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現代史研究会１１月例会「平成時代の現代史研究」（２０１９年（令和元年）１１月２４日 於早稲田大学） 

「「世界に冠たる日本学界」への道――姫岡とし子氏の回顧談を契機として」 

報告者： 今野 元 （愛知県立大学外国語学部ドイツ語圏専攻） 

 

序論 「平成のドイツ史家」姫岡とし子（東京大学名誉教授）の日独学界評価 

姫岡の立場：「ドイツの大学で勉強してもあまり広い観点は得ることがなかった」 

      ロタール・ガル研究室での歴史学修行には立ち入らず社会学授業などを紹介 

「日本に戻ってからドイツ史研究の幅広い視野を得ることができた」１ 

今野の立場：ドイツ人研究者は様々な分野に分け入って綿密な実証研究を積み重ねている 

日本人研究者はドイツ人研究者との力量の差を認識し克服の努力をしているか？ 

海外研究（特に英語圏の研究）の成果の輸入・模倣に傾斜してはこなかったか？ 

「伝統史学」「歴史家ツンフト」（近年は「政治外交史」）の忌避は視野狭窄ではなかったか？ 

    リーダー    ← ドイツ学界  

    チャレンジャー ← 英米学界     

    ニッチャー   ←  日本学界？      _____________________ 

    フォロワー   ← 日本「学界」？     

  ＊明治末年の対立構図 

中島力造（東京帝国大学文科大学教授）：「西洋にも案外大した人物大した學者は居ぬ」「日本の學界は决

して歐米に劣らない」／「吾國の法文科大學」には、「世界的の學者人物」が揃っており、これが世界

で認知されていないのは、外国語に翻訳されていないからに過ぎない／東鄕平八郞・乃木希典らは「世

界的のゼネラル」２ 

  吉野作造（東京帝国大学法科大学助教授）「日本は未だ斯く迄自惚るゝの資格が無い。又かくまで慢すべ

き場合でも無い。左らでだに慢心の徵候顯著なる近時の我國に於て、有力なる學者が、右の如き言を

吐いて慢心を長ぜしむるは、決して我國の幸福でないと云ふことに一致した。」３ 

  ＊政治学の現状：西洋政治研究の実態 

 

１． 日本学界及びドイツ学界での体験 

留学前のドイツ史研究との関わり（平成元年～平成１０年） 

高校：「ベルリンの壁」崩壊からドイツ統一へ（平成元年～平成３年）・ドイツ国民国家復活に直面 

東大駒場（平成３年入学・学部１・２年）：「社会哲学」信者の歴史教育・再統一批判・独語能力高 

東大法・政治史（所属先）：自民政権打倒のため欧州政治発展分析・脱歴史の運動・独語能力低 

東大文・西洋史：駒場の影響下・英語研究の品評会・研究報告少・一部院生は独語能力高 

東大法・法制史：独語論文の綿密な講読・独語能力高・教官も研究報告・法学至上主義の気風 

ベルリン留学（平成１０年～平成１４年）：Ｈ・Ａ・ヴィンクラー（ベルリン大学教授） 

ドイツ史を学ぶ日本人学生をGastとしては応援する雰囲気（正規メンバーとしては？） 

ドイツ語圏出身者中心（英語圏者もGast・非西洋人ゼロ）・男性中心・自信満々の学生たち 

ヴィンクラー教授：シュレーダー宰相の顧問／自信・活力・信念・野心・好戦性・雄弁さ 

潤沢すぎる史料・文献・研究交流の機会・欧州諸国への近接性・歴史の舞台にいる緊張感 

文書館運営や『ヴェーバー全集』４編集のような地道な学術作業との出会い 

基礎演習から質の高い学生報告：堂々たる報告姿勢・高い語学力 

                                                 
１ 「姫岡とし子教授 ロング・インタヴュー」、『クリオ』第２９巻（２０１５年）、１頁。同類の発言は姫

岡の最終講義「私と女性史・ジェンダー史」（２０１６年３月１９日東京大学文学部２番大教室）でもなされ

た（https://www.youtube.com/watch?v=Ko_c2KE3I0A（１７：１５付近）：２０１９年１１月１３日視聴）。 
２ 中島力造「外遊所感」、『新人』第１１巻第８号（明治４３年）、２３頁。 
３ 吉野作造「滯德日記 其二」、『新人』第１２巻第４号（明治４４年）、７７頁。 
４ Max Weber-Gesamtausgabe. Im Auftrag der Kommission für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften [MWG], Tübingen 1984-[2020]. 
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身分制秩序：教授（男性）＞秘書（女性）＞助手（男性）＞副手（一部女性も）＞一般ドイツ人学 

生（男性優位）＞外国人学生（今野＋英米人一時滞在者）  

希薄な師弟関係：参加者希望多数で通常授業に登録すらできず・面談も困難でごく短時間 

社会民主党系・西独系・プロテスタント系人材の優位 

政治的配慮・野心が牽引する綿密で雄渾な歴史叙述・現状肯定のための白黒図式 

無意識の西欧・西洋中心主義＝排外主義の存在（対東独人・対イスラム教徒・対アジア人） 

綿密な叙述・膨大な活力・視野の狭さ：９１１ショックで『西欧の歴史』執筆 

„unwestlich!“という冷笑：ロシヤや日本などの話題無視・「Kongreßpolen」「阿片戦争」の無知 

（配慮なしではないが）他者への違和感と距離＝他者を甘やかさない厳しい環境での稽古 

帰国後の日本で見た日本学界の停滞・凋落・発展（平成１４年～令和元年） 

東京大学法学部の反応：「ドイツの学位は日本では各種学校修了証の扱い」 

法学部「政治史」の強制終了：比較現代政治研究への業態転換・若手研究者の切捨と放置 

文学部西洋史の「社会史」天動説：政治学者（法学部？）への嫌悪感？ 

少子高齢化・経済不振などによる大学の斜陽産業化・国立大学法人化・就職氷河期の到来 

競争的資金の重要視による理系本位・曲学阿世・功利主義の風潮 → 実力本位の風潮助長 

隅々に広がる「官僚制化」（アメリカ化）（ＦＤ研究会・自己点検・コンプライアンス研修等） 

ドイツ系学問の王道からの転落（人文系学問凋落の魁として） 

権威主義的少産化と常勤研究者の低生産性→ 博士号授与増大による若手の生産力増大 

冷戦期親マルクス主義だったドイツ史研究者の自省欠如：ＤＤＲ思い出話５と非マルクス主義アピール 

縁故恩顧による一本釣人事＋性別・国籍への「配慮」？ → 公募求人で透明性改善・若手競争激化 

ミュンヒェン滞在（平成２４年）：Ｈ・メラー（現代史研究所（前）所長・ミュンヒェン大学教授） 

選択の理由：近世史研究・教皇研究・ヴェーバー研究／メラー・ヴィンクラー論争（平成１２年） 

メラー教授：コール宰相の顧問・註釈付『我が闘争』刊行事業６ 

政治的配慮が牽引する綿密な歴史叙述：「保守的闘争研究所」という側面も否定できない 

日本人にはドイツ史研究ではなく日本研究を期待するという雰囲気への転換（ヴィルシング新所長） 

大学教員としての殿様待遇にも拘らず対話は最小限・西洋人同輩との待遇格差 

グローバル化によるドイツ語圏学問の変容・自信喪失 

 

２． 日本のドイツ研究の変遷（現段階での仮説） 

問い：日本にドイツ研究はどうしていまの状態になったのか？ 

→研究企画「日本のドイツ研究史」：まずは東大法学部の定点観測・徐々に視野拡大 

明治大正期：日本国内言論の「石切場」としてのドイツ政治論・ドイツ学説の理解不足や無理解 

 日清・日露・日独戦争勝利という畑違いの成功による日本知識人の根拠なき自信７ 

昭和前期：日本の知的自立化と日本的普遍性の追求 → 普遍的問いから日本・アジア主義追及へ 

 反西欧的ドイツ思想と反西欧（反米）的日本思想との共鳴：サヴィニー・ギールケの受容 

昭和後期：米占領による対西洋の知的劣等感増大・劣位への安住 → 輸入学問全盛の時代 

ドイツ史研究での輸入学問：各時代の最新流行＝左派言論が優先され「プロイセン・ユンカー」「歴史

家ツンフト」「伝統史学」「教養市民」などへの否定的先入観の先行 

日本のドイツ史学界の戦後急速な左傾化：ドイツのように自前で築いた知的遺産ではないから 

平成期：「ドイツ現代史」学界で政治運動が花盛り（「過去の克服」「フェミニズム」「原発反対」「立 

憲主義」「多文化主義」「グローカル」「憲法愛国主義」など） 

   ドイツ学位取得の増加・国内外での学術発表増加・日独交流史研究の活性化は進歩だったが 

「世界的通用」（Weltgeltung）はなお将来に残された課題 

                                                 
５ 姫岡回顧録にはベルリン・フンボルト大学日本語教師就任の夢が消えた無念を語る一節がある。「私と女

性史・ジェンダー史」（https://www.youtube.com/watch?v=Ko_c2KE3I0A（４０：５５付近）：２０１９年１１月

１３日視聴）。 
６ Institut für Zeitgeschichte (Hrsg.), Mein Kampf. Eine kritische Edition, München: Institut für Zeitgeschichte, 2016. 
７ 今野元『吉野作造と上杉愼吉――日独戦争から大正デモクラシーへ』（名古屋大学出版会、平成３０年）。 
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３．日本のドイツ史研究者のグローバルな戦い：マックス・ヴェーバー研究の経験を例に 

  日本のヴェーバー研究：その集中力と好戦性とで世界でも一定の注目をされる領域 

  安藤英治：学問的方法論や倫理論文研究は国内のみ（出口勇蔵・大塚久雄との確執）／ヴェーバーの生

きた足跡をたどった『ヴェーバー紀行』８がシュヴェントカーによりドイツでも紹介される９／死後今野

の紹介によりヴェーバー同時代人との対話１０が解読・刊行され『全集』にも引用される 

  折原浩：マージナル・マン論やデュルケムとの比較は国内のみ／『経済と社会』再構成論をドイツでも出版

し『全集』編集部に論争を挑み『全集』編集解説でも紹介される１１ 

  今野元：ヴェーバーのポーランド論の全体像を初めて提示（ニッチャー）１２・西欧主義の土台批判（チャレンジ

ャー）＝連邦共和国やヴィンクラーのパロディーとしての「西欧派ドイツ・ナショナリスト」論 → ド

イツ社会学者の無視・ドイツ歴史学者「左のナショナリズムとは言わせない」「独ナショナリズムは反

西欧思想」「歴史学に中立的立場はない」／ポーランド人学者の受容１３／ヴェーバー家史料争奪戦 → 

『全集』編集部がヴィンクラー教授に猛抗議 

   ヴェーバー「少年期作文」の発掘・解読・公開 １４→ 『全集』編集部の不掲載方針転換と書簡編補足史料

としての一部採録１５ 

  羽入辰郎：『マックス・ヴェーバーの犯罪』論（史料操作批判）の独学術誌への投稿１６／シュヴェントカー講

演によるドイツでの羽入・折原論争紹介（平成２４年ボン）１７／『全集』編集解説でも紹介される 

  野﨑敏郎：ヴェーバーの大学論で『全集』担当巻に先駆けた全体像の提示／ドイツ語発表をする前に 

『全集』担当巻がより精緻に解明／ラートゲン研究はドイツ語で講演１８ 

  考察：日本のヴェーバー研究はまずは文化人類学的に見られている（「ヴェーバー受容」）／W・シュヴ

ェントカー登場と日本滞在という外在的要因が大きい／史料論など技術的議論はドイツでも学説とし

                                                 
８ 安藤英治『ウェーバー紀行』（岩波書店、昭和４７年）。 
９ Wolfgang Schwentker, Max Weber in Japan. Eine Untersuchung zur Wirkungsgeschichte 1905-1995, Tübingen: Mohr, 

1998, S. 311. 
１０ Hideharu Ando (unter Mitarbeit von Hajime Konno), Die Interviews mit Else Jaffé, Edgar Salin und Helmuth 

Plessner über Max Weber 1969/70, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Heft 3, Jg. 55 

(2003), S. 596-610; 安藤英治聞き手／亀嶋庸一編／今野元訳『回想のマックス・ウェーバー――同時代人の

証言』（岩波書店、平成１７年）。 
１１ Hiroshi Orihara, Max Webers Beitrag zum „Grundriss der Sozialökonomik“. Das Vorkriegsmanuskript als ein 

integriertes Ganzes, Opladen: Westdeutscher Verl., 1999; ヴォルフガング・シュルフター／折原浩（鈴木宗徳／山

口宏訳）『『経済と社会』再構成論の新展開――ヴェーバー研究の非神話化と『全集』版のゆくえ』（未來社、

平成１２年）。 
１２  Hajime Konno, Max Weber und die polnische Frage. Eine Betrachtung zur liberalen Nationalismus im 

Wilhelminischen Deutschland 1890-1920, Baden-Baden: Nomos, 2019; 今野元『マックス・ヴェーバーとポーラン

ド問題――ヴィルヘルム期ドイツ・ナショナリズム研究序説』（東京大学出版会、平成１７年）。 
１３ Marta Bucholc, Die Reaktion polnischer Soziologen auf Max Webers Polenschriften – der Verlust an Schärfentiefe, 

in: Max Weber Stiftung (Hrsg.), Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung, Tübingen: Mohr, 2014, S. 103-124. 
１４ 今野元編訳『少年期ヴェーバー 古代・中世史論』（岩波書店、平成２１年）。 
１５ Hajime Konno, Gespräch mit Edith Hanke [『全集』事務総長との対話], 『愛知県立大学大学院国際文化研究

科論集』第２１号（令和２年３月刊行予定）。 
１６ Tatsuro Hanyu, Max Webers Quellenbehandlung in der „Protestantischen Ethik“. Der Begriff „Calling“, in: 

Zeitschrift für Soziologie 1993, Heft 1, S. 65-75. 
１７ Wolfgang Schwentker, Japanische Kontroverse über Max Webers Protestantische Ethik, in: Max Weber Stiftung 

(Hrsg.), Max Weber in der Welt, S. 139-141. 
１８ 野﨑敏郎『大学人ヴェーバーの軌跡 ――闘う社会科学者』（晃陽書房、平成２３年）; Toshiro Nozaki, Karl 

Rathgen in Japan (1882-1890). Karl Rathgen (1856-1921). Nationalökonom und Gründungsrektor der Universität 

Hamburg. Reden, gehalten beim Akademischen Festakt zum 150. Geburtstag, 24. Januar 2007, Universität Hamburg 

2009.   
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て無視できない／日本のヴェーバー研究者も一層の発信努力・国際的議論の経験が必要である 

 

４．「世界に冠たる日本学界」への道：学問的世界政策に向けての戦闘教範（別紙） 

「世界に冠たる日本学界」とは何か？：（１）日本語圏の生み出した研究成果が、世界の当該分野の研

究を牽引するものであること。換言すれば、日本語圏から出た鋭い問題提起が、ドイツ史像全体に再検

討を促すような強いものであること。（２）日本語圏の研究発表の場に国外からも、招聘ではなく自分

の費用で、学者が集まってくること。（３）日本語が当該分野の国際的学術語の一つとして通用するこ

と。（４）外部評価に依存せず、日本語圏から主体的に世界に研究成果を発信する体制を有すること。 

要点１：個人の主体性（創造性・積極性・攻撃性）が最大限発揮される環境を作る。 

要点２：日本の「ガラパゴス化」の問題点を見極め優越点を伸ばす。 

要点３：個々の研究者が自分の選んだ分野で最高度の専門性を身に付ける。 

要点４：邪道でも「日本らしさ」を武器に侵入し飽くまでドイツ研究でグローバルに活躍する。 

要点５：主体的問題関心に基づき常に多種多様な研究課題に取り組み、そのなかで一番時流に合う 

課題で競争的資金を取る（それ以外の課題は教員研究費や手弁当で研究する）。 

 

結語 令和期のドイツ史研究の飛躍を祈って 

  「もしドイツの統一が、ドイツの世界権力政治の終わりであって始まりでないのならば、そのようなド

イツ統一などは、国民がかつて犯し、高く付くからむしろ止めておけばよかったような若気の至りだっ

たということになってしまう。このことを我々は悟らなければならない。」（ヴェーバー「国民国家と経

済政策」（１８９５年））１９ 

   個人の価値判断に基づく学界論に過ぎないが、個人としては若手に一層の奮起を求めたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
１９ Max Weber, Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik, in: MWG I/4, S. 571. 
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「世界に冠たる日本学界」のための二十一箇条の論題 

１． 学問とは人類の知見の増進である。学者とは学問に従事している者をいう。 

２． 従来の日本学界は、幕末維新の近代化の過程で形成されたため、人類の知見の増進より国内の啓蒙

に重きを置くことが多かった。普遍的論理で競争する面がより強い理系学界とは異なり、文系学界

では西洋諸国の主導性が揺るがず、日本語圏を含め非西洋はどこも受け身の体制を脱却できないで

いる。日本語圏では、大学教員に学問より教育を期待する嫌いがあり、日本が経済的余裕を失った

ことで、その傾向が増している。日本のドイツ研究では、過去三十年でドイツ語での研究発信も増

大し、一部で優れた成果も上がっているが、まだ全体としては二番煎じの域を出ていない。また大

学院進学もドイツ長期留学も就職も困難になり、新世代の学者の先細りが懸念される。 

３． 将来の日本学界は、「世界に冠たる日本学界」の形成を目指すべきである。「世界に冠たる日本学界」

とは、次のような条件を備えた学界を指す。（一）日本語圏の生み出した研究成果が、世界の当該

分野の研究を牽引するものであること。換言すれば、日本語圏から出た鋭い問題提起が、ドイツ史

像全体に再検討を促すような強いものであること。（二）日本語圏の研究発表の場に国外からも、

招聘ではなく自分の費用で、学者が集まってくること。（三）日本語が当該分野の国際的学術語の

一つとして通用すること。（四）外部評価に依存せず、日本語圏から主体的に世界に研究成果を発

信する体制を有すること。 

４．学問の水準を決めるのは個々の学者の主体性である。学問はその成果を他者に伝達することを念頭

に置いているが、その成果に直近他者の共感を得ることは必須ではない。同時代人から反響がなく

ても、それは彼らの理解力が足りないからかもしれず、後世の人間は同意するかもしれない。人類

の知見の増進のために必要と感じる研究を、学者は黙々と、着実に進める必要がある。 

５．学者の主体性はいま危殆に瀕している。教員研究費の削減及び競争的資金の増加で、学者は外部評

価をますます気にするようになっているが、そうした渦に飲まれて学問上の主体性を失うわけにも

いかない。個々の学者は自らの関心に基づき、常に多様な研究を同時並行で進め、時流に沿った課

題では競争的資金を獲得し、時流に沿わない課題では手弁当で、いずれにしても研究を進めるべき

である。競争的資金を取るために自分の研究全体を時流に沿わせるのは、曲学阿世であって本末転

倒である。競争的資金を取る課題が、自分にとって主要な研究課題である必要もない。 

６．輸入学問というのは教育の一環だが、それ自身は学問ではない。西洋語文献から刺戟を受ける必要

性は今後もなくならないが、これまでのような依存体質は再考すべきである。大学常勤教員までが

海外研究の翻訳に邁進したり、また海外研究者を中堅に至るまで次々と「招聘」したりというのは、

「世界に冠たる日本学界」には相応しくない。日本側資金による「招聘」は世界的大家に限定し、

懇親会を講演会前に済ませ、講演会では日本語圏からも共同報告者を立てれば、議論が活性化する。 

７．輸入学問をする際には、読者には異なる立場の比較検討の余地を残すべきである。見解が対立して

いる領域では、双方の立場を可能な限り等距離で扱い、双方の主張を詳しく紹介する必要がある。

紹介者が自分の推奨する立場を強調するあまり、自分に都合の悪い立場が受容されないよう批判的

論評を付すなどの振舞をすると、読者から偏向を疑われ、説得力を失うことになる。 

８．学問的作業は通説への懐疑から始まる。白黒図式はその時代の権力状況の表現であり、その無邪気

な受容は学者にとって知的怠慢である。白いとされるものが本当に白いのか、黒いとされるものが

本当に黒いのかを疑うことで、新しい研究成果が生まれる。逆に既存の思考枠組に新しい事例を当

てはめるだけの研究というのは、ただの亜流であって存在意義が薄い。思考枠組自体の変更を迫る

ような業績こそ、当該分野の学問を牽引するものである。先行研究に何の疑問も感じないという者

は、学問に向いていない虞があるので、早期に別な職業的将来を検討する必要がある。  

９．通説への漠然たる懐疑を具体的な研究成果につなげるには、史料収集が必要である。歴史家の層が

厚いドイツでも、個々の専門分野に入れば未開拓の史料は幾らでもある。また既に繰り返し利用さ

れた史料でも、別な観点から見れば新しい発見や再解釈の余地が幾らでも出てくる。史料を手に通

説を再検討することで、新しい発想が生まれるのである。 

１０．史料収集は事前の予想に拘ってはいけない。出てきた史料に沿って論旨を構築しないと強引な論

理展開になる。また一つの研究のために史料収集をしていると、いつの間にか第二、第三の研究に

つながるような、別種の史料に遭遇する。無駄足を恐れず、いろいろな文書館で多様な文書を注文

し、経験を積むべきである。思うような史料が見つからなくても、見つかった史料が読めなくても、
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のちの研究に何かしらの肥やしになるはずである。 

１１．学者は自分の登る山を自分で決めるべきである。分野的・手法的に興味を懐ける有名著作を自分

で一つ選び、それを熟読玩味し、学習するだけでなく、批判的に乗り越える手段を考えるとよい。

指導教員が上から授けた手法や価値観を無批判に踏襲すると、仮に修士論文、博士論文で高評価を

受けても、独立したあとに伸びなくなる虞がある。 

１２．政治的情熱は学問にとって両刃の剣である。新しい政治状況が生まれ、その時流に乗って新しい

政治理念を学問に反映しようとする人々が現れ、新しい学問が生まれるということが、ドイツ語圏

の学問でも繰り返されてきた。だがそうした政治的情熱は、やがて同志のみで群れ、異論派を排除

するという動きを生み、やがて後続世代の知的発展を阻害することがある。学問から政治を一掃す

ることは非現実的だが、学問が政治運動の場になることは好ましくない。 

１３．「ドイツ現代史」研究で常勤職を得た者は、ドイツ近代史・近世史・中世史研究を兼務するべき

である。実務志向の時流にあって、近代史・近世史・中世史研究で職を得ることが困難になってお

り、近世史研究は特に人手不足である。あらゆる時代の歴史認識が深まることはドイツ史家共通の

利益であり、近代以前の知識なしに「ドイツ現代史」研究はなり立たない。 

１４．日本語圏のドイツ研究者は、みなドイツ研究と並行して日本研究の心得を持つべきである。日本

語圏からドイツ語圏に行くと、「日本人ならドイツのことではなく日本のことを紹介して欲しい」

と言われることがよくあるが、それもまた一つの交流の好機といえるから、断らないほうがいい。

だがそうした要請は、ドイツ史家として期待していないという意思表明でもあるから、それを決し

て甘受せず、ドイツ研究も並行して披露するべきである。 

１５．日本語圏在住のドイツ史研究者は、その研究で得た知見を日本史研究の世界に伝えるべきである。

ドイツ史研究で行われている手法を伝達することで、日本史研究を豊かにすることができる。なか

でも日独関係史・日独比較は、日本研究の中でもドイツ語能力のあるドイツ研究者が大いに開拓で

きる分野だろう。 

１６．日本語圏の学者は、学術日本語の洗練に努め続けるべきである。言語は使用し続けないと退化し

ていく。学術用語が本当に英語のみになると、学問は英語を使いこなす一部の人々のみに許された

贅沢となり、非英語圏は英語圏の知的周縁に転落して、その知的水準も低下する。日本語圏の学会

は日本語での討論を基本とし続けるべきである。討論者にドイツ語討論能力があっても、日本語圏

の学会では日本語のみを討論語にする（非日本語圏の参加者には日本語通訳を用意する）という判

断もあり得る。ただ外国語の稽古のために、外国語の分科会を設けることはあってもよい。 

１７．日本語圏の学者は、日本語で濃密な思考をしつつ、外国語での口頭報告及び論文刊行にも努める

べきである。特にドイツ語、英語の使用は必須だが、それ以外の言語でも試みるに越したことはな

い。ドイツ研究者であれば、ドイツ語に関しては自分の能力を鍛えるべきだろうが、それ以外の言

語は業者頼みということでもよいだろう。 

１８．個人研究と共同研究とは適度に共存するべきである。共同研究は同質の仲間を集めれば馴れ合い

になり、異質な人材を集めれば崩壊するので、運営が難しい。文系学問の場合、偉大な業績はやは

り主体的な個人から生まれるものである。とはいえ共同研究が、個人学者の堅くなった頭を柔軟に

し、力の結集で大きな効果を発揮することもあり得る。  

１９．大学において「学恩に報いる」とは、出藍の誉を成し遂げることである。恩師の手法や価値観を

踏襲し、その思い出に浸る者には、恩師の縮小再生産に陥っていく。それは表面的には報恩でも、

実質的には忘恩である。  

２０．指導教員を選ぶ際には、同分野の大家を避けるべきである。指導教員が同じ対象を分析する先行

研究者だと、弟子は伸び伸びと議論できないことがある。自分の進行中の研究を弟子の前でも披露

できる安定性の持ち主で、多くの優秀な弟子を集めているが、弟子を手法や価値観で差別せず、自

由な研究をさせてくれるという人物が、指導教員には最適である。 

２１．学問は学者の活動の氷山の一角である。幅広い領域で旺盛な好奇心を持ち、ドイツ語圏内外に友

人を有した上で、初めて豊かな発想が生まれ、そこから研究業績のヒントも得られる。ドイツ研究

者がドイツ語圏に滞在し、純粋に研究活動だけをするということになると、やがて知の泉は枯渇し、

肝心の執筆も行き詰まる。 
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講演原稿  

愛知県立大学の今野元でございます。本日はお招きに預かり有難うございました。 

私の話の出発点は、姫岡とし子先生の回顧談です。姫岡先生は、昭和の末年に大学教員となられ、平成の

末年に大学を去られた方で、まさしく平成のドイツ史家だったということができるでしょう。その姫岡先生

は、東京大学を退職されるに際し、書面及び口頭で回顧談を発表されました。その内容は、私には大変興味

深いものでした。私がそう思いますのは、姫岡先生がドイツで一から歴史家の修業を経験され、のちに日本

学界で指導的立場に立たれたからです。いろいろ気になる論点があるのですが、本日は肝心となる一点に絞

って議論をしようとする次第です。 

姫岡先生は回顧談で、ドイツの大学で勉強してもあまり広い視野を得ることがなかったが、帰国後は京都

のドイツ現代史研究会で幅広く研究を展望することができたという趣旨のことを仰っています。姫岡先生は

フランクフルト大学のロタール・ガル教授のもとで歴史学の修行をしたということです。ガル教授といえば、

ＨＺの編集者で、有名なビスマルク伝の執筆者です。ところが姫岡先生は、残念ながらそこでのご経験をあ

まり具体的に語って下さいませんで、むしろ社会学など隣接分野の授業のことを紹介されています。のちに

ユルゲン・コッカ教授のもとに行かれたご経験については多少詳しく語られていますが、最初の修行体験へ

の言及が少ないのは残念です。私は回顧談全体を踏まえて、日本学界の在り方についての問題意識が、姫岡

先生とは違うのではないかという感覚を持ちました。私は、ドイツ人研究者のように深く狭い個別研究の鍛

錬を積み重ねないと、日本のドイツ史研究者も生産者としての力が付かないのではないかと見ているのです。

これまでの日本学界は、海外研究、それもドイツ語圏というより英語圏の研究を輸入し、模倣することが、

研究の中心になってきたような気がしてならないのです。 

この件との関連で、私は明治末年のある論争を想起しました。同志社からアメリカ留学を経て東京帝国大

学文科大学に就職した倫理学者の中島力造は、日露戦争後の明治４３年に西洋諸国を回り、「日本の學界は决

して歐米に劣らない」などと豪語しました。特に「吾國の法文科大學」には、「世界的の學者人物」が揃って

おり、これが世界で認知されていないのは、単に外国語に翻訳されていないからに過ぎないというのです。

これに対し吉野作造は、それを慢心とし、日本のためにならないと警告しました。私はこの件に関しては、

吉野と同意見です。 

ちなみに私は、ドイツ史研究を始めて二十年以上になりますが、日本の「ドイツ現代史」研究者、特に私

の先生に当たる世代が、ドイツ学界、とりわけそのオーソドクスな部分に、「伝統史学」、「歴史家ツンフト」

などのレッテル張りをして、ややもすれば軽く見るという光景をよく見てきました。先生たちは常に新奇な

ものを追い求め、ランケやマイネッケのことはたやすく揶揄しますが、ランケやマイネッケが具体的に何を

したのか、その業績については教えて下さらないわけです。そういう気風が、日本学界の基礎体力を弱め、

その発展可能性を狭め、内弁慶に外地蔵といった体質を生んできたのではないかと、私はかねがね思ってお

ります。 

この点との関連で、いまお聞きした二つのご報告への違和感を表明したいと存じます。１９８９年・９０

年にドイツに滞在していて、統一に熱狂している人など会ったことがなかった、人々の関心は環境や生活の

質にあったというご指摘がありましたが、それはご自身が緑の党や社会民主党のミリューに身を置き、その

枠内でのみ体験を積んでいたからではないでしょうか。社会民主党のミリューでも、オットー・ダンやトー

マス・ニッパーダイの例をどう見るのでしょうか。ダンの統一への感激については、ご自身が訳書解説で批

判的に言及されていたのではなかったでしょうか。日本の東独史研究は社会史研究者が築いたというご指摘

もありましたが、塩川伸明教授や近藤潤三教授といった名前が出てこないのは何故でしょうか。近日刊行さ

れた西川洋一教授（西洋法制史）の東独裁判官の研究はどうでしょうか。政治史研究者は全体主義論に依拠

しているが、社会史研究者は独裁の限界を指摘してきたといいますが、塩川教授の研究などはどう位置付け

るのでしょうか。同じ党派、同じ価値観、同じ手法の仲間でいつも集まり、政治史や法制史など、自分たち

が好まない部類の研究をすでに存在しないかのように論じるという、勝手な学界展望をするのは、実際の学

界動向には相応しない社会史天動説であって、日本学界の将来を制約するものだと思います。 

日本学界と海外学界との対比の話に戻りますが、問題は「ドイツ現代史」研究には限りません。先日、あ

る政治学会でリベラル・デモクラシーの衰退を巡る全体討論があり、欧州政治研究者も報告しました。この

人物自身の最近の研究成果が聞けるのかと思ったのですが、その報告は、ハーヴァード大学教授某はこうい

った、スタンフォード大学教授某はこういったと、英語圏の他の研究者の最新学説を次々と披露するもので
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した。多くの研究者の成果を総合しているだけに、この報告で提供される知見は確かに広範で、勉強になっ

たと感じた聴衆は多かったのかもしれません。しかし私には、そうした他人の研究結果の総合という営みが、

学問であるようには思えませんでした。なぜなら学問とは、読書や耳学問で手持ちの知識を増やすことでは

なく、自分で新しい知識を生み出し、議論を提起することだからです。そのためには、専門化、つまり対象

の限定というのは不可避です。日本でありがちな、そうした学説紹介的な報告を、例えばハーヴァードやス

タンフォードで披露した際、それが第一線の研究成果として受け入れられるとは、私には思えませんでした。 

「ドイツ現代史」研究に戻ります。大変残念なことですが、英米学界のジェフ・イリー、リチャード・エ

ヴァンズ、ダニエル・ゴールドハーゲン、ニアル・ファーガソン、クリストフ・クラークのように、自国語

でもドイツ語でも世界的に論争を呼び起こすことができ、その著作をドイツ人が進んでドイツ語に翻訳しよ

うとする、そういうドイツ史家は、日本にはまだいません。いないだけでなく、そういう学者を育てようと

いう気運も、これまではありませんでした。私にいわせれば、海外研究のフォロワーであろうとする日本の

ドイツ史学は、まだドイツ学界や英米学界と肩を並べる「学界」になっていないのではないかと思うのです。

もちろん英米学界の隆盛は、英語圏の軍事的・経済的優位という現代世界の権力構造を背景としており、そ

の点で日本語圏が不利なのは否めません。しかし権力構造さえ補正されれば、日本のドイツ史研究者が世界

で十分な認知を得られるのかといえば、それはそうではないと私は思います。本日は、そのように思うに至

った私の平成時代の経験を、憚りながら皆さんにご披露しようとする次第です。 

私がドイツ史研究の道に入ったのは、高校時代に平成元年を迎え、その直後にドイツ統一を迎えたことが

きっかけでした。東京大学では、駒場時代にドイツ現代史研究の洗礼を受け、正式な帰属先は法学部の政治

史だったのですが、文学部西洋史や、法学部法制史にもお世話になりました。ですが、私はどの部局にも馴

染めませんで、放浪生活をしていました。とはいえ当時の私は、日本以外、東大以外の世界を広く知ろうと

もせず、悶々とした無為の日々を送っていたように思います。 

本格的な歴史学修行の機会となったのはベルリン留学でした。平成前期のドイツは、ドイツ史を学ぶ日本

人を Gast として歓迎する度量がありました。ただ私が勉強したハインリヒ・アウグスト・ヴィンクラー教

授の研究室は、自信満々のドイツ人学生が集まる梁山泊で、非西洋人の留学生には居づらい空気がありまし

た。ヴィンクラー教授の強烈な迫力は、ドイツで出会ったほかのどの学者にも勝るもので、その高い表現力、

構想力は、私にとっていまでも模範であり、目標であり続けています。またドイツは、一般に歴史学に関す

る刺戟には事欠きませんでした。特に一次史料に基づく歴史叙述というのは、現地でこそ十分にできるわけ

で、東京と比べて研究の可能性が格段に大きくなったのを感じました。またドイツの大学で驚いたのは、特

に優秀な学生でなくても、決められたテーマでしっかり調べ、まるで長年の専門家のように堂々と、自分の

言葉で報告できることで、博士論文執筆者となると、英語、フランス語、ポーランド語、ロシヤ語の能力も

高く、専門研究もしっかり読み込んでいて、研究発表のスキルも素晴らしく、私にはとても歯が立たないと

いうのが正直な感想でした。ただ濃密な知的世界というのは、エリート主義的な雰囲気があるわけで、特に

ヴィンクラー研究室には明瞭な階層制度があり、教授の党派性、価値観、手法に背くことが難しいという現

実がありました。ヴィンクラー教授の「ドイツ特有の道」批判は、二〇〇一年のアメリカ同時多発テロでま

すます西欧中心主義の色彩を強め、非西洋人はもちろん、東独人に対しても冷淡でした。非西欧世界に関心

が薄いからかもしれませんが、ヴィンクラー教授の信任が厚い副手が、私のドイツ語原稿を見てくれたとき

に、Kongreßpolen という単語を見て、知らないと言ったのには驚きました。また博士論文執筆の仲間で、

のちに神学部助手になった某君が、香港がイギリス領だったのは阿片戦争で奪取したからだという事実を知

らないのにはまた驚きました。私が帰国したころから、ヴィンクラー教授がハンス＝ウルリヒ・ヴェーラー

教授と共に、トルコのＥＵ加盟に反対する運動をするようになりましたが、私にはアメリカのテロに加え、

私との対立が、教授に非西洋人との共存の難しさを実感させたのではないかと感じました。とはいえ若い時

代に、厳しい状況で稽古をしたことは、私のその後の学者人生にはとても有益だったと思います。当時の研

究室の仲間のうち、キラン・クラウス・パテル君はミュンヒェン大学教授となり、クリスティアン・ノット

マイヤー君はベルリンのプロテスタント教会の監督となり、ゼバスティアン・ウルリヒ君はベック書店の編

集者となっており、彼らに対して恥ずかしくない仕事がしたいと、私は常に思っています。德川家康は、三

方ヶ原で武田信玄に惨めな敗北を喫し、多くの大事な家臣を失って、自分だけ命からがら浜松城に逃げ帰っ

たわけですが、その時の自分のみじめな姿を絵師に描かせて、後世への戒めとしました。私のドイツでの博

士論文も、私にとっては未熟だった自分、辛い留学生活を思い出すよすがになっています。 

私は平成１４年に帰国したのですが、平成後半の日本では残念な状況が待っていました。ドイツの学位は
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各種学校の修了証でしかないという東大法学部の評価には言葉がありませんでしたが、日本の研究者の生産

性がドイツとは比較にならないという実態にも気づかされました。学説を輸入するにしても、自分の好む特

定の手法のみを時代の潮流として宣伝するという流儀には疑問を感じました。加えて国立大学法人化に始ま

る学界の官僚制化、換言すれば、アメリカ化の全面的進行とドイツ系学問の凋落などといった話題が、平成

後半は続きました。冷戦期にはマルクス主義を多かれ少なかれ受容し、冷戦終焉時にもマルクス主義への共

感を捨てず、アメリカ覇権やドイツ統一を批判していたドイツ史研究の先人たちが、自分とマルクス主義と

の関係を総括しないまま、いつの間にか新時代に順応していった様子にも、好感を持てませんでした。 

とはいえ平成の後半ももちろん悪いことばかりではありませんでした。ドイツ史の研究者がドイツで史料

収集をするのは普通になり、ドイツで学位を取得するということも多くなりました。最近では、海外発信の

ために、若手にドイツ語、英語での報告の稽古を積ませる工夫が、各学会でも行われているようで、これも

大きな進歩だと思います。就職に向けての競争が激しくなり、「博士」号を神聖視する権威主義的風習も消え

て、若手の生産性は飛躍的に向上しました。公募求人が多くなって、不透明な恩顧・縁故人事が比較的困難

になり、全体としては実力主義の傾向が増大しました。 

私は、平成２４年度にミュンヒェンの現代史研究所に滞在しました。私が現代史研究所に行ったのは、所

長だったホルスト・メラー教授が元来近世思想史の研究者で、私も近世史の修行をしたいと思ったのです。

しかしそれだけでなく、コール連邦宰相の顧問だったメラー教授が、シュレーダー連邦宰相の顧問だったヴ

ィンクラー教授のライバルで、ベルリンとは異なる学問の世界が見られると思ったことも理由でした。確か

にＣＤＵ・ＣＳＵに近いメラー教授の学風は、ＳＰＤに近いヴィンクラー教授とは異なっていましたが、ド

イツ連邦共和国を全面的に肯定し、政治的配慮をしながらドイツ史叙述をしていくという学風は、ベルリン

でもミュンヒェンでも変わらないということに気付きました。私がすでに准教授であったため、研究所での

扱いはベルリン時代とは全く違う鄭重ぶりでしたが、同じ立場の西洋人研究者との間には、待遇格差があっ

たようです。またこのころのドイツの教授たちには、もはや日本人のドイツ研究を支援するというような意

欲は薄く、日本人には日本のことを、英語でいいから話してほしいという声が多く聞かれたことは残念でし

た。日本人は日本的なものを披露すればよいという雰囲気が、ベルリン留学時代よりもドイツで高まってい

るのを、随所で感じました。グローバル化のなかでドイツ語圏の学問が自主性を失い、自信を喪失している

さまにも気づかされました。 

 日本のドイツ研究はどうやって今日の姿になったのか？――この関心から、私はここ数年、東大法学部の

定点観測を行い、徐々に視野をそこから別な組織にも拡大しています。いまの研究段階での仮の評価を言う

と、日本のドイツ研究は、明治末年くらいからあまり変わっていないということになると思います。いつの

時代も日本では、ドイツ史研究を学問として突き詰めるという気風が乏しかったように感じられます。日本

社会に役に立つ知識を得ようとする問題意識が一貫して強く、時代によって問題意識の内容が変遷している

に過ぎません。恐らく日本のドイツ研究者に一番覇気があったのは、西洋と対等で、西洋から自立した知的

世界の構築を目指した昭和前期だったと思います。ただその試みは、結局日本的なもの、アジア的なものの

析出という無理のある営みに終始し、知的にも成功しなかったように思います。戦後は、西洋の圧倒的影響

のもとで、輸入学問が日本の文系学問の基調となったというわけです。その際、オーソドクスなものに向き

合うことは少なく、学生にはその時代の流行ばかりを教え、研究手法として採用するよう促すのです。しか

し私は、こうした流儀は再考すべき時期を迎えていると思います。 

 戦いの流儀というのは実戦の中で獲得されるものであって、我々はこれまでの実戦経験を分析する必要が

あると思います。日本のドイツ研究で、比較的グローバルな戦いの経験がある分野に、マックス・ヴェーバ

ー研究があります。ヴェーバー研究者は社会学、経済学、政治学の各分野にいますが、歴史上の個人の言動

を解明しようとする点では、彼らはドイツ史研究者だともいえると思います。またヴェーバー研究には、比

較的集中力があって、好戦的な人材が集まっているので、世界的にも一定の認知がされています。成蹊大学

の安藤英治教授は、その主な研究領域である学問的方法論や倫理論文分析では、世界的に知られているとは

言えません。それは国内学界の確執を背景としており、海外研究者には理解不能な部分があると思います。

ですが、その準備としてヴェーバーの生きた足跡を辿った調査活動がドイツでも紹介され、ヴェーバーの同

時代人のインタヴュー・テープがドイツの『ヴェーバー全集』にも活用されました。東京大学の折原浩教授

は、マージナル・マン論やデュルケムとの比較といったヴェーバー解釈では、世界的に認知されているとは

言えません。しかし『経済と社会』再構成論を突き詰めてドイツでも出版し、『全集』編集部に論争を挑んで、

『全集』編集解説でも紹介されました。私のドイツでの博士論文「マックス・ヴェーバーとポーランド問題」
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は、Ｗ・モムゼンの研究ですでに紹介された一領域をより徹底して解明しようとするもので、それ自体とし

ては研究の隙間を埋めるニッチャーの研究に過ぎません。しかし私はそこにもう一つ別な意味合いを込めま

した。かつて織田信長は、多くはない軍勢を率いて、桶狭間の奇襲で今川義元の首級を挙げ、今川軍全体を

壊滅に追い込みました。私は、ドイツ学界において、今川義元の首に当たるものは何かと考え、それはドイ

ツの西欧主義であると考えました。ドイツ史の諸悪の根源はその非西欧性にあり、悔い改めて西欧的になる

ことで、ドイツは善良な国になったというドイツ連邦共和国の公式見解には、私は当初から疑問を懐いてい

ました。ポーランド人を排撃する西欧派ドイツ・ナショナリスト・ヴェーバーに関する私の分析は、「長かっ

た西欧への道」を称揚するヴィンクラー教授のパロディーでした。とはいえ発表後の反応は期待通りとはい

えず、ヴェーバー研究者、特に社会学者には無視されて終わったという感じです。またドイツ・ナショナリ

ズムとは反西欧思想と同一だと思い込んでいるドイツの歴史家たちは、「西欧派ドイツ・ナショナリスト」と

いう概念自体が形容矛盾であり、理解できないという反応でした。ただそれは彼らが視野狭窄に陥っている

のであって、私が間違っている訳ではないと思いました。恐らく将来のドイツ人は、私の研究をもっと理解

してくれることでしょう。私の博士論文をもっとも熱心に読んでくれたのは、ポーランド人だったようです。

この博士論文執筆に際しては、ヴェーバー『全集』編集部と史料の争奪戦になり、向こうが私の史料収集に

関してヴィンクラー教授に抗議をしてくる有様で、学問とは公平に開かれた意見交換なのではなく、熾烈な

競争だという認識を新たにしました。私は『全集』編集部が軽視していた少年期ヴェーバーの文書を幾つか

刊行したのですが、『全集』編集部の求めにより、ドイツ語での発表ができませんでした。私の博士号取得と

並行して、ヴェーバー研究では青森県立保健大学の羽入辰郎教授が「マックス・ヴェーバーの犯罪」論を日

独で披露され、これも史料に関する議論として『全集』で紹介されました。また佛教大学の野﨑敏郎教授が、

『全集』に先駆けてヴェーバーの大学との関わりを調査しましたが、その成果はドイツ語では披露されなか

ったようです。一般にいって、日本のヴェーバー研究の成果は、ドイツではまだ、学術研究の成果というよ

り、「日本におけるヴェーバー受容」という具合に、文化人類学的に見られているように思います。とはいえ

モムゼン門下生のW・シュヴェントカー教授が大阪大学教授として仲介役を果たしたことも追い風となって、

史料論など技術的議論ではドイツでも学説として無視できないと思われるようになったと思います。ただい

ずれにせよ、日本のヴェーバー研究者も一層の発信努力をし、国際的議論の経験が必要であると思います。 

 私は今回、今後のドイツ史研究振興の指針として、「「世界に冠たる日本学界」のための二十一箇条」を提

案したいと思います。本日の講演題目である「「世界に冠たる日本学界」への道」ですが、これは「世界に冠

たるドイツ」と、フリッツ・フィッシャーのGriff nach der Weltmacht の邦訳書名から構成しました。こうい

う題目を掲げると、違和感を持った多くの方々に集まっていただけると思ったからです。さて目標となる「世

界に冠たる日本学界」とは何かということですが、第一に、日本語圏の生み出した研究成果が、世界の当該

分野の研究を牽引するものであること、換言すれば、日本語圏から出た鋭い問題提起が、ドイツ史像全体に

再検討を促すような強いものであること、第二に、日本語圏の研究発表の場に国外からも、招聘ではなく自

分の費用で学者が集まってくること、第三に、日本語が当該分野の国際的学術語の一つとして通用すること、

第四に、外部評価に依存せず、日本語圏から主体的に世界に研究成果を発信する体制を有すること、を挙げ

たいと思います。そのための二十一箇条をここで読み上げることは致しませんが、要点を５つばかり申し上

げますと、個人の主体性が最大限発揮される環境を作ること、日本の「ガラパゴス化」の問題点を見据え、

逆に「ガラパゴス化」による優位点も見極めること、個々の研究者が自分の選んだ分野で最高度の専門性を

身に付けること、「日本らしさ」をも武器に世界進出し、飽くまでドイツ研究でグローバルに活躍すること、

主体的問題設定に基づき常に多種多様な研究課題に取り組み、そのなかで一番時流に合う課題で競争的資金

を取ること、それ以外の課題は教員研究費か手弁当で行うこと、を挙げたいと思います。 

 最後に、マックス・ヴェーバーの言葉で終えたいと思います。日本のドイツ史研究はまだ青年期にあるの

であって、これから成熟期を迎えるのではないでしょうか。一旦始めたからには、より専門的で、人類の知

的向上に確実に貢献するようなものにならなければならないのではないでしょうか。 

こういう私の学問観は、私個人の価値判断ですから、共有されない方も多いことでしょう。私も皆さんに、

自分の価値観を押し付けることは避けなければなりませんが、個人としての立場で、特に新時代を担う若手

の皆さんにより一層の奮起を求めたいと存じます。いつか令和の時代が終わるときに、私はもうこのドイツ

史研究の世界にはいないのかもしれませんが、私が本日申し上げたような課題がすでに達成されていること

を祈って、報告を終えたいと思います。 

 


