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訳者はしがき

　（ａ）以下に訳出するのは、ヴィルヘルム・フォン・フンボルト（Wilhelm 

von Humboldt 1767-1835年 ） が1813年12月 に 記 し た「 ド イ ツ 憲 法 論 」 

”
Denkschrift über die deutsche Verfassung. Dezember 1813.“ である。

　周知のように、ドイツでは17世紀のヴェストファーレン条約を経て諸邦の

自立化が進み、18世紀の末でも、オーストリアやプロイセンのような強力な

領邦国家から帝国都市、聖界領邦にいたるまで、大小300以上の諸邦がモザイ

ク状に並存していた。だが弱体化した神聖ローマ帝国（962-1806年）は、

ヨーロッパ大陸を席巻したナポレオン１世が諸邦を整理統合し西及び南ドイツ

諸邦にライン連邦（1806-13年）を結成させるに及んで最終的に崩壊する。そ

してロシア遠征の失敗を契機にフランスの覇権が終焉を迎え、ライン連邦の解

体が現実味を帯び始めた1813年の春以降、反ナポレオン感情と結びついた愛

国熱がかつてない勢いで広まり「自由と統一」を求める機運が高まる中、数多
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くの有力な政治家・知識人がそれぞれのドイツ統一案を公にしたのだった。

　解放戦争中、後述するようにプロイセンの外交官として戦後秩序の形成に取

り組んだフンボルトもそのひとりである。この「ドイツ憲法論」は、1807年

からプロイセン宰相に就任したが、1808年に反ナポレオン的な内容の私信が

公になったため失脚し、1812年からロシア皇帝アレクサンドル１世の顧問と

なっていたハインリヒ・フリードリヒ・フォム・シュタイン（Heinrich 

Friedrich vom Stein 1757-1831年）が1813年夏に作成した統一案１へのいわ

ば「対案」として、同年冬にシュタイン宛の書簡において表明された２。

１　
”
Denkschrift Steins für Hardenberg, Prag, Ende August 1813“ , in 

Freiherr vom Stein. Briefe und amtliche Schriften， Bd. 4, bearbeitet von 

Erich Botzenhart, neu herausgegeben von Walther Hubatsch, Stuttgart : W. 

Kohlhammer, 1961, S. 242-248.

２　 本 書 簡 に 言 及 し た 研 究 と し て、Ernst Rudolf Huber, Deutsche  

Verfassungsgeschichte seit 1789， Bd. 1. Revidierter Nachdruck der 2. 

verbesserten Aufl., Stuttgart/ Berlin/ Köln : W. Kohlhammer, 1960 (1. Aufl., 

1957), S. 519-526；フリードリヒ・マイネッケ『世界市民主義と国民国家――

ドイツ国民国家発生の研究』Ⅰ、矢田俊隆訳、岩波書店、1968年、175-220頁；

石川澄雄『シュタインと市民社会――プロイセン改革小史』、御茶の水書房、

1972年、290-291頁；エルンスト・カッシーラー『自由と形式――ドイツ精神

史研究』、中埜肇訳、ミネルヴァ書房、1972年、283-284頁；水谷重男「フンボ

ルトの政治思想」（糸永寅一他監修『ヨーロッパ・キリスト教史』５、中央出版

社、1972年）、259-260頁；千代田寛「W・v・フンボルトの国家観について」

『史学研究』第121・122合併号、1974年６月、42-47頁；大崎功雄「W・v・フ

ンボルトにおけるプロイセン憲法構想と教育改革」『北海道教育大学紀要第一部

C 教育科学編』第32巻第２号、1982年３月、34-36頁；西村貞二『フンボルト』、

清水書院、1990年、133-134頁；ハインリヒ・アウグスト・ヴィンクラー『自

由と統一への長い道――ドイツ近現代史1789-1933年』Ｉ、後藤俊明／奥田隆

男／中谷毅／野田昌吾訳、昭和堂、2008年、73頁；吉永圭「1810年代におけ
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　底本としては、Wilhelm von Humboldts gesammelte Schriften，Bd. 11, 

herausgegeben von der Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften, Berlin : B. Behr, 1903 (Photomechanischer Nachdruck. 

Berlin : Gruyter, 1968),  S. 95-112を用いたが、
”
Humboldt über die künfutige 

Verfassung Deutschlands“ , in Quellen zur Geschichte des Deutschen 

Bundes. Für die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie 

der Wissenschaften , herausgegeben von Lothar Gall, Abteilung Ⅰ: 

Quellen zur Entstehung und Frühgeschichte des Deutschen Bundes 

1813-1830, Bd. 1, 1: Die Entstehung des Deutschen Bundes 1813-1815, 

bearbeitet von Eckhardt Treichel, München : R. Oldenbourg, 2000, S. 

72-88も適宜参照した。

　（ｂ）フンボルトの略歴を紹介しておく。フランス革命の勃発からウィーン

体制の成熟へと至る激動の時代のドイツを代表するこの文人・政治家・言語学

者３は、1767年、ベルリン郊外のポツダムでプロイセン王国の貴族の家系に生

まれた。父はプロイセンの陸軍将校出身の宮内官であり、よく知られているよ

うに、弟は近代自然科学を基礎づける博物学者・地理学者・探検家アレクサン

ダー・フォン・フンボルト（Alexander von Humboldt 1769-1859年）であ

る。1787年からフランクフルト・アン・デア・オーダーとゲッティンゲンで

法学や古典学などを学んだのち、1790年に司法官僚及び外務参事官となり、

この時代に、エドマンド・バーク（Edmund Burke 1729-97年）の『フラン

ス革命についての省察』の翻訳者であり、三月前期の有力な保守思想家となる

るヴィルヘルム・フォン・フンボルトの政治思想」『立教法学』第83号、2011

年９月、89-95頁；飯田芳弘『想像のドイツ帝国――統一の時代における国民形

成と連邦国家建設』、東京大学出版会、2013年、38頁。

３　亀山健吉『フンボルト――文人・政治家・言語学者』、中央公論社、1978年

を参照。
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フリードリヒ・ゲンツ（Friedrich von Gentz 1764-1832年）と知り合った。

だが、１年で官職を辞して研究と思索の生活に入り、フリードリヒ・フォン・

シラー（Friedrich von Schiller 1759-1805年）、ヨハン・ヴォルフガング・

フォン・ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832年）、シュレーゲ

ル 兄 弟（August Wilhelm von Schlegel 1767-1845年; Friedrich von 

Schlegel 1772-1829年）らと親交を結んだ。1801年に再び官界に入り、

1802-08年にローマ教皇庁弁理公使を勤め、1809年にプロイセン内務省の宗

教・公教育局長に任命され、一連のプロイセン改革に主に教育面で寄与してい

る。とりわけ1810年のベルリン大学（現ベルリン・フンボルト大学）の設立

に尽力したことで知られ、「研究と教育の一致」を柱とするフンボルトの理念

は、今日の大学の精神的淵源とされる４。

　1810年以降ウィーン駐在の特命全権大使を務め、解放戦争期には、プロイ

セン王フリードリヒ・ヴィルヘルム３世の大本営と行動を共にしつつ、プラハ

会議（1813年）やシャティヨン会議（1814年）に全権代表として出席しもす

るなど、プロイセン外交の中核を担う外交官として活躍した。ウィーン会議

（1814-15年）にはカール・アウグスト・フォン・ハルデンベルク（Karl 

August von Hardenberg 1750-1822年）に次ぐプロイセン全権次席代表とし

て参加している。続いて、ドイツ連邦（1815-66年）結成後、駐英大使を経て

４　ただし、フンボルトが近代大学の理念の形成に大きな影響力を及ぼしたとみ

なす通説的見解に対しては、近年、疑義が呈されている。潮木守一『フンボル

ト理念の終焉？――現代大学の新次元』、東信堂、2008年；金子勉「大学論の

原点――フンボルト理念の再検討」『教育学研究』第76巻第２号、2009年６月、

208-219頁；同「ドイツにおける近代大学理念の形成過程」『大学論集』第42号、

2011年３月、143-158頁；R・D・アンダーソン『近代ヨーロッパ大学史――啓

蒙期から1914年まで』、安原義仁・橋本伸也監訳、昭和堂、2012年、55-71頁

を参照。
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プロイセン王国の国政にも参与するが、クレメンス・フォン・メッテルニヒ

（Klemens von Metternich 1773-1859年）が全ドイツ的に反動化政策を強化

する中で保守化したハルデンベルクに反撥し、1819年、政治の場から退くこ

とになる。引退後は言語学研究に没頭し、大著『力ヴィ語研究序説』（1836年）

を残している。

　政治思想史上、初期の代表作『国家活動の限界確定のための試論』（1792

年）５の影響は大きい。とりわけ英語圏においては、本国ドイツ以上に自由主

義の文脈でこれまで絶えず参照されている。ジョン・ステュアート・ミル

（John Stuart Mill 1806-73年）の 『自由論』（1859年）がこの論文からインス

ピレーションを得ているのは有名だが、このドイツでは珍しいほどの徹底した

自由主義者に、戦後においてもジョン・ロールズやチャールズ・テイラーらが

関心を寄せている６。また、フランス語圏でも、ピエール・ロザンヴァロンが、

自由主義思想の先駆者のひとりとして、高い評価を与えている７。

　（ｃ）すでに翻訳されているフンボルトの著作には、管見の限り以下のもの

がある。『言語と人間――人間的言語構造の相違性に就て』、岡田隆平訳、冨山

房、1941年（『力ヴィ語研究序説』の抄訳）；『教養への道――或る女友達への

書簡』上・下、小口優他訳、モダン日本社、1942年；『言語と人間』、岡田隆

平訳、創元社、1948年；『世界史の考察――歴史哲学論文集』、西村貞二訳、

創元社、1948年（「人間諸力発展の法則について」「古代、特にギリシア古代

の研究について」「比較人間学草案」「人間の精神について」「一民族において

学問並びに芸術の栄える条件について」「世界史の考察」「世界史の動因の考

５　ただし、全体の出版は1851年。

６　吉永圭『リバタリアニズムの人間観――ヴィルヘルム・フォン・フンボルト

に見るドイツ的教養の法哲学的展開』、風行社、2009年、１頁を参照。

７　Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-providence , Paris : Seuil, 1981, pp. 

74-78を参照。
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察」「歴史家の課題について」を収録）；『ある女友達への書簡』１- ３、小口

優訳、春秋社、1949年；『人間の諸問題』、西村貞二訳、創元社、1950年（「フ

ランス新憲法によって誘発された国家憲法に関する諸理念」「人間育成論」「両

性の区別とその有機的自然に及ぼす影響について」「男性形式と女性形式」「人

間知の手段としての観相学」「ローマとギリシア、別題、古典的古代の考察」

を収録）；「ベルリン高等学術機関の内外の組織について」、小倉志祥訳、『実存

主義』 第47号、1969年４月、72-79頁；「ベルリン高等学問施設の内的ならび

に外的組織の理念」（フィヒテ／シュテフェンス／フンボルト『大学の理念と

構想』、梅根悟訳、明治図書、1970年）、209-222頁；『言語と精神――カヴィ

語研究序説』、亀山健吉訳、法政大学出版局、1984年（2011年に復刻）；C・

メンツェ編『人間形成と言語』、K・ルーメル／小笠原道雄／江島正子訳、以

文社、1989年（「市民福祉に関する国家の関与はどこまで及ぶか」「公的国家

教育について」「人間形成の理論（断篇）」「比較人類学草案」「いろいろな人

相」「ギリシア人の性格についての理想的、歴史的な見解」「徳性形成に関する

宗教と詩文の連関について」「言語の国民的性格について（断篇）」「言語一般

の性格と特性について」「ケーニヒスベルク学校計画」「リトアニア学校計画」

「1809年７月24日付 ベルリン大学設置申請書」「ベルリン高等学術施設の内的

ならびに外的組織について」「書簡の抜粋」（G・フォルスター宛、K・G・v・

ブリックマン宛、Chr・G・ケルナー宛、J・G・シュヴァイクホイザー宛、F・

H・ヤコービ宛、力ロリーネ・v ・ヴォルツォーゲン宛）を収録）；『言語と人

間』、岡田隆平訳、ゆまに書房、1998年（昭和23年に出版された創元社版の

復刻）；『双数について』、村岡晋一訳、新書館、2006年；「性差およびその有

機的自然に及ぼす影響について」、杉田孝夫／菅野健訳、『お茶の水女子大学

ジェンダー研究センター年報』第16号、2013年３月、75-93頁；「男性の形式

と女性の形式について」、杉田孝夫／菅野健訳、『お茶の水女子大学ジェンダー

研究センター年報』第17号、2014年３月、129-152頁。また、馬場昭夫「ヴィ

ルヘルム・フォン・フンボルト『国家活動の限界を決定するための試論』の研
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究」『暁星論叢』第41号、1997年12月、１- ７頁には、『国家活動の限界確定

のための試論』のごく短い抄訳が含まれている。

　（ｄ）戦前・戦後を通じて研究の主領域が教育学・言語学であったこと８が

おそらくは主な要因となり、（ｃ）でみたように教養論・言語論を中心に多数

の翻訳が存在する一方、1800年代以降の実務家として活躍していた時期の政

治論・憲法論については、いまだ一編も邦訳されていない。しかし、「文士と

官僚の相剋に悩」みつつ「「人格」の陶冶を経た「教養ある」官僚像」を提起

し９、かつそれを実践したフンボルトのヤヌスの一面はこの時期の政治的作品

を分析することによってはじめて解明されるはずである。実際、この「ドイツ

憲法論」からは、将来的なドイツ統一を希求しつつも、理想と現実の緊張関係

の中で葛藤するひとりのプロイセン官僚の姿が浮かび上がってくる。

　フンボルトの構想の特徴は、何よりも、前述のシュタインの覚書が、強力な

権限をもつドイツ皇帝を戴く帝国を、旧神聖ローマ帝国の版図からオーストリ

アとプロイセンを排除した西及び南ドイツに限定して創出することを提案して

いたのに対して、旧帝国を基準にして国民という共同体を観念し、その限り

で、プロイセンとオーストリアを共に含むかたち
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

でのドイツの国民統合を構想

している点に存する。かつてゴーロ・マンは、1848年の国民議会が目指した

大ドイツ主義的統一の挫折を「自由主義者の帝国は、その体質からいって幻想

であり［…］、プロイセン、オーストリアが国家らしい国家である限り、ドイ

ツは国家ではなかった」10と評した。対照的に、ウィーン会議――エルンス

８　吉永前掲書、２頁を参照。

９　西村稔『文士と官僚――ドイツ教養官僚の淵源』、木鐸社、1998年、380、

382頁。

10　ゴーロ・マン『近代ドイツ史』１、上原和夫訳、みすず書房、1973年、142

頁。
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ト・ルドルフ・フーバーの整理に従えば、それは「ヨーロッパ平和執行会議」

と「ドイツ憲法会議」というふたつの側面をもつ11――前夜のプロイセン官僚

フンボルトにとっては、「プロイセン、オーストリアが国家らしい国家である」

こととドイツが「ひとつの政治的全体へと統合される」こととは、矛盾すると

は考えられていなかったのである（第１条）。

　とはいえ、ドイツが「ひとつの国民、ひとつの民族、ひとつの国家」である

べきであるとしても、それはあくまでも彼の言う「国家連盟」、つまり、「主権

を持つ諸侯が結ぶ完全に平等で自由な結合」にとどまるので、名目上、主権

は、原則として条約に加わった全諸侯に平等に保障される。フンボルトの見る

ところ、ドイツの分裂状態は、ドイツを偉大たらしめている「教養の多様性」

の源泉に他ならない12。ただし、同時に「諸侯自らが同盟条約によって自由意

思で承認する」限りで、諸侯が享受する権利には差異が認められもする（第１

11　Huber, a. a. O. , S. 543-544.

12　斉藤渉の以下の指摘も参照。「フンボルトはドイツ人ネイションというものを

けっして無視していたわけではない。ただ、ドイツ人による統一国家を少なく

とも自分自身の政治的目標とは考えなかった。［…］主体的帰属先としてのネイ

ションに対しては、むしろ一領邦にすぎないプロイセンに与している。むしろ、

ゆるやかに結びついた領邦体制を保ちつつ諸邦間の自由な競争を促すこと、そ

こに「知識人共和国」としてのドイツにとって、あるべき未来を見ていた

［…］。そしてこのような多元的環境こそ、彼が仕えるプロイセンにとって、最

も自由な活動の余地を残すものと考えていたのだ。」斉藤渉「フンボルトにおけ

るネイションの問題」『ヘーゲル哲学研究』第15号、2009年12月、94頁。もっ

とも、この直前、斉藤は、1810年代後半に記された書簡を根拠に、フンボルト

は「ドイツ人による統一国家を少なくとも自分自身の政治的目標とは考えな

かった」と断じているが、今回訳出した「ドイツ憲法論」を見る限り、解放戦

争末期のフンボルトは、より積極的な統一の展望を有していたと言いうるので

はないか。
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条）。具体的には、フンボルトはドイツの諸領邦を３つの層――オーストリア

とプロイセンというヨーロッパレベルでの大国、②オーストリア、プロイセン

に続く、ハノーファー、バイエルンというドイツ内の大邦、③それ以外の中・

小邦――に分け、外交や戦争指導を二大国に（第４条、第９条、第14条な

ど）、域内の紛争解決を四大領邦に（第５条、第17条、第21条など）、それぞ

れ委ねている。つまり、対外的には二大領邦が決定権をもち、ドイツ内では四

大領邦が決定権をもって平和を維持するという不均衡な体制が想定されてい

た。これは、版図を限定して集権的な構造を持つ旧帝国の復活を希求したシュ

タインの構想とも、実際に形成された分権的な色彩の強いドイツ連邦とも、あ

るいはオーストリアを排除してビスマルクの指導下で統一を実現したのちの第

二帝政とも異なる、きわめてユニークなものであった。

　（ｅ）こうした特徴をもつ「ドイツ憲法論」は、以下に述べるドイツ史研究

の動向に鑑みれば無視できない重要性をもつ。よく知られているように、

1980年代初頭にジェームズ・シーハンが論文「ドイツ史とは何か？」で、小

ドイツ的視座から叙述された19世紀ドイツ史に根本的な問い直しを迫って以

来、それをプロイセンによる帝国建設の成功物語として単線的に把握すること

は不可能となった13。このアメリカ人史家の試みは、第二帝政によってその視

座を強く規定されていた近現代ドイツ史を、「ネイション［＝ビスマルクに

よって創出された国民国家ドイツ］の境界線の内側にはおさまらない経験の歴

史」、すなわち「統一と多様性とのあいだの、つまり凝集性の模索と断片化と

いう事実のあいだの、長期にわたる緊張の歴史」へと再定位し、「小ドイツ主
0 0 0 0 0

13　James J. Sheehan, “What is German History? Reflections on the Role of 

the Nation in German History and Historiography”, in The Journal of 

Modern History， vol. 53. no. 1, 1981, pp. 1-23. また、この論文で提示された

視座に基づいて書かれた通史が、idem., German History 1770-1866, Oxford/

New York : Oxford University Press, 1989である。
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義的
0 0

帝国から、ドイツ史の唯一の
0 0 0

主題であるという特権化されたユニークな地

位を奪還し、そしてそこに凝集性と断片化とのあいだの持続的な闘争を据え」

ようとした、とまとめることができる14。彼の問題提起以降、プロイセン主導

による国民国家成立史に収斂しないドイツの多様な政治運動や第二帝政のオル

タナティヴに着目する研究が増加してきた15。ディーター・ランゲヴィーシェ

は、19世紀前半において知識人や政治家たちが依然として抱いていた、旧神

聖ローマ帝国の理念の強い影響下にある国民観念を「帝国ナショナリズム」や

「連邦主義的ナショナリズム」と呼び、1871年以降の第二帝政におけるそれと

明確に区別したが、このドイツ自由主義の代表的研究者の一連の研究も、上記

の流れに棹さすものである16。それゆえ、のちの小ドイツ主義的な国民国家建

設という歴史的帰結への発展経路を所与の前提として設定してきた伝統的なド

イツ憲法史の叙述17もまた、今日修正を余儀なくされている。

14　Sheehan, “What is German History?”, p. 22（傍点原文）. 板橋拓己『中欧の

模索――ドイツ・ナショナリズムの一系譜』、創文社、2010年、22頁も参照。

15　たとえば、従来プロイセン史に偏重した研究動向において軽視されてきた19

世紀初頭における西及び南ドイツ諸邦の国制改革を、はじめてプロイセン改革

と 体 系 的 に 比 較 し た 画 期 的 研 究 と し て、Paul Nolte, Staatsbildung als 

Gesel lschaftsreform. Pol it ische Reformen in Preußen und den 

süddeutschen Staaten 1800-1820 , Frankfurt am Main/ New York : Campus, 

1990がある。

16　Dieter Langewiesche, 
”
Reich, Nation und Staat in der jüngeren 

deutschen Geschichte“ , in Historische Zeitschrift，Bd. 254, 1992, S. 346，

351；ders., Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und 

Europa , München : C. H. Beck, 2000；板橋前掲書、22-23頁を参照。

17　さしあたり、Huber, a. a. O ., S. 13-15 ;フリッツ・ハルトゥング『ドイツ国制

史――15世紀から現代まで』、成瀬治／坂井榮八郎訳、岩波書店、1980年、

243-256頁。
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　こうしてみると、旧帝国を基準にして国民共同体を観念しつつ不均衡な「国

家連盟」というユニークな制度設計を施すことで、統一と多様性との緊張関係

のあいだのバランスを手探りで模索した「ドイツ憲法論」を、小ドイツ史的視

座に限定されない、新たな19世紀のドイツ憲法史叙述の起点として捉え直す

こともまた可能であろう。以上の観点から、後期のフンボルトの作品の中でも

比較的まとまった内容を持つこの政治的著作を、フンボルトの政治思想研究の

ための資料としてのみならず、19世紀ドイツ憲法史研究の資料として訳出し

ておくことには十分な意義がある、と考えた次第である。

　（ｆ）なお、本翻訳では、「ドイツ憲法論」の写しを手にしたゲンツ18が記す

1813年12月19日付のフンボルト宛書簡
”
Gentz an Humboldt“ , in Quellen 

18　ゲンツの生涯とその思想については、十河佑貞『フランス革命とドイツ思

想』、白水社、1949年；同『フランス革命思想の研究――バ－ク・ゲンツ・ゲ

ルレスをめぐって』、東海大学出版会、1976年；成瀬治「ゲンツの反革命思想

――ドイツ「啓蒙主義」政治理念への一視角」『史学雑誌』第60編第12号、

1951年12月、１-35頁；村岡晢「カントの国際主義の性格とゲンツの平和論」

『歴史』第15輯、1957年10月、１-14頁；今井仙一「永遠平和について――フ

リートリヒ・ゲンツを中心として」『同志社法学』第12巻第２号、1960年６月、

46-73頁；中直一「フランス革命とドイツ――フォルスター、ゲンツ、フンボル

トに即して」『比較文化研究』第29輯、1990年３月、１-44頁；リチャード・リ

トル「フリードリヒ・ゲンツ――合理主義と勢力均衡」、押村高訳（イアン・ク

ラーク／アイヴァー・B・ノイマン編『国際関係思想史――論争の座標軸』、押

村高／飯島昇藏編訳、新評論、2003年）、264-289頁；フレデリック・C・バイ

ザー『啓蒙・革命・ロマン主義――近代ドイツ政治思想の起源 1790-1800年』、

杉田孝夫訳、法政大学出版局、2010年、615-629頁；熊谷英人「「均衡」の宇宙

――思想家としてのフリードリヒ・ゲンツ」『政治思想研究』第11号、2011年

５月、308-339頁；ハリー・ヒンズリー『権力と平和の模索――国際関係史の

理論と現実』、佐藤恭三訳、勁草書房、2015年、279-322頁を参照。フンボルト

とゲンツの親交については、亀山前掲書、65-66頁が詳しい。
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zur Geschichte des Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 88-89とそれに

対するフンボルトの1814年１月４日付の再反論
”
An Gentz über die Deutsche 

Verfassung.“ , in Wilhelm von Humboldts gesammelte Schriften , Bd. 11, S. 

113-116 ; 
”
Humboldt an Gentz“ , in Quellen zur Geschichte des 

Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 95-98も合わせて訳出した。メッテ

ルニヒの腹心としてウィーン会議の事務局長を務めるこの政論家の作品の翻訳

として、近年、「永遠平和について」、栩木憲一郎訳、『千葉大学人文社会科学

研究』第27号、2013年９月、253-277頁；「カント教授の理論と実践の関係に

ついての考察に対する補足」、栩木憲一郎訳、『千葉大学人文社会科学研究』第

29号、2014年９月、199-210頁が公刊されている。

阪本　尚文

凡　　　例

①　「ドイツ憲法論」はシュタイン宛の書簡として記されたものではあるが、

内容に鑑みて常体で訳出した。ゲンツ-フンボルト間の書簡についても常体

で統一した。

②　原文でのゲシュペルトによる強調箇所には傍点を付した。

③　（ ）と――は原文によった。［  ］は訳者による。

④　訳注は、ⅰ、ⅱ、…と表記した。

⑤　
”
Staat“ は、主にヨーロッパレベルでの国際関係が問題となっている文脈

では「国（家）」、主に旧帝国領域内の領邦間の関係が問題となっている文脈

では「（領）邦」と、それぞれ訳出した。

⑥　
”
Verfassung“ は、文脈に合わせて「憲法」と「国制」の訳語を使い分け

た。本文に１箇所のみ現れる
”
Constitution(en)“ も「憲法」と訳出し、［ ］

内に原語を表記した。

⑦　
”
Stand“ 及び

”
Stände“ は、原則として「等族」と訳出したが、文脈上

議会制を指すことが明白な個所では、「シュテンデ制」などとした。訳注ⅴ
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も参照。

⑧　
”
Bund“ は「連邦」、

”
Bündniß“ は「同盟」、

”
Verein“ は「連盟」とそ

れぞれ訳出した。

⑨　
”
Fürst“ 及び

”
Prinz“ は、原則として、単数の場合は「君侯」、複数の場

合は「諸侯」と訳出した。

１．ヴィルヘルム・フォン・フンボルト「ドイツ憲法論」

フランクフルト［・アム・マイン］、1813年12月

　親愛なる友よ、ここでやっと、将来のドイツの憲法に関する私の考えをあな

たに伝えるという約束を果たす余裕ができた。私もこの町の中に入ることを待

ち望んできたのだ。ここでなら、一介のドイツ人が論じることができる最重要

の案件をもっと落ち着いて真摯に語ることが可能だ。なにしろここでは、昔の

制度の痕跡にもまだ十分な敬意が払われているので、再興などいとも簡単だと

思い込む妄想も、没落など意にも介さない態度も、免れることができる。

　私の提案に対してはおそらく、不安定な前提に基づいたものに見えるという

批判が真っ先に出てくるであろう。しかしそのような批判が向けられるべき相

手は私ではなく、むしろ事実の方である。真に確実な結合を成就することがで

きるのは、物理的な強制か精神的な強要だけである。だが政治というものはま

さに、前者の強制を背後でちらつかせなければ、後者の強要をほとんどあてに

できない、という具合にできている。しかもこの示威の必要性と有効性の程度

は、つねに情況の偶然の絡み合いにおおいに左右されるのだ。それゆえ政治は

決して、いわば絶対に確実なはずの手段など考えてはならず、情況の偶然の結

びつきに、その結びつきがそれ自体確かであると思われるならば、最大限に寄

り添い、その結びつきを最も自然に制御する手段をのみ考えることが許され

る。成果が不確実であるという可能性を甘受せねばならず、制度を基礎づけて

いる精神が、その制度を維持するために常に必要であることを忘れてはならな

い。
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　新しいものを何ひとつ作る必要がないのであれば、つまり不適切なものを解

体した後に、事態がおのずからなるに任せられるのであれば、それに越したこ

とはないであろう。なぜなら、世の中の出来事というものは、人間が消極的に

行為しさえすればよいことが多いだけ、その分うまく運ぶからである。しか

し、ここではそうすることができない。破壊を強いられてきたここでは、何か

積極的なものが築かれねばならない。ライン連邦ⅰが解消されたため、今やド

イツから生まれるべきものが決定されねばならないのであり、いかなる類の統

合も望まれず、全領邦が個別に存続するのがよいとされたとしても、やはりこ

の状態は調整され、確かなものとされねばならないであろう。

　しかし将来のドイツの状態について語るとき、フランスに対するドイツの安

全を確保しよう、という限定された視点に留まり続けないように、よくよく用

心しなければならない。事実ドイツの自立はフランスからのみ脅かされている

のではあるが、そのような一面的な観点は、ひとつの偉大な国民のために持続

的で有益な状態を基礎づける際の基準に、決して資することがない。ドイツは

自由でかつ強くあらねばならない。ドイツがあれやこれやの隣国からも、ある

いは一般的にどんな敵からも防衛されうるためだけではない。対外的に強いひ

とつの国民のみが、国内のあらゆる恩寵の源泉でもある精神を自らのうちに宿

しておくからでもある。ドイツが決して試練に晒されることがないとしても、

必要な自尊心を涵養するために、平穏で妨げられることなくドイツの国民の発

展に専心するために、またヨーロッパ諸国民の中央でドイツが彼らに対して占

める有益な地位を一貫して主張しうるために、ドイツは自由でかつ強くあらね

ばならない。

　この側面から見れば、さまざまなドイツ諸邦が個別に存在すべきか、あるい

はひとつの共同体的全体を形成すべきか、という問いの答えは明白である。小

規模なドイツの君侯は支えを必要としているし、大規模な君侯は拠りどころを

必要としている。プロイセンやオーストリアにとってさえ、より大きな、一般

的に言えばさらにいっそう重要な全体の一部であると自覚することは、有益な
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ことである。寛大な保護と緩やかな従属から成るこの関係によって、自分の利

害を第一とするドイツ諸邦の見方に、より大きな公正さと一般性が注入される

ことになる。ドイツがひとつの全体
0 0

を成すという感情もまた、いかなるドイツ

人の胸からも根絶されえない。この感情は、単に習俗、言語、文学を共有して

いるということにのみ基づくわけではなく（というのも我々は、スイスや元々

のプロイセン地域ⅱとは、この感情を同程度には共有してはいないのだから）、

共同で享受してきた権利と平和や、共同で獲得してきた名声、危機の克服の記

憶に、またかつては父祖を結びつけており、今となっては子孫の憧憬の中での

み生きている、より親密な結合に基づいているのである。自己を恃むしかない

ドイツ諸邦のばらばらの在り方は（たとえ中規模諸邦を加えたとしても）、自

力ではほとんど、あるいはまったく安寧を得ることのできない諸邦の大群を、

ヨーロッパの勢力均衡を危うくするような仕方で増加させるであろうし、大規

模なドイツ諸邦、オーストリア及びプロイセンにさえ危険をもたらし、ドイツ

の全国民性を次第に掘り崩すであろう。

　一人では無でしかない個人と、個々人においてしか尊重されない血族を、バ

ランスのとれた漸進的な諸力の発展の真の軌道から逸れないようにするため

の、まことに深遠な秘密に満ちた手段は、自然が諸個人を諸国民に統合し、人

類を諸国民に分離するやり方と同じようなものである。政治はそうした見解に

承服する必要はないが、事物の自然な性質に逆らうという思い上がりを犯して

はならない。だが今やドイツは、時勢に応じて拡大したり縮小したりする国境

内においてではあるが、その住民の感情の中で、そして外国人の眼前で、常に

ひとつの国民、ひとつの民族、ひとつの国家であり続けるだろう。

　それゆえ問題となりうるのは、いかにしてドイツから再びひとつの全体を創

るべきか、という問いのみである。

　旧き国制を再建できるならば、これほど望ましいことはないであろう。そし

て、その内なる活発な力が外国の勢力を抑制さえしていたならば、旧き国制は

再びしなやかに立ち上がることだろう。だが残念なことに、その国制が時間を
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かけてゆっくりと死に絶えたこと自体が、外国勢力によってそれが破壊された

ことの主たる原因だったのであり、この勢力が消え失せた現在でも、旧き国制

のいかなる部分も、いたずらに願うこと以外のやり方では、復活に向けた努力

をしてはいないのである。親密な結合から、構成員の元首への厳格な従属か

ら、あれやこれやの部分がもぎ取られたことで、ひとつの緩やかに結びついた

全体が生じたのであって、その中では、おおよそ宗教改革期以来、すべての部

分が互いに離れようとしていたのである。そうした状態から、我々がいま切実

に求めている正反対の努力は、いかにして生じるというのであろうか。

　個々の点を検討するならば、あらゆる困難が生じてくる。皇帝位の再生ⅲ、

選帝侯の人数の制限、皇帝選挙の条件、そういったすべてのことから、元首と

構成員のそれぞれのもとで、無限の障碍が見出されるであろう。そしてそのす

べてが克服されたとしても、そのとき形成されているであろうものはやはり何

らかの新しいものであって、旧きものが再生されているわけではないのであ

る。というのも、おそらく誰もが、今必要な我々の自立の保障には、以前の帝

国的連合体では不十分だということを疑わないであろうからである。それゆえ

旧き名のもとにあっても、新しいかたちを創出せねばならないであろう。

　ひとつの政治的全体のためには、ただ二つの結合手段のみが存する。すなわ

ち、実効的な憲法と単なる連盟である。両者の違いは（必ずしもそれ自体とし

ての違いではないが、目下の究極目的に合わせて言えば）次の点にある。つま

り憲法ではいくつかの部分に排他的に強制権が付与されている一方、連盟では

違反者に対抗する全部分にその権利が与えられている。連盟より憲法を採るべ

きことは明らかである。憲法の方が厳粛であり、拘束力も強く、持続性もある

のだから。しかし憲法というのは、そのいくつかが生活の中に組み込まれてお

り、現に存在しているのを見ることができるが、その起源を誰もまったく把握

してはおらず、そしてそれゆえ模倣することなどなおさら難しいもののひとつ

である。いかなる憲法も、たとえ単なる理論上の編成物とみなされるにせよ、

その活力の実質的な萌芽は時代や情況や国民性の中に見出されるに違いないの
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であって、この芽が成長しさえすればよいのである。憲法を純粋に理性と経験

の原理に従って基礎づけようとすることはひどく厄介なことであり、実効的に

持続しているすべての憲法は、形式の整わない、厳密な吟味に耐えない出発点

を有しているのが確実であるがゆえに、初めから一貫した憲法があったとして

も、それが存続も持続もしないであろうこともまた確実である。

　ドイツは真の憲法を持つべきか、という問いには、私見では次のようにだけ

答えることができる。すなわち、この問題が決せられねばならない時代にあっ

て、元首が元首であることを、構成員が構成員であることを欲すると表明する

ならば、その申し出に従い、ただ指導し、制限すればよい。しかしこれがそう

でなくてただ、全体のためには紐帯が存在しなければならない、という冷静な

悟性的判断を述べているにすぎないのであれば、よりささやかなものにとどま

り、単なる国家連盟
0 0

、すなわち連邦を作り上げればよい。

　歴史を研究すれば容易に証明されうるであろうが、その持続性が実証されて

いるすべての憲法は、時代の中にある種の形式を見出してきたのであって、憲

法はその形式に直に結びついている。だがいまや我々の時代には、ドイツの憲

法の基礎となりうるような形式は存在しない。むしろすべてのいわゆる憲法

［Constitutionen］は、フランス革命以来吐き気をもよおすほどに繰り返され

てきた形式の悲惨さと脆弱さとによって、当然のごとく不都合な状況へと陥っ

たのだった。それに対して、諸国家間の連帯の政治的な形式のすべてが完全な

発達を遂げたのは近代に特有の事態であって、それゆえ今日基礎づけられるべ

き国家連盟も、こうした形式による方が、強固に結びつけられうるのである。

　さて、単なる防衛同盟を通じて形成されたドイツの統合において、諸邦を結

びつけ、その結合を維持する原理はそもそも何なのかと問われれば、私にはた

だ次のような、おそらく非常に強力ではあるが、おおよそにおいて道徳的でも

ある原理を挙げることができるのみである。

オーストリアとプロイセンの一致

それ以外のドイツの内で最大の諸邦の利益
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これらの大邦及びオーストリアやプロイセンに、小規模領邦が反抗できな

いこと

国民精神を再び呼び起こし、自由と自立とによって維持すること

イギリスとロシアによる保障

　強固で一貫した、決して断絶することのないオーストリアとプロイセンの一

致と友好が、この建築物全体のただひとつの要石である。この一致を欠いては

連盟が維持されないのと同様、この一致はただ連盟が存在するだけでは保障さ

れない。連邦を繋ぎ止めておくために与えられていなければならないのは、連

邦外にある定点である。連邦は徹底的に政治的であるがゆえに、純粋に政治的

な原理に依拠する。けれどもまさに、あらゆる同盟に含まれるよりも多くの義

務がオーストリアとプロイセンの関係に一切持ち込まれないことによって、そ

して両国の一致が、オーストリアとプロイセンの繁栄をも含むドイツ全体の繁

栄の基礎になることによって、自由と必然性の感情を通じて両国の一致が強化

される。これに加えて、両大国の間には従属も権力の分割も許されないから、

排他的利益を追求する理由が一切ない。

　オーストリアとプロイセンに次ぐ諸大邦は、隣国に対するすべての不信と恐

怖を乗り越え、全体の独立を守ることに対して自分たちが占める重要性を感

じ、各国内の心配事から解放されて共通の不安を取り除くことだけを考慮して

いられるように、どうしても大邦でなければならない。バイエルンとハノー

ファーだけがこれに当てはまる。それに対して、ヘッセンやヴュルテンベルク

やダルムシュタットなどの中規模諸邦は、かつてと同じ制限の中におかれねば

ならない。これら諸邦はさして大きな規模ではないために、一切の偏狭で一面

的な見方を超越しているものと前提とすることはできない。さもないと、外国

勢力がこれら諸邦のひとつと結びつくことで大きな利益を得るに違いない。

　現代のような時代には、既存のものに配慮することなく、すべての関係を新

しい吟味に晒さねばならないのは当然である。それゆえ、今ではしばしば二通

りの主張が聞こえてくる。すなわち、ドイツの小規模領邦を完全になくすべき
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だ、あるいは少なくともそれらをライン川およびフランス国境から遠い地に移

すべきだ、というものである。しかし、全対仏連合国は一様に、事物の公正な

秩序が再興されたとたん、昔の、少なくともかつてドイツのためにさまざまに

尽くした諸侯家の家産に手を触れることを好まないから、問題をあらゆる方面

から明らかにするためだけでさえ、この点を考慮に入れなければならない。

　たしかに外国勢力に対する防衛に関しては、少数の領邦のもとでの統一を前

提とできるのであれば、ドイツを四つか五つの大きな領邦に分割するのが都合

がよいだろう。だがドイツは明らかに、他のどんな国にも増して、ヨーロッパ

で二重の立場を受け入れてきた。政治的権力ほど重要ではないが、ドイツはそ

の言語、文学、習俗、そして思考様式によって、最も有益な影響力のある国と

なってきた。いまこの後者の長所を犠牲にすることなく、いくつかの困難をさ

らに克服する必要があるにせよ、前者の長所と結びつけねばならない。ところ

が後者の長所はとりわけ教養の多様性のおかげをこうむっており、その多様性

は長い分裂状態によって生じたのであって、もし分裂状態がなくなればその大

部分が失われるだろう。ドイツ人は、共通の祖国の中の個々の領邦の住民であ

ることを感じることで、はじめて自分がひとりのドイツ人たることを自覚す

る。ドイツ人の力と努力は、地域の自立が犠牲になり、馴染みのない、彼に

とってまったく魅力的ではない全体へと配属させられたら、萎えさせられてし

まう。これは愛郷心にも影響を及ぼすし、その上、公民の精神が最良の保障と

なるところの諸邦の安全さえもまた、それぞれの領邦にかつての臣民を任せる

という原則のもとに置かれた場合にこそ、最大限の効果を発揮するのかもしれ

ない。諸個人と同じく諸国民にも、いかなる政策によっても変更されえない方

向性がある。ドイツの方向性とは国家連盟であることであり、また、それゆえ

ドイツは、フランスやスペインのようにひとつのかたまりに溶け合っているの

でもなければ、イタリアのように個々ばらばらの諸国家から成っているのでも

ないのである。しかし、四つか五つの大きな領邦のみを存続させるならば、ド

イツのあり方は間違いなくフランスやスペイン、もしくはイタリアのような方
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向へと進んでしまうだろう。ひとつの国家連盟は、もっと多くの数の領邦を必

要とする。選択肢は二つに一つ、兎にも角にも不可能な（そして私見ではまっ

たく望ましいものではない）統一か、この多数性か、である。よりによってラ

イン連邦に参加した諸侯を残し続けるならば、さらにはこの不正と恣意の所産

に、再建された公正がお墨付きを与えるならば、それは大変奇怪なことと思わ

れるかもしれない。だが個別の変更が行われることはいつでも可能であるし、

それ以外にも、政治が対象とするものにおいては、ひとたび生じて数年来存続

していることは、否定されえない権利を獲得するのである――これが、不正に

対しては、それが始まると同時に断固として反対すべき最重要の理由のひとつ

である。

　他ならぬフランスとの境界が、大きな領邦によって構成されるべきかどうか

というのは、［政治的というよりも］むしろ軍事的問題であるように思われる。

しかし、ドイツの安全は、残りのドイツ諸侯によって増強されたオーストリア

とプロイセンの兵力に依拠しているのであって、この両国は、むしろフランス

から離れて存在し、個々の確固たる境界によって安全を保たれ、両国の監督下

でその影響力に服した領域があることによって、より自由にドイツの防衛にあ

たることができる。現実に戦争がひとたび勃発すれば、敵軍に国境を突破され

るのを防ぐことはどんな大邦にとっても容易ではないが、境を直に接している

ことは、この戦争をいっそう容易に引き起こすことになるのである。すべての

大国は、重要度で劣る国々を自分たちの間に置くことを好んできた。そして、

ただスイスとオランダが独立しており、ライン川自体にはいかなる攻撃用の要

塞も許容されず、有事の際の作戦支援のためにいくつかの陣地だけが敷かれる

ということになれば、小さな領邦がライン川の此岸に、そしてまた（それが妥

当と思われるのだが、再びライン川がドイツの川になるならば）ⅳ、彼岸にも

常に存在できる。

　統合ドイツの形成に関する以下の提案を基礎づけるためには、この駆け足の

考察で十分であろう。
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１．

　すべてのドイツ諸侯は、相互防衛同盟を通じて、ひとつの政治的全体へと統

合される。

　この同盟は、主権を持つ諸侯が結ぶ完全に平等で自由な結合であり、

諸侯自らが同盟条約によって自由意思で承認するもの以外には、同盟の

構成邦間に権利の差異は生じない。

２．

　この同盟の目的は、ドイツの安寧と独立の維持及び個々のドイツ諸邦におけ

る法律に基礎づけられた法的状態の保障である。

３．

　この同盟の保証は、ヨーロッパの大国、なかでもロシアとイギリスによって

引き受けられる。

　オーストリアとプロイセンは、非ドイツの大国としてもこの二ヶ国と

独自の同盟条約によって結ばれているので、この四ヶ国には、同盟の保

証を考慮し、自分たちに対してではなくドイツに対して企てられた攻撃

に際してもどの程度まで支援の要請が正当化されるかについての、拡張

的な規定が必要となるだろう。

４．

　ただしこの保証は、外国からの攻撃に対するドイツの防衛のみに関わるもの

であって、保証にあたる大国は、ドイツの対内的な事項へのあらゆる介入を放

棄する。

　もしこの規定がなかったとしたら、常に警戒しなければならないこと

だが、ドイツ諸邦のどこかしらが、より大きなドイツ諸邦のひとつに対

抗して、保証にあたる大国のひとつを利用しようとする試みがひどく助
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長されるであろう。その際保証にあたる大国は、無条件の信頼を捨てて

プロイセンとオーストリアの抑制へと向かわなければならない。すべて

を徹底的に保障し相互の均衡をとろうとする努力がもたらすのは、ただ

不平と分裂のみである。

５．

　ドイツの個々の領邦同士の相互の権利の保証は、その権利が同盟そのものに

由来するものであろうがなかろうが、オーストリア、プロイセン、バイエル

ン、ハノーファーが共同で、完全に平等な権能をもって引き受ける。この諸大

邦自身のうちのひとつあるいは複数の権利が問題となる場合には、保証を引き

受けることでそれらの領邦に与えられていた諸権利は停止され、他のドイツの

領邦がそれらの地位にとってかわる。この目的のために、場合によっては同盟

の中の他の領邦が四つ、一定の順位で指定される。

　対内的な権利をこのように特別に保証することが必要なのは、ドイツ

の諸侯間の紛争に際する仲裁者による調停を、それによって維持するた

めである。バイエルンとハノーファーがこうした領邦に採用されること

は、共通益の促進に積極的に参加させることで、これらの領邦をより活

発にそれに結びつける、という上で述べた考えとも通じる。

６．

　共同の同盟の締結は無期限である。各構成部分は将来にわたりそこから脱退

する権利を放棄する。

　当条項によって、この同盟は、存続するか否かが各構成部分の選択に

依っている通常の同盟とは区別されることになるだろう。あらゆる脱退

は、それがどんなに厳粛に事前通告されたものであれ違反とみなされ、

脱退しようとする構成部分を敵として扱うことを正当化することとな

る。この規定は絶対に必要不可欠であり、いかなる意味でも不当なもの
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ではない。というのも、ドイツの独立の保障を目的とする同盟から、あ

るドイツの君侯を切り離すことは、それ自体不自然であり、ほとんど考

えがたく、ただただ決して認容されえない事柄だからである。

同盟の諸条件

　以下は対外的、対内的な国法及び立法という対象に関するものである。

対外的国法

７．

　いずれのドイツの君侯も、領邦の諸力すべてをバランスよく用い、共通の祖

国を防衛するために積極的に行動することを義務づけられる。

８．

　それゆえいずれの君侯も、祖国が戦争状態に入る場合にはただちに、同盟そ

のものによって割り当てられた戦力を投入する。

９．

　そうした事態であるかどうか、またそれがいつであるかを宣言をするのは、

オーストリアとプロイセンである。また、この宣言は両宮廷の共同によっての

み発せられる。ドイツの領域内に外国の部隊が敵意をもって侵入した際には、

そのような宣言は必要ない。

　すべてのドイツ諸邦中、オーストリアとプロイセンのみがヨーロッパ

の国家間関係においても決定力を持ちうる大国なのだから、宣戦布告の

権利は両国にのみ付与される。後の第14条で講和条約の締結に関して

言及されていることも、同じ理由による。この両大国がこうした重要な

点について意見の一致を見ない場合のための規定を同盟に加えたとして

も、まったく無意味というべきだろう。その意見の一致は、既述の通
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り、同盟によって強制されうるわけでもなければ、同盟においてそれな

しで済まされるものでもないのである。

10．

　いずれのドイツの君侯も、同盟によって、共通の戦争に際しては一定の部隊

数の提供及び戦時に要求される事柄の一定の履行を引き受ける。

　オーストリアとプロイセンがそのドイツ内の領土の大きさにではなく

その全体の力に応じて、つまるところヨーロッパの大国としてそうした

戦争に参加するのは、自明のことである。というのも、ドイツ連盟の存

続にとって最も主要な保障は、まさに、オーストリアとプロイセンが、

ドイツの独立と自立を彼ら自身の政治的生存と不可分であるとみなして

いる、という情況の中にあるのだから。両大国のどちらかが、ドイツの

防衛戦争に単にどっちつかずの参加しかしない、ということは今後も一

切問題になりえない。

11．

　領邦は一定数の部隊を分担兵力として提供しなければならない場合、自国の

部隊から独自の軍団を編成する権利をもつ。その権利が与えられるための部隊

数が定められる。残りすべての諸侯の部隊は、共同軍団に統合される。戦時及

び平時の共同軍団の監督は、オーストリアとプロイセンの間でなされるべき合

意に従って、可能であればドイツの諸侯に委ねられる。

12．

　その部隊が一個の独自の軍団を形成するようないずれの君侯にも、領邦の戦

力を憲法にふさわしい状態で保持することが任せられる。他方、その部隊がド

イツの共同軍団の一部を形成する諸侯は、平時には軍事施設への特別の監督を

受け入れることを誓約する。その監督がなければ、いかなる統一も維持されえ
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ないだろう。この監督は、これらの軍団の長によって、長を任命した大邦の権

威のもとで行われる。

　小規模諸侯の場合にはそのような監督が必要であっても、大規模諸侯

の場合には不可能であろう。大規模諸侯についても、彼らに対して影響

力を行使しなければならないが、それは一般的な政治的影響にすぎない

であろう。

13．

　ドイツの共同の軍制、すなわち後備軍や予備軍の設立、場合によっては必要

となる共同要塞の設置、戦時における司令部の配置などは、一部は同盟条約の

中に、一部は固有の諸規則の中に、他にも多くの個別規定を必要とする。主要

な点の描出のみを主眼とする本稿では、これらは割愛する。

14．

　共同の戦争における講和条約を結ぶ権利は、オーストリアとプロイセンのみ

が共同でもつ。だが両大国は、同盟に加盟する君侯の所有状態や権利を縮減し

かねない講和やその他の条約を結ばないことを確約する。

　いくつかのあるいはすべてのドイツの諸侯にこの権利を分有させよう

としても、それは完全に無駄な努力となることだろう。この種の重要な

事柄は、常に諸国家相互の政治的影響力によってのみ決定される。自身

の生存や、非ドイツの部分ⅴも含めた全体の生存までもがその決定にか

かっているような問題においては、オーストリアやプロイセンのような

大国は、憲法や形式によって拘束されず、また拘束されえない。これら

の形式があったところで、それは単に見せかけだけのものであり、回避

され骨抜きにされるだろう。それくらいなら次のことを暗黙のうちに認

める方がずっとましである。つまり、オーストリアとプロイセンの十分

に了解された共同の利益に従うこと以外には、ドイツ諸侯にとっての繁
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栄はありえず、両大国が、その行動や影響力を通じて、ますます緊密に

互いに結びつくこと以外に、いかなる政治もありえない、と。

15．

　同盟に包含されるいずれの君侯も、同盟に含まれる条項に撞着するいかなる

種類の条約や義務関係をも結ばないことを誓約する。

16．

　ドイツ内にのみ領土を有している領邦は、外部の戦争及びドイツ連邦の戦争

以外の戦争一般に参加する権利、それを目的とする同盟を結ぶ権利、外国の部

隊を自分の領邦内に入れることを認める権利、自らの部隊を外国に貸し与える

権利を放棄する。

　この制限を免れることは、バイエルンのような大規模なドイツ諸侯に

もできない。ドイツの兵力は、外国の利益のために費やされたり、削が

れたりしてはならない。また、ドイツの直接の安寧に関係しない戦争に

ドイツを巻き込むような口実を除去しなければならない。ハノーファー

がこの原則に従わなければならないのは当然であるⅵ。

17．

　すべてのドイツ諸侯は、彼らの間における紛争を、平和的な和解を通じて解

決し、そのような和解が成し遂げられない場合には、無条件に、前述の箇所

（第５条）で言及したドイツの対内的な安寧を保証している四つの大邦が仲裁

者として下す裁定に従うことを誓約する。

　仲裁者の裁定が仰がれる案件の扱い方は、同盟内において事細かに規

定されなければならない。こうすることで、ドイツ内でのあらゆる私闘

のほんのわずかの可能性も摘み取っておかなければならない。個別の領

邦の紛争には、保証にあたる大邦が事に当たれば、たしかにいくつかの
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やり方で解決されうるだろう。しかし、その他の君侯も構成員を派遣し

うるような固有の裁判所が彼らの監督のもとに設置されることがあれ

ば、それが最もよい。もっとも、その裁判所の裁定は、常にかの四つの

大邦によってのみ実行されることになる。

国　内　法

18．

　いずれの君侯にもその領邦内におけるあらゆる主権が与えられるにせよ、そ

のいずれの領邦でも、シュテンデ制ⅶが創設されるか再建されなければならな

いだろう。

　よく整備されたシュテンデ制は、単に私人の権利への政府の侵害に対

する必要な防御手段となるだけではなく、国民の間で自立の感情を高

め、彼らをより強固に政府と結びつける。そのうえシュテンデ制は旧き

ドイツの制度であり、ただ近代においてのみ、廃れてしまうか、無内容

な形式的なものになり果てていたのだった。

19．

　等族の権利を規定する際には、全ドイツで一般的と見なされる一定の原則が

採用されなければならない。しかし、それ以外のことでは、個々の領邦の以前

の国制が必然的に伴っていた差異が生じてしかるべきである。

　そのような差異は単にまったく無害なだけではなく、各々の領邦で国

制を国民の性格的特徴に正しく接続させるために必要なのである。きわ

めて特殊近代的な、理論的に形成された一般的な諸規則をすべての領邦

に命じ、それによってすべての多様性と特性を破壊する方法は、理論と

実践の関係に関する誤った理解から生じうる最も危険な失敗に属してい

る。

　そうはいっても、真に一般的なものとされねばならない原則は、同盟
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条約自体においてより正確に詳述されるべきであろう。

20．

　陪臣化ⅷされた帝国等族の間の諸関係には、まださらにいくつかの決定が必

要である。

　これらの関係は、暴力行為に他ならなかった陪臣化の際に彼らに対し

て許された権利をまさに歴史的に顧慮するよりも、むしろ国法の原則に

したがって決定されなければならないだろう。その際には必然的に二重

の問題が生じざるをえない。陪臣化された帝国等族を、残りの領邦等族

とまったく同列の立場に置く方がよいのではないか、という問題と、あ

るいは逆に、彼らの関係をもっと有利に規定し、小規模諸侯を今や主権

を与えられた諸侯のもとで陪臣化し、大規模諸侯に従属させた方がよい

のではないか、という問題である。

　前者は、すでにひどく不正に扱われてきた階層に対して厳しいもので

あり、ほとんど、あるいはまったく利益をもたらさないだろう。

　ドイツがいくつかの大邦からのみ構成されるのを見たいと願う者はみ

な後者に賛成するであろう。

　私であれば、この論説の初めに挙げた理由からこれに反対する。ドイ

ツに四か五の数の領邦しかないならば、ドイツは国家連盟とはならず、

本質的なもの、すなわちドイツの統一が、害されるのである。そうなれ

ば、どんな国内法の保証や共通の裁判所をも考えることができず、すべ

ての陪臣化された諸侯は、ただちにより大きな政府の侵害に抗する彼ら

の権利を失うであろう。もっとも、目下の提案はそれ自体で、共同の安

全保障に対していかなる危険もそこから生じえないほどには、今存在す

る小規模諸侯の主権を制限するものである。

　陪臣化に苦しむ者すべてにとっても、陪臣化を一般的に廃止してしま

うことは克服しがたい障碍になるだろう。
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21．

　政府による等族の権利の侵害は、侵害された側によって、ドイツ国内の安定

を担う四大邦へと告発される。それについては、四大邦の監督のもとに設置さ

れた法廷で判決を下す。

22．

　同じやり方で、浪費をする政府を等族が訴えることに基づいて、その領邦へ

の一時的な差し押さえの手続きが取られうる。

23．

　臣民の民事訴訟が、その領邦の内部においてすべての審級まで進むことが可

能か、あるいは、外部に最上級の審級を求めなければならないかについて、人

口に従って、ドイツの領邦にとっての基準となる一定の大きさが定められる。

24．

　民事裁判の三つの審級を自らの領邦内に持つのに十分なほど大きくない領邦

は、刑事事件の判決もまた、判決で下された刑罰がこれから定められるべき度

合いに達していた場合、ただちに自国外の上告審に従わなければならない。

　小規模諸邦には、三つの審級に分かれた、適切に設置された裁判所を

運営することがまったく不可能であるので、この決定は、恣意を避けよ

うとするならば絶対に必要である。

25．

　さらにそのような領邦は、その領邦が上訴を行わなければならない最高級裁

判所をもつ領邦に承認を求めるために当該命令を提出することなしに、既存の

民刑法を修正する命令を発することができない。

　司法と立法とは緊密に互いに結びついているので、この規定は司法に
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とっては絶対に不可欠なものとなる。

26．

　上訴審に関して他の諸邦を従属させている領邦が、従属している諸邦の法廷

で明らかな不正行為が行われていることに気付いたときには、ドイツの安寧を

保証している四大邦による監査が行われるよう手配することができる。

27．

　小規模諸邦に容易かつ安価な方法で最上級の審級を得させるため、それら諸

邦すべては地理的位置に従って四大邦のひとつに割り振られ、その四大邦が最

上級の審級の権利を行使する。

　この制度よりも、かつてあったような、自分の領邦から別の領邦へと

上訴しなければならないあらゆる諸侯のためにひとつの固有の裁判所が

設置されれば、その方がずっとよいように思われる。しかし、このよう

な裁判所には、全ドイツのためのひとつの特別な立法機関が連結せざる

をえない。その立法機関の決定は小規模諸侯にとっては拘束力をもつで

あろうし、大規模諸侯もその判定を受け入れることができるだろう。

ひょっとするとこれは、次第に一般的なドイツの立法が実現していく道

かもしれない。しかし、帝国に元首がいない場合には、そのような裁判

所にしかるべき一貫性と独立性と統一性とを保障することが、非常に困

難である。この裁判所が上（第17条）で言及された、本来公法学上の

問題のみに判決を下すべき裁判所と結びつけられうるかどうかは、より

精緻な研究を必要とするが、それを行うのにここは適当ではない。

立　　　法

　立法については、すでに上記の第25条と第27条で、民事立法と刑事立法に

ついて述べたことの他に私が提案するのは、以下の諸規定を採用することだけ
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である。

28．

　ドイツの各領邦の臣民には、他の領邦に移住する自由がある。これについて

妨害することも、財産を没収することも許されない。

　この自由は、ドイツがひとつの全体へと結びつくことによってドイツ

人がその個々の生存のために引き出しうる、すべての利益の基礎であ

る。

    

29．

　犯罪者、浮浪者、被疑者をドイツのある領邦から別の領邦に追放することは

すべて、現在より一切中止される。

30．

　ドイツの別の領邦にある大学で学ぶ自由は普遍的なものであり、いかなる規

定によっても制限されず、少なくとも一定の期間は自分の領邦内の大学で学ば

なければならない、という規定によっても制限されないⅸ。

　全ドイツにおける精神形成の均一な進歩は、とりわけこの自由にか

かっている。それゆえ政治的観点からも、この自由は本質的に必須であ

る。

31．

　ドイツ諸邦は、あらゆる相互の流通を含む通商条約を結ぶ。その条約では少

なくとも、ドイツ内のある領邦から別の領邦へのすべての輸出入関税に上限が

規定される。この条約に基づく決定は、共同でのみ修正されうる。

　他の点でも、おそらく金融と通商に関する事柄で、ドイツ諸邦の協働

を考えることができる。それによってはじめて、ドイツ共通通商財務局
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が有効なものとなりうる。いずれにせよ1821年までには存在しなけれ

ばならない、諸侯の連帯責任によって立ち上げられた委員会に、共通通

商財務局を付属させることが、あるいは可能であろう。

　これは私がここで初めて走り書きした提案といっていい。しかし次のことは

忘れないでいただきたい。つまりこの論考全体は、いつか真の帝国の元首を

伴った国制が再建されることが、私が信じるように不可能である場合に、なお

何が可能であるかを示す試みに過ぎないのである。ドイツ帝国に元首を再びも

たらすことができたなら（もっとも元首は、はるかに大きな損失を引き起こさ

ないために、そして従属をわがものにするために、十分な力を有さなければな

らないだろうし、嫉妬心や反抗心を刺戟しないために、十分な尊敬の念を集め

なければならないだろう）、もちろんたいていの物事は、ここで私が述べたの

とは違った仕方で整備されなければならないことになる。というのもそうなれ

ば、対外的な政治状況に関するより大きな権利をも有する真の帝国等族までも

が、元首に対峙するに違いないからである。

２．フリードリヒ・ゲンツのフンボルト宛書簡

［1813年12月19日］

　あなたのこの論文に対する私の回答は、第19条に既に書かれている。私は

この論文の中に、ある種の試みしか認めなかった。それは、①戦争と講和の権

利や外国と同盟する権利などを、オーストリアとプロイセンを除くすべてのド

イツ諸邦から奪い取ろうとする試み、②主要な四大邦よりも勢力の弱い諸邦

を、主権を有する地位から従属的な地位へと格下げしようとする試み、③すべ

てのドイツ諸邦で、領邦内の国制に一定の改革をもたらそうとする試み、であ

る。①に対しては、バイエルン
0 0 0 0 0

とハノーファー
0 0 0 0 0 0

、とりわけ前者が、声高に抗議

するであろうし、それが不当というわけでもない。②に対しては、格下げされた

主権を有する諸邦がそっくり一致して憤慨し抗議するだろう。③に対しては、
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おそらく大きな領邦も小さな領邦も、すべて
0 0 0

が抗議するだろう。

　平等な諸邦
0 0 0 0 0

の間でのみ、国家連盟
0 0 0 0

（ひとつの本来的意味での憲法をもあなた

はやはり許容しないので）は存立しうる。根本的に不平等な諸邦
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の間では、国

家連合はたしかにどうにか考えられはするものの、それでも大きな困難と危険

なしにはきっと不可能である。しかし、根本的に平等な諸邦
0 0 0 0 0 0 0 0 0

（あるいはこの時

点において平等な諸邦）を不平等な
0 0 0 0

諸邦へと作り変え、その上で連盟へと引き

込むというのは、これまでひとりの政治家が考案しえた中で最も大胆な企てで

ある、と私は思う。

　よって、まったく率直に申せば、あなたの構想は――その中のいくつかの個

別の規定は肝に銘じておくに値するものの――私には実現不可能のものと思わ

れ、さらに私は、この構想によってほとんどすべてのドイツ諸侯は我々に対し

て憤激するのではないかと思う。

３．フンボルトのゲンツ宛書簡

 フライブルク、1814年１月４日

　いと親愛なる友よ、ご承知のように、私が将来のドイツ憲法についての提案

を作成したのは、とりわけ、たとえ私の考えを覆すようなものであれ他の考え

が続いて出てくるような何かがあれば、と考えてのことだった。他人の論を批

評するのは、自分自身の論を決めるよりも簡単である。それゆえ、この提案に

ついて私が行う以上に自分の仕事の内容について譲歩することができる者はい

ないわけだが、ただこの提案が実現不可能であるという点は、あなたに譲るわ

けにはいかない。

　というのも、第一の点、つまりバイエルンとハノーファーが開戦と講和に際

して投票する権利を持たないわけにはいかないであろう、という点についてだ

が、私が完全には賛同しかねるにもかかわらず両邦がこの権利に与ることにな

れば、この困難はたやすく増大してしまいかねない。しかし、ハノーファーと

連合しているイギリスⅹが、なにしろその投票権を持ち合わせており、バイエ
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ルンにしろ、名目上一役買うのであっても、やはりより大きな諸邦に従わざる

をえないだろうから、それほど大きな不都合は生じえないだろう。

　中小規模のドイツ諸侯の反対があっても、あまり注意を払うつもりはない。

ドイツ帝国のもとでも、ライン連邦規約に従っても（彼らは主権の行使におい

て、再び恣意的に振る舞うためには恣意的に扱われることを甘受しなければな

らなかった）、彼らは今まで一度も無制限の主権を有したことがないし、無条

件の約款を含む我々の条約においても同様である。彼らの臣民と等族は新しい

システムに両手を挙げて賛成するであろうから、はじめ彼らが不満を持つにせ

よ、それは時間とともに和らいでいくこととなり、あまり声高に表明すること

も許されないであろう。その上、課される制限は、ひどく小さな君侯でなけれ

ばそれほど重要なものではない。例えばヴュルテンベルクやヘッセンのような

領邦は、他のドイツ諸侯との紛争については仲裁者に従い、あまりにも等閑に

付されがちな等族の権利に注意を払う、ということだけでよいのである。

　完全に普遍的に導入されるべき最後の点については、若干の修正もありうる

だろう。

　それでもやはり、まず事をやり抜くということになれば、当然困難を要する

ことになることを、私は否定しない。しかしドイツは大病に冒されており、い

くらかの外科処置なしには治癒されえない。そして、その不当な恣意を制限さ

れる側にとっては厳しいと感じられるようなまじめさと厳正さがない限り、い

かなる大きな企てもこれまで成されることがなかったのである。

　さて、私が自分の考えから離れ、これから建設されるべき国家連盟は平等な

諸侯のもとでのみ存立を許される、というあなたの原則に留まるのであれば、

ドイツの個々の領邦内の状態を改善するあらゆる可能性がまず失われてしま

う。そうすることはしかしながら、ただ利益がないだけではなく、それが許容

されるならば真の不正が犯されることになる。ドイツにおいて個々の領邦の諸

権利は、常にではないにせよ多くの場合効力を有する法によって保障されてい

た。外国の暴力は、単にこれを破壊したのみならず、多数の諸侯自身を臣民へ
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と変えてしまった。残った諸侯とその政府はこの暴力的で無法な状態の洗礼を

受け、旧帝国ではまったくなじみのなかった原理と格率に組み込まれてさえし

まっている。この状態に終止符が打たれなければ、臣民と政府が持つべきはず

の性格が、今すでに一部そうなっている通り完全に堕落してしまい、最近の出

来事でよくわかったように諸領邦の維持を現実に担っている精神もまた、失わ

れてしまう。

　それからまた、対外的な防衛だけに限定しても、私の見る限り、あなたの考

えに従えばドイツ諸侯と自由な同盟条約が結ばれなければならないことにな

り、仲裁者による保証や一般裁判所などは断念されることになる。たとえこれ

らの条約が諸侯ひとりひとりにあまり制限を課さないものであっても、やはり

また彼らの間に同じ不満が生じるのを恐れなければならないだろう。これらの

条約がまったく制限を課さないものであったら、たとえ主目的をどうにか達成

しうるものであるとしても、この連盟があまりにも緩やかすぎ、ひとつのドイ

ツがそこにあるとはほとんど言いがたいということを、あなたは私に認めるこ

とになるだろう。いずれにせよ、諸侯ひとりひとりが、無制限とは言わないま

でも非常に強力な力を持つとなると、その数は著しく縮減されねばならないこ

とになる。これをどうやって達成するにせよ、例えば新しい陪臣化によってで

あるにせよ、あるいは、私の理解した限りにおいてはそれがあなたの考えのよ

うであるが、諸侯の家系を合流させ、ひとつの家系の下に従属させることに

よって（ついでに言えば、嫉妬とは常に最も親しい者たちに対して最も大きく

なるものであるから、それによってその家系はいっそう深く傷つけられること

になるだろう）であるにせよ、この処置の方がはるかに困難には思えないか、

そしてはるかに多くの不満足をもたらしはしないか、私にはわからない。

　とはいえ、いくらお願いしてもしすぎることはないのだが、おそらく私はあ

なたの考えをひどく不完全にしか読み取れていないので、あなたに自分の考え

を詳しくはっきりと書いてほしい。あなたが原理において私とは実に相違して

おり、しかもあなたの論と私の論によって、皇帝位の復活を度外視すれば唯一
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可能な二つのシステムが論じ尽くされるだけに、このことはいっそう重要であ

る。というのも、考えうるのは次のシステムだけだからである。

　元首を戴いた実効的な憲法もしくは、

　最初の加盟は自由だがその後は永久に拘束力を持つ条約に基づいた、元首を

持たない国制か、

　あるいは最後に、あらゆる憲法を持たない、単なる自由な同盟条約による結

合である。この最後のものについては、その解消が別の側から合法的な戦争を

もたらすとしても、法に反するとは言えない。

　私の理解するかぎり、最後の選択肢があなたの考えに合致するものである。

　二番目の選択肢を詳述したものが私の論であると見なしてほしい。そして、

ひとつの国制を目指すいずれの構想も、その国制の存続が見込まれるための手

段を含まなければならないのであるが、私の構想においてはこの手段は以下の

点に存する。

①ドイツの諸大邦もしくは諸邦に三段階の等級をつけることが受け入れられ

る。

②中規模諸侯の領邦は、相当に強いが、ただし領土の大きさと国制への参加

によって彼らを満足させる程度の力を持つ。

③それに対して、一番下の等級に属するすべての諸邦は小さいままとされ、

その範囲は1801年のものに戻される。

　最初の選択肢が不可能であることについては、我々は互いに一致している。

ⅰ　ナポレオンの保護下にバイエルンなど西及び南ドイツの領邦君主が組織した

国家連合（1806-13年）である（「訳者はしがき」も参照）。ナポレオンはプロ

イセン、オーストリアに対抗する第三勢力を扶植するためアウステルリッツの

戦い（1805年）ののち、中小領邦の君主に働きかけ、これを形成した。参加邦

はおのおの主権を保持するが、フランスと攻守同盟を結び各邦派遣の計６万

3000人（のちに倍増）の同盟軍でフランスを支援することを義務づけられてお
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り、実質的にはナポレオンのドイツ支配機構、そしてなによりもナポレオンに

たいする軍事援助機構であった。1807年のティルジットの和約以後、ヴェスト

ファーレン王国とザクセンも加入し旧神聖ローマ帝国の半ばを包含したが、13

年のライプツィヒの戦いののち、各邦は相次いで対仏連合側に走り、連邦は瓦

解した。京大西洋史辞典編纂会編『新編 西洋史辞典 改訂増補』、東京創元社、

1993年、826頁；成瀬治／山田欣吾／木村靖二編『世界歴史大系 ドイツ史』2、

山川出版社、1996年、182頁を参照。

ⅱ　プロイセン王国領のうち、ドイツ騎士団領に由来する旧プロイセン公国領を

含むプロイセン地域は旧神聖ローマ帝国の外部に位置しており、ドイツ民族以

外も多く居住していた。プロイセン国家の多民族性については、今野元『多民

族国家プロイセンの夢――「青の国際派」とヨーロッパ秩序』、名古屋大学出版

会、2009年の序章・第１章を参照。

ⅲ　1813年夏に作成した統一案（「訳者はしがき」を参照）の中で、シュタイン

は、強力な権限をもつドイツ皇帝を戴く帝国を、旧神聖ローマ帝国の版図から

オーストリアとプロイセンを排除した地域に限定して創出することを提案して

いた。その国制を素描すると、以下のようになる。まず、オーストリアの関心

をドイツに結びつけるために、ドイツ皇帝位はオーストリア皇帝が兼ねる。こ

の皇帝のもとには、オーストリアとは別の外交団が組織されるとともに、帝国

宰相、帝国元帥、帝国蔵相からなる帝国内閣が置かれる。この三者には、それ

ぞれ官房が附属し、領邦にはそれらの下級官庁の官吏（ドイツ人に限られる）

が任用される。また、皇帝は帝国の諸裁判所を監督する。そして、立法機関と

してレーゲンスブルクに設置される帝国議会が、皇帝と立法権を共有するとと

もに、貨幣制度と関税制度を管轄する。帝国議会は、選帝侯会議、諸侯会議、

都市会議から構成されていた神聖ローマ帝国の帝国議会と同様の名称の三つの

会議からなるが、帝国議会の構成員は命令的委任に拘束された「使節」ではな

く「代表」と位置づけられる――フーバーは、これを「旧き等族的基礎の上に

根拠づけられた近代的な国民代表制」と形容している。Huber, a. a. O. , S. 516.

こうして、「「第三のドイツ」が、［…］自律的な連邦国家として、ドイツ皇帝と

してのオーストリア皇帝の支配権のもとに入ること｣（Ebenda, S. 513）がシュ

タインの意図したところであった。

ⅳ　1794年秋以降、ライン左岸地域はフランスに占領され、1801年のリュネヴィ

ル条約で最終的にフランスの版図に組み込まれた。その結果、併合地域ではフ
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ランス語が公用語とされるとともに、ナポレオン法典の施行などフランスの司法

制度や行政制度が導入され、徹底的な社会変革が生じていた。成瀬／山田／木村

編『世界歴史大系 ドイツ史』２、188-189頁；末川清『近代ドイツの形成 ――

「特有の道」の起点』、晃洋書房、1996年、79-80頁を参照。

ⅴ　ハプスブルク家のオーストリア帝国及びプロイセン王国は、旧神聖ローマ帝国

の外部に広大な非ドイツ人地域を支配していた。訳注ⅱも参照。

ⅵ　訳注ⅹを参照。

ⅶ　「ラントシュテンデ」（「シュテンデ」）とは本来中世末の身分（議会）制の意味

であるが、近代立憲制への移行期である19世紀初頭には、自由主義者はこれを選

挙を通じて選出された国民代表が領邦の立法に参加する議会制度というふうに解

釈して、その実現をせまったのに対して、保守派はこれを旧等族のような特権的

諸身分代表による君主への助言・協賛制度というふうに解釈して抵抗した。実際、

1820年頃までに憲法が発布された西及び南ドイツ諸邦（バイエルン、バーデン、

ヴュルテンベルク、ヘッセン＝ダルムシュタット）では、前者の意味での国民代

表議会が設けられた。成瀬治「“Landständische Verfassung”考（上）――身分

制の歴史理論的把握のために」『北海道大学文学部紀要』第13巻第１号、1964年

12月、27-72頁；成瀬／山田／木村編『世界歴史大系 ドイツ史』２、226-227頁；

Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland， Bd. 2，

München: C. H. Beck, 1992, S. 102-105；ヴィンクラー前掲邦訳書、77-78頁を参

照。

　　フンボルトの場合、「ラントシュテンデ」（「シュテンデ」）という用語を使用す

るときに想定していたのは、中世以来の伝統的な身分制議会ではなく、自由土地

保有者の代表からなる議会であった。ハルトヴィヒ・ブラントは、19世紀の前半

にドイツで生じた伝統的身分制議会の近代的議会制――厳密にいえば、三月前期

ドイツにおいて西及び南ドイツで展開した近代的立憲君主制の下での――への変

容 を「 新 身 分 的（neuständisch）」 と 表 現 し た が（Hartwig Brandt, 

Landständische Repräsentation im deutschen Vormärz. Politisches Denken 

im Einflußfeld des monarchischen Prinzips , Berlin/ Neuwied: Luchterhand, 

1968, S. 6）、まさにブラントの言う「新身分的」な議会制への遷移の過程を、フ

ンボルトの用例に見出すことができる。1814年10月29日以降にウィーンで記した

覚書のなかで、フンボルトは以下のように述べている。「すべてのドイツの領邦で、

すでにあるラントシュテンデ制が維持されるか、あるいは新しいラントシュテン
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デ制が導入されるべきである。［…］その設置の仕方は各々の領邦の裁量に任され

る。ただし、すでにその領邦に等族がいる場合、その等族と相談した上ではじめ

て設置がなされる。しかしながら、一定程度の大きさの土地をもつすべての自由

土地所有者は、貴族であるか否かや聖職にあるか世俗的か否かを問わず
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、彼の代

理人を通じて、各々の国制に参加しなければならないだろう。」
”
Humboldts 

Entwicklung der§§11 und 12 der
”
Zwölf Artikel““, in Quellen zur 

Geschichte des Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 534（傍点訳者） .

ⅷ　ライン左岸の領土を放棄したドイツ諸邦が代償としてライン右岸で中小領邦を

併合し領土を拡大することを決定した1803年の「帝国代表者主要決議」を根拠

に、西及び南ドイツで世俗の中小領邦が独立を奪われて、バイエルン、バーデン、

ヴュルテンベルクなどの他の大規模領邦の支配下に組み込まれた事態を指す。

ⅸ　中世末期以降、大学が領邦国家に組み込まれていく「大学の「ラント化」・「領

邦化」」（上山安敏『法社会史』、みすず書房、1966年、147頁）が進行する中で、

学生や教授が他の領邦の大学へ移動することが禁止されることも多かった。ハン

ス＝ヴェルナー・プラール『大学制度の社会史』、山本尤訳、法政大学出版局、

1988 年、108-109頁を参照。プロイセンでも、1749年以降たびたび出された布

告によって他の領邦の大学に行くことが禁じられており、遊学（転学）した者に

は表向き祖国で官職に就くことが許されなかった。大学教育における遊学の自由

を重視していたフンボルトは、宗教・公教育局長として、この遊学禁止令を正式

に廃止するよう国王に働きかけ、実現させている。世界教育史研究会編『大学史』

Ⅰ、講談社、1974年、188-189頁；斉藤渉「フンボルトにおける大学と教養」（西

山雄二編『哲学と大学』、未來社、2009年）、77頁；斉藤「フンボルトにおけるネ

イションの問題」、92頁を参照。フンボルトが事実上の創設者となったベルリン大

学において、「学習の自由」を保証するという原則から学生に遊学の自由が認めら

れたことは、この大学が単なる領邦大学ではなく全ドイツ的な国民大学であった

ことを示している。千代田前掲論文、47頁；世界教育史研究会編『ドイツ教育史』

Ⅱ、講談社、1977年、13頁；ステファン・ディルセー『大学史』下、池端次郎訳、

東洋館出版社、1988年、283頁を参照。

ⅹ　1714年から1837年までイギリスとハノーファーは同君連合の関係にあった。


