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スマイル会 29 年 2 月例会 
平成 29 年 2 月 23 日 

梅 津 寿 一 
 
ナチス・ドイツと女性 
 
はじめに 
＊ このところの日本を含む世界の動きを見ていると、1930 年代の頃の世界の動きと色々

な類似点を感じるのは私だけのことなのだろうか？ 昨年 11 月のアメリカ合衆国大統

領選挙で人種差別的な発言を繰り返し、女性蔑視ともとれる態度をとるドナルド・トラ

ンプが選ばれたことは、1933 年 1 月にヴァイマール憲法・緊急条項第 48 条により、耄

碌したヒンデンブルク大統領が選挙によって第一党となったヒトラーを、首相として任

命せざるをえなかった悪夢が現代に蘇ったのではないかと思った。 
 

＊ 何百万人もの「善良なドイツ人」に独裁や戦争や大量殺戮を積極的に選択させた必然性

とは何だったのか。その必然性は、他の国々や他の時代にも存在するものなのだろうか。 
大恐慌時代のドイツ人は、一指導者一政党制、軍服、国旗と銃、大集会、人種憎悪、そ

して国家の栄光を求める訴えを支持していた。もし他の国において、小事業主、主婦、

手工業者、ホワイトカラー、学生などが、心理的に同化できない政治体制や福祉の削減、

慢性的な経済的混乱などに裏切られたと感じはじめたら、はたしてどのようなことが起

こるのだろう。 
これと同じことが、この 21 世紀のアメリカで起きていることなのではないだろうか。

「歴史は繰り返す」ともいわれるし、また「繰り返さない」と言う人もいる。いずれに

せよ、世界に先駆け最も民主的な憲法をいただいたドイツ国民がヒトラーを生みだした

のは如何なる理由によるのか。今回は人口の半分を占める女性の視点から見てゆきたい。 
キーワードは、「解放からの解放！」「優生思想における母性」「全国女性指導者・ショル

ツ＝クリンク」「マグダ・ゲッペルス」である。 
 
解放からの解放 
１．ヴァイマール時代の解放 
＊ ヴァイマール共和国はドイツ人が全く期待していなかった時期に誕生し、普通選挙

権は女性が全く予期していなかった時期に法制化された。母親たちの世界も変わっ

た。婦人参政権、経済的・社会的に解放された「新しい女性」の登場、出生率の低

下に対するパニック、雇用形態の変化は、いずれも社会を揺るがす要因となった。

ドイツ女性は主要国の女性の中で最初に参政権を獲得したが、民主主義も男女平等

も、敗戦に打ちひしがれたドイツではそれほど大きな支持を受けなかった。 
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突然女性に参政権が与えられたことも他に類例を見ないことだった。アメリカやイ

ギリスの女性たちが 1920 年代に投票権を得たことは事実だったが、彼女たちの運

動は 1914 年には実現寸前の段階にまで到達していた。ドイツでは婦人参政権は民

主主義と同様、闘争の結果というよりは、混乱と敗戦の副産物として与えられたも

のだった。 
 
＊ ナチズムの出発の時期は 1918 年から 1919 年にかけての冬とされる。当時の大多

数のドイツ人の現実を特徴づけていたのは、降伏の傷あとや経済的な苦難、それに

政治的な苦難だったが、心情的にはまだ戦争中の勝利の余波の中にいた。狂信的な

排外主義のスローガン、勇敢な兵士やたくましい女性のイメージ、愛国心への賛歌

や犠牲心への訴えのなかに生きていた。飢餓、侵略への恐怖、革命および経済的破

綻を経験しながらも、ドイツ人は戦時中のプロパガンダが作り上げた夢にしがみつ

いていた。1914 年の愛国心にたいする記憶は 1918 年の屈服という苦々しいショッ

クに取って代わられた。 
    備考： ベルリンでの 1 月闘争が開始された翌日の、1919 年 1 月 5 日、ミュンヘ

ンで「ドイツ労働者党」（Deutsche Arbeiterpartei=DAP)創立される。 
      この 1 月闘争が終わった翌々日の 1 月 15 日に、ローザ・ルクセンブルク、カ

ール・リープクネヒトが反革命義勇団によって惨殺された。 
9 月 16 日にアドルフ・ヒトラーが 55 番目の党員として入党している。 

 
＊ ドイツの参謀本部が長期戦を覚悟した1916年以降、政府は戦時局に女性を採用し、

戦略的に重要なポストに配置している。一夜にして女性が男性の労働を行うことが

許可されたばかりでなく、それを要求されるようになった観があった。1908 年まで

は、政治が議論となる恐れのある集会への女性の参加は禁じられ、大学での学位取

得の道も閉ざされていた。 
注： ハイデルベルク大学とフライブルク大学（女子入学を許可した最初の大 

     学）の女子学生の割合は、第一次世界大戦中に学生全体の 6％から 35％に 
上昇している。（Ursula von Gersdorff, Frauen im Kriegsdienst, Stuttgart 
1969） 

 
皮肉なことに、数百万人もの若い男性の命を奪った第一次世界大戦は、女権の唱道

者たちが何十年もの間要求し続けてきた地位と自立とを女性に与え、何百万人もの

女性を解放したのであった。 
男たちが死地に赴いていた頃、女たちは男性の職場を盗み、大学での学籍を手に入

れ、家庭での主導権を奪った。女性は「生まれながらにしてかよわいもの」という

考えは抹消されてしまった。女性にとっての進歩は、男たちの塹壕戦や社会全体で
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の飢餓、窮乏、社会秩序の崩壊、敗戦という状況のもと形成されていった。 
 
1918 年 11 月の停戦によって 600 万人もの兵士が帰国した。誰もが職に就かなけれ

ばならなかった。女性が行っていた労働を男性が取り戻そうとしたとき社会革命が

起こった。ある女性社会主義者は「パンと労働をめぐって男女間の間に戦争が起こ

った」と回想している。（Matilde Wurm, “Freiheit” 1920） 
労働組合、著名な作家、政治家、政府の閣僚、それに企業家は豹変し、「男性の仕事」

に関わっていた女性の追放に一致して協力した。 
しかし、戦争未亡人、戦場から帰国した夫に離婚された妻、未婚の母、戦後の若い

男性不足によって生じた約 200 万人の「過剰な独身女性」など、自立を経験し国家

の重要な構成員として賛辞をうけた後で、女性が昔の生活に戻ることは困難だった。 
 

「ベルリンにまで出ていった女たちを台所に連れ戻せるはずがないでしょ？」 
     （Atina Grossmann,” The New Woman, the New Family and the Rational-

ization of Sexuality”, from Rutgers dissertation 1983） 
 
    備考： ヴァイマール共和国の 10 年、文学世界に、心理的世界に、視覚的世界 

に、多大な貢献をなした人々を輩出し、その 10 年間にドイツの科学者は 
7 つのノーベル賞を受賞した。しかし、敗戦が引き起こした経済不安と政 
情不安を経験していた平均的なドイツ人にとっては、共和国のこうした知 
的および文化的な功績は殆ど意味がなかった。 

 
２．女性の政界進出 
＊ ワイマール共和国の比例代表制は、女性候補に有利に働いた。戦前から婦人参政権

を支持していたのは社会主義者だけであったが、他の諸派も女性の政治参加が避け

がたくなっていることを悟り、建前上は歓迎した。女性問題は政治家の中でもだん

だん重要な位置を占めるようになった。 
＊ しかし、女性有権者がそれをぶち壊している。全国規模のプロテスタント女性組織

の会長、パウラ・ミュラー＝オトフリートは、長年婦人参政権に反対してきたが、

1919 年の憲法制定国民議会選挙に立候補し当選した時に、参政権が女性の運命を

より良くすることは無いだろうと、水を差している。 
 
＊ アメリカ合衆国との比較においてもドイツの実績は群を抜いていた。1917 年から

1976 年までにアメリカの連邦議会の議員になった女性は 95 人いるが、そのうち 37
人は夫の後を継いだ未亡人だ。ドイツでは 1919 年から 1932 年にかけて 112 人の

女性が国会議員になり、国会議員全体の 7％から 10％を占めていた。ヴァイマール
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政治の他の面と同様に、女性に関する政策は世界で最も進歩的と思われたし、10 年

以上にわたってこの体制は機能し続けた。社会主義者、自由主義者、保守主義者の

全てが内乱と経済破綻を恐れていた間は、主義主張の著しく異なる政敵同志も妥協

点を見出すことができたのである。 
 
＊ アメリカの社会主義者クリフォード・カークパトリックは、1930 年代に発表した著

作で、ドイツにおける女性活動家を二種類に区分している。一つは男女に同一の権

利を要求した「抗議タイプ」で、普遍性を重んじ、人間の平等を肯定する啓蒙主義

的な信念だった。社会主義者や中産階級の女性運動の陣営では、1914 年以前にはこ

のような見解が優勢で、社会主義者は経済的な平等を強調し、自由主義者は法的・

政治的平等を主張していた。 
年を追うごとにこれとは異なる見解が浸透してゆき、カークパトリックはこちらの

支持者を「女性的タイプ」と名付けている。彼女たちは女性の男性化を恐れ、公的

領域のなかでも女性にふさわしいと考えられる分野にのみ影響力を及ぼすよう努め

た。「女らしい」運動は女性独特の理想主義、誠実さ、献身などを強調することによ

って、男女の平等論議に色を添えていた。1920 年代になると、「女性的」な女たち

が勝利をおさめた。（Clifford Kirkpatrick, Nazi Germany: Its Women and Its 
Family Life, New York 1938） 
  
70 から 80 の組織の連合体でゲルトルート・ボイマーとヘレーネ・ランゲが指導し

ていた中産階級の女性団体、ドイツ婦人団体連合も法的な平等へ向けての闘争から

女性の特性を生かした活動へと転換していった。 
1918 年以前の時期には、女性たちは大きな意見の相違はあっても、公的生活の場か

ら排除されているという点では一体感を持っていた。だが女性議員が国会に登場す

るやいなや、この連帯感は葬られた。離婚法改正案、女性保護法案、教育や人工中

絶や公衆道徳に関する様々な法律も議論が分裂し、政治に関与するようになってか

らの十年間で、成功を収めた法案は家庭での内職をしている女性に対する保護法案

と性病撲滅の実施計画の二つにすぎない。 
女たちは、1914 年 8 月（第一次世界大戦開戦）に見られたような愛国主義的な情熱

を再燃させることが出来ると考えていたが、いざ国会に議席を得てみると深刻な幻

滅を味わうことになった。前述のボイマーが友人に心境を打ち明けている―――「高

尚な政治は、品位のない動議とか、不純な動議とでもいえるようなものに満ちてい

るので、気がめいってしまいます。 （略） あらゆる議題には個人的利害が絡ん

でいます。 （略） それに指導者たちは非常に消極的です！ もっと自信が持て

るようになるまでは、何もできません」（Baeumer to Marianne Weber, April 19, 
1919.  Gertrud Baeumer, Des Lebens wie der liebe Band, Tuebingen, 1956) 
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３．インフレーションとドイツ社会 
＊ ヴァイマール・ドイツでは、1923 年のインフレーションと 1930 年代の大恐慌の影

響が大きかった。 
＊ それに、第一次世界大戦の賠償金支払いが大きくのしかかっていた。 

1921 年に決定した金額は、総額 1320 億金マルク。 
＊ インフレ時代のことを、ある女性が歴史家オットー・フリードリヒに語っている―

―「あのインフレは、中間層全体の貯えを消滅させてしまった。言葉にすればただ

それだけのことですが、本当の意味を知ってほしい。それまでのドイツの中流家庭

では、父親から持参金をもらわずに結婚する娘などいなかった。メイドでさえ、結

婚できるように一生懸命貯金していました。でも、その紙幣が紙くず同然になって

しまったとき、システム全体が崩壊したのです。結婚までは純潔を守るという考え

方も打ち砕かれてしまいました。 （略）  娘たちは純潔などもはや大切ではな

いということを学んだのです。女性は解放されたのです。」（Otto Friedrich, Before 
the Deluge. A Portrait of Berlin in the 1920’s, New York: Harper & Row, 1972） 
 
戦争は女性に選挙権を与え、インフレは社会的な開放をもたらした、といえる。 

 
＊ 1924 年以降、20 億ドル以上の資金が流入し、ドイツの経済復興の原動力となった。

巨大企業は多額の融資を受けて、新しい工場を建設し、小さな競争相手を駆逐して

いった。1928 年頃までには、全労働者の 55％が全工場の 2％に集中するようにな

っていた。 
自国の工業生産高と賃金が 1913 年当時の水準にとどまっていたイギリスとフラン

スがドイツは戦争に負けて安定を勝ち取ったと非難したほどの復興だった。ドイツ

の統計によれば、国民総生産は戦前より 12％増加していたし、輸出額は戦前の最高

額をも上回っていた。ドイツは 1920 年代後半までに、ヨーロッパ諸国で一番生活

水準が高いという国際的な評価を得るようになった。1922 年に最初のトーキー映

画が上映され、1929 年にはドイツの技術陣が最初のテレビ番組を放送している。し

かも、驚嘆する技術革新は、ツェッペリン飛行船であった。 
生産は上昇し混乱は終息して、政治的にも安定がおとずれた。有権者は穏健派の候

補者に投票することで満足感を得た。1928 年の国会議員選挙では、ナチ党への投票

率は全体のわずか 2.6％にすぎず、中道政党の連合が国会の過半数を占めていた。 
 
（女性の経済的自立の実態） 
＊ 1929 年までに、2500 人の女医と、300 人の弁護士、数十人の女性裁判官と女性教

授が誕生していた。女性は大学の全学生の 5 分の 1 に迫る勢いで、彼女たちの大学

への進学状況は明るい未来を象徴していた。アメリカと比べてみても、専門職に占
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める女性の割合がアメリカでは前世紀から低下しつづけていたし、賃金労働者に占

める女性の割合が 15％であったのに対し、ドイツでは約 3 分の 1 に達していた。こ

れからもドイツ女性の経済的自立が示されている。 
＊ ヴァイマール共和国時代のドイツ女性は、女性の就業が増加するにつれて労働条件

が悪化することを指摘していた。1920 年代には全既婚女性の 3 分の 1 が就労して

いたドイツでは、大多数の既婚女性が慢性的な重労働と低賃金にあえいでいた。 
1928 年に繊維労働組合が女性労働者の生活実態に関する調査を行い、158 人の手記

「私の労働日と休日」が残されているが、日常生活の一端を垣間見ることが出来る。

この手記集を読むと、若い女性が労働に幻滅していたことがわかる。―――「一週

間をどうにか生き延びて週末に息を吹き返す」、「夕方になると獄舎の扉が開くよう

に感じる」、目覚まし時計の音、工場のサイレンに支配されながら、女性労働者は必

要最低限度のものを家族に与えようと必死になって機械的に日々の生活を送ってい

たのだった。 （Deutschen Textilarbeiter-Verband ed., Mein Arbeitstag Mein 
Wochenende, 150 Berichte von Textilarbeiterinnen, Berlin, 1930） 
彼女たちは“職業”についていたのではなく、単に“賃労働”をしていただけだっ

た。その賃金で解放を買うことは出来なかった。 
 
４．何が女性をナチ党に引きつけたのか 

他の政党のいずれも伝統的な女性の役割を支持していたし、幹部となることを認め、女

性問題への発言権を与えていたというのに・・・。 
ヒトラーの重要な政治的主張のうち、ヴェルサイユ条約の排斥、ボルシェビキの脅威の

打倒などは、他の保守政党のそれと似通っていた。ただ、ヒトラーはそれに加えて二つ

の闘争を加えていた。人種戦争と男女間の戦争であった。男女を分離し、ユダヤ人を追

放するという二つの生物学的原理については、ヒトラーは決して手加減しなかった。 
 
ナチ理論家のゴットフリート・フェダー（Gottfried Feder）はこの二つを結び付けてい

る。「平等主義という名の狂気のドラマが、女性の解放と同じくユダヤ人の解放をもた

らしたことは確かである。ユダヤ人はわれわれから女性を奪った。われわれは女性を従

僕という神聖な立場に復帰させるため、この龍を殺さなければならない。」また、アル

フレート・ローゼンベルクも著書「ニ十世紀の神話」の中で一夫多妻制を唱え、子供の

いない夫に姦通を奨励した。 
ヒトラーの部下も―――「ナチ運動は、政治権力に関する限り完全に男の問題だ。 （略）

本当の女性は、国家社会主義という男性原理に心から敬意を払っているものと信じてい

る。そうすることによって初めて、女性は完全な女性になるのだ！」 
ナチ党員が増加しているとはいえ、1928 年までに入党した者は 10 万人をわずかに上回

る程度で、ドイツ婦人団体連合にはその 5 倍以上、社会民主党には優に 100 万人を越え
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る党員がいた。それに、ナチの支持票は 1924 年の 200 万人弱から 1928 年には 80 万人

へと減少していた。一方 3000 万人以上のドイツ人が六大政党を選んでいたので、ヒト

ラーの運動は殆ど警戒心を呼び起こさなかった。 
 
＊ このようななかで、ナチが 1920 年代に大衆の支持を獲得していく過程で女性が重要な

役割を果たしていたことを、アメリカの新聞記者が 1932 年に回想している―――「女

性はヒトラー主義の強力な柱の一つだった。（中略）ナチの集会では女性の割合が驚く

ほど高い。ヒトラーはドイツの“弱い性”を引き付けるものを持っているが、これは心

理学者が分析しなければならない課題である。女性から参政権を奪い、彼女たちを台所

仕事に復帰させたいとナチが望んでいるだけに、女性のこのような関心は予想外のこと

だった」（The Battlecries of Hitlerism Modified as Election Years, New York Times, 
July 10, 1932） 
 
この記者は、ナチ集会で見られるグループについて次のようにも述べている―「堕落し

た芸術家、過剰な負担にあえぐ下層中間層、不満を持つ農民、将来への希望を与えない

社会に憤慨する大学生。だが、ナチズムの最も熱狂的な支持者は女性のなかに見られる」 
 
  ニューヨーク・タイムズの記者ミリアム・ビアードも、何千人もの女性がナチ集会に参

加しているのを観察して、「なぜドイツの女性は、彼女たちから投票権を取り上げよう

としている集団に投票するのだろうか」と述べている。（Miriam Beard, The Tune 
Hitler Beats. New York Times, June 7, 1931） 

 
＊ 他の政党に投票した何百万人もの女性とナチ女性との違いは何だったのか？ 

ナチ以外の政治運動に加わっていた女性は、自分たちの関心を男性の活動領域に持ち込

んでいったのに対して、ナチ女性はカトリックやプロテスタントの非政治的な組織のメ

ンバーと同様に、全国的に政治の枠組みの外で活動していた。男性社会の中で競争する

より、男性が介入できない女性独自の領域の中で活動の幅を広げ、男性には外敵から守

ってもらう、と考えた。その考えの中には、「男性は決して変わらない」、フェミニスト

たちが男女平等を求めて活動していたのに対し、ナチ女性は、強い男性が公共の場を支

配し、かよわい女性の領分を守ってくれる、というヒトラーの運動に「二流の性」とし

て参加することを受け入れたのだった。 
 
＊ 1920 年代ヒトラーは、ナチ国家における女性の役割について、次のように構想した 

―――「ドイツの娘は国籍を有し、結婚と共に公民となる」後に補足として 
   「結婚しない女性には、国民のために重要な役割を果たしたときにのみ公民権 
    が与えられる」を付け加えた。（Hitler, Mein Kampf） 
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“女性は何の権利も持たずに生まれ、男性が権利を与える”という原理である。 
男性は多くの点で国家に奉仕することが出来るが、女性にとっての本当の天職は最も狭

義の生物学的用語＝結婚しかないという考えである。“種”と“民族の増加と存続”が

「結婚の意味であり務めである」とされ、ナチ国家が誕生したときには、男性が政治・

経済・軍事を支配するのに対して、女性は「健全な子供を育てる」ことであった。 
(Hitler, Mein Kampf) 

＊ ナチ党綱領第 21 項に唯一女性に関する項目がある―――“ナチ党は母親を保護するこ

とを誓う” 
＊ 人々の怒りの対象として、ヒトラーは「ユダヤ人」と「新しい女性」を常に取り上げた。

女性を愛すべき存在であるとするレトリックは、ある意味で憎悪に満ちたユダヤ人観 
と表裏一体のものと言えるだろう。 

 
＊ ナチ党の女性蔑視、露骨な言葉で侮辱する風潮は、ユリウス・シュトライヒャーの雑誌

「突撃隊」やローゼンベルクの「二十世紀の神話」などに明らかなのに、なぜ女性は気

づかなかったのか。ユダヤ人や一部のカトリック教徒はヒトラーからの敵意に気づき、

敬遠するようになったのに・・・。 
ヒトラーの支持者を含め多くのドイツ人は、ユダヤ人と女性問題に関してヒトラーの言

うことをまじめに受け取っていなかった。一般の有権者も「私は国家を信頼している。

共産主義者を憎んでいて、ヴェルサイユ条約にも報復したいと思っている。もちろんあ

の男は正気とは思えない。だがいったん権力を握ったら、あんなおかしい計画は取りや

めるだろう」と。 
ナチ女性も、ヒトラーは決して女性を繁殖用の雌馬にはしない、権力を握れば彼の極端

な態度もおさまるだろう、と信じていた。ヒトラーも他のナチ党の高官とは異なり、人

前で女性を侮辱することを避けていたこともあった。 
＊ ヒトラーのカリスマ性、演技力についてアメリカ、イギリスの女性記者も次のように語

っている―――「彼が自分の母親のことを愛情こめて語り、主婦の苦労を優しくねぎら

い、ドイツ女性のこれまでの業績、ナチ運動のために女性は何ができるのかを語ってい

くうちに、聴衆は涙にくれるのだった」（Louis Lochner, What About Germany?,New 
York, 1942）  「ヒトラーの言葉には力があった。彼は感情表現が巧みだった。感傷

的で、決して知的ではなかった。（中略） 女性にとって昼も夜も夢の中で、じっと見つ

めてしまうような、心をゆさぶる姿だった」（Katharine Thomas, Women in Nazi 
Germany. London, 1943） 

 
（私はなぜナチになったのか） 
     ――ポーランド出身の社会学者、テオドール・アーベルによる同名の手記コンテスト、

1936 年実施。1933 年以前にナチに加入した古参の党員のみ参加可能とした。米国
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にいた彼は、コロンビア大学の書簡紙を用いて党の全管区の事務局に呼びかけた。 
500 編以上の作品中、女性 36 編（年齢は 17 歳から 73 歳）があった。 
(Theodre Abel, Why Hilter Came to Power: An Answer Based on the Original 
Life Stories of 600 of His Followers, New York 1938) 

 
＊ これら女性は野心的で明晰に話が出来て献身的であるという典型的なナチ党員で、両親

の死、貧困、社会不安、経済的損失などの人生の悲劇が強調されている。殆どは中産階

級だったが、大学に入った者は 5 名、半数は結婚していて、4 分の 1 は家庭外で就業し、

職業学校に入学したこともある。 
4 分の 3 は都市近郊出身者で、これは 1920 年代のナチ支持者が殆ど田舎に住んでいた

ことと対照的である。また、最年少の応募者以外は第一次世界大戦が青春時代で、極端

な物質的困窮と同時に当時の愛国心の高揚について述べている。 
 
＊ 応募者の中で目立つのは、1914 年 8 月の熱狂的な日々のこと。男女双方の応募作品を

分析した政治学者、ペーター・メルクル（Peter Merkl）は、全応募者の約 4 分の 1 が

幼いころに片親（たいていは父親）を失っている。そして激しい反ユダヤ主義感情を表

しているのは 5 分の 1 程に過ぎないことを示唆している。この点に関しては女性も男性

とほとんど変わっていない。最初のうちはナチの人種主義を拒否していたものの、同志

の説得によって改宗した例を次に挙げてみる―――「人種差別的な考え方、特にユダヤ

人問題に関する部分は、キリスト教精神に反しており不公平だと思っていました。 
論争に論争を重ねた末に、私はこうした態度が宗教と人種を混同しているものだと悟り

ました。世界の歴史上最大の誤りです。 （中略） 万物が有意義な秩序を支配してい

ることを信じているので、この秩序は人種間の絶対的な相違に基づいていることを理解

できたのです。（Eiden, Abel no. 244, 党員番号 1,400,825）」 
＊ 「私は信念のためなら死をもいとわない男性を見つけることが出来ました――そんな

思いが体内を駆け巡りました。（Radtke, Abel no. 207）」 
「総統の目を覗き込んだことのある者は決して、何年たった後でも、その強烈な体験を

忘れないでしょう！ これまで何の権威も受け入れることができなかった私ですが、今

後は永遠に絶対服従の人生を歩むことでしょう。（Eva Maria Wisser Wellmann）」 
「この飾らない男性が、真実の、正義の目で見つめたとき、暖かい陽ざしのようなもの

が、彼の顔から 2 万 3000 人の聴衆の心に降り注いだのです。（略） 総統の話を聞き、

目を見つめるとき、誰もが彼の側に改宗せざるを得ないのです。“我が闘争”は私の聖

書となりました。（Engelhardt, Abel no.145）」 
 

  注： ヒトラーの目については、数多くの人が描写している―――「ヒトラーの目を覗

き込んだら、彼から離れることはできないわ、と女たちが話すのを聞いた」とルイス・
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ロシュナーが回想している。（Lochner, What About Germany? ） 
    フェルスター＝ニーチェ夫人も「魅力的で人の心を射抜くような目に一番関心を持

った」と語っている。しかし、彼女は政治的指導者としてよりも、宗教的指導者とし

てのヒトラーに惹かれたようだ。 August 7, 1932」（Harry Kessler, In the Twenties. 
The Diary of Harry Kessler, New York, 1961）  

 
美辞麗句を読むと、女性だけでなく男性もなぜこのような党に魅了されたのか、「女性

化」した群衆になってしまったのか、という疑問が生じてくる。「我が闘争」の中に大衆

操作に関する秘訣が記されている―――聴衆は暗闇や薄明りの方が「より一層、意志の

支配力に屈しやすい」ということをカトリックのミサから学んだと述べている。ナチ党

の議論や芝居じみた所作は、宗教的なメタファーによって形作られていた。 
ヒトラーは党員に対して、僧侶や尼僧が教会に仕えるように絶対的な服従を要求してい

る。ヒトラーへの従順と党の綱領に対する忠誠を誓わなければならなかったし、党員は

「命に代えてもナチの原理は守る」と誓うことになっていた。 
 

＊ ヒトラーは、尊大な男性的自我が圧倒的に優勢な人物であったからこそ、女性的な身振

りや態度をしても聴衆に受け入れられた。激しい口調でユダヤ人を罵り、今度は清純な

乙女のように手を組み合わせて神に祈る。レニ・リーフェンシュタールがこの柔と剛を

巧みにとらえている―――ヒステリックに叫び、乗馬用の鞭で演壇を叩き、それから静

に後ろへ下がって、拍手喝さいが収まるのを待つ間、汗で額にかかった髪を手でおずお

ずと直す。（レニ・リーフェンシュタール「意志の勝利」） 
 

５．ヒトラー権力掌握（1933 年 1 月 30 日） 
＊ 1933 年 1 月にナチ党が権力を掌握すると、労働市場から女性を排除し家庭に戻す政策

がとられた。 
1933 年以前に上級職に任命されていた女性官僚 74 人のうち、1933 年以降その職にと

どまった者は一人もいない。1 万 9000 人近くいた州やその他自治体の女性官僚は全員

その地位を失った。またあらゆる教育段階における女性教師の数も 15％減少した。1934
年初頭までに、プロイセンの官僚機構からすべての既婚女性が解雇された。（Winkler, 
Frauenarbeit im “Dritten Reich”; David Shoenbaum, Hitler’s Social Revolution, 
Class and Status in Nazi Germany, New York, 1980） 
女性は法曹界では全体の 3％をしめるにすぎなかったが、1936 年以降、たとえナチ党員

であっても女性は判事や検事の職につくことができなくなった。「論理的に考えたり客

観的に推論する」ことができないという理由から、陪審員からも排除された。 
さらに既婚の女性医師が開業することが出来なくなり、1935 年までに女性医師がユダ

ヤ人医師と同様に、国民健康保険制度の支払いを受けることもできなくなった。 



11 
 

＊ ナチを「煽動家の集まり」とか「下層階級」と軽蔑していた女性組織は、新しい状況に

巧みに順応していった。ナチ婦人団の団員数も、1933 年の 1 年間で 8 倍も増加してい

る。これほど簡単に適応してしまうとは党指導部も予想外で、逆に中産階級の女性指導

者の熱意をどのように組織化するかという問題に頭を悩ますこととなった。 
外国のフェミニストの予想に反して、ドイツの主要な女性組織はナチ国家に対して女性

の権利を守るどころか、逆にナチ政府との一体化のプロセスを早めていった。これは、

中産階級の女性運動は母性に関するヒトラーの理念に同意をしていたのだし、ナショナ

リズムをも信奉していたので、秩序の回復、愛国心の復活を約束する独裁政治を受け入

れることは容易だった。ヒトラーのやり方に疑念を抱きつつも、彼女たちは彼のナショ

ナリズム、反民主主義、反共産主義という姿勢を歓迎したのである。 
＊ 1933 年 5 月上旬、ドイツ婦人団体連合を服従するよりは解散に導いたアグネス・フォ

ン・ツァーン＝ハーナックは公の場で不満を訴えた―――「今後の展開が気がかりです。

夥しい数の女性行政官が解任され、その後任に任命された女性は二人だけです。女性の

社会的、文化的領域に直接関係する活動分野が、あきらかに男性の手に渡ってしまいま

した。」（Agnes von Zahn-Harnack, ”Frauenbewegung und Nationale Revolution”   
Deutsche Allgemeine Zeitung,  April 30, 1933）  

 
＊ 中産階級の女性指導者が自分の仕事や組織を必死に守ろうとした動きを見れば、彼女た

ちに不屈の精神が備わっていたことがわかる。しかし、このような逞しい彼女たちもユ

ダヤ人の組織からの追放というナチの方針に反対の意すら表明していない。指導層はじ

め一般会員からも、追放を命じられたとき抗議の嵐どころか小ぬか雨すらも降らなかっ

た。従順でありながら自己の利益を擁護するという彼女たちの行動様式を示す話をいく

つか挙げる。例えば―――ヴァイマール政府で上級公務員として最も高い地位にあった

ゲルトルート・ボイマー（Gertrud Baeumer）は、ヒトラーの首相就任数週間後に内務

省での地位を失った。その後彼女の解任は女性に対する冒とくであるとする抗議の電報

や手紙がナチ政府や党首脳部に殺到したが、ボイマー自身は自己弁護しなかった。後に

自身の履歴書の中で「1919 年にドイツ民主党を創設したフリードリヒ・ナウマンとの

協力関係にあり、民主党の国民社会主義派の一員として活動していた」と弁明している

が、その後の新しい地位の誘いには応じなかった。その後 12 年間ボイマーは公的な場

におけるナチ政策の批判を避けながら、女性の就業機会の拡大を擁護する穏やかな発言

を続けていた。ボイマーの名前が「婦人」の発行人の欄から数か月にわたって消えたも

のの、その間も定期的に寄稿を続けていた。学問上の仕事では再び中世というテーマに

取り組んでいる。ボイマーは戦後、ナチ時代を通して自分の原則に反するような言葉は

一語たりとも書いたことがないと述べている。 
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＊ ヴァイマール共和国の誕生とともに生まれた「新しい女性」に対する反動として、女性

保守層の家庭回帰の動きがナチ党の政策と一致することとなる。 
ナチ党の理論家・アルフレート・ローゼンベルク（Alfred Rosenberg）のスローガン 
  “女性解放からの女性の解放！” 

 
教育も訓練も受けていなかった一般の女性は、「解放からの解放！」を望んでいた。ド

イツ全既婚者の 3 分の２は、自分のことを何よりも主婦だと考えていた。男性の既得権

を脅かすのではなく、強化するのだと言い、デカダンスに反対し、伝統的な道徳の擁護

に乗り出した。主婦は男性の性的放縦を抑制し、公衆道徳の浄化を行おうとした。自由

主義者がヴァイマール文化の先例のない自由を称賛したのとは反対に、これらの伝統主

義者は過度の自由に対する防衛に努め、女性による愛国的市民団体の会員数を増やして

いった。 
（母性崇拝の台頭） 
＊ 女性たちは男性の世界を超えた「領域」を表す時に「生存圏」という言葉を良く用いた。

中産階級の女権運動の代表的な人物、ゲルトルート・ボイマーは「私たちの持てる最高

の力は新天地の征服にではなく、既に獲得した領域を平和裡に拡張することに投入され

る」と 1926 年に述べ、5 年後にはこのテーマを発展させて「新しい生存圏における女

性」という本を著し、女性の責任とは困難と混乱に満ちた時代において秩序と人間らし

さを公的生活にももたらすことなのだと説いた。（Gertrud Baeumer, Die Frau im 
neuen Lebensraum, Berlin 1931） 

＊ 「新しい女性」への文化的反動のなかで、長く忘れられてきた栄光の母権制についての

考察も復権してきた。分裂する近代社会の中で、神話に登場する“大母”、ドイツを純化

してくれるような女神を夢想した。 
「魔術的な血と大地の精神」の奥深くに潜み、「魔術と情感という魅惑的な巣の暖かさ」

によって染み渡った太古の母性精神を呼び起こそう、と呼びかけた。 
このような大げさな女性称賛の背後には「新しい女性」に対する攻撃が潜んでいた。男

性はつつましやかで情の深い女性を求め、女性が素直さを取り戻せば男性の「結婚願望」

は再燃する、と断言する専門家も現れた。「新しい女性」の方で、「古い男性」を敬遠す

るかもしれないなどとは考えもしなかった。 
＊ 「母の日」が浸透していったのはこの時期だった。これは日常生活における母性崇拝の

現れであり、1927 年に生花店団体が始めたものである。やがてナショナリストの組織

がこれを熱心に取り上げ、真価を認められていないと感じていた母親たちは、大恐慌に

よって多くの人々が犠牲を強いられるようになるにつれ、母親の称揚に共感するように

なっていった。 
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優生思想における母性 
１． 生殖に関する政策 
＊ ナチ女性官僚機構が混乱状態に陥っている頃、ヒトラーは女性問題の中心的理念をすか

さず実行に移した。福祉部や保健部は「人種的に望ましい人々」に出産を奨励し、「人種

的に望ましくない人々」には、これを禁じるようになった。 
結婚や出産に奨励金を与える政策は、ナチ・ドイツに始まったことではない。すでに

1920 年には、フランス政府が「母親勲章」を創設している―――子供 5 人に対して銅

メダル、8 人で銀メダル、10 人で金メダルが授与された。1930 年代になるとフランス

政府は妊娠中絶に対する罰則を強化する一方、大家族には手当を与え、母乳で子供を育

てた母親には報奨金を与え、専業主婦にも補助金を与えるようになった。 
  アメリカやヨーロッパの政治家が健全な社会と個人の幸福という観点から計画を正当

化していったのに対して、ナチは「あなたたちの身体はあなたたちのものではない。あ

なたたちの親族とあなたたちの民族のものである」と明言していた。 
 
＊ ナチの政権獲得から数か月もしないうちに、政府の助成金による大掛かりな結婚奨励政

策が打ち出された。新婚夫婦に対して、最高 1000 マルク（平均的な労働者の年収の約

5 分の 1）が貸与されることになった。但し、①妻が外で働かない②夫婦どちらの家系

も二世代に遡って“ユダヤ人の血が混じっていない、のを証明する必要があった。この

収入はクーポンの形で支払われ、しかも家庭用品の購買にのみに限られた。 
この計画に必要な資金は、未婚の人々が平均給与の２－５％の独身税を支払うことによ

ってまかなわれた。この政策によって短期間のうちに 50 万組のカップルが結婚し、妻

たちが労働市場から離脱した結果、男性のための職場が確保されたことに当時の人々は

驚いた。ナチの真の狙が出生率の増加にあったことは言うまでもないが、その効果が表

れるのは 2－3 年待たなければならなかった。 
＊ 「望ましくない者」を排除する断種政策も推進された。 

ヒトラー内閣は断種政策を徹底させるため、ソーシャルワーカーや看護婦に「遺伝的に

欠陥のある」者をすべて衛生当局に報告することを義務付け、当局に断種手術の決定権

を与える法律を 1933 年 7 月に成立させた。 
    備考： “社会学的な問題を生物学的に思考するという傾向”は、資本主義国家で 
      も共産主義国家でも戦間期を通じて盛んだった。1927 年には合衆国の連邦最

高裁判所がバージニア州の強制断種法の合憲性を認めている。（Daniel J. 
Kelves, In the Name of Science, Eugenics and the Uses of Human Heredity, 
New York, 1985; American Historical Review 82, December 1977) 

      けれども、ドイツ以外の国の断種計画は個人の自発性にゆだねられていた。ド

イツだけが権威主義国家の威力を全面的に駆使して「価値のない生命」の徹底

的な「除去」の実施に当たったのである。 
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    備考： 「生きるに値しない生命」とは―――てんかん、精神分裂病のように遺伝

的と思われる病気を持つ人、耳の不自由な人、売春婦、知恵遅れの人、ある種

の性病にかかっている人などが含まれていた。 
 
＊ 優生学者の言う「生きるに値しない生命」とは「障害をもって生まれてくる者にとって

人生は非常に痛々しく恵まれないものだから、死を与えるのが人道的だ」という意味で

はなかった。それどころか、基準以下の人間は地域社会に迷惑をかけるだけだから、生

きてはいけないという意味だったのである。 
 
２． 出生率向上政策 
＊ ナチ指導部にとって関心があるのは「家庭の幸福」よりも「生まれてくる子供」だった。

結婚資金貸与者に、政府は子供一人につき返済金を 25％割引、所得税控除も増額され、

子供一人につき総所得の 15％を課税所得から控除することが認められた。子供を 6 人

持つ親は所得税をまったく払わなくてもよいことになった。「扶養家族」という言葉も

25 歳まで適用されるよう改められた。 
「母の日」はヒトラーの母親の誕生日（8 月 12 日）に変更され国民の祝日となった。

「母親勲章」が導入され、子供 4 人で銅、6 人で銀、8 人で金を授与され、ヒトラー・

ユーゲントが勲章をつけている母親（青いリボンに通して首から下げる）に出会ったと

きには「ハイル・ヒトラー！」と敬礼しなければならなかった。 
＊ 受胎調節は禁止され、結婚相談所は閉鎖され、「優生学相談所」が代わりに設置された。

中絶をおこなったり幇助した人々の逮捕や有罪判決の数は倍増し、罰則も厳しくなった。 
医師全体の 5％に満たない女医たちが大きな影響を受けた。中絶の罪で逮捕されたのは

大部分が女医だった。 
＊ あらゆる公的な施策を講じたにもかかわらず、第三帝国の出生率は「退廃的」な 1920

年代末の水準にも達しなかった。1933 年から 1939 年までに結婚資金貸与制度の対象

者から 36 万人の子供が生まれているが、これが政府の奨励を直接の原因とするものか

定かではない。ナチの宣伝にもかかわらず、1930 年代を通じて中絶の割合は確実に増

え続けた。親衛隊のある将校は、1936 年に 50 万件もの堕胎が行われたと推定して、

「・・・この中絶が防止できていたら、20 年後にはあと 200 連隊を確保できたのだが・・」

と述べている。 
 
＊ 夫選びの 10 か条（人種学の講習による）  

① ドイツ人たることを自覚せよ！ 
② 精神と魂の純潔を保て！ 
③ 身体の純潔を保て！ 
④ 遺伝上の欠陥がないのなら、独身でいてはならない！ 
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⑤ 愛情のためにのみ結婚せよ！ 
⑥ ドイツ人として、配偶者にはかならず同種あるいは類種の血の者を選べ！ 
⑦ 配偶者を選ぶときは、その先祖を調べよ！ 
⑧ 健康は外見的な美しさよりも重要である！ 
⑨ 結婚相手には遊び友達ではなく伴侶を求めよ！ 
⑩ できるだけ多くの子供を望め！ 

  この 10 か条に見られるように、「人種的基準」に従うことが国民の道徳義務にまで高

められた。 
＊ 1934 年の初頭にはドイツ全土に 205 の特別優生裁判所が設置され、対象者が子供を持

つことが「ふさわしい」か、どうかが判断されるようになった。1 年後には 10 万件近い

断種申請の審理が行われ、5 万 6900 件の手術が行われた。（男性 2 万 8000 件、女性 2
万 7900 件） 

  ソーシャルワーカー、医師、特別裁判制度によって出産に関する個人の決定権は奪われ

てしまった。 
＊ 慈善というものは元来、社会全体から脅かされている社会の不適応者や身寄りのない人、

弱者たちの必要に答えるものだったのに対して、ナチの教義では精神病患者、性的逸脱

者、精神薄弱者、身体障害者、アルコール依存症患者並びにその他の「欠陥のある者」

を、「健全な」社会を脅かす細菌だと表現したのである。  
「遺伝的に不適格な者」と「望ましい者」を二分することは、「アーリア人」社会から

「人種的に」ふさわしくない人々を排除するための重要な布石となった。遺伝的な「危

険分子」と人種的な「危険分子」が同じレトリックで扱われた。 
情感に訴えしかも科学的であることを装った呼びかけは、女性の「使命」も愛から憎し

みへと変えられた。ナチの女性たちは役立たずの「淑女」ではなかった。突撃隊員のよ

うな冷徹さをもって課題を真剣に受け止め、1933 年にはあるナチ女性が「女性はドイ

ツ民族の心。女性の愛は民族の愛。女性の憎しみは民族の憎しみ」とまで書いている。 
(Else Frobenius, Die Frau im Dritten Reich. Eine Schrift fuer das deutsche Volk, 
Berlin, 1933)   

 
全国女性指導者・ショルツ＝クリンク 
１． 誰が女たちを指導するのか？ 
＊ 1933 年当時のナチ政府は混乱状態にあり、短期間ではあるが宣伝相の妻、マグダ・ゲ

ッペルスがナチ指導部の女性問題担当者となった。しかし、彼女が女性の直面している

問題にわずかなりとも関心を示したことはなかった。ナチ首脳部は女性の領域をどのよ

うに統率したらよいか見当がつかず、混乱していたことを示す証左である。 
ナチの女性たちも、「女性問題」担当の全国指導者になろうと努力したが、女性を生物

学的にも精神的にも別個の下位の存在だと決めつけていた男性指導者にとって、自立心



16 
 

とカリスマ性を持った女性に人口の半分を指導させるなどということは思いもよらな

かった。こうして当面、女性たちは指導者不在の状態に置かれた。 
＊ しかしある一点に関しては素早かった。社会主義者や共産主義者の女性組織は一夜にし

て非合法となり、その事務局は襲撃され、出版物は廃棄され、指導者たちは亡命せざる

を得なかった。リダ・グスタバ・ハイマンとアニタ・アウグスブルグの率いる「平和と

自由のための女性連盟」やヘレーネ・シュテッカーの「母性保護連盟」は姿を消した。 
＊ 1933 年 5 月 10 日、ナチ労働戦線の首班ロベルト・ライ（Robert Ley, 1980.2.15b---

1945.10.25d）はナチ婦人戦線の結成を発表した。ドイツの 230 の市民団体および宗教

関係の女性組織を統合する職務にゴッチェブスキーを任命した。女性組織は、解散する

かナチに服するかの選択を迫られた。次々に加入の受諾書がとどいた。 
愛国的な女性の砦だったルイーゼ王妃連盟は 13 万の会員を引き連れて即座に加入し、

20 万人の会員を擁する全国主婦連盟、会員数 9 万人の農民主婦連盟、公称会員 15 万人

のドイツ赤十字等、保守系団体が婦人戦線に加入した。 
中産階級の女性運動の中核を 19 世紀以来果たしてきた組織、60 以上の参加団体と 50
万人の会員を擁する全国組織・ドイツ婦人団体連合はどうなるかが関心の的であった。 
結局、前述のごとく服従するよりは組織の解散を選んだ。 
 
ゲルトルート・ボイマーは同団体の機関誌「婦人」に、女性運動は「議会主義、民主主

義、ファシズム」などという政治制度とは無関係に存在するものなのだと明言してい

た。（Gertrud Baeumer, “Die Frauen in der Volks-und Staatskrisis”, Die Frau, March 
1933） 

 
２． ショルツ＝クリンクが全国女性指導者に任命される 
＊ 女性政策に関する初期の中央の混乱が古参女性指導者間の勢力争いを生み、誰が指導者

とて適しているのか政権掌握から 1 年ほどたって、1934 年 2 月 24 日にショルツ＝ク

リンクが全国女性指導者としてナチの女性機関すべての指導者となった。 
1933 年 12 月、女性奉仕年のプログラムの責任者となったばかりのゲルトルート・ショ

ルツ＝クリンク（Gertrud Scholtz-Klink）には誰も注目しなかった。数か月の後に第三

帝国の全国女性指導者になるとは誰が予想しただろうか。 
1933 年 33 歳だったショルツ＝クリンクは、若くてスマートで金髪、ヒトラー側近の中

でも最も「アーリア人的」だった。淡白さと柔軟さを合わせ持った彼女の日和見主義的

な行動は男性指導者の目に留まるようになった。直感的に男性の庇護者を求め後ろ盾に

なってもらっていた。 
＊ ショルツ＝クリンクは初期のナチ女性を次のように賛美している――「私は苦労して私

たちのもとに馳せ参じた最初の女たち――身命を賭して駆けつけてくれた人たちのこ

とを決して忘れない。彼女たちは損得については考えもせず、このような生き方を全面
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的に認め、身を捧げた。それほど知的でもなく、党の偉大な理念についてあまりよく理

解していなかったかもしれないが、彼女らは男性を援助した。ドイツ民族の生死がかか

っていると信じていたからである」（Scholtz-Klink, “Die Frau im Dritten Reich”） 
「協調」「民族」「義務」の三つの単語が 12 年間を通じての彼女のスローガンであった。 

＊ 彼女の考え方は今日に至るまで変わっていない。1930 年代の中性的で知的すぎる女性

運動、つまり知性・理性という「なじみのない」武器で真のドイツ精神に戦いを挑んだ

女性運動は女たちを裏切っている。自分はそれに対し「女性的な」戦術を取り、その正

しさを立証してきたのだと考えていた。“平等”を求めて勝ち目のない闘いをするのは

止め、物質的な野心を捨てるようにと女たちに忠告した。 
 
（そしてショルツ＝クリンクが残った） 
＊ ナチ男性がヒトラーの時代になると、街頭の闘士から官吏に転進したが、女性の場合は

違った。母性を絶対視していたナチ女性は、古い女性運動、宗教運動、市民団体に参加

していた非信奉者を改宗させようと待ち構えていたが、中産階級の女性たちが自発的に

ナチに協力してしまった。さらに驚いたことに、古参ナチ女性の方が新しく作り出され

た女性の官僚社会から締め出されてしまった。ナチ女性の闘争は、かつては街頭や居間

で繰り広げられたが、新しいタイプの活動は官僚社会と化した女性の公的世界に移って

しまった。ショルツ＝クリンク率いる官僚軍団は、自律への幻想を抱くこともなく冷や

やかに現実を見つめ、上位に立つ男性の命令系統に完全な忠誠を誓う代わりに、下位に

いる女たちには全面的な権力の行使を望んでいた。 
＊ 既成の女性組織に所属していた女たちは数か月の間にナチの隊列に加わった。女権組織

に属していたドイツ女性が、なぜいとも簡単にナチの公約に惑わされたのか、いまだに

釈然としない。しかし、現実にはドイツ婦人団体連合傘下の組織は、即座に屈服してし

まった。長期戦を覚悟していたナチ指導部の方もこの動きに困惑したほどだった。 
女性は勝ち目のない政治的な事柄で争うより、自らの世界を改善していくことに全力

を傾け、「男性的」と定義づけた分野の外で、独自の文化や組織を育てていこうとした。

このような現実的な選択をしたことで、“女性特有の高潔さ”というそれまでの主張

を放棄してしまったのである。 
 
＊ ゲルトルート・エンマ・トイシュは 1902 年 2 月 9 日バーデン地方のアーデルスハイム

に官吏の娘として生まれた。バーデン市のギムナジウムに入学したが、戦争のための労

働に奉仕するため第一次大戦中に退学した。彼女は駅に勤務し、将校一家の家政婦とな

った。19 歳の時、彼女は学校教師でナチ党共鳴者のオイゲン・クリンクと結婚した。夫

は彼女に実践的な社会福祉活動――突撃隊の台所で炊事を引き受け、党の子供を保育し、

針仕事をする――に従事させたが、それには満足せず、国家社会主義のプロパガンダと

国家建設の活動に熱中し頭角を現していった。 
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細い髪をグレートヘン型（花冠結い）に結い上げて白いブラウスの襟を上まで詰め、き

っちりとした暗色の衣服に身を包み、固く閉じた唇に慎み深い笑みを浮かべている―

―ナチの女性部長は何百万枚も印刷された絵葉書にこのような姿をナチの模範女性と

して現わしていた。ショルツ＝クリンクはナチ党が求めた理想像にぴったり合致して

いた。彼女は子だくさんの母親であり、完璧な家族像を提供し、彼女の経歴は国家社会

主義を信奉するそれぞれの女性にとっても模範となった。 
1930 年 3 月 1 日に二人がナチ党に入党した時にヒトラーは、「自身、未来への信念、

そしてその信念を保持し続ける勇気」を持つように言った。この新しい同志は女性党員

獲得で衆目を集めるようになった。同年、地区長に昇進した夫のオイゲン・クリンクが

ナチのデモ中に心臓発作で死亡したのを受け、バーデン地方の「大管区女性部長」とし

て穴を埋め、党の行事に演説者としてしばしば登壇した。クリンク指揮下のバーデン・

ナチ女性機関は、大管区長・ロベルト・ワーグナーが高く評価しているように、「運動

のために戦死した者の遺族や負傷者や資産のない同志たちのために喜ばしい業績」を

成し遂げた。 （Jill Stephenson, Gertrud Scholtz-Klink, Die NS-Musteifrau, In: Die 
Braune Elite II. Hrsg. von Ronald Smeler, Enrico Syring , Rainer Zitelmann, 
Darmstadt 1993） 

 
1932 年．ゲルトルート・クリンクは地方の医者ギュンター・ショルツ博士と結婚した。 
1933 年、彼女は自分の後援者と見なしていたガウ大管区長ワーグナーによって「女性

団体担当官」として内務省に招かれ、この機会を利用して競合する婦人団体すべてを解

散させ、かなりのずる賢さで彼女の野心的なライバルたちの影響力を失わせた。 
前述のごとく、1934 年 2 月 24 日、ショルツ＝クリンクは全国女性指導者としてナチ

の女性機関すべての最高責任者となった。ナチのプロパガンダでは外国に対してナチ

のヒエラルキーの中で重要な人物として紹介していたが、ヒトラーの序列によれば、彼

女は中央本部局長の序列に過ぎなかった。ロベルト・ライ、ヴァルター・ダレ、バルド

ゥール・フォン・シーラハなどの男性指導者らは、彼等の持っている女性に対する権限

を彼女に譲るつもりは無かったので、全国女性指導者とは言っても政治権力は乏しか

った。 
 

＊ ショルツ＝クリンクは党の忠実な僕であり、ヒトラーを神のように崇拝した。「わが闘

争」を福音書のように読み、総統のどんな言葉も彼女にとっては啓示だった。彼女は述

べている―――「・・・そして私たちは人間そして同志として常により良いドイツ人と

なろう。自身のはかない人生を偉大な時代の務めに捧げ、それによって総統は私たちの

一生の服従と忠誠から永遠のドイツを創造される」。（Scholtz-Klink, Verpflichtung und    
Aufgabe der  Frau in nationalsozialistischen Staat, Berlin 1936） 
彼女はナチ理論家のアルフレート・ローゼンベルクとも文通し、彼の「二十世紀の神話」
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を詳しく学び、ナチ国家の目標と計画を熱心に受け入れた。党の男性同志による女性蔑

視思想を伝声管のように同性の同志たちに伝えた。彼女が熱心に伝えたスローガンは

「ドイツ民族への勤めと奉仕」による「女性すべての民族水準の高揚」であった。彼女

の信念は、影で物を言わず、見返りを求めないで、義務を果たす、それが女心の本質で

あるということであった。ショルツ＝クリンクは、会議から会議へと絶え間なく移動し、

数え切れない講演をこなし、彼女の単純な考えを紙面に提供した。1938 年彼女の夫から

ナチの仕事をやり過ぎると非難されて、彼女は離婚した。 
 
＊ ショルツ＝クリンクは形式上党幹部に数えられていたが、すでに 1921 年ナチ女性の役

割は規定されており、ナチ党の指導部にも、指導的な委員会にも受け入れないことが決

定されていた。この功名心にはやる女性指導者の野心には厳しい制限が設けられており、

彼女はナチによる女性蔑視の犠牲者ともいえる。次のようなヒトラーの誉め言葉も彼女

には空虚に感じただろう―――「私には四人の模範的な女性がいた、トロースト夫人、

ワーグナー夫人、レニ・リーフェンシュタールとショルツ＝クリンク夫人だ」。（Hitler, 
Monologe im Fuehrerhauptquartier 1941-1944, Die Aufzeichnungen Heinrich Heims. 
Hrsg. von Werner Jochmann, Hamburg 1988） 
しかも、ヒトラーが他の「模範的女性」との同席を求め、個人的にも喜んで付き合った

にもかかわらず、この帝国女性指導者を出来るだけ避けようとした。1938 年、彼女の

ささやかな権力の絶頂期に彼女はこぼしている――「私はこれまで一度も総統と個人

的に女性の任務範囲について、とことん話し合うことに成功していない」。（Elke 
Froehlich, Braune Elite） 
彼女は総統のもとへ押しかけては行けなかったし、ナチのエリートたちも彼女と距離

を置いていた。誠実そうな全国女性指導者は無視され、社交的な付き合いも拒絶され、

第三帝国のきらびやかなレセプションや祝宴に招かれることは一度もなかった。しか

し、彼女は 1933 年から 1944 年の間に 50 以上の本やパンフレットを書き続けていた。 
 
戦争の推移につれ女性指導者が言ってきた理想は、現実に合わせざるを得なくなって

きた。すなわち、兵器工場での労働に対して反対するのは時代遅れとまで言うようにな

ってきた―――その点では総統の考えより上回った。ヒトラーは長い間女性を強制的

に兵器工場へ投入するのを禁じていた。最終的に 1943 年 1 月、17 歳から 45 歳までの

女性に対する服務義務が公布されたとき、ショルツ＝クリンクは歓迎した。 
 

1945 年、1940 年に三度目の結婚をした夫（親衛隊分隊長、アウグスト・ハイスマイヤ

ー）と共に地下に潜伏し、偽名を使いアメリカ軍占領地域で三年間発見されずに生活し

た。 
1948 年 2 月逮捕され 18 か月の実刑判決を受けたが、激しい抗議の下、起訴され再審
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されたが、「政治的な重要性が無かった」として 18 か月の禁固刑を言い渡された。しか

し、刑期は終了と見なされ、ドイツ連邦共和国の政治粛清委員会は、彼女に対し一切の

政治活動を禁じ公職禁止令を公布した。 
＊ ショルツ＝クリンクは筋金入りの国家社会主義者のままであった。1978 年には自分の

全盛時代の演説や論文を収めた「第三帝国の女性たち」（Scholtz-Klink, Die Frau im 
Dritten Reich, Tuebingen 1978）を出版した。 
 

マグダ・ゲッべルス（Johanna Maria Magdalena Goebbels） 
 

1945 年 4 月 30 日、第三帝国終焉の日にヒトラーとエーファ・ブラウンが自決した翌日

の 5 月 1 日にもう一人の第三帝国ファーストレディーと言われた、マグダ・ゲッベルス

が夫と 6 人の子供と共に自決した。 
 
１．マグダの前半生 
＊ 1901 年生まれのマクダは、実父の資産家、オスカー・リッチェル博士とユダヤ人の養

父で裕福な皮革業者、フリートレンダーの庇護の下、少女時代の 8 年間、厳格な修道院

世界（フィルフォルデ、聖ウルズラ修道院）で過ごし、ベルリンの公立ギムナジウムを

経て、1919 年 3 月に高校卒業資格試験に合格し、ゴスラー近郊の上流子女のためのホ

ルツハウゼン女子寄宿学校に入った。 
＊ 寄宿学校では、抜きんでた教養と眩いばかりの容貌で同じ齢の娘たちを遥かに凌駕して

いた。はにかみや劣等感など彼女とは無縁であり、後にナチスの信奉者が「世界の貴婦

人」と讃嘆したように、自信に満ちた立ち居振る舞いがすでに見られた。 
この女学生が 1920 年に休暇から寄宿舎に帰る列車の中で、折り目正しい気品のある容

姿の 38 歳の男性と出会った。これがドイツで最も裕福な男の一人、ギュンター・クヴ

ァント（Guenther Quandt, 1881.07.28―1954.12.30）で、翌年の 1921 年 01 月 04 日

にバート・ゴーデスベルクで結婚することになる。その 11 月には男子ハラルト 
（Harald Quandt）が誕生したが、年齢の離れた夫婦は不和となり 1929 年に離婚する。 
  注： ギュンター・クヴァント（Guenther Quandt） 
      クヴァント家は、今日、自動車の BMW、製薬会社のアルタナ（Altana）、 

電池製造のファルタ（VARTA）を所有・支配している。 
ギュンターは自身が経営するベルリン、ハノーファー、ウィーンの工場での強 
制労働で、ナチス・ドイツが滅亡するまでの間に莫大な富を築いた。強制労働 
は毎月 80 名程度が死亡する過酷なものだった。戦後逮捕拘束されるが 1948 
年に釈放される。1954 年休暇先のエジプトで死去。 

クヴァント家が所有する会社は戦後一時没収されたが、ギュンターの次男、ヘル 
ベルト・クヴァント（Herbert Quandt）を中心として再建に成功した。 
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一方、マグダとの間の息子である長男、ハラルト・クヴァント（Harald Quandt） 
は空軍に入隊し、1944 年にイタリー戦線でイギリス軍の捕虜となり、1947 年に解

放されている。実父の死去に伴いファルタを受け継ぐが、1967 年乗っていた飛行

機の墜落事故で死亡し（享年 45 歳）、弟のヘルベルトがハラルトの分の BMW や

ファルタの株式を相続した。 
 

＊ ギュンターからの十分な慰謝料・生活費を得た社交好きなマグダは、今まで政治に興味

をもっていなかったのに、1930 年夏の終わりに退屈しのぎと好奇心からベルリンでの

ナチ党の集会に参加、演説者はベルリン管区長、ヨーゼフ・ゲッべルス博士だった。 
当時 33 歳のゲッべルスは小男で、か細い体に大きすぎる頭の持ち主で、黒い髪に眼は

茶色だった。幼少時の骨髄炎のせいで片足が内側に曲がっており、ぎこちない歩きを余

儀なくされていた。彼の外見は彼の演説で語られる、金髪で青い目の大きなゲルマン戦

士と全く相反したので、世間では彼のことを皮肉って「萎縮ゲルマン人」と呼んでいた。 
＊ ゲッペルスはアジ演説とむき出しの暴力によって、国家社会主義ドイツ労働者党ベルリ

ン支部の得票をたった三年のうちに 100 票から１０万票に増やすことに成功した。ヒト

ラーに次いで、ゲッべルスはナチ指導部で最も注目すべき人物とみなされた。 
ゲッペルスはただ心酔するヒトラーに対してのみ忠実だった。多くの人々には不気味な

印象を与え、多くの者は彼を避けた。同時代人はゲッべルスを人に反感を抱かせ、また

同じように魅了する印象があったと書き記している。マグダにとっては後者が当たって

いる。 
 

＊ ベルリンのナチの舞台は、教養あるマグダに対して闘牛場の痺れた魅力そのままに作用

し、飛び込むに値する「本当の人生」として、自分の未来の進路と定めた。ナチ党ベル

リン＝ヴェストエント東集団の党員として登録、この上流社会の有名なご婦人は媚びを

もって受け入れられた。マグダは助言を受けながら、ヒトラーの「わが闘争」や 
ローゼンベルクの「二十世紀の神話」を読みふけった。やがて彼女は地区の婦人部長と

なったが、一般党員は彼女の好みではなかった。さらに上を目指し管区指導者代理の秘

書課に配置され、ゲッべルスと知り合うことになる。 
＊ ゲッべルスは 1930 年 11 月 7 日付の日記に――「クヴァントと名乗る美人が私の新し

い個人資料係である」と書いている。言語に精通したマグダは、ゲッべルスについて書

かれた国内外の新聞記事を綿密に収集している。ゲッべルスは、自分の交際や政治的な

出来事、数多くの女性関係など、すべてを自分の日記に打ち明けている。（Die 
Tagebuecher. Saemtliche Fragmente. Hrsg. von Elke Froehlich, Muenchen―New 
York―London－Paris 1987） 

 
＊ マグダもゲッべルスも、ユダヤ人は人生において大きな役割を演じたが、その関係に心
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境の変化と行動の矛盾が感じられる―――二人ともユダヤ系の相手と初めての大恋愛

を経験し、彼らが知り合った時もまだその関係を続けていた。 
1931 年 2 月 1 日に、二人は新しい段階に入った―――「昨日午後クヴァントさんは仕

事に来ていた。彼女は実際素晴らしい女性で、もうすでに、彼女が私を好きになってく

れるよう願っている」。それから 1931 年 2 月 15 日には、「夕方にマグダ・クヴァント

がやって来る。それからとても長居する。そしてうっとりさせる金髪の甘美さの中に咲

き誇る。きみはどうだい、私の女王？」。ゲッべルスは自分の恋愛体験を几帳面にも通

し番号をつけており、この初めてのプライベートな時に１番の番号をつけている。 
 
  ゲッべルスはマグダに夢中だったが、自己の自由も大事にした。この情事もこれまでと

同じようにしばらくしたら終わってしまうだろうと思われた、しかしヒトラーの介入

がこれを妨げた。オットー・ヴァーゲナー（Dr. Otto Wagener）の回想録によると、ヒ

トラーはマグダ・クヴァントをナチ党に利用できる、と確信し、ゲッペルスの傍らで登

場することは、党にとっての信望を博すことになると期待した。ヴァ―ゲナーに「この

女性は、私と結婚しなかったとしても、私の人生で大きな役割を演じられるだろう。彼

女は私の仕事における、私の男性本能に対する対局を演じられる・・・。残念なのは、

彼女が結婚していないことだ」。この総統の内密話が内密にマグダに伝えられた。 
 
＊ この狙いすました内密話は、クヴァント夫人の中に激情の嵐を捲き起こした。彼女はこ

のヒトラーのメッセージを、政治のために自分の感情を明かすことのできない「総統」

の彼女への告白・愛の証と解釈した。彼女はヒトラーの思いを夢中になって受け入れ、

自分の人生を―――仲介者としてのゲッべルスを通して―――総統に捧げた。まもなく、

ベルリン管区長の婚約がナチ党同志の知るところとなった。マグダのナチズムに対する

燃えるような無批判の熱狂とヒトラー崇拝は、彼女の婚約者さえも日陰に追いやるほど

だった。1931 年 12 月 19 日、ヨーゼフ・ゲッべルス博士とマグダ・クヴァントは結婚

した。結婚式はクヴァント所有のセヴェリン農場で、ヒトラーの立合い、ヒトラーユー

ゲントの制服姿の 11 歳、ハラルト・クヴァントの列席で行われた。 
 

  レニ・リーフェンシュタールは半世紀後に書いた追想録で以下のように述べている―

――マグダは雑談の後以下のように言いました「私は夫を愛しているけれども、ヒトラ

ーへの愛の方が強いわ。彼のためなら、私の命を絶つ用意もあるのよ。（略）いつも彼

が言うように、ドイツだけしか愛せないことが初めて私にわかった時、私はゲッべルス

博士との結婚に同意したの。だって、そうすれば、私は総統の近くにいられるでしょう」 
  (Leni Riefenstahl, Memoiren, Muenchen-Hamburg 1987) 

ゲッべルス、マグダそれぞれのやり方でヒトラーに隷属し、そして痛ましい結末は、マ

グダはゲッべルスのためよりもヒトラーのために死に臨んだ。 
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＊ 1932 年初頭、ライヒスカンツラー広場にあるマクダの豪勢な住居に移り、そこはヒト

ラーの個人的な宿泊所となり、党の内輪の話し合いがマグダ・ゲッペルスのサロンで行

われるようになった。疲れを知らず、魅力的で、しかもいつも妊娠中の女主人にとって

迷惑なことは何もなかった。菜食主義の総統に食事を作り、ゲーリングやレーム、ヒム

ラーなど他の同志に門戸を開いた。 
    注： マグダはゲッべルスとの結婚後、1932 年 9 月を初めとして、1940 年 10 月

までの間に１男 5 女、6 人の子供を産み「ドイツ理想の母」として称えられた。 
 
  戦況悪化に伴って「彼の国民に」語り掛けなくなったヒトラーや次第に引きこもり勝ち 

となった党幹部とは対照的に、ゲッべルスとマグダは公の場に姿を現すことをためら 
わなかった。宣伝大臣が爆撃被害を視察する一方、マグダも戦時下の日常生活を宣伝効 
果があるよう顧慮した。彼女は実際に戦時徴用に服し、テレフンケン社の工場労働へ路 
面電車に乗って行ったりもした。 
敗色濃厚となった 1945 年 4 月 22 日にマグダは 6 人の子供と共にベルリンの総統本 
部へやってきて、副地下壕の 4 室に入った。ゲッペルス自身はヒトラーとエーファ・ 
ブラウンの傍に住んだ。ゲッべルスがつかれたように日記を書いている間、彼女は子 
供たちに本を読んでやったり、一緒に遊んだりと、目だって静かな様子だったという。 
地下壕に勤務する若い大尉だったゲルハルト・ボルトは戦後の回想録で「ゲッべルス夫 
人は最後まで死を恐れる態度を見せなかった。彼女は、勢いよくエレガントに、螺旋階 
段を一歩で二段ずつ登ったのだ。いつも誰に向かっても親し気な微笑を絶やさず、・・・ 
もしかしたら、彼女の驚異的な気丈さはヒトラーへの熱狂的な信仰によってもたらさ 
れたのかもしれない」と言っている。（Gerhard Boldt, Die letzten Tage in der Reichs- 
kanzlei, Hamburg 1947) 
自分の運命や子供たちの運命にも泣かなかったマグダは、4 月 27 日にヒトラーが自分 
の上着の襟元から金の党員バッジを取り外し「帝国のファーストレディー」の胸に付け 
た時、いままで超然としていた彼女も感極まって涙をこぼした。彼女は書いた――― 
「昨晩、総統は自分の金の総統バッジを私に付けてくださった。私は誇りに思い幸せ 
です。神よ、私に最後の最も困難な仕事をやり遂げる力をください。私たちにはもはや 
一つの目的しか残されていない。総統に死ぬまで忠実であること。私たちが彼と共に生 
涯を終えられることは、思ってもみなかった運命の恵みです」。 
 
翌、4 月 28 日に最初の息子、ハラルト・クヴァント宛てに手紙を残した――― 
「愛する私の息子よ！ 6 日もここ総統の地下壕にいます。お前のパパ、6 人の小さな 
弟妹たち、そして私は、国家社会主義者としてただ一つだけ可能な名誉ある終わりを迎 
えようとしています。お前がこの手紙を受け取るかどうか、私には分かりません。 
パパは私たちがここに残ることには反対だったし、前の日曜日（22 日）には総統まで 
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もが脱出するため助けようとしたことを、お前は知っておくべきです。同じ血が流れて 
いるお前ならわかるでしょう・・・。 
私たちの素晴らしい理想は終わりになります。それとともに私が生涯で知った美しい 
ものも、驚くに値するものも、尊いものも、善いものもおしまいになります。総統と 
国家社会主義の後にくる世界など、もう生きる価値のないものです。だから、子供たち 
もここから一緒に連れていきます。 （略）  お前は生き残りなさい！ そして、忘 
れないで、お前がドイツ人であることを、決して名誉を汚さないで、そして、お前の一 
生にとって私たちの死が無駄とならないように心掛けてください。 （略） 」 
この遺書は、女性飛行士のハンナ・ライチュに託され、彼女は包囲された都市から 
飛行機での脱出に成功した。 

 
おわりに 
＊ ナチの指導部は、ヴァイマール時代の女性解放運動を敵視し、国家社会主義の人種と人

口政策を推し進めるために「生物学的母性」を女性性とみなし、家庭で子供を産み育て、

夫に従うという保守的な女性像を打ち出した。国家のために、民族共同体建設のために

男性の領域の仕事を補完する形で自分の領域で貢献すれば、それぞれの仕事は同価値で

あると、ヒトラーは家父長的な男女性別の役割分担について語っていた。 
 
全国女性指導者としてのショルツ＝クリンクは、その中で男女分離した活動領域の自立

性を計り、女性活動の拡大のチャンスを見つけ実行に移していった。生物学的女性性を

切り札として、家政・保健・福祉・青少年教育といった女性の活動領域を確立し、1200
万人の女性に影響力を及ぼす組織を作り上げた。戦後も一貫してナチ・イデオロギーを

信奉し考えを改めることは無かったという。 
 
ナチス・ドイツ崩壊後にこのショルツ＝クリンクと同様に、「あの時代はよかった」と

多くの女性が回想するのは何故なのか？ 「二流の性」として貶められていたにもかか

わらず、あの時代を懐かしむのは何故なのか？ 人種差別・女性蔑視・メディア・バッ

シングな発言を繰り返しているにも関わらず、現在のアメリカにおけるトランプ政権の

支持率の高さをみると、かなりの女性も支持しているのだろう。“はじめに”のところ

でも触れた「歴史は繰り返す」と言わざるを得ない。 
十分な解明が出来たとは思えないが、人口の半分を占める女性もナチ政権の誕生・権力

の維持に大きくかかわっていたことが見て取れると思う。男性だけでなく、女性もハン

ナ・アーレントの言う「思考の停止」によってナチスに加担したのである。 
（2017.02.21） 
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最後に、東ドイツの女性詩人、 
クリスタ・ヴォルフ（Christa Wolf, 1929.03.18b-2011.12.01d）の詩を・・・ 
 

      過去と呼ばれるものが消滅することはない。 
      実際には過ぎ去ることさえないのに 
      私たちは過去を切り離し、 
      赤の他人のような顔をする。 
        ―――クリスタ・ヴォルフ「子ども期」 
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間にみられる偏見、差別を研究テーマとしている。 
 
備考： ナチズムに「国家社会主義」の日本語訳をあてたのは、通常我々世代が言い慣わし

てきた訳語を使用したからである。原文は“Der Nationalsozialismus”で、戦時下

の在日独逸国大使館も「国民社会主義」という訳語を使用していたが、戦後われわ

れが習った教科書、書籍では「国家社会主義」の訳語を使うことが主流となった。

最近出版されたドイツ関係書物には、従来からの「国民社会主義」の訳語を用いて

いることが多くなった。（ヴァイマール憲法とヒトラー） 
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添付資料１： 全国女性指導者・ショルツ＝クリンク（写真） 
添付資料 2： マグダ・ゲッベルス（写真） 
添付資料 3： ナチス・ドイツと女性、関連年表 


