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スマイル会２６年１１月例会  
２６年１１月２７日 

梅 津 寿 一 
作家たちの第一次世界大戦 
 
はじめに 
２０世紀は戦争の１００年といわれているが、それまでの戦争と異なり戦車や飛行機など

大量に人を殺す兵器が開発され、なぜあのような忌まわしい戦争が二度も引き起こされた

のか、止めることはできなかったのか、歴史家、研究者達により数多くの書物が出されて

いる。また今年は１００年前の６月２８日に、サラエヴォでオーストリア皇太子夫妻がセ

ルビアの民族主義者の若者に暗殺され、７月２８日の開戦へと繋がっていった年でもある

ので関連書が相次いで発行されている。その数は膨大ですべてを見、読むことは、研究者

でもない我々には手に余るといえる。またヨーロッパの各地ではそれを記念して色々な行

事が催されてきた、とくべつな一年だった。 
そこで、戦争の流れを縦軸に、著名な文学者たちのみた当時の雰囲気ならびに発言などを

横軸に、第一次世界大戦を描いてみたい。この戦争が次の第二次世界大戦へと続く始まり

となっていったことを思うと、各国を代表する政治家たちの決断は大変重いものがあると

いえる。そのなかで、知識人としての文学者たちは、流れを止めるべく、思い悩み発言し

ていたが、歯止めは掛けられなかった。現在の日本を取り巻く国際環境、国際政治をみる

時、１００年前のこの時代を勉強することは的外れではないと思う。 
 
開戦前夜のヨーロッパの気分に始まり、１９１４年から１９１９年パリ講和会議に至る各

国の流れを追いながら、同盟国、連合国の両陣営に所属する著名な文学者たちが、何を考

え、どのような発言をしてきたのかを中心にまとめてみた。 
取り上げた文学者たちは以下の人々である。１９１４年当時の年齢も付記する（年齢順）。 
                  
                              ノーベル文学賞 
  ゲルハルト・ハウプトマン（ドイツ）      ５２歳   （１９１２） 
  ロマン・ロラン（フランス）          ４８歳   （１９１５） 
  トーマス・マン（ドイツ）           ３９歳   （１９２９） 

ヘルマン・ヘッセ（ドイツ）          ３７歳   （１９４６） 
シュテファン・ツヴァイク（オーストリア）   ３３歳 

  ジョン・M・ケインズ（イギリス）       ３１歳 
キーワードとして、以下の事例を取り上げる。 
「ドイツ軍ベルギー侵入」、「ルーヴァン焼打ち」、「イギリス徴兵制」「カブラの冬」 
「アメリカ合衆国参戦」「ドイツ賠償問題」。 
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１９１４年以前 
 
「２０世紀初頭のヨーロッパの各都市、ベルリン、ウィーン、ミラノ、パリ、ロンドン、

アムステルダム―――街路は広く、きれいになり、公共建築物は壮大になり、商店は趣味

がよくなっていた。都市ばかりでなく人間そのものも、いっそう美しく、健康になった。

きわめてわずかな老人たち以外、以前のように「昔はよかった」と嘆くものはいなかった」

と、シュテファン・ツヴァイクは「昨日の世界」に書いているが、第一次世界大戦後に当

時を振り返って「ベル・エポック」と呼ばれるようになったヨーロッパ社会は、高度に繁

栄した文明を謳歌していた。１８７０－７１年の普仏戦争の後は短い期間で終わる地域紛

争はあったが、大きな戦争もなく半世紀近くの平和な時代をヨーロッパは過ごしていた。 
ツヴァイクは次のように続けている。「今日われわれが落ち着いて考え、なぜヨーロッパ

が１９１４年に戦争に走ったかを自問してみるならば、理性にかなった理由はただのひと

つも見いだせないし、動機すら見出し得ないのである。いかなる理念のためでもなく、小

さな国境の地域のためでもなかった。私はあの力の過剰以外のいかなるものをもっても説

明できない。この４０年の平和のあいだに鬱積し、そして暴力的に爆発しようとした、内

面的なダイナミズムの悲劇的な結果だったのである」 
 
ここのところは、第一次世界大戦について書かれた書籍の中では定評のあるジェームズ・

ジョル「第一次世界大戦の起源」の中で次のように言っている。それは、どんな独裁的な

政府ですら、戦争突入に先立って一般大衆の支持を得なければならないこと。戦争を受け

入れる素地は、国民的伝統・態度に負っており、過去数十年にわたる学校教育の場で、ま

た政治家や言論人が国際関係を論ずる際の言葉で補強されてきたもので、一言でいうのは

難しい。 
しかし、各国政府がこの戦争を闘うことが出来たのは、それぞれの国民が戦争の必要性を

受け入れたからであった。 
１９１４年の雰囲気は、大ざっぱで印象的にしか説明できない。しかし、政治・社会・国

際の全分野にわたる諸問題の解決策として、あえて戦争の危険を冒す、ないしは戦争を受

け入れるひとつの意志が存在していたことは事実である。 
 
シュテファン・ツヴァイクも遺書となった「昨日の世界」の書出しで次のように言ってい

る。 
「私が物語るのは、本来、私の運命ではなくて、ひとつの世代全体の運命である―――そ

れは、歴史の運行においてほとんどいかなる世代も担わされたことのないような運命を担

った、われわれのただ一回限りの世代である」 
「私は大きな大衆のイデオロギーが自分の目の下に育ち拡がるのを見た。イタリーのファ

シズム、ドイツのナチズム、ロシアのボルシェヴィズム、そして何よりもあの最上の悪疫、
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わがヨーロッパ文化を毒した国家主義である。私は無防備の力ない証人として、ずっと以

前に忘れられたはずの野蛮へと、人類が想像もつかぬように堕ちてゆく様を見なければな

らなかった」と、悲痛な叫びをあげている。 
 

備考： 「昨日の世界」は、ツヴァイクが亡命生活に入って、人類の歴史にもっと

も絶望していた時期の、第二次世界大戦が勃発する１９４０年頃、自分の著書もなく、

手記もなく、メモもなく、だれからも教示を受けることなく、ホテルの一室で「頭脳

のうちにある回想」によって書かれたものである。 
２年後の１９４２年２月２２日に亡命先のリオ・デ・ジャネイロ近郊で、「すべての友

人に挨拶を送ります。私の友人たちが、長い夜ののち、なお曙光を見ることができま

すように！ あまりにも性急な私は、今、先立っていきます」という遺書を残し、再

婚したばかりの夫人とともに自殺した。 
 
１９１４年 
６月２８日   オーストリア大公、フェルディナント殿下夫妻暗殺 
＊ ツヴァイクは以下のように描写している。 
「―――音楽が突然演奏中に中断した時、私は思わず本を読むのをやめた。―――それ

は帝位継承者であるフランツ・フェルディナント殿下とその妃殿下とが、ボスニアで

の演習に出かけていて、そこで政治的暗殺の犠牲となった、という急報であった。―

――しかし、敢えて真実を重んずるならば、特別な驚愕とか憤激は人々の顔からは読

み取れなかった。帝位継承者はけっして人々に愛されていなかったからである」 
「―――彼の暗殺の知らせは、深い弔意を呼びさまさなかった。二時間後にはもう、真

の悲しみのしるしは認められなかった。人々は談笑し、酒場では夜更けにはまた音楽

が演奏された。この日オーストリアには、老帝のあの相続人が消されて、比較になら

ないほど愛されている若いカール大公に有利な結果となったために、人知れずひそか

にほっと息をついた人々が、たくさんあったのである」 
「翌日の新聞はもちろん、丁重な弔辞を掲載し、暗殺についての憤激に相応の表現を与

えていた。しかし、この事件がセルビアに対する政治的行動のために利用し尽くされ

るべきだというようなことは、全然ほのめかされていなかった―――帝室にとって、

全く別な心配を引き起こした」 
フェルディナントの妃殿下は、身分の高い貴族ではあったが、ハプスブルク家の墓所、

カプツィナー教会の地下に葬るにはふさわしくないと宮廷内での争いがおこり、小さな

地方の村であるアルトシュテッテンに二人は葬られた。そのために、物見高いウィーン

の人々はこの悲劇的な出来事を忘れ始めていた。 
＊ しかし、約一週間後には突然、新聞紙上に小競り合いがはじまった。セルビア政府は 

この暗殺計画に了解を与えていたという罪を着せられ、表向きは愛されていた帝位継承
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者の殺害を償わせないではおかない、ということがほのめかされた。 
それでも戦争ということを考える者は誰一人いなかった。 

＊ 「何人も、国民も政府も欲しなかった戦争、それを使って遊戯し恫喝していた外交官た

ちの不手際な手から、彼ら自身の意図に反して滑り落ちたこの戦争、それに対する最初

の恐怖は、突然の熱狂に変わっていた。」 
＊ 「真実を重んずるために告白しなければならないが、この最初の群衆の出発には、何か

堂々たるもの、感動的なもの、そして魅惑的なものさえ含まれており、それから逃れる

ことは困難であった。―――幾千、幾十万の人々は、平和の時にもっと感じていなけれ

ばならなかったこと、すなわち彼らは、ひとつであることを感じたのであった。二百万

の一つの町、五千万の一つの国は、自分たちは世界史を、二度とはめぐってこない瞬間

を、ともに体験しているのだということを、―――このときにはじめて感じたのであっ

た」 
＊ 「早くも女たちは軍服を着たあらゆる人を賛美し、銃後に残る者たちは畏敬を込めて、

英雄というロマンティックな名前で挨拶を送るのであった。―――母親たちの悲哀、妻

たちの不安さえも、最初の、この時においては彼女らの余りにも自然な感情を表すこと

を恥じとした」 
＊ 「この陶酔のなかには、より深い、より秘密にあふれた力が働いていた。人間獣の暗い

無意識な根源的衝動と本能を表層に引き上げた―――それは、フロイトが “文化に対

する不快感”と呼んだものであり、法律や規則ずくめの市民的社会から飛び出して、原

始の血の本能を狂わせようとする欲求であった。―――旗や愛国的な言葉の魔術、この

不気味な言葉では言い表しがたい幾百万人の陶酔が、一瞬の間、我々の時代の最大の犯

罪に対して、凶暴な、また感動的な高揚をあたえたのであった」 
 
＊ ハロッドは「ケインズ伝」第６章の書き出しで次のように言っている――― 

「それは１９１４年８月２日、日曜日であった。この日、新しい恐ろしい世界の夜が明

け染めつつあった。陽の光のやさしさはなくなっていた。その代わりにきびしくどぎつ

い光があった―――あたかも見慣れぬ遊星か、未知の名もない恐怖の場所かに見られる

ような。イギリスはその停泊場所から遠く押し流されることになった。イギリスはいつ

の日またそこに戻りつくであろうか。文明は崩壊することになった。それはいつの日ま

た復活するであろうか。詩や絵画や哲学はどうなることであろうか。古い友達や友情は

どうなるであろうか。また静かにいっそう調和的な生き方に憧れていた、感じやすい平

和を愛する人たちの集団は、このような冷厳な残忍な出来事のただ中にあって、どうな

るであろうか。すべてのものはもちろん建て直されるであろう。しかし精神と意志によ

ってではなく、環境の盲目的な力によって。」 
 
８月４日   ドイツ軍ベルギー侵攻 
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＊ ドイツ軍はベルギー国境を越え、西武戦線での戦闘が開始され、４年を超える大戦(The 
Great War－英国での呼称)が始まった。バーバラ・タックマンは「８月の砲声」の中で

次のように活写している。 
＊ 「８月４日、空はくっきりと晴れ上がり、風おだやかに朝の太陽がまぶしかった。ブリ

ュッセル東方１１２キロの地点で、最初のドイツ侵入部隊フォン・マルヴィッツの騎兵

隊がベルギー国境を越えた。意味ありげに速歩をつづけて、先が鋼鉄の３．６メートル

もある槍を持ち、なかにはサーベル、ピストル、ライフル銃などをごてごて装備した騎

兵もいた。道のそばの畑で作物の刈入をしていた農夫や、窓からその光景を見た村人た

ちは一様に「ウーラン（槍騎兵）だ！」とささやきあった。この異国風な名前は、獰猛

なタタールの騎手に由来したもので、大昔ヨーロッパ人の祖先が残忍なタタール人に侵

略された当時の記憶を呼び起こした。 
＊ 国境のすぐ内側にある村ヴァルサージュでは、７２歳の老村長フルシエ氏が、職分を示

すえり章をつけて村の広場に立っていた。中隊の将校が微笑を浮かべながらいんぎんに

馬のまま進み出て村長に布告書を手渡した。それには「必要に迫られて」ベルギーに侵

入しなければならないことをドイツ人として「遺憾に」思うと述べてあった。 
（略） オランダからルクセンブルクに至る国境の村々で、同じような布告書をまき散

らし、公会堂からベルギー国旗を外し、ドイツ帝国の黒鷲の旗を掲げさせて進んだ。彼

らは、ベルギー人が武器を取って戦うようなことはしないという司令官の保証を固く信

じていた。」 
 
ドイツ帝国は、開戦当時はすでに死亡していた元総参謀長シュリーフェンの立案した「シ

ュリーフェン作戦」、露仏相手の二正面作戦に従って西へと向かった。これは広大な国土を

要するロシアの体制が、ととなわない前に中立国ベルギーを通過してフランスをたたく。

反転してロシアに対するという二段階作戦であった。ベルギーの抵抗、戦力を過小評価も

しくは無視した作戦であったといえよう。 
 
＊ 「北、東、南からリエージュに殺到しつつあったエンミッヒ将軍麾下の旅団がミュー

ズ川に着いた時は、リエージュ市の上手と下手にかかっている橋梁はすでに破壊され

てしまっていた。鉄舟で渡ろうとした独軍に、ベルギー歩兵部隊が砲火を集中した。

意外にも交戦という事態に立ち至って独軍は驚いた。しかもそれは本物の砲火で、兵

はぞくぞく傷を負って倒れ、死んでいった。だが独軍の兵力は、ベルギーの２万５０

００にたいし６万だった。 （略）  その日一日、打ち合いが激しくなるにつれ、

ベルギー兵は軟弱な［チョコレート兵隊］だと聞かされていたドイツ兵の苦痛はひど

いものになった。彼らはベルギー軍の抵抗に驚き、いらだった。はじめて実戦を体験

して神経がピリピリしていたので、．．．“狙撃兵だ！” （略） この叫びが、独軍の

報復行為ののろしとなり、ヴィゼからパリの門に至るまでの多くの町々の住民を苦し
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めることになったのである。１８７０年戦役でドイツ兵を悩ませた不正規狙撃兵ゲリ

ラの記憶が、交戦第一日目から誇大視されて、独軍の前に立ちはだかった。  
住民虐殺の口実を与えないために、住民はドイツ兵と闘ったり、侮辱することはやめ、

窓を閉ざして屋内に留まるようベルギー政府は告示していた。それにもかかわらず、侵

略を始めたその日に、ドイツ兵は一般市民を射殺したばかりでなく、ベルギーの司祭も

殺した。 （略）  同じ第一日目に、ヴァルサージュで人質にした六人の住民を射殺

し、見せしめにバッティス村を焼き払った。「村は跡形のないまでに焼き尽くされてい

た」と、数日後にこの村を行軍したあるドイツ将校が書いている。 （略）  
「わが軍のベルギーへの前進は、たしかに残忍なものだった」。モルトケは８月５日コ

ンラートへの手紙で言っている。「しかしわれわれは命を懸けて戦っているのだ。そし

てわれわれの行く手をはばむものは、すべてその報いを受けなければならない」だがそ

の報復行為がドイツにどんな結果をもたらすことになるかについては、モルトケも考え

てみなかった。かくてベルギーがドイツへの天罰となる過程がはじまったのである。」 
＊ リエージュ攻略戦の二日目に、後年ソンム川では数十万、ヴェルダンでは１００万以上

にものぼった、各交戦国の法外な生命の乱費がはじまったのである。緒戦で攻勢を阻ま

れた独軍は、所定の目標を奪取しようと兵力の節減などは考えず、氣違い沙汰のような

員数を要塞攻撃につぎこんだ。 
＊ ８月６日、ケルンから飛来したツェペリン・Ｌ－Ｚ号はリエージュに爆弾１３発を投下

し、市民９人が死んだ。これが２０世紀式近代戦の始まりだった。 
 
８月２５日   ルーヴァンの焼打ち 
＊ リエージュからブリュッセルへ通じる古都、ルーヴァンが焼打ちされた。 

惨事は突如として起こり、例によって一般市民が射殺され、６日間続いた。８月２８日

アメリカ公使館一等書記官ヒュー・ギブソンはスウェーデンやメキシコ公使館の書記官

と実情調査のためルーヴァンを訪れている。 
＊ ルーヴァンでまだ火焔が荒れ狂っているうちに、ベルギー政府は公式に抗議し、アメリ

カ公使館も各国に報告し、世界は激昂した。１９１４年当時は、都市の破壊とか、故意

にしかも公然と非戦闘員を攻撃することは世間にはショックなことだった。 
 
    備考：中世の頃、リエージュからブリュッセルへ通じる道路沿いに造られたこ  

の古都には、ベルリンがまだ粗末な小屋の部落だった１４２６年に創立された大学

と、世界に比類ない図書館があった。図書館は１４世紀に創設された織工会館の一

部を占め、２３万巻に及ぶ蔵書の中には、中世に書かれた写本７５０冊と古版本１

０００冊以上の、世界に二つとないコレクションもはいっていた。 
 
＊ このルーヴァンが焼き打ちされた。英国各紙の論説は、独軍の行為を“フン族の行軍”
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とか“文明への背信”という語句を用いて批判した。「デイリー・クロニクル紙」は「図

書館の焼き打ちは、現存の非戦闘員ばかりでなく、遠い未来の世代にわたって、子孫が

影響を被るような戦禍をもたらした」と書いた。オランダの中立的な新聞（ロッテルダ

ムのクーラン紙）でさえ、「発端の原因は何であるにしろ、破壊の事実は永久に消える

ことはない―――このあまりにも卑劣な事実は、世界を震撼せしめたことであろう」と

記した。 
これらの記事は、８月２９日各国の新聞に表れた。すると８月３０日に、ルーヴァンで

の破壊行為はハタと止まった。 
＊ 同じ３０日にドイツ外務省は公式発表を行い、「これらの事件に関する責任は、全般的

にベルギー政府が負うべきものである」と断言し、いつもの言い分、「婦人や少女たち

さえも戦闘に加わり、我が軍負傷兵の目玉を抜き取って失明させた」と付け加えるのを

忘れなかった。 
＊ ドイツ人たちは何故そんなことをしたのであろうか？ 

「諸君はゲーテの子孫なのか。それともフン族の王アッティラの後裔なのか？」フラン

スのロマン・ロランは、ドイツきっての文豪でもと友人であったゲルハルト・ハウプト

マンに公開状を送り抗議した。 
＊ ベルギーのアルベール国王は、フランス公使にそのような行為の主要原因は、ドイツ人

の劣等感と嫉妬心だと言った。 
「彼らにはどんなものでもうらやましく見え、精神は調和を失っていて、怒りっぽい。

ルーヴァン図書館を焼いたのも、それは世に比類がなく、広く世間の賞賛を博している

という、ただそれだけの理由からだ―――言うならば、文明の所産に対する野蛮人の怒

りを表明したのだ」。 
この見方は部分的には正しいが、作戦実施に当たって次の規定の適用を見のがしている。 
「戦争は単に敵国の戦闘員にたいしてのみ行うものにあらず。敵国の物質的、知的資源

全般の破壊をも企図してしかるべきものなり」という規定である。 
ドイツ国外の者にとっては、野蛮人の行為としか映らなかった。ドイツ初代の宣伝工作

部長、マティーアス・エルツバーガーは、このベルギー問題がきっかけで、「世界中の

ほとんどの国がドイツに敵対するにいたった」ことを知った。 
 
８月２９日   ロマン・ロランのゲルハルト・ハウプトマンに宛てた公開状 
９月２日付の「ジュルナル・ド・ジュネーヴ」紙に掲載された、この公開状は、ロマン・

ロランの戦時中の公的な最初の思想表明となった。 
＊ ドイツ軍のベルギー侵犯に対して、憤激と苦悩を叫び、二重の犯罪――平和の小国に対

してなされた犯罪と、全人類の共有の宝であるはずの芸術的世襲財産（ルーヴァン砲撃

による町と貴重な人類の知的財産である図書館の破壊）に対してなされた犯罪に抗議す

ることをドイツの選良に向かって切望したのである。 
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―――「全く抗議しないのならば、その犯罪を是認しているか、あるいはあなた方に命

令する野蛮な支配者（匈奴）に反対して発言する力がないほど無力であるかである。」 
ドイツ知性者からの返答がなされたが、それは彼らの精神がむしろ「野蛮な命令者たち

に」服従し、明らかな証拠があるのに反対し、そうではないと強弁しその犯罪を是認し

ているのを示した。ロランは日記に「ドイツ選良が軍国主義化した稀な実例である」と

記している。 
ロランの厳しい言辞のゆえに、ドイツでは激しい非難が差し向けられたが、フランスで

も彼のために少しも有利にはならなかった。なぜなら、彼はフランスも除外せずにこの

悪を指摘し容赦はしなかったからである。 
＊ ロランの厳しい言辞ゆえに、ドイツではフランスの盲目的愛国主義者と見なされた一方

で、フランスでは、祖国の人々の恐怖、不幸、希望と調子を合わせることを拒む家出息

子のように見なされた。「戦乱を超越した」立場に自分を置いて、フランスの共同体か

ら自分を阻害している人間、あらゆる憎悪を避けドイツの過去の偉大さを忘れないこと

によって敵に同盟しており、あやうく敵の罪を許しかねない人間と見なされた。 
 

９月３日   フランス政府パリを去り、ボルドーに移転する。 
  
９月７日     エコール・ノルマル時代の私の旧友ド・ベヴォットの一人息子、二十

二三歳の可愛い青年で、善良で、健気で、ジャン・クリストフの若い友の一人だった

が、ロレーヌにおける初期の戦闘で、戦線に到着して三日後に戦死した。彼は一か月

後にアンドレ・ミシェルの娘と結婚するはずだった。 
 
９月１２日    「コリエーレ・デラ・セーラ」紙、ベルリン通信に、私の手紙に対す

るゲルハルト・ハウプトマンの返事を見出す。 
  ―――ハウプトマンは答えて、ロランはドイツの血を受けていることを知っていると

いう。彼の作品はゲーテの「ヴィルヘルム・マイスター」とともに後世に残るであろ

う。ところがフランスはロランが養子に入った国である。「それで今では」とハウプト

マンは言う。「彼はフランス人の目で見ている、だからことごく誤りで、愚劣である。

戦争は戦争だ。もちろん、もし戦乱中に、ルーベンスの一作品が破壊されたとしたら、

それは嘆かわしいことである。しかし私は一人の人間の胸が裂かれたことが、より深

い苦痛をあたえるような人間である。  （略）   立派な我が国土防衛軍（ランド

ヴェール）の兵士を「アッティラの倅」と呼びたいのなら呼ぶがいい。われわれにとっ

ては、わが敵の残忍な囲みを彼らが撃破するだけで十分だ。きみらがわれわれを、「ゲ

ーテの息子」と呼んで、我々の墓に感傷的な墓碑銘を誌しに来るよりも、我が国境の

かなたにひかえていて、われわれを「アッティラの息子」と呼ぶほうがはるかにまし

だ」 
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  ハウプトマンの回答が、９月１３日の「ジュルナル・ド・ジュネーヴ」紙に、何の注

釈もなしに再録されたので、私は応酬せざるを得ない」――― （略） プロシャ帝

国主義が粉砕している古いドイツ理想主義にたいして、一フランス人が彼よりも忠実

だということをハウプトマンは理解することが出来ない。ドイツの指導者たちの発作

に対する責任を、ドイツ全体に負わせることを私は拒むのだが、ハウプトマンはその

首脳者たちと共同責任を負うのである。彼は暴力の足元に権利を平伏させるのである。

「戦争 
  は戦争だ」彼の言葉が彼の祖国と彼とに差し向けられるということが彼にはわからな

いのである。  （略）   憐れなドイツ！ 思想の指導者たちからも、行動の指

導者たちからと同様に裏切られるのか！  （略）   」 
 
  ドイツ人たちの暴力よりも、私は彼らの前代未聞のへまに驚く。彼らは自分が憎まれ

るようにと全力をつくしている。しかも後で、びっくりしている。多民族に対して心

理的理解が少しもない。全ヨーロッパを、自分の同盟国さえも敵に回した彼らの愚か

な外交はいわずもがなだ。  （略）   「ルーヴァンはもはや一堆の灰燼にすぎ

ない」とことさら誇張して、世界に告げたのはドイツの公式通信である。彼らはかく

して世界を震え上がらせようと考えたのだ！ 
 
９月１８日   ペギーの死を知る。彼の中隊の先頭に立って弾丸に倒れた。可哀そうな

ペギー！ 彼が選んだであろうもっとも美しい死だ。  （略）   私は「ジュル

ナル・ド・ジュネーヴ」紙に数行を送る。 
  「シャルル・ペギー。私の親愛なる仲間ペギーは、その生涯と同じように、権利と信

仰とのために闘って死んだ。ジャンヌ・ダルクを歌った詩人は侵入軍をフランス国外

に追い払いつつ倒れた．．．今敵の大砲が圧し潰しつつある、光栄ある、傷ついたわれ

われのフランスをいかに彼は愛したことか！ 激しい英雄主義の彼の生涯はことごと

くフランスに捧げられた。 （略）   きみが望んでいたフランス、きみの声が呼

び求めていたフランス、 （略）  彼女は復活したのだ！ そして、きみは、死し

て、フランスの叙事詩的英雄たち、十字軍や大共和国の人びと、きみが歌ったロレー

ヌの羊飼いの乙女（ジャンヌ・ダルク）と一緒になるのだ．．．」「ジュルナル・ド・ジュネーヴ、９

月１９日」 
     備考： シャルル・ペギー（1873-1914） 詩人、思想家。１９１４年８月２日   
       に動員令が下り、世界中の人々に武器を捨てさせるために、最後の戦争の

ために、共和国の兵士として戦線に赴いた。９月２日戦死。 
 
９月２０日    クラムシー中学の昔の学友で、子供時代の競争相手だった工兵少佐 
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  マルセル・ポワドーが、９月７日に、バール－ルデュックで戦死したことを知る。 
  ８月４日、リヒャルト・デーメル（ドイツの詩人）によって一編の戦争詩が発表された。

その題は、“Deutschlands Kampf, Lieden alle” （ドイツの闘い、万人への歌）であ

る。 
  デーメルやペギーのような人間が、世界の自由のために、同じ熱誠をもって殺し合い

うる戦争というものは、奇怪であり、滑稽ではないか？ 
 
９月２０日  ランスの大聖堂が砲撃され、焼かれた。憎しみは満潮のように高まる。 
 
９月２２日、２３日の「ジュルナル・ド・ジュネーヴ」紙は、付録として、私の長文の論

文「戦いを超えて」（Au-dessus de la Melee）を掲載する。それはヨーロッパの英雄的

な青年への賛辞であると同時に、この戦争を起こした罪人どもに対する非難攻撃であ

り、ヨーロッパ精神の人々への結合の呼びかけである。 
 
９月２６日   シュテファン・ツヴァイクは「ベルリナー・ターゲプラット」紙（９月

２０日）に掲載した彼の論文「異国の友に」（An die Freunde in Fremdland）を私に

送ってくる。彼はその中で、自分の祖国に従うために、外国の友人たちに別れを告げ

ている。私は自分の論文「戦いを超えて」に「私はあなたよりもわれわれのヨーロッ

パに忠実です。親愛なシュテファン・ツヴァイク、そして私は私の友人の誰にも別れ

を告げません」と書き添えて彼に送る。 
 
＊ ツヴァイクも「昨日の世界」のなかで次のように書いている。 

「異国の友に」と題する論文で、現在は連絡が取れなくとも、外国のあらゆる友達らに

忠実を守り、機会が訪れ次第彼らと再び協力してヨーロッパ文化の建設のために働こう、

という信条告白を表明したのである。読者数の多いドイツの新聞に送った。驚いたこと

には、この「ベルリーナー・ターゲプラット」は全文そのまま掲載した。ただ一句――

―「たとえ勝利が誰のものとなっても」―――というのが、検閲の犠牲になった。当時

はドイツが自明の勝利者としてこの世界大戦を乗り越えるということに対して、わずか

な疑いも許されなかったからである。」 
＊ 「二週間の後、スイスの切手が貼ってあり、検閲スタンプが押してある一通の手紙を受

け取った。見慣れた筆跡からすぐにロマン・ロランの手になるものだ、ということが認

められた。彼は書いていた、「そうです、私は私の友らから決して去らないでしょう」

と。このわずか数行の手紙は、戦争中にオーストリアの友人と手紙で連絡できるものか

確かめようとしたものであることを、理解した。すぐに返事を送った。それからわれわ

れは規則的に手紙を交わした。この文通はそれから２５年以上もつづいたのである。第

二次世界大戦―――第一次よりも残忍な大戦―――が、国家間のあらゆる連絡を絶ち切
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ってしまうまで。 
＊ この手紙は、私の生涯における大きな幸福の瞬間の一つであった。それは一羽の白鳩の

ようにやって来た。私はもはや自分がただ一人ではなく、ついに再び同じ心情の持ち主

と連絡の取れたことを感じた。私はロランの卓越した魂の力によって、力づけられてい

る自分を感じた。」 
＊ ロランは、彼のもう一つの義務を忘れなかった。 

たとえ、自国の抵抗に、さらに交戦中の全世界の不快に会おうとも、自己の確信を表明

するという作家の義務であった。 
１９１４年秋、多くの作家たちが憎悪のうちにお互い毒づき合っている時に、あの記念

すべき告白「戦いを超えて」 (Au-dessus de la Melee, 1914. 9. 15)を書き、「ジュルナ

ル・ド・ジュネーヴ」紙に掲載された。 
その中で彼は、諸国民の精神的憎悪と闘い、戦争の真っただ中においても、正義と人間

性を芸術家から要求したのであった。―――この論文は、あの時代のほかのいかなる論

文にもまして、様々な意見をかき立て、それに反対・賛成のおびただしい数の作品、論

文を続かしめたのであった。 
 
９月２９日    ドイツ排斥の馬鹿げた狂乱が、パリでさらに激化した。フレデリック・

マッソン（１８４７－１９２３、フランス歴史家）は、今後「野蛮人どものいかなるものも、

彼らの文学も、彼らの音楽も、彼らの芸術も、彼らの化学も、彼らの文化のいかなる

ものも、われわれの精神、われわれの知性、われわれの心情を汚してはならない。法

律によって、説得によって、力によって、必要とあらば暴力によって、愛国心の法則

そのものたる法則を強制すべきである。祖国なき芸術にたずさわる諸君は、お気に召

すなら、ワーグナーをドイツへ聴きに行くべきだ。帰りに事故が起こっても、それは

仕方がないことだ。ワーグナーはもはやフランスでは演奏しないがいい。」（エコー・

ド・パリ紙、 
  ９月２７日） 
  ヘルベルト・オイレンベルク（１８７６－１９４９、ドイツ劇作家）が、９月１７日に「ロマ

ン・ロランへの回答」の中で、「戦争を起こしたのはイギリスであり、ルーヴァンを焼

いたのはベルギー人であり、ランスを破壊したのはフランスの大砲である。戦争ばん

ざい！」だ。 
  若いオーケストラ指揮者ワルター・ブラウンフェルスから「ドイツ兵はアッティラで

はなく、ベートーヴェンの英雄的継承者である！」と主張している。 
 
  ヨーロッパ全体が精神病院だ。各人が自分こそ父なる神だと思っている！ 
 
  ハウプトマン宛ての私の手紙に反対して、ドイツにおいて発表された論文は非常に多
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いので、いちいち挙げることはあきらめる。 
 
１０月１日    ウィルソン大統領（１８５５－１９２４）へ手紙、私の論文を彼に送

る。 「大統領殿、この不吉な戦争は、その結果がどうなろうとも、ヨーロッパの

破滅となるのですが、紛争の激情を避ける悲しい特権をもつ人びとの眼はしばしば

あなたとあなたの国に向けられます。これらの敵なる兄弟たちの間に、あなたの正

しい断固たる声をやがてお聞かせになることができるなら！ それはたんに紛争中

の諸国民のためのみではなくして、この冒涜的な闘争によって脅かされている文明

全体のためであります。いかなる国民も、自分の誇りや憎しみを満足させるために、

人類が幾多の世紀の天才と労苦とによって建設しなければならなかった人類の進歩

の建物を揺るがす権利をもたないということを、気の狂ったヨーロッパに向かって、

アメリカ合衆国が想起させられんことを！」 
    
１０月      西部戦線膠着 
 
１０月３日    ロマン・ロラン、ジュネーヴに移り、国際赤十字社の「俘虜事務局」 
   で働く。この機関は、すべての国の俘虜とその家族との仲立ちの仕事をするもの。 
 
１０月４日    ドイツ文学者、芸術家９３名による宣言文「文明社会に告ぐ」発表 
 
１０月１５日   ミュンヘンのヴォルフスケールという人が、彼の友人、ダルムシュタ

ットのフリードリヒ・グンドルフ（シュテファン・ゲオルゲの主要な弟子である有名な批評家）の

「戦時の行動と言辞」（Tat und Wort im Krieg）という取り乱した論文（「フランク

フルター・ツァイトゥング」紙１０月１１日号掲載）を送って来た。それにはこう

書いてある。 
 
   「傑作品が破壊されたからと言って、それについて泣き言を並べるのは、結局は文

化の偽りで空虚な概念の結果に過ぎない。文化とは「所有し、また享受する」こと

ではなくて、「存在し、制作し、生成し、創作し、破壊し、変化する」ことである。

であるから、ショーやマーテルリンクやダヌンツィオをみんな一緒にしたよりも、

アッティラのほうがずっと文化に関係が深い。．．．創造する力のある者は、また破壊

することも許される（Wer stark ist zu schaffen, der darf auch zu zerstoeren）。．．．
われわれが相手にしている世界は時代遅れの世界である。  （略）   わが民

族のみがまだ青春を持ち、ヨーロッパを復活させる（Wiedergeburt Europas）権利

と義務をもつ。」 
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   私は彼にこう返事をした―――「当地にいるわれわれのように、世界のいたるとこ

ろに悲惨を見、またいかなる人もみな同じように悲惨であることを見ている者にと

っては、「超人」（Uebermenschen）や「超民族」(Uebervoelker)がいかに説かれて

いても空しいことと思われます。各民族はみな自分が選ばれた民族だと信じていま

す。ヨーロッパは病理学的な興奮にとらわれていますが、その興奮はやがて深い意

気阻喪に変わることでしょう。  （略）   」 
１０月２１日頃     戦線へ赴く若きローベルト・クルチウス（後にドイツの大批評家になっ

たエルンスト・ローベルト・クルチウス。ロランはこの数年前にローマで知り合っていた）の感動的な告

別の言葉（原文ドイツ語）――――― 
   「．．．私はこの戦争において、恐ろしいほどの禍や、人間の弱さや愚かさの悲しい

証拠などしか見出さないことになるでしょう。  （略）   戦争とはどんな戦

争でも恐ろしいことであり、失敗であり、人間の道徳的理想一切の放棄であり、動

物的暴力の時代への逆行であり、精神の棄権です。いかなる戦争も憎悪の所産であ

り、ロランの言っているように「何をするにしても、憎しみだけはもたないように」

です。戦争はそれ自身、不道徳です。   （略）    私は誰にも劣らずドイ

ツ人であり、また最良のドイツであるもの、すなわちゲーテを、私自身持ち運んで

います。 
   「ファウスト第二部」のリュンコイスの歌は、私にとってドイツ精神の最高峰です。

なおそのほかにも、バッハとベートーヴェンとをもっています。ドイツの使命は人

類という思想を弘めることです。  （略）   」 
 
      備考： クルチウスはイギリス軍の弾丸で負傷し、長い間重い神経衰弱症で 

苦しんだ。その後快癒し、ボン大学で教鞭をとるとともに、新しいフラン

ス文学についての著書を書いた。その著書は後の「新しいフランス文学

開拓者たち」(Die Literarischen Wegbereiter des neuen Frankreichs) 
である。―――（ロマン・ロラン、シャルル・ペギー、ポール・クローデル、アンドレ・

シュアレス、アンドレ・ジードなど紹介） 
 
１１月３日   ドイツの詩人で小説家ヘルマン・ヘッセの「ノイエ・チュールヒャー・

ツァイトゥング」紙１１月３日号にのった、「ああ、友よ、この調べではない！」 
(O Freunde, nicht diese Toene!) と題する、立派な論文。彼はスイスに住んでいる

ので、ドイツの熱狂に感染していない。  （略）   彼は、芸術家の沈黙の義

務を、やや誇張しすぎている傾きがあるようだ。それはドイツのあの順応精神とあ

まりにも結び付いている。  （略）   私は、ドイツの思想家の誰かが、敢然

と権力に抗して立ち上がるのを見たいと思う。けれども人間はありのままの姿で受

け入れなければならない。ヘッセは彼の民族の中でもすぐれた人々の一人である。 
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備考： ヘルマン・ヘッセは、第一次世界大戦の開戦間もなく、ベルンの大使

館に志願兵として出頭したが、強度の近眼のため、兵役からはずされ、ドイツ

の捕虜を慰問する新聞や、文庫の仕事に携わることとなった。 
第一次世界大戦が始まってから二か月ほどたってから書かれ、１９１４年１１月 

  ３日の「新チューリヒ新聞」に発表された「おお、友よ、その調子をやめよ！ 
（O Freunde，nicht diese Toene!)」はロマン・ロランも共鳴し、ロランは、 
１９１５年夏にヘッセを訪れてから、その後死ぬまで親交を結び続けた。 
自分から志願兵として大使館に出頭したぐらいだから、第一次世界大戦を当時の 
欧州の政治情勢から不可避の戦争と考えていたヘッセだが、文化に携わっている 
者までが戦争を賛美し、敵国への憎悪をかき立てることに熱中しているのに対し 
て、警告を与え、文化に携わるものは、せめて精神の国で平和を守ろうと訴えた 
ものである。「おお、友よ、その調子をやめよ！」は、ベートーヴェンの第９シ

ンフォニー最後の合唱に入る導入句を借りたものである。 
この論説は、ドイツ本国では注目されなかったが、翌１９１５年１０月１０日に 
「再びドイツで」という感想を「新チューリヒ新聞」に発表すると、激しい攻撃 
を受けた。スイスに移住して安穏な生活を送っている彼が、戦争は間もなく終わ 
り、国際的な関係が回復するだろうなどと言っているのは、卑怯な兵役忌避者、 
無節操な裏切り者の放言だ、という非難を多くの新聞からあびせられた、彼は祖 
国で孤立するにつれ、いっそう平和主義の考えを強めた。 
１９１６年には、ドイツでの作家としての不利な立場、父の死、妻の精神病悪化 
と入院、捕虜慰問事業のための過労などで、ヘッセ自身もノイローゼにかかり 
ルツェルン郊外の療養所にはいり、精神分析による治療を受けた。 
このような困難な状況の中で、１９１６年から１７年にかけての戦争の最中に、 
激しい勢いで、「デミアン」を書いた。殺し合いに明け暮れている欧州の文明に

対する批判から発している。すべての人間の生活は先ず自己自身への道でなけ

ればならない。そう考えて、彼は人間の原点に返る小説を書いた。１９１９年、

シンクレールという変名で「デミアン」を刊行、翌年ヘッセ作とした。 
 
１１月   ドイツのヘマの例。  親切なシュテファン・ツヴァイクは、私に事情を知

らせるために、ベルリンの「ノイェ・ルントシャウ」誌（１９１４年１１月号）

を送って来た。 
    その巻頭論文にトーマス・マンの「戦時の考察」(Gedanken im Kriege) がのっ

ているが、これは私が今日までに読んだドイツ知識人の書いたものの中でいちば

ん恐ろしいものである。 
       注： この作品は、現在私が所有している全集に載っていない。 
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    マンは初めに文化と文明を区別している。文明とは理性、精神、懐疑主義である。

文化とは世界を精神的に編成することであり、粗野で血なまぐさくて恐ろしい一

つの必要である。文化とは「デモーニッシュなるものの純化」である。(die 
Sublimierung der Daemonischen) である。トーマス・マンは文化の理想（もし

くはドイツ知識人の理想）と、軍国主義の理想との一致を語っている。その二つ

の第一原理は組織化である。熱誠と秩序との融合は、組織の精神を生みだす。そ

れに続いて他の諸徳が生ずるが、その中には、ブルジョワ生活でのいわゆる「平

穏無事」に対する軽侮が含まれる。彼は、戦争によってドイツの芸術家たちが味

わった法悦、芸術家たちの精神のルネッサンスを述べている。戦争は純化であり、

解放である。彼はこの戦争を「軍国主義に対する文明（すなわち連合国）の闘争」

であると定義している。また平和を「[軍人でない]普通人の退廃の要素」であると

定義している。そしてドイツの一詩人の次の詩を、自分の旗印とさえしている。 
 
       「人は平和時には萎縮するゆえに 
        閑暇な平穏さは勇気の墓場だ。 
        掟は弱者の友だ。 
        それはすべてを平坦にならそうとする。 
        それは世界を平均化しかねまじい。 
        しかし戦争は力を出現させる。 
        それはすべてを異常なものにまで高める。 
        それは卑怯者にも勇気を目覚めさせる。」 
        (Denn der Mensch verkuemmert in Frieden, 
                Muessige Ruh ist das Grab des Muts. 
                Das Gesetz ist der Freund des Schwachen. 
                Alles will es nur eben machen, 
                Moechte gern die Welt verflachen. 
                Aber der Krieg laesst die Kraft erscheinen 
                Alles erhebt er zum Ungemeinen,  
                Selber dem Feigen erzeugt er den Mut.)   
 
          （略） 
 
   マンはフランスを侮辱してこう語る――― 
   「この国の国民の頭脳はもう戦争に耐えない。戦争の６０日のうちに、フランスは

どうなってしまったのか。わずかのうちに戦争によってこんなに覆ってしまった国
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民に、いまなお戦争に対する権利があるであろうか。今日ではもう、フランスの軍

国主義は単なる気構え、あるいは虚栄に過ぎず、それ以上のなにものでもない．．．．．．」 
 
   そして最後に、ドイツを民主化したり、開化したりしようとするバーナード・ショ

ーやその他の人々に、怒りを込めて抗議している。彼によればドイツが敗北すれば、

ヨーロッパにもう平穏がなくなるだろう。「ただドイツの勝利のみが、ヨーロッパに

平和を確保する。」  彼は私を、ベルクソンやマーテルリンクやリシュパンやデシ

ャネルやピションやチャーチルとまったく同列に並べて、ドイツの最悪の敵だと称

している。そして次のような強い言葉で結んでいる――― 
   「ドイツ的なものである、ということは、すこぶる厄介な問題である。ドイツ人で

あるということは、決して簡単なことではない―――イギリス人であることよりも、

安楽なことではなく―――フランス人であることよりも、はるかに上品なことでは

なく、また快いことでもない。 （略） 」 
 
１１月２２日   ツヴァイクに手紙を書く―――「あの号を送ってくださったのは、ど

ういう意味だったのですか。バレスとかブールジュとかいうフランスの盲目的愛国

者たちが、私に反対するのはもっともだということを、私に示すためだったのです

か。ドイツを憎み切っていた一人のフランス系スイス人が、トーマス・マンの論文

を読んで大喜びしました。そして得意になって私にこう言いました。「どうです、唖

然としたでしょう。あなたにとって良い薬です。あいつらがどんな人間であるかを、

自分自身で描き出しているんですし、それも私が以前にお話ししたとおりでしょう。」

――けれどもご安心なさい。ヴェルハーレンの辛辣な詩も、オストヴァルトやトー

マス・マンのドイツ擁護論文ほどにはドイツにとって害を与えずにすむでしょう。．．． 
   ．．．しかし私は誰も耳を貸さないカサンドラの仕事をつづけていきます。私はヴェ

ルハーレンに手紙を書き、ドイツの作家たちに与えるのと同じ非難を彼にも与えま

した。けれども、彼の場合には少なくとも、憎しみは長くは続かないだろうと確信

しています。」   （略）     「……トーマス・マンがフランスについて言

っていることは、恥ずべきことです。彼がドイツ軍の行った蹂躙について語ってい

る、その忌むべき軽率さを、私は到底許すことができません。この知識人が、書斎

の机の前に安楽に坐りこんで、フランスの国民が軍務に服し、忍苦しながらも英雄

的な喜びをもって身を捧げ尽くすのを、卑しげに嘲るのを、私は到底許すことが出

来ないのです。フランス国民の勝利はそういう侮辱に応えることになるでしょう。 
   だが私は２０年後にトーマス・マンに会っても、彼と握手することを拒むでしょう。 
   こんな文書はどんな人間にも不名誉となるものであり、それが価値のある人間であ

ればあるほど不名誉となるものです。……」    
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＊ トーマス・マンは１９１４年の大戦勃発と伴に、この論文の他に「フリードリヒと大同

盟」を執筆し、西欧文明に対するドイツ文化の闘いと位置づけ、ドイツの立場を積極的

に支持した。この論説に前述のようにロマン・ロランや兄ハインリッヒ・マンから批判

を受け、兄ハインリッヒとの関係も悪化し和解をしたのは戦後もしばらく経ってからの

１９２２年であった。 
＊ マンは、開戦の興奮が醒めるとともに、「魔の山」の執筆に戻ろうとするが、自分の政

治的立場を徹底的に書いて見ようと１９１５年１１月から、「非政治的人間の考察」の

執筆を開始する。大戦終結後の１９１９年３月に完了し１０月に初版が刊行された。 
１９２２年に至って、ロマン・ロランとハインリッヒ・マンに対する攻撃の調子を弱め

るため［正義と真理に抗して］の章を中心にかなりの削除を行った版を刊行し、これに

よって兄との和解が成立した。１９５６年長女のエーリカ・マンによって初版本が復元

されるまで、この削除本が流布していた。 
   注： 「フリードリヒと大同盟」――今日の時局のためのスケッチ  ４９頁 
      「非政治的人間の考察」                 ４７９頁 
 
１９１５年 
１月２５日   ドイツにおいてパンの配給券導入（食料の配給制） 
 
＊ トーマス・マンは、１９１４年１１月に「戦時随想」を世に出してから、ロマン・ロラ

ンをはじめとした連合国がわの文学者たちから叩かれた。そこで彼の主張を彼の幾つか

の書簡から見てみたい。「戦時随想」刊行後の最初の書簡は小説家・文学史家であるエ

ルンスト・ベルトラム（１８８４－１９５７）宛てのもので、以下のごとくである。 
２月１７日  エルンスト・ベルトラム宛て、ミュンヘン  

（略） 独善的なやり口で「精神」は自分たちだけの専売特許だと勝手にきめこんでい

る連中にかぎって、酷い自家撞着におちいっています。つまり、政治をこととしている

文士連、フランス流の急進的人道主義の連中のことですが、こうした手合いと私との内

面的な確執はもうずっと前からのもので、私の「戦時随想」が出て以来、連中はいよい

よもって私を決定的に村八分にしました。 （略）  私自身がこの自分の文章をどう

考えているかは、説明が困難です。「行動する人間が良心的であったためしはない。観

察する人間だけが良心を持っている」という言葉は、偉大で古典的な表現ですが、（ゲ

ーテ、箴言と省察）芸術家という複雑きわまる存在については、本来これはあてはまら

ず―――むしろ、ほとんど是の正反対が真相です。われわれが良心的であるのは行動す

る人間（創造する者、形成する者）としてだけです。 （略）  私の「随想」は、憤

りから出た一つの行動―――世界中の非難を浴びている祖国ドイツ、強大な音楽の心を

持ちながら文字文化の領域ではまだあまり高い水準に達しておらず、西側の諸国民に比

べて未だ混沌の要素を残している祖国ドイツに、精神的な面で役に立ちたいという切実
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な願望から出た一つの行動です。私のハートはドイツのものですが、いささかラテン・

アメリカの血が混じっているため、パリの雄弁家や弁護士連中にできるくらいの事なら、

この私にもできるのです。 （略） 
    備考： エルンスト・ベルトラム（１８８４－１９５７） 
    詩人のゲオルゲの影響下にヨーロッパにおけるドイツ精神の意義を探求し、象 

徴詩を作った。 ‘18 年発表の「ニーチェ」が彼の文芸学上の労作。 
    ’22-45 年ケルン大学近代文学教授。 
２月２１日   パウル・アマン宛て、ミュンヘン   

（略） 憤りから出た一つの行動であり、世界中の非難を浴びている祖国ドイツに精神

的な面で―――しかもまさに、「文明世界」＋ から借りてきた、弁証法的、非ドイツ

的な手段を使って―――役に立ちたいという、単純かもしれませんが、しかし熾烈な欲

求から出た一つの行動でした。  （略）   私は、ドイツ人の本質には深刻な批判

が加えられるべきであることを承知しています。私はわれわれドイツ人の自己批判――

―いかなるほかの民族の自己批判よりも真摯で過酷である  （略）  自己批判――

―を愛しています。ところが戦争が始まって以来、この民族、我が、ドイツ民族ほどの

民族が、どんなことを言われつづけ、どんなことを甘受しつづけなければならなかった

でしょうか。それはいかに政治に背を向けている人間の心にも、民族的な連帯感と愛国

心を呼びさまさずにはいられないものだと言えるでしょう。少なくとも私の場合はそう

でした。そして正義などというものは、私にとって、farcimentum（どうでもよいこと）

なのです。 （略） 
 
  注 ＋「戦時随想」の主要テーマは、西欧的文明とドイツ的文化の対立である。 
  備考： パウル・アマン 
       ロマン・ロランの崇拝者であり、ウィーンの文献学者・美術史家。 

      「戦時随想」についてのマン宛ての批判的な書簡により、長期にわたり文 
通が開始された。 

 
申し上げたいことは沢山ありますが、今は一つだけ、ロマン・ロランに関することを申

し述べたいと思います。あなたは、「ロマン・ロランは、フランス民族の聖霊の翼に乗

って、いまのわれわれではまだ呼吸のできないほど希薄な高空に舞い上がり、そこにわ

れわれの祖先のために一つの場所を用意している」と述べておられますが、もしあなた

のおっしゃるとおりだとすれば、それは「われわれ」の恥じとなるでしょう。あなたは

また、「ロマン・ロランは、この運命の瞬間にあたり、国家とか祖国とかいうものと永

遠に訣別する」とも述べておられますが、これはとんでもない誤解で、ロランが今ほど

完全にフランス人であったことはありません。 （略）   
西側の列強は、文化の尺度をもって測られるべき存在であり、人間としての責任能力が
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あり、人間的に有罪です。彼らは、ドイツの存在を認め、われわれにこの地上で生きて

いくためのささやかな土地を与えようとせず、陰謀をめぐらしてドイツが開戦せざるを

得ないよう仕向けたことによって、ヨーロッパを裏切りました。戦争が起こった時、私

も、ドイツとフランスが理解し合い同盟を結ぶことこそヨーロッパを救うゆえんであり、

すべての政治目標でさえあると考えました。ところが、フランスがとった態度はどうい

うものだったでしょうか。二言目には「理性、レゾン」を口にするフランスが、平然と、

相手をぶってやるといって喚き散らす駄々っ子のような振る舞いに出たのです。いまよ

りずっとずっと痛い目に合わない限り、フランスは理性を取り戻さないでしょう。 
（略） 」 

 
８月３日  パウル・アマン宛て、ミュンヘン  
   （略） 今の時点で、これから先も自分は小説を書き続けていいのか、それとも、

個人的な告白の形を取った良心的なエッセイによって焦眉の諸問題と対決することに

全力を注ぐべきか、決しかねています。 （略） 「スヴェンスカ・ダークブラーデ

ト」紙にあてた書簡 （注１）、 （略）  その後、「フランクフルト新聞」（注２）

の８月１日号のためにほんの数行書きましたが、お送りするほどのものでもありませ

ん。 
 

  注１：参戦諸国の勝利の可能性についてのアンケートに答えたもので、 
     １９１５年５月１１日号に掲載された。ドイツの戦況有利としている。 
  注２：「今次大戦について」を寄稿。この中で、マンは、正義はドイツ側にあると

いう立場から、未来はドイツの国家理念および文化に属すると信ずる旨を

述べ、また、西側諸国のアジテーションがドイツに与えた精神的苦痛につ

いて書いている。 
 
  （略） あなたは、未来は連合国側が代表している諸理念―――つまり、同時にリベ

ラルなロシアのそれでもある西欧の諸理念―――のものだと信じておられるとすれば

ドイツの敗北を確定的なものと見做しておられるのでしょうか？ （略）  私は絶

対にそうは考えません。むしろ私は、大局的に判断した場合、現在のフランスは、い

かなる使命も課題も担っておらず、時代の流れに盲目で、死を運命づけられ、方向を

見失い、絶望的な状況にあり、ヒロイズム以外のいかなる観点から見ても無駄な自殺

的な戦いを戦っており、歴史的な立場から見た場合のあらゆる権利・本当の意味での

近代性のすべて・未来、勝利者となる運命などはドイツ側にあることを深く確信して

います。 
（略） 結局のところ問題は、ヨーロッパの社会的再組織に帰着するのですから。―

―― そして西側の諸国には、この課題を解決する力がないことが明らかであると同
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様に、この課題の解決こそドイツの使命であることも、これまた明らかな事実です。 
 （略） 」 

 
１９１６年 
１月２７日   イギリス徴兵制法案可決し、３月２日運用開始 
  兵力不足を解消するために、戦争初期の志願制度から良心的兵役拒否付きの徴兵制に

踏み切った。 
  ケインズの仲間、ブルームズべリーの人々は、この徴兵制にどう対処したのか？ 
  彼の手紙の中から幾つかを拾ってみる。 
３月２６日   ケインズから母ケインズ夫人宛ての手紙 

「―――私はヴァイオレット・アスキス(Violet Asquith, アスキスの長女)およびその新

しい夫と彼女の家で会食をしました。マーゴットを祝う会でした。―――私はハムステ

ッド徴兵地方審査署の意地の悪そうな面々の前で、ジェームズの良心的兵役拒否申請の

真実性を証言しました。―――リットンは健康を理由に兵役免除となり、ジェームズは

軍属になりました。ダンカンの判定はまだ下っていません。」 
   
＊ この良心条項付の徴兵制で、ハロッドはブルームズベリーの仲間たちについて次のよう

に言っている――― 
「ブルームズベリーの仲間たちの多くが良心的応召拒否者であった。彼らの立場は困難

なものであった。殺生に対する禁制を持った宗派に属していたのではない。個人的意見

もまちまちであった。―――彼らがまじめな目的を持つ人々であり、宗教上の信条を持

っていなかったとしても、ある強さをもって自分自身の観念を固執したのである。―― 
戦闘は彼らの信条のどこにもなかった。―――イギリスは、彼らが帝国主義の現れとし

て非難したと思われる小さな戦争を除けば、過去１００年もの間平和であった。」 
 
「ケインズ自身は彼らの意見にくみしなかった。しかし彼らの意見は不可避的に彼に重

要な影響を与えた。彼らは彼が高く評価した意見の持ち主であり、愛情の強い絆でひき

つけられていた人たちであった。彼らと完全に一致しなかったことは苦痛であった。 
  ―――ケインズは、自分は良心的応召拒否者ではないけれど、強制徴兵には良心的に

反対だ、と彼らに宣明した。従って、ケインズが召集令状を受け取った時、大蔵省の

便箋に自分は忙しくて召集には応じられない旨返事した。―――その後当局から再度

悩まされることはなかった。その後、免除を受ける手続きを行った。」 
 
＊ この１９１６年に、ケインズはより重要な問題を考察していた。――― 

「われわれがしなければならないことは、これが全て終わった時、このようなことがふ

たたび起こらないように、世界の問題を新しいより良い基礎の上に確立することに意を
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用いることである。願わくば、他の世代の人々が現在われわれを覆っている雲の下に生

きざらんことを」 
―――彼は、アスキスを初めとする自由党指導者の心の中に、またロバート・セシル卿

(Lord Robert Cecil)の心の中に、国際連盟の概念に到達することとなった着想が萌しつ

つあったことを知っていた。―――ウッドロー・ウィルソン大統領の讃美者たちが、彼

が国際連盟の唯一の発明者であったと主張する権利はないのである。このことはすべて

１９１６年のことであった。 
彼は恒久平和と新しい形の国際関係を確保するためにできる限りのことをすると誓い、

１９１９年のヴェルサイユ講和条約に対する非難、そして彼の希望がパリで砕かれたと

き、この誓約がその後の書物を書く際の激情と憎悪へと繋がっていった。 
 
１９１７年 
  「カブラの冬」ドイツ、この冬から配給量が成人 1313Kcal/日に制限。 
 
＊ 大戦を起こすまでに経済的発展・軍事的発展をとげていたドイツが大戦中に飢餓に陥っ

たのは何故なのか？ 中立国から食料や肥料、飼料などが輸送されるルートをイギリス

海軍によって封鎖されたドイツは、それに対抗する海軍がなかったことと、有効な食糧

政策が打ち出せなかった。食糧価格は高騰し、配給制が導入され、パンにジャガイモの

粉が混入され、そのジャガイモも開戦３年目に不作になると、人々はカブを食べ始める。 
 

＊ 和名、カブハボタンまたはスウェーデンカブ。英語名はルタバガ（rutabaga）. 
スウェーデンが原産地とされる、アブラナ科西洋アブラナの変種で、根菜だが地上部も

食べられる。主にロシアと北欧、ドイツでは北部で食用として普及したが、水分が多く

味も悪いので、次第に飼料として使用されるようになった。 
＊ 大戦中に不足したのは、穀物やジャガイモだけでなく、豚肉も店頭から消える。スズメ

やカラスの肉、ネズミの肉のソーセージさえ食卓に上りはじめる。 
子供たちは飢えて犯罪に手を染め、母親たちも畑の作物を盗んで子供たちに分け与える、

というようなことが起こり、ある少年は、親のパンを盗んでしかられるのが嫌で首をく

くるというような、痛ましい事例が多く報告されている。 
＊ 盗みもできないほど衰えた人々は、餓死を待つしかない。１９１５年から１９１８年の

４年間で飢餓および栄養失調で死亡した死者の数は、762,796（人）であった。前線で

の戦死者、約１８０万人の４２％にも上る。特に食糧不足が深刻化した１９１６年から

１９１７年にかけての厳しい冬であった。当時のドイツの総人口は、１９１４年７月１

日で、約 6,779 万人であった。約１．１％が餓死したことになる。 
 
＊ 戦後の１９２７年にある経済学者が次のように報告している―――「食糧経済の領域に
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おいて、ドイツ帝国は全く無防備のまま世界大戦に突入した。戦時のための食糧備蓄も、

戦時食糧経済を管理するための練られたプランも存在しなかった。」 
イギリスの海上封鎖は、ドイツの戦争経済を疲弊させ、ドイツの人口を飢えさせる双方

のため全力を挙げたが、この封鎖作戦は予想外の効果を治めた。ドイツの食糧政策の杜

撰さが連合国側の意図以上の成功をおさめさせたものといえる。 
 
１月９日   ドイツ軍、無制限潜水艦作戦を決定、開始は２月１日。 
 
１月１７日  イギリス海軍諜報部、ドイツ暗号電報傍受・解読。 
  内容は、移民問題でアメリカと衝突していた日本とメキシコの同盟を実現させアメリ

カを攻撃させる、というものであった。 
 
４月２日   ウィルソン大統領、参戦に踏み切り議会での歴史的演説。 
 
６月２８日  アメリカ軍第一陣、フランス上陸。 
 
１９１８年 

ハロッドは、「ケインズ伝」に、この秋の情景を以下のように描いている。――― 
この秋には、戦争に疲れ切ったロンドン市民はとても楽しい幕間を持った。ディアギレ

フ・バレー団(the Diaghilev Ballet)が戦前以後はじめて戻り、シーズンを持つことにな

った。ブルームズベリーばかりでなく、芸術・文化愛好者のロンドン市民のすべてが夢

中になった。 
ディアギレフ・バレー団のための会が、カーライル・スクウェアのシットウェル家の家

で催され、ケインズも招かれた客の一人であった。そこに、後にケインズ夫人となる絶

世の佳人であった、バレリーナのリディア・ロポコヴァ(Lydia Lopokova)も客のひとり

であった。彼女は「陽気な女房たち」(The Good-Humoured Ladies)での演技でロンド

ン市民の心を奪いつつあった。 
 

休戦の年に至り、再びロマン・ロランの「戦時の日記」を見てみる。 
 
１１月４日   今日３時に、オーストリアと連合国との間に休戦が宣せられた。――― 
   私は心を躍らせて考えた、「この瞬間に、無数の母親が安堵の息をついた。彼らの息

子は救われたのだ―――」そしてその夜、平安さ、沈黙、静かな星々があり、幾百

万の哀れな人々は、ラジオをびくびくして聴くこともなく、今後はどうなるかと不

安がることもなく、ぐっすりと眠ることができるのだ。四年半このかた、初めて！ 
   休戦の条件そのものは、もちろん苛酷なものである。それについては語らないほう
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がよい。世界では何も変わりはしない。勝利者は敗者を凌辱する。車輪は巡る。今

日の勝利者は明日の敗者となる。 
 
１１月８日   ヨーロッパ全体がめりめり鳴っている。 （略）  勝利者も敗者もス

イス国境（フォラルベルク）に向かって殺到した。１１月７日スイス騎兵隊に急に総動

員令が下った。 
 
１１月１１日  ドイツ休戦に調印（コンピエーニュの森） 
 
１９１９年 
勝利が近づいたように見え始めた１９１８年秋に、ケインズが所属していた大蔵省の関係

する問題は、ドイツの賠償問題であった。 
 
＊ ケインズらの調査結果が、１１月末（１９１８年）に閣議に提出された。 

―――休戦条約に基づいて請求すべき金額は、高めに推定すれば約４０億ポンド。楽観

的な見通しに立てば、ドイツの支払能力は３０億ポンドになるが、より慎重に見れば２

０億ポンドと見るべきであると、彼らは考えた。これは膨大な額である。 
普仏戦争時にドイツが強要した２億１千２百ポンドの賠償金と比較すればわかる。当時

この対仏賠償金は過酷なものと考えられていた。 
＊ 戦時内閣に、強い気性を持った閣僚がいた―――それはオーストラリア首相のヒュー

ズ(Hughes)であった―――彼はドイツに連合国の戦費全額を支払うべきと断言してお

り、これに関する独立の委員会が設置され、奇妙なことにその議長に彼が任命された。 
委員会はその支払額を２４０億ポンドと定めた。 

 
１月１８日   パリ講和会議開始 
ケインズ伝によれば、イギリス内閣はこの問題を未決定のまま、大蔵省報告、商務省報告

ならびにヒューズ報告書の三案をもってパリへ出発した。ケインズも大蔵省の首席代表と

してパリへ出かけた。 
 
平和条約調印前に一つのエピソード――― 

休戦条約には「連合国は必要と思われる程度までドイツの食糧補給を考慮する」と述べ

られていたにもかかわらず、フランス側の支払手段の異論により食糧引き渡しが４か月

も遅れることになり、通常言われている「封鎖の継続」よりも大きな誤りを生みだした。

病気と飢餓のドイツの子供たちの光景にイギリスの軍隊はうんざりさせられた。 
＊「平和の経済的帰結」の中に、非難を込めて指摘している。―――「経済的窮乏は徐々

に進行するものであり、人々が辛抱強く耐えている限り、外部の世界はほとんどそれに
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注意しない。身体の能力と病気への抵抗力は徐々に衰えてゆくが、生命は何とか保たれ

てゆく。しかし、ついには人間の忍耐力の極限が到来し、絶望と狂気にうながされて、

受難者たちは危機一歩手前の昏睡状態から目覚めさせられる。」 
そして、１９１９年６月５日付の「フォシッシェ・ツァイトゥング」紙に載せられた痛

ましい記事を引用している。―――「担当医が説明してくれた。この子は信じられない

ほど沢山のパンをとるのに、ちっとも強くなりませんでした。やっと分かったのですが、

この子は受け取ったパンを全部藁布団の下に隠していたのです。飢えの恐れが巣食って

しまったために、この子は食べ物を食べずに、それを蓄えていたのです。間違った動物

本能が、実際の苦痛よりも飢えの恐怖のほうをいっそう恐ろしいものにしてしまったわ

けです。」 
それにもかかわらず、イギリスの納税者を救済するために、四、五十歳になるまでこの

ような子供たちが賠償金の支払いをすることが正義の求めるところなのだ、という意見

をお持ちらしい大勢の方々がいるのである。 
 
５月１４日  ケインズから母ケインズ夫人へ 

「私はたしかにここ数週間誰にも手紙を書いておりません―――しかし私は一部は仕

事のために、一部は私を取り巻く邪悪によって憂鬱にさせられて、すっかり疲れてしま

いました。ここ二三週間ほど惨めな思いをさせられたことはかってありません。平和条

約は残忍で、不可能で、その後には不幸以外のなにものももたらすことはできません。 
（中略） 私はもしドイツ側の立場に置かれていたならば、私はこんな平和条約に調印

するよりはむしろ死んでしまうでしょう。 （中略）  私は大蔵省にできれば６月１

日までに、またどんなことがあっても６月１５日までには、職務を解いてくれるように

手紙を書いています。ですから５月休暇の終わりには間に合うように帰れるでしょう。」 
 

ケインズからダンカン・グラントへ、 
「―――僕はここに三週間この上なく惨めな思いをしてきた。平和条約は残忍だし．．．

ところで、どこにも食糧もなければ職も無く、フランスとイタリアは中央ヨーロッパへ

すべての人を他のすべての人に対して武装させるために軍需品を注ぎ込んでいる――

誰もかも、食糧や原料を要求するのではなく、隣国に対抗するために武器を求めている。 
最もひどく失望したことは、各国を自立させるための僕の大計画が挫折したことである。

大蔵大臣と首相を首尾よく通過し、正式にウィルソンとクレマンソーに提示されたのち、

アメリカ財務省は不道徳な提案であるとして正式に却下した。ウィルソンは―――最近

よく観察したが―――世界最大の詐欺師だ。 （中略）   手紙をくれ。そして世界

にはまだいくらか立派な人間のいることを僕に思い出させてくれ。 
一二週間前、マチスの展覧会に行った。カタログを同封しておく。僕は、最近作はどう

も好きになれない。彼がほとんどアカデミックな画風になりつつあると考えるのは、正
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しいだろうか。 
 
６月３日   ケインズから母ケインズ夫人へ 
    （略）   「首相（ロイド・ジョージ）は、哀れな人間で、今この時になって、

この呪われた条約を変えようとしています。しかしもう手遅れです。」 
 
＊ ケインズは、ドイツがフランスおよびベルギーの物的回復を保証する基礎について、６

月２日ロイド・ジョージに手渡した覚書の中で、最後の自暴自棄的な努力をした。その

中で、ドイツに対する要求総額を６３億ポンドと算定した。この額から平和条約によっ

て割譲さるべき領土分を差し引くことを提案した。そうすれば残りは５０億ポンド、そ

れは条約草稿の特別条項が要求していた額と同じ便利な額であった。そこから物的回復

額２０億ポンドを差し引き、ドイツに残り３０億ポンドを合理的な期間にわたって無利

子で支払わすべきであると提案していた。しかし全てそれは水泡に帰した。 
 
＊ 条約は６月２８日(1919)に、賠償金 1,320 億金マルクと定められ調印された。しかしケ

インズはすでにパリを去っていた。(発効は１９２０年１月２０日) 
 

平和の経済的帰結 
＊ 「平和の経済的帰結」は、８月と９月を通じて、チャールストンで書かれ、１２月に書

店に現れた。この書物は多くの国で彼の名を有名にすると同時に、また多くの謹直な

人々の不評を買った。彼を駆り立てて筆を執らせたのは、彼の深い魂の苦悶であり、計

画を実行させたのは彼のまったくの大胆不敵さであった。  
 
＊ ケインズは、その序論の中で、 

「狂気じみた迷妄と向こう見ずの利己心に駆られて、ドイツ国民は、われわれすべてが、

そのうえで生活し、事物を築き上げていた基礎を、覆してしまった。ところが、フラン

ス国民とイギリス国民のスポークスマンたちは、すでに戦争で揺るがされ破壊されてい

るこの繊細で錯綜した組織を、それを回復することができたかもしれぬときに、そして

それによってのみヨーロッパ諸国が職を得て生活していけるのに、もし実施されればそ

の組織をいっそう損なってしまうような平和条約によって、ドイツが着手した破滅を完

全なものにするという危険に乗り出してしまったのである。」 
 
「イギリスでは、生活の面では、まだ少しもわれわれに、一時代は終わったのだ、とい

うことを感じさせたり、理解させたりはしていない。われわれは中断した生活を、ま

たそこから始めることに忙しく、異なる点といえば、多くの者が以前よりもずっと豊

かになったように見える、ということだけである。 （略）  あらゆる階級のひと
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びとが相似た仕方で計画をたてている。冨者はより多く支出してより少なく貯蓄し、

貧者はより多く支出してより少なく働こう、というように。 
 しかも、こうも無自覚でおられるのは、おそらくイギリス（そしてアメリカ）におい

てのみである。ヨーロッパ大陸では、大地が揺れ動いているのであり、何人もがその

地鳴りに気づかぬわけにはいかない。そこでの重大問題は、生と死、飢餓と生存、死

に瀕した文明の恐るべき痙攣が問題なのである。」  
＊ ケインズの苦悩は続く――― 

「休戦に引き続く六か月の大部分をパリで過ごした者にとって、時折ロンドンを訪れる

のは、奇妙な経験だった。イギリスは、依然としてヨーロッパの外部に立っている。ヨ

ーロッパの声なき戦慄は、イギリスには伝わっていない。ヨーロッパは離れており、イ

ギリスはヨーロッパの肉体の一部にはなっていない。だが、ヨーロッパのほうは、固く

一体をなしている。フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、そしてオランダ、ロ

シア、ルーマニア、そしてポーランドは、ともに同一の鼓動をうち、その構造と文明は、

本質的に一体である。それらの国々は、相共に繁栄していたし、われわれが、その（ア

メリカほどではないかもしれないにせよ）莫大な貢献と犠牲にもかかわらず、経済的に

は外部にたっていた戦争で、相共に揺れ動いてきたのだし、おそらくそれらの国々は相

共に倒れるのである。この点にこそ、パリ平和条約の破壊的意義が存している。」 
＊ ケインズの絶望感が記される――― 

「パリは悪夢だった。そこでは誰もが病的だった。たわいもない場面の上にのしかかっ

ている切迫した破局感、立ち向かってくる巨大な事件を前にしての人間の空しさとちっ

ぽけさ、さまざまな決定の中にごちゃまぜになっている重大性と非現実性、軽率・盲目・

倨傲・外からの混乱した叫び―――そこには古代悲劇のあらゆる要素が備わっていた。

フランスの壮麗な大広間の劇場風の諸装飾品のただなかに現に席を占めていれば、あの

動かぬ容色と変わらぬ特徴を備えたウイルソンとクレマンソーの尋常ならぬ相貌が、い

ったい本当に人の顔なのだろうか、何か風変わりな劇や人形芝居の悲喜劇仮面ではない

だろうか、と、ひとは訝ったかもしれない。」 
 
おわりに 
＊ 第一次世界大戦という名称は、イギリスにおける The War という呼称に「第一次」

という名を与えることによって、「次なる戦争」を予感させる未完の戦争となった。こ

の名称を使ったのは、１９２０年刊行のイギリス軍事問題専門家チャールズ・レピント

ンの戦時日記の表題が最も早い例であった。 
＊ 事実、１９１８年１１月の休戦は、西部戦線の戦闘を終わらせただけであった。東部戦

線では、国家間の戦争のみならず、革命戦争、内戦、民族紛争といった闘争が続発して

いた。アイルランドの独立戦争、中東における部族反乱などである。 
＊ 戦後に生まれた「ワイマール共和国」がナチズムを生み、再び第二次世界大戦へと繋が
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っていった戦後の時期の研究が次の課題として出てくる。ケインズが「平和の経済的帰

結」のなかで、高額なドイツ賠償額の不当性を指摘し、ヨーロッパ全体の経済的混乱を

予言していたことを思うと、なぜ各国はもっと協調できなかったのか？ ひるがえって、

現在の東アジアにおける日本も含めた大国同士の非協調的な動きに思いをはせると、参

考にすべきことが多いのではないか。 
以    上 

資 料： 第一次世界大戦、年表 
     第一次世界大戦、参考文献 
     ロマン・ロラン、ゲルハルト・ハウプトマンへの公開状 
     ヘルマン・ヘッセ、おお、友よ、その調子をやめよ 


