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は じめに
『自由論』 の著者 として知 られるジ ョン スチ ユ アー ト ミルによれば、同書 の 目標 は「 文
明化 された共同体 の成員 の誰かに対 し、その人 の意志 に反 して、正当 に力 を行使する ことを可
能 にす る唯一の 目的 とは、他者へ の危害 (harm)の 防止 で あ る」 とい う原理 を主張する こと
3、
で あ る (Mi11 1859,223/2930頁 )2。 彼 自身が 「 自由原理 (tlle principle of liberサ )Jと 呼 び
現代 では、一般的に「危害原理 (harm principle)Jと 称 される原理 は これである。 また、 こ
「法的処罰」 と「世論 による道徳
の場合 における「力 の行使」 の形態 として挙 げ られるのが、
それゆえに、当原理 は「個人 に対す る法的処罰が認め られ るのは、
それが他者危害の防止 を目的 とす る場合 のみである」 とい うかたちで、 どういつた場合 であれ
的強制」 で あ り

(ibid)、

ば、 こう した処罰が認 め られるのかを規定 した もの と考 えられてい る。そ して、現代 にお いて、
この原理 は法 や法的処罰 の限界 を定 め、その濫用 を防 ぐもの として一定 の評価 を受けている。
しか し、その一方 で、 この危害が何 を意味するのか不明であ るとい う批判 も存在す る。 この
点 に関 し、 ミル自身は 『自由論』第四章 の 中で、イス ラム教徒が豚肉食 に対 して感 じる嫌悪感
を取 り上げ、そ う した嫌悪感は危害 ではない とい う見方 を提示 してはい る

(ibidⅢ

284 285/
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l本 論文 は2008年 度 に東北大学 に提出 した筆者の博士論文「功利 主義 と人権―― ミルにおける功利主義的

権利論 の検討一―」 の第一章「危害 とは何 か」 に大幅な修正 を施 した もので あ る。
2以 後、諸文献 か らの引用 参照 は、 (著 者 刊行年、該当頁)と い う形式 で表記 し、翻訳のあるものにつ
いては、その該当頁数 の教 を付記する。 ただ し、訳 はすべ て拙訳 による。 また、引用文中の 〔 〕 は筆者
による補足 を表す。

3た だ し、「自由論』 でこの表現 が使 われるのは、 the

pnnclple of ind市 ldtlal llberty"、

ieedom"と い う言 い方が される ところも含め、五箇所 だ けである

the prmclple Of

(Mll 1859,290,293,31Xl.301,305)。
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208209頁 )。 すなわち、こういった嫌悪感 を理由に豚肉食 を法的に禁止す ることはで きない し、
それを行 つた人を処罰することもで きないとい うわけである。 しか し、それでは危害 とは何な
のかについて、ミルは『自由論』で何 も述べていない と言ってよい。それゆえ、同書の中に、
危害原理のもとで、処罰が許されるのは、いったいどのような場合 なのかとい う問いに対す る、
彼 の明確な回答を見い出すことはできない とい うのが実情である。
批判者はそうした点を特に問題視する。 とい うの も、危害の意味するところが不明なままで
は、いつたい処罰はいつ許され、 どんな場合に認められないのか もわからず、さらには、法的
処罰の限界 を定めるとい う役割を危害原理が果たすこともで きなくなるからである。そうする
と、 この原理の提示を目的 とする「自由論』で、危害 とは何であるのかが論 じられていないの
は相当問題であると言える。実際のところ、ルーカスは「ミルの 「自由論』全体が、彼が「危
害」 とい う言葉を曖味に使 つているせいで、台無 しになっている」 と手厳 しく批判 している
(Lucas 1966,174)4。

とは言え、『自由論』で危害に関する説明がない とい う事実は、ミルが危害 に関する明確な
考えを何 ら持たないまま、危害原理を提示 したということを意味するものではない。というの
も、『自由論Jを 見る限 り、危害 とは権利侵害 を意味すると解されるし、さらに、 この権利に
関 しては、その他の著作の中で、それが何であるのかが幾分詳細に論 じられているからである。
そ こで、本稿では、『自由論』以外のミルの諸著作 も参照 しつつ、危害原理における危害が何
であるのかを明らかにす る。また、その上で、『自由論』で危害 とは何かが論 じられなかった
理由の推察 も試みる。
構成 は以下の通 りである。まず次節では、危害が権利侵害を意味すると解される理由を述べ、
その上で、ミルが考えるところでは、権利 として各個人に保障されるのは、
「安全性 (securiサ )」
であると指摘する。続 く第二節では、 この安全性に関する彼の論述を参照 しつつ、危害原理に
おける危害 とは何なのかを明らかにする。最後に、結論で、危害原理の提示が 『自由論Jの 目
的 とされているにもかかわらず、同書で危害 とは何かが論 じられなかった理由を推察する。
第一節 権利と危害
最初 に、危害 とは権利 の侵害を意味すると解 される理由から述べ る

5。

まず、
「個人に対す
る法的処罰が認められるのは、それが他者危害の防止を目的とする場合のみである」とい う危
害原理 に則れば、他者に危害を加える者 は処罰の対象 にしてもよい とい うことになる。すなわ
ち、他 の人に危害を加えないことは、処罰 とい う手段 を使 つて、各人に強制 してもよいことと
「権利 とみなされるべ き特定の諸利
考えられている。その一方、『自由論』第四章の冒頭では、
益 を侵害 しないこと」が社会が個人に対 して強制 してもよい事柄 と言われている (Ml1 1859,

276/183頁 )。 そして、危害原理で言われていることと、 この第四章の言明を併せて考える と、
4そ の

他に、グレイ (Gray 1996,49)、 ハー ト (Hart 1983,193‑194)、 メンダス (Mendus 1989,121126)
も同様の批判を行 っている。
5ミ ルの理論において、
危害が権利侵害を意味するとい ぅ事実を、はじめて指摘 した論者 は (筆 者が知 る
限 り)リ ーズである。彼は「正義の諸規則」 を、他者の諸権利を保護するために制定される規則 とした上
で (Rees 1985,164165)、 ミルにおける
「危害 とは、正義の諸規則 に反することJで あると論 じている (lbid,
168)。 また、同様 の指摘 をする論者の著作 として、Bauln mЭ Q 15)162 Berger 1984,249 25Kl:Domer
1991,18針192 Cr″ 1996,4857久 保田 1"7,858z関 口 1989,365‑370を 参照。
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「権利 とみなされるべ き特定 の諸利益 の侵害」は「危害」を別 の仕方 で言 い換 えた もの と言 える。
そ うす ると、危害 とは何 かを明 らかにす る上で鍵 となるのは、 この「 特定 の諸利益」が何 を指
す のか とい うことであ る。 とは言 え、 この点に関す る詳細 な議論 を、『自由論』 の中に見 い だ
す ことはで きない。
しか し、 この種 の利益が何 であるかは、 F自 由論』 の二年後 に公表 された 『功利主義』 を参
照す ることで明 らか となる。同書第五章には、権利 とみなされるべ き利益 に関す る次 の言明が
あ る。
〔
権利 を侵 害 した者 に対す る報復へ の〕渇望 は、その道徳 的正当化 のみ ならず、そ の強力
さも、それに関連 した大変重要で強い印象 を与 えるような類 の功利性か ら得てい る。 この
関連す る利益 とは、安全性 とい う利益 であ り、 これはあらゆ る人の感情 にとって、すべ て
の利益 の中で最 も死活的

(宙 tal)な

ものである。 (IIl11 1861,250251/330頁

)

す なわち、他者の権利 を侵害す るとい うこ とは、
「大変重要で強 い印象 を与 えるよ うな類 の功
6

利性Jを 他者 か ら奪 い取 るとい うこ とである。そ して、この功利性 とは「安全性 とい う利益」
で あ る。つ ま り、権利 とみなされるのはこの種 の利益 で あ り、そ うす ると、『自由論』 で、権
利 とみなされるべ き特定 の利益 と言 われていたの も、安全性 の こ とであった と考 えられる。 し
たが って、危害 (権 利侵害)と は何 なのか を解明す るには、 この安全性が指 し示す ものを、 よ
り明確 にす る必要があると言える。そ して、 これが次節の課題 となる。
第二節

安全性 と危害

安全 性 とい う概 念 を、 ミルが最 も直裁 に説明 してい るのは、『経済学原理』 の「安全性 とい
う言葉 は、社 会 が その成員 に提供す る保護 の完 全性 を意 味す る」 とい う箇所 で あ る (Min
1948,112)。

しか し、 この説明では、安全性 とは何 か ら保 護 されてい ることなのかはわか らな

い。

この点が明らかであ り、また、危害 とは何かを解明する上でも特に重要 となるのは、 F自 由
論』の二十年以上前に書かれた「文明論Jと 、『自由論』の十年後に公表された「ソーン トン
における労働者 とその要求」での論述である。
まず、「文明論」に着 目す る。同論文では、
「文明」と「未開」の対比が行われ、文明化され
た共同体 の諸特徴の一つ として、
「身体 と財産の十分な安全性Jが 挙げられている

(Mil1 1836,

6権 利 として各個人に保障されるのが、この「安全性」であるとい ことは、『自由論』第一章で、危害
う
原理が「強制は…他者の安全性を目的とする場合にのみ正当化される」(Mi1 1859,22/32頁 )と いうよ
うに表現されているということからも、窺い知ることができる。
ここで提示 される安全性 という概念は、ミルのみならず、ホップズ、ロック、ヒューム等、イギリス経
験論の系譜に連なる論者たちの政治論や道徳論において、重視されている概念である。おそらく、 ミル自
身は、同様に安全性を重視するベ ンタムの発想を受け継いだものと思われる。ベ ンタムとミルにおける安
全Lに ついては、Rosen 19解 を参照。ローゼンによれば、ミルはベンタムの安全性という概念を、ほぼそ
のままのかたちで自身の思想に取 り入れている (ibd,127129)。 また、そのベンタムの概念は、ホップズ、
ロ ック、 ヒュー ム とは異 なるものであ り、 モ ンテスキューのそれに近 い ものである (lbid.12)。 ベ ンタ
ム にお け る安全性 については、児玉 2004も 参照。
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そ して、 この安全性については、次のように論 じられる。

未開において、法、すなわち司法制度は、ほとんど存在 しないか全 く存在 しない。言い換
えれば、互いに対す る危害から、諸個人 を保護することを目的とした、社会の集合的な力
の制度化された使用が存在 しない。すべての人は、 自身の力あるいは知恵 を信頼するし、
それを欠 くならば、一般的に人は資源を失 って しまう◇ したがって、我々は次のような状
態 にある人たちを文明化された人々と呼ぶ。その状態 とは、成員の身体 と財産の保護 を目
的 とする社会制度が、十分に完全なものであ り、彼 らの間の平和 を維持するものであるよ
うな状態である。すなわち、共同体 における大多数の人々を、自身の安全性 に関しては、
主に社会制度を信頼するよう促 し、たいていは、そして通常は、(攻 撃 というや り方であれ、
防御 というや り方であれ)個 人の力や勇気によつて、自身の諸利益 を保護することをやめ
るよう促す ものであるような状態である。 (ibid)
以上の説明からわかるように、身体 と財産の安全性 とは、人々の身体や財産が、法やそれを執
行する警察や裁判所等の社会制度によつて、他者による危害から保護されていることを意味す
る。そして、 この箇所から、そういった危害には、身体を傷つ けること、及び、財産に損害を
与える ことが含まれるということも明らかである。
しか し、危害原理における「危害」が以上二種のみであると断定することはできない。 とい
「ソー ン トンにおける労働者 とその要求」の中に、 これら二種以外に危害に含 まれる
うの も、
ものの存在を示唆する箇所があるからである。それは、同論文中で、労働組合に属す る人々が、
それに属 していない人に対 し、組合に加わるように圧力をかけているという問題が論 じられる
箇所 (1/1m1869,659660)で ある。そこには、次のような記述がある。
この問題 に関し、法が何らかの関わ りを持つ とすれば、 この種の圧力は感情の表現や、 こ
のような感情に相応 に依存するような類の善行の不作為に留めるべ きだとい うこと、そし
て、法がすべての人に保障する諸権利のいずれかを侵害する、あるいは、侵害すると脅す
ことにまで至ってはならない ということである。この諸権利 とは、暴力に対する身体や財
産の安全性、及び、毀損に対する名誉の安全性である。 (ibid"660)
この箇所 より前で「その成員の誰かによつて個人的に行われた場合に、犯罪となるようなこと、
すなわち、身体に対す る暴力、名誉毀損、財産に対する侵害、あるいは、これらの諸悪のいず
れかを行 うと脅す こと以外 に、団結 した労働者たちに対 して、法的に禁止されるべ きことを私
は知 らない」 とも論 じられてお り (bd,659)、 それゆえ、身体、財産、そ して名誉の安全性
とは、 これらのあ
E罪 行為 から保護されていることを意味す ると言える。また、 ここでは、身体(
財産の安全性 だけではな く、名誉の安全性 も、法がすべての人に保障する権利の一つ と言 われ
ている。そうすると、危害が権禾U侵 害を意味するのならば、 この論文においては、名誉毀損 も
危害の一種 だと考えられているということになる。
そ して、危害原理における「危害」には、名誉毀損 も含まれると見るべ きである。 このこと
は、『自由論』での記述からも裏付けられる。同書第二章では、名誉毀損 の一種 である「社会
的汚名

(sodal stigllla)」

の害悪が、次のように強調されている。
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長年にわたつて、法による処罰の主要な害悪 とは、それが社会的汚名 を強めるとい うこと
であった。真に有効 なのはこの汚名であって、イングラン ドで、社会 によって禁止されて
いる意見 を表明す ることを、多 くの他の国で、それを公言すると、法的に処罰される危険
もあるような類の意見を表明す ること以上に、はるかに一般的ではない ようなことにして
しまうほど、それは有効である。彼 らに特有の事情が他の人々の親切な しで生活す ること
を可能にしている人を除 くすべての人に対 し、世論 はこの点で法 と同じくらい効果的であ
る。人々が生計を立てる手段から排除されるのならば、彼 らは投獄 されたも同然である。
(Mil 1859,241/80頁

)

ここで指摘 されているのは、社会的汚名 をきせ られた人は、誰からも親切 にされな くなること
で、極めて苦 しい生活状態に追い込まれるとい うことである。また、別の箇所では、多 くの
「対立する意見の持ち主に
人々が受け入れない意見を表明する人に対す る最悪の行為 として、
対 し、悪人であ り不道徳な人であるとの汚名 をきせること」が挙げられてい る (lbid 29/
132頁 )。 このような汚名をきせることは、もし当人が不正な行為をしてい ないのであれば、そ

の人の名誉 の毀損に当たるであろう。そ して、一般的ではない意見の持ち主に対する社会的汚
名の害悪が 『自由論』で強調されていることから察す る限り、他者の名誉 を毀損することも、
危害原理において防 ぐべ きものと言われる「他者への危害」 に含まれていると考えられる
ここまでの議論で、
「危害」には、身体 を傷つけること、財産に損害 を与 えること、名誉 を
7。

毀損す ること、以上三種が含まれるとい うこと力副目らかとなった。しか し、 このような危害に
含まれるものは、もう一つ存在すると言える。なぜなら、「功利主義』では、人々が遵守すべ
「人々が互いに危害を加えあうのを (こ の危害 には、互いの 自由に対す る不
き道徳律 として、
正な干渉が含まれるということを、我 々は忘れてはならない)禁 止する道徳律Jが 挙げ られて
いるか らである (Mi11 1861,255/338頁 )。 そ して、この論述 に従えば、個人の 自由に対す る
8も
不正な干渉
危害の一つ と言える。また、そ ういったことは、 このような干渉から、各個人
を保護すべ きとい うのが、『自由論』の主要な主張の一つであるとい うことからも裏付け られ
る (Mil 18",ch l)。
結論

これまでの議論により、危害原理における「危害」 とは、①身体 を傷つけること、②財産に
損害を与えること、③名誉毀損、④個人の自由に対する不正な干渉、以上四種の行為 を意味す
るものと結論づけることができる。
そして、本稿 で見たように、『自由論』以外の著作 を参照すれば、危害に何が含まれている
のかは明らかである。それゆえ、それが何か不明であるという批判は妥当と言えない。しかし、
「強制が正当化 されるのは、それが他者への危害の防止を目的とする場合のみである」 と定め
7こ のよ に述べると、なぜ「文明論」で、名誉毀損が危害に含まれていないのか、疑間に思われるかも
う
しれない。その理由は、①同論文の目的が、あくまで文明と未開の対比にあるということ、そして、②身
体 と財産の十分な安全性が存在すれば、名誉の安全性は存在 しなくとも、その状態は文明とみなされると
いうのがミルの見解であるということ、以上二つであるように思われる。
8こ の場合の「不正な干渉Jと は、他者に危害を加えるなどの義務違反行為をしていない人に処罰が科さ
れるということを意味する。この点に関する詳細は米原 21X17を 参照。
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原

優

る危害原理 の提示 が『自由論』 の 目標 とされてい るに もかかわ らず、 この危害が何 であるのか
が論 じられる こともな く、結果的 に、そ うい った批判 を招 いて しまったのはなぜであろ うか。
「暴
「 ソー ン トンにおける労働者 とその要求」 で、
その理 由を推察す る上で重要 となるのは、
力 に対す る身体 や財産の安全性」や「毀損 に対す る名誉 の安全性 Jが 、「法がすべ ての人 に保
障す る諸権利」 と言 われてい るとい うことであ る (Mil 1869,660)。

おそ らく、 これ らの安全

性が法的権利 である以上、危害が何 を指すのかは、法 を参照す れば誰 で も分かるとい うのが、
ミルの認識 であ った もの と思われる9。 す なわち、危害 に何 が含 まれるのか とい うことは、す
べ ての人にとって 自明の ことであ る (少 な くと も、それを理解する手段 は皆 に開かれてい る)
以上、それが何 かを詳 しく論 じる必要はない とい う彼 の判断が、『自由論』 で危害が何 で ある
のか語 られなかった理由と推察で きる。
それゆえ、危害 とは何 なのか明 らかでない とい う批判 は、 ミルにとって心外 であ ったと思わ
れる。そ して、そのよ うな批判 を受けたならば、彼 は一言 こ う言 うだ けで あ っただろ う。「法
を参照せ よ」 と。
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