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〈要旨〉
　ポルトガル語の他動詞は「ひとつ以上の目的語を取る動詞」という定義が一般的である。し
かし目的語には多くの下位分類が可能である。事実，伝統的には他動詞に多くの下位分類と
複雑な名称の体系を与えることが多い。文の構造を考える上で極めて重要ないわゆる他動詞
の分類を概観した上で，基礎動詞150の構造を詳細に分析，他動詞とは何かを伝統的分類を
踏まえつつ，実証的に考察した上で，明晰な文構造の記述方法を提案する。

I. Introdução

O conceito de «verbo transitivo» parece evidente à primeira vista, mas uma observação mais 

cuidada deixa muitas dúvidas em relação à sua definição. Por exemplo, o Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, afirma que um verbo transitivo se 

trata simplesmente de um verbo que tem complemento direto ou indireto1). Esta definição parece 

geralmente aceite, embora, como pretendemos mostrar mais adiante, consideremos que seria melhor 

dar alguns ajustes necessários, especialmente quando contamos com os verbos que «selecionam» 

«complementos oblíquos», de que falaremos durante este trabalho. Esperamos mostrar alguns dos 

problemas que surgem de uma análise mais pormenorizada da definição e classificação dos verbos 

transitivos na literatura tradicional, propondo uma alternativa mais consistente, com uma ligação 

clara entre a estrutura sintática e a respectiva aceção. Um sistema lógico do ponto de vista linguístico 

e lexicológico será, consequentemente, acessível não só a falantes nativos, mas também a estudan-

tes de Português Língua Estrangeira (PLE), como é o caso dos japoneses que estudam esta língua.

II. Definição dos verbos transitivos

Há pelo menos dois tipos de verbos transitivos: o que seleciona um argumento que pode ser substi-

tuído por um pronome clítico acusativo (complemento direto) ou o que seleciona um argumento 

que pode ser substituído por um pronome clítico dativo (complemento indireto). Por exemplo, o 

verbo «cumprimentar» completa uma frase semanticamente preenchida quando acompanhada de 

dois argumentos, ou seja, um sujeito e um complemento direto (substituível por um pronome clítico 

acusativo), como no exemplo (1):
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  (1) sujeito – V – compl. direto

     O João cumprimentou os artistas.

     O João cumprimentou-os.

Por outro lado, o verbo «responder» constrói uma frase preenchida, do ponto de vista semântico, 

apenas quando assegurada a existência de dois argumentos, ou seja, um sujeito e um complemento 

indireto (possível de ser pronominalizado por um pronome clítico dativo), como no exemplo (2):

  (2) sujeito – V – compl. indireto

     O José respondeu ao amigo.

     O José respondeu-lhe.

Se um dos argumentos faltar nas frases (3-a) e (4-a), surge consequentemente as interrogações (3-b) 

e (4-b), que resultam como consequência do significado lexical dos verbos em questão.

  (3-a) — O João cumprimentou.   (3-b) — Mas quem é que cumprimentou o João?

  (4-a) — O José respondeu.     (4-b) — Mas a quem é que respondeu o José?

A observação acima evidencia deste modo que a «transitividade» do verbo na classificação tradicio-

nal pode abranger variações morfo-sintáticas, justificando uma classificação em subcategorias dos 

chamados «verbos transitivos».

Para além dos argumentos substituídos tanto por um pronome clítico acusativo como por um dativo, 

há outro tipo de argumento chamado «complemento oblíquo». Eduardo Buzaglo Paiva Raposo 

define os «complementos oblíquos» como aqueles que não são transformados nem em dativo nem 

em acusativo2). Quando este complemento é pronominalizado, as preposições mantêm- 

se para criar locuções prepositivas, como vemos nos seguintes exemplos:

  (5) sujeito – V – compl. oblíquo

     O Mário pensou na viagem.

     O Mário pensou nela. (pronominalização)

Portanto, a classificação em três categorias, complemento direto, complemento indireto e comple-

mento oblíquo tem razão de ser. Contudo, o problema é que o próprio complemento oblíquo pode 

representar-se concretamente de várias formas:
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  (6) sujeito – V – c.d. – c.o. – c.o.

     O livreiro trouxe um livro da estante para o balcão.

     O livreiro trouxe-o dali para aqui. (pronominalização)

Como é evidente no exemplo (6), dois elementos locativos («da estante» e «para o balcão»), quando 

pronominalizados, transformam-se em advérbios. Assim, «para o balcão», quando pronominalizado, 

não se torna «dativo».

Uma das análises largamente conhecidas é a classificação dos verbos conforme a valência do verbo. 

Mário Vilela classifica os verbos de acordo com o significado lexical deste em vários grupos, ou 

seja, utiliza como critério de classificação o número de «valência» dos verbos, dividindo-os em 

quatro categorias: verbos a-valentes, monovalentes, bivalentes e trivalentes3).

As definições analisadas neste capítulo, porém, não desvendam suficientemente a estrutura morfo-

-sintática real das frases, dado o agrupamento de preposições diferentes empregadas conforme o 

significado lexical dos respetivos verbos, encobrindo o uso de diversas preposições sob a denomina-

ção «complemento oblíquo».

III. Classificação dos verbos transitivos

A diversidade de critérios relativos à transitividade verbal acima discutida leva-nos a uma situação 

um tanto complexa, sobretudo do ponto de vista lexicográfico. A definição tradicional dos verbos 

transitivos reflete uma sistematização assaz complicada. Os sistemas terminológicos necessários 

para a sua classificação também patenteiam oscilações profundas nos dicionários de referência. 

Como exemplo, observemos uma sequência típica «sujeito＋ verbo＋ complemento direto＋

complemento indireto». O tipo de verbo bivalente na terminologia de Vilela tem inúmeras denomi-

nações na bibliografia tradicional, exemplificados na tabela 1, com as respetivas siglas empregadas 

pelos autores em referência:

Tabela 1.

 sujeito – V – c.d. – c.i.

 F. Fernandes   Tr. - Rel. (transitivo relativo)

 Aurélio     T. d. e i. / T.d.e circ. (transitivo direto e indireto, ou t.d.circunstancial)

 Houaiss     td. bit. (transitivo direto bitransitivo)

 Luft       Vtdi. (transitivo direto indireto)

 Academia    v. (verbo)

 Porto Editora   v.tr. (verbo transitivo)
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De um ponto de vista linguístico e lexicográfico, ou mesmo simplesmente dos usuários normais da 

língua, sem uma formação profunda de gramática tradicional, tais como os estudantes principiantes 

de PLE, as terminologias causariam certamente um dos obstáculos a vencer antes de pesquisar as 

aceções de um verbo em questão.

Cada classificação consiste em um sistema fechado, às vezes confuso e aleatório, faltando algumas 

siglas nas suas definições4). A profusão de abreviaturas diferentes em todos os dicionários de 

referência não ajuda os usuários destes. A situação sugere, de facto, a necessidade de criar um 

sistema mais simples, económico e universal, que faça uma ligação entre a estrutura sintática e a 

sua respectiva aceção.

IV. Nova proposta de descrição dos verbos transitivos

1. Contextualização

A estrutura da frase e a aceção definida reunem-se estreitamente uma na outra: a estrutura muda 

conforme o sentido lexical do verbo e vice-versa. Para melhor entender esta ideia, a título de 

exemplo, comecemos por observar as estruturas referentes ao verbo «contar». A estrutura típica do 

verbo será representada como (1), que simplificamos em (2)5). Adotaremos para uma representação 

funcional e de percepção fácil, as seguintes siglas:

  Nom:  sintagma nominal que corresponde à série de pronomes retos, como eu, tu, ele, ela, nós, 

vós, eles, elas, etc.

  Acc:  sintagma nominal que corresponde à série de pronomes acusativos, como, me, te, o, a, 

nos, vos, os, as, se.

  Dat:  sintagma nominal que corresponde à série de pronomes dativos, como, me, te, lhe, nos, 

vos, lhes, se.

  (1) sujeito – V – compl. direto – compl. indireto

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ Dat(C)】

Em seguida, incluímos uma frase que reflita a estrutura (2) em (3), acompanhada da respetiva 

aceção em português e a versão em japonês.

  (3) O homem conta a sua vida à filha.

     A narrar B a C = A が B を C に語る．
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Como é sabido, «contar uma estória», «contar os números», «contar com alguém para alguma coisa» 

são aceções diferentes que correspondem a estruturas distintas. No exemplo (3), como é obvio 

dentro do contexto, o sentido é «narrar». Para a descrição estrutural de Raposo em (1), adoptámos 

o (2), cuja vantagem é poder indicar concretamente a proposição usada nesta aceção6). A represen-

tação em português até pode parecer um pouco confusa devido às siglas A, B, C. Contudo, na versão 

japonesa, com o uso de partículas de caso, o sentido do verbo é representado muito claramente7). 

Empregámos esta descrição em trabalhos anteriores e, por conseguinte, na presente publicação 

seguimos o mesmo critério de descrição, com os argumentos simbolizados pelas siglas A, B, C, etc.

Voltando à terminologia tradicional, vejamos agora a estrutura sintática em que o verbo «seleciona», 

além do complemento direto, um predicativo do complemento direto. Trata-se do verbo trivalente 

na terminologia proposta por Vilela:

Tabela 2

 sujeito – V – c.d. – pred.c.d.

 F. Fernandes   Tr. - Pred. (verbo transitivo predicativo)

 Aurélio     Transobj. (verbo transobjetivo)

 Houaiss     t. d. pred. (verbo transitivo direto predicativo)

 Luft       TD(I) Pred (verbo transitivo-predicativo)

 Academia    v. (verbo)

 Porto Editora   v. tr. (verbo transitivo)

Tradicionalmente, há várias denominações dadas a este tipo verbo, como podemos ver acima. 

Embora cada autor tenha sistematizado dentro das suas respetivas teorias e lógicas, as denomina-

ções estão longe de unificadas.

Vejamos então alguns exemplos de casos em que os verbos selecionam predicativo do complemento 

direto, aqui representado pela sigla «pred.OD»:

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ por＋ pred.OD(C)】

  (5)  Os nativos tiveram o homem por um estranho invasor. 現地人はその男を奇妙な侵入者と

思った．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ como＋ pred.OD(C)】

  (7)  O presidente apontou-o como responsável do projeto. 会長は彼をその企画の責任者に指

名した．
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As estruturas variam conforme o verbo, como Raposo diz, com o verbo a «selecionar» a estrutura, 

pelo que se torna indispensável a informação sintática referente ao uso ou não do elemento 

anteposto ao predicativo do objeto direto8). É um aspeto importante não só do ponto de vista de 

percepção, mas também do de produção que, muitas vezes, mesmo para os nativos da língua portu-

guesa, exige um conhecimento correto e consolidado, pois o desviar da norma simplesmente pode 

conduzir ao erro gramatical. Isto torna-se particularmente importante para os falantes não nativos 

que necessitam de adquirir a estrutura bem formulada, representando um determinado sentido 

lexical do verbo em questão9). Por outras palavras, necessitamos de adotar descrições alternativas 

das frases, pois o «complemento oblíquo» escamoteia a realidade linguística crucial para o uso da 

língua.

Sabemos, contudo, que o sistema de descrição que adoptámos pode conter um certo nível de 

contradição:

  (8) O cliente tirou o porta-moedas do bolso.

  (9) O homem chama o rapaz de «baterista».

Se não conseguirmos interpretar as frases corretamente, não poderemos analisar a estrutura sintá-

tica e, consequentemente, não conseguimos chegar à correta interpretação sobre se a sequência 

«de＋ substantivo» é apenas uma locução prepositiva, ou «de＋ predicativo do complemento 

direto». Também sabemos que as mesmas sequências, ou seja, as mesmas estruturas superficial-

mente idênticas, podem ter uma caracterização sintática diferente.

Se nos focalizarmos na parte «de＋ substantivo» das frases (8) e (9), na primeira significa origem, 

enquanto que na segunda funciona como predicativo do complemento direto. De acordo com a 

terminologia de Francisco Fernandes, o primeiro caso (8) é um tradicional «verbo transitivo 

relativo», sendo «verbo transitivo predicativo» no segundo caso. Aparentemente ambas as estrutu-

ras parecem ser idênticas, [SN.＋ v＋ SN＋ loc.prep.], mas é evidente que as suas estruturas 

sintáticas, bem como sequência de argumentos (sujeito, complemento, predicativo, etc) diferem 

umas das outras.

Contudo, convém interligar a estrutura sintática e a respectiva aceção. Por outras palavras, apenas a 

estrutura aparente representada por classe de palavras não serve a finalidade lexicográfica com que 

os usuários pesquisam o sentido a partir da estrutura aparente. O usuário que tenciona apurar a 

aceção de um determinado verbo tenta sabê-la a partir da aparência formal da frase, deduzindo a 

sua informação sintática. Porém, não são muitos os dicionários tradicionais que oferecem estas 

informações sintáticas. Quando muito, apenas uma frase-exemplo acompanha a aceção, precedida 

da denominação abreviada muitas vezes peculiarmente definida nas legendas no seu prólogo.

6 Verbos transitivos em português



As representações sintáticas da sequência «de＋ substantivo» nos exemplos acima esclarecem 

suficientemente as aceções do verbo. Se utilizarmos a língua japonesa para explicar a diferença, 

basta dar uma equivalência como:

  (8-a) A が C から B を取る．(que corresponde a  「小銭入れをポケットから取り出す」)

  (9-a) A が B を C と呼ぶ．(que corresponde a  「男はその青年を『ドラマー』と呼ぶ」)

Assim, as informações sintáticas necessárias tornam a descrição da estrutura da frase bem esclare-

cida, permitindo que os usuários cheguem corretamente à aceção que procuram.

2. Novas propostas (sistematização e exemplificação) – Transitivo Relativo

O levantamento exaustivo dos principais verbos permitiu-nos evidenciar que as estruturas dos 

verbos do tipo trivalentes apresenta uma variedade limitada. As propostas para as estruturas sintáti-

cas que iremos mostrar têm por base os 150 verbos mais frequentes na língua portuguesa. A 

pesquisa pormenorizada destes 150 verbos foi feita a partir do corpus LMCPC (Léxico 

Multifuncional Computorizado do Português Contemporâneo) do Centro de Linguística da 

Universidade de Lisboa10), baseando-se no corpus da língua portuguesa europeia, acessível no 

Portal «Linguateca»11).

Vejamos então as principais estruturas que podem ser consideradas como subcategorias de uma 

categoria principal [Nom(A)＋ V＋ Acc(B)], acompanhadas do número de ocorrências nos primei-

ros 150 verbos mais frequentes do LMCPC. Enumeram-se a seguir as sete possíveis estruturas 

encontradas no corpus, com exemplos representativos e tradução japonesa. As formas pronominais 

que seguem a preposição são «oblíquas tónicas», aqui representadas pela sigla «Obl», como mim, ti, 

ele, ela, nós, vós, eles, elas.

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ com＋ Obl(C)】  ............. 12

     O rapaz provocou o outro com um gesto insultuoso. 青年は相手を侮辱するような仕草で

挑発した．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ por＋ Obl(C)】  ................ 9

    Paguei 100 dólares por este livro. この本に私は 100ドル払った．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ para＋ Obl(C)】  ............... 6

     O exaustor lança o vapor da cozinha para a rua. 換気扇が台所の湯気を道に向かって吐き

出す．
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  (4) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ em＋ Obl(C)】  ............... 10

     O vento prendeu um saco plástico num galho da cerejeira. 風が吹いてポリ袋が桜の木の

枝に引っかかった．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ a＋ Obl(C)】  .................... 4

    A vereda ligava a aldeia ao porto piscatório. 細道は村から漁港へと繋がっていた．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ de＋ Obl(C)】  .................. 4

     Os óculos escuros defendem-me os olhos da luz intensa do verão. サングラスで夏の強い

光から私の目を守る．

  (7) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ a＋ INF】12)  ...................... 4

     Aconselhámos o rapaz a ter mais cuidado com a sua roupa. 私たちはその青年にもっと服

装に注意するように忠告した．

  (8) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ de＋ INF.Fl】13)  ................ 1

     O político acusa a notícia de ter sido prejudicial à economia local. その政治家は報道が地

域経済に悪影響を与えて来たと非難している．

A categoria é representada como Transitivo Relativo, conforme a denominação de Francisco 

Fernandes14), terminologia escolhida para o título do sub-capítulo, por ser mais simples e fácil de 

entender do que as outras. A estrutura sintática é, como se vê, [sujeito＋ verbo＋ Acusativo＋

complemento oblíquo]. Esta categoria é uma das principais que corresponde a cerca de 50 dos 150 

verbos mais frequentes. Como se pode constatar, a estrutura do «complemento oblíquo» apresenta 

uma diversidade conforme a preposição que o precede. Pode-se ver um exemplo correspondente a 

cada estrutura na adenda deste trabalho.

3. Novas propostas (sistematização e exemplificação) – Transitivo Predicativo

Continuando com a terminologia de Fernandes, desta vez o «Verbo Transitivo Predicativo», pois o 

tipo do verbo que está em análise continua a ser categorizado como o mesmo verbo trivalente por 

Vilela. Vemos agora cinco estruturas para verbos que selecionam predicativo do complemento 

direto, bem como uma estrutura apenas compatível com o dativo. Exemplifiquemo-las outra vez 

acompanhadas do número de ocorrências nos 150 verbos mais frequentes do LMCPC, dos respeti-

vos exemplos e versões em japonês:

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ pred.OD(C)】  ................. 13

    É preciso manter a cidade limpa. 街をきれいにしておく必要がある．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ como＋ pred.OD(C)】  .... 8

    O presidente apontou-o como responsável do projeto. 会長が彼を責任者に指名した．
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  (3) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ por＋ pred.OD(C)】 ........ 2

     Ele tomou por ridículo o comportamento daquela pessoa. 彼はその人の行動を馬鹿げてい

ると考えた．

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ em＋ pred.OD(C)】  ........ 1

     O tempo tornou a antiga capital numa das ruínas no deserto. 年月を経て，かつての首都

は砂漠にある廃墟の一つになった．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ de＋ pred.OD(C)】  ......... 1

     O professor chamava o aluno de «intelectual». 先生はその学生を『インテリ』と呼んでいた．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Dat(B)＋ pred.OID(C)】  .................. 2

    Os velhos chamavam ao homem «Garoto». 年寄りは男のことを「坊主」と呼んでいた．

Como se vê na estrutura (6), composta de um dativo mais o seu predicativo, o caso em que o dativo 

pede o seu predicativo é excepcional, sendo o único dentro dos 3.405 verbos estudados15).

4.  Novas propostas (sistematização e exemplificação) – verbos que selecionam uma 

«oração substantivada»

A categoria do chamado «transitivo», de facto, apresenta várias subcategorias. Neste sub-capítulo, 

dedicamo-nos à análise do tipo de verbo que pede apenas um elemento para completar o sentido 

lexical do verbo.

No entanto, visto que a estrutura mais representativa é aquela que é constituída por um sujeito e um 

complemento direto, que no processo de pronominalização se converte em pronome acusativo, 

primeiro vejamos um levantamento pormenorizado do tipo do verbo tradicionalmente chamado 

«transitivo direto», deixando de lado, de momento, a análise do «verbo relativo». A primeira catego-

ria desta lista tem 112 ocorrências nos 150 verbos mais frequentes do LMCPC, sendo por isso muito 

relevante.

Para além da variante mais simples (1), há, no entanto, vários subcategorias, com verbos que 

selecionam uma «oração substantivada» em que se usa o indicativo (2) e o conjuntivo (3), na frase 

encabeçada pela conjunção «que», ou introduzida por «se» (4), com a oração substantiva em infini-

tivo (5) ou em infinitivo encabeçado da preposição «a» (6). Alguns destes 150 verbos estudados 

podem também ter mais do que uma construção:

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)】  .......................................... 112

    A empresa produz roupas femininas. その企業は女性服を製造している．
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  (2) 【Nom(A)＋ V＋ queOr】 .............................................. 21

     Quando sentires que o meu japonês não está bem, diz-me. 僕の日本語が変だと感じたら

教えてくれ．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ queOr(conj)】  ................................... 10

     O pesquisador pretende que o orçamento de pesquisa seja aumentado. 研究者は研究費の

増額を要求する．

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ seOr】  .................................................. 4

     O povo vai decidir se quer ou não aderir à União Europeia. 国民は EUに加盟しようとす

るかどうかを決定する．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ INF】 20

     Os alunos procuraram compreender o sentido do gesto. 学生たちはその身振りの意味を

理解しようと努めた．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Dat(B)】  ............................................ 10

    Não faltou nada à ficha de inscrição, a não ser o código de país do número de telefone.

    申込票には電話番号の国番号以外は何も欠けていなかった．

5. Novas propostas (sistematização e exemplificação) – verbos relativos

Não podemos também excluir da nossa consideração o tradicional «verbo relativo» usado em 

Fernandes, que será classificado como bivalente segundo a terminologia de Vilela. É, de facto, uma 

categoria de verbos de um número considerável (59 entre os 150 verbos mais frequentes), a qual 

pede um argumento através de uma preposição intercalada entre o verbo e outro complemento 

oblíquo, como nos seguintes exemplos (1) e (2):

  (1) Os portugueses gostam de café. ポルトガル人はコーヒーが好きだ．

  (2) Uma visita veio procurar por ti. お客さんが君に話しにきた．

É uma categoria verbal tradicionalmente confundida com os verbos que pedem o complemento 

indireto, sendo empregados vários termos pelos lexicólogos, como exemplificamos na tabela 3, 

onde a sígla «c.o.» representa «complemento oblíquo» e «prep.», «preposição», respetivamente.

Tabela 3

 sujeito – V – prep. + c.o.

 F. Fernandes   rel. (verbo relativo)

 Aurélio     t. i., t. c. (transitivo indireto, transitivo circunstancial)

 Houaiss     t. i. (transitivo indireto)
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 Luft       TI. (transitivo indireto)

 Academia    v. (verbo)

 Porto Editora   v. intr. (verbo intransitivo)

A terminologia de Fernandes apresenta uma vantagem sobre as outras, no sentido de que nela 

estão tratados separadamente o «verbo transitivo indireto», cujo complemento gera o pronome 

dativo e o complemento da estrutura construída pelo «verbo transitivo relativo» é convertido, 

através do processo da pronominalização, em «preposição＋ pronome oblíquo»16).

Dentro dos 150 verbos mais frequentes, verificam-se 59 ocorrências deste tipo de verbo, com que se 

combina uma variedade de preposições (como se pode ver nos seguintes exemplos), onde a sigla 

«Obl» representa «complemento oblíquo», que o sintagma nominal toma através da 

pronominalização:

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ de＋ Obl(B)】  .................................. 23

    O navio mudou de direção. 船は方向を変えた．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ em＋ Obl(B)】  ................................. 19

    O João passou no exame de Geografia. ジョアンは地理の試験に合格した．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ com＋ Obl(B)】  ............................... 18

     A senhora não pôde com a mala pesada e chamou o porteiro para a levar. その婦人は重い

スーツケースを持ちこたえられないので，赤帽を呼んで運ばせた．

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ por＋ Obl(B)】  ................................. 14

     O empregado olhava pelo pomar desde sempre. 使用人が以前からずっと果樹園の世話を

していた．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ para＋ Obl(B)】  ............................... 10

     Acabados os estudos, ele partiu para o novo trabalho. 学業が終わると，彼は新しい仕事

に取り組んだ．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ sobre＋ Obl(B)】  ............................... 5

     A comissão vai decidir sobre o destino do ensino deste país. 委員会はこの国の教育の行方

を決定する．

  (7) 【Nom(A)＋ V＋ contra＋ Obl(B)】  ............................. 1

    Um jovem correu contra o político veterano. とある青年が老練な政治家に挑んだ．

As preposições, muitas vezes tratadas ou evocadas «a priori» quando se trata de um sentido lexical 

de um determinado verbo, especialmente no ensino do PLE, os exemplos obtidos através do levan-

tamento nos verbos frequentes (os 150 mais frequentes, neste caso) evidenciam a possibilidade de 
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uma pesquisa mais detalhada e, consequentemente, o melhoramento do material de aprendizagem 

para que os estudantes do PLE possam assimilar da melhor maneira a estrutura da língua.

6. Novas propostas (sistematização e exemplificação) – verbos pronominais

Há também um grupo de verbos denominado «pronominal», sempre que se realiza acompanhado 

de um pronome reflexivo. A denominação é bastante corrente, mas nem sempre é muito claro o 

critério que distingue o verbo pronominal do verbo reflexivo, pelo que utilizaremos a denominação 

«verbos com ʻseʼ», simbolicamente representado como «V-se». Enumeram-se em seguida as seguin-

tes estruturas nos 150 verbos que os autores do presente trabalho têm usado.

  (1) 【Nom(A)＋ V-se＋ a＋ Obl(B)】  .................................. 6

     O Presidente referiu-se à necessidade do aumento do investimento público. 大統領は公共

投資を増額する必要性について述べた．

  (2) 【Nom(A)＋ V-se＋ com＋ Obl(B)】  ............................ 7

     As pessoas daqui não se abrem com ninguém. この地の人々は誰とも打ち解けることが

ない．

  (3) 【Nom(A)＋ V-se＋ em＋ Obl(B)】  .............................. 9

     O desenvolvimento económico do pós-guerra japonês representava-se nos três tesouros 

sagrados — a máquina de lavar, o frigorífico e o televisor. 日本の戦後の経済発展は三種の

神器，つまり洗濯機，冷蔵庫とテレビに象徴されていた．

  (4) 【Nom(A)＋ V-se＋ por＋ Obl(B)】  .....................  2 (43)

    A menina é gulosa e perde-se por doces. その娘は甘党でスイーツには目がない．

  (5) 【Nom(A)＋ V-se＋ sobre＋ Obl(B)】  .................  1 (11)

     Cumpriram-se trinta anos sobre a Revolução dos Cravos. カーネーション革命から 30 年

が過ぎた．

Algumas das estruturas acima exemplificadas, devido ao reduzido número de casos encontrados 

nos 150 verbos mais frequentes do LMCPC, podem parecer pouco relevantes. Contudo, as constru-

ções (4) e (5) encontram 43 e 11 situações análogas (número entre parêntesis), respetivamente, nos 

3409 verbos do corpus em questão. Assim consideramos que se justifica suficientemente a repre-

sentação das estruturas acima exemplificadas. De facto, estas são a continuação do chamado verbo 

«transitivo relativo», ou seja [Nom(A)＋ V＋ Acc(B) + prep. + Obl(C)], sendo o reflexivo o acusa-

tivo nesta estrutura sintática.

Por outro lado, deve-se notar que, como teoricamente previsto, todos os verbos cujas estruturas 

possam conter «Acc», já apresentadas no subcapítulo 3, podem construir «V-se». Existem, portanto, 
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as respetivas estruturas acompanhadas com o predicativo do sujeito. Para não entrarmos em 

pormenor nesta discussão no presente trabalho, apenas apresentaremos as seguintes duas estrutu-

ras que consideramos mais representativas:

  (1) 【Nom(A)＋ V-se＋ pred.Suj(B)】  .................................. 7

     O ministro tentou apresentar-se como político liberal. 大臣はリベラルな政治家というイ

メージを打ち出そうとした。

  (2) 【Nom(A)＋ V-se＋ como＋ pred.Suj(B)】  .................. 3

     O João afirma-se como médico experiente. ジョアンは自分が経験豊かな医師だと思って

いる。

IV. Conclusão

Pode-se tirar uma conclusão destes estudos exaustivos, dependendo das pesquisas nos corpora: a 

classificação tradicional dos verbos, elaborada por linguistas e lexicógrafos anteriores à nossa 

geração, que com um enorme esforço e carinho imensurável pesquisaram a língua, continua válida. 

Contudo, julgamos justificarem-se alguns ajustes às nossas necessidades. Os ajustes que considera-

mos necessários são uma indicação mais clara e concreta de estrutura da frase de que tratámos 

neste trabalho, mostrando clara e rapidamente a sequência sintática concreta do verbo, em vez de 

codificar a sequência em abreviaturas simbólicas, que obrigam os usuários a decorar as respetivas 

estruturas simbolizadas.

Estas propostas de representação de estrutura da frase já estão a ser implementadas em alguns dos 

manuais usados nas aulas do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da Universidade de 

Estudos Estrangeiros de Quioto. Um desses materiais é o «Verbos fundamentais do português», 

cuja descrição pode ser consultada em AIRES & IYANAGA (2012). Desde então, este manual foi 

aperfeiçoado e aumentado até aos 150 verbos mais frequentes, numa edição em CD-Rom. As repre-

sentações da estrutura da frase de todas as aceções de cada verbo são sempre acompanhadas de 

uma frase-exemplo e respectiva explicação. Mais recentemente, a partir do manual com os 150 

verbos fundamentais, foi criada também uma base de dados com índices digitais para o sistema 

operativo iOS, com a aplicação FileMakerGo. Este índice permite uma pesquisa a partir do lema ou 

da estrutura para a página do manual em questão. Esta base de dados está em fase de teste e estará 

operacional e disponível ao público em breve. Julgamos ser este o caminho certo tendo em vista 

uma melhor compreensão da língua portuguesa por parte dos utilizadores japoneses.
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Adenda - Estruturas e exemplos17)

tr. rel.

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ com＋ Obl(C)】  ............. 12

     O rapaz provocou o outro com um gesto insultuoso. 青年は相手を侮辱するような仕草

で挑発した．

    Os animais marcam o caminho com as pegadas.動物たちが足跡で道をつける．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ por＋ Obl(C)】  ................ 9

    Paguei 100 dólares por este livro. この本に私は 100ドル払った．

     Aconselhamos passar bem o espinafre por água antes de cozer. ほうれん草は茹でる前に

よく水洗いすることをお勧めします．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ para＋ Obl(C)】  ............... 6

     O exaustor lança o vapor da cozinha para a rua. 換気扇が台所の湯気を道に向かって吐

き出す．

     O professor marcou uma reunião para a próxima terça-feira, às duas e meia. 先生は次の

火曜日の 14時半に打合せを約束した．

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ em＋ Obl(C)】  ............... 10

     O vento prendeu um saco plástico num galho da cerejeira. 風が吹いてポリ袋が桜の木の

枝に引っかかった．

    Os sócios não acompanham o presidente na decisão. 会員は会長の決定に同調しない．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ a＋ Obl(C)】  .................... 4

    A vereda ligava a aldeia ao porto piscatório. 細道は村から漁港へと繋がっていた．

     O incêndio obrigou os moradores a uma evacuação imediata da zona. 火事のせいで住民

はその地域から直ちに退去せねばならなくなった．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ de＋ Obl(C)】  .................. 4

     Os óculos escuros defendem-me os olhos da luz intensa do verão. サングラスで夏の強い

光から私の目を守る．

     O jornal de então acusava o cidadão do acidente. 当時の新聞は事故の責任はその民間人

にあると糾弾していた．

  (7) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ a＋ INF】18)  ...................... 4

     Aconselhámos o rapaz a ter mais cuidado com a sua roupa. 私たちはその青年にもっと

服装に注意するように忠告した．

    O exame obriga os alunos a estudarem melhor o tema de que o professor fala nas aulas.

     学生は試験があるので，教師が授業中に話すテーマをもっとしっかり学習せねばならな

い．
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  (8) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ de＋ INF.Fl】  ................... 1

     O político acusa a notícia de ter sido prejudicial à economia local. その政治家は報道が地

域経済に悪影響を与えて来たと非難している．

     A operação da polícia impediu os caçadores de matarem ilegalmente os animais. 警察の

作戦で狩猟者が不法に動物を殺さないようにした19)．

tr. pred.

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ pred.OD(C)】  ................. 13

    É preciso manter a cidade limpa. 街をきれいにしておく必要がある．

    Vocês acham a nova professora exigente? 君たちは今度の先生が厳しいと思うのかい．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ como+pred.OD(C)】  ........ 8

     O presidente apontou-o como responsável do projeto. 会長が彼を責任者に指名した．

    Ele toma as palavras da Maria como verdade. 彼はマリーアの言葉を真実と受け止めた．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ por＋ pred.OD(C)】 ........ 2

     Ele tomou por ridículo o comportamento daquela pessoa. 彼はその人の行動を馬鹿げて

いると考えた．

     O povo designou o local por «floresta grande». 人々はその場所を「大きな森」と名付けた．

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ em+pred.OD(C)】  ............ 1

     O tempo tornou a antiga capital numa das ruínas no deserto. 年月を経て，かつての首都

は砂漠にある廃墟の一つになった．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)＋ de＋ pred.OD(C)】20)  ...... 1

     O professor chamava o aluno de «intelectual». 先生はその学生を『インテリ』と呼んで

いた．

     Ele classificou a proposta de oportunismo político. かれはその提案を政治的日和見とみ

なした21)．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Dat(B)＋ pred.OID(C)】  .................. 2

    Os velhos chamavam ao homem «Garoto». 年寄りは男のことを「坊主」と呼んでいた．

tr.

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ Acc(B)】  .......................................... 112

    A empresa produz roupas femininas. その企業は女性服を製造している．

    A universidade vai abrir um novo curso este ano. 大学が本年新課程を開講する予定だ．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ queOr】 .............................................. 21

     Quando sentires que o meu japonês não está bem, diz-me. 僕の日本語が変だと感じたら

教えてくれ．
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     Temos de compreender que, nestes casos, apenas o envio de um aviso não serve. こう

いう場合通知を一通送るだけでは役に立たない事を理解せねばならない．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ queOr(conj)】  ................................... 10

     O pesquisador pretende que o orçamento de pesquisa seja aumentado. 研究者は研究費

の増額を要求する．

    Todos os membros aceitaram que o encontro do próximo ano se realizasse em Tóquio.

    来年の会は東京で行うことで同意が得られた．

  (4) 【Nom(A)＋ V＋ seOr】  .................................................. 4

     O povo vai decidir se quer ou não aderir à União Europeia. 国民は EUに加盟しようとす

るかどうかを決定する．

     No relatório, a comissão considera se houve ou não uma infração. 委員会は報告書で法

令違反があったかどうかを検討する．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ INF】  .................................................. 20

     Os alunos procuraram compreender o sentido do gesto. 学生たちはその身振りの意味を

理解しようと努めた．

     Ela aceitou ontem iniciar o concurso às 16 horas. 彼女はコンクールを 16時に開始する

ことに昨日同意した．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ Dat(B)】  ............................................ 10

    Não faltou nada à ficha de inscrição, a não ser o código de país do número de telefone.

    申込票には電話番号の国番号以外は何も欠けていなかった．

    Aconteceu-lhe uma coisa daquelas. あの人にあんな事が起こった．

rel.

  (1) 【Nom(A)＋ V＋ de＋ Nom(B)】  ................................ 23

    O navio mudou de direção. 船は方向を変えた．

    O gás aumenta de volume. そのガスは体積が増える．

  (2) 【Nom(A)＋ V＋ em＋ Obl(B)】  ................................. 19

    O João passou no exame de Geografia. ジョアンは地理の試験に合格した．

    Este produto entrou bem no mercado. この製品は市場の受けがよかった．

  (3) 【Nom(A)＋ V＋ com＋ Obl(B)】  ............................... 18

     A senhora não pôde com a mala pesada e chamou o porteiro para a levar. その婦人は重い

スーツケースを持ちこたえられないので，赤帽を呼んで運ばせた．

     Os consumidores mal informados vão sofrer com a aplicação da nova lei. 事情をよくわか

らぬままの消費者が，新法の適用によって苦しめられることになろう．
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  (4) 【Nom(A)＋ V＋ por＋ Obl(B)】  ................................. 14

     O empregado olhava pelo pomar desde sempre. 使用人が以前からずっと果樹園の世話

をしていた．

    Uma refeição anda pelos vinte dólares. 一食およそ 20ドルです．

  (5) 【Nom(A)＋ V＋ para＋ Obl(B)】  ............................... 10

     Acabados os estudos, ele partiu para o novo trabalho. 学業が終わると，彼は新しい仕事

に取り組んだ．

    Uma garrafa de vinho não chega para toda a gente. ワイン一本では皆には足りない．

  (6) 【Nom(A)＋ V＋ sobre＋ Obl(B)】  ............................... 5

     A comissão vai decidir sobre o destino do ensino deste país. 委員会はこの国の教育の行

方を決定する．

     Os senhores intérpretes, o que é que pensam sobre o discurso do Presidente? 通訳の皆

さん，大統領の演説をどうお考えになりますか？

  (7) 【Nom(A)＋ V＋ contra＋ Obl(B)】  .....................  1(33)

    Um jovem correu contra o político veterano. とある青年が老練な政治家に挑んだ．

     O Abílio procedia contra a vontade da mulher. アビリオは妻の意に沿わぬことをしていた22)．

pron./ref.

  (1 )【Nom(A)＋ V-se＋ a＋ Obl(B)】  .................................. 6

     O Presidente referiu-se à necessidade do aumento do investimento público. 大統領は公

共投資を増額する必要性について述べた．

    O arguido apresentou-se à polícia. 容疑者は警察に出頭した．

  (2) 【Nom(A)＋ V-se＋ com＋ Obl(B)】  ............................ 7

     As pessoas daqui não se abrem com ninguém. この地の人々は誰とも打ち解けることがない．

    Amanhã vou encontrar-me com os professores. 明日私は先生方に会う．

  (3) 【Nom(A)＋ V-se＋ em＋ Obl(B)】  .............................. 9

     Os livros oferecidos incluem-se na Biblioteca Central. その寄贈本は中央図書館に収蔵さ

れる．

     O desenvolvimento económico do pós-guerra japonês representava-se nos três tesouros 

sagrados — a máquina de lavar, o frigorífico e o televisor. 日本の戦後の経済発展は三種の

神器，つまり洗濯機，冷蔵庫とテレビに象徴されていた．

  (4) 【Nom(A)＋ V-se＋ por＋ Obl(B)】  ......................  2(43)

    A menina é gulosa e perde-se por doces. その娘は甘党でスイーツには目がない．

     O político bateu-se por uma sociedade democrática. その政治家は民主的な社会を求め

て尽力した23)．
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  (5) 【Nom(A)＋ V-se＋ sobre＋ Obl(B)】  ..................  1(11)

     Cumpriram-se trinta anos sobre a Revolução dos Cravos. カーネーション革命から 30年

が過ぎた．

     No mesmo sentido se pronunciou o ministro sobre o tema. そのテーマについて大臣も

同様の意見を述べた24)．

— (s/denominação convencional)

  (1) 【Nom(A)＋ V-se＋ pred.Suj(B)】  .................................. 7

     O cantor quis apresentar-se diferente do habitual. その歌手は普段とは違うイメージで

売り込みたいと思っていた．

     No outono, começa a fazer-se noite muito rápido. 秋には急に日が暮れるようになってくる．

  (2) 【Nom(A)＋ V-se＋ como＋ pred.Suj(B)】  .................. 3

     O João afirma-se como médico experiente. ジョアンは自分が経験豊かな医師だと思っ

ている．

     O ministro assume-se como o mensageiro da cultura japonesa. 大臣は日本文化の使者を

自認している．

Notas

1 )  Casteleiro (2001), p. 3612.
2 )  Raposo (2013), p. 368.
3 )  Vilela (1999), p. 63-65.
4 )  Iyanaga (1989)
5 )  A representação (1) é de Raposo (2013). A representação (2), dos autores, foi adotada durante 

toda a descrição de estrutura de frase em Iyanaga & Aires (2015) e em Iyanaga (2018).
6 )  O modo de representação foi adaptado da lexicografia japonesa referente à língua inglesa. Alguns 

dicionários de referência inglês-japonês, como o “The Wisdom English-Japanese Dictionary”, 
coordenados pelos Professores Inoue e Akano e publicados pela Editora Sanseido (2013). 
Adaptámos esta descrição para a estrutura da língua portuguesa, com as alterações necessárias.

7 )  A língua japonesa dispõe de marcadores de casos pospostos no sintagma nominal (ha, ni, wo, 
marcadores nominativo, dativo e acusativo, respetivamente), facilitando a compreensão do 
sentido lexical na nossa descrição.

8 )  Raposo (2013), p. 367.
9 )  A interferência inevitável dos estudantes japoneses de PLE é o calco da estrutura da língua 

inglesa, a língua estrangeira mais familiar entre aqueles. O fenómeno pode resultar de estruturas 
erradas em determinadas frases em português, como por exemplo «*Ele bateu-me sobre a 
cabeça» < «He hit me on the head» em lugar de «Ele bateu-me na cabeça». Este fenómeno, 
notório entre os docentes de PLE, faz parte dos problemas típicos que exigem uma atenção 
especial do ensino da língua portuguesa, sem detrimento da capacidade do inglês.

10)  Vd. descrição detalhada do corpus em Aires & Iyanaga (2012)
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11)  Devido à dificuldade de transcrever os casos pesquisados no corpus, utilizámo-los como padrão 
da estrutura, sendo escritos pelos autores todos os exemplos contidos em Aires & Iyanaga (2015) 
e Iyanaga (2018).

12)  É de notar que entre estes verbos (obrigar, aconselhar, ver e pôr), os dois primeiros verbos 
também permitem a construção da frase composta, acompanhado com [(a+)que+Oração(conjun-
tivo)], bem como o infinitivo flexionado, cujo emprego apresenta uma condição específica que 
não é o objeto deste trabalho. A estrutura depende de cada verbo, cujas descrições pormenoriza-
das se encontram em Iyanaga e Aires(2015), p. 131 e 627.

13)  «INF.FL» simboliza «infinitivo flexionado». A estrutura é rara, com apenas dois casos encontrados 
nos 3.400 verbos estudados. Vide a adenda, em anexo ao presente trabalho.

14)  Fernandes (1974).
15)  Iyanaga (2018).
16)  Dentro dos 150 verbos mais frequentes, temos apenas 47 verbos chamados «intransitivos» na 

terminologia de Fernandes. É o verbo que apresenta a estrutura própria do «verbo monovalente», 
que pede apenas a presença do sujeito para completar o sentido lexical verbal. Por exemplo, se 
ouvirmos a enunciação (1) o sentido lexical fica preenchido, sendo desnecessário, em princípio, 
informações adicionais: (1) O número dos candidatos aumenta este ano. 今年は志願者が増える。

17)  Número indica ocorrências nos 150 verbos mais frequentes do corpus estudado.
18)  É de notar que entre estes verbos (obrigar, aconselhar, ver e pôr), os primeiros dois também 

permitem a construção de frase composta, acompanhado com [(a+)que+Oração(conjuntivo)]. A 
estrutura depende de cada verbo, cujas descrições pormenorizadas se encontram em Iyanaga e 
Aires (2015), p. 131 e 627.

19)  O uso do infinitivo flexionado nesta construção não é obrigatório.
20)  Construção rara, caso único nos 3.406 verbos levantados.
21)  O verbo «classificar» é de frequência relativamente baixa, isto é, de 965. Apresentamos um 

exemplo de baixa frequência (menos de 2.409), dada a falta dos verbos congéneres nos 150 
verbos mais frequentes.

22)  O verbo congénere não é raro, apresentando 33 casos dentro dos 3.406 verbos. No entanto o 
exemplo com a frequência acima de 2.409 é único. Citamos, por isso, o verbo “proceder”, com 
uma frequência de 1.248.

23) Encontram-se apenas dois casos dentro dos 150 verbos, mas 43 dentro dos 3.406.
24)  Não havendo ocorrência desta construção nos primeiros 150 verbos, cita-se um exemplo de verbo 

com a frequência 695. Encontra-se apenas um caso dentro dos 150 verbos, mas 11 dentro dos 
3.406.
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〈Sommario〉
  Sulle scene musicali italiane del dopoguerra, dopo la pausa di silenzio e quella dellʼinflusso 

dei suoni angloamericani, la Canzone napoletana è stata uno dei generi più prolifici con 

successi incessanti di nuovi brani. Il Festival della Canzone napoletana, il cui inizio cade in 

coincidenza con lʼascesa sul trono cittadino di Achille Lauro, sulla stessa scia di un altro festival, 

quello di Sanremo, ha il merito di diffondere la canzone napoletana oltre le regioni meridionali. 

Tuttavia, secondo lʼopinione di alcuni, tende ad affermare lo stereotipizzazione del genere. 

  In questa forma di standarizzazione attraverso i mass-media, però, si distinguono due 

artisti eccellenti che rappresenteranno due rispettivi filoni musicali, nei decenni seguenti: 

Roberto Murolo e Renato Carosone. Due nomi apparentemente molto distanti, per il modo di 

esprimersi, hanno, invece, alcune esperienze in comune, fra cui il contatto con la muscia jazz 

americana; le creazioni musicali e il successo internazionale, venato di una profonda napole-

tanità, che tuttavia viene espressa in modo controllato. 

はじめに

　1950年代のナポリのポピュラー音楽には，大きく分けて 3つの潮流が見受けられる。サンレ

モ音楽祭の翌年に始まり，イタリア中の視聴者にナポリの歌を伝えた「ナポリ音楽祭」は，戦前

のカンツォーネ・ナポレターナのテイストをイタリア的にアレンジした数多くの楽曲を毎年売り

出し，そのマニエリズム的な作風に批判もあったが，カンツォーネ・ナポレターナというジャン

ルを再認識させる役割を果たした。また，シンガーソングライターの先駆けの一人レナート・カ

ロソーネ（1920-2001）は，ジャズやロックンロールを始めとする外国のリズムや音をナポリの

音楽と融合させ，イタリア国外でも数多くのヒット曲を飛ばし，ナポリ音楽の「今」のあり方の

一つの形を模索し，ナポリの音を刷新した。古今のヒット曲を，クラシックギターだけを伴奏と

して弾き語りしたロベルト・ムーロロ（1912-2003）は，戦前のナポレターナと同時代の音楽を，

一つのスタイルの下に統合する表現の可能性を模索したと言えるだろう。

　こうした多彩な潮流が共存する，1950年代のナポリの音楽空間についての包括的な定義は，

未だ定まっているとは言い難い。近年，1952年から 1958年までナポリ市長の座に就いたアキッ

レ・ラウロが，同時代の演劇や映画の制作にいかに影響力を行使したかを扱った著作が相次いで

刊行されたが 1），ポピュラー音楽については，ピエディグロッタ祭を除いてはその影響関係がそ

れほど明確ではなく，おそらく政治とは別の指標が求められる。本論考では，戦前のカンツォー
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ネ・ナポレターナという「伝統」との関係を鍵として，この 3つの潮流を再考し，1950年代の

ナポリのポピュラー音楽を理解する一助としたい。

1．音楽の復興

1-1．戦後とアメリカ音楽

　「ナポリの四日間」の激闘が幕を下ろした翌日となる 1943年 10月 1日，連合軍がナポリに入

城した。彼らがもたらしたものは，ガス，水道，電気，交通手段，港湾設備といった，都市の公

共施設の復旧だけではなく，煙草，ガム，チョコレートの他，食糧品などの生活必需品で，爆撃

と激闘によって貧困と食糧難にあえいでいたナポリ市民にとっては，正に別世界の到来であった。

そしてまた，爆撃とサイレンによってかき消されていた音楽を再びナポリにもたらしたのも，連

合軍兵士であった。

　連合軍兵士が駐屯していた 3年の間，ナポリは，とりわけアメリカのポピュラー音楽一色に染

まった。これに関してはイタリアの他の都市も同じであるが，解放が早かった分，その影響はナ

ポリにおいて顕著であった。アメリカの音楽は，主に 3つの経路によって，ナポリに広まった。

Vディスクとラジオ放送と，そしてナイトクラブである。

　戦中の一時期，音楽が止んでいたのはアメリカも同じであった。1942年 7月，アメリカの音

楽家協会はストライキを宣言し，それは 1944年まで長く続いた。戦争省（現在の国防省）ラジ

オ局に勤めていたロバート・ヴィンセント中尉は，こうした状況の打開を模索して，Vディスク

の制作を提言する。Vはヴィクトリーの頭文字から取られていて，前線に赴く兵士たちの慰問を

その目的としていた。当時主流だった SPレコードと同じく 78回転式だが，30インチと大きく，

3分を上限とする SPとは違い，およそ 8分までを収録することができた。Vレコードは 1943年

から 1947年までの 5年にわたって，2700の楽曲を含む 905枚が作成され 2），世界中で戦争に従

事しているアメリカ兵士に届けられた。クラシック音楽もあったが，デューク・エリントン，カ

ウント・ベイシー，ベニー・グッドマンといったスイングジャズや，エラ・フィッツジェラルド，

ナット・キング・コールらのボーカル曲も人気であった。イタリア，それもナポリに，どれほど

の数の Vディスクが存在したのかは不明だが，手に入れようとするナポリ人は多く，缶詰一箱

と引き換えに売春をしていた女性たちと同様に，Vディスクを手にするためにアメリカ兵に様々

なものを提供するナポリ人もいた。

　連合軍がシチリア上陸時に組織化した PWB（心理戦部）において，ラジオ放送の活性化は重

要な任務とされた 3）。それまでファシズム政権の声となっていた EIAR（イタリア・ラジオ放送

局）が PWB配下に入り，解放と新しい時代へのポジティブなニュースと音楽を放送した。楽曲

にジャズをメインとしたアメリカのポピュラー音楽が多かったことは当然である。ナポリでは

EIARの他にも，1943年 10月 15日に，アメリカ人のジョルジョ・レームが「ラジオ・ナポリ」

を開局した。とりわけダンサブルなスイングジャズの人気は高く，毎日 12時 45分「ジャズの
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人々」と，0時 30分の「ジャズ楽団」という，ジャズに特化した番組が 2本も放送されるほど

であった 4）。

　連合軍はナポリ滞在中に，公共建築物や一般家屋を接収して事務所や住居としたが，劇場もそ

の例外ではなかった。現在でもミュージカルを中心とした劇やコンサートを上演しているアウグ

ステオ劇場は，連合軍支配時代にはレッド・クロス・クラブと名前を変えて，アメリカ音楽を演

奏するホールと化した。他にも，アラバマ劇場，パルマ劇場，エンサ・ギャリソン劇場など，連

合軍兵士向けの劇場やホールが多く立ち並んだ 5）。そして，こうした劇場の周辺には，連合軍兵

士向けのクラブが乱立した。彼らはそこに，ナポリ人の「シニョリーナ」を連れ込んで，飲み，

踊り，娯楽を楽しんだ。彼らのダンスの BGMには，しばしばナポリ人の音楽家たちが駆り出さ

れた。昨日までカンツォーネ・ナポレターナやクラシック音楽を演奏してきたナポリ人たちは，

アメリカのポピュラー音楽を弾き，そして歌った。この時期のナポリで最も人気のあったアメリ

カの曲は，ビング・クロスビーの《ピストル・パッキン・ママ》で，アメリカ人と関係を持つナ

ポリの女性たちを揶揄したナポリ方言による替え歌が町中で歌われた。《黒いタンムリアータ》

も，そうした土壌から生まれた楽曲である 6）。

1-2．1950年のナポレターナと時代の変化

　1946年に入ると，イタリアは徐々に，連合軍司令部の手を離れて戦後の模索へと移っていっ

た。1月 1日には北部の管轄権がイタリア政府に委譲され，3月 10日には，戦後初の地方選挙が

行われた。7月にはパリの講和会議に参加し（10月 15日閉会），第二次世界大戦を締めくくった

イタリアは，西側の共和国として生まれ変わる。そして，町からは連合軍兵士が姿を消していっ

た。

　占領時代後のこの時期，大衆歌謡も徐々に「復興」へと向かっていく。しばらくはまだアメリ

カの Vディスクや，ラジオから流れるアメリカのポピュラー音楽が聴かれたが，連合軍兵士が

去ると，一変して，まるで何事も無かったかのように，巷間では戦前の 2つの潮流が聴かれるよ

うになった。大きく分けると，オペラや歌曲の影響を受けた「イタリア風音楽」と呼ばれたもの

と，各地域の方言歌である。そして後者の中で最も大きな存在を誇ったのがカンツォーネ・ナポ

レターナで，1944年から 1945年にかけて，いまだ連合軍兵士が市内を徘徊している中，《サン

タ・キアーラ修道院》，《黒いタンムリアータ》，《ザザはどこに》，《俺たちナポリの同郷人》と

いったビッグヒットを次々に飛ばして，国内外の注目を浴びた。

　新曲のヒットが続くかたわらで，戦時に中断されていた伝統も復活する。ピエディグロッタの

歌謡祭である。イタリア統一以降，ファシズム時代の末期にいたるまで，カンツォーネ・ナポレ

ターナを世界中に広める上で決定的な役割を担っていたのがピエディグロッタ祭であった 7）。

《オ・ソーレ・ミオ》や《フニクリ・フニクラ》といった，日本でもおなじみのナポレターナの

多くは，毎年 9月 8日の聖母マリアの生誕祭の前夜に行われた歌謡祭で発表されている。ピエ

ディグロッタで歌われる楽曲は，地元ナポリの音楽出版社や新聞社が募集したコンクールによっ
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て入賞したもので，各出版社が個別にコンクールを行っていたため，「入賞曲」や「第 1位」の

楽曲は毎年複数にのぼっていた。この点が，全体を統括して楽曲の順位を競う，後のサンレモ音

楽祭とは異なる。

　第二次世界大戦中は祝祭の規模が大幅に縮小され，とりわけ参戦の 1940年と休戦の 1943年に

は祝祭自体が中止されている。1944年には焼け残った劇場や映画館でコンサートが開かれただ

けであったが，1945年以降徐々に再開される。ピエディグロッタ祭が本格的に始動したのは

1948年であった。ヴォーメロからポジリポに抜けるマンゾーニ通りのアランチ公園の野外劇場

で，ナポリの出版業組合主催の「カンツォーネ・ナポレターナの祭典」が行われたのだ。ピエ

ディグロッタにとって「戦後」の終わりは，この 1948年だったと考えることができるだろう 8）。

　こうしたカンツォーネ・ナポレターナの「復興」とヒット曲の影響を受けて，新旧入り交ざっ

た名曲を主題歌にした映画も多数製作された。その一部を紹介するだけでも，1945年以降，ど

れだけカンツォーネ・ナポレターナに対する注目が高まっていたかが分かる。1945年には，

ジャコモ・ジェンティローモ監督の《オ・ソーレ・ミオ》と，カルロ・ルドヴィコ・ブラガリア

監督の《帰れソレントへ》が，1946年には，マリオ・ボナール監督の《さらば，麗しのナポリ》

が公開され，書き下ろされた同名の主題歌もヒットを記録した。1947年にはジョルジョ・シモ

ネッリ監督の《ザザはどこに？》（ニーノ・ターラント主演），1948年には《サンタ・キアーラ

修道院》（エヴァ・ノーヴァ主演），そして 1949年には《マレキアーロ》，《俺たちナポリの同郷

人》，《ナポリへ帰れ》が公開されている 9）。

　そして 1950年から 1951年にかけて，戦前の名曲と比べても引けを取らない，カンツォーネ・

ナポレターナの健在ぶりを示す大ヒット曲が生まれている。1950年の《アネマ・エ・コーレ》

Anema e coreと《赤い月》Luna rossa，1951年の《マラフェンミナ》Malafemmenaである。《赤

い月》と《マラフェンミナ》はともにピエディグロッタの歌謡祭で発表されたという点では，古

き良きナポレターナの伝統を受け継いでいるかに思われるが，楽曲としては「異端」な点も見受

けられる。《赤い月》はカリブの「ビギン」のリズムを取り入れたダンス・ナンバーで，明らか

にナイトクラブの音楽の影響を感じさせる。スローバラードの《マラフェンミナ》の方は，喜劇

俳優トト（アントニオ・デ・クルティス）の作詞作曲によるもので，言うなれば異業界から参入

した楽曲である点が「異端」であった。

　何よりも，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていたのが，この 3曲の中でもとりわ

け海外で成功を収めた《アネマ・エ・コーレ》であった。愛し合う二人を，分かつことのできな

い「魂と心（アネマ・エ・コーレ）」に譬えた歌詞は，黄金時代のナポレターナの伝統を受け継

ぐものであるが，1950年の聴衆には，全く新しいナポレターナに聴こえたに違いない。《赤い

月》や《マラフェンミナ》にも言えることだが，歌詞には，戦争を感じさせるものが一切出てこ

ない。直接的に戦争を歌った《サンタ・キアーラ修道院》や，その結果もたらされたものを通し

て戦争を語った《黒いタンムリアータ》，戦後の廃墟とした町を前にして，全てをなかったこと

にしようという焦燥感から生まれた《俺たちナポリ人，郷里は同じ》など，1944年から 1945年
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に書かれたこれらの曲は全て，戦争やそれがもたらしたものに対する反応の表現であった。とこ

ろが《アニマ・エ・コーレ》の場合，歌われているのは単に，喧嘩をしている恋人同士が仲直り

に際して確認しあった熱い情熱だけだ。そこに戦争の影はもはや見られない。あるのはただ，愛

の陶酔に満ちた「甘い生活」である。

こうして抱き合っていよう，魂
ア ニ マ ・ エ ・ コ ー レ

と心のように

もう決して離さない

一瞬たりとも

君のことが欲しいあまりに，怖くなる…

君と生きていく

いつでも君と

さもなくば，死んでしまうから

　だが《アネマ・エ・コーレ》の新しさはそこに尽きるものではない。製作がミラノの大手音楽

出版レオナルディによることから分かるように，ナポレターナの人気に目を付けた非ナポリのメ

ディアによって，非ナポリの聴衆を意識しながら製作された楽曲であり，ピエディグロッタ祭で

は発表されていない。ナポリの民衆歌謡を近代化された大衆歌謡に昇華し，地元の出版社が企画

するピエディグロッタ祭において発表されていた黄金時代のカンツォーネ・ナポレターナからの

逸脱は明らかであろう。音楽的にも，アメリカのスローバラードの影響が指摘されていて 10），当

然ながら《赤い月》や《マラフェンミナ》同様，ナイトクラブのダンスの BGMとしての利用価

値が意識されている。つまりはナポレターナが，一見してそれまでの伝統を受け継いだかのよう

な主題を取り入れながらも，リズムや制作の面から見れば，ナポリの手を離れ始めたのであり，

いわばナポリの表象を利用した「外国」 11） 向けの一曲が誕生したと言える。こうした傾向は，後

に述べるナポリ音楽祭において更に顕著となる。

　1950年にはまた，そうした新旧のナポレターナを俯瞰的に統合しようとする試みも見られた。

演出家エットレ・ジャンニーニのレビュー風ミュージカル劇『ナポリの回転木馬』Carosello 

napoletanoの上演である。戦後の焼け野原を背景に，廃れ行く職業であるカンツォーネの歌詞を

販売して歩く一家を狂言回しとして，17世紀の作とされる《ミケレンマ》から 20世紀の楽曲ま

でを紹介していく『ナポリの回転木馬』は，1954年にジャンニーニ自身の手で映画化され，カ

ンヌ映画祭にも出品されて，世界中で称賛を受けた。民衆歌謡時代から現代までの楽曲を，同時

代と絡めながら一つの枠の中で提示する試みは，功罪はあれ，カンツォーネ・ナポレターナとい

うジャンルを再認識させるという成果を生んだことは否定できない。つまりそれは，カンツォー

ネ・ナポレターナという伝統あるジャンルを前景に浮かび上がらせることで，同時代にヒットし

ている様々なナポリ方言の歌と，戦前の黄金時代のナポレターナとを，統合とは言わないまでも，

連続した視座の下に収めようとする試みであった。
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2．2つのフェスティバル

2-1．サンレモ音楽祭とイタリア音楽

　1951年に始まったサンレモ音楽祭は，カジノのあるサンレモで行われたことからも分かるよ

うに，観光を一つの大きな目的としていたが，それ以上に 2つの大きな変化を生んだ。国営放送

RAIが主催し，テレビ放送のなかった当初は，ラジオ放送向けの番組として始められた。つまり

は，マスメディアの商品として，音楽祭が行われていたサンレモの聴衆だけでなく，おそらくは

それ以上に，イタリア全国のリスナーに向けた「音楽祭」が誕生したのだ。イタリアのラジオ台

数は，1945年には 164万 8411台であったが，50年代に入ると急速に普及し，テレビ放送が始ま

る 1954年には，516万 3552台にまで増えている。世帯数当たりの普及率に換算すれば，実に

15.28％から 52.44％という伸びである 12）。ピエディグロッタに代表される 19世紀型の音楽祭か

らの質的変化は明瞭で，音楽祭はサンレモによって，非地域的な特色を帯びることになる。つま

りは，ご当地に出向かずとも，家の客間の中で，ゆったりと参加することができるようになった

のだ。そして 1955年からは，ラジオだけでなくテレビでも放送されるようになった。そうした

「非地域性」はまた，もう 1つの変化をもたらした。サンレモ音楽祭で発表される楽曲は，イタ

リアの様々な地域の特性を吸収しながらも，特定の地域に縛られることなく，誰もが参加できる

「イタリアの音楽」という，文化の統一的なアイデンティティを提供したのだ。

　初期サンレモ音楽祭は，イベントの組織性という点で，戦前の音楽への「復興」といった性質

が濃厚であった。上位に入賞している歌手，ニッラ・ピッツィ，アキッレ・トリアーニ，ドゥ

オ・フサーノ，ジーノ・ラティッラらの多くは，チェトラ・レコードの所属であった 13）。チェト

ラ・レコードは，RAIの前身である EIARの傘下事業として 1933年に誕生し，ファシズム時代

には独占企業の一つでもあった。つまりは，RAIの番組であるサンレモ音楽祭にチェトラ・レ

コード所属の歌手たちが入賞するという構図は，戦前への「回帰」という意味での復興であった

とも言える。ラジオやテレビで放送されるサンレモ音楽祭は，その入賞曲がレコード化され，大

ヒットを記録していった。少なくともその初期においては，RAIとチェトラ・レコードの結束が，

そうしたイベントの成功を可能にしていたと言えるだろう。

　初期サンレモの歌姫にしてチェトラ・レコードの稼ぎ頭ニッラ・ピッツィは，戦前からの大ス

ターで，彼女の歌った《花をありがとう》や《飛べよ鳩》（ともに 1951年，1952年の優勝曲）は，

明解な韻律をそなえていて，戦前のオペラ風の楽曲と比べてさほど目新しいところもなかった。

楽曲にしても「回帰」であったのだ。

　だが，こうした傾向は徐々に変化していく。チェトラ・レコードが頑迷にこだわっていた SP

レコードに対して，テレビ放送が始まった 1954年には，33回転と 45回転のレコードがアメリ

カから進出し，その分布図を塗り替えていく。RCA他の外資系レコード会社も，サンレモ音楽

祭の成功を契機に，イタリア市場に参入していった。チェトラの独占的な時代は終わりを迎え，

1957年にはもう一つの老舗フォニットと合体し，チェトラ・フォニット・レコードとなる。

26 1950年代のナポリのポピュラー音楽と伝統



1955年にはジュークボックスが登場し，若年層を中心に人気を呼ぶ。そして 1958年にドメニ

コ・モドゥーニョの《ヴォラーレ》が登場するのである。

2-2．ナポリ音楽祭

2-2-1．音楽祭の仕組みと作家たち

　第 1回サンレモ音楽祭の翌 1952年，RAIは戦前戦後を通じてもう 1つのポピュラー音楽の柱

であった「ナポリの歌」のフェスティバル，「ナポリ音楽祭」をスタートさせた。RAIによって，

サンレモ音楽祭の翌年に始められたことからも分かるように，その組織的な面において，ナポリ

音楽祭はサンレモによく似ていて，いわばサンレモの成功方式をカンツォーネ・ナポレターナと

いう別ジャンルに移植したようなところがあった。ナポリ音楽祭は 3日にわたり続き，最終日に

は投票によって 10位までが決定され，とりわけ上位 3曲が入賞とされた。サンレモ同様，ラジ

オ，次いでテレビを通してイタリア全国に放送されることから，全ての参加楽曲は，ナポリ人と

非ナポリ人歌手によって歌われた。同じ楽曲を複数の歌手が歌うという方式はサンレモでもおな

じみで，それが解体していくのは 60年代のことである。また，アウレリオ・フィエッロやセル

ジョ・ブルーニは，ナポリ音楽祭とサンレモ音楽祭の両方に出場したこともあるなど 14），両音楽

祭の類縁性はいたるところに見られる。いずれにせよ，ナポリ音楽祭は，《グアイオーネ》や

《ヴリーア》など，現在ではカンツォーネ・ナポレターナのレパートリーとして定着している数

多くの楽曲を生み，カンツォーネ・ナポレターナの健在ぶりを示し，1950年代から 1960年代を

通じて，ナポリの言語文化の一面をイタリア中の視聴者に届けた。

　ナポリ音楽祭を彩る楽曲を手掛けていたのは，ナポリ出身の作詞家や作曲家で，この時期にお

けるキャリアとしては，大きく 3種に大別できる。戦前から活躍している大御所と，戦前にデ

ビューした中堅作家と，そして戦後に活動を開始した新人である。いわゆる「大御所」の中で目

立っていたのは，詩人ジジ・ピサーノ（1889-1973）と作曲家ジュゼッペ・チョーフィ（1901-

1976）のコンビであった。ピサーノはヴィヴィアーニの劇団で俳優を務めたこともある多彩な

アーティストであった。両者は戦前から多数の楽曲を共に制作し，《アガタ》Agata（1937年）

や《五月のある夜》’Na sera ’e maggio（1938年）などのヒット曲を手掛けている。

　また，戦前のカンツォーネ・ナポレターナの最後の時代（1930年代）にデビューした，戦前

と戦後を繋ぐ作家たちもいた。第 1回の優勝曲《太陽に憧れて》Desiderio ‘e soleの作詞家ティー

ト・マンリオ（1901-1972）や，第 1回の上位 10曲中，実に 3曲に関わっているエンツォ・ボナ

グーラ（1900-1980）らはその代表的な作家で，1930年代にデビューしてはいるが，代表的な作

品は全て 1940年代後半から 1950年代を通じて発表されたものばかりである。マンリオやボナ

グーラは，ナポリ音楽祭の始まった 1952年には，それぞれ 51歳と 52歳で，いわゆる大御所と

呼ばれるには早いが（ジュゼッペ・チョーフィとは同世代であるが），戦前のナポリ音楽をよく

知る，円熟した作家であった。最後に，戦後に活動を始めた作家としては，詩と曲の両方を手掛

けたフランチェスコ・サヴェリオ・マンジェーリ（1919-2008）を挙げないわけにはいかないだ
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ろう。第 1回の 2位曲《光る舟》Varca lucenteや第 2回の優勝曲《愛の夢》Suonno d’ammoreな

ど，新人ながら初期のナポリ音楽祭を盛り上げた作家であったが，新しいというよりは，古典的

なナポレターナに回帰したような作風が特徴的であった。

　以上の作家陣について総括してみれば，その多くは，1930年代のナポレターナを支えた（ピ

サーノ，チョーフィ）か，あるいはその時代を良く知る（マンリオ，ボナグーラ）者たちで，残

る戦後世代の若い作家は，戦前風の楽曲を手掛けて優勝しているということになる。ここには，

サンレモ音楽祭の例でも見たように，戦前への回帰というスタンスが感じられる。それは，1950

年代らしいナポリの「今」の音を作り出そうというよりも，かつてのナポレターナの黄金時代と

いう「伝統」を活用しようという姿勢である。だが，それを支えていた仕組みは，サンレモ音楽

祭という別の音楽祭からの借り物であったのだから，ナポリ音楽祭の志向していた「伝統」が，

あまり根拠のない表象であったことは指摘できるだろう。

2-2-2．ナポリ音楽祭と伝統

　それでは，1952年に始まるナポリ音楽祭を，戦前のカンツォーネ・ナポレターナを伝統とし，

それを継承した発展型として考えるべきなのだろうか。この両者の関係に，連続性を見るのか，

それとも断絶を見るのかについては，現在でも評価が分かれている 15）。とりわけ 1950年代の幾

つかの楽曲が，上述のように，カンツォーネ・ナポレターナのレパートリーとして定着している

ことを考えれば，そしてまた，少なくとも主催者の意図がおそらくはそこにあったことを考えれ

ば，ある種の連続性があったことを否定するのは難しいだろう。

　だが，楽曲に質的変化が生じていることを指摘する声もある。非ナポリ人，あるいはナポリ方

言を解する南部人以外のリスナーが念頭に置かれ，さらには全楽曲がナポリ人歌手と非ナポリ人

歌手によって歌われたことから，半分の歌手もまたナポリ方言を理解しないこともあり，それま

でのカンツォーネ・ナポレターナと比べて，大きな質的変化が生じているというのだ。1970年

まで計 19回行われたナポリ音楽祭のうち，ほぼ半分となる 9回にわたって作詞家として参加し

たサルヴァトーレ・パロンボは，こうした非ナポリ的な音楽祭の性質によって，とりわけ歌詞が

救いがたいまでに，「イタリア人」が抱いているナポリのステレオタイプなイメージに堕してし

まったことを指摘している 16）。

　イベントとしての組織性を考えれば，ナポリ音楽祭は明らかに，伝統的なピエディグロッタよ

りも，同時代のサンレモ音楽祭に近い。上述のように，ピエディグロッタが，マスメディアを介

さず，現地に出向かなければ参加することのできない地域型の祝祭だとすれば，ナポリ音楽祭と

サンレモ音楽祭はともに，ラジオやテレビでの放送を目的として企画されている。そして，複数

の歌手による同一楽曲の歌唱や全体を通じた優勝曲の選定（ピエディグロッタは雑誌社ごとにコ

ンクールを行っていた）など，ナポリ音楽祭にはサンレモの方式が全て盛り込まれている。ピエ

ディグロッタ祭をカンツォーネ・ナポレターナの伝統とするのであれば，ナポリ音楽祭は，イベ

ントのあり方としては，その伝統を継承しているとはとても言えないだろう。
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　楽曲の制作に携わった企業という点ではどうであろうか。《アネマ・エ・コーレ》の例に見た

ように，ナポリ音楽祭の楽曲制作には，北部や外国の音楽産業の侵出が際立っていた。第 1回目

（1952年）の参加楽曲は 20曲だが，上述のようにナポリ人歌手と非ナポリ人によって歌われた

ため，40通りの楽曲としてカウント出来る。そのうち実に 28曲がチェトラ・レコードの制作で，

その他の 12曲も，コルンビア，ヴォーチェ・デル・パドローネ（ともに後に EMIとなる VCM

のレーベル），オデオンと，三社ともミラノに拠点を置いている。つまり，70％の楽曲が，サン

レモ音楽祭と同じトリノのレコード会社チェトラの楽曲で，残り 30％にも地元ナポリの音楽産

業は介入していないのだ 17）。

　レコード会社から離れて音楽出版社に着目すると，上位 10曲のうち 4曲が，カンツォネッタ

など，戦前のピエディグロッタ祭を牽引してきた地元の老舗出版社の所属であるが，1950年代

はそれまでと違い，楽曲の所属が音楽出版社からレコード会社に移行していった時期にあたるこ

とを考えれば，その影響は微々たるものであった。ナポリ音楽祭が多数のヒット曲を生みながら，

戦前のピエディグロッタ祭のようにナポリの音楽産業を支えることがなかったのは，ここに理由

があると言えるだろう。それは様々な意味において，ナポリ人のための音楽ではなく，非ナポリ

人（他地域のイタリア人や外国人）に向けられていて，そして非ナポリの音楽産業の利益となっ

た。

　ナポリ音楽祭を，ナポリのポピュラー音楽の「伝統」に位置しているとする見方は，おそらく

は主催者側が 1950年代前半に意図していた音楽のあり方に結びついている。彼らの意図してい

た「伝統」とは，モドゥーニョ以前のサンレモ音楽祭にも見られたように，戦前の音楽への回帰

であり，それはあくまで「伝統風」といった表象のレベルの伝統にすぎない。マスメディアに乗

せることを目的としただけでなく，非ナポリ人歌手にも歌わせるというその仕組みは，ナポリと

いう土地に根付いたピエディグロッタ祭から生まれたカンツォーネを変質させずにはおかなかっ

た。

　カンツォーネ・ナポレターナの本来的な「伝統」は，少なくとも制度としての祝祭においては，

あくまでピエディグロッタ祭に求められるべきであり，事実，1950年代初頭にも，ピエディグ

ロッタ祭で《赤い月》や《マラフェンミナ》といったヒット曲が出ている。だが，1958年を最

後に，ピエディグロッタで歌謡祭が行われることはなくなった。以降は，ナポリ音楽祭が，時に

はピエディグロッタ祭を名乗りながら，1970年まで，ナポリの唯一の音楽祭となっていく。

3．カロソーネ，ナポリとアメリカのフュージョン

3-1．アフリカでアメリカ音楽を歌うナポリ人

　レナート・カロソーネは 1920年 1月 3日，メルカート広場近くのトルニエーリ通りに生まれ

た。彼が 7歳の時に母がこの世を去り，父アントニオ，妹オルガ，そして弟オッターヴィオの 4

人家族となる。ナポリの庶民街の中心に生まれ育ったカロソーネは，決して生活に恵まれてはい
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なかったが，将来のキャリアに結びつくことになる 2つの経験を両親から得た。母が結婚の祝い

にその両親から贈られたピアノと，そして父親の職業であった。父アントニオはメルカダンテ劇

場の切符売りをしていたことから，有名なソプラノ歌手ルチア・アルバネーゼの兄オルフェオ・

アルバネーゼと親しくなる。そうした縁によって，カロソーネは彼から音楽の手ほどきを受ける

ことになった。

　1933年，レナートが 13歳の時にメルカダンテ劇場が閉鎖され，父が失業する。レナートは，

芸術家や音楽家のたまり場だったガレリアに足を運びながら，劇場でのピアニストの仕事を探し

求めた。彼が手に入れたのは，人形劇団のピアニストの仕事であった。『アイーダ』や『カルメ

ン』といった有名なオペラを人形劇に仕立てた演目で，よく知られた楽曲を弾き学びながら，レ

ナートは一晩に 4リラを稼ぎ，家計に貢献した。

　仕事はまた別の仕事を呼ぶ。カロソーネのピアノに目をつけたのは，カンツォーネ・ナポレ

ターナ界の大物，E. A.マリオであった。当時のナポレターナの世界では，詩人や作曲家が制作

した楽曲を歌手に練習させる「リパッサトーレ」と呼ばれた職業があり，多くはピアニストがそ

の任を務めていた。E. A.マリオがカロソーネを雇ったのも，このリパッサトーレとしてで，5

リラの日給が支払われた。

　十代のカロソーネにとって，この 2つの仕事は，家計を支えるという経済的な目的もあったが，

それ以上に多くを学ぶ機会となった。人形劇団のピアノ弾きは，演劇と音楽の関係について深く

理解するのに最適であり，「後年自作の曲で最大限に活用することになる，音楽的効果の重要性

を学んだ」 18） と後に述べている。また，E. A.マリオの楽曲の伴奏については言うまでもないだろ

う。当代一流の作詞作曲家の楽曲と，最高の歌手の練習に，カロソーネは直に触れることができ

たのだ。カロソーネはここで，伝統がいかにして再生され維持されていくのかを目の当たりにし

た。ナポリの詩と音楽の最高の融合がどのようにして歌われるのかという，いわば工房の裏側に

日常的に接した経験は，50年代の彼の楽曲が，アメリカ的でありながらもナポリ的であるとい

う豊かな特質を備えるようになるための，必要な修養期間として機能したことは間違いない。

　劇場とカンツォーネ・ナポレターナ，そしてカロソーネの音楽的な引き出しの中には，さらに

クラシック音楽も欠けていなかった。1937年にはナポリ音楽院のピアノ科を卒業している。

ショパンを自在に弾きこなす力量を持ちながら，彼は劇場とカンツォーネの世界に浸っていった

のだ。

　そしてもう一つの重要な機会がこの同じ年に到来した。当時イタリア領であったアフリカのエ

リトリアでヴァラエティー・ショーの劇団を立ち上げようとしていた座長のアルド・ルッソが，

オーケストラの指揮を兼任してくれるピアニストを探していたのだ。報酬は一公演あたり 120リ

ラ。それまでとは破格の違いである。こうして 1937年 7月 28日，17歳のカロソーネはエリト

リアに旅立った。

　ところが，ナポリ方言劇を中心的なレパートリーとしていたルッソの劇団は，北部出身の兵士

が大半の顧客であったマッサワで成功を収めることができず，一座はすぐに解散に追い込まれる。

30 1950年代のナポリのポピュラー音楽と伝統



カロソーネはアスマラに移り，ピアニスト兼指揮者としてようやく人気を得る。その後イタリア

は第二次世界大戦に参戦し，1940年にカロソーネはアフリカでイタリア軍に入隊し，エチオピ

アのアジスアベバに赴く。1941年，エチオピアが連合軍の手に落ちると，再びエリトリアのア

スマラに行き，従兄が経営していたオデオン座（および同名のナイトクラブ）で音楽監督になる。

カロソーネはその後，終戦までの 5年間，同劇場で活躍した。そこで彼が出会ったのが，ジャズ

やアメリカのスタンダード・ナンバーであった。

　このナポリ帰郷前の 5年間について，カロソーネは次のように語っている。「アフリカでの冒

険は，音楽的に言えば，私をこの上なく豊かにしてくれた。それは古いものを再生させる飯盒の

ようなものであった。その後私はピアノの前に座ると，無意識のうちに，ナポリの古典的なメロ

ディーを目の覚めるようなダンサブルなブギウギに，アラブの調和の響きを我らがナポリの典型

的なアイロニーやユーモアに溶け込ませるようになっていた」 19）。機は既に熟していた。カロ

ソーネはイタリアに戻る決意をする。1946年 7月，ナポリ湾を発った日から，9年が経過してい

た。

3-2．「アメリカ人になりたいの」

　ナポリに帰郷したカロソーネは，「すっかり変わってしまった」故郷に愕然とする。ゲーテを

魅了した自然と人工の調和は，救い難いまでに破壊されていて，「セレナータと詩は，再建の必

要にその場を譲っていた」 20）。マッサラで結婚して子供も生まれ，家族を抱えていた彼は，ロー

マやナポリのナイトクラブで演奏をしながら日々の糧を稼いだ。そして 1949年に，再び転機が

訪れる。ナポリのナザリオ・サウロ通りに「ロ・シェイカー」という新しいナイトクラブが開店

することになり，彼に声が掛かったのだ。カロソーネは本格的なトリオを結成しようと思い立ち，

ナポリで活動していたジャズに詳しいオランダ人ギタリストのファン・ウッドに声を掛けた。と

ころがドラマーが見つからず，ロ・シェイカーのオーナーに相談したところ，ジェジェ・ディ・

ジャコモを紹介された。

　ジェジェ・ディ・ジャコモはカンツォーネ・ナポレターナの大詩人サルヴァトーレ・ディ・

ジャコモの甥で，外観的な容貌は瓜二つであったが，その中に流れるフィーリングは全く異なっ

ていた。メランコリックで教養豊かな叔父とは違い，コミカルなアイディアやギャグに優れ，ス

ティックを持てば全ての事物をドラムセットに代えてしまうようなビート感に溢れていた。カロ

ソーネのショービジネスの成功にジェジェが果たした功績は，きわめて大きい 21）。カロソーネ・

トリオは人気を呼び，1951年には最初の SPレコード《おお！スザンナ／スカリナテッラ》が発

売された。フォースターとカンツォーネ・ナポレターナの名曲をカップリングにするという試み

に，カロソーネの求めていた音楽性が如実に表れている。

　1952年にウッドがトリオを去ると，新たなメンバーを加えて，トリオはカルテットになった

（1956年以降は六重奏になる）。50年代前半は，アメリカのポピュラー音楽やスイングジャズを

イタリア風に昇華したカルテットのコーラスグループが活躍した時代で，ナポリを離れてみれば，
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チェトラ・カルテットが一世を風靡していた 22）。「戦後」の復興期の連合軍の置き土産であった

音楽が，徐々にイタリア化していった過程として理解することができるだろう。カロソーネのカ

ルテットはこうした流行を背景に本格的な音楽活動を始動するが，他のアメリカ音楽の「イタリ

ア化」とは一線を画すオリジナル性に満ちていた。それは，アメリカのみならず，ラテンやアラ

ブの曲想も取り入れた，後に「ワールドミュージック」と呼ばれるような多国籍的な音楽性を備

えていて，それを地元ナポリの音楽的伝統と自由に融合させる，フュージョンの感性であった。

　カロソーネの 50年代の音楽活動は，いくつかのタイプに分類できる。1つ目は，彼の王道と

もいうべき，コミカルな歌詞と音楽で，ナポリ的なものとアメリカ（南北を含む）をはじめとし

た「エスニック」な音楽を融合させた楽曲で，後述する 1957年の《アメリカ人になりたいの》

Tu vuo’ fa l’americano，《トレロ》Torrero，1958年の《石油キャラヴァン隊》Caravan petrolがそ

の好例である。2つ目は，カンツォーネ・ナポレターナの伝統を受け継いだようなセンチメンタ

ルなメロディーに，新時代のリズムを取り入れた楽曲で，1955年の《マルツェッラ》Maruzzella

に代表される。さらには，同時代のヒット曲（彼以外の手による）を，カロソーネならではのア

レンジを加えた楽曲群もあり，有名な《アネマ・エ・コーレ》や《マラフェンミナ》，《赤い月》

など，原曲を大きく逸脱して全く別の楽曲になっているようなものまである（とりわけ《マラ

フェンミナ》は，原曲のしっとりとしたラブソング的な要素は跡形もなく消え失せ，ジャズ風の

軽快なテンポの陽気なコーラス曲になっている）。おそらくはこの最後の楽曲群が，様々な文化

のフュージョンを旨としたカロソーネの真骨頂なのであろう。そしてそうしたフュージョンとア

レンジのセンスが，ニーサ（ニコラ・サレルノ）という作詞家を得て，《アメリカ人になりたい

の》を始めとしたオリジナルの名作を数多く生んだ。

　注意すべきは，この 3種類の傾向の全てに，ナポリ音楽の要素が見られること，そしてそれが，

それぞれ異なる角度から眺められていることである。1つ目のコミカルなオリジナルソングの場

合は，ナポリ的なものが外国の音と融合され相対化されていて，そのフュージョンの感覚を楽し

むことが出来る。2つ目の《マルツェッラ》の路線では，ナポレターナの伝統がより直接的に意

識されていて，それを主としながらも外来のリズムでアレンジされるといった具合で，幾分かナ

ポリ音楽祭の歌を思わせる。最後の路線，既存のナポレターナをカロソーネ流にアレンジした楽

曲群には，伝統と戯れながらそれを解体していく彼の遊び心が発揮されている。そして，その全

ての路線において，伝統に背を向けて排除しようとはせず，むしろ伝統と戯れながら自らの音を

紡ぎ出そうとする姿勢がうかがえる。

　《アメリカ人になりたいの》は，カロソーネの作曲家，アレンジャーとしての才能とセンスと

その方向性が全て明確な形で融合した一曲である。当時流行し始めたばかりのロックンロールを

リズムに取り入れながらも，歌詞は，アメリカに憧れて外観ばかりを模倣しようとするナポリの

若者を皮肉ったものとなっている。

ワッペンのついたズボンを履いて
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帽子のひさしを上げて

トレド通りをぶらついている

やくざ者みたいに，注目されたくて

アメリカ人にでもなるつもりかい

なあ，いったい何がしたいんだか？

流行りのライフスタイルをまねて

「ウイスキー・ソーダ」を飲んだって

気分が悪くなるだけだろう

ロックンロールを踊って

野球をやってみても，

キャメルの煙草を買う金は

誰にもらうのさ？お母ちゃんの財布だろ？

アメリカ人にでもなるつもりかい？

でもお前はイタリア生まれだろう？

なあ，どうしようもないさ

分ったかい，ナポリ人なのさ

アメリカ人にでもなるつもりかい？

　興味深いのは，カロソーネ自身が，ここで揶揄されている「アメリカかぶれ」の一人であった

ことだ。後年彼は，自分のアメリカかぶれを率直に告白している。

戦後は，サンレモ音楽祭と，チニコ・アンジェリーニと，お涙ちょうだいのストルネッロと，

涙に濡れたハンカチの時代だった。けれども私の中には，それとは違う音楽が響き渡ってい

た。私の中にあったのはアメリカ，それも「私の」アメリカだった。それは映画で出来たセ

ルロイドの神話だった。西部劇は当然のことだが，とりわけミュージカル映画，ザビア・ク

ガート，アビー・レーン，ディジー・ガレスピー，オスカー・ピーターソンといった，その

当時イタリアの映画館に登場したばかりの映画で，私はいくら観ても飽きることがなかっ

た 23）。

　カロソーネの成功はイタリアにとどまらなかった。とりわけ《トレロ》は，彼があれほど憧れ

たアメリカで大ヒットを記録し，発売後 2年のうちに 32組ものアーティストがカバーをしてい

る。1957年 1月にはニューヨークのカーネギーホールで，イタリア人として初の公演を行い，
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1959年にはエド・サリヴァン・ショーに，またもやイタリア人として初めて出演を果たした。

　夢に満ちた 50年代のアメリカ映画と音楽，そしてそれに憧れるナポリ人。おそらくは当時無

数にいたであろう多くの若者たちとカロソーネを分けていたのは，触れるものすべてを相対化さ

せずにはおかない，アフリカで得た「フュージョン」の感覚と，自分をも含めた対象から距離を

置いてシニカルに眺める，ナポリ文化に本質的なユーモア感覚であった。カロソーネの「フュー

ジョン」に，ナポリから姿を消しつつあった「混交」の一つのあり方を読み取ることも出来るだ

ろう。そして，ナポリ的な本質を見失うことなく，新しい外来のリズムを取り入れた彼の音楽世

界は，世界にナポリをもたらし，そしてナポリ音楽に新しい可能性を切り開いたのだ。

4．ロベルト・ムーロロとナポレターナの伝統

4-1．詩人の息子とスイング

　ロベルト・ムーロロは，1912年 1月 19日，7人兄弟の 6番目としてキアイア海岸通りの邸宅

に生まれた。父エルネスト・ムーロロは，リーベロ・ボーヴィオと並んで，サルヴァトーレ・

ディ・ジャコモの次世代を代表するカンツォーネ・ナポレターナの詩人で，《ポジリポは薫る》

や《ポジリポの漁師》，《去り行くナポリ》など，多くの名曲を残している。エルネスト・ムーロ

ロの居間には，サルヴァトーレ・ディ・ジャコモ，リーベロ・ボーヴィオ，フェルディナンド・

ルッソといった詩人や，エルネスト・タリアフェッリなどの作曲家，そしてデ・フィリッポと並

んで 20世紀のナポリ演劇を代表する劇作家兼俳優のラッファエーレ・ヴィヴィアーニらが日常

的に顔を出していた。ロベルト・ムーロロは幼少時からそうした芸術家の集いにも顔を出し，6

歳の時に，ボーヴィオからナポリ方言についての手ほどきを受けたことを回想している 24）。

　また，この時期は詩人が歌手にレッスンをほどこしていたこともあり，パスクワリエッロ，ド

ンナルンマ，ジルダ・ミニョネッテといった大スターたちの肉声を身近に聞きながら育った。彼

の耳には，カンツォーネ・ナポレターナの本質が，その血統以上に環境的に浸透していった。詩

人や作曲家が，どのように歌手に指示を行うかを知ることで，後にカンツォーネ・ナポレターナ

の歌い手となる時にも，決してひとりよがりの演奏や歌唱に走らない，まるで彼自身が詩を作り，

曲を作ったかのような表現が可能となった。

　だがカンツォーネ・ナポレターナのエリートとして育ったムーロロが思春期に夢中になったの

は，1931年の暮れからイタリアでも人気を呼び始めていたアメリカのジャズ・ボーカルグルー

プ，ミルス・ブラザーズであった。ギターを伴奏としたミルス四兄弟のコーラスにムーロロは熱

狂し，1938年，アミルカーレ・インペラトリーチェ，エンツォ・ディアコーヴァ，アルベル

ト・アルカモーネら友人と組んで，それぞれの苗字の頭文字を取って，ジャズ・ボーカルのカル

テットグループ，「ミーダ（Mida）」を結成する。ムーロロはギターとメインボーカルを担当し

た。

　ナポリのラジオ局で評判を呼んだミーダは，ローマの劇場に招かれ，その後チューリッヒやパ
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リからも声がかかった。ムーロロは短期の海外ツアーのつもりでチューリッヒに赴いたが，彼が

再びナポリに戻ってくるのは 1945年，イタリアの戦後となる。年が明けて 1939年，ミーダはギ

リシア，ルーマニア，ハンガリー，ブルガリアにまで足を運んでいる。だがその年の 10月，ナ

ポリからの電報で，ムーロロは父親の死を知る。芸術家としても敬愛していた優しい父エルネス

トの死にムーロロは落胆したが，大黒柱を失った一家を支えるために，彼は働かなければならな

かった。1940年の夏からミーダは拠点をベルリンに定め，広くドイツを巡業する生活を続ける。

そして 1941年，ベルリンを訪れていたイタリアの外務大臣チャーノ伯爵は彼らに，カンツォー

ネ・ナポレターナの名曲《あの子に伝えて》をリクエストする。ミーダのレパートリーは基本的

にアメリカのジャズであったが，ムーロロは幼少の頃からなじんでいた同曲を即座に歌い，称賛

を受けた。この時，ムーロロとカンツォーネ・ナポレターナが，ジャズを経由して再び出会った。

その後彼らのレパートリーに，徐々にではあるがカンツォーネ・ナポレターナが増えていく。

1942年から彼らはスペインに拠点を移して活動し，その地で終戦を迎える。まだしばらくスペ

インに残りたいというミーダの他のメンバーを残して，1945年 4月，ムーロロはバルセロナか

らジェノヴァに入り，そして 8年ぶりに，ようやくにしてナポリに帰郷した。

4-2．ロベルト・ムーロロとナポレターナの再評価

　戦前，戦中をジャズコーラスグループのリーダーとして，主に外国を拠点に活動したロベル

ト・ムーロロもまた，長すぎる海外での音楽活動の後，1945年にナポリに帰郷している。そし

て当然ながらムーロロが見たナポリも，カロソーネの場合と同じ，廃墟の都市そのものであった。

ムーロロは狂ったようにナポリ中を散歩し，懐かしい街並みを捜し求めたが，それはどこにもな

かった。そして自宅に帰ると，父親の書斎に入り，うず高く積まれた詩集や楽譜を読み漁った。

コーラスグループを失った彼に残ったのは，ギターと声と，そしてカンツォーネ・ナポレターナ

だけであった。

　カロソーネの例にみるように，当時のナポリには米軍兵士相手のクラブが乱立していて，カプ

リ島の「トラガーラ・クラブ」からムーロロに声が掛かった。彼が歌ったのはもはやミルス・ブ

ラザーズでもビング・クロスビーでもなく，父エルネストが残した名曲を中心としたカンツォー

ネ・ナポレターナであった。それが，ミーダ時代以上の成功を収めることになる。トラガーラ・

クラブにはナポリ内外からも評判を聞きつけた観客が押し寄せ，そして 1947年，1948年と，

ムーロロは相次いでレコードを発売し，人気を高めた。彼は，ギターとボーカルだけでレコード

を出した最初のナポリ人となった。その後のサンレモやナポリ音楽祭が，生オーケストラを売り

にしていたことを考えれば，ムーロロのこのあまりにシンプルな表現が，その当時いかにラディ

カルであったかが分かるだろう。

　ムーロロによるナポレターナの特色は，その歌い方と演奏法にあった。例えば，1949年 12月

7日の「ジョルナーレ・ディタリア」紙のマルチェッロ・フォンダートの記事には，次のように

ある。「この 1949年のポステッジャトーレは，賢明にも，胸を膨らませて歌うのではなく囁き，
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完全に自家薬籠中のものとしたそのスタイルによって，ルンバやサンバをもしのぐナポリの詩情

は，再び人々の心を洗練されたものとしたのだ」 25）。

　それまでのカンツォーネ・ナポレターナには，大きく分けて 2種類の歌い方があった。テノー

ルに代表されるオペラ歌手（あるいはその亜流）による堂々と「胸を膨らませて歌う」歌唱と，

ヴァラエティー・ショーの演劇的な歌唱である 26）。これに，19世紀末に人気を博した，「ポス

テッジャトーレ」と呼ばれた流しの歌手たちの淡々とした歌唱法を加えることも出来るだろう。

　だが，ムーロロの歌い方は，そうした伝統的な歌唱法には属していない。強いていえば，フォ

ンダートが示唆したようにポステッジャトーレ風ではあったが，詩の魅力を浮き彫りにしたその

歌唱は，はるかにオリジナル性に長けていた。彼の歌唱法は，フォンダートが「囁き」と呼んだ

ように，歌うというよりは詩の朗読に近く，初期バロックオペラの「レチタール・カンタンド」

を思わせる。ナポリ方言特有の，語尾の母音の閉音化もあまり見られず，言葉の一つ一つを丁寧

に伝えようとする姿勢が伝わってくる。つまりは，日常的なナポリ人の発音や歌唱よりも人工的

でありながら，より「自然」なものに聞こえてくるのだ。

　現在ムーロロのナポレターナは，ナポレターナの伝統を体現したものとして評価されているが，

どの歌唱法にも属していない彼の歌唱は，本来「伝統」とは相いれないものであった。ナポリの

庶民に親しまれ愛されたのはむしろセルジョ・ブルーニの方で 27），カプリのナイトクラブで人気

を博したことからも分かるように，ムーロロはナポリ内外の上流社会で評判を得ている 28）。つま

り，ムーロロの歌は，それまでカンツォーネ・ナポレターナの愛好家ではなかった層に受け入れ

られたということである。歌うことを拒絶したその表現は，きわめて異質であったのだ。

　ギターによるナポレターナの演奏も，現在では一つの伝統として定着している感があるが，

ムーロロ以前にはきわめて例外的であった。それまで，劇場での歌唱はほとんどがオーケストラ

やピアノの伴奏を伴っていたし，ポステッジャトーレたちは，弦楽器としてはヴァイオリンやマ

ンドリンを主に使用していた。ギターの伴奏だけでナポレターナを歌うというそのスタイルは，

1950年代当時，少なくとも「伝統」とは受け取られていなかったことは間違いない。

　だが，伝統に寄らない歌唱法によって，ムーロロがナポレターナの新しい本来的な魅力を見出

したということは言えるだろう。作家ドメニコ・レーアは，イタリアの他の地域の歌と比べなが

ら，「ナポリの歌」の特徴を次のように指摘している。「イタリアの他の地域において，集団によ

る歌唱が圧倒的であるのに対して（中略）カンツォーネ・ナポレターナは，個人主義的な悩める

精神の産物としての歌であり，その全世界的な評価はおそらくそうした性質によるのだ。（中

略）3人称複数や不特定の時間をナポリの歌に見つけることは，きわめて稀である」 29）。つまりは，

カンツォーネ・ナポレターナは本来的に，今，この場で苦悩している「私」という具体性と現在

性を備えているため 30），詩人の言葉に耳を傾けた歌い手は，そうした本質を最大限に活かすこと

ができる。この点，父エルネスト・ムーロロやその友人の詩人たちの中で育ち，歌手たちへの

レッスン風景に触れることで，彼らの創作がどのように形を得ていくのかを見ていたムーロロは，

まさしく理想的な歌い手となる。アカペラのジャズコーラスグループでの経験が影響を与えてい
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るかと思われる，オーケストラを廃し，クラシックギターの伴奏だけを伴った，朗々と歌い上げ

ることのないムーロロの歌唱法は，カンツォーネ・ナポレターナのこうした本質を最大限に引き

出していたのだ。それは伝統的な歌唱法ではなかったが，伝統の本質に触れ，そしてそれを再考

させる力を持っていた。

　そして 1956年，ムーロロはそれまでのキャリアの総決算となるアイディアを着想する。それ

は，中世後期の民衆歌謡から同時代のヒット曲までのカンツォーネを年代順に並べたアルバムの

制作であった。詩としてのカンツォーネ・ナポレターナの発見に続いて，そこには「歴史」とし

てのナポレターナという，それまでにない，ある種学術的な視点が込められていた。ムーロロは

このプロジェクトに心血を注ぎ，父の書斎は当然のことながら，ナポリ中の古書店や，詩人，作

曲家，歌手といった黄金時代の生き証人たちを尋ね歩き，忘れられていた数々の名曲を，その細

部にいたるまで再生させた。そして 7年の月日をかけて，アルバム『ナポレターナ』の第 1巻が

1963年に発売された。それは中世後期のヴィッラネッラに始まり，19世紀末のサルヴァトー

レ・ディ・ジャコモの名曲までの総 56曲を，LPレコード 4枚に年代順に収録した記念碑的な作

品であった。翌年には，やはり 4枚組の第 2巻が発売され（《オ・ソーレ・ミオ》から第二次大

戦末まで），そして 1965年には，戦後から同時代までの新しい曲を集めた第 3巻が 4枚組で発売

された。

　計 12枚組となる『ナポレターナ』は，豪華版でありながら大ヒットを記録した。そしてそれ

以上に，その歴史的，文化的な価値が称賛され，歌詞集には，カンツォーネ・ナポレターナ関連

の研究書を多く上梓していた文化史家マックス・ヴァイロによる解説が，全楽曲に付されている

こともあり，「カンツォーネ・ナポレターナの百科事典」と呼ばれ，現在にいたるまで，カン

ツォーネ・ナポレターナの世界に触れる者たちにとって，不可欠となる基本的な「テクスト」で

あることをやめていない。

おわりに

　以上，1950年代のナポリのポピュラー音楽の 3つの潮流を概観し，とりわけ伝統との関係を

考察してみた。戦後ナポリ音楽にとっての「伝統」とは，言うまでもなく，19世紀末から 1930

年代までのカンツォーネ・ナポレターナのことである。だがこの 50年代の潮流のどれも，ナポ

リ文化の本質をつぎ込みながら世界的な成功を収めたカンツォーネ・ナポレターナに対して，正

統で継承すべき伝統として向き合ったわけではない。それぞれが，自らの表現を最大限に実現す

るために，ナポレターナという伝統を活用していたと思われる。

　ナポリ音楽祭は，作家陣や楽曲においては，戦前のナポレターナを継承するものであるかに見

えるが，とりわけイベントとしての仕組みやマスメディアを使った非地域的な特質など，ピエ

ディグロッタ祭という伝統からは大きく逸脱していた。それは，伝統の継承というよりはむしろ，

同時代のサンレモ音楽祭の課題でもあった，戦前の音楽への「回帰」を通じた復興という価値観
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を共有していて，伝統はむしろ背景の演出の一つとして機能するよう仕向けられている。

　レナート・カロソーネは，一見して，伝統から自由な新しいアーティストであり，ソングライ

ターでありながらロックンロールを導入するなど，1960年代を先駆けるような存在であった。

だが，彼の多様な音楽活動の全てに，ナポレターナが介入している。カロソーネは，ナポレター

ナに外来のリズムやメロディーを併置し，それをある時はパロディとして，またある時は伝統を

現代風に演奏する装置として，巧みに活用している。彼は伝統から自由というよりもむしろ，伝

統と戯れながら新しい音を模索していたように思われる。

　カンツォーネ・ナポレターナの伝統を一身に受け継いだような，職人芸的なロベルト・ムーロ

ロのナポレターナの歌唱法は，1950年代当時には，伝統とはほど遠いものであった。だが，12

世紀の古謡から現代のナポリ音楽祭のヒット曲までを歌い上げた記念碑的なアルバム『ナポレ

ターナ』では，黄金時代のカンツォーネ・ナポレターナの時間的な枠を大きく逸脱し，「カン

ツォーネ・ナポレターナ」の意味を最大限に拡大し，その全ての楽曲を，非伝統的でありながら

ナポリ文化の本質をとらえたその歌唱法で歌い上げている。それは，「黄金時代のカンツォー

ネ・ナポレターナ」という伝統の表象を相対化させ，ナポリの歌をめぐる新しい伝統のイメージ

を提案する行為でもあった。

　このように，1950年代の 3つの潮流は，それぞれ相異なるものでありながらも，戦前のカン

ツォーネ・ナポレターナという伝統への言及をその本質的な部分において共有している。カン

ツォーネ・ナポレターナという一つの音楽ジャンルが有効に機能し，それとの関わりの中で同時

代の音楽が生産されていた，おそらく最後の時代が 1950年代であったのだ。

注

1 ） A. Sapienza（2015）は，音楽祭や演劇祭，そしてヴァラエティー・ショーやデ・フィリッポの
演劇に，ラウロ市長が与えた負の影響を分析している。また G. Fusco（2006）は，映画の分
野に特化して，ラウロおよび彼が 100％株を所有していた「ローマ」紙の，ナポリ映画に対す
る影響を扱っている。

2 ） D. Librando 2004, pp. 31-32.
3 ） Ibidem.
4 ） Ibid. pp. 33-34.
5 ） Ibid. p. 30.
6 ） Ibid. p. 36.
7 ） ナポリからポッツォーリに抜けていく手前にあるピエディグロッタには聖母教会があり，古く
からナポリ人の信仰を集めてきた。同地には，ローマ時代にはプリアポスの神殿があり，それ
がキリスト教の伝播によって聖母教会に姿を変えた。だが，プリアポスの神殿と信仰を想起さ
せるものがその後も残り続けた。それは聖母の生誕日である 9月 8日の前夜（9月 7日），教
会周辺において庶民たちが歌い踊り明かす伝統がある。19世紀に入ると，こうした伝統がカ
ンツォーネと結びつき，1839年には最初の「ピエディグロッタの曲」と呼ばれる《こんなに
君が好きなのに》がヒットした。その後，とりわけ《フニクリ・フニクラ》が大ヒットした
1880年以降，ピエディグロッタの祭典は華々しく祝われ，様々な団体が参加する山車の行列
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が町を彩り，ナポリ市内の新聞や雑誌社による「新曲」のコンクールを通じて，毎年様々な曲
が世界中に発信されていった。

8 ） F. Mancini e P. Gargano 1991, p. 54.
9 ） S. Palomba 2001, pp. 104-105.
10）V. Paliotti 1992, p. 292.
11）ナポリ方言の「異国人」を意味する単語 forasieroには，イタリア国外の「外国人」だけでな
く，ミラノやローマなど，現在はイタリアの都市でありながら，イタリア統一以前にナポリ王
国（両シチリア王国）に属していなかった地域の人々も含まれる。

12）S. Facci e P. Soddu 2011, p. 16.
13）1952年には，ニッラ・ピッツィが上位 3曲を独占している。
14）フィエッロは，ナポリ音楽祭には 14回，そしてサンレモには 1958年，1959年，1961年，

1962年，1963年，1964年と 6回出場している。ブルーニはナポリ音楽祭の方は 12回，サン
レモ音楽祭にも 1960年，1961年，1962年，1963年と 4回出場している。

15）M. Stazio（2013）は，ナポリ音楽祭を社会学的に位置づけようと試みながらも，戦前のカン
ツォーネ・ナポレターナとの連続性をめぐる問題については，容易に解決し得ないとして保留
している。

16）AA.VV. 1997, p. 25-27.　パロンボは，ナポリ音楽祭の常連であったセルジョ・ブルーニが，
1971年のフェスティバルが中止になった瞬間，シャンパンを開けて祝杯をしたエピソードを
伝えている。

17）cf. A. Sciotti 2010.
18）Carosone 2000, p. 9.
19）Ibid., pp. 23-24.
20）Carosone, op. cit., p. 23.
21）Tullio De Piscopoら，後のナポリのドラマーたちは一様に，ディ・ジャコモからの影響を口に
している。また，ディ・ジャコモは自身がボーカルを務めた楽曲の冒頭に Canta Napoliとい
う楽曲紹介を即興で入れていて，それがカロソーネの音楽の代名詞にもなっている。

22）ラウロの抑圧の対象となった映画『我らの時代』でも，チェトラ・カルテットが狂言回しとし
て活躍している。

23）Carosone, op. cit., p. 24.
24）G. Cesarini., op. cit., pp. 7-8.
25）G. Cesarini, op. cit., p. 88.
26）これは，かつてカンツォーネ・ナポレターナの披露の場が，ピエディグロッタ祭のオーディ
ション（劇場で行われた）か，あるいはヴァラエティー・ショーであったことによる。ナポリ
音楽祭の始まった 1952年以降，歌手はマイクの前で歌うのが一般的となり，芝居がかった身
振りをやめて，クールな表現で歌うようになる。マリオ・アッバーテやセルジョ・ブルーニは
そうした時代のスターである。Cf. S. Palombo (2001), pp. 114-115.

27）S. Palombo, op. cit., p. 122.
28）語尾の母音を比較的明快に発音する彼のナポリ方言は，庶民のそれではなく，ナポリのブル
ジョワ層独特の発音でもある。

29）Ibid., p. 90.
30）この意味では，サルヴァトーレ・ディ・ジャコモ，エルネスト・ムーロロ，リーベロ・ボー
ヴィオといった，カンツォーネ・ナポレターナの黄金時代の詩人たちが，同時に劇作家でも
あったことは興味深い。叙事的な物語性ではなく，個人的で具体的で，「今まさに目の前で展
開しているかのような」現在性は，カンツォーネ・ナポレターナの世界に演劇的な要素を与え
ている。
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〈摘要〉
  文章拟以两本《中文社会科学引文索引》（cssci）来源期刊（中文核心期刊）——《世界

汉语教学》和《语言教学与研究》（1990—2017）所刊载对日汉语教学研究相关文献为例，管

窥一下近三十年来中国学者在对日汉语教学领域所取得的成果，对相关热点问题、研究方法及

其得失成败做一梳理分析，以期为今后海内外学者的对日汉语教学研究提供借鉴。

关键词：中国；对日汉语教学；《世界汉语教学》；《语言教学与研究》；文献

引言

据悉，2017 年有近 50 万外国留学生来华学习，日本为前十位生源国之一。从学科分布来看，

文科类专业的学生数量仍排名首位，占总人数的 48.45%。聚焦日本境内的汉语学习情况，自 2005

年第一所孔子学院在立命馆大学成立至今，十余年来学习汉语的人数一直持续增长。为了更好地服

务教学，对日汉语教学中的若干问题也愈来愈为学界所关注。已有研究表明，荀春生的《对日本留

学生的翻译课教学》（1979）可看作新中国第一篇对日汉语教学研究的成果，具有举足轻重的奠基

作用和开创意义。90 年代起，各类研究逐渐增多。近年来，这一领域的学位论文数量明显增加，

呈上升趋势；同时，着眼于不同视角、不同时间节点的综述类文章也频频刊出。例如亓华

（2001）从文化教学的角度对新中国的对日汉语教学作了述评；朱勇（2007）为我们勾勒出了 21

世纪初对日汉语词汇教学的研究现状；崔立斌（1997）梳理了 1979—1997 近二十年来对日汉语教

学研究的脉络；娜仁图雅（2007）对 1950—2006 此半个世纪以来的对日汉语教学研究现状作了较

为细致的历史回顾，时间跨度较大。其余涉及语音、语法、教材等对日汉语教学具体问题的研究成

果也可谓硕果累累，不再赘述。

我们认为，汉语教学的国别化研究是深入对外汉语教学研究的有效途径之一。已有的述评类成

果或从宏观角度全方位探索对日汉语教学现状，文献时间跨度少则 5 年，多则半个世纪；或从语音、

语汇、语法、文化等微观视角切入展示学界对某一具体问题的关照。本文拟取法乎中，做一中观研

究，以两本《中文社会科学引文索引》（cssci）来源期刊（核心期刊）——《世界汉语教学》和

《语言教学与研究》（1990—2017）所刊载对日汉语教学研究相关文献为例，管窥一下近三十年来

中国学者在对日汉语教学领域所取得的成果，对相关热点问题、研究方法及其得失成败做一分析，

以期为今后海内外学者的对日汉语教学研究提供借鉴。

41

中國對日漢語教學研究文獻分析
― 以兩本中文核心期刊（1990-2017）為例

劉　　　光　婷



一、对日汉语教学研究文献分布概况

我们选取两本《中文社会科学引文索引》（cssci）来源期刊（中文核心期刊）——《世界汉语

教学》和《语言教学与研究》，对其 1990—2017 年间所刊载的全部文献进行检索，共得到对日汉

语教学研究相关论文 62 篇。其中，《世界汉语教学》刊载 40 篇，《语言教学与研究》刊载 22 篇。

1. 文献作者分布概况

检索到 62 篇论文共涉及作者 78 人次，其中中国学者 63 人次，日本学者 15 人。中国学者在

研究队伍中的主流地位尽在情理中，但 15 位日本学者以国内刊物为平台，积极参与相关问题的探

讨，使我们看到了在日本“汉语热”的大背景下，两国学者之间的交流合作也日益加深。这无论对

于解决对日汉语教学过程中的具体问题，还是促进汉语国际教育这一学科的发展都是非常有益的。

2. 文献主题分布概况

62 篇论文涉及主题结合发文数量大致分布如下：语音 12 篇；习得 8 篇；教材 7 篇；日本汉语

教学概况介绍 6 篇；教学法与教学模式 5 篇；语法 4 篇；汉字 4 篇；汉日语言对比 4 篇；语言测

试 3 篇；语用、阅读各 2 篇；综述、语汇、语篇、文化、写作各 1 篇。

需要指出的是，随着学科间的互通，很多成果呈现出跨界、交叉的面貌。比如上文统计过程中

有 4 篇主题为“语音习得”的文章，该如何归类呢？鉴于语音教学研究成果总体比较丰富，我们

选择将其看作语音教学研究的一个分支，归入“语音”类而非“习得”类文献。这样也便于从总体

上把握语音教学研究的全貌。

上述数据表明：一方面，近三十年来，对日汉语教学研究已涉及此领域的方方面面；另一方面，

语音教学相关问题一直在该领域“居热不下”。这一现象也与二语习得的一般规律相吻合。Robert 

Lado（1957）即指出，二语习得过程中，学习者会倾向于把母语的特征迁移到目的语中，而这种

迁移在语音层面表现得最为明显。因此，语音层面的汉日对比研究及语音习得、教学问题一直备受

学界关注。

钱旭菁（1997）《日本留学生汉语趋向补语的习得顺序》以及王珊（1997）《日本留学生汉语

学习的感知结构分析》两篇文章起，至西香织（2017）《基于会话的日本汉语学习者理解型交际策

略分析》，我们共检索到“习得”主题的论文 8 篇，为该领域的热点问题之二。这依然与二语习得

研究的主流趋势相一致。我们知道，传统的语言教学是以“教”为中心的，教学研究关注“教什么、

怎么教”的问题。比如，在我们的统计数据中，1990 年仅有的一篇文章即为李行健、折敷濑兴的

《日本人可以很快学会汉语吗——一种新的教学方法的探索》，属于教学法的范畴，在一定程度上印

证了我们的理论认识。但随着第二语言教学理论与实践的发展，学界慢慢发现，二语教学中学习者

“学什么、怎么学”的问题同样很值得研究。因此，上世纪 90 年代之后，特别是进入 21 世纪以来，

是汉语习得研究的大发展时期。虽然我们此次考察的文献范围有限，但从 1997 年至 2017 年这 8

篇论文的刊发，很好地说明了当下习得研究在汉语教学研究中的重要价值。
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针对教材的文献为 7 篇，占比较大。结合论文的发表时间，王顺洪（1991）《近十几年来日本

的汉语教科书》发文较早，且为综述类成果。此后该平台便未刊载针对教材的研究成果。2000 年

以后，以教材为考察对象的研究相对比较集中。如吴丽君（2003）《< 琉球官话课本研究 > 评

述》；石汝杰（2004）《日本的汉语教科书及其出版情况介绍》；李无未、陈珊珊（2006）《日本明

治时期的北京官话“会话”课本》等。可以看出，此时的教材研究或是回望历史的结果，或是粗线

条的书目介绍性质。而近十年来，对日汉语教材的研究在方法和关注点上都显得更为科学、细致。

如周小兵、罗宇、张丽（2010）《基于中外对比的汉语文化教材系统考察》，“根据学习目标、学习

对象、内容选择、语言难度和练习设计等指标对九部汉语文化教材进行系统考察，并对比中外二语

文化教材”1）；周小兵、陈楠（2013）《“一版多本”与海外教材的本土化研究》，“对比两种‘一版

多本’的母本（英语版）与其他语种版教材，从语音、词汇、语法、文化等方面考察后者的本土化

特征。并对‘一版多本’教材编写的本土化提出建议”2）。陈楠、杨峥琳（2015）《基于学习策略

的汉语教材练习本土化研究》中，作者对比美、日、韩编写的三部广泛使用的汉语教材，指出其练

习策略存在较大差异。同时，参照颇具代表性的英语、日语、韩语二语教材，探讨汉语教材体现的

学习策略与当地教学法、课堂现状及学习者需求的匹配情况。“推动本土化教学是对外汉语发展的

方向”已成为当下学界的共识，这些成果均可以看作是本土化教学研究在教材领域的积极探索。

3. 文献发表时间分布概况

纵观检索所得 62 篇论文，1990—1999 这十年间发文数量为 24 篇；2000—2009 此十年间为

26 篇；2010—2017 这 8 年间共刊载论文 12 篇。从直观数字来看，本世纪前十年文献比重略占优

势，但并不明显。同时，近十年学界在对日汉语教学研究方面的产出应该是明显增加的，为何这里

却呈下降趋势？原因正如引言中所说，近十年的成果多以学位论文的形式呈现，这是汉语国际教育

专业研究生教育日益发展与对日汉语教学实践不断深入共同作用的结果。细观之，1995（4 篇）、

1997（6 篇）、2004（4 篇）以及 2005（4 篇）可以看做是这一平台下成果较为繁荣的几个节点。

究其原因，90 年代中后期，国别化的对外汉语教学研究逐渐兴起，也有效地促进了对日汉语教学

研究的展开。结合主题来看，1995—2010 年间，语音问题得到持续关注；90 年代的考察重点在于

语音、习得和日本教学情况的介绍；2000 年以后教材研究成为新的热点。

以上，我们从三个角度对所得文献的分布情况作了梳理。接下来，我们以成果较为集中的“语

音”和“习得”研究为例，考察、分析对日汉语教学领域的部分基本认识。

二、“语音”相关文献分析

本次考察对日汉语语音教学研究文献共 12 篇。其具体分布情况大致如下，见表 1 ：
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表 1 对日汉语语音教学研究文献分布概况

刊载时间 1995 1997 1998 2001 2002 2004 2005 2008 2009 2010
文献数量 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

文献主题
语音对比

及教学

鼻韵母

声调 高元音
鼻音韵

母习得

不送气

/ 送气

辅音

卷舌声

母习得

元音

习得

元音习得

声调初级语音

教学

不送气 /
送气辅音

研究方法 描写
调查 + 实验

/ 描写法
实验 实验 实验 实验 实验 实验 实验 实验

据上表可知，十余年来，对日汉语语音教学研究涉及元音、辅音、声母、韵母、声调等各个层

面。90 年代中期，研究主要借助于传统的对比分析法，而后辅以调查法和实验法；至新世纪，则

广泛运用实验法不断深化考察。因此我们认为，对日汉语语音教学研究不仅在文献数量上占一定优

势，方法的科学性也极大地保证了研究的质量。

余维（1995）认为造成日本学生汉语语音听力差、发音难等问题的原因有二：一是日语本身

的语音音素较之汉语要少很多；二是日汉相同的同位语音音素也极少。所以作者“采用对比语言学

的方法，主要就日、汉语的元音在数量、分布的范围、音值等差异上的特征进行对照分析，并根据

汉语语音的难易度分类”3），以此探讨对日本学生的语音教学重点及难点解决办法。余文对两种语

音体系全方位的差异描写，对于教师预测日本学生可能出现的语音偏误并正确处理教学中的重点问

题无疑是很好的理论支撑。但是我们知道，这种“差异 = 难点 = 错误”的“强势对比分析假说”

存在一定的问题。正如 Littlewood（1984）指出的，“差异的来源是语言描写和对比，难点的来源

则是心理过程”4），二者之间未必存在必然的联系。这类文献可以看作是早期语音教学研究的典型

代表。

声调问题也是语音教学的难点问题之一。刘艺（1998）针对四位学过 1-2 年汉语的日韩发音

人的录音材料，利用语音分析软件从调型和调域两个方面展开实验分析。文章指出，日韩学生的调

域偏误占比较大，“很容易将阳平和去声这样的斜调念成低平调”5）。90 年代，汉语偏误分析研究

较为密集，而这种与实证方法相结合的研究为 90 年代后期偏误分析研究的主要特点之一。张林军

（2010）则从范畴化知觉的角度探讨了不同水平日本留学生对汉语声调的感知表现。他认为，“‘零

起点’学习者对声调的知觉是连续性的，初级水平的学习者汉语声调的范畴化知觉能力显著提高，

中级水平的学习者汉语声调的范畴化知觉能力接近母语者的水平，但精细化程度有待提高”6）。该

研究运用 Praat 软件制作了从阴平到阳平的连续体语音材料，并采用语音范畴化研究的经典任务范

式——识别任务和区分任务，对日语母语者的汉语声调知觉特征进行了实验研究，是针对“母语在

二语习得过程中所起作用”这一问题在语音层面上的一个精细化研究。

此外，王韫佳、上官雪娜（2004）通过实验法研究了日本学习者对汉语普通话送气 / 不送气范

畴的加工模式。他们指出，“尽管‘送气’不是日语音系中的区别性特征，但由于日语中的清塞音

/ 塞擦音具有送气变体，因此日本学习者仍然能够较好地在感知和发音中区分普通话的不送气和送

气辅音两种音位范畴”7），但是母语会影响这两种范畴的加工模式。张林军（2009）则进一步探讨

了如何提高日本留学生对汉语送气 / 不送气音的范畴化感知能力问题。
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元音方面，温宝莹（2008）从发音的准确性和集中性两个角度对日语学习者 /a i u y / 等 7 个

元音的习得顺序进行了考察。文章认为，二语语音习得过程中，普遍语法和母语迁移同时起作用，

但学习者母语和目的语语音的相似性决定了二语语音的习得速度，普遍语法只能促进或阻碍习得进

程，不能决定习得顺序。

综上，对日汉语语音教学研究涉及面较为广泛，基本围绕对比分析、偏误研究、习得过程考察

等几类问题展开。方法日趋科学，研究日渐深入。

三、“习得”相关文献分析

本次共检索到“习得”主题研究成果 8 篇。其具体分布情况大致如下，见表 2 ：

表 2 对日汉语教学习得研究文献分布概况

刊载时间 1997 1998 1999 2006 2011 2012 2017
文献数量 2 1 1 1 1 1 1

文献主题
学习者

学习者 学习者 汉字习得 词汇习得 学习者 学习者
语法习得

研究方法 描写 / 调查 调查 调查 实验 调查 / 实验 调查 调查

由上表可知，与对日汉语教学相关的习得研究自 1997—2017 的 20 年间基本包括学习者研究

和语言要素习得研究两大版块内容。其中学习者研究主要涉及学习策略、感知结构、跨文化交际敏

感度和效能感等研究；语言要素习得研究则主要探讨了语汇、语法以及汉字的习得问题。从研究方

法上来看，主要有调查法、实验法等，多种方法并行使用。

王珊（1997）主要运用描写的方法，以感知结构理论为工具，对日本留学生的汉语学习特点

进行了分析，进而从课程设置、弹性编班制度、课堂设备条件、课外教学延伸、教材设计等方面入

手，对日本留学生的细分式教学设计提出了设想和建议。应该说此研究秉承了“以提高二语教学效

率为目的”这一传统二语习得研究的初衷。

徐子亮（1999）采用了访谈、语言行为记录、问卷调查等方法，调查了 60 位不同背景的学习

者，其中日本学习者 14 人。文章主要从有选择的注意策略；有效记忆的策略；利用或创造学习环

境的策略；补偿策略；回避策略；借用母语的策略；摆脱母语、习惯再建的策略等多个角度分析了

外国学生汉语学习的认知策略。作者偶尔也运用了对比的方法，指出欧美学生和日韩等亚洲学生在

回答问题时存在一些差异。但大多数情况下，此研究并未对实验数据作出区分，可以说得出的是针

对外国学生较为普遍的学习策略。

西香织（2017）则“以 10 名日本中高级汉语学习者为对象，以录制的汉语访谈调查及跟踪调

查为材料，对受试者在听不懂访谈者的提问内容时采取的交际策略进行了分析”8）。文章指出，要

求澄清的策略中以回声［↑］间接要求澄清／重复策略最为常见；其次为“XX 是什么意思？”等

直接要求澄清策略；再次为“嗯？”等间接要求重复策略。对中高级水平的学习者来说，直接要求

45中國對日漢語教學研究文獻分析



澄清策略是最主要且有效的解决理解问题的方法。这一研究对提高学习者的口语交际能力具有一定

的指导意义。

钱旭菁（1997）通过统计日本留学生的作文和问卷调查中初、中、高三个阶段趋向补语的准

确度顺序，对日本留学生趋向补语的习得顺序展开了调查研究。在此基础上，文章结合教学实践对

趋向补语作了切分，并根据学生的自然习得顺序安排了如“动词不带宾语的简单趋向补语”“动词

不带宾语的复合趋向补语”等 10 小类趋向补语的出现次序。作者认为，应通过研究确定各小类趋

向补语在整个汉语系统的习得顺序中的位置，将其合理地分配到不同的学习阶段。

语言要素习得研究方面，较新的如李冰（2011）采用了纸笔测试的调查法以及双因素混合实

验法，研究了词形对汉语词汇习得的影响。文章认为，完全同形词学习效果好，繁简词和细差词学

习效果差。学生级别越高，对三类词形的词掌握得越好。从词形角度研究词汇习得，这篇文章作了

很好的尝试。

综上，汉语习得研究发展至今 30 余年，因其对二语教学效果的直接影响，越来越受到汉语教

学研究的重视，对日汉语教学领域也不例外。

四、结语

我们以两本中文核心期刊——《世界汉语教学》和《语言教学与研究》（1990—2017）所刊载

对日汉语教学研究相关文献为例，从文献分布概况、语音研究、习得研究等角度，梳理并分析了近

三十年来中国学者在对日汉语教学研究领域所做的不懈努力，以期能为今后海内外学者的对日汉语

教学研究提供借鉴。遗憾的是，本文基于相对封闭的文献研究因所观察数据的有限性，显得较为粗

线条。不足之处，以期在后续研究中不断得以补充完善和深化。

注

 1 ）周小兵，罗宇，张丽 2010 ：《基于中外对比的汉语文化教材系统考察》，《语言教学与研究》第 5
期，第 1 页。

 2 ）周小兵，陈楠 2013 ：《“一版多本”与海外教材的本土化研究》，《世界汉语教学》第 2 期，第

268 页。

 3 ） 余维 1995 ：《日、汉语音对比分析与汉语语音教学》，《语言教学与研究》第 4 期，第 123-124 页。

 4 ）刘颂浩 2007 ：《第二语言习得导论——对外汉语教学视角》，北京：世界图书出版公司，第 66 页。

 5 ）刘艺 1998 ：《日韩学生的汉语声调分析》，《世界汉语教学》第 1 期，第 98 页。

 6 ）张林军 2010 ：《日本留学生汉语声调的范畴化知觉》，《语言教学与研究》第 3 期，第 9 页。

 7 ）王韫佳，上官雪娜 2004 ：《日本学习者对汉语普通话不送气 / 送气辅音的加工》，《世界汉语教

学》第 3 期，第 54 页。

 8 ）西香织 2017 ：《基于会话的日本汉语学习者理解型交际策略分析》，《世界汉语教学》第 1 期，第

128 页。
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〈Abstract〉
  We have recently often observed an array of communication-focused methods, in which 

the researchers have been devising ways to improve the learners’ communicative competence 

by making active use of native-speaker teachers. We have concurrently observed changes of 

qualities and abilities required for teachers.

  The authors of this paper have examined “qualities and abilities required for teachers of 

Japanese” and “excellent foreign language classes” from various perspectives.

  Here are a few questions that we have come up with along the way.

  Are a series of findings that we have so far observed specific to Japanese language educa-

tion? Would it be possible to discuss these findings under the common concept of “language 

education,” in lieu of dealing with various issues in different shells such as Japanese language 

education, English language education, Chinese language education, French language educa-

tion, and so forth? Or would it be possible to exchange with each other expertise stored in each 

of the different fields, so that we could utilize the common pedagogical assets for the sake of 

the betterment of foreign language education in general? Would it be even possible to hammer 

out qualities and abilities needed for foreign language teachers on the basis of the individuality 

of each language and the commonality (universality) of foreign language education?

  The main purpose of this research is to work out ways to inquire about qualities and abili-

ties that native speaker teachers (NST) / non-native speaker teachers (NNST) are to be 

equipped with for the sake of developing excellent foreign language classes as well as to search 

for good ways for NSTs and NNSTs to collaborate and cooperate with each other.

  The authors believe that it is possible to conceptualize “excellent foreign language classes” 

by delving into the linguistic individuality and the pedagogical commonality (universality) via 

our survey results as to what the teachers’ roles are and what qualities and abilities the learn-

ers expect of NSTs and NNSTs. If we can find out what the teachers are expected of, then the 

findings will not only help to facilitate teacher-training but also to improve the necessary quali-

ties and abilities for good teachers.

  We hve already discussed in the previous paper, on competence s and abilities rewuired 

for English and Chinese teachers. We are going to discuss of those reuired for French and 

German teaching.
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はじめに

　外国語教育に求められる学習者のニーズは，時代の移り変わりとともに変化しつつある。従来

の知識注入型教育から，学習者の主体性に重きを置いた，コミュニケ―ション重視の方法論へと

主眼を映しつつある。それと同時に教員に求められる資質や能力も変化してきている。

　ネイティブ教員を積極的に活用し，学習者のコミュニケーション能力を伸長させる方策が採ら

れているが，ノンネイティブ教員との連携や協働により「優れた」外国語授業創出のための役割

分担も重要な課題となる。

　論者は，これまでに「求められる日本語教員の資質・能力」や「優れた外国語授業」について

様々に考察してきた中川（2010，2011a，2011b，2012a，2012b，2012c，2014等）。

　ここで次のような疑問が浮かび上がる。

　これまでの一連の知見は，はたして日本語教育に特化したものか。日本語教育，英語教育，中

国語教育やフランス語教育といった，それぞれの領域の殻に閉じこもるのではなく，「外国語教

育」という共通した概念のもとで議論することはできないか。またそれぞれの領域で蓄積されて

いる知見を交換し，共通財産として「外国語教育」の進展に活かしていくことはできないか。外

国語教員として求められる資質や能力は，それぞれの言語の個別性と外国語教育という共通性

（一般性）の上で議論することができるのではないか。

　本研究は，「優れた外国語授業」創出のためのネイティブ／ノンネイティブ教員に求められる

資質・能力を問い，両者の連携・協働のあり方を模索することを主目的とする。

　そのため本研究では，教員の役割分担やネイティブ／ノンネイティブ教員の資質や能力につい

て学習者が何を求めるかを問うアンケートを基礎資料とし，個別性と共通性（一般性）を探るこ

とにより，「優れた外国語授業」の概念化が図れるものと考える。

　前稿（中川・岡本・倉田，2018）では，京都外国語大学中国語学科と英米語学科の学生を対象

とした「ネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・能力」について問うたアンケート結果を報告

した。本稿では，前稿で得られた結果が，フランス語学科，ドイツ語学科の学生にも有効か，外

国語教育に共通の一般性と目標言語ごとの特殊性の関連性を問う。

　教員に求められる資質・能力や役割分担が明らかになれば，「優れた」外国語授業の創出はよ

り容易になるばかりか，教員の養成にも明確な指針が示されるであろう。

1．本研究の位置づけ

　前稿（中川・岡本・倉田，2018）でも掲げた本稿の位置づけ（目標）を次のように考える。

　この方面での研究は，田中（2013）「日本語教育における『ネイティブ』／『ノンネイティブ』

概念 ― 言語学研究および言語教育における関連文献のレビューから ―」，平畑（2008）「アジ

アにおける母語話者日本語教師の新たな役割 ― 母語話者性と日本人性の視点から ―」，大藪
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（2007）「英語で教える英語の授業」：非母語話者教員をとりまく状況分析と理論的枠組み」など，

少なからず存在するが，いずれも日本語教育や英語教育，また，中国やベトナムといった個々の

集団内の議論にすぎず，外国語教育を一般化・概念化した研究は管見の限りない。外国語教育を

一括りとした，外国語教員に関する議論やその養成に関する議論もなされていない。

　そこで当研究を次のように位置づけることができる。

 ⃝ それぞれの言語教育において，ネイティブ／ノンネイティブの連携・協働による「授業実践

報告」や教員の「役割分担」に関する調査研究は，大学紀要や大学紹介冊子，各々の教員の

所属学会・研究会等で個別に報告がなされ，外国語教育の参考に供されているが，それらを

集大成した，日本語や英語といった枠を超えた超言語的観点からの調査研究はこれまでに存

在しない。

 ⃝ 外国語教員の養成は，当該言語能力の向上に主眼が置かれ，人間性を含む教員の資質や能力

全般に関する研究には目が向けられていない。

 ⃝教育方法論の改善，新たな教育方法の構築につながる。

 ⃝ 外国語大学の使命とする外国語教育の進展に多大に寄与し，外国語教育メソッドの改善と新

たな可能性を切り拓く。時代に呼応した外国語教育を探求する。

2．ネイティブ／ノンネイティブ教員の連携・協働に関する先行研究

　外国語教育に求められる教員の資質や能力について，まずは英語教育に求めてみる。

2.1　英語の授業で求められる教員の資質・能力

　石田・緑川他（2004）は，英語教員に「授業で求められる資質・能力」の要件について，次の

ように挙げている。

1．『英語で効果的に授業を行うための「英語力」』の要件

 ⑴　中学校教科書指導の場合

・「目標値」以上の能力（能力試験で測れる英語力）

・授業で「教室英語」，「練習」，「導入」，「スモールトーク」を英語で行う能力，など

 ⑵　中学校での協同授業と高校 OGでの協同授業の場合

・「目標値」以上の能力

・ALTから「情報を引き出す力」

・ALTに生徒を訓練させる力

・平易な英語で言い換える力

・ALTと共同でモデルを示す力

・ALTと交渉をする力

・ALTに指示をする力，など
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2．『英語で効果的な授業を行うための「英語教授力」』の要件

 中学校教科書指導の場合

・自己表現活動を指導する力

・絵などの補助教材を使って英語で説明する力

・生徒に本文などを暗記させるまで音読させる力，など

　上記から分かることは，英語教員には，所属機関における一般職員であること以上に，相当な

英語力が求められているということである。

2.2　ALT教員（ネイティブ教員）に求められる資質・能力

　JETプログラムは，平成 27年度の応募条件を 18項目にわたり詳細に記載している 1）。

　それらをまとめると，外国語指導助手（ALT）に求められる資質・能力として，学士以上の資

格を有し，母語で適切な言語運用が可能であることに加えて，日本や日本の外国語教育に理解と

関心があり，子どもと積極的にかかわろうとする意欲のあることが条件となる。

2.3　ネイティブ教員とのティーム；ティーチング

　文部科学省初等中等教育局国際教育課外国語教育推進室では，「（別紙）文部科学省が一般的に

考える外国語指導助手（ALT）とのティーム・ティーチングにおける ALTの役割について記載

がある 2）。

　ノンネイティブ教員は，担任（ネイティブ教員）の教材作成や音声等の補助をし，ティーム・

ティーチングに当たるべきことを強調している。

2.4　ネイティブ／ノンネイティブ教員の利点

　ネイティブ／ノンネイティブ教員の利点に関する研究では，日本語教育に関するものが比較的

盛んである。

　国際交流基金が実施する日本語教師長期研修の方針の報告書の中で，阿部・横山（1991）は，

ノンネイティブ教師の利点を「学習者と母語や文化を共有し，学習者としての経験が活かされ

る」ことを挙げている。

　石井（1991）も，ノンネイティブ教員の利点について同様の認識を示しつつ，「学習者と文化

を共有する」ことに置いている。

　一方でネイティブ教員にはどんな役割が期待されているのか。

　平畑（2008）は，「母語話者と共存し，母語話者にパートナーシップを期待するものへと変化

しつつある」と指摘し，平畑（2007）では，海外での教授経験のある日本語教師への質問紙調査

から，「意欲」「人間性」「教育能力」「コーディネート能力」「国際感覚」「日本人性」という 6因

子を抽出している。

　では学習者の視点からは，どのような教員が望まれるのだろうか。
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　縫部他（2006）は，「『優れた』日本語教師の行動特性」について共通して，「日本語教師の専

門性」「教師の人間性」「授業の実践能力」「コース運営」「指導経験と資格」という 5因子が

「『優れた』日本語教師」の枠組みを構成していることが明らかにした。

　本章で述べてきたことは，日本語教育・日本語教員に特化した先行研究の紹介ではあったが，

ネイティブ／ノンネイティブ教師に求めあれる資質や能力は，言語を問わず共通した概念として

認識することができるであろう。超言語的な一般性に言語それぞれの個別性が加わるものと考え

てよい。

2.5　外国語教育におけるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・能力と連携・協働

　上記観点からわれわれは，外国語教育の一般化と個別化を探索すべく，英語や中国語，スペイ

ン語といった外国語教員に求められるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・能力についてア

ンケート調査を実施している。前稿（中川・岡本・倉田，2018）においては，京都外国語大学英

米語学科と中国語学科の学生が求めるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質や能力に関するア

ンケート結果を報告した。

　結果をおしなべて述べると，次のようになる。

　ノンネイティブ教員には，自らが学習者であったことから，学習者と価値観や文化を共有し，

習得が困難なことと容易なことを熟知している。つまり学習者にとっては，ロールモデルとして，

教員からの授業やアドバイスを享受する。

　一方でネイティブ教員には，目標言語でのコミュニケーションを可能にしてくれる役割が求め

られる。ネイティブであるがゆえ，カルチャーモデルとして，目標文化の伝授者・紹介者となる。

　中国語は，学習者にとって初習言語，英語は既習言語であるため，ネイティブ英語教員には，

より強く学習者との英語によるコミュニケーションや授業技能が求められるであろう。

　このような資質や能力を備えたネイティブ／ノンネイティブ教員の連携・協働により，「優れ

た外国語授業」が創出されるものと考えられる。

　英語や中国語教育で見てきたネイティブ／ノンネイティブ教育の連携・強度や役割分担は，果

たして他の外国語教育でも一般化を図ることができるか。本研究の立ち位置は，まさにそこにあ

る。

3．フランス語学科・ドイツ語学科学生を対象とした調査

　京都外国語大学フランス語学科・ドイツ語学科の学生を対象に，ネイティブ／ノンネイティブ

教員に求める資質・能力について問うアンケートを実施した。

3.1　アンケート項目の策定

　質問紙の作成に当たっては，縫部他（2006）が作成した 41項目を参考に，本論の趣旨である，
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「ネイティブ／ノンネイティブ教員の連携・協働，や「役割分担」に鑑み，質問項目を若干追

加・削除して 40項目とした。またネイティブ／ノンネイティブ教員ともに同一項目で問うたが，

ネイティブ教員に関する項目では，試験・留学経験にかかる酷目（38～40）を削除した。

　日本人（ノンネイティブ）教員及びネイティブ教員に求められる資質や能力について，それぞ

れ 40項目（37項目）を 4件尺度法（4：強く求める，3：求める，2：あまり求めない，1：全く

求めない）で問うた。

　それぞれの項目の平均値を出していく。アンケート項目については，巻末付表参照。

3.2　調査期間

　2016年 12月～2017年 1月。

3.2　調査協力者

フランス語学科（146名）

ドイツ語学科（186名）

　上図 1～4のごとく，フランス語学科・ドイツ語学科に在籍する学生に対し，偏りなく（男・

女）については，学生比率を反映している）調査が施されており，調査対象者が結果を左右する

ものではないと思われる。

図 1　フランス語学科　男／女の別

男

女

不明

1年
2年
3年
4年

図 2　フランス語学科　学年の別

男

女

不明

1年
2年
3年
4年

図 3　ドイツ語学科　男／女の別

男

女

不明

1年
2年
3年
4年
不明

図 4　ドイツ語学科　学年の別

男

女

不明

1年
2年
3年
4年
不明
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4．調査結果

　付表 1より，フラン語学科・ドイツ語学科の学生が求めるネイティブ／ノンネイティブ教員の

資質・能力上位 10を選び出してみる（付表 1より平均値の高いもの）。

表 1　 フランス語学科・ドイツ語学科の学生が求めるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・
能力

ノンネイティブ教員に求めるもの ネイティブ教員に求めるもの

【フランス語学科】

すべての学習者に公平である 正しい発音やアクセントで流暢に話せる

学習者の文法上の間違いを適切に訂正する 授業を楽しくする

授業を楽しくする 学習者の発音上の間違いを適切に直せる

正しい発音やアクセントで流暢に話せる フランスの歴史や文化・習慣などについて深い知識
がある

フランスの歴史や文化・習慣などについて深い知識
がある

すべての学習者に公平である

教室外でも話しやすく親しみやすさを感じる 教室外でも話しやすく親しみやすさを感じる

学習者の発音上の間違いを適切に直せる フランス文化を授業の中で体験させてくれる

進学や就職などの知識が豊富である 教室を和やかでくつろいだ雰囲気にする

フランス人の考え方や思考方法を理解している コミュニケーション重視の練習をたくさん取り入れ
る

外国語としてのフランス語教授法に精通している 話すこと・聞くことを中心に教える

【ドイツ語学科】

教室外でも話しやすく親しみやすさを感じる 翻訳や通訳の練習を取り入れる

日本語と学習者の母語を比較しながら教える 学習者の文法上の間違いを適切に訂正する

習得が困難なことと容易なことをよく知っている ドイツ語だけで授業をする

教室を和やかでくつろいだ雰囲気にする すべての学習者に公平である

教師として威厳のある態度で学習者に接する ドイツ語と学習者の母語を比較しながら教える

すべての学習者に公平である 習得が困難なことと容易なことをよく知っている

学習者にドイツ語で話すことを促す 宿題を適度に出し，きちんとチェックする

学習者だった時の経験を活かして教える 進学や就職などの知識が豊富である

授業を楽しくする 教室を和やかでくつろいだ雰囲気にする

学習者の発音上の間違いを適切に直せる 教科書に沿って文法を重点的に教える

　本論の趣旨は，外国語教育全般に共通する，ネイティブ／ノンネイティブ教員に求められる概

念としての資質・能力の抽出にあるが，前稿と併せて考えるに，ネイティブ／ノンネイティブあ

るいは言語を問わず求められるのは，
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 ⃝教室を和やかで楽しくする

 ⃝教室外でも親しみやすい

 ⃝目標言語文化を紹介する

 ⃝正しい発音で目標言語を話す

等であり，ノンネイティブ教員には，

 ⃝学習者としての経験から習得が困難な項目と容易な項目を知っている

 ⃝進学や就職の相談に乗る

等の役目が課され，ネイティブ教員には，カルチャーモデルとして，

 ⃝コミュニケーションとしての目標言語

 ⃝話すこと・聞くことを中心に教える

等が求められる。

　また言語による特殊性として，ドイツ語教員には，フランス語教員に比して，

 ⃝権威ある態度で学習者に接する

ことも求められる。

　中等教育におけるネイティブ／ノンネイティブ教員の役割同様，ともに組織の一員として，互

いの不足点を補いながら役割を果たしていくことが「優れた」外国語授業に結び付くことはいう

までもなく，学習者の学習意欲を起こさせることになろう。

　フランス語学科，ドイツ語学科それぞれの調査対象者について，男女別・学年別有意差の有無

を検定したが，有意差は現れなかった。本結果は，京都外国語大学フランス語学科・ドイツ語学

科の学生が，ネイティブ・ノンネイティブ教員に求める資質・能力やネイティブ・ノンネイティ

ブ教員の連携・協働のあり様を示すものと考えてよい。

おわりに

　本稿の趣旨は，超言語的観点から，言語一般に共通するネイティブ／ノンネイティブ教員に求

められる概念の抽出にあるが，ネイティブ／ノンネイティブ教員の役割分担は可能であろうか。

ネイティブ／ノンネイティブ教員の特技を活かして，両者の連携・協働が探求されれば，外国語

授業に効果のもたらされることが期待される。

　つまり言語教育一般に共通する概念があり，教員には，概念としての資質・能力が求められ，

各々の言語には，共通性の上に個別の概念が付加されるという構造をなす。
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注

1）JETプログラムは，平成 27年度の応募条件を次のようにまとめている。
 ⑴　日本について関心があり，参加者となった後もすすんで日本に対する理解を深める意欲があ
ること。日本の地域社会における国際交流活動に参加する意欲があること。

 ⑵　心身ともに健康であること。
 ⑶　日本で職務に従事し，生活に適応する能力を有し，責任を持って任用期間の職務を全うする
意志があること。

 ⑷　外国語指導助手又は国際交流員に応募する者は，大学の学士号取得者又は指定の来日日まで
に学士号取得見込みの者であること。（外国語指導助手に応募する者は，3年以上の初等学校
若しくは中等学校の教員養成課程を修了した者又は指定の来日日までに同課程を修了見込みの
者であることでも可。）

 ⑸　応募時に，募集選考国の国籍（永住権ではない。）を有すること。なお，日本国籍を有する
者は参加同意書提出期日までに日本国籍を離脱する届け出を行うことに留意すること。日本以
外の多重国籍を有する者は一つの対象国籍者として応募できる。

 ⑹　指定言語（注 3参照）について，現代の標準的な発音，リズム，イントネーションを身に付
け，正確かつ適切に運用できる優れた語学力を有していること。また，論理的に文章を構成す
る力を備えていること。

 ⑺　2013年度以降（2013年 4月指定来日日以降）の JETプログラムに参加しておらず，かつ，
過去の参加累計期間が 5年以下であること。

 ⑻　前年度 JETプログラムに合格し，配置先決定の通知後，辞退した者でないこと。ただし，
やむを得ない事由があると認められる場合を除く。

 ⑼　応募時までに，2006年以降合計して 6年以上にわたり日本に居住していないこと。
 ⑽　本プログラム終了後も日本との交流に積極的に関与する意欲を有していること。
 ⑾　JETプログラムに参加するための我が国への入国に際して，出入国管理及び難民認定法第 2
条の 2に定める在留資格をもって在留することに同意すること。

 ⑿　日本国法令を遵守する意志を有すること。
 ⒀　犯罪に係る刑罰等の執行猶予を受けている者においては，応募時までに執行猶予期間を満了
していること。
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 英語圏以外の国の場合
 ⒁　英語又は日本語の実用的能力を有すること。
 外国語指導助手については，一般要件のほか，更に以下の要件を必要とする
 ⒂　日本における教育，特に外国語教育に関心があること。
 ⒃　積極的に子ども達と共に活動することに意欲があること。
 ⒄　語学教師としての資格を有する者又は「語学教育」に熱意がある者。
 ※　応募要件ではないが，次のような要件に該当する応募者には選考にあたり一定の評価が追加
的に与えられる。

  1）語学教師としての経験又は資格を有すること。
  2）教職経験又は教職資格を有すること。
  3）高い日本語能力を有すること。
 国際交流員については，一般要件のほか，更に以下の要件を満たすこと
 ⒅　日本語の実用的な能力を有すること（日本語能力試験 N1～N2レベル相当）。
  　すなわち外国語指導助手（ALT）に求められる資質・能力として，学士以上の資格を有し，
母語で適切な言語運用が可能であることに加えて，日本や日本の外国語教育に理解と関心があ
り，子どもと積極的にかかわろうとする意欲のあることが条件となる。

2）学級担任または教科等担当教員（以下「担当教員」という。）と ALTとのティーム・ティーチ
ングにおける ALTの役割は以下のとおり。

 ○ ALTは基本的には担当教員の指導のもと，担当教員が行う授業にかかる補助をする。
  ⑴　授業前
    　学校（担当教員）が作成した指導計画・学習指導案に基づき，授業の打ち合わせを行うと

もに，教材作成等を補助する
   ＊授業の目的，指内容を理解
   ＊指導手順，指の役割分担，教材等を把握
   ＊教材作成やの補助
  ⑵　授業
    　担当教員の指導のもと，担当教員が行う授業を補助する。
   （ALTが行う役割の例）
 ○言語活動における児童生徒に対する指導の補助活動についての説明，助言，講評
  ＊言語モデルの提示
  ＊音声，表現，文法等についてのチェックや助言
  ＊児童生徒との会話
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【付表 1　アンケート結果】

No 項　　　目 NNT NT NNT NT

1 絵教材や視聴覚教材など，さまざまな教材を多く用いる 3.12 3.28 3 3.25

2 外国語としての日本語教授法に精通している 3.39 3.42 3.34 3.36

3 学習者からの質問に即座に答えられる 3.37 3.56 3.28 3.41

4 学習者に日本語で話すことを促す 2.81 3.22 2.69 3.25

5 学習者の発音上の間違いを適切に直せる 3.47 3.71 3.36 3.63

6 学習者の文法上の間違いを適切に訂正する 3.63 3.56 3.61 3.42

7 教科書に沿って文法を重点的に教える 3.03 2.8 3.16 2.84

8 教室外でも話しやすく親しみやすさを感じる 3.49 3.65 3.45 3.52

9 教室外や課外でも学習者と交わることが多い 3.15 3.45 2.98 3.28

10 教室内において学習者に規律を守らせる 2.9 2.95 2.87 2.95

11 教室を和やかでくつろいだ雰囲気にする 3.21 3.58 3.1 6.4

12 教師として威厳のある態度で学習者に接する 2.67 2.71 2.49 2.65

13 コミュニケーション重視の練習をたくさん取り入れる 3.2 3.58 2.99 3.47

14 コンピュータ教材を用いて授業を進める 2.45 2.4 2.3 2.21

15 試験（JLPTなど）についての知識が豊富である 3.32 2.71 3.23 2.64

16 修士またはそれ以上の学位を持っている 2.64 2.64 2.54 2.43

17 習得が困難なことと容易なことをよく知っている 3.3 3.28 3.19 3.09

18 授業を楽しくする 3.6 3.73 3.47 3.57

19 宿題を適度に出し，きちんとチェックする 2.81 2.81 3.01 2.98

20 進学や就職などの知識が豊富である 3.41 2.87 3.36 2.71

21 すべての学習者に公平である 3.67 3.69 3.59 3.57

22 正しい発音やアクセントで流暢に話せる 3.6 3.82 3.28 3.7

23 日本語以外のことにも相談にのってくれる 3.31 3.29 3.14 2.97

24 日本語教育に関する資格を持っている 3.13 3.06 3.03 2.88

25 日本語だけで授業をする 2.39 3.09 2.54 3.3.0616

26 日本語と学習者の母語を比較しながら教える 3.33 3.12 3.1 2.73

27 日本語の教授経験が長い 2.81 2.63 2.62 2.89

28 日本人の考え方や思考方法を理解している 3.4 3.51 3.18 3.54

29 日本の歌やドラマ・アニメなどを紹介してくれる 3.35 3.49 3.03 3.45

30 日本の歴史や文化・習慣などについて深い知識がある 3.55 3.7 3.28 3.54

31 日本文化を授業の中で体験させてくれる 3.37 3.6 3.15 3.49

32 話すこと・聞くことを中心に教える 3.38 3.57 3.04 3.48

33 文法や語彙を学習者の母語で説明する 3.13 2.94 3.26 2.88

34 文法や語彙を日本語で説明する 3.24 2.87 3.4 2.68

35 ペアワークやグループワークを積極的に取り入れる 2.66 2.99 2.68 3.12

36 翻訳や通訳の練習を取り入れる 3.12 2.97 2.98 2.86

37 読むこと・書くことを中心に教える 3.02 2.76 3.07 2.76

38 学習者だった時の経験を活かして教える 3.37 3.35

39 日本への留学経験がある 3.08 2.84

40 日本語能力試験（JLPT)で N1に合格している 2.92 2.8

※Ｎ＝ネイティブ教員，ＮＮＴ＝ノンネイティブ教員。



〈要約〉
　2017年 9月，ドイツで通常 4年に一度の総選挙が行われた。選挙に勝つために各党は選
挙公約，および選挙ポスターやプラカードを作成し，党の政策および党の魅力を市民，有権
者に最大限にアピールしている。選挙公約はその性質上，人々にわかりやすく，また明快に
表現されるべきものである。選挙ポスターやプラカードは文字媒体を使用するスペースが限
られていることから，とりわけ簡潔に表現されなければならない。今回の調査の結果，選挙
ポスターやプラカードには Anglizismen（英語的語法／英語ふうの慣用語法）が一切用いら
れていないことがわかった。一方，選挙公約では，様々な Anglizismenの使用が見られた。
各党がほぼ共通して使用しているものとして Start ups，Open Dataなどがあるが，果たして
一般的に周知されている表現かどうかは疑問が残る。その不安を取り除くかのように，Big 

Data（Große Datenmengen）のように Anglizismusに続けてカッコ付でドイツ語を付加して
いる使用も見られた。インターネット関連の表現では様々な Anglizismenが用いられている
こと，とりわけ cyber...を接頭辞とする Anglizismenの語彙が多用されていることがわかる。
また，One in, two out-Prinzipなどに代表されるような一見理解不可能な表現が多数見られ
た。
　本論文においては，選挙公約，および選挙ポスターやプラカードにおいて用いられている
Anglizismenに注目し，エコ言語学的観点から各党の Anglizismenの用い方を分析し，政
治・政策分野で用いられる Anglizismenの使用に孕む問題性を考察した。

Einleitung

  Die soziale Ausbreitung des politischen Wortschatzes auf bestimmte Gesellschaftsschichten 

wurzelt in historischen Ereignissen wie der industriellen Revolution und demokratischen Formen. 

So erklärt sich die enge Verknüpfung mit dem gesellschaftlichen Leben. Politischer Wortschatz 

vergrößert beziehungsweise verringert sich mit der Zeit1）. In der Politik verwandte Sprache zeich-

net sich durch unterschiedliche Kommunikationsstrategien aus und ist in der Regel auch 

parteienspezifisch.

  In dieser Abhandlung soll am Beispiel des Bundestagswahlkampfes 2017 überprüft werden, in 

welchem Umfang sich inzwischen Anglizismen im politischen Wortschatz etabliert haben, denn 

Anglizismen verbreiten sich in vielen Bereichen2） immer mehr. Wenn es sich allerdings um 

Bereiche handelt wie das Netz und den Computer, kann man davon ausgehen, dass ein großer Teil 

der Zielgruppe3） mit der englischen Sprache vertraut ist und keine Verständlichkeitsprobleme mit 
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auftretenden Anglizismen hat. Bei politischen Wahlen geht es um viele Themen und die 

Wahlaussagen richten sich an alle Bevölkerungsteile4）, d. h. an Wahlberechtigte, vom 18jährigen 

jungen Erwachsenen bis zum Senior im höchsten Alter.

  Dieckmann konstatierte bereits 1969, dass Sprache der Politik immer auf zwei Bedeutungen 

auszuweiten sei, einerseits könne man den Sprachgebrauch von Politikern als Parole bezeichnen 

und andererseits den speziellen Wortschatz der Langue zuordnen5）. Der Wortschatz von Parteien 

variiert ideologisch bedingt. Schlagwörter unterscheiden sich. Hier soll es um den Sprachgebrauch 

eines speziellen Wortschatzes, um den Gebrauch von Anglizismen, im Bundestagswahlkampf 

gehen. Für diese Untersuchung sind im Bundestagswahlkampf 2017 Wahlplakate und 

Parteiprogramme ausgewählter Parteien vom ökolinguistischen Ansatz aus analysiert worden. 

Gerade dann, wenn nämlich die Politiker selbst die Forderung nach einem bewussten, reflektierten 

Umgang mit Sprache aussprechen und Kritik an der Wortwahl nehmen6）, müssen wir als Linguisten 

handeln.

1. Die Stellung der deutschen Sprache und Englisch in der Politik

  Der Trend zur englischen Sprache zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern betrifft die 

gesamte EU, denn die EU-Mitgliedstaaten bemühen sich immer mehr, dass ihre Bürger besser 

Englisch lernen. Ammon spricht sogar davon, dass es nicht mehr abwegig sei, Englisch als eine der 

zukünftigen Sprachen vieler Deutscher und anderer EU-Bürger zu veranschlagen und für manche 

von ihnen, z. B. gewisse Wirtschaftsführer oder Wissenschaftler Englisch schon heute eine 

Zweitsprache sei. (Ammon 2005: 316)

  In der Rangordnung folgt bei der Zusammenfassung von Muttersprachlern und Zweit- oder 

Fremdsprachlern Deutsch auf Rang zwei Englisch auf Rang eins. (Ammon 2005: 320) Trotzdem 

wird Deutsch in den Organen der EU weit weniger als Arbeitssprache verwendet als Englisch. 

Darin werden zwei Gründe gesehen. Erstens sind Deutsche und Österreicher bereit, zu Gunsten 

des Englischen auf die deutsche Sprache zu verzichten. Zweitens haben sich Regierungsvertreter 

öffentlich für den Verzicht ausgesprochen. Unter diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, dass der 

Gebrauch von Anglizismen erst gar nicht zur Debatte steht.

  Frankreich stellt in der EU in dieser Beziehung eine Ausnahme dar. So machte sich z. B. 

Sarkozy7） während seiner Amtszeit immer wieder deutlich für die französische Sprache stark, 

indem er betonte, dass in allen Unternehmen auf französischem Boden die Arbeitssprache 

Französisch sein müsse und die Sprache auf internationaler Bühne mehr genutzt werden müsse. 

Außerdem bestand er auf der Existenz von zwei Fremdsprachen, da das für ihn die einzige 

Möglichkeit bedeute, dem Vormarsch der englischen Sprache Herr zu werden.
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  Auch in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein steht Deutsch als Landessprache in 

der jeweiligen Verfassung. Versuche dieser Art werden in Deutschland immer wieder angestrebt, 

aber bis heute nicht durchgesetzt. Der CDU-Politiker Norbert Lammert meint, dass es für die 

Kultur und das Selbstverständnis eines Landes keinen wichtigeren Faktor als die Sprache gebe. 

Dies sei noch wichtiger als die Bestimmung Berlins als Hauptstadt der Bundesrepublik oder der 

Landesfarben. Denn die letztgenannten sind beide anders als die deutsche Sprache im deutschen 

Grundgesetz verankert. (Sprang 2016: 79)

  Der 2016 verstorbene ehemalige Bundesinnenminister, Außenminister und FDP-Vorsitzende 

Hans Dietrich Genscher hatte noch die Empfehlung ausgesprochen, dass Politiker, die verstanden 

werden wollten, schon aus Respekt vor der deutschen Sprache anstelle aufgesetzter Anglizismen 

deutschen Begriffen den Vorrang geben sollten. (Sprang 2016: 82)

  Zum Schluss soll hier ein typisches Beispiel für Anglizismen im deutschen Bundestag gegeben 

werden, deren Bedeutung sich nicht einfach erschließen lässt. Bei dem Anglizismus 

„Abgeordnetenwatch“ geht es nicht, wie man vermuten könnte, um die Bezeichnung von einer Uhr 

für Abgeordnete, sondern um die Beobachtung und Überprüfung der Handlungen von 

Bundestagsabgeordneten.

2. Kommunikationsformen im Wahlkampf

  Im Wahlkampf werden viele verschiedene Kommunikationsformen genutzt, damit es zu einem 

aktiven oder passiven Dialog zwischen den aufgestellten Kandidaten und den Wählern kommt. Zu 

den wichtigsten zählen Reden im Bundestag oder Wahlveranstaltungen, Fernsehinterviews, 

Fernsehtalkshows, Gespräche am Wahlstand, Podiumsdiskussionen, Presseerklärungen, 

Radiointerviews, Radiowahlspots, Wahlcharts, Wahlflugschriften, Wahlplakate, Wahl-Podcasts, 

Wahlprogramme,  Wahlzei tungen,  Wahlzei tschr i f ten,  Wahlv ideos,  Websei ten und 

Zeitungsinterviews8）. Aus diesen sind als Untersuchungsgegenstände das Wahlplakat und das 

Wahlprogramm aus den folgenden Gründen ausgewählt worden. Wahlplakate erreichen mit 

Ausnahme von Stubenhockern oder ans Hausgefesselte alle. Wahlprogramme stehen am Anfang 

eines Wahlkampfes und legen die Grundlage für die Inhalte, die in den weiteren oben aufgezählten 

möglichen Kommunikationsformen im Wahlkampf vorkommen.

2.1. Das Wahlplakat

  Bei Wahlplakaten handelt es sich um eine Textsorte, die in der Öffentlichkeit die meiste 

Aufmerksamkeit auf sich zieht und das öffentliche Leben im Wahlkampf maßgeblich bestimmt. 

Darüber hinaus stellt diese Textworte auch linguistisch eine Besonderheit dar. Botschaften auf 
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Wahlplakaten müssen schon aus praktischen Gründen, dem Platzmangel, kurz und präzise gehalten 

werden9）. Das heißt gleichzeitig, dass die gewählte Sprache auf einen Blick für den Leser auch im 

Vorbeigehen verständlich und einprägsam sein muss. Es könnte einer der Indikatoren für die 

Durchsetzung von Anglizismen auf Wahlplakaten sein. Auf eine Analyse der Bild-Linguistik wird an 

dieser Stelle verzichtet. Im dritten Kapitel werden einige Plakataufschriften der Bundestagswahl 

2017 vorgestellt.

2.2. Das Wahlprogramm

  Im Gegensatz zum Wahlplakat gehört das Wahlprogramm zu einer Textsorte mit einem 

längeren geschriebenen Text, in dem Wahlversprechen und Forderungen sprachlich formuliert 

sind. Bisherige Regierungsparteien nennen die letzte Legislaturperiode vergleichend ihre Ziele für 

die neu anstehende Legislaturperiode. Die Oppositionsparteien dagegen kritisieren die bisherige 

Regierungsarbeit und unterbreiten Verbesserungsvorschläge. Inhaltlich geht es um Themen und 

Probleme, die für diesen Wahlkampf als relevant angesehen werden10）. Wahlprogramme liegen in 

gedruckter Form und als PDF-Dokumente im Internet vor.

  Die große Bedeutung der Wahlprogramme besteht, wie bereits in Abschnitt 2 kurz erwähnt, 

darin, dass sie der Ausgangspunkt für jegliche weitere Wahlkampfkommunikation sind. Für 

Äußerungen, die von diesen Programmen abweichen, werden Politiker sofort von den Medien und 

den konkurrierenden Parteien kritisiert. Wahlprogramme müssen daher sehr sorgfältig sowohl 

sprachlich als auch inhaltlich durchdacht werden.

3. Auswahlkriterien für die Bestimmung der Parteien der Bundestagswahl 2017 zur Analyse

  Die vier stärksten Parteien der letzten Bundestagswahl von 2013 sind wie ebenso die FDP, die 

als ausgesprochene Wirtschaftspartei gilt, und die AfD11）, die eher als rechts und konservativ 

einzuordnen ist, zum Untersuchungsgenstand bestimmt worden.

3.1. Durchführung der Untersuchung und Hypothesen

  Während einer Feldforschung im August / September 2017 sind sowohl Leinwandplakate als 

auch kleinere an Straßenlaternen befestigte Wahlposter betrachtet und auf den Gebrauch von 

Anglizismen untersucht worden. Die Wahlprogramme sind aus dem Internet bezogen worden.

  Als Hypothese wurde angenommen, dass auf der einen Seite die konservativeren Parteien wie 

die CDU/CSU und die AfD im Wahldampf eher weniger Anglizismen verwenden. Auf der anderen 

Seite wurde von der Annahme ausgegangen, dass die wirtschaftsorientierte FDP, sowie die für 

Multikulti of fenen Grünen eher mehr Anglizismen verwenden. Für die Linken, die sich aus 
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historischen Gründen von ihrer Vorreiterpartei deutlich distanzieren möchte, könnten Anglizismen, 

die während der DDR-Zeit öffentlich nicht üblich waren, attraktiv sein. Diese Partei müsste aller-

dings auch Rücksicht auf ihre ältere Wählerschaft aus den neuen Bundesländern nehmen, die 

keinen Englischunterricht, sondern Russischunterricht hatte, und dadurch keine oder rudimentäre 

Englischkenntnisse besitzt. Daher wird für die Linken ein Kompromiss angenommen.

3.1.1. Wahlplakate der CDU

  Der Wahlkampf 2017 war sehr stark auf die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel 

zugeschnitten und das zeigte sich auch anhand ihrer Fotos auf den Leinwandpostern. Daher wird 

im Folgenden beispielhalft ein solches Leinwandposter 

(Abb. 1) untersucht. Wie wir sehen, werden hier Frau 

Merkel in der ersten Textzeile die Eigenschaften, klug, 

besonnen und entschieden zugeschrieben und nicht etwa 

A n g l i z i s m e n  w i e  c l e v e r  u n d  s m a r t ,  d i e  i n  d e r 

Umgangssprache nicht selten sind. Darauf folgt der finale 

Nebensatz, damit unser Land auf dem Erfolgsweg bleibt. 

Unser Land war ein Schlagwor t dieses Bundestags- 

wahlkampfes. Für eine Regierungspar tei ist es typisch einen Vergleich zu der letzten 

Legislaturperiode zu ziehen und in diesem Fall davon zu sprechen, den bisherigen Erfolg mit der 

Spitzenkandidatin aufrechtzuhalten. Es handelt sich um eine klare Aussage an den Wähler, der 

seine Stimme der CDU geben muss, wenn sein Land, d. h. hier Deutschland, weiterhin erfolgreich 

sein soll. Die CDU benutzt an dieser Stelle wie auf allen weiteren Wahlplakaten keinen Anglizismus.

3.1.2. Wahlplakate der FDP

  Wie die CDU konzentriert sich der Wahlkampf der FDP auf ihren Spitzenkandidaten, der auf 

den meisten der Wahlplakate erscheint. Auch bei dem zur Analyse ausgewählten Plakat mit 

Christian Lindner (Abb. 2) und der Aufschrift zur Reformierung 

der Bildungspolitik: Schulranzen verändern die Welt. Nicht 

Aktenkoffer. und dem Slogan: Denken wir neu., treffen wir auf eine 

klare und verständliche Botschaft ohne Anglizismen. Die FDP 

spricht hier die Elternschaft von schulpflichtigen Kindern an. 

Uner war tet ist bei der FDP auch weder bei den kleineren 

Wahlplakaten noch bei den Leinwandplakaten eine Tendenz zu 

Anglizismen erkennbar.
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3.1.3. Wahlplakate der Grünen

  Die Gr ünen haben auch in diesem Wahlkampf viele 

Wahlposter entworfen, die zum Handeln zum Schutz der Natur und 

zur ökologischen Landwirtschaft aufrufen. Als Oppositionspartei 

gehen die Wahlbotschaften auf den Plakaten an den Wähler, der 

durch seine Stimme mit zur Veränderung beitragen und die 

Tatsachen nicht mehr hinnehmen soll. Eines dieser Poster soll hier 

vorgestellt werden. Die Grünen haben sich hier (Abb. 3) genau wie 

die FDP für die durchgehende Großschreibung aller Buchstaben 

entschieden. Die Grünen arbeiteten bei diesem Wahlplakat mit 

Antonymen, wie z. B. gesund und krank usw.

  Anglizismen finden wir auf diesem und den anderen Plakaten 

nicht. Obwohl der Anglizismus food statt Essen besonders allerdings in Komposita wie Street food 

usw. zunimmt, steht hier noch das deutsche Wort Essen.

3.1.4. Wahlplakate der Linken

  Dieses Wahlplakat der Linken besteht mit Ausnahme 

des Parteinamens nur aus vier Wörtern, Frieden, abrüsten, 

Waffenexporte stoppen. Alle besitzen einen Appellcharakter. 

Das Wor t stoppen klingt nach einem Anglizismus. Es 

stammt aber etymologisch aus dem Niederdeutschen. Diese 

Plakataufschrift ist für den Leser auf einen Blick erfassbar 

und eindeutig. Auch bei dieser Par tei waren auf den Wahlplakaten keine Anglizismen zu 

verzeichnen.

3.1.5. Wahlplakate der SPD

  Die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz hat sich im Vergleich zu der Linken 

längere Texte ausgesucht. Ausgenommen sind die Plakate, die nur den Wahlslogan von 2017, Zeit 

für mehr Gerechtigkeit, tragen.

  Genau wie bei der CDU hat die SPD in Abb. 6 allerdings ohne Martin Schulz einen finalen 

Nebensatz ausgewählt: Damit die Rente klein ist, wenn die Kinder groß sind. Man solle sich also als 

Wähler für die SPD entscheiden, um von dem Wahlversprechen zu profitieren. Die SPD verzichtet 

wie auch auf allen anderen Wahlpostern auf Anglizismen. In Abb. 6 hätte sie statt Kinder den 

Anglizismus Kids aussuchen können, aber könnte aus Rücksicht auf die ältere Zielgruppe der 

Rentner und der Arbeiter, die beide größtenteils nicht über die besten Englischkenntnisse verfü-
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gen, davon abgesehen haben, einen überflüssigen und eventuell unverständlichen Anglizismus zu 

nutzen.

3.1.6. Die Wahlplakatgesamtanalyse

  Sowohl die hier oben aufgeführten Beispiele für Aufschriften von großen Leinwandplakaten als 

auch von kleinen Wahlplakaten sind kurz, klar, einfach und verständlich formuliert.

  Mit Ausnahme der CDU und der SPD enthalten alle Phrasen nicht mehr als drei bis fünf 

Wörter. Unterschiede gibt es in ihrer Gestaltung je nach Partei. Die kürzesten Formulierungen, 

Einwortphrasen, hier, als Nomen Frieden, oder Infinitive mit Imperativfunktion abrüsten usw. nutzt 

die LINKE. Bei ihr findet man nur einen einzigen kompletten Satz. Die längsten Sätze bilden die 

SPD, die sogar als einzige zwei Nebensätze verwendet, und die CDU.

  Dass alle Parteien auf unverständliche und überflüssige Anglizismen verzichten, ist interes-

sant, weil Werbung für andere Produkte sehr viele Anglizismen beinhaltet. Das könnte darauf 

zurückzuführen sein, dass Anglizismen nicht diesen Impakt bei den Lesenden hinterlässt, der zur 

Speicherung im Langzeitgedächtnis erforderlich ist, und die Parteien deshalb befürchten, keine 

Wirksamkeit zu erzielen und nicht verstanden zu werden.

3.2. Die Bedeutung der Sprache für die Parteien in den Wahlprogrammen

  Bei den Parteiprogrammen sind dieselben sechs Parteien wie bei den Wahlplakaten, die alle 

auch den Sprung in den Bundestag vollzogen haben, bearbeitet worden. Bei der Analyse wurde der 

Schwerpunkt auf die Tatsache gelegt inwieweit und inwiefern in den Par teiprogrammen 

Bemerkungen zur Position bzw. Rolle der deutschen Sprache oder ihrem Umgang gibt. Auf diese 

Weise soll in einem weiteren Schritt festgestellt werden, ob und welcher Zusammenhang zu dem 

vermehrten Gebrauch von Anglizismen besteht.
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  Zur deutschen Sprache fanden sich nur bei den konservativen Parteien Kommentare, wie die 

folgenden zwei Absätze zeigen.

3.2.1. Die AfD12） und Deutsch

  Die AfD schreibt zum Thema der deutschen Sprache in ihrem Parteiprogramm wie folgt:

Die Nationalsprache ist das Herz einer Kulturnation. Als zentrales Element deutscher Identität 

will die AfD die deutsche Sprache als Staatssprache im Grundgesetz festschreiben. An 

deutschen Schulen darf es kein Zurückweichen des Deutschen vor Einwanderersprachen 

geben.

Auf EU-Ebene wollen wir dafür sorgen, dass das Deutsche dem Englischen und Französischen 

auch in der alltäglichen Praxis gleichgestellt wird, solange die EU noch besteht.

Die AfD sieht mit Sorge, wie die deutsche Sprache in Wissenschaft und Wirtschaft zunehmend 

durch das Englische ersetzt wird und will dem mit gezielten Fördermaßnahmen 

entgegenwirken.

Die AfD13） will also als einzige Partei eine Verankerung der deutschen Sprache im Grundgesetz und 

ihre Erhaltung als Lehr- und Wissenschaftssprache. Als einzige Partei äußert sie explizit, dass es 

ihr Sorgen bereite, wie die deutsche Sprache in Wissenschaft und Wirtschaft zunehmend durch das 

Englische ersetzt werde.

3.2.2. Die CDU und Deutsch

  Im Kapitel „Was unser Land zusammenhält“ unter dem Unterpunkt „Gemeinschaft und 

Zusammenhalt“ steht im Parteiprogramm der CDU Folgendes:

Die deutsche Sprache ist ein besonders wichtiger Teil unserer Identität und Leitkultur. Wir 

wollen sie künftig noch stärker fördern und wertschätzen, als Amtssprache, als Kultursprache 

und als Umgangssprache, in der Familie, in der Schule und im Alltag, auf allen Ebenen.

Die CDU formuliert also in ihrem Parteiprogramm das Wahlversprechen in der Zukunft, sich für 

eine stärkere Förderung und Wertschätzung der deutschen Sprache auf allen Ebenen einzusetzen. 

In welchem Rahmen sie dies auch auf der Ebene der Wahlprogramme umsetzt, wird im nächsten 

Kapitel behandelt.
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4. Die Wahlprogramme in Zahlen

  Zu den sechs Parteien existiert eine Computeranalyse des Spiegels, die die Zahlen und die 

beliebtesten Floskeln enthält. Die Auswertung derselben ergab folgende Ergebnisse14）.

Tab. 1 Das Programm in Zahlen

Seiten Zeichen Zeichen pro Wort Zeichen pro Satz

AfD 74 115.000 7,1 14,5

CDU/CSU 75/30 129.000 6,7 11,7

FDP 155 238.000 6,9 14,3

Die Linke 135 388.000 6,9 13,3

Die Grünen 248 404.000 6,7 13,8

SPD 116 254.000 6,9 14,2

(Quelle: SPIEGEL ONLINE 17.09.201715）)

Im Verhältnis von Seiten zu Zeichen gibt es keine entscheidenden Unterschiede. Durchschnittlich 

bilden die CDU und die Grünen die kürzesten Wörter. Zu den beliebtesten Floskeln bei der CDU 

gehörten z. B. unser Land und Merkel, die alle nicht mehr als sechs Zeichen überschreiten. Unter 

den beliebtesten Floskeln waren keine Anglizismen.

5. Anglizismen in den Parteiprogrammen

  Der Philologe im Ruhestand Schrammen äußert die Vermutung, dass Par teien durch 

Anglizismen jung und weltoffen wirken wollten, obwohl viele der angesprochenen Wähler diese gar 

nicht verstehen16）.

  Wie Tab. 2-1 und Tab 2-217） zeigen, benutzen alle sechs Parteien Anglizismen in den unter-

schiedlichsten Bereichen, die sich vom Thema Gesundheit bis zum Thema Wirtschaft erstrecken. 

Die Anzahl der Anglizismen differiert von Partei zu Partei. Die wenigsten Anglizismen, insgesamt 

nur 4, benutzte laut Tab. 2-1 die CSU. Das ist nicht überraschend, weil es in der Vergangenheit oft 

CSU-Politiker waren, die Kritik an dem Gebrauch von Anglizismen übten. Der damalige 

CSU-Parteivorsitzende und spätere Kanzlerkandidat der CDU Edmund Stoiber hatte 2002 der SPD 

vorgeworfen, absichtlich beim Erscheinen von Journalisten Anglizismen zu verwenden, um innova-

tiv zu wirken. Der ehemalige Verkehrsminister Ramsauer kämpfte gegen das sogenannte 

Bahnglisch, indem er sich dafür einsetzte, dass die Deutsche Bahn viele Anglizismen zurückneh-

men musste und sich wieder einer für alle Kunden verständlichen Sprache zuwendete.
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Tab. 2-1 Anglizismen in Parteiprogrammen 2017

PARTEINAME

AfD CDU FDP

1 Bodycam 1 App 1 App

2 Cyberangriffe 2 Compact 2 Blue Card

3 D-Exit 3 Cyber-Attacken 3 Countdown-Anzeigen

4 E-Health-Gesetz 4 Cyber-Fähigkeiten 4 Cyberkriminalität

5 Equal Pay Day 5 Cyberinspekteur 5 Cybersicherheit

6 Failed States 6 Cyberkommando 6 E-Justice

7 Familiensplitting 7 Cybersicherheit 7 Equal Pay

8 Hightechunternehmen 8 E-Health-Gesetz 8 Fake-News

9 Target-2 9 E-Sports 9 Genome Editing

10 Taser 10 hared Mobility 10 German Mut

11 Hessen-Ticket 11 Greening

12 Masterplan Medizinstudium 12 Hass-Postings

13 Masterplan Selbstständigkeit 13 Homeoffice

14 one-in, one-out-Regel 14 Internet

15 OpenData 15 Jobpotenziale

16 Patchwork-Familien 16
Massive Open Online Courses 
(MOOCs) online

17 Relocation 17 NATO Response Force

18 Resettlement 18 Newcomer

19 Roaming-Gebühren 19 No-Spy-Abkommen

20 social media 20 One in, two out-Prinzip

21 Start-ups 21 Online-Klagen

CSU 22 Open University

1 Darknet 23 Open-Access-Politik

2 Smart-Farming 24 Opt-in

3 Splitting 25 Privacy Shield

4 Start-up 26 Public Value

27 Safe-Harbor-Regelung

28 Share Economy

29 Small Ticket-Lösung

30 Splittingverfahren

31 Start-ups

32 Tide- und Offshore-Windenergie

33 Training on the Job

34 Venture-Capital-Gesetz

35 Victimless Crimes
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Tab. 2-2 Anglizismen in Parteiprogrammen 2017

PARTEINAME

Die GRÜNEN Die LINKE SPD

1 Bikesharing 1 Betriebsrate-Bashing 1 Bail-in-Prinzip

2 Co-Working 2 Big Data 2 Dumpingimporten

3 Crowdfunding 3 Burn-out 3 dark pools

4 Cybermobbing 4 Busting 4 Cyberangriffe

5 divest now 5 Care-Revolution 5 Cyberkriminalität.

6 Divestment 6 Cloud 6 Darknet

7 Drug Checking 7 commons-basierte 7 Big Data

8 E-Government 8 Crowd- und CloudArbeit 8 Code of Conduct

9 european Way of Life 9 Crowdworking 9 ebooks

10 Fast-&-Fair-Verfahren 10 Cyber-Raum 10
Economic Partnership 
Agreements

11 Green New Deal 11 Departments 11 e-Sports

12 Green-IT-Konzepte 12 Diversity-Strategien 12 FinTechs

13 Homeoffice 13 Download 13 Fracking

14 matching funds 14 E-Government-Angebote 14 Hard- und Software

15 MobilPass 15 Fracking 15 Internet

16 No-go-Areas 16
G r a f f i t i ,  S t r e e t  A r t  u n d 
Freiluftfestivals

16 Jobangebot

17 Offshore 17
Hard- und 
Software-Ausstattung

17 Jugend-Check

18 One-Stop-Shop 18 Hatespeech 18 landgrabbing

19 Open Access 19 Hedgefonds 19 Lock-In-Effekte

20 Open Data 20 Home-Office 20 Master

21 Patchworkfamilien 21 housing first 21 Monitoring

22 queeren 22 Jugendleitercard 22 Must-be-found

23 Race to the Top 23 Laptop 23 Off- und Onshore

24 recyceln 24 Lohndumping 24 Online-Erpressung

25 Recycling 25 Mainstream-Angeboten 25 Open Data

26 Resettlementprogramm 26 online 26 Open Educational Resources

27 seed money 27 Open Data 27 Open University

28 Single-Einkommen 28 Open-AccessStrategie 28 Overhead

29 Smart Grids 29 Open-Content-Lizenzen 29 Patchworkfamilien

30 Smartcard 30 Open-Science-Kidtour 30 Personalpools

31 Social Entrepreneurship 31 Outsourcing 31 Power-To-Gas-Anlagen

32 Start-up-Finanzierung 32 Parteiensponsoring 32 Ratings

33 Start-ups 33 Predictive Policing 33 Scoring

34 To-go-Becher 34 Private-Equity 34 Sharing Economy

35 too big to fail 35
Public-Private-Par tnership-
Projekte

35 Singles



  Auf die CSU folgt die AfD mit 10 und der CDU mit 21 Anglizismen. Bei der CDU ist die 

Bezeichnung Compact aus ökolinguistischer Sicht ein verdrängender Anglizismus für die deutsche 

Bezeichnung Vertrag. Außerdem kann man im Fall der Anglizismen Resettlement und Relocation, 

Euphemismen erkennen, die hier die deutschen Begriffe Aussiedlung und Umsiedlung beschönigen. 

Andere Parteien wie die FDP mit 34 ist kreativ mit German Mut und verwendet gern open und one, 

statt offen und eins.

  Die LINKE übertrifft in Tab. 2-1 die FDP mit ihren Komposita mit open und hat mit der SPD, 

deren beliebtestes Schlagwort innovativ war, fast die gleiche Anzahl von über 40 Anglizismen. 

Beide Parteien meinen damit wohl innovativ zu wirken.

  Anglizismen, die fast alle Parteien gemeinsam benutzten, waren das Präfix Cyber, und die 

Begriffe Open Data und Big Data aus der Internet- und Computerbranche. Der Anglizismus Start 

Up, der auch fast von allen Parteien gebraucht wurde, verdrängt die deutsche Bezeichnung 

Firmenneugründung genau wie Home-Office, das Büro zuhause verdrängt.

  Durch diese Untersuchung wurde auch klar, dass manche Anglizismen parallel verwendet 

werden, z. B. gibt es im Parteiprogramm der GRÜNEN neben dem Anglizismus To-Go-Becher an 

anderer Stelle auch die deutsche Bezeichnung Becher zum Mitnehmen.

Schlussbemerkung

  Die Analyse zeigte, dass es noch ökologische Nischen ohne Anglizismen gibt. Im 

Bundestagswahlkampf 2017 verzichteten alle sechs untersuchten Parteien auf ihren Wahlplakaten 

auf Anglizismen. Auch wenn Anglizismen in der normalen Produktwerbung überall anzutreffen 

sind, gilt das, wie wir gesehen haben, nicht für die Parteienwerbung.

  Einerseits bestätigte diese Untersuchung die Hypothese, dass eine Tendenz zu einer gerin-

geren Verwendung von Anglizismen in den Wahlprogrammen der konservativen Parteien, AfD und 

CDU, zu sehen ist, die sich beide explizit in ihren Parteiprogrammen zu der deutschen Sprache 
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36 Top Runner 36 Queer 36 Smart Services

37
Whistleblowerinnen-
Schutzgesetz

37 queeren Community 37 Smartphone-Apps

38 World Food Programme 38 racial profiling 38 Smiley

39 Scoring 39 Splitting

40 Secondhand 40 Updatefähigkeit

41 Single 41 Whistleblower

42 Single-Frauen

43 Smart Cities



äußern. Aber auch bei diesen wurde sogar im Bereich Gesundheit, wo besonders Teile der älteren 

Bevölkerung betroffen sind, nicht auf einen Anglizismus verzichtet. Beide Parteien benutzten den 

Begriff E-Health-Gesetz.

  Andererseits waren auch, wie angenommen, bei der FDP, die Englisch als ergänzende 

Verkehrs- und Arbeitssprache in der deutschen Verwaltung zur Erleichterung von Behördengängen 

für ausländische Mitbürger testen will, besonders viele Anglizismen wie z. B. das überflüssige 

German Mut, das genauso gut durch „deutschen Mut“ ersetzt werden kann oder das unverständli-

che One in, two out-Prinzip, zu beobachten. Die noch konservativere Partei als die CDU, die CSU, 

verwendete in ihrem 30-seitenlangen Bayernplan nur vier Anglizismen, von denen thematisch 

bedingt Smart Farming sonst nur bei den Grünen zu finden ist.

  Es zeigte sich, dass es Begrif fe gibt, für die alle Parteien auf die deutsche Bezeichnung 

verzichten, obwohl diese vorhanden ist.

  Untersuchungen dieser Art sind aus ökolinguistischer Sicht unbedingt notwendig, um das 

Bewusstsein für ein ökologisches Gleichgewicht zwischen deutschen Begriffen und Anglizismen zu 

schärfen. Außerdem müssen Anglizismen, die euphemistischen Charakter besitzen, entlarvt 

werden. Man darf außerdem nicht zulassen, dass Bevölkerungsteile durch Anglizismen mit 

weniger Englischkenntnissen ausgegliedert oder benachteiligt werden.

Anmerkungen

1） D i e  H ä u f u n g  v o n  A n g l i z i s m e n  s e l b s t  i n  d e r  P o l i t i k  k r i t i s i e r t  d e r  B e t r i e b s - 
wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Niedetrtsky in einem Interview mit der Tageszeitung 
„Schwarzwälder Bote.“, in dem er auch an eine schlimme Vergangenheit erinnert, in der die 
Sprache der Finanzkrise Englisch gewesen sei und unter hochtönenden englischen Begriffen nur 
Mist verkauft worden sei.

2）Laut eines Berichtes in der Zeitschrift der deutschen Sprachwelt wurde sogar Mitarbeitern von 
großen Konzernen verboten, Deutsch zu sprechen.

3）Es darf keinesfalls ignoriert werden, dass es auch sehr viele Nutzer dieses Mediums gibt, die 
erst im Seniorenalter damit begonnen haben.

4）Vgl. zur Akzeptanz von Anglizismen den Artikel „Drei Viertel der Deutschen sind gegen 
Anglizismen“ im Berlin Journal vom 22.08.2016.

5）Vgl. Dieckmann 1969: 47.
6）Näheres findet sich dazu bei Girnth 2015: 73.
7） S. https://www.euractiv.de/section/sprachen-und-kultur/news/sarkozy-verteidigt-offensives- 

konzept-zur-frankophonie-de/
8）Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Kommunikationsformen finden sich bei Rook 2011: 

119ff.
9）S. Näheres dazu bei Platz 2013: 138.
10）S. Näheres dazu bei Platz 2013: 137.
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11）Von der AfD (Alternative für Deutschland) gibt es aus zwei Gründen kein Foto von einem 
Wahlplakat: 1. Im Umkreis der Feldforschung gab es kein AfD-Plakat. 2. Die Autorin hat darauf-
hin Wahlplakate der AfD im Internet eingesehen und möchte auf Grund des extrem ausländer-
feindlichen und politisch inkorrekten Inhaltes auf die Ablichtung in dieser Abhandlung 
verzichten. Anglizismen verwendete die AfD nicht.

12）Die AfD steht hier nur an erster Stelle, weil die Aufzählung der Parteien in dieser Abhandlung 
stringent und wertfrei rein nach alphabetischer Reihenfolge erfolgt.

13）Auch wenn im Rahmen dieser Abhandlung die Aussagen zum Schutz und der Stärkung der 
deutschen Sprache wissenschaftlich von Interesse sind, muss ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden, dass sämtliche Bemühungen der AfD in diesem Zusammenhang mit äußerster Vorsicht 
zu betrachten sind, weil sie nicht aus ökolinguistischen Gründen, d. h. nicht zum Erhalt der 
Vielfalt und dem Schutz des Schwächeren vor dem Stärkeren, formuliert werden, sondern einen 
nationalen und populistischen Hintergrund haben.

14）Die Ergebnisse sind von der Autorin in Tabelle 1-1 zusammengefasst worden.
15）http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestagswahl-2017-wahlprogramme-im-check-hae-

ufige-begriffe-und-floskeln-a-1167500.html
16）Vgl. Schrammen: http://www.rp-online.de/panorama/wissen/bildung/wahlkampf-verein-deut-

sche-sprache-gegen-anglizismen-aid-1.1601926 18. Mai 2005.
17）Beide Tabellen, Tab. 2-1 und Tab 2-2, sind von der Autorin selbst entworfen worden. 
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〈要約〉
　そもそも何について論じられているか理解することですら難解とされることもある，アレ
クサンドル・コジェーヴ（1902年-1968年）とレオ・シュトラウス（1899年-1973年）の論
争に関する研究の蓄積はなされているが，コジェーヴがヘーゲル哲学から見出したことで知
られる承認論と二人の論争を結び付けて解釈する試みは，これまで十分に行なわれてきたと
は言えない。本稿では二人の論争に関する重要な論点に，徳と名誉をめぐるものがあったこ
とに注目し，シュトラウスがコジェーヴの承認論に挑戦を仕掛けたと捉えることも可能であ
ることを示したい。徳と名誉をめぐる二人の思想の相違は，（シュトラウス風に言えば）「二
つの生き方」の違いや，古代人と近代人の相違とも関連しており，ひいては人が行動する動
機とは何かという根源的な問題にも関わる。ここでいう古代人と近代人とは，狭義には古典
期の時代のギリシャの哲学者たちと近代ヨーロッパの哲学者を指すが，コジェーヴの思想を
敷衍して，哲学が社会全体に影響を与えてきたことを前提とすれば，彼とシュトラウスの議
論の対象も，古代ギリシャ全体と近代ヨーロッパ全体に及ぶとすら考えられる。
　まず二人の論争の契機を明らかにした後で，そもそも徳とは何を指すか検討したい。その
うえで，徳と名誉をめぐるシュトラウスの議論，ついで同じテーマに関するコジェーヴの議
論を参照する。次に，シュトラウスの反論を取り上げ，それに対するコジェーヴの反応につ
いても明らかにしてから，行動の動機および古代人と現代人の生き方の違いに関する結論を
述べたい。

Introduction

  Les recherches s’accumulent déjà sur le débat entre Alexandre Kojève (1902-68) et Leo 

Strauss (1899-1973), dans lequel même les problématiques soulevés sont souvent évalués comme 

dif ficiles à comprendre. Mais on est peu tenté de l’interpréter par rapport à la théorie de 

Reconnaissance 1) bien connue que Kojève a extraite de la philosophie hégélienne. Cet article vise à 

démontrer que Strauss aurait lancé un défi à Kojève au sujet de la théorie de Reconnaissance, en 

remarquant que le débat s’est développé autour de la vertu et de l’honneur. Nous examinons les 

divergences entre les deux philosophes sur les vertus et l’honneur par rapport aux « deux manières 

de vivre » (à la Strauss), mais également les écarts entre modernes et classiques, et réfléchissons 

aussi sur des problèmes essentiels et fondamentaux tels que les mobiles des comportements 

humains. Les classiques et les modernes en question signifient ici les philosophes grecs classiques 
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et les philosophes européens modernes au sens étroit, mais si nous supposons le fait que la philoso-

phie ait influencé la société tout entière 2), en développant l’idée de Kojève, les objets de la discussion 

entre lui et Strauss semblent s’étendre sur la totalité de la Grèce à l’époque classique et de l’Europe 

moderne.

1. Occasion du débat

  Afin de comprendre le contenu de leur débat, il faut consulter De la Tyrannie publié  

par Strauss. Ce livre est premièrement publié en 1948 en anglais, sous le titre On Tyranny - An 

Interpretation of Xenophon’s Hiero, et contient la critique de Strauss sur « Hiéron » de Xénophon, un 

des disciples de Socrate, mais souvent considéré moins important que Platon. L’article « Hiéron » 

traite le dialogue entre Hiéron (le tyran) et Simonide (le sage) qui a courageusement essayé de 

donner des conseils au premier : cet article n’a que 19 pages en anglais, tandis que la critique de 

Strauss sur « Hiéron » comporte 110 pages en anglais aussi, y compris les notes. Ensuite, lorsque la 

version française est publiée en 1954, on ajoute des traductions de l’article de Xénophon et de la 

critique de Strauss, l’article de Kojève intitulé « Tyrannie et sagesse » écrit afin de contester la 

critique de Strauss, ainsi que l’article de Strauss intitulé « Mise au point ». La version anglaise des 

mêmes textes fut publiée en 1963. De plus, en 1997, a paru la nouvelle version française qui contient 

des correspondances entre Kojève et Strauss, et en 2000, la version anglaise presque identique avec 

l’introduction par des éditeurs. Ainsi, ce livre particulier que Strauss appelait « notre livre » est 

transmis en changeant de forme.

  L’article de Kojève initialement intitulé « L’action politique des philosophes » a paru dans la 

revue Critique 3) en 1950, et Kojève l’a modifié lorsqu’il l’a inséré dans De la Tyrannie. Alors, 

pourquoi a-t-il décidé de rédiger cet article ?

  D’abord, dans la lettre écrite le 22 août 1948, Strauss a demandé si Kojève pourrait rendre 

compte en France de son interprétation de l’article « Hiéron » 4). Nous ne pouvons pas constater la 

réponse de Kojève. Ensuite, dans sa lettre du 6 décembre 1948, Strauss a encore une fois écrit qu’il 

souhaitait que Kojève rédige un compte rendu 5). Nous ne pouvons pas savoir comment Kojève lui a 

répondu. Alors, dans la lettre du 13 mai 1949, Strauss a fait savoir qu’il avait toujours besoin de la 

critique de Kojève afin de discuter avec lui dans un nouvel article auquel il voulait consacrer le mois 

de juillet 6). Ainsi Kojève a-t-il finalement accepté la réclamation persistante de Strauss.

  Dans sa lettre du 22 août 1948 premièrement mentionnée, Strauss a approuvé le livre de Kojève 

Introduction à la lecture de Hegel dans les termes suivants : « Mis à part Heidegger, presque 

personne parmi nos contemporains n’a écrit d’ouvrage qui ait cette ampleur de vue et qui soit en 

même temps intelligent. Autrement dit, personne, à notre époque, n’a si brillamment plaidé, comme 
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vous l’avez fait, en faveur de la pensée moderne » 7).

  Etant donné que Strauss qui se définit lui-même comme platonicien, soutient la pensée 

classique, nous pouvons tout de suite comprendre qu’il a projeté de susciter une querelle entre les 

classiques et les modernes 8). Par conséquent, il faut s’interroger sur la différence entre classiques 

et modernes. Nous essayerons de la clarifier dans cet article.

  Au sujet de l’occasion du débat, nous pouvons ajouter les faits suivants : dans la mesure où 

Kojève s’est expatrié de Russie en France et fut considéré comme stalinien, et que Strauss, qui est 

né dans une famille juive et qui s’est expatrié d’Allemagne aux Etats-Unis, ce dernier a tenté de jeter 

un défi à Kojève sur la tyrannie 9).

  Nous allons interpréter le contenu du débat entre Strauss et Kojève du point de vue de la vertu 

et de l’honneur en commençant par un examen des contenus des vertus. 

2. Contenus des vertus

  D’abord, il faut éclaircir ce que les vertus signifient. Selon Strauss, dans l’article « Hiéron » 

(IX.6), Xénophon énonce les vertus socratiques 10). Après avoir remarqué que toutes les cités sont 

divisées en tribus (tribes dans la version anglaise), en mores (divisions) et en lockes (companies), 

Xénophon continue : « Ainsi donc, si on proposait à ces divisions aussi, comme aux chœurs, des 

prix pour la beauté des armes, pour la discipline, pour l’habilité à cheval, pour la vaillance à la 

guerre et pour la justice dans les contrats, il est vraisemblable que, par émulation, on s’exercerait 

avec ardeur, dans toutes ces matières aussi » 11). Il nous semble que Strauss veuille insister entre 

autres sur la discipline, la vaillance et la justice comme trois vertus socratiques parmi les contenus 

des vertus énumérées. 

  En outre, Strauss écrit qu’il faut comparer cette liste à avec une autre liste des vertus citées par 

Socrate dans « Hiéron » (V. 1-2) 12). D’abord, nous citons V. 1. « En effet, ils [des tyrans] ne connais-

sent pas moins que les particuliers les hommes vaillants, les hommes habiles et les justes. Mais, au 

lieu de les admirer, ils les craignent ; les braves peuvent faire quelques coups d’audace pour la 

liberté, les sages ourdir quelque chose ; quant aux justes, la foule peut souhaiter de les avoir pour 

chefs » 13). Ainsi, dans ce contexte par rapport aux objets dont le tyran solitaire, Hiéron, a peur, les 

sortes de vertus socratiques telles que la vaillance, l’habilité, la justice et la sagesse sont décrites.

  Ensuite, citons une partie de l’article « Hiéron » (V. 2) : « Quand la peur leur [aux tyrans] a fait 

supprimer les hommes de cette sorte, que leur reste-t-il à employer, sinon des criminels, des 

débauchés et des gens serviles ? » 14). Si le crime, la débauche et les attitudes serviles sont les vices, 

alors la justice, la tempérance et la dignité correspondent aux vertus. En intégrant tout ce dont nous 

avons discuté, les vertus socratiques signifient donc la sagesse, la vaillance, la tempérance, la 
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justice, la discipline, l’habilité et la dignité. 

  Strauss n’a pas mentionné le cas de Platon : les quatre vertus cardinales (la sagesse ou la 

prudence, la tempérance, la justice et la vaillance ou le courage) sont énumérées dans La 

République 427E-434C et 442B-443A. Dans Protagoras 329C, Lachès 199D, Ménon 78D et Gorgias 

507B, la dévotion est ajoutée comme une autre sorte de vertu aux quatre vertus énumérées ci-des-

sus. Chose intéressante, Xénophon a dénombré non seulement les quatre vertus cardinales, mais 

également les autres vertus telles que la discipline, l’habilité et la dignité.

  Selon Strauss, parmi ces vertus citées par Xénophon, ce poète met surtout la justice en valeur, 

en suggérant que les vertus socratiques ne contiennent pas la virilité 15). Mais, selon nous, dans la 

mesure où des mots auxquels nous nous sommes référés sont du poète Simonide, il manque une 

évidence à laquelle Socrate pareillement a pensé. En effet, nous n’avons pas besoin de nous engager 

plus loin dans ce problème, car notre intérêt ne réside pas dans les différences entre Xénophon, 

Socrate et Simonide, mais dans les thèmes autour de l’honneur et des vertus dans le débat entre 

Kojève et Strauss. Ici, ce qui nous importe, c’est le fait que Strauss, à l’instar des classiques (ou des 

philosophes classiques), n’a pas considéré que l’honneur fasse partie des vertus.

3. Interprétation autour des vertus et de l’honneur chez Strauss

  Maintenant, nous allons élucider les pensées de Strauss au sujet des vertus et de l’honneur, en 

nous référant principalement à l’article « de la Tyrannie » 16). Strauss prête attention au fait que le 

poète Simonide ne parle de la vertu qu’une fois, alors qu’il se tait sur les vertus particulières (telles 

que la tempérance, la vaillance, la justice, ou la sagesse, etc.) comme nous avons expliqué ci-dessus, 

lorsqu’il s’adresse au tyran 17). Puisque Simonide savait que Hiéron ne s’est point intéressé aux 

vertus, mais aux plaisirs, ce sage a tenté de recourir au désir des plaisirs afin de faire accepter ses 

conseils. Par conséquent, Simonide a proposé que le tyran accorde une grâce à ses sujets, mais il ne 

lui a pas montré la voie des vertus. Comme Strauss remarque avec justesse dans la citation suivante 

(l’article « Hiéron » VII. 9), le tyran semble volontairement accepter les conseils du sage : « Ce n’est 

qu’après avoir été acculé par Simonide qu’il rend hommage à la vertu du bienfaiteur des êtres 

humains, avec l’idée qu’une telle vertu est génératrice de l’honneur suprême et du bonheur sans 

mélange » 18). De cette façon, le tyran admet qu’il soit nécessaire d’agir vertueusement pour l’honneur 

et le bonheur. En outre, Strauss prétend que Simonide donne de l’importance au « bonheur que ne 

gâte pas l’envie », et entre autres, à l’honneur 19). Dans l’autre passage, Strauss énonce que 

« Simonide, et non pas Hiéron, préfère les plaisirs que procure l’honneur aux autres plaisirs qu’il 

mentionne explicitement » 20). Peut-être Strauss a-t-il jugé ainsi, selon le propos suivant de Simonide 

(dans « Hiéron » VII.3) : « En effet, Hiéron, il me semble que ce qui fait la différence entre l’homme 
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véritable et les animaux, c’est le désir de l’honneur. Car, en vérité, pour ce qui est de la nourriture, 

de la boisson, du sommeil et du sexe, tous les animaux également semblent y trouver du plaisir » 21). 

Ce passage exerce une influence sur Kojève, comme nous verrons plus tard.

  Or, nous pouvons présumer du même passage que Simonide est manifestement hédoniste ; et 

pourtant, ici, l’hédonisme ne signifie pas la thèse selon laquelle l’agréable et le bien sont les 

mêmes 22), puisque tous les plaisirs ne sont pas toujours bien. Dans l’article « Hiéro » VII. 4 que 

Kojève citera, Simonide tient le propos suivant : « Et, en effet, aucun plaisir humain ne semble nous 

rapprocher de la divinité plus que la joie que procurent les honneurs » 23). Dans « V. Les deux 

manières de vivre » (note 58) dans l’article « de la Tyrannie », Strauss écrit que la signification de 

cette description est ambiguë 24). Car, d’un côté, les dieux se procurent littéralement le plaisir de 

l’honneur ; de l’autre côté, on peut également déduire que « la plus haute ambition » se rapporte à 

« l’autosuffisance divine ». Dans la phrase à laquelle est ajoutée la note 58, Strauss développe ses 

idées selon lesquelles le sage est aussi autosuffisant que les dieux, et qu’il reçoit l’éloge par sa 

perfection, et non pas par « une récompense pour un service quelconque » 25). La vie vertueuse est 

nécessaire pour le sage afin d’atteindre la fin (au double sens de but et de terme) de l’auto-perfection 

– il nous semble que c’est sur ce point-là que le tyran et le sage sont différents. 

  Ce que le premier cherche est plutôt l’amitié que l’honneur, parce que Hiéron la considère 

comme étant très agréable et très bien en même temps 26). Dans la mesure où Hiéron attache de 

l’importance à une existence où on se fait aimer et soigner par des amis, et qu’il croit que l’amitié 

est plus désirable que la cité, la patrie, ou le patriotisme, il approuve ceux qui ont des amis, même si 

ceux-ci ne sont pas forcément vertueux 27). Car la patrie offre la sûreté ; la sûreté est néanmoins 

autre chose que le plaisir. 

  L’argument de Strauss se développe également autour des divergences et des points communs 

entre Socrate et Simonide, ce qui intéressera Kojève. D’après Strauss, comme Hiéron, Socrate 

pense que « la patrie est très précieuse », parce qu’elle fournit la sûreté aux citoyens 28). Et pourtant, 

il « attachait une plus grande importance à l’individu [the self] qu’à la cité » 29). Ensuite, à propos du 

désir, Socrate étudie principalement des désirs corporels, parlant rarement des plaisirs qui provien-

nent de l’honneur ou de la louange 30). Pour lui, la recherche des plaisirs est elle-même proche du 

vice. Et pourtant, il admettait quand même la thèse suivante : « Le plaisir suprême ne dérive pas tant 

de la sagesse ou de la vertu véritable elle-même que du fait d’avoir conscience de ses progrès vers 

la sagesse ou la vertu » 31). Le sentiment plaisant dérivant de la progression vers les vertus provient 

d’une admiration de soi-même ou d’une satisfaction de soi-même. Après tout, la différence la plus 

grande entre Socrate et Simonide est que celui-ci ne s’intéresse quasiment jamais qu’à la louange 

des autres, tandis que celui-là ne s’intéresse pas à la louange des autres 32). Finalement, au sujet de la 

différence entre Strauss et Kojève autour de Socrate, nous voudrions poursuivre notre analyse afin 
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de savoir s’il s’intéresse à l’hommage ou pas, selon nos deux savants.

4. Interprétation autour de la vertu et de l’honneur chez Kojève

  Alors, en ce qui concerne la vertu et l’honneur, comment Kojève a-t-il répondu à l’argument de 

Strauss ? Premièrement, Kojève a accordé une importance particulière à la sagesse parmi les 

vertus, comme nous pouvons le déduire de la citation suivante : « Si ‘Socrate’ est un vrai philosophe, 

il fait des progrès vers la sagesse (qui implique le savoir et la ‘vertu’) et est conscient de ses 

progrès » 33).

  Le contexte où Kojève parle de la vertu se trouve dans la phrase où il explique pourquoi le 

Socrate de Xénophon-Strauss (ou il dit simplement « Socrate », comme nous avons déjà vu) discute 

avec autrui sans prendre une attitude « solipsiste » 34). Alors, qu’est-ce que « Socrate » essaie de se 

procurer à travers les discussions ?

  D’abord, comme la dernière citation de la phrase le montre explicitement, il veut se sentir 

progresser philosophiquement ; ensuite, il souhaite prouver l’exactitude de ses thèses. Selon le 

point de vue athée pris par Kojève, étant donné qu’il n’y a pas de Dieu en tant que juge qui ait absol-

ument raison, nous ne pouvons pas vérifier, à travers nos réflexions intérieures, la proposition que 

nous avons trouvée.

  Alors, qu’est-ce qui garantit la certitude de la vérité ? Afin de répondre à cette question, citons 

l’article « Tyrannie et sagesse » : « Si, en athée conséquent, on remplace Dieu (compris en tant que 

conscience et volonté dépassant la conscience et la volonté humaine individuelles) par la Société 

(l’Etat) et l’Histoire, il faut dire que tout ce qui est, en fait, soustrait à la vérification sociale et 

historique est à jamais relégué dans le domaine de l’opinion (doxa) » 35).

  D’après Kojève, ce n’est donc pas Dieu, mais la Société (l’Etat) et l’Histoire qui jugent de la 

vérité ou non d’une chose 36). Dans le cas de Socrate, allant au marché, il a essayé d’entrer en 

relation avec la Société. Nous pouvons dire qu’il a donné de l’importance à la vertu (c’est-à-dire, la 

sagesse, ici) par cette action. Néanmoins, selon Kojève, si les humains agissent vertueusement, ce 

n’est pas toujours afin d’atteindre la sagesse. Au sujet de la recherche de la vérité ou l’exercice de la 

vertu il s’exprime ainsi : « Mais comme, en fait, cette recherche et cet exercice sont inséparablement 

liés à des ‘plaisirs’ sui generis, on ne peut absolument pas savoir si, en fait, c’est un choix entre des 

‘plaisirs’ différents qui les [= les hommes] fait agir ainsi ou un choix entre le ‘plaisir’ et le ‘devoir’ ou 

le ‘savoir’ » 37). Qu’entend-il par le « devoir » ou le « savoir » dans cette citation ? Le premier signifie 

la « satisfaction désintéressée » provenant du sens du « devoir accompli » et le dernier veut dire 

la « joie pure » à travers l’acquisition de la connaissance 38). Ce qui dirige les philosophes vers la 

sagesse, ce sont tout simplement des plaisirs ; et pourtant, on ne peut pas savoir quels genres de 
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plaisirs ils cherchent à se procurer, de manière objective, en utilisant la méthode positive de 

l’extérieur. Par conséquent, Kojève n’est pas d’accord avec Strauss, concernant la thèse de celui-ci 

selon laquelle Xénophon a traité de la relation entre le plaisir et la vertu 39).

  Cependant, Kojève n’a pas méconnu le plaisir et la vertu ; en outre, il a apprécié l’honneur non 

moins que le plaisir et la vertu. Ceux qui avaient agi selon le plaisir provenant de l’exercice de leurs 

entreprises, une fois que l’émulation apparut, commencent à souhaiter que leurs activités soient 

approuvées, c’est-à-dire « que ‘le désir d’être honoré’ et la ‘joie que procurent les honneurs’ entrent 

en jeu et deviennent déterminants » 40). Ce genre de désir s’appuie non pas sur l’enseignement 

« judéo-chrétien » qui réprouve ceux qui aspirent à la gloire, mais sur la théorie « aristocratique » 

dont Simonide se fait le porte-parole, affirme Kojève 41). En effet, dans l’article « Hiéron » (VII), 

Simonide explique que « le but suprême et le mobile dernier des hommes est l’honneur » 42). Comme 

nous avons vu dans « 3. Interprétation autour de la vertu et de l’honneur chez Strauss », Kojève 

analyse probablement la parole de Simonide dans l’article « Hiéron » (VII.3) de la manière indiquée 

ci-dessus. En plus, il a également remarqué que Simonide considère que les hommes « véritables » 

sont différents des animaux dans la mesure où les premiers veulent la gloire 43).

  Or, l’honneur se donne par la Reconnaissance des autres, mais non pas de n’importe qui. Il est 

bien connu que ce point est souligné dans l’Introduction à la lecture de Hegel de Kojève. Les 

Hommes s’engagent dans la Lutte anthropogène. En conséquence, le vainqueur est devenu le 

Maître, et le vaincu qui avait peur de la mort est devenu l’Esclave 44). Et pourtant, le Maître ne peut 

être véritablement « satisfait », malgré que sa réalité et sa dignité humaines soient reconnues, car 

l’Esclave, n’étant plus qu’un animal ou une chose, n’est plus un être digne de reconnaître les 

autres 45). 

  Que fait-il cet Esclave ? Comme décrit dans l’Esquisse d’une phénoménologie du droit, en 

devenant révolutionnaire, il a besoin de recommencer la Lutte pour la Reconnaissance 46). Et le jour 

où sa Reconnaissance est admise, il devient le Citoyen qui est différent à la fois du Maître et de 

l’Esclave.

  Au bout du compte, ce que signifie la Reconnaissance pour Kojève en tant qu’hégélien apparaît 

bien dans les passages suivants :

« LʼHomme dès le début recherche la Anerkennung, la Reconnaissance. Il ne se contente pas 

de sʼattribuer lui-même une valeur. Il veut que cette valeur particulière, sienne, soit reconnue 

par tous, universellement.

  Autrement dit : lʼHomme ne peut être vraiment ʻsatisfaitʼ, lʼHistoire ne peut sʼarrêter, que 

dans et par la formation dʼune Société, dʼun Etat, où la valeur strictement particulière, person-

nelle, individuelle de chacun est reconnue en tant que telle, dans sa particularité même, par 
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tous, par lʼUniversalité incarnée dans lʼEtat en tant que tel, et où la valeur universelle de lʼEtat 

est reconnue et réalisée par le Particulier en tant que Particulier, par tous les Particuliers » 47).

  Ici, ce qui est important concernant le débat avec Strauss, c’est que l’Homme veut la 

Reconnaissance universelle de sa valeur unique (ou tout simplement, l’honneur) sur la base de son 

instinct, et qu’il faut que l’Etat universel et homogène soit formé afin qu’il soit complètement satis-

fait 48). C’est pourquoi Kojève explique dans l’article « Tyrannie et sagesse » que l’être humain a 

essayé de construire cet Etat à travers l’Histoire 49). Ainsi est clarifiée la raison de la nécessité de 

l’Etat universel et homogène pour la Reconnaissance réciproque. En effet, selon nous, la réalisation 

de cet Etat est douteuse, mais nous n’abordons pas ce problème ici. Si l’Etat se construit, sa valeur 

et son destin, comment se manifesteront-ils ? C’est Strauss qui a posé cette question à la lumière de 

la théorie de la Reconnaissance.

5. Réfutation de Strauss

  Ensuite, nous allons voir la réfutation de Strauss développée dans l’article « Mise au point » et 

dans sa correspondance avec Kojève. D’abord, il résume de la manière suivante l’interprétation de 

Kojève au sujet de l’article « Hiéron » : Simonide considère que c’est la recherche de l’honneur qui 

est la morale et le but du tyran et aussi « du Maître », qui est l’être humain supérieur 50). Il a raison, 

et il ne faut pas sous-estimer les faits que le désir de l’honneur et du prestige contribue fondamental-

ement à la sensibilité humaine, et qu’il peut être un mobile pour toutes les luttes politiques. Mais, 

selon Strauss, ce poète ne regardant qu’une moitié de la vérité n’aperçoit pas l’autre moitié impor-

tante : c’est-à-dire, « la morale biblique des Esclaves ou des Travailleurs », ce qui signifie « le 

dévouement au travail » 51). Strauss ordonne les idées de Kojève en relevant l’affirmation que la 

possession à la fois de la morale des Travailleurs et celle des Esclaves est meilleure que la posses-

sion unique soit de la morale des Travailleurs, soit celle des Esclaves.

  Et pourtant, d’après Strauss, Simonide ne proclame pas que l’honneur est la fin ultime. Lorsque 

Kojève traduit la parole de Simonide (« Hiéron », VII, 4), il omet erronément le mot dokei (c’est-à-

dire, « semble » dans la phrase suivante : « aucun plaisir humain ne semble nous rapprocher de la 

divinité plus que la joie que procurent les honneurs »), et par conséquent, il croit que Simonide l’a 

dit d’un ton tranchant 52). Il est en effet vrai que Kojève oublie de traduire ce terme dans l’article 

« Tyrannie et sagesse » 53). Mais, comme nous avons vu dans « 3. Interprétation autour de la vertu et 

de l’honneur chez Strauss », Strauss lui-même ayant mentionné l’ambiguïté de cette expression, a 

écrit que les dieux peuvent obtenir le plaisir de l’honneur, et non pas les plaisirs animaux qui se 

trouvent dans l’article « Hiéron ». Nous ne pouvons donc pas dire que l’interprétation de Kojève soit 

84 Le débat Strauss-Kojève autour de la vertu et de lʼhonneur



complètement erronée. En outre, Simonide dit que le désir de l’honneur est la passion dominante 

des andreas (selon le terme kojèvien, des Maîtres) qui sont différents des anthropoi (pareillement, 

selon le terme kojèvien, des Esclaves). Strauss maintient que Kojève ne remarque pas ce point 54). 

C’est-à-dire que ceux qui s’intéressent à l’honneur ne sont pas les Esclaves, mais les Maîtres, 

comme nous avons déjà expliqué. Chose intéressante, d’après Lycon, le contemporain de Socrate, 

celui-ci était un kalos te kagathos anthropos, c’est-à-dire, un « beau et bon Esclave » (Le Banquet, 9, 

1 ; l’Economique, 6, 8, 12) 55). Si c’est le cas, on peut déduire que Socrate ne s’intéressait pas à 

l’honneur.

  Strauss croit que la thèse de Simonide est juste selon laquelle le désir de l’honneur est le 

mobile suprême pour le tyran, mais que l’homme vertueux ayant de l’amour-propre n’essayera 

même pas de devenir un tyran 56). Cette partie vise probablement à contredire l’idée de Kojève que si 

un philosophe devient un politicien, par impossible, il deviendra sûrement un tyran : puisqu’il 

souhaite se remettre à la recherche philosophique, il essayera de terminer son travail politique dans 

la mesure du possible 57). 

  En dernier analyse, selon une thèse de Strauss, pour les classiques, le bien suprême est la vie 

consacrée à la recherche de la vertu ou de la sagesse, et l’honneur n’est qu’une fin secondaire 58). 

Toutefois, comme Strauss lui-même l’indique, en ce qui concerne Xénophon, ce dernier croit que la 

vertu se procure par des biens extérieurs, et qu’il vaut mieux l’utiliser afin d’obtenir le plaisir, la 

fortune et des honneurs au lieu de rechercher la vertu elle-même comme fin 59). Strauss n’a pas 

mentionné le fait que cette tendance se trouve typiquement dans la pensée d’Aristote qui a respecté 

la vie contemplative. Strauss aboutit à affirmer que l’ « on arrive à l’idée que le genre de travail le 

plus élevé ou le seul travail qui soit véritablement humain est l’activité noble ou vertueuse, ou le 

travail noble ou vertueux » 60). En outre, il signale le danger que constitue la passion ou le désir de 

l’honneur et qui risque d’aveugler le tyran réel ou virtuel 61). Pour devenir tyran et le rester, croit 

Strauss, il faut agir vicieusement.

  Strauss, ayant probablement déjà eu avant le débat son propre avis que nous avons expliqué 

ci-dessus, voulait savoir ce que Kojève pensait sur l’honneur : le premier savait que le deuxième 

avait développé la théorie de la Reconnaissance dans l’Introduction à la lecture de Hegel. A travers le 

débat, Kojève avait considéré que nous pouvons nous procurer du plaisir par la réalisation de nos 

entreprises et de nos idéaux ; tandis que Strauss nous semble avoir essayé de critiquer le manque 

d’éthique dans la théorie kojèvienne, donnant l’exemple d’un perceur de coffres-forts solitaire qui 

peut commettre son crime afin uniquement de s’amuser par son acte vicieux 62).

  Pourquoi ce problème a-t-il surgi dans la théorie de Kojève ? D’après Strauss, tout comme 

l’enseignement de Hobbes, celui de Hegel qui a influencé Kojève, se fonde sur « la fausse supposi-

tion que l’homme, en tant qu’homme, est concevable comme un être à qui manque la conscience 
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des contraintes sacrées ou comme un être qui est guidé par le seul désir de la reconnaissance » 63). 

Simplement dit, Strauss, défenseur de la philosophie classique, critique Kojève, défenseur de la 

philosophie moderne, car celle-ci vise erronément le désir de la reconnaissance comme le but 

suprême pour l’homme en tant qu’être différent des animaux.

  Ce n’est pas le seul enjeu, car Strauss écrit à Kojève dans sa lettre du 22 août 1948 le passage 

suivant : « Donc l’homme est parfaitement satisfait lorsqu’il est universellement reconnu, et 

seulement alors. Je remarque ici une ambiguïté. (...) l’homme n’est pas satisfait, il veut être 

heureux ; son bonheur n’est pas identique au fait d’être reconnu (cp. [sic] [=comparer] p. 334 avec 

la note de la p. 435.) La reconnaissance à laquelle aspirent les grands hommes d’action, c’est l’admi-

ration. Cette reconnaissance-là n’est pas nécessairement satisfaite par l’Etat final » 64). Ici, p. 334 et la 

note de la p. 435 signifient ces pages dans l’Introduction à la lecture de Hegel. A la p. 334, Kojève 

remarque qu’à la Fin de l’Histoire, après que le philosophe acquiert la Sagesse, la « Science recrée 

la réalité humaine pour la Conscience extérieure », et la « réalité humaine est donc de nouveau un 

objet » 65), mais il ne mentionne ni la satisfaction, ni le bonheur. Dans la note de la p. 435, et puis 

également à la Fin de l’Histoire, l’Homme ne se modifie plus soi-même en tant qu’objet, il ne change 

pas le principe qui est le fondement de la Reconnaissance entre Monde et Selbst (Soi) ; et pourtant, 

« tout le reste peut se maintenir indéfiniment ; l’art, l’amour, le jeu, etc. ; bref, tout ce qui rend 

l’Homme heureux » 66). L’art, l’amour et le jeu, toutes ces choses procurent à l’Homme le plaisir, c’est-

à-dire qu’elles le rendent heureux au moins à court terme ; mais, dans la mesure où il ne peut pas 

forcément obtenir la Reconnaissance à travers ces activités, il y a la possibilité qu’il ne soit pas 

satisfait.

  Au bout du compte, il nous semble que Strauss a voulu argumenter de la façon suivante : 

admettons qu’à la Fin de l’Histoire, apparait l’Etat universel et homogène (autrement dit, l’Etat final) 

où la Reconnaissance réciproque entre Maitres et Esclaves est effectuée 67). Primo, la satisfaction des 

citoyens dont la dignité humaine est admise et celle du tyran sont incomparables. Secundo, les 

hommes veulent toujours être heureux. Comme Kojève le souligne, de nombreux gens effective-

ment pourraient être heureux ; mais « les meilleurs » qui ne sont pas satisfaits de la Reconnaissance 

réciproque présentée par la dialectique entre Maître et Esclave et qui souhaitent encore la louange, 

sans doute que ces « meilleurs » essayeront d’obtenir l’honneur par « la négation nihiliste de l’Etat 

final » (termes cités dans la lettre écrite de Strauss à Kojève le 22 août 1948) 68).

  Ce constat que Strauss a mentionné l’honneur provenant de la reconnaissance n’est pas un 

problème marginal, car Kojève, qui développait la théorie de la Reconnaissance, a présenté l’idée de 

l’Etat où l’acquisition de l’honneur n’est plus possible ; Strauss a manifestement critiqué la théorie 

de la Reconnaissance chez Kojève en paraphrasant la louange et l’honneur dans l’article « De la 

tyrannie » 69). 
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  Selon Strauss, l’homme moderne a procédé à remplacer « la vertu morale par la reconnais-

sance ou à remplacer le bonheur par la satisfaction qui dérive de la reconnaissance universelle » 

afin de tenter de réaliser uniquement l’idéal humain baissé injustement 70). Mais, puisque le pouvoir 

des hommes est limité, les classiques considéraient le bonheur universel comme impossible. En 

tant que successeur de la pensée classique, Strauss est toujours en désaccord avec la thèse selon 

laquelle le but de l’homme est l’honneur. Il écrit ainsi : « Peut-être n’est-ce ni la guerre, ni le travail, 

mais la pensée qui constitue l’humanité de l’homme. Peut-être n’est-ce pas la reconnaissance (...) 

mais la sagesse qui est la fin de l’homme » 71).

6. Réponse de Kojève à la « Mise au point » 

  Comme nous avons vu dans « 1. Occasion du débat », Kojève n’avait pas l’occasion de réfuter la 

« Mise au point » de Strauss dans le livre De la tyrannie. Nous ignorons un grand nombre de faits au 

sujet de la réaction de Kojève, néanmoins nous présentons ici deux points importants.

  Premièrement, comme nous avons déjà expliqué dans « 5. Réfutation de Strauss », le perceur 

de coffres-forts solitaire trouve du plaisir dans son acte vicieux ; sa conscience n’est toutefois pas 

éthiquement bonne. Nous pouvons constater que Kojève s’oppose à cette opinion dans la lettre à 

Strauss datée du 19 septembre 1950 72) : selon celle-ci, même s’il n’y a forcément pas de « mauvaise 

conscience », la conséquence d’un acte pourra objectivement être mauvaise ; ainsi Kojève ne peut 

pas accepter la réfutation de Strauss lorsqu’il a appelé à la conscience morale. Ensuite, Kojève 

souligne que les gens n’imaginent même pas de révolution ni de guerre dans L’Etat final essentielle-

ment « bon » et que par conséquent ils ne s’armeront jamais. 

  Deuxièmement, à part cela, nous présentons des phrases que Kojève aurait écrites sous l’influ-

ence de Strauss et de Xénophon : elles se trouvent dans la note célèbre avant la publication de 

l’Introduction à la lecture de Hegel en 1971. Nous voudrions faire remarquer, entre autres, le passage 

suivant : « Ainsi, à la limite, tout Japonais est en principe capable de procéder, par pur snobisme, à 

un suicide parfaitement ‘gratuit’ (la classique épée du samouraï pouvant être remplacée par un avion 

ou une torpille) » 73). Il est évident que Kojève entend le hara-kiri par « la classique épée » et un 

kamikaze par « un avion », mais nous ne discutons pas ici de la valeur de sa thèse concernant ces 

notions dites typiquement japonaises. A la même page, Kojève suggère que ce suicide n’a rien à voir 

avec la Lutte de l’Homme moderne pour la Reconnaissance dans le contexte politique et social. Par 

conséquent, le « pur snobisme » n’est que formel, si nous l’interprétons néanmoins comme le désir 

de la Reconnaissance ou la recherche de l’honneur, alors les hommes peuvent éviter l’animalisation, 

même dans la période post-historique. Xénophon a maintenu que c’est par la recherche de l’honneur 

que se différencient les hommes des animaux, comme Strauss et Kojève l’ont bien remarqué 74). Si la 
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recherche de l’honneur est toujours possible même après l’apparition de l’Etat universel et 

homogène, le complot du renversement de cet Etat sera effectivement un échec. 

Conclusion

  Finalement, nous nous comportons sous l’influence de quels mobiles, et faut-il nous comporter 

selon certains mobiles et pas d’autres ? Comme Kojève suggérait, probablement agissons-nous 

selon un mobile ou plusieurs, dont la vertu, l’honneur, le sentiment du devoir, la joie que procure le 

travail lui-même et le désir de réussir une entreprise 75). Etant donné que les animaux ne semblent 

pas agir selon ces mobiles, ceux-ci sont tous proprement humains. Les comportements qui obéis-

sent uniquement aux désirs animaux ne sont pas seulement dangereux, mais ne sont pas conçus 

comme humains stricto sensu. En outre, il y a en effet des individus qui répètent des actes effective-

ment non-éthiques malgré leurs consciences, mais il est toutefois évident qu’ils n’agissent ni selon 

les vertus ni selon l’honneur. Si tel est le cas, il est préférable pour tous de se comporter selon la 

vertu ou l’honneur tenant compte des mobiles que nous avons évoqués ci-dessus. Néanmoins, la 

question se pose : entre la vertu et l’honneur, lequel faut-il choisir ?

  Selon la position de Strauss, qui vivait comme professeur et défenseur de la pensée classique, 

la manière la plus respectueuse de vivre serait en poursuivant la recherche de la vertu, et non pas 

de l’honneur, même si cette manière de vivre n’est possible que pour un petit nombre de personnes 

– pourtant, comme nous avons démontré dans « 5. Réfutation de Strauss », il faut tenir compte du 

fait que Xénophon était exceptionnel parmi les classiques dans la mesure où il a attaché de l’impor-

tance à l’honneur ou au plaisir provenant de l’honneur plutôt qu’à la vertu. Quoi qu’il en soit, le sage 

que Strauss suppose n’a pas besoin d’autrui ; et par conséquent, il peut accéder au bien vivre, tout 

en étant seul, à la limite. Bien que l’honneur soit assurément agréable, il n’est pour lui qu’une acqui-

sition secondaire en conséquence de l’achèvement de l’objectif de l’auto-perfection. Pour Strauss, 

c’est surtout la sagesse qui est la vertu la plus souhaitable, et pourtant il nous semble que nous 

n’ayons pas besoin de restreindre cette notion, s’étendant également nos recherches vers d’autres 

genres de vertus telles que celles énumérées dans « 2. Contenus des vertus ». Quoi qu’il en soit, 

dans Qu’est-ce que la philosophie politique ? il a écrit que la vertu est l’intégration des mentalités 

nécessaires au bien commun : alors qu’elle est toujours le but suprême pour une société, les 

modernes ont cessé d’examiner la direction d’un pays par la vertu. En effet, comme nous avons 

traité ce problème dans « 5. Réfutation de Strauss », la manière de vivre à la Socrate comme kalos te 

kagathos anthropos doit être respectée 76).

  Par contre, selon la position de Kojève qui vivait en tant que haut fonctionnaire et défenseur de 

la philosophie moderne, ce qui est satisfaisant, c’est la manière de vivre inspirée de la théorie 
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« aristocratique », et non pas de l’enseignement « judéo-chrétien » qui dénigre l’honneur et favorise 

la modestie. Le sage que Kojève supposait a besoin d’autrui : non pas seulement des philosophes, 

mais aussi des citoyens ordinaires – il ne peut donc jamais être content dans la solitude. S’il était 

véritablement possible de synthétiser « la morale des Esclaves » et « la morale des Maîtres », alors 

une manière de vivre en société plus souhaitable se produirait. Et en ce qui concerne l’ « hédonisme 

atténué » 77), qui est différent de l’hédonisme dont nous avons traité dans « 3. Interprétation autour 

de la vertu et de l’honneur chez Strauss », d’après cet « hédonisme atténué » donc, qui signifie la 

thèse selon laquelle l’agréable et le bien sont identiques, la position des modernes est plus souhai-

table, au moins pour plusieurs. 

  Néanmoins, en fait, en développant les idées kojèvienne et straussienne, autrement dit, en 

synthétisant les philosophies moderne et grecque à l’époque classique, il est possible de conclure 

que nous devenions heureux en nous consacrant à la vertu, et que nous soyons satisfaits à la fois de 

la recherche de l’honneur et du rejet du vice.

Notes

1 ) Nous écrivons quelques substantifs en commençant par des majuscules à la manière de Kojève 
qui s’est fait influencer par l’écriture allemande.

2 ) Il écrit que « l’histoire apparaît donc comme une suite continue d’actions politiques guidées plus 
ou moins directement par l’évolution de la philosophie » dans l’article « Tyrannie et sagesse », De 
la tyrannie (Gallimard, 1997), p. 196 (Abréviation : DT). Kojève souligne le mot en italique 
(« philosophie »).

3 ) Les numéros 41 et 42 (octobre et novembre 1950), pp. 46-55 et pp. 138-155. 
4 ) DT, p. 282 (OT, p. 239).
5 ) DT, p. 282 (OT, p. 239).
6 ) DT, p. 283 (OT, p. 240).
7 ) DT, p. 278 (OT, p. 236).
8 ) A propos de cette querelle, voir aussi Strauss, “On the basis of Hobbes’s Political Philosophy”, 

What is Political Philosophy? and other Studies, The University of Chicago Press, 1959, p. 172. 
9 ) Dans la lettre écrite le 19 septembre 1950, Kojève a demandé à Strauss de supprimer les passages 

de « Mise au point » dans lesquels le second a critiqué le premier parce que le premier est 
stalinien (DT, p. 132 ; OT, p. 256). Néanmoins, ces passages apparaissent dans le livre paru, toute-
fois la raison en est peu claire. 

10) Strauss, « Mise au point », DT, p. 220 (Strauss, “Restatement on Xenophon’s Hiero”, OT, p. 190) 
(Abréviation : “Restatement”).

11) Xénophon, « Hiéron », DT, pp. 28-29 (Xenophon, “Hiero or Tyrannicus”, OT, p. 17) (Abréviation : 
“Hiero”).

12) Strauss, « Mise au point », DT, p. 220 (Strauss, “Restatement”, OT, p. 190).
13) « Hiéron », DT, pp. 20-21 (“Hiero”, OT, p. 12). Nous complétons les mots entre [  ]. 
14) « Hiéron », DT, p. 21 (“Hiero”, OT, p. 12). Nous complétons les mots entre [  ]. 
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15) « Mise au point », DT, p. 220 (“Restatement”, OT, p. 190).
16) A propos du quatrième chapitre « Le plaisir et la vertu » de cet article (comme j’ai indiqué à la 

page 4, il s’agit de l’article « de la Tyrannie »), Laurent Bibard a déjà proposé son interprétation 
personnelle dans La Sagesse et le féminin (Editions L’Harmattan, 2005), pp. 51-57. Etant donné 
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concernant le débat Strauss-Kojève et Platon. Cf. Singh, Aakash, Eros Turannos, Leo Strauss and 
Alexandre Kojève : Debate on Tyranny, University Press Of America, 2005.
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18) « De la tyrannie », DT, p. 130 (“On Tyranny”, OT, p. 92).
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20) « De la tyrannie », DT, p. 123 (“On Tyranny”, OT, p. 87).
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27) « De la tyrannie », DT, p. 134 (“On Tyranny”, OT, p. 96).
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parenthèses [  ], en consultant la version anglaise. 
30) « De la tyrannie », DT, p. 140 (“On Tyranny”, OT, p. 100).
31) « De la tyrannie », DT, p. 141 (“On Tyranny”, OT, p. 101).
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34) Ibid., DT, p. 177.
35) Ibid., DT, p. 180. Kojève souligne. 
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1971, p. 175. 

90 Le débat Strauss-Kojève autour de la vertu et de lʼhonneur



45) Ibid., p. 25. 
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73) Introduction à la lecture de Hegel, p. 437. 
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Sagesse et le féminin, op. cit. (Voir surtout pp. 6-7). 
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vivre d’après ses propres idées en tant qu’esclave comme lui, au sens non pas figuré mais vérita-
ble, c’est une autre option particulière ; cependant, il est douteux que Diogène soit vraiment 
beau et bon, malgré les mots “kalos te kagathos anthropos” (=un beau et bon esclave). 

77) « De la tyrannie », DT, p. 134 (“On Tyranny”, OT, p. 96).
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〈要約〉
　本稿では辞書や教科書などの作例だけでなく、コーパスなどの実例も考察し、疑問代名詞
＂多少＂の不定用法である「V1多少 V2多少」について分類し、「V1多少 V2多少」におけ
る「V1」「V2」の特徴を分析した。

1 　引言

在日常语言生活，尤其在口语交际中，“多少”是一个具有较高使用频率的疑问代词 1）。除了

诸如“多少钱”“多少人”这样表示疑问的用法外，还有不表示疑问的引申用法 2）。例如“没有多

少人来”“天气突然转冷，多少人都感冒了”。本文将这类不表示疑问的引申用法统一称为疑问代词

“多少”的“非疑问用法” 3）。

笔者曾对“多少”的实际使用情况做过梳理，通过对语料库中实际使用语料的考察发现，“多

少”的非疑问用法明显多于疑问用法 4）。而且对学习汉语的外国学习者来说，疑问代词的非疑问用

法也更难掌握 5）。遗憾的是，拙作楊蕾（2018）旨在比较汉语的“多少”和日语的「多少」，而日

语的「多少」并没有疑问代词的用法，所以对作为疑问代词使用的汉语“多少”，特别是其非疑问

用法的分析尚不够详细。

本文拟借鉴先贤的研究成果，通过在对语言事实描写的基础上，对“多少”的非疑问用法进行

考察分析。

2 　疑问代词“多少”的非疑问用法

对于汉语学习者来说，学习词语词意、用法，最具权威性也最为常用的方式就是查词典。笔者

翻查了下列七本学习者常用的汉语词典，将这些词典对疑问代词“多少”的词条解释，汇总如下。
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― “V1 多少 V2 多少”结构 ―
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（图表 1）疑问代词“多少”的词条解释

词条解释
词典

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

1　问数量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2　表示不定的数量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3　用于否定句，表示数量少 × × ○ × × × ×

4　用于肯定句，表示数量多 × × ○ × × × ×

（A ：中国語文法用例辞典―『現代漢語八百詞増訂本』日本語版、B ：現代中

国語辞典、C ：東方中国語辞典、D ：中日辞典（第 2 版）、E ：现代汉语词典

（第 7 版）、F ：现代汉语实用标词类词典、G ：现代汉语虚词词典）

（图表 1）中词条 1 的“问数量”是疑问代词“多少”的疑问用法，七本词典中给出的解释说

明并无出入，给出的例子多是“多少钱”“多少人”等。而（图表 1）中词条 2、词条 3、词条 4 都

属于“多少”的非疑问用法。且对如何区别表示“多”还是“少”，只有词典 C 给出了说明。接下

来我们将对词典 C 对词条 3、词条 4 的说明做一梳理并对其说明做出验证及补充。

2.1　表示“少”的疑问代词“多少”

词典 C 在词条 3 中给出的例句是“没有多少人来买戏票，戏只好停演了”，并说明表示“少”

的疑问代词“多少”用于否定句。除使用“没有”的否定句外，在楊蕾（2018）的语料梳理中还

发现了使用表示否定的可能补语的用例，如“我看不到多少值得佩服的人”“那是起不了多少监督

作用的” 6）。

另外表示“少”的这种用法也常用于表示否定的反问句。具体用例 7） 如下：

（1）他轻轻地答道：“你晓得的，我有多少薪水好扣啊！”

（2）“这种时候，你还担心扣薪水！你还要替公司拼死命！你知道我们还能够在公司吃多少

天饭！”

上面的例句（1）（2）就是用反问句，两句中所用的“多少”都表示“少”的意思。

2.2　表示“多”的疑问代词“多少”

词典 C 在词条 4 中给出的例句是“天气很坏，多少人都感冒了”，并解释表示“多”的疑问代

词“多少”用于肯定句，这里给出的例句是用于陈述句的用例。除了陈述句，表示“多”的“多

少”更多地用在感叹句中。具体用例如下：

（3）编织下多少叹息和眼泪呀！

（4）花多少钱也得治病啊！

上面的例（3）、例（4） 8） 都是感叹句的用法，句中所用的“多少”也都是表示“多”之义。

另外在排比句中也常见该用法，下面的例（5） 9） 就是排比句中表“多”的“多少”用例。

94 疑问代词“多少”的非疑问用法



（5）书，书啊！它们来得多么不容易。书是多少敏感的心灵在悲与喜的交织中碰撞出来的火

花；书是多少深思熟虑的头脑对社会、对人生反复思考的结晶；书是多少血与泪浸泡出来的生活教

训；书又是多少哲人对后代的期望和启蒙。

2.3　表示不定数量的疑问代词“多少”

（图表 1）中的七本词典对词条 2 的解释是一致的，主要是像“知道多少说多少”这样紧缩式

的用法。这种结构中“多少”的前面多用动词。为表述方便，本文将这种表示不定数量的“～多少

～多少”结构统一记为“V1 多少 V2 多少”。

仅通过词典对“V1 多少 V2 多少”的说明，汉语学习者虽然能够理解这种结构的意思，但很

少会选择使用，而多会用类似的说法来代替。比如“知道多少说多少”，学生多会选择使用“知道

的都说”。可见有必要对“V1 多少 V2 多少”进行更为详细的分析。先行研究 10） 中对“多少”复

用的分类为进一步分析“V1 多少 V2 多少”提供了参考。该先行研究虽然也是通过从语料库抽取

实际用例来进行分类的，但并没能对“V1 多少 V2 多少”中的“V1”“V2”做出全面的分析描述。

本文拟借鉴先行研究中的分类，同样通过对实际用例的考察，将“V1 多少 V2 多少”中的

“V1”“V2”做出尽可能全面的分析描述。

先行研究中将汉语的“多少”复用主要格式分为了“条件式”和“并列式”两类。笔者首先用

楊蕾（2018）中表示不定数量的“多少”的实际语料 11） 对条件式和并列式的两分法进行了验证。

（6）用多少算多少。

（7）我为此流了多少泪，自责了多少次，你知道吗？

例（6）是条件式的用例，例（7）是并列式的用例。在表示不定数量的“多少”的 141 例中

条件式 40 例，其余均为并列式用例。

3 　条件式“V1多少 V2多少”结构中的“V1”“V2”

条件式“V1 多少 V2 多少”结构中，“V1”“V2”均为动词。本文从 BCC 语料库 12） 抽取实际

使用语料，对“V1”“V2”进行了进一步的统计，具体“V1”“V2”及用例数如下：

要多少有多少（110）、　有多少要多少（21）、　缺多少补多少（14）、　买多少送多少（10）、

有多少收多少（9）、　说多少是多少（7）、　想多少有多少（7）、　做多少算多少（7）、

种多少算多少（6）、　收多少算多少（6）、　满多少送多少（5）、　做多少是多少（5）、

有多少买多少（5）、　有多少运多少（5）、　有多少吃多少（4）、　有多少花多少（4）、

挣多少花多少（4）、　有多少销多少（4）、　消耗多少补多少（3）、　征多少退多少（3）、

学多少是多少（3）、　报多少算多少（3）、　吃多少送多少（3）、　学多少算多少（3）、

有多少带多少（3）、　有多少卖多少（3）、　赚多少花多少（3）、　有多少写多少（3）、

有多少偷多少（3）、　买多少吃多少（3）、　捞多少是多少（3）、　要多少供应多少（3）、

赚多少算多少（2）、　有多少做多少（2）、　有多少装多少（2）、　到多少算多少（2）、
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产多少收多少（2）、　有多少掏多少（2）、　吃多少长多少（2）、　吃多少穿多少（2）、

有多少穿多少（2）、　吃多少拿多少（2）、　要多少供多少（2）、　发多少是多少（2）、

学多少是多少（2）、　放多少是多少（2）、　需要多少拿多少（2）、　吃多少做多少（2）、

说多少有多少（2）、　付出多少收获多少（2）、　生产多少卖多少（2）、　知道多少说多少（2）、

塞多少是多少（2）、　穿多少盖多少（2）、　拍多少送多少（2）、　干多少是多少（2）、

存多少送多少（2）、　卖多少算多少（2）、　来多少放多少（2）、　看多少算多少（2）、

喊多少是多少（2）、　看多少是多少（2）、　喝多少有多少（2）、　喝多少是多少（1）、

花多少报多少（1）、　画多少算多少（1）、　毁多少栽多少（1）、　会多少教多少（1）、

会多少做多少（1）、　记住多少表演多少（1）、　记住多少是多少（1）、　捡多少算多少（1）

减多少算多少（1）、　建多少卖多少（1）、　降多少是多少（1）、　降多少算多少（1）

教多少算多少（1）、　解决多少算多少（1）、　进多少花多少（1）、　经历多少挫折多少（1）

经历多少有多少（1）、　救多少算多少（1）

其中的“V1 多少”做为“V2 多少”的条件出现形成紧缩结构。先行研究认为“V1 多少”表

示任意数量，有任凭的意思，“V2 多少”则为产生的必然结果。表达了说话人无奈或坚定的语气。

但遗憾的是先行研究中并未描述出何种情况下表示无奈，何时表示坚定。

通过本文上述的全面梳理，我们发现当“V2”为“算”“是”时，“V1 多少 V2 多少”结构多

表示说话人无奈的语气。

（8）尽力了就好、做多少算多少。

（9）从前，地质工作是做多少算多少，国家没有整体计划，现在不同了。

例（8）、例（9）都是“V2”为“算”时的实际用例。且通过例（8）中的“尽力就好了”、例

（9）中的“国家没有整体计划”也可以更明确地判断出说话人的语气。但笔者认为描述为无奈并

不确切，更应该将说话人的这种语气解释为一种消极的反应。下面的例（10）、例（11）是“V2”

为“是”的实际用例。

（10）心想算了，能学多少是多少。

（11）学生则认为学与不学，学好学差也没有什么区别，因而就想学什么就学什么，能学多

少是多少。

同样通过例（10）中的“心想算了”、例（11）的“认为学与不学，学好学差也没有什么区

别”也都可以感受到说话人的消极心理。

4 　并列式“V1多少 V2多少”结构中的“V1”“V2”

此次抽取的用例中并列式的“V1 多少 V2 多少”结构还可再细分为“V1 多少 N1 V2 多少

N2”和“V 多少 N1 多少 N2”。

例（12）（13）是“V1 多少 N1 V2 多少 N2”结构。

（12）他妈不知为这跟他抹过多少回眼泪，生过多少回气。
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（13）你逼死了多少人，害了多少命？

例（12）中“V1- 抹”，“V2- 生”“N1- 眼泪”“N2- 气”，V1 与 N1、V2 与 N2 之间加了量词

“回”。例（13）中“V1- 逼”，“V2- 害”“N1- 人”“N2- 命”。

下面的例（14）为“V 多少 N1 多少 N2”结构的用例。

（14）感谢遇见的所有的人，一路上看过多少人多少事，你们，是我最重的行囊。

其中的 V 为“看”，例（14）中“多少 N”连用了两次。在此次抽取的用例中还发现了像例

（15）一样，“多少 N”连用了三次的用例。

（15）等了我多少年，多少月，多少日子！

其中的 V 为“等”，例子中“多少年，多少月，多少日子”部分，“多少 N”连续使用了三次。

上述的并列式用法均表示说话人的感叹，抒发了如（12）（13）一样愤怒的感情，或如（14）

（15）一般感激的感情。

5 　结语

本文沿用先行研究中对“多少”复用的条件、并且两分法，对疑问代词“多少”的非疑问用法

“V1 多少 V2 多少”结构进行了下位分类。并通过语料库中大量实际使用语料的梳理，尽可能全面

地考察了条件式“V1 多少 V2 多少”中“V1 多少”“V2 多少”之间的关系，并明确出“V2”对

条件式“V1 多少 V2 多少”所表达语气的影响。通过此次语料的梳理，也对并列式“V1 多少 V2

多少”所表达的说话人的感情做出了形式上的区分。

另外，条件式“V1 多少 V2 多少”中的“多少”还主要表示数量，强调的是一定条件下的全

量。而并列式“V1 多少 V2 多少”中的“多少”只表示数量大，且数量义也更为模糊，更侧重表

达了程度高。

注

1）  《现代汉语频率词典》的“生活口语中前 4000 个高频词词表”中“多少”排在第 279 位。该数

据引自王冬梅、赵志强（2008）。
2）  黄伯荣、廖序东（2002）中对“疑问代词”的用法有如下说明：“疑问代词的主要用途是表示有

疑而问（询问）或无疑而问（反问、设问）……疑问代词还有任指和虚指两种引申用法，不表疑

问。”

3）  方绪军（2000）。
4）  笔者在楊蕾（2018）中，对“多少”的实际使用情况作了梳理。在对做疑问代词使用的 690 例

实际使用语料调查中发现，“多少”的非疑问用法明显多于疑问用法。其中“多少”的非疑问用

法 549 例，疑问用法 141 例。

5）  笔者在楊蕾（2018）中，列举了学习汉语的日本学生所出现的如下误用。

   （Ⅰ） 「紙の辞書がどれくらい私たちを助けたのか考えてみてください。だから私は紙の辞書を
残してほしい。」
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   【誤用例①】大家想想，纸质词典对我们有多帮助！所以我希望保留纸质词典。

   【訂　正 1】大家想想，纸质词典对我们有多少帮助！所以我希望保留纸质词典。

   【訂　正 2】大家想想，纸质词典对我们有很多帮助！所以我希望保留纸质词典。

   （Ⅱ） 「私は外出する前に天気を見て、何を着るかを決めるのが好きです。だから私は天気予報
がそれほど役に立たないと思う。」

   【誤用例②】我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报有少用处。

   【訂　　正】我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报没有多少用处。

6）  楊蕾（2018）。
7）  马叔骏（1999）。
8）  楊蕾（2018）。
9）  楊蕾（2018）。
10） 王冬梅、赵志强（2008）。
11） 楊蕾（2018）。「中日対訳コーパス」中的汉语原文用例。

12） 北京语言大学「中国語 BCC 语料库」（http://bcc.blcu.edu.cn）
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【解題】
　本稿は，三つの草稿断片の翻訳とそれに対する歴史的（一部語学的）注解とから構成され
ている。
　『ドイツ国制論』全体は，その最終段階に在った神聖ローマ帝国の国制の没国家性とその歴
史的根拠を明らかにし，当時の時代的制約の中で国制改革を提案しようとするものであるが，
茲で訳出した草稿群は，帝国国制の没国家性を司法制度・財政制度・軍事制度の三点に即し
て剔抉したものである。抑々，帝国国制は，法共同体としての性格をもち，ゲッチンゲン大
学の法学者 J. S. Pütterは，その点に帝国の国家性を見ていたが，ヘーゲルは，その法共同
体の存立を支える司法制度そのものが帝国の国家性を根拠付け得るものではないことを指摘
する。一方，ヘーゲルは帝国の没国家性を特にその帝国軍の解体の裡に見て，そのことが，
軍事制度の基礎となるべき統一的財政制度の不在に由来するものであることを指摘する。斯
様に司法・軍事・財政に亙る帝国の没国家性の歴史的根拠を求めてヘーゲルは，ヴェスト
ファーレン講和条約に遡及することになる。その成立に至る歴史的経緯の叙述が，今回邦訳
された最終部分の内容となる。

〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Japanische Übersetzung und realgeschichtliche und ideengeschichtliche Kommentare zu 

Hegels Fragmenten einer Kritik der Verfassung Deutschlands (Fortsetzung): Die ganze 

Übersetzung besteht aus drei Teilen oder Übersetzungen der drei Fragmente. Im ersten Teil 

handelt es sich um den rechtlichen Grund der Staatlichkeit von Deutschland. Hier will Hegel 

in einem sehr kurzen Fragment diejenige Untrennbarkeit von Staatsrecht und Privatrecht in 

der deutschen Rechtsverfassung ans Licht bringen, die die richterliche Gewalt entmachtet hat. 

Im zweiten Teil kritisiert er die Finanzlosigkeit des deutschen Reichs, die seine Kriegsmacht 

außer Kraft setzt oder eine Reichsarmee unmöglich macht. Schließlich ist die Hauptaufgabe 

des letzten Teils die Darstellung und Analyse vom geschichtlichen Prozess, in dem sich der 
„Übergang vom Zustande der offenbaren Gewalt in den Zustand der berechneten Gewalt“ 

gemacht hat, worin Hegel ein ehemaliges und knappes Zustandekommen der Staatlichkeit in 

der deutschen Verfassungsgeschichte sieht.
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訳

DENNOCH WAR DEUTSCHLAND...

されども，ドイツは…

されども，ドイツは元々国家であった（war Deutschland ein Staat） 1），そして，〔ドイツは〕国家

であり続けるはずであった，即ち，その構成員〔等族〕が全体の防衛という一つの目的のために

協働し〔続ける〕はずであった 2）。〔今や〕国家権力はすっかり個々の等族の私的所有物になっ

てしまっているにも拘らず，等族が協同して一つの国家権力を形成せよという要求は猶も存在し

ている。しかし，この〔要求〕が実現されるためには国家は，その構成員に対する強制権

（Zwangsrecht）をもっていなければならず，加えて権力（Macht） 3） をももっていなければなら

ない。しかし，〔その〕国家は権力をもっていない。従って，国家はその構成員に強制して国家

を作り上げさせることができない。それ故，国家は存在していないことになる 4）。こうして，固

有の権力をもたない国家としてのドイツが如何にして存続しているのか，ドイツが国家であるこ

となく国家であるのは如何にしてか，という問題が解決されねばならなかった。ドイツの権力は，

国家の権力ではなく，個別的なもの〔等族〕の権力である。そして，全体即ち国家は，個別的な

者がその権力を全体に貸し与えることによって存在しているとされる。〔従って，〕全体は，それ

が権力をもっているとしても，貸し与えられた権力をもっているに過ぎないから，全体は，自分

に権力を貸し与えている者に，自分に権力を貸し与えるよう強制することはできない。部分の間

の関係及び全体に対する部分の関係は，国家権力が部分の所有物であるので，権利関係

（Rechtsverhältnis）になる。それに対応すべく国家の法的権力が組織されているが，この司法に

はその言明を通用させるための腱（Nerv） 5） が欠落している。従って，現場の人々は司法を単な

る理想上の制度と看做さざるを得ない。

　非有機的団体（Körper）の個別的構成員〔同士〕の連関，帝国結合（Reichsband） 6） は，国家

の最高司法権力（die oberstrichterliche Gewalt）に基づいている。従って，仮令最高司法権力の

空虚性が実力（Macht）の欠如に因るとしても，最高司法権力は特別に考察されるべきなのであ

る。

　この〔最高〕司法権力の在り方の中で〔真っ先に〕主要特徴として現れ出てくるのは，ドイツ

がひとつの国家と看做されるべきであるとした時に国家権力と看做されなければならないものが，

個別的諸部分の私的所有物と化している，という事態である。即ち，帝国司法権力の中では，市

民的司法（bürgerliche Rechtspflege）と〔領邦へ〕個別化された国家権力に関わる司法とが一括

りにされている。国法（Staatsrecht）と私法（Privatrecht）とが同一の裁判〔管轄〕権の下に置

かれている。帝国裁判所〔帝国最高法院（Reichskammergericht）と帝国宮内法院

（Reichshofgericht）〕 7） は，市民的係争にとっても国法にとっても最上位の上訴審裁判所なのであ

る。後者〔国法〕に関して帝国裁判所の司法権力の〔管轄〕範囲は，仲裁裁判
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（Austrägalinstanzen）によって狭められる。〔仲裁裁判とは，〕国法〔に関わる係争〕を一層高次

の水準で私的問題として 8） 処理する，司法の中でもより限定された類のものの一種である 9）。

　市民的司法と国家司法とのこのような結合〔仲裁裁判〕は，一般に，次のような効果を齎す。

即ち，既存の〔二種類の〕帝国裁判所の業務を拡大して，次々と生じてくる大量の業務を帝国裁

判所が処理し切れなくする。〔事実，〕帝国宮内法院が大量の業務に対処し得ないのと同様に帝国

最高法院にもその能力がないことは，皇帝と帝国そして帝国最高法院自身が認めている所である。

如何なる悪弊と云えども，〔ドイツ司法に於ける大量の業務程に〕対処の容易なものは無いよう

に思われる。〔蓋し，〕独立の裁判所をもっと多く設置したりしなくても，対処の手段を考え付く

のは極めて簡単なことである〔から〕。

【草稿中断】

DIE FORTPFLANZUNG DIESES KRIEGERISCHEN TALENTS...

こうした軍事的才能の増殖…

こうした軍事的才能の増殖を証拠立てるのが，この〔ドイツの〕大群の兵士が役立たずでないと

いう〔事実〕である。〔果たして，〕何世紀も前から，ヨーロッパの諸勢力の間で重要な戦争が行

なわれる際には，ドイツ人の勇気が仮令月桂冠 10） ではないにしても必ず栄誉を獲得しているし，

ドイツ人の血が流されている。

　その住民の多さや，その住民の軍事的才能や，住民の主人による自らの血をも流そうとする覚

悟やにも拘らず，〔詰り，〕戦争が必要とする死と生とに富んでいるにも拘らず，防衛力の無さと

いう点でドイツに勝る国（Land）は存在しないし，〔他国を〕征服せず専ら自国を防衛する能力

の無さという点でドイツに勝る国は存在しない。〔ドイツでは，〕防衛の試み，単なる〔防衛〕努

力ですら，重要なことでもなく，栄誉あることでもない。

　周知のように，〔帝国の〕軍事力は大小様々な規模の〔帝国〕等族の軍（Militär）から構成さ

れている。小規模な等族の場合，この軍隊（Armeen），軍勢（Heere），兵団（Truppenkorps），

或は，如何に名付けようと，これらは通例，警察や儀仗兵以上ではあり得ない。戦士，即ち，そ

れら〔等族〕の軍勢と〔それが果たす〕任務との〔齎す〕名声以上のものは眼中に無い者たちで

はない。「我が軍隊」という言葉を聴いた時に大規模な軍勢のどの戦士の心をも高揚させるよう

な尚武の精神（der militärische Geist），自らの〔軍人〕身分と職務とに対する斯様な矜持，軍勢

の魂，こうしたものは，帝国都市の衛兵や修道院の番兵の中では育ち得ない。制服を着てはいて

もそうした大規模な軍勢をまだ知らなかった個人が大規模な軍勢の制服を目にした時に呼び起こ

される類の尊敬の念は，帝国都市のようなものの制服に対して懐かれるものであり得ない。小規

模の等族で最も勇敢な兵士であった者の口にする「私は20乃至30年間この職務に就いていた。」

〔という言葉〕は，大規模な軍勢の一将校が口にする場合とは全く別の印象と効果を伴う。と云

うのも，この軍人（Mann）の自負とその軍人に対する他の者の敬意とは，その軍人の所属する
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全体の規模と共に増加するからである。蓋し，その軍人は，何世紀もの年月が全体の上に積み上

げてきた名声を分有することになるのである。

　個々の小軍団は〔兵士の〕数が少ないために〔戦争で〕重要な意味をもたないのを，〔それら

の軍団の〕未熟さや〔戦争に〕不向きな組織によって増幅させる必要は無い。〔小軍団に於ける〕

以下の諸事情は，非常に大きな不利益を齎さずにはおかない。即ち，戦争が勃発した時に小規模

な等族では兵士を募る所から始めることになるし，時には将校ですら改めて任命することになる，

その結果，訓練されていない者たちを戦場へ送ることになる。〔小規模な等族では〕或る等族は

鼓手を提供しなければならず，別の等族は太鼓を提供しなければならない等ということになる。

共同で分担兵（Kontingent）を派遣する〔小規模な〕等族の数の多さの故に，武装や訓練等が不

揃いであったり，兵卒と将校が〔戦場まで〕面識がなかったりするという事態が生じることにな

る。― 本来どの等族も兵站を自分で手配する権利を有しており，従って，服務に於ける非常な

無秩序と民間人及び輜重隊への〔服務の〕障害となる過重負担とが支配することになった。―

〔例えば，〕法の理論 11） に従えば，様々な等族〔所属〕の 20名からなる前哨が分遣される時は，

本来，〔その分遣隊には〕20名の自前の兵站部隊〔例えば〕パン職人等が必要となるという。
― 帝国台帳（Reichsmatrikel）は〔1521年 12） 以来〕二三百年経っており，従って，今日に於け

る等族〔相互〕の規模や力の比例関係に適合しておらず，従って，不満や苦情や永久的滞納を惹

き起こしているとか，台帳の中には，地理的位置ですら最早突き止めることのできないような地

方が載っているとか，その他の百もの事情は，あまりにもよく知られていて，人がそれらを取り

上げても，退屈になるだけである。

　小規模な等族が集まり融合して一つの帝国軍を作れば，そうした等族の軍が〔戦争で〕重要な

意味をもたないという事態は消失するとは云え，上述の不利益や他の無数の不利益の故に，戦争

でのこの軍隊の有用性は，他のヨーロッパ〔諸国〕の軍隊 ― トルコの軍隊も例外ではな

い ― 以下のものとなる。しかも，そうでなくても帝国軍という名称が既に特別の不幸を背負っ

ていた。他の諸外国の軍隊の名称は，勇気や恐怖の心像（Gedanken）を喚起するのに対して，

ドイツの社会で口にされる帝国軍という名称は，皆の顔をほころばせ，身分や職分に応じて〔皮

肉交じりの〕快活な気分 13） を呼び覚ます。そして，皆は，何か〔面白い話〕を振舞わんとして

帝国軍についてのエピソードの詰まった小袋の中に手を突っ込むのである。もし人がドイツ国民

（Nation）は生真面目すぎて喜劇的なるものに対する能力を欠いていると思うなら，諸々の帝国

戦争での数々の茶番劇を忘れている。それらは，勿論，可能な限りで最大の大真面目さを以て上

演されているのだ。帝国軍の編成とそこからの帰結すべてとには少しも改善が見られなかった一

方で，ドイツの不幸と不名誉は帝国軍の在り方によって惹き起こされたという感情だけが，帝国

軍を嘲笑しようとする皆の悪癖を抑制した。

　とは云え，真の帝国軍さえ結集することができれば，帝国軍の上述部分〔小規模な等族の軍〕

の在り様から帰結する不利益は，大部分が除去されるであろう。そして，この点に，ドイツが独

立の諸国家に解体していること，ドイツが一つの国家であることを止めていることが，最も明瞭
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に示されている。原理からすれば，そして，理論からすれば，帝国軍は，怖ろしい軍勢であり得

よう。しかし，実践，即ち，ドイツの国法のこの強力な原理は，全く〔理論とは〕別の結果を与

える。勿論，莫大な数のドイツ兵を戦場の中に見ること，これまで余りに屡々であった。しかし，

どのような仕方でか？自ずから明らかなように，帝国軍としてではない。30年戦争や 7年戦争

での内戦に際してのことである。そうした内戦では，対立する〔側の〕援軍として用いられるべ

き〔ドイツの〕軍隊（Kräffte）同士が互いを滅ぼし合い，ドイツは自らの内臓を引き裂くこと

になった。ドイツ国制（deutsche Staatsverfassung）と称されているものは，そうした戦争〔内

戦〕を防止できないのみならず，寧ろ〔ドイツ国制に従えば〕そうした戦争は，下で論じるよう

に，法的であり合法的である。敵が外国勢力である場合には，ドイツの軍隊は〔内戦の場合に

も〕まして取るに足らないものとなる。そうした場合に通例，ドイツ〔帝国〕軍は，大抵，規模

的に劣る等族の兵団より構成される。オーストリア，ブランデンブルク，ヘッセン，ハノー

ファー，ザクセン，バイエルン及びその他の分担兵 ―〔総計で，中小規模等族の分担兵の〕5

倍ある ― は，それぞれ単独には小さな軍勢であるが，統合されるならば，怖ろしさを秘めた

（an sich furchtbar）軍隊を作り上げるであろうし，〔その中に〕同時に統合される小規模な分担

兵の未熟さを消え去らせるであろう。しかしながら，この大規模な〔諸々の〕分担兵は，〔ドイ

ツの〕最高国家権力とは全く別のものに依存しているが故に，ドイツの防御のために彼らが行な

う協力には信頼がおけない。〔但し，〕オーストリアの分担兵をこの類
たぐい

に含めることはできない。

と云うのは，皇帝は，帝国軍が弱いか或は信頼できない故に，止むを得ずして，他の諸王

国 14） の君主〔でもあるもの〕として，等族であるが故の帝国に対する自分の義務が要求するよ

り遥かに大きな努力を以て戦争を行なうのであり，ドイツ以外の〔国の〕へ権力の拡がりをドイ

ツに享受させるのである。しかし，他の〔等族の〕分担兵の場合には，〔一方の〕帝国等族とし

ての義務と〔他方の〕等族自身の領邦への，或は，その他〔等族に〕固有でドイツの利益に無縁

の利益への配慮とが衝突を起こす。その後，以下のような事が次に起こり得る。即ち，或る等族

は，自らの意図に従って，帝国等族の義務を顧みることなく，分担兵を全く拠出せず，別の等族

は，仮令分担兵を拠出しても，猶も戦争が継続している最中に，帝国の敵と講和〔条約〕乃至中

立条約を締結して，〔帝国の〕危機的状況の最中に撤収し，攻撃に曝されている同胞等族を，弱

体なままに放置し，暴威を振るう優勢な敵の手に委ねる。帝国法が等族に，外国勢力と条約を締

結する権利を，従って，外国勢力とドイツとの間で選択する権利を与えるとすれば，且つ，「そ

うした条約が皇帝や帝国への義務に矛盾しない限りで」という法的約款 15） が，ドイツ法〔帝国

法〕の主要原則によって，曖昧にであれ完全にであれ〔事実上〕削除されてしまっているとすれ

ば，且つ，帝国分担兵の配備や戦争分担金の支払に等族が加わることを他〔国〕との結合〔条

約〕が等族に許さなくなる所まで，帝国議会に於ける等族の表決権（vota）が及び得るとされる

のであれば，こうした〔等族と帝国の〕関係は，他の等族にとっては〔危機に面しても〕助力が

得られないという状態を結果し，この結果は，それ自身が再び，帝国の弱体を更に拡大させる原

因となる。詰まり，自分の構成員を外敵に対して護ることを可能にする〔国家〕体制をドイツは
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手に入れようとしないが故に，危険〔に晒されている〕状況は，完全に自然状態

（Naturzustand）に移されることになった，〔換言すれば，〕正当とされただけでなく，可能な限

り自分のことを考えるという自己保存（Selbsterhaltung）への配慮によって義務的とされ〔さ

え〕した。〔等族を〕護れないことが誰にも明白で，〔外国勢力と〕条約を締結する権利によって

法律的及び法的に（gesetzlich und rechtlich）も拒絶されている〔帝国からの〕保護を，頼りに

すべきであると要求することは，極めて不自然で支離滅裂極まりないことになろう。弱小の〔等

族〕にとっては，自分だけで全く独立に戦争を起こし講和を結ぶことのできる外国勢力 16） に保

護を求め，そうした外国勢力によって中立と保護を保証してもらうことが必要となる。そうした

外国勢力は同時に帝国の同朋等族（Mitstände）なのであるから，尚更に，保証してもらうこと

は差し支えないのである 17）。しかし，〔外国勢力の方も，〕彼等の利害の〔帝国からの〕独立性と

固有性の許では，本来，〔帝国等族という〕名称をもっているに過ぎず，従って，〔帝国のために

は〕何もしないことによって新しい利益を引き出すのである 18）。このようにして与えられる保護

は，それが元々特定の対象にのみ関わるものであり，従ってその本質からして一時的なものと思

われ，従って〔恒常的な〕保護統治（Schutzherrlichkeit）を意味するものではないが故に，ま

た，まして，近年ではそうした名称〔保護統治〕は回避され，どのような国家にも好んで独立国

家という称号が容認されている ― 実際フランス共和国は〔その衛星国家である〕バタヴィア共

和国 19） やチサルピナ共和国 20） との協定に於いて保護統治者と自称することがなかったし，また，

そうした協定の条項でフランス共和国がこれらの国家へ駐屯軍として軍勢を置き，その代りに，

保護費と呼ばないにしても，毎年〔一定〕金額を徴収する場合には，そうした合意の第一条項は

常に当該国家の独立性の承認を含んでいる ― からして，そのように〔保護統治と〕称されるこ

とすらないが故に，ますますもって差し障りのないこととなる。

　幾つかの大規模な分担兵が寄り集まった場合には，分担兵同士の関係の不安定が共同的活動を

妨げる。これらの軍隊に対しては，戦争計画の遂行の確実性に必要な〔軍司令官による〕自由な

配置〔命令〕が成り立たず，出兵或は寧ろ個別的作戦の計画が実行される為には，軍隊への命令

よりは寧ろ交渉が必要となる。「或る個別的な等族の軍隊が酷使されるのに対して別の〔個別的

な等族の〕軍隊が優遇されるなら権利の平等性が損なわれるのではないか」という計算すら始ま

らないことは珍しくない。〔或る個別的な等族が〕そうした分担兵を極めて重要な時機にひょっ

として撤退させてしまうかもしれない可能性が取沙汰され，また，自分達を別々の国民

（Nation）と看做している別々の軍隊が〔撤退する軍隊に懐く〕嫉妬が取沙汰されるようになる

と，斯様な状況すべてが，〔兵士の〕数や内容〔装備〕の上ですら勝る帝国軍（Reichsarmee）

が相応しい成果を上げ得ないという事態を促進することになる。

　それ故，ドイツが戦争に弱いのは，ドイツ住民の臆病或は軍事的無能からの帰結とは看做され

得ない。ドイツ住民のことを非好戦的であるとか，最近〔の戦争〕では勇気と同じ位に勝利に貢

献している技能について習熟していないとか看做す者は，誰一人としていない。〔実際，〕如何な

る機会に際しても，帝国分担兵（Reichskontingente）は，〔彼等の〕勇気に最高の証明を与えた
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のであり，彼らがドイツ人という彼等の名前そして彼等の祖先に恥じないことを示したのであれ

ば，先の行動〔分担出兵〕にあって如何なる天恵も齎されず個々の人間や軍団（Korps）の努力

と犠牲が何も結実しないままに失われた責めは，全体の配置即ち普遍的分裂（Trennung）にあ

る。

　財政は，近年，国家権力の主要な部分になっている。なぜなら，ヨーロッパの諸国家はすべて

〔既に〕多かれ少なかれレーン制（Lehensverfassung）から遠ざかってしまっているからであ

る 21）。しかし，国制（Verfassung）と称されるものについて見れば，ドイツの政治的実情は古

〔のレーン制〕の遺物であり，また，その変化はいずれも〔古からの〕減衰（Verminderung）で

しかなかったから，ドイツは，相続すべき如何なる財政を〔元々〕もっていなかったか，或は，

いずれ財政と呼ばれたかもしれないものを〔途中で〕失ってしまったか，そのいずれかである。

ドイツ帝国の収入，その収入の支出に対する関係，必要額を調達する方法〔例えば〕国債

（StaatsKredit, Staatsschulden）は，問題となり得ない。こうした，失敗すれば極めて怖ろしい帰

結を招来し得るが故に他の諸国家では最大の才能の投入が必要とされている法外に重要な諸問題，

こうした諸々の懸念がドイツを苦しめることは全くない。

　今日では国家の支出を賄うために普遍的租税という形式をとっているものが，古いレーン制に

あっては，最高封主（Lehensherr）に固有の占有物並びに権利という形式をとっていた。その

最高封主は，支配権の行使〔即ち〕統治，司法，大使派遣等々のための出費を，自らの直轄地か

らの〔収入によって〕支払っていた。― 本来の意味での課税が行なわれる僅かの場合，〔例え

ば〕最高封主が捕虜となったり，皇太子への分禄が行なわれる等々の場合は，ここでは，考慮に

入れない。戦争に対する出費については，いずれの封臣も自分で支払わねばならなかった。〔そ

れに対して，〕近年では，こうした財政欠如状態（Finanzlosigkeit）とは別の極端〔中央集権的

財政〕が見られてきている。即ち，最下位の村判事（Dorfrichter） juge de paix 22） や捕吏や更に下

位の者にまで至る公職が必要とする如何なる費用も，最初は税金として最高国家権力の許に届け

られ〔集められ〕，そこから再び国家支出として公務の最も細い枝葉に届くまで，法律，布告，

決済といったあらゆる中間項を経ながら，流れ下っていっているのである。

　ドイツでは，このように細かな公的出費にも国家が余計な介入をする等ということは起こらず，

〔帝国〕直属の等族ですらも 23），そして，その中の領邦都市（Landstädte），村も，普遍的な監督

の下にあるとは云え〔常に〕国家〔帝国〕の命令に従うのではなく，財政の中でも彼等に直接的

に関係するような部分については，大抵自分で面倒を見る。― しかしそれだけではない。ドイ

ツは，多数の独立国家に分散しているが故に，本来の普遍的な財政が存在していない。このよう

に〔普遍的な〕財政が欠落していることは，上で示したように，そのことだけでは，ドイツが国

家であることを妨げるものではないだろう。最近では〔専ら〕軍事力による共同的防衛のために

財政制度が必要とされているのである限り，そうした財政制度が存在してさえいれば，〔ドイツ

は国家であることを妨げられないだろう。〕

　〔帝国〕最高法院の維持のために等族によって支払われる〔帝国〕最高法院税
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（Kammersteuer）が，本来，ドイツで唯一正規の財政を成す。従って，この税は非常に単純であ

り，それを管理するのに Pittのような〔有能な〕人物は必要とされない。この〔帝国〕最高法院

税（Kammerzieler）についてさえ，往々にして納入状況が悪いとの嘆きが聞かれる。〔例えば，〕

ブランデンブルクは，何年も前に下命された増税分を支払っていない等々。帝国宮内法院

（Reichshofrat）という別の最高位の帝国裁判所の定期的費用は元より皇帝が担ってきているが，

最近になって，そのための資金を，〔皇帝への〕帰属に復帰した帝国レーン（Reichslehen）の売

却によって作ろうという企てが始まっている。― 司法は元々国家権力と如何なる直接的な関係

をももっていない。然るに，この司法が同時に国家権力の組織，政治的諸関係にも関係している

限りでは，司法について後に言及することになるであろう。嘗てそれぞれの君主が彼等同士の争

いを調停するために往々第三の君主を仲裁裁判官（Schiedsrichter）として選出したり，或は，

苟も教皇庁を共通の法廷としたりしてきた二つの国家は，一つの国家と看做されてこなかった。

それと同様，帝国司法と称されているものや帝国司法に関係している財政制度は，ドイツを一つ

の国家とはなし得ない。

　レーン制の原則に従えば，等族自身が分担兵に〔給与を〕支払い給養することになっている。

〔しかし，〕後者の点〔給養〕については，逼迫した必要の故に多くの等族が，この〔レーン制以

来の〕権利の行使を止めようとしたり，帝国元首と共同的給養支給に関する取決めを結ぶという

有利な逃げ道をとろうとした。果たして，小規模等族は，自分の兵士は自分が戦場に送り込むと

いう自分の権利を用いなくなり，また，大規模等族と協定を結んで，その大規模等族が小規模等

族に相応しい数の軍隊の布陣を決めるようになった。しかし，看て取れることは，〔確かに，〕こ

こには，〈自前の分担兵から拠出金への変更〉，〈或る意味で個人的な支払から近代的な財政制度

への移行〉，それと共に，〈軍事力〔軍隊〕の創設と維持との帝国元首への委託〉へと向かう萌芽

が現れ出てはいるが，〔しかし，〕こうした事態は小規模等族にのみ該当したのであり，一時的な

偶然の出来事であった。

　現代の戦争にあって兵士の布陣によっては充足されないような諸側面〔給与と給養〕にかかる

費用のために等族達は，ローマ月税（Römermonaten） 24） の名の下に拠出金〔の支払い〕を決定

し た。 こ の〔 ロ ー マ 月 税 〕， ド イ ツ 帝 国 戦 争 作 戦 金 庫 納 入 金（die deutschen 

Reichs=Kriegs=Operations=Kassen=Gelder）の計算書に拠れば，〔帝国議会で〕議決されていた

〔ローマ月税〕の約半分が納入されたことが示されている。〔ドイツ帝国戦争作戦〕金庫の現金保

有高は，公開された所によれば，ラシュタット会議の開会 25） に先立つ戦争最後の数ヵ月間では，

300フローリンであったが，別の月では，500フローリンであった等々 26）。他の国々であれば，

戦争金庫の保有高が毎月公開されたりはしない。ドイツの場合は，このように公開しても，帝国

の戦争作戦に対抗する敵側の作戦に全く何の影響も与えない。

　〔上述の諸側面よりも〕もっと重要な側面は，このこと〔帝国の財政〕に関して現状を支配し

表に現れ出ている原則のほうである。即ち，帝国税問題全般に於ては帝国法に従う限り，投票の

少数派は，少数派がプロテスタントであるという条件が充足されるならば，多数派による拘束を
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受けない。しかし，この条件が充足されなくても，ブランデンブルクは，引き上げられた〔帝

国〕最高法院税（Kammerzieler）を支払っていない。〔帝国議会では〕多数が拘束力をもつこと

は何も確定していないから，という理由で。更に，上で述べたように，最近の戦時中に〔帝国議

会の〕多数による議決に基づいてローマ月税支払いの公示がなされたが，多くの等族が，他所

〔の国〕との結び付きを理由に〔支払いに〕加わろうとはしなかった。誰にでも判るように，仮

にドイツが国家であれば，そのような原則〔帝国議会に於ける多数決決議が拘束力をもたない〕

は全く不可能であろう。

　嘗ては，財政に関しても国家権力が〔今〕以上に存在していた。しかし，帝国都市の〔支払

う〕関税，租税といった皇帝の収入は，一般的に，皇帝の〔私的〕所有物と看做されていたので

あり，彼の時代は，普遍的なもの ― 国家，国家の権力 ― の概念からは全く遠ざかっていたの

である。〔事実，〕皇帝は自分の収入を〔所有物として〕売っていた。しかも，もっと理解し難い

ことに，等族は皇帝の収入を買ったり或は抵当 ― 後に回収不能とされた ― として受け取った

りした。同様に，直接的な国家権力ですらも買われたり或は抵当として受け取られたりした。或

る民族（Volk）の野蛮性を示す特徴で，そうした特徴以上に強力なものを探し出すことはできな

い。

　とは云え，時折は，ドイツのために財政〔制度〕を創始すべき必要性が〔帝国等族によって〕

感じられて，帝国の資金源を増加させようという提案が〔帝国等族によって〕為されたことは，

否定できない。〔しかし，〕同時に，〔帝国〕等族には，拠出を定めた法律によって〔帝国の〕財

力を現実化しようとする本意が無かったのであるから，国家のために恒久的基金を見出すことと，

〔帝国〕等族に負担を課さないこととが，統合されなければならなかったであろう。〔然るに，〕

後者の事情のほうが志操の中で主たるものとして優位を占めるのであれば，「仮にドイツの金山

が増えても，そこ〔で採れる金から鋳造された〕ドゥカーテン金貨が，帝国のために使用〔支

出〕されないとしたら，そうした金貨は悉く直ちに水のように流れ〔消え〕去るべきであろう」

という願望を披歴した者が，多数の名誉ある帝国市民（Reichsbürger）によって，ドイツに嘗て

存在した中で最も偉大な愛国者であると看做されたのは，何も不思議なことではない。何故なら，

彼等〔帝国市民〕は，〔その願望を聞いた〕最初の瞬間に，その〔願望の〕ようなことになれば

帝国金庫に一文も入らなくなるという反省〔懸念〕よりも先に，そう〔金貨が悉く帝国のために

使用されるように〕なれば〔自分達が〕支出する必要は全く無くなるだろうという感情を懐いた

のであろうからである。このことはさて措き，少し古い帝国議会は，逆に，そうした〔国家のた

めの恒久的な〕基金の必要に対して，そうした〔金山のような〕観念上の財源をではなく、
― 個別的な〔帝国〕等族が自分の財産の内の幾らかを犠牲に供しなければならないということ

なく ― 真正の実在物〔即ち〕現実的な土地を，帝国国事の出費に支出するためのものとして定

めていた。― それは，彼の狩人達が，実在的な熊を，酒宴の支払いのためのものとして定めて

いたのと同様である。― 例えば，数世紀前に或る法律 27） が作成されて，他所の国民の支配の下

にある諸国民はすべて，ドイツ帝国が彼等を取り戻した暁には
4 4 4

，帝国基金（Reichsfonds）を創
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設するように定められている，とされた。従って，ライン左岸の喪失〔すら〕が，慰めという側

面から，即ち，そうした基金の設立に向けた一つの可能性として，見られ得ることになる。

　仮令，その時代には〔現代よりも〕一層根本的な意味をもっていたそうした思想〔帝国基金の

創設〕が忘れられていないとしても，また，仮令，ヨーロッパ 28） やドイツに於ける今日の政治

的状態の中にありながらもそうした希望〔帝国基金の創設〕に対して希望を懐くのに十分な程に，

ドイツ人の性格が多血質的（sanguinisch） 29） であるとしても，それでも，今日では国家の本質に

属している類の権力即ち財〔政権〕力をドイツが所有しているか否かを検討する際にそうした思

想が顧みられることは無いであろう。

　個別の等族が，普遍的な〔帝国全体に関わる〕問題に対して，例えば〔帝国〕アハト刑宣告或

はその他の帝国司法判決の執行に際して，費用と労力を負担するという事例も，以前は度々発生

した。それらの執行が実際に実施に移された場合には，費用は敗訴側の負担とされた。〔然し，〕

当然ながら，〔敗訴〕側は権利に於てのみならず戦争に於ても敗れたのでなければならなかった。

と云うのも，七年戦争での帝国執行軍（Reichsevekutionsheer）は，その労力に対する如何なる

損害補償をも，その執行軍が差し向けられた等族〔プロイセン〕から受け取らなかったからであ

る。より古い時代には，〔帝国〕アハト刑宣告を実際に執行する上でのより強力な拍車が存在し

た。〔即ち，〕執行側は，〔帝国〕アハト刑宣告について，それを執行する権利以外には何も権利

をもっていなくても，〔執行に要した〕出費に対する補償として，執行対象の等族の土地或は土

地の大部分を手に入れたのである。〔例えば，〕このような仕方でスイス人はハプスブルク家の

元々の〔相続財産であった〕土地の大部分を所有するに至った 30）。バイエルンはドナウヴェルト

を〔同様の仕方で〕所有するに至った 31） 等々。

　戦力並びに財力の斯様な欠如の故に，ドイツは国家（Staat）とは看做され得ない 32）。ドイツに

は，自らを守る能力が無いのである。

【草稿中断】

KAN, WODURCH DIE FREYHEIT...

できる。そのことによって自由は…

できる。そのことによって自由は司法権力（die richterliche Gewalt）にとって危険なものとなる。

しかし，司法（die Rechtspflege）は，国家権力をその対象とする場合には，その本性から全く

逸脱することになる。何故なら，国家権力を対象とすることによって，本質的に国家の一部分で

しかない司法が，〔本来〕全体が部分に従うか否かは全体の恣意であるにも拘らず，全体〔国家〕

を超え出たものとされることになるからである。全体は，権力の存在する所に，存在する。何故

なら，権力は，個別的な者の統合だからである。司法と称されるものの側にも同時に権力が存す

るという仕方で諸権力が組織されているのでない限り 33），この司法は純粋に理論上のものである。

〔純粋に理論上のものである〕司法が，等族相互間の比較的に重大でない係争の場合に〔司法〕
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本来の帝国裁判所〔帝国最高法院と帝国宮内法院〕によって実地に移されたり，比較的に重大で

全体に対する責務に関係する係争の場合に帝国議会によって実地に移されたりすることは，あり

得ない。国家権力を私的所有物と看做したり取り扱おうとしたりすることの中に潜む矛盾を解決

しようとする努力は何世紀にも亙って行われてきたが，成果が上がらなかった。争いが生じた場

合には武器を用いた暴力（Gewalt）によってではなく ― 何故なら，暴力は法について決着をつ

けることなど勿論できないとされているから ― 判決（Urtheil）と法（Recht）によって決着が

図られるべきであるという美しい理論（Theorie）に対して，実践（Praxis）が背馳するに至っ

た。即ち，実践は自然（Natur）に従ったのである。帝国の有力等族相互の関係，帝国に対する

有力等族の関係が，事柄の必然性によって，法（Recht）の領域から政治（Politik）の領域へと

移されているのである。同時に他の国々の君主でもあるような強大等族は，仮令他国の君主でな

いとしても，〔強大等族以外の等族の場合とは〕別の相互関係にある，即ち，戦争と平和につい

てラント平和令（Landfrieden） 34） の法律の下に服してはいない。弱小等族は，確かに，ラント平

和令に従っていて，交戦することはないが，しかし，外国勢力と同盟する権利によって 35），〔同

盟という〕迂回路を経る場合に限られるとは云え，強大等族の場合と同じ〔相互〕関係にある。

実際，例えば，或るミュンスター司教が前世紀に 36） 或る外国の同盟者として帝国都市

（ReichsStadt）ミュンスターを占領して〔帝国都市としての権利を剥奪して〕領邦都市

（Landstadt）に変えてしまったことがある。また，領邦の占有等の一層重要な〔事柄〕は，選挙

協約によるか或は他の正式な仕方によるかで，政治の対象とされた。〔即ち，〕そうした対象につ

いては，帝国裁判所や最高司法権力によって決着が付けられるのではなく，等族間の示談（gütli-

cher Vergleich）によって決着が付けられた。そして，示談によっては決着を付けることができ

ない場合には，必然的に戦争によって決着が付けられることになる。ユーリッヒ＝ベルク継承問

題（die Jülich=Bergische Successions=Sache） 37） は，法的手続によって決着が付けられたという

よりは，寧ろ三十年戦争を惹起した。また，最近のバイエルン継承問題（die Bayerische 

SuccessionsSache） 38） でも，物を言ったのは，〔二つの〕帝国裁判所ではなく大砲と政治〔的駆け

引き〕である。弱小の等族に関わる問題に於ても，決定的な判決を下すのは帝国の司法ではない。

コーブルク＝アイゼンベルク（Koburg Eisenberg）やレームヒルト（Römhild）の家系が途絶し

た後の領地に関わる，ザクセン諸家の継承抗争に於て 206通もの帝国宮内法院決定（conclusa）

が発せられたにも拘らず最も重要な点は示談によって決定されたというのは，周知の通りであ

る 39）。〔確かに，〕同様に，リュッティッヒ問題（die Lütticher Sache） 40） に於て帝国最高法院が判

決の言い渡しを行ない〔判決の〕執行を指示して，その〔執行の〕為に何名かの帝国等族を召集

したのみならず，〔召集された〕等族達がこの〔判決執行という〕責務を実際に果たした，とい

う事実を人々は見てきた。然しながら，〔判決の執行が〕始まるや忽ちのうちに，執行者の中で

最有力の等族 41） は，帝国最高法院の云い渡した〔判決〕を執行するだけであることに満足しな

くなり，自分なりの善意に従って事を進めようとして，戯れに問題を司法の道から政治の道に移

し 42），裁判に基づかない手続で解決しようとすることが貫徹できないとなると，〔帝国最高法院
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が与えた〕執行者の役割をすら放棄してしまったのである。〔リュッティッヒ問題のように〕領

邦君主（Fürst）と臣下の間で生じた誤解のような問題では示談（Vermittlung）が望ましいであ

ろうが，〔一旦〕法廷で判決が下ってしまった場合には，〔判決の〕執行の替わりに別に示談が設

定されていることによって，問題が収斂していった眼目への全体的な視点が狂わされてしまうし，

目前の事への見かけ上での好い効果によって，〔国家〕体制の本質的な原理が狂わされてしまう。

或は，寧ろ，体制の本質的な原理が疾うに既に狂っているということが，そうした機会に露わに

なってきている。

　そうした点については，区別が設けられなければならないように思われる。有力な等族相互の

関係は政治によって決着が付けられるのに対して，弱小の等族は自分達の生存を法的団体として

の帝国（der rechtliche Reichsverband） 43） に負わざるを得ない，ということは余りにも明白であ

る。自分に隣接する強大な同胞等族に対して自分が単独で対抗し得ると看做しているような帝国

都市（Reichsstadt）は存在しないし，帝国騎士（Reichsritter）も自らの〔皇帝への〕直属

性 44） を〔領邦〕君主に対して，自力で主張できるとも，他の帝国騎士団との結び付きによって

主張できるとも，信じていない。事態は説明を要しない。即ち，フランケンに於ける帝国騎士の

運命 45） を引証することは余計なことである。〔何故なら，〕選帝侯領を占領しようとするフラン

ツ・フォン・ジッキンゲンの企ての様な企てが，今の時代に可能な出来事の一つであることは最

早なく，況して，その様な企ての成功が，今の時代に可能な出来事の一つであることなど最早な

い〔からであり〕，また，帝国都市または修道院の連合（Associationen）も，それが嘗てなし得

たこと〔強大な等族に対抗すること〕を最早なし得ないからである。個々の〔弱小〕等族〔の生

存〕を維持している所以が，個々の等族の権力ではなく，それらが結合〔同盟〕している時のそ

れら等族の権力でもないとすれば，それら〔弱小〕等族は，〔皇帝〕直属的な即ち謂わば〔皇帝〕

依存的な国家としての生存を，他でもない帝国団体〔法的結合としての帝国〕に即ち〔永久〕ラ

ント平和令を通じて実現した法的体制（rechtliche Verfassung）に，負うているように思われ

る 46）。然るに，こうした所謂法的関係〔帝国団体〕が，そしてそれと共に，騎士領，修道院領，

帝国都市，〔帝国〕伯領その他の存立が，果たして何によって維持されているか？という問題が

ある。法的関係自身の権力によって維持されているのでないことは明白である。何故なら，〔法

的関係の中には〕如何なる国家権力も存在しないからである。寧ろ，〔有力等族同士の関係と〕

同様に，政治によって維持されている。もし政治をすんなりと弱小等族の生存の基盤と看做さな

いのであれば，そうしたことができるのは，以下の場合，即ち，〔帝国の在り方を〕考察する際

に，〔諸等族間の〕媒介項をなす帝国団体 47） という基盤の許に留まって，帝国団体を支えている

所以を忘れてしまう，という場合に限られる。ルッカ，ジェノヴァその他のような〔弱小の〕

国々は，それらがピサ，シエーナ，アレッツォ，ヴェローナ，ボローニャ等々の運命を経験する

まで 48） ― 要するに，イタリアの都市，侯領，伯領その他の地理全体〔に亙って同様の運命〕を

数え上げることができるであろう ―，帝国団体なしで何世紀にも亙って維持されてきた。以前

には数多くの独立した都市を呑み込んできて外見上は有力な共和国 49） には，外国勢力の司令
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官 50） のあからさまな命令を伝達する一人の副官の到来が終焉を齎した。イタリアの数百もの独

立的諸邦が運命の宝籤から空籤を引いていた間に，独立を幾らか長引かせる数少ない当り籤を引

き当てた〔小規模〕諸国家が存続し得たのは，専ら，それら諸国家の国境を定める〔力を備え

た〕大規模諸国家の嫉妬深い政治による。〔小規模〕国家は，これまでの数世紀の間には大規模

国家と戦うこともあったが，しかし，外的な敗北は喫しなくても，〔戦いの結果〕大規模国家に

対して全く不釣り合いなまでに弱くなっていった。しかし，餌食になっての分け前が平等であれ

ば，〔領土の〕拡大または縮小が平等であれば，〔小規模国家の〕政治の嫉妬心も〔大規模国家の

場合と〕同様に満足を見出すのである。そうしたこと〔政治的嫉妬心の満足〕に源をもつ利害結

合〔利害の一致〕の中で，ヴェネツィア，ポーランド 51） その他の諸国家は，消え失せていった。

　自力救済権（Faustrecht） 52） が政治に変更されることは，アナーキー（Anarchie）から国制

（Verfassung）への移行とは看做され得ない 53）。真の原理は変更されておらず，変更されたのは，

原理の外面だけである。ラント平和令以前の状態の中では，侮辱された者または征服欲に駆られ

た者が正に縦横無尽に戦いまくっていた。それに対して，政治の中では，〔確かに，〕戦いを始め

る前に，少ない利益の為に大きな利害が危険に晒されることのないように，計算が行われるが，

しかし，利益が確実に得られそうな場合には，戦いを止めることがない。多数のドイツ諸国家は

如何なる〔統一的〕権力をも作り上げていないので，その〔権力の〕諸部分の独立性が尊重され

るのは，他の諸権力の利益がそうすることを要求してくる場合，及び，高次の利害や賠償の権利

その他が問題にならない場合に，限られる。利害という点では，例えば，フランス軍がドイツの

半分を占領した時に，フランスは ― オランダ，及び，後に講和条約 54） の中でフランスに割譲

されてしまったライン左岸の諸邦に於ける独立諸国家並びに〔帝国〕直属等族資格〔をもつ

国々〕（Standschafften）を廃止したのに加えて ― ライン右岸の諸邦の国制をも廃止したのであ

り，更には、― 仮令数多くの侯爵領，伯爵領，司教区，修道院，帝国都市，男爵領の独立性を

斯様に粉砕したことが長続きするものではないとしても ― そうすること〔独立性の粉砕〕で，

これらの諸邦を遥かに大きな不幸の中に陥れた〔ことであろう，〕もしも政治，即ち，プロイセ

ンや〈講和を更に困難なものにする惧れのあるもの〉その他に対する配慮，そして勿論 ― 軍事

税 Kontributionen（フランスの公式書状に拠れば，それらの諸邦では軍事税は少額
4 4

取り立てられ

たに過ぎなかった 55））の徴収を目的に定められている規程が上げる ― 利益〔の計算〕が，そう

なることを阻止したのでなかったとしたら。

　あからさまな実力（Gewlt）の状態から計算づくの実力の状態への斯様な移行 56） は，当然，一

気に為されたのではなく，寧ろ逆に，法的体制（eine rechtliche Verfassung）を通じて〔徐々

に〕成し遂げられたのである。それでも，ラント平和令以後〔の〕ドイツは今日〔のドイツ〕以

上に国家である，と看做し得た。〔確かに，〕レーン制によって国家権力（Staatsgewalt）は非常

に多数の諸部分に寸断されていたが，しかし，部分の多さの故に個々の部分は全体に対して抵抗

し得るだけの力が無かったのである。しかしながら，仮令運命がドイツをそうした〔計算づくの

実力が支配する〕状態に至るべく定めることなど全くないとしても，ドイツは，無法状態への倦
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厭〔の蔓延する状態〕を克服するであろう。即ち，〔或る時は 57）〕ラント平和令によって，或る

時は宗教（それは〔宗教改革で〕国民を永遠に分裂させてしまったが）へのより深い関心によっ

て，より確固とした連関を築こうと試みるであろう。フェーデ時代の無法状態に於けるあらゆる

暴虐 ― 等族同士〔の関係〕という意味でも，全体〔帝国〕に対する等族〔の関係〕という意味

でも ― の中にあっても，或る種の全体的連関（Zusammenhang des Ganzen）が成り立ってい

たのである。

【つづく】

註

1）『ドイツ国制論』で最も有名な「ドイツは最早国家ではない」という否定的表現に対し直接的
に「ドイツは嘗て国家であった」と肯定的に明言した唯一のテキストである。このテキストは，
此度の新全集版に於て初めて公刊された。この場合の「国家」が具体的に何を指示するかは決
して自明ではない。この問題については嘗て下記拙稿で『ドイツ国制論』草稿のテキストに即
して分析した。「レーン制と近代国家 ―『ドイツ国制論』に於けるヘーゲルの帝国改革構
想 ―」，京都外国語大学『研究論叢』第 56号，2001年。

2）zusammenwirkenは自動詞であるから，不完全な文章である。補足の仕方は一通りではないが，
当訳では，solltenをMitgliederの後ろに補って読む。

3）茲での権力は，その構成員としての等族に対する全体としての国家の強制権の行使を可能にす
るための権力という意味で理解されている。

4）国家権力の在り方を巡る茲での議論の構造に注目する必要がある。国家権力の概念の下で必ず
しも中央集権的な権力構造が理解されているのではない。領邦国家が夫々に権力をもつことを
前提に，そうした領邦国家に対する強制権力を帝国がもつ，という構造が想定されている。茲
に示されている国家は連邦国家の性格が非常に強い。ヘーゲルの「国家の概念」の内実を理解
する上で前提として確認されておくべき点である。

5）今日一般的な「神経」の意味ではなく，「言明」を現実化する力という，文脈に相応しい古い
意味，即ち，ラテン語の nervus「腱」「筋肉」の意味で用いられているものと推測される。当
時そうした意味での用例が存在したことは確認されている。Grimm, Deutsches Wörterbuch, 
Bd. 13, Sp.611f.

6）これに対して，Reichsverbandは，「帝国団体」と訳す。
7）これ等の詳細については，ペーター・エストマン著，田口正樹訳「ドイツ国民の神聖ローマ帝
国の 2つの最高裁判所（1495年から 1806年）：歴史・研究・展望」，北大法学論集 64（4），
2013年が参照されるべきであろう。

8）文法的には als PrivatSachenを比較級 höherに対応すると解することも可能である。即ち，
「私的問題よりも一層高次の水準で」と解釈することも可能である。然し，続く文脈を勘案し
て斯様に訳す。

9）einer Art von ...を eine Art von ...の誤記と解釈する。即ち，die Austrägalinstanzenと eine Art 
von ...とを同格と解釈する。

　　　尚，仲裁裁判の位置付けに関しては，本文の記述で略尽くされている。その歴史的経緯に就
ては，以下の記載で全体的見通しが与えられており，背景理解に有益である。
Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, hrsg. v. A. Erler und E. Kaufmann, 1. Band, 
1973, S.273f.
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　　　斯様な仲裁裁判の発達の背景に帝国の司法権力の弱体化と領邦高権の成立とがある点，更に，
仲裁裁判が帝国直属身分の特権となっていった点については，例えば，以下の記載を参照のこ
と。Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, 4. Bd., 1990, S.1386ff.

10）Lorbeeren.ここでは戦争の勝利を象徴している。
11）曖昧な表現であるが，具体的には恐らく 1681/82年の帝国軍制 Reichskriegsverfassungを指示
しているものと推測される。この問題に関する邦語文献としては，以下が詳しい。求馬久美子
「1681/82年「帝国軍制」について：17世紀後半のドイツにおける帝国防衛体制」，北海道大
学文学部西洋史研究室『西洋史論集』第 1巻，1998年，34頁以下。但し，テキストの記述の
資料源泉は不明。少なくとも Johann Stephan Pütter, Historische Entwicklung der heutigen 
Staatsverfassung des Teutschen Reichsではない。

12）1521年Wormsで開催された帝国議会で定められた帝国台帳は，帝国の終焉まで，帝国クライ
ス制度に基づく帝国軍の編成とその財政的基礎となる帝国税の徴収とのための基準とされた。

13）„alle nach Stand und Gebühr witzigen Launen“の alleは，強調の用法であると解釈する。
14）「諸王国」とは，必ずしも厳密な意味での「王国」には限定されず，ハンガリー王国，ボヘミ
ア王国，クロアチア王国，ナポリ王国，そして，モラヴィア，南ネーデルラント，ミラノその
他を指すものと思われる。

15）ヴェストファーレン講和条約に於ける所謂同盟権の規定に附された文言。オスナブリュック講
和条約（Instrumentum Pacis Osnabrugense）であれば，第 8条第 2項に当該の文言は登場す
る。Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
1495-1815, hrsg. v. Hanns Hubert Hofmann, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 
1976, S.188f.

16）当初，「有力な等族」（mächtige Stände, mächtigere Stände）という表現が用いられていた。
17）ここで想定されているのは，例えばドイツ諸侯同盟に於けるような関係であろう。もしそうで
あるとすれば，ここで「外国勢力（auswärtige Mächte）」が複数形をとる理由が理解可能とな
る。プロイセンとオーストリアとを具体的に想定し得るからである。その場合には，当然，
オーストリアは，狭義のドイツに対する外国と位置付けられていることになる。その意味では，
前註で言及された表現の変化は，帝国に於けるオーストリアの位置付けに対するヘーゲルの考
え方の変化を指示している可能性がある。

18）aber以下を，意味的に，daで始まる副文の中には含めない。形式的・文法的には，勿論，含
まれる。

19）対仏同盟戦争でネーデルラント連邦共和国が敗北し滅亡した後 1795年 1月 19日から 1806年
6月 5日までオランダに存在した国家。

20）ナポレオンのイタリア遠征によって占領された北イタリアに設立された国家。1797年 6月 29
日にナポレオンによって成立が宣言され，1802年 1月 26日にイタリア共和国と改称されるに
至った。

21）レーン制にあって権力は，恩貸地制を経済的基盤とする人的主従関係である従士制によって成
り立っていたが，レーン制が衰退した近代国家にあって権力は，次第に国民軍に実力的基盤を
もつようになるが，それを経済的に支える国家財政の確立が近代国家の急務となっていく。

22）一般的訳語は「治安判事」。民事と刑事の両方を管轄とした。文脈から明らかな様に，現代の
フランスの司法・行政制度を中央集権的なものと理解している。「最近（in neuern Zeiten）」
とは，フランス革命以後を指示するものと思われる。詰まり，レーン制下の主にドイツと革命
後のフランスとが対比されている。

23）草稿への書き入れに就て全集版編集者とは別の解釈の可能性があると思われる。文脈的に，
sogarは，die unmittelbaren Ständeの前に位置すると解釈すべきものと思われる。

24）訳語は，金子武蔵に従う。他に，「ローマ進軍援助」と訳されることもある。単に「レー
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マー・モーナト」とする場合も多い。簡略な解説としては，「これはもともと「ローマの月」
の意味で，ローマにおける皇帝戴冠式の護衛として認められた兵員の費用にあてるのが，その
本来の目的だったことにちなむ名称である。」「レーマー・モーナトは，一五二一年の帝国台帳
〔Reichsmatrikel〕によってそれぞれの帝国等族に割り当てた兵員の一ヶ月間の維持費を指して
いる。（中略）それぞれの帝国等族は，帝国会議で定められたレーマー・モーナト数に応じた
金額を送金しなければならなかった。」ピーター H.ウィルスン著，山本文彦訳『神聖ローマ
帝 国 1495 － 1806』 岩 波 書 店，2005 年，84 頁 以 下。Vgl. Hermann Conrad, Deutsche 
Rechtsgeschichte, Bd.2, 1966, S.123, 135.同書には，金額決定の仕組みと具体的な金額が示され
ている。因みに，それらに拠れば，騎士一人に付き，12グルデン，歩兵一人に付き，4グルデ
ン を 要 し た。Zedler に 拠 れ ば，„römer-monat....ist eine reichs-anlage und collecte in 
Deutschland, nach welcher dasjenige, was jeder reichs-stand bedürffen fall contribuiren muß, 
gerechnet wird, und beträget, was die gesammten kreise vor einen römer-monat erlegen müssen, 
2681 mann zu pferde und 12795 mann zu fuß, oder an gelde 83964 kayser-gulden.“ Johann 
Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste 
1731-1754, Bd. 32, S.344.

25）1797 年 12 月 9 日。Vgl. Sammlungen der Akten des Reichsfriedens=Congresses zu Rastadt. 
Erstes Heft. Protokolle der Reichs=Deputation bis zur vierzigsten Sitzung. 1798, S.1.

26）対応する浄書稿とは，金額と単位（浄書稿ではグルデン）が異なっている。異なる理由は未解
明である。詳細は，浄書稿に附した訳註を参照のこと。

27）これが具体的にどの法律を指すかは，未解明である。
28）【ヘーゲルによる欄外書込み】執行費用（Exekutionskosten）
29）ヒッポクラテス以来の四体液説（四種類の体液間の量的優劣関係による気質の決定を説く説）
に基づく気質の四区分のひとつ。当該文脈では，楽天的・楽観的な気質を指示する。他に粘液
質（philegmatisch）・胆汁質（cholerisch）・黒胆汁質（melancholisch）がある。『ドイツ国制
論』執筆当時，体液説乃至血液生理学は流行が拡大しつつあり，用語として使用される頻度も
高まりつつあった。当時の血液生理学の歴史については，下記の論文を参照。Karl Eduard 
Rothschuh, Zur Geschichte der Pathologie des Blutes, insbesondere zur Lehre von den Schärfen, 
Krasen und anderen Fehler n der Säfte. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der 
Humoralpathologie zwischen 1750 und 1850. Sudhoffs Archiv 35, 1942, S.293-311.

30）ハプスブルグ家は，古くは，スイス北部から独仏国境アルザス地方に至る地域を支配していた。
11世紀には，現在のスイス北部 Aargau州辺りを本拠地としていた。ヘーゲルの文章は，1415
年にハプスブルグ家に対して宣告された帝国アハト刑を執行するスイス誓約同盟が Aargauを
占領して事実上自らの領地に組み入れ翌 1416年にそれをハプスブルグ家から購入するに至っ 
た経緯を指示しているものと思われる。

31）Pütter, op. cit., S.22f.金子訳の訳注に，Pütterの記載に基づく事実関係の解説が与えられている。
金子武蔵訳『ヘーゲル政治論文集　上』岩波書店，1967年，211頁以下。但し，Pütterが言及
している事実は，1606年から 1607年に掛けて起こった所謂「十字架と旗の戦い（Kreuz-und 
Fahnenggefecht）」である。

　　　尚，Pütterは，帝国最高法院と帝国宮内法院の間の裁判管轄権を巡る争いの事例として，ド
ナウヴェルト（Donauwerth.現在の標準的表記は Donauwörth）の事例を挙げている。更に下
記も参照。Hermann Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd.2, 1966, S.25.

32）【ヘーゲルによる欄外への書き込み】「ここからの諸帰結については，Ⅱ：を見よ。」
33）一種の権力分立が主張されている。即ち，全体としての国家に権力が帰属するという前提の上
でのみ，部分としての司法にも権力が帰属する，という構造が求められている。神聖ローマ帝
国の連邦的政体を法共同体として評価しようとする J. S. Pütterの帝国論への批判を含むと思
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われる。
34）単数形である処からして，1495年に制定された永久ラント平和令（Ewiger Landfriede）を指
すものと思われる。

35）勿論，ヴェストファーレン条約に於て帝国等族に対して認められた同盟権を指示する。その成
立の経緯と内実については，次の文献に詳しい。明石欽司『ウェストファリア条約その実像
と神話』慶應義塾大学出版会，2009年，164頁以下。

36）茲での記述が，市民と対立した司教 Christoph Bernhard von Galenが 1661年に市を占領しそ
の権利を剥奪した事件を指しているとすれば，「前世紀に（im vorigen Jahrhundert）」という
表現は 17世紀を指していることになり，そこから必然的に，この草稿の執筆時期が 1801年よ
り以前であることが導かれてくる。しかし，この結論は，全集版編集者の考証とは一致しない。
彼等は，早くても 1801年 2月以降，恐らく 1801年夏に執筆されたものと推測しているからで
ある。Georg Wilhelm Friedrich Hegel Gesammelte Werke, Bd. 5, 1998, S.584-590.全集版編集
者の考証が正しいと仮定した場合には，二つの可能性がある。一つはヘーゲル自身の勘違い，
もう一つは訳者による事実との対応付けの誤り。しかし，全集版編集者の考証が誤っている可
能性もある。草稿の終了時期については考証の確度が高いと思われるが開始時期については，
確度はそれ程に高くないとも思われる。その意味では，1800年末頃には当該草稿の執筆に
ヘーゲルが着手していた可能性も決して低くないと思われる。

　　　尚，訳者による事実との対応付けに際して解釈の困難な点が一つある。「或る外国の同盟者
として（als Bundesgenosse eines fremden Staates）」に対応する事実を見出し得ない点である。
微かに 1665年にネーデルラント連邦共和国との抗争に於て von Galenがイングランド王
チャールズ二世と同盟を締結した事実を見出すことはできる。ヘーゲルの記憶の混乱である可
能性も排除できない。

37）上掲金子訳 217頁以下でも指摘されている通り，ユーリッヒ＝クレーウェ（Kleve）継承問題
（戦争）（1609－1614）の間違い。ユーリッヒ＝クレーウェ＝ベルクの Johann Wilhelmが 1609
年に死去した後に，その領地の継承権を巡って，ブランデンブルク家の Johann Sigismund公
とプファルツ＝ノイブルクのWolfgang Wilhelm公の間で勃発した継承戦争。両者を支持する，
当時組織されたばかりのプロテスタント同盟とカトリック連盟との対立へ発展していった。そ
して，クサンテン（Xanten）の講和条約（1614）での領地分割を以て暫定的な解決に到達す
るも，同問題の最終的な解決は三十年戦争後に持ち越されることになった。

38）バイエルン選帝侯Maximillian III. Josephが 1777年に死去した後に，その領地を継承したプ
ファルツ選定侯 Karl IV. Philipp Theodorのバイエルンへの無関心に乗じてバイエルンに侵入
した神聖ローマ帝国皇帝 Joseph II.と，それに反対するプロイセン王 Friedrich II.との間の戦
争（1778－1779）。この戦争では，実戦の行なわれた期間は短く，10カ月にも亙って Friedrich 
II.と皇帝の母Maria Theresiaとの間で外交交渉が行なわれた。その間，兵士が戦争をするの
ではなくジャガイモを掘っていただけ，と云う意味で，「じゃがいも戦争」と揶揄された。

39）Pütter, op.cit., Bd 2, S.327の以下の記述を殆どそのまま援用している。„In den Jahren 1699. 
1707. und 1710. giengen auch schon drey von des Herzog Ernsts Söhnen ohne Nachkommen ab, 
wodurch deren Antheile Coburg, Eisenberg und Römhild erlediget wurden. (Erst nach diesen 
Streitigkeiten sind hernach durch neue Verträge insonderheit im Jahr 1735., nachdem nicht 
weniger als 206. Reichshofrathsconclusa in diesen Sachen ergangen waren, endlich anderweite 
Vertheilungen geschehen, ...)

40）北ドイツの或る領地を巡る二人の貴族間の紛争が惹起した，二種類の帝国裁判所の権限，従っ
て皇帝の留保権（Reservatrecht）を巡る衝突を背景にもつ問題。Lüttichの司教が一方の貴族
の依頼に基づいて帝国最高法院に問題を持ち込んだことが事の直接的な発端。プロイセンは帝
国最高法院の判決を執行する役割を与えられた。然し，事態は複雑で，プロイセンは，判決を
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逸脱して対立を独自に武力で調停しようとして失敗，結局，判決に従った決着を付けない儘に
手を引いてしまった。事件の直接的経過については，Hegelʼs political writings, Oxford 1964, 
p. 186に附された T. M. Knoxの註に詳しいが，背景に在る歴史的文脈については，Pütter, 
op.cit., Bd 3, S.166ff.に詳しい説明が見出される。

41）プロイセン王国を指す。
42）„die Sache aus dem gerichtlichen Weg in den politischen spielte“所謂搬動語法と解する。
43）直訳すれば「法的な帝国団体」。帝国を法的共同体・法的結合体と看做そうとする Pütterの思
想を前提とする叙述であると考えられる。

44）原語は Unmittelbarkeit。Reichsunmittelbarkeitの省略形。皇帝のみに臣従すること，従って，
領邦君主への臣従の義務はないことを意味する。

45）ルターによる宗教改革が始まった時代を背景に 1522年から 1523年にかけてフランケン地方を
舞台として起きた騎士戦争（Ritterkrieg）を指す。それは，Franz von Sikkingenと Ulrich von 
Huttenを中心とする反カトリック的騎士がトリーア大司教〔選帝侯〕領を攻撃したものの，
カトリックを支持する領邦君主（ヘッセン方伯，プファルツ選帝侯，トリーア大司教その他）
によって反撃され敗退した戦争である。

46）法的団体としての帝国が弱小等族の生存乃至平和を維持する働きをしたとするのは，Pütterの
見解であると推測される。

47）„bei dem Reichsverband das ein Mittelglied ausmacht“ Reichsverbandは正しくは男性名詞であ
る。一行下の文章でも中性名詞と看做されている。

48）フィレンツェ共和国のような有力な国家の支配の下に置かれたことを指す。
49）ヴェネツィア共和国を指す。ヴェネツィア共和国は，1796年から 1797年にかけてイタリア北

部を舞台としてフランスとオーストリアとの間で行われたイタリア戦役の中で，1797年末に
はフランス軍に領土の一部を占領され，最終的には 1797年 10月 18日に調印されたカンポ・
フェルミオの講和条約によってオーストリアの領有が決定されて，正式に滅亡した。

50）ポール・バラスの副官として総裁政府によってイタリア派遣軍司令官に任命されたナポレオ
ン・ボナパルトを指す。

51）ポーランド（・リトアニア）共和国が，プロイセン・ロシア・オーストリアによる 1772年，
1793年，1795年と三次に亙る分割の結果，滅亡したことを指す。

52）自らの権利を侵害された者が，侵害した者に対して，帰属する血縁共同体（ジッペ Sippe）の
協力を得て行なう，実力による血讐即ちフェーデ Fehdeの権利。中世の社会秩序に於ける
法・平和共同体としてジッペの果たした基本的な役割が，特に 19世紀以降の法制史記述に於
ては重要視された。茲に示されたヘーゲルの歴史理解も，そうした方向と一致している。斯様
な点を含め，フェーデについての標準的理解は，以下に於て与えられている。
Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, S.1083-93.

　　　但し，近年では，その過大評価が批判される傾向にある。聊か古いとは云え，その点に関す
る邦語での紹介は，下記の文献に於て与えられている。ハンス・K・シュルツ著，小倉欣一他
監訳『西洋中世史事典』ミネルヴァ書房，1997年，152頁以下。

53）「ようやく中世末期から近世にかけての領邦国家が，血讐，フェーデ，自力救済を克服するこ
とに成功した」（『西洋中世史事典』155頁）が，そのことは帝国の国制 Verfassungが確立さ
れたことを意味しない，ドイツ帝国のアナーキー状態は続いている，と云うヘーゲルの歴史理
解が茲で提示されている。註 1で言及した歴史理解との整合性が問題となる。

54）1801年 2月 9日にリュネヴィルでフランスと神聖ローマ帝国との間で締結された講和条約を
指す。この講和条約によって，1797年 10月 18日に締結されたカンポ・フォルミオ講和条約
に於て既に約定されていたライン左岸地域のフランスへの割譲が承認された。

　　　当該文脈全体の精確な理解の為には，リュネヴィル講和条約が当時の大方のドイツ人に対し
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て及ぼした影響とそれがヘーゲルの思想に対して及ぼした影響とを細心の注意を以て分けて分
析する必要がある。その意味で，von Aretinが下記の文献に於て行なった指摘は非常に重要で
ある。Karl Otmar von Aretin, Das Alte Reich 1648-1806, Bd. 3, 1997, S.502ff.更には，同書 623
頁の註 30での記載にも，G. Walterの研究への言及という意味で，注意が払われなければなら
ない。Gehl Walter, Der Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und 
die Problematik seiner Restauration in den Jahren 1814/15, 1980, S.43f.

　　　von Aretinが正当に指摘している通り，当該文脈に於ける歴史理解は，『ドイツ国制論』の
中で提示されている帝国国制改革案との統一に於て解釈されなければならない。この点に就い
ては，更に下記の文献も参照されなければならない。Joachim Whaley, Germany and the Holy 
Roman Empire, Vol 2, 2012, p. 616.

55）【ヘーゲルによる欄外書き込みへの指示あり】「フランスの公式書状は真面目に（書かれてい
る）のか，それとも〔ドイツの〕惨状を嘲笑して（書かれている）のか，僅かの…」（不完全
な文章であるので，文意の確定に困難が伴う。）

56）【ヘーゲルによる欄外への書き込み】「ドイツは，レーン〔体〕制から法的体制へと移行した。
〔ドイツは〕度々〔法的体制〕でないことも〔あったが〕それでもひとつの国家（ein Staat）
〔ではあった。〕人々の内面を宗教が結び付けていた〔verbindetと現在形であるが過去形と訂
正して解釈する〕。〔宗教が，〕市民の倫理に，産業，商業，都市の興隆に変化を齎した。〔それ
でも，〕都市では，〔市民の〕誰もが自分のことを考えても全体には目を向けない，貴族がそう
であるように。

　　　しかし，それ故に，別の紐帯が必要であった。即ち，国家の権力（Macht des Staats）が。
少なくとも〔宗教よりも〕不完全さの少ない紐帯が。〔しかし，別の紐帯は〕可能ではなかっ
た，個々の国家が不釣り合いに巨大化したが故に。外国の諸勢力。ドイツの帝国等族。多数性。
講和条約締結での経過。スウェーデン。イギリス。プロイセン。ローマ帝国の北方野蛮国
（nordische Barbarei des römischen Reich）。」

　　　非常に断片的であり，文脈の再構成に少なからぬ困難を伴う書き込みであるが，重要な内容
を含むと考えられる。即ち，法的体制乃至法的共同体としてのドイツに国家の成立を認め，そ
の成立の根拠が，宗教による内面結合にあるとする一方で，国家権力という紐帯は，領邦国家
の巨大化によって不可能になった，と言われている解釈できるからである。この書き込みの重
要性は，国家の成立と国家権力の成立が分離されている点，換言すれば，宗教という内面的紐
帯のみによっても国家は成立し得る，と看做されている点にある。

57）„durch den Landfrieden“の前に baldを補って解釈する。他の仕方では，„bald durch das 
tiefere Interesse der Religion“での baldを解釈することは不可能であると考えられる。
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