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﹃ルソーは全膿主義者か自由主義者か﹄

ジョン・W・チャヅプマン著

︵一〇〇一︶

bb●

われわれの各ζは︑身腔とすべての力を共同のものとしての一

一一五

紹介と批評
般意志の田璽尚の指導の下におく︒井︑してわれわれは各構成員を︑

︵静弟一軟励癬巾山ハ出早︶

全膿の不可分の一部として︑ひとまとめとして受けとるのだ︒

一

一

山ハ

︵一〇〇一一︶

これらはいずれもルソーの政治思想を學んだことのあるものにと

つては︑熟知した章句である︒けれども︑それらをパラフレーズす

る段になると︑誰もが二の足を踏む程厄介な代物がルソーである︒

な論雫として︑政治思想史上きわめて有名なものの一つである︒本

か岨という間題は︑とりわけ︑ルソーの政治理論のパラドキシカル

書において著者が意圖するところは︑これまでにもしばしばなされ

チャップマソの書の標題が示す﹃ルソーは全豊主義者か自由主義者

てきたルソーを全瞭主義の範疇に属するものとする主張に封して︑

この契約︹杜會契約︺は︑何びとにせよ一般意志への服從を拒

の約束に効力を輿えうるのである︒このことは︑︹市民は︺自由で

いう約束を︑暗職のラちに含んでいる︒そしてこの約束だけが他

反論を加えようとすることにある︒つまり﹁ルソーの政治理論は根

むものは︑團膿全燈によつてそれに服從するように強制されると

していない︒なぜなら︑そうしたことこそ︑各市民を租國に引き

は︑ある非自由主義的な要素が含まれていよう︒だが︑自由主義の

本的に全鐙主義的である︑と贋く見倣されている︒ルソーの理論に

あるように張制される︑ということ以外のいかなることをも意味

あり︑政治機關の装置と運動を生みだす條件であり︑市民として

じことである︒しかもルソーには︑全農主義の出現について特に責

稜展のうちに確固たる地位を占めている他の人々の著述にしても同

渡すことによつて︑彼をすべての個人的從馬から保護する條件で

のさまざまの約束を合法的なものとする唯一の條件であるから

任があるとされる︒貴際は︑彼に向けられる告獲の領域そのものが

だ︒この條件がなければ︑市民としてのさまざまの約束は︑不合
理な墜制的なものとなり︑恐るべき悪用におちいりやすくなろう︒
︵同第七章︶

を示唆している︒恐らく︑彼の政治理論に關して︑もう一つ他の解

彼の著述をよく理解しているというよりは︑寧ろ誤解していること

羅が受けいれられてもよいであろう﹂︵∪8貯oρや丘ごというの

自然状態から吐會状態へのこの推移は︑人間のうちにきわめて
注目すべぎ攣化をもたらす︒人間の行爲において︑本能を正義に

である︒

器鍔㊤且＝げ臼巴晒のヨ︶︒ここでわたくしは︑著者の右の読明のプ

と密接に關蓮していることを論謹していく︵︸Pき目ぼ①Φ 即2午

奨＜2評馨ざ巳目︼8昌．︶︑最後に︑ルソ；の理論が近代自由主義

轟邑8︶︑それを通じて︑彼の政治理論を解明していき︵勺帥詳

的能力・道徳的資質を解明し︵閲帥昌O目曾頃葺5帥ロ乞暮βおP昌飢

チャップマソは︑先ずルソーの把握した人間性についての心理學

よつておきかえ︑これまで鉄けていたところの道徳性を︑その行

動にあたえるのである︒その時になつてはじめて︑義務の醗が肉
膣の衝動と交代し︑僅利が欲望と交代し︑人間は︑その時までは

︵同第ぺ章︶

よつて動き︑自分の好みにきく前に理性と相談しなければならな

自分のことだけを考えていたものだが︑それまでと違つた原理に
くなつていることに︑氣がつく︒

︵醗懸置審鏡聲婆密り︶

身．

批到を加えたいとも思わない︒ルソーの思想を分析する限りにおい

ロセスを跡づけようとは思わない︒またわたくし自身︑彼の見解に

志は決して濁裁者によつて解繹されたり︑人民に賦輿されたりする

表現するカリスマ的指填者の如く考えられているけれども︑一般意

の拐にほかならない︒ルソーの︽立法者Vはしばしば︑

ぎけΦ目P96昌の過程︑集團審泌醸の結果としてのα気昌帥菖ざ8βaΦ亭

の分析は︑おおむね︑非凡な理解のうえになされ︑かつ︑よく均衡

不可飲のものとされているからである︒﹁︽立法者Vの本質的課題は︑

ものではない︒政治的・道徳的自由こそ︑一般意志の存在にとつて

一般意志を

の大家として知られるF・ウォトキソス教授は︑本書について︑﹁そ

て︑著者の見解は恐らく肯繁に當つていることと思う︒政治思想史

がとれており⁝⁝政治思想史上最も當惑させられ︑困難極まる人物

ルソーが多元的集團に反封し︑全催主義的統合性を理想としていた

とか︑一般意志は無制約的構威であるとかいわれる見解に反謹があ

自由の諸條件を到別し︑設立することである﹂︵七八頁︶︒つづいて

げられ︑次の如く要約されている︒﹁一般意志の表現は意見の自由を

を理解することに多大の貢献をなしている﹂︵ωo民閃Φ丘Φ多げ賓

＜o卜卜H●29トお竃．やに09︶と許されている︒わたくしは︑本

男目Φ自Φ巳o屏薯帥菖︷甘oo矯﹂馨馬嵐oR§㌧o驚駄o匙oQ黛Q蓉Q訪o蕊①電．

書のうちで︑チャップマソが﹁ルソーの政治理論は根本的に全膿主

にとつて行動の領域を切り開いている諸條件が加えられている︒各

要求し︑結肚の自由を除外していない︒一般意志の範園には︑個入

個人は法の作成に参與する権利を有する︒賓際︑一般意志の理論に

義的であり︑論理的に濁裁と個人の輕親を含んでいるという論雫を
素と全膿主義的要素とのもつれ合いを解いている﹂︵七五頁︶部分の

詐偵することを目的としつつ︑彼の理論のうちにある自由主義的要

よれば︑法は︑個人が掲自の貢献をなす討議の彊程を通じてのみ︑

つくることができる︒ルソーが理想としたのは︑討議が合致を生み

みを取り上げ︑以下に氣付いた馳を幾つか記してみたい︒

だすということである︒⁝⁝一般意志の理論に關する限り︑ルソー

著者が本書を一貫して彊調しているところは︑ルソーの政治理論
は︑人間の道徳的理想︑個人の自由をどう實現していくかという問

は全麗主義的デモクラシーの擁護者ではない﹂︵八五ー八六頁︶と︒

己的性向を中和させ︑彼の義務を考慮するよう強制していく﹂︵四

べきである︒一般意志の郷導のもとにある肚會の生活は︑人問の利

に市民的な信仰告白がある︒それは嚴密に宗教の教理としてではな

第四編第八章には︑例えば︑﹁主灌者がその項目をきめるべき︑純埣

なるものを提唱している黙に︑論及がなされている︒﹃杜會契約論﹄

のとして︑彼が﹁肚交的感情の強化﹂を主張し︑特に﹁市民の宗教﹂

最後に︑ルソーの政治理論における全膿主義的側面を表象するも

題である︒したがつて︑﹁契約は︑人間性の諸要求と︼致した︑人間

︸頁︶という︒では︑個人の自由と一般意志との關係はどう理解さ

の道徳的脊質の登展を助長する制度的環境を興えるものと考えらる

るべきか︒ここには︑ルソーの薯書から引用されている多くの箇庭

としてである﹂と述べられている︒チャップマンによると︑この市

く︑それなくしては︑よき市民︑忠實な市民たりえぬ︑肚交的感情

︵一〇〇三︶

は一切省略する︒チャップマソによれば︑一般意志の表現は﹁個人

一一七

的誠實さと集團的努力﹂との双方を必要とし︑個人間の身轟毒一〇

紹介と批評

紹介と批評
﹁宗教的・愛國的感情をば︑市民の献身と義務

一一八

︵一〇〇四︶

民の宗教の目的は︑

親していることに基づく︑と批到されている︵七八ー七九頁︶︒

倣すのは︑何よりも先ず︑彼がルソーの一般意志の動態的性質を無

となつている︒なお︑ここではこの版によつて引用した︒

ミ9目ご娼肖的では︑円げΦO昆磯一目UO協自O叶即一諄即比即昌UΦ︼BOoH帥o﹃

＊タールモンの本書のタイトルは︑国昌㎎Φ辞ピO目3ンωΦ畠Φ婦塵

の彊度な箪一的感情へと融合していくこと﹂︵六五頁︶にある︒この

黙が往々にして︑個人の道徳的創造性を共同肚會の全膿のために犠

義的オリエンティションとして見間違えられている︒しかしそれは

牲にし︑逸脱したパーソナリティを排除しようとする今日の全艦主

今やチャップマソの論黙は明らかにされたが︑ここに次のような

ヤ

ルソーの眞意と隔たること遠い︒何故なら︑﹁枇交的感情の強化と

しても︑フランス革命の精紳を現實的に支えていたものがくoHo旨①

疑問が浮んでくる︒すなわち︑著者の論理的分析がたとえ正しいに

も

いうものは︑道徳的資質の解放にとつての必要條件なのではない︒

＝器であつたとすると︑それによつてわれわれは︑如何なる解決を

じ

それは︑政府の統制に必要と考えられた装置に︑支持を與えること

は︑それらが一般意志の獲生に必要不可敏であるからではなく︑寧

なのである︒ルソーが愛國的教育や市民の宗教を擁護しているの

に︑E・且・カーは︑西厭デモクラシーの簿統に︑イギリス革命と

與えられたことになるのか︑ということである︒タールモソと同檬

フランス革命とからそれぞれ由來する二つのデモクラシーの概念的

ろ彼は︑これらを以て政府が一般意志と封懸を保つのに必要不可敏
であると考えているからである︒これらはルソーにとつて︑手段で

また︑近代全艦主義的デモクラシーの父であつた︒フランスにおけ

旺別が認められるとして︑﹁フラソス革命の精神的父であるルソーは

ヒットラーはルソーの結果であ

た﹂︵蝉国︒O胃び目ぴΦωo丘9H日b㊤90ロ臼ぴΦミΦ9R昌ミo匡9

る革命の歴史は全艦主義的デモクラシ！への傾向を推進していつ

以上のクリティカルな所論は︑

はあつても目的ではない﹂︵八八頁︶と結論づけられる︒

る

とか︑ 獺裁は一般意志の民主主義理論の論理的・歴史的露結で

ある〃というような意見と全く封照的である︒チャップマソは︑右

一〇お●2Φ毒層霞F自ぴΦ冒砦9筥即ロOo琶b9昌ざや♂︶と指摘してい

モクラシーの概念は實際に何らの影響をも與えなかつたとさえいわ

のような見解を最もよく代表しているものとして︑﹂・L・タール

れている︒このように︑フランス革命期を中心として支配した理念

ソス革命後孚世紀のあいだ︑ヨーロッバの歴史には︑イギリス的デ

わしている︒この概念と人民主樺の原理︑および人民の自已表現と

は︑その具象的形態としては﹁自然的秩序の十八世紀的理念と︑人

る︒われわれの注目すべき酷はまさにこうした側面であろう︒フ︐ラ

を結び合わすことにおいて︑ルソーは全艦主義的デモクラシーをひ

毛ンの次の肢述を引用している︒﹁ルソーの主槽者は外面化された

き起した﹂︵﹃●劉日巴50p目6霞詔亀膚o鼠犀胃置昌UΦ日9

し︑﹁ルソ！のく一般意志Vは⁝⁝全農主義的デモクラシーの推進力

民による途行と自己表現に關してのルソー的理念の綜合﹂であつた

一般意志であり︑−⁝自然の調和的秩序と本質的に同じものをあら

ソがこのようにルソーを近代全禮主義的デモクラシーの創始者と見

自8ざ吻8ε劇閃88ロ帽同霧oo︸お認︸層島◎︶︒そして︑タールモ

チャップマンは本書第三部におい

となり︑すべての矛盾と二律背反の根源となつた﹂︵目巴目oダ暑．

9fや9︶といえる の で あ る ︒

なく︑政治というもののスコ㌧フを人間の利害や努力の全領域へと

擁充することが全膣主義への最も近道であること︑を氣付いていな

かつた﹂︵頴答︸マ爲．︶︒ルソーの﹁矛盾の束﹂は︑計らずも︑歴史

的形成の場において︑その全腔主義的側面iタールモソのいう如

て︑ルソーが古典的自由主義やイギリス功利主義哲學よりも︑寧ろ
いることを立誰している︒そうした系譜を辿ることも重要なことで

近代自由主義︵グリーソ・ボサソケット・リンゼイ等︶と近似して

露呈していつたわけだが︑そもそもルソーに封して︑全膿主義者か

くに︑それは鼠8ぴ首一9冥o丘舞試曾の含む問題であつたーを

スト︑バブーフ等とより一暦深い思想的結びつきを有していること

してルソー自身は何と答えてくれるだろうか︒恐らく︑﹁わたしは

自由主義者かという間い方がよくない︒甚だ愚問には遠いないが果

ち

を︑どうして等閑に附すことが許されようか︒われわれはやはり︑

自由主義者だ︑全騰主義者などとはとんでもない︒いやどちらかと

ち

あろう︒しかしながら他方︑ルソーがロベスピェール︑サソ・ジェ

こうした片手落ちをチャップマソに認めざるを得ない︒それと同時
に︑タールモソの優れた研究業績をますます重親しなければならな

う﹂︒

いうと︑わたしは全膿主義的デモクラートというにふさわしかろ

チャップマソにとつては︑ルソーの自由主義的側面を彫琢するこ

いのではないか︒

を明確に匠別する︒前者は人問の理性︑その完全性への救濟を目

＊タールモンは﹁左派の全燈主義﹂と﹁右汲の全髄主義﹂との概念

的とし︑個人主義︑合理主義の理念を基調とする︒それは︑十九

とが主要な動機であつた︒その問題提起が﹁全膿主義か自由主義か﹂

という二者撰一のかたちで問われる時︑自由主義のアンティテーゼ

一⑦9貯Φ凹帥目への情緒性を彊調する︒したがつてタールモンは

世紀におけるマルクス主義のパターンにも蓮績する︒それに封る
て後者は︑歴史的・有機的・人種的實禮概念をもち︑いわば8歴

としての全膣主義に︑いささか否定的偏見が逃れ難いようである︒
における自由のパラドックスの定式化﹂︵H玄皇やお・︶として把え

ることは正當であるが︑右汲の全艦主義にそれを適慮することは

﹁左派の全禮主義に關連して︑デモクラシーというタームを用い

しかもタールモソの場合には︑ルソーは﹁全膣主義的デモクラシー

られ︑ただ軍に現代的な意味での全騰主義の類型と同一化されてい

るのではない︒それ故︑ルソーをヒットラーと直結させるような議
ソーは︑総膿的な政治的努力へと全腔的に︑そして高度に情緒的に

的には︑それが現實にどのように受けとられたか︑また受けとられ

ることだが︑ある思想を考察の到象とする時︑われわれは︑方法論

ルソーの思想に限つたことではなく︑政治思想一般についていえ

できないであろう﹂︵一ぴ箆こや♂︶と述べている︒

吸合していくことがすべてのプライヴァシイを殺してしまうよう目

論に向けられた批判は︑タールモソの場合には當てはまらない︒﹁ル

論まれること︑集つた群衆の興奮が最も暴虐的な璽力となつてはた

︵一〇〇五︶

てきているか︑それが現實への適懸過程で如何なる攣容を蒙つたか︑

一一九

らくこと︑因果的・脛瞼的な活動の過程に何らの鹸地をも残すこと

紹介と批評

紹介と批評
更にそういつたことはその思想構造とどのような關蓮性をもつてい

るか︑という祀角からいろいろと再許慣してみる必要がある︒政治
思想そのもののいわば内的論理をめぐつての解繹は︑いかなるもの
はアルフレッド・マイヤーがレーニソ主義の研究に際していつてい

でもそれだけで︑なんらの最終的解決を與えることはできない︒次
ることであるが︑﹁すべての杜會思想は︑それが書かれた時ばかりで

なく︑数世紀︑数千年の後になつても︑論雫の的とされる︒この理
由だけからも︑杜會思想のある學派について決定的な研究を書くこ
とは不可能である︒したがつて︑他の人たちが適切に取り扱つたあ
にはまた︑イデオロギーの研究の主題自燈がつねに論雫の的となる

る主題に關する著述は︑正當なる學問的業績としてとどまろう︒更

ばかりでなく︑提出された解繹のどのようなものも︑それ自身が論

箏的なのである﹂︵2陸a9冒Φ器び﹇Φ昆三のβ国舘毒＆q琶5

︵奈良和重︶

︿臼匹昌頃お器堕お鶏砂つ㎝︒︶︒ともかくもわれわれは︑ルソー研究

のための重要文献を︑また一つもつこととなつた︒

一

二〇

︵一〇〇山ハ︶

