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自由主義﹂自体が︑西欧の自由主義と比較すると大変奇

しかし同時に注目すべきは︑チチェーリンの﹁政治的

きわめて重要な指摘である︒

主義の関連11矛盾の問題﹂の存在に言及したが︑これは

＾4︶

派﹂の﹁国家理論的ロシア史観と西欧派的な政治的自由

上でも不可欠の作業であろう︒鳥山成人氏は﹁国家学

解する上でも︑﹁大改革﹂期ロシア自由主義を理解する

義との関連を分析することは︑チチェーリンの恩想を理

われる︒とくに︑彼の歴史学の国家主義的性格と自由主

＾3︶

れ︑両側面の関連が十分検討されてこなかったように思

自由主義の政論家としての側面が別個に独立して取扱わ

ン研究においては︑チチェーリンの学者としての側面と

チチェーリンにおける国家と杜会
1﹁大改革﹂期ロシァの自由主義1

ボリス・ニコラエヴィツチ・チチェーリン︵印＝・
エ⁝︷重一・八二八−一九〇四︶は帝政期ロシアの著名
な歴史家であり︑また哲学︑宗教︑法学︑政治学など多
方面にわたる著作を著わしている︒彼は革命前ロシアの

最高の知識人の一人といえよう︒チチェーリンはロシア
＾1︶
歴史学における﹁国家学派﹂の事実上の創始者として︑
＾2︶
その後のロシア史学に多大の影響を及ぼした︒﹁国家学

派﹂の名称からうかがえるように︑彼は国家を歴史の最
高次の産物とみなし︑人類史を氏族共同体から中世﹁市
民社会﹂をへて国家の形成へと到る歩みとして理惚した︒

また︑彼はいわゆる﹁大改革﹂期に︑自由主義の政論
家として活発な活動を展開している︒従来のチチェーリ

秀

チチェーリンの歴史学

の直弟子として歴史学の研究を始めるのである︒当時大

ラノフスキー︵H＝︒﹁o彗o呂宍；鐵一八ニニー一八五五︶

一八四五年に彼はモスクワ大学法学部に入挙する︒グ

一

由主義の一面を解明することを課題とする︒

殊な性格を考察することにより︑﹁大改革﹂期ロシァ自

本論文は︑チチエーリンの理論全体に貫かれる国家主
義的性格と自由主義との関連︑およぴ彼の自由主義の特

︶
を前提にしたものであ＾
っ6た
︒

レヅトで彼は述ぺたが︑彼の自由主義とはツ7ーリ権カ

である！﹂と一八五四年に執筆した非合法の政治パンフ

ツア■権カの制限で差い︒我・に必要書のは自由

彼は反対する︒﹁我々に必要なものは身分的権利でも︑

要求とも一一．一目うべき立憲君主制をロシアに導入することに︑

反対するのである︒西欧の自由主義者にとっては自明の

の他の改革の必要を訴えながら︑ツアーリ権力を必要な
ものと考え︑回シアにおける憲法の制定や議会の設立に

妙に映ることである︒彼は農奴の解放︑言論の自由︑そ

●

挙ではカヴエーリン︵天．員．ス富⑰自呂＝一八一八−一八

政権が確立した時︑私は穏健な共和主義者となり︑共

て恐しい衝撃だった︒反乱が鎮められ︑カベニ・ヤヅク

意味もなく︑突然蜂起した六月のその日ぱ︑私にとっ

無礼極りない群衆として︑いかなる動機も︑いかなる

彼ら自身のために設立された制度を打倒せんとして・

それ故︑私が信頼していた民主主義的大衆が︑まさに

二〇歳の著さで︑当然私は極端な潮流に共感していた︒

回想する︒

に革命に反対するようになる︒彼は当時を以下のように

の後の事態の進展に彼はしだいに失望感を深め・最終的

四八年革命勃発の報を狂喜して受けとるのであるが・そ

また︑彼の思想形成において西欧の四八年革命が決定
的な影響を与えることになる︒当時学生であづた彼は︑

呼んだほどであった︒

のへーゲルヘの熱中は︑表人たちが彼を﹁へ﹂ゲル﹂と

シァ史を研究する一方で︑へiゲル哲学に熱中する①彼

しつつあつた︒チチェーリンはこれらの教授のもとでロ

八七九︶の二人の若手教授が回シァ史研究の成果を発表

八五︶とソロヴイヨフ︵o芦o昌o串雷一八二〇r一

■

和国はこの条件のもとで確立したと考えた︑しかし・
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大統領の選出は︑民主主義に対する私の本能的信頼を

＾ヱ
最終的に打ち砕いた︒

大挙卒業後︑彼はロシア史の研究をへーゲル哲学と結
ぴつけ︑独自の歴史観を形成することになる︒﹁当時す
でに私の内部で哲学的−歴史学的構想が形成され始めて
いた︒それは︑その後の私の全著作の骨格を形成したと

言いうるし︑その体系化が︑私の人生の主たる課題とな
一︑赴﹂と彼は回想している︒この・哲学的−歴史学的構

︵9︶

想﹂の最初の成果が処女作﹃一七世紀ロシアの地方制
度﹄である︒

チチェーリンは一七世紀を古いロシアから新しいロシ
アヘの過渡期と把え︑軍人知事︵署雷是凹︶の地方への

て重視した︒そして一七世紀の諸改革が︑後に続くピ目

配置を・中央集権化を推進し官僚制を整備するものとし

ートル大帝の改革を準備したと彼は言う︒︒ビ目ートル犬

帝の改革の意義を高く評価しながらも︑それがスラヴ主
義者の非難する．ことく︑古いロシアと無関係に︑いわば

悉意的に西欧から導入されたのではないことを︑彼は

己の力だけをたよりに自己の利害のみによつて行動する
社会である︒私的所有が生まれ︑その緒果人々は自己の

家は存在せず︑公共の福祉という考えもなく︑個人が自

世﹁市民社会﹂とは︑チチエーリンによれぱ︑いまだ国

ここから第二段階たる﹁市民社会﹂が始まる︒この中

される︒

に孤立したぱらぱら竜個人として中世の原野にほうりだ

一ノル一ン人一の・篭一により解体され︑人・は相互

ルマン民族の移動によって︑ロシアではヴアリヤーク人

それ故私的所有も存在しない︒この集団は︑西欧ではゲ

団の中に埋没している︒個人はいまだ自立しておらず︑

人類は血縁によって結ぴつけられた家父長的．種族的集

人類史の第一段階である﹁氏族共同体﹂のもとでは︑

す︒

︵8o漬岩︹畠o︶へと到る継起的な三段階の過程とみな

﹁市民社会﹂︵﹃寝美暮冒臭8oα員g畠o︶をへて﹁国家﹂

彼は人類史を﹁氏族共同体﹂︵i9畠竃︒α員︑︑︒︶から

下で彼の歴史観を概観してみよう︒

﹃地方制度﹄をはじめとする一連のロシア史に関する藷
艶を執筆・発表する︒これらの諸論文に依拠して︑以

﹃一七世紀ロシァの地方制度﹄によ︒て示したと言えよ
う︒チチェーリンは一八五五年から五八年の間に︑この
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カによづて他人の物や人格そのものまでを収奪するに到
る︒ロシァの分領諸公たちは︑自己の領地・領民を君主
として統治するのではなく︑私的な所有物として取扱う︒

領地．領民ぱかりか裁判権や役職も売買され︑分割され︑

贈与される︒このようにチチェーリンは中世﹁市民社
会﹂を万人の万人に対する戦争状態として︑一部の者の
無制隈な自由の享受と他の者の完全な自由の喪失として︑

描くのである︒しかしこの段階においてはじめて個人が
自立し︑個人の人格的自由の概念が生︒まれると彼は言う︒

諸個人が相抗争する中世において国家は徐々に形成さ
れる︒人類史の最後の段階たる﹁国家﹂段階において︑

個人的自由は止揚されより高次の自由が実現される︒
以上がチチェーリンの理・解する人類史であるが︑これ

はへーゲルの﹃法哲学﹄における家族︑市民社会︑国家
という人倫の三契機を継起的な歴史の発展段階にあては
めたものであることが容易に見てとれる︒

この彼の歴史学が当時のロシァにおいて持った意義は
二つに要約できよう︒一八四〇年代以来︑西欧派とスラ
ブ派の論争において︑ロシアは西欧とは異なるのか否か︑

が最大の論点であった︒それはまた︑ロシァは西欧をモ

デルにして進むのか︑それともロシア独自の遭を歩むの

か︑という極めて政治的な論争でもあった︒チチェーリ

ンの歴史学によって︑西欧派は体系的かつ精級なロシア

史に関する歴史理論を手に入れたのである︒これが第一
の意義である︒

﹁ロシァ民族はヨーロヅパ諸民族の家族に属する︒そ
して︑ロシァ民族はたしかに固有の特質を持ち︑またた

しかに歴史の内容は貧しいけれども︑西欧諸民族と同一

の生活原理に従つて︑彼らと奮んで発達しで養一と

彼は言う︒ロシアも西欧も上述した歴史の発展段階をた

どってきたことを示して︑彼は両者の同一性を強調した
のである︒

しかし︑ロシアが西欧と同一の歴史を持つのであれぱ︑

現実のロシァと西欧の大きな差異︑たとえぱ耕地の割替

慣行を有する︑ミール共同体の存在などは︑何故に生まれ

たのか︒チチェーリンは両者の差異の原因を︑第一に自

然的条件の相違に求める︒西欧は土地が狭く︑かつ山や

狭谷によウて分断ξれ︑人﹃が多い︒その結果人々は移

動する余地が少なく定住する︒それ故中世﹁市民社会﹂

においても小さな集団が多数形成され︑集団的精神が生
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まれ︑身分が形成される︒都市が生まれ都市の内部に
宮が集まり︑学間も発達する︒西欧においては生まれた
ぱかりの国家はそれらを利用することにより︑より早く
完成される︒ところがロシアは土地が広大で人口は少な
く︑中世において﹁氏族共同体﹂が解体された結果︑人
々は不断に移動する︒それ故ロシア国家はたやすく広犬

な領域を統一しえた反面︑依拠すべき社会勢力を持たな
かった︒国家は自らの手で強制的に住民を定住させ︑諸

身分を創出する以外になかった︒そして︑その諸身分を
国家の目的に応じて︑農民を土地に︑貴族を国家職務に︑

商人を都市のギルドに緊縛した︒かくして﹁ヨiロヅバ
＾口︺

ではすべてが下から行なわれたが︑わが国ではすぺてが

上から行なわれた﹂という彼の有名なテーゼが導き出さ
れる︒

ロシアと西欧を分かつ差異の第二の原因はローマ法の
伝統の欠如である︒ロシァ国家は中央集権化を進め官僚

制を徐々に整備するが︑ローマ法を知らなかったため
に︑一貫した統治の体系を持ち得なかった︒チチューリ
ンによれば︑ローマ法とは国家原理を概念として表現し
洗ものであり︑その1導入が﹁新たな歴史の転換点︑新し

＾ど
い社会慣習を中世的なものから分かつ境界線﹂となるの

である︒ロシアにはローマ法の伝統が欠如していたため

に︑中世社会の痕跡をロシア国家は強く残すことになっ
たと彼は考えるのである︒

一八五六年に彼はスラヴ主義者ペリャーエフ︵＝・戸

思畠雷一八一〇1一八七三︶との間に︑・︑iル共同体の

起源に関する論争を行なう︒彼によれぱ︑︑︑ール共同体は︑

租税徴収のため国家により創り出され︑共同体内の耕地・

割替慣行はビ目ートル大帝による人頭税の導入以降に生

＾旭︺

まれたものである︒ミール共同体は﹁家父長的．氏族的

なものではまったくなく︑国家的なものである﹂と彼は

言う︒チチェーリンの共同体論は極めて興味深いものだ

が︑ここでは割愛する︒また同年︑スラヴ主義者サマー

リン︵δ．白︑O婁占重一八一九−一八七六︶との間で︑

学問が民族性を持つか否かの論争を行ない︑彼は学問の

おいてスラヴ主義者の最大の論敵の一人で︒あった︒

普遍性を強く主張した︒チチェーリンは一八五〇年代に

彼の歴史学の第二の意義は︑それがロシア自由主義の

理論的基礎と在り︑有カな武器となった点にある︒彼の

歴史学と自出主義との溺連については後述するが︑一一こ
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︑

︑

︑

︑

では︑彼がロシアの﹁国家﹂段階をさらに三つの時期に
分けている点を指摘しておく︒

第一期はイワン三世にはじまり一七世紀末に到る国家
の形成期である︒この時期にロシア国家は住民を定住さ

せ︑諸身分を創出し︑国家機構を徐々に整える︒こうし
てロシアと西欧とを分かつ一原因︑すなわち自然的諸条

件の結果生じた人々の移動の習慣が克服される︒第二期
はビ目ートル大帝からエカテリーナニ世に到る時代であ
る︒この時代にロシアと西欧とを分かつもう一つの原因︑

すなわちローマ法の伝統の欠如という原因が克服される︒

ビ目ートル大帝は西欧の国家制度を参考にして改革を進

めたが︑テチェーリンによれぱその改革とは︑西欧を介
してローマ法の伝統をロシアに導入したことを意味した︒

︑

︑

︑

こうしてロシァ国家は工カテリーナニ世の時代に︑跡於
︑ ︑ ︑

権力としては絶頂に達する︒前述したロシアの二つの特
殊性は克服された︒しかし︑その克服が国家により上か
ら遂行された結果︑﹁すべてが上から行なわれた﹂とい

うロシァの新たな特殊性が生まれる︒ロシア国家は西欧
に類を見ぬほどに強大になり︑すべての力が国家に集中
される︒

第三期は︑以前のように国家権カが単独で進歩の推進
＾些
カとなるのではなく︑﹁社会﹂と協カして発展すべき時

代である︑とチチエーリンは考える︒ロシァ国家は身分

を創出し︑全身分を国家の目的に応じて緊縛した︒その

結果︑諸身分の内都に私的利害や身分的利害ぱかりでな

く国家全体の利害を考え︑行動する精神が成長した︒科

学と啓蒙の進展がその過程を促進した︒すなわち・﹁国
︑

︑

︑

家・段階の第三期とは︑国家が・臨一した・社会一．を

国家が解放すぺき時代であると彼は言う︒﹁新しい官ー

ロツパの諸国家は︑他の原理︵農奴制とは異なる原理

−杉浦︶の上に建てられている︒市民の自由な諸関係に・

法の前でのすべての者の平等に︑単一の国家権カヘのす

べての者の従属に︑それら諸国家は警いてい︑砧﹂と彼
︑

︑

︑

は西欧諸国を特徴づけたが︑ロシアもそのような国家へ

と移行すべき時代であつた︒工カテリーナは貴族を強制

的な国家奉職義務から解放して︑この事業の第一歩を始

めた︒しかしその後この事業は中断した︒ロシア国家は

長い間単独で活動してきたことに慣れ︑自己のカにおご

り︑自己以外のものを認めない・保守的鮭﹂ができて

2僚
0制
︺﹂が﹁政府と国民﹂
しまつた︒﹁無学なロシアの＾官

3

．

〃
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＾21︺

を分断し・﹁軍事的原理﹂︵80臣竃皇O長昌雪︑芭︶が基
＾22︶

本的国家原理となった︒この帰結がクリ︑︑︑ア戦争の敗北

と国内の﹁金般的な乱脈と崩壊﹂である︒以上のように︑

チチェーリンはロシア国家を三つの時期に分け︑現在の

ロシアが第三の時期にあることを示し︑ロシア国家に

政論家チチェーリン

﹁ 社会﹂の解放を要求 し た の で あ る ︒

二

＝七世紀ロシアの地方制度﹄は修士学位取得のため︑
彼が二年がかりで書き上げたものであつた︒この論文を
彼は一八五三年にモスクワ大学法学部に提出する︒しか
し・論文は審査を通過しなかウた︒都分的に修正した上
で翌年再提出するが︑再び落とされる︒﹁古代︒シアヘ

の悪口紅調﹂の故であった︒ペテルブルグ大学へも提出

するが︑緒果は同様であつた︒大学に残る遣は閉ざされ

ア戦争の戦局はロシアにとつておもわしくなかった︒二

た︒一八五四年春に英仏両国はロシアに宣戦し︑クリ︑︑︑

自ライ一世治下の最晩年は︑ロシアにとつても︑二七歳
のチチューリンにと っ て も 暗 い 時 代 で あ っ た ︒

この時︑彼の前に新たな活動舞台が開かれた︒当時ぺ

テルブルグ大学法学部教授としてペテルブルグに移り︑

ェーリンが︑一八五五年一月にモスクワにチチェーリン

その地の自由主義サークルの中心人物となつていたカヴ

を訪ね・彼に非合法政治パンフレヅトの執筆を持ちかけ

たのである︒彼がその最初の論文﹁ロシアから見た東方

問題﹂を書き上げペテルブルグに発とうとしていた矢先︑

ニコライ一世が急死した︒﹁すべてのものを＾
押2
し4つ
︺ぷし︑

誰にも呼吸することを許さなかった巨像が倒壊した﹂と

彼は二＝フイ一世の死を回想している︒彼の中では︑抑

ンドルニ世への期待が交錨していた︒新帝の政策はいま

圧からの解放感と祖国の現状への危機感︑新帝アレクサ

．だ明らかではなかったが︑しかし︑空気は変わった︒

新たな情勢の下で︑同年春から夏にかけて﹁ロシアの

生活の現在の課題﹂﹁神聖同盟とオーストリアの政策﹂

﹁貴族︑特にロシアの貴族について﹂﹁農奴の状態につい

喪奮の一連の論文を執筆する︒これらの論文は︑ロ

ンドンのゲルツェンのもとに出版を依頼する手紙を添え

＾26︺

て匿名で送られ︑ゲルツェンによつて論集﹃ロシアから

また・一八五五年十一月にヵトコーフ︵弄声香臭富

の声﹄の中に手紙とともに掲載された︒

榊
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一八一八−一八八七︶が﹃ロシア報知﹄誌を発刊するが︑

同誌は多数の自由主義者を結集し︑自由主義の最も重要
＾η︺

な理論的中心となった︒チチェーリンは同誌を舞台とし
て︑前述した︑︑︑ール共同体や学問の民族性に関する論争

を展開した︒﹃一七世紀ロシァの地方制度﹄も検閲を通
過し︑一八五六年に出版された︒今や︑彼は自由主義の
若き政論家として時代の寵児となった︒テェルヌィシェ
7スキーは﹃同時代人﹄誌上で︑彼を以下の如く評した︒
﹁チチェーリン氏は自己の挙問的活動を輝かしく始めた︒

印刷された彼の最初の論文︑農村共同体についての論文
は︑一般の関心を呼び起こした︒すぺての人々がチチェ
ーリン氏について語り始めた︒多くの人は︒彼の結論に同

意しなかつたが︑論文の著者が大変な才能の人物である
＾醜︶
に違いないことには同意した︒﹂

ここでは︑一八五五年に彼が非合法政治論文を執筆し
てから一八五七年末に﹃ロシァ報知﹄誌を去るまでの

約三年間の彼の論文を検討する︒この期間は彼が政論
家として最も成功した時期である︒彼は前述したゲル
ツェンヘの手紙の中で︑①農奴制の平和的廃止︑②検閲
の廃止ないし制限︑③行攻・裁判の公開︑の三つの要求

＾鴉︶

を掲げた︒また﹁ロシアの生活の現在の課題﹂では︑①

良心の自由︵骨仰の自由を合む︶︑②農奴身分からの自

由︑⑧言論の自由︑④出版の自由︑⑥大学における教授
＾30︶

活動の自由︑⑥政府の活動の公開︑⑦裁判の公開︑の七

点を要求した︒換言すれぱ︑彼の要求は︑農奴の解放︑

市民的自由の実現︑行政・裁判の公開の三点に要約され
よ・つo

ではいかなる勢カに依拠して︑これらの要求を実現す

るのか︒チチェーリンは﹁我々は自ら動かねぱならない︒
＾聖

すぺてを政府から期待し︑我国の不幸のすべての原因を
＾貌︶

政府にかぷせてはいけない﹂と述べ︑社会の教養あり啓

蒙された﹁知的諸カ﹂︑すなわち自由主義者たちに活動を

訴える︒しかし︑ロシァの自由主義者は︑﹁無意味で︑さ

らに言えば犯罪的な官僚制と︑無学な犬衆との間に立っ

て自らはいかなる政治的意義も持たず︑自分を暴圧から

＾33︺
守るための物質的支えをまったく持
たない﹂少数者であ

る︒しかも革命は絶対に避けねぱならない︒彼にとって

革命とは﹁無政府状態と独裁の間を動揺た馳﹂ものであ

§

茎

り︑社会主義とは﹁ぱかぱかしい極端にまで行きついた

観念論﹂であった︒それは上からの﹁圧制﹂︵お9◎量婁︶
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以上に危険なものだと彼には思われた︒それ故前述のゲ
ルツェンあての手紙の申で︑彼はゲルツェンの急進的傾

向を激しく批判したのである︒結局︑彼は改革の推進力
をツ7ーリ政府に求めざるを得なかった︒ツァーリ政府
に本来の任務を自覚させ︑政府の内都で自由主義の影響

力を拡大し︑漸進的かつ合法的に改革をすすめることが
彼の戦略となる︒

革命に反対し︑ゲルツェンを激しく批判しはしたが︑

ロシア国内で︑急進主義︑社会主義が大きな力を持つよ

うになり革命が起こりうる︑とはチチェーリンは考︑疋
なかった︒クリミア戦争の前後にロシアでは自由主義の
ったくない﹂と彼はゲルツニンヘの手紙に書いた︒ここ

＾柳︶

影響力は大いに強まったが︑﹁革命家に出会うことはま

には多少の誇張があろう︒しかしこの時期︑彼がロシア

の呼ぴかけがロシア国内では広汎な影響カを持ちえない︑

での自由主義の成功に確信を持ち︑ゲルツェンの革命へ

と考えていたことは確かである︒彼がゲルツェンヘの批
判で意図したのは︑第一に︑ゲルツェンに自已の路線の
誤りを自覚させ︑自由主義陣営に呼ぴ寄せることであっ

た︒第二に︑自由主義陣営が革命を企てている︑という

政府の疑いを晴らすことであった︒この時期にチチヱー

リンが対決した勢力は︑農奴制を維持しようと努め︑あ

らゆる改革に低抗する勢カであり︑彼はこれを﹁愚鈍な

保守主義一釦んだ；の期のほとんどの論文に︑彼の

この姿勢は貫かれている︒これが最もよく表現された論

文が﹁貴族︑特にロシアの貴族について﹂である︒以下
でこれを検討してみよう︒

貴族は中世に出現し︑国家は貴族との激しい戦いに勝

利してはじめて成立した︑とチチェーリンは言う︒﹁国

家の創始者であるすべての偉大な君主たちは︑貴族の迫

害者であった︒貴族はよく組織された国家の中には存在
＾珊︶

してはならないことを︑貴族は社会秩序に反することを︑

彼ちは理解していた︒﹂﹁国家﹂段階では︑貴族は以前の

カを失った︒イギリス貴族だけが自発的に農民を解放し︑

かし︑イギリスの貴族でさえ弊害が明らかになってきた︒

新たな時代に適応することにより国家に貢献しえた︒し

少数の貴族に土地が集中し︑他国に類を見ない貧困の原

因となっている︒こうして︑﹁すべての貴族は偽りの原
＾仰︶
理に基づいており︑国家にとって最終的に有害である﹂

と︑彼は言う︒ここでついでながら︑彼が当時のイギリ
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＾仙︺

スの貧困の原因をイギリス国家の﹁国家的慣習そのもの

の中に﹂すなわち︑その貴族的性格の中に見出している

三

国家と杜会

自分たちだけの世界をつくり︑そこには︑民族性もコス
＾仰︶
モポリタン的教養も︑社会的利益の概念もなかった︒﹂

生まれた場所の言葉を知らず︑祖国と民衆を軽蔑した︒

ビ目ートル大帝の改革に反対した︒彼らは﹁自分たちの

帝の改革に敵対し︑大動乱︵スムータ︶の原因となり︑

的に検討する︒ロシアの犬貴族︵αo岩姜︶はイワン雷

では︑ロシアの貴族はどうであろう︒彼はそれを歴史

したのである︒カヴヱーリンその他の多数の同人もこの

命﹄を批判する論文﹁フランスの旧体制と革命﹂を執筆

七年秋に︑彼はトクヴィルの﹃アンシャンレジームと革

り体系的に展開しはじめると︑事態は一変する︒一八五

高まった︒ところが︑彼が自らの国家論︑政治論をよ

勢カヘと向けられた︒自由主義者チチェーリンの名声は

判は改革に反対する勢カ︑農奴制の存続を望む地主賛族

前述したように︑一八五五年から五七年の間︑彼の批

こうして︑﹁我国では︑貴族︵與召so毛胃雪︶は︑自ら

問題ではカトコーフを支持した︒彼らはチテェーリンが

ことを指摘しておく︒

に固有の権利を持つ身分としては存在しないし︑政府高

絶対王制の歴史的意義を高く評価し︑中央集権化と官僚

り︑すでに政治的意義をまったく失いできる・かぎり個人
＾糾︶
的特権を保とうとしている﹂﹁門閥﹂︵ω雷畠︶が存在す

解を同じくするコルシュ︵甲⇔．天ooE一八一〇1一八

る︑とチチェーリンは回想している︒かくて同年末︑見

するが︑カトコーフは﹃ロシア報知﹄誌への掲載を拒否

官として祖国のために活動した人物の後継者としても存

るのみである︒以上のように激しくロシァ貴族を批判し

年一月から︑雑誌﹃アテナイ﹄を刊行するが︑チチ

＾珊︶

在しない︒﹂我国には︑﹁貴族の低次元の最後の形態であ

制を擁謹したことに同意できなかったのである︒自由主
＾価︺
義陣営内の﹁国家主義﹂と﹁反国家主義﹂との対立であ

て︑現在ロシア国家に必要なものは﹁才能あり︑自立し
＾妬︶
た見解と社会的利益への熱意を持った人物﹂であり︑貴

リンは同誌上に︑イギリスとフランスの国制を論ずる一

ー

九七︶とともに彼は同誌を去った︒コルシュは一八五八

族は必要としないと彼はこの論文を結んだ︒
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＾〃︶

連の論文を発表した︒ここでは主にこれらの論文に依拠

故中世社会は﹁市民社会﹂段階として把握される︒この

チチェーリンが﹁国家﹂と言う場合︑彼自身が明確に

三期の時代区分との関連で言えぱ︑工カテリーナ以前す

するまでである︒前述したロシア史における国家形成の

家﹂がカによって各部分集団を従属させ︑全体性を回復

中世﹁市民社会﹂の分裂状態は︑二つの過程をへて克服

区別しているわけではないが︑二つの意味があるように

なわち第一期と第二期がここに合まれる︒ロシアではロ

して︑彼の国家︑社会︑中央集権化︑官僚制の概念を検

思われる︒それは︑広義にはある社会的集団の金体を意

ーマ法の伝統の欠如のため︑西欧とは異なって︑第一の

される︒第一の過程は︑国家権カ︑すなわ︒ち狭義の﹁国

味し︑狭義にはその集団全体の利害を代表する政治権カ︑
＾蝸︺
すなわち政府を意味している︒

過程が国家権カが自己の任務に無自覚な時期と︑その︒伝

討する︒

﹁社会﹂について彼は以下のように言う︒﹁しかし︑国

る︒この．第一の過程において︑最大の課題は国家権カの

拡大強化︑すなわち中央集権化と官僚制の整備であった︒

統を西欧から導入して自覚した時期とに分かれるのであ

同時に特殊性を持った諸部分からなる︒人々の共同の利

程と畠冒えよう︒

換言すれぱ︑第一の過程とは狭義の﹁国家﹂の完成の過

家はその内に統合されている人々の全生活を包摂してい

益と共に︑金体集団に属する個々の人間と個々の集団の

るのではない︒集団は単一の全体をなすぱかりでなく︑

利益が存在する︒この領域では︑生活のあらゆる多様さ

第二の過程は﹁国家﹂による﹁社会﹂の﹁育成﹂の結

部分集団の利益を包摂した全体集団の形成という︑広義

＾50︺

が現れる︒ここでは人間σ活動に不可欠な自由が支配す

果︑社会の内部に﹁自然的調和﹂が形成され︑﹁国家と

中世においては︑全体性が欠如し︑築団は諸部分に分

の﹁国家﹂の完成へと到るのが第二の過程である︒それ

＾肌︺

る︒国家と区別して︑この領域は狭義の社会︑あるいは

社会の協カ﹂によって発展する時代である︒すなわち︑

裂している︒全体集団もそれを代表する政治権カも︑い

は︑﹁人間の良心の自由︑科単︑芸術︑産業の自由な発展

＾仰︺

政治社会に対立する市民社会と呼ぱれる︒﹂

いかえれぱ広義の国家も狭義の国家も存在しない︒それ
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以上の彼の議論を見てくると︑彼が大変恩弁的な人物

によって与えられる時代である︒それはまた﹁自由主義
責︶
という共通の名﹂で呼ぱれる時代である︑と彼は言う︒

の承認︑正しい発展の不可欠の条件としての公開性の確
＾朗︶
立︑社会の要求の表現としての世論の承認﹂が﹁国家﹂

﹁国家﹂段階を二つの過程に分けることにより︑絶対王

その過程における広義の﹁国家﹂の発展である︒彼は

の自立︑すなわち﹁国家﹂の第二の過程への移行であり︑

する彼の不信がここにも現れる︒

チチェーリンが求めたものは﹁社会﹂の国家権カから

的利害が前面に立ち安定しえない︑という﹁社会﹂に対

だ一という印象を受ける︒たしかにそのような思弁的傾

が︑これらの論文から彼が工業技術の発展や農業の改良︑

彼はイギリスの産業的成功の歴史を詳紬に分析している

工業化と国家﹂﹁イギリスの政治的将来﹂などの論文で︑

る︶・や経済活動にはほとんど注目しない︒﹁イギリスの

その古典哲学を彼は大いに評価するものの︑国制︵ちな
＾ ︺
みに︑彼はドイツの諸領邦を﹁封建的国家﹂と呼んでい

あり︑﹁社会﹂の自立は社会の成長に応じて﹁国家﹂に

者は同一視される︒発展の主体はあくまでも﹁国家﹂に

持った諸部分からなる﹂ものであり︑この点に関して両

質的相違を見ない︒彼にとって﹁社会﹂とは﹁特殊性を

質的相違︑中世の﹁市民社会﹂と近代の﹁市民社会﹂の

である︒しかし︑彼は西欧﹁社会﹂とロシァ﹁社会﹂の

向が彼にはある︒しかし他方で︑彼は現実の西欧社会︑

さらに労働者階級の貧困︑都市衛生などの諸問魑に通暁

より上から与えられるもの︑と彼は考えた︒それ故﹁社

と西欧諸国を区別した︒これによって彼は︑自立した

していたことが分かる︒彼は西欧諸国の発展の原因を自

会﹂の自立化の要求は︑﹁国家﹂への協カの枠内に眼定

制と西欧の近代諸国家を区別し︑ロシアのツァーリズム

由な社会︑すなわち人々が自由に活動し個人の創意が最

されざるを得ない︒

特にイギリスとフランスに注目する︒ドイツに関しては︑

犬眼に尊重される社会に求める︒しかし同時に︑西欧の

当時のツァーリズムと官僚制の抑圧下にあっては︑﹁ホ

中央集権化と官僚制の意義を強調した彼の諸論文は︑

＾㎎︶

﹁社会﹂と国家の協力によるロシアの産業化を求めたの

極端な貧窟の楕差が﹁社会﹂への国家の不介入に由来す
＾§
るものであるとする︒﹁社会﹂は国家の介入なしでは私
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自由主義者たちの多くも︑同様に彼を批判した︒チチェ

ヌィシェフスキーは批判したが︑カヴヱーリンその他の

魚に過度のむだ口の危険を証明するLものだ︑とチェル

紛争に対処する︒学生を説得する一方で大学への警察隊

犬学に着任するや︑若手教官を組織しその中心となって

ワ︑ペテルブルグ両大学は紛争のさなかにあった︒彼は

での講義のためモスクワに移った︒しかし︑当時モスク

年五月彼は三年間の留学を終えて帰国し︑八月末に大学

ーリンは︑自分は決して現在の政府の抑圧を擁護したの

の導入を強く主張するのである︒また彼の弟ワシリーは

ヅテントヅトに挙間への一面的熱中の有害さを証明し︑
＾郎︺

ではなく︑ただ国家や官僚制の客観的意義を述ぺたにす

た︒ワシリーによれぱ︑ペテルブルグでは九月に多数の

から彼のもとにベテルブルグの事態を伝える手紙が届い

学生が集会︑衛頭デモを行ない︑デモ隊には将校も混じ

当時外務省高官としてペテルブルグにいたが︑ワシリー

のロシァ﹁社会﹂への不信をつのらせる︒﹁薙誌が一般

ぎないと感じたのであろう︒そして︑彼への多数の批判

的に意味があり有益となりうるのは︑ただ真面目な文猷

ワシリーは首都で革命を呼びかける文書が配布され情勢

はロシア﹁杜会﹂の未熟さに帰因すると彼は考え︑現実

が存在する所においてだけである︒⁝我国では学術的文
面︶
猷はまったく欠如している﹂と述べ︑チチェーリンは︑

は緊張していると伝え︑﹁悲観論者は五年以内にツァー

っており︑紛争の軍隊への影響も心配されているという︒

今後学問研究に専念し雑誌論文は書かない︑と決意す
るo

リは帝位を放棄せざるをえない︑と語っています︒：⁝・
壼︶
これは誇張ですが・たしかに事態は重大です﹂と述べた︒

チチェーリンは弟への返書の中で﹁現在︑我国の第一

農奴解放の準備が本楕化するさなか一八五八年四月に

彼は西欧に旅立った︒留学後にモスクワ大挙法学部の国

ている必要がある﹂と述べ︑﹁自由主義的諸方策と強カ

＾朗︺

るためには︑これらすべての上に︑強カな権カが支配し

−⁝しかし︑このことがまったく害を与えずに実行され

の必要は社会にかなりの自主性を与えることにある︒

﹁保守的自 由 主 義 者 ﹂ と し て

家法の講座が彼に与えられることになっていた︒
四

一八六一年二月一九日に農奴解放令が公布される︒同
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な権カLという﹁保守的自由主義﹂のテーぜを表明した︒

閲でもって禁じたことである︒彼はただちに政府にこの

政府がこの講義に大いに喜ぴ︑それを批判することを検

︵61︶

この手紙はペテルブルグの政府高官たちを大変喜ばせた

措置の撤回を求め︑その抗議文を弁明のため友人たちに

＾60︺

ようであり︑早遠ツァーリにも提出された︒外務大臣ゴ

以上の傭況に彼はいらだったようである︒雑誌に論文

配布した︒

を知らせてほしいと依頼した︒ペテルブルグ︑モスクワ

は執筆しないという以前の決意にもかかわらず︑彼は自

ルチャコフは︑チチェーリンに引き続きモスクワの事態

両大学に警察隊が導入された︒ペテルブルク大学のカヴ

リンの行動から︑多くの者が彼を政府の手先︑専制の擁

怒し︑二人は最終的に決裂することとなった︒チチェー

ヴェーリンは警察隊の導入を主張したチチェーリンに激

主義者は保守主義者に︑多くの保守主義者と︑改革を理

ざせることである︒それ故︑農奴解放を境に﹁真の自由

とは急激な変革ではなく︑始められた改革を実現し定着

レーミャ﹄誌上に発表する︒彼によれぱ︑現在必要なこ

己の政治的見解を表明した一連の論文を﹃ナー−シェ・プ

護者とみなした︒政府自身も同様の評価を彼に下したよ

解しない空想的な自由主義者が熱心な自由主義者となっ

ェーリンら五人の教官はこれに抗議して退官するが︑カ

うである︒カヴェーリンらの去ったペテルブルグ犬学法

た﹂のである︒

＾蘭︶

挙部を再建するために︑チチェーリンを同大挙に招く試
みが繰り返された︒文部大臣プチャーチン自身がモスク

述べた︒しかし︑今や集会やデモがくり返され︑激文が

七年前︑チチェーリンはゲルツェンヘの手紙の中で︑
茅︺
ロシア国内で﹁革命家に出会うことはまったくない﹂と

ヴァルーエフは︑彼を政府の御用雑誌﹃セーベルナヤ・

ぱらまかれている︒この時点でロシア﹁社会﹂に対する

ワに彼を訪ね︑説得にあたったほどであった︒内務大臣

ポーチタ﹄に編集者として招こうとした︒彼はそれらを

彼の不信は決定的なものとなったように思われる︒そし

て彼の攻撃対象は政府批判勢カヘと転換する︒かつて
＾糾︺
﹁我国ではどこを見ても保守的要素ぱかりである﹂と述

ともに断わった︒また十月二八日に彼はモスクワ犬学就
＾望
任記念講義を行なうが︑そこで彼は︑悪法も法であると
秩序の重要性を訴えたのである︒喜劇的ともいえるのは︑
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ぺ進歩と改革を訴えた彼は︑農奴解放令公布後の反政府

運動の高まりの中で︑ロシア﹁社会﹂を安定させるため
の方策を探ることになる︒当面は﹁強カな権カ﹂が﹁社

ンド蜂起の愛国的熱狂の中で ﹁大改革﹂期ロシア自由主
義は消えさっていく︒

以上︑一八五五−六二年の間のチチェーリンの活動を

おわりに

見てより望ましいのは︑﹁社会﹂自身の内部に﹁社会﹂

検討したのであるが︑彼の基本的な政治課題は二点に要

会﹂を規制することにより安定が保たれるが︑長期的に

を安定させる要素が成長することである︒チチェーリン

約できよう︒第一は﹁社会﹂の自立化であり︑ここに彼

＾砧︶

は﹁中間身分﹂こそが貴族と農民の両身分を結合させ社

の自由主義者としての本領が発揮されている︒第二は

将来の貴族身分は①五〇〇デシャチナ以上の土地を持つ

なるまで︑その代用として貴族に注目する︒彼によれば︑

も認識している︒それ故彼は﹁中問身分﹂が十分強カに

ブルジ司アジーが︑極めて小さな勢カであることは︑彼

は事情は異なる︒専制の抑圧を減少させつつ︑専制政府

由主義的政府も強化されると言えよう︒しかしロシアで

ろ社会が自立しているからこそ国内に活カが生まれ︑自

求である︒西欧ではこの二つの課題は矛盾しない︒むし

のものとして存在するような﹁国家﹂である︶の発展要

してはあくまで政府を頂点とし︑それに﹁社会﹂が下位︑

﹁国家﹂︵この場合広義の﹁国家﹂であるが︑彼の表象と

会を安定させる要素であるとみなす︒

地主︑②政府高官︑③大学の卒業生からなる﹁開かれ

を強化するというのは矛盾した課題︑少なくとも互いに

しかし︑当時のロシアにおいて﹁中間身分﹂すなわち

た﹂身分として存在しなけれぱならない︒かつて貴族を

不断の緊張をはらむ課題といえる︒この点で彼の理論は︑

＾ ︺

るのである︒彼の立つ政治的位置の変化が︑ここからも

あれほど激しく批判した彼が︑今や貴族の擁護を主張す

自由主義と国家主義の結合物︑あるいは自由主義の国家

この彼の理論的枠組みは変化していない︒この意味で︑

主義的変種といえよう︒

察せられよう︒

農奴解放令後の反政府運動の高揚︑特に大学紛争をき
っかけとして自由主義陣営は分裂し︑一八六三年ポーラ
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彼自身も主張するごとく彼は一貫していたと言える︒同
じロシァ自由主義の政論家たるカヴェーリンやカトコー
フが自己の理論的枠組みを何度か組替え動揺したのとは

対照的である︒彼の理論が後のロシアの自由主義者たち
に多大の影響を与えた理由の一半も︑この理論的首尾一
貫性にあるように思われる︒し・かし︑同一の理論構造の

内部で重点の移動があることを︑注目すべきである︒当
初︑前面に出されたのは﹁社会﹂の自立化の要求である︒

この要求自体は決して放棄されることはないが︑時の経
過とともに︑強大な国家の必要性が強調されるに到る︒

それは︑彼の立つ政治的位置の変化を物語る︒この意味
で彼は保守化し︑彼の理諭は専制の擁謹論へと変化した

と言いうる︒それ故︑キターエフが︑この期の白由主義
を研究した自著を﹃フロンド党から保守主義へ﹄と魑し
＾研︺

たのは正当といえる︒この変化の一つの原因は︑彼が
﹁社会﹂を最終的に信頼しえなかったことにある︒それ
はまた現実のロシア社会の未熱さの反映であると圭言え
ようo

国際的に見れぱ︑彼の自由主義は四八年革命以後の自
由主義︑すなわち革命への恐怖から﹁秩序党﹂の一翼を

＾鵬︺

占めるに到った自由主義と同一の土壌にある︒ロシアに

おいて革命を回避しつつ︑農奴解放その他の自由主義的

リ政府を自由主義的に変質させる︑という戦略をこの期

政策を実現するために︑ツァーリ政府に依拠してツァー

のロシア自由主義は採用した︒それ故この期のロシァに

おいて︑自由主義が自由主義たりえるためには国家主義

的形態をとらざるを得なかったのであろう︒

ソ連の研究者ゾーリキンは﹁ロシアの一八五〇年代半

＾的︺

ぱの反政府運動の分化の結果︑自由主義は固有の政治運

動として︑固有のドクトリンとして成立した﹂と述ぺて

いるが︑この﹁固有のドクトリン﹂を創り上げたのがチ

チェーリンであったと言えよう︒

チチェーリンと国家学派の関係については＝自自①寝午

︵チチェーリンの著作は︑著者名略︶
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︵13︶

︵12︶

はそれを征服だと述ぺ︑西欧との歴史的同一性を主張した︒

スラヴ主義者はロシア国家の平和的建国を主張したが︑彼

︵11︶
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それ故︑チチェーリンを自由主義者とは言えない︑と

する見解もある︒﹁実際上は酉欧的な意味での自由主義者

︵6︶

る︒﹂フランコ．ヴェントゥーリ﹁ナロードニキ研究の現

というよりも︑むしろ啓蒙的絶対主義のテクニシャンであ
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−ΦNω．

この手紙はカヴェーリンとの共同執筆である︒

︵27︶ ﹃ロシァ報知﹄と回シア自由主義との関係については︑

︵26︶

以下を参照︒io寄︑畠亭一更＝∴g長g畠而⁝o−冒畠⁝涛−

︒§看︑召重団署§︑︒曽喜彗轟竃団8更勇一︒
3．︑︑︒乞匝曽×団・青暑至婁毒g目嚢・了二ρ
69・昌︑二ξ−N鼻

︽O

婁；−：︾

・H二一1§

︵㎎︶工︒勺︑︑彗彗婁；﹁∴ヨ⁝︒何8意罵§奉
≡き↓・目H．8o二第

Oo国oo崔o＝二匡o・−o↓P−HN−HNω一

︵η︶コ︑・︑葦・二﹁昌§・言＝
︵30︶

︵32︶コ事暮−・．ξ二−．

︵31︶↓姜零；︷豪．
︵33︶↓姜篤．S︑﹂︑．

一糾一〇︑︒︑雪︑雪︑︒︒ス︒ξ妻蔓二⁝蔓
so．む．

︵お︶寄昌．至L二・℃1NNI

︵％一一専制・孟味する一シァ諮はいくっかあるが・驚

カが君主に築中された統治形態をさし︑この語自体には

それらを使い分ける︒︒凹童￡8美竃毒︵専制︶とは︑金権

善悪という価値判断はなされない︒畠℃彗彗︵暴政︶︑烏−

治を意味し︑悪であるとされる︒ナポレオン三世の政治は︑

︒昌︑︑窒︵圧制︶は専制の堕落した形態︑あるいは僧主政

制︑共和制︑貴族制にかかわらず︑支配者︵あるいは支配

この語で示される︒ト国︑︑︑画︑︸召︵独裁︶は統治形態が君主

者たち︶が被支配者を抑圧する状態をさす︒
︵塊︶↓婁蓋−昌？︑N．

︵η︶⁝亭；．so−鼻
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Oα画o；︹↓o宍℃ o ↓ 呂 ； ．

︹HP︑ω・

︹↓o・8・

︵39︶Oα毫胃富毛嘗⁝一国o8思⁝9︑雪蔓︒︒雷︒評令︒︑︒︒︒

︵40︶

︵43︶

︵42︶

↓凹竃美ρo↓o・o＞

コio⁝一一冒自価＝匡o0H﹃

︵44︶

↓凹量美ρ︹↓？ζH・

︵41︶

︵帖︶

彼は自已の立場を以下の如く述べる︒﹁︵我々は−杉

浦︶社会の自立性を否定しないばかりか︑むしろそれをカ

︵46︶

のかぎり主張した︒しかし︑国家の活動に対しても当然必

要な役割をあてがい︑国家を外的秩序の消極的な維持に限
定するのではなく︑民族生活上の肯定的課題の実現が︑国
家のものであると認める︒﹂匝O昌︒⁝．一︒O毫．ミN︒

︵47︶ これらの論文は︑同年﹃イギリスとフランスの概観﹄

として出版された︒

§彼が・国家一を嚢に解レている以下の霊がある︒
一つの身体としての社会構造で

ある︒これは自からの領域の内に在り︑恒常的法棒により

﹁これ︵国家−杉浦︶は︑

︵49︶

︵50︶

︵51︶

︵52︶

︵54︶

︵53︶

↓芭重︸宍olo↓p一〇〇〇・

尋o事⁝鳥姜o§⁝1ξ・8上8・

一〇P

↓舳竃里︷而一0Hp一〇p

Ho④・

︐﹃與彗︸夫〇一〇↓ワ

↓団雪美巾1︹↓p

○α団i雪︹↓O戻iO↓雪＝−・︹↓℃・︸N・

彼の経済理論は古典派経済学のものである︒しかし︑
彼はいわゆる﹁自由放任﹂の原則には反対する︒彼の経済
︵55︶

理論については︑稿を改ためて論ずる︒

工岩亭冒竈o竃鼻工・﹁・一一；・8o・︹呈・↓・く・o宅．

匝oo戸弄＝−H・o↓勺・NΦN・

︵56︶

︵帥︶

ひ阜oo．

︵58︶寄昌．葦目・冨・﹂§・・事NH・

彼は自己の立場を﹁保守的自由主義﹂あるいは﹁自由

︑﹃凹雪美ρ︹H0・N00一

︵的︶ 一︑凹童美ω一〇↓o・Np
︵60︶

︵61︶

団8k目国H9﹃二豊自実月国団＝o﹃o2ト団勺8国ω＝＝o雪k目程．

主義的保守主義﹂と規定している︒

︷1︽工o臭昌実o8署⑭墓＝＝﹃豪国o暑o8呈き・・旨s・o宅．

︵62︶

工ぎ畠彗oo老団＝胃雪；﹃5︑凹︑団昌凹〜↓芭冨美ρSP

彼は﹁中間身分を︑﹁最的﹂及ぴ﹁質的﹂という二つ

Oα胆i匡0H0宍o胃宝宝︑・SPH冒・

81舎ド
︵63︶

統治され︑単一の最高権カを持つ社会である︒﹂これに続
けて彼は言う︒﹁それ故︑社会と領域と最高権カの不可分

筍o〇一

︵65︶

︵64︶

性︑一言で一一冒えば君主制が国家的生活の第一の条件であ

る︒﹂冒二§嚢ga長馬︵︒一︒g﹃・罫萬昌・
︽O目匡H匡・専︹↓i・ひoo・

716

の観点から提える︒量的には︑最上層と最下屈の中間に位
置し︑両者を結合することによって社会に統一を与えるも

の︑と規定する︒質的には︑上層が政治を︑下層が肉体労
働を担うのに対して︑それは﹁ある程度の資産と教養が必
要とされるあらゆる私的職業﹂及ぴ﹁下級国家職務﹂︵︽エ印

員O買O．影SP冨N︶を担う身分とされる︒
︵66︶で済臭8ト団毛饅胃畠o・︽工o臭昌実o−彰3戸；ω1後

きしo．g．︶で貴族を岩膏H臭︑胃竃と誉毛彗︹畠oに峻

年︑彼は﹃代議制論﹄︵O毒勺oト彗≡︷窪o畠窒↓雪9畠ρ

別し︑前者を国制の必要な一要素として肯定的に︑後者を
私的．身分的特権層として否定的に論ずる︒また前述の七
年前の論文では︑両者は上層貴族︑下層貴族と区別はされ

るものの︑ともに否定的評価を受ける︒しかし論文﹁回シ

治的意義が強調される︒この論文は︑前記二論文の中間に

ア貴族﹂では︑ト呂喀︑O︑蜆Oの語のみが用いられ︑その政

天︑畠何葭・卑＞・一〇H号勺o量匡宍o老彗胃雪﹃s宙k．声一

あって︑過渡的なものと思われるが︑稿を改めて論ずる︒
−ΦNN

︵研︶

︵68︶雪︒萎署貝申ご掌二︒目二一〇菅邑ら畠−尋甘1
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