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日本語教育における SPOC導入の試みと課題

韓　　　蘭　霊 1） 
畢　　　　　楊 
于　　　　　亮 
劉　　　艶　偉 
時　　　春　慧

 〈摘要〉
	 	 为了给非日语母语学习者提供适合的学习资源，增加更多的日语输入和输出的机会，笔者

团队基于现有的教材，自主开发建设开放的教学资源，依托本校的	“日语听说”	课程实施混合

式教学，旨在尝试构建 SPOC 在日语教学中的应用模式，提高学生的日语应用能力，并发现存

在的问题。本文首先介绍了开放教学资源的建设，SPOC 的使用办法，之后面向学生实施调查

问卷，并且对导入 SPOC 和未导入 SPOC 两个年级分别进行了同样内容的国际日语能力测试模拟

N4和模拟 N3。对调查问卷和两次成绩的结果进行分析表明：学生对于 SPOC 教学资源和使用办

法，在实用性，难易度，评价办法，对学习目标的实现以及对传统课堂的辅助方面都给与了高

度评价。导入 SPOC 的年级比未导入 SPOC 年级在听力成绩上有所提高。本研究对 SPOC 在日语

教学的应用方面提供了一个可供参考的方案。

1．SPOCとは
　近年，大学教育において，大規模公開オンライン講座（Massive Open Online Course，略して

MOOCまたはMOOCsという）の活用が広まっている。MOOC（ムーク）またMOOCs（ムー

クス）とは，インターネット上で誰もが無料で受講できる大規模な開かれた講義のことである 2）。

MOOCsにはグローバルMOOCsの edX，Coursera以外に，JMOOC（日本）や KMOOC（韓

国）のような地域別のローカルMOOCsがある（戸田 2016：87）。同時に，中国の諸大学でも，

MOOCを大学改革の重要な一環として認識し，積極的に大学の人材教育モデルの一つとして取

り入れている。自前のMOOC基盤の整備，多大学間連携，企業の技術と資金を取り入れるなど，

多様性に富んだ組織形式を取っている（袁 2015：100）。MOOCで提供している講義のほとんど

は映像による配信を行い，このためのWebサイトをプラットフォーム（以下 PF）と呼んでいる。

中国におけるMOOCの PFは 10種類以上が構築されており，配信している科目は 5000以上に

達している。特に理論型，知識技能型の科目が多い。

　しかし，MOOCはメリットがある反面，デメリットも注目されるようになった。問題点の一

つとして，MOOCを通してオンライン講義だけを受けた学生のテスト合格率が，キャンパスで

授業を受けた学生と比べて低かったという結果が出た 3）。学習効果が低いなどの問題を解決する
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ための方法として，SPOCが提唱されるようになった。SPOC（Small Private Online Course）と

はMOOCが大規模公開であるという性質に対し，「小規模非公開オンライン講座」のことであ

る。質の高いオープン教材（OER：Open Educational Resources。以下 OER ）を学内教育の補

助として取り入れ，限定された学習者を対象に教育のサービスを行う。オンライン学習と対面授

業のそれぞれのメリットを生かし，ブレンド型（オンラインと対面授業を融合した形）の授業を

実現することが可能になった（康 2014：93）。

　杨丽他（2016：57）は SPOCの中身に関して，MOOCにおける OER，技術，手段を利用して，

対面授業を補助する小型オンライン授業のことであると主張している。SPOCで使える講義動画

は，MOOC，公開授業，国家モデル授業の動画，教員自身が作成した動画を含む。著作権法に

違反しない限り，教育上の利用ができる。良質の OERを共有できるように教員が手を加えた上

で，SPOCへの利用が可能である。SPOCの形態はさまざまな教育者の取り組みによって変容し

ており，多様化している。伝統的に語学教育で行われてきた対面教育への補助として利用するこ

ともできるし，反転授業の形式で行うこともできる（徐 2014：20）。

2．問題と目的

　中国の大学における日本語教育の形態は，外国語専門教育としての日本語専攻，一般外国語教

養（高校に引き続き日本語を学習する。現在では通称「大学日語」），第 2外国語としての日本語

教育に分けられる。しかし，近年中日両国の各分野にわたる交流が急増するに伴い，日本語を副

専攻とするコースが多くなりつつある。たとえば，大連理工大学機械学院日語強化班（日本語イ

ンテンシブコース，以下日強班），大連理工大学ソフトウェア学部（以下大工）の日強班はその

中の一つであり，国際的な応用能力を持つ IT人材を養成するのが目標とされている（韓・他

2016：116）。

　本研究の対象者は主専攻がソフトウェア工学で，日本語を副専攻としている大工の日本語学習

者である。そのため，日本語教育における目標や授業内の時間数に関しては，日本語主専門の学

習者や大学日語や第二外国語の学習者とは異なっている。ゼロからスタートし，二年（四学期）

に渡って，合計 300コマ（一コマ 90分）の日本語教育が実施されている。学習目標は JLPT 4） の

N2以上の能力を身につけることである。専攻科目も同時に学習することになるため，日本語を

勉強する時間が少ないが、日本語学習の効果に対する期待値が高い。授業内外の時間をいかに活

用し，学習効果を上げられるかを考える時に，MOOCや SPOCを授業外の補助教育として利用

することが盛んに提唱されるようになっている。また非日本語環境における日本語の学習者には，

自分のレベルにあった十分な量と質のインプットとアウトプットのチャンスが必要だと考えられ

る。今までの OERは理科系科目（化学，生物，物理）や数学，国語等一般教養科目が中心にな

されている（古川他 2016：127）。本稿では，市販の教科書に基づき，OERを自ら開発・構築し，

今までの伝統的な授業法を改善する一案として，「日本語の聴解と会話」という科目で SPOCの
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ブレンド型授業を実践したことについて述べる。授業モデルを構築し，課題を見出すことを目的

とし，その実践の過程と結果を示す。

3．実践概要

　本節では，大工における日本語科目の概要，OERの作成，SPOCの利用方法及び調査結果，

学習成果について説明する。

3.1　日本語科目の概要

　大工では，「総合日本語」と「日本語の聴解と会話」という必修科目を設置している。「総合日

本語」では基礎的な言語知識を教えるが，そこで習った文法・文字・語彙を使いながら，「日本

語の聴解と会話」では，「聞く」と「話す」能力を伸ばし，実践的応用能力を身につけさせると

いう目標を達成するためのカリキュラムが設計されている。一学期は 16週であり，「総合日本

語」は一週間に 3回（一回につき 90分），「聴解と会話」は一週間に 2回のペースで授業が進め

られる。使用する教科書は『新版中日交流標準日本語（初級）』『みんなの日本語聴解タスク（1，

2）』 5） である。この二科目では，伝統的な対面式の授業が行われてきたが，「日本語の聴解と会

話」に SPOCを導入し，実践した。

3.2　SPOCに使う OERの作成

　2015年から上記の教材をベースに，OER の作成を開始した。OERには，教授設計から始め，

課ごとの講義動画，インテンシブ学習のための練習問題，習得した知識の確認と評価のためのテ

ストなどが含まれる。教科書の内容をそのまま使うものもあれば，アレンジしたものもある。ま

た自ら開発した学習材料を活用することもある。この学習材料とは，映像コーパス 6） の中から選

んだワンシーンやインターネットからダウンロードした材料のことである。

　まずは講義動画で使うMicrosoft PowerPoint（以下 PPT）の作成である。メインの教科書は

『新版中日交流標準日本語（初級）』で 48課から構成されている。1課につき二種類の PPT「基

礎編」と「応用編」を作った。聞く力と話す力の両方を高めるためには，目，耳，口，手などを

動員した上での学習活動のデザインが必要だと思われるため，「基礎編」は，文法要点の確認，

基本口頭練習，基本聴解練習，基本視聴練習という構成からなっている。「応用編」では応用口

頭練習，応用聴解練習，応用本文（読解などの学習，応答練習，シャドーイング），応用視聴練

習という構成である。PPTには文字テキスト，画像，音声，映像コーパス 6） から得た映画やドラ

マのワンシーンなどの素材を盛り込んだ。
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表 1　講義動画に使う PPTの構成

毎課

PPT名 構　　　　　成

基礎編 文法要点，基本口頭練習，基本聴解練習，基本視聴練習

応用編
応用口頭練習，応用聴解練習，応用本文（学習，シャドーイング，応答練習），
応用視聴練習

　動画の作成方法は以下の通りである。①スタジオでビデオ撮影，②クロマキー合成，③パソコ

ンの画面を録画するスクリーンキャストというソフトを使用する。そのほかにも動画作成の方法

は様々あるが，本研究では，講義の構成，台本の作成・確認・修正，録画のスタイルの決定など

のステップを踏まえた上で，専門の動画作成会社に依頼した。講義動画は，担当教員が PPTを

用いて，授業を進めたプロセスをスタジオで収録した，それをベースに作ったものである。収録

した映像を編集した後に，教員による確認・修正を経て動画を完成した。一課の動画時間は基礎

編と応用編がそれぞれ 10分～20分となっている。動画の作成会社に講義動画の作成を依頼して

いる間に，教員は各課の内容に合わせてオンラインの宿題とテストの問題を作成した。宿題には

聴解問題と会話問題がある。前者は選択問題で，オンラインで録音を聞いて正解を選ぶ形である

が，後者は，Q&A・会話スキット作り・会話文のまとめなど，授業の内容に合わせて様々な形

式のものを出題した。オンラインテストは選択式の聴解問題である。以上をまとめると，教育

PF（https://cas.gaoxiaobang.com/login）にアップロードするまでの流れは図 1に示している通

りである。

図 1　OER作成の流れ
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3.3　SPOCの利用

　図 1の準備が整った上で，PFの管理部門に依頼し，2016年春学期の開講に合わせてアップ

ロードし，学生が利用できるようにした。本実践で取り扱った内容は 17課から 36課までであり，

SPOCでは約 600分の講義動画，60分の聴解宿題，45分程の口頭宿題を設けた。最初の授業で

は，教員によるオリエンテーションが行われた。オンライン講義動画は授業前の予習としても良

い，授業後の復習として視聴しても良いことにしたが，できるだけ授業前に見てくるように学生

に要求した。また，オンラインの宿題は対面授業の後にしなければならないと決めておき，締め

切り日を設定した。これを過ぎると PFは自動的にクローズするというシステムになっている。

視聴履歴と宿題の完成度は最終成績に入ることを強調した。聴解の宿題はオンラインで聴解問題

を聞いて選択する形であるが，会話の宿題は各自で録音し PFにアップロードすることになって

いる。学習者にはオリエンテーション後に PFにアクセスし，登録することを指示した。

図 2　講義動画例

　評価に関して，形成的評価を使用し，最終的成績は平常点，口頭試験の成績，聴解試験の成績

とオンライン成績の 4つからなっている。平常点（出席，授業中のパフォーマンスなど）は

10％，口頭試験の成績（中間口頭試験と期末口頭試験の平均点数）は 20％，聴解試験の成績

（中間聴解試験の成績と期末聴解試験の成績の平均点数）は 50％，オンラインの成績（講義動画

視聴の成績 10％と宿題の成績 10％）は 20％である。オンラインの成績に関して，視聴履歴と聴

解宿題はシステムにより自動的に評価される。口頭宿題のチェックについては，教員がオンライ

ンで学習者の録音を聞いた上で採点してフィードバックした。
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表 2　形成的評価による成績構成表（満点 100点）

評価項目 平常点
口頭試験成績 聴解試験成績 オンライン成績

中間口頭
試験

期末口頭
試験

中間聴解
試験

期末聴解
試験

講義動画の
視聴

宿題

点数 10点 10点 10点 25点 25点 10点 10点

　対面授業では，講義動画に出ていた内容の理解度を短時間で確認した。学習者の動画視聴やオ

ンラインの宿題の完成によって，教員による新出文法項目の導入などに使用する時間は伝統的な

授業の時より短縮された。時間の短縮によって生まれた時間で，聴解ストラテジーの活用，学習

項目の産出（アウトプット），教員によるフィードバック，さらに教員と学習者，学習者間の相

互行為（インタラクション）の機会を増やし，学習項目の定着及び運用能力，学習意欲の向上を

図った。

表 3　SPOCを使用する際の教員と学習者の役割

オンライン オフライン

教員
学習資料の管理，口頭宿題の評価，質疑
応答，学習への促し

教室活動の設計，インプット素材の教授
と確認，アウトプットへの指導，評価

学習者
講義動画の視聴，宿題（口頭宿題，聴解
宿題と到達度小テスト）の完成，学習へ
のフィードバック

学習材料のインプット，アウトプット，
タスクの完成

3.4 　SPOCに関する調査の概要

　本実践の授業は（全部で 32回）「日本語の聴解と会話（二）」科目で，実施時間は 2016年 3月

から 2016年 7月であった。その後，学習者に SPOCに関するアンケート調査を以下に示す方法

で匿名で実施した。

　調査対象：130人の大工の学習者（うち，実質有効なものは 95人分）。

　調査方法：アンケート調査を（http://survey.dlut.edu.cn/user/）PFにアップロードし，学習

者に答えさせた。

　調査形式：SPOCの導入によるブレンド型の授業に関する質問が 25問，PFに関する質問が 3

問，選択式の調査質問は合計 28問である。また，SPOCと PFに関する意見など自由回答の質

問を 3問設けた。本稿では，28問中次に示す 1）～10）の 10項目について意見を紹介する。

 1 ）SPOCを取り入れた授業への満足度

 2 ）OERの難しさ

 3 ）OERが果たす役割
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 4 ）OERが四技能「聞く」「話す」「読む」「書く」への役割

 5 ）講義動画の面白さ

 6 ）OERの授業内学習への補助効果

 7 ）講義動画における各項目への評価

 8 ）口頭宿題の方法

 9 ）講義動画の視聴タイミング

10）評価法

　次に学習成果（到達度）の分析では，JLPTの模擬テスト N4と N3の二回の成績において，

SPOCを導入した学年と導入しなかった学年で，有意差が見られるかどうかの分散分析を行った。

3.5　SPOCの導入に関する調査結果

　SPOCを導入した授業に対する満足度は 86％に達した。難易度に関しては，適切だと思った

学習者が 59％を占めている。役立ったかどうかという質問に対しては，80％の学習者は日本語

能力が向上したと回答している。その中で，聴解能力の向上に役立ったと答えた学習者が 82％。

講義動画の面白さに関して，「非常に面白い」と回答したのは 17％，「わりと面白い」は 32％，

「普通だ」は 45％であり，積極的な回答は 92％である。SPOCは授業内学習への補助効果がある

と思った学習者は約 72％を占めている。

　動画講義における項目の中で，一番好評だったのは「視聴練習」で，その次は「聴解練習」で

ある。評価が普通だったのは「文法要点」と「口頭練習」で，不評なのが「応用本文」である。

口頭宿題をする際に，他人の協力を借りなくても，一人で完成できる学習者は 35％いた。口頭

宿題の点数だけではなく，各個人の改善すべきところを知るため，教員からのフィードバックが

ほしいという声が 88％の学習者からあった。

　講義動画の視聴タイミングとして，約 70％の学習者はいつも対面授業前に予習として見るが，

30％の学習者は復習として見ることが分かった。事前に統一したきまりを設けなかったため，学

習効果の格差が出る原因の一つになったと言える。

　オンライン授業の成績が最終成績の 20％を占めるという評価の仕方について，合理的だと回

答した学習者は 90％であり，最終成績に満足していることがわかる。しかし，自由記述では，

「たくさんの時間をかけてオンラインの内容を勉強したので，評価の比率をもっと高くしてほし

い」という声もあった。
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3.6　講義動画の視聴率

表 4　講義動画の視聴率

講義動画の視聴率 人数 比率

90％-100％ 116 89.23％

80％-90％ 3 2.31％

70％-80％ 4 3.08％

60％-70％ 1 0.77％

30％-60％ 4 3.08％

0％-30％ 2 1.54％

合計 130 100％

　近年ブレンド型授業を取り入れた教育実践は多く見られるようなったが、動画の視聴率につい

て言及した先行研究は管見の限り以下の 3件のみである。古川他（2016：132）は日本語教育に

おける文法教育において二つの反転授業の実践を行い，それぞれを実践①と実践②と呼んだ。実

践①では講義動画の視聴を予習として課し，授業ではその講義動画の説明を理解したかを質問等

で確認しながら従来と同様に授業を進めた。実践②では講義動画視聴を加え練習問題と文作成の

課題を課し，授業では練習問題の確認から始め，理解の確認中心の説明を行った後文作成につい

てのフィードバックをした。講義動画の視聴率について，実践①では 69％，実践②では 85％で

ある。西屋他（2014：110）では，医学科の学部教育において反転授業を導入し，アンケートを

実施した結果，67％の学生が視聴したと報告している。また，小松（2014：46）では，情報リテ

ラシー科目において反転授業を実施した結果，動画視聴率は平均 75％である。このような結果

に対し，本実践では，約 90％になっている。このような高視聴率は以下の教員側の働きかけに

よるものだと推測される。①オリエンテーションの際に，講義動画の視聴率が最終成績に反映さ

れることを明示した，②オンラインでも宿題提出の締め切りについての通知が定期的に流された，

③教員が授業期間中随時このことを注意喚起した，④視聴率が低い学習者に個別に声をかけた。

3.7　学習成果の分析

　学習成果の分析として，SPOCを導入した学年 2015級 7） と未導入の学年 2014級の JLPT模擬

テスト（聴解）における結果を比較した。比較した対象は二つの学年における模擬テスト N4と

N3の成績である。二つの学年で使った問題は同じであり，満点を 100点とした。実施方法も同

様で，模擬テスト N4は春学期が開始したばかりのころで，模擬テスト N3は初級学習が終わっ

たころである。以下の表 5及び表 6はそれぞれの平均点，中央値，標準偏差を表したものである。

N4では，未導入学年のほうがこの三項目においていずれも高かった。両者の間に有意差がな

かった（F = 0.248　p = 0.6186）。しかし，実践後の N3では，未導入の学年に比べて，導入した

学年は平均点，中央値，標準偏差ともに上回った。
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表 5　模擬テスト N4（聴解）の結果概要

学習者（n） 平均点 中央値 標準偏差（SD）

未導入 2014級（126） 72.96 75 15.385

導入 2015級（130） 71.96 72 16.513

表 6　模擬テスト N3（聴解）の結果概要

学習者（n） 平均点 中央値 標準偏差（SD）

未導入 2014級（119） 49.84 48 10.718

導入 2015級（121） 53.41 52.5 13.997

　実践後，N3では二つの学年における有意差が見られるかどうか，相関分析を行った。その結

果，有意差が確認された［F = 4.877，P = 0.0282（P < 0.05）］。したがって，効果の差が明らかに

出ていることがわかる。この結果から，SPOCの導入によって聴解学習における効果が上がった

と考えられる。

4．考察

　以上の調査結果から，本研究で実践した SPOCの導入は，実用性，難易度，学習目標の実現，

授業効果，評価方法などの面において，学習者から高く評価されたことがわかった。学習効果が

上がったことも明らかになった。講義動画と宿題に取り組む学生の姿勢から見れば，積極的に取

り組む学習者が多く，SPOCの導入は良い結果となり，今後も続けていく計画である。600分の

講義動画，60分の聴解宿題，45分程の口頭宿題を十分に利用すれば，授業外における学習時間

は増加することになっただろう。インプットとアウトプットの時間もチャンスも従来より多く

なって，定着度が高くなり，日本語を聞く能力および話す能力の向上につながったと，本実践研

究の担当教員は認識している。

　最後にいくつかの結果について分析した上，それに対する工夫と対策を紹介する。

　講義動画の 5つの項目では，「視聴練習」が最も好評で，「応用本文」が不評だったと前述した

が，「視聴練習」とは，筆者らが自ら開発した映像コーパスから切り取った 5分以内のワンシー

ンである。ワンシーンのセリフには文法要点が含まれており，学習者は視覚と聴覚を用い，言語

情報だけではなく，動作，服装，表情などの非言語情報を観察することができ，理解しやすいと

いう利点があるからであろう。このようなマルチモーダルラーニングを通して，学習者の学習意

欲を上げ，知識理解を促進することができると考えられる。今後，教育効果が上がるように，視

聴材料を生かした授業を設け，学習目標に合った視聴資料を学習者により豊富に提供していきた

い。「応用本文」が不評だった原因を検討すると，ほぼ同様の内容が教科書に載っていて，対面

授業でも説明しているので，新鮮味，面白さがなくなったのではないかと考えられる。この項目
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は主に授業内で，ついていけない学習者のために，繰り返し見ることができる目的でデザインし

たものであるため，大半の学習者から不評だった理由も当然と思われる。今後は，教科書の内容

を利用する際にも，学習者の興味を引き，学習の効率アップをはかると同時に，面白さをも感じ

させる授業設計について考えなければならない。

　口頭宿題をするには，答えを録音し，PFにアップロードするという形式で提出することに

なっている。録音が順調に完成できるように，繰り返し練習する必要がある。一人で完成できる

学習者はおよそ 35％，教員や同級生からの協力が必要だという学習者は約三分の二であった。

この結果から，習った内容を活用し，順調に話すことができるようになるのは易しいことではな

いとわかった。教員や同級生に教えてもらうのは問題を解決するいい方法に違いない。習ったこ

とを生かして使うという意識を持たせ，実際に勇気を出して話すというのがこのオンラインによ

る口頭宿題を設ける目的である。従って，学習者に話すことへの自信と達成感を持たせ，学生同

士が協力を求めるピア学習が達成されたことに意義がある。

　また教員からの助けが欲しいという学習者がおり，リアルタイムでサポートできる方法を考え

なければならない。口頭宿題のコメント欄にフィードバックを書いて欲しいという声もあった。

不特定多数の学習者に対して，教員がどのように対応するのかは課題である。現実に，筆者らが

口頭宿題をチェックするには，一つひとつ録音したものを聞かなければならなかった。一クラス

に学生が 25人程おり，教員一人が 1クラスを担当する場合，学生が一人当たり一学期で提出す

る録音は 45分で計算すれば，教員が 19時間ほどの録音を聞くことになり，かなり大きな負担に

なっている。負担を軽減する対策として，筆者らが実践した方法としては，口頭宿題の問題点の

いくつかをメモして，学習者共通の問題点をまとめて対面授業で説明したり，個人的な問題点は

口頭で個人に伝えたりするという方法をとったことである。教員が学生に対し，リアルタイムで

フィードバックをするより，多少の時間差が出るが，オンラインのコメント欄に打ち込む手間が

省けた。

5．まとめと今後の課題

　MOOCの普及に伴って，言語学習は時間と場所に制限されず，いつでもどこでもできる。し

かし，自分のレベルに合った OERを選ぶとき，却って迷ったり困ったりする人も少なくない。

SPOCは限定された範囲で，学習者のレベルに適している材料が提供され，色々な形で利用がで

き，OERは予習や復習として，いつでも繰り返し見られ，自分のペースに合わせて必要なとこ

ろだけを勉強すればいいという形になっているため，利用しやすい。

　本稿では，SPOCを副専攻の日本語学習に導入した実践報告を行い，その成果を考察した。オ

リジナルの OERを作成し，「日本語の聴解と会話」という科目に導入し，オンラインと対面の

ブレンド型授業を一学期間に渡って試みた。学習者は日本語の動画視聴により学習項目をイン

プットし，チェック可能な聴解宿題とアウトプットの口頭宿題に取り組んだ。さらに，オンライ
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ン学習が評価システムに取り入れられることにより，学習を促進することができ，学習効果を高

めることができた。アンケート調査及び分析を行い，SPOCと利用方法はその実用性，OERの

難易度，学習目標の実現，対面型授業との連動，評価方法などの面から，学習者に高く評価され

ており，有効に機能していたことが明らかになった。また，SPOC導入と未導入の学年における

聴解の成績を比較した結果，本実践の成果を確認することができた。しかし，学習者の学習動機

が高くなるかどうか，そして学習効果が継続するかに関して，SPOC導入がどのような有効性を

持つか，実践を重ねた上で検証しなければならない。さらに，SPOCの導入によって，授業内に

おける有効なアウトプットの機会を提供する方法についても今後の課題としたい。

注

1） 執筆者は 2018年度外国人研究員として京都外国語大学国際言語平和研究所に一年間所属して
いる。本稿は京都外国語大学の先生方のご指導をいただいた上で完成したものである。

2） https://ja.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_courseを参照
3） https://tech.nikkeibp.co.jp/it/pc/article/column/20130827/1102686/を参照
4） 日本語能力試験（英語 : Japanese Language Proficiency Test，略称 JLPT，日能試）は，公益財
団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催の，日本語を母語としない人
を対象に日本語能力を認定する検定試験である。最上級の N1から最下級の N5まで 5段階の
レベルがある。https://www.jlpt.jp/about/levelsummary.htmlを参照。

5） 『新版中日交流標準日本語（初級）』は，2006年に中国人民教育出版社と日本光村図書出版株
式会社が共同で出版した教科書で，中国では幅広く使われている。『みんなの日本語聴解タス
ク』は，中国では外語教学与研究出版社によって発行されおり，『大家的日語聴力入門』とい
う中国語名で使われている。

6） 筆者らが所属している大工で開発された，日本のテレビ・ドラマが 50部ほど盛り込まれた
コーパスのことである。このコーパスシステムでは，中国語と日本語の字幕付きで，キーワー
ド検索によってワンシーンを見ることができる。大工では教育研究のみに使用されている。

7） 中国では，大学生が入学した年に学年の名称を付けることになっている。2015級とは 2015年
に入学した学生たちが所属している学年である。
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交換的正義概念の系譜におけるキケロとトマスの影響力

伊多波　宗　周

 〈Résumé〉
  Cet article est la deuxième partie d’un essai philosophique qui a pour but d’élairer la 

généalogie de la notion « justice commutative » dans l’histoire de la philosophie occidentale. 

Dans notre article précédent, nous avons vu la structure du discours sur la justice particulière 

d’Aristote dans L’Éthique à Nicomaque. Notre tâche principale ici est de savoir comment 

Thomas d’Aquin a fait la dichotomie de la justice particulière, qui a exercé une grande influ-

ence sur des philosophes ultérieurs. Or, les questions sur la justice de Summa Theologiae de 

saint Thomas repose non seulement sur L’Éthique mais aussi sur des discussions de Cicéron 

au sujet de l’obligation et de la nécessité. Par conséquent, nous en examinons d’abord.

  Dans la première section, nous présentons notre but en mentionnant l’histoire de la philos-

ophie greque et romaine après Aristote. Ensuite, dans la deuxième section, nous précisons la 

composition de De Officiis de Cicéron à trois points de vue et aboutissons à la conclusion que la 

justice ou la fidélité qui se fonde sur la loi naturelle est la condition nécessaire pour maintenir 

des communautés à plusieurs niveaux, tandis que des attentions à la dignité et la nécessité 

d’une personne sont des conditions suffisantes.

  Dans la troisième section, après avoir constaté l’importance du « bien commun » chez 

saint Thomas, nous voyons des « ordres » de la justice dans II-2 de Summa. Il appelle la justice 

qui gouverne la relation entre les partiels « justice commutative ». En précisant la différence 

entre Aristote et notre auteur, nous examinons des questions relatives à la « justice commuta-

tive » et la nécessité en comparaison de la pensée de Cicéron. Nous y voyons la supérioirité de 

la totalité « close » sur des transactions partielles. Finalement, dans la quatrième section, nous 

écrivons la conclusion et notre perspective à la suite.

1．はじめに

1-1　アリストテレスの交換的正義論と本稿の問い

　本稿は，交換的正義概念の系譜におけるトマス・アクィナスの位置付けを明らかにすること，

それに先立つ必要作業としてキケロの位置付けをも明らかにすることを目的とする。トマスは，

アリストテレス『ニコマコス倫理学』（以下，『倫理学』）における部分的正義の議論を踏まえ，

『神学大全』第Ⅱ- 2部において，配分的正義と交換的正義の二分法を提示した。部分的正義は，

はっきりと二つの概念へと整理され，そこには，『倫理学』の議論に関して起きた，部分的正義

は二種類か三種類かという論争が生じる余地はない。

　ここでは，まず，アリストテレスの交換的正義論について手短に整理して本稿の前提となる問
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いを明示し（1-1），トマスの前史としてキケロの議論を参照する必要性について，ローマ法にも

触れながら述べ（1-2），本稿の，より明確化された目的と展開を述べる（1-3）。

　アリストテレスの議論を本稿は次のように捉える（以下 3段落，伊多波［2018］）。まず，『倫

理学』第 5巻で，他者との関係での公平という中間性を志向する「人柄の徳」たる部分的正義は

二つに分けられた。幾何学的比例を原理とし，各人の価値に応じた配分を旨とする配分的正義と，

算術的比例を原理とし，当事者間で生じた損害・利得を，公平な状態へと回復する矯正的正義で

ある。部分的正義の原理
4 4

は，いま挙げた二つに限られる。前者は，問題とされる価値が何であれ，

何らかの価値が基準であると見なされている限り成り立つ正義であり，後者も，各人の価値を度

外視して，損害と利得の均等化を目指す正義であるゆえ，ともに，形式的な正義と捉えられる。

　Englard［2009］が，「アリストテレスの正義への形式的アプローチと反対に，トマス・アクィ

ナスは，実践的人間理性に基礎を置き，共通善へと方向付けられた実質的正義概念を導入した」

という見立てを支持する（Englard［2009］，15 n.54）のは正しい。だが，アリストテレスは，

二つの正義を定位したのち，固有の原理をもつわけではない「第三の正義」としての交換的正義

（応報における正義）を論じる。それは，「必要」を媒介とするものであるがゆえ，アリストテレ

スが概念成立に実質性が伴われる正義をも提示したと考えることもできる。

　必要の代理表象とされた貨幣は，「商人術」によって必要の有限性を超え，無限増殖的となる。

とりわけ海外貿易をめぐって，『政治学』では，そのような逸脱的な交換が批判される。だが，

アリストテレスの思想自体からは離れて，貨幣を使用する人々の全体性は，友愛の共同体＝ポリ

スの全体性を超えるとも捉えられる。そのとき，「人柄の徳」としての正義に基づく公平性が，

貨幣使用の全体性の枠内でも意味を持つ可能性が考えられうる。すると，配分的正義が，共同体

という閉じた全体性における特定の価値に基づいたものであるのに対し，交換的正義は，必要・

貨幣に媒介されて漸次的に広がる全体性へと開かれた概念だと思考を展開することもできる。さ

らに，近代以降，ロールズに至る議論において，「必要（needs）」に基づく配分的正義が問題と

される後史を鑑みるならば，配分的正義と交換的正義は，必要と全体性をつなぐ二つの正義と捉

えられるようになるという見通しも成り立ち，それゆえ回復の論理と目される矯正的正義の地位

が失われたと見立てることも可能である 1）。

　だが，歴史的に見れば，配分的正義と交換的正義の対を提示したのは，近代的な必要概念が登

場する遥か以前，本稿で論じるトマスにおいてである。トマスは，共同体＝「全体」に対する

「部分」である私的人格へと「秩序づけられる」ものとしての部分的正義（特殊的正義）を二つ

に分ける。全体の部分に対する関係を導くのが配分的正義（justitia distributiva）であり，部分同

士の関係を導くのが交換的正義（justitia commutativa）である（II-2, Q61.1）。こうして，アリス

トテレスにおける矯正的正義と応報の正義（交換的正義）とは，いずれも部分同士の関係を導く

と見なせるので，基本的に「交換的正義」へと括られるのだ。本稿の問いは，この二分法の成り

立ちを，広義の必要概念との関係をも明確にしつつ，明らかにすることに存する。
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1-2　トマスの前史としてのキケロの重要性

　アリストテレス以降の正義論において，ストア派に始まる哲学的義務論の展開は，トマス読解

の前提として押さえるべきものである。なかでも，キケロの『義務について』（B.C.44）は，ト

マスのみならず，その後史である近世のグロティウス等における自然法論の展開，さらにはスミ

スやカントにまで影響を及ぼしたものとして重要である。Fleischacker［2004］は，「キケロは

アリストテレスの正義についての議論を明示的には論じていないが，後代において，交換的正義

と配分的正義の区別と比肩するものと見なされる区別を導入した」（Fleischacker［2004］，20）

と述べ，キケロによる正義と慈善の区別の哲学史的意義を強調する。もちろん，トマスの議論は，

大きくアリストテレスの枠組みに規定される（cf.Fleischacker［2004］，21）。だが，本稿の問い

に関わる必要概念との関連において，キケロを無視することはできない。たとえば，キケロが

「恩義に報いることよりも緊要な（necessarius）義務は存在しない」（I.47）と述べるとき，明確

に必要＝必然性の概念が意識されている 2）。トマスは，『神学大全』の正義論において，キケロ

の提示した「必要」をめぐる具体的な問題を引用しつつ，自らの考えを明確化するのである。

　「全体性」をめぐる観点からも，キケロの議論は重要である。Johnston［2011］は，アリスト

テレスの正義論が，基本的に政治共同体における正義という限界を有していたと述べ，自然的で

人類共通のものとしての正義を論じたキケロの『法律について』に「思想上の注目すべき方向転

換」を見出す（Johnston［2011］，94-95）。さらに，この考え方が，『学説彙纂』（Digesta）を頂

点とするローマ帝国における思想上の運動，中世におけるその復権，自然法および自然権の伝統

を通じて，近世・近代における普遍的正義の考えに流れ行くとする（Johnston［2011］，96-98） 3）。

　とはいえ，D’Entrèves［1951］の古典的研究において，すでに，この種の連続的な見方は批判

されている。ローマ法は「実用主義」と捉えるべきもので，だからこそ，トマスの哲学的自然法

論の重要性が際立つという論である（D’Entrèves［1951］，25-34）。加えて言えば，ローマ法に

おける正義の定義自体からしても，この種の連続的見方は批判されるべきである。

　その定義とは，6世紀にユスティニアヌス帝の命により編纂された『ローマ法大全』として知

られる法典のうちの一つである『学説彙纂』に，ウルピアヌス（2C-3C）の学説として書かれた，

「正義とは，各人にその権利（ius）を帰属させようとする恒常的で永続的な意志である」という

ものである（cf. Englard［2009］，13）。周知のように，この定義は極めて強い影響力をもち，ト

マス（II-2, Q.58.1）はもちろん，近世・近代の正義論においてもほとんど必ず言及される。定義

中の「帰属させる」の原語は，tribuoであり，「配分する」とも訳しうる語である 4）。少なくとも

18世紀に至るまで，正義論において配分的正義の優位が基本論調となることの最大の要因の一

つはここにある。

　他方，キケロにおいて顕著なのは，相互性に基づく正義・慈善，「信義違わぬこと」をめぐる

義務の観点であり，これは，自然法の発想と緊密に結びついて提示されたものである。たしかに，

キケロにおいて，普遍主義的な議論がなされるとはいえ，少なくとも『義務について』における

正義は，平等な人間たちの濃淡なき全世界的正義の提示に尽きるものではなく，ましてや配分の
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用語のみで語れるようなものではない。そのことを念頭に，キケロの議論の内実を明らかにし，

トマスとの距離を見ることが，交換的正義概念の系譜上，不可欠な作業であると言えるだろう。

1-3　本稿の目的と展開

　第 2節以降の目的は，次のように明確化することができる。まず，正義論の歴史におけるキケ

ロの意義について，義務の観点から整理し（2-1），普遍的正義の構想と「信義」の関係を明らか

にすること（2-2），トマスにつながる論点として，必要をめぐる議論を「慈善」の議論を参照し

つつ整理すること（2-3）。ついで，トマスの正義論について，まず，トマスの思想の前提として

の共通善思想を確認すること（3-1），『神学大全』において正義がどのような枠組みのもとで論

じられたかを明らかにしたのち（3-2），配分的正義と交換的正義の区分の実質を見て（3-3），矯

正的正義の帰趨を確認し（3-4），本稿の関心である交換的正義について，どのような具体的な問

題が論じられ，解決されているかを探り，必要概念をめぐる議論との関連を明らかにすること

（3-5）である。最後に，結論と得られた問いを述べる（4）。

2．キケロの正義論

2-1　義務論としての正義論

　キケロ『義務について』の主題は，日常生活における実践的な「諸規則のうちに現れる」もの

としての義務（officium）であり，「善の究極と関わる」ものではない（I.7）。当該の義務の源泉

となる徳性（honestum）・美徳（virtus）を構成するものには四つがある。第一は，真理の認

識・運用，第二以下は，「人間社会の維持，すなわち，各人にその務めを割り当て，信義違わず
4 4 4 4 4

それを遂行すること」（強調は伊多波），勇気，節度・節制に立脚した行為・言動における秩序・

限度である（I.15）。後者三つは，実生活の基盤の形成・維持を課題とする（I.17）。その中で，

最も適用範囲が広いものが，第二のもの，すなわち，本稿の考察対象であり，正義と慈善の二種

が含まれる。「正義にこそ美徳の最も大きな輝きが」あり，慈善は「正義と連携した」ものであ

る（I.20）。ここで，「連携」が語られることに注意しよう。義務概念との関係でいっても，両者

は義務的／非義務的という単純な区別で捉えられてはいない（2-3で詳述）。

　同書第 1巻において，正義は基本的に，配分／矯正の用語で語られる。ただし，それは，アリ

ストテレスの議論に完全に収まるものではないし，また重要なこととして，正義の「基盤」とし

てローマ的「信義（fides）」の理念が示されている（I.23）。それぞれ確認しよう。

　キケロは述べる。正義の第一の義務は，不当な攻撃を受けたのでないかぎり，人が他人を害す

ることのないようにすること，および，公共のものは公共のために，私的なものは，自分のため

に使用するようにすることにある（I.20）。後者は，「公共の利便を守る」（I.31）とも要約される。

前者は，内容的にはアリストテレスの矯正的正義の議論と重なる。だが，形式的には大きく異な

る。アリストテレスは，生じた損害・利得を矯正する裁判官の「人柄の徳」のあり方として，キ
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ケロは，当事者の義務として語るからだ。キケロにおいて，不当な攻撃を受けた場合の応報
4 4

が認

められるようにも読め，アリストテレスの配分／矯正の枠組みは維持されていない。

　後者に関連して，キケロは，慈善において必要な配慮を示す文脈で，慈善を受ける人の「価値

（dignitas）」に応じて慈善がなされるべきだと述べる。この語は，アリストテレスの「価値

（ἀξία）」の訳語として，トマスも用いることになる語である（3-3参照）。ここで示される「配

慮」は，「正義の根本」であるとさえ述べられ，慈善はすべて，そうした正義の基準に従うべき

であると述べられる（I.42）。公共のものは公共に，私的なものは私的に，という記述が，公と

私への配分の原則であるのに対し，そこで示されるのは，私的やりとりの原則と捉えられる。

　キケロは，まず，公的なものは公的，私的なものは私的なものとして配分する正義を挙げ，つ

いで，私的なものを善意によって相互にやり取りする慈善において，それが，「正義と連携」し，

配分的正義の原理が働くべきとする。アリストテレスの交換における正義は，個人間の「必要」

に基づき，事前に定められた事物の比例関係で交換されることに尽きていた。キケロは，水平的

な関係性を義務の観点から語るに際しても，配分の用語を使う。個別の関係性にも
4 4 4 4 4 4 4 4

，配分の考え
4 4 4 4 4

方が介入する
4 4 4 4 4 4

のだ。これは，たしかに，ローマ法の定義に通じていくものと考えられる。

　鍵となるのは，「自然」の概念である。キケロにおいて，義務の概念は，自然との関係におい

て発生すると捉えられる。アリストテレスの部分的正義論が（少なくともその議論においては），

形式的な傾向性を強くもったのに対し，キケロにおいては，自然の秩序との整合性が正義のあり

方を決定する。それゆえ，義務論として正義論が展開するのだ。重要なのは，自然的秩序の想定

と同時に
4 4 4

，相互的な信義の概念が正義を支えるものとして提示されることである。

　正義の基盤としての信義が示される理路を見よう。キケロは，私的所有について，自然におい

て公共的であったものが，たまたま（自然によってでなく）個人の所有になったものであり，そ

れを保持するのはよいが，他者のものまで我が物にしようとすれば，人間社会の法（ius 

humanae societatis）を犯すことになると述べる（I.21）。つづいて，プラトンとストア派の考え

が紹介され，後者を踏まえて，地上のあらゆるものが人間の使用のために生み出されたこと，人

間が相互に助け合えること，その際に「自然の導き手にしたがうべき」ことが述べられ，公益

（communes utilitates）に資するべく，「義務の交換（mutatione officiorum） 5）」，技術等の提供し

合いにより，社会の紐帯をより強くしなければならないという義務が述べられる（I.22）。こう

して，正義の基盤が信義であると述べられ，約束・同意を守らねばならないという義務が明示さ

れる（I.23）。議論の支点は，相互的な義務が
4 4 4 4 4 4 4

，自然を導き手として
4 4 4 4 4 4 4 4 4

，公益と結びつけられる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

点

である。キケロの関心は，単に，公的なものを公的に，私的なものを私的に配分しておくという

静的事態，また，私的なものをめぐる実定法上の違反を避ける義務だけでなく，私的なものと公

的なものをめぐる動的事態
4 4 4 4

に向かっていると考えることができるだろう。

2-2　普遍的正義をめぐって ― 信義と自然法 ―

　「信義」を重視し，相互性の領域が大幅に拡張されていることから，相互性に基づく正義の系
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譜において，キケロが際立つ存在であるのは間違いない。だが，相互的な信義だけからは，「公

共のものを公共のものとして」という発想は生じえない。また，個別者間の関係において，相手

の「価値」が問題になることは，それが単に任意の私的契約の関係ではないことを示している。

義務が状況により変化し，場合によっては，約束・合意が履行されることが不利益になることも

ありうると述べられるのは（I.32），相互的な関係性における正義が絶対視されているわけでは

ないことの証左である 6）。相互性に基づく交換的事態を義務に適ったものとする前提に，自然的

秩序が置かれる。相互性の強調が，人間社会の外部の強調と同時になされることにこそキケロの

重要性があり，これはカントにまで響く洞察であると言うことができる。

　たしかに，アリストテレスも，相互的な交換の正義がポリスの維持に繋がると述べていたが，

その目的にとってより重要なのは「友愛」だとされた（『倫理学』第 8巻第 1章）。対してキケロ

は，「信義」に基づく正義にこそ社会秩序維持にとっての第一義的重要性を見出す。そして，こ

の「信義」は，アリストテレスの「友愛」とは異なり，政治共同体を超える普遍性を帯びたもの

として描かれる。キケロは，不正をした人々に対しても守らねばならない義務（I.33）につづき，

戦争の正義について述べる（I.34）。そして，個人がある状況で敵と約束してしまったことにお

いても，「信義」を守らねばならないこと（I.39） 7），補足的に，奴隷を含めて，どんなに地位の

低い人に対しても正義は守られるべきであることが述べられる（I.41）。だが，人間の生来的平

等の発想が先立ち，普遍的正義が述べられるのではなく，自然的秩序を背景とした相互的信義の

文脈で語られる。いわば，ポリス的枠組みを，自然の方向および，個別者間の方向へと，二重に
4 4 4

開いて
4 4 4

，両者を結びつけるのだ。『義務について』第 2巻および第 3巻の記述を見よう。

　信頼を形作るには，英知よりも正義の方が大きな力をもつ（II.34）。栄光獲得は正義によって

達成されるし（II.38），売買や貸借などの商契約の事業達成にも正義が必要である。そのような

正義の力は，「山賊」においてさえ有効で，略奪物の公平な分配は山賊の法律と呼ぶことができ

る。そうであるなら，法治国家においては，なおさら正義の力は強い（II.40）。キケロはこのよ

うに述べて，法治の発生を正義と結びつける。「裁きの公平性」が，最初，人物へと結びつけら

れ，王が生まれたのと同じく，法に結びつけられるようになったのが法治である，と（II.41-42）。

これら第 2巻の議論は，正義の普遍性をめぐる記述だが，第 3巻では，これが自然的秩序へと結

びつけられる。自らの論じている義務が，賢人に限定されず，「全人類が共有する義務」である

と述べられる（III.14-15）。「自然の摂理」の優位が指摘される箇所を見よう。

人が他人からものを奪い取り，他人の不利益によって自分の利益を増やすことは自然に反す

る。それは死や貧窮や苦痛や，そのほか身体あるいは体以外の所有物に起こりうることのな

ににもまして自然に反する。なぜなら，それはまず第一に人間の共生と社会を破壊するから

である。［…］われわれ一人一人には生活必需品の確保を他人のためよりもまず自分のため

に望んでよいことが認められており，これは自然に反しない。それに対し，他人からの略奪

物によってわれわれの資力，資産，財産を大きくすることを自然は許さない。
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実に自然，つまり，万民法のみならず，［…］各国民の法律もまた同様に定め置いているこ

とがある。それは，自身の利益のために他人に害を加えることは許されないということであ

る。実際，法律が目的として望むのは，まさに市民の団結が無事に保たれることである。

［…］しかし，それにもましてこのことをよりよく実現させるのは他ならぬ自然の摂理であ

る。それは神々と人間の法律であり，これに従うことを欲する者は，他人のものに触手を伸

ばし，他人から奪い取ったものを自分のものに加えるような所行を決してしないだろう。

［…］できることなら，全人類を保護し助けるためにはいかに大きな労苦や困難も引き受け

る，つまり，かのヘーラクレースに倣うことが自然に即している。（III.21-25）

　そうして，「各個人に有益なものとすべての人々にあまねく有益なものとが同じであるように

する」ことを目指すべきで，それが自然に即しており，「われわれはみな自然という同じ一つの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

法律
4 4

の上に存立している」のだと明言される（III.26-27，強調は伊多波）。それゆえ，自分の利

益のために親兄弟からは奪わないが，他の市民は別だと主張する者，同胞市民には配慮するが，

他国人は別だと主張する者は，それぞれ，市民社会の全体，全人類共通の社会を引き裂く者と捉

えられる。社会の紐帯は，自分の利益のために他人から奪うことこそ自然に最も反すると見なす

ことに存する（III.28）。このように見なして相互の信義を守ることこそが，正義なのである。

「正義こそ唯一すべての美徳の君主であり女王である」（III.28）。キケロは，同巻の終わり近くで

も，「信義の結束を守る絆としての誓約」を強調し，ローマの内部では，かつてより十二表法と

神聖法に，「敵とでも信義の契りがあること」については条約に示されていると強調する

（III.111）。このように，共同体を超えた普遍的な相互的信義が自然法として示される。

　この文脈において，トマスが後に引用することになる問題群が登場する（3-5参照）。徳性と

衝突するような有益性はないという主張に関する二つの「良識ある人物を想定した」事例である。

一つは，大量の穀物を輸送した穀物商の事例である。輸入先では，備蓄不足と飢饉のため，穀物

の市価が極端に高騰していた。だが，その商人は，多くの商人もまた輸送中であることを知って

いる。これを告げるべきか（III.50）。もう一つは家の売り手の事例である。自分の家を欠陥があ

るゆえに売りたがっている人がいる。その欠陥を他の人は知らない。それを告げずに高く家を売

ることは不正であるか（III.54）。問いはこのように発せられる。

　キケロは，いずれの場合においても，隠し事をするべきではないと答える（III.57）。後者につ

いては，市民法においても，売り手が知る限りの欠陥が申告されねばならないと定められている

（III.65）。だが，秘匿を市民法によって取り締まることは困難である（III.67）。そこで，キケロ

は，法律が奸智を排除するのは，手を下せる限りにおいてであるのに対し，哲学者は，理性・知

性が把握する限りにおいてであると述べ，たとえ市民法によって禁じられていないことでも，そ

れらが把握する自然法が禁じることがあると述べる（III.68-69）。そして，社会の連帯には，全

人類によるもの，同じ民族の人々からなるもの，同じ市民からなるもの（「より緊密な社会」）が

あり，市民法が必ずしも万民法になる必要はないが，万民法は市民法にならなければならない
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（そう祖先が欲した）と述べられる（III.69）。こうして，諸社会の「真の法」として，自然法が

定位される。「自然こそ法の源泉であるのだから，なんぴとも他人が知らないことに乗じて利得

につくような行為をしないこと，これが自然に即している」（III.72）。こう述べて，信義違わぬ

ことと，自然とが結びつけられるのだ。

2-3　慈善と必要性

　自然法に合致した信義の義務として正義が定位されるとき，正義と慈善を分けるものは何か。

すでに見たように，慈善は，正義と連携するものであり，慈善において，受け手の「価値」に応

じるべきという「配慮」は，「正義の根本」であるとさえ述べられたのだった。第 1巻に戻ろう。

　キケロは慈善の議論を「配慮」と共に語る。順に，①受け手および他の人々の障害とならない

こと，②施し手の能力を超えないこと，そして，すでに見た，③受け手の価値に応じたものであ

ること，である（I.42）。①と②に関して，慈善を行うことで，誰かを害する，つまり，正義の

義務に反することがあってはならないと述べられる。誰かから取り，別の誰かに施すのは問題外

であるし，財力を超えて施そうとすれば，近親者を害することになる（I.43-44）。②は，③に関

係していく。受け手の「価値」の内実に，性格（mores），施し手に対する心持ち（animus），以

前に施し手の利益になるよう義務を果たしたことと並び，「生活上の共通性と共同関係（commu-

nitas ac societas vitae）」が挙げられる（I.45）。つまり，実際にどのような人物で，何をしてきた

かということに加え，施し手との共同性が価値の一部を構成するのだ。能力を超え，近親者を害

してまで施そうとすることは，共同性の度合いの高いものを害し，そうでないものへと施す配分

であるという点でも，正義に反していると考えられているのだ 8）。

　慈善は，正義を補完する機能を有するものだと捉えられる。正義は，信義違わず義務を果たし

合うことにおいて，より大きな共同性へと開かれ，「敵」を含めた人類全体へと行き着くもの

だった。他方，慈善は，共同性の度合いの高さを一つの基準とする
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（あくまで，「一つの」だが）。

普遍的正義だけでは，キケロ自身が三つにその規模を区分する人間社会が，それぞれのレベルで

維持されはしないだろう。だが，正義と慈善を逆方向のベクトルのものと捉えるべきではない。

なぜなら，共同性の度合いの高さをも含めた「価値」に応じるよう配慮することは，「正義の根

本」だったからだ。次のように理解しよう。普遍的な，信義違わぬことという原則は，人間社会

維持の必要条件
4 4 4 4

であり，あらゆるレベルの社会において要される。そして，共同性の度合いの高

さを含む価値への配慮は，それぞれのレベルの社会において，それが維持されるための十分条件
4 4 4 4

である。両者がなければ，正義の目的は十分には達成されないので，いずれも，正義の「基盤」

「根本」と表現される。そして，実際の場面において，十分条件を満たすために用いられるのは

慈善である。それこそ，正義と慈善の「連携」の意味であると捉えられる。

　本稿が注目する必要概念をめぐる論点が登場するのも，「価値」について述べられる文脈にお

いてである。価値の一つ，「以前に施し手の利益になるよう義務を果たしたこと」についての議

論で，「恩義に報いることよりも緊要な（necessarius）義務は存在しない」（I.47），報恩しない
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ことは良識ある人間には許されず，大きな善意を受ければ，それだけ多く報いねばならないと述

べられる（I.48）。ついで，善意がどのような志に基づいているかが重要だとされ，施しであれ

報いであれ，その他の点で違いがなければ，受け手の「必要とする（indigeo）」分に応じて慈善

をおこうなうべきだと述べられる（I.49）。だが，ここで問題とされていたのは，受け手の「価

値」に応じた慈善だったはずである。報恩が最も必要な慈善であるのは，受け手の過去の善意と

いう「価値」に基づく。受け手の「必要」の方は，「価値」に含まれないと考えられる。それゆ

え，ここで新しい基軸が顕在化していると見なすべきだろう。実際，つづく共同性の度合いとい

う「価値」の議論を読み進めても，同じように，「必要」が登場する。

　「人間社会の結合が最もよく保たれるのは，各人の結合の強さに応じた善意が示される場合だ

ろう」（I.50）。こう確認した上で，キケロは最も包括的な人類全体による社会から，より親密な

社会へと議論を進め，最も堅固な社会は，性向の合った良識ある人同士が「親密性（familiari-

tas）」によって結合した社会であると述べる（I.55）。ここでのキケロの行論は，これに「加え

て」，善意を受けては返すという相互性（善意の交換）も
4

，社会的結合にとって重要だというも

のだ（I.56）。結合の強度を増大させるものとして，まず，親密性，次に，相互性という記述で

ある。この点だけを見れば，アリストテレスが，ポリス結合のために，応報よりも友愛に重要性

を認めたことに通じる。だが，これは結合の強度の問題であり，結合の「重要性」については別

の論理が展開される。

　キケロは，最も重要性の高い社会的連帯は，国家と各人との間の関係であると明言する。両親，

子供，親族，友人は大切だが，祖国が，大切な関係の全てを包括するものである（I.57）（なお，

次段落では，最も恩義の大きい祖国と
4

両親に対してこそ，最も大きな義務が果たされるべきとい

う記述になる（I.58））。そして，義務の実行においては，個々人が個々の場面で，何を最も必要

としているかを見極めるべきだとされ，関係の緊要度と状況の緊要度は違うと述べられる

（I.59）。これらのことから，キケロにおいて，社会を維持する慈善の働きにおいて，正義を前提

に，二つの基準，価値に応じるよう配慮があること，および，必要に応じることが示されている

と言える。錯綜して見えるのは，報恩をめぐる議論が両者に関わることと，国家と各人の関係を

めぐり，重要性の観点が登場するゆえであり，慈善の二つの基準については一貫している。

　第 2巻において，「そうするのが適切な」困窮者に対する金品の施しがときに行われるべきだ

とされるのは（II.54），これらの基準によるものと捉えられる。なお，第 3巻において，賢人で

あれば飢えて命を落とそうというときでも他人から食べ物を奪わないのか，という緊要性をめぐ

る問いが提出される。そこで，一切の有益性がない人物が，自分の利益のために奪うのだとした

ら，自然に反するが，国家や人間社会にとって有益であるならば，そのような場面で他人のもの

を奪うことは非難されないと結論づけられる（III.30）。この議論は，慈善ではなく，正義につい

ての文脈におけるものである。これは，価値と緊要性を基準に，いわば，社会から慈善を受ける

ことが自然法に反さないという主張と読むことができる。

　キケロの議論を整理しよう。まず，相互的な信義の普遍性が，自然法を背景とした正義の義務
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として提示される。信義に反することは，同時に，自然に反することになる。したがって，相互

的な義務の応報における正義は，どのような個別者間においても，自然的秩序という同一の基準

に支配されるものと捉えられる。他方，各レベルでの共同性は，それのみによって十全に成立す

ることはできない。そこで，当事者間による価値および必要性への配慮による慈善が要される。

そこに「価値」が介在する以上，慈善もまた，単に当事者間関係に尽きるのではなく，自然なり

社会なりにおける配分的正義の発想が入り込むことになる。このように理解することができる。

3．トマス・アクィナスにおける交換的正義概念

3-1　トマスの共通善思想

　トマスには，キケロの自然法思想が流れ込んでおり，「自然と合致した正しい理性」としての

「真の法」の支配の発想は，トマスの社会思想の基本原理と目されるものである（稲垣［2009］，

150-151）。トマスの正義論の前提として，何よりも重要なのは，共通善（bonnum commune）

の思想である。稲垣［2009］は，トマスが，「人間の社会を社会として成立させる根源ないし社

会的絆は人間の社会的本性にもとづく」と考えることを，「静的・固定的な意味」で解釈するべ

きでなく，「共通善，つまり社会を構成するすべての人間に共通の目的ないし善の実現をめざす，

人々の共同的働きにもとづく，という動的な意味」で捉えるべきとする（稲垣［2009］，155）。

この「共同的働き」には，キケロが述べたような，諸々の状況における正義や慈善が挙げられる。

もちろん，トマスにおいては，信仰こそが最重要であり，徳においても，愛徳（caritas）こそが

最重要ではあると指摘される（たとえば，稲垣［2009］，140-142）。しかし，本稿の作業は，

もっぱら，トマスの正義論の枠組みと後世への影響を明らかにすることに限定する。

　『ニコマコス倫理学註解』の最初の註解は，アリストテレス読解から独自の思想を展開するト

マスの態度を如実に物語る。『倫理学』冒頭で，あらゆる技術や研究，行為や選択が，何らかの

善を目指していると述べられたことに対し（1094a1-2），トマスは，「秩序（ordo）」の概念を用

いて註解する。すなわち，秩序づけは，『形而上学』でも述べられるように，智者の仕事であり，

感覚的能力とは異なり，知性や理性だけが，あるものと別のものとの秩序関係（ordo）を知る

ことができる。ところで，事物には二つの種類の秩序が見出される。一つは，「全体における諸

部分の秩序」，たとえば，家の形成する諸部分が「相互に秩序づけられている」こと，もう一つ

は，より重要で，諸事物の目的への秩序づけ，たとえば，軍隊の司令官へのそれである

（Litzinger［1964］，1-2） 9）。この「秩序づけ」の発想が正義論を導く。キケロの議論は，正義と

慈善とがそれぞれどのようなものであるかを述べ，そこに自然の秩序の発想を織り込むが，アリ

ストテレスにおいて論じられた正義との関係が不明確であった。トマスは，全体と部分に関する

秩序という強力な図式を用いて，両者の発想を整理し，その整理が生み出す独自の思想を展開す

る。そのさまを見よう。
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3-2　『神学大全』第Ⅱ- 2部における正義の論じられ方

　『神学大全』第Ⅱ- 2部の第 57問題から正義についての考察が始まり，第 61問題「正義の諸

部分について」において，部分的正義としての配分的正義と交換的正義の二分法が提示される。

ここではまず，第 60問題までを概観し，トマスの正義論の組み立てを確認する。

　第 57問題において，諸々の徳の中での正義の固有性が，他者にかかわる事柄で，人を秩序づ

ける（oridino）点にあるとされ，正義は何らかの均等（aequalitas）を意味することから，それ

は，他者との関係における均等の徳であると述べられる（Q.57.1）。『倫理学』の定義が踏襲され

ており，次の第 58問題においても，正義が本質的に他者に対する関係を含み，「本来的な意味で

の正義は複数の別個の基体を必要とする」と確認される（Q.58.2） 10）。

　同問題第 1項で，『学説彙纂』における「正義とは，各人にその権利を帰属させようとする恒

常的で永続的な意志である」という定義の適切さが問われる。まず，すべての徳は，「善い行為

の根源たる性向（habitus）」であり，それぞれの徳は，それに固有の事柄にかかわる善い行為で

定義されるべきである。ところで，正義は他者へと関係付けられた事柄であり，「各人にその権

利を」は，正義の行為への適切な言及と言える。また，『倫理学』における徳の行為のための条

件（1105a31）を踏まえれば，意志，恒常的・永続的の語が用いられることも正当である。そう

述べて，トマスは，「正義は，それによってある人が恒常的で永続的な意志をもって各人にその

権利を帰属させようとする性向である」と言い直せば，完全な定義になると述べ，これが『倫理

学』における定義（1134a1）とほぼ同一だとする（Q58.1）。ここで，明示的に，アリストテレス

の正義論と，ローマ法における正義の定義とが結びつけられるのである。

　正義は，人を他者との関係において秩序づけるものであるが，他者との関係は二つに分けられ

るべきだとトマスは述べる。個別的に捉えられた他者への関係と，全般的に捉えられた他者

（「共同体に含まれているすべての人間」）への関係である。ついで，トマスにとって決定的な考

えが現れる。すなわち，「ある共同体のもとに含まれているすべての者は，共同体に対して，

諸々の部分が全体に対するように関係付けられている」。部分と全体の関係
4 4 4 4 4 4 4 4

である。さらに，「部

分とは全体に属するところのものであり，したがって，部分の善であるところのものは，何であ

れ，全体の善へと秩序づけられている」。こう述べて，「個別的に捉えれた他者」との関係，つま

り，部分と部分の関係
4 4 4 4 4 4 4 4

における徳であっても，それが善なるものであれば，「共通善へと関連づ

けられることが可能である」と述べられ，このかぎりにおいて，正義は一般的な徳と呼ばれ，そ

のような正義は「法的正義（justitia legalis）」と呼ばれるのだと言明される（Q.58.5）。

　つづく問題群まで見てしまってから，『倫理学』での全体的正義（一般的正義）／部分的正義

（特殊的正義）の議論との違いを確認しよう。問題「一般的な徳としての正義はすべての徳と本

質的に同一であるか」（Q.58.6）において，「法的正義」の一般性は，類種関係ではなく，因果関

係における一般性であると述べられる。そしてそれが，「すべての徳の行為を共通善へと秩序づ

ける」，つまり，「原因」となるかぎりにおいて一般的な徳と呼ばれると確認しつつ，法的正義も

また，「共通善を固有対象として，それに関わる限りにおいて，自らの本質に即した何らかの特
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殊的な徳である」と述べられる。それゆえに，法的正義は，「首長（princeps）」において主に見

出されると指摘される。次なる問題「一般的正義のほかに何らかの正義が存在するか」

（Q.58.7）においては，直接的に共通善へと人間を秩序づける正義（法的正義）のほかに，直接

的に特殊的・個別的な善に関して秩序づける諸々の徳がなければならないと述べられ，その中で，

他の個的人格に関わる事柄に関して人間を秩序づけるのが，特殊的正義であると言明される。最

後に，『倫理学』第 5巻の議論（1130b31）が「共同生活（communication vitae）」にかかわる事

柄に関して特殊的正義を定立しているものと整理され，それが，特定の対象の特定側面（それに

即して人が他者に関係づけられるような側面）に関わる正義だと結論される（Q.58.8）。

　アリストテレスにとって，他者との関係における「人柄の徳」としての正義を，全体的／部分

的に分ける際の考え方は，前者が類で，後者が種であるというものだったと考えてよい 11）。トマ

スにおいても，法的正義が，とくに首長において見出される特殊性を帯びると述べられるとき，

首長という個別者の「人柄の徳」が問題とされていると捉えることもできる。だが，基本的論調

において，トマスは，最終的に共通善へと結びつけられるものとして正義を論じており，それが

因果関係という捉え方に表れている。

　トマスの部分的（特殊的）正義についての議論を次節で見る前に，その後に置かれる第 79問

題の議論を先に見るのが有益だろう。「悪を避け，善を為すことは正義の部分であるか」という

問題に対し，トマスは，善や悪一般
4 4

は，すべての徳に属し，正義の部分と捉えることはできない

と述べる。正義は，善の「特殊な本質側面」，すなわち，神法・人定法との関係における「義務

（debitum）としての善」に関わるのだ。そうして，特殊的正義には，「隣人との関係における義

務的善を為すこと」および，その反対を避けることが，一般的正義には，「共同体あるいは神と

の関係における義務的善を為すこと」および，その反対を避けることが属すると述べられ，この

ような意味においては，善を為し，悪を避けることが，たしかに正義の構成的部分であるのだと

結論づけられる。善を為すことは，「他者に帰すべきものを彼に帰属させること」であり，正義

の均等を確立する行為であること，悪を避けることは，「隣人に何の害悪も加えないことによっ

て」，すでに確立された正義の均等を維持するものだと整理される（Q.79.1）。

　ここで話題にされる「義務としての善」，「義務として悪を避けること」は，キケロの義務論を

踏襲した議論形成となっている。キケロは，他人に害悪を為さないこと，公的なものを公的に，

私的なものを私的に使用することを義務としたが，トマスにおいては，特殊的正義の部分として

の義務は，隣人との関係において，一般的正義の部分としての義務は，共同体や神に対して，そ

れぞれ義務的善を為し，害悪を与えないことだと解釈できる（公的／私的な使用についての議論

は，一般的正義と特殊的正義の区分自体に存していると読める）。

3-3　配分的正義と交換的正義の二分法

　第 61問題において，配分的正義と交換的正義の二分法が提示される。まず，それらを総称し

た特殊的正義が，共同体（全体）の部分たる「私的人格へと秩序づけられたもの」であると確認
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された上で，部分と部分，すなわち，私的人格と他の私的人格のあいだの関係を指導するのが，

交換的正義であり，それが「相互に双務的に為される事柄」に存すること，他方，全体と部分，

すなわち，「共同的なるもの」と個々の人格の関係を指導するのが，配分的正義であり，それが

「比例性に基づいて共同的なるものを配分する」ものであることが述べられる（Q.61.1）。

　全体と部分の関係を導くからといって，配分的正義を，一般的正義と混同してはならない。ト

マスは述べる。ある運動が種的に規定されるのは，その終点によってである。私的人格にかかわ

る事柄を共通善へと秩序づけることは，一般的正義（法的正義）に属するが，共通善を配分する

というかたちで，個々の私的人格へと秩序づける場合は，特殊的正義である配分的正義に属する

のだと（Q.61.1.4）。共同的な財を配分する機能は，財の管理権限者にのみ属するが，配分的正

義は，配分を受ける従属者においても，その正しい配分に満足するというかたちで，見出される

（Q.61.1.3）。いずれにしても，「共同生活に関わる事柄」が私的人格に秩序づけられている。

　配分的正義と交換的正義の中間性を律する原理について，トマスは，アリストテレスを踏襲し，

幾何学的比例と算術的比例を挙げる。配分的正義について，アリストテレスは，「価値」に応じ

た幾何学的比例によるとした。トマスは，「価値」を「主要性（principalitas）」（あるいは，のち

の箇所ではキケロと同じく「価値」ないし「重要性」（dignitas）（Q.63.1））と言い直し，「ある

人物が共同体においてより大きな主要性をもつのに応じて，共同的な財からより多くのものがそ

の人物に与えられることになる」と述べる。そして，「主要性」の基準が共同体の性格に応じて

異なるというアリストテレスの議論を反復する。他方，交換的正義については，売買の場面に典

型が見られるとされ，事物が事物に均等化されることを要すること，「他者に属するものを得て，

自らの持ち分以上に所有しているものは，他者にまさしく彼の分だけ返すべきである」であるこ

とが述べられて，算術的比例の原理が提示される（Q.61.2）。

　トマスは，ここで，首長を殴打した場合の刑罰の事例（アリストテレスが応報についての議論

において，応報が無条件に正しいわけではないとして挙げた事例）を取り上げる。首長を殴打し

た場合，より重い刑罰が課せられるのは，配分・交換の中間性が同一だからではないかという異

論に対し，トマスは，人格の社会的条件（重要性）は配分的正義において問題とされることだが，

刑罰がより重くなるのは，一般の私的人格が殴打されるよりも損害が大きいがゆえであるとし，

算術的比例の原理によって均等化が目指されるのだと述べる（Q.61.2.3）。トマスは，『倫理学』

第 5巻第 4章（矯正的正義）と第 5章（応報）を連続する議論と見なし，そこで問題とされる正

義を「交換的正義」と総称するのである 12）。

　交換的正義については，つづく第 61問題第 3項で次のように整理される。「随意的にせよ，非

随意的にせよ，これらすべての行為において，中間性は，返報（recompensatio）における等し

さという意味に解されている」（Q.61.3）。ここで問題は，この正義が，誰にとってのものである

かだ。随意的／非随意的の区別は，アリストテレスが導入したものであり，その議論においては，

非随意的なものを矯正する裁判官の正義が論じられた。随意的な交換に関しては，応報について

の議論において，公正な交換が当事者間で行われるための条件が語られた。それに対して，トマ
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スは次のような論を展開して，部分としての当事者間の正義として両者を統合する。

　トマスにとって「応報（contrapassum）」とは，先行する能動に対して，等しい受動をもって

報いることを意味する。それはまず，隣人への傷害が，傷害の受動で返されることにおいて

（「目には目を」），次に，他者の物を奪い，それへの償いが求められることにおいて適用され，さ

らに拡張的に随意的な交換の場面にも適用されるとされる。交換の場合，随意的であるのだから，

「受動」という側面は弱まるとされる。だが，いずれにしても，応報・返報は，能動と受動との

「均等性」に基づいてなされるべきであると整理される（Q.61.4）。

　ここで首長殴打の事例が再論され，その刑罰の重さは，私的人格のみならず，「国家に対して

も」損失を与えることから説明される。すると，部分と部分の関係を超え出る議論にも見えるが，

殴打主体である個別者に視点をおけば
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，その「能動」に，見合った「受動」が返されるという図

式は保たれている。ここには，キケロにおいて，個別者間の慈善にも配分的正義が関わると発想

されたのと類似した思考が響いている。アリストテレスにおいて，随意的交換こそが，応報の議

論の典型であった（そして，それが共同性を保つのに有効とされた）のに対し，トマスにおいて，

応報の典型は，非随意的交換における，先立つ
4 4 4

「能動」と後続する
4 4 4 4

「受動」の応報の方に置かれ

る。トマスは，直後に，貨幣が「共通基準」として発明されたと述べるが，むしろ，共通基準が

あらかじめ
4 4 4 4 4

存在して難なく交換がなされるのとは違う場面の方を典型が置かれるのである（第

61問題第 2項での記述と照らすと揺れている。3-4で論じる）。それは，もちろん，共通善こそ

が重要だという考えに基づいている。交換的正義を定義するに際し，アリストテレスにおいて重

要だった個別者にとっての
4 4 4 4 4 4 4 4

「必要
4 4

」が登場していない
4 4 4 4 4 4 4 4

ことに留意する必要がある（ただし，別の

箇所では言及されることになる。3-5で論じる）。

　最後に，いわゆる貢献原理について，トマスが明確な言葉を与えていることを確認しよう。配

分的正義における人格の「重要性」とは，何よりもその人物の「共同体への奉仕」に基づき考慮

されるべきであると述べる異論に対し，トマスははっきりと否定的に回答する。もし，奉仕への

報いとして何物かが与えられるのだとしたら，それは，能動に対する受動であるから，交換的正

義に属するものなのだと（Q.61.4.2）。つまり，「部分」の貢献に応じて「全体」から配分される

という図式が，取られることはない。

3-4　矯正的正義の帰趨

　トマスは，「裁き」について，二分法提示の第 61問題をはさむかたちで論じている。第 60問

題で，本来的には裁判官の行為を指す「裁き」が，正義に属することが明言され，第 62問題以

降で，幾たびか裁判官についての議論が扱われる。ここで，アリストテレスにおける矯正的正義

の帰趨を見定め，トマスの二分法の意義を明らかにしよう。

　第 62問題では，交換的正義に基づく「返還」が主題とされるが，その中で，不正に他人のも

のを得た場合，単に返還することで足りるかが問われる（Q.62.3）。トマスは，そこには，事物

の不均等と，不正という罪過の二つが含まれると述べ，前者は返還により均等が回復されればよ
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いが，後者は刑罰により救済がはかられると述べられ，その職務にあたる裁判官により有罪とさ

れてはじめて，刑罰として定められたものを支払う義務が生じると述べられる。これだけを読め

ば，前者は交換的正義の議論であり，後者にこそトマスの「裁き」の特異性があるように見える。

しかし，結論から述べれば，裁きは配分的正義の方へと括られていく。

　「特別待遇」について論じる中で，トマスは，次のように述べる。まず，それは，配分的正義

に対立する罪である。なぜなら，特別待遇とは，その人の「価値」が根拠となっていないような

配慮だと考えられるからである（Q.63.1）。その前提のもと，「裁きにおいて特別待遇の罪が起こ

りうるか」と問う。対して，裁きは「何よりも先に交換的正義に属する」のだから，配分的正義

に対立するとされた特別待遇が入り込む余地はないのではないかという異論が書かれる。トマス

は次のように答え，裁判官による裁きの位置付けを明らかにする。すなわち，まず，「裁かれる

事柄自体」において，裁きは，「交換的正義および配分的正義に対して共通に関わる」。なぜなら，

裁きにおいて，全体的なものの個別者への配分も，個別者間の返還も確定されるからである。次

に，裁きの「形式そのもの」においては，配分的正義に属する。なぜなら，裁判官が返還という

交換的正義に関わることであれ（もちろん，刑罰に関しても，だろう），それを命じるときには，

「一人から取り上げ，他のものに与える」というかたちで，人と物との比例性に関わるからであ

る。そうして，形式的に裁きは，配分的正義に属するのだから，特別待遇の罪が入る込む余地が

あるとする（Q.63.4.1）。

　トマスは，裁きが，形式的には配分的正義に属すると明言する。これは，アリストテレスにお

ける矯正的正義の行為が，配分的正義に含まれることを意味するゆえに，このうえなく重要であ

る。第 67問題で，裁判官は，公的権力を行使するという強制的権力の保持者であると捉えられ

るが（Q.67.1），そのような共同体の「全体」に与る者の視点からすれば，裁きは，部分への正

しい配分という形式になる。それゆえ，交換的正義における個別者間の「能動」と「受動」にお

ける「受動」は，当事者たる個別者の視点においては，自らの行為への返報と捉えられるが，そ

れが係争化されて「全体」に関わるや，第三者による配分的正義が関わることになる。

　ここに，部分的正義を二分化することの意義が見える。どのような事柄に関わるのであれ，全

体と部分が秩序づけられるのであれば，それは配分的正義の行為である。財や名誉の配分のみな

らず，アリストテレスが矯正的正義に関わるとした窃盗のような行為においても，裁かれるとき

には，刑罰の付与のみならず，返還命令においてさえ，配分的正義が関わる。他方，当事者間の

視点においては，返還は，能動に対する受動という交換的正義が働いていると捉えられる。この

ような二項対立が成立するのである。

　なお，先に（3-3），交換的正義の典型を何と見なすかに関し，トマスにおいて揺れが見られる

ことを指摘した。それについて，次のように理解することができる。形式性において捉えられた

配分的正義と対になる，形式性において捉えられた交換的正義においては，売買がまず典型とな

る。部分と部分の関係の最たるものだからだ。他方，個別者の視点において，交換的正義が導く

のは，「能動」に対する「受動」という実質的なやりとりである。その場合に，能動受動関係の
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典型が傷害の場合に見られる。このように考えれば，整合性がとれる。

　ここで，稲垣良典のトマス解釈に触れておくべきだろう。彼は一貫して配分的正義の優位を指

摘する。稲垣［1972］では，そもそも交換的正義による損失・利得の均等化が「一定の尺度もし

くは価値基準にてらしての均等化」であり，「一定の原則あるいは準則が適用されることにほか

ならない」と述べて，交換的正義が「準則あるいは法を前提とする正義」，「法の適用における正

義」であると整理する。さらに，トマスを踏まえ，それが諸部分間で成立する正義であるから，

「社会全体への直接の顧慮はなく，いちじるしく個人主義的な性格が強まっている」こと，しか

し，それが社会全体に関わる法を前提するからして，「やはり間接的には」全体に関わり，「より

高次の正義にたいして開かれたもの」であることを主張する（稲垣［1972］，47-51）。

　「高次の正義」とは，配分的正義である。稲垣［2009］は，ローマ法の定義に言及しつつ，ト

マスにおいて，「各人の権利を斉一的かつ厳密に配分するのは，むしろ交換［的］正義とも呼ば

れる適法的正義にほかならない」と述べ，配分的正義は，「各人に帰せられるべき権利を正しく

確定する法，その意味で「正しい」法の創出に関わる正義である」と解釈する 13）。はっきりと，

財貨等を基準に従い配分する正義として配分的正義を読むのは誤解だと断言するのだ（稲垣

［2009］，169-171）。

　これは，配分的正義について，かなり強く解釈しているものと考えられるが，交換的正義への

視角として注目すべきである。アリストテレスにおいて，必要を代理表象する貨幣という，交換

に先立つ基準が交換的正義に不可欠だったのに対し，これまで見たところ，トマスの議論におい

ては，能動に対する受動の公平さを何がどう担保するかについては，必ずしも明確に語られてい

ないからだ。その点について稲垣が法を前提とすると述べることは，解釈として正しいだろう。

他方，稲垣が「個人主義」を持ち出すことに関し，現代の観点からすれば，むしろ，近代におい

て問題にされるような当事者間主義の萌芽が見出されるとも言える。裁きが，配分的正義の行為

であるのなら，交換的正義における正しさは，トマスの共通善思想の枠組みを外せば，当事者相

互が納得することで生まれる個別主義的な正義に変形される可能性があるからだ。次に，トマス

における交換的正義に関する具体的諸問題について概観し，第 4節でこの問題関心に接続する。

3-5　交換的正義の諸問題と「必要性」

　交換的正義の行為である「返還」が論じられる第 62問題，配分的正義に対立する悪徳たる

「特別待遇」が論じられる第 63問題ののち，第 64問題から交換的正義に対立する諸々の悪徳が

論じられる。非随意的交換に関する罪のうち，①「業（factum）」によりなされる殺人・傷害・

窃盗・強奪（Q.64-Q.66），②言葉によりなされる裁判に関する諸々の不正（Q.67-Q.71），誹

謗・陰口等々（Q.72-Q.76），そして，③随意的交換に関する罪である詐欺（Q.77）と利子

（Q.78）という順序である。そして，3-2末で見た「義務としての善」（Q.79）の議論に結びつく。

　ここでは，これらの問題において，義務論的な要素がどのように論じられているのか，とりわ

け，必要概念との関連からそれを読み，交換的正義概念の位置付けを確定する。
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　まず注目すべきは，①の窃盗についての問題で，「緊急必要性のゆえに盗むことが許される

か」（Q.66.7）と問われることである。これは，2-3で見たキケロの問題を引き継いだものと考え

られる。交換的正義が，単に形式的な正義であれば，そのような問いが生じる余地はない。トマ

スは，人間的正に属する事柄が，自然的正および，神的正に反することができないと確認しつつ，

「神的摂理によって確立された自然的秩序によると，より低次の物財は，それらでもって人間の

必要とするものが充足される，ということに秩序づけられている」と述べ，有り余るほどの仕方

で所有されている財は，自然的正に基づき，貧しい人のために使用されるべきだと明言する。だ

が，緊急必要性に迫られる人の数は多いので，自らの財を分配し，助けることの決定は各人に委

ねられる。こう述べた上，緊急必要性の度合いが高く，その場の物財で対処するほかないような

場合，他人の物財をとって，緊急必要性に対処することは許される行為だと述べられる。そして，

そのような行為は，厳密には，窃盗でも強奪でもないとされる（Q.66.7）。「自分の生命を支える

ため」の緊急の取得は，許されるのである（Q.66.7.2）。キケロにおいては，何らかの有益性を

有する人間であれば，という留保がついていた（2-3参照）。トマスにおいて，そのような留保

は外される，というよりも，人間には，必ず価値があると捉えられている 14）。

　②に関して，「弁護士は貧しい人々の訴訟の弁護に応ずるように義務づけられているか」と問

われ，同様の問題が論じられる。このような「憐れみの業」をすべての貧しい人に施すことは現

実的には不可能である。そのようなわけで，結論として，緊急必要性がある場合には，たしかに，

憐れみの業を為す義務があると言えるが，そうしなかった場合に罪になるというほどの必然性を

もって，義務付けられるわけではなく，逆に，必然性がないのに助けた場合に賞賛に値するとい

う義務なのだとされる（Q.71.2）。これは，カントの不完全義務に相当するものだと言える。

　整理しよう。まず，窃盗の問題において，緊急必要性に迫られて窃盗を行うという「能動」に

対して，「受動」は不要である。それどころか，当該の行為に返報をすることの方が正義に反す

ると見なされる。それは，自然的秩序を背景とした配分的正義に反する
4 4 4 4 4 4 4 4 4

ということだと捉えられ

る。他方，両方の問題に登場する，慈善（「憐れみの業」）の主体は，他者を助けるための配分を

なす義務を有する。この慈善の行為は，他者に対する「能動」が「受動」として返報されること

を想定したものではないだろう。したがって，自然的な正義にしたがい，その価値ある人に向け

た配分的正義の行為をする義務
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（ただし，不完全義務）があるということだと解釈される。これ

らから，緊急必要性がある場合に，個別者間においても，交換的正義の厳密なる適用ではなく，

配分的正義の適用が求められる場面があると捉えられていると判断することができる。

　③において，物を価値以上の価格で売ることは許されるかという問いが発せられる（Q.77.1）。

まず，キケロの『義務について』が参照され，詐欺は明確な罪であることが確認されたのち，ア

リストテレスが応報の議論で述べた「必要」の議論が参照される。トマスは，まず，売買を「そ

れ自体において」語るとき，それが「両方の側の共通的利益」のために導入されたのであり，そ

の契約は，事物間の均等に即して成立するべきだと確認する。そして，そのために貨幣が発明さ

れたのだと展開し，事物をその価値以上で売る，または，事物をその価値以下で買うことは，詐
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欺が介在しなくても不正であると述べる 15）。次に，「付帯的に」，売買が一方にのみ有利である場

合が語られる。たとえば，ある人が何かを大いに必要としていて，他方の人も，それを欠くと困

る場合である。このようなとき，物それ自体の価値よりも高く売ることが許されるが，所有者に

とっての価値以上には売ってはならないと述べられる。

　後者において，アリストテレスの議論から踏み出された議論がなされている。貨幣は，たしか

に必要を代理表象するが，個々の状況において，必要性の緊要度が異なるという観点が導入され

るからだ。すると問題は，どのような形で，「正しい価格」が定められうるかということである。

まず，キケロが，市民法で禁じられていないことでも，自然法が禁じることがあると述べたのと

同様の構図で（2-2末参照），トマスも，人定法が有徳でない人も含めた人民の共同生活を守れ

ば十分であるから，価値以上で物を売るにしても，その超過が過大でなければ罰せられないのだ

と指摘する。そのうえで，「神法は徳に反対・対立するいかなることも罰しないまま放置するこ

とはない」と述べ，取り過ぎた者が損失を被った者に返還することは義務だとする。ただし，こ

こでも，その損失が著しいものであれば，という留保がつく。「事物の正しい価格は時として厳

密に確定されず，むしろ何らかの推計に存する」からである（以上，Q.77.1.1）。

　このような前提のもと，まず，キケロが，欠陥のある家を売却する場面を例にして発した問い

（2-2参照）にトマスは明確に答える。欠陥を知った上で売却するのは，詐欺であるから，罪で

あるし，返還の義務も当然のこと生じる（Q.77.2）。詐欺でなくとも，価値以上で売ってはなら

ないのだから，詐欺的売却であれば，当然である。だが，重要なのは，この問いにおける異論に

対し，次のような議論が展開されることである。その異論は，『倫理学』第 5巻第 7章で述べら

れるように，事物の秤は場所によって異なり，確定されていないので，欠陥を避けることはでき

ない，というものである。それに対し，トマスは，たしかに，尺度は多様であるが，それぞれの

場所においては，諸条件を考慮して，「売却される事物の正しい秤はいかなるものであるかを確

定することは，国の統治者の職務である」，したがって，「公的権威もしくは慣習によって定めら

れた秤を無視することは許されない」のだと再反論する（Q.77.2.2） 16）。「正しい価格」の尺度は，

国の統治者，公的権威，慣習により確定するものであり，それを無視することはできないものと

明言されるのだ。

　ここには，18世紀以降に論じられる一般均衡のような考え方はまったく現れていない 17）。ア

リストテレスにおいては必ずしも明確でなかった貨幣という尺度の責任所在が，トマスにおいて

明確化されており，裁判官の議論でもそうであったように，やはり最終的には，全体的なものの
4 4 4 4 4 4 4

優位
4 4

が前提されていることが分かる。先の「推計」の議論に照らせば，厳密な意味での「正しい

価格」が定まらないとしても，公的に確定された「正しい価格」を無視することは，人定法で処

罰されない程度においても，罪だということになろう。

　キケロが挙げた例のうち，穀物商の事例の方はどうだろうか。トマスは，「将来起こるであろ

うことを説明しなかったとしても」正義の義務に反することはなく，逆にそれをすれば有徳であ

るという判断を示す（Q.77.3.4）。部分的正義の観点からすれば，確定した「正しい価格」に反
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しない限りは，正義に反することにはならないのだ。ここから，キケロにおいて，自然的秩序，

万民法，市民法の序列は明確であるが，正義が普遍性を求めるがゆえに，自然という開いた全体

性が直接的に正義の行為を規定する構造をもった（それゆえ共同性のために慈善が強調された）

のに対し，トマスの部分的正義は，閉じた全体性
4 4 4 4 4 4

を議論することができる構造だと結論できる。

　最後に，③に関する結論と言うべき問いを見よう。商取引において，買ったときよりも高い価

格で売ることが許されるか，という問いである（Q.77.4）。アリストテレス『政治学』の家政術

（自然的で必要不可欠な交換）と商人術の違いについての議論を踏まえ，後者が「限界を知らな

い」「利得への欲望」に仕えるものであると確認される。しかし，トマスは，それが，本質にお

いて，「何ら高潔もしくは必要不可欠」という要素を含まないとはいえ，同時に，「悪徳的もしく

は徳に対立するような要素」も含んでいないと述べる。そうして，利得が何らかの「必要不可欠

な目的，あるいは高潔な目的にさえも秩序づけられることを妨げるものは何もない」と述べて，

アリストテレスの議論とは異なる見解を示す。具体的には，商取引による「節度ある利得」が，

自分の家の維持や困窮者の援助に秩序づけられるのみならず，「公共の利益のために，すなわち，

祖国が生活必需品を欠くことがないようにするために」なされる場合があると述べて，その場合，

そのような「労苦」に対するいわば，「給与」として，利得が正当化されると捉えるのである。

こうして，全体にとっての利益へと秩序づけられる場合に，商人術（アリストテレスにおいては，

とりわけポリス間での商取引が念頭に置かれていた）が正当化されうると考えられるのである。

　「労苦」への「給与」という喩えは，「能動」に対する「受動」を想起させる。先に，貢献原

理をトマスが否定していたことを確認したが，この議論も，利得が，祖国に貢献すれば正義に適

うという論法ではなく，結果的に正当化されるという論理になっている。とはいえ，やはり，全

体を抜きにしては，利得が正当化されないというかたちで，全体の優位が保たれていると言える。

4．結論と得られた問い

　本稿では，第 2節において，キケロの義務論から，普遍的な自然法と相互的な「信義」との関

係について明らかにし，「信義違わぬ」正義の原則を必要条件とし，受け手の価値への配慮を含

む慈善が十分条件となって，複数のレベルにおける共同性における正義が実現すると結論した。

また，価値と並んで，必要性が，相互的なやりとりにおける基準となることを明らかにした。キ

ケロにおいて，正義と慈善とは，前者が普遍性を志向するのに対し，後者が，個々の共同的結び

つきにとって重要であると捉えられ，連携すべきものと捉えられる。ところで，後世，とりわけ

グロティウス以降，正義と慈善とは対なるものとなり，それが配分的／交換的正義の区分へと結

合されるのがスミス（Smith［2002］，318-319）においてであると考えられる。得られた問いと

して，その論理が，キケロに何を加えて，または，差し引いて生まれたのかを明らかにすること

が挙げられる。

　キケロの議論を踏まえ，第 3節では，トマスの正義論の組み立てを整理し，部分的正義が配分
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的／交換的の二分法へと整序されたことを確認した。これは，アリストレスを踏まえ，キケロか

らくる自然法の発想をも思考の枠組みに編入したうえで，全体と部分における秩序づけという構

図で正義論を考察したものと捉えることができた。そこで，交換的正義は，個別者（部分）の視

点においては能動への受動と定義づけられるが，最終的には，全体的なものの優位が論述の各所

に書かれるのだった。それは，キケロにおける自然へと開かれた人類の全体性とは性格を異にし，

一方で，神法，他方で，共同体という閉じた全体性（これも最終的には前者に結びつくべきと捉

えられるだろう）を念頭に置いたものだった。それゆえ，部分と部分における正義としての交換

的正義の発想がトマスにおいて確定したと捉えることができるが，共同体の視点からすれば，配

分的正義と同等の地位までをも得ているとは見なせない。やや乱暴な整理をすれば，交換的正義

を単に「信約の履行」と捉えるホッブズが，強力な強制的権力なくして正義がありえないと捉え

ることに，この発想は響く。他方，18世紀以降，部分と部分の純粋な関係として交換的正義を

捉えるようとする一連の思想的動きが登場するための前提にもトマスの議論は響いているのだ。

　なお，Englard［2009］は，トマスの後，ドゥンス・スコトゥスが，「刑罰的正義」を交換的正

義から区別するべきものと主張し，後期スコラにおいて，それを配分的正義に含んで捉えること

が一般的になったことを指摘する（Englard［2009］，21-23）。だが，「裁き」についてのトマス

の見解を理解すれば，その主張が，トマスの発想からそう離れてはいないと考えられる。次なる

課題は，そのような歴史を踏まえつつ，近世の自然法論および社会契約論において，トマス的枠

組みへの依存と，そこからの離脱がどのようになされたかを見極めることである。

注

※ キケロ『義務について』については，（I.47）のように書名を省略し，トマス『神学大全』につ
いては，第 1節を除き，（Q.57.1）のように書名・巻（すべて II-2）を省略して表記した。また，
訳については，参考文献に挙げた邦訳・英訳に依拠しつつ，適宜改変させていただいた。

1） 近年，配分的／矯正的の枠組みが復権する傾向も見られる。たとえば，グローバル正義論を整
理する文脈で，「［…］一部の論者は，近年，先進国の公共政策や市民の日常的行動が貧困の存
続・拡大に寄与しているから，市民は貧困削減に向けて行動する責務を負うと主張している。
こうした主張は，グローバルな経済的正義を，分配的正義ではなく，匡正的正義として捉える
ものだと評しうる」（宇佐美［2014］，3-4）と言われる。だが，この匡正的（矯正的）正義は，
アリストテレスの定義とは異なるし，トマスであれば，まさに交換的正義と呼ぶものと考えら
れる。

2） またキケロの提示した必要性をめぐる具体的な問題（2-3で見る）は，「必要性の権利」の問
題として近代に至るまで重要な論点となりつづける（Fleischacker［2004］，28-34）。

3） Johnston［2011］は，キケロおよび『学説彙纂』の思想史的意義を，普遍主義のみならず，平
等主義に近似したものを提示し得たことにもあると捉え，それが中世カトリック教会を経て，
近世のホッブズ（さらにスミス，カント）へと結びつくという道筋を描く（Johnston［2011］，
101-107）。だが，そこで，トマスとグロティウスが主題的に論じられないことは，単なる省略
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ではなく，キケロを扱うに際し，義務論への視点を欠落させたためだと考えられる。
4） Del Vecchio［1953］は，配分的正義を「最高度の正義の類型」と捉えた上で，アリストテレ
スの正義論の後代への意義を，幾何学的比例の原理に見出し，このローマ法の定義がギリシア
から受け継がれたものと捉える（Del Vecchio［1953］，55-56）。他方，Englard［2009］は，
二つの部分的正義の区分の理解に，ローマ法は役立たないと断じる（Englard［2009］，13）。

5） mutatione officiorumを「義務の交換」と直訳的に訳したが，Miller［1913］の英訳では「善
意の行為の相互交換（an interchange of acts of kindness）」，高橋［1999］の邦訳では，「交代
で義務を果たし」と訳されている。意味としては，交代に，というよりも，相互的に，義務と
見なされるべき正義・慈善の行為を与え，受け取り合うこと，と考えられる。

6） のちにホッブズは，自然法について論じる中で，交換的正義は信約の履行に尽きると述べつつ，
別立てで報恩を論じることになる（Hobbes［1996］，100）。この意義について別稿で論じる。

7） キケロは，十二表法の「対他国者権限の永久不変」に言及して，「敵（hostis）」という語が，
かつて「他国者」を指すものであったのが，やがて「武器を携えて敵対する者」へと変遷した
ことを指摘する（I.37）。交換的正義の全面化を主張する 19世紀フランスのプルードンは，『所
有とは何か』の扉で，十二表法のこの言葉を引き，「他国者遺産没収権」としての性格をもつ
所有権への批判に利用する。交換的正義と他国者の問題は重要であり，別稿で論じる。

8） 以前に施し手に対して利益ある行為をしたかが「価値」に含まれる点も見逃してはならない。
慈善にも相互性が関与するのであり，慈善は一方向的であるという捉え方はなされていない。

9） この箇所に関連し，稲垣［1996］は，「社会という全体」が「実体」ではなく，「秩序の一性
（unitas ordinis）」と捉えられていると指摘しており重要である（稲垣［1996］，124-125）。

10）トマスは，正義が中間性に存すること（Q.58.10）等，重要な点で『倫理学』の基本線を踏襲
する。他方，『倫理学』第 5巻第 1章で論じられた合法性についての議論を，もろもろの法の
種類の議論，すなわち，自然法と実定法の区別（Q.57.2），自然法（動物と共通）と万民法の
区別（Q.57.3），父権・家父長権（Q.57.4）に展開するなどして再編する。

11）全体的正義には，たとえば，法が，戦列から逃亡せずに，勇気ある人が為すように行動するよ
う命じること（1129b20）が含まれる。勇気は部分的正義とは異なる「人柄の徳」だが，他者

4 4

との関係における
4 4 4 4 4 4 4 4

勇気は，全体的正義の一種でもある。そして，そのような正義の徳が，「支
配層のためであれ，共同体の仲間のためであれ，他人にとって有益な事柄を為す」ものだと明
言されるが，ここには，全体または部分への秩序づけという截然とした区別はない。

12）『倫理学註解』において，矯正的正義における裁判官の議論は，ギリシアで「生きた正義」と
呼ばれたという用語法の問題以上の扱いをされていないように見える（Litzinger［1964］，
305）。

13）なお，ロールズの正義論は，そのような意味での配分的正義の復権を試みるものだとも述べら
れており，注目に値する（稲垣［2009］，171）。

14）これは，近代以降の交換的正義概念を見るに際して，参照すべき点である。なお，この付近の
議論がアリストテレスではなく，主にキケロに源泉をもつことについて，Porter［2016］，127。

15）これは後に，ホッブスが批判することになる議論である（Hobbes［1996］，99-100）。
16）さらに，次の異論（事物の欠陥は，それにふさわしい質の欠如であるから，その質を知るため
には売り手に過大な学知を要求することになる）に対し，売却される事物の価格は，自然本性
ではなく，人間の使用に供されることに即して決まるとされることも重要である（Q.77.2.3）。

17）「正しい価格」をめぐって，18世紀後半のフランスでは，ボシュエに由来にする「生存協
約」に基づき，国王が臣民に穀物の「正しい価格」を保障するべきという介入主義（配分的正
義）に対し，フィジオクラットほかの自由化論者が，交換的正義を念頭に，同じ「正しい価
格」という語を用いて批判し，穀物自由化が推進されたという経緯がある（安藤［2014］，183 
n.11ほか）。
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「ナポリタン・パワーズ」の新しい音

近　藤　直　樹

 〈Sommario〉
  Alla fine degli anni 60 del secolo scorso, quando a Napoli la gloriosa tradizione della 

Canzone napoletana sembrava essere giunta al limite della sua feconda produzione, 

emergevano due filoni per il rinnovamento della sonorità partenopea: il ritorno ai ritmi primitivi 

tramite la Black music degli Showmen e Napoli Centrale, e la rivalutazione di quella musica 

precedente al periodo d’oro della suddetta tradizione nell’ambito della folk music delle compag-

nie NCCP (Nuova Compagnia di Canto Popolare) e Musica Nova. Pur utilizzando le matrici 

globali dell’epoca come R&B e folk music, nelle loro attività si rafforzavano la volontà e la cosci-

enza per il superamento del mito e della tradizione della Canzone napoletana. È questo che li 

rende originali e sarà per questo che la loro influenza si tramanderà fino ad oggi su diversi 

artisti.

はじめに
　1960年代のイタリアのポピュラー音楽界は，ドメニコ・モドゥーニョやミーナといった大ス

ターの出現によってサンレモ音楽祭が活況を呈し，彼らの楽曲は世界中の音楽ファンの注目の的

となった。また，いわゆる「カウンターカルチャー」においても，ロックンロールに始まり

フォーク音楽を経由して，その両者と浸透性の高い「カンタウトーレ」と呼ばれるシンガーソン

グライターが数多く輩出し，それまでにない豊かな成果を生み出した時代であった。

　ナポリに目を向けてみれば，戦前の「カンツォーネ・ナポレターナ」の時代を受け継いだナポ

リ音楽祭は，1960年代に入ると倦怠期に入り，若者たちを熱狂させるような楽曲にも恵まれず，

そして 50年代の大スター，カロソーネも舞台を去る。少なくとも 60年代後半までのナポリ音楽

は，一時的な停滞期にあったと言える。

　だが 60年代後半以降，ナポリ音楽は，それまでにないほどの肥沃な時代を迎える。アメリカ

の黒人音楽，とりわけ R&Bを本格的に取り入れ，それをナポリの文脈において表現しようとす

る動きや，フォーク音楽をよりラディカルに探求し，「南部」の音に向き合い，果てには伝統そ

のものであった「カンツォーネ・ナポレターナ」を根本から見直すという作業に取り組む試みも

見られた。こうした一連のアーティストたちの活動は，「ナポリタン・パワーズ」と呼ばれ，80

年代に活躍するピーノ・ダニエレにおいて，その頂点を迎えることになる。

　本論考では，広く世界的な動向と連動しながらも，きわめて地域的な文化の伝統と向き合った

この時代のナポリ音楽を，ショウメンと NCCPという二組のグループとその周辺を中心に概観
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し，グローバルにしてローカルなナポリ文化の本質の一隅を明らかにしてみたい。

1．ロックンロールとカンタウトーレ

1-1．カロソーネからモドゥーニョへ

　1958年，サンレモ音楽祭で発表された一曲が，大ヒットを記録した。ドメニコ・モドゥー

ニョの《ヴォラーレ》である。《ヴォラーレ》はイタリアだけでなく世界中でヒットし，13か国

語に翻訳して歌われ，アメリカのビルボードヒットチャートで 1位を獲得，グラミー賞を 3部門

受賞し，エド・サリバン・ショーとカーネギーホールの単独公演という大成功を収めた。その 2

年後の 1960年 9月 7日，テレビ番組「セラータ・ディ・ガーラ」において，レナート・カロソー

ネは突然，歌手業の引退を表明する。カロソーネは後年，引退の理由を次のように語っている。

（アメリカでの）コンサートツアーを続ける中，音楽革命が起こっていることに気が付いた。

私はそれをプラッターズの声に聴きとったように思ったが，その向こう側にはさらに多くの

ものがあった。ビル・ヘイリーは既に《ロック・アラウンド・クロック》を録音していて，

エルヴィス・プレスリーの腰の振りに，世界はひっくり返ろうとしていたのだ。（中略）

ちっぽけなイタリアの音楽界はいまだに 3連符の王国で，トニ・ダッラーラ，ジョー・セン

ティエーリ，ベティ・クルティスといった具合に，芸名の選択だけでアメリカ人になろうと

している絶叫系の若者たちが時代の寵児だった。だがここでも，未来の新しい音を先取る何

かが起こった。1958年にドメニコ・モドゥーニョが《ヴォラーレ》でサンレモ音楽祭を湧

かせたのだ。こうした音楽の展望の中で，他でもない，多くの流行を先取りして発信してき

たこの私が，不意に取り残されてしまい，他の潮流を後追いせざるを得ないようなことにな

るのを恐れたのだ 1）。

カロソーネは，エルヴィス・プレスリーの出現によるロックンロールの流行に「革命」を見てい

たが，イタリアの追随者たちのことをそれほど恐れてはいない。それ以上に，モドゥーニョの音

楽表現に打ちのめされたと言っていいだろう。

　それでは，モドゥーニョとカロソーネの音楽性の違いはどこにあったのだろう。カロソーネの

音楽性の本質は，戦中のカンツォーネ・ナポレターナやオペラやジャズの伴奏者として培われた，

触れるものすべてを相対化させるような，そのフュージョンのセンスにあった 2）。その手は可能

な限り全てのジャンルに及び，あらゆるジャンルを愉快な「カロソーネ節」に変化させることが

できた。つまりカロソーネにあっては，あらゆる音楽ジャンルが同列に置かれていたということ

でもある。それは，作詞家と作曲家と歌手が分離し，楽曲と歌手の間に有機的な関係がいまだ成

立していない 50年代の特徴を最大限に活かした音楽のあり方であった。歌手に求められていた

のは，自らの歌唱スタイルを生かしながら，与えられた楽曲を効果的に歌唱することであった 3）。
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参加楽曲が 2組の異なるアーティストによって歌われていたサンレモ音楽祭やナポリ音楽祭は，

こうした 50年代の音楽のあり方を表している 4）。

　ところが 1958年になると，音楽状況は一変してくる。ロックンロールの輸入によって，初め

て音楽の特定のジャンルがその視聴者たちのカテゴリーと一致して，若者たちの音楽が誕生した

のだ。そして《ヴォラーレ》のヒットに代表されるモドゥーニョの音楽のスタイルは，50年代

の音楽のあり方を変質させた。特定の成功方式に則って，それぞれ専門的な仕事をする作詞家，

作曲家，歌手らの分業による楽曲制作の時代は，俳優上がりのモドゥーニョの，当時の意味での

「専門的」ではないその歌唱，そしてアマチュア的であると当初は揶揄された作曲を前にして，

一気に時代遅れとなってしまったのだ。シンガーソングライターであったモドゥーニョの非専門

的な楽曲制作は，60年代に入ると一般化していき，後に述べるように「カンタウトーレ」と呼

ばれたシンガーソングライターを数多く輩出するようになる。歌手と楽曲の間に有機的な関係性

が生まれ，視聴者は楽曲の向こう側に，作者でもある歌手の「声」を探し求め，自らの人生の代

弁者を見出すようになっていく。モドゥーニョはそうした潮流の先駆けとなったのである。

　舞台俳優出身のモドゥーニョの，劇的でダイナミックでありながらけっしてオペラ的ではない

自然な歌唱と両手を広げた演劇的なその身振りも，当時にあっては新鮮であった。それは新しく

オリジナル性にあふれているというばかりでなく，「奇跡の経済復興」を果たしながらも現実生

活の矛盾を感じていた，1958年のイタリアの「飛
ヴォラーレ

翔」を，図らずも全身で表現していたのだ 5）。

歌詞の内容を全身で表現するモドゥーニョのターンは，エルヴィス・プレスリーの腰振りダンス

を思わせる。それは，与えられた楽曲を完璧に歌いこなす 1950年代の歌手とは違っていた。

《ヴォラーレ》は，同時代のサンレモ音楽祭やナポリ音楽祭で披露されていたように，他の歌手

によって代替可能な曲ではなくなった。《ヴォラーレ》はモドゥーニョであり，ここに，楽曲と

歌手との有機的な関係性が誕生したのだ。

1-2．若者たちの音楽文化

　《ヴォラーレ》の大ヒットを受ける形で，アメリカの音楽業界もイタリアのポピュラー音楽に

関心を持つようになった。1959年になると『ビルボード』誌はイタリアのヒットチャートを掲

載し始める。それについては，イタリアにおけるレコード売り上げの伸びも関係していたのだろ

う。イタリアのレコード販売枚数は，1956年には 950万枚（SP740万枚，LP120万枚，シング

ル 310万枚）に過ぎなかったが，1958年には 1680万枚（SP490万枚，LP130万枚，シングル

1040万枚）になり，わずか 2年で，とりわけシングルレコードの販売枚数が 3倍以上にまで伸

びている 6）。

　イタリアのレコード産業の歴史に詳しいマリオ・デ・ルイージは，《ヴォラーレ》以降のイタ

リアのポピュラー音楽の新しい潮流を 3つに分類している 7）。「カンタウトーレ」と呼ばれたシ

ンガーソングライターと，シャウトを強調した「ウルラトーレ（絶叫系）」，そして「ロッカー

ズ」と呼ばれたロックンローラーであった。ウルラトーレとロッカーズの区別はそれほど明確で
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はなく，またジョルジョ・ガーベルのように，ロッカーズとしてキャリアを始めながら，カンタ

ウトーレとして重要になっていったアーティストも少なくないため，3つのジャンルというより

は，1960年前後のイタリアのポピュラー音楽を理解する 3つのキーワード程度に考えておいた

方がいいだろう。いずれにせよ，この 3つのキーワードの周辺に集まり，音楽の消費と流行の変

化に寄与したのは，若者たちであった。

　1960年代，それはイタリアにとって，「奇跡の経済復興」を果たした戦後復興のシンボルであ

るローマオリンピックの開会とともに幕を開けた。同年，映画館では，フェリーニの『甘い生

活』が公開され，豊かさの影の部分を退廃的に描写して話題をさらった。そして，それは若者た

ちの時代でもあった。60年代は，戦後に生まれたイタリアの若者たちが 15歳から 25歳までを

過ごした時期であり，つまりは新しいポピュラー音楽を支える層のほとんどが，戦中の爆撃やレ

ジスタンスどころか，戦後の貧困を知らずに育った世代であったのだ。こうした世代の心をつか

んだ音楽は，同時代の先進諸国と同じく，ロックとフォークであった。

　イタリア初のロックンロール曲は，チェトラ・カルテットが 1956年に発表した《ロック・ア

ラウンド・クロック》のカバーだったとされているが，当然ながらそれ以前から，NATOの基

地周辺のクラブやラジオでは，アメリカのロックンロールが流れていた。1957年 5月 18日，ミ

ラノのギアッチョ宮で，「ロックンロールとジャズダンスのフェスティバル」が開催され，後に

大スターとなるリトル・トニーやアドリアーノ・チェレンターノが参加している。フェスティバ

ルはその後も都市を変えて毎年行われたが，ロックンロールが既に時代遅れのジャンルとなって

いた 1964年のフィレンツェが最後となった 8）。

　1963年に誕生した中道左派政権が，義務教育年齢を 14歳に引き上げたこともあり，60年代は

また，イタリアの大学入学者数が爆発的に増加した時代でもあった。1950年に 2万人だった大

学生の数は，1962年には 30万人，そして 1968年には 45万人に達している 9）。農村を放棄して

都市部で働くことで経済復興を果たした親世代が，次世代となる子供の大学進学を後押しした結

果でもあった。ところが，大学内の環境は，そうした流れにいまだ準備が整っておらず，教授陣

のメンタリティも含めて，旧態依然としたものであった。戦後に生まれ育った大学生たちが，そ

うした旧時代の価値観と相容れるはずもなく，パリに発した「68年」の学生運動は，ミラノや

ボローニャをはじめとしたイタリアの各大学に広がり，大学紛争が勃発した。

　ロックンロールの時代の寵児チェレンターノのバンドのギタリストに，後にカンタウトーレと

して成功するジョルジョ・ガーベルがいた。ロックンロール・フェスティバルが終了する 1964

年以前に，ガーベルと親交の深いカンタウトーレ，ルイジ・テンコやファブリツィオ・デ・アン

ドレがデビューしている。テンコとデ・アンドレはともに，文学性と政治性に裏打ちされた優れ

た楽曲を続々と発表し，「68年」の大学生たちのカリスマとなった。奇しくもボブ・ディランと

同じ 1962年にデビューしたテンコのファーストアルバムに収められた楽曲《親愛なる先生》

Cara maestraは，68年に先駆けること 6年でありながら，体制批判に向かう若者たちの感情を

見事に伝えている。
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親愛なる先生，ある日，あなたから教わった

この世界では，我々はみな平等なのだと。

けれども，校長先生が教室に入ってきた時

あなたは僕たちみんなを起立させたのに，

用務員さんが入ってきた時には，

座ったままでいいとおっしゃられた。

　フランスのシャンソン歌手ブラッサンスやボブ・ディランの影響を受けたデ・アンドレは，北

部の民衆歌謡の伝統であるバッラータを得意とした。バッラータはバラッドにも繋がる物語詩で，

デ・アンドレは文学性の高い枯れた詩句で，娼婦など迫害された者たちの「物語」を，シンプル

なギターの伴奏で語るように歌い，今にいたるまで知識人や大学生の中に多くの信奉者を出して

いる。

1-3．ナポリの 60年代

　1960年代のナポリは，アメリカとの関係という意味において，50年代に出来あがっていた下

地に，幾分質的な変化を伴いながら，より発展的に飛躍させた 10年として考えることができる。

1951年，「南部欧州連合軍」がナポリに設置され，マルタに置かれた地中海連合軍と並んで，

NATOの重要拠点の一つとなった。マルタの連合軍が解散した 1967年以降，指揮系統はナポリ

に集中し，ナポリの軍事的重要性はさらに高まった。言葉を換えれば，ナポリは，「戦後」が終

わって連合軍がイタリアを去った後も，米兵が居住する地域であり続けたということであり，そ

ういう意味でも，「戦争は終わっちゃいない」というデ・フィリッポの『百万長者ナポリ』の台

詞は，少なくともナポリにおいては，文字通り有効であり続けた。

　そして米兵の存在はまた，音楽面でのアメリカとの関係を，ナポリに刻印することになった。

カロソーネが活躍したナポリ市内の「クラブ」は，50年代，60年代を通じて，NATOの兵士で

湧き返り，ナポリはどこよりもアメリカ音楽の影響を受けた。そしてミラノで，歴史的なロック

ンロール・フェスティバルが開催された 1957年，ナポリでも 1人のロックスターが，テレビ番

組に出演している。ペッピーノ・ディ・カプリである。

　1939年にカプリ島で生まれたペッピーノ・ディ・カプリは，「ロッカーズ」というメンバーを

従えて 58年にレコードデビューを飾ると，ロックンロールを歌ってヒットを飛ばした。イタリ

アのロックンロールの黎明期，北のチェレンターノに対して，南にはペッピーノ・ディ・カプリ

がその存在を誇った。ディ・カプリは，ロックンロールの流行が下火になる頃に，次の流行とし

てイタリアにも入って来た「ツイスト」を取り入れ，以前にも増した成功を収める。1964年の

ビートルズのイタリアツアーの際には，前座も務めている。

　ペッピーノ・ディ・カプリは，ロック創世記のナポリのアーティストとしても重要だが，何よ

りも，カンツォーネ・ナポレターナを初めて本格的に，「同時代音楽」のアレンジで発売して大
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ヒットさせたアーティストとして，記憶にとどめておくべきであろう。それは既にカロソーネが

実現してはいたが，彼の場合はあくまでコミックソングで，同時代の潮流に対するパロディが先

んじていた。カロソーネがパロディ化したのは，主に同時代のヒット曲であり，あくまでも「パ

ロディ」として，そこに喜劇的な空間を作り出すことに徹していた。一方ディ・カプリは，何十

年も前の音楽と歌詞に新しい生命を吹き込んで，同時代の曲を生み出したのだ。そしてそれはし

ばしば原曲を忘れさせ，感動的な「新曲」として再生させている。1961年に彼がロッカバラー

ド風にアレンジして歌った古典的なナポレターナの名曲《夜の声》は，ナポリの暗い路地ではな

く，波の音が聞こえるカプリの夜を思わせ，全く新しい 1961年の曲として再生させることに成

功している。ディ・カプリはこの時，ナポリ音楽の新しい可能性の一つを開いたと言えるだろう 10）。

2．「黒いタンムリアータ」の子供たち

2-1．ショウメン

　ナポリの美術観光の目玉の 1つに，丘の上のカポディモンテ美術館がある。だが多くの観光客

は，その眺めのいい丘の向こう側にまでのぼることはない。1950年代まではそこに，広大な農

村地帯が広がっていた。その西側がピシーノラ，そして東がミアーノである。第二次大戦直後，

より正確には，ナポリの場合は連合軍が入城した 1943年 10月 1日以降，そのさらに北側のセコ

ンディリアーノが米兵の居留地とされたため，ピシーノラとミアーノには多くの連合軍兵士が街

路にたむろし，地元の女性たちと交流した。そして 1945年，ピシーノラとミアーノで，米兵を

父に持つ私生児が 2人誕生した。1月 6日，ミアーノで生まれたジェームズ・セネーゼと，4月

1日にピシーノラで生まれたマリオ・ムゼッラである。1944年 9月には，米兵の「黒い」子を出

産したナポリ女性を歌った《黒いタンムリアータ》が大ヒットしたが 11），両者はともにその頃，

その曲を複雑な気持ちで聴いていたに違いないナポリ女性の胎内に宿っていたことになる。ム

ゼッラとセネーゼは年も同じで家も近く，そして何よりもよく似た境遇にあったために，子供の

頃からともに近所の公園で遊ぶ竹馬の友であった 12）。セネーゼは後年，折に触れてムゼッラと自

分を「兄弟」と語っているのだから，それ以上であったろう。そして思春期を迎える以前から，

ともに音楽に夢中になり，会ったこともない父親の郷里の音楽，とりわけジャズに入れ込んだ。

　ムゼッラの父親ラッセル・B. ロックリアは，アメリカインディアンの出身であった。ヨーロッ

パ戦線の後，短いナポリ滞在を経て，恋人の妊娠を知りながらもアメリカに帰国し，そのまま太

平洋戦線に送られた。そしてムゼッラ誕生の 2か月後，硫黄島で受けた傷がもとで，母国に帰国

後，命を落としている。数年後，ロックリアの戦友がムゼッラの母を訪ねて，その詳細を伝え

た 13）。当時 9歳だったムゼッラは，自分が父親に捨てられたわけではなかったことが分かり，ア

メリカへの憧れを強く感じるようになった。

　セネーゼの父親は，ノースカロライナ出身のアフリカ系アメリカ人で，ジェイムズ・スミスと

いう兵士であったが，ナポリに残された息子は，父の消息を知らないままに育った。彼が 8歳の
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頃，母親がレコードジャケットを手にしながら口にした言葉が，大きなきっかけを作った。

「ジェー，この男を見てごらん，あんたの父さんそっくりだよ…」。それはテナーサックスを手に

持つジョン・コルトレーンのレコードジャケットであった 14）。数年後，テナーサックスを手に入

れたセネーゼは，会ったこともない父親をコルトレーンに重ねて思い描き，サックスの練習に明

け暮れた 15）。

　ムゼッラとセネーゼの名が一躍知られるようになったのは，ヴィート・ルッソのバンドに参加

してからであった。ヴィート・ルッソは，R&Bをイタリアに初めて取り入れたパイオニアの 1

人で，1962年にセネーゼをメンバーに加えて「ヴィート・ルッソと 4人のコン」というバンド

を立ち上げる。その 2年後，脱退したメンバーに代わってムゼッラが加入する。グループは，ナ

ポリ市内やカプリの有名クラブで演奏し成功を収め，1966年には，ナポリ音楽祭にも参加し，

その歌声はテレビを通じてイタリア全国に届けられた 16）。

　だがその頃，自信をつけたムゼッラとセネーゼは「4人のコン」のひとりとしてではなく，自

分たちのバンドを結成しようと考えていた。こうして，後々までセネーゼの相棒となるフラン

コ・デル・プレーテをドラマーに迎え，ルチャーノ・マリオッコーラ（キーボード）とペペ・

ボッタ（ギター）を加えて，1966年末に「ショウメン」が誕生する。

　ショウメンは，ジェイムス・ブラウンやオーティス・レディング，レイ・チャールズを始めと

した，アメリカの R&Bの名曲のカバーをレパートリーの中心に据え，カロソーネの本拠地で

あったクラブ「シェイカーズ」の客を圧倒した。5人はフォルクスワーゲンのワゴンを購入して，

イタリア全国のクラブ巡業に出る。ショウメンは中部や北部でも評判を呼び，RCAレコードか

ら声がかかり，1967年 3月に，結成からわずか 3か月にしてメジャーデビューが決まった。最

初のシングルは，後にウェザー・リポートのリーダーとなるジョー・ザヴィヌルの《マーシー・

マーシー・マーシー》をイタリア語でカバーした《信じて，僕を信じて》Credi, credi in meで

あった。

　翌 1968年，ショウメンは新曲《1時間でいいから》Un’ora sola ti vorreiで，「カンタジーロ」

に参加する。カンタジーロは，自転車競技のジーロ・ディターリアを模して，1962年から始

まった，新しいタイプの音楽フェスティバルであった。参加歌手は，北から南までイタリア国内

の様々な都市で演奏し，そのそれぞれで現地の市民が審査員として 1位の楽曲を決める。そして

「イタリア 1周」が終わると，最後に全体を通しての 1位が，再び投票によって行われるのだ 17）。

有名歌手による「ジーロ A」と若手の「ジーロ B」に分かれ，ショウメンはジーロ Bに参加し

た。ショウメンの《1時間でいいから》は全ての町で 1位に輝き，最終審査でも 1位を獲得し，

イタリア中が同曲を歌って，シングルは 50万枚のセールスを記録した。今やナポリだけでなく，

イタリア中の若者を熱狂させるバンドとなったショウメンは，1969年にアルバム『ザ・ショウ

メン』を発売する。アルバムの売り上げは 100万枚を超え，この年のベストセールスの 1枚とし

て話題を呼んだ。

　彼らのファーストアルバム『ザ・ショウメン』には 12の楽曲が収録されているが，うち 4曲
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がアメリカの R&Bのカバーで（さらに上述の《信じて，僕を信じて》の他にも，《それじゃ，

今決めてくれ》Allora deciditi oraや《栄光と，富と，君と》Gloria, ricchezza e teも外国曲をイタ

リア語で歌ったカバー曲），ムゼッラはそれらを英語の原詩で歌唱している。その中には，ジャ

ニス・ジョプリンが歌ってヒットした《心のかけら》Piece of my heartもあるが，そのほかは全

てジェイムス・ブラウンの曲で，とりわけ《パパのニューバッグ》Papa’s got a brand new bagは，

ショウメンが勝負曲として好んで演奏していた。このジェイムス・ブラウンへのこだわりは，彼

らが盲目的にただ漠然と「ブラックミュージック」に傾倒していたのではなく，詩にもメロ

ディーにも還元されないリズムとシャウトの繰り返しが楽曲を支配するファンクを求めていたこ

との証左であろう。ショウメンの《パパのニューバッグ》は，とりわけそのライブ版の長い演奏

が若者たちを熱狂させた。長い間奏の間にセネーゼは 2台のサックスを同時に即興で吹き，それ

はしばしば 5分を超えて，サックスソロ部分の常識を逸脱した「見もの」として有名になり，セ

ネーゼは「ステージ上の野獣」と呼ばれた。ショウメンは若者たちの血に直接働きかけ，その熱

い血を沸かせたのである。

　それでは，ショウメンの魅力とは何だったのであろう。上述のように，1960年代後半のイタ

リアでは，サンレモのスターだけでなく，テンコやデ・アンドレらのカンタウトーレたちが活躍

して，豊かな音楽文化が花開いていた。その後もルーチョ・バッティスティ，クラウディオ・バ

リオーネ，フランチェスコ・デ・グレゴーリといった，ロック色の強いアーティストが活躍する

ことになるが，これらはみなカンタウトーレで，60年代から 70年代のイタリアのポピュラー音

楽は，カンタウトーレたちが牽引していくことになる。ショウメンは明らかにそれとは違う方向

を向いていた。この時代のイタリアに欠けていた R&Bを本格的に実践したことこそが，イタリ

ア全体を見た時の彼らの功績であったと言える。

　だが，ナポリに視点を定めてみれば，おそらくショウメンの仕事はそれ以上に重要であった。

古典的なナポレターナの伝統を生産的に受け継ごうとする流れは，60年代に入ると停滞し，そ

れを代表していたナポリ音楽祭は，1971年を最後に行われなくなった。1960年代後半，カン

ツォーネ・ナポレターナの神話は生産的であることを止めていたのだ。そしてショウメンはそこ

に新しい一つの方向性を提示したと言える。それが R&Bであった。単調で激しいリズムを基調

とした R&Bやファンクは，カンツォーネ・ナポレターナの誕生以前からナポリ周辺の農村地域

で歌われていた，タンムリアータやタランテッラといった舞曲と親和性が高く，終わりを迎えよ

うとしていたナポレターナの神話以前の，より根源的なナポリの歌を現代的に再生させる可能性

を秘めていたのだ。

　残念ながらショウメンは，そうした可能性を自覚的に推進するには至らなかったが，後述する

セネーゼのグループ「ナポリ・チェントラーレ」や，ピーノ・ダニエレ，エンツォ・アヴィター

ビレら，70年代から 80年代に活躍したアーティストたちは，R&Bをベースにしながら，そこ

にナポリの伝統的な音楽を融合しようと試みている。彼らが全員，ショウメンの影響下から出て

いることを考えれば，その重要性は計り知れないだろう。
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　また，セネーゼは後年，自身とムゼッラが幼少期に受けた差別について語っている。とりわけ

セネーゼはその皮膚の色のために，事あるごとに「黒人」と呼ばれた 18）。当時よく言われたよう

に，そうしたやり場のない怒りが，ムゼッラとセネーゼの表現に独自の「シャウト」を与えたの

どうかは定かでない 19）。だが少なくとも，彼らのそうした出自が，ナポリとブラック音楽との間

に，リズムを主体とした音楽という以上の神話性を作り上げたということは言えるだろう。さら

には，文字通り《黒いタンムリアータ》の子供たちであったことから，二人は同曲を歌ったこと

がなく，少なくともこの時期には本格的にナポレターナと向き合ったことがなかったにも関わら

ず，ナポレターナの世界を見直し，全く新しいナポリ音楽を生み出すという土壌を用意したのだ。

こうした神話性は，カンツォーネ・ナポレターナという一つの神話が終焉した時期にあって，お

そらくはきわめて重要なものであったろう。

2-2．グループの解散と新たなる可能性

　ショウメンは成功の絶頂期に大きな問題を抱えた。セネーゼが加入させた新メンバーのエリ

オ・ダンナをめぐる，他のメンバーとの対立である。セネーゼはダンナのフルートとサックスの

センスを評価し，そしてそれ以上に，長身で美しくその上ステージパフォーマンスに独特の個性

を発揮した彼の存在にグループの未来を見ていた。

　ところがダンナは他のメンバーとは明らかに違いすぎていた。米兵を父に持つ私生児のムゼッ

ラとセネーゼだけでなく，他のメンバーも全てナポリの貧民街の出身であった。一方のダンナは，

ナポリの高級住宅街ヴォメロの出身で，知性と教養に秀でていた。ダンナは単純に，ショウメン

の中にあって浮いていたのだ。

　セネーゼは納得しかねたが，グループの存続を優先して，弁護士を介してダンナに脱退を勧め

ることに決める。ところがそれを話し合う席で，ムゼッラが突然，自分もグループを抜けると発

言した。人気メンバーのダンナばかりか，グループの中核の一人であったムゼッラまでが脱退し

たことで，ショウメンは解散に追い込まれた。それはビートルズの解散と同じ 1970年のことで

あった。

　ショウメンは解散の翌年に，それまで録音していたシングルを，古巣の RCAではなくナポリ

の老舗音楽出版社ビデーリ傘下のストームから，1枚出している。《なんてことをしてくれたん

だ／カタリー》Che m’hè fatto／ Catarìがそれである。A面の《なんてことをしてくれたんだ》

は，グループが解散直前の 1970年 7月，ナポリ音楽祭にゲストとして参加し歌った楽曲であっ

た。だがそれ以上に衝撃的なのは，B面の《カタリー》であった。同曲はサルヴァトーレ・

ディ・ジャコモの詩にマリオ・コスタが音楽をつけた 1892年の作品で，古典的なカンツォー

ネ・ナポレターナの名曲である 20）。《カタリー》は，ディ・ジャコモならではの憂愁の詩に寄り

添うように，まるで個人的なつぶやきのような静かな曲をコスタがつけた楽曲であった。

　だが当然ながらショウメンの《カタリー》は，そのヘビーで悩まし気なサックス，そしてム

ゼッラの絞り出すようなシャウトによって，全く違う 1曲になっている。注目すべきは歌詞であ
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る。悩まし気なイントロが終わると，ムゼッラは，ナポリの音楽界において「聖域」ともいうべ

きディ・ジャコモの詩を英語で歌いだす。まるでアメリカのソウルシンガーが歌うナポレターナ

のように。ところが 1番が終わると，ムゼッラは 2番を，ディ・ジャコモのナポリ語詩に戻して，

もう一度歌い始める。ショウメンの《カタリー》は，彼らのそれまでの活動を振り返って，そし

て新しいステージへと一歩を踏み出した 1曲であり，ディ・ジャコモの古典的なナポレターナは，

1970年初頭の混沌として屈折した時代のシャウトによって，その本来の憂鬱を新しい形で再現

したのだ。

　そして音楽性もまた，それまでのショウメンのものとは違っていた。60年代のジェイムス・

ブラウンやオーティス・レディングに影響を受けた R&Bを抜け出して，ファッジのアートロッ

クを思わせるヘビーな前奏が印象的であった。イギリスのプログレッシブロックが話題を呼び始

めていた時期にあって，まさにそうした方向へ一歩を踏み出そうとしていた 1曲であったのだ。

　つまり，解散のまさに直前にショウメンが向かっていたのは，R&Bとイタリア的なサウンド

との融合という段階を超えて，そこにナポリの地域と伝統を繋ぎ合わせ，さらにはプログレに接

近するといった，真に革命的なものであった。残念ながらその足跡はグループの解散によって途

絶えてしまった。そして，グループ解散のきっかけとなったエリオ・ダンナが，ショウメン脱退

直後に「オザンナ」という別のグループの創設に立ち会い，プログレッシブロックの名盤を世界

中に向けて発信し，大きな成功を収めている。その原型のひとつが，ショウメンの《カタリー》

にあったと考えるのも，あながち見当違いではないだろう。

2-3．ナポリ・チェントラーレ

　ジーノ・パオリ，ロベルト・ヴェッキオーニ，ルーチョ・ダッラといった大物のカンタウトーレ

らのバックを務め，70年代以降のイタリア音楽を語る上で重要な人物の 1人に，ナポリ出身の

パーカッショニスト，トニ・エスポージトがいる。そんな，ナポリのロックやジャズを熟知して

いる彼が，60年代後半から 70年代前半にかけてのナポリ音楽ついて興味深い言葉を伝えている。

ナポリは丘の上の地域と港に隣接する平野部の 2つに分かれる。後者にたむろしていたのは，

アメリカの海兵や山師や，人には紹介できないような妙な連中で，ファンクや R&Bを聴い

ていた。ヴォメロの丘の方は，ロックに塗れていた。平地の連中のスターは，オーティス・

レディングやジェイムス・ブラウンやウィルソン・ピケットで，丘の奴らにとっては，ク

リームやレッド・ツェッペリンがヒーローだった 21）。

　「丘の上」と「港に隣接する平野部」は，社会階層も異なれば風景も違う。ヴォメロの「丘の

上」には，弁護士や医師，大学教授，企業家といった上流階層の住居が並び，建物の間に洗濯物

を吊るしたナポリならではの風景は見られず，北部イタリアの住宅地かヨーロッパの街並みを思

わせる。一方の「港」は，領域を広くとれば，ナポリ中央駅から伸びるウンベルト大通りからナ
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ポリ湾にかけての，時には海抜よりも低い場所もある地域を指し，伝統的に貧困層が多く居住し

ている。

　興味深いのは，その丘の上の音楽であるイギリスのハードロックやプログレと，港の音楽であ

るアメリカのブラック音楽の両方が，ショウメンの「その後」によって発展したという事実である。

ナポリのプログレッシブロックを代表するのが，エリオ・ダンナが加入したオザンナで，そして

R&Bやファンクの方は，ジェームズ・セネーゼの「ナポリ・チェントラーレ」が引き受けるこ

とになる。ここでも改めて，ナポリ音楽におけるショウメンの影響力の大きさを思い知らされる。

　ショウメン解散後，残ったメンバー2人と「ショウメン 2」を結成して，プログレッシブロッ

クを試みたアルバムを 1枚出したものの，セネーゼは新しい音楽を探し求めていた。その頃セ

ネーゼは友人を介して，当時ポジターノで音楽活動をしていたショーン・フィリップスと知り

合った。フィリップスは，作家であった父について幼少の頃からから世界中をまわった国際派で，

ビートルズやドノヴァンとも交流が深く，ジョージ・ハリソンにシタールを教えたとも言われて

いる 22）。自然，ポジターノの彼の周囲には国際色豊かなミュージシャンが集まり，セネーゼは彼

らとも交友を結び，しばしば私的なセッションに発展した。そうした中から，アメリカ出身の

キーボード奏者マーク・ハリスと，イギリス出身のベーシスト，トニー・ウォムスレーと意気投合

する。そして，ショウメン時代からの朋友，ドラムのフランコ・デル・プレーテを加えて，グルー

プが結成された。セネーゼはグループのリーダーとなり，テナーサックスとボーカルを務めた。

　セネーゼの新しいグループは，カセットテープに吹き込んだオリジナル曲を様々なレコード会

社に持ち込みながら，夜はナポリの NATO基地内外のクラブで演奏するという生活を続け，つ

いに 1974年，リコルディ社と契約を交わし，グループ名も「ナポリ・チェントラーレ」に決ま

り，アルバム『ナポリ・チェントラーレ』が発売された。収録曲はどれも，当時のヒット曲の尺

であった 4分を大幅に超えるものばかりであったが，それでも 9万枚という，ジャズロックとい

うマイナーなジャンルとしては異例のヒットを記録した。

　翌 1975年には，イタリア共産党のヴァレンツィがナポリ市長となり，ナポリで初めての左派

政権が誕生している。長く続いたキリスト教民主党ガーヴァ閥に対する反発は，とりわけ若者の

間に強く，「鉛の時代」と呼ばれたテロリズムの横行する不穏な時代にあって，新市政への期待

が市内を覆っていた。ナポリ・チェントラーレの成功は，音楽的な先鋭性だけではなく，セネー

ゼの絶叫を通じて伝わるその歌詞にも負っていた。シングルにもなった代表曲《カンパーニャ

（畑）》は，地主に搾取される下層農業従事者の生活を歌っている。

雨が降ろうが，お日さまが出ようが

サン・ニコーラの百姓は

ワインの詰まった瓶を手に

毎日，耕しに出かける
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畑だ，畑だ，

おそろしく素晴らしい，畑は

だが，旦那がもっと喜ぶのは

懐に金をつめこむこと

そのご夫人は

際限なく太っていきやがる

だが，黒いパン一切れのために

この大地を耕す奴らが，

畑で目にするものといえば

澱んだ水とぶっ壊れたケツ

ここに描かれている肉体労働者に対する「搾取」は，当時の左派の若者たちに好意的に迎えられ

はしたが（セネーゼは政治的な意見を口にせず，少なくとも若者たちの新しい左派の動きに共鳴

していたわけではない），それ以上の重要な意味を含んでいる。50年代に流行した「太陽と，笑

いと，歌」というステレオタイプのナポリは，ここには一切描かれていない。そこに描かれてい

るのは，ナポリ郊外の（おそらくは彼の出身地である農村地ミアーノの），観光客が足を踏み入

れることのない地域の，労働の情景である。「おそろしく素晴らしい」畑は，ステレオタイプの

ナポリ音楽や映画に溢れている牧歌的なものではなく，「黒いパン一切れのために」「ぶっ壊れた

ケツ」を引きずり労働するただの農夫の姿だ。ここには，たとえネガティブに見えようとも描写

し表現しようという，新しいナポリ文化の方向性が見て取れる。

　また，ナポリ・チェントラーレはナポリ文学史の中でも，けして看過できない重要な一歩を踏

み出している。歌詞は全て，ショウメン時代とは違い，ナポリ方言で書かれている。それも，読

み書きのできないセネーゼの祖父母の世代が使っていたような，格言的な用法が，いたるところ

に散りばめられているのだ。そして歌詞の内容は，虐げられた者たちの生活や思いを綴ったもの

となっていて，それが，やはり虐げられたアフリカ系アメリカ人の音楽であるジャズロックに乗

せて歌われているのだ。

　「本能的なアーティスト」と呼ばれたセネーゼの中に，イタリアの中の「虐げられた」人々で

ある南部人と，アメリカの中で同じ立場にいた黒人たちとのアナロジーが戦略的に働いていたと

は思えず，そうした対比を表立って口にするのは，次の世代のピーノ・ダニエレが最初になる。

だが，それでもセネーゼの楽曲には，それを感じさせるものが既に芽生えている。おそらくは

「半分黒い」 23） 出自に対して自覚的であったことが，それを本能的に可能にしたのだろう。彼の

歌うナポリ方言の歌詞は 24），ナポリ的な色調を添えるための飾りではなく，素のままの「自分」

の声でもなく，イタリア語やイタリアというアイデンティティへの異議申し立てであり，ナポリ

的なアイデンティティの確認であった。
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3．民衆歌の語り直し

3-1．イタリアの民衆歌とフォーク音楽

　R&Bやジャズロックといったアメリカの「ブラック音楽」と並んで，この時期のイタリアの

音楽文化を特色づけたものとして，フォークソングを挙げることができる。いわゆるフォークソ

ングは，ナポリのみならず，全世界的な流行でもあった。それは，民衆的な文化の見直しと，反

体制的な若者の異議申し立てといった，2つの大きな潮流によって支えられた，時代の申し子で

もあった。イタリアの場合も例外ではなく，最初にフォークソングに注目したのは左翼系の音楽

家や演劇人であった。

　だが，誤解を避けるためにも，「フォークソング」という言葉をここで整理しておきたい。「民

衆の歌」を意味するフォークソングは，本来はいわゆる民謡や民衆歌の類を指す言葉であり，イ

タリアの各地域に伝統的な「フォークソング」が存在している。1960年代に世界的な流行を見

た，ボブ・ディランらの名前と結びついたフォークソングは，言うなればそのリバイバルから生

まれた産物であり，民衆歌を詩や楽曲の面で取り入れていることも多々あるが，基本的には作家

によるポピュラー音楽の 1ジャンルであり，あくまで「民衆風」歌謡であって，民衆歌謡そのも

のではない。

　イタリアの民衆歌は，その多くが農村に伝わる労働歌で，口承によって各コミュニティに受け

継がれてきた。こうした古典的なフォークソングが大きな変貌を遂げたのが，19世紀のナポリ

で，ナポリ王国に帰化したフランス人コットローは，ナポリ周辺の民衆歌をピアノ譜に書き写し，

民衆歌がブルジョワのサロンと交流して，いわゆるカンツォーネ・ナポレターナの原型のような

ものが出来あがった。コットローの試みをベースとして，詩人と作曲家が，こうした「民衆風」

の歌を意図的に創作していったのが 1880年以降で，カンツォーネ・ナポレターナはこの時に誕

生する。だが，その発展の過程で抑圧されていった音楽的潮流もあった。ナポリ周辺の民衆歌で

ある。カンツォーネ・ナポレターナの圧倒的な成功の影に隠れながらも，主に農村や山岳地域で

は，引き続き祭りの日や農作物の収穫時には，シンプルな手作りの楽器の伴奏をともなって，民

衆歌が歌い継がれていった。

　近代化と都市化の過程の中で忘れられていった，こうした民衆文化としての音楽に，1950年

代後半以降，左翼系の演劇人や音楽家たちが注目するようになる。その際に重要な存在となった

のが，民俗学者エルネスト・デ・マルティーノと民俗音楽者ディエゴ・カルピテッラであった。

デ・マルティーノは，1959年に，プーリア州のサレント地方にフィールドワークに赴き，毒蜘

蛛タランチュラに噛まれることで生じるとされた舞踏病の調査を行ったが，その際にディエゴ・

カルピテッラを伴っている。1961年にはその成果を『後悔の地』La terra di rimorsoとして刊行

し，大きな反響を呼んだ。デ・マルティーノとカルピテッラの学術的な仕事が，60年代の

フォーク音楽流行の理論的基盤となったのだ。

　1962年にはミラノで「NCI（ヌオーヴォ・カンツォニエーレ・イタリアーノ）」が結成され，
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1964年には民衆歌の歌い手たちを擁したレビューコンサート『ベッラ，チャオ』が上演された。

そして 1966年には，その後を継ぐようにして，劇作家兼俳優のダリオ・フォーが，やはり同様

に民衆歌の歌い手やフォークシンガーたちを起用して『俺は考えて，歌う』を上演し，話題を呼

んだ。ダリオ・フォーのショーには，ローザ・バリステリ，アントニオ・インファンティーノ，

エンツォ・デル・レら，イタリア各地のフォークシンガーたちが参加し，それまでサルデーニャ

やシチリアの方言を歌い，地元の地域でしか知られていなかった彼らは，一躍全国規模の有名シ

ンガーとして成功を収める。

　それらは，民衆歌の伝統と，民衆歌風の創作との垣根を超える試みでもあった。民衆歌を配置

したショーには，民衆歌風の創作も加えられ，そしてその全体を成していた枠組みは，体制批判

の最先端のダリオ・フォーであった。こうして民衆歌は，左翼のプロテストソングの文脈に置き

直された。

3-2．NCCP（Nuova Compagnia di Canto Popolare）

　こうした，左翼的フォークによる「民衆音楽」の見直しがイタリア中を湧かせていた 1967年，

ナポリでは NCCP（ヌオーヴァ・コンパニーア・ディ・カント・ポポラーレ）が誕生している。

NCCPは最初，エウジェニオ・ベンナート（「カンタウトーレ」エドアルド・ベンナートの弟），

カルロ・ダンジョー，ジョヴァンニ・マウリエッロといった，大学の友人 3人を中心とした，音

楽的な語らいのようなものに過ぎなかった。ベンナートとダンジョーは，当時流行していたサン

レモのヒットソングや，アメリカ音楽のイタリア化にすぎないポピュラー音楽に食傷して，

フォーク歌手たちの活動に共鳴していた。彼らの独自性は，当時フォークリバイバルの蚊帳の外

にあった自分たちの町ナポリを含むカンパーニアにおいて，バリステリやデル・レらのような，

芸術や近代の手が加えられていない民衆歌の素朴で力強い美しさを表現したいと考えていたとこ

ろにあった。

　ベンナートとダンジョーはともに，ナポリ郊外のバニョーリにあったイルヴァの製鉄工

場 25） の工員を父に持ち，工場内の住宅に住んでいたため，しばしばナポリ＝フオーリグロッタ

間の地下鉄を利用していた。当時フオーリグロッタに住んでいたロベルト・デ・シモーネも同じ

電車を利用していたことから，1967年のある日 26），若者たちとデ・シモーネは電車の中で出会

うことになる。デ・シモーネは彼らを自宅に招いて演奏させ，彼らがレパートリーとしていた

18世紀の民衆歌《グアッラチーノ》に衝撃を受けて，NCCPが結成された。ロベルト・デ・シ

モーネはナポリ音楽院のピアノ科を主席で卒業し，ピアニストとしての未来を嘱望されながらも，

デ・マルティーノの影響もあり，とりわけカンパーニア州の民衆歌に関心を持ち，フィールド

ワークに出かけては様々な民衆歌を採取し分析するようになっていた。つまりは，両者の関心が

一致したのだ。

　NCCPは 1968年 7月 27日，サレルノで行われたフォーク・フェスティバルにおいて，初めて

公の場で演奏をしている。その間，メンバーの入れ替わりが激しかったが，当初の 3人は固定メ
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ンバーにとどまった。1969年 7月 2日には，ナポリ市内のエッセ劇場でコンサートを開く。そ

の後，ナポリ市内を中心にコンサート活動を続け，NCCPは徐々に成功を収めていき，1971年

にアルバム『ヌオーヴァ・コンパニーア・ディ・カント・ポポラーレ』を発売する。その頃まで

には，ペッペ・バッラ，パトリツィオ・トランペッティ，ファウスタ・ヴェーテレらも参加し，

グループは大所帯になっていた。

　この頃，評判を聞きつけた劇作家エドゥアルド・デ・フィリッポがエッセ劇場に赴き，NCCP

に感銘を受け，自らの本拠地であるサン・フェルディナンド劇場に彼らを招いた。すっかりグ

ループに夢中になったデ・フィリッポは，1972年のスポレート演劇祭に彼らを推薦する。こう

して，NCCPは演劇祭に取材に来た国内外の劇評家やジャーナリストの心を動かし，国際的な成

功を収めることになった。

　それでは，NCCPの音楽的な特異性はどこにあったのだろう。60年代のフォークリバイバル

に影響を与えた NCIやダリオ・フォーの活動と比べてみれば，その独自性は次の 4点に集約さ

れうる。まずは，民俗学者でありかつ音楽学者でもあったデ・シモーネの音楽観の影響である。

デ・シモーネは，学術的なフィールドワークによって得られた民衆の「声」を再現することを目

指しながらも，それだけでは充分ではなく，文学と口承性の関係の問い直しこそが，NCCPで実

現したかったことだと述べている。「それは，音楽学を民俗音楽と結びつけようとする最初の試

みであった」 27）。そのため，フィールドワークによる民衆音楽の調査に加えて，ルネサンス時代

のヴィッラネッラをも対象に入れ，当時出版された楽譜を始めとする文献史料も渉猟することに

なる。ヴィラネッラは，宮廷の音楽家たちが，ナポリ近郊の農村地帯の「民衆歌」を取り入れて

洗練化させた音楽ジャンルで，16世紀から 17世紀にかけてナポリ内外で人気を博し，当時は楽

譜集も出版された。デ・シモーネ自身も明言しているように，作者不詳の民衆歌と音楽家による

その創作の垣根を問い直すことこそが，その目的であったのだ。

　そして 2点目は，政治的な姿勢が比較的薄いということである。民俗音楽学者と協力した民衆

歌の現代的な見直しという NCCPの特徴は，一見してミラノの NCIと重なるところがある。だ

が，政治思想と音楽的な伝統のアプローチにおいて，両者は異なっている。NCIはその中心人

物の 1人に，社会党系の雑誌『アヴァンティ！』のボジオがいたこともあって，左翼的な思想背

景が濃厚であり，政治思想的な文脈において，「民衆」歌を取り上げていた。一方，デ・シモー

ネは，そうした「当時の左翼の考え方を共有せず」，「その帰結として，フォークリバイバルを拒

否するまでに至った。彼にとってそれはあまりにイデオロギー的に過ぎたのだ。デ・シモーネは

それよりも，民衆歌の中に，理性的なものと非理性的なものとの邂逅／対立の表現を読んでい

た」 28） と，アニタ・ペーシェは述べている。

　3番目の特徴として，民衆歌を歌い演奏するだけではなく，それを，全体的な身体性の表現の

一部と考えていたことが挙げられる。NCCPは，ベンナートとデ・シモーネの地下鉄での出会い

から一貫して，身振りや衣装といった表現にもこだわり，演劇的な特質を備えていた。後述する

ように，こうした特徴のために，1972年以降は演劇へと傾いていき，最終的にはナポリ演劇史
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に燦然と輝く『猫のシンデレラ』の上演にまで発展する 29）。

　そして最後の特徴として，カンツォーネ・ナポレターナとの関係が挙げられる。NCCPは，カ

ンツォーネ・ナポレターナのような巨大なジャンルを解体するという，ナポリ文化史的にはきわ

めて重要な作業を実現している。前述のように，カンツォーネ・ナポレターナは，ナポリ市内お

よび近郊の民衆歌を採取し，それをブルジョワジーの感性にも耐えうるように，いわば近代化し

「芸術」化したものであった。1960年代前半のロベルト・ムーロロの『ナポレターナ』3部作は，

逆にそうした「近代的」な要素をこそぎ落とすことで，カンツォーネ・ナポレターナに可能な限

り原初の形を取り戻させる作業でもあった。そして NCCPは，さらにラディカルに，カン

ツォーネ・ナポレターナと向き合っている。

　こうした彼らの作業と方向性が明確にあらわれているのは，《フランスのピン》であろう。《フ

ランスのピン》と言えば，サルヴァトーレ・ディ・ジャコモの詩にエンリーコ・デ・レーヴァが

曲をつけた，1888年発表の，カンツォーネ・ナポレターナの名曲として知られている。ディ・

ジャコモのカンツォーネの中でも特によく知られた曲で，カンツォーネ・ナポレターナのアンソ

ロジーのお馴染みのナンバーである。ところがこの詩は，ディ・ジャコモの完全な「オリジナ

ル」ではない。ポミリアーノ・ダルコなどナポリ近郊の農村地域でよく知られた「民衆歌」を元

に，ディ・ジャコモが，例えばサビのリフレインを明確にするなど，近代の歌謡として洗練化さ

せているのだ。NCCPの《フランスのピン》は，ディ・ジャコモが参考にした民衆詩に歌詞を戻

し，そして音楽の方も，フィールドワークを通じて，可能な限り本来の民衆歌のスタイルに戻し

たものになっている。アウレリオ・フィエッロやマリオ・アッバーテ，セルジョ・ブルーニら，

ナポリ音楽祭のスターたちが歌うディ・ジャコモ版に慣れ親しんでいる人々は，NCCP版の同曲

を聴いて衝撃を受けた。けれどもそれこそが，NCCPの音楽的な方向性であり，有名曲を取り上

げたことで彼らの意図が明確にされている。

　だが，学術的な作業を経て「民衆歌」を再現するというだけであれば，それは 1970年前後の

文化史的文脈とは関連性を持つに至らない。NCCPの楽曲群は，単なる民衆歌の再現には終わら

ず，それを再構成する現代的な感覚においても優れていた。例えば，彼らが珍しく取り上げてい

る「現代」の楽曲に《黒いタンムリアータ》があるが，その後半部分には，戦後間もない頃に替

え歌にして歌われていた，米兵相手の娼婦たちを揶揄する歌詞が取り入れられ，当時のナポリの

猥雑さが再現されている。こうして，民衆の労働歌である「タンムリアータ」を取り入れること

で，民衆の持つ残酷なエネルギーを表現した 1944年のヒット曲《黒いタンムリアータ》は，ブ

ルジョワ的な垢を剥がされ，さらには 1944年当時の喧騒の再現を付加されて，人工的でありな

がら非近代的で民衆的な歌謡として再生されたのだ。

3-3．ムジカ・ノーヴァの南部主義と音楽

　1974年に NCCPは，2度目となるスポレート演劇祭への参加を果たしたが，この時のショーは，

コンサートというよりも演劇に近づいていた。18世紀の喜劇『ゼーザの歌』Canzone di Zezaを
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披露したのだが，それは，プルチネッラとその妻トッラ，トッラの母ゼーザ，そして貴族のペッ

ケセッケという 4人の登場人物からなる音楽劇であった。同年の演劇シーズン，NCCPは 17世

紀末のナポリ方言劇『牧人たちのカンタータ』Cantata dei pastoriを，サン・フェルディナンド

劇場で上演する。アンドレア・ペッルッチによる同喜劇は，イエスの生誕を扱った宗教的牧歌劇

であり，デ・フィリッポの『クピエッロ家のクリスマス』（1931）が書かれる以前には，毎年の

ようにクリスマスになるとナポリ中で上演されていた。歴史的な戯曲の復活上演は，ナポリ演劇

史の点からみれば画期的な事件であったが，NCCPの主導権がベンナートの手を離れてデ・シ

モーネに渡り，民衆歌を新たな形で再現するフォーク・グループから演劇集団に変質した瞬間で

もあった。その 2年後の 1976年，デ・シモーネは，17世紀の作家バジーレの『物語の物語（ペ

ンタメローネ）』内の一話「猫のシンデレラ」を音楽劇に書き起こした『猫のシンデレラ』Gatta 

Cenerentolaを上演し，イタリア演劇界の注目を一身に集めるが，その中にエウジェニオ・ベン

ナートとカルロ・ダンジョーの姿はなかった。

　NCCPを脱退したベンナートとダンジョーは，彼らの音楽の出発点であった「民衆歌」として

のフォークを求めて，プーリア州フォッジャ県内のガルガーノやカルピーノを訪れている。ベン

ナートは，民衆文化を吸収して洗練化した都市文化を生み出したナポリには，彼らの求めていた

「民衆歌」はもはや存在していないとして，より根源的で残酷で情念的な音を求めて，デ・マル

ティーノの「後悔の地」であるプーリアの民衆歌に目をつけたのだ。タランテッラはもはや，イ

プセンやリヒャルト・シュトラウスが取り入れたナポリの舞踊曲ではなく，悪魔を身体から駆逐

する魔術の音楽として再生される。

　こうしてベンナートとダンジョーは，後にポップス歌手として人気を博すテレーザ・デ・シオ

や，パーカッショニストのトニ・エスポージトを加えて，フォーク・グループ「ムジカ・ノー

ヴァ」を結成し，1976年には，フィリップス社と契約して，アルバム『ガローファノ・ダン

モーレ』Garofano d’ammoreを発売した。全 10曲を数える収録曲は，すべてガルガーノを始め

とするプーリアの民衆歌で，いわゆる「フォークリバイバル」の 1枚であったが，アルバムの裏

表紙には「これが最後のフォークリバイバルになる」と記されていた。

　その言葉通り，その後発売されたムジカ・ノーヴァの 4枚のアルバムには，ベンナートとダン

ジョーのオリジナル曲のみが収められることになる。セカンドアルバム『ムジカ・ノーヴァ』

Musicanovaには，1943年の「ナポリの四日間」を歌ったバッラータ《悪
スクニッツォ

童への歌》Canto allo 

scugnizzoなど，ナポリの文脈を歌いながらも，そこに流れている精神には，『ガローファノ・ダ

ンモーレ』を経由したプリミティブな力が込められていた。

　そして 1979年，カルロ・アリアネッロの同名小説をテレビドラマ化した『女子修道院長の遺

産』L’eredità della prioraの音楽担当に，ムジカ・ノーヴァが起用される。アリアネッロは，い

わゆるリソルジメントの修正論者の初期の作家の一人で，イタリアの統一を，北部（サルデー

ニャ王国）による南部（両シチリア王国）の植民地化として見直し，「匪賊」とされた南部の叛

乱者たちに光を当てたのが『女子修道院長の遺産』であった。ベンナートとダンジョーは，同ド
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ラマの主題歌として《匪賊は死す》Brigante se moreを作曲し，全 15曲から成るサントラアルバ

ム『匪賊は死す』を発売した。とりわけタイトル曲は話題を呼び評判となったが，あまりに「思

想的」で「非商業的」であるとして，フィリップスとの契約を打ち切られてしまう。

　楽曲《匪賊は死す》は現在にいたるまで息の長い成功を収め，ベンナートの音楽活動の象徴と

も呼べる 1曲となったが，その南部主義的な歌詞はあまりにスキャンダラスであった。

さあ，新しい歌を歌おうじゃないか，

みんながこの歌を覚えなくちゃならねえ

ブルボンの王など屁でもねえが，

ここは俺たちの土地で，誰にも触れさせねえ

狼を見て怖がったやつには

何が本当なのか，分かりゃしねえ

子供らを喰らう本物の狼は，

俺たちが追い払わなくちゃならねえ，ピエモンテ人だ

男は，匪賊に生まれ，そして死ぬが

最後まで俺たちは，撃たなくちゃならねえ

俺たちが死んだら，花を捧げて

この自由ってやつに，呪いの言葉をかけてくれ 30）

　イタリアは，ナポリ王国（両シチリア王国）が植民地化され併合されるという形で統一された。

統一に抵抗した元ナポリ王国軍兵士と民衆からなる「匪賊」たちは抹殺され，「反逆者」の烙印

を押されて歴史から忘れられた。こうした史観はリソルジメントの公式な思想とは相いれず，あ

まりに過激で「思想的」であるとする意見も，あながち否定できないだろう。だが，ラッファ

エーレ・ラ・カプリアが『失われた調和』で述べているように，カンツォーネ・ナポレターナを

始めとする「ナポリらしさ」の文学が，下層庶民の「怒り」を和らげるために，ブルジョワ階級

によってナポリの「共通言語」として生み出されたのだとすれば 31），それ以前に立ち戻ることは，

庶民たちの「怒り」を取り戻すことであり，虐げられた南部全体の声を回復することにも繋がる。

そうした意味では，ムジカ・ノーヴァの《匪賊は死す》は，単なる偏った思想的な楽曲ではなく，

ナポリの，そして南部イタリア全体の音楽を根本から文化的に見直した仕事として浮かび上がっ

てくるのではないだろうか。
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おわりに

　1960年代後半，ナポリはイタリアの他の都市に比べて若干遅れながらも，新しい音楽を生み

出し，1970年代にはそれをさらに発展させた。ショウメンに始まりナポリ・チェントラーレに

受け継がれるブラック音楽（それはさらにピーノ・ダニエレや，90年代の 99ポッセ，アルマメ

グレッタに繋がっていく）と，NCCPおよびその創設者の一人であるエウジェニオ・ベンナート

のその後の活動によるフォーク音楽という二つの系譜に，この時代のナポリ音楽の層の厚さを見

ることが出来る（当然ながらそこに，オザンナに代表されるプログレッシブロックや，エドアル

ド・ベンナートらのカンタウトーレも欠けてはいない）。

　彼らの重要性は，単に同時代のアメリカやイギリスのポピュラー音楽を移植しただけのもので

はないところにある。一般に「ナポリタン・パワーズ」と総称される彼らの活動は，カンツォー

ネ・ナポレターナの神話が解体され，生産的であることを止めた時期に重なっていて，19世紀

後半というナポレターナの誕生をさらに遡り，根源に立ち返って，新しいナポリの音を生み出そ

うという強い意識に裏づけられている。そうした彼らの表現は，単なる地域主義やローカルな現

象にはとどまらない，方言文化の持つアクチュアリティを垣間見せている。おそらくそのために

ナポリの方言音楽は，グローバル化の時代にあっても，未だに生産的であり続けているのではな

いだろうか。

注

1） Carosone（2000），p. 83. カロソーネはまた，雑誌「オッジ」のインタビューに答えて，飽き
られていない絶頂期のまま，美しい去り際を迎えたかったのだと語っている。

2） 近藤（2018）．
3） この点では，かつての日本のレコード会社の専属契約に似ている。日本の場合は 1960年代の
グループサウンズの流行とともに，徐々にそうしたシステムが解体されていき，専属契約を残
した歌手たちが，「演歌歌手」というカテゴリーに収められていった。輪島（2010）．

4） 近藤，（2018）．
5） Facci e Soddu（2011），p. 77．「モドゥーニョの演劇的なしぐさは，芝居がかっているという
批判もやむを得ないような，あの唐突で衝動的なターンは，飛翔を始めて，社会の現実と現実
の政治との間にすでに感じられていた距離を訴えようとしていた一つの国の，生命の旋回で
あった」。

6） De Luigi（2008）, pp. 21-22.
7） Ibid., pp. 22-23.
8） サンレモ音楽祭ではこの時期以降，ロックンロールを取り入れた曲が目立ってくる。つまりは，
ロックンロールが大衆化して，「革命的」な音楽であることをやめたということである。

9） コラリーツィ（2010），p. 333.
10）70年代には，アラン・ソッレンティの《彼女に伝えて》やジャルディーノ・デイ・センプリ
チの《君は泣かずに》といった，プログレッシブロックのアレンジによる戦前のカンツォー
ネ・ナポレターナのリバイバル曲がヒットしている。
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11）近藤（2017）.
12）Aymone （2014）, pp. 45-47.
13）Ibid., pp. 38-40.
14）Aymone （2005）, p. 24.
15）Ibid., pp. 25-27.
16）同年のフェスティバルでは，現在でもよく知られている，アウレリオ・フィエッロとジョル
ジョ・ガーベルが歌った《ピッツァ》が入賞している。

17）Cfr. De Carlo e Triviani （2017）.
18）Aymone （2005）, p. 30.
19）D’Errico （2015）, p. 18.
20）ディ・ジャコモとマリオ・コスタのコンビには，他に《それは五月》もあり，カンツォーネ・
ナポレターナの黄金時代を飾った名曲を数多く生み出している。

21）Aymone （2008）, p. 64.
22）『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』収録の《ラブリー・リタ》
のコーラスにも参加している。

23）ピーノ・ダニエレは『ネーロ・ア・メタ（半分黒い）』と題したアルバムを 1980年に発表し，
1979年 10月に急逝したマリオ・ムゼッラに捧げている。また同アルバムにはジェームズ・セ
ネーゼもサックスで参加している。

24）ナポリ・チェントラーレの楽曲の歌詞は，セネーゼのイメージをデル・プレーテが歌詞に書き
起こす形で制作されている。Cfr. Aymone （2005）, pp. 76-77.

25）1964年からイタルシーデルとなるイルヴァは，南部経済の牽引を期待されながらも，その後
業績が悪化して閉鎖され，現在では工場時代の汚染という問題を残している。つまり彼らは，
郊外でありながら工業地であった南部産業の矛盾を孕んだ地域に生まれ育っていて，それが彼
らの音楽的アイデンティティにも影響を与えている。また，農村から工業地域にまでいたる多
様な郊外との関係において都市文化を見直す視点は，都市ナポリのステレオタイプな表象を解
体する際に重要なものとなる。

26）1967年に関しては異論がないが，それ以上の正確な日付は不明とされている。Pesce （2018）, p. 18.
27）Pesce （2018）, p. 25.
28）Ibid., p. 55.
29）NCCP結成の 1967年には，リヴィング・シアターがナポリ公演を行い，『フランケンシュタイ
ン』，『アンティゴネー』，『パラダイス・ナウ』を上演しているが，デ・シモーネは熱心に劇場
に足を運び，ジュリアン・ベックとも知己を結んでいる。Cfr. Pesce （2018）, p. 53.

30）Bennato（2010）, pp. 28-29.
31）La Capria（1999）.
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韓国の日本語学習者が求めるネイティブ／ノンネイティブ 
教員の資質・能力と役割

中　川　良　雄

 〈Summary〉
  The main purpose of this research is to work out ways to inquire about qualities and 

abilities that native speaker teachers （NST）/ non-native speaker teachers （NNST） are to be 

equipped with for the sake of developing excellent foreign language classes as well as to search 

for good ways for teachers collaborate and cooperate with each other.

  The author believe that it is possible to conceptualize “excellent foreign language classes” 

by delving into the linguistic individuality and the pedagogical commonality （universality） via 

our survey results as to what the teachers’ roles are and what qualities and abilities the 

learners expect of NSTs and NNSTs. If we can find out what the teachers are expected of, then 

the findings will not only help to facilitate teacher-training but also to improve the necessary 

qualities and abilities for good teachers.

  We have already discussed in the previous papers, on competences and abilities required 

for English and Chinese, French German teachers. We are going to discuss of those required 

for Japanese teachers in Korea. We know that there are so many NST and NNST in Korea, if 

the cooperation or collaboration of NST and NNST well worked, we will be able to pursue ideal 

foreign language education.

はじめに
　近年の外国語教育においては，従来の文法能力の向上とオーディオ・リンガル・メソッドを中

心とした，教師主導型の練習方法から，学習者のコミュニケーション能力の伸長を目指した，学

習者主体の教授スタイルへと変換を遂げつつある。それと同時に教師に求められる資質や能力も

変化してきている。また学習者のコミュニケーション能力の向上を図るために，ネイティブ教員

を積極的に活用し，ノンネイティブ教員と連携・協働を図りながら，学習者のニーズに応えよう

とする動きもある。

　われわれはこれまでに，中国の日本語教育（2018 b）や日本国内（京都外国語大学）の外国語

教育（2018 a, 2018 c）において，学習者がネイティブ／ノンネイティブ教員に求める資質や能力

について考え，両者の役割分担について考察を進めてきた。

　本稿では，（韓国の）韓国人日本語学習者が求めるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・

能力について稿を進めるが，国際交流基金（2014）の調べによると，韓国の日本語学習者数は，

初等教育・中等教育・高等教育・その他合計で，840,187名で，教師数は，17,817名である。日
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本語学習者数では，世界第 3位であり，日本語は，韓国語との文法構造の類似性や地理的距離が

近いことなどから，学びやすい言語であるとされている。また同基金（2014）では，「多くの大

学で日本語ネイティブ教師が雇用されており，2～3年の短期契約が一般的。大半の教師が「日

本語会話」等の授業を担当している。」と報告している。雇用形態や条件はともあれ，ネイティ

ブ教員の役割として，「会話」を請け負っていることが分かる。

　韓国で求められるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・能力と役割分担は，前稿同様，目

標言語を問わず「超言語的」な観点から，共通した概念として捉えることができるのか，あるい

は韓国の日本語教育に特異な概念の抽出が可能か，前稿同様，学習者へのアンケート調査を実施

し，共通化（一般化）と特殊化の融合を図る。

　韓国の日本語教育で求められる教員の資質や能力が明らかになり，教員の連携・協働が図られ

るようになると，韓国の日本語教育には益々の進展が望まれ，教員養成も容易になるものと感が

られる。

1．言語学習ビリーフ

1.1　ビリーフ研究

　言語学習ビリーフに関する研究は，Howitz（1987）に始まる。Howitz（1987）は，言語学習

ビリーフ研究の目的を，「教師がある教育手法を選ぶ理由を理解するため」と「言語教師の言語

学習ビリーフと学習者の言語学習ビリーフがどこで衝突するかを知るため」の 2点にあるとして

いる。

　Howitz（1987）は，自身が開発した BALLI（Beliefs About Language Learning Inventory）と

呼ばれる質問調査紙を用いて，32名の ISL学生に対して，「言語学習の適正」「言語学習の困難

さ」「言語学習の本質」「学習とコミュニケーションストラテジー」「言語学習の動機」の 5領域

について調査し，「学習者は，言語学習に関して様々な学習ビリーフを持っている」「学習ビリー

フが学習ストラテジーにも影響を与えている」ことなどを指摘した。また教室活動の種類によっ

ては，学習者に不満やストレスを感じさせる恐れのあることも指摘している。

　本稿では Howitz（1987）の調査結果を詳細に述べないが，学習者が信じる学習ビリーフを知

ることは，教員が教育を進める上で極めて重要な資料を得ることになる。

　この Howitz（1987）に倣い，いくつかの国や地域，機関で同様，あるいは調査対象者の実情

に合わせた言語学習ビリーフ調査が実施されている。日本語学習者のビリーフを知ることは，

「学習者が言語学習に対して意識的・無意識的に抱いている態度や意識であり，学習者のビリー

フを把握することは，学習行動の背後でそれを支える学習者の信念を把握するという意義のほか

に学習活動を学習者が客観的に把握することで，自らの学習行動を反省し改善する動機を与える

意味がある（板井，1999）。

　本稿では，趣旨に鑑み，韓国人日本語学習者の言語学習ビリーフ研究について述べる。
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1.2　韓国人日本語学習者の言語学習ビリーフ

　韓国人日本語学習者のビリーフ研究として，岡崎・堀（2000）がある。岡崎・堀（2000）では，

アジアの学習者が欧米系学習者と異なった言語学習ビリーフを有するのか，それは首尾一貫した

ものなのか，そのビリーフはいかにして形成されるのか，殊に日本語授業を経験することによっ

て変化するものなのかを知ることを目的として，BALLIを用いた質問紙調査を韓国で日本語を

学ぶ大学 1年生 73名を対象に行った。その結果，「文法学習中心という韓国人学習者のステレオ

タイプは，日本語学習の当初からあったというよりは，日本語学習の経験を通して形成された」

可能性の高いことが示された。すなわち教員の言語教育観や価値観が学習者の日本語学習者の言

語学習ビリーフを変化させたことになる。

　また呉（2006）は，韓国の日本語学習者 50名を対象にアンケート調査を実施し，その中の 13

名を対象にインタビュー調査を実施している。それらを分析した結果，韓国の日本語学習者は，

「性別や専門などの個人が属している集団によって言語能力に差があるなどといった考えをあま

り持たず，個人の努力次第で上手になる」というビリーフを持っていることが明らかになった。

日本語学習に関しては，他の言語に比べて，学習しやすいとは認めつつも，日本語の学習そのも

のが易しいとは思っていないことや，コミュニケーション活動に関しては，コミュニケーション

の流れに注意を払いつつも，正確さを重視するという言語観を有していることを明らかにしてい

る。誤用訂正を重視するなど，正確さを重視する傾向が多くの学習者に観察された。日本語学習

動機については，学習を始めた当初より，強くなったとする意見が多く，日本文化に対する興味

から，「日本へ行きたい」「日本人と上手に話せるようになりたい」という総合的動機づけから学

習ビリーフを変化させていく。授業中に自然なコミュニケーションを行いたいという願望が強く，

日本語を媒介として，自分の関心事や専門の勉強をさらに深めたいという積極的動機づけを有し

ている。とはいえ，日本文化やコミュニケーション活動に関心を示すものの，教室活動に結局的

に参加している学習者は少ないと指摘している。誤用を犯すことの恐れ，日本語運用能力の不足，

消極的な性格などの韓国人特有の性格が教室活動への積極的参加を妨げているとも指摘されてい

る。

　さらに呉（2007）では，学習ビリーフと学習ストラテジーの関係について考え，日本語を専門

とする韓国人学生を対象に，「言語学習について抱く信念の総体」としてのビリーフと「言語を

習得することを目的とした計画や手段全般」としての言語学習ストラテジーの関連性を明らかに

している。そしてどのようなビリーフが学習ストラテジーの使用に望ましい影響を与え，どのビ

リーフが学習ストラテジーの使用を制限しているかについて考察している。すなわち呉（2007）

はこの研究で，韓国人日本語学習者は，日本語学習に対して積極的なビリーフを有してはいるも

のの，実際の教室活動においては，対極的に消極的なビリーフを発動させていることを明らかに

している。「他人との会話を楽しむ」や「授業時間に活発に発言する」などの積極的なビリーフ

が言語学習に肯定的に働く一方で，「口頭の授業は私には合わない」や「文法は韓国語で説明し

たほうが分かりやすい」などの項目において，言語学習に望ましくない影響を与えていることを
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述べている。

　韓国の日本語学習者の日本語学習ビリーフをまとめると，およそ次のようになろう。

① ビリーフの形成には，学習者がこれまでに受けてきた教育観や人生観・価値観が大きく関

与する。

② 日本語学習ビリーフは，学習の進行につれて変化しうる。そのため，学習段階での教員の

言語教育観が変化をもたらす要因となる。

③ 韓国における言語学習ビリーフの最大のキーワードは，「正確さ」であると考えられる。

正確さを重視するあまり，コミュニケーション活動を重視する授業への積極的参加が疎かに

なりがちである。正確さ重視の傾向を裏付けているのは，韓国の入試制度や学歴偏重社会に

あると考えてもよい。

④ 日本文化に対する興味が日本語学習動機を高めていると言えるので，教室内では日本文化

に対する興味付与が望まれる。

2．「いい授業」観

　中川・長濵・石井（2011）では，韓国の日本語学習者に「いい授業」に関するアンケート調査

を実施し，その結果，韓国の日本語学習者は，次のような授業を好むことを明らかにした。

⑴ 韓国の学習者は，「叱られたり，注意されたりする」よりも「誉められたり，励まされた

りする」授業をよしと考えている。

⑵ 「教師がさまざまな教授法や練習法を用いる」ことを望んでいる。

⑶ 授業では教師が媒介語として日本語を使用することを望んでいる。しかしながら「学習者

の日本語使用」については，さほど積極的ではない。

⑷ 4技能の割合については，「読む・書く」活動より「話す・聞く」活動の多いことを望ん

でいる。

⑸ 誤りの訂正について，「やさしく行われる」ことを望んでいる。

⑹ 「教科書中心」の授業展開を望んでいる。とはいえ，「視聴覚教材や補助教材を多く用い

る」授業が好まれることは言うまでもない。

⑺ 学習者の自主的発言機会の奪われることを好まず，積極的に発言したいと望んでいる。

⑻ 学習者の発言機会について，「学習者が話す」時間より教師が話す時間の多いことを好ん

でいる。

⑼ 机間巡視などの教師の行動についての項目では，学習者の発言機会や学習活動の種類とも

関連が深い。つまり教師が説明をしたり講義をしたりする時間が多くなると，黒板の前に張

り付きになり，教室内を移動する時間も少なくなってしまう。韓国の学習者は，教師が机間

巡視することを望ましいと感じている。

⑽ 教室内の雰囲気は緊張しているよりは暖かく受容的であることを理想としている。また
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「学習者が助け合い，励まし合う」和やかな雰囲気を理想としていることは注目に値する。

　さらに「教室内に笑いが多い」ことや「教師が冗談を言ったり微笑したりする」ことも教室

内の雰囲気を和やかにするであろう。

⑾ 「日本の文化や習慣が紹介される」授業がよいと考えている。

⑿ 「教師が標準語を用いる」ことを求めているが，その要求度はさほど強いものではない。

　上記は，ネイティブ／ノンネイティブであることを問わず，「よい授業」全般について問うた

ものであるが，教師に求められる能力をおしなべてまとめると次のようなことが言える。

① 教師には，学習者への心理的配慮が求められる。

② 教師には教授技能が求められる。

③ 日本語運用能力に秀でている。

④ 学習者主体の教室活動が展開できる。

⑤ クラスコントロール能力を持ち備えている。

⑥ よき日本の文化紹介者となる。

⑦ 学習者が目指すべき日本語のよきモデルとなる。

　これらは一介の教員に備わった能力であるとは考え難く，日頃の努力と鍛錬から身に付く資質

や能力であると言える。すなわち「プロとしての自覚と誇りから生まれる日々の努力の賜物」で

あると言っても過言ではない。

　さらに学習者の学習ビリーフやビリーフとしての「いい授業」観を知ることは，教師の教授ス

タイルを決定したり，授業シラバスを定めたりする上で極めて重要である。学習者の求める授業

と教師の教授観が合致した時，最大限の学習効果が得られるものと考えられる。

　しかしながら上記は，学習者が日本語教育全般あるいは教師に対しておしなべて求める単眼的

なものであり，ネイティブ／ノンネイティブ教員の個別化を求めるものではない。ネイティブ／

ノンネイティブ教員のそれぞれに求められる資質・能力や役割観について明らかにするのが本稿

の目的となる。

3．韓国の日本語学習者を対象とした調査

　韓国の日本語学習者を対象に，ネイティブ／ノンネイティブ教員に求める資質・能力について

問うアンケートを実施した。

3.1　アンケート項目の策定

　質問紙の作成に当たっては，縫部他（2006）が作成した 41項目を参考に，本論の趣旨である，

「ネイティブ／ノンネイティブ教員の連携・協働」や「役割分担」に鑑み，質問項目を若干追

加・削除して 40項目とした。またネイティブ／ノンネイティブ教員ともに同一項目で問うたが，

ネイティブ教員に関する項目では，試験・留学経験にかかる酷目（38～40）を削除した。
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　韓国人（ノンネイティブ）教員及び日本人（ネイティブ）教員に求められる資質や能力につい

て，それぞれ 40項目（37項目）を 4件尺度法（4：強く求める，3：求める，2：あまり求めない，

1：全く求めない）で問うた。

　それぞれの項目の平均値を出していく。アンケート項目については，巻末付表参照。

3.2　調査期間

　2017年 12月～2018年 2月。

3.3　調査協力者

　韓国の大学日本語学習者 400名。ソウル市内及び近郊の 7大学で日本語を主専攻とする大学生。

主専攻学生を対象としたのは，本稿の主旨とするネイティブ／ノンネイティブ教員による授業を

経験しているためである。その内訳は次の通りである。

調査対象者の内訳

　上図に見る限り調査は，学年，日本語能力に関し，ほぼ偏りなく実施されているものと考えら

れる。

男, 158
女, 
230

無記入, 
2

図 1　男／女の内訳

1年, 66

2年, 70

3年, 87

4年, 152

無記入, 15

図 2　学年の内訳

N1程度, 
18

N2程
度 , 42

N3程度, 
71N4程度, 

61

N5程度, 
61

不明, 14 無記入, 
5

図 3　日本語能力試験レベルの内訳

62 韓国の日本語学習者が求めるネイティブ／ノンネイティブ教員の資質・能力と役割 



4．調査結果

4.1　ネイティブ／ノンネイティブ教員に求めるもの

　アンケート調査より，韓国の日本語学習者がネイティブ／ノンネイティブ教員に求めるもの上

位を挙げてみる。

表 1　ノンネイティブ／ネイティブ教員に求める資質・能力上位 10

ノンネイティブ ネイティブ

すべての学習者に公平である 正しい発音やアクセントで流暢に話せる

教師として威厳のある態度で学習者に接する すべての学習者に公平である

正しい発音やアクセントで流暢に話せる 授業を楽しくする

学習者の文法上の間違いを適切に訂正する 学習者の文法上の間違いを適切に訂正する

授業を楽しくする 学習者の発音上の間違いを適切に直せる

学習者の発音上の間違いを適切に直せる 日本人の考え方や思考方法を理解している

進学や就職などの知識が豊富である 日本の歴史や文化・習慣などについて深い知識がある

習得が困難なことと容易なことをよく知っている コミュニケーション重視の練習をたくさん取り入れる

日本の歴史や文化・習慣などについて深い知識がある 教室を和やかでくつろいだ雰囲気にする

学習者だった時の経験を活かして教える 話すこと・聞くことを中心に教える

　上表から次のようなことが分かる。韓国の日本語学習者がノンネイティブ日本語教員に求める

資質・能力は，「教員自身が正しい発音やアクセントで話すことに加えて，学習者の音声上，あ

るいは文法上の間違いを正しく訂正できること」「コミュニケーションとしての日本語（話した

り聞いたりを中心に）教えること」「日本の歴史や文化についての知識がある」など，さほど深

い教授技能を求めているわけではないが，「かつては学習者だった時の経験を活かして，指導が

容易なこと，困難なことを知っている」「進学や就職についての j法が提供できる」のは，学習

者の身近にいるノンネイティブ教員ならではの資質・能力である。「教師としての威厳を保つ」

こともノンネイティブ教員に求められる資質となろう。

　一方でネイティブ教員には，「正しい発音やアクセントで話せる」「コミュニケーションとして

の日本語（話すこと聞くことを中心に）教える」のは，ネイティブ教員の得意分野であると言え

る。「教室を楽しく和やかにする」役割も，ネイティブ教員に課せられる。

　次にネイティブ／ノンネイティブ教員に求めないものとして，挙がったものを並べてみる。

　ノンネイティブ教員に求めない資質・能力として注目したいのは，まず「日本語だけで話した

り，文法や語彙の説明を日本語だけでする」ことである。コミュニケーションを中心とした授業

を望みつつも，「グループワークやペアワークなどの授業」は好まない。その反面，「読むこと・

書くことに終始した授業」は好まず，教科書に沿った文法説明は好まない。さらに韓国の学習者

がノンネイティブ教員に求めない資質・能力として特徴的なのは，日本語能力試験や修士以上の
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学歴，日本への留学経験など，資格に関する資質や能力は要求しないことである。

　一方でネイティブ教員には，上記ノンネイティブ教員に求めない資質・能力以外に，「翻訳や

通訳の練習」が挙げられ，韓国の日本語教育が，ネイティブ／ノンネイティブで役割分担がなさ

れている項目の一つである。「教師としての威厳」を求めないゆえ，韓国のネイティブ日本語教

員が，長期間滞在するのではなく，短期間で任を離れ，威厳を保つべき主要なポストは，ノンネ

イティブ教員に任されているという推測も成り立つ。

おわりに

　学習者の言語学習ビリーフは，学習者がこれまでに受けてきた教育観や人生観。価値観等に

よって形成される。しかしそのビリーフは，以降の教育観や学習観によって変化しうるものであ

ると考えられる。そのため，学習者が新たに接する教員のビリーフが学習者の新たなビリーフと

して影響を及ぼすことになり，言語学習・教育における教員の役割は重要になる。

　韓国の日本語学習者は，日本語学習に対して，「文法学習中心」「正確さ重視」「御用や発音が

訂正される」「教師主導型教育」等の強いビリーフを持つ。そのため「威厳を持った」ノンネイ

ティブ（韓国人）教員が指導の中心となり，ネイティブ（日本人）教員は，ノンネイティブ教員

の補助的役割を果たすことが期待される。コミュニケーション重視（話すこと聞くことを中心

に）の活動が望まれながらも，ペアワーク・グループワークなどの学習者中心の教室活動には積

極的参加を望まない。反面で日本文化には興味を示し，日本人とのコミュニケーションができる

ようになりたいという願望は強い，授業で日本文化の紹介されることも積極的に望んでいる。

　日本語だけで授業が展開されることを好まず，母語（韓国語）で文法説明のなされることをよ

しとする。翻訳や通訳の授業では，ネイティブ（日本人）教員の介入する余地はない。

　韓国の日本語教育は，ノンネイティブ教員が主導権を握っており，ネイティブ教員との役割分

表 2　ノンネイティブ／ネイティブ教員に求める資質・能力下位 10

ノンネイティブ ネイティブ

日本語だけで授業をする コンピュータ教材を用いて授業を進める

コンピュータ教材を用いて授業を進める 修士またはそれ以上の学位を持っている

修士またはそれ以上の学位を持っている 教科書に沿って文法を重点的に教える

日本語の教授経験が長い 教師として威厳のある態度で学習者に接する

ペアワークやグループワークを積極的に取り入れる 試験（JLPTなど）についての知識が豊富である

文法や語彙を日本語で説明する 日本語の教授経験が長い

日本への留学経験がある 文法や語彙を日本語で説明する

読むこと・書くことを中心に教える 読むこと・書くことを中心に教える

教科書に沿って文法を重点的に教える 文法や語彙を学習者の母語で説明する

日本語能力試験（JLPT）で N1に合格している 翻訳や通訳の練習を取り入れる
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担が明確になされていないきらいがある。

　こうした教育・学習観が，学習者がこれまでに培ってきた言語学習ビリーフをさらに強化し，

ビリーフに変更を生じさせにくくしている。

　願わくば，ネイティブ／ノンネイティブ教員の役割分担を明確化し，学習者の望むコミュニ

ケーション能力の伸長に努めてほしい。またネイティブ教員には，補助的役割に終始するのでは

なく，ネイティブ教員としての専門性を確立し，教授技能の獲得に努めてほしい。

　こうしたネイティブ／ノンネイティブ教員に求められる資質・能力を知ることは，日本語教授

スタイルの獲得につながるばかりか，求められる日本語教授能力を認識し，韓国で求められる日

本語教員の養成の参考に資するであろう。
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【付表　アンケート結果】

NNT NT

1 絵教材や視聴覚教材など，さまざまな教材を多く用いる  ………………………… 2.92 3.18

2 外国語としての日本語教授法に精通している  ……………………………………… 3.11 2.98

3 学習者からの質問に即座に答えられる  ……………………………………………… 3.28 3.43

4 学習者に日本語で話すことを促す  …………………………………………………… 2.89 3.25

5 学習者の発音上の間違いを適切に直せる  …………………………………………… 3.43 3.57

6 学習者の文法上の間違いを適切に訂正する  ………………………………………… 3.49 3.58

7 教科書に沿って文法を重点的に教える  ……………………………………………… 2.77 2.61

8 教室外でも話しやすく親しみやすさを感じる  ……………………………………… 3.29 3.44

9 教室外や課外でも学習者と交わることが多い  ……………………………………… 2.84 3.21

10 教室内において学習者に規律を守らせる  …………………………………………… 2.96 2.98

11 教室を和やかでくつろいだ雰囲気にする  …………………………………………… 3.24 3.48

12 教師として威厳のある態度で学習者に接する  ……………………………………… 3.57 2.64

13 コミュニケーション重視の練習をたくさん取り入れる  …………………………… 3.22 3.5

14 コンピュータ教材を用いて授業を進める  …………………………………………… 2.43 2.48

15 試験（JLPTなど）についての知識が豊富である  …………………………………… 3.06 2.66

16 修士またはそれ以上の学位を持っている  …………………………………………… 2.55 2.48

17 習得が困難なことと容易なことをよく知っている  ………………………………… 3.32 3.36

18 授業を楽しくする  ……………………………………………………………………… 3.46 3.6

19 宿題を適度に出し，きちんとチェックする  ………………………………………… 2.97 2.96

20 進学や就職などの知識が豊富である  ………………………………………………… 3.34 2.88
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21 すべての学習者に公平である  ………………………………………………………… 3.6 3.66

22 正しい発音やアクセントで流暢に話せる  …………………………………………… 3.53 3.69

23 日本語以外のことにも相談にのってくれる  ………………………………………… 3.03 2.97

24 日本語教育に関する資格を持っている  ……………………………………………… 3.07 2.93

25 日本語だけで授業をする 2.32 2.97

26 日本語と学習者の母語を比較しながら教える  ……………………………………… 3.13 2.87

27 日本語の教授経験が長い  ……………………………………………………………… 2.58 2.67

28 日本人の考え方や思考方法を理解している  ………………………………………… 3.27 3.57

29 日本の歌やドラマ・アニメなどを紹介してくれる  ………………………………… 3.17 3.37

30 日本の歴史や文化・習慣などについて深い知識がある  …………………………… 3.31 3.52

31 日本文化を授業の中で体験させてくれる  …………………………………………… 3.05 3.38

32 話すこと・聞くことを中心に教える  ………………………………………………… 3.17 3.47

33 文法や語彙を学習者の母語で説明する  ……………………………………………… 3.04 2.8

34 文法や語彙を日本語で説明する  ……………………………………………………… 2.7 2.72

35 ペアワークやグループワークを積極的に取り入れる  ……………………………… 2.61 2.83

36 翻訳や通訳の練習を取り入れる  ……………………………………………………… 2.84 2.82

37 読むこと・書くことを中心に教える  ………………………………………………… 2.76 2.72

38 学習者だった時の経験を活かして教える  …………………………………………… 3.3

39 日本への留学経験がある  ……………………………………………………………… 2.74

40 日本語能力試験（JLPT）で N1に合格している  …………………………………… 2.78

※ NNT＝ノンネイティブ教員，NT＝ネイティブ教員
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ヘーゲル著『ドイツ国制論』草稿断片　訳と註
― ドイツ的自由と代議制度 ―

早　瀬　　　明

 【解題】
　本断片の主要テーマは二つある。即ち，ひとつは，個別的自由を絶対化するドイツ人の根
源的な性格が，都市の発展と共に力を得て，近世のドイツに於ける重大事件，即ち，宗教分
裂，三十年戦争等の歴史的出来事を根本的に規定するに至り，その結果，ドイツに分裂的現
実が齎されるに至ったという歴史的経緯の記述。もうひとつは，ドイツ人の同じ根源的性格
が，古代ローマ以来の新しい国家制度乃至統治形式としての代議制度を生み出し，世界史に
画期を齎したという，統治形式を原理とする（ヘーゲルに於いて最初の）世界史区分の提示。
茲での歴史的視点からする代議制度の構造の分析が，『ドイツ国制論』の最終的課題である
帝国改革案に基本的な視点を提供することになる。

 〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Japanische Übersetzung und realgeschichtliche und ideengeschichtliche Kommentare zu 

Hegels Fragmenten einer Kritik der Verfassung Deutschlands （Fortsetzung）: In diesem Frag- 

ment gibt es zwei Hauptthemen. Erstens will Hegel hier einen Prozeß beschreiben, worin „der 

ursprüngliche deutsche Charakter, auf dem freyen Willen des Einzelnen zu beharren und sich 

der Unterwürfigkeit unter ein Allgemeines zu widersetzen“ von Grund auf immer seit dem 

Aufstieg des Bürgerstandes die ganze deutsche Geschichte der Neuzeit bestimmt und die 

politische und religigiöse Zerspaltung des deutschen Staates hervorgebracht hat. Zweitens will 

er zum ersten Mal in der Entwicklungsgeschichte seiner Geschichtsauffassung seine Übersicht 

über die Weltgeschichte im Ganzen geben und ihre Dreiteilung aufgrund vom Regierungs- 

prinzip vorschlagen, worin die Repräsentation, die jener deutsche Charakter hervorgebracht 

hat, die grundlegende Stelle in den europäischen Regierungssystemen einnehmen soll.
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訳

KAN, WODURCH DIE FREYHEIT...

できる。そのことによって自由は…

　義務の充足は，等族一般の自由意思に依存しているのみならず，個々の〔等族〕の意思にも依

存していて，法律に基づく連関は非常に弱いように思われたが，逆に，心情の間の内面的な連関

が支配していた。宗教が同じであったが故に，しかも，市民身分はまだ台頭しておらず全体の中

へ大規模な多様性を齎すことがなかったが故に，諸侯（Fürsten），伯爵（Grafen）や男爵

（Herrn） 1） は，お互いに近付き合うことができ，寧ろ，お互いを一つの全体〔を成すもの〕と看

做すことができ，それ故にまた，一つの全体〔を成すもの〕として行動することができた。〔当

時のドイツには，〕現代の諸国家にあるような，個別的なものに対立し個別的なものから独立な

国家権力は，存在していなかった。国家権力と個々の〔等族〕の権力並びに自由意思とは，同じ

一つのものであった。しかし，これら個々の〔等族〕は，寧ろ，自分達と自分達の権力を一つの

国家の中で成り立たしめようとする意思をもっていた〔と言うべきである〕。だが，帝国〔自由〕

都市の勃興によって，〔全体から〕独立するのでないにも拘らず全体に目を向けず個別的な事だ

けを心配する市民的感覚（der bürgerliche Sinn）が有力になり始めた時には，心情の斯様な個別

化が，より普遍的でより判然とした（positiv）紐帯を要求したことであろう。そして，教養と勤

勉（Industrie） 2） の進展によってドイツが，遂に，普遍的な者に従属するか，〔普遍的な者との〕

結合を完全に絶つかの決断をすべき分岐点へと押しやられた時，〈個別的な者の自由意思に固執

し普遍的な者への服属に抗う根源的なドイツ的性格（der ursprüngliche deutsche Charakter）〉

が勝利を収め，ドイツの運命をその古来よりの自然本性に従って規定することになった。〔即

ち，〕時間の経過の中で大量の〔独立した〕国家が形作られ，商業（Handel）及び〔手〕工業

（Gewerbe） 3）〔から〕の富による支配が形作られたが，〔一方で，〕ドイツ的性格のもつ不羈の性

（Unbändigkeit）は，独立した国家の形成を直接に促進することができなかったし，〔他方で，〕

貴族のもつ古来よりの自由な力は，成立してきた民衆〔市民〕に抵抗することができなかった。

殊に，名声と政治的意義を獲得しつつあった市民精神（Bürgergeist）は，一種の内的並びに外

的な正当化を必要としていた。〔そこで，〕ドイツ的性格は，人間のもつ最も内面的なもの，宗教

と良心とに専念して 4），そこから〔市民の〕個別化（Vereinzelung）の強化を図った。外面が

諸々の国家として分裂したこと（Trennung）は，そうしたこと〔個別化の内面的強化〕からの

帰結の一つとして，現象したに過ぎない 5）。

　ドイツ国民の根源的で全く不羈なる性格は，ドイツ国民の運命を貫く鉄の必然性を規定した。

この必然性が許す領域の内部で，政治，宗教，困窮，徳，暴力，理性，狡知 6），つまり，人類を

動かす全ての威力が，自分達に許されている広い戦場で，自分達の暴力的で，見かけ上では無秩

序に見える活動を弄ぶ。いずれの威力も，絶対的に自由で且つ独立した威力として振る舞うが，
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自分達が全て，如何なる自由や独立をも嘲笑う高次の諸威力（höhere Mächte），原初的な必然

性（das uranfängliche Schicksal），全てを打ち負かす時（die alles besiegende Zeit）の手中にあ

る道具である〔に過ぎない〕ことを意識しない。困窮，この暴力的存在ですらも，ドイツ的性格

とその運命を制圧することがなかった。寧ろ，諸々の宗教戦争，特に三十年戦争の悲惨が，ドイ

ツ的性格の運命を，より広いもの且つより強いものへと発展させた。そして，それらの戦争の結

果は，分裂と個別化がより大きくなり且つより強固になったことである。

　宗教は，自分自身が分割されたことによって自分を国家から分離する替わりに，寧ろこの分割

を国家の中へ持ち込んで，国家を廃棄する上で最大の貢献をなした 7）。そして，国制と称される

ものの中へ自分を組み入れて，自らが国法の制約条件となった。

　ドイツを構成する特殊的諸国家の中では既に，市民法ですらも〔いずれか一方の〕宗教に結び

付いている。こうした不寛容に（両方の）宗教は等しく加担しており，いずれの宗教にも他方の

宗教を非難できる謂われがない。〔それ故に，〕オーストリアの領邦君主もブランデンブルクの領

邦君主も，不寛容が法 8） に則ったものである 9） にも拘らず，宗教的な意味での良心の自由が法の

野蛮よりも高次のものである，と看做した。

　宗教の分裂による〔国家の〕攪乱はドイツに於いて格別に強烈であった。何故なら，ドイツ程

に国家の紐帯（Staatsband）が弛緩した国は他になかったからである。それ故，〔国家の中で〕

優勢な宗教は，〔その宗教から〕分離しようとする者たちに対して，憤激を覚えざるを得なかっ

た。しかも，― 他の諸国家では〔人間の〕結合の多くが尚も堅固なままであり続けたのに対し

て ―〔ドイツでは〕宗教によって人間の内面的な紐帯が引き裂かれただけでなく，宗教によっ

て謂わば〔人間の〕唯一の紐帯〔国家〕も引き裂かれる寸前（fast）だったのであるから，その

憤激は益々もって激しいものとならざるを得なかった。宗教に拠る共同体（Gemeinschaft）こそ

が奥深い共同体であるのに対して，物質的欲求や所有や営利に拠る共同体は低次の共同体であり，

また，分離への要求自体が，既存の合一が持続して欲しいという要求に比して不自然なものであ

るが故に，カトリック教会（die Katholische Kirche） 10） の方が必死の様相を呈した。何故なら，

カトリック教会の要求は一般的に〔人間の〕結合に，しかもこの結合の中でも最も神聖なものに

向けられていたからである 11）。そして，〔カトリック教会は，〕精々が〔神の〕慈悲と寛大に耳を

傾ける程度で，プロテスタント教会（Protestantismus）の主張する権利即ち分離の固定化に頑と

して耳を貸そうとしなかった 12）。両部分〔両教会〕は遂に，互いを〔別々の〕国民として

（bürgerlich）排除し合うということで一致した。そして，こうした〔相互〕排除を，あらゆる

法的ペダンティズムで取り囲み固定するに至った。カトリックの国々ではプロテスタントの市民

権が否認され，プロテスタントの国々ではカトリックの市民権が否認される，という点で〔両者

に於ける〕現象は同じである。しかし，根拠は異なる。即ち，〔それまで〕カトリックは抑圧者

の立場にあり，プロテスタントは被抑圧者の立場にあった。カトリックは，プロテスタントが犯

罪者であるとして，プロテスタントの仲間内で自由な礼拝を行なうことを許さなかった。〔それ

に対して，〕プロテスタント教会が優勢な場所では，プロテスタントにとって，そうされる根拠
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も，抑圧される不安も無くなる。プロテスタントによる〔宗教的〕不寛容の根拠は，カトリック

による憎悪と不寛容とに対する報復の権利 ― それは，余りに非キリスト教的な動機であっただ

ろう ― であるか，それとも，自らの信仰と真理との力に対する不信，カトリックの行なう礼拝

のもつ壮麗さやカトリックの信奉者の熱意によって容易に〔カトリックの信仰へ〕誘惑されてし

まうのではないかという恐れその他であるか，そのいずれかであった。特に前世紀には，プロテ

スタントの信仰が騙し討ちや不意打ちを食らうのではないかという永続的恐怖，〔即ち，〕自らの

無力に対するシオンの番人 13） に於けるが如き〔狂信的〕（zionswächterlich）信仰と敵の謀略に対

する恐怖，が支配的であった。そして，この永続的恐怖が，神の〔手にある bei〕恩寵を言語道

断の安全策即ち〔人間の〕法の堡塁を築いて守ろうとする 14） 誘因となった。

　斯様な法〔との〕関係は，反対側の党派〔カトリック〕に属する個人によってそれが〔法を超

えた〕恩寵の事柄であると諫められた時に，〔逆に〕最大の憤激を以て主張されたのである。即

ち，確かに，恩寵は一面では法に劣る。何故なら，法は確定しており，何が法的であるかは，

〔対立する〕両方の側にとって〔既に〕勝手にはできないものとなっており，従って，法〔の立

場〕から見れば，恩寵こそは恣意であるに過ぎないからである。然し，このようにして純然たる

単なる法に固執することで，恩寵のもつ高次の意味も曖昧にされてしまい，その結果，〔対立す

る〕いずれの側も，長きに亙って，法〔の立場〕を超え出ることが無く，恩寵を法に優先させる

ことも無かった。フリードリッヒ二世とヨーゼフ〔二世〕が行なったこと 15），即ち，前者がカト

リックに対して行ない後者がプロテスタントに対して行なったことは，恩寵ではあっても，プラ

ハ講和条約 16） 並びにヴェストファーレン講和条約の〔定めた〕権利＝法 17） に反するものであっ

た。〔それでも，〕その恩寵は，〈良心の自由〉並びに〈信仰からの市民的権利の独立〉という一

層高次の自然的権利（höhere natürliche Rechte）には合致している。然し，斯様な高次の権利は，

〔アウグスブルク〕宗教和議やヴェストファーレン講和条約の中で，承認されていないのみなら

ず，排除されているのであり，高次の権利の排除は，プロテスタントによってもカトリックに

よっても，極めて厳粛に保障されているのである。斯様な〔排除の〕立場から，〔排除を〕保障

された〔高次の〕権利が誇りとされることはなく，寧ろ，〔高次の権利の立場からは〕見下され

ている恩寵こそが限りなく高次のものとされる。

　宗教は，ドイツの個々の部分が全体に対して如何なる関係をもつかを規定する，〔法〕よりも

一層重要な根拠である。宗教は，恐らく，国家結合（Staatsverbindung）を寸断し且つこの寸断

を合法化する上で，最大の貢献をなした。宗教が分裂していた諸時代は未熟（ungeschickt）す

ぎて，教会を国家から切り離し且つ信仰を〔国家から〕切り離しても国家を維持するということ

ができなかった 18）。即ち，〔プロテスタントの〕諸侯は，帝国の支配権から自分達を引き離すた

めには，臣下の良心以上に優れた盟友を見出すことができなかった 19）。

　そうしたことを通じて次第に作られてきた帝国法のおかげで，各々の領邦，各々の帝国都市の

宗教は，法的に定められている，即ち，或るものは純粋にカトリックのものであり，他のものは

純粋にプロテスタントのもの（evangelisch）であり，第三のものは同権的（paritätisch）なもの
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であると宣言されている。〔然し，〕もし或る領邦がヴェストファーレン講和条約に違反して一方

の純粋〔な立場〕から別の同権的〔な立場〕へ移るか或は同権的〔な立場〕から純粋〔な立場〕

へ移るとしたら，どうなるのであろうか？

　同様に，帝国議会，〔帝国〕最高法院，帝国宮内法院，個別の官庁並びに官職等々〔について〕

の投票権をもつ宗教は，固定されている。このように宗教に従って規定された国家状態の中でも

最も重要なものは，極めて有名な itio in partes〔教派別分離議決方式〕，即ち，一方乃至他方の

教派が，〔帝国議会全体での〕多数票に従わない権利〔をもつこと〕である。もしもこの権利が

宗教問題に制限されていれば，この権利の正当性と必然性は自ずから理解される〔であろう〕。

その分離は，直接には，国家にとって無害であろう。何故なら，その分離は，根本的に国家には

全く関係の無い問題にのみ関わりがあるからである。然しながら，itio in partesの所為で，多数

派からの少数派の分離が，宗教とは全然関係の無い国家事案のいずれにあっても，正当化されて

しまっている。宣戦や講和，帝国軍の招集，税金〔の徴収〕について，詰り，それ以前の時代

〔の人々〕が全体の〔中での〕影の部分として残しておいた僅かの部分全てについて，多数票は

法的な決定力をもたず，却って，宗教的党派を形成している少数派が，仮令政治的駆け引き

（Politik）の効力を発揮しなくても，〔合法的に〕国家の活動を妨害し得る。もし，何人か〔の学

者〕が行なっているように，十年来作成されてきた種々のフランス憲法の中の幾つかで神聖視さ

れた抵抗権〔反乱権〕（Insurrektionsrecht）とこの権利とを同列に置くとすれば，それは行き過

ぎである。何故なら，ドイツは，既に解体した国家（ein schon aufgelöster Staat）と看做されな

ければならず，全体での多数〔票〕に従わない諸部分は，自分の中で存立する独立の諸国家と看

做されなければならないとしても，〔itio in partesに基づく〕これら諸国家の〔全体からの〕分

離から，全ての社会的結合の解体が不可避的に帰結する訳ではないし，必ずしも内戦が不可避的

に帰結する訳ではないからである。

　然し，宗教は国家を完全に寸断してしまったが，反面で，国家が拠って立つべき幾つかの原則

への予感を不可思議な仕方で与えもした。宗教の分裂が人間を最も内的な本質において引き裂い

たにも拘らず，それでもなお何らかの結合が残っていると看做されたのであるから，その結合は

戦争遂行等の外的な事柄について結合することでなければならない 20）。そうした〔外的な〕結合

こそが，現代の諸国家の原理である。とは云え，国法の最も重要な諸部分が宗教分裂の中に織り

込まれたこと，まさにこのことによって，二つの宗教が国家の中に織り込まれたことになる。ま

た，全ての政治的権利が二つ或は本来的には三つの宗教に依存するとされたことによって，〈教

会に対して国家が独立である〉〔即ち〕〈宗教の差異にも拘らず国家が一つであり得る〉という原

則に背いたことになる。然し，実は，異なる宗教が存在しているのにドイツが一つの国家と看做

されていることによって 21），その原則は承認されているのである。

　同じく宗教によって惹き起こされ，国家の可能性に一層密接に関係するもう一つの分離は，

もっと重要である。即ち，元々，〔帝国議会での〕普遍的な審議や決議に際しての投票権は，領

邦君主が完全な人格であることに基づいていた。領邦君主は，人格という形で現れた時にのみ投
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票権をもった。別々でしかも離れている諸邦〔をもつ〕領邦君主も〔ひとつの人格である限り

で〕一つの投票権をもつに過ぎなかった。領邦君主の人格と其の領邦とが，〈人格としてあるこ

と〉と〈領邦の代表者であるという属性〉とが，分離して現れることは無かった。〔ところが，〕

宗教の分裂によって，この分離が登場してきた。もし領邦君主とその領邦〔の住民〕とが宗教を

異にし，しかも，帝国基本法によって一つの投票権がとにかく〔どれか〕一つの教派に与えられ

るべきであるとされた場合に，投票権はどちらの側にあるとされるべきであったのか 22）。国家権

力である限り領邦君主は決して両方の中のいずれの側にもあるべきでなかったが，時代はそこま

で成長していなかった。また，〔帝国基本法が制定された〕当初は，そうした点まで反省が及ん

でいなかった。〔1608年以来〕プロテスタント〔同盟〕に属していたプファルツ＝ノイブルクの

領邦君主 23） は 17世紀にカトリックへ改宗したが 24），その投票権は，帝国議会でも両帝国裁判所

でも，カトリックに属するものとされた。それに対して，同じ 17世紀に〔カトリックへ〕改宗

したザクセン選帝侯 25） の投票権は，プロテスタントに属したままであったし，もっと後の時代

に〔カトリックへ〕改宗したヘッセン〔＝カッセル〕やヴュルテンベルクの領邦君主 26） の場合

も同様であった。以前から既に，統治すべき土地（Land）と人民を有する領邦君主にのみ，帝

国議会に於ける議席と投票権は帰属しており，従って，帝国議会に於ける等族という概念〔資

格〕と領邦（Land）とは不可分と思われていたが，〔特殊的な〕領邦の内部で，領邦君主の人格

とその臣民との間の斯様な区別が領邦等族によって既に制定されていたので，普遍的なドイツ国

家（der allgemeine deutsche Staat）についても，〈領邦君主が人格として在ること〉と〈その領

邦君主が領邦の代表であること〉との斯様な区別が，その分だけ 27） 明白且つ容易なものとなっ

た。〔領邦議会を構成している〕領邦等族のいなかったプファルツは，〔領邦議会の〕抵抗も無い

ままに，カトリックの側に移動した 28）。そして，宗教的訴願を巡るプファルツの人々とカトリッ

クに属する彼等の領邦君主との争いは，ごく最近まで続いた。それに対して，ヘッセン及びヴュ

ルテンベルクでは，分離は領邦等族によって既に合法とされており，領邦の宗教も，ドイツ帝国

への関係から見て妥当なものとされ，領邦君主の人格に優先するものとされていたのであり，

従って，領邦君主は帝国議会に，個人としてではなく〔領邦の〕代表として出席することになる。

宗教の惹き起こした，〔人格と代表の〕区別への着目が，今度は，他の〔種類の〕区別へ拡張さ

れていった。即ち，一人の領邦君主の〔統治〕下に入った複数の領邦は，〔各々の〕特殊的投票

権をその領邦君主に於いても維持することになった。また，この〔区別が拡張されたという〕点

で，以前には複数の領邦君主領（Fürstenthum）の統治者（Regent）と云えども一つ
4 4

の投票権し

かもたず，一つの領邦君主領が複数の領邦君主に分与された場合にも，各々の領邦君主は一つの

投票権をもったのに対して，〔拡張以後は〕もはや個人の統一がではなく，従って，人格がでは

なく，代表者であるという個人の属性が原理とされるに至っている。

　然し，健康な身体にとっての栄養も，病気の身体によって摂取されると病気を更に悪化させる

虞があるのと同様に，〈領邦が〔領邦君主に〕投票権の効力と権利を与える〉という真実にして

真正の原理は，ドイツ帝国の〔分裂的〕状態の中に持ち込まれたことで，却って益々ドイツ帝国
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の解体に寄与することとなった。時代の経過の中で，習俗や宗教の変化，特に富に基づく等族間

関係での変化が，性格や普遍的関心により成立する内的連関に分離を惹き起こしていたが故に，

住民が一つの国民（Volk）であることを止め群衆（Menge）となったドイツを一つの国家へ結合

するために，外的な法的紐帯（aüssere rechtliche Bande）が必要となった 29）。〔国家〕統合の

〔ための〕そうした〔外的・法的〕関係に関する理論の一つ 30） が，ドイツの国法の一部を成して

いる。また，もし封臣の中で個々人が過剰に力をもたないか或はもちえないかのいずれかであっ

たなら，古いレーン制（Lehensverfassung）は ― 近年に顚覆（Umsturz）を経験しなかった

ヨーロッパ諸国家が組織された際にその全てが多かれ少なかれ準拠した ― 現代様式（moderne 

Art）の国家 31） へ移行できた。確かに，弱小封臣の群と云えども，国家に対抗する堅固な団体へ

と組織されること ― ポーランドで見られたように 32） ― によって権力となり得るし，また，

〔神聖〕ローマ皇帝を包む栄光だけでは，そうした団体に対抗するに十分なだけの権力を国家に

賦与することができないであろう。然し，仮令ドイツでは多数の議決に少数が従わないとしても，

itio in partesの中で根拠付けられているこの権利にもやはり一定の制限があって，個別の〔領邦

君主の〕票ではなく教派（ReligionsParthei）のみが，〔帝国議会〕全体の活動を麻痺させること

が出来たのである。更に，仮令個々の等族一人一人は自分が多数に従うものでは全くないと信じ

ているとしても ― 例えばプロイセンは，〔帝国〕最高法院税（Kammerzieler）の引き上げを拒

絶した際に 33），凡そ租税問題で多数の議決が拘束力をもつか否かは未決着であるという原則を押

し立てた ―，また，いずれの等族も単独で講和条約や中立条約（NeutralitätsVerträge）を締結

する〔ことが出来る〕としても，斯様な権利や事情は全て後世のもの（später）である 34）。もし

皇帝が自分の家の領地のお蔭で十分な国家権力をもち，個々の封臣も過度に強大な権力をもつま

でに膨張することがなれば，ドイツのレーン制が国家を支え（erhalten）得るであろうことは，

考えることができた。ドイツが国家である可能性を断ち切ったものは，レーン制の原理ではない。

個々の〔帝国〕等族の不均衡な巨大化が，レーン制の原理そのものとドイツが国家として存続す

る〔可能性〕とを壊滅させたのである。それら個別的国家〔領邦〕の権力が，ドイツで国家権力

が興ることを許さなかったのであり，それら個別的国家が巨大化した結果，ドイツの国家権力は

ますます不可能なものになった。ドイツ人の本性の中にあって自立性に固執する頑固な本質が，

国家権力を樹立し社会を一つの国家へ結合するのに役立つであろう全ての事を，全く形式的なも

の 35） に変えてしまい，更に，この形式性にも頑固に固執したのである。形式性に固執する斯様

な頑固さは，〈かの形式的な本質を貫徹することによって排除されてしまう結合〔統合〕〉が実在

性をもつことに対する抵抗以外のなにものでもないと理解されるべきである。即ち，形式が変更

し難いが故に事柄は変更し難いと公言されているのである。ローマ共和政の無政府状態に終止符

を打ち〔瓦解した〕王国（Reich）を糾合して再び国家たらしめたローマ皇帝達が，共和政の外

的諸形式の全てを，損うことなく維持したのに対して，ドイツでは ― 事柄そのもの，国家が消

滅してしまっているにも拘らず，即ち，国家が確かに公然たる無政府状態に陥っているのではな

いとしても多数の別々の諸国家に解体してしまっているにも拘らず ― ドイツの国家結合
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（Staats=Verband）の目印すべてが，何世紀にも亙って〔糾合とは〕反対の目的のために，忠実

に保存されている。今日でも猶，新しく選ばれた皇帝は，戴冠式に際して，カール大帝の王冠，

王笏，宝珠（Apfel） 36），更に靴，上着（Rock） 37） を身に纏うのであってみれば，カール大帝以来

千年が経過したにも拘らず，国制は全く如何なる変化をも蒙らなかったように思われる。近頃の

皇帝と云えども，カール大帝〔の王冠だけでなく大帝〕自身の着衣をすら纏っているがために，

カール大帝と瓜二つの皇帝としてその姿が示される。ブランデンブルク辺境伯は今日では 20万

の兵士を保有しているとは云え，ドイツ帝国に対する伯の関係は，2千名の常備正規兵すら保有

していなかった当時 38） と比較して，変化していないように思われる。何故なら，ブランデンブ

ルク辺境伯からの使者が，戴冠式〔での饗宴〕に際して，今でも嘗てと同様に皇帝に雄山羊を捧

げているからである。全く外面的な形式，儀式に対するドイツ人の斯様な迷信は，他の諸国民に

とっては滑稽なものであるが，ドイツ人自身もそれが迷信であることをよく分かっている。その

迷信は，束縛を受け付けない強情さで我儘な独立性に固執するドイツ人の根源的本性の現れなの

である。ドイツ人は，〔その本性によって，〕このような〔外面的な〕形式が維持されることの中

に自らの国制が維持されている様を見届けようと自らに強いている。〔それ故に，〕公示

（Manifeste）や官文書（Staatsschrifften）は〔昔と〕同じ言葉遣いをしている。

　外国勢力からドイツが蒙った喪失については，上で論じた。然し，考慮に入れるべきは，もし

外国君主がドイツ帝国の領土の所有者となり従ってドイツ帝国の構成員になったとすれば，その

ことは国家としてのドイツにとって一層大きな喪失となるということである。そのような家門

（Haus）の肥大化はいずれの場合も，ドイツの国制にとっては，〔外国勢力から蒙る〕以上の喪

失となる。ドイツの国制が維持されてきたのは，皇帝の家門と称し得るオーストリアの家門が，

〔ドイツの〕完全な解体に幾らかでも抵抗し得るだけの強さをドイツ帝国から賦与されていたか

らではなく，完全な解体に抵抗し得ているのは，偏に，その家門の〔オーストリア〕以外の領

土 39） のもつ力がそうさせているからである。当然，幾つかのドイツ領邦が相続により合法的な

仕方で只一つの家門に統合されてしまうことを阻止するための如何なる保障をも，ドイツの国制

は有していない。反対に，国家権力が悉く私有財産という法形式の中で取り扱われるが故に，

〈普通は政治に於て家族や私人の権利よりも重要なそうした〔領邦同士の〕統合〉に対する〔政

治的〕反対など問題とはなり得ない。ナポリ［とシシリー］はスペイン〔・ハプスブルク家及び

ブルボン家〕から分離されたが，これ〔ナポリ〕に対するこの家族（Familie）〔オーストリア・

ハプスブルク家〕の権利は承認されたし，それと同様にトスカーナも，〔ナポリ［やシシリー］

とは〕別に，皇帝の家門〔ハプスブルク＝ロートリンゲン家〕によって維持された 40）。

　古代ローマ帝国が北方の蛮族によって破壊されたように，ローマ＝ドイツ帝国（das römisch- 

deutsche Reich）を破壊する原理も北方から来た。デンマーク，スウェーデン，イングランド，

そして，就中プロイセンは，外国勢力であるが，それらのもつ帝国等族としての資格が，そうし

た外国勢力に，ドイツ帝国とは別の利害関係をもたせると同時に，ドイツ帝国〔固有の〕問題で

の国制に関わる影響力をもたせる。
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　こうした点では，デンマークは，三十年戦争の最初の数年間に単に一時的で短期的に過ぎない

役割を果たしたに過ぎない。

　総じて云えば，ヴェストファーレン講和条約が，当時「ドイツ的自由（deutsche Freiheit）」

と称されていた 41） 原理，即ち，帝国を独立の諸国家へ解体させる原理を，定着させた。その条

約は，そうした独立の国家の数を，即ち，全体が部分に対して優位を獲得する唯一残存する可能

性を，減らした，即ち，多数の独立国家をより強大な諸国家へと合併させることによって〔帝国

内の〕分離を強めた 42）。また，その条約は，外国勢力に帝国の領土を割譲したり外国勢力を国制

の保証者としたりすることにより，外国勢力に対して，帝国内の問題に合法的に介入することを

許した。いつの時代にあっても，一つの国家の内部で争いが生じている時に一方の党派が外国勢

力に助力を求めるという策を講じることは，最大の敵対行為と看做されてきたし，また，もし国

家が解体してもまだ刑罰が問題になり得る場合には，最大の犯罪行為と看做されてきた。内戦に

より一つの国家がその内蔵をどれ程にずたずたに引き裂かれた時にも，このあらゆる禍の中でも

最も怖ろしい禍の時にも，なおも共に一つの国家を作り上げるべきだという原理が，敵対する党

派間での他の如何なる憎悪よりも激しい憎悪の中で，支配する。そして，仮令この結合が圧政

（Tirannei）によって実現されるとしても，人間の中で最も神聖なもの（das heiligste der 

Menschen）即ち，結合への要求は，残るのである。しかしながら，外国勢力に助力を求めるよ

うな党派は，この〔共に一つの国家を作り上げるべきだという〕原理を放棄している。その時，

彼等はその行動によって国家結合（Staatsverbindung）を放棄していることになる。仮令彼等の

承知の上の且つ真実の意図が，自力では阻止し得ない抑圧に対する保護を外国勢力の助力に求め

ようとすることに他ならないとしても。

　三十年戦争に於ては，〔先ず，〕ドイツの守護神になろうとするデンマークの企図が失敗し 43），

フェルディナント〔二世〕の軍勢を前にして，抵抗も反論も無いまま，ドイツの国法と称される

もののみならず 44），あらゆる法律までもが，全く沈黙してしまった。その後で，気高いグスタ

フ・アドルフが粗間違いなく〔皇帝に対する〕ドイツ等族の反感を背負って登場したが 45），戦場

での彼の英雄的な死は，ドイツに於ける〔領邦〕国家の自由と〔宗教的〕良心の自由（deutsche 

Staats= und Gewissensfreyheit）との救世主となるという彼の役割 46） の完遂を許さなかった。グ

スタフは，彼のこうした意図を前以て宣言した上で 47），ドイツの領邦君主達と，普遍的な国民的

問題に関する極めて明確な諸条約を締結し 48），自由で高貴な宏量から領邦君主たちの先頭に立っ

て 49） 抑圧者の軍勢を打ち破り，そうした軍勢の重荷から，そして，宗教的権利を奪い取られた

ことが齎すより一層大きな重荷から諸領邦を解放した。彼の軍営は一種の教会であった。彼と彼

の軍勢は，熱烈な宗教歌を大声で歌いながら戦場へ向かった。宗教〔の自由〕の復旧のために，

また，ドイツの領邦君主から奪い取られた諸権利の復旧のために，彼の手腕は数々の勝利を収め

たが，彼の再征服した世襲諸国家 50） がプファルツ伯に返還されるには至らず，それら以外の諸

領邦も彼の支配の中に留め置かれることになった。彼の考えていた他の諸計画は，彼の死の故に，

彼がそれらの計画を実行に移すことはなかったが，戦争の成り行きのお蔭で，彼の宰相 51） が辛
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うじて或る程度までは成し遂げた。即ち，この外国勢力〔スウェーデン〕は，〔ヴェストファー

レン〕講和条約で，フォアポンメルン，ヒンターポンメルンの一部，ブレーメン大司教区，フェ

ルデン司教区，〔ハンザ同盟〕都市ヴィスマールを獲得したが，これらは，理論〔帝国法〕上で

はドイツ帝国に依拠したままであっても，実際上ではドイツ帝国及びその利害から切り離されて

おり，従って，スウェーデンは，権力としての政治的影響力しかも法的保証者 52） としての政治

的影響力に加えて，帝国自身の構成員としての恒常的法的影響力をも手に入れたのである 53）。人

間は誠に愚かなことに，利己心を棄て良心の自由や政治的な自由を救わんとする理想的な光景を

目の当たりにして，熱い感激で内面を満たされ，権力の中に潜む真理（die Wahrheit, die in der 

Macht liegt）を看過してしまうのであり，正義を実現せんとする人間業や〔人間の〕虚構した夢

想が自然や真理の高次の正義（die höhere Gerechtigkeit der Natur und der Wahrheit）に脅かさ

れることはない（sicher）と信じてしまう。しかし，この高次の正義は，〔人間の〕苦境を利用

し，〔人間に〕如何なる確信，理論，内的情熱があろうとも人間を強制して自分の支配の下に置

くのである。弱体な国家がその国内問題への関与を許した外国勢力が，その国家の中で〔領土

を〕所有するに至る，というこの〔高次の〕正義は，ヴェストファーレン講和条約の中でプロイ

セン公国後の王国 54） についても現れ出た 55）。即ち，プロイセン公国は，マクデブルク大司教区，

ハルバーシュタット司教区，カミン司教区，そして，ミンデン司教区を獲得したのである。仮に

ブランデンブルク家 56） ― 今度〔ヴェストファーレン講和条約に於て〕ポンメルンその他の公爵

位に就くに至った家 57） ― が，〔プロイセンとの同君連合によって〕同時に外国勢力でもある，

などということはない〔全くの国内勢力である〕としても，ドイツの〔帝国〕等族の数が減少す

ること，それらが融合して ― 全くの国内勢力であれ ― ひとつの勢力となることは，普遍的な

者の勢力が減少する結果を招くことになろう。何故なら，それ以前は小さかった諸部分が，今や，

全体の権力に対抗し得る権力を作り上げることになるからである 58）。

　スウェーデンは，〔大北方戦争 59） に於ける〕カール十二世の戦死 60） 後にハノーファー，プロイ

セン，デンマークそしてロシアとの間で締結を迫られた諸条約 61） によって，その勇敢なる王

〔カール十二世〕がヨーロッパ列強の間で奪い取った彗星の如き地位とドイツに於けるその権力

とを失った。しかし，ドイツの国家権力は，そのことによって得るところが何も無かった。と云

うのも，その時既に，ドイツの国家権力に不従順なもう一つの中心点 62） が益々強大化しつつ

あったからである。スウェーデンがドイツで失った諸領土は，直接にドイツ帝国が領有して，帝

国金庫向けの資金として活用したのでもなければ，〔帝国〕固有の領邦君主たちが領有したので

もなく，既に同朋等族（Mitstände）であったが今や国家統一に脅威を与える地位に就いていた

領邦君主たち 63） が領有したのである。

　全土が遍く戦争で満ちていたにも拘らず泰平の世であるとドイツ帝国が嘯いていたその時に，

今やイングランドと同じ君主を戴くに至ったハノーファー 64） が，相応の役割を果たしはしたが，

それ以上の成果を上げずに終わった。〔ハノーファーは，〕ドイツの利害が直接に繋がるような原

理を何も主張することができなかった。即ち，政治的自由を擁護することも良心の自由を擁護す
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ることもできなかった。また，それ以後も，スウェーデンそして後にはプロイセンが主張したよ

うな，ドイツに於いて影響力のある地位に昇ることなど全く無かった。イングランドの国

制 65） と余りにも〔ドイツから〕懸け離れた〔イングランドの〕利害との故に，ハノーファーと，

〔ハノーファーの〕ドイツへの関係や〔ドイツへの〕イングランドの政治的関係とを融合させる

（amalgamieren）ことができなかった 66）。最初にイングランドの王座に昇ったブラウンシュヴァ

イク〔ハノーファー〕家 67） の領邦君主には，ドイツとの関係に対する自然的な愛着に基づいて，

まだそれができた。イングランドの利害とブラウンシュヴァイク〔＝リューネベルク〕選帝侯の

利害との分離が最も明白になったのは，七年戦争に於いて，フランスが，〔イングランドの植民

地の〕アメリカとインドをハノーファーで制服する計画を大いに自慢していたにも拘らず，ハ

ノーファーが荒廃してもイングランド国民に与える損害の如何に小さいかを結果によって思い知

らされた時のことである 68）。こうした分離にあっても，従って，ドイツに大した影響を及ぼし得

なくても，イングランドの君主は，ドイツの帝国等族の地位に留まったのである。

　〔七年戦争と〕同じ〔オーストリアとの間の〕戦争で 69） ドイツはシュレージエンを〔公式に〕

失った訳ではない。然るに，ドイツ国家の統一とは最も相容れない強大さを誇る権力〔プロイセ

ン〕は，その戦争によって強大化し，更に，このシュレージエン攻略が原因で後に発生した七年

戦争の中で，強大化の途を貫き通した。この戦争にあって，確かに，ドイツ帝国はその同朋等族

の中のひとつ〔プロイセン〕に対して宣戦布告を行なったが，然し，その等族は帝国に対して，

その戦争を〔正式なものと〕承認する栄誉を与えなかった 70）。確かに，現実に戦争を行なってい

る相手の国家が承認されないということは起こる。然し，戦争がその国家と行われていることに

よって，事実上，その国家は承認されている。そして，講和条約がその国家と締結されれば，そ

の国家は完全に承認されることになる。然し乍ら，ドイツ帝国に対しては，その敵から，その敵

と戦争が行なわれたという栄誉でさえ与えられなかった。即ち，ドイツ帝国の戦争は，敵によっ

ては承認されなかった。と云うのも，ドイツ帝国とは如何なる講和条約も締結されなかったから

である 71）。

　この戦争は，それがドイツの〔帝国〕等族同士の内戦であるという性格を，それ以前の諸々の

戦争と共通にもっていた。等族の一部は，帝国議会議決に従って，その軍隊を帝国執行軍

（Reichsexekutionsheer）に合流させたが，反対に，別の部分は，ドイツ帝国に対するこの〔帝

国議会議決に従うという〕関係を全く無視し，主権的な（souverän）等族としてプロイセンと連

合した 72）。最早如何なる普遍的利害も価値をもたなかった。〔確かに，〕オーストリアに対してプ

ロテスタント達が古くから懐いてきた嫉妬心が，宗教にも，〔戦争で〕一役果たさせた。そのこ

との所為で，カトリックの宗教に対して皇后（Kaiserin） 73） の懐いていた周知の執念 ― この執

念は彼女の普段は母性的な心情を〔政治的〕策謀の渦中に晒すことになり，その結果，彼女〔を

君主とするする〕諸〔領邦〕国家に於いてプロテスタント達が弾圧されることになった 74） ― が

更に燃え上がることにもなり，更には，教皇がオーストリア軍の総司令官 75） の軍刀に聖別を施

す等という別の事態を生じさせることにもなった。然し，敵愾心の中で，こうした〔宗教的〕側
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面に由来する部分は，両派に於いて，表向きの精神（öffentlicher Geist）として存在していたに

過ぎない。その戦争自身は，そうした普遍的な〔宗教的な〕利害とは関わりが無かった。戦争を

行なう列強の私的利害のみが意味をもった。

　それ以来，ポーランドに於けるプロイセンの勢力は増大した 76）。ドイツの〔帝国〕等族の数は，

再び，三つ減少した。即ち，バイエルン，アンスバッハ，バイロイト 77）。この点では，フランス

との戦争の諸結果は，まだ完全な展開には達していない 78）。斯くして，第一に，宗教〔が分裂

し〕教養形成が進展したこと，第二に，ドイツ人が外的〔法的〕な国家紐帯（ein aüsseres 

Band）よりは内的な性格（der innere Charakter）によって統合されていること，第三に，個々

の等族が国家原理（Staatsprincip）に妨げられることのない優越した権力をもつこと，これらの

ことが，ドイツ国家に如何なる国家権力も許されなくなるという〔事態を招く〕ことで，ドイツ

国家を解体してしまった 79）。〔ドイツ国家の〕古い諸形式は残った。しかし，時代は変化した。

そして，時代の中で，習俗，宗教，富，あらゆる政治的並びに市民的諸身分〔相互〕の関係，そ

して，世界並びにドイツの状態全体が，変化した。〔しかし，〕彼の〔古い〕諸形式は此の〔変化

した〕現実の状態を言い表してはいない。両者〔古い形式と現実の状態〕は相互に矛盾しており，

両者相互間には如何なる真理性〔一致〕もない。

　ドイツは，ヨーロッパの国家の殆ど全てと同時に，同一の状態から出発した。フランス，スペ

イン，イングランド，デンマーク，スウェーデン，オランダ，ハンガリーは，〔それぞれが〕ひ

とつの国家として栄えるに至り，そして，ひとつの国家であることを維持してきた。然るに，

ポーランドは滅亡し 80），イタリアは四散し，そして，ドイツは多数の独立国家へ分解している。

彼の〔ヨーロッパの〕諸国家の大部分は，ゲルマンの諸民族によって創建されたのであり，ゲル

マン諸民族の精神から，それら諸国家の国制は発展してきた。元々ゲルマンの諸民族の中では

各々の自由な男子が，自分の腕力を恃にして，また，自分の意志によって，国民（Nation）の行

事に参加していた。君主（Fürsten）は ― 戦争や講和そして〔国民〕全体の仕事がそうである

のと同様 ― 民衆（Volk）によって選ばれていた。望む者は誰であれ，協議に自ら参加していた。

望まない者は誰であれ，自由意志に基づいて参加を取り止め，残りの者たちの〔自分と〕同じ利

害に自分を委ねていた 81）。〔その後，〕習俗や生活様式が変化したことで各々はより一層自分の必

要事，自分の私的問題に従事するようになっていった。自由な人間の中でも数的に不均衡に最大

の部分，即ち本来の市民身分（Bürgerstand）は，自分の必要事や取得だけに目を向けざるを得

なくなっていった。諸国家は巨大化し，外的〔法的〕諸関係は複雑化し，そうした諸関係にのみ

従事せざるを得ない者たちは独自の身分を成していった。即ち，国家の為の勤勉と労働によって

自分の身分の中で自分を維持していかざるを得ない自由な人間，貴族（Adel）に対する必要性の

量も増加していった。斯くて，国民的諸問題（Nationalangelegenheiten）は，一人一人の個人に

とって益々に疎遠なものとなっていった。それに連れて，国民的諸問題への配慮も，益々に狭

まって，一つの
4 4 4

中心点へと集まっていった。この中心点は，君主（Monarch）と等族〔諸身分〕

（Stände） 82） から成り立っていた。等族とは即ち国民（Nation）の一部であり，その一方の貴族
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（Adel）と聖職者（Geistlichkeit）は，単独に，個人として〔議会で〕意見を述べるのに対し，もう

一方の第三身分（dritter Stand）は，残りの民衆（Volk）の〔議会での〕代表者（Representant） 

である。君主は国民的諸問題に配慮する。それらが他の国家との外的関係に関係する場合には特

にそうである。君主は国家権力の中心点であり，法的に従って強制を必要とする事は全てそこか

ら出てくる。従って，法的権力は君主の手の中にあることになる。等族は立法に参加し，そして，

〔強制のための〕手段を提供し，権力はそれを受け取る 83）。こうした代表制度〔代議制度〕

（System der Representation）は，近頃のヨーロッパの諸国家すべての制度である。この制度は，

ゲルマニアの森の中にあった訳ではないが，しかし，そこから出て来たのであり 84），世界史

（Weltgeschichte）に於いて時代を画すものである。世界に於ける教養形成の連関は，人類を，

オリエント的な専制体制（Despotismus）と世界に対する共和制（Republik）の支配の後に，後

者の堕落を経て両者の中間 85） へと導いた。そして，ドイツ人は，世界精神（Weltgeist）のこの

第三の普遍的形態（universale Gestalt）が生まれ出て来た民族なのである。この代議制度はゲル

マニアの森の中にあったものではない。と云うのも，如何なる国民も，世界〔史〕の普
アルゲマイネ

遍的連関

の中へ入り込むのに先立って，文化（Kultur）に於ける自分独自の諸段階を〔既に〕独立に遍歴

し終えているのでなければならないからである。蓋し，当該国民を支配の普遍性（Universalität 

der Herrschafft）へと高めるような原理は，その国民だけのものである原理が，世界の中で〔確

固たる支配原理をもたない故に〕不安定な者たちへ適用される時に，初めて成り立つものなので

ある。それ故に，ゲルマン諸民族の自由は，彼等が他の世界へ殺到しそれを征服するに至った時

に，必然的に〔より普遍的な支配原理たる〕レーン制（Lehenssystem）となった。〔確かに，〕

レーン保持者は，自分達の間で，お互いの関係に於いても全体への関係に於いても，元のまま，

自由人であり続けた。しかし，レーン保持者は，〔自分に〕臣従する者を得たが，そのことに

よって同時に，彼等が義務的にではなく自由に自分達の先頭に立てた者，或は，彼等が服従する

に至った者に対する義務的関係の中に入ることにもなった。互いに矛盾する属性，即ち，自由人

であるという属性と封臣であるという属性とは，レーンが領邦君主（Fürst）という〔私的〕個

人のレーンではなく帝国（Reich）のレーンであるということの中で，統合される 86）。個人と国

民（Volk）全体との連関は，今や，義務という形式を獲得している。また，個人〔領邦君主〕に

よるレーンや権力の所持は，領邦君主の恣意に依存しておらず，法に従っていて〔正当に〕所有

されており従って世襲される。〔それに対して，〕専制体制下の国々に於いてはホスポダールの称

号が一種の世襲性をもち得るが，この世襲性自身が恣意の事柄である 87）。或は，チュニス他の場

合のように，そうした世襲的権力が，独特の在り方をしていて比較的に高い独立性をもつ国家と

結びついている場合は 88），その国家は，進貢（上納）の義務を負うとしても，〔ドイツ帝国の〕

レーン保持者のように〔帝国議会での〕共同討議に参加する訳ではない。この〔帝国議会での〕

討議の中では封臣の個人としての性格と代表としての性格とが混合している。後者の性格にあっ

ては，その封臣は自分の領邦を体現（vorstellen）している。彼は，その領邦たる人間であり，

その領邦の利害の頂点に立つ人間である。彼は，人格がその領邦と一つ
4 4

である。その他，封臣に
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属する人々が，多くの〔領邦〕国家の中で，〔領邦君主の〕臣下であるだけでなく，〔都市の〕市

民（Bürger）となった。或は，男爵 89） とならなかった個々の自由人が統合されて市民〔身分〕

（Bürgerschafften）を作り上げ，そして，この市民身分（Bügerstand）が更に自分達の代表をも

つに至った 90）。ドイツでは，市民身分の中で，自分達だけで普遍的国家〔帝国〕に代表を持って

いる部分 91） は，同時に〔領邦君主の〕臣下であるという訳ではない。また，臣下は，普遍的国

家に別個の代表をもっている訳ではないが，しかし，領邦君主を通して代表をもっており，また，

彼等が構成している特殊的国家〔領邦〕の範囲の内部でも，彼等の領邦君主への関係の中で〔領

邦議会を通して〕代表をもっている。イングランドでは，〔以前の様に〕大土地所有権をもつ貴

族は高位の者も低位の者も同時に，国民の一部の代表者であるという性格を一定程度もつなどと

いうことは，最早ないが，しかし，だからと云って，国家の中で貴族のもつ意義が完全に個人的

なものになってしまったというのではない。国民議会（Rath des Volkes）〔貴族院〕の中で議席

と発言権をもつ貴族（Lord） 92） は，長子単独相続制度（Primogenitur）の故に，彼の大家族の代

表者である。長子以外の場合では，チャタム伯爵〔大ピット〕の次男が大蔵大臣となった。即ち

（小）ピット氏である 93）。長子でない貴族は，市民身分に属する者なら誰でも蒙る経歴上の一般

的制限に，一個人として遭遇することになる。そして，彼には，公爵の息子にとってすらそうで

あるように，そうした制限の中から最高の栄誉を与えられる地位にまで昇り詰める途が，才能と

性格と教養によって開かれるのである。その点はオーストリアの君主政に於いても同様である。

即ち，立派な服装をした人間なら誰であれ，社交上の儀礼を踏まえていれば，「……殿」と挨拶

され，そのような者には，軍事的及び政治的に最高位の官職へ至る途が開かれる。そして，最高

位の官職に到達した者は，貴族身分にまで引き上げられる〔爵位を与えられる〕が，イングラン

ドの場合とは異なり 94），貴族身分と同等であるとされても，〔貴族院で〕代表〔となること〕を

含むような関係の外側に置かれる。フランスの不幸は，只管，レーン制の完全な変質とその真実

の性格の喪失との中にのみ求められなければならない。全国三部会（Generalstaaten） 95） の開催

が中止されたことにより，最早，高位の貴族も低位の貴族も，政治的な 96） 組織の中で彼等が力

を発揮する主舞台となる，代表であるという性格を帯びて現れることが，なくなった。反対に，

彼等の個人性が，最高度にまで，そして，腹立たしい程にまで強化された。〔所で，〕貴族は，裕

福の故に，若い時から生業の苦痛や貧窮の苦労に浸されることもなく免れてきており，そうした

ことによっても，また，親譲りのゆとりある，瑣事に拘泥しない［生活］によっても，貴族には

自由な心性が保持されている。そして，それ故に，貴族は〔市民身分〕以上に戦争の勇気をもち

得る。この勇気が，あらゆる占有物，あらゆる手放せなくなった所有物，〔行動を〕制限するあ

らゆる習慣を，断念させる。それ故，貴族は，あらゆる事の全体に順応し，〔どこまでも〕持ち

堪える 97）。― 更に，貴族は〔市民身分〕以上に国家の能事を自由豁達（liberal）に処理し得る

のであり，その点では一定の自由をもち得る。即ち，この自由が，〔貴族を，〕諸々の規則から独

立させるし，〔市民身分〕以上に自分自身〔の判断〕を信頼して境遇・情勢・必要に〔対応する

ことを〕可能にするし，些少とは云え行政の機械的な仕組みに〔市民身分〕以上に自由に生命を
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吹き込むことを可能にする。― 斯くて，貴族は，一個人として，あらゆる国家に於いて卓越し

た存在である 98）。そうであるなら，貴族は，正に一個人として〔卓越した存在で〕あるから，

〔市民身分〕以上に自由でなければならない，換言すれば，競争の可能性の中に身を置くのでな

ければならない。何故なら，我々の〔属している〕諸国家の組織は，元々，多くの仕事を生み名

状し難い労働を課す人工的なものであるから，市民〔身分〕に苛酷な勤勉と，獲得に労苦を伴う

技能や知識とを要求するものでもあり，従って，この〔市民〕身分が嘗て台頭してきた時や，最

近になって重要性を増してきている時にこそ 99），〔市民身分の〕性格を超える知識や技能に対し

て途が開かれているのでなければならないからである。自然が，そして，〔自然に従って〕諸々

の現代国家の大部分が，〔貴族身分と市民身分の〕区別を小さくしつつある。例えば，プロイセ

ンは市民の職務に於いて部分的に，それに対して，イングランド，オーストリアそしてその他の

諸国家は軍事的な点で。こうした側面は，フランスに於いては最高度にまで極端化されている。

即ち，司法上の地位も軍人としての経歴も彼等〔貴族〕に対しては閉ざされている 100）。そして，

純粋に個人的なものが〔国家の〕原理とされている。

　代議制度（Representation）は，自己形成を続けるレーン制度（Lehensverfassung）の本質の

中に，市民身分（Bürgerstand）の成立と一緒に，深く織り込まれている。それ故，代議制度が

最近の時代の発明であると看做されるとすれば，それは，極めて馬鹿げた妄想と呼ばれるべきで

ある。あらゆる現代国家は，代議制度によって成り立っている。代議制度の変質，換言すれば，

代議制度の真実なる本質の喪失のみが，フランスの国制を破壊した。然し，国家としてのフラン

スまでも破壊したのではない。

注

1） テキストには単なる Herrとあるが，Grafとの対応から，Freiherrを指示すると解釈する。
2） 1800年頃から使用頻度が急に高まる単語である。この点については，以下の情報を参照。Das 

Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart. 意味については，
テキストが中世末期から近世初頭の出来事に言及していることからして，更に，当時ラテン語
industriaの意味での用法が残存したとの Grimmの辞書の報告からして，「勤勉」の意味であ
ると理解する。続くテキストからも推測される様に，特に都市市民の職業身分の分化に基づく
勤勉を指すと考えられる。

3） 15世紀頃には Handelと一対を成して広い意味での営業活動を指していた語彙であるが，茲で
は，帝国都市に於ける職業分化の中での商業との区別に基づいて理解されるべきものと考えら
れる。亦，工場制機械工業の発達は James Wattによる蒸気機関の改良以後であり，文脈から
16世紀前後のドイツを想定していると推測されるから，マニュファクチュア以前の問屋制家
内工業段階の手工業を指すと考えられる。

4） 宗教改革の根本に「ドイツ人の根源的性格」の働きを見出している。ドイツ国制史の中に宗教
改革を位置付けることを可能にする重要な論点である。

5） ドイツに多数の独立した諸国家が成立したこと，即ちドイツの政治的分裂を促進したものは，
（宗教改革に於いて）宗教と良心を介して市民精神に作用した「ドイツ的性格」であった，と
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いう見解が示されている。茲では，①ドイツ的性格，②市民精神（都市の発達），③宗教改革，
④政治的分裂，これら四要素の歴史的連関が明らかにされている。ヘーゲルのドイツ史理解を
知る上で非常に重要な箇所である。

6） 茲で既に，所謂「理性の狡知」の枠組みを構成する要素（理性，狡知，道具）が全て登場して
いる点に注目する必要があろう。

7） ドイツの没国家性の最大の根拠は，宗教分裂がドイツの国制の中に持ち込まれた点にある，と
言われている。ドイツ的性格との関係の理解に曖昧さを残している。

8） 1555年 9月 25日に締結されたアウグスブルク宗教和議を指す。
9） アウグスブルク宗教和議に基づく，プロテスタント領邦に於ける領邦教会制，即ち，領邦君主
が領邦内の教会の首長となる体制を指す。これは，教会がローマ教皇の支配を離れ領邦国家に
従属することを意味する。この従属性を根拠として，テキストで謂う不寛容が成立する。

10）特に日本語の「カトリック」「プロテスタント」という語彙の指示する対象が必ずしも明確で
はないので，訳出に基準を設ける。即ち，原則的に「カトリック」「プロテスタント」は，教
派に属する信者乃至その集団を指示するものと理解し，「カトリック教会」「プロテスタント教
会」は，夫々の教派の信者の拠る教会を指示するものと理解する。

11）テキストが „Weil. . . , so. . . , weil. . .“ と云う歪な構造であると同時に，次の文章との接続も明
確ではない。内容的には，二番目の weil文章が，一番目の weil文章中の「不自然である」文
章に対する理由を示す筈のものであった可能性もある。

12）文法的には不完全な文章。意味を勘案して主語を補う。尚，茲に登場する Protestantismusは，
文脈から，Glaubenslehreよりは Kirchengemeinschaftを指すと理解される。

13）レッシングの敵対者であったルター派神学者 Johann Melchior Goeze（1717-1786）を指す。
14）「アウグスブルク帝国・宗教平和令（der Augusburger Reichs- und Religionsfriede）」（1555）
によって領邦教会制（cuius regio, eius religio.）が確立された事を指す。

15）宗教寛容政策を指す。
16）1635年に神聖ローマ帝国皇帝フェルディナント二世がプロテスタント諸侯のハイルブロン同
盟と結んだ講和条約。

17）アウグスブルク宗教和議で認められた権利＝法の再確認としての意味をもつ。前註 9を参照。
18）国家と宗教を分離できなかったことが，ドイツの政治的分裂を招来した最大の原因である，と
いう趣旨。

19）アウグスブルク宗教和議の領邦教会制は，帝国乃至皇帝からのプロテスタント領邦乃至領邦君
主の政治的独立性を正当化することを目的としていた，という趣旨。

20）テキストでは助動詞 mußが単数形であるから主語 sieは，Verbindugを指示すると理解せざる
を得ないが，助動詞が複数形 müssenの誤記であるとすれば，sieはMenschenを指示するこ
とになり，sich verbinden構文について「人間は戦争遂行等の外的な事柄を巡って互いに結合
しているのでなければならなくなる」とより自然な文脈を構成し得る。

21）daßの前に damitを補って解釈する。
22）修正・補足の過程で文章が少し乱れたと思われる。auf welche Seiteは auf welcher Seiteとす
べきであるように思われる。

23）Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg（1578-1653）尚，カトリック改宗は 1618年のこと。
24）【ヘーゲル自身による欄外書き込み】「両者の間のヴェストファーレンでの講和」
25）ザクセン選帝侯 Friedrich AugustⅠ（在位 1694-1733年）は，1696年にカトリックに改宗し

1697年にポーランド・リトアニア共和国の国王に選出された。
26）ヘッセン＝カッセル方伯 FriedrichⅡは，1749年にカトリックに改宗したが，方伯領の宗教は
プロテスタント（カルヴァン派）に属するとされた。

  1733年にヴュルテンベルク本家の男系が絶え，既にカトリック信者であった Karl Alexander
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がヴュルテンベルク公爵位を継承したが，ヴュルテンベルク公領の宗教はプロテスタントに属
するとされた。

27）テキストでは „sichtbarer, und umso leichter, wenn“ であるが，内容的に， „umso sichtbarer 
und leichter, wenn“ の意味であると解釈する。

28）1685年の出来事。
29）特に宗教分裂によってドイツの内的統合原理が失われた結果として，法的な外的統合原理の必
要性が生じた，と言われている。Pütterの帝国理解を歴史的に相対化しようとする試みと理解
し得るであろう。ヘーゲルのドイツ国制史の全体像を理解する上で重要な位置を占める箇所で
ある。

30）代議制度理論を指す。次に登場する「現代様式」の理論的基礎と位置付けられている。
31）二つの重要な事が指摘されている。①レーン制には，代議制度に基づいて組織された現代国家
へ移行する可能性があった。ドイツでその移行を妨げたものは，領邦君主の肥大化である。 
②近年に顚覆を経験しなかった現代国家は，代議制度に基づいて組織された。ドイツは，代議
制度に基づいて組織されなかったが故に，顚覆を経験することになった。

32）ポーランドに於ける「国家に対抗する堅固な団体」として想定されているのはドイツ騎士団で
あろう。但し，ドイツ騎士団は「弱小封臣の群」ではない。

33）1719年の出来事。その詳細については，金子武蔵訳『ヘーゲル政治論文集　上』岩波書店，
1967年，216頁以下で，Pütterに基づいて解説が施されている。

34）itio in partesが法的に定められたのも，領邦の同盟締結権が法的に定められたのも，1648年の
ヴェストファーレン条約の中でのこと。「斯様な権利や事情は全て後世のものである」とは
レーン制の時代との比較に於て言われていると理解できるであろう。

35）部分を全体から切り離して絶対化することを指す。後の「抽象的」と同義である。
36）Reichsapfel. 「帝国宝珠」と訳される。上に十字架の付いた球体。世界に対するキリストの支
配権の象徴。転じて神聖ローマ帝国皇帝の帝権の象徴。

37）恐らくは Krönungsmantelを指す。
38）金子武蔵訳『ヘーゲル政治論文集　上』岩波書店，1967年，222頁の注でも言われている様に，

Georg Wilhelm（在位 1619-1640）時代の兵士の数である。その子 Friedrich Wilhelm（在位
1640-1688）時代に税制が整備されて常備軍が設置されるに至り，その数は 3万に達した。こ
こでの「常備正規兵」という表現は正確性を欠くであろう。Vgl. Johann Stephan Pütter, 
Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Teutschen Reichs, 2. Theil, 1788, 
S.280.

39）主なものとしてボヘミアやハンガリー他を指すものと思われる。
40）この箇所に混乱が含まれているであろうことは，上掲金子訳 222頁以下の注で指摘されている
通りである。然し，その混乱の理解には，幾つかの可能性がある。茲では，ハプスブルク家と
外国の家門の私法的統合の関係のみが問題で統合時期は問題とされていないという視点からの
解釈を提示する。即ち，前半部分は，ポーランド継承戦争にではなく，スペイン継承戦争に関
わって，ナポリがスペイン・ブルボン家支配を離れてオーストリア・ハプスブルク家支配下に
入った事態と解釈できるであろう。但し，von Spanienが解釈可能になるが，und Sicilienが解
釈不可能になる。後半部分は，ポーランド継承戦争の結果，トスカーナがメディチ家支配から
ロートリンゲン＝ハプスブルク家支配に移行した事態と解釈できるであろう。斯くて残る問題
は，Neapel und Sicilien ist部分の解釈如何となる。訳者は，この部分に，スペイン継承戦争と
ポーランド継承戦争との混乱が反映していると考える。そして，正しくは Neapelのみが主語
であるべきであったと考える。

41）ヘーゲルの念頭にあったのは，特に Hippolithus à Lapideと Hermann Conringの著作である。
但し，Dietrich Reinkingkや Johannes Limnäus等も念頭にあった可能性がある。
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42）多数の小領邦への分割が皇帝権力の維持に必要であると見る視点から，ヴェストファーレン講
和条約を批判的に評価した議論。ヘーゲルの帝国論を理解する上で重要な意味をもつ。

43）1629年に神聖ローマ帝国皇帝フェルディナント二世とデンマーク王クリスティアン四世の間
で締結されたリューベック講和条約によって，デンマークは帝国の問題に介入しない事が約定
された。

44）特に，所謂ベーメン・プファルツ戦争後，皇帝フェルディナント二世が，金印勅書の規定に反
して，プファルツ侯から選帝侯位を奪い，同じヴィッテルスバッハ家のバイエルン公マクシミ
リアン一世に与えた事を指す。

45）1629年に皇帝フェルディナント二世が発した復旧勅令（Restitutionsedikt）に対するルター派
帝国等族の反感を指す。

46）この評価の基礎にあるのは，Pütterによる評価である。Vgl. Pütter, op. cit., S.38 : „Doch eben 
dieser Gustav Adolf war es, der allein noch zur Rettung der Teutschen Freyheit und der evange-
lischen Religion bestimmt zu seyn schien.“ 二つの自由の意味する所も，茲から明らかである。

47）1631年 1月にフランスとの間で締結されたベールヴァルデ条約を指す。この中でスウェーデ
ンは神聖ローマ帝国に於けるカトリック信仰を保障していた。

48）1630年から翌 31年まで続いたマクデブルクの戦いでの虐殺と略奪の後でプロテスタント諸領
邦とスウェーデンとの間で締結された諸条約を指す。

49）文法的には不自然であるが内容的に „an deren Spitze“ の derenの先行詞を Verträgeではなく
Fürstenと解釈する。

50）フェルディナント二世がプファルツ侯から奪いマクシミリアン一世に与えたオーバープファル
ツその他の領地を指す。これらは（バイエルンと共に）元々バイエルン公国のヴィッテルス
バッハ家の領土が分割相続されたものである。

51）名宰相オクセンシェルナ（Axel Gustafsson Oxenstierna, 1585-1654）を指す。
52）ヴェストファーレン講和条約を構成する一方のオスナブリュック講和条約では，神聖ローマ帝
国皇帝とスェーデン女王とが条約当事者であった。

53）スウェーデンは，フォアポンメルン公位以下を獲得したことで，帝国等族として帝国議会に席
を得た。詳細は，明石欽司『ウェストファリア条約　その実像と神話』慶應義塾大学出版会，
2009年，101頁以下を参照。

54）プロイセン公国は，1701年にプロイセン王国となった。
55）オスナブリュック講和条約で，プロイセンはヒンターポンメルンを領地として獲得した。但し，
茲でのヘーゲルの理解は精確でない。領地を獲得したのは，ブランデンブルク選帝侯であり，
プロイセンは，ブランデンブルク選帝侯との同君連合として，領地を獲得した。
Vgl. A. Buschmann （Hrsg.）, Kaiser und Reich, DTV., 1984, S.348ff.

56）精確には，ホーエンツォレルン家でなければならない。
57）曖昧な表現。「ブランデンブルク家」乃至ホーエンツォレルン家は，上述の如く，1618年に同

君連合を形成し，プロイセン公爵領の君主ともなった。このプロイセン公爵領に，1648年の
ヴェストファーレン講和会議の結果，ヒンターポンメルン他が帰属することになった。換言す
れば，ブランデンブルク辺境伯領の領主でもあり選帝侯でもある同家は，プロイセン公爵領の
領主として，ヒンターポンメルン他の領主ともなった。猶，茲での itztを上掲金子訳 132頁の
訳文の様に「現在」と解釈することは，歴史的事実と一致しない。また，nichtとの位置関係
からして，wie以下を「……の家とは違って」と解釈することは，困難であると考えられる。

58）皇帝権力の維持という論点から，帝国が多数の小領邦へ分割されることを積極的に評価する議
論。ヘーゲルの帝国論（更には国家論）を理解する上で重要な意味をもつ。

59）1700年 2月から 1721年 9月までスウェーデンの覇権を巡って行われた戦争。その結果，ス
ウェーデンが覇権を喪失し，ロシア帝国が成立した。
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60）1718年 11月 30日。
61）先ず 1719年から 1720年にかけて，ハノーファー，プロイセン，デンマーク他との間でストッ
クホルム条約が締結された。次に 1720年には，デンマークとの間でフレデリクスボー条約が
締結され，更に翌 1721年には，ロシアとの間でニスタット条約が締結された。

62）プロイセン王国を指す。当時フリードリヒ・ヴィルヘルム一世の治下，軍事強国化の途上に
あった。強大なプロイセン王国を築いたフリードリヒ二世が即位するのは 1740年のこと。

63）原文は複数形。ストックホルム条約でスウェーデンから領土を得たハノーファー選帝侯とプロ
イセン（ブランデンブルク選帝侯）とを指示するものと思われる。

64）ハノーファー（ブラウンシュヴァイク＝リューネブルク）選帝侯ゲオルク・ルートヴィヒが，
母親の血筋の関係で 1714年にグレートブリテン王国国王ジョージ一世として即位した。猶，
同君連合自体は 1837年まで続いた。

65）イングランドには単一の憲法典が存在しない。その意味で，Verfassungに「憲法」の訳語を
当てない。日本では一般に憲法の用語の下で専ら憲法典のみが理解されるからである。

66）上掲金子訳 133頁の解釈は，テキストからは構成が困難である。
67）ハノーファー家は，ヴェルフ家即ちブラウンシュヴァイク＝リューネベルク家の一支流。
68）七年戦争は 1756（1754）年から 1763年まで全世界を舞台に欧州列強間で行われた戦争。その
結果，イギリスとプロイセンが台頭した。テキストで言及されている「計画」は，強力な海軍
力を持たないフランスの，七年戦争に於ける基本戦略。ハノーファーの「荒廃」とは，1757
年にフランス軍が，カンバーランド公ウィリアム・オーガスタス指揮のハノーファー監視軍を
打ち破ってハノーファーを占領したことを指す。

69）「同じ戦争」を七年戦争と解釈すると歴史的事実に合致しない。1763年のフーベルトゥース
ブルク講和条約によって，プロイセンのシュレージエン領有が公式に決定されたからである。
金子訳は，Mollatの解釈に従って，オーストリア継承戦争と見ている。続く文章と整合的な
解釈である。猶，先行段落と同様に，段落間の接続に歴史的な飛躍が認められる。

70）プロイセンに対する宣戦布告は 1757年 1月 17日に決議された。その詳細は，以下を参照。
Karl Otmar Frhr. Von Aretin, Das alte Reich : 1648-1806, Bd. 3., 1997, S.87ff. bes. 93ff.

71）フーベルトゥースブルク講和条約はドイツ帝国とプロイセンの間で締結された講和条約ではな
い。正式には以下の通り。„DEFINITIV=Friedens=TRACTAT, welcher zwischen Ihrer Kayserl. 
auch zu Hungarn, und Böheim Königl. Apostolischen Majestät c. c. und Seiner Majestät dem 
König in Preussen c. c. zu Hubertsburg den 15. Febr. 1763 geschlossen worden: . . .“

72）Peter H. Wilson, German armies War and German politics, 1648-1806, 1998, p. 264ff.
73）皇帝フランツ一世の皇后マリア・テレジアMaria Theresia（1717-1780）を指す。彼女は，
オーストリア大公，ハンガリー女王，ボヘミア女王でもあった。

74）所謂「再カトリック化」政策を指すと思われる。カトリックに改宗しない非カトリックには強
制的移住政策が採られた。当時の状況については，以下の文献に詳しい。Rudolf Leeb et. al.
（Hrsg.）, Geheimprotestantismus und evangelische Kirche in der Habsburgermonarchie und im 
Erzstift Salzburg（17./18. Jahrhundert）, 2009.

75）レオポルド・ヨーゼフ・フォン・ダウン Leopold Joseph von Daun（1705-1766）を指す。彼は
その功績により 1757年に教皇ベネディクト十四世から聖別された帽子と軍刀を贈られた。

76）1772年，1793年，1795年と三次に亙るポーランド分割を指す。
77）1778年 7月から 1779年 5月にかけて行われたバイエルン継承戦争を終結させたテッシェン講
和条約の内容を指す。そこで，①バイエルン選帝侯国はプファルツ選帝侯が継承すること， 
②プロイセンが将来アンスバッハ，バイロイト両辺境伯領を併合すること，が承認された。

78）1801年夏までを草稿成立年代とすれば，茲での「戦争」は，第二次対仏同盟戦争を指すであ
ろう。「この点」とは，帝国等族の数の謂いであろう。「まだ完全な展開に達していない」とは，
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1801年 2月 9日にリュネヴィル講和条約が締結される以前の状況を指している可能性が高い。
79）ドイツ国家解体の原因を国家権力の不在に求め，国家権力不在の原因を如上の三点に求めた重
要な箇所。

80）ポーランド王国及びリトアニア大公国が，第三次ポーランド分割で滅亡したのは，1795年 10
月 24日のこと。『ドイツ国制論』執筆の 5年程前であるに過ぎない。

81）古代のゲルマン民族に関する茲での理解は，概ね，Tacitusの Germaniaの記述に基づく。但
し，Germaniaに見られない記述が最後部分に含まれている。然し，その典拠は未解明。

82）等族とは，身分制議会への出席資格を有する者を指し，茲では，主として神聖ローマ帝国に於
ける身分制議会即ち帝国議会（Reichstag）を同時に含意していると考えられるが，その含意
から，各領邦に於ける領邦議会（Landtag）を必ずしも排除していないと考えられる。

83）die Mittelが複数形で，erhältが単数の変化形である限り，訳文のように解釈する他ない。金
子訳の解釈（「権力を維持する手段」）は，erhaltenと修正する限りでのみ可能となる。

84）ゲルマニアの森の中に存在したのはゲルマン的自由である。このゲルマン的自由が世界史的普
遍性をもつ支配原理たる代議制度へと高まるためには，それが，レーン制度となる所謂教養形
成の過程を経なければならない，とヘーゲルは見ている。続くテキストを参照。

85）専制体制と共和制の中間の意味であろう。専制体制・共和制・代議制に対応するオリエント・
ローマ・ゲルマンという漠然たる世界史の区分が窺える。

86）茲には，自由人の自由は，領邦君主の私的支配とは両立しないが，帝国の公的支配とは両立す
る，即ち，帝国に於いて自由と支配〔服従〕とは両立する，という理解が示されている。

87）茲で想定されているのは，オスマントルコの属国ワラキア公国やモルダヴィア公国の 17世紀
から 18世紀頃の自治的支配である。ホスポダールは，オスマントルコの任命した統治者であ
るが，売官の対象となった。

88）16世紀末以来，特に 17世紀初頭のムラード朝成立以来，チュニジアは形式的にはオスマン帝
国の属領として貢納を支払ってはいたが，実質的には独立しており，トルコ系のベイの世襲的
支配の下にあった。

89）〔騎士を除けば〕最下位の爵位であることから，第一身分（聖職者）や第二身分（貴族）と第
三身分（都市市民と農民）とを区分する境界の意味で用いられている，と推測される。

90）金子訳註 226頁の解釈の如く Reichsstädtekollegiumを理解し得るかは文脈的に疑わしい。
91）帝国等族資格を有するに至った一群の帝国都市を指す。帝国議会では Reichsstädtekollegium
を構成し，1648年以来二票の共同決議権を与えられた。その二票は，Schwäbische Bankと
Rheinische Bankとに配当された。

92）貴族院 House of Lordsという名称を踏まえた表現。
93）七年戦争を実質的に指導した初代チャタム伯爵ウィリアム・ピット（大ピット）の次男が，こ
のウィリアム・ピット（小ピット）であり，対仏同盟戦争やナポレオン戦争を指導した。猶，
彼は，1801年 3月 14日まで，大蔵大臣 Chancellor of the Exchequerの地位にあった。この事
実から，この草稿が 1801年春以前に成立したことが推測される。

94）例えば大ピットは，庶民院議員として議会入りし要職を経て首相になると共に貴族院に転じた。
それに対して小ピットは，首相となったが終生庶民院議員のままであった。

95）États générauxの直訳。精確には Generalständeと訳されるべきである。1789年が最後。
96）【欄外にヘーゲル自身による書き込み】「同様に，第三身分ですら最早自分達の代表〔権〕を
行使し得なくなった。即ち，新しい全国三部会〔国民議会 Assemblée nationale〕では，硬直
した古い形式からより適切な形式への漸進的な移行が為されなかった。」革命勃発の過程。

97）テキストが不完全であり，別のテキスト編集乃至解釈が可能であろう。
98）„einen Vorzug findet“ は， „einen Vorzug hat“ の意味と解釈する。猶，当該箇所に於いて示さ

れた，貴族を（君主政）国家にとって枢要な存在として位置付ける思想は，モンテスキューの
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強い影響の下で成立したものと推測される。ヘーゲルを含むドイツ思想界に対する斯様な影響
の内実を理解する上で，下記の論文の洞察は決定的に重要である。Rudolf Vierhaus, 
Montesquieu in Deutschland. Zur Geschichte seiner Wirkung als politischer Schriftsteller im 18. 
Jahrhundert. In: Collegium Philosophicum. Studien. Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel/
Stuttgart 1965, S.403-437.

99）次に挿入された „und“ を削除する。編集註解からヘーゲル自身の動揺乃至混乱も窺える。
100）テキストは „ist ihnen verschlossen“ である。verschlossenが正しい編集であるとすると，

ihnenは，貴族を指示するものでしかあり得ない。即ち，「貴族に対して閉じられている」と
なる。然し，verschlossenが erschlossenの誤記乃至誤読であるとすると，ihnenは，市民を
指示するとなる。即ち，「市民に対して開かれている」となる。金子訳は，この解釈を採用し
ている。
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