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雑感 第一次世界大戦                      2014 年 12 月 
                                 山 本 利 久 
はじめに 
今年は欧州各地で第一次世界大戦勃発 100 周年を迎えた様々な記念行事が開催され、多く

の関係者が参列、メディアもそれなりの報道を行っていた。この大戦に連合国側の一員と

して参戦した我が国でも関連する報道や論評も散見された。この中には NHK の｢BS 世界

のドキュメンタリー：第一次世界大戦｣＊などの海外作品もあり、リアルな映像と解説が印

象に残る。 
＊注記 英；War Horse：The Real Story(2012), The World’s War Forgotten Soldiers of Empire. 仏；The 

Last Fallen Soldier, Women at War。年号の無いものはいずれも 2014 年作。 

また本年は第二次世界大戦勃発 75 周年、そしてベルリンの壁崩壊 25 周年の節目の年に当

たるため、ドイツでは関連した行事や本・雑誌・報道等の出版・放映が企画・実施された。

そうした中、現代のドイツ・ドイツ人社会では、悲願の東西ドイツ統合を果たした歴史的

なベルリンの壁崩壊が最大の関心事であったように筆者には思えた。 
因みにドイツの有力週刊誌シュピーゲルは、9 月 15 日から連続 7 週間に亘る特集記事”世界

を変えた 7 日”(Sieben Tage, die die Welt veraenderten)＊を特集した。 
＊注記；7 日とは、1989 年 5 月 7 日、同年 9 月 30 日、同 10 月 9 日、同 11 月 4 日、同 11 月 9 日、そし

て 90 年 1 月 15 日、同年 3 月 18 日を指す。 

ドイツばかりでなく、英国の Economist 誌は、”The best books of 2014”の政治・時事部門

で、”The Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall by Mary Elise Sarotte”を
選んだ。 
11 月のスマイル会例会で梅津氏が｢作家たちと第一次世界大戦｣と題して、現代人が忘れか

けていた戦争の歴史を、ユニークな視点から分析、我々に多くの刺激、ヒント、歴史再考

の重要性などを提供・教授して頂いた。 
このレポートはそうした背景に立ち、掲題に付き若干の考察を行ったものである。 
 
梅津氏の 11 月例会発表｢作家たちの第一次世界大戦｣から 
歴史を読み解く時、避けられないリスクは読者が現在の視点で考察する傾向があることだ。 
質疑応答の時間に、筆者は次の 3 点に特に関心を持ち、仲間たちと意見交換を行った。 
▽西洋文明 vs.ドイツ文明(p.16) 
 トーマス・マンは大戦勃発時に執筆した｢フリードリヒと大同盟｣の中で、次の様に述べ

ている： 
 ｢西洋文明に対するドイツ文化の戦いと位置づけ、ドイツの立場を積極的に支持した。｣ 
 この論説はロマン・ロランや兄ハインリッヒ・マンから批判された。 
 ここでドイツ文化が西洋文明と対峙する構図が描かれている。これは当時としても少数

意見だと思われるが、何故彼はその様に考えたのであろう。新興国ドイツを古き西洋文
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明から引き離すことでその新たな力を誇示したかったのであるうか？ 
▽ドイツの文字文化(p.17) 
 トーマス・マンが、エリンスト・ベルトマン(小説家・文学史家)に送った書簡で｢・・・

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

で役立ちたいという切実な願望から出た一つの行動です。・・・・｣、と述べている。こ

こで言う、西側とは英国、フランス以外に、どのあたりの国々までを指すのであろう？

またドイツ音楽との比較をしているが、ドイツ歌曲で歌われる詩などについて、マンは

どの程度の評価をしたのであろう。門外漢の筆者には解けない謎が多い。 
▽ケインズによる欧州大陸描写(pp25/26) 
 ｢平和の経済的帰結｣の中でケインズは次の様に述べている： 
 ｢・・・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、ヨーロッパの方は、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 
ポーランドは共に同一の鼓動を打ち、その構造と文明は、本質的に一体である。これら 
の国々は、相共に繁栄していたし、我々がその(アメリカ程では無いかもしれないないに 
しろ)莫大な貢献と犠牲にも拘わらず、経済的には外部に立っていた戦争で、相共に揺れ 
動いていたのだし、恐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。｣ 
現在の英国と EU の一連の政治・外交を見る時、当時ケインズが持った理解と心情に 
酷似していることが分かる。 

 その一方、ケインズの様な人物が何故英国をヨーロッパの外に置き、その上で欧州大陸 
諸国を一元的に捉えていたのか大きな疑問を持つ。前述のトーマス・マンの認識との対 
比が面白い。 
我々日本人の立場から見ると英国はヨーロッパであり、且つ欧州大陸諸国の多様なアイ 
デンティティー・エトスは当時も存在していたように思えるのだが。 

 
ベルダン(Verdun)の戦 
大戦中最大の激戦地の一つが、ベルダン(ヴェルダン)だった。当時日本でも知られた戦場で、

僅か数カ月に亘る戦闘で独・仏両軍の犠牲者は凡そ 70 万人に上った、と後掲の共通欧州歴

史教科書は記している(詳細は以下の頁 3,4,6 参照)。更に教科書はこの戦いをベルダンの地

獄(Hoelle von Verdun)とも述べている。 
尚この教科書については、この他にも頁 7 も参照して頂きたい。 
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ベルダン周辺の戦の経過(1916 年)       1914-1918 のフランス戦線                     

 
出所：左右とも Europaeisches Geschichtsbuch(1993)* 

注釈＊： 
Europaeisches Geschichtsbuch は欧州 12 カ国(仏、デンマーク、チェコスロバキア、伊、

ベルギー、アイルランド、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、オランダ、独、英)の 12 人の

歴史家による共著で、それぞれの国の言語で書かれた共通の歴史教科書となっている。ド

イツでは中等教育段階Ⅰ、Ⅱで使用された。プロジェクトの性格上非常に困難な中での作

業となったが、その是非は兎も角新たな試みとなった。その後独仏両国は、教育関係者ら

が共同で監修・執筆した｢仏独共通歴史教科書－1945 年以降の欧州と世界｣を第 1 巻として、

2006 年 10 月に発刊、その後 3 巻まで出て両国の高校で使用されることになった。 
 
寮歌にも歌われた 
第 1 次世界大戦の激戦地ベルダンは日本の寮歌にも出てくる。それが関西唯一の公立 7 年

制高等学校であった浪速高等学校の｢浪速の友に｣である： 
１．麦生

む ぎ ふ

の床に百
もも

鳥
どり

の 聲は平和をなのれども 
ベルダンの野に夏草や 強者どもの夢の跡 
血にコクリコの花咲けば 文化のほこり今いづこ 

２．問ふやわが友うら若く 今はた人は人を食み 
かたみにうばふ國と國 男子四方の志 
この妖氛を掃はんに 若くもなしと知るや君 

３．浪速の浦の揖枕 三年の友よいざさらば 
彼の天日を指して ともに盟はん世を照らす 
光亜細亜の東より 友よ我等ぞ光よと 

４．吾ほヽゑみて歌ふとき 友眉あげてうなづきぬ 
さらばと友の舞うにつれ わが歌聲は朗らかに 
光亜細亜の東より 友よ吾等ぞ光よと 



4 
 

作詞は同校の英語教師で、漱石の高弟の一人でもあった辻村鑑。1929 年 11 月の作である。 
同校出身の異色の経済学者森嶋通夫氏は、その著｢血にコクリコの花咲けば－ある人生の記

録｣(朝日文庫 2007 年)で、次の様に述べている。 
｢・・・・最後に思いついた｢血にコクリコの花咲けば｣は、私の高校のいわゆる寮歌の一節

である。それは夏目漱石の弟子であった辻村鑑先生が退職後、なつかしかった浪速高校時

代を回想して、生徒たちに贈った歌だが、先生は 2 年間浪高で英語を教えていた間に、校

長と教育方針について意見が対立し、不本意にも退職させられた人である。 
先生はフランスの第一次大戦の激戦地ベルダンを知らない筈である。だから先生の歌のベ

ルダンは、渓谷を背景にした高台のとっかかりに、雑木林でかこまれた地下要塞があると

いう現場の必ずしも的確な記述ではない。しかしそんなことは先生にとってはどうでもよ

いことであろう。       
ベルダンの廃墟 

 
出所：Time 誌(2014/7/7-14) 

先生は校長との戦いにやぶれたが、当時では珍しい学校紛争にまで高めて先生を支持して

くれた生徒たちに、感謝の心をこめてその歌を贈ったのである。戦いで死んだのはドイツ

兵でもフランス兵でもイギリス兵でもなく、先生自身と生徒たちであったのだ。 
コクリコとはポピーのことであり、イギリスでは両大戦戦没者慰霊の日には、今でも人々

はポピーの造花をつけて追悼の意を表明している。最後に辻村先生の『浪速の友に』の一

番と二番を書いておこう・・・・・｣ 
尚その歌詞の一部が日本寮歌振興会編の｢日本寮歌集｣と異なる処があるが、ここでは、前

述の如く、後者の歌詞を掲載した(但しルビは森嶋氏の引用)。またここで寮歌としたのは、

森嶋氏も述べておられる様に｢いわゆる寮歌｣で、多くの寮歌が寮生の作になるものだが、
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寮の無かった浪速高校で歌われた広義の寮歌で、その意味でもユニークな秀作である。 
コクリコ(ポピー)は雛罌粟

ひ な げ し

のことで、漢名は虞美人草。原産地は辞書によるとヨーロッパ中

部高原(一説では中央アジア)、江戸期に渡来した。 
余談になるが、筆者は 1991 年～4 年にかけ、ロンドンに駐在した。その折毎月開かれたサ

ボイホテルの朝食会で先生の講演を数回拝聴したことがある。 
 
映画レッド・バロン(Der rote Baron) 
第１次世界大戦を題材にした映画、ドキュメンタリー、小説(含むノンフィクション)、絵画

などは数多く出ている。そうした中このドイツ映画は 2008 年と新しい。大戦が始まってや

がて 100 年を迎える時期の作品である。現代人が歴史を見直し、こうした映画が作成され

る時、ドキュメンタリー映画と異なり、兎角暗く、悲惨で、絶望的な局面に焦点が当てら

れるケースは少ない。この映画も戦時における国境を越えた人間の生き方、軍人魂、秘め

られた恋への思慕と言った情感が漂う。 
この戦争で飛行機、戦車など近代兵器が登場、兵

器の殺傷能力は飛躍的に拡大した。物語はドイツ

の撃墜王(マンフレート・フォン・リヒトホーフ

ェン男爵)が主役で、フランス北部で数々の空中

戦が展開される。当時の主力戦闘機は複葉(二葉)
機と三葉機。時期は 1916 年～17 年。この映画で

は当時のドイツ軍は軍紀も守られ、兵站も充足し

第一次大戦の三葉機 出所；Wikipedia             、地下壕は完備していた。映画には登場しないが、

そうした状況は一般市民の暮らしや生活環境とは隔絶していたようだ。 
敵対するロシアとの東部戦線は、1917 年のロシア革命

で状況が一変、ドイツは西部の連合国軍との戦闘に忙殺

されることになる。 
 

出所；同上 

主な映画化された作品： 
西部戦線異状なし、武器よさらば、アラビアのロレンス、暁、地獄の天使 
 
ドイツの視点 
○ドイチェ・ヴェレ(Deutsche Welle、ドイツの国際公共放送)から 
 2014 年 7 月 28 日報道の要約； 
 サラエボの暗殺者は英雄か、それともテロリストか？第一次世界大戦勃発の原因は何

か？南東ヨーロッパ諸国の生徒たちはその教科書で様々な回答を得ている。 
 サラエボのセルビア地区では、第一次世界大戦の 100 年後、ガブリロ・プリンツィプの
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記念碑が建てられ、セルビアの首都ベルグラードでも同じような動きがある。1914 年 6
月 28 日、セルビア人学生が、オーストリア・ハンガリーの皇位継承者フランツ・フェル

ディナンド夫妻をサラエボで射殺した。事件後オーストリア・ハンガリーは、セルビア

政府に最後通牒を発した。そして僅か 30 日後に大戦が拡大した。 
 プリンツィプは革命組織”青年ボスニア”(Junges Bosnien)のメンバーだった。彼の目標は

セルビア、クロアチア、ボスニアの自由な南スラブ国家建設であった。 
 “ユーゴスラビアではプリンツィプは、自由の闘士として描かれた。それは今日尚セルビ

アの教科書でも変わっていない”、とブラウンシュバイツにあるゲオルグ・エッケルト国

際教科書研究所の南東ヨーロッパ専門家クラウディア・リチノフシキーさんは説明する。 
 このことは連邦国家ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人主体のスルプスカ共和

国”Republik Srpska”と同様、セルビアの教科書でも同じだ。 
 
○ヨーロッパ史の共通教科書から 
 －Europaeisches Geschichtsbuch－ 
 4 頁に亘るこの教科書の第一次世界大戦の記述は、原因・動機、戦争の新たな様相、変革

の兆し、終戦の 4 分野で説明・解説が行われている。戦線が拡大・激化する中、銃後で

の変化を次の様に記している： 
 勝利のためあらゆる資材・力が動員されなければならなかった。人々は前例の無い形で、

戦争遂行に巻き込まれた。女性は工場などで男性の仕事を行うようになり、それで戦争

に不可欠な資材の生産が滞る事はなかった。同時に多くの物資が不足するようになっ

た：中でも食料品が欠乏し、飢饉が発生した。戦争は戦闘する軍隊の問題であるばかり

でなく、万人の普段の暮らしを変えてしまった。それまで当たり前だった兵士間の戦闘

に限定されていた戦争が、今や全面戦争に拡大してしまった。 
 ここで教科書に掲載された 5 枚の写真を紹介したい。 

写真①                   写真② 

  
 出所：いずれも共通歴史教科書 以下の写真も同じ 

 教科書の解説 
写真①フランスの兵士動員： 
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モットーは、一度限りのパリ・ベルリン往復だった。しかし近代戦の現実を兵士たち

は忽ち認識することになった。パリの東駅での別れに当たり、彼等は銃身に花を挿し

ていた。 
写真②ドイツでの動員： 

戦線に送られるドイツ兵を乗せた貸車の上書きは兵士たちのムードを描写している。

至る所に書かれたのは、戦争は短期間で終わるだろう、と言うものだった。 
写真③              写真④ 

  
 写真③；女性労働者。第一次世界大戦中に、初めて多くの女性がそれまで男性によって

行われていた労働に動員された。この絵はイギリスの弾薬工場。 
 写真④；塹壕戦。1915 年戦線は膠着状態に陥った。塹壕と避難所によって深く陣形を組

まれたシステムが攻撃側の突破を殆ど不能にしてしまった。大量の人的、物的投入が僅

かな前進を齎したが、同時に莫大な喪失を被る結果となった。 
 写真⑤ プラハ レーニン博物館、画家 W. Serow 作 

写真⑤；1917 年 11 月 7 日、レーニ

ンとボルシェヴィキは帝政ロシア帝

国の権力を勝ち取った。 
当時ロシアで使われていたユリアヌ

ス歴によると、それは 10 月 25 日で

あったため、”10月革命”と呼ばれた。

レーニンの当初の施策は、特に、大

地主の土地収用並びに臨時政府の設

立そして最初の外交政策としての和

平に関するものだった。 
 
≪資料・データ≫ 
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○犠牲者等の数：様々に推定されている 
 ＊タイム誌(2014 年 7 月 7～14 日) 
  戦死者 約 1000 万人 
  傷病者 約 2000 万人 
 ＊Economist(2014/8/9) 
  軍人・民間人合計死者 1700 万人 
 ＊Europaeisches Geschichtsbuch(前掲) 
  死者  約 800 万人 
  負傷者 約 1600 万人強(その多くが身障者となった) 
○スペイン風邪(インフルエンザ) 
 ＊世界全体の死者：約 5000 万人、大戦中の軍人・民間人合計死者 1700 万人の粗 3 倍と

なり、僅か数カ月で史上空前の死者を出した。 
   出所：BBCNews Magazine(2014/10/12) 

  ＊流行の第一波は 1918 年 3 月に米国のデトロイトやサウスカロライナ州付近。米軍のヨ

ーリッパ進駐で、5～6 月に欧州で大流行した。第二波は 1918 年秋で、ほぼ世界中で

同時発生、第 3 波は 1919 年春から秋の発生、この期は日本が最大の被害国。 
  出所：Wikipedia 

 
出所：日経経済教室＜第 1 次大戦の教訓○下石津朋之氏(2014/7/18) 

後書、筆者は旧西独の金融の中心地、フランクフルトに駐在中、1970 年代初期に家族と共

に高速道路を利用、南のバイエルン州アウクスブルグ、オーストリアのインスブルグ経由、

ブレナー峠を越え車でイタリアまで往復旅行をした体験がある。その折ドロミティー山系

の麓にある北イタリアの街コルティーナ・ダンペッツオを訪ねた。近くには第一次世界大

戦の激戦地イゾンツオ(オーストリア軍対イタリア軍)があり、立ち寄った観光案内所で、今

でも山岳地帯で時折砲弾や銃弾の破片が見つかることがある、と聞いたことを思い出す。

この一帯は民族的にも複雑な地域で、大戦前はハンガリー・オーストリア帝国に帰属、大

戦後イタリアに編入された。尚この地で1956年開催された冬期五輪の男子アルペン回転で、

猪谷千春選手が日本人初の銀メタルを獲得した。(了) 


