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Abstract
During the long eighteenth century, some of Scottish and English discussions
demonstrated and mutually affected how to grasp the new characters of the modern. This
paper deals with the variety of styles on the trends of population, and the evaluation of rich
and poverty which new stage of history was confronting with.
In early 1750s, the trend of population was typically discussed under the light of
the comparison between the ancient and the modern. Following to Persian Letters of
Montesquieu, Scottish clergy Robert Wallace discussed the moral causes of depopulation
in the modern. Contrary, David Hume showed the merit of the modern that the surplus
of agriculture sustains the population of other occupation which enables the living of
inhabitants wealthy.
Since the turn to the decade of 1770s, the issue of the size of population and rich /
poverty entered into three styles. The first was the political arithmetic that, before the first
national census of 1801, made the estimation of the trend of population since the Glorious
Revolution by utilising the various possible data such as the taxes on window, the report
of burial, etc. English dissenter Richard Price showed the depopulation of one fourth
in England during the century, and Arthur Young and John Howlett computed out the
opposite trend.
The second style was that of conjectural history, which focused the character of the
modern in using the method of historical comparison. In adapting his conjectural method
of four stages theory, Lord Kames examined the tendencies of wealth and population
in his Sketches of the History of Man (1774). Kames showed that the ʻpinch for foodʼ
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stimulates the evolution of the stages from the first to the third, and that the characteristic
phenomenon for the fourth is the depopulation. He attributed it to the spread of luxury and
to its weakening effect of the power of procreation. This four stages theory was widely
accepted among Scottish intellectuals, and one of them John Mʼ Farlan, the ministry in
Edinburgh, uniquely transformed this vision to show that the fourth stage is under the
threat of poverty behind the extreme spread of luxury.
The third style was the vision of natural law in the meaning of treating the principle of
population as the result of the mechanism of nature. Alongside Robert Wallace showed the
mechanism theoretically, a rector in England Joseph Townsend demonstrated the critical
discussion on the poor laws in describing the mechanism as natural equilibrium. Different
from the discussion of political arithmetic, this style partly accepted the idea of four stages,
and showed that there is the level of equilibrium among food and population in each stage.
Keywords: Four stages theory（ 段階論），political arithmetic（政治算術），
population（人口）
，poverty（貧困），luxury（奢侈）

序：社会の盛衰と人口動態−18 世紀の議論
へ向けて−
思想史上、そして今日においても、社会の盛衰
と人口動態との間には重要な関連があるとしばし
ば論じられる。それにはいくつかのパターンがあ
る。たとえば、 食糧と人口との間の一種の比率
が、生活境遇と密接に関わるものとして重視され
る。自然が食糧を提供するキャパシティーと比較
した場合に人口には過度の増加傾向があるので貧
困の蔓延は避けがたいとの、18 世紀末イングラ
ンドの牧師トマス・ロバート・マルサスによって
クリアに提示された論理がある。この言説はその
後さまざまな曲折を経て、20 世紀後半になると
「南」における飢餓を憂慮しこの観点から南北問
題の解決を求める新マルサス主義として展開をみ
せた。少子化傾向が重要問題とされるようになっ
た最近 20 年ばかり、このマルサス主義的な人口
圧の問題は退いているかに見えるのだが、そう単
純ではない。1960 年前後に 30 億余りと推定され
た世界全体の人口は 2000 年代初頭には 62 億程度
であり、これから半世紀後には 100 億に近づくと
する予測もある。環境問題の深刻化のもとで食糧
を生産すべき自然のキャパシティーは劣化しつつ
あるのだから、マルサスが幾何級数的に増加する
人口と算術級数的にしか増産しえない食糧とのあ
いだのコントラストによって象徴的に提起した飢
餓と貧困の問題が、いまや深刻なものとして待ち
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受けている。
文明のあり方如何によって、あるいは社会的な
雰囲気の移ろいのもとで、家族構成やその規模に
関する人々の態度が変わりうることにも注意が払
われる。素朴にいえば、子宝を授かりものとして
受け止める態度と、自らの余力のもとで子に与え
うる可能性を考慮するとわずかな人数の子しかも
うけないとする態度との間での違いは、むろんそ
れぞれのカップルに固有の構えに属する領域では
あるのだが、社会的な風潮の形成を通じて人口動
態に影響しうるものである。 戦時日本における
「産めよ増やせよ」 の標語や、中国の一人っ子政
策、そして最近のオーストラリアの計画的移民受
け入れ政策のように、国策によって人口動態の方
向づけが図られることもある。近年盛んな少子化
対策は、子を育てうる経済的社会的な環境整備の
試みとして打ち出されているが、次の世代を持つ
ことに対しての人々の態度あるいは社会的風潮と
深く関わったものでもある。
さらに、 人口問題は経済構造の設計にも関わ
る。世代交代のもとで後継者不足に陥らないか、
さまざまな経験が安定的に引き継がれていくかど
うかなどの点で、経済社会の国民的効率にも影響
を及ぼす。近年顕著なように、年齢構成の逆ピラ
ミッド化、あるいは人口減少傾向という事態は、
社会を支える経済的活力の担い手の比率の低下と
いう危機感と並んで、年金の長期スキームの成否
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など財政問題にも直結する。
いま人口動態をめぐって暫定的に、マルサス主
義とその変形、将来世代を設けることへの人々の
態度の変化、そして経済構造や財政問題との関連
という 3 通りのレヴェルを挙げた。これらは現代
の問題の一端であるとともに、とくに 18 世紀に
スコットランドやイングランドの思想界が賑やか
に論じた事柄であり、しかも社会の盛衰と結びつ
けて論じられた。この 18 世紀の論争は以下に示
すように、多くの論点を含んだものである。
18 世紀の人口論争としてよく知られているひ
とつは、古代と近代（当時の現代）とのいずれの
側の人口密度が高く文明が進んでいるのかをめ
ぐって、ロバート・ウォーレスとデイヴィッド・
ヒュームとの間で交わされたものである。これは
直接には古代に比しての著しい人口減少を描くモ
ンテスキュー『ペルシア人の手紙』
（初版、1721
年）の議論によって引き起こされたものではある
が、農耕を既に行ないつつ商業と工業が新たな展
開を見せる段階について、社会構造として、また
文明評価の観点から検討を行なうものでもあった。
いわば歴史的時間軸のうえで切り出された古典
古代と近代とのあいだの優劣を比較する議論と並
んで、同時併存する諸国のあいだ、あるいは諸社
会状態のあいだの歴史的到達段階の違いをめぐっ
ての比較もなされた。その典型的な事例は、帝国
の盛衰をめぐってである。強国の間の勢力均衡は
ヨーロッパにおいて近代を通じた焦点であったの
だが、このもとで、ある帝国が盛衰いずれの傾向
にあるのかにも、強い関心が寄せられた。ヴォル
テールが『哲学書簡』（1734 年）において絶対王
政フランスの状況を批判する裏返しとしてイング
ランドを賛美したように、自由な気質がいきわ
たっているかどうかはある国の治世のよしあしと
その命運にとって極めて重要だと考える思想家も
少 な か ら ず い た。 そ し て、 モ ン テ ス キ ュ ー の
『ローマ人盛衰原因論』（1734 年）やエドワード・
ギボンの『ローマ帝国衰亡史』
（第 1 巻、1776 年）
に見られるように、ローマに素材を求めつつ帝国
の盛衰の原因を探究するというテーマは 18 世紀
知識人のあいだで関心を惹く対象であった。ちな
みに、「帝国の」ではなく「諸国民（nations）の」
という設定のもとではあるが、文明化の行きつく
先の「諸国民の衰退」 や「腐敗」の危険性をめ
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ぐって考察をめぐらすアダム・ファーガスン『市
民社会史』（1767 年）の第 5 部、第 6 部や、発展
的社会、静止的社会、衰退的社会の分類のもとで
類型的な考察を行なうアダム・スミス『諸国民の
富の性質と原因に関する探究』（いわゆる『国富
論』、1776 年）の第 1 篇も、この関心と無縁では
ない。この一連の関心はやがて、ともに奇しくも
アメリカ独立の年に刊行されたギボンとスミスの
ふたつの書物のタイトルを巧みに組み合わせた
ウィリアム・プレイフェアの『強力で富裕な国の
衰亡の永続的な原因に関する探究』（1805 年）に
おいて、数量的な指標を図示する手法により諸帝
国の命運を把握しようという試みとしても表出す
ることとなる。
さらに、社会の盛衰や社会的状況のよしあし
は、富裕と貧困をめぐる問題と分かち難く結びつ
いたものとして論じられた。イングランドでは賃
金水準についての法や監督による規制や調整は遅
くとも 14 世紀には行なわれ、また 16 世紀までに
は、困窮者に対しての救済は近隣コミュニティー
の間での慈善によってカバーしきれるものではな
いという認識が広まっていた。こうしてイングラ
ンドでは、教区を単位として集められる救貧税を
もとにして困窮者を救済する救貧法が、17 世紀
初頭までの段階で徐々に整っていった。これを典
型的に体現したのが 1601 年のいわゆるエリザベ
ス救貧法であるが、しかし、その制定後 100 年を
経た 18 世紀ともなると、その機能には問題点が
多いと指摘されるようになった。第 1 に、教区を
単位とする制度の難しさをめぐって。救貧法は教
区ごとに救貧税を集める制度であることから、公
的な扶助の水準に地域的な格差が生じ、より好条
件の扶助をめあてに貧民が渡り歩く可能性が生じ
た。 そ こ で こ れ を 防 ぐ た め 1662 年 の 定 住 法 に
よって、救貧を受ける教区を出生地・洗礼の場所
に限定するように定められた。しかし 18 世紀に
なると、この定住法は怠惰な貧民ばかりでなく勤
労する貧民の移動をも制限するため、賃金水準の
違いを誘因として労働者が移動する自由を妨げ、
結果的には市場メカニズムを通じた人的資源の適
正配置が阻害されてしまう、という趣旨の認識が
徐々に広まった。この議論の持ち主として、ダニ
エル・デフォー、ケイムズ卿（ヘンリー・ヒュー
ム）、アダム・スミスらを挙げることができる。

第 2 に、貧民たちの勤労意欲への影響をめぐっ
て。たとえば文筆家として知られるダニエル・デ
フォーは『施しは慈善ならず』（1704 年）という
パンフレットにおいて、また、オランダ出身でロ
ンドンの開業医マンデヴィルは風刺詩「ぶんぶん
唸る蜂の巣」
（1705 年）と、それを拡充し「私悪
は公益」の副題で知られる『蜂の寓話』
（1714 年）
において、救貧法への批判的な見方を提示した。
しかし両者は、経済構造に関する理解において対
照的である。デフォーが上記のパンフレットで
直接の批判対象に据えたのは、各教区にワークハ
ウスを設立して仕事に耐えうる貧民を収容し、毛
織物製造などの生産活動に従事させようという案
に対してであった。デフォーによると、仮にワー
クハウスでの事業が展開すると、収容された貧民
は安い賃金で働くので製品の価格が下がり、高い
賃金で熟練工を雇う在来の毛織物産業が苦境に陥
る。 そして結果的には、熟練とは程遠い貧民に
よって粗悪な製品が作られ、高品質で知られたイ
ングランドの毛織物の国際的評価が下がってしま
うので得策ではない、とされた。この認識のベー
スには、貧民に労働を強制するべきではなく自身
の労働によって自活するように促すべきだとい
う見方と並んで、国民経済全体としてみれば、雇
用機会の増大に伴って賃金水準が上がると消費の
拡大を介して一層の産業の進展が生じるとの、の
ちの『イギリス経済の構図』
（1728 年）に連なる
「高賃金の経済」の発想があった。1）これとは対照
的にマンデヴィルは、貧民に高い賃金を払うと短
い時間の仕事によって所定の生活を維持できるこ
とになるので、産業の拡大や生産性の増大には役
立たないとして、「低賃金の経済」の立場であっ
た。つまりマンデヴィルは、貧困な人々を救貧制
度によって雇用するプランは、怠惰に過ごして貧
困を装うことによって庇護を受ける可能性を期待
させ、却って勤労貧民たちの労働意欲を損なうと
見ていた。さらに第 3 に、ワークハウスの機能不
全をめぐって。 救貧法のもとにおいては、 障碍
（障がい）などの事由で就労しえない人々ととく
に身体的などの支障はないながらも就労の意欲を
持たない人々とを区別し、後者に関してはワーク
ハウスに収容して仕事の習慣を身につけるように
と設計された。しかし、エリザベス救貧法から
100 年を経た 18 世紀においては、この仕組みがう

まく機能しないことが深刻な問題となっていた。
救済の対象となる人々はいわば自活する資質が欠
けていると烙印を押されたようなものであって自
らを律するような気概を持ちうるはずがなく、2）
また、貧困という境遇に留まっていれば雨露を凌
ぎ空腹を癒すことができてしまい自立に繋がらな
いなど、当初期待されたその効果は危ういものと
見なされた。こうして、各教区では救貧税という
コストがかかっている割に救貧行政の効果が現わ
れないという状況認識が広まるもとで、デフォー
やマンデヴィルなど救貧法そのものに否定的な評
価を加える議論と並んで、ナッチビル、ギルバー
トらの名前を冠して呼ばれる改革プランのよう
に、救貧法および救貧制度を改訂する試みが出
された。そして 18 世紀末には、貧民（貧困者 the
poor）の境遇や原因をめぐるフレデリック・モー
トン・イーデンによる包括的な考察や、救貧改革
のためにパノプティコンと呼ばれる施設を活用す
るジェレミー・ベンサムの構想なども登場した。
このように 18 世紀においては、古代と近代と
の対比や歴史的変化の傾向をめぐる観点から人口
と文明との関わりや帝国の命運が論じられ、ある
いは、救貧法の是非にも関わりながら富裕増進の
効果や貧困打開の方策が検討された。ここで特徴
的なのは、人口動向と社会の構造的変化を捉え、
富裕−貧困の問題との関わりを探るに当たって、
文明史論、政治算術、および自然法則という顕著
な 3 つのスタイルが存在することである。
小論では以上を勘案して、次の諸点を取り上げ
る。 ロ バ ー ト・ ウ ォ ー レ ス と デ イ ヴ ィ ッ ド・
ヒュームとの論争と並んで、スコットランド 4 段
階論の系譜においてもケイムズ卿（ヘンリー・
ヒューム）に見られるように、それぞれの段階に
おける人口構造に注意が払われた（ 2 節）
。ウィ
リアム・ぺティ以来の政治算術は、18 世紀後半
にはリチャード・プライスによって平均寿命や人
口動向を割り出すために活用された。17 世紀末
以来のイングランドの人口減少傾向を描くその議
論に対しては、アーサー・ヤングやジョン・ハウ
レットらによって人口増加傾向をはじき出す反論
が展開した（ 3 節）。アダム・スミスが『国富論』
において富裕増進をもたらす自然的自由の体系を
提示して程なく、「商業社会」のもとでの貧困に
焦点を当てる議論が登場した。文明史論を活用す
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るジョン・マクファーランは第 4 段階において富
裕の対極に貧困が滞留しがちであると論じ、ジョ
ゼフ・タウンゼンドは人口動向を自然法則として
示した（ 4 節）。なお、18 世紀終盤になると政治
算術の変種が現われた。たとえば、一種の家計調
査により貧民の境遇を捉えるデイヴィッド・デイ
ヴィス、貧民の実態を捉える作業と救貧法の歴史
をたどる作業を結びつけたイーデン、政治算術を
応用し銅版印刷の図示を活用して各国の状況を比
較するウィリアム・プレイフェアによる試みなど
である（補論）。こうして小論の主題は人口論史
そのものにではなく、人口動態およびその富裕や
貧困との関わりをめぐって、文明史論や政治算術
によって繰り出されるアプローチが 18 世紀にお
いて交錯した状況を類型的に捉えることに置かれ
る。3）
2

文明史論および政治算術における人口動態問
題の浮上
（1）社会構造をめぐる古代−近代比較：ウォーレ
スとヒューム
18 世紀ブリテンにおける人口論争として知ら
れるものに、古代と近代とのあいだの人口の多寡
を争ったウォーレスとヒュームとのそれがある。
これは直接には、古代に比しての著しい人口減少
を描くモンテスキュー『ペルシア人の手紙』（初
版、1721 年） の記述 4） によって引き起こされた
議論の一翼を担うものではあるが、より広くは、
英語圏でいえばアイルランドの文筆家ジョナサ
ン・スウィフトの『書物合戦』
（1704 年）におい
て典型的に見られるような、古代と近代との優劣
比較という 17 世紀後半フランスに端を発した論
争テーマの一部をなすものであった。17 世紀後
半フランスでは文芸を主題に古代と近代の優劣が
論じられたのに対して、1690 年代のイングラン
ドにおいてはベーコン『学問の発達』
（1605 年）
など以来の近代の学問観、方法観の是非を主題と
してウィリアム・テンプルとウィリアム・ウォッ
トンとのあいだで争われ、イングリッシュ−アイ
リッシュ出自のスウィフトは古代派のテンプルの
ラインにあった。5）このような文芸や学問観をめ
ぐって争われた古代・近代優劣比較というテーマ
は、ウォーレスとヒュームに至って、人口の多寡
を主題としつつ社会構造のあり方をめぐっての比
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較となった。
エディンバラを中心に活躍した聖職者ロバー
ト・ ウ ォ ー レ ス（Robert Wallace, 1697-1771） は
1745 年 の ジ ャ コ バ イ ト の 乱 に 先 立 つ 時 点 で エ
ディンバラの哲学協会において、古代のほうが人
口ははるかに多かったと主張する議論を開陳し
た。6）この時期に書かれたと思われる「草稿」に
おいてウォーレスは、さまざまな歴史的叙述を手
掛かりに古代に比して近代の人口が減少したと推
定し、さらにその原因について次のように論じ
る。7）
――人口減少には「自然的な（natural）原因」
と「道徳的な（moral）原因」がある。気象
的条件の変化など動植物の世代継承に影響を
及ぼす自然的原因の作用は特定の時と場所
に留まるので、人口減少の広範な原因として
は以下の道徳的なものに絞ることができる。
（1）ムハマドの教えによる一夫多妻制（婦人
の懐胎の頻度を低めるとともに、多くの男を
独身のままに留める）
、ローマ・カトリック
の国々の状況（独身を守るべき多くの司祭の
存在、婦人は結婚するよりも独身を通すほう
が高潔だという通念）
、常備軍の拡大（家庭
を持たない場合が多い）など、中世以来、結
婚事情の変化により人口が減少する要因が増
えた。
（2）古代には貧困に陥ると奴隷となる
ことも多かったが、奴隷所有者は資産として
の奴隷が家庭を持って子供を育てることを歓
迎した。これに対して近代のヨーロッパでは
貧民は結婚に至らないことが多く、子供を得
ても育てる余力がない。
（3）近代には長子相
続制が広まったために長子以外の息子が家庭
を持つことがなく、人口に抑圧的に働く。ま
た、家庭を持つことが尊重され尊敬された古
代とは異なり、近代ではその種の尊重を受け
ることはなく、さらに奢侈が広まってそれに
相応した生活を維持するために結婚を踏みと
どまることが多くなった。（4）ローマ帝国の
登場以前の古代には小規模の統治政体が多く
存在し、都市の近くに領地を持っていたので
土地がよく耕作されていた。国家の規模が大
きくなった近代では、都市近郊は耕作され
るものの周辺部はあまり耕作されていない。
（5）農業は交易の基礎ではあるが、近代にお

いては交易があまりにも重視され、農業が疎
かになっている。
このように「草稿」は、概して近代に顕著な事
象を踏まえつつ、古代と近代それぞれの人口規模
を規定する諸条件を対比する議論である。人口減
少の「道徳的な原因」をめぐる検討のうち、ムハ
マドの教えのもとでの一夫多妻制、独身を守るべ
きカトリックの司祭や修道院の存在、および長子相
続制の影響によって近代の人口が少なく、また古
代には奴隷制のもとで人口が増大したなど（1）
−
（3）の議論は、モンテスキューが『ペルシア人の
手紙』において既に示したものであった。8）むろ
んウォーレスはモンテスキューの単なる受け売り
ではなく、（4）や（5）の論点はモンテスキュー
にはない。とくに（5）の農業と交易（商工業）
との関連をいかに理解するかという点は近代の特
質の把握にも関わるものであり、あとで見るよう
にウォーレスとヒュームとのあいだで見解の相違
が顕著にみられることとなった。
ウォーレスは『古代と近代における人口につい
て』
（1753 年）9） においては「草稿」とは逆の順
序で、まずは古代に比しての近代の人口減少の原
因を検討し、つぎに歴史的な記録に基づいて古代
の人口を割り出すという手順で議論を進めた。こ
のうちの原因の検討は「草稿」に比してロジカル
で、人口を規定する構造的な要因を検討するスタ
イルとなっている。なかでも特徴的なのは、のち
のマルサスによる幾何級数的な人口増加傾向の議
論と同様に、一組のカップルから世代ごとに倍
増する人口モデルが提示されていることである。
ウォーレスは 1 組のカップルから男女それぞれ 3
人で都合 6 人の子供が生まれ、そのうち男女 1 人
ずつは早世し、残りの 4 人が成人して次の世代の
カップルとなり、以降同様に 33 ⅓ 年を一世代の
期間として繰り返すという条件を設定する。寿
命を勘案してそれぞれの時点で複数世代が生存
するという計算のもとで、最初のカップルから
10 世代目の 333 年後には人口は 3, 072 人、15 世
代目の 500 年後には 98, 304 人となり、そして 30
世代目の 1, 000 年後には 32 億人に達する、など
（Numbers , pp.3-8）。
現実にはそれほどに多くの人口が存在するわ
けではないことから、人口増加傾向を妨げる要因
が存在するはずだとして、これらを「自然的な

（physical）原因」と「道徳的な原因」に大別する
（Numbers , p.12）。社会的もしくは歴史的な要因を
「道徳的な原因」と呼ぶのは、「自然的な原因」と
は異なり「人類の情念や悪徳から引き起こされ
る」（p.13）ものだからである。10） 自然的な原因
に関しては人びとの技術やインダストリー、およ
び法や制度によってかなりの程度軽減もしくは回
避できるという理由で（p.12）
、道徳的な原因に
絞って検討が進められる。その内容面において、
事実上は 4 段階論に通じるような歴史段階を比較
する説明が加えられている点など、「草稿」段階
に比しての特徴がみられる。
――（1）狩猟や漁撈などに依拠する粗野で
野蛮な段階の人口は極めて限られている。
対照的に農業技術に優れ商業によって文
明化した段階では、「他の条件が等しけれ
ば」食糧の量に応じて多くの人口が存在す
。
（2）人口の多寡は気候
る（Numbers , p.15）
や土壌に依存するとともに（p.16）、（3）土
地の分割に関する制度にも依存する。土地が
小さな規模で均等に配分されていた古代にお
いては、各自が自らの家族を養いうる程度の
食糧を生産できるにすぎず他者と取引する余
地はほとんどないが、人口は多く存在する。
土地が不均等に保有されるようになると、耕
作の技芸が奨励される限りは農業に従事しな
い人々を扶養しうるのだが、この奨励が効き
目を発揮しないならば耕作されない土地が生
じ、 人 口 は 少 な く な る（pp.17-19）
。
（4） 各
国の人口はおおむね結婚の数とその多産性に
依存するものである。堕落し、奢侈や優美さ
が広まった国では堕落が結婚を妨げることが
多く、奢侈や優美さを求める人びとは家族を
維持することにさほど貢献しないものなの
で、 人 口 は 比 較 的 少 な く な る（p.19）
。（5）
人類は食糧によって生命を維持されるので、
農業や漁撈などに従事する人びとが多くなる
ほど、また地上のより広くの面積が耕作され
るほど、 人口が多くなる。逆に、 奢侈が広
まった国や、堕落や放蕩にまみれるほどに大
きくなりすぎた諸都市は、人口に破壊的な影
響を及ぼす（pp.19-22）。
（6）欲求される財貨
が少なければ生活は安上がりであり、家族の
維持も容易となって人口が多くなる。逆に、
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生活の質素さが失われるほど、生活が高くつ
くようになって、結婚や家族の維持も容易で
はなくなり、人口は減る。とくに生活の優雅
さが求められる場合、さまざまな製品が必要
とされて職人が増える反面で農民が減るので
食糧生産は一段と手薄となり、活用されない
土地も増える（pp.23-25）。
ここに示されているように、「草稿」段階の議
論の多くが実質的には踏襲されつつも、
「草稿」
が歴史的記録によって確認される事実から一種の
帰納的な手順を踏まえて整理した考察であるのに
対して、『古代と近代における人口について』の
議論は定義のような形で、推測的歴史ともいえる
手法で提示されている。11）そのなかで中心をなす
のは、狩猟・漁撈段階と農耕段階とを区別して後
者でこそ人口が増えるという段階論的な認識、奢
侈と堕落とが結びついた生活様式のもとでは結婚
や家族の養育が遠ざけられて人口が減少するとの
ある種の文明批判、および、奢侈が広まる段階で
は農業から商工業への人口のシフトが起きること
によって耕作の行き届かない土地が増えて人口が
制約されるとの、素朴ながら産業構造に関する把
握である。ウォーレスが段階論的な表現を取り入
れるに当たっては、あとで見るような 1747 年刊
のケイムズの『ブリテンの古事』に倣ったのかも
しれない。12）
デ イ ヴ ィ ッ ド・ ヒ ュ ー ム（David Hume, 17111776）は『政治論集』
（1752 年）のなかで、自由
と富裕との複合的な視点から近代のメリットを描
き出した。まず、「奢侈について」などにおいて、
人間の欲求と知識と活動（インダストリー）を軸
とした累積的進展という構造を示した。13） また、
「古代の諸国民における人口の稠密さ」において
は古代と近代とを対比し、事実上はウォーレス
の議論を批判した。14）かなり長大なこの論説のう
ち、ここでウォーレスの議論との対比を念頭に若
干の点を取り出しておくと、
――（1）人口は減少するようなことがあっ
ても、 数世代のうちには増大する傾向があ
る。病気の蔓延のような「特殊に自然的な原
因」は、古代にも近代にもそれぞれの形で現
われうるので、古代・近代いずれの人口が多
いかという決定打にはならない。そこで、古
代・近代それぞれの家政的、政治的な状況を

めぐって「道徳的な原因」に注目する必要
が あ る（Discourses , pp.157-161 / 141-144 ペ ー
ジ）。（2）古代において奴隷所有者は財産と
しての奴隷が家族を持つことを歓迎し、人口
が増加したとの議論がある。しかし、都市で
奴隷の家族を扶養するのは高価につくので地
方で育てられた奴隷を成長後に都市に連れて
きたはずである。これは農村における世代の
継承を著しく損ない、人口を減少させたに違
いない（pp.165-168 / 148-150 ページ）
。（3）古
代の戦争は熾烈で、平時の党派争いも殺戮を
伴いがちであった。また、交易と産業が繁栄
をもたらす点で古代よりも近代のほうがはる
か に 優 れ て い る（pp.188, 191, 205 / 168, 171,
182 ページ）
。
このようにヒュームの議論は、イスラム教の一
夫多妻制やカトリックの修道院などの影響により
近代においてこそ人口が減少したとするモンテス
キューやウォーレスとは異なる点に着目して進め
られた。とりわけ、都市と地方とのあいだの人口
移動や産業構造を基軸に分析の焦点を据えた点
で、文化的宗教的な視角をも抱くウォーレスとは
対照的にヒュームは社会構造的な視角の持ち主で
あった。15）
（2）文明史論と人口：ケイムズ『人類史の描写』
ヘンリー・ヒューム、のちのケイムズ卿（Henry
Home, Lord Kames, 1696-1782）は 1740 年代半ば、
ジャコバイトの乱の最後となるべき争乱の緊張が
高まるなかで、スコットランド法の起源をマルコ
ムⅡ世（1034 年没）の治世に求める通説に対し
マルコムⅢ世（1093 年没）の時期に求める議論
を組み立てた。『ブリテンの古事』と題するその
著作は、その第 1 論説に示されるように、スコッ
トランドの封建的慣習の起源はノルマン・コンク
ウェスト（1066 年）以降なのでイングランドの
それと共通の基盤を持つと論じることによって、
イングランドとの合邦（1707 年）を帳消しにし
てスコットランド古来の独立性を復活しようとす
る気運を鎮めることを図ったものであった。16）文
明史論の観点から注目に値するのは、この『ブリ
テンの古事』付論において、示唆的な形に止まる
とはいえ文明史の手法を用いて統治の根拠を提示
している点である。
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――仮に偶然によって始まったにせよどんな
社会も統治なしでは成り立たず、統治の目的
は社会がよき状態にあること（well-being of
society）にある。たしかに統治の形態は必然
的に決まる事柄ではなく、偶然と選択の結果
にすぎない。しかし、統治それ自体は必要が
生み出したさまざまな技芸のひとつである。
それというのも、採集・狩猟段階では人々は
孤立・分散していて社会機構を整える必要
がなかったのに対して、 農業段階に至って、
人々は相互扶助を必要とする反面で社会的交
通の範囲の広がりとともに紛争が起きがち
で、その調停のために裁定者が必要となった
からである。17）
こうして『ブリテンの古事』で段階的把握を
示唆したケイムズは、『法についての歴史的考察』
（1758 年）ではより明確に、狩猟や漁撈、牧畜、
農業の 3 段階の枠組みを提示した。まず、第 1 論
稿「刑法について」の末尾近くで、社会を安全に
成り立たせるためには犯罪防止が肝要だとして刑
法に着目し、第 3 段階でこそ刑法の必要性が高ま
るとする。第 3 論稿「所有権の歴史」では、狩猟
採集段階に比して動産としての家畜が重要なも
のとなる牧畜段階において所有の必要性が高ま
り、さらに耕作地としての土地が重要になる農業
段階においては不動産所有が必要となる、と論じ
る。18）このように統治や刑法、所有権の必要性を
論じるに際して 3 段階論が活用されたのだが、次
に『人類史の描写』
（1774 年）19） では、各段階に
おける食糧調達のキャパシティーと人口増加との
関連に立ち入った議論が展開されるとともに、農
業段階とそれに続く段階とを区別することによっ
て、 4 段階論の形をとるに至った。20）これら諸段
階に関するケイムズの説明を整理すると――
《第 1 段階》温暖な気候のもとでは、狩猟や
漁撈、採集によって食糧が容易に手に入るの
で人口が促進される。ところが「食糧の消費
は人口とともに増加するので、動物は徐々
に稀少なものとなる」
。人口増加の結果食糧
不足に行き着くと、
「食糧にピンチを感じた
人間はその必要を満たすための他の手段を
試み」、次の段階への移行の契機が生じるこ
とになる。そこで「人々は牧畜を導入した」
（Sketches , vol.Ⅰ, pp.44-46）。

《第 2 段階》怠惰な人は共同の蓄えを消費し
てしまうので「どの家族も自らを養育すべ
きだ」という考えが生まれ、自らの勤労に
頼る「貯蔵原理」
（hoarding-principle）が受け
入れられる（p.46）。牧畜によって食糧が得
られる反面、狩や魚釣りはもはや食糧獲得の
ための必要な事柄ではなく単に楽しみごとに
なる。牧畜段階においても食糧の増産に伴っ
て人口が増え、時の経過とともに牧畜のため
の土地を拡張しようと試みて近隣の部族との
間で争いが生じ、あるいは占有されていない
土地に移住する。食糧を確保しなければなら
ないとの「必要は発明の母」であり、農業が
促される（p.47）。
《第 3 段階》土地は共同で保有されており種
子もまた同様であるので、さしあたり生産物
は共同に貯蔵される。だが、
「引き続いて国
民のあいだで土地が分割されると、それぞれ
の人にとってはその技術と労働に応じた生産
物が保証されることになるので勤労が大いに
刺激され、食糧はいっそう増加する」
（p.47）。
農業は人を固定的な場所に住まわせることに
なるとともに、他者を侵略する野心は不要な
ものとなる。つまり農業は、食糧を豊富に供
給するとともに、勤労の果実を空腹や強欲な
侵略者から守るという意味で偉大な恩恵なの
である。さらに、とりわけ空腹は圧倒的なも
のであって、人を怠惰や怠慢に打ち勝つよう
に促し、製造業や商業や他のさまざまな技芸
をもたらす（pp.47-48, 50）
。こうして次の段
階《第 4 段階》に移行する。
この一連のケイムズの議論にはいくつかの特徴
がある。まず、各段階ごとに食糧調達の余地の程
度によって人口規模が制約されるが、とくに食糧
欠乏の危機感こそが人々の意欲と工夫を駆り立て
るとして、ある段階から次の段階へと移行を促す
ダイナミズムが描かれている。また、第 2 段階か
ら第 3 段階への移行を説明する議論は『法につい
ての歴史的考察』 第 3 論稿のそれと同様であっ
て、農業を取り入れるにあたって所有を支える法
の導入とともに安定が得られたとする。「人口が
急速に増加し、そして農業と商業は罰則規定なし
には繁栄できないので統治が必要な技芸（art）と
なった」
、と（pp.47-48）。
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狩猟・漁撈段階、牧畜段階、農業段階それぞ
れにおいては人口が増加し、さらに人口増加によ
り食糧が不足することが次の段階へと移行する契
機となると描いたケイムズは、第 4 段階について
は独自のメカニズムにあると論じる。つまり製造
業、商業および他の技芸からなる段階において人
口はそれまでと同じように増えるわけではないと
いうのだが、以下のように、その理由に関してま
ず、人口を増減させる経済的な諸要因に着目して
考え、さらに、奢侈との関係で人口減少がいかに
引き起こされるかを論じている。
第 1 にケイムズは、輸出奨励金をはじめ貿易政
策などとの関わりで人口増減を説明する。
――穀物輸出への奨励金は、多くの人手を必
要とする農業を後押しすることにより多く
の人々の生活を支え、さらに奨励金が国内の
穀物の価格を引き下げるから人口を増加させ
る。逆に家畜の輸出に対する奨励金は、牧草
地がさほど人手を必要としないので比較的少
数の人々の生活を支えるのにすぎないばかり
ではなく、輸出が国内における家畜の価格を
引き上げて肉類の価格高騰を招くので、人口
への障害となる（p.56）。また、
「絹織物ほど
人口に寄与する製造業はほかにない。それは
羊毛産業と並んで多くの人手を雇用し、し
かも、耕作地や牧草地からいかなる土地をも
取り上げることがない」（Sketches , 2nd edition,
1778, vol.Ⅰ, p.108）。21）
このようにケイムズは、当時の産業や貿易の実
態を念頭に置き、また、価格を通じた産業構造の
変化を論理的に整理して人口増減の要因を示した。
第 2 に、ケイムズがより重視するのは奢侈の効
果についてである。
―― 繁 栄 と 富 裕 に よ っ て 人 々 が 快 楽
（voluptuousness）に陥った大国においては、
人口が減ってしまうとの不平不満がしばしば
語られる。これに対する打開策として、独身
は不名誉なことと見なされて結婚が奨励さ
れ、多産に対して報奨金を出すことなどが提
案されている。しかしこれらは、人口減少の
原因を見誤っていて無駄なものである。なぜ
ならば「奢侈こそが食糧が生産的な場に辿り
着かないように妨害するだけではなく、出生
力を弱めるものであって、人口に対しての

致命的な敵である」からである（Sketches , 1st
edition, 1774, vol.Ⅰ, p.58）。
このようにケイムズは、結婚についての文化的
な態度を方向づけようとしても効果がなく、有効
なのは農業を奨励し、奢侈を抑制するという産業
構造面での方策であると論じた。
第 3 に、ケイムズは「貧民に関する公共的な政
策」の章において救貧法の弊害を論じる。
――たしかにオランダやフランスに比べてイ
ングランドは貧民救済の長い歴史を持ってい
る。だが、教区ごとに救貧税を集め、教区単
位で貧民の扶養を負担するために、それぞれ
の教区は救済対象者を追い出そうとし、却っ
て困窮者に対して厳しい状況が生まれる。ま
た、スコットランドにおいて労働貧民の賃金
水準が標準化しているのとは対照的にイング
ランドでは教区によってまちまちであるが、
その原因は救貧法にある。
「欠乏に対する恐
怖（fear of want）」こそが勤勉への原動力であ
り、子供たちにたとえわずかでも食料を与え
たいなどの願望によってこそ、勤労貧民たち
が「節倹で勤勉」
（frugal and industrious）にな
st
。
る（Sketches , 1 edition, 1774, vol. Ⅱ, pp.40-41）
このようにケイムズは 1774 年の『人類史の描
写』においてすでに、「希望と恐怖とは勤労への
ばねである」とのタウンゼンドに通じる表現と、
「節倹にして勤勉」というスミス『国富論』に通
じる表現との双方を、それぞれの公刊に先行して
用い、救貧法を批判した。22）
以上のようにケイムズは、食糧調達の可能性と
人々の居住のあり方とを結びつけつつ、扶養し得
る人口の度合いとの間での螺旋的な発展構造を 4
段階論として描き出した。ウォーレスとヒューム
との論争になぞらえていえば、ケイムズは第 4 段
階に関して奢侈が人口に対して抑制的に働く仕掛
けを明らかにした点で特徴的であり、奢侈の蔓延
に近代の人口減少の一因を求めるウォーレスとこ
の限りでは似通った面がある。ただし、のちのゴ
ドウィンらに通じる文明批判の響きを多少なりと
含み、それゆえユートピア論をも構えるウォーレ
スとは異なって、ケイムズにはそのような傾向は
見られない。ケイムズは第 1 段階から第 4 段階に
たどり着く時点までは人口増加傾向にあるとする
点で、古代と近代との比較のもとで近代の側の人
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口増大を描くヒュームと類似しており、スコット
ランド啓蒙のなかで文明史論ないし 4 段階論を彩
る本流に位置していた。23）
3

名 誉 革 命 以 降 の 人 口 動 態 と 政 治 算 術： リ
チャード・プライスとジョン・ハウレット
17 世紀のグラントやペティに始まりダヴナン
トに引き継がれる政治算術の系譜は、18 世紀後
半においては人口と財政に焦点を当てたプライス
以降、 人口問題をめぐって盛んな議論を展開し
た。プライス以降の議論においては、古代と近
代のあいだの人口の多寡をめぐるウォーレスと
ヒュームの論争とは異なり、名誉革命後の 1 世紀
弱において人口は増加しているのか減少している
のか、という点が問われた。その背後には、戦費
を中心とした歳出をまかなうために公債依存型と
なっている財政構造のなかで、未亡人や高齢者の
ための年金をいかに設計するのか、という実践的
な課題が控えていた。24）
ウェールズ出身でイングランドの非国教の牧師
リチャード・プライス（Richard Price, 1723-1791）
はアメリカ独立を支持した人物として知られる
が、 そ れ に 先 立 つ 1769 年 以 降、 年 金 制 度、 公
債および平均余命に関わる議論を展開した。25）
ま ず、1769 年 に 主 に ロ ン ド ン を 対 象 に 都 市 の
人口を推定する議論を展開し、平均余命を割り
出す方式を検討した。26）1771 年には生残支払い
（reversionary payments）をめぐって、未亡人や老
齢者への年金計画、生命保険の価値の計算方法な
どを考察する著書を刊行した。27）人口統計が整備
されていない当時の状況のなかで年金制度を立案
するにあたっては、平均寿命および財源の双方に
ついての考察が重要であったわけである。平均寿
命を割り出すためにプライスは、「政治算術」の
手法を用いた。1771 年時点でプライスがこの目
的のためにとりいれたのは、埋葬許可証のデータ
をもとに、世代別の平均余命を推定するという方
式であった。28）
プライスはすでに 1769 年に、ロンドンのデー
タでは人口増加が窺えるが他の地域では人口が衰
退していると論じていた。29）そして 1779 年には、
イングランドおよびウェールズ全体についての人
口減少を割り出した。プライスが『名誉革命から
現在に至るまでのイングランドおよびウェールズ

の人口の進展』において行なったのは、家屋およ
び窓への課税データを活用して人口動態を推計す
るというものである。17 世紀末の名誉革命期に
はイングランドおよびウェールズの家屋数が 130
万強であったが 1777 年の家屋数は 95 万強である
とのデータを根拠に、名誉革命以降、人口が 4 分
の 1 減少し、人口の実数は 500 万弱であると推計
できるという。プライスの推論は、零細な家族の
家族数が減少して小規模の家屋が減少し、多くの
窓を持つ邸宅を建てる余地が生じたといったもの
である。30）
人口減少傾向を描くこのようなプライスの議
論に対しては、まず 1774 年に、アーサー・ヤン
グが『政治算術』において批判した。ヤングはイ
ングランドの実情をさまざまな指標で把握するこ
の試みのなかで、奢侈が人口減少の原因だとする
プライスの主張に対して、奢侈は人口増加をもた
らすという見方を対置した。31） また、1779 年の
プライスの議論に対しては即座に、ウィリアム・
イーデン（オークランド男爵）やウィリアム・
ウェールズらが人口増加の議論を対置したが、な
かでも重要なのがハウレットである。32）
ジョン・ハウレット（John Howlett, 1731-1804）
は 1755 年にオックスフォードを卒業したが、そ
の後 20 年余りの経歴は知られていない。 ハウ
レットの名前が言論界に浮上したのは 1781 年の
著書『イングランドおよびウェールズの人口に
関するプライス博士の論説についての検討』に
よってであり、 その翌年にエセックスのグレー
ト・ドゥンモゥーの教区牧師（vicar）に任じられ
た。33）名誉革命以降の人口減少を主張するプライ
スに対し、ハウレットは政治算術の手法を用いる
際に推計手法を緻密化し、埋葬許可証や洗礼、窓
税などのデータを活用して、人口増加傾向という
プライスとは反対の結論を導き出す。ハウレット
の推計では、当時の人口の実数は 900 万弱であろ
うとされた。34）
ハウレットの議論のスタイルの特徴は、プライ
スの議論に対しての批判的な検討の仕方に現われ
ている。 まず、プライスは 1779 年の議論におい
て、人口減少の原因として、「海軍と陸軍の増加
およびそれを維持するために継続的に必要な人材
の供給、それを支える本体（国）に比べてみると
食いつぶすほどにも大きい首都、わが国が巻き
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込まれてしまった 3 回の長くて破壊的な大陸の戦
争、海外の植民地、とりわけ東西のインドへの移
民、農場の囲い込み、穀物の高価格、そしてとり
わけて、奢侈や公的な租税および債務の増大」を
挙げた（Account , 1779, pp.305-306）。プライスが
このように一つの文のなかで箇条書き的に項目を
挙げているだけの論点に対して、ハウレットはそ
の著作において、プライスによる項目ごとに節を
設けて逐次検討した。つまり、人口動態をもたら
す諸要因を個別に分解し、これらの要因のそれぞ
れが人口増加をもたらし、少なくとも人口減少の
原因とはならないことを、可能な限りのデータの
活用によって帰納的に示すという手法であった。
このように、各要因に分解し、その作用を確かめ
ながら全体の傾向を推論するという点において、
ハウレットはまさに政治算術の手法による社会統
計的な議論を立てていた。
奢侈への評価、そして文明に関する両者の立場
も対照的である。プライスは人口減少の諸要因を
挙げる上記の 1779 年の議論において、租税や公
債の増大と並んで奢侈こそが人口減少のもっとも
大きな要因だと論じた。また、プライスは 1769
年のパンフレットや『生残支払いの観察』の諸版
では、繁栄しつつある国が奢侈に辿り着いた場合
に生じる人口減少について、そのメカニズムを示
すとともに、ある種の文明批判をも展開した。ま
ず 1769 年のパンフレットで、なるほどロンドン
の人口は増加しつつあるが、同時に農村の農業人
口を減らし、生活資料の量を減らすとともに価格
を吊り上げてしまうと論じた。 プライスによれ
ば、適度な大きさの街が洗練、競争心、技芸の場
となって公共的な利点をもたらすのに対して、大
都市にはびこる奢侈、放蕩、衰弱は人口にとって
の最大の敵である。35）また、プライスは『生残支
払いの観察』の第 4 版で「人口」を主題とする追
加を行ない、文明の初期段階までは農業を含む生
産が食糧を供給するので人類は増加し、幸福でも
あるのに対して、文明が進展し大都市が展開する
段階に至ると、奢侈とならんで苦境、貧困などが
はびこる、としてコントラストを描いた。36）これ
に対してハウレットは 1787 年に、奢侈によって
住民が動機づけられ、能動的になるとの論拠でプ
ライスに対して批判的議論を構えた。37）奢侈が人
口減少をもたらすことはないと主張するハウレッ

トではあるが、概して、徳や腐敗をめぐるプライ
スの議論に対しては無頓着であった。
文明史論の反転活用と人口メカニズム：マク
ファーランとタウンゼンド
（1）文明史論の反転活用：ジョン・マクファーラ
ン
ヒュームやスミスが商業社会あるいは発展
的社会のもとでの経済的繁栄を描いたのに対し
て、
『国富論』からさほど時を経ない 1780 年代に
おいて、文明史論を使い変えながら繁栄の陰に潜
む貧困の側面に焦点を当てる議論が登場した。ま
ず、その時点ですでに 15 年にわたってエディン
バラ地域で救貧行政に関わっていたジョン・マ
クファーラン（John Mʼ Farlan）はその著書『貧民
についての探究』
（1782 年）38）において、ファー
ガスンやスミスに似た文明史を活用しつつも、商
業社会についての診断を覆す。つまり、発展的社
会において富裕は社会の最下層の人々にまで行
きわたるというスミスの議論とは対極的に、マ
クファーランは、
「貧困者の大多数は遅れた国、
あるいは野蛮な国においてではなく、もっとも
肥沃でもっとも文明化した国において見出され
る」
（Inquiries , p.10）という。その理由づけとし
て、まず、温和で肥沃な土地における豊富な食糧
供給が人口増加の度合いを高め、やがては増加し
た人口に比して食糧が不足するという事態に陥る
（p.10）。また、奢侈の増大により生産や取引が刺
激され、そのことが却って貧困者を増やす。39）マ
クファーランはこの 2 点を立ち入って示すため
に、つぎのように 4 段階論を活用する。
《第 1 段階》「野蛮な種族においては」人口の
増大を促すものがほとんど何もなく、住民の
数は支配圏の広さに比べて小さい。 人々は
「奢侈の洗練を知らないので、我々がしばし
ば不幸に陥ってしまうような人工的欲求に囚
われることはない」（Inquiries , p.12）。
《第 2 段階》野生の動物を狩猟によって仕留
めるのに比べると牧畜によってヨリ多くの食
糧が得られるので人口が増える。また、
「家
畜への所有権が確立するので支配従属関係
が発生し、当然にもある人々は他の人々よ
り豊かになる」
。ただしこの段階では欲望の
水準はそれほど高いものではなく、主人たち
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4

のそれも他者を隔絶するほどの「絶対的欲求
（absolute want）」 で は な い。 支 配 者 た ち は
「庇護下にある人々のささやかな欲求を満た
す程度には豊かさを持っているので」、これ
らの人々を手厚くもてなして慈愛を注ぐとい
う点において他者に抜きんでることができる
（pp.14-15）。
《第 3 段階》土地財産が分割され所有されて、
「農業に対する刺激が生じる」。耕作技術のお
蔭で生産物が非常に増大し、
「わずかな人々
の労働は多くの人々の生活資料を供給するの
に十分」となり、人口がますます増大する。
また、「卓越した勤労（industry）
、征服、継
承そのほかの原因によって、土地財産はわず
かな人々の手に置かれ、はるかに多くの人々
は大きな財産を持っている人々に依存せざる
を得なくなる。」
（p.15）
《第 4 段階》農業と定住とは商業と製造業に
刺激を与える。
「豊かなところでは人類は生
活必需品によって満足することはなく、快適
さと贅沢、安楽品や奢侈財を熱望する」が、
この安楽品や奢侈財への熱望こそは、さまざ
まな技芸（arts）や科学や製造業を多様にし、
優れた発明や勤勉さを導くという径路で富の
源泉となる（p.17）。
このようにマクファーランはケイムズ以来の 4
段階論を引き継ぎつつ、牧畜段階には支配従属関
係が生じ、農業段階に至ると財産の隔たりによっ
て一段と階層化が進むという。ケイムズやスミス
との対比でもっとも特徴的な点は、マクファーラ
ンが第 4 段階にこそ貧困の拡大を見出したことに
ある。
「人口は単に増大するだけではなく、生存
の手段がいかに供給されるのかという面でしばし
ば貧困の原因になってしまう」とマクファーラン
は述べて、次のような要因をあげる。つまり、
「病
気」
（p.17）
、
「取引や製造業の変動によって勤労
者が貧乏な状態に陥ってしまうこと」
（p.18）
、
「売
買や商業が出くわす不運」
（p.18）
、
「農業や製造
業や取引が高みに上ったうえで停滞や衰退に陥る
こと」
（p.20）などである。また、本人に対して
直接のしかかるものばかりではなく、家族に対し
てのしかかる要因として、軍人の戦死によって取
り残される家族の境遇などもある。こうしてマク
ファーランによると、農耕社会が豊かさに満ちて

いるのに対して、農業と工業が並存する社会（ス
ミスのいう商業社会）においては奢侈の蔓延の対
極に貧困と困窮という問題を抱え込むことになる。
以上から、ケイムズとの対比でマクファーラン
における 4 段階論の活用の特徴を確認できる。第
1 に、「文明史」 の活用の仕方が異なっている。
『ブリテンの古事』によりスコットランドとイン
グランドの国制の共通基盤を歴史的な見通しのも
とで描くことによって「文明史」を定式化したケ
イムズは、『人類史の描写』においてある段階か
ら次の段階への移行の契機に着目し、ダイナミッ
クな歴史的変化を描くスタイルであった。対照的
にマクファーランは『探究』において、それぞれ
の段階ごとに、その内部構造に焦点を当てた検討
を加えている。第 2 に、人口の増える余地が段階
的に拡大するものの第 4 段階では人口減少に転じ
ることに焦点を当てたケイムズとは対照的に、エ
ディンバラ地域で救貧問題に関わったマクファー
ランは、とりわけ、スミスにあっては富裕が社会
の隅々まで行きわたるとされる第 4 段階において
なぜに貧困問題が深刻化するのか、との眼前の問
題にこそ関心を注いだ。第 3 に、奢侈への評価が
異なっている。ケイムズは、奢侈が勤労意欲の対
象を食糧生産から他の部面へと引き移すことに
よって食糧が人口を養う余地を減らすとともに、
人々の関心が奢侈へと向かって出生力が弱まると
の理由に基づいて、奢侈は人口減少の原因である
と論じた。これに対してマクファーランは、製造
業と商業とが奢侈財を扱うことによって産業の変
動パターンが複雑になり、さまざまな貧困の原因
が生じることに注意を払っている。
マクファーランは『貧民についての探究』の
4 年後、エディンバラ王立協会の文芸部会で「製
造業、商業および大きな街が一国の人口と繁栄に
もたらす利点」と題する報告を行なった。40）マク
ファーランの立論は、第 4 段階への進展自体はさ
まざまな便宜と活発さを与える可能性があるのだ
が、『探究』でみたように細心の注意でもって調
整をしなければならない、というものである。こ
の点から窺えるように、マクファーランはルソー
によって思い浮かべられるような近代の告発者で
もないし、ワーズワース以降に典型的なロマン主
義の系譜に似た産業文明への批判者でもない。む
しろ、奢侈の蔓延とその対極の貧困問題の深刻化
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を避けるために調整と救貧の充実を図ろうという
実践的な推進者であった。
（2）自由の国制論から人口メカニズム論へ：ジョ
ゼフ・タウンゼンド
イングランドの教区牧師ジョゼフ・タウンゼ
ンド（Joseph Townsend, 1739-1816）は『救貧法に
関する考察』（1786 年）によって、マルサスに先
立って人口をめぐる自然法則を提示した人物とし
て知られている。41） タウンゼンドはそれ以前に、
『治者と被治者との幸福に結び付いた専制的お
よび自由な統治に関しての自由な諸思考』
（1781
年）42）のなかで、産業や人口について論じた。そ
こには、
「あらゆる国の強さと繁栄とは、その住
民数に依存している」
（Governments , p.166）との、
その後の救貧法批判の論調とは整合しないかのよ
うに見える議論が登場する。だがそれは、生産を
含む商業活動が活発な自由な社会においてこそ人
口が豊富になることができる、という議論と結び
ついての言明であった。
「いかなる国であってもその住民数は、その
国の統治によって提供される身の上の安全
（personal security）とともに、人とその妻と
が必需品を入手できる容易さの程度に比例し
ている。勤勉である人は誰でも、必需品を手
に入れることだろう。
」（p.166）
この議論をもとに、（1）自由な国制が身の上
の安全を最大化する、
（2）「農業、技芸、製造業、
商業は自由な国制のもとで奨励され、繁栄する」
、
（3）住民の勤労（industry）は必需品を供給する、
（4）したがって「自由な国制のもとにおいて住
民はもっとも多くなる」
、という連関が提示され
る（pp.166-167）。タウンゼンドは対比的に専制的
な統治の事例として、ムーア人の侵攻を受けたス
ペインは「情熱的にして節倹的で勤勉な住民を、
その有益な製造業とともに失ってしまった」し
（pp.176-177）、デンマークでは「安全と自由が欠
如していることが節倹さを傷つけ、浪費の原因と
なっている」と指摘する（p.186）。ここにいうス
ペインのケースは職人たちの国外流出を、またデ
ンマークのケースは勤勉さの喪失を論じたものと
なっている。このように 1781 年のタウンゼンド
は、自由な国制のもとにおいてこそ人々は勤勉で
あり、国の富裕の程度が高くなる、という認識の

持ち主であった。
タウンゼンドは 1786 年の『救貧法論』第 8 節
で、孤島に持ち込まれた山羊とグレイハウント犬
との増加可能性をめぐる例証を用いて、自然的均
衡に辿り着く経路を描き出した。
――孤島に山羊のペアが持ち込まれると、草
を食べて急速に山羊の数が増加するが、ある
時点で草の不足に直面して山羊の増加は限界
に達する。次にグレイハウント犬のペアが
持ち込まれると、山羊を餌食にグレイハウ
ントは増加するが、山羊の減少のなかでグ
レイハウントの増加も限界に達する。山羊は
グレイハウントの餌食になることから逃れ
るべく孤島の崖に下りて草を食むことを覚
え、グレイハウントはそこまでは山羊を追う
勇気はない。山羊にとっての草、グレイハウ
ントにとっての山羊という食糧の限界に直面
したとき、山羊あるいはグレイハウントそ
れぞれのなかで相対的にひ弱なものが生き
残ることができなくなり、 数が調整される。
（Dissertation , pp.37-40）
この例証で、草、山羊、グレイハウント犬の
3 者 間 の 調 整 が 描 き 出 さ れ た。 タ ウ ン ゼ ン ド
は こ こ で、 調 整 の 結 果「 自 然 的 均 衡 」（natural
equilibrium）に達するという表現を用いている。
タウンゼンドは続いて、文明の発展段階ごとに人
間の数の「均衡」があることを論じるが、その検
討に先立って一連の例証の含意をマルサスの人口
法則と対比しておこう。第１に、人口と食糧（自
然）の 2 者間の増加傾向の相違に着目し、自然制
約のもとでもっぱら人間のあいだでの淘汰をめぐ
る「自然法則」を描くマルサスとは異なり、タウ
ンゼンドは植物、草食動物、肉食動物の 3 者間の
相互制約的なバランスを描いた。第 2 に、マルサ
スの場合には人口増加が食糧によって制約される
ことにより結果的にバランスすることが示される
のではあるが、
「均衡」 それ自体を描くことが目
的ではなかった。逆に、人口増加率が食糧増産率
を上回るのだから貧困や飢餓は「自然法則」から
の当然の帰結であることを示すものであった。対
照的にタウンゼンドの場合、食糧制約と努力のな
かで自然に辿り着く均衡点が存在することを示す
ことに、例証の主眼があった。第 3 に、マルサス
は『人口論』初版第 18 章において、苦痛から努
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力へというロックの議論を踏まえて、飢餓という
苦痛が努力を誘うという点に「神の摂理」を見出
した。タウンゼンドは、山羊に挑みかかるグレイ
ハウント、崖を降りる勇気を発揮する山羊それぞ
れのなかに、危険を逃れ、あるいは飢餓を克服す
るという諸主体の能動性を見出しており、のちの
マルサスに連なる面を持っている。
さて、タウンゼンドは草、山羊、グレイハウ
ント犬の 3 者間の自然的均衡という例証を承けて
「人間の数を規制するのは食糧の量である」とい
う命題を引き出し（Dissertation, p40）、文明史的
な比較に入っていく。
《未開状態（savage state）》住民数は少数にと
どまるが、食糧が手に入る限り人口は増える
し、「何びともその活動と強さに応じて、家
族を支え、 友人を助ける力を持つ」
。ただし
「怠け者はあてにならない慈悲に頼らざるを
得ない」（pp.40-41）。
《牧畜段階（breeding cattle）》森林を切り拓い
て動物を飼育するので、野蛮状態に比して食
糧の豊富さが長続きする。そこでは、大半の
活動的な人々は所有権を要求し、他方、怠惰
な人々は飢えるか富者の召使になるかであ
る。ここでも、人口は「自然的限界に辿り着
くまで、つまり食糧の量とバランスするまで
は拡大しうる」（p.41）。
《農業段階》「農業段階に進むと……時の経過
とともに分業が起こり、それもただ単に農
夫たちの間だけではなく、職人（artists）、製
造業者、商人、貨幣所有者や土地所有の紳
士、兵士や文人、およびありとあらゆる彼
らの従者たちが、そのさまざまな商品や働
きを大地の生産物と引き換えるようになる。」
（pp.41-42）
このようにタウンゼンドは食糧調達の可能性
のもとでの人口の増加および制限を軸に説明する
が、それぞれの段階で階層的な分離が生じる可能
性をみていた。なお、第 3 段階は、事実上はケイ
ムズやスミスら 4 段階論における第 3 および第 4
段階に相応するものであった。ここで注目される
のは、タウンゼンドが「肥沃な土地が極めて高い
調子の勤労により耕され尽くしたならば、必然的
に進歩は止まり、食糧増加とともに比例的に人口
が増えることももはやなくなるということは、明

らかではなかろうか」
（p.42）と述べて、耕作の
進展の行き着く先に食糧増産の限界に至り人口が
制限される、と論じた点である。ヒュームやスミ
スは商業社会での富裕の増進が下層に行き渡ると
いう傾向を見出していたし、ケイムズは、奢侈の
もとでの生活態度の変化によって人口減少が生じ
るという文明史的な見方を述べていた。対照的に
タウンゼンドは、食糧供給が限界に達して人々の
「安楽と快適さ」を損ない、これが人口の制約と
なるという点に「自然の成り行き（the course of
nature）
」を見出しており（p.43）、この意味でま
さしく自然法則的な見方をしていたのである。
タウンゼンドはこの段階論的な検討をもとに、
イングランドに財産を平等化させるプログラムが
持ち込まれた場合にも結局は、怠惰な者は自らの
生存条件を危うくし、勤勉で活動的な者が富を蓄
積する、という見通しを示した。これは、所得移
転的な含意を持つ救貧法のような平等主義的な
プログラムは無益だと論じたものとなっている
（pp.44-45）
。
『救貧法論』第 3 節などでタウンゼンドが強調
するのは、食糧を調達できるとの希望と飢餓を避
けたいとの恐れに促されて勤労へと誘われる人間
の姿である。タウンゼンドによれば、エリザベス
法以来の救貧法はこのメカニズムを破壊してしま
うものであって、この難点をいかに回避するのか
が検討課題とされた。タウンゼンドは諸個人の動
機や意欲と関連づけて、救貧という手段の無益さ
と、貧民が能動性を身につける筋道を示した。
――慈愛に基づいた救貧法はたしかに救いの
手を差し伸べるものではあるが、その結果
「飲んだくれや怠け者」が満ち溢れる。逆
に、 救いの手が設けられていない国では、
「勤勉と美徳の楽しげな歌声を聴くことがで
「希望と恐怖とは
きる」
（Dissertation , p.7）。
インダストリーへのバネであって、これらを
強化することはよい政治家の仕事の一つ」で
あ る が、 救 貧 法 は 著 し く こ れ を 損 な う
（p.13）。飢餓に追い込まれた貧困者たちが食
糧にありつくために仕事に向かい、そして仕
事に馴染むならば、一種の「行為の高いラン
クの動機」も身に付く。こうして、
「インダ
ストリーに伴って得られる富裕」と結びつい
た「競争心（emulation）の優れた効果」が芽
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生える（pp.13, 33-34）。
ここに見られるように、マンデヴィルらにあっ
ては富者についていわれた奢侈的、虚栄的な動機
を、貧困者を勤労に仕向ける面でも作用する「競
争心」として扱っている点でタウンゼンドは特徴
的である。のちにタウンゼンドは『救貧法に関す
る諸プランについての諸観察』
（1788 年）を刊行
したが、そこでもこの観点から救貧法改革の諸構
想を評価づけ、勤労への刺激を失わないプランの
みを肯定的に扱った。43）
〔補論〕18 世紀終盤における政治算術の諸変種
1770 年代から 1780 年代前半にかけて、とりわ
けプライスとヤングやハウレットのあいだで人口
増減傾向をめぐって活用された政治算術であった
が、1780 年代後半になると数量的、統計的に社
会的実態を把握しようとの手法はいくつかの変化
を見せる。ここではそのうちの典型的な例をあげ
ておこう。
1787 年までのハウレットは名誉革命以降の人
口衰退を論じるプライスの議論に対して、人口増
加を示すことに力点を置いていた。たとえばプラ
イスは 1783 年の『生残支払いの観察』第 4 版付
録において、エンクロージャーは農業従事者の数
を減らし穀物生産高を減らすので人口衰退を招く
と論じた。これに対してハウレットは、エンク
ロージャーは農業生産性の効率を高めるので人口
衰退を招くことはない、と論じた。44）しかし人口
増減傾向をめぐる論争にエネルギーを注いでいた
ハウレットは、1788 年の『わが国の貧民の増大
や救貧税の増加の原因として普通説明される議論
の不十分さ』以降、救貧問題もしくは貧困の原因
論にその関心を移していく。そこではタウンゼン
ドの『救貧法論』や『諸観察』を批判対象に据え、
貧困の原因は、生活資料の価格上昇に比べて労働
の価格が増大せず、そのため総人口に対する貧民
の比率や貧民を扶養するための支出が増大してし
まったことにあると論じた。さらに 1795 年の食
糧飢饉を経た時点では、ピットの議会演説を批判
的に検討し、救貧法が本来は持つはずのメリット
を示すパンフレットを刊行したほどである。45）
イングランド南部バークシャーの教区牧師
（rector）デイヴィッド・デイヴィス（David Davies,
1742-1819）は 1787 年に教区の 6 家族の家計を調

査し、地域の既存のデータも活用しながら下層の
人々の生活水準を割り出す作業を行なった。その
著書『農業労働者の境遇』は、その序文が 1795
年 3 月 16 日付であることから判るように 1795 年
夏以降の食糧飢饉の深刻化に先立って行なわれた
考察であるが、却って、一時的に留まらない状況
変化のもとでの下層の「苦境」の原因を探究した
ものとなっている。46）デイヴィスは家計調査を通
じて下層の日常的な生活資料を確認し、さらに
14 世紀以来の必需品の中身の変化をも確かめる
という手続きをとった（Cases , pp.5-19, pp.68-70）。
この方式によりたとえば、他国ではそうでないの
にイングランドでは下層の人々が小麦のパンを食
べるのは贅沢だ、という批判に対して、耕作の進
展と改良の結果、もはや日常的なものになってい
ると論じた。これは、奢侈が下層にも広まったか
ら却って苦境に陥るとの議論に対しての反論で
あった（pp.31f.）
。このようにデイヴィスは、調
査を踏まえて実態的な把握を進めたのであった。
政治算術はその初期においてはぺティやダヴナ
ントに代表されるように、租税をはじめ財政問題
を検討するために活用された。このスタイルを 18
世紀終盤にスコットランドで担ったのがジョン・
シンクレアであった。47）またこれと並んで、ウィ
リ ア ム・ プ レ イ フ ェ ア（William Playfair, 17591823）により、図示によって経済的社会的状況を
伝える試みが登場した。エディンバラ出身でパリ
で商業に従事していたプレイフェアは、フランス
絶対王制の基盤が揺らぎ、やがてはブリテン政府
がフランス革命への干渉を進める段階に入るころ
に、ブリテン側の時論的な課題を的確に捉えるた
めの工夫として「線形算術（linear arithmetic）
」を
48）
唱え始める。 貿易の輸出入や財政の公債依存度
などについて、主に折れ線グラフを活用した銅板
印刷の図入りでさまざまなパンフレットを提供
し、たとえば対仏戦争を構えようとのブリテンの
試みは、自国の財政基盤と相手国のそれとの力関
係を見誤った無謀な試みだ、と主張した。さらに
プレイフェアはこの試みを広げ、近代の諸帝国の
盛衰を人口や富、財政などの指標によって示す著
作を出版した。スミス『国富論』への注釈本と同
じ 1805 年に刊行した『強力で富裕な国の衰亡の
永続的な原因に関する探究』がそれであり、ブリ
テン帝国衰退の危機感のもとで書かれたもので
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あった。49）
また 18 世紀末には、貧民の境遇やその原因を
めぐって史的展開や地域的状況を含め包括的に掌
握しようとするフレデリック・モートン・イー
デンの考察や、困窮者（pauper）の境遇や原因に
よって細分化した調査項目を設けて状況に応じた
処方が可能になるようにと模索するとともに、パ
ノプティコンと呼ばれる施設を活用して、これら
の人々が仕事を行なう習慣を培いうるようにと立
案するジェレミー・ベンサムの構想なども登場し
た。50）
このように 18 世紀末段階において、シンクレ
アやプレイフェア、イーデンのような自覚的な政
治算術からの展開のほか、デイヴィスやベンサム
のように統計的な手法をも取り入れて救貧への処
方に役立てようとの試みも登場したのであった。
5

むすび
以上のように、18 世紀のスコットランドおよ
びイングランドにおいて、人口動態や富裕・貧困
をめぐって、文明史論、政治算術、自然法則とい
う 3 通りの見方が重なり合いつつ展開する様相を
概観した。
ロバート・ウォーレスとデイヴィッド・ヒュー
ムは、17 世紀末以来の文芸や学問観をめぐる古
代近代優劣論争を人口の多寡という領域に置き換
えて展開しつつ、都市と農村との関係や農業と商
工業との関わりなど、社会構造のあり方を検討の
俎上に載せた。ジャコバイトの緊張に直面しス
コットランド法のイングランド法との共通基盤を
描く課題に迫られたケイムズ卿は、やがて刑法や
所有権の根拠を示すために段階的な史論を活用す
るという経路を経て、スコットランド啓蒙に典型
的な 4 段階論を提示した。これは食糧調達への努
力とも関わって、人口水準が進展するダイナミ
ズムを併せ考察したものであった。ケイムズや、
「商業社会」における富裕の増進と下層への波及
をポジティヴに描くアダム・スミスはエディンバ
ラのキャノン・ゲートに居住する知識人であった
が、そのキャノン・ゲートの教会を基盤に救貧問
題に関わっていたジョン・マクファーランは、第
4 段階においてこそ貧困累積の問題が生じるとし
て、それへの処方の重要性を強調した。
ぺティやダヴナンドらにより租税や公債を主題

に展開した政治算術は、18 世紀後半になると公
債依存型の財政構造のもとでの年金制度の設計と
いう課題に促されて、人口動態を把握するために
活用されるようになった。人口センサスがいまだ
行なわれていないという状況のもとで、リチャー
ド・プライスが 1760 年代終盤以降、窓税や埋葬
許可書などの指標を用いて名誉革命後 1 世紀近く
のあいだの人口減少傾向を主張し、逆に、ジョ
ン・ハウレットらが同様の手法を用いて人口増加
傾向を主張した。しかし 1780 年代後半以降、こ
の人口動向という主題は貧民の境遇と結びつけて
論じられるようになり、やがて、下層の生活境遇
を把握するための家計調査の手法を提示するデイ
ヴィッド・デイヴィスの試みなどが登場する。ま
た同じ時期に、国力を把握し、帝国の盛衰を数量
的に把握しようとのウィリアム・プレイフェアの
「線形算術」の提示のように、政治算術の変形も
登場した。
ウォーレスは 1753 年の書物で、 1 組のカップル
から人口が累積的に増加する数値モデルを提示し、
しかし実際にはさまざまな制約要因に妨げられて
このモデル通りには人口は増加しない、という議
論を提示した。人口の幾何級数的増加というマ
ルサスの説明に似通ったこの議論は、しかし、お
そらくこのウォーレスの議論とは独自に、ジョゼ
フ・タウンゼンドによって改めて提示される。牧
草、草食、肉食という 3 者間の相互作用のなかで、
ある文明史的発展段階のもとでの種ごとの数の自
然的均衡点の存在を描きだすタウンゼンドの議論
は、なによりも、救貧法のような人為的介入がい
かに均衡をかき乱して弊害をもたらすかを示すも
のであった。自然法則論のタウンゼンドにおいて
も文明史が活用されており、個々の文明段階ごと
に、食糧をとりまく諸条件と人口との間での均衡
の水準があるとともに、食糧を得ようとする努力
が諸主体をいかに能動的にするのかが示された。
思想系譜としてはイングランド側から 17 世紀
後半以降に登場した政治算術や 18 世紀後半の自
然法則論と、スコットランド側から 18 世紀半ば
以降に隆盛を迎える 4 段階論は、部分的には相互
に議論のなかに浸透しつつ、人口と富裕や貧困と
いう具体的な問題局面に関わっていく。そして論
者によっては、人間の内面的な動機のあり方や奢
侈と退廃をめぐる緊張など、文明への診断にも議
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論の射程を及ぼしていった。51）

Chalmers, The Influence of Bible Societies on the Temporal
Necessities of the Poor , Edinburgh, 1814, section 23; Robert

〔後記〕
小論は、名古屋大学附属図書館 2008 年秋季特別展「西洋
近代思想と永井文庫 ― 最大多数の最大幸福を求めて ― 」
を機会としての永井文庫所蔵・18 世紀文献の調査をもとに
用意された。また、関心の一部は、2004 年 3 月の名古屋
近代思想研究会での報告が手掛かりとなっている。2008 年
の調査を可能にして下さった永井義雄先生と名古屋大学附
属図書館研究開発室の斎藤夏来先生、また 2004 年の報告
の機会を下さった安藤隆穂、長尾伸一両先生、そしてマク
ファーランを取り上げることに対してポジティヴなコメン
トと励ましを下さった水田洋先生にお礼を申し上げたい。
なお、18 世紀文献についてはさまざまな手段により、で
きる限り初版本を利用しようと試みた。
参考・引用文献
1 ）Daniel Defoe, Giving Alms no Charity, and employing the
poor a grievance to the nation , London, 1704. 貧 民 救 済
に関するデフォーの議論について、 天川潤次郎『デ
フォー研究 ― 資本主義経済思想の一源流 ― 』未
来 社、1966 年、137 ペ ー ジ 以 下。 ま た、 前 後 の 経 緯
を含めた近年の考察として、生越利昭「勤労の育成
― ロックからハチスンまで」
、田中秀夫編『啓蒙の
エピステーメと経済学の生誕』京都大学学術出版会、
2008 年。なお、生越はデフォーの 1704 年のパンフレッ
トにおける貧民観に関して「低賃金の経済」の認識の
もとにあるとするが（155 ページ）
、国民経済の構造理
解としての「高賃金の経済」というデフォーの認識は
このパンフレット段階で既に用意されている。
2 ）これは Gertrude Himmelfarb, The Idea of Poverty: England

in the early industrial age , London: Faber and Faber, 1984 に
よって知られるように、しばしばスティグマ（stigma）
つまり「恥辱」として取り上げられる問題である。困
窮とスティグマとをめぐる議論が盛んになるのは 1834
年救貧法の見直しが本格化する 19 世紀末に至ってであ
り、エドウィン・キャナンが Economic Review （July,
1895） に 寄 稿 し た The Stigma of Pauperism（Edwin
Cannan, The Economic Outlook , London: T. Fisher Unwin,
1912 に収録）などはその雰囲気を反映している。国家
の救済を受けることは私的な慈善にはない不名誉を意
味するという論調のチャールズ・ブースら慈善組織協
会の議論に対して、キャナンは、国家が老齢者に対し
て一律の年金を設定すればいかなる恥辱も含意するこ
とはないと主張した（Outlook , pp.18-19）。 それ以前に
は、 J. S. ミルが『自由論』
（1859 年）のなかで法による
刑罰と関連づけて「社会的恥辱（social stigma）」の表現
を用いたが（On Liberty, in Collected Works of John Stuart
Mill , vol. 18, University of Toronto Press, 1977, p.241）、既
に 19 世紀初めには散発的ながら、スティグマの用語が
救貧との関わりで用いられる事例も存在した。 Thomas
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Burns, Historical Dissertations on the Law and Practice of
Great Britain, and particularly with regard to the poor on the
modes of charity; and on the means of promoting the improvement of the people , Paisley, 1819, p.265.
3 ）18 世紀の人口論争について広く射程に収めたものとし
て、 D.V. Glass, The population controversy in eighteenthcentury England, part I, the background, Population Studies ,
6 (1), June 1952 など。また、 小林昇『経済学の形成時
代』未来社、1961 年の複数の章は人口論争に関わって
おり、小論の問題関心も少なからず、その議論から引
き出された。なお、やがては『『国富論』体系の成立』
未来社、1973 年において端的に示されるようなステュ
アート体系とスミス体系との対比的把握に展開する小
林の設定とは異なって、小論は、典型的な経済学体系
には収斂することのなかった各論的な著作群のなかで、
人口動態をめぐってさまざまな枠組みを提供した諸論
調の多様性を描くものである。
4 ）Montesquieu, Lettres Persanes , 1721. 初 期 の 版 と し て
たまたま参看しえた 1731 年の A Cologne, Chez Pierre
Marteau 版では第 2 巻所収の第 98 信以下、また 1829 年
版に基づく大岩誠訳『ペルシア人の手紙』岩波文庫、
1950-51 年では下巻所収の第 112 信以下において、古
代に比しての近代の著しい人口衰退が論じられている。
逐次刊行中の全集版 Œuvres complètes de Montesquieu ,
Voltaire Foundation, Oxford では第 1 巻（2004 年刊）に
収録されており、第 108 信以下に当たる。
5）
『書物合戦』をめぐる同時代的な論争状況については、
プロビィンが手頃な資料を提供しつつ概観的な位置づ
けを与えている。 Clive T. Probyn, Jonathan Swift: the contemporary background , Barns & Noble Books, 1979, pp.33f.
『書物合戦』に連なる古代近代論争を学問観の視角から
包括的に位置づけたものとして、 Richard Foster Jones,
Ancients and Moderns: a study of the background of the
Battle of Books (Wasington University Studies , new series,
Lanuage and Literture, no.6), 1936.
6 ）1730 年代からのウォーレスの神学的な議論などについ
て、 永井義雄『自由と調和を求めて ― ベンサム時代
の政治・経済思想 ― 』 ミネルヴァ書房、2000 年、 第
7 章。最近出された『オックスフォード人名辞典』の
特徴づけによると、教会穏健派のウォーレスは、さま
ざまな傾向を含む教会の権威から離れて議論を組み立
てるいわゆるフリー・シンカー、なかでもマンデヴィ
ルに対してとくに批判的であった。 B. Barnett Cochran,
ʻWallace, Robert (1697-1771),ʼ Oxford Dictionary of National
Biography , 2004
7 ）こ こ で の 検 討 は、 エ デ ィ ン バ ラ 大 学 図 書 館 所 蔵 の
ウォーレス文書のうちの「草稿」
（W-1）についての天
羽康夫氏による解読に負っている。 Yasuo Amoh, Robert
Wallace: First Draft of A Dissertation on the Numbers of

Mankind in Ancient and Modern Times, Kochi University
Review （『高知論叢』）, no.82, March 2005. 近代におけ
る人口減少の原因に関する検討は、その後半（pp.128f.）
にある。
ウ ォ ー レ ス の『 古 代 と 近 代 に お け る 人 口 に つ い て 』
（1753 年） には本体（W-2）のほか付録があり（W-3）、
そこではヒューム『政治論集』所収の「古代の諸国民
における人口の稠密さ」（1752 年；H）が批判対象と
な っ て い る。 天 羽 は、 従 来 の 議 論 が こ れ ら 資 料 を
（W-2）→（H）→（W-3）の順で扱ってきたが、ヒュー
ムの論説（H）を見たウォーレスが本体の書き直しを
進めた可能性があり、したがって論説（H）の冒頭に
言及のあるヒュームが閲読しえたウォーレスの原稿は
（W-2）そのものではなく（W-1）からの展開のいずれか
の段階のはずだと推定し、（W-1）→（H）→（W-2）→
（W-3）の順で扱うべきだとする。天羽康夫「ロバート・
ウォーレスとデイヴィド・ヒューム ― スコットラン
ド啓蒙における古代近代論争 ― 」、『高知論叢』 第 73
号、2002 年 3 月。たしかに、ヒュームの論説（H）を受
けてウォーレスが自説を補完ないしは修正して（W-2）
の 形 で 整 え、 さ ら に ヒ ュ ー ム に 対 す る 批 判 的 検 討
（W-3）を書き加えたというのはありそうなことではあ
る。しかし、
（W-1）と（W-2）との内容的な重なり具合
などを勘案すると、ウォーレスの議論に接する以前に
自説は基本的には出来上がっていたというヒュームと
同様に、ウォーレスもまた、ヒュームの論説に接する以
前に内容はおおむね固まっていたとみるべきであろう。
諸資料のクロノロジカルな確定については留保しつつ、
ここでは議論の成熟の順序や影響関係の如何よりも、
古代と近代とのあいだの人口の多寡をめぐり、両者い
うところの「道徳的な原因」つまり社会的な構造とい
う問題についてどのような異なる見方をしていたのか、
その立論のスタイルの違いに引き絞っておきたい。
8 ）前 掲『 ペ ル シ ア 人 の 手 紙 』
、1731 年 版 第 100 - 105 信、
1829 年版による大岩訳第 114 - 119 信。
9 ）Robert Wallace, A Dissertation on the Numbers of Mankind
in Ancient and Modern Times, in which the superior populousness of Antiquity is maintained , Edinburgh, 1753. この
書物についての典拠は以下では Numbers と略記し、自
明の場合にはこの表記をも省略してページのみを記載
する。
10）「 自 然 的 な 原 因」 と い う 表 現 を「 草 稿 」 で の natural
から 1753 年刊行本での physical へと変えるにあたっ
ては、ヒュームの表現の影響を受けたのかもしれない。
ヒュームは『道徳・政治論集』第 3 版（1748 年）に初
出の「国民性について」（Of national character）のなか
で、 physical causes, moral causes を対句のように登場さ
せ た。Essays, Moral and Political, 3rd ed., 1748, Essay 24,
passim. 1752 年に『政治論集』に収録されたヒュー
ムの論説「古代の諸国民における人口の稠密さについ
て 」（Of the populousness of ancient nations） の な か に

は 1 回のみではあるが general physical causes, particular
physical causes および moral causes という表現が登場
する。 David Hume, Political Discourses , Edinburgh, 1752,
pp.157-158. 以下では Discourses と略記し、1752 年版
のページのほか田中敏弘訳『ヒューム政治経済論集』
御茶の水書房、1983 年のページを付記する。なお、モ
ンテスキューはウォーレスやヒュームに先だって『ペ
ルシア人の手紙』のなかで、 前掲、1731 年版の第 99
信、 大 岩 訳 の 第 113 信 の 末 尾 部 分 に お い て す で に、
causes physiques および morales の表現を用いていた。
11）高橋誠一郎の表現を借りれば、 ウォーレスはここで
「より特殊なる研究に進むに先き立ち、先づ、一定の一
般準則を設定」している。『古版西洋経済書解題』慶応
出版社、1943 年、285 ページ。
12）ウォーレス『古代と近代における人口について』に関
して、高橋誠一郎、前掲書、279 ページ以下のほか、
田中敏弘『社会科学者としてのヒューム ― その経済
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思想を中心として ― 』未来社、1971 年、140 ページ以
下や、天羽、前掲、315 ページ以下が整理した。田中
は、とくに近代に関するウォーレスの議論はヒューム
と同様の見解に辿り着きつつも農本主義に縛られてい
るという。だが、 ウォーレスにあっては農業そのもの
を重視するというよりも、奢侈が放蕩、頽廃に繋がる
ことへの批判的眼差しのほうが重要である。天羽は、
狩猟・漁撈に比して近代の人口が増えるという点に着
目して、ウォーレスが「草稿」とは異なり 1753 年の著
作では商業や製造業のメリットを認めたとコメントし
ている（315 ページ）。だが、1753 年のウォーレスは 4
段階論的な表現形式を取り入れ狩猟、漁撈段階と農耕
段階とを区別したのではあるが、狩猟・漁撈段階との
対比で近代の人口を論じたわけではない。 ウォーレス
とヒュームの間で問われたのは、農耕が展開する古代
と近代とのあいだの人口の多寡をめぐってであり、 こ
の点でウォーレスの設定は「草稿」時点のそれを引き
継いでいる。
なお、1753 年の著書ののちウォーレスは 1761 年刊『人
類、自然および神慮についてのさまざまな展望』に
お い て、
「完全な統治」というユートピアのもとで
は人口増加が可能となるが、やがて大地のキャパシ
ティーの限界に直面して食糧不足に陥り、ユートピア
は行き詰ると描く。この点について Robert B. Luehrs,
Population and Utopia in the thought of Robert Wallace,

Eighteenth-Century Studies , 20 (3), Spring 1987. また中
野力「ロバート・ウォーレスの『人口論』「付録」と
『展望』の研究 ― マケンジ書簡と「死と悪徳」草稿
を中心に ― 」、
『マルサス学会年報』 第 17 号、2008
年 3 月は、1764 年の「死は必要であることを示す思
索」と題するウォーレスの草稿を検討した。 中野によ
るとウォーレスは、死と悪徳とが人口の極端な増大に
対しての歯止めとして働くという点に神慮があるとし
て、 破綻に向かって進むユートピアという『展望』の

議論を補った。
13）Discourses の 第 2 論 説 が「 奢 侈 に つ い て 」（of luxury）
であるが、ヒュームはこの論説のタイトルを 1760 年の
論文集からは「技芸の洗練について」
（of refinement of
arts）と変更した。
14）1752 年の当該論説の冒頭への注記（Discourses , p.154n. /
140 ページ）によると、ヒュームはその議論の大半を
書き終えた時点でウォーレスの人口問題に関する原稿
に接したようである。坂本達哉『ヒュームの文明社
会 ― 勤労・知識・自由 ― 』創文社、1995 年、第Ⅱ
部第 3 章によれば、1748 年時点でヒュームは大陸にあ
り、その旅行途上でモンテスキュー『法の精神』に接
し、そのなかから古代人口論への考察を含む『政治論
集』を煮詰めていった。ヒュームは 1729 年から 1741
年にかけてのある時点で古代の人口に関する抜き書き
を行なっており、ウォーレスとのあいだで互いの原稿
を見せ合うのは 1751 年になってからのことだという
（坂本、176-177 ページ）。既にみたようにウォーレスは
「草稿」段階でモンテスキュー『ペルシア人の手紙』の
人口問題に関する考察を多くの点で踏まえており、モ
ンテスキューの議論からも刺激を受けて独自に考察を
進めたヒュームが、結果的にはウォーレスと対極の見
解となった、 というのが 1751 年時点までの経緯であ
ろう。同じエディンバラに基盤を置き、知己もあった
ウォーレスとヒュームではあるが、相互に独自に進め
た考察であった。1752 年および 1753 年にかけて出版さ
れた両者の著作はいずれも、 ほどなくモンテスキュー
の采配によってフランス語に翻訳された。
15）ヒュームの議論については、既に多くの検討がなされ
て い る。 た と え ば Ernest Campbell Mossner, Hume and
the ancient-modern controversy, 1725-1752: a study in
creative scepticism, University of Texas Studies in English ,
vol.28, 1949. 坂本達哉『ヒュームの文明社会』
、第 3 、
第 4 章。坂本は、ここに確認したようなヒュームの特
徴のなかに、
「近代社会の基礎構造を経済学の言葉で原
理的に表現し、擁護しようとした最初の人物」として
の姿を見出している（180 ページ）。
16）この『ブリテンの古事』は、最後となるジャコバイト
の乱の 1745 年に先立つ 1744 年に書かれた。なお、ヘ
ンリー・ヒューム（Henry Home）がケイムズ卿となる
のは 1752 年のことであった。『ブリテンの古事』刊行
の意図とジャコバイト主義との緊張について、 田中秀
夫『スコットランド啓蒙思想史研究 ― 文明社会と国
制 ― 』名古屋大学出版会、1991 年、第 3 章。
17）この議論に沿って、ケイムズは「統治は他の技芸（art）
と同様に、人類によかれと編み出されたものなのだか
ら、 あらゆる社会は物つくりや農業の土台とともにこ
の統治という土台のうえで進歩することができる」とい
う。 Lord Kames, Essays upon Several Subjects concerning

British Antiquities , Edinburgh, 1747, p.196. 『ブリテンの古
事』における文明史論について、佐々木武「
「スコット

ランド啓蒙」における「文明社会」の成立」
、経済学史
学会編『
『国富論』の成立』岩波書店、1976 年。
18）Lord Kames, Historical Law-Tracts , Edinburgh, 1758. ここ
で 言 及 す る の は、 Tract I, History of Criminal Law (esp.
pp.77-79n.) と Tract III, History of Property (esp. pp.139140, 144-149) である。
19）Lord Kames, Sketches of the History of Man , 2 vols.,
Edinburgh, 1774. ここでは原則的に 2 巻本の初版を利用
し、Sketches と略記する。1778 年刊行の第 2 版は 4 巻
本である。
20）ケイムズ『人類史の描写』の人口把握について、田
中秀夫「エコノミストとしてのケイムズ卿 ― ヒュー
ム・タッカー論争とケイムズの経済思想 ― 」『甲南
経済学論集』第 27 巻第 4 号、1987 年 3 月。ケイムズ
の 4 段階論や人口動向論については、スミスを挟ん
で、小論後半で触れるマクファーランに至る議論と
対比して、ヨーロッパ経済思想史学会などで報告し
た。 Yasunori Fukagai, Scottish Approaches to Wealth and
Population in 1770s and 1780s: Lord Kames, Adam Smith
and John Mʼ Farlan, Conference of the European Society for
History of Economic Thought, June 9-12, 2005 at University
of Stirling. ケ イ ム ズ に つ い て 包 括 的 に は William C.
Lehmann, Henry Home, Lord Kames, and the Scottish

Enlightenment: a study in national character and in the
history of ideas , Hague: Martinus Nijhoff, 1971 があり、そ
の 12 章や 16 章で歴史論や経済論が検討されている。
21）この絹織物業に関する論点は『人類史の描写』の初版
にはなく、第 2 版に登場する。
22）タ ウ ン ゼ ン ド と ス ミ ス そ れ ぞ れ の 表 現 は、 Joseph
Townsend, A Dissertation on the Poor Laws , London, 1786,
p.13; Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of
Wealth of Nations , 1776, Glasgow edition, 1976, p.10.
23）ここでスミスについて、 簡単に触れておこう。 スミス
には、 未開−文明と狩猟−牧畜−農耕−商業社会との
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