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スマイル会２７年４月例会 
２７年４月３０日 

梅 津 寿 一 
 

続第一次世界大戦―――ドイツ問題並びに戦間期の出来事 
 
はじめに 
＊ ２６年１１月スマイル会例会での発言の中で、トーマス・マンが今次大戦は「西欧文明

に対するドイツ文化の戦いである」と主張し、第一次世界大戦を全面的に支持して兄の

ハインリヒならびにロマン・ロランと対立したこと。またヘルマン・ヘッセが「おお、

友よ、その調子をやめよ！」の論文を発表した時に、ロマン・ロランは立派な論文と評

価していながら「．．．ドイツのあの順応精神とあまりにも結び付いている．．．」と論及

していることが今一つ分からなかった。 
トーマス・マンやヘルマン・ヘッセという当代きっての知識階層たるドイツ人のメンタ

リティはどの様に作られていったのか、ドイツ人とは何なのか？ 
それを、「ドイツ問題」として最初に解き明かしてみたい。そして、第二次世界大戦へ

と繋がる戦間期の出来事を可能な限り拾ってゆく。 
＊ 色々なドイツ人論の中で、著名なアメリカ人歴史学者、ゴードン・A・クレイグの「ド

イツ人」（みすず書房 1993、原著 1982）の中にも外国人の目には行き過ぎと映る権威

への服従の習性について語られている。しかしここでは以下の二つの書籍を基に、「ド

イツ問題」を解明する。 
 

① ヘルムート・プレスナー (Helmuth Plessner, 1892-1985) 
「ドイツロマン主義とナチズム――遅れてきた国民」 

        講談社学術文庫 1995 （原題：Die verspaetete Nation, 1959） 
    ＝ 1935 年に「市民時代末期のドイツ精神の運命 (Das Schicksal deutschen 

Geistes im Ausgang seiner buergerlichen Epoche)」というタイトルのもとス

イスで出版されたが、ナチス政府により禁書扱いにされた。 
      1959 年に長い序文をつけ、原題名で出版された。 

② ピーター・ヴィーレック (Peter Viereck, (1916- ？ ) 
「ロマン派からヒトラーへ」紀伊国屋書店 1973 

    ＝ 作者は 1916 年生まれのアメリカ人で、ハーヴァード大学出身、ドイツ史、ロ 
シア史を同大学で講義。本書は 1936-1940 年にかけて、ハーヴァード、オク

スフォード大学で書かれ、1941 年に歴史学の学位論文としてハーヴァード大

学に提出、同年出版された。（原題：Meta-Politics : From the Romantics to 
Hitler, Alfred A. Knopf, 1941, New York） 
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おれの胸には、ああ、二つの魂が住んでいて、     1112 
それが互いに離れたがっている。                      1113 
一方のやつは逞しい愛欲に燃え、            1114 
絡みつく官能をもって現世に執着する。        1115 
他のものは無理にも塵の世を離れて、         1116 
崇高な先人の霊界へ昇ってゆく。           1117 

       ゲーテ「ファウスト、市門の前」のファウストの述懐 
                 ワイド版岩波文庫（相良守峯訳） 
 
１． ドイツ問題 
＊ 上に掲げたゲーテ「ファウスト」の述懐のように、ドイツ思想家、詩人に限らず一流の

人物の殆どは、自分自身の中にこの対比の両面を抱えているといってよい。「わが胸の

内なる二つの魂」について語り、ゲーテこのかたこの矛盾する魂を誇りにしてきた。そ

してその扱い方によって、彼らは天才になったり、悪魔になったりする。これらの特質

は、優れたロマン主義的な詩を生みだす場合もあれば、悪い政治をも生みだすのだ。 
＊ ドイツは意識的に西欧文明に対して背を向ける。しかし西欧のほうでもこの点は同じで、

ドイツと真っ向から対立している。 
西欧文明について、ヴィーレックは以下のごとくに説明している―――「西欧文明とは

合理主義、古典主義、キリスト教という三つの別個の遺産からなる普遍性を持つ文明。 
ナチズムはこの三つのものの正反対のものを表す。すなわち、理性に逆行する力を支持

し、ロマン主義に従い、部族的偶像を崇拝する。最もそう単純でないのは当然だが…」 
 
比喩的に言えば、ドイツ人の心の中を巨大な「ローマの壁」が貫いていて、壁のこちら

側は、古典主義的であり合理主義的であり、依法主義的であり、ローマ化したドイツ人

のキリスト教の伝統が支配する。壁の向こう側は、古いザクセン人の異教があり、野蛮

な血と闘いの部族信仰があり、そしてロマン主義者の反合理主義がある。この精神分裂

症的ともいえる亀裂は、さまざまの対比において明白になる。 
幾つかの対比をあげてみると―――秩序と生命、形式と内容、静と動、古典主義とロマ

ン主義、国際主義と人種主義、平和主義と軍国主義、キリストとオーディン、文明と文

化。 
＊ 文明と文化との対比で、西欧がヒューマニスティックな、普遍的な広がりを持つ精神的

理念とその行動様式との体系を文明という言葉で意味するとすれば、ドイツ人は文化と

いう言葉で、自分自身と宇宙の自然諸力との深い合一を考える。文化における、意識下

の「深み」、「血」を対比させる。このことは、「文化」という言葉を用いることによっ

て、血によって、意識下の世界によってのみ理解される―――他の人種によってドイツ

人は決して理解されない、という主張に繋がっていく。 
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＊ 文明対文化というドイツの「二つの魂」をドイツ史に辿ると、「西欧」というものの原

型をなすローマ帝国との戦いを振り返る必要がある。そこには五つの戦い（抗議、プロ

テスト）に集約される。 
 

五つの反乱 
＊ その一つ目は、ローマ帝国が北方の金髪の野蛮人の前に屈した、紀元９年のトイトブル

ク森の戦いにまで遡る。 
 

 注：トイトブルク森の戦い―――紀元９年９月、ゲルマン系ケルスキ族の族長アルミ

ニウス（ヘルマン）に率いられたゲルマン諸部族の軍隊とローマ帝国との戦い。 ロ

ーマ軍団全滅。 （トイトブルクは現在のオスナブリュック郊外） 
1875年、 この戦いを記念するヘルマン記念像がデトモルトに建てられた。 
19 世紀には、この勝利がゲルマン民族の誇りとして象徴的に使われた。 

 マックス・ブルッフ(Max Bruch、1838-1920)、オラトリオ「アルミニウス」作曲。 
  2009 年、戦場跡で２０００周年の記念式典が行われた。 
     

＊ ローマ帝国の普遍的な法律尊重の精神と、キリスト教の絶対者が課した二つの規律に対

しての、ルサンチマン（恨み）をドイツ史のいたるところで見ることが出来る。このル

サンチマンの感情は、有史以来の２０００年間、非合理的・根源的で強力なバーバリズ

ムを奉じた文化的・政治的・宗教的そして人種的反乱という形で、周期的に爆発した。 
＊ ヘルマンの後継者は中世のザクセン人である。神聖ローマ帝国カール大帝（シャルルマ

ーニュ大帝）のキリスト教化に抗して戦ったザクセン戦争（772-804）が２度目のプロ

テストであった。 
＊ ルターの宗教改革時代（1517）に、ローマに対する３度目の反抗を企てる。ヴィーレッ

クは宗教改革を、ルター自身はキリスト教の動機から喚起されたのであるが、一般のド

イツ人の運動としてみるならば、ルネッサンスとヒューマニズムというドイツ精神と異

質なものを駆逐しようという排外的文化運動としてとらえている。ルネッサンス期には、

理性・明晰・普遍主義・法などのローマ・古典文明の高い遺産に浸っていたのは、イタ

リアに代わってフランスであった。 
フランスこそがドイツ文化の脅威であった。三十年戦争によってドイツ固有の文化が衰

弱した後は特にそうであった。だからこそ、ローマ帝国の遺産である西欧に対するドイ

ツの４度目、５度目の反抗はイタリアでなくフランスに向けられたのである。 
＊ ４度目の反抗は、１８世紀後半の、疾風怒濤（Sturm und Drang）として知られるロマ

ン主義前段階の反理性的な文学運動として開始され、１９世紀のロマン主義の流れへと

通じている。 
この政治上の波が、解放戦争（対ナポレオン）と普仏戦争（1870-71）である。 
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  そして５度目がナチズムである。 
＊ 1806-13 年のフランスに対する解放戦争は、ヘルマンのシンボルをドイツ中に広めるこ

とになった。ロマン主義の影響をうけた詩人・劇作家のクライストは、1808 年「ヘル

マン戦争」を書いて、ローマ化の波に抵抗したヘルマンを思い起こし、ドイツ人はフラ

ンス文明に刃向わなければならないと説いた。ドイツ精神に深い影響を及ぼしたこの戯

曲は、今日ナチの手で書かれたのではないかとさえ思わせる響きを持っている。この戯

曲の主要なモチーフは「被った虐待に対する復讐」である。ベルサイユ体制に対するヒ

トラーの報復はこれに酷似するものではなかろうか。 
 

注：三十年戦争―――1618-1648 の間に戦われた最後の「宗教戦争」・最初の「国際

戦争」と言われた。ドイツにおけるその影響は大きく、ドイツの隣国はドイツ国

内の宗教・政治戦争につけこんで、ドイツの土地・資源を手に入れるためヨーロ

パ史上最大の破壊的な戦いをおこなった。これによりドイツの発展は２００年後

退し、３０年戦争の初めごろの経済水準に戻るのに２００年を要したといわれて

いる。1648 年ウェストファリア条約により、ドイツは３００に及ぶ領邦国家の分

立が確定し、一領邦一宗派の時代が始まる。領邦単位の国家教会制度である。 
    この戦争により繁栄する都市は戦火によって荒廃し、各地の市民がその封建領主

に抵抗して形成し始めていた自由な諸制度は掃滅された。あらゆる形の権威主

義・上からの統制に対して服従する態度をドイツ人がとるようになったのはこれ

以来のことである。 
    この壊滅的な戦争ののち、物質的に弱体化し、文化的自信を無くしたドイツは、

一世紀の間フランスをはじめとする外国勢力に卑屈なまでに従った。知識層はフ

ランス語のみ話し、ドイツのすべてを見下した。その裏返しとしての排外的な動

き、劣等感が、傲慢な武力の誇示、「フランス思想」や西欧文明全般に対するヒス

テリックな反応に表れている。 
 
＊ これらの五つの反抗が間欠的に爆発した二千年を通じて、あの「二つの魂」は一貫して

作用していた。 
ヴィーレックは最後に、ドイツが神聖ローマ帝国から受け継いだ政治的・知的遺産は

ローマのキリスト教的伝統であり、とくにその普遍主義である。野蛮なザクセン人の

伝統ではなく、フランスのゴール人と同様に神聖ローマ帝国のキリスト教の伝統に浸

りきっていた、そのドイツ人の伝統がわれわれ共通の文明に対するドイツの貢献とさ

れる多くの偉大な精神を生みだしたのである。この政治的・知的遺産はローマのキリ

スト教的伝統であり、とくにその普遍主義である。この遺産は、ヒトラーの世界征服

の「使命」にもまして「ドイツ人の」使命でなければならない、と言っている。 
＊ 過去５００年余りを振り返ってみると、ドイツほどその国境が変わった国はない。また
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国家のあり方がはっきりしない国もなかった。２０世紀だけを見ても、第一次世界大戦 
後の帝国解体からワイマール共和国、ナチス、戦後の東西ドイツ、統一ドイツへと変わ

っている。１７，１８世紀には、フランス語で “Les Allemagnes”と複数形で呼ばれた

ように小国分裂の国。ドイツという国は存在自体がヨーロッパの人々にとっては問題だ

ったのであり、そこから「ドイツ問題」という言葉が生まれたのであった。 
 

注：「ドイツ問題」―――プレスナーの原注にある、Wilhelm Roepke : Die deutsche 
Frage, Zurich 1945 を本文中の訳として「ドイツ問題」としている。同書籍の

日本語訳はないようである。 
 
＊ ５度目の反抗、ナチズムはどのようにして生まれたのか、というのが両著者のテーマで

あるが、今後の研究課題としたい。 
一見したところ、ドイツ・ロマン主義とナチズムの間には関係がないようにみえるが、

約１世紀の間にドイツ・ロマン主義がナチズムへと一歩一歩変質していったことを勉強

するのは、将来の政治を考えるうえで無駄ではないであろう。 
 
   悪しきドイツと良きドイツと二つのドイツがあるのではないということ、ドイツは

一つだけであり、その最良のものが悪魔の策略にかかって悪しきものになったのだ、

ということであります。 
   悪しきドイツ、それは道を過った良きドイツであり、不幸と罪と破滅のうちにある

良きドイツであります。 
       トーマス・マン 「ドイツとドイツ人」1945    岩波文庫 P３６  
 
２．開戦時におけるフランスのユニオン・サクレとドイツのブルク・フリーデン 
戦争を望んでいたわけではない両国民が、開戦すると熱狂的とは言わないまでも戦場へと

出征していったのは、何故なのか？ 戦争は短期間で終わると信じていたが、結局は４年

以上も続くことになったのであるが、その間どちらも決定的な士気の低下がみられなかっ

たという。どうしてそんなことが起きたのか？ ここにフランスの「神聖なる団結」（Union 
Sacre）とドイツの「城内平和」(Burg Frieden)という、いわゆる戦時における体制翼賛的

な動きがあったことが見て取れる。 
   注： 筆者が第二次世界大戦における体制翼賛、大政翼賛という言葉を敢えて使っ

た。 
＊ フランスの「神聖なる団結」(ユニオン・サクレ) 

この言葉は、1914 年 8 月 4 日の大統領レイモン・ポアンカレの教書の中で使われた。 
―――侵略者に対する共通の怒りと共通の愛国心とをもってフランス人全員の団結を

呼びかけたもの。フランスの歴史の中では例を見ないもので、これに対してフランス
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人がほぼ一致して応えたのである。 
開戦前の３年兵役法に反対する勢力、また戦争の危機に反対していた社会主義者の多

数派、労働組合主義者たちはどこへ行ってしまったのか？ 7 月 27 日にはパリで大規

模な反戦集会が展開されたが、8 月 4 日に行われたジョレスの葬儀で、労働総同盟書記

長であったレオン・ジュオーが出征する労働者たちの名において、帝国主義と軍国主

義を非難する演説をおこなった。ドイツによる侵略を全面的に信じていたことを物語

るエピソードである。 
１９１４年当時「神聖なる団結」という言葉がフランス国内で語られたのは、「政党間

の休戦」、短期間で終わるはずだった戦争の期間に適用される国内政治の休戦であった。

祖国防衛という一点に於いて、長年伝統的に分裂していたフランス国民が、開戦当時

戦うために団結したのである。これは事実である。 
 
＊ ドイツの「城内平和」(Burg Frieden) 

ドイツにおいて自然発生的に選ばれた言葉である、「城内平和」は、包囲された城塞の

住民たちが遵守すべき休戦状態を意味していた。中世以来、「城内平和」は、共同体の

防衛のために、城塞内での係争や闘争を禁ずるものであった。1914 年のドイツ人たち

は、例外もなく、攻撃を受けた祖国を防衛することは正当なことであると考え、この

「城内平和」は議論されることもなく立ち現われたのである。この時代のドイツ人た

ちは、この自発的かつ予想外の「国民の一致団結」という奇跡を誇りとした。後のナ

チ体制の「民族共同体」(Volks Gemeinschaft) に繋がる。 
開戦当時、ドイツ政府は容易にロシアが侵略者ということを示すことに成功した。ド

イツ人の団結は強力であり、8 月 4 日にヴィルヘルム二世は、「余はもはや党派を知ら

ず、ただドイツ人を知るのみ」と高言した。 
しかし、「城内平和」は政治対立を隠蔽しただけであった。この「平和」は、軍当局だ

けが報道・出版の検閲を行い、保守的な立場のみ容認し、左派的な報道は妨害した。

見せかけの「城内平和」の裏では複雑な態度と期待が入り混じっていた。「１９１４年

の理念」に基づいてドイツ国民の新しい共同体を形成するという観念がうまれ、ドイ

ツはあくまで攻撃を受けたのであり、ロシアとその西欧の同盟国たちの攻撃に対応す

るためにのみ行動したのだ、という確信であった。戦争は防衛戦争であり、ドイツに

開戦責任はまったくない、というのがこの「１９１４年の理念」の決定的要因であっ

たのである。 
 
＊ 敗者の意識 

1918 年 11 月 11 日に休戦協定が結ばれたが、8 月までは「勝利による講和」が宣伝に

より繰り返されていたので、この無条件降伏のような休戦協定に一般の人々は驚いた。 
休戦時には、ドイツ軍は他国領内に軍勢を展開中であり、またベルリンが占領されたと
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いうことでもないので敗戦の現実を理解できなかった。 
戦場からドイツに帰って来た７００万人の兵士ほとんども「敗北」したという経験を持

っていなかったことである。将来にとって最も深刻なことはドイツ軍が本当に戦争に敗

れたのだということを認めなかったことである。―――「背後の匕首」伝説 
首相エーベルトも 12 月 10 日に前線から戻った部隊を前に、「諸君は勇者である―――

いかなる敵も諸君を負かしてはいない」と演説し、休戦の必要性、ドイツがそこに至っ

てしまった理由について全く言及しなかった。 
  休戦をめぐる沈黙とその前後におきた革命による敗北の忘却が、生まれたばかりの共

和国の歴史に重大な影響を与えることになる。当時のドイツ世論の最大の関心事は海

上封鎖が終わっていないということであった。このまま飢餓に苦しみ続けるのか！ 
 
３．平和のための１４か条・パリ講和会議 
大戦中の 1918 年 1 月 8 日アメリカ大統領ウィルソンは連邦議会の演説の中で、１４か条の

平和原則を発表し、戦後の国際秩序の構想を世界に提唱したのである。 
第５条： 植民地問題の公正解決（民族自決） 
第１４条：国際平和機構の設立（国際連盟の設立） 

 
＊ 休戦を求めるドイツの動きは 1918 年 9 月 29 日に始まる。１４か条に基づきドイツと

の休戦を模索していたアメリカは、難色を示すイギリス、フランスに圧力をかけ 11 月

11 日の休戦協定になった。休戦協定に至る経緯により、ドイツは公正な「講和」の期

待を抱いたが、パリ講和会議が始まると戦勝国間の講和条件の一致が見られず、ドイツ

は期待を裏切られた。特に休戦合意後も海上封鎖が解かれずドイツでの餓死者が増え続

けることとなった。講和条約調印（1919 年 6 月 28 日）後まで封鎖が続けられ、封鎖が

終了したのは 7 月 11 日である。戦後世界に対する高邁な理想が講和会議で語られるこ

ととの、あまりにも大きな差にドイツ国民は恨みを持ち続けたのである。 
＊ ドイツからの休戦提案にフランスの世論は驚き、最初の反応は圧倒的に否定的であった。

一息ついた後で体勢を立て直し戦闘再開するものとフランス人一般は信じていた。ドイ

ツ側が置かれていた状況に対する無知、ドイツ国民が飢えに苦しんでいたこと、ドイツ

人の人的損失が人口比ではフランスよりも少ないものの、数においては上回っているこ

との無知などである。ドイツは敗者であることを自覚し、フランス領土をすべて解放し、

ドイツも戦争の現実を知るべく戦争がドイツ領土に及ぶべきであったとした。 
＊ ドイツ側の休戦の受諾がウィルソン大統領の１４か条に基づいてなされたため、戦後処

理の主要な考え方である、民族自決、ならびに将来の民族間の紛争を仲介する国際連盟

の創設が講和会議で話されるべきであった。ウィルソンによれば「勝利なき講和」の構

築を意味する。一方、フランスのクレマンソーによって代表される考えは、戦争の責任

者ドイツに対する厳しい措置であった。1919 年 1 月 18 日の講和会議開会時に、レイモ
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ン・ポワンカレは「張本人に対する制裁」が必要と述べている。 
＊ 講和会議は、１０人委員会（米、仏、英、伊、日）、４人委員会（ウィルソン、クレマ

ンソー、ロイド＝ジョージ、オルランド）で議論されたが、作業の遅延、見解の不一致

などから最終的にはウィルソンとクレマンソーが歩み寄っていった。最後までドイツは

蚊帳の外におかれた。条約は 1919 年 6 月 28 日に調印されたが、サラエヴォ事件の丁

度５年後であった。 
＊ この条約はドイツを国際社会からつまはじきにするもので、当初国際連盟への参加は許

されなかった。ドイツは戦争責任者として非難され、単なる賠償金（indemnite）だけ

でなく戦争被害賠償金（reparations）を支払わなければならなくなった。 
ドイツは艦隊を引渡し、兵力は１０万人を越えず、参謀本部の設置も重火器の保有も禁

止された。植民地もすべて失い、アルザス・ロレーヌ、ポズナニ、ベルギー、デンマー

クの国境地帯の領土、工業地帯のオーバーシュレ―ジエン地方も失った。ザール、ライ

ンラントは占領された。 
＊ ヴェルサイユ条約の勝者の法に従うことが明らかになるにつれ、ドイツは騙されたのだ

という苦い確信が広がっていった。休戦協定が「約束」でなく、「背信」であることを

知っていたら戦闘は止めなかった、「…軍は負けずに戦争を終えている。武器を置こう

ではないか。」、という 11 月 12 日のヒンデンブルクの言葉が胸に響いてきたのである。 
また連合国が講和条件をドイツ代表団に渡した 1919 年 5 月 7 日、共和国大統領に選ら

ばれていた社会主義者のフリードリヒ・エーベルトも、ウィルソン１４か条という「神

聖な約束」によって連合国はドイツの手から武器を奪ったのだと表明している。 
＊ １９１９年のドイツ人にとって、戦争を始める罪を犯したという非難を受けることは最

悪のことであった。すべての戦線で「防衛戦争」を戦った、という確信に変わりはなか

った。２００万人の兵士の死、それらすべての犠牲が無意味にもたらされたもので、犯

罪の結果であったなどとドイツ人として受け入れることはできなかった。 
ナチのその後の宣伝は、広く効果的にこの「恥辱の講和」を消し去ることを約束するこ

ととなる。 
＊ シャイデマン政権は、条約調印を拒否して辞職したが、1919 年 6 月 28 日、最後通牒の

期限数時間前に、もう一人の社会主義者グスタフ・バウアーを首班とする次の政府が条

約調印を受け入れた。それは、連合軍によるドイツ侵攻の準備を知ったがためであった。 
＊ ヴェルサイユ条約第２３１条がドイツにとって最も不名誉な条項となった。戦争はドイ

ツが故意に引き起こしたものであり、その結果生じた物的・人的損失に対する責任はド

イツにあるというものであった。条約の調印式にフランスは「顔面負傷兵（gueules 
cassees）」の代表団を同席させ、ドイツの野蛮さを象徴的に表すシンボルに使った。 

＊ 歴代のドイツ政府は、１９３３年までこの第２３１条の取り消しを要求し続けた。ヒト

ラーも宣伝に巧みに用いたのは周知の事実である。 
４．戦後の「野蛮化」と「戦後の戦争」 
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＊ 戦時の態度が戦後社会に持ち込まれ、暴力が浸透し「野蛮化（brutalization）」と呼ば

れるようになった。特に政治の「野蛮化」がドイツに進展し、ジョージ・モッセの算

定によれば 1919 年から 23 年だけで、３２４件の政治的暗殺が発生した。戦間期のド

イツに充満していたのは、「継続する戦争」という気分であった。 
イギリスでも戦争を経験した人々が、「堕落し荒っぽくなった」「暴力のタガが外れて

しまった」など、戦後社会への平常復帰の困難を「野蛮化」に結び付けて憂慮したり、

戦争の影に怯えていたのである。少なくとも、1920 年代半ばまでの戦間期は、「平時」

ではなかった。 
＊ 当時の陸軍大臣であったチャーチルは、「巨人の戦争が終わり、小人の喧嘩が始まった」

と言っているが、数多くの「戦後の戦争」が始まった。 
大戦末期から終結直後にかけて、ロシア、アイルランド、中國、トルコは内戦状態にあ

った。またルール占領は国土を戦場とされる意味をドイツ国民に実感させた。 
＊ 「戦後の戦争」に見られる特徴の一つは、非戦闘員への暴力であった。「戦後の戦争」

は内戦の性格を帯びることが多く、暴力の一番のターゲットになったのはマイノリティ、

次いで社会的・政治的な背信者であった。 
＊ もう一つの特徴は、正規軍に代わって非正規軍事組織が大きな役割を演じたことである。

戦争は国家の交戦権の発動というだけにとどまらず、非正規軍事組織がルールから逸脱

した戦闘に参加し、ナショナリズム、反ボリシェヴィズム、反ユダヤ主義等、憎悪に満

ちたイデオロギーと結びつきやすく、正規軍以上に「野蛮」に振る舞う傾向があった。 
 
５．ヴェルサイユ体制 
＊ 戦間期のヨーロッパ秩序をヴェルサイユ体制と呼ぶ。このヴェルサイユ条約に批判的

な評価、「報復的で押しつけの講和であって、公正なものでない」、との評価は英米に

少なくなかった。これは、前回のときに取り上げた、ケインズの「平和の経済的帰結」

の影響が大きかったといえるが、近年では大戦がもたらした惨禍を思えば、条約はむ

しろ穏当な内容だった、という見方が有力になってきている。 
＊ 大戦後のドイツは依然としてヨーロッパの最強国のままであったし、ロシアの混乱、

ポーランドとチェコスロバキアの弱体、ハプスブルク帝国の崩壊、フランスの疲弊、

等々を考えると、ドイツの戦略的位置は 1914 年よりも強くなったとさえいえる。それ

にもかかわらず、ドイツから条約が不当だとの声が挙げられたのは、自分たちは敗戦

したのではないという認識からで、ドイツに欠けていたのは条約の規定を遵守する能

力ではなく、意志だったのである。 
＊ さらに、ドイツに条約規定を守らせようとする戦勝国の意志や力の欠如にもあったと

する考え方である。ドイツに強硬なフランスと消極的なイギリス・アメリカ間の対立

はヴェルサイユ体制を弱体化させた。 
＊ また、ヴェルサイユ体制がロシア（ソ連）を常に警戒しなければならなかったことも
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大きな問題であった。ロシアも 1918－22 年の内戦と 20－21 年の対ポーランド戦争で、

大戦の死傷者を上回る被害を受け、大戦からの離脱を実現したロシア革命が結局はよ

り深刻な戦禍を招いたのであった。 
 
６．ロカルノ条約 
＊ 1923 年 1 月 11 日、ドイツの賠償不履行を理由としてフランス軍、ベルギー軍はドイ

ツのルール地方へ侵攻・占領した。（この事態を国際連盟は議題にできなかった。）ハ

イパー・インフレにおちいっていたドイツは抵抗できず、「第二の敗戦」となった。 
ドイツ、フランス、イギリス三国に加えて、ベルギー、チェコスロバキア、イタリア、

ポーランドが参加するロカルノ会議が 1925 年 10 月開催（12 月条約調印）され、ドイ

ツ西部国境の現状維持を目指す多国間協定が結ばれた。東部国境の現状維持が確認さ

れず、将来の火種は残されたものの、多国間交渉でひとまずドイツが友好的な関係を

諸国と築いたことはヴェルサイユ体制の強化に繋がったといえる。さらに、1926 年 9
月にドイツの国際連盟加盟（常任理事国）が実現された。 
1920 年代後半は、戦争の時代から平和の時代への転換が果たされた、とオースティン・

チェンバレンが語ることになる。 
 
７．パリ不戦条約（ケロッグ＝ブリアン条約） 
＊ この「ロカルノ精神」を象徴的に表したのが、1928 年 8 月 27 日に結ばれたパリ不戦

条約（ケロッグ＝ブリアン条約）であり、「国際紛争解決のために戦争に訴えることを

非難し、かつその相互関係において国家の政策の手段として戦争を放棄すること」を

謳ったこの条約に、最終的には６３か国（1938 年）が署名した。 
＊ この条約は国際連盟に加盟しなかった米国とソ連が参加したため国際連盟の欠陥を補

うものとして期待された。その後の国際法における戦争の違法化、国際紛争の平和処

理の流れを作るうえで大きな意味を持った。 
しかし限界として、侵略戦争と自衛戦争の区別が出来なかったこと、条約違反に対す

る制裁手段が規定されておらないこと、また宣戦布告なき武力行使が抜け道となった

こと等々不明確な点を多く含んでいたため、現在では学術的・象徴的な条約として扱

われるのが一般的である。 
なお、この条約の主唱者であったフランス外相ブリアンは、不戦条約前の 1926 年にド

イツのシュトレーゼマン（首相、外相）とともにノーベル平和賞を受賞している。 
芦田均氏によれば、日本国憲法第９条第１項は、不戦条約第１条の文言をモデルにし

たものとしている。 
８．福祉国家 
＊ 戦間期に特徴的だったのは、国家を主体と、国税を財源とする福祉の供給が民間団体

に代わって飛躍的に拡大したことである。法・制度に限っても、イギリスでは母子福
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祉法（1918 年）、保健省設立（19 年）、失業保険と国民健康保険法（20 年）、住宅法（23
年）、老齢年金法と児童法（24 年）、家族手当の導入（25 年）、フランスでは、社会保

険法（28 年、30 年）、家族手当法（32 年）、ドイツでは、児童青少年福祉法（22 年）、

職業紹介・失業保険法（27 年）、イタリアでは、失業保険制度の導入（19 年）と、ほ

ぼ共時的な現象であった。 
  1919 年制定のドイツ・ヴァイマル憲法には、最低限の生活保障を国家の責務とする社

会権の規定が盛りこまれ、第１６１条には包括的社会保険を、第１６３条には雇用保

障を義務付けた。 
  政治的な民主化も同時進行し、イギリスでは 1918 年に男子普通選挙、28 年に完全普

通選挙が、ドイツでは 19 年に完全普通選挙が実現された。 
 
＊ このような、国家福祉拡大の意味はいくつかに整理される。まず第一に、総力戦に当た

り国民生活に国家が深く干渉した経験が、国家の果たすべき機能に関する認識を変え、

国家福祉拡大に帰結したこと。あらゆる国民が当事者となる総力戦は国民の間に「運命

共同体」意識を植え付ける経験であり、「運命」を同じくする者たちの福祉への関心を

刺激した。戦時の重い課税に慣らされていた点も見逃せない。第二に、「次なる戦争」

の懸念が拭えない中、戦争の担い手たる国民の育成という課題が国家の大幅な介入を要

請したこと。国家福祉の狙いの一つは戦争遂行能力の向上で、その意味で「福祉国家

（welfare state）」とは総力戦を意識した「戦争国家（warfare state）」でもあり、各国

で共時的に進展したのはそれが戦争準備の国際競争だったからともいえる。第三に共産

主義の登場によって、資本主義の枠内での福祉の可能性を示し対抗する必要があったこ

と。ソ連の存在は「福祉国家」への流れを促す強力な要因であった。 
  イギリスにせよ、ドイツにせよ財政難に制約され、目指すところを充分に実現しなか

ったが、最低限の生活保障が国家の責務として認められるに至ったことは、戦間期ヨ

ーロッパの重要な事実として評価されるべきである。 
 
９．おわりに―――ヴァイマル共和国からヒトラーへ 
＊ 1919 年発足したヴァイマル共和国は、選挙制度をとってみても男女平等の普通選挙、

比例代表制をとっており、国民の意志が議会に反映されるようになっており、イギリ

スよりも進んだ民主国家であったといえる―――イギリスの完全普通選挙は 1928 年。 
＊ 1921 年 5 月賠償総額 1320 億金マルクと決定され、この 8 月には元蔵相エルツベルガ

ーが暗殺、翌 22 年 6 月には外相ラーテナウが暗殺された。一方労働者のストライキも

多発し、22 年は共和国期で最も多いストライキを記録した。  
＊ 次の 1923 年が２０年代前半の危機の年になる。前にも触れたフランス・ベルギーによ

るルール占領を契機として、ドイツ政府は「消極的抵抗」を発令、フランス軍に対す

る不服従運動が整然として行われた。石炭産地であるルールを失ったが、国民の生活
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を守るため通貨の増発がおこなわれ、戦時国債発行により戦争中から徐々に進行して

いたインフレーションが爆発的に起こることとなった。 
マルクの価値が戦前の一兆分の一になってしまうこの「天文学的な」インフレを、同

年 11 月の「レンテンマルク」の発行によって奇跡的に収束することが出来た。 
＊ 政府はインフレのおかげで国の借金を大幅に減らすことが出来たが、反政府、反共和国

の勢力を勢いづかせることとなった。10 月には、ザクセン、チューリンゲンで共産党

参加の左翼政権が出来、11 月にはミュンヘンの「ヒトラー一揆」が発生した。ヒトラ

ーは捕えられ禁固刑に処せられた。獄中で「我が闘争」を口述する。 
＊ ルール危機を乗り越えた、首相シュトレーゼマンが、その後外相となって 25 年にロカ

ルノ条約が結ばれ、西部国境が安定した結果フランス・ベルギーとの関係も改善されて

国際連盟への加盟へと繋がっていく。ヴァイマル時代の政治家としてシュトレーゼマン

は、ビスマルクを超える政治家と呼んでもよいと、イギリスの歴史学者 A.J.P.テイラー

は「第二次世界大戦の起源」の中で言っている。 
＊ 経済は回復に向かっていたが、工業生産が戦前の水準に回復するのは 1928/29 年で、労

働人口は増加していたから失業率は常時５－６％（２６年は１０％）であった。「ヴァ

イマル文化」と称される都市型大衆文化が広まった時代でもあり、若者は恒常的就職難

から不満が鬱積していった。そこに 1929 年の世界大恐慌が起き、ヒトラーの大躍進へ

と繋がっていく。恐慌時に入ってから既成政党に失望した有権者の票を集め、３２年秋

までにはほとんどの州で第一党の地位を獲得する。 
＊ 当初ヒトラーを見下していた大統領ヒンデンブルクにより、1933 年 1 月 30 日首相任命

となる。２月に総選挙を強行し、武闘組織、公権力を使って野党の活動を封じ込め、大

統領緊急令で憲法の基本的人権条項を停止、共産党をはじめとする反対派を大量に逮捕

した。そして新議会に「民族と国家の艱難を除去するため」の「全権委任法」を提出し

力で成立させた。議会機能が停止された後、政党が排除される。 
ここにヴァイマル共和国の議会制民主主義は終わった。 

以    上 
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