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ヘーゲル『ドイツ国制論』を貫く主権への問い　後篇
― 帝国の現実と主権　ピュッター，マイヤーとヘーゲル ―

早　瀬　　　明

 〈Kurze Inhaltsangabe〉
  In dieser Abhandlung will der Verf. eine geschichtliche Tatsache feststellen, daß Hegels 

Staatsauffassung in seiner Verfassungsschrift mit Bezug auf die theoretischen Grundlagen 

seines Souveränitätsbegriffs unter einem starken Einfluß von J. S. Pütter und J. Ch. Majer 

steht. Hier wird Hegels scharfe Einsicht in die Möglichkeit eines Souveränitätsbegriffs in der 

föderativen Struktur von Deutschland klargemacht, die in seinem Reichsreformplan enthalten 

ist.

【解題】

　『ドイツ国制論』に示されたヘーゲルの国家理解を正確に理解するために特に留意されるべき

ことは，それが，飽く迄も当時のドイツの政治体制即ち神聖ローマ帝国という国家体制の現状を

基礎として形成されたものである，という点である。換言すれば，そこで提示されている国家概

念は，現状の神聖ローマ帝国或は（ヘーゲルの表現では）ドイツ帝国を如何に改革するかという

目的との連関の中に在る。ドイツの政治的現実を離れて単に抽象的な国家概念が構成されている

訳では決してない。

　斯様な点を踏まえるならば，従来往々にして認められた如くに所謂「国家の概念」の部分だけ，

特にその一般的内容の部分だけを歴史的文脈から切り離してヘーゲル国家思想形成史の文脈の中

に位置づけようとすることは誤りである。寧ろ，ヘーゲルの帝国史理解と其れに基づく帝国改革

案との連関の中でこそヘーゲルの国家理解は正確に換言すれば歴史的に理解できるし評価できる

と見るべきものである。

　本論考の前篇（『研究論叢』第 85号）では，『ドイツ国制論』に於けるヘーゲルが如何なる理

論的前提の上でドイツ帝国の改革を考えようとしていたかを，主権概念の理解に焦点を絞って帝

国論的な側面から分析してきた。そこで確認された事は，ヘーゲルが，ボダン及びプーフェンド

ルフの考察を前提にして，帝国の国家同盟的現実を受け入れながらも，同時に，ボダンの意味で

よりは緩やかな仕方で主権の成立を認め得るような新しい国家概念を見出す理論的努力を自らに

課していった可能性の存在である。

　斯様な確認を踏まえて，本論考の後篇では，『ドイツ国制論』に於けるヘーゲルの国家理解を，

特にその基盤を成す帝国史理解に特に着目しながら，その中核を成す主権概念の理解を分析して

いく。具体的には，先ず，従来は単に歴史的な事実経過の理解に関してのみ影響の認定を限定さ
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れてきた，ヨハン・シュテファン・ピュッター Johann Stephan Pütter（1725－1807）の帝国国制

理解のヘーゲルに対する影響について再評価を試みることを主要課題の一つとして位置付ける。

それを踏まえて，更に，従来からも指摘されてきたヨハン・クリスティアン・マイヤー Johann 

Christian Majer（1741－1821）からの思想的影響をも改めて評価したい。

　この作業を通して，『ドイツ国制論』の主権概念が，ドイツの政治的・歴史的制約の下にあっ

て極めて限定された内容をもつものであることを明らかにする。そして，この限定的性格が，後

の『法哲学』の国家理解にも繋がるものであることを示そうとする。

4．ピュッターの帝国理解

　ヘーゲルに対するピュッターの影響は，従来，ドイツ国制史の歴史的事実に関する知識に限定

されると理解されてきた 1）。然し，『ドイツ国制論』で提示された帝国改革案とその諸前提を分

析する時，直接的にピュッターの諸著作を介してであるか，或は，間接的にマイヤーの諸著作を

介してであるかを最終的に確定することが困難な点は残るとしても，ピュッターの帝国理解から

の影響を想定せずに『ドイツ国制論』での帝国論を理解することは困難であると考えられる。

　ピュッターの議論の重要性は，ヘーゲルにとって同時代の神聖ローマ帝国（「ドイツ帝国」）が

独自の意味で国家であり得ている，と主張した点にある。そして，そこで提示された帝国の国家

性の条件こそが，ヘーゲルの帝国改革案の前提をなす，と考えられる。

　有名な「ドイツは最早国家ではない」という言葉を根拠として，『ドイツ国制論』では，往々，

ヘーゲルは，帝国の非国家性の主張に終始したと考えられているが 2），実は，国家として存続す

る可能性が残存していると見ており，そうした見通しに基づいて可能性が現実化する条件を明ら

かにする帝国改革案を提示しようとしたのが『ドイツ国制論』なのである。

　但し，その残存する可能性すらもが歴史的現実によって断たれた時，『ドイツ国制論』の執筆

は挫折を強いられることになる。

4-1.　ピュッターによる帝国理解の枠組

　ピュッターは，ドイツ帝国の統治形式を正当に評価するためには，アリストテレス以来の古典

的な政体論の枠組では不十分であり，古典的な政体論の枠組を包摂する新しい枠組が必要である

と説く。

「私が誤っていないとすれば，この問題を巡って私が目にした著作すべての中で，根本的な

誤りが犯されてきた。即ち，君主政的，貴族政的，民主政的と，国家をアリストテレス的に

区分することだけに固執することによって，不完全な尺度が採用されてきたのである。」

 （B. 20）
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　これに対して，ピュッターがドイツ帝国の統治形式を正当に評価するために導入しようとする

区分は，単純的（einfach）であるか複合的（zusammengesetzt）であるかという区分である。

「然しながら，こうした〔アリストテレス的〕区分の上に更に高次の区分が案出されなけれ

ばならない。即ち，社会に単純的な社会と複合的な社会とが存在するのと同様に国家にも単

純的な国家と複合的な国家とが在り得るとする区分が。」（B. 20）

　この区分は，社会（Gesellschaft）概念を国家（Staat）概念に対する上位概念と看做す当時の

理論的枠組に基づく区分であるが，アリストテレス以来の伝統的区分に先行するより原理的な区

分として提示されている。ピュッターは，この区分を原理的区分と看做す視点から，当時の啓蒙

主義的政治理論の基本枠組であった「君主政か共和政か」という区分を似非区分

（Afterabtheilung）と言い切っている 3）。

　ピュッターに拠れば，伝統的区分は単純的国家のみを想定した政体論的区分であるに過ぎず，

ドイツ帝国の国家性を理解するためには，そうした限定性から脱却する必要がある。その時初め

て，領邦高権（Landeshoheit）の上に位置する「皇帝と帝国がもつ高次の権力（eine höhere 

Gewalt von Kaiser und Reich）」によって成り立つ独自の統治形式を有する主権的国家としてドイ

ツ帝国は理解し得るものとなる，とされる。即ち，ドイツ帝国は，領邦高権を認められた複数の

領邦国家（Landesstaat）が帝国議会（Reichstag）を介して皇帝の下に統合された複合的国家即

ち帝国（Reich）である，とされる。ドイツ帝国に於ける帝国という国家形式は，アリストテレ

ス的政体論の枠組では捉え切れない独自の統治形式である，とピュッターは見ているのである。

「ドイツこそは，数々の特殊的国家より構成された国家団体（ein aus mehreren besonderen 

Staaten zusammengesetzter Staatskörper）であり，……特殊的であれども猶も共通的高次権

力に服属する数々の諸国家より成る一つの帝国（Reich）である。」（B. 30f.）

「ドイツは一つの帝国である。それは，純然たる特殊的諸国家へと分割されているが，それ

でも尚，それらは全て共通的最高権力の下で複合的国家という形態をとって統合されてい

る。」（B. 38）

　茲で「最高権力（eine höchste Gewalt）」と言われる時，ピュッターがドイツ帝国を主権国家

と認めていることは，既に明白である。

　一方，ピュッターは，伝統的政体論を排除せずに，ドイツ帝国の政体論的に重要な特色を規定

しようとする。即ち，ドイツ帝国は制限君主政国家である，と。

「従って，皇帝は，帝国議会と並び立っているとしても，君主であることに変わりはない。

それは，グレートブリテンやスウェーデンやポーランドの王が，議会（Parliament）や帝国
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会議（Reichsrat）や常設会議（Conseil permanent）と並び立っていても，君主であること

を止める訳ではないのと全く同様である。彼等〔皇帝と諸王〕の統治は飽く迄も君主政的で

ある。但し，絶対君主政的ではなく制限君主政的（eingeschränkt=monarchisch）である。

この場合，制限の多い少ないは，何ら問題とならない。」（B. 55f.）

　ピュッターの斯様な帝国国制理解の背後にモンテスキューの巨大な影響が存在することは，既

に Rudolf Vierhausの研究が明らかにした通りであり 4），それが，18世紀後半のドイツに於ける，

帝国国制に対する代表的且つ支配的な理解であったことは確実である。

4-2.　帝国の国家性

　ピュッターの議論の意味をヘーゲルとの関係の中で評価しようとするに当たって，ピュッター

がドイツ帝国の国家性を正当化する根拠を提示しようとしている点は，確認されるべき重要な点

である。ピュッターの斯様な企図の背景には，ヨーロッパそして世界を巻き込んだ戦争へと発展

したオーストリア継承戦争及び就中七年戦争の戦乱が一応の終結を見て，プロイセンとオースト

リアの二極支配体制が決定的になる中で，神聖ローマ帝国を立て直そうという機運が生まれてい

たという歴史的事情がある。そうしたピュッターの背負っていた背景的事情は，第一次対仏同盟

戦争から第二次対仏同盟戦争に至る時期のヘーゲルの背景的事情とも重なっていた 5）。

　先ず，ピュッターは，国家性の要諦を何処に見ていたか。

「国家の本質は，国家に帰属する全ての者に対して，唯一の共通的な最高権力 （eine einige 

gemeinsame höchste Gewalt）を要求する。」（B. 25）

　斯様な視点からピュッターは現実のドイツ帝国の国家性を評価しようとする。その評価に拠れ

ば，ドイツ帝国を構成する諸国家は共通的最高権力の下に服しており，その点で単なる国家連合

とは異なる，とされる。ピュッターは，先ず，国家連邦（systemata foederatarum ciuitatum）の

構造を次の様に規定した上で，「本来の国家」を斯様な国家連邦から峻別すべきことを説く。

「どの国家も単独に全く独立であり如何なる高次の共通権力にも服属していない諸国家には，

唯一の共通的な最高権力が欠如している。そうした諸国家は，元のまま平等で独立ではあっ

ても，共通の〔外的〕結合の中にあるに過ぎない。それらの諸国家は，〔結合の中にあって

も〕7ヶ国とか 13ヶ国のままであり，一つの国家にはならない。それらは，〔外的〕結合か

ら成る国家団体（Staatskörper）であるに過ぎない。結局，その限りでは，何よりも先ず，

そうした〔外的〕結合から成る諸々の国家団体（systemata foederatarum ciuitatum〔国家連

邦〕）を，本来の意味でそう称される〔に値する〕諸国家 ― その何れの国家も，その統一

〔の根拠〕が共通的な最高権力への服属の裡に求められなければならない ― から慎重に区
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別するのが，完全に正しい。（B. 26）

　次いで，ドイツ帝国が，斯様な国家連邦と異なって，ひとつの国家であり得ている，と主張す

る。即ち，ドイツ帝国は，確かに，複数の〔領邦〕国家に分かたれてはいるが，然し，それでも

一つの国家であることを止めていない，と。

「従って，ドイツの場合は，寧ろ逆に，極めて特殊な事例である。即ち，ドイツは，確かに

〔嘗ては〕何処から見ても現実に唯一つの国家を作り上げていたが，然し次第に幾つかの特

殊的な諸国家へと分解していき，夫々の国家が完全に独自の統治を獲得するに至った。只，

それでもなお，嘗てドイツ帝国が只一人の元首の下にあった時の結合は，まだ完全には絶え

ていない。先の特殊的な諸国家は皆，嘗てと同様に，帝国の一員，共通の最高権力の下で統

合されている者と自認している 6）。」（B. 30）

　この点は，ヘーゲルが熟読した同じ著者による『ドイツ帝国の今日の国家体制の歴史的発

展』 7） の中でも，次の様に明確に記されている。この場合も，過去形ではあるが現在との連続性

が想定されている。

「従って，〔確かに〕ドイツは既に永きに亙って斯くも多くの特殊的諸国家に分割されてき

た。……〔然し，〕只管，それら特殊的諸国家を元は一つの帝国の一員として糾合していた

紐帯を，それらの諸国家が，完全に引き裂いてしまうのではなく，なおも，相互の持続的結

合の中で且つ一律の帝国基本法の下で，共通的最高元首に服属し続けている限りで ― 只管

そうである限りで，次の様に言うことができた。即ち，ドイツは，全体として，やはり相変

わらず，一つ
4 4

の帝国を成しており，相変わらず一つ
4 4

の帝国である，と。」（HE. 2, 157）

　更に，茲での「共通的最高元首」を明確に「皇帝」として特定し，神聖ローマ帝国が皇帝を最

高権力者として戴く本来の意味での国家であることを，ピュッターは明言する。

「斯くて今や，一つ
4 4

の帝国と看做されたドイツは，確かに，なおも一体的（einig）国家団

体ではあるが，然し，ヨーロッパの他の諸帝国の如くに単純な（einfach）国家団体ではな

く，複合的な（zusammengesetzt）国家団体である。その個別的諸部分は再び純然たる特殊

的国家であるが，これら特殊的諸国家は，共通的最高元首である皇帝（Kaiser）の下での結

び付きだけは維持してきた。」（HE. 2, 159）

　然し，「共通の最高権力」の内実を如何に理解するかという点になると，ピュッターの議論は

形式的な議論に終始することになる。皇帝の権力の実在的な基盤が不明瞭なままに留まる。尤も，
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ピュッターの議論そのものの中に，結合の実在性への言及は認められる。例えば，ドイツを国家

たらしめているものは，グレートブリテンとハノーファーとの同君連合に於けるように君主が共

通であるというだけの「単に人的な結合（eine bloß persönliche Verbindung）」（B. 36）ではなく，

「実在的結合（Realverbindung）」（B. 36）の存在である，と言われる。然し，その実在性を担保

するとされる「皇帝に帰属する権力（die demselben zustehende Gewalt）」（B. 36f.）が具体的に

如何なるものであるかという点に関してピュッターは遂に説得的な議論を展開することが無かっ

た。その議論を少し前進させたのは，上述のマイヤーであった。

4-3.　ヘーゲルへの影響

　ピュッターの『ドイツ帝国の今日の国家体制の歴史的発展』は，ヘーゲルがフランクフルト時

代からイエナ時代にかけて精読した書物であり，結果的に，ピュッターの基本思想とヘーゲルの

帝国改革構想との間に基本的な点での一致が見られる事実は，影響関係の存在を強く推測させる

ものである。

　また，「ドイツは最早国家ではない」という文言を根拠として，ヘーゲルは神聖ローマ帝国の

国家性を完全に否定しその国家としての可能性についてペシミズムに陥っているとする理解が誤

解であることは，既に指摘した通りであるが，真実には，その理解とは正反対に『ドイツ国制

論』が抑々帝国改革構想を世に問わんとする極めて政治的な文書であることは，茲で改めて確認

しておく必要がある。

　『ドイツ国制論』の斯様な帝国改革構想が，ドイツ帝国が未だ国家性を失っていないという，

ピュッターの歴史認識を根本前提として初めて成り立ち得ているであろうという点は，何よりも

先ず確認しておくべき事であるが，その帝国改革構想の根本骨格に就いても，ピュッターの思想

的影響は確認し得るように思われる。

　所で，ヘーゲルの帝国改革構想は，二つの太い柱をもつ改革である。即ち，①帝国議会改革，

②帝国軍制改革。これらの中で，ピュッターの影響関係を推定し得るのは，①に就いてのみであ

る。②に就いては，後に述べる様に，マイヤーのより具体的な議論を俟たずして理解し得ない点

が多い。

　亦，①と②とは，実は，別の事柄ではない。寧ろ，改革案全体は，②を踏まえて①を実施する

という組み立てと理解すべき内容である。然し，帝国議会を対象とする改革と帝国全体を対象と

する改革という意味で区別しておく。

4-3-1.　代議制度

　『ドイツ国制論』の論述の中で代議制度論は，単に過去の歴史にのみ関わる議論ではなく寧ろ

帝国改革案に直結している。即ち，代議制度は，『ドイツ国制論』に於いて，ドイツ帝国を国家

として成り立たしめている結合原理，部分と全体の結合原理である。換言すれば，多数の領邦国

家に分割されていたドイツを一個の全体として成立させている結合組織が帝国議会であり，結合
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の制度的な基盤が代議制度である，これがヘーゲルの基本的理解である。従って，ヘーゲルの帝

国改革案乃至帝国議会改革案は，突き詰めれば，代議制度改革案に行き着くことになる。ヘーゲ

ルの理解では，代議制度はドイツが国家として成立するための本質的構成要素として古来より組

み込まれていたのである。

「ドイツからヨーロッパ全体に拡がっていった，ドイツ国家に由来する原理は，君主政の原

理である。それは，普遍的な課題を遂行するために一人の元首の下に立ち国民（Volk）から

はその代表を介して協力（Mitwirkung）を得る国家権力である。」（GW. 153）

　ピュッターに，独立した代議制度論は認められない。帝国と領邦の法的関係，而も，その現状

記述が彼の主要関心事である。然し，そのことによって，具体的には，帝国が複合国家であると

する規定を通して，帝国国制の問題点の所在をヘーゲルに教えた可能性が高い。即ち，ヘーゲル

が帝国改革案の核心を，複合という結合乃至媒介の問題，具体的には，帝国議会或は代議制度の

裡に見出すことを可能にしたのは，ピュッターの帝国論であった，と考えられるのである。

　加えて，ヘーゲルの代議制度論は，独自の二院制論とも密接に連関して，領邦君主レベルでの

「複合」より市民乃至民衆（Volk）レベルでの「複合」に重心がある。即ち，ヘーゲルの構想す

る代議制度の中核は，君主（Monarch）即ち皇帝と〔帝国〕等族（Stände）即ち等族議会とから

構成される中心点（Mittelpunkt）と民衆を媒介する所に在る。而も，後に見る様に，この媒介

は国民乃至民衆レベルで，諸々の領邦国家の領民を帝国の視点から区分し統合 =媒介することを

含んでいる。従って，ヘーゲルの帝国改革案では，帝国議会に帝国等族の「複合」が含まれてい

るのは当然としても，諸領邦に分断されていた国民の「複合」も含まれているのであり，その点

での理論的な前進も認められるのである。

4-3-2．制限君主政論

　前項で示した様に，帝国の中心点の内部構造を君主（Monarch）と等族〔議会〕（Stände）と

より成るものとすることによって，帝国の統治形式を制限君主政と看做すことになる，という点

は，ヘーゲルが熟読していた『ドイツ帝国の今日の国家体制の歴史的発展』に於いても既に次の

様に明確に示されていた。

「勿論，ドイツ帝国の特殊的部分には，何時の時代も，ドイツ帝国を他の国々から区別させ

る目印が残っている。即ち，我々ドイツ人は，〔アメリカ合衆国の様に〕議会（Congress）

或は〔フランスやオランダやスイスの様に〕何らかの全国三部会（Generalstaaten）の下で

統合されているに留まるものではなく，更に，君主政的な最高元首，それも，無制限的な権

力を備えているのではなく，大抵の場合に帝国等族の同意によって拘束されている，共通的

最高元首の下で統合されている。」（HE. 2, 161）

7ヘーゲル『ドイツ国制論』を貫く主権への問い　後篇



　ヘーゲルがピュッターの「ドイツ帝国の統治形式は制限君主政である」という見解を支持して

いたことは，明白である。確かに，ヘーゲルの表現の中に直接的には「君主権力の制限」という

言葉は登場してこない。然し，ヘーゲルのテキストを分析すれば直ちに明らかになる様に，彼は

制限君主政の趣旨を精確に理解し，ドイツ帝国の国制を制限君主政として理解しているのである。

　所で，前項で引用したテキストに於いて君主は国民の代表を介して国民の協力を得るとされ，

その協力を得る仕組みが代議制度であると言われていた。この「協力（Mitwirkung）」の含意を

明らかにすることによって，ドイツ国制に対するヘーゲルの理解は明確になる。

　注目されるべきは，代議制度を伴わない君主政を批判する文脈の中で国民の「協力」が語られ

る箇所である。即ち，代議制度によって初めて自由は保障されるという議論は，「協力」が決し

て専制的支配への協力などではなく，君主政が専制支配に堕することを食い止めるための協力で

ある，ということを意味している。そして，この点こそが制限君主政の本質そのものである。こ

れを示すテキストを以下に示す。

「アナーキーは自由から切り離された。そして，自由には確固たる統治が必要であるという

〔確信〕が〔人々の心に〕深く刻み込まれた。また，〔立〕法や国家最重要案件に国民が協力

しなければならないという〔確信〕も同様である。統治が法律に則って行なわれる保証，即

ち，普遍的な事に関わる最重要問題に対して〔国民の〕普遍的意思が行なう協力

（Mitwirkung）〔の権利〕を，国民が手にするのは，国民を代表する団体，即ち，国税の一

部特に非常時の国税について君主に承認を与える任務を負う団体に於いてのことである。

……斯様な〔国民を〕代表する団体無くしては如何なる自由も最早考えられなくなってい

る。」（GW. 149）

　茲で代議制度の意義として指摘されているのは，代議制度によって，①君主による統治が法に

則ったものとなり，②君主の個別的意思と国民の普遍的意思との一致が実現される，ということ

である。詰まり，君主の統治乃至個別意思を法或は普遍的意思に合致させる，という点に，代議

制度を介しての「協力」の本質はある，と言われている。ヘーゲルの理解では，君主の統治を法

の支配の下におき，君主政の下で自由の実現を図る，その点に代議制度の目的は存するのである。

そして，この点こそは，制限君主政の本質に他ならない。

4-3-3.　モンテスキューの思想的影響 ― より広い思想的文脈の中で

　ヘーゲルに対するピュッターの思想的影響は，より大きな思想的文脈の中ではモンテスキュー

の思想的影響という視点から理解することができる。Rudolf Vierhausの的確に指摘する如く，

「モンテスキューの影響は，制限的・抑制的な君主政を当時では最善の政体として讃美するとこ

ろにも見られる 8）」のであり，モンテスキューの「中間権力」論こそは，議会を君主と国民とを

媒介し国民の自由を保障する制度乃至団体として位置付けようとするヘーゲルの代議制度論の基
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盤をなすものであり，ピュッターの影響もそうした文脈の中に位置づけられるべき事柄であると

考えられる。ヘーゲルがモンテスキューを読んでいたことは確実であるが 9），モンテスキューの

思想がヘーゲルのドイツ国制史と結合することを可能にしたのが他ならぬピュッターである，と

考えられるのである。

　猶，後の西南ドイツ立憲主義の影響を受けた君主政論に於ける程に君主権力を形式的なものと

理解しているかは，甚だ疑問であり，議会の権限が基本的に予算承認権に限定されていたと見ら

れる点で，後の時期の議会理解とは一線を画すと看做すべきであろう 10）。

5．マイヤーの帝国論

　『ドイツ国制論』の国家理解に対するマイヤーの思想的影響の可能性を最初に指摘したのは，

Franz Rosenzweigである。彼は「国家の概念」という表現を手懸りに影響関係を推測した。

我々もその推測を支持するものであるが，その影響関係を，彼の様にマキァヴェッリ主義的な文

脈に於いてだけではなく，ピュッターを介したモンテスキューの思想的影響という文脈に於いて

も，明らかにしようと考える。

5-1.　「国家の概念」― 国家目的の確定

　Rosenzweigに拠れば 11），『ドイツ国制論』冒頭の「国家の概念（der Begriff des Staats）」とい

う表現はマイヤーの著作『ドイツの国家体制』 12） に由来するものであるという。

　事実，当該箇所で示された，共同の安全を国家目的と看做しそれを達成するための実力組織の

重要性を強調するマイヤーの議論が，ドイツ帝国の置かれた政治的状況を踏まえてドイツ帝国の

国家性を見出そうとするヘーゲルに，基本的な見通しを与えた可能性は高いと考えられる。

　次の文章では，マイヤーが，ピュッターの思想を継承しながら，帝国の国家性について，ヘー

ゲルと共通の認識を有していたことを，先ず，確認する。

「ドイツ国家は，その歴史に即して見れば，嘗てのその領土の欠ける所ない拡がりから，既

に多くを，大抵はフランスとの絶え間ない数々の戦争と占領とによって，失ってきた。しか

し，それでも，今日に至るまで，その統一を失わずに守り通してきた。中世に於いては，

〔教会的〕階層組織に類似した国制を維持していたが，〔近世に至り，〕その国制が，その中

で生じて来た固有的且つ独立的な領邦高権によって完結的な諸部分へと分解したことで挫折

した後は，― その単一性（Einfachheit）を失ったその時以来は，複合国家（Civitas 

composita）乃至所謂諸国家の体系（Staatensystem）となっている。」（TS. 26）

　マイヤーは，この著作を脱稿した 1799年 12月 22日の時点，従って，ラシュタット講和会議

が終結した同年 3月 21日以後の段階でも，「ドイツ帝国は国家的統一を失っていない」と評価し

ている。そして，その統一の理解については，civitas compositaとする点でピュッターの見解を
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継承している。即ち，「ドイツ帝国は，Einfachheitを失っても，Einheitは失っていない」と。

この評価は，『ドイツ国制論』に於ける帝国改革構想の根本前提と合致するものである。

　現在のドイツ帝国の現実に対して斯様な評価を下すマイヤーによる，国家の本質の規定，換言

すれば，「国家の概念」の規定は，以下の通りである。

「他者の暴力行為に対抗して自由と所有との安全を共同で確保する事を目的とする如何なる

社会的な結合からも，〔自ずから〕国家が形作られてくる。何故なら，そのような結合は，

共通の指揮者を備え共通の指揮者によって司られるべきものであるからだ。」（TS. 13）

　そして，この目的を実現するための手段として強制的な力が必要となる事は，当然の如く確認

されている。また，この強制的な力が国家高権即ち主権にとって必須のものであることも，確認

されている。

「こうした目的に到達するために，そして，そうした共同的な安全確保の指揮をとるために，

国家同朋（Staatsgenossen）〔国民〕に対する権力（Gewalt）が必要となる程度に応じて，

国家の高権〔主権〕の及ぶ範囲も拡がっていく。このことに基づいて，国家高権

（Staatshoheit） に 附 与 さ れ な け れ ば な ら な い 補 填 物（Fülle） 即 ち 絶 対 的 権 力

（Machtvollkommenheit）の概念は，形作られる。」（TS. 17）

　猶，この点は，同じく「国家の概念」を冒頭部分に掲げ同じ著者によって略同じ頃に書かれた

著作『国家体制の一般理論』 13） には，より明確に次の様に記されており，この著作がヘーゲルに

影響を及ぼした可能性も高い。

「3．国家の概念

人類の中にあって，最も不可欠で且つ最も有益な設備の一つが国家であることは恐らく争い

の無い所であろう。国家の第一にして直接的な目的は，私的な自由及び所有に対する普遍的

な安全を保障することである。……この有益な目的を達成するために，国家の中では，最も

効果的な手段として，国家の範囲に含まれている私人と私人に関する事柄とのありとあらゆ

る全てに対する指揮権（Befehlshaberschaft）が，定められている。この指揮権は，まさに

そうしたものであるが故に高権〔主権〕と称され，謂わば，国家の魂である。この魂が，あ

りとあらゆる私人に対して，国家の有益な目的へ向かう普遍的な集中と方向付けとを与える

し，また，与えるべきなのである。」（AT. 9f.）

5-2.　領邦高権と帝国国制 ― 帝国クライス制度と三部会制度

　所で，マイヤーは，領邦高権 Landeshoheit（ドイツ的自由）の増進から，帝国議会に於ける
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三部会への分割，そして，帝国統治システムに於ける 10個の帝国クライスへの分割が帰結した，

と見る。

「しかし，今日では，帝国議会に於いてすら帝国（corpus statuum〔諸国家の団体〕）の全

構成員が ― 帝国元首から離れて ― 帝国元首に対立する……ことまでは考えられないとし

ても，帝国〔議会〕の全構成員は，〔今日，〕帝国と〔領邦〕国家の関係に於いてすら ― そ

れ以外の幾つかの観点に於いても ― 多様な団体（Korporation）へ分割され互いに別々に

なっている。そうした事態を惹き起こしているのは，一部は，帝国の完結的諸部分〔領邦〕

の中に生じた領邦高権の体制と，そこから生じた，帝国議会の仕組みの変化とであり，一部

は，更に別の偶然的事情である。これらの故に，帝国〔議会〕の全構成員は三つの帝国部会

（Reichstags=Kollegien），更に，十の帝国クライス団体（Reichs=Kreis=Korporationen），最

後に，二つの帝国宗教団体（Reichs=Religions=Corpora）へと分割されている。」（TS.137）

　ヘーゲルの帝国改革案は，正にこの見通しの上に構想されていると見ることができる。即ち，

それは，帝国議会の改革と帝国軍制の改革という二つの大きな柱をもっているが，その組み立て

は斯様なマイヤーの整理を基礎にしていると考えられる。特にドイツ的自由を全体の原理として

位置付け，改革全体をその原理の可能性の追求と捉えるヘーゲルの姿勢は，ここでのマイヤーの

整理を前提せずしては理解し難い。

　先ず，ヘーゲルの帝国改革案は，帝国クライス制度の存在を承認しながら，帝国の国家高権の

立場から改革することを，一方の重要な柱としている。以下で明らかにする如く対仏同盟戦争の

政治的現実に照らして帝国クライス制度を評価しようとするマイヤーの議論は，ヘーゲルの帝国

改革論にとって本質的な意義を有すると考えられる。

5-2-1.　帝国クライス制度の意義

　マイヤーは，勿論，同時代人として，対仏同盟戦争の中で，皇帝の私兵と化した現実の帝国軍

ではなく帝国クライスの軍隊が活躍していることを，十分に承知している。だからこそ，諸々の

帝国クライス軍が連合体を結成し，皇帝の指揮の下で一体となるべきことを主張する。その際に，

イタリアとドイツとを比較している点は，『ドイツ国制論』との共通点として，注目に値する。

「寸断され麻痺したかに見えるゲルマン人の兵力を集中させゲルマン人の兵力に然るべき柔

軟性をもたせることに役立っているのは，ドイツ帝国の中に配置されているクライス〔団

体〕（Kreiskorporation）及びそれらから生じるクライス連合（Kreisassociation）である。し

かも，こうした手段は，全く帝国基本法に基づいて（konstitutionell）いる。〔それに対し

て，〕ドイツ同様に寸断されているイタリアは，一つ
4 4

の帝国となっておらず，イタリアの君

主達は，団体に組織されてクライスを作り上げてもいない。更には，イタリアには，そうし
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た〔ドイツのクライス連合に〕類似した連合を介して〔イタリアを〕大規模な諸集団に組織

化するための手段としての基本法（Konstitution）が欠如している。」（TS. 154）

　即ち，帝国基本法に基づいて帝国クライスが連合体を形成し得ている限りでドイツはイタリア

と異なって帝国としての一体性を実現し得ている，とマイヤーは主張する。そして，続く箇所で，

ヘーゲルへの影響を考える上で重要な意味をもつ指摘をする。即ち，この帝国クライス制度の存

在がドイツの政治的運命とイタリアの政治的運命との分岐点をなしている，と。

「然ればこそ，好戦的なフランス国民にとっては，イタリアを隅から隅まで征服して略奪し

尽くすことが簡単にできたのである。それに対して，ゲルマン人の南部地域では，断じてそ

う簡単ではなかったであろうし，前面〔西部〕の諸クライスにあっては，共通精神に鼓舞さ

れた帝国構成員〔帝国等族〕が，帝国基本法に基づくクライス連合という手段を用いて彼等

の兵力を集中させ組織化させた結果，破廉恥な領土侵略に対して相当程度の反撃を加えるこ

とができたと言えるであろう。」（TS. 154f.）

　帝国クライス制度の軍事的重要性をヘーゲルに知らしめる重要な記述である。只，帝国議会の

問題性と，その問題を帝国クライス制度の改革とを結び付けて考えられた所に，ヘーゲルの視野

の広さと洞察力の深さがある。

5-2-2.　帝国議会の問題点

　マイヤーは，帝国議会の三部会への分割に加え，特に都市部会（Städtekollegium）の現状の

問題性とその改革の必要性を訴えていた。ヘーゲルへの影響という観点から重要な意味をもつの

は，都市部会の問題点の指摘である。即ち，三部会組織によって「元首の主宰という〔国家に〕

固有の精神」（TS. 137）が次第に失われてきたことを指摘した後，マイヤーは，①本来，ドイツ

国民の代表という視点からは都市部会が重要なものであるにも拘らず，現実には，他の二つの部

会に比して低い地位しか与えられておらず，②都市部会自身も積極的に活動していない，という

実態を詳細に指摘して，その改善の必要性を説いている。

「帝国の等族の中にあって都市（Städte）身分（ordo civitatum）は，領邦君主身分に対して，

帝国議会の場で特別の部会をもつ権利を主張し得るのであるから極めて重要であると思われ

るにも拘らず，……帝国並びに帝国全体に対する〔帝国議会〕内部での関係という点で，他

の二つの身分乃至部会の何れとも同等ではない。」（TS. 143）

　他の箇所でも，フランスの三部会との比較を念頭におきながら，聖職者（Prälaten）・貴族

（Adel）・都市（Städte）の全体にして初めて「ドイツ国民の真の代表者」（TS. 205）であり得る
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にも拘らず，帝国議会に於いて都市即ち市民の権限が不当に低く抑えられている現状を強く批判

している。

「然し，帝国議会に於ける帝国都市部会は，その実質的意義という点からすれば，選帝侯部

会や諸侯部会と較べて，正当な発言権を有し得ているとは云えないが，領邦君主達は，そう

した著しい不均衡を守るために，以前からも，〔三部会を〕平均化しようとすることに対し，

即ち，三つの部会決議を共同で再度相互に協議すること（re- et correlatione simultanea）に

対し，強固に抵抗し，第三部会〔都市部会〕が他の二部会の一方と共に多数決で勝ちを占め

る栄誉と大きな名声とが帝国都市〔の代議員達〕に与えられることを許そうとしなかっ

た。」（TS. 213f.）

　斯様な抑圧を受けて帝国都市部会自身もその使命乃至機能を果たす意欲を喪失している現状も

批判されている。帝国議会が国民乃至市民から乖離している現状が告発されているのである。

「都市部会の中で最も名声ある人々でさえ，自分達の使節や代弁者を帝国会議に派遣するの

を怠る。数年前皇帝ヨーゼフ二世が ― 私には今以てその動機が不明だが ― 自ら勅令を出

して彼等を帝国会議に召喚した時も，目立った効果は上がらないままであった。」（TS. 144）

　マイヤーは，都市部会が国民代表の一翼を担うという重要な使命を自覚もせず果たそうともし

ていない現状に憤っているのである。斯様に都市部会の重要性に着目した論者が，当時殆ど存在

していなかった事実には，注目する必要がある。

5-3.　ヘーゲルへの影響

　『ドイツ国制論』で提示されたヘーゲルの帝国改革案が，その主要構成要素をマイヤーの議論

に多くを負っていることを，以下で示す。

5-3-1.　「国家の概念」の共有

　『ドイツ国制論』に於いてヘーゲルの提示する「国家の概念」が，マイヤーの提示する「国家

の概念」と高い類似性をもち，両者の間に影響関係があったとする Franz Rosenzweigの推測は

極めて説得的である。それは，次に提示するヘーゲルの「国家の概念」が，その本質的な内容の

点でマイヤーの規定と略完全に一致しているからである。

「Ⅰ．国家の概念

或る人間集団は，彼等の所有物の全体を共同で防衛するために結合している場合に限り，国

家と称することができる。」（GW. S.165）
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　国家の目的を所有の共同防衛とする根本的な点で，ヘーゲルとマイヤーは完全に一致している。

両者の間の影響関係を非常に高い蓋然性を以て推測させる有力な根拠である。

5-3-2.　帝国クライス制度・帝国議会三部会制の改革

　帝国防衛に際して帝国クライス制度のもつ意義に対するマイヤーの高い評価は，ヘーゲルが帝

国改革案の主要な柱の一つとして，軍事的な視点からする新しい地域区分を導入しようとする時

の基本的な視点を提供していると考えられる。その点は，次のテキストに於いても確認できる。

但し，全体像と詳細は次章で改めて論じる。茲では影響関係のみを確認する。

「軍隊の徴募の為には必然的に，ドイツに軍事的〔地域〕区分が設けられ，いずれのクライ

スも更に小さなクライスへと区分されなければならないとすれば……」（GW. 155）

　ヘーゲルの帝国改革案の基盤をなす軍制改革は，帝国クライス制度を前提し，その地域区分を

新しい原理に基づいて，一方で更に細分化し他方で再統合することで，成立する。帝国クライス

制度の基盤的な意義についての認識を，ヘーゲルはマイヤーと共有しているのである。

　帝国議会に於いて重要な役割を果たすべき都市部会の機能不全についての認識も，二人は共有

している。そして，機能不全を批判する視点も，実は，共通している。即ち，ヘーゲルが以下の

様に都市部会の拡充を提案する時，彼の根本の意図は「ドイツ国民が再び皇帝及び帝国との関係

の中に入る」（GW. 154）ことにあった。

「この〔新しい地域区分からの〕代表者は，この〔軍事費負担という〕目的の為に，帝国議

会の都市席（Städtebank）〔都市部会〕と一つの団体を作り上げることになろう。」

 （GW. 155）

　国家の目的を果たす為には国民の代表を正当な仕方で議会の中に位置付けなければならないと

いう課題認識をヘーゲルとマイヤーは共有していたのである。ヘーゲルには，ベルン時代以来の

イギリスへの関心に由来する二院制の導入という独自の構想があったとしても。

5-3-3.　Tübinger Stiftでの師弟関係

　猶，国家の根本規定の理解を巡るマイヤーとヘーゲルの間の影響関係は，著作に現れた思想上

の一致を通してのみならず，伝記的事実によっても補完される。即ち，マイヤーは，嘗てテュー

ビンゲンの神学校時代のヘーゲルの教師であったのであり，古代ゲルマン民族の歴史を専門的な

研究の対象ともしていた学者として，『ゲルマン人の原初的国制』 14） という著作もあり，『ドイツ

国制論』の中での古代ゲルマン民族に関する記述の中，タキトゥスの『ゲルマニア』の読書から

直接には引き出すことのできない知識の多くをMajerに負っている可能性が高いのである。
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6．ピュッター及びマイヤーの議論を前提とする，ヘーゲルによる主権概念の構成

　本章では，以上で明らかにしたピュッター及びマイヤーの議論からの影響関係を基礎に，ヘー

ゲルの帝国改革案の分析を通して『ドイツ国制論』に於けるヘーゲルの主権概念の構造的特徴を

明らかにすることを試みる。

6-1.　帝国クライス制度を基盤とする帝国軍の再編成としての帝国改革案

　『ドイツ国制論』が提出しようとする帝国改革案は，ドイツ帝国の存続要件についての以下の

分析に基づく。改革の基本原理を提示した部分のみを引用する。

「ドイツ帝国の存続は，以下の様にしてのみ可能であろう。即ち，国家権力

（Staatsmacht）が組織化されること，そして，ドイツ国民が皇帝及び帝国との関係に復帰す

ること。」（GW.154）

　即ち，ドイツ帝国の存続を可能ならしめる二つの条件が，①国家権力の組織化＝皇帝を最高指

揮官とする統一的帝国軍の編成と，②帝国軍編成の財政的基盤となる，国民代表を含む帝国議会

の再編とに在ることが，茲で明確にされている。改革案はこれらに基づき構想される。

6-1-1.　国家権力の組織化 ― 帝国軍の再編

　国家権力の組織化，これがヘーゲルの帝国改革論の主柱である。そして，彼の主権論の現実的

基盤を提示しようとするものでもある。

「前者〔国家権力の組織化〕は，ドイツのすべての兵力を一つ
4 4

の軍隊（Eine Armee）〔帝国

軍〕へ融合させることによって，実現されるであろう。この軍隊にあっては，どの強大な領

邦君主（Fürst）も生来の将軍となり，その軍隊の中に自分の連隊（Regiment）をもち連隊

長として指揮を執り，連隊の将校を任命し，或は，連隊とは別の近衛兵や守備隊に自分の領

邦の首都を警護させるであろう。〔自力で兵力を持ち得ない〕弱小の領邦君主に対しては，

中隊乃至より小規模の兵力が配置されることになろう。当然，皇帝（Kaiser）は，こうした

軍隊の最高指揮権（die oberste Direktion）をもつことになろう。」（GW. 154f.）

　所属する領邦君主の規模を問わず帝国内の全ての兵力を，皇帝の指揮下に在る一つの帝国軍に

纏め上げることが，帝国改革に於ける最重要課題として位置付けられているが，そこでの皇帝の

位置付けは，領邦君主の指揮権を連隊以下と限定し皇帝の最高指揮権を明示することによって，

従来の領邦高権を基礎とする帝国クライス制度の根本原理を超える内容を含むものとなっている。
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6-1-2.　帝国軍再編の条件としての帝国議会再編

　皇帝に最高指揮権を認める形での帝国軍の再編に必要となるのは，そうした運用を可能とする

帝国軍の財政的基盤の確保である。その為には帝国議会の組織を変えなければならない。その際

の基本的な考え方は，国民の支持と協力とに基づく財政の確立である。

　斯様な考え方を現実のものとする為には税制の問題が本格的に論じられなければならないが，

現存する『ドイツ国制論』草稿群の中には，それは含まれていない。そこでの帝国改革案の骨格

を成すのは，上述の如く，①領邦高権を制限する形での，帝国クライス制度の改革と，②新しい

帝国クライス制度を基盤として国民の支持と協力を得る為の，帝国議会の制度改革とである。

6-1-2-1.　帝国軍制の改革 ― 帝国軍の財政的基盤の整備

　帝国軍制の改革，具体的には帝国クライス制度の改革を構想する際の基本的な考え方は，帝国

軍と云う全体的な見地から各クライスの財政負担を公平化しようとする点にその要諦が在った。

軍費負担は，帝国と云う全体的見地から，全ての領邦等族によってなされなければならない事を

先ず主張したのが次の文章である。

「こうした〔帝国軍の〕費用も……〔兵員の場合と〕同様，領邦によって負担されることに

なるであろう。即ち，こうした費用は，〔夫々の領邦に於いて〕領邦等族〔議会〕が毎年承

認しなければならないであろう。しかも，その費用は，この〔軍費負担の〕為に，一つ残ら

ず全ての領邦から集められることになるであろう。」（GW. 155）

　次に問題となるのは軍費負担の公平性である。その為には，従来の地域区分即ち帝国クライス

制度では不十分である，と云うのがヘーゲルの基本的見解である。そこで，人口分布に対応した

新たな軍事的地域区分即ちクライスの細分化を実施することにより，各地域から人口に比例した

代表者が帝国軍の維持と運用に必要な負担に承認を与える，という仕組を作る必要のあることが

主張される。上述の如く，ヘーゲルは，帝国クライス制度の改修と云う仕方での帝国軍制改革を

構想しているのである。

「軍隊の徴募の為には必然的に，ドイツに軍事的〔地域〕区分が設けられ，いずれのクライ

スも更に小さなクライスへと区分されなければならない ― しかも，軍事的区分とは全く無

関係の裁判権（Gerichtsbarkeit）や司法権限（[Gerichts]Hoheit）から完全に独立に ― と

すれば，この下位区分から，その住民の人口に比例して〔帝国議会への〕代表者が選出され

て，国家権力の維持に必要な負担〔賦課〕に承認を与えることになるであろう。」（GW.155）

　茲で下位区分即ち従来以上に細かいクライスからの代表者が想定されている点にも注目する必

要がある。次に述べる帝国議会に於ける都市部会の拡充と云う問題に直結しているからである。
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亦，斯様なクライスの細分化という提案の背後に，対仏同盟戦争で大きな負担を強いられたクラ

イスとそうでないクライスとの間に不公平が生じていたと云う事実があり，それを帝国の統一性

と云う視点からヘーゲルが問題視していたことがある点にも注目する必要がある。マイヤーとの

共通の問題認識である。

6-1-2-2.　帝国議会の改革 ― 新しい帝国軍制に基づく帝国議会の組織

　ヘーゲルの帝国議会改革の目的は，直接的には上述の通り帝国軍の財政的基盤の確立に在る。

その手段として，国家の中心点と国民を媒介する制度としての帝国議会の改革が目指されている。

然し，間接的乃至本質的には国家権力と国民の媒介の構造が追究されていると見ることができる。

その意味では，議会の中に国民の意思を如何に組み入れるかが問題となる。ヘーゲルの帝国改革

案で都市部会の改革乃至拡充が問題とされる所以である。

　所で，都市部会とは，帝国議会を構成する三つの部会，即ち選帝侯部会 , 諸侯部会 , 帝国都市

部会の一つである。帝国都市部会は，Schwäbische Bankと Rheinische Bankから構成され各々

が一票ずつ合計で二票の投票権をもっていた。然し，選帝侯部会と諸侯部会の間で行われる両部

会決議（conclusum duorum）での決議の後に意見を求められるという仕組であったから，帝国

都市部会に実質的な発言力は無かった。

　そこでヘーゲルはこの〔帝国〕都市部会を拡充しようとする。即ち，都市部会を細分化された 

クライスの代表と一つの団体（Korps）に纏め帝国議会の中に「国民代表（Volksvertretung）」 15）  

即ち「下院」に相当する組織を作ることによって，「ドイツ国民が皇帝と帝国との関係に復帰す

る」（GW. 154）という事態の成立を促そうとした。

「この〔下位クライスからの〕代表者は，この〔軍事費負担という〕目的の為に，帝国議会

の都市席（Städtebank）〔都市部会〕と一つの団体を作り上げることになろう。」（GW. 155）

　但し，帝国議会に於ける票数乃至発言権の著しい不均衡に就いて，それを如何に是正しようと

していたかは不明である。少なくとも，上述の如く，都市部会の票数の増加を意図していたこと

だけは確実である。然し，いずれにしても，ヘーゲルが帝国議会に於ける二院制の導入を構想し

ていたという Franz Rosenzweigの指摘は 16），全く正しいと言えるのである。

6-2.　帝国改革案の連邦主義的前提

　ヘーゲルが，一方で，帝国軍に於ける領邦君主の権限を連隊規模の指揮権に限定していたとは

云え，他方で，下院より大きな発言権を維持していたと推測される上院の基盤として，従来から

の自律性の高い＝領邦高権を基礎とする領邦国家の存在を認めていたと推測されることからすれ

ば，ヘーゲルの帝国改革案の中には，統一的帝国軍の確立という限定的な意味での統一的権力の

成立を認め得ても，国家を構成する諸要素の全体に就いては，ヘーゲルが連邦主義的性格の強い
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ドイツ帝国国制を構想していた，と看做すことができる。

　ヘーゲルの帝国改革案は，ドイツ帝国の統一性を最も狭い意味での「国家の概念」に基づいて

構想しており，「国家の概念」の直接的に要求する事柄以外の点では，領邦高権を積極的に認め

ている。こうした構造を帝国の現実との比較に於いて見た場合，ヘーゲルの帝国改革案は，従来

は司法制度を介して辛うじて維持されてきた領邦国家同士の結合を，帝国軍という実力組織だけ

を介しての，極めて限定されてはいるが同時に極めて実効性の高い結合によって，置き換えよう

とするものと見ることができる。そして，この点に強調すれば，ヘーゲルは，彼の改革案を通し

てドイツ帝国の複合国家乃至連邦国家としての内実を確保しようとしている，と見ることもでき

る。詰まり，ヘーゲルは，ピュッターやマイヤーの連邦主義的な帝国理解に彼等以上に忠実で

あった，と思われるのである。

6-2-1.　残された現実的選択可能性としての第三勢力

　ヘーゲルの連邦主義的な帝国改革案の基礎には，当時のドイツの歴史的状況に対する現実的な

見通しが存在したと思われる。この点を巡っては，『ドイツ国制論』の帝国改革案が，プロイセ

ンとオーストリアを排除した形での第三勢力としての「ドイツ帝国」を基軸として想定されてい

ることが，何よりも先ず，確認されなければならない。その歴史的背景に就いては，von Aretin

による以下の的確な分析がある。

「1785年の諸侯同盟は，再度，〔帝国国制が防衛に値するものであるという〕希望を喚起し

た。〔しかし，〕同盟が惨憺たる終焉を迎えて以後は諦めが拡がった。その諦めは，次の様な

確信を〔人々が〕得るに至った所から生まれて来たものである。即ち，ドイツの〔二〕大勢

力は最早帝国国制の地盤の上には立っていないのであり，帝国等族の利益の為に尽くそうと

いう気持ちもない，と。こうした確信，即ち，不確実な運命の手に委ねられているという感

情は，革命戦争での諸々の出来事によって確証を得ることになった。最良の知性の中では，

途方もない深淵の前に立っているという確信が形成されていった。」 17）

　後に見る様にヘーゲルがプロイセンよりオーストリアに対して好意的な評価を与えていること

が事実であるとは云え，より一層根本的には，プロイセンとオーストリアとが，最早ドイツ帝国

の利益のために努力する勢力ではないという認識を，ヘーゲルが他のドイツ知識人達と共有して

いたことも確実である。『ドイツ国制論』の歴史記述には，ドイツ帝国を二大勢力から区別しよ

うとする意図が明確に現れ出ている。

　『ドイツ国制論』の帝国改革案を理解する上で考慮しなければならないもう一つの重要な点，

而も，この点は従来殆ど顧みられてこなかった点，それは，ヘーゲルの構想がフランス革命政府

のドイツ帝国改革構想に非常に接近しているという事実である。

　即ち，この当時のフランス革命政府のドイツ帝国改革構想は，ヴェストファーレン講和条約の
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意図を現代に継承して，ドイツ帝国からプロイセンとオーストリアという強大な二大政治的勢力

の政治的影響力を排除すると共に，ドイツを（支配に好都合な）連邦国家に変えることを目指す

ものであったが 18），そこに，『ドイツ国制論』に於いてヘーゲルが帝国改革構想で目指していた

ものに接近した要素を見出し得る。ヘーゲルが意図していたものは，勿論，革命フランスによる

帝国支配を容易ならしめることではない。寧ろ，革命フランスの存在を前提として，現実の政治

的枠組の中で，即ちフランスとプロイセンとオーストリアの三大勢力の只中にあって，ドイツ帝

国の政治的独立を実現するための現実的な方途を見出すことであった。而も，現実的に一つの強

大な勢力が〔狭義の〕ドイツ帝国内に存在していない以上，中小の諸勢力即ち諸領邦を限定的な

仕方で纏め上げるという方式で国家としてのドイツ帝国の結合乃至統一を実現する以外には現実

的な方法が存在していなかった。加えて，この方法は，フランスの利害と一定程度一致して現実

味があった，と言うべきである。その意味では，ヘーゲルは，フランス革命政府の対ドイツ政策

に乗じる仕方でドイツ帝国の再建を構想していた，と言うこともできるかもしれない。

　猶，革命の過激化，革命戦争の勃発の影響で，ドイツでは，ドイツ帝国の国制を再評価しよう

とする動きが生じていたことも，付加しておくべきであろう。例えば，Johann Stephan Pütter, 

August Ludwig Schlözer, Friedrich Karl von Moser, Karl Friedrich Haeberlin等が，その代表であ

る。そうした動きは，フランス革命以前には見られなかったものであり 19），『ドイツ国制論』に

於けるヘーゲルの帝国改革案も，そうしたフランス革命以後に於けるドイツ帝国国制再評価の動

きを背景にもつものと考えられる。

6-2-2.　テセウス解釈の問題

　猶，『ドイツ国制論』で提示された帝国改革案が，以下の有名なテセウスの議論を以て，その

実現可能性の問題を締め括っている点は，これまでの論証に一定の留保を附けさせるに足るもの

である。それは，帝国改革の現実的な道筋如何に関わる問題として位置付けられるべきものであ

る。

「ドイツ国民の中の卑俗な群衆（der gemeine Hauffen）もドイツ国民の中の領邦等族も，

ドイツ国民であることから分離することしか知らず，彼等にとって統合は全く無縁の事であ

るから，誰か一人の征服者（ein Eroberer） 20） の実力（Gewalt）によって一つ
4 4

の集団へと結

集されなければならないであろうし，自らがドイツに帰属していると看做せるように強制さ

れ（gezwungen）なければならないであろう。このテセウスは，自分が諸々の小群から作り

上げた国民に対しては，国民すべてに関わる事柄への参加を許容するだけの度量をもってい

なければならないであろう。―〔神話上の〕テセウスが自分の国民に対して与えた様な

〔直接〕民主政的国制は，我々の時代の大規模な国家に於いては，それ自身が一個の矛盾で

あるから，〔国民の〕参加は〔それ自身が〕組織 21） となるであろう。―〔このテセウスは，

また，〕人間の特殊性や固有性を粉砕したリシュリューやその他の偉大な人物が甘受した憎
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悪を耐え忍ぼうとするに十分なだけの気骨（Charakter）を備えていなければならないであ

ろう。仮令〔神話上の〕テセウスの如く恩を仇で返されることのないように，手中に収めた

国家権力の行使によって守られていると云えども。」（GW. 157）

　恐らくはマキァヴェッリの『君主論』を模して茲に登場させられているテセウスの下で誰を想

定していたかは，上の文脈からすれば必ずしもどうでもいい問題ではない。嘗て Diltheyはナポ

レオンであるとしたが 22），Rosenzweigは，皇帝フランツ二世（Franz II.）の弟で軍人としても革

命戦争で活躍したカール大公（Erzherzog Carl Ludwig）であるとした 23）。ヘーゲルのナポレオン

崇拝が始まるのはイエナの戦いのあった 1806年以降のことである，というのが主な理由であっ

た。プロイセンに比してオーストリアに好意的であったことも指摘される。そして，この点は，

後年 Otto Pöggelerにより，当時の歴史的状況に即して，極めて詳細に分析されることになっ

た 24）。

　確かに，『ドイツ国制論』執筆時点での国家思想からすれば，プロイセンとオーストリアと云

う選択肢の中ではオーストリアが選択されざるを得ないのは必然的である。然し，『ドイツ国制

論』のテキストに立ち返った場合に，茲で言われているテセウスは征服者であり，それに求めら

れている資格条件は，代議制度を認める Großmutと憎悪に耐える Charakterだけである。テセ

ウスは崇拝と無関係であるどころか，憎悪を呼び起こす征服者であっても構わないとされている

のである。とすれば，テセウスが崇拝の対象である必要は全くない。ナポレオン崇拝とテセウス

解釈を関係付ける必然性は存在しない。寧ろ，ヘーゲルは，プロイセンでもオーストリアでもな

い，ドイツ帝国に対して全くの征服者として臨みドイツ国民に強制による教養形成を課す強力な

人物を待望していた，と見ることが可能になる。その意味では，Diltheyの指摘した如くに

（カール大公より）ナポレオンが相応しかったに相違ない。加えて，ナポレオンはチザルピーナ

共和国・バタヴィア共和国他の衛星国家に国民議会を導入しており，征服者に要求された諸条件

を充足していると見ることもできる。

　斯くて，プロイセンかオーストリアかという選択肢から解釈の前提を解放することができると

すれば，ヘーゲルが，圧倒的なナポレオンにドイツ人に対して政治的教養形成を強制する役割を

期待しながら，プロイセンとオーストリアを除く「ドイツ帝国」を連邦主義的な制限君主政国家

として再建する為の帝国改革案を書き上げようとしていた，と云う解釈が可能になるであろう。

6-3.　主権概念の構造

　ヘーゲルの帝国改革構想の中にオーストリアが含まれていたか否かという問題とは切り離して，

改革案の中に含意されている主権概念の構造を取り出し整理しておくことは，十分に可能である

し，ヘーゲルの国家理解の発展史を構成する上では，必要なことでもある。
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6-3-1.　皇帝権力の確立 ― 主権論の根本枠組

　『ドイツ国制論』の国家理解を主権概念に即して分析しようとする場合に先ず確認すべきは，

主権の問題が，帝国と領邦，皇帝と領邦君主の関係という枠組の中でのみ主題化されている，と

云う点である。事実，「主権的」という形容詞が修飾するのは基本的に領邦国家，領邦君主，帝

国等族に限定されている。主権を巡るヘーゲルの議論の根本枠組は，マイヤーや特にピュッター

等の帝国国法学の其れを抜け出ていない。ヘーゲルが主権論の問題圏の内部で追求しているのは，

一方で帝国軍の確立という点でのみ限定を加え乍ら領邦高権を承認し，他方で帝国軍の確立とい

う一点に絞って皇帝の主権を確保することである。ヘーゲルが次の様に述べる時に，そこで前提

されている全体枠組は，そのようなものである。

「〔帝国議会の改革を通して〕皇帝は再びドイツ帝国の頂点に置かれることになるであろ

う。」（GW. 156）

　皇帝を再び頂点に置くとは，即ち，限定的にではあれ，皇帝に主権を認めるということである。

この枠組の中には，当然の事ながら，国民主権などという概念の成立する余地は無い。

6-3-2.　皇帝権力の前提 ― 複合国家

　上述の様な仕方で皇帝に主権が認められる時，そうした限定的な主権概念の前提が，領邦高権

の同じく限定的な承認であることは，既に明白である。そこで想定されるべき国家像が複合国家

であることは，既述の通りである。然し，茲で注目すべきは，限定的な仕方で皇帝に主権を承認

することを可能にしている原理が，同時に複合国家の複合性の成立を可能にしている，という事

態の成立である。端的に言えば，皇帝が主権的な存在として登場することによって初めてドイツ

帝国は複合国家として成立し得ているのである。ピュッターの議論は帝国の司法制度の裡に帝国

が複合国家として成立する根拠を見出そうとするものであったが，ヘーゲルの議論は軍事制度の

裡に複合国家の根拠を見出そうとするものであった。ヘーゲルは，革命戦争が突き付ける政治的

現実を踏まえながら，ピュッターの見通しをより現実的な仕方で裏付けようとしている，と見る

こともできるであろう。その意味では，ピュッターに代表される伝統的な帝国国法学とヘーゲル

との間の距離は，従来想定されていたよりも近い可能性がある 25）。

6-3-3.　皇帝権力の限定性 ― 帝国議会

　皇帝の主権は，既述の如く，帝国軍の最高指揮権に限定されている。然し，その最高指揮権も

実は更に，帝国軍予算に対する議会の承認（Bewilligung）の必要性という点で制限を受けてい

る。選挙王制を採っているドイツ帝国で皇帝選挙が帝国議会の重要課題であることは言う迄もな

いが，ヘーゲルの議会改革案でも変更が提案されていないので，その点を別とすれば，帝国軍の

軍費の負担即ち課税に関わる制度改革議論がヘーゲルの帝国議会改革の中心を成している，と言
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える。所で，議会の課題を斯様な課税審議（課税承認権）に限定する議会の在り方は，伝統的な

身分制議会の根本特徴と看做すことができる。ヘーゲルがフランス革命に強い共感を懐き，次第

に限定が加わってくるとは云え，終生，その歴史的意義についての確信に聊かの変更も認められ

ないことからすれば，敢えて確認しておくべきは，政治権力と国民とを代議制度を介して媒介し

ようとする，革命に由来する彼の意図が，飽く迄も，伝統的な身分制議会の枠組の中に留まりな

がら，その可能性を追求されている，と云う点である。その意味では，ドイツに於いて，アン

シャン・レジーム的な古い革袋の中に革命的な新しい葡萄酒を入れようとした，ギリギリの試み

の展開が『ドイツ国制論』である，と表現することも可能であろう。

6-3-4.　連邦制への志向

　以上の様に，『ドイツ国制論』の帝国改革案は，歴史的な視点から見れば，折衷的性格を有す

るものと理解できるが，その折衷性が，次の時代の現実へ対応するための一つの手懸りを提供す

ることになった，とも見ることができる。

　確かに，『ドイツ国制論』自体は，1803年 2月 25日の帝国代表者会議主要決議（Reichsdepu- 

tationshauptschluß）によって，前提としていたドイツ帝国国制が実質的に崩壊したのを受けて，

1806年 8月 6日の皇帝フランツ二世の退位を待たずして挫折を強いられることになった。然し，

『ドイツ国制論』に於いて構想された帝国改革案の中には，ヘーゲルの後の国家論へと接続発展

して行く要素が幾つも含まれている。茲で敢えて特に指摘しておきたい点は，主権を国家の連邦

的構造との連関の中で考えようとする志向が明確に認められる点である。この点は，神聖ローマ

帝国崩壊後に成立してくるライン同盟やドイツ連邦と云う政治的現実，並びに，フランス革命の

影響を強く受けた西南ドイツ立憲主義思想との対決を通して，ドイツの政治的現実に即した国家

概念を構築する上で，多大な寄与をなしたと考えられる。その過程の解明が，次の課題となる。

 （完結）
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外国語科教員養成の動向と外国語科教員免許取得希望者の 
意識に関する一考察

梶　川　裕　司　　　塩　原　佳　典 
梅　本　貴　豊　　　牛　島　　　万 
金　子　哲　太　　　小　林　和　代 
橋　本　勝　雄　　　近　藤　直　樹 
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 〈Summary〉
  Under the new law for licensing educational personnel, teacher training is going to begin 

in 2019. Prior to it, applications for reforming curriculums and reviewing teacher training 

courses were conducted by all universities with the teacher training course. In particular the 

handling of foreign languages subject (English) is going to be changed considerably by the 

revision of the law. Accordingly, Kyoto University of Foreign Studies, which is training foreign 

language teachers, is also being pressed to correspond to these changes. In order to corre-

spond appropriately not only to the revision of the law but also to changes in social needs for 

universities, it becomes important to understand objectively and precisely the current state of 

the teacher training and undergraduates in the course. The purpose of this study was to objec-

tively understand the current state and the future direction of the teacher training at our 

university by focusing on the changes in our teacher training system, the trends in foreign 

language teacher training, and the attitudes of undergraduates in our foreign language teacher 

training course. First, the future direction of the foreign language teacher training was 

discussed. Then, the current state of the teacher training at Kyoto University of Foreign 

Studies was discussed. Next, in order to find the future direction of the teacher training at 

Kyoto University of Foreign Studies, the results of a questionnaire survey for undergraduates 

in the course were reported. Finally, we discussed from the viewpoint of the future direction of 

the teacher training at Kyoto University of Foreign Studies based on the present findings.

1．問　題

　平成 31年，新しい教育職員免許法のもとに教員養成が始まる。それに先立って現在，教職課

程を置くすべての大学で，教職課程の再課程申請と審査が行われている。その中で教科・外国語

（英語）の取扱いが大きく変わろうとしている。この動きの中，外国語科教員養成をおこなって

いる京都外国語大学（以下，本学）においても，これらへの対応を迫られている。免許法改正だ

けではなく，大学に対する社会のニーズの変化等に，適切な対応をおこなうためには，現状の客

観的で精密な把握が重要となってくる。本論文は，教員養成制度の変化，外国語科教員養成の動
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向，本学教職課程履修学生の意識を明らかにすることで現状の客観的把握と本学における教員養

成の方向性を見定めることを目的としている。

1.1　教育職員免許法改正の方向性

　中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について（平成 27年

12月）」（以下「答申」）は，現時点での教員政策検討の必要性の背景として，①教育課程・授業

方法の改革への対応，②英語，道徳，ICT，特別支援教育等，新たな課題への対応，③「チーム

学校」の実現，④社会環境の急速な変化，⑤学校を取り巻く環境変化を取り上げ，それぞれへの

対応の方策を「研修」「採用」「養成」の枠組みで検討した。

　このうち本研究のテーマに関係する教員養成に関しては，学部段階での教職課程は，①教員と

なる際に最低限必要な基礎的・基盤的な学修という認識が必要，②学校現場や教職に関する実際

を体験させる機会の充実が必要，③教職課程の質の保証・向上が必要，④教科・教職に関する科

目の分断と細分化の改善が必要という方向性が示された。そしてそれぞれに対応する具体的施策

として，①新たな課題（英語，道徳，ICT，特別支援教育）やアクティブ・ラーニングの視点か

らの授業改善等に対応した教員養成への転換，② 学校インターンシップの導入（教職課程への

位置付け），③教職課程に係る質保証・向上の仕組み（教職課程を統括する組織の設置，教職課

程の評価の推進など）の促進，④「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の統合など科目

区分の大括り化が示された。

　「答申」の方向性を受けて文部科学省は，教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の

一部改正を行った。この改正の趣旨について文部科学省通知「教育職員免許法施行規則及び免許

状更新講習規則の一部を改正する省令の公布について」（平成 29年 11月）は，上記答申を受け

て「大学の創意工夫により質の高い教職課程を編成することができるようにするため，教職課程

において修得することが必要とされている科目の大括り化を行うとともに，今般の学校現場を巡

る状況の変化や学習指導要領の改訂を踏まえ，教職課程において学生が修得すべき内容等を改め

るものであること」とした。この中心をなすものが「科目の大括り化」である。具体的には，現

行（平成 30年度まで）の 8つの枠組みである「1　教科に関する科目」「2　教科又は教職に関す

る科目」「3　教職の意義等に関する科目」「4　教育の基礎理論に関する科目」「5　教育課程及び

指導法に関する科目」「6　生徒指導，教育相談及び進路指導等に関する科目」「7　教育実習」「8　

教職実践演習」を，大括り化し以下の 5つの枠組みとした。「1　教科及び教科の指導法に関する

科目」「2　教育の基礎的理解に関する科目」「3　道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒

指導，教育相談等に関する科目」「4　教育実践に関する科目」「5　大学が独自に設定する科目」

である。しかし大括り化によって履修すべき科目数は逆に増加し「特別の支援を必要とする幼児，

児童及び生徒に対する理解」「総合的な学習の時間の指導法」が付加された。また指導事項内容

も追加され「情報機器及び教材の活用」「チーム学校運営への対応」「学校と地域との連携」「学

校安全への対応」「カリキュラム・マネジメント」「キャリア教育」を必ず含むこととされた。
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　これらの法改正が，各大学において遵守されることを確認するため，現在，教職課程を設置す

るすべての短期大学，大学，大学院で教職課程の再課程認定が進行中である。とくに上記の枠組

みに対応した科目配置がなされていることと，その内容が改正の趣旨に合致したものであること

が，綿密に検証されているが，その指標となるものが「コア・カリキュラム」である。

1.2　コアカリキュラムの規定

　「答申」の方向性を受けて文部科学省は，平成 28年「教職課程コアカリキュラムの在り方に

関する検討会」（以下「検討会」）を設置した。「検討会」は「答申」における「1　教科及び教科

の指導法に関する科目」のうち「教科の指導法に関する科目」の部分，「2　教育の基礎的理解に

関する科目」「3　道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導，教育相談等に関する科

目」に属する科目に関して「すべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力を明確化す

ることで教員養成の全国的な水準を確保」するという目的を持って，その内容を詳細に規定した。

検討会が作成した「教職課程コアカリキュラム（平成 29年 11月）」は，項目ごとに 1つの全体

目標と，全体目標の下に位置する複数の一般目標と，一般目標の下に位置する多数の到達目標か

ら構成されている。今回の教職課程再課程申請の際の文部科学省の指導では，この教職課程コア

カリキュラムの各目標の内容が，各大学が設置する科目に，すべて網羅されているかどうかとい

う観点から指導がなされ，いわば教職課程科目の学習指導要領ともいうべきものとなっている。

　「答申」の方向性を受けてさらにもうひとつのコアカリキュラムが提示された。「外国語（英

語）コアカリキュラム」である。現時点において初等・中等教育での他の教科に関しては，コア

カリキュラムは提示されておらず，特異である。この外国語（英語）に関するコアカリキュラム

は，文部科学省委託事業「英語教員の英語力・指導力強化のための調査研究」の成果として平成

28年度報告書として公表されたものである。文部科学省は「教育職員免許法・同施行規則の改

正及び教職課程コアカリキュラムについて（平成 29年）」で「外国語（英語）コアカリキュラ

ム」策定に至った背景を「外国語活動は教科ではないため，小学校教諭の免許状を取得するに当

たって，英語の指導法を学ぶことは必修となっていない」「小学校高学年の英語を教科化するに

当たり，より専門性の高い教科指導を行う指導者の養成が必要」「中学校では，基礎的な言語活

動に対応できる指導力や英語力をもった教員の養成が課題」「中・高等学校ともに，生徒のコ

ミュニケーション能力を育成するために必要な指導力向上のための改善を図るべき」と述べてい

る。この「外国語（英語）コアカリキュラム」の公表後，パブリックコメントを実施し，その後，

この「外国語（英語）コアカリキュラム」を外国語（英語）の再課程認定審査の際，活用するこ

とを明言した。そして中等教育学校外国語（英語）教員養成課程に求められるのは「聞くこと・

読むこと・話すこと（やり取り・発表）・書くことの 5つの領域にわたる生徒の総合的なコミュ

ニケーション能力を育成するための授業の組み立て方及び指導・評価の基礎を身に付ける」「生

徒の理解の程度に応じて英語で授業ができる指導力を身に付ける」「国際的な基準である CEFR 

B2レベルの英語力を身に付ける」ことであるとした。なお CEFR B2レベルは「実務に対応でき
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る者・準上級者」とされ，TOEICではリスニング 400以上，リーディング 385以上とされてい

る。政府，文部科学省の「使える英語」教育への力の入れ方が，あらわれた施策であると考えら

れる。

　現在，学習指導要領は平成 20年，21年告示の学習指導要領（以下，現学習指導要領）から，

平成 29年，30年告示の学習指導要領（以下，新学習指導要領）への移行期にある。この二つの

学習指導要領上で外国語科の位置づけの相違を以下に確認する。

　現学習指導要領では中学校，高等学校とも外国語科に関する目標は同一内容，同一文章であり，

そこでは「外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度の育成を図り，聞くこと，話すこと，読むこと，書くことなどのコミュニケー

ション能力の基礎を養う」と規定されている。さらに英語以外の外国語に関しては「その他の外

国語については，英語の目標及び内容等に準じて行うものとする」とされ，これも中学校，高等

学校とも同一の内容となっている。

　新学習指導要領では，中学校の外国語科の目標は「外国語によるコミュニケーションにおける

見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通

して，簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図

る資質・能力を次のとおり育成することを目指す」とされている。これに対し高等学校では「外

国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこ

と，話すこと，書くことの言語活動及びこれらを結び付けた統合的な言語活動を通して，情報や

考えなどを的確に理解したり適切に表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資

質・能力を次のとおり育成することを目指す（下線，筆者）」とされている。文中の下線部は，

新学習指導要領で中学校と高等学校とで表現が異なる部分であり，教育段階ごとの目標をより明

確化したものとなっている。また新学習指導要領では，この目標の後に現学習指導要領にはな

かった具体的な 3項目の内容が付加されており，この内容も中学校と高等学校の学校段階を意識

した内容の相違が読み取れる。英語以外の外国語に関しては，中学校では「その他の外国語につ

いては，英語の 1に示す 5つの領域別の目標，2に示す内容及び 3に示す指導計画の作成と内容

の取扱いに準じて指導を行うものとする」とされた。なお高等学校では 2項目が示され「1　そ

の他の外国語に関する科目については，第 1から第 6まで及び第 3款に示す英語に関する各科目

の目標及び内容などに準じて指導を行うものとする」「2　高等学校において英語以外の外国語を

初めて履修させる場合には，生徒の学習負担等を踏まえ，適切に指導するものとする」とされ，

特に高等学校で初習外国語に関する配慮がなされている。ただこのような配慮がなされていると

はいえ，使える英語という英語教育の方向性は明確であり，そのための要求水準もこれまでにな

く高い。このような英語重視の中，英語以外の外国語科目が，英語に準ずる教育水準を達成する

ことには，これまで以上の困難がある。

　しかし教科・外国語という枠組みを維持し，その目標が「英語」でなく「外国語によるコミュ

ニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこと，話すこと，書

28 外国語科教員養成の動向と外国語科教員免許取得希望者の意識に関する一考察 



くことの言語活動を通して（中略）コミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成する

ことを目指す」ならば，英語以外の外国語の教育の重要性を認識する必要がある。

1.3　わが国の外国語科教員養成の動向

　文部科学省資料「中学校・高等学校教員（英語）の免許資格を取得することのできる大学」に

よれば，外国語科（英語）の一種免許状を取得できる大学は，国公私立大学を合わせて，306大

学，455学部に及んでいる。これに対し，英語以外の外国語科免許を取得できる大学は，スペイ

ン語（イスパニア語）で，11大学 11学部，フランス語で 39大学 45学部，ドイツ語 36大学 40

学部，ポルトガル語で 4大学 4学部，中国語で 45大学 49学部，イタリア語で 2大学 2学部と

なっている。なお以上は京都外国語大学で取得可能な外国語免許に関する数値であるが，その他

にもロシア語で 9大学 9学部，韓国語（朝鮮語）で 6大学 6学部，1大学 1学部のみ設置の言語

として，アラビア語，インドネシア語，ウルドゥ語，スウェーデン語，スワヒリ語，タイ語，デ

ンマーク語，トルコ語，ハンガリー語，ビルマ語，ヒンディー語，フィリピン語，ペルシャ語，

モンゴル語，ラオス語がある。一見，英語が大多数を占めるように見えるが，大学数でみると英

語 306大学に対し，英語以外の言語 167大学で，英語の半数強の大学が英語以外の外国語の免許

取得の課程を設置している。

1.4　英語以外の外国語の科目を開設している中学校・高等学校の状況

　中央教育審議会教育課程部会外国語ワーキンググループ資料（平成 28年 3月 22日）「英語以

外の外国語の科目を開設している学校の状況について」によれば，平成 25年 5月 1日現在で，

英語以外の外国語の科目を開設している高等学校等は 708校（公立 512校，私立 194校，国立 2

校）である。また言語数は 15言語で，言語別に見ると中国語が最も多く 517校（履修者数

19,106人），次いで韓国・朝鮮語 333校（11,210人），フランス語 223校（9,214人），ドイツ語

107校（3,691人）の順となっている。なお中学校では，英語以外の外国語の科目を開設してい

る学校は，ごく少なく 23校（公立 2校，私立 21校）で，言語別では，フランス語（12校），韓

国語（朝鮮語）（10校），中国語（9校），スペイン語（4校），ドイツ語（3校）となっている。

1.5　京都外国語大学の動向

　京都外国語大学（以下，本学）は，現在，英語，スペイン語，フランス語，ドイツ語，ポルト

ガル語，中国語，イタリア語，国語の 8つの言語に関する教職課程を置いている。そして平成

31年度の教育職員免許法改正に対応するための再課程認定に関して，上記の 8つすべてに関し

ての再課程認定を申請中（平成 30年 10月現在）であり，英語以外の外国語免許取得課程を堅持

している。

　なお本学公式ホームページによれば教職課程履修者のうち外国語免許の取得者数（複数免許取

得者を含む延べ数）は，平成 25年度 244名，平成 26年度 212名，平成 27年度 186名，平成 28
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年度 188名となっている。また公立学校正規採用の人数（新卒者と過年度卒業生の合計人数）で

は，平成 25年度 42名，平成 26年度 35名，平成 27年度 43名，平成 28年度 44名，平成 29年

度 63名，平成 30年度 45名であり，この 6年間，年間 30～60名の公立学校正規採用をみている。

その内訳の大多数は英語科教員であり，一部，国語，小学校教員がおり，英語以外の外国語単独

での正規採用はゼロである。ただし本学では専攻語以外の教員免許取得を認めており，その結果，

英米語学科以外の語学科所属の学生が英語免許を取得することはまれではなく，これらの学生が

英語教員として採用されている例は，複数ある。

　このような状況の中，本学の教員養成の今後の在り方を探る基礎資料を得ることを目的として

教職課程履修学生に対する以下の調査をおこなった。その結果を以下に報告する。

2．方　法

2.1　質問紙の構成

　質問紙は，広瀬（2009），高籏（2013），渡津（2013）等の教職課程履修学生の意識に関わる先

行研究の質問項目を参考にしつつ，外国語科教員養成に特有の課題を把握するための質問構成と

した。属性項目として，学科，所属及び年次，性別を尋ねた。質問項目としてまず，取得しよう

としている外国語科の言語を尋ね，ついで教職科目履修にかかわる事実と意識を 14問，尋ねた。

この調査項目は同一のものを 2セット配布し，1教科 1科目の免許取得を目指しているものは 1

セット目だけに回答すること，1～2教科 2科目の免許取得を目指しているものは，2セット目も

回答するように指示した。

2.2　調査対象

　調査対象は，本学で教職課程を履修する学生である。調査方法は，本学専任教員が担当する教

職教養科目の授業時に，当該教員が説明，質問紙配布をおこない，その時間内に回答してもらい

回収した。調査をおこなった授業数は，同一学生が重複して回答することのないように配慮して

選んだ教職課程科目 6授業である。なおこの調査では，研究の趣旨ゆえ，国語科教員をめざす者，

小学校教員をめざす者は調査対象から除外した。その調査対象数は 172で有効回答数は 172であ

る。有効回答中における属性は，本学学部学生は 163名，それ以外 9名である。本学学部学生

163名を学科別でみると，英米語学科 124名，スペイン語学科 6名，フランス語学科 2名，ドイ

ツ語学科 6名，ブラジルポルトガル語学科 4名，中国語学科 3名，イタリア語学科 4名，国際教

養学科 14名である。また学年別では，1年次 75名，2年次 39名，3年次 28名，4年 25名，そ

の他 9名である。また大学学部以外 9名の内訳は，本学短期大学学生 3名，科目等履修生 5名，

その他 1名である。また全体としての性別は，女性 112，男性 59，無回答 1である。

　教員免許状を取得しようとしている外国語科の言語別では，英語 145名，スペイン語 6名，フ

ランス語 3名，ドイツ語 8名，ブラジルポルトガル語 5名，中国語 4名，イタリア語 1名である。

このうち専攻する言語の 1免許取得を目指すものに加えて専攻言語以外の 2免許目の取得を目指
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しているものが存在する。この複数免許取得を目指す学生数は 17名で，その内訳は，スペイン

語学科で英語取得 2名，フランス語学科で英語取得 2名，ドイツ語学科で英語取得 6名，ブラジ

ルポルトガル語学科で英語取得 5名，中国語学科で英語取得 2名，イタリア語学科で英語取得 1

名で，専攻語以外の 2免許目は，すべて英語であった。

3．結　果

3.1　英語とそれ以外の外国語免許取得希望者のクロス集計結果

　英語と英語以外の外国語の免許取得を目指す学生の間に，教職に関する意識を尋ねた 14問，

それぞれに相違がみられるかどうかに注目した。

1）中学校教員への志望度

　中学校教員への志望の強さを尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別のクロス集

計表を表 1として示した。表 1では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で有意差がみられ

た（χ2＝12.7，df＝4，p<.05）。英語免許取得希望者では，あてはまる側（やや＋たいへん）が

過半数に達する（51.7％）。それに対し，英語以外の免許所得希望者では，あてはまらない側

（あまり＋まったく）が過半数に達する（55.5％）。

表 1　この教科の中学校の教員にぜひなりたい

2）高等学校教員への志望度

　高等学校教員への志望の強さを尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別のクロス

集計表を表 2として示した。表 2では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で有意差がみら

れた（χ2＝17.712，df＝4，p<.01）。英語免許取得希望者では，あてはまる側（やや＋たいへ

ん）が 60％を超える（60.7％）が，英語以外の免許所得希望者では，30％台（33.3％）で，約半

数である。逆にあてはまらない側（あまり＋まったく）をみると，英語免許取得希望者では，2

割台（20.7％）であるのに対し，英語以外の免許所得希望者では 4割台（44.4％）と約 2倍と

なっている。

イン語学科で英語取得 2 名、フランス語学科で英語取得 2名、ドイツ語学科で英語取得 6名、ブ

ラジルポルトガル語学科で英語取得 5名、中国語学科で英語取得 2 名、イタリア語学科で英語取

得 1名で、専攻語以外の２免許目は、すべて英語であった。 
 

Ⅲ．結 果 
 
１．英語とそれ以外の外国語免許取得希望者のクロス集計結果 
 
 英語と英語以外の外国語の免許取得を目指す学生の間に、教職に関する意識を尋ねた 14 問、

それぞれに相違がみられるかどうかに注目した。 
１）中学校教員への志望度 
 中学校教員への志望の強さを尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロス集

計表を表 1として示した。表 1では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で有意差がみられ

た（χ2=12.7,df=4，p<.05）。英語免許取得希望者では、あてはまる側（やや＋たいへん）が過

半数に達する（51.7%）。それに対し、英語以外の免許所得希望者では、あてはまらない側（あ

まり＋まったく）が過半数に達する（55.5%）。 
表 1 この教科の中学校の教員にぜひなりたい 

 
 
２）高等学校教員への志望度 
高等学校教員への志望の強さを尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロス

集計表を表 2 として示した。表 2 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で有意差がみら

れた（χ2=17.712, df=4，p<.01）。英語免許取得希望者では、あてはまる側（やや＋たいへん）が

60%を超える（60.7%）が、英語以外の免許所得希望者では、30%台（33.3%）で、約半数である。

逆にあてはまらない側（あまり＋まったく）をみると、英語免許取得希望者では、2 割台（20.7%）

であるのに対し、英語以外の免許所得希望者では 4 割台（44.4%）と約 2倍となっている。 
 
 
 
 

表 2 この教科の高校の教員にぜひなりたい 

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

英語 21 15 34 41 34 145

14.5% 10.3% 23.4% 28.3% 23.4% 100.0%

英語以外 11 4 5 5 2 27

40.7% 14.8% 18.5% 18.5% 7.4% 100.0%

合計 32 19 39 46 36 172

18.6% 11.0% 22.7% 26.7% 20.9% 100.0%
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表 2　この教科の高校の教員にぜひなりたい

3）他教科教員への志望度

　本項の他教科教員への志望の強さを尋ねた質問は，本学では，専攻語以外の免許取得が可能で

あること，また小学校教員免許の取得が可能であることに基づいた質問である。同質問について

英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 3として示した。表 3では英語と英語以外の

免許取得者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2＝23.441，df＝4，p<.001）。英語免許取得希望

者では，あてはまる側（やや＋たいへん）が 10％に過ぎないが（10.3％）が，英語以外の免許所

得希望者では，40％台（40.7％）で，約 4倍となっている。

表 3　この教科よりもほかの教科の教員になりたい

4）他職種への志望度

　教職以外の職種への志望の強さを尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別のクロ

ス集計表を表 4として示した。表 4では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差は

みられなかった。英語免許取得希望者，英語以外の免許所得希望者の合計では，あてはまる側

（やや＋たいへん）が約半数（49.7％）であり，あてはまらない側（あまり＋まったく）の

（21.6％）の約 2倍となっている。

表 4　この教科の教員ではなく，ほかの職種の仕事につきたい

 

 
３）他教科教員への志望度 
本項の他教科教員への志望の強さを尋ねた質問は、本学では、専攻語以外の免許取得が可能で

あること、また小学校教員免許の取得が可能であることに基づいた質問である。同質問について

英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 3として示した。表 3では英語と英語以外の

免許取得者間にχ2 検定で有意差がみられた（χ2=23.441, df=4，p<.001）。英語免許取得希望者

では、あてはまる側（やや＋たいへん）が 10%に過ぎないが（10.3%）が、英語以外の免許所得

希望者では、40%台（40.7%）で、約 4 倍となっている。 
表 3 この教科よりもほかの教科の教員になりたい 

 

 
４）他職種への志望度 
教職以外の職種への志望の強さを尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロ

ス集計表を表 4 として示した。表 4 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差は

みられなかった。英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計では、あてはまる側（や

や＋たいへん）が約半数（49.7%）であり、あてはまらない側（あまり＋まったく）の（21.6%）

の約２倍となっている。 
表 4 この教科の教員ではなく、ほかの職種の仕事につきたい 

 
 
 
５）教職への期待度 

まったくあては
まらない

あまりあてはま
らない

どちらともいえ
ない

ややあてはまる
たいへんあては

まる
合計

英語 8 22 27 48 40 145
5.5% 15.2% 18.6% 33.1% 27.6% 100.0%

英語以外 8 4 6 6 3 27
29.6% 14.8% 22.2% 22.2% 11.1% 100.0%

合計 16 26 33 54 43 172
9.3% 15.1% 19.2% 31.4% 25.0% 100.0%

まったくあては
まらない

あまりあてはま
らない

どちらともいえ
ない

ややあてはまる
たいへんあては

まる
合計

英語 86 29 15 10 5 145
59.3% 20.0% 10.3% 6.9% 3.4% 100.0%

英語以外 6 4 6 6 5 27
22.2% 14.8% 22.2% 22.2% 18.5% 100.0%

合計 92 33 21 16 10 172
53.5% 19.2% 12.2% 9.3% 5.8% 100.0%

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

英語 10 22 43 45 25 145

6.9% 15.2% 29.7% 31.0% 17.2% 100.0%

英語以外 3 2 6 9 6 26

11.5% 7.7% 23.1% 34.6% 23.1% 100.0%

合計 13 24 49 54 31 171

7.6% 14.0% 28.7% 31.6% 18.1% 100.0%

 

 
３）他教科教員への志望度 
本項の他教科教員への志望の強さを尋ねた質問は、本学では、専攻語以外の免許取得が可能で

あること、また小学校教員免許の取得が可能であることに基づいた質問である。同質問について

英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 3として示した。表 3では英語と英語以外の

免許取得者間にχ2 検定で有意差がみられた（χ2=23.441, df=4，p<.001）。英語免許取得希望者

では、あてはまる側（やや＋たいへん）が 10%に過ぎないが（10.3%）が、英語以外の免許所得

希望者では、40%台（40.7%）で、約 4 倍となっている。 
表 3 この教科よりもほかの教科の教員になりたい 

 

 
４）他職種への志望度 
教職以外の職種への志望の強さを尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロ

ス集計表を表 4 として示した。表 4 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差は

みられなかった。英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計では、あてはまる側（や

や＋たいへん）が約半数（49.7%）であり、あてはまらない側（あまり＋まったく）の（21.6%）

の約２倍となっている。 
表 4 この教科の教員ではなく、ほかの職種の仕事につきたい 

 
 
 
５）教職への期待度 
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まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

英語 10 22 43 45 25 145

6.9% 15.2% 29.7% 31.0% 17.2% 100.0%

英語以外 3 2 6 9 6 26

11.5% 7.7% 23.1% 34.6% 23.1% 100.0%

合計 13 24 49 54 31 171

7.6% 14.0% 28.7% 31.6% 18.1% 100.0%

 

 
３）他教科教員への志望度 
本項の他教科教員への志望の強さを尋ねた質問は、本学では、専攻語以外の免許取得が可能で

あること、また小学校教員免許の取得が可能であることに基づいた質問である。同質問について

英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 3として示した。表 3では英語と英語以外の

免許取得者間にχ2 検定で有意差がみられた（χ2=23.441, df=4，p<.001）。英語免許取得希望者

では、あてはまる側（やや＋たいへん）が 10%に過ぎないが（10.3%）が、英語以外の免許所得

希望者では、40%台（40.7%）で、約 4 倍となっている。 
表 3 この教科よりもほかの教科の教員になりたい 

 

 
４）他職種への志望度 
教職以外の職種への志望の強さを尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロ

ス集計表を表 4 として示した。表 4 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差は

みられなかった。英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計では、あてはまる側（や

や＋たいへん）が約半数（49.7%）であり、あてはまらない側（あまり＋まったく）の（21.6%）

の約２倍となっている。 
表 4 この教科の教員ではなく、ほかの職種の仕事につきたい 

 
 
 
５）教職への期待度 

まったくあては
まらない

あまりあてはま
らない

どちらともいえ
ない

ややあてはまる
たいへんあては

まる
合計

英語 8 22 27 48 40 145
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7.6% 14.0% 28.7% 31.6% 18.1% 100.0%
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5）教職への期待度

　教職への期待度を尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 5

として示した。表 5では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差はみられなかった。

英語免許取得希望者，英語以外の免許所得希望者の合計では，あてはまる側（やや＋たいへん）

が 60％を超え（61.6％），あてはまらない側（あまり＋まったく）の（12.2％）の約 5倍となっ

ている。

表 5　将来，この教科を教えるのが楽しみである

6）教職への不安度

　教職への不安度を尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 6

として示した。表 6では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差はみられなかった。

英語免許取得希望者，英語以外の免許所得希望者の合計では，あてはまる側（やや＋たいへん）

が 60％を超え（61.6％），あてはまらない側（あまり＋まったく）の（12.2％）の約 5倍となっ

ている。

表 6　将来，この教科を教えるのは不安である

7）教科指導の力量

　教科指導の力量についての自己評価を尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別の

クロス集計表を表 7として示した。表 7では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意

差はみられなかった。英語免許取得希望者，英語以外の免許所得希望者の合計では，どちらとも

いえないが 4割台（41.9％）で最も多く，あてはまる側（やや＋たいへん）が 3割台（33.7％），

あてはまらない側（あまり＋まったく）が 2割台（24.4％）である。

教職への期待度を尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 5
として示した。表5では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差はみられなかった。

英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計では、あてはまる側（やや＋たいへん）

が 60%を超え（61.6%）、あてはまらない側（あまり＋まったく）の（12.2%）の約 5倍となって

いる。 
表 5 将来、この教科を教えるのが楽しみである 

 
 
６）教職への不安度 
教職への不安度を尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 6

として示した。表6では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差はみられなかった。

英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計では、あてはまる側（やや＋たいへん）

が 60%を超え（61.6%）、あてはまらない側（あまり＋まったく）の（12.2%）の約 5倍となって

いる。 
表 6 将来、この教科を教えるのは不安である 

 
 
７）教科指導の力量 
教科指導の力量についての自己評価を尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者別の

クロス集計表を表 7 として示した。表 7 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意
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あてはまらない側（あまり＋まったく）が 2 割台（24.4%）である。 
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表 7　この教科を教える知識・技能が身に付いてきていると思う

8）教科に関する学習への熱意

　教職課程における教科指導に関する科目への熱意についての自己評価を尋ねた質問について英

語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表 8として示した。表 8では英語と英語以外の免

許取得者間にχ2検定での有意差はみられなかった。英語免許取得希望者，英語以外の免許所得

希望者の合計では，あてはまる側（やや＋たいへん）が過半数（54.6％）で最も多く，あてはま

らない側（あまり＋まったく）の 1割台（15.7％）の 3倍を超えている。

表 8　この教科を教えるための学習に熱心に取り組んでいる

9）免許取得の動機

　免許取得の動機が自分の意思であるかどうかを尋ねた質問について英語と英語以外の免許取得

者別のクロス集計表を表 9として示した。表 9では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で

の有意差がみられた（χ2＝23.546，df＝4，p<.001）。英語免許取得希望者では，あてはまる側

（やや＋たいへん）が 9割弱（87.6％）であるのに対し，英語以外の免許所得希望者では，5割台

（55.5％）である。また，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語免許取得希望者で

は，1割未満（4.9％）であるのに対し，英語以外の免許所得希望者では，3割台（33.3％）と

なっている。
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表 8 この教科を教えるための学習に熱心に取り組んでいる 

 
 
９）免許取得の動機 
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表 9 この教科の免許を取得するのは自分の意思である 
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表 9　この教科の免許を取得するのは自分の意思である

10）免許取得に関する他者からの勧め

　この免許の取得を他者から勧められたかを尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者

別のクロス集計表を表 10として示した。表 10では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で

の有意差がみられた（χ2＝16.45，df＝4，p<.01）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると，

英語免許取得希望者（24.1％），英語以外の免許所得希望者（25.9％）で，ともに 2割台であるの

に対し，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語免許取得希望者では，6割台

（62.0％）であるのに対し，英語以外の免許所得希望者では，4割台（40.7％）と差がみられた。

表 10　この教科の免許を取得するのは人に勧められたからである

11）免許取得の負担感

　免許取得の負担感を尋ねた質問について，英語と英語以外の免許取得者別のクロス集計表を表

11として示した。表 11では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定での有意差はみられなかっ

た。英語免許取得希望者，英語以外の免許所得希望者の合計では，あてはまる側（やや＋たいへ

ん）が 6割台（67.4％）で，あてはまらない側（あまり＋まったく）の 1割台（10.4％）の 5倍

を超えている。

表 11　この教科の免許を取得するための授業は負担が大きい
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この免許の取得を他者から勧められたかを尋ねた質問について、英語と英語以外の免許取得者

別のクロス集計表を表 10 として示した。表 10 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2検定で

の有意差がみられた（χ2=16.45, df=4，p<.01）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると、英

語免許取得希望者（24.1%）、英語以外の免許所得希望者（25.9%）で、ともに 2割台であるのに

対し、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語免許取得希望者では、6 割台（62.0%）

であるのに対し、英語以外の免許所得希望者では、4割台（40.7%）と差がみられた。 
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11 として示した。表 11 では英語と英語以外の免許取得者間にχ2 検定での有意差はみられなか

った。英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計では、あてはまる側（やや＋たい
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１２）免許取得に関する知的好奇心 
免許取得に関わる教職関連科目への知的好奇心の程度を尋ねた質問について、英語と英語以外

の免許取得者別のクロス集計表を表 12として示した。表 12では英語と英語以外の免許取得者間

にχ2検定での有意差はみられなかった。英語免許取得希望者、英語以外の免許所得希望者の合計
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表 12 この教科の免許を取得するための授業は楽しい 
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ったく）の 2 割台（23.8%）の約２倍となっている。 
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12）免許取得に関する知的好奇心

　免許取得に関わる教職関連科目への知的好奇心の程度を尋ねた質問について，英語と英語以外

の免許取得者別のクロス集計表を表 12として示した。表 12では英語と英語以外の免許取得者間

にχ2検定での有意差はみられなかった。英語免許取得希望者，英語以外の免許所得希望者の合

計では，あてはまる側（やや＋たいへん）が 5割弱（48.8％）で，あてはまらない側（あまり＋

まったく）の 2割台（23.8％）の約 2倍となっている。

表 12　この教科の免許を取得するための授業は楽しい

13）専攻語以外の教科の免許だけの取得

　専攻語以外の教科の免許だけの取得を希望するかを尋ねた質問について，英語と英語以外の免

許取得者別のクロス集計表を表 13として示した。表 13では英語と英語以外の免許取得者間に 

χ2検定での有意差がみられた（χ2＝23.139，df＝4，p<.001）。あてはまる側（やや＋たいへ

ん）をみると，英語免許取得希望者では 2割台（24.9％）であるのに対し，英語以外の免許所得

希望者では 6割台（62.9％）と大きな差がみられた。またあてはまらない側（あまり＋まった

く）では，英語免許取得希望者では，4割台（42.8％）であるのに対し，英語以外の免許所得希

望者では，2割弱（18.5％）と差がみられた。

表 13　専攻語以外の教科の免許だけ取得する道を開いてほしい

14）中学校または高等学校単独免許の取得

　中学校または高等学校単独免許の取得を希望するかを尋ねた質問について，英語と英語以外の

免許取得者別のクロス集計表を表 14として示した。表 14では英語と英語以外の免許取得者間に

χ2検定での有意差がみられた（χ2＝12.112，df＝4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）

をみると，英語免許取得希望者では 2割台（26.9％）であるのに対し，英語以外の免許所得希望

 
 
１３）専攻語以外の教科の免許だけの取得 
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2 検定での有意差がみられた（χ2=23.139, df=4，p<.001）。あてはまる側（やや＋たいへん）を

みると、英語免許取得希望者では 2 割台（24.9%）であるのに対し、英語以外の免許所得希望者
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英語免許取得希望者では、4 割台（42.8%）であるのに対し、英語以外の免許所得希望者では、2
割弱（18.5%）と差がみられた。 
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みると、英語免許取得希望者では 2 割台（26.9%）であるのに対し、英語以外の免許所得希望者

では 4 割台（48.1%）と差がみられた。またあてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語

免許取得希望者では、5割弱（48.3%）であるのに対し、英語以外の免許所得希望者では、3割台

（33.3%）と差がみられた。 
 
 
 
 
 

表 14 中学か高校か、どちらか一方の免許を取得する道を開いてほしい 
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者では 4割台（48.1％）と差がみられた。またあてはまらない側（あまり＋まったく）では，英

語免許取得希望者では，5割弱（48.3％）であるのに対し，英語以外の免許所得希望者では，3

割台（33.3％）と差がみられた。

表 14　中学か高校か，どちらか一方の免許を取得する道を開いてほしい

3.2　2免許取得希望者の意識の特徴

　この項では，英語のみ免許取得希望者（以下「英語のみの者」）と英米語学科及び国際教養学

科以外で英語免許取得を希望する者（以下「2免許取得希望者」）別のクロス集計結果のうち，

有意差のみられた項目のみを取り上げる。

1）中学校教員への志望度

　中学校教員への志望の強さを尋ねた質問について，英語のみの者と 2免許取得希望者別のクロ

ス集計表を表 15として示した。表 15では語のみの者と 2免許取得希望者間にχ2検定で有意差

がみられた（χ2＝9.623，df＝4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語のみの

者が 5割弱（47.6％）であるのに対し，2免許取得希望者では 7割台（70.5％）と差がみられた。

表 15　この教科の中学校の教員にぜひなりたい

2）他職種への志望度

　教員以外の職種への志望の強さを尋ねた質問について，英語のみの者と 2免許取得希望者別の

クロス集計表を表 16として示した。表 16では英語のみの者と 2免許取得希望者間にχ2検定で

有意差がみられた（χ2＝9.775，df＝4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語

のみの者がほぼ 5割（49.7％）であるのに対し，2免許取得希望者では 4割台前半（41.1％）と

差がみられた。また，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語のみの者が 2割台

 
 
２．２免許取得希望者の意識の特徴 
 この項では、英語のみ免許取得希望者（以下「英語のみの者」）と英米語学科及び国際教養学科

以外で英語免許取得を希望する者（以下「２免許取得希望者」）別のクロス集計結果のうち、有意

差のみられた項目のみを取り上げる。 
１）中学校教員への志望度 
 中学校教員への志望の強さを尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希望者別のクロ

ス集計表を表 15として示した。表 15では語のみの者と２免許取得希望者間にχ2検定で有意差

がみられた（χ2=9.623,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語のみの者

が 5割弱（47.6%）であるのに対し、２免許取得希望者では 7割台（70.5%）と差がみられた。 
表 15 この教科の中学校の教員にぜひなりたい 

 
 
２）他職種への志望度 
 教員以外の職種への志望の強さを尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希望者別の

クロス集計表を表 16として示した。表 16では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ2検定で

有意差がみられた（χ2=9.775,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語の

みの者がほぼ 5割（49.7%）であるのに対し、２免許取得希望者では 4 割台前半（41.1%）と差

がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が 2割台

（21.6%）であるのに対し、２免許取得希望者では 4割台後半（47.0%）と差がみられた。 
 
 
 
 
 

表 16 この教科の教員ではなく、ほかの職種の仕事につきたい 

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない
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はまる
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29.0% 19.3% 24.8% 19.3% 7.6% 100.0%

英語以外 4 5 5 5 8 27

14.8% 18.5% 18.5% 18.5% 29.6% 100.0%

合計 46 33 41 33 19 172

26.7% 19.2% 23.8% 19.2% 11.0% 100.0%

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

32 19 39 46 36 172

18.6% 11.0% 22.7% 26.7% 20.9% 100.0%

2 2 1 3 9 17

11.8% 11.8% 5.9% 17.6% 52.9% 100.0%

34 21 40 49 45 189

18.0% 11.1% 21.2% 25.9% 23.8% 100.0%

他の外国語と

英語

英語のみ

合計
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（21.6％）であるのに対し，2免許取得希望者では 4割台後半（47.0％）と差がみられた。

表 16　この教科の教員ではなく，ほかの職種の仕事につきたい

3）免許取得の動機

　免許取得の動機を尋ねた質問について，英語のみの者と 2免許取得希望者別のクロス集計表を

表 17として示した。表 17では英語のみの者と 2免許取得希望者間にχ2検定で有意差がみられ

た（χ2＝24.303，df＝4，p<.001）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語のみの者が 8

割台（82.6％）であるのに対し，2免許取得希望者ではほぼ 5割（50.1％）と大きな差がみられた。

また，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語のみの者が 1割弱（9.4％）であるの

に対し，2免許取得希望者では 3割台後半（37.5％）と大きな差がみられた。

表 17　この教科の免許を取得するのは自分の意思である

4）免許取得に関する他者からの勧め

　免許取得に関する他者からの勧めについて尋ねた質問について，英語のみの者と 2免許取得希

望者別のクロス集計表を表 18として示した。表 18では英語のみの者と 2免許取得希望者間に 

χ2検定で有意差がみられた（χ2＝10.808，df＝4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）を

みると英語のみの者が 2割台（24.4％）であるのに対し，2免許取得希望者では 5割台（56.3％）

と大きな差がみられた。また，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語のみの者が 6

割弱（68.7％）であるのに対し，2免許取得希望者では 1割台後半（18.8％）と大きな差がみら

れた。

 
 
３）免許取得の動機 
 免許取得の動機を尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希望者別のクロス集計表を

表 17として示した。表 17では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ2検定で有意差がみられ

た（χ2=24.303,df=4，p<.001）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語のみの者が 8
割台（82.6%）であるのに対し、２免許取得希望者ではほぼ 5割（50.1%）と大きな差がみられ

た。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が 1割弱（9.4%）であ

るのに対し、２免許取得希望者では 3割台後半（37.5%）と大きな差がみられた。 
表 17 この教科の免許を取得するのは自分の意思である 

 
 
４）免許取得に関する他者からの勧め 
免許取得に関する他者からの勧めについて尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希

望者別のクロス集計表を表 18 として示した。表 18では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ

2検定で有意差がみられた（χ2=10.808,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみる

と英語のみの者が 2 割台（24.4%）であるのに対し、２免許取得希望者では 5 割台（56.3%）と

大きな差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が6 割

弱（68.7%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台後半（18.8%）と大きな差がみられ

た。 
表 18 この教科の免許を取得するのは人に勧められたからである 

 
５）専攻語以外の教科の免許だけの取得 

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

13 24 49 54 31 171

7.6% 14.0% 28.7% 31.6% 18.1% 100.0%

5 3 2 4 3 17

29.4% 17.6% 11.8% 23.5% 17.6% 100.0%

18 27 51 58 34 188

9.6% 14.4% 27.1% 30.9% 18.1% 100.0%
合計

英語のみ

他の外国語と

英語

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

8 8 14 45 97 172

4.7% 4.7% 8.1% 26.2% 56.4% 100.0%

0 6 2 3 5 16

0.0% 37.5% 12.5% 18.8% 31.3% 100.0%

8 14 16 48 102 188

4.3% 7.4% 8.5% 25.5% 54.3% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

73 28 29 30 12 172

42.4% 16.3% 16.9% 17.4% 7.0% 100.0%

3 0 4 6 3 16

18.8% 0.0% 25.0% 37.5% 18.8% 100.0%

76 28 33 36 15 188

40.4% 14.9% 17.6% 19.1% 8.0% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

 
 
３）免許取得の動機 
 免許取得の動機を尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希望者別のクロス集計表を

表 17として示した。表 17では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ2検定で有意差がみられ

た（χ2=24.303,df=4，p<.001）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語のみの者が 8
割台（82.6%）であるのに対し、２免許取得希望者ではほぼ 5割（50.1%）と大きな差がみられ

た。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が 1割弱（9.4%）であ

るのに対し、２免許取得希望者では 3割台後半（37.5%）と大きな差がみられた。 
表 17 この教科の免許を取得するのは自分の意思である 

 
 
４）免許取得に関する他者からの勧め 
免許取得に関する他者からの勧めについて尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希

望者別のクロス集計表を表 18 として示した。表 18では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ

2検定で有意差がみられた（χ2=10.808,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみる

と英語のみの者が 2 割台（24.4%）であるのに対し、２免許取得希望者では 5 割台（56.3%）と

大きな差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が6 割

弱（68.7%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台後半（18.8%）と大きな差がみられ

た。 
表 18 この教科の免許を取得するのは人に勧められたからである 

 
５）専攻語以外の教科の免許だけの取得 

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

13 24 49 54 31 171

7.6% 14.0% 28.7% 31.6% 18.1% 100.0%

5 3 2 4 3 17

29.4% 17.6% 11.8% 23.5% 17.6% 100.0%

18 27 51 58 34 188

9.6% 14.4% 27.1% 30.9% 18.1% 100.0%
合計

英語のみ

他の外国語と

英語

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

8 8 14 45 97 172

4.7% 4.7% 8.1% 26.2% 56.4% 100.0%

0 6 2 3 5 16

0.0% 37.5% 12.5% 18.8% 31.3% 100.0%

8 14 16 48 102 188

4.3% 7.4% 8.5% 25.5% 54.3% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

73 28 29 30 12 172

42.4% 16.3% 16.9% 17.4% 7.0% 100.0%

3 0 4 6 3 16

18.8% 0.0% 25.0% 37.5% 18.8% 100.0%

76 28 33 36 15 188

40.4% 14.9% 17.6% 19.1% 8.0% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計
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表 18　この教科の免許を取得するのは人に勧められたからである

5）専攻語以外の教科の免許だけの取得

　専攻語以外の教科の免許だけの取得を望むかについて尋ねた質問について，英語のみの者と 2

免許取得希望者別のクロス集計表を表 19として示した。表 19では英語のみの者と 2免許取得希

望者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2＝17.177，df＝4，p<.01）。あてはまる側（やや＋たい

へん）をみると英語のみの者が 3割台（30.8％）であるのに対し，2免許取得希望者では 7割弱

（68.8％）と大きな差がみられた。また，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語の

みの者が 4割弱（38.9％）であるのに対し，2免許取得希望者では 1割台（12.5％）と大きな差

がみられた。

表 19　専攻語以外の教科の免許だけ取得する道を開いてほしい

6）中学校または高等学校免許の単独取得

　中学校または高等学校単独免許の取得を望むかについて尋ねた質問について，英語のみの者と

2免許取得希望者別のクロス集計表を表 20として示した。表 20では英語のみの者と 2免許取得

希望者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2＝10.231，df＝4，p<.05）。あてはまる側（やや＋た

いへん）をみると英語のみの者が 3割台（30.2％）であるのに対し，2免許取得希望者では 5割

台（56.3％）と差がみられた。また，あてはまらない側（あまり＋まったく）では，英語のみの

者が 4割台（45.9％）であるのに対し，2免許取得希望者では 1割台後半（18.8％）と差がみら

れた。

 
 
３）免許取得の動機 
 免許取得の動機を尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希望者別のクロス集計表を

表 17として示した。表 17では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ2検定で有意差がみられ

た（χ2=24.303,df=4，p<.001）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみると英語のみの者が 8
割台（82.6%）であるのに対し、２免許取得希望者ではほぼ 5割（50.1%）と大きな差がみられ

た。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が 1割弱（9.4%）であ

るのに対し、２免許取得希望者では 3割台後半（37.5%）と大きな差がみられた。 
表 17 この教科の免許を取得するのは自分の意思である 

 
 
４）免許取得に関する他者からの勧め 
免許取得に関する他者からの勧めについて尋ねた質問について、英語のみの者と２免許取得希

望者別のクロス集計表を表 18 として示した。表 18では英語のみの者と２免許取得希望者間にχ

2検定で有意差がみられた（χ2=10.808,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たいへん）をみる

と英語のみの者が 2 割台（24.4%）であるのに対し、２免許取得希望者では 5 割台（56.3%）と

大きな差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が6 割

弱（68.7%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台後半（18.8%）と大きな差がみられ

た。 
表 18 この教科の免許を取得するのは人に勧められたからである 

 
５）専攻語以外の教科の免許だけの取得 

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

13 24 49 54 31 171

7.6% 14.0% 28.7% 31.6% 18.1% 100.0%

5 3 2 4 3 17

29.4% 17.6% 11.8% 23.5% 17.6% 100.0%

18 27 51 58 34 188

9.6% 14.4% 27.1% 30.9% 18.1% 100.0%
合計

英語のみ

他の外国語と

英語

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

8 8 14 45 97 172

4.7% 4.7% 8.1% 26.2% 56.4% 100.0%

0 6 2 3 5 16

0.0% 37.5% 12.5% 18.8% 31.3% 100.0%

8 14 16 48 102 188

4.3% 7.4% 8.5% 25.5% 54.3% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

73 28 29 30 12 172

42.4% 16.3% 16.9% 17.4% 7.0% 100.0%

3 0 4 6 3 16

18.8% 0.0% 25.0% 37.5% 18.8% 100.0%

76 28 33 36 15 188

40.4% 14.9% 17.6% 19.1% 8.0% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

専攻語以外の教科の免許だけの取得を望むかについて尋ねた質問について、英語のみの者と２

免許取得希望者別のクロス集計表を表 19 として示した。表 19では英語のみの者と２免許取得希

望者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2=17.177,df=4，p<.01）。あてはまる側（やや＋たいへ

ん）をみると英語のみの者が 3 割台（30.8%）であるのに対し、２免許取得希望者では 7 割弱

（68.8%）と大きな差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみ

の者が 4 割弱（38.9%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台（12.5%）と大きな差が

みられた。 
表 19 専攻語以外の教科の免許だけ取得する道を開いてほしい 

 
 
６）中学校または高等学校免許の単独取得 
中学校または高等学校単独免許の取得を望むかについて尋ねた質問について、英語のみの者と

２免許取得希望者別のクロス集計表を表 20として示した。表 20 では英語のみの者と２免許取得

希望者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2=10.231,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たい

へん）をみると英語のみの者が 3 割台（30.2%）であるのに対し、２免許取得希望者では 5 割台

（56.3%）と差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が

4 割台（45.9%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台後半（18.8%）と差がみられた。 
表 20 中学か高校か、どちらか一方の免許を取得する道を開いてほしい 

 
 

Ⅳ．考 察 
 
１．英語と英語以外の外国語の免許取得を目指す学生の意識の比較から 
１）当該教科教員志望の強さの相違 
「中学校教員への意欲」「高等学校教員への意欲」に関して、英語以外の外国語免許取得を目指

す学生は相対的に消極的であった。ただこれは意欲の低さを示しているのではなく、中学校では

英語以外の外国語は開講されていないこと、高等学校では英語以外の外国語の科目が設置されて

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

46 21 52 27 26 172

26.7% 12.2% 30.2% 15.7% 15.1% 100.0%

2 0 3 2 9 16

12.5% 0.0% 18.8% 12.5% 56.3% 100.0%

48 21 55 29 35 188

25.5% 11.2% 29.3% 15.4% 18.6% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

46 33 41 33 19 172

26.7% 19.2% 23.8% 19.2% 11.0% 100.0%

2 1 4 3 6 16

12.5% 6.3% 25.0% 18.8% 37.5% 100.0%

48 34 45 36 25 188

25.5% 18.1% 23.9% 19.1% 13.3% 100.0%
合計

英語のみ

他の外国語と

英語
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表 20　中学か高校か，どちらか一方の免許を取得する道を開いてほしい

4．考　察

4.1　英語と英語以外の外国語の免許取得を目指す学生の意識の比較から

1）当該教科教員志望の強さの相違

　「中学校教員への意欲」「高等学校教員への意欲」に関して，英語以外の外国語免許取得を目

指す学生は相対的に消極的であった。ただこれは意欲の低さを示しているのではなく，中学校で

は英語以外の外国語は開講されていないこと，高等学校では英語以外の外国語の科目が設置され

ているもののその外国語の専任教員として採用されることは難しいという事実を教職課程の履修

オリエンテーションで告知しており，このことを認識しての回答であることが推測される。この

ような事情ゆえ「他教科の教員への志望」では，英語免許取得希望学生より英語以外の外国語の

免許取得希望学生の方が，比率が高かったと考えられる。

2）教職志望の強さに相違はない

　教職への志望の強さに関しては「他業種への就職志望」で英語免許取得希望，英語以外の外国

語の免許取得希望学生の間に差はなく，同様に教職に就きたい意欲を持っているといえる。さら

に教職を志望する動機に直接関係する質問である「教職への期待度」「教職への不安度」「指導の

力量がついているか」「指導への熱意」「免許取得の負担感」「免許取得のための科目への知的好

奇心」のすべてで両群間に差がなかったことからも両群は同様の教職への意欲を持っていると考

えられる。

3）教職志望の契機の相違

　「自分の意思で免許取得を決めたか」と「免許取得に関する他者からの勧め」については，両

群間に差がみられた。この二つの設問は，裏表の関係にあるが，英語免許取得希望学生に比べ，

英語以外の外国語の免許取得希望学生の方が，自身の意志よりも他者からのアドバイスが教職課

程履修のきっかけとなっているようである。

4）履修の在り方についての相違

　「専攻語以外の免許だけ取得」に関しては，英語以外の外国語の免許取得希望学生の方が望む

比率が圧倒的に高い。これは，前述の英語以外の外国語では公立学校では正規採用の可能性が低

専攻語以外の教科の免許だけの取得を望むかについて尋ねた質問について、英語のみの者と２

免許取得希望者別のクロス集計表を表 19 として示した。表 19では英語のみの者と２免許取得希

望者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2=17.177,df=4，p<.01）。あてはまる側（やや＋たいへ

ん）をみると英語のみの者が 3 割台（30.8%）であるのに対し、２免許取得希望者では 7 割弱

（68.8%）と大きな差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみ

の者が 4 割弱（38.9%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台（12.5%）と大きな差が

みられた。 
表 19 専攻語以外の教科の免許だけ取得する道を開いてほしい 

 
 
６）中学校または高等学校免許の単独取得 
中学校または高等学校単独免許の取得を望むかについて尋ねた質問について、英語のみの者と

２免許取得希望者別のクロス集計表を表 20として示した。表 20 では英語のみの者と２免許取得

希望者間にχ2検定で有意差がみられた（χ2=10.231,df=4，p<.05）。あてはまる側（やや＋たい

へん）をみると英語のみの者が 3 割台（30.2%）であるのに対し、２免許取得希望者では 5 割台

（56.3%）と差がみられた。また、あてはまらない側（あまり＋まったく）では、英語のみの者が

4 割台（45.9%）であるのに対し、２免許取得希望者では 1 割台後半（18.8%）と差がみられた。 
表 20 中学か高校か、どちらか一方の免許を取得する道を開いてほしい 

 
 

Ⅳ．考 察 
 
１．英語と英語以外の外国語の免許取得を目指す学生の意識の比較から 
１）当該教科教員志望の強さの相違 
「中学校教員への意欲」「高等学校教員への意欲」に関して、英語以外の外国語免許取得を目指

す学生は相対的に消極的であった。ただこれは意欲の低さを示しているのではなく、中学校では

英語以外の外国語は開講されていないこと、高等学校では英語以外の外国語の科目が設置されて

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

46 21 52 27 26 172

26.7% 12.2% 30.2% 15.7% 15.1% 100.0%

2 0 3 2 9 16

12.5% 0.0% 18.8% 12.5% 56.3% 100.0%

48 21 55 29 35 188

25.5% 11.2% 29.3% 15.4% 18.6% 100.0%

英語のみ

他の外国語と

英語

合計

まったくあて

はまらない

あまりあては

まらない

どちらともい

えない

ややあてはま

る

たいへんあて

はまる
合計

46 33 41 33 19 172

26.7% 19.2% 23.8% 19.2% 11.0% 100.0%

2 1 4 3 6 16

12.5% 6.3% 25.0% 18.8% 37.5% 100.0%

48 34 45 36 25 188

25.5% 18.1% 23.9% 19.1% 13.3% 100.0%
合計

英語のみ

他の外国語と

英語
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いこと，ゆえに教員になるためには英語の免許が必要であるが，2つの免許を取得するに関して

大きな負担を感じていることのあらわであると考えられる。同様に，「中学校または高等学校単

独免許の取得」に関しても，英語以外の外国語の免許取得希望学生の方が望む比率が圧倒的に高

い。これも中学校では，ほとんど英語以外の外国語は教えることができないことの認識と，この

実効力のない中学校免許取得のために高等学校免許取得科目以上の科目の履修が必要であるとい

う負担に起因していると考えられる。

4.2　2免許取得希望者の意識の特徴

1）教員志望の強さの相違

　「中学校教員への志望度」で，前項の結果と，英語のみの者と 2免許取得希望者別の傾向が，

相反する結果となった。前項の英語免許のみ取得希望者と英語以外の外国語免許取得希望者の比

較では，後者の中学校教員への志望度が低かったのだが，英語以外の学科に属する 2免許希望者

は，英語免許のみ取得希望者より中学校教員を志望する比率が高いという結果が現れた。これは，

2免許希望者が，より強く教員になりたいという志望を持っていることの表れであると考えられ

る。同時に「他職種への志望」に関しては，2免許希望者の方が，英語単独免許取得者より，こ

れを望んでいないという結果となった。この結果も，2免許希望者が，より強く教員になりたい

という志望を持っていることの表れであると考えられる。

2）教職志望の契機の相違

　「自分の意思で免許取得を決めたか」と「免許取得に関する他者からの勧め」については，両

設問とも 2免許希望者の方が，英語専攻の学生より，あてはまる側を選ぶ率が高かった。この結

果に関しては複数の仮説が考えられる。一つは，現在の専攻を選択したことに不安があり，その

不安ゆえ他者に相談し，他者の判断を優先したという仮説である。もう一つは，現在の専攻は自

らの意思で，その点に関しては不安はないが「就職」に関しては，不安があるという仮説である。

前節「2．教員志望の強さの相違」において両群に差がないとすれば，2免許希望者の教職志望

意識は高い。ならば教職にはぜひ就きたいが，採用には不安があるという後者の仮説を採択し，

その不安軽減のために他者に相談し，アドバイスを受け入れているという推論が，より妥当性が

あると考えられる。

3）履修の在り方に関する希望の相違

　当然のことではあるが 2免許希望者の方が「専攻語以外の教科の免許だけの取得」に関しても，

「中学校または高等学校単独免許の取得」に関しても，あてはまる側を選ぶ者が多かった。この

点に関しては，次項で述べたい。
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5．課題と展望

　以上の考察をもとに，本学の外国語教員養成に関する課題と展望について述べたい。

　本学は，これまで多くの外国語科教員を養成し，多くの中学校・高等学校の英語教員を輩出し

てきた。しかし，その歴史のなかで，本学教職課程関係者間が常に意識してきたのは，英米語，

国際教養学科以外の英語以外の言語を専攻する学生に関する教員養成の在り方である。

　その時，暗黙の仮定として「英米語以外の語学科の学生は本当は英語の教員になりたいのでは

ないか」という考えがあったかのではないかと推測する。しかし今回の意識調査で明らかになっ

たことは，英米語以外の学科の教職課程履修学生が，専攻語の教員になることに関して高い意識

を持っていることであった。さらに 2免許取得希望者に関しては，自らの意思で，専攻語の教員

よりも英語教員になりたいのではなく，英語科以外の外国語教員の正規採用は難しいという現実

を知る周囲の人々からのアドバイスによって英語免許取得を目指しているということが明らかに

なった。

　これらの点を認識した上で，今後の教職課程の構想をおこなう必要がある。この構想の中で重

要になるのが，以下の二点に関する判断である。第一点は，専攻語の免許は取得しなくても英語

の免許の取得を認めるかである。第二点は，中学校と高等学校免許の個別取得を認めるかである。

　第一点に関しては，今回の調査結果である英語以外の語学科の学生が専攻語の価値を認識し，

専攻語の教員になる強い意志を持っていることに基づき判断するならば得策とはいえない。しか

し学生の志向は多様である。2免許取得希望学生のうち半数は，英語単独での取得の道を開いて

ほしいと考えている。これらの学生の選択の幅を広げ，教職課程履修の負担軽減の立場に立つな

らば，英語免許単独取得の道も開くことには意義があるといえる。

　第二点に関しては，中学校・高等学校における英語以外の外国語科目の設置状況から考えて，

早急に導入を検討する必要があると考える。非常勤講師としての採用さえ，可能性の極度に低い

中学校教員の道を考慮に入れず，高等学校免許のみの取得を認めるならば，新免許法上，取得す

べき教職科目取得単位を，かなり減らすことができる。教職課程履修の就職への有効性と負担軽

減の観点から見れば，高等学校教員免許単独取得の道を開くことには大きな意義があるといえる。

　以上の二点は，本学の決定で実現しうることである。しかし，文部科学省の施策である英語重

視の方向性が，本学の方針決定の際の規定要因となることを忘れてはならない。現時点での文部

科学省の施策によるインパクトは次の二点である。第一点は，大学入試改革に伴う新センター試

験への公的英語資格試験の導入である。第二点は，新学習指導要領で小学校での外国語活動が，

教科としての英語科を取り入れ，拡充されることである。

　第一点に関しては，この導入によって高等学校の英語教育の方向性・内容が大きく変わる可能

性が高い。さらにいえば，これまでを大きく上回る英語コミュニケーション教育重視と，理数を

除く，それ以外の教科の相対的な比重の低下が起こる可能性がある。その際，選択科目である英

語以外の外国語への軽視（廃止）が生じる懸念がある。
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　第二点に関しては，英語が，小学校における必修科目として設置されることは，グローバル化

が進む世界で子どもたちが生き残るツールである共通言語－英語を身につけさせるという点で画

期的である。しかし小学校高学年で英語を学んだ児童は，その後，異文化に触れる機会を与えら

れなければ，外国語＝英語で，続く中等教育段階を過ごすことは想像に難くない。結果として，

英語以外の外国語への軽視，さらには外国文化を学ぶことへの軽視が起こる危険性を感じる。

　新学習指導要領では，中等教育における外国語科の目標が外国語によるコミュニケーション能

力の育成へと舵がきられた。しかし普通教育としての中等教育で外国語を学ぶことには，外国語

コミュニケーション能力の向上だけではなく，多様な言語の奥には多様な異文化があることに気

づき，その気づきに基づいて多様な異文化への関心を育てるという意義が含まれる。もちろんこ

の多様な文化の中には，日本語・日本文化が含まれる。もし英語と英語を背景とした文化にすべ

ての文化が統合されてよいと考えるならば，教育基本法の精神である日本語・日本文化の「伝統

と文化の尊重・継承」（前文及び第 2条第 5項）は空文化してしまう。

　グローバル化が進展する現在であるからこそ，文化の多様性を尊重し，多様な文化を楽しむこ

とのできる子どもたちを育てる外国語教員を養成することは，これまで以上に重要である。
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Locus and Clearing  
A Comparison Between Nishida Kitarô and Martin Heidegger

Andrea LEONARDI

 〈要約〉
　西田幾多郎とM.ハイデッガーは20世紀を代表する偉大なる哲学者であるため，彼らの哲
学の比較研究が行われるようになった。従来，その比較はほとんど京都学派関係者によって
粗略に行われて，その結果としてハイデッガー哲学は西洋の対象論理を未だ脱出していない
半端な思想として西田の立場から批判された。しかし，近年主に英米の学者によってその類
似性が強調され，特に「場所」と「開け」という概念の類似性が注目されるようになった。さら
に，西田哲学はハイデッガーの立場から一種の「形而上学」として批判され得ることも指摘さ
れた。ところが，両者の間には，あまり強調されてこなかった一つの重要な差異が存在する
と私は思う。つまり，ハイデッガーの「覆蔵性」という概念が西田哲学にはないという差異な
のである。拙論では，両者の類似点を明らかにした後，両者の差異を考える。

Introduction

  The growing interest in Japanese philosophy in the western world in recent decades has 

prompted many western scholars to investigate the relationship between the thought of Nishida 

Kitarô （西田幾多郎） and Martin Heidegger. Until recently, the few （explicit or implicit） compari-

sons between the two thinkers had generally been rather dismissive criticism of Heidegger’s 

thought by Japanese followers of Nishida and the Kyoto School, who, taking a clue from Nishida’s 

own criticism of early Heidegger’s philosophy, have argued that Heidegger was not radical enough 

in his overcoming of traditional western metaphysics. 1） More recently, however, western （and 

sometimes Japanese） 2） scholars familiar with Heidegger’s thought, and less biased against it, have 

convincingly argued that not only is such criticism largely due to a misunderstanding, but also that 

Nishida’s thought as well could be criticized from a Heideggerian standpoint as a form of metaphys-

ics, in line with Heidegger’s own scant comments on Nishida’s philosophy. 

  Western scholars have also highlighted important similarities between the two philosophers, 

which can become the starting point for a fruitful dialogue between the East Asian and the 

European traditions. Broadly speaking, two points have been indicated as major similarities between 

Nishida’s and Heidegger’s philosophies: First, the fact that both were philosophies “in transition,” 3） 

that is, radical philosophies that rethought the foundations of their own traditions to open new 

possibilities of thinking. Nishida was the first Japanese thinker to rethink in a systematic way an 
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East Asian worldview and its experience within a framework of western categories, while Heidegger 

scrutinized the fundamental ontological assumptions of the European philosophical tradition to 

understand its true meaning and find new ways of answering the basic questions from which it had 

originally been born. Second, the fact that both arrived at the notion of an empty opening as neces-

sary condition of the appearance of phenomena, which Nishida named locus （場所） and Heidegger 

clearing （Lichtung）. Both connected the character of emptiness of the openness to a non-nihilistic 

idea of nothingness, which fulfils the function of overcoming the foundational ontologism of western 

metaphysics.

  However, the emphasis on these common themes and notions has led scholars to overlook 

some relevant differences, which reflect the two philosophers’ different historical backgrounds and 

personalities. In this essay, I will analyze Nishida’s notion of locus and Heidegger’s notion of clear-

ing to point out both similarities and differences, emphasizing the differences that have been 

overlooked by other interpreters. Such differences reflect not only the different personalities of the 

two philosophers, but also their different cultural backgrounds, and thus cannot be ignored in any 

comparison between the East Asian and the European philosophical and spiritual traditions based 

on a comparison between Nishida and Heidegger. 4）

Parallel Paths

  Although the conceptual similarities between Heidegger and Nishida highlighted by scholars 

tend to relate to the later phases of their philosophical development, since the beginning of their 

philosophical endeavor the two thinkers moved along parallel paths that led them from similar 

problems to similar solutions. The historical situation of Nishida, a Japanese thinker trying to inter-

pret his own tradition using the conceptual and linguistic tools of western philosophy, was undoubt-

edly different from the situation of Heidegger, a direct heir to the European and German philosoph-

ical tradition trying to rethink its foundations. However, as radical thinkers active at the beginning 

of the 20th century and steeped in western philosophy, they shared a common intellectual milieu and 

common goals. 

  Their common intellectual milieu was the worldview that favored the world of interiority and 

concrete experience over the scientistic reduction of reality to quantifiable objectivity that Positivist 

thinkers had advocated in the late 19th century. Nishida and Heidegger started philosophizing 

within the boundaries of a tradition that tended to identify reality with the field of human experience 

and avoided postulating a realm of objectively knowable things in themselves existing “out there.” 5） 

Their common goal was to overcome the limitations they perceived in such a worldview. Nishida 

was critical of the subject-object dichotomy he saw underlying modern western philosophy and 

tried to overcome it by reformulating the concept of pure experience on the basis of the insights 
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gained thanks to his own practice of Zen Buddhism. He postulated a primordial and ultimate state of 

undifferentiated unity of subject and object （主客合一）, which, from a metaphysical and epistemo-

logical point of view, had the purpose of explaining the dichotomy as a derivative mode of being. 

Heidegger as well, by defining the primordial form of experience as future-oriented existence 

thrown in the world and facing its own ineluctable finitude, refused the theoretical setup of a merely 

knowing, disinterested subject apprehending a simply present-at-hand （vorhanden） object.

  Despite the originality and relevance of their ideas, however, both failed to give their positions 

an adequate theoretical formulation, relapsing to a large extent into a different form of the very 

same subjectivist perspective they had being trying to overcome. Both described the world of 

experience as a network of relationships in which every content is given not as an isolated unit, but 

as a knot where a multiplicity of references converges. In the early stages of their development, 

however, both enclosed the network itself within the subjective field of human experience, albeit in 

quite different ways. Nishida grounded the network in an absolute subject, a cosmic weaver that 

knits together the totality of the knots, thereby reducing the content of experience to a collection of 

ephemeral psychological phantoms, including individual human beings, whom he saw as mere 

passive outlets for the self-expression of the absolute, locked in the shadow theater of their individ-

ual field of consciousness. 6） Heidegger, on the other hand, refused any notion of subject, absolute or 

relative, but described the network as beginning and ending in the opening （as the opening） of the 

single human existence （being there, Dasein） as self-referential temporality, in which the human 

being is ultimately always facing its own being as possibility of its own annihilation and can never 

authentically relate to anything other than itself. 7）

  In other words, both thinkers failed to account for the phenomenological datum of things given 

in the act of apprehension as other than the subjective act itself, whether such act is conceived as 

Nishida’s act of consciousness （意識作用） or as Heidegger’s thrown projection （geworfener 

Entwurf）. In Nishida’s case, the problem became apparent in his second major work, Intuition and 

Reflection in Self-Consciousness （『自覚に於ける直観と反省』）, where he failed in his attempt to 

explain the contingent nature of the objects of knowledge within the framework of a deduction of 

reality from absolute consciousness. That failure led him to qualify absolute consciousness as 

absolute free will （絶対自由の意志） to explain the irrational character of experience, a stopgap 

solution that he later famously dismissed as a capitulation to mysticism. In the case of Heidegger, 

the problem became evident as the inability to progress from the analysis of being-in-the-world to 

the analysis of the sense of being in general, i.e., as the inability to complete Being and Time. The 

reason was the impossibility to account ontologically for the encounter with the presence （Anwesen） 

of things within the world, given that presence had been reduced to a derivative modality of the 

future-oriented ecstatic temporality （ekstatische Zeitlichkeit） of being-in-the-world, which encounters 
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things primarily and mostly （zunächst und zumeist） as mere future-oriented tools for the sake of its 

own self-referential existence.

  These limitations prevented early Nishida and early Heidegger from going beyond the 

theoretical horizon of subjective idealism, although they, so to say, had drastically rearranged the 

landscape within it. The recognition of the fact that experience has the character of encounter with 

otherness--material things and fellow humans–which renders unsatisfactory descriptions of 

experience as fully immanent in subjective consciousness, is one of the main factors that led them 

to rethink the very foundations of their systems, allowing them to find broader positions from which 

to think about the nature and meaning of reality.

Experience as Openness

  Nishida and Heidegger found a similar solution to the similar problem that had spurred the 

evolution of their thought. They postulated that the relationship between subject and object （the 

encounter of things by humans, in terms closer to Heidegger’s terminology） must happen in an 

already open arena that makes the relationship possible by enfolding both terms. Several analogies 

between the notions of locus and clearing can be identified. First and foremost, both notions refer to 

a dynamic openness that allows subject and object, humans and things to be separate while belong-

ing to each other. Nishida conceived the notion of locus by reflecting on the shortcomings of his 

earlier metaphysics based on the primacy of the act of consciousness over its content, as he had 

postulated that the latter is posited by the former in an act of self-reflection, regarded in Intuition 

and Reflection in Self-Consciousness as akin to Fichte’s Tathandlung. He came to realize that such act 

of projection cannot grant the object the character of otherness that makes it knowable as an ob-ject 

（対象）. As two terms of a relationship in order to be related must be located （於てある） in a 

common locus, so the act of consciousness and its content, I and not-I, must be enfolded by a 

common locus logically and ontologically prior to them, which allows the relationship to be estab-

lished by granting them their mutual belonging while simultaneously preserving their mutual 

alterity. 8）

  Heidegger arrived at his notion of clearing by reflecting on the limits of his earlier attempt to 

ground in temporality the encounter with things by being-in-the-world: In Being and Time, being-in-

the-world encounters things by an act of de-severing （removal of distance, Ent-fernung）, interpreted 

as a modality of its future-oriented ecstatic temporality. （SZ 367 ff.） Such attempt was tantamount to 

an attempt to reduce space to time, which was bound to fail as it presupposed the very same spatial-

ity it was supposed to dissolve into temporality, 9） since the severance-distance （Ferne） that de-sever-

ing overcomes must precede de-severing itself. As Heidegger rhetorically asked in a note in his 

copy of Being and Time, “Woher die Ferne, die ent-fernt wird?” （SZ 442, note to p. 105） 10） To 
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overcome this predicament, later Heidegger defined the severance that makes possible the de-sev-

ering encounter with things as an open region, describing it as an Urphänomenon that cannot be 

reduced to any other phenomenal structure. Things can be encountered by humans and become 

objects （Gegenstände） of representation only insofar as they come-towards （gegnen） humans within 

the region （Gegend）, which constitutes the towards-which （wozu） of being-in-the-world’s projection. 

In the expanse （Weite） of the region, the things to which human dwelling （Wohnen, as later 

Heidegger renamed In-Sein） is referred can thus appear in their irreducible presence （KR 9）. 

  The coming toward us of things within the region is symmetrical to the ecstatic movement of 

temporality whereby we as projection （Entwurf） go towards things. As in the case of Nishida’s 

locus, the notion of region establishes a symmetrical relationship between subject and object, 

projecting human and encountered things, thus overcoming the asymmetry that in Being and Time 

had prevented Heidegger from giving an adequate account of the being of things. Human ek-sis-

tence （Ek-sistenz）, defined as the temporally ek-static opening of the world in Being and Time, is 

thus reinterpreted as spatial in-sisting （Inständigkeit） in an already opened region （offene Gegend）, 

and the active movement of projection simultaneously becomes the passive reception of things as 

they are, the “letting be present” （Anwesenlassen） of the entities revealed in the clearing （SD 5 ff., 

13）. 

  Heidegger’s clearing has an undeniable spatial dimension, which possesses the two comple-

mentary aspects of opening and emptiness. The opening of the clearing is described in 

Contributions to Philosophy （Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)） as the appropriating event 

（Ereigniss） of withdrawing that spreads open the emptiness （Leere） in which things can manifest 

themselves, and from which the event as withdrawing can beckon to us in its otherness. 11） 

Emptiness is opened as cleavage （Zerklüftung） that separates the “here” of humans facing the world 

from a yonder out of which the world is given to them–whereas in Sein und Zeit the “there” of 

things was unilaterally defined on the basis of, and implicitly derived from, the “here” of Dasein. 

Whereas earlier Heidegger hinted at the etymological relationship of Lichtung and Licht, later 

Heidegger explicitly associated Lichtung and leicht, emphasizing the clearing’s spatial character of 

empty openness.

  Nishida’s locus as well has an undeniable spatial connotation, though in Nishida’s case the role 

played by spatiality in the birth and articulation of the notion is not as strong as in Heidegger’s 

thought. 12） The very term basho is used in everyday Japanese mainly in the spatial sense of “place,” 

“position,” and Nishida introduced the notion repeatedly using physical relationships in space as 

examples, even referring to a “space of consciousness” （意識の空間 III 420 f.）. Furthermore, 

Nishida stated that his notion of locus was influenced by Plato’s concept of khôra （χώρα） 13）–an 

undifferentiated spatial receptacle that receives the forms and constitutes the principium individua-
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tionis for physical things. 14） Heidegger himself referred to Plato’s concept of khôra, underscoring 

the possible similarity with his notion of clearing by wondering if it could indicate that which 

separates （abstracts） itself from every particular, that which by withdrawing allows and ‘makes 

place’ for something else. 15）

  Nishida also stated that the relation to a “you” in experience–which is an essential element of 

the self-aware determination of reality, as negative factor in the dialectic of contradictory self-identi-

ty--is not reducible to temporality, being rather made possible by a dimension of spatiality that deter-

mines time itself （時そのものを限定する空間的なるもの V 313）. As Heidegger’s space as 

Spielraum allows the unfolding of the temporal movement of human existence towards the 

irreducible otherness given in experience, the time-determining spatial aspect of Nishida’s locus is 

what allows the absolute other to be encountered as such. 16） Unlike Nishida’s approach, Heidegger’s 

is not explicitly dialectical, since the other made possible by spatiality is not described as the 

negative element of a self-contradictory movement. Nevertheless, the negative, oppositional 

character of the other encountered within spatiality is explicitly affirmed in the etymological 

analysis of the Gegend, as related to gegen and gegnen, and accordingly to Gegenstand and 

Gegenwart, and in the characterization of human’s finitude as defined by spatiality, in contrast to 

Being and Time’s unilateral stress on the temporal finitude of being-towards-death. As Nishida’s 

individual can be what it is only in the dialectical relationship of mutual reflection between individual 

and world and between individuals as I and thou, Heidegger’s mortals become themselves only as 

expropriated to the other elements of the world in the mirroring play （Spiegel-Spiel） of the fourfold 

（Geviert）. 17）

  As the opening in which the other can be encountered must be empty to make room for the 

fullness of things, so it must be nothing （no-thing） to allow for things to be something. Both 

Nishida and Heidegger use the term nothingess （無 nichts） to refer to the ultimate origin of 

phenomenal reality, and this allows them to account for  mortality and the impermanence of 

things. 18） Nishida, however, uses the term “nothingness” in a more fundamental meaning than 

“being,” 19） making it the fundamental concept of his philosophy, whereas Heidegger tends rather to 

assert the identity of being and nothingness. This difference, as we will see, is related to an import-

ant, and overlooked, difference between the two thinkers. 

Diverging Paths

  The parallelism in the philosophical development of Nishida and Heidegger and the 

remarkable analogy between the concept of locus and the concept of clearing highlighted above, 

however, are only half the story. The point of maximum convergence of the two paths is the point 

where they begin to diverge, as the meaning that they attribute to the opening of locus and clearing 
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as ground of reality, and consequently the way in which they conceive the radical otherness given to 

humans in experience, is rather different.

  Both Nishida’s locus and Heidegger’s clearing are not fixed structures within which reality is 

actualized, being rather the actus essendi that allows the actualization. As such, they have an internal 

dynamic that can be described in positive terms, despite their ultimate character of unobjectifiable 

emptiness and no-thingness. The different ways in which this dynamic is conceived by Nishida and 

Heidegger reveal an important difference in their thought. For Nishida, reality arises in the 

self-referential movement by which locus, compared to a luminous mirror, 20） reflects itself within 

itself. In the early stages of development of the logic of locus, Nishida asymmetrically conceived 

such movement as a sort of cosmogonic contraction--to borrow from Cusanus’s notion of contractio-

-by which the world is enfolded within locus as a metaphysically derivative self-image that locus 

projects within itself. Later Nishida modified his position, identifying the world itself as the absolute 

and describing its self-referential movement as a simultaneous movement of contraction and expan-

sion, a symmetrical mirroring play in which the projected, enfolded object, as contracted locus, 

simultaneously expands as projecting subject that in turn enfolds locus as the world. 21） The contrac-

tion of the world is thus not a simple projection within itself of individuals as passive images of itself, 

but rather the world contracting itself within itself becomes the individuals, and its projection 

becomes the image of the world projected by each individual as focal point of world activity and 

world expression （自己焦点 X, 300）, i.e., as individuated locus, one of the  fragments, as it were, in 

which the cosmic mirror fragments itself in the cosmogonic play of self-reflection. 22） The symmetry 

of the movement, however, does not entail the perfect equivalence of world and individuals: Since 

the world as absolute exceeds and overwhelms the individual as relative and finite, Nishida qualifies 

their relationship as inverse correspondence （逆対応 X, 315）. 

  For Heidegger, the clearing is neither a movement of contraction within itself, as in the earlier 

development of the logic of locus, nor a movement of simultaneous contraction and expansion, as in 

late Nishida’s symmetrical dialectic of self-reflection of the world. It is rather a movement of 

withdrawing that rips open a cleavage, an open space where things and humans can come into 

being as relating to each other. The spatial opening of the cleavage as Zeit-Spiel-Raum creates a 

tension that sets in motion the movement of temporality--the fascination in which humans, as one 

extremity of the cleavage, are raptured towards the otherness that is given as the opposite 

extremity, and ultimately hinted at as the concealed side of the region in the withdrawing that opens 

the cleavage. In this respect, whereas Nishida’s self-determination of the world can be envisioned as 

the self-filling of an original emptiness, Heidegger’s clearing could instead be envisioned as the 

opposite process of self-emptying that opens up an emptiness, and might even be interpreted as the 

ripping open of a sort of primordial pleroma. 23） Such opening coincides with the field of human 
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experience, of which human beings are neither the creators nor the owners, but just one polar 

element, performing the important but subordinate function of safekeepers.

  The formal difference highlighted above may seem negligible, especially when one considers 

the fact that Heidegger’s goal was not the establishment of a formal system, and he deliberately 

resorted to metaphorical and poetical language to express his views. However, the formal difference 

points to a deeper, more substantial divergence. In the case of Nishida, the description of the actual-

ization of reality is meant to fully explain the existence of reality. Although Nishida at first intro-

duced the notion of locus as the necessary condition for the apprehension of things, he also wanted 

to provide the sufficient condition for the apprehension. He thus qualified locus not only as recep-

tive emptiness that concrete subjects and objects of experience can fill, thereby entering in a mutual 

relationship, but also as active self-reflecting mirror whose symmetrical acts of reflections constitute 

concrete subjects and objects in their relationship. By determining itself, absolute nothingness 

becomes the plurality of individuals determining each other as the dialectical world. Things placed 

within locus as its self-negating contractions are loci in themselves, individuals as contradictorily 

identical with the world are worlds in themselves, and therefore their existence is fully explained by 

the world’s act of self-determination.

  In contrast, Heidegger gives no explicit explanation of the origin of reality through a generative 

dynamic. From a logico-ontological point of view, the opening of the clearing itself constitutes only 

the necessary condition of the existence of entities–like Nishida’s locus without the positive 

qualification as self-reflecting mirror--and no reason is given to justify the fact that the empty 

cleavage once ripped open is filled by entities. Heidegger does not tell us where the entities that 

in-sist （as mortals） or are given （as things） within the openness that is cleared （das Gelichtete） 

come from. For Heidegger humans and things occur within the clearing, but they are not clearings 

themselves, and cannot therefore be derived from the clearing as its determined forms in a way 

analogous to Nishida’s individuals. To be sure, Heidegger defines things as places where the four of 

the fourfold can gather, （VA 149） but the notion of place （Ort） is quite different from that of the 

clearing: The movement of the clearing is the ripping open of a cleavage, whereas the essence of 

things as places is the inverse movement of convergent gathering of the opposite directions of the 

clearing symbolized by the four of the fourfold. Furthermore, no reason is given to explain the 

difference between the four or the difference between the four and the things that gather them. 

When we consider, for instance, mortals and gods as opposites separated by the opening of the 

cleavage, we may expect them to be in a symmetrical relationship, like I and thou in Nishida’s 

system. But the relationship is clearly asymmetrical: The gods announce the hidden divine to the 

mortals, who are obediently listening （Hörender, Höriger）. 24） The mirroring play, in which the four 

of the fourfold become what they are by expropriating themselves to each other, is what bring the 
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four into their own being, but it cannot provide a reason for their existence or for their essential 

difference. This is connected to the fact that the mirroring play is not the ultimate dynamic of the 

clearing itself–in which case one could expect it to provide a full explanation of the nature of the 

four as its necessary result–being rather a further movement within the opened cleavage allowed 

by the primordial opening of the clearing. In the bestowing （in the actus essendi by which es gibt 

Sein）, the event of appropriation that makes things and the four of the fourfold come into being–the 

full knowledge of which might allow us to fully account for the nature of experiential reality–is not 

accessible to us. Phenomenologically, the region opened as the clearing has a side turned towards 

us, which allows things to come forth in the open in their contour （G 54）–their Umriß （H 68）, given 

to us in the rift （Riß） that is the strife between clearing and concealing （Streit zwischen Lichtung 

und Verbergung H 49）–but it has also a side turned away from us, whereby things can rest in 

themselves （G 43）. The appropriating event conceals itself as it withdraws to allow things to be, 

thereby beckoning to the mortals from the side of the opening denied to them. 

The Other as ‘Thou’ and as Totaliter Alter

  Heidegger’s idea of manifested things as beckoning reminds of Nishida’s notion of the world as 

expression. Phenomena are ultimately signs, rather than mere objects meaninglessly filling a 

portion of space and time, as they express something beyond their simple presence-at-hand. 

However, Nishida and Heidegger conceive the nature of expression in rather different terms. 

According to Nishida, things essentially express themselves as individuals that posit themselves in 

a free act of self-determination, while expressing the world as totality of which they are constituting 

parts. In this sense, the exemplary individual thing （個物） is for him the individual as self-aware 

human being: The exemplary object given to us in experience is the thou of another human 

personality, and our relationship to alterity is described as first and foremost the symmetrical 

relationship between finite individuals who can interact as peers, mutually determining and 

expressing each other. In this horizontal opposition that makes us self-aware, 25） we become aware of 

the vertical opposition to the world as the totality in which the I-thou relationship is enfolded. 

Physical things as well, to be able to be opposed to us in experience as truly “doing things” （働く

物）, must, according to Nishida, partake of the nature of human individuals, possessing some form 

of interiority as self-determining, self-expressing, and at least potentially self-aware individuals. 26） 

There is no essential difference between entities located within locus, as they are all originated as 

loci in the act of locus’ self-determination.

  On the contrary, Heidegger describes the authentic relationship to otherness in experience 

mostly as happening as and through the relationship to inanimate things that allows the relationship 

to the non-human elements of the fourfold, like the artwork of The Origin of the Work of Art （Der 
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Ursprung des Kunstwerkes）, the jug of The Thing （Das Ding）, or the farmhouse in the Black Forest 

of Building Dwelling Thinking （Bauen Wohnen Denken）. Things to which we relate as given in the 

world do not simply express themselves, but something else that announces itself through them. 

The otherness thus encountered is not just the interiority of the objects given to us in our 

experience as external--what in Nishida’s terms can be conceived as that which the object itself 

experiences of itself in its own explicit or potential inner self-awareness （in its subjective-noetic 

aspect）. It ultimately is the otherness of the appropriating event that conceals itself by the same act 

by which it lets things come into being. The artwork displays the earth from which it originates as 

what withdraws in itself refusing itself to apprehension and manipulation, making thus possible the 

safekeeping （Wahrnis） of the truth of the appropriating event as concealment （Verborgenheit, 

Verbergung）, as in the case of the Greek temple that lets the divine come into the open by 

concealing it （H 27）. The jug in The Thing, used in an act of offering, lets us as mortals be in 

relation to the immortal gods, through the openness of the sky in which the jug is given to us in its 

form and the closure of the earth in which the jug can rest in its own impenetrable materiality （VA 

164）. Even the gods, which might be the closest candidate to a thou in the framework of the 

fourfold, do not express themselves, but announce the divine as the mystery of the actualization of 

reality that lies behind our grasp.

  The actualization of reality is for later Heidegger a sacred event in which a numinous alterity 

manifests itself to humans, the necessary condition for the shining of the holy, which he defines, in 

poetic language borrowed from Hölderlin, as the essential space of divinity （Wesensraum der 

Gottheit W 338） that grants the dimension to the gods and to the God. Spatiality as the fundamental 

dimension of openness is the bestowing of places where humans can dwell as waiting for the 

manifestations of the gods, and profane spaces are just the privative modification of hallowed spaces 

（KR 24）. Whereas according to Nishida we as individuals define ourselves through our opposition 

to other individuals and to the world as totality, according to Heidegger we as mortals ultimately 

define ourselves by measuring our distance from the divine manifested in the world. 27）

  Within the framework of late Nishida’s philosophy, it would not make sense to talk about a 

numinous otherness concealed “behind” the manifested world. Stating that there is nothing 

mysterious or numinous behind the finite forms we encounter in experience, Nishida declares 

himself a thorough positivist:「自己自身を限定する形の背後に，何等の基体的なるものを考へて

はならない。それは神秘思想に過ぎない。私は徹底的実証主義者である」（X 37）. 28） Nishida’s 

change of attitude towards mysticism is telling in this respect. Whereas in his early works Nishida 

always referred to the mystical tradition in positive terms, underscoring the analogies with his own 

thought, in his later writings he distanced himself from mysticism. He started by criticizing the 

outcome of Intuition and Reflection in Self-Consciousness as a capitulation to mysticism, which the 
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introduction of the notion of locus was supposed to redress, and ended up giving a negative assess-

ment of Western mysticism and of “mystical thought” in general--qualified as the idea that there is 

something behind empirical reality, as in the statement on positivism quoted above. 29）

  The difference highlighted above encompasses several aspects of Nishida’s and Heidegger’s 

thought, and is related to their different attitudes towards human experience. Although both 

describe experience as a symmetrical movement of passive receptivity and positive activity, Nishida 

often stresses the positive, poietic element （ポイエシス）, whereas Heidegger tends to emphasize 

the element of receptive acceptance. Nishida’s human beings are proactively involved in the vicissi-

tudes of the world as historical subjects, taking part into God’s act of creation as, so to say, God’s 

vicars on earth. Borrowing from the dialectical scheme of Scotus Eriugena to which Nishida had 

referred in Intuition and Reflection in Self-Consciousness, one may say that in later Nishida’s philoso-

phy individuals are God as natura creata et creans, as Eriugena defined Christ in his double nature 

of human and God. Heidegger, on the contrary, tends to equate a proactive attitude with the 

metaphysical hybris connected to the world of technology and oblivion of being （Seinsvergessenheit） 

that has been unfolding through the history of Western civilization to reach its maturity in the 

modern age. He consistently describes the proper attitude towards the appropriating event with 

expressions the indicate passivity, like the “letting be” （“releasement” Gelassenheit） characterized 

as the “waiting” of the self-opening of the region （das Warten auf das Sichöffnen der Gegnet G 52）. 

Later Heidegger’s humans are more akin to quietistic contemplators who, gazing at the worlding of 

the world, piously wait for a sign from the unknown absolute, than to proactive shapers of the world. 

They must remain silently compliant （hörig） to be ready to hear the voice of the divine. While 

Nishida as a philosopher looks to the logic of absolute contradictory self-identity to find an Eastern 

logic as “self-awareness of the Eastern life,” 30） Heidegger sees in Sigetik–the practice of theoretical 

“silence” （BP 78 f.）–the only possible thinking approach to reality as given in the modern world of 

Seinsvergessenheit. 31） Such different attitudes are clearly on display in the two philosophers’ different 

concepts of art. While Nishida emphasizes the act of artistic creation, conceiving it as a poietic act 

in which the subject comes close to unilaterally determining the object, thereby overcoming human 

limits and almost becoming god （神となる IX 272）, Heidegger focuses on the artwork itself, 

describing artistic activity as a mere receptive act of bringing forth （hervorbringen） a being out of 

concealment, drawing it out of the earth to which it belongs, as water is drawn out of a spring （H 

62）. For Heidegger, the artist’s role, as emblematic of human activity, is merely instrumental to the 

gushing of truth out of the ultimate, mysterious source defined as earth in The Origin of the Work of 

Art.
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Hidden God and Revealed Nothingness

  From the point of view of Nishida’s philosophy, the difference in the formal dynamic of locus 

and clearing could be reduced to the fact that Heidegger’s position was not sufficiently radical, as 

per the above-mentioned criticism. It might be argued that the notion of concealment refers to an 

unknowable “something” thought of as hiding “behind” the things manifested in the opening of the 

clearing, and is therefore still within the horizon of western objectifying thought. Later Heidegger’s 

position would probably be qualified by Nishida himself as a form of mystical thought, unable to get 

rid of the last remnants of objectivistic representation lurking in mysticism, and indeed Heidegger’s 

debt to medieval mysticism is well documented. 32） For Nishida, mystical thought is the result of 

objective logic, which, insofar as it is unilaterally oriented towards the noematic side of reality, fails 

to grasp its ultimate ground, so that the absolute can only be conceived as a hidden mystery. 

Nishida’s philosophical development itself can be interpreted as the evolution from a position akin 

to Western mystical thought, in which he conceived the absolute as some sort of godhead beyond 

the world of finite things–either as pantheistic natura naturans or as panentheistic locus as divine 

milieu– 33） to a deeper position that overcame mysticism thanks to the non-objective logic of contra-

dictory self-identity, 34） leading to a more rational, mundane idea of the absolute as the dialectical 

dynamic of the world, creating itself not out of some transcendent, mysterious absolute nothing-

ness, but as that nothingness determining itself.

  Mystical thought, however, cannot always be reduced to a byproduct of objective logic, being 

more often the expression of a living experience in which the mystery is felt rather than inferred 

from the impossibility to represent the absolute as an object–or, as Nishida’s own ill-conceived 

“mystical” notion of absolute free will, inferred from the impossibility to explain the contingency of 

the concrete world of experience. Neither does Heidegger’s idea of concealment imply an objecti-

fied “something” hiding behind manifested things. As we have seen, the “hiding place” of the clear-

ing is not somewhere behind the cleared region, but rather the side of the region that is hidden to 

us. The hidden source of reality is no more transcendent to the manifestation of reality than it is 

immanent to it. And Heidegger’s insistence on concealment is not simply an “objective” description 

of the way things are, expressing instead the existential feeling of finitude and a way to relate to 

reality as sacred. Throughout his entire philosophical career, Heidegger stressed the fact that we 

are not the lords of being, since we neither control nor understand the act by which we come into 

existence and reality is given to us in experience. In this respect, the notion of concealment is the 

heir of Being and Time’s existential concepts expressing human finitude and the corresponding 

existential feelings, such as facticity, thrownness, and anxiety. 35）

  From a cultural point of view, as the numinous that withdraws and conceals itself while beckon-
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ing to the mortals, Heidegger’s appropriating event is reminiscent of the deus absconditus, the 

hidden God of the Judeo-Christian tradition who ambiguously reveals himself to Moses on mount 

Horeb while at the same time concealing himself, thus prompting the prophet Isaiah to declare, 

“Truly, you are a God who hides himself.” 36） The European onto-theological tradition grounded 

itself in what E. Gilson has called the “metaphysics of Exodus,” 37） the ontological interpretation of 

God’s words to Moses inspired by the standard translation of the Septuagint and the Vulgate: “I am 

the one who is” （ἐγώ εἰμι ὁ ὤν, ego sum qui sum）. But the mystical, apophatic tradition refused such 

ontological interpretation, and chose instead to emphasize the “thick darkness” in which God hid 

himself during the revelation, 38） which hints at the alternative, and likely more correct, translation 

of God’s words as a refusal to reveal his name and his nature: “I am who I am.” 39）

  From the point of view of Heidegger’s notion of concealment, the charge of not being suffi-

ciently radical brought against Heidegger can easily be turned against Nishida: The difference 

between the two thinkers can be ascribed to the fact that Nishida thought within the horizon of 

metaphysics--understood not only as western metaphysics, but as the universally human tendency 

that underpins western metaphysics. His absolutization of nothingness, and the systematic, exhaus-

tive description of the dialectical self-determination of reality bear the unmistakable marks of 

metaphysical thinking. J. Krummel has argued that such metaphysical tendency in Nishida’s 

thought might depend on the adoption of the western linguistic and conceptual framework, on 

whose limitations Nishida had not enough time to reflect, being one of the first Japanese thinkers to 

confront themselves with western philosophy. 40） Although that is likely part of the problem, in my 

opinion the tendency has deeper roots than the adoption of a foreign conceptual vocabulary, which 

may be considered a historical accident unrelated to Nishida’s true intentions. As we have seen, one 

of the main functions of the notion of locus was to provide a causal explanation of the experiential 

world, as its sufficient condition, and this purpose remained unchanged throughout the evolution of 

the concept into ideas like absolute nothingness and world as dialectical universal. Indeed, Nishida 

had been concerned with providing an exhaustive explanation of reality since the beginning of his 

philosophical career, as he declared in unequivocal terms in the Preface to An Inquiry into the Good, 

where he famously stated his intent to “explain everything on the basis of pure experience as the 

sole reality” （純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明して見たい I, 6）. He restated the same 

goal in the Preface to Intuition and Reflection in Self-Consciousness, 41） and it was the inability to 

achieve it that led him to a “capitulation to mysticism” and then to the introduction of the more 

rational notion of locus. 

  Nishida’s position can be said to be metaphysical because it entails the attempt to give an 

ultimate, transparent explanation of reality in which nothing is left unaccounted for, nothing is 

unknown, except for, at most, nothingness itself. O. Pöggeler has remarked that early Heidegger 
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resorted to finitude as the ultimate foundation of thought, in which nothing is presupposed but 

“naked nothingness” itself, and being thus becomes its own foundation. 42） Such remark may be 

partially applied to later Nishida’s tenet that nothing mysterious and unknowable is behind the 

appearance of things, and the ultimate foundation of reality is nothingness itself, within which being 

is seen （thought） as being. 43） In his final completed essay, The Logic of Locus and the Religious 

Worldview （「場所的論理と宗教的世界観」）, Nishida explicitly elevated nothingness to the rank of 

ultimate metaphysical foundation of reality, asserting that reality exists thanks to a necessary and 

transparent mechanism of contradictory self-identity: Nothingness is self-negation, therefore it 

becomes its own contradiction, that is, being.

「我々が神と云ふものを論理的に表現する時，斯く云ふの外にない。神は絶対の自己否定と

して，逆対応的に自己自身に対し，自己自身の中に絶対的自己否定を含むものなるが故に，

自己自身によって有るものであるのであり，絶対の無なるが故に絶対の有であるのである」

（X 316）. 44）

  Nothingness is negation, and because, as it were, there is nothing else to negate, nothingness 

cannot but negate itself, thereby necessarily morphing into being and originating the metaphysical 

dynamic of self-determination of the world. Despite R. Nozick’s semiserious--and inadequate in 

many respects--comparison of Heidegger’s idea of nothingness to the self-sucking vacuum cleaner 

of the Beatles’ cartoon Yellow Submarine, 45） Heidegger equated being and nothingness, 46） but did 

not formulate any generative dialectical relationship between the two. For Heidegger “nothing itself 

noths” （das Nichts selbst nichtet W 114）, but Nishida went a step further by unequivocally asserting 

that nothing necessarily noths itself. 

  It is unlikely that Nishida, owing to an insufficient grasp of the implications of the western 

linguistic and conceptual apparatus, was not fully aware of the meaning and implications of the 

sentence “to explain everything.” The desire to fully understand reality is not a peculiarly western 

trait that an East Asian thinker can acquire only through cultural borrowing, correlated to an exclu-

sively western original sin of eating the forbidden fruit of the tree of metaphysical knowledge. Such 

a desire is instead a universally human aspiration, as suggested by the fact that omniscience （sarva-

jña一切智） is considered one of the characteristics of the Buddhas, particularly in Māhāyāna 

Buddhism, 47） and the fact that in traditional China many believed Confucius to have known every-

thing （無所不知）. 48） In the case of Nishida, moreover, the idea that it is possible to fully understand 

reality is not based only on a personal aspiration, but it is an intrinsic element of his philosophy that 

follows from the fact that he consistently conceived reality as the self-aware determination of the 

absolute, i.e., as the manifestation of the absolute to itself. Although the absolute is aware of itself 
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only through its relative self-determination in individual awareness, an absolute that permanently 

concealed itself from its concrete loci of self-awareness and was thus essentially unable to fully 

manifest itself to itself would not be truly absolute, being instead akin to the relativized God whose 

notion Nishida rejected （X, 315）. 49）

Conclusion

  For Nishida, not only God as ultimate reality is fully within the grasp of our finite reason, in 

spite of the fact that as infinite totality it negates and overwhelms us, but it also is endowed with 

necessary existence, demonstrated by a foolproof a priori argument that does not require the prior 

circular inclusion of existence in the definition of God. There is therefore no mystery, no unanswer-

able enigma at the root of existence in Nishida’s final worldview. Leibniz’s ultimate metaphysical 

puzzle, “Why is there something rather than nothing,” to which Heidegger referred at the begin-

ning of Introduction to Metaphysics, （Einführung in die Metaphysik EM 1 ff.） is solved by the dialec-

tic of absolute nothingness. Leaving aside the problem of the debatable logical validity of Nishida’s 

argument, however, the puzzle is not simply the result of abstract philosophical musing on 

metaphysical contingency, requiring as a solution an abstract philosophical argument about 

metaphysical necessity. It is rather the expression of the existential wonder and awe we can experi-

ence when faced with the brute fact of our and the world’s existence, whether we are modern 

humans living in a demythologized universe or ancient humans living in a still mythologized world, 

as attested by the more than 3,000-year-old Vedic hymn of creation: 

Whence all creation had its origin,

the creator, whether he fashioned it or whether he did not,

the creator, who surveys it all from highest heaven,

he knows--or maybe even he does not know. 50）

  Ultimately, Heidegger’s notion of concealment expresses such mystery, to which he had 

referred in Being and Time as the “naked ‘that’” of existence facing nothingness （das Sein des 

Daseins als nacktes “Daß es ist und zu sein hat” SZ 134; das nackte “Daß” im Nichts der Welt SZ 276）, 

rather than referring to some mysterious thing hidden somewhere. Any comparison between 

Nishida and Heidegger should take into account such basic difference between their views on 

ultimate reality, not in order to demote either to a lower position of not-deep-enough thinker, but to 

better appreciate the possibilities and limitations of a comparison that can be the starting point for a 

dialogue between East and West. The subordination of either thinker would likely just reflect a 

sectarian belief in the alleged superiority of a particular worldview, like Zen Buddhism in the case of 
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many Japanese critics of Heidegger, or Christianity in the case of a criticism of Nishida based on a 

Christian reading of Heidegger.

  If, on the one hand, the mystery to which Heidegger refers can neither be reduced to a short-

coming of objective logic nor explained away with a dialectic argument, on the other hand, Nishida’s 

striving to express reality within a systematic framework reflects a deep human need that cannot be 

rejected by simply stigmatizing it as “metaphysics,” a label that many Heideggerian thinkers–includ-

ing Heidegger himself–often used as a scarlet letter that makes it impossible to reflect on systematic 

philosophy without dismissing it as a mistake or as something that belongs to a dead past and will 

be superseded in a new beginning. Indeed, the feeling of the mystery expressed in the idea of 

concealment and the aspiration to a systematic explanation are two sides of the same coin: It is the 

wonderment about the mystery that prompt us to try to understand reality, and it is the ultimate 

failure to fully understand what is essentially hidden to us that makes us acknowledge the depth of 

the mystery.
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科学者ベドウの研究とブリテン諸島周縁地域をめぐって

香　戸　美智子

 〈Summary〉
  In this research note, the scientific approach to understand the human populations or 

races in the nineteenth-century British Isles are examined.  Special focus is cast on the work of 

J. Beddoe, a physician, physical anthropologist, and ethnologist, and those of his contemporar-

ies.  Physical anthropology was flourishing in the middle of the century in Britain as well as 

Europe, and various measures were conducted and instruments were invented.  Beddoe relied 

on the colour of hair and eyes for his investigation, and advocates some relatively high ratio of 

these darknesses in certain areas.  Some discussion concerning the fringe regions such as the 

Celts are taken up to see the ideas or attitudes of the scientists towards the population in the 

British Isles.

はじめに

　ヒトの集団への探求は現代社会においても課題の一つであるが，ヴィクトリア期の英国におい

ては，ヒト集団をめぐり様々な科学的議論が展開された。本研究ノートでは，当時の科学者がヒ

トの集団に対していかなる考察を行っていたかを探る。主に医師であり自然（形質）人類学者，

民族学者でもあったジョン・ベドウ（John Beddoe, 1826–1911）を中心にブリテン諸島周縁地域

にも焦点をあて検討する 1）。

　これまでの人類学史の研究を辿ると，ヴィクトリア期は英国の人類学の生成・発展における一

つの画期と評されてきたことがわかる（Stocking Jr. 1987）。本稿で取り上げるベドウも，その時

代に生きた人物である。しかしながら，これまでベドウに関して焦点を当てた研究は，非常に乏

しい。歴史的史料として第三者によるいくつかの評伝（Gray 1911; A.C.H. 1911; Anonym 1911; 

James 1912）やベドウ自身の数々の著作などが残されている。英国人類学史研究の中では一部分

としてベドウについて述べた部分がある（Stocking 1987; 1971; Stocking <ed.> 1984; Stepan 1982; 

Barkan 1992; Curtis 1968; Murry 2014）。例えば，ストッキングは「最も卓越した英国の形質人

類学者たち」（の一人）（1987: 66），カーティスは「民族学分野において量的方法論を使用したパ

イオニアであった」（1968: 71）と指摘しており，またマリイはベドウの活動について「同時代の

人種科学」（2014: 184），スティパンは「直接あるいは間接的に人種研究を形作った英国における

主要な科学者たち」（の一人）（1982: xix）と評している。しかしこれらの叙述は主としてベドウ

に関心を寄せたものではなく断片的なものである。本稿は，このような中でベドウ単独に焦点を
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あて，限られた史料を基に彼の人物像や事跡，遺された著作などを辿る。大英帝国ヴィクトリア

期におけるブリテン諸島のヒト集団をめぐり，ベドウはいかなる研究を行い，あるいは，科学と

しての形質人類学の発展を推し進めようとしたのか，また当時の進化という新しい科学的知見と

いかに自己の研究を融合させようとしたか，社会との関わりで葛藤も含めケルト周縁地域のヒト

集団へのまなざしについても検討する。

　まずここでは，英国におけるヒトの集団に関する既知の観念を科学的視点から考察しようとし

た学術協会の黎明期について辿っておこう。英国では 1843年にロンドン民族学協会 

（Ethnological Society of London）が設立された。これは 1837 年設立の先住民保護協会 

（Aborigines Protection Society）が母体となったものであり，クェーカー教徒や福音主義者を中

心とする人道主義に基づいたものであった。19世紀初頭に奴隷交易が廃止され（1807年），奴隷

解放令が 1833年に発効し，英国では多くの知識人にとって奴隷制反対が関心事でもあった （竹

沢 2007）。当時の民族学（ethnology）は新しい概念であり，医師ジェームス・カウルズ・プリ

チャード（James Cowles Prichard, 1786–1848）を中心に研究組織として設立された同民族学協

会は，18世紀以降のカール・フォン・リンネ（Carl von Linné, 1707–1778）などによる博物学の

科学的分類法とは異なり，当時の新科学として，むしろ解剖学や生理学，歴史学，言語学，考古

学などによる統合的な学問を目指した 2）。しかしながら，設立後 10年近く経つにつれ形質人類

学と考古学による新しい学術的潮流が台頭し（Stocking 1987: 246），そのメンバーの一人であっ

たジェイムズ・ハント（James Hunt, 1833–1869）は，同民族協会の書記を務めた後に，1863年，

ロンドン人類学協会（Anthropological Society of London）を設立した。これは 19世紀半ばにパ

リ人類学協会を設立（1859年）した外科医・解剖学者であるポール・ピエール・ブロカ（Paul 

Pierre Broca, 1824–1880）の影響を受けたものであり，同様の協会はその後ワシントンやマド

リード，ベルリン，モスクワなどにも設立された。主に計測による自然科学としての学，解剖学

や博物学，統計学を中心としたが，民族学や考古学，言語学，先史学なども含めた人間に関する

科学，人類学を目指そうとした。ブロカやハントらを始めとして，ヒト集団に対して頭示数，顔

面角，頭蓋容積などの計測が進められた。その実証，差異を数値化・可視化するために様々な計

測機の発明や実験も繰り返された。この流れの科学者たちは，スティパンによれば，むしろ「計

測者」（Stepan 1982: xix）として位置づけられうる。また特徴の一つとしてヨーロッパの白人と

有色人種間の身体的差異と知的精神的差異の関連性を追及し，英国の協会でも奴隷制存続や人種

差別をも意図する要素も孕んでいた。ロンドン民族学協会に属すエドワード・バーネット・タイ

ラー（Sir Edward Burnett Tylor, 1832–1917）は，後に文化概念を導入し英国近代人類学を築いた

とされるが，この他者支配的傾向には反発していた。同民族学協会にも学術的には博愛主義と科

学的志向が共存しており，両協会に所属し活動する科学者も多い中で，組織としての両者の確執

は続いた。特に人類単一起源説を掲げる同民族学協会に対して多起源説を唱える同人類学協会は

反目を続けた（Stocking 1971）。しかしながら，やがてハントの急死などにより両者は合流し

1871年にグレート・ブリテンおよびアイルランド人類学研究所（Anthropological Institute of 
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Great Britain and Ireland，以下，英国人類学研究所），1907年には現在の王立グレート・ブリテ

ンおよびアイルランド人類学研究所（Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland，

以下，王立英国人類学研究所）となる。ヴィクトリア期におけるヒト集団に関する探究は，

ヒューマニズムと科学的計測志向，植民地主義，人種主義，進化主義などが混ざり重なり反発し

合い，混沌とした中で進められたと言える。

1．ベドウの生涯とヒト集団への関心

　ジョン・ベドウは，1826年イングランド，ウスターシャーのビュードリーに生まれ，幼少期

の病弱のため法学を断念し医学に進んだ。ロンドン・ユニバーシティカレッジで医学を修め，

1853年にはエディンバラ大学で医学博士号を取得した。同年に開戦したクリミア戦争に翌年医

師として参加した。1857年にイングランドに戻り，ブリストル郊外のクリフトンで内科医を始

め，1862から 1873年までブリストル王立病院（Bristol Royal Infirmary）に勤めた。病院早期退

職後は，内科医を続けながらも，自身のヒト集団に関する研究を深めた。ロンドン民族学協会の

メンバーであり，その中から他の形質人類学者たちとともにさらに新しい科学を探求してロンド

ン人類学協会にも所属した。のちに同人類学協会の会長にもなり，対立し合った両協会の合流へ

向けて尽力し，英国人類学研究所の設立へ導いた。ベドウは，1870年には英国科学振興協会評

議員（Council of British Association for Advancement of Science [BAAS]），王立英国人類学研究

所の設立後は 1889から 1891年まで所長を務めた。このように結果的に，前節で辿ったヴィクト

リア期のヒト集団に関わる三つの学術協会を移動した。後に詳細を述べるが，ヒト集団への研究

として主に髪の毛と眼の色，および頭蓋計測や身長などの計測に基づく記述的自然人類学手法を

採った。また，記述だけでなく文化と言語の拡散という観点から歴史的に捉えようともした。関

心の対象は主にブリテン諸島のヒト集団であったが，調査過程でヨーロッパまで広げている。

1875年にはブリストル・グローセスターシャー考古学協会の共同設立者の一人となり，1890年

には会長を務めた。1891年頃よりウィルツシャーのストラッドフォード・アポン・エイボンに

居を移し 1911年に亡くなるまで学術的探求を精力的に続けた。1909年にはウィルツシャー考古

学・自然史協会の会長も務めた。晩年は，いつも温かく人を迎え科学の深い造詣を楽しませてく

れる「健康な長寿の化身」（Anonym 1911: 316）であったと故人略伝に記されている。

　ベドウのヒト集団への関心は 20歳ごろから芽生え，イングランド西部の髪の毛と眼の色に関

する観察，その後はロンドン・ユニバーシティカレッジでの人類学や人類多起源説に関する講義

の受講，エディンバラでのハイランドスコットランド人の研究などにおいても捉えられる

（Stocking 1987: 66-67）。また，クリミア戦争後ブリストルの病院勤務になった時に，英国国民の

頭蓋や身体特徴を調査する医師および頭蓋学者・収集家であるジョゼフ・バーナード・デーヴィ

ス（Joseph Bernard Davis, 1801–1881）の研究プロジェクトに関わったことは，次節にみるベド

ウ独自の研究への道を開いた。解剖医でもあったデーヴィスは当時の代表的な計測科学者であり

頭蓋収集を精力的に行っていた。その他，ベドウのヒト集団への関心に関わる学術的な影響と推
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測されるのは，1857年頃，医学研修のためにウィーンへ行き，その後にオーストリア，ハンガ

リー，イタリア，フランスなどを廻り医学と形質人類学の知識を修得していったことである。当

時のブロカなどを中心とする学問との接触やヨーロッパの多様な人々の特徴を観察する機会を得

た。

2．ブリテン諸島のヒト集団と黒
こくしょく

色指数

2‒1　動機としての内なる移民

　1863年に書かれた論文「イングランドにおける推定される暗色髪の増加する拡散」（“On the 

Supposed Increasing Prevalence of Dark Hair in England”） では，ベドウの研究の動機が理解され

うる。そしてここに次項に扱うベドウ独自の研究への初期の原型を見ることができる。彼はまず，

「科学的ないし非科学的一般論」として，「明るい色の髪はイングランドでは，かつてよりも，次

第に一般的でなくなりつつある」（Beddoe 1863: 310）と現状を述べる。赤，黄色，その他明る

い色の髪の毛を，サクソン人，デーン人，ノーマン人の祖先が持つものと示唆し，自身がイング

ランドのブリストルに居住する立場から，「イングランドの大きな町，より文明化された人口が

多い地域では，ここしばらく，移民の絶え間ない流れを受け入れつつある」として，その移民と

は，「アイルランド，ウェールズ，ダムノニア，ハイランド，その他ケルト地域」からであって，

そこでは，「暗い髪の毛の色に満ちているのだ」と語っている（Beddoe 1863: 311）。当時のブリ

テン諸島イングランドでは大英帝国の繁栄のもと工業化・産業化が進み，都市人口が急激に増え

つつあった。すなわち，イングランドに住むベドウにとって，海外の遠隔地の大英帝国植民地の

住民だけが異民ではなく，ブリテン諸島内の異民，イングランドへの移民という，国内の他者と

してのヒト集団への関心が動機であったことがわかる。

2‒2　「余暇」としての 15年間の後

　後世において版を重ねたベドウの著書として，『ブリテンの諸人種』（Races of Britain, 1885）

が挙げられる。これは 1868年にウェールズのアイステズヴォッドで懸賞論文「イングランド国

家の起源」（“The Origin of English Nation”）に応募し受賞した原稿を基とする。受賞時は成果と

してまだ出版には機が熟していなかったとして出版せず，1872年にブリストル病院を早期退職

した後，約 15年間の調査研究を経て集大成させたものである。この期間をベドウは医師専門職

から人類学者への本格的な転身を楽しんだかのように「余暇」と称している。

この成功裏の仕事は，…数値による帰納的方法論を，ブリテンと西ヨーロッパの民族学へ適

用することに捧げた，15年間の偉大な余暇の成果物である。専門家の審査員（故ストラン

グフォード卿）にとっては満足のいくものであったが，その成果は，私にとって出版にはま

だ機は熟していなかったように思われた。それ以降，資料に多くを追加し，機会が可能な限

りの観察を非常に多く蓄積してきたので，今，私の人類学の仲間たちと一般の人々に対し，
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私の結論と意見を提供することができる （Beddoe 1885: preface, v）。

2‒3　試料としてのデータ

　ベドウの著書の基盤となる調査は，形質として主に髪の毛と眼の色，その頭蓋や頭形，身長な

ど身体的特徴により行われた。それらの試料はどこから入手したのであろうか。原形となった

1868年までの調査では，クリミア戦争後 1857年に帰国した後から 1862年以降のブリストル王

立病院で診察した患者たちの観察調査が試料となった。特に髪の毛と眼の色の調査を進めた。ま

た先述のように，ブリストルで医師として働きながら，当時頭蓋の収集調査を精力的に行ってい

たバーナード・デーヴィスの「協力者，助手および共同研究者」（Stocking 1987: 66）となった

ことが，ベドウのこの研究を大きく前進させた。英国民の身体的特徴について質問票によるデー

ヴィスの全国調査の追跡調査により約 200名からのデータを入手できた。それらは主に自らの患

者のデータを収集した医師たちからのものであった。このようにして，特に髪と眼の色という点

で，ベドウは自身で「『被験者の協力なしで』非常に多くの人々を観察できた」（Beddoe 1885: 

5）と述べ，他の頭蓋などの試料と比較し研究手法の容易さを語っている。

　余暇後の 1885年の著書では試料が膨大な量に達している。デーヴィスとの形質的調査結果を

継続して頭蓋などの挿絵を掲載するとともに，ベドウ独自の眼と髪毛の色の調査に関しては，最

も多くが，ブリストルでの患者のデータ，そして，ベドウ自身が 15年間に行った「個人的な観

察」データが使用されている。ヒトの集団ごとの顔の挿絵も挿入されている。個人的な観察は，

主としてブリテン諸島のかなりの地域にわたるが，一部，西ヨーロッパにも及ぶ。また，ベドウ

もことわっているが（Beddoe 1885: chapter XIII），それらを第一試料とすると，第二の試料とし

て軍関連の膨大なデータを使用したことがわかる。直接的には，軍目録で，「軍隊からの脱走兵，

より少ないが海軍からの脱走兵，市民兵の演習からの脱走兵」（Beddoe 1885: 143）に関する詳

細な情報を示す『ヒュー・アンド・クライ』（Hue and Cry）から 13,800名のデータが使用された。

ただ「この種の統計における不完全さ」（Beddoe 1885: 143）を認識することから，自身がメン

バーであり長をも務めた英国科学振興協会の人体測定委員会の報告書も取り入れ，また，それ以

上に膨大な量の軍隊の統計に関する一連の報告書も使用した。新兵部局の軍医を「優れた慎重な

観察者」（Beddoe 1885: 143）と評し，毎年の 21歳男子の市民兵統計資料を 15年にわたり入念

に確認していったことがわかる。このようにして試料が収集され，次に見るようにヒト集団への

科学的定式が構築される。

2‒4　「黒
こくしょく
色指数」（the Index of Nigrescence）

　ベドウは，「黒色指数」（the Index of Nigrescence）という定式を創り上げた。この指数は人間

集団に関する指数である。当時ヨーロッパで一般的になりつつあったレツィウスの頭蓋指数

（cranial index）を意識してのものであった。すでに 1860年代の英国では，自然（形質）人類学

が急速に学問領域としての一定の地位を得ており，ヨーロッパと同様にスウェーデンの人類学者
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アンデルス・アドルフ・レツィウス（Anders Adolph Retzius, 1796–1860）の考案（1842年）し

た頭蓋指数（頭示数）の使用が一般的であった。これは頭蓋の横径（最大幅）を縦径（最大長）

で割って 100倍した数値で，例えば，長頭型 70.0～74.9，中頭型 75.0～79.9，短頭型 80.0～84.9

などとされた 3）。

　ベドウは色に固執した。眼の色を明暗の度合いにより「明 light」，「中間 intermediate」，「暗

dark」と分類した。第一集団には青，青みがかったグレー，明るいグレーの眼が分類される。第

二あるいは中間集団には，暗いグレー，茶色がかったグレー，大変明るいヘーゼル（薄茶色）あ

るいは黄色，ヘーゼルーグレー，オレンジから青みがかったグレーになるもの，緑色のものが，

通常の調査では色が不確実なものとともに分類される。第三集団には，いわゆる黒眼と通常茶色

と暗いヘーゼルと呼ばれるものが分類される。一方，髪の毛の色は，英単語の色のイニシアル R，

F，B，D，N により識別される。「クラス R（Red）」は，茶，黄，亜麻（淡黄褐色）より赤に近

いもの。「クラス F（Fair）」は，亜麻（淡黄褐色），黄，金，最も明るい茶色，赤があまり顕著

でない青白い赤褐色。「クラス B（Brown）」は，多くの茶系色，「クラス D（Dark）」は，より

深い茶色から黒色までを含む。「クラス N（Niger）」は，幼年期から同じ色を保ち一般的に大変

硬い質の漆黒色だけでなく，幼少期に濃茶色であった人々に生じる強烈に濃い茶色，成人期に石

炭黒色と区別できないものをも含む （Beddoe 1885: 3–4）。

　ベドウは調査にカードを使用したと語っており，長さ約 3 1/2インチ×幅 1 1/2インチの手の

ひらサイズでウェストコートのポケットに入る便利なものであった。カードは，眼の色 ― 明・

中間・暗 ― により縦に大きく 3分割され，各々に 5種類の髪色 ― 赤・金・茶・濃・黒 ― に

分けられ，さらに男女の性別が上下に設定された。裏面には地域，日付，観察者の氏名，その他

の詳細が記載されたが，表面にも地域名を記入する箇所が残された。18歳以上が成人として分

類された （Beddoe 1885: 4）。

　髪色の定式すなわち黒色指数は，D + 2 N－ R－ F ＝指数であり，総指数から純指数あるいは

パーセンテージ指数が得られる（Beddoe 1885: 5）。暗色－明色＝指数であり，つまり，「明色は

ゼロ以下，暗色はゼロ以上になり，ヒトの集団が白くなればなるほど，マイナス量がより大きく

なる。眼の色の指数は中立的な色合いを無視し，暗色から明色を減じることにより得られる」

（Haddon, 1898: 26）。ベドウは晩年には特に指数は「髪の毛の色のみ」有効としている （Beddoe 

1905: 224）。

　これらに関してベドウは，以下のように詳述している。

総指数は，暗色髪の人数に二倍した黒色髪を加えたものから，赤と金髪の人数を減じること

により得られる。…この方法によって示されるメラニン性（melanosity）のより大きな傾向

に適切な価値を与えるために，黒色は二倍される。一方，茶［栗］色髪は中性と見なされる，

実際 Bに分類されるたいていの人々は白い肌（fair-skinned）であり，メラニン種よりも黄

色種により近いが（Beddoe 1885: 5）。
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　以上のように，黒色指数が算出され統計処理がなされていくのだが，定式から黒色が二倍され

ていることに我々は気づく。ベドウの説明によると，化学物質であるメラニンの度合いに対して

適切に価値を与えるために二倍したと述べられている。つまり，彼はメラニン色素の在り方，度

合を強調するために二倍したと推察されるが，より詳細で明確な科学的な根拠は明示的ではない。

いずれにせよ，このようにして単一の物質を指標としてヒトを集団として構築する道筋が付けら

れた。

3．ブリテン諸島，ケルト周縁地域，および歴史的起源

　ベドウは頭蓋や頭形，身長などの身体特徴や黒色指数を使用し，ブリテン諸島の同時代の人種

構成およびそれらにより推測されるブリテン諸島の人々の歴史的な起源を明らかにしていった。

ここでは，ベドウの著書を中心にその他の著作も踏まえ，彼が提示した事項を辿っておこう。

　『ブリテンの諸人種』は全 15章から成るが，そのほとんどの章が先史時代からローマ，アン

グロサクソン，ノルマン征服など，ブリテン諸島への人種・民族の流入およびその移動について

の仮説の説明であり，身体特徴や頭形・頭蓋，髪と眼の色の形質的調査から得られた知見から詳

細に述べられている。このような章立てから，ベドウの調査目的は，同時代の人種・ヒト集団を

同定・序列化するという 18～19世紀にヨーロッパで行われてきた植民地主義的人種思想という

よりも，むしろブリテン諸島に住む人々（同時代の英国人）の祖先，英国人の人種的起源を希求

することの方に重きが置かれていたと言える。1860年代以降ベドウは，ブリテン諸島のこのよ

うな歴史を同時代のヒト集団の調査を通じて証明しようとする試みを繰り返した。このような起

源の希求は他のヨーロッパ諸国やアメリカ等とは異なり，英国の特殊性を示すものである。英国

には，先史からノルマン征服（1066年）に至るまで，ブリテン諸島に複数のヒトの集団の侵入

が断続的になされてきた歴史があり，その人種の重層化・複雑化により不確かさが多く，自らの

起源やアイデンディディを求める思考が現代までも存在すると考えられる。

　ベドウは，第一章冒頭で，彼を「形質人類学における系統的な膨大な観察」に向かわせたのは

「ケルト人」の髪の色に関する古くからの議論であるとしている （Beddoe 1885: 2）。ベドウは黒

色指数調査で抽出された，黒いヒト集団，ブリテン諸島の周縁地域に住む「ケルト」人について

どのような認識をもっていたのであろうか。ベドウの著作から彼の考えるケルトの定義をいくつ

か拾うことができ，主に歴史的な探求心に支えられていることが窺える。「ケルト人種の想像さ

れる子孫」として「アイルランド人」とともに，「ブレトン人，ウェールズ人，ワロン人」など

が列挙される （Beddoe 1870-71: clxxxii; 1870: 117–131） 4）。また 1865年時点では「ケルトとケル

ティック」という用語の定義に言及し近年のあいまい性も述べている。

人類学においては，化学や他の進歩的な諸科学においてと同様，旧理論の整理や変更は，か

つて明確で明白な意味を持つと思われた用語を，あいまいで人を誤らせる用語にしている。

ケルトとケルティックという言葉は，初めは有用であったが，現代の科学研究者の心には明
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確な考えを伝えなくなってしまった言葉である（Beddoe 1865: 348）。

　従ってこのような理由から論文にこれらの用語を頻用することに反対する人々に，どうか我慢

してほしいと伝え，これらの語を使用する際の意味として，「古代ガリア，ブリテン，アイルラ

ンド，ノリクム，ケルトイベリアにおける共通する人種の要素」（Beddoe 1865: 348）と述べた。

同時代のケルトに関する人種論よりも，その歴史的な移動や起源を科学的な知見により明らかに

しようとする姿勢が推察される。

　著書では試料ごとに基づきブリテン諸島の詳細な地域データが提示されている。

　彼の大きな発見は，地図 1に示されるように，暗色の髪のヒト集団の大多数が，西部地域に発

生していることを明らかにしたことである。ブリテン諸島ケルト諸地域とされるウェールズ，ア

イルランド，スコットランドにおいて黒色指数が高い傾向を示した。イングランドの東部州地域

では髪と眼の色の分布は異なる。ただ，イングランド内でもローマ以前にケルトが居たとされる

リンカンシャーでは影響を受けており，さらにケルト地域に入るコーンウォールでは非常に高い

数値を示している。つまり，ブリテン諸島民の起源とされる先住民は，暗色の髪と暗色の眼で

あったのである。

　このようにケルト周縁地域のヒト集団の「黒さ」が

髪の毛の色により抽出された。

　もう一つの付随する発見としては，同時代のブリテ

ン諸島のブロンド，すなわち金髪，色白のヒト集団は

多くがその起源をアングロサクソンとスカンジナビア

人に負っていることである。

　また，同じケルト地域でもさらに分化した詳細を調

査しており，例えばウェールズでは非常に暗色の眼と

髪が広まっているが，アイルランドのそれとは少し異

なるとして，「私には，少なくとも二種類の暗色の種

があるように思われる。一つはアイルランド人のよう

に，背が高く，グレーの眼と暗色の髪，もう一つは背

はより低く，暗いアーモンド形の眼と茶色の髪であ

る」（Beddoe 1905: 236）。さらに同じアイルランドで

も東部と西部は異なるとして，「全体として，アイル

ランドの東部の原住民，のちの侵入者の子孫，上流階級，イングランドあるいはスコットランド

の名字を持つ人々は，金髪・色白の傾向があり，西部の原住民，先住民，労働者と農民，ケルト

の名字を持つ人々は少なくとも髪の毛の色においてより暗い」（Beddoe 1905: 236）と後に語り，

アイルランドの中のイングランドとスコットランド系の割合（1/3）も明らかにした。

　また，イングランドではあるがケルト地域とされるコーンウォールについては，最も高い黒色

地図 1．ブリテン諸島の黒色指数 Source: J. 
Beddoe, The Races of Britain, 1885: chap. XIII 
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指数（20.6）であったが，同時に純粋の金髪・色白型をも示し，「すべてのブリテンの型がコー

ンウォールに現出」しており，「最も特徴的なものは…セム人混じりのイベリア人であると考え

る…バーナード・デーヴィスは口の厚さと鼻の低さに印象づけられた。これはブリテンのより初

期の人種に共通する特徴である」（Beddoe 1885: 259）。「コーンウォールは多分，自由なブリテ

ン戦士にとっての最後の避難所を与えた，西のサクソン族から次第に追いやられた…コーン

ウォール人は，一般に髪の色が暗く，しばしば眼もそうである。彼らはイングランドの中でも飛

び抜けて，最も暗色の人々である。スコットランドのハイランド地方の人々と色彩のあたたかみ

において似ている」としている （Beddoe 1885: 258-259）。

　ベドウによる東部地域とイングランド最南西部における髪と眼の色の分布調査から，後に人類

学者のアルフレッド・コート・ハドン （Alfred Cort Haddon, 1855–1940）は起源の結論を次のよ

うに導いている。

　まず新石器時代に，ブリテンの真の先住民として，「イベリア人，より正確には地中海人種の

イベリア人の支脈」が存在し，彼らは暗色髪，茶色眼，他の証拠から長頭の人々であり，イング

ランド中に拡がり居住していたと推測される。また非アーリア人で農耕を営んでいたとされる。

次に，馬を繁殖し馬車を駆使する，ケルト語話者の人々がブリテン諸島に侵入してきた。青銅器

時代に支配を強めたが，先住民は駆逐されず奴隷となり生存し続けた。そして後に，チュートン

人の大群が侵入し，彼らは様々な人種として，つまりフリジア人，アングル人，サクソン人，

ジュート人，デーン人，古代スカンジナヴィア人がやって来た。彼らに典型的な形質として，明

色の髪と眼，長頭があげられる。その明色長頭の特徴は，暗色の長頭の奴隷の上にはまり込み，

一方，目前の，多少とも短頭のヒト集団であるケルト人に対しては大規模に絶滅させたり他地域

へ追いやったりした。その結果，現在，主に西部地域にケルト人の人種的特徴が見られ，また，

混合人種がより先住であった人々と特徴を共有していると推測される（Haddon 1898: 39–40）。

　以上のように，ベドウは黒色指数などからブリテン諸島の歴史的考察を行った。ただ，著書の

最終章には「結論および未確定論」と題してさらに新たな推測され得る結論が導きだされると述

べられる。

　すなわち，上記のようにヒト集団のメラニン性・黒化を軸にブリテン諸島における諸地域の民

族の起源が探求されてきたが，一方，「逆流する移住」として現在（当時）の変化や変質をベド

ウは以下のように語っている。

明色から暗色への，英国における色型の変化に関して信頼できる証拠の欠如の中で，以下の

疑いない事実に依拠することが最善である，すなわち，たいていは暗色髪である，西のゲー

ルとイベリア人種が，現在，逆流の移住によって，ブロンド色のイングランドのチュートン

人を押し寄せ圧倒する傾向にある。同時に，婚姻選択，疾患による淘汰，イングランドの上

流階級より全般的に暗い職人階級の急速な増加を通して，より暗色型が増加していることに

よる起こりうる影響を，考慮しておくべきである （Beddoe 1885: 270）。
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　このようにベドウは，ブリテン諸島の歴史的起源を求めながら，近代化や工業化を意味する主

に 19世紀後半のケルト諸地域の労働者階級の都市移動に最終章で言及している。イングランド

人の黒色が増加し，ケルト人が辺境から戻ってやって来てイングランドの金髪のチュートン人

（ゲルマン系）を圧倒している。換言すれば，ケルト辺境地域からの人々がイングランドの工業

化都市へ溢れるほど入ってくるため，現在（当時），東部イングランドの田舎地域のみが，「徹底

的にチュートニック（ゲルマン系）」であるとしている。このような記述は，本稿第 2節で指摘

した，ベドウ自身の研究の契機となった「動機としての内なる移民」の主題が，20年以上経た

のちに集大成され，ブリテン諸島の人種起源の結論とともに，同時代の「近代」的工業化による

人種構成への影響 ― 黒化 ― をも推論し示唆したものと捉えられる。つまり，ベドウの指数は

近代産業化による人口移動とそれによる人口構成の変化，社会の変化をベドウ自身に新たに認識

させたと言えるであろう。

4．ヒト集団へのまなざし

4‒1　ベドウの論理 ― 縦糸と横糸 ―

　19世紀の形質人類学の多くの知見として多数の頭蓋や身体の測定がなされたが，ベドウは

「色」を採用することにより指数を構築した。ここではベドウの論理を検証する。

　ヘンリー・クレズウィック・ローリンソン（Sir Henry Creswicke Rawlinson, 1810–1895）があ

る民族学者の会合で「色は，まったく型の一部ではない」と述べたことに対し，ベドウは，「私

は強く異議を唱える」とし，自らの立場を語る。

私は，髪と眼の色の永遠性を非常に高く評価するに至った。もちろん，進化論者にとって，

それらを絶対的に永遠と見なすことは不可能である。しかし，人は，私と同様，すぐに以下

のように思えるであろう，顕著に同質な種が確立されるときはいつでも，その色は，自然選

択の諸条件がほぼ同一である限り，同じ状態のままである可能性がある。（Beddoe 1885: 2; 

1905: 219）

　すなわち，ヒト集団の「色」の全面的な永遠性を主張するのは難しいとしながらも，環境要因

による自然淘汰の諸条件が同一であるならば，ヒト集団にとってその色は同様に長く留まるとす

る。19世紀半ばチャールズ・ダーウィン（Charles Darwin, 1809–1882）による進化論の提起以降，

頭蓋などの形質人類学を批判しつつ英国では次第に進化主義が広まりつつあった。進化論とベド

ウの論理を交差させると，ヒト集団を分類する方法としての「色」の有効性は，色が比較的安定

しているからである。「皮膚と髪の色と等温線（isothermals）の間には一般的な一致があり，そ

れは，色が環境要因への反応として起こったことを示すものだからである」が，いったん色が確

立すると，それは定着と連続性を保持し，ヒト集団の「型を同定するのに使用が可能」であると

している（Beddoe 1885: 2）。
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　この一見矛盾する論理を，ベドウは縦糸と横糸という比喩で語っている。

もし，地理的な位置が縦糸とすると，遺伝，人種そして遺伝的に受け継がれた型は横糸であ

る，そしてその織り糸は，非常に強固で永続的である（Beddoe 1905: 226）。

　すなわち，環境要因を掲げながらも，そのヒト集団の特性がいったん遺伝により自然に設定さ

れるとその特性が長く続く。このようにして色の現象は，半永久的なヒト集団の特性を捉え，カ

テゴリー化される。他の形質人類学者のような人種決定論ではないが，遺伝を前提にした形質人

類学に進化主義を接ぎ木した論理とも言える。ベドウは環境要因を重視したが，一方でその長期

の永続性から遺伝的特質としてヒト集団と色を捉え，科学的知見を探求していった。

4‒2　同時代の科学と社会 ― ケルト周縁地域 ―

　ベドウの調査研究から抽出されたケルトというヒト集団については，他の形質人類学者たちと

同様に，彼は人種科学の範疇に入ると解釈されることが多い（Murray 2014; White 2012; Stepan 

1982）。ベドウは，先述のように「メラニン性」という科学的指数により，ブリテン諸島では北

東から南西に進むにしたがい黒色指数が増加し，アイルランド西部が最も指数が高く，ウェール

ズの渓谷部やスコットランドのハイランド地域も高く，ケルト周縁地域の黒さを明らかにした。

主に歴史への探求心からであった。しかしながら一方，アプリオリな人種主義的観念も確かに窺

える。例えば，顎の形に関し，アイルランド人の「顎のつきでかた」がより大きいことを観察し，

ベドウはこれら「外見上の諸特徴は，我々を，その可能な誕生地として，アフリカを想起させる

ように導いてくれる。そして，多分暫定的にそれをアフリカノイドと呼んでもよいであろう。…

このアフリカノイド型は…」（Beddoe 1885: 11–12）と述べている。アフリカを誕生地として想

起させるとして，ケルトやアイルランド人の人種分類においてアフリカノイド・アフリカ型と名

づけ人類の一つの型とした。ホワイトは，ベドウにおけるケルト /アイルランドと「アフリ

カ・黒人のアイデンティティという連想」が彼をケルトの型と同定させたとし批判している。非

白人としてだけでなく黒人として人種化され「ブリテン諸島におけるすべての人々が等しく白く

はなく，あるいは同じではなかった」（White 2012: 44–45） 5）。その意味でベドウの科学性は同時

代人の思考や社会に培われ，それらから自由ではなかったと言える。

　このようにしてベドウは当時の人種科学志向の範疇に入りうるかもしれないが，より精査する

と，やや距離を置き，矛盾も抱えていたように推測される。これらケルトに関するベドウの見解

の位置を探るため，以下，ハントを中心とする当時の典型的な極論を展開した形質人類学者の主

張や議論を検討する。

　同時代の形質人類学者には，ロバート・ノックス（Robert Knox, 1791–1862），ジェームズ・

ハント，ジョゼフ・バーナード・デーヴィス，ジョン・サーナム（John Thurnam, 1810–1873）

などがいた 6）。先述のように，特にハントを中心として 1850年代，ロンドン民族学協会内に考
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古学と形質人類学の新しい志向を代表する集団として活動が活発化され （Stocking 1987: 246），

後にロンドン人類学協会の設立につながった。ベドウもこのグループに参加していた。ロンドン

民族学協会が人類は共通の祖先を持つという単一起源説を唱える一方，後にハントが率いるロン

ドン人類学協会では人類多起源説が唱えられた。形質・身体的差異を計測していく科学はヨー

ロッパやアメリカにも急速に拡がるとともに，特に当時の植民地主義思想あるいは奴隷制度をめ

ぐる議論を背景に，白人と有色人種との間の序列化が科学により推し進められた。

　ジェームズ・ハントは医師であり言語療法士であったが，のちにヒトの集団の差異に興味を持

ち人類学に転じた。科学と社会の相関を強め，人道主義や反奴隷制運動に強硬に反対し，自ら会

長になったロンドン人類学協会では 1860年代，いわゆる科学的人種主義を牽引していった。論

文「自然における二グロの位置」（“The Negro’s Place in Nature”, 1863）を発表し，人類多起源説

を掲げ，それは同時代のアメリカの奴隷制度の擁護にもつながった。英国植民地のジャマイカで

は 1865年にモラント湾黒人農民蜂起が起こり，ハントはその鎮圧に関してイングランド人

（English）の優位性を説き当時の総督を支持した（平田 2004）。雑誌の出版も精力的に行い，『人

類学レヴュー』（Anthropological Review）と『民族学協会雑誌』（Journal of the Ethnological 

Society）の編集統括をした。また，当時の英国ではアイルランドの自治独立運動が深刻化してお

り，19世紀前半の青年アイルランド党（Young Ireland Party）の流れから，1850年代末にアイ

ルランド共和主義同盟（Irish Republican Brotherhood [IRB]）が設立され，独立に向けて運動が

激化しつつあった。それに対処するために，1870年代頃から 20世紀初頭にかけてアイルランド

に自治を付与するというアイルランド自治法案（Irish Home Rule Bill）がグラッドストン

（William Ewart Gladstone, 1809–1898）自由党内閣の下などで模索された 7）。カーティスによれば，

1860年代から 70年に向けてハントの雑誌は「反アイルランドへのプロパガンダに豊富な材料を

構成した」（Curtis 1968: 69）とされる。

　ハントは，すべての科学的証拠に基づき人間は全体として平等ではなく，ある人種は決して文

明化されえないと主張した。英国の政治状況の中で，彼は特にケルトに関して，以下に見るよう

に，師であるノックスの理論を引いて人種論，科学や社会を論じた（Rainger 1978: 64）。ロバー

ト・ノックスは，医師・解剖学者であり，のちに人類学の著作を残した。『人間の諸人種』（The 

Races of Man, 1850）の中で「私にとっては人種，あるいは遺伝的な血統が，全てである。それ

は人間に型を刻み込んでいる」とし，彼は「教条的な人種純粋主義者」（Curtis 1968: 69）であり，

異人種の混血は短命につながると主張した。特にイングランド人，アングロサクソンが最も優れ

ていると考え，ケルト（彼にとってはアイルランドのケルトを指したが）に対して徹底して対立

した。ハントは 1868年の『人類学レヴュー』で，「ケルト人種に関するノックス」（“Knox on 

the Celtic Race”）と題してノックス主義を掲載した（Hunt 1868: 175–191）。その時代状況の課題

からケルト人種への考察が必要とし，ノックスの見解は，時に風刺や偏向もあるかもしれないが，

「全体として健全なものであると信ずる」（Hunt 1868: 175）と述べ紹介した。ケルト人種の範囲

は広く，「フランス人，アイルランド人，スコットランドのハイランド人，ウェールズ人」とし
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ている（Hunt 1868: 176）。フランスとアイルランドを両極端として取り上げ，前者の文明化され

た人間はパリに見つけることができるとし，文学，科学，芸術におけるフランス人の優秀性を讃

えた。しかし，全体の論調としてはイングランドを中心とするアングロサクソンのケルトに対す

る優位性を語った。

　「気候」という自然環境は，「人間の諸人種の多様性を永久的に変化させることには全く影響

を与えない」（Hunt 1868:185） と人種における環境要因を否定した。さらに，社会や政治に関す

る「諸制度を決定づけるのはまさに，人種である」（Hunt 1868: 184）とし，人種固定・決定論を

展開した。「領地，修道院，尼修院，封建制は，どんな人々の特徴をも形成するのではなく，ま

た修正するのでもない。それらは，結果なのだ，原因ではない，…（中略）…それらは人種の特

徴を示すのであり ― それらはその特徴を形成するのではない」（Hunt 1868: 184）と述べた。一

方で，「サクソン」は「憲法に基づいた自由を理解する唯一の人種であり，民主主義的な諸制度

を確立できる唯一の人種である」と主張した （Hunt 1868: 183）。つまり，人種が原因であり，

諸々の社会秩序はその結果であるということになる。科学に基づく人種が社会や政治機構，諸制

度以前に存在し，異なる人種では慎重な統治法が必要とされた。

イングランドにとっての実際にきわめて深刻な問題は，国家として，ケルト人種の三つのセ

クションが今なおその国土に存在することである。つまり，カレドニアンあるいはゲール 

（the Caledonian, or Gael），カムリあるいはウェルシュ（the Cymbri, or Welsh），アイリッ

シュあるいはエルス（Irish, or Erse） である。そして，いかに彼らを統制するかである 

（Hunt 1868: 186）。

　このように，カレドニアであるスコットランド，カムリであるウェールズ，エルスであるアイ

ルランドへのイングランド国家としての適切な統治法を求めた。ノックスは，もし可能ならば，

イングランドの安全性から考えるとルネサンス期のマキャベリの助言に従うべきであるとし，す

なわち，去れという排除論にも走る。当時のフェニアン（Fenian） の暴動など実際危機的な事件

を目前に，イングランドにとっていかに統治するかを人種の傾向から探ろうとした。

　このように，ロンドン人類学協会は形質人類学の興隆を支えながらも当時の政治に深く関わり

を持ったが，一方，1860代は同時に，進化論的思考や人種間混合の事実などにより強烈な批判

も起こりつつあったことも事実である。生物学者であるトマス・ヘンリー・ハクスリー

（Thomas Henry Huxley, 1825–1895）は反論を唱えた。1870年の『人類学レヴュー』誌の人類学

ニュース欄では「政治的民族学に関するハクスリー教授」（Professor Huxley on Political 

Ethnology）と題された講演録（「イングランドの人々の祖先と先人たち」（The Forefathers and 

Forerunners of the English People」）が収められている。ハクスリーは「どんな政治的な力点を

も，ケルトとアングロサクソンの人種間の区別に当然結び付けるべきとする観念」と戦おうとし

たかのようであった （Huxley 1870: 197）。
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　遺伝と環境に関し，「人間の特徴は，ある程度，その人が自分で持って生まれた様々な性向に

依存する，そしてある程度は，その人が受ける様々な環境に依存する。 ― 時に影響力ある一集

団が優位を占め，また時には別の集団が優位を占める」（Huxley 1870: 203）と語る一方，「ここ

数年間，人間の自然史に関心のある科学である民族学は，非常に多く実際的な政治と係わってき

た」（Huxley 1870: 197）とし，特にケルトとチュートンあるいはアングロサクソン人種間の相違

や対立を憂いた。

　そして，歴史的詳細を提示し，ケルトとアングロサクソン両者の相違は言語の相違だけである

とした。

英国と同様アイルランドにおいても，現在のヒト集団は，二つの集団から成り立っていると

いう充分な証拠でもって証明される，一つはケルト語を話す歴史上初期からの人々であり，

他方は，後から侵入してきたチュートン語話者である（Huxley 1870: 201）。

　このようなことから，「科学の問題に関して私の言うことが政治権力を持ついかなる人にも重

要であるとするならば，私はその人に，アングロサクソン人とケルト人の違いについての様々な

議論は，まったくの偽物であり錯覚にすぎないと信じるよう求める」（Huxley 1870: 203）と述べ

た。ハクスリーは，環境要因を支持し，遺伝は認めながらも，人種決定論は否定するとともに，

人種と科学の議論は政治とは無関係であることを強く主張した。このハクスリーの立場を，ベド

ウは「人類学と政治：ケルトとサクソン」（“Anthropology and Politics: Kelts and Saxons”）で要

約し，「…身体的な諸側面において人種の信奉者であると語った。つまり彼は，身長，頭蓋形，

髪と眼の色における相違の遺伝的特徴を認める。しかしもう一方で彼は，精神的あるいは道徳的

（心的）な気質の相違の遺伝的な伝達については幾分懐疑的であるように思われる。全ての出来

事において，彼は政治に関するそのような遺伝的相違の影響を否定する」（Beddoe 1870: 212）。

　ベドウの，形質人類学者たちとの位置関係については，先述の縦糸横糸の論理と同様，微妙で

あり矛盾も見られる。人種間の相違は政治に影響を与えるかどうかに関し，ベドウは，「我々の

ほとんどは，骨相学や人相学の主張を科学とは呼ぶことを許さないとしても，形質的な特徴と，

精神的および道徳的（心的）特徴には，ある一致があることを信ずる」（Beddoe 1870: 212）と

して形質人類学の立場を擁護する。しかし「前者（形質的特徴 ― 筆者注）において平均的なア

イルランド人は平均的なイングランド人と異なっている。したがって我々は，後者（精神道徳的

特徴 ― 筆者注）の観点においても，同様に異なっていることを予期すべきである。そして，実

際，我々はそれが事実であると気づく」（Beddoe 1870: 212） と双方の連関を語る。

　続いてベドウが以下に語る中に，幾ばくかのアンビバランスな言質が捉えられうる。

換言すれば，かなり昔に観察された相違は，現在も相違であり，私が思うに，いまだに存在

している ― つまり，昔のアイルランド詩人が歌ったように，いかに「忍び寄るサクソン人
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はその退屈さにおいて」優れていることか，しかし，ゲール人（ケルト人 ― 筆者注）は美

において，恋愛において」（いかに優れていることか ― 筆者注）。この事実をある程度，形

質的な構成に起因するとすることは道理にかなっている。このような事情であるので，市民

の大きな諸集団の精神的および道徳的（心的）な諸特徴が，必然的に政治の方向に幾分影響

を与えるに違いないと言うことは，不真面目で愚かなことであろうか（Beddoe 1870: 213）。

　すなわち，必ずしもアングロサクソンの優位性だけを語るのではなく，むしろその侵略性を皮

肉るかのようにしつつ，一方で異なる次元としてのケルト性を擁護あるいは賛美しているとも捉

えられる。ベドウの位置として，全体としては，ハント，ノックス，デーヴィスから連なる形質

人類学者の流れとして科学を社会と繋げる志向に同意しながらも，矛盾ではあるが一方で，ハク

スリーとの関連を通して，同時期に英国のケルト周縁地域を評価し始める新しいケルト観の一端

を垣間見ることができうる。それはウェールズをはじめとするケルト文学・文化への評価に見る

文化的卓越性へのまなざしであったのかもしれない。ベドウは，ケルトに関する科学性と社会性

との相関を信じ，その点はハクスリーと異なる見解であったと言えるが，ベドウは，ハントや

ノックスのような無条件的なケルト批判者・差別主義者ではなかったと言える。

　晩年に行われた講演の一つにスコットランドに関するものがある。最終章において「天賦の才

能の多様性」（Beddoe 1912: 189）と表現し，人種的議論を包括するかのようにブリテン諸島の

多様性を語っている。必ずしもアングロサクソンとケルトの二項対立を一面的には論じておらず，

多様性という諸次元を語る用語でもって後続につなげたと言えるかもしれない。

結びに

　本稿で見てきたように，ベドウは，19世紀前半から中盤を経て後半にかけ，議論が繰り広げ

られたヒトの集団をめぐる三つの学術協会すべてに所属し，知見を深めていった。ヒト集団に関

して形質的な特徴など様々な科学性の探求がなされ，また世紀半ばにはダーウィンによる進化論

も渦巻く中，この時代に生きた科学者たちは，ヒト集団の理解や人類起源の探求を続けながら既

存の概念とともに自らの拠り所を求めようとしたかのようである。ベドウは生涯一貫して髪色の

研究調査を行ったが，その拠り所として，結果的に属した三つの協会の特徴をすべて包含してい

る。当初属したロンドン民族学協会では，人道主義的な傾向とともにヒト集団の歴史的な起源を

求め，次にはより自然科学的な志向においてのヒト集団の理解を求めロンドン人類学協会を設立

する他の形質人類学者たちと行動を共にし，これら二者が人類起源をめぐり反目する中，環境要

因や進化主義をも取り入れ，極論を展開する二つの協会をやがて合流に導いた。歴史学者ストッ

キングによれば，当時の詳細の事実を積み上げると，この時代には三つの人類学的な流れが理解

できるとし（「より古い民族的伝統」・「新しく現れる人類学的伝統」・「進化論的な伝統」） 8），そ

して，反目する前二者が合流した時には，その過程で両者固有の極端な主張，博愛主義と人種主

義が次第に削ぎ落とされた，と彼は興味深い示唆をしている（Stocking 1971: 384–386）。まさに
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この示唆の中に「穏やかな物腰」（Stocking 1971: 383）の科学者としてのベドウの重層性を見る

ことができる。

　英国人類学史において，ベドウを始めとする形質人類学者たちの研究は，19世紀前半に新し

い科学としての統合をめざす民族学を主張したプリチャードと，現代につながる「文化」概念を

初めて同世紀後半に提起し人類単一起源説・進化主義に基づき近代人類学を築いたタイラーとの

間の一部を埋めるものである。形質人類学者たちは，ヒト集団への考察の方法として，より自然

科学に近づこうとした。多くの形質人類学者が頭蓋指数や頭蓋形，身長などの計測に従事したの

に対し，ベドウは，髪と眼の色を観察，集計し，それに基づきヒト集団の存在と移動を論じると

いう作業を遂行した。この結果，ケルトの英国内での過去と現在の分布について論究することに

なった。つまり，ヒト集団の主に髪色を捉えメラニン性という科学的指数を編み出した。ベドウ

の後世に残る独自の研究として，同時代のブリテン諸島における様々なヒト集団を詳細に「観

察」してゆきデータから科学指数を示した。そこから導き出されたことは，一つに，歴史的な起

源の探求であり，ブリテン諸島では北東から南西に進むにしたがい指数が増加し，アイルランド

西部やウェールズ渓谷部，スコットランドのハイランドなどいわゆるケルト周縁地域の黒さが明

らかにされ，先住のヒト集団と同定したことである。今一つは，19世紀という同時代の近代工

業化や都市化によって周縁諸地域からの人々の移動をイングランド側から見てブリテン諸島内の

内なる異民として洞察したものであった。また，後半で考察したように，ベドウと他の形質人類

学者との相違点はケルト諸地域をめぐる議論を通して垣間見ることができる。科学と社会という

観点からは，19世紀半ばから後半にかけてアイルランドの暴動が激化する中，ハントは文明化

したイングランドを頂点とする序列化に基づく科学的人種主義に立ち，人種間の知的精神的能力

に差異があるとし，人類多起源説とともに対ケルト地域の主張を強めた。ベトウも科学としての

人種と精神性の一致に同意し，それらを先史のヒト集団として捉えた。しかしながら，ハントら

が気候など環境要因を否定したのに対し，ベドウは独自の縦糸と横糸という論理でもって進化主

義と遺伝的固定要因を折衷させ，他の形質人類学者とは一線を画した。またケルト諸地域に関し

ても一部に芸術や文化における熱情への理解やブリテン諸島の多様性として肯定的に捉えようと

する言質も見られ，矛盾やアンビバランスも一部に内包しつつ，後続の世代の未来につなげた。

謝辞：本研究は，JSPS科研費 JR18K00447の助成を受けたものである。

注

1） ブリテン諸島（the British Isles）とは，近年の英国（ブリテン）史研究の中で，従来のイング
ランド中心主義による歴史ではなく，他の諸地域も含め研究する意を込めて使用されている用
語である。例えば，『オックスフォード ブリテン諸島の歴史』シリーズ全 11巻 慶應義塾大学
出版会 2009–2015（The Short Oxford History of the British Isles <Oxford University Press, 
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1998–2004>が刊行されている。全巻を通して「イングランド一国史観を超えて，ブリテン諸
島諸地域の構造的関係を視野に，政治，経済，社会，文化の変容を描く画期的通史」と紹介さ
れている。また，周縁（peripheral, fringe）という用語は，中心部に対する周縁を意味する社
会科学用語として使用する。なお，本稿においてはベドウの視点を中心に据えるため，生物
学・自然科学的に人間を捉える観点から，より一般的で広範囲な中立的用語であるヒト集団
（human population）を使用する。ただし，文献の中で人種と記載されている個所やその含意
で議論がなされる際にはそのまま記す。

2） フランスでは，1839年にウィリアム・エドワール（William F. Ddwards, 1776–1842）がパリ民
族学協会を設立している（竹沢 2005, 2007）。竹沢はプリチャードとエドワールをとりあげ，
後にタイラーとモーガン（Lewis Henry Morgan, 1818–1881）により始まった近代人類学の前
史として扱っている（竹沢 , 2007）。

3） レツィウスは，頭示数によりヨーロッパを二型（‘dolichocephalic’ type75以下と ‘brachyce-

phalic’ type75以上）に分け，さらに顎の形体を ‘prognathous’ type, ‘orthognathous’ typeに分け
て四象限分類を行った（Stepan 1982: 92）。

4） ここでは歴史的起源に主眼が置かれ，特にアイルランド人とウェールズ人を，「最も純粋なイ
ベリア人」としてのバスク人と比較している。

5） その他，クロマニオン人とアフリカ型人種との類似性の示唆もある（Beddoe 1885: 10）。
6） ジョゼフ・バーナードとデーヴィスとジョン・サーナムは，主にブリテン諸島の頭蓋収集に専
念し，1865年に共同で『クラニア・ブリタニカ（ブリテンの頭蓋） ― ブリテン諸島の先住民
と初期住民の頭蓋の描写と解説』（Crania Britannica ̶ delineations and descriptions of the 

skulls of the aboriginal and early inhabitants of the British Islands）２巻を刊行した。外科医であ
り解剖医であったデーヴィスは，生涯にわたって埋葬塚などから頭蓋と骸骨の収集にあたり
1800以上もの観察を行ったとされる。サーナムは精神科医であったが，デーヴィスと出会い
頭蓋学の研究に転じた。両者は人類の頭蓋形は異なる人種においては変形しえないという原理
に基づき人類多起源説に立ち，主にブリテン諸島の歴史的形成や起源を探求した（Stocking 

1987: 66; Stepan 1982: 100）。
7） アイルランド自治法案は数度にわたり否決され（1886, 1893, 1912），1914年に可決されたが，
世界大戦を挟み 1920年に公布された。グラッドストンは 1868年に政権に就き，アイルランド
関連法を成立させていった。

8） ストッキングによれば，英国のこの時代に三つの人類学的流れが理解できるという（Stocking 

1971: 384）。参考として掲げておこう。一つは，「より古い『民族学的』伝統」であり，「すべ
て人間の集団と一つの固有の起源と関係づける本質的に歴史的な問題の解決において，幅広い
大量のデータ ― 形質，言語，考古学，文化 ― を包含するもの」である。もう一方には，
「新しく現れる『人類学的』伝統」があり，「より狭く形質的で，その中心的問題はダーウィン
以前の比較解剖学の伝統の文脈において人類の種を定義する種類を等級分けする問題」である。
最後は，「『進化論的な』伝統」であり，「ダーウィンの生物学的進化主義の文脈において，先
史の人間の遺物の発見によりもたらされる発展上の問題に関心がある」ものである。すなわち，
「クウェーカー・福音主義のヒューマニズムの背景を持つ古い『民族学者』」，「過激に人種主義
的で，わずかに科学的な『人類学者』」，そして，「神学的に科学的に進み，しかし，その勝利
の科学的な確立に密接に結びついていった」「民族学協会内のダーウィン主義者たち」である，
としている。
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