
18世紀のドイツ大学事情

（『100年前の外科学』第 3章）

ゲオルク・フィッシャー著（1876年）、中井臣久（訳）

はじめに

この翻訳文は、本誌第12号に一部を発表したDr. Georg Fischer 著の

「Chirurgie vor 100 Jahren」（Leipzig, Verlag von F.C.W.Vogel, 1876）の第三

章のものです。荒くれ者が闊歩する18世紀のドイツの大学がゲーテやシ

ラーなどのいわゆる文豪の登場によって学問的に一気に洗練されていき、

医学教育もキリスト教の呪縛から少しずつながら解放されていく様子をう

かがい知ることができます。特に人々の強い迷信に阻まれて解剖用の死体

が集まらず机上の空論に過ぎなかった解剖学は、18世紀も半ばになると法

的に献体制度が整備されていき発展の途上に着くことができました。

18世紀末には40校以上あったドイツの大学の多くが発展途上にあったと

言えそうで、ごまかしや権力の濫用が後を絶たず、現代の高等教育機関と

は比較に値しない存在でした。私がその混乱した大学事情にも不思議なあ

る種の熱情を感じるのは、戦後も使われていた旧制高校寮で学生生活を過

ごした熱い郷愁によるものなのでしょうか。

翻訳文

“ラテン語は学生に必須の言語である。私はこの考えを曲げるつもりは

ない。そのうえ教師は最も簡便かつ最善のラテン語教授法に精通していな

ければならない。学生たちがたとえば商人などになったとしても、その有

用性は何時も不変できっと役立つ時が来る。”プロイセンのフリードリヒ

大王は1779年にこう言って勅令を出した。ただフリードリヒ大王は古代

―93―



ローマや古代ギリシャの書物についてはフランス語の翻訳本からの知識し

か持っていなかった。ラテン語はギムナージウムの魂であったのに、残念

ながらその授業は意識も程度も低かった。カトリック教徒の諸国では粗野

で無知で迷信深い修行僧が講義のほとんどを担当していた。プファルツ地

方の学校ではカニシウスの問答書が宗教教育の基礎となっていて、ラテン

語の教材にはアルヴァーリの入門書などが使用されていた。歴史授業には

一冊の教科書があって、そこにはイエズス会の教義に都合の良い奇跡や寓

話が多数記載され、両開きの一方は非常に味気ないラテン語で他方はひど

く仰々しいドイツ語で書かれていた。修行僧は邪宗徒や革新に対するあら

んかぎりの憎しみを早くから子供たちに植え付けた。ルター派や改革派の

学校はもっとひどく、怠惰な校長は一言もラテン語を解しなかった。数学

を特に重視するギムナージウムでは、歴史、地理、物理、外国語は軽視さ

れ、ラテン語はお飾り程度でしかなかった。思いつきによる講義ゆえに多

くの若人は正当な予備知識を授かることなく大学に進学した。こうした混

乱状態のなかで徹底的な改革が始まった。ゲッチンゲン大学のゲスナーが

まったく新しい学校教育の考え方を提唱して新風を巻き起こし、ギリシャ

語を普及させた。彼は、意味のない文法教育に終始するのではなく、古代

ギリシャや古代ローマの精神を学ぶことが大切だと主張し、その基本精神

は熱狂的に受け入れられた。世の中には、子供をなるべく早く就学させよ

うとする風潮があったから、14歳で学校を卒業することも稀ではなかった。

その後にすぐ哲学の勉学を開始し、16歳には医学を学び始め、19歳か20歳

で卒業する。アルブレヒト フォン ハラーは15歳で、モチャーは16歳で医

学生になった。シュレツァーによれば、カトリック系の大学では、16歳の

少年達がユスチニアヌス帝の法学提要やローマ法大全の講義を聴講し、ラ

テン語を話し、哲学や数学に精通していたという。父親シュレツァーに説

得された娘ドロテーアは、1785年にゲッチンゲン大学哲学学部の入学試験

を受験して合格し、18歳で哲学ドクトルの学位を与えられた。それでも医

学の勉強は18歳から20歳になってから始めるというのが普通であった。医

学を学ぶ前に相当高度な勉学をしてくる者もいた。なかでもG.G.リヒター
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はよく知られていて、東洋の言語を愛好したのはもちろんのこと、長らく

哲学や文献学を勉強して哲学マギスターとなり、それから医学の道に進ん

だ。ハラーも医学の勉強を始める前に数学を学ぶためだけの理由で一年間

バーゼルに渡った。

まずは、ドイツの学生像を描いてみたいと思う。18世紀初期には、ドイ

ツの学生は長髪のうえに三角帽をかぶり、刺しゅうが施されてターラー銀

貨大のボタンで飾り付けられた上着を着ていた。その上着の袖の折り返し

は肘まで達していた。下半身は短めの黒ズボンと黒長ストッキング、そし

て止め金つきのブーツといういで立ちであった。ブーツの側面には玉房飾

りが付いていた。学生の生活と行動は、前世紀の野蛮をそのまま受け継い

でいた。高潔かつ学究的な勉学姿勢はどこの大学でもほとんど見られず、

大学の教室は知性のない狭隘者や無学者に占領されていた。それゆえに獣

のような暴飲、殴り合い、決闘、口論、猥談はあたりまえで、政府の放任

と無力もあって、止まる気配はなかった。当時の学生歌は粗野な悪趣味と

行儀知らずの卑猥なものであった。度を超えた色漁り、飲食、悪戯は学生

たちの迷信の的であった（J.シェア）。このような粗暴は18世紀後半になっ

ても学問の世界を占領していた。フリードリヒ ラウクハルトはその自伝

（1792～97）で以下のように描写している。“ギーセンの学生たちの態度は

イエーナとそっくりで、それはイエーナを退学処分されてやってきた多く

の学生たちによって作り出された。まともな学生を演じるには、少なくと

も夜になるとたくさんあるビアホールのうちのどこかに行って―1リット

ルのラインビールは2クロイツァーだった―10時か11時まで飲んで引き上

げることであった。知的な話をするのは潔しとされなかったので、女の話

がなされ、そのほとんどが猥談であった。私がよく知っているのは、居酒

屋エバーハルト ブッシュでは大学の正規の講義として猥談学がなされて

いて、手書きのテキストまで備わっていた。ギーセンではコンパが許され

ていて、私たちは何度も路上でコンパをしたことがあった。ほとんどの学

生がのっしのっし悠然と歩いた。ダッフルコートは日用品であった。それ

に革ズボンと乗馬用のブーツがお決まりの出で立ちであった。殴り合いは
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まれなことではなく、それも公衆の面前で行われた。一方が相手の住居の

窓辺に行って、決闘用の剣で敷石を数回切りつけ、誰々をやっつけろ！犬

野郎、畜生め！と叫ぶ。すると相手が出てきて、喧嘩が始まる。頃合いを

見計らって大学の用務員が登場して、仲裁に入り、二人は大学の禁固室に

収容されて、ことは終わりとなる。ギーセンで流行していた粗野な無礼講

には馬小屋とか醜い顔といわれるものがあった。馬小屋と言われるものは

以下のようにおこなわれた。20人から30人の学生がビアホールで腹一杯に

ビールを飲んだ後で、女性たちの住む建物の前に並んで、馬に発するよう

な号令と口笛のもとにいっせいに家畜のしぐさをまねて放尿する。醜い顔

といわれるのは、恐ろしい表情をした仮面のことで、ぼろきれを頭大にぐ

るぐる巻にして長い棒の先に固定して仮面をかぶせる。夜になると学生は

この棒に取り付けた仮面を建物の前に運んで行き、上階に住む家の呼び鈴

を鳴らす。誰が来たのか確認しようと窓から顔を出す家人の前に、この仮

面を掲げて死ぬほどびっくりさせる。ギーセンではノートに落書きする学

生はあまりいなかった。他の大学ではどこにもノートの落書き好きがいた。

ハレほどひどいところはなく、学生たちは学問的見識を絞り出してたくさ

んの本に落書きをしていた。そのうえハレの学生の作法は無礼極まりな

かった。イエーナの学生はみなシャーマントと呼ばれる女を囲っていて、

これは在籍中に交際する低俗な女のことで、大学を出る時には他の学生に

譲っていった。反対に、ゲッチンゲンでは学生は比較的品のある女性に気

に入られようとご機嫌とりをした。口説こうとしても概してうまくいかず、

結局は財布を毎度空にされるのが落ちであった。確かに事は前進して親密

な関係となり、騎士の娘を恋の虜にして、親切でグラマーな家政婦にして

しまうこともあった。”イエーナの手紙（1793）によれば、1770年頃には、

露店市の立つ町の中心地にある大広場で、真っ昼間から決闘が行われてい

た。イエーナの学生はフロックコートを羽織り、襟飾りを着け、革のズボ

ンと、大きな穴だらけの帽子を被っていた。酒場で大量のビールを飲み干

し、誰かに気分を害されれば構わずビンタを食らわせ、事の始末を付ける

ためにその場で決闘を始めたりして、学生は悦に入っていた。学生の考え
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る完全無欠な理想像は完璧な闘士であって、理屈抜きでは闘えない衣装に

清潔と品格を気にする人物は最低の人間であった。大学教員も学生と張り

合うことがあった。学生騎士団は18世紀半ばには盛況を極めた。当時は秘

密結社を組織するのが流行で、イエーナで1746年に結成されたモーゼル秘

密結社は最古のひとつであった。そのうちにいろいろな騎士団の間で闘争

が繰り広げられるようになり、ギーセンでは1777年に血なまぐさい暴動も

発生した。ペーター フランクは、最も知的レベルの低い街のごろつきの

無作法よりもひどい、度を越した学生たちの悪ふざけに怒り心頭していた。

医学生たちは金欠病から比較的そのようなことには加わらなかったとはい

え、一緒になって羽目を外すことも稀ではなかった。決闘したいという熱

病は至るところにはびこっていて、“毎年千人（？）もの学生がもっとも

恥知らずな死に方をしていたようだ。朝早くから夜遅くまで、決闘を知ら

せる法螺の音がひっきりなしに鳴り響いていた。ありとあらゆる郷人会や

自堕落なグループのおかげで、フェンシング道場は盛況を極めた。大学に

入学すると、学生はこの殺戮グループに競って入会した。そこでは流血な

しに一週間を過ごしてしまっては恥とされた。”新設のゲッチンゲン大学

だけは例外であった。当地では中世の伝統は受け継がれておらず、学友会

の無作法は認められていなかった。ここではいわゆる森林同盟が一群の学

生によって結成されていて、これまでに述べてきた粗野な学生生活とは一

線を画していた。その様子はヴォスが友人にしたためた書簡に次のように

描かれている。“ああ、あなたが（1772年）9月12日にここにいたらよかっ

た。ふたりのミラー、ハーン、ヘルティそして私は夕刻になると近隣のと

ある村にでかけた。雲ひとつない空には満月がかかっていた。私たちは美

しい自然のなかで感慨にふけった。私たちは農家でミルクをもらい、広い

野原に歩を進めた。そこでオークの木からなる小さな林に遭遇して、この

清らかな木立のなかで友情の契りをしようと考えた。私たちはオークの葉

で帽子を飾り付け、一本の木の根元に置き、手をつないで幹のまわりを踊

りながら、月と星に私たちの契りの証人になってくれと依頼して、永遠の

友情を誓った。”などなど。この森林同盟はゲッティンゲン文芸年鑑を発
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刊したが、共同生活におけるお互いの結び付きが次第に弛緩していって消

滅の運命をたどった。

1780年代から、大学の状況は改善されていった。イエーナではカール

アウグスト帝の介入とゲーテの登場をきっかけに真摯な学問的活動が活発

化し、粗野な行為は見放されていった。1789年5月にシラーがイエーナの

教授に就任して講演をしたとき、満場の大喝采を浴び、学生達から夜想曲

を捧げられたのはこの都市にとって事件であった。イフラントが名を揚げ

た彼の歴史劇は学生たちを魅了し、時には熱狂の渦を巻き起こした。ワイ

マールに近いラウホシュテットでシラーの代表作“シュピーラー”の上演

が終了するや、感動覚めやらぬハレ出身の極道学生が、友人でもないハレ

出身の学生に向かって二度とばかなまねはしないから、と溢れる涙をいと

わずに誓いを立てたりした。シラーが上演されるラウホシュテットの劇場

に行くために、一週間倹約を重ねる貧乏学生たちもいた。彼らは夜中のう

ちに走ってハレに戻り、翌朝に講義を欠かすようなまねはしなかった。政

府が警察を使って以前より厳しい警戒体制を導入したり、武器の濫用にこ

れまで以上に厳しく対処したことからも、学生の生活はましなものになっ

ていった。プロイセンの学生は、貴族を除いて、刃物を持ち歩くことはで

きなくなった。ゲッチンゲンでも、1763年には学生は愛玩する闘犬を連れ

て歩くことを禁止され、大学は警備を兵士から民間人に担当させ、教員も

学生も武器の携帯をすっかりやめた。ゲッチンゲンの外科治療師は、学生

が負傷した場合は応急手当を終えてから当局に報告するように義務づけら

れた。パヴィアやパドア出身の学生たちはそれでも1787年まで通学時には

刀を用意していた。イギリスの学生からはバコ最高法院長が武器を取り上

げ、フランスからの学生は学長に預けることになった。

対ナポレオンのドイツ解放戦争が1813年に始まると大学生活に新しいう

ねりが押し寄せてきた。その年にベルリン、ブレスラウ、ケーニヒスベル

クで講義が休止されたとき、イエーナ、ゲッチンゲン、ハレの学生は、ほ

ぼ全員がブレスラウに移動した。ハレ大学はあいかわらずヴェストファー

リアの支配下にあったから、そこの学生たちは人目を盗んで小グループで
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移動してきた。学生たちは故国を防衛するために自らの意志でこぞって参

戦した。ギムナージウムでも最上級生や腕に自信のある学生は兵士になり、

学生の誉れとして後輩たちの羨望の的になった。ドイツ解放のための血み

どろの戦闘のなかから、飲み屋で酔っ払っては大声で“悪がき”を謳歌す

るためではない、もう少しましな武器の使い方を学生たちは学んだ。平和

が訪れて、再び教室が満杯になると、学生たちは時代の巨大な動きの虜に

なって生き生きとしていた。ベルリンでは、古い騎士団に代わる新しいひ

とつの形態として“青年団”が立ち上がった。当時のドイツの大学の中心

的存在であったイエーナでも、同じような組織が1815年6月には盛大に設

立された。いつかは誇りをもって故国に仕えようという思いは、大学にお

ける粗野な振る舞いに終止符を打つのに大いに役立った。我々の生きる19

世紀には文明のトップに君臨する国家が我々に兵を向けて来たとき、有か

無かを賭けた大いなる戦いにおいて、学生たちは武器を取った。普仏戦争

が始まった1870年の夏には2745人が兵士になり、914人が看護人として奉

仕し、そのうち248人が犠牲になった。彼らとともに15人の大学教員が戦

争に参加し、253人が看護人として奉仕した。そのうち4人が戦死した。

ドイツにはたくさんの大学があり、その数は1792年には40以上にのぼっ

た。これらのうち多くの大学が時代の荒波のなかで消えていった。そのな

かには、アルトドルフ、バンベルク、エアフルト、フランクフルト、ヘル

ムシュテット、インゴルシュタット、マインツ、リンテルン、ヴィッテン

ベルクがあった。医学を志す学生数に関しては、例えばゲッチンゲンでは、

その数は増加の一途をたどり、1767～1778年には平均して50～80名の医学

生がいて、その後の10年では600～900名のうち80～100名が医学生であっ

た。学生数が千名に達したのは1816年で、その時には1005名のうち206名

が医学生であった。1866年には769名中189名。イエーナでは1768年に17名、

1773年に42名、1785年に73名、1792年には162名、1866年には65名。マー

ルブルクでは1793年に46名、1866年には32名。ウイーンでは、1723年には

わずか25名であった。このように当地の極端に少ない数字は、カトリック

系の大学では若い学生たちの多くが通学してこない、たくさんある祝日に
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記録される。1795年にウイーンの大学病院では24名の実習生しかいなかっ

たが、その後には300名まで増加した。ドイツの大学は外国の大学に比べ

て規模の小さいものが多かった。1772年にエジンバラでは364名、1787年

には400名が医学講義を聴講し、パヴィアでは1782年に2000名の学生中200

名の医学生がいた。

医学の勉学は自由にできた。高等教育を終えていようといまいと、薬局

や床屋生まれであろうとなかろうと、若い男は十分なお金さえあれば医学

部に進むことができた。医学生がラテン語やギリシャ語を解してヒポクラ

テスを原語で読むことができれば、望ましいと考えられていた。古代語よ

り新しい言語も同様に重要視され、クルト シュプレンゲルなどはアラビ

ア語の知識も要求した。哲学、歴史学、文学はもちろんのこと特に数学的

な専門分野（純粋数学、力学、物理学、光学、水理学）は、真理を探求す

る強固な精神を鍛え上げるために特に大切であると考えられた。医学生は、

さらに植物学、鉱物学、動物学についても十分な教育を受けなければなら

ないとされた。はっきり言えば、どの学者からも重要だと指摘されていな

いような分野はほとんどなかったといえよう。これは学者の奢りであって、

記憶力を苦しめ、若い人達が自分の専門領域に集中することを極端に妨げ

た。そのうえ医学部ではこれらの過大な要求に答えられるような状況にな

かった。学問的要求が過大すぎて大多数の大学では必要な教員数を確保す

るのに四苦八苦し、小さなところでは十分に満足のいく講義を提供できな

かった。ハレやゲッチンゲンの設立時にはたったふたりの教授が採用され

ただけで、ひとりは理論医学、もうひとりは実地医学を担当した。その後

に教授数は次第に増員されていった。ライプツッヒは1750年にすでに5人

の教授陣を擁していて、治療学、病理学、解剖学兼外科学、生理学、そし

て植物学が講義されていた。ハイデルベルクでは1763年に4人の教授がい

た。ウイーンでは1775年まで3人の教授しかいなかったが、マリア テレー

ジアの時代に4人目が採用されて化学と植物学を担当し、1780年にヨーゼ

フ2世の時代にさらに自然科学史のためにひとり雇われた。また非常に多

数の大学には実習現場がほとんど備わっていなかった。そこで小規模の単
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科大学は合併して大きくなり、人口の多い都市に移転しようとする機運も

あった。

医学の講義に関しては個々の大学のあいだで大きな差異があった。カト

リック系大学では講義はほとんどが1年単位で、多くは公開であって、就

学期間や教科書は法律で定められていた。通常は公開の講堂で講義がなさ

れた。一方で、プロテスタント系の大学では講義は半年単位で、有料で、

教授の自宅で実施されるものも多かった。そこではすべてが教師と学生の

自主性に任されていたため、若い学生たちには卒業までの計画も立てずに

勉学を始める者が多かった。一度に講義を欲張って受講する者がいるかと

思えば、実習から始めて理論を疎かにする者もいた。教授は自分の講義に

たくさんの学生を集めればそれだけ収入が増えるから、講義の選択に関し

て学生に勝手な説明をした。ドイツで最高の大学でさえ、優秀な医学生は

比較的少数しかいなかった。

ラテン語を使って講義することに教授たちは固執していて、ラテン語を

十分に解しないような学生の入学は拒否しようとした。もちろん、例外的

にラテン語を話すことのできる者もいたが、このラテン語の知識に困って

いる学生たちは多かった。結局は教授たちが学生からの突き上げに屈せざ

るをえなかった。ぺーター フランクが1784年にゲッチンゲンで教授に

なったとき、彼の同僚であるハイネはラテン語による講義を堅持するよう

に要請したと言われる。フランクはこれを了承した。しかし一学期が終了

すると、40人もの学生が彼のところに詰め寄ってきて、もしドイツ語で講

義をしてくれれば、喜んで授業料を前払いするけれども、そうでなければ

ラテン語がよく分からないので聴講を諦めざるをえないと語った。フラン

クは渋々ながら翻意した。これ以来ドイツ語は至るところで勝利し、1782

年にオーストリアでは講義やドクトル論文試験はドイツ語でなければなら

ないとする法律ができた。ヨーゼフ国王は次のように語った。“そのうえ

ドイツ語は、医学におけるカルテ記載用の言語として立派に役割を果たせ

るし、深遠な哲学的議論や表現に使用できる真の国家言語であり母国語で

ある”と。口述筆記はほとんどどこでも普通に行われていた。羊皮紙の書
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物は大変に高価であったし、教師が書物を執筆する意欲に欠けていたため

に、口述筆記は印刷術が発明されてからも長らく続けられていた。ルート

ヴィッヒ14世にいたっては、教授が独自に書いたノートの口述筆記を奨励

した。一方で1780年代のパリでは、解剖学と外科学に新しくふたつの教授

席が設けられたが、これらの講義はフランス語で、無料で、公開でなけれ

ばならず、決してノートを読み上げるだけではいけないという条件がつい

ていた。ノートにまつわる悪習は我々の時代でも完全になくなったわけで

はないが、あの有名な哲学者シュライエルマッハーが口述筆記する教師を

評して使用した言葉を知らぬ者はいない。“印刷術の発明を無視するよう

な人物を国王がどうして雇用するのか、わたしには理解できない。”

とりわけ18世紀前半の講義では知力の自由な開発よりも機械的な暗記学

習に重点が置かれていたから、標本コレクションや図書館は有用なはずで

あった。なるほどあちこちに高価な博物学コレクションがあったが、ほと

んどは放置され、教師はそれらを利用するどころか指一本触れたこともな

く、見世物扱いされていた。フランスではあらゆるコレクションが公開さ

れていたが、ドイツではユダヤ人のご聖体と同じように非公開であった。

ヨーゼフ2世は当時を代表するゲッツェの寄生虫コレクションを購入して

パヴィア大学に寄贈した。学者もそれぞれにたくさんのコレクションを所

有していた。ギュンツ教授は30もの人体骨格標本、437の乾燥標本、281の

アルコール標本を死後に残した。アムステルダムのルイシュは解剖学コレ

クションを所有していて、ペーター大帝はそれに20,000グールデンを支

払った。ファン シュヴィーテンはライデンで収集していた解剖標本を所

有し、ウイーン大学に寄贈し、これが解剖学博物館の基礎となった。この

標本はアルコール標本で、もともとはルイシュ、アルビン、リーバー

キューンが収集したものであったが、20,000グールデンの値が付けられた。

自然研究者R.A.F.ローミュールが1757年に76歳で死亡して、王立科学アカ

デミーに遺贈された自然コレクションは、全ヨーロッパで最も完璧なもの

とされ、かつてあるイギリス人が65,000ギニーの値を付けたこともあった。

1802年にはベルリン大学解剖学教授J.G.ヴァルターは2868の標本からなる
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解剖学コレクションを所有していて、これらは51年間に解剖された8000体

から収集されたもので、プロシャ国王に売却された。W.ハンターとJ.ハン

ターのコレクションについては後に言及することにする。蔵書は学者の誉

れであり、書籍購入熱はかつては非常に大きかったが、今日ではすっかり

冷めてしまって、当時とは比べようもなく低い。年2回、復活祭の3月とミ

カエル祭の9月は書籍の定期的購入の時期であった。その時には書店はラ

イプツッヒのメッセで仕入れた新刊書を店頭に陳列した。この時期は本の

愛好家にとっては大切なものであって、書店は文学的な憩いの場の中心と

なった。もちろんハレとライプツッヒ以外の都市ではあまり流行していな

かったが、古書を購入する機会がないわけではなかった。医学者のなかに

は驚くほど高価な蔵書を所有していた人達もいた。ギュンツは、目録が

260ページにも及ぶ蔵書を残した。そのうちアラビア語、ギリシャ語、ラ

テン語の医書が80ページあり、ヒポクラテスのものだけでも16ページに及

んだ。ハイスターが残した解剖学、植物学、外科学の書物の目録では6338

番まであったし、98巻にのぼる植物標本、1744枚の銅版画があり、470個

もの手術器具の多くは銀製であった。ベルナーの記録によれば、すでに

1725年にはハイスターの標本は66の化石と6000以上の植物標本を網羅して

いたといわれる。また彼はそのころ多くの人体骨格標本と臓器標本、解剖

や手術に使用される最高の器具類の類い稀なコレクション、およそ12000

冊の書籍、200巻以上の論争集を保有していた。ハラーの大きな蔵書は

ヨーゼフ2世が2000ルイ金貨で購入し、ミラノに送らせた。ペーター フラ

ンクは1808年にペテルスブルクを出発する際、高価な運賃を賄うために自

分の書籍を20,000リューベルで国王に売却し、国王はこれをカサン大学に

寄贈した。大学では特にゲッチンゲンでいろいろなことがあった。ゲッチ

ンゲン大学の図書は整備の良さでは代表的なもので、カタログも最高の出

来ばえであった。英国とハノーファーの連合がなされると、英国からの書

籍の流入が増加の一途をたどり、最新本や貴重本が短期間のうちにジョー

ジ3世の贈り物としてゲッチンゲンに届けられた。そのかわりベルリンで

は、レシングが1768年に嘆いているように、英国の書籍がフランスのもの
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より入手しにくくなった。教師や学生はゲッチンゲン大学図書館に自由に

入館することができた。ゲッチンゲン大学全体への補助金のおよそ10分の

1に相当する5000ターラーの資金が図書館に割り振られ、1780年代には毎

年2200冊の書籍が購入された。書籍の貸し出しでは、バルディンガーが主

張しているように、しばしば不都合なことが起きた。ゲッチンゲン大学の

教授たちは、一度に200冊から400冊の書籍の貸し出しを受けるのも珍しく

なく、半年毎に返却と貸し出し手続きを同時に繰り返して、同じ書籍を一

生にわたって自己所有物のように扱った。こうした教師の権利の濫用がも

とで、大学が翻訳本を購入しないという状況とあいまって、バルディン

ガーは医学生たちのために読書サークルを結成させて支援した。

教師の世界を覗いてみると、グルナーが年鑑に記しているように、教師

の採用はいい加減なことが多かった。大学を卒業するやいなや知識や才能

の証明もされていないのに、単に推薦されたからというだけで雇用された。

教授の娘と結婚すれば、あんたは大学教師の地位を約束されたも同然だよ

というか、当時すでにもっとも確実な出世手段であった。まだ1年前には

薬局の見習いをしていた人物が化学の教授になったり、少し前まで理髪屋

で仕事をしていて、その専門分野のことなど全く知らない人物が動物薬剤

師の教授になった。多くの教師が自分の講義用ノートを修正しようなどと

は露ほども考えず、学問の進歩には無関心であった。こうした弊害を正す

ために、1782年になると、マールブルクとリンテルン大学の教授陣には、

学期末に駆け込み授業をしなくても済むように授業計画を立てるように勧

告がなされた。改革の矛先は学生たちの学習態度にも向けられ、単に自分

の専門分野のみならず、関連分野のギリシャ語、ラテン語、アラビア語、

数学、哲学、歴史の学習も奨励された。また学部の教師の誰かが亡くなる

と、まったく無関係な別の分野の人物を割り当てるという悪習がはびこっ

ていた。例えば、それまで解剖学を担当していた教師が後に病理学や薬学

を講義することになったりした。J.J.プレンクはバーゼルで初めは解剖学、

外科学、産科学の教授であったが、オーフェンなどに移動するたびに専門

を変えていき、ウイーンのヨーゼフアカデミーでは化学と植物学を担当し
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た。ヒルデブラントはブラウンシュヴァイクで解剖学の教授であったが、

エアランゲンでは化学を講義した。多くの教師はいろいろな専門分野を学

びたいと欲していて、それは病的ですらあった。しかしまともなケースは

ほとんどなく、例えばベーアハーヴェが化学、植物学、病理学を、A.von

ハラーが解剖学、生理学、植物学、外科学を講義して大きな喝采を浴びた

けれども、複数の分野を横断して卓越した業績を残したこれらの人物は、

あくまでも例外であった。ドイツの大学では、理論医学と実地医学に分か

れてふたりの主任教授が学部を背負うというのが昔からのしきたりであっ

た。理論医学の担当教授は植物学、化学、解剖学そして外科学の大半を担

当し、実地医学の担当教授はいわゆる臨床医学の講義には立ち入らず、特

殊病理学（法医学）と薬学などの講義のみを担当した。18世紀のうちに、

まず解剖学と植物学を兼任する教授は大学からいなくなり、最終的には解

剖学と外科学の教授が分離した。講義そのものは大多数の場合は絶望的で

あった。18世紀末になっても、ある生理学兼産科学の教授が、自分の知識

をひけらかすために、図書館からいつも大量の書籍を運んで来させて、学

生たちに講義中にずっとそれらの書名を口述筆記させたこともあった。ま

た離婚したある教授は、家で女房の吐いた小言を猥談風に味付けして、学

生たちを笑わせたりした。講義が有意義なものであるかないかなどに多く

の教員は頓着せず、1780年代にドイツの有力大学の解剖学教授は講義を胸

管から開始した。彼は頸部の筋肉の講義に丸一日を費やし、次の一日は手

の血管と神経で、横隔膜には三時間をかけた。学生たちがゆきあたりばっ

たりの講義についてやんわりと彼に抗議すると、ひどく憤激しただけで事

態は何も変わらなかった（シュミットマン医学著作集より）。医学や外科

学における実習はほとんどの大学で単なるお遊びのようなものであって、

1750年頃までは講義内容に食卓作法さえ含まれていたと、マイネルスは正

直に語っている。

名誉とお金についてはドイツの教授のあいだではピンキリであった。あ

る者は多すぎ、ある者は少なすぎる傾向にあった。オーストリアの教授た

ちは、1755年にその濫用が放棄されるまで閣下の称号を与えられていて、
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その後はセレブリティと呼ばれていた。彼らは貴族名鑑にも記載された。

後には教授や開業医師は妻や未亡人も一緒に、“裁判では市から席を与え

られ、遠征ではヘアやフラウという敬称が添えられた。”大半の教授の俸

給は僅かなもので、その収入は100年前と変わらぬことも稀ではなく、生

活費の高騰もあって時代にそぐわなくなっていた。オーストリアでは、

フェルディナンドⅠ世がウイーン大学の改革（1533年）をして以来、給料

は120グールデンまでであった。例えば1537年の外科学教授は52グールデ

ンしか受け取っていなかった。これは少な過ぎそうであるが、お金は金貨

のドゥカテンで支払われたし、ウイーンの生活はとても安上がりで、教師

には15世紀には9グールデンの年間賃料で住居が提供されたことを考えあ

わせると、安いと決めつけてしまうわけにもいかない。1リットルのワイ

ンは1497年には僅か1ペニヒだったし、ペデレンハウスのような住居は100

グールデンであった。貨幣価値と生活費を今日の水準で比較してみると、

当時の100ゴールドグールデンが今日の6000グールデンに相当する。ファ

ン シュヴィーテンはオーストリアにおける医学部教授の給与を2000グー

ルデンに改善させたり、皇帝顧問の地位を与えさせ、彼が呼び寄せた学者

たちにはオーストリア人の3倍の報酬を支払わせた。そのうえ彼らが公表

する学術業績の出来具合に見合った特別報酬を受け取り、1791年にはレオ

ポルト2世国王の勧めで彼ら教員をしっかりとつなぎ止めておくために特

別報酬も受け取った。ウイーンにおける授業料は哲学や外科学の分野では

年間18グールデンであったが、とくに勤勉な学生の授業料は無料であった。

ゲッチンゲンの学生は授業料としてほとんどが5、6ターラーを支払ったが、

技術系の勉学は10ターラーであった。伯爵など貴族は倍額になった。解剖

学者のJ.G.ヴァルターはベルリンで最初の3年間は無給で、10年（1764年）

で次席教授として240ターラー、14年で主席教授になり800ターラーから

1000ターラーを受け取った。これに対してフーフェラントは1790年代にイ

エーナの大学病院の院長の地位にあったが、同僚と同じように毎日2時間

勤務していたにもかかわらず、報酬はゼロであった。シラーは同時期に同

大学に“唆されて”歴史学の教授になったが、本人が自ら言及しているよ
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うに、無報酬だった（1789年）。ヴァイマール、ゴータ、コブルク、マイ

ニンゲン、ヒルトブルクハウゼンの5つの王室はともにシラーのような教

授に給料を支払う財源を持ち合わせていなかった！やっと1790年に大公

は、“頭を垂れ当惑した表情をして”200ターラーを支払った。必要に迫ら

れて新手の金儲けを考えなければならないことにもなった。すでに述べた

ように、例えばいろいろな専門分野に手を出して教えれば、お金は十分に

入ってくるようになっていた。ヘルムシュテットのバイライスは毎日12回

の講義を行っていたが、慣れる前は8回しかしなかった。教師によっては

受講者の数を増やすために、自分の専門科目を複数科目に分割したり、貧

しい学生には値下げをしたり、学生数をこれ以上増やせないとなると値下

げして12グロッシェンで手を打ったりした。時には教師は受講生獲得のた

めに学生騎士団のもとに出向いていくこともあった。こうした嘆かわしい

状況の結末は、相も変わらぬ教師間のいがみ合いであり、自分の懐具合を

良くするためだけではなく、昇進もからんで、副収入を上げるための飽く

なき欲望のぶつかり合いであった。騎士団は人的交流の支えになっていた。

ハラーが教授たちと思うように会えないと嘆いたゲッチンゲンでは、1787

年におよそ60名の会員からなるクラブが設立されて、土地の大学教授、弁

護士、医師、宗教家が週に一度集まって親交を深めた。

国外では大学教授は高い地位を享受することが多かった。ツールーズ大

学の教授は尊厳位を与えられ（1776）、パヴィアでは政府から“ドン”の

称号を付けて呼ばれた。ロシアでは大学教授全員が宮廷顧問官と同等に扱

われた。フランスの大学教授は国家から俸給を与えられていたので、学生

は教師にお金は支払わなかった。ただ、化学と解剖学は例外的に有料とさ

れ、例えばナンシーでは解剖学は冬季講座で13リーブルであった（1779）。

英国の病院勤務の医師は国家からは報酬を受けていなかったので、聴講す

る学生に相応のお金を要求した。ポットの時代にバルトロモイス病院で手

術に立ち合わせてもらうには、ロンドンの大半の病院と同様に、年間25ギ

ニー、半年間では18ギニーを支払うことになっていた。いっぽう実際に解

剖に加わると、年間50ギニー、半年間で36ギニーであった。ポットは、毎
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週一回開講する冬季実地セミナーに5ギニーの値段を付けた。ジョーン ハ

ンターはセント ジョージ病院の外科研修生のために外科学の無料講習会

を開催していた。また自宅に特別に設置した講堂で毎週3回開講する外科

学の7カ月コースには4ギニーを徴収した。マーシャルの解剖学、生理学、

外科学の講義は半年間で3ギニー。Ev.ホームの外科学講座はやはり3ギ

ニー。ホームの解剖学実習における解説は5ギニー。ホーキンスはロンド

ンでかなりの収入を得ていて、彼の大私有地だけで1900英ポンドの純収益

をもたらすほどの資産家になっていた。ロシア人も気前がよかった。ウ

イーンから赴いたモーレンハイムはロシアの病院長として3000ルーベルを

もらい（1783）、クラックシュテット教授はペテルスブルク内科外科アカ

デミーで1800ルーベルの収入と、住居、燃料用の薪、灯火そしてメイドの

無料提供を受けた。ストックホルムの病院では、医師や外科治療師はそれ

ぞれが3000ターラーの給料を受け取っていた（1780）。

大学を卒業するとドクトルの学位取得が迫ってきた。ドイツのほとんど

の国家は医学の修業年限は3年と定めていた。オーストリアだけは当初は6

年で、ヨーゼフ2世の時代に5年になり、最終的には5年に定められた。フ

ランスでは、ルートヴィッヒ14世の時代には3年で、共和国時代は4年で

あった。法王グレゴール9世が13世紀に学位制度を創設して、第一号のマ

ギスターの学位がパリで授与されて教書に記載された。続いてドクトルの

学位も導入された。18世紀のドイツではドクトルには非常にありがたくな

いイメージがつきまとった。18世紀末になっても相変わらず醜い濫用が続

いていた。“織物工場がドクトルの証書を毎年一定数製作していたので、

ドクトルの証書は医師の間では全く無価値なものになってしまうこともた

びたびであった。つまりドクトルの学位は単なる商品と化していて、金

モール付きの上着と同様に誰でもお金を支払えば入手できたから、価値が

失われてしまっていた”（フランク、チソ）。毎年数え切れぬほどの若者が

ドクトルの学位を授与されていたが、そのなかには学問のイロハも分から

ない者も多かった。軽薄の限りを尽くしてあちこちでいろいろかじっては

学位試験に臨むのだが、甘い仲間意識や教授の私的な強欲が頼りであった。

―108―

帝京大学外国語外国文学論集　第13号



ドクトルの学位を受けた若い医師が開業すると、闇雲に証書の肉太の文字

を信頼して、“証書の権威を盲信してイナゴの大群に備えるほどにも用心

をしない患者”には災いあれであった。教授たちが競うようにして出来る

限り学位試験を易しくしたのは、学生たちがお金を支払ってくれんがため

であった。彼らは世の中に広まっている自分の権威を利用して受験者に筆

記試験や口述試験を免除してしまうこともあった。そんなことはできない

というなら、他に方法があるだろう！と言うくらいの堕落した雰囲気が支

配していた。新設のゲッチンゲン大学でさえ1763年にはある者は欠席のま

まドクトルを授けられた。同様の馬鹿げたことがフランスでもあった。革

命前にはドクトルの学位帽を入手するためには証明書の提示だけで済ん

だ。フランスの大学の医学部の原則として、医師が開業を希望する地域ご

とに卒業試験を実施することになっていて、田舎で開業したければどんな

能無しでも免許を受けることができた。外科治療師になるための道ほどお

かしげなものはなかった。どこの公子にでも構わないから1200リーヴルを

支払って厩舎の外科治療師の身分を取得すると、見返りに人を治療する外

科治療師の仕事も自由にできた。一般的に当時のフランスでは医師、外科

治療師、産婆の仕事はいい加減に行われていた。お金の魔力に取り憑かれ

てしまってドクトルの学位帽を濫発授与する教授のなかには、手工業組合

が組合員証を発行するよりも安価にするものもでてきた。ウイーンでは

1723年の医学ドクトル取得は1000グールデンであったとヴォルフェン

ビュッテルの医師が証言しているが、これは少々疑問である。というのは、

1753年にはプラハの医師は筆記試験に95グールデン、口述試験に30グール

デン、資格授与に134グールデン支払った。ゲッチンゲンでは1765年には

医学ドクトルが117ターラーし、3年の医学課程修了証書は12ターラーで

あった。マールブルクとパヴィアでは100ターラーであった。この7倍の

100英ポンドがオックスフォードなどの英国の大学での費用であり、フラ

ンスではドクトルは1000リーブルであった。当時のドイツの新聞にはドク

トルを利用した身の毛もよだつような荒稼ぎの実態が掲載されている。ド

イツ語もろくに読めないような外科治療師が、学位論文を提出するまえに
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ドクトルになった。インチキなアルトーナの靴屋メナーデはグライフス

ヴァルト大学でドクトルを申請して、お金を送った。学部長はこの金を受

け取り、学位記を送付して、自らないしは他の人物に学位論文を執筆させ

た。とうとう事が発覚しそうになると学部長が更迭されてしまった（1788）。

ドイツ南部の帝国直轄州では容易に入手できたおおげさな帝国官吏資格さ

えあれば、任意でドクトルの学位を与えたり、庶出子の認知を許可したり

するなどの権利を皇帝から授けられていたから、不祥事はさらに拡大した。

この権利を非常に広範囲の紳士たちが利用した。官吏の関係者が、6ピス

トーレ支払えば外科治療師や薬剤師の偉大な功績を認めてドクトルの学位

を授与すると言って方々を回った。こうしてまったく教育のない無知な理

髪屋がドクトルになった。1806年と1807年にはまだエアフルト大学には平

均して30名しか学生がいなかったのに、医学ドクトルには97名（！）がな

り、そのうち28名が学位論文を書いたが、一方で69名は学位論文さえな

かった。

こうした恥ずべき学位乱発は学位論文そのものにも影響を及ぼした。信

じ難いことであるが、多くの大学では、学位希望者のために執筆した学位

論文を売るというのは、教授たちにとって特別な権利であるとされた。こ

のことを証言しているのはフスティ（法医学者、1786）と帝国ライヒスア

ンツァイガー紙で、当該紙は1802年に169号と170号でこの救い難いビジネ

スについて報じている。希望する学生は、ラテン語による口述試験のため

に、質問を担当する相手として複数の人物を自分で選び、学位を持つ人物

に問答集を立案してもらう。口述試験に臨む当人たちは、この立案者のも

とで内容をすっかり暗記し、ラテン語の単語を正確に発音できるようにす

る。学位論文は簡単に入手できた。それぞれの大学には担当部署が設置さ

れていて、そこであらゆる価格で商品を購入できた。しかし事が発覚して

しまってからは、その執筆者の存在が明らかになるのを防止したり、若い

ドクトルが同僚や世間の物笑いになるのを避けるため、今度は一部のドク

トルや文献学者が集まって学位論文製作工場を結成した。論文はいろいろ

な観点から執筆されていて、学位を出す予定の大学や教授たちの独自の考
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え方、つまりブラウン、ライル、フーフェラントなどの様々な理論に対応

した配慮がなされていて、結局は価格によって決まった。最も安価な種類

のものは4ピストーレで、一つの疾病について簡単で不完全な内容になっ

ていて、学識が感じられず、粗末なラテン語で書かれていた。この程度の

論文はどこの大学でも入手できた。次が8ピストーレであった。これには

疾病の説明や治療法がかなり本格的に記載されていて、豊富な引用もなさ

れていたが、新鮮味はなく、ラテン語も普通であった。この種の学位論文

は、大規模な図書館を保有する大学に特に適していた。三番目のものは16

ピストーレして、日常的な問題を扱っていた。何も新しい内容のものでは

ないが、立派なラテン語で書かれていた。最後は四番目の最高の値段のも

ので24から36ピストーレした。新しいアイデア（！）が盛り込まれ、最新

の専門用語、希少な病理学的所見の図譜と解説、著者の熱意と才能を彷彿

させるしっかりした文章、そしてキケロのように完璧なラテン語。この種

のものは稀なケースであったが、ハレ大学には当時数本存在した。ドクト

ルになりたい者は郵便で切手を貼って現金を入れて送金したから、本人が

どの大学で学位を欲し、どの程度の論文を望んでいるかわかってしまった。

迅速かつ手厚い対応と高度な秘密性が保証されていた。相当数の学位論文

がいつもプールされていて選択できるように配慮がなされていた。1802年

には中でもつぎのような学位論文があった。バンベルクでは、“真の治療

者にとってのブラウンの考え方の欠点と問題点”、ゲッチンゲンでは、“医

師の診察の高い有用性について”、“猩紅熱について”、イエーナでは、“医

学部教授に不要な学術的名声について”、“これまでの医学論文を書き換え、

興奮説にそって講義することの重要性について”、ハレにおいては、“脳物

質の正常と組成の変動について”、“1800年以来医学とそのあらゆる関連分

野に起こった事柄の概説と努力は有用であるかについての一考察”があっ

た。ヴュルツブルク、エアランゲン、キールでも同様なことがなされてい

た。このようにライヒスアンツァイガー紙は報道していた。

似たような闇商売が英国でもなされていた。少なくとも知られていたの

が、ジョーン ブラウンのケースで、彼は生計を立てるために、最初は学
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位論文のラテン語翻訳を手掛けていたが、後には若い医師のために10ギ

ニーで論文を作成し、5ギニーで翻訳を引き受けた。

わたしたちの時代はこうしたペテンから縁が切れたのであろうか。学位

に関する従来のような大掛かりな違法行為は確かになくなったが、まだ20

年前には学位論文に支払われるお金の魅力には勝てず、執筆者のことには

目をつむってドクトルを授与したと噂されるドイツの大学があった。わた

しが学生だった頃に、ドクトルの学位が欲しいある歯科医がいて、歴史学

に関する学位論文を書いてもらい、それをある哲学学部に提出した。しか

し、歯科医にそのような完璧な歴史の知識があるとは考えられないとして

送り返されてきた。そこで彼のためにある化学者が白金などの化合物につ

いて学位論文を執筆した。これはうまくいって、学位記が送られてきた。

その論文の執筆者は恐らく今日でも歯科医から謝礼としてもらった時計用

の金の鎖を使っていることだろう。1874年にフィラデルフィアの大学は学

位記で荒稼ぎした！この大学は英国で高い官職にある人物をエージェント

に指名し、用心深く新聞でドクトル希望者を募った。あるベルリンの看護

助手は次のような返信を受け取った。“P.F.A.ファンデアヴュヴァー博士、

ジャージー、イングランド、1874年1月5日。ベルリン在住F殿。私はフィ

ラデルフィアにあるアメリカでも大変に有名な大学の代理人を務めるもの

です。貴殿に報酬と実費を合わせてプロシャ通貨で160ターラーを支払っ

ていただければ、ラテン語で書かれた貴殿の名前の記載された学位記をこ

の大学に発行させることができます。貴殿の速やかなるご返答をお待ちす

るとともに、ご要望があれば喜んでさらなる報告をいたします。”この手

紙には希望する学生間で個人的に回し読みする資料が同封されていて、そ

の最後の部分に次のように記されていた。“我々の大学から何らかの学位

を、個人的に遠隔地にいながら入手したいと考えるヨーロッパの人達に

とって非常に大切なのは、申請書をP.F.A.ファン デア ヴュヴァー、法学博

士、ジャージー（イングランド）に提出しなければならないということで

す。フィラデルフィア、1873年7月。”このようなアメリカ式の商売はすで

に何年も続けられていたけれども、2年前にトラブルから裁判に訴えても
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埒があかなかったことから、やっと断固として拒否する機運が生まれてき

た。こうした入手が容易なドクトルがあったために、その値打ちはどんど

ん低下していった。今日医学ドクトルがあまり希望されなくなったのは、

ドイツにおける産業条例によって医師の開業許可は学位の有無とは無関係

なものとなったことが原因であり、プロイセンでは1874～75年に314名の

新規医師のうち125名しか学位申請をしなかった！

政府はこうした不正に対してこれ以上見て見ぬふりをしているわけには

いかなかった。マリア テレージア（1753）は、最大限の注意を払うとと

もに寛容の気持ちを一切捨てて学位申請者を試験しなければならないと要

求した。“これにより公衆が有能かつ医学上十分な経験を積んだ医師を提

供されることとなり、患者の生命が経験の乏しい医師の犠牲になるような

ことがあってはならない。”プロシャでは1725年にドクトルの学位に加え

て解剖学コースを修了するとともに、一つの疾病についてラテン語でまと

めることが開業許可の条件となった。その後にドイツ語による資格試験も

導入された（1789）。それから全プロシャの医学部に従来以上の厳格さが

求められ、不正があった場合には学位申請料は返還されねばならなくなっ

た（1795）。こうした警告はさらに制度化されていった。若い医師は、開

業認可が下りる前に、もう一度医師たちが実施する試験に合格しなければ

ならなくなった。1798年にはプロシャで医師国家試験制度が生まれ、その

ためには解剖学、内科学、外科学、臨床学そして薬学の講習会をベルリン

の試験委員会で受けることになった。試験期間は8週間から10週間で28

ターラーした。フーフェラントは、この制度の確立のために尽力して称賛

された。学位試験と判定に関して大学がいい加減なことをしなくなれば、

ドクトルの学位を授与された医師に神経を使わなくても済むという考え方

もあったが、残念ながらドクトルは名誉称号に過ぎず、無意味で儀礼的な

ものにすぎないことが明らかであった。こうして学位論文の水準は次第に

低下した。すでに1726年には、外人教員の嘲笑の的になるのを避けるため

に、あまり学位論文で文法的な間違いをしないようにイエーナの学部では

訓令が出された。オーストリアではヨーゼフ2世の時代の1785年に学位論
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文制度は廃止され、その代わりに実践的な試験が導入された（同時に医学

生になるための要件であった哲学マギスターの資格も不要になった）。そ

の後にマインツにも導入されたこの制度は、1810年まで維持された後、再

び学位論文制度に戻された。ヨーロッパではどこに行っても学位論文はラ

テン語で執筆しなければならなかった。今日でも完全になくなったとは断

言し難いこのラテン語の弊害に対しては、まずアメリカで疑問の声があ

がった。それはドクトルの学位ビジネスで知られていたあのフィラデル

フィアの大学医学部で、1790年に学位論文はラテン語でも英語でも構わな

いという許可が出された。その年には早速近代語によるものが現れた。

卒業試験や学位授与のセレモニーは昔に比べれば随分簡素化されたが、

それでもなお不明朗なところがあった。1784年までのオーストリアでは受

験者は不安に駆られながらも黒い特徴のあるビロードの外套と丸い奇妙な

形をした帽子を着用していた。帽子は初めは黒かったのに、受験者の冷や

汗ですっかり染みだらけになっていたが、それでも道化役の学生にはぴっ

たりであった。受験者の心配の種であった卒業試験は、快適な宴会に姿を

変えていった。上質なワインや料理類がたくさん出されて、教授も学生も

大いに盛り上がった。教授はより寛大になり、学生はより大胆になって、

堅苦しさはすっかり消えた。プラハでは1753年以来このような料理は出さ

れなくなった。金貨を握らされた植物園の世話人は、テストのために提出

した植物の標本を受験者にそれとなく教えた。それらの植物標本にはご丁

寧にも目印の記されたカードが付いていた。その植物園の助手は教授が何

について試験をしようと考えているか、学生の耳に前以てささやいて教え

てくれた（ライヒスアンツァイガー紙）。例えば、パヴィアでは事は次の

ように進行した（1787）。受験者が2年間の勉学をして哲学の修了試験をパ

スしていたら、ドクトルになるためには7人の医学部教授が筆記および口

述試験を実施する。受験者は自分の研究に関して短く講話してから、2時

間に及ぶ口述試験を受ける。合格ならば用務員が受験者たちの控室に向

かって“合格”と大声を発する。受験者は再び試験室に入室して、感謝の

言葉を述べて一礼する。翌日は筆記試験となる。大学の建物の一室に入っ
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て二つの課題に答えなければならない。これには2時間が与えられ、大学

図書館から借り出した一定数の書籍を持ち込むことができる。時間が来れ

ば書き上げたものを読み上げて退室する。口述試験に続いて今度も合格か

どうかの投票がなされる。合格であれば学部長が学位論文審査の日取りを

決定する。しかし、その前に学位論文を提出し、受理された場合には、印

刷にまわして、審査の3日前には大学に掲示してもらわねばならなかった。

受験者が学位論文を発表する日が来ると、教授やドクトルの学位所有者た

ちが任意に質問にたつ。判定官が一発手を叩けば合格を意味する。こうし

て三度目の合格が大声で告げられると、外に待機していたトランペット隊

が人々に勝利の合図を奏でる。学位授与式では受験者は司祭に歩み寄り、

説教を聞き、ひざまずいて教皇に忠誠を誓う。ここで学部長が教会堂に入

場して祝辞を述べ、抱擁し、学位授与のキスをする。受験者はトランペッ

トの音の鳴り響くなかでドクトルの学位帽を被せてもらう。

従来からドクトルの学位と宗教的信条とを結び付けようとする強い偏狭

な動きがあり、なかでももっとも激しかったのがユダヤ人の排斥であった。

クレーフェのシュッテという人物は、J.H.サギタリウス名で1745年に論文

を書いた。そこで彼が証明しようとしたのは、1）ユダヤ人をドクトルに

するのはキリスト教に背くことで、医学の恥であること、2）ユダヤ医学

は大変に有害で、キリスト教徒には耐えられないこと、3）キリスト教徒

がユダヤ人治療師の治療を受ければ重罪を犯すことになる、ということで

あった。イエーナの医学部は、従来はアウグスブルクの信仰告白をした学

生だけにドクトルを授与していたが、1784年にやっとユダヤ人に入学やド

クトルを認めてよいことになった。オーストリアでは宗教的差別が悪夢の

ように国家を広く覆っていた。やっと1726年になってユダヤ人がキリスト

教徒の医師、理髪屋治療師、産婆にかかることを許されたが、逆にユダヤ

人の薬剤師がキリスト教徒に薬を販売したり、ユダヤ人の外科治療師がキ

リスト教徒を治療すると極刑に処された。プロテスタント教徒への弾圧も

ひどく、医学教育を受けることは許されたがドクトルは与えられなかった。

そのうえカトリック教徒の医師や病人の良心までもが抑圧されていた。医
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師や教授は復活祭の直前の聖木曜日には自らサクラメントを受け、何らか

の病気を持つ患者には三回目の往診までにサクラメントを受けるように教

示することを義務づけられていた。病人がこれを拒んだりしたら、医師は

免許取り消しなどの罰を受けたくなければ、診察を中止せざるをえなかっ

た。啓蒙主義の光が帝国に差し込み始めたヨーゼフ2世の治世が到来する

までは、カトリック教徒のみがドクトルを得られた。その理由は学位授与

式の宣誓において、聖母マリアや聖人に誓いを立てなければならなかった

からである。プロテスタント教徒は完全に拒絶されたわけではないが、免

許者ないしはマギスターの資格しか与えられなかった。そこでヨーゼフ2

世は1785年にドクトルの学位に関して宗教的な色彩をすっかり排除し、

ローマ法王への信仰告白や忠誠の宣誓を止めさせた。こうしてプロテスタ

ント教徒の誰もが何の気兼ねもなく勉学に勤しむことができるようにな

り、通常の宣誓だけでドクトルになった。ウイーンでは1789年1月24日に

ベーア ボスというユダヤ人が初めてドクトルを授与された。オーストリ

ア人は開業するためには国内の大学でドクトルを取得する必要があった。

ウイーンとプラハで受けたドクトルは帝国内どこでも通用したが、他の大

学の者はドクトルを授与された地方でしか開業できなかった。

今日のドイツの医学部では女医はあまり知られておらず、その大半はロ

シア人であったが、スイス以外ではほとんどの大学が門戸を閉じた。100

年前の人々の考え方は違っていた。クヴェドリンブルクの医師レポリンの

娘は幼少のころから父親に医学を教え込まれた。彼女はハレで医学生とし

て正式に入学許可されて勉学を終え、プロシャの女王から学位適格者とし

て推薦された。その間に宗教家エアクスレーベンと結婚したために学位試

験には遅れたが、後に無難に合格し、1754年6月12日にハレでドクトルの

称号を与えられた。彼女のラテン語の学位論文は、“quod nimis cito ac

jucunde curare saepius fiat causa minus tutae curationis”というものであった。

授与式でドロテーアはラテン語で講話をし、通常の宣誓をして、開業許可

も得た。彼女は死ぬまでクヴェドリンブルクで開業し、多大な信用を築き

上げた。偉大な学者としてその名を知られる女性もいた。ヴュルテンベル
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クの伯爵夫人は、あるドクトルの論文発表の場でチュービンゲンの教授

モーチャーと一時間にわたって臆することなく論戦した。この時代のフラ

ンスはもっと進んでいた。これまでに全く前例がなかったのに、パリの医

学部は学者であったヴォワスノンの伯爵夫人を学部長に指名し、全会一致

の賛意を得てその名誉あるポストにつけた。19世紀初期にはジーボルト家

の二人の夫人がドクトルになった。ダミアン v. ジーボルトの夫人のレ

ギーナ ヨーゼフェは1815年にギーセン大学から産科学ドクトルの学位を

授与された。その娘のシャルロットはオジアンダーのもとで医学の勉強を

終えてから、1817年にはギーセンで卒業試験に合格して、“子宮外妊娠に

ついて”という学位論文を執筆し、公開の論文発表をこなして分娩学ドク

トルを授与された。彼女の評判は非常に高く、1819年に現英国女王が生ま

れる際にはロンドンに呼び寄せられた。

大学における外科学の勉学を考えた場合に、解剖学ほど興味をそそる関

連分野はない。というのも解剖学は外科学の基礎であり、外科学の発展に

もっとも大きな影響を及ぼしたからである。古来から家族親類そして友人

の死体を敬う気持ちは人体解剖にとっていかんともしがたい妨げになって

いた。1294年に法王になったボニファシウスでさえ、解剖は犯罪であると

して教会禁止令を出した。1315年にモンディーニがイタリアで初めて公開

のもとで解剖を実施したり、最高の学識者たちが愚かな迷信と闘ったりし

たけれども、すべてが無駄骨であった。こうして解剖学は何世紀ものあい

だ進歩を阻まれた。ウイーンでは、ガレアツス ド サンクタ ソフィアが

1404年に最初の人体解剖を市立病院で手掛け、一週間かけた。医師や市民

の見学も許された。見学者には心付けを募り、集まったお金は医学部に寄

付された。このお金で雄牛の頭と一冊の本を参照しているルーカス聖人の

描かれた新しい公印シールが購入された。12年後にウイーンで2回目の解

剖が実施され、1452年になると学長と枢機卿会議は女性の死体解剖を許可

した。人の死体の確保はこのうえなく困難で、代わりに豚や犬が使用され

た。だから、16世紀や17世紀の解剖学上の大発見は動物の解剖でなされた

ものであった。豚の解剖は（15世紀末にウイーンの学部長は17ペニヒ支
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払った）ドイツ、フランス、イタリアの大学に広まっていった。ヴェサリ

ウスは自ら墓地から死体を盗み出したり、学生たちに盗ませたりしていた

が、窮状しのぎに犬で間に合わせることもあった。パリの解剖学教授のな

かには一生の間に一度も人体解剖をしたことがなく、多数の犬や豚ばかり

をした人もいた（1536）。強い美術愛好熱とその高度な発展はむしろ古い

文献よりも解剖学の勉強に役立った。ミケランジェロは人間や動物の死体

から皮膚を剥いで筋肉の位置を確認したのは良く知られている。ラファエ

ロやダ ヴィンチも筋肉や骨を写生した。残念ながら一般人は偏見に支配

されていた。1629年にイエーナのロルフィンク教授が絞首刑になった犯罪

人を解剖しようとして高額の支払いを申し出たとき、市民は激高して路上

の彼に投石した。また哀れな犯罪人は取り憑かれたように解剖用のメスに

恐怖を抱いていて、絞首刑を執行される前に、唯一の願いとして解剖しな

いでくれとひたすら懇願したといわれる。

18世紀初期の庶民の怒りも同じであった。リヨンやベルリンでは解剖学

者のもとに人々が押し寄せて、教授たちを死の危険にさらすこともあった。

彼らは生き身の人間も解剖に付されてしまうという妄想に駆られていたの

だ。ハラーはパリに行って墓から掘り出された死体を入手したが、部屋の

様子を見るために壁に穴を開けて覗いていた市民に現場を発見されてし

まった。警察に通報されて、ガレー船の船影に身を隠しつつやっと逃げ出

して助かった。ハラーによれば、化学者ベッヒャーはある死体を解剖した

ためにヴュルツブルクから逃げ出さなければならなかったと語っている。

1760年代になっても偏見は相変わらず強かった。イエーナのカルトシュ

ミット教授は、死体が到着するたびに大学の公印シールを貼っておかねば

ならなかった。そうしないと学生たちは不遜な人物と見なされることを恐

れて解剖に参加しなかったからである。同様の理由から、処刑場には顧問

弁護士や解剖学教授が派遣されて、処刑執行後すぐに死体に公印シールが

刻印された。

解剖学講堂はドイツでは大学以外にも都市に設置されているところが

あって、理髪屋の授業に利用された。ハレはそのような解剖学講堂が設置
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された最初のドイツの大学である。ベルリンでは、フリードリヒ　ヴィル

ヘルムⅠ世が登場したすぐその年にホルツェンドルフの進言があって解剖

学講堂が設置された。そこでは冬季には軍の外科治療師のための解剖学講

義や実習が実施され、夏季には外科学講義が行われた。今日の科学アカデ

ミーの前身である科学者協会によって18世紀後半にはヨーロッパでも最高

の施設として整備された。解剖学標本としてフリードリヒⅠ世時代の武勲

で知られる2人の英雄の遺骸も収められ、収集も非常に豊富で、ドイツ国

内の流産の症例はすべてベルリンの解剖学講堂に送られることになってい

た。1716年にはハノーファーで解剖学と外科学の全教官が協力して解剖学

講堂を設置し、犯罪人の死体を受け入れた。死体が到着すると（1721年に

は数ではたった4体だった）公表され、解剖には一般人の参加も認められ

ていた。一回分の入場料は12マリエングロッシェンで年間では2ターラー

であった。女性生殖器の解剖セミナーは参加者が殺到するので値段が引き

上げられた。死亡した妊婦の子宮と胎児の場合には24グロッシェンした。

オーストリア政府は解剖学講義の改善に率先して努力を傾け、若い医師や

医学生や産婆が“解剖や外科手術”の腕を磨くためにはどうしたら良いか、

医学部に助言を求めた。1718年にウイーンの医学部は化学実験室や植物学

講堂とともに市民病院に解剖学講堂を設置するように進言した。それでも

専属の教授は採用されず、解剖学講堂の運営は医学理論の教授に委任され

た。ブレスラウでは1745年、ドレースデンでは1748年にそれぞれ内科学外

科学の教授会の結成とともに解剖学講堂が設けられた。ドレースデンにお

ける講堂落成式には斬首された女性の死体が解剖に付されたが、見学者の

数が多すぎたために、翌日もう一度婦人のために講義が実施された。恐れ

る様子もなく死体に直接触れる婦人たちもいたという。ハンブルクは1771

年に解剖学講堂を設置した。18世紀にはドイツの大学では解剖用の死体が

慢性的に不足したため、年間に3体か4体しか解剖できないところもあった。

人々の偏見、病院不足、ヨーゼフ2世とカタリーナ2世時代の死刑廃止がそ

の原因であった。犯罪人が絞首刑になっても絞首台に長期間さらし者にさ

れたり、絞首台の下に埋葬されたり、自殺者は司法解剖に回されたりして
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解剖用の死体不足に拍車をかけた。ゲッチンゲンでは死体の確保がままな

らず、外科学教授A.G.リヒターは外科手術の講義に、いろいろな術式にお

ける切除方法について一枚の紙にハサミを入れて説明したり、切断術につ

いては大きなビート大根を使用したりした。学生たちにとっては迷惑この

上ない話であった。冬季になると死体の確保は一段と難しくなり、学生た

ちには無為な時間が過ぎるばかりであったから、最後には墓地埋葬人の許

可があろうとなかろうと、夜の静寂に紛れて死体を掘り起こすという残酷

な手段しか残されていなかった。それでも大学の周辺で時々斬首刑に処せ

られる人間がいなければ学生たちには悲劇であった。とくに死体が豊富に

入手できることで有名であったのがフィンランドのアボにある解剖学教室

であった。ここでは、国王の私有地を占有していたり、年金を受給してい

る者は、献体に同意しなければならないことになっていた。我々の時代に

なっても解剖用の死体不足は小さな大学では解決されたわけではない。

メックレンブルク シュヴェーリンでは、1866年にはローシュトック大学

にもっと多くの死体が供給できるように従来からの規定を延長するしかな

かった。大昔にさかのぼれば死体解剖のかわりに解剖図譜が利用され、解

剖学の講義はフェサール、ファロピウス、ユータキウスの解剖図譜を利用

して済まされていた。その後に骨と筋肉についてはアルビンの完璧なもの

が出版され、ハラーの心臓血管系の銅版画、マスカーニのリンパ系図譜も

登場した。メッケルが神経系、ジンが視覚器、スカルパが平衡聴覚器、

W.ハンターが妊婦の子宮を図譜化した。当時の完全な解剖アトラスとし

ては16世紀に作製されたユータキウスのものが存在していた。これは今日

まで実在する最古の解剖銅版画で、これまで150年間行方が知られていな

かったが、法王がそれを自分の侍医ランツィーシに贈呈していたことが

1714年に公表された。我々の同郷者アルビヌスが発表した200年前の解剖

図譜の改訂版は最高の出来ばえである。1793年になるとローデルが全身の

人体解剖アトラスの発行にやっとこぎつけている。

すでに18世紀前半には解剖用の死体の不足を補うためにいろいろな対策

が取られた。ザクセン政府は、1716年に次のような命令を発した。ライプ
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ツッヒ界隈で殺人罪で死刑を執行された犯罪人の死体は、要請あらば大学

の費用負担でライプツッヒ大学に提供しなければならなくなった。こうし

てドレースデン周辺4マイル圏の地域から大学の解剖学教室に死体が集

まってきた（1752）。この命令はさらに縊死体、溺死体、受刑者の死体も

対象にされた。その代わりに病院で死亡した貧者については、病理解剖は

できても、“正常解剖でバラバラ”にすることは許されなくなった。絞首

刑の死体を吊るしたまま腐敗にまかせて放置しておくと周囲にひどい悪臭

を撒き散らすのに、どこでも当たり前のように行われていたが、この悪臭

を嫌って次第に死体を撤去して解剖学教室に提供するようになった。ベル

リンでは、絞首刑者、自殺者、救貧院生活者などの死体や大学病院での死

者の死体が解剖用に供された（1719）。ゲッチンゲンの医学部では、3マイ

ル以内の地域における死体のほかに、売春婦やその子供の死体も解剖に利

用された（1736）。ウイーンの解剖学教室は比較的怠慢で、死体を確保す

るための苦労をお互いに押し付け合っていた。1742年に政府が、大学には

教授や病理学者などの人員が配置されていたにもかかわらず1年の間に解

剖がまったく実施されなかったことについて回答を求めると、大学はいろ

いろと理由をあげつらい結局は死体不足であると言い訳した。すると直ち

に国王から命令が下され、市民病院、聖霊病院、聖マルクス病院の死者、

ウイーンおよびその周辺部で絞首刑に処せられた者の死体は無料で大学に

届けられねばならないことになった。この命令は1749年にファン シュ

ヴィーテンによってウイーンの全病院を対象に拡大された。結局は犯罪人

の死体不足から、すべての病院は貧者の死体を正常解剖や病理解剖に提供

しなければならなくなったが、病院を管理している市の責任者にはこれに

異議を申し立てるものもいないではなかった。こうした国家からの命令は

下層民の怒りを抑えるのに重要な役割を果したし、国民の間にはびこる妄

想を拭い去るのにも大いに役立った。

外国での動向も新鮮な刺激となった。それはフランス革命のおよそ30年

前にフランスで起きたあらゆる自然科学分野で巻き起こった巨大な変化に

よるものであった。当時その新しい波は一気に方々に伝わり、自然科学に
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とっては正しい教育の基本中の基本となり、旧来の学問を排除した。フラ

ンスではギリシャ語の出来る人を探すのにも苦労するほどであったが、パ

リで行われる生理学や化学の講堂は満員になった。1768年にA.プチが解剖

学講義をすると講堂は人で溢れかえった。1779年の科学アカデミーのミー

ティングは多数の入場者が押し寄せ、しばらくすると入場者数を制限しな

ければならなくなった。高貴な婦人たちでさえ、鉱物の合成や新しい塩類

の発見について知識を得ようとやっきになった。パリの状況が伝えられる

とドイツでも模倣された。1780年にはワイマール国王はイエーナからロー

デル教授を呼び寄せて、宮廷で脳解剖を実演させたし、ワイマール国王妃

は自らイエーナに赴き、小児死体の解剖に立ち会った。これにはゲーテの

影響があったと思われる。国王が率先してこうした行動に出ると、必ず国

民にも波及効果をもたらした。

英国でもドイツと同様に少なからず解剖は忌避された。解剖用の死体確

保のために犯罪人に宣告される判決が意識的に重くされることもたびたび

あったからでもある。1779年にはロンドンで事件が発生した。自宅で解剖

をしようと死体を購入した二人の医師が、夜間に窓を割られ、絞首刑執行

人助手呼ばわりされたり、ある医師は暴徒が自宅に押し寄せ、命からがら

逃走せざるをえなかったりした。絞首刑の執行件数の割には死体の確保が

難しかったロンドンでは、闇夜のなかで墓地から掘り起こされた死体が解

剖学者に売却された。公式には解剖には殺人犯の死体しか許されていな

かった。死体は外科治療師養成所に譲渡され、それから講義に使われた。

通常の価格は一体が2ギニーから5ギニーであった。死体を掘り返す人物に

投獄される危険があったりすると、時にはもっと高値になることもあった。

（解剖学標本になるととてつもない値段が付けられた。1785年に外科医

ホーキンスのオークションでは、水銀注入を施した3つのリンパ腺は3ギ

ニーだったし、ハンターが購入したほぼ完璧に骨格だけに処理された人体

標本は85ギニーした）。エジンバラではロンドンより解剖に対する偏見が

強く、年に一体も提供されず、解剖学の講義は解剖学実習なしで済まされ

た。ある教師は124回の解剖学講義をするためにたった一体で済ますこと
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もあった。逆に恵まれていたのがライデンとパリの大学であった。これら

の大学では市内の病院は提供を義務づけられていて死体は十分に確保され

ていたので、思う存分に解剖学を学ぶことができた。学生たちは、それぞ

れに自分で切除した筋肉を手に取って確認し合うことができた。コペン

ハーゲンでは1736年に解剖学講堂が設置され、犯罪人などの死体が利用さ

れた。モスクワでは1764年に始まった。正常解剖と同様に病理解剖につい

ても人々の反対から、その発展が阻害された。ヨーロッパの君主は自分や

家族の献体に応じて、良い前例を作ろうとした。イタリア人はめったに解

剖を拒否することがなかったし、良識あるドイツ人やフランス人も反対は

しなかったが、ドイツ国民には18世紀の終わりまで、医師たちが新聞で啓

蒙活動をしなければならないほど強い偏見があった。もし自分たちが戦死

した後で解剖に付されること知っていたら、七年戦争中に大いに武勲をあ

げた将校たちも多くは出征を拒み、ほとんどの兵士も逃走したことであろ

う、とバルディンガーは確信していた。兵士は、解剖されるくらいなら戦

場で馬に踏み付けられて死んだ方がましだと考えた。解剖されても構わぬ

と考える人間は少数派で、プロシャの野戦病院では解剖許可が与えられて

いたにもかかわらず、ほとんどの兵士が了見の狭い偏見を持った連隊長の

考え方に同調した。オーストリアの連隊では軍の外科治療師は重要な死体

は解剖して記録師に報告し、標本をウイーンの内科外科アカデミーに送る

ように義務づけられていた。ロシアではギリシャ聖教とユダヤ系の人達は

絶対に解剖に同意しなかったため、ピータースブルクやヴィルナの病院で

は異教徒の死体だけが解剖された。18世紀後半になっても妊娠3カ月ない

しは4カ月目の妊婦が単純な原因から尿が出なくなり死亡することもあっ

たが、医師はだれもその原因を突き止めることが出来なかった。その後に

病理解剖で子宮の屈曲が原因であることが判明して治療の道が開けた。ブ

ルフザールの外科治療師養成所で教えていたペーター フランクは、当時

稀な存在であった病理学標本室を設置したし、後にウイーン一般病院に

移ってからも同じことを実行した。ヨーゼフ2世は3万グールデンを支払っ

てフローレンスの有名なフェリックス フォンタナ師と解剖学者マスカー
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ニからヒト胎児の大変立派な成長標本を購入して、ラバに乗せてウイーン

に運搬させ、内科外科アカデミーに寄贈した。オーストリアでは、法的に

は1811年になってやっと内科外科学の教育施設には病理解剖室と正常解剖

室を設置しなければならなくなった。また解剖学教授は標本室を作ること

を義務づけられた。1790年代になって解剖学は大いに普及し、病理学や外

科学の発展にこの上なく大きく貢献することとなり、これまで不明であっ

た多くの病気の性質、部位、原因が明らかにされていった。

解剖学者は外科治療師の治療現場における必要性などには一片の配慮も

払わなかった。これまでの歴史を見てみればわかるように、18世紀を通し

て外科解剖学のテキストは一冊も存在せず、知られていたのは1718年にJ.

パルフィン著のオランダ語テキストを1760年にドイツ語訳したものだけで

あった。この種のものとしては非常に短編ながらも、最初の包括的なもの

は1817年に発行されたFr.ローゼンタールのテキストであったと思われる。

とはいえ私が知る限りではドイツで最初のものとしては、ハノーファーの

医師オットー ユスト ヴレーデンが1736年に外科解剖学書を著しているか

ら、本当は正しくはないかもしれない。この忘れ去られてしまったあまり

重要性のない著作の正確なタイトルは、“その構造と部位と機能から見た、

身体の固体部、液体部、そして精神に関係する人体各部の簡明講義。外科

関係の最高の書。ハノーファー、第二版、1743”となっていた。ヴレーデ

ンはハノーファーの解剖学協会の幹部で外科治療師を教育していた。ライ

ン河駐在の国王軍の軍医として仕えていて時間を見つけて執筆したもので

あった。この本の第二章は、外科学と無関係なことはすべて省略されたの

で“解剖学のなかでも”と題された。ヴレーデンは、解剖学に精通するこ

とが外科治療師にとってはいかに難しいことか知っていた。最高の外科治

療師でさえ、個々の筋肉のことはよくわかっていても相互のつながりには

無知であったから、外傷の診断に誤診をしかねないことも知っていた。

彼はまず最初に解剖学の章から始めて140ページにわたって人体解剖図

譜を示し、生理学の章で終えている。

これまで述べてきた状況下ではドイツの医学生に徹底的に解剖学を学べ
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といっても無理であった。解剖に立ち会うことなどできなかったから、自

分の目で実際に確かめることはできず、基本的には解剖図譜で勉強するし

かなかった。ドイツでは臨床医学への解剖学の応用はほとんど考慮されず、

学生は外科学の勉学の基礎を欠くだけではなく、外科学のための手掛かり

さえも摘み取られていた。それゆえに18世紀前半には良識ある外科医は解

剖学の知識がないから小さな手術でもしようとしなかった。こうしたこと

が原因でドイツの大病院では手術がためらわれて救える命も失われていっ

た。もっとも困難かつ技巧を要する手術を伝統的に受け継いだのは、商い

で各地を巡回しているテキ屋の外科治療師であった。彼らは患者を死亡さ

せてしまうことがあったが、現実の状況からたいていは非難されるまでに

は至らなかった。
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