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一九世紀後半のフランス社会と教権主義
一非妥協的カトリックを中心に一

垣

め

に

史林六頚巻二号 一九八三年蕊月

マイエンヌ県ポンメン℃o導巳巴ロに住む一人の子供の前に聖母マリアが現われる︒前年の＝一月に

る︒このような奇跡が各地でおこり︑奇跡は巡礼を呼んで︑ラ・サレットい餌ωρ一ざ富やルルドい︒霞αΦω等の聖地に向

①

は祈りを捧げている婦人達がマリア像に涙が浮んでいるのを見たという知らせをナンシー属き︒唄の司教は受け取ってい

一八七一年一月︑

は じ

会︑大衆社会への能動的対応というべきものであったのである︒

もむしろ民衆的性格を備えた反工業化︑反革命のカトリシズムであることがわかった︒この動きは単なる反動ではなく︑工業化社

ロギーであることが指摘されている︒しかし教権主義の方は︑政治史的考察を除けば未開拓である︒そこで筆者は本稿で︑教権主
義︑とくにその主流派であり︑かつその﹁反近代﹂的性格が問題となる非妥協的カトリシズムに焦点をあてて︑近代社会︑工業化
との対応︑民衆との関係について検討を試みた︒その結果︑非妥協的カトリシズムは反近代︑親アソシァソ・レジームというより

︻要約︼ 教権主義一反教権主義の対立・抗争は一九世紀後半フランスの内政の主要な争点の一つである︒この問題は一九世紀後半
におこる工業化に伴う社会変化との関連で検討されるべきであろう︒わが国でも︑最近反教権主義が近代化︑中央集権化のイデオ

上

九巳には約五〇名の国民議会﹀ω器B芝σo賭9註8巴①議員が同僚議員一五〇名の奉献する旗をもって聖心のゆ︒審−08霞信

岐大巡礼票懇され・・ルル・へ緩道の標特別料金で薙何＋万人もの巡礼黍訪れ亙恥一八七三年差二㈹
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仰ゆかりの地パレール

③

﹁至る所︑奇跡と予言ぽかりであ﹂つた︒

モニアル℃ρ毒気壼−寓○巳鉱へ向けて巡礼をした︒当時の有力な高僧︑オルレアン○識欝霧司教
④

デェパンルーU口も9巴8喝︵一八〇二一七八︶の表現を借りれば当時︑

これは普仏戦争に敗れ︑パリ・コ︑ミューンが起った第三共和制初頭のフランスの社会状況である︒パリ・コ︑ミューンの

新しさ︑現代性に比べると︑対照的に古色蒼然としており︑時代遅れに感じられるかもしれない︒しかし︑一見古いと思

われるこの部分が一九世紀後半から約半世紀にわたり︑フランス政治社会史にとってはむしろ問題なのである︒

一九世紀後半︑とくに第三共和制成立期から﹂九〇五年の政教分離令までのフランスの内政の主要な争点の一つに教権
⑤

主義一反教権主義︒一叢ざ巴冨BΦ画革戯巳飴一︒巴δ犀Φの抗争があった︒ 日本では石原司疵の論稿を除き最近までほとんど研

究されてこなかったが︑この闘争は政治のレベルでは共和派対曲共和派︵第三共和制初頭では即ち王党派︶の対抗という形を

⑥
とって現われ︑フランス政治の左右の分界線は社会問題ではなく︑反教権主義にあるとも評されており︑この期のフラン
ス史研究にとっては避けて通れぬ問題の一つである︒

ところでこの闘争は︑闘争の一方の当事者である共和派が︑一八七〇年代︑一七八九年革命と民主主義を擁護し︑教権
⑦
主義派9曾ざ三舞をアンシァン・レジームを復活させる勢力と非難したこともあって︑同時代の遺物克服の闘争であるよ
⑧
うな印象を与えてきた︒もちろん前時代の遺物の克服という側面は重要であり︑否定し難いが︑ただそれだけでは共和派

支配のブルジョワ的︑階級的性格が見失なわれる危険性があるし︑また最近のフランスにおける地方史的︑社会史的研究

⑨

が明らかにしているような当時の深い社会的対立を説明できない︒G・ショルヴィ○げ︒オ矯の主張するように︑この問題

はブルジョワジーが推進する工業文明によって生みだされる新しい文化との適応の問題でもある︒産業革命が完了してい
⑩
く第二帝制期にこの闘争が激化し始めるという歴史的事情を踏まえない限り︑闘争の全体的性格はわからないだろう︒

最近︑日本で桜井哲夫氏らによって︑反教権主義が︑個人間の競争を煽る能力主義に立脚し︑地方的︑伝統的なものを
⑪

否定する近代化︑中央集権化推進のイデオロギーであることが明らかにされてきた︒
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⑫

これに対し教権主義の研究は日本では西川知一氏の政治史的考察を除けば未開拓といえよう︒本稿では︑闘争の第一の

ウルトラモンタン巳跨騨ヨ︒暮二種︑すなわち非妥協的カトリック︒甲

ピークにあたる第二帝制から第三共和制初頭にかけての教権主義派︑とくにカトリック内の主流派であり︑同時にカトリ
⑬

シズムの新たな様相一巡礼の推進に見られる

ミぴミ§ミN霞︒肉奪さ︑ミ蚕勺母凶︒︒し8メρHb℃．謡㊤．

智︒臼＄Ω巴凶一一ρ密℃ミ榊鼠馬ミ︑．§︑蝋§唐ミ封§偽§恥日誌蕊塁

簿≦貯ooぎ§．ミ●

迷蓉恥鵠§ 鳶b皆亀捲載偽

勺錠一︒︒しり9瑠鋤●δα︒︒もレωご

℃﹂鑑．

§ミ管ミ§じ竃P同国ω﹂やメ当時のカトリック勢力︑あるいは教

⑨Q母四aO70ぞざミN茜s胆ミ旨9駄ミ§

﹀鼠鉛ヨ

︑ミ噛§§嵩こ斜目掛需奪楠榔ミQ§

代の史家にもうけつがれている︒Oh．謁︒嬉野日9鼻寒寧黛燥馬§

夢︒謬ρ器︒︒営霞僧導燈Φρ昌班を中心に︑その近代社会と工業への対応︑および民衆との関わりについて検討する︒

§

①

②﹀ユニ①コUきω⑦窪ρミ軌§鳶ミ蒔馬恥嚇§§ミ︑§嚇§蔦§鷺℃愚ミミ謹層
悔鍵一ω℃円まど一霧伊思．ω幽一一ω命

権主義を扱った地方史的研究としてはこのショルヴィの著書の他に︑

・馬O壽ミ獄§蔵§ら

一⁝卜跨bミミ聯鳶防ミN譲3§℃oミ嵐偽ミ譜︑驚桑N鷺Oよ素躍勺錠凶皿

③ピ①涛．解りΦ8崖︒心際．譜N嘗旨§ミ↓δ§晋嚇鴨鵠§画ミ喧§蛭

一㊤◎︒O⁝＜＜舘−嫌煙甑①国獄aお︑9

︒前納︒巴という書証が非難の意味をもった形容調として使われるの

桜井哲夫︑﹁民主主義と公教育ーフラソス第三共和制における﹃業

年八月︒反教権主義

ルトソ語の抑圧と隻語iフランス第三共和鯛期の公教育体制と少敬

績と平等﹄−﹂︑﹃思想﹄︑六一八号︑一九七五年一二月︒四聖︑﹁ブ

⑪

§も嚢qし︒鳶ミや勺鶏一ω℃一8り㌧や旨ρ

一八六〇年頃からである︒08轟︒ω埼Φ琶︑卜．ミ魯Nミ喝謹§噴曇Q§

は一八四八年から︑同じく名詞︵教権主義者︶として用いられるのは

⑩

ある︒

︵熱戦O！遣ミ︶い勺；覧一〇霧一〇鵠αΦ一︑⇔三く︒筋︷ま氏︒ピ出一①℃boけ．℃一り謡等が

ミ壇馬無騨鳶㌧ミミ軸慢ミ讐鴨義恥§吻噂愚ミミ画§恥靴農ミ︒鳥給糺︑拙晩ミ防

日︒巳︒器ρ

蜜覧局磐蔓℃9駄§ミ慾︸罵ミ§§ミミミ琶︸罵蹴§恥智冨§N︒︒へ㍗

二五一四

遣09

ぎ薯︒＝︒a．一りし︒押℃b︒ミ

﹁急進派とその政治動向−反教権主義と非望教化翻世俗

④一八七四年三月二日の司教教書︒hは℃貧Ω践≡ρ︒︾ミ・︑壁押℃．

石原司︑

さ︒ω9

⑤

化政策を中心として一﹂︑山本桂一編﹃フランス第三共和制の研究
︸九七五年︑二

一その法律・政治・歴史一﹄有信堂︑一九六八年︑所収︒他に中
﹃フランス政治史﹄上巻︑山木来社︑

六︑二五五一八頁を参照のこと︒

木康夫︑

⑥一①嘗もh①塁￠﹀臥ヨ四霧鎧︒﹃后毒ぎ︒︒ぎト自㌧鳶馬沁愚嚇ミ鳶ミ︵嵩ざ
1遣ミ︶︑想仕出ω㌧Hり刈ρや一ざ梱

⑦O節目9揖巴里ざト窺ミ起高山矯§§鳶臨け曽卜＆肉§幅ヘミ§ミ腎的
純§ひちω8H雪卜︒㌧℃やωの山ご冨8器のOo轟三ρO︒§慧§こ斜︑義9§

派はカトリック教育を無知で無為な人間を作り︑社会発展の障害にな

N塁韓魯㌧帖§恥無ミ誉︑題ミ憾ミ︑帖ミ霧昏

派言語運動1﹂︑ ﹃思想﹄︑六九七号︑一九八一
・尋§ミ§§ミ

鴨無§㊤§§

っていると考え︑他方プロテスタントの豊かさ︑勤勉さを称えている︒

N 昏§蟹草恥毫款§斜︑馬鍵N㌣嵩嫡しり綬㌧℃℃﹂①ヂ嵩㊤．

⑧このような見地はルネ・レモンや︑アゼマ︑ヴィノックのような現
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また南仏タルソ県では反教権主義派は自らを﹁生産第一主義者﹂箕守

＜︒≧︒賦♪℃愚巡§＝ら一ミミ︒§§恥∀憂さソ漆μ︒冨pδざ︵邦訳は英

レティン︑沢田昭炎訳﹃教皇と近代世界﹄平凡社︑ 一九七三年︑囚・

語版による︶︒R・オーベール他著︑上智大学中世思想研究所第四﹃キ

費○江ξ・︒8ωと名乗ったと言う︒ヵ①三舞旨9μ雨﹂ミミミミ婁〜馬
§き§§§嵩妖勘ま防翫§蚤勺p監ρお蕊㌧℃や一Q︒P這︒︒⁝雑肥蔓層

と言い切っている︒勺ho轟︒

としては次章で取り上げる自由カトリックがあるが︑これはウルトラ

語の方を主に用いることとする︒非妥協的カトリックに対抗する勢力

⑬塞稿では非妥協的カトリック︑あるいい非妥協的カトリシズムの用

§恥皆§蕊︶層勺即日ωし曾q

ミ肋ミ鳶魯N．譜桂馬㌧け伊譜馬嘗織§毬鳶§§§§鼠ミ憎四馬︵髭鳶斜

＜一①・︒㌧い．旨閑︒σqδス㎝︒島一ρ島﹃．α︒Y冬§ミ馬

リスト教史第九巻自由虫義とキリスト教﹄講談社︑一九八二年︑

や霧︒・同時に反教権主義派は急進共和派鎚α一8雲も含め︑

︒︾ミ

即︾魯①罫ン8U■寄δ

﹁社会問題はない﹂

ル・アーブルい①鎖画くHoで急進共和派の指導者ガンベ

工業化のもたらす諸問題に対しては概して鈍感であった︒一八七二年
四月一八日︑
ッタΩ騨ヨσo雰ρが
じq碧尻巴﹁卜題ぎミミ§誘糺馬溜村♂量ぎ恥沁奪さ凝喝§﹂のO◎︒︑℃℃●b︒2

﹁フランス

﹃歴史学研究﹄︑三五〇号︑︸

凸③ω■ガソベッタの 急 進 主 義 の 限 界 に つ い て は ︑ 醤 安 朗 ︑
第三共和政の形成と政治支配の論理﹂︑

ω旨︒に立つものでもない︒したがって国際関係を対象としていない

モソタソではないが︑しかし国家教会主義薩ガリ軽質ズムσQ巴罵＄鼠︑

トラモソタソと呼ぶより︑本稿で明らかにするように︑自由主義に対

本稿では︑自由カトリックに紺干する勢力を教皇至上権主義者匡ウル

画期的というべき西川氏の研究はしかし︑工業化との関連は十分に

九穴九年七月︑を見よ ︒

⑫

解明してはいない︒またウルトラモンタンU非妥協的カトリックの評

適切と考える︒

する非妥協派という意味をもつ非妥協的カトリックの表現の方がより

価が自由カトリックに比して低いように思われる︒本稿の意図は︸つ

九世紀

﹃近代政治

史とカトリシズム﹄有斐閣︑一九七七年を参照のこと︒なお

にはこの非妥協酌カトリックの再評価にある︒西川知一︑

のカトリック教会史としては次の邦訳が参考になった︒K．V．アー

騨 自由カトリシズムの﹁自由主義﹂

教権・王義︑カトリック勢力といっても︑当時のカトリックは自由カトリシズム︒ゆ跨︒ぎδヨ①一瓢騨巴と非妥協的カトリ

シズムという二つの大きな潮流が存在し︑内部対立が激しかったことに注意したい︒したがって教権主義という場合︑自

①

②

由カトリシズムに触れる必要がある︒以下︑非妥協的カトリシズムとの対比の上から︑必要な程度に自由カトリシズムに
論及することにする︒

この陣営は第三共和制初頭においてフランス司教団の中で約半分を占め︑またオルレアン派︒に雷巳ω8ωと結びついて︑
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③
教権主義的立法の推進主体となる点で重要である︒教権主義一反教権主義の対抗が一つのピークに達する一八七〇年代に

おいて︑新聞の自由も宗教の自由も認めず︑教会の国家︑社会への影響力の拡大を図り︑紛れもなく教権主義の一翼を担
う自由カトリックにとって﹁自由主義﹂とは何であったかが問われねばならない︒

まず自由カトリシズムを理念のレベルで検討しよう︒フランスの自由カトリシズムはラムネーい簿ヨ①琴鉱︒・︵一七八Ol
④
一八六〇︶とともに︑七月革命の前夜に始まる︒非妥協的カトリシズムとの違いは︑神学的︑教義的な面でも顕著であるが︑

本章の課題との関連では︑フランス革命と近代社会に対する態度の違いが問題となる︒一九世紀のフランスの政党︑政治

一七九三年の革命は流血を伴ったとして拒否をするオルレアン派や穏和共和派審℃虚三8巴扉
⑤

勢力にとって︑フランス革命に対する態度は重要な試金石と言われる︒自由カトリックはこの基準にあてはめれば︑一七
八九年の革命は認めるが︑

ヨ︒q曾ひωに近い︒これに対し︑非妥協的カトリックは一七八九年革命にも反対の立場をとる︒反革命︒8霞①肖ひく︒冨怠8

﹁時々河口をかえはするが一度も水源地の方へ遡った

派を自称する非妥協節事トリヅクに対し︑正統王朝派蒜αq録巳鵯＄ではあるが︑自由カトリヅクのファルーと坤①臼α①
男心δ霞︵一八一一一八六︶は︑ 一八七八年次のように述べている︒

ことのない大河と同様に︑時代は後戻りしない︒従って︑正と悪︑正義と暴力︑慎重さと盲目の大藩舎物である八九年の
⑥
この社会から救済と未来の要素を引き出すことに専念しなければならない︒﹂ガディーユの表現を借りれば︑フランス革

命から生まれた制度の枠内でキリスト教国︒ぼひ臨①算ひを建設するため︑大革命の成果を甘受するところに非妥協的カト
⑦
リシズムとの極だった理念上の違いが窺えるのである︒

自由カトリシズムは一九世紀近代の所産である﹁自由主義﹂をその名に冠している︒しかしここで問題となるのはこの
⑧

⑨

﹁自由主義﹂は︑自由主義の全面的肯定ではなかったということである︒自由カトリシズムは︑自由主義に﹁教義の智と

キリスト教的徳をもたら﹂そうとするものであった︒そしてその﹁自由﹂とは︑まずもって市民的・政治的自由をさした︒

第一に︑宗教の自由を自由カトリックは認めるものではない︒彼らは一様に厳しい戒律に服し︑この面では伝統主義的と
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⑩
も言える態度をとったのである︒第二帝制期から死去するまで︑自由カトリックの第一の指導者であったデュパンルーに

即して︑彼らの﹁自由主義﹂の限界をおさえておこう︒彼は﹁自由はあらゆる徳︑あらゆる道徳的偉大さ︑あらゆる文明︑
⑪
あらゆる進歩の出発点である﹂と論じ︑儒仰と理性との和解を図ったが︑合理主義を非難し︑また科学と唯物論とを同一
⑫

視していたという︒

工業化を推進する経済的自由主義に対する彼らの態度はどうか︒労働者階級にも資本家階級にも属しておらず︑またそ
⑬
の自由主義的傾向のためもあって︑自由カトリックは社会問題に対して宗教や政治ほどの関心を持たなかったと言われる︒

少くとも後述する非妥協的カトリックに比べ︑この面での関心の希薄さは指摘しておかなければならない︒しかしそれで

も︑自由カトリックは社会閥題に対し無関心でおられるには余りに宗教的であり︑そのため工業化に対して楽観的にはな

りえなかった︒自身は社会問題に対し冷淡であったといわれるデュパンルーも︑一八六四年︑ベルギーのマリーヌ鼠騨︸馳

器︒︒で開かれた国際カトリック大会O自σq抽ω貯富ヨ曽怠8巴︒㊤普︒㍑の器において次のように述べている︒

我々はありのままに見ようとしないでいたが︑空しいことであった︒いたる所に物質的進歩への運動がある︒私自身はこの進歩を

呪いはしない︒この方面での人間の精神を能力の名誉となるものを呪うために私は︹大会に11筆者︺派遣されたのではない︒しか

⑭

し進歩に従い︑それを適切に統御するには︑善を理解しなければならないことを︑経験を積んだ全ての人々は私とともに認めるだろ

う︒付け加えるが︑恐るべきものであるその誘惑に屈しないためには︑かってなく道徳的感覚が必要なのである︒

こう考える自由カトリックの中に︑道徳的感覚の必要性を説くだけでなく︑実際に社会改良をすすめる者が出てきても

おかしくはない︒すでに七月王制期の一八四〇年に︑モンタランベール鼠︒暮巴ΦヨびΦ詳︵一八一〇1七〇︶が上院で児童労

︽σOO⇒O巳P一〇

〇げρ巴一げρび一Φ︾の考えに共鳴し︑これを自由主義経済と桂会主義経

働について立法者の介入を強く主張しているが︑七月王制末期︑とくに第二帝制に入ると︑アルマン・ド・ムラン画学
⑮
臼9巳鉱①冒Φご昌の提唱する﹁慈善経済﹂

⑯
済の間の第三の道として推賞するグループがあらわれているのである︒
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﹁家族と教会の二

このように経済的自由主義に批判をもつ白由カトリックの社会観については︑第三共和制初期のフランス司教団の政治

⑰

思想と政治行動を分析したガディーユが︑自由カトリックの司教はウルトラモンタンの司教と同じく︑

重の土台の上に築かれる家父長的社会﹂にノスタルジーを抱いていたと指摘している︒このような限界をもつ彼らの﹁自

由主義﹂は︑七月王欄期には普通選挙も支持していたその進歩的側面を次第に失っていく︒まず一八四八年の六月事件以

⑱

降は明確に政治的保守と化し︑秩序党矧母窪噺︒一︑9脅Φの一支柱となる︒そしてこの点でも非妥協的カトリックと同様

なのであるが︑秩序と所有の側に宗教を結びつけようとするのである︒さらに産業革命の進行に伴う社会的・文化的混乱︑
とくに非キリスト教化の進行が彼らの保守化を促進するであろう︒

以上のような保守化の動きを決定づけたのはパリ・コミューンとその時に行われたパリ大司教︑自由カトリックのダル

﹁パリを焼いたのは

ポワ∪荒び︒︽の処刑であった︒すでにデュパンルーは極右と極左の二つの戦線での闘いの必要性を認識し︑聖俗両権力

⑲

の一層緊密な協力を訴えるようになっていたが︑ ﹁パリの不幸について﹂と題する司教教書の中で︑

革命の不信心︑無神論の社会主義﹂だと攻撃し︑また﹁社会の傷に関する研究﹂と題する一連の論文の中では︑居酒屋の

繁栄︑犯罪の増加を道徳の頽廃化を示す指標としてあげ︑作家︑政治家や上流階級の責任を問うている︒なぜなら︑作家

は︑小説︑戯曲︑新聞の論文等で現存社会秩序への批判を展開してきたからであり︑他方︑帝制は抑圧的立法の適用を緩

和することによって︑この動きを放任し︑さらにイタリア統一戦争への介入で教皇の世俗権℃o⊆く︒胃富ヨも︒目星を侵害し

⑳

たからであると︒こうして小説﹃レ・︑ミゼラブル﹄やジョルジュ・サンドの小説が批判され︑オペラ座が第二帝制の異教
的装飾のシンボルとして告発されるに至るのである︒

したがって︑このような変化を遂げる自由カトリシズムが主要な思想的背景となって展開される﹁道徳的秩序﹂o鼠器

皿︒轟一期i第三共和制初頭の王党派が議会で優位の時期一の政治が反民主主義的︑教権主義的であるのは当然といえ

よう︒またそこに非妥協的カトリックとの共闘の理由もあった︒西川氏の指摘する通り︑自由カトリシズムとは﹁カトリ
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⑳

⑫

シズムと自由主義の和解を求める動き﹂であり︑また近代社会との和解を求める動きであった︒しかし︑本章で検討した

ように︑自由カトリシズムは︑自由主義︑近代社会の全てを受け入れたのではなく︑経済的自由主義や工業文明には明確

な批判をもっていた︒そして工業化の進行と︑その結果であると彼らがみなしていた社会秩序の乱れ︑端的には社会主義
者の登場を前にして︑この自由主義との和解は次第に困難になっていったと考えられよう︒

しかし自由カトリックだけでは教権主義がフランス社会を揺がすような勢力と成り得たかどうかは非常に疑わしい︒彼

ら億フランス司教団の中でこそ︑自由帝重訳の教会政策により︑ウルトラモンタンー−非妥協的カトリックに対抗しうる勢
㊧

⑭

力となっていたが︑時の教皇庁の支持がなく︑下級聖職者や信者大衆の中での基盤は弱かったと言われる︒自由カトリッ
㊧

クの失敗の原因としてプレロはその王党主義に次いで貴族的性格をあげている︒一八七〇年代初頭の奇跡と巡礼の騒々し

さに従うには彼らは余りに秩序を重んじ︑かつ貴族的︑知的であった︒また同時に︑アンシァン・レジーム期のコルポラ
ヘ

ヘ

へ

シオンの復活を掲げたアルベール・ド・マン︾誉①騨ΩΦ鼠諺︵一八四一−一九一四︶らによって主導される一八七〇年代の

社会カトリシズムを支持するには余りに自由主義的であった︒民衆的にも社会的・・o鼠巴にもなり切れない自由カトリシ

ズムは︑普通選挙によって大衆の政治に占める比重が増大した時代には︑共和派と非妥協的カトリックの狭間で︑オリジ

クの政治家としてはオルレアン派のオーギュスタン・コサン﹀ロの臣け︐

ナリティを失っていくのであろう︒では︑時のカトリック教会内の主流派たる非妥協的カトリックの︑近代社会︑自由主

司教の指名は政府の梅限に関わることであり︑そのため時の政府の

義に対する態度と︑民衆との関係はどうであったのだろうか︒

①

ルー国一一︒舞が有名である︒また第三共和鯛初代の大統領となるテ

置Oo︒三ρプロイ公﹀害︒誉島︒切δσq嵩P正統王朝派ではあるがファ

ある︒○巴葺O︑§

亀︑こ貯︻こ︶℃．一〇αム⑦O．なおオルレアン派は第ゴ

のサロンに自由カトリシズムの影響が帝制末には広がっていたようで

ィエ⁝ル目三︒話やセーヌ右岸の上層ブルジョワジーのオルレアン派

撒会に対する姿勢に左右され易い︒第三共立制初頭に︑教会内部の力

ミ．層潤滑娼℃・鴬歯魁藁き．

関係に比して不釣り合いに自由カトリックの司教が多いのは自由帝制
期の教会政策の所産である︒O盆山一一ρ愚

漁μ︑四二一四二頁︑即9ゴO同日b着肢0︸ソごqを参照︒自由カトリッ

②自由カトリックのオルレアニズムとの提携については︑挙用︑前掲
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共和制成立期に共和制に加担していく中央左派︒窪窪︒−σq窪︒げ︒と王

℃やひ︒ひ2①−圏O︒山陰冨戦Ω日﹁三窪g海雀︒ヨ類2．諄b苓亀舘翫︑9．隷早

のアカデミー・フランセーズ入会に抗議して岡会を脱会した窮件︵一

Nミ罫℃唱．卜︒ρ昏昌9デュバソルーが無神論者のリトレ肖ヨ臨︒ご零徹

基亀霧N︑§耕8㌧ミ§旨暗︑b§§︑o喝S嵩・竜よ讐き℃鴛拶一￠Oひ︒︑℃．b︒ω■

⑫

党派としてとどまる中央右派︒魯樗⑦ムき洋︒に分かれる︒本稿ではオ

ルレアソ派の呼称は中央右派に限定して用いることとする︒

③正統王朝派︑非妥協的カトリックの支持をうけて例えば次のような

八七一年︶は彼の宗教的厳格さを象徴する事件である︒

や霞帥ωレ︒︒︒︒軽㌧℃唱・ωOOゐ①一9ま欝弓該鍵︒ゆ冨︒ざ愚

署■︒︒O−G︒刈畠

⑬翠鰹︒び愚．ミ

立法が成立している︒公共道徳と宗教への攻撃を処罰する一八七一年
四月一五日の法律︑一八七二年冬から翌年春にかけて議会を通過する

⑭劃罫αq﹁雪σqρミ馬§︸鳶︑b愚§︑︒奪㌧向亀Q§魁．Oミ§タけ拝

点に当時における特色があった︒また彼は社会主義と同様にコルポラ

善だけでは不十分であり︑社会立法も含めた公的扶助の必要性を説く

⑮ムラソには思想体系と呼びうるほどのものはないが︑私的個人的慈

ミ■℃や毬■

婦女子の労働時間の調限︑飲料店の営業規制︑社会的威権の代蓑を中央
の教育行政機関である公教育高等評議会09︒辱㊦凶ωβ℃⑩訟︒要因︒︸︑囲亭

簿讐︒凱︒コ娼＝σ匡ρ帽︒に加える法律︑カトリックの私立大学の設立を
認めた高等教育の自・田にσ母＄Oo一．o昌ωo粛嵩①ヨ︒簿ω口唱曾一2﹃に関す

ティズムoo考︒猿識ωヨ︒も排し︑コルポラシオン︒o弓︒窮鑑§︵大革

b誉暁蛍

﹁第三共和国成立・発展期の教育﹂︑梅根悟監

二日の法律︒㌧ミ鈍︑炉縁やω馬嚇菊価ヨ9山

や窓Q︒㎞佐藤英一郎 ︑

いた︒要するに彼は自由競争に僑は置かなかったが︑社会構造︑労資

命前の工業組合︶が革ム叩で廃・止されたことは良いことだったと考えて

る一八七五年七月

﹃世界教育史大系10・フランス教育史H﹄所収第六章︑講談社︑一九

けど℃マωb︒解認G︒．

⑬勺邑9愚﹄きや命

おq押唱℃．㈹δ凸卜︒8おり1軽切P

卜＄b＆ミ恥辱∴ミ尊ミ帖鳥量ミ8鼠ミ§き§吋驚︵鉛鴇霞讐Oy評二自・

関係全体の変更を求める者ではなかった︒︸op亭こご9讐冨8Uξo器一一ρ

七五年︑＝一〇一一二 五 頁 ︒
④ oσ︒再︸昏︒盛︽ピ︒ピヨ孚ρ一冨旨︒︒p参︒二ρ垢︾︑梅⑦旨ρ言い︒夢露

b馬偽ぎ§ミ§魯きぎご鷺馬qミぎ§ミ㌧勺㊤二︒・㌧

ミ︑琶ミもミぎ︑喧ミb℃僧﹁五一〇〇ρ署．b︒ア

≧σ①苫竃皆9一︵似9︶

罎碧︒鉱享巴9導き

一8ρや8Q︒①．

⑤

⑰Ω巴簑︒晴︒︾ミ

⑲O＆籠①㌧︒︾ミニ戸㌍℃．笛メ

六︑四一百ハを鼻少昭酬︒

とオルレアン派の接近をうみだすのである︒西川︑前掲書︑二五一二

社会革命への恐怖が七月玉制期には敵対し合っていた自由カトリック

会は奈落の底に沈むであろう﹂と述べた︒竃鍔9鐸poざ愚．ミこ℃ 邸メ

しこの最後の堤防が決壊すれば︑その瞬闘から全ては奪い取られ︑筏

れば︑もはや討論はなくなるであろう︑祉会は絶減するであろう︒も

例えばデュパソルーは一八五〇年の四旬節の教書で﹁十戒がなくな

爬︒︒隔団昆一〇℃〇三き譜欲綺ら§ミ昏§莞軸ミ亀ミ寄酎驚ミ§︑蝋§§魁㍗

⑲
簿Go臓丹紅§§ミ

ミ§等秘農鳥ミぎ隷偽貯︸ミミミミ㌧勺p嵩ω︑δ謡bワ＝メ

卜︒朝︒︒戸▼一︒︒刈︒︒o︷猷鴇鬼心〇三9けuさミこや＝炉

⑥﹀・9事案︸9葺︽︼︶o冨Oo＝窪︒如曾︒ご凱8︾

や嵩梱

⑦Ω巴凶＝ρ§幽ミこけ ． 押 ℃ ℃ 藁 8 点 8 ．
℃駒引〇ρ愚．ミ

ご郎℃㊤三9も㌧卜犠Oぎ養駄職ミ職ミ§ミミ防護 SNき鳶防ヤ℃霞富︑一QQ①心℃

犀驚︒♂§．ミ ℃や慰1一①■
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Nミ3℃■卜︒ヨ⁝﹀巳︒昼ミ馬︒鼠計や ︒OQD伊

＠＠＠＠

一八七一年五月三〇目付のパリの不幸についての司教書簡︑︽国璽縣︒

︒︒ξ冨︒・覧鉱①ωωoo︷p一①移︑卜象b爵浅q噛︑ミ鳶§ 雛ミ8織ミ＄コ︒α露

壁ど喝やQ︒ωIQ︒仁．

Nミ3℃．︒︒b︒．アレヴィも︑自由カトリックは思想︑社会的出自の上

⑱切傷日︒＆いb§盈℃■息男勺壇巴9愚︒ミ■︑やω卜︒．

⑳

℃℃．一〇一二・

から民衆から遠い存在だったと言っている︒国㊤融くざ︒︾ミこ叶．b︒㌧

⑳9．O巴琶ρ§・ミ け一層署﹄も︒ρNミ．

ミ蟄に附随していたものである︒この回勅
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⑳

器讐こコ︒α焉ω08象ド◎︒80心墨娼錠魯ミ

や︒ ︒ 一 ①

西川︑前掲霞︑一＝ 頁 ︒

＠u碧器暮ρ§ミ

⑳

二 非妥協的カトリックと﹁近代﹂
﹃誤謬表﹄のカトリシズム

謬表﹄は一八六四年＝一月四日に出される回勅﹃クアンタ・クーラ﹄◎§§ミ

﹃誤謬表﹄は八○悪事にわたる現代の悪のカ

タログというべきものであった︒そしてこの誤りの最後のものとして﹁ロ⁝マ教皇が進歩︑自由主義︑近代文明と和解︑
②
妥協するのは可能であり︑またそうしなければならない﹂という考えがあげられているのである︒そして﹃誤謬蓑﹄は非

自体︑合理主義︑自由主義︑共産主義を強い調子で糾弾したものであるが︑

硲§O§恥ミミま§だと言われる︒非妥協的カトリシズムは﹁硲§轡§のカトリシズム﹂とも言われるのだが︑この﹃誤

このカトリシズムの社会観を代表するのはピウス九世勺ご︒︒H×︵在位一八四六−七八︶によって公けにされる﹃誤謬表﹄

ラモンタニズムは一九世紀中葉から教皇庁の支持を得て成長していくのである︒

であることは可能であった︒両者の分裂は二月革命以降に起ると言えよう︒そして非妥協的カトリシズムとしてのウルト

アともなるのであり︑こういう事情からも︑すくなくとも七月王制期にはウルトラモンタンでかつ同時に自由カトゾック

係を通して︑大革命以後の社会︑すなわち﹁近代社会﹂への態度を検討する︒
①
一九世紀のウルトラモン臼田ズムはラムネーを創始者とする︒彼自身は後︑フランスでの自由カトリシズムのパイオニ

本章では雰妥協的カトリックのフランス革命に対する態度と︑彼らが結びつきを強める正統主義一ひσq一窪窪︒︒白①との関

（一）

一九世紀後半のフランス社会と教権主義（上垣）

妥協的カトリックの指導的司教ピー℃δ︵一八一五一八○︶によって自由カトリシズムに打撃を加えたものとして歓迎され︑

③

他方自由カトリックのプロイ公︾一σ①答α①GU8σq一δ︵一八一＝一一九〇一︶には新聞︑鉄道︑電波︑科学的発見等の近代の

獲得物を破門にしたと嘆かれている︒さらにこういう非妥協的︑反自由主義的傾向は︑一八七〇年七月一八日︑第一回ヴ
④

アチカン公会議くρ怠︒窪Hで教皇不可奪権ぎ鍵一臣げま募が宣書されるに至って最高潮に達するのである︒

以上のように︑非妥協的カトリックは反自由主義的であり︑同時に反近代的傾向を帯びていたように見える︒そして少

くとも反自由主義であるということに関してはフランスの研究者は異論を出していないようである︒しかし反近代の方は
⑥
どうであろうか︒非妥協的カトリックの反近代的傾向をはっきりと主張しているのはダンセットであろう︒ダンセットは

戦後まもなく刊行された著書の中で︑フランス革命以後一九二五年までのフランス宗教史を︑一七八九年の政治革命と一

九世紀の産業革命が作った近代赴会と︑カトリック教会との対抗の視角から叙述し︑この中で自由カトリックを近代世界
⑥

≦︒ρ冒⑦が初版出版当時に書評の形を取った批判を展

との和解派︑非妥協的カトリックを﹁時代の拒否﹂と原則の政治を特徴とするグループに分けている︒

しかしダンセットのような捉え方に対しては︑ヴィケール竃．属

開している︒彼の示唆に富む論を︑本章に関係する点について以下要約して紹介しよう︒まずヴィケールは非妥協的カト

リックは確かに一人ならず反近代を自称したが︑ダソセットの言うように︑純粋な反近代であったかどうかは疑問だとし

ている︒第一に︑﹁近代思想﹂﹁社会﹂﹁世界﹂という言葉自体が矛盾した要素を内包しており︑例えば﹁近代﹂﹁近代思

想﹂とは合理主義のことか︑サン・シモン主義なのか︑それとも工業発展と技術改良を指すのか不分明だと指摘し︑さら

に近代をまるごと受け入れ︑あるいは撞表しているカトリックはいないと論じている︒自由カトリヅクが近代社会の全て

を是認したのではないことは前章で検討した通りであるが︑ヴィケールは非妥協的カトリックが近代を全的に拒否したの
⑦

ではない証拠の一つとしてアソンプシォン修道会一Φω諺・・ω○白℃菖︒艮ω8ωが新聞と鉄道を見事に使いこなしたことを挙げて

いる︒そして︑そもそも一九世紀のフランスにおいて教会一叢妥協的カトリックが優勢である一と︑近代社会は完全
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に区別される二つの現実ではなく︑大多数のフランス人が洗礼を受けていた一九世紀においては教会と近代社会に属すの
⑧

αΦ
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は同一人物であるから︑ ﹁大いに教会は近代社会﹂であると主張している︒

実際︑新聞の領域では非妥協的カトリックの方が自由カトリックよりも成功している︒非妥協的カトリックの最大の論

客ルイ・ヴイヨピ︒巳︒︒＜①巳一一9︵一八＝二i八三︶率いる﹃ユニヴェール﹄紙卜︑9§ミ砺は︑平易さ︑筆鉾の鋭さで︑自

由カトリヅクの﹃コレスポンダン﹄紙富Gミ§愚§§ミに優り︑ヴイヨ自身は︑当蒋の急進共和派のある人物から︑同
⑨
時代的だと評されていたという︒このように非妥協的カトリックは︼面では同時代性を備えていたと言える︒したがって
彼らが﹁近代社会﹂の何を否定しようとしていたのかを明確にさせる必要がある︒
非妥協的カトリックとフランス革命

寓︒⇔なΦ臣費司教ド・カプリエール

Oρげユ酵＄でさえ︑ルイ・ヴイヨ宛ての一八七五年七月二一日付の書簡の中で︑次のように述べていることに注意しなけ

のではない︒最も非妥協的なウルトラモンタンの司教の一人であるモンペリエ

ただし︑やや自明のことではあるが︑非妥協的カトリシズムは実現不可能なアンシァソ・レジームの復活を夢みていた

ような中間の道はないというのが彼らの立場であった︒

それとも一七八九年の不可解な神託の中にあるのかと問い︑ ﹁選択が問題となっているのはこの二つの党派︑この二つの
⑩
不可適性の間においてである﹂と述べている︒彼らは反革命派であり︑そして教会と革命の間には︑自由カトリシズムの

二八一一九〇九︶は回勅﹃クアソタ・クーラ﹄が出た翌年︑自著の中で真理はカトリックと教皇の不可謬性の中にあるのか︑

えようとする︒たとえば非妥協的カトリックの最も傑出した政治家の一人であるエミール・ケレル二野δ閤巴曾︵一八

えねばならない︒非妥協的カトリックはたえず教会の立場と大革命の原理とを両極に対置し︑二元論的に当時の社会を考

非妥協的カトリックと﹁近代社会﹂との関わりを考える場合︑やはり︑一七八九年革命に対する彼らの批判の性質を考

（二）

一九世紀後半のフランス社会と教権主義（上厘）

ればならない︒ド・カプリエールは住罠の教会離れを嘆き︑反教権主義派の教会攻撃を非難しつつ︑

﹁住民が容易に得ら

れる経験を通して︑我々が十分の⁝税や賦役を復活させたり︑蛙の鳴き声を消すために︹乾干に一筆者︺潟を叩かせたり
⑪

するつもりのないことを確信すればすぐに︹住民は一筆轡︺我々の所に戻ってくるでしょう﹂と書いているのである︒

﹁道徳的秩序﹂期の正統王朝派の国

アンシァン・レジームの政治・社会体制復活という意味では︑非妥協的カトリックは﹁反近代﹂とは言えないことは︑
当時ウルトラモン臨画ズムの最大の顧客であった正統正朝派についても確認できる︒

民議会議員について︑議員の著作︑議会での発言等を検討したロヅク渕○げ①詳︾・目ooげ②は以下のように主張している︒

正統王朝派は︑農奴制その他の法的隷属形態の復活を提案せず︑経済制度の面でも度量衡の不統一や国内関税の復活を求

めていたという証拠はない︒また旧貴族の特権を特に要求したこともなく︑最も反動的な正統王朝派の一人であるド・フ

ラソクリュー負Φ津ρ琴一δ二侯爵でさえ︑一八七四年に刊行された自著の中で︑昔存在したように三部会を復活するのは︑

貴族と聖職者が第三身分に劣化してしまった今となっては不可能であると述べている︒そもそも正統王朝派の中にも椙当
⑫
ブルジョワジーが入りこんでおり︑そのため正統王朝派は世襲的な社会的エリートが社会を指導することを望んではいた

が︑社会的エリートを指す言葉としては﹁貴族扁8窪①等の表現よりも﹁名望家﹂8けρ三Φという表現を断然多く用いて

いる︒ロックは正統王朝派の地主︑商人︑工業家︑自由業者が﹁防衛︑回復を望んだのは彼らの家族と︑家族が属す社会
⑬
が感謝の念をもって丁重に扱われるような共三体︒o白日嬬蝕蔓であった﹂と結論している︒すなわち︑正統王朝派はア

ンシァソ・レジームではなく︑脅かされつつある階層的秩序をこそ守ろうとしていたのである︒

では非妥協的カトリックのフランス革命批判の主眼はどこにあったのか︒その一つはフランス革命が︑工業化社会︑蓄

財を目的とするような社会を生ぜしめたことへの批判であり︑もう一つはフランス革命の民主主義的︑平等主義的側面の
否定である︒まず本章では後者の側面を取り上げ︑前者については次章で扱うこととする︒

ガディーユの分析に基けば︑キリスト教の原理に対して人権が対置され︑神から人間が自由になる︑独立するというこ
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とが︑それ自体諸革命の根源であり︑社会秩序への脅威であるという共通の思考が非妥協的カトリックの司教にあったこ

とがわかる︒そしてこうした神を恐れぬ精神は︑彼らによると大革命に由来するのである︒たとえばアンジェ諺づσq興の

司教フレペル男お℃℃鼠は一八七九年一〇月二九日︑ナント冥騨簿＄で﹁もちろん︑あらゆる法︑あらゆる正義︑あらゆ

る道徳性の唯一の源泉としての神に置き代わった人間︑すなわち社会秩序における宗教の圧殺者︑ここに大革命の極みが

ある偏と述べている︒こうして大革命の人権宣言や︑また一八世紀末の︑ジャンージャック・ルソーをはじめとした政治
⑭
患想が断罪されるのである︒近代的な諸々の自由権を中心とするフランス革命の民主主義的原則が︑その非宗教化政策と
ともに非難されていることは明らかである︒

さらに付け加えると︑自由と秩序の擁護者を自任する自由カトリックと違い︑非妥協的カトリックはフランス革命と社

会主義を一つの連鎖として捉え︑前者の行き着く所を後者においた︒大革命と社会主義とを結びつけて考える傾向は第二
⑮
帝制下の保守的な社会カトリックの中で次第に優勢となってゆくのであるが︑この考えはまた非妥協的カトリックの司教

にも共通していた︒例えばピi司教は一八五九年＝月八日目演説の中で︑フランス革命に始まる非キリスト教化政策を

⑯

︽国げρけ−圃︶一①￠︾という別の神政政治の序曲とならざるを得ないと述べている︒そしてこの考え

非難し︑神政政治を拒否するという口実の下に国家が教会の道徳的優越性を拒否すれば︑それは社会主義の推進者が予言
しているあの﹁国家一神﹂

方は他の非妥協的カトリヅクにも認めることができるとかディーユは論じている︒

同様に正統王朝派の国会議員庵︑フランス革命への批判は社会主義への恐怖と直結していた︒ロックによると彼らにと

ってまず社会秩序を脅かすものとして非難されるのは中央集権国家であった︒この国家のとる政策︑例えば軍制改革や教

育改革は名望家の影響力を衰えさせ︑またその財政・経済政策は離農と都市化を進めることによって地主貴族の地盤を浸

⑰

食していく︒社会秩序に必須である名望家の衰退は︑社会秩序の最大の敵である急進主義者︑社会主義者が伸長していく

中では︑社会にとって極めて危険なのである︒以上のように︑フランス革命と社会主義を一つの連鎖としてとらえ︑それ
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一九［購己後半のフランス社会と教権主義（上垣）

に対抗して社会秩序の守り手としての宗教を置くところがら︑前記のフランス革命対教会という二元論がうまれるのであ
る︒

そして非妥協的カトリックの反革命性は︑普仏戦争︑パリ・コミューンを経て一層鮮明になる︒ウルトラモンタニズム

はこの二つの騒乱︑とくに後者の衝撃によって強化されるのである︒例えば司教が殺害されたパリでは︑新司教ギベール

○巳び①蓉が︑一八七三年四月一一日の教書の中で﹁現代の大きな傷は階級対立と呼ばれるもの︑とくに神を否定し社会秩
⑱
序を否定する教義偏だと述べ︑彼は社会不安の増大を恐れて以後一層緊密にローマに結びついていくのである︒また非妥

協的カトリック内の極右的部分は︑戦争と革命で混乱した社会秩序の再建の礎として教皇不可翠煙や﹃誤謬表﹄を唱道す

﹁悪のインターナシ

るに至る︒かくして教皇権は社会秩序を革命から守る権威の最良の源泉としての位置を与えられ︑ここから第三共和制初

﹁カトリヅク委員会﹂8艮審ω8夢島ρ器︒︒が

ョナル一に対する﹁カトリヅク・インターナショナル﹂建設構想として浮び上がってくるのである︒

頭にうまれる慈善・社会事業の組織・調整センター︑

非妥協的カトリックと正統主義

次に問題とするのは︑非妥協的カトリックが政治行動・思想の上で︑時代の流れを理解せぬ﹁原則の政治﹂︵ダンセッ

ト︶を具現していたかどうかということである︒ この問題は白旗曾ρ噂oρ￠げξづ︒に象徴される正統王朝への忠誠の度合

で測られよう︒というのはカトリック教会は﹁王冠と祭壇の岡盟﹂という言葉で表わされるように︑伝統的にブルボン家
に奉仕してきたからである︒

まず検討せねばならないのは︑非妥協的カトリシズムが浸透していく正統王朝派の﹁道徳的秩序﹂期における政治行動

である︒この時期の正統王朝派ないし非妥協的カトリックの極反動性︑政治的現実感覚の無さを証明する典型的事件はブ

ルボン朝とオルレアン朝の王朝合同の試みの時おこる︒すでに一八七〜年に両王朝合同による王制復古の試みが行なわれ
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倒

ているが︑とくに現実味を帯びてくるのは︑保守的共和制菊ひ陰ぴ目ρ器oo器甘く鋒層貯①の路線をとるティエ⁝ル6ぼΦ屡

内閣を打破した一八七三年の秋のことである︒しかし︑この時の奔走も頑なに三色旗を拒否したブルボン家の王位継承権
⑪
者シャンボール伯︒o白8富○ぴρきσo乙の前に頓挫する︒

︽Oゲ①︿窪−ぴひσp2︒︒︾と呼ばれる二八○名にすぎない︒ロックは王朝合同推進派を穏

ただし︑すでに西川氏が指摘しているように︑この王朝合同劇にシャンボール伯同様︑あくまで反対したのは正統王朝
⑳

派の代議士約二〇〇昼中の半分以下︑

﹁反革命的﹂あるいは﹁保守的カトリック﹂だとしている︒筆者も︑王朝合同推進派11穏和

和右派冨○αΦ轟8菊黄算反対派を極右国×霞①BΦ菊黄葉と呼んでいるが︑両派ともに中央右派1ーオルレアン派に多くい
た自由カトリックではなく︑
⑳

㊧

右派の中には自由カトリックが存在していたことは事実だが︑その穏和右派も多くは非妥協的カトリシズムに近かったの

ではなかったかと考えている︒この点で注図に価するのはヴイヨ自身は合同に反対だったが︑非妥協的カトリックの最も

一八七三年秋の王朝合同運

有力な政治家であるエミール・ケレルやシャルル・シェヌロン○幽谷一80げ①︒︒器δ昌σqそしてピー司教の親友であるエルヌ

㊧
i閃α露︒巳醇8巳が王朝合岡推進派11穏和右派に属すことである︒しかもシェヌロンは︑

動のさい︑シャンボール伯と会見して︑王制復古のためには︑信教の自由︑国民代議制︑三色旗を認める等の儀牲を払わ
⑳
ねばならないと︑熱心に説いた人物であった︒

こういう両派の態度の差異は一八七三年一一月に議会を通過する大統領の任期を七年に延期するいわゆるセブテナ

ω①讐①二階法をめぐってもあらわれてくる︒この法律は︑王朝合同運動の挫折後︑次第に保守的な共和制の維持・確立に

向うオルレアン派︑自由カトリックが推進したものであり︑実質的に少くとも当分の間は共和制を認め︑結果的には共和

制の確立に資することになるものであった︒このセブテナ法に対し合同推進派一穏和右派は︑オルレアン派に妥協して︑

まだ王棚復古の機会が留保されていることを理由に支持する︒この穏和右派の行為を汚ない取り引きと非難する声が合同
⑳
反対派11極右派の中から上ってくるのである︒さらに︑一八七五年︑第三共和制に法的基礎を与えることになる一連の憲
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⑳

⑫

法諸法が中央左派︑すなわちオルレアン派から共和制支持へ転じた部分と中央右派の協力により成立する︒この憲法体制

は﹁名なしの王制﹂と呼ばれるほど保守的なものであったが︑正統王朝派はこの諸法に強硬に反対していた︒だが︑ここ

でも刮目に価するのは穏和右派の議員の中に︑憲法諸法の通過後︑共和制の枠組を認め︑その中で活動しようとする部分
⑯
が増加していくことである︒その最初の例は︑またもエミ⁝ル・ケレルである︒彼は一八七五年七月︑国民議会で﹁全て
㊨

のキリスト教的︑保守的な勢力および原理を擁護する基礎としての憲法の領域を受け入れ﹂ると述べたという︒

以上のことから︑ロックは正統王朝派内には︑正統王朝の復活を教会と道徳的秩序の防衛にとって必須条件とする政治
⑮

⑳

的非妥協派と︑教皇権の防衛に努力を集中し︑信仰を擁護するような体制ならどんなものでも受け入れる用意のあるオポ

！チュニスティクなグループとがあったと論じている︒ロックの主張はやや図式的とは考えるが︑ともかく正統王朝派の

中にもブルボン王朝の主義・原則に対し比較的自由であり︑プラグマティックに行動した部分の存在は確認できるのであ

る︒残っている課題はどちらのグループ︑あるいは傾向が非妥協的カトリックにとってより本質的であったかということ
である︒

まず第一に指摘せねばならないことは︑正統王朝派は元来ガリカニズムσq巴一一＄巳︒︒轟Φ︵国家教会主義︶に立ち︑正統王

⑰
朝派内に教皇至上権主義が優勢となるのは第二帝制︑とくに六〇年代以降と考えられることである︒すなわち宗教上は

八七〇年代の正統主義は旧来のそれとは異なったものとなっていた︒さらに重要なことはウルトラモンタンは必ずしも常

にブルボン家に忠誠を誓っていたわけではない︒この点はウルトラモンタンのチャンピオンたるヴイヨの政治的軌跡を見

ればわかる︒彼は第二帝制期では一八五〇年代末まで熱心な帝制支持派であり︑この点で彼の率いる﹃ユニヴェール﹄紙

は﹃ユニオン﹄紙卜︑§鰍§のような﹁忠誠の陰諾な美徳とこの世のありのままを見る時の一種の憂繕によって正統王朝
支持に結びつけられた﹂正統王朝派の新聞とは違っていた︒

ヴイヨ自身はさらに政治体制に対しては繋る程度便宜主義的ともいえる態度を示した︒第二帝鰯に対しては一八六七年
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一一

以後再び支持に回り︑共和制に対してさえ一八四八年の数ヶ月間と一八七一年の数週間︑これを認知したのである︒すで

﹁脱ファラオ舌偏︽象℃げ鶏ρo＄畝︒コ︾することが大事だと主張し

に一八四〇年にある正統正朝派貴族に﹁ゆりの花︹ブルボン家の象徴一筆者︺を忘れよう︒十字架万歳﹂と書き送っている
ヴイヨは︑繰り返しフランスがエジプトから出ること︑
母

⑩

たと言う︒そういう彼が﹁道徳的秩序﹂期にシャンボール伯を支持するのは伯がキリスト教王国の理想を体現していたか

らであった︒彼は何よりもまずカトリックであったと尋筒えよう︒ヴイヨだけではない︒司教団の中で非妥協的カトリシズ

ムを代表するピi司教も︑王党派的心情は持ちながらも政府の形態に対しては柔軟性を保ち︑共和制の批判も原則からの
⑪．
批判ではなく︑経験の名において行ったという︒

要するに︑ルイ・ヴイヨらは王党主義から少くとも一定の距離を保とうとしており︑ヶレルやシェヌロンの先に見た政

治行動はこの傾向と何ら矛盾しないのである︒もちろん当時において非妥協的カトリックと正統王朝派は深く絡み合って
⑫
おり︑また地方での聖職者の最大の同盟者が旧貴族であったことは間違いない事実である︒だが教会は伝統的に正統王朝

に忠実であり︑地方にあっては貴族に奉仕してきたことを考えれば︑ルイ・ヴイヨらの態度は意義深く︑革新的ともいえ
よう︒

以上から非妥協的カトリックとはアンシァン・レジーム勢力というよりは︑一八四八年革命以来の社会不安︑社会革命

への恐怖の中で成長していく勢力であり︑権威主義的・反民主主義的性格において極だつ反革命︑反パリ・コミューン勢

力であることがわかる︒さらに付言すれぱ︑純粋な王党派ではなく︑体制については柔軟な姿勢を持ち︑宗教的利害を基
⑳
底とする反革命派なのである︒そして共和制をも是認する要素を持っていた点は︑その鋭どい社会革命への危機意識とと

②

℃﹃巴︒章︒︾ら凡︑9︑で剛︶．鱒心一−硲︒島．

もに︑非妥協的カトリシズムの同時代性の裏われとみなすことができる︒
③ 酉川︑前掲書︑〜七一〜九頁︑参照︒
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け．し○︑︑ミ

の ﹀奉峠ぎ§・ミこ℃℃．︒っ︒︒占一︵邦訳︑一〇一一一〇二頁︶︒﹀﹂ゑ零幽7
閂︒二戸力仙39三讐謡㌃〜ミ鷲ヘミミミミ帆9讐︑︑ミ︑ミ§偽

ヵ曾で

⑩

撃に反撃できる能力を持っていたと述べていろ︒

で三︸号っっ℃Φ＝︒︒ご

鍔ヨ訟︒剛︿o＝o二卜．きさミミ§へ︑窺・リヘへ聴ミミ謎ミミ︑塁＼・︑械ミ魯塁

ぎ︑ミ雛ゆ︑︑ミ讐︑ミ︑ミミミ鳶ミミ事裳9＜＜o﹁ぎお蟄二︶︸ソト︒一7P︸b︒．

同時に正統王朝派の最良の思想体系をなしていたといわれろ︒

㌧奪︑︒冬ヘミ・︑§〜篭ミ㍉ミ﹂ヴ聲ニジ一り⑦ロニ︶同ソ鵯O−ω鳶．なお﹃誤謬養瓢は

含ミQ︒Oミこ碍︑諸

導払O︒︒刈山O︒︒︒︒きg︵ω︶．

ご℃やαρ⑦①を見よ︒

もこういう一一元論的発想はしばしばあらわれる︒9乙㎞瓢Φ 愚・ミニ戸

︑︑9こ︶・霧ρ非妥協的カトリックの司教の中に

〜︑︑周︑ミ職ミ︑等ミ︑へ︑罵り現認一︒︒Oρ開︶一∀．8凸卜︒

︒ま剛︶鴛囲ギ驚︒♂ミ・マ

教皇不可謬権とは︑潔ーマ教皇が信仰教義の決定または道徳上の指

9邑︑︑︶δ無目︑目︶■お9

④
導を行う場合︑不可謬であり︑教皇のこのような決定は教会の同意を

○∩︶名の正統王朝講中︑自由業四〇・五％︵内︑法律家一五％︶︑

§篤ミ葡竜鴛ミ費℃﹁言8仲oHごおゴ噛つ一塁■

︑鳶§遵卜粛ミ︸ミ無恥§ミ球偽︑oミ帖覇ミ旨§ミNO︸︑織ミ慧き馬肉ミ昔

式会社の経営者とは会祉の重役会に属す者を指す︒謁〇一︶o碁﹀．い︒簿ρ

の職業を営んでいる者は地主以外の職業にランクされている︒また株

五％︑地主闘一一％︑分類不能○・五％︒但し地主であっても働口に他

商工業者一五・五％上紙︑株式会遇経鴬七・五％︶︑為業技術者一・

一

⑬Ω6ぞざ愚．ミ

︸︷ハ頁︶︒

必要とせず︑不可変であるとするものである︒この不可衆口宜言によ

一五−一

⑫

一

り︑教皇絶対主義は強化され﹁中央集権主義は完全なものとな﹂る︒

例えばプレロも雰妥協⁝的カトリシズムをカトリック反自由主義

﹀弓O仲曽ノO特■も蹄；唱．一〇鱒︵邦訳︑

⑤

．

9・夏一一ぴ曾巴量づOO㊤仲ぎ犀駐δと性格づけているが反近代とは形容し
ていない︒勺﹃艶08愚．唖聾則ソ舘

唱︾9︒︒蜀

一八四五年に創立の新興修道会︑アソンプシォン会は当時イエズス

⑥U§も・Φ馨ρ︒︾ミ

⑬Nミ3署﹂お占墨引︒︒−＝り凸

⑦

会とならんで代表的な非妥協的カトリシズムの修道会︒ 八七〇年代

⑭

神の権利を対立的に考えていた︒またド・カプリエールは司教区儒者

Ω築三ρ愚・ミ・︑蛭ど℃℃．認ム︒︒︑袋−曾．ピー司教は人聞の権利と

初め︑鉄道を使って巡礼者を大量にルルドへ連れていったのはこの修

にあてた一八七五年一月二七日目圏旬節の教書の中で︑政治的無秩序

道会である︒また一八八三年には日刊紙﹃クロワ﹄野駆Gδ慧を創刊し

鉾押℃℃﹄ω山骨よ伊

ミ 署．Aβ8︒︒．

署・お︒︒ぬ︒︒心．

ている︒ピ舞お籠︒♀誹議δ諸口︒感ミ三唱膨お甲おω．﹃クロワ﹄は一

⑮U霞︒ω隻p§

﹁道徳的秩序﹂期︑パリ・

革命を防止するために中央集権圏家が強権を行使することを賞讃する

コミューンに深く動揺して︑彼らは地方分権の要求を後退させ︑社会

固有の政治プログラムであった︒しかし︑

⑰い︒簿ρ︒︾ミ■︑℃℃．嶺窃占﹃鱒．したがって︑地方分権が正統王朝派

⑯O巴ヨρ︒︾ミ

教に服すれば秩序は戻ると述べた︒きミニ↓﹂

は精神の鯉川放の直接の結果であり︑ ﹁秩序に対する反乱老﹂が天啓宗

﹃ドレフユス事件とゾラー抵抗のジャーナリ

八八九年からは一〇万を越す読者を持ち︑有力な大衆紙として成長し
ている︒稲葉三千雄︑

ズム﹄青木書店︑一九七九年︑七四−七五頁︒
⑧竃．国．＜h8マρ︽霞ω8岸Φ筍罵αqδ島︒8三ω8マ⑦℃o賦陣βg〜γ

嵩◎フィリップ・スペンサ⁝はヴイヨ

誉曽§︑野良99 刈︒雪愚①当︒ω甘一＝薄−ω瑠け㊦ヨ耳ρ一㊤認︑℃マG︒︒︒α
lQ︒Q︒o︒・

⑨頃鱒轟くざ︒︾ミ．㌔齢■b︒㌧℃

の思想には田舎じみたものは何もなく︑また彼だけが反教権主義の攻
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に至る︒奪ミ噛℃やミト︒㌧おQひ■この変化を見てもわかるとおり︑正統

の労う﹁徹底したウルトラモン繊月ズムの立場をとらない﹂者の存在

ソタソ主体であったとみなすこととする︒もちろんこのことは西川氏

一①四聖−重層ユ①ジ貞帥冤︒鐸さ

ト聖目b駄曾嵐砺叙馬 ミ﹂︑N恥

罫電．ωどミ9

葡§農魯款Q袋馬

︵N偽NN−N恥℃◎Q︶℃℃鎚岳弘㊤刈G︒︑題．観占ご牢蝕9愚．

四八頁︒

を否定するものではない︵本章註⑳を参照︶︒西川︑前掲書︑四六−

王朝派が最も恐れていたのは革命的社会集団の活動であった︒

コ︒鰹℃ooけ．

⑱勺9巳騨︒当無ρ︽O帥夢巳一︒討白・gヨ︒5δ嘗︒暮︒餌く鼠興α︒×囲×・
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偽§

幕9巳貯㌣

ω

ガディーユはこのグループをネオーーウルトラモンタン

ム伽ρ一り09勺ワω︒︒ゐO．

⑲

90二巴口ωと呼んで︑より穏和なピー司教を中心とするグループと区

唱■b︒一︒︒．

⑳自貧傍︑ざ︒賢ミ．﹂．b︒㌧℃やOO占b︒凸シェヌロンとケレルは前記カト

⑳い︒︒ξ㌧︒笹ミ﹁︑毛．黛1し︒U旧び①8岩Φ8︒︾ミ

⑯ω℃①p8び愚■ミこやト︒心ごΩ餌飢三ρ︒︾ミこ戸γ℃．野︒㊤①凸

謎ご霞ミ9一㊤謡︑℃℃．一Q︒ひ︒占◎︒O■

型している︒司教団中に約二〇名存在︵ピー派は約五〇名︶︒O盆三P
o︾死馬こけ押℃．滋 P

⑳ 誕中傷5♪愚．鼠牒こ戸卜︒℃①Oよb︒．

⑳奪ミ︾．ど毛染b︒︒︒山卜︒り．

＠ ロックの晶朋掲霧の巻末︾℃℃①嵩α身 ピ①αq禦ぎ凱ωけUo℃二凱ωω富窪回①

その存続期間はたいてい短期ではあったが︑地方の正統王朝派名塾家

二大推進者であった︒このカトリック委員会は多くの県で組織され︑

リック委員会の全国大会︑﹁カトリック火面﹂09σq話ω︒ρ昏︒一一ρ器の

の有数の活動手段となった︒Ω9巳二ρ§．ミ；け．押℃℃■悼島歯恥冷

○一名︑他方グオ

一は一八二名としている︒極右派を何名とるかも含め正統王朝派の議

豊津鉱︒昌巴﹀湯￠露σぞoh富刈一のリストによると一

員数自体が一つの研究史をなしている︒いoo詳ρo︾竃計℃℃．Q︒？ωご

簿ミ馬篭ミ§
⑳い︒鼻p§・ミ．層℃誌9

馬慧㌔§§嵩虜よ馬沖け．卜︒層詳器︑

していない︒ただし両者とも文章を読んだ限りでは王朝合同推進派が

⑳

⑳二丁︒民℃ミ馬篭︑ミ喝暴℃．ωω卜

ド㊤＄噛℃．ωObこ．

⑳豪諺oa

一ρ愚．9妹；け鮒やG︒09

セブテナ法はデュパンルー自身によって議会に繰へ嵐された︒Ωρ岳〒

い①＄葺δけ㌧愚■9計℃やら︒O①18S

⑳

Ωo爵三ro︾鼠鳳こ ㍗ 課 ■

西川氏は正統王刺派貴族の中の穏和派は自由カトリックだとされる︒

⑱bo︒︸＾︒℃§．ミ．℃毛．銀−︒︒ρ

㊤

ブルジョワジーを含まず貴族に限定されている点が重要なのかもしれ

自慮カトリックであったとは断言していないのではないかと思う︒本

異派も含めこの憲法に反対し︑この点で中央右派と一線を画す︒Oo−

動をひとつの基準にしているようである︒〜八二名の正統王朝派は極

奉三倉︒︾画引冨︶．一α高︒︒．

グオーは︸八七五年一 月二三日︑議会での憲法全体についての投票行

は正統王朝派の新聞の中に自由カトリックの新聞は諾い出しがたいこ

成立にあたって果した役割と︑正統王朝派が穏和な部分も含め︑成立

と︑等により正統王朝派の中の穏和右派と呼ばれる身分もウルトラモ

時にはこの憲法に反対していたという事実︑また﹁道徳的秩序扁期に

正統王朝派と中央右派とをどこで区分するかは〜っの問題であるが︑

稿では自・田カトリックの機雲紙﹃コレスポンダン﹄が︸八七五年憲法

ないが︑疑が依拠していると思われるマユール︑プレロは貴族に限定
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が成立したと述べている︒﹀器鉱嵩Oo⊆σq貫︑︑ゴδ08艶9ωヨ℃9h−

統里朝派と︑完全には正統王朝派ではないウルトラモンタンとの和解
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することを国昆議会は認めるが︑法律に聖心への僑心を書きこむこと
は

決の晦︑中央窟派と穏和な正統王朝派は棄権したのである︒この棄権
した正統王朝派の中には︑例えば︑ウルトラモンタンの地方紙経営者︑
岡晦に司教ド・カブリエ⁝ルの同窓であるルイ開戸ューマ・バラニョ
ンい〇三ω−累￠日㊤じロ曽影σq言昌がいた︒また聖心信心への言及を法文か

ら削除することには非妥協的カトリックのパリ大司教ギベールの陶意
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衛の立場に結びついていき︑宗教的基礎をもつ﹁ネオ闘レジティミス

ガディ⁝ユは六〇年代以降︑伝統的王制の支持者はますます宗教防

℃やミ◎卜⊃Q︒ド

⑳

ガディーユ︑

らに非妥協的カトリシズムの強弱の度合をヨーロッパ各国におけるカ

o纂︸δ巨星δ創設への志向をもつものだと考えている︒

トリック党の成否を説明する要因にあげている︒O簿︹躍一一ρヘミトミ

⑲

斜やト︒O伊オースティン・ガフは第二帝制期︑ピー司教の下で︑カト

㈹Q︒ご一雪コー竃満ユ︒竃3︑〇二びb騎手M︑︑〜塁偽ミぎ︑心ミ軌昏ミ気駄ミ︒ミミ蝕

ム﹂鼠9尿αq三B三婆Φが生まれたと説いている︒Oρ象犀ρo︾ミ■︑骨

リックと正統王朝派の全蒔絵センターと化す西都ヴィエンヌ県の政治

﹁道徳的秩序﹂期において︑正統王朝派は﹁王舗後釜﹂よりも﹁反

︸︶■

状況を取り上げた論文の中で︑第二霧雲の評緬をめぐって僧侶と正統

きミここ§恥k︑ンぜ﹂誤貸亀讐︑塁︑一〇Q︒O㌧謹冒巳α押Q︒駆

＠

王朝派が対立し︑両者の問に溝ができた後︑μiマ問題が深刻化する
一八五九年になって︑完全にウルトラモンタンというわけではない正
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一一

閑α影9回3b§ミ．ワ

非妥協的カトリックと工業化時代の民衆

一も︒笥．

媒介として農村に侵入し︑社会秩序を乱し︑革命派がこれを利用するという構図は︑ロックによれば︑正統王朝派に共通
④
のものでもあった︒
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74

革命﹂で表わされろシステムを好んだという︒

三
工業化と非妥協的力トりック

自らの支配基盤の工業化による動揺に由来す

とN8神父

ｪ一〇1八○︶は︑一八七七年︑非キリスト教化の原因について以下のように論じている︒﹁フランスは日々非キリスト

ンタンの修道会アソンプシォン会の創立者であり︑同時に南フランスの教会の指導的人物であるダルゾンα

まず︑パリは自由カトリックのデュパンルーと岡様︑非妥協的カトリヅクの司教にとっても非難の対象であった︒例え
①
ば一八七三年間リ大司教ギベールはパリが余りにも長い間﹁悪の源泉﹂であったと述べている︒また戦闘的なウルトラモ

認しよう︒

二つは共通して都市文明と革命への拒否的態度が窺われ︑実際には区別しがたい︒はじめに都市文明と革命への反発を確

る一と︑工業化に伴う非キトスト教化の進行を恐れる聖職者の立場からくるものとに分けることができる︒だが︑この

った︒工業化への批判は論理的には正統王朝派地主の立場からのもの

次に工業化への対応を見ることにしよう︒結論を先に言えば非妥協的カトリックは工業化に対してかなり批判的であ

（一一）

教化している︒誰によって非キリスト教化されているのか︒医老︑弁護士︑公証人︑ジャーナリスト︑学校の教師であり︑
②
農村を頽廃させたのは彼らである︒そして革命がそれを利用している︒﹂ヴイヨもまた書物の行商に対し悪書普及を理由
③
に批難を加えていた︒このような都市文明が自由業のブルジョワジー︑書籍を売る行商人︑さらには居酒屋︑カフェ等を

（一

一九世紀後半のフランス社会と教権主義（上垣）

正統王朝派にとっては宗教は社会秩序と不可分の関係にあった︒ただしこの場合の宗教とは個人的確信のことではなく︑

社会的︑欄度的なものである︒例えば︑ランド県選出の代議士であるガヴァルディ○聖︑㊤乙冨は一八六二年に次のように

述べている︒﹁フランスにおいて︑過去あらゆる政治秩序を形成し︑今なおそうしているのは︑教区の上に区分され︑肉
⑤
体と精神とが合体するように教区とともに活動している農村共岡体である︒偏他方非妥協的カトリックの聖職者の方も宗

教を秩序と結びつける︒そもそも非妥協的カトリシズムとはすぐれて社会的︑制度的であろうと欲し︑自らが理想とする
⑥
社会に合わせて現存社会の改変を企図するものであった︒両者にとっては宗教は社会制度であり︑同時に当時にあっては

伝統的農村社会と一体のものであった︒だからこそ俗人も聖職者も都市化︑工業化を恐れたのである︒しかし工業文明へ
ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

の批判自体は︑一章で指摘したように自由カトリックのデュパンル：司教にも認められたことである︒だが︑とにもかく

にも文明の進歩を認めようとする自由カトリックに比べれば非妥協的カトリヅクの農村的家父長鳴社会へののめり込みは
より深く︑その分︑工業文明への批判は鋭かったと考えられよう︒

では具体的にはどのような批判を展開しているのであろうか︒ケレル︑ヴイヨおよび一八七〇年代の社会カトリシズム

を代表するアルベール・ド・マンの見解を以下紹介することにする︒ただし︑前提的事実としてカトリシズムの中の蓄財

を否定する思想が非妥協的カトリシズムの中に生きついていることに注意したい︒その言葉自体にはほとんどオリジナル

なものはないが︑回勅﹃クアンタ・クーラ﹄には﹁宗教と真の正義から逸脱した社会は富を積み上げ︑蓄財することの他
⑦
にはもはや目的を定めることができないのがわからず︑感じ取れない者がいようか﹂という文言がある︒もちろん経済的

自由主義への批判自体は既に確認したとおり︑自由カトリヅクにも共通していた︒だが非妥協的カトリヅクの工業化批判

はより激しく︑一種苛烈でさえあった︒例えば︑ヴイヨは﹁イギリスの地には神があれほど豊かに与えたあの鉱産・石炭

資源を高貴なフランスには与えなかった﹂ことを神に感謝している︒さらに彼はイギリスでは同じ工場で男女が一緒に働

いていること︑また児童を働かせていることを非難︑異教徒の奴隷の方が﹁自由なイギリス﹂の子供たちより堕落してい
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なか・たと論じ・禦フランスには璽なる畑仕事﹂を与えたと書いてい如・またケ・ルは天六葦の著書の中で・プ

回大会の前夜︑

﹁カトリック労働者事業団連盟﹂H︑￠巳8α8

⑱

シャルトル○財留嘗①ωで︑当時その﹁反革命﹂の主張で反響を

彼は一八七八年九月八日︑

ロテスタント派の中に﹁個人の自由な膨張︑資本の排他的支配︑労働者の搾取︑投機︑高利貸を教理とする金融部封建制
⑨
の陣営﹂を見い出しているのである︒

今一つの例としてド・マンを取り上げよう︒
B甦≦Φ︒︒oロく鼠貧︒︒8夢9一ρ器︒︒の第一

一挙にあらゆる監督的介入を廃止することにより最弱者

呼んだ演説を行っている︒この中でド・マンは︑労働の絶対的自由は大革命の経済的次元での公式だと論じ︑この労働の
自由は最高権力℃o薯○騨︒︒9＜震巴昌から保護の義務を除去し︑

レッセ・フェール！

これが自由主義経済の魔法の公式であって︑それは革命の歴史の最初から最後まで︑

を最強者の餌食にしたと主張している︒そして自由主義経済を次のように非難するのである︒
レヅセ・フエール／

力のあらゆる乱用を聖別するのに役立つ公式と言えよう︒

もはや社会の統治を監督し︑権威の歯止めであると同時に服従の存在理由でもある神の法は存在しない︒もはや人間を同胞に対し

親切にさせ︑反抗からも抑圧からも人間を防御する道徳の法もない︒あるのは私利の法であり︑私利とは富の増大のことである︒

⑪
このあと︑投機︑中小企業の没落︑貧困の拡大などが指弾されているのだが︑この演説の中に社会的関心が反革命的精
神と合体している好例を見出すことができる︒

以上のように︑非妥協的カトリックの祉会批判︑工業化批判は︑その批判が彼らの理想とする伝統的農村社会を基準と

して行なわれていたために復古的側面は否めないが︑逆にそのためにかえって批判が徹底的となり︑またフランス革命の
ブルジョワ的限界を衝いている分だけ全体的であったと言えよう︒

このような非妥協的カトリシズムが社会問題に積極的に取り組んだとしても何ら不思議ではない︒事実一八七〇年以前

の社会カトリシズムの状況を研究したデュロゼルは︑第二帝糊下︑社会カトリック内の民主主義的潮流は消滅していき︑
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⑫
他方﹃誤謬表﹄に助長されて︑反革命の立場が勝利していくと結論している︒その後第三共和制初頭においては︑カトリ

ックの社会活動が主に正統王朝派あるいは非妥協的カトリックにより主導されたことは︑ド・マンらの門労働者カトリッ

ク・サークル﹂O曾︒一①＄豊︒一δ器創．o償くは①謎の出現を見ても︑また﹁カトリック委員会﹂の構成員︑指導層をみても明

⑬
白であろう︒このように︑社会的関心は自由カトリックやオルレアン並等よりもむしろ非妥協的カトリックの方に強かっ
⑭
たのである︒たしかにド・マンはコルポラシオンの復活という復古的政策を掲げていた︒しかし︑モレットは彼の﹁反革
⑯
命﹂宣言はル・シャブリエ法の非難と社会立法の重要性を訴えようとしたものだとし︑ドゥルレはこの段階のコルポラテ

ィズムを︑職業的団体の必要性を認識している点で評価し︑キリスト教民主主義労働組合運動へ至る一つの階梯とみなし
⑯
⑰

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

ている︒またマユールによって非妥協的カトリックと一八九〇年代のキリスト教民主主義者畠ひ日︒︒窮富ω︒訂ひ注Φ湧︑二

○世紀初頭の社会カトリックとの人脈的・思想的な連続が確認されている︒プーラによれば︑まさに﹁祉会カトリシズム

階級対階級という形での富者と貧者との対立1を減らそうとする非妥協的カトリシズムの歴史的

とは新社会の状況の発展に対応し︑大革命によって開始され︑工業化によってもたらされた︑それまで知られていなかっ

たタイプの︑裂開

⑱
発展であ﹂つた︵傍点−原文ではイタリヅク︶︒本稿は非妥協的カトリシズムの一八八○年代以降の変遷を対象とするもの

ではないが︑少くとも後の発展から見ても︑非妥協的カトリシズムは単に反動的︑復古的として片付けることはできず︑
その内部に積極的要素も包含していたことがわかるのである︒
非妥協的カトリックの民衆性

本稿はカトリックの社会事業・慈善事業の検討を直接の課題とはしていない︒しかし︑当時のカトリックの社会活動は

貧者救済に止まらず︑民衆の社会生活に関わる相当な広範な分野にわたっていたことは指摘しておかなければならない︒
⑲
一八八○年代の共和派による教育改革まで修道会が傑出した役割を果していた初等教育はもとより︑医療︑看護の分野で
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（二）

⑳
も重要な地位を占めていた︒以上三つがカトリックの主な事業であるが︑ここではカトリックの民衆への接近の多様さを
示す事実として︑余暇・文化活動の例を取り上げよう︒

カトリック事業8薯おω︒ρ夢︒犀ρ￠①ωが最も発展した地方の一つである南フランス︑エロー県では︑全国的動向と並行

して︑帝制末から﹁道徳的秩序﹂期にかけて︑各種事業の発展が見られる︒この時に﹁海水浴事業団﹂一．臼薯お創Φωoウ巴霧

鳥Φ㌶冨震が存在しており︑またフランス最大の慈善団体である﹁聖ヴァンサン・ド・ポール協会﹂ω09簿傍αΦω鉱簿
⑳
＜貯8導◎①℃p巳は工伊−県において︑フランスで最も初期の臨海学校︒99響q①奉︒器8︒︒にも関係していた︒さら

に付け加えるなら︑ド・マンらが作った﹁労働者サ⁝クル偏は︑エロー県︑およびその隣県のタルン県では︑カフェ等の

﹁堕落した場所﹂に行くことによって信仰を失うのを防ぐための避難所として位置づけられ︑中には合唱団︑楽団を持つ
⑳

たサークルも存在していたのである︒

カトリック事業の一八七〇年代における発展はこの宗教熱を背

しかし︑非妥協的カトリシズムの民衆性はカトリシズム自身の民衆化の中にまず求められるべきであろう︒一八六〇年
㊧
代になって民衆の宗教熱お一瓢︒︒︒まの蘇生が見られた︒

景にし︑それを利用しようとしたものであった︒この宗教熱の代表的表現形態が巡礼と行列である︒

すでに︑一九世紀中ばから︑フランス各地で︑聖母マリアの出現を典型とする奇跡が起こっている︒一八四〇年代には

まず西部ヴァンデ県各地にマリアが現われるが︑これは地方的迷信として斥けられた︒ついで一八四六年にはイゼール県

ラ・サレットに現われ︑この地は後に有名な巡礼地になっている︒しかしこの奇跡はその真偽をめぐって裁判沙汰になる︒

一九世紀で最も有名なマリアの奇跡は一八五六年山深いピレネー地方のルルドにおこる︒だが︑このルルドの奇跡も︑世

俗︑宗教︑両当局とも当初は認めようとせず︑当局の未公認のままにこの聖地は民衆によって一大巡礼地にされてしまう
⑳
のである︒このように︑一九世紀中ごろまで教会は少くとも民衆の素朴な信仰心に対し︑消極的︑時には否定的な態度を

示していた．︑とくに巡礼︑行列は異教的な聖人・肇遺物崇拝と結びついているために︑教会から疑いの目で見られてきた
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癖
と書われる︒この民衆の﹁迷信的﹂な信仰に支持を与え︑推進していくのが非妥協的カトリックである︒その際重要なの

はウルトラモンタンの教皇ピウス褒賞による一八五四年の﹁聖母無原罪懐胎﹂Hヨヨ轡︒巳曾Oo⇒8℃江8の宣言であろう︒

これによってマリア信仰は拍車がかかり︑伝統的聖地にマリア像が建立されたりするようになる︒

幕︒と犀毒80暮巴霧と呼んでいる⁝はかディーユに

このような非妥協的カトリックによる民間儒仰の大胆な肯定は教義的刷新の結果でもあった︒非妥協的カトリックの中

でもラディカルな部分ーガディーユはネオ隠ウルトラモンタン

よれば従来支配的であったボシュ山立d︒ω讐簿に代表される一七世紀の古典哲学の否定者であり︑認識においては理性に

固有の領域を認めない立場に立ち︑神秘主義への傾斜を深めていた︒そして古典哲学に忠実である︑より穏和な非妥協的

カトリックの司教を含め︑申世神学への共感を示しているのである︒他方自由カトリックは教義的には古典哲学の断固た
⑳
る支持老であった︒非妥協的カトリックが全体として自由カトリックと対比すれば︑中世的ロマンティシズムを帯び︑奇
鰺

㊧

跡︑聖人崇拝︑巡礼に好意的であったのは不思議ではない︒こうして一八世紀の﹁迷信﹂に敵対的な﹁啓蒙的﹂カトリシ

ズム︒9昏畠︒富Bo︽ひ当言み︾︑ジャンセニスト的カトリシズムからイエズス会的信仰︑民衆的︑平民的カトリシズムが優

門いたるところ奇跡で

勢になってくるのである︒こういう動きが非妥協的カトリックの政治的主張と重なって︑一八七〇年代初頭の社会的混乱

の中で大デモンストレーションと化すのが本稿冒頭で描写したフランスの社会状況なのであった︒
一杯である﹂というのは肖由カトリックのデュパソルーの苦渋に満ちた言葉である︒

カトリック︑とりわけ非妥協的カトリックは工業文明の腐敗した影響にまだ染っておらず︑そして聖職者の権威に従順

な﹁良き民﹂げ︒謬℃︒毛δの保存を図ろうとし︑余曜・文化活動をも含めてカトリック信者の組織化をめざした︒しかし

﹁良き民偏の実態は︑以前には教会が教化すべき対象と考えていた﹁迷信﹂深き民衆であった︒これは一つのパラドック

スであり︑教会が異教的信仰に屈したとも受けとることができる︒だが︑本稿で強調したい点は︑罠衆の﹁迷信扁的信仰
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への支持を通して教会が工業化によって脅かされつつある農村的伝統的文化の守り手として現われ︑その分だけ民衆的性

格を強める点である︒以上︑本章から非妥協的カトリックが自由カトリックと異なり︑鋭い社会的関心と民衆的性格を兼
⑪

娼﹂b︒ら︒噛

プリエ 一︒Ω5℃ζ興法に結実して︑労働者の団結禁止の方向で作用

﹁労働の自由﹂＝σ興鼠α郎寄ρ︿鉱一の原則が一七九一年のル・シャ

§妨§ミミ塁陣﹂㌧お︒︒O℃一〇鳶

つたことに注国したい︒勺嵐5世︒︾ミニ℃．漕O㊤恥霞鍮賢︑どト窺ミ謡

自由カトリックのモソタランベールやプロイ公はイギリスびいきであ

ね備えていたことを確認したい︒そしてこの二点こそ後の社会カトリシズム︑カトリック民主主義に受け継がれていくの

一八七三年七月三日付︑パリ大司教区管区内司教への回状︒惹℃霞

であった︒
①
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②
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．
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ミ黛魯§Sミ凡§恥8鳥鰍ミ題らぎこミNミ

偽ミ春︒評判ミ

勺霞貫H鷺ρ℃．
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ける罷業権の生成過程についての一考察el一八六四年法とコアリ

﹁フランスにお

⑤国・O鍵霞象ρ奪ミ覇隷喰︑鶏ミミ覇§hミ噴§恥︒鼠ミ題ミ唐ミ㌣
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妥協的カトリシズムの概括である︒
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奪5・ミ餐ひ℃・笛︒︒G︒9けα醤び蓼蛍︑や命﹃．七月色話期にはフラ

にドド・マンは先述の演説で彼が口にした﹁反革命﹂は︑アンシァ

ンス司教団は相当厳しく労働者の悲惨な状態を批判していたが一八四

⑨卜

八年の六月事件以降︑階級戦争に味方していると思われるのを避ける

の誤りに対し我々は全力で闘っているのだと︑一

ン・レジームとは何の関係もないのであって︑アンシ

鼻聾戯ρ例えばコルポラティズムの支持者で

月〜六日には演説

︑ソ・レジーム

一︒︒山曲このような司教団の穏和化の状況を考えると︑ケレルやヴイヨ

⑯Uδ巳︒昼ミ︑．ミ．︑℃℃

している︒誉ミこ℃．①G︒■

ため﹁搾取﹂などの言葉は用いないようになる︒U3巳醇︒・︑ミ︑．ミこ℃℃・

の表現の厳しさが一層思をひく︒また反教権並義派がプロテスタント
のドイツの繁栄を欝める点は︑本稿﹁はじめに﹂の注⑪で触れたが︑
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二頁︒また同じ頃︑アルメルは労資混合組合ω磁巳甘鋒図凱碁︒．を理

③共済等の経済的機能

④講義︑講演︑図書館等に

よる一般・職業教育⑤娯楽︑立派な気晴らしを行い︑友情を深める

善の組織的実施
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富の利摺についての教義とコルポラシオン制度のもつ有益な影響を想

⑯

で画期的はあるが︑間時にピウス九黛の非難の延長上にあり︑中世の
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研究者はしばしばカトリック﹁対抗社会﹂ooコ＃？ωo︒綜緑と呼んでい

こうして作り上げられたカトリック鉱業︑信者組織を指して現代の

⑱勺︒巳婁§．ミ ワ＝メ

⑳

楓まぎ℃碧貫一〇①Q︒㌧℃ワミO占○︒ρ

︒？H︒︒b︒O．
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＠

それまで王に置いていた正統性を民衆に醗きかえることによって︑後

にカトリック民主主義者となる者が現れると言っている︒．ン貯罵O霞︑

統王朝派で非妥協的カトリックだった者の中からシャンボール伯死後︑

②宗撒実践︑￠3芯

のものと思われる︑ド・マンの残した史料︑の霧霧︒け℃げコσq曾吟巴

つた︒①儒仰︑慣習︑愛圏主義を保つための避難所

血￠一︑臼昌く器によると労働者サークルの機能は以下のようなものであ
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一一

私が期待を寄せるのは民衆である︒﹂胃避ヨ︒民転卵﹃9卜窺㌧ミ砕篤無ミ鳶

⁝⁝ブルジョワジーは腐敗している︒もはや民衆しかいない︑だから

℃やお？心2．南部ガール県の共和派を研究したユアールは︑

ウルトラモソタソは必要があればカトリック罠主主義者になったと述

に

一㊤︒︒昏︒㌧℃℃幽δり㌧おO昌90︵︒︒ωy

§恥憶ミ駐㌔貯§§§§畏喚§一毫鷲ミ§§切斜㍗簿錯内ミ§♪勺窄・旨︑

ミ野ミ

べ︑教会と民主主義の同盟をすすめたダルゾン神父の例︵一八六八年

り

﹁王は亡命している︒貴族は消失した︒

一二月＝バー二四日の講演︶をあげている︒ダルゾン神父は二四碍に

わ

は以下のように述べて い る ︒

お

教権主義勢力は自由カトリシズムも含め︑工業文明︑経済的自由主義に批判的な勢力と概括することができる︒しかし

自由カトリシズムの批判は不徹底であり︑また民衆的基盤を欠いていた︒したがって一九世紀後半の教権主義一反教権主
義の深い社会的対立を説明する時︑非妥協的カトリシズムの役割を重視しなければならない︒

では工業化批判勢力として現われる非妥協的カトリシズムは如何なるものであったのか︒教会が歴史と伝統を持ち︑社

会的な存在でもあるだけに簡単にその評価を下すことは難しい︒しかし一九世紀後半に強大化するこの潮流は工業化の進

行と︑それに伴う名望家支配の後退匪民衆の政治的比重の増大化という歴史的状況への︑適合とは言えないまでも一つの

能動的対応であったと言えよう︒この潮流は政治的には正統主義と結びつき︑また一七八九年革命を敵視し︑伝統的農村

桂会を理想としていた点で︑前時代的︑反近代的という批判は真理を含んでいる︒だが︑この新しいカトリシズムは政治

面では伝統的であった正統主義︑貴族の政治から独立しようとする志向及び︑当時の共和派︑オルレアン派を上回る社会

的関心︑さらに巡礼・行列の推進に見られる民衆性をもっていた︒彼らは革命の脅威に対し︑ガリカニズムと一七世紀の

神学に代表されるアンシァン・レジームを中世を理想とすることによって否定し︑新しい社会状況に対応して自己革新を
行ったのである︒

たしかに︑この革新は政治的には一八七〇年代において︑非妥協的カトリックを最も過激な反革命勢力へと導いた︒ま
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一九世紀後半のフランス社会と教権主義（上垣）

①
たその反資本主義︑反ユダヤ主義等の思想は一九世紀末に現われるナショナリスト右翼に受けつがれる︒だが同時に︑非

妥協的カトリシズムは未来の社会カトリシズム︑カトリック民主主義の種子も宿していた︒したがって反動的とか進歩的

とかという基準ではその内容は律し切れない︒教権主義11反教権主義の対抗の性格を検討する場合は︑近代化︑工業化︑

中央集権化を推進する自由主義的ブルジョワジーへの有力な批判勢力として存在していたことが︑その反民主主義的︑権

威主義的性格とともに重要であろう︒すなわち非妥協的カトリシズムとは反革命︑反工業化の民衆的カトリシズムなので
あった︒

ルネ・レモンによれば︑宗教を個人の問題としてではなく︑集団的なものとしてとらえようとする立場から社会問題へ

の関心がうまれてくるとい︑塘・非妥協的カトリシズムとは正にそうした立場を代表していた・共同体的生活の基礎を掘り

崩し︑個人主義と競争原理に立つ社会が確立しようとしていた時に︑個人主義を排し︑社会性︑全体性を追求したこのよ

﹁フランス第三共和目下の反ユダヤ主義

︽∪δ謬︒①けσQ鎖巳9費蕊一①8昏︒嵩︒︷ω琶①旨導3尻

第二小泉

︵京都大学大学院生奈良県大

おα︒︒︑コ︒躍一よ︒窟こ℃■︒︒09

oo暮⑳彗℃o削ぎy沁ミ§︾§竃ミ鷲§吻鼠ミ§特︒な︑§へ臨く︒ド＜＝野

うな宗教勢力がフランスに有力な形で存在したことは︑単に政治史に色合いを添えるだけでなく︑フランスの工業化︑近
代化のあり様をも独特な形で規定していったと考えられよう︒

塑国曾δ＆

号・一九七九年⁝○月・八四−九〇頁︒

運動ードレフユス郭件に至るまでの過程1﹂︑﹃歴史評論﹄三五四

主義宜伝を行った︒季春実︑

①例えばアソンプシォソ会の創刊した﹃クロワ﹄紙は活発な反ユダヤ

②
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