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田

問題 の所在

島 慶

吾

『修辞学・ 文学講義』 の方法的性格 について

本論文 は、『修辞学・文学講義』 をアダム・ ス ミスの社会科学体系 の中 に位
置 づ ける試 みである。 この探求 の試 みが重 要 で あるのは、次の二つ の理 由 に
よる。
第 一 に、『修辞学・文学講義』 の「斬新 さ」 とは何 か、 に関わ る(1ヽ どの よ
うな意味 で、 この講義 は「斬新」 なのであろうか。何故、 ス ミスは この講義
を行わねばな らなかったのであろうか。これ は、 ス ミスの「同感」理論の構造
的性格 に関 わ る。 ス ミス「同感」理論 は、人間 の諸感情、諸情念、及 び、諸
行動 の「道徳的是認」 の理論 である と同時 に、人間 の言語的行為 の適宜性、
つ まり、言語、文体 の適宜性、或 い は、言語 レベル での同意、納得 の理論 で
ある (後述 )。 ス ミスの 『修辞学・ 文学講義』 の斬新 さは、「同感」理論 を修
辞学、文学、歴史的叙述 に適用 した ところに見 られ る、 とい うのが、本論文
の第一 の主 張 で ある。 つ まり、 ス ミスは同感理論 の観点 か ら「言語 の真 の適
宣性 」 (後 出)を 考察 したのである。
ス ミスは例 えば、講義 の第 6回 目において、従来 の修辞学 について一瞥 を
「様 々な修辞 と、その 区分、更 に下位 区
与 えた後 に、次 のように言 ってい る。
分 の考察 か ら、古代、及 び、現代 の多 くの修辞学 の体系が作 られてきた。 し
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か し、修辞学 の書物 は総 じて愚 に もつかぬ ものであ り、全然有益 でない。」
(Lec.6。 p.26.98]頁 )(2)

従来 の修辞学 の書物、或 い は、修辞学 に関す る研究 が「全然有益 でない (not
at all instructive)」

と断 じるス ミスが何故、修辞学、文学 に関する講 義 をあ

えて行 つたのか。むろん、外的 な要因が あ つた ことは間違 い ないが

13D、

ス ミス

が この分野 に関す る自分 の貢献 について その斬新 さを認識 していた ことは明
らかであろう。 ス ミスが この斬新 さに 自信 を持 って いた ことは、 ス ミスの晩
年 で あ る1985年 にロ シュアー コー侯爵 にあてた書簡 か らもわか る。彼 は当時
「一つは、文学、哲学、
取 りかかつていた著作 について次 のように述 べ てい る。
詩、雄弁 (eloquence)の 様 々な分野全 ての哲学的歴史 で あ り、他 の一つ は、
「文
及 び、政治 の理論 と歴史 です。」(Corr.,p.286.)の ス ミスの この講義 が
法律、
学、哲学、詩、雄弁 の…哲学的歴史」 で あ る ことは間違 いがないで あろう。
従 って、 ス ミスの この講義 の対象 は、彼 の社会科学体系 にお いて、道徳、経
済、法、 と並ぶ一つの分野、「言説」なのである。 しか も、 ス ミスは「哲学的
と言 ってい る。 それは一つの原理 に従 って説
。
明 されね ばな らない ことを意 味 してい る

歴史 (philosophical history)」

)。

この原理 の斬新 さ こそ解明 され るべ きであ る。
我 々 は この原理 を言語論的
同感 に求 め、 これ を原理 とした「哲学的体系」 こそ、 ス ミスの『修辞学・ 文
学講義』 で ある と主張す る。 この意 味 で、 この講義、或 い は、言語、言説 と
い う分野 はス ミスの社会科学体系 の中 に適切 に位置 づ け られ る。この位置 づ
けを明 らかにす る こと、 これ はおそ らく、 ス ミス社会科学体 系 の他 の分野、
経済、法、倫 理 とい った分野 とこの講義 の間 のmissing linkageを 明瞭 にする
ことに通 じるであろう0。

第二の点は、この講義のもつ社会科学方法論上の『道徳感情論』へのつな
がりである。『修辞学・文学講義』の直接の主題はスミスの斬新的な方法で文
学・ 修辞学 を論 じること

(第 一 の点)で あるが、 これを論 じることにより、

この講義 は『道徳感情論』 に直接連結す るものとなっている、 とい うのが本
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論文 の第二 の主 張 で ある。 この講義 で、 ス ミスは、文学、修辞学 を論 じなが
ら、言語、文体、文体 と性格 の考察 を行 った後 に、性格 と行為、行為 の記述
とい う論点 を扱 ってい る。 ス ミスはこの記述法 を「一般的方法」 (後 述)と 呼
ぶが、 この方法 とはまさに『道徳感情論』における社会科学 の方法 で もある。
『道徳感情論』 にお いて、現実 の、 または、想像上 の観察者 の、あ る状況下
における行為者 の動機、及 び、行為 の帰結 に対 す る共感 が、道徳的是認 の一
つ の重 要 な基礎 で ある ことはよ く知 られて い る。行為者 の動機 を理解す る こ
と、或 い は、
行為者 の動機 を理解 しつつ、その行動 を記述す る こと、 これが ス
ミスの社会科学方法論 の基礎 で あ る。
この方法論 は『道徳感情論』にお いて全面的 に展開 されて い るが、 しか し、
その真 の出 自は 『修辞学・ 文学講義』 で あ るように思われ る。『修辞学・文学
講義』は1762‑63年 にわた る道徳哲学 の講義 の一部 であるが (従 って、『道徳
感情論』
初版、1759年 よ りも年代的 には新 しい)、 実際 は、1748‑51年 のエ デイ
ンバ ラ公 開講義 :修 辞学及 び文学 に関す る公 開講義 に手 を加 え、1751年 にグ
ラス ゴ ウ大学論 理 学教授 に任命 されて以来、道徳哲学 の一部 として繰 り返 し
て講義 された ものである0。 ス ミスの1748‑51年 の講義 を完全 に復元す る こ
とは不可能 で あ ろう。 この講義 が 『道徳感情論』初版 が 出版 された後 に行わ
れた ものである以上、 この講義 に『道徳感情論』 の議論 が反映 してい ること
は当然 で あ ろう。従 って、我 々 は『修辞学・ 文学講義』 の内容 が 『道徳感情
論』 のそれ に時間的 にも、議論 の中身 の点 で も先行 して い ると言 うことはで
きないが、 しか し、前者 の内容 は最 も初期 のス ミスの思想 を伝 えてい るもの
と考 える ことは許 され るであろう。
本稿 の第二 の 目的 は、 この講義 を上述 の方法論 の見地 か ら考察す る ことに
「 同 じく有益 な一 つの科学、つ まり、人間
ある。ス ミスはこの講義 にお いて、
が行為 す る時 の動機 についての科学 (the knowledge of motives by which
men act)」 (Lec.20.p.113.238頁 )に ついて語 つて い る。人間 の行為 を理解す

ること、
人間 の行為 を理 解 しつつ、 その行動 を記述す ること、 こ
或 い は更 に、
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の ことは決 して文 学、或 い は、修辞学 の独 占的 な主題ではない。 また、単 に
文学的、或 い は、
修辞学的 な記述 は直接 には社会科学的記述 または社会科学的
方法論 ではない。『修辞学・ 文学講義』 は、人間行為 の諸動機、 その諸対象、
その記述 の仕方 の分析 を含 んでい るが故 に、一つの社会科学方法論 を提供 し
た。 そ して、 この方法論 によって、 ス ミスはその壮大 な社会科学体系 を構築
し得 た。我 々 は これ を「社会科学的論説」 と名付 けた い (第 3節 参照 )。 F修
辞学・文学講義』 を この方法論 とい う見地 か ら考察す る ことは、『修辞学・文
経済、法・統治 との間 のつ
学講義』 とス ミスのその他 の社会科学分野、倫理、
なが りを解明す る上で大 きな寄与 をなすであろう。
以上、 ス ミスの「 同感」理論 の社会的交通 (行為論 )、 及 び、社会言語的交
通 (言 説論 )の 二重性格 を示す こと、及 び、『講義』が人 間 の性格 と行為 の記
述の方法 を正 しい社会科学的方法 の認識 として示 して い ること、両者 をもっ
て、言語 (最 も広 い意味 での)の 分野 もまた、 ス ミスの社会科学体系 の中 に
位置 づ けられてい る ことを示す こと、 これが本論文 の 目的で ある18p。

第 1節 『修辞学・ 文学講義』構成 とその内的論理

1.『 修辞学・ 文学講義』 の構成
ス ミス 自身 の講義 の 目的 を述 べ た と思われ る第 一講 は残念 なが ら失われて
い るが、その 目的 は、
「修辞学、文学 の一体系 を講義 として述 べ る こと」にあっ
た と言わ れてい る。既 に述 べた よ うに、この講義 の 目的 は、
「 文学、哲学、詩、
雄弁 の…哲学的歴史」 を述 べ る ことにあった。 ス ミスが この哲学的歴史 のた
めの基準 とした ものは、
「言語 の真 の適宜性」 (Lec.11.p.56.149頁

)で あ った

一つ は、最 も抽象的 に言 えば、
(後述 )。 これはおそ ら く二つの次元 が ある。
「言語」 (言 葉、文体、修辞 )で あ り、他 の一つ は「説得」 (説 得 と納得、証
明、合意、等々)で ある。 この観点 か ら、彼 は第 一 に、言語 の適宜性 とは何
か を考察 し (Lec.2‑Lec.6)、 これ を具体的 な作家 に適 用 し、 その「文体」の適
30
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宜性 を確認 す る (L∝ .7‑Lec.11)(以 上、前半部 )。 従 って、前半部 は、言葉、
文体、修辞 における言語 の適宜性 を考察す る。 これ を終 えた ス ミスは、第 二
に、言語 による「説得」を考察す る (Lec.12‑Lec.30)。

ここでの考察 は、説得

における言語 の適宣性 にある。以上 を図示すれば、以下 のようになろう。

原理

評価基準
対象

言語 の適宜性 (言 語 の対象 に適用 された)

:

言語論 (言 葉、文体、修辞 )
:

講義内容
結果

同感 (言 語的同感 )

:

説得 (説 得 と証明)

1'.言 語 の適宜性 か ら見た「言語 と文体」 (Lec2‑Lec.11)
2'.言 語 の適宣性 か ら見 た「;読 l得 」 (Lec.12‑Lec.30)

:

文学、哲学、詩、雄弁 の…哲学的歴史

:

言語 の分野
にお ける徳

:

知的徳性 (後 述 )

以上 を念頭 に置 いた上で、現存 す る『修辞学・文学講義』 (以 下、単 に『講義』
と略記 )の 外的 な構成 を見 てみ よう。 それ は二つの大 きな部分 に分 かれ る。
前半部

(Lec。 2‑Lec。

11)は 、「言語論的

言語 (language)、 文体
半部

(Lec。 12‑Lec.30)で

(style)、

(linguistic)」

と呼 ばれ る部分 で、

文体 と性格 (style and character)が 、後

は「論 説 の諸形態 (forms of discourse)」 が論 じら

れ ている。第 11講 を境界 にして、前半部 (第 2講 か ら第 11講 )と 後半部 (第
12講か ら第30講 )に 分 けられ る (第 11講 の重要性 については後述 )。
前半 をさらに細分すれば、第 1の 部分 は、第 2講 か ら第 6講 までで (第

1

講 は失われて い る)、 「言語」、「言語 と文体 (language and style)」 を扱 う。
「文体 と性格 (style and character)」
第 2の 部分 は第 7講 か ら第 11講 までで、
が考察 されて い る。
(448)
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後半部 は論説 (discourse)の 諸形態 を扱 って い る。 この「論説」の 目的 は
「説得」にある。第 12講 の文頭 でス ミスは「論説 (discourse)」 を大 き く二つ
に分 けてい るが、それ によれば (cf.Lec.12.p.149.157頁

)、

は、「単 に事実 を述 べ る (barely relate some fact)」

(ibid。

る命題 を立証す る (prOve some proposition)」

,同 上 )か によって分

(ibid。

「論説 (discourse)」

,同 上 )か 、「あ

類 されて い るが、第 12講か ら第 20講 (後 半前半部 )は 「事実 を述 べ る」論説、
即 ち、「記述的論説 (narrat市 e discourse)」 で あ るが、「事実記述的

tive)論 説」 (第 12講 か ら第 15講 )と 、「歴史的論説

(descrip‐

(historical discourse)」

(第 17講 か ら第 20講 )に 分 かれてい る。後半後半部 は第 22講か ら第 30講で、

「弁論 (oratorical discourse)」
この後半 は、「科学的

を扱 って い る (第 21講義 は詩 を扱 ってい る)。

(didactic or scientific)」

或 い は、弁論 的 (rhetorical or oratorical)」

論説 (第 24講 )0と 「修辞的、
論説 (第 22講か ら第30講 、 ただ

し、第 24講 を除 く)に 区分 され、 さらに「演示型弁論 (demOnstrative elo‐
quence)」

(第 22講 、第 23講 )「 討論型弁論 (deliberative one)」

(第 25講か ら

第 27講 )「 法廷型弁論 (judicia1 0ne)」 (第 28講か ら第 30講 )と 細分化 されて
い る(10)。
以上 の外的 な構成 か ら何 を読 み とるべ きであろうか。
ここで は講義 の 内容 の紹介 は必要限度、最小 に とどめ、 ただちに講義 の内
的論理 の考察 に入 ろう。
まず第一 に、注 目すべ きは、講義全体 を貫 く「同感」理論 の存在 で あ る。
後 に詳述す るが、 ス ミス「 同感」理論 の構 造 は複合的で あ り、諸感情、諸情
11ヽ
同時 に、言語 の
念、諸行動 の適宜性 の感覚、道徳的是認 の論理 で あるカメ

適宜性、つ ま り、言葉、文体、修辞、或 い は、合意、納得、共通 の意 見形成、
前者 を同感 理論 による社会的行為論 と
等 に関わ る言語的是認 の理 論 で ある。
名付 ければ、後者 は同感 理論 による社会的言説論 と言 う ことができよ う。両
者 の うち、一 方 は、現実 の行動、行為 に関 わ る道徳的 に是認 された一般的諸
規則 の形成 の論 理であ り、他方 は、言語、論説 に関 わ る道徳感情論的 な一般
32
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的諸規則形成 の論理 で ある。両者 は、 (そ の行為、 その言説 が)同 感 で きる、
とい う点 で原理的 に同一で あ り、社会的 に是認 された もの として行為 の、或
い は、言説 の「一般的諸規則」 を形成す る。『講義』 と特 に『道徳感情論』を
「同感」理論 の存在 が第一で ある。
linkageさ せ るものは この、
次 に、で は、言説 と行為 とはいかにlinkageす るのであろうか。後 に示 され
るように、 それ は、 F講 義』での、前半部 における言語 →文体 →文体 と性格 と
い う講義 の流 れ と、後半部 にお ける性格 →性格 と行為 →行為 の記述 の講義 の
流れで あ る。従 って、第 11講 が 『講義』全体 の中で決定的 な役割 を担 ってい
る と思われ る。『講義』は同感 理論 による新 しい修辞学、文学 の講義 で あ ると
い う点 に、『道徳感情論』と原理的同一性 を持 ち (原 理的なlinkage)、 更 に、

『講義』 における言語→文体→文体 と性格→性格 と行為→行為 の叙述 の議論
に流れ において、道徳 に是認 された行為 の一般的諸規則 の形成を主題 とした
『道徳感情論』に繋がる(構造的なlinkage)。 我々はまず、この講義 において、
→
同感論的視座 が一貫 して用い られることを示 し(本 節後半部)、 次 に、言語
文体→文体 と性格→性格 と行為→行為 の叙述がいかにして『道徳感情論』 に
『講義』
構造的 に連結 されるのかを示 そう(次 節、及び第 3節 )。 この方法論 を
「社会科学的論説」 と言い得 るであろう。
の中に位置づ ければ、 それは、

2.原

理

まず、同感理論 による社会的言説論 とは何 か を考察 しよう。端的 に言 えば、
それ は、同感 理論 による「言語 の真 の適宜性 (true prOpriety of language)」
(Lec。 11.p.56.149頁

)の 考察 で あ る。

『講義』 の前半部 (第 2講 か ら第 11講 )は 、言語、格 、文体、言語 のあや
と修辞 (法 )を 取 り扱 った一般 にlinguisticな 部分 と呼 ばれ る部分 である。前
述 した「修辞学 の書物 は総 じて愚 にもつかぬ もので あ り、全然有 益でない」
とい う文章 は この部分 にある。何故、従来 の修辞学 の書物 が「総 じて愚 にも
つか ない」のか、或 い は逆 に、何故、「私

(ス

ミス)の 修辞学、文学 に関す る
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講義 が役 に立 ち、有 益であるのか」の答 えは、第 六講 の次 の文章 にあ る。「既
に述 べ た通 り、彼 ら (従 来 の修辞家、引用者注)は 、 これ らの文 法的諸規貝J
か らはずれた ものの中 に、言語 の全ての美、高貴 で、壮大 で、高尚な一切 の
もの、情熱的で、愛情 が こもり、我 々 を感動 させ る一切 の ものが見 いだされ
るべ きだ と我 々 に言 ってい る。 しか し、実際 はまった く異 なってい る。話 し
手 の感情 (sentiment)が きちん と、明瞭 に、平明 に、巧 みに表現 されてお り、
話 し手 が、共感 によって (by sympathy)、 聞 き手 に伝 えた い (commwlicate
to his hearer)と 望 んで い る、 その情念 や意 向 (passion Or affectiOn)が 明

瞭 に、平明 に打 ち出 されていれば、 その時 に、 しか も、 その時 に限 り、その
表現 は言語 がその表現 に与 え得 る全 ての力 と美 とを有す るのである。」 (Lec.
6,p.25。

96頁 )我 々が、同感理論 が 『講義』全体 を貫 いてい ると言 った理 由 は

ここにある。社会的交通 の原理 としての「同感」が、行為者 の「 意向
tion)」 「感情 (sentiment)」

(affec‐

か ら生 じる行為 に対 する観察者の是認 の論理 で あ

るの と同 じように、社会的言説論 としてのそれ は、話 し手 の「意向」「感情」
が、
「 同感 によって (by sympathy)」 、聞 き手 に伝わ ることなので ある。 この
言語的 な「 同感」 はその レベル によって、言葉、文体、文体 と性格、論説 の
各領域 で成立す るであろう。 ス ミスの この F講 義』 の斬新 さは、 この各領域
にお いて、言語的「同感」が生 じるか どうか、 が基準である とす る点 にある。
では、具体的 に この言語的「同感」 はいか に生 じるのであろうか。
まず、「言葉 の適宜性 (prOpriety of language)」

については、 ある言語が

「適宜性」を得 るのは、 それが、 その「 国 の習慣 (custom)に 適す るもので
はな くてはな らない ばか りでな く、同様 に、国民 の中 のある特定 の階層 にも
適す るものでな くて はな らない。 この階層 とは疑 い もな く身分 の高 い、育 ち
のよい人 々で形成 されてい る層 で ある。」 (Lec.2.p.4.63頁

)で は、「適 してい

る (agreeable)」 とは何 か。 ある言語 が ある国の習慣、 しか も、上流 の人々の
習慣 に「適 して い る」時、 それ は「快 い (agreeable)」 (ibid.,同 上 )か らで
ある。 ここでの結論 は こうである。「言葉 の適宜性」とは、第一 に、国 の習慣
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とい う「状況」 に適合 し、第 二 に、 ある特定 の階層 の人々の言葉 で あ り、第
二 に、 その人々の使 う言葉 を「聞 き手」 が「快 い」 と感 じること、 にある。
「言葉 の適 宜性」 にお いて、上流の人 々のそれが、一般大衆 の それ よ りも優
れ ているのは、上流の人 々の行為 (beha宙 ollr)の 自然 さがJ心 地 よ く (agree̲
able)、

それに関連す るものすべ てが「我 々 に喜 びを与 える」 (ibid.,同 上 )だ

か らである とされる(1幼 。
「上流の人 々 は言葉 の適宣性 にお いて、一般人 より優 れ て い ると我 々
更 に、
は当然考 えるが、 この ような優越 さが存在 しない場合 には、我 々 は、上流の
人 々の用語 と、我々が尊敬す る彼 らの行動 との間 に形成 され る連想 によって
(by association)、 上流 階級 の人 々が 用 いてい る言葉遣 い を選 びが ちで あ

る。 いわゆる適宜性 (what we can propriety)を 形成す るものは、人 々の
習慣 で あ り、 また、上流の人 々の習慣 であって、 そ こか ら、我 々 は文体 の純
粋性 の諸規則 を引 き出す のである。」 (Lec.2.p.4‥

p.5。

同上 )言 語 の この レベル

にお いて は、言葉 の適宣性 は、 ある国 の「上流 の人々の用語 と、 …彼 らの行
動 との間 に形成 され る連想 の力」 によって、 それが「心地 よい」 と感 じられ
る点 にある。
この言葉 と行為 の関係 について、 ス ミスは「暴君 の暴政 と圧制」 と「夏 の
日差 しの暑 さ」の例 を挙 げて い る。「暴君 の暴政 と圧制」を表現す る形容詞 は、
「暴君 の暴
insufferableで あるの に対 して、
後者 はint01erableで ある とされる。
政 と圧制」 とを形容す る言葉 が前者 でなければな らない理由は、それが「暴
君 の行為 に対す る我 々の感情 と憤激 とを表現 して い る」 (Lec。 2.p.3.62頁 )か
らである。従 って、誰 かが「暴君 の圧制 と暴政」とを表現す るのに、intolerable
intolerableと い う形容詞 は この
と形容 した際 に、我 々 は心地 よさを感 じない。

場合、 ス ミスの考 える言語 の適 宣性 をもってい ない のである。他方、 この暴
君 の行為 をinsufferableと 形容 した際 には、我 々は心地 よさを感 じる。この場
「夏 の日差 しの暑 さ」
合、 この形容詞 は言葉 の適宜性 を持 って い るのである。
に関 して も同様 で ある。 ここで、言葉 の適宜性 が、 ある言葉 の もつ 内容 には
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関係 しない ことに注意 しよう。耐 え難 い (insufferable)専 制者 の行為 と言 え
ば、我 々 は暴力、拷間、不正 、暴力的 な死 、 とい つたそれ 自体 は不快 な概念
を連想す るであ ろうが、しか し、これは この言葉 の適宜性 とは無関係 で ある。
「適 し
言葉 の内容 とは無関係 に、あ る行為、行動 とそれを描写す る言葉 とが、
た もの」 で あれば「快 い」 のであ り、「快 い」 のであれば、 それは「適宜性」
を持 つ。
次 に、「文体

(style)」

に関す るス ミスの講義 を見 てみよう (Lec.4‑6)。 「文

体」 とは「語 の配列」 (Lec.4.p.16。 83頁 )の ことで あるが、 ス ミスの取 り扱 い
は ここで も独 自で あ る。上述 の「言葉」について ばか りか、「文体」について
もス ミス は次 の ように述 べ る。「作者 の思想 ばか りでな く、 その気分や精神
」(Lec.
(spirit and mind)を も表現す るのは、言語 ばか りでな く文体 である。
4.p。

19.86頁 )「 文体」をス ミスは単 に、作者 の思想 を表現す るもの とは考 えて

いない。作者 の「気分 や精神」 をも表現す るもの として い る。 ス ミスは第 六
講 でスイフ トを取 り上 げ、 その文章 は「耳障 りであ り、不快 で ある」 (Lec.5。
p.23.92頁 )と 断 じてい るが、 に もかかわ らず、 ス イ フ トの文体 は彼 の「気 む

ずか しい気質 にぴ った リー 致 してい る」 (ibid。 ,同 上 )の で あ る。 ス ミスは続
けて極 めて興味深 い「文体 と性格」につい て議論 を進 めてい るが、第 6講 で、
当面 の結論 を出 してい る。
「既 に述 べた通 り、彼 らは、これ らの文法的諸規則
か らはずれた ものの中 に、言語 の全ての美、 高貴 で、壮大 で、高尚 な一切 の
もの、情熱的 で、愛情 が こ もり、我 々 を感動 させ る一切 の ものが見 いだ され
るべ きだ と我 々 に言 ってい る。 しか し、実際 は まつた く異 なってい る。話 し
手 の感情 (sentiment)が きちん と、明瞭 に、平明 に、巧 みに表現 されてお り、
話 し手が、共感 によって (by sympathy)、 聞 き手 に伝 えた い (commumcate
to his hearer)と 望 んで い る、 その情念 や意 向 (passion Or affection)が 明

瞭 に、平明 に打 ち出されていれば、その時 に、 しか も、その時 に限 り、その
表現 は言語 がその表現 に与 え得 る全ての力 と美 とを有 す るのである。」(前 出)
言語、文体、文 のあや、修辞 に関す るス ミスの結論 は、言語、文体 、文、修
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辞 の「 同感」的 な効果 に これ らの ものの「適宜性」が ある とす るものである。
言語、文体、等 はただ単 に、対象 を客観的 に描写す る ことにのみその役 目が
あるので はない。
話 し手、書 き手 の感情、意 向が、 まさに適切 に選 び出 され、
「共感」によっ
使用 された言葉、文体、文 のあやによって、聞 き手、読 み手 に
て伝 わ る こと、 ここに、 ス ミスは言語的交通 の「適宜性」 を見 て い るのであ
る。
ス ミス は自分 の同感論的言説論 に関する命題 をうち立てた後、第 7講 にお
い て「文体 と性格」 に関 して議論 を進 める。
3。

「状況 と性格」、「文体 と性格」

「 この部分 は唐突 に文体論 か ら性格論 に移 って い る。ス ミスはこ
第 7講 は、
れか ら先、 かな り詳細 に性格論 を述 べ てい るが、 ここの論 旨にやや関係 が少
ない」 (『 訳』122頁 )と 述 べ られてい る箇所 で あ るが、果 た してそうであろう
か。 ス ミスの上 述 の命題 か らすれば、文体 と作者 の性格 が適宜的 な関係 にな
ければ、作者 の思想 ばか りか、 その感情、意向が適切 に読 み手 に伝 わるはず
がない。 この意味 で文体 と作者 の性格 とは文 の美 しさ、適 宜性 を考 える上で
切 り離す ことはで きないのである。 ス ミス は ここで は、 ス イ フ ト、ル キア ノ
ス、 アデイソ ン、 の三者 の文体 を考察 して い るが、 これ らの三者 が優 れて い
る作者 として選 びだ されたのは (一 方で、 シ ャフツベ リー卿 は「言語 の真 の
適宜性 (true prOpriety of language)に 無知 で あった」 (Lec。 11.p.56.149頁
として、批判 されて い る)、

)

この三者 の文体 が その性格 に適 合 して い るか らで

「既 に述 べ
ある。ス ミスは この講義 において も、次 の ように繰 り返 して い る。
た ように、 これ ら (語 修飾、文修飾、引用者、注 )は 、 それ 自体 の もつ美 を
文 に付与 す るもので はな く、 それ らが話 し手 の感 情 (sentiment)に 適合 し、
かつ、話 し手 の感動 の仕方 を最 もきれ い に表現す る時 にのみ、 それ らは快適

(agreeable)で 美 しいのである。」 (Lec,7.p.32.110頁 )ス ミスは このように
自分 の命題 を確認 した後 に、次 に進 む。「状況 と文体」 の問題である。「 しか
(442)
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し、同一 の感情 が、 ご く自然 に心地 よ く表現 されて いなが ら、作者 の置 かれ
た状況 (circllmstances)に よって、語 り方 は非常 に異 なる ことが しばしばあ
る。 同一 の話 が我 々の同情心 をか きたてる目的 をもたず、淡 々 と語 られると
考 え られる場合 もあ り、或 い は、感動的 にも述 べ られ るし、 また或 い は、作
者 の意図 によっては、滑稽 な感 じで語 られ る こともある。」 (Lec.7.p.34.112
頁 )ス ミスが ここで新 たに導入す る要素 は「状況 (circumstances)」

で ある。

文体 の適宜性 とは、作者 の性格 に合致 してい る必要 が あるばか りでな く、作
「文章 の表現 は、作者 の置 か
者 の置 かれた状況 に も一致 して い る必要がある。
れて い る状況 (circumstances)に よって、主 として支配 され るものであるか
ら、作者 の精神 に適合す る ものであるべ き ことを確認す る ことになる。」(Lec.
7.p.34‑p.35。 113葬 寄)

ス ミスはこの点 を確認 した後 に、作者 の類型論 を論 じてい る。「率直型 」の
スイ フ トと「単純 型 」 のテ ンプル卿 で あ る。 スイ フ トが偉大 であるのは、彼
の置 かれた状況、つ まり、
「現在流行中 の思想 の 自由、及 び、軽薄 な精神」(Lec.
8.p.41.125頁 )を 描写す るのに、スイフ トはその性格、つ まり、
「率直型」 (「 普

通世 の中で行 われてい る礼儀 や躾 の良 さを示す様 々な形式 を顧 みない人 間」
(Lec。 7.p.36.115頁

「率直型 の人間 の文
))に 合致 した文体 を用 いて、 つ ま り、

体」 (Lec.8,p.40。 123頁 )で あ る「命令 回調 で、断言的 に表現す る」 (Lec.7.p.
38.118頁 )文 体 を用 いた。 そして、これ は彼 の「一 般的性格 (general charac‐
ter)」

(Lec.8.p.43.127頁 )に 「適している (agreeable)」

(ibid。

同上)の であ

る。
他 方、彼 は「単 純 型 」の作家 としてテ ンプル 卿 を挙 げて い る。「単純型 」の
作者 とは「人 に喜 び を与 えた い とい う願望 に従 って行動 す る場 合 、 その行 動
が彼 の本性 を裏切 らな い場 合 はいつ で も喜 んで 、人 に喜 び を与 え よ う とす る
…彼 が 自分 の意 見 を述 べ る時 の態 度 は、彼 の あ らゆ る行 動 に現 れ る気取 りの
な い謙 虚 な態 度 」 (Lec.7.p.37。 117頁 )を もってす る作者 で あ り、「単純型 」 の
作者 の文体 は「 単純型 の人 間 の文 体 」 (Lec.8.p.40.123頁
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さな 断言 口調 で はな く、淡 々 た る会 話 回調 」 (Lec.7.p.37.117頁

)の 文体 で あ

る。以 上 か ら、 ス ミス は状 況 → 性格 → 文体 との 関連 にお いて 、文体 の適宣性

を論 じてい る ことが わか る。 ス ミスの把握 は類型論的で ある。個 々の作家 を
論 じてい なが ら、その類型論的 な性格 を把握す るのである。スイ フ トは特 に、
彼 の置 かれた状況 を描写す るのに、彼 の性格 に適 した文体 を用 いた点 で賞賛
されてい るのである。 この作者 の類型論的把握、即 ち、作者 の置 かれた状況
→作者 の性格 →文体 にお ける合致 が、読者 にとって も「快 い (agreeable)」 と
して共感 され るのである。
「文体 にお いて快 い もの とは何 である
ス ミスは第 11講 にお いて述 べ てい る。
か (what is that is agreeable in Style)。 それ は、全 ての思想が、 その思想
によって作者 に情動 を与 えた情念 を明示す るように正 しく、適切 に表現 され
てお り、 そのために、全 てがのんび りと自然 に感 じられ る、 とい う場合 で あ
る。その作者 は自分 の性格 に合 わない行動 はせず、 また、彼 が話 しをす る時
には、主題 に適す るばか りでな く、 自分 の性格 にも適 した話 し方 をす る。 …
我 々が考察 して きた二人 の作家 は、 いずれ もこの規則 に適す るように行動 し
て きた と思われ る。二人 とも独 自な文体 で、しか も各 自の一般的性格 (general

character)に 適 した文体 で、語 って い る。」 (Lec。 11.p.55‑p.56。 148頁 )ス ミ
スが優 れた文体 と呼 ぶのは、 それが単 に、作者 の思想 が聞 き手、読 み手 に伝
わ る ことにあ るので はな く、作者 の抱 いた思想が、作者 の心の内 に生 じさせ
た感情、情念、情動 とい った もの と同時 に、聞 き手、読 み手 に伝達 される時
である。従 って、ス ミスの考 える言語論 的同感論 は二重 で あ る。一つ は、思想、
事実、対象内容、等 を伝達す るとい う こと。 これ は、客観的 な情報伝 達 であ
る。 もう一つ は、同感論的言語行為 であ り、作者 の置 かれた状況下 で、作者
の性格 に合致 した文体 によって、 これ らの思想 、事実、対象内容 が話 し手、
書 き手 の心の中 に生 じさせ る感情、情念、情動 が、聞 き手、読 み手 に伝達 さ
れ る こと、 つ まり、 この伝達 が「共感」 によるものである こと、 ス ミスは こ
こに、 自 らの講義、「修辞学、文学 の一体系」を構築 す る際 の原理 を見 いだ し
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「 同感」的部分 の存在 がス ミスの修辞学、文学講義
たのである。 言語論 の この
の斬新 さである。我 々 はス ミスが作者 を「類型論」的 に把握す る ことも見た。
この ことの意味 は次節 で より深 く検討 され るであろう。
4。

第 11講 の意義

『講義』 の前半 を締 め くくる第 11譜 1つ で、 ス ミスは この命題 を繰 り返 して
い る。 やや長文 の引用 になるが、重要 な箇所 なので、煩 をい とわず、引用 し
よ う。
「 これ までの講義 の中で、我 々 は英国の最 も優 れた散文作家 の中の何人 か
の一つ の性格 をあげ、 その各人 における現 れ方の相異 を比較 してきた。全て
の帰結 は次 の ような規則 を定 めた ことにある。 つ まり、文体 の完成 は作者 の
思想 を最 も簡潔、適切、正確 に表現す る ことにある、 しか も、 その思想が作
者 の心の中 にか き立て る、或 い は、作者 がそ う見 せか けて い る、作者 が読者
に伝 えよう と意図 してい る感情、情念、情 動 を最 もよ く伝達す る方法 で表現
す る事 にある、 とい う規則 である。」 (Lec.11.p.55。 147頁 )こ こまでは我 々が
上述 した ところで ある。重要な箇所 に上記 に続 く。「 こんな ことは常識 に過 ぎ
ない と、諸君 は言 うで あ ろう。確 かに、常識以上 の もので はない。 しか し、
諸君 が注意 して見 れば、全 ての批評 と道徳 の諸規則 (Rules of Criticism and

morality)は 、 その基礎 まで辿 ってみるな らば、全 ての人 間が 同意す る常識
の何 らかの原理 (some Principles of Common Sence which everyo,e
assents to)に 過 ぎない ことが分 か る。 これ らの技能 (arts)の 仕事 は こうい

う規則 を様 々 な主題 に応用 し、 そのように応用 した時 に、結論 が どうなるか
を示す こと以外 にはない。上述 の作家 たちについて以上 のような考察 を加 え
てきたのは、 この 目的 のためである。著作 ばか りでな く、会話 にも行動 にも
等 1/(適 用 で きるような規則̲(that Rule,which is equally applicable to
conversation and beha宙 our as wdl as writing)に これ らの作家 が どの程
度 まで 自 らを適合 させて きたか を我 々 は示 したのである。 とい うのは、人 を
40
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人 に対 して、快 い (agreeable)仲 間 とす るのは、一体何 であろうか。それ は
ある人 の感情 が 自然 に表現 されてい る と思われ る場合、情念、或 い は、情動
が適切 に (propeFly)伝 達 され る場合、また、二人 の思想がお互 い に適合 してお
り、 自然 であるので、我 々 は思わずその思想 に対 して同意 を与 えて しま う場
合 で ある。賢明 な人 間 とは、会話 において も行動 にお いて も (conversation
and behaviour)、 自己 に とつて不 自然 な性格 を装 う とはしないのである。」
(ibid。

同上 )

ここで注 目 した いのは、
「著作 ばか りでな く、会話 に も行動 に も等 しく適用
で きるような新狽J(that Rule,which is equally applicable to conversation
and behaviour as well as writing)」

'葉
とい うス ミスの言 である。 これ に分

析 を加 えれ ば、や は リス ミスはここで、行為 の適宣性 と言語 の適宜性 の両方
について、
「著作 ばか りでな く、会話 にも行動 にも等 し く適用 で きるような規
則」が存在 し、感情、情念 が適切 に (properly)伝 達 され るか、感情、情念 が
適切 に (properly)行 為 となって現 れ るか、の形態 に関わ りな く、快 い (agree‐

able)と 是認 される限 り、 それ は「適宜性」 を持 つ とされ るのである。
『講義』にお ける同感論的言語論 を考察 して きたが、で は、
我 々 は これ まで、
これは『道徳感情論』で対応す る部分 を持 つ ので あ ろうか。我 々 はそれを『道
徳感情論』 に見 いだ す ことがで きる(1う 。『道徳感情論』初版第 1部 第 2編 は
「我 々が他 の人々の諸情念 と諸意向 を、彼 らの諸 目的 に とって適合的 な もの
として、或 い は、適合的 でない もの として、是認、 または、否認す る際 の感
情 について (Of the sentiments by which we approve or disapprove of the
passions and affections of other men, as suitable or unsuitable to their
ObieCtS)」

と題 された箇所 で あるが、 ス ミスはそ こで、他人 の感情 の適宜性、

不適宜性 が、「我 々」 自身 の諸感情 に二つ の違 った場合 において対応す るか、
対応 しないか によって判定す る と述 べ た後 (cf.TMS,p.30)、

感情、意向 を

か き立て る諸対象が、「我 々」にも、 その感情 が判断 の対象 となる「他人」に
も「特別 な関係 なしに」考察 され る場 合 と、 それ らの対象 が、「我々」、或 い
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は「他人」 の両方、 また は、一 方 に特別 の関係 を持 つ場合 の二つ に分 けてい
る。前者 の場 合、即 ち、「我 々」に も「他人」にも特別 な関係 のない諸対象が
「絵画 の表現、論説 の構成 (composition
問題 となる場合 として、 ス ミス は、
of a discourse)、

第 二者 の行為 (conduct of a third person)」

(TMS,p.31)

を挙 げてい る。
「 一 言 で言 えば、科学 と趣味 の全 ての一般的主題 (all
eral subiectS Of Science and taste)」

(ibid。

the gen̲

)で ある。 この ような主題 に関 し

て、 ス ミスは「我 々双方 は、 それ らを同 じ観点 か ら見 るのであって、我 々 は
これ らものについての感情 と意 向 の もっ とも完全 な調和 を見 いだすために、
同感、あ るい は、そ こか ら同感 が生 じる想像上 の立場 の交換 を必要 としない」
(ibid。

)と

「同 じ観点 か ら
述 べ る。何故 な らば、 それ らの ものはさしあた りは

見 られ る」 か らである。
しか し、「科学 と趣味 にお ける偉大 な指導者」 に関 しては事情 は異 なる。
「我 々の感嘆 をか き立 て、我 々の喝釆 に値 す るように見 えるのは、科学 と趣
味 における偉大 な指導者、我 々 自身 の諸感情 を方 向付 け、指導す る人物、彼
の諸才能 の広 さ と卓越 した正 しさ とが我 々 を驚 かせ、驚嘆 と驚 きで満 たす人
間 で ある。 そして この上 に、知的 な諸徳性 (intellectual宙 rtues)と 呼 ばれる
ものが築かれ るのである。」(ibid.,p.32‑p.33.)行 為 の次元 における徳性 が、正
義、慎慮、仁愛 で あ るのに対応 して、言語 の次元 での徳性 は、「知的諸徳性」
で ある。我 々 はもはや この対応 をたやす く理解す る ことがで きる。行為の諸
徳性 と言語 における知 的諸徳性 とは同 じ原理、「同感」によって是認 され るの
で ある。
『講義』における同感 理論
か くして、我 々 は次の ように言 う ことがで きる。
とは、作者 の置 かれた状況下 で、作者 の性格 に合致 した文体 によって、 これ
らの思想、事実、対象内容 が話 し手、書 き手 の心の中 に生 じさせ る感情、情
念、情動 が、聞 き手、読 み手 に伝達 される こ と (読 者側 の「共感」)で あ り、
「知 的諸徳性」であると。
同感 によって是認 された言語行為 にお ける徳性 とは、
以上、第十一講 の重要性 を考察 して きた。同感 理論が、行為論 とともに言
42
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語論 として も、成 立 す る次第 を論証 した 。 次 に、我 々 は 『講 義 』 の後半部 に
考察 を移 そ う。

第 2節 「論説 の諸形態 (Forms of d:scourse)」

前述 した よ うに、第 12講 の文頭 でス ミスは「論説 (discourse)」 を大 き く二
つ に分 けて い るが、 それ に よれ ば

(cfo Lec。 12,p.149。

157頁 )、 「論説

course)」 は、
「単 に事実 を述 べ る (barely relate some fact)」

か、「 ある命題 を立証す る (prove some proposition)」

(ibid。 ,同

(ibid.,同 上 )か

(dis‐

上)

によっ

て分類 され、前者 は「記述的論説 (narrative discourse)」 (第 12講 か ら第20
講 )、 後者 (第 21講か ら第 30講 )は「科学的

(didactic or scientific)」

論説 (第

24講 )、 と「修辞的、或 い は、弁論的 (rhetorical or oratorical)」 論説 (第
22講か ら第 30講 、 ただ し、第 24講 を除 く)に 更 に区分 され、後者 は「演示型
弁論 (demOnstrative eloquence)」 (第 22講 、第 23講 )、「討論型弁論 (delibera̲
tive one)」

(第 25講か ら第 27講 )、

「法廷型弁論 (judicial one)」 (第 28講か ら

第 30講 )に 分類 されてい る。
「事実 を述 べ る」論説 と「命題 を証明す る」論説 に大別 し、 その上でス ミ
スの
「論説」における同感論的取 り扱 い を考察 しよう。ス ミスは
「説得 (persua̲
sion)」

に関 して次 のように述 べ て い る。「前者 (記述的論説 )は 、論題 の両面

についての議論 を正 しい姿 にお いて、我 々の眼前 に示 そ う とす るもので あ っ
て、 おのおのの議論 に適切 な程度 の影響力 をもたせ、議論 その ものの もつ説
得力 を越 えた程度 にまで説得 には努 めようとはしない。」他方、「修辞的論説
は、手段 をつ くして我 々 を説得 しようと努 めるもので」(Lec.12.p.149.157頁 )
あ る。第 一 に、確認すべ き ことは、二つの論説 の 目的 は同一 の「説得す る こ
と」 で あ り、違 い は、 その程度 の違 い にす ぎない。 ス ミスは早 くもここで、
「論説」 の 目的 は、「説得性」、す なわち、話者 と聞 き手 の意見 の二致、 しか
も、単 なる「合意」 ではな くて、説得 させ られた、納 得 させ られた、 とい う
(436)
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を伴 った意 見 の一 致 を見 い だす こ とで あ る こ とを確認 しよう。
感 情・
1。

「記述的論説 (Narra‖ ve Discourse)」

「事 実 を述 べ る」論 説 は、第 12講 か ら第 16講 まで の「対 象記 述 的論 説
「歴史叙述 (historical
(descript市 e discourse)」 と、第 17講 か ら第 20講 までの
discourse)」

に区分 され る。「対象記述的論説

(dё scriptive

discourse)」

は記

述 の対象 となる「事実」 とは何 か、 とい う興味深 い問題 を論 じてい るが、 こ
れにつ いては、第 3節 で考察 しよう。必要 な限 り、この箇所 を要約すれ ば (cf.
「内面的事実」、 つ まり、「人間の心の内
Lec.12,p.149。 158頁 )、 「事実」とは、
面 に生起す る人 間 の思想 、感情、意図 (the thOughts,sentiments or desitts
of men,which pass in their mind)」 (ibid。 同上 )と 、「外面的事実」、 つ ま
り、「人間 の外 で生起す る事件 (the transactions that pass without us)」
(ibid。

、諸国民 の間で生起す る顕著 な諸
同上 )に 大別 され、歴史記述 の意図 は「

事件 を記述 し、 また、当時 の最 も著名 な人 々の抱 いた意 図、動機、見解 を述
べ ることである。」(ibid.同 上 )ス ミスは何故、人間 の行動、行為 が歴史書 の対
象 となるか について も、同感論 の観点 か ら論 じて い る (第 16講 )。 「我 々の主
た る関心 は人 類 で あ るので、主 として我 々の注意 を引 くのは、人間 の行為
(actions)で な くてはな らない。」 (Lec.16.p.85。 195頁 )一 見 して理解す るの
は容易 な文章 で あ るが、 ス ミスは更 に続 けて「人類 に影響す る事件 は主 とし
て、それが我 々の心の中 にか き立てる同感的 な諸意向 (Sympatheticall affec‐
tions)に よって、我 々の関心 を引 くので あ る。我 々 は、人間 の不運 を我 々 自

身 の不運 と感 じ、彼 らとともに悲 しみ、彼 らとともに喜 ぶのである。 あ る意
味 で は、我 々 は、我 々 自身が 同 じ条件 に置 かれて い るかの ように感 じるので
ある。」 (Lec。 17.p.90.203頁 )こ れ らの文章 が直接 に 『道徳感情論』 と繋 がる
もので ある ことは容易 に理解 され よう。 この ような読 み手の「同感的 な諸意
向 (Sympatheticall affections)」

を、 その胸 中 に引 き起 こす歴史家 こそが、

ス ミスの言 う、優れた歴史家 なのである。 ス ミスは言 う。「古代 の歴史家 は、
44
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いわば我々 を立 て役者 の置 かれてい る状況 の中 に我 々 を連 れ込 んで しまう。
我 々 は、彼 らの感 じてい る ことを我 々 自身 の感 じであるかのように感 じるの
で ある。」 (Lec。 17.p.96.210頁

)以 上、我 々 は「歴史叙述」 に関す るス ミスの

見解 につ いての考察 を終 え、次 に移 ろう。即 ち、「科学的 (Didactic)」 論説 と
本来 の修辞学 の対象 の一 つで あ る「修辞的、或 い は弁論 的 (rhetorical or
oratorical)」

論説 で ある。

2.「 科学的

(Didaclc)」 論説

『講義』第 24講 は「科学的 (didactic)叙 述」が取 り上 げ られてい る。 この
叙述 の 目的 は「一つの命題 を定 め、 それ をその結論 に導 くような様 々な議論
によって、立証 す る こと」(Lec.24.p.141.281頁)で あ り、ス ミスが言及す るの
は、文学者 で はな く、ア リス トテ レス とニ ュー トンで ある。現代的 な言葉 で言
えば、 これ は科学的証明 に関す る講義 であるが、 ス ミスの取 り扱 い は ここで
「 あ る体系 の説明 を内容
も独 自で ある。つ。ス ミスは、次 のように述 べ てい る。
とす る科学的記述 (didactical writing)を 述 べ るのは、二つ の方法 が あ る。
まず、一つか、或 い は、極 めて少数 の原理 を定 め、 それ によって い くつかの
規貝J、 或 い は、現象 を説明 し、 それぞれ を自然 の1原 序 に従 つて結 びつ けて い
く方法 か、或 い は、始 めに、 これ これの事柄 を説明す る予定 で ある ことを述
べ、一段階ず つ前進す る ごとに、先 に述 べ た諸原理 と異 なるか、或 い は、同
一 の原理 を述 べ る とい う方法 である。」 (ibid.p.145.285頁 )こ こで は、 さしあ
た り、 この「科学的論説」の感情論的 な側面 は考 え られてい ない。 ス ミスは、
第二 の方法 をア リス トテ レス に結 びつ け、ニ ュー
第 一 の方法 をニ ュー トンに、
「哲学的な方法」 (ibid。 同上 )で あ ると言 う。「 自然
トンの方法 こそ、 もっ とも
哲学、或 い は、 その種 の いかなる学問 において も、我 々 はア リス トテ レスの
方法 に従 い、様 々な分野 に、 それが我 々の眼前 に生起す る順序 に従 って、 日
を通 して、一つ一つの現象 ごとに一 つの原理 を一通 常、新 しい原理一 を示す
こともで きるし、 アイザ ック・ ニ ュー トン卿 の方法 に従 って、 まず初 めに、
(434)
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第一義的 な原理、或 い は、立証 された原理 を幾 つか定 め、 そ こか らそれぞれ
の現象 を説明 して、それ らの現象全 てを同一の鎖 で結 びつ ける こ ともで きる。
この後者 の方法 は、 ニ ュー トン的方法 と呼ぶ ことができる。 … これ は疑 い も
な く、最 も哲学的 な方法 で あって、道徳、或 い は、 自然哲学等々の あらゆる
学問 において、前者 の方法 よ りもはるかに創意 に富 み、それ故 に魅力 が ある。」
(ibid.同

上)で は、何故、ニ ュー トンの方法 が優 れ ていると言われ るのか。そ

れは一つに は当然、 その科学的側面、 つ まり、 で きるだけ少数 の原理 ででき
るだ け多 くの、多様 な現象 を説明す る とい う点 にお いてで ある。
しか し、第二 に、
「我 々が最 も説明不可能 と考 えてきた諸現象 が、あ る原理
(普 通 は、周知 の原理 )か

ら全 て演繹 され、すべ てが一 つ の鎖 で つ ながれて

一貫 して い るの を見 る と、我 々 は喜 びを感 じる」 (Lec.24.p.145。 286頁 )か ら
で あ る。従 って、 ス ミスが「 ニ ュー トンの方法」 が優 れてい るとい うのは、
その科学性

(よ

り少数 の原理 で よ り多数、多様 な諸現象 を矛 盾 な く説明 でき

るとい う点)に お いてばか りでな く、 この方法 によって記述 された「体系」
が「我 々」 に「喜び (pleasure)」 を与 える点 にあ る。 この「科学的論説」の
感情論的側面 の故 に、 ス ミスは伝統的 な修辞学 の枠 を破 って、
「科学的論説」
を請義 の中 に入れたので ある(10。

「修辞的、或 いは、弁論的 (rhetonca1 0r Oratoncal)」 論説
「修辞的、或 い は、弁論的 (rhetorical or oratorical)」 論説 の 目的 は話 し
手 の説得 と聞 き手 の納得 にあ る。 ス ミス は、「演 示型弁論 (demOnstrative
eloquence)」

(第 22講 、第 23講 )、 「討論型弁論 (deliberative one)」

から第27講 )、 「法廷型弁論

6udicia1 0ne)」

(第 25講

(第 28講 から第30講 )に 分類 して

いるが、上述 したように、 これらの論説 の目的 は
「ある命題 を証明す ること」
にある。しかし、 その性格上、 このタイプの論説 の 目的 は、聞 き手 を説得 し、
納得 させることにある。聞 き手が説得 された、納得 した と感 じた時 に、話 し
手 と聞 き手 の間 には、「同感」が成立する。ス ミスが ここで強調す ることは、
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「納得 した」 とい う感
聴衆 が話 し手 の「雄弁」 によって、「説得 させ られた」
情論的 な面 で あ る。
例 えば、 ス ミスは「討論型弁論」 について、話者 による二つの話 し型のタ
「第 一 の方法 はソクラテス的方法 と呼 ぶ ことがで きる。 … こ
イ プを区別 す る。
の方法 で は、我 々 は証明 され るべ き主要論点 か らで きる限 り遠 ざか つてい な
が らも、徐 々 に気 づかれない程度 に、聴衆 の心 を証明 され るべ き事柄 に動 か
してい き、 そ して聴衆 には発見 しえない傾向 を もつ事柄 に対 して、聴衆 の賛
同 を取 り付 ける ことによって、最後 には、無理 に聴衆 が賛同 した ことを否認
させた り、或 い は、結論 の正 しさを承認 させた りす るのである。 これ は最 も
円滑 で魅力 あ る方法 で あ る。もう一 つの方法 は、荒 々 しい、行儀 のよ くない方
法 で あ る。 まず始 めに、証 明 され るべ き事柄 を大胆 に肯定 し、何 かの論点 が
反論 され る場合 には、 まずその論点 を立証す る、 とい う具合 に進 めてい く。
これ はア リス トテ レス的方法 と呼 んで いい。」 (Lec.24。 p.145。 287‑288頁 )ス ミ
話 し手 と聞 き手 の意見 が一致 しやす い場合 (前
ス は この二つの方法 について、
者 )と そ うでない場合 (後者 )に 割 り当ててい るが

(cf.Lec.24)、

むろん、両

者 の 目的 は「説得 と納得」 にある。
第 二 に、 ス ミスが強調 す るのは、弁論 の行 われ る際 の「状況」で ある。これ
は、特 に、
「 討論型弁論 」 を扱 った講義 において重要視 され てい る。例 えば、
ローマ の国情 とデーモス テネ スの討論型弁論 (第 25講 )、 ローマ帝国 の国情 と
キケ ロの弁論 (第 26講 )は そ うで あ るが、 この両者 がす ぐれ てい るのは、「両
者 の文体 の差異 は非常 に大 きいが、両者 とも国情 (the state Of their country)
に適 していた」 (Lec.26.p.161.309頁 )か らである。
話 し手 が説得 し、聞 き手 が納得 した時 に、 あ る命題 が証明 される、 とい う
のが、 ス ミスのい う「弁論」 の適宜性 の命題 で あ る。 それは、弁論 の行 われ
る際 の国情、国民 の気質 に適合 し、 か つ、適切 な弁論術 を用 いて、聞 き手 を
説得 す る ことにその適宣性 が求 め られ るのである。

(432)
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「事業 の言語 (Language of Bugness)」 について

この節 の最後 に、ス ミスの この講義 の意 味 を記 した い。既 に述 べ た よ うに、
この講義 の 目的 は、言語的同感論 によって、言語 の適宜性 を考察 し、 それを
基準 として、修辞学、文学 の歴史的体系 を形成す る ことにあ った。 しか し、
これ には、 なおその根底 に、 ス ミスの歴史社会学的認識 が ある。 ス ミスは断
言す る。
「散文 は当然、事業 の言語 で ある (Prose is naturally Lattage of
Business)」

(Lec.23.p.137.274頁)人 間 は何故、文 を造 り、文 を飾 るのか。何

「散
故、我 々 は文学、修辞学 の研究 を行 うのか。ス ミスの答 えは こうである。
文 の発達 を最初 に、招来す るものは、人間社会 へ商業 (Commerce)を 導入す
る こと、或 い はt少 な くとも、商業 に通常随伴す る富裕 (Opulence)を 導入
する ことで ある。 まず、商 業 と富裕 とが あ って、 しか る後 に、芸術 の進歩、
及 び、あ らゆる種類 の洗練 さが生 まれて くるので ある。」 (Lec。 23,p。 137.272
頁)我 々 は ここで、商業 が富裕 と自由、 マ ナー (manners)の 洗練 を招来す る
とい う周知 のテーマ に出会 うわ けであ る。「散文 は当然、事業 の言語 で ある
(Prose is naturally Language of Business)」

とい う文章 は この文脈 で語 ら

れて い るが、更 に次 の よ うに続 く。
「社会 の第一 の発展段階である、人 々が必
需品 を手中 に して い る とい う段階で、人 々 は事業 (business)と 快楽

(plea‐

sure)を 峻別す る。彼 らは事業 と快楽 を混 同す る ことは決 してないのである。

彼 らの用 い る散文 には何 の装飾 もな く、 また、事業 について の話題 に韻文 が
用 い られ る ことな どは決 してない。人 々の追求す る唯一の ものがただ、快楽
のみである とい う時代 になって、
初 めて散文 の研究 が始 まるのである。」(ibid.
同上)従 って、 ス ミスの この研究 自体 が、歴史社会学的 な産物 なのである。
ス ミスは何故、適宜性 (行為 の、言語 の)の 基準 を人 間 の「感 情」 に求 める
のか。 これ に対す る答 え もまた、歴史社会学的 で あ る。
「奢修 と贅沢 と、 それ
の当然 の帰結 で ある洗練 されたマ ナー (manners)は 、当時 のいかなる国家 の
それ よ りも進 んで い た。 この ような国民 の興味 を主 として 引 くの は、感情
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(sentiment)で あるに違 い ない。」 (Lec。 20.p.113.236頁 )ス ミスは ここで は
直接 には古代 ロー マ時代 の国情 について語 って い るが、先 ほ どの商業 が富裕
とマナーの洗練 を招 来す るとい うテーマ とか さねあわせ ると、 ス ミスが適宣
性 の基準 として「感 情」 を用 い る理 由が分 か る。 それは、 ス ミス的現在 にお
いて、感情 が言語、或 い は、行為 の適宜性 の基準 となるのは、商業 による奢
修、富裕、 マナ ー の洗練 の結果、人 々の興味 が「感情」 にあるか らだ と言 う
「人間が行動 を起
のである。この意 味 で、ス ミスが一つの有益 な学問 として、
こす ときの動機 についての知識」(Lec.20,p.113.238頁 、この点、後述)を 高 く
評価す る理 由 も分 か る。 それは、散文 は事業 の言語 で あ る、 とす るス ミスの
歴史社会学的 な言語論 の把握 か らすれば、人間の事業 =行 為 と散文 =言 語 と
は、動機 理解 とい う点 で、同一 なのであ り、 ここに、言語、及 び、行為 にお
ける同感論 が成 立す る歴史的根拠 があるのである。
以上、我 々 は、『講義』にお いて、言語的交通 の次元 で同感理論が一貫 して
使 われ ていることを見 た。 この点 か ら見 れば、『講義』の主題 とは、同感理論

によって「言語 の一般的諸規貝U」 を形成す ることを目的 としたものとい えよ
「行為 の一般的諸規
う。 この次元 における諸徳性 とは「知的諸徳性」であり、
『道
則」を同感理論 によって形成 し、行為 の諸徳性 を正義、仁愛、慎慮 とした

徳感情論』 と同一の原理で貫かれている。以上で、我々の第一の目的である
『講義』の斬新さを、言語の同感論的扱いに求めた。次に我々は、『講義』に
おける人 間行為論 とその科学的叙述、 つ ま り、 ス ミスの社 会科学方法論 を考
察 しよう。

第 3節 『講義』 における「社会科学的論説」
我 々 は前節 で本論文 の第 一 の主題 、『講義』をス ミスの社会科学体系 の中 に
位置 づ ける作業 を終 えた。結論 は、 ス ミスは同感 理論 を「言語」 の分野 に適
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用す る ことによ り、評 価基準 を「言語 の適宜性」 に求 め、 この観点 か ら、文
学、修辞学 の「哲学的歴史 」を論 じた、 とい うものであった。この節 では、本
論文 の第 二 の論点、『講義』にお ける行為論 とその科学的叙述 を考察す る。 こ
のために、 この節 で は、特 に『講義』の後半部、中で も第 12講 か ら第 16講 を取
り上 げ、考察す る。
第 12講か ら第 16講 までの「対象記述的論説 (descriptive discourse)」

はス

ミスの社会科学 の方法 として見 た時 に極 めて興味深 い。前半部 と後半部 は、
前半部 にお ける言語 →文体 →文体 と性格 とい う流れ と、後半部 にお ける性格
→性格 と行為 →行為 の記述 の流れで、内容上連結 されてい るように思 える。
従 って、 ここで の眼 目は、行為 の記述 の方法 で ある。我 々は以下、ス ミスの こ
の箇所 での講義 が、「社会科学的論説 」を論 じた もの と理解す る。 この よ うに
理解す ることによって、 ス ミスの『講義』 は、科学 の全ての分野 (誤解 を招
きやす い言葉 で あるが、 あえて使 えば、人文科学、 自然科学、社会科学 )に
おける、言語 の適宣性 に基 づ く、科学的論説 の一大体系 をな してい るもの と
言 えよう。

1.事 実

(fact)と しての行為 と性格

前述 した ように、 ス ミスはまず、第 12講 で、
「対象記述的論説 (descriptive
discourse)」

で、記述 の対象 となるべ き「事実

(fact)」

に関 して、考察 して

い る。既 に述 べた よ うに、「事実」とは、「内面的事実」、 つ まり、「人 間 の心の
内面 に生起する人間の思想、感情、意図 (the thoughts,sentiments or designs
of men,which pass in their mind)」

(Lec.12.p.63.158頁 )と 、
、
「外面的事実」

つ ま り、
「人 間 の外 で生 起 す る事件 (the transactions that pass without
us)」 (ibid。

同上)に 大別 され、歴史記述 の意図は、
「諸国民の間で生起する顕

著 な諸事件 を記述 し、 また、当時 の最 も著名 な人々の抱 いた意図、動機、見
解 を述べ ることである」とされたが、ス ミスは歴史叙述 の講義 に入る以前 に、
「事実」をもつと詳 しく分類 してい る。ス ミスに依れ ば、「事実」とは以下の
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四 つ に分類 され る (cfo Lec.12,p.63.158頁

1.単 純 で 日に見 える

)。

即 ち。

(外 的)simple and visible(extё rnal)、 例 えば

感覚 の対象(1の
単純 で あ るが 目には見 えない (内 的)simple and in宙 sible(inter̲
nal)、

例 えば、感情

複雑 であるが 目に見 える (外 的)compound and宙 sible(external)、
例 えば、行動
4. 複雑 で 目に見 えない (内 的)compound and in宙 sible(internal)、
例 えば、性格

「外的」事実 とされ、人間の性格
人間の行動 は「複雑 であるが 目に見 える」
「単純で 目
は「複雑 で 目に見 えない」「内的」事実 と分類 される。 (ち なみに、
「単純であ
に見 える外的な事実」とは、例 えば、感覚 の対象である外的対象、
るが 目に見 えない内的事実」 とは、例 えば、感情や愛情 といつた内面的対象
である。
)
スミスは更 に、 この「事実」 に応 じた二つの記述法 を分類す る

(第 13講 )。

即 ち、
「直接法 (direct method)」 と「間接法 (indirect method)」 である。
前者 は「ある対象の性質をその性質 を構成す るそれぞれの細部を表現す ると
い う方法」(Lec.12.p.67.165頁 )で あり、後者 は
「 この性質が、それ を見 る人々
の心に生み出す効果 (effect)を 記述す ることによって、その性質 を表現す る」
(ibid.同

上)方 法である。二つの方法 は、異なる四つの「事実」を記述するの

に用いることができるが

(「

直接的方法」で記述 された「単純で 目に見 える外

的 な事実」 とか「間接的方法」で記述 された「単純で 目に見 える外的な事実」
等々)、 人間の「性格」といった「複雑 で 目に見 えない内的事実」の場合 には、
「間接的方法」の方が優 れてい るとされる。第15講 では、.M」 の描写 に関
「性格を直接的 に記述する場合、性
して、二つの方法の優劣 を論 じてい るが、
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格 を構成 す る様 々な要素 を、 その特定 の人物 の中で、 その人独 自な感情、或
・。
い は、性 向が どのように混 じり合 ってい るか を述 べ るが・
この方法 は、 それ
が よほ どうま く駆使 されな くては、 その性格 がいかなる性格 で あるか を正 し
く伝 えるためには十分 でない ことが多 い。」 (Lec.15.p.78.185頁 )従 って、ス ミ
スは「′
「性格の間
l■ 格」の記述 には「間接的方法」の方 が優 れて い る と言 う。
接的記述 (indirect description of a character)と は、 その性格 の個 々の細
か い部分 を数 え上 げるのではな く、 その性格 がその人物 の外的 な行為 と行動
(outward beha宙 Ottr and conduct of the person)に 生み出す効果 を述べ

る」 (Lec。 15。

p.80。 187頁

)方 法であるが、 その理 由は「一人の人間を、その人

でな くてはできないような行為に駆 り立てるものは、主 として、その人の性
格、及び、気質であり、 また、性格 を記述す る方法 は、 その原因がまず考察
されれば、 よりよく理解 されるであろうか ら」 (ibid。 同上)で ある。つ まり、
「原因」=動 機が理解 されれば、その人間の行為 の意味 はより理解 されるだろ
うと言 うのである。スミスは言 う。
「彼

(タ

キツス)は 、外面的原因 は説明せ

ず、ただ内面的原因 を語 るだけである。 この方法 は、我々に事件 の原因 につ
いての知識 を与 えるにはあまり役 に立たないかもしれないが、 この方法 の方
が我々によ り多 くの興味 を与 え、同 じ一つの有益 な科学、すなわち、人間が
行動す るときの動機 につ いての知識 の中 に我々を引 き入れるのである。
」
(Lec.20。 p.113.238頁 )「 人間が行動す るときの知識」が「有益な科学 (useful

science)」

だ とい う意味 は、人間の動機理解 に基づ く行為 の記述が科学的記述

である とい うことである。
すなわち、ある特定の「性格」 の持ち主の行為の記述のためには、その行
為 の動機 の理解が必要だ と言 うのである。では、 この「動機」を与えるもの
は何 か。 それは最 も一般的 には「外的状況」であろう。ではこの「外的状況」
とは何であろうか。
ス ミスはこのために、更 に、二つの方法 を区分す る。
一つ は、
「個々の細部
に降 りていって、 これ これの場合 にこの人物は どのような行動をするだろう
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か を示 す」 (Lec.15.p.80.187頁 )方 法 で あ り、「個 別 的 方 法 (particular
method)」 (ibid.)と 呼 ばれ、他方 は
「 その人物 の行動 が辿 る一般的 な傾向 (the

General tenor of conduct which a person follows)を 述 べ る」 (ibid。 同̲L)
方法 で あ り、「一 般的方法 (general method)」

(ibid。

同上)と 呼 ばれ る。要す

るに、人間 の「性格」 とい った「複雑 で 日に見 えない内的事実」 を記述す る
方法 は、「 間接的方法」の中で も「一般的方法」によるべ きだ とい うのが ス ミ
スの主張 なのである。 ス ミスはこの「一般的方法」 について、更 に以下 のよ
う に 述 べ て い る。 こ の 方 法 は「人々の 行 動 を支 配 す る 一 般 的 諸 原 理
(the general principles that govern the conduct of rnen)

を述 べ るので は

な く、これ らの諸原理が現実の行動 に取 り入れ られた時、これ らの諸原理 が、
特定 の人 間 の一般的行動 (the General Conduct)に 及 ぼす影響 の仕方 につい
て述 べ る」 (ibid.188‑189頁 )と 。従 って、「人 々の行動 を支配す る一般的諸原
理」 の存在、 つ まり、性格 の中 に取 り入れ られ、行為の動機 となる「状況」
と、 これ らの諸原理 が特定 の人間 の行動 に及 ぼす影響、 しか も、 その人 間独
自な「性格」故 に、 これ らの諸原理 が変容 されて外的行為 に発現 す る仕方 を
記述す る ことが、 ス ミスの言 う「一般的方法」 なのである。 この方法 は、 こ
「人 間 の行為 を支配す る一般的諸原理」(ibid.187頁
の よ うに考 える と、

)、

例え

ば、
「法 と統治 の一般的諸原理」(TMS,p.551)、 「徳性 につ いて の一般的諸原
理」 (TMS,p.285)、 「正義 の一般的諸原理 」 (TMS,p.341)、 「 この世 にお い
て外面的 な繁栄 と逆境 とが普通 に分配 され る諸原理 」(TMS,p.285)、 要す る
に、
「行動 へ の一般的諸規則 」 (TMS,p.273)を 記述す る ことだ けでは不十分
で あ り。め、更 に進 んで、人 間が これ らの諸原理 に動機 づ けられ っつ、 いか に
あ る状況 で、 その性格 (個 体性 と考 えたい)に 規定 されつつ も、行為 を行 う
か を記述 す る ことこそ、この方法 の眼 目で ある と言 わねばな らない。(従 って、
ス ミスの社会科学 の方法 とは、人間 の性格 の もつ「個体性」と一般的諸規則、
諸原理 の中 で、 この「性格」 によって独 自な「色合 い」 を与 えられた人間 の
行為 の記述 の方法 で ある と言 えよう。従 って、常 にそれ は、一般諸規則、諸
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原理 か らの逸脱 の可能性 を示す もので もある。)

2.行 為 の類型的把握 と「集団 としての性格 J
上述 した ように、 ス ミスの言 う「一般的方法

J‐

とは、「人 々の行動 を支配す

る一般的諸原理」 の存在、 つ まり、性格 の中 に取 り入れ られ、行為 の動機 と
なる「状況」と、 これ らの諸原理が特定 の人 間 の行動 に及 ぼす影響、 しか も、
その人 間「独 自な性格」故 に、 これ らの諸原理が変容 されて外的行為 に発現
「独 自な性格」とは何 で あろうか。それは、
す る仕方 を記述す る ことで あるが、
「人 々の行動 を支配す る一般的諸原理 」を一般性、普遍性 とすれば、fEl体 性、
特殊性 の契機 をな して い る。従 って、行為 が この ような一般性 と個体性 の相
関 において把握 され る と言 う ことは、行為 が類型的 に把握 されて い るとい う
ことを意 味 してい る。 それ は、普遍的 な行為 ではな く、全 くの個人的行為 で
もない。個人 として行為 しつつ も、 その限 りでは、完全 に一般的 な行為 をし
てい るのではないが、総体 としては、一般的傾 向 にある行為 をな してい ると
い う ことで ある。
以上、個人 の性格 と行為 について述 べ て きたが、 ス ミスは更 に進 む。前項
で、 ス ミスは個人 の行為 を類型的 に把握す ると述 べ たが、 これ は、行為 の主
体 がt個 人 ではな くて、集団 となった場合、 まさし く、行為 の類型論 となる
「個 々の人物 の性格 を記述す るのに適
であろう。ス ミスの考 える ところで は、
切 な方法 は、一 国民、或 い は、人間 の集団 の性格 にも応用 で きる。」 (Lec。 15。
p.82.190頁 )「 諸国民 の性格 を記述す る際 には、政府 は個人の場合のairに 相 当

す るものであ り、 その国 の地理 的位置、気候、慣習 な どは個別性
ities)、

(peculiarⅢ

一 これが、その性格 に独 自な色合 い を付与 し、全体 としては同様 な輸

郭 を有 しなが ら、実際 の現 れ方 にお い ては様 々で ある一 で ある と考 えて良
い。」 (ibid.同 上 )
我 々が ここで 注 目 した い の は「集 団 としての人 間 の性格 (character of
whole communities)」 (Lec.17.p.95。 208頁 )で ある。 この「集団 としての人
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間 の性格」が、
「 人間 の行動 を支配す る一般的諸原理」とい う所与 の状況 に置
かれた時、 その行為 の記述 とは何 で あろうか。 これ はまさに『道徳感情論』
における人 間類型論 に基づ く社会的行為 の理論 で ある。 ス ミスが行為 の主体
として選 んだのは、集団、現代的 に表現すれば、社会階層 で あった。 これ は
『道徳感情論』に限 らない。例 えば、『諸国民 の富』には、以下 のような周知
の箇所 が ある。
「 あ らゆる文 明社会、す なわち、身分上 の 区別 が い ったん完全
に確 立 されたあ らゆる社会 においては、つねに道徳 の二つの異 なる様式、すな
わち、体系 が 同時 にお こなわれて きたのであって、 その一つ は厳格 な、 また
は、厳粛 な体系 とよんでさしつか えない し、他 の一 つ は 自由 な、 また は、 も
し諸君 がそ う したけれ ば、放縦 な体系 とよんで差 し支 えない。前者 は一般 に
庶民 か ら賞賛尊敬 され、後者 はいわゆる上流の人 々か ら普通 より多 く尊重採
用 されて い る。 これ らの二つ の対立す る様式、 つ まり、体系 の間 の主 要 な区
別 は我 々が軽薄 とい う悪徳 をどの程度 まで否認す るべ きか とい うその程度 に
存す るように思われ る。」 (『 諸国民 の富』第 5編 第 1章 、 1142頁 )ス ミスの経
『道徳感情
済的世界 にお いて、その行為 の主役 は類型化 された個人、或 い は、
論』 にお いて展開 された「中・ 下流 の人 々」 とその行動様式 で あるが、 これ
は、 ス ミスの言 う「 一般的方法」 が「 集団 としての人間」 に適 用 された場合
であると言 えよう。 この意味 で、 それ は社会学的方法 と呼 ぶ ことがで きる。
ス ミスの言 う 一般的方法」 とは、行為 の一般的諸原理 とい う状況下 におけ
.「

る、集団 の社会的行為、 しか し、常 にその集団の「 性格」 の独 自性 に影響 さ
れて、変容 されて発現す る社会的行為 の記述法 なのである。 この意味 で、 ス
ミスの「 一般的方法」 は社会学的方法 と呼 ぶ ことがで きる(10。
我 々 は以上 のス ミスの「 一般的方法」を「社会科学的論説 (social scientiic
dis∞ ltrse)」 と名付 けよう。 ス ミスは、『講義』の「論説 の諸形態」にお いて、

「事実記
自然科学的論説 まで をも含 む、様 々な論説 の形態 を論 じた。それ は、
述的 (descriptive)論説」、「歴史的論説 (historical discourse)」

に始 まり、

「科学的 (didactic or scientific)論 説」「修辞的、或 い は弁論的 (rhetorical
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or oratorical)論 説」 まで を扱 ってい る。我 々が「社 会科学的論説」 と呼 ぶ
ものが、「 自然科学的論説」と異 なるのは、後者 は人 間 の行為 の動機理解 を含
んで い ない点 にある。 この点 は、 自然科学 と社会科学 を区分 す る決定的 な点
で あろう。『講義』 における社会科学的論説 の存在 を指摘す る ことによって、
我 々 は 『講義』 が論説 の あらゆ る分野 を包 含す る、言語 の適宜性 に基 づ いた
論説 の一大体 系 をな して い る ことを確認 したのである。

終 わ りに

以上、我 々 は、第一 に、『講義』における、同感理論 による「言語 の真 の適
宜性」 を示 した。 それ は、 つ ま り、作者の置 かれた状況下 で、作者 の性格 に
合 致 した文体 によって、思想、事実、対象内容 が話 し手、書 き手 の心の中 に
生 じさせ る感 情、情念ゝ情動 が、聞 き手、読 み手 に伝達 される こと (読 者側
の
「共感」)で あ り、同感 によって是認 された言語行為 における徳性 とは、「知
第 二 に、我 々 は、『講義』 におけるス ミスの社会科学 の
的諸徳性」 であると。
方法論 が、状況 →性格 →行為 の記述 で ある ことを示 し、 これを「社会科学的
論説」と名付 けた。『講義』は『道徳感情論』の直接 の先行者 で あ り、言語 (最
も広 い意味 での)の 分野 もまた、 ス ミス社会科学 の体系 の中 に位置 づ けられ
て い る ことが分 か る。最後 に語 るべ き ことは、 ス ミスの言 う人間行為 の「行
為 の一般的諸原理 」 か らの逸脱 の可能性 で ある。 これ は、現代的 に言 えば、
「法 と統
社会変動論 で あるが、変動 の主体 は個人 なのである。ス ミスの言 う、
「正義 の一般的諸原理」、
「徳性 についての一般的諸原理 」、
治 の一般的諸原理 」
「 この世 にお いて外面的 な繁栄 と逆境 とが普通 に分配 され る諸原理 」、要す る
に、「行動 へ の一般的諸規則」として、 これ らの ものは、人間 の行為 に対 する
「外 的状況」=「 制度」 として存在 しよう。同時 に、 これ らの「制度」を作 り
出す もの もまた人 間 の行為 である。 この一見、循環論的 な「制 度」 と「行為」
「真 のシステム を構成 す
のあ り方 を解 く鍵 は、リー デル の次 の言葉 にあ ろう。
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るのは人 間 の能力態 (Habitus)、 主体 の始源的能力 で あ る。 …能力態 とシス
テム の対 立 …人 間 の台旨力態 で あ るものは、同時 にシステムた り得 ない。」(リ ー
デル)
我 々 は、 ス ミスの この社会変動 の主体的契機 を最後 に確認 しよう。
滋%
λヽ二θ
σ
(1)W.S.Howell,И 滋物・Se′′
%4あ%S%′ ′れ edoby
%θ が ',in Essays θ

%R″ ιわ″σ′αЛ贅われca′
θ

4ssess‐

A.S.Skinner and To Wilson,1975.

Howellは 、 18世 紀以来 の新 しい修辞学 の伝統 の上 にス ミス修辞学講義 を位置
づ けた上で、更 に、 ス ミス「修辞学」 を伝統的修辞学 に対す る新 たな修辞学 と
みる。古 い修辞学が説得 を主眼 とするの に対 して、ス ミス修辞学 は、修辞学 を
思想 の伝達 のための理論的道具 とするばか りか、思想 が伝達 される際の構造 と
機能 の研究 とする点 に新 しさをみ る。従 って、それは簡明明瞭 で事実 に基 づい
た前提 と証明でなければならない、 とする。

(2)

『修辞学・ 文学講義』 のテキス トは、The Glasgow Edition of the Works

and Correspondence of Adam Smith,IV,Lectures on lRhetoric and Belles
Lettres,edo by Jo C.BFyce,1983.を 使用 し、LRBLと 略記 した。 また、邦訳 は

『アダム・ ス ミス 修辞学・ 文学講義』Jo M.ロ ージア ン編、宇山直亮訳、未
来社、1984年 、 を参考 したが、本論文中の訳 は必ず しもこれに とらわれない。
なお、同書 は、『訳』と略記 した。引用文 の後 の、Lec.は 講義番号 を、p.は 英文
・
・」は引用者 によ
「・
テキス トの頁数 を示 し、 その後 に、邦訳書 の頁数 を記 した。
る中略部分 を表 し、下線 による強調 も引用者 による。 F道 徳感情論』は、TMS
とl16記 したが、テキス トは、Adam Smith,The Theory of Moral Sentiments,
first edition,1959,reproduced by Rinsen Book Co,1992.を

(3)こ の報 については、cfo
′
″ LR脱 'in LRBL
(4)Corr.は C″後理

"%源

%

使用 した。

磁滋0%
πわ 滋θG¨ ω θ
Jo C.Bryce,動 数印励″″θ

′
み, ed.by Eo C.Mossner and Io S.
グ 4滋″ Sπ グ

Ross,1987.の 略記。
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(5)「 哲学」とはス ミスによれば、「 哲学、つ まり、 自然 の様 々な現象 を結合 して
ι
お,ed.by
カれ ′S%″θ
い る隠 された関連 を解明する科学」 (Essays θ%動 物 出ク
σ
α′S%冴ι
ο
s″ ″′
W.Wightman J.C.Bryce,p.52.)で あ る。Essays θ%F″ ′

̀麓

は、以下、EPSと 略記す る。

(6)225編 の著名 な論文 を集 めた、■滋 %S%励

Cttca′ ■ss^

ed.by J.Co W00d,1983‑4,Second Series,Vol.・

V― Ⅶ,1994.で

ι
%′ ,V01.I― Ⅳ

,

あるが、瞭霧剣

を取 り扱 った論文 は一編 も収録 されてい ない。

(7) Cf.Bryce, 望物力り″%c鷲o%' ,p7.

(8)本 論文 は、筆 者 の グラス ゴ ウ大 学 にお ける 2年 の研究期 間 中 に、Udversity
of Glasgow,Department of Political Economyの ス キナ ー教授 に よる様 々 な
示唆、指摘 を受 けて かかれた もので ある。副学長 とい う多忙 な身 で あ りなが ら、
時 間 を割 いていただ いた ことを ここに感謝 した い 。

(9)didactic discourseは 翻訳 で は「教訓文」 と訳 されて い るが 、 この論説 が取 り
「Didacticに お い て は、作者 の 目的 は一 つ の命 題 を
上 げ られて い る第 24講 で は、
定 め、 この結論 に導 く様 々 な議論 を使 って証 明す る ことで あ る」 (前 出 )と 書 か
れて あ り、実際 ここでの議論 の 中心 は、 ア リス トテ レス とニ ュー トンの「 自然
哲学」の方法 で あ る。従 って、 ここで はdidacticを「科学的」と訳 した 。cf.Bryce,
動 わ」%σ ″θグ ,p.13.

(10)全 体 を図示すれ ば、以下 の ようで ある。
I. Linguistics(Lec。 2‑11)

I‑1. language (Lec.2‑3)
I‑2. language and style (Lec.4‑6)
I‑3. style and character(Lec。 7‑11)

Π. Forrns of discourse(Lec.12‑30)
II‑1. discourse which relate some fact
II‑1二
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1. descriptive discourse (Lec。

12・ 15)

「 アダム・ ス ミス

1睦

・ 文学講義』における方法論についての一考察」
辮彎を

Π‑1‑2.historical discourse(Lec.15‑20)

Ⅱ‐2. discourse which prove somc proposition (Lec.21‑30)

n‑2‑1. orato亘 cal discourse
II‑2‑1‑1. demonstrative eloquence(Lec.22‑23)
Π‑2‑1‑2.deliberative one(Lec.25‑27)
II‑2‑1‑3. JudiCia1 0ne (Lec.28■ 30)

Π‑2‑2.didactic discourse(L∝ 。
24)

(11)ス

ミスの「 同感」理論 について、簡 単 に ま とめれ ば、
「 同感」 とは 、道徳判 断

能力 で あ り、同胞感 情 とい う「 感情」 に基礎 を持 ち、行為 の 適宜性 と値打 ち
￨「

に関 す る自然 的 な感覚 」 (TMS,p.266.)と され る。 まず 、 1.「 行為」 とは、常
に、行為者 の他 の人 間 へ の関連 にお ける行為 で あ る。他 の人 間 とは この場合、
1‑1.行 為 の直接 の対 象 で ある場合 (被 行為者 )、 あ るい は、1‑2.行 為者 の行為 を、
見 る、聞 く、等 の場合 で もいい。 2.行 為 の適宜性 とは、 ある状況 (situation)
に置 かれた人間 (=行 為者 )の 、行為 の動機 に関 して観察者 の同感 が生 じるか
どうか 、 によ り (行 為 の適宜性 と不適宜 rLJ 3.行 為 の値打 ち とは、 1同 じ くあ る
状況下 の人 間 の行為 の結果 に関 して、行為 の 帰結 、 つ ま り、被行為者側 の、 な
された行為 に対 す る感情 的 な帰結 =効 果、に関 して同感 が生 じるか ど うか に、
に よる (行為 の値打 ち と欠陥 )。

4。

この状況下 において 、行為者 の動機 、及 び、

被行為者側 の行為 の結果、 の双 方 にお い て、観察者 の 同感 が生 じれ ば、 その行

為 は徳性 ある行為 として
「是認 される (a"rove)」 、つ まり、道徳判断を受 ける。
5。

観察者 と行為者 が同一で あ る場合、道徳的に是認 された行為 とは、
「 義務」、

つ まり、行為 の一般的諸規則 を顧慮 した行為、となる。状況 (動 機 →行為)、 (行
為 →帰結)状況、 とい うよ うに図示で きる。同感 の成立する次元 には、1.一 方
的同感、2。 相互的 同感、3.第 二者 の同感、4.第 二者 へ の同感 =行 為 の一般的諸
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「適宜性 の
規則 に従 うこと、 に大別 される。我 々の ここでの「同感論的」とは、
感覚」 であ ると最 も広 い意味 で使用 されてい る。

(12) 『道徳感情論』 における「歓喜へ の同感」 を参照。Cf.TMS,p.108‑p.112.
(13)こ の講義 は、 グラス ゴウ大学版 アダム・ ス ミス全集 の

F講 義』 の編者、J.C.

σ
揚盗
Bryceに よつて も重視 されてい る。J.C.Bryce,■ θ

θ
%厖 θわ%σ α%グ

ろ
θ
′
J6厖 腕 s',in Adam Smith Re宙 ewed edo by P.Jones and A.So SkirmeF.

1992.Bryceに よれば、修辞学 における「 ス ミスの関心 は単 なる事実や思想 を
伝 える ことではな くて、感情 や態度 を共有 す ることにある。」(p.19)「 我 々が 自
身 の内なる中立的観察者 の監視下 で行動す るように、すなわち、その基準 と反
応 とを同感 によって、あ るい は、彼 が感 じるように我 々 も感 じるとい う育ヒカ に
よって我 々が再構築 す る外部者 に我 々 を想像 の上 で投影 しつつ行動 す るよう
に、我 々の言語 も聞 き手 に対 す るその効果 を予想 しえるとい う能力 によって、
」 (ibid。 )「 しばしばス
我 々の思想 と意向 (affectiOn)と を伝達 で きるので あ る。
ミスは、単 なる事実や観念 を伝 える ことよ りも、感情 や態度 を分 かち合 うこと
」 (ibid。 )
に興味 をしめしてい る。

(14)以 下 の点 については、 スキナー教授 の示唆 を得 た。

a益',in
cf.A.So Skinner,Zα η多 ι
,2滋 わ%θ α%グ 厖′Cθ π%%%′ 滅,%グ ■
燃 わη グ

πο
%た
Eと θ

Ia餐 ,I1/1994/2.

(15)ス ミスの「天文学史」は この演繹法 と感情論的方法 とが見事 に融合 した傑作
で あ る。Cf.7レ 励

り げ 4S族9%″ り 'in EPS.ス キナーによれば、 ス ミス修

辞学講義 の最 も興味深 い点 は、それが伝統的 な修辞学 の対象で ある演示的、討
議的、法廷弁論 の範囲 を越 えて、歴史叙述 、 さらには、科学的叙述 をもその対
象 にしている点 にあるとされ る。Cf.A.S.Skinner,op.cit。 ,p.18‑Q.20.

(16)ス キナーは、Didactic

or scientiic Discourseに ついてヽ その方法論 として

レグ
ガ電 r sttσ θα%″
タ フ
の意義 を強調 してい る。Cf.A.S.SkiFlner,動 タ
Rθ 姥 グ

グ ,in 4 Sys姥
ルZが%α ″ο

%げ

勿′Saι%θc,sι
Sθ θ

7跨 ι

%″ Edition,1996.
̀θ

(17)外 的 な対象 とい う最 も単純 な事実 を語 る時でさえ、ス ミスは、技術的 な美 し
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「アダム・ スミス『修辞学・文学講義』における方法論についての一考察」
さ (絵 画、文章、詩、
)か ら「対象の美」は生 じるのではない、 と考 えている。
12.p.
その描かれた絵が美 しいのは、
「驚異の念 を我々の心にかきたてる」(L∝ 。

66.162頁 )か らである。

「全ての一般的諸規則 は法 と
(18)『 道徳感情論』には、つぎのような文章がある。
名付 けられるのが普通である。こうして、諸物体が運動の伝達 において守 る一
般的諸規則 は、運動の諸規則 と呼 ばれている。 しかし、①我々の道徳諸能力が
その対象の検討 となるあらゆる感情 または行為 を是認、または、否認する際に
守 る一般的諸規則 ははるかに正当にそのように名付 けられるであろう。それら
は、法 と呼 ばれるのが適当なものに対 して、即 ち、②主権者が彼の臣民たちの
行動 を方向付 けるために定める一般的諸規則 に対 してはるかに大 きな類似性
「③ この
をもつ。
」 (TMS,p.238.番 号 は引用者の注記)さ らにこの文 に続いて、
世 の中において外面的 な繁栄 と逆境 とが普通 に配分 され る一般的諸規則」
(ibid.)と

ある。①を道徳の世界、② を統治の世界、③ を経済の世界 と理解で

きる。

(19)こ

の点 に関 して は、拙論「 アダ ム・ ス ミス と行為 の科学 ― ス ミス体 系 の 『行

為論』的解釈 について― 」静 岡大学法経学会、法経研究第 3/4号 、 1994年 3月 、
を参照。
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