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はじめに
ドイツ・オストマルク協会という名前は、ヴィルヘルム期帝政ドイツの
歴史に通じていなければなじみの薄いものであろう。わが国のもっとも詳
細なドイツ史記述（世界歴史体系・ドイツ史全 3 巻、成瀬治・山田欣吾・
木村靖二編、山川出版社）で該当する第 3 巻（1997 年）をみても、この組
織については名前も挙げられていない。その理由として、もともとドイツ
帝国の内政においてポーランド民族問題は、プロイセン王国を除けば、さ
ほど全国的な関心を集めていなかったことが挙げられよう。またヴィルヘ
ルム期ドイツの外交政策にとっても、全体としてはフランス、英国、ロシ
アとの中近東、アフリカをめぐるヘゲモニー争いが中心であって、ドイツ
東方の旧ポーランド領土問題など中心的な課題とは考えられていなかった。
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しかしそうであるだけに、1920 年代にヒトラーがドイツの進路として、
英国との衝突を避け、かつてのプロイセン東部の奪還を越えて、ポーラン
ドのみならずロシアの犠牲の上に東方ゲルマン帝国を建設しようと考えた
ことは、一般には理解しがたい、それだけ特異なモチーフであったという
ことになる。しかし海外進出に代わる東方拡大というヒトラーの発想は、
決してかれの独創ではない。それはドイツの世界政策において主流ではな
いにせよ、全ドイツ連盟の会長 H. クラースらによってすでに主張されて
いたものである。また大戦末期、東部戦線での一時の勝利がもたらしたド
イツ東方帝国の白昼夢が、ヒトラーの想像力を刺激した可能性もある。ヒ
トラーはミュンヘン一揆（1923 年）において、東部戦線の英雄ルーデン
ドルフ将軍と手を組んでいたのだから、東方帝国の幻影を知らなかったは
ずがない。
こうした東方志向の背景をさらに探ると、19 世紀の歴史家によって創
作された＜ドイツの東方侵攻＞というイデオロギーに逢着するのだが、ヴ
ィルヘルム期にそのイデオロギーに基づいて、18 世紀にプロイセンがポ
ーランドから獲得した領土のドイツ化を精力的に追求し、帝国の世論にド
イツによる東方ゲルマン化の歴史的使命を訴え続けた組織がドイツ・オス
トマルク協会なのである。それは結成の由来からしても、全ドイツ連盟の
一部門、プロイセン・ポーランド問題特化組織といってもよいものである。
ヒトラーがこの組織のプロパガンダに直接触れたことがあったかどうかは
不明であるが、ドイツの公共空間に東方侵攻イデオロギーを供給し続けた
という点でいえば、オストマルク協会は全ドイツ連盟と並んでヒトラー政
治思想の重要な先行者であったといえるであろう。

Ⅰ

＜新航路＞政策とポーランド人問題

1890 年ドイツの若き皇帝ヴィルヘルム 2 世は、帝国最大の功労者ビスマ
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ルクを事実上罷免した。こうして開始されたヴィルヘルム時代当初の政治
方針は＜新航路＞と呼ばれる。＜新航路＞は短命に終わるのだが、新宰相
カプリヴィ（Leo von Caprivi）は、ビスマルクが支配手段として駆使し
た対決と分裂の政治を均衡と宥和の政治に転換し、ビスマルク失脚の原因
ともなった帝国政治の膠着状態を克服しようとした（1）。このためカプリ
ヴィ政権は、社会主義者鎮圧法の継続が帝国議会で拒否されたことを受け、
社会政策の強化によって労働勢力や左派自由主義者に譲歩を示した。
対外関係をみると、カプリヴィはビスマルクの対ロシア秘密外交を拒否
し、ザンジバル−ヘルゴランド協定を結んでイギリスへの接近を模索した。
これを弱腰として、帝国主義膨張勢力による全ドイツ連盟（ADV）が設
立され、政府に対する右からの批判が開始された。また新政府は諸外国と
の広範な通商条約を結んで、ドイツ工業製品の販路拡大、原料や食糧の安
価な調達を目指した。しかし帝国の経済構造はもともと、エルベ河以東の
プロイセン・ユンカー（大土地所有貴族）の農業利益と西部の工業家利益
との間に基本的な対立があった。通商条約はドイツの進路を工業国家へ向
けて転換することを意味した。これに対してプロイセンのユンカーを始め、
かねてより農業危機にあえいでいた中小の農業者も当然政府を激しく攻撃
した。1893 年には、急進右翼的で、反ユダヤ主義さえ採用した農業者同
盟（BdL）も活発な活動を展開し始めた。
また外交での対ロシア政策上、また議会では少数のポーランド人党を
取り込むためもあって、これまでの厳しい反ポーランド人政策も緩和され
ることになった。一連の緩和政策の象徴が、ポーゼン−グネーゼン大司教
座にドイツ人に替えてポーランド人を任命したことである。ナショナリズ
ムにも目覚めたプロイセン土地貴族たちは、ポーランド政策の軟化に対し
ても拒絶反応を示した。1894 年、かれらはナショナリズム高揚の時代風
潮のなかで、ビスマルク時代の反ポーランド政策への回帰、いやむしろ強
化をめざして活動を開始した。その代表格がここで論じるドイツ・オスト
マルク協会（Deutscher Ostmarkenverein =DOV）である。
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ヴィルヘルム時代を迎えた当時の政治状況は、H-P. ウルマンによれば
（2）
「社会基盤の政治化」
すなわち下からの政治化である。工業化と都市化

が急速に進展し、人口も帝国創設時の 4000 万人から 5000 万人台へと増大
した。人びとは古い地域的、職業的拘束から解放され、労働組合、企業団
体、農業団体など多様な組織を形成し、活発に政治に圧力を行使するよう
になった。大衆社会状況が生まれ、農業利益と工業利益の対立を軸に、そ
の周辺に、新旧中間層を含んだ多様な利害の噴出がみられるようになった。
また合法化された社会民主党の勢力拡大は、与党政治家やユンカーや工業
家など支配階級の憂慮するところとなったのである。
問題はこうした全面的政治化の時代にあって、たしかに帝国議会は時と
ともにその影響力を増大させてきたとはいえ、帝国の政治はもろもろの対
立を自由＝民主主義的な手法で解決してゆく制度的仕組みを欠いていたこ
とである。ヨーロッパ有数の工業化をなしとげながら、絶対王政や官憲国
家の伝統がなお社会に残存していた。もともと北ドイツ連邦を引き継いだ
帝国の政治構造は、帝国政府と各領邦の間で連邦制構造をとっていただけ
でなく（そこではプロイセン王国が圧倒的な力をもっていたが）、権力は
皇帝、宰相、議会、官僚、軍部などの権力単位に分割され、ビスマルクの
カリスマによる＜ボナパルティズム＞的手法でかろうじて維持されてい
た。しかしビスマルクを欠いたヴィルヘルム期ドイツ政治は、H-U. ヴェ
（3）
ーラーのいう「相互に敵対する権力中枢からなるポリクラティ（多頭制）」

へと変化していったのである。
さて大衆社会状況は、社会主義のみならず、先に述べた極右諸団体の登
場にみられるようにイデオロギーの時代を告げるものでもある。19 世紀
後半はヨーロッパにおいてナショナリズムの時代であるが、ドイツにおい
ても偏狭な＜愛郷主義（Patoriotismus）＞に代わって＜帝国ナショナリ
ズム（Reichsnationalismus）＞が醸成されてきた。このドイツ・ナショナ
リズムは、ヴェーラーの定義を借りていえば、フランスや北米のナショナ
リズムのように＜民主的共和国＞の理念と結びつくことはなく、「帝国の
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権威的−軍国主義的体制の優越性に対する広く普及した信仰」である。「そ
の限りで帝国ナショナリズムは本来自己中心的なものに留まるのであって、
強化された反ユダヤ主義的、汎ゲルマン的要素を備え、帝国のもともとの
（4）
国境を越える国際的要求を前面に押し出すに至るのである。」
ヴィルヘ

ルム時代になると帝国ナショナリズムは、＜世界強国＞を求めるドイツ型
の帝国主義的膨張イデオロギーという性格を帯びていったのである。
ビスマルクの時代に国民統合を担ったナショナリズムは、当初はカト
リックや社会民主主義勢力を＜帝国の敵＞とする＜否定統合＞の色彩が強
かった。またさらに統合の阻害要因とみなされたのは、民族的少数派であ
る。第一はフランスから奪ったエルザス・ロートリンゲン（アルザス・ロ
レーヌ）でフランスにアイデンティティを感じていた人びと（約 150 万人）
であり、第二に北シュレスヴィヒのデンマーク人（約 8 万人）、さらに最
大の民族少数派ポーランド人（帝国成立時約 240 万人）である（5）。リトア
ニア人やマズーレン人もいたがこれらは早期にプロイセン化されていた。
このうちプロイセンや帝国のナショナル統合にとって最も暗い影を投げ
かけたのはポーランド人問題である。ポーランド人は工業化とともに西部
の工業地帯へ移動した者もいたが、圧倒的多数はプロイセン王国の東部諸
州に居住していた。東部諸州というのは東プロイセン、西プロイセン、ポ
ーゼン、シュレージエンを指し、これらをドイツのオスト（東）マルク（辺
境）とも呼ぶ。帝国の＜東方国境地帯＞という意味である。人口比でいうと、
ポーゼンではドイツ人よりもポーランド人のほうがが多く、次いで西プロ
イセンにポーランド人が多かった。その上ドイツの工業化につれて、ドイ
ツ人の東部から西部への人口流出が止まず、他方ポーランド人は安価な農
業労働力としてロシアやオーストリアから流入を続けていた。実際ユンカ
ー経営は安価で従順なポーランド人季節労働者を必要としていたのである。
しかしプロイセン王国内のポーランド人は帝国創設以来 20 年を経て、徐々
にその経済力を向上させ、プロイセンの反ポーランド民族性政策に反感を
強め、互助的なもろもろの団体を形成し、ポーランド人としてのナショナ
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ルな結束を強めつつあった。全ドイツ連盟をはじめとするドイツ帝国主義
者やポーゼンのユンカーの一部は、こうした状況に危惧を抱き警鐘を鳴ら
し始めた。このままではポーゼンのみならず西プロイセンもポーランド人
の洪水に飲み込まれてしまうというわけである。
ここで全ドイツ連盟が 1894 年に編集した小冊子、『ドイツ・オストマル
ク

－ポーランド問題についての資料と論考』の巻頭に置かれた、全ドイ

ツ連盟会長で国民自由党代議士兼ライプチヒ大学教授 E. ハッセの論文「ポ
ーランド問題

ドイツ民族の死活問題」を素材に、帝国主義者の主張をみ

ておこう。ハッセによれば 19 世紀は国民統一の時代であって、英国やフ
ランスはいち早く国民統一を成し遂げ、世界に進出することによってその
優位を獲得した。そのさい勢力拡大には人口増大が決定的な役割を果たす。
しかし今日フランスの人口は減少し始めその没落傾向を暗示している。ス
ペインやポルトガルにも同じことがいえる。イタリアはたしかに人口を増
加させて入るがその影響圏は半島に留まっている。
今日人口を増大させ勢力を拡大しているのは、アングロサクソン系と
ロシア系である。そのさいアングロサクソンがスカンジナヴィアのゲルマ
ン系と同様分立傾向を示しているのに対して、ロシアは南シベリアへの強
制植民やアジア遊牧民のロシア化などによって急速に人口を増加させてい
る。20 世紀にはロシア人口は 2 億 7500 万に達し、今後産業化が進めばロ
シアはドイツにとって脅威となる。ハッセによれば、このままではドイツ
はアングロサクソン系とロシア系の人口増大、領土拡張に挟撃され、世界
は急速に閉ざされ始めているのだ。こうしたロシア（スラブ）民族とゲル
マン民族との＜最終決戦＞という観念はハッセ特有のものであったわけで
はなく、皇帝ヴィルヘルム 2 世に強い影響を与えていたし、ビスマルクも
いつかはロシアとの決戦が不可避で、ロシアの政情不安が革命による＜ス
ラブ的人民皇帝（slawisches Cäsarentum）＞の出現になる可能性を危惧
していた（6）。こうした脅迫妄想は帝政期の少なからぬ人びとを捉えてい
たのである。
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かかる脅迫的な全発展の帰結がドイツ民族に示しているのは、ドイツ
民族は比較的少数派として巨大なアングロサクソン系とロシア系と対峙
しているということであり、文化世界のより大きな部分がわれわれドイ
ツ人にとって閉ざされるであろうということである。
さてわれわれは、言葉の大胆な意味で生死を賭けたこの闘争に、何ら
かの成功の見込みをもって挑むことができるのだろうか。明白なことは、
それはただ巨大なドイツ民族大衆を動員することによって、ドイツの影
響下にある中欧（mitteleuropaisch）閉鎖経済圏の樹立によって可能で
あるということである（7）。
ハッセによればこうしたドイツを軸とした中欧閉鎖経済圏は、もともと
ドイツの偉大な経済思想家フリードリヒ・リストの構想であった。帝国は
現在 4800 万人の人口を持ち、毎年 50 万人の人口増があるとはいえ、北ア
メリカなどへの人口流出が絶えない。しかしドイツ系住民は帝国の近隣に
なお数百万人が生活しているし、海外植民でなくともドイツ東部にはいま
だ植民可能な土地がある。ここにこそ、ハッセによれば今日のポーランド
問題の核心があるのだ。ここでハッセが取り出すのは、19 世紀後半ラン
プレヒト（P.Lamprecht）やトライチュケ（H.v.Treitschke）などによっ
て普及し始めた＜ドイツの東方進出＞イデオロギーである（8）。ドイツ東
方こそゲルマン人の権利を刻印している大地なのである。
千年にわたる戦いのなかで、ドイツ民族は今日の住居を獲得してきた。
その戦いで、ドイツ人は中欧における民族領地のより大きな部分を、ス
ラブ人によって奪われてしまったのだが。「それはドイツ国民が一丸と
なって成し遂げたもっとも偉大な業績であった。」（ランプレヒト）そこ
には 700 年以来ドイツ人の全能力が、継続して、また共同して注がれて
きた。ドイツの国王や騎士団は東部を征服することによって、教会や都
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市（ハンザ）、農民は東部へと移住し定着することによって。そして東
部を目指すドイツ民族の大波が 1400 年に止まってしまった後で、ホー
エンツォレルン家のもっとも偉大な諸侯、大選定候やフリードリヒ大王
がこの事業を再開したのである。その結果、西部や南部からの植民者は、
大選定候時代の終わりにはブランデンブルグ＝プロイセン国家の全住民
の四分の一に、フリードリヒ大王の時代の終わりには三分の一にまで達
したのであった（9）。
ポーランド人問題は特殊プロイセン王国の問題でもなければ、時局的問
題でもない。そこには帝国ドイツ人の死活が賭けられているのだ。今日、
ポーランド人はその勢力を強化し、「傲慢」にも帝国内に大量に逆進入し
ている。然るに＜新航路＞政策はこれに迎合し、異民族に対する寛容やヒ
ューマニズムを標榜する亡国者さえいる。しかし問題は、「ドイツ人が退
却せねばならないのか、それともポーランド人なのか」である。ハッセは
最後に 1863 年のビスマルクのプロイセン議会演説の一節を、ポーランド
に対して軟弱な新政権への批判として引用している。ビスマルクによれば、
それが己の祖国の犠牲によってのみ実現されることを知りながらも、
なお異民族の性質やその民族的奮闘［ポーランド人−谷］に感激するよ
うな世の傾向は一つの政治的病状であるが、その病気の蔓延するところ
は遺憾ながら地理的にドイツに限定されているのである（10）。

Ⅱ

ドイツ（プロイセン）とポーランド

今日知られうる資料からは、ポーランド国家や民族といわれるものの出
現は 10 世紀半ばと思われる。これとほぼ時を同じくしてポーランドはキ
リスト教化して、神聖ローマ帝国の外にありスラブ民族ではあったが、ヨ
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ーロッパ（キリスト教世界）の一員となった（11）。またポーランドの教会
は 16 世紀の宗教改革を拒否し、近代になってからはポーランド・ナショ
ナリズムと融合したから、カトリックはその後もポーランドで影響力を保
持している。12 世紀頃から、神聖ローマ帝国の人口増加に伴ってドイツ
人のポーランドを含む東方への植民が開始されたが、これは概して平和的
なものであって、現地のスラブ系支配者にとっても歓迎された。ドイツ移
民は農業生産を向上させたのみならず、手工業や商業の都市を興し、さら
にドイツ法による秩序、文明をもたらしたからである（12）。
唯一の例外は 13 － 15 世紀にバルト海沿岸地帯に展開したドイツ騎士修
道会（騎士団）である。ドイツ騎士団はもともと北東スラブ人（ヴェンデ
人）の反抗に手を焼いたポーランド国王が、そのキリスト教化のために招
いたものであった。しかし騎士団はヴェンデ人やリトアニア人を武力制
圧後、独自の勢力圏を形成してポーランドの棘となった。騎士団は 15 世
紀以降没落するのだが、やがて 19 世紀のナショナリズムの時代になると、
一方で＜ドイツの東方進出＞イデオロギーからは輝ける先駆者として聖化
され、他方でポーランド側からは好戦的な侵略者として悪魔化されること
になった。しかしこうした評価はナショナリズムなど無縁の中世に現代の
イデオロギーを投射したものであって、たいていの伝統が後から発見され
たものであるように、19 世紀の偽造である。
ドイツとポーランド関係悪化の起点とされるのは、18 世紀にロシア、
プロイセン、オーストリアによって三度にわたって行われたポーランド分
割（1772、1793、1795 年）である（ロシアはポーランド領土の三分の二
を、プロイセンとオーストリアは残りの三分の一を分け合った）。18 世紀
のポーランドは選挙国王をいただく＜貴族共和国＞であって、国民の多数
は農民、それも農奴であったが、全貴族は国政において特権的な自由を享
受し、その自由はしばしば無節操、無責任に堕することが多かった。こう
した分極的体制は、台頭した中央集権的な絶対王政の餌食になりやすかっ
たのである。「たしかに人は 18 世紀のことを 19 世紀の尺度で計ることはで
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きない。18 世紀のいわゆる君主の政策（Kabinettspolitik）は国民の利益
（13）
など考慮に入れず領土変更を弄んだ。」
しかし続けて G. シュテックルも

述べているように、ポーランド分割は中世以来のキリスト教大国の消滅で
あって、当時の人びとにとっても、何か異様なこと、悲劇的なことと受け
取られた。そこで分割側諸国の歴史家は以後、分割の正当化に腐心せねば
ならなかったのである。
ナポレオンの大陸制覇の結果、1807 年テルジット条約でプロイセンは
第二次、第三次分割で得たポーランド領地を手放すことになった。旧ポー
ランドにはナポレオン法典を採用した「ワルシャワ公国」が樹立された。
しかし独立を望んだポーランド貴族の願いはすぐに水泡に帰した。ナポレ
オン没落後のヴィーン会議で、ロシアのアレクサンドル 1 世はワルシャワ
公国の大部分を占拠し、そこに一定の自治を認めつつロシア皇帝を国王と
する（ヴィーン）「会議王国」を成立させたし、オーストリアもガリチア
を手放さなかった。プロイセンのフリードリヒ・ヴィルヘルム 3 世は 1815
年、取り戻した領地に「ポーゼン大公国（Grossherzogtum Posen）」を樹立、
ここにポーランド人の一定の自治と民族性の保護を約束した。その後ポー
ランド側は第一次大戦に至るまで、自分たちの抵抗の歴史的正当性として
この国王の約束を掲げることになる。
その後のプロイセンの対ポーランド政策は二つの基準によって進められ
た。それは M. ブロシャートによれば、「西プロイセンにおける本質的に
不変の統合−ゲルマン化政策と、いわゆるポーゼン大公国における、一部
は原則的に是認された、また一部は必要に迫られて−厭々ながら採られた
（14）
ポーランド民族性の寛容」
政策である。以後プロイセンのポーランド政

策はゲルマン化を主軸としつつも、時に寛容政策への揺らぎを示しながら
展開するのである。
1830 年に「会議王国」でポーランド将校や学生の叛乱が勃発すると、
反動的なニコライ 1 世はポーランドの自治権を剥奪し、厳しいロシア化政
策へと転換した。これに対して、プロイセンもポーランド人の国民運動
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をかねてより王国統治への抵抗とみなしていたから、影でロシアを支持
し、ゲルマン化政策を強めていくことになった。それを示すのが、1830―
40 年の間ポーゼンの長官を務めたフロットヴェル（E. Flottwell）のゲル
マン化政策であって、例えばかれは公用語をドイツ語化し、地域行政を担
当する郡長（Landrat）の任命を政府の専権事項とし、古いポーランド荘
園領主（貴族）の村落における行政－警察権を廃止した。といってもフロ
ットヴェルのゲルマン化政策は、同時に後進地域ポーゼンの近代化、すな
わち都市の自治、市民的営業の活発化、農奴解放の徹底、領土の経済的開
発を推進したことも事実である。つまり啓蒙的ロイセン官僚の立場からす
れば、ポーランドのプロイセン化は主観的には、この地方の発展を促そう
という善意、慈善であるという二面性を持っている（15）。
1840 年に即位した国王フリードリヒ・ヴィルヘルム 4 世は、「その時代
（16）
のロマン主義化された保守的−国民的理想」
の影響を受け、フロットヴ

ェル路線から宥和政策への転換を図った。これはポーランド人の譲歩を
期待したものである。スラブ諸民族にとって＜諸国民の春＞といわれる
1848 年革命の烽火がプロイセンにも揚がると、国王はポーランド人政治
犯を獄から解放し、ポーゼンの代表者にプロイセン−ポーランド関係の＜
国民的再編成＞を約束した。しかし 48 年革命はドイツ市民階級の勝利と
ならなかったように、ポーランド急進勢力はプロイセン軍によって鎮圧さ
れ、約束は反故になってしまった。翌年にはポーゼンはプロイセン王国に
公式に編入され、1850 年のプロイセン欽定憲法は、フランクフルト国民
議会憲法草案にあった少数民族保護規定を拒否した。それはドイツ帝国憲
法にも受け継がれたのである。
こうしたポーランド側の敗北の原因をめぐって、ドイツ内では二つのこ
とを述べておきたい。一つはポーランド勢力の分裂である。反抗の中核と
なった貴族層が、プロイセン政府との協調を探るマグナート（大土地所有
貴族）と急進派のシュラフタ（中小貴族）に分かれただけではない。国民
の大多数を占める農民は、収奪者であるポーランド貴族を憎んでおり、農

プロイセン東部のゲルマン化 （谷）

12

奴解放を徹底したプロイセン国王に忠誠を感じる者も多かったのである。
これ以降ポーランド人勢力は武力対決を中断し、もろもろの互助的団体を
形成することによって農民への支援や商工業の経済活動を強化（市民階級
の形成）し、ポーランド人の社会的影響力を強化する方向を目指すことに
なった。それは 19 世紀末にはプロイセン政府に脅威を感じさせるところ
まで発展する。
もう一つは、すでに 48 年の「フランクフルト国民議会」のポーランド
討論の帰趨が示すように（17）、ドイツ自由主義のナショナリズムへの急転
換であり、汎スラブ主義の台頭に対して自由主義と保守主義が反スラブ
主義で一致し始めたことである。1830 年代からとくにドイツ西南部では、
自由や独立を訴える亡命ポーランド貴族の活動もあり、自由主義者たちの
間に＜ポーランド熱（Polenbegeisterung）＞といわれる熱い共感の渦が
席巻していた。先にハッセが引用したビスマルクの発言は、こうしたポー
ランドかぶれのドイツ自由主義者の残党に向けられたものである。かれら
はポーランド独立への戦いを、反動勢力との戦い、ドイツ統一への戦いと
シンクロさせていたのである。しかし 48 年以後ドイツ自由主義多数派は
コスモポリタニズムから決別し、やがてビスマルクのドイツ国民権力国家
思想に合流することになった。
汎スラブ主義に対する反感は自由主義者にみられただけではない。
W. ヴィッパーマンが指摘しているように、＜祖国なき＞はずの社会主義
者 F. エンゲルスや K. マルクスも 48 年革命を境にそれまでのポーランド独
立支持を撤回する。かれらはゲルマン民族を「文明」にスラブ民族を「野
蛮」に区分し、「東方におけるわれわれの｛！｝国境」（マルクス）の変更
に断固として反対した。ドイツ化は文明化であり、ポーランドのような「破
産国家」（エンゲルス）にそもそも「存在理由」があるのかと（18）。
ビスマルク（1862 年からプロイセン首相、1871 年から帝国宰相兼プロ
イセン首相）は 1848 年、周囲がポーランド熱に包まれるさなか、『マグデ
ブルグ新聞』への寄稿で次のように述べた。「人はポーランドが 1772 年の
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国境を回復し、ポーゼン、西プロイセンやエルムランドなどすべてを取り
戻すことを望むこともできる。しかしそうなれば、プロイセンは最良の腱
（19）
を失うことになろう。」
ヴェーラーも指摘するように、「最良の腱」とい

う言葉でビスマルクはポーランド問題のなかに、もっぱら「プロイセンと
（20）
帝国の領土保持のための安全保障問題」
をみていたのである。1866 年

ハプスブルグ王朝は、オーストリア＝ハンガリー「二重帝国」となって多
民族主義へ転換し、ガリチアのポーランド人も大幅な自治権を獲得した。
しかしビスマルクは反動的なロシアのポーランド政策は支持したが、多民
族主義に与することはなかった。もしポーランドが旧領地を回復して自律
すれば、それはビスマルクにとって「ヴァイクセル（ヴィスワ）河沿いの
フランス陣営」が形成されることを意味したのである（21）。
ビスマルクの反ポーランド政策の第一段階は、1870 年代帝国内の反カ
トリック＜文化闘争＞とあわせて遂行された＜言語―文化闘争＞であり、
第二段階は 1880 年代の追放とドイツ人移住政策である。
1872 年学校監督法が制定され、国民学校に対するポーランド・カトリ
ックの影響力が剥奪され、翌年にはポーゼンと西プロイセンで、授業は学
科目としてのポーランド語以外はドイツ語で行われることが定められた。
宗教教育だけは例外とされたが、これもドイツ人学校監視官の判断で生徒
にドイツ語理解力が認められればドイツ語とされることになった。ポーゼ
ン―グネーゼン大司教座も、ポーランド人からドイツ人に替えられた。ま
た 1876 年にはドイツ語が官庁などの公用語とされ、翌年には裁判もドイ
ツ語のみが許可された。ある行政官の言によれば、「国民的特質に価値を
おく国家は、公的生活全体において国民語を国家統一のシンボルとして使
（22）
のである。
用しなければならない」

ビスマルクは私信などでポーランド人への人種偏見も述べてはいるが、
そのポーランド政策は全ドイツ連盟やドイツ・オストマルク協会が 1890
年代以降展開した排他的な＜民族性闘争＞イデオロギーと同一ではない。
ビスマルクがプロイセン東部を維持するために敵視したのは、あくまで帝
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国からの分離を求めナショナリズムを煽るポーランド貴族とカトリックで
ある。ビスマルクはドイツ語の習得はポーランド人の社会的地位の上昇に
寄与するし、従順なポーランド農民は＜二級＞ではあれ、良きプロイセン
臣民、また何よりも帝国兵士の豊かな供給源となりうると考えていたので
ある。しかしこうした貴族・カトリック対農民、悪玉善玉という二分法は
すでに事実と対応していなかった。1870 － 80 年代のポーランド人の経済
成長の結果、市民階級や自営農民がもろもろの組織を形成し民族意識の担
い手となっていたのだが、ビスマルクは後年に至るまでこうした事実に
注目しなかった（23）。しかもビスマルクのゲルマン化政策は逆効果を生ん
だ。言語―学校への強制は、成長しつつあるポーランド市民階級のみなら
ず、これまで政治的に無気力、無関心だった多数の下層農民の心情も逆撫
ですることになったからである。
1880 年代の反ポーランド政策の口火を切ったのは、85 年に実施された
ドイツ国籍のないポーランド人 3 万 2000 人（そのうち 9000 人はユダヤ人）
の国外追放であった。帝国の経済成長に伴いドイツ人がプロイセン東部か
ら帝国西部へ流出し、他方ロシアやガリチアからポーランド人が流入し続
けていた。これは＜スラブ洪水＞を堰き止めねばならないと叫ぶナショナ
リストの警鐘に応えたものである。しかしこの措置には広範な批判が沸き
起こり、帝国議会ではこれを否認する提案も可決された。だがビスマルク
は反ポーランド政策を帝国議会の介入できないプロイセン政府によって続
行する。1886 年にプロイセン政府は「植民法」を公布したが、その目的は「圧
倒的多数のポーランド人の住む東部地域で、ポーランド人［土地所有貴族
－谷］から土地を買い上げ、それを細分し、ポーランド化に対する防壁
（24）
。土地買
となるはずのドイツ農民に農地として貸し出すことである。」

収のために政府は当初 1 億マルクの資金（これは大戦までに大幅に増額）
を準備し、買収―分割―貸与の実務を担当するプロイセン「植民委員会」
も設置した。ビスマルクの見込みでは、パリやモナコ、ニースで遊び暮ら
し、負債漬けとなったコスモポリタン的ポーランド貴族は、直ちにこの国
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家支出に飛びつき、自ら墓穴を掘るだろうというのである（25）。
しかしこの土地をめぐる闘争でもポーランド側は「植民委員会」に対
抗し、土地銀行や同業組合などを組織し国民の土地を守るために立ち上が
った。かれらはドイツ側と同じように農地を買収し、同じくポーランド人

C.Clark, Iron Kingdom（penguin Books, 2007）より

Prussia at the time of the Kaiserreich 1871-1918

農民に分割し始めたのである。ポーランド貴族にとっても、土地銀行に土
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地を売却しポーランド人自営農民を増加させることは、国民的栄誉ある行
動となった。さらに分割農地を購入するポーランド農民は多かったが、ド
イツ植民は思うようには増加しなかった。やがてプロイセン「植民委員会」
は、ポーランド人からではなく、負債に苦しんでいたユンカーから土地を
買収することになった。ユンカーの方はポーランド貴族よりも「国民的栄
誉」など気にかけなかったのである。「植民委員会」は土地ゲルマン化に
寄与するよりも、「危機に瀕した［プロイセン−谷］土地所有階級の“救
（26）
済銀行”
」
と化していったのである。土地闘争はポーランド側に有利に

展開したが、その背後には経済力をつけたポーランド商工業中産階級の発
達があった。
プロイセン政府のゲルマン化政策にもかかわらず、ビスマルク時代、
東部におけるポーランド人勢力は政府に対抗する社会的、経済的力量を蓄
えつつあったのである。

Ⅲ

ドイツ・オストマルク協会と反ポーランド政策

ヴィルヘルム時代の帝国の政治舞台には、帝国主義的で好戦的なナショ
ナリズムを煽り、社会民主主義勢力や自由主義を敵視する数多くのプロパ
ガンダ―圧力団体が発生し、新たな＜否定統合＞のシンボルとして反ユダ
ヤ主義や反スラブ主義も急速に感染を広げ始めた。それらは社会の周辺に
蘇生したのではなく、政治システム全体がそうしたイデオロギーの圧迫を
受け始めたのである。代表的なものはドイツ植民協会（1887 年）や全ド
イツ連盟（1891 年）、農業家連盟（1893 年）や艦隊協会（1898 年）などで
あり、これから考察するドイツ・オストマルク協会（1894 年）もその一
員である（ただしこの組織は 1899 年 5 月までは、「オストマルクにおける
ドイツ民族性促進協会」と名乗っていたが、改名によって本質的変化が生
まれたわけではないので、ここでは区別せず、以後「協会」と略記する）（27）。
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このうち艦隊協会はほぼ 100 万人、農業家連盟は 2 － 30 万人強であったの
に比べ、全ドイツ連盟と「協会」は、第一次大戦前のメンバー数ははるか
に少なかった。しかし両組織のイデオロギー的、宣伝上の影響力は、ジャ
ーナリズムやこれを支持するアカデミカーの発言もあって、大組織に引け
をとらなかった。とくにドイツ帝国主義勢力のなかに＜ドイツの東方拡大
＞への進路を開拓した点では、両組織のイデオロギーは後のヒトラーの東
方侵攻、東方ゲルマン帝国構想の先駆者としての位置を占めている。
さて＜新航路＞政策への右翼反対派は、1894 年を境にカプリヴィのポ
ーランド宥和策への批判、反ポーランド政策を掲げるようになった。また
引退していたビスマルクの権威が反政府のシンボルとして担がれるように
なり始め、全ドイツ連盟会長ハッセは 1894 年 4 月ビスマルク表敬訪問団を
組織した。そこでのビスマルクの発言に意を強くしたハッセは、ゲルマン
化に熱意をもつポーゼンの大土地所有貴族に呼びかけ、同年 9 月、後の「協
会」の設立者となるユンカーによって再度のビスマルク訪問が挙行された。
その折ビスマルクは 1 時間を越える演説を行ったが、その全文は先に取り
上げた全ドイツ連盟編『ドイツ・オストマルク』に掲載されている。それ
を読むとビスマルクの発言はかれの以前からのポーランド政策の繰り返し
であったことが分かる。ビスマルクは相変わらず敵はポーランド貴族とカ
トリック司祭であって、ポーランド農民とプロイセン王国は共存可能であ
ることを、スイスやベルギーの多民族国家を例にしながら述べたのである
（28）

。

しかし人は聴きたいことだけを聞くものである。同年 9 月 22 日皇帝ヴィ
ルヘルム 2 世はドイツ植民をたたえ、ポーランド人に帝国への恭順を求め
るスピーチ（29）をしたが、これにも勇気付けられ、かれらはポーランド民
族主義に対抗しドイツ民族性を守る組織の創設に着手したのである。「協
会」の創設者は、ハンゼマン（Ferdinand v. Hansemann 1861-1900）、ケ
ン ネ マ ン（Hermann Alexander Kennemann 1815-1910）、 テ ィ ー デ マ
ン（Heinrich v. Tiedemann 1843-1920） の 三 人 で あ っ て、「 協 会 」 は 三
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人の頭文字 H、K、T を取ってしばしば HKT 協会、ないしハカティスト
（Hakatisten）と呼ばれる。彼らはいずれもオストマルクの大土地所有者（た
だしケンネマンだけは貴族でない）である。ハンゼマンはドイツ大銀行の
頭取の息子であり、ビスマルクを始め中央政界、アカデミーやジャーナリ
ズムなどに顔が広かった。ケンネマンとティーデマンは典型的な農業資本
家のタイプであったが、ケンネマンはプロイセン下院議員として早くから
ドイツ民族性擁護を主張し、ティーデマンは政界に進出したことはなかっ
たがポーゼン州有数の大資産家として知られていた（30）。
1894 年 11 月に結成された「協会」の設立趣旨書には次のように書かれ
ている。
協会の目的は、ポーランド住民に侵食された帝国のオストマルクに
おいて、ドイツ人の国民的感情の高揚と補強によって、またドイツ住民
の増加とその経済強化によって、ドイツ民族を増強、結集することにあ
る。・・・
ここ 10 年来ポーランド側から仕掛けられてきたドイツ住民に対する
組織的な振る舞いに対抗して、協会の活動はとくに以下の点におかれる。
ａ）主にポーランド・ジャーナリズムの活動に対抗して、国内のあら
ゆる問題や出来事を観察し、適切な手段で世論においてドイツの
国民的利益を主張すること。
ｂ）地方や都市の不動産の獲得のためにドイツ人を、さらにそれが不
足しているところでは、ドイツ手工業者、自営業者、飲食業者、
商人、医師、弁護士、サラリーマン、労働者を呼び集めること。
ｃ）適切な手段で、とくに顧客の確保や緊急時の信用保証によって、
地方と都市のドイツ人中産階級を強化すること。
ｄ）国民的課題を討議するため移動集会（ドイツの日）を開催すること。
ｅ）学校でのドイツ語授業を促進すること（31）。
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この規定ではもっぱらプロイセン東部におけるドイツ人の人口や経済力
や民族意識の増強、保護といった防衛的な方針が示されているが、これは
「協会」が幅広い支持を集めるために是非とも必要なことであった。しか
しやがて「協会」は民族主義闘争が激化するにつれ、少数の指導部によっ
て、防衛のみならず、帝国憲法の枠からも逸脱する攻撃的な反ポーランド
人政策の実現をめざすことになる。
まず「協会」の組織構造からみていこう（32）。その指導部は 15 名（その
うち 10 名はポーゼン州から）の理事からなる中央理事会（Hauptvorstand）
である（1896 年から 20 名）。この理事会は当初は大土地所有者が多かった
が、20 世紀を迎える頃からその数は 5 名に減り、ユンカーの組織という特
徴を抜け出すことになる。理事会は中心指導部ではあるが、年 2 回開催さ
れるだけだったので、実質的に「協会」の指導を担ったのは、中央理事会
の下におかれ毎週開催された 10 名程度の実務委員会であった。ここで作
成された方針が中央理事会で承認されたのである。また中央理事会の下に
は出版委員会と財務委員会もおかれた。中央理事会と実務委員会を統括し
たのは会長（Vorsitzende）ティーデマンであって、かれは 1920 年に死去
するまで「協会」において独裁的な指導権を発揮した。これは全ドイツ連
盟などこの時代の右翼団体によくみられる傾向である。また「協会」にお
いて政党の党大会に当たるものが、長老ケンネマンを議長とする全体委員
会（Gesamtausschuss）で、当初 219 名のうち半数はポーゼン、西プロイ
センから選ばれた。しかしこの委員会は人数が多いので指導部としての実
質的な意味を失い、やがて構成員は名誉職的なものになっていった。また
ハンゼマンとケンネマンは、人脈形成や献金などを除けば、その後「協会」
活動の前面から退いていった。ティーデマンの独裁的指導の下、ボーフェ
ンシェン（Albert Bovenschen）やフォスベルク（Fritz Vossberg）、ヴァ
ゲナー（Franz Wagener）といったジャーナリストや弁護士出身者が実
務を担当することになる。ここからも「協会」を大地主の団体とみること
が適切でないことが分かる。

20

プロイセン東部のゲルマン化 （谷）

「協会」は活動中心となるベルリン、ポーゼンのほか、ブレスラウ、ケ
ーニヒスベルク、ダンチッヒなどに書記局を置いたが、ティーデマンが
ベルリン在住ということもありベルリンが「協会」本部となっていった。
1902 年の構成員と地区支部（Ortgruppe）の数はオルデンブルクの調査で
は、それぞれ 2 万 6255 人、280 支部であり、これが大戦直前の 1914 年に
は、5 万 4150 人、486 支部へと拡大した（33）。構成員や支部数で圧倒的多数
を占めるのは、ポーゼン、西プロイセン、シュレージエンであって、その
数値からだけでも「協会」活動の主軸がプロイセン東部 3 州（旧ポーラン
ド王国領地でポーランド人の多い地方）であったことが分かる。東プロイ
センはもともとプロイセン公国（その祖先はドイツ騎士団）の本拠地で
あって、ドイツ人が多かった。オストマルク以外で相対的に組織が拡大し
たのは、全ドイツ連盟会長ハッセやランプレヒト教授（ライプチヒ）な
どのいたザクセン王国であって、それ以外では組織は形成されたものの
活動は概して低調であった。プロイセン東部以外で急進ナショナリズム
の支持者ならば、全ドイツ連盟を選ぶほうが一般的であったと思われる。
また「協会」に参加したアカデミカーには、トライチュケやランプレヒ
ト、マルクス（E.Marcks）、シェファー（D.Schäfer）らの歴史学者、経済
学者のシェモーラー（G.Schmoller）、M. ヴェーバー、動物学者ヘッケル
（E.Haeckel）、哲学者ヴィンデルバンド（W.Windelband）、作家のフォン
ターネ（T.Fontane）、ロシア学のヘッチュ（O.Hoetzsch）らがいる。こ
のうち「協会」の講演会などで最も活躍したのはランプレヒトやシェッフ
ァー、ヘッチュらである。
メンバー全体の職業的構成は定かでないが、活動の中心であったポー
ゼン州で 1906 － 7 年をみるとある程度推定がつく。ポーゼンの地区支部
92、メンバー 1 万 1167 人のうち、官吏 4446 人（ここには将校も入ると思
われる）、国民学校教師 1053 人、商工業者と自営業者 2473 人、医師と弁護
士 129 人、大土地所有者 219 人、自営農民 2548 人などが主なものである（34）。
これは組織全体について推定できることだが、「協会」メンバーは、過半
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数が教師、将校を含む上下級公務員で、ついで大土地所有を含む農業者が
多かったということである。また商工業者のなかにはポーランド人顧客を
失うことを恐れて、メンバーであることを隠したがる者も多かった。
「協会」
の趣旨からすると大土地所有貴族がもう少し参加していてもよさそうであ
るが、ユンカーの多くが安価なポーランド人労働者を必要としていたとい
う事情もあり、かれらは保守党や「協会」のライバルとなった農業家同盟
のほうに組織される場合が多かったのである。その結果「協会」のプロパ
ガンダは東部の新中間層に受け入れられる社会的基盤があったことになる。
また「協会」の財務をみると、構成員の会費収入はあまり当てにならず、
結局少数の有力者の寄付によって賄われた。ハンゼマン（死後 10 万マル
クの基金）やケンネマン、ティーデマンの大口寄付のほか、ハンゼマンの
紹介やクルップ社の支配人になっていた A. フーゲンベルクを通じて、銀
行や企業からも資金を集めた。1905 年の会計報告をみると、収入 7 万マル
ク、支出 6 万 3000 マルク、資産 3 万 5000 マルク、基金 22 万マルクと記さ
れており、1912 年には収入 13 万 1463 マルクに増えている（35）。ティーデ
マンは「協会」の活動に極端ともいえる秘密主義を採ったため、構成員の
職業構成同様、財務も不明の点が多い。
「協会」とプロイセン議会議員の関係についてみると、1894 － 1900 年の
間に 30 名以上が参加していた。自由保守党（帝国党）が 12 名、国民自由
党が 9 名、保守党が 8 名、自由主義派は 1 名、また上院議員が 4 名いて、全
体の約半数は東部選出であった（36）。「協会」は政党との関係では保守勢力
と国民自由党を二大支柱といていたといえよう。ただし政党議員が「協会」
の指導部を担ったことはない。他の団体との関係では、「協会」はその規
約に協力関係が謳われていたとおり全ドイツ連盟との関係がもっとも友好
的であった。ただ全ドイツ連盟は会長が H. クラースに代わって（1908 年）
から急速に反ユダヤ主義へ転換したが、「協会」は反スラブ主義、ドイツ
民族至上主義ではあったが反ユダヤ主義を前面に掲げたことはない。しか
しそれ以外では両者のイデオロギーは似通っていたし、両方に参加してい
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「協会」の活動を区分すると、実践的な活動とイデオロギー的プロパガ
ンダ活動に大別されるが、前者はまたプロイセン政府および東部諸州当局
への政治的工作と自前の事業に分類される。「協会」が政府の反ポーラン
ド政策を鼓舞し、支援し、教唆したことは事実であるが、それが具体的に
プロイセン政府の政策決定にどれだけの効果をもたらしたのかは必ずしも
明らかではない。東部諸州の長官や県知事のなかには、「協会」の活動が
政策上有害だとし、協力を拒否する者もいた。しかし 1894 年にカプリヴ
ィが辞任すると、その後プロイセン政府は徐々にかつてのビスマルクの反
ポーランド政策へ回帰し始めた。その結果政府は「協会」の提案を考慮し
始め、それを世論として利用しつつ過激な政策へも突き進むことになった
のである。政府の反ポーランド政策を推し進め「協会」の要請に応えたの
はプロイセン財務大臣ミクエル（J.v.Miquel）であり、さらに 1900 年に宰
相兼プロイセン首相となった帝国主義者ビューロー（B.W.v.Bülow

在任

1900 － 1909 年）であった。「協会」とプロイセン政府の関係が蜜月を迎え、
「協会」の政治活動がその最盛期を迎えるのは、オルデンブルグのいうと
おりビューロー時代の 1903 － 07 年である（37）。
プロイセン政府は対ポーランド人緩和策を撤回し言語闘争を再開した。
東部諸州の学校において宗教教育を含むすべての授業にドイツ語使用が強
制されたのである（1900 年と 1906 年）。これは 1906 － 7 年にかけてポーラ
ンド人の激しい抵抗を生み、約 4 － 5 万人の生徒父兄が参加した有名な「学
校ストライキ」の勃発を招いた。また政府は許可の必要な集会ではポーラ
ンド語の使用を条件付ながら禁止する「帝国結社法」も成立させた（1908
年）。しかしこうした反ポーランド政策に対するポーランド人の抵抗は土
地をめぐる闘争でも如実に示された。植民委員会の資金は計 3 億 5000 万マ
ルクにも増額（最後には 10 億マルク）されたが、結論的に言って政府は
ポーランド人との競争に勝利できなかった。ブロシャートの調査によれば、
1896 年から 1906 年までの 8 年間で、ドイツ側は 24 万 0076 ヘクタールの土
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地を取得し、2 万 4969 戸のドイツ人農場（平均 9ha）を形成したが、ポー
ランド人側も 15 万 0524ha、3 万 5486 戸（平均 4.5ha）を誕生させたのであ
る（38）。総面積では名目上ドイツ側が多かったものの、ドイツ側の取得地
の約三分の二はユンカーなどドイツ人からであったのに対して、ポーラン
ド側はドイツ人からの買収が圧倒的に多かった。差し引きすればポーラ
ンド側の方が土地も植民も増やしたことになる。こうした惨めな状況下
で、プロイセン政府の最初の嫌がらせはポーランド人植民者の取得土地に
（39）
住居建設の許可を与えないというものであった（1905 年）
。しかし政府

と「協会」はそうした姑息な手段に留まることなく、連携してポーランド
人の土地の「公的収用（Enteignung）」、土地没収をめざすことになった。
これは財産権を保障した帝国憲法の枠を大きく踏み外し、有産階級に脅威
となる国家社会主義への道であるから、私有財産の神聖さを信じていたプ
ロイセン保守主義者の間にも反対論が多かった。公的収用法の制定こそハ
カティストによる政府工作の実践活動として最大の成果（40）であり、
「協会」
が大地主貴族の協賛組織の枠を超えていたことを示すものであるといえよ
う。
すでに全ドイツ連盟もプロイセン政府にポーランド人の土地取得を制限
する要望を提出していたが（A. フーゲンベルクは熱心な主張者で、プロ
イセン財務省顧問として実際推進に関与した）、ハンゼマンも 1900 年に「協
会」の機関誌でドイツ植民の妨げになるポーランド人の土地を公的収用す
る必要性を述べていた（41）。1906 年「協会」はマリーエンブルクでの中央
理事会で政府の植民委員会に公的収用権を与える案を議論している。その
後「協会」は公的収用実現をめざして、国民への活発なプロパガンダや政
府への圧力活動を開始する。1907 年 1 月には政府関連部局、植民委員会の
総裁、東部諸州の長官らの間で公的収用をめぐって協議が開始され、ビュ
ーローも政党関係者と協議を始めている。1907 年 11 月、ビューローは土
地の公的収用を伴う植民法の改正案をプロイセン議会に提出した。法案は
激しい議論の末、対象となる土地を 7 万 ha に制限し、そのために提案さ
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れた 4 億マルクの財源が 2 億 7500 万マルクに減額されたが、同年 3 月に小
差で可決された（42）。しかしこのプロイセンの突出に対しては国内のみな
らず、海外からも、トルストイ、A. ジイド、H.G. ウェルズら著名人によ
る批判が相次いだ（43）。また多民族主義に方針転換していたハプスブルグ
国家もプロイセンに冷たい視線を向けた。したがってビューローが退陣し、
事態を穏健に収めようとするベートマン−ホルヴェークが宰相に就任する
と、政府と「協会」の間も冷却し始め、公的収用を実行するのはきわめて
難しくなった。プロイセン政府はようやく 1912 年 10 月、右翼の圧力とい
うよりも土地争奪競争による土地価格の急上昇を抑えるためもあって、帝
国議会であがった非難の声にもかかわらず 1900ha を有償で公的に収用し
たが、結局それ以上の実施は断念しなければならなかった。しかしヴェー
ラーは公的収用のもつ不吉な意味について次のように述べている。
不吉なことに、東部戦線の計画部局は 1908 年の公的収用法と 1912 年
の強制執行に相前後して、そのなかにポーランド人の移住と追放を伴う
《ポーランド国境帯状地帯（der polnische Grenzstreifen）》プロジェク
トを可能とさせる模範と法的根拠を見出したのである。その後こうした
やり方を野蛮の極致にまで高めたナチズムの《東方政策》も、伝統を意
識しつつ、かつての強制執行を理論上、実践上の先駆として引証したの
であった（44）。
＜ポーランド国境帯状地帯＞については最後にまた触れるから、次に「協
会」の実践的活動のなかで独自の事業についてみておきたい。「協会」は
自前の土地銀行を設立し、プロイセン植民委員会と並んで、土地買収、再
分割、ドイツ農民への譲渡ないし貸与、移住者への資金援助の活動に乗
り出したが、これが「協会」最大の事業であった。1895 年「協会」は資
金 500 万マルク（97 年から 1000 万マルク）で土地銀行を設立した。これ
を用いて「協会」は 1895 年―99 年までの間に、東部で 55 の大農場、4 万
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3500ha を買収、3 万 3000ha が 1125 戸のドイツ人農家に分割販売された（45）。
しかし購入地の多くは負債ユンカーからのもので、販売先にはポーランド
人さえいたとされる。そのほか「協会」が実施した事業には次のようなも
のがある。ドイツ西部から農民のみならず多様な職業従事者、専門家を招
く職業紹介。東部のドイツ人子弟に対する奨学金事業（1896 － 1912 年ま
での間に、395 人に総額 6 万 6500 マルク授与）。ドイツ民族文庫によるド
イツ図書の収集（1912 年までに、750 の民族図書室、24 万 3000 冊の蔵書）。
ビスマルク記念碑の建立。またポーランド人商店からの不買運動の組織化。
しかし結論的にいえば、研究者も認めるとおり、これらの事業は「協会」
の当初の意気込みを達成したとは到底いえず、社会的影響も限られたもの
であった。そして事業が思わしくなくなるにつれて、「協会」は世紀の転
換の頃からその活動を、イデオロギー的なプロパガンダに移し始めた。
プロパガンダとしての大衆集会や講演会は中央や地区支部のレベルで無
数に開催された。地区レベルではイデオロギー教育と並んで、ビールやダ
ンス、コーラス、キャンプファイヤーなど娯楽的、社交的要素も大きな比
重を占めた。大規模なものを挙げると、たとえば 1900 年から行われた「ド
イツの日」
（1911 年からは全ドイツ連盟とも共催）などでは 1000 人を超え
る参加者を集めて開催された。一例として 1906 年 8 月にマリーエンブルグ
で開催された「ドイツの日」の内容を見てみよう。そこでは全体が祭典の
ムードのなかで、再建されたかつての騎士団の城の内外で、州長官や行政
幹部、地方名士や諸団体役員を招いた食事会、騎士団の装束などをつけた
人々のパレード（1500 人）、そしてドイツ植民を讃えてナショナリズムを
鼓舞する講演などが、2 日間にわたって開催されている（46）。またプロイ
セン東部問題を国内で広くアピールするために、帝国西部、南部から議員
やジャーナリストを招く「オストマルク旅行会」も 1909 年から実施された。
毎回 30 － 80 名くらいの議員、ジャーナリスト、さらに東部移住希望者な
どが招待され、ベルリンから 7 日くらいの日程で、ポーゼン、トルン、ダ
ンチッヒ、マリーエンブルグなどを訪問し、ドイツ人入植村や工場の視察、
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現地住民との交歓会、遺跡の訪問などを行った。「協会」の地区支部がい
たるところで歓迎会を催したことは言うまでもない。
「協会」のプロパガンダを担う機関誌は 1896 年から刊行された月刊『オ
ストマルク』（23 × 30cm、2 段組、8 － 12 ページ）であった。これは主
にメンバーに配布されたため、当初 1 万部であったが会員の増加にした
がって増え、1908 年には 5 万 1000 部に達した。そのほか 1905 年から年刊
『オストマルク・カレンダー』（これは当時の民衆の習慣に合わせたもの）、
1904 年からポーゼン、西プロイセンで週刊『東方ドイツ民衆新聞』（イラ
スト入り、大衆向け）などがある。また数多くの小冊子、プロパガンダ・
パンフレットが刊行され、オストマルクの歴史や政治課題などが論じられ
たが、時にそれらパンフレットは他の日刊新聞の付録として折り込まれ
た（47）。またより広い公論へ影響を与えることをめざして、ジャーナリス
トや新聞、雑誌編集者を「協会」に取り込む工作も活発に行われた。1894
－ 1900 年の間に、多くは名誉職的に 40 名のジャーナリスト、25 名の雑誌
編集・執筆者をメンバーとして獲得したが、このうち約半数は、自由保守
派（帝国党）、国民自由党などの政党関係の雑誌であった（48）。また一定の
効果を挙げたのは、ドイツ東部問題の解説記事を配信するサービス（1912
－ 14 年）である。これはオストマルクの現状、問題点などについての解
説をコンパクトにまとめ、地域の日刊新聞編集部などに送付するもので、
新聞編集部は出所を明らかにしないでも記事をそのまま掲載できるように
したものである（49）。
こうしたプロパガンダ活動のイデオロギー内容について、W. ヤクープ
チク（W. Jakóbczyk）は三点を挙げている（50）。それは第一にプロイセン
東部におけるドイツ人の「歴史的権利」の主張である。トライチュケやラ
ンプレヒト、シェファーやヘッチュらによって＜学問的＞に根拠付けられ、
ティーデマンやボーフェンシェン、フォスベルクやヴァゲナーといった活
動家によって常に強調されたのは、中世以来のドイツ植民、ドイツ騎士団
が果たした文明化の偉大な功績である。講演で繰り返された＜ドイツ人の
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血と鋤と剣＞によるヨーロッパ東方の文明化というスローガンは、全ドイ
ツ連盟にも共通する 19 世紀の＜ドイツ東方進出＞イデオロギーそのもの
であって、ヒトラーの『わが闘争』にほぼそのまま踏襲されている。第二
には、ポーランド人が今やドイツ人の生存を脅かし、根こそぎにしようと
企んでいるという＜ポーランド禍（die polnische Gefahr）＞の主張が挙
げられる。そして最後は人種イデオロギーとプロイセン英雄崇拝である。
ハカティストからすれば、ドイツ民族は支配＝優等民族であり、スラブ人
は服従＝劣等民族であって、時としてゴビノー（A.de.Gobineau）やチェ
ンバレン（H.S. Chamberlain）も引証された。ラディカルな女権拡張論者
で「協会」の女性活動家ケーテ・. シルマッヒャー（K. Schirmacher）は
第一次大戦後のことではあるが、ポーランド人とユダヤ人がドイツ人とは
異なる祖先を持ち、かれらは「原有鱗動物」から進化したに違いないなど
と狂信的な言辞も弄している（51）。とはいえ、ハカティストのイデオロギ
ーは反スラブ主義ではあっても、反ユダヤ主義へは傾斜しなかった。ティ
ーデマンはドイツに同化したユダヤ人についてはこれをドイツ的要素とみ
なしていたのである（52）。また「協会」は他の帝政期極右ナショナリスト
と同様、フリードリヒ大王やビスマルクなどのプロイセンの英雄たち、ホ
ーエンツォレルン王家の伝統を常に神聖なものとして崇拝した。したがっ
てかれらの大衆集会はたいてい皇帝万歳の三唱で終わったのである。

Ⅳ

ハカティストの歴史認識とイデオロギー
－ D. シェファーと O. ヘッチュ

オルデンブルグによれば『協会』の出版活動の頂点となったのは 1913
年であるが、まさしくこの年に「数年の準備をかけて計画されていた豪華
本“ドイツ・オストマルク”」が、「協会」の系列出版社であったポーゼン
のオスカー・オイリッツ（Oskar Eulitz）から上梓された。この浩瀚な書
（53）
物、『ドイツ・オストマルク』
はポーゼンと西プロイセンだけを対象と
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しているが、その目的は次の点にある。「この書物がめざすものは、何よ
りもこの地方固有の魅力を描写しドイツ全土から希望者をオストマルクに
移住するよう促すことであった。それに次いで重要な観点は、オストマル
ク地域におけるドイツ人のいわゆる歴史的権利を叙述することである。そ
のさい特にドイツ騎士団の歴史がその根拠を与えた。オストマルクのあら
ゆる領域を一望できるように、この書物では約 700 ページにわたって、オ
ストマルク全体の政治的、文化的、歴史的側面が『協会』の観点から照射
された。この書物のために、これまで出版のために準備されていた高額な
資金が投入された。出版社にだけでも 1 万 6000 マルクが印刷の補助金とし
（54）
て支出されたのである。」
目次からも明らかなように、この書では『協会』

の歴史イデオロギーのみならず、オストマルクの気象学、地理学、植物や
家畜、都市、農林業、商工業、協同組合、交通、学問芸術、行政などが詳
細に、写真や地図、図表を添えて紹介されている。
これからこの書物のなかに収録された二つの論文、ディートリヒ・シェ
ファーの「歴史的序論」とオットー・ヘッチュの「オストマルクにおける
民族性闘争と民族性政策」を取り上げ、ハカティストの歴史イデオロギー
が「協会」の代表的歴史学者、イデオローグによっていかに論じられてい
るのかを、いくつかの特徴的なトピックスに焦点を当てて紹介したい（55）。
分析に入る前に二人の歴史家を簡単に紹介しておきたい。シェファー
（1845 － 1929 年）はトライチュケの弟子であり、チュービンゲン、ハイ
デルベルク大学教授などを経て、1903 年からベルリン大学教授を務めた。
反ユダヤ主義的色彩をもつ強硬なナショナリストであり、全ドイツ連盟の
メンバーでもあった。主著『ドイツ史』二巻（1904 年）はドイツ・ナシ
ョナリストの歴史書として版を重ね、死後ナチズムによって民族至上主義
（vӧlkisch）の先駆的歴史学者という名誉（不名誉－谷）を受けた。ヘッ
チュ（1876 － 1946 年）はライプチヒでランプレヒトに、ベルリンでヒン
ツェ（O.Hintze）に学んだ。早くから右翼団体で活動し、全ドイツ連盟や
「協会」の活動家でもあった。ドイツにおける東ヨーロッパならびにロシ
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ア研究の先駆者シーマン（T.Schiemann）のもとで研究し、1906 年にポー
ゼンの王立アカデミー教授となった。シーマンのロシア人蔑視と対照的に、
ヘッチュは近代的に改革されたロシアの出現に期待し、その場合ドイツは
ロシアと同盟を結んで英国に対抗すべきであるという特異な方針を主張し
た。大戦後はベルリンの教授のみならず、一時はドイツ国家人民党（DNVP）
の議員も務め、右翼勢力内のロシア派を代表した。自身は反ボルシェヴィ
ズムであったが、ヘッチュはナチ政権樹立後そのロシア志向が災いし、
「サ
ロン・ボルシェヴィキ」という嫌疑で教職から追放され、第三帝国崩壊ま
で沈黙を余儀なくされた（56）。
ハカティストの歴史認識をみていこう。シェファーの論文とヘッチュの
論文の扱う歴史は重なるところがあるから、およそ前半はシェファーに即
して、その後は主にヘッチュに即して、ハカティストに特徴的な幾つかの
論点を考察したい。
シェファーの歴史認識の基本線はトライチュケの『ドイツ騎士団国プ
ロイセン』（1862 年）の思想、すなわち＜ドイツの東方進出＞イデオロギ
ーを継承したものである。それによればドイツはヨーロッパ東方に＜血と
鋤と剣＞によって文明をもたらした偉大な功績を有する。シェファーは
12 世紀のフリードリヒ 1 世バルバロッサやハインリヒ獅子公によるドイツ
の東方拡大を一瞥した後、12 世紀末から開始されたドイツ人、ドイツ植
民がスラブ人世界へもたらした功績について次のように述べている。
だが新参の者たち［ドイツ人－谷］はその地域にこれまでとは異なる
進歩の道を伝え、それはやがて輝かしい成功へと通じていった。かれら
は都市建設者となったのである。かれらドイツ人が到来するまでは、ス
ラブ世界はいかなる都市も市民も知らなかった。・・・ドイツ人はそう
したスラブ人の支配者集落（urbes）の大部分に代わって、ドイツ語で
都市と呼ばれるものを創設した。それは特別な自治組織による行政を有
し、周囲を城壁によって囲まれた場所である。こうしてかれらはスラブ
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世界に市民階級を導入することになったのである。ドイツでは消滅して
いく自由農民に代わって、都市組織の発展によって自由人の新しい身分
が創造されたといえるとすれば、同様のプロセスによってスラブ民族の
内部に、これまでまったく知られていなかった何か新しいものが導入さ
れたのであった・・・（57）。
ポーランドの国境をはるかに越え、ロシア帝国のハリコフ、ヴラディ
ーミル、キエフに至るまで、すべての都市建設は、ドイツ人の移住によ
るか、それともそれまで無関係の場所にドイツ法を授与するかによるの
であり、いずれにせよドイツ起源のものである。とりわけマグデブルグ
法は広くこの地域に普及し、北方の海岸近くではリューベック法が、南
方ベーメン地方とその隣接地域ではフランクフルト法が普及したのであ
った。ポーランドではすでに 1243 年以前にグネーゼンがドイツ都市と
なり、ポーゼンは 1253 年にドイツ都市となった。その後 13 世紀末までに、
なお一連の全ドイツ都市建設が証明できる。現在のポーゼン州全体では
約 60 の都市が成立した。“われらはドイツ法に基づきこの都市を建設す
る。われらはそれにふさわしいやり方で、われらの国の改善と新秩序に
配慮するがゆえに。”これは当時の都市建設をめぐる古文書にみられる
決まり文句である（58）。
とりわけドイツ人はポーランド人をヨーロッパ文化と接合させたので
ある。ポーランドが東ヨーロッパ諸民族共同体ではなく、その極限では
あれ西ヨーロッパ諸民族共同体の構成要素となっているとすれば、それ
はベーメンやハンガリーと同様、ドイツ人のおかげなのである（59）。
シェファーは、野蛮で無秩序なスラブ人、文明伝達者のドイツ人とい
う＜ 19 世紀ドイツ・イデオロギー＞の二分法から、都市建設、ドイツ法、
市民階級、一言でいえば近代的自由と秩序がすべてドイツ人によってスラ
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ブ世界へもたらされたことを強調する。ドイツ人は常に与える者であり、
スラブ人は常に受け取る者なのである。こうした観点からすれば、ポーラ
ンド人が目の敵にするドイツ騎士修道会も輝かしい意義を有するのであっ
て、ポーランド人が今頃不平を言う筋合いではない。ドイツ騎士団はヴェ
ンデ人異教徒の反抗に手を焼くポーランド支配者によって、バルト海沿岸、
ヴィスワ河上流地域に招聘されたのであって、数十年の厳しい戦い、時に
「絶滅戦争」を思わせる戦闘によってその地を平定しキリスト教化したの
である。
そして実際に騎士団がやむを得ず目を覆いたくなるような苛酷さを
もって進撃したとしても（それはリヴランド［現在のエストニア、ラト
ヴィアでここでは刀剣騎士団が活躍し後にドイツ騎士団に統合された―
谷］での経過と並んで、ドイツ民族の東方拡大の全歴史において唯一の
場合なのだが）、ポーランド人が不平を言う理由はないはずである。な
ぜならこの闘争の相手はポーランド人ではなかったし、スラブ人でもな
く、かれらの敵、ラトヴィア部族、リトアニア人であったのだから。ド
イツ騎士団はポーランドを危険な隣人から解放したのであって、ポーラ
ンドは自らの力だけではかれらの支配者となることはできなかったのだ
（60）

。

1410 年のタンネンベルグの戦闘でたしかに騎士団はポーランド・リト
アニア連合軍に敗北した。しかし一回の敗戦事態はそれほど憂慮すべき事
態ではなかった。シェファーによれば、これもトライチュケと同様、騎士
団が没落していったのはポーランドの力によるのではなく、ドイツ人勢力
内部の確執、すなわち騎士修道会と都市や土地貴族といった世俗勢力の紛
争によるのである。「聖職者の国家は永続的に世俗的課題を解決していく
ことができないことを示した。・・・騎士団国家は諸都市と、そしてとり
わけ土地貴族と争うことになったのである。」こうして 15 世紀末から、ド
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イツ人は東方における勢力を失い始め、そうした事態はブランデンブルグ
= プロイセンが興隆し始めた 18 世紀まで続くのであった。かくしてシェフ
ァーによれば、ドイツ植民の発展はなんらの統一した指導もなく、自然発
生的に進行したが、そこにこの時代の植民の力強さとともに憂慮すべき弱
点もまたあったのだとされる。「もしドイツ人全体の利益を代表する者が
いたとすれば、その後に生じたドイツ人勢力の衰退はかくも容易には起こ
（61）
りえなかったであろうに。」
シェファーはここで己のナショナリスト感

情を思わず 500 年も前の歴史に投入しているのだ。さらにヘッチュも、ポ
ーランド人が理不尽にも騎士団の時代以来、ドイツ人を憎み続けたとして、
善意のドイツ人、悪意あるポーランド人というステレオタイプを歴史的に
捏造している。
植民時代のドイツ騎士団に対して、ポーランドにおいて覚醒し始めた
国民意識は、初期においてはとくに聖職者において表明された。すでに
1285 年に、グネーゼン大司教ヤーコブはローマ教会の枢機卿にあてた
手紙のなかで、ドイツ人に対する熱狂的な憎悪を述べている。その後数
十年を通じて、そうした憎悪はますます強化され非宥和的なものとなっ
ていった。とくにこうした憎悪は、ポーランドで宗教改革を担ったドイ
ツ人、16 － 18 世紀にプロテスタント移住者として新しくやって来たド
イツ人に向けられたのであった（62）。
次に取り上げたいトピックは、プロイセンの勢力増大にとってきわめて
重要な意義をもち、プロイセンにおけるポーランド人問題の起源ともなっ
た 18 世紀のポーランド分割である。シェファーもヘッチュも、次のよう
な論拠を挙げポーランド分割を正当化している。すなわち、1）分割は何
よりもロシアの女帝エカテリーナ 2 世の野望によって引き起こされ、ロシ
アの勢力拡大に対抗するため、フリードリヒ大王はそれをプロイセンの歴
史的使命のために利用しただけであること。2）その責任は当時の国際状
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況からすれば、国家統一を維持できないほど混乱したポーランド王国自体
にあったこと。3）ロシアやオーストリアと比べれば、プロイセンはもと
もとポーランドを文明化した歴史的権利、またプロイセンの国家存立に不
可欠な地政学的権利を有すること。それではポーランド分割を二人がいか
に正当化しているかをみてみよう。
強烈なこの女帝はかねてよりポーランドの支配を得ようとしていた。
ポーランド王国の事情が付け込む隙を与えたのであった。ポーランドの
事情はしばしば叙述されているから詳論する必要はないが、当時のポー
ランドはまったく統治を欠いた状態であった。決定権は国会にあったが、
すべての貴族がそこに参加できたのである。そして個々の貴族が拒否権
を持っていたから、国会の政策決定は機能不全となった。1718―1764
年までの間にたった 3 回しか国会は開催されなかった。整備された行政、
ことに安定した司法は存在しなかった。すべては力ある者たち、富裕な
者たちの手に落ちた。国王選挙は必ず峻烈な党派対立を生みだしたので
ある。
とくにプロイセンにとって問題は次の点にあった。すなわちこの機
会［ロシアのポーランド分割への意思－谷］を利用し、一方の東プロイ
センと他方のポメルン、シュレージエン、ブランデンブルグとの間にあ
るプロイセンにとって不可欠な結合部を獲得するか［それまでプロイセ
ンは、かつてのドイツ騎士団の本拠地東プロイセンとブランデンブルグ、
シュレージエンとに分裂し、その間にポーランドの領地が楔形に入り込
んでいた－谷］、それともホーエンツォレルン君家の真っ直中に、すな
わちブレスラウやフランクフルト［アン・デア・オーデル］、ケーニヒ
スブルグの戸口に、ロシアの軍勢が陣地を構築するのを望むのかである。
ポーランドがロシアの勢力を遠ざけておくことができないのであれば、
その存在資格は失われたのである。全ポーランドがロシア化されるかそ

プロイセン東部のゲルマン化 （谷）

34

れとも分割されるか、それ以外ではありえなかった。分割の決定が歴史
が示したようになされたことを、ポーランドは神に感謝してよい（63）。
ポーランド分割を概観し正当に判断しようとする者は、分割に関与し
た諸国家は事の経過に対して異なった立場にあったことを明瞭に理解し
なければならない。ロシアとオーストリアは本来不必要なものを獲得し
た。ロシアとオーストリアは数世紀以来そうであったように、ドニエプ
ル河の向こう側、カルパチア山脈のこちら側に留まっているべきであっ
た。しかしブランデンブルグ = プロイセン君主国にとって、［君主国に
挟まれた－谷］ポーランド中間地域の獲得は死活問題であった。その地
帯を手に入れることなしに、プロイセンはフリードリヒ大王の望んだ大
国に留まることは不可能であったであろう。前進するか後退するかであ
った。そしてこの地域の獲得に成功することに、プロイセンの歴史的使
命がかかっていたのである（64）。
己の権力を強化、維持するという国家第一の義務を、ポーランドはそ
れが許されていた間に、果たさなかった。フリードリヒ 2 世［大王］と
エカテリーナ 2 世、二人の天才的な強い君主がポーランドの弱点を利用
し、東部とその海岸地帯をめぐる戦いを最終的に自分たちだけで決定し
たとき、ポーランド国家は不名誉にも崩壊したのであった。東方へのド
イツ植民がかつてオーデル河やヴィスワ河を越えて進み、17、18 世紀
の偉大なホーエンツォレルン家の人びとが同じ道をさらに先へ辿るよう
になって以来、東部におけるプロイセン国家思想とポーランド国家思想
の間の宥和はもはや不可能になった。ただ一方だけが東方を支配してき
たし今なおそうである。誰が支配者足りうるか、それを決めたのは政治
権力であって、―分裂して荒廃したポーランドの貴族国家と比べて―政
治権力を持っていたのは、ロシアと同盟したフリードリヒ 2 世の方であ
った（65）。
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こうしてハカティスト歴史家はポーランド分割をイデオロギー的に正
当化する。当時のプロイセン人口 950 万人のうち、400 万人がポーランド
人を含むスラブ人となったのである。その結果分割当時ナショナリズム問
題は存在しなかったが、やがて 19 世紀に諸民族、とくに東ヨーロッパの
ナショナリズムが勃興すると、プロイセンはポーランド人問題に頭を悩ま
せることになる。
第三のトピックはビスマルクに至るまでのプロイセンのポーランド政
策である。ヘッチュによれば、その後のプロイセンのポーランド人政策は、
「ポーランド的 = 国民的基盤に基づく自治が保障されるべきある」か、そ
れとも「漸進的なドイツ化」が図られるべきかの間を揺れ動くことになっ
た。これは今様の言葉でいえば、少数派に一定の自治を認めて、マルチカ
ルチュラリズム（多文化主義）の＜棲み分け＞で行くのか、あるいは言語
や文化を含めて多数派民族への＜同化＞を迫るのかという、多民族国家に
問われる古くて新しい選択である。
第一の選択肢を選ぶことは最初から不可能であった。なぜなら旧ポー
ランド地域内には、プロイセンによる土地取得によってすでに多数のド
イツ人が都市にも農村にも住んでおり、ポーランド人に自治を与えれば、
それはドイツ住民の権利を侵害することになったであろうからだ。第二
の選択肢を選ぶことが唯一可能であり、必然的でもあることがますます
明らかになってきた。しかしそうした方針は、多くの経験と失敗を積ん
だ後で始めて見出されてきたものであり、実行には極度な困難を伴った
し、今でもそうである。なぜなら、この地方のドイツ人とポーランド人
は全体として混在して生活しており、人数もほぼ拮抗しているので、一
方が他方を完全に排除したりすることはできなかったし、今でもそうで
あるから（66）。
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ヘッチュはこうした観点から、ナポレオン支配以後のプロイセンのポー
ランド政策を分析し、シュタイン、ハルデンベルグら啓蒙官僚を嚆矢とす
る、自治を認める寛容政策を常に失敗に終わったとして批判し、ポーゼ
ンのドイツ化を進言した司法官グルーナー（Justus Gruner）の報告書や、
同じく 1830 年代にドイツ化を推進したフロットヴェル、第 5 軍司令官グロ
ールマン（K.W.G.v.Grolman）らを、不十分な点があるにせよ、ビスマル
クの先駆者として評価している。ヘッチュによれば、ポーランド人が常に
持ち出す、ポーランド民族性を承認した 1815 年の国王宣言も、叛乱とい
う違法な手段で引き出されたものである以上無効なのである。グルーナー
はその報告書のなかで、問題を解決するには、ドイツ植民を増加させるこ
と、ドイツ語教育を強化させること、ポーランド人召集兵をプロイセン内
地の連隊に編入すること、プロイセンに忠実なドイツ語能力のあるポーラ
ンド貴族を官僚に採用すること、他方叛乱者には厳罰をもって臨むことな
どを提言している。またフロットヴェルはドイツ植民に積極的ではなかっ
たが、近代的行政を整備し、ポーランド農民をいっそう解放するとともに
（農民が 19 世紀後半までプロイセン国王に好意的なのはそのためである）、
ポーランド大土地所有者から政府の資金で土地を買い上げ、これをユンカ
ーへ売却しようとした（67）。
他方ヘッチュによれば、政府がポーランド宥和策をとれば取るほど、
ポーランド人は繰り返しポーランド国家樹立への熱意とドイツ人憎悪を掻
きたてられることになった。その代表事例が 1840 年代フリードリヒ・ヴ
ィルヘルム 4 世のもとで遂行されたポーランド宥和策であるが、これは「信
頼できず、拒否的に対峙する臣民に寛大に宥和を求める」「高貴な心の犯
した誤謬」である（68）。「宥和とさらなる迎合でポーランド問題を解決し
ようとしたこの時代の帰結は、かえって二つの民族性関係の先鋭化であ
（69）
った。」
こうした宥和策はビスマルク退陣後カプリヴィによっても、懲
（70）
りずに試みられたが、「そうした期待は完全に裏切られた」
のであった。

これに対して、ドイツ帝国の宰相ビスマルクの登場によって、ドイツのプ
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ロイセン政策はようやくフロットヴェルによるドイツ化の伝統に立ち返り、
正鵠を射たものとなっていった。ビスマルクによる言語―文化闘争、国籍
なきポーランド人の追放や植民委員会による土地買収、ドイツ植民の推進、
ヘッチュはビスマルクの政策にさらなる注文も付けてもいるが、そのドイ
ツ化政策を高く評価している。
ドイツ人を増やすための手段は外国籍ポーランド人の追放と、ドイツ
系住民の増殖であった。対抗措置はポーランド貴族へ向けられた。ビス
マルクはその際、ドイツ化を理由に土地の公的収用も、少なくとも条件
付で視野に入れるところまで進んでいた。フロットヴェルのやり方へ回
帰しなければならない。ドイツ人を植民させるために、売りに出された
土地は分割されうるし、国有地も利用される。・・・
ビスマルクのポーランド政策はまず追放の手段による抑制政策であり、
次いで言語と学校政策、最後に経済活動の政策であって、それは強力に
介入することによって、同時にまた組織的、積極的この地域を大きく育
成することであった。フロットヴェルの政策との違いは一目瞭然である。
この州の民族人口比率を好転させるためにドイツ農民が招かれねばな
らないという観点は、フロットヴェルの政策と比べて新しいものであり、
これらの州の福祉政策はドイツ民族性の促進に役立てられねばならない、
なぜならポーランド人たちはその代表者の発言を聞く限り、君国東部で
国家が求めている保証を提供しようとしないからである、という点も新
しい。ビスマルクは国民思想の先鋭化に当然対応して、ナショナルな対
立をフリードリヒ大王よりも明瞭かつ自覚的に強調せねばならなかった
としても、その政策によってフリードリヒ大王とつながることになった
のである。・・・ポーランド人がビスマルクのポーランド政策を、10 世
紀以来始まっている闘争の新たなる開始宣言であると理解する場合、そ
れは確実に正しいのである（71）。
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しかしビスマルクと異なりヘッチュは、独立を求め、ドイツ化に抵抗す
るポーランド人勢力の主体が、ポーランド人の経済的発展とともに、これ
までの貴族から農民、商工業者へ変化していることを明確に認識してい
た（72）。いまやポーランド貴族は指導権を喪失し、協同組合に組織された
ポーランド中産階級、自営農民が闘争の前面に登場しつつある。それだけ
民族性闘争は厳しい局面を迎えているのである。
ここから第四の、そしてここで論じる最後のトピック、すなわちドイ
ツ帝国とドイツ人はポーランドとの民族性闘争にいかに対処すべきかとい
うイデオロギー的、政策的論点が浮上する。ヘッチュは 19 世紀ドイツ・
イデオロギーである＜ドイツ東方進出＞に基づいて、現下の闘争が偉大な
中世ドイツ植民以来の歴史的闘争の継続であることを強調する。もちろん
そうした伝統はハカティストによって後から、想起され、捏造されたもの
である。
われわれは、今問題となっている諸州において古くから定住してきた
ドイツ民族の偉大なる意義を鋭く指摘し、ドイツ人が直面しているポー
ランド問題の形成は何よりも中世植民の時代にまで遡るということを確
認してきた。それはその後 18 世紀に、そしてとりわけ 19 世紀に再度開
始されたのであった（73）。
そうであれば、この世界史的意義をもつ闘争をドイツ民族は避けること
ができない。ドイツは繰り返しポーランド人に問題の解決を提案してきた
が、ことごとく拒否された。いまやいかに不愉快であろうとも、プロイセ
ン東部のゲルマン化闘争は非妥協的な地点に達しているのである。プロイ
セン東部をドイツ化するためには、たとえ土地の強制収用という方法をと
ってでも、何よりも計画的かつ大規模なドイツ植民が必要である。最後に
ヘッチュの、すなわちハカティスト歴史家の闘争宣言を、少し長いが読ん
でみたい。
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そこから明らかになるのは、たとえこれまでと同様この困難な問題の
解決がプロイセン国家の直接の課題であるとしても、ドイツ帝国と国民
も全体となってその解決に最高度の関心を有しているということである。
他方、さまざまな形態変化と異なった枠組みで、ポーランド国家の再興
への希望が少なくとも多くのポーランド人サークルや大衆の間に活発に
維持されている。今日のポーランド民主主義運動はこうした希望を抱え
てプロイセン国家と対峙しているが、そうした希望はプロイセン国家の
存立とまったく一致しないし宥和することもありえない。そしてそこか
らまた、この二つの要素、二つの民族性の間の闘争は、とりあえずこれ
からもプロイセン国家の東部の人々の生活のシンボルであり続けるであ
ろう。両民族性間の闘争は、これまでの詳論から分かるように、ドイツ
側から仕掛けられたものではない。ドイツ側が仕掛けたなどと主張する
人は、19 世紀の発展と現状に無知であるか、一目瞭然の危険に目を閉
ざしてしまっているかである。たびたびポーランド側に、所与の現実を
承認し、そのなかでかれらの言語や文化の自由な保持を図れる可能性が
提供されてきた。19 世紀にはしばしば和解を求める手が差し出された
のに、それは拒否されてきた。そして、今日用いられているようなあら
ゆる手段による闘争がやむを得ないものとなっている。全体としての国
家生活にとっても、またとくに東部それ自体にとって、そしてこうした
恒常的な闘争の雰囲気のなかで暮らさねばならない人びとにとって、こ
れは喜ばしいこととはいえまい。しかしながら、この現実に目を瞑るこ
とは何の役にも立たないし、五分の四世紀にわたる経験を馬耳東風と聞
き流す者、またあらゆる領域でドイツの精神的、経済的、政治的生活か
ら少なくとも自覚的に分離を求め和解を望まぬ敵対者に対して、問題を
平和的、宥和的な手段で解決できるなどと思う者は、手厳しい報いを受
けることになるに違いない。こうした状態がドイツ側で明瞭に認識され
ればされるほど、それだけ国家、その奉仕者、そして国民一般の立場は
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確実なものとなろうし、この闘争はそれだけ必然的な結末に至るまで遂
行されうるのである。
・・・目標は驚くほど単純であり、ビスマルクによって正確に規定されて
いる。それはもはや再三再四強調される必要もないほどであるが、ビス
マルクが述べたように、プロイセン国家にとってその国境地帯に信頼で
きる人びとが絶対に必要だということである。・・・だが過去 20 年の経
験が教えているように、東部を永続的にドイツ化するためにドイツ人人
口を数的に増加させることは、内陸植民という道を辿って、西部からや
ってくるドイツ農民の計画的、大規模な移住という道によってのみ達成
可能なのである（74）。

Ⅴ

世界大戦とドイツ・オストマルク協会の終焉

「協会」は、1914 年 8 月に第一次世界大戦が勃発してからナチ政権下で
のその解体に至るまで、もう以前のような実践的活動も、政治的影響力も
回復することはなかった。開戦からヒトラーの政権樹立（1933 年）まで、
「協
会」は全ドイツ連盟、ドイツ国家人民党などあまたある右翼ナショナリズ
ム勢力のなかの、イデオロギー的政治団体の一つとしてとして存続したに
過ぎない。時代の巨大な政治、軍事、経済変動のなかに飲み込まれ、とく
に敗戦後はポーランドが独立しポーゼン、西プロイセンなどが失われたこ
ともあって、「協会」は戦前のような独立した活動拠点を失いその存在意
義も示せなくなったのである。しかし、＜ドイツの東方進出＞イデオロギ
ーを純粋に受け継いだ「協会」の基本理念、すなわち＜プロイセン東部の
ゲルマン化＞は、右翼ナショナリズムの必須の構成要素としてヴァイマー
ル共和国期の底流に生き続け、やがていっそう過激な形でナチ・イデオロ
ギーに吸収されていった。以下「協会」が代表した＜プロイセン東部のゲ
ルマン化＞イデオロギーの行方について考察してみたい。
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世界大戦によって、ポーランド人はドイツ、オーストリア側とロシア側
の相互に敵対する勢力に分断されることになった。宰相ベートマン−ホル
ヴェークは戦争遂行上の＜城内平和＞のためにも、プロイセンのポーラン
ド人を軍事的かつ経済的に動員するためにも、反ポーランド政策を撤回し、
「協会」などのプロパガンダを抑制せねばならなかった。1915 年にはロシ
ア支配下のポーランドがドイツ軍の手に落ち、ワルシャワに総督府が置か
れると、ポーランド人の反ロシア感情を利用した義勇兵、労働力の活用が
計画され始め、そのため 1916 年 11 月、ドイツ政府はより踏み込んでポー
ランド王国再興を宣言した。しかし他方、1916 年春に政府がドイツの戦
争目的議論を解禁せざるを得なくなると、これまで政府内部で密かに立案
されていたに留まる、領土を含む戦利品を期待した戦後計画や、H. クラ
ースの指導する全ドイツ連盟を始め（75）、右派ナショナリズム団体、経済
団体がかねてから主張してきた帝国主義的世界政策が、公然と公共空間を
跋扈し始めた。
ポーランド独立を阻止できなくなった全ドイツ連盟や「協会」などの帝
国主義的膨張主義者は、ロシア支配の旧「会議王国」をドイツの従属国家
としてやむを得ず承認するしかなくなった。その代わりかれらは、プロイ
センとの国境に接する北部、西部ポーランド領地にドイツ植民による帯状
地帯を形成してポーランドを挟みこみ、帝国の安全保障を確保し、かつド
イツ植民を続行しようとする案を推進し始めた。これは東方ドイツ植民に
よる民族性強化とポーランドの実質的従属化を、一石二鳥で狙ったもので
ある。こうしたプラン自体は実はすでに 1914 年末にはベートマン−ホル
ヴェークを含む政府高官の間でも議論されていた。それに呼応するかのよ
うに「協会」活動家でベルリン大学教授ベルンハルト（L.Bernhard）と
ポーゼン信用組合長ヴェーゲナー（L.Wegener）も国境帯状地帯構想の報
告書を起草し、フーゲンベルグの解説つきで、1915 年はじめにプロイセ
ン政府や帝国官庁に送付している（76）。こうした＜国境帯状地帯＞の入植
には、帝国内のドイツ人のみならず、一方でロシア帝国内に残存していた
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ドイツ系住民の帰還が見込まれるとともに、他方で帯状地域に住むポーラ
ンド人、さらにはプロイセン東部のポーランド人とドイツ人との＜住民交
換＞さえ想定されたのであった。
こうした構想はこれまで「協会」が唱えてきた＜プロイセン東部のゲ
ルマン化＞を急進化・暴力化したものに他ならない。すでに述べたように、
1908 年に土地公的収用、ポーランド人の土地没収がプロイセン議会で成立
し、一度は施行されていたから、こうした計画はすでに法的には実現可能
な状況にあったのである。またこれはナチズムがその後占領ポーランドな
どで試みた民族性強化策、＜民族的耕地整理＞を立案するさい、先駆的モ
デルとして利用されたといえよう。親衛隊帝国指導者ヒムラーは＜ドイツ
民族性強化帝国全権委員（Reichskommissar für die Festigung deutschen
Volkstums）＞として、＜東方ゲルマン大帝国＞構想を実現すべくベルリ
ン大学教授コンラート・マイヤー−ヘトリング（Konrad Meyer-Hetling）
に＜東部総合計画（Generalplan Ost）＞を作成させた。その 1940、1941
年版をみると、40 年版は＜ポーランド国境帯状地帯＞コンセプトを踏襲
し、41 年版はドイツ支配地の拡大に伴って、それをより東方のロシア－
ポーランド間に実現しようとしたものであることが一目瞭然である（77）。
こうした＜ポーランド国境帯状地帯＞についてヴェーラーは次のように述
べている。
そこからまさしく 1914 年 12 月までに、プロイセンと帝国に《帯状地
帯》を併合するという計画が生まれた。そこに住む住民は－ベートマン
−ホルヴェークが明確に賛同したように－、《一掃（evakuiert）》され
ねばならなかった。・・・そこには、《ポーランド人〈土地所有者〉をロ
シアへ移植する》という不吉な計画があり、かれらは帰還意欲のある《ロ
シアからのドイツ植民》によって、さらに帝国内からのドイツ植民によ
って置き換えられることになっていた。あからさまな官僚団の反ユダヤ
主義の兆候として、《すべてのユダヤ人》の追放も断固として要求され
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ていたのである。《スラブ人の洪水》に対抗してゲルマン人の防壁構築
に必要な《無人の》広大な空間を獲得するために、エスニックな耕地整
理（ethnische Flurbereinigung）の目論見が確認されたのは、ほかなら
ぬ帝国機関の公式な計画においてなのであった（78）。
ドイツの敗戦とヴェルサイユ条約によって、分割から 100 年以上の間独
立を失っていたポーランドは独立を回復した。その結果ドイツは東部でポ
ーゼン、西プロイセンとシュレージエンの一部を失った。またダンチッヒ
地区は国際的な管理下におかれたから、東プロイセンは本国との直接の通
路を失ったのである。またその帰属が国民投票に付された地域もあったか
ら、「協会」はドイツ政府とともに、国民投票がドイツ側に決定するよう
に活動し、さらにポーランドに取り残されたドイツ人の保護、支援にも取
り組んだ。ポーランド国内のドイツ人は今度は少数派と化し、文字通り事
情が逆転したのである。当然旧プロイセン領地から逃げ出すドイツ人も多
かったが、1921 年の公式統計によれば、ポーランド領内には 100 万人を上
回るドイツ人が残存することになった。「協会」はその任務に、ポーラン
ド支配下に住むドイツ人の擁護、避難してきたドイツ人への支援などを新
たに盛り込んだ。しかしそこに隠された悲願は、あからさまに公言できな
かったにせよ、失われた東部プロイセン領土の奪還以外ではありえなかっ
た（79）。
1920 年に「協会」を独裁的に指導してきた会長ティーデマンが死ぬと、
その後会長は退役少将ヴリスベルグ（E.v.Wrisberg）に、さらにその死後
1927 年フォン・デア・リッペ（v.der.Lippe）休職中将が選ばれた。しかし
時代はシュトレーゼマン外交の時代であり、ロカルノ条約、ドイツの国際
連盟加入、ドイツ・ポーランド通商条約締結などによって国境線が不動の
ものとなったから、「協会」の願望である旧プロイセン東部の奪還はもは
や実現不可能となった。ただし 1925 年頃から約 50 万人のポーランド在住
ドイツ人が、土地を没収され引揚者としてドイツに帰還し始めたさい（80）、
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これはドイツ・ナショナリズムを刺激する出来事であったから、「協会」
も反ポーランド感情を煽る活動を行った。しかし全体として「協会」活動
は散発的なものに止まり、組織実態は壊滅的状況に追い込まれていった。
その後会長は人民党代議士リヒターとなったが、1930 年国会選挙をめぐ
る内部の路線対立から解任され、1930 年 11 月の会長選挙で、国家人民党
系の実力部隊、「鉄兜団（Stahlhelm）」の総長、退役少佐ジークフリート・
ヴァーグナー（S.Wagner）が選出された。「協会」はかねてからその勢力
減少に対処するために他団体との統合を模索してきたが、ヴァーグナーが
会長に就任したことによって、「協会」は消滅したわけではないが、以後
は「鉄兜団」の系列組織としてのみ活動を続けることができた（81）。しか
し「協会」の没落傾向には歯止めがかからず、1932 年には会員数は僅か
750 名にまで低下している（82）。全ドイツ連盟と同様、「協会」会員、支持
者はヴァイマール共和国では国家人民党へ流入していったといえよう。ナ
チ政権が成立してから、「協会」関係者のなかには路線転換し、ヒトラー
によるドイツ東方拡大を期待したものもいた。しかし国家の一元的支配体
制をめざすナチは、あらゆる政党、自立した諸組織の存続を認めなかった
から、1933 年 6 月「協会」は解散を余儀なくされた。東方を扱うナショナ
リズム団体はすべてナチ党の外交責任者 A. ローゼンベルグの設立した「ド
イツ東方同盟（Bund Deutscher Osten）」に吸収されたのである。しかし
その新組織のなかに「協会」の指導者は誰一人として任命されていない（83）。
こうしてハカティストの活動は終焉したわけだが、最後に紹介してみた
い一つのエピソードがある。それは＜アルタマネン（Artamanen）＞運
動を介して、テオドーア・オーバーレンダー（Theodor Oberländer）と
ハインリヒ・ヒムラーという二人の人物が、青年時代オストマルク・ナシ
ョナリズムと接触していたことを示すものである。オーバーレンダーは東
プロイセンのケーニヒスベルク大学で東欧を研究し、後に大学教授かつ将
校として「人口最適条件」、「扶養空間」の理論でナチの東方支配に、すな
わちスラブ人の大量餓死作戦に理論的根拠を与え（84）、第二次大戦後には
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（西）ドイツ連邦議会議員かつアデナウアー政権の大臣を務めたが、東ド
イツでナチ犯罪者として有罪との判決が下されたことによって大臣の辞任
に追い込まれた人物である。またヒムラーはナチ親衛隊指導者であるとと
もに、先に紹介したとおり東方ゲルマン大帝国計画の狂信的な推進者であ
った。
この両名は面識はなかったであろうが、1920 年代中頃、「協会」が支
援した半ファシズム的な青年組織＜アルタマネン＞運動にかかわってい
る。オーバーレンダーはこの運動を担ったグループ＜鷲と鷹＞の一員とし
て（85）、またヒムラーはアルタマネン運動のバイエルン州支部指導者を務
めたことによって（86）。この運動は苦境に立つエルベ河以東の大農場経営
を援助するため、軍隊的な規律と組織で農業労働に従事、奉仕し、それに
よって東部で増え続けるポーランド人季節労働者や赤色化したドイツ人労
働者を排除しようという意図をもっていた。運動自体はたいした成果を上
げることはでず消滅したが、イデオロギー的には東部ゲルマン化をめざす
「協会」の政治路線に完全に一致していたのである。もしハカティストの
組織と財政力が戦前のレベルであれば、「協会」はこれに全面的に係わっ
たであろう。
以上のエピソードは、組織は壊滅したとはいえ、オストマルク協会のイ
デオロギーが個人的な接触によって、ナチズムの東方支配イデオロギーの
なかに生き続けたことを示す一例である。たしかにオルデンブルグがいう
ように「協会」のイデオロギーの中核はポーランド人の＜ゲルマン化＞で
あって（87）、ナチズムのようなスラブ人種の排除、奴隷化、絶滅ではなか
ったし、その実践的成果も過大に評価されるべきではない。しかし政治
―社会事業としてはともかく、「協会」はイデオロギー的政治団体として、
ドイツ東部のゲルマン化という歴史意識、19 世紀のドイツ・イデオロギ
ーを、ドイツ社会の指導階層である大学教授などの知識人を通じて、帝政
末期からヴァイマール共和国に至るまでドイツ人の国民意識に注入し続け
たのであり、それは民族主義的土地公的収用や＜ポーランド国境帯状地帯
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＞構想が示したように、いっそう野蛮かつ過激な人種主義支配イデオロギ
ーに容易に転化しうるものでもあった。わたしはハカティストについての
ヴェーラーの評価を妥当なものと考えるので、最後に全体の総括として引
用しておきたい。
《オストマルク協会》は、全面的な《言語のゲルマン化》、強制的な《土
地のゲルマン化》、ポーランド人の移住禁止による都市の早急な《脱ポ
ーランド化》というその主要目標をあからさまに擁護した。この新しい
アジテーション組織はどう考えても、その任務をプロイセン・ポーラン
ド人《共同体》に対する防衛としてではなく、東部を完全に《ドイツ化
する》という目的を掲げた容赦なき攻撃であると理解していた。多くの
集会、パンフレットや檄文、官庁への請願書、その機関誌《オストマル
ク》において、「協会」は暴力的なゲルマン化にさえ尻込みしないのだ
ということを公言していた。・・・
早いうちから《オストマルク協会》には、その創設者の一人ハンゼマ
ンがすでに 1900 年に要請していたように、ドイツの国民的利益に照ら
してポーランド人の土地を公的収用するという要望が浮上していた。そ
れどころか、「協会」は民族性問題の《解決》として、ゲルマン化に抵
抗するポーランド人を目的実現のために《移住》させること、さらに《国
外追放》さえ宣伝していたのである。したがって《オストマルク協会》は、
《生存圏》−イデオロギーや《東方》−帝国主義の発展において高い位
置価を占め、それは個々の人物史においても［オーバーレンダーやヒム
ラーにみられるごとく－谷］立証されるのである。このようにみれば「協
会」はナチズムの東方膨張政策や民族性政策の前段階に属しているとい
えるのである（88）。
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