（84）
第3号
第95巻
一橋論簸

カヴェーリンにおける﹁人格﹂と﹁民族性﹂
−﹁大改革﹂期ロシア自由主義の国家論の考察−

浦

反動化の中で︑ツァーリ政府に依拠するという彼らの基

杉
ロシア自由主義は一八五〇年代後半の︑ツァーリズム

本戦略の故に︑低抗するすべもなく︑分裂・解体してい

＾1︶

ツァーリ政府によって﹁上から﹂実現することを基本戦

政・裁判の公開などの要求を揚げたが︑これらの政策を

自由主義と専制との理論的・実践的関係の分析が不可欠

にある︒したがってロシア自由主義を理解するためには︑

政策と専制擁護との結合︑自由主義と国家主義との結合

った︒このロシア自由主義の本質的特徴は︑自由主義的

略とした︒西欧の自由主義者とは異なり︑彼らは代議制

の作業となる︒

解放令後の反政府運動の激化と︑それにともなう政府の

公布その他の﹁大改革﹂の事業に多大の影響を与えたが︑

不可欠なカとしてこれを肯定した︒彼らは農奴解放令の

え︑革命を回避しつつ白由主義的改革を実行するために

護する貴族階級の低抗を打破し︑他方で農昆の反乱を押

理論であるが︑従来︑ロシア自由主義と﹁国家学派﹂と

の名のとおり︑ロシァ史を国家の形成史と把握する歴史

る﹁国家学派﹂の創始者でもある︒﹁国家学派﹂は︑そ

ンとボリス・チチェーリンはまた︑ロシァ歴史学におけ

ロシァ自由主義の指導者コンスタンチン・カヴェーリ

＾2︶

度の導入に反対し︑専制については︑一方で農奴制を擁

ちは︑農奴の解放︑言論・出版・信仰・良心の自由︑行

の危機の時代に生まれた︒この期のロシァ自由主義者た

秀
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＾3︶

の関係の考察が十分検討されてこなかった︒筆者は︑

習慣Lと略︶の二論文を発表した︒

ロシア自由主義の国家論の考察は︑なによりもまず﹁国

る基礎理論であり国家論であると考える︒したがって︑

いる反面︑多数の史料が公表・出版され︑資料研究が進

時のロシァ史学界は大胆な仮説・理論や論争が欠如して

状を概観し︑それを過渡期と規定した︒彼によれぱ︑当

﹁一八四六年のロシァ史学﹂で彼は︑ロシァ史学の現

家学派﹂の歴史理論の分析を通してなされなけれぱなら

展していると特徴づけられる︒旧来の歴史学は不十分な

資料と不完全な理論に基づいてロシア史を叙述したが︑

資料研究の進展の結果︑資料に基づかない旧い理論は放

棄された︒新しい歴史理論は生まれつつあるが︑いまだ

完成されていない︒それ故現在は過渡期であり︑﹁実証

︵8一

庭内の生活の研究﹂へ︑﹁政治史﹂から﹁文明史﹂︵篶ド

9一

的．祭日的な側面の研究﹂から﹁日々の︑舞台裏の︑家

を探している﹂と述べ︑彼は﹁我国の歴史の公的・儀式

＾6︶

活の深部では新しい歴史認識が生まれ︑その形式と表現

＾5︶

重大な差異に十分な配慮がなされてこなかったからであ

的懐疑主義﹂の時代である︑と彼は言う︒現在﹁現実性

人樒の原 理 の 表 現 と し て の 国 家

8o⁝ξ竃畠ω遣§︶へとロシア史研究は移行すべき
であると主張した︒

連の批評論文において︑上述の見解をより詳しく展開す

彼はポゴージン︑ソロヴィヨフなどの著作に対する一

見解﹂︵以下﹁一八四六年のロシア史学﹂と略︶と﹁旧

る︒彼によれぱ︑カラムジーンに代表される旧来の歴史

ーリンは同誌に﹁一八四六年のロシア史掌界についての

一八四七年一月︑同誌の復刊第一号を刊行した︒カブェ

﹃同時代人﹄誌の編集権を手に入れたベリンスキーは

1

考えるからである︒

＾4︶

シァ自由主義内の二つの潮流の対立が反映されていると

り︑第二に︑より重要な点であるが︑この差異の中にロ

との理論的差異に注目するのは︑第一に従来両者の間の

することを課題とする︒その際︑特に彼とチチェiリン

五〇年代の歴史理論の分析を通して︑彼の国家観を把握

ないと考える︒本論文はカヴェーリンの一八四〇1一八

﹁国家学派﹂の歴史理論をロシァ自由主義を根底で支え

●

ロシァの法習慣についての見解﹂︵以下﹁旧ロシァの法
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＾9︺

学は﹁ロシァの生活の一貫した内的発展﹂をほとんど理
＾10︶

解せず︑歴史の﹁バノラマ的叙述﹂に終始している︒し

史学の水準は︑その時々の民族の自己認識の水準に規定

されており︑歴史家は﹁ロシア史についての同時代人の

一に民族の自已認識の反映であるとともに︑その自己認

は言う︒従って︑カヴェーリンにとって歴史学とは︑第

の意味での﹂歴史学の基盤が据えられた︒とカヴユーリン

＾㎎︶

なって︑回シア民族の﹁自己認識の時代﹂が訪れ︑﹁真

見解や意見を表現﹂するのであるから︒一八四〇年代に

＾〃︶

たがってカラムジーンの﹃ロシア国家史﹄は﹁歴史文献
＾n︶

というより文学﹂と呼ぷべきであると彼は言う︒その後︑

一方でポゴージンに代表される資料重視の実証的歴史学

が形成され︑他方でロシア史の一般理論の探求が試みら

︺

識を深化させる行為であった﹄第二に︑歴史学は﹁発展

れた︒しかし後者の多くは﹁まったく非現実的︑非歴史

＾

は歴史理論が不可欠であウた︒第三に︑ロシア史の歴史

全体としてのロシア史﹂を示さねぱならず︑そのために

︐

的な︑ロシアに対するルーシの優越︑ローマ．ゲルマン
＾皿︶

する有機体︑一つの精神と一つの原理に貫かれた生きた

＾螂︺

世界に対するスラヴ世界の優越﹂を主張する﹁歴史的口
＾μ︶
彼によれば︑旧来の歴史家たちが﹁真の意味での﹂歴

理論は︑西欧から借用されるのではなく︑ロシア史の内

マン主義﹂に堕していると彼は述べる︒

部から実証研究を通して導出されねばならないのである︒

諸国の歴史についても誤りなく判断できるが︑ロシアの

史における公理は︑それを用いれぱいかなるヨーロヅバ

作られた理論に求めたからであった︒﹁ヨーロヅバの歴

彼はこの論文で回シア史を氏族−家族−国家の各段階を

の最初の﹁綱領的﹂文書であり︑またその後のカヴェー
＾㎜︺
リンの活動の理論的出発点・根底をなすものであった︒

する試みであった︒この論文は﹁国家学派﹂の歴史理論

﹁旧ロシァの法習慣﹂は︑このような歴史理論を提起

奥学を形成し得なかったのは︑史料の不足もさることな
＾旭︶

がら︑より重大な原因はロシア民族という﹁驚くべき種

歴史においては何も明らかにせず︑反対にロシァ史をあ

経て進展する人格の形成史として把握した︒彼にとって

族の民族的性椿を解明する鍵﹂を︑西欧諸民族のもとで

いまいにするということ現在多くの人々が気づきはじめ

人格の原理の出現と形成とは︑人間が﹁自然の規定の

︵16︺

た︒﹂もちろん︑それは歴史家だけの責任ではない︒歴
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＾％︶

的な生活習慣の段階的否定﹂の中にロシア史の発展法則

書かれたということを抜きにしては理解し得ないだろう︒

制の下で言論の自由や信仰の自由すらない社会において

な反響は︑この論文が一八四〇年代のロシア社会︑農奴

・形成史としてロシア史を把握したことの意味とその大き

ての人間﹂であると認識することであった︒彼が人楕の

人間が自己を﹁無条件な価値を有する﹂者︑﹁人間とし

する︒何故なら︑人楕の認識は必然的に自立の要求を生

のであれぱ︑彼には自己の人格の認識が無いことを意味

まったく抑圧的であり︑もし成年が両親に従属している

である︒しかし自立を望んでいる成年にとづて︑それは

が両親に従属することは未成年の養育のためには不可欠

たサマーリンに答えて彼は言う︒家族内において未成年

いに両立し得ないものとみなす︒そしてこの点を批判し

︷21︶

ペリンスキーは﹁ゴーゴリヘの手紙﹂で﹁ロシァに必要

み出すのであるから︒このように彼は人格の形成を︑人

を見る︒つまり彼は人格の原理と血縁関係の支配とを互

なのは説教でもなく︵ロシアは十分にそれを聞いた！︶

間が血縁関係の支配から解放され︑相互に自立した諸個

下Lから解放され︑規定されるものから規定するものへ︑
＾22︺
自然環境の奴隷から︑その支配者となるLことであり︑
＾鴉︺

祈藤でもなく︵ロシァは十分にそれを唱えた！︶幾世紀

人として︑法的︑市民的諸関係を形成することの中に見

＾別︺

もの長い間泥と塵の中に失なわれている人間的尊厳の感

る︒

以上の観点から彼はロシァにおける人楕の形成史を質

情を民衆の心によび醒ますこと︑教会の教義にではなく︑
＾蛎︶

良識と正義とに合致した法およぴ法規︑そしてできるだ

しうる舞台が形成される︒人格の原理と矛盾する血縁関

け厳正なその実施である﹂と語ったが︑カヴェーリンも

論の中には︑人間が人間として尊重される社会の実現と︑

係の支配からロシァ社会が段階的に解放されるという限

血縁関係の排他的支配か段階的に否定され︑人格の活動︑

個人の道徳的発展という彼の理想が色濃く反映している︒

りで人格の形成史であるが︑人楮の内容そのものの発達

的に異なる二つの段階に分ける︒第一段階においては︑

カヴェーリンは﹁人格の原理の捜階的出現︑したがっ

はない︒ビ目ートル改革以前の全ロシア史がこの段階に

またペリンスキーと同じ位置に立っている︒彼の歴史理

て︑その内都では人格が存在し得ないところの専ら血縁
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関係一般が家族的関係と呼ぱれることもある︒つまり彼

に対して前者は氏族と呼ばれる︒あるいは時に︑血縁的

己に内容を与えることが歴史的課題となる︒それはビ目

にとって氏族から家族への移行は︑血縁集団の不断の分

あたる︒第二段階では︑そのような舞台の上で人格が自

ートル改革に始まり現在に到る︒以下で︑ピ目ートルま

裂の傾向を意味し︑それは血縁集団と血縁的関係が存在

は対概念であり︑家族を含まない氏族はありえないし︑

する眼り︑どの時代にも存在するのである︒氏族と家族．

でのロシア史を彼がどのように理解していたのかを概観
＾η︺

する︒

原初スラヴ種族は血縁習質の排他的支配の下に生活し

が組織され︑共同体が生まれる︒ヴァリャーグ到来以前

その後︑家族集団の長たちによる合議制が始まり︑民会

たが︑やがて各家族集団による族長の﹁選出﹂が始まる︒

ていく︒当初︑種族の族長は血縁と年齢により決定され

縁関係に基づいた全スラヴ種族の政治的統一が喪失され

る︒この過程が紬胞分裂の如く繰返され︑その結果︑血

氏族集団はより小さな﹁部分的︑家族的集団﹂に分裂す

来の解体の芽﹂が存在した︒人口の増大とともに一つの

治めた︒諸公は氏族内の序列に従って各都市︑分領を治

とみなされ︑氏族の﹁最年長者﹂が大公としてキエフを

づいて実現される︒全ロシァが公の氏族全体の所有物

治的統一という理念は保持され︑それは氏族的関係に基

去ってしまった︒ただ︑彼らがもたらした全ロシアの政

ヴ的要素︑すなわち非血縁的要素はロシァの地から消え

二世紀ほどの間に彼らはスヲヴ種族に吸収され︑非スラ

民精神﹂︵﹁喀︸長竃S霊冒9旨︶をもたらした︒しかし

ヴァリャーグ人はスラヴの地に非スラヴ的要素︑﹁市

家族はやがて氏族となるのである︒

のスラヴ種族はかくの如き状態にあった︒カヴェーリン

めたが︑﹁年長﹂の公が死に︑その序列に変化が生じる

＾28︶

ていた︒しかし﹁純粋に家族的な生活習慣の中にその将

にとって︑氏族とは血縁集団全体を意味し︑家族とはそ

と︑序列に対応する領地へと移動した︒いわゆる﹁順番

ク一

＾30︺

の部分集団を指す概念である︒したがって︑ある時点で

制﹂が生まれる︒この政治制度はヤロスラフ公により確

＾29︶

家族と呼ぱれた集団も︑．世代の経過とともに人口が増大

立された︒

ヤージ

し︑その内都により小さな部分集団が生まれると︑後者
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しかし︑氏族から家族への分裂がここでも繰返され︑
この政治制度は解体していく︒氏族原理の下では﹁年長

権﹂は族長←長子←次子へと移る︒ここでは氏族全体の

血縁関係がなにより重要であり︑諸公の支配地も氏族全

体の共有財産とみなされていた︒他方家族原理の下で
﹁年長権﹂は︑族長←長子←長子の長子と移る︒諸公は
自分の家族の利害をより重視し︑支配地を自分の家族の

世襲領地とみなすようになり︑領域的支配の思想が生ま
れる︒二一世紀後半のアンドレイ・ボゴリュプスキー公
︵31︶
の治世において︑家族原理すなわち﹁領域
的原理﹂が政

治の局面において︑氏族原理に最終的に勝利した︒これ
とともに全ロシアの政治的統一は失なわれ︑分領時代が

始まった︒しかしこれは一歩前進である︒家族は氏族的
結合から切離され︑相互に自立しはじめた︒諸家族の相
＾班︺

互関係は血縁関係とは違った﹁なにか別なもの﹂によっ

て規定されねぱならなかった︒血縁関係の支配から自立
一

した領域がはじめて現れ︑ここに将来の﹁法的諸関係の
＾鎚︶

萌芽﹂が生まれた︒

アンドレイ．ボゴリュプスキーによって創出された新
しい政治制度はモスクワ大公国において全盛をむかえる︒

きなかった︒旧ロシァのすべての使命と最終的な課題は︑

み準備された︒旧ロシアの生活は内容を与えることはで

よって準備されたが︑しかし内容を欠いた形式としての

かし︑いかにしてか︒個人︵自違o︶は旧ロシアの歴史に

今やその原理が活動し︑発達する順番がやってきた︒し

の生活の卒で法的効カを与えられた︵竜賢o⁝亭冨︶︒

以上のようにピ目ートル以前の時代を概観した後︑カ
ヴェーリンは次のように総括する︒﹁人格の原理は我々

り始められ︑ビヨートル大帝により完了される︒

定﹂が生まれる︒この国家形成の過程はイワン雷帝によ

＾鍋︶

﹁国家の領域ではじめて︑専ら血縁的・家族的原理の否

いてのあいまいな思想﹂がすでに含まれていた︒かくて

＾糾︺

族の利益を否定することであり︑その中には﹁国家につ

否定することが次の課題となる︒それは国家のために家

は常に存在していた︒分割相続を廃止して︑家族原理を

る限り︑分割相続という形式で表現される分裂への傾向

的な支配者であった︒しかし統治が家族原理に基いてい

モスクワ大公は自己の世襲領地に対する無制隈かつ絶対

■

＾珊︶

人格の原理を仕上げ︑それを自然のくぴき止血縁的生活

習慣から解放することにあった︒﹂
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人樒の形成史の第一段階は︑かくて︑人間が血縁関係
の支配から法的・市民的関係の下に移ることであった︒

では︑彼にとって国家とは何であったのか︒彼は﹁人楕

は血縁関係を理念の名において否定した︒この理念が国
家で机馳︒﹂と言う︒国家とはな．によりも︑血縁関係の
︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

否定考であり︑諸個人に法的︑市民的関係を保障するも−

．

のであり︑しかも人樒の原理から導出されるものとされ
＾磐

る︒それ故﹁国家の出現は人格の自己活動の始りであり︑

市民的︑法的杜会習憤の始り﹂なのである︒結局︑カウ
ェーリンにとって︑国家は市民的︑法的諸関係と同一視

しかし︑諸個人の相互関係を律する法の制定者であり︑

される︒

その意味で個人の上に立つ国家を︑カヴェーリンは人椿
の原理からいかに導出するのか︒共同生活を偉する規則︑

ンが論文﹁﹃同時代人﹄誌の歴史的．文学的見解につい

義務は個人の内部からいかに導出されるのか︒サマーリ

に関する問題であった︒サマーリンは︑カヴェーリンの

て﹂の中でカヴェーリンを批判したのも︑まさにこの点

人格概念を批判し︑杜会を律する﹁絶対的基準︑全体に

とっても各人にとっても無条件かつ義務的な法則は︑人

＾舶︶

格から導出できないLと述ぺ︑﹁金体のために各人が自
＾仙︶

己を否定することが︑自由な︑しかし同時に無条件に義

務的な人間相互の縞合原理﹂であり︑このような結合が
教会であると主張した︒

カヴェーリンはサマーリンに対する反批判論文で︑

﹁絶対者﹂こそサマーリンのつまずきの石であるが︑そ

れはどこにも存在しないと述べ︑しかしそれにもかかわ

らず人間が発達するのは何によるの・かと自問する︒そし

＾仰︺

て︑﹁人間自身の中にあり︑絶えず変化する欲求︵宅①−
＾竺
α畠彗富︶である﹂と答える︒彼によれぱ︑﹁人間は自

己の規定を自己からつくり﹂人間の内都に新しい生活の

欲求が生まれる︒この欲求は旧い秩序と闘争し︑それを

否定して自己を実現する︒他方で︑人間は不断に他め人

間と衝突するが︑やがて人間の中にこの衝突を避けよう

とする志向が生まれ︑社会はより平和となる︒﹁まさに

これ故に︑私は諸人格の和解が発達の目的であると言っ
＾侶︶

たのだ︒まさにこれ故に︑この和解に導く遣は敵意と否

定であると考えたのだ﹂と彼は言う︒カヴェーリンは︑

人楕の原理の実現と発達︑すなわち自立した個人の自己

認識の形成と諸個人相互の和解によって︑社会の共同性
1
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える︒それ故︑彼は人間の共同生活において﹁この共同

は維持されるぱかりでなく︑むしろより強固になると考

ヴ諸種族にも類をみない強大な国家を形成し得た理由を︑

存在する︒カヴェーリンはロシァ民族が西欧や他のスラ

係を同一視した︒しかし︑彼にはもう一つ別の国家観が

＾糾︺

生活を維持する義務︑他人を妨害したり︑害を与えたり

ロシァの民族性に求め︑西欧に対するロシァの特殊性を︑

冨︶

しない義務﹂以外に︑さらに何が必要であるのか︑とサ

史発展の原動カは個人の内的欲求であり国家︑社会の共

﹁生きた全一的有機体﹂であり︑民族生活のすべての諸

ロシアでは﹁ただ国家的領域のみが発達し︑他の領域が
＾竺
発達しなかった﹂ことの中に見る︒彼によれぱ︑民族は

マーリンに反論したのである︒カヴェーリンにとって歴

同性も個人の内的発展によりおのずと実現されるものと

言えば個別意志から一般意志をいかに導胸するのか︑と

され︑個人から国家をいかに導出するのか︑ルソー流に

結局︑彼にとって︑国家は法的・市民的関係と同一視

治的生活−杉浦︶の変化は後者︵民族生活の他の諸側

ぺての力︑粋﹂が集まったとすれぱ﹁前者︵国家的・政

ない﹂︒もしロシアにおいて﹁国家の中に民族生活のす

﹁我国の国家生活を他の諸側面から切り離すことはでき

領域は﹁単一の民族生活﹂に由来しているのであるから︑

いう問題は︑その問題の存在自体が認識されていない︒

面−杉浦︶の変化を意味﹂する︒それ故︑ロシァ民族

把握される︒

しかし認識されていなくても問題は存在する︒カヴェi

の歴史の総体を理解するためには︑ただ﹁国家的領域﹂

＾包

リンは︑彼自身は無自覚であるが︑諸個人を統合する原

における発展法則を解明すれぱよいことになる︒したが

って︑国家形成以前︵すなわちイワン雷帝以前︶の氏族

＾侶︶

理を︑民族性︑正確に言えばロシアの民族性に求めた︒

2 ロシアの民族性の表現としての国家

の氏族−家族−国家のシューマをより正確に表現すれぱ︑

段階︑家族段階に﹁国家的・政治的生活﹂が存在するこ
＾仰︶
とは︑当然のこととして前提されている︒以上から︑彼

としてロシア史を把え︑その最高段階としての国家を人

氏族原理に基づく政治制度−家族原理に基づく政治制度

前述したように︑カヴェーリンは人格の原理の形成史
椿の原理から説明し︑その結果︑国家と法的︑市民的関
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1法的・市民的原理に基づく政治制度︵国家︶となる︒

国家は﹁人格的原理ト⁝＝o①＝窒彗o︶﹂に貫かれており︑

はローマの文化とキリスト教を受入れ︑国家を創設した︒
＾讐

て人間の無条件の価値という恩想が宗教の領域から世俗

その内都には多くの部分集団︑すなわち身分が存在した︒

世界へと移り︑人樒は当初の歴史的制約を克服し︑相互

すなわち︑ロシア国家は︑あるいは少くとも︑ロシア民

では︑彼はロシアと西欧との関係をいかに把握したの

に和解していく︒このように︑ヵヴェーリンは西欧の歴

そしてそれらの諸国家の上に教会が君臨していた︒やが

か︒彼は両者の共通性を二つの点に見る︒第一に︑東洋

史を歴史的制約を受けた人楮がより高次の人楮へと発展

族の政治的統合は︑氏族段階︑家族段階においても︑す

の諸民族とは異なり︑両者には発展︑進歩がある︒﹁我

する過程ど把えた︒他方︑前述したようにロシアの歴史

でに存在していたことになる︒

したがってそこには発展があり︑原初から現在まですべ

国の歴史は諸形式の繰返しではなく︑段階的変化を示す︒

︑

︑

︑

︑

は︑専ら血縁的な生活習慣が段階的に否定肩れ︑人樒が
︑

形成され︑出現する過程であった︒それ故︑氏族−家族
︑

てのものがほとんど同様に繰返され︑仮に時として新し

−国家という発展図式は︑ロシアにのみ適用し得るもの

︑

いものが出現しても︑停滞してしまったか︑ヨーロヅバ

換言すれぱ︑西欧とロシァは人格の原理の発達の歴史で

ンの昆族性概念はまったく不明確である︒﹁旧ロシアの

を理論の根幹に据えているにもかかわらず︑カヴェーリ

このようにロシァの特殊性を強調し︑ロシァの民族性

であった︒

︑

の土壌に移されて発達したかのどちらかであった東洋と
︵肌︺

は異なっている︒﹂第二に︑両者は﹁人間の無条件の価
＾駆︺

あるという点で共通する︒しかしその発達の過程が異な

法習憤﹂の中で彼は︑民族性を民族の習慣などの外的形

値というキリスト教的原理﹂すなわち人樒の原理を持つ︒

る︒カヴェーリンは西欧の歴史を次のように把握する︒

式だけで把えるのではなく︑毘族の﹁道徳的特殊性の表
＾舶︺

殊性﹂とは何であり︑いかにして形成されるのかについ

＾貼︶

現﹂として把握すべきであると言う︒しかし﹁遣徳的特

西欧ではゲルマン種族の中に野蛮で荒々しい形式ではあ
ったが﹁早くから人椿の深い感情が芽ばえ﹂︑自立した
諸個人からなる従士団︵岩k美⁝芭︶が形成された︒彼ら
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ては言及されない︒また当初は﹁ロシァ・スラブ種族﹂

れている︒このことは︑彼の歴史理論における人椿と民

チチェーリンの歴史理論との相違

族性という二つの視点の分裂を示している︒

3

あるいは﹁ロシア民族﹂の民族性が問題とされたが︑一
＾駝︺

八五〇年代後半以降︑﹁大ロシア人﹂の民族性だけが問
題となる︒しかし民族性概念の不明確さにもかかわらず︑

五〇年代を通じて基本的に変化していないと筆者は考え

以上のカヴェーリンの理論は︑一八四〇年代から一八

割を果していることは︑彼にとってアプリオリな前提と

る︒しかし︑ソ連の研究者イレリツキーが︑一八五〇年

民族性が存在すること︑それが氏族の歴史に決定的な役

される︒そして彼がロシァ民族の民族性を強大なロシア

このロシァの民族性の表現としてのロシア国家と︑前

である︒それ故︑ロシアの全歴史は﹁言葉の我々だけに
＾敬︶
固有の意味において︑主に国家的︑政治的﹂なのである︒

及ぴ西欧とロシァとの関係がいかに把握されていたのか

チチェーリンの歴史理論において︑ロシァ史の発展法則

この問題の当否を検討しなけれぱならない︒そこでまず︑

国家を建設し得た能カの中に見たことは︑前述した通り

節で述べた法的︑市民的関係と同一視された国家との間

を検討し︑次いでチチェーリンの﹃一七世紀ロシアの地

代末のチチェーリンの歴史理論の出現後︑カヴェーリン
＾聾
は理論的にはチチェーリンの弟子になったと述べた以上︑

には越えがたい断絶がある︒後者は人格の形成史の成果

方制度﹄に対するカヴェーリンの批評論文を検討する︒

階をへて発達するものとみなした︒この図式は一見カヴ

チチェーリンはロシァ史を氏族−市民社会−国家の段

＾靱︶

であり︑その最高段階であった︒したがってそれは個々

の人格を超越した存在では決してなかった︒前者は統合
の原理としての国家であり﹁一般意志﹂である︒しかし

チチェーリンにとって歴史とは﹁精神がそれに固有な理

ェーリンの図式と類似しているが内容はまったく異なる︒

人を超越したロシァの民族性から直接導出された︒アプ

性の永遠の法則に従って︑自己自身を規定し叙述する﹂

それは個人から導出されたものではなく︑個々のロシア

リオリな︑ロシァの﹁一般意志﹂であった︒この二つの

ものであり︑歴史の最高次の産物が﹁自由の原理と法の

＾60︺

国家観がカヴェーリンの中で無意識に混同され︑結合さ
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したがって︑氏族段階から市民社会を経て国家へと至る

＾ω︺
原理との最高次の結合における存在Lたる国家であった︒

歴史の歩みそのものが︑国家形成史であり︑歴史の目的
であった︒人樒の形成付発展の一つの契機にすぎない︒

また︑各段階の内容もカヴェーリンとはまったく異なる︒

チチェiリンにとって氏族段階とは︑ヴァリャーグ到来
以前の人類の血縁関係に基づいた原初的共同体であるが︑

それ自身の内部には解体への傾向は存在しない︒市民社

会ピは︑ヴァリャーグによって氏族共同体が解体された

後に出現する分裂社会である︒そこでは人々は孤立︑分
裂し相互に争い合う︒ここにおいて人椅は出現する︒し
かし︑この人楮はカヴェーリンの人楕概念とはまったく

異質なものである︒チチェーリンにとって人格とは︑相
互に対立する利己的な個人の意志である︒人格は︑それ
︑

︑

︑

︑

︑

が﹁自由の原理﹂を含む以上︑その発達は歴史の目的の
一つには違いない︒しかし︑それが個人の意志である以

上︑より高次の共同体によって止揚され︑杜会の共同性
が回復されねぱならない︒この最高次の共同体が国家で
︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

ある︒チチェーリンにとって︑氏族−市民杜会−国家と
いう移行は︑人間社会そのものがより高次なものへと形

成されていく過程であり︑したがって︑国家段階以前の

時代に︑国家も﹁国家的−政治的生活﹂も存在しない︒
︑

︑

︑

︑

次に︑・チチェーリンは西欧とロシァの歴史を︑歴史の

目的だけではなく︑その発展過程も同一であると主張す

る︒両者の歴史は一見まったく異るが︑氏族−市民杜会

−国家という同一の過程を辿っており︑ロシアは﹁西欧
＾聾

諸民族と同一の生活原理に従って︑彼らと並んで発達し

てきた﹂と彼は言う︒カヴェーリンは西欧に類を見ない

ロシア国家の強大さに︑ロシア民族の特殊性を見たが︑

チチェーリンにとってそれは自然的条件とローマ法の欠

如という外的・偶然的条件の結果生じたのであって︑本

る︒したがって︑ゾーリキンが﹁チチェーリンがあたか

質的には西欧の国家もロシァ国家も同質のものなのであ

＾

︶

も国家の全能を︑西欧とは対立するロシア史に固有の特

徴とみなしている不正確な見解﹂があると述べ︑イレリ

ツキー︑アスターホフ︑ルピンシュテインを批判するの

は正当である︒この誤ったチチェーリン解釈の原因の一

つは︑﹁チチェiリン氏はきわめて正当にも︑ヨーロヅ
．バではすべてが下から行なわれたが︑わが国では上から
＾桝︶
行なわれたという考えに何度か立帰っている﹂という力
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ブェーゾンの叙述をチチューリンの歴史理論の要約とし
てそのまま受け入れたことにある︒

カヴェーリンは︑チチェーリンの﹃一七世紀ロシァの
地方制度﹄を高く評価した︒しかし︑彼はチチェーリン
の歴史理論全体を受け入れたのではなく︑一七世紀とい

う限定された時代に関するチチェーリンの解釈を︑一定
の留保付きで受入たのである︒彼はチチェーリンの著作
を概観した後に次のように述べる︒﹁わずかの︑ささい

な例外を除いて︑我々は彼が選んだ時代に関しては︑彼
の意見に完全に同意する︒しかし一七世紀以前の我国の

歴史発展に関する多くのことでは︑彼に無条件で同意す
ることはほとんどできない︒同様に我国の一七世紀の地

方行政にかかわる種々な事実の意義について︑我々は少
々異なった説明をする︒何故なら︑我々はその後の発展
＾聾
を違うようにながめるのであるから︒﹂カヴェーリンは︑
チチェーリンがヴァリャーグ到来からイワン雷帝までの

時代を﹁市民社会﹂と呼ぴ︑﹁孤立し︑無活動で受動的
＾脆︶

な個人﹂の中に人格の出現を見たことを批判する︒﹁我
国の旧い歴史の運動原理を人格の原理と名づけて︑チチ
ェーリン氏は明らかに︑我国では個人︵自這O︶は孤立︑

分散し︑強固な血縁団体にも︑強固な市民的団体にも属

していないと言わんとした︒しかし︑・この事実はいかな

る意味を持つのか︒血縁的生活習憤はもはや人間を律し

ていないが︑市民的団体の形式もまだでき上っていない︑︑

と言うことであろう︒塑言すれぱ︑ル枠か巾尉粋枠む鮒
︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

るに十羨ほど発達していないことを示して小る︒一傍

点−杉浦︶L以上の叙述から︑彼がこの時点でも︑人

格の形成史としてロシァ史を把握していること︑また

伽

﹁市民的団体﹂が国家を指していることは明らかである︒ ︒

また︑彼はロシァでは国家が諸身分を創出し︑それら

を国家職務に緊縛した︑というチチェーリンの命題を︑
轟︺
部分的なしかし重大な修正を行った上で︑受入れる︒そ

してここにロシァと西欧の歴史発展の根本的相違を見る︒

たしかに彼は︑氏族−市民社会−国家という発展の図式

を西欧に関しては認める︒しかしチチェーリンにとって

人類史の普遍的発展法則であったこの図式を︑特殊西欧

的なものとすることによって︑この図式が持っていたへ

ーゲル哲学的視点︑つまり歴史を諸個人の内的・道徳的

発展としてではなく︑それを止揚した客観的な制度の発

展として把える視的︑へーゲル的に言えば﹁遭徳︵峯o−
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量景津︶﹂ではなく﹁人倫︵ω葦；寿筆︶﹂の立場で把え
︑

︑

︑

︑

る視点は失なわれる︒カヴェーリンにとって︑この図式
は人楕の形成史の一つの型となる︒そして︑カヴェーリ
ンは︑チチェーリンが西欧とロシアの歴史の共通性を強

調して︑その根本的差異を十分に考察していないことが
不満であった︒﹁我々とヨーロッバの発展の間のあらゆ
る外的類似にもかかわらず︑互いの出発点には本質的桐
違がある︒見せかけの同一性によって隠されているこの
＾ω︺

相違を明らかにすることは︑類似を示すことと同じく不
可欠なことである﹂と彼は言う︒したがって︑﹁チチェ

ーリン氏はきわめて正当にも︑ヨーロヅバではすべてが
︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

下から行なわれたか︑わが国では上から行なわれたとい
︑

︑

︑

︑

︑

︑

う考えに何度か立帰っている︒︵傍点−杉浦︶﹂という
カヴェーリンの叙述は︑チチェーリンが常に一貫してこ
の見解の上に立止っていないことに対する批判と解すべ
きである︒

以上の考察から︑カヴェーリンが一八五六年の時点に
おいても︑ロシァ史を人椿の形成史と把え︑oシアの酉
欧に対する特殊性を強調していたこと︑この点に関して
チチェーリンの見解とはまったく異なっていたことは明

らかであろう︒

4結びにかえて

前述したように︑カヴェーリンにとって︑ビ目ートル

以前のロシアの歴史的課題は︑人格の﹁形式﹂を創り上

げることにあった︒ビ目ートル以後の時代の課題は︑そ

れに﹁内容﹂を与えることにある︒しかし︑彼によれば︑

ロシア国内にその﹁内容﹂は無いのであるから︑それは

﹁外から﹂すなわち西欧から導入されねぱならなかった︒

ビ目ートル大帝が初めてこの事業を実行したのであり︑
＾利︺

それ故ピ目iトルの時代は﹁人格の原理が実現した最初

の段階﹂なのである︒しかし︑ピヨートルによって始め

られた改革が終りに近づいた頃︑民族の﹁自立性の要求
＾ε
と改革への要求が分裂し︑敵対しはじめた﹂と彼は述べ

る︒それは民族の自立と人樒の発達の間の分裂であり︑

ロシアと西欧との分裂であウた︒したがって彼にとって

現実のロシアが直面している課題とは︑この分裂を克服

しつつ︑人椿の発達を推し進めることである︒ロシァ人

とロシア民族の自己認識の深化によってのみ︑ロシァ社

会を人椿の原理に基づいて建設しうると彼は考えたので
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な役割を担うものであった︒それは﹁改革の時代が実生

あり︑民族の自己認識の挙である歴史学こそ︑最も重要

に普及せんとし︑また自己自身も実践的政治活動に加わ

現を強く訴えた︒歴史学によってこの思想をロシァ国民

の原理Lの擁謹者として︑農奴の解放と市民的自由の実

ァの民族性と人格の発展の二つの原理の分裂を克服する

しかし︑彼の意図にもかかわらず︑彼の歴史学はロシ

実現するというロシア自由主義の路線のもとで︑カヴェ

点の分裂もまた顕在化する︒専制国家に依拠して改革を

が現実性に転化した時︑彼の歴史理論における二つの視

＾η︶

活の中で行ったこと﹂を﹁思想と挙問の分野﹂で推し進

ことはできなかった︒彼はロシア史を氏族−家族−国家

ーリンは政府の個々の政策や官僚制度を激しく批判した

った︒しかし﹁大改革﹂期において︑政治改革の可能性

の各段階を経て実現する人樒の形成史と把えた︒人楮の

が︑ロシア専制国家そのものを批判する視点は持たなか

めることであった︒

発達という普遍的原理によって構成された点で︑それは

秘化の故に︑彼にとって︑自己とロシア国家との関係は

った︒国家論の欠如︑ロシアの民族性とロシア国家の神

の一部であった︒しかし︑この観点からは︑諸個人の人

しだいにあいまいなものとなっていく︒一八六二年から

世界史︵もちろん非ヨーロヅバ世界を欠落させていた︒︶

楕を超越し︑諸個人を統合する国家の形成は説明し得な

西欧は視野から欠藩する︒ロシアの民族性というアプリ

接導出した︒しかし︑彼がロシアの民族性に依拠した時︑

﹁ロシア史についての見解と覚省﹂においては︑人楮の
秀︺
形成史としてのロシァ史把握は影をひそめ︑ロシア史は

向﹂は︑その帰結であった︒一八六六年に発表された

一八六四年の西欧留学をきっかけになされた彼の﹁転

オリに前提された︑いわぱ神秘化された原理に依拠した

大ロシア民族の民族的自己意識の進化の歴史として把え

い︒統合原理としての国家を彼はロシアの民族性から直

時︑ロシア史は世界史から分断され︑ロシァ国家は神秘

られることになる︒

︵1︶

ω毛異⁝一団・員∴暮＝胃毛⁝α毛美k団窒o1皇8君−

︵カヴェーリンの著作は著者名略︶

化される︒そこには︑自立した学問体系としての国家論
は存在する余地はない︒

一八四〇年代から一八五〇年代にかけて︑彼は﹁人格
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﹄軍δ＃目o自宝H＝

g−合緕窒﹃一昌＝でg畠＝団↓ooo頸目o自o回＝亭−

N︑この期の回シア自由主義については天胃罵貝団︒＞∴o↓

×−×1墨ξ曽××回．︵団．＝．工呂亮寒＝︶−室・一后N舳・富p

は今井義夫氏の一連の研究がある︒今井義夫﹁ロシア自由

号oo彗匡宍o者竃胃雪g自く．声二九七二︑参照︒国内で

主義者の誕生﹂﹃一橋諭叢﹄第七六巻第三号︑一九七六︑
同︑﹁ゲルツェンとカヴェーリンー四〇年代人の友憎と訣

別1﹂金子幸彦編﹃ロシアの思想と文学﹄恒文社︑一九七
七︑同﹁チェルヌィシェフスキーとカヴェーリンー一八六
〇年代の回シアの革命的民主主義者と自由主義者をめぐう
て−﹂﹃一橋諭叢﹄第八四巻第四号︑一九八O︒

︵2︶ たとえぱロシア自由主義の理論家の一人チチ晶ーリン
は自己の立場を﹁自由主義的諸方策と強カな権カ﹂という
ラーゼによって表明した︒エ⁝毛⁝一団．エニ匝O冨O≡自冒−
一九二九︑o︷．N00︑チチェーリンの国

ロヴィヨフによってその主要な諸原理が定式化され︑一八

五〇年代後半にチチェーリンによって体系化される︒それ

は一八六〇−一八七〇年代に回シア史学界の支配的潮流と

レリツキーは︑チチ岨ーリンによる体系化の後︑かつての

なった︒﹁国家挙派﹂の三人の歴史家の関係について︑イ

響を受け︑理論的には︑チチェーリンが師となり︑カヴェ

師であるカブェーリンとソロヴィヨフがチチェーリンの影

︵＝昌自①o曽月尻＝芦軍団∴O﹃ookト団勺o↓回o＝＝o＝E宍o当⑭団勺k．

ーリンとソロヴィヨフが弟子となる逆転が起ったと述ぺた︒

8宍o辞胃↓oo畠o﹃喀号雪雪︒︽団o自勺g匡胃冒で匡ξ一九五九︑

﹁国家挙派﹂に属するか否かという論争がイレリツキーと

2c五︑昌pH竃ー二〇︒︶ソロヴィヨフに関しては︑彼が

＝団＝oo目自o＝＝而団

ルヴィンシュテインの間で行なわれた︒︵i︸α雪＝E富箒戸＝．

自−↓匡宍−屋ω﹃冒凹冊雪o①﹁oo︸ト與勺o↓宙而＝＝o①

o♂箏＝ξ⁝宙ooo；↓．一事

s3︐o弓・ω轟−室ω︶

睾8匿錺胃冒︷o﹁o喜国匡．︽o毒o套胃8勺⁝胃きo＝焉．

二九巻のロシア史学に及ぼした多犬な影響と︑その学問的

最近の研究ではソ回ヴィヨフの﹃犬古からのロシア史﹄全

家論については拙稿﹁チチェーリンにおける国家と社会1

⁝曽彗︑目−︑峯

第五号︑一九八四を参照︒

﹁大改革﹂期ロシアの自歯主義−L﹃一橘論叢﹄第九一巻︑

価値に注目して︑彼を﹁国家学派﹂という枠組を超えた歴

史家と考える立場が優勢であるように恩われる︒︵たとえ

鳥山成人氏はこの間題の重要性をすでに指摘している︒

また氏はロシア史に関する国家理論を四つに区別し︑その

︵3︶

﹂≦lOo自o団﹃o宙閨国Oko︹．

ば天o自耐2≡5芦＝1一目o自巾量彗合害冒0k﹃︽＝昌o勺＝雪︑o−

冒呂岩肩呂嘗o長o⁝g国oぎミo﹃喀舎⁝．峯・5這・＝昌常．

︹︹＝匡oトoo団＝o頸昌；肖田io竃①＝帖O

第一に﹁哲学的・法学的国家理論︵国家学派の国家理論︶﹂

⁝長鼻匝﹄∴9o曇書■彗9⁝O昌畠§・戸

を置いている︒鳥山成人﹁ぺ1−・エヌ・ミリュコーフと
﹃国家学派﹄﹃スラヴ研究﹄︵12︶

一九六八︑一〜五六頁︒

︵4︶ ﹁国家挙派﹂は一八四〇年代後半にカヴェーリンとソ
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．乞o．o︶しかし従来︑チチェーリンとカプェーリンの理論的
︵5︶

Oo9︹〇一−IH−Oコ9一0HPN阜N一

︵フ︶

︵6︶↓窒き．SPミ印
︵8︶↓姜秦．昌PN睾

↓婁美①．胃p︑寓1

ターホフは︑カヴェーリンの著作の学問的価値は大きくな

差異には十分な関心が払われてこなかった︒たとえぱアス
く︑カグェーリンの著作は﹁国家挙派の源泉を示し︑チチ

︵9︶↓姜毒18o﹂箪

↓姜美巾．︹岩．N亀．

↓婁美巾．昌i．NS．

↓姜美Φ．o宅．N塞−

︵10︶

︵12︶

︵11︶

呈ーリンとソロプィヨフの歴史観の研究を容易にするとい
う意味﹂で史挙史的関心を引くと述べる︵＞S農富・甲＝・

天着︹完蒼婁昌ミ︹貝g崔︹昌喀o︷喜⁝1×岩姜畠一
ーの﹁国家学派﹂形成史の本格的研究が発表された︒その

↓姜美ρo︷．＃鼻

↓姜美ρ︹暑．N塞．

5a︐3o．おooIまω︶やっと一九七七年にツァムツァリ

︵13︶

↓姜美ρS勺．8−−

︵14︶

↓姜美ρo暑．M8．

︵∬︶

↓彗美ol︹畠−彗p

細な検討を加えた︒︵仁姜着彗芦＞︒＝∴団o写3↓2昌妾

︵16︶

↓姜美ρS？N轟1
↓姜美⑭lo岩．Hol

︵20︶ カヴェーリン四巻著作集の編者の一人であるコルサー

︵19︶

︵18︶

︵〃︶

中で彼はカプェーリンの歴史理諭の重要な役割を認め︑詳

sミ︶しかし︑彼の研究においても︑ヵヴェー

宙胃o貝g篶8寝o﹃喀曾＝雪呂雪ooo緕昌自富⁝①×−×

尾竃︒自

リンとチチェーリンの歴史理論と自由主義の関係は注目さ
れていない︒以上の諸研究の最大の問題点は︑﹁国家学派﹂

︑

︑

︑

の観点からは︑カヴ邑ーリンの理論からチチューリンの理

がもっぱら史挙史的観点から考察されている点にある︒こ
︑

された新しい挙派︑いわゆる﹃氏族的生活習慣﹄学派の綱

︑

コフは︑この論文が﹁四〇年代の目シア史学において形成
︑

プェーリンの理論の問題意識と意義が見失なわれチテェー

＝O0H﹃天

員．天與団ω自雪＝声宙．．OogoO

．︑．↓1−．o↓P＜−HH．︶

領﹂であると述ぺ︑︵スo肩実畠一員∴美轟亭＝トo胃雪﹃■

論への移行が﹁国家挙派﹂の完成への歩みと把握され︑カ

︑

アカデミズム内の一つの理論体系の如くなる︒筆者は﹁国

リンの理諭に吸収されてしまう︒﹁国家学派﹂があたかも
︑

ェーリンにとって﹁人格の知的・道徳的・法的・政治的発

︑

この論文を第一巻の巻頭に置いた︒コルサーコフは︑カブ
︑

達は社会の基礎であり︑進歩の基礎﹂であり︑﹁この思想

︑

を彼はその後︑全生涯において仕上げ︑真の進歩にとって

︑

家学派﹂をいくつかの重要な共通性を持つ論理論の総称と
との関連において把握すぺきであると考える︒

考えるぺきであり︑深刻な矛盾をかかえたロシア自由主義

9．
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↓姜美ρ昌勺ーさ．

↓婁美ρs勺lNN．

↓姜美ρ昌？さ1

＝＝⑭＝呂畠︸OI⑦﹁O芭⁝凹℃冒＝甲■

︵30︶

︵29︶ ↓竃美ρ昌P昌．

︵28︶ ↓姜美ρ8P8．

︵48︶

︵47︶

︵46︶

︵45︶

↓窒美φ8？轟9

↓婁美何．o弓．ミP

↓彗美ρo暑．M尋

↓彗美ρo︷ーミ．

ているのであるから︒﹂↓国雪美O．O↓P㎞S一

この語は普通﹁文明﹂と訳されるが︑ここでは非血縁

的︑市民的︵﹃喀美着膏彗酎︶生活習慣とその恩想を意味す

らかに個人の自歯︵畠圭畠呂畠︶と活動の程度に依存し

はヨーロヅパの歴史のいちじるしい特徴であり︑それは明

何故なら︑団体精神︵8δ竃匡団ト凄︶の強固さ︑強カさ

﹁人椿の原理はヨーロッパの歴史の基礎に据えられている︒

彼はヨーロヅバ藷国の強さの原因も︑この点に見る︒

↓姜美ρ︹︷﹄午

↓彗美ρo︷．o︒阜．

oo98■↓﹂．昌poo戸

↓婁桑ρ︹宅．豊．

Hooミ．昌o．含．

○凹量胆−量＝一申O．①二〇〇

↓姜美他．筥p含l

↓姜美①lo暑．む一

↓団雪美〇一︹︷．雪．

↓彗美o．︹畠．む．

↓姜曽ρ筥甲主1

）

人椅の遣徳的改善の不可欠さを確信して死んだ︒L︵↓婁．

．■−．o−PHρ

↓姜美ρSP弄

↓姜美ρo︷L血1

Ooα．︹o

美Φ昌i・−×．︶と述ぺる︒
︵21︶

︵22︶

︵23︶

ooα18 ヂ ■ − ． 昌 ？ 曇

﹁旧ロシアの法習慣﹂が分析の対象としたのはビ目ー

）
）

るので︑このように訳出した︒↓o⁝羨ρ0H？N＋

た︒

して﹁現代﹂の課題と解決の方向を提起することにあっ

代﹂であり︑彼の歴史挙の目的は﹁旧ロシア﹂の分析を通

だ時代である︒彼にとってビ目ートル以後の時代は﹁現

トル以前︑すなわち筆者が人樒の形成史の第一段階と呼ん

︵η︶

︵26︶

胃pい8．

︵ ︶ 黒皇罵⁝芦団−一〇富肩毒＝雷δω豊弩⁝1芦二旧O︒ω．

宍畠雪⁝o．困︑oa．8 ︑︑↓自．︹宅．−〆

響が見られる︒o冨8畠 軍員︒一団o昌o⁝；彗国o天．戸

がフォイエルバッハの﹃キリスト教の本質﹄の宗教観を受

↓凹室美〇一〇↓〇一H干スバソーヴィッチはカヴ呈ーリン

（

けいれたと述ぺたが︑この部分にもフォイエルパヅハの影

︵24︶
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クワの強犬化までの我国の金国家生活は︑⁝−氏族原理の

︵49︶ たとえぱ︑以下の叙述がある︒﹁ヤロスラフからモス

︵66︶

︵65︶

︵64︶

↓姜美o1︹宅1まN1

↓彗美ρS？望ω−

oo98

カヴェーリンは︑回シア国家が藷身分の形成において

．HH．o弓．宗9

段階的解体と没落の歴史である︒﹂↓豊美ρO︷・家・

︵68︶

↓姜済o．︹︷．まN．

↓姜美o．o︷．旨．

↓婁美何lo畠．o o l

︵σ︶

︵50︶

︵田︶ ↓姜美①．o︷二α．

創造者とは考えない︒彼は︑共同体が国家によって解体さ

極めて重大な役割を果したことは認めるが︑国家を身分の

︵51︶

︵蝸︶ ↓婁美ρs？ま．

身分が互いに孤立したと考える︒テチェーリンが身分を

国家が各身分に異なった国家職務を果したことにより︑藷

れた後に︑身分が共同体の構成部分から生まれたと述ぺ︑

る批評論文︵一八五六︶においては︑﹁犬回シア人﹂の民

﹁市民社会﹂の諸個人の孤立を止揚し︑国家と﹁市民社会﹂

チチェーリンの﹃一七世紀ロシアの地方制度﹄に対す

︵ ︶ ↓姜美o．昌勺．寒．

族性だけが問魑とされている︒一八六六年に発表された論

同体的統一の解体の緒果生まれたとみなし︑その﹁孤立性

を媒介するものとみなしたのに対して︑カヴェーリンは共

︵∬︶

文﹁ロシア史についての見解と覚薔﹂ではロシア史を犬回

と排他性﹂を強調する︒この見解の相違は︑両者の共同体

↓姜美ρ昌pミ N ．

︵脆︶

論の相遠を理解する上で重要であるがここでは割愛する︒

シア人の形成史と把え︑一一世紀から筆を起こしている︒
︵研︶注︵4︶参照︒

↓凹≡美ol2甲舳oo．

︵69︶ ↓凹重美ρ昌o．蟹α．
︵加︶

↓姜美ρo︷．寒．

工⁝︷⁝も．＝∴困g昌星⁝畠ざ室o貫墨8勺冥冨姜

︵卵︶

︵η︶

︵58︶ 詳しくは前掲拙稿参照︒

﹃O員OO．OHO■OOO．

︵一橋犬学大挙院博士課程︶

学と倫理挙の研究へと向わせる︒

のではない︒人間の道徳的発達への彼の関心は︑彼を心理

しかし人格の形成史としての歴史把握を彼が放棄した

︵60︶ ↓豊美o1o召．oool

ω毛実⁝一国．員∴工⁝何筥＝1毒篶宕o蔓昌⁝畠焉−

︵η︶

↓O量美ω．昌PS1

↓姜美ρ胃Pωoo．

︵η︶

︵61︶

︶

美曽串⁝一︽﹁O自09雪ω︑OR宝宝彰−含一−くHOOωN一〇↓？餉O〇一

︵62︶ξき寝ヌ靹．＝∴O畠潟亮＝窒ω四豊畠呂ミo員島
︵

員g雪︷畠o昌饒書δ曽．峯 −湯阜lo弓 お．

41j

カヴェーリンにおける「人楮」と「民族性」
（101）

