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1.

はじめに
西洋哲学における自由意志問題は、古代ギリシアの頃からその問題が指摘され、時代により

さまざまな背景（運命論、神学的決定論など）のもとで論争となってきた。とりわけ近代以降
では、因果的決定論の想定のもとで自由意志が問われ、現代に至っている。本発表では、自由
意志問題がどのようなものであるかを確認し、論争上の一つの立場である理由応答性説につい
て考察する。

2.

自由意志問題とは
私がいま、「右手を上げる」とする。私は自分の意志でおそらく自由に、右手を上げること

を選択しそれを実行するのである。しかし、次のように考えてみることもできる。私が右手を
上げる選択をすることは、それを選択する時点での世界全体の出来事によって決定されている
ということである。たとえば、もし右手に怪我をしていれば、右手ではなく「左手を上げる」
という選択をするかもしれない。また、もしその時に地震が起きるならば、右手を上げること
よりも「避難すること」を選択するはずである。つまり私の選択は、私自身の身体の状態や、
周りの物理的条件によって何らかの規定を受けている。そうした私自身の身体の状態や周りの
物理的条件は、世界全体の出来事の一部である。そして世界は、おそらく私が生まれる前から
存在しており、自然法則にしたがってその歴史を連綿と継続させてきたはずである。
私たちは、自分が生まれる前の世界の状態も、自然法則も、どちらも変えることはできない。
現在の世界の状態、あるいは現在の自分の意志や行為が、それに先行する世界の状態と自然法
則の結果であるとすれば、自らの自由意志に基づいて選択をする、ということは疑わしくなっ
てくる。なぜなら、それはすでに決まっていることであり、それ以外の選択や行為をする余地
はないと考えられるからである。世界のあり方のすべては既に決まっている、という考え方を
「決定論」という。もし決定論が正しいならば、私たちには自由意志はない、と考えられるか
もしれない。しかし一方で、多くの場合私たちは、自分には自由意志がある、という確信をも
っている。決定論による形而上学的議論がどうあろうとも、それを理由に自らの道徳的（ある
いは社会的・法的）責任を放棄してしまうことはまずないだろう。私たちが日々営んでいる社
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会生活には責任が必要とされ、その責任には自由意志が前提となっているはずである。そこに
自由意志がないと言ってしまうことは、どこか空虚なレトリックのようにも感じられる。
自由意志をめぐる哲学はさしあたって、（i）決定論が自由意志にとって脅威となるとすれば
どのような意味においてなのか、（ii）それらが私たちの日常的な自由の感覚および、自由意
志があることを要件とする道徳的観念や社会的実践とどのように関係するのか、などの問題を
扱う研究であるということができる。

3.

一つの回答―理由応答性説
「決定論が正しければ、私たちに自由意志の余地はない」。このように言われるとき、何が

意味されているのだろうか。一つには、私たちには選択の余地はない、という意味が込められ
ているだろう。決定論が正しいならば、世界の有り様はあらかじめ決まっており一通りしかあ
りえない。したがって、複数の可能性を前提とするような選択の余地もない、と言うことは理
に適っているように思える。では、それをもって私たちに自由意志はないと言えるだろうか。
このような見解を否定するいくつかの立場がある。その一つとして理由応答性説が挙げられ
る。この説によると、たとえば、右手を上げることが仮に決定論的に決まっているとしても、
私たちはその行為を（少なくとも主観的には）自らの理由に基づいて選び、実行することがで
きる。右手を上げることについて、なぜその行為を選択したのかと問われれば、「利き手なの
．．．．．
で上げやすいからだ」、「気まぐれで決めたのだ」など、何かしら自分なりの理由を挙げること
ができるだろう。しかしその際、「これは決定論的に決まっているからだ」と答えることはな
いはずである。理由応答性説において自由意志があるということは、自らの理由に基づいて選
択し、行為し、その理由を問われた際に適切な応答ができる状態にある、ということなのであ
る。
理由応答性説は、自由意志を擁護する一つの有力な立場であるが、難点も指摘されている。
それらの批判も含め、理由応答性説が維持可能な立場であるかを考察する。

参考文献
Fischer, John Martin and Mark Ravizza (1998) “Responsibility and control: A Theory of Moral
Responsibility.” Cambridge University Press.
Fischer, John Martin, Robert Kane, Derk Pereboom, and Manuel Vargas (2007) “Four views on Free Will.”
Blackwell.
Joseph Keim Cambell (2011)『自由意志』［高崎将平訳］岩波書店, 2020.
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1.

はじめに
18 世紀後半以降におけるロシア帝国では、少ない資源で広大な領土と多様な人間集団を統

治する必要があった。そのため、帝国はカトリックやイスラーム、仏教など既存の宗教・宗派
を公認することと引き換えに、その宗教体制を帝国の行政や外交に好ましいように「操作」し
ようと試みた。こうして帝国に最後に公認された宗派がアルメニア・カトリックである。この
宗派の信徒は、一般的なカトリック（ローマ・カトリック）とは異なるアルメニア風の典礼や
宗教秩序を維持していた。アルメニア・カトリックに関する先行研究では、他の宗教・宗派に
関する研究と比較して、同宗教が公認される際にロシア帝国が一枚岩であるような表象がおこ
なわれていた。本研究では、19 世紀終盤における帝国の構造をより理解するために、アルメ
ニア・カトリックに対するロシア帝国の重層的な思考過程を重点的に考察する。

2.

手法
史料面では、ロシア国立歴史文書館の史料を主に用いる。本研究で使用する史料には、帝国

内部におけるアルメニア・カトリックに関するやり取りやアルメニア・カトリック教徒自身の
嘆願書が保管され、詳細な帝国内部の交渉を読み取ることができる。

3. 調査結果
1877-78 年のロシア・オスマン戦争によりアルメニア・カトリックのアルトヴィン主教管区
（現在のトルコ北東部・ジョージア南西部）にあたる地域がロシア領となった。1880 年にお
けるロシア帝国と教皇庁の事前合意では、アルトヴィン主教管区の「維持」などが確認された。
本合意の形成にあたり、帝国政府内部では事前合意を支持する外務省と、反対する内務省が争
った。また、地方行政府の意見も、本合意形成の過程で影響力を有した。
1886 年には、内務省と地方行政府が、アルメニア・カトリックの公認化を試みた。その動
機は、①ローマ・カトリック側が、帝国内におけるアルメニア・カトリック教徒の子弟をロー
マなど帝国外にあるローマ・カトリックの教育機関に送り、彼らを「ラテン化」しようと試み
たことと、②（主にカトリックの）ジョージア人がアルメニア・カトリック教徒に対する「ラ
テン化」を試みていたことを阻止するためであった。これらの目的を達成するために、ロシア
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政府は 1893 年にロシア＝アルメニア・カトリック教会法を制定し、同宗教を公認した。具体
的には、アルトヴィン主教を国外に追放し、代わりに教会内部に「宗務監督局」を整備した。
監督局は、ロシアにおいて全ローマ・カトリック教徒を管轄したティラスポリ司教（サラトフ）
に従属することが帝国により定められたが、教皇庁が独立したアルメニア・カトリックの主教
を置くことに拘ったため、帝国は教会法を施行できなかった。また、カトリックの影響力を弱
めるという同じ目的を共有しつつも、内務省と地方行政府の意見は対立していった。
1903 年に帝国と教皇庁のあいだに教会法の実効化に関する合意が達成されたが、合意では
ティラスポリ司教と宗務監督局の関係について曖昧なまま残され、実質的には帝国が教皇庁に
譲歩した。帝国政府が合意に動いた動機は、内務省など中央にとって、地方行政府の要求より
教皇庁と妥協し合う方が容易いように思われたことであった。地方行政府は、②の状況がより
悪化した状況のなかで、アルメニア・カトリック独自の主教を認めるべきであると強硬に主張
するようになっていた。宗務監督局長の人選に関しても、帝国は教皇庁と対立したが、結局
1909 年に教皇庁が推薦するサルキス・テル＝アブラミアンが就任した。帝国が彼を容認した
理由は、内務省の翻意と地方行政府の要求であった。アルメニア・カトリック教徒がアルメニ
ア人として民族意識を高めつつあった状況下において、彼らの要望に反する人物が彼らの長に
任命されれば、教皇庁と彼らの関係が悪化すると内務省は考えた。この内務省の考えは、テル
＝アブラミアンの教会組織内における独裁的行動を招き、アルメニア・カトリック教徒の共同
体内では新たな問題が引き起こされた。

4.

考察
アルメニア・カトリックの事例では、地方行政府の意見が、帝国の意思決定に大きな役割を

果たした。ロシア帝国中央（内務省）は、教皇庁と地方行政府双方と交渉しつつ政策を組み立
てた。ローマ・カトリックの影響力からアルメニア・カトリックを隔離するための手法や、ア
ルメニア人やジョージア人の民族意識に対処する意識が異なっていたことにより、同じ嫌カト
リックの風潮を共有した中央と地方行政府はすれ違うことになった（1905 年以降アルメニア
人の民族意識が変化したことを中央が認めたことで状況が変わった）。19 世紀終盤の帝国史に
おいて、コーカサス地方行政府がどのような役割を果たしたかについては、アルメニア使徒教
会や正教会、イスラームなどその他の例も考察する必要がある。

参考文献
Амбарцумов И. В. Армяно-католический вопрос в Российской империи в начале XX в //
Христианское чтение №4, 2012.
Толомео, Р. Русско-ватиканские отношения и армяне-католики Кавказа (перевод С.Г.Яковенко). /Р.
Толомео // Россия и Ватикан в конце XIX – первой трети XX века. /Сост. Е.С.Токарева,
А.В.Юдин. М.СПб. Алетейя - ИВИ РАН, 2003.
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はじめに

1.

本報告の目的は、1980年代のドイツ民主共和国（Deutsche Demokratische Republik：以下、 東
ドイツ）で見られた、ベトナム人労働者による副業活動について検討することにある。
1960 年代までの東ドイツは、他の社会主義国や社会主義社会を目指す発展途上国と の 連帯
の一環として外国人留学生・研修生の受け入れを行っていた（近藤 2010, pp.246-249）。こう
した連帯の延長線上で、外国人労働者の雇用がはじまったと考えられる。政府間の協 定に 基づ
き東ドイツへ迎え入れられた外国人労働者は、統一後のドイツにおいて「契約労働者
(Vertragsarbeiter)」と呼ばれた。彼らは 1970 年代まではドイツ語の学習や職業訓練の 機会 を与
えられていたが、東ドイツが経済的危機を迎えた 1980 年代には、単純労働者へと 変 化 した
（近藤 2010, pp.252-254）。
外国人契約労働者は、専用の宿舎での生活を強いられるだけでなく、東ドイツ人との 交流 を
制限されるなど、抑圧的な制度のもとに置かれた。また、妊娠した女性労働者が、帰 国や 中絶
を強制されることもあった(Marburger & Helbig & Kienast & Zorn 1993, S.14)。このような抑圧的
な状況下におかれた契約労働者を、従来の研究は、東ドイツの体制の犠牲者として扱って きた。

ベトナム人労働者による副業と東ドイツ社会

2.
2.1

ベトナム人契約労働者

東ドイツに投入された外国人契約労働者のうち、6 割以上を占めたのがベトナムから の労 働
者であった。1980 年 4 月 11 日に東ドイツ・ベトナム間で協定が結ばれてから 1989 年ま でに
59,000 人以上のベトナム人労働者が受け入れられている(Dennis 2005, S.15)。他国からの労働者
同様、ベトナムからの労働者は、生活空間において様々な制限を受けていた。一方で 、彼 らは
必ずしも規律を遵守していたわけではなく、宿舎内で副業活動を行い、その活動を通 して 東ド
イツ人と交流するといった自律的な行動をとることもあった。
これまでの外国人契約労働者に関する研究では、ベトナム人達による副業活動につい ての 言
及はあるものの、副業活動を可能にした要因や、副業活動がベトナム人や東ドイツ社 会に 何を
もたらしたのかについての検討は行われてこなかった。これは、外国人契約労働者の 自律 的な
行動を過度に取り上げることが、東ドイツの非合法な行為の矮小化に繋がる恐れがあ るた めだ
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と考えられる。しかし、東ドイツ社会における外国人労働者の実態についてより詳細 に解 明す
るためには、ベトナム人の副業活動について検討する必要がある。

2.2. 副業としての衣類製作
ベトナム人契約労働者は、母国への送金や、東ドイツでの採用獲得のための賄賂によ って 生
じた借金の返済を目的に、滞在期間中の収入を出来るだけ増やそうと試みた。その際、彼 らは、
配属された企業内でのシフトを増やすだけでなく、副業活動を行った。1988 年 9 月 には 、ハ
レ地区の管理当局が、ベトナム人契約労働者の半数が副業活動や投機活動に従事して いる と報
告を行っている(Dennis 2005, S.25)。
副業活動では、ジーンズやワイシャツといった衣類の製作が好まれた。当時の東ドイ ツで は、
原材料不足や生産技術の遅れを背景に、十分な量の消費財の生産が行われていなかっ た。 それ
だけでなく、国際的な流行へ即座に対応できない計画経済は、人々が求めるような品 質の 商品
を提供することができなかった。そのため、製造スピードが早く、東ドイツにおける 商品 需要
を意識した衣類製作を行っていたベトナム人による商品は、多くの東ドイツ人から求 めら れた
(Dennis 2007, S.113)。ベトナム人による副業は、彼らの収入を増やすという目的だけ でな く、
東ドイツ社会における商品需要にも適う行為であったと考えられる。
また、副業活動への参入は、ベトナム人に同郷者コミュニティへの参入をもたらした 。We b
ドキュメント「狭量な兄弟国」内のインタビュー動画によると、彼らは専用宿舎内に 、顧 客の
獲得・測定・裁断・裁縫といった衣類製作のための作業ラインを形成していた。こう した 作業
ラインは、ベトナム人契約労働者のコミュニティとしての役割を果たしていたのである。

参考文献・参照した Web ページ
Dennis, Mike (2005) “Die vietnamisischen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in der DDR”, in:
Weiss, Karin&Dennis, Mike (Hg.), Erfolg in der Nische?: die Vietnamesen in der DDR und in
Ostdeutschland, LIT VERLAG, Münster, S. 15-49.
Dennis, Mike (2007), “Die Vietnamesen in der DDR im letzten Jahrzehnt der SED-Herrschaft”, in: Peter
Barker, Marc-Dientrich Ohse, Dennis Tate (Hg.), Views from Abroad, WBV, Bielefeld, S. 107-118.
Marburger, Helga & Helbig, Gisela & Kienast, Eckhard & Zorn, Günter (1993) “Situation der Vertrags arbeitnehmer der ehemaligen DDR vor und nach der Wende”, in Marburger, Helga (Hg.), Und wir
haben unseren Beitrag zur Volkswirtschaft geleistet: Eine aktuelle Bestandsaufnahme der Situation
der Vertragsarbeitnehmer der ehemaligen DDR vor und nach der Wende, Iko-Verlag, Frankfurt
(Main), S. 4-75.
近藤潤三 (2010)『東ドイツ(DDR)の実像：独裁と抵抗』木鐸社。

Web ドキュメント「狭量な兄弟国」(Zentrums für Antisemitismusforschung TU Berlin, “Eigens inn
im Bruderland”, URL: https://bruderland.de/)、最終閲覧日 2021 年 10 月 31 日
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1. Introduction
Toni Morrison (1939-2019) was the first African-American Nobel Laureate for Literature. Slavery,
racial discrimination, and childhood trauma have always been the main focuses of her writings. Her latest
novel, God Help the Child (2015), is often compared to her debut work, The Bluest Eye (1970), since
both protagonists are black girls with severe childhood traumas. Unlike her first work, this latest novel is
also significant for Morrison's interpretation of cultural change and the conflicts lurking in the
multicultural American society. This presentation will focus on the conflicts between whites and blacks,
especially the conflict between the protagonist and her mother in this novel, to analyze the
multiculturalism trap in America. Also, this presentation will examine Morrison's attitude towards racism
and her ideas about how African Americans can survive and develop in a multicultural society, based on
several present criticisms but hoping to go beyond them.

2. The conflict between white and black
The protagonist, Bride, is both a victim and beneficiary of her black skin color. As a child, she is
mentally abused by her mother for her skin color. When she grows up, she becomes an attractive and
successful woman because of the cultural change, as witnessed during the period after the "Black Power"
and "Black Is Beautiful" agendas during the 1970s and 1980s. Bride's mother, Sweetness, loves her child.
However, she cannot accept her daughter's black skin. She is proud of her light skin, which allow s her to
pass as white. Also, she hates white people. When Bride testified against the white teacher who was
convicted as a child molester, she was proud of Bride. She considers it as a victory for black people.
Sweetness is happy for Bride's success. At the same time, she worries about Bride because she knows the
world has not changed much.

3. Conclusion
Morrison expresses her deep concern for the colorism hidden in American society in this novel. "Black
Is Beautiful" is a cultural movement started in the 1960s, aiming to dispel the racist notion. However,
even in the 21st century, Bride is not beautiful as an African American should be. In contemporary
America, whites and blacks have an ambivalent attitude toward each other. The reason is that black
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supremacy is just another version of racism, and it has no help to ease the relationship between blacks
and whites. At the end of the story, Bride develops a friendship with a white girl because they can see
each other beyond skin color. Also, Bride decides to forgive Sweetness, for she finally understands why
Sweetness has distanced her. It can be viewed as a reconciliation between white and black people. Only
when people realize that skin color is something a person is born with, rather than something to be prou d
of or ashamed of, can blacks and whites reach reconciliation.

Bibliography
Akhtar, Jaleel. Toni Morrison and the New Black: Reading God Help the Child. Routledge, 2018.
Auster, Lawrence. "How the multicultural ideology captured America." Social Contract 14 (2004): 197208.
Chae, Youngsuk. Politicizing Asian American Literature: Towards a Critical Multiculturalism. Routledge,
2007.
Collins, Patricia Hill. Black sexual politics: African Americans, gender, and the new racism. Routledge,
2004.
Douglas, Christopher. A Genealogy of Literary Multiculturalism. Cornell University Press, 2011.
——. If God Meant to Interfere: American Literature and the Rise of the Christian Right. Cornell
University Press, 2016.
——. "Christian Multiculturalism and Unlearned History in Marilynn Robinson's Gilead." Novel: A
Forum on Fiction. Vol. 44. No. 3. Duke University Press, 2011.
Dreiding,

Michelle.

"Inaugurating

Ambivalence.

Toni

Morrison's

God

Help

the

Child." Variations 2016.24 (2016): 129-139.
Morrison, Toni. God Help the child. Random House, 2015.
Nicholas, Williams. "Talking Multiculture: Interview with A. Robert Lee." (2004): 79-94.
Scott, Darieck. Extravagant abjection: Blackness, power, and sexuality in the African American literary
imagination. Vol. 17. NYU Press, 2010.
Thompson, Juliette. "The Stains of Colourism and Shame: An Exploration into Toni Morrison's novel
God Help the Child." (2020).

