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重農思想の根底にあるもの

一ルソーと昌益を素材にして一
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3．忘れられた思想家の「直耕」理念

七戸　長生

はしがき

　近年、わが国の産業社会の高度化にともなう農業部門の地位の相対的低下をまの

あたりにして、これをあたかも劣勢産業、斜陽産業としてとらえる皮相的な考え方

が横行している。貿易自由化を掲げつつも、その内実が輸入自由化の主張であり、

国内農業の存否を度外視する傾向を帯びている点などに、それは如実に現れている。

　他方、こういつた経済成長にともなう社会経済ならびに生活文化の動向をグロー

バルにとらえて、はたして今日の工業化社会の行く手に明るい展望があるか、そこ

には一定の節度と限界を考えるべきではないか、といった批判的な主張が拾頭しつ

つある。つまり入類史上未曽有の入口爆発、環境の破壊・汚染、資源の不足・枯渇、

などを一連の問題としてとらえて、これに対処すべき基本的方向として、農林水産

などの第一次産業を改めて位置づけ直すべきであるという主張が数多くみられるに

いたった。

　そして、こういつた農業の再評価、再認識の主張と並んで、もう一つの注目すべ

き流れが広く展開しっっある。それは都市住民に対する農業の体験学習や、農村民

宿をベースとする新しいリゾートの方向など、農村・農業との接触によって工業化

・都市化のストレスを解消し、心身ともにリフレ’ッシュしょうという欲求の高まり

である。

　だが、ここでいくつかの重大な問題が発生しっっあることも否定できない。一つ

は、現代の経済社会の動向に最も即応した商品生産的農業（とりわけぎりぎりの利

潤追求に徹する企業的農業）と、上述の体験学習の対象となるような農業との間に

一131一



は、大きな懸隔があって、一概に農業が再評価されているわけではないという点で

ある。「たしかに農業・農村はよい。しかし、あのような農家（四脚・具体的な存

在）の振舞いやあり方は我慢ならない。」といった声をしばしば聞くことがあるの

も、このことに関連していると思われる。

　また、悠久の歴史を持つ「農の営み」には人間を育て、教え、．鍛え上げていく力

があって、こういうカをもった農業・農村との接触が、工業化・都市化の進行の下

でむしばまれっづある都市住民の人間性のリフレッシュに有効であるという主張が

あるが、これまた手離しの農業礼賛の危険牲をはらんでいる。

　そこで、こういつた農業のよさの再評価に関連する古典的な思想に立ち入って．

その主張がいったいどのような時代的背景や社会的条件をベースにしていたかを考

えてみることにした。さしあたり、近代から現代にいたるおよそ200年から3G

◎年の期間をふりかえってみると、重農主義の想想の流れが上述の主張の典型であ

るということができよう。小稿では紙幅の関係もあって、その申でも際だった二人

の入物、一人は」．J．ルソー、そしてもう一人は安藤営営、をとりあげて、若千

の考察を試みることにしたい。

盈。　「自然的秩序」の重視

　昨年（1989年）はフランス革命が起こってから20◎年目ということで、そ

れを記念する書店のブックフェアで「ここからすべてが始まったljというひとき

わ目をひくキャッチフレーズで売り出された文庫版の小冊子があったことを記憶し

ている人は、そう多くはないかもしれない。しかし、それが既成の国家観をくつが

えし、「フランス革命の導火線となった近代デモクラシーの先駆的宣言の書」とも

いうべき、J。」．ルソーの『社会契約論1）』・であるといったら、多くの人々が首

肯するに違いない。わが国では同書は、古くは中江兆民の手によっ七「民約論」と

いう名で紹介されて著名であるが、ルソーをはじめとする当時の「啓蒙思想」の野

々の思想が、いかに深くフランス革命にかかわっているかを知るには、1789年

8月26Bの、フランスの憲法制定議会で採択された「人間および市民の諸権利の

宣言」（略して通常は人件宣書と呼ばれている）を読み返すのが近道であろう。

　当時のフランスは2）、ブルボン王朝の下で封建制度の身分的な階級秩序を依然と

して存続させながら、強大な中央集権的な統治機構を支える官僚組織と直属の常備

軍を掌握している国王が、何者にも拘束されない絶対的な権力を揮って、相次ぐ対
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外戦争と、絢欄豪華な宮廷の奢修を続けていた。その経済的な負担はもっぱら、封

建的な抑圧の下におかれていた農民にかかっていって、その疲弊と苦悩が革命への

引金となったことは周知の通りである。しかし、專制的な絶対君主は、有名なルイ

十四世の「朕は国家なり」という言葉のように、徴税、司法をはじめとする国家権

力の行使を全く恣意的に続けてきたのであった。このため、革命が始まるや否や、

国民議会は「封建制度を完全に廃棄する」旨の冒頭二六を行い、農奴身分や領主裁

判権、教会十分の一義などの旧制度を無条件で廃棄するとともに、さきにふれた「

人権宣言」を行ったのである。以下では本文17ヵ条のうちの冒頭の数ヵ条を紹介

するにとどめよう3㌔

　第1条人間は生まれながらにして自由、かつ権利において平等であり、かつ、

そのようなものとして生存している。社会的な差別は、共同の利益に墓つく場合に

しか設けることができない。

　第2条　政治的結合の目的は、人の消滅することのない自然的諸権利を保全する

ことである。その諸権利とは、自由、所有権、安全および圧制への抵抗である。

　第3条主権というものの原理は、本質的に国民のなかに存する。いかなる団体、

いかなる個人も、国民から明示的に託されたものでないような権能を行使すること

はできない。

　第4条　二品とは、他人を害しないかぎりは何をしてもよい、ということにある。

したがって、各回の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にも同様な諸権利の

享有を確保するということを除いて制限はない。この制限は、ただ法によってのみ

定めることができる。

　第5条法は、社会にとって有害な行為だけしか禁止する権利を持たない。法に

よって禁止されていないことはすべて妨害されるべきではなく、またなんびとも法

の命ずる以外のことをなすよう強制されることはない。

　第6条　法は総意の表現である。すべての市民は、自分自身で、またその代表者

を通じて、その制定に参与する権利を持つ。法は、保護を与える場合でも処罰を加

える場舎でも、素謡に対して同一でなければならない。

　　　　　　　　　　（以下略）

　この「人権宣言」は、しばしば指摘されているように、それよりも数年前に出さ

れたアメリカのバージニア憲法やユユーハンプシャー憲法に相通ずる文脈をもって

いるが、それは、より根源を辿っていえば、旧体制（アンシャン・レジーム）罵絶

対君主制の打破を切実に求める市民階級の勃興とともに、ヨーロッパ全体に広く普
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及した「啓蒙思想」の流れに属する様々な思想家や哲学者、文学者のエッセンスが、

ここに凝集されているからにほかならない。

　例えば、第1条や第2条の自然権は、イギリスのJ．ロックやフランスの百科全

書派の哲学者たちからのものであり、第3条や第6条にみられる国民主権や総意に

ついての理論は、J．∫．ルソーの著作に由来している。また第4条や第5条は、

再三にわたって自らがバスチィーユの獄につながれた経験さえもっているボルテー

ルの論説や、モンテスキューの権力分立論につらなるものである。

　また、ここでは割愛した第17条で強く述べられている私有財産の不可侵性は、

後でふれるF．ケネーをはじめとする重農学派の思想に由来するものである。した

がって、当時の強大な絶対君主の圧政の鉄鎖を解き放つうえで、決定的な「決め手」

となったものとして、「自然権」、「自然法」といったキイ・ワードを持つ「啓蒙

思想」に注目する必要があろう。

　それらの思想は、封建的な抑圧と人々の知的な暗黒状態から脱却していくには、

人間の理性による真理の認識と、それにもとつく合理性へのゆるぎない確信が不可

欠であり、このことを通じて人類は無限に進歩すべきであるという啓蒙観念で貫か

れていた。

　例えば、重農学派の源流を拓いたF．ケネーも、「自然権」とか、「曹然法則」

といった啓蒙思想をベースにして、有名な『経済表4）』の分析を着想し、その卓抜

した成果の故に、今なお「農業経済学の父」と呼ばれているが、その概要を振り返

ると次のごとくである。

　ケネーはもともと外科の医者で、ルイ15世の侍医としてヴェルサイユ王宮に入

り、やがて百科全書の分担執筆に参加するようになって、フランスの社会への関心

を高めていく。そこでケネーが直視した当時の社会状況は、相次ぐ戦争と宮廷のお

びただしい奢移による王国財政の極端な逼迫であり、その穴埋めのための著しく過

酷な農民への重税、その負担のどん底で貧窮にあえぐ農民の疲弊と農業の衰退、と

いう一連の動向であった。そこでケネーは農業再建のためには税制の改革、なかん

づく社会的な富の再生産を保証するような所得分配の公正なあり方を提起した。そ

の場合に、彼は「啓蒙思想」のいう自然的秩序をベースにして、いかに強大な権力

を持つ主権者（絶対君主）といえども、その行政秩序を定めるために彼が制定した

人定法則一それによって組織された現実の「人為的秩序」が、神によって設定され

た自然的法則によって組織される「自然的秩序」　（それは単に事物の必然的関係で

あるばかりでなく、人間の幸福につらなる完全な調和の秩序である）から、甚だし
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く逸脱したものとなることは許されないのであり、自然的秩序に準拠した時に、は

じめてその統治行為の正当性が保たれるという思潮にそって、現実のきわめて恣意

的な過重の徴税を廃止し、社会的な再生産を保証しうるような節度ある税制への切

り替えを提起したのであった。

　この文脈ないしは用語法からもうかがわれるように、「啓蒙思想」における「自

然」とは、専制的な絶対君主のような権力者による恣意的、人為的な偏りが加わっ

ていない、ありのままの事物の必然的な関係や、本性をさすものである。そしてこ

の基調は、「国富論」の著者であるA．スミスの所論の中にも認められる。すなわ

ち当時、グラスゴー大学の道徳哲学の教授であったスミスは、上述のケネーとも交

流があったが、旧植民地体制と特権的な保護貿易に基礎をおくイギリス重商主義の

行き詰まりを鋭くとらえ、個々の経済的な利益の追求に徹する「経済人」の自由な

活動の結果が、あたかも「見えざる神の手」に導かれていくかのごとく、究極的に

は経済社会全体の調和的な秩序の形成・支配につらなり、それがひいては全体とし

て国富の一層の増進と社会的な生産力の発展に結び付くことを理論的に明らかにし

ている。ここでも、いわゆる「自由放任」の結果としてもたらされる調和的な自然

秩序の支配に従うことが、道徳的な「格率」にまで高められ、「自然的秩序」が絶

対的・理想的な秩序として掲げられていくのである。

露。ルソーの主張、　「自然に帰れ」の内実

　ところで、こういつた「啓蒙思想」に属する人々の中でも、とりわけ尖鋭に「自

然」への復帰を強調した思想家として、先にもふれたJ．J．ルソーを逸するわけ

にはいかない。しかも彼の場合には、この「自然」という言葉が、虚飾に満ちた人

工的な都市に対置される「農村」と二重写しの形で用いられていることが多いので

ある。「農の営み」になんらかの教育力をイメージする議論の元祖は、実はルソー

であったといってもよいかもしれない。

　そこで以下ではルソーの主要な著作、とりわけきわだった「自然礼讃、人為排斥

の哲学」を展開したことで有名な彼の教育論『エミール灘をめぐって考察を進めて

みよう。

　ルソーの生い立ちは必ずしも幸せなものではなかった。スイス、ジュネーブで生

まれて急騰で母を亡くし、10才までは隣計職人の父の下で正規の学校教育を受け

ずに育てられたが、その後は父親がいなくなって（蒸発）、牧師の家に預けられた
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り、公証人の事務所で事務員として働いたり、彫刻師の下へ徒弟奉公にはいったり

して転々とした少年時代を送り、16才になってジュネーブを出奔。トリノの修道

院に送られて、カトリック教徒に改宗させられて、神学校に入るが、やがて聖職に

向かないと悟って聖歌隊学校に入る。18才でスイスに戻り、不安定な生活を送っ

たあと、「名声と富」を求めてパリへ出で、その後何年もの間、本格的に勉学に励

んだが世に出られず、ようやく見つかったベネチアのフランス大使の秘書という職

も、大使とけんかをして辞職。その後は親友ディドロの好意で「百科全書」のため

に、音楽の項目で分担執筆する機会にありつく程度で、極端に不遇な青少年期を送

ったといえよう。

　このようなルソーが、一躍、思想家・作家として高い名声をかちえたのは、17

50年、ディジョンのアカデミーの懸賞論文に応募し、見事当選した彼の第一論文

蟹学問芸術論』が、一世を揺るがすほどの大反響を呼び起こしてからであった。

　その懸賞論文のテーマは「学術・科学と芸術・文芸の発達は、入々の習俗を堕落

させるのに貢献したか、それともその改善・醇化に寄与したかどうか」というもの

であった。行きずりにこの課題のポスターを見た時、ルソーはのちに、ほとんど錯

乱に近いほどの興奮に襲われたと告白しているが、それは永い間、彼の胸中にわだ

かまり、積もり積もっていた社会・文化批判の漠然とした清感が、明確な思想へと

発展していく契機をもたらしたことを意味するのであろう。この論文で彼は、当時

の社会の道徳的頽廃を鋭くえぐり、古典的な美徳を力説するモラリストとしての自

らの地歩を堅めていった。

　それから3年後、ディジ鶉ンのアカデミーは再び懸賞論文を募集した。テーマは

「昌々の間における不平等の起源はなんであるか、そしてそれは自然法によって容

認されるか」というものであった。『学問芸術論』以来、同時代の社会と文化の頽

廃を町制的な社会・政治と関連づけてとらえるという方向で、いわば社会科学的な

鋭い観察力と分析力を蓄えてきたルソーは早速これに応募することに決め、並々な

らぬ熱意で執筆されたのが、他ならぬ「人間不平等起源論」である。そしてこの一

連の著作が、既に40才代の半ばに達していたルソーをして「啓蒙思想家」の重要

なピークに立たせることになった。そしてこれから5～6年後に、彼の代表的な著

作である『社会契約論』と『エミール6）』が相次いで世に出された。

　いま、これらの著作をひもといて気づくことは、ルソーが自然美の描写に非常に

優れた文筆家であったという点と、そういう美しい代自然の中に身ねて瞑想する中

で、ひとり静かに「太古からの入類の歴史」を思索した結果が、著作のいたるとこ
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うに反映されているという点である。同時に、その反面からいえば、上述のような

彼の青年期の放浪に近い不安定な生活の過程で、絶対主義の圧制の下で貧窮に苦し

む都会の住民の生活の惨状を直視した経験を持ち、「金殿玉繭を夢みてパリに近づ

いた」彼の冒を「まず打ったのが、黒く汚れた悪臭漂う貧民のスラム街だったこと」

、さらにこれと重なる形で「パリの貴族の華美で軽薄な生活への嫌悪7）」が根底に

あったこと、なども忘れられないQ

　その主張の激しさは、しばしば引用されるので有名な一節であるが、「ある土地

に囲いをして、”これはおれのものだ”と宣言することを思いつき、それをそのま

ま信ずるほどおめでたい人々を見つけた最初の者が、政治社会［国家］の真の創立

者であった。杭を引き抜きあるいは溝を埋めながら、”こんないかさま師の雷うこ

となんか聞かないように気を付けろ。果実は万丈のものであり、土地は誰のもので

もないことを忘れるなら、それこそ君たちの身の破滅だぞ！”と、その同胞たちに

向かって叫んだ者がかりにあったとしたら…　　8弓という叙述からも、彼はほと

んど感性的に、直面する社会制度の害悪の根源を的確にとらえ、激しく弾劾してや

まなかったことが明らかになろう。心密にそれらの叙述の中から、多分当時の農村

のどこででも眺めることができたであろうと思われる情景と雰囲気が生き生きと伝

わってくるのである。

　さて、論点をrエミール』にしぼっていえば、彼が現実に生きていた大革命直前

の、不平等で、不霞然にゆがんだ社会は、人間を歪め、堕落させている。そこで、

もともと「よい者」　（善良なる者）として生まれている人間を、生まれたばかりの

幼児の段階から青年になって結婚するまでの間に、どのように育て導いていったら

よいのか。ルソーはこの間に応えて、あれこれと手をかけずに、「子供を自然発育

にまかせ、教師はただ外部からの悪い影響を防いでやる」ことだけに力を入れて、

もっぱら「自然という偉大な先生の指示にしたがって」行動すべきであると述べて

いる。したがってこの書物は、一面から言うと「要するに自然教育の原則を述べ、

具体的にその適用例を示そうとした9；」もののようにも読めるが、他面では既存の

社会制度のしがらみにとらわれている人間の「奴隷」のような状態を幾回し、近づ

きつつある革命の予言さえも展開する19）強烈な文明批判の論説でもあった。

　論より証拠、この書物が公刊されてから一ヶ月もたたないうちに、パリ高等法院

からルソーに対する逮捕状が発ぜられるが、それは、その宗教論が断罪に値すると

いうものであった。そして難を逃れてスイスへ亡命しようとする彼の前に、生まれ

故郷であるジュネーブの市会は、ガエミール』と『社会契約論』の押収を指令し、
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この二つの書物を市役所の門前で焼き捨てるという強硬な「焚書」措置に加えて、

もし彼がジュネーブにやってきたときには直ちに逮捕せよという命令書を発した。

その理由は、この書物が、「無茶で、ふまじめで、不信心で…　　あらゆる政府を

破壊する傾向がある三D」というものであった。そしてのちに、この事件は「フラ

ンス大革命の微かなる前兆だった12）」とさえ言われている。

　したがって彼がいう「自然」とは、決してただ単なる山、川、草、木の「大自然」

でもなく、古き良かりし時代を懐古する「原始的自然」への憧れでもなくて、いわ

ば「理念化された自然」であり、アダム・スミスの表現を借りれば、「見えざる手

に導かれた」一定の調和ある秩序をもった「自然」であるということができよう。

そしてルソーが、そのような「自然」を思索の中で練り上げていく過程で、彼が見

聞した「農の営み」がその論調にいかに大きな影響を与えているかを示すことは、

さして困難なことではない。以下、若干引用が長くなるが、それを彼自身の言葉の

なかから跡づけてみよう。

　「とくに人生の最初の時期において、空気は子どもの体質に影響を及ぼす。・・

・だからわたしは、農村の女を都会に連れてきて、家1ことじこめ、そこで子どもを

養育させることには反対だ。乳母が都会の悪い空気を吸うよりも子どもが田舎へ行

ってよい空気を吸うほうがいい。子どもは新しい母の生活状態をうけいれ、田舎の

家に住み、教師も子どもについていくがいい。…　　13り

　「当然のことながら、目あたらしいものはなんでも入間の興味をそそる。入闇は

自分を弱い者と感じているので、自分の知らないものをなんでもこわがる。なんに

も気にせず未知のものを見る習慣はそういう恐怖心を失わせる。クモの巣ひとつ見

られない清潔な家で育てられた子どもは、クモをこわがる」が、「わたしは、男で

も女でも子どもでも、クモをこわがるような農村の人にであったことはない．14）」

　「わたしは長いあいだ農民のあいだで暮らしたことがあるが、男でも女でも、女

の子でも男の子でも、喉の奥で発言するのをかつて聞いたことがない。どうしてそ

うなのか。（中略）」「都会の子どもは五つ六つになるまで、部屋の中にいて付添

いの女に見守られながら育てられるので、自分のいうことを分かってもらうために

は、口をもぐもぐさせるだけで足りるからだ。　（中略）」「田舎では事情はまった

くちがう。農夫の妻は子どもにっききっているわけではない。子どもは母親に分か

ってもらう必要のあることを、はっきりと大きな声で書うことを学ばなければなら

ない匪5）」

　「わたしはいつでもできるだけ自然の近くにとどまって、自然から受けている三
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覚を喜ばせることにしよう。自然がいっそう霞然のものを楽しませてくれれば、わ

たしはいつそうほんとうの楽しみを味わえるものと確信しているからだ。葉6）」

　「しかし、まず考えていただきたい。自然の人間を作りたいといっても、その人

間を未開人にして、森の奥深いところに追いやろうというのではない。社会の渦の

なかに巻き込まれていても、情念によっても人々の意見によってもひきずりまわさ

れることがなければ、それでいい。自分の目でものを見、自分の心でものを感じれ

ばいい。自分の理性の権威のほかにはどんな権威にも支配されなければいいのだ。

ユ7）」

　「大都会では堕落は生まれると同時に始まり、小さな都会では理性の時期ととも

に始まる。地方の若い娘たちは、めぐまれたその素朴な習俗を軽蔑することを教え

られ、いそいでパリにやってきて、私達の頽廃した習俗を身につける。…　　そし

て、やってくると、パリの女性たちの高尚な放縦さとはひどくかけ離れている自分

に気がついて、それを恥ずかしく思い、彼女たちもまもなく首都の女性にふさわし

い者になる。どこで悪は始まるか、よくない計画を立てるところでか、それとも、

計画を実行するところでか、うかがいたいものだ。匪8）」

　「それにしてもわたしは、大都会に行って暮らすことはすすめない。はんたいに、

よい人間がほかの人間に実例を見せてやらなければならないことの一つは、田園の

質朴な生活、人間の最初の生活、いちばん平和で自然な生活、腐った心をもたない

者にとってはこのうえなく快い生活だ。若い友よ、入のいないところへ平和をもと

めにいく必要がない国は、．なんというめぐまれた国だろう。しかし、その国はどこ

にあるのか。19）」

　「アウグストゥスが独身を禁止する法律を発布したとき、その法律はすでにロー

マ帝国の衰退を明らかにしていたのだ。よい統治が市民を結婚できるようにしてや

らなければならないのであって、法律が市民に結婚を強制するようであってはなら

ない。強制によってもたらされることをしらべる必要はない。基本的な法則に反す

る法律は守られないで空文になってしまうのだ。…　　イギリスには農業にいろん

な賞があるそうだ。それ以上なにも聞く必要はない。それは農業がイギリスで今後

ながく栄えないことを証明していると思われる。2⑳」

　「都会は人類の堕落の淵だ。数世代ののちにはそこに住む種族は滅びさるか、頽

廃する。それを新たによみがえらせる必要があるのだが、よみがえりをもたらすの

のはいつも田舎だ。だから、あなたがたの子どもを田舎へ送って、いわば自分で新

しくよみがえらせるがいい。2n」
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　「自然の秩序のもとでは、入間はみな平等であって、その共通の天職は人間であ

ることだ。だから、そのために十分に教育された入は、人間に関係のあることなら

できないはずはない。わたしの生徒を、将来、軍人にしょうと、僧侶にしょうと、

法律家にしょうと、それはわたしにはどうでもいいことだ。22り

　「入間はアリのように積み重なって生活するようにつくられていない。かれらが

耕さなければならない大地のうえに散らばって生きるようにつくられている。一つ

ところに集まれば集まるほど、いよいよ人間は堕落する。23）」

　「あなたがたは社会の現在の秩序に信頼しきっていて、それがさけがたい革命に

おびやかされていることを考えない。…　　わたしたちは危機の状態と革命の時代

に近づきっつある。24）」

　以上は、主人公『エミール毒の成長の段階にあわせて、ルソーがいかに自然教育

を進めたらよいか、その場合に、農村（田園）がいかに教育にふさわしい場である

か、を随所に力説している一例を示したものであるが、エミールが青年期に入って

いくにつれて、次第に信仰の問題や恋愛の問題が前面に登場するようになり、人聞

の心身を堕落させ腐敗させる都市的な社会環境のなかに、その根源にある専制権力

を見据えて、人間性回復を目的にした、きわめて攻撃的な議論が展開されているこ

とが明らかになろう。

　だが、ここまできて、ルソーの言説のなかには、都会の膏少年の教育の一環とし

て農村における農業体験学習をとりこむことを高く評価する現代臼本の近年の風潮

と、ほとんど符節を同じくするものがあることに気付く。しかしながらその内容が

いささか感性的であり、多分に経験主義的であって、何故にかくあるのかが、論理

的に明らかにされていないというそしりを免れがたいように感ずる。この点こそ、

しばしば椰楡的に「重農主義」が言及される背景であろう。

3。忘れられた思想家の「直翻理念

　ここで眼をわが国の封建幕藩時代に転じてみたい。しかしそれは、後で述べるよ

うに上述のルソーとほぼ同じ時代に、わが国にも重農的な慰潮のきわめて激烈な思

想家がいたことを連想したためであって、必ずしも系統的な論述ではないことをお

断りしておく。

　周知のように士農工商の身分階級が徹底的に貫徹された江戸時代には、武士階級
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に次ぐ地位におかれた農民といえども、領主によって「生きぬよう、死なぬよう」

にと統治され、生殺与奪は保証の限りではないという状況がおよそ260年間も続

いた。それは、農民というよりはむしろ農奴と呼ぶのが適切であるような状況であ

ったといえよう。

　ところでこのような現実の封建社会の身分制的秩序の非人間性を指摘し、そこか

ら生ずるもろもろの社会的退廃を幾押して、体制の変革を迫る「啓蒙思想」は、わ

が国の場合はほとんど生まれなかったと考えられてきた。前述の西欧の場合と比較

していえば、商品経済の進展と新興産業の勃興にともなう市民社会の形成がきわめ

て緩慢であったことと、当時の儒教道徳全盛の下では、ものごとを論理的・実証的

につきつめて考究していく理性的な思考態度（とりわけ近代的な認識論をはじめと

する哲学的思考）の未成熟があげられよう。

　だが、明治に入ってから画期的な一つの発見がなされた。当時、第一高等学校の

校長だった狩野亨吉が1899年（明治32年）に本郷の古本屋で購入した稿本『

自然軍営道（しぜんしんえいどう）』が、きわめて特異な思想を伝えていることに

注冒して以来、江戸中期のわが国にも、封建圧政の栓楷からいかにして脱却すべき

かを論じた稀有の思想家がいたことが明らかになったのである。安藤昌益（生没年

不詳、ただし年譜によれば1762年、60才で病没と伝えられている）というの

が、その思想家25｝の姓名であるが、後述のような徹底した平等主義と、自ら農耕

に従事して自給窟足を旨とすべきであるという「聖母（ちょっこう）」の理念を掲

げている点では、前述のように「自然に帰れ」という主張を強烈に展開したJ．J．

ルソーに通ずるところがきわめて大きいともいえよう。しかし、その思考のパター

ンや内容からいえば、安易に「露本のルソー」とか、「日本のマルクス」といった

形で類型化することのできぬ、衝撃的なスケールをもった人物であるという評価が

与えられている。とりわけ、「農の営み」のなかから導き出された「農の哲学」が、

重くのしかかっている封建的圧政の栓桔を打破する「きめ手」として登場している

点では、まさに重農的思想にねざす哲学ということができよう。

　昌益は18世紀の中ごろ、奥州八戸藩の城下町で町医者を開業しっっ、その思想

を学ぼうとする門入たちに指導を行い、のちには東北の特定農村に居を移して啓蒙

活動に入ったことが、その年譜26，に誌されている。しかしその思想そのものも、

思想活動の内実も、きわめて限られた著作資料からうかがうこ：とができるのみであ

り、それに加えて昌益独特の概念や用語法が随所に出てくるため、十分な予備知識

のない私たちには、いささか辟易するほどの難解さがっきまとっている。のちにE．
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H。ノーマンによって『忘れられた思想家一安藤昌益のこと27）』　という著作が刊

行されたが、それでもなお、その近寄り難い難解さは続いている。

　そこでまずは、昌益の思想の根幹をなすいくつかのキイ・ワードの紹介から始め

よう。

　天地、万物、人間は何からできているか。それらはどのような関連をもって存在

しているか。こういつた問いかけは西欧では古代ギリシアの哲学以来の系譜をひく

が、昌益はきわめて独創的に「活真（かっしん）」という概念と、「特性（こせい）

」という理法をといている。

　「活真」とは万物の根源的な物質であると同聴に、たえず運動してやまない万物

のエネルギーの根源でもある。つまり「活真」がたえず自己運動をして天地宇宙を

構成すると同時に、万物となるということを、「活真自行シテ転定（てんち）ヲ為

（つく）り」、「人・物・各々（ひとつひとつ）悉ク門真ノ分体ナリ」。「活真、

生気常二感発シテ止ムルコトヲ知ラズ28｝」と述べている。字義に即していえば「

活」は運動性、生命性をさし、「真」は実体性、物質性を含意していて、これらに

よって宇宙の物質の存在と、運動のエネルギーの根源を実体化した概念であるとい

うことができる。

　では、この万物の活動を貫く論理はどのようなものか。ここで昌益の思想の全体

系を支える独特の思考方法くいわば弁証法的な論理）として、「野性」という範疇

が出てくる。　「互性とは、天と地、男と女、のように対立する二つのものの間の、

相互の機能的関連性を意味する概念29）」であって、「対立と統一と転化の矛盾闘

志・矛盾運動のことである。その根本は、根源的物質である活真の自己運動の進退

である。それは常に「進」のなかに「退」を含み、「退」の中に「進」を含む「進

退・退進」の矛盾運動である。3⑳」

　たとえば男だけ、あるいは女だけの世界では、とりたてて男とか、女といって区

別する意味がないのであって、この相異なる両者が並存しないところでは、ド人間

としての生活を完全に営んでいくことができないが、男と女が一体になることによ

ってそれが可能となり、人間の生命は無限に再生産されていく。このように男女が

「互性」の関係をなすことによって、はじめて人間としての生成の活動が営まれる

という意味で、昌益は「男女」の二字をヒトと訓読している。3D」

　昌益はこういつた考え方を、当時支配下であった天文、暦数、ト籏、平地などを

網羅する陰陽五行説に類似した「四行（しぎょう）・八気（はっき）」という形で

説明した。すなわち「四行」とは、中国古来の五行（木・火・土・金・水）のうち
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から「土」を特に取り出して除いた、残りの四つをさし、蜜蝋流にいえば、根源的

物質である「窪窪」が自己運動の過程で発現する「木・火・金・水」の4っのフェ

ーズをさしている。これに対して「八気」とは、「四行」の自己運動において「進

退」が加わるとき、「進木・軸木・進火・退火・進金・台金・進水・退水」という

8っのエネルギ～の現れ方をとるというのである。そしてこの八虐が相互に互性の

関係をもちながら動いていくなかで、万物の生成・流転が進んでいくとみるのであ

る。おそらくこういつた発想は、医者として人間の健康や健全な生活のあり方に多

大の関心を注いだことに由来するのであろう。彼は人体も、天地と同じように「そ

れ自体で完結した生命体であると考えていたから、目と耳、心臓と肺など、身体の

各部分相互問にも互性の関係があることを説いた。32）」

　しかし、ここまでならば、いささか風変りな町医者の養生訓の体系化のレベルに

とどまる話かもしれないが、裏面はさらに一歩ふみこんで「人は互性の理法に従っ

て、正しい生き方を取り戻すべきだ、しかしそれを妨げているものが、封建的な身

分的秩序にもとつく社会的差窃であり、そこから必然的に生まれてくるもろもろの

退廃的現象である」といい、この身分秩序を支えている儒教や仏教などの既成の学

問・宗教・思想を徹底的に批判・攻撃していく。

　つまり彼の思想の特色は、いかなる人も身体の構造が同一であるのと同じように、

入としての生き方も同一であるべきであり、入間はすべて自ら農耕に従事して自ら

の生活の糧を自給するのが正しい生き方であるという「直耕（ちょっこう）」を基

礎とした、徹底した平等主義を主張している点にある。この「直心」という概念も、

農耕作業を中心としつつも、それだけに限らず、広く労働一般、生産一般を意味す

るが、さらに広くとらえれば天地自然の生成運動や、動植物の生存活動のすべてま

でも包括した「活真」の働きということになる。かくして「夫（そ）レ自然、転定

（てんち）ノ大道ハ、万物生々（せいせい）ノ直耕ト、人之（こ）レヲ継ギ五穀ノ

直面ト、岳人（てんじん）一和ノ直耕、是レ自然真ノ大道ナリ」という観点にいた

る。つまり人間の労働は、天地の生成運動の継承であり、天とともに人間がふみ行

うべき真実の道は、「直耕」という只一筋の道であるというのである。

　ところが現実の社会には、上下の差別があり、上にたつ帝王は自ら労働に従事す

ることなしに、他人の労働を租税としてかすめ取り、それを冠り食って栄華を極め

るという「不耕毎食（ふこうどんしょく）」もしくは「不耕盗食（ふこうとうしょ

く）をほしいままにしている。そして王侯、領主、「聖入（せいじん）」などは「

不耕ニシテ、衆入ノ直面・転業ノ穀ヲ貧食シ、口説ヲ以テ直耕・転職ノ転子（てん
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し）ナル衆入ヲ認（たぶらか）シ、自然ノ転下（てんか）ヲ盗ミ、上二立チテ王ト

号ス。」古来、これらの「聖入」はその地位を継続維持するために法律や制度を作

ったが、そのように人為的につくられた社会が「法世（ほうせい）」であって、こ

れに対置される理想の社会、差別なき社会が「自然世（しぜんのよ）」＝「自然・

活真ノ世」ということになる。　　　　　　　　　　’

　なお、上述の文章で「予定（てんち）」とか「転下（てんか）」といった表現が

目につくが、それは天地、天下の意味にほかならない。しかしあえて、そういう慣

用の表現方法をとらなかった理由は、「天尊地卑」、上下・貴賎の思想につらなる

ものなので、こういう差異を絶対に容認しないという二丁の立場を象徴的に示すた

めのものである。また「転（てん）」は、天の運動性・回転性こそが万物を生み出

す創造性・生命性であることを含意するものでもあるという。

　さらに注目すべきは「衆人jという表現である。これは字義の通り一般民衆をさ

すが、より厳密にはもっぱら生産的な労働にたずさわる大衆をさし、「衆人ハ可耕

ニシテ転学（てんどう）不背ノ真人くしんじん）ナリ」ということからも明らかな

ように、生産労働に従事するものこそ、社会にとって最も重要な「真人間（まにん

げん）」であるという観点を強く打ち出している。

　これは、18世紀中期以降のフランスの重農学派（フィジオクラート）が、農民

階級こそ社会の唯一の生産階級であるというとらえ方をしたのと相通ずる点があり、

誠に興味深い。また、昌益における「法世」と「自然世」との対置も、西欧の啓蒙

思想の根底を貫く、「入定法則」に対する「自然法」・「自然的秩序」のとらえ方

と全く共通している。

　しかし昌益は、このように現実の封建社会の退廃現象を厳しく批判しながらも、

理想社会をいかに実現すべきかについては、ほとんどふれていない。また、抑圧さ

れた農民の解放のために、農民の立場にたった社会の改革をめざしているわけでは

なくて、「直耕する農民」のあり方の中に、真入間としての生き方を象徴的にとら

えて、これを一般論として前面に打ち出しているという点では、前述のルソーの農

民についての言及に酷似しているといえよう。

　ところで、このような異色の思想家の啓蒙活動が、厳しい封建体制の下で、その

まま放置されたり、容認されたりすることは到底考え難いことであるが、その生前

の記録には特別の記述が見当たらない。おそらくは、その難解さのために救われた

のかもしれない。しかし、はたせるかな、その没後2年目の三回忌法要の臼の行事

内容を口実にして、「三二跡目の安藤孫左衛門の追放と石碑の破壊」が、藩の役人
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（書手）から命ぜられ、没後2年を記念して門弟によって建てられた「守農大神」

の碑は壊された。さらに掠職は、昌益の影響の痕跡の一掃をはかり、昌益門弟の医

師・玄秀の追放が代窟によって命じられた。かくて、その没後、およそ130年を

経過した後に狩野亨吉によって偶然発見されるまでは、上述のような昌益の思想は

全く人々から忘れられた存在となっていたのである。

　前述のルソーも厳しい迫害を受けたが、昌益も没後にこのような存在抹殺の仕置

を受けたわけで、この両者に共通する点が、洋の東西で、しかも全く交流のない申

で生まれたことは誠に興味深い。特に、工業化社会への移行がきわめて端緒的であ

り、社会的分業の形成が未成熟である当時の社会状況を反映して、両者とも、農民

の素朴な生活と労働をベースにして、現実の社会の矛盾をえぐり出すという方法を

駆使している。けだし、当時の社会経済の構造からいっても、最も主要な生産的労

働の形態が農耕であったことは、F．ケネーが『経済表』に克明に描き出した通り

である。

　だが、それから20◎年近くを経過した今日、当時とは比べようもない工業化、

都市化が進行しているなかで、再び「農の営み」に接触することによって、なんら

かの活路を拓こうとしているかに見える近年の風潮は、「農」のもつ意味の、底知

れぬ奥深さを示しているのかも知れない。農業経営とは、そのような奥深い「農」

との関わりの最先端に立つものなのである。
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