をををを,全大全大全大全大衆衆衆衆にゆにゆにゆにゆだねだねだねだねられるられるられるられるコントロールコントロールコントロールコントロールののののシシシシステムステムステムステムにににに取取取取っっっっ

てててて代代代代えることであるえることであるえることであるえることである (RP, p.108). 

 

  「「「「社会社会社会社会はははは ………… そのそのそのその手手手手綱綱綱綱ささささばきばきばきばきにおいてにおいてにおいてにおいて意意意意識識識識的的的的なななな指指指指図図図図をををを必必必必要要要要とするとするとするとする」」」」(RP, p.20)

というのというのというのというのががががホートリーホートリーホートリーホートリーのののの社会社会社会社会認識認識認識認識のののの基本基本基本基本であるであるであるである.社会社会社会社会においてにおいてにおいてにおいて集集集集団団団団がががが指導指導指導指導者者者者をををを

承認承認承認承認しししし,そしてそしてそしてそして指導指導指導指導者者者者によってによってによってによって意意意意識識識識的的的的なななな指指指指図図図図がなされがなされがなされがなされ,人人人人々々々々がそれにがそれにがそれにがそれに忠誠忠誠忠誠忠誠とととと服従服従服従服従

をををを示示示示すというすというすというすという状況状況状況状況がががが実現実現実現実現することですることですることですることで,集集集集団団団団のののの行為行為行為行為がががが合理合理合理合理化化化化されていくされていくされていくされていく道道道道がががが開開開開けけけけ

るがるがるがるが,そうしたそうしたそうしたそうした指導指導指導指導者者者者をををを頂頂頂頂かないかないかないかない社会社会社会社会はははは混乱混乱混乱混乱にににに陥陥陥陥るるるる傾向傾向傾向傾向がみられるがみられるがみられるがみられる,というというというという認識認識認識認識

であるであるであるである.    

    こうしたこうしたこうしたこうした認識認識認識認識はははは,彼彼彼彼ががががココココレレレレクティクティクティクティヴヴヴヴィズムィズムィズムィズムをををを論論論論じじじじるとるとるとるときききき (後後後後述述述述のののの第第第第 6.3 節節節節をををを参参参参

照照照照),またまたまたまた世界世界世界世界全体全体全体全体をみるとをみるとをみるとをみるときききき (後後後後述述述述のののの第第第第 7 節節節節をををを参参参参照照照照) のののの根底根底根底根底にににに存存存存在在在在するするするする.20 世紀世紀世紀世紀

のののの初頭初頭初頭初頭,ヨヨヨヨーロッパーロッパーロッパーロッパではではではでは「「「「エリートエリートエリートエリート理論理論理論理論」」」」 (｢｢｢｢指導指導指導指導者社会学者社会学者社会学者社会学｣｣｣｣)
29
がががが流行流行流行流行していたがしていたがしていたがしていたが,

ホートリーホートリーホートリーホートリーがそれらからがそれらからがそれらからがそれらから影影影影響響響響をををを受受受受けているのかけているのかけているのかけているのかいなかをいなかをいなかをいなかを,うかがいうかがいうかがいうかがい知知知知ることはることはることはることは

ででででききききないがないがないがないが,そのそのそのその可能性可能性可能性可能性はははは大大大大いにあるいにあるいにあるいにある.     

ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,人人人人々々々々がががが慣慣慣慣習習習習的的的的にににに遵守遵守遵守遵守しているしているしているしている道徳律道徳律道徳律道徳律,そしてこれなくしてはそしてこれなくしてはそしてこれなくしてはそしてこれなくしては秩秩秩秩

序序序序のののの維維維維持持持持がががが不可能不可能不可能不可能となるとなるとなるとなる道徳律道徳律道徳律道徳律がががが存存存存在在在在するするするする,ということをということをということをということを強調強調強調強調しているしているしているしている.指導指導指導指導者者者者

であってもであってもであってもであっても,そのそのそのその道徳律道徳律道徳律道徳律をををを遵守遵守遵守遵守していることがしていることがしていることがしていることが,指導指導指導指導者者者者としてのとしてのとしてのとしての地位地位地位地位をををを維維維維持持持持するするするする
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たたたためめめめにはにはにはには不可不可不可不可欠欠欠欠であるであるであるである,とされるとされるとされるとされる. 

 

5.2 進化論進化論進化論進化論 

ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの社会社会社会社会認識認識認識認識にあってにあってにあってにあって,進化進化進化進化論的論的論的論的発想発想発想発想

30
はかなりはかなりはかなりはかなり明明明明瞭瞭瞭瞭にににに表表表表明明明明されていされていされていされてい

るるるる.人人人人間間間間ののののママママインインインインドドドドはははは,当当当当初初初初からからからから思考思考思考思考とととと知知知知識識識識のののの完完完完全全全全なななな道具道具道具道具であったわけではないであったわけではないであったわけではないであったわけではない.

それはそれはそれはそれは,有有有有機体機体機体機体のののの行行行行動動動動をそのをそのをそのをその環境環境環境環境にににに適応適応適応適応させるさせるさせるさせる手段手段手段手段としてのとしてのとしてのとしての自自自自然然然然淘汰淘汰淘汰淘汰のののの圧圧圧圧力力力力のののの

もとでもとでもとでもとで進化進化進化進化してしてしてしてききききたたたた.人人人人間間間間ののののママママインインインインドドドドのののの,そこでのそこでのそこでのそこでの主主主主要要要要なななな働働働働ききききはははは,物的環境物的環境物的環境物的環境についについについについ

てのてのてのての印象印象印象印象をををを記記記記憶憶憶憶しししし,｢｢｢｢本能的性本能的性本能的性本能的性向向向向｣｣｣｣をををを通通通通じじじじてててて適適適適切切切切なななな行行行行動動動動をををを起起起起こすことであったこすことであったこすことであったこすことであった

31
.

そしてそしてそしてそして「「「「ママママインインインインドドドドががががひひひひとたびとたびとたびとたび十十十十分分分分なななな発発発発展展展展をををを遂遂遂遂げげげげるとるとるとると,それはそれはそれはそれはずずずずっとっとっとっと早早早早いいいい社会的社会的社会的社会的進進進進

化化化化 ————    そこではそこではそこではそこでは,本能的反本能的反本能的反本能的反応応応応はははは「「「「意意意意識識識識的的的的なななな計計計計画化画化画化画化」」」」によってによってによってによって補補補補完完完完されるされるされるされる ————    へへへへのののの

道道道道をををを開開開開いたいたいたいた」」」」(RP, p.4)とととと主張主張主張主張されるされるされるされる.人人人人間間間間はははは動物的本性動物的本性動物的本性動物的本性にににに合理性合理性合理性合理性がががが加加加加わったわったわったわった存存存存在在在在

なのであるなのであるなのであるなのである

32
. 

 

人人人人間間間間のののの進化進化進化進化はははは,とりわけとりわけとりわけとりわけ意意意意識識識識のののの進化進化進化進化であるであるであるである.意意意意識識識識はそれはそれはそれはそれ自自自自身高身高身高身高いいいいササササバイバルバイバルバイバルバイバル

価値価値価値価値をををを有有有有しているしているしているしている.………… 生理学的生理学的生理学的生理学的進化進化進化進化のののの展開展開展開展開によりによりによりにより,人人人人がががが体体体体系系系系的的的的なななな思考思考思考思考のでのでのでのできききき

るるるる頭頭頭頭脳脳脳脳をををを与与与与えられるとえられるとえられるとえられるときききき,意意意意識識識識的的的的なななな計計計計画画画画がががが可能可能可能可能になるになるになるになる (RP, p.11). 

 

現在現在現在現在のののの人人人人間間間間ののののママママインインインインドドドドはははは,本能的性本能的性本能的性本能的性向向向向をををを通通通通じじじじたたたた自自自自然然然然淘汰淘汰淘汰淘汰的的的的進化進化進化進化およびおよびおよびおよび社会的社会的社会的社会的

進化進化進化進化のののの過過過過程程程程をををを通通通通じじじじてててて醸醸醸醸成成成成されてされてされてされてききききたたたた.ママママインインインインドドドド自体自体自体自体,進化進化進化進化するものでありするものでありするものでありするものであり,そしてそしてそしてそして

進化進化進化進化したしたしたしたママママインインインインドドドドはははは体体体体系系系系的的的的なななな思考思考思考思考がでがでがでができきききるたるたるたるためめめめ,社会社会社会社会のなかにのなかにのなかにのなかに「「「「意意意意識識識識的的的的なななな計計計計画画画画

化化化化」」」」のののの導導導導入入入入がががが可能可能可能可能となりとなりとなりとなり,社会社会社会社会のののの進化進化進化進化はそのはそのはそのはその速速速速度度度度をををを増増増増すことになったすことになったすことになったすことになった,ととととホートリホートリホートリホートリ

ーーーーはははは考考考考えているえているえているえている. 

以以以以上上上上がががが,人人人人類類類類のののの有有有有史史史史段段段段階以階以階以階以前前前前でのでのでのでの進化進化進化進化のののの説明説明説明説明であるであるであるであるとすれとすれとすれとすればばばば,有有有有史史史史段段段段階階階階でのでのでのでの人人人人

間間間間ののののママママインインインインドドドドのののの進化進化進化進化をををを説明説明説明説明するたするたするたするためめめめにににに用用用用いられているのがいられているのがいられているのがいられているのが「「「「合理合理合理合理化化化化」」」」であるであるであるである.ここここ

れはれはれはれは, 宗教宗教宗教宗教的教義的教義的教義的教義がががが「「「「理性理性理性理性」」」」によってによってによってによって説明説明説明説明可能可能可能可能なものにされていくなものにされていくなものにされていくなものにされていく過過過過程程程程としてとしてとしてとして

とらえられているとらえられているとらえられているとらえられている.そのことでそのことでそのことでそのことで,宗教宗教宗教宗教からからからから神神神神秘秘秘秘的要的要的要的要素素素素がががが消消消消ええええ,理性理性理性理性によりによりによりにより理解可能理解可能理解可能理解可能

となるとなるとなるとなる領域領域領域領域がががが増増増増えていくえていくえていくえていくことになることになることになることになる.それまでそれまでそれまでそれまで人人人人々々々々がががが理解理解理解理解ででででききききないたないたないたないためめめめ崇拝崇拝崇拝崇拝しししし

ていたていたていたていた事象事象事象事象・・・・現象現象現象現象にたいしにたいしにたいしにたいし,理性理性理性理性がそれをがそれをがそれをがそれを合理的合理的合理的合理的にににに説明説明説明説明ででででききききるようになるるようになるるようになるるようになる傾向傾向傾向傾向のののの

ことであることであることであることである.それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ,「「「「合理合理合理合理化化化化」」」」

33
とはとはとはとは一一一一種種種種のののの合理主義哲学合理主義哲学合理主義哲学合理主義哲学のののの進進進進展展展展でありでありでありであり,啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙主主主主

義義義義思想思想思想思想のののの浸透浸透浸透浸透であるであるであるである. 
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ママママインインインインドドドドはははは,ひひひひとたびとたびとたびとたび進化進化進化進化をををを遂遂遂遂げげげげるとるとるとると,自自自自らのらのらのらの感情感情感情感情のののの状態状態状態状態をををを含含含含めめめめ,すすすすべべべべてのてのてのてのココココ

トトトトについてについてについてについて [拘束拘束拘束拘束をををを離離離離れてれてれてれて] 自由自由自由自由にににに考考考考えるようになるえるようになるえるようになるえるようになる.これらのこれらのこれらのこれらのココココトトトトがががが望望望望まままま

しいとしいとしいとしいと判断判断判断判断されるとされるとされるとされるときききき,そしてそしてそしてそしてママママインインインインドドドドがががが正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的にたいするにたいするにたいするにたいする正正正正しいしいしいしい手手手手

段段段段をををを認識認識認識認識するとするとするとするときききき,合理的合理的合理的合理的なななな行行行行動動動動へへへへのののの道道道道がががが開開開開かれるかれるかれるかれる (RP, p.69a). 

 

              合理的合理的合理的合理的なななな行為行為行為行為はははは目的目的目的目的にににに向向向向けられるけられるけられるけられる.合理性合理性合理性合理性はははは,所与所与所与所与のののの目的目的目的目的をををを達達達達成成成成するたするたするたするためめめめ

のののの正正正正しいしいしいしい手段手段手段手段のののの選選選選択択択択をををを必必必必要要要要とするとするとするとする.しかししかししかししかし,それはもっとそれはもっとそれはもっとそれはもっと重要重要重要重要なものなものなものなものをををを必必必必

要要要要とするとするとするとする.目的自目的自目的自目的自身身身身がががが正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的

．．．．．

でなけれでなけれでなけれでなければばばばならないならないならないならない (RP, p.3). 

 

                人人人人間間間間社会社会社会社会がががが進化進化進化進化をををを遂遂遂遂げげげげ,意意意意識識識識がががが進化進化進化進化することですることですることですることで,人人人人はははは「「「「善善善善」」」」のののの問題問題問題問題にににに目目目目覚覚覚覚めめめめ,

そのことでそのことでそのことでそのことで倫理的価値倫理的価値倫理的価値倫理的価値とはとはとはとは何何何何かというかというかというかという問題問題問題問題にににに関心関心関心関心をもつようになるをもつようになるをもつようになるをもつようになる. 

 

       進化進化進化進化のなかでのなかでのなかでのなかで倫理的価値基倫理的価値基倫理的価値基倫理的価値基準準準準のののの探探探探究究究究がががが実現実現実現実現するのはするのはするのはするのは,進化進化進化進化のこののこののこののこの段段段段階階階階におにおにおにお

けるけるけるける人人人人間間間間社会社会社会社会がががが善善善善にににに目目目目覚覚覚覚めめめめるからであるるからであるるからであるるからである (RP, p.9)
34

. 

     

 

6.    経済認識経済認識経済認識経済認識 

 

本節本節本節本節ではではではでは,「「「「[善善善善というというというという] 究究究究極極極極目的目的目的目的をををを経済問題経済問題経済問題経済問題にににに適適適適用用用用することすることすることすること」」」」

35
をををを主題主題主題主題とするとするとするとする

第第第第 6章章章章 - 第第第第 10章章章章をををを対対対対象象象象とするとするとするとする.そこではそこではそこではそこでは,とりわけとりわけとりわけとりわけ｢｢｢｢経済的目的経済的目的経済的目的経済的目的｣｣｣｣とととと「「「「経済的正義経済的正義経済的正義経済的正義」」」」

がががが問題問題問題問題にされているにされているにされているにされている

36
.ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの経済経済経済経済認識認識認識認識のののの一一一一番番番番のののの特徴特徴特徴特徴はははは,「「「「究究究究極極極極的目的的目的的目的的目的」」」」たたたた

るるるる「「「「善善善善」」」」のののの重重重重視視視視がががが,ここでもここでもここでもここでも顕顕顕顕著著著著にににに認認認認めめめめられるられるられるられる点点点点であるであるであるである.本節本節本節本節ではもうではもうではもうではもう１１１１点点点点,２２２２つつつつ

のののの体制体制体制体制 (資本主義資本主義資本主義資本主義とととと集産主義集産主義集産主義集産主義) 比較比較比較比較とととといういういういう論点論点論点論点をををを取取取取りりりり上上上上げげげげることにするることにするることにするることにする. 

 

6.1 経済的目的経済的目的経済的目的経済的目的 

ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの経済経済経済経済認識認識認識認識のののの根底根底根底根底をををを規規規規定定定定しているのはしているのはしているのはしているのは,最最最最終終終終生産物生産物生産物生産物をををを「「「「ユユユユーティリーティリーティリーティリ

ティティティティ生産物生産物生産物生産物」」」」とととと「「「「プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物」」」」にににに分分分分類類類類しているしているしているしている点点点点であるであるであるである

37
.「「「「ユユユユーティリティーティリティーティリティーティリティ

生産物生産物生産物生産物」」」」はははは生存生存生存生存にににに必必必必要要要要なななな生産物生産物生産物生産物でででで,生命生命生命生命をををを維維維維持持持持しししし,ケケケケガガガガ,苦痛苦痛苦痛苦痛,あるいはあるいはあるいはあるいは不不不不快快快快からからからから人人人人
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をををを守守守守るるるる生産物生産物生産物生産物であるであるであるである.これにたいしこれにたいしこれにたいしこれにたいし,「「「「プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物」」」」はははは,何何何何かかかか積極積極積極積極的的的的なななな便益便益便益便益もしもしもしもし

くはくはくはくは楽楽楽楽しみをしみをしみをしみを与与与与えるようにえるようにえるようにえるように意意意意図図図図されたされたされたされた生産物生産物生産物生産物であるであるであるである.ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,経済活動経済活動経済活動経済活動がががが

｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的｣｣｣｣にたいしにたいしにたいしにたいしてててて何何何何らかのらかのらかのらかの積極積極積極積極的的的的なななな貢献貢献貢献貢献をなすとすれをなすとすれをなすとすれをなすとすればばばば,それはそれはそれはそれはプラスプラスプラスプラス

生産物生産物生産物生産物にににに求求求求めめめめられるられるられるられる,とととと考考考考えているえているえているえている

38
.たたたただだだだしししし,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物のののの目的目的目的目的とととと「「「「善善善善」」」」をををを同同同同

一一一一視視視視してはならないしてはならないしてはならないしてはならない (例例例例ええええばばばば,人的価値人的価値人的価値人的価値などはなどはなどはなどは,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物にににに依依依依存存存存するわけでするわけでするわけでするわけで

はないはないはないはない). 

    ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,最最最最終終終終生産物生産物生産物生産物をこうしたをこうしたをこうしたをこうした視視視視点点点点からみておりからみておりからみておりからみており,絶絶絶絶ええええずずずず,彼彼彼彼のののの意味意味意味意味でのでのでのでの

｢｢｢｢価値判断価値判断価値判断価値判断｣｣｣｣がががが入入入入りりりり込込込込むむむむ.彼彼彼彼はははは,ママママーーーーシャシャシャシャルルルルややややピグピグピグピグーーーーがががが,経済分経済分経済分経済分析析析析のののの対対対対象象象象をををを経済的経済的経済的経済的厚厚厚厚

生生生生にににに絞絞絞絞りりりり込込込込むむむむというというというという方法方法方法方法にたいしにたいしにたいしにたいし批判的批判的批判的批判的でありでありでありであり,「「「「善善善善」」」」というというというという｢｢｢｢真真真真のののの目的目的目的目的｣｣｣｣とのとのとのとの関関関関

係係係係でででで経済活動経済活動経済活動経済活動をををを評評評評価価価価しようとするしようとするしようとするしようとする.プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物がががが,｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的｣｣｣｣にににに貢献貢献貢献貢献するとするとするとすると

いういういういう場場場場合合合合,｢｢｢｢審美審美審美審美的的的的快楽快楽快楽快楽｣｣｣｣やややや「「「「知的知的知的知的快楽快楽快楽快楽」」」」がもたらされるがもたらされるがもたらされるがもたらされる ―――― 消費消費消費消費者者者者がそれがそれがそれがそれらをらをらをらを認認認認

識識識識するするするする ―――― というというというという「「「「アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトのののの理論理論理論理論」」」」がががが前前前前提提提提されているされているされているされている. 

 もとよりもとよりもとよりもとより,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物もももも市場市場市場市場でででで取取取取引引引引されるされるされるされるものであるものであるものであるものであるからからからから市場市場市場市場価値価値価値価値をををを有有有有すすすす

るるるる.生存生存生存生存にににに必必必必要要要要ななななユユユユーティリティーティリティーティリティーティリティ生産物生産物生産物生産物をををを超超超超過過過過するするするする最最最最終終終終生産物生産物生産物生産物ががががプラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物

でありでありでありであり,そのありそのありそのありそのあり方方方方がががが,経済活動経済活動経済活動経済活動とととと｢｢｢｢善善善善」」」」のののの達達達達成成成成をををを関係関係関係関係づづづづけるけるけるける.だだだだがががが,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物のののの

本性的本性的本性的本性的なななな価値価値価値価値とととと市場市場市場市場価値価値価値価値とのとのとのとの齟齬齟齬齟齬齟齬はあまりにもはあまりにもはあまりにもはあまりにも大大大大ききききいいいい.ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,このことこのことこのことこのこと

がいかにしてがいかにしてがいかにしてがいかにして解解解解決決決決ででででききききるのかにるのかにるのかにるのかに,回答回答回答回答をををを与与与与えてはいないえてはいないえてはいないえてはいない. 

 

        ついにはついにはついにはついには超越超越超越超越的的的的なななな価値価値価値価値をもつものとしてをもつものとしてをもつものとしてをもつものとして認認認認めめめめられるられるられるられる運命運命運命運命をもつをもつをもつをもつ作作作作品品品品のののの市場市場市場市場

価値価値価値価値はははは,かくしてかくしてかくしてかくして非非非非常常常常にににに低低低低いかもしいかもしいかもしいかもしれないれないれないれない.そしてそしてそしてそして,そのようなそのようなそのようなそのような作作作作品品品品がががが承認承認承認承認ささささ

れれれれ,高高高高いいいい現現現現金金金金価値価値価値価値がががが付付付付されるとされるとされるとされるとききききでさえでさえでさえでさえ,そのそのそのその現現現現金金金金価値価値価値価値をををを,そのそのそのその本性的本性的本性的本性的ななななメリメリメリメリ

ットットットットのののの尺尺尺尺度度度度としてとることはでとしてとることはでとしてとることはでとしてとることはでききききないないないない.現現現現金金金金価値価値価値価値はははは,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物のののの審美審美審美審美的的的的

価値価値価値価値あるいはあるいはあるいはあるいは知的価値知的価値知的価値知的価値とほとんどとほとんどとほとんどとほとんど関係関係関係関係がないのであるがないのであるがないのであるがないのである(RP, p.159)
39

. 

 

ホートリーホートリーホートリーホートリーにあってはにあってはにあってはにあっては,経済活動経済活動経済活動経済活動がががが社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣のののの達達達達成成成成にににに貢献貢献貢献貢献ででででききききるたるたるたるた

めめめめにはにはにはには,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物ががががどのようにどのようにどのようにどのように進進進進展展展展するするするするののののかにかにかにかに依依依依存存存存するするするする,とととと考考考考えられているえられているえられているえられている.

教育教育教育教育をををを考考考考えるさいにもえるさいにもえるさいにもえるさいにも,このこのこのこの視視視視点点点点がががが顕顕顕顕著著著著であるであるであるである. 

 

        ………… 教育教育教育教育のののの目的目的目的目的はははは,支支支支配者階級配者階級配者階級配者階級にとってにとってにとってにとって適適適適切切切切なななな価値価値価値価値観観観観・・・・鑑鑑鑑鑑賞力賞力賞力賞力をををを,すすすすべべべべてのてのてのての

人人人人々々々々にににに拡拡拡拡張張張張することであるすることであるすることであるすることであるべきべきべきべきであるであるであるである.………… 価値価値価値価値観観観観,すなわすなわすなわすなわちちちち正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的観観観観 
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………… (RP, p.303). 

 

      教育教育教育教育のののの多多多多くはくはくはくは,………… ユユユユーティーティーティーティリリリリティティティティ生産物生産物生産物生産物としてとしてとしてとして扱扱扱扱ってもよいってもよいってもよいってもよい.………… 教育教育教育教育がこがこがこがこ

れらのれらのれらのれらの限界限界限界限界をををを超超超超えるえるえるえるややややいないないないなやややや,プラスプラスプラスプラスのののの側面側面側面側面がががが支支支支配配配配しししし始始始始めめめめるるるる.教育教育教育教育がががが良良良良いいいいママママ

ナナナナーーーーやややや健健健健全全全全ななななモモモモラルラルラルラルをををを吹吹吹吹きききき込込込込むむむむとととときききき,それはそれはそれはそれは人的価値人的価値人的価値人的価値へへへへのののの道道道道をををを用用用用意意意意するするするする.そそそそ

してそれがしてそれがしてそれがしてそれが文文文文学的学的学的学的,芸術芸術芸術芸術的的的的,科科科科学的学的学的学的趣向趣向趣向趣向をををを発発発発展展展展させるとさせるとさせるとさせるときききき,それはそれはそれはそれは｢｢｢｢プラスプラスプラスプラス生生生生

産物産物産物産物｣｣｣｣というというというという高度高度高度高度ななななレベレベレベレベルルルルのののの鑑鑑鑑鑑識識識識をををを開開開開化化化化させるさせるさせるさせる (RP, pp.290-291). 

 

だだだだがががが,ホートリーホートリーホートリーホートリーののののプラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物ををををめぐめぐめぐめぐるるるる扱扱扱扱いはあいまいであるいはあいまいであるいはあいまいであるいはあいまいである.一一一一方方方方でででで,プラプラプラプラ

スススス生産物生産物生産物生産物のののの価値価値価値価値はははは,そのそのそのその芸術芸術芸術芸術性性性性にありにありにありにあり,そのそのそのその価値価値価値価値をををを認識認識認識認識ででででききききるるるる人人人人々々々々のののの存存存存在在在在にににに依依依依存存存存

するするするする,とされるとされるとされるとされる.他方他方他方他方でででで,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物はははは市場市場市場市場でででで取取取取引引引引されるされるされるされる商品商品商品商品でありでありでありであり,それはそれはそれはそれは現現現現金金金金

でででで評評評評価価価価されされされされ売買売買売買売買されるしかないされるしかないされるしかないされるしかない.たしかにたしかにたしかにたしかにプラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物のののの本性的本性的本性的本性的なななな価値価値価値価値とととと市場市場市場市場

価値価値価値価値とのとのとのとの齟齬齟齬齟齬齟齬はははは大大大大ききききいいいい.しかししかししかししかし,それはそれはそれはそれは教育教育教育教育によりによりによりにより人人人人々々々々のののの鑑鑑鑑鑑識識識識能能能能力力力力がががが上昇上昇上昇上昇したとしたとしたとしたと

してもしてもしてもしても埋埋埋埋めめめめられるものではないられるものではないられるものではないられるものではない.プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物のなかにはのなかにはのなかにはのなかには,そのそのそのその審美審美審美審美的価値的価値的価値的価値がががが現現現現

金金金金価値価値価値価値とととと関係関係関係関係しないものもしないものもしないものもしないものも存存存存するからであるするからであるするからであるするからである.ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは生産物生産物生産物生産物のののの倫理的倫理的倫理的倫理的････審審審審

美美美美的側面的側面的側面的側面をををを｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的｣｣｣｣とのとのとのとの関連関連関連関連でででで重重重重視視視視するあするあするあするあまりまりまりまり,現実現実現実現実のののの資本主義経済資本主義経済資本主義経済資本主義経済にみにみにみにみ

られるられるられるられる市場市場市場市場取取取取引引引引・・・・交換交換交換交換経済経済経済経済のののの本本本本質質質質をををを見見見見誤誤誤誤っているようにっているようにっているようにっているように見見見見受受受受けられるけられるけられるけられる. 

    「「「「プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物にたいするにたいするにたいするにたいする需需需需要要要要」」」」(RP, pp.274-278a)でででで,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物ははははママママーケーケーケーケ

ティンティンティンティンググググ方法方法方法方法のののの相違相違相違相違によりによりによりにより異異異異なるなるなるなる,というというというという旨旨旨旨がががが論論論論じじじじられているられているられているられている.そのなかでそのなかでそのなかでそのなかで,貴族貴族貴族貴族

社会社会社会社会のののの富裕富裕富裕富裕ななななパトロンパトロンパトロンパトロンのののの存存存存在在在在するするするする社会社会社会社会とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり,産業社会産業社会産業社会産業社会ではではではでは中流中流中流中流階級階級階級階級がそがそがそがそ

れをれをれをれを担担担担うようになっていることがうようになっていることがうようになっていることがうようになっていることが指摘指摘指摘指摘されてされてされてされているがいるがいるがいるが,このようなこのようなこのようなこのような社会社会社会社会でのでのでのでの｢｢｢｢プラプラプラプラ

スススス生産物生産物生産物生産物｣｣｣｣へへへへのののの需需需需要要要要についてについてについてについてののののホートリーホートリーホートリーホートリーのののの叙叙叙叙述述述述はははは悲悲悲悲観観観観的的的的かつあいまいにかつあいまいにかつあいまいにかつあいまいに思思思思わわわわ

れるれるれるれる. 

ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,市場市場市場市場経済経済経済経済にあってにあってにあってにあって,商商商商人人人人 (ディーラーディーラーディーラーディーラー) のののの機能機能機能機能・・・・能能能能力力力力がががが他他他他のののの経済経済経済経済

主体主体主体主体にににに比比比比べべべべ傑傑傑傑出出出出しているとしているとしているとしていると考考考考えているえているえているえている.とりわけとりわけとりわけとりわけ,そこにおけるそこにおけるそこにおけるそこにおける販売販売販売販売のののの決決決決定的重定的重定的重定的重

要性要性要性要性とのとのとのとの関連関連関連関連でででで商商商商人人人人のはたすのはたすのはたすのはたす役割役割役割役割がががが強調強調強調強調されているされているされているされている.市場市場市場市場組織組織組織組織はははは,「「「「売買売買売買売買にににに特特特特化化化化しししし

たたたた,すすすすべべべべてのてのてのての来来来来場場場場者者者者をををを処処処処理理理理するするするする意意意意欲欲欲欲のあるのあるのあるのある商品商品商品商品ののののディーラーディーラーディーラーディーラー」」」」(RP, p.180)でででで構成構成構成構成

されされされされ,「「「「需需需需要要要要とととと供供供供給給給給をををを均衡均衡均衡均衡させるさせるさせるさせる価価価価格格格格のののの生成生成生成生成はははは,市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおけるディーラーディーラーディーラーディーラーのののの提供提供提供提供すすすす

るるるるササササーーーーヴヴヴヴィスィスィスィスのののの重要重要重要重要部部部部分分分分であるであるであるである」」」」(RP, p.181).これにこれにこれにこれに比比比比しししし,消費消費消費消費者者者者ににににはそうしたはそうしたはそうしたはそうした能能能能

力力力力にににに欠欠欠欠けるとこけるとこけるとこけるところろろろがあるがあるがあるがある

40
.したがってしたがってしたがってしたがって市場市場市場市場におけるにおけるにおけるにおける経済主体経済主体経済主体経済主体のあいのあいのあいのあいだだだだにはにはにはには能能能能力力力力
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差差差差があがあがあがあるるるる,というのがというのがというのがというのがホートリーホートリーホートリーホートリーのののの基本的基本的基本的基本的なななな見解見解見解見解であるであるであるである. 

以以以以上上上上のののの指摘指摘指摘指摘はははは重要重要重要重要だだだだがががが,それでもそれでもそれでもそれでも上上上上記記記記のののの｢｢｢｢齟齬齟齬齟齬齟齬｣｣｣｣をををを商商商商人人人人がががが解解解解決決決決ででででききききるというわるというわるというわるというわ

けではないけではないけではないけではない.プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物におけるにおけるにおけるにおける消費消費消費消費者者者者がががが,そのそのそのその鑑鑑鑑鑑識識識識能能能能力力力力をををを教育教育教育教育によってによってによってによってレベレベレベレベ

ルルルル････アップアップアップアップしたとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても,それがそれがそれがそれが｢｢｢｢齟齬齟齬齟齬齟齬｣｣｣｣のののの縮小縮小縮小縮小にににに寄寄寄寄与与与与するするするする可能性可能性可能性可能性はははは,プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物

のののの価値価値価値価値のののの定義定義定義定義からみてからみてからみてからみて小小小小さいといわさいといわさいといわさいといわざざざざるをえないるをえないるをえないるをえない. 

    資本主義経済資本主義経済資本主義経済資本主義経済のののの進進進進展展展展はははは,生存生存生存生存にににに必必必必要要要要なななな財財財財をををを超超超超えるえるえるえる財財財財をををを生生生生みみみみ出出出出したしたしたした.だだだだがががが,それはそれはそれはそれは

ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの定義定義定義定義するするするする意味意味意味意味でのでのでのでの｢｢｢｢プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物｣｣｣｣とはいえないとはいえないとはいえないとはいえない.それはそれはそれはそれは電電電電化化化化製品製品製品製品

でありでありでありであり,医薬品医薬品医薬品医薬品でありでありでありであり,自動自動自動自動車車車車であるであるであるである (耐久消費耐久消費耐久消費耐久消費財財財財はははは「「「「ユユユユーティリティーティリティーティリティーティリティ生産物生産物生産物生産物」」」」とととと

みなされているみなされているみなされているみなされている

41
).これらのこれらのこれらのこれらの生産生産生産生産にはにはにはには,現代現代現代現代産業産業産業産業技術技術技術技術のののの粋粋粋粋がががが結集結集結集結集しているしているしているしている.それはそれはそれはそれは

生活生活生活生活のののの利利利利便便便便性性性性をををを飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的にににに向上向上向上向上させるものであるさせるものであるさせるものであるさせるものである.またまたまたまた,それらはそれらはそれらはそれらは,時時時時とともにとともにとともにとともにデデデデザザザザ

インインインイン性性性性のののの飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的なななな向上向上向上向上をみをみをみをみせてせてせてせてききききたたたた.しかししかししかししかし,それらのそれらのそれらのそれらの成成成成長長長長をををを規規規規定定定定するするするする最最最最終終終終的的的的なななな

ものはものはものはものは市場市場市場市場でのでのでのでの採算採算採算採算性性性性でありでありでありであり,そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの採算採算採算採算性性性性はははは,規規規規模模模模にたいするにたいするにたいするにたいする収穫逓増収穫逓増収穫逓増収穫逓増性性性性

にににに依依依依存存存存するとこするとこするとこするところろろろがががが大大大大ききききいいいい.ホートリーホートリーホートリーホートリーがががが望望望望むむむむようにようにようにように｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい目的目的目的目的｣｣｣｣とのとのとのとの関係関係関係関係にににに

おいておいておいておいて審美審美審美審美的価値的価値的価値的価値をもつをもつをもつをもつ｢｢｢｢プラスプラスプラスプラス生産物生産物生産物生産物｣｣｣｣というというというという視視視視点点点点からからからから現代現代現代現代のののの資本主義経済資本主義経済資本主義経済資本主義経済をををを

とらえることはとらえることはとらえることはとらえることは,無無無無謀謀謀謀,もしくはもしくはもしくはもしくは夢夢夢夢想想想想というほかはなというほかはなというほかはなというほかはないいいい. 

 

6.2 経済的正義経済的正義経済的正義経済的正義 

善善善善というというというという究究究究極極極極的目的的目的的目的的目的のののの経済問題経済問題経済問題経済問題へへへへのののの適適適適用用用用にさいしにさいしにさいしにさいし,特特特特別別別別にににに重重重重視視視視されているのされているのされているのされているの

はははは,｢｢｢｢経済的目的経済的目的経済的目的経済的目的｣｣｣｣とととと並並並並びびびび｢｢｢｢経済的正義経済的正義経済的正義経済的正義｣｣｣｣であるであるであるである.しかししかししかししかし｢｢｢｢経済的正義経済的正義経済的正義経済的正義｣｣｣｣はははは｢｢｢｢中間中間中間中間的目的目的目的目

的的的的｣｣｣｣であるからであるからであるからであるから

42
,無無無無条件的条件的条件的条件的にににに主張主張主張主張されるとされるとされるとされると｢｢｢｢偽偽偽偽りのりのりのりの目的目的目的目的｣｣｣｣にににに陥陥陥陥るるるる

43
. 

それはそれはそれはそれはモモモモラルラルラルラル････コーコーコーコードドドドのののの一一一一部部部部でありでありでありであり,社会社会社会社会がががが機能機能機能機能するするするする制制制制度度度度にににに適適適適用用用用されるとされるとされるとされるときききき,指指指指

導導導導者者者者にとってのにとってのにとってのにとっての道徳道徳道徳道徳的義的義的義的義務務務務になるになるになるになる

44
. 

 

        経済的正義経済的正義経済的正義経済的正義はははは,資資資資源源源源のののの分配分配分配分配においてにおいてにおいてにおいて,人人人人々々々々のあいのあいのあいのあいだだだだにににに恣恣恣恣意的意的意的意的なななな差差差差別別別別がががが生生生生じじじじなななな

いことをいことをいことをいことを要要要要請請請請するするするする.だだだだがそれはまたがそれはまたがそれはまたがそれはまた分配分配分配分配をををを支支支支配配配配するするするするルールルールルールルールがががが善善善善いいいいルールルールルールルールでででで

あることをあることをあることをあることを要要要要請請請請するするするする (RP, p.172). 

 

ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは２２２２つのつのつのつの分配分配分配分配シシシシステムステムステムステムをををを提提提提示示示示するするするする.｢｢｢｢報酬報酬報酬報酬ののののシシシシステムステムステムステム｣｣｣｣とととと「「「「必必必必要要要要にににに応応応応

じじじじてのてのてのてのシシシシステムステムステムステム」」」」であるであるであるである

45
.前前前前者者者者はははは個個個個人人人人がががが生産生産生産生産するものにするものにするものにするものに等等等等しいものがそのしいものがそのしいものがそのしいものがその個個個個人人人人

にににに属属属属するするするするシシシシステムステムステムステムでででで,資本主義社会資本主義社会資本主義社会資本主義社会でででで採採採採用用用用されているものでありされているものでありされているものでありされているものであり,後者後者後者後者はははは共産主共産主共産主共産主
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義社会義社会義社会義社会がががが理理理理想想想想とするものであるとするものであるとするものであるとするものである

46
.｢｢｢｢経済的正義経済的正義経済的正義経済的正義｣｣｣｣はははは,このこのこのこの２２２２つのつのつのつのシシシシステムステムステムステムのののの妥協妥協妥協妥協

としてとしてとしてとして求求求求めめめめられるられるられるられる.一一一一方方方方でででで,正義正義正義正義はははは,諸個諸個諸個諸個人人人人をををを遇遇遇遇するにするにするにするに恣恣恣恣意的不平意的不平意的不平意的不平等等等等をををを禁禁禁禁じじじじるるるる概念概念概念概念

であるであるであるである.「「「「正義正義正義正義であるということはであるということはであるということはであるということは正正正正しいしいしいしい,というようにというようにというようにというように理解理解理解理解されされされされねばねばねばねばならないならないならないならない.

適適適適合合合合すすすすべきべきべきべき規則規則規則規則はははは善善善善いいいいルールルールルールルールでなけれでなけれでなけれでなければばばばならならならならないないないない」」」」(RP, p.169).したがってしたがってしたがってしたがって,指導指導指導指導

者者者者はははは,｢｢｢｢必必必必要要要要にににに応応応応じじじじてのてのてのての｣｣｣｣分配分配分配分配によりによりによりにより,それをそれをそれをそれを自自自自力力力力でででで満満満満たせないたせないたせないたせない人人人人々々々々にににに社会社会社会社会ササササーーーービビビビ

ススススをををを施施施施ささささねばねばねばねばならないならないならないならない.他方他方他方他方でででで,｢｢｢｢報酬報酬報酬報酬ののののシシシシステムステムステムステム｣｣｣｣におけるにおけるにおけるにおける正義正義正義正義がががが考考考考慮慮慮慮されるされるされるされるべべべべ

ききききであるならであるならであるならであるならばばばば,それによってそれによってそれによってそれによって抱抱抱抱かれたかれたかれたかれた期待期待期待期待がががが損損損損なわれるようなことがあってなわれるようなことがあってなわれるようなことがあってなわれるようなことがあって

はならないはならないはならないはならない.それもまたそれもまたそれもまたそれもまた遵守遵守遵守遵守しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない道徳道徳道徳道徳的義的義的義的義務務務務であるであるであるである

47
.     

     こうしてこうしてこうしてこうして社会社会社会社会ササササーーーービビビビススススがががが提供提供提供提供されるとされるとされるとされるときききき,｢｢｢｢正義正義正義正義｣｣｣｣というというというという概念概念概念概念がががが,２２２２つのつのつのつの分配分配分配分配シシシシ

ステムステムステムステムのいのいのいのいずずずずこにあるこにあるこにあるこにあるべきべきべきべきかのかのかのかの決決決決定定定定はではではではでききききないないないない.ホートリーホートリーホートリーホートリーののののくくくくだだだだしたしたしたした結論結論結論結論はははは

次次次次のようなものであるのようなものであるのようなものであるのようなものである. 

 

            必必必必要要要要にににに応応応応じじじじたたたた分配分配分配分配はははは,何何何何らかのらかのらかのらかの確確確確たるたるたるたる理由理由理由理由によりによりによりにより自自自自らのらのらのらの稼稼稼稼ぎぎぎぎによってによってによってによって確確確確保保保保

ででででききききないないないない人人人人々々々々にたいしにたいしにたいしにたいし,あるあるあるある標準標準標準標準をををを提供提供提供提供しししし,そしてそしてそしてそして利用利用利用利用可能可能可能可能なななな生産物生産物生産物生産物のののの残残残残りりりり

はははは,おのおののおのおののおのおののおのおのの貢献相当額貢献相当額貢献相当額貢献相当額というかたというかたというかたというかたちちちちでででで配分配分配分配分されるされるされるされる ―――― 税税税税によるによるによるによる適適適適切切切切なななな

控除控除控除控除というというというという条件条件条件条件のもとでのもとでのもとでのもとで (RP, pp.172-173).   

 

6.3 資本主義資本主義資本主義資本主義とととと集産主義集産主義集産主義集産主義 

ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,資本主義資本主義資本主義資本主義とととと集産主義集産主義集産主義集産主義

48
 (ココココレレレレクティクティクティクティヴヴヴヴィズムィズムィズムィズム.私私私私的的的的企企企企業業業業をををを禁止禁止禁止禁止しししし,

ココココレレレレクティブクティブクティブクティブなななな所有所有所有所有をををを許容許容許容許容するするするする経済経済経済経済シシシシステムステムステムステム

49
) にどのようなにどのようなにどのようなにどのような評評評評価価価価ををををくくくくだだだだしてしてしてして

いるのいるのいるのいるのだろだろだろだろうかうかうかうか.以下以下以下以下にににに,3点点点点につにつにつにつききききそのそのそのその要点要点要点要点をををを記記記記すことにするすことにするすことにするすことにする. 

 

(1) 金融金融金融金融政策政策政策政策によるによるによるによる経済経済経済経済のののの調整調整調整調整はははは,集産主義集産主義集産主義集産主義のののの方方方方がががが資本主義資本主義資本主義資本主義よりもよりもよりもよりも容易容易容易容易であるであるであるである.

資本主義資本主義資本主義資本主義のののの場場場場合合合合,政府政府政府政府がでがでがでができきききるのはるのはるのはるのは,信用信用信用信用経済経済経済経済のののの動動動動向向向向にたいしにたいしにたいしにたいし施施施施すすすす間間間間接接接接的的的的調調調調

整整整整だだだだがががが,それはそれはそれはそれは剃刀剃刀剃刀剃刀のうえでのうえでのうえでのうえでバランスバランスバランスバランスをとるをとるをとるをとる類類類類いのいのいのいの難難難難しさがあるしさがあるしさがあるしさがある.ココココレレレレクテクテクテクテ

ィィィィヴヴヴヴィズムィズムィズムィズムはこのはこのはこのはこの難難難難しさをしさをしさをしさを免免免免れているれているれているれている

50
. 

           

ちちちちなみになみになみになみに,金融金融金融金融政策政策政策政策のののの目的目的目的目的はははは物価物価物価物価のののの安安安安定定定定におかれているがにおかれているがにおかれているがにおかれているが,ここでのここでのここでのここでのホートリホートリホートリホートリ

ーーーーのののの論論論論述述述述はははは,かなりかなりかなりかなり貨幣貨幣貨幣貨幣数量数量数量数量説説説説的的的的なものになっているなものになっているなものになっているなものになっている. 
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    (2) 集産主義集産主義集産主義集産主義ではではではでは,イノイノイノイノベベベベーーーーシシシショョョョンンンンやややや革新革新革新革新的的的的企企企企業業業業のののの創創創創設設設設がががが難難難難しいしいしいしい.官官官官僚僚僚僚的機構的機構的機構的機構

にににに依依依依存存存存するするするするシシシシステムステムステムステムだだだだからであるからであるからであるからである

51
.ここここれにれにれにれに比比比比しししし,資本主義資本主義資本主義資本主義ではではではでは,何何何何をををを作作作作るるるる

ののののかはかはかはかは個個個個々々々々のののの企企企企業者業者業者業者にににに任任任任されておりされておりされておりされており,選選選選択択択択のののの幅幅幅幅はははは企企企企業者業者業者業者のののの数数数数だだだだけけけけ存存存存在在在在すすすす

るるるる. 

 

集産主義集産主義集産主義集産主義ではではではでは,当局当局当局当局にたいするにたいするにたいするにたいする責任説明責任説明責任説明責任説明がががが大大大大ききききななななネネネネックックックックになるになるになるになる.高高高高級官級官級官級官僚僚僚僚がががが省省省省

内内内内のののの専門専門専門専門家家家家にににに意見意見意見意見をををを求求求求めめめめるとしてもるとしてもるとしてもるとしても,イノイノイノイノベベベベーーーーシシシショョョョンンンンはははは慣慣慣慣れれれれ親親親親しんしんしんしんだだだだコースコースコースコースかかかか

らのらのらのらの危険危険危険危険なななな逸脱逸脱逸脱逸脱とととと思思思思われるからであるわれるからであるわれるからであるわれるからである. 

 

    (3) 資本主義資本主義資本主義資本主義にあってもにあってもにあってもにあっても,累累累累進進進進課税課税課税課税によりによりによりにより,事実事実事実事実上上上上,このこのこのこのシシシシステムステムステムステムのもつのもつのもつのもつ不平不平不平不平等等等等

性性性性 (それはそれはそれはそれは利利利利潤潤潤潤とととと土土土土地地地地所有所有所有所有からからからから生生生生じじじじるるるる)をををを平平平平等等等等主義的主義的主義的主義的にににに是是是是正正正正することですることですることですることで,集集集集

産主義産主義産主義産主義にににに近接近接近接近接することがすることがすることがすることが可能可能可能可能であるであるであるである. 

 

(1)はははは集産主義集産主義集産主義集産主義がががが,(2)はははは資本主義資本主義資本主義資本主義がががが優優優優位位位位とされているとされているとされているとされている.そしてそしてそしてそして(3)はははは資本主義資本主義資本主義資本主義でもでもでもでも

可能可能可能可能とされているとされているとされているとされている.そのうえでそのうえでそのうえでそのうえで,ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,いいいいずずずずれのれのれのれのシシシシステムステムステムステムにににに軍軍軍軍配配配配をあをあをあをあげげげげるるるる

のであのであのであのであろろろろうかうかうかうか

52
.『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』ではではではでは,最最最最終終終終的的的的なななな判定判定判定判定ははははくくくくだだだだされてはいないもののされてはいないもののされてはいないもののされてはいないものの,

『『『『経済問題経済問題経済問題経済問題』』』』やややや『『『『経済的命運経済的命運経済的命運経済的命運』』』』にににに比比比比べべべべ,政治政治政治政治スペクトラムスペクトラムスペクトラムスペクトラムでいえでいえでいえでいえばばばば,明明明明らかにらかにらかにらかに右右右右方方方方

ににににシシシシフトフトフトフトしていることはしていることはしていることはしていることは指摘指摘指摘指摘しておいてよいであしておいてよいであしておいてよいであしておいてよいであろろろろうううう. 

 

 

7．．．．世界平和世界平和世界平和世界平和 

 

『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』はかなりのはかなりのはかなりのはかなりの紙幅紙幅紙幅紙幅をををを世界世界世界世界のののの政治政治政治政治情情情情勢勢勢勢にににに割割割割いているいているいているいている.とりわけとりわけとりわけとりわけ,米米米米ソソソソ

冷冷冷冷戦構戦構戦構戦構造造造造,スエズスエズスエズスエズ危危危危機機機機,朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮戦争戦争戦争戦争などなどなどなどへへへへのののの言及言及言及言及がががが多多多多くみられくみられくみられくみられ,そのそのそのその状況状況状況状況下下下下におかれにおかれにおかれにおかれ

ているているているている国際国際国際国際連連連連合合合合のののの弱弱弱弱いいいい立場立場立場立場がががが強強強強くくくく意意意意識識識識されているされているされているされている. 

ホートリーホートリーホートリーホートリーがががが世界世界世界世界をををを語語語語るとるとるとるときききき,中中中中枢枢枢枢的的的的概念概念概念概念としてとしてとしてとして用用用用いられているのはいられているのはいられているのはいられているのは「「「「バランバランバランバラン

スススス････オブオブオブオブ････パワーパワーパワーパワー」」」」であるであるであるである.文字文字文字文字通通通通りりりり,それはそれはそれはそれは独立独立独立独立したしたしたした国国国国家間家間家間家間のののの権力権力権力権力のののの均衡均衡均衡均衡

53
をををを意味意味意味意味

しておりしておりしておりしており,世界世界世界世界平和平和平和平和達達達達成成成成のののの一一一一手段手段手段手段であるであるであるである.ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,どのようなどのようなどのようなどのような形態形態形態形態であれであれであれであれ,社社社社

会会会会にはかならにはかならにはかならにはかならずずずず権力権力権力権力がががが存存存存在在在在するとするとするとすると考考考考えているえているえているえている.国国国国家家家家もももも権力権力権力権力をををを有有有有するするするする.そしてそしてそしてそして独立独立独立独立
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したしたしたした国国国国家同家同家同家同士士士士はははは潜在潜在潜在潜在的的的的にいつもにいつもにいつもにいつも敵敵敵敵国国国国

54
であるであるであるである.世界世界世界世界をみるとをみるとをみるとをみるとききききにもにもにもにも,彼彼彼彼にあってにあってにあってにあって

はそれをはそれをはそれをはそれを１１１１つのつのつのつの社会社会社会社会とみなしとみなしとみなしとみなし,そこにはそこにはそこにはそこには支支支支配者配者配者配者とととと被被被被支支支支配者配者配者配者,およびおよびおよびおよび権威権威権威権威がががが存存存存在在在在すすすす

るるるる,というというというという考考考考えがえがえがえが貫貫貫貫流流流流しているしているしているしている. 

独立諸独立諸独立諸独立諸国国国国家家家家がががが存存存存在在在在すすすするるるるだだだだけのけのけのけの状態状態状態状態はははは,ディディディディッッッッキキキキンンンンソソソソンンンン

55
のいうのいうのいうのいう一一一一種種種種のののの「「「「国際国際国際国際アアアア

ナナナナーーーーキキキキーーーー」」」」

56
でありでありでありであり,そのそのそのその状態状態状態状態ではではではでは世界世界世界世界にににに平和平和平和平和ががががもたらされることはないもたらされることはないもたらされることはないもたらされることはない.このこのこのこの状状状状

態態態態からのからのからのからの脱脱脱脱却却却却としてとしてとしてとしてホートリーホートリーホートリーホートリーがががが目目目目指指指指すのはすのはすのはすのは,「「「「大国大国大国大国のののの協調協調協調協調」」」」によるによるによるによる平和共存平和共存平和共存平和共存でででで

あったあったあったあった

57
. 

 

大国大国大国大国によるによるによるによる協調協調協調協調はははは,変変変変化化化化するするするする状況状況状況状況にににに国際国際国際国際シシシシステムステムステムステムをををを適応適応適応適応させるさいにさせるさいにさせるさいにさせるさいに,戦争戦争戦争戦争にににに

代代代代るるるる原原原原理理理理のののの適適適適用用用用におけるにおけるにおけるにおける協協協協力力力力をををを意味意味意味意味するするするする.戦争戦争戦争戦争がもはがもはがもはがもはやややや制制制制度度度度でなくなるとすれでなくなるとすれでなくなるとすれでなくなるとすれ

ばばばば,彼彼彼彼らがらがらがらが同同同同意意意意しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないのはこのならないのはこのならないのはこのならないのはこの原原原原理理理理であるであるであるである (RP, p.467).     

 

ホートリーホートリーホートリーホートリーにとってにとってにとってにとって,「「「「戦争戦争戦争戦争」」」」はははは,変変変変化化化化へへへへのののの社会社会社会社会のののの適応適応適応適応においてにおいてにおいてにおいて,これまでこれまでこれまでこれまで本本本本質質質質

的的的的なななな役割役割役割役割をををを演演演演じじじじててててききききたたたた「「「「制制制制度度度度」」」」

58
でありでありでありであり,善善善善のののの追追追追究究究究をををを否否否否定定定定するするするする行為行為行為行為であるであるであるである

59
.彼彼彼彼はははは

そのうえでそのうえでそのうえでそのうえで国際国際国際国際連連連連合合合合をををを世界世界世界世界平和平和平和平和達達達達成成成成のののの手段手段手段手段としてとしてとしてとして蘇蘇蘇蘇生生生生させることをさせることをさせることをさせることを熱熱熱熱望望望望していしていしていしてい

るるるる. 

     

    ひひひひとたびとたびとたびとたび [大国大国大国大国間間間間でででで] 必必必必要要要要なななな同同同同意意意意とととと協協協協力力力力がががが確確確確保保保保されたならされたならされたならされたならばばばば,国際国際国際国際連連連連合合合合がががが行行行行動動動動

のののの道具道具道具道具をををを提供提供提供提供するのにするのにするのにするのに身身身身近近近近なものとなるであなものとなるであなものとなるであなものとなるであろろろろうううう (RP, p.466). 

 

 

8. ケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジのののの哲学的展開哲学的展開哲学的展開哲学的展開

60 

 
以以以以上上上上、、、、ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの社会哲学社会哲学社会哲学社会哲学をををを『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』をををを通通通通じじじじててててみてみてみてみてききききたたたた。。。。それではそれではそれではそれでは

彼彼彼彼ははははケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジをををを襲襲襲襲ったったったった哲学的展開哲学的展開哲学的展開哲学的展開のののの激激激激流流流流ののののなかでなかでなかでなかで,いかいかいかいかにににに対対対対応応応応ししししたたたたのであのであのであのであ

ろろろろうかうかうかうか。。。。これがこれがこれがこれが本節本節本節本節でででで確認確認確認確認しておしておしておしておききききたいことたいことたいことたいことであるであるであるである。。。。 

始始始始まりはまりはまりはまりは、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ倫理学的倫理学的倫理学的倫理学的始始始始まりはまりはまりはまりは、、、、ムーアムーアムーアムーアのののの倫理学倫理学倫理学倫理学にににに求求求求めめめめられるられるられるられる。。。。ムームームームー

アアアアのののの倫理学倫理学倫理学倫理学のののの最最最最もももも大大大大ききききなななな特徴特徴特徴特徴はははは、、、、「「「「善善善善のののの定義不可能性定義不可能性定義不可能性定義不可能性」」」」にあるにあるにあるにある。。。。善善善善をををを定義定義定義定義するするするする

ことはでことはでことはでことはでききききないないないない、、、、それをそれをそれをそれを他他他他のののの概念概念概念概念でででで定義定義定義定義することはすることはすることはすることは自自自自然然然然主義的主義的主義的主義的誤謬誤謬誤謬誤謬をををを犯犯犯犯すものすものすものすもの
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であるであるであるである、、、、ととととムーアムーアムーアムーアはははは断断断断じじじじることでることでることでることで、、、、既既既既存存存存のののの倫理学倫理学倫理学倫理学にににに強烈強烈強烈強烈なるなるなるなる批判批判批判批判をををを加加加加えたのでえたのでえたのでえたので

あるあるあるある。。。。善善善善はははは善善善善でありでありでありであり、、、、それをそれをそれをそれを他他他他のののの言言言言葉葉葉葉でででで置置置置きききき換換換換えることもえることもえることもえることも、、、、分解分解分解分解することもですることもですることもですることもで

ききききないないないない、、、、とととと。。。。ではいかにしてではいかにしてではいかにしてではいかにして人人人人間間間間はははは善善善善をををを知知知知覚覚覚覚することがですることがですることがですることができきききるのであるのであるのであるのであろろろろうかうかうかうか。。。。

ムーアムーアムーアムーアはそれをはそれをはそれをはそれを「「「「直感直感直感直感」」」」にににに求求求求めめめめるるるる。。。。（（（（すすすすべべべべてのてのてのての））））人人人人間間間間にはそうしたにはそうしたにはそうしたにはそうした直感直感直感直感がががが備備備備わわわわ

っておりっておりっておりっており、、、、それをそれをそれをそれを通通通通じじじじてててて｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣をををを知知知知覚覚覚覚することがですることがですることがですることができきききるるるる。。。。これがこれがこれがこれがムーアムーアムーアムーアのいわんのいわんのいわんのいわん

としたことであるとしたことであるとしたことであるとしたことである。。。。 

このこのこのこの考考考考えはえはえはえは計計計計りりりり知知知知れないれないれないれない影影影影響響響響をををを及及及及ぼぼぼぼすことになったすことになったすことになったすことになった。。。。われわれはすでにわれわれはすでにわれわれはすでにわれわれはすでにホーホーホーホー

トリートリートリートリーがこのがこのがこのがこの考考考考えのえのえのえの終終終終生生生生をををを通通通通じじじじたたたた信信信信奉奉奉奉者者者者であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認しているしているしているしている。。。。ケインズケインズケインズケインズ

がががが『『『『確確確確率率率率論論論論』』』』にににに至至至至るるるる過過過過程程程程ででででムーアムーアムーアムーアからからからから受受受受けたけたけたけた影影影影響響響響もももも深深深深甚甚甚甚であるであるであるである。。。。当当当当初初初初のののの出発出発出発出発点点点点

ががががムーアムーアムーアムーアのののの｢｢｢｢倫理学倫理学倫理学倫理学のののの行為行為行為行為ににににたいするたいするたいするたいする関係関係関係関係｣｣｣｣批判批判批判批判であることにであることにであることにであることに加加加加ええええ、、、、「「「「命題命題命題命題間間間間のののの

合理的合理的合理的合理的信信信信条条条条のののの度度度度合合合合いいいい」」」」とされるとされるとされるとされる『『『『確確確確率率率率論論論論』』』』におけるにおけるにおけるにおける｢｢｢｢確確確確率率率率｣｣｣｣のののの定義自体定義自体定義自体定義自体、、、、非非非非常常常常にににに

ムーアムーアムーアムーア的的的的であるであるであるである。。。。「「「「命題命題命題命題間間間間のののの合理的合理的合理的合理的信信信信条条条条のののの度度度度合合合合いいいい」」」」はははは人人人人間間間間のもつのもつのもつのもつ直感直感直感直感によってによってによってによって

のみのみのみのみ知知知知ることのでることのでることのでることのでききききるものるものるものるもの、、、、とされるからであるとされるからであるとされるからであるとされるからである。。。。ムーアムーアムーアムーアのののの「「「「善善善善のののの定義不可能定義不可能定義不可能定義不可能

性性性性」」」」のののの認識認識認識認識論論論論がががが｢｢｢｢確確確確率率率率｣｣｣｣にたいしてにたいしてにたいしてにたいして適適適適用用用用されているのであるされているのであるされているのであるされているのである。。。。ムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学ががががケケケケ

インズインズインズインズのののの世代世代世代世代、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ「「「「ソサソサソサソサエティエティエティエティ」」」」ののののメンバーメンバーメンバーメンバーでありでありでありであり、、、、後後後後にににに「「「「ブルームズブルームズブルームズブルームズ

ベベベベリーリーリーリー････ググググループループループループ」」」」のののの主要主要主要主要メンバーメンバーメンバーメンバーになったになったになったになった人人人人達達達達 －－－－    リットンリットンリットンリットン････ストストストストレレレレイイイイチチチチーーーー、、、、

レナレナレナレナーーーードドドド････ウウウウルフルフルフルフなどなどなどなど    －－－－    にににに大大大大ききききなななな影影影影響響響響をををを及及及及ぼぼぼぼしたことはしたことはしたことはしたことは、、、、あまあまあまあまねねねねくくくく知知知知られてられてられてられて

いるいるいるいる。。。。 

いまいまいまいま述述述述べべべべたようにたようにたようにたように、、、、ムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学はははは直感直感直感直感主義主義主義主義、、、、客観客観客観客観主義的主義的主義的主義的特特特特性性性性をもつをもつをもつをもつ。。。。そしそしそしそし

てててて善善善善をををを事実事実事実事実とととと主張主張主張主張するするするする点点点点でででで「「「「認認認認知主義知主義知主義知主義」」」」であるであるであるである。。。。じじじじつはつはつはつは、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたムーアムーアムーアムーア倫理倫理倫理倫理

学学学学にたいしてはすにたいしてはすにたいしてはすにたいしてはすぐぐぐぐにににに批判批判批判批判のののの声声声声があががあががあががあがりりりり、、、、そそそそちちちちらのらのらのらの方方方方がががが 1920年年年年代代代代-1950年年年年代代代代をををを

通通通通じじじじててててメタメタメタメタ倫理学倫理学倫理学倫理学としてとしてとしてとして優優優優位位位位をををを占占占占めめめめることになるることになるることになるることになる。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる｢｢｢｢情情情情緒緒緒緒主義主義主義主義｣｣｣｣のののの台台台台頭頭頭頭

であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは、、、、「「「「善善善善」」」」をををを「「「「われわれのわれわれのわれわれのわれわれの態度態度態度態度をををを表表表表現現現現するするするする情情情情緒緒緒緒的的的的ササササインインインインとしてのとしてのとしてのとしての

みみみみ役役役役立立立立つつつつ」」」」(Davis [1994], p.45)ものとしてものとしてものとしてものとして捉捉捉捉えるえるえるえる立場立場立場立場にににに立立立立つつつつ。。。。善善善善をををを捉捉捉捉えるえるえるえる直感直感直感直感がががが

誤誤誤誤るるるる可能性可能性可能性可能性をををを考考考考慮慮慮慮しないしないしないしない客観客観客観客観主義主義主義主義にたいしにたいしにたいしにたいし、、、、善善善善をををを個個個個人主義的人主義的人主義的人主義的なものなものなものなものとしてとしてとしてとして捉捉捉捉ええええ

るるるるべきべきべきべきことをことをことをことを強調強調強調強調するするするする立場立場立場立場であるであるであるである（（（（したがってしたがってしたがってしたがって「「「「非非非非認認認認知主義知主義知主義知主義」」」」のののの立場立場立場立場にににに属属属属するするするする））））。。。。

情情情情緒緒緒緒主義主義主義主義ははははオオオオググググデンデンデンデン、、、、リリリリチャチャチャチャーズーズーズーズ、、、、スティーブンスティーブンスティーブンスティーブンソソソソンンンンによってによってによってによって推推推推進進進進されたがされたがされたがされたが、、、、

彼彼彼彼らはらはらはらは｢｢｢｢検検検検証証証証可能性可能性可能性可能性｣｣｣｣をををを旗旗旗旗印印印印にするにするにするにする「「「「論理論理論理論理実実実実証証証証主義主義主義主義」」」」    ―――― 分分分分析析析析的的的的かかかか実実実実証証証証的的的的にににに検検検検証証証証

可能可能可能可能なななな命題命題命題命題のみがのみがのみがのみが科科科科学学学学のののの対対対対象象象象とされるとされるとされるとされるべきべきべきべきものでありものでありものでありものであり、、、、そうでないものはそうでないものはそうでないものはそうでないものは形形形形而而而而

上上上上学学学学としてとしてとしてとして排排排排除除除除するというするというするというするという考考考考ええええ方方方方 －－－－ とととと立場立場立場立場をををを共共共共有有有有していったしていったしていったしていった。。。。そのそのそのその代代代代表表表表格格格格がががが
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エイエイエイエイヤヤヤヤーーーーであるであるであるである。。。。さらにさらにさらにさらにこのこのこのこの考考考考ええええ方方方方をををを色濃色濃色濃色濃くくくく有有有有するのがするのがするのがするのが、、、、ロロロロビビビビンズンズンズンズのののの提提提提唱唱唱唱したしたしたした

方法方法方法方法論論論論であるであるであるである。。。。情情情情緒緒緒緒主義主義主義主義ははははそのそのそのその後後後後すたれたすたれたすたれたすたれたのであるのであるのであるのであるがががが、、、、ロロロロビビビビンズンズンズンズ的的的的思考思考思考思考はははは今日今日今日今日

にににに至至至至るまでるまでるまでるまで経済学経済学経済学経済学にににに大大大大ききききなななな影影影影響響響響をををを与与与与ええええ続続続続けてけてけてけてききききているているているている。。。。ロロロロビビビビンズンズンズンズはははは、、、、実実実実証証証証科科科科学学学学

としとしとしとしてのてのてのての経済学経済学経済学経済学とととと当当当当為為為為としてのとしてのとしてのとしての倫理学倫理学倫理学倫理学とのあいとのあいとのあいとのあいだだだだにはにはにはには大大大大ききききなななな溝溝溝溝があがあがあがあるるるる、、、、とととと主張主張主張主張

したしたしたした。。。。そしてそしてそしてそしてそそそそのののの立場立場立場立場はははは、、、、経済学経済学経済学経済学とととと倫理学倫理学倫理学倫理学をををを分分分分離離離離することをすることをすることをすることを拒拒拒拒絶絶絶絶するするするするホートリホートリホートリホートリ

ーーーー（（（（それにそれにそれにそれにホブホブホブホブソソソソンンンン））））とととと対対対対立立立立するものであったことがするものであったことがするものであったことがするものであったことが、、、、ここでここでここでここで強調強調強調強調されるされるされるされる必必必必要要要要

があるがあるがあるがある

61
。。。。 

とことことこところろろろででででムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学にたいするにたいするにたいするにたいする批判批判批判批判にはにはにはには、、、、情情情情緒緒緒緒主義主義主義主義とはとはとはとは別別別別のののの流流流流れがれがれがれが存存存存在在在在すすすす

るるるる。。。。それをそれをそれをそれを代代代代表表表表するものがするものがするものがするものが後後後後期期期期ウウウウィットィットィットィットゲゲゲゲンンンンシシシシュュュュタインタインタインタインであであであでありりりり、、、、そこでそこでそこでそこで展開展開展開展開ささささ

れているれているれているれている｢｢｢｢言言言言語語語語ゲゲゲゲームームームーム論論論論｣｣｣｣はははは哲学者哲学者哲学者哲学者としてのとしてのとしてのとしての後後後後期期期期ケインズケインズケインズケインズにもにもにもにも踏踏踏踏襲襲襲襲されされされされているているているている。。。。 

ケインズケインズケインズケインズがががが科科科科学学学学としてのとしてのとしてのとしての経済学経済学経済学経済学をををを主張主張主張主張するするするするロロロロビビビビンズンズンズンズにににに対対対対決決決決してしてしてして、、、、道徳道徳道徳道徳哲学哲学哲学哲学としとしとしとし

てのてのてのての経済学経済学経済学経済学をををを主張主張主張主張しているのもしているのもしているのもしているのも,こうしたこうしたこうしたこうした後後後後期期期期ケインズケインズケインズケインズのののの発発発発言言言言としてとしてとしてとして理解理解理解理解するするするする

ことがでことがでことがでことができきききるるるる。。。。 

    話話話話はここではここではここではここで終終終終わらないわらないわらないわらない。。。。例例例例ええええばばばばラムラムラムラムゼゼゼゼーーーーがいるがいるがいるがいる。。。。ラムラムラムラムゼゼゼゼーーーーはははは前期前期前期前期ケインズケインズケインズケインズのののの

主著主著主著主著『『『『確確確確率率率率論論論論』』』』をををを｢｢｢｢真理真理真理真理とととと確確確確率率率率｣｣｣｣ (Ramsey [1926]. Ramsey [1990]所所所所収収収収) でででで徹徹徹徹底的底的底的底的

にににに批判批判批判批判しているしているしているしている。。。。そしてそれにそしてそれにそしてそれにそしてそれに代代代代るものとしてのるものとしてのるものとしてのるものとしての主主主主観確観確観確観確率率率率論論論論をををを提提提提示示示示することですることですることですることで、、、、

意意意意思思思思決決決決定論定論定論定論、、、、合理的合理的合理的合理的選選選選択択択択論者論者論者論者のののの創設創設創設創設者者者者としてとしてとしてとして今日知今日知今日知今日知られているられているられているられている。。。。そのさいそのさいそのさいそのさい、、、、ララララ

ムムムムゼゼゼゼーーーーははははパースパースパースパースからからからからプラプラプラプラググググママママティズムティズムティズムティズムのののの影影影影響響響響をををを受受受受けているしけているしけているしけているし、、、、またまたまたまた J.S.ミルミルミルミルのののの

功功功功利利利利主義的主義的主義的主義的心心心心理主義理主義理主義理主義からもからもからもからも影影影影響響響響をををを受受受受けているけているけているけている。。。。ささささらにらにらにらに、、、、ラムラムラムラムゼゼゼゼーーーーはははは後後後後期期期期ウウウウィトィトィトィト

ゲゲゲゲンンンンシシシシュュュュタインタインタインタインのののの形形形形成成成成ににににスラッファスラッファスラッファスラッファとともにとともにとともにとともに大大大大ききききなななな影影影影響響響響をををを与与与与ええええているているているていることがことがことがことが知知知知

られているられているられているられている

62
。。。。 

    このようなこのようなこのようなこのような倫理学倫理学倫理学倫理学････哲学哲学哲学哲学のののの激激激激変変変変のなかにのなかにのなかにのなかにホートリーホートリーホートリーホートリーはいたはいたはいたはいた。。。。そしてそしてそしてそして本本本本稿稿稿稿でででで対対対対象象象象

としたとしたとしたとした『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』がががが執筆執筆執筆執筆されたのはされたのはされたのはされたのは、、、、それらをそれらをそれらをそれらを経経経経過過過過したしたしたした後後後後のことであるのことであるのことであるのことである。。。。

しかもしかもしかもしかもホートリーホートリーホートリーホートリーはははは同同同同時期時期時期時期にににに哲学的哲学的哲学的哲学的遺遺遺遺稿稿稿稿『『『『思考思考思考思考とととと事事事事物物物物』』』』をををを執筆執筆執筆執筆しているしているしているしている。。。。これこれこれこれ

らのらのらのらの内内内内容容容容をみてもいえることはをみてもいえることはをみてもいえることはをみてもいえることは、、、、ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは若若若若いといといといとききききにににに得得得得たたたたムーアムーアムーアムーアのののの「「「「善善善善のののの

定義不可能性定義不可能性定義不可能性定義不可能性」」」」にににに基基基基づづづづくくくくムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学、、、、ならびにならびにならびにならびにホートリーホートリーホートリーホートリー特特特特有有有有のののの「「「「アスペクアスペクアスペクアスペク

トトトトのののの理論理論理論理論」」」」をををを一一一一貫貫貫貫してしてしてして保保保保持持持持したというしたというしたというしたという点点点点であるであるであるである。。。。そそそそのののの意味意味意味意味でででで、、、、彼彼彼彼はははは、、、、ケインズケインズケインズケインズ

がががが若若若若いいいい頃頃頃頃ムーアムーアムーアムーア倫理学倫理学倫理学倫理学にににに熱熱熱熱中中中中していたしていたしていたしていたものものものもののののの、、、、後後後後期期期期にににに至至至至ってはそれにってはそれにってはそれにってはそれに批判的批判的批判的批判的なななな

スタンススタンススタンススタンスをとるようになったのとはをとるようになったのとはをとるようになったのとはをとるようになったのとは異異異異なりなりなりなり、、、、一一一一貫貫貫貫したしたしたした姿姿姿姿勢勢勢勢をとったのであるをとったのであるをとったのであるをとったのである

63
。。。。 
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9. むすびむすびむすびむすび 

 

ホートリーホートリーホートリーホートリーははははケンブリッジケンブリッジケンブリッジケンブリッジにあってにあってにあってにあって,自自自自らのらのらのらの思考思考思考思考をををを体体体体系系系系的的的的にににに展開展開展開展開しようとししようとししようとししようとし

たたたた唯一唯一唯一唯一のののの人物人物人物人物であったであったであったであった.周周周周知知知知のののの貨幣的景気変動論貨幣的景気変動論貨幣的景気変動論貨幣的景気変動論はははは彼彼彼彼のののの体体体体系系系系にとってにとってにとってにとって一一一一角角角角をををを占占占占

めめめめたにすたにすたにすたにすぎぎぎぎないないないない.彼彼彼彼のののの目目目目指指指指したしたしたした体体体体系系系系はははは,人人人人間間間間社会社会社会社会をををを包括包括包括包括的的的的にににに把握把握把握把握しようとするもしようとするもしようとするもしようとするも

のであるのであるのであるのである.そのさいそのさいそのさいそのさい,根底根底根底根底をなすをなすをなすをなす考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとして,ムーアムーアムーアムーアのののの｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣がががが重重重重視視視視されるされるされるされる(このこのこのこの点点点点

でででで,ホートリーホートリーホートリーホートリーははははムーアムーアムーアムーア主義者主義者主義者主義者のなかのなかのなかのなかでもでもでもでも異異異異彩彩彩彩をををを放放放放っているっているっているっている））））.「「「「真真真真のののの目的目的目的目的」」」」ははははムムムム

ーアーアーアーア的意味的意味的意味的意味でのでのでのでの｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣とととと関連関連関連関連しておりしておりしておりしており,指導指導指導指導者者者者はそのはそのはそのはその推推推推進進進進をををを専専専専一一一一にににに心心心心がけることがけることがけることがけること

がががが肝肝肝肝要要要要であるであるであるである.これにこれにこれにこれに対対対対しししし,公公公公衆衆衆衆はははは｢｢｢｢中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的｣｣｣｣をををを目目目目指指指指してしてしてして日日日日常常常常生活生活生活生活をををを送送送送るるるる存存存存

在在在在であるであるであるである. 

ホートリーホートリーホートリーホートリーにとってにとってにとってにとって,｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策｣｣｣｣はははは定義定義定義定義することはですることはですることはですることはでききききないがないがないがないが,それがどのそれがどのそれがどのそれがどの

ようなものでありようなものでありようなものでありようなものであり,そしてそしてそしてそして目的目的目的目的とととと手段手段手段手段をををを識識識識別別別別しししし,目的目的目的目的としてとしてとしてとして善善善善いもののみをいもののみをいもののみをいもののみを直直直直接接接接

的判断的判断的判断的判断のののの対対対対象象象象にするということはにするということはにするということはにするということは,十十十十分分分分にににに現実現実現実現実的的的的にににに可能可能可能可能なことであるなことであるなことであるなことである.｢｢｢｢善善善善｣｣｣｣にににに基基基基

づづづづくくくく｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策｣｣｣｣のののの遂遂遂遂行行行行にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要なのはなのはなのはなのは,「「「「正正正正しさしさしさしさ」」」」をををを直覚直覚直覚直覚的的的的にににに認識認識認識認識ででででききききるるるる

人人人人間間間間のののの力力力力であるであるであるである.それをそれをそれをそれを人人人人間間間間がががが有有有有するにするにするにするに至至至至ったことをったことをったことをったことを,彼彼彼彼はははは,進化進化進化進化論的論的論的論的視視視視点点点点ならびならびならびならび

にににに合理合理合理合理化思考化思考化思考化思考のののの進進進進展展展展からからからから説明説明説明説明するするするする. 

指導指導指導指導者者者者はははは｢｢｢｢中間中間中間中間的的的的なななな目的目的目的目的｣｣｣｣がががが｢｢｢｢偽偽偽偽りのりのりのりの目的目的目的目的｣｣｣｣にににに転転転転じじじじないようにないようにないようにないように,絶絶絶絶ええええずずずず｢｢｢｢中間中間中間中間的的的的なななな

目的目的目的目的｣｣｣｣をををを｢｢｢｢真真真真のののの目的目的目的目的｣｣｣｣のののの視視視視点点点点からからからからチチチチェェェェックックックックすすすすべきべきべきべきであるであるであるである.このこのこのこの意味意味意味意味でででで,｢｢｢｢正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策｣｣｣｣

はははは,｢｢｢｢真真真真のののの目的目的目的目的｣｣｣｣のののの見地見地見地見地からのからのからのからの価値判断価値判断価値判断価値判断がががが要要要要請請請請されるとこされるとこされるとこされるところろろろのすのすのすのすぐぐぐぐれてれてれてれて哲学的哲学的哲学的哲学的・・・・倫倫倫倫

理学的問題理学的問題理学的問題理学的問題であるであるであるである.こうしたこうしたこうしたこうした視視視視点点点点にににに立立立立ちちちち,さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな社会社会社会社会････経済経済経済経済現象現象現象現象をををを批判的批判的批判的批判的にににに分分分分

析析析析するするするする体体体体系系系系,これがこれがこれがこれが『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』ででででホートリーホートリーホートリーホートリーがががが目目目目指指指指したものであるしたものであるしたものであるしたものである. 

     

 

 

注注注注 

 

* 本稿本稿本稿本稿はははは平平平平井編井編井編井編著著著著[2009]のののの第第第第 5章章章章としてとしてとしてとして公公公公表表表表をををを予予予予定定定定しているしているしているしている。。。。 
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    1) Hawtery [1913] がががが代代代代表表表表作作作作であるであるであるである. 

2)))) Hawtrey [1925]がそれであるがそれであるがそれであるがそれである.    

  3)))) Hawtrey [1932]がそれであるがそれであるがそれであるがそれである.しかもそこでしかもそこでしかもそこでしかもそこで展開展開展開展開されているされているされているされている批判批判批判批判はははは,Hawtrey 

(1928) にににに基基基基づづづづいておりいておりいておりいており,『『『『一一一一般般般般理論理論理論理論』』』』のののの論点論点論点論点をををを先先先先取取取取りするとこりするとこりするとこりするところろろろがあったがあったがあったがあった（（（（ここここ

のののの点点点点はははは今日今日今日今日にににに至至至至るもほとんどるもほとんどるもほとんどるもほとんど無視無視無視無視されてされてされてされてききききているているているている））））.平平平平井井井井[2003], pp.334-336))))

をををを参参参参照照照照.    

    4)))) ホートリーホートリーホートリーホートリーをををを対対対対象象象象としたとしたとしたとした著作著作著作著作はははは Deutscher[1990]のみであるのみであるのみであるのみである.そこでもそこでもそこでもそこでもママママクククク

ロロロロ経済学経済学経済学経済学へへへへのののの貢献貢献貢献貢献がががが主題主題主題主題となっておりとなっておりとなっておりとなっており,社会哲学社会哲学社会哲学社会哲学へへへへのののの言及言及言及言及はみられないはみられないはみられないはみられない. 

  5)))) レナレナレナレナーーーードドドド・・・・ウウウウルフルフルフルフややややリットンリットンリットンリットン・・・・ストストストストレレレレイイイイチチチチーーーー((((ともにともにともにともに 1980年生年生年生年生まれでまれでまれでまれでアポアポアポアポ

ッスルッスルッスルッスル))))とととと同様同様同様同様,１１１１歳歳歳歳年年年年下下下下ののののホートリーホートリーホートリーホートリーももももムーアムーアムーアムーア哲学哲学哲学哲学のののの熱烈熱烈熱烈熱烈なななな信信信信奉奉奉奉者者者者であっであっであっであっ

たたたた.ケインズケインズケインズケインズもももも含含含含めめめめ,このこのこのこの世代世代世代世代のののの思想思想思想思想的的的的傾向傾向傾向傾向をををを考察考察考察考察するにさいしてするにさいしてするにさいしてするにさいして,ムーアムーアムーアムーア哲哲哲哲

学学学学はははは非非非非常常常常にににに重要重要重要重要なななな位置位置位置位置をををを占占占占めめめめていていていているるるる. 

    6) 平平平平井井井井 [2007], 第第第第 5章章章章｢｢｢｢厚厚厚厚生生生生とととと価値価値価値価値｣｣｣｣はこれをはこれをはこれをはこれを対対対対象象象象にしているにしているにしているにしている. 

    7) RP, p.1をををを参参参参照照照照.      

8)))) 類類類類似似似似のののの見解見解見解見解はははは,「「「「厚厚厚厚生生生生とととと偽偽偽偽りのりのりのりの目的目的目的目的」」」」としてとしてとしてとして,EP, pp.185, 314; ED, Ch.12)でででで

詳詳詳詳細細細細にににに論論論論じじじじられているられているられているられている.ここにいうここにいうここにいうここにいう「「「「厚厚厚厚生生生生」」」」とはとはとはとは「「「「真真真真のののの目的目的目的目的」」」」としてとしてとしてとして措措措措定定定定ささささ

れているれているれているれているホートリーホートリーホートリーホートリー的意味的意味的意味的意味でのでのでのでの厚厚厚厚生生生生であるであるであるである. 

9) RP, p.72をををを参参参参照照照照. こうしたこうしたこうしたこうした国国国国家観家観家観家観ははははプラトンプラトンプラトンプラトンのののの「「「「理理理理想想想想国国国国家家家家」」」」をををを想想想想起起起起させるさせるさせるさせる

ものがあるものがあるものがあるものがある.実在界実在界実在界実在界をををを認識認識認識認識ででででききききるるるる哲人哲人哲人哲人王王王王によるによるによるによる,職職職職業的分業的分業的分業的分化化化化にににに専専専専念念念念するするするする大大大大衆衆衆衆のののの

社会社会社会社会のののの支支支支配配配配,というというというという構構構構想想想想がががが,であるであるであるである. 

10) RP, p.69dをををを参参参参照照照照. 

11) RP, p.3をををを参参参参照照照照. 

12) RP, p.4をををを参参参参照照照照. 

13) RP, p.4をををを参参参参照照照照. 

14) 同様同様同様同様のことはのことはのことはのことは,『『『『経済問題経済問題経済問題経済問題』』』』でのでのでのでの｢｢｢｢厚厚厚厚生生生生｣｣｣｣にもいえるにもいえるにもいえるにもいえる.それはそれはそれはそれは,そそそそれれれれ自自自自身身身身善善善善いいいい経経経経

験験験験をををを含含含含むむむむ倫理的倫理的倫理的倫理的タームタームタームタームでありでありでありであり,目的目的目的目的にににに適適適適用用用用されるものとしてのされるものとしてのされるものとしてのされるものとしての善善善善とととと共存的共存的共存的共存的なななな

ものとされるものとされるものとされるものとされる.EP, p.185をををを参参参参照照照照. 

15) RP, pp.54-55をををを参参参参照照照照. 

16) 例例例例ええええばばばば““““Friday Club””””でででで読読読読まれたまれたまれたまれた Hawtrey [1912]があるがあるがあるがある.『『『『思考思考思考思考とととと事事事事物物物物』』』』

はこれにはこれにはこれにはこれに源源源源をををを発発発発するするするする (第第第第１１１１章章章章ののののタイトルタイトルタイトルタイトルはははは ““““Aspects””””であるであるであるである).ホートリーホートリーホートリーホートリー
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はははは,アスペクトアスペクトアスペクトアスペクトはははは Langer のののの｢｢｢｢形形形形式式式式｣｣｣｣ (form)にににに ―――― 相違相違相違相違にもにもにもにも言及言及言及言及しつつしつつしつつしつつ －－－－ 近近近近

いものといものといものといものと述述述述べべべべているているているている. TT, p.52をををを参参参参照照照照). 

17) ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの哲学哲学哲学哲学はははは,ケンケンケンケンブリッジブリッジブリッジブリッジでででで展開展開展開展開されたされたされたされた哲学的哲学的哲学的哲学的潮潮潮潮流流流流 (そこにはそこにはそこにはそこには,

ラッラッラッラッセセセセルルルル,ケインズケインズケインズケインズ,ラムラムラムラムゼゼゼゼーーーー,ウウウウィトィトィトィトゲゲゲゲンンンンシシシシュュュュタインタインタインタインがいるがいるがいるがいる) にあってにあってにあってにあって,どのどのどのどの

ようにようにようにように位置位置位置位置づづづづけられるのであけられるのであけられるのであけられるのであろろろろうかうかうかうか.そのそのそのそのさいさいさいさい,ケインズケインズケインズケインズ,ウウウウィトィトィトィトゲゲゲゲンンンンシシシシュュュュタタタタ

インインインインのののの哲学哲学哲学哲学はははは,前期前期前期前期とととと後後後後期期期期でででで異異異異なっているなっているなっているなっている (例例例例ええええばばばば,Coates [1996]をををを参参参参照照照照)といといといとい

うううう点点点点がががが問題問題問題問題をををを複雑複雑複雑複雑にするがにするがにするがにするが,このこのこのこの検討検討検討検討はははは別別別別のののの機会機会機会機会にゆにゆにゆにゆずずずずりたいりたいりたいりたい. 

18) これはこれはこれはこれはパトパトパトパトナナナナムムムムのののの「「「「内内内内在在在在的的的的実在実在実在実在論論論論」」」」にににに通通通通じじじじているのかもしれないているのかもしれないているのかもしれないているのかもしれない.「「「「彼彼彼彼はははは ………… 

[Putnam [1987]] においてにおいてにおいてにおいて,それまでのそれまでのそれまでのそれまでの彼自彼自彼自彼自身身身身のののの立場立場立場立場であったであったであったであった科科科科学的学的学的学的実在実在実在実在論論論論

やややや,心心心心についについについについてのてのてのての機能主義機能主義機能主義機能主義をををを自自自自己己己己批判批判批判批判してしてしてして,外外外外的的的的世界世界世界世界におけるさまにおけるさまにおけるさまにおけるさまざざざざまなまなまなまな対対対対象象象象

のののの実在実在実在実在性性性性ということをということをということをということを認識認識認識認識主体主体主体主体のののの側側側側のののの関心関心関心関心やややや意味意味意味意味づづづづけとけとけとけと密密密密接接接接にににに結結結結びついたびついたびついたびついた

ものとものとものとものと解解解解釈釈釈釈するするするするプラプラプラプラググググママママティズムティズムティズムティズムのののの擁護擁護擁護擁護をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに,真理真理真理真理とはすなわとはすなわとはすなわとはすなわちちちち

科科科科学的学的学的学的なななな真理真理真理真理のことであるというのことであるというのことであるというのことであるという「「「「科科科科学主義学主義学主義学主義」」」」のののの批判批判批判批判をををを精力精力精力精力的的的的にににに展開展開展開展開していしていしていしてい

るるるる」」」」(伊藤伊藤伊藤伊藤 [1997], p.330). 

19) ｢｢｢｢意意意意識識識識のののの領域領域領域領域｣｣｣｣(ホートリーホートリーホートリーホートリーのののの立場立場立場立場)とととと｢｢｢｢機機機機械械械械的的的的因因因因果関係果関係果関係果関係のののの領域領域領域領域｣｣｣｣(行行行行動主義動主義動主義動主義やややや

唯物論唯物論唯物論唯物論のののの立場立場立場立場)のあいのあいのあいのあいだだだだのののの根本的根本的根本的根本的相違相違相違相違をををを論論論論じじじじたたたた TT, pp.241-243をををを参参参参照照照照. 

20) Russell [1912] はははは,そのそのそのその認認認認識識識識論論論論のののの核核核核心部心部心部心部分分分分ををををムーアムーアムーアムーアのののの「「「「セセセセンスンスンスンス････データデータデータデータ」」」」にににに

負負負負っているっているっているっている (““““Sense-Data”””” [1910. Baldwin ed. [1993] 所所所所収収収収]をををを参参参参照照照照).上上上上述述述述注注注注

16 ののののホートリーホートリーホートリーホートリーのののの““““Aspects””””とととと同同同同時期時期時期時期であるであるであるである点点点点もももも興興興興味味味味ののののひひひひかれるとこかれるとこかれるとこかれるところろろろ

であるであるであるである.なおなおなおなお後年後年後年後年,ラッラッラッラッセセセセルルルルはははは「「「「精神精神精神精神とととと物物物物質質質質」」」」(Russell [1956] 所所所所収収収収)でででで「「「「精神精神精神精神もももも

物物物物質質質質もともにもともにもともにもともに事事事事件件件件のののの系系系系列列列列」」」」(p.170)としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱われるわれるわれるわれるべきべきべきべきとのとのとのとの見解見解見解見解をををを示示示示しししし

ているているているている. 

21) 例例例例ええええばばばば,Russell (1956, pp.79-80), Russell, Woolf et. al. (1959)をををを参参参参照照照照. 

22) RP, p.4;TT, pp.100-105をををを参参参参照照照照. 

23) RP, p.71をををを参参参参照照照照. 

24) RP, p.37をををを参参参参照照照照. 

25) RP, p.69dをををを参参参参照照照照. 

26) RP, p.70をををを参参参参照照照照. 

27) ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは支支支支配者配者配者配者をををを庭師庭師庭師庭師にににに譬譬譬譬えているえているえているえている. RP, p.62をををを参参参参照照照照. 

28) RP, p.100をををを参参参参照照照照. 
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29) 例例例例ええええばばばば,居居居居安安安安[2002],塩野谷塩野谷塩野谷塩野谷[1995], pp.208-211をををを参参参参照照照照. 

30) 若若若若きききき頃頃頃頃,ホートリーホートリーホートリーホートリーははははムーアムーアムーアムーアのののの教教教教室室室室でででで,審美審美審美審美的的的的････文文文文学的価値学的価値学的価値学的価値をををを適適適適者生存者生存者生存者生存説説説説にににに

立立立立ってってってって議議議議論論論論したことをしたことをしたことをしたことを述述述述べべべべているているているている (TT, p.96をををを参参参参照照照照).ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,そのそのそのその後後後後,ムムムム

ーアーアーアーア的的的的なななな直覚直覚直覚直覚主義的倫理学主義的倫理学主義的倫理学主義的倫理学をををを受受受受けけけけ入入入入れたがれたがれたがれたが,本能本能本能本能にににに重点重点重点重点をおくをおくをおくをおく適適適適者生存者生存者生存者生存説説説説 

(自自自自然然然然淘汰淘汰淘汰淘汰説説説説) をもをもをもをも部部部部分的分的分的分的にににに保保保保持持持持してしてしてしてききききたといえるたといえるたといえるたといえる. 

31) RP, p.4をををを参参参参照照照照. 

32) RP, p.9をををを参参参参照照照照. 

33) 興興興興味味味味深深深深いことにいことにいことにいことに,ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは合理合理合理合理化化化化というというというというタームタームタームタームでででで文文文文明明明明をををを定義定義定義定義しているしているしているしている.

「「「「文文文文明明明明はははは,何何何何かかかか全面的全面的全面的全面的にににに善善善善いものとしていものとしていものとしていものとして,けっしてけっしてけっしてけっして理解理解理解理解すすすすべきべきべきべきではないではないではないではない.それそれそれそれ

はははは行為行為行為行為ののののコーコーコーコードドドドのののの合理合理合理合理化過化過化過化過程程程程としてほとしてほとしてほとしてほぼぼぼぼ定定定定式式式式化化化化ででででききききるるるる.あるあるあるある国国国国家家家家はははは,それがそそれがそそれがそそれがそ

のののの制制制制度度度度およびおよびおよびおよび慣慣慣慣習習習習をををを,意意意意図図図図的的的的なななな諸諸諸諸目的目的目的目的にににに向向向向けられたけられたけられたけられた計計計計画画画画されたされたされたされた諸手段諸手段諸手段諸手段とととと合合合合致致致致

するようにするようにするようにするようにモモモモデルデルデルデル化化化化しししし適応適応適応適応するするするする能能能能力力力力をもつかをもつかをもつかをもつかぎぎぎぎりにおいてりにおいてりにおいてりにおいて,文文文文明化明化明化明化しているしているしているしている.

こうこうこうこう定義定義定義定義されたされたされたされた文文文文明明明明はははは,混混混混じじじじりけのないりけのないりけのないりけのない善善善善ではないではないではないではない.諸諸諸諸目的目的目的目的はははは善善善善いかもしれないかもしれないかもしれないかもしれな

いしいしいしいし,悪悪悪悪いかもしれないからであるいかもしれないからであるいかもしれないからであるいかもしれないからである」」」」(RP, p.314). 

34) ハハハハイエクイエクイエクイエクにあってもにあってもにあってもにあっても,自生的自生的自生的自生的秩秩秩秩序序序序のののの形形形形成成成成（（（（ハハハハイエクイエクイエクイエクはこれをはこれをはこれをはこれを｢｢｢｢規則規則規則規則｣｣｣｣ともともともとも呼呼呼呼

んでいるんでいるんでいるんでいる））））がががが進化進化進化進化論論論論とととと関係関係関係関係させられてさせられてさせられてさせられて論論論論じじじじられているられているられているられている.だだだだがががが「「「「規則規則規則規則」」」」はははは人人人人々々々々

のののの意意意意図図図図せせせせざざざざるるるる結結結結果果果果としてとしてとしてとして実現実現実現実現されるものであってされるものであってされるものであってされるものであって,理性的理性的理性的理性的なななな認識認識認識認識のののの増増増増大大大大,意意意意識識識識

のののの進化進化進化進化のののの成成成成果果果果とはとはとはとは考考考考えられていないえられていないえられていないえられていない.それゆえそれゆえそれゆえそれゆえ,同同同同じじじじくくくく進化進化進化進化というというというという概念概念概念概念がががが用用用用いいいい

られていてもられていてもられていてもられていても,そのそのそのその使使使使われわれわれわれ方方方方はははは明確明確明確明確にににに異異異異なっているなっているなっているなっている. RP, p.180 をををを参参参参照照照照. なおなおなおなお

ハハハハイエクイエクイエクイエクのののの自生的自生的自生的自生的秩秩秩秩序序序序論論論論についてのわたしのについてのわたしのについてのわたしのについてのわたしの考考考考えについてはえについてはえについてはえについては,平平平平井井井井 [2000], 

pp.299-301をををを参参参参照照照照. 

35) RPのののの序序序序でででで明明明明記記記記されているされているされているされている. 

36) RP, p.153bをををを参参参参照照照照. 

37) EPではではではでは,｢｢｢｢防衛防衛防衛防衛的生産物的生産物的生産物的生産物｣｣｣｣とととと「「「「創造創造創造創造的生産物的生産物的生産物的生産物」」」」,EDではではではでは,｢｢｢｢ユユユユーティリティーティリティーティリティーティリティ生生生生

産物産物産物産物｣｣｣｣とととと｢｢｢｢創造創造創造創造的生産物的生産物的生産物的生産物｣｣｣｣にににに分分分分類類類類されていたされていたされていたされていた.RPではではではでは｢｢｢｢創造創造創造創造的生産物的生産物的生産物的生産物｣｣｣｣がががが｢｢｢｢プラスプラスプラスプラス

生産物生産物生産物生産物｣｣｣｣とととと改改改改名名名名されているされているされているされている. 

38) RP, p.157をををを参参参参照照照照.  

39) EPではではではでは,ホーホーホーホートリートリートリートリー的意味的意味的意味的意味におけるにおけるにおけるにおける倫理的価値倫理的価値倫理的価値倫理的価値((((=厚厚厚厚生生生生))))をををを根底基根底基根底基根底基準準準準におにおにおにおきききき,

そのそのそのその見地見地見地見地からからからから個個個個人主義人主義人主義人主義シシシシステムステムステムステム (=資本主義資本主義資本主義資本主義シシシシステムステムステムステム) のののの欠陥欠陥欠陥欠陥をををを批判批判批判批判するするするする,とととと

いういういういうスタンススタンススタンススタンスにににに立立立立っているっているっているっている.そこではそこではそこではそこでは,人人人人間間間間のもつのもつのもつのもつ鑑鑑鑑鑑識力識力識力識力のののの弱弱弱弱さによりさによりさによりさにより,財市財市財市財市
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場場場場でででで決決決決定定定定されるされるされるされる市場市場市場市場価値価値価値価値はははは倫理的価値倫理的価値倫理的価値倫理的価値とのとのとのとの乖乖乖乖離離離離をををを引引引引きききき起起起起こしているというこしているというこしているというこしているという

認識認識認識認識がががが示示示示されているされているされているされている. 

40) RP, p.216をををを参参参参照照照照. 

41) RP, p.277をををを参参参参照照照照. 

42) RP, p.172をををを参参参参照照照照. 

43) RP, p.172をををを参参参参照照照照. 

44) RP, p.172をををを参参参参照照照照. 

45) RP, p.168をををを参参参参照照照照. 

46) RP, p.211をををを参参参参照照照照. 

47) RP, p.170をををを参参参参照照照照. 

    48) EP, pp.337, 390, 379ならびにならびにならびにならびに ED, p.358をををを参参参参照照照照.EPではではではでは,個個個個人主義人主義人主義人主義シシシシステムステムステムステム

はははは,利利利利潤潤潤潤獲得獲得獲得獲得をををを動機動機動機動機としてとしてとしてとして企企企企業活動業活動業活動業活動がががが行行行行われわれわれわれ,それによりそれによりそれによりそれにより資本資本資本資本のののの蓄積蓄積蓄積蓄積,そしてそしてそしてそして

所得所得所得所得分配分配分配分配のののの過度過度過度過度のののの不平不平不平不平等等等等をををを招招招招来来来来しているとしているとしているとしていると指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている.それらのそれらのそれらのそれらの根本根本根本根本

はははは,結結結結局局局局のとこのとこのとこのところろろろ利利利利潤潤潤潤にありにありにありにあり,それをそれをそれをそれを廃廃廃廃絶絶絶絶することがすることがすることがすることが厚厚厚厚生生生生のののの達達達達成成成成というというというという真真真真のののの

目的目的目的目的にとってにとってにとってにとって必必必必須須須須となってくるとなってくるとなってくるとなってくる.こうしてこうしてこうしてこうして利利利利潤潤潤潤にににに基礎基礎基礎基礎をおかないをおかないをおかないをおかない,したがっしたがっしたがっしたがっ

てててて「「「「偽偽偽偽りのりのりのりの目的目的目的目的」」」」であるであるであるである金金金金儲儲儲儲けけけけ((((金金金金権権権権主義主義主義主義))))をををを廃廃廃廃絶絶絶絶しししし,真真真真のののの目的目的目的目的であるであるであるである厚厚厚厚生生生生のののの

達達達達成成成成をををを,国国国国家家家家をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとしたシシシシステムステムステムステムによってによってによってによって目目目目指指指指すすすす道道道道,すなわすなわすなわすなわちちちちココココレレレレクティクティクティクティ

ヴヴヴヴィズムィズムィズムィズムへへへへのののの道道道道がががが志志志志向向向向されているされているされているされている.因因因因みにみにみにみに,ホートリーホートリーホートリーホートリーがががが 1914年以年以年以年以前前前前にににに,ロンロンロンロン

ドドドドンンンンにあるにあるにあるにある社会人教育社会人教育社会人教育社会人教育のののの機機機機関関関関モモモモーリーーリーーリーーリー・・・・カカカカレレレレッジッジッジッジ (Morley College)でででで読読読読んんんん

だだだだ論論論論文文文文 (Hawtrey Papers, 6/5/2, Churchill College, Cambridge University) はははは,

次次次次のののの文文文文章章章章からからからから始始始始まっているまっているまっているまっている.「「「「ともあれともあれともあれともあれ理論的理論的理論的理論的にはにはにはには,社会主義社会主義社会主義社会主義はははは民主主義民主主義民主主義民主主義のののの自自自自

然然然然なななな連続連続連続連続体体体体であるであるであるである…………」」」」. 

  49) RP, p.197をををを参参参参照照照照. 

50) RP, p.250をををを参参参参照照照照.
 

51) RP, p.219をををを参参参参照照照照. 

  52) 平平平平井井井井[2009]第第第第 4 章章章章(本本本本郷亮郷亮郷亮郷亮「「「「ピグピグピグピグーーーー ――――    資本主義資本主義資本主義資本主義とととと民主主義民主主義民主主義民主主義」」」」)でででで論論論論じじじじらららら

れているれているれているれているピグピグピグピグーーーーのののの見解見解見解見解とととと比較比較比較比較してみるのもしてみるのもしてみるのもしてみるのも興興興興味味味味深深深深いいいい. 

53) EPででででホートリーホートリーホートリーホートリーがががが金金金金儲儲儲儲けけけけ以以以以外外外外にににに注注注注目目目目したのがしたのがしたのがしたのが「「「「権力権力権力権力」」」」であるであるであるである.とくにこのとくにこのとくにこのとくにこの

概念概念概念概念はははは,国際国際国際国際舞台舞台舞台舞台でででで展開展開展開展開されてされてされてされてききききたたたた事象事象事象事象をとらえるさいのをとらえるさいのをとらえるさいのをとらえるさいのキキキキーーーー概念概念概念概念になってになってになってになって

いるいるいるいる.「「「「拠点拠点拠点拠点」」」」(interpost)をををを設設設設けてのけてのけてのけての諸諸諸諸国国国国家間家間家間家間のののの争争争争いいいい,植民地植民地植民地植民地獲得獲得獲得獲得競競競競争争争争,征征征征服服服服活活活活
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動動動動はははは,「「「「国国国国力力力力」」」」をををを自自自自己己己己目的目的目的目的化化化化することですることですることですることで,戦争戦争戦争戦争へへへへのののの道道道道をををを開開開開くくくくことになったことになったことになったことになった.これこれこれこれ

らのらのらのらの行為行為行為行為はははは,「「「「権力獲得権力獲得権力獲得権力獲得」」」」とととと「「「「金金金金権権権権主義主義主義主義」」」」がががが密密密密接接接接にににに結結結結びつくかたびつくかたびつくかたびつくかたちちちちでででで展開展開展開展開ささささ

れてれてれてれてききききたたたた.ホートリーホートリーホートリーホートリーはははは,「「「「権力獲得行権力獲得行権力獲得行権力獲得行動動動動」」」」やややや「「「「金金金金権権権権主義主義主義主義」」」」がががが自自自自己己己己目的目的目的目的化化化化しししし,「「「「偽偽偽偽

りのりのりのりの目的目的目的目的」」」」であるにもかかわらであるにもかかわらであるにもかかわらであるにもかかわらずずずず,実実実実際際際際上上上上のののの目的目的目的目的としてとしてとしてとして志志志志向向向向されてされてされてされてききききたことたことたことたこと

にににに警告警告警告警告をををを発発発発しているしているしているしている.『『『『正正正正しいしいしいしい政策政策政策政策』』』』でもでもでもでも,「「「「権力獲得権力獲得権力獲得権力獲得」」」」とととと「「「「金金金金権権権権主義主義主義主義」」」」をををを自自自自

己己己己目的目的目的目的化化化化するするするする人人人人間間間間のののの思考様思考様思考様思考様式式式式をををを改改改改めめめめるるるる必必必必要性要性要性要性,そしてそしてそしてそして潜在潜在潜在潜在的戦争的戦争的戦争的戦争状態状態状態状態になっになっになっになっ

てしまっているてしまっているてしまっているてしまっている今日今日今日今日のののの平和平和平和平和をををを「「「「真真真真のののの平和平和平和平和」」」」にににに変変変変えるえるえるえる必必必必要性要性要性要性がががが説説説説かれているかれているかれているかれている. 

54) RP, p.495をををを参参参参照照照照. 

55) ロジロジロジロジャャャャーーーー・・・・フライフライフライフライはははは,ディディディディッッッッキキキキンンンンソソソソンンンンのののの無無無無二二二二のののの友友友友でありでありでありであり,「「「「彼彼彼彼のののの共共共共感感感感はすはすはすはすべべべべ

てててて「「「「国際国際国際国際連連連連盟盟盟盟」」」」をををを設設設設立立立立しようとしてしようとしてしようとしてしようとして闘闘闘闘ううううローズローズローズローズ・・・・ディディディディッッッッキキキキンンンンソソソソンンンンにににに向向向向けられけられけられけられ

たたたた」」」」(Woolf, V. [1940], p.272). 

56) ED, Ch.10 (「「「「国際的国際的国際的国際的アアアアナナナナーーーーキキキキーーーーとととと国際国際国際国際連連連連盟盟盟盟」」」」) においてにおいてにおいてにおいて,戦戦戦戦間間間間期期期期のののの経済的経済的経済的経済的混混混混

乱乱乱乱のののの最大最大最大最大のののの要要要要因因因因としてとしてとしてとして「「「「国際的国際的国際的国際的アアアアナナナナーーーーキキキキーーーー」」」」があがあがあがあげげげげられているられているられているられている. 

57) RP, p.522をををを参参参参照照照照. 

58) RP, p.357をををを参参参参照照照照. 

59) RP, p.351をををを参参参参照照照照. 

60) 以下以下以下以下、、、、Davis [1994]にににに負負負負うとこうとこうとこうところろろろがががが少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。情情情情緒緒緒緒主義主義主義主義についてはについてはについてはについては、、、、

Wikipedia (英英英英語語語語版版版版)もももも参参参参照照照照。。。。 

61) さらにさらにさらにさらに、、、、ホートリーホートリーホートリーホートリーははははピグピグピグピグーーーーのののの『『『『厚厚厚厚生経済学生経済学生経済学生経済学』』』』(Pigou[1920]) がががが厚厚厚厚生生生生をををを経経経経

済的済的済的済的厚厚厚厚生生生生にににに限限限限定定定定していることにしていることにしていることにしていることに批判批判批判批判をををを加加加加えているえているえているえている(EP, pp.184-185 をををを参参参参照照照照. これこれこれこれ

にたいするにたいするにたいするにたいする応答応答応答応答はははは Pigou [1950], p.17, fn.3にあるにあるにあるにある)、、、、というというというという点点点点もももも、、、、ロロロロビビビビンズンズンズンズのののの「「「「個個個個

人人人人間間間間のののの効効効効用用用用比較比較比較比較のののの不可能性不可能性不可能性不可能性」」」」とともにとともにとともにとともに、、、、ここでここでここでここで指摘指摘指摘指摘しておくしておくしておくしておく価値価値価値価値ががががあるあるあるある。。。。またまたまたまた

こうしたこうしたこうしたこうした発発発発言言言言をするをするをするをするロロロロビビビビンズンズンズンズにたいしてにたいしてにたいしてにたいしてハハハハチソチソチソチソンンンン(Hutchison [1938]) のののの有名有名有名有名なななな

批判批判批判批判 ――――    個個個個人人人人間間間間のののの効効効効用用用用比較比較比較比較がががが不可能不可能不可能不可能であるならであるならであるならであるならばばばば一人一人一人一人のののの個個個個人人人人のなかでののなかでののなかでののなかでの効効効効用用用用

比較比較比較比較もももも難難難難しいのではないかというしいのではないかというしいのではないかというしいのではないかという批判批判批判批判    ――――    もここにもここにもここにもここに記記記記しておくしておくしておくしておく価値価値価値価値があがあがあがあるるるる。。。。

なおなおなおなお、、、、ホートリーホートリーホートリーホートリーややややホブホブホブホブソソソソンンンンのののの立場立場立場立場はははは福田福田福田福田徳徳徳徳三三三三によってによってによってによって共共共共感感感感をもってをもってをもってをもって迎迎迎迎えられえられえられえられ

ているているているている。。。。これはこれはこれはこれは彼彼彼彼のいうのいうのいうのいう「「「「価価価価格格格格のののの経済学経済学経済学経済学」」」」とととと「「「「厚厚厚厚生生生生のののの経済学経済学経済学経済学」」」」のののの識識識識別別別別 (福田福田福田福田[1922], 

p.169)にににに由由由由来来来来するするするする. 

62) 影影影影響響響響をををを与与与与えているというのはえているというのはえているというのはえているというのは、、、、同同同同じじじじ考考考考えにえにえにえに収収収収斂斂斂斂したというしたというしたというしたという意味意味意味意味ではないではないではないではない。。。。

むむむむししししろろろろ非非非非常常常常にににに緊緊緊緊張張張張････対対対対立立立立のののの激激激激しいものであったとしいものであったとしいものであったとしいものであったと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。スラッファスラッファスラッファスラッファとのあとのあとのあとのあ
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いいいいだだだだにみられるにみられるにみられるにみられる緊緊緊緊張張張張感感感感のののの迸迸迸迸るるるる哲学的対哲学的対哲学的対哲学的対立立立立についてはについてはについてはについては, Kurz (forthcoming) をををを参参参参

照照照照. 

63) こうしたこうしたこうしたこうした姿姿姿姿勢勢勢勢はははは経済学経済学経済学経済学においてもいえるようににおいてもいえるようににおいてもいえるようににおいてもいえるように思思思思われるわれるわれるわれる。。。。 
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