
第一次世界大戦はどのようにして起きたか 

 第一次世界大戦は、今から百年前に戦われ、戦争の惨禍への反省と、平和への希求をもって終結し

たにもかかわらず、終結後わずか２０年を経て世界は更に大規模な第二次世界大戦を経験しなければ

ならなかった。第二次世界大戦については我々の関心が高く、またよく知られている。これに反し、

第一次世界大戦については、日本ではあまり関心を持たれてこなかった感がある。しかし、第二次世

界大戦を知るためにも、第一次世界大戦についてもっと知る必要があるのではないか。 
まず、第一次世界大戦がなぜ、如何にして起きたのかを見てみることにした。 

Ⅰ, 大戦前の欧州 

 

 1815 年のウィーン会議以来、ヨーロッパは、イギリス、フランス、オーストリア、プロイセン、ロ

シアという５大国が主導する状態が続いていたが、もっとも弱小とされていたプロイセンが、普墺戦

争（1866）でオーストリアを、普仏戦争（1870）でフランスを撃破し、ドイツ帝国を建設した 

 統一ドイツは人口と地上兵力ではロシアに次ぐ第２位となった。 

  

1870 年代のヨーロッパ５大国の状況 

 

イギリス王国…この時点で世界一の工業生産力と海軍力、広大な海外領を有する国家。、政治的

にも安定。 

 

フランス共和国…ナポレオン３世時代拡大政策をとったが、普仏戦争にやぶれ帝政が崩壊、第三

共和政となる。アルザス・ロレーヌを奪われ、しばらく不安定な状態。 

 

ドイツ帝国…プロイセンの強力な軍事力で統一され、産業革命が進展し工業生産が伸びていた。

立憲政体をとるが議会の力は限定的で、軍部は保守的なユンカー（地主貴族）が牛耳って

いた。 

 

オーストリア・ハンガリー帝国…ハプスブルク家が統治、ドイツ人よりもはるかに多くの被支配

民族を抱える。普墺戦争に敗れてドイツ統一から締め出され、ハンガリー人との連合帝国

となった。 

 

ロシア帝国…面積、人口と陸上兵力で，欧州一。しかし、皇帝専制と農奴制という後進的な体制

が弱点。クリミア戦争で英仏軍に敗れた。その後、農奴解放令をはじめとする近代化に一

応乗り出していた。 

  

ビスマルクの強力外交 

 ドイツ国力の増大にも関わらず、ビスマルクは、積極的な拡大政策をとらなかった。むしろ、ドイ

ツの位置から、最大の脅威フランスを封じ込める外交政策をとり、他のヨーロッパ諸国と友好関係を

築き、フランスを孤立させる政策をとった。（ビスマルク外交） 



 

 ビスマルクがとくに重視したのが、東の隣国ロシアで、フランスとロシアが手を結べば、ドイツは

挟み撃ちになるからである。そこでドイツは、1873 年、オーストリア、ロシアとの間に三帝同盟を結

んだ。これは革命運動を防止するとともに、いずれかの国が第４国（フランスかイギリス）に攻撃さ

れた場合中立を保つ、という目的のものだった。 

 

 しかし、オーストリアとロシアは、オスマン帝国領であったバルカン半島をめぐって対立していた。

ビスマルクが開いたベルリン会議（1878）でロシアは勢力圏を削られ、ドイツに不信感を抱いたため

に三帝同盟は事実上崩壊した。そのためドイツはロシアの脅威に対抗することを迫られ、オーストリ

アとの間に独墺同盟を結んだ（1879）。 これに、チュニジアをめぐってフランスと対立していたイ

タリアを加えて 1882 年に成立したのが、三国同盟である。 

 

 ただし、ビスマルクは、1881 年に三帝同盟を復活させている。さらに 1887 年に三帝同盟の期限が

切れると、今度は独－露間で再保障条約を結んだ。ビスマルクは、ロシアとフランスの接近をあくま

で阻止しようとした。 

 

孤立するドイツ（ビルマルク外交の後退） 

 

 1888 年、ヴィルヘルム２世がドイツ皇帝として即位、若い皇帝はビスマルクと合わず、1890 年に

彼を解任した。さらに、その数ヶ月後、ロシアとの再保障条約の期限が切れると、（ロシアが更新を望

んでいたにもかかわらず）これを拒否。 

 その後、ロシアは急速にフランスに接近し、1892 年露仏同盟が成立した。ビスマルクの苦心は水の

泡となった。 

 

 ヴィルヘルム２世は、「新航路」「世界政策」と称する積極的な拡大政策をとった。この政策は国内

では多くの国民の支持を得た。しかし、すでに各地に植民地を獲得していた他の列強とは必然的に衝

突することになった。 

 

 19 世紀末、ドイツの新たなパートナーとなりうる相手としては、イギリスがあった。イギリスは 

アフリカ植民地をめぐってフランスと、 

    中東・極東をめぐってロシアと 

対立していたからである。 

 ところが、ドイツは 1900 年、海軍を増強するいう海軍大臣ティルピッツのプランを採用してイギ

リスを警戒させ、実現寸前までいった独英の同盟は流れてしまった。（理由はそのほかにも、英の伝統

的な孤立主義や、極端に要領の悪いドイツの外交能力のためもある。） 

 結局イギリスはフランスとの関係を修復し、1904 年英仏協商を結んだ。（1902 年に日英同盟も成立

している。） 

 

 1905 年、ヴィルヘルム２世はフランスが植民地化を進めるモロッコのタンジールにヨットで立ち寄

り、機会均等・門戸開放を唱えて国際会議の開催を主張した。（フランスの植民地施策に水を差す行為



である。）これが第１次モロッコ事件である。 

 しかし、翌年スペインで開かれたアルヘシラス会議では、イギリスなどがフランスを支持し、ドイ

ツの立場を支持したのはオーストリアだけで，ヴィルヘルム２世の牽制行為は効果がなかった。 

 

 さらにドイツの国際的孤立は、1907 年にイギリスとロシアが英露協商を結ぶにいたって決定的とな

った。 

  

  ヨーロッパの火薬庫（バルカン半島）の状況 

    19世紀末～20世紀初頭のヨーロッパにおいて、もっとも不安定な地域はバルカン半島であった。

この地は複雑な民族構成に加え、列強の利害が交錯していたことから、「ヨーロッパの火薬庫」とよば

れた。そして、第一次世界大戦の発火点となったのはまさにこの地域である。 ここで、バルカン半島

の情勢を１９世紀初頭に立ち返って見てみよう。 

 

 バルカン半島は、14・15 世紀以来ずっと、オスマン帝国の支配下に置かれていた。スラブ系（セル

ビア人、クロアチア人、ブルガリア人など）・非スラブ系（ルーマニア人、ギリシア人、ハンガリー人、

アルバニア人など）の諸民族が入り交じるきわめて複雑な地であったが、、18 世紀までは大きな問題

がおこることはなかった。（オスマン帝国が寛容な姿勢で異民族統治を行ったことによる。） 

 

 しかし、18 世紀末頃からフランス革命の影響でバルカン半島諸民族の間に民族的自覚が高まると、

オスマン帝国への反抗・独立運動が表面化してきた。そこへロシアがスラブ系住民や東方正教徒を保

護することを口実に介入をはかり、19 世紀の大きな国際問題と化した。（東方問題） 

  

（東方問題の経緯(19 世紀中頃まで)  

ギリシア独立戦争 （1821～29） 

 ギリシア人が蜂起し、これに英・仏・露が干渉した結果、ギリシャは独立を達成した。また、ロシア

はオスマン軍を破ってイスタンブルに迫り、ワラキア・モルダヴィアを実質的に保護国としたうえ、

セルビアの自治を認めさせた。  

第１次エジプト事件 （1831～33） 

 エジプト総督ムハンマド=アリーとオスマン帝国の戦争。ロシアがオスマン帝国を支援し、その見返

りにダーダネルス・ボスポラス海峡の航行権を得た（ウンキャル=スケレッシ条約）。しかし、英・仏・

墺が干渉して戦争を終結させた。  

第２次エジプト事件 （1839～40） 

 フランスの支援を得たエジプトが独立をめざしてオスマン帝国と戦い、大勝。しかし、英・露・墺等

の干渉でシリアを放棄させられた。ロンドン４国条約（1840：英・露・墺・普）によってウンキャル

=スケレッシ条約は破棄され、外国軍艦の海峡通過は禁じられため、成功しかけたロシアの南下政策

は頓挫した。  

   

ダーダネルス・ボスポラス海峡（ロシアの悲願） 

  建国以来のロシアの悲願は、海外進出のため外洋への出口を持つことであった。白海（アルハンゲ

リスク）やバルト海の港湾は冬に凍結するという問題があった。18 世紀後半に黒海沿岸への進出を果



たしたことでようやく不凍港を得た。しかし、そこから地中海に出るにはオスマン帝国領のボスポラ

ス・ダーダネルス両海峡を通過しなければならない。そのため、両海峡への進出は露国の重要な国家

戦略となったが、亊をおこすたびに英仏の干渉をよび挫折した。なお、第一次世界大戦では立場が逆

転、英仏がロシアを支えてオスマン帝国と戦うこととなり、地中海方面から海峡を突破するために英

軍のガリポリ半島（ゲリポル半島）上陸作戦が行われた。しかし、ケマル=パシャの奮闘により失敗

に終わっている。 

  （注）ボスポラス海峡の幅は 0.5～2.5 ㎞、長さは 30 ㎞，ダーダネルス海峡は   
 幅 1.2～6.5 ㎞、長さは 70 ㎞と、非常に狭く、両岸を制圧しなければ、  海

峡通過は不可能である。 

クリミア戦争 

 （1853～56） ロシアがオスマン帝国内のギリシア正教徒を保護することを要求、拒否されるとモル

ダヴィア・ワラキアを占領した。英・仏などがオスマン帝国を支援し、クリミア半島のセヴァストポ

リ要塞を占領、ロシアの南下はこのときも阻止された。さらにセルビア・ワラキア・モルダヴィアは

国際管理のもとにおかれ，ロシアは支配地と面目を失った。   

 

クリミア戦争後のバルカン半島 

 

露土戦争 （1875～76 年） 

 バルカン半島の諸民族が次々とオスマン帝国に対し反乱をおこし、ロシアがこれを支援すると称し

て宣戦した。苦戦の末勝利したロシアはサン=ステファノ条約（1878）により、ルーマニア、セルビ

ア、モンテネグロを独立させ、ブルガリアを事実上支配下においた。しかし、ロシアの南下を脅威と

みたイギリス・オーストリアが反発した結果、ビスマルクが仲介したベルリン会議ではブルガリアの

領土は大幅に縮小されロシアの南下は阻止された。（ロシアの対ドイツ感情悪化）また、ボスニア・ヘ

ルツェゴヴィナはオーストリアの行政管理下におかれた。 

 

 バルカン半島に誕生した小国は独立を達成した後も満足せず、国外の「同胞」（とみなす人々）が居

住する地域を統合して領土を拡大しようとするナショナリズムが猖獗を極めた。このことがまた列強

の介入を招く結果となった。 

 新興国が「大セルビア主義」「大ギリシア主義」「大ルーマニア主義」「大ブルガリア主義」などを

かかげて、かっての（数百年も前の）民族の全盛期を再現することをめざした。その意味ではベルリ

ン会議で与えられた領土はどの国も満足させるものではなかった。 

  とくに大きな問題となったのが、マケドニアの帰属であった。ここはサン・ステファノ条約（露

土戦争）で一旦ブルガリアに与えられながら、会議の結果オスマン帝国に返還されたところである。。

それ以降、ブルガリア・セルビア・ギリシアがここの領有を狙い続けた。 

  もうひとつの問題は、オーストリアがにボスニア・ヘルツェゴヴィナの行政権を得たことである。

このことは、「大セルビア主義」をかかげこの地の併合をめざしていたセルビアの民族主義者をを反撥

させる原因になった。 

  また、ベルリン会議がロシアに挫折感を味あわせ、独・露関係を悪化させたことは、すでに述べた

が、のちの国際関係に大きな影響をおよぼすことになる。  

 



ボスニア危機 

 衰退を続けてきたオスマン帝国では、19 世紀末、専制打倒と近代的改革をめざす「青年トルコ党」

が軍人を中心に結成され、1908 年に革命を起こした。この混乱に乗じ、オーストリアはボスニア・ヘ

ルツェゴヴィナを正式に併合することを宣言した。これに対し、自民族が（過半数ではないが）居住

するこの地域を狙っていたセルビアは猛反発した。11 月セルビアが、翌 09 年１月オーストリアがそ

れぞれ総動員を命じ、戦争の危機が高まったことがあった。 

 セルビアは、友好国ロシアに応援を求めた。ところが、ロシアはこの混乱につけいってオスマン帝

国にダーダネルス・ボスポラス海峡の通行権を要求していたことからイギリス・フランスの反発を招

いていたので、これ以上英仏の反発を買いたくなかった。オーストリアとその同盟国ドイツに単独で

対抗することは不可能だったため、ロシアはセルビアに引き下がるよう求めるほかなかった。 

 

 結果的に、オーストリアはボスニア・ヘルツェゴヴィナを併合することになった。しかし、ロシア

の恨みを買い、バルカン半島のスラブ系民族にはオーストリアへの恐怖と反撥を植えつける結果とな

った。とくにセルビアの国民感情は激高し、1911 年にはテロ組織「黒手組」が結成されるに至る。 

 

第１次バルカン戦争 

 セルビア、ブルガリア、モンテネグロ、ギリシアは領土拡大のためバルカン同盟を結成した

（1912.10）。ロシアはバルカン諸国を結びつけて自国の影響力を伸ばし、オーストリアを抑えようと

して、これを支援した。同盟はオスマン帝国に宣戦し、第１次バルカン戦争がはじまった。その結果、

オスマン帝国はバルカン半島の領土をほとんど失った。 

第２次バルカン戦争（1913.6～8） 

 その後、獲得した領土をめぐって同盟国同士で争う第２次バルカン戦争（1913.6～8）がおこった。

この戦いでは、集中攻撃を受けたブルガリアが領土を減らし、セルビア、ギリシア、ルーマニアが領

土を拡大した。 

 

 二つのバルカン戦争により、セルビアは領土を倍近くに増やした。オーストリアにとっては、これ

は危険な結果であった。 

このように、バルカン半島の緊張が増した状態で 1914 年を迎えることになる。 

 

Ⅱ．大戦の勃発 

 

サラエヴォ事件 

 1914 年６月 28 日、オーストリアの皇太子フランツ=フェルディナンド（オーストリア皇帝フラン

ツ･ヨーゼフの甥）は、併合したボスニアの首都サラエヴォを訪れ、市内をオープンカーで走っていた

とき妻とともに銃撃され、殺された。実行犯は 20 歳の学生でセルビアの対オーストリアテロ組織黒

手組の支援を受けていた。 

  （ フランツ=フェルディナンドは，オーストリア内では、穏健派で、これまでも強硬派を押さえて

きた人物で、彼を暗殺したことは皮肉である。） 

 オーストリアは、当初からこの事件をセルビア政府が関与した国家テロだとみなし、対応を協議し



た。外相ベルヒトルト、参謀総長コンラート=ヘッツェンドルフらは強硬派で、戦争によってセルビ

アを屈服させることで帝国の体面を保ち、同時に国内のスラブ人の運動を抑え込めると考えた。 

 

 二つの白紙委任状 

 ７月５日、独皇帝ヴィルヘルム２世はポツダムでオーストリアの大使に会った。皇帝はセルビアに

強硬策をとるよう主張、首相ベートマン=ホルヴェークも、無条件でオ  ーストリアを支持すること

を確約した。しかも、ロシアがセルビアを支持した場合でも（一説によれば、ロシアと戦争となった

場合でも）ドイツが援護するとまで言った。これがドイツがオーストリアに与えた白紙委任状といわ

れるものである。ドイツ首脳部は、1908 年のボスニア危機（上記｢ボスニア危機」の項参照）の際に

ロシアが圧力に屈して引き下がったことから、今度もその手が有効だと考えていたと思われる。（一方

で、ロシア皇帝ニコライ二世は，ボスニア危機の体験から、次には弱腰ではなく、強硬な態度をとら

なんければと考えていたことは、皮肉である。） 

 翌日、ヴィルヘルム２世はノルウェー沖へのクルージングに出かけた。この時点でドイツはロシア

が戦争に加わるとも自らが参戦するとも予想していなかったというのが、通説である。 

 その後、オーストリアではセルビアへの最後通牒が作成され、７月 23 日、48 時間の猶予をつけて

セルビアに手渡された。その内容は非常に厳しいもので、オーストリアがドイツに説明したところに

よれば「どうあっても受け入れられない条件を入れてある」というものだった。 

 

 セルビアは、この最後通牒をほとんど受け入れた。（ただし、セルビアの回答は，単純な受容ではな

く、個々の条項に、受諾、部分的受諾、回避など手練手管をして「驚くほど何も与えていない。」外交

的曖昧さの傑作と評される内容であったともいわれる。） 

 唯一、サラエヴォ事件の捜査にオーストリア当局の関与を許容するよう求めた条項については、主

権に関わるとして拒絶した。(パシッチ首相が，国がテロ組織と間接的な関係があるのが露見すること

を恐れたともいう。) 
 これを受けて、オーストリアは７月 25 日に国交を断絶し、28 日宣戦を布告した。 

 

世界大戦へ 

ロシアの反応 

 オーストリアの対セルビア最後通牒を受け、ロシア皇帝ニコライ２世は、ボスニア危機の際に外交

的な敗北を喫したため、今度はなにか行動を起こす必要があると考えていた。7 月 24 日の大臣会議で

側近たちも強硬論が多かった。サゾノフ外相はその筆頭で，会議は部分動員をツアーに求めることを

決めた。会議の後サゾノフ外相はセイルビアの駐露大使に不要な挑発は避けること、とロシアの支援

を非公式に当てにしてよいと伝えた。しかし、これが、本国には｢動員を含む積極策をとることが決ま

った」と打電されてしまう。更に駐在武官から「総動員間近」という情報がセルビア本国に伝えられ

る。ロシアの意図とセルビアの受け取り方には微妙な違いがあるが、これがロシアの白紙小切手とい

われる。ニコライ２世は示威のために軍隊の一部を動員しようとしたが、軍部が全面動員しなければ

ドイツに対し無防備となることを説いたため、二転三転したあげく結局総動員令が発せられた。(7 月

30 日午前。もともとロシアには部分動員の計画はなく、着手するとしてもどうやったらよいか見当も

つかないというのが実情であった。) ただし、戦争に介入するつもりはなく、いとこにあたるヴィル

ヘルム２世に「こちらから攻撃することはない」と打電している。 



 

イギリスの対応 

 イギリス外相グレイは、7 月 24 日午前に最後通牒の内容を知って，恐るべき文書であるとの感想を

持ったが、大戦争を引き起こすほどの危険は感じなかったようである。「紛争が拡大した場合、イギリ

スは露仏の側に立つ」という警告をドイツに送るよう勧めた外務次官補の助言をきかずに、釣りに出

かけてしまう。彼は 26 日にいたって思い直して、4 国調停案をドイツに示すが、あえなく拒否にあう。 

 

ドイツの宣戦布告 

 ドイツは、オーストリアがセルビアに宣戦したことを知ると、これを２国間の戦争に限定しようと

動いていた。ところが、そこへ 30 日、ロシアの総動員の知らせが届く。ドイツが持っていた唯一の

戦争計画はシュリーフェンプランであり、これによればロシアの戦争準備が整う前にフランスを打倒

しなくてはならないから、軍部にとってはもはや一刻の猶予もない事態だと受け止められた。ドイツ

は外交をただちに打ち切り、ロシアに動員をやめるよう最後通牒を出した。それが拒絶されると、８

月１日宣戦を布告、同時に総動員を下令した。そして２日後、シュリーフェンプランに従い理由もな

いままフランスに宣戦を布告した。 

 露仏同盟の取り決め中には、相互安全保障協定が存在した。それぞれが、三国同盟(独･欧･伊)の一

国から攻撃された場合に、軍事的に相手を援助するという取り決めである。但し、これは秘密協定で

あって、第三国には知られていない。したがって、ドイツがフランスに攻め入ったのは、表面的には

理由なき攻撃であるが、軍事作戦的には誤りではなかったことになる。ドイツの宣戦によって、オー

ストリア･セルビア間の争いは、一挙に世界規模のものに変貌する。 
 
シュリーフェンプラン 

 フランスとロシアが同盟を結んだときから、ドイツ参謀本部はこれを相手にするための戦争計画を

考え始めた。*1この計画は、参謀総長の名前をとってシュリーフェンプランとよばれている。 この

計画は、将来の戦争でドイツが東西両面作戦を強いられた場合、仏、露のどちらかを先に打倒しなけ

れば勝利はない、という前提のもとに立てられていた。 

  具体的にいえば、 動員速度が２ヶ月ほど遅れるとみられたロシアを放置したままほぼ全軍をもって

フランスを攻めるというものであった。その際には、独仏国境も無防備に放置し、その間主力軍は中

立国ベルギーを通過してパリの西側を旋回し、全フランス軍を包囲するのである。 

 国土の広大なロシアが動員に手間取っている間に、全力を挙げてフランスを倒し、その後ロシアに

あたるものとされた。 

 この計画には、いくつかの条件･問題点があった。 

１．スピードが重視されたため、フランス、ロシアが先に動員を開始した場合、ドイツも即座に

動員をはじめなければ手遅れになること。 

２．動員と同時に国境を突破するとされたので、発動されたら自動的に戦争に突入することにな

                                                   
*1  実は露仏同盟成立前から、ドイツ(プロイセン)には、東のロシア、西のフランスという両面の

脅威に対して同時に両方を相手にして戦うのでは勝利を得られないという考えがのしかかっていた。

普仏戦争での勝利は、ビスマルクが、外交戦略によってロシアを中立化することに成功していたから

であった。 



ること。 

３．ベルギーの中立を侵犯することが条件であったこと。これは、イギリスのの反発を買うこと

が目に見えていた。 

 このように、大きな危険をはらむ計画だったが、ドイツはこれ以外の戦争計画を持っていなかった。 
 

  イギリスの参戦 

 イギリスはフランス、ロシアと協商を結んでいたが、参戦の義務はなかった。外相グレイは独仏戦

の際にはフランス側にたつと決めていたが、多くの閣僚や国民はそうは考えなかった。(グレイ外相と

同じ考えであったのは、アスキス首相、チャーチル海相くらいであった。ところが８月４日、ドイツ

がシュリーフェンプランに基づいて中立国ベルギーに侵入すると状況は一変、イギリスは翌日ドイツ

に対して宣戦布告を行った。こうして、５大国すべてが「世界大戦」へと突入したのである。 

 

 第一次世界大戦の参戦国 

  一般的に、第一次大戦において、英仏露側を連合国、独墺側を同盟国と呼んでいる。 

本文で触れなかったおもな参戦国について説明しておく。（括弧内は参戦時期) 
 日本…連合国（1914.8） 

。日英同盟にもとづく。といっても、その適用範囲は東アジアとインドに限られており、かつ

その地域での相手国の利益が危険に陥る事態が起こらないかぎり、義務も生じない。しかし、

当時の大隈内閣の考えは、大戦の勃発は｢日本国運の発展に対する大正新時代の天佑であり、

此の千載一遇の対局に乗じて、東洋に対する日本の利権を確立せざるべからず。」というもの

であった。たまたまイギリスから、東シナ海でのドイツの海軍を牽制して欲しいという要請が

あったのを奇貨として、8 月 8 日の閣議において対独開戦を決定した。イギリスは、日本の野

望を察知して，要請を取り下げてきたが、遅かった。 

オスマン帝国…同盟国（1914.10） 

   ドイツ地中海艦隊の脱出を受け入れたのを契機に参戦。 

イタリア…連合国（1915.5）。三国同盟に属していたものの、オーストリア領土を与える   との

誘いに乗って英仏側に立つ。 

ブルガリア…同盟国（1915.10）。セルビアが領有したマケドニアの奪還をねらって参戦。 

ルーマニア…連合国（1916.8）。オーストリア支配下のトランシルヴァニア領有をめざし   て参

戦。 

アメリカ…連合国（1917.4）。ドイツの無制限潜水艦戦と、メキシコに対する策動を口実    に

参戦。実は連合国側に対する武器等の輸出により莫大な債権を有する状態で、 連合国側を負けさせ

るわけにはいかなかった。 

 

 未曾有の大戦となった原因 

 

（１） ナショナリズムが、バルカン半島の新興国を支配していたこと。 

（２） 領内に多数の南スラブ系民族を抱えていたオーストリアが、この動きに大きな  警

戒心を抱いたこと 

（３） 大国がバルカン半島の動きを自国に有利に利用しようとしたこと。 



（４） 大国の間で、秘密外交が行われ、他国がどのような約束を交わしてるのかを正  確

につかむことができなかったこと 

（５） 直接的には、独･露が相手の出方の予測を誤ったこと 

（６） いずれの国も、過去の戦争の体験から、此の戦争がごく短期に終了すると考え  て

いたこと。総力戦になり、かつ長期にわたるとは、まったく予測しなかった。（７） ドイツが、軍部

の戦争に勝利することだけを目的に作成された軍事作戦に引き  ずられたこと 

（８） 国会がある国（ドイツ、フランス、イギリス等）において、社会主義政党が開  戦

に反対しなかったこと。（時代の気分というべきものか。） 

（９） 国民も高揚した気分で、多くの若者が兵役に志願したこと。（総力戦に於ける戦 争の悲惨な

実情を知らなかった。） 

（１０）大量の死傷者の発生を予測できなかったこと。 

軍事専門家の間では、大砲、機関銃等を十分装備した大軍が対峙し、一方が攻勢を掛

けた場合、莫大な人的損害が生じることははっきりと予測されていた。したがって、

戦線は膠着するが、しかし、それでも攻勢を掛けることにより膠着状態を打破できな

いわけではないとされていた。その証拠とされてのが、日露戦争に於ける日本軍の旅

順攻撃である。しかし、実際には第一次世界大戦では、十分な準備と戦力を持ってな

された攻勢のほとんどが莫大な死傷者を出して失敗に終わっている。 
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