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フランスのライシテを世界史に向けて語る
─ 日本の政教関係と日露戦争との同時代性に注目して ─

Pour parler de l’histoire mondiale de la laïcité :
Au prisme d’une laïcité japonaise et de la guerre russo-japonaise

伊達聖伸＊

Date Kiyonobu

はじめに

フランスでライシテの基本法と位置づけられる教会と国家の分離法が制定されたのは
1905 年 12 月 9 日である。グローバル・ヒストリーとナショナル・ヒストリーを接合した
一般向けの開かれたフランス史の書物として成功を収めたパトリック・ブシュロン編『世
界の中のフランス史』（2017 年）では、ポケット版（2018 年）に 1905 年の項目が設けら
れ、ニコラ・ドラランドが「フランス流のライシテ？」（Une laïcité à la française ? ）の
表題で執筆している。「フランス独特」と言われるライシテを相対化しようとする問題関
心が表題からすでに窺え、実際に読んでもその意図が確認できる。以下ではまず、その叙
述の特徴を近年のライシテをめぐる議論やライシテ研究を意識しつつ検討する。次いで、
ライシテを世界史の文脈で語り直すに当たり、「日本のライシテ」をどのように考えたら
よいかについて考察を加える。これは、政教分離法を制定するフランスが同時代の日本の
政教関係をどのように見ていたのかという論点ともつながる。そして、フランスの政教分
離法と日露戦争の同時代性に注意を向け、1905 年が世界史規模での一大転換の年でもあっ
たということを、ドラランドとは異なるもうひとつのやり方で提示してみたい 1。

＊東京大学准教授

１ 本稿は、2020 年 8 月 7 日に日仏会館（オンライン）で行なわれた日仏文化講演シリーズ「『世界の中のフラン
ス史』とフランスのナショナル・アイデンティティ──フランス革命 1789 と政教分離法 1905 の現在」での
発表に基づくものである。Patrick Boucheron éd., Histoire mondiale de la France（Paris, Seuil, janvier 2017, 
795p / édition poche, septembre 2018, 1086p / édition illustrée et augmentée, novembre 2018, 736p）は、フ
ランス史における重要な出来事を、それが起きた年号で世界史の断面を共時的に切り出すようにしながら論じ
ている。この講演会は、別の地理的歴史的文脈に身を置く研究者が、本書の問題意識を批判的に引き取り、あ
る年号に集約される主題を別の視点から語り直すことを目指したもので、当日は伊達が 1905 年について論じ
たほか、三浦信孝が 1789 年を取りあげて議論した。
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Ⅰ．ドラランドの叙述の特徴──意義と限界

（1）オリジナル版からの欠落
素朴なひとつの謎に言及することからはじめたい。2017 年 1 月に刊行されたブシュロ

ン編『世界の中のフランス史』オリジナル版に、1905 年という項目は存在しない。この
年号は、2018 年 9 月に刊行されたポケット版で新たに追加された 15 項目のうちのひとつ
なのである。なぜそもそも最初から 1905 年が盛り込まれなかったのか、少なからず意外
に思われるのは、近年ライシテは現代フランスのナショナル・アイデンティティにとって
非常に重視され、その基本法であるところの 1905 年の教会と国家の分離法は、フランス
共和国を象徴する意味を持つ法としてその意義が繰り返し強調されてきていたからにほか
ならない。

1905 年に基本法が制定されたライシテが憲法に書き込まれたのは 1946 年だが、国民的
コンセンサスになったのは 1989 年以降の社会状況が大きい。もともとカトリック対共和
派の「2 つのフランスの争い」のなかで形成されてきたライシテは、カトリック教権主義
を敵に回した左派の原理だったが、1989 年以降はイスラームとライシテを対置する語り
が前景化している。2001 年の 9・11 のあとで、ライシテは右派のシラク政権二期目の目
玉政策となり、2004 年には公立校でのヴェール着用を禁じる法律がライシテの名におい
て採択された。そしてこうした路線を、2012 年からの左派のオランド政権も、2017 年か
らのマクロン政権も大枠としては引き継いでいる。

このようなライシテの基本法である政教分離法が制定された 1905 年が、なぜオリジナ
ル版から欠落しているのかは不思議で仕方がないが、現時点ではその理由は不明である。
いずれにせよ、ポケット版で 1905 年を執筆したニコラ・ドラランドは、『世界の中のフラ
ンス史』編集の中心人物のひとりで、ブシュロンの右腕と言ってもよい。この本の規格
上、各年号についての叙述の分量はかぎられている。したがって、1905 年についての比
較的短い叙述だけでドラランドの歴史家としての力量を推し量ることは不当だが、彼がか
ぎられた紙幅で「世界の中のフランスのライシテ」を論じようとするとどのような特徴が
現われるのかは、かえって見やすいところがある。それは、この書物全体の特徴とも響き
合うところがあるだろう。

（2）「厳格な分離」から「自由な分離」へ、ライシテの「脱フランス化」
では、ドラランドは具体的にはどのような叙述をしているのだろうか。そこにはどのよ

うな特徴が認められるだろうか。
「トーテムにも歴史がある。諸教会と国家の分離に関する 1905 年 12 月 9 日法もこの規

則を免れない」2。これが書き出しの文章である。1980 年代末以来、共和国におけるイス
ラームの位置をめぐる論争が続いており、左派も右派もこの法律を引き合いに出し、ライ
シテ自体がほとんど神聖な存在になっている。歴史家としてはある意味では当然ながら、
ドラランドはこの「トーテム」を「脱神話化」して「歴史化」しようとする。こうした姿

２ Nicolas Delalande, « 1905 : Une laïcité à la française ? », éditions poche, p. 752.
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勢を第 1 の特徴として挙げることができる。
第 2 に、1905 年法が体現しているのは、宗教に対して敵対的なエミール・コンブのラ

イシテではなく、良心の自由と礼拝の自由を保証するフェルディナン・ビュイッソンとア
リスティッド・ブリアンのライシテであると明言していることである。フランスのライシ
テは厳格な政教分離と思われがちだが、実際にはかなり大きな宗教の自由を認めている。

「2 つのフランスの争い」の記憶が強く残っていた時代には、政教分離法はコンブのイメー
ジと結びついていたが、20 世紀後半以降、カトリックと共和派が和解を遂げ、また宗教
の公共的役割に期待が集まるようになると、フランシス・ド・プレサンセとブリアンと
ジャン・ジョレスが実現した自由主義的な政教分離のラインが強く見えてくるようにな
る。2005 年の政教分離法 100 周年のときには、1905 年が体現しているのは「自由主義的
分離」であるということが広く知られるようになった。

第 3 に、ライシテを「脱フランス化」し、他国との比較の文脈に位置づけようとする姿
勢である。ドラランドは言う。政教分離法の立役者たちは、フランスがトップランナーと
いう意識は持っていなかった。ブリアンの報告書では、アメリカ、カナダ、ブラジル、メ
キシコなどが、ライシテの進展の面でフランスに先んじていることが指摘されている。ま
た、ヨーロッパのカトリック世界では 1860 年代以降、イタリアやベルギーやドイツでも
教権主義と反教権主義の争いは広く見られ、フランスだけが特別ではなかった。他方、フ
ランスのライシテは、ソ連やチェコやトルコに影響を与えた。それから 1905 年法はフラ
ンスの植民地で一様に適用されたわけではなかったとドラランドは指摘する。

ライシテは宗教の自由を保障するものであり、またフランスの事例は諸外国の動向とつ
ながっている──このようなドラランドの叙述は、ライシテをフランスのナショナル・ア
イデンティティとして再定位し、ムスリムとのあいだに分断をもたらしかねない昨今の左
右両翼の一部の潮流を批判する効果がある。そのような意義は評価できる。

ただし、このようなドラランドの議論は、彼自身も参照しているジャン・ボベロとミ
シュリーヌ・ミロの研究に大きく依拠している。ボベロやミロの研究を知る読者には、ド
ラランドの叙述は特に新味を感じさせない。注意深く読むと、むしろいくつか気になる点
がある。たとえば次のような文章である。

1905 年法は、フランス帝国のあらゆるところで一律的に適用されたのではなかっ
た。〔……〕植民地では多くの調整（accommodements）がなされた。〔……〕モロッ
コやアルジェリアでは、人びとを管理し市民の平和を維持するという関心があり、政
教分離は国家とイスラーム教との関係にほとんど適用されなかった。能動的なもので
あれ受動的なものであれ、このような調節（ajustements）は、1905 年法が戦争や非
妥協性の宣言ではなく、沈静化の法として構想されたことを想起させる。この法律の
最も貴重な遺産のひとつはおそらくここにある。3

これは、厳格な分離を無理に遂行せず、宗教の余地を認めて「調整」や「調節」をは
かったことが、植民地の平和的秩序に寄与したと受け止められうる文章である。だが、被

３ Ibid., pp. 756-757.
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植民者の宗教生活への配慮がなされたのは、現地の人びとの人権の観点からではなく、効
率的支配のためだったのではないだろうか。

たしかに、1905 年法第 43 条には、アルジェリアの政教関係を定める法律特別施行令に
ついての言及がある。だが、これを受けて定められた政令は、形式的には 1905 年法をア
ルジェリアに適用しながら、実質的には宗教予算を削り、政府公認の聖職者による管理と
規制を続けることを可能にした 4。そのため、アルジェリアのナショナリズムを主導するム
スリムが、宗教の「自由」を求めて、1905 年法の厳格な適用を求める

4 4 4 4 4 4 4 4 4

動きも起きた 5。
2005 年に政教分離法制定 100 周年が祝われたとき、同法は宗教弾圧の法律ではなく自

由主義的な法律であるという歴史的事実は、新たな共通の記憶として公式イデオロギーに
なろうとしていた。しかるに、前年にはヴェール禁止法が制定され、2005 年秋には郊外
での「暴動」が起きるなど、共和国的統合のあり方が問い直されていた。たしかに、1905
年法は宗教の自由を保障する分離であるというドラランドの理解は正しい。しかし、それ
で本当に共生は実現できるかという難問を、どこか素通りしているようにも見えるのであ
る。

もうひとつ気になるのは、ドラランドとしてはライシテを「脱フランス化」する方向で
論じていることはよく理解できるのだが、結局のところは「西洋の文脈での再所有化」と
いう叙述になっていることである。論述の中心はフランスおよび西洋であって、トルコや
北アフリカへの言及はあるが、「アジア」は完全に蚊帳の外に置かれている。もちろんこ
れは紙幅の問題でもあるが、世界像の問題でもあって、その偏りが気になるのであれば、
読者のほうで引き取って論じなければならない。

（3）宗教史と社会主義──「ジョレス的フランス」のほうへ
さらに確認しておきたい特徴は、『世界の中のフランス史』のなかでの 1905 年は要する

に政教分離法に話が集約されていることである。そして、この年号と出来事が宗教史の文
脈に置かれていることが読み取れる。この浩瀚なブシュロンの編著には、有機的読解を促
すために、各年号の記述の末尾に別の年号を参照させるクロスレファレンス（Renvois）
が設けられているが、1905 年から送り出される 27 の年号のうち 24 が 1905 年以前、20 が
フランス革命以前で、宗教が支配的だった時代との結びつきが強い。1789 年以降の年号
は、ナポレオンが民法典を制定した 1804 年、ルルドに聖母が出現したとされる 1858 年、
コントの実証主義を掲げてブラジルが共和国になった 1889 年、ドレフュス事件の 1894 年
である。1905 年以降の年号は、アルジェリア独立の 1962 年、最初のスカーフ事件が起き
た 1989 年、パリが 2 度にわたって襲撃された 2015 年の 3 つのみである。

ところで、1905 年を 1789 年に結びつけるのは、政治と宗教の関係史だけではない。
1905 年は第一次ロシア革命の年でもあった。社会主義革命の観点から見れば、1789 年と
1905 年のあいだには、1848 年のヨーロッパの諸革命があり、1871 年のパリ・コミューン
があった。レーニンが 1905 年 3 月〜 4 月に執筆した（発表は死後の 1926 年）「一七八九
年型の革命か、一八四八年型の革命か？」には、このような流れが意識されている 6。そし

４ 伊達聖伸「イスラームは、いつ、いかにしてフランスの宗教になったのか」『宗教研究』383 号、2015 年。
５ 渡邊祥子「「アルジェリア・ムスリムのウンマ」 の概念形成」『日本中東学会年報』27-1、2011 年。
６ 『レーニン全集』第 8 巻、大月書店、1955 年、254 頁。
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て、1905 年からは 1917 年のロシア革命へと伸びていく線がある。西洋を意識した非西洋
世界の革命の系譜としては、1868 年の明治維新、1912 年の辛亥革命、1949 年の中華人民
共和国などが想起される。『世界の中のフランス史』がこのような世界史像を採用してい
ないのは、20 世紀最後の四半世紀以降、社会主義・共産主義の信憑性が凋落し、マルク
ス主義的歴史学の退潮のあとの歴史叙述であることが、改めて確認される。

谷川稔の『十字架と三色旗』は、19 世紀フランスの宗教と世俗の歴史を描き出すに当
たり、革命と人民主権論に焦点を合わせる政治史的な「ルソー的フランス」から、冷戦後
の歴史学の地平を踏まえた文化史的なもうひとつの「ヴォルテール的フランス」へと重心
を移していることを意識している 7。ここには、ジャコバン史学の普遍主義的な前提に立つ
歴史叙述とフランスのローカルな特殊性を描く歴史叙述の対比が念頭に置かれている。

これらを踏まえ、1905 年法制定当時は、国民国家形成と帝国主義の時代状況のなかで、
ナショナリズムとインターナショナリズムが拮抗していたことを意識したい。実際、1905
年には、「右」では王党派で反資本主義的で反国際主義的な「アクシオン・フランセーズ」
が成立し、シャルル・モーラスが『知性の未来』を出版して排外主義的ナショナリズムを
唱えた。「左」ではジャン・ジョレスが統一社会党 SFIO を作り、反資本主義的で反帝国
主義的な社会主義をもとに対抗グローバリズムと呼べるような流れを作り出そうとしてい
た。ジョレスは教条的なマルクス主義には批判的で、社会主義を個人に立脚した共和国の
深化ととらえていた。また、彼は宗教の自由を尊重するライシテ観を持ち、日露戦争にも
大きな関心を向けていた。1905 年法の理念とアクチュアリティを、日本も含めた世界史
の文脈で再考するには、「ルソー的フランス」と「ヴォルテール的フランス」に、「ジョレ
ス的フランス」を重ねることを意識するのがよいだろう 8。

Ⅱ．日本の「ライシテ」

（1）国家神道から政教分離体制へ──「八月革命」の「神話」
ライシテの世界史を構想するには、フランス語圏でもなく、西洋キリスト教社会でもな

い国の政教関係をどうとらえるかが大きな問題となる。ここでは日本について考える。日
本の政教関係は「ライシテ」という語を特に用いずに記述することができる。だが、ライ
シテの比較研究のなかに位置づけてみることによって日本の政教関係の特徴に新しい光を
当て、それを通してライシテ概念にニュアンスを設けることは有意義である。

比較をするときに直面する大きな問題がいくつかある。フランスの場合は、1789 年以
前はカトリックが国教、1905 年に政教分離がなされたと考えることができるが、日本で
はいつ政教分離がなされたのだろうか。そもそも、政治と宗教あるいは世俗と宗教の二元
性は西洋キリスト教世界に由来するもので、日本を含む非西洋世界にはそのままの形では
適用できない。一方、日本では « religion » の訳語としての「宗教」概念が明治初期に定
着し、西洋の政教関係を意識しながら自国の政教関係も組み替えられ、整備されていっ

７ 谷川稔『十字架と三色旗──もうひとつの近代フランス』山川出版社、1997 年（『十字架と三色旗──近代フ
ランスにおける政教分離』岩波現代文庫、2015 年）。

８ 同時代の複数の線、可能であったかもしれない歴史を理念の観点から掘り起こすのに参考になる書物として、
Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles, Paris, Seuil, 2016.
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た。
ひとつのマスター・ナラティヴは、戦前は「国家神道」という実質的な国教が存在して

いたが、戦後はそれが解体されて政教分離がなされたというものである。その典型例が憲
法学者の宮沢俊義の議論である。宮沢の『憲法論集』には、「日本国憲法と民主政」とい
う章のもとに「ライシテ（laïcité）の成立──フランス憲法史における」と題された論考
が収められている。11 節構成のうち 9 節までフランスのライシテについて叙述したあと、
やや唐突に 10 節で「日本憲法とライシテ」を論じ、次のように述べている。

明治憲法は、ひとまず信教の自由を定め、国は、神道各派、仏教各宗およびキリス
ト教に対しては、原則として、中立的立場をとったが、ひとり神社には、国教的地位
を認め、神社を公法人とし、神官神職を官吏とした。もっとも、政府は、「神社は宗
教にあらず」という解釈をとり、宗教でない神社に対しては公的な保護を与えるが、
宗教の性質を有する神道各派、仏教各派およびキリスト教に対しては、国は原則とし
て中立な態度をとる、という建前をとっていた。この建前がライシテの真正面からの
否定にほかならないことは、明瞭であった。

ライシテは、太平洋戦争の後、一九四五年一二月の GHQ の指令ではじめて実現さ
れた。

つづいて、日本国憲法は、徹底したライシテを採用した。法制的にいうかぎり、現
行の日本憲法は、世界諸国の憲法のうちで、もっとも徹底したライシテを認めている
ものに属するといえよう。9

明治憲法はライシテを真正面から否定し、日本国憲法は徹底したライシテを採用してい
ると鮮やかすぎるほどの対照である。宮沢は、戦前の「天皇神権主義」から戦後の「国民
主権主義」への転換と断絶を強調する「八月革命」説を丸山真男と共有していたことで知
られる。宮沢の専門はフランス法であり、「八月革命」説は主権が国王から国民へと移行
したフランス革命の構図との重なりを思わせる 10。

ところで、国際政治学者の篠田英朗は、日本国憲法の思想的基盤は英米系の法思想、特
に「アメリカ流の法思想」にあるはずだと言う。にもかかわらず、戦後の憲法解釈は「ア
メリカの影を払拭」するかのようにフランス革命を参照してきた。宮沢の「八月革命」説
は、日本国憲法の起草がアメリカ合衆国であったというタブーを覆い隠す「物語」だと篠
田は論じている 11。篠田は、日本の憲法学の「ガラパゴス化」を批判するのだが、その際
に日本をアメリカの同盟国として位置づけるラインを強調しているように思われる。

文芸評論家の加藤典洋も、宮沢は主権が天皇から国民に移ったというが、実際には主権
はアメリカに移っていると見立てて、宮沢の「八月革命」説に異を唱えている 12。

９ 宮沢俊義「ライシテ（laïcité）の成立──フランス憲政史における」（1968 年）『憲法論集』有斐閣、1978 年、
356 頁。

10 宮沢の「八月革命説」については、高見勝利『宮沢俊義の憲法学史的研究』有斐閣、2000 年、172 頁以下を参
照。また、宮沢の「国家神道」理解については、須賀博志「戦後憲法学における 「国家神道」 像の形成」山口
輝臣編『戦後史のなかの「国家神道」』山川出版社、2018 年、91 〜 135 頁を参照。

11 篠田英朗『ほんとうの憲法──戦後日本憲法学批判』ちくま新書、2017 年、129 〜 130 頁。
12 加藤典洋『９条入門』創元社、2019 年、207 〜 208 頁。
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たしかに米軍占領下で制定された日本国憲法に規定されている政教関係はアメリカのモ
デルが強いと言えよう。日本は戦後の冷戦体制下で自由主義陣営に組み込まれ、冷戦後も
米国依存の安全保障体制を続けており、実質的にアメリカの「属国」と化している構図が
従来にも増して見やすくなっている。そうしたなかで、主権をアメリカから、また日本に
おける「神権天皇制」の残滓から国民に取り戻すには、アメリカ・モデル一辺倒で考える
よりも、フランス革命のモデルをひとつの参照項として確保しておくのは有益だろう。

（2）「国家神道」か「神道的世俗」か
戦前の日本の政教体制は、1945 年 12 月の神道指令によって「国家神道」と回顧的に総

括された。国家神道は、狭い意味では「神社神道」を指す。戦前において神社は、教派神
道や仏教やキリスト教などの「宗教」とは異なるカテゴリーとして法制的には「非宗教」
とされていた。他方で、国家神道は、広い意味では、教育勅語や皇室神道、さらには靖国
神社祭祀や学校儀礼をも含むものとして、天皇崇敬を中心とする戦前の国体概念と結びつ
いた形でも理解されてきた。信教の自由は 1889 年の大日本帝国憲法 28 条で「安寧秩序を
妨げぬ限りにおいて」という形で形式的には保障されていたが、実際にはしばしば骨抜き
にされた。このような戦前の政教体制全体を指して国家神道体制と呼ぶこともある 13。

一方、近年の英語圏の研究では、戦前日本の政教体制を世俗的な体制と見なして分析す
る傾向が見られるようになってきている。アメリカの宗教学者ジェイソン・ジョセフソン
は、国家神道概念を回避して、「神道的であると同時に科学的であるようなハイブリッド
なイデオロギー」を「神道的世俗」（Shinto Secular）と呼んでいる。ジョセフソンは、明
治の指導者たちによる国民統合のための努力は、宗派的統一性や強力な多数派の教会を打
ち立てようとするものではなかったと述べ、戦前日本における「神道的世俗」の形態の実
態を「神権政治または国教」と見なすことに異議を唱えている 14。

このように、戦前の日本の政教体制は戦後の観点から「国家神道」と呼ばれてきたが、
近年の英語圏ではそれを国教ではなく日本的世俗の政教体制と見なす観点からの研究が進
んでいる。私はこれをひとつのライシテ体制と言ってよいと考える。宮沢は、戦前は「ラ
イシテの真正面からの否定」で日本国憲法は「徹底したライシテ」と言うが、大日本帝国
憲法にも信教の自由の保障や政教分離というライシテの構成要素は認められる。ただし、
その編成の仕方や運用のあり方が、良心の自由の保障や市民の平等の実現というライシテ
の理念にしばしば反していたことから「半ライシテ」または「擬似ライシテ」と呼ぶのが
ふさわしいと私は考える。戦後は厳格な政教分離が憲法上ではなされたが、実態はしばし
ば柔軟に運用されている。これは、戦前と戦後の転換を、断絶だけではなく連続において
もとらえる視点につながる。また、ライシテの構成要素は日本にも見つかるが、その理念
は根付いてはいないのではないかという問いとも結びついている。

13 広い国家神道理解に立つ代表格が村上重良『国家神道』（岩波新書、1970 年）。宮沢俊義の立場もこれに近い。
これに対しては葦津珍彦、阪本是丸など國學院系の歴史学者から批判が寄せられている。一方、神道指令が皇
室神道に手を触れなかった点に注目し、戦後にも国家神道は続いているとして広い国家神道理解を再興したの
が島薗進『国家神道と日本人』（岩波新書、2010 年）。論争の現状を知るものとして、山口輝臣編前掲書を参
照。

14 Jason Ananda Josephson, The Invention of Religion in Japan, The University of Chicago Press, 2012. 日本に
おける世俗の形成については以下も参照。Alike P. Rots and Mark Teeuwen, eds., “Formations of the Secular 
in Japan,” Japan Review, no 30, 2017.
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（3）世界を一回りする「信教の自由」──フランスから見た「虚像」の日本の政教関係
「宗教」概念の応用問題として、「宗教の自由」（または「信教の自由」）概念についての

研究も近年では盛んである。アメリカでは「宗教の自由」は「建国神話」の核心をなして
おり、1791 年の憲法修正第一条は、政教分離と信教の自由の保障を定めたものとされて
いる。しかし、19 世紀のアメリカでは実際には宗教的マイノリティ（特にカトリックと
ユダヤ教）に対する差別がなされていた。宗教的自由は 18 世紀末から保障されてきたも
のではなく、むしろマイノリティ宗教が自由と平等を求める過程において達成されてき
た 15。そして、フロンティアに到達したアメリカは、信教の自由を今度は太平洋を隔てた
国々に、米西戦争から太平洋戦争を経てイラク戦争まで、戦争を通して「輸出」していく
ことになる 16。

第二次世界大戦の敗戦国として米軍占領下で制定された日本国憲法に規定される政教関
係はアメリカの影響を強く受けているのに対して、明治日本の近代国家建設の過程におい
てはヨーロッパ型の政教関係のほうが強く意識されていた。岩倉使節団は、アメリカを視
察して信教の自由の価値の大きさに触れたのち、ヨーロッパでは国教を採用している国々
も多いことを発見した 17。1888 年、伊藤博文は憲法草案審議のための枢密院会議において、
ヨーロッパ文明の基盤に「宗教」があることを踏まえつつ、日本の国家の「機軸」となる
べきものは仏教でも神道でもキリスト教でもないとして、それを「皇室」に求めた。

繰り返しを厭わず言えば、戦前日本の政教関係において神社神道は法的には「宗教」と
されていなかった。大日本帝国憲法は、「天皇は神聖にして侵すべからず」と定める一方
で形式的には信教の自由を保障していた。また、1900 年の神社局と宗教局の分離によっ
て、祭祀と宗教を区別する形で、曲がりなりにも政教分離の体制を整えていた。

興味深いのは、フランスにおいてカトリックの教権主義を批判し、共和国のライシテを
主張していた者たちが、日本人との親和性を発見して、日本人は無宗教である、日本はす
でに政教分離を実現しているといった認識を持っていたことである 18。

1905 年 3 月 4 日には、下院の委員会がアリスティッド・ブリアンを報告者とする政教
分離法案をまとめた。この報告書には、ライシテの展開にかけてフランスに先んじている
国々の事例が紹介されているが、そこに日本も登場する。

ヨーロッパにおいて構想され、アメリカにおいて、またイギリスの植民地帝国全
体ににおいて実現されたことは、極東においても知られていないわけではない。興
味深いことだが、日本では国教（une religion d’État）を樹立する試みがこの 30 年間
なされてきたが、それは失敗に帰した。教部省（ministère des cultes）は廃止され

〔1877 年〕、内務省（ministère de l’intérieur）の二つの部局が宗教問題を担当するこ

15  Finbarr Curtis, The Production of American Religious Freedom, New York University Press, 2016.
16 Anna Su, Exporting Freedom: Religious Liberty and American Power, Harvard University Press, 2016.
17 山崎渾子『岩倉使節団における宗教問題』思文閣出版、2006 年。
18 社会主義者ギュスターヴ・エルヴェは日本人を「世界でこれほどまでに宗教的でない人びとはいない」と

評 し て い る（Gustave Hervé, « Pour le Japon », Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur, 7 
février 1904, cité dans Patrick Beillevaire, « L’opinion française et le Japon à l’époque de la guerre russo-
japonaise » Cipango. Cahiers d’études japonaises, n°9, 2000, p. 215）。地理学者・歴史学者のジョルジュ・ヴ
レルスは、明治維新以降急速に変化する日本と革命の国フランスの親和性を指摘し、「日本は突如として封
建制から半民主政へ、封建的で家族的で家父長的な宗教からライシテへと移行した」と述べている（George 
Weulersse, Le Japon d’aujourd’hui : Études sociales, Paris, Armand Colin, 1904, p. 347）。
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とになった〔社寺局が設けられたのが 1877 年、神社局と宗教局の二つに分かれたの
が 1900 年〕。さまざまな宗教（仏教、神道、キリスト教）（divers cultes （bouddhiste, 
shintoïste et chrétien））の平等と自由が布告されている。諸教会と国家の完全な分離

（la séparation complète des Églises et de l’État）には多くの支持者がおり、日本の
議会の一部は 5 年前この改革に賛意を示した」19。

このように、日本では国教樹立の試みがなされたがそれは失敗し、諸宗教の平等と自由
が規定され、政教分離の道筋がつけられていると述べられている。

そしてこのようなフランス側の認識は、日本側の認識とも一致する。日露戦争中だった
当時、欧米では黄禍論が流行しており、この戦争は「ヨーロッパ対アジア」、「白色人種対
黄色人種」、「キリスト教徒対異教徒」という対立図式でとらえられがちであった。首相の
桂太郎は、日本が非キリスト教国と見なされていることが国際世論において不利にならな
いよう、日本のキリスト教徒にはたらきかけて利用した。1904 年に『征露論』を著わし
た主戦論者で青山学院の院長だった本多庸一は、井深梶之助を同行者としてヨーロッパ諸
国に赴き、日本はキリストの教えにしたがって、ロシアの専制と戦っていると主張した。

本多は 1905 年 4 月 23 日にパリに到着、5 月 1 日まで滞在した（4 月 26 日〜 30 日まで
開催された万国青年会大会に出席）。そのときのフランスの様子を次のように述べている。

当国政府は目下頻りに政教分離を実行するに傾意し、大分出来る勢と相成候。中に
は宗教を嫌ふが故に勉むる政事

ママ

家も稍
やや

勢力有候由。或は革命時代の覆轍を踏むことな
くんば幸に御座候。政教分離は我国にては苦もなく行はれ、欧州諸国に対しては一日
の長あるが如し。然れども此れに大いに留意すべきは、政教分離と宗教撲滅とは決し
て混雑すべき者にあらざることに御座候。基督は政教分離の元祖にましませども、宗
教振作の張本にましませり。20

このように、政教分離にかけては日本がヨーロッパに一歩先駆けており、大した葛藤も
なく分離が行なわれたという認識が示されている。また、フランスの政教分離が宗教弾圧
に至ることがないようにと、日本人キリスト教徒としての本多の懸念が示されている。

Ⅲ．日露戦争の文脈

（1）露仏同盟と日英同盟──「ロシア寄り」のフランス世論
1905 年のフランスの政教分離法を「世界史」に向かって開く場合に意識しておきたい

のは、山室信一が「二〇世紀最初の世界戦争」と呼び「人種戦争としての世界戦争という
性格を持たされた」日露戦争との同時代性である 21。

19 Aristide Briand （Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés）, La Séparation des 
Églises et de l’État, 1905, pp. 219-220.

20 本多庸一「巴里通信」（1905 年 5 月 2 日執筆）、高木壬太郎編『本多庸一先生遺稿』日本基督教興文協会、1918
年、604 頁。

21 山室信一『日露戦争の世紀──連鎖視点から見る日本と世界』岩波新書、2005 年。なお、1905 年法と日露戦
争の同時代性に注目して論じた先行研究にジャン・ボベロのものがある。Jean Baubérot, La loi de 1905 n’aura 
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日本とロシアのあいだには朝鮮半島をめぐっての確執があった。日本は日清戦争に勝利
したが、ロシアはフランスとドイツを誘って三国干渉を行なった。遼東半島の返還を余儀
なくされた日本では、「臥薪嘗胆」が国民の合言葉になった。

1891 年、ロシアはフランスからの資金導入に成功し、シベリア鉄道の工事に着工した。
完成の暁には陸路でモスクワから太平洋岸のウラジオストクまで出ることができる。フラ
ンスにとっては、投資資金の回収のためにも、東アジアでのロシアの勢力拡張は望ましい
ことだった。翌 1892 年には、露仏同盟が結ばれた。これは、ドイツ、オーストリア = ハ
ンガリー、イタリアの同盟関係に対抗する軍事同盟で、独伊による対仏攻撃と、独墺によ
る対露攻撃の際には、相互に全面援助することを確認した。

陸路で太平洋岸に達することのできるロシアの東進は、当時の世界の制海権を握ってい
たイギリスを刺激することになった。こうしたなかで 1902 年 1 月 30 日、日英同盟が結ば
れた。これは、西洋列強の代表国が非西洋の国と結んだ初めての軍事同盟であった。

日露戦争は、独墺によるロシア攻撃ではなかったので、フランス政府は中立の立場を取
り、参戦には消極的だった。ただし、世論は同盟国であるロシア寄りだった。実際、発行
部数の多い新聞の論調は「親露反日」が基本だった 22。この戦争は、文明・人種・宗教の
争いと見なされ、白人種の国家であるロシアの勝利が確実視されていた。

ロシアに批判的、日本に同情的なフランスのメディアは少数派だったが、その傾向はド
レフュス擁護派、社会主義者、ライシテを主張する共和派の一部などに見られた。ドレ
フュス事件の際にゾラの「私は糾弾する」を掲載した『ローロール』編集部では、親露派
がマイノリティで親日派がマジョリティだった 23。

（2）反ユダヤ主義と黄禍論に抗して──クレマンソー、フランス、ジョレス
フランスの世論がロシア寄りで、西洋キリスト教文明の立場から黄禍論を喧伝するのが

支配的であるなか、そうした傾向に批判的な言論人は、しばしば日本を近代化の歩みを進
める政教分離の国として評価していた──日本の政教分離は信教の自由を十全に保障する
ものではなかった実態に照らして、それはひとつの虚像にすぎなかったとしても。
『ローロール』紙主筆のクレマンソーは、ジャポニスムを介しての親日派であり、中江

兆民がパリで学んだエミール・アコラスのもとで知り合った西園寺公望とは親しい友情で
結ばれていた。他方でクレマンソーは、日露戦争時は元老院議員であり、体制側の政治家
としてフランスの国益を考える立場にもあった。『ローロール』の立場は平和主義で、日
本の軍事国家化を支持していたわけではない。紙面では、日本の片山潜、ロシアのルバノ
ヴィッチなど、両国の反戦主義者の声を取りあげている。政教分離については、反教権主
義の立場から「ライックな日本像」を作りあげ、「正教会のロシアとそれを支持するフラ
ンスのカトリック」に対置している 24。

アナトール・フランスは、ドレフュス事件のとき、反ドレフュス派のアカデミー・フラ
ンセーズ会員のなかで唯一ドレフュス派の側に立った。1898 年 1 月の「知識人」たちの

pas lieu : Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État （1902-1908）, tome I, L’impossible « loi de 
liberté » （1902-1905）, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2019 （notamment chap. 10）.

22 Beillevaire, op.cit., p. 188.
23 Matthieu Séguéla, Clemenceau ou la tentation du Japon, Paris, CNRS Éditions, 2014, pp. 167-168.
24 Ibid., pp. 180, 188.
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嘆願書では、ゾラの名前のすぐあとに署名してユダヤ人将校を擁護した。フランスは反教
権主義者で、エミール・コンブが首相になった 1902 年の左翼連合政権を支持し、1904 年
の『教会と共和国』では、自由主義的な政教分離を支持する議論を展開している。日露戦
争で犠牲になった日露両軍の兵士たちを追悼する平和デモが 1905 年 2 月 12 日にパリのト
ロカデロで行なわれた際には、画家のウジェーヌ・カリエールとともに先頭に立った 25。

アナトール・フランスは 1903 年に 5 人の主人公の会話を軸にした社会主義的なユート
ピア小説『白き石の上にて』を執筆し（舞台設定は 2370 年）、これが 1904 年 4 月 18 日か
ら 5 月 13 日までジョレスの『リュマニテ』に連載された。アナトール・フランスの社会
主義はマルクス主義ではなく、ジョレスに近い改良社会主義で、プロレタリアートとブル
ジョワのあいだで平和な歩み寄りが可能と考えた。『白き石の上にて』は、単行本化に際
して日露戦争について書いていた記事を再構成する形での加筆がなされており（単行本の
第 4 章に相当）、1905 年 1 月に刊行された 26。

作品のなかでアナトール・フランスは、ロシアを「貪欲で鈍重な熊」、日本を「黄色い
蜜蜂」にたとえ、登場人物の一人に「黄色い蜜蜂は翼と針の武装をすっかり整えてこの熊
の全身をひどく突き刺した」と言わせている。

ロシア人が現在、日本海や満州の喉元で払うことになっているのは、東洋における
ロシア人の貪欲で粗暴な政策のツケのみならず、ヨーロッパ全体の植民政策のツケで
ある。ロシア人が報いを受けているのは、たんにロシア人の犯罪だけでなく、軍事的
で商業的なキリスト教国全体の犯罪である。〔……〕

日本人は鴨緑江を渡り、満州でロシア人を正確に打ち負かしている。また、日本の
海軍はヨーロッパの艦隊を破壊している。ほどなくして私たちは、私たちを脅かす
危険を感じることになるだろう。しかし、そのような危険があるとすれば、一体誰が
作ったのか。日本人がわざわざロシア人を探し求めてやってきたわけではない。黄色
人種が白色人種を探し求めてやってきたわけではない。現在、私たちは黄禍を見出し
つつある。アジア人はずいぶん前から白禍を知ってきたのである。27

このようにアナトール・フランスは、白禍が黄禍を生み出したという認識、黄禍論の原
因は自分たち西洋人にあるという視点を持ち合わせていた。日露戦争前後の西洋では黄禍
論の高まりが見られ、文芸評論家のエミール・ファゲは 100 年後か 200 年後には「黄色い
ヨーロッパ」が出現するのではと警鐘を鳴らした 28。そうした時代状況のなかでアナトー
ル・フランスは、日露戦争における日本の勝利に人種の不平等が解消される将来の前兆を
読み取ったと言える──その後の日本の歩みは彼の期待を裏切るものであったにせよ。

25 クレマンソー、ジョレス、ブリアンも趣旨に賛同して名前を連ねているが、当日のデモには参加しなかった
（Ibid., p. 202）。フランスの国益にも関わる戦争ゆえ、政治家よりも芸術家のほうが参加しやすかった様子が窺
える。1905 年の政教分離法の立役者ブリアン、ジョレス、プレサンセが三人とも名前を連ねていることも注目
される。

26 Marie-Claire Bancquart, « Anatole France et la Guerre russo-japonaise », Les Carnets de l’exotisme, n° 5, 2005, 
pp. 297-298, 304. なお、『白き石の上にて』は、日本語ではこれまで平林初之輔訳（1924 年）と権守操一訳

（1950 年）が出ており、柳田國男、和辻哲郎、林達夫などにも影響を与えている。
27 Anatole France, Sur la pierre blanche （1905）, Œuvres III, Paris, Gallimard （Pléaide）, 1991, pp. 1086-1087.
28 橋川文三『黄禍物語』（1976 年）岩波現代文庫、2000 年。廣部泉『黄禍論──百年の系譜』講談社選書メチエ、

2020 年。ハインツ・ゴルヴィツァー『黄禍論とは何か』瀬野文教訳、草思社、1999 年（原 1962 年）、161 頁。
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ジャン・ジョレスは、もともと露仏同盟に否定的で、フランスは日露戦争に巻き込まれ
るべきではないと考えていた。彼の目には、日本は文明国、ロシアは古い過去にしがみつ
いた国と映っていた。同時に、ヨーロッパも戦争に巻き込まれるかもしれないと危機感を
抱き、政教問題を解決して社会問題と国際問題に力を注ぐ必要があると考えるようになる
など、日露戦争はジョレスの活動のひとつの転機になった 29。

社会主義の立場から人類の観点に立つジョレスにとっては、人種の対立というものはな
い。そして、国と国が戦っていても、社会主義者のあいだには交流がある。1904 年 8 月
にアムステルダムで開かれた第二インターナショナルの大会におけるひとつのクライマッ
クスは、日本から参加した片山潜とロシアから参加したプレハーノフが壇上で固い握手を
交わしたことだった。この大会で片山潜が英語で行なった演説をドイツ語に訳したのが
ローザ・ルクセンブルク、フランス語に訳したのがジャン・ジョレスだった 30。

1905 年の政教分離法の最大の難所は、コンコルダート体制下における公認宗教の組織
である「宗教公施設法人」を「礼拝アソシエーション」に再編する第 4 条だったが、ジョ
レスはこの調整に奔走し、1905 年 4 月 21 日に議会はこれを可決する。その直後の 4 月 23
日〜 25 日、統一社会党 SFIO の結成大会がパリで開催された。ジョレスのなかでは、政
教問題を調停することと社会問題に取り組んで国際平和を実現することは連動していた。

実際、ジョレスは同年 10 月 8 日に行なった「社会主義と政党」と題する演説で、「ライ
シテ問題が解決した今、政党政治が最初に取り組むべきは経済問題と社会問題である」と
述べている。ジョレスの考えでは、共和国と社会主義は矛盾するどころか不可分で、社会
主義と共和国の歩みは軌を一にする。彼は、共和派の保守派（急進主義者・急進社会主義
者・民主的共和主義者）に対して、「私たちは〔……〕人びとを近づけ和平をもたらした
い、国際的なプロレタリアートの増大する行動と効果的な連帯によって」と呼びかけてい
る。その課題に人種差別の克服も入る。ジョレスは、日英同盟の改定（1905 年 8 月）に
言及して、これはイギリス外交の人種的偏見のなさを示すものと評価する。一方、フラン
スについては、日本に三国干渉を行ないロシアと接近したことから日露戦争の責任の一端
があると論じ、イギリスを見習って「日本に対して私たちが積み重ねてきた誤りを急いで
修復しなければならない」と述べている 31。

（3）帝国に抗する反戦平和のグローバルネットワーク──社会主義とキリスト教
1902 年の日英同盟締結以降、日本政府内部では対露強硬路線が有力となり、1903 年 10

月 8 日、ロシア軍の満州からの撤兵不履行が明らかになると、国内世論はほぼ全面的に開
戦論に傾く。黒岩涙香の『万朝報』も主戦論に転じ、幸徳秋水、堺利彦、内村鑑三の 3 名
がこのとき同新聞社を去る。幸徳秋水と堺利彦は、非戦論の論陣を張る『平民新聞』を刊
行した（創刊号は同年 11 月 15 日）。創刊号の「宣言」は「自由・平等・博愛」というフ
ランス革命の精神を謳って「社会主義」を標榜した。

29 Gilles Candar, Jaurès et l’Extrême-Orient : La patrie, les colonies, l’internationale, Fondation-Jean Jaurès, 2011, 
pp. 21-22.

30 飛鳥井雅道『幸徳秋水──直接行動論の源流』中公新書、1969 年、72-73 頁。大河内一男『幸徳秋水と片山潜』
講談社現代新書、1972 年、54-55 頁。

31 Jean Jaurès, « Le socialisme et les partis » （Discours de Limoges）, Œuvres de Jean Jaurès, tome 10, Paris, 
Fayard, 2015, pp. 377, 395.
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日露間の戦争が繰り広げられるなか、幸徳秋水はロシア社会党に「諸君とわれらは同志
なり」、「われらの敵はロシア人にあらず」、「諸君の敵は日本人にあらず」、「愛国主義と軍
国主義とは、諸君とわれらの共通の敵なり」と呼びかけた（「与露国社会党書」『平民新
聞』1904 年 3 月 13 日）。この文章はすぐに英訳されて世界に広まった。レーニンも「ロ
シア・プロレタリアートに訴える」を党機関紙『イスクラ』に発表し、戦争に反対する日
本社会民主党への支持を表明すると、『平民新聞』はこのレーニンの文章を「露国社会民
主党の檄文」としてほぼ全訳して掲載した 32。

一方、トルストイは日露戦争に反対する論説を『ロンドン・タイムズ』に発表し（1904
年 6 月 27 日付）、人類を苦しめる害悪の原因を宗教の不在に求めた。『平民新聞』はこれ
を日本語に訳して掲載し（8 月 7 日付）、幸徳秋水が論説「トルストイ翁の非戦論を評す」
を寄せた（8 月 14 日付）。社会主義者の秋水は、このロシアの作家の戦争反対論を高く評
価しつつ、戦争の原因を真の宗教の喪失に求めるトルストイの見解には留保をつけてい
る 33。

1905 年 1 月 1 日、日本軍が旅順を陥落させた。レーニンは「旅順の陥落」を執筆し、
「恥ずべき敗北に陥ったのは、ロシアの人民ではなく、専制である。ロシアの人民は専
制の敗北によって利益を得た。旅順の降伏はツァーリズムの降伏の序幕である」と論じ
た 34。

1 月 22 日（旧暦 1 月 9 日）、ロシアで血の日曜日事件が起き、第一次ロシア革命が始ま
ると、日本では『平民新聞』に圧力がかけられ、1 月 29 日に「終刊号」を出して廃刊と
なる。幸徳秋水は禁錮 5 ヶ月の判決を受け、2 月末から 7 月末まで入獄する。獄中ではフ
ランス語を新たに独学したという 35。

内村鑑三はキリスト教の立場から非戦論を展開した 36。「露西亜人は云ふ、憎むべきかな
日本人と、日本人はいふ、憎むべきかな露西亜人と、然れども神は云ひ給ふ、愛すべきか
な日本人、愛すべきかな露西亜人と、神の心を以て見て露西亜人は日本人に取り愛すべき
者となり、日本人は露西亜人に取り愛すべき者となる、日本人と露西亜人とは神に依りて
今日直に永久の平和を結ぶを得べし」。

日露戦争は 1905 年 9 月 5 日に終結する。内村は『新希望』68 号（10 月 10 日付）に談
話「平和成る──特に平和的膨張策に就て語る」を寄せ、平和が戦争よりもはるかに偉大
で勇敢な「愛国的行為」であると語ったうえで、「私共は第二に我邦の平和的膨張を計ら
なければなりません」と述べている。「平和的膨張策とは人類的観念を基礎とする教育の
普及であります、博愛心の注入であります、外国語と世界歴史との研究であります、世界
何れの国に至るも用に立つ人物の養成であります、逆説のやうには聞えますが、日本人を
造らんと欲して日本は終に亡びます、世界人を造らんと欲して日本は膨張して止みませ

32 幸徳秋水とレーニンの「共時性」については、飛鳥井前掲書、70 〜 73 頁を参照。
33 「トルストイ翁は、戦争の原因を以て個人の堕落に帰す、故に悔改めよと教へて之を救はんと欲す、吾人社会

主義者は、戦争の原因を以て経済的競争に帰す、故に経済的競争を廃して之を防遏せんと欲す」（『幸徳秋水全
集』第 5 巻、明治文献、1968 年、242 頁）。

34 『レーニン全集』第 8 巻、33 〜 41 頁。
35 飛鳥井前掲書、91 頁。
36 「日露永久の平和」『新希望』65 号（1905 年 7 月 10 日）『内村鑑三全集』13、岩波書店、1981 年、203 頁。な

お、内村は社会主義とキリスト教の関係については次のように述べている。「社会主義は肉の事なり、基督教
は霊の事なり、社会主義は地の事なり、基督教は天の事なり〔……〕、二者の間に天壌雲泥の差あり」（「社会
主義と基督教」『新希望』66 号（1905 年 8 月 10 日）、『内村鑑三全集』13、226 頁）。
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ん」37。
唐突な印象を与えるかもしれないが、ここで内村が言う「平和的膨張」を、ネグリと

ハートが「対抗─〈帝国〉」と名づけたものに重ねてみたい。ネグリとハートは、〈帝国〉
とその世界市場に闘いを挑むには「それらと同じグローバルなレヴェルで何らかのオルタ
ナティヴを提示することが必要」で、「境界を画定された、ローカルな自律性を目指そう
とする企てによって〈帝国〉に抵抗することは不可能なのだ」と述べている 38。内村は「デ
ンマルク国の話」（1911 年）で知られる小国論者で、軍事大国化する日本には警鐘を鳴ら
しているが、平和的膨張はあえて閉鎖的な小国化を目指すものではないことがわかる。

内村鑑三は 1861 年生まれでキリスト教徒となり、幸徳秋水は 1871 年で生まれで社会
主義者になった。10 歳差だが、大国主義化する日本と世界の国々に、20 世紀初頭に警告
を発した同時代人である。秋水は 1901 年に『帝国主義』を書き、帝国主義の蔓延をペス
トに喩えて批判した。この本に友人として序文を書いた内村は、1905 年に「平和的膨張」
を唱えた。2 人が思い描いたのは、帝国主義と闘う「対抗─グローバリゼーション」とし
ての宗教と社会主義ではなかったか。ネグリとハートが、ローマ帝国に抗する聖アウグス
ティヌスの宗教的なプロジェクトと、その現代版としての世界産業労働組合（IWW）を
並べて語っているのは偶然ではない 39。そして、この国際的な労働組合が創設されたのは
1905 年であり、同年 7 月に出獄した秋水は保養も兼ねて渡米し、「血の日曜日事件」一周
年を記念して翌年 1 月のオークランドで開かれた演説会では IWW のメンバーとともに演
壇に立った。

おわりに──フランス政教分離法と日露戦争の 1905 年から見る世界史の広がり

世界史上の 20 世紀と言えば、通常は 1914 年の第一次世界大戦開始から 1989 年のベル
リンの壁崩壊を経て 1991 年のソ連解体までの期間を指し、エリック・ホブズボームはこ
れを「短い 20 世紀」と呼んだ。西谷修は「世界化」は「世界戦争」によってもたらされ
るというテーゼを立て、この間に起きた第一次世界大戦、第二次世界大戦、冷戦という
3 つの戦争に言及している 40。だが、1905 年を 20 世紀の起点とする世界史のとらえ直しも
検討に値しよう。フランスのライシテの基本法が制定された 1905 年は、日露戦争が終結
した年でもあった。この戦争は、第一次世界大戦の前哨戦としての性格も持っていたし、

「国際的に広範に、かつきわめて迅速に戦況が報道された最初の戦争」と評されるように、
グローバル化時代の戦争の先駆けの意味合いも持っていた 41。

日露戦争における日本の勝利は、中国、インド、ベトナム、イラン、エジプト、トルコ
などの「アジア」に「希望」を与えたと言われる 42。「白人による一方的な世界の分割、植

37 『内村鑑三全集』13、362、365 頁。
38 アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート『〈帝国〉──グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』

以文社、2003 年、271 頁。
39 同上、271 〜 272 頁。
40 西谷修『世界史の臨界』岩波書店、2000 年、125 頁。
41 山田朗『世界史の中の日露戦争』吉川弘文館、2009 年、224 頁。
42 第一次ロシア革命の影響も、イラン、中国、インド、トルコなどに及んでいる。1905 年頃イスラーム世界で大

きな変化が同時期に連鎖的に生じたと論じたものに、小松久男編『1905 年──革命のうねりと連帯の夢』山川
出版社、2019 年がある。
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民地支配に対する有色人による反発・抵抗」を惹起し、孫文、ネルー、毛沢東、ホーチミ
ンなどに影響を与えたことはよく知られている。一方、日本は 1905 年 11 月に第二次日韓
協約の締結を迫り、韓国統監府を設置するなど朝鮮半島への支配を強めた。つまり「日本
という国家は、多くのアジアの人々には白人支配の前に立ちはだかる存在と映っていた
が、韓国の人々には、白人支配を手本とする抑圧者に他ならなかった」。そして「日露戦
争における日本の優勢・勝利という情報」は世界を駆けめぐったが、「朝鮮における日本
の支配強化、反日勢力に対する武力弾圧」についてはほとんど報じられなかった 43。帝国
主義に抗する「対抗─グローバリゼーション」としての宗教や社会主義は、このような植
民地主義の連鎖によって引き起こされる抑圧にも目を向ける必要があるだろう。

1905 年時点のフランスのライシテの敵対相手は（教権主義的な）カトリック、1989 以
降のライシテの場合は（過激とされる）イスラームというのが、一般に流通している基本
構図である。ところで、反ユダヤ主義と黄禍論も 20 世紀初頭のフランス世論を構成して
いたのであり、ここでは共和派とカトリックの共犯関係が成り立っていたところがある。
その一方、ドレフュス派は大義を獲得したし、親日的な言論も見られた。それでも、反ユ
ダヤ主義は現代でも克服されていない。黄禍論はどうだろうか。

岩波現代文庫に収められた橋川文三『黄禍物語』に、山内昌之が「黄禍から赤禍、そし
て緑禍へ」と題した解説を寄せている。20 世紀初頭の西洋におけるひとつの脅威が「黄
色人種」の台頭にあったとすれば、冷戦期の西側諸国が警戒したのは共産主義という「赤
の脅威」であり、それが現在では「イスラーム」に置き換わっているという見方が可能で
ある 44。では、黄禍論は今日では根絶されたのかと言えば、コロナ禍のなかでアジア系に
対する差別も起きたということは記憶に新しいところである。

普遍主義的な人権観に基づくライシテも、現実的には「黄禍」や「緑禍」に対して十分
に抑圧的ないし戦闘的になりうる。その一方で、そのような形態のライシテを批判するラ
イシテの精神もあるのだということ──筆者としては、そのことを「ジョレス的フラン
ス」という言葉に込めたつもりである。

付記：本稿は、科学研究費基盤研究 A（20H00003）の成果の一部である。

43 山田朗前掲書、250 〜 254 頁。
44 山内昌之「黄禍から赤禍、そして緑禍へ──個人的追想との交錯」橋川前掲書所収、333 〜 341 頁。


