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巻頭言

このレポート集は 2015 年度に金澤宏明先生の担当された明治大学西洋史学専攻の基礎演習
の授業で作成したものである。春期に作成した各学生の興味分野に関するレポートに修正を加
え、ひとつのレポート集とした。修正に当たっては、金澤先生が一人ひとりのレポートに目を
通し、論点や論旨に不備がないかをチェックしていただいた。その過程で追加調査が必要であ
れば、随時行った。それでもなお至らないところは、我々の力不足である。
レポート集の作成作業には基礎演習の授業での内容が活かされている。金澤先生はまず全体
の興味分野に従っていくつかのグループを作り、学生同士でピアレビューを行わせた。これに
よって文章の修正作業を我々自身で行い、提出物の作成に異なる視点を取り入れることができ
た。また先生は全員のメールリストを作成し、レポートの提出や修正作業は主にメール上のや
り取りで行った。このやり取りで我々が学んだことは、公的なメールのマナーに関する様々な
注意点であり、PC メールを使用する際のファイルの扱いであった。これらは頭で理解してい
ても、自身が実行する際には不備があることが多かった。しかし先生は辛抱強く注意してくだ
さった。
実際の授業の中でも、様々なことを学んだ。講読の授業ではそれぞれの本に対し 2 回から 3
回の授業時間の中で学術書の講読を行い、書評を作成した。担当者がプレゼンテーションを行
い、質疑応答をした。ただ読むだけでなく自らが発表し自分の言葉で伝えることで、より理解
を深めることができた。この際に幾度となく行った専門的な文章の論点をくみ上げ要約する作
業は、自身のレポートを作成する上で欠かせない経験であった。
1 年間を振り返って、我々は変化することができたであろうか。そうだとすれば、それは金
澤先生によるところが大きい。我々を時に厳しく、時に優しく導いてくださった金澤先生に対
し感謝の言葉を述べることで巻頭言とする。

2016 年 1 月 19 日
基礎演習（西洋史）金澤クラス
高場 遼
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統一の契機としての 1848 年、1849 年ドイツ革命
阿久澤

美紅

1848 年から 1849 年にかけて起きたドイツの市民革命は、国民の政治的主権の樹立や国民国
家の創設に成功しなかったばかりか、ドイツの統一をも成し得なかったが故に、挫折した革命
と呼ばれている 1。当時のドイツは数多くの領邦国家が乱立し、国土の統一が為されていなか
ったため、ドイツの市民革命は個人の権利、自由を獲得するための革命であると共に、民族統
一のための革命ともならなければならなかった 2。本レポートでは 1848 年と翌 49 年に起きた
ドイツ革命の経緯を軸に、この革命が国民国家を創設し得なかった要因、革命後のドイツでの
立憲主義の発展、農民解放の達成、さらに、プロイセンによる急速なドイツ統一政策の推進に
至った過程を論証する。
1848 年と 1849 年の革命が挫折した要因を論ずるために、まずは革命が勃発した 1848 年 3
月以前の状況に留意せねばならない。18 世紀のドイツは 962 年に創建された神聖ローマ帝国
の名称を引き継ぎ、15 世紀以降は特にドイツ国民の神聖ローマ帝国と呼ばれたが、この名称に
おける国民の意味合いには民族の意味は含まれておらず、18 世紀になっても帝国領土はオース
トリア、チェコ、ポーランドの一部などを含む広大で、多数の民族からなる地域であった。特
に神聖ローマ帝国後期には、諸侯は帝国に反抗して独自の領邦国家形成に専念した。1806 年、
ナポレオンの保護下で 16 の領邦がライン同盟を結成し、これにより神聖ローマ帝国は消滅す
るが、その一方で彼が征服者としての側面を強めると、1809 年に反ナポレオン抵抗運動が始ま
った。この運動はドイツ最初の国民運動であり、征服者ナポレオンというドイツ国民にとって
排すべき共通の敵を前にドイツ人ははじめて国民意識の統一を経験したのである。しかし、具
体的な政治運動に結びつかなかったことからも分かるように、国家としてのまとまりを欠いた
ドイツで熱狂的な愛国主義が生まれることはなく、依然として領邦愛国主義が優勢のままだっ
た。1815 年、ウィーン会議の決定によってドイツ連邦が誕生したが、この組織も緩やかな国家
連合体でしかなかった。1848 年と 49 年の革命に先んじて、全ドイツで国民運動の片鱗が現れ
たこの時期を三月前期（Vormärz）と呼ぶ 3。1840 年から 41 年のライン運動では、ライン川
左岸地域の領有を主張したフランスに対する敵対感情を結集イデオロギーにしてナショナリズ
ムが高揚した。さらに新聞、雑誌の発展や教会団体などを通じて国民運動が組織化されたこと
にも特徴がある。
1848 年 3 月、農奴制の名残がなお存在していた南ドイツで極めて激しい農民一揆が発生し
たが、彼らの目的は残存する封建的賦課の撤廃のみであり、それゆえ彼らの暴動は以後の市民
革命に影響を及ぼすことはなかった。当時のドイツ人口の多くを占めた農民の非協力的な態度
1
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は、革命失敗の主要な原因である。そのうえ、ウィーンでも 3 月に革命が勃発した。この革命
は当時の政権を握っていた宰相メッテルニヒを辞職に追い込む結果となったが、ウィーン市民
の間に政府の転覆を望む声が上がることはなく、逆に支配者側もメッテルニヒの不在を埋める
だけの代替案を実行する準備は整っていなかった。ベルリンでも 3 月に民衆と軍隊が衝突した
が、当時のプロイセン政府はそれほど腐敗しておらず、国王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世
への期待も未だ高いままだったため、暴動を起こした市民の多くはプロイセン政府との協調の
道を探した。市民は確かに勝利を勝ち得たが、それは結果的に国王側からの譲歩によるもので
あり、国王は憲法制定を約束したが、軍隊は国王への忠誠を温存したまま残されていた。他方
で、三月革命の結果誕生したラインラント出身のカンプハウゼン率いる新政府は民族問題に直
面した。パリの二月革命後のベルリンでは、18 世紀のポーランド分割で獲得した東部諸州に多
く居住していたポーランド人による民族運動としてポーランド人熱（polenrausch）が起きた 4。
ポーランド人により国民委員会が設置され実際に活動を始めると、ポーゼン州内のドイツ人と
ポーランド人が衝突したが、これはドイツの自由主義者をプロイセン議会に反対させてプロイ
セン王を支持させるまでに発展し、反革命派の勢力を回復させる一因となった。
こうした 3 月の諸事件を受けて、特に西南ドイツの政治家を中心に全ライヒ的な憲法制定を
求める議会を開催する動きが高まった。まず、ハイデルベルグで準備議会が開かれたが、この
議会では各邦君主たちと協定することを重要視し、結果君主たちによる議会への持久戦略的介
入を可能とした 5。その後、各邦で行われた選挙で選出された代表者が集い、自由主義政治家
であるハインリヒ・フォン・ガーゲルンを議長として、フランクフルトで国民議会を開催した
が、この議員の多くは大学教授や各邦に属する官公吏といった知識人であり、革命に積極的で
あった商工業者はもちろん、大土地所有者や農民も議員としてほとんど組み込まれなかった。
これは本議会の政治的影響力の弱さに起因する。同時に、国民議会はシュレスヴィヒ=ホルシ
ュタイン問題を始めとする対外問題が表面化すると対策を迫られ、執行権を持つ中央機関とし
て、ヨハン大公を摂政とするライヒ政府を立ち上げた。にもかかわらず、ドイツの各邦政府は
自分たちに留保された諸権力を手放すことを望んでいなかったため、新政府を全面的に支援す
ることはなかったのである。
こうした状況下で始まった 1848 年のドイツ革命並びに国民議会は、当初から深刻な課題に
取り組まねばならなかった。1848 年 3 月、デンマーク王フレデリック 7 世はシュレスヴィヒ
の併合を宣言し、両国の仮政府の成立を宣言した。準備議会ではシュレスヴィヒをドイツ国に
加えることを異議なく可決していたため、これを機にすべてのドイツ人を巻き込む形でドイツ
のナショナリズムは高揚したが、その統一戦線も表面的なものでしかなかった。この問題はド
イツとデンマーク二国間の対立に留まらず、ドイツの勢力拡大を懸念するロシア、イギリスか
らの圧力を引き寄せ、さらには自国の国益を重視するフランスの非協力的な態度により、軍事
援助を迫られ軍を出兵していたプロイセンはデンマークと休戦条約を結ぶこととなった。この
休戦条約締結に際して、国民議会はマルメーに代表を派遣して議会の、ひいてはドイツ国民の
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意見を反映させようとしたが、議会はまったく顧みられることがなく、プロイセン王は勝手に
条約を結んでしまった。プロイセンに対抗できるだけの軍事力を持っていなかった国民議会は
やむを得ず休戦条約を事後承認したが、それに対して民衆はドイツ国民への裏切り行為である
として厳しく非難し、反国民議会蜂起へと発展した 6。フランクフルト市の暴動はライヒ政府
の要請で派遣された連邦軍によって鎮圧されたが、その軍事力もプロイセンを始めとする各邦
に依存していた点は留意せねばならない。
10 月になると、ウィーンでは一時的に革命派が市内の権力掌握を成功させたが、ヴィンディ
ッシュグレーツ将軍によって瞬く間に鎮圧させられる事件が起こった。新たに首相に就任した
シュヴァルツェンベルグはオーストリア帝国をあくまでも一つの統一国家として再建する意
図を含んだ宣言を発表したため、オーストリア帝国とフランクフルト国民議会の対立は決定的
となったのである。一方、プロイセンでは 5 月 22 日に男子普通選挙が行われ、国民議会が召
集された。この時点で反革命思想を持つ議員は極めて少数であったが、ウィーンで十月革命が
起こると、プロイセン国民議会の左派議員がこの革命への支援運動を要求したがこれは否決さ
れた。要求自体は、のちに提出された修正案ならば実行可能であるとして議会が可決したが、
議会外の急進派は革命への裏切りとして暴動を起こした。このようなベルリンの情勢は王に反
革命の決断を促し、それに対して新首相ブランデンブルグはベルリンに戒厳令を発した。ウィ
ーンにおける事件のように直接対決が起きることもなく、反革命派クーデターの形で、プロイ
センの革命は終了したのである。
国民議会は帝国憲法の制定を第一目標にしていたので、憲法委員会を設置してその作成にあ
たらせた。委員会の活動は基本権（Grundrechte）に関する憲法審議をもって始まったといっ
てもよい 7。この基本権は実際に施行されることはなかったが、後々誕生する 1919 年のドイツ
憲法にも引き継がれている。議員の多くは既存の各領邦国家の連邦制を望んでいたため、領土
問題は国民議会にとって重要な議題であった。たとえば、中部から西部にかけての極小国家の
存在、プロイセン、オーストリアの両大国が抱える民族問題がこれに挙げられる。極小国家と
いえども君主は存在していたため、併合を無造作に進めることは困難であったし、ドイツ人に
よる統一国家を目指す限り、ドイツ人居住区と非ドイツ人居住区をどのように組み込むかは深
刻な問題だった。ところが前述したように、十月革命以後、オーストリア政府とフランクフル
ト国民議会の対立は歴然としていたし、オーストリアは帝国解体につながるようなライヒ領域
案を受け入れようとはしなかった。オーストリアの頑なな態度に対し、議会内ではオーストリ
アを除外しプロイセンを中心とするドイツ統一を目指す小ドイツ主義の概念が生まれ、同時に
プロイセン中心主義に反する目的で大ドイツ主義も生まれたが、議会は最終的にプロイセン国
王を世襲皇帝とする小ドイツ主義的国民国家建設を選択した 8。しかし、プロイセンでは反革
命派の勢力が強まっており、国王は帝冠を拒否した。加えて、オーストリアやバイエルンとい

6
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2005 年）、77 頁。
7 山岸喜久治「1848 年「3 月革命」とドイツ近代立憲主義の萌芽 ――混乱からフランクフ
ルト（パウル教会）憲法の制定へ」『人文社会科学論叢』23 号（宮城学院女子大学、2014
年）、125 頁。
8 若尾、78 頁。
7

った有力諸国も憲法承認を拒否したため、フランクフルト国民議会は完全に消滅したのである。
これにより中部及び西南ドイツで憲法承認を求める暴動が発生し、憲法の擁護を目的に掲げて
いたものの、その指導者は憲法が規定していた立憲君主制に反対した共和主義者であった。こ
の運動も個々の地域での暴動にしかならず、各邦の要請で派遣されたプロイセン軍はそれぞれ
を鎮圧していった。
以上の経緯を経て、1848 年から 49 年にかけて起きたドイツの革命は、国民国家の創設とド
イツの統一においては失敗に終わった。国土も民族も統一されてはおらず、各邦の政治権力が
いまだ強いままであったことや、オーストリアやプロイセンなどの大国は多民族国家であり諸
民族による反乱が絶えず起きていたことがその要因である。しかしながら、この革命を通して
オーストリアを除くほとんどの領邦国家で立憲主義体制が整ったことと、市民革命との直接的
関係はなくとも農民解放が達成されたことの意義は大きい。さらには、革命の難しさに直面し
つつ成立した帝国憲法は、施行に至らなかったとはいえ、その後に制定されるドイツの憲法典
や立憲主義の原型となった 9。そうした経緯を経て、これらの革命後のドイツでは力を増した
プロイセンによる統一が進むこととなった。以上のように、ドイツにとって 1848 年と翌 49 年
の革命はドイツの立憲主義を少なからず前進させ、その後の国民国家としてのドイツ帝国の誕
生の一因となったのである。
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5.
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若尾祐司、井上茂子『近代ドイツの歴史 ――18 世紀から現代まで』
（ミネルヴァ書房、2005 年）

山岸、129 頁。
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【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
阿久澤

美紅

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1.

オットー･ダン、末川清、姫岡とし子、高橋秀寿訳『ドイツ国民とナショナリズム』（名古
屋大学出版会、1999 年）

2.

Ａ・Ｊ・Ｐ・テイラー、井口省吾訳、
『近代ドイツの辿った道』
（名古屋大学出版会、1992 年）

3.

Ｃ・シュテルン、Ｈ・Ａ・ヴィンクラー、末川清、高橋秀寿、若原憲和訳『ドイツ史の転
換点 ――1848～1990』（昇洋書房、1992 年）

4.

林健太郎『ドイツ革命史 1848･49 年』（山川出版社、1990 年）

5.

山岸喜久治「1848 年「3 月革命」とドイツ近代立憲主義の萌芽 ――混乱からフランクフ
ルト（パウル教会）憲法の制定へ」『人文社会科学論叢』23 号（宮城学院女子大学、2014
年）、117-131 頁。

6.

若尾祐司、井上茂子『近代ドイツの歴史 ――18 世紀から現代まで』
（ミネルヴァ書房、2005 年）

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

ハラルド・クラインシュミット、久保田英嗣訳『ドイツのナショナリズム ――統一のイデ
オロギー的基盤』（彩流社、2001 年）

2.

デートレフ・ポイカート、小野清美、田村栄子、原田一美訳『ワイマル共和国 ――古典的
近代の危機』（名古屋大学出版会、1993 年）

3.

今野元『マックス・ウェーバーとポーランド問題』（東京大学出版会、2003 年）

4.

三宅正樹、石津朋之、新谷卓、中島洪貴『ドイツ史と戦争「軍事史」と「戦争史」』（彩流
社、2011 年）

9

10

ハプスブルク帝国とオーストリア＝ハンガリー帝国をモデルとする
国民国家の分析
内山

直也

国民国家について考察する際にナショナリズムは避けては通れない論題である。国民国家の
歴史は 19 世紀後半から 21 世紀前半の今に至るまでに様々な変遷を経てきた。しかし、20 世
紀前半には既にその「一国民、一言語、一国家」の基本形を満たさなくなった。そこで国民国
家の理想像が揺らいでいたことをナショナリズムよりも国民とエスニシティに焦点をあて論ず
る。国民国家の分析と方法に関しては 19 世紀後半から 20 世紀前半ごろのヨーロッパにおける
代表的な多民族国家であったハプスブルク帝国とオーストリア＝ハンガリー帝国を例として考
察していくことにする。
そもそも国民という枠組みは何を意味するのであろうか。国民が所属する国家の成立要件は
その国民の存在に加えて、主権、領土の三つである。主権に関しては「三十年戦争」とそれを
終結させたウエストファリア条約の締結でその有効性が認められた。イギリス現代史家の木畑
洋一は領土と国境線に関して「この頃の国家はいわば国民国家の外枠を作りだしたものであっ
ても、国民国家の内実を備えたものとはまだなっていなかった。さらにいえば、国家の外枠、
すなわち国家の領域性自体もまだ明確になっていなかった」と指摘しているように、国民国家
は国境線で確定された一定領域をもつ主権国家かつ一体性のある意識を共有している構造体で
ある。残る国民の枠組みに関しては、そのどこまでを国家が人為的に関与した国民とするか、
それとも国家が関わることが難しい民族とするかは論者によって幅がある。ロシア政治学者の
塩川伸明は、文化を共有するエスニシティを政治的目的で分断したものを民族と捉える 1。こ
れは木畑が民族をエスニシティに内包されるもの定義するのとは対照的である。これらのほか
にも近代化に伴う文化的熟成と、国家を挙げた富国強兵策の推進、地域間での微妙な差異を統
一する国語の存在などが必要となっていく。
こうした枠組みを確認した上で、ハプスブルク帝国の状況を考察する。ハプスブルク帝国末
期の民族・国民・国家について近代ドイツ・オーストリア史家の小沢弘明は、国民社会の形成
の背景として 1848 年革命での農民解放を重要な要素としてあげ、国内の人間が都市への出稼
ぎなどである程度の移動が可能となり、帝国の西部で都市化と工業化が進んだ結果、社会の編
成原理が新しくなったと分析している 2。近代化には民族の文化や言語、伝統の尊重による共
同体意識や仲間意識の醸成がほぼ常に付随する。これらの民族覚醒運動は交通網の発達や郵便
制の整備、新聞など文字媒体の普及（教育機関や図書館の整備による識字率の向上）や国家を
挙げた教育制度の整備、さらには国語の制定により国民に政治やアイデンティティのルーツへ

1

塩川伸明『民族とネイション』（岩波新書、2008 年）、6 頁。
小沢弘明「ハプスブルク帝国末期の民族・国民・国家」歴史学研究会編『国民国家を問う』
（青木書店、1994 年）、72-74 頁。
2
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の関心を惹起させた。それは政治クラブや市民国民による政治団体を組織することに繋がった。
19 世紀末には農村にも聖職者や教員など地元のインテリ層の主導で国民主義が浸透し、同じエ
スニシティを共有した国民国家が完成したようにも見えた。
だが、ハプスブルク帝国は二重統治体制であり、こうした体制を内在することは一見矛盾し
ているようにも見える。これは国民社会とはまったく異なる「歴史的政治的単位」で構成され
ており、オーストリアにおいて二重統治体制は身分制議会への譲歩（アウスグライヒ）の延長
線上に成り立つにすぎないことを示している。国制としての二重体制と国民社会の形成の二局
面が社会の編成原理をも支配していたわけではなく、その社会形成には歴史的地域が諸民族の
共存・共生の場となる場合と、既存の歴史的王国・領邦を基礎としつつも国民主義への応答を
図ろうとする場合の二つのタイプが存在するのである。国際政治学者の羽場久浘子は「最終的
に帝国が選択した道は諸民族平等と立憲に基づく連邦ではなく、ハンガリー支配層との妥協で
あった」としてハプスブルク帝国は後者に該当する要素が多い点を指摘する 3。
しかしながら、そうしたハプスブルグ帝国は統合を維持できずその後解体へと向かう。羽場
が指摘するには主な原因は二つあり、一つには民族運動は民衆から遊離したところで民衆を代
表する「中間層」たる小貴族や知識人が代弁させざるをえなかった。もう一つはハンガリーの
大貴族が反対していた点で、政府は近代的国家の形成を目的として農村住民を直接掌握しよう
としたが、現実には内部的に均質な中央主権国家を形成するよりも地域の名士が権力保持のた
めに国民主義を受容して帝国に代わる枠組みを構築して民族の統合を進めたからである。その
一例として、西ハンガリーに住むドイツ人やハンガリー人、クロアチア系農民などはハンガリ
ーの大貴族エステルハージ家の領地で自給自足的経済をとっていた。帝国の解体が起こったの
は経済政策の失敗による国民間での格差拡大が原因ではなかった。むしろこうした 1848 年革
命以降の農民解放などによる労働者化が進んだ結果である。それに伴い帝国の西部の都市化や
工業化、プチ・ポワンなどの特産工芸品の製造など経済政策の成功で生活水準や教育水準が上
がり、帝国内における国民のアイデンティティが強まり、帝国解体が促進されたのである。か
つては、帝国内に住んでいる人々にも帝国での統一された文化だけでなく、地域ごとにそれぞ
れの民族習慣や文化があり、住民はそれに従い生活していた。彼らは各地域で自分たちの民族
が使用していた言語学んでいたが、それに加えていずれの民族も一様にドイツ語を公用語とし
て習得していく教育を通じて臣民化がなされていった。
ここまでに、該当地域住民のあり方が国民国家を規定する上での条件の一つであることが確
認できる。この上で、次いで国民と民族の区分について、国家内で仲間か他者かを線引きする
方法をエスニシティの相違から検討する。エスニシティとはそれが持つ民族と文化の両義性と、
その相互関係を解きほぐし、それぞれの地域に由来する血縁、宗教、生活習慣や衣食住といっ
た文化を共有し承認するか否かによって、ある特定の性質をもつ人間とそうでない人間とを区
分する概念である。塩川は、国民を政治の根本的担い手であると考える際に、国民は必ずしも
エスニックな同質性を持つとは限らず、この点を重視するなら国民、民族、エスニシティは全

3

羽場久浘子「近代における中東欧の国家再編（1988 年度歴史学研究会大会報告 ――世界史
認識における国家 ―続―）」『歴史学研究』10 月号増刊（1988 年）、175 頁。
12

く異なる概念であると解釈する 4。すなわち、国民や民族として国家地域に所属していると各々
自認する人々の認識次第で、仲間か他者かが決定づけられるのである。19 世紀のフランスの歴
史家ミシュレも 1848 年革命前に仲間意識や社会的絆として思想の共通性の重要さを指摘して
いる 5。彼は民族が異なっていれば同じ国家にある地域であっても同じエスニシティを共有す
るとは限らないし、仮にネイションが国家と同義ならば、国家は必ずしもエスニシティが基盤
となって成立するものでもないとみなす。血統や遺伝など先天的要素を決定打にしている地域
も多いが言語文化など後天的なものを中心に考える集団も確かに存在する。しかし、これらの
要素も利き腕のように矯正がしにくいことからある種の先天的要素とみなされる。ハプスブル
ク帝国も例外ではなく、首都や工業化の進んだ大都市部と、東部地域やハンガリーなど農業を
中心産業とする周辺とに、それぞれ政策的、民族的、歴史的背景で分けられた。どの集団を民
族と呼ぶか、それともエスニシティと呼ぶかの線引きは絶対ではなく、時代によって変遷する
ものの、それが政治的要因や経済的要因で規定されることは多々あった。地域の主流派の人々
が保守化して、こうした線引きで得た既得権を守り続ける場合、その基準が絶対視されやすい。
近代国家の成立はネイション観の醸成のターニングポイントとなり、国民の一体性を国家形
成の礎にすることへと繋がる。まとめると「多様なエスニシティに属する人々が、そのエスニ
ックな差異を超えて、一つの国の市民としての共通性を持つ」とエスニシティの概念では測り
きれない枠組みを支持する立場を取る。ミシュレによれば、ヨーロッパでは国家の少数派だっ
たエスニシティは自意識や組織性を伴うことでネイションになりうる。集団意識が「つくられ
る」過程は、対象が集団か個人かで異なる顔を見せるし、母国語や家族の食習慣などの集団意
識は自分が生まれる前からすでに形成されているがゆえに、ある特定の人物の集団が特定の言
語を用いることや固有の文化があることが当たり前であると感じる人々とそうでない人々に自
然と区別されていく 6。
国民国家は民族を形成する土台であるが、必ずしもハプスブルク帝国のような国家と民族の
対応関係が成立するわけではない。また、エスニシティは国民史や歴史的変遷が大きく影響す
る可変的概念であり、グローバル化がその概念を大きく変化させている現代からすると実情に
合わない変則的概念とも捉えられる。しかし、これは国民国家においては一見外部から同質的
な国民に見える人々の集団でさえも、彼らが持つ文化や風土、ほかのコミュニティとの関わり
方など種々の要因でそのナショナリズムの求心力や、力の性質は千差万別であるからである。
それ故に新たに国民になった移民層は身体的特徴や文化の受容度などあらゆる点で埋めがたい
差を感じることとなり、テロのような形でひずみが顕在化してしまう。国民国家におけるナシ
ョナリズムやエスニシティの持つニュアンスの微妙な差異は、移民排斥問題にも影を落として
いる。

4
5
6

塩川、7 頁。
Ｊ・ミシュレ、大野一道訳『学生よ ――1848 年革命前後の講義録』
（藤原書店、1995 年）
、26 頁。
塩川、14 頁。
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14 世紀ヨーロッパのペスト流行
──ユダヤ人に起こった差別と虐殺
生方

大智

14 世紀のペスト大流行はヨーロッパ中を混乱の渦に陥れた。中央アジアで発生したペストは
東西交易網の発達や百年戦争による荒廃、未発達の医療、衛生観念の低さを原因としてノミ、
ネズミを介してヨーロッパに広がり、同時期の年代記の作者フロワサールによるとヨーロッパ
の人口の 3 分の 1 が死亡したとされる。このような混乱の中、都市部では暴力や略奪が横行し
ていた。衛生規制を無視した貧民や不法侵入者を追い出す都市行政の暴力だけでなく、一般市
民への暴力も存在した。その中でもユダヤ人に対しての暴力は度を越えたものであった。本レ
ポートではペスト流行中に起こったユダヤ人の虐殺について、ユダヤ人が迫害されるようにな
った理由の経済面と虐殺されるに至った過程を市民の視点から考察し、その理由を解き明かし
ていく。
14 世紀のペスト流行の際、キリスト教徒たちはユダヤ人が井戸に毒を投げ込みペストを広め
たとする陰謀論を根拠にしてヨーロッパ各地で彼らの虐殺を行った。中世のヨーロッパ人は不
穏な事が起こるとそれを全てユダヤ人などの被差別民に罪を被せた。1348 年 4 月 13 日にはペ
スト流行期の最初のユダヤ人虐殺が現在のフランスのトゥーロンで起こった。トゥーロン在住
の数十人のユダヤ人が家から引きずりだされ、虐殺された。翌朝になると疫病の毒についての
噂はすでに南仏一帯に広まっていった 1。この時点ではペストの原因が占星術の見立てによる
惑星の不吉な配列や、何者かによってキリスト教徒を殺す為にばら撒かれた毒とされ、そうし
た想像上の毒を散布した犯人はユダヤ人ではなく因縁のあったイングランド人や乞食や浮浪者
とされた。実際にユダヤ人もペストの犠牲になっていて、自身も飲む井戸に毒を投げ込む事は
考えにくかったからである。しかし、同年 10 月 8 日のサヴォワで統治者のアマデウス 6 世が
開いたシヨン審問でユダヤ人迫害の声は一気に強まった。サヴォワで逮捕されたユダヤ人が拷
問に耐えかねて毒を泉に投げ込んで病気にさせたと自白したのである。この調書はヨーロッパ
各地にばらまかれ、ユダヤ人犯人説を不信に思っていた層をも納得させる証拠となった。だが、
この審問はアマデウス 6 世がユダヤ人虐殺の大義名分を得るために開いたもので、ユダヤ人の
有罪判決は最初から決まっていたのである。これによってユダヤ人虐殺は一層過激化し、次々
にユダヤ人が殺されていった。当時のコンスタンツの聖堂参事会員ハインリヒ・トゥルチェス
は「1 年の季節が巡りきらないうちに、すなわち 1348 年の 11 月 1 日から 1349 年の 9 月 29 日
までにケルンからオーストリアまでのすべてのユダヤ人が焼き殺されるか、または別の方法で
殺害された」と記した

2。殺されたユダヤ人の死体は埋葬すらされず多くは放置されたままだ

ったので、都市の衛生状態はさらに悪化した。それを懸念した住民達はユダヤ人の死体をブド

1

ジョン・ケリー、野中邦子訳『黒死病 ペストの中世史』（中央公論新社、2008 年）、331
頁。
2 ケリー、337 頁。
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ウ酒樽に詰め込みライン川へと流した。教会は死体を浅く埋めており、放置しているのと変わ
らない状況だった。その上、生活用水さえも汚染されていた当時の衛生状態に住民達は危機感
を覚えたのである。度重なる虐殺の末、1351 年までにヨーロッパのユダヤ人社会のうち、大規
模な共同体が 60、小規模なものが 150 も壊滅させられた 3。
一方で、当時の教皇クレメンス 6 世はユダヤ人の無罪を主張し 1348 年 9 月 26 日の大勅令
でユダヤ人の財産強奪、暴力的な回収、訴訟手続きなしでの殺害を禁じ、違反者は破門に処す
とした 4。アヴィニョンに移された当時の教皇の影響力は低くこの勅令はドイツと北フランス
では無視されたが、アヴィニョンでは重要な勅令となり、そこでユダヤ人を保護した。オース
トリア大公のアルプレヒト 2 世やポーランド国王のカジミエシ 3 世も迫害から逃れてきたユダ
ヤ人を保護して虐殺から守った。シュトラスブルクの市長ペーター・シュワバーも同様にユダ
ヤ人の潔白を主張し、市議会も彼を支持したが、この時は大衆の意見を優先した政府が彼を市
長の座から追い、シュトラスブルク在住のユダヤ人 1884 人のうち 900 人が殺害された。バー
ゼル市議会でもユダヤ人達を守る動きがあったがこれも民衆からの抗議で頓挫した。逆にドイ
ツのノルトハウゼンでは民衆がユダヤ人を迫害していなかった為、領主自らがキリスト教の利
益の為にユダヤ人の殺害を扇動したりもした。
ユダヤ人がペスト流行の犯人扱いされた理由の一つとしてはこれまでの彼らの活動が考えら
れる。9 世紀と 10 世紀にはサマルカンドとバグダッドの絹取引、奴隷市場でユダヤ商人達が活
躍していた。貿易業はハイリスク、ハイリターンの仕事であり、成功したユダヤ人達の生活や
教育の水準はキリスト教徒のそれより高く巨万の富を築く者もいた。しかし、12 世紀に入って
くると国際市場にヴェネツィア人やジェノヴァ人が参画しはじめ、ユダヤ人の独占状態が崩れ
た。ここで彼らが目を付けた職業が金貸しである。キリスト教徒は教会法で利益を得ようとし
て金を貸す事を禁止していたが、ユダヤ法には同様な規定がなく、異教徒に限り高利の金貸し
が認められていたこともユダヤ人金融業参入に拍車を掛けた。さらに 13 世紀になると、ユダ
ヤ人は手工業組合や公職からも締め出され職業の自由も失い、金貸しになる選択肢を活用せざ
るを得なくなった。1267 年のブロツワフとヴィーンの公会議では食料品の購入も禁じられた。
生活が制限される中、領主への人頭税や保護税の支払いの為にユダヤ人はより多くの利子を付
けなければならなかった。多額の利子の支払いを強いる彼らへの不信感や悪い噂はキリスト教
徒の間で強まっていき、ユダヤ人への風当たりも強くなっていった。また、ユダヤ人は王候諸
侯の批判の盾にもされた。王候は民衆から恨まれていたユダヤ人の安全の保障や取り立てに裁
判所を使用する許可を出すかわりに取り立てた金を回収し、税金を上げずとも新たな財源の確
保に成功した。王候は民衆からの批判を受けずに資本を増やす事ができ、高利貸しのユダヤ人
だけが民衆の批判の的となった。信仰する宗教の違いだけでなく高利貸しという職業柄からキ
リスト教徒のユダヤ人への敵対心はより一層強くなっていった。
ペスト流行以前から迫害されてきたユダヤ人であったが、他にも同じように差別されていた
人々がいた。1321 年に発覚した国家転覆計画の首謀者として、フランス国王は国内のらい患者

3

宮崎揚弘『ペストの歴史』（山川出版社、2015 年）、78 頁。
クラウス・ベルクドルト、宮原啓子、渡邊芳子訳『ヨーロッパの黒死病 大ペストと中世ヨ
ーロッパの終焉』（国文社、1997 年）、191 頁。

4
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を大量殺戮した。ペストの時と同様にらい病患者が井戸に毒を投げ入れているとの噂が流れ、
拷問の末に火炙りにされた。らい病患者も義援金や寄付金で資産があったことから、大衆の不
満の標的として絶好の獲物だった。らい病患者は灰色や黒の服を身につけ、他方ユダヤ人も
1215 年のラテラノ公会議ではとがったユダヤ帽を被り、黄色のフェルトで出来た丸い布切れ
を身につけるよう強制された。勿論ユダヤ人達もこの計画の首謀者として挙げられており、そ
の理由の根拠として人々の間で組織ぐるみで毒の投げ入れが行われているとの思い込みがあっ
た 5。カスティーリャ王だったアルフォンソ 10 世はペストが流行した直後に早くもその病因論
の一つとしてキリスト教徒の敵に気を付けるよう警告している。このような病気の原因を人間
の行為に転嫁する臆説は、ペスト大流行という異常な事態の中で日常的に差別されている人々
に対する差別観を強化し、それを激しい迫害にまで変容させる口火となるものであった 6。
歴史学者の佐々木博光も 14 世紀のペストの流行がユダヤ人迫害へと結び付いたわけではな
かったと議論し、彼らに対する虐殺はペストよりも前から起こっていたと主張している。当時
の史料から見ると、シュトラスブルクでユダヤ人虐殺が起きたのは 1349 年 2 月でペストが街
を襲ったのが同年 6 月であった。さらに、当時の人物が記した年代記にもユダヤ人の毒物投棄
の噂とペストの流行を結び付けている記述は少ない。シュトラスブルクの史料にはユダヤ人が
殺されたのは彼らを手厚く保護した市長や議会へのクーデターの結果であると記され、この時
の特別扱いされていたユダヤ人の様子を「このような雰囲気にならされた者の性根を改めさせ
るのは難しく彼らユダヤ人はいつキリスト教徒にとんでもない事をしでかすとも限らなかった。
こうしてユダヤ人は高慢になり、彼らはもはや誰も認めようとせず彼らと何かを為さねばなら
なくなった者は苦心惨憺して彼らとつきあわねばならなかった」と辛辣に述べている 7。ペス
ト流行前の 1287 年のイギリスではエドワード 1 世がユダヤ人を捕らえ、身代金を要求した上
に国外追放した。キリスト教徒たちはペストとは無関係に自身の利益やこれまでの迫害の歴史
からユダヤ人を無実の罪で殺害していったのだ。
ペスト流行が起きた為にキリスト教徒はユダヤ人を虐殺したのではなく、それ以前から虐殺
が起こる兆候があった。ペスト流行はユダヤ人虐殺のきっかけの一つではあったが直接の原因
は何世紀も前から存在していたキリスト教徒の差別感情であった。ユダヤ人の他にもらい病患
者も差別を受け、殺害された。市民の彼らへの差別心と貪欲な金銭欲がヨーロッパ社会に内在
し、このような大虐殺を生み出したのである。

5

ベルクドルト、183 頁；ケリー、328 頁。
村上陽一郎『ペスト大流行 ヨーロッパ中世の崩壊』（岩波書店、1983 年）、140 頁。
7 佐々木博光「黒死病とユダヤ人迫害 事件の前後関係をめぐって」
『大阪府立大学紀要 人
文・社会科学』52 号（2004 年）、5 頁。
6
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ケルト民族とその文化
──ローマとの関わりにおける能動的融合
加藤

瑠華

かつてヨーロッパ大陸にはギリシャとローマに二つの大きな文明が存在した。これらの文明
の繁栄はその後の西ヨーロッパ文化の形成に影響を及ぼすこととなるが、実際はギリシャ、ロ
ーマ文明が繁栄する以前にも巨大な軍事力や優れた工作技術を持ったヨーロッパ先住民族が居
住し、慣習や宗教を確立していた。それらの一つがケルト人である。ケルト文化を専門とする
木村正俊は、彼らが徐々に生活範囲を拡大しながら独自の文化を発展させていたことで、ヨー
ロッパ大陸文明の基底になったと分析している。しかし、紀元前 52 年アレシアの戦いでケル
ト人がローマに敗北したことをきっかけに、ケルト民族はローマの支配下に置かれ、次第にロ
ーマの民族・文化に同化していった。その原因は巨大なローマ文明による一方的な圧迫ではな
く、ケルト人がもともと生活していた土地から活動範囲を広めたことで多民族との融合が進ん
だこと、そしてローマの支配下でも権力獲得や文化維持のため主体的にローマ社会に溶け込も
うとしたことが要因となった。ここでは、ケルト人がローマに同化する際に、ケルト人自ら積
極的に政治的・社会的にローマに接合していった側面を論ずる。
ケルト人の源郷は南ドイツを中心とした中央ヨーロッパであった。しかし、人口増加による
土地不足や部族内の支配関係の崩壊で他地域へ移動せざるを得なくなり、紀元前 800 年頃まで
にフランス南部やイベリア半島に拡大した。前 700 年頃にドナウ川上流付近に現れた後、前 56 世紀に地中海世界で彼らの活動が記録され始めた。前 5 世紀までにはブリテンやアイルラン
ドなどの島嶼部までに広がり、そして 3 世紀半ばまでにギリシャやローマと戦いを続けながら
国家を建設したのである。こうした民族的拡散に伴い、部族の分裂や再統合、そして他民族と
の同化や融合が進んでいった。そのことは、前 21 年頃まで生きた古代ギリシャの歴史家ディ
オドロス・シクロスが、
「小さい部族の一つなど、ローマ人との血縁関係や友好関係のうえに成
り立っている」と記しているのもその一例である。また、ケルト人の鉄器時代後期（前 2000 年
頃から前 400 年頃までのハルシュタット文化、及び前 450 年頃から前 50 年頃までのラ・テー
ヌ文化期）には、金属鋳造技術や農具・武器製作技術が発展し、他地域との贅沢品の交易や土
地獲得のための戦争が活発化しており、以前のケルト民族にはない活動が増えるなど次第に民
族的変質を迎えていた。ケルト社会を構成する基本単位は家族と血族、あるいは親族であった。
基本的には父親が一家の権力を持っていたが、財産は夫婦共有であり、決して女性の地位が低
かったわけではない。家族とその血族集団は次第に他集団と結びつき始め、さらに大きな共同
体として部族を構成していった。このように大集団を形成し、その中での階層化が進んでいく
と、ケルト人は大きく三つの階層に分かれるようになった。宗教的指導者層のドルイド、戦士
であるエクイテス、そしてそれらに属さない平民から成り立ち、そのうちドルイドとエクイテ
スが支配階級であった。特にドルイドはケルト人が宗教を重要視していたことから、ケルト社
会の中で特別な存在であった。彼らの宗教は多神教で、自然物、特に植物や動物の中に聖なる
ものを感じ、石やオークなどの木、馬や牛などを崇めた。ネメトンと呼ばれる樹木で囲まれた
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場所で、神に人間や動物を生贄として捧げる儀式を行っていた。ケルト人たちは日常生活で有
用性が高い樹木や動物などに畏怖を感じていたことから、そのような儀式を重視していた。加
えて、部族同士の競争で、彼らはそれぞれの部族で固有の神も敬った。その信仰は、こういっ
た競争に際してケルト人たちが各部族社会を維持し繁栄させるために必要な習慣であったのだ 1。
ハルシュタット文化とラ・テーヌ文化期に農具や武器が発達すると、ケルト人は前 3 世紀か
ら 5 世紀にかけて徐々にヨーロッパの各方面に勢力範囲を拡大し、その過程でローマを略奪し
侵攻もした。しかし、前 202 年の第二次ポエニ戦争の終結からローマが領土を広げていくと、
次第にケルト人の領域はローマの支配下に置かれるようになる。ローマとケルトの境界線では
活発な交易も行われていたが、カエサルが政治権力を有するようになると、地理的に近いこと
や交易活発化による経済的利益のためケルト人（ローマではガリア人と呼ばれていた）の支配
を最優先するようになった。地理学者のストラボンは『地理誌』で、ガリア人は好戦的で喧嘩
っ早く、気分が高揚するとすぐ徒党を組んで戦いのために終結し、ローマに支配された後もロ
ーマ軍の最も優秀な騎兵として選抜されていたと述べている 2。こうした軍事的評価を受けて
いたケルト人であるが、全体の統率よりも戦士社会での栄誉を重んじたので集団的な活動より
も個人的な行動を取ることが多く、組織的に訓練され、膨大な国費で支えられていたローマ軍
にはかなわなかった。前 52 年アレシアの戦いでケルト人は、ローマに対抗するためにケルト
人を統率したウェルキンゲトリクスを中心に連帯してローマ軍に立ち向かったが、敗北してロ
ーマの支配下に置かれた。
その後、ローマはケルト人のこれまでの部族組織を基盤とした行政単位キウィタスを活用し
てケルト人を再編成した。キウィタスの規模毎に課される税の量は異なったが、高い課賦では
なかった。服従の象徴として課せられた税は現在の貨幣に換算すると成人一人あたり年間 1000
円から 2000 円程度である。ローマと同盟を結んでいた部族が住む都市には、税が免除されて
いたところさえあった。ローマは長年の戦争ですでに疲弊したケルト人をこれ以上苦しめよう
とはせず、反対に彼らが繁栄し豊かな生活を送ることを願ったと考えられる 3。しかし、だか
らといってケルト人が簡単に権力を取り戻したわけではない。奴隷的身分から抜け出すにはロ
ーマ市民権を獲得する必要があった。当時カエサルは自分に奉仕した人間に報いていたため、
ケルト人たちはそれを利用してローマ市民となった。具体的には、ケルト人たちが元来の家族
名の前に「ガイウス・ユリウス」をつけて名乗り、カエサルの養子となったのである。212 年
カラカラ帝が全ての自由民に市民権を与えるまで、彼らはそのようにしてケルト的名前を消し
ていった。また、ローマの公用語はラテン語であるので、ローマ社会に溶け込むにはその習得
が必須であった。裕福な子供たちは初等教育からラテン語を勉強し、そこからローマの文化に
触れていったのである。このようにして、ケルト人はケルト的名前やケルト語を消していく代
わりにローマの重要な役人に就くなどして、ローマ世界で権力を獲得していった。ローマとの

1

木村正俊『ケルト人の歴史と文化』（原書房、2012 年）、20、67、68 頁。
松村一男訳「ギリシア・ローマから見たケルト人 ――ユリウス・カエサル、ティオドロ
ス・シクロス、ストラボン、アテナイオス、クラウディオス・アイリアノス」『ユリイカ』23
（3）号（1991 年 3 月）、103 頁。
3 フランソワーズ・ベック、エレーヌ・シュー、鶴岡真弓監修、遠藤ゆかり訳『ケルト文明と
ローマ帝国 ――ガリア戦記の舞台』（創元社、2004 年）、25 頁。
2
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戦いでは、その国家体制にケルト人が圧倒されたことでローマとの同化が始まった。しかしこ
こでは、ローマに支配された後も権力を取り戻すため、ケルト人は進んで民族的・社会的に融
合していったことが見られる。
前述したように、ケルト人は多神教を信じていたため、ローマに支配されたのちもケルト独
自の神々が彼らの信仰対象であり続けた。しかしながら、ケルトの神々はローマの神々と同一
視された形で信仰されるようになり、その神々はローマの神の名、あるいはラテン語の名称を
与えられていた。ここではケルト人に深く崇拝されていたとされるメリクリウスとマルスの二
柱を例に神々のローマ化を見ていくことにする。ケルトの神々はエピセットとともに碑文に記
されていた。エピセットとは添え名の意味で、枕詞のように用いられ、人や物、神を修飾する
（たとえば、
「アイギス持つ」アテネ、
「アルゴス殺しの」ヘルメス）。エピセットには動物由来
のもの、神性を示すもの、部族・地域の主神・守護神を示すものなどに分類することができ、
最も多く使われていたのは特定の部族・地域の主神・守護神を示すエピセットであった。メリ
クリウスは 40 種類以上のエピセットが、マルスは 70 種類以上のエピセットが使われていた
が、どちらも部族・地域の主神・守護神を示すエピセットが最も多用されていた点で共通して
いる。さらに、一世紀のローマ詩人ルカヌスに対する著者不明の古注には、メリクリウスはガ
リアの言葉ではテウタテスと呼ばれ、マルスはヘススと同一視されており、両方の神が入れ替
わっている場合もあるとの記述がある。ここでメリクリウスやマルスはケルトの神とそれぞれ
対応していないことから、それぞれの神の名称は一つの神を表してはいない 4。つまり、特定
の地域で崇拝されていた部族・地域の主神・守護神が、ローマと接触した際に、共通して主神・
守護神の役割を果たしていたがゆえに、ローマ人には全て同じ神のように見えていた。よって
ローマ人は独自の解釈でケルトの神々を呼ぶようになり、ケルト人たちはラテン語を学んでか
らやっと自分たちの神がメリクリウスやマルスと呼ばれていることを知ったのだ。ケルトの
神々は決してローマの神々に吸収されてしまったのではなく、名称が変わり、ケルト人たちも
ラテン語を修養したことでケルト風の名前で呼ばれなくなってしまったのである。しかし例外
もあり、たとえばアポロン神は、ギリシア・ローマの各神話の神をケルト人がそのまま受け入
れたものである。それはエピセットの数が比較的少ないのと、部族・地域の主神・守護神のエ
ピセットが少ないことから証明されている。
以上のことから、ケルト民族やケルト文化がヨーロッパ大陸から消滅した原因は、ローマと
いう巨大な文明がケルト人を圧倒しただけではないことが分かった。ケルト人は、
（1）他地域
に活動範囲を拡大したことで多民族との融合が進み、
（2）ローマの支配下でも権力を獲得する
ため、カエサルに奉仕して名前を変え、またラテン語を習得しローマの社会に入り込んでいっ
た。さらに、
（3）多数のエピセットによりローマ人に土着の神々を統一されてしまう。こうし
た三つの理由で、ケルト民族の結束も、ケルト民族独自の文化もローマを代表とする継続文化
に融合していったのである。

4

疋田隆康「古代ガリア社会におけるケルトの伝統 ──ガロ＝ローマ文化の形成」『史林』86
（4）号（2003 年 7 月）、546、547、549 頁。
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ナショナリズムの原点
──ジャンヌ・ダルクを題材にして
菅野

大夢

ジャンヌ・ダルクとは言わずと知れた中世フランスの英雄であり、現代でも救国の乙女（ラ・
ピュセル）の愛称で親しまれている。今でもフランスの英雄として人々の記憶に生き続けてい
る彼女であるが、19 年間の生涯のうち公の舞台に立っていた期間は、オルレアンの解放からコ
ンピエーニュで捕らえられ処刑されるまでの 2 年間と短い。それ以外の 17 年間はフランスの
辺境にあるドンレミ村の一少女（ドンレミ・ラ・ピュセル）に過ぎなかったのである。彼女は
短命であったものの、その功績は大きい。ここでいう功績とは、オルレアンを解放し、シャル
ル 7 世を戴冠させ、英仏百年戦争を勝利に導いたといった歴史事項のみを指すのではない。彼
女はその短い生涯の中で「祖国フランス」の概念、すなわちナショナリズムの原型を形成する
一要因となったのである。本レポートはこうした点を明らかにしていくが、はじめにジャンヌ・
ダルクの一生について概観し、次にナショナリズムの定義や一般論について述べ、最後にジャ
ンヌ・ダルクの功績によって形成されたナショナリズムの原型を論ずる。
少女ジャンヌ・ダルクは、シャンパーニュ地方の東の外れに位置し、ブルゴーニュ公の支配
にあったドムレミ村の農家の娘として生を受けた。彼女は 12 歳の時に天の〈声〉を聞き、彼女
の父親をはじめとした村の人々の反対を押し切り、ブールジュの王太子（後のシャルル 7 世）
に会いにシノンへと向かう。王太子との謁見後に彼女は軍隊を与えられ、オルレアンの町を解
放する。その後、王太子がランスにてシャルル 7 世として戴冠の儀式を済ませるころには、フ
ランス軍は優位に立ちつつあった。シャルル 7 世はイングランドと和解の方向で話を取り付け
るつもりであり、戦争の継続には反対であった。しかし、ジャンヌはあくまでも大陸のイング
ランド勢力を徹底的に排除しようとしていた。ここにシャルル 7 世とジャンヌとの間に意見の
相違が生まれた。結局、ジャンヌは少数の軍勢を引き連れてパリの街の奪還に向かうも失敗し、
その後も兵力不足から連敗が続き、ついにはコンピエーニュでの戦いで捕虜となってしまう。
その後、ルーアンで行われた宗教会議で彼女は火刑に処された。以上が史実に基づく、ジャン
ヌ・ダルクの行動である。
さて、ここからはこの論文の主題であるナショナリズムについて記述していく。一般的にナ
ショナリズム（Nationalism）とは、自らの民族意識・国民意識を強く意識し、自分が属する民
族・国の立場の向上・強化を目指す考え方である。日本語では主に民族主義・国民主義・国家
主義の三通りに訳される。それぞれ、民族統一の、民族の自立・独立の、国家の拡大を目指す
ための考え方である。18 世紀末のフランス革命頃に始まり、それから 19 世紀後半にかけて発
展したと一般的に理解されている。ジャンヌ・ダルクが活躍した 14 世紀半ばとは 4 世紀も離
れており一見無関係に見えそうだが、その民族意識や国民意識といった考え方の基底をなす概
念が、ジャンヌ・ダルクの時代に発展したのである。
ジャンヌ登場以前のフランスには、ナショナリズムはおろか、民族意識や国民意識といった
概念すらなかった。というのも、こうした意識は外部からの脅威なくして生まれ得ないからで
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ある。たとえば、19 世紀フランスの知識人で作家のドゥニは当時フランス・ナショナリズムが
高揚する中でジャンヌ・ダルクに言及し、外部からの脅威は内部における結束の必要性を生み、
戦争での敗北は民衆に立ち向かわんとする勇気を生み出すとそのナショナリズム的役割を称賛
した

1。フランスはゲルマン人の大移動で移住してきたゲルマン人の一派であるフランク族に

よって建国され、それ以来イスラーム勢力の侵攻（トゥール・ポワティエ間の戦い）や、ノル
マン人の侵攻（ノルマンディー公領の成立）をはじめとする何度かの外敵の侵攻に遭ったが、
英仏百年戦争に至るまで国家存亡の危機に陥るほどの外敵による侵攻に遭うことはなかった。
英仏百年戦争開始前のフランスの国内情勢は、領地ごとに分断され、各領主はいかなる権力に
も従おうとしない状況にあった。都市・地方は互いに争い、それらを結びつける共通項たるも
のがなかったのである。また、その勢力圏に関しても、ジャンヌが現れた時点ではブルゴーニ
ュ地方、ピカルディー地方、フランドル地方はイギリスと同盟を組んでおり、ギュイエンヌ地
方はイギリスに奪われ、ブルターニュ地方、サヴォア地方のみが中立的立場にあった 2。
こうした状況下で、ジャンヌ・ダルクの目的に沿った行動と、彼女の性質がフランスにナシ
ョナリズムの原点となる意識を生み出した。彼女は大陸のイングランド勢力を排除することを
目的としていたが、ここで注目すべきは彼女が「イングランド」勢力だけを排除しようとして
いた点である。ブルゴーニュ地方、ピカルディー地方、フランドル地方はイギリスと同盟を組
んでいたのだが、それらの地域の領主を排除の対象とするのではなく、そこに侵出してきてい
たイングランド勢力のみを排除の対象とした。彼女の天の〈声〉に従ってイングランド勢力の
みを排除する行動は、フランスに危害を加える勢力全てを敵とみなすのではなく、イングラン
ド勢力と同盟しているとはいえ当該地のフランス勢力を分離してイングランドに対すると捉え
ることであった。すなわち、フランス的要素の保護を行っており、そのことがナショナリズム
の原型の形成を促したといえる。
19 世紀のフランスの歴史家ジュール・ミシュレはフランス史の中でもジャンヌ・ダルクの存
在を重要視しており、彼女の存在は民衆を体現していると指摘している

3。そのミシュレの著

書『ジャンヌ・ダルク』には、以下のような記述がある。
「ひとりの女の子……田舎の素朴な娘、
フランスの貧しい民衆の中に生まれた素朴な娘……そこに一つの国民がおり、一つのフランス
があった……その人物のうちに聖処女が……そして同時に〈祖国〉がすでに現れていたのであ
る」。これはジャンヌ・ダルクが一人の少女であり、国民であると同時に、フランスを構成する
一要素であり、かつ彼女の中に祖国フランスが体現されていたことを表現している。「純粋さ、
やさしさ、雄々しい善良さ、このような魂の最高の美点がフランスのひとりの娘のうちに共存
していた」ことと、
「フランスの〈救い主〉はひとりの女でなければならなかった。フランスは
女そのものだった」として、彼女が救世主として後世でも求められていることを表明している 4。
歴史家である真野倫平は、
「人間は肉体の死を通して精神的勝利を得る。集団的レヴェルではそ

1

レオン・ドゥニ、浅岡夢二訳『ジャンヌ・ダルク 失われた真実』（ハート出版、2003 年）、
201 頁。
2 ドゥニ、193 頁。
3 アラン・コルバン『英雄はいかにして作られてきたか フランス史から見る』
（藤原書店、
2014 年）、76 頁。
4 ジュール・ミシュレ、森井真訳『ジャンヌ・ダルク』
（三陽社、1983 年）、141-143 頁。
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れは社会の理想的な発展を意味する」とミシュレによる歴史観を評価している 5。
このようにジャンヌ・ダルクの目的に沿った行動はフランスのナショナリズムの原型の形成
に作用し、彼女の性質はフランス人の模範やフランスの体現として民衆が目指すべき英雄像に
なった。しかし、これは彼女の死後すぐにフランス社会ないし世界規模で広まった考え方では
ない。彼女は 1431 年のルーアンでの処刑裁判の後、25 年目に開かれた復権裁判まで注目され
にくい存在であり、それ以降はシェイクスピアの戯曲『ヘンリー6 世 第一部』を代表とする、
彼女を主題とした作品が大量に作成されることで人々の記憶の中で徐々に注目を集め、生き続
けていた。特にフランス国民にとっては、かつてナポレオン・ボナパルトが彼女のことを紹介
するときに言及したように、危機に陥ったフランスを救い、今日のフランスの基礎を作り上げ
た偉大な救世主であり、国民たるものの模範となる英雄である。ミシュレはこのことを「彼女
はフランスの民衆を体現している」と言い現わしたのである。

【参考文献】
1.

アラン・コルバン『英雄はいかにして作られてきたか フランスの歴史から見る』（藤原書
店、2014 年）

2.

コレット・ボレーヌ、阿河雄二郎訳『幻想のジャンヌ・ダルク 中世の想像力と社会』（昭
和堂、2014 年）

3.

ジュール・ミシュレ、森井真訳『ジャンヌ・ダルク』（三陽社、1983 年）

4.

レオン・ドゥニ、浅岡夢二訳『ジャンヌ・ダルク 失われた真実』（ハート出版、2003
年）

5.

佐藤賢一『英仏百年戦争』（集英社新書、2003 年）

6.

高山一彦『ジャンヌ・ダルク ―歴史を生き続ける聖女―』（岩波新書、2005 年）

7.

真野倫平「伝説と歴史のはざまで：ミシュレによるジャンヌ・ダルク像」『アカデミア文
学・語学編』69 号（南山大学、2001 年 1 月）、149-170 頁。

5

真野倫平「伝説と歴史のはざまで：ミシュレによるジャンヌ・ダルク像」『アカデミア文
学・語学編』69 号（南山大学、2001 年 1 月）、167 頁。
31

【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
菅野 大夢

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1. アラン・コルバン『英雄はいかにして作られてきたか フランスの歴史から見る』（藤原書
店、2014 年）
2. コレット・ボレーヌ、阿河雄二郎訳『幻想のジャンヌ・ダルク 中世の想像力と社会』
（昭和
堂、2014 年）
3. ジュール・ミシュレ、森井真訳『ジャンヌ・ダルク』（三陽社、1983 年）
4. レオン・ドゥニ、浅岡夢二訳『ジャンヌ・ダルク 失われた真実』（ハート出版、2003 年）
5. 川北稔『イギリス史』（山川出版社、1998 年）
6. 近藤和彦『イギリス史 10 講』（岩波新書、2013 年）
7. 佐藤賢一『英仏百年戦争』（集英社新書、2003 年）
8. 佐藤賢一『ヴァロワ朝』（講談社現代新書、2014 年）
9. 柴田三千雄『フランス史 10 講』（岩波新書、2006 年）
10. 高山一彦『ジャンヌ・ダルク ―歴史を生き続ける聖女―』（岩波新書、2005 年）
11. 福井憲彦『フランス史』（山川出版社、2001 年）
12. 堀越宏一、甚野尚志『15 のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』（ミネルヴァ書房、2013 年）
13. 真野倫平「伝説と歴史のはざまで：ミシュレによるジャンヌ・ダルク像」『アカデミア文
学・語学編』69 号（南山大学、2001 年 1 月）、149-170 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1. アルノ・ボルスト『西洋の巷にて』（平凡社、1986 年）
2. アンリ・ピレンヌ『ヨーロッパの歴史』（創文社、1991 年）
3. クラウス・ベルクドルト『ヨーロッパの黒死病』（国文社、1997 年）
4. バート・S・ホール『火器の誕生とヨーロッパの戦争』（平凡社、1999 年）
5. フィリップ・コンタミーヌ『百年戦争』（白水社、2003 年）
6. フルカン『封建制・領主制とは何か』（晃洋書房、1982 年）
7. 木村尚三郎『世界の戦争 5 中世と騎士の戦争』（講談社、1985 年）
8. 高山一彦「ジャンヌ・ダルク研究の近況について」
『成蹊大学文学部紀要』26 号（1990 年）、
27-36 頁。
9. 安田喜憲『森と文明の物語』（筑摩書房、1995 年）
10. 渡辺節夫『西欧中世社会経済史関係資料集』（杉山書店、1987 年）
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フランス革命と「自由」を求めた貴族としてのラ・ファイエット
坂田

汐里

ラ・ファイエットは侯爵家に生まれた貴族である。貴族の中でも高級貴族に分類され、位が
高く、尚且つ王家に近い身分であった。しかし、彼はフランス革命に際して、革命家として参
加した。ラ・ファイエットがアメリカ独立戦争に参戦し、
「両世界の英雄」と称されたことは有
名であるが、彼がその戦争に参画した理由はアメリカがイギリスからの自由を求めて起こした
ものだったからである。歴史家の安達正勝は、ラ・ファイエットを革命へと駆り立てた理由は
彼の自由への希求心にあるとしている 1。彼のように、国王に近しい身分である貴族が革命に
参加したことは、フランスで長い間続いた封建制そして国王の絶対主義体制から、市民中心の
共和政へ移行するための重要な第一歩だった。本稿では、ラ・ファイエットが憧れた「自由」
に焦点を当て、名門貴族であったラ・ファイエットがフランス革命に参加した理由と、フラン
ス革命で果たした役割を考察していく。
ラ・ファイエットはフランスの西北部（ブルターニュ）と中部（オーヴェルニュ）に大領地
を所有しており、中西部のツレーヌ州にも領地を保有していた。当時フランス王国の最高貴族
の一つであったノアイユ公爵家のノアイユ・エヤン公爵の次女と婚姻関係を結んだことにより、
フランス国王に容易に会見できる立場になった。さらには、フランス国王だけでなくヨーロッ
パ諸国の国王と高級貴族とも交友を深めることができた。たとえば、妻の叔父であるノアイユ
侯爵が駐オーストリア大使であったため、その紹介でオーストリア皇帝ジョセフ二世に謁見で
きた。このように彼は国王やヨーロッパ諸国の王侯貴族と容易に交流でき、大領地を所有する
名門貴族だった。しかしながら、彼は革命家となり、保守派として反革命派の立場に立つこと
はなかった。実際に多くの貴族は反革命の立場を取った。代表的な最高貴族で、パリ近郊に城
を構えクレルモントワに大領地を保有していたコンデ大公は、フランス革命の一切の改革に反
対し、三部会の招集にも反対した。また、ウィーン会議のフランス代表として知られるタレー
ラン公爵も、国民議会での全ての改革に反対し、ドイツに亡命した。しかし、ラ・ファイエッ
トは自らが持っていた身分や階級から離れて自由主義貴族の立場を取り、貴族革命家になった
のである。
ラ・ファイエットが自分の身分や階級から離れた要因の一つに彼の資質があった。それは赤
毛でありダンスが下手で、酒が弱かったことだ。当時の宮廷では酒に強いことが高評価に繋が
ったが彼はそうではなかった。さらに西洋では赤毛は劣性遺伝のため数が少なく、キリスト教
の伝承の中でも悪役が赤毛で描かれていたことから、赤毛の人間は嫌われ遠ざけられた。それ
に加えてダンスが下手であったため、宮廷で上手く立ち振る舞うことができなかった。ラ・フ
ァイエットが自由主義貴族になった理由について、政治学者の小林良彰は、食糧飢饉が起こっ

1

安達正勝『フランス革命の志士たち ――革命家とは何者か』（筑摩書房、2012 年）、36-62
頁。
33

た時にラ・ファイエットが貧民に食糧を配分した逸話を挙げ、
「ラファイエット侯爵は善政を行
う名君、慈悲深い領主ということになる。もし宮廷貴族すべてがこのような領主であったなら
ば、フランス革命が起るはずはないから、こうした行為が、彼を自由主義貴族の側に立たせる
潜在的な要因になった」と述べている 2。このような人物が革命家となったことで、彼は市民
たちから革命の英雄として支持され、人気を集めた。ラ・ファイエットは 1785 年にアメリカ
独立戦争からフランスに帰国した後、1786 年名士会（名門貴族の会）の会議に出席し、財務総
監であったカロンヌに対する反対派となった。この時カロンヌは同会議を召集して財政改革の
承認を得ようとしていた。ここでラ・ファイエットは王領地の不正交換を批判し、王弟のアル
トワ伯と対立した。彼が糾弾した不正交換とは有力宮廷貴族の利益のためにその貴族が保有す
る領地を不当に高く見積もって国王が買い入れる制度で、ラ・ファイエットはこれが財政赤字
の一因であると批判したのであった 3。彼は財政再建を審議するためには貴族階級だけが議論
する場ではなく、市民階級を加えた一つの国民議会、すなわち三部会が必要であると宣言した。
彼はアメリカ革命の中心人物であったジョージ・ワシントンに宛てた手紙で、国王の東洋的権
限（専制的権限）と宮廷の無駄な出費を批判している。ラ・ファイエットが三部会開催を要求
したのは、選挙制議会ができれば混乱なく彼の主張する政治的課題が解決するとの楽観的な考
えからであった。1789 年 5 月 5 日に三部会が召集されると、貴族部会代表者として出席した
ラ・ファイエットは第三身分を擁護した。しかし、彼は第二身分である貴族の代表であり、貴
族階級でも少数派に過ぎなかった。あくまで、自由主義の「貴族」だったのである。また、革
命初期には王政の廃止などラ・ファイエットのみならず誰も考えてはおらず、国王の存在が前
提にあった。たとえば、革命初期のスローガンである「国民、国王、国法」に、そうした認識
を確認できる。
バスティーユ陥落前日の 1789 年 7 月 13 日に、ラ・ファイエットは憲法制定国民議会の副議
長に選出され、14 日には人間の権利宣言を提案した。これは憲法に盛り込むべきとして、この
時は反対されたが、翌月には憲法制定への第一歩となる「人間と市民の権利の宣言」として採
択された。ラ・ファイエットにとっては三部会の開催と憲法制定議会の成立がフランス革命で
あり、新憲法制定と立憲君主政を提案する立場にはあったが、必ずしも反乱には賛成していな
かった。1790 年 7 月 14 日に、バスティーユ陥落一周年を記念してシャン・ド・マルス公園で
革命の祭典が開かれた。ここでラ・ファイエットは「自由と憲法と法を守るために、フランス
人同士を結びつけ、フランス人を国王に結びつける」と、国民と法律と国王に忠誠を宣言し、
この宣言に群衆は熱狂した 4。いまだ市民たちは国王の存在を認め、王政の維持に賛成であっ
たが、この時がラ・ファイエットの革命の英雄としての、そして「国民、国王、国法」のスロ
ーガンの絶頂期であった。1790 年 8 月 31 日に、フランス北部でドイツに近い都市ナンシーで
貴族将校に兵士が反抗したナンシー事件が起きると、ラ・ファイエットの従兄であるブイエ侯
爵は弾圧を以って対処した。この処置をラ・ファイエットが大いに称賛したことから、彼に異
議を唱える人々が出始めた。医師であり革命指導者であるマラーは、
『人民の友』の中でラ・フ
小林良彰「ラファイエット侯爵とフランス革命」『同志社商學』41 巻 3-4 号（1989 年 12
月）、166 頁。
3 小林、168 頁。
4 安達、51 頁。
2
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ァイエットを激しく批判している。1791 年 6 月に起こった国王のヴァレンヌ逃亡事件により、
市民の国王に対する信頼は失墜し、
「国民、国王、国法」のスローガンも崩壊した。ヴァレンヌ
逃亡事件に憤慨した市民たちは 7 月 17 日にシャン・ド・マルス公園で王政廃止を求める集会
を開いた。これに対し、ラ・ファイエットは国民衛兵隊を出動させ、集まった市民たちに発砲
を命じたことから 50 人以上の死者が出た。この発砲事件をきっかけに、ラ・ファイエットが革
命の英雄として市民たちから得ていた人気も決定的に失墜したのである。
この頃から、市民たちの求める「自由」と、ラ・ファイエットのそれが完全に異なり始めた。
市民たちが希求した「自由」とは、フランス革命の最も有名なスローガンであった「自由、平
等、友愛」に沿うものであった。この「自由、平等、友愛」は 1789 年の革命初期からあったも
のではない。これを初めて公的に掲げたのは、第二共和政の臨時政府がフランス人民に対する
最初の宣言（1848 年 2 月 24 日）布告文である。同スローガンは第二帝政で否定されたが、第
三共和制で再度「公的標語」として掲げられた。ここで重要なのは、三つ目の「友愛」である。
第一共和政初期の段階では、
「友愛」の言葉はほぼ用いられていなかった。というのも、反革命
派の人々との間に「友愛」はあり得なかったからだ。フランス革命で「友愛」の概念が強調さ
れた理由について、憲法学者である深瀬忠一は「近代的な社会・国家組織を創り出す担い手な
いし主体としては、
『君主』ないし『貴族』の特権層に期待することは出来ず、……フランス国
民……の主権的意思……に拠るほか」ならず、さらに「『革命』を遂行し、新しい『自由・平等
の国家』を創出し、『政治的・法的に制度化』して行くのは、『祖国愛』と言う『友愛』によっ
て一つに『結合』された『国民』に拠る」しかなかったと指摘している 5。国王や貴族を見限っ
たフランス国民を一つにまとめるための概念として「友愛」の精神が必要になったのである。
恐怖政治を遂行したジャコバン派も、友愛化と呼ばれる政策を行った。一方で、ラ・ファイエ
ットが求めた「自由」とは「国民、国王、国法」のスローガンをもとにしたものであり、国王
と共にあるものだった。彼の信念は一貫して変わることがなく、最後まで王政の維持を求め続
けたのである。しかし、これは革命に参加したどの貴族たちにも言えることである。三部会の
際に、伯爵の称号を持ちながらも第三身分である平民の代表として参加したミラボーですら、
革命を進めつつ王政を維持することが目標だった。ミラボーも、立憲王政を確立させた段階で
の革命終結を望んでいた。彼がラ・ファイエットと異なり、市民たちからの人気を保ったまま
だったのは、ヴァレンヌ逃亡事件が起きる 2 か月前の段階で 42 歳の若さで亡くなったことに
も一因がある。さらに、穏健派ではあったがフランス革命に際して革命側に立ったラ・ロシュ
フーコー・リヤンクール公爵も、国王に対しては隠れ家を用意し、国王の逃亡及び潜伏を提案
するなど国王の擁護に奔走した。貴族として生まれ育ったものたちには、国王は非常に近しい
存在であり、これまでの封建制度で領地を保有し、時には王領地の不正交換で利益を得ていた
彼らにとって、国王の存在は無くてはならないものだった。
以上のことから、ラ・ファイエットは「自由」を追求した人物であり、他の名門貴族たちと
は一線を画していたことから自由主義貴族となり、フランス革命に参加するに至ったと考察で
きる。しかし、貴族であるがゆえに、王政の廃止の決断には至らなかった。
「国民、国王、国法」

5

深瀬忠一「フランス革命における自由・平等・友愛と平和原則の成立と近代憲法的（今日
的）意義」『北大法学論集』55 巻 4 号（2004 年 11 月）、21 頁。
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のスローガンにとらわれて国王と共にあろうとし続けた結果、
「自由、平等、友愛」を掲げる市
民たちの新しい「自由」に移行することができなかったのである。最後まで王政の維持を主張
したことにより、革命はラ・ファイエットたち貴族革命家の手を離れ、ジロンド派やジャコバ
ン派などの市民たちを中核として改革が推し進められていくことになる。しかしながら、国王
や有力貴族たちと容易に交際できる立場にあったラ・ファイエットが、革命勃発に至るまでに
市民たちの意識を高め、彼らをフランス革命に導くきっかけになったことは事実である。市民
を核とした革命開始後は運動の展開に沿えずに没落していったラ・ファイエットだが、革命以
前の段階では、革命の原動力となる役割を果たしていた。
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【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
坂田

汐里
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2014 年）

3.

小栗了之『ヴァンデの反乱 ――影のフランス革命史』（荒地出版社、1996 年）

4.

河野健二『フランス革命の思想と行動』（岩波書店、1995 年）

5.

柴田三千雄、福井憲彦、近藤和彦編『フランス革命はなぜおこったか ――革命史再考』
（山
川出版社、2012 年）

6.

山崎耕一、松浦義弘『フランス革命史の現在』（山川出版社、2013 年）
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ヨーロッパ国際金融におけるテンプル騎士団の役割
──12、13 世紀イタリア商人台頭以前の中世金融世界
薩摩

悠理

中世ヨーロッパでは多種多様な騎士団が創設され、当時の軍事的役割の一翼を担っていた。
彼らは国家とは異なる独自の組織体系を発展させ、勢力を拡大させた。中でも三大宗教騎士団
に数えられ、その名を知られるテンプル騎士団の軍事活動の基礎には極めて重要な経済活動が
ある。この期間にテンプル騎士団が果たした国際金融上の役割は既に注目されてきているが、
ここではテンプル騎士団が国際的な金融組織になりえた理由、そして彼らが機能させた銀行業
務について考察する。
ヨーロッパの封建社会は共同体を中心とする封鎖的な自給経済であった。そのため、遠隔地
の特産物を貨幣で購入したり、当地の特産物を遠方の市場で販売したりする交易活動はこの時
期までのヨーロッパ世界では大規模な発展を遂げていなかった当時、交易はむしろシルクロー
ドを中心としたアジア地域で盛んに行われていた。だが、ヨーロッパ世界で同時期に確立され
た社会的・文化的基盤としてのキリスト世界がこの封建社会に大きな変革をもたらした。中東
方面へと向かう十字軍遠征は 11 世紀末から 13 世紀後半に至るまで 7 回に及んだ。聖地奪回と
ローマ教皇権威の絶対化といった当初の目的は最終的に果たせずに終わるが、この過程で次第
に中東にもたらされたアジアの特産物、とりわけ香辛料を入手する経済活動に重点が置かれる
ようになった。長期にわたる大規模な軍事活動は人や物資の移動を伴い、ヨーロッパ世界の貨
幣経済を促進し、交易都市を発展させ、閉ざされていた中世的世界観を拡大させていった。こ
のような商業の急激な発達は 12 世紀以降、新たに金融ビジネス事業の登場を促した。ジェノ
ヴァやヴェネツィアなどの商業都市ではバンカスと呼ばれる両替商が商取引を行うようになり、
1408 年にはジェノヴァ銀行などの最古の銀行が誕生した。イタリア商人は振替業務や為替取
引を主軸として活動していたと考えられており、現金での決済を行う必要がなくなったおかげ
で商人たちは巨額の商取引が可能となったのである。
先に挙げたように 12 世紀末からイタリア商人はすでに地中海を拠点として金融組織として
の役割を担うようになっていたが、13 世紀末以後の彼らの支配的ともいうべき勢力と比べる
と、この頃の活動はまだ小規模なものだった。国際金融の初期段階にヨーロッパと近東を結び
つけたのは海洋都市の商人であるが、その商業の拡大に際しても海洋的性格を帯びていたため、
彼らの内陸への進出は限られていた。イタリア商人の内陸への拡大は 13 世紀末以降に毛織物
工業が発達したトスカーナ地方と原材料の仕入先となるフランドル地方などの内陸都市を繋い
だフィレンツェやルッカの商人の登場を待たなければならない。こうした陸路の開発でようや
くイタリア商人はその中核機能をヨーロッパ内陸部の重要な商業地に移動することが可能とな
り、それとともに彼らは組合の組織網をヨーロッパ全体へと拡大させ、14 世紀以後の国際金融
の覇者となったのである 1。ならば、ここで疑問となるのは 12、13 世紀におけるヨーロッパ大
1

山瀬善一「中世の国際金融とテンプル騎士団」『神戸大学経済学部紀要 経済学研究』8 号
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陸の国際金融の担い手である。第一回十字軍が 1095 年にローマ教皇ウルバヌス 2 世の呼びか
けで結成されたことを考えれば、ヨーロッパで交易活動が行われるようになってからイタリア
商人が台頭するまでにおよそ 200 年の空白の期間がある。イタリア商人が十分な組織力を持っ
ていなかったこの時代に、国際金融の必要に応えたのがテンプル騎士団であった。
テンプル騎士団の名で有名な「キリストとソロモン神殿の貧しき戦友たち」は第一回十字軍
後に巡礼者の保護を目的に結成された騎士修道会の一つである。1128 年にカトリック教会から
の認可を受けたことで公式の慈善団体となり、その名声に引かれた王侯貴族の寄進を得て一気
にその勢力を拡大させた。さらに、1139 年には教皇インノケンティウス 2 世から騎士団に地域
的法律の順守を免除する特権、つまり、国境通過の自由、課税の免除、教皇以外への服従の免
除が付与された。こうして清貧な修道騎士の集合体だったテンプル騎士団は特権的な一大軍事
組織へと変貌していったのである 2。同時期のヨーロッパ世界ではキリスト教国に広がる法王
庁の収益、聖地への巡礼に関する出費の送金などの資金が盛んに運用されるようになり、強大
な武力と莫大な財力を有したテンプル騎士団はキリスト教系組織としての信頼ゆえに、そうし
た状況から金融組織の役割を求められたのである。
当時、一般人が自分たちの財産を所有権を放棄することなく、教会や修道院に寄託の名目で
預けておくことは広く行われた風習であった

3。つまり、教会や修道院の金庫は、現代の銀行

の貸金庫と同じ役割を果たしていたのである。この預託制度についてテンプル騎士団は巡礼者
の保護目的の下、独自の発展を遂げることとなった。貨幣が一般に普及してから巡礼者は多額
の重い金銭を持ち歩くようになったが、当時の交通機関の不備や社会情勢では個人による現金
の運搬には危険が伴った。そのため、騎士団は早急にこの事案に対処する必要があったのであ
る。テンプル騎士団はヨーロッパ圏からイスラーム圏に渡って広範囲に修道院を持っていたた
め、たとえばパリの修道院で払い込みのあったことを証明した巡礼者に対し、聖地でその金を
引き出すことを可能にした。この方法はやがて為替手形や預金から振り出される小切手に発展
する。さらに、テンプル騎士団の宗教的、軍事的役割から信用取引された手形は利便性と安全
性から巡礼者のみならず、商業者や王侯貴族にまで利用が拡大していき、そこから得られる手
数料は騎士団に莫大な収入をもたらした。また、こうした手形の流通拡大はテンプル騎士団に
ヨーロッパ市場での両替システムの役割をも担わせることになった。当時は国や自由都市それ
ぞれが独自の貨幣を発行していたため、一国内でさえ同額の貨幣が複数流通した状態にあり、
金融市場は雑多なものであった。広範囲で活動を行っていたテンプル騎士団だけが、その複雑
な市場を仲介できる存在だったのである。さらに、テンプル騎士団は新たに信託制度として遺
言状による相続財産管理人の選任制度を創始する。十字軍遠征者は病死や戦死を覚悟の上であ
ったため、この制度を用いて騎士団員を遺言執行人に指名し、遺言通りの執行処分を行わせる
のである。その執行費用は騎士団の収入となり、時には騎士団が相続人に指名される場合もあ
った。たとえば、第三回十字軍に参戦したフランス王フィリップ 2 世は遺言執行人にテンプル
騎士団の財務官を指名し、出征中の王家の税収を全てテンプル騎士団の金庫に預託するように

（1961 年）、90 頁。
2 レジーヌ・ペルヌー、橋口倫介訳『テンプル騎士団』
（白水社、2008 年）、10-14 頁。
3 ペルヌー、108 頁。
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指示している 4。この信託制度が注目に値するのはテンプル騎士団を金融機関へと変貌させる
決定的な仕組みを持っていたからである。単なる預託や両替と違って信託で預けられた資金は
当面の払い戻しの予定が決まっておらず、テンプル騎士団は常に払い戻し分の現金通貨を保有
しておく必要がなくなった。すなわち、現代の信託銀行と同様に、その期間、財産を運用する
ことが可能になったのである。こうして生じた資金はテンプル騎士団の領地管理の近代化に投
資され、総収入はますます増大していった。
以上のようにテンプル騎士団が機能させた銀行的役割として為替手形、両替、信託をあげた
が、一方で、これらのテンプル騎士団の金融活動については金利の是非をめぐる論争がある。
旧約聖書に「銀の利子も、食物の利子も、その他利子が付くいかなるものの利子も付けてはな
らない」とあるように、キリスト教において金利は絶対的な禁忌であった 5。しかし、テンプ
ル騎士団はカトリック教会の管轄組織の一つであったと同時に、銀行の先駆者にして高利貸し
であった。1274 年にイギリス王ヘンリー3 世の王子エドワードの借金に対しテンプル騎士団第
20 代総長ギョーム・ド・ボージューが「元本並びに費用、損害、利息とともに」返済を受けた
事例などは最も明白な一次史料である 6。実際は利息という文言は証文などにはほとんど記述
されず、大抵は損害賠償や貸付金額の割増などとして利息に相当する金額を受け取るのが一般
的であった。多くの研究者が一致してこの金利取得の不法性についてテンプル騎士団の有罪を
指摘しており、1966 年に『テンプル騎士有罪論』を著したアメリカの民俗学者Ｇ・レッグマン
はこの禁忌を犯したことによってテンプル騎士団は滅亡したのだとも述べている。しかし他方
で、彼は 20 世紀初めにイギリスで活動した神学者Ｇ・Ａ・キャンベルの『テンプル騎士団』を
引用しつつ、
「教会は金利を断罪したが、テンプル騎士団は国王や商人たちに金を貸し賃貸料の
形を装って利息を集め、教会が常にユダヤ人を金貸しと非難するのをやめなかったにも関わら
ず、教会庁は少しもこれを抗議しなかった」と指摘し、当時のヨーロッパ世界が道義的には金
利を非難しつつも、現実には社会的に受け入れていた矛盾を明らかにした 7。実際、同時代に
はイタリア商人の活動があり、またテンプル騎士団ほどではないが同様に聖ヨハネ騎士団も大
規模に組織化されており、それぞれが資金運用による金利徴収をしていたことが分かっている。
テンプル騎士団は十字軍の終焉によって本来的な使命を終え、またイタリア商人の台頭によ
って金融組織としての役割を失い、さらには騎士団の財産を手に入れようとしたフランス王フ
ィリップ 4 世の謀略によって異端審問にかけられて、あっけなく廃止に追い込まれた。しかし、
12、13 世紀のヨーロッパでテンプル騎士団は大規模な組織網を保有すると同時に、武力と財力
によって支えられた強大な組織を築いていた。キリスト教信者たちの十字軍への情熱がこのよ
うな組織を可能にし、莫大な戦費が同組織を通じてヨーロッパの貨幣経済を活性化した 8。ま
た、テンプル騎士団の金融活動は様々な形式で発展を遂げ、時代の流れに従ってある種銀行の
近代的機能の先駆となったのである。もちろんヨーロッパにおける銀行の歴史は古代ローマ帝
国の遺産として人々に受け継がれており、テンプル騎士団の登場を待つまでもなくユダヤ人や
4
5
6
7
8

橋口倫介『十字軍騎士団』（講談社、2007 年）、203 頁。
『聖書 新共同訳』（日本聖書協会、1988 年）、317 頁。
橋口、206 頁。
橋口、207 頁。
山瀬、138 頁。
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シリア人が中世の初期から金融業を営んでいた。しかし、テンプル騎士団の金融活動は単なる
金貸しにとどまるものではなく、莫大な資産を管理、運用するために、のちに登場するイタリ
ア商人などによる国際銀行の構築に先立って独自の国際的財政管理システムを所有していたの
である。
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【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
薩摩

悠理

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1.

イングリット・アーレント＝シュルテ、野口芳子、小山真理子訳『魔女にされた女性たち
近世初期ドイツにおける魔女裁判』（勁草書房、2003 年）
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デュシャンと『大ガラス』の関係について
──彼の求めた芸術家像と「花嫁」の葛藤をもとに
下山

ふみ

マルセル・デュシャンは 20 世紀美術で新たな芸術スタイルを生み出し、後の芸術家たちに
影響を与えた人物のうちの一人である。19 世紀後半から 20 世期中葉に生きた彼は、社会的に
芸術家のあり方が変化していく中で、自らの芸術スタイルを確立していった。そうした過程で、
デュシャンは『彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも（大ガラス）』（図１）や『泉』
といった作品で、ルネサンス期以降のヨーロッパの形式ばった芸術を批判していくとともに、
新しい芸術を生み出した。また、彼はその活動で「花嫁」というテーマに力を入れて取り組み、
問題作の一つある『彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも（大ガラス）』を発表した。
彼が『大ガラス』を描いた理由とは彼の「花嫁との葛藤」にある。また、彼がこのような人生
の中で求めた芸術家像とはまさに「日常の芸術家」であった。以下では、芸術家のあり方の変
化や都市化に伴う人々の考え方、女性と結婚に関する考え方の変化を探ることで、彼の「花嫁
との葛藤」と求めた芸術家像について詳しく説明していく。

出典：図１『彼女の独身者によって裸にされた花嫁、さえも（大ガラス）』 1

中世フランスでは共同体のなかで芸術家が職人として扱われ、生活者が求めるものを描き、
描かれた作品はその共同体の共有財産となった。たとえば、受胎告知図を頼まれて描くことで、
その共同体の人々と信仰を共有していた。それゆえ、芸術家は日常の中に溶け込むことができ
原題: La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. 出典、西野嘉章「28 芸術における
「オリジナリティ」とは何か？」『特別展示 真贋のはざま』（図録）東京大学総合研究博物館
WEB サイト http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2001Hazama/07/7128.html（最終アク
セス日 2015 年 12 月 15 日）
1
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たのである。しかし、14 世紀から 19 世紀に至るまでの大いなる繁栄と学芸の進歩（科学革命
や産業革命など）、宗教の衰退で人口 100 万人規模の大都市が各地に成立する。その結果、大
都市への人口移動が起こり、共同体の基盤が崩れて家などの伝統的なあり方がなくなり、家族
と過ごす時間が減った。よって、都市部では生活単位が家族ではなく個人で営まれるようにな
る。その過程で、共同体内で共有していた信仰や考え、感性が忘れ去られ、分化した。そのよ
うな個人主義的側面が発達したことで、個人を超えた大きなテーマを扱う宗教画や歴史画が衰
退し、芸術家は多くの人々と自分の作品を共有できなくなり、日常から孤絶した「余計者」と
なった 2。第二帝政期になると資本主義経済が高度に発達し、ブルジョワ層が経済的余力を芸
術に向けたことで、画商システムが公的な制度として生み出された 3。当時、芸術家たちの多
くは自らの作品を世に広め評価を得ることで資金を得ようとしたため、画商を通して世間と関
わらなければならなくなったのである。それゆえ、彼らのなかには絵を描き続けるために、自
分の描きたいものは一旦忘れ、画商の趣味嗜好に合った絵をかいて援助を勝ち取ったものもい
た。とにもかくにも、社会とかかわることが彼らが第一にしなければならないことだったので
ある。
デュシャンは、このような状況下で芸術家についての考えを次のように述べている。
「私は創
造という言葉を警戒する。創造という言葉も、普通の社会的な意味ではたいへん結構だけれど、
ほんとうは芸術家の創造的な機能というものを私は信じないのです。芸術家も他の人間と同じ
人間である、というのがすべての理由です」4。彼は当時の芸術家の現状を嫌い、人々にすり寄
るでもなく、以前のような日常に沈み込む芸術家になろうとした。それゆえ、視覚的な効果を
狙って描かれる印象派の作画法だけでは作者個人の印象を鑑賞者に押し付けることになると彼
は危惧し、ルネッサンス期の絵画のような、深い精神的な目的を鑑賞者に伝え共有していくべ
きだと考えるようになった。そのために、自らの作品を通して、人々の感覚にではなく、意識
にメッセージを訴えることを試みたのである。
そのような中で、彼が『大ガラス』を製作するきっかけとなったのは 1911 年の最愛の妹シ
ュザンヌの結婚である。デュシャンにとってそれはすなわち、妹がもはや手の触れられない他
者になり、処女から「花嫁」へ移行することを意味していた。それから、彼は「花嫁」という
ものについて考え始めた。彼は、一人の女性が「花嫁」へ変わっていくことをテーマに、
『処女
から花嫁への移行』や『花嫁』といった作品を仕上げた。
『処女から花嫁への移行』では、機械
のような人間を描くことで、男女の性交が空疎な機械運動であることを揶揄する。そこから、
デュシャンが、妹が他の男のものになってしまったことを悔やんでいる様子がうかがえる。ま
たその後彼は、「花嫁」が豊穣や創造を示すものであるのに対し、「独身者」は触ることができ
ない花嫁に対してただ欲望が空回りするだけの不毛で、非創造的な存在と位置づけるようにな
る。このように、彼の苦悩が彼に「花嫁」というテーマに向き合っていくよう仕向けさせたの
だ。
彼がこのように「花嫁」に執着するのには当時の女性と結婚に関する考え方の変化が関係し
2

久保光志「絵画の語りにおける個と社会 ―19 世紀後半のフランスを中心に―」『東京女子
大学紀要論集』61-1（2010 年 9 月）、3 頁。
3 久保、11 頁。
4 東野芳明『マルセル・デュシャン「遺作論」以後』
（美術出版社、1990 年）、70 頁。
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ている。前近代社会では、恋愛と結婚は切り離されたものと考えられ、恋愛の対象者と結婚相
手とが異なっていてもよい、恋愛・性関係の自由な時代だった。しかし、近代社会に入ると恋
愛が結婚につながるものと考えられるようになり、結婚前の性交渉はタブーとされた。ゆえに、
未婚女性の処女性が強調される結果となった。そのような時代においてデュシャンは処女であ
った妹が花嫁になることで他の男によって「処女」でなくされてしまうことに、あたかも妹へ
の恋に破れたかのようないぶせい情を抱えていたのだ。
1914 年の第一次世界大戦の勃発もまた、芸術家のあり方に多大な影響を与えた。大戦中の総
動員体制のなかで、芸術家たちは自らの作品に「社会的有用性」を求められるようになる 5。
子供たちが兵士となって国のために戦うことに憧れたり、国民がより戦争や戦場で働く兵士た
ちを応援したりする効果のある作品の発表を要請された。その結果、多くの芸術家は政府の要
求に応えようと従軍画家として戦地に赴き、愛国主義的熱狂に陥ったのである。その過程で芸
術家たちが発行していた文芸雑誌は、休刊もしくは廃刊に追い込まれた。1910 年代以前には枯
渇した芸術を再生させ、新たな芸術の形式を生み出そうと試みるアヴァンギャルドの概念が活
発であったが、そのような概念はこの戦争で暴力的に打ち切られてしまう。しかしながら、彼
はそのような流れに飲み込まれることはなかった。運よく病弱を理由に軍務を逃れることがで
き、他の画家とは異なり自分の芸術スタイルを貫くことができた。1915 年に彼は祖国を離れ、
ニューヨークへ渡り、1912 年頃から構想していた『大ガラス』の製作に着手した。
このような過程で作られた『大ガラス』は、彼が残したメモ集『グリーンボックス』でその
制作意図を知ることができる。
『大ガラス』はガラス板が上下に分けられ、上部には花嫁の世界、
下部には独身者の世界が描かれた。左上にいる花嫁は左下の独身者に覗き見されることで次第
に脱衣していき、自らの欲望を開花させていく。その開花は右隣の雲のような形をした銀河で
行われ、そして花嫁は裸になる。開花はすなわち、第一に独身者の欲望により裸にされること、
第二に花嫁が自らの欲望によって裸になることを意味しているのである。一方、左下に鋳型の
ように描かれている 9 人の独身者は、脱衣している花嫁に刺激され欲望のガスを噴出する。こ
のガスが様々な装置を経て、上の世界に飛び出していくのだ。
私はこの作品が、デュシャンが強く願っていた芸術のあり方、花嫁に対する執着が反映され
ていると解釈した。何が描かれているのかを意識的に感じ取ることはできなくても、これらの
象徴物を見ることで無意識的に感じ取ることができるはずだ。見たものだけをそのまま絵画に
表わすだけの印象派的な描き方ではなく、その奥に潜んでいる無意識的なものを視覚化すると
いうよりむしろ鑑賞者に訴えかけ、それをともに共有しようとする描き方なのだ。この作品は
デュシャンの「花嫁」を取り扱った過去の作品よりも、
「独身者」と「花嫁」について色濃く描
いている。たとえば、『処女から花嫁への移行』は花嫁を中心に描いているのに対し、『大ガラ
ス』は花嫁の世界と独身者の世界を分けることで、それぞれの様子を丁寧に描いている。また、
花嫁と独身者の間には「結婚」という越えられない壁があり、独身者はそれを越えようにも、
恋愛とは結婚につながるものだと考えるあまり、なかなか越えられないもどかしさも感じ取る
ことができる。加えて、欲望のガスが結果的に上の世界に飛び出していくことで、花嫁に思い
山室信一、岡田暁生、小関隆、藤原辰史編『現代の起点 第一次世界大戦 第 3 巻 精神の変
容』（岩波書店、2014 年）、16 頁。
5
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をはせて欲情するしかない独身者の惨めな姿がはっきりわかる。このようにして、
「花嫁」と「独
身者」のそれぞれを丁寧に描くことで、対立がさらに明示化され、花嫁が独身者から離れた存
在として強調される。このような対立を用いて「花嫁」を描くほど、この作品にはデュシャン
の思いが詰め込まれている。その後、彼が花嫁を扱った作品を描かなくなるのも、『大ガラス』
こそがその集大成であったからにほかならない。
この過程に至るまでに、デュシャンは変わりゆく時代の中で、芸術家とは日常に溶け込み、
人々に目だけでは見えないものを伝える存在であるべきだと考えた。常に自分の芸術のスタイ
ルについて考え、そのスタイルを貫いてきた。妹の結婚を通して「花嫁」を、そして「花嫁」
と「独身者」の対立といった決して彼の頭から離れることのなかった課題と向き合い続けた。
芸術家に対する考え方、彼の向き合い続けてきた課題が、まさにこの『大ガラス』に集約され
ているのだ。
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ナチス時代のドイツ一般市民の戦争加担における主体性
神

真琴

本稿ではヒトラー政権下のドイツ一般市民に着目し、その戦争への加担と、その際の精神的
状態を明らかにすることを目的とし、ふつうの人びとの主体性を論じる。ポストモダン理論で
は、自立した個人が自らの意思に従って行動する啓蒙主義的な主体像を否定し、人間は人間主
体の能動性と能力に先行する無意識、社会、遺伝、言語、存在といった構造要因の犠牲になっ
たと捉える。すなわち、主体をコントロールし得る構造要因を強調したのである。しかし、個々
の主体はその取り巻く構造が影響を及ぼすものを、ただ受動的に受容するしかなかったのかと
いうと、必ずしもそうではない。単にそれが権力によって人びとに押し付けられ、あるいは刷
り込まれるだけではなく、人びとがそれを自分なりに受け止め、独自のものにするならば、構
造要因を利用する側面を考慮しなければならないからである。個人は与えられた状況下で可能
な選択肢から、倫理性や社会性などを考慮したうえで、自分にとって一番都合のよい方法を選
択する力はもっているはずであり、そう考えれば個人の考えや行動さえも社会の中で決定され
る構造主義的な見方は否定され、個人の主体性が浮き彫りになる 1。ナチ体制を支える「ふつ
うの人びと」の心性や政治的情勢を考察し、彼らの体制への関与の「主体性」を主婦、医師、
一般兵らの戦時体制下での経験から論じる。
まず、兵士たちを支えた女性が活躍した「キッチン」の視点から見ていく。
「身体は国家のも
の！ 身体は総統のもの！ 健康は義務である！ 食は自分だけのものではない！」。1939 年公
式に採用されたこの国家スローガンから、政府による食事の統制は国家発展や究極的には戦争
での勝利のためであったことがわかる 2。食に関するこうしたスローガンは第二次大戦期、徹
底した総力戦体制の一環で、身体の持ち主は総統から身体を預かり、日頃からそのメンテナン
スに努め、健康を保持し、戦争が起こればいつでもそれを差し出せとナチスの思想を表していた 3。
ドイツでは第一次世界大戦のドイツ海上封鎖による飢餓から自給自足の意識が広まり、主婦は
ドイツ民族の食糧事情を意識せざるを得なくなった。毎月第一日曜日に全ドイツ人が安価な雑
炊料理を食べることを義務付けた「アイントプフの日曜日」運動に見られるように、主婦は自
らの創意工夫が自国ドイツの役に立っていることに喜びや誇りを感じたのであり、女性は台所
から社会に働きかけることができた。ナチスは主婦の不満をそらしつつ、彼女らを疑似総力戦
体制のようなシステムへと組み込むことに成功した。毎日の家事労働に意義を与え、主婦のヒ
エラルキーを確立し、食を通じて人がつながるとの基本的な認識を国民意識の形成に役立てた
のである。こうした点から、料理や育児の場であるキッチンは決して閉ざされた空間ではなく、
国家の要請と直接結びついた社会参加の場となり、一見のところ直接には戦争行為に加担して
1

小野寺拓也「過程的な問い、引き出されるアクチュアリティ：『野戦郵便から読み解く「ふ
つうのドイツ兵」』の舞台裏」『歴史学研究』912 号、青木書店（2013 年 11 月）、43 頁。
2 ロバート・N・プロクター、宮崎尊訳『健康帝国ナチス』
（草思社、2003 年）150 頁。
3 藤原辰史『ナチスのキッチン ――「食べること」の環境史』
（水声社、2012 年）、305 頁。
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いないように見える女性も銃後でナチ体制を能動的に支えていたことになる。
次にヒトラーの協力者としての医師の視点から見ていく。同時代の法学者のビンディングと
精神科医のホッヘの『生きるに値しない生命を抹殺する自由化』に以下のような記述がある。
我々の立場は、困難な探検に出かける隊員のようなものだ。隊員各自が最大限の能力を
持つことが探検成功の必須の前提であり、半人前以下の能力しか持たない者の居場所は
ない。将来には多分、精神的に完全に死んでいる者の除去は犯罪でも非道徳的行為でも、
残酷な行為でもなく、許された有用な行為と認められるようになるだろう 4。
この記述はヒトラーの考える劣性人種の繁殖を制限する強制断種手術や障害のある人を殺害す
る安楽死プログラムの実行を支持する思想を表している。ナチスはヒトラーの支配民族の優位
性に基づきドイツ国民の定義に合わない人びとを差別することで強制的に人種主義的な民族国
民としての結束を意識させた。この強制的な国民形成に対して、医師たちは精神的面やイデオ
ロギー面でヒトラーの政策を後押ししたのである。
次に、
「ふつうの人々」を巡る銃後の二つの主体性を考えた上で、最後に前線へと参画したド
イツ一般兵の問題を考えるため、野戦郵便を重点的に取り上げる。野戦郵便は、当時、前線と
銃後を繋ぐほぼ唯一の通信手段であり、兵士たちは自分の生存を相手に伝えることができた。
史料批判の観点から、野戦郵便は出来事と記録の間に時間的な差が少なく、戦場にいる兵士が
（当事者が）現地で相手に向けて書いているため一次史料としての質、信憑性は高い。しかし、
読み手を必ず意識しなければならず、検閲を意識した点などから、必ずしも野戦郵便が兵士の
考えをありのままに伝える史料であるとは言い切れない。また、直接会って誤解を補正する機
会に恵まれないため、兵士が書いた内容は、おそらく恋人や家族などの親しい受け手に安心を
もたらすような楽観的で肯定的なものであったと考えられる。手紙で書いた望ましい自己イメ
ージが、相手に対しても自分に対しても演出されるようになる点をドイツ近現代史家の小野寺
拓也は指摘しており、
「強い兵士」像といった自己暗示で少しでも自分を回復しようと試みた兵
士の心理状態がうかがえる。
ここで、小野寺の議論を引用してこの論点を考えたい。彼は、ある無線兵ハンス＝カール・
Ｓを歴史主体の一つとして選び出し、一般兵に戦闘を続けさせるものが一体何であったのか、
その言葉を丁寧に追っていくことで説明しようと試みた。彼を選んだ理由として小野寺は、頻
度、文章の表現力、前線への投入などの時期を挙げているが、他方で年齢が不明であり、おそ
らく教養市民層であったことから、彼の手紙に果たして一般性が求められるかは疑問が残る。
しかし、ハンス＝カールを採用した小野寺の意図は一人の兵士が、すなわち一つの歴史主体が
ナチ・イデオロギー要因を受容し、支持し、距離を置き、行動にいたるのを具体的に観察し、
暴力性が生じ得る過程を考察することにあった。
具体的にハンス＝カールの手紙の内容を見ていく。
「彼［指揮官］が我々に背を向けたら、も
ちろん今すぐ全員仕事をやめます」という記述からは非自発性が読み取れる。さらに、

4

ティル・バスチアン、山本啓一訳『恐ろしい医師たち ――ナチ時代の医師の犯罪』（かもが
わ出版、2005 年）、46 頁。
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捕らえて、 首を刎ね、羽毛をむしる。その点私は完璧です。……でも戦争の只中で粗野
な生活をしていると、血と殺害への憚りがきわめて容易に失われます。それが人間にと
っていいことなのかいけないことなのか、それはわかりません。
こうしたハンス＝カールの記述からは主体性をもって鶏の絞め殺しができることに「慣れる」
ことへの恐怖と、また、慣れてはいけないと理解している自己意識の表出が読み取れる 5。小
野寺は、彼が「慣れる」と相手と自分に言い聞かせつつ、
「鈍感になる」ことで感覚を麻痺させ
軍隊生活の現実に適応せざるを得なかったことに関して、
「非自発性になろう」として絶えざる
能動性を要求する構造的な矛盾があることを指摘する。これは、これまでみてきたハンス＝カ
ールの受け身の態度や非自発性が、戦場で遭遇した暴力や恐怖感と結びつき、主体的な暴力へ
といつでも転化し得ることを示している。さらに小野寺は、暴力の経験が危機に瀕しているわ
れわれを意識させ、そうであるがゆえにさらに強固な同族意識としてのわれわれをも形成する
点を指摘する。本人の意思がどうであれわれわれに属しナチスの目標に従わなければ生存が困
難であり、自分が生き延びるための行為は単に私的なものなのではなく、政治や権力と直接関
わり、われわれ意識を形成する行為であることが、個の主体性の次元から集合的な自己・他者
への次元へと繋がることを示している。受動から能動へ、被害から加害へと転化する過程で重
要な役割を果たしたのはわれわれと彼らという敵・味方のイメージであり、ここでは他者化の
視点から兵士を戦闘に駆り立てた要素を論じる。
多くの手紙から読み取れることはドイツ人としてのわれわれ意識である。そうした認識から
は、
「自らの帝国と安寧のために戦った以外、何も罪を犯していない無実な人びと」といった純
粋無垢なわれわれと、自分こそが被害者であるとした観念が導き出せる。
あらゆる平和を愛する民族が希う平和の鐘は、まだ鳴っていません。……他の世界の我々
の敵どもは、こうした願いに何ら理解を示しません。何百万人もの平和を愛する人びと
が心から話している言葉にもです。こうして我々ドイツ民族には、この祝祭が終わった
あとでも、祖国を知らないユダヤ人の寄生虫どもに率いられた、この人間的に堕落した
諸民族に対する激しい戦いが待ち受けているのです 6。
この手紙から、内在的人種主義が民族国家としてのドイツ第三帝国（ライヒ）下で「われわれ
と彼ら」という二項対立を生み出していたことがわかる。ここで小野寺は、外面的や技術的で
文化に乏しく、清潔さや文化水準においてはるかに劣る他者として敵を蔑むことで、文化国民
や文化民族であるとの自己定義が可能になり、それは戦闘を続けるモチベーションとして十分
機能していたことを指摘している。また、現代思想家でホロコースト研究者のロバート・イー
グルストンもまた、一つの民族（フォルク）を創り出すためには、他者を非固有化し、かつ非
同一化する必要があるが、それが他方ではナチスの同一化を強化したと他者化の観点から指摘

5
6

小野寺、41 頁。
小野寺、218 頁。
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している。ここでいう同一化とは、
「自己認識を生み出す心的メカニズム」であり、想像上の共
同体アイデンティティを築く。それはしばしば主流派によって他者化される少数派に対して押
し付けられるものであり、ドイツのユダヤ人が自認するドイツ人あるいはユダヤ人としてのア
イデンティティをはぎ取られ、ナチが定義したユダヤ人のアイデンティティを押しつけられた
経緯がこれに相当する

7。集合的主体としてのドイツ人やドイツ民族といった自己表象の際に

不可避的にユダヤ人の差別が起こることからわかるように、他者や敵の存在が戦争を継続させ
る重要な要素であった。
すでに見てきたようにさまざまな状況下で主体性の剥奪を感じることなく生きることは困難
であった。能動的な非自発性を自ら言い聞かせなければ精神的なバランスがとれないような状
況にあって、他に頼ることができる集合的主体といえばドイツ人というきわめて大きなわれわ
れしかなかった。これがヒトラー政権下のドイツでの主体性の剥奪から過剰な主体へと転化し
ていく過程であった。積極的に感覚を麻痺させようとする主体的な非自発性という状態から、
ドイツ民族・ドイツ国民というわれわれ意識、敵を殺さなければ自分、自国がやられてしまう
との恐怖心、その他諸々の条件も含めて、主体的な戦争関与へと押しやったのである。戦時下
になんとかして生き延びなければならないきわめて不安定な弱い主体は主体性や行動可能性が
制限されているからこそ自分に残された、許された行動可能性から、可能な限りそれを埋め合
わせ、取り戻そうとする衝動を生み、ナチ体制が戦争を遂行していく上での大きな下からのエ
ネルギーをも生み出した 8。こうしたことから、大戦末期の絶望的な戦況にあっても敵に対し
て徹底的に戦うという行為は、ナチスの社会システムに組み込まれた「ふつうの人びと」が極
限状態にありながらも自ら選び取ったと言えるのである。
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古代ローマ社会におけるキリスト教性倫理の独自性
──古代禁欲的実践と初期修道制から
高場

遼

古代ローマ帝国でキリスト教が広まると同時に、民衆に死後の救済を求める手段として禁欲
の実践が浸透していった。古代ローマ帝国からの宗教的迫害の過程で、初期キリスト教では一
部の宗教的エリート層が殉教を救済の理想的手段として位置づけるようになった。殉教は救済
の最たる形態であった。313 年にローマ帝国でキリスト教が国教化すると、救済の手段は殉教
から禁欲的実践へと変容した。キリスト教徒への迫害が行われなくなり、迫害に対する殉教が
相対的に意義を減じたことで、宗教的エリート層は殉教の代わりとなる性的禁欲に重点を置い
たのである。修道士たちも禁欲者の童貞性や処女性を強調する禁欲的実践を救済の規範意識と
して意識するようになった。しかし、それ以外にも禁欲の実践が存在しなかったわけではない。
歴史家の島創平は、キリスト教の性倫理を古代ローマの社会的背景の中に位置づけ、キリスト
教の独自性が古代世界における性倫理の大衆化にあったと論じている。本レポートでは、同様
の観点から、キリスト教の性倫理を受け継いだ初期修道制の禁欲実践と古代ローマ社会のそれ
を比較検討し、その異同や変容を論じる。
はじめに初期修道制と古代的禁欲の連続性を検討するために、初期修道制における禁欲生活
と異教的禁欲の内容を摂食の観点から比較する。異教的禁欲では、紀元前にはアリストテレス
が四つの枢要徳を唱え、その中に節制が含まれていた。ヘレニズム文化期のローマ帝国におい
ても哲学者たちは節制の理想を提唱した。ストア派やエピクロス派の哲学者たちはプラトンや
アリストテレスの哲学を利用し、自然や道徳の問題に哲学を適用した。ストア哲学では、
「アス
ケーシス」
（禁欲）の概念が存在し、
「アパティア」
（無情動）の状態を理想とする。彼らは実際
の生活でも食事、衣服、住居の制限や、快適な暮らしや結婚の放棄などといった禁欲的な生活
を実践した。他方、エピクロス派では、死の恐れを人間の所有欲と競争心の基本的動機である
として、これを取り除くことを善とした。彼らは快楽を究極の善としつつも官能的快楽とは区
別し、むしろこれらに依存することは外的要因に左右されるため節度を求めたのであった 1。
こうした節制の観念が 3 世紀のローマ帝国でも受け継がれ、貴族間の伝統として節食が行わ
れると、健康を保つと同時に性的禁欲の手段とみなされるようになった。修道士たちは古代ギ
リシャで医師や哲学者が提唱した節制の理想を元にして節食の実践を行っていた。初期修道制
神学者の鈴木宣明は、初期修道制において修道士たちの修道生活の目的として神への愛と完徳
の試み、
「神観想」への憧れを挙げる。神への愛とは霊的存在が肉体から離れて現実世界を脱出
し、神のもとで自己を捨て神と一致することであった。修徳的生活はその手段であり、祈りと
労働を含み、断食と節制を行った。
「神観想」は神を賛美し神の意志と合一するために、それを
妨げる世俗の感覚的要素から自由になることであり、修道士たちは自己のあらゆる欲求から自

1

テレンス・アーウィン、川田親之訳『西洋古典思想』
（東海大学出版会、2000 年）
、201-227 頁。
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由となる「アパティア」の状態を理想とした

2。初期修道制には二つの形態が存在した。隠修

制と共住修道制である。隠修制は個々の修道士が救済のため世俗を逃れ砂漠で修道を行い、共
住修道制は一つの戒律のもとに修道士が共同生活を送る形態である。4 世紀から 5 世紀の修道
士ヨハンネス・カッシアヌスは共住修道制の戒律で摂食の重要性を説く。カッシアヌスは戒律
で調理したものと生もののどちらか一種類を摂取することを推奨したが、前者は穀類や野菜を
指し、後者はパンが中心であった。当時のエジプト農民の食生活は貧しく、修道士たちの節制
した食生活と同様の水準であった。修道士たちが行う断食とは、一切食物を口にしないのでは
なく、定期的に特殊な戒律に則った食生活を実行することであった。歴史家の佐藤彰二は先行
研究を整理する上で、初期修道制における摂食が性的禁欲の手段としての摂食であるとするル
ーセル説と、それがキリスト教においてアダムが知恵の実を食べる以前の飢餓の追体験である
とするブラウン説を挙げて検討した。彼は節食の目的が性的禁欲にあったとする前者の説を妥
当としつつ、その救済の側面を重視する。こうした摂食は神に近づくことを目的としていた。
加えて初期修道制の摂食は古代医学の肉体に関する性的節制の理想を取り入れたものでもあっ
た。ヨハンネス・カッシアヌスの修道規律では、性的欲望を制御する手段として摂食を求め、
古代医学の知識を用いて肉体の制御に関する理論を記述している。ここに古代医学の初期修道
制への寄与が認められる 3。初期修道制での摂食は、救済を目的とする点で古代の禁欲と異な
っているが、修道士たちは性的禁欲の手段と見なしていた。古代の摂食は理想的な肉体の維持
が目的であったが、そこには性的禁欲も含まれていたのである。
次に古代と初期修道制の性的な禁欲実践を比較する。古代の性的な禁欲実践は、2 世紀頃に
ギリシャの医師ガレノスらが提唱した。古代ギリシャの医師たちは呼吸によって体内に取り入
れられた「プネウマ」
（空気）が血管で全身に運ばれ、男性の精子の材料となるとの観念を持っ
ており、
「プネウマ」は大気中から供給されるため性行為によって消失しないと考えていた。し
かし彼らは、実際には臨床的観察から性行為が疲労をもたらすと認識していた。ガレノスは性
的行為後の疲労を過度の性行為による「プネウマ」の消費が原因であると説明し、肉体に悪影
響を与えると指摘した。そのため、古代の医師たちは性行為に適切な時間を指示し、突発的な
禁欲を戒めた。また、睾丸を切除し去勢することも推奨した 4。こうしたギリシャの性的禁欲
の理念は、3 世紀から 4 世紀のローマ帝国で貴族層の生活が多忙になり運動での健康維持が難
しくなると、運動の代わりに実践されるようになっていった。また、ストア派では性行為が健
康に有害であり、子供を産むためだけに行うべきであると主張された。禁欲的な性倫理はキリ
スト教だけのものではなく、古代ローマ社会にも存在していた 5。
このように古代の性的禁欲を確認した上で、次いで初期修道制における性的な禁欲実践を検
討する。2 世紀から 4 世紀にかけてローマ社会で性的禁欲が普及した背景にはストア派や哲学
諸派の哲学思想とキリスト教の併存や、教会内部で異端とされたグノーシス派との対立などの
要因が存在した。キリスト教の救済手段が理論化する過程で、他思想との競合が救済の手段を
2

鈴木宣明「古代修道制成立の理念」『上智史学』12 号（1967 年）、110-127 頁。
佐藤彰二『禁欲のヨーロッパ』
（中公文庫、2014 年）、94-118 頁。
；なお、ピーター・ブラウン
はイギリスの歴史家で、アリーヌ・ルーセルはフランスのペルピニャン大学古代史講師である。
4 佐藤、3-20 頁。
5 島創平『初期キリスト教とローマ社会』
（新教出版社、2001 年）、62-69 頁。
3
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禁欲者の童貞性と処女性を規範とする傾向へと促進した。加えて、ローマ帝国が 313 年にキリ
スト教を公認すると、当初迫害で宗教的エリートの救済手段とみなされていた殉教がその価値
を相対的に減じたことで、彼らは新たな救済手段を求めるようになった

6。そうした状況下で

初期修道制は 3 世紀後半にキリスト教から分派し、修道士たちは砂漠へ隠遁した。修道士ヨハ
ンネス・カッシアスは「修道者はとりわけ司教と女から逃れなければならない」と記している
が、これは教会内のヒエラルキーと禁欲生活の妨げになる世俗的誘惑からの逃避を意味してい
た。彼の修道戒律では女性との接触は修徳生活の妨げになり、悪魔の誘いであると考えられた
ことから、女性との接触が厳しく禁じられたのである。しかし、完全に女性との接触を絶った
わけではなく、修道士自身の記録によれば遊牧民の女性や修道士の家族の女性と接触し、実際
に規律が破られた場合もあった。そうした修道士たちの肉体的欲求を制御するために、カッシ
アヌスの修道戒律では同性同士ですら肉体的な接触を可能な限り避けることが求められた。し
かし、修道士たちは過酷な生活の中で修徳の妨げとなる女性のイメージに悩まされ、それから
逃れようとする程女性の肉体に対する強迫観念に囚われることとなった。戒律だけでは対処で
きない夢精に関しても、適切な食事が効果的だと考えられていた 7。このように性的禁欲の理
念面でも、古代医学にすでに表れていた知見を規範とした点で古代医学から初期修道制への連
続性が認められる。
これらの連続性を確認した上で、独自性の観点から結論を述べる。島は古代ローマ社会にお
けるキリスト教の性倫理はユダヤ教や古代ローマ社会と比較して際立って独自性があるとは言
えないが、性倫理の大衆化に果たした役割が大きいと解釈する。彼は、全体として教会の正統
的思想では性倫理の穏健化が進む一方、異端的思想では性倫理の急進化が進む傾向があったと
指摘した 8。しかし初期修道制においては、キリスト教の正統的価値観から厳格な性倫理が生
まれ救済の手段として実践された。その禁欲の観念は古代ギリシャの節制を規範としており、
修道士たちは禁欲実践をキリスト教の救済の手段と位置付ける際に禁欲実践の理論として用い
たのであった。摂食においても、救済を目的とする点に違いが見られるが、性的禁欲の手段と
みなされた点では一致していた。他方、性的禁欲においても古代医学の要素を継承していた。
古代ローマ社会におけるキリスト教の性倫理は際立った独自性を持っていたわけではなく、一
部に古代医学からの思想的連続性が存在した。3 世紀以降、初期修道制が成立すると、修道士
たちが禁欲実践を救済の目的と見なし、厳格な禁欲を実践していった。古代ローマ社会のキリ
スト教性倫理には、初期修道制が教会から分離し古代医学の性的禁欲の理想を継承しつつも、
救済を目的としていった点で独自性が存在したのである。

6
7
8

戸田聡『キリスト教修道制の成立』（創文社、2008 年）、124-134 頁。
佐藤、89-112 頁。
島、74-88 頁。
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「複雑」な建築・アルハンブラ宮殿
──中庭にみるヨーロッパとイスラムの「交流」を通じて
高橋

励旺

ヨーロッパの歴史的建築物ですぐに思い浮かぶのは、イタリアにあるカトリック教会のサン
ピエトロ大聖堂やドイツにあるゴシック建築のケルン大聖堂などのキリスト教建築であろう。
しかし、ヨーロッパとはいえ、スペインにあるアルハンブラ宮殿はイスラム建築の要素を色濃
く包含している。このことは、ヨーロッパの歴史的建築をキリスト教建築とみなす、すなわち
ヨーロッパをキリスト教圏であると自明視している現代においてはいささか奇妙なことに感じ
るであろう。しかし、この宮殿のあるイベリア半島、殊にアンダルシア地方はしばしば「歴史
の潮流の十字路」と称されるが、現代のようにキリスト教がヨーロッパのマジョリティになる
以前、この地はイスラム文化と地中海文化、ヨーロッパ大陸文化などが混在する地域であった
1。それ故に、アルハンブラ宮殿がイスラム建築、あるいはヨーロッパ（キリスト教）建築とい

った特定の文化からのみ影響を受けている建築物と捉えるのは無思慮な見立てである。しかし
ながら、過去のスペイン人のアラブ学者たちは、スペイン人としての自らのアイデンティティ
に関わる問題としてスペインでイスラムが信仰されていた事実から目を背けてきた。むしろこ
こではイベリア半島の歴史的な多元主義を確認するため、8 世紀から続くイスラムとヨーロッ
パの交流を一つの分析視点として、アルハンブラ宮殿が当時のイベリア半島の情勢が生んだあ
る種複雑な建築物であることを論証していきたい。なお、本稿において用いる「ヨーロッパ」
はイスラムに対する非イスラムを表すものであり、キリスト教またはキリスト教圏という意味
に限定されない。
アルハンブラ宮殿は宮殿自体だけでなく豪華な噴水を備えた中庭（パティオ）がある。
「獅子
のパティオ」や「天人花のパティオ」が特に有名であり、スペイン建築史家の鳥居徳敏や深見
奈緒子らはこれらの中庭が造られた 13-15 世紀を「イスラム文化がもっとも熟成された時期」
として評価している。しかしパティオの起源はもっと古く、
『コーラン』には「緑の園がふたつ
もあって……さまざまな木々が茂り……さらさらと泉水が流れ……あらゆる種類の果物が 2 種
も実り……」
（55 章）とあるように、
「楽園（天国）として庭園」の記述があり、創始者ムハン
マドのメディナでの住宅・礼拝堂には、既にその原型があったとされている 2。スペインだけ
でなくインドやトルコのイスラム建築にも中庭が設置されているのは、ムスリムの支配者が中
庭の設置を信仰のうえで重要視していたからである。また、そもそもパティオとは、
「中」庭と
いう言葉からも分かるように、建物の一部、生活空間の一部としての庭である。これは砂に覆
われたアラブ世界でその過酷な気象からアラブ人を救う避難所として機能するだけでなく、砂
漠地帯での水や植物保護のための庭でもあった
1

3。以上のことからイスラム世界、とりわけア

陣内秀信『アンダルシアの都市と田園』（鹿島出版会、2013 年）、42 頁。
深見奈緒子編、新井勇治、川本智史、宍戸克実、西村弘代『イスラム建築がおもしろい！』
（彰国社、2010 年）、76 頁。
3 ジョン・ブルックス、神谷武夫訳『楽園のデザイン イスラム庭園の文化』
（鹿島出版会、
2
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ラブ地域での初期のパティオは自身の信仰告白・数少ない水と植物の保護を目的として造られ
ていたと解釈できる。イギリスの造園設計家のジョン・ブルックスは西洋の庭園を「外から眺
められる場所」と規定するが、そうした形式とは異なっていた 4。
しかし、ムスリムの領地拡大とムハンマド時代からの時間経過は「水・植物の保護」といっ
たパティオの目的を「水場の設置・植物の配置」の形式に変容させ、それがイスラム世界で一
般化した。この変化を初めにもたらしたのはウマイヤ朝である。その支配領地はアラブ以外の
地域にも及んだが、それらの地域においては極端な水不足の心配がなかったことと、それに伴
う植物不足の心配もなかったことが先の変容の理由としてあげられる。またこれは、たとえば
オレンジ（＝orange）などのアラブ世界には存在しない木々が植えられている中庭「オレンジ
のパティオ」があることからも分かるように、アルハンブラ宮殿の場合にも当てはまる。だが、
同宮殿のパティオがヨーロッパ的に見えるのはヨーロッパ世界の建築技術をベースにしている
からなのであり、またムハンマド時代からの時間経過による形態変化やその後に彩色豊かな植
物が植え込まれていることからヨーロッパ的な「観賞用の庭」だと断定し、ヨーロッパ建築の
一部と見做すのは誤りである。
イスラム世界が初めて異文明としてのキリスト教と接触し、かつ接合した地がイベリア半島
であり、その相手が西ゴート王国であった。西ゴート王国（415-711 年）は 360 年頃からロー
マ文化と接触し、既にアリウス派キリスト教を信奉していたが、410 年に西ローマ帝国を侵略
し、度々掠奪を行っていた。しかし、同時にいわゆるパクス・ロマーナであった五賢帝時代の
ローマ帝国を国造りの範にもしていた。西ゴート王国のローマ化が他のゲルマン系よりも早く、
ローマ法典を基にしたエウリック王法典などが出されていたこともその一例である。しかし、
8 世紀になり事態は一転した。アッバース朝のウマイヤ家弾圧から逃れるために南地中海沿岸
を辿ってイベリア半島に上陸してきたアブド・アッラフマーンの軍（ウマイヤ王家のアラブ人
親衛隊の他にベルベル系の改宗者もいた）に都を襲撃され、都トレドを占領されてしまう。こ
れにより西ゴート王国は事実上滅びたことになるのだが、人頭税の支払いと引き換えに西ゴー
ト王国の元住民は保護された。しかし、亡命生活を余儀なくされ、住処を転々としなければな
らなかったウマイヤ王家の人々には土木や大建築の技術的伝統はなく、したがってウマイヤ王
家（後ウマイヤ朝、756-1031 年）は征服地である西ゴート王国の技術者や工匠を招きながら、
自らの新たな王都建築を進めざるを得なかった。そもそも天然素材を木枠で固めて作ったアド
ベ（Adobe）や日干しレンガなど壊れやすい素材を用いた建築が主流のアラブ世界においては、
前王の宮殿を使用せずに、新宮殿を建設する伝統があった 5。11 世紀になり後ウマイヤ朝も遂
に崩壊すると、スペインのイスラム圏、つまりアンダルシア地方は群雄割拠の時代に突入する。
他方で、同時期にムラービト朝やムワッヒド朝などモロッコに首都を置くアフリカ・イスラム
王朝が興り、彼らはジブラルタル海峡を挟んだアンダルシア地方にもカスティーリャ王国やア
ラゴン連合王国に拮抗する形で支配権を伸ばしていった。しかし、両王朝ともその出生が砂漠
の遊牧民であったため土木や大建築技術は持ち合わせておらず、スペイン・イスラム諸王朝か
1989 年）、129 頁。
4 ブルックス、130 頁。
5 鳥居徳敏「アルハンブラ宮殿 ─イスラム世界における同宮殿の位置づけ─」
『スペイン・ラ
テンアメリカ美術史研究』12 号（2014 年 4 月）、26 頁。
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ら技術者や工匠を招かざるを得なかった。
このような文化の連鎖的な保存のおかげで、ヨーロッパ世界最後のイスラム王朝であるナス
ル朝グラナダ王国（1238-1492 年）の諸王が造らせた宮殿内のパティオや王室は、西ゴート王
国時代から 800 年近く経っているにも関わらずヨーロッパのスタイルを温存しており、とりわ
け「獅子のパティオ」と呼ばれる中庭は中央に噴水と 12 頭のライオンの像を配して、いかにも
ヨーロッパのバロック建築の風体であった。しかし、そうではあってもムハンマド 5 世（ムア
マド 5 世）がこの「獅子のパティオ」を「（天人花の中庭よりも）より私的な空間を願って造ら
せた」としているように、同庭園の形式はパティオのそれであり、西洋の「外から眺められる
庭」とは異なる趣を持つ。以上のことから析出するに、
「獅子のパティオ」の素材や建築技術は
8 世紀から続くヨーロッパ建築のアイディアに依拠しているものの、噴水（＝水場）の設置や
植栽、その意味合いなどでイスラム精神に基づいていたのである。
ここで改めて「獅子のパティオ」の詳細を見ていきたい。前述のように同庭園はムハンマド
5 世が私的空間を望んで造営したものである。28.50×15.70ｍの平面規模の四周には回廊が走
りその軒高はおよそ 6ｍ、中央には 12 体のライオン像に支えられた噴水があり、このパティオ
の名称となる。だが、鳥居によると、この庭園の最大の特徴は四周を囲む回廊（＝全周回廊）、
およびイスラム式パティオの定型の一つの「四分庭園」である「十字路パティオ」の短辺中央
に泉が設けられている点にある 6。全周回廊形式の起源は古代ギリシアやローマを代表する地
中海地域であり、紀元前 75 年ごろの古代ローマで建てられたポルトゥヌス神殿も同回廊形式
の一つとして名高い。また、全周形式の回廊は 10 世紀のコルドバの大モスクのパティオや 12
世紀のムワッヒド朝のセビーリャ・モスクなどのイスラム建築にもみられることから、同形式
はイスラム世界がヨーロッパ世界から輸入した形式であると確定できる。さらに鳥居によると
「獅子のパティオ」の「十字路パティオ」はキリスト教世界の建築物を複合・再構成してでき
た産物である。つまり、同時代のイベリア半島にあったカスティーリャ王国ペドロ 1 世残虐王
の関係したグアダラハーラ王宮庭園とトルデシーリャ王宮庭園の二つの王宮が「獅子のパティ
オ」のモデルになったというのだ。具体的には、グアダラハーラ王宮庭園は中央に「水場」を
設置した「十字路パティオ」と、トルデシーリャ王宮庭園は短辺中央に「水場」を設置した「十
字路パティオ」の二つから、前者の中央の水場を噴水に、後者の両サイドの水場を泉に再構成
すれば「獅子のパティオ」の造形になる。
だが、この二つの庭園に関与したペドロ 1 世残虐王とムハンマド 5 世は親睦が深かったこと
で知られており、これら「二つの庭園」と「獅子のパティオ」の類似性は鳥居の指摘するイス
ラム世界のキリスト世界への憧憬・模倣以上の含意がある。ムハンマド 5 世が若干 16 歳で王
位に就いた際に、異母兄弟イスマイール２世のクーデターに遭いモロッコに逃亡した後、彼の
復位を援助したのがペドロ 1 世であり、こうしたエピソードから窺えるように、二つの関係は
緊密であった。ムハンマド 5 世が復位した後も依然として行われていたレコンキスタの休戦協
定の締結や維持を目的とした 5 回を超える使節の派遣相手が正にキリスト教国カスティーリャ
王国であり、時の王はペドロ１世であった。こうした様々な「外交」には使節が必要であり、
鳥居徳敏「スペインの庭（4）」『麒麟』19 号（神奈川大学経営学部 17 世紀文学研究会、
2010 年 3 月）、100 頁。
6
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このカスティーリャ＝アンダルス間の「外交」は、言語、文化、そして宗教を越える必要があ
った。そのため、双方の言語や文化に関するとりわけ深い知識をもった使節が要求されており、
たとえば、歴史家として名高いイヴン＝ハルドゥーンはムハンマド 5 世に仕え、その使節も担
っていた。したがって、この 5 回を超える外交でキリスト世界からイスラム世界へ、またその
逆へと文化が移動することは避けては通れなく、それが建築物に反映されるのも必然であった。
その証拠が両王の関係したそれぞれの庭園の類似性に表れている。
以上のように、アルハンブラ宮殿は 8 世紀の西ゴート王国、正確にはローマ帝国から続くヨ
ーロッパ的建築技術を土台に、14 世紀には「外交」の副産物としてのヨーロッパ文化が「獅子
のパティオ」の素材や設置物に表現されたことで、一見してヨーロッパ的に見える。しかし同
時に、中庭形式や水場の設置や、その建築史的な含意、アラベスクや銘刻句などイスラム的技
巧を考慮するとイスラム建築の要素も深く刻まれている。よってアルハンブラ宮殿は、ヨーロ
ッパ、イスラムの両世界からの影響を受けた建築物だと捉えるべきであり、まさしく複雑な宮
殿と言えよう。
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「パンとサーカス」から見る古代ローマ帝国主義
辻

萌々子

古代ローマ帝国は地中海世界を統一して領土を拡大した結果、多くの植民市を統治すること
となった。美術史家の向井朋生は、ローマは新たな支配地のローマ化を推進するために当該地
への交易を強化したのではなく、その交易自体が先に国境を越えていたと論じる 1。しかし、
ローマの地中海世界統一による植民市支配にも近代世界システムのような支配体制が用いられ
ていた可能性もある。本レポートでは、古代ローマ帝国での植民地支配と近代以降のヨーロッ
パにおける帝国主義を関連させ、古代ローマで世界システム論に相当する動きが見られたこと
を考察する。
ローマは紀元前 146 年に地中海世界で支配的立場を獲得したが、短期間で広大な領土を拡大
したことでその社会は社会形態が大幅に変容した。膨大な戦争捕虜が奴隷となって安価な労働
力を提供するようになると、富裕者は商品作物を耕作するために没落した市民の土地を買い集
め、奴隷や貧困化した市民の小作人を従事させて大農場や大規模な牧畜を熱心に経営するよう
になった。ここで安価に生産されたものは市場で一般農民が生産する農作物を圧倒していき、
彼らの経済状況の悪化に拍車をかけた。このような一般的な農民の没落は深刻な影響をローマ
社会に与えることになり、再び一般市民は指導者への不満を募らせた。他方で、ローマにおい
て兵士は武具自弁であったため、重装歩兵層の中心であった農民が没落すると彼らは武具を維
持できなくなり、ローマ軍の中核を担う重装歩兵軍団を供出できない事態を引き起こし始めた 2。
こうして没落した農民が無産市民となり都市ローマに溢れかえった。
そこで貧窮した無産市民を救済するためにいわゆる「パンとサーカス」が提供されることと
なった。たとえば、紀元前 2 世紀にグラックス兄弟が穀物法を、紀元前 107 年にマリウスが穀
物の廉価配給を行い、その流れに伴って紀元前 58 年に護民官クロディウスが穀物の無料配給
を行った。これが「パンとサーカス」のパンに当たる。こうして穀物の廉価配給や無償配給が
行われた結果、首都ローマ市民は豊かな食生活を送ることができた。同時代の一般市民の家計
簿によると、毎日の労働は免れないものの、穀物の無償配布により食費の六分の一が節約でき
たとの計算もなされている。毎日パンを買い、オリーブ、チーズ、ソーセージ、野菜、小魚、
ワイン程度のものを貯蔵できる程度の経済力が一般市民の家庭にもあったことがわかっており、
日常生活には十分ともいえる食生活であった 3。
次に「パンとサーカス」のもう一方のサーカスについてであるが、これは古代ローマ時代に
盛んであった競技場で行われる剣闘士闘技、円形劇場で行われる演劇、さらには人工池で行わ
1

向井朋生「地中海を舞台にした古代ローマ経済のグローバリゼーション」『歴史学研究』
913 号（2013 年 12 月）、60-65 頁。
2

長谷川岳男、樋脇博敏『古代ローマを知る事典』（東京堂出版、2004 年）、102-103 頁。

3

中川良隆『娯楽と癒しからみた古代ローマ繁栄史 ──パンとサーカスの時代』（鹿島出版
会、2012）、58-60 頁。
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れた模擬海戦などを含む娯楽を指す。ローマ市民の多くはインスラと呼ばれる雑居の高層アパ
ートに居住し、その二階以上の居住環境は劣悪なものであった。人々は昼間には自宅は薄暗く
戸外に出ていくため、多くの自由時間を過ごすための娯楽が必要であり、政府は娯楽施設を設
けたのである。しかし、このような見世物や公共浴場などの多くの娯楽施設を建設するのには
巨額の費用がかかったはずだ。そのコストを顧みずに為政者が娯楽施設を建設し人々に提供し
た第一の目的は、人々が見世物に熱中したり公共浴場で心と体を休めたりして政治に対する不
平不満を沈静化することが期待できる点にあった。当時の国家予算における軍事費の比率は 70
パーセントであり、それに対して公共事業費とその他サーカスの開催費用や公共浴場の運営関
連に充てられた費用が 13 パーセントであった 4。この数値から圧倒的に軍事費の比率が高いこ
とがわかる。当時の為政者は娯楽施設や公共浴場の建設と運営に膨大な支出をしたため、この
「パンとサーカス」の政策はバラマキ政策であったとみなされることが多い 5。しかし国家予
算全体として見てみると、圧倒的に高額な軍事費の増大を娯楽費で抑えることができるのなら
為政者にとって安上がりとなったのであった。
これまでの「パンとサーカス」の議論に加え、以下では古代ローマと近代世界システムの関
連性について考察する。ここではまず、近代ヨーロッパを形成した近代世界システムを整理し
たい。近世ヨーロッパにおいて、1618 年から 48 年に起こった三十年戦争の講和条約としてウ
ェストファリア条約が締結され、主権国家が生まれた。そうした主権国家は明確な国境線で囲
まれた領土を有し、独立した主権を持つ近代国家としてヨーロッパに多数形成された。この主
権国家が互いに並立・競合して国際政治を展開することで主権国家体制が成立したのであった。
さらに近代になると、一つの国民が一つの国家を形成する国民国家が誕生する。世界帝国が崩
壊し、ヨーロッパ世界経済のなかで各国が競合関係になった近代世界システムのなかで主権国
家、さらには国民国家が成立したのである。1492 年にコロンブスがアメリカ大陸を「発見」し、
さらにそれに続くヨーロッパ人の大西洋を横断したことでヨーロッパが他地域を制圧するほど
の経済力・軍事力をもつことが可能になった。ヨーロッパ人は、奴隷をアフリカから新大陸に
運び、彼らにプランテーションなどで労働させ、そこで栽培した商品をヨーロッパへ送る大西
洋三角貿易を 17 世紀から 18 世紀にかけて意欲的に行った。これほど大規模で短期的な人口移
動は世界上はじめてであり、これを完成させたからこそ、ヨーロッパ経済は過去に類を見ない
ほど成長した

6。こうしてヨーロッパ諸国は自らを独立した国民国家と考え、他国を侵略して

植民地化し搾取の対象とする帝国主義の理念を掲げて植民支配を行った。これが 17 世紀から
18 世紀にかけてのヨーロッパにおける近代世界システム論である。
こうした近代の世界システムの諸相が古代ローマの体制にも存在しているのを確認したい。
クロディウスの都市ローマにおける穀物の無償配給はその後紀元前 59 年にカエサルによって
抑制されることとなった。カエサルは数多くの退役兵を海外に植民させることで首都ローマの
無償配布の人数を減らしたのである。ローマは飛び地に新たな都市を設営して植民地を形成し

4

中川、65 頁。
中川、12 頁。
6 玉木俊明『近代ヨーロッパの形成 ──商人と国家の近代世界システム』
（創元社、2012
年）、１121,122, 154, 156 頁。
5
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た。これらの植民市は独立した国家に近い形態で運営され、退役軍人等を一種の守備隊や建設
部隊として征服した町に送り込んで彼らを核に植民地化するのが通例だった。これは、退役軍
人をローマに帰還させたり、農民を放置したりすると彼らが無産者となってローマに流入し、
『ローマ
無給受給者が増えてローマの財政が破綻してしまうのを恐れたためである 7。さらに、
皇帝伝』アウグストゥス編によれば「イタリアに二八の植民市を自ら率先して樹立し、その人
口を増やし、多くの市に公共建築物や間接税の収入を与え、権利と品位の上でも、どうにかあ
る程度、首都と肩を並べるまでにした」との記述が見られる。植民により首都ローマの人口膨
張を防ぐとともに、植民市の生活水準を首都ローマ並みにしたのである。属州には首都ローマ
より派遣された総督はいたが、古代ローマの支配体制の大部分は各都市の自主的な行政、財政
に委ねるのが基本であった。したがって、植民市の政治システムや食糧配給も各都市に任され
てはいたが、前述の通りローマの元老院等の政治システムに倣っていた。
首都ローマの為政者は退役軍人等に自らの手で食糧、すなわちパンを獲得するための土地を
与えた。こうして植民市で生産された穀物は自らの食糧として消費されるが、その生産量が植
民市の退役軍人の消費量を上回ると余剰生産が発生する。そこで生じた余剰生産物は交易品と
して首都ローマにも流通し、市民への穀物の廉価配給や無償配給として消費された。特に、ア
ウグストゥス帝の治世末期であった紀元前 30 年に支配領域の拡大が行われたアフリカ北部か
らの穀物の供給量は膨大であった。都市の年間穀物需要量の三分の一をエジプトが、三分の二
を他のアフリカ北部の属州が供出した 8。また、奴隷の多くは帝国領土内の属州の出身者で占
められており帝国領土外の地域に由来する者は極めて少なく、属州の奴隷が都市ローマで消費
する穀物生産のために酷使されていた 9。このようにして属州で生産された穀物の供給により、
首都ローマでは貧富の格差はあれ豊かな食生活が実現されていたのである。さらに、植民市で
はローマと同様に劇場や円形闘技場等の娯楽施設や公共浴場等の癒しの施設の建設と運営も行
われていた。以前のローマでの政策と同じく、植民市の生活が劣悪であると入植退役兵の不満
が爆発し騒動や反乱につながる恐れがあるため、ローマの為政者はともかく植民市の生活を楽
しくしなければならないと考えたのである。このため皇帝がサーカスや公共浴場等公共施設建
設費の多くの部分を拠出したり、サーカスや公共浴場等の運営費の財源の一部として間接税の
徴税権を与えたりした。同政策の結果、植民市の多いところは反乱や暴動に対応するための軍
団基地が少なく、逆に植民市の少ないところは軍団基地が多くなっており、植民市での反乱や
暴動の発生を抑えることに成功していた

10。

ローマは紀元前 146 年にポエニ戦争で地中海世界の覇権を握った。その過程で没落し都市に
流入した無産市民を救済するために当時の政治家は穀物の無償配布を行ったことで、首都ロー
マ市民は豊かな食生活を送ることができた。しかし、この穀物の無償配布の背景には植民市で
行われた属州総督による穀物生産があり、植民市各地から首都ローマへの搾取が行われていた

7

中川、43-44 頁。
8 宮嵜麻子『ローマ帝国の食糧供給と政治 ──共和政から帝政へ』
（九州大学出版会、2011 年）
、
54 頁。
9 本村凌二『薄闇のローマ世界 ──嬰児遺棄と奴隷制』
（東京大学出版会、1993 年）
、152 頁。
10 中川、64-70 頁。
71

のである。また、剣闘士闘技や円形劇場での演劇などの娯楽施設を植民市の各地に建設したが、
これはローマ帝国が植民市に行っていた搾取と裏腹に存在した譲歩である。これが有名な「パ
ンとサーカス」の政策である。このような古代ローマ時代の大規模な穀物配給と豪華な娯楽施
設により帝国は植民市から利潤を獲得し、その一方で植民市に対する文化的譲歩を行って軍事
費を抑え、広大な地中海世界の統一を成し遂げた。
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蛮族と野蛮意識の分析
──ゲルマン民族と西ローマ帝国の滅亡
中田

悠太

かつて、ローマ帝国は西はイベリア半島から東はメソポタミアまで領土を所有し、政治面や
文化面において栄華を築いた。しかし、375 年のゲルマン民族の大移動が始まると、ローマ帝
国はこの蛮族により領土を脅かされ、衰亡に向かっていった。もちろん、ゲルマン民族の侵攻
だけが滅亡した原因ではなく、帝国内部にも要因があったことは言うまでもない。しかし、西
ローマ帝国の滅亡に際して、ゲルマン民族がもたらしたものは単なる帝国の混乱と文明の破壊
ではない。これまで先行研究や一般的な歴史認識でゲルマン民族は野蛮と捉えられてきたが、
これは西ローマ帝国を主体的にみた一方的な視点であった。これらの点に着目しながら西ロー
マ帝国の滅亡について考察する。
こうした論点を議論する上でまず、蛮族や野蛮とはローマ側の言説でゲルマン民族を示す他
者の表象と本稿では定義しておきたい。フランス・ルネサンスの思想家モンテーニュは『エセ
ー』で野蛮に触れている。彼は、
「共通の秩序から逸脱させたものであり、敵と味方という分類
に少し文化的衣装を着せたもの」だとしている。また、言語学的な意味からアプローチすると、
野蛮を表す savage（英）や sauvage（仏）は「獰猛な、凶暴な、残酷な、未開の、粗野な」と
いった語義を含んでいる。それに対して、その反対語である文明を表す civilized（英）や civilise
（仏）は「文化の発達した、教化された、礼儀正しい、教養のある」などの意味がある 1。前者
が「獰猛な、凶暴な、残酷な」など性質を表す一方で、後者は「獰猛に、残酷に」征服してき
た可能性がありうるにもかかわらず、
「より良くなる」イメージばかりで成り立っているのであ
る。こうした脈絡次第で都合良く解釈できる「野蛮」や「文明」といった言葉の、実際の機能
や理論化の過程を見ていきたい。フランス文学者である竹田英尚の言語学的な知見では、
「形容
と分類が定着すると、過去の文化に含まれていた同じ傾向の思想が社会に復活し、現実の観察
とは無関係に、野蛮人の伝統的な特性が対象の民族や国に付与されるようになる」という 2。
つまり、野蛮人というレッテルが一度貼られると、それが妥当であるかの検討は忘れられ、そ
のイメージが定着してしまうのである。この理論化については、ルネサンス期のスペインの神
学者のセプールベタが正当な戦争を論じた二篇でこう述べている。「野蛮人を改宗させる方法
は二つあり、一つはもっぱら勧告、教育、説教によるもので、それは困難かつ時間のかかる方
法で、数多くの危険と労苦によって実行が妨げられている。それに比べると、はるかに容易で、
時間もかからず、効率的で、しかも野蛮人にとって有益な方法がある。つまり、彼らを征服す
ることである。思慮分別のある人なら、いずれの方法を採るべきか迷ったりはしない」3。この
ように武力行使を正当化するために理論を逆転させ、相手を野蛮人と規定する。そして、一般

1
2
3

竹田英尚『文明と野蛮のディスクール』（ミネルヴァ書房、2000 年）、143-145 頁。
竹田、153 頁
竹田、155 頁。
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化されればされるほどその主張は説得力を増していく。こうした機能は、征服と支配に際して
もその正当化に強力な役割を果たす。それは、上でも述べた征服者側による野蛮さや凶暴性、
残酷さの隠蔽である。この隠蔽こそが、ローマ人が野蛮であることを忘れさせ、文明化された
ローマ人という意識の再確認を促すのである。
こうしたローマ側の意識を確認した上で、ローマ人の対ゲルマン民族認識を考察する。実際
にローマ人の考察を探るために、当時（370 年頃）のコンスタンティノープル元老院議員のテ
ミスティオス第 10 弁論とローマ元老院議員のシュンマクス第 2 弁論を比較しながら述べてい
きたい。ただし、彼らの弁論は皇帝の即位の記念日やコンスル就任日のような特定の機会に、
特定の個人を称賛するための弁論である点に留意したい。しばしば皇帝の威信に関わる言説で
あったため、こうした弁論は公的な性格を帯びたものになりがちであった。つまり、聴衆（有
識エリート層）の価値観やイデオロギーを反映すると同時に、政治的状況や事態の変化に応じ
た価値観の確認・再調整・再確認を促している。その点では、この語りにローマ人の通念や価
値観が反映している。
そうした性質を持った弁論であるが、蛮族に関して言及している言説を確認すると、たとえ
ばローマ帝国期の哲学者テミスティオスは弁論で以下のように述べている。
というのも、各人の内面にも、憤怒や飽くことを知らぬような、あまりに意固地なよう
な種野蛮人のようなものが住んでいるからです。ちょうどローマ人にとってのスキュタ
イ人やゲルマン人のように、理性に対峙する種族です。……しかし、支配すると同時に
容赦もする者は、自分があらゆる人間の王であることを、むしろ、完璧に撃破すること
もできるのにそうせず、目にかけ守ってやった者たちにとっても、知っているのです。
……地上の王たちの中でも、今やローマ人のみならずスキュタイ人に対しても父として
振る舞うようになったお方こそ、ゼウスの模倣者でありさまに人間愛に満ちた方なので
す 4。
ここでは蛮族であるスキュタイ人をローマ人と同じ人間とみなし、
「本当の王」とは自分の臣民
のみでなく蛮族をも配慮の対象とすると定義しているのである。こうした人間愛は反蛮族感情
から遊離した独特の見解である。しかし、後の時期の弁論では次のように示している。
「私たち
に対して隔たりを置くものがドナウ川でもライン川でもなく、本性そのものであるような、極
めて獰猛な野獣にも、その種にとって助けと保護となるように、私たちは容赦します」5。ここ
では、ゲルマン民族を動物や野獣として語っていることがわかる。つまり、上で述べていた人
間愛は、ゲルマン民族を下に見た状況下でしか成立しないのである。続いてローマ帝国末期の
政治家シュンマクスの弁論から引用して考察していきたい。「すばやい鹿に野が開かれるよう
に、怠惰な雄鹿の群れが森のねぐらから追い出されて平地へ駆り立てられるのと同じように、
野蛮人を殺戮するよりも四散して逃げ去る様を見物するほうが好ましいと思われたのです」 6。
4
5
6

西村昌洋「蛮族を愛し蛮族を容赦する ―後期ローマ帝国における蛮族言説に関するー考察
―」『西洋史学』250 号（2013 年）、82-83 頁。
西村、86 頁。
西村、90 頁。
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ここでもゲルマン民族を動物や野獣として語っているが、この弁論もテミスティオスの見解と
類似性がある。両者の見解をまとめると、ローマ側の蛮族に対する優位を前提にして語られて
いる。また、弁論の中で蛮族に対する勝利を誇張することが多く、それによって過去のローマ
帝国の栄光に縋り付き、蛮族を利用することで優越感に浸り、ローマ人としての自己意識を再
確認しているのである。古代ローマ史家の西村昌洋も指摘するように、アラマンニ族の急襲な
どローマ側に甚大な被害が予測できる出来事にも弁論には触れておらず、あくまでも帝国内部
の平和を謳っているにすぎない 7。この弁論は一種のプロパガンダであり、上で述べたように
ローマ人にとって都合の悪い出来事を隠蔽しているのである。
これらの議論を踏まえた上で、ローマ帝国の滅亡とゲルマン民族の関与を分析する。ゲルマ
ン民族の到来は伝統的には否定的に捉えられてきたが、近年の古代ローマの研究ではローマ帝
国の「滅亡」や「衰亡」などの語句を用いず、ローマ帝国の「変容」や「移行」といった肯定
的な言葉を積極的に用いる。もちろん、当時の道徳家のサルウィアヌスは「ローマ人は、宗教
信仰も言語も、また蛮族の肉体や着衣が放つ悪臭も共有していないにもかかわらず、抑圧のた
めに蛮族と一緒にさせられたのだ」と文章で記していることから、ゲルマン民族に対する軽蔑
的かつ敵対的な感情は明らかである 8。たしかに、ゲルマン人の到来は恐怖と混乱の出来事で
あったが、ローマ人は必ずしも富と権力を失ったわけではなく、他方でゲルマン民族の政治的
アイデンティティを受容し、また逆にゲルマン民族が洗練されたローマ文化を受容することで
両者の同化が起こった。すなわち、ローマの文明そのものの破壊ではなく、むしろそれを享受
し平和に吸収しており、このゲルマン民族の平和的順応こそが、ローマ帝国の「変容」を肯定
的に捉えるべき考え方なのである。
以上のことからゲルマン民族を一概に蛮族や野蛮と言及することはできない。ローマ人はゲ
ルマン民族に対してこうしたレッテルを貼ることで、征服行為をする自らの野蛮さを覆い隠し、
自己の非人間性を意図的に忘却し、ある種の自己認識の操作を行っているのである。また、ロ
ーマ人は蛮族を対等とみなしている事実も確認しえなくはないが、それはあくまでもローマ人
が優位であることが前提にあり、表面的なものである。また、ゲルマン民族を蛮族と捉えるこ
とで、ローマ人らしさを求める自己意識の再確認を行い、自らの体面を保つ根源としているの
である。このように、ゲルマン民族による西ローマ帝国の滅亡は、ゲルマン民族を平和的に順
応させた結果、ローマの形式を残したままで新しい社会的・文化的環境が生まれたのであり、
一方的な文明の破壊ではないことがわかる。

7

西村、90 貢。
ブライアン・ウォード＝パーキンズ、南雲泰輔訳『ローマ帝国の崩壊 ――文明が終わると
いうこと』（白水社、2014 年）、51-52 頁。
8
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第二次世界大戦期ドイツの総力戦体制と敵へのイメージ
平澤

和大

本レポートでは第二次世界大戦期間にナチス・ドイツが総力戦のために人々の団結を促す目
的で用いた手段とその効果、そして戦地での前線部隊の様子を、ヒトラーユーゲントと SS 第
12 戦車師団を例にして明らかにする。その上で、総力戦によって前線と銃後の空間でそれぞれ
敵対するものへの意識の違いが生れ、それが戦後ドイツで軍や兵士に対する負のイメージの一
因となった点を論じる。総力戦体制下で銃後の国民も戦争を体験する一方で、戦後にそうした
記憶を語り、記憶を共有する場が広く与えられなかった。代わりにドイツ国民が共有したもの
は国外からの責任追及であり、大量虐殺の罪の意識であった。しかし、実体験として戦闘に参
加していない国民はジレンマに陥り、それゆえに戦中の過激で排外的な宣伝のイメージと戦地
の兵士を結び付け、そうした戦争犯罪の責任を彼らに負わせた。戦地と銃後で敵に対するイメ
ージがどう作用するか考えていくことは、戦後に兵士の関わりの分析へと道を開く。
1919 年のヴェルサイユ条約の賠償金負担などに加え、マルクス主義者によるドイツ革命が
原因で戦争に敗北したとする「背後からの一突き」伝説が国内に広まっていたドイツで、ヒト
ラーは政治的に反ユダヤ・反共運動を利用して 1933 年 1 月 30 日に政権を樹立した。第一次世
界大戦での経験が彼のナチズムの思想を形成し、マルクス主義者やユダヤ人の迫害につながっ
た 1。総力戦を経験した彼にとって、次なる戦争で必要なものは銃後の団結であった。とくに
ヒトラーは若者たちを重要視しており、1922 年にはナチズム教育を授けるヒトラーユーゲン
トの母体、ナチ青少年同盟を結成していた。ヒトラーが政権を獲得するまでこの青少年組織は
選挙活動に従事して、社会主義勢力の活動を妨害していた。しかし、ヒトラー政権成立後、貴
族階級出身で 1931 年にヒトラーユーゲントを掌握したバルドゥール・フォン・シーラッハ主
導のもとで、同組織は他の青少年組織を吸収し始めた。1920 年までに国内に 2000 以上あった
青少年組織やグループは多くがヒトラーユーゲントに画一化され、1932 年に 10 万 7956 人だ
った団員数が、翌年には 229 万 2041 人にまで急増した 2。1936 年にはヒトラーユーゲント法
が成立して、同組織は国家的な組織となる。アメリカの宗教学者であり哲学者のサム・キーン
は、ある集団は計画的に敵を創り出すことで社会的連帯感や集団への帰属意識を得ているとし
ており、ナチス・ドイツがとった反ユダヤのプロパガンダほど、このモデルを示しているもの
はないと論じている

3。国家的な規模となったヒトラーユーゲントで実施された活動も同様で

あり、ナチズムに沿った教育が 6 歳の時から施された。他にも週末キャンプでは子供たちを保
リチャード・ベッセル、大山晶『ナチスの戦争 1918-1949 ――民族と人種の戦い』（中公
新書、2015 年）、12-48 頁。
2 Ｂ・Ｒ・ルイス、大山晶『ヒトラーユーゲント ――第三帝国の若き戦士たち』
（原書房、
2001 年）、57 頁。
3 サム・キーン、佐藤卓巳、佐藤八寿子『敵の顔 ――憎悪と戦争の心理学』
（柏書房、1994
年）、21 頁。
1
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護者から隔離された状況で過ごさせ、こうしたことも団員の団結を強化した。プロパガンダの
側面から考えると、1933 年に制作された『ヒトラー少年クヴェックス』や、レニ・リーフェン
シュタールの『意志の勝利』などの映像作品があり、これらは同組織に帰属することへの誇り
を団員に抱かせることに成功した。
1937 年以降、ヒトラーユーゲントでは準軍事的な訓練が実施されるようになり、1942 年に
は軍事教練キャンプが設置され、より一組織の軍事化が進んだ 4。同年にドイツ第 6 軍がスタ
ーリングラードで降伏した状況を受けて、陸軍最高司令部およびその配下の徴兵局を掌握する
SS 中将ゴットロブ・ベアガーはヒトラーユーゲントから徴兵する計画を提案し、翌 1943 年 6
月 1 日にヒトラーも承認して SS 第 12 戦車師団を編成した。彼らが実戦投入されたのは 1944
年であり、連合軍のノルマンディー上陸への対応のためであった。ナチズムの教育を受けた団
員を主体とする同師団を巡る一般的なイメージは、ヒトラーを狂信する戦闘集団であるとする
ものが多くを占めていた。アメリカ軍の戦闘部隊から司令部へ送られた報告にも同師団が異常
で狂信的な戦闘部隊であったとの報告がある。実際の活動を、同師団の元 SS 中佐フーベアト・
マイヤーの『SS 第 12 戦車師団史』を頼りに概観していくと、そうしたイメージとは異なった
様子が浮かび上がってくる。まず一つに、同師団の隊員たちにナチズム的な考えは浸透してい
なかった点がある。1926 年生まれのヨッヘン・ライカウフ SS 上等兵が連合軍との戦闘前に残
した記述にはこれからの戦闘に対する高揚感が描かれているが、そうした感情の原因は訓練に
よるものであった。他にも SS 第 12 戦車連隊第 1 中隊第Ⅰ小隊長ユルゲン・ケムニッツ SS 少
尉の体験談には、塹壕で寝ていたカナダ軍兵士を冗談で起こし、その後彼らを捕虜として師団
に送っている事例があるし、SS 第 26 機甲擲弾兵連隊第Ⅰ大隊に所属していたレオ・フロイン
ド SS 軍曹の回想では、手ぶらで同部隊の陣地に投降しにやってきたカナダ兵が発した「もう、
うんざりだ」との言葉にドイツ兵たちも共感している記述がある。
こうした個々の事例に関して、そもそも人間が人間を殺す行為をどのように解釈し把捉すべ
きかを論じる先行研究がいくつかある。退役した合衆国陸軍中佐であり、陸軍士官学校で心理
学・軍事学教授であるデーヴ・グロスマンは「戦場の心理現象の核心にあるのは、同種の生物
を殺すことへの抵抗感であり、ほとんどの生物種の健康な個体にはこの抵抗感が存在する」と
主張する 5。また、第二次世界大戦を研究したＳ・Ｌ・Ａ・マーシャル准将は、戦闘後に面接調
査する手法を用いて『発砲をためらう兵士』を著したが、そのなかで同大戦中の小銃手のうち、
姿の見える敵兵に発砲したのは 15 から 20％であると結論付けている 6。こうしたことを踏ま
えて同師団の活動をみると、ナチズムの思想に傾注して実戦していたというよりは、そうした
研究で論じられている戦闘と同様な経験をしたとの考えが強まる。反対に同師団の残虐性に関
しては例えば、戦車教導師団第 130 機甲砲兵連隊本部とイギリス軍偵察班が遭遇した際に起き
た事件では後にドイツ軍の将校 2 名と隊員 2 名が戦争犯罪人として裁判を受けることになっ
た。しかし、同部隊の連隊副官クラーリイ・アルドリンゲン伯爵大尉の報告では、まずイギリ
4

戸田博史「第二次世界大戦下のヒトラーユーゲント」『北海道大學教育學部紀要』68 号
（1995 年）、291 頁。
5 デーヴ・グロスマン、ローレン・Ｗ・クリステンセン、安原和見訳『
「戦争」の心理学 ──
人間における戦闘のメカニズム』（二見書房、2008 年）、334 頁。
6 グロスマン、335-336 頁。
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ス軍偵察班にドイツ軍兵士が拘束され、身体に障害をもっていたルクセンブルガー大佐に暴行
を加えたとされている。結果的にその場で報告者である大尉以外はその場で射殺され、翌日に
ドイツ軍側が捕虜としていたカナダ人 3 名を射殺している。この一例では報復という形で無抵
抗の捕虜が殺害されている。しかしながら、こうした行為自体はナチズム思想の結果ではなく、
仲間意識と怒りが暴走したことによる。
彼らが実戦部隊として特異ではなかった二つ目の点は、彼らの高い損耗率の原因である。こ
れを狂信的であることの根拠とする場合もあるが、ここでは彼らの半分近い兵員の喪失を、ス
ターリングラードでの第 6 軍の降伏以後にヒトラーが下した「死守命令」に求めることができ
る。一見矛盾した考えだが、総力戦でヒトラーを指導者としたナチス・ドイツでは、戦争指導
も政治家である彼が担うものであった。このときヒトラーは軍のトップでもあり、彼が下した
命令はいかに無計画であろうとも下層の部隊にとっては絶対である。軍の命令系統を通じて彼
の命令を遵守した同師団は結果として部隊の損耗率が過半数に達した。しかし、これはヒトラ
ー個人への忠誠というよりは人々が軍隊化された結果である。
いままで銃後と戦地とを引き合いに出してきたが、この二つの比較からある差異を見つける
ことができる。ヒトラーユーゲントでは政治的な手法やプロパガンダを利用して青少年に敵の
イメージを植え付けていったのに対して、実際に戦地で敵兵を目の当たりにした兵士たちのな
かで先行する意識は仲間との連帯であり、自己保存の本能である。第二次世界大戦の国防軍や
SS 部隊の虐殺行為をすべて否定するつもりはないが、前線の兵士の心理状態も考慮にいれる
余地はある。一方の銃後では、敵のイメージの宣伝は総力戦に必要な国家の生産を支える目的
と、国民を団結させる必要から行われた。しかし、戦後になると一般市民だった人々は直接的
な経験をしていないにもかかわらず、そうしたイメージを他者からも付加されてしまう。この
自己認識とのずれを解消するために、銃後にいた人々が負のイメージを負わせやすかったのが
軍であった。こうした状況が憎悪によるナチス・ドイツ軍、とくにナチズムと関係が深いと考
えられた SS 部隊の残虐性を肯定する要因となった。
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ローマ帝国統治下のブリタニアの発展と両文化の融和
藤森

隼央

ブリタニアは紀元前 55 年のローマ帝国ガリア総督であったカエサルによるブリタニア遠征
を端緒に、ローマ帝国が滅亡するまでの約 500 年間に渡ってその統治下に置かれた。ブリタニ
アに関する文字史料が残り始めたのもこの頃からである。しかし、ローマ帝国が統治したガリ
アや他の地域と比較するとブリタニアに関する史料は少ない。そして残された史料の多くもロ
ーマ帝国のブリテン島征服時の武勇を中心とした記述がなされており、殺戮や破壊がその大部
分を占めている。ローマ風都市の建設をはじめとして、ローマ帝国がブリタニアにもたらした
ものは多いが、こうした点はその軍事的武勇伝の陰に隠れがちである。特にブリタニアは辺境
の地であるために注目されにくい。しかし、ブリタニアはローマ帝国にとって軍事的、経済的
及び政治的にも不可欠な位置を占めていた。その結果、ローマ帝国はブリタニアに属州の地位
を与えると同時に、後のブリタニア発展の礎を築いたのである。一方で、帝国支配前からブリ
タニアに先住していたケルト人の文化も消えることなく続いていった。帝国の統治は抑圧や虐
殺の上に成り立っていると解釈されがちであるが、統治者及び被統治者両者の視点から見てい
くと実は融和と容認の上に成り立っているものである。ブリタニアでは特にそれが顕著であっ
た。本稿では、こうした事柄をローマ帝国とブリタニア人双方の視点から考察し論じていく。
ローマ帝国の将軍ユリウス＝カエサルは『ガリア戦記』でブリタニアは商人以外にはこの島
を訪れる者は無く、またその商人にしてもブリタニアの沿岸とその対岸の地方のほかは皆目知
らない状況であると記している 1。ローマにとってブリタニアは、その当時素性の分からない
未開の島であったのだ。しかし、カエサルは領土の拡大を企図して侵攻を行なった。また彼が
ブリタニアに目をつけたもう一つの理由は、ブリタニア在住のケルト人（ブリトン人）の行動
力とブリテン島の資源の豊かさにあった。かねてからローマ帝国は大陸でのガリア人の侵略行
為に悩まされていたが、そのガリア人に鉄や家畜等の軍需物資の援助を提供していたのはロー
マ帝国にとって未開の島嶼地にいるブリトン人であった。ガリア人との戦いでこうした事実を
知ったカエサルをはじめとした軍関係者や帝国の首脳陣は、ブリトン人の行動力とブリテン島
の物質的な豊かさに脅威を抱き、他方でそうしたブリタニアを属州として併合し、統治下に置
くことで軍の補給拠点及び防衛拠点として整備したいと考えていた。この様な考え方が後のロ
ーマ諸皇帝らのブリタニア侵攻の基本理念となるが、ここで注目したいのはブリトン人の文化
的水準の高さである。
『ガリア戦記』でブリトン人はローマ野蛮な異民族として扱われているが、
それは正確な表現ではない。なぜなら、ブリトン人はローマ帝国と規模は違えど優れた文化を
有していたからだ。たとえば、鉄を用いた生活が挙げられる。また、経済史学者の小野高治は、
ローマ帝国支配前のブリタニア人は農業や牧畜の他に製鉄、造船、製陶業も盛んに行なってお
り、羊毛や麻の衣類が普及し、また大工、桶工、革工などの専門職もある程度分化していた点
1

ユリウス・カエサル、中倉玄喜訳『新訳 ガリア戦記』（PHP 研究所、2008 年）、253 頁。
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を指摘する。つまり、国の基幹産業たるものがこの時点で存在していた。加えて、他の地域と
交易が進んだ結果、錫等の原料を海外に輸出した見返りとしてガラス品等の奢侈品が輸入され、
金などの貴金属を鋳造した貨幣が用いられていた 2。ローマ帝国がブリタニアを侵攻していく
中で、ブリトン人が交易や貨幣経済などの高度な文化を保持していることがローマ人の間に次
第に知られるようになっていったが、これはローマ帝国からすれば魅力的であったと同時に脅
威であった。今まで未開の島であったブリテン島は資材が豊富に存在しているだけでなく、そ
の住人は行動力に富んだ人々であり、味方につければ有用な土地である。逆に、敵に回せばガ
リア人への補給拠点を残すことになり、不安要素となりうる土地であった。その後ローマ帝国
は、クラウディウス帝の時代にはイングランドの東部と南部を占領した。ドミティアヌス帝の
時代にはウェールズとイングランド北部を占領し、スコットランドとアイルランドを除いた地
域（ブリタニア）を統治下においた。それに引き続いてハドリアヌス帝がハドリアヌスの長城
を建設したことで、ローマ帝国は属州ブリタニアの支配の基礎を確立したが、これはブリタニ
アが今後ローマ帝国にとって有益なものと成りうる可能性に目をつけての行為だったのだ。
ローマ支配下のブリタニアでは数多くの発展が起こった。都市や道路の整備がその例として
挙げられる。ローマ帝国による支配が行なわれる以前からブリタニアには数多くの部族が存在
し、全ての民族が個々のテリトリーを有していたために頻繁に争いが発生していた。その為に
各都市には丸石などで出来た原始的な城壁が設けられ、敵の侵入を防いでいた。また、争いが
頻発する一方で、各部族の各都市間の移動を助ける街道も存在していた。だが、それらはいず
れもローマ帝国の求める水準を満たしているものではなかった。その為、ローマ帝国はこれら
をローマ風に作り変えたのである。ローマ人が建設した道路は直線的で幅が広く、その路面は
石で舗装がなされ、各所に標識が立てられていて次の目的地までの行程が一目で分かるような
工夫が施された。こうした道が現在のロンドンであるロンディニウムを中心に各方面に 4 本造
られた 3。道路が造られ各所へのネットワークが強化されると、その沿線に都市が発展し、併
せて城壁もより強固なものに改築された。都市の内部にはテルマエや劇場、闘技場といった娯
楽施設の他に中央広場が造られ、そこでは市場が開かれていた。市場ではブリタニア各地の農
作物等が取引され経済的発展をもたらした。
だが、こうした経済発展はブリタニア人の活動があってはじめて成立するものであり、ロー
マ人のみで成し遂げたものではなかった。なぜなら作物を作るのはブリタニア人だからである。
小野によれば、都市は農村に寄生していた。各都市で消費される作物を生産する農場ではロー
マ風の農場経営方法であるラティフンディウムの制度が用いられていた

4。ここで注目したい

のは都市の発展がブリトン人の融合の下に成し遂げられた点である。ブリテン島は大部分がロ
ーマ帝国の支配下に入り、ローマ帝国という一つの帝国国家の枠組みの中に組み込まれた。し
かしながら、ローマ帝国は、その広大な植民地や属州を統治するにあたり、ブリトン人等の他
の民族の制度や習慣を尊重し、支配下の民を弾圧することなくその地域に住む先住民の力を温

2

小野高治「イギリス民族の形成と古代ブリタニア経済の発展」『経済学論叢』16 号（同志社
大学経済学会、1967 年）、28 頁。
3 木村正俊『ケルト人の歴史と文化』
（原書房、2012 年）、235 頁。
4 小野、36 頁。
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存する施策を採用したのである 5。また、ブリタニアは鉄や毛皮等の軍需物資の重要な補給基
地であると同時に、北の蛮族に対する防衛の最前線でもあり、ローマ帝国の支配が及ばないハ
ドリアヌスの長城以北からピクト人やスコット人の侵入を頻繁に受けていた。2 世紀頃にはフ
ランス北東部のケルト人居住区がブリタニアと同様に頻繁に異民族の攻撃を受け荒廃していっ
たにもかかわらず、ブリテン島は耕作地（ウィラ）を拡大していったが、これはブリテン島内
にかつて存在していた世帯主を土地所有者とする区画法と、ローマのラティフンディアが融合
した結果である。また小野は、各都市の市場では農作物以外にも帝国各地から集められた一般
農民には無縁だった奢侈品も取引されており、都市はブリタニア人にとっての新たな文化の窓
口であったと指摘する

6。ブリタニア南部の諸都市はローマ帝国の侵攻を受ける以前からロー

マやローマと敵対する諸部族との商取引を行なっていた。その取引を通じてローマの文化を吸
収しその恩恵をうけていた。そしてローマ帝国の国力についても熟知していた

7。だが、ブリ

タニアの内陸部ではローマ帝国との取引は行われてこなかったため、そうした恩恵は受けられ
なかった。実際のところ、大陸のケルト民族とは異なり、島嶼部に住むブリトン人は外界との
交流が少なく、特に島の内陸部では旧来の牧畜を中核としたケルト的生活が残存していた。ま
た、ローマ帝国に対し脅威の念を抱くことも無かった。だが、ローマ帝国が侵攻し各地に都市
が建設されると、ブリタニアの各地にローマの文化やその広大な領土からもたらされた多数の
奢侈品がもたらされた。これはブリトン人にとっては自らの文化的視野を広げる上で有用なも
のであった。それと同時に、ローマ帝国からすればこうした都市の整備は自らの国力を知らし
め、属州の統治を行なう上で有用なものであったのだ。
ローマ帝国の統治下に置かれたことでブリテン島にはローマ帝国の文化が流入した。たとえ
ば、ラテン語の流入により知識の蓄積が可能になり、また文明化された生活と法的に保障され
た巨大な帝国の一員としての地位が保証されたことが挙げられる

8。だがその中にも、こうし

たローマ帝国の文化を取り入れる一方で、古来から連綿と続くブリトン人の文化もまた残って
いた。その際たるものは宗教である。ブリトン人やガリア人などのケルト人の文化圏で生活す
る人々の多くは古代ギリシアやローマの人々と異なりアミニズム的な多神教徒であり、森林の
中で暮らすことで、樹木や鹿といった自然のものを信仰の対象としていた。その結果生まれた
ケルト的な神の一部はオリンポス 12 神やローマの神々と共通する性格を持っていた。たとえ
ば、ケルト人の商工業の神であったルグはギリシア神話のヘルメス、ローマ神話のメルグリウ
スの性格と対応する

9。こうした信仰対象の類似が見られたことがきっかけとなり、次第にケ

ルトの神とローマの神との融合が行なわれ、共同の信仰の場が設けられるようになった。こう
してケルトの精神的文化はブリテン島内のローマ風都市やローマ人の中に融和していったのだ。
ケルト人は神をあがめる場を新たに得て、ローマ人は現地民とわかり合うための手段を得るこ
とが出来た。これはローマ人とブリトン人両者にとって有益なことであり、物質的な面と精神

5

木村、234-235 頁。
小野、36 頁。
7 木村、229 頁。
8 アンソニー・パグデン、立石博高監修、猪原えり子訳『民族と帝国』
（講談社、2006 年）、
51-54 頁。
9 木村、155 頁。
6
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的な面で両者は融合し発展していったのだ。4 世紀末にローマ帝国は東西に分裂し、5 世紀初
頭にはローマ人はブリテン島から撤退する。それ以降はアングロ＝サクソン人やノルマン人が
定住化したことでローマ帝国統治時代の文化的面影は表面化しなくなった。
ローマ帝国のブリタニア統治はローマ帝国の独善的な目的からなされたものであったが、ロ
ーマ帝国はブリタニアを重要な属州であると認識しており、その統治に全力を注いだ。ブリト
ン人の多くはその恩恵を主に文化的、経済的側面から受けていたが、その一方で自らの文化を
ローマ文化に溶け込ませることで守った。このようにローマ統治下のブリタニアでは両民族の
共存と両文化の融合が達成されていたが、その結果もたらされた物質的、文化的な恩恵はブリ
テン島内での異民族の争いの中で多くが消滅してしまったのである。
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戦略爆撃
──連合国によるドイツ爆撃の被害から見る、その発展と実績
丸山

大樹

第二次世界大戦において、日本とドイツの諸都市に対する連合国の戦略的施設への無差別な
爆撃は成功を収め、連合国を勝利に導いたが、その代償に数十万の民間人の命が奪われた。こ
の爆撃は枢軸国も行い多大な被害をもたらしたが、戦争を終結させるほどの効果は生まなかっ
た。今回は、より被害の大きかった連合国によるドイツ爆撃を主に、戦略爆撃がもたらした被
害と他者攻撃の心性を理解するべく実際の作戦を見ていきたい。また、戦時中にこうした凄惨
な攻撃方法が発展したが、その背景に軍事作戦の命令系統で肯定されたことが実戦での敢行に
繋がった。戦略爆撃の誕生とその発展の経緯を、主に第二次世界大戦に焦点をあて、実際の被
害と作戦行動の内容から精査していく。
第一次世界大戦でも戦略爆撃は行われたが、戦略目標を完全に破壊することは技術的に不可
能だった。たとえば、ドイツのツェッペリン飛行船が 1915 年 1 月 19 日、ノーフォークの海岸
に爆発物を投下し、男性 2 人と女性 2 人が死亡、16 人を負傷させた。その年のうちにツェッペ
リンは 19 回イギリスに飛行し、合計 498 人の民間人と 58 人の軍人を殺害した。さらに、17
年から 18 年にかけを続行し、死者 836 人、負傷者 1994 人の被害を生じさせたが、爆撃機の半
数はロンドンを見つけられず、5 機に 1 機は撃墜された。こうしたドイツの航空攻撃に対する
イギリスの報復では 1918 年にドイツ側は 746 人の死者と 1843 人の負傷者を出した。しかし
ながら、この数字は当時の交通事故による年間死者数にも満たなかった

1。このように、一次

大戦において戦略爆撃は勝敗を決める決定的な手段とは到底なり得なかった。
戦間期の列強間での航空技術開発競争を経て、航空機が格段と強化された第二次世界大戦で
は 1940 年 5 月 10 日の西部戦線攻勢開始と同時にイギリスによるドイツ諸都市への夜間爆撃
が始まる

2。ドイツによる対英戦略爆撃も開始されたが、当時のドイツ空軍の爆撃機は都市へ

多くの爆弾を投下する搭載量も、戦闘機から自衛する火器も不足していた。つまり、地上戦を
支援する程度の戦術用兵器しかなく、英仏海峡を挟んで対岸が攻撃可能なだけだった。こうし
たドイツ空軍の対英戦略爆撃を詳しく見ていく。8 月 24 日から 25 日にかけての夜に、テムズ
港のオイルタンクとロチェスターの航空機工場へ落とすはずだった爆弾が爆撃機の航法ミスが
重なりロンドン市内に投下された。当時、ヒトラーが婦女子を巻き込む攻撃に難色を示してお
り、この時点のドイツの軍事作戦上での都市爆撃の否定と、戦略的かつ政治的理由から、8 月
いっぱいまでロンドンへの爆撃禁止措置を取っていた。しかし、英首相ウィンストン・チャー
チルは爆撃機軍団が作戦の有効性に嫌疑を挟んだもののベルリンへの報復攻撃を命じた。8 月
25 日から 26 日にかけての夜、英双発爆撃機 81 機はベルリンまでの 1000 キロの爆撃に出撃し

イェルク・フリードリヒ、香月恵理訳『ドイツを焼いた戦略爆撃 1940-1945』（みすず書
房、2011 年）、45-46 頁。
2 カユース・ベッカー、松谷健二訳『攻撃高度 4000』
（フジ出版社、1974 年）、262 頁。
1
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たが、その成果は皆無であった。それでもイギリスは爆撃をやめず、その後 10 日のうちに 4 度
のベルリン爆撃遠征を敢行した。これによりヒトラーも態度を変えて都市攻撃を宣言し、9 月
5 日には 68 機の爆撃機が 21 時から翌朝にかけてロンドンの港湾とドックに対しはじめて計画
的夜間空襲を行い、60 トンの爆弾を投下した。続く 7 日のドイツによるロンドン爆撃では、夕
方から合計 625 機の爆撃機が飛び立ち、明るいうちに第一、第二航空軍団がロンドンに侵入し
た。ドイツ空軍は初日に 1800kg 爆弾を 100 個以上投下し、起きた火災を頼りに闇夜に乗じて
侵入した第三航空軍は爆撃を続行した

3。しかし、空襲は目標を外して東部の人口密集地を襲

い、300 の市民が亡くなり 1300 人が重傷を負った。こうしてイギリスは 12 月末までに民間人
2 万 3000 人の死者を出し、そのうち 1 万 4000 人はロンドン市民であった。
このときのドイツ空軍には民間人を故意に爆撃する軍事的命令系統があったとは認められ
ない。しかし、指導者たちは自軍の兵器が生産物と生産者、工業と都市、工業と工業労働者の
子供を区別できないことを知っていた。この 1940 年の夏を転回点とし、戦争は軍隊同士が戦
うものではなく、軍隊を民間人の領域に差し向けるものに変化した。工業力を駆使した最初の
総力戦である第一次世界大戦以降、軍事力はすでに士官や兵士の人的資質ではなく、優秀な兵
器を大量に生産する工業力に依存するものとなっていた

4。航空軍需施設の中でも飛行場や戦

闘機そのものを破壊するより、一日に大量の戦闘機や弾薬を生産する工業地域を直接爆撃した
ほうが効果的なのは明らかであった。
爆撃機搭乗員の死亡率は高く、爆撃機軍団の乗員 12 万 5000 人のうち 5 万 5000 人、つまり
44 パーセントが戦死した。爆撃された側は推定数に 42 万から 57 万人の幅があるが、都市住
民の約 1.5 パーセントが死亡したのに比べて、爆撃機搭乗員の死亡率は高いものであった。米
軍においても捕虜などを含め戦死者数は 40 万人と見積もられ、訓練中の事故などを除いて算
出された戦闘での死者数 29 万 1557 人のうち 5 万 2173 人が陸軍航空隊であったが、その大多
数は戦闘機隊員ではなく爆撃機隊員だった。このような圧倒的に高い比率の戦死者数により、
多くのアメリカ人にとって、戦略爆撃を行う航空隊員は戦争の英雄かつ「尊い自己犠牲」の象
徴となっている

5。しかし、条件は同じではない。爆撃機の乗員は敵を倒すため、高射砲や戦

闘機と戦って死ぬ一方で、土地住民は生き延びようと苦闘するが誰を倒そうと戦うわけではな
いからだ。だが、この攻撃方法は枢軸国側と連合国側のいずれでも国民、議会、軍事組織から
支持されて行われ、それぞれが自分達の行いを正しいと信じていた

6。当初、アメリカではス

ペイン内戦におけるドイツによるゲルニカへの無差別爆撃や日中戦争での日本軍の中国都市へ
の無差別爆撃、とりわけ英本土防衛戦争でのドイツ空爆による犠牲者の拡大から、民間人殺戮
に対するアメリカ世論の道義的倫理的な嫌悪感は強かった。1943 年に米軍はドイツへの大規
模な空爆作戦に従事するようになるが、ヨーロッパ戦線での本格的空爆を展開したイタリア戦
線で、
「歴史的宗教的建造物を破壊することなく、敵の士気を挫き、イタリア降伏をもたらした」
と空爆戦略の有意義性を新聞紙上や雑誌に掲載し喧伝し、それが世論に受け入れられたことで、
3

ベッカー、220-221 頁。
フリードリヒ、47-48、51-53 頁。
5 高田馨里「第二次大戦期、アメリカ合衆国における「一つの世界」像の登場 ──比較資料
として地図、広告、空爆写真の考察を中心に」『駿台史学』125 号（2005 年、8 月）、59 頁。
6 フリードリヒ、44 頁。
4
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その道義性に関する疑問自体が世論調査で取り上げられなくなった

7。米軍内部でも初期ドイ

ツ空爆ではできるだけ正確な爆撃を期すよう司令官に要請し、敵の一般市民に無用な危害を加
える事は避けるように警告していた。しかし、米航空軍参謀長ヘンリー・Ｈ・アーノルドは「こ
れは野蛮な戦争であり、一般市民の殺害をやめる方法は、彼らにみずからの政府に戦争中止を
要求させるべく甚大な被害と破壊と死をもたらすことである」とし、米第八航空軍司令官アイ
ラ・C・イーカー将軍は、連合国の戦争指導者全員が婦女子を危険に巻き込むことを残念に思
ってはいたが、一般市民を「悪に反対するこの戦争は正しい者の命を救うことであるという認
識」で励ませると考えていた。連合国は善なる人々を救うため「邪悪」な人々を殺害していた
のであり、正義の人々を救うために「無法者」を殺しているとしていた

8。こうした言説はド

イツや日本の捕虜や現地民などに対する扱いの苛酷さから逆照射されたものである。ドイツで
は、大戦前期を通じて捕虜となったソ連軍将兵 570 万人のうち、約 330 万人（約 58 パーセン
ト）が飢餓、射殺、酷使で殺害された 9。
次に、対独戦略爆撃の幾つかを見ていく。形勢が逆転し連合国が有利になると、戦争の終結
を加速するためにドイツ人の「士気を挫く爆撃」が行われた。爆撃による火災で都市を破壊し
ようと画策していたイギリスは、軍関連施設が少なく防衛が手薄で、木造建築が多いリューベ
ックを目標に選定した。3 月 28 日から 29 日にかけての夜、191 の爆撃機がリューベック旧市
を襲い、爆弾 300 トンを投下した。その半分は焼夷弾で旧市は廃墟と化し、家屋 1000 戸以上
が失われ、4000 戸以上が破壊された。12 万の住民のうち、民間人の死者 320 名、負傷者 785
名を数えた。火災は 32 時間に渡り続き、翌朝になりようやく収まった。次に、5 月 31 日の夜
にかけ 1000 の爆撃機による攻撃がケルンに行われ、1455 トンを投下、うち 3 分の 2 が焼夷弾
であった。これにより 1700 箇所に生じた大火が 3200 戸を焼失し、9500 戸を破壊したうえ、
人口 77 万 2000 人のうち 474 人が死亡したのであった

10。

英航空軍は損害の大きい昼間の精密爆撃を避け、1940 年 5 月から行われていた夜間に都市
全体を壊滅させる戦術爆撃を選択し、敢行した。1943 年 1 月 21 日、アメリカ大統領フランク
リン・Ｄ・ローズヴェルトと英首相ウィンストン・チャーチルは、連合軍統合参謀総長が用意
した『カサブランカ訓令』に署名した。これにより、ドイツ諸都市は戦略爆撃により諸都市を
灰燼に帰すことが決定されたが、実際の内容はアメリカ寄りで、軍需施設への精密爆撃を推奨
する内容であった。だが、英国は夜間攻撃をやめなかった。同年 3 月 5 日、エッセンにあるク
ルップの大工場に対し、レーダー誘導されたモスキート高速爆撃機が、後続の爆撃機にどこを
爆撃すればいいかわかるように照明弾を投下した。目標中心から 5 キロ以内に投弾できたのは
双発・四発爆撃機 422 機中 153 機だけであったが、38 分間で 1014 トンの爆弾が投下された。
これをもってルールの戦いが開始され、これは 6 月 29 日のケルン爆撃まで 4 ヶ月続いた。こ
の戦いでエッセン、デュイスブルク、デュッセルドルフの旧市街は燃え尽き、ヴパータール、
ボッフム、ドルトムント、その他の大部分が瓦礫の山と化した。英爆撃機の被害は、のべ 1 万
7

高田、58-59 頁。
ロナルド・シェイファー、深田民生訳『アメリカの日本空襲にモラルはあったか』（草思
社、1996 年）、90 頁。
9 木村靖二『世界史リブレット 17 二つの世界大戦』
（山川出版社、1996 年）、66 頁。
10 ベッカー、410 頁。フリードリヒ、63-64 頁。
8
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8506 機が出動して、未帰還 872 機、2126 機が小大破した

11。この被害に比して、ドイツ諸都

市に与えた打撃と士気の低下の度合いは低かった。最後に、幾度となく行われたハンブルク空
襲の被害を確認する。代表的な爆撃は 7 月 25 日、26 日の米空軍 B17、235 機による昼間、港
と造船所への爆撃。7 月 28 日にかけての夜には、英空軍爆撃機 722 機が 3 日前の爆撃の続き
を行った。7 月 30 日にかけての夜にも 691 機が侵入している。合計で 4 夜のうちに 3000 機以
上をひとつの都市に動員したのはそれまでになかった。総計約 9000 トンの爆弾がこの都市に
降り、3 万 482 人が死に、市の半分にあたる 27 万 7330 戸の家屋が倒壊した

12。

以上のように、戦略爆撃の誕生からハンブルク空襲までの空爆被害と作戦行動を追った。復
讐が復讐を呼び、爆撃は精密爆撃から無差別爆撃へと過激化していった。また、戦略爆撃はそ
の性格上、何千メートルもの高空から何百の爆撃機で爆弾を落とすため、爆撃手たちは実際に
婦女子が殺され家屋が破壊されるのを目の当たりにすることはなく、誰の爆弾によるものなの
かは全くわからなかった。加えて、味方は善人で、敵は悪人とする戦時メンタリティがあった。
たとえば、第二次大戦中に陸軍航空隊に志願し、爆撃手を務めていたハワード・ジンは、自ら
の都市爆撃体験について「爆撃照準器を操作し、そして仕事をちゃんとすることに誇りを持つ
用に訓練されていた。さらに、命令に従うように訓練されており、これに疑問を持つ理由はな
かった。我々の側はみな善人で、反対側の人はみな悪人だったのだから。おまけに、我々は小
さな少女の足が、われわれの爆弾で飛び散ってしまうのを見なくて良かった。我々は高度 3 万
フィートにおり、地上の人間は目に見えなかったし、叫び声は聞こえなかった」と記している
13。このように、実際の被害が見えないことが加害者意識を減衰させていたと考えられる。

戦略爆撃に内在された無差別爆撃こそが第二次世界大戦を象徴している。連合国は第二次世
界大戦のこの攻撃で、ドイツ国民の約 60 万と住宅 337 万戸を焼き払い戦争を終結させた

14。

確かにこの攻撃は戦争終結に大きく寄与しているが、実際は必要なかった攻撃も多く存在して
いると考えられる。この攻撃心理を紐解くことで、今なお続く諸戦争の他者攻撃の心性を理解
できるのではないだろうか。
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貴族によるチェコ支配体制の維持
──「聖王冠」とキリスト教の観点から
村野

希恵

中世から第一次世界大戦ごろまで、現在のオーストリア、ドイツ、ハンガリー、チェコ、ス
ロヴァキアなどに跨がる広大な地域は、家柄や国籍も多種多様な君主たちによって支配されて
きた。これらドイツ近隣地域は当時のヨーロッパの他諸国や諸勢力に似ず、貴族を中心とする
ドイツ諸領邦を一つのまとまった国家として統治していた。そうした他地域と異なった体制を
持っていたドイツを統治するため、君主は絶対主義を確立し、諸領邦を強制的に服従させてい
たとする説が先行研究でしばしば論じられてきた。特にドイツ（神聖ローマ帝国）だけでなく
オスマン帝国などの東方勢力とも接する位置にあったチェコは、それらの国々の勢力争いに翻
弄されてきた歴史的側面を持つ。しかし社会学者の藤井真生の指摘では、神聖ローマ帝国に対
するチェコの服属は形式的なものにすぎず、実質的にチェコは独立国家として機能していたの
である。彼はチェコが帝国による全面的な支配を受けずに主権を保持し続けたのは、そこでの
貴族勢力による統治システムが君主の権力を上回っていたことに起因すると論ずる

1。本稿で

は中世以降のチェコ、特にボヘミアにおいて、貴族が強い権力を保ち続けた要因を「聖王冠」
の概念とキリスト教の 2 点に注目して明らかにする。
チェコ貴族とその支配者の関係性を探るのに有効なのが「聖王冠」の概念である。これは特
権階層の力が強まった 14 世紀頃に発展したが、チェコに住む彼らが王権に対抗する際に依拠
するものとして、特にカール 4 世の治世に「聖ヴァーツラフの王冠」の概念が誕生した 2。こ
の「聖王冠」の概念は、王冠の真の所有者は聖ヴァーツラフであって現実の君主は彼の代理人
にすぎないとするものである 3。以下ではこうした「聖王冠」の成立とその状況を考察する。
ボヘミアは 9 世紀ごろからプラハ付近を拠点としたプシェミスル家によって統治されていた
が、10 世紀になるとヴァーツラフが大公となり、ドイツ王ハインリヒ一世によるボヘミアの統
治を認めて親ドイツ的な政策を進めた。しかし、ヴァーツラフは、キリスト教への反発がいま
だ根強かったにもかかわらずその受容を推進したこともあり、反対勢力であった弟のボレスラ
フ一世によって暗殺された。その後、ヴァーツラフの奇跡が語られるようになり聖人として崇
められることとなった。当時はヴァーツラフの他にも聖人として扱われた人物が存在したが、
彼が大公であったことからヴァーツラフのみが国民から絶大な支持を得ることができた。武装
した姿で表象される聖ヴァーツラフは貴族たちからの支持を得て、守護者のイメージを付与さ
れたのである 4。
10 世紀から 12 世紀初頭にかけてチェコ貴族たちはボヘミア大公やプラハ司教の選出集会へ
の参加が認められるようになると、チェコが「聖ヴァーツラフの王冠」のもとで統治されてい
1
2
3
4

藤井真生『中世チェコ国家の誕生』（昭和堂、2014 年）、6-12 頁。
南塚信吾編『ドナウ・ヨーロッパ史』（山川出版社、1999 年）、60 頁。
藤井、312 頁。
南塚、37 頁；藤井、32, 313 頁。
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るとする国家理念を利用して、貴族による国政への介入を正当化した。それをよく表す例とし
て、1219 年に貴族たちが集団で「聖ヴァーツラフの印章」を領邦の印章として用いたことが挙
げられる。つまり、当時のチェコの人々は支配者個人よりも、王国繁栄のために王冠という上
位概念を重要視し、貴族たちはチェコの民族的聖人である聖ヴァーツラフのもとでの政治的一
体性と継続性の確立を促したのである。さらに、1278 年にハプスブルク家との戦争で戦死した
プシェミスル・オタカル二世の息子であるヴァーツラフ二世がブランデンブルク辺境伯オット
ーに連れ去られ、数年間にわたって国王が不在になる事態が発生した。その際、貴族たちはプ
ラハ司教トビアーシュを中心に治安を維持し、最終的にはヴァーツラフ二世の返還交渉に成功
した 5。
こうした例をはじめとして、しばしば王家が断絶したボヘミアなどの諸領邦で王国を統治す
る経験を積んでいた有力貴族たちにとって、王国を代表する立場であり続けるためにも「聖王
冠」の概念は受け入れやすいものであった。他方、ドイツ王などの支配者側からしてみても、
諸邦勢力をまとめて統治するためには貴族に対する妥協は必要不可欠であった。ハプスブルク
の君主たちは婚姻政策を通じて世界各地へ勢力圏を拡大する最中にあり、しばしばドイツを留
守にしたため各地の統治は全面的に貴族に任せることが増えていた

6。こうした理由から、支

配者たちは現地貴族が従う「聖王冠」の理念と機能を抑制することができなかった。このよう
な貴族による領邦ごとの統治を基盤とする王国のシステムは、多くの領邦を一つの国家として
まとめて統治しようと試みたハプスブルク帝国へと確実に受け継がれていくことになったので
ある。
周辺諸国に目を向けると、チェコと似た状況がハンガリーにも見受けられる。先述の「聖王
冠」の概念は 14 世紀後半になるとハンガリーにも定着していた。ハンガリー貴族たちはウィ
ーンの和約に見るように、ハプスブルク君主の圧力から身分的特権を守り抜いたため、中世以
降も権力を維持し続けた。そのため近世になっても「聖王冠」の概念はハンガリーで重要視さ
れることとなった。他方で、オーストリア貴族たちは早くに自立性を失い、16 世紀末には皇帝
権力に取り込まれたため、チェコやハンガリーと異なり、宮廷機関に職を売る勤務貴族に近い
存在となっていく

7。このように貴族による「聖王冠」の概念の活用は、支配者から地方の主

体性を勝ち取る要となり、これによりチェコ貴族はその支配体制を維持できたのである。
このように「聖王冠」の概念を確認した上で、次いでキリスト教の観点から貴族繁栄の情況
とそれによる支配体制を分析したい。貴族の統治においてキリスト教が重要性を増した背景に
はチェコにおけるカトリック受容の遅れと、それを遠因とするフス戦争の勃発があった。9 世
紀に入りようやくキリスト教がもたらされたものの、チェコは東フランクとビザンツの両方か
ら布教を受ける地域であったため、長きにわたり正教会とローマ・カトリックとの間で宗教的
かつ政治的に揺れ動いていた。最終的にチェコはローマ・カトリックを受容し 10 世紀末には
プラハ司教座が設置されたが、支配層の間でもキリスト教はそれほど早くは広まらなかった。
5

藤井真生「13 世紀チェコにおける貴族共同体の展開と王権」『史林』83（4）号（2000
年）、73, 76 頁。
6 南塚、60-63 頁。
7 大津留厚、水野博子、河野淳、岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門』
（昭和堂、2013
年）、45 頁；南塚、117 頁。
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また、当時は司教の選出権をボヘミア大公が握っていたうえに、司教に任命された者は聖職者
としての能力を買われたのではなく、大公への忠実な奉仕の姿勢が認められたことで司教とな
った者も多く存在した。このように当時のチェコ教会制度の頂点であったプラハ司教をはじめ
とする聖職者たちは、司教区内の大公の勢力に比べて大きく後れを取っていたのである。
しかし、1346 年にカール 4 世がボヘミア王位に就いたことで、チェコにおけるキリスト教
の立場と、それに伴う貴族と王権の関係性に変化が起きた。カールはモラヴィア辺境伯の時代
から、不在がちであった父ヨハンに代わってボヘミアを統治した人物である。彼は 1344 年に
プラハ司教座を大司教座に昇格させたが、これは政治的にボヘミア王国の独立性を明確にする
ための処置であると同時に、ボヘミア教会の自立性を高めるものでもあった。それに伴って、
カールはプラハ城内の聖ヴィート大聖堂の改築をおこない、内部に聖ヴァーツラフの礼拝堂を
増築した。それには聖ヴァーツラフを崇拝していた貴族たちをキリスト教に引き込む狙いがあ
った 8。その後、カールはボヘミア、シレジア、ラウジッツを「聖ヴァーツラフの王冠」のもと
に統合したが、前述のとおりの概念に従えば、各領邦は直接彼に従属することにはならない。
さらにカールはボヘミア貴族の権利領域を認めたため、各領邦の貴族と王権の衝突は最小限に
抑えられた。しかしながら、カールの支配体制の支柱はあくまで教会であった。彼の宮廷でプ
ラハ大司教などの高位聖職者が主要な行政職を務めたことで、この時期から一部の聖職者に土
地や財産が集中するようになり、これがフス戦争へと繋がっていくことになる 9。
14 世紀後半、イギリスのオックスフォード大学のウィクリフが堕落した教会を非難し、その
思想の波は 1390 年代のプラハ大学にも及んだ。そこで教鞭をとっていたヤン・フスも彼の思
想の影響を受け、現存の教会制度を批判したうえで聖書を絶対的な権威とみなし、聖職者から
商人に至るまで、社会のあらゆる部分から悪を取り除くことを訴えた。ウィクリフやフスの思
想が急速に広まったのは、前述した聖職者が富を独占したことによる貴族の不満の増加や下級
聖職者による教会の上層部への批判などによる。後にフスが処刑されると、貴族たちはボヘミ
アとモラヴィアに対する侮辱だとして抗議し、プラハでのフス派とカトリック支持者との間の
対立が激化した。こうした状況下であれば、フス派の人びとは皆貴族に味方し、聖職者を敵視
していたと思われがちだが、必ずしもそうではなかった。一口にフス派といっても、プラハ旧
市街を中心とする都市同盟や、貴族からなる穏健派だけでなく、徹底した社会改革を推進し聖
職者会議を最高権威とする急進派が存在した。紛争の末、1434 年のバーゼル公会議にて穏健派
はひとまず和解に応じ、1436 年のバーゼル協約によってボヘミアとモラヴィアにはカトリッ
クとフス派の二つの宗派が存在することが承認された。さらにフス派の主張を認めず、フス戦
争中に一度はボヘミア国王になることを拒否した皇帝ジギスムントも、この時にボヘミア諸邦
諸身分の権利を確認したうえでようやく国王に選出された。
16 年に及ぶ戦争により、カール 4 世以降に築かれた諸身分の勢力構図に大きな変化がもた
らされた。特に貴族の伸長は著しく、戦争後は村落の 85-90％が彼らの所有地となった。これ
とは対照的に教会や修道院は勢力を弱めることとなり、議会参加資格さえも失った。国会の第

8
9

藤井、140-141, 311-312 頁。
南塚、64-66 頁。
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一院は大貴族のみからなり、高位聖職者は含まれなくなったのである

10。この時代がチェコに

おける貴族の全盛期であり、チェコの国会は国内における貴族支配の強化を図るための場とな
った。
以上のように多くの国々や領邦の勢力が複雑に絡み合っていたドイツ近隣地域において、チ
ェコ、特にボヘミアは皇帝や国王といった権力者による制圧を最小限に抑え続けていた。その
ような体制を実現できた一番の要因は貴族支配の確立であり、彼らが勢力を保つために頼りに
したのは存命中の権力者ではなく、
「聖ヴァーツラフの王冠」であった。こうした概念は、一見
すると不確かで頼りないものに思われるかもしれない。しかし、しばしば後継者問題から帝位
が空白となると、王冠のもとで統治されていたボヘミアなどの方が、権力者に頼っていた地域
と比べても揺るぎない支配体制を堅持し続けることができたのである。また、チェコでのキリ
スト教の布教も貴族支配確立の一因となった。キリスト教によって貴族と聖職者の力関係が逆
転しつつあった時代に、キリスト教のあり方をめぐって発生したフス戦争の結果、貴族は再び
勢力を強めた。キリスト教によってチェコ貴族の勢力が委縮することもあれば、逆に伸長する
こともあったのである。このように「聖王冠」とキリスト教の二つの要因が関わりあっていた
ことで、神聖ローマ帝国の支配に対してチェコ貴族の勢力と国家の独立性が保たれたのである。
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このレポート集をお読み頂いた方に

このレポート集は、明治大学文学部史学地理専攻の基礎演習（西洋史）金澤クラスの学習
成果（2015 年度）である。17 名の受講生は、それぞれ各個人の関心や意識を反映させつつ、
地道な学習とリサーチを重ね、レポートを完成させた。春期に各自で任意にテーマを設定さ
せ、レポートを記述させた。秋期にはそのレポートを五割程度を書き改める課題をだし、更
なるリサーチと論旨の整理をしながら自分が一度完成させたレポートを加筆修正させる作業
を求めた。
担当講師は基礎演習の目的を、各個人の学究的な思考様式の会得や、リサーチおよびプレ
ゼンテーション技術の向上など、インプット・アウトプットそれぞれの技術修得に置いた。
．．．． ．．．．．．．
一番の難問は、高校までの範囲学習や暗記主体の学習の価値観をいかに脱して、かつ大学や
社会における文学部の学生らしい思考様式を身につけるかにあった。受講生と担当講師が双
務的に緊張感を持ってこの目的に取り組んできたか否かは、各受講生にもう一度考えて貰い
たい。
大学初年度は伸びしろの大きな時期であると同時に、高校から大学での学びの変化といっ
た「壁」にもがき、悪戦苦闘する時期でもある。すべての受講生が成長したとも言えるし、
また同時にこの壁を乗り越えきれていないとも言える。レポートにはその側面が如実に表れ
ている。しかし、こうした壁やその先にある目標を意識することで、新たな大学での学習意
欲を育めよう。今後の受講生の学びと成長に担当講師は期待している。
・

・

・

・

・

・

・

このレポート集は専門ゼミのなかで記述されたものではない。また、大学初年度教育の中
で生み出されたものである。したがって、ここに掲載した学生のレポートには、文章や論理
構成がこなれていないところや、解釈・分析上の間違いもあろう。しかし、それは学生の資
質の問題ではなく、担当した講師の力量に還元される問題である。すべての責は担当講師金
澤宏明が負うものである。同時に、各学生はこうしたステップを踏んで、次の段階へと成長
していくことをご理解頂きたい。

担当講師 金澤宏明
（明治大学 文学部 兼任講師）
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