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翻　訳

カール・フォム・シュタイン
「ドイツ憲法について」

石　澤　将　人・阪　本　尚　文

　目　　　次

訳者はしがき

凡　　例

１．ドイツ憲法について

２．ヴィルヘルム・フォン・フンボルト「ドイツ憲法論」への意見

訳者はしがき

　（a）以 下 に 訳 出 す る の は、 カ ー ル・ フ ォ ム・ シ ュ タ イ ン（Heinrich 

Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein 1757-1831年）が1813

年８月に記したカール・アウグスト・フォン・ハルデンベルク（Karl August 

von Hardenberg 1750-1822年）宛の覚書「ドイツ憲法について」
”
Über 

eine deutsche Verfassung“（以下、本覚書）である。

　訳者は、ヴィルヘルム・フォン・フンボルト（Wilhelm von Humboldt 

1767-1835年）が、ナポレオン戦争末期の1813年12月にシュタインを名宛人

として執筆した覚書「ドイツ憲法論」を邦訳したことがある１。それは、本覚

１　ヴィルヘルム・フォン・フンボルト「『ドイツ憲法論』他」、拙訳、『行政社会

論集』第28巻第３号、2016年１月、111-149頁。
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書などでシュタインが表明した将来のドイツ憲法の構想にたいして、フンボル

トがいわば「対案」を提示したものであった。それゆえ、本来であれば、フン

ボルトの「ドイツ憲法論」の翻訳を公表した際に本覚書の翻訳も付すべきで

あったが、遺憾ながら当時はその余裕を欠いていた。

　もっとも、本覚書の我が国への本格的な紹介は、フンボルトの所説が置かれ

た歴史的文脈にたいする理解を補う以上の意義を有するものと思われる２。本

覚書の最大の特徴は、オーストリアとプロイセンに君主権力を抑制する画一的

な政策を課すことは不可能だとみなした３シュタインが、西南ドイツ、すなわ

ち「第三のドイツ」４に限定して、かつての神聖ローマ帝国（962-1806年）を

２　本覚書に言及した邦語文献として、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、289頁。

３　
”
Denkschrift Steins für Alexander I., Petersburg, 17. September 1812“, in 

Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften , Bd. 3, bearbeitet von 

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

Kohlhammer, 1961, S. 742-744を参照。

４　18世紀にあっては、帝国愛国主義が依然として強い影響力を維持していた西

南ドイツの中小の領邦は帝国国制の実質的な担い手となっており、それを反映

して18世紀の日常語で「帝国（Reich）」は西南ドイツの別称であった。Artikel 

”
Reich“, in Otto Brunner u. a. （Hrsg.）, Geschichtliche Grundbegriffe. 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland , Bd. 

5, Stuttgart : Klett-Cotta, 1984, S. 483；成瀬治他編『世界歴史大系 ドイツ史』

２、山川出版社、1996年、32頁（坂井榮八郎執筆部分）を参照。19世紀になり

旧帝国が解体されて以降も、この地域はオーストリアやプロイセンと区別され、

「純粋なドイツ」ないし「第三のドイツ」と形容されていた。Artikel 
”
Trias“, 

in Gerhard Taddey （Hrsg.）, Lexikon der deutschen Geschichte. Personen, 

Ereignisse, Institutionen von der Zeitwende bis zum Ausgang des 2. 

Weltkrieges , 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart :  Alfred Kröner, 1983, S. 

1244を参照。
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モデルとする統一国家を築くことを提案している点に存する。ライン連邦

（1806-13年）５を蛇蝎の如く嫌ったシュタインだが、意外にもプロイセンと

オーストリアを除いたままドイツにおける国民的一体性を創出しようと試みた

ライン連邦の政論家たちの主張６を実質的に継承し、ドイツの名を冠する政治

共同体を、西南ドイツの諸邦のみから構成することを選択しているのである。

このことは、プロイセン改革を推進した愛国者シュタインが、小ドイツ主義的

な統一を望んでいなかったことはもちろんだが、旧帝国全体の統合をあえて欲

していたわけでもなかった７ことをも意味しており、プロイセンとオーストリ

５　ライン連邦の概要については、フンボルト「『ドイツ憲法論』他」、146-147

頁を、同連邦をめぐる近年の研究動向については、さしあたり、ゲルハルト・

シュック「ライン同盟規約と近代ドイツ立憲主義の端緒」、屋敷二郎訳、『一橋

法学』第３巻第２号、2004年６月、483-498頁；シュック「ライン同盟の改革

と1800年前後の連続性問題」、権左武志／遠藤泰弘訳、『北大法学論集』第55巻

第５号、2005年１月、171-190頁を参照。なお、シュック「ライン同盟規約と

近代ドイツ立憲主義の端緒」の直後には、ライン連邦規約が邦訳されている。

「資料――ライン同盟規約（1806年７月12日）全文試訳」、屋敷二郎訳、『一橋

法学』第３巻第２号、499-508頁。

６　ライン連邦を結節点として「第三のドイツ」の諸邦の制度的同質化を図り、

プロイセンとオーストリアを除外しつつ国民的一体性を追求しようとする構想

が、当時の西南ドイツの知識人によって提起されていた。園屋心和「ライン連

盟（1806-13年）とドイツの国民的一体性」『西洋史学』第231号、2008年12

月、184-204頁を参照。現代ドイツを代表する歴史家のひとりであるヴィンク

ラーは言う、ライン連盟の「少なからぬ政論家は『第三のドイツ』、すなわち

オーストリアとプロイセン抜きの、にもかかわらず古き帝国の伝統に意識的に

結びついた連邦国家的な結合に期待をかけた」。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

俊明他訳、昭和堂、2008年、54頁。

７　統一ドイツからプロイセンとオーストリアの双方を排除する当初の構想が挫
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アの角逐と前者による最終的な統一にあまりにも焦点をあてがちであった従来

のドイツ憲法史の叙述の枠内に必ずしも収斂しない、当時の「ドイツ」ないし

「国民」概念８の豊かさを示唆していると言えよう。それゆえ、フンボルト

「ドイツ憲法論」の理解に資するとともに、それ自体としてもドイツ憲法史に

とって有用な資料である本覚書を、遅ればせながら訳出する次第である。

折した後も、創出されるドイツ国家が旧帝国の領域を空間的に包括することを

シュタインが重視していなかったという事実は、連邦規約に違反した領邦をド

イツ連邦から追放する規定を、彼が1814年６月に連邦規約の草案に盛り込むこ

とを主張した点にも見出される。
”
Bemerkungen Steins zu Hardenbergs 

”
Entwurf der Grundlagen der deutschen Bundesverfassung“  (1. Fassung，

Juli 1814），Frankfurt，16. Juli 1814“, in Freiherr vom Stein, Briefe und 

amtliche Schriften ,  Bd .  5 ,  bearbei tet  von Erich Botzenhart ,  neu 

herausgegeben von Walther Hubatsch, Stuttgart : W. Kohlhammer, 1964, S. 

68を参照。なお、この文書では、二大国に画一的政策を課すことの困難さが改

めて強調されている。

８　シュタインにおける「国民」概念については、オットー・ブルンナー他編『歴

史的基礎概念』における次の記述も参照。「［したがって、］ゲレスとシュタイン

にとっては、（もはや）単一的なドイツ国家の国民――これからやっとつくられ

るべきはずの――が問題なのではなく、個別の領邦民たちから構成される、複

数の身分に細分化された帝国国民――旧帝国とともに復活させられるべきとさ

れた――が問題なのである。これは、中世の帝国国制にかんする明らかにロマ

ン主義的に理想化されたイメージから着想を得た構想である。ゲレスはそれを

少し後に次のように端的に言い表している。『ドイツ人の皇帝位がその輝きと栄

光のすべてをもって蘇ること。国民の名誉がこれを要求する。』ドイツ人は、こ

の発言が明らかにしているように、ナポレオンの支配の終焉の後、再び内側を

より重視するようになった。」Artikel 
”
Volk, Nation, Nationalismus, Masse“, 

in Otto Brunner u. a. （Hrsg.）, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches 

Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland , Bd. 7, Stuttgart :  

Klett-Cotta, 1978, S. 335.
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　（b）底本としては、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, 1963, S. 242-248を用いた。ただし、

②
”
Steins 

”
Über eine deutsche Verfassung“, Prag, Ende August 1813“, 

in Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes. Für die Historische 

Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften , 

herausgegeben von Lothar Gall, AbteilungⅠ: 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 .  18-25、

③
”
Verfassungsdenkschrift Steins, Prag, Ende August 1813“, in Stein， 

Briefe und amtliche Schriften ,  Bd .  4 ,  S .  238-242、④John Robert 

Seeley, Life and times of Stein, or Germany and Prussia in the 

Napoleonic age , vol. 3, Cambridge : Cambridge University Press, 1878, 

pp. 168-169も適宜参照した。②は、本覚書のロタール・ガル編『ドイツ連邦

史料集』に収められた版である。③は、本覚書と同時期に、シュタインがロシ

ア皇帝アレクサンドル１世に宛ててドイツ憲法の構想を提示した覚書（原文は

フランス語）であり、その内容は本覚書と重複している。④には、③の冒頭部

分の英訳が含まれている。

　（c）著者の略歴を紹介しておく９。シュタインは、1757年にナッサウ地方の

９　Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 5 ;

石川『シュタインと市民社会』；吉川直人「シュタイン（Freiherr vom Stein）

の改革理念と伝統観念への依拠（１）-（２）・完――19世紀初期プロイセン国制

改革の精神について」『法学論叢』第114巻第１号、1983年10月、38-67頁、第

114巻第３号、1983年12月、63-91頁；末川清『近代ドイツの形成――「特有」
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帝国騎士の名門に生まれた10。1773年からゲッティンゲン大学で法学を学び、

1780年にプロイセンに仕官している。1804年に間接税・工業担当大臣に就任

するものの、1807年１月に国王フリードリヒ・ヴィルヘルム３世と対立して

罷免された。同年10月より事実上の首相として国制改革を指導したが、反ナ

ポレオン的な内容の私信が明らかになったために翌年11月にナポレオンの圧

力によってその座を追われ、オーストリアに亡命している。1812年以降はロ

シア皇帝アレクサンドル１世の顧問に就任し、1813年に旧フランス占領地域

の行政管理にあたる中央行政委員会の責任者に任命され、ウィーン会議

（1814-15年）でもロシア皇帝の顧問を務めた。1815年以降も、1826年から

病没する31年までヴェストファーレン州議会の議長を務めるなど、決して政

界から離れたわけではなかったが、むしろ歴史史料の編纂に精力を傾けた。

　なお、本翻訳では、フンボルトの「ドイツ憲法論」にたいしてシュタイン

がコメントを付した1814年１月３日付の覚書「ヴィルヘルム・フォン・フ

ン ボ ル ト『 ド イ ツ 憲 法 論 』 へ の 意 見 」
”
Bemerkungen Steins zur 

Verfassungsdenkschrift Wilhelm v. Humboldts, Freiburg, 3. Januar 

1814“, in Stein, Briefe und amtliche Schriften , Bd. 4, S. 428-430も併せて

訳出した。その際、
”
Stein über Humboldts Verfassungsdenkschrift, 

Freiburg, 3. Januar 1814“, in Quellen zur Geschichte des Deutschen 

Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 92-95も適宜参照した。後者は、同じ覚書のガ

ル編『ドイツ連邦史料集』に収められた版である。

阪本　尚文

の道の起点』、晃洋書房、1996年、87-88頁を主に参照した。

10　のちに彼の家門は陪臣化され、帝国騎士の身分を失っている。これが、陪臣

化を実行した西南ドイツの諸侯たちとライン連邦を、シュタインが激しく憎悪

することの背景にある。陪臣化については、訳注ⅹⅳを参照。
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凡　　　例

①　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。

②　（　）と――は原文によった。［ ］は訳者による。

③　原注は、①、②、…、訳注は、ⅰ、ⅱ、…とそれぞれ表記した。

④　
”
Staat“は、ヨーロッパ・レベルでの国際関係が話題となっている文脈で

は「国（家）」、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。

⑤　
”
Verfassung“は、文脈に合わせて「憲法」と「国制」の訳語を使い分け

た。 た だ し、
”
Staatsverfassung“ を「 国 制 」 と 訳 し た 箇 所 が あ る。 ま

た、
”
Gerichtsverfassung“は「司法体制」、

”
Bundesverfassung“は「連邦

制」とした。

⑥　
”
Stand“及び

”
Stände“は、原則として「等族」と訳出したが、文脈

上、
”
Landstände“が議会（制）を指すことが明白な箇所では、「ラントシュ

テンデ（制）」とした。

⑦　原則として、
”
Bund“は「連邦」、

”
Verein“は「連盟」とそれぞれ訳出し

た。 

　１．ドイツ憲法について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［プラハ、1813年８月末］

　血なまぐさい20年の闘争の結果、個々人には財産と自由と生命の安全を、

国民には永劫の敵にして倦むことなき破壊者であるフランスに対抗するための

力を与えてくれる確固たる状態が、祖国にもたらされてほしいという全ドイツ

人の願いは、正当にして節度のあるものである。

　問題となるのは、この世で最も重大な案件――教養があり、道徳的で、その

素養とこれまで成した発展の程度とによって尊敬される1500万の人々である。

彼らは、国境と言語と習俗と内に抱いた不滅の国民性によって、二つの異なる

大国に固く結びついている。つまり、考察の対象は重要であり、時機はいよい
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よ切迫している。生における役割によってこの問題の解決にあたるという使命

をもちながら、それにすべての力、すべての熱意をそれに注がない者たちに

は、同時代及び後世の人々は厳しい評価を下すことだろう①。

　ドイツの旧き国制は、その住民の一人ひとりに、人格と財産の安全を保障し

ていた。大規模な完結した諸邦（territoriis clausis）では、この二つを等族と

司法体制が保障していたⅰ。残りの諸邦では、帝国裁判所ⅱと皇帝の監督がこ

の二つを保障していた。諸侯の恣意は、徴税や、その臣民たちの人格を侵害す

る処置において、徹底して制限されていた。これらの保護装置が壊されてしま

い、1500万のドイツ人は36人の小さな専制君主ⅲの恣意にさらされている。

バイエルンやヴュルテンベルクやヴェストファーレンの国家行政の歴史をた

どってみよ。そうすれば、荒々しい改革熱が、馬鹿げた思い上がりが、放埒な

浪費が、獣じみた情欲が、かつては栄えていたこれら諸邦の哀れな住民たちの

あらゆる種の幸福の破壊を成し遂げてきたと納得するだろう。

　こうした状態の帰結はますます有害なものになる。ドイツの旧来の細分化

が、住民から国民性の感情を奪ったのだとしても、彼らの自立の感情を弱めた

のだとしても、そのことによって、彼らが祖国の大きな利益にそっぽを向き、

卑小なものにしか眼差しを注がなくなったのだとしても、法の保護のもとで生

活していた住民は、それでも道徳を、人格的尊厳の感情を保持していた。しか

しその道徳と感情は、これらの小さな専制のなかで早々と没落してしまうであ

ろう。そこでは君主やその寵臣たちの気まぐれに住民たちがさらされ、彼らが

ほんのわずかでもあえてその枷を解いて立ち上がろうとするやいなや、取り返

しがつかなくなってしまうのだ。それゆえ、もし現在の細分化が将来の講和条

約によって固定されることになれば、ドイツ人はますます低劣に、媚びへつら

うように、卑俗になっていき、それぞれの領邦同士の疎隔は年ごとに広がるこ

①　余白にはシュタインの手で「36 despota.」と記入されている。
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とだろう。

　ライン連邦が公式には解消されたとしても、この小さな専制が維持されるな

らば、それを通じて、フランスは今後もドイツにたいして圧倒的な影響力を持

続的に及ぼし続ける。というのも、これらの小君主が統治する領邦のうち、

バーデン、ヴュルテンベルク、ダルムシュタットなどのいくつかは、直接に国

境をフランスと接しており、恐怖が彼らをフランスに結びつけるのである。バ

イエルンやザクセンのようにもっと離れた君主たちは、自分たちの隣にあるよ

り強大な諸邦への嫉妬から、フランスを庇護者とみなす。フランスは、外交官

の巧みな手腕や、これまで築いてきた結びつきや、フランスが目下のところ提

供することができる見かけ上の利益によって、他の諸大国にはいくつかの理由

から達成不可能なほどの、かなりの程度の影響力を確保することができる。

　したがって、ドイツが36の専制に細分化されている状況が持続することは、

市民の自由と国民の道徳にとって有害であるし、また、ドイツ諸邦にとっても

その他のヨーロッパの諸大国の平穏にとっても不都合な、1500万人の住民に

たいするフランスの圧倒的な影響力を永続化するものである。ドイツ問題の最

先端に携わる立場にある政治家たちが、祖国の安寧を持続的なやり方で強化す

るために目下の危機を利用しないならば、そして彼らが、安易でいい加減なや

り方で中途半端な状態をもたらし、一時的な平穏、どうにか耐えしのげる状況

にたどり着くという手近な目的を目指すのであれば、同時代や後世の人々が、

彼らを祖国の幸福にたいする無思慮と無関心の廉で告発し、有罪の烙印を捺す

のも正当であろう。

　20年に及ぶ戦争の結果、ドイツがいかなる憲法を手にするべきかという問

いは、どうしても避けて通れない。ドイツの住民の安寧と、ヨーロッパの利害

と、諸国民の重大事を指導する政治家たちの名誉と義務とが要求するのは、そ

の影響範囲にふさわしいすべての真剣さと、その厳粛さにふさわしい深い思慮

とをもってこの問題を検討し、浅薄や軽率や享楽への欲求を遠ざける、という

ことである。
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　この課題を解決するにあたっては、たしかに実現可能ではあるが、しかしな

がらまた、現今の条件下でできる限り完全なものを目指すやり方を採らなけれ

ばならない。

　10世紀から13世紀に我らの偉大な皇帝たちが強力な支配を及ぼしていたよ

うな、単一の自立的なドイツは望ましくはあろうが、実行不可能であろう。も

しこれが可能であれば、国民は、力と知と穏健な法に基づいた自由というすべ

ての要素をその内に含む、ひとつの強力な国家に高まることになるのだが。国

民はこの幸運には与れないので、これらの立ち塞がる障碍を除去し、新しい制

度と憲法を創り出す内的な社会の発展にいたろうとするために、別の道を歩ま

なければならない。

　ドイツは二つの大きな部分、すなわち北部と南部に分離する方向を採ってき

た。公的な事柄においては、前者のなかではプロイセンが、後者のなかでは

オーストリアが重きをなしている。ザクセン人やフランク人といったように、

住民の元々の部族が多様であり、習俗、宗教、地域共同体の制度も多様である

ために、この分離が引き起こされ、助長されてきた。この分離は今この瞬間に

も容易に完遂されることだろう。国民の統一の維持が可能であるならば、権力

や内的平穏の面で、この分離に大きな利点があることは明らかである。この場

合、皇帝もしくは国家元首の権力を強化することが必要である。しかし、そう

することは［対フランス］連合国の意図にどれほど適ったものだろうか。

　ドイツがオーストリアとプロイセンに連なる二つの大規模な連邦国家に解消

されているものと考えるならば、以下で全体の国制の組織にかんして言われて

いることを応用することもできる。

　すでに12月に、勇気と才気に富んだスウェーデン皇太子ⅳは、ロシアの宮廷

に送った覚書のひとつで、領邦高権を完全には麻痺させることなく皇帝の権力

を強化するという、ドイツに与えられるべき新しい国制の必要性についての意

見を述べている。また、ハノーファー選帝侯国の大臣ミュンスター伯ⅴも1813

年１月５日以降に書かれた覚書で、等族から宣戦と講和にかんする権利を奪
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い、それを帝国議会に移譲することを提案している。

　フランスに押しつけられた組織をなくし、ライン連邦を解体することは、ド

イツの自由を回復するための第一の条件である。

　「すべてを引き裂く者がついに粉々にされたドイツを縛るために用いた、こ

の欺瞞に満ちた鎖には、もはや我慢ならない。それは、外国に強制された結果

であるし、外国の影響力を伝える道具なのだ」と、故クトゥーゾフ陸軍元帥ⅵ

は、連合国の名でドイツ人に向かって今年３月25日に発せられた宣言ⅶのなか

で言っている。

　この鎖とともに、36人の頭目の主権あるいは専制は滅び、国民の欲求と願

望に適合するように変化した領邦高権へと組み替えられなければならない。

　皇帝の権力は拡大されるべきであり、最高統治権を行使できるようにしなけ

ればならない。すなわち、帝国の構成員、たとえば1803年の帝国代表者主要

決議ⅷにしたがって直参であった者たちに、この属性を再び与え、諸邦を当時

の境界線に押し込めなければならない。というのも、中立条約や同盟条約に

よってフランスに与し、ドイツにたいする義務を放棄したのはドイツの大規模

諸邦であって、旧き国制を堅く守り、それを維持することで平安を期待してい

た小規模諸邦で
、

は
、

な
、

い
、

からである。個々の等族の強大化と多くの小等族の廃止

は、帝室の影響力を排除するために、フランスが1806年にすでに用いた手段

であった。そして、小邦から成る連邦の構成員は、本性上常に、独立と強大化

への活発な傾向を有しているだけに、この手段には、ますます強く対抗しなけ

ればならない。もっとも、こうした傾向は、それらの諸邦が小さく無力である

ために、無害なものとなり得るのであるが。

　等族の力はもっと弱められるべきである。彼らから宣戦と講和の権利を奪

い、それを皇帝と帝国議会に移譲しなければならない。

　皇帝は執行権、すなわち帝国裁判所の監督とその視察や、他国との関係と軍

事事項と帝国金庫②の直接的な指導を行う権利を有さなければならない。皇帝

は将軍や参謀本部や特別委員を単独で任命する。たとえば、3000人以下の兵
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士しか配置できない小邦においては、皇帝が直接に軍事組織を編制し、より大

きな諸邦では、監督権を行使する。

　城塞構築部隊、工兵隊、砲兵隊、輸送部隊のような一般的な軍事機構を、皇

帝は単独で指揮し編制する。

　王室費、及び軍事、帝国裁判所、公使館に必要な支出は皇帝に委ねられる。

彼が任命する国家官吏の給与はそこから支払われる。帝国内閣は、帝国陸軍元

帥と、国制及び政治にかかわること［das Konstitutionelle und Politische］

を指導する帝国宰相と、帝国財相とその官房及び彼らの領邦において設置され

た下級官庁から構成される。ドイツ皇帝は、オーストリアとは異なる固有の外

交団をもつ。

　国家官吏はドイツ人に限られ、他の官職を兼ねてはならない。

　ドイツの行政官庁の所在地はレーゲンスブルクであり、皇帝の宮廷の所在地

ではない――レーゲンスブルクに、帝国宮内法院が移る――ここには、ドイツ

の宮廷軍事局、帝国将軍及び陸軍元帥、帝国宰相、帝国金庫などと帝国議会が

置かれる。

　皇帝と帝国議会は立法権を行使する。調査と評価のために、両者にたいして

皇帝の主要な特別委員が様々な行政部門の状態にかんする指摘を行う。

１）帝国議会では多数決が採用される。宗派別の代表権［jus eundi in 

partes］ⅸや宗派の違いにかんするすべての制度、たとえばカトリック団体や

宗派同権の代表団などは廃止される。三宗派の要求の平等と同権が認めら

れ、一切の区別は容認されない。

　　帝国議会の構成員は、代表［Repräsentanten］であって使節［Gesandte］

ではないⅹ。帝国都市の数の減少のために、都市部会ⅺには、さらに、等族

が選んだ領邦出身の帝国騎士層から構成される代議員がつけ加えられる。

②　「帝国金庫」の部分には後に取消し線が引かれている。
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２）カトリック会派には、プロテスタント会派と同等とするために、27票が

追加される。

３）貨幣制度と関税制度は、帝国議会が管轄する。すべての領邦の関税制度は

廃止され、国境、陸上、海上の関税が、帝国の会計のために設けられる。

４）領邦高権の対象は、上で述べられた制限内での対内的な領邦ポリツァイ、

司法、教育、信仰、軍事、財政であり続ける。

　　諸侯の出費は、直領地により賄われる。領邦によって同意された税は、帝

国の必要な支出と領邦の必要な支出に使われる。

５）ラントシュテンデ制が存続している領邦では、それが維持される。廃止さ

れたラントシュテンデ制は回復され、目的に応じて組織される。しかしもと

もとそれが存在しなかったところでは、新たに形成され、地域的な立法や課

税への同意に際して、対抗する余地が認められる。彼らは第三部会へ帝国議

会の使節［Reichstagsgesandte］を選出する。

　オーストリアがこうして強化された皇帝位を保持するならば、その力は大い

に増す。オーストリアに皇帝位を委ねることは、オーストリアの利害関心をド

イツに結びつけるために、長期にわたる皇帝位の保持と諸民族の慣習に鑑み

て、有効である。しかし、プロイセンもまたドイツから疎外されてはならな

い。プロイセンは、その力を過度に膨張させて、自らの政治的な生存を危険に

さらすことなく、ドイツを共同で防衛するために、十分な力をもたなければな

らない――つまりプロイセンは強力で自立していなければならない。プロイセ

ンにおいては、スラヴ人やハンガリー人が混じり、トルコやスラヴ諸国と境を

接しているオーストリアにおいてよりも、ドイツ精神がより自由かつ純粋に保

たれている。たとえ17・18世紀に、その発展のテンポを精神的圧迫と不寛容

によって遅らせられることがなかったとしても、このためにオーストリアの発

展がいずれにせよ難しくなるだろう。

　弱国であるという深い感情から、プロイセンは遠隔地での戦争に参加するこ

とを思いとどまった。プロイセンはたった900万の人口と、3600万から3800
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万ターラーの収入、25万の兵士から成る軍隊を有していた。収入は対外戦争

の遂行には不十分であり、100万人当たり２万人の兵士を原則として計算すれ

ば、総人口あたりの兵力が大きすぎた。領土は分散しており、臣民の一部であ

るポーランド人は敵意を抱いていた。

　プロイセンはその地理的状況、住民の精神、統治、達成された陶冶の程度の

ゆえに、ヨーロッパにとって、とりわけドイツにとって重要な国家であり続け

る。プロイセンの再建の必要性は、ロシア、オーストリア、イギリスによって

承認されている。しかしその再建は、内部における強化を伴わなければ、価値

もなければ本質的な成功もないものとなる。プロイセンはバーゼル和約ⅻ以来

示してきた政治的中立主義の高いつけを支払い、かつての軍事的名誉と諸国民

のあいだでの尊敬すべき地位を要求する権利を、その高貴な血を以て再び贖っ

たのである。

　プロイセンの国力を十分なものとし、強化するためには、メクレンブルク、

ホルシュタイン、ザクセン選帝侯領を組み入れなければならないであろう――

後者二つを決するのは征服権である。両メクレンブルク公はベルク公領の応分

の領土を補償のために受け取る。アンスバハはオーストリアの大公が獲得す

る。――オーストリアは1805年の領有状態に達し、プロイセンの強化のため

の分と元々領有していたが失う分を差し引いて残った1000万人の上に立つ、

権力と影響力を具えた皇帝位を獲得する。――そしてプロイセンの人口はおよ

そ1100万に達する。ドイツにたいするプロイセンの関係は、ドイツを維持す

るために共同で配慮することを義務付けられた立場のそれであり、ドイツの国

制と統合とを永久に保証すべき立場のそれである。ドイツはプロイセンに同じ

ことを保証する。連合の目的［casus foederis］xⅲは外国からの侵略戦争に備え

ることである。

　オーストリアは、ドイツ及びプロイセンの協同者にして保証者という属性

を、皇帝位に結びつける。

　このドイツ、オーストリア、プロイセンから成る同盟が誠実に維持され、強
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力に防衛されるならば、連邦の力は、ドイツ民族の平穏と統合を基礎づけ、永

続的に維持するのに、好機が到ればさらに、ドイツの天敵にたいする防壁とな

る緩衝国家を創設するために、ライン川とスヘルデ川のあいだの領土をフラン

スから奪回するのに十分である。ロシアもまた、常に国境地方の脅威となり自

立を脅かしさえする侵入から、安全を保障されることになる。もし1812年よ

りも巧妙に攻撃がなされたとしても、そしてフランスがすべての隣国を完全に

従属下に置き、それら隣国の全戦力を、長年にわたって、正確に計算された計

画に則ってロシアに差し向けることができるようになったとしても、である。

　２．ヴィルヘルム・フォン・フンボルト「ドイツ憲法論」への意見

　［フライブルク、1814年１月３日］

　ドイツにおける国家連盟の形成は、目下の事態のあり様に鑑みて、権力のよ

り増大した帝国元首を戴く旧帝国の国制を再建するよりも容易である。連盟の

方がドイツの大規模諸邦の要求をより多く満たす。もっとも、これら諸邦のう

ち、ハノーファーだけは自分の要求を放棄するであろうが③。連盟はさらに、

見たところ、自らの君主にドイツの皇帝位への復位を助言する気がないとされ

ているウィーンの内閣の見解と一致する。

　国民の願いには、外国の暴力と国内の圧迫にたいして保護してくれる強力な

憲法が、最も適っている。しかし、一部は役割を担う者たちの個性に、一部は

連合国の事情のなかに存する多大な困難がその実現を阻んでいるのだとすれ

ば、より容易に達成し得るもので満足しなければならない。すなわちこれが連

邦制である。連邦制は、互いに独立した今より大きな四つか五つの国にドイツ

を分割するという構想よりもはるかに優れている。

　だが、連邦の個々の規定にかんしては、次のことをコメントしておく。

③　実際のところ、そのようなことはなかった。
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　第１条にたいして：連邦の目的は、第２条によれば相互防衛という目的より

も広いものである。よって次のように述べておかなければならないだろう。

　ドイツ諸侯は分
、

割
、

不
、

可
、

能
、

な
、

国
、

家
、

連
、

邦
、

にまとまる。

　第３条にたいして：外国による保証には大変懸念されるものがある。いずれ

にせよイギリスもしくはロシアだけを参加させることになろう。

　第５条にたいして：他の等族を保証権者に加えることは、大きな困難を抱え

ている――残る等族のうち、誰がこの役割に適していようか。

　第７条にたいして：割合は２パーセントがよいだろう。

　第11条にたいして：部隊兵力を２万5000と設定できるだろう。――なぜド

イツの君侯に限定するのか。

　第12条にたいして：ここで述べられている軍事機構への特別な監督をいっ

たい誰が実行するというのか。おそらくは四つの指導的大邦のうちのひとつ、

もしくは司令部ということになろうか。

　第18条にたいして：この主権という表現は、外国語的で不適切なので避け、

次のようにするべきだろう。「すべての高権は、連邦決議もしくは領邦憲法に

よって制限されない限り……」

　第19条にたいして：等族の本質的な権利とは、定例のもしくは定期的に召

集されるべき領邦議会に集まり、領邦の立法と税金への同意、徴収、使用に参

加する権利である。第22条で提案されている差し押さえの代わりに、以下の

ドイツの旧き原則を追認する方がよいだろう。すなわち、君侯は自分と宮廷の

出費を直領地によって賄い、領邦等族は自ら同意し、取り立て――そして使用

する税によって、行政と軍事の費用を負担する。

　第20条にたいして：ライエンとイーゼンブルクは小さくて振る舞いが不道

徳であったがゆえに残しておけないのであり、陪臣化xⅳされた帝国等族の数か

らは、十分な理由を以てさらに二つを除くことができる。すなわち、タクシ

スxⅴとフュルステンベルクである。この二つの場合には特別な理由がある。

――ドイツの郵便制度は再び領邦のひとつから独立した制度とならなければな
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らず、そのポリツァイの、その蓄財精神の下に置かれたままではならない。た

とえ等族が郵便制度の長から補償金を受け取るにしても、郵便制度はそれでも

やはり等族たちから独立し、自立していなければならない。さらにフュルステ

ンベルク家は、最古にして最も力のあるドイツの家系のひとつであり、ハプス

ブルクやバーデンと同時代に由来をもち、９万の人口を有している。陪臣化さ

れた者たちが領邦等族の連盟に加われば、彼らにとっても、彼らが住む領邦に

とっても、有益なことである。それによって領邦はより多くの力を、そして彼

ら自身は自分の権利のためのより多くの保護を得られるのである。

　しかし陪臣化された等族たちにはさらにいくつかの権利が与えられ得る。

ａ）バイエルンとバーデンが陪臣化された等族に認めたのと同等の権利。

ｂ）３分の１への減税。というのも、かつて所有していた完全な免税特権から

無条件の納税義務への移行は、よく知られたいくつかの理由から破壊的な作

用を及ぼすから。

ｃ）徴兵からの自由、勤務選択の自由、特権的裁判籍。

　帝国騎士団は、陪臣化された伯や小君侯よりも多くかつより輝かしい権利を

有していたが、それを喪失した。帝国騎士団の構成員は、彼らと同等の人格

的、領邦高権的権利を有しており、彼ら専属の権利としては、マインツとト

リーアの二つの選帝侯領、ヴォルムス、シュパイヤー、ヴュルツブルク、バン

ベルクの司教区の支配を要求する権利があり、他のドイツの貴族と共通した権

利としては、ドイツ騎士団とマルタ騎士団とドイツのすべての聖堂参事会に入

る資格をもっていた。

　これらの輝かしく利益をもたらす諸権利は消え失せてしまった。そして今彼

らはきわめて過酷な扱いを受けている。それゆえ彼らには他の陪臣化された等

族と同等の権利が認められ、彼らの各々に、第21条で規定された法廷への特

別上告が許されなければならない。

　第27条にたいして：すべての小邦は、重要な案件に判決を下す共同の上訴

法廷をつくることができるとするのがよい。それらの小規模諸邦には、たとえ
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ば30万以下の人口を有するすべての領邦が加えられる。裁判所の独立は各地

域において次のやり方で保障される。

ａ）手続きの公開性によって

ｂ）裁判所構成員の任命が、半分は等族から、半分は君侯からなされること

ｃ）裁判所の判決による以外は裁判官が異動されないことによって

ｄ）陪審制による司法が、市民の生命と自由を恣意から保護する

　国家連盟が形成されるのであれば、どうしても行わなければならない共通の

事柄や、管理されなければならない共同の財貨が生じる。

　連邦決議は実行に移されなければならない。決議の維持のために配慮し、そ

の決議による侵害を訴える異議は排除しなければならない。要塞、関税、郵

便、貨幣、治安ポリツァイ上のある種の一般的措置のような、相互に分けるこ

とができないある種の事柄が残っている。

　それゆえ、これらの関係をまとめ、動かすようなひとつの制度が組織されな

ければならない――ゆえに、定期的に召集される代表者から成る連邦議会と常

設の連邦委員会［Bundesausschuss］、もしくは新しい外国語で言えば委員会

［Komittee］が必要となる。

ⅰ　当時、領邦等族が君主による専制を抑制する役割を期待されていたことにつ

いては、Wolfgang Mager ,  
”
Das Prob lem der  Landst änd ischen 

Verfassungen auf dem Wiener Kongreß 1814/15“, in Historische 

Zeitschrift , Bd. 217, 1974, S. 296-346を参照。モンテスキュー（Charles-Louis 

de Montesquieu 1689-1755年）の思想が受容された18世紀後半のドイツにお

いて、等族は専制主義を防ぐ中間権力として広く観念されていた。ルードルフ・

フィーアハウス「18世紀のドイツにおけるモンテスキューの影響」、佐々木毅訳

（フリッツ・ハルトゥング他『伝統社会と近代国家』、成瀬治編訳、岩波書店、

1982年）、101-145頁を参照。

ⅱ　16世紀以降、帝国には、帝室裁判所と帝国宮内法院という二つの最高裁判所

が存在し、領邦権力の絶対主義的展開にとって最大の障碍となっていた。両裁
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判所については、さしあたり、村上淳一「『良き旧き法』と帝国国制（2）」『法学

協会雑誌』第90巻第11号、1973年11月、25-74頁；勝田有恒他編『概説 西洋

法制史』、ミネルヴァ書房、2004年、173-180頁を参照。

ⅲ　1814年６月の覚書と９月の覚書のなかで、シュタインは西南ドイツの諸侯の

統治を「スルタン主義」と呼んで非難しており、後者では「恣意と無法の支配

を強化するための道具」と化している彼らの主権を制限することを説いてい

る。
”
Bemerkungen Steins zu Hardenbergs 

”
Entwurf der Grundlagen der 

deutschen Bundesverfassung“（1. Fassung, Juli 1814）, Frankfurt, 16. Juli 

1814“, in Stein, Briefe und amtliche Schriften , Bd. 5, S. 68；
”
Stein an 

Hardenberg und Münster, Wien, 24. September 1814“, in Stein, Briefe und 

amtliche Schriften , Bd. 5, S. 152を参照。

ⅳ　のちのスウェーデン王カール14世・ノルウェー王カール３世（1763-1844年）。

旧名ジャン＝バティスト・ジュール・ベルナドット（Jean-Baptiste Jules 

Bernadotte）。フランスのポーに弁護士の息子として生まれる。1780年にフラ

ンス軍に入隊し、1804年には元帥にまで出世した。1806年には、ポンテ・コル

ヴォ公と称される。ナポレオンと軍事行動をともにし、1810年にはスウェーデ

ン王位の後継者となり、名をカール・ヨハンと改めた。その後、ナポレオンと

戦火を交えて、1813年10月のライプツィヒの戦いにも加わった。1814年にキー

ル条約によってデンマークからノルウェー王国を獲得し、両国を再び合併した。

1818年にスウェーデン王及びノルウェー王に即位している。Quellen zur 

Geschichte des Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 20-21；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、179頁；

デイヴィド・クリスタル編『岩波＝ケンブリッジ 世界人名辞典』、岩波書店、

1997年、228頁を参照。

ⅴ　エルンスト・ツー・ミュンスター（Ernst Friedrich Herbert zu Münster 

1766-1839年）。ハノーファー王国の政治家・外交官。1784年からゲッティン

ゲン大学で法学を学び、87年にハノーファーで司法官僚となる。ウィーン会議

で は 全 権 代 表 を 務 め た。Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes , 

Abteilung I. Bd. 1, S. 21を参照。

ⅵ　 ミ ハ イ ル・ ク ト ゥ ー ゾ フ（Mikhail Illarionovich Golenishchev-Kutuzov 

1745-1813年）。ロシアの陸軍元帥で国民的英雄。露土戦争（1768-74、1787-

91年）などに参加し、頭角を現した。1805年に対フランス戦争を指揮したが、
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アウステルリッツの戦いで敗北した。第一線を退いたのち、敗北を重ねる対ナ

ポレオン戦争の総司令官に任命され、1812年９月ボロジノで反撃したのちモス

クワを明け渡したが、飢えと寒さで撤退するナポレオン軍を追撃して大勝利を

得た。Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, 

S. 7；京大西洋史辞典編纂会編『新編西洋史辞典 改訂増補』、221頁；クリスタ

ル編『岩波＝ケンブリッジ 世界人名辞典』、276頁を参照。

ⅶ　1813年３月にク卜ゥーゾフがプロイセン及びロシア両国の君主の名で布告し

たカーリッシュ宣言のこと。起草者はシュタインである。ライン連邦の解散と、

「ドイツ国民の本源的精神からうまれる、若返った、強力な、統一されたドイツ

帝国の再興」を約束し、ナポレオンにしたがう諸君主には廃位の警告が発せら

れ た。
”
Proklamation von Kalisch, Kalisch,13./25. März 1813“, in Quellen 

zur Geschichte des Deutschen Bundes , Abteilung I. Bd. 1, S. 5-7；Ernst 

Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 , Bd. 1, 

Revidierter Nachdruck der 2. verbesserten Auflage, Stuttgart/ Berlin/ 

Köln : W. Kohlhammer, 1960, S. 479；石川『シュタインと市民社会』、287頁；

成瀬他編『世界歴史大系 ドイツ史』２、216頁（坂井執筆部分）を参照。

ⅷ　フンボルト「『ドイツ憲法論』他」、149頁を参照。

ⅸ　Artikel 
”
Jus eundi in partes“, in Joseph Meyer（Hrsg.）, Meyers 

Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens , 

Bd. 9, 4. gänzlich umgearbeitete Auflage, Leipzig : Bibliographisches 

Institut, 1888, S. 335；Quellen zur Geschichte des Deutschen Bundes , 

Abteilung I. Bd. 1, S. 23を参照。

ⅹ　この箇所で、シュタインは帝国議会の構成員を命令的委任に拘束された「使

節（Gesandte）」 で は な く「 代 表（Repräsentanten）」 と 位 置 づ け て お り、

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, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 , 

Bd. 1, S. 516. フンボルト「『ドイツ憲法論』他」、147頁も参照。ただし、本覚

書では、直後に「帝国議会の使節（Reichstagsgesandte）」という表現も見ら

れ、文字通りに解すると平仄が合わない。

xⅰ　17世紀以降、レーゲンスブルクに常置されていた帝国議会は三部会制をとっ

ており、選帝侯部会、聖俗諸侯からなる諸侯部会、帝国諸都市からなる都市部

会から構成されていた。岩村等他『法制史入門』、ナカニシヤ出版、1996年、
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108-110頁（三成美保執筆部分）を参照。

ⅹⅱ　1795年４月にプロイセンはフランスとバーゼル和約を単独で締結し、1792年

以来続いていた干渉戦争から離脱した。成瀬他編『世界歴史大系 ドイツ史』

２、132頁（坂井執筆部分）を参照。周知のように、この条約にはライン左岸

のフランス占領地域にかんする秘密条項が含まれており、その欺瞞性にたいす

る批判が、『永遠平和のために』（1795年）をカントが著述する直接的な動機と

なったのだった。小倉志祥「解説」（『カント全集第13巻 歴史哲学論集』、小倉

志祥訳、理想社、1988年）、704-705頁を参照。

ⅹⅲ　柴田光蔵『法律ラテン語辞典』、日本評論社、1985年、49頁を参照。

ⅹⅳ　小諸侯領が領邦国家としての自立性を否定されて他の領邦の支配下に編入さ

れること。旧支配者は皇帝への直属身分を失って「陪臣」となった。成瀬他編

『世界歴史大系 ドイツ史』２、137頁（坂井執筆部分）；フンボルト「『ドイツ憲

法論』他」、149頁を参照。

ⅹⅴ　17世紀以降、帝国の郵便長官を代々世襲したトゥルン・ウント・タクシス

（Thurn und Taxis）家は、ヨーロッパ中に郵便網を張り巡らし、巨万の富を築

いた。ヴェストファーレン体制のもと、集権化を進める領邦君主たちは再三に

わたってタクシス家の帝国郵便特権を無視して、自前の郵便制度を確立しよう

と試みたが、タクシス郵便は、独力では郵便制度を保てないドイツの中小領邦

からの委託を受けて、19世紀にいたるまで存続した（タクシス家は、1806年に

陪臣化されたものの、1815年に採択されたドイツ連邦規約の第17条でも、連邦

直属の地位を獲得している）。1867年に北ドイツ連邦が成立した時点で、プロ

イセンを中心とする統一の桎梏と感じられるようになっていたタクシス家の郵

便特権は、「公共の利益」のために有償で買い上げられて、最終的に消滅するこ

とになる。「近代ドイツ憲法史史料（１）――ドイツ同盟規約」、三成賢次訳、

『阪大法学』第40巻第１号、1990年８月、257-258、261-262頁；石川健治「ラ

オコオンとトロヤの木馬」『論座』第145号、2007年６月、69頁を参照。タク

シス家の詳細については、菊池良生『ハプスブルク帝国の情報メディア革命―

―近代郵便制度の誕生』、集英社、2008年；ヴォルフガング・ベーリンガー

『トゥルン・ウント・タクシス――その郵便と企業の歴史』、高木葉子訳、三元

社、2014年を参照。


