世界 民 の 愉 悦 と 悲 哀

では ない。社會 契約説に共 鳴を感じて ゐる國家 哲學者が斯 様な私の言

を 聞い た なら ば 、『 汝は 現 在日 本國 民の一 人たる こと を自覺 してゐ る

ではない か、その自 覺が嘗つて 汝の意識の うちに現れた とき以來、 汝

とも思は ないが、そ れかと云つ て、私が生 まれ落ちる と共に日 本國民

恒 藤恭

私 は生まれ落 ちると同時に 『日本國民 』とされた 。

とされたの は、私にと つては全 く偶然の事 實に過ぎない といふ私の 主

京 大講 師

が日本國民た ることは、 汝の論理か ら考へて も、最早汝 にとつて單 な

る 偶 然 の 事 實 で は なく て 、 否 定す 可 か ら ざる 必 然 の 事實 と な つ たの

生まれ 落ちた刹那 に、私自身 の意識の裡 に意志のは たらきと名 状し

張を撤囘する 必要があら うとは毛頭 考へない。 私が遮二無 二日本國民

一

得るやう なものが微 塵も無かつ たことは、 恐らく疑ひを 容れない事 實

とさ れて後、日 本國民たる自 己を承認す るに至つ たまでには 、時間の

だ』 と私を詰る であらう。そ れに對して 私は敢て異 議を申し立 てよう

だ。だから、 私は生まれ 落ちると同 時に日本國 民となつた と言はない

學者は單 なる時間の 経過量とし て論理的に 無視さるべき ものと看做 す

上に於い て著しい 間隔が介在 してゐる。 此の時間の 距たりを、 國家哲

私の母 とても別に 私を日本 國民にする 目的で私を 生んで呉れ たので

かも知れない が、現實の 人間として の私にとつ ては、此の 時間の距 た

で、 日本國民と されたと言 ひ度いのだ 。

ないこと は確かだ。 それでは、 一體私は何 者によつて日 本國民とさ れ

寧ろ 私の論理に おいては、此 の時間の距 りこそは、 幾多の結論 を生み

りに は、忘れる ことの能き ない貴重 な意味が結 び付けられ てゐるのだ 。

おせ つかいな 人間がある 。その名を 法律學者と 謂ふ。～

出す 可 き力 を 具へ た儼 然 たる 前 提なの だ 。『全體 の自 己を國 家に 向つ

たのだらう？ 斯う云ふ子 供じみた疑 問に向っ て解答をあ たへて呉れ る

帝國 の法律によ つて日本國民 とされたの だ』と。彼 れ、法律學 者は雑

て捧げよ、全 き自由は 其處から生 まれる』と 教へる社會 契約論の論 理

『汝は日本

作もなく 答へるであ らう。

られてしまふ 外はない。 その點から 考へると、 私が日本國 民とされた

ある。そ の他の一切 の事實はお しなべて偶 然性の塵溜の 中に掃き捨 て

こ ろの 事實 だ けが 、『 私に とつ ての 必然 』の心 證に 參かり 得るか らで

ので ある。何故 と云ふに、私 の意志の欲 求した結果 として發 生したと

由な意志に基 くのではな くて、私に とつては單 なる偶然の 事實に因る

知れな い。兎に角 私を日本國 民としたも のは、私の 意志以外の 或るも

も論 理の過程に おいて固執し て己まな い態度との 相違に歸 するのかも

非論理的な與 件として簡 單に無視し てしまふ態 度と、それ を飽くまで

ばならぬ 』と主張す る私の論理 との逕庭は 、畢竟右の時 間の距たり を

自己自ら のために、 世界民たる 自己のた めに、完全 に留保して 置かね

敢て 辭する所で ない。だが自 己を自己た らしめる自 己の本質的 部分は、

と 、『 自 己の その 他 のあ らゆ る 部分 は、國 家のた めに 譲渡す ること も

とい ふことは、 私の生まれ た日に偶々 つめたい 小雨が降つ てゐたと云

のだとい ふことは確 實だ。

孰れにせよ 、私が日本 國民とい ふ名義を有 つに至つた のは、私の 自

ふやう なことと 同様に、私に とつては何 等の必然性 をも意味す るもの
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～

此 の或るもの は、法律 學者の見解 に從へば、 日本帝國の 法律である 。
ところが、 如何なる法律 學者に訊ね て見ても、 人が生まれ 落ちる

世界民はユ トピアの 民ではない 。

二

本國民とし てのいろ いろの義務 の履行を數 へ切れないほ ど屢々請求 さ

ユトピアに は時間は有 るが歴史は ない。そこ では初めが 終りであり 、

瞬間に彼 れを『世界 民』とする 法律が有る とは答へ ない。事実 私は日

れたことはあ るけれど、 世界民とし ての義務の 履行を強要 された覺え

終り が初めであ つて、初めと 終りとの 中間はない 。然るに世 界民の生

ユト ピアでは一 切の現實が その儘理想 であり、一 切の理想が 直ちに

は唯 の一度もな い。だから、 私を世界 民にした法 律は何處に も無いと

最初 から必然な 事實に基くも のと言はね ばなるまい 。なぜと言 ふと、

現實であ る。充され ない願ひも なければ、 酬いられな い愛もない 。そ

きてゐ る世界は、 歴史の世界 だ。此處で はあらゆる 瞬間が、變 化であ

私に斯う 云う名義を さづける力 のあるもの は、法律の 外には私自 身の

れだからユ トピアの民 は悦樂は知 つてゐる けれど、悲痛 は知らない 。

斷言し ても差支へ ないだらう 。それだの に、私は世 界民と爲つ てゐる

意志がある ばかりだか ら。そして 私自身の 意志は、私に とつての一 切

恐 らく彼れら はさうした 悦樂に退屈 してゐるだ らうと思は れるけれど 、

り、發展 であつて、 一度び失は れた瞬間は 永久に囘り來 る機會を有 つ

の 必然性の源 泉なのだか ら。勿論、 生を此の世 界に享けた ことは、私

彼れ らにとつて はどんな退屈 さも決しく 不平の種に はならぬ らしい。

～少くと も自分では さう思つて 居る。そし て世界民とし ての愉悦も 經

にと つて偶然性 の至大な事實 であるかも 知れない。 それにも 拘らず、

それとは 違つて世界 民の感情 はつねに搖 いてゐる。 彼れらは何 よりも

てゐない。だ から世界民 は、此の今 の瞬間を何 時でも問 題として居 な

私が世界 民となつた ことは、 私にとつて 必然過ぎる ほど必然な 事實で

與へられ た現實に執 着を有つて ゐる。現實 をいとほしむ 心が深いだ け

驗すれば、世 界民として の悲哀も経 験する。し て見ると 、私が世界 民

あると私 は斷定する 。それは矛 盾だと冷笑 する人がある なら、私は そ

に、現實をよ り良くした いと云ふ希 望が、彼れ らの胸に一 杯にあふれ

けれ ばならぬの だ。

の評言を無條 件に甘受す るであらう 。斯かる體 驗をしも矛 盾として排

てゐ る。そこで 現實のかげ に僅かでも 理想が姿 を見せると 、世界民は

であ ることは、 私にとつ ては何等の 偶然の事實 にも基くも のではなく 、

し去 るならば、 私の生きて ゐる事實を 意味づけ る唯一の索 縁は、永久

合はどち らかと言ふ と例外なの であつて、 此の世界は何 處まで世界 民

ぢきに 抑へ切れ ぬよろこびに 涙ぐんでし まふ位であ る。だがそ んな場

そこで 私は獨りさ けぶ。私に とつての必 然は、私の意 志にとつて の

の願うてゐる 方向とは反 對の方向へ 進んで行 くのかしら と疑はれる ほ

に喪は れてしま ふだらうから 。

眞實の自由で ある。だか ら世界民と しての私 は、自由民 としての私 だ、

ど、 世界民の 理想なんか には頓着な く歩みを運 ばせるが通 常の有様だ 。

込んでゐ るのが、屢 々見受ける 世界民のポ ーズなので ある。

で陰 慘たる顏色 のうちに懷疑 家めいた哀 愁の表情を 漂はせなが ら默り

そし て私は自 由が好きだ 、誰れが何 と言つても 好きだ。
世 界民として の私の愉悦は 、斯うして 私が世界民 となつた瞬 間から
約束され てゐるわけ だ。
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民でもあり、 或はスペイ ンの國民で もあり、 或はドイツ の ブ
< ラジル >
國民 でもある わけだ。尤 も世界民は それを單純 な符牒と心 得てゐる。

ばな らぬことを よく合點して ゐる。だか ら國家とい ふ歴史的産 物も、

て形 成された 現實を無視 してはなら ぬこと、否 、十分それ を利用せね

しの 支那人にと つては、彼 れら自身の 祖國は世 界の『中華 』であり、

マ ルク ス は共 産 黨宣 言の 中で 、『労 働者 には祖 國が 無い』 と述べ てゐ

世界民に とつては彼 れらの理想 を實現する ための大切 な便利な 手段の

世 界民がユト ピアの民でな い證據には 、彼れは 何處かの國 家に籍を

るが、そ の心持はや がて世界民 の心持なの だ。國民た ると同時 に世界

一つなのだ 。世界民が 同時にい づれかの國 家の籍を有つ てゐるのも 其

殘りの 國々の人 間はおしなべ て夷狄であ つたけれど 、世界民の 眼に映

民でないと ころの人間 にとつて は、彼れが 若し日本國民 であるなら ば、

のためである 。或る會に 籍を置いて ゐないと、 或る音樂者 たちの手に

置いて ゐる、例 へばイギリス の國籍に、 スペインの 國籍に、ド イツの

自ら以て日本 國民と稱す ることが無 限の誇りで あり、誤つ て暹羅國民

よつ て行はれる コンサートを 聽くことが 能きない としたら、 そのコン

る人間は 一人殘さず 中華の民で ある。尤も 世界民はユト ピアの民の や

とで も呼ばれや うものなら、 大層な恥辱 を受けた かのやうに 憤慨した

世界民が いづれかの 國家の籍を 有つてゐる のも、同じ様 な必要から で

うに歴史の無 い時間の中 に生活して ゐるもの でないから 、歴史によ つ

りする。 アメリカ 國民、ポー ランド國民 、支那 ト
<ルコ 國>民、某國民、
々々々が 、それぞれ 斯うした衿 持をその國 籍名に結び付 けて有つて ゐ

ある。從つて それがどの 國家の籍で あるかと言 ふことは、 彼にとつ て

國籍に 、
< ブ ラジル国籍 に 。
> つま り世界民 は同時に或は イギリスの 國

る。それは世 界民が哂う て抛擲した 衿持である 。太陽は四 六時中何 處

べての文 化運動の先 驅を爲した 。そこで フランス人 はほこらし く眼を

民に とつては全 然無意味な努 力であつた 。近代にお いてフラン スはす

ド イツ國を』 打ち建てや うと願つた ドイツ人の 曾つての努 力は、世界

のための共同 の財産で あるべき筈 だ。同じや うに『すべ ての國の上 に

在』をな つかしく思 ふのだから 。唯世界民 は彼れの籍を おいてゐる 國

れは彼れ の使つてゐ るペン軸に 對してす らも、それ の有つてゐ る『存

ゐる とさへ信じ てゐる。そし て彼は彼れ の屬してる 國家を愛す る。彼

く 、寧ろ彼れ 自身は、そ の事實に對 して最も正 當な價値判 斷を加えて

こころを 抱いてゐる から、彼れ が某國家に 属してゐる ことが第四 ｎ
< >
次の問題だか らと云つ て、その事 實に全然價 値をみとめ ぬわけでは な

サートに 興味を有 つ者は、兎 も角もその 會の會員に なって置く だらう。

かし ら世界の表 面を照明し てゐる。 だから『自 分の國の領 土には太陽

は第 四 ｎ
< 次>の問題であつて、決して第一次、第二次の問題ではない。
尤も 世界民は彼 れを取り巻く 一切の現實 に對して絶 つ能はざる 愛執の

輝か ぜて 語 るで あ らう 、『フ ラン ス人 を除い た總 ての他 の國 の國民 た

家と同じ國家 に屬してゐ る人々の大 多數と一し よになつて 、國家その

の没 する時がな い』と謂ふイ ギリス人の 自負心の如 きは、世界 民の唾

ちは二つの祖 國を有つて ゐる。その 一つは彼れ ら自身の祖 國であり、

者に 對し、目的 自體としての 價値をみ とめる心に なること は到底能き

棄する所 だ。世界民 には國境が ない。世界 のあらゆる 部分は、世 界民

今 一 つ は わ れ ら のフ ラ ン ス であ る 』 と 。と こ ろ が 世界 民 は 謂 は ゆる

ないの だ。それは 世界民のよ ろこびでも あれば、哀 しみでもあ る。
に感ぜ ざるを 得な いわけ だ。む か
at home

『彼れ ら自身の祖 國』を持ち 合せてゐな いから、フ ランス人と 一しよ
にフ ラン スの文 化にお いて
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三

質 は、各人の 生存と努力 との全意義 の源泉なの であるから 、能きるだ

な自己の 保存發展を 障害する一 切の非本質 的なもの を征服する ことが

け保 存され發展 されなければ ならぬ。そ のためには 、一方には 本質的
一切の 人間は世界 民の友だち であり、同 胞であるけ れど、彼れ らは

能きるやう 、あらゆ る與えられ た自己が互 ひに協力する ことが必要 で

の本賀 が深められ 、擴大され 、豐かにさ れて行く機 曾を獲得す ること

悉く世界民 たるもの ではない。 人間を國民 とする法律は あるが、世 界

自覺と は、人間が 自己自らの うちに自 己の本質を 見出す心の はたら

が必要で ある。だか ら各個の本 質的な自己 は、みつから を支へてゐ る

あり、他方に はあたへら れた自己が 單獨では成 就し得ない 事柄を、他

きを指す 。世界民の 考へ方から 言へば、人 間が自己自ら の内面に深 く

に参 加しなけば ならぬ。 此れが本質 的な自己の まもるべき 第三の約束

民とする法律 はない。人 間を世界民 とするもの は、人間自 身があるの

沈潜して、自 己をして人 間たらしめ る至醇の本 質をす し
< つ
> かり把握
する 刹那に、世 界民とし ての彼れの 生涯は始ま るのだ。だ から人間が

なの だ。現實に あたへられた 一つ一つの 自己が存在 する限り、 此の目

のあ たへられた 自己と協力し て成就す ることによ り、それぞ れの自己

眞實 の自我にめ ざめるとき、 彼れは自ら を世界民と して彼れの 意識の

的の體系 は何處まで もその範域 を延長す可 き筈であり 、或いは人 種性

みだ 。人間自身 の自覺がある のみだ。

うちの民 籍に登録す るのである と、世界民 は自ら省み て確言する ので

の共 通と か 、或 い は民 族性 の 共通 とか、 或は 同一國 家に對 する 共屬

ねばならぬ第 一の約束で ある。この 約束には更 に必然に第 二、第三の

しての自 己に、みづ からの存立 を託するこ とは、本質的 な自己の守 ら

それは最 早如何なる 自己でも なくなつて しまふ。だ から一個の 人間と

れた 自己と同じ ものではない が、あたへ られた自己 と絶縁す ると共に、

べき眞 實の愉し い自由のやど りかが剰さ れてゐない のだから、 自由の

はねばならぬ 。偶然的標 準による目 的の體系の 範域の局限 は、やがて

は自己の 本質にめざ めた人間の 本領から遙 かに遠ざかっ た態度だと 言

目的の體 系内に嵌入 されるこ とを以て満 足する者が あるならば 、それ

通 關
> 係 とか 、 或は 宗 教的 信仰 の 同一 性とか を標 準とし て、そ の範 圍
が局 限さるべき 何等の理由も ない。斯か る局限され た範域の 上に立つ

所の與へられ た自己を率 ゐて、共同 の使命を戴 く統一あ る目的の體 系

ある。

約束 がつながっ てゐる。本 實 質
< 的>な自己は、既に與えられた自己に
みづか らの存立 を託してゐる ことを肯定 する以上、 他の本質的 な自己

熱愛者た る世界民は 、かの窮屈 な體系の中 に囚はれてゐ る數知れな い

あ らゆる本質 的な自己に 課せられ る、以上の やうな必然 的約束の内

與 へられた 自己は人間 の一人であ る。本質的 な自己は、 此の與へら

がやはり 他のあたへ られだ自己 にみづから の存立を託し てゐる事實 を

人間の運命の ためにひそ かに涙をそ そいで巳 まない。

持者 たる與へ られた自己 を愛護し尊 重すると同 様に、おな じ務めを盡

その 中に在る各 個の自己の 不當な拘束 であつて 、そこには 人間の享く

承認しなけれ ばならぬ。 そこで本質 的な自己 は、みづか らの存立の 支

すと ころの他の 一切のあたへ られた自己 をも、ひと しく愛護し 、ひと

容を べ
撿 て みた ら、 此 れら の 約束 が忠實 に履行 され 得るた めには 、あ
たへられ た各々の自 己が、世界 民としての 立場にみづ からを置 く外は

しく尊重 すべき筈で ある。これ が第二の約 束である。 各人の自 我の本

<
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を、數知れ ぬ他の自己 に於てみ とめ、そし てかの壮麗な 體系の實現 を

た自己の 微力さと不 純さとをか へりみ、お なじやうな 微力と不 純さと

なん といふ限り ない悦びの體 驗だらう。 とは言ふも のの、あた へられ

る絶 大な目的 の體系の一 成分を支へ てゐるのだ と云ふこと の認證は、

くのだ。ささ やかな自己 の存在すら も、一切 の自己を包 容する力の あ

き、 ち
撿 自己 み づか ら の裡 に自 己の 本質 を見出 すと き、世 界民と して
の彼れの 生涯が始ま ると世界民 が信じてゐ るのは、かう した事情に 基

ない と云ふこと が會得され るであらう 。人間が ほんとうに 自覺すると

律哲學者な り社會哲学 者なりの 慣はしであ つた。それら の學者たち は、

に對して 人間のこさ へたのでな い法律を自 然法とよぶ のがむか しの法

い法 律でなけれ ばならぬ。人 間のこさへ た法律を人 定法と呼び 、それ

だか ら世界民 にも法律が あるとすれ ば、それは 人間がこさ へたのでな

かの意味での 法律が必要 だ。ところ が世界民 は立法者を 有つてゐな い。

典型にか なつた者を 求あること は殆ど不可 能だから、世 界民にも何 等

いさ さかも則を 超えないと 云つたやう な境涯は 、世界民と 雖も心ひそ

かに惝怳 してゐ る所だけ れど、もと より彼れら の中にさう した至人の

阻礙するとこ ろの抵抗が 如何に強大 なものであ るかに想ひ 到るとき、

自然法といふ 概念にいろ いろの獨斷 的な理論を 結び付けた 爲に批 非
< >
難を 受けたのだ がそれかと言 つて、人間 のこさへ たのでない 法律を自

世界 民は絶望に 似た嘆息のう めきを覺え ず洩らす ことである 。

然法とよ ぶ慣はし を排斥する 必要もある まい。世界 民の法律は 人間が

こさへた のでないと すれば、そ れを自然法 と呼んでも差 支へはなか ら

その國家の民 たる資格 においては 、法律の要 求するとこ ろの租税も 納

もない。 尤も世界民 は同時に何 處かの國家 に籍を置い てゐる筈だ から、

する 立法者もな ければ、法律 の條文をか ざして彼れ らをさばく 裁判官

世 界民には法 律がない。そ して高い 權力の座に 立つて世界 民に命令

質 的な自己に とつての發 展の自由は 存在しない 。自由の民 たる世界民

をも含んでゐ るわけだ 。權力が個 人に向つて 命令すると ころでは、 本

するとい ふことの中 には、だか ら必然に斯 かる意味で の自然法の 認識

に課 せられる社 會生活の普遍 的規範であ る。世界民 としての自 覺に達

と共 に洩れなく 包容せむと する所の 目的の體系 において、 各個の自己

四

め れば、法律 によつて定 められた役 人の仕事に も敬意をは らふ。世界

が權 力の法律を 有たないのは 、當然至極 の事柄だ。

う。それは一 切のあたへ られた自己 を其れの支 へてゐる本 質的な自 己

民が ユトピアの 民に歸化しな い限り、此 れらの事柄 は、已むを 得ない

自然法 は世界民に さづけるに 次のやうな 根本的權利 と根本的義 務と

を以つて する～一切 の權力 利
< に
> 對して すべての人 類の自由と 幸福と
を確保せむこ とを要求し 得る權利、 一切の權力 をしてすべ ての人類の

事柄でも あれば、必 要な事柄で もある。

さへた法律の ことである 。法律學者 が丹精に研 究するとこ ろの法律、

自由 と幸福との ために作用せ しめるや う努力すべ き義務。 世界民の権

世界民に は法律がな い。斯く言 ふ場合に 法律といふの は、人間が こ

辯護 士が巧みに 利得の資本に つかふと ころの法律 がそれで ある。さう

利は大 であるが、 その負擔も 洵に重いと 言はねばな らぬ。

あらゆ る權力の中 で最も強大 なるもの、 最も確固たる 組織を具へ て

した法 律を世界民 は一つも有 つてゐない 。けれども 世界民には 如何な
る意味で の法律もな いと云ふわ けではない 。心の趨くま まに行動し て
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でなけれ ばならぬし 、世界民の 義務の主要 なものは 、國家をし て斯か

向つ てすべての 人類の自由と 幸福とを確 保せむこと を要求し得 ること

ゐ るものは國 家である。 だから世界 民の權利は 、何よりも 先づ國家に

組織を構成 すること を、自然法 の權限によ つて要求し、 ある國家が こ

民の全員 をして平等 に人間らし き生活をい となみ得 させるやう な社会

の全 員に對し、 平等の生存權 を確保すべ きこと、換 言すれば、 その國

件 たるべき生 存權につい て考へて見 る。世界民 は、各國家 がその國民

もしもあ る國家がそ の領土内に 住んでゐる 他國民の全部 又は一部に 向

る要求に應 じてすべ ての人類の 利益のため に活動せしめ るやう、國 家

客観的 には各人の 自由と利益 、主觀的に は各人の個性 と幸福～此 れ

つて自國民と 平等な生存 權を認める ことを拒む 場合には 、その國家 の

の要求にかな つた社會組 織を設定し ない限り、 その國家の 秩序を攻撃

らのものを現 實の社會生 活において 確保し增進 する目的 のためにの み、

政策 の非人道性 を、鋭く 攻撃するこ とに努める だらう。更 に世界民は

を指導するこ とでなけれ ばならぬ。 世界民がい づれかの國 家に籍を置

國家 的權力は權 力として 存立するこ とを許され る。言を換 へると、か

それ ぞれの國家 を構成してゐ る國民の平 均的生活程 度が、能ふ 限り同

して 止まぬであ らう。次に世 界民は、 各國家がそ の領土内に 在る一切

やう な目的のた めにのみ國家 は個人の意 志を拘束す ることを許 される。

一の高さ に近づき得 るやう、各 國家が相互 に他の國家 に對して必 要な

いて ゐるのも、 斯かる權利を 維持する ため、斯か る義務を實 行するた

自然法は 、この限度 を超えて國 家が個人の 意志を拘束 することを 肯ん

の他國 民に對し自 國民と平等 なる生存權 を確保すべ きことを要 求し、

ぜないし、 國家の活動 の効果がこ の限度以 下に停滞する ことを是認 す

生活 手段 を 補給 し 合ふ べき 義 務を 履行す るこ とを希 望する 。 ち
撿 各國
家 に屬する國 民の全員が 總體として 、換言すれ ば國家の名 において、

めの方 便と視らる べきだ。

る ものでもな い。世界民 は斯かる自 然法の原則 を把持しつ つ、一切の

他の 國家に對し 生存權を主張 し得ること を、各國家 が承認す べきこと

いふ汚名 を世界民は さづけるだ らう。

を要請す る。この義 務の履行 をよろこば ぬ國家に向 つて、正義 の敵と

國家 の行動に對 して、忌揮な き批判を加 へむことを 期する。
個人は 、三重の關 係において 、自己の自 由と幸福と の尊重を 國家に
向って要 求し得なけ ればならぬ 。個人がＡ なる國家に屬 するとき、 彼

ば な らぬ 、次 に 彼れ はＡ な る國 家以 外の國 家、 ち
撿 Ｂな る國家、 Ｃな
る國家 、Ｄなる 國家、その他 のすべての 國家によつ て、自己の 目的と

くもロシ ア國におい て其の例外 を見むとす ることは、世 界民の○○ ○

を無視 してゐる ことは、世界 民のかなし み憤る所で ある。唯め づらし

＜以後の文 章は１９４５ 年の「世界 民の立場か ら」では削 除＞

幸福とを 直接に尊重 されねばな らぬ。第三 に彼れはＢ、 Ｃ、Ｄ、そ の

○○○○○○ ○○を點す るものであ る。しか もそのロシ アの國民た ち

れは先づＡな る國家その 者により、 自己の自由 と幸福とを 尊重されね

他のすべての 國家が、彼 れの属する Ａなる國 家の自由と 幸福とを尊 重

が、 正義人道 の擁護者を 以て任ずる イギリス、 フランス、 アメリカ、

現 存の國家が 殆んど悉く、 以上の三重 の關係に おいて人類 の生存權

する ことによ り、自己の 自由と幸福 とを間接に 尊重すべき ことを要求

○○ などの諸國 家によつて、 數年來右の 第三の意味 での○○○ ○○○

○○○○ て來たこと は、世界民 にとつては いたましき アイロニ イであ

し得 なければな らぬ。
たとへ ば、個人の 自由と幸福 とを維持增 進するための 最も重要 な條
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つあ る。世界 民は一九二 〇年時代に おいて斯か る悲しい経 験をしやう

ゆる正義人道 を愛する國 家によつて 最も組織 的に最も冷 静に行はれ つ

まざと見 せ付けられ る。戰爭に も、まさる 大規摸の殺人 事業が、謂 は

男女を こぞつて 饑餓に苦しん でゐるドイ ツ國民の場 合について 、まざ

ると 言ふの外は ない。おな じやうな生 存權蹂躙 の残虐な事 實は、老幼

論理 は、世界 民の斷じて 許容せざる 所である。 もとより個 人の團體は 、

決定する權利 をみとめる ことなくし て、白色 人に同じ權 利をみとめ る

の主張の 論理的根據 を否定し去 るものであ る。黄色人に 國家所屬性 を

權利を 有たない 』と主張する とき、彼れ らは後半の 主張によつ て前半

る と 共に 、『 黄 色人 は濠 洲 人の 建設 した 國家に 屬して 自由に 活動 する

を有つこ ともゆるさ れるけれど 、個人の權 利を害する やうな權 利、團

その 團體たる性 質に基いて、 ある事項に ついては個 人の有たな い權利

更に民 族自決權の 例について かんがへて みる。民族自 決權は如 何な

體が團體だ からと言つ て有つこ とは、世界 民の法律にお いて認めら れ

とは 思ひもかけ なかつた。

る人間の法 律によつて も認めら れてゐない 。國際法によ つても、い づ

る限りでない 。

があ る。

世 界民には、 彼れが視て以 て最もた うとい誇り とするとこ ろの特權

五

＜ 以上 、
「 世界民の立 場から」で 再録されなか った部分＞

れの 國家 の國 法 によ つ ても 、そ れは 世界 民の法 律、 ち
撿 自然法 のみ が
みと める權利な のだ。自然法 の要求によ れば、國 家は個人の 自由と幸
福の維持 增進のた めに存立す る。だから 個人はいづ れの國家に よつて
自己の自 由と幸福と を確保さる 可きである かを自ら決す べき権利を 有
するものと言 はねばなら ぬ。民族自 決權は斯か る個人の自 決權の歸 結
とし て當然生ず る權利であ る。個人 が個人とし て所屬國家 を決定する
權利 を有する以 上、個人の集 團たる民族 も亦同じ權 利を有たね ばなら

族自 決權を主張 する者にして 、個人自 決權を否認 せむとす るならば、

民族自決權 の據て存す る本來の基 礎は個人自 決權である 。だから民

世界民の 顔の表情は 或は晴れや かになつた り或は憂欝に なつたりす る。

迫を被り つつある民 族の獨立運 動につき 、いろいろ 報道に接す る毎に、

獨立 運動につき 、印度の民の 獨立運動に つき、その 他すべて不 當の壓

も 、其の正當 なる自決權 を承認しや うとしない 。アイルラ ンドの民の

場合を除けば 、個人に 向つても、 個人の文化 的集團たる 民族に向つ て

て立つ たときに、 第三階級が 代表した民 主主義者の 立場である 。現に

とす る世界主義 者の立場であ る。曾つ て第一階級 、第二階 級に反抗し

の利益と幸福 とを標準と して、總て の社會的事 象の價値を 規定しやう

立場であ る。偏狹な 國家主義、 偏狭な民族 主義を斥けつ つ、人類全 體

情にみち た洞察の眼 を一切の事 物の上に 向けやうと する批判主 義者の

世 界民の立場 は、現實 にも立脚し て つ
< つ、 現
> 實を超越し やうとす
る理 想主義者の 立場である。 あらゆる偏 見と我執と を抛擲し去 り、同

といふ特權が 、 ち
撿 其れだ。

世界民 としての立 場から一切 の事物を判 斷し一切の行 動をいとな む

それは 自家の立場 を覆さむと するものだ 。たとへば 濠洲人が『 濠洲人

第三階級 に向つての 反抗におい て、第四階 級の據りつつ ある社會主 義

ぬ。併し ながら現存 の國家は、 大して自家 の痛痒を感 じない例外 的な

は濠洲人 によつて建 設された國 家の下に生 活する權利が ある』と唱 へ
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者、壓制 者、絞 搾
< 取
> 者、好 戦者に向つ て、極力反 省を促すと ころの、
自覺せる人 間の立場 である。

とす る兩性平等 主義者の立場 である。あ らゆる偏見 者、空想家 、偽善

者 の立場であ る。社會生 活において 女性を男性 と平等の地 位に置かう

だ。おそらく 彼れは雪舟 や大雅の筆 意のうちに 漂渺たる山 水の風韻を

づれの國の 文化に對 するよりも 、一層濃や かだらうと推 察されるわ け

の創 り出した文 化の内容につ いては比較 的に大なる 理解力を有 つてゐ

し 、言ふまで もなく深い 興味を寄せ てゐるに相 違ない。彼 れは日本人

られた 唯一の立場 である。シ ルレル ビ
< スマ ルク に
> 對す るゲーテの 立
場である 。クレマン ソーに對す るウィルソ ンの立場であ る。マキア ヴ

人類 の悲哀を悲 哀とするとこ ろの、純 眞なたまし ひの所有者 にあたへ

陶 醉
> さ せたり と
< ＞ するこ とにおいて 、日本人の 一人とし て育つた幸
福をしみ じみとかん がへるだら う。彼れは また人麿だの 實朝だの良 寛

掬 し たり 、廣 重 や寫 樂の 色調 か らあ ふれ出 る人 生の情 味に 官能を淘

るだらう から、日本 の文化をな つかしむ彼 れの自然 の感情は、 他のい

世界民の立 場は、因襲 と偏見から 解放され、 人類の愉悦 を愉悦とし 、

ヱリに對する グロチウス の立場であ る。ブルジ ヨア學者 に對するマ ル

だのの歌の中 に、太祇だ の芭蕉だの 一茶だのの 句の中に 、 水
< 晶
> のや
うに 透きとほつ た生活經 驗の核心を ながめて、 人類の文化 の廣大な地

クス の立場であ る。パリ サイ人に對 するキリス トの立場で ある。

盤の 上に、さう した一隅をた がやして置 いたところ の、其れら の人々

<

の努力を 心から感謝 したいと思 ふだらう。 能樂の鼓の ひびきの冴 えに、

個人 が社會と交 渉する所の あらゆる接 觸面におい て、世界民 は自由
な人間性 を保持しつ つ、各自の 性格、各自 の境遇をと ほして、此 れに

浄瑠璃の三 味線のねい ろの縺れに 、彼れが 結びつける聯 想のかずか ず

たご ゑに聞き恍 れては、ひた すらに彌陀 の慈悲にす がつて凡 夫のあさ

能ふ限り個 性的な發展 を與へやう と努力す る。その爲め には、世界 に

『 學問には國 境が無い』と 言はれてゐ るが、世界 民の見方か らすれ

ましい惱 みから解脱 するみち を教へた聖 僧を、祖先 の中に見出 すこと

は 、どれも此 れも彼れの 心の大切な 財産であり 、緩やかな 御詠歌のう

ば、すべ ての種類の 文化が國 境を知らな いのだ。も とより世界 民は冷

をいとも たふとしと するだらう 。

現 存する一切 の文化は、 世界民の共 同の財産で なければな らぬ。

静な現實 の観察者だ から、さま ざまの自然 的原因並びに 人爲的原因 に

日本國に籍 を置く彼の 世界民は、 以上の推察 を一々肯定 した上、問

『 だが、私の 心は私の國

の文化 を味解す るだけで満足 するもので はない。勿 論私の心が 私の國

～

るも のではない けれど、差 別を發生さ せた原因 に拘泥して た
< 文
>化 内
容の價 値に差別 を付けること は、世界民 の甚だ快し とせざる所 である。

以外の國 々の文化を 味解する能 力は、私の 國の文化を味 解する能力 に

はれ るともなく 次のやうに 語るだらう

世界民の 価値判斷は 、あらゆる 民族の文化 内容に對して 全然公平で あ

及ばぬだらう 。然かし兩 者の差違は 、質の差 違ではなく て程度の差 違

基くところの に
< もとづ くところの 文
> 化内容の を
< 差
> 別を し
< 閑
> 却す

らねばならぬ 。

識の 體系を築き 上げて行く學 問的文化に ついては、 極めて微小 であり、

だと 、私は信 じてゐる。 此の程度の 差違は、必 然的な普遍 妥當的な知

世界 民は人生と 歴史に無限の 愛着を有つ てゐる者だ から。此の 一人の

宗教的文 化、政治的 文化、經濟 的文化など についても 左程大き くはな

例 へば此處に 日本國に籍 を置く一 人の世界民 があるとす る。一般に

世界民は 彼れの祖先 たちが産み 出した一切 の日本人に 特有な文 化に對

8

現され る文藝的 文化について 最も大きか らむとする だらう。け れども

りなく豐 かな文化の 構成層を歴 史の斷面に 於いて見渡し ながら、其 處

あらゆ る優秀な 文化産物は 、世界民の 誇りであり 、富である 。かぎ

な國 粋主義者た ちのうるさ い蠢動だ！ 』

嚴密に考 へたら、藝 術的作品は その作家に よつてのみ、 少くともそ の

に享 樂の 盡 きざ る可 能 性を 想 ふと き 世
. 界民 の愉 悦は雙 つの 瞳に火 と

く、 習俗的文化 について稍 大きく、藝 術的文化 、殊に言語 を通じて表

作家とほぼ同 じ深さの藝 術的經驗を 積んで來 た人によつ てのみ味解 し

かが やく。

活經驗を 豊かにし やうと努力 することで あるべき筈 だ。私は私 が味解

を問 わず、一切 の價値ある文 化内容を正 しく深く 味解して、 自己の生

分の屬する國 で生まれた ものたると 、他の國々 で生まれた ものたると

思想 に 對し て狐 の やう な 疑ひ 深い 眼を向 け 、『外 來思想 』とい ふ貼 札

らねがつ てゐる。 況んや、自 分の属する 國家の領域 の外部で成 長した

世 界民は外國 語といふ差別 の範疇が無 用となる日 の到來する ことす

『外來思想 』といふ語 がある、世 界民の大嫌 ひな語の一 つだ。

六

得ら れると言 はねばなら ぬ。われわ れが文化の 意味の理解 について云
爲す る場合に、 それほど嚴密 な考へ方を 採用しない 限り、他の 國民、
他の民族 の文化の意 味に對する 吾々の理解 力を、本質 的に否定 するこ

し得る限 りのさまざ まの國々の さまざまの 文化内容を通 じて、その 國

とは無益だ らう。それ よりも吾 々の念とせ ねばならぬ點 は、それが 自

々の數知れぬ 人々の生活 の内容に沒 入したい、 それらの人 々の悦び に

をつ けて 、警 戒 と 惡
撿 と の對 象と しや うとす る怯 懦な偏 狹な人 間の 態
度を 、世界民は 憐れみ且つ いやしむ こと甚しい 。世界民に とつては、

よろ こび、それ らの人々の 苦しみを 苦しみたい 。私の属し てゐる國の

あら ゆる正しい 思想、あらゆ る眞實な思 想は、恰も 彼れの心奥 から生

まれた思 想であるか のやうに感 ぜられる。 反對に假令 彼れの屬す る社

會で生まれた 思想であ るにしても 、それが世 界民として の立場と相 容

全 文化 内 容を 殘ら ず べ
撿 て 見た とこ ろで 、トル スト イの小 説の深 刻さ
が求められやうか レ
? ムブラントの繪畫の輝かしさが求められやう
か？べートー ヴエンの 音樂のうつ くしさが求 められやう か？ミケロ ア

にお もふだらう 。

うか？羅 馬人の法律 技術の巧み さが求め られやうか ？イギリス 人の政

世界民 の心の扉は 、一切の價 値ある思想 に向つて開 かれてゐる 。扉

れ ないもので あるならば 、反つて『 外來思想』 と銘を打つ ても可い位

ン ジエロの彫 刻の偉大さ が求められ やうか？プ ラトー プ
< ラトン の
>哲
學の けだかさが 求められやう か？李太白 の律詩の雄 渾さが求め られや

治生活の 闊達さが求 められやう か？印度人 の宗教的冥想 の神秘さが 求

の外 には 批 判の 階 段が ある 。 彼れ の屬す る國 家の民 の 先
撿 が 大切に し
て來た思想で あつても、 彼れの属す る國家の現 在の民の大 多數が抱い

てゐ る思想であ つても、その 階段で躓 つ
< まづく く
> ものは、決 して世
界民の 心の扉をく ぐることを 許されない 。かたくな る官僚や、 干渉好

められやうか ？・・・斯 うした疑問 を起せば起 すほど、文 化の世界に

可解と なつて來る だらう。私 たちの國の 領土の上に すぐれた文 化を築

きの教育 家やが、妄 りに危険視 する思想で あつても、其 處ではやす や

國境 を劃して、 その内側に安 住しやう とする人間 たちの心 持が愈々不

き上げて 行かうとす る懸命の努 力を妨ける ものは、あの 依怙地な頑 冥

9

だ。扉の 内部をのぞ いて見ると 、そこでは 世界民の 各自の個性 に切實

迫さ れ、不當に 排斥されてゐ るところの あらゆる正 しい思想の 避難所

尚ほまた、 完全に近 い世界共通 語は如何に して創り出し 得られるか と

途が疏通 されるに至 ることは、 世界民が希 望して已 まない所で ある。

少數 の種別にま で整理され、 民族と民族 、國民と國 民の相互的 理解の

現 在あまりに 多岐にわか れてゐる諸 民族、諸國 民の言語が 、能ふ限り

な思想が、 部屋の中 心に座をあ たへられ、 さうでない思 想が部屋の 周

いふ間題の解 決は、世界 民のすべて に課せられ た最も重大 な任務の一

す と階段をの ぼつて行く 。世界民の 心の扉の内 部は、だか ら不當に壓

圍にうづくま つてゐるだ らう。扉の 外では多く の珍らし好 きの人々か

つで なければな るまい。

世 界民が立脚 しやうとす る世界主義 の見地は、 政治上殊 に外交上に

七、

ら盛 んな歡呼を あびせられて ゐる思想 が、そこで は部屋の片 隅にかが
んでゐ るやうなこ とは、十分 有りがちな 光景である 。月日の經 過に伴
うて、部 屋の中での いろいろ思 想の居場所 がかはる。其 れは世界民 の
個性がそだつ て行く證據 だ。
世 界民は彼れ の生活して ゐる社會の 中へ、正し い思想、 力ある思想 、

を他國の社 會に移入す ることにも 、ひとし ぐ心を勞する だらう。そ れ

主 義といふ概 念は、社會 組織維持の 條件又は方 法としての 國家の存在

國家主義に は二様の意 味がある。 先づ一つ の意味にお いては、國 民

於け る國家主義 の見地と對照 され、國際 主義の見地 と對照され ること

に ついて世界 民の頭をな やますもの は言語の相 違の問題だ 。すべての

価値 を肯定しや うとする思想 を指すので あつて、其 れと對立 を成す概

うつ くしい思想 が、他國の社 會から潤澤 にそそぎ入 ることにカ を竭す

世界 民は各々他 の國の言語を なるべく廣 くなるべく 深く學ぶ ことに努

念は、斯 かる國家の 存在價値 を否定しや うとする無 政府主義の 概念で

によつて 、明確に諒 解し得られ るだらう。

めるだら う。飜譯の 方法によ つて他國の 思想を自國 の言語の中 に表現

ある。世 界主義は此 の意味での 國家主義と 相容れないも のではなく 、

だらうし 、彼れの生 活してゐる 社會の有つ てゐる所の ねうちある 思想

する事業 にたづさは るだらう。 藝術家たる 世界民、科學 者たる世界 民

もな い。但しこ の意味での 國家主義と 無政府圭 義との對立 において問

政府主義 に與しない で、國家主 義に加擔す るだらう。 世界民が いづれ

る間 は、世界主 義者はみづか らの主張の 貫徹の便宜 上及び必要 上、無

して ゐないと いふ判斷が 、さまざま の客観的事 實によつて 正當とされ

なしに能く平 和的社會生 活をいとな み得るや うな道徳性 の水準に到 達

題とさ れるのは 、如何にして 社會組織を 維持すべき であるかと 云ふ點

それかと云っ て此の意味 での無政府 主義と原理 的に相容れ ないもので

は、 一層 その 責 務を 痛 感す るだ らう 。世 界共通 語の 問題、 ち
撿 各國 の
民が 各々自國の 言語を維持 しつつ新し い世界共 通語を相互 の交通にお

なのだか ら、現實の 人間の大多 數が、強制 権力の支配を 前提するこ と
<

いて使 用すべき であるか が
< 、
> 又は 孰 い
<ず れ>かの國の言語を世界共
通語に採 用すべきで あるか、そ れとも一切 の人類が從來 の言語をす べ
て廢 棄し て 新し いい 世 界共 通 語の みを使 用すべ きで あるか 、又 は孰
いず れ
> かの 國の 言 語の み を世 界共 通語 とし て使用 し、 他のす べて の
國語 を廢棄すべ きであるか等 の問題は、 世界民が甚 深 深
<甚 の
> 興味を
集中する 問題である 。世界共通 語の問題自 身の解決を 待つまで もなく、
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かの 國家に屬し つつ、その 國家に向つ ていろい ろの要請を 自然法の権

るべ きだ。 と
< 言>ひ換へると、すべての個人並びに特定の國家の以外
のすべ ての團體 は、それ自ら の存在價値 を有するも のではなく 、特定

この第 二の意味で の國家主義 の中で、更 に絶對的國家 主義とも 云ふ

威に據 つて提起 するのは、か うした見地 を背景とす るものであ る。國

の問題と は、論點を 異にするも のである。 若しも右の やうな道 徳性の

べき思想傾 向と、相對 的國家主 義とも云ふ べき思想傾向 とを區別す る

の國家の 存立發展に 仕へる手段 として初め てその存在価 値を有する の

水準に近づ いてゐる又 は達して ゐる人間だ けを集めたな らば、無政 府

ことが必要で ある。或る 國家との關 係に於いて 、他のすべ ての國家が 、

家といふ やうな強制 權力を有つ 團體を構成 することなし に、能く平 和

主義的社會組 織を實現す ることが能 きる事は勿 論だ。けれ ども假りに

前者 の存立發展 のための手段 としては存 在價値を 認められる と云ふこ

的社會生活を いとなみ得 るやうな高 度の道徳 性にまで、 大多數の人 間

そう 云う計畫が 成立し得ると しても、世 界民はさ う云ふ計畫 をもくろ

とは、此 れらの兩 様の國家主 義に共通な 根本思想な のだが、絶 對的國

だ。此の場合 に特定の國 家以外のす べての國 團
< 體
> といふ 中には、或
る國 家から見 て外國と呼 ばれる團體 が悉く含包 されてゐる ことを、特

む人々の 心持に同 情するだけ で、その計 畫自體には あまり多く の價値

家主義は 、特定の國 家以外のす べての國家 の存立なり發 展なりに如 何

が淘 冶される ことは、世 界民が何人 にもまして 切望する所 だけれど、

をみとめ ないだらう 。なぜかと 言ふと、所 要の道徳性の 水準に到達 し

なる意味に於 いても獨立 の價値を認 めないで、 その全存在 はかの特 定

に注 意しなけれ ばならぬ。

てゐない又は 近づいて居 ない所の澤 山の人間た ちを除外し て社会を 組

の國 家の存立發 展のための 手段とし てのみ意義 を有つと主 張するに反

それ は人間の教 育の理想の問 題であつて 、現實の社 會組織の維 持條件

織す るやうなこ とは、世界 主義の精 神に叶はな いからだ。 世界民は比

次 的な價値で はあるが尚 ほ獨立の價 値たること を失はない ところの目

し、 相對的國家 主義は、特定 の國家以外 のすべての 國家の存在 は、特

次 に第二の意 味におい ては、國家 主義とは、 社會生活に おいて國家

的價 値を認める ものである。 だから絶對 的國家主義 を採ってゐ る國家

較的 容易に出來 上る小さな理 想的社會の 中で清らか に暮すより も、全

とい ふ團體その 者に對し獨自 の價値を認 め、特定の 國家の利害 を標準

の立場か ら見ると、 すべての外 國は、自 己の存立發 展のために 全然任

定の國家 の存立發展 のために役 立つところ から價値を 獲て來るこ とを

として社 會生活の全 體を規定し やうとす る思想を謂 ふ。此の場 合に國

意に利用 し處分さる べき單純な る材料であ り、多くの場 合において 外

人類を包 含する不完 全な醜惡な 社會の中に 生活して居 たいとねが ふだ

家その者 に超越的實 在性が認め られるのが 通常だけれど 、必すしも さ

絶滅 してしまふ ことが最良の 國策であ り、それが 不能だと すれば、外

主張すると共 に、それ 等の國家の 存立發展そ の者に對し ても亦、第 二

うでなければ ならぬと云 ふわけでは ない。兎に 角 と
< にかく 此
> の意味
での 國家主義の 主張從へば、 國家とい ふ社會的形 象は一切 の社會的價

國との 交通を斷っ て孤立の地 位を守るこ とが、望ま しく考へら れる。

らう。

値の根 源であり、 すべての他 の團體なり 個人なりの 存在は、特 定の國

それとは 違つて、相 對的國家主 義を採る國 家は、自己の 存立發展の 目

國は自己の存 立發展の障 碍たるもの だから、能 ふ限りすべ ての外國を

家の存立 發展に役立 つや否やを 標準として 、その價値を 秤 評
< 定
> され
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的 を遂げるた めには、他 國の法理的 人格を承認 して相互の 間に平和的

る べきは個人 の人格の維 持發展の目 的である。 個人主義に もいろいろ

第二の意味 での國家 主義の中で 斯やうに 相對的な傾向 を有つたも の

理的な個人主 義の見地か らすれば、 個人の人格 といふ場合 の個人の範

まもらうと するやう な態度を是 認する場合 もあり得るけ れど、最も 合

のタ イプがあり 、無反省な淺 薄な個人主 義は、國家 が他の國家 との關

を、特に國際 主義的國家 主義と呼ぶ ことが能き る。國際主 義といふの

る國家 の態度につ いては、必 然に國際主 義を支持せ ざるを得な い。個

交通 をいとなむ ことが、否定 す可からざ る要件たる ことを認識 し、そ

は 多 數の 國家 が 相互 の聞 に利 益 の連 帯の關 係を 有つて ゐる 事實、 ち
撿
或る國 家の満足な 存在發展は 、他の國家 との平和的 交通を持績 するこ

人主義的 國際主義は 、各個の國 家の存立發 展に對し、他 の國家の存 立

係におい て、他の國 家の存在を 否定しやう としたり 、又は全然 孤立を

とによつ てのみ可能 であるとい ふ事實を根 據として、多 數の國家は 相

發展のために 役立つと否 とを問はず 一定の價値 を、認め ると言つた が、

うした方 針に基づい て外交政策 を定めて行 くのであ る。

互に他の國家 の法理的人 格を承認す べきである と主張す る思想であ る。

の價 値である。 若しも個人主 義的國際主 義を外交方 針として採 用して

有する。だか らあらゆる 社會的價値 の根源た るものは個 人の人格で あ

つて、國 家は個人の 生存向上に 役立つ限り においてのみ 存在の價値 を

者の見 解に從ふ と社會生活に おいて獨立 の價値を有 つものは個 人であ

生活 を規定しや うとする思 想に對立す るものは 、個人主義 である。後

第 二の 意味 で の國 家主 義 、 ち
撿 社會生 活に 於て國 家その 者が獨 立の
價値を有する ことを認め 、特定の國 家の利害を 標準として 一切の社會

り、後者 は個人主義 的國際主 義である。

へる 傾向とが區 別し得られる だらう。前 者は國家主 義的國際 主義であ

家 の存立發展 のために役 立つと否と に拘はらず 一定の價値 があると考

に役立つか らだと考へ る傾向と、 各個の國 家の存立發展 には、他の 國

は前 に述べた が、第二の 意味での國 家主義とは 相容れない ことは明白

世界主義が 第一の意味 での國家主 義とは兩立 し得るもの であるこ と

ても、そ の國家は意 とすること なく移住希 望者を迎え入 れるだらう 。

反對に 自國の人 民の平均的教 養程度が多 少低下する やうな虞れ があつ

れら が從來居住 してゐた國 家の人民た ちは新に 生活の餘裕 を見出し、

ら來つてそこ に居住する ことを願ふ ならば、彼 れらの移住 の結果、彼

たならば 、悦んでそ の領土を 他の國家に 割譲するだ らう。又例 へば自

して ゐる一般の 人間の生存向 上のために 惡い影響を 及ぼさな いと解つ

て ゐる個人の 生存向上の ために有利 であり、且 つその領土 以外に生存

ゐる國家 があると假 定したら、 その國家は 例へ 假
< へば 自
> 己の 所有し
てゐる領土 の一部分を 他の國家に 譲渡する ことが、その 領土に居住 し

その 一定の價値 とは、個 人の人格を 維持し向上 するための 手段として

圍は 、一切の人 間を包含すべ きである から、他の 國家との關 係におけ

かう した主張を 立てる國 際主義を中 心として考 祭 察
< す>ると、多數の
國家 が相互に他 の國家の人格 を認めてゐ る場合に、 他の國家の 存立發

り、 個人の人 格の維持發 展の目的に 役立つため の手段とし て初めて國

だ。 何となれば 、此の意味で の國家主義 は、ある特 定の國家を 他の國

展には獨 立の價値が あるけれど 、それは自 國の存立發 展のために 間接

家の 存在が意味 づけられる。 國家の一切 の活動は斯 かる標準に 基いて

家に對し て一段と優 越せる地位 に置き、そ のために他 の國家に 屬して

國の領域 内に廣濶で 人口稀薄な 原野があり 、誠實な人間 たちが他國 か

行はれる ることを要 し、國家と 國家との關 係において も、先づ 顧慮さ
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國際主義が個 人主義的な ものでなけ ればなら ぬことも は
< 瞭
> かだ。
現 在の國家は 殆んど悉く 國際主義 を採用して ゐる。だが 、其れは飽

てゐる間 は、國際主 義を援助す るだらう。 しかも世界主 義の援助す る

義は、 それが第 一の意味での 國家主義を 支持する必 要があると 判斷し

ゐる 人間たちの 自由と幸福 とを害する 結果を招 くからであ る。世界主

ら正 直で、幾ら 可愛いか知れ はしない。

りす る國家道 徳論者より も、あから さまに上帝 に楯突く惡 魔は、いく

て、姦通 から貞操が 生まれ、詐 僞から友情 が生まれると 主張し得ぬ 筈

義が製 造され、 人道が製造さ れると言ひ 得るならば 、同じ論理 に基い

う？ 人道は殺人 者のための 人道なのか ？大規模 の殺人事業 によつて正

はない。正義 の女神を引 き合に出し たり、人 道の天使の 名を騙つた め

くま でも國家主 義的國際主義 の根本的性 質を固執す るものであ り、加

戰爭の 暗雲が拂拭 された後、 新しい文化 の太陽がさん らんと輝 き出

ることはあ るにしても 、戰爭に よつて失は れた數知れぬ 生命 人
<命 の
>
値は、如何程 莫大の文化 の財を積ん だところで 購ひかへさ れるもので

ふるに各 國の人民の 大多數によ つて力強く 後援されて ゐるもの なのだ。

たところで、 各國の人民 の大多數が 世界主義に 共鳴するに 至らない限

はな い。若しも 強姦によって 生まれた兒 が聰明で あるならば 、強姦の

謂はゆる國 民的外交が あまねく 國際關係に おいて行はれ るやうにな つ

り、 各國の外交 政策は、到底 世界民の希 求するや うな公正不 偏の方針

戰爭のい とふべく 、悲しむべ く、憎むべ く、呪ふべき ことを、世

行爲が正 當とされ るだらうか ？

な自我に めざめる日 は、いつに なつたら來 るだらうか、 絶望的懐疑 こ

界民は何人に も劣らす深 刻に感じて ゐる。だか ら戰爭を防 止し、戰 爭

を探るも のではな い。しかも 各國の人民 の大多數が 、彼れらの 本質的

そは、彼れの 執るべき態 度ではなか らうかと、 世界民は時 に心細い 思

の機 會を減少す ることを目 的とする 制度なり努 力なりに對 し、彼れは

軍備撤廃 運動は一層 熱心に賛同 する所だ。 國際仲裁裁 判所の速か なる

満腔 の賛意を表 する。軍備制 限運動はも とより彼れ の賛同する 所だ。

ひを する。

八

完成も、彼れ の衷心か ら希望する 所だ。

國 家主義が好 戰思想の 仲よい道連 れであるこ とは言ふま でもない。

國家 主義は國家 の利害を標準 として社會 生活の一切 の事象を規 定しや

戰 爭は人類の 犯し得る 最大の罪惡 だ！
戰 爭が國家と 國家との間に 開始される とき、雙方 の國民の感 情は、

の利害を 擧げるもの は、資本主 義的國家主 義であり、軍 人階級の利 害

他國を威 嚇し壓迫す る外交政策 が最も正し いと考へられ る。此れか ら

ことに 役立つ外交 政策が最も 望ましく、 後者にとつ ては武力に よつて

豊富 な原料の産 地を獲得した り、有望 な商品の販 路を開拓 したりする

を以て是れに 擬するもの は、軍國主 義的國家主 義だ。前者 にとつては 、

うとする 思想なのだ が、謂ふ所 の國家の 利害の内容 として、資 本階級

獣の や うな 惡
撿 の念 に燃 ゑ あが る。 その 後のあら ゆる 戦闘行 爲は 、悉
く野獣的 兇猛性の止 め度のない 発露だ。人 類を殺戮する ことが、國 家
を愛すること と爲 な
< る
> ならば 、愛國心と は最も恥づべ き不徳では あ
るま いか

?

正義の ための戰爭 なのだ で
< 、
> 人道 のための戰 爭なのだ と、戰爭論
者は殊勝 らしく辯解 するだらう 。だが、正 義は誰れのた めの正義だ ら
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兩 様の思想傾 向の合對し たものは、 普通に帝國 主義と呼ば れるもので
あつ て、此度の 世界大戰も終 極において は、帝國主 義と帝國主 義との
啀 咥
< み
> 合ひ にその原因 を歸すべき だと云う意 見は、公平 な歴史家の
否まない所 だらう。 ドイツの軍 閥の巣窟が 一掃されたこ とは、世界 民
にとつて會心 の事柄だが 、戰争が殘 して行った 一切のいた ましい不幸 、
一切 の怖ろしい ひ
撿 の ○○ 根
<源 は
> 、戰爭に参加

か？

世 界に現存す る殆んどすべ ての國家が 、兎も角も 國際主義を 採用し

てゐるこ とは既に述 べた。此の 事實を形に あらはし てゐるもの が、現

在の國 際團體 現
< 存、 國際社會 だ
> 。イギリ ス人が Family of Nations
と呼び、フ ランス人が La societe des natiousと呼 び、ドイツ人

が die Völker gemeiu schaft
と 呼ぶのが 其れである 。それは、社 會組
織とし て至つて不 完全な體制 を具へてゐ るに過ぎな いが、相當 古い歴

世界民 には自然法 があり、國 民には國家 法があるやう に、國際團 體

史を有つ て居り、世 界の文化の 發展のため には、かなり の貢献を致 し

について 言議するこ とは無益な 仕業だらう 。人種平等 主義の承認 を拒

し たす べて の 主
< 要な 國
> 家が、 ○○○ ○○ ○○○ ○○○ ○○ ○○ 何
<
等かの程 度において 帝國主義的 動向によっ て支配されて いることに 存

んだ講和會 議に、多き を望むが如 きは最初 から愚かな過 ちだつた。 戰

社
<會 の
> 成員は 國際法の拘束 を受ける。 國際法の 發達の出發 點をあた
へ たものは自 然法の思想 であつたが 、それは十 七世紀の欧 羅巴人にふ

たことは争は れない。此 の國際團體 社
<會 の
> 體制を支へ てゐる精神 は、
前に 説明した第 二の意味 での國家主 義によつて 制約された 國際主義で

爭 は終わった が、晴れや かな平和の 光りは、世 界的不安の 密雲のため

さは しい獨斷的 な自然法の思 想であつて 、今日世界 民の正義 感情をみ

する 。
> 無 賠 償主 義、 非 領土 割譲 主 義、民 族自決 主義 の大旆 を樹 てて
講和 會議に向つ た折りの ウィルソン は、かうし た意味での 人類の共同

に遮 られてゐる ではないか。 それはさま ざまの種類 の固陋な 傲慢な國

ちびく所 の自然法の 思想とは 同じもので ない。それ にしてもか の古い

あつ て、體制の 不完全さは取 りも直さず 精神の幼稚 さの證憑だ 。

家主義者 たちの我慾 が醺し出 す惡氣では ないか。改 造の叫びは 至る處

自然法の 目指した理 想の高遠さ は、何人も 否定し得ない 所だが、そ れ

の責 任を自覺し た偉大なる世 界民の一人 だつた。そ の後の彼れ の譲歩

に聲高く 聽かれるけ れど、世界 主義の大前 提と、社會主 義の小前提 と

に比べると、 現在の國際 法を支へて いる國際意 識の幼稚さ はあはれむ

國際主 義の發達 は、國家と 國家との利 益の連帯関 係その者の 發達、

べき ものである 。

を認めること なしにどう して正しい 改造の結論 がみちびき 出されよう 。

九

並びに此 の事實を認 識する意識 の發達と並 行して來た。 団際的社會 連

次い で科學、 藝術、宗教 、衛生、習 俗などのさ まざまな文 化領域に於

帯の事實の發 達は、先づ 國際的經濟 關係の巧 妙複雑な構 成として現 れ、

味で の國家主 義は、遠い 未來の人類 を問題とし ない限り、 世界民の支

社會組織の 維持者とし ての國家の 存在價値を 肯定する思 想といふ 意

持す る所だが、 現存の多數の 國家の間の 錯雑せる關 係は如何に して整

ける 諸國民の相 互倚憑 存
< 性>の旺盛な成長となつて人生のあらゆる方
面を蔽ふ に至つた。 此の目醒 め
<ざま し>い事實に照應して、各種の生

理さるべ きかの問題 に對して、 彼れはいづ れの見解に 左袒する だらう
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議の 試みであつ た。皮肉にも それは主と して戦争法 規の制定機 關とな

統一 的焦點を あたへやう としたもの は、第一囘 、第二囘の 萬國平和會

の多數の機關 を通じて次 第に濃厚に 表現され 初めた國際 意識に對し 、

成果を収 めて、大抵 は現在にま でその活動 を績げて來て ゐる。此れ ら

十九世 紀の半頃 から簇々と生 れ出た。そ れ等の聯合 はそれぞれ 相當の

活利 益の維持增 進のための 國際的協力 を目的と する萬國聯 合の制度が 、

する聯盟 の根本目的 の履行に忠 實なるべき ことを誓う た。

重し 、以て國際 協力を促進し 、且つ各國 間の平和安 寧を完成せ む』と

準と して國際 法の原則を 確立し、且 つ、嚴に一 切の條約上 の義務を尊

ける公明正大 なる關係を 規律し、各 國政府間 の行爲を律 する現實の 規

しい生 命力の象 徴だ。國際團 體 社
<會 の>成員たる國家の大多數は此の
聯盟 に 競う て参 加 し 、『 戦争 に訴 へざる の義 務を受 諾し 、各國 間に 於

際秩 序の基礎の 上に建設さ れた國際聯 盟のすば らしい組織 は、此の新

國際聯盟そ の者は、從 來列國が 國際關係に 於いて把持 し來つた精 神

つた形が あつたもの の、しかも なる可く戰 爭の機曾を 減少しや うとす
る希望、な る可く交戰 行爲から 生じる慘禍 の程度を緩和 しやうと云 ふ

ゆるに暴 を以てす可 く、國際戰 争法規を無 視して争つ た。すべて が交

際戰 争法規を蹂 躙した。イギ リス、フラ ンスの愛國 者たちも、 暴に酬

うし た意味での 偉大なる幻 滅であつ た。ドイツ の愛國者た ちが先づ國

まだ數多く要 求し残され てあること が解つた。 世界戰争の 勃發は、 さ

程であつ たが、其處 に至るまで に人類がさ さげねばなら ぬ犠性はま だ

向上して 行きかも 知れないと 、世界民を して心ひそ かに期待せ しめた

か うした國際 意識の順調な 發達は、や がては世界 主義の精神 にまで

正當 確
< な
> らし めるものでは ない。けれ ども他方に おいて、吾 々は組
織が精神に及 ぼす影響 を看過する ことも能き ない。たと へ唯物史観 を

頓か に抛ち去っ て、世界主義 に共鳴する に至つたの だと云ふ推 定を、

現實 の國家を支 配してゐる 人々が、 その奉じ來 つた國家主 義の信條を

はない。 國際團體 社
<會 の
> 内部に 國際聯盟 といふ明確な 組織が生ま れ
たことは、國 際意識の重 厚度が增加 した事實を 裏書するも のである が、

組織の改 造は、直 接に國際意 識の根本性 質を變改す る力を有つ もので

依然 として國家 主義的國際主 義の立場を 根抵とす るものであ る。國際

と趣を異にす る所の全く 新たな精神 によつて建 設されたも のではなく 、

明的野蠻人の 争闘であ つた。強盗 がカントの 道徳論を講 義したら随 分

是 認しないま でも、環境 が人間の心 理を規定す る事實を否 定すること

希望を、列國 の委員たち が眞面目に 抱いてゐた ことは争え ない。

滑 稽だらう。 しかし自分 たちがこさ へた國際法 規を無視し て數知れず

たやうに 、現在では 人類の使命 にまで自覺 した小部分の 人々の胸か ら

は正 しくない。 國際聯盟の組 織がその機 能を着實に はたらかせ て行く

諸國 の 國民 た
> ち が、 お 互ひ に敵 國 人を 正義人道 違反 者呼ば わり をし
たことは 、もつと悲 慘な滑稽で はなかつた か。さうした 皮肉な事實 に

胸へとながれ てゐるに過 ぎない世界 的精神が、 國際秩序の 裡に滔滔と

ならば、 資本主義的 經濟組織の 胎内から 社會主義的 思想が生み 出され

對して人間の 判斷力を鈍 らせるとこ ろの愛國心 とは、なん といふ怖ろ

殺 人、 掠 奪、 強 姦を やつ たド イ ツ人 、イ ギリス 人、 フラン ス人 交
<戰

しい 目つぶしだ らう！

る。右の 方のはアメ リカ合衆國 で、左の方 のはロシア社 會黨 主
<義 ソ
>

みな ぎり亙る日 が到來せぬと も限るま い .
國際聯 盟に加入し ないで、 その傍らに 佇んでゐる 二つの大國 家があ

世界戰 争の激搖に よつて國 際秩序は無 慘に破壊さ れたが、そ の反動
として國 際意識が新 しい生命力 を體得して 成長し始めた 。囘復せる 國

15

主義の精神 に、より 近く立つて ゐるだらう か？どちらが 國際聯盟の 將

洗禮をさ づけてやら うと心構へ てゐるレ二 ンの考へ と、どちら が世界

うと 力んでゐる 。ハーヂング の考へと、 聯盟諸國の 國民に共産 主義の

際社會を構成 する國家の 存在個數の 如何は、國 際社會の發 達に對して

決に當つて は、各個 の國家が平 等の發言権 を有してゐる のだから、 國

等の原則 を前提とし てゐるもの であり、國 際社會に 關係する問 題の解

造は 問題となら ぬのだが、國 際社會の現 在の組織は 、國家の相 互的平

へ て見る。右 に舉げた第 二の途にお いては、國 際社會の組 織其者の改

來を、否人類 全軆の將來 を規定する 力を、より 多く有つて ゐるだらう

はなる べく少數で あるのが、 國際社會の 合理的發展 のために都 合が好

ビ エット共和 國だ。國際 聯盟の標牌 を國際聯合 と謂ふのに 書き替へや

か ー
? 世 界民 は斯 う 云ふ 疑問 を 起こ して 見て 、しづ かな微 笑を唇 邊に
たたへ る。それは ひとり世界 民にとつて のみの問題 ではあるま いけれ

いと す れば 、現 在 の多 數 の國 家を 整理し て、 少數の 大規 模な國 家に

を 改
> 造 す べき だと い ふ要 求 が生 まれ て來る 。例 えば欧 羅巴 の諸國 が
解體 して一つの 欧羅巴國 をつくり、 亜細亜國、 亜米利加國 、阿弗利加

重大 な影響を及 ぼすべき問題 たるわけ だ。若しも 國際社會の 構成單位

ど・・・ 。

十

部分とす る所の國々 は悉く佛國 に併合され 、スラブ民 族の國々は 露國

國な どが其れに 並行してつく られるとか ーラテン民 族を以て人 口の大
われわ れ人類の大 部分は、幾 十の集團に 分れて其の數 だけの國家 を

<

國、 黄色人の國 、白色人の國 が形成され るとか、い ろいろの 仕方が幾

に、チユー トン民族の 國々は米國 に併合さ れるといふや うな方法で 、

社會 を
> 構 成し て ゐる 。 此の 人類 的 社會の 改造は 、如 何なる 方向を 執
つ て 行 は れ る だ ら う か ？ い かな る 方 向 を執 つ て 行 はれ る べ き であ る

らでも考 へられるけ れど、そ の實行には 多大の困難 が伴ふのみ ならず、

民 族的大國家 が建設され るとかー人 種の如何を 標準として 、黒色人の

か？ーそ れは人類に とつて最 も普遍的な 最も根本的 な問題の一 つであ

假令その 計畫が現實 にされたと ころで、世 界民が望むや うな世界主 義

構成 し、 更 にそ れ らの 國家 を 通じ て 一個の 國際社 會又は 國際 團體 法
<

り、日夜 世界民の念 頭を去らな い宿題であ る。それを明 確に規定す る

の貫徹にまで 、出來上つ た少數の大 國家が熱心 に協力する かは頗る疑

は減少 されるだ らうが、國家 と國家との 利害の相反 性はその深 刻さを

ことは勿論不 可能だけれ ど、問題の 解決につい て大體の見 當をつける

現存の 國際社會 を改造して 行く方法に は、現存の 國際社會の 組織を

著しく加 へるだらう し、國家の 活動と個人 の行爲とを距 てる懸絶が 非

はし い。それに よつて國家 と國家との 利害の衝 突の機會な り原因なり

先づ改造 しやうとす る途と現在 の國際社會 の組織其者に は手を觸れ ず

常に增大する ことも考へ られねばな らぬ。そ こで國家の 規模をなる 可

こと は、敢て至 難の業とい ふわけでは ない。

に、國際社會 の構成單位 たる國家を 改造する ことによつ て、國際社 會

く小 さくして 、國家と國 家との接觸 面を增加す る代りに利 害の相反性

がおこる だらう。こ の欲求に從 へば國際社 會構成單位 の個數は 、現在

を減 殺し、國家 作用に對する 個人の参加 範圍を擴大 しやうとい ふ欲求

の實 質を改造 しやうとす る途との二 つがあり得 る。
國 際社 會 の構 成 單位 とし て の國 家の改 造の 問題に ついて は、 で
撿は
單に 國 家の 存 在個 數、 ち
撿 國際 社會 の構成 單位の 個數 の問題 だけ を考
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準の執れか一 つ又は數個 に基いて若 干の聯邦 國の中に澤 山の小國家 を

著しく滋 くなるだら う。それを 緩和し調整 するために、 さまぎまの 標

府主義的なも のと、國家 肯 安
< 定
> 主義的な ものとの間に は、著しい 懸

現在の 國際社會の 組織原理を 改造しやう とする態度の 中でも、無 政

うし た國際的ア リストクラ シイの出現 は、世界 民の斷じて 許す能はざ

包容 するなら ば、前の主 義と後の主 義との綜合 が成り立つ わけだ。そ

隔が あるが、 姑く し
< ばらく 後
> 者だけにつ いて考察す ると、そ れは現
在の 國際的法律 秩序から國際 性を奪ひ、 その代りに 國家性を賦 與しや

の其 れの幾倍に 、又幾十倍 に增される こととな り、それら の諸國家の

れと 共に、他方 に於いては各 小國家の權 力なり權限 なりに種々 の制限

うといふ 態度を意味 する。そし てあたへら るべき國家 性が單邦 的たる

る所で ある。

を加へる ことに因り 、國際的社 會生活の面 目を改めや うとの主 張も提

か、聯邦的 たるかに由 つて、新 たなる社會 組織は或は、 單邦的世界 國

國際的 利益連帯 關係はおのづ から密接と なるだらう が、國際的 紛争は

起し得られ る筈だ。

ため に前者を世 界國、後者を 世界聯邦國 と呼ぶこ とにしやう 。

だのといふ極 めて有力な 少數の大國 家だけが聯 合をつくり 、それが國

それを廢 止するか、 又はそれと 並行して、 英國だの、露 國だの、米 國

化を生じ ないことは 言を俟たな い。その 外國際聯盟 を利用しな いで、

個々 の組織部分 に何等かの變 改が施され たところで 、聯盟の本 質に變

聯 盟といふ名 稱を如何様 に變更しや うとも、そ れは關する 所でないし 、

持させながら 、聯盟の 機關なりに 改革をあた へる方法だ 。その際國 際

在のすべ ての國家を 包容させた 上、聯盟の 本質たる國 際的集團性 を保

利で あり最も手 近な方法は、 現在既に成 立してゐる 國際聯盟を して現

態度 との兩者の 差違が思ひ 浮べられ る。前の態 度を執ると き、最も便

的社會組織に 本質的な改 造を加へ、 その組織原 理を變更し やうとす る

會組織の 個々の部分 に改造を加 へて行かう とする態度と 、現在の國 際

を支へて ゐる法律 秩序をして 其儘國際性 を維持せし めつつ、國 際的社

上つた 世界聯邦國 と現在の國 際聯盟とを 比較すると き、最も眼 につく

最高中央政府 の事務を處 理する行政 機關、殊に 各國の恣意 を抑壓する

法規を制 定し、最高 中央裁判所 がそれらの 法規に據て司 法作用を行 ふ。

中央政府 相互間の關 係、最高中 央政府と 各國人民と の關係を規 律する

立法 機關があつ て、最高中央 政府と各國 の中央政府 との關係、 各國の

に も或る範圍 において服 從する義務 を負はされ る。最高中 央政府には

れぞれ從來の 所屬國の 國民たると 同時に、此 の最高中央 政府の統治 権

に 着眼 す るだ らう 。 ち
撿 國 際聯 盟を して 現存の すべ ての國 家を包 含せ
しめた後 、それらの 國家の上に 最高中央政 府を設定し 、各國人民 はそ

き さ うな 態
撿 に 目 標を 置 かう とす るとき は、 誰れで も既 成の國 際聯盟

求めねばなら ぬのだが、 なる可く近 い將來にお いての實現 可能性の 大

すること となると、 前に考察し た國家存在 個數の決定の 問題と關聯 を

現實の 國際關係を 離れて、論 理的に世界 聯邦國の 内面的構造 を思惟

として成立し 、或は聯邦 的世界國と して成立す ることとな る。便宜の

次に は現 在 の國 際 社會 を改 造 して行 くた めの第 二の途 、 ち
撿 國 際社
會の 組織を改造 する途につい て考へて見 ると、現 在の國際的 社會組織

際社 會の中央機 關としての機 能 機
<關 を
> いとなみ、 他のすべて の國家
は、重 要な國際問 題について その指定に 從ふと云ふ やうな制度 が、近

前者の特 色は、後者 の最高機闘 たる聯盟総 會が列國の政 府の派遣す る

に足 る武力を有 つところの陸 海軍が構 戒されるだ らう。斯 うして出來

い將來に 於て實現さ れはしない かといふ蓋 然性がないで もないが、 さ
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を 終了するこ とはなから う。勿論世 界聯邦國の 法律は、各 支分國政府

らぬが、 さうした法 律を制定し 、さうした 制度を運 用するため には、

政 府の代表者 を以て構成 されてゐる に反し、前 者の最高機 關は恐らく
各國 政府の代表 者の會議と、 各國人 列
< 国の人民の總數 を>一體として、
其の中か ら何等かの 標準に基い て選舉され た代表者 の會議との 、二つ

聯邦國の中 央政府を 組織すると ころの人々 が、傳統的國 家主義に囚 は

が反 世界主義的 政策を實行す るのを抑制 するやうな 制度を設け ねばな

の合議體に よつて構 成される點 にある。

ので なければな らぬ。更に進 んで世界 國が成立し た場合を假 定して見

限界は極 めて濶大た ることを 得るであら う。世界國 の最高機關 は、全

に直 屬するとい ふやうな關係 となり、自 治團體の構 成員たち の政治的

府 縣だとか、 市町村だと かの孰れか が、最高級 の自治體と して世界國

全然その 痕跡を殘す ことを得ず 、地方的自 治濶 團
< 體
> とし ても存績し
得ないやう な狀態も思惟し 得られる。 此の場合に は、現在 の州だとか 、

多少 擴大して考 へるならば、 現在の各國 は新しい世 界の内部に おいて

なり 機能なりを 保有し得 ないやうに されねばな らぬ。改造 の可能性を

權限には重大 な制限が加 へられ、各 自治團體が 全然國家 としての權 力

一的普遍 的政務を行 ふ國家を樹 立する方法 である。勿論 各自治團體 の

界國民たるで はあらうけ れど、彼れ は自己の自 由の全部を 、世界聯邦

世界國民 たるもので あつて、 未だ以て世 界民として 認められる ことは

らが 人間の本質 にめざめない 間は、彼れ らは單なる 世界聯邦 國民たり、

如 何を問はず 、國民とし ての資格を 背負はされ るだらう。 だから彼れ

或は世界聯 邦國の法律 により、或 は世界國 の法律により 、自己の意 志

公明 正大な政治 の實現を見る ごとは覺束 ない。

とか 謂つたやう な、あら ゆる排他的 政治思想か ら解放され ない限り、

する人々が、 人種主義と か、民族主 義とか、地 方主義と か、階級主 義

る に、 そこ で は最 早 國際 關係 に 於ける 國家 主義、 ち
撿 國家主 義の 排他
的方面も 亦存在の餘 地を失ふわ けであるが 、世界國の統 治機關を構 成

れることなく 、人類全體 の利害を標 準として聯 邦國の政策 を決定する

やはり現實 の國際的社 會を左迄 さ
< まで 超
> 越すること なしに、世 界
國の 理想を實現 しやうとする 途は、現 在の列國を して、その 各種の政

國民 ち
撿 全人 類の 間 から 一定 の 標準 によつ て選出 された 代表 者を以 て
構成されるだ らう。此の 代表機關そ の者の組織 なり機能な りは、さま

國の ために、又 は世界國の ために捧げ るもので はない。か へつて世界

治機關 の大部分を 備へた儘、 地方的自治 團體に化せ しめ、その 上に統

ざま の見地から その決定方 法を考察さ れねばな らぬことは いふまでも

民は一 切の法律 の權威を超越 するところ の自然法の 原則を把持 しつつ、

能きない 。反面から 觀ると、世 界民は必す 世界聯邦國民 たり、又は 世

世界聯 邦國の國民 や世界國の 國民は、今 日の各國の國 民とひとし く、

ない。

世界聯邦 國や世界國 やの法律に 對し、政策 に對し、嚴正 な批判を忌 憚

なく加へるだ らう。世界 聯邦國なり 世界國な りが、如何 ほど雄大な 使

た其 れらの國家 の存在價値は 、畢寛個人 の純眞な人 格を維持發 展する

十一

若 しも世界聯 邦國が實現さ れたと假定 するならば 、國際法は その存

ための手 段としての 價値を意味 するに過ぎ ぬ。如何な る社會組 織の動

命を 有し、如 何ほど宏壯 な規模を有 するにして も、世界民 の眼に映じ

在を失ふ であらうが 、國際關係 における國 家主義は必 ずしもそ の生命
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民のた のしみと する至大の特 權である。

揺變 動に際曾し ても、自我 の核心たる 自由を保 持し得るこ とは、世界
議に思 はれる。

事し てゐる人間 たちの世界 のあること が、世界 民にはつく づくと不思

多數の世 界民の努力 を俟たずし ては企及し 得られぬだ らう。だ から世

らう 。それに世 界聯邦國だの 世界國だの を實現する 事業それ自 身が、

う。 その權力 の行使者、 その制度の 運用者とし て、世界民 を要するだ

その法律なり 政策なりの 公正なる批 制者とし て、世界民 を要するだ ら

を口癖のや うに言ふけ れど、お まへ自身が その人間とし ての自覺と い

が心 持 ち焦 れ 氣味 にな つ て 、『 おまへ は人間 とし ての自 覺と いふこ と

るな らば、世界 民は微笑して 首をかしげ るだらう。 そこでリア リスト

ユト ピアの民 の言ひ草と 、あんまり かはりは無 いぢやない か！』と罵

いと、おまへ は繰り返し ことはつた けれど、 おまへのし やべること は、

そのと き皮肉なリ アリストが 傍らに來て 『私はユトビ アの民では な

界聯邦國や 世界國やの 教育が、 世界民たる 國民の養成を 最高の目的 と

ふやつをほん とうにもつ て居るのか い？』とあ ざけると、 世界民は顔

世界聯 邦國にせよ 、世界國に せよ、それ が實現された 曉において は、

すべきことは 無論だけれ ど、それよ りも第一に 今日の現實 の社會にお

を赤 らめてうな だれるだらう 。

リアリ ストが鼻唄 をうたひな がら歩み去 つたあと で、世界民 は俄か

いて 、あらゆる 教育の根本方 針が、世界 民として の自覺にま で つ
< 個>
人をみち びくこと に在らねば ならぬと、 世界民は確 信にみちた 斷定を

けれども世 界民として の教育が可 能たり得る ためには、 先づ教育者

が 多 いか い？ 』 とた づね て 見た ら 、『 私の心 は世 界苦の 重さに 壓さ れ

つて 行く だら う 。ー そ のと き 彼れに 、『世界 民は 愉悦と 悲哀と どち ら

に周圍の 空間のあか るさが堪ら なく寂しく なり、急いで 自分の家へ 歸

自身 が世界民た ることが肝 要だ。だ から世界民 は世界民と しての自覺

てゐ る！』と吐 き出すやうに 彼れは答へ るだらう。

下す。

を體 験した人々 を自分の周圍 の教育者た ちの間に求 め、求める 人を見

＊ ＊＊＊＊

出したと きは、幼な 馴染の友だ ちに逢つた かのやうに 無邪氣によ ろこ
ぶか、 。
< けれど も さ
> う云ふ機 會は現在の ところ至つ て稀れであ り、
多 くの教育者 たちのかた くなら偏狹 な精神が、 世界民をし て失望せし

「 世 界 民 の 立 場 か ら 」（ 生 活 社 版 ） の あ と が き

界民の立 場から」と いう新しい 題目を選び 、随所に些細 の修正を施 し

五年 の 歳月 が 經過 し たの であ る が、生 活社 からの 依頼に 應じて 、「世

雑誌 「改造」の 大正十年六月 號に發表し たものであ る。それ以 來二十

本 書 所載 の 論考 は 、「 世 界民 の 愉悦 と悲 哀」 とい う題目 を附し て、

め悲 しましめる 場合が、通常 である。

十二

深 い青藍色に かぎりなく晴 れひろがつ た大空、そ こにかが やく太陽
の、萬 人の心の隅 の隅の暗さ まで射とほ すかと思は れる強い明 るさ…
さうした 物象をなが める毎に、 その下で絶 え間もない残 虐な争鬪に 從
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た 上で 、
「 日本叢書」 の中に加え てもらふこ とにしたの は、その事 が 、
現在 における日 本の状勢から 見て何程か の意義があ るだらう、 と考へ
たからに 他ならない 。
右に述べた やうに、 初めて執筆 した頃と 現在との間に は恰も四分 の
一世紀の時間 の距たりが ある。そこ で私のたど たどしい足 取りを以て
して も、その間 におのづと學 問的思索 の途におい てかなり長 い路程を
進む事 が出來たの であつた。 それ故、現 在における 私の見地か ら見る
と、相當 重大な批判 的修正を加 へたいと思 ふ點が若干存 するのであ る
けれど、しか も、さうす ることをわ ざと差しひ かへて、 素朴な、幼 稚
な考 へかたなり に一定の 世界観に徹 しつつひた むきに主張 と見解とを
展開 することを 試みたところ の當初の所 論を、その 儘に本書に 載せる
こととし た。
昭和二十年 十二月二十 五日

※ テキ ス ト作 成に おい ては 、「 改造 」 版を 基礎 に作 成し、 適宜「 日本叢 書」
（生活社）版を参照した。とくに、句読点などは「日本叢書」版によった。目
立つ異同については「日本叢書」版を < で
>記し、それにかかる部分を取り消
なお、できるかぎり当時の書体を用いようと

し線で示した。しかし見落とした部分や漢字をかなに直した部分などはそのま
まとなっているところも多い。

したが、フォントの関係で現代の書体を用いた部分もある。
伏せ字の部分について、後半部分は「日本叢書」版で補正したが、前半部分
は、その部分自体が削除されていたため、そのままとなっている。
（二〇一八年二月記）
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