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J.S.ミルにおける感情の陶冶 

 

林 和雄 

 

 はじめに 

 今日、代表的な功利主義者として知られるジョン・スチュアート・

ミルは、「功利主義は、性格の高貴さの全面的な陶冶（ the general 

cult ivation of nobleness of character）によってのみその目的に達しう

る」ということを固く信じていた（CW, X: 213-4）。したがって陶冶

ないし教育、すなわち望ましい方向への諸個人の性格形成を促すこ

とが、ミルにとってはきわめて重要な関心事となる。そのように功利

主義者として陶冶に注目するミルの姿勢は、巨視的に見れば親譲り

のものであったと言えるだろう。彼の父ジェイムズ・ミルやその盟友

ジェレミー・ベンタムは、人間の完成可能性に絶大な信頼を寄せる

18 世紀啓蒙思想の影響を受け（西尾  1981: 24-6, 55-6）、教育につい

て盛んに論じていたからである。  

 さらにジェイムズ・ミルは自らの教育論に基づき、自らの手で長男

ジョン・スチュアートを育て上げた。しかしそのような最善の教育に

よって作られたはずのミルは、 20 歳を迎えた年に「精神の危機

（mental crisis）」と呼ばれる憂鬱 1を経験する。その出来事は父の教

育方法の欠陥を示すものであると彼自身によって解釈され、彼はジ

ェイムズ・ミルが軽視していたタイプの教育、すなわち「感情の陶冶」

の重要性を認識するに至った（CW, I:  137-53）。  

 
1  この呼称はミルがそれについて語った『自伝』第 5 章のタイトル、「私の精神

史における一つの危機。一段階前進（ A Cris is  in  My Mental  His tory.  One Stage 

Onward）」（ CW, I :  137）に由来する。  
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したがって、先行する功利主義的教育論に対して自分のそれが有

する独自性は、感情の陶冶なるものの意義を認める点にあると、少な

くともミル自身は考えていたことになる。よってこの概念の内実を

明確化すること、すなわち感情の陶冶とはいかなる陶冶であり、それ

はいかにして功利主義が究極目的とする全体の幸福に資するのかと

いう問いに答えることが、ミルの思想全体の独自性を考えるために

は不可欠の作業となるはずである。これまで、感情の陶冶やそれと緊

密に関係する詩や美についてのミルの見解をめぐっては、彼の功利

主義そのものの構造や『自由論』で提出された他者危害原則の擁護論

ほどに注目されてはこなかったものの、 1960 年にジョン・ロブソン

が発表した「 J.S.ミルの詩論」（Robson: 1968）を端緒として一定の研

究が重ねられてきた。しかしながら、そこで提出されてきた解釈はい

ずれも、上記の問いに十分な答えを与えているとは言いがたい。ミル

が感情の陶冶という主題を論じる体系的な著作を残さなかった一方、

その主題を様々な著作中で様々なトピックと結びつけているために、

この分野の研究は一面的なものになりやすいのである。  

よって本稿では、問題を単純化しないように注意を払いつつ、断片

的なミルの叙述と先行研究の内容をできる限り整理しながら、感情

の陶冶という過程とその意義とを明らかにすることを試みる。構成

は以下の通りである。第 1 節では、ミルがそれを修正することで自

らの教育論を形成したと考えられる、ジェイムズ・ミルの教育論の要

点を確認する 2。第 2 節では、「精神の危機」を経てそのような父の教

育論の限界に気づき、感情の陶冶に注目するようになったとする『自

 
2  『自伝』などでミルが感情の陶冶について語るとき、念頭に置かれているのは

主としてジェイムズ・ミルの教育論であるため、本稿ではベンタムの教育論には

言及しない。ベンタムは諸個人の欲求を変化させるという発想を基本的にはと

らない点で、ミル父子とは一線を画しているように思われる。ベンタムの教育論

については、小松が詳細な研究を行っている（小松  2006）。  
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伝』でのミルの叙述をたどる。それを踏まえて第 3 節では、感情の陶

冶に関連するミルのいくつかの主張の内容を押さえつつ、いくつか

の解釈の批判的な検討を通して結論を導く。  

 

 1. ジェイムズ・ミルの教育論  

 ジェイムズ・ミルは、1814 年に依頼を受けて、1819 年に『大英百

科事典』第 6 版の補巻に「教育」の項目の解説を寄稿している。1806

年に生まれた息子のミルを育てながら書かれたこのテキストは、き

わめて明快にジェイムズ・ミルの功利主義的教育論の輪郭を示して

いるため、本節ではその内容を見ていくことにしたい。  

「教育」の冒頭でジェイムズ・ミルは、「教育の目的は個人を、第

一にその人自身にとっての、次に他の者たちにとっての、できる限り

有用な幸福の道具とすることである」と宣言する（Mill  1992: 139）。

そのような道具となるのに適した人間の特性には肉体の特性と精神

の特性との二種類があるが、教育は後者のみに関わる（ ibid.）3。「し

たがって、教育は、［……］人間の精神を最大限人間の幸福の原因と

するために人間が利用しうる、あらゆる手段の最善の使用と定義さ

れるだろう」（ ibid.）。  

 それでは、教育が授けるべき幸福に適した精神の特性とはどのよ

う な 特 性 な の だ ろ う か 。 ジ ェ イ ム ズ ・ ミ ル が 挙 げ る の は 知 性

（ intelligence）と節制（ temperance）、そして正義（ justice）と寛大

（ generosity）である。知性は、知識（ knowledge）と賢明（ sagacity）

という二つの構成要素に分けられる（ ibid.: 154）。前者は幸福の獲得

 
3  このような教育の定義についての前提は、息子のミルにも継承されていたと言

える。鹽尻や鈴木が指摘するように（鹽尻  1948: 37-40,  鈴木  1998: 46）、ミルが

諸個人の教育や陶冶、発展について語るとき、肉体の能力の向上が想定されるこ

とはほとんどなかった。  
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という目的のために「自然の領域、すなわち私たちが置かれているシ

ステムが許す手段」を知らせる（ ibid.）のに対し、後者はそのように

して知られた事柄のうち、「私たちが心に抱く目的にどれが貢献し、

どれが貢献しないのかを見分け、選択する力」である（ ibid.）。また、

節制は「その人の欲望（ appetites）や欲求（ desires）に対する完全な

支配、すなわちそれらが有害な方へと向かう際にはいつでもそれら

を抑制する力、情念（ passions）の幻想に抗して判断することを保証

し、熟慮の上（ deliberately）是認したものを絶え間なく追求すること

を可能にする自分自身の掌握」、「目前の傾向性に屈することがより

多くの害悪をもたらしたり、より優れた善の享受を妨げたりする場

合にその傾向性に抵抗する力」であるとされる（ ibid.:  155）。つまり、

知性とは自然法則を知った上でそれを目的のために利用する力であ

り、節制とは短期的な欲求に抗して、長期的により価値があると考え

られる目的を追求する意志の力であると言える。ジェイムズ・ミル

は、「人が自らの幸福を追求する十分な動機を常に持っていることは

疑いえない」から、その人自身の幸福のためにはその二つの能力があ

れば十分だと言う（ ibid.）。他方、その人が他者の幸福に資するため

には、さらに二つの性質が必要になる（ ibid.: 155-6）。「他者に危害を

なすのを慎むこと」すなわち正義と、「積極的な善をなすこと」すな

わち寛大である（ ibid.:  156）。  

 それでは、教育はどのようにして諸個人にそのような性質を授け

うるのだろうか。ジェイムズ・ミルはこの点に関して、「人間精神の

科学が進歩の最高点に達するまでは、教育は完全な形をとることが

できない」と主張している（ ibid.: 142）。なぜだろうか。彼によれば、

人間精神の経験の全ては「感じる
、、、

（ feel）」という言葉で表現しうるが、

そのような経験は、第一に「感じ
、、

（ feelings）それ自体についての知
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識」を、次に「それらの感じのうちあるものが他のものに続くという

順序についての知識」を与える（ ibid.: 143）。つまり彼は、感じと呼

ばれる個々の精神状態が順を追って生じる際に従っている法則があ

り、そのような法則を知るのが人間精神の科学の目標であると考え

ている。「教育の目的である幸福は個人の行為に依存し、人間のあら

ゆる行為はその人の感じや思考から生み出されるのだから、教育の

本分は特定の感じや思考を引き起こし、他の感じや思考を引き起こ

さないことである」が、人間精神についての科学的な知識を得てこそ

そのように「精神的な継起に働きかける」ことが可能となるのである

（ ibid.:  147）。  

 そこで、ジェイムズ・ミルは教育の目的に資する知見を得るべく、

ホッブズ以降の心理学の歴史を探究していく（ ibid.: 147-51）。彼はと

りわけハートリの、「人間の精神現象の全体を印象（ impressions）や

そのコピーである単純な観念（ ideas）の連続へと分解する」企てを高

く評価する（ ibid.: 151）。ここで言及される印象とは「五感に対応す

る」もの、すなわち感覚（ sensations）のことであり、観念とは「その

ような感覚のコピー」である（ ibid. : 144）。ハートリは、「印象と観念

だけが単純な感じであり、それ以外のものは全てそれらが組み合わ

さったものにすぎない」と考え、「印象と観念以外にも原初的な感じ

がある」とする立場に反対した哲学者であるとされる（ ibid.）。ハー

トリは観念が継起する際に従う法則、すなわち「連合（ association）

の原理」によって包括的な説明を提供したので（ ibid.: 150）、本稿で

はそのような彼の考え方を観念連合説と呼ぶことにしよう。山下重

一によれば、スコットランドで生まれ育ったジェイムズ・ミルは当

初、ハートリらの観念連合説に反対するコモン・センス哲学の信奉者

であったが、 1815 年にコモン・センス哲学を激しく批判する書評を



40 

 

発表して以来、観念連合説の研究に没頭し、 1829 年にはあらゆる精

神現象を観念連合説によって解明せんとする大著『人間精神現象の

分析』（以下、『分析』と表記）を完成させるに至った（山下  2004: 115-

44）。さらに山下は、1810 年代に「教育」の執筆を依頼されたことと

教育改革運動に熱心に参加したことが、ジェイムズ・ミルの観念連合

説への関心を深化させる契機になったと推測している（ ibid.: 126-30）。

ジェイムズ・ミルにとって教育論と観念連合説は一続きのものだっ

たのである 4。  

 さて、「教育」においてジェイムズ・ミルはまだ観念連合説への賛

同を明示してはいないが、ホッブズからハートリまでの心理学史を

踏まえて、次のような見解を表明している。  

 

これだけのことは確かめられている。すなわち、人間精神の性格

はそこでの観念の連続に存するということ、したがって、教育の

目的は、他の連続ではなく特定の連続が絶えず生み出されるよう

に備えることであるということ［……］。 / ［……］私たちは、

そのような連続に対して驚くべき力を有している二つのものが

あることを見てきた。それは、習慣と快苦である。これらは重要

な道具ないし力であり、教育の目的はそれらを用いることで達成

されるはずである。（Mill  1992: 151）  

 

ジェイムズ・ミルによれば、「ある観念に別の観念が続くことが一定

の回数くり返された場合、その精神において前者が現れたときには

確実に後者が続くようになる」（ ibid.）が、これが習慣の力である。

 
4  加えて、ミル父子は功利主義者として、コモン・センス哲学を含む直観主義陣

営からの批判に応答する際にも観念連合説を用いた（児玉  2010: 74 -81）。  
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また、ホッブズが指摘したように「個人が欲求する対象の思考は、そ

れを獲得する手段の思考へとその人を導く」（ ibid.: 148）が、これは

要するに「快苦の見込み」が観念の連続に影響を与えるということで

ある（ ibid.: 152-3）。そこでジェイムズ・ミルは、そのような習慣と

快苦の力を用いることで、諸個人の精神における特定の観念の連続

を生じやすくし、それによって知性や節制、正義や寛大という特性を

授けようとしたのだった。  

 ジェイムズ・ミルはそのような観点から「教育」の後半では精神に

影響する物理的・精神的な種類の環境について考察している（ ibid.: 

161-94）が、ここでは一つの例だけを見ておきたい。彼は正義と寛大

をあわせて仁愛（ benevolence）と呼び（ ibid.: 176）、家庭教育におい

てどうすれば子どもにその特性を与えられるのかを論じている。彼

によれば、「どのような原因によるものであれまわりの人々の快楽が、

その子ども自身の善［快楽］の原因になりがちであるような場合、そ

の子ども自身を原因とするその人々の快楽は、より大きな程度でそ

の子ども自身の善［快楽］の原因となる」（ ibid.: 180）。これは「その

人々は特に、自分たちの享受する快楽の原因がその子どもであるよ

うな場合には、より大きな程度でその子どもに快楽を与えようと努

める気になる」（ ibid.）ため、習慣によりその子どもの精神において、

自分がその人々に与える快楽と自分の快楽が特に連続しやすくなる

からである。そこで、「仁愛の生の基礎」であるそのような連続が生

じやすくなるように子どもをとりまく環境を整えることが、教育の

なすべき仕事となる（ ibid.）。これとは逆に、例えば子どもの精神に

おいて、「欲求の主要な対象、他人の意志に対する支配と、そのため

の手段としての他人の恐怖や苦痛との間の連合が形成される」なら、

そこで行われているのは悪しき教育である（ ibid.:  181）。  
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 こうした主張には、後に『分析』で体系的に示される理論の萌芽が

見られる。ジェイムズ・ミルはその本において、同時的または連続的

な秩序に従って諸観念が生じることを連合と呼び（Mill: 1869a, 70-8）、

連合の強さ、すなわちその永続性や確実性、生じやすさ（ ibid.: 82）

は連合される感じの鮮明さと、連合の頻繁さによると述べている

（ ibid.: 83）。感じの鮮明さに影響する要因にはその感じの快さと苦

しさが挙げられている（ ibid.: 83-7）ことから、この箇所では「教育」

において習慣と快苦の力として語られたものが改めて定式化されて

いると考えてよいだろう。さらに『分析』の終盤でジェイムズ・ミル

は様々な例を挙げながら、そのような観念連合の法則に従って、快楽

の原因であるものがそれ自体として快く感じられ、行為を引き起こ

すものになっていく過程を説明している（Mill:  1869b, 181-379）。こ

うした説明がジェイムズ・ミルにとって、習慣と快苦の力を用いて全

体の幸福のために諸個人の感じ方を変容させていくという「教育」の

プランを支えるものであったことは、彼が『分析』の末尾において、

理論的なものに基礎づけられるべき実践的な主題の一つに教育を挙

げていることからも明らかである（ ibid.: 403）。そして息子のミルが

乗り越えようとしたのは、まさにそのような父の心理学・教育論に他

ならなかった。  

 

 2. 彼自身にとっての「精神の危機」 

 ミルが『自伝』を、自らの陶冶の過程の報告として著したというこ

とは注目に値する。彼はその本の冒頭で、『自伝』の執筆動機として

次の三点を挙げる。第一に、教育やその改善が多くの研究の主題とな

っていた当時においては、幼い頃に自分が受けた「異常で注目すべき

教育の記録が存在することは有用だろう」と考えたこと、第二に、「自
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分自身の思考からも他者の思考からも等しく学ぼ（ learn）うとする

ことで、あるいはそれらを克服し（ unlearn）ようとすることで常に前

進してきた精神の連続的な段階を記すことは、世論の過渡期には多

少は興味深く有益なことだろう」と思われたこと、第三に、「自分の

知的・道徳的発展が他の人々に負っている恩義への感謝を表したい

という欲求」である（CW, I: 5）。早坂忠が指摘しているように、ミル

は「自己の心的発展の記録を世に残すことをきわめて重要視してい

た 5」（早坂  1960: 290）ため、『自伝』の内容はこの「三つの動機に忠

実すぎるほど忠実なもの」となった（ ibid.: 284）。すなわち『自伝』

は、通常「自伝」という言葉からそう期待されるようにミルの生涯に

関する事実を余すところなく伝えるようなものではなく、自らの陶

冶という「かなりにかぎられた観点からみて有意味と考えられたか

ぎりでの伝記的事実の記録なのである」（ ibid.）。よって、『自伝』は

陶冶に関するミルの見解を研究するための格好の素材を提供する書

物であると見なしうるだろう。  

本節では主として感情の陶冶に関わる叙述に焦点を当てて、その

ような『自伝』の内容を追跡していきたい 6。ジェイムズ・ミルによ

って施された早期教育や、哲学的急進派の考え方に関するミルの証

言を確認した上で（ 2.1）、「精神の危機」とそれによる自らの思想の

変化を語る第 5 章冒頭の叙述を見る（ 2.2）。  

 

 
5  この点を踏まえて早坂は、思想的変遷を重ねながらも「自己の思想のその場そ

の場での無誤謬性と、その世間ひいては人類一般に対する指導性についてのゆ

るぎない確信」を抱いていたことがミルの特徴であったという興味深い指摘を

している（早坂  1960: 290-8）。  
6  本節で扱う『自伝』の文章は、 1853 年から翌年にかけてミルが執筆し彼と彼

の妻ハリエット・テイラーが修正したものを、 1861 年に彼が書き直すことで完

成したとされる。この点を含め、『自伝』が執筆された過程と複数のテキストが

成立した経緯については、ロブソンの解説（ Robson 1981: xvi i i -xxx）を参照。  
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2.1 「精神の危機」以前  

「大多数の諸個人の性格の土台はほとんど完全にここへと遡りう

る」として「教育」で家庭教育の意義を説いた（Mill 1992: 175）ジェ

イムズ・ミルの実践を、ミルは『自伝』の初めの三章で詳細に伝えて

いる。知的には、ミルは 3 歳から 14 歳までの期間に、読書や父との

対話を通して、ギリシア語・ラテン語・作詩・歴史・数学・自然科学・

論理学・経済学などに関する一通りの知識や考え方を習得したとい

う（CW, I: 9-33）。道徳的には、古代ギリシアの哲学者を理想視する

父により正義や節制などの徳が教え込まれた（ ibid.: 49）7。それでは、

こうした教育はどのような方法で行われたか。父との関係に優しさ

が欠けていたことを告白し、厳格な教育の弊害に言及する（ ibid.: 53-

5）ミルの叙述から推測すれば、「教育」において快苦の力を強調した

ジェイムズ・ミルによる家庭教育は、どちらかと言えば苦痛や罰を主

として用いるものだったようである。しかしいずれにせよ、その教育

は少なくとも一旦は成功した。1821 年、ミルはベンタムの『立法論』

を読んで感銘を受け、ベンタムの考え方を自分の信条とするに至る

（ ibid.:  65-71）。このときから彼は「世界の改革者になるという、生

の目的と真に呼びうるものを持つ」ようになり、「自分自身の幸福を

この目的と完全に一体のものとして考える」ようになった（ ibid.:  

137）。こうして、おそらくはベンタムとジェイムズ・ミルの目論見通

り 8、ミルは彼らの形成する哲学的急進派の一員としての活動に没頭

 
7  ミルは続けて、直接的な父の教え以上に、「快楽のうち、少なくとも現在の社

会の状態においては、それを得るために支払うべき代償に値するものはほとん

どない」と考え、節制を重んじた父の人柄からも大きな影響を受けたとしている

（ CW, I :  49）。  
8 山下によれば、ミルへの早期教育は、彼を自分たちの思想の後継者とするため

にベンタムとジェイムズ・ミルが企てた計画によるものであった（山下  1971: 

47-8）。  
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していく（ ibid.: 89-135）。また、この時期に彼は父からハートリらの

心理学を学び始めた（ ibid.: 71）。  

 「精神の危機」以後のミルに批判されることになる、哲学的急進派

による感情の軽視については、ミルは次のように述べている。ジェイ

ムズ・ミルは功利主義者として、道徳的に評価されるべきものは行為

であり、「感情（ feelings）は、それ自体では、賞賛したり非難したり

するのに適した主題ではないと考えていた」（ ibid.: 51）。にもかかわ

らず「倫理的・哲学的な論争において、感情が頻繁に行為の究極的な

理由や正当化として持ち出され」、また自分たちが「きわめて重要視

していたあらゆる意見が、感情という根拠に基づいて絶えず攻撃さ

れる」ために、彼や彼と同様の意見を持っていた哲学的急進派は反動

的に、「（公的・私的な義務の感情を除けば）感情の陶冶（ the cultivation 

of feeling）をそれほど尊重しない」ようになった（ ibid.: 113）。彼ら

は前節で見たように、「非利己的な仁愛や正義への愛が優れたもので

あることを完全に認識していながらも」、こうした事情から「そのよ

うな心情（ sentiments）に直接働きかけることによるのではなく、知

性（ intellect）の教育を通して利己的な感情の啓蒙という効果をもた

らすことによる人類の再生に期待した」（ ibid.）。そしてそのような感

情 の 軽 視 は 「 詩 （ poetry ） と 、 人 間 本 性 の 一 要 素 で あ る 想 像 力

（ imagination）一般の軽視」につながるものであった（ ibid.:  115）。

よってそのような集団の中で活動していた自分もまた、「詩的陶冶

（ poetical culture）」が休止される一方で「それと対立する単なる論理

や分析の訓練が過剰であった」ために、「人類にとって善だと自分が

考えるものへの熱意」は「真の仁愛や人類への共感に根ざしたもので

はなく、［……］理想的な高貴さへの高次な熱狂と結びついてもいな

かった」のだとミルは当時を回想している（ ibid.:  113）。  
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 2.2 「精神の危機」と感情の陶冶  

 そして、彼は「精神の危機」を迎える。この出来事の原因と意義は

様々な論者により様々に解釈されてきたが、以下ではあくまでミル

自身による解釈を確認していくことにしよう。それによれば 1826 年

の秋に、彼は「楽しみや快い興奮を感じられない（ unsusceptible）」状

態に陥り（CW, I: 137）、次のような自分への問いが心に浮かんだ。  

 

「あなたの生の目的の全てが実現したとしよう。あなたが期待す

る制度や世論における変化の全てが、まさにこの瞬間に完全にも

たらされたとしよう。このことはあなたにとって大きな喜び、幸

福であるだろうか」。すると、抑えられない自己意識が明確に「否 !」

と答えた。このとき私の心は沈み、私の生がその上に建てられて

いた土台全体が崩れてしまった。私の幸福の全てはこの目的の継

続的な追求の中に見出されてきた。その目的が魅力を失って、ど

うしてその手段に再び興味が持てるだろうか。私がそのために生

きるようなものは、何も残っていないように思われた。（ ibid.: 139） 

 

このような気分は時間がたっても変わらず、ミルは自分の「人類への

愛も、それ自体としての卓越への愛も、枯渇したのだということを確

信した」（ ibid.）。  

 そのように自分が目的の追求に幸福を感じられなくなった原因を、

ミルは次のように考えている。彼は観念連合説を学んだことで、「私

たちがあるものを愛して別のものを憎み、ある種類の行為や考えに

快楽を感じて別の種類のものに苦痛を感じるのは、教育や経験の影

響により、快い、あるいは苦しい観念がそれらのものに付着すること
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を通してである」ということを信じるようになっていた（ ibid. : 141）。

さらに彼は、「教育の目的は、できる限り強い有用なクラスの連合を、

すなわち快楽と全体にとって有益なあらゆるものとの連合、及び苦

痛と全体にとって有害なあらゆるものとの連合を形成することであ

る」と父が主張するのを聞き、自分でもそれを確信していた（ ibid.）。

ところで、ミルを教育した人々が彼の精神にそのような連合を作り

出したのは、「賞賛と非難、報酬と罰という古いありきたりな道具」

によってであった（ ibid.）。「しかしそのようにして生み出された連合

には常に、どこか人為的で偶然的な（ casual）点があるにちがいない」

とミルは言う（ ibid.）。というのも彼は当時、偏見から脱したり自然

法則についての知識を身につけたりする際には有用な「分析の習慣」

（ ibid.）、すなわち観念の連合のされ方を認識しようとする習慣は、

「俗に言う単なる
、、、

感情の問題であるような連合をすっかり弱めてし

まう傾向がある」ということに気づいていた（ ibid.: 143）。それは「連

合の結果であるあらゆる欲求やあらゆる快楽、すなわち［……］純粋

に肉体的・生理的なものを除く全ての欲求や快楽をひどく蝕む」ので

ある（ ibid.）。このような分析の習慣の力に耐えて連合を維持できる

のは「他の精神的な習慣が陶冶されている」場合、すなわち分析的な

気質の「自然な補完物や中和剤」が存在する場合である（ ibid.: 141）。

しかしながらミルを教えた人々は、「人間への共感の快楽や、他者、

とりわけ広く人類に善をなすことを生の目的とする感情こそ最も大

きく確実な幸福の源泉だ」と考えていたにもかかわらず、「分析の分

解力に抵抗するのに十分な強さを持つ、こうした感情を作り出すの

に失敗した」（ ibid.: 143）。その一方で「私の知的陶冶の全過程によ

り、早熟な分析が私の精神の根深い習慣となってしまった」ようにミ

ルには思われた（ ibid.）。要するに、自分が肉体的・生理的なもの以
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外の快楽を感じられなくなったのは、あまりに知的な方面に偏った

教育を受けてきたために、知的陶冶による負の影響に抵抗しうる強

い感情を欠いているからだと彼は考えたのである。加えて、「もう一

度自分の性格を形成し始め、今や引き返せないほど分析的になって

しまった精神の中に、快楽と何であれ人間の欲求の対象との間の新

しい連合を作り出すのに十分な力は本来的にないように思われた 9」

ため、ミルは絶望に陥った（ ibid.）。  

 彼がそのような状態から脱却できたのは、それから約半年後にマ

ンモンテルの『回想録』を読んだときである（ ibid.: 145）。その本の

ある一節に差しかかった際に、「その場面やその感情が鮮明に心に浮

かび、私は感動して涙を流した」とミルは言う（ ibid.）。この瞬間、

彼は自分の感情がまだ生きていることを実感し、その後は徐々に、元

通り普通の出来事に快楽を感じられるようになった（ ibid.）。  

 以上のような「精神の危機」は「自分の意見と性格に、きわめて顕

著な二つの影響をもたらした」とミルは振り返る（ ibid.）。第一に、

「幸福は行為のあらゆる規則の基準であり生の目的である」が、「こ

の目的はそれを直接的な目的としないことによってのみ達成しうる」

という新しい「生の理論」を奉じるようになった（ ibid.） 1 0。快苦と

事物との連合を自覚するという分析の習慣の副作用をミルが指摘し

ていた点を踏まえれば、彼がこのような見解へ向かったのはたしか

に自然であるように思われる。とはいえ、過剰な知的陶冶によってす

 
9  ミルは明示していないが、ここで彼が性格を再形成することに無力感を覚えた

のは、すでに見たように、早期教育の効果の大きさを強調するジェイムズ・ミル

の考え方を踏まえていたためだと思われる。自らの性格を変えることへの無力

感はその後もミルも苦しめ（ CW, I :  175-7）、自己陶冶の可能性を擁護することが

彼の教育論の主要な課題の一つになった（川名  2012: 218-28）。  
1 0  「自分の幸福を最大化しようと意識して努力するとかえってそれに成功せず、

むしろ別の目的を持っている方が幸福になりやすい」というこのような教訓は、

今日では一般に「幸福のパラドックス」という名で知られている（森村  2018: 22）。 
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でに分析の習慣を身につけてしまい、そもそも人類の改善を目的と

する感情を持てないことに苦しんでいたミルにとっては、そのよう

な単なる心がけは根本的な解決策ではなかったはずである。したが

って、より重要なのは次のような第二の変化の方だろう。この箇所の

叙述は次節で解釈していくため、今は引用するにとどめたい。  

 

このときに私の意見が被ったもう一つの重要な変化は、私が初め

て、人間の福利にとって必要とされる主要なものの中に、個人の

内的陶冶（ internal culture）を適切に位置づけるようになったこ

とである。私は外的な環境を整えることや、思索や行為のために

人間を訓練することを、ほとんど排他的に重要視するのをやめる

ようになった。私は今や経験によって、能動的な能力と同様に受

動的な感受性（ susceptibilities）も陶冶される必要があり、またそ

れは導かれるのと同様に養われ豊かにされねばならないという

ことを学んだ。［……］私は知的陶冶（ intellectual culture）や分析

の力とその行使が、他の種類の陶冶と結びつけられることで修正

されねばならないような帰結をもたらすと考えた。諸能力間の適

切なバランスを維持することが、今や私には第一に重要であるよ

うに思われた。感情の陶冶（ the cultivation of the feelings）が私

の倫理的・哲学的な信条の核心の一つになった。［……］ / 私は

今や、人間の陶冶の道具としての詩や芸術（ art）の重要性につい

て読んだり聞いたりしていたことに意義を見出だし始めていた。

（ ibid.:  147）  

 

 さらにミルは、そのように詩が陶冶にとって有用であることを実

感した経験として、1828 年にワーズワスの詩を初めて読んだ（ ibid.: 
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149）ときのことを次のように語っている。  

 

ワーズワスの詩が私の精神状態にとって薬になったのは、それら

が単なる外的な美だけでなく、美の刺激の下にある感情の状態、

及び感情に色づけられた思考の状態を表現していたからである。

それらの詩はまさに私が探し求めていた感情の陶冶（ the very 

culture of the feelings, which I was in quest of）であるように思わ

れた。私はそれらの詩に際して、全ての人間で共有でき、闘争や

不完全性とはつながりを持たないが、人類の物理的・社会的条件

の あ ら ゆ る 改 善 に よ っ て 豊 か に さ れ る で あ ろ う 内 的 な 喜 び

（ inward joy）、共感的で想像的な快楽の源泉から水を汲む思いが

した。それらの詩から、生におけるあらゆる大きな害悪が取り除

かれたときに、永続的な幸福の源泉となるものは何かを学んだよ

うに思えた。そして私は、それらの詩の影響を受けて直ちに、自

分がよりよい者、幸福な者であるように感じた。（ ibid.:  151）  

 

ここでミルはワーズワスの詩がもたらした快楽を「闘争や不完全性

とはつながりを持たない」ものとしているが、これは「精神の危機」

のきっかけとなった彼の自問に関係している。ベンタムの考えに触

れて以来、ミルは「人類の物理的・社会的な条件のあらゆる改善」を

自らの幸福と結びつけていたのだが、そのような改革者としての幸

福は、社会が不完全な状態にあってはじめて成立する。そこで「精神

の危機」の渦中のミルは、「社会や統治の改革者たちがその目的を果

たすことができ、共同体における全ての人が自由になり肉体的に快

適な状態へと至った場合、生における快楽は、もはや闘争や欠乏によ

って保たれなくなるから、快楽ではなくなってしまうのではないか」
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ということを真剣に心配した（ ibid.: 149）。そこで、そのような改革

者としての活動とは無縁の快楽の発見がミルを励ますことになった

のである。  

他方でミルによれば、ワーズワスは「最も偉大な詩人たちと比べれ

ば、非詩的な本性の詩人であると言えるかもしれない」（ ibid.: 153）。

しかし、だからこそワーズワスは陶冶を与えるのには適しており、

「より深くより高い（ loftier）感情の詩は、彼がしたことをそのとき

の私に対してなすことはできなかっただろう」とミルは言う（ ibid.）。

ワーズワスは彼に、「静かな沈思の中に真の永続的な幸福がある」と

いうことを、「人間のありふれた感情やありふれた運命から顔を背け

させないばかりか、そうしたものへの関心を大いに高めながら」教え

たのだった（ ibid.）。ワーズワスの詩による喜びは「この種の陶冶が

なされるならば、最も強固な分析の習慣にも恐れるものは何もない

のだ」ということを明らかにするものであった（ ibid.）。  

以上が、「精神の危機」と感情の陶冶に関する彼自身の説明である。

その要点をまとめれば、次のようになるだろう。知的陶冶に伴って身

につく分析の習慣には、観念連合による快楽の快さを損なわせると

いう副作用がある。賞罰により人為的に形成された連合は、この力に

対抗することができない。ただし、ミルが感情の陶冶・内的陶冶・詩

的陶冶といった言葉で呼ぶ別の種類の陶冶がなされるならば、分析

の習慣がそのような負の効果をもたらすことはない。すると、次のよ

うな疑問が生じる。感情の陶冶がそのように知的陶冶の効果を中和

しうるのはなぜだろうか。それは心理的な過程として、ジェイムズ・

ミルが示してみせたような観念連合の過程とはどのように異なって

いるのだろうか。ここまで見てきた『自伝』の叙述において、ミルは

この点を十分に説明してはいない。したがってこの謎を解くために
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は、『自伝』以外の彼の著作に目を向ける必要がある。  

 

 3. 感情の陶冶はいかなる陶冶か  

 本節では『自伝』以外のミルの著作と先行研究を手がかりに、『自

伝』において彼が感情の陶冶と呼んだものがどのような心理的過程

であるのかを明らかにすることを試みる。はじめにミルが感情の陶

冶を、知的陶冶及び道徳的陶冶と区別される美的陶冶として理解し

ていたことを確認し（ 3.1）、したがって感情の陶冶という主題に緊密

に関連すると言える、詩と美についての彼の見解の要点を押さえる

（ 3.2, 3.3）。続いてそれらを踏まえ、感情の陶冶を共感の陶冶と同一

視する解釈を批判的に検討しながら上記の問いに答え（ 3.4）、最後に

その解釈に基づき、感情の陶冶がなぜ功利主義の立場から見て重要

であると言えるのかという点を論じる（ 3.5）。  

 

3.1 領域の画定  

 以下では感情の陶冶が人間の陶冶の中でどのような領域を占める

のかを確認していきたい。そもそもミルがくり返し口にする「感情

（ feeling）」とはいかなるものを指しているのだろうか。この点を明

らかにするためには、ミルの心理学の基本的な枠組みを参照しなく

てはならない。彼は 1843 年に刊行された大著『論理学体系』の中で、

「Feeling と意識状態は、哲学の言語においては同義の表現であり、

精神が意識するあらゆるもの、それが感じる
、、、

あらゆるもの、言い換え

ればそれ自身の感じを有する生（ sentient existence）の一部を形成す

るあらゆるものは感じ（ feeling）である」と宣言している（CW, VII: 

51）。これは、第 1 節で確認したように、あらゆる精神状態を感じと

いう言葉で総称したジェイムズ・ミルの用語法を踏襲したものであ
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ると考えてよい。しかしミルは続けて、「通俗的な言語では、Feeling

は常に意識状態と同義であるとは限らない」とし、「知覚的あるいは

知的な面に属するとされるものからは区別される」、「情緒的な

（ emotional）」面に属するとされる意識状態を指すためにその言葉が

用いられることもあるとしている（ ibid.）。同じ章においてミルは、

感じには感覚（Sensations）、思考（Thoughts）、情緒（Emotions）、意

欲（Volit ions）という四つの下位区分があると結論しているが（ ibid.: 

55）、 feeling という言葉は情緒を指すためにも使用しうるのである。

feeling を「感情」と訳すのが適切であるのは、このように狭い意味

でそれが使われる場合だろう。前節では『自伝』の中に登場する

feeling を一旦全て「感情」と訳したが、以上のように、ミルにとっ

てその言葉には「感じ」と「感情」という二つの用法があることに注

意しておく必要がある。  

 感覚、思考、情緒、意欲とはそれぞれどのような精神状態だろうか。

ミルによれば、感覚は他の感じと異なり、精神状態ではなく肉体状態

を直接的な原因とする感じである（ ibid.: 53）。また、意欲はそれに続

く結果とともに、行為を構成する精神状態である（ ibid.: 55）。思考と

情緒について、ミルは『論理学体系』ではその違いを明示していない

が、 1869 年に刊行されたジェイムズ・ミルの『分析』第 2 版に彼が

付した注には、次のような叙述がある。ミルは快い感覚や苦しい感覚

について論じながら、心理学者アレクサンダー・ベインによる「ある

感覚の情緒的な部分ないし特性（彼はそこに、その感覚に属する快苦

を含めている）と、その知的な部分ないし知識を与える部分との区別

は適切なものである」と言う（CW, XXXI: 214）。ベインの区別はあく

までミルが思考や情緒とは区別する感覚の部分間の区別であるため

ミルの枠組みとは少しずれがあるが、ミルが情緒を快苦との関連で
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理解していたと、この箇所から推測することは可能だろう。加えて、

前節ではミルが『自伝』の中で、分析の習慣が「俗に言う単なる
、、、

感情

の問題であるような連合をすっかり弱めてしまう」ために、「連合の

結果であるあらゆる欲求やあらゆる快楽をひどく蝕む」と述べてい

た（CW, I: 143）ことを確認した。すると情緒とは、観念連合の結果

もたらされる、すなわち肉体的・生理的な快苦——これは情緒ではなく

感覚である——を除く、快楽や苦痛であるような精神状態のことだと

言えるのではないだろうか。そして思考とは、以上のようにして規定

された感覚、情緒、意欲以外の精神状態である。  

 前節で見たようにミルは感情の陶冶を「思索や行為のために人間

を訓練すること」、「能動的な能力」の陶冶や「知的陶冶」とは対照的

な「受動的な感受性の陶冶」と表現していた（ ibid.: 147）。よって感

情の陶冶とは、連合による快苦としての情緒ないし感情を受け取る

能力、すなわち感受性を向上させていく陶冶であると考えられる。  

 そしてまた『自伝』の叙述から明らかであるように、ミルはそのよ

うな意味での感情の陶冶は、詩や芸術の鑑賞を通して進められると

考えていた。この点に関しては、ミルが 1867 年の『セント・アンド

ルーズ大学への就任演説』（以下、『演説』と表記）で示した教育の三

区分が参考になる。そこで彼は、大学が促すべき「一般的な陶冶

（ general  culture）」について部門ごとに論じるとして（CW, XXI: 218-

20）、知識を獲得させる教育と「知ったことを意志し、決然と実行に

移す」ための訓練（ ibid.: 247）について語った後、そのような「知的

教育（ intellectual education）」すなわち「知識と、知る能力の訓練」

と「道徳的教育（moral education）」すなわち「良心と、道徳的能力の

訓練」に続く陶冶の「第三の区分」に言及している（ ibid.: 251）。そ

れは「審美の部門（ the aesthetic branch）、すなわち詩や芸術を通した、
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感情の教育（ the education of the feelings ）や美しさの陶冶（ the 

cult ivation of the beautiful）と呼びうるような陶冶（ culture）」である

（ ibid.）。この箇所からは、彼が感情の陶冶を美的陶冶と同一視して

いることがわかる。また、知的陶冶、道徳的陶冶、美的陶冶という三

区分はそれぞれ、思考、意欲、情緒という先述の精神状態の区分に対

応していると言える 1 1。すなわちミルにとって感情の陶冶とは、思考

に関わる知的陶冶、及び意欲に関わる道徳的陶冶と区別される、情緒

に関わる美的陶冶であった。  

 ところで、このような陶冶の三区分によく似たものとして思い浮

かぶのは、『論理学体系』の最後の章でミルが示した「生の技術（ the 

Art of Life）」の三部門である。その章で彼は、直説法で事実を述べる

科学（ science）と命令法で規則や規範を述べる技術（ art）を明確に区

別した上で（CW, VIII: 943） 1 2、諸技術の「一般的な諸前提はそこか

ら演繹されうる主要な結論と一体となって、一群の学説を形成する」

としている（ ibid.: 949）。それは「道徳（Morality）、賢慮（Prudence 

or Policy）、審美（Aesthetics）、すなわち人間の行為や仕事における正

しさ（ the Right）、便宜（ the Expedient）、美しさないし高貴さ（ the 

Beautiful or Noble）という三部門を有する生の技術」である（ ibid.）。

道徳と審美という語が共通しているためにこの箇所の叙述は『演説』

での陶冶の区分に重ねられやすいが（ Eggleston & Miller  & Weinstein 

2011:  6）、生の技術の三部門に関するこの箇所の説明はきわめて不十

 
1 1  加えてこの三区分は、ミルが『功利主義』で「単なる感覚の快楽である、動物

的な肉体的快楽」とは対照的な「人間に特有の精神的快楽」の例として挙げる、

「知性（ in te l lec t）、感情や想像力（ feel ings and imaginat ion）、道徳感情（ moral  

sen timents）の快楽」という三つの快楽にも対応するものだろう（ CW, X: 211）。 
1 2  1851 年に付された注の中でミル自身が述べているように、ここでの ar t は「科

学的なそれと対比される、事物一般の詩的な部門ないし側面」、すなわち芸術を

意味してはいない（ CW, VIII :  943）。したがって、ロブソンのように（ Robson 1968: 

266）ミルの詩論とこの箇所での ar t の規定を連続的に捉えるのは適切ではない。  
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分であるのみならず、ミルが他の著作中で述べる評価基準の三区分

とも正確に対応してはいないため、それぞれの部門が何を表すのか

という議論は未だ決着を見ていない（ ibid.: 6-12）。そして解釈によっ

ては、この三部門を陶冶の三区分と関係させるのは難しくなる。例え

ば、山本圭一郎はミルの諸著作を包括的に検討した上で、生の技術に

おける道徳は他者に危害を加えないという「義務の領域」を、賢慮は

行為者自身の利害に関わる「私的利害の領域」を、審美は行為者の性

格や有徳性に関わる「徳の領域」を表すとしている（山本  2010: 187-

202）が、そうであるとすれば、ここでの三部門はあくまで行為や行

為者を評価する際の視点の複数性を示すものであり、いかなる能力

を陶冶するかを問題にする『演説』での三区分と直接的に対応してい

るとは言えない。したがって、本稿では感情の陶冶が生の技術の審美

の部門に対応するという主張はしないが、他方で感情の陶冶は山本

が審美の部門と同定したような「徳の領域」、すなわち有徳性という

一見拡張的な意味での行為者の「美しさ」に緊密に関わるものでもあ

る。この点については本節の最後に確認したい。  

 

3.2 詩をめぐって  

 ミルにとって感情の陶冶とは詩や芸術を通した感受性の陶冶であ

った。そのような陶冶はいかなる心理的過程であるのか。以下ではこ

の点について考えるために、詩や美をめぐるミルの見解を年代順に

たどる。重要なテキストとしてまず挙げられるのは、「精神の危機」

から間もない頃に彼が発表したいくつかの詩論である。  

 ミルは『自伝』でワーズワスの詩を読んだ経験を語った直後、「ワ

ーズワスの長所がきっかけとなって、自分の新しい考え方と、同様の

変化を経験していない普段の友人たちの考え方からの離脱を、私は
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はじめて公に宣言することになった」としている（CW, I: 153）。これ

は 1829 年に彼が当時参加していた「討論協会」で、バイロンをより

優れた詩人とする哲学的急進派の友人ロウバックに対してワーズワ

スを擁護したことを指すが（ ibid.）、「ワーズワスとバイロン」と題さ

れたこの演説の断片的な草稿が残されている。  

注目すべき点として、第一に、ミルは詩が感情の教育の道具である

と指摘しつつも「この点は差し控える」とし（CW, XXVI: 434）、その

演説ではもっぱら「あらゆる詩の直接的な目的」である「感動させる

（move）こと」について語っている（ ibid.: 435）。彼は人々に詩を読

んだ際の自分の情緒を分析することを求め、そうすれば「特定の国、

特定の時代の偶然的で一時的な連合に依存する美と、快楽を与える

自らの力を、人間本性自体の本来の構造から引き出す美とが区別さ

れるだろう」と言う（ ibid.）。加えて、ミルは「最も高次な種類（ the 

highest kind）の詩は、最も高次な精神状態に適した種類の詩である」

と述べ、優れた者を喜ばせる詩はそうでない者の情緒を刺激する詩

より優れた種類のものであるとしている（ ibid.: 436）。すなわちここ

で彼は、その約 30 年後の 1961 年に『功利主義』で、低次な（ lower）

快楽に対する高次な（ higher）快楽の優越を擁護する（CW, X: 210-4）

際と同様の基準で、詩の快楽の優劣を判定することを主張している

と言える。  

しかし第二に、ミルは詩の与える快楽と感情の陶冶とを完全に切

り離して考えてはいない。「自分の描く感情を自分自身で経験したこ

とがなければ、感情の描写にはいかなる深みも強度も力もない」（CW, 

XXVI: 438）が、「何であれ自分の描写するものを、ワーズワスは感じ

たことがあった」（ ibid.: 439）。しかし、単一の感情を示すだけの詩し

か読まないような人々は「ワーズワスの感情に共感しえず、それを単
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なる気取りとしか考えない」（ ibid.: 439-40）。そこで、「ありふれたも

のでない感情を持つあらゆる詩人」には、「自分たちの感情を感じら

れる（ susceptible）ように、読者の精神をある程度教育する必要」が

あることになる（ ibid.）。この箇所から、詩人は読者の感受性を向上

させ、それによって自分が感じた感情を読者に感じさせることで快

楽を与えるとミルが考えていたことがわかる。  

第三に、ワーズワスによるそのような教育を経て自分が学んだこ

ととしてミルは、「特定の観念をじっくりと思うことで、対象が刺激

し、また年をとるにつれて対象が刺激しなくなるような情緒に、絶え

ず新鮮さを保たせる——気持ちよく喜びに満ちた精神状態をほとんど

全ての対象に結びつけ、［……］いわば自分自身を他の存在者の楽し

みのうちに増殖する（multiply）［……］——のが可能だということ」を

挙げる（ ibid.: 441）。また、彼は続けて「幸福は静止していることと

共存でき、動き続けることを必要としないということがわかれば、ど

れほど多くの目指すべきものが存在することになるか」に思い至っ

たという自分自身の変化にも言及している（ ibid.）。これらはワーズ

ワスの詩が他者の快楽と自分の快楽との観念連合を促すとともに、

「闘争や不完全性とはつながりを持たない」幸福を教えるものであ

ったという『自伝』の叙述（CW, I: 151-3）と同趣旨の内容であると

言える 1 3。さらに、ミルはワーズワスの感情ではなく思考に注目して、

「ワーズワスは最も幸福で最も有徳な性格の、最も重要な特徴の全

てを示し、倫理学と精神哲学における最も深遠な真理を明らかにし

ている」とまで主張したのだった（CW, XXVI: 441）。  

 
1 3  ただし、「ワーズワスとバイロン」ではミルは最後に、ワーズワスの詩はそれ

だけを読む者を「静寂主義者にする傾向があり」、「大きな闘争が必要とされる」

現在の状況においてはそれが問題含みであるとも指摘している（ CW, XXVI: 442）。 
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 さて、以上で見てきた「何らかの重大な主題について」ロウバック

とミルが「反対の側に立ったはじめての討論」（CW, I: 153-5）が象徴

的であるように、この時期以降のミルは哲学的急進派からは距離を

置き、それとは異質の思想を奉じる人たちと積極的に交際するよう

になった（ ibid.: 159-221, 小泉  1997: 53-134）。つまり、「精神の危機」

はミルが新しい考え方を吸収しながら、それまでの自分の考え方を

見直す 1 4契機となったのである。このような時期に、彼はワーズワス  

をはじめとするロマン主義の詩論の影響を受けつつ、自らの詩論を

著している。 1833 年に「詩とは何か」、「二種類の詩」という題名で

二度に分けて発表された論文「詩とその種類についての考察」がそれ

である。以下ではその要点を見ておきたい。  

 「詩とは何か」においてミルは、順に科学、物語、雄弁と詩を対比

しながら詩の定義に迫ろうとしている。まず、「詩の目的は、明らか

に、情緒に働きかけることである」（CW, I: 344）。科学が信念に訴え、

確信させることで仕事を行うのに対し、詩は感情に訴え、感動させる

ことで仕事を行う（ ibid.）1 5。しかし情緒に働きかけるのは詩だけで

はなく、例えば小説家が紡ぐ物語もそうである（ ibid.）。しかし、物

 
1 4  このようなミルの姿勢は、1838 年に発表された「ベンタム」と 1840 年に発表

された「コールリッジ」において最も顕著である。ミルの思想形成史において

「精神の危機」からこのときまでの期間は、ベンタムの考えに傾倒していた第 1

期と「ベンタム主義に対する反動で行き過ぎていたところから完全に引き返し

た」「第 3 期」（ CW, I :  237）との間に挟まれた第 2 期とされる。  
1 5 ミル自身が明記しているように（ CW, I :  344）、詩を散文ではなく科学と対比

する発想は 1802 年に『抒情歌謡集』第 2 版の序文でワーズワスが示したもので

ある（Wordswor th & Coler idge 2013: 102）。また、山下が指摘するように（山下  

1971: 191-2）、ミルがこの論文で最終的に感情の独白という詩の定義に到達する

のも、「全てのよい詩は強力な感情がおのずと溢れ出たものである」というワー

ズワスの見解（Wordsworth & Coler idge 2013: 98）に影響されたためだと思われ

る。岡地によれば、詩の形式的な特徴を見ずに詩的感情だけを念頭に置き、した

がって詩は「韻律的作品」のみならず「散文にも、また音楽・彫刻・絵画・建築、

その他世の中の森羅万象の中にも、同じように存在するという考え方」はワーズ

ワスのそれに限らないロマン主義の詩論の特徴であった（岡地 1975: 203-4）。  
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語において感じられる興味は出来事に由来するのに対し、詩の刺激

する興味は感情の表象に由来するという点で異なっている（ ibid.）。

刺激される情緒の源泉は前者の場合、単なる外的状況の一連の状態

の提示であり、後者の場合、人間の感性（ sensibili ty）の状態の提示

である（ ibid.:  344-5）。詩が外的な事物を描写することもあるが、そ

れは「事物そのものではなく、事物の容貌の描写」であり、「ありの

ままの自然な姿の事物ではなく、感情によって作動している想像力

という媒介を通して、その色で飾られた事物」の描写である（ ibid.: 

347）。すなわち、それは実際には観察する詩人の感情を描いていると

言える（ ibid.）。よって、詩は「感情に色づけられた思考」と言える

が、これは雄弁もまた同様である（ ibid.: 348）。雄弁と詩はどちらも

感情の表現であるが、「雄弁は聞かれ
、、、

（ heard）、詩は漏れ
、、

聞かれる

（ overheard）」（ ibid.）。すなわち、前者が「自らを他者の精神へ注ぎ、

その共感を求め、その信念に影響を与えたり、その精神を情念や行為

へ導いたりしようと努める感情」である（ ibid.: 348-9）のに対し、後

者は聴者を全く意識しておらず、「孤独の瞬間に自らに対して自らを

打ち明け、詩人の精神に存在する形のままの感情に可能な限り近い

表象として、具現する感情」である（ ibid.: 348）。したがって、「あら

ゆる詩は独白という本性を有する」（ ibid.: 349）。もちろん、「私たち

は自分に向かって言ったことを、後で他人に伝えられる」から、詩を

活字にして発表することは可能であるが、「表出することそれ自体が

目的ではなく、そうすることがある目的のための手段となるなら

［……］それは詩であることをやめ、雄弁になる」（ ibid.）。さらにミ

ルは、こうした雄弁と詩の区別は言葉による芸術のみならず「芸術の

全領域を画する」ものであると主張している（ ibid.: 350）。  
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 「二種類の詩」は詩人論である。そこでミルは「詩的本性
、、

（ poetic 

natures）」、すなわち生まれながらにして「特別に詩に適した精神的・

肉体的気質」とはどのようなものかを明らかにしている（ ibid.: 355）。

彼によれば、それは「情緒が感覚的・精神的な諸観念をつなぎ合わせ

る連合の結び目である」ような気質である（ ibid.: 356）。すなわち、

そのような気質においては、「本性が強い感情を与えた」ため、「ある

感情が強いほど、それは早く強く他の事物や感じと連合する」という

連合の法則に従い、あらゆる連合が支配的な感情によって一貫性を

与えられるようになる（ ibid.: 357）1 6。ミルはそのような気質の人を

詩人と呼び、「詩人の詩は感情そのものである」と言う（ ibid.）。詩人

は「自分の感情が溢れ出たものを外へと注ぐだけである」（ ibid.：358）。

他方、ミルによればそのような意味での詩人でない人も「真の詩は書

きうる」（ ibid.: 356）。彼はそれを「陶冶の詩」と呼ぶ（ ibid.: 358）。

詩人とは対照的に、陶冶の詩を書く人は「思考を伝えることを欲求し

ており、それが自分において刺激した感情を、あるいはそれに最もふ

さわしいと思う感情を着せて思考を伝える」（ ibid.）。  

 興味深いことに、ミルは続けてシェリーの詩を詩人の詩の、ワーズ

ワスの詩を陶冶の詩の典型として挙げる（ ibid.）。「あらゆる詩に共通

する要素、詩を構成する要素、すなわち人間の感情は陶冶の詩よりも

ずっと多くこれに入るので」、詩人の詩は「それが本性によるものだ

（ being in nature）と認めるのに十分なほど本性のことを知っている

全ての人にとって、他のものよりもはるかに詩であり、ずっと高次な

意味において詩である」（ ibid.: 361）。つまり、ミルは明らかに陶冶の

 

1 6   「感覚における強度の違い」が「異なる精神の性質
、、

や異なるタイプの精神的

性格」をもたらすというこの箇所とよく似た説明は、『論理学体系』でもマーテ

ィノーの論文を引きながら述べられている（ CW, VIII :  856-8）。  
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詩よりも詩人の詩を高く評価している。しかし彼は他方で、詩人の詩

から「より深い楽しみ」を得られる人はほとんどいないとも述べてお

り（ ibid.: 355）、またワーズワスの詩が、「肉体的なものであれ精神的

なものであれ詩人の詩に共感できる原初的な組織が欠けているため

に、詩人の詩がその頭上を過ぎ去ってしまうだろう」若者の陶冶に貢

献しているとも指摘している（ ibid.: 358）。以上の点を『自伝』や「ワ

ーズワスとバイロン」、「詩とは何か」の叙述と照らし合わせれば、次

のように言うことができるだろう。ミルは詩人の詩が、感情そのもの

を表現しているために陶冶の詩よりも詩的で、価値ある快楽をもた

らすと考えていた。しかしミル自身を含め、詩的本性を持たない人間

はすぐさまそれを鑑賞することはできないので、まずは感情ととも

に思考を伝えている点で鑑賞しやすい陶冶の詩を通して、感受性を

向上させる必要がある 1 7 1 8。  

 さて、ミルは「二種類の詩」で「強い感情はそれを伝えるために強

い知性を必要とする」と述べ（ ibid.: 364）、知的陶冶は本来、詩的本

性を損なうものではないと主張しつつ、シェリーが十分な知的陶冶

を遂げる前に夭逝したことを惜しんだ（ ibid.: 359）。2 年後の 1835 年

 
1 7  ミルは夫婦による修正前の『自伝』の草稿では、「シェリーを他のどんな詩人

よりも優れていると見なしていた」ハリエット・テイラーに 1830 年に出会って

促された自分の「詩的陶冶」について、「私の能力が、大したものではないが、

あらゆる種類の、とりわけ人間の感情と性格における美しく高い（ elevated）も

のにますます調和し、そしてそうしたものとの調和により揺られる（ capab le of 

vibra t ing）ようになった」と振り返っている（ CW, I ,  623）。このような叙述も、

詩人の詩のような「より深い喜び」をもたらす詩を鑑賞するために感情の陶冶が

必要であるという解釈と整合するだろう。山下が指摘するように（山下  1971: 

190）、「詩とは何か」及び「二種類の詩」はミルが「ベンサム主義に対する深刻

な懐疑による反動として、カーライルやテイラー夫人の芸術的天分に全面的に

傾倒していた時期に書かれた」のだった。  
1 8  また、「詩とは何か」では、物語が子どもの頃、あるいは野蛮な状態の社会に

おいて好まれやすいのに対し、「最も深く高い精神や心は普通、詩に最も大きな

喜びを感じる」とも述べられている（ CW, I ,  345）。すなわちミルは、詩人の詩の

みならずそもそも詩一般の鑑賞が、一定の能力があってはじめて可能になると

考えていたのだと思われる。  
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に書かれた批評「テニソンの詩」ではこの点がより強調されており、

そこでミルは、本性による詩人の性格の要素と陶冶によるそれを再

び対比しつつ、「自分の芸術におけるいかなる詩人の業績も、その人

の思考能力の成長や卓越（ perfection）に比例するだろう」と宣言し

ている（ ibid.: 413）。シェリーは知的陶冶を欠いていたために、その

詩は「詩人と同様の組織を持つ人に極度の快楽を与えるのには適し

ているが、そうでない人には理解されないために共感されそうにな

く、知的追求としての詩の最も高貴な目的、すなわち情緒を通して人

類の欲求や性格に働きかけ、自らの本性の完成（ perfection）へと向

かうよう奮い立たせるという目的に少しでも資することはほとんど

ない」（ ibid.: 414）。山下が指摘するように（山下  1971: 301）、詩を本

質的には独白であるとした「詩とは何か」以上にここでは「感情の陶

冶を通じて人格の向上に寄与する詩の教育的役割り」が強調されて

いると言える。だからこそ、真に偉大な詩人には詩的本性を有するこ

とに加え、感情を広く伝えるのに有用な知的陶冶を進めていくこと

が求められたのだった。  

 

3.3 美をめぐって  

 以上見てきたようなミルの詩論、また特定の詩への批評は多くが

1830 年代に書かれたものであり、1840 年代以降、彼の主要な関心は

他の主題へと向かう（Loizides 2017: 250）。しかしそれから約 30 年後

の 1860 年代後半、ミルは 4 年にわたる下院議員としての活動の合間

に、美と芸術に関する二つのテキストを残した（CW, I: 287-8）。それ

らは明らかに 1830 年代の詩論の延長線上にあるが、同時に彼の新し

い見解を示してもいる。以下ではまず『演説』を、続いて『分析』の

注を見たい。  
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 すでに述べたように、彼は『演説』の最後に美的陶冶の意義を語っ

ているが、そこで主張されるのは次のようなことである。商業におけ

る金儲けの精神とピューリタニズムの影響を受け、英国では大陸に

比して美的陶冶は軽視されてきた（CW, XXI: 251-3）。大陸では「一

般に徳やよさは、大部分が心情の問題だ」とされるのに対し、英国で

は「それらはほぼもっぱら義務の問題だ」とされる（ ibid.: 253）。こ

れにより、前者では「感情や能動的な活力が非利己的な方へと強く向

かうような人」が、自らの目的を追求する際には「不正なことを行う

のを自らに許す」のに対し、後者では「望みの全てが自分に関わるも

のである」利己的な人でさえ、「何であれ一般に不正だと考えられる

ことを心から察する良心を持っており、自己利益に関わる目的を達

成するために、いかなる違法な手段も使うことをためらう」（ ibid.）。  

 しかし、ミルによれば「良心と心情のいずれをも陶冶するのは不可

能なことでは全くない」（ ibid.）。英国では欠けているような、「低次

で卑しい対象を超えるものへと人間を高める（ lifting）際に私たちが

主として依拠している高次な感情」を人々に与え、その人々が「徳を

愛し、徳はそれ以外の目的を追求する許可を得るために払われる税

ではなく、目的それ自体だと感じる」よう促すことには価値がある

（ ibid.:  253-4）。そして詩をはじめとする芸術は、そのような「精神

の高い調子（ elevated tone）」を吹き込む源泉となる（ ibid.: 254-5）。

加えて、「自然の風景は、芸術に対応する人間本性の部分に訴えかけ

る」（ ibid.: 255）。そこで、「自分たちの中にあるこの感受性［芸術や

自然美から高次な感情を受け取る感受性］を決して抑え込まず、それ

を働かせる機会を注意深く求める」ことを、すなわち、仮に「退屈な

普段の職務」に就いていたとしても、「思考や感情の高次な部分を頻

繁に訪ねることで、私たちの精神の調子を維持する」ことをミルは勧
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める（ ibid.）。そうすれば「どんな仕事も、それがなされる目的や精

神に比例して、高貴である（ dignified）と見なされる」だろう（ ibid.）。

さらにミルによれば、「よさと美しさの陶冶との間には自然な親近性

がある」（ ibid.）。すなわち「美とは何かを学んだ人は、有徳な性格を

持っているならば、自分自身の生においてそれを実現することを欲

求するだろう——人間の性格におけるあるタイプの完全な美を自らの

前に置くことで、自己陶冶の試みを照らそうとするだろう」（ ibid.）。  

芸術の鑑賞が以上のような効果をもたらすとミルが考えていたの

は、おそらく次のような芸術の特性を彼が認めていたからである。  

 

人間のあらゆる創造にそれが与えるべき最高のものを求め、自分

や自分が行うことにおける最小の欠陥にさえも耐えがたくなる

ように私たちを変える完全性の意識（ sense of perfection）は、芸

術による陶冶（Art cult ivation）の結果の一つである。人間の生み

出すもののうちで、純粋な芸術作品ほど完全性に近いものは他に

ない。［……］芸術において、完全性はそれ自体が目的である。私

が芸術を定義するとしたら、それを、完全性を求める制作上の努

力と呼びたい。（ ibid.: 255-6）  

 

彼によれば芸術は「理想の美（ an ideal Beauty）」を、「実際に達成さ

れうることをそれが超えていたとしても、永遠に目指すべきもの」だ

と主張する（ ibid.: 256）。それによって、芸術は「自分の行為や状態

における不完全性に決してすっかりとは満足することなく、自分の

なすあらゆる仕事、とりわけ自分自身の性格と生をできる限り理想

的なものとする（ idealize）ように、私たちを訓練するのである」（ ibid.）。 
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 以上のように、『演説』でミルが強調したのは、芸術が完全性ない

し理想の美を目指すものであるがゆえにその作品は人間に高次な感

情を引き起こし、その人の性格や仕事を高貴なものにするというこ

とであった。このような美と完全性との結びつきは、同じ時期に彼が

書き進めていたジェイムズ・ミルの『分析』第 2 版の注でも主張され

ている。そこでミルは、美の感じ（ the Feeling of Beauty）や崇高の感

じ（ the Feeling of Sublimity）は、原初的な感覚的快楽との連合によ

ってもたらされた快い観念の連続であるとする（Mill 1869b: 230-52）

父の見解を修正している。  

 ミルははじめに、ジェイムズ・ミルが行ったような説明に対してコ

ールリッジらが投じた、「そのような分析は、美しいものを単に心地

よい（ agreeable）ものと混同している」という批判を取り上げた上で、

美の感情（ feeling of Beauty）を連合によって生成したものとする考

え方は「事実に反しないばかりか、逆説的ですらない」と主張してい

る（CW, XXXI: 223-4）。美の感情は、美しいと感じた「事物について

考えることで通常引き起こされる感じよりも印象的な（ imposing）性

格を持つ」が、そうであれば、美の感情をもたらす連合「それ自体が、

特有の印象的な本性を持っているということになる」からである

（ ibid.: 224）。さらにミルは、そのような美の感情の印象的な本性を

説明するためにラスキンの見解に言及する。ラスキンによれば「私た

ちに美しさの情緒を与えるあらゆるものは、何らかの、特定の高いあ

るいは愛らしい諸観念を表現、象徴しており、そうした諸観念は、彼

の理解するところでは、この宇宙において具現されているとともに、

その創造者の様々な完全性（ perfections）に対応している」（ ibid.）。

ミルはこのようなラスキンの考え方を高く評価し、美の感情を、「ラ

スキン氏が挙げたような諸観念の想起と、そのような諸観念と結び
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ついた偉大で関心をひく対象や思考から成る意識状態」として理解

しようとしたのだった（ ibid.: 224-5）。すなわち、ラスキンがそのう

ちのいくつかを指摘したように、「情緒が特徴的な点を有している場

合には、普遍的あるいはほぼ普遍的に存在しているいくつかの構成

要素があり、その情緒がそれへの最大の感受性を有する精神に異常

な力をもって働きかけるのは、そのような構成要素のためなのであ

る」（ ibid.:  225）。  

 ミルはまた、そのような情緒は日常的な感覚的快楽との連合によ

って快くなるのではないという点を強調している。彼は、強風を遮る

ために設置された木々の仕切りを例に挙げる。それらの木々は暖か

さや快適さや保護の観念、すなわちコールリッジが「心地よい」とし

たような観念を引き起こすが、こうした観念の大部分は「審美的な感

情の独特な固有の特徴を木々に与えるのには寄与しない」（ ibid.）。し

かしミルによれば、「適切に言って木々の美を構成する他の要素」が

あり、それらの要素は、私たちの本性のいわゆる「より高次な」部分

に訴える（ ibid.）。そして「それらが呼び起こす諸観念はそれ自体で

より大きな力をもって想像力に働きかけるようなものであるため、

それらの要素は想像力により強い刺激とより深い喜びを与える」

（ ibid.）。そのような快楽が喜びに満ちているのは、それらの諸観念

が、「私たちの経験がその完全性（ completeness and perfection）のい

かなる例も提供せず、したがって既知の現実を超える魅力的で威厳

ある世界へと上っていくように想像力の能動的な力を刺激する、価

値ある、喜びに溢れた何らかの属性を私たちに対して表している」か

らである（ ibid.:  225-6）。そして「こうしたことは、私たちが低次な

快楽と呼ぶものにおいては生じない」（ ibid.: 226）。すなわち、以上の

箇所でミルは、精神状態が原初的な感覚的快楽との連合によってで
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はなく特定の諸観念との連合によって快くなるという、ジェイムズ・

ミルが想定していなかった快楽の生成のされ方を語っている 1 9のだ

が、そのような美の快楽が快楽であるのは、そこに含まれる諸観念

が、現実を超える世界へと私たちを導くような完全性を表している

ためなのである。  

 

3.4 感情の陶冶は共感の陶冶か  

 以上見てきたように、詩と美に関するミルの叙述は断片的である

のみならず、時代が進むにつれてその強調点を微妙に変化させてい

る。したがってはじめに述べたように、感情の陶冶の多面性を十分に

明らかにすることは容易ではない。以下ではまず、ミルの主張の一面

的な解釈の例として、ミシェル・グリーンや L.A.ポールが示した、

感情の陶冶は共感の陶冶だとする見解を紹介したい。続いて、そのよ

うな解釈を批判的に検討することで、感情の陶冶という過程を正確

に理解することを目指す。  

 グリーンやポールによれば、感情の陶冶を語る際にミルが念頭に

置いているのは、感情一般ではなく「共感——他者の精神や状況に想像

的に入り込み、他者の快苦をあたかも自分自身のものであるかのよ

うに経験する能力で、それによって人間間の同胞感情は増加・発展す

る——」である（Green 1989: 261）。共感は全体の幸福に資する利他的

な感情であり、道徳感情はそこから生まれるため、諸個人がそれを発

展させることは功利主義的に見て望ましい（ ibid.: 269, Paul 1998:86）。

「精神の危機」においてミルは、愛情を受けて育たなかったために自

分が共感能力を欠いている（Green 1989: 262-5）ことや、自分が進め

 
1 9   私の解釈では、このことは、快楽を評価する際に量に加えて質を考慮すべき

だとする『功利主義』でのミルの主張（ CW, X: 210-4）を理解するための手がか

りになる（林  2019）。  
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てきた知的陶冶が人為的な観念連合を弱める（Paul 1998: 92-3）こと

に気づいた。このような問題の解決策として彼は、詩を読むこと、す

なわち詩人の感情に共感することが、諸個人の共感能力を向上させ

るということに注目した（Green 1989: 269-73, 1991: 460, Paul  1998: 

87-91）。ミルは 1835 年の「セジウィックの論説」で「他者の苦痛の

観念は自然と苦しく、他者の快楽の観念は自然と快い」と述べており

（CW, X: 60）、また『功利主義』では功利主義の道徳の基礎となる「強

力で自然な心情」として、「人類の社会的感情、すなわち同胞と調和

している（ be in unity）ことへの欲求」を挙げている（ ibid.: 231）。し

たがって、ミルは共感こそが知的陶冶の効果に対する「自然な補完物

や中和剤」（CW, I: 141）であると考えていたと推測できる（Green 1989: 

269, Paul 1998: 98-104）。  

 さて、以上のような解釈に抗してダニエル・バーンストーンは、ミ

ルが『自伝』でワーズワスの詩の快楽を「闘争や不完全性とはつなが

りを持たない」ものとした（CW, I: 151）ことや、「詩とは何か」で詩

が独白としての本性を持つと主張した（ ibid.: 349）ことなどに基づ

き、『自伝』や 1930 年代までの詩論でミルは、感情の陶冶の、他者よ

りも自己に関わる側面を強調していると指摘する（Burnstone 1992）。

したがって、「詩がミルに対してなしたこと」と「詩が社会において

なしうるとミルが考えていたこと」を安直に同一視すべきではない

（ ibid.: 82）。こうしたバーンストーンの主張は妥当であるように思

われるが、加えて私が指摘したいのは、単に共感の陶冶を重視するか

否かということは、ミル父子の教育論の差異には決してなりえない

ということである。第 1 節で見たように、「教育」においてジェイム

ズ・ミルは、子どもの快楽と他者の快楽を連合させることで子どもに

仁愛という精神の特性を授けることを明快に主張していたのだった
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（Mill 1992: 180）。これはグリーンやポールが共感の陶冶としたよう

な過程に他ならないと思われる。ミルはたしかに『自伝』において、

ジェイムズ・ミルや哲学的急進派が「非利己的な仁愛や正義への愛」

に働きかけようとはしなかったと語っているが、これは単に状況的

な判断にすぎない（CW, I:  113）。そこで、「精神の危機」以後にミル

が新たに自覚した点は、共感を陶冶することの重要性ではなく、それ

を賞罰ではなく詩や芸術によって進めることの必要性であると言え

る。よって、説明すべきであるのはそのような感情の陶冶が人為的な

観念連合の形成とはどのように異なるのかということであるが、グ

リーンやポールはこの課題を十分に果たしていない。  

 したがって、感情の陶冶を共感の陶冶だとする解釈は一面的なも

のであると言えるのだが、他方でバーンストーンもまた、感情の陶冶

の自己に関わる側面を指摘するにとどまっており、上記の問いに答

えてはいない。また、バーンストーンは軽視しているが、『自伝』で

はワーズワスの詩が「人間のありふれた感情やありふれた運命への

関心を大いに高め」たとされ（ ibid.:  153）、「ワーズワスとバイロン」

ではそれが「気持ちよく喜びに満ちた精神状態をほとんど全ての対

象に結びつけ、［……］いわば自分自身を他の存在者の楽しみのうち

に増殖する［……］のが可能だということ」を教えたとされ（ CW, 

XXVI: 441）、そして晩年の『演説』では芸術が徳を愛するような「精

神の高い調子を吹き込む」とされていた（CW, XXI: 253-5）ように、

ミルが感情の陶冶を利他的な共感や徳と結びつけて考えていたこと

もまたたしかだと思われる。こうした点をどのように考えればよい

だろうか。  

 私の解釈は次のようなものである。詩を読むためにはまず、一定の

共感能力ないし想像力が求められる。 1838 年に発表された「ベンタ
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ム」においてミルは想像力を、「私たちが自発的な努力によって、不

在のものをあたかも存在するかのように、架空のものをあたかも実

在するかのように思い、そうしたものに、もしそれが本当に実在して

いたならばもたらしたであろう感情を着せることを可能にする」能

力であり、「それによって一人の人間は他の人間の精神や状況に入り

込む」のだとしている（CW, X: 92）。「ワーズワスとバイロン」や「二

種類の詩」に明示されていたように、このような能力を行使すること

で、読者はその詩が表現している詩人の感情を実際に感じる。しか

し、すでに見たように、詩的本性を持たない人が、シェリーのような

知的陶冶を経ていない詩人の詩を鑑賞することは難しいため、まず

はワーズワスの詩のような陶冶の詩により、感受性を向上させる必

要がある。  

 感受性を向上させるとは、正確にはどのようなことだろうか。ミル

が「二種類の詩」でワーズワスの詩よりシェリーの詩を高く評価して

いたことを思い出したい。彼は後者が、「他のものよりもはるかに詩

であり、ずっと高次な意味において詩である」（CW, I. :  361）とし、

だからこそそこからは「より深い楽しみ」を得られる（ ibid.: 355）と

したのだった。ミルが『自伝』で当時は鑑賞できなかっただろうと回

想している「より深くより高い感情の詩」（ ibid.: 153）とは、そのよ

うな詩を指していると思われる。そして以上のような「高次な」、「よ

り深い」、「より高い」といった表現は、明らかに晩年のミルの完全性

の概念に結びつくものである。彼は『演説』で芸術を「高次な感情」

や「精神の高い調子」をもたらすものであるとし（CW, XXI: 253-5）、

『分析』の注では美の感情を私たちの本性のいわゆる「より高次な」

部分に訴えるものとした（CW, XXXI: 225）。また、「芸術において、

完全性はそれ自体が目的である」（CW, XXI: 256）というミルの主張
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は、詩は感情の表出それ自体を目的とするという「詩とは何か」での

主張（CW, I.: 349）に対応するものだろう。つまり、完全性という言

葉によって明示されてはいないものの、ミルは 1830 年代の詩論にお

いてすでに、感情の表出としての詩一般ではなく、より完全性ないし

理想の美に近い、すなわち「より深くより高い」感情の詩をより高く

評価していたのであり、理解しやすい詩から読み始めつつ、そのよう

な感情を受け取れるようになっていくことを感情の陶冶と見なして

いたと言える。  

 そうであれば、人為的な観念連合と詩による感情の陶冶の違いは、

まさにミルが『分析』の注で語った、原初的な感覚的快楽との連合と

完全性を表す諸観念との連合の違いに対応していると言えるのでは

ないだろうか。ミルはそこで、「情緒が特徴的な点を有している場合

には、普遍的あるいはほぼ普遍的に存在しているいくつかの構成要

素がある」と主張していた（CW, XXXI: 225）。そして、彼はその 30

年前に行われた演説「ワーズワスとバイロン」でも、「特定の国、特

定の時代の偶然的で一時的な連合に依存する美と、快楽を与える自

らの力を、人間本性自体の本来の構造から引き出す美」とを区別する

同趣旨の考えを語っていたのである（CW, XXVI: 435）。つまり、賞罰

などによる偶然的な観念連合とは異なり、感情の陶冶によって完全

性を表す諸観念との連合を形成していくことは、人間本性の構造に

基づいた普遍的なものであり、だからこそ知的陶冶の効果によって

そのような連合が弱められることはない。  

 しかし、そうであるならば、知的陶冶により解消されない連合は美

の快楽をもたらす連合だけではないだろうか。ミルがワーズワスの

詩を読みながら「人間のありふれた感情やありふれた運命への関心

を大いに高め」た（CW, I: 153）のはなぜだったのだろうか。この点
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については『演説』での彼の主張が手がかりになるだろう。彼はそこ

で、芸術の与える完全性の意識によって、「自分の行為や状態におけ

る不完全性に決してすっかりとは満足することなく、自分のなすあ

らゆる仕事、とりわけ自分自身の性格と生をできる限り理想的なも

のとする」ことを、私たちは学ぶのだと述べた（CW, XXI: 256）。そ

してそのような努力の中で、「どんな仕事も、それがなされる目的や

精神に比例して、高貴であると見なされる」ようになると彼は主張し

ている（ ibid.: 255）。すると、次のように解釈できるだろう。私たち

は芸術のもたらす美の感情により、そこに含まれる諸観念が表して

いる完全性を学ぶ。そしてこれを意識し、自らの仕事を完全性に近づ

ける努力をすることで、その仕事をも完全性を表す諸観念に連合さ

せていくことができる。ミルがワーズワスの詩を読みながら、「人類

の物理的・社会的な条件のあらゆる改善」をより強固に自らの快楽と

結びつけることができた（CW, I: 151）のはそのためだったのである。  

 

3.5 幸福のために  

 以上の解釈を踏まえて最後に、感情の陶冶がなぜ功利主義にとっ

て重要であるのかを整理することで、その多面性を確かめたい。本稿

の冒頭で引用したように、ミルは『功利主義』で、「功利主義は、性

格の高貴さの全面的な陶冶によってのみその目的に達しうる」と述

べた（CW, X: 213-4）。これとほぼ同趣旨の叙述は彼が 1834 年にカー

ライルに宛てて書いた手紙や『論理学体系』にも見られ（CW, XII: 207-

8, VIII: 952）、ミルが諸個人の陶冶をあくまで功利主義の究極目的で

ある全体の幸福を達成するための手段として促そうとしていたこと

は明らかである。この点でミルと同様の前提をとるジェイムズ・ミル

は「教育」のはじめで、「教育の目的は個人を、第一にその人自身に
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とっての、次に他の者たちにとっての、できる限り有用な幸福の道具

とすることである」としていた（Mill  1992: 139）。ミルにとって「精

神の危機」とは、自分がそのように自分自身と他者にとって有用な幸

福の道具であれないことへの絶望であったと言うことができる。そ

れでは、彼がその経験を経て重要性を認めるに至った感情の陶冶は、

いかにして全体の幸福に資するのだろうか。以下ではジェイムズ・ミ

ルの区分に従い、感情の陶冶が「第一にその人自身にとって、次に他

の者たちにとって」、どのように有用であるのかを見ていく。  

 まずは、陶冶された者自身の幸福について。アンティス・ロイツィ

デスはバーンストーンと同様に、従来の研究では「ミルがその点にお

いて美的陶冶に、内在的な、すなわち社会的な目的に寄与する可能性

に関わらない価値を付与した、彼の詩への関与の治療的な側面」が軽

視されがちであったとしている（Loizides 2017: 250）が、『自伝』を

はじめとする多くのテキストにおいて、詩や美が快楽をもたらすこ

とがくり返し語られていることを考えれば、感情の陶冶と陶冶され

る者自身の幸福とのつながりは明らかだろう。  

第一に、「精神の危機」の原因と解決についてのミル自身の分析が

示しているように、感情の陶冶は知的陶冶の効果を中和する。ジェイ

ムズ・ミルが主張したように、知識と賢明によって構成される知性は

自分自身の幸福のために有用であるが（Mill 1992: 155）、ミルによれ

ばそれに偏った訓練は連合によってもたらされる快楽を弱めてしま

う。しかし、感情の陶冶を経て完全性を表す諸観念との快い連合を自

分の中に形成していけばその心配はないため、多様なものに快楽を

感じることを知的陶冶と両立させることができる。  

第二に、感情の陶冶にはより積極的な意義がある。ミルは完全性を

表す諸観念との連合によってもたらされる快楽を、そうでない快楽
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よりもそれ自体として高く評価していた。『分析』の注において美の

感情が、私たちの本性のいわゆる「より高次な」部分に訴えるとされ

ていたことからも明らかであるように（CW, XXXI: 225）、完全性を

表す諸観念のもたらす快楽は『功利主義』で「高次な快楽」と呼ばれ

る（CW, X: 212）ものであると言える。快楽を評価する際に量だけで

なく質を考慮すべきだとする、その箇所でのミルの主張が一貫した

快楽主義に基づくものであるのかどうかは解釈が分かれているが、

彼がそこで「知性、感情や想像力、道徳感情の快楽」といった高次な

快楽を「単なる感覚の快楽」である低次な快楽よりそれ自体として価

値あるものとしていることはたしかである（ ibid.:  210-4）。ミルが美

的快楽のみならず知的快楽や道徳的快楽もまた完全性を表す諸観念

のもたらす快楽であると考えているのであれば（水野  2014: 68-74, 

林  2019: 24-8）、感情の陶冶はそれらを感じるためにも不可欠なもの

であると言えるだろう 2 0。そして、諸個人がより価値ある快楽を感じ

られるように感情を陶冶するというそのような発想は、その人自身

の幸福のためには知性と節制という特性があれば十分であるとした

（Mill 1992: 155）ジェイムズ・ミルには見られない、ミルに独自の

ものであったと言える。  

そして第三に、ミルがワーズワスの詩を読んだ経験を振り返りな

がら述べているように、高次な快楽の中でも詩の快楽は「闘争や不完

全性とはつながりを持たない」快楽である（CW, I.:  151）。関口正司

は「改革という人間全般の幸福への貢献をめざした活動的生活の中

で得られる充実感」を「動的幸福感」とした上で、ミルがワーズワス

の詩に見出したのはそれとは異質の、「自然の中での静かな観想によ

 
2 0  また、ドナーは知的・美的・道徳的快楽を感じるための感情の（ affect ive）発

展が、知的発展や道徳的発展よりも「発展にとって深く、基礎的である」と主張

している（Donner  1991: 96）。  
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って生ずる感情の状態に見出した幸福感」、すなわち「静的幸福感」

であったということを強調している（関口  1989: 115-23）。第 2 節で

すでに確認したように、そのような静的幸福感は動的幸福感とは対

照的に、「人類の物理的・社会的条件のあらゆる改善によって」減じ

ていくのではなく豊かにされていくのであり、したがって詩が「生に

おけるあらゆる大きな害悪が取り除かれたときに、永続的な幸福の

源泉となるもの」である（CW, I.: 151）ということが、ミルにとって

は重要であった。  

次に、陶冶された者が他者に与える幸福について。これに関しても

第一に挙げられるのは、感情の陶冶が知的陶冶と利他的な観念連合

の形成を両立させるということだろう。知性は自分自身の幸福に限

らず全体の幸福のためにも有用なものだが、それが連合による快楽

や欲求を弱めるのであれば、ポールが指摘したように（Paul 1998: 85）、

知性の発展した人ほど功利主義的に望ましい利他的な目標を追求す

る動機が失われるというジレンマに陥る。感情の陶冶を経て完全性

の意識を持つことで、知性を有しながらも他者の幸福に資する自ら

の仕事を高貴なものと見なせるようになる。  

第二に、『演説』においてミルが、そのように「自分のなすあらゆ

る仕事、とりわけ自分自身の性格と生をできる限り理想的なものと

する」（CW, XXI: 256）ことを、不正を行わないという義務を良心に

よって果たしている英国人の態度（ ibid.: 253）と対比しながら語った

ことに注目したい。すでに見たように、山本は生の技術における道徳

と審美を、他者に危害を加えないという「義務の領域」と行為者の性

格や有徳性に関わる「徳の領域」を表すものとして区別した（山本  

2010: 187-202）が、『演説』での発言もこうした区別に関わっている

ように思われる。山本によれば、「徳の領域」では行為者は「義務を
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果たすよう要求されておらず、もし彼がそれでも他者の利益を増進

する行為を実行するとすれば、それは義務を超えた行為（美徳）とし

て称賛に値することになる」（ ibid.: 194）。この解釈に従った言い方を

するならば、感情の陶冶は生の技術における道徳の観点から要求さ

れる行為だけでなく、審美の観点から称賛される行為を促すのにも

資するのである。  

最後の意義として第三に、感情の陶冶が意欲に関わる陶冶、すなわ

ち生の技術において単に義務を果たすことを指す「道徳」とは区別さ

れる意味での「道徳的」陶冶に資するということを指摘しておこう 2 1。

本稿では感情ないし情緒を連合による快苦と見なし、感情の陶冶と

はそれを受け取る感受性の陶冶であると考えてきた。上で述べたよ

うに、完全性を表す諸観念のもたらす快楽を感じられるようになる

ことで諸個人は利他的な行為へと動機づけられるのだが、他方でミ

ルは『論理学体系』や『功利主義論』で、人間の動機が快苦の予期に

は尽きないことを強調している（CW, XIII: 842-3, CW, X: 238-9）。彼

によれば、「私たちが習慣の形成を進め、特定の行為ないし特定のふ

るまいを、それが快いからという理由で意志することに慣れていく

ならば、ついにはそれが快いということを全く考慮することなくそ

れを意志し続けるようになる」（CW, XIII: 842）。そして「よい行いを

したという意識から間違いなくその人が得る報酬がどれほど本物で

あれ、被る苦しみや放棄しなければならないであろう願いとそれが

同等のものでは全くないような場合にさえ、自分の選んだふるまい

をやり抜こうと意志する習慣が道徳的英雄を裏切らないのもこのよ

うにしてである」（ ibid.）。つまりこの箇所でミルは、習慣によっての

 
2 1   この点はポールもまた指摘しているが、すでに述べたように、彼は感情の陶

冶を共感の陶冶と解釈するため、私とは異なる説明を行っている（ Paul 1998: 97）。 
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み自己犠牲という有徳な行為が可能になるのだと主張している。と

はいえ、そのような習慣が形成されるためにも、まずは契機として徳

が自分の快楽と連合されなければならない（CW, X: 239）。ミルが『演

説』において、徳を愛するような「精神の高い調子」をもたらす芸術

の意義を主張した（CW, XXI: 253-5）のはこのためであると考えられ

る。すなわち、感情の陶冶によって自分の行為が完全性を表す諸観念

と連合し、それにより徳と快楽との連合が強固なものとなれば、諸個

人は有徳な行為を欲求し続ける。そしてついには、全体の幸福には資

するがその行為に伴う「高次な快楽」でさえも上回ることのできない

苦しみを自分にもたらすであろう、自己犠牲的な行為が可能となる

のである。  

 

 おわりに 

 本稿ではジェイムズ・ミルの「教育」、ミルの『自伝』及び詩と美

に関する彼の著作の内容を確かめつつ、ミルにとって感情の陶冶と

はいかなる陶冶であり、それはいかにして全体の幸福に資するのか

ということを考えてきた。その結論は次のようなものである。  

 ミルが感情の陶冶を語る際に口にする感情ないし情緒とは、観念

連合の結果もたらされる、快楽や苦痛であるような精神状態のこと

であった。感情の陶冶とは、思考に関わる知的陶冶、及び意欲に関わ

る道徳的陶冶と区別される、詩や芸術を通した美的陶冶である。詩を

鑑賞するとき、読者はその詩が表現している詩人の感情を実際に感

じる。自分にとって理解しやすい詩から読み始めることで、読者はよ

り完全性ないし理想の美に近い詩を鑑賞できるようになっていく。

すなわち、そこから完全性を表す諸観念による快楽を受け取れるよ

うになっていく。人為的で偶然的な連合によるものとは異なって、そ
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のような快楽は人間本性の構造に基づいた普遍的なものであるため、

知的陶冶の効果により弱められることはない。さらに私たちは、美の

感情に含まれる諸観念が表す完全性を学び、自らの仕事をそのよう

な完全性に近づける努力をすることで、その仕事をも完全性を表す

諸観念に連合させていくことができる。以上のような感情の陶冶は、

第一に、知的陶冶と快楽をもたらす連合の形成を両立させる点で、第

二に、それ自体としてより価値のある快楽への感受性を高める点で、

第三に、とりわけ人類の物理的・社会的条件の改善が果たされた後に

も豊かなものとされ続ける詩の快楽への感受性を高める点で、陶冶

される者自身の幸福に資する。また、第一に、知的陶冶と利他的な連

合の形成を両立させる点で、第二に、単に義務を果たす以上の有徳な

行為を促す点で、第三に、全体の幸福に資する自己犠牲的な行為まで

をも可能にする意欲の陶冶に寄与する点で、他の者たちの幸福に資

する。  

 こうして、本稿では感情の陶冶の多面的な役割を整理するという

課題をある程度果たすことができたように思うが、それでも扱いき

れなかった論点が少なくとも二つある。第一に、感情の陶冶と宗教と

の関わりである。死後に出版された『宗教三論』に含まれる論文「宗

教の功利性」においてミルは、宗教の重要な機能を詩と同様に「感情

を高め」、「行為を高貴にする」点に見出している（CW, X: 419-20）。

したがって、宗教が陶冶のために果たしうる役割をミルがどのよう

に考えていたのかを理解することは、本稿で示したようなミルの詩

や美をめぐる見解の解釈を補完することにつながるだろう。そして

第二に、特に『演説』でのミルの主張から明らかであるように、感情

の陶冶は彼にとって自己陶冶（ self-culture）と緊密に関連するもので

あるが、本稿ではこの側面に光を当てることはできなかった。広く知
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られているように、 1859 年に出版された『自由論』でミルは、強制

によるのではない、諸個人自身の手による自己陶冶を奨励し、それに

より実現する多様な個性（ individuali ty）の発展を切望した（ CW, 

XVIII: 260-75）のだが、そうであれば、次のことが問われるべきだろ

う。すなわち、陶冶はなぜ強制ではなく諸個人自身の手で進められる

べきなのか。また本稿で見てきたように、完全性を表す諸観念がもた

らす快楽を人間本性の構造に基づく普遍的なものであるとミルが考

えていたことは、個性の多様性を重視する『自由論』の主張とは衝突

するのではないか。以上の点については今後の研究の課題としたい。 
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