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１．本報告の位置付け 

 本報告は、拙稿「初期デフォーの社会思想（１）」（『経済論叢』第 180 巻第 5・6 号、2007

年 11・12 月）および「同（２）」（『経済論叢』第 181 巻第 3 号、2008 年 3 月）に基づく。

両稿の基本的内容については、すでに「日本イギリス哲学会第 36 回関西部会例会」におい

て「デフォーの政治経済思想」のタイトルの下に報告を済ませているが（2007 年 7 月 14

日、京都大学／http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsbp/bukai/kansai36.html 参照）、その後『経済論叢』に

投稿するに当たり、タイトルも含めて、かなりの加筆修正を施した。特に、序論と結論に

関しては大幅に増補、あるいは改訂を行っている。 

 なお、「初期デフォーの社会思想（２）」の IV 節については、これに追補した上で英文

化したものを、今月開かれる経済学史学会主催の Young Scholars Seminar 2009（3 月 25 日、

関西大学／http://room409-1.ih.otaru-uc.ac.jp/~yss2009/index.html 参照）において、“Defoe ‘and’ 

the Principle of Trade”と題して報告する。上記サイトにフルペーパーがアップされている

ので、ご参照いただければ幸いである。 

 

２．今なぜ、デフォー研究か 

 先頃、ケンブリッジ大学出版局が公刊を続けている「ケンブリッジ・コンパニオン」シ

リーズの 1 冊として、The Cambridge Companion to Daniel Defoe (John Richetti ed., Cambridge 

U. P., 2008) が上梓された。その序文を、編者のジョン・リチェティは次のように締め括っ

ている。「当時のポープ、スウィフトその他のエリート著述家たちがそうである以上に、デ

フォーは彼の時代の精神を代表する存在である。すなわち、彼の見解は前向きで、新しい

思想に対して開かれており、穏和な 18 世紀イングランド的意味において啓蒙されていて、

また適度に実際的であり、敬虔ではあるが、狂信的でも排他的でもない。当時の他の著述

家たちが受けていた大学教育や、支配階級とのコネないし恩顧関係を欠いた、商人階級出

身の敬虔な非国教徒デフォーは、そのことによって、知性と意欲だけに頼って、著作中に

時代の全体像を提示することができた――もちろん偏りはあったが、狙いは包括的で、創

意に富み、発言は洞察的だった――、1 人のアウトサイダーであった。つまり、彼はおそ

らく最初の、真の《近代的》著述家なのである」1。このような好意的評価は、デフォーの

時代から現代までの約 300 年間を通じて、必ずしも一般的なものだったわけではない。19

世紀中葉のウィッグ史家マコーリ (Thomas Babington Macaulay, 1800-59) は、甥の手で出版

された日誌の中で「政治著述家としては、デフォーは多数の中の 1 人であるに過ぎない。

彼は、あらゆる側のあらゆる問題を取り上げようとした、無節操な売文屋だったように思

われる・・・要するに、私は彼を好かない」と述べているし2、現代の歴史家ライリーも、

イングランドとスコットランドとの「合邦をめぐる論争へのデフォーの貢献は、ただ 1 つ

の点にまとめられる。彼は金で雇われて言えと言われたことを言った、イングランドの諜
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2 Trevelyan [1923] pp. 669-70. 
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報員だったということだ」と、デフォーを酷評する3。日本においても、かつて夏目漱石が

「崇高荘厳の反対極にあるものがデフォーで」、その作品の「どの頁を開けても汗の臭いが

する」「実用的器械」のような人間こそ彼だ、と突き放した態度を示したことがあった4。

もっとも、戦後の高度成長期には、「私は、デフォウは経済学者としてもアダム・スミス以

前のもっともすぐれた一人ではないかと秘かに考えている」とした大塚久雄をはじめ5、小

林昇6、天川潤次郎7、山下幸夫8、山口孝道9らの研究が相次いで現れ、重要な政治経済思想

家としてのデフォーの地位が確認された。しかしそれ以後、デフォーに対する関心は著し

く後退したように思われる10。逆に欧米においては、近年、デフォーの人と思想を高く評

価するモノグラフが続々と公刊されている。その主だったものを挙げてみるならば、 
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と、ここ 20 年で 10 冊近くに上る。さらに、思想史家Ｊ・Ｇ・Ａ・ポーコックの記念碑的

著作『マキァヴェリアン・モーメント』には、近代主義のチャンピオンとして、デフォー

が登場するし11、ポーコックは論文「権威と所有」の中でも、デフォーを「ウィッグ体制

の最初の偉大な理論家」と評している12。『マキァヴェリアン・モーメント』が欧米思想史

のディシプリンに与えた影響の大きさを考えるならば、このポーコックの評価が、その後

におけるデフォー研究の活性化に貢献したと見ることもできる。しかし、ポーコックの描

                                                        
3 Riley [1978] p. 244. 
4 夏目 [1985] pp. 226, 282. 東京帝国大学英文科の講義「十八世紀英文学」（1905 年 6 月～7 年 3 月）で。 
5 大塚 [1977] p. 24. 大塚久雄『国民経済』岩波書店、1969 年も参照。 
6 小林昇『イギリス重商主義研究（１）』未来社、1976 年。これに限らず、小林のより早期の著作にも、

デフォーの名がしばしば登場する。 
7 天川潤次郎『デフォー研究』未来社、1966 年。日本における、最も網羅的なデフォー研究である。 
8 山下幸夫『近代イギリスの経済思想』岩波書店、1968 年。 
9 山口孝道「Defoe の政治思想と名誉革命体制」『歴史学研究』第 248 号、1960 年 12 月。他に、山口孝道

「デフォー〈レヴュー〉の政論について」『世界史の研究』第 48 号、1966 年 10 月、がある。 
10 もちろん、その後の日本における研究が全く存在しないという意味ではない。拙稿「初期デフォーの社

会思想（１）」を参照。最近では、生越利昭がデフォーに言及している（「勤労の育成――ロックからハ

チスンまで」田中秀夫編著『啓蒙のエピステーメーと経済学の生誕』京都大学学術出版会、2008 年）。 
11 See J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican 

Tradition, Princeton U. P., 1975, ch. XIII.（田中秀夫・奥田敬・森岡邦泰訳『マキァヴェリアン・モーメン

ト――フィレンツェの政治思想と大西洋圏の共和主義の伝統』名古屋大学出版会、2008 年、第 13 章を

参照）。  
12 Pocock [1985] p. 67.（邦訳 [1993] 125 ページ）。 
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いたデフォー像自体は、実はきわめて伝統的なものである。初めに挙げたリチェティによ

る評価についても言えるが、コミュニケーション（人的、物的両面）の発達によって相互

依存の度合を深めていく《社会》が絶対主義《国家》に対立し、後者に対して前者が優位

を獲得していく時代を《近代》と捉え、デフォーの果たした役割をその中に求めようとす

れば、社会の側に立ってその要求に国家を従わせようと努め、国家はもはやそれ自体とし

ては存在意義を有さず、主役たる社会のマネジメント、すなわち《経営》に従事すること

によってのみ、国家は存立しうることを示した思想家の代表こそが、彼だったと見ること

もできるだろう。そしてこの場合、デフォーの思想は《積極的自由》よりも《消極的自由》

と、つまり政治権力への参与よりも政治権力からの自由と結びつき、同時に官僚制の導入・

推進のモーメントと結合することになるだろう。デフォーを、利己心を原動力とする個々

人の行動を《権利》として保障する、このような《近代の自由》論の擁護者として見るの

は、1786 年、スコットランド人の著述家チャーマーズ (George Chalmers, 1742-1825) が、

デフォーの「政治経済論については、自由――彼はそれを立派に擁護した――を愛する者

たちと、商業――彼はそれを自由主義的に解釈した――の友たちが、忘却から救い出され

るのを見たがっているに違いない」と述べて以来の伝統であり13、決して目新しいもので

はない。水田洋が、近代の「明るい展望」を描いたのがデフォーで、その逆、すなわち「古

きよき日への郷愁」を示したのがスウィフトだと述べていることに象徴されるように14、

デフォーはむしろつねに《近代人》として捉えられがちだったのであり、それゆえにこそ、

彼を大いに称揚する者もいれば、逆に痛烈に罵倒する者もいた――毀誉褒貶、相半ばして

きたのである。 

 欧米における、近年のデフォー研究のいくつかに共通しているのは、デフォーの前近代

的、ないしは非近代的側面に着目しようとする姿勢である。マニュエル・ションホーンは

先に挙げたモノグラフの 1 冊『デフォーの政治学』の中で、「ダニエル・デフォーは、われ

われが読むことのできるイングランドの著述家なら誰もがそうである程度に、複雑で矛盾

を抱えた著述家であり、したがって、そこには数多くのデフォーがいる。そして、あるデ

フォーにとっては、「近代的」「ロック的」政治パラダイムが、誤った方向に導こうとする

プロクルステス的［強引に押し付けられた］公式なのであった」と述べ15、キャサリン・

クラークもまた、その『ダニエル・デフォー』において、デフォーが「三位一体主義」な

いし「後年のリチャード・プライス（1723‐91）やジョゼフ・プリーストリ（1733‐1804）

といった人々による国教反対の流儀とは、かなり異なる事象としての、「古の国教反対」」

に固執していたことを指摘する16。クラークによれば、ロックとデフォーは「根本的に両

立不可能」で、「なぜなら、ロックのソッツィーニ主義［反三位一体主義］が、デフォーの

三位一体主義とは対極のスペクトル上に、彼を配置したから」であった17。デフォーにと

っては、ローマ・カトリックが偶像崇拝に陥っているのと同じく、自然神学もまた理性礼

賛という名の偶像崇拝に陥っており、彼が著述活動を展開したのは、三位一体主義をソッ

ツィーニ主義者や自由思想家の批判から擁護するためであったこと、彼がベーコン主義的

な進歩や商業発展の観念を受容したのも、それが《終末論》的な彼の歴史観に相反しない

と考えられたためであったこと、そして、このような彼の意図にもかかわらず、デフォー

が生み出した歴史叙述には信仰の領域にとどまらないはるかに大きな洞察が含まれていた

ことをクラークは示し、この、デフォーの伝統的信仰と新しい歴史叙述とが「連関してい

                                                        
13 Chalmers [1786] p. xxiv. 
14 水田 [2006] pp. 90-1. 
15 Schonhorn [1991] p. 161. 
16 Clark [2007] p. 2. 
17 Ibid., p. 8. 



最終版（2009 年 3 月 13 日） 

2009 年 3 月 7 日（土） 

京阪経済研究会（於キャンパスプラザ京都） 

 4

た」という視点は、「啓蒙とはニカイア神学［三位一体を説く］から逃れようとする試みで

あったとする、また、18 世紀ブリテンの修史学は、聖と俗の時間の関係がますます重要性

を失っていく流れの中で発展していったとする、一般的見解」に疑義を呈するものである

と言う18。ションホーンやクラークの見解は、王政復古とほぼ同時期に生まれたデフォー

の思想の内奥に、名誉革命体制と一般に呼び習わされる《近代的国制》とは異質な要素が

どれほど含まれていたかについて、多くを示唆しており、それはまた、ポストモダンの時

代に生きるわれわれの眼前にステレオタイプ化されて現れがちな《近代》という時代その

ものの形成過程が、実は相当に複雑な過程であったことをも、示唆している。ここ 20 年、

デフォー研究が興隆（と言ってもよいだろう）を見せているのは、したがって、往々にし

て近代人の代名詞にされてきた『ロビンソン・クルーソー』の著者もまた、積極的自由と

消極的自由の、古代の自由（freedom）と近代の自由（liberty）の、あるいはカントリ・イ

デオロギーとコート・イデオロギーの相克・緊張関係を抱え込んでいた、つまり、後者に

一面的に賛同することはできなかったはずだということに、少なからぬ研究者が気づき始

めたためであろう。かつてマックス・ヴェーバーが「心情倫理と責任倫理は絶対の対立で

はなく、むしろ両々相俟って「政治への天職」をもちうる真の人間をつくり出す」と語っ

たことがあったけれども19、情熱と判断力、マキァヴェッリの獅子と狐の緊張関係を、当

時のコンテクストに即して《それ自体として》取り出そうとする試みが、近年の研究には

見られるようになったと思われるし、それは筆者自身が意図していることでもある。近代

以来の諸価値が数多くの限界に直面しつつある今こそ、それを全否定せず着実に見直して

いくために、その価値を創り出していった時代の代表的思想家の 1 人が、何のためにそれ

らを用意し、何に対してそれらを擁護し、またどこまでそれらの可能性を信じていたかが、

問い直されるべきなのではなかろうか。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 

以下に掲げた小論は、もともと筆者の学部卒業論文「D. デフォーの経済思想――デフォ

ー著“The Complete English Tradesman”の検討」（2005 年 2 月提出・未公刊）の一節であっ

たものだが、本文に多少手を入れるともに註を充実させ、今回の報告の参考資料として紹

介することにした。本論文は、ダニエル・デフォー (Daniel Defoe, c.1660-1731) の大著 The 

Complete English Tradesman, 5th ed. (London: J. Rivington, 2 vols, 1745; reissued, New York: B. 

Franklin, 1970) の内容を紹介しつつ、そこからデフォーの経済思想のエッセンスを引き出

そうとするものであった。序論において、筆者は次のように述べている（引用に当たり、

一部手直しした）。 

 

1728 年に刊行された A Plan of the English Commerce（山下幸夫・天川潤次郎訳『イギリス経

済の構図』東京大学出版会、1975 年）において、デフォーはイングランド経済（コマース）

の在るべき姿について構想した。そしてイングランドの将来を《楽観的》に描き切った。こ

の《楽観論》を肯定的に評価する人々、たとえば小林昇は、本書を貫いているデフォーの「徹

底的な楽観」をイングランドの生産力優位に対する彼の確信に基づくものとして説明した

（小林昇『イギリス重商主義研究（１）』未来社、1976 年、87-93 ページ）。だが、本書にお

ける極端な楽観論こそが逆にデフォーの不安を示していると見ることも出来る。熊谷次郎は、

国内マニュファクチュア製品の抱える「深刻な市場問題」を憂慮したデフォーがその解決策

として積極的な海外市場の獲得を説いたのが本書であると主張した。イングランド経済の

「帝国的循環」という大構想に依拠することで、不安を断ち切ろうとしたというわけである

（竹本洋・大森郁夫編著『重商主義再考』日本経済評論社、75-9 ページ）。熊谷の言うよう

に、デフォーがイングランド経済の先行きに対して不安を抱いていたことは確かであろう。

しかしデフォーは決して「海外膨張」を説くことに躍起になっていたわけではない。熊谷は

大塚史学批判を意識し過ぎているのではなかろうか。小林が指摘しているように（前掲書、

93-4 ページ）、本書刊行の翌年の 1729 年、デフォーはパンフレット An Humble Proposal to the 

People of the England, for the Increase of their Trade, and Encouragement of their Manufactures; 

Whether the present uncertainty of Affairs issues in Pease or War を発表し、本書の内容を補完して

いる。したがって、本書はこれと共に読まれなければならない。このパンフは国内マニュフ

ァクチュアのための《国内》市場を確保する必要を説いたものであり、「海外膨張」は決し

て主題ではないのである。しかしながら、小林のように「毛織物業の振興のための経済諸統

制の必要を主張しつつ保護主義の基調をかなりはっきり示している」ものとしてパンフを捉

えるのは如何なものか（もっとも小林はデフォーの楽観的見通しをあくまで肯定した上で

「時論的な色彩のつよい」補完としてこれを捉えている）。この中でデフォーは確かに経済

統制に触れてはいるが、彼の主張の力点はそこにはない。国内マニュファクチュアの最大の

敵対者が、実はイングランド国民自身であるということ、したがって彼らには《回心》が必

                                                        
* 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程／E-mail: hayashi-naoki@rinchoku.mbox.media.kyoto-u.ac.jp 
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要であるというのが、このパンフにおける彼の主張の核心である。否、これこそ、本研究が

対象とするところの The Complete English Tradesman におけるデフォーの主張なのである。な

お、本研究で用いた B. Franklin 刊の The Complete English Tradesman にはこのパンフレットが

付録として収められている。 

 

論文を執筆した当時、筆者は The Complete English Tradesman（以下『商人大鑑』）の各版

の異同というものを、ムーアや山下が指摘していたにもかかわらず1、十分に自覚していな

かったが、その後、デフォー没後の 1738 年に出版された第 4 版の編者の手で、著作の全体

が再構成され、さらに本文の削除と加筆とが行われたことを、各版の対照によって確認し

た。『商人大鑑』の出版事情を簡単に説明すると、次のようになる。第 1 巻は 1725 年に、

第 2 巻は 1727 年に公刊され、1728 年には両冊のセットが第 2 版として出版された（1 巻は

翌 1726 年に再版され、さらに追補を付した《第 1 巻の第 2 版》が同年に出版されており、

少々紛らわしい）。1732 年に公刊された第 3 版は、第 2 版のリプリントである。そして、

すでに記したように、B. Franklin 版の『商人大鑑』は第 5 版（1745 年）を再録したものだ

が、この第 5 版は、編者による「大幅な改変と改善が加えられて（with very great Alterations 

and Improvements）」1738 年に出版された第 4 版のリプリントであった。第 4 版の匿名の編

者は、デフォーによる緒言（Preface）の直後に新たに書き足した箇所で、デフォーの著述

は「あまりに冗長で婉曲的」なため、「贅肉（luxuriances）を削り落とす」必要があると考

えられたこと2、また、「その当時流行していた教義、すなわち［マンデヴィルの］《私悪は

公益》（private Vices were publick Benefits）を彼が吸収した」ために、「彼自身の本来の主張

（his own true sense of the matter）」と相容れなくなっている叙述があると思われたことなど

を3、改作の理由として挙げている。1730 年代後半にはウォルポール政権に対する民衆の

不満が暴動のかたちとなって各地で噴出し、ジン規制法をめぐっても暴動が発生したが4、

「蒸留酒（Spirituous Liquors）を禁ずる最近の法律は、著者が論じたことのいくつかに、ど

のような影響を及ぼすであろうか」という編者の発言は5、『商人大鑑』の改作がいかなる

意図の下でなされたのかを、示唆するものである。 

 

 

トレイドトレイドトレイドトレイドはははは万民万民万民万民のためにのためにのためにのために 

 

トレイド（trade）6はイングランドの繁栄を支える基礎である。故に、トレイドの衰退は

                                                        
1 Moore [1971] pp. 198-9; 山下 [1968] 99 ページ。但し山下は、第 5 版におけるオリジナルテキストの改変

には触れているものの、それが第 4 版以来のものであることは指摘していない。 
2 Defoe [1738] vol. 1, pp. x-xi. 
3 Ibid., p. xiii. マンデヴィルに影響されたデフォーを「彼自身と和解させる」ために、編者は新たに構成

した第 50 章の中に、奢侈規制法（sumptuary law）による奢侈品の使用規制を肯定する叙述を挿入した

が（Defoe [1738] vol. 2, p. 330）、第 2 版において、デフォーは「人民の奢侈はトレイドにおけるヴァー

チューとなる」と述べ、奢侈を禁ずる法律に否定的態度を示している（Defoe [1727] pt. 2, pp. 100-1）。

また、第 4 版の第 11 章、第 16 章、第 24 章は、編者も指摘しているように、章全体が新たに書き加え

られたものである。第 4 版の編者は、自らの書き足した部分を大括弧［．．．］で囲み、読者に改変箇所

を知らせる工夫をした点で誠実であったが、第 5 版ではその工夫がすべて取り払われ、オリジナルと加

筆部分との見分けがつかなくなってしまった。この粗雑さは、第 4 版までの出版元が Charles Rivington

なのに対し、第 5 版は J. Rivington なる人物に変わっている（Rivington 家の世代交代？）ことに、由来

するのかもしれない（なお、本稿の引用文中における［．．．］はすべて筆者林による補足である）。 
4 今井 [1990] p. 299.  
5 Defoe [1738] vol. 1, p. xv. 
6 trade という語は、「流通の部面だけではなく、その前段階である商品生産をも包括した」意味をもつも
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イングランドの危機を招く。デフォーはトレイドとそれに携わるトレイズマン（tradesman）
7を讃えると同時に、その在るべき姿を示すことで、謬ったトレイドを排し、イングランド

におけるトレイドをさらなる繁栄へと導こうとする。 

第 37 章 (Defoe [1738] vol. 2, pp. 148-62) において、彼はできるだけ多くの人民によって

トレイドが運営されるべきことを説き、さらに第 38 章 (Defoe [1738] vol. 2, pp. 163-80) に

おいて、トレイドが独占的に運営されることによって生じる害悪について詳述した。本節

ではこの連続する 2 つの章を検討して、デフォーが望ましいと考えたトレイドの姿を明ら

かにしていく。 

まず、第 37 章の冒頭に掲げられている文句を見てみよう。 

 

立派な船乗りは、経験を積むことで、航路を知り、自分の船を安全に港まで運ぶことが出来

るようになるが、彼の後からやって来る人々に対して航路をふさいだり、封鎖したりはしな

いであろう。反対に、彼は自分が目印とした測標（マーク）や浮標（ブイ）の全てをそれら

が最初にあった場所のままに残して、その他の人々が彼と同じ路を安全に進んで行けるよう

にする8。 

 

デフォーはトレイズマンも船乗りと同様であるべきだと言う。すなわち、トレイドとい

う大海原に航路を得て財を築いたトレイズマンは、その航路をその他のトレイズマンにも

開放すべきなのである。なぜならば「トレイドに携わる人の手が多いほど、トレイドが営

まれている地域にもたらされる公益は大きくなる」という「トレイドの原則」が存在する

からである9。 

マニュファクチュア製品はイングランドの各地で生産され、ロンドンに運ばれてくる。

そのうちの一部は国外に輸出され、その他はロンドンにおいて消費されるか、ふたたびイ

ングランドの各地方へ流通していく。たとえば、ウィルトシア州のウォーミンスターで生

産された「広幅織物」は、仕立屋の手から運送業者の手を経て、ロンドンの問屋 A の元に

もたらされる。A はそれを毛織物商の B に販売し、さらに B はそれを運送業者の手を介し

てノーサンプトンの商人 C に販売する。そして C は D、E、その他の人々に織物を小売す

るのである。したがって広幅織物というマニュファクチュア製品の生産・流通・消費の過

程、すなわち「トレイドにおける固有の経路（its proper channel of trade）」には多くの人民

が携わっており、それによって彼らは皆生計を立てている。 

 

ウィルトシアの仕立屋とノーサンプトンの商人との間には、トレイズマンの大所帯が 4 つも

                                                                                                                                                                 

のとして、重商主義期によく用いられた（八木 [1993] 31 ページ）。デフォーも trade をこうした広い意

味で使っていたことに間違いはない。但し彼の語彙には生産部面のみを表す語として manufacture があ

り、この語との対比では trade が流通の意味に傾斜する。しかし、彼は生産と流通を厳密に区別するこ

とはなく、あくまで両者を融合体として把握していたと考えるのが妥当であろう。したがって彼の用い

る trade は manufacture をも包摂すると言ってよい。 
7 tradesman について、若干の補足説明が必要であろう。デフォーは本書の序説（Defoe [1738] vol. 1, pp. 1-5; 

Defoe [1726] pp. 1-7）において merchant の下に tradesman を位置付け、前者を「貿易業者」として後者

と区別している。また tradesman は直接の商品生産には携わらないとする（商品生産および販売の双方

を行うのは handicraft、商品生産のみを行うのは manufacturer・artist として段階的に把握。この下に更に

workman・labourer・servant が存在する）。つまり、tradesman とは卸売業者（warehousekeeper）ないし小

売業者（shopkeeper）すなわち《国内流通業者》である。なお、ブリテン北部やアイルランドでは「handicraft

や artist が tradesman と呼ばれているので、イングランドでは tradesman と呼んでいる shopkeeper が皆

merchant と呼ばれる」（Defoe [1738] vol. 1, p. 2; Defoe [1726] p. 3）というように、呼称にずれがある。 
8 Defoe [1738] vol. 2, p. 148; Defoe [1727] pt. 1, pp. 108-9. 
9 Defoe [1738] vol. 2, p. 149; Defoe [1727] pt. 1, p. 109. 
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おり、暮しを立てている・・・。1. ウォーミンスターからロンドンまでの運送業者。彼は［運

賃として］おそらく織物１つにつき 5 シリングの報酬を得るため、織物の市価はヤード当た

り 2 ペンス増しとなる。2. ブラックウェルホール［ロンドン］の問屋 A は［販売額の］2.5

パーセントを歩合として得る。この織物 1 ヤードが 15 シリングで販売されるとすれば、歩

合は 4.5 ペンスになる10。3. 毛織物商の B は、ノーサンプトンの商人である C に対し、織物

を 6 ヶ月から 9 ヶ月の支払猶予を付して販売する。彼は C から最低でもヤード当たり 9 ペン

スから 1 シリングを［利潤として］受け取る。4. ノーサンプトンの運送業者は、運賃として

幾らかを得るに違いない。仮にヤード当たり 3.5 ペンスくらいを得るとしよう。これらを総

合すると、織物の市価はヤード当たり 1 シリング 8 ペンス増しになる11。 

 

つまり、ウォーミンスターからノーサンプトンまでの流通過程において、広幅織物のヤー

ド当たり原価に対して 2 ペンス＋4.5 ペンス＋（9‐12 ペンス）＋3.5 ペンス ≒ 20 ペンス 

が付加される。運送業者、問屋、毛織物商がそれぞれの利潤を上乗せするからである。多

くの人民がトレイドに携わるということは、したがって、生産物の価格を高めるというこ

とになろう。しかしそれはイングランドにとって不利益なことなのか。 

否、先述の「トレイドの原則」によれば、トレイドによって多くの人民が雇用されるこ

とこそが「王国にとって重要且つ主要な利益」をもたらすことになる。故に、マニュファ

クチュア製品の「固有の経路」上における「必要経費の削減は、市場において商品を幾ら

か安くするとはいえ、それがあちこちのマニュファクチュア製造業者にとっていつも真の

利益になるとは限らない」。たとえ他国と競争関係にあるとしても、マニュファクチュア製

品の価格を引き下げるよりは「賦課金や関税を取り除き、さらには貿易商人（merchant）

に対して公的な助成金を与えることによって、輸出を奨励する」ほうがよいだろう12。 

だが「イングランドにおける広幅織物の生産がフランスにおけるそれに凌駕されると主

張する人々は、フランスが自国製の織物をスミルナ（イズミル）やアレッポにおいてイン

グランド製よりも安価に販売しているため、イングランドはトルコとのトレイドを失うこ

とになるであろうと説く。安いということはつねに消費を生み、フランス製の織物は相対

的に安価なのだから、フランス製のものが全て無くなるまでイングランド製の織物を販売

することは出来ないはずだと言うのである」13。デフォーはこのような主張に反対する。

なぜなら彼は「全ての商品の価格は質の良し悪しによってはかられる」と考えており、低

価格はより悪質であることの反映と見るからである。より悪質であるのならばより低価格

となるのは当然であって、フランスのマニュファクチュア製品が「安い」ということには

ならない。同様に、より良質であるのならばより高価格となるのは当然であって、イング

ランド製品が「高い」ということにはならないのである。 

デフォーは「高い・高価（dear）と高価格（high-priced）、安い・安価（cheap）と低価格

（low-priced）との間には大きな違いがある」ため「ダイアモンドが安く、古びた鉄の塊が

高いということもあり得る」と述べる14。すなわち、質に見合った価格以上の値が付けら

                                                        
10 旧通貨制度の下では、1 ポンド pound＝20 シリング shilling＝240 ペンス pence であった。よって 15 シ

リングは 180 ペンスに相当し、その 2.5％分は 4.5 ペンスとなる。なお、新通貨制度（1971 年 2 月以降）

の下では 1 ポンド＝100 ペンスに改められた。 
11 Defoe [1738] vol. 2, p. 151; Defoe [1727] pt. 1, p. 112. 
12 Defoe [1738] vol. 2, p. 149; Defoe [1727] pt. 1, pp. 109-10. 税を取り除き、また輸出助成金を与えることに

よって、対外取引における自国マニュファクチュア製品の価格を引き下げることが出来るとデフォーは

説く。そして「輸出助成金は国内消費に課税するなどして回収すればよい」（Defoe [1738] vol. 2, p. 172; 

Defoe [1727] pt. 1, p. 144）とされる。 
13 Defoe [1738] vol. 2, p. 160; Defoe [1727] pt. 1, pp. 122-3. 
14 Defoe [1738] vol. 2, pp. 161, 172-3; Defoe [1727] pt. 1, pp. 144-5. イングランド製品をダイアモンドとする
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れているものは「高い」のであり、逆にそれ以下の値が付けられているものは「安い」の

である。そして「フランスやオランダはより低価格で売ろうと努めているので、たしかに

価格の面ではイングランドのマニュファクチュア製品に対抗し得ているが、しかし商品の

質や固有価値（intrinsick value）の面でイングランドと肩を並べられる国は全く存在しない。

だからイングランドのマニュファクチュア製品と対抗して何になるというのか。他国製品

が質の面でイングランド製品に劣るのならば、価格の面で互角であっても何にもならない」

と述べ15、他国製品の価格のほうがむしろ「高い」ことを示唆する。その価格が仮にイン

グランド製品の価格を下回るとしても、質と釣り合う価格を上回る限りにおいて「高い」

のである。まして他国製品とイングランド製品の価格が同等であるのならば、消費者は必

ず後者を買い求めるであろう。 

よって「安い」他国製品がイングランド製品を駆逐するといった主張は退けられねばな

らない。否、たとえ安価であるとしても、質において劣る前者が後者を凌駕することなど

あり得ない16。質において優るイングランド製品にとって、他国製品は何ら脅威とはなら

ないのである。では、イングランドのマニュファクチュア製品が良質であるのは何故なの

か。デフォーはその答えの 1 つとして《高賃金》を挙げている。マニュファクチュアに従

事する人民の賃金の高さが、高品質をもたらすのである17。彼はさらに「賃金の高さによ

ってあらゆるものの価格は維持される」として、賃金率を高く保つことの意義を強調する18。 

このように、イングランド製品の国際競争力は高賃金がもたらす《質の優越》によって

保証される19。それ故にデフォーはその「高価格」を否定せず、むしろ肯定した。すなわ

ち、彼は（高価格を招く）多数の人民の雇用と高賃金を《消費規模の増大》を生むものと

                                                                                                                                                                 

なら、他国製品は古びた鉄の塊だということであろう。「イングランドのマニュファクチュア製品は良

質であるから、高価格であるにもかかわらず安いだろう。また他国の製品は値打ちがないので、低価格

であるにもかかわらず高いだろう」（Defoe [1738] vol. 2, p. 172; Defoe [1727] pt.1, p. 144）。 
15 Defoe [1738] vol. 2, p. 172; Defoe [1727] pt. 1, p. 145. 
16 フランス製の織物とイングランド製のそれを比較してみれば、両者の「質的」差は明らかであるとデフ

ォーは言う。たしかにフランス製の織物は「上品な感じで、見栄えも良く、染色も見事であり」そのた

め「あらゆる点で優れているように見える」ので、最初はフランス製が選好されるだろう。しかし実際

に着用してみると、イングランド製の優秀さがわかる。なぜなら「イングランド製の織物はフランス製

のものよりも 1 梱につき 20、30 ポンドから 40 ポンド重く、着用すれば両者は比較にならない」し、「フ

ランス製はラシャのようにざらざらして目が粗いのに対して、イングランド製はビロードのようになめ

らかで且つしっかりしている」からである。フランス製はやがてぼろきれになるが、きめ細やかなイン

グランド製は長持ちする。こうして後者は「信用」を獲得し、逆に前者はそれを失って市場から姿を消

す。つまり、質の優越に基づいてイングランド製品はフランス製品を駆逐するのである（Defoe [1738] vol. 

2, pp. 160-1; Defoe [1727] pt. 1, pp. 123-4）。 
17 Defoe [1738] vol. 2, p. 172; Defoe [1727] pt. 1, p. 145. 
18 Defoe [1738] vol. 2, p. 162; Defoe [1727] pt. 1, p. 125. 
19 小林昇は、イングランド製品の国際競争力の増進と高賃金との両立が如何に可能となるのかについて、

デフォーの見解を次のようにまとめる（小林 [1976] 79-80 ページ）。イングランド製品、とりわけ大衆

の消費対象としてのそれの優位は価格よりも質にあり、その質というのはイングランドの労賃が高いこ

とに基づいている。労賃が高いので国内需要は大きい。したがってイングランド製品はその質的優位に

より、国内外の市場をおさえることが可能となる。小林はこれを「学史における最初の「高賃銀の経済」

論」とし、「高賃銀がかえって内外市場の開拓力を持つという」デフォーの認識の「学史的意義」を、

次のように強調している。「生産的労働者は、総人口に対するその比率が増大すればするほど、そのつ

くる商品に対して同時に消費者となるのであるから、みずからの所得がすなわち最も有力な有効需要と

して現れ、彼らは単にマニュファクチュアにおける生産者の地位にとどまりえないであろう・・・とこ

ろが、［アダム・］スミスは基本的には労働生産物＝商品資本がそのまま国富であると考えたがゆえに、

有効需要としての賃銀の問題を生産的労働の問題のなかに解消させることになった。こうしてスミスに

おける高賃銀への要請は、その人道主義的な迫力にもかかわらず、「高賃銀の経済」論としての満足な

構成を持ちえなかったのである。そうしてこのゆえにもまた、国内市場の意義と構造とに関するデフォ

ウの把握は、最も重要な学史的意義を持つというべきであろう」（前掲書、81 ページ）。 
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して積極的に評価した。消費規模の増大はトレイドの発展に大きく貢献し、イングランド

に繁栄をもたらす。したがって「トレイドに携わる人の手が多いほど、トレイドが営まれ

ている地域にもたらされる公益は大きくなる」という「トレイドの原則」は、あくまでも

成り立つのである。 

農産品の消費もまたトレイドに大きく依存している。奇異に聞こえるかもしれないが、

農産品の「豊富によって、実際に、われわれは苦しめられるだろう」とデフォーは述べ、

以下のように続ける。 

 

このことが、おそらくヨーロッパの大部分の地域よりもさらに顕著に感じられたのは、旱魃

であった僅かな期間を除く、1680 年から革命の年までの時期であった。この 8 年間にイング

ランドのみならず隣接するヨーロッパ諸国において豊作が続き、イングランド国内は大豊作

となったが［他国も豊作なので］国外からの需要は無かった。この帰結として、ファーナム、

ダートフォード、ハムステッド、ハーフォード、ヒッチン他、よく知られたロンドン周辺の

大市場において最上の小麦がクォーター当たり 16 から 18 シリングで販売された。さらに、

ノーサンプトンシアやベッドフォードシア、ハンプシア、サセックスなどの少し遠方の場所

では、クォーター当たり 13 から 14 シリングで販売されたのである20。 

 

イングランドはいわゆる豊作飢饉に陥り、農産品の価格は著しく低下した。そしてこの状

況は長く継続することになった。そのため 

 

イングランドの農場主は皆おしなべて衰えつつあった。毎年大勢が破産した。自身の勤労と

収穫のみに頼る人々は、地代を支払うことが出来なくなった。私は、ある農場主に出会った

ことを覚えている。彼は 20 エーカー分の良質の小麦とよく実の入った作物を携えていた。

しかし、それらが市場に出されても種籾、管理、刈入、脱穀、市場までの運送にかかる費用

を賄い得なかったのである・・・。貧しい農場主にとって、作物の質が良いことなど何の利

益にもならなかった。より多くの穀物があれば、より多くの刈入費、収納費、脱穀費、手入

費、運送費がかかるだけのことである。そして作物の価格がたいへん低い所では、しばしば

見られるように農場主自身の手で作業の大部分を行う場合を除いて、これらの費用のほとん

どを賄うことが出来なかった21。 

 

もし「このことが現在まで続いていたら、イングランド中の農場主のほとんどは乞食にな

っていたであろう」。各地で農場が放棄され、地代の額は地に堕ち、地主から農夫へ転落す

る者も出たに違いない。ジェントリー層の無条件相続財産（fee simple）も低落していたは

ずである。このような《農業恐慌》を乗り切るためには、どうすればよいのか。デフォー

はきわめて明快な解決策を提示する。それは「イングランドの人口をさらに増やす」とい

うものであった。人口の増加によって農産品の消費は増大し、その供給過剰を払拭するで

あろう。但し「乞食の増加は人口の増加ではない」と彼は言う。「人口の増加」とは「食料

品を消費するだけではなく、その代金を支払うことが出来る人々の増加」のことである22。

                                                        
20 Defoe [1738] vol. 2, p. 157; Defoe [1727] pt. 1, pp. 118-9. 
21 Defoe [1738] vol. 2, pp. 157-8; Defoe [1727] pt. 1, p. 119. 
22 Defoe [1738] vol. 2, p. 155; Defoe [1727] pt. 1, p. 116. 「施しを受けている夥しい数の貧民、数多くの乞食

は、何もしないということを、忘れてはならない」（Defoe [1727] pt. 1, p. 121）。1704 年に著されたパン

フレット『施しは慈善にあらず』Giving Alms no Charity 以来の、一貫した主張である。しかし、この箇

所を含む 1 ページ分の叙述が、1738 年版では削除されている。省略部分の冒頭には、次のような記述

がある。「地代を維持することが、国の富と力のためにどれほど大きく、どれほど実際的な利益をもた
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よって人口の増加と雇用の増大は歩調を合わせなければならない。 

では、如何にして雇用を増大させればよいのか。デフォーは次のように説く。 

 

住民のほとんどいない村で、誰かがマニュファクチュアを立ち上げるとしよう。そのマニュ

ファクチュアが軌道に乗れば賃金の支払いが継続されるようになり、職に就こうとする人々

がすぐにやって来るだろう。事業が先導すれば、人々はつねにその後に続く・・・。これに

対して継続雇用のない所では、人々は四散して、職が得られる居住地を探し求める。かく見

たように、マニュファクチュアの行われている所ではどこでも、つねに人民が群がっている。

町々は人であふれ、豊かになるまでは低所得者（working poor）で満ちており、人口はさらに

増加していく。ヨークシアのウェストライディング、ノーフォークのノリッジとその周辺、

エクセターをはじめとするデヴォンのあらゆる地域、それから他の地方でも同様であるが、

トレイドの行われている所ではどこでも、人民が大勢いるのである23。 

 

つまり、マニュファクチュアを興してトレイドを盛んにすればよい。 

被雇用人口の増加は消費需要の増大をもたらし、農産品の供給過剰は解消する。農産品

価格は品質に見合う水準に落ち着き、ただちに地価が安定する。また農場主の収入が回復

するので、地代も適正な水準に引き上げられる。こうして《農業恐慌》は克服されるので

ある。したがって、雇用の増大をもたらすマニュファクチュア、延いてはトレイドの発展

こそが、危機に瀕したイングランド農業を救済するための最善の方策であると言えるだろ

う。デフォー曰く「この災厄を除くことが出来るのは、唯一、トレイドのみである」24。 

以上で述べたように、将来にわたってイングランドの繁栄を担うのは「トレイド」であ

る。それは「公益、つまり国富、国土、国力であり、全ての基礎」に他ならない。だから

こそ、それを運営するトレイズマンは「公僕（publick blessing）」として、その原則を遵守

しなければならないのである25。 

しかしながら、デフォーの眼前には「トレイドを独占するために、商品の価値や価格を

引き下げ、取引を互いに奪い合うといったことほど、トレイズマンの間で頻繁に行われる

ことはない」という現実が横たわっていた26。「独占」は「トレイドの原則」の対極にあり、

トレイドの最大の阻害要因である。このような「害悪（mischief）」からトレイドを守るた

め、デフォーはトレイズマンに「公僕」としての自覚を求めるのだが、とりわけ「過大な

（overgrown）トレイズマン」に対する要求は切実であった。あまりにも富裕なトレイズマ

ンの「強欲（avarice）」こそが27、トレイドにとって命取りとなるからである。 

「過大トレイズマン」が、仮に、あるマニュファクチュア製品の流通を一手に引き受け

ることになれば、多くの中小トレイズマンが没落してしまう。先述の広幅織物の例を想い

                                                                                                                                                                 

らすかということを示そうとすれば、もし脱線が許されるならばの話だが、長くそして有益な議論にな

るであろう。あなた方の税金はすべて地代に課せられており、あなた方の分け前（Proportions）は地代

から生じ、あなた方の民兵（Militia）は地代を用いて徴せられ、あなた方の救貧税と監督税（Poor’s Rates 

and Surveyors Rates）や、救貧区に割り当てられるその他すべてのものは、地代に課税されるのである。

地価が高まれば高まるほど、あなた方の土地税が公共（the Publick）にもたらす額は大きくなる」（Defoe 

[1727] pt. 1, p. 120）。 
23 Defoe [1738] vol. 2, p. 155; Defoe [1727] pt. 1, pp. 116-7. 
24 Defoe [1738] vol. 2, p. 158; Defoe [1727] pt. 1, p. 120. 
25 Defoe [1738] vol. 2, p. 159; Defoe [1727] pt. 1, p. 122. 
26 Defoe [1738] vol. 2, p. 163; Defoe [1727] pt. 1, p. 128. ここの「独占するために」の原語は‘to engross’で

ある。しかしこれは 1738 年版以降に現れる言葉で、1727 年版では「トレイドを奪い去るために（to carry 

away the Trade）」と記されている。もっとも、他の箇所では、1727 年版にも‘engrossing ’の表現が見

られる（cf. Defoe [1727] pt. 1, p. 148）。 
27 Defoe [1738] vol. 2, p. 171; Defoe [1727] pt. 1, p. 143. 
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起こしていただきたい。ウォーミンスターからノーサンプトンまでの流通過程には 4 人の

トレイズマン（とその家族）が携わっていた。だがそこへ「過大トレイズマン」が介入し、

ウォーミンスターからノーサンプトンまで「直接」に織物を運送するようになると、たち

まち彼らは窮地に陥る。 

 

ここに別のノーサンプトン商人 F、または G があらわれる。彼は過大トレイズマンであり、

他のトレイズマンよりも多くの資金を持っているから信用貸しを必要としない。彼はこの織

物の生産地を割り出し、ウォーミンスターまで自ら出向く。そして仕立屋と取引し、商品を

買い付ける。それから荷馬隊を用い、商品を直接にノーサンプトンまで運送する。おそらく

彼は商品代金を即金で支払うから、仕立屋はより安く売ろうとするだろう・・・。彼はウォ

ーミンスターからノーサンプトンまでの運送費を支払うはずである。その道程はロンドンま

でよりも少し長く、一般道から外れているので、織物 1 ヤードにつき 2 ペンスほどになるで

あろうか。けれども彼は、一度に 3 つから 4 つの荷馬隊を調達することによって運送費を安

く済ませる。そのうえ、莫大な資金力を用いて荷馬隊に羊毛を満載することを思いついた彼

は、往路と復路の双方に利益を見出し、そして大いに稼ぐ。仕立屋に羊毛を届けて織物を持

ち帰るというわけである。よって羊毛と織物の運送には全く費用が生じない。かくして彼は、

織物を他のノーサンプトン商人よりもヤード当たり 2 シリング 6 ペンスも安く入手する。そ

して D、E、その他の人々にたいへん安く販売することによって、他のトレイズマンの元か

ら顧客を全て奪い取るのである・・・。それだけではない。この、ノーサンプトンの F、G

が仕立屋から直に買い付けたおかげで、ウォーミンスターの運送業者、ノーサンプトンの運

送業者、ブラックウェルホールの問屋 A がトレイドから脱落する。その後に続く毛織物商の

B は、大家族をかかえ、高い賃貸料を負担しているのだが、卸売業が立ち行かなくなって没

落してしまう・・・。こうしてトレイドの経路は変化し、その流れは減少する・・・28。 

 

つまり「１人の強欲な男」のために（顧客を失ったノーサンプトンの商人だけではなく）4

人のトレイズマンとその家族が犠牲になったのである。まさに「これはトレイドの循環の

縮小であり、少数の手によるトレイドの支配である。こうしたことは実際に行われ始めて

おり、もしも広く行われるようになれば、現在はトレイドに携わることで立派に暮らして

いるイングランドの 100 万の人民が職を失い、その家族はやがてその日のパンに困ること

になるだろう」29。 

さらに「過大トレイズマン」が「トレイドを独占するために、商品の価値や価格を引き

下げ」るならば、トレイドは破滅的な損害を被る。商品価格の低落は中小トレイズマンを

破産に追い込むだけではなく、商品生産者にも痛手を負わせるからである。生産部面への

打撃はただちに賃金の低下30、雇用の減少となってあらわれ、貧民の多くが路頭に迷う31。

そのため《有効需要》は大きく減退する。そして「衰退がトレイド中を駆け巡る」。こうし

た全般的衰退の中で、ただ「過大トレイズマン」のみが懐を肥やすのである。 

また、彼（ら）にとっては「買占め」も容易である。デフォーは「市場におけるあらゆ

                                                        
28 Defoe [1738] vol. 2, pp. 152-3; Defoe [1727] pt. 1, pp. 113-4. 
29 Defoe [1738] vol. 2, pp. 153-4; Defoe [1727] pt. 1, p. 115. 
30 「貧民の賃金率を低めるものは何であれ、イングランドの基金を害する」（Defoe [1738] vol. 2, p. 171; 

Defoe [1727] pt. 1, p. 143）。 
31 実際に貧民の多くが職を失ったため、当時のイングランドは不穏な空気に包まれていた。「いったいど

れくらいの数の騒動、暴動が起き、どれほどの命が失われたのか。否、まさに今日、コルチェスター、

フルーム、ブラッドフォードにおいて、貧民らの争いを抑えて彼らを貧困に従わせるために、我々は騎

兵隊を必要としている」（Defoe [1738] vol. 2, pp. 170-1; Defoe [1727] pt. 1, pp. 142-3）。 
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る買占めはトレイドにとって有害であるから、それに対する法がある」とした上で、次の

ように述べている。 

 

あまりに富裕なトレイズマンたちが、インド交易において、コーヒー豆や香辛料の他あらゆ

る商品を買い占めようとしているのを目にする機会がいったいどのくらいあるだろうか。そ

うすることで彼らは暫しそれらに勝手な価格を付け、全国民に負担を強いる！ 要するに、

トレイドは出来るだけ多くの手を経て循環すべきなのである。少数による運営はトレイド全

般の為にならない。それはまず、トレイドが少数の支配の下にある場合には、トレイズマン

がきわめて多数存在している場合に比べて、団結（combination）が生じやすいからである。

2 人か 3 人の富裕なトレイズマンは容易に結びつき、如何なる量の商品であれ買い占めるこ

とが出来る。これに対してトレイドがきわめて多くの手によって運営されているのなら、ト

レイズマンたちは決して団結するには至らないであろうし、そうなっても上手くやって行け

るはずがない32。 

 

買占めにより、品質に見合う水準に落ち着くはずの商品価格がつり上げられてしまう。故

に買占めは「害悪」である。しかし少数の「過大トレイズマン」は容易く「団結」するた

め、巨額の買占めは往々にして行われる。 

以上に加え、「過大トレイズマン」は次のことを行う。1. 困窮して、即金での支払いを

渇望している卸売商人の足下を見て、商品を大量に買い叩く。2. 巨額の信用貸しを行うこ

とで優良な中小トレイズマンとその販売網を支配下に置き、高い利潤を得る。3. 競争にな

った場合はただちに商品価格を大幅に引き下げて、競争相手が力尽きるまで低価格を保つ。

その後は価格を以前よりも高く設定し、低価格販売によって生じた損失を補填する。4. 特

価品を買い占める。 彼は莫大な財力を背景に「安く買い、高く売ることが出来る」ので、

大多数のトレイズマンよりも「圧倒的に有利である」。そして圧倒的に有利であるが故に、

彼は「禍（a burden and a nuisance）」となる33。 

言うなれば、彼は「トレイドの圧制者（trading tyrant）」なのである。彼は「トレイドを

緊縮し、限られた領域に押し込み、その小さな環の中で［思いの儘に］動かす」34。その

ため多くの人民が職を失い、零落してしまう。彼の周辺では誰も生きられない。彼は「背

が高く、老いた、生長し過ぎた木のようなものである。それは切り倒されるか、せめてそ

の枝々は切り落とされるべきであろう。なぜならば、その下では何物も育たないからであ

る。それは日光を遮り、雨季には絶え間なく雫を垂らし、また別の季節には尽く葉を落と

す。その巨大さと広大さは周囲の土壌を不毛にする。つまり、その陰の下では何物も育た

                                                        
32 Defoe [1738] vol. 2, pp. 174-5; Defoe [1727] pt. 1, pp. 148-9. なお、1727 年版には「全国民に負担を強いる」

の後の「！」は無い。また、1727 年版では「負担を強いる」と「要するに」の間に買占めの具体例が

挙げられているが、1738 年版では省略されている。また、「団結」という語については、後にアダム・

スミスが『国富論』第 1 篇第 8 章の中で「労働の賃金を引き上げるため」の「職人の団結」と「それを

引き下げるため」の「親方の団結」という表現を用いた例がある（Smith [1776] vol. 1, pp. 81-3（『国富論

Ⅰ』112-5 ページ））。 
33 Defoe [1738] vol. 2, pp. 175-7; Defoe [1727] pt. 1, pp. 150-2. 「人々をトレイドから得られた多額の資金の

所有者（運用者）とすることはトレイドを刺激し、公益をもたらす」（Defoe [1738] vol. 2, p. 177; Defoe 

[1727] pt. 1, p. 152）から、莫大な資金の所有自体が《悪》であるわけではない。しかし、一握りのトレ

イズマンの元に資金が集中し、彼らが「圧倒的に有利」となれば、トレイド独占の危険性が大いに高ま

る。だからデフォーは「過大トレイズマン」を「禍」と捉え、資金の《分有》を説くのである。すなわ

ち「50 人のトレイズマンが各自 1000 ポンドずつの資金を持ってトレイドを運営したほうが、1 人の過

大トレイズマンが 50000 ポンドの資金を持つよりも善いのはたしかである」（Defoe [1738] vol. 2, p. 175; 

Defoe [1727] pt. 1, p. 150）。 
34 Defoe [1738] vol. 2, p. 177; Defoe [1727] pt. 1, p. 155. 
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ない」35。 

したがって「過大トレイズマン」の《回心》こそが求められる。デフォーは「きわめて

富裕なトレイズマンを法によってトレイドから締め出すことは出来ないとしても、このよ

うな人物には次のように言っておきたい。彼は、トレイドの抑圧者になってはならない。

彼は、最後も、最初と同じく、公正な商人であらねばならない。また、自らの利益だけで

はなく、トレイド全体の利益についても関心を持たなければならない。それから、他者が

得られないものを得ることが出来る以上、彼は、商品価格や貧民の労賃を押し下げてはな

らない」と述べ36、「過大なトレイズマン」に対して「公僕」としての自覚を強く要求する。 

このように、デフォーはトレイドの《正常》な姿を措定して、それからの逸脱を諌めた

のである。彼にとって「トレイド」とは「出来るかぎり多くの人民を雇用し、彼らに生活

の糧を与える」べきもの、すなわち「万民のために（for the benefit of the whole body）」運

営されるべきものであった37。 
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