ヘーゲル歴史哲学の実像に迫る
――新資料に基づく最終学期の構想
山﨑 純
はじめに
ヘーゲルは歴史の哲学者だと言われる。事実、ヘーゲル哲学には、さまざまなところに歴史がある。宗教哲学講
義では宗教の歴史が、美学または芸術哲学講義では芸術の歴史が、哲学史講義では哲学の歴史が講述された。なか
でも、
『歴史哲学（世界史の哲学）講義』が歴史を本格的に扱ったものと解されている。ところが、
「世界史の哲学」
はヘーゲルの体系のなかでは、片隅に位置する。
「世界史」は、著作では、
『エンチュクロペディ』第三部精神哲学
の客観的精神の末尾、
『法の哲学要綱』の末尾に書き込まれ、講義では、
「自然法・国家学」の最後で扱われてきた。
その中身は国家の興亡史である。
「世界史の哲学」講義そのものは一八二二年に初めて開講され、ヘーゲルの定番と
なった講義のなかでは、最も遅い開講であった。この講義内容が死後、弟子たちによって編纂され、
『歴史哲学講義』
という著作になった。これの本論は、よく知られているとおり、東洋から西洋近代までの諸国家の過程の歴史叙述
であり、通俗的な話題を満載している。ヘーゲルを総体として「歴史の哲学者」と評するときの「歴史」の意味と、
『歴史哲学講義』の「世界史」との間にはズレがある １。おそらくそこにヘーゲルへのさまざまな反発の根拠もあ
ると思われる。ヴァルター・イェシュケは、ヘーゲルは「精神の歴史性(Geschichtlichkeit)」を発見したが、歴史
(Geschichte)を世界史(Weltgeschichte)に還元することによって、歴史の哲学を「世界史の哲学」にまで貶め、
「精
神の歴史性」を隠蔽したと断じ、その原因は、ヘーゲルが自ら発見した「精神の歴史性」を体系的に仕上げること
ができなかったため、と見ている ２。イェシュケのこの洞察は、ヘーゲル歴史哲学の研究の共通の出発点とすべき
ものであるが、ヘーゲル研究のなかで共有されていない。われわれはまずこの洞察を理解し共有することから始め
なければならない（一－四）
。
イェシュケは、ヘーゲルは「精神の歴史性」を体系的に仕上げることを怠ったと見た。しかし、ヘーゲルがそれ
を試みようとした形跡がある。ヘーゲルは「世界史の哲学」講義を、一八二二／二三年からいずれも冬学期に、五
回開講したが、最後の一八三〇／三一年冬学期には、これまでのように「普遍史の哲学（Philosophiam historiae
universalis）
」と講義予告をするのではなく、
「普遍史の哲学 第一部（Philosophiae historiae universalis partem
priorem）
」と予告している。ヘーゲルはおそらく、これまでの講義のような歴史叙述を含む全体ではなく、序論に
あたる「歴史の哲学とはなにか」を講じるつもりだったと推測される。ヘーゲルは「世界史の哲学」の開講日十一
月八日の数週間前、つまり十月ころに、講義の準備に着手した。そのときの自筆草稿が残されている。散逸部分が
ある不完全な形で伝えられてはいるけれども、完成稿に近い清書稿である。この草稿を新しいヘーゲル全集第一八
巻のなかで編集したイェシュケは、草稿の状態から、単に講義のためのノートではなく、
「歴史哲学」の公刊を計画
していた可能性があると推測している ３。
ヘーゲルは「普遍史の哲学 第一部」と講義予告したが、予告に反して、結局のところ、これまでの学期と同様
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に、
「世界史」の全体を講じた。それはこの学期の聴講生の講義筆記録から確認できる。前年の学長職などで時間が
とれず、途中で、以前の学期のノートに助けを求めた。それで、本論も展開するはめになったと思われる。大学の
教員であれば、すぐに理解できるこうした事情だけではなく、そもそも歴史の哲学とはなにかを論じることは難し
い課題であり、その困難さにくらべて時間が足りなさすぎたと解した方がよい ４。しかし、序論草稿は以前の学期
よりもずっと充実している。息子カールは『歴史哲学講義』第二版を編集したとき、その序文で、
「哲学的な概論が
「そもそも歴
だんだん減って、歴史的な素材が増えた」５と報告しているが、事実は逆で、最終学期にヘーゲルは、
史の哲学とはなにか」という哲学的考察に本腰を入れて取り組んだ。
ヘーゲルが「歴史の哲学」として本来考えていたものはどのようなものであったのか？ そして、なぜそれは、
国家の過程を扱う
「世界史の哲学」
に終わったのか？ その両者のずれがその後どのような批判を招いたのか？ こ
のような問題意識から、最後の「世界史の哲学」講義の実像に迫ってみたい。幸い、この学期の「世界史の哲学」
講義は、資料状況に恵まれている。一八三〇／三一年講義の序論を、ヘーゲル自筆の草稿 ６を基本に据えて、欠落
部分などを聴講生による講義筆記録 ７で補完しつつ、ヘーゲルの歴史哲学が最終的にたどりついた思想的境地をで
きるだけ実態に近い形に再現し上記の問題を考察する。あわせて、ヘーゲル歴史哲学をめぐるさまざまな誤解の解
消に努めてみたい（五）
。他の学期の講義との比較は、草稿と講義筆記録が公刊されている一八二二／二三年度との
比較にとどめ、本格的な発展史的考察は、現在の資料状況から、当面留保せざるをえない。

一 精神の自己知
「歴史哲学」というが、歴史と哲学とはじつは相容れない関係にあり、そもそも歴史の哲学が成立しうるのか？
それ自体が問いでありうる。なぜなら、哲学は理性の営みであり、合理性の支配する世界である。これに対して、
歴史というものを単に、雑然とした外面的な出来事の総体と受けとめるなら、歴史と哲学との間に接点はないであ
ろう。現に、歴史が哲学のテーマになったのは、啓蒙主義の終わりころであり、遅かった。シェリングやフィヒテ
がこれに取り組んだが、アプリオリな洞察と時間的な経験的事実との媒介に成功しなかった ８。
歴史の哲学が成立するためには、
歴史の合理的な把握が可能だという見通しや前提がなければならない。
つまり、
理性的なものが歴史のなかに認識されうるという前提である。ヘーゲルはこの課題に、イェーナ期中頃から、精神
の歴史性についての考察として、取り組み始めた ９。その最も充実した成果をわれわれは『精神現象学』のなかに
見ることができる。
『精神現象学』のとりわけ精神章から宗教章にかけて、精神の歴史性が展開され、その経験が「絶
対知」で想起・内面化(Erinnerung)され、総括される。最終的には、
「絶対知」の末尾に、
「知りつつ自己を媒介す
る、精神の生成(das wissende sich vermittelnde Werden) 」が歴史である、とされる １０。
ヘーゲルのいう精神とは、
「絶対的精神」
（それは芸術・宗教・哲学であるから「文化」と呼んだ方がわかりやす
い）において、精神が自らを認識する歴史的過程である。精神の自己認識、この知るという営み、そのプロセスこ
そが精神そのものなのである。＜精神の自己知＞はヘーゲル哲学を理解する上でキーワードであるが、歴史哲学に
おいても、核心となる概念である。
精神の自己知には、同時に、神の彼岸性の克服というテーマが重なる。ヘーゲルは『精神現象学』の「啓示宗教」
のなかで、三位一体論を次のように解釈する。
「父」なる神（絶対的な本質実在）が受肉し「神の子」イエス・キリ
ストとして現われる。彼岸のかなたに隠されていた(geheim)神（父）が人間的な自己意識（子）となって、あらわ
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(offenbart) になった。しかし、それは、イエスの直接の弟子たちの意識に、歴史的イエスという「一個の感性的な
他者の形式」で直観されているにすぎなかった。それは「対象性という〔主客〕不同」の形式に依然としてとらわ
れている 。受難（神の死）によって、この個別的なイエスにつきまとう肉体的な姿が消減する。弟子たちが「見る、
聴く」という感性的形式で捉えていた「直接的に現前する神」が消えうせる。弟子たちが「かつて見た、聴いた」
ものとして、イエスの事跡が、記憶のなかで物語られたものとして、教団の表象へと移される。神人は肉体という
直接的な対象性において死し〔受難〕
、実在へと帰って行き〔昇天〕
、
「教団の普遍的な自己意識」となって復活する
（聖霊の降臨、教団という精神的共同体の成立）
。
「二人または三人が、わたし〔キリスト〕の名によって集まって
いるところには、わたしもそのなかにいる」
（マタイ伝一八・18－20）とキリストが弟子たちに語りかけたように、
信徒が集う、そのまっただなかに神が現在する。ヘーゲルは一八二一年の宗教哲学講義のなかで、キリストのこの
言葉を引いて、
「これが現前する現実的な精神としての神、
教団のなかに住まう神である」
との解釈を示している １１。
精神という実体がこのようにして自らを知ることによって、隠れたる神の彼岸性が剥奪される。絶対的なもの（あ
るいは神）が彼岸にとどまる限り、人間の自由の実現はない。これはヘーゲルが青年期から抱いていた確信である。
それは、
古代ギリシャの自由で美しい祝祭における神人和合と、
キリスト教の陰鬱な抑圧的体制との対比のなかで、
しばしば語られてきた。意識の対象が自分以外の疎遠なる他者であるときは、意識にとって何かが隠されている
(geheim)。絶対的な本質実在が精神として意識の対象になることによって、この隠されてあることが終わる １２。こ
の意味で、精神自身が自らを知るという「精神の自己知」が精神の究極目的(Endzweck)であり、精神の展開の終わ
りなのである。
一八三〇年の世界史の哲学講義序論草稿は、こう記している。
キリスト教においては、神は自らを開示して（sich geoffenbart 啓示されて）いる。すなわち、神は人間に対
して神が何であるかを認識できるようにした。したがって神はもはや閉ざされた秘密(ein Verschlossenes,
Geheimes)ではない。それによって神を認識する(Gott zu erkennen)可能性とともに、神を認識する義務もわ
れわれに課せられた １３。
ヘーゲルは「神を知る」とか、
「神を認識する」ということを強調するが、それは、神との神秘的な一体感とは無
縁である。ヘーゲルによるキリスト教の思弁化は、キリスト教の神秘化による正当化どころか、共同体という他な
るものへの関わりが同時に自己への関わりであるような自由な和合形式は何か、という合理的な人間学的な探究で
もあった。まさに神学の秘密は人間学にある。そこには神秘的なものは何もない。むしろそれは、キリスト教の首
尾一貫した脱神秘化の試みであった。
それゆえ、
「神学の秘密は人間学にある」
というフォイエルバッハのテーゼは、
すでにヘーゲルのなかにあった。それは当然、当代の神学との厳しい対立状況をもたらす。それゆえ、精神の自己
知というヘーゲル哲学のキーワードは、当代の宗教・政治思想の文脈のなかで、戦闘的な意味をもっていた。

二 精神の歴史性
『精神現象学』は、このように精神が歴史的であることを詳しく明らかにしたが、
「歴史性(Geschichtlichkeit)」
という語を使ってはいない。
「歴史性」すなわち、歴史を歴史とするものはなにかについての探究はイェーナ期の哲
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学史で始められ、ベルリン時代の哲学史講義へと引きつがれる。一八二三年に改稿された哲学史講義序論草稿はこ
う述べる。
思考が残したもの(That des Denkens)は、歴史的に見れば、過ぎ去った事柄であり、われわれの現実とは無関
係のように思われる。実際はしかし、われわれの現在のありさまは歴史的(geschichtlich)にもたらされたもの
なのである。あるいはもっと正確に言えば、思考の歴史〔哲学史〕というこの領域のなかに見られるものにお
いては、過ぎ去ったものは単に一面にすぎない。それと同様に、われわれの現在のありさまにおいては、共通
の不変的なもの(das gemeinschaftliche Unvergängliche)が、われわれが歴史的である(geschichtlich)というこ
とと不可分に結びついている。自己意識的な理性というわれわれと現在世界が所持する財産は、いきなり成立
して単に現在の基盤から成長したのではなく、労働の遺産である。より詳しく言えば、人類の先行する全世代
の労働の成果なのである １４。
思考の結果である哲学思想は、先行する世代の遺産の上になし遂げられた成果だと言っている。同時に、
「共通の
不変的なもの、過ぎ去らない共通なもの」に結びついていることが、
「歴史的である(geschichtlich)」ということで
ある。
「過ぎ去らない共通なもの」へとわれわれを結びつけるもの、それは、記憶（ムネーモシュネー）である。こ
れをヘーゲルは＜ギリシャ世界において精神が自分自身のもとにある＞自由として記述している。
ムネーモシュネーという自由で美しい歴史性(Geschichtlichkeit)のこの性格のなかに、思考する自由の萌芽
もある。そして、彼らの間で哲学が成立したという性格もそこにある １５。
これは、二〇世紀の議論を先取りするように、ヘーゲルが初めて「歴史性(Geschichtlichkeit)」という語を用い
「歴史性」は、記憶の女神ムネーモシュネーの名で暗示されてい
た箇所である、とイェシュケは指摘している １６。
る。歴史が歴史的であることは、ムネーモシュネーによる内面化によって保障されている。
「歴史的であるというこ
と」は、変わりやすく歴史の支配下にあること、あるいはまた、過去の遺産を相続したということだけを意味する
のではない。それは同時に、過ぎ去ったものへの記憶（ムネーモシュネー）という関係が、自身の存在に本質的に
属していることを自覚し、過ぎ去ったものに向きあうことをも意味する １７。しかも哲学の成立と自由の芽生えとが
同時だと言われているように、出来事を記憶のなかに内面化し保存すること、そのようにして、精神が自己を知る
ことにおいて、精神は自身のもとにある、つまり自由である。

三 歴史は構成されるもの
ヘーゲルが一八二二年に「世界史の哲学」を初めて開講したときに作成し、二八／二九年講義まで用いた序論草
稿は歴史叙述の種類を区別し、α ありのままの歴史、β 反省を加えた歴史 、γ 哲学的な歴史、の三種類をあ
げている １８。
「ありのままの歴史」を書いた歴史家として、ヘーゲルはヘロドトスとツキディデスの名をあげているが、彼ら
が記述したものはけっして事実そのものではないことを指摘している。
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彼らは行為の結果や出来事について報告をまとめるが、それは、単にこれまでに起こったこと、外面的に現存
したことを精神的な表象の国(das Reich der geistigen Vorstellung)へと移し、それらの出来事を精神的な表象
のために加工する。以前には、ある存在したものが、いまでは精神的なもの、表象されたものとなっている。
それは、ちょうど詩人が、例えば自身の情感のなかにもつ素材を、感覚的表象のために加工するのに似ている。
……歴史家は、現実にはすでに過ぎ去ってしまい主観的で偶然的な記憶のなかにちりじりになってしまったも
のを、一つの全体へと構成し(componiert) 、それを記憶の女神ムネーモシュネーの殿堂へと書きつけ、それに
不滅の持続性をあたえる １９。
このようにして、歴史家は単なる出来事を「表象の作品(ein Werk der Vorstellung)へと改造する」２０。歴史は、
目の前に見出されたものではない。歴史は、歴史的な意識によって、歴史として構成されるのである。こうした構
成の作用なしに存在するのは、単に、起こってしまった出来事にすぎず、
「歴史」ではない。ヘーゲルは構成主義の
立場に明確に立っている ２１。ヘーゲルの「歴史の形而上学」に対して歴史＝物語り論を対置することがモードにな
ってきたが、ヘーゲル自身がすでに歴史は物語りであることをしっかり認識していた ２２。

四 「精神の歴史性」と世界史の位置をめぐる問題
ヘーゲルは精神の歴史性をこのように発見したけれども、これは本来であれば、体系的にさらに解明を要する。
例えば、宗教の歴史、芸術の歴史、哲学の歴史はそれぞれの該当する講義で詳述されたが、それらは互いにどう関
係するのか？ さらに、これら絶対的精神の歴史と世界史（国家の過程史）との連関はどうなのか？ 絶対精神の
それぞれの歴史はあるが、絶対精神の統一的歴史はないのか？
ヘーゲルはいろいろなところで、
精神は一つであり、
精神の諸側面は互いに緊密に結びついていると述べている。
例えば、一八三〇年の世界史の哲学講義序論草稿で、こう記している。
世界史は精神一般であり、精神は歴史の実体であり、一つの精神(der Eine Geist）である。その本性(Natur)
は一つ（Eine）であり、いつも同一である。そして世界の存在のなかに、この精神の単一の本性（Eine Natur)
が現れる ２３。
国民の憲政(die Verfassung des Volks)は、その宗教、その芸術と哲学、あるいは少なくともその教養形成に見
合った考え方や思想を伴って、一つの実体、一つの精神(Eine Substanz, ein Geist)をなしている。国家は一つ
の個的全体(eine individuelle Totalität)なのであって、このものからは、国権のように、きわめて重要ではあっ
ても特殊な一面にすぎないものをただそれだけ取り出して、孤立的に議論したり、選び出したりすることはで
きない。……この不可分なものを互いに分離できるもの、それどころか互いに無関係なものとさえみなそうと
したことは、われわれの時代の大きな誤りだった ２４。
このように精神が一つの不可分なものであるならば、精神のさまざまな現れの深い連関を解明しながら精神の歴
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史性を基礎づける場は、本来ならば、
『エンチュクロペディ』の「精神哲学」の緒論、三八一―三八四節あたりがふ
さわしい。しかし、ヘーゲルはここで、そのような解明を行わなかった。それらの節に関連する精神哲学講義でも
展開した形跡が見つかっていない ２５。結果的に、ヘーゲルは精神の歴史性を基礎づけるという課題を果たすことな
く、
「世界史の哲学」を歴史哲学として講じた。世界史は、外交的かけひきや策略、暴力や戦争を含む国家の興亡の
場（戦場）として描かれているので、精神の歴史性を証明するには最も不適とも言える。イェシュケは、この点か
ら、ヘーゲルは自らが発見した「歴史性」を隠蔽したと指摘する ２６。
かくして、
「世界史の哲学」は、精神の歴史性の基礎づけを欠いたままで、国家の過程史として講じられた。この
枠組みを根本的に打破するものではないけれども、一八三〇年にヘーゲルは「普遍史の哲学」ではなく、
「普遍史の
哲学 第一部」を開講予告した。このことは、これまでの学期とは違って、より原理的な考察をめざしたと推測で
きる。次に、その内容を考察する。

五 「世界史の哲学」序論の一八三〇年草稿の構想
一八三〇年草稿には明確な章立てはないが、その概要を目次風に再現すると、左のようになる（表１、表２参照）
。
この構成に即して、１ 理性が世界を統べている、２ 世界精神と理性の巧知、３ 国家の総体的把握、４ 自由
の発展と歴史区分について考察する。

１ 理性が世界を統べている
「Ａ 理性が世界を統べているという考え、および神の摂理について」では、ヘーゲルは歴史のなかに理性を読み
込もうとする自らの立場についての誤解を解くことから始めている。歴史的には、アナクサゴラスが初めて、ヌー
ス（知性または理性）が世界を支配しているということを言ったが、彼はそのヌースを具体的に深く探究しなかっ
た。プラトン（
『パイドン』97B-D,98B-C）によれば、ソクラテスもそのことでがっかりした。その原因について、
ヘーゲルはこう書いている。
ソクラテスがアナクサゴラスの原理に見出した不十分さは原理そのものにかかわるのではなく、この原理を具
体的な自然に適用する際の欠陥(Mangel)にかかわる。つまり、自然がこの原理から理解され、概念的にとらえ
られるのではなく、一般にこの原理が抽象的なままに固持されるというところにある ２７（強調は引用者。以下
同様）
アナクサゴラスの「ヌース」がまだ抽象的で漠然としていて、なんら深い理解に達していないことにソクラテス
は失望したが、ヘーゲルは自分の時代において、これと似た状況を見た。それは摂理が世界を支配しているという
宗教的な信仰である ２８。
私はまず理性が世界を統べているという思想の〔アナクサゴラスにおける〕最初の出現だけでなく、それの欠
陥(das Mangelhafte) についても詳しく述べたが、それは、この思想がそれとは別の形態に完全に応用されて
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いるからだ。その形態はわれわれには周知の宗教的真理の形態であって、世界が偶然にさらされ外的・偶然的
な原因に委ねられているのではなく摂理が世界を支配しているという確信である ２９。
例えば、信心深い人が日常の偶然的な出来事のなかに「摂理の目的」すなわち神の思惑を読み取ろうとする。こ
うした心の動きは、世界史の展開のなかに「自由の意識の発展」という大きな趨勢を把握するということと対極的
なところにある。かかる宗教的な「摂理への信仰」に、ヘーゲルは次のように反対している。
われわれが世界史で取り扱う個体は、諸国民(Völker)であり、諸国家という全体である。したがってわれわれ
は、摂理に対する信念の、あのいわば小売り(Kleinkraemerey)の状態にとどまっているわけにはいかない。そ
うかといってまた、世界を統べる摂理というものがあるという一般論のところで、単に抽象的で無規定な信念
にとどまることもできない。この信念は、明確な認識へ進もうとしないのであるが、われわれはむしろこの摂
理について真剣に掘りさげなければならない ３０。
ヘーゲルは摂理を「小売り Kleinkrämerey」
（個々人の幸、不幸）のレベルではなく、精神の世界史的展開のな
かでの「摂理の計画」という大局的な趨勢と理解する。これを把握するようなヌース論の「大局的な応用(die
Anwendung im Großen)」をめざしている。それゆえ、宗教的な摂理信仰のように抽象的な欠陥ある形にいつまで
もとどまっていてはならないとヘーゲルは主張している。
ところが、
この箇所をガンス版とカール版はヘーゲルの自筆草稿から採用しながら、
一つ前の引用文のところで、
次のように重大な書き換えを行っている。
理性が世界を統べているという思想のこうした出現は、
われわれには周知のさらに進んだ応用と連関している。
すなわち、世界が偶然にさらされ外的・偶然的な原因に委ねられているのではなく、摂理が世界を支配してい
るという宗教的真理の形態をとる ３１。
ヘーゲルは、アナクサゴラスが深めきれなかった「ヌース」論が、キリスト教の摂理論へと「欠陥」をもったま
ま引き継がれ、究極目的が個人的な関心（例えば、個人の幸運や来世における永生）に矮小化されていると批判し
ている。これに対して、ガンス版では、ヌースが世界を支配しているというギリシャ思想のさらに進んだ形が摂理
への信仰というキリスト教の宗教的真理の形式だ、となる。ガンスは草稿にある「欠陥」という語を意図的に削除
して、
「欠陥ある」ヌース論から摂理信仰への展開を肯定的に描いて、もとの意味を逆転させている。それをカール
はそのまま第二版に引き継いでいる。これによって、ヘーゲルが神の摂理を信じきっていて、これをそのまま歴史
に応用しているかのような印象を与える。ガンスは政治感覚が鋭敏で、宗教的な摂理信仰を「欠陥ある」と評する
ことの政治的なリスクを配慮したためと思われる。彼はヘーゲルを体制にとって安全な哲学者として印象づけるた
めに、いたるところで、こうした気配りをしている。今日ヘーゲル『歴史哲学講義』として読まれているテクスト
には、このような改竄がいたるところにある。それがヘーゲル思想へのさまざまな誤解を生んだり、増幅させたり
している。カール・レーヴィットの次のようなヘーゲル批判にも、その影響が如実に現れている。
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自由の理念の実現が歴史の究極目的であるが、ヘーゲルはこの理念を神の意志と同一視することの困難を何も
感じていなかった。というのも、彼は「絶対者の司祭」として「神によって哲学者たるよう呪われた」者とし
て、神の意志とその計画を知っていると信じていた。彼は精神の道を歴史の経過と結果を規準にして全体的に
洞察し正当化する逆立ちした予言者を自認していた ３２。
レーヴィットはここでヘーゲルに対する巷間に流布した偏見を繰り返しているにすぎない。
ガンスとカールは
「欠
陥」という語を削除し、
「欠陥ある」宗教的な摂理信仰の乗り越えというヘーゲルの真意をカモフラージュした。わ
れわれはその成功例をここに認めるだけである。このようにして、歪められたヘーゲル像が定着していったのであ
る。
２ 世界精神と理性の巧知
「Ｂ 歴史における精神の実現」の節は、歴史上の英雄などの行為の意図や目的と、結果として生起する事態と
のずれについての考察である。
世界精神の目的は自分自身を見いだし、自分自身に到達し、みずからを現実として直観するということであ
る。これに対して、測り知れない数の意欲や関心や活動は、世界精神が自分の目的を成就するための、つま
りこの目的を意識へと高め、実現するための道具であり手段である。個人と国民のあの活動は、彼ら自身の
事柄を追求し満足させながら、
同時に、
あるより高いもの、
さらに先にあるものの手段であり道具である ３３。
これは、個人は世界精神の操り人形にすぎないという悪評高い内容で理解されてきた。しかし、本当にヘーゲル
はそう考えていたのだろうか？ おそらく世界精神のこのような戯画化された像に意味はない。かかる世界精神は
ヘーゲル哲学には存在しないからだ。これは、個別的には偶然的で非合理なものでも、全体として見たら、法則的
なものが貫いていたり、合理的なものが結果したりすることを意味する ３４。次の二文で表現されていることが、理
解のポイントになる。
この世において、いかなる偉大なことも、情熱なしには成就されなかった ３５
直接の行為のうちには、行為者の意志と意識のうちにあるよりも、何かそれ以上のことがありうる ３６
主観的な利害関心や主体的な情熱なしには、偉大なことは生じない。個人の主体的な動機や目的は欠かせない。
しかし、その主観性の狙いどおりにはならない。行為の結果、全体として生起するものは、しばしば個々の動機や
目的をはるかに超えたものである。
こうした普遍的なものと個別的・主観的なものとの関係、その思弁的な真理を解明するのは論理学の課題だとし
て、ヘーゲルはここでは理論的な解説を避けて、放火の例などをあげて説明している。
世界史においては人間たちの行動によって一般に生じてくるものは、彼らが目ざし達成しようとするもの、彼
らが知りかつ欲するものとは何か違ったものである。人間は自らの関心事を成就する。しかしそれとともに、
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なおそれ以上のことが成就される。これも実はその関心事のうちに含まれていたが、しかし彼らの意識と意図
のうちにはなかった。類似例として、不当な侵害に対する報復という正当な意図から、相手の家に放火する人
を取り上げてみよう。ここにもすでに、放火という直接の行為と、その行為それ自体には属さない外的な諸事
情とのつながりが現れる。直接の行為としては、例えば、梁のちょっとした箇所に小さな炎を当てることであ
る。この行為によってまだなされなかったことが、こんどはおのずから、次におこなわれていく。点火された
梁の個所は、梁のもっとほかの部分とつながっているし、梁は家全体の木組みとつながり、家は他の家々とつ
ながっている。こうして大火事となり、それは、当初の報復相手とは別の多くの人々の財産を焼き尽くし、多
くの人命すら奪うことになる ３７。
たしかにこれはわかりやすい例である。行為の結果は直接的な意図を超えて、ときに意図を裏切る。内的な意図
から発した行為もひとたび外的な連関のなかに投げ込まれれば、もともとの行為の意図を超えた独自の展開を覚悟
しなければならない。これは、ヘーゲルが悲劇論など、さまざまなところで展開してきた行為論でもある。
「世界史の哲学」のこの
ヘーゲルはこの思想を、おそらくイェーナ期にスミスの「見えざる手」から学んだ ３８。
文脈でより近いのは、カントの歴史論のなかの「非社交的社交性」である。カントは『世界市民的意図における普
遍史のための理念』のなかで、自然は社会における「対抗関係(Antagonismus)」を利用して、人間を醇化し、
「法
を普遍的に管理する市民社会を達成する」
、
「人間性を飾るすべての文化と技芸、最も美しい社会秩序は非社交性の
果実である」と述べている ３９。
カントとのつながりはもう一つある。ヘーゲルは、個々人の「意欲や関心や活動は、世界精神が自分の目的を成
就するための道具であり手段だ」と述べつつ、他方で、個人は単なる手段にはならないとも述べている。
個人というものを一般に手段のカテゴリーの下に(unter der Kategorie der Mittel )考察することを認めたにし
ても、それでもなお、諸個人のうちには、そのような観点でとらえることをためらわせるような一面がある。
……それは諸個人のなかにあってそれ自体で永遠な神的なもの(ein in ihnen an ihm selbst Ewiges,
Goettliches)、すなわち道徳性、倫理性、宗教性(Moralitaet, Sittlichkeit, Religiositaet)である。……これらの
面はそれ自ら、満足させられなければならない無限の権利(ein unendliches Recht)をもっている ４０。
これは、人格を「単なる手段として」扱ってはならないというカントの道具化の禁止のテーゼ、または尊厳のテ
ーゼを指している。現にヘーゲルはそれに続くところで、カントを参照指示している。
人間はまったく外面的な意味において、理性目的に対して手段として関わるのではない。人間は理性目的とと
もに、そしてこの理性目的〔を満たす〕機会に、内容上これとは違う自分中心の目的を同時に満たすが、それ
だけではなく、理性目的そのものにも関与する。こうすることで人間は自己目的(Selbstzwecke)である。……
これについては、カントを見よ 。……この自己目的という規定のなかに、われわれが手段というカテゴリーか
らは除いておいてほしいもの、例えば道徳性や倫理性、宗教性が属する ４１。
道具化の禁止というカントのテーゼをふまえ、道徳性や倫理性、宗教性が「人間の尊厳」の中核的内容であるこ
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とが語られている。
「個人は世界精神の操り人形」というイメージとは対照的な内容である。
この叙述部分において、ガンスが編集した第一版はほぼヘーゲルの草稿に沿っている。しかし、今日ヘーゲルの
歴史哲学として最も普及しているカール版（日本語訳の底本）は、歴史の理念の実現と、世界史的個人の道具化に
ついての叙述部分で、草稿の流れをずたずたに寸断し、恣意的な編集を行っている。ヘーゲルの自筆草稿はこの箇
所で切れ目なく清書されていて、論旨は明快である。ヘーゲルが死の前年に到達した最終的な思想を、この草稿に
基づいて伝えるべきであって、他の年度の講述を織り交ぜる必要はほとんどない。確認はできないが、息子カール
はおそらく、他の年度の筆記録に基づいてではなく、自身で勝手な改竄を行っている。それによって、
「個人は世界
精神の操り人形」という印象をいっそう強めたと思われる。今日の読者は、このテーマについては、ヘーゲルの自
筆草稿に基づいて、その思想内容を理解する必要がある。
「世界精神」と並んで、すこぶる評判が悪い「理性の巧知（通常、狡知と訳される）
」という語は草稿では用いら
れていないが、講義のなかで用いられた。カールの筆記録はこう記録している。
世界史における偉大な人物は、
世界精神の目的でもあり、
まさに時機にかなったものを自ら目的としています。
外面的な歴史のなかにわれわれが直接目にするものは、衝動や欲求といった特殊的なものです。これらが相互
につぶし合い滅んでいくのをわれわれは目撃します。これに対して、理念は普遍的なものであり、この闘争に
おいても攻撃されることなく無傷です。これは理性の巧知(die List der Vernunft)と呼ばれます。理性は上記の
もろもろの衝動や欲求を自らの道具として用いながら、自らを無傷のままに保ちます。あるいは、むしろ自ら
を実現すると言った方がよいでしょう。理性の目的は人間の欲求や情熱などをとおして自らを実現します。こ
の普遍的なものにくらべれば、個別的利害は取るに足りないものです。このようにして個々人は〔普遍的な理
念のための〕犠牲となるのです ４２。
理性の巧知(die List der Vernunft)は論理学やエンチュクロペディにも登場するが、ヘーゲルが初めてこの語を用
いた文献は、イェーナ期精神哲学草稿 II(一八〇五／〇六年)である。労働者が対象と自身の間に道具を挿入し、自
身は損傷したり消耗したりすることなく、道具を消尽させて、自身の目的を最終的に遂げることをいう。そこで、
こう記されている。
巧知(List)は狡猜さ(Pfiffigkeit)とは別のものである。
もっとも正々堂々とした行為こそが最大の巧知である。
(わ
れわれは巧知をその真実態において捉えなければならない。)すなわち、人はその公明正大さによって他者を、
つまり、他者が端的に自分を顕わにし、まさしくその点において自分自身を無化するさまを、明らかにする。
〔巧知は〕他者をして、それが端的にあるがままに存在することを余儀なくさせ、それを意識の光のなかへと
もたらすことを強いる偉大な振る舞いである ４３。
巧知(List)は狡猜さ(Pfiffigkeit)とは違うと言っているので、List を「狡知（悪賢い才知）
」と訳さない方がよい。
個々の主体を強制したりだましたりするのではなく、主体的な意志・動機・情熱のままに大いに活動させ、その結
果として、全体として出来するものを理性によって概念把握するというのが巧知（List）なのだから
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３ 国家の総体的把握
「γ 歴史の目的を実現する材料」の節で、ヘーゲルは国家、芸術、宗教、哲学などを総合的に論じようとしてい
る。精神が自己を知ること、
「精神が自ら自由であるという意識」が世界の究極目的である ４４が。その目的を実現
する材料(Material)とは、つまり国家のことである。
「国家の本性」には、さまざまな要素が含まれる。国憲をはじ
めとする法と諸制度、自然的な面としての国民性、さらに、宗教、芸術、哲学などである。ヘーゲルはここで、法、
宗教・芸術・哲学までをとおして叙述しようとしている。
青年期草稿やイェーナ期精神哲学などにはこうした叙述がみられるが、ベルリン時代には客観的精神と絶対的精
神との体系区分が確立し、客観的精神は講義では自然法・国家学で、絶対的精神は美学、宗教哲学、哲学史として、
．．．
それぞれ別の学科で扱われ、分断されている。そのため、草稿のこの叙述は最晩年の円熟した国家論の全体像を語
っていて貴重である。
絶対精神の体系上の順序は芸術・宗教・哲学であるが、ここでは一貫して宗教・芸術・哲学という順序で叙述さ
れているのも興味深い。芸術→宗教→哲学は、直観→表象→概念への高まりという、思想に基づく体系的整理であ
る。これに対して、宗教→芸術→哲学はヘーゲル自身の思想形成史をも反映している。へーゲルは青年期に、ギリ
シャの芸術的宗教をポリスという国家の自覚形式ととらえ、そのなかに和合の理想形態を見ていた。これがイェー
ナ期のある時点で断念され、ギリシャの芸術宗教の理念をキリスト教が引き継ぐととらえるにいたった ４５。そして
体系的には、直観に基づく芸術→表象に基づく宗教→概念に基づく哲学という形に整理した。それゆえ絶対精神論
の根はもともと宗教にある。
われわれとしては、この節に、宗教・芸術・哲学のそれぞれの歴史と、国制史との相互連関を含む精神の哲学的
考察の総括を期待したいところである。おそらくヘーゲルもそれをめざしたのであろう。しかしながら、叙述は散
漫になり、成功しているとは言えない。この節は「精神の歴史性」の哲学の空白を埋める試みとも見ることができ
るが、体系における「世界史」の位置が最初から叙述を規定している。世界史に登場するものはあくまでも一国家
を単位とするからである。それでも、本来の「世界史」が、国家と国家の間にあるのに対して、国家内部の総合的
な記述をめざしている点は注目に値する。
４ 自由の発展と歴史区分
「Ｃ 世界史の歩み」では、世界史の始まりと発展が描かれる。さまざまな話題が出てきて、焦点が必ずしも明確
ではない。ここではまずヘーゲルの歴史モデルの由来を明らかにし（１）
、次に、一人が自由→若干が自由→すべて
が自由というあの有名な図式の意味を検討してみる（２）
。
（１）ヘーゲルの歴史モデルの由来
へーゲルが描く歴史モデルには、青年時代から晩年まで、実にさまざまな型が登場してくる。けれども、国家史
としての世界史に関しては、ハイデルベルク時代から晩年まで、四段階論で驚くほど安定している。ハイデルベル
ク大学における一八一七／一八年の「自然法と国家学」講義の末尾では、
「世界史には、(1)オリエント的 (2)ギリ
『法の哲学要綱』
（一八二〇年）
シャ的 (3)ローマ的 (4)ゲルマン的という四つの国があった」４６と講述している。
もそれを踏襲している（§三五四－三五八）
。その後の「自然法と国家学」講義においても、この四段階は不動で
ある。ここには、ヨーロッパの歴史叙述において有力であった四帝国説の影響がある。
四帝国説の基本にある帝国継起史観の歴史を振り返ってみる。
紀元前一九―二 年の間に執筆されたと推定される
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ポンペイウス・トログス(Pompeius Trogus）の『ピリッポス史』全四四巻は、世界史を、東方に始まり、遠征など
によって次第に西へと拡がり、ヨーロッパの限界（ヒスパニア）に達するものとして描いている。その経過は、帝
国支配権の移行に重点を置く帝国継起史観を基本にしている。これはトログスの独創というよりも、ヘロドトス以
来のギリシャ歴史学の成果をつぎはぎした成果であった。
トログスの歴史書はその後うしなわれたが、紀元三世紀ころ、ユスティヌス(Marcus Junianus Justinus ロー
マの歴史家) の手になる抄録 ４７が伝えられた。これがアウグスチヌスなど、キリスト教的歴史観念の形成に重要な
役割を果たした人々に読まることになった。中世に入ってもこの抄録の写本は広く普及した。一四七〇年のラテン
語版の初公刊ののち、各国語の翻訳が刊行され、十八世紀にはほとんど毎年ヨーロッパのどこかの国で出版されて
いた。この歴史書がヨーロッパ人の伝統的な歴史像の形成に最も大きな寄与をしたと言われている。とくに、
「帝国
の遷移」説はダニエル書（二章 37 以下）の四帝国説とも結びついて受け継がれた。トログスによるかかる世界史
の描写「手法は、ヘロドトスを始祖とするギリシア人の歴史学の正統に属するもの」である ４８。
ヘーゲルとの関係で重要なのは、十八世紀から十九世紀への転換期に、ギリシャ起源の普遍史叙述がドイツで復
活したことである。とくにベルリン大学におけるへーゲルの同僚、ニーブール(B.G.Niebuhr, 1776-1831)は 一八一
〇－一二年にベルリン大学でローマ史を講じ、
『ローマ史』を公刊した(一八一一年）
。二五年以降これをボン大学で
継続し、二九／三〇 年冬学期、三〇年夏学期に「ユスティヌスの刊本にもとづく古代史」を講じている ４９。ヘー
ゲルの「世界史の哲学」講義はこうした普遍史としての世界史の復活の気運のなかで講じられた。こうした状況を
背景にして、伝統的な歴史叙述の次のような基本要素が、ヘーゲルの歴史哲学のなかに流れ込んでいる ５０。
①普遍史の構想
②没落史観
③帝国継起史観
④時空の十字路としての世界史（歴史と地理の総合）
⑤東から西へと移っていく世界史
ギリシャ的な円環的歴史がキリスト教的な不可逆の直線的な歴史へと転換し、後者の歴史神学（アウグスチヌス
の『神の国』
）を世俗化したのがヘーゲル歴史哲学だというのが、これまでの一般的な見方である。しかし、ヘロド
トス以来のヨーロッパの歴史叙述の歴史をたどってみると、古代ギリシャ人の歴史叙述は早くもローマ時代にキリ
スト教的な歴史叙述と融合して、一つのスタイルが出来あがっていった。これまでヘーゲルの世界史の哲学の独創
のように見られていた構造は、じつは、その多くがヨーロッパの歴史叙述の基本的なスタイルであった。一般の理
解に反して、ヘーゲルの歴史哲学はキリスト教的な歴史神学に範をとっているのではなく、ギリシャ以来の伝統的
な歴史叙述に忠実であった。
（２）ところが一八三〇年の草稿の「Ｃ 世界史の歩み」には、あの有名な図式が出てくる。歴史は自由の意識の
進歩であり、世界史は東から西へと進む。すなわち、東洋（一人が自由）に始まり、ギリシャ・ローマ（若干名が
自由）を経て、キリスト教的ゲルマン（万人が自由）へと至るというものである。これは、歴史は自由の実現の過
程というテーゼを、自由の数的拡大のイメージとして示し、後世に大きな影響を与えた。しかし、
「数的規定の不毛
「一人→若干→すべて」
さをなじり続けた哲学者」ヘーゲルには、似つかわしくないという印象も持たれていた ５１。
という図式は一八二二／二三年の序論草稿と講義録には見当たらないが、一八三〇年の草稿に登場し ５２、この学期
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の講義のなかでも語られた。この図式がいつから語られるようになったか、現在の資料状況では明言できないが、
最終学期の可能性がある。この学期の草稿にはこう書かれている。
世界史とは、精神がどのようにして本来の自身を知るにいたるかの叙述である。
東方の人(Die Orientalen)は、精神あるいは人間そのものが、それ自体で自由であることを知らない。彼ら
は自由であることを知らないから、自由ではない。彼らが知っているのはただ、一人が自由である(Einer ist
frei)ということだけである。だが、それゆえにこそ、そのような一人だけの自由というのは、単なるわがまま
にすぎず、野蛮で愚鈍な情熱にすぎない。……それゆえ、この一人というのは一人の専制君主にすぎず、一人
の自由な人間ではない。
ギリシャ人において初めて自由な意識が登場してくる。それゆえ、彼らは自由であった。けれども、彼らは
ローマ人とともに、若干の者〔特定の者〕が自由である(Einige sind frei)ということだけを知っていたにすぎ
ず、人間そのものが自由であることを知らなかった。プラトンやアリストテレスでさえ知らなかった。それゆ
え、ギリシャ人は奴隷を所有し、彼らの生活と彼らの美しき自由は奴隷制によって成り立っていたにすぎない
だけでなく、彼らの自由もまたそれ自体、偶然的ではかなく、洗練されていない限定された花にすぎず、同時
に、人間的でヒューマンなものを厳しい隷従状態に置くものでもあった。
ゲルマンの諸国民が初めてキリスト教のなかで、人間が人間として自由(der Mensch als Mensch frei)であ
り、精神の自由こそが人間自身の本性をなすという意識に達した。この意識は初め、宗教という精神の最も内
的な領域にあらわれた。けれども、この原理を世俗世界の体制のなかにも浸透させることが、さらなる課題で
あって、その解決と実現には、教養形成の困難をきわめた長い労苦が必要とされる。例えば、キリスト教を受
け入れたからといって、ただちに奴隷制が廃止されたわけではなく、ましてや国家に自由が浸透して、政府と
憲法が理性的に組織され、自由の原理にもとづくようになるわけではない。自由の原理が現実に適用され世俗
の状態に浸透して確立されるには、長い経過を要し、それこそが歴史そのものなのだ ５３。
ヘーゲルは、東洋では、
「一人が自由である(Einer ist frei) ことを知るだけであった」と書いたが、その前後でこ
の言い方が無意味であると書いている。
聴講生へのサービスとして、
ちょっと書き加えてみたという印象を与える。
右の引用のなかで意味のあるのは、
「若干の者からすべての人間へ」という変化である。すなわち、一部の市民のみ
が自由で、そのカテゴリーに入らない奴隷や女性がいた古代ギリシャのポリスから、身分によらず、人間が人間と
して自由という近代の自由の理念への移行である。この移行の意義はヘーゲル自身の形成史をも反映している。青
年時代以来ヘーゲルの憧憬の的であったギリシャのポリスは、奴隷制の上に立った一部の自由人の共和国にすぎな
かった。これに対して、近代の国家は、人間が人間として生まれながらにして自由であるとする思想の上に成り立
つ。この思想は直接的には近代自然法が唱えたものだが、ヘーゲルはその源を「すべての人間が神の前で自由であ
る」とするキリスト教の普遍性にあると理解している。このキリスト教の原理が結局は奴隷制を廃止に追いやり、
近代の自由国家を現出させたという理解である。
「世界史の哲学」がもともと描きたかったものは、このプロセスな
のである。ヘーゲルは講義のなかで次のように序論をしめくくった（表２の「Ⅲ 世界史の時代区分」
）
。
われわれがこれから考察しなければならないのは、今あげた四つの国〔東洋、ギリシャ、ローマ、ゲルマン〕
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です。
世界史の目標は理性という実体的なものについて意識した主体的な自由です。この原理はキリスト教のなか
で表明されました。人間が神と直接的な関係をもつこと、神と和解することは精神的な基盤の上でなされなけ
ればならないということが言われました。したがって、個人おのおのは無限の価値をもっていて、神との関係
において人間は平等です。かくして個人は個人として無限の価値をもつと宣言されました。主体的な自由は、
主体が実体的な意志にふさわしいという点に成り立ちます。これがキリスト教の原理ですが、それはしかし、
初めは精神の内面における抽象的な原理にすぎません。この原理はやがて世俗のなかにあらわれます。世俗に
は欲望や好みや衝動が含まれています。それゆえ、まだ実現されていない精神的な国が〔内面に〕成立します。
この精神的な国の実現をゲルマン民族は長きにわたる闘争を通じて勝ち取ったのです ５４。
ヘーゲルは、青年期に、古代ギリシャのポリスを理想化し、それに対して、近代のキリスト教社会を卑小化され
た抑圧的社会と見ていたが、イェーナ期には、キリスト教的近代を、人間が人間として自由という理念の実現とし
て認識し、自らの生きる現在と和解する。自身の思想形成史をも反映した内容が、＜特定の若干の者が自由から、
すべての人間が自由へ＞という変遷に含まれている。ここに先の言説の意味がある。ギリシャ、ローマでは、特定
の人間だけが自由人（自由な市民）であったが、キリスト教的なゲルマンにおいて初めて「人間が人間として自由
であると意識されるに至った」という歴史認識、自由の数的拡大の図式のなかにある合理的な内容というのは、結
局これに尽きる。この内容にとどめておけば、西洋中心主義史観とか、図式主義等々の、その後のさまざまな非難
は生じなかったであろう。しかし、それでは、せいぜい地中海周辺を含む西洋の歴史だけになる。普遍史の復活の
気運のなかで、しかも、異文化情報がヨーロッパにぞくぞくともたらされる時代にあって、西洋の歴史だけで済ま
すわけにはいかなかった。そこで、ギリシャ以前に東方世界を置き、自由の意識の発展を＜一人→若干→万人＞と
いう数の拡大のように描いた。これは分かりやすさを狙ったサービスだったが、かえってこれが誤解を生むきっか
けとなったのである。

六 まとめ
精神の歴史性という二〇世紀の思想を先取りする内容をヘーゲルは発見したが、それを「世界史の哲学」として
展開しようとしたところで、発見されたばかりの「歴史性」が隠蔽されてしまった。われわれはイェシュケのこの
重要な問題提起を理解するところから始め、その「世界史の哲学」という枠組みのなかでも、歴史の哲学の原理的
考察をめざした最終学期の自筆草稿に注目し、ヘーゲル歴史哲学の最後の実像の再現を試みた。世界史はヘーゲル
の体系では、
客観的精神のなかで国家という一個の実体が完結し、
それが他の国家という別の実体と関わるところ、
つまり国際関係のなかに位置づけられている。この世界史のなかに、ヘーゲルは自らの哲学的テーゼである＜精神
の自己知＞に基づく「自由の意識における進歩」５５を読みこもうとした。しかし、国家内では通用する法が支配で
きない国家間関係は自然状態であり、このなかに「自由の意識」の実現を見るというのは無理がある。国家を完結
した実体としてとらえようとしたヘーゲルの限界が、ここに現れている。
ヘーゲルのいう「自由の意識」は＜精神の自己知＞を含む深い内容であるが、国制レベルの自由をも含む。これ
『法(Recht)の哲
は本来的には、法制史・憲政史として展開されるべきであった、とイェシュケは指摘している ５６。
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学』は『権利(Recht)の哲学』でもあるが、その第一節でこう書かれている。
哲学的法学が対象とするのは、法・権利の理念(die Idee des Rechts)であり、したがって法・権利の概念(den

Begriff des Rechts)とその実現である。
「法・権利の概念とその実現」を『法の哲学』はたしかに体系的に展開した。しかし、その歴史的な実現をその
体系の末尾の「世界史」に委ねたのである。法・権利の概念の歴史的実現をもヘーゲルは解明すべきだった。しか
し、ヘーゲルは歴史法学派との対決という当時の学説史的な事情のなかで、この課題を忘れてしまった、というの
がイェシュケの分析である。精神の歴史性の哲学的展開と法・権利の概念の歴史的展開（西洋法制史）
、この二つを
怠った結果、生じた空白、そこを埋めるようにして、
「世界史の哲学」が講じられた。その講義内容がガンスとカー
ルという二人の編者によって、さらに歪められて伝えられた。これがヘーゲル歴史哲学をめぐって、さまざまな非
難が出される原因となった。
（やまざき じゅん （松田純） 静岡大学特任教授）
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