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はじめに

　現代の日本のみならず、世界の社会と文化において、「名誉」という言葉

は、完全に形骸化し、過去の概念となってしまったのか。いや、これは現

代でも検討の余地を多く残している言葉である。名誉というのは、今日の

用法では「名誉毀損」や「名誉教授」、「名誉市民」という使われ方が多く

見られる一方、「名誉の戦死」や「名誉ある闘い」などの用語が今も使用さ

れている。

　名誉に関していえば、名誉を得る（獲得する）ことと、獲得した名誉を

守ることという、少なくとも二つの側面が存在している。本稿での関心と

203320_帝京_日本文化学42_6コウルネーエヴァ-5校.indd   1 2011/05/02   15:26:28



243（2）　18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉

扱う範囲は、その後者の、名誉が侵害もしくは剥奪を受けるような場面に

限定し、前者についての議論は別の機会にゆずることにしたい。

　本稿で名誉の問題を取り上げるきっかけについて説明をしておきたい。

数年来、日本の武士の切腹を対象に、武人の死に方について研究を進めて

きた。切腹が行われた時代には、大きく分けて、自由意志によるもの（自

殺に近い形）と、江戸時代に刑罰化した、強制的な切腹の二種類があった。

そのなかで興味深いのは、切腹が当時の武士および社会から見て、他の死

に方とどう異なるかという点である。例えば、江戸時代に刑罰として命じ

られた切腹は、武士の特権であったというのは通説である（例えば、法律

専門家の藤井嘉雄の解釈では、切腹刑は、介錯の伴う斬首であり、斬罪の

執行方法に武士の名誉を重んずる仕方が多少加味されているに過ぎなかっ

た（藤井	1987:	364 参照））。切腹は名誉と身分と密接に関わっていることか

ら、名誉の問題を避けて通れない。

　もう一つのきっかけは、比較文化論の講義のなかから生まれた。2010 年

度は、日本・西洋・ロシアという三つの文化圏の武人の文化を比較すると

いう計画を立て、試行錯誤しながら講義を進めてきた。ヨーロッパの決闘

を取り上げる際、日本で決闘に相当するものは何かという問いを学生に向け

たら、回答は皆バラバラであったのである。「喧嘩だ」という人もいれば、「仇

討ち」や「果たし合い」（決闘を言い換えた言葉）を引き合いに出した学生

もいた。学生との講義のなかから少なからぬ疑問や刺激を受け、本稿では、

ロシアにおける名誉の観念に注目するに至った。考察の材料に選定したの

は、名誉に関する態度が最も顕著に現れている行為、すなわち18世紀から

19世紀のロシアの貴族の間で行われた決闘（дуэль、デュエル）である。

　本稿の目的は、決闘を手がかりに扱いながら、ロシアの貴族の名誉意識
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を多角的に扱うことである。その際、関連するすべての問題について、包

括的に論ずることは安易ではない。ここでは、名誉が何らかの侵害を受け

ているという側面に限定して考察する。さらに、時代と対象の範囲は、18

世紀～ 19 世紀のロシアの貴族（特に将校たち）にとどめておく。

　本稿の構成を簡単に説明しておく。第一節において、ロシアの上流階級

の間で行われた決闘の風習を概説する。特にこの現象の社会・文化的な特

徴（決闘の出現や決闘に対する国家権力の反応など）が焦点となる。第二

節では名誉を構成する側面に目を向け、名誉のタイプともいえる個人的名

誉、集団的名誉などについて論じる。ここでは、侵害を受けたとされる名

誉の性質はどのようなものなのか、という問いをたて、解答を試みる。続

く第三節は侮辱のタイプを議論の的としている。侮辱の仕方は決闘を考え

るうえで重要な鍵である。第 4節において、侮辱と関連している謝罪に目

を向け、当時の貴族は謝罪をどのように見なしていたかを論じる。そして、

本稿の終わりに議論の要点を整理し、今後の課題をまとめる。

　なお、ロシアの決闘に関する考察の材料としたのは、ロシア語で書かれ

た研究書が主であるが、その他の功績も援用している。先行研究の紹介を

交えながら、早速本題に入る。

第一節　ロシアにおける決闘の歴史（概要）と特徴

　ロシアの決闘といえば、1837 年に行われたA・プーシキンとG・ダンテ

スとの決闘や、プーシキンと同じく詩人であったM・レールモントフの決

闘を想起しやすいであろう。文人の決闘のイメージが強いが、決闘は一体、

どのようなものだったのであろうか。
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　まず、決闘の定義から始めたい。ロシアの貴族の決闘について、決闘の

文化的および社会的な意味合いを体系的に
4 4 4 4

分析した最初の研究として知

られる、文学研究者のY.	Lotman（1）が著した『ロシア貴族』（1994 年）の

第 8章、「決闘」の冒頭において決闘は次のように定義されている。「決闘

は、一定の規則にもとづいて行なわれる闘いで名誉を回復したり、侮辱に

よる汚点を侮辱され辱められた者から拭い去ることを目的としている。こ

のように、決闘の役割は、社会的・記号的なものである」とある（Лотман	

1994 :	164=1997 :	227）。

　近年、ロシアでは決闘に関する関心が高まっている。ロシアにおける決闘

の歴史を、豊富な事例を交えて、社会的な意味や西洋との比較もしながら行っ

た研究のなかで、本稿で主に依っているのはA.	Vostrikov の『ロシアの決

闘についての本』（2004）である。ヴォーストリコフによると、名誉をめぐ

る問題を解決する制度としての決闘が行われたのは、おおよそ 18世紀の半

ばから19世紀の半ばまでの期間に当たる（2）（Востриков	2004 :	13 参照）。

　ロシアの貴族はヨーロッパの貴族・騎士文化の影響を強く受けた。ヨー

ロッパは騎士社会から貴族社会への変化をゆっくりと経験したのに対し、

ロシアでは非継続的な、極端な変化が見られた（ピョートル大帝が行なっ

た改革がその例となる）。ロシアで最初に起こった決闘は、18世紀初頭、ロ

シアに勤めに来た雇い外国人の間に行われた。ロートマンが述べているよ

うに、ロシアにとって、貴族の決闘はヨーロッパの風習を導入し借用した、

「外来の物」であった（Лотман	1994 :	166=1997 :	229 参照）。

　法制度が最初に反応したのは、決闘を禁止し、厳罰を用意したピョートル

一世の『武官服務規程』（1715 年）とその 1年後の『武官規則』の発布であ

り、そこに決闘に及んだ当事者たちを死刑にすると定められた。
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　これらの法令は、現存の決闘を禁止するというよりも、勃発する可能性

のある決闘に対する、予防的性格の強いものであった。その後、決闘がロ

シア人の貴族の間に実際に行われるようになった時代においてそれを罰す

る際、死刑が適応されることが皆無に等しかった。

　決闘によって名誉を回復することが法に反してはいたが、死刑が適用さ

れることが滅多になかったことを強調しておきたい。18世紀末から19世紀

に渡り、決闘者に対する最もよく科された刑罰は、要塞への 3年間までの

禁固刑、兵卒への格下げ、最前線に配置されている部隊への異動、親衛隊

から軍隊への昇級なしの異動（通常は 2官位上がる）、などである。勤務し

ていない貴族の場合、教会での懺悔が一般的な措置であり、田舎への流刑

や首都払いが付加されることもあった。さらに時には決闘者が全くのお構

いなしになったり、取り調べだけで済むことも記録されている（Востриков	

2004 :	54-55 参照）。

　興味深いことに、貴族、強いていえば将校のモラルの低下が明らかになっ

た 19 世紀末に、決闘に関する新しい法令が発布された。すなわち、アレク

サンドル三世が 1894 年の 5月 13日に承認した法令である。決闘は犯罪で

あるということが依然と前提になっていたが、軍隊内に限って、将校会議

のメンバーからなる裁判が決闘を命じる権利を与えられた。ヴォーストリ

コフによると、「決闘の蘇生」は社会で活発な議論を呼び、ロシアで決闘マ

ニュアルや研究などの登場を促した。にもかかわらず、この措置は名誉意識、

軍人の精神の復活には繋がらなかったのである（Ibid. :	55）。

　藤野は、1894 年に公布された、決闘の一種の容認ともいえる法令につ

いて、「軍律の強化のためには、荒治療が必要であった。軍人、とくに貴

族出身の仕官の間に決闘がおこなわれる風潮ができていた」と述べてい
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る（藤野	2006 :	155-156）。R.	Hopton はロシアの決闘に関する章において、

I.	Reyfman の論述に依りながら、アレクサンドル三世の定めによって、決

闘の数が増加したと記している（Hopton,	2007 :	364-365参照）。しかし、ヴォー

ストリコフは彼らと異なった見解を提示している。それによると、当時の社

会において、決闘の擁護者は原因と結果とを間違えている。容認令後に繰

り広げられた議論は、決闘は過去のものとなったことを物語っている。「儀

式を論理的に意味づけなければならないという事態を迎えた儀式は死んで

いる。（中略）なぜなら、儀式というものは合理性によって生きているので

はなく、伝統によって生きているからである」	（Востриков	2004 :	70）。

　1840 年代において、世論が決闘を受容しない傾向が高まり、そして 1860

年代において、決闘の不承認が特に広まった。そのことは、雑階級が社会

の舞台に登場したことと関連している。それによって貴族出身の貴族意識

に関する諸観念はだいぶ押された。もっとも、名誉意識それ自体が貴族階

級のみと関連されなくなったのである。社会生活の多様な形式が発展した

ため、名誉をめぐる問題の解決は、決闘以外の方法に委ねることが可能と

なった。決闘は徐々に、地主の古めかしい気まぐれとして見なされるよう

になっていった（Ibid. :	69 参照）。

　19 世紀末の決闘の著しい特徴は、それは身分的なものから純粋に文化的

なものへと転化した点である。決闘の最後の実践者は文化人、特に作家が

ほとんどであったが、その時代の名誉はプーシキンやレールモントフの名

誉と性質的に異なっていた。後代の名誉は、無知や無礼と対比される「文化」

のしるしとして、普遍的な――身分や時代と無関係の――カテゴリーとなっ

た（Ibid. :	70-71 参照）。

　当時のロシアにおいて、決闘がどんな手続きとルールのもとでなされた
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か、ヴォーストリコフの説明に基づいて、簡単に紹介しておく。まず資格

であるが、決闘は貴族身分の、18 歳以上の男性の間でのみ行われるものと

された。女性がもしもだれかを侮辱した場合、彼女の言動の責任はその兄

弟や夫が背負った。決闘は決闘申し込みから始まる。その前に衝突があり、

その結果として侮辱を受けた側が相手側に償い（決闘の申し込みに対する

同意）を要求した。

　決闘の実施は、侮辱されてから、通常その翌日以降に行われた。侮辱が

行われたその場で間を置かずに決闘するのは早すぎると見なされていた。

つまり、名誉よりも感情を優先しているためである。時間帯は明け方で、

場所はだれにも邪魔されない郊外が好まれた。

　次に、使用される武器であるが、侮辱を受けた側が武器を選ぶ権利をもっ

ていた。主に剣（шпага）かピストルで闘った。ロシアではピストルの方

が多かったといわれているが、その理由の一つは、ロシアはヨーロッパと

比べて、フェンシングが発達していなかったことである。もう一つの説明

では、ピストルは貴族だったらだれでも使えたので、結果の予測が難しかっ

た。重い侮辱の場合はピストル、軽い侮辱の場合は刀剣だという不文律も

存在していた。また、軍人は刀剣を使うことが多かったが（剣は名誉のシ

ンボル）、民間人はピストルの方が多かった。武器は、両者共にそれまでに

手にしたことがないものを使用することが一般的であった。

　さて両者の間の距離であるが、固定位置での決闘の場合は 8～ 15 歩が通

常であった。歩きながら距離を縮める場合、内側の二つの境界線との間の

距離は 10歩ぐらいで、外側の境界線と内側の境界線との間にそれぞれ 5歩

から 15歩ぐらいあった。

　決闘の申し込みの瞬間からは、双方はもはやいかなる接触をもしてはな
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らないとされた。介添え人たちが間に入り、交渉人の役割を務めた。侮辱

を受けた者は、介添え人を選んだあと、受けた侮辱の重さをかれと審議し、

それ次第でその後の決闘の性格（形式的な射撃交換にとどめるか、片方あ

るいは双方の死にいたるまで決闘するか）を決めた。そのあと、介添え人

は決闘相手に書面での決闘状を直接もっていくか、侮辱された側が自ら郵

送するかして、相手に決闘を正式に申し込んだ（Ibid.:	218-269 参照）。

　最後に、決闘の一例を挙げておこう。1825年 9月に行われたK.	P.	Chernov（暫

定的にC氏と名付けよう）とV.	D.	Novosiljtsev（N氏）との間の決闘は、デ

カブリストの乱に先んずる時期において、もっとも目立つ出来事となった

といわれる（Гордин	2002 :	88-93 参照）。

　この決闘の原因は、一見したら、単に個人的なものに見える。Ｎ氏が友

人C氏の女兄弟、エカテリーナ・チェルノーヴァ（類のない美貌を誇って

いたといわれた女性）と知り合い、夢中になってしばらく求愛していたのち、

求婚し、快諾された。優秀ではありながらも軽率な侍従武官だったN氏は

チェルノーヴァを婚約者として扱い、結婚に向けて買い物も進めていた。

しかし、N氏の母親（由緒ある貴族の家の出身）はこの結婚を認めようと

しなかった。両親の許しを得るべく、N氏は町を離れたが、結果として不

毛に終わったのである。彼からの便りがなかなか寄せられずに、時が経った。

そのなか、セミョノフスキー連隊の少尉だったC氏が、騙された花嫁の男

兄弟という立場から、Ｎ氏に説明を求めた。さらに、すでに流れていた様々

な噂や当事者たちのうかつな発言が事態を悪化させた。交渉と相互説明の

結果、Ｃ氏がＮ氏に決闘を申し込んだ。相手は本気で闘おうとし、その条

件は極めて残酷であった。決闘の末、二人とも致命的な傷を負い、数日後

に死亡した（Востриков	2004 :	92-93）。
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　この衝突は最初から政治的な色彩を帯びた。その理由の一つに、決闘者

が占めていた社会的な地位の不均衡が挙げられる。Ｃ氏の周囲は秘密結社

のメンバーが多く、彼らはこの件に積極的に関わろうとした。よって、こ

の決闘は、上流階級の絶大な権力と不道徳的な態度に対する抗議として解

釈された（Ibid. :	103-104）。

　本節では、簡単ではあるが、ロシアにおける決闘の歴史の概要と特徴に

ついて見てきた。次節においては、決闘の根底にあり、それを引き起こす

要因である名誉について考えることにする。

第二節　18世紀～19世紀のロシア貴族の名誉意識

　「決闘は、ピョートル後のヨーロッパ化されたロシアの貴族社会の倫理大

系全体における名誉概念の特性をぬきにしては、理解できない。この概念

を否定する立場からすれば、決闘は儀式化した殺人になっていた」とロー

トマンはいう（Лотман	1994 :	164=1997 :	227）。

　辞書での「名誉」の説明はどうなっているのか。『広辞苑』第六版（2008

年）によると、名誉は①ほまれること。よい評判を得ること。ほまれ。（中

略）②名高いこと。有名。（中略）③世間から高く尊敬・賞賛せられること。

「―な話」④功績をたたえて、ある地位や職を形式的に贈るとき、その地位

や職名の上に付ける語。「―博士」⑤不思議なこと、奇妙なこと、とある。

　ちなみに、第二版と比較してみると、一つの項目が違うことに気がつく。

①②④⑤は両版とも一致しているが、③はそれぞれ別の項目が記載されて

いる。第二版の③の項目の中身は、「道徳的尊厳、即ち人格の高さに対する

自覚。また、道徳的尊厳が、他人に承認・尊敬・賞讃せられること」である。
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235（10）　18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉

　上記の③の説明は、本稿で取り上げる問題に関係している。そこに示さ

れているのは、一つに、一個人が人格（現代風に「プライド」と言い換え

られる）の高さを自分自身で自覚しているという点と、もう一つ、他人に

人格を認められる点、という二つの側面である。筆者の関心は、この二つ

の側面が互いにどのように関連づけられているかにある。すなわち、自己

の人格の自覚と他人からの評価は常に統合（互いに溶け合わずに一緒になっ

ている、一体化）している（たとえば、どれか一つが欠けていると名誉が

成立しない）のか、あるいはどれか片方の側面が存在していれば名誉が成

り立つのか、にある。

　前節で扱ったロシアの決闘の歴史において興味深いのは、ピョートル一

世の改革が行われた前の時代は、上流階級はすでに存在していたが、決闘

は行われなかったという点である。ピョートル一世が支配する前の時代と

その後の時代とは、支配権力機関の構造や貴族のあり方が異なっていたこ

とに留意すべきである。前の時代を生きた貴族は名誉をめぐるトラブルの

解決を支配権力に委ねたのに対し、後の時代の貴族は自分の力で解決しよ

うとしたのが面白い点である。さらに、18 世紀・19 世紀の上流階級それ自

体は同質的なものではなく、そのなかにおいて、より保守的で保身的な層

と、より前衛的な層に別れていた。二つの層が名誉に対し抱いている観念も、

おのずと違ってくることは予想しやすい。

　本稿の議論の中心となっているロシアの 18 世紀～ 19 世紀の貴族にとっ

て、名誉はどんなものであったのか。ヴォーストリコフの解釈を援用する

と、名誉は、自由の身であった貴族に相応の振る舞いを要求した。嘘や臆病、

宣誓もしくは約束への背信などは絶対に許されるものではなかった。盗み

は一方において、無条件で卑劣な行為として認識されていたが、他方では、
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18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉　（11）234

公金を横領したり部隊や町の財源を巻き上げたりする行為は普通に思われ

た点は興味深い。貴族の使命は、同格の者を尊敬し、自分より弱い者を保

護することとされていた。名誉を重んじる者は他人の名誉をも重んじなけ

ればならない。さもなければ、その者の名誉それ自体はちっぽけなもので

ある。貴族は、名誉と尊厳が卑劣に犯されているどんな場面でも、それら

を守らなければならない。貴族の一生は正に名誉に奉仕するためのもので、

死の危険でさえも彼を止めることができない。ただし、死の危険は特定の

状況でのみ発生するのに対し、毎日、いつの時も高貴な立場に相応する振

る舞いを行うことの方がよほど困難である（Востриков	2004:	10-11 参照）。

　では次に名誉が向けられている対象から見て、どんな種類の名誉が存在

しうるのか考える。名誉の問題が浮上するのは、名誉が傷付けられ、侮辱さ

れている時である。侮辱は名誉のどこを攻撃しようとしているのであろうか。

　最近までにロシア語でなされた研究において、名誉概念はどのように解

釈されてきたかについて、簡単に、なおかつ本稿に関係のあるもののみを

取り上げ、見ておこう。

　まず、19世紀末から 20世紀初頭にかけて“Brokgauz	F.A.	-	Efron	I.A.”

出版株式会社が出版したロシアの著名な『百科事典』には、「武人の名

誉」と題される項目が載っている（3）。そこには、「名誉の概念は個人の名

誉と集団の名誉とに別れる」と書かれている（Арсеньев	［1903］	1993 :	

717）。ここで名誉は理念上、個人の名誉（личная честь）と集団の名誉

（коллективная честь）に区別されていることを確認できる。では、それ

ぞれのタイプ、すなわち個人的名誉と集団的名誉について考察してみよう。

　個人的名誉もしくは個人型名誉（личная честь ;	personal	honor）の概

念は一個人の人格や自尊心の遵守から生まれたと考えるのは妥当であろう。
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233（12）　18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉

用語の意味から見て、「個人的名誉」の「個人的」に当たるロシア語の

«личный»の語幹は «лицо»である。それは、直訳すると「顔」、「顔面」

であるが、この文脈では「対面の」、「個人に属する」という意味をもっている。

例えば、личное оскорбление「個人に対する侮辱」といわれる時、その

侮辱はその人の人格に向けられており、個人のレベルで感じる侮辱である。

　一方、集団や組織（例えば、連隊や部隊、特定の階級など）の名誉とい

うのは、個人的名誉を越えて、第一にその団体もしくは集団全体に関わる

名誉である。18 世紀～ 19 世紀のロシアの上流階級の名誉を考える際、個

人的な名誉だけではなく、集団的な名誉も登場している。当時の名誉を

扱う著書や文学作品には、場面によっては「貴族的な名誉 дворянская	

честь」という表現や、「将校の名誉 офицерская честь」のような用語が

使われたりする。筆者の考えでは、これらはすべて、集団にかかわる名誉

の概念を構成する諸側面なのである。すなわち、集団型名誉は、その構成

中身をみると、身分集団のもっている「身分団体的名誉」や、職業集団のもっ

ている「職業団体的名誉」などからなっている。身分制度が存在しない現

代のロシアや日本においては、集団的名誉のうち、職業集団にかかわる名

誉の方が全面に出ている。遡って、帝政時代のロシア、そして江戸時代の

日本においては、職業と身分は密接に結びついており、当人にとって、集

合的な概念である「集団的名誉」を構成しているうちの、身分に関わる名

誉も、職業に関わる名誉も、どちらも同じように無視できない事柄であった。

たとえば、「将校の名誉」という言葉は、一義的に「軍人」という職業にか

かわる職業型集団名誉を指してはいるが、しかし将校は同時に上流階級の

一員であったため、貴族としての軍人の身分型集団名誉をも包含している。

集団的名誉は少なくともこの二つの側面――身分と職業――から構成され
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18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉　（13）232

ていることをここで強調しておく。例えば、『決闘と決闘者』（2002 年）に

おいて、著者のY.	Gordinがプーシキンの決闘好きな性格を解説した箇所に、

プーシキンにとっては、貴族としての名誉が、詩人としての名誉と同等の

重要性をもっていたと指摘している（Гордин	2002 :	22 参照）。実際に、決

闘を引き起こす要因である侮辱は、後で見るように、両方の側面（身分と

職業）を触発することが多い。

　すでに引用したロシアの『百科事典』に戻るが、そのなかの「武人の名

誉」という項目の執筆を担当したK.	Арсеньевは武人の名誉について、そ

れが「集団的名誉であり、それだけでも一般の名誉と異なるのである。と

同時に、軍人の名誉は、その内容において、軍隊が備えている特質がゆえ

に、他の集団の名誉とも異なっている」と記している（Арсеньев	［1903］	

1993 :	717）。さらに項目の内容を要約すると、軍人の名誉の概念は自尊心
4 4 4

（самолюбие）を元に発達してきたのであって、それは戦争や防衛を職業

とする人々に、自分の命を危険にさらすこと、命を犠牲にすることを要求

しているとのことである。軍人には、戦争という機能を全うさせるためには

人間の自衛本能を押さえることができる刺激が必要であって、自尊心はこ

のような刺激となる。自尊心を満足させることによって、戦争の機能は名

誉的な性格、宗教的な要素すら帯びるようになり、（自尊心の現れに過ぎな

い）勇敢な行為が賞賛され、勝者は名声に包まれる。ただし、武人の名誉

の基礎には、自己の自尊心と並んで、軍隊全体そしてその末端組織（師団

や部隊など）の自尊心も重要な位置を占めているのである（Ibid.参照；傍

点は筆者による）。つまり、軍人にとって、個人の名誉（自尊心を満たすもの）

と並んで、集団の名誉が存在していることが明らかである。

　決闘と名誉の観点から見ると、『決闘についての本』を発表したA.	
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231（14）　18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉

Vostrikov の指摘では、18 世紀～ 19 世紀の貴族にとって決闘は個人の名誉

を守る手段であった。なお、「個人の名誉」の範囲は、家族の構成員――妻

や妹、姉など――まで拡大していた。	

　見てきたように、名誉は広い概念であり、個人的名誉から集団的名誉ま

でを含んでいるものであるのが特徴だといえる。さらに、集団は職業的集

団や身分的集団により細かく分類されうることから、それぞれのタイプの

名誉が形成されることがわかった。

　ヴォーストリコフの指摘によると、18世紀～ 19 世紀の貴族は、名誉を完

全なものと見なしていた。名誉を構成する各要素が全体的で集合的な名誉

（貴族・武人・個人としての名誉）と同様に完全なものでなければならなかっ

た点は興味深い。「少しだけ勇敢である」という状態が考えられない（存在

しない）と同じように、些細な失敗や疑いすらもその人の名誉に大きな陰

りを与えていた（Востриков	2004 :	11 参照）。

　個人的名誉と集団的名誉の関係について考えると、この二タイプは確か

にコインの裏表であるが、個人の人格、自尊心――それが個人的名誉に現

れているが――の意識なしに集団的名誉が成り立たないと筆者は考えてい

る。つまり、集団的な名誉が単独で存在しえないかもしれないが（理念上

は存在していても）、集団的な名誉は必ず個人的な名誉を前提にしている。

個人の人格の尊厳が叫ばれている現代（その実現はなかなか難しいが）、集

団的名誉の方が背後に潜んでいる今日の風潮が証明しているように、個人

的名誉が集団的名誉なしでも存在しうるが、その逆はなかなか見受けられ

ないのである。なぜならば、人々は、人格があるからこそ、社会や集団に

おける自己の役割や立場（地位）を認識することができ、またその認識によっ

て自分自身の人格を絶えず形成していくといえる。集団への所属意識が強
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18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉　（15）230

い 18 世紀～ 19 世紀の貴族を例にとると、一個人の将校の名誉が汚れた事

態になったら、彼が属する部隊なり師団の集団的名誉も必然的に汚れてし

まうのであった。同様に、師団の集団的名誉の汚れが、属するメンバーそ

れぞれの個人的なレベルでも敏感に受け止められていた。このように、こ

の二つの名誉は密接に影響しあっていることが窺える。当時の貴族は、個

人の名誉を守れなかったら、団体（社交界や軍隊の組織）に居られなくな

るのである。そうなった場合、決闘するか、自殺するか、引退するかの方

法以外は残されていなかった。

　ちなみに、ロートマンが著した前出の『ロシア貴族』では名誉の分類こ

そはなされていないが、「身分団体的名誉 корпоративная честь」の制度

について言及されている。ロートマン曰く、「決闘においては、身分団体的

名誉の保護という、階層的な狭い考えが全面にでていた一方、古めかしい

形式にもかかわらず、人間の尊厳の保護という全人類的な考えもでていた」

（Лотман	1994 :	166=1997 :	230）。

　個人的名誉と集団的名誉の関連の問題は、組織への従属意識と個人の自

律（判断力と行動力）、職務観などとも結びついており、それと合わせて綿

密に議論する必要はあるが、別の機会に譲りたいと思う（4）。

　個人の名誉は自分で守るという姿勢がロシアの貴族の間に顕著に現れて

いたのが 18 世紀～ 19 世紀であることをすでに指摘したが、このことは自

意識、自尊心の高さを物語っているのである。そして、名誉を回復する手

段に決闘が選ばれていたこともすでに述べた。個人の名誉の問題を権力

や法に譲らず、自分の力で決めようとする態度を支えているのは高度な自

律心である。当時、自分で自分のことが守れない人は国家と主君（ツァー

リ）も守れないという、特に軍人階級において確固たる規範とされていた。
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229（16）　18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉

ヴォーストリコフもいうように、雑兵は人格を有していても、名誉はもって

いない。そこは将校と非将校との違いである（Востриков	2004 :	131 参照）。

第三節　恥辱について

　決闘は、もともとの原因が侮辱である。侮辱は、決闘につながる侮辱

（оскорбление）と、決闘をするほどでもない、名誉を剥奪するような卑劣

な無礼（бесчестие）とに分けることができる。

　そもそも、決闘を生んだ本当の原因と、決闘を申し込む口実となる形式

的な侮辱は一致していないことがしばしばあった。例えば、妻との不倫の

疑惑が本当の原因であるが、それを表に出さず、無礼で挑発的な言い回し

を使って、相手が決闘を申し込むように持ってくる。決闘にいたるまでに

二重の段階を踏むことがある。

　18 世紀～ 19 世紀のロシアの貴族社会において、名誉が傷付けられたと

思われた場面はどんなものであったか。侮辱を与える行為は儀礼的
4 4 4

な性格

を有しており、それによって単なるつかみ合いと異なる。びんたは、痛み

を与える目的でなされるのではなく、相手を侮辱したことで、相手が決闘

を申し込める機会を相手に与えるためになされるのである。これは体罰の

記号であって、体罰それ自体にまでなりさがらない。

　侮辱には、言葉によるものと、行為によるものと二つの方法があった。

　当時、最も頻繁に使われた言葉による侮辱は「卑劣漢」、「ろくでなし」であっ

た。これらの語彙は倫理的な意味合いと同時に、階級に関する意味合いを

含んでいた。卑劣漢は良心をもっていない人、名誉のない人を指すのみな

らず、ロシア語では、「下級に属している」というニュアンスも含意してい
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18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉　（17）228

る。それ以外、「臆病者」と「嘘つき」の使用が普及していた。これらの語

彙は、貴族出身の者がもつべきとされ、貴族の名誉コードの基盤をなしてい

た性格を否定していた言葉である（Востриков	2004 :	187-188 参照）。

　興味深いことに、上記のような、相手を侮辱する際に口にされた言葉は、

どれも具体的な何かを指しているのではなく、人を「侮辱された」という

感情に陥らせるために使われたのである。この意味において、どの言葉も

同義語であり、敵を臆病者と呼ぼうが、青二才と呼ぼうが、大して重要で

はなかった。

　次に、行動による侮辱であるが、これは言葉による侮辱より強硬な手段

と見なされていた。形式から見て、行動による侮辱は、こぶしあるいは杖

で叩いても構わない、非貴族の者として相手を扱うことに帰着する。同時に、

このような侮辱は儀式的なものであるため、第一に、一撃の記号
4 4

でなけれ

ばならず、一撃それ自体ではない。

　行動による侮辱のうち、最も広く見られた形はびんたである。びんたは、

一撃と違って、侮辱のしるしであって、手のひらで打たれたというのはこれ

を強調している。正しく、上品にびんたするためにこつ
4 4

が要るぐらいであった。

　また、あらゆる物――杖や棒――を使って人を打つことも侮辱とされて

いた。投げられた物が人に的中しないとしても、投げる行為もこの範疇に

入った。貴族身分の人に向かって手を振り上げることのように、直接一撃

を加えなくとも、侮辱を示唆する行為は侮辱と見なされていた。脅迫や、

特定の人の不名誉について軽く触れたり、もしくは示唆したりすることも

同様に侮辱と受け止められていた（ Ibid. :	189-192）。

　しかし、侮辱的な行為は必ずしも意図的なものであるとは限らない。普

段から下僕に一撃や一打を食らわす地主や、自制心を失う状態まで泥酔し
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227（18）　18 世紀～ 19 世紀のロシアで行われた貴族の決闘と名誉

た遊び人などが、だれかに対して与えた言葉や行動が侮辱であることをた

だ単に認識していないこともあり得る。その場合、侮辱を受けた側は、自

分の名誉が傷付けられたと正式に発表する。「決闘」という言葉を口にはし

ないが、「この前のご発言に対して対応してもらいます」というような、間

接的な表現を使うことが多かった。これに対し、相手が侮辱的な発言で返

すことがよく見られた（ Ibid. :	193-194）。

　ある特定の人から侮辱を受け、個人的名誉を侵害された場合は、侮辱を

受けた側が名誉を回復させるべく、相手に決闘を申し込むのが貴族の名誉

コードであった。団体に所属していない人が無礼な行動もしくは侮辱によっ

てその団体の名誉を傷付けた事態になった場合、団体の代表者が侮辱を加

えた人に決闘を申し込んで解決しようとする方法が取られることがあった。

ただし、別のケース、すなわち団体に所属している一個人が相応しくない

行動によって団体の名誉に傷を付けた場合、決闘を申し込むということよ

りも、その人を団体から追放するという処置を講じることが多かった。また、

いわれのない疑いを集団からかけられて、しかも集団全体に決闘を申し込

めない状態において、不名誉に絶えきれず自殺するケースも珍しくなかっ

た。このように、侮辱の発信源がだれであるか――第三者であるか、集団

内部であるか――によって、名誉の守り方が違ってくることは興味深い。

第四節　謝罪と名誉

　侮辱された側が責任を求め、それに対し侮辱したとなっている側が侮辱

で返すことがあると前節において述べた。この、侮辱で返す例の一つに、

謝罪を求めるやり方があって、興味深い。
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　貴族身分の者が「謝罪」をどのように見なしていたか。そこには現代人

と異なる態度が窺える。ヴォーストリコフの見解を引用すると、「貴族は人

生を引き返しのつかない出来事の連続と見なしていた。人の人生は、自分

自身の希望や意志だけではなく、運命や神意によって導かれている。その

ため、人は自分の行為や言葉に対し完全な支配権を有しておらず、すでに

なしたことや発した言葉を戻したり、中止したり、撤回したりすることが

できないのである。貴族は、現代の意味においての謝罪をすることができ

ない」（Востриков	2004 :	194-95）。

　同じ「謝罪」という語は、当時において二つの、原理的に異なる行動を

指していた。まず一つ目の謝罪は、人に誤解を与えた行動の説明、釈明と

いう意味でなされていた。この説明は、一対一でなされたとしても、後に

公表されるべきであった。もう一つの謝罪は、「罪を認める」、「許しを願う」

意味でなされていた。つまり、このような謝罪は、過ちを犯した人が自白し、

自分自身を第三者の裁きに委ね、罰を受ける覚悟であることを意味してい

た。しかし、理想的には、貴族にとって後者のような行動は許されなかった。

彼が責任をとるのは、神と自分の名誉に対してのみであった。彼から貴族

号と命を奪う権利をもっている皇帝でさえ、名誉の法則に反する行動を彼

に強制することはできない。他人の容赦と判断に自分の身を預ける人とい

うのは、そうすることによって自分を卑下し、非自由民と自分とを同等の

レベルで考えているとヴォーストリコフが述べている（Ibid. :	196 参照）。

　上記の解説をまとめると、釈明謝罪は通常、決闘を妨げないものであり、

懺悔謝罪は貴族を卑下し、そして懺悔謝罪を相手より求めることは相手を

侮辱するということになる。

　決闘の重要な特徴は、決闘が可能なのは高貴な者同士の間のみである点
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にある。そして決闘への第一歩となるのは侮辱である。従って、侮辱行為

それ自体は、侮辱した相手は高貴な人で、名誉の領域において行為能力を

もっていると必然的に認めている機能を果たす	。

　侮辱はあくまでも不名誉の儀式的な表現であって、現実的な侮辱ではな

いという点は非常に重要であった。もしそうでなければ、不名誉は、名誉

が傷付けられた側ばかりでなく、傷つけた側にも加えられる。その場合、

後者が蒙った不名誉は前者よりも甚だしい。儀式的な侮辱の度合いを越え

るような行為をもし受けた場合、侮辱した相手と決闘をしてはならない。

当時の貴族の名誉コードにおいて、そのような、不名誉を加えた者を殺し

ても差し支えなかったとされる。

　このように、侮辱行為は、儀式的なものから実際の暴力にまで及ぶ点に

おいて似通ってはいるが、その違いは儀式性の度合い、決闘への発展の有

無にある。もし侮辱を加える目的は、後で相手に恥を雪ぐという高貴な満

足を与えるためのものではない場合、それは決闘の余地を残さない、相手

の名誉を剥奪するような、侮辱以上のものである	（ Ibid. :	197-199 参照）。

　同じく、下級の者が上の身分の者を侮辱した場合、このような侮辱に対

し決闘は範疇外であった。これは侮辱というよりも、謀反と見なされてい

たためである。

　名誉の問題の解決方法としての決闘は貴族の特権（場合によっては剥奪

できるもの）ではなく、貴族から切り離せない特性であった。決闘は貴族

に名誉意識を常に維持するように働きかけ、貴族の者に自己の名誉を感じ

させ、人格を発揮させ、高貴さや勇敢さ、特技を披露させていた。決闘と

いう制度が存在したがために、貴族の間で言動に対する責任への意識が保

たれたのである（ Ibid. :	59-62 参照）。
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終わりに

　以上、四節にわたり、18 世紀から 19 世紀の間、ロシアの貴族の決闘を

解説したうえ、決闘の条件、そして名誉の性格について考察をしてきた。

　よく知られているように、現代の社会および国家にとって基本的な価値

を有しているのは、名誉などではなく、何よりも人間の命である。そうなっ

たメカニズム、そしてこれからの人間社会の行方を探るために、名誉が命

より大事であった時代の様相を分析する必要があると筆者は考える。そこ

には決闘や名誉の問題を取り上げるアクチュアリティの一つがある。

　まず、決闘は貴族の身分を有している者同士でなければ成立できないと

いう認識を踏まえ、決闘が非合法的なものでありながら、ロシアの貴族の

間で行われたことを確認した。この慣行の存在は、名誉を重んじる高貴な

者は名誉の問題を国家や権力者に委ねたりせず、好んで自分たちの手で解

決しようとしたことを表している。つまり、貴族階級は、少なくとも名誉

の問題の領域において、国家権力からの自律を求めていた時期がロシアに

あったことを強調しておきたい。

　勿論、貴族と一言でいっても、その中身は同質的なものではなく、同じ

ロシアにおいても、貴族階級の社会的な地位や役割、特権などが時代によっ

ても異なっていた。例えば、デカブリストのような進歩的で反体制主義の

思想をもった貴族出身者もいれば、名誉の問題よりも私腹を肥やすことに

目のない貴族もいた。それは世襲貴族であるのか、一代貴族であるのかだ

けの問題に限定しない、複雑な事柄である。今後機会があれば、この視点

も取り入れて、決闘に関する議論をさらに展開したい。

　決闘において回復されていたのは名誉である。まず、名誉は外側から与
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えられるもので、それが向けられている対象が二つあると見てきた。すな

わち、個人的な名誉（人格、個人のプライドとして具現される）と集団的

な名誉（身分や職業に関連している）の二つであるといえる。決闘に訴え

る時代には、侮辱は大半、両方の名誉を傷つけていたことが多かった。身

分が存在していない現代の多くの文化圏において、名誉は普遍的な性質を

もつもの、人格の尊厳と結びつくようになった。

　次に、侮辱の種類について紹介した。決闘につながる侮辱と、そうでな

い侮辱が存在したことがわかった。高貴な身分の人にとって、侮辱はあく

までも侮辱のしるし、シンボルのままでとどまらなくてはならなかった。

本当の暴力は名誉の問題というよりも、無礼とされ、決闘どころか、殺害

に至ることがあった。貴族は体罰を免除されていたため、びんたのような

身体に向けられる行為は体罰を連想させるものであって、ゆえに貴族にとっ

て侮辱と捉えられた。

　決闘の重要な特徴の一つに、儀式性をまず挙げられる。決闘は綿密で細

かい手順があり、高度な儀式に発展したのである。この儀式性こそが決闘

を殺人やつかみ合いから一線を引かせる点では重要な特性である。

　名誉と決闘の関係は、決闘という名誉の問題を解決する制度（非合法的

とはいえ）が存在していたため、貴族は自分自身の人格を尊厳し、なおか

つ他人の人格を尊厳するように意識していた。自己の尊厳なしでは他人の

人格を敬うことが不可能であるが、いつの時代においても、自己中心的な

態度や傲慢さが問題にされることがあるので、現代は自己と他者の人格の

尊厳について見直すべき時期なのではないだろうか。

　人格の尊厳の維持という意味において決闘の役割を見いだせるが、決闘

に具現されている名誉の理想は時には残忍な機能を果たしていた。これは
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特に、一個人の命よりも集団（の名誉）を優先する状況で現れていたので

ある。決闘に値する侮辱であるかどうかを決める基準は曖昧であったため、

集団が些細な理由でも決闘を促すなどして、個人を犠牲にする動きが皆無

ではなかったといわざるを得ない。また、ロートマンが指摘しているように、

決闘の儀式性から見て、定まった儀式は参加者の意志を束縛するという特

徴をもっている。一度儀式が始まると、途中から抜け出すことが個人にとっ

て非常に困難であるからである（Лотман 1994 :	164,	169,	175 参照）。

　今回はロシアの決闘に焦点を当てたが、このテーマは比較研究の視点か

らも重要である。なぜなら、ロシアの支配階級であった貴族（主に軍人か

らなる）と、同時代の日本の支配階級であった武士との間に、名誉に関す

る姿勢に非常に似通った点があるからである。当時のそれぞれの支配階級

は、互いを意識はしていないが、名誉を極めて意識していたことで共通し

ている。いうまでもなく、名誉を意識する態度は東西問わずの文化に認め

られうる時代は存在しているであろうが、名誉を与えたり奪ったりする方

法や名誉回復の仕方はそれぞれの文化によって独特な形態を展開した。今

後は共通点と差異点を視野に入れて議論を深めていきたい。

註
（1）	Lotman,	Yuri	Mikhailovich（Юрий Михайлович Лотман）、1922-1993、ソ連時代

に活躍した文学研究者、文化学者である。プーシキンに関する研究や文化記号論で

知られている。

（2）	決闘の数から見て 19 世紀後半に決闘がもっとも多かったと指摘する研究者がいる

（例えば、Hopton,	2007 :	365 を参照）。

（3）	ちなみに、「名誉」という単独の項目はない。
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（4）	名誉はこれまでの社会学においてどのように扱われてきたかについて、大野道邦

（2005）の論文を参照されたい。
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