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経 済 学 研 究 37-4，
北 海 滋 大 学 主 総8.3 

ノぐレ} ト とミノ レ

佐 藤茂行

パレ…トには若いころJ.s.ミノレの『論理学

体系Jに熱中した時期があり，その結果，パレ

ートが虚偽論を中心にして， ミ/レのこの著作か

ら少なからず影響をうけた可能性がある。以

下， これまであまり注居されなかった， このよ

うなミルの影響について考察してみたい。

1 1'¥レートとコント

まず， ミノレの影響をとりあげι前にコントの

影響についてあらかじめ検討しておかなければ

ならなL、。ミルの影饗がコントのそれと鮮され

るおそれがあるからである。

A.コントのパレートにたいする影響につい

ては，パンタレオーエのパレート追悼論文1)の

なかでの示凌がほとんど疑念なく受け入れられ

ていて，いまや常識となっている O しかもパン

タレオーニがバレートともっとも親密な輿係に

あったということも手低ってか，その証言内容

は，ほとんど吟味されずにおわっている。だが，

このパンダレオー るO

ロントの影響にかんして多くの論者2)の基本

的根拠となっているパンタレオーニ

実は具体性に乏しく，コントとパレ…ト

1) M. Pantaleoni， In occasione della mortεdi 
Par号to: refl悲話器ioni，Giornale degli economisti 
e rivista di statistica， Vol. LXV， g邑nnaio-
febbraio， 1924， pp. 1-19. 

2) V. J. Tarascio， Pareto's Methodological 
Atρroach to Economics， Chapel Hil!， 1968， 
p. 31; N. Bobbip， Saggi sulla scienza politica 
in Italia， Bari， 1977， p. 63;松嶋敦葉 f経済か

ら社会へJ(みすず言書房)， 1985私 p.19.

かたの一般的類叡を示駿したものでしかなし、。

たしかに，パンタレオーニ比パレートの学説

を理解するにはコントの f実証哲学講幾』がパ

レートの考えかたに及ぼした影響を潜過するわ

けにはいかないとのべている。しかし，とうし

た影響にかんするパンタレオ…ニの論拠比そ

のいずれをとってみても一般的な示畿の域を出

ていない。すなわち，その論拠の第ーは fパレ

ートの世《のだれもがコントの哲学的主張に幻

された」からというものであり，第二はパレ

ートの『経済学提華客.11， IJ'一設設会学概論』そし

て問乙くパレートの専門的な論稿での問題のと

らえかずこと， コントの『笑註哲学講義Jのそれ

との|習には類似がみられるというものである。

しかしパンタレオーニは， ここで，両者の問題

のとらえかたを懇越しさえすれば fパレートと

コントとの思想、の親近性は明らかと態われるj

とだけのべて，第一の論議はもとより，第二

の，具体的な論拠にかんしでもそれ以上，解

説者ピ試みてはいないのである。つまり，その必

要がないほど問者の考えかたの毅似は務自であ

る， というのであろうか。

もっとも，パンタレオーぷは，そうしし，た解説

tにこかえ

ントの哲学吉的守立場を結介しているο その立場と

は，次のような見方のことだという 0 1)現

象は時空の枠舟で観察されうる惑覚にすぎな

い。 2)王立象以外に認知されうる現実は存在し

ない。したがって原因の探求は無益である。

3)感覚を欠いた，いかなる命題も事実の肯定

〔もしくは否定〉にかえることはできなし、o 4) 
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力というものは認知できなL、。それは常に生み

出され，または生み出される傾向をもった運動

のことでしかなし、。 5)科学的法則というの

は， もつばら継起の不変的な関係についての言

明のことであり，恒常的現象の類似性，整一性

のことであるめ。

ところで，パンタレオーニの以上の指摘は，

たしかにコントの哲学的基礎をあらわしてい

る。しかし， これらのコントの主張はそのほと

んどが，いわゆる経験論者に共通した考えかた

を示すものでしかなし、。 このことについてJ.

1 ミルに判定を求めてみよう。ミルは『コント

と実証主義』のなかで， コントの哲学の基礎的

原理として，上記のパンタレオーニの指摘とほ

ぼ同じような考えかたのを紹介したうえで，そ

の考えかたが， コントも自認しているように，

コント固有のものではけっしてないこと， した

がって，そのかぎりでコントの実証哲学は「す

べての偉大な科学者たちの精神的伝統をたんに

継承したものにすぎなし、」 と断定している 5)。

なお， ミノレはコントのし、ぅ実証的とは，客観的

面からすれば現象的，主観的面からすれば経験

3) Pantaleoni， op. cit.， p. 14.パンタレオーニはこ
の他に，コントの内観の否定とか， 絶対，本質，
究極原因の否定，相対主義， 現象の継起と共存そ
して観察の重要性といった主張を紹介してし、る。

4) Iわれわれは現象以外のものについては何の知識
ももたない。そして現象についてのわれわれの知
識は，相対的であって絶対的ではなし、。われわれ
はいかなる事実に関しても， その本質や真の起源
については何も知らず， ただ他の事実との継起ま
たは類似の関係を知るのみである。これらの関係
は， 周囲の条件が同一であるならば常に問ーであ
る， という意味で恒常的である。現象を互いに連
結させる恒常的な類似と，現象を互いに先行事象
および後続事象として統一する恒常的な継起は，
その諸法則と命名される。現象の諸法則が，現象
についてわれわれの知りうるすべてである。それ
らの本性， および動力因であれ目的因であれそれ
らの究極原因は， われわれには測り知ることので
きないものである。JJ': S. Mi11， Auguste Comte 

and Positivism， Collected Works 01 John 
Stuart Mill (University of Tront Press) 

V 01. X， pp. 265-26 ;村井久次訳『コントと実証

主義Jl(木鐸社)1978年， p. 12. 
5) Ibid.， p. 267;同訳， p.15 

的という意味にとるべきであるとものべてい

るの。 このようなミルの説明からみると， コン

トが継承したという「偉大な科学者たちの精神

的伝統」というのは，いわゆる経験論の立場と

解することができる。そうだとしたら，パンタ

レオーニがあげ、たコントの考えかたというのは

経験論に共通した，一般的なものということに

なる。したがって， コントとパレートとの「親

近性Jが認識論にかんするかぎり，たとえ明ら

かだとしても，それをコントの影響とみなすこ

とはできない。結局，パンタレオーニの証言は

コントの影響を特定するに足るだけの内容をも

たないということになる。

コントにかんしては，むしろ，その影響では

なく批判を見たほうが，はるかに自然であろ

う。管見するかぎり，パレートのコントへの言

及のほとんどすべてが批判に終始しており， し

かも，それはきわめて手厳しい。そこで， こう

したバレートのコントにたいする否定的評価の

例として，周知の，三状態の法則にかんするパ

レートの見解を見てみよう。ミルによると， コ

ントの三状態の法則と， これに関連した科学の

階梯の概念こそはコントに固有のものであっ

た九 この，もっともコントらしい考えかたに

ついてパレートはつぎのように評価している。

すなわち三状態の法則は「自然現象の解明の進

展過程を社会状態の進展過程とみなす誤りを犯

している」めと。そればかりか， バレートはコ

ントの実証主義を，その三状態の法則のパロデ

ィーを通して痛烈に批判しているのである。す

なわち，パレートは『実証哲学講義』から『実

証政治学体系』にいたるコントの実証哲学の進

6) Ibid.， pp. 267-268;同訳， p.16. 
7) Ibid.， p. 269;同訳， pp. 18-19. 
8) V. Pareto， Traite de sociologie generale， 

Oeuvres comρletes， Gen色ve，tomeXII， S 1536 

パレートがミルのフランス語訳を使用しているこ
とに対応して，本稿ではフランス語版を使用し

た。なお小節番号で参照箇所を指示してあるので
イタリア語版および英語訳，そして『社会学大
綱Jl(青木書庖)1987年(ただし S2060以下)のい
ずれをもこの番号で参照できる。
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畏過程を示して，1)経験的説明もしくは，む

しろ生訓経験的説明， 2)形商上学的説乳 3)

神学的説努，の三状態を通じてコント

義はついには宗教の高みにまで達している，と

いうのであるの。

また，経験論にかかわる問題にかんしても，

以下のようにみている。コントの実証主義は，

もともと，ア・プリオ Fな原理にもとづし

突な解釈するところにねらいがある。したがっ

て，コントが強調する「事奨」というのはあ

らかじめ考えられた原理念正当北するという

定の目的をどもつで選択さ ぎないの

だ，と 1820

以上のようなパレートにコントの影響を求め

ることはきわめて霞畿、であろう O そして前記の

とおり，パレートの，いわゆる経験論の立場を

コントの影響とみなす必要のないこともまた明

らかである 11)。ミルの指識からも失おられるよう

にパレートの基本的立場は当誌をの実験科学が

多かれ少なかれ欝提していた，経験的・実験的

II場であった1230 したがって，それは一般的に

いって， 自然科学の訓練を受けた人間ならば，

だれもがとりえた見地であったと替えようo そ

してミルの影響もこうしたパレ…トの経験的・

実験的立場の素地のうえにもたらされたものと

患われる。そこで，以上を線認したうえで，さ

っそし本題であるパレートとミノレの関係の検

ることにしよう。

9) Ibid.， ~ 6， ~ 153乞
10) Ibid.， S613. 
11)タラッシ況は，他の論者と違ってパツタレオー

の証言の外に， ，!主体的論拠をあげている。(T品開帽

に ioot.cit.， pp. 31-32)ぞれは， パレートの
コント批判の一節で， コントの主張が論潔・実験

的立場と共通するかも知れない， とのべている部
分 (Pareto，Traite， ot. cit.，脅1537，n.めであ

る。しかしそのコ γ トの主張も突は経験論一般
の立場でしIJ'なし、。なお3 タラッ、ンョのここでの

資料操作の仕方には難点が少なからずある。
12)パンタレオーぷが指摘しているコントの特徴のう

ち，笑体としてのカの概念を否定する考えと伺じ
ものをパレートがもっているとしたら，それは，
おそらくマッハの影響によるものと思われる。

2 青年バレートとミル

パレートのベル?ツィ指の欝鱒集 (1872-

1900)時をひもとくと， 1872年から 75 にかけ

てパレ…トが J.s. ミノレの著作 C1，、ずれもフラ
ンス語訳〉に援し，これに額倒していたことが

わかる。かれが， 24歳から27畿の顎であるo ま

ず72年から73年にかけて，パレートはミノレの鶏

人議を読み， これに欝壊した数多くの

/レ γ ツィ夫人に欝き還っている 14)。潟じころの

手紙から F良治論Jそして fff¥;;議制論Jにも釘

を過していることもわかる 15)。また74王子には，

翻訳出版されたばかりの『自伝Jをさっそく手

にしている防凡なお， ここで，同じ年， 26歳の

バレートが f論理学体系』に取り組んでいるこ

とに留意しておこう 17)。ところで， 77年に入る

と， こうしたミルへの言言及は瀬が引し、たように

られなくなる。そしてこれ以後，少なくとも，

この議欝集にかんするかぎり， ミノむの名はほと

んど見いだすことがでをなくなる。この傾向は

その後も続色持期的にこのペノレッツィ歩道書鱒

集を引き継ぐかたちをとっているパンタレオー

ニ宛の番街集 (1890 1923) 1めをみても， ミノレ

の名はあまり克当たらない。ともあれ以上の親

銀から，遣をきバレートが一時期， ミノレに傾倒し

た事実はほぼ確謡できfるであろう。

そこで次に， この額倒の度合いを磁かめるた

めに， この時惑のパレートがミノレのこれらの著

13) V. Par母to，Lettere ai Peruzzi 1872叩 1900，a 
cura di T. Giacalone-Monaco， Roma， 1968， 
vol. I-II. 

14) Ibid.， pp. 20， 3ふ37，76， 178， pa器sim.
15)必id.，p. 17， p. 207. 
16) Ibid.， p. 351. 
17) Ibid.， pp. 342， 348バレートが読んだフランス議

訳は， ~たのものと思われる。しかし本務では，残
念ながら， このテクストは利}認できたかったo

Systeme de logique， deductive et inductive， 
Traduit par， Louis P母isse，2 voIsParis: 
Ladrang邑， 1866. 

18) V. P器reto，Lettere a Maffeo Pantaleoni 1890-
1923， a cur説 diGabriξle de Rosa， Roma， 1962， 
Vol.トm.
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作をどう評倍していたかを兇てみよう。まず婦

人論について。ここれについては，ある務作の

後感~記した手紙のなかに集約的に示されてい

る。すなわち女性が男性に議議しているのは，

女性が男性より劣っているからであるという，

その著者の見解にたいして， rこの著者は女性

の解放を扱ったミノレのすばらしい本の序文ずら

読んでいなかったのでしょうか」とのべてい

る問。『代議識論』について。この著作を諜んだ

ことがないと思われる別の著者について， ここう

ている。「政治とか社会科学について

こうともいう人爵が，大変重要なこの

本を知らないなどということが許されてよいも

のでしょうかJと問、

そして， ミルとのかかわりで重要な意味合も

っと思われる『議練学体系Jについてパレート

は1874年4丹13日付の手紙マ， この著作の第5

編と第6繍の一部を書き抜いて揺介したうえ

で，こうのべている。

「論理学者のなかでも，もっとも学問的な S.

ミルは， このようにして，詫弁を明らかにし，

幻想を抱く人鰐糧神た正しい道へと連れ廃しつ

つ，論をすすめているのです。かれが真潔のた

めにたたかうとき， これほど完壊でう しかも称

~仕方はほかにありません。J21 l

ちなみに， ここで，パレートがミノレのこ

作を， どのような状況のなかで統んだかな示す

興味深い手抵抗その10日ほど後に審かれてい

るので，参考のために紹介しておこう。

?とこサン・ジ君ノミンニでは工場から片時も

離れられず，寸駿を盗むようにして綴たり食べ

たりしている有り様で~ 1レの論理学者ヒ読む暇

がありません。J22)

1会)Pareto Letteグeai Peruzzi， op. ci人 pp.35-

36. 
20) Ibid.， p. 207. 
21) Ibid.， p. 342. 
22) Ibid.， p. 348なお，同様の繰り震はお75生存12月の

手紙のなかにも箆られる。そこには， こう害警かれ
ている。 rミノレのことを気にかけてはいるので、す
が，このところ， とても忙しかったので，読む綴
が少しもありま必んでしたJ(lbid.. p.558)。

以上からも知られるように， ミノレの r論理学

体系』は，その婦人論とならんで，この持期の

パレートの心を強くとらえた著作であった。そ

こで，婦人論は措くとして， 1ユ下，パレートと

その F論理学体系Jとの隣係につい

みたい。

3 J;霊儀論と派主主論

して

前訟の手紙の n論理学体系J第5緩からの

抜き警~というのは「虚偽論J からのものでう

単純枚挙にもとずいてものごとを一般化する

えかたな批判した部分2のであった。バレートは

ミノレが「…般化の愛議Jを解明しているタuとし

て， この部分を紹介していたのである。

『論~学体系』第 5 編「去最偽論J は， 第4緩

までの妥当な捻論の理解なより完全なものとす

るために不当な推論の例解を試みるものであ

ったc そしてミルは， ここで， とりわけ人跨を

とする研究分野つまり人文・社会科学にあ

っては，論理学の正しい方法がまだ一般に思い

ておらず，むしろ誤った方法つまり戯偽の

論法が一般に晃られることを指主脅していたので

あった2430

このような指摘を含む「段降論」が，第6編

「道徳科学の論理j とともに青年パレートに強

い爵心~強かせたことは想像に難くなし、。それ

というのも，当時のパレートは，すでに社会翠

ける自然法則の解明をめざす社会科学の

「新しい時代の夜務」 していたからで

あるまる〉。そこで，こうしたパレ…トがミルの

偽論J~どのようなかたちで受け止めたかにつ

23) J. S. Mi11， A System of Logic， Ratiocinative 
設ndInductive， Colleaed Works， 0.ρ. cit.， voI. 
VIII. p. 788;大関将一訳れノレ論液学体系JJ V 
(春秋社)195設伝仰.262-263 (以下， 訳文主主

必ずしもこれには従ってはいない。)なお，パレ
ートのプランス緩からの引用は， ミんの原文と
は，やや異なる。この相違がどこで主主じたのかは，
テダスト来J!のたあ議認できなかった。

24) lbid.， p. 735-736; 閲覧え pp. 165-167. 
25) Pareto， Lettere aiJ>eruzzi， QP. cit.，仏 517.
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いて考察し?とみよう。

ミノレは虚偽論の展開に先立って，慮偽の f源

泉」について雷及していた。そして， この問題

は論理学のー惑としての虚偽論本来の論z題では

ないと断ったうえで，その源泉を次のように説

明していた。すなわちミルは「誤った意見jの

潔泉には，知的なものと，心的 (moral)なも

のとのニつがあるという。そして心的な源泉は

さらに二つの一般的な項飼に分類できる。その

一つは，真理の護得にたいする無関心であり，

越の一つは性情 (Bias)である。ミんはとく

に，ここで性情についてふれ，それが人関の綴

とか恐怖といった情念によって生み出される

ことを努らかにしていたのであった判。

さて，以上のようなミノレの縫偽の漉泉にかん

る論議を，パレートは後年， ~…般社会学離

論Jのなかでとりあげて， こうのべている。「ミ

ルがこれらの誤りの源泉を論理学の課題としな

かったのは定しし、だが，社会学にとっては，

逆に， これらの擦泉は非常に毅喜きなの?あるj

とま九つまり， ミ/レが論理学の本来の課額から

斥けた虚偽の源泉の問題私パレート

の撃要な論題として取り上げているのである。

では，この問題をパレートは，かれの社会学

のなかで， どのように耳元り扱っているのであろ

うか。まず， ミノレの鹿偽論との関連で時期にな

るパレートの派生論を欝単に確認、しておこ

う。パレートの派生というのは，人慌の非論理

的行為のーっとしての言語表現または理論をか

たちづくる推論をきしている。ここで問題とな

る縫論は，多かれ少なかれ論弁的であるのが特

徴である。また前提そのものも媛昧なことが多

い。こうした推論の結泉としてっくり出される

ものが誤った閣論であり， これが派生体と呼ば

れる。ところで， この派生および派生体は感清

から生み出される。そして， この感情の現れが

護基と呼ばれる。したがって誤った理論は感構

26) Mill，op. ci人 vol.VIII， p. 737;同乳 pp.169-
170.砂

27) Pareto， Traite， op. cit.， ~ 1399. 

がら流生したものであり， この理論を懇情から

ぎ出す論理〔推論)が派生である。そして，

この感情と喜美生を媒介するものが残基というこ

とになる。

以上からミルの虚偽が，パレートにあっては

派生および派生体としてとらえられていること

は総出であろう。またミノレが指摘していた藤偽

の源泉つまり無欝心と性情が残基に語当し，そ

れらが感情の現れとしてとらえられていること

も， また礁かである。このことについてバレー

トはこうのべている。 ミノレの「この無欝心と性

情 (cesinclinations) は， われわれの残基に

対応した感情なのである」と23L

このような両者の鍵概念の変換によって，わ

れわれは， ミノレの虚偽識とパレートの派生論と

の潤に多くの共通性があることにま誌づくであろ

う。以下，問者のいくつかの主張を直接対照、さ

せて， その片鱗を示すことにしよう。 (Mはミ

ノレ， pはパレ…トからの引用をさす)

「人簡を主題とする研究分野にあっては……

研究者たちは一般に真潔を見失っているばかり

れしばしば誤謬な掻いている……j29) (M) : 

!これまでの社会科学は非常にしばしば残基と

派生とからなる理論であった。j30J CP) 

人は詮情によって「自分の利擦や感情に合致

する意見を支持し，合致しない意見に抵抗する

ために，し、くつかの理由もしくは見かけの理由

を熱心に探し求める。J初 (M): r人は自分の

しているという理由だけで，ある命

題に玉子を傾け，それを，しばしば受け入れる。j32)

CP) ; r人は，とりわけ感情〈残基)によって物

事を総得する。派生はそのカを……まざに，ぞ

れらの感情から引き出すのである。」拘 (p)

28) Ibid.， S 1412なお，本コたで玉沢しておいたように，
B到宝引ia出sがアランス諮訳wでC
てし、2る3こと2ゑうi汲是フ3走5ミるο

29) Mill， 0.ゑ cit.，vol. VIII， p. 736; I湾訳， p. 167. 
3D) Pareto， Traitふop.cit.， !i 140.3. 
31) Mill，oρ.cit.， vo1. VIII， p. 738;同乳 p.171. 
32) Par日to，Traite， op. cit.， !i 78. 
33) Ibid.， !i 1397. 
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人間の偏りによって作りあげられた「理論の

どれかが， もはや目的に役に立たないものとし

て完全に信用を失なったときには，いつも別の

理論がこれにとって代わる。J34)(M): rある残

基をある結論(目的)に結びつける推論が役立

たないことがわかると，たいていは，新しい派生

が，先に廃棄された派生に，かならずとって代

わる。」町 (p)

名辞の酸味さから生じる「誤謬は……当然，

推論のなかで，いっそうしばしば犯されるであ

ろう。」拘 (M): r人はいろいろの手段を用いて

現実との合致をえようと努力する。その手段の

うち， もっとも広く用いられ， もっとも有効な

ものは，派生を言い表す言葉の不明確さであ

る。J37) (P) 

以上， これまでに示したいくつかの資料から

みて，若きパレートの傾倒したミルの偽虚論が，

後年，パレートの派生論形成に重要な役割を果

たした可能性は，十分推定されるであろう。

ところで， ミルの虚偽論は多くの例証によっ

て裏付けられている。これは， ミルが次のよう

に考えていたからである。「われわれの虚偽に

かんする見解を完全なものにするためには，虚

偽が往々にして仮面の下にかくれて，その暴露

を免れている，そうした扮装のいくつかを例証

する必要がある」と 38)。また「この虚偽につい

て，また，わたくしがその特徴についてこれま

でのベてきた他の虚偽について， もっと多くの

例を加えることは容易である。……賢明な読者

は自分の読書や経験によって， この虚偽目録を

豊富なものにするのに，さほど困難を感じない

であろう」町とものべている。

他方，パレートの『一般社会学概論』のフラ

ンス語版の内容索引には， こう書かれている。

34) Mi1l， 0ρ. cit.， vol. VIII， p. 738;同訳， p. 171. 

35) Pareto， Traite， 0ρ. cit.， ~ 1416. 
36) Mi1l， 0ρ. cit.， vol. VIII， p. 809 ;同訳， pp.299-

300. 
37) Pareto， Trait邑，op. cit.， ~ 1797. 
38) Mi1l， 0ρ. cit.， vol.VIII， p. 822;同訳， p. 321. 

39) Ibid.， p. 830;同訳， p.337. 

「派生 その性質:事実は派生に覆われている

ようなものである。事実を知るには， こうした

ヴェールをはぎとらなければならない。本書は

資料を通して知られる派生の下に隠された真実

を主として追求している」と刷。確かに， w一
般社会学概論』は， こうした派生の歴史的例証

に満ち溢れている。そして，われわれは，パレ

ートのこの著作の中に， ミルが虚偽論のなかで

示した虚偽の事例の膨大な増加目録を見出すこ

とができるであろう。

4 人間性の法員IJと社会学

バレートの社会学にあっては， もちろん， こ

れらの虚偽の歴史的事実は，たんなる事例目録

の項目に止どまってはいなし、。それらは，残基

と派生の理論によって明らかにされる人間性の

法則を示すものでもあった。パレートは， これ

らの事実を通じて，その人間性の法則を，いわ

ば検証しているのである。われわれは，パレー

トの社会学とミルのそれとの聞に， このような

人間性の法則の検証を中心にして，いくつかの

類似を見いだすことができる。以下，そうした

類似を検討してみよう。

ミルは第6編の論議に先立ち，経験的事実の

帰納から，演緯的推論の結果として，一般的

に，自然現象の聞に恒常的な関係つまり斉一性

(uniformities)が確認されることを明らかに

し，その斉一性のことを法則と呼んでいた'1)。

そして第6編の序説で， ミルは， こうした自然

法則を扱う自然科学の方法を上記の道徳科学に

拡大・一般化して適応する意図を表明していた

のであった42)。

ミルは， このような意図にもとづいて， まず

人聞の行動が人間性の一般法則に従っているこ

とを示し， ここから人間性にかんする科学が成

40) Pareto， Trait己，0ρ.cit.， p. 1777. 
41) Mill， ojう.cit.， vol. VII， pp. 315-318;同訳， III， 

59-64. 

42) Ibid.， vol. VIII， pp. 833-834 ;同訳， VI， pp. 
3-6. 
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立しうることを努らかにする。すなわち，この

科学は人簡の動機と行動との践にみられる斉一

性つまり思果法則合解明するものであった。そ

して，このような科学によって解明ざれる人間

性の法擬と，これにもとづいた行動の結果とし

ての一般的な社会現象との関議を扱う込の私

設会の一般科学と呼んで時三その方法をくわし

く論じていたのである。

ミノレによると仁詮会のあらゆる現象は人間性

の現象であって，それは人間の集部にたいする

外部の条件の働きかけによって生ずるものJで

あった。したがって，社会を構成する個々の人

館が思考，議情，行動の閣で一定の法摺に従う

とすれば，その合成果としての社会現象もま

た鴻じく，ある一定の法則に詑うはずであっ

た叫。結局，集罰さと形成する入院がさまざまな

外的条件のもとでさまざまな動撲にもとづいて

行動する，その結果が社会現象ということ怖をあ

り，そして社会の一般科学というのは， こうし

た人間性の法射にもとづく苛動と，その結楽と

しての社会現象との必然的関連を明らかにする

ものであったと震えよう G

そこで，次弘こうした関連がミルの社会の

一般科学ではどう設かれるかをみることにしよ

うo ここでは，まず人総の精神状態つまり

現象にかんする精神の科学が基本に置かれる。

人需は， この科学によって明らかにされる一般

法則に従い，ある一定の条件のもとで，ある一

定の裂の行重きをとるものと考えられる。そこ

で， こうした行嚢与を現す膜罰として人鵠の!性格

安想定し，その性格ムその形成瀦程を明らか

tこすると乙ソロジ一色thology)なるものが構想

される。そして， このおソロジーによっ

科学の抽象的な一般法貝りから， より具体的な人

関投にかんする普遍的法射が導き出され， この

普通的法関によって， 一定の条件と性格とが結

びついた具体的な行動，つまり人翻の行動にか

んする経験的な関果法則が説拐されることにな

43) Ibid.， p. 911;跨訳.Pp.140-141. 
44) Ibid.，仏 877;肉訳， pp. 79必O.

る45)。

では人間性の法射にもとづL、た2 このよう

なさまざまな行動ムその結果としての社会現

象との罷越は， どのように担揮されるのか。こ

こでミルは周知の逆の演締法を曇示ずる。その

方法というのは，援史の一般的事きさの研究を通

じて社会務象の経験的法則まず導きだし，

次にその法則によって，上認の人総性にかんす

る替選的法員立を検証するというものであった。

そしてこの検証が歴史的事実によってなされる

ところから， この方法は燦史的方法とも名づけ

られている。いずれにしても，こうした検証を

じて， これらの社会現象が人弱性の一般法則

にしたがっていることが確認される。すなわ

社会現象の斉一位は，たんなる経験治郎を越え

一つの「科学的法.&UJにもとづく，悶果関

係をもったものとして説明されるということに

なる 4630

なさす， ここで社会現象の経験的法則にかんす

るミルの説明について付言しておこう。ミノレは

(状態〉を変色と相互作溶のニ酷から

とらえ，これらの議象が，それぞれの諸に対応

した，継恕の斉一位(法剥)，共存の斉一性〈法

良部に従っているという。そして，これらの法尉

から，社会状態の進歩ム詞じくその進歩と結

びついた社会状態の様互依存の関係が解明され

るというのである判。

さて，パレートは1906年の F経済学提要』の

f一般藤理」のなかで，次のようにのべている。

「人間の行動は一定の斉一性を示している。そ

して， この特設によってのみ入院の詩動は科学

的研究の対象となりうるのマある。この斉一性

(uniformita)は……法長官と呼ばれるJと4630

45) ibid.， chap. iv， v;符訳， 第4，5主主。
46) Ibid.， chap. x;間訳， 努事10章。
47) Ibidηchap. x， S5;河訳， 第10重量~5 節。
48) V‘Pareto， Manuale di eco持omiapolitica 

(Padov註 1974)，糾;ここではミノレと問機，複数

の斉一性の探求が主張されている。そしてパレー
トのさ努合， 一絞的な斉一径は不可知とされている
くcf..ibid吟 S7)じたが勺て， この点で究主霊的な一
般法則を怨定ずるミノレ (Millop.cit.， voL VII， 
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また，持じく F一般社会学概論Jの序論をみる

と，そこには， こう書かれている O パレートの

社会学で註「社会的事実がどんな斉一珪を示し

ているのか。また，それらの社会的事実の問に

どのような相互依存の結ひとつきが介在している

かを，もっぱら研究する」のである， と4920

パレートはこの社会学のなかで， こう

ー性(法期〉を白熱科学のそれと閥じく論理・

実験的見地から解明する立場合明磯にしてい

る。論理・突験的方法というのは，経験的事実

現らかにいそれをあらわす命

ら，ましい論理的推論によって結論を滋き

出す仕方のことであり，そこではf客観的経験J

が真理の唯一一の基準とされている制〉。この方法

を2言い換えると，それは，いわゆる狭義の緩競

争主義とは異なり，演縛的捻論を排除せず51) 経

もとづく袈説的な蕊提から演鐸的論理念用

いて議然的な原理念引き出すものであった問。

pp. 306sq.， p. 484; I司訳， III. p. 44以γ，IV， 
p.354)とは災なっている。

49) Pareto， Traite， op. cit.， !} 2 
50)ここで、の爽験とIi.， いわゆる本来の爽験的なもの

のタトに観察がふくまれている。 したがって，その
凝りなこれはミルの緩解 (Mil1， 0か cit.，vo1. 
VIII， p， 865;向訳 VL，p.59)とj湾じである。
パレートの社会学では「綴験と観察を唯令吋の案内
者」として探求がすで子められる。そして，バレー
トはこの科学合実験科学と呼ぶとき， それは綴察
の科学のことと解するよう求めている (Par記to，
Traite，警の。したがって，社会科学にあっては
実験は不可能である， というミノレの立場 (Mil1令
。か cit.，vol. VIII， P‘881 ;阿訳 pp.86-88) と
の相違はなし、。

51)この馬題については， ミんとの関連を示すパレ…
トEl身の統震がある。注58)を参照。なお，バレ
ートは1888年の， ある手紙 (Pareto，Lettres 
1860-18設0，OeuVl官 completes， op. cit.， t. 
XXIII， p倫 592) のなかで，歴史学派のロッジャ
ーの治則綴にたし、ずる批判と関連して2 ミノレの
『論濠学体系』第2繍の「社会科学(J)論理を検討
している部分j を読んでなることをすすめてい
る。 この部分は，おそらく同線綴6章をささすもの
と怒われる。パレ}トはここから，手紙の相手に，
演鋒科学としての経済学のまま則にかんする俊禁を
伊ぶよう鶏待していたのであろう。

52)社会学における， こうした方法については『…絞
社会学概論Jの序論でくわしく言語宮きされている。
(Pareto， op. cit.，喜善54-63)，なお，松嶋は立ント
の影警察にふれたあとで， パレ…トのこうしたな場
がコントのそれと， はっきり奥なる止まを指議して
いる。(松総前掲黍， p. 19) 

こうした方法の一般的立場が f論理学体系』の

ミルのそれと議本的な点、で，ほぼ一致している

ことは明らかである。

さで，こうした一般的方法にもとづいたパレ

トの社会学にあっては，まず残基と援生によ

って示される人間性にかんする事実と，それ以

外の外的事実(条件)が，民封される。そして

人間社会は，これら二つの率突のグループの総

体によって構成されるものと想定され， こうし

て， さまざまな事実が生み出す社会現象の相互

依存関係が解明されているので、ある。この解明

のなかには，たとえば，いわゆる継起の斉一位

をと追及した動態分析に相当ずるおヲートの周

流.3)き間じく，共存の斉一性についての静議分

析に相当する社会の効用にかんする極大化を扱

った潤溜54)などもふくまれている。ちなみにバ

レ…ト民継起と共存の斉一性会設う底史的方

法が「純粋な状態Jつまり純粋に震史的な経験

られて適用された場合に氏論理・実

験的方法の一つになりうることな朔磁に指摘し

ているのである日〉。ともあれ，パレートはこの

ような現象にみられる斉一性を諺大な歴史的倒

証〈事実〉によって襲づけていたのである。

以上，バレ…トとミルの社会学の特徴を概観

したところで， さらに人爵性の法射と

との関係に焦点をしぼって，簡潔の方法をく

わし〈比較してみよう。

パレートにおいては，残基と派生に訴される

斉一設が人関投の法闘を表していることは務ら

かである。ただし，この法期はミルとは異なり，

演撲にもとづくものではなく，経験的事実から

の帰触の結楽としてとらえられている。つま

り，それは，その限りで一つの仮説なのであっ

た56)。そしてパレートの場合，問といってもミ

ノレとの最大の総選は，人間性の法則と社会現象

との関の間果関係が否定されていることであ

53) t.ことえば， Pareto， Traitムop.cit.， s2219 sq吋

S2321 sq.，義 2546sq. passim. 

54)これについては松鶴，前掲書， p.237以下参照。
55) P品Y日to，Traitムop.cit.，喜619.
56) lbid.，喜2399.
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る向。

これらの招速はありながらも，パレートとミ

ルの間には，すでに指摘した一般的立場となら

んで，歴史的事実(法長引による人間性の法郎

の検証という，その限りで一つの共通する側習

をもっていることがわかる。すなわち， ミノレの

方法では，一誌の外的条件に規定される人間の

本性が，エソロジ…によって現らかにされ，そ

こに見られる人間性の法問が膝史法爵(事実〉

を介して検誌されることになっていた。強コザ，

パレ…トの体系にあっては諮記のとおり，

と派生の理論は…つの絞説であった。仮設であ

る以上，それらは事突による検証を必要とす

るo したがって，バレートの社会学体系におけ

る歴史的事実は，現象の相互依存関係の例紅と

ならんで，残基と派生の理論によって明らかに

される入額控の法躍の検証という役離をはたし

ているのであるG 演鰐釣な剖果関係と帰鱗にも

とづく仮説の検証という点で，内容上，大きな

るが，人間性の法刻の検証という

かんする限り， ミルの逆の繍鐸法とパレ…トと

の踏に類似合克いだすことは可能であろう鵠30

57) Ibid.， !} 2414 passim. 

58)パレートは1891年12月9臼のパンタレナ…ニ宛の
手紙のなかで，観察と演俸との関係にふれてこう
記している o r論壊として， わたくしはミんとベ
イン?こ， ほとんど全面的に同意します。どんな人
鵠も経験を離れでは知ることは務来ないと，わた
くしは思いまちF。つ変り，経験こそ笈上のもので
あり，経験安徐いて真理の選準はありま佼ん。緩
験に合致した結論をもたらすものが真であっ，綴
験tこ逆らう結論を導くものが偽であって現実験的
に検証されえ沿いものは疑わしいということで

す。
とはいえ， だからといって，わたくしは演鋒的

方法は拒否すべきだなどとぎうつもりは毛頭あり
ません。・…日あのミノレ比経験に裏付けられた結
論念演録的方法によって検証することを滋じて，
緩納法の使いかたを，突に見華料こ説明していま
す。J(Pareto， Lettere a Pantaleoni， 0か cit.，
vol. 1， pp. 106叩 107)この手紙の内容か私次の
ような推論が可能であろう。すでに見たように，
仮説としての，残基と派生?とよって示される人間
伎の法郎乞 「経験に裏付けられた結論j と解す
ることは当然，可能であるα そうだとしたら，この
人間性の法則を， 淘じく先に本文で紹介した「純

ところで，類似はかならずしも難波を意味

しない。しかし，少なくとも上記の点の幾似

から，これまでに示した，いくつかの傍誌によ

って，あえて次のように推測することも，あな

がち不可能ではあるまい。つまり，パレ…ト

は，ニたソロジーと逆の演欝法によって構成され

るミノレの社会科学体系の犠想から，それなりの

示唆を受けつつ，独自の社会学体系をつくり上

げていった可能性がある， と。

なお，関連して言うと，先にとりあげ、たコン

トの影響の問題にかんするわれわれの解答もま

た，この推測から自ずと得られることになろ

う。改めて指携するまでもなく，逆の撰鐸法

と，これに付随した歴史法刻を研究する社会務

学と社会静学の考え方がコントのものであっ

て， ミノレがこれらをコントに負っていることは

周知の事実である。したがって， コントの影響撃

を髭うとすれば，それは，パンタレオーニが指

しているような経験議一般の立場ではなく，

逆の演緯設にかかわるものであって， しかも，

それは， ミノレの『論理学体系Jを介した間接的

なものであった， ということになるであろう。

5 バレートとミJ/;:継承と批斡

これまでの検討から，われわれは，パレート

が，青年期に額郵したミノレの『論理学体系』の

患偽論と，これと関連した方法から，一定の影

た可能性を推mせすることができた料込

そこで以下，そうした可能性についての推論を

まとめてみよう o

パレートが f論理学体系Jを読んで，その帰

粋に援史的な経験に霊祭付けらJれた論理・5経験的
な燦史的方法が示す斉一伎によって検証するなら
ば， これはまさに，逆の言葉鐸法ということにな
る。 ミルとの相違は検証されるべき法郊が，演
終にもとづくものでなく線約の結楽だという点に
ある。

59)このことについてはベルッツィ宛書爾築の綴草野
でるるジァカ拝ーネ耐モナー口の示竣がすで?とあ
る。 cf.Lettere ai Peruzzi， op.cit.， vol. 1. Pp. 
lxvii. 302. 
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納法論理の一般的立場に共謀な挽いたことは麗

いなし、60%かれは，そうした共感の基盤のうえ

にたって， ミノレの霊童偽論を受け入れ，そこから

ものと思われる。その示唆と

は， ミルが明らかにしてみせた虚議の醗泉と，

その現れかたの問題で、あった。とりわけ， ミノレ

の次のような莞方，すなわち性儀礼瀧偽の議

見にたいして直接的ではなく，知的原顕在介し

て賎接的に作用するという見方61)から大きな示

室会さとえたに議いない。 ミノレの ζ の考えは， パレ

トの感情とき素生との関係，そして派生のもつ

投資にかんする見解の原型とも言えるものであ

った。なぜ、なら，後のパレートにおいて，派生命

は残基〈感情)に挺されて芸義務される論理化の

過懇であり，それは残基を論理的にとする

一つの知的議作であって，理論(派生体〉とは，

こうした知的根拠にもとづく燈銭の体系に銭な

らなかったからである。とこうして青年パレート

は， ミノレの虚蕗論を一つの援要な手がかりとし

て厳偽の諒泉への欝心を深めつつ，残慕と

の理論を形成していったものと惑われる持、

パレートの残基と派生の理論は，かれの社会

60)ナで?と指摘した， 自然科学の方法を道総科洋に拡
大・一般化して適応するというミんの;意図'I;" ぎ

た若t5パレートに共感をもって受け取られたもの
と思われる。 cf.ibid.， vol. I， pp. 477…478， 517. 

61) Mi1l， op. cit.， vol. VIII， p. 737;同訳 p.17仏

パレート比 この部分をふくむ， ミノしの虚偽論策

1主主おき3節電〉参照、をしばしばもとめている。

62)タラッシ務によるとIr一般社会学機織iの英
訳語告の一人である pヴィングストーンは，パレ

ートの方法論にたいせ?るコントの大ぎな影響とな
らんで，ベンタム 0)滋i偽論の彩響を「感じているJ
という。 (Tar部 cio，op. cit.， p. 15，ぉ.40) Ir… 

の派生論関頭の号1397の践には，

言危弁的縫論をF詩いる政治家に丈こいするベンタムの

~F難をふくむ霊童偽論が引用されて L必。ただし

そこでは「正しい論理0)1'i効性Jとか知伎を素朴
に綴じているベンタムが批潟の対象とされている

のである。
63)主義異の第 1は， すでにのべたように， ミノレの=ソ

ロジーが告発障にもとづくのに対し， バレ…トのそ
れは， あく iどでも!務総の立機を貫いていること，
第2比パレ…ト主主ミノレと途って，かならずしも

環境決定論の立場を受け入れていないととが上げ

られるで議うろう。

学を支える，きわめて重饗な詮であるが， i入憾

の感壊と行軍容にかんする現象Jを接う Jえにかん

する限りそれはミノレの品ソ口ジーと閉じもので

あったのまた，米先におわったミノレのよ弘ソロジ

の構?壊とは，いちじるしく異なっていたにせ

よ63うこの理論は人開設の法郎会解明するとい

う，その援りで，やはり， ミルのそれと共通し

ていた。パレートは， ミノレの逆の演縛法の示唆

をうけつつ， こうした，いわばかれ自身のエゾ

ロジーによって現らかにされる残基と派生の働

きな歴史的事実8めによって検証しこ

重要な論拠としつつ，結果としてはミノしのそれ

とはかなり異質な，独自の社会学体系を構成し

ていったのであろう O そして，これによってパ

レートは青年揮に抱いた「新しい社会科学」へ

の期待弘自らの手で突現したのであっ

たころで，パレートのミノしにたい、ずるさまざ

まな評価の全体を遇してAると，ある一つの特

散の為ること く。それは，パレートが論

としてのミルにたいしてのみ高い評舗を

ているということで追うる問。襲安返してい

うム少なくとも努言されている限り，パレ

トは論理学者以外のミルにたいして，きわめて

批判的なのである崎。『社会主義体系jでは，ミ

/レはスベンサーやコントとならんで，形蕗上学

的宗教をもった f実証主義務j として， また，

コントとともに「宗教的感惇」をともった思想家

として援われている向。この評棋は，

64)歴史綴についてもパレートとミノレは災なってい

/.50 ミんの，いわば進歩史観に対して，パレート
のそれは， 波動要ミ綴とでもぎうべき，一種の循環
史綴であった。
cf. Par吉to，Traitふ op.cit吟喜2585，喜2541.

65) ミノレの言語潔学への高い評絡が， 後の段階でも変わ

らない一例として，たとえば， 以下の文献を参照
されたし、。 V.Par悲to.Th巴 N邑w Theori母sof 
Economics， TheJournal 01 Political Economy， 
vol. V， sept. 1897， pp. 496-497. 

66)自由主義者ミノレへの評価宏之氏ず資料li，後見する
限ちで'1土得られていない。

67) V. Pareto. Les systさmessocia!istes (Oevres 
comtl占tes.op. cit.， tor食器 V)， t. II， pp. 179， 
202ゃ 203.216.
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会学概論Jでの次の評儲，すなわちミノレは，上

記の患想家たちゃ，的の非常に多くの思想家と

共通した残2去をもっ人道主義者であり，キ Fス

トをもたないfヰチリスト教徒jの一人である， と

いった評儲へと連なっていく問。

ミルにたいする， もう一つの批判は，

評価と欝遼しているものであるが，その合理主

義的議徳、(功持主義〉にたいするものである。

パレートは『一般社会学概論Jのなかで，かれ

の派生論の考えかたと見事に照応しているミ/レ

の『自由論Jのー箆6めなヲIJ喜しつつ， こうのべ

ている。「他の関題では， ミノレは非論理的行為

の社会的役割を非常によく認識している。それ

でし、ながら，かれは，少なくとも部分的には，

かれのそうした容認をすぐに取り摘し，その社

会的役欝について研究を続ける代わりに，こう

なければならないという事柄の探求をし始め

るO ここには，多くの著作家が，持論理的行為

を排除するために持っている一般的なやり方が

見受けられるのである心的

同じような批判は実は，われわれがすでに

見丸凌散の源泉にかんするミノレの指摘につい

てもなされている。バレートによると， ミノレは

鹿偽の擦泉について十分IEしい扱いをしていな

い。それというのも， ミノレは，かれの需5まにも

とづいて「論墜的持為は議で、あり，有用で，称

賛に越するが，非論理的行為は惑であり，

で，非難に値するJe考えていたからである，

と。しかも， ミノレは， こうした議論が，かれ自

身の性情に支配されていることに気づいてはい

ない， と言うのである向。

68) Pareto， Traite， 0ム cit.，喜1627.
69) rそれ放に侭が称賛されることであり，何が非難

されることであるかについての人々 の意見は，
…多種多擦な原践によって左おせられる……それ
は， 時として彼らの波殺であり，まずこ時としては
彼らの偏見または迷僑であち， またるるときに
は，社会約感情でるち…・・JMill， On Liberty 
op. cit.， vol. XVIII， p. 221;塩尻・木村訳

由論，n(岩波文態)，仏 18.
70) Pareto， Trait在，op. cit.， !i 297. 
71) Ibid.， S 1412こうしたミんをふくむ，いわば会主疑

的道徳にたいするー絞的批判は総所に箆受けられ

以上の指摘は，パレ…トがミノレから大き

唆を受けつつ，問時にミノレの「限界Jを克擬す

べく，虚偽の按;泉について採求なすすめて行っ

た経緯を暗示するものとして興味をそそるo

ともあれ，そのミんの社会科学の最終的な意

図は，人間動を科学的かつIE確に説明するこ

とによって，合理的選認の基礎を提供するとこ

ろにあった問。このことは F論理学体系J第6

掘の議後で〉 ミルが科学と技術とをはっきり匹

刻したうえで，科学の任務にふれている部分に

示されている。すなわち，それによると，結局，

社会科学の佳務は目的と手段の結合つまり人

という自的ムそれを実現するための

手段宏結びつけるところにるる， ということに

なるc バレートは，このようなミルの，科学と

技術とを明確に区別する金援にたいしては，こ

れを正当なものとして評揺する O しかし，龍方，

科学の経務にかんしては，少なくともこの段階

のミルとは，はっきり異なる立携をとってい

る。すなわち，パレートは科学の缶務を， もっ

ぱら斉…性の諜求に限定しており，科学は f知

ることj以外， どんな役割をも果たさないと

えていたからであるT九上記のミルについてノξ

レートは， 1907年にパンタレオー ι にこう書き

送っている ο 「投衡と科学とはまったく異なる

ということを，繰り迭し言う必要があるでしょ

う。スデュアート・ミルは，こう

し始めたのですがs しかし，それ以上継続し

てはいません。つまり，かれは科学とは，む

しろ別のことがらに，心合くだいているので

す。J的

る。 Pareto，Trait久ot.cit.，喜265S 409， ~ 1491， 
pas宰1お1.

72) A. Ryan， The Philosothy 01 John Stuart 
Mill， London， 1970， p. xv. 

73) P乱reto，Manuale di eco刃omiatolitica， 0ム
cit.， S普 1 ， 25 ， 34 こ役立場は，~淡の解釈がIEし
いとすれば， ミノレの1836若手段階のそれと問じとい
うことになるo f.譲渡尚議rJ.S. ミノレの経済学方
法論J，主手渡感縮 11¥ぢ災派経済学研究(直球〈雄
松愛)1986年， p.368参照。

74) Pareto号 Letterea Pantaleoni， 0.ρ. cit.， vol. 
III， p. 55. 
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以上のような批判を抱きながらも，パレート

は人聞の論理的思考への期待という点ではミル

と強く結びついていた。そして， この共通の基

盤があったからこそ，パレートの，論理学者ミ

ルへの傾倒もありえたので、あろう。


