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京都大学

論文題目

博士(文学) 氏名 福家(梶)さやか

19世紀前半旧「共和国」領におけるリトアニア概念の変容

国家の記憶と共同体

(論文内容の要旨)

18世紀末、ポーランド=リトアニア連合国家(以下、「共和国J)は、ロシア、プロ

イセン、オーストリアという隣接する3固によって分割され、消滅した。ヨーロッパの

「長い 19世紀」は身分制社会の解体と国民国家体制の成立によって特徴づ、けられるが、

ヨーロッパがナショナリズムの時代へと動き出したまさにその時に、「共和国」は消滅

したのである。分割後の 100年余の聞に、旧「共和国」地域では国家観やネイション

概念の転換が進行し、それに伴って「ポーランド」・「リトアニア」の名称が指し示す

人的集団、国家、地理的範囲も変化した。

分割前の「共和国」は、ポーランド王国とリトアニア大公園が合同して成立した多

宗教・多言語の連邦国家であり、カトリックを中心とするポーランド人とリトアニア

人のほかに、東方典礼のキリスト教徒で、あるルシ人(ノレテニア人。後のウクライナ人

とベラルーシ人の祖)が両国にまたがって居住していた。19世紀後半、この地域には

民衆の言語を基盤に民族的に均質なネイションを標楊するナショナリズムが興り、近

代的な4つのネイション(ポーランド、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ)が誕生

した。この間に生じた変化の内実を解明し、その歴史的意味を考察するために、本論

文では、 19世紀前半の|日「共和国」領のなかでも東部のリトアニア地域に焦点をあて、

この地域における国家像、ネイション概念および地域社会のあり方を、国家の記憶と

共同体との関係に焦点をあてて問い直すことを課題とする。

従来の研究では、近世「共和国」の貴族層(シュラフタ)が、民族的出自や宗旨の

多様性にもかかわらず、平等な政治的権利とポーランド語やポーランド文化を共有し、

「共和国」への帰属意識を持っていたことから、政治的ネイションを形成していたと

される。また、リトアニア大公国は別個の国制を維持しており、ポーランド化した大

公園の貴族も「共和国」とリトアニア大公園の双方に対して帰属意識を持っていたと

も指摘される。この政治的ネイションは、近代以降、全社会階層を包摂する一方で、

使用言語を基準に排他的な帰属を要求する民族的なネイションへと変化したと認識さ

れてきた。加えて、従来の研究では、「共和国」の貴族がポーランド・ネイションのみ

に連続するかのように語られ、「貴族のネイション」や各地域・各ネイションの相互関

係のなかで、国家観やネイション概念を検討する姿勢が欠けていた。その背景として

は、ポーランド以外の地域の歴史研究において、 19世紀後半以降に台頭した民衆の言

語を基準とするナショナリズムの影響のもとで、ポーランド化したエリート層が周縁

的な存在とみなされ、研究対象となりにくかった事'情があったと考えられる。東欧に
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おける体制転換の前後から、分割以後の非ポーランド地域の貴族にかんする新たな研

究が登場しはじめたが、ナショナリズムが興隆する以前の 19世紀前半については、十

分な解明がなされているとはいえない。

以上のような研究状況をふまえて、本論文では、 19世紀前半のリトアニア概念の検

討をとおして、旧「共和国」の国家観やネイション概念、ならびに地域の共同体の変

化を検討する。近世の「共和国J(あるいはリトアニア大公国)の「貴族のネイション」

と近代的ネイションとのあいだには質的に大きな違いがあるが、本論文では、「貴族の

ネイション」を近世的なネイションと規定したうえで、近世から近代へかけてのネイ

ション概念や国家観の変化を検討していく。近世の「共和国」は連邦的な性格を持ち、

リトアニア大公園の貴族は複合的な帰属意識を抱いていた。本論文はとくにこの点に

注目し、旧大公国の領域における貴族の共同体意識や、 言語や文化、宗派を異にする

民衆との関係について検討する。

本論文では、リトアニアを、水平的な広がり(地理的範囲)と垂直的な広がり(人

間集団内の身分的な限定の有無)の両面から考察する。19世紀をはさんで、中・近世

のリトアニア大公国と第一次大戦後のリトアニア共和国では領域が異なることから推

測されるように、 19世紀における「リトアニア」という地理的範囲は自明のものでは

ない。他方で、 18世紀後半の「共和国」では、身分制度の改革にともなってネイショ

ン概念の範囲が下位身分にも拡大され、 19世紀前半にはさらに、ロマン主義の影響を

受けて、民衆が民族の起源や伝統を体現するものとして捉えられるようになった。こ

うした点を考慮して、本論文では、ネイションの下位身分への拡大や身分制度の問題

に注目し、「リトアニア」という名称のもとに認識される共同体に含まれる身分や社会

層の内実を検討すると同時に、ポーランド化した支配層と、ポーランド語以外の言語

を母語とする民衆とのあいだにいかなる関係が成り立っていたかを考察する。本論文

で考察の対象とする時期は、分割以後、ロシア領内の旧「共和国」地域で十一月蜂起

が起きる 1830年までとする。

本論文は、問題をとりあっかう文脈に応じて、 2つの部分から構成されている。第1

部では、主として国制について論じた著作や憲法案などを対象としてとりあげ、政治

的な文脈のなかに現れたリトアニア概念を検討した。第2部では、社会活動、教育活動、

リトアニア史研究などの領域において、身分や言語、文化などにかんする言説のなか

に現れたリトアニア概念について検討した。

第 1部「政治的文脈におけるリトアニア概念Jでは、 1812年のナポレオンによるモ

スクワ遠征時に目指された国家観やネイション概念、リトアニア概念を旧「共和国」

地域全体について考察した。ナポレオンのモスクワ遠征は、ポーランド・リトアニア

では、分割後初めて到来した、旧領土全体にわたる独立回復の機会として受けとめら

れた。第 1章 「ナポレオンのモスクワ遠征と「ポーランド」の再興」では、遠征開始直

後にワルシャワで結成され、「ポーランド王国」の復活を宣言したポーランド王国総連
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盟の文書を検討の素材として、ナポレオンを支持した貴族層の国家観を考察した。第

2章「アレクサンドル1世によるリトアニアの自治・憲法計画 (1811-12年)Jでは、

ロシアのアレクサンドル1世を支持したリトアニア貴族のオギンスキらによる自治・憲

法計画を分析した。第1部の分析によって明らかとなったのは、以下のような点である。

モスクワ遠征期の貴族層の言説には、ポーランド、リトアニアを問わず、「共和国」を

「ポーランド」と同一視し、 「共和国」地域の全住人をポーランド人とみなす考えがみ

られる。これは、分割に先立つ時期に、リトアニアの貴族がポーランドへの統合に反

対し、リトアニア側の自立性やポーランドとの対等性にこだ、わっていた状況と比較す

るならば、大きな変化であったといえる。分割直後には、リトアニアの地域主義より

も、統一国家の再建が優先されていたと考えられる。また、貴族がなおネイションの

主体で、あったとはいえ、オギンスキらによるリトアニアの自治・憲法計画には、すで

に農奴制の漸進的廃止の提言やネイション概念を下位身分に拡大する傾向がみとめら

れる。他方で、文化や習慣を同じくするエスニックな共同体としての「ポーランド国

民」という概念も、コウォンタイやチャルトリスキの著作、そしてオギンスキの建白

書に現れていた。

第2部「社会的・文化的文脈におけるリトアニア概念」では、旧リトアニア大公園地

域に焦点を定め、支配層と被支配層のあいだで言語や宗教が異なる状況のもとで、「リ

トアニア」という地域の名称が何を意味していたのかを考察した。

第2部の前半の2章 第3章119世紀初頭の社会の地理認識におけるリトアニア

の広がり」、および第4章「ならず者の会とリトアニアの地域社会」 では、当時の

ヴィルノを代表する雑誌『街角ニュース』とその発行主体である「ならず者の会」を

取り上げ、知識人が「リトアニア」の名称のもとに認識する地域社会の範囲を、水平

的な広がり(地理的認識)と垂直的な広がり(階層間の関係)の双方の観点から検討

した。第3章では、ヴィルノの知識人たちが日常思い描いていたリトアニアの地域的範

囲が、ヴィルノやグ、ロドノ、ミンスクの3県を中心とするものであることを明らかにし

た。これは、旧リトアニア大公園の範囲とも、当時の行政的な区分とも、エスニック

なリトアニア人の分布とも異なっている。第4章では、ならず者の会が、身分制度の存

在を前提としながらも、ネイションはすべての身分を含むと考え、貴族位も他身分に

聞かれるべきものととらえていたということを指摘した。また、ならず者の会は、と

くにその活動の前半期には、リトアニアへの大きな関心を示していたが、その関心の

対象は主としてリトアニアの歴史であり、リトアニアの言語についてはほぼ一貫して

その使用を榔撤していた。

第2部の後半2章では、リトアニアの歴史と言語に対する支配層の態度を考察した。

第5章「ヴィルノ大学における歴史学と「リトアニア史JJでは、ヴィルノ大学を中心

としたリトアニア史への関心の高まりやリトアニア史研究のあり方を検討した。当時、

文学活動だけでなく、歴史研究の対象としても民衆に注目する研究が存在したが、リ
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トアニアの歴史はおおむね 19世紀当時のシュラフタを中心とするリトアニア社会の過

去として認識されていた。また、リトアニアはポーランドやルシとは異なる民族的起

源をもっと見なされる一方で、ポーランドとの合同あるいはヤギェウォ朝の断絶をもっ

てリトアニアの歴史は幕を閉じ、それ以降はポーランド史に包摂されると認識されて

いた。第6章「リトアニアにおける教育と地域社会」では、ヴィルノ教育管区の初等教

育と民衆言語の問題をとりあげ、ヴィルノ大学の教官をはじめとする知識人や地域の

有力貴族が、教育の領域において、民衆の世界にどのようにかかわっていたかを考察

した。農民への初等教育は、教育による農民の社会的な上昇を否定したうえで、身分

別の教育として行われていた。また、民衆の母語がいかなる言語であるかを問わずに

ポーランド語による教育が前提とされており、農民を含む民衆のポーランド語共同体

への取り込みが想定されていた。一部の知識人のあいだには民衆言語への文化的関心

がみられたとはいえ、民衆の言語は概ねインフォーマノレなものとみなされていたこと

がうかがえる。

以上、第1部と第2部の検言林吉果から、以下の点を指摘しうる。まず、 リトアニアは、

旧「共和国」の一部として意識されていただけでなく、単独の完結した共同体として

も認識されていた。また、リトアニアの貴族層が帰属意識を抱く対象は、状況に応じ

てポーランド(旧「共和国」を指す)であることも、リトアニアで、あることもありえ

た。

次に、政治的な文脈、文化的・社会的な文脈に共通して、農民を含む全身分から成

るネイション概念が成立していたことが確認できる。他方で、多くの場合、想定され

ているネイションの枠組みの内部には、政治的権利を有する市民、貴族身分に属する

者、あるいは高文化を身につけた者などのエリート層と、それ以外の民衆という区別

が存在していた。この点で、この時期のネイション概念は、かならずしも政治的権利

を共有する集団を合意するものとはいえない。リトアニアの固有性を主張するさいに、

支配層の過去の事蹟を物語るリトアニアの歴史が中心的な役割を果たしたのに対して、

支配層とのとの関係が希薄でインフォーマルな言語とみなされたリトアニアの言語(リ

トアニア語やルシ語)が周辺的な位置づけをあたえられたのは、ネイションの内部に

存在すると考えられた身分的・社会的・文化的な障壁のためであった。

19世紀前半の段階でも、言語や文化、習慣を同じくするエスニックな共同体として

のポーランド・ネイションという言説がおこなわれ、リトアニアのネイションも、言

語や文化、習慣を同じくするエスニックな共同体として表現されることがあった。し

かし、この場合にも、共有していると考えられていたのは、ポーランド語であり、分

割以前の貴族の文化や習J慣であった。したがって、この場合のネイションは、下位身

分も含めて言語、宗教、文化を共有する均質な集団という意味で用いられているわけ

ではなかった。あえていうならば、旧共和国ないし大公国のエリート層からなるポー

ランド語共同体が、その支配に服する下位集団を従属的に統合して 1つのネイションを
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形成すると認識されていたのである。ただし、都市民への政治的権利の付与、農奴制

廃止や教育の普及による社会的権利の拡大をつうじて、被支配層をネイションに統合

しようとする動きは存在した。したがって、旧「共和国」あるいは旧リトアニア大公

国の枠組みのなかで、下位身分に聞かれた政治的ネイションが生まれる可能性もあっ

たといえる。

本論文で検討した期間は 1830年以前の時期に限定されているが、少なくともこの段

階では、国家の消滅をポーランド語やポーランド文化などのエスニックな要素で補い

ながらも、実質的には「共和国」またはリトアニア大公園の範囲、あるいは平時であ

れば分割国の制度が許すより身近な範囲で、政治的権利を共有してきた貴族を中心と

する政治的なネイションが下位身分へも拡大していったことが確認できる。以上のよ

うな考察の結果をふまえるならば、先行研究が提示した近世の政治的ネイションから

近代の民族的ネイションへの分化という図式では、 19世紀の旧「共和国」地域のネイ

ション概念の展開の様相を説明するのに十分とはいえないであろう。当該地域の近代

的なネイション形成は、民族的な基準による均質的なネイションの成立へと直線的に

進んだわけではないのである。こうした点をふまえて、 11月蜂起前後、またそれ以降

のネイション概念の新たな展開の諸相を検討することが今後の課題として残されてい

る。
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(論文審査の結果の要旨)

18世紀末に分割によって滅亡する近世のポーランド・リトアニア共和国の領土は、

今日のバルト 3園、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナの一部に広がっていた。この

国の住民構成は複合的であり、とくに共和国東部のリトアニア大公国領では、ポーラ

ンド化した支配身分(ポーランド語を用いるカトリックの貴族層)のもとに、ポーラ

ンド語以外の言語を母語とし、カトリック以外の宗派に帰属する多様なエスニック集

団が共存・混住していた。本論文は、 18世紀末から 1830年までを対象として、分割に

よって共和国の枠組みが消滅したのちに、この地域の住民の帰属意識にどのような変

化が生じたかを、同時代人による覚え書、布告文、雑誌、歴史書、教育行政関連の文

書なとさまざまな史料を用いて多角的に解明している。

論文全体は大きく 2つの部分から構成されている。第1部では、ナポレオンのモスク

ワ遠f瑚を対象として、ポーランド王国の再建構想、やリトアニアの自治を求める建白

書のなかに表現された複数のネイション概念を政治史的な文脈のなかに位置づけ、そ

れぞれの特徴を詳細に分析している(第 1・2章)。第2部では、リトアニアの中心都市

ヴィルノの知識人社会を主たる対象として、社会史・文化史的な文脈のなかで、 19世

紀前半の「リトアニア」意識の内実を検討している。論者は、ヴィルノの知識人サー

クル「ならず者の会」に注目し、このサークルのメンバーが刊行した社会調刺的な雑

誌『街角ニュース』の記事の分析から、当時の「リトアニア」認識の空間的広がりを

探り(第3章)、ヴィルノ大学における歴史研究と歴史叙述の分析から、同時代人の「リ

トアニア史」像の特徴を論じている(第5章)。他方で論者は、知識人社会と民衆の世

界との関係にも目を向けており、第4章では「ならず者の会」が身分制や農奴制などの

社会問題をどのように認識していたかが考察され、第6章では、支配階層の言語(ポー

ランド語)と民衆の言語(リトアニア語、ルシ語など)が異なる状況のもとで、ポー

ランド語による初等教育がどのように実施され、いかなる問題に直面していたかを、

視学官の報告書などにもとづいて具体的に描きだしている。

以上のような諸問題を検討するにあたって、論者は、一貫して、この地域に今日存

在する国民国家の視点から遡及的に問題をとらえるのではなく、可能なかぎり 19世紀

前半の人びとの視点にたって、アイデンティティの複合的な構造と多様な分化の可能

性に光をあてようとしている。これは、論者が、ポーランド、リトアニアをはじめと

する現地の歴史学界の研究成果と批判的に向きあうなかから、意識的に採用した研究

の視角である。従来、旧ポーランド・リトアニア共和国領におけるネイション形成の

問題をめぐっては、近世的な「ポリテイカル・ネイションJ(言語 ・宗派の違いを超え

て、国政参加権をはじめとする共通の身分的諸特権によって結びついた貴族層の結合)

から、近代的な「エスニック・ネイションJ(身分・階層の違いを超えて、同一の言語・

宗派によって結びついた結合)への転換の過程としてとらえる観方が支配的で、あった。

これに対して、論者は、「エスニック・ネイション」の形成に向かう動きと並んで、 19
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世紀前半の時点では、旧ポーランド・リトアニア共和国領、あるいは旧リトアニア大

公国領の枠組みを前提としながら、複数の言語・宗派を包摂しつつ、地域社会の住民

全体が政治的・社会的諸権利を共有する「ネイション」が成立する可能性も存在した

ことを明らかにした。この指摘は、「ポリテイカル・ネイション」から「エスニック・

ネイション」への移行という図式には収まりきれない、第3の「ネイション」のヴィジョ

ンが歴史的に存立しえたことを意味するものであり、ヨーロッパ東部におけるネイショ

ン形成をめぐる議論に新たな問題を投げかけるものといえよう。ただし、本論文では、

この点については、問題の存在が示唆されるにとどまっている。論者の示した見通し

がヨーロッパ近代史の研究者のあいだで、より大きな説得力をもつためには、今後、さ

らに多くの事例の検討をふまえて、第3の「ネイションjへの移行の経路をモデ、ル化し

て提示することが必要であろう。

本論文を執筆するにあたって、論者は、ポーランド、リトアニアの図書館・文書館

において未公刊史料と 19世紀前半の刊行物の広範囲にわたる調査をおこない、また、

その成果の一部を現地の学界に公表しながら研究を進めてきた。このため、本論文は、

19世紀前半の|日リトアニア大公国領の政治と文化を対象とする日本で最初の本格的な

研究であるのみならず、当該地域の歴史学界に対しても新たな知見を提供するものと

なっている。たとえば、論者は、ナポレオン戦争期のポーランド王国・リトアニア大

公国の再建構想のなかで「共和国」という概念が忌避される傾向があることを発見し、

その理由として、この概念に分割前の政治的無秩序を連想させる負のイメージがつき

まとっていたことが一因と考えられることを明らかにしたが、この見解はすでにポー

ランドの歴史研究者によって論者の貢献として受け入れられている。

他方で、 1810年代後半から 20年代前半にかけてヴィルノ大学で、学んだ世代を担い手

とするロマン主義の潮流が検討の対象に含まれていないこと、また、リトアニア語と

ポーランド語を併用する著述家の活動にみられるような複合的な文化的実践の位置づ

けが必ずしも明らかではない点など、本論文では解明が不十分な点がいくつか残され

ていることも確かである。しかし、これらの点は論者によって切り拓かれた新たな研

究の展望のもとであらためて検討が加えられるべき課題でもあり、本論文の全体とし

ての意義を損なうものではない。

以上、審査したところにより、本論文は博士(文学)の学位論文として価値あるも

のと認められる。なお、 2011年1月27日、調査委員4名が論文内容とそれに関連した

事柄について口頭試聞を行った結果、合格と認めた。
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