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1．はじめに
本稿は、20 世紀前半のドイツについての政治思想史研究に向けた序論
的考察として、20 世紀初頭ドイツ、とりわけ第一次世界大戦期のドイツ
という歴史的コンテクストにおける、政治と諸個人の生との結びつきにつ
いて、政治思想史的に考察を行うものである。
管見の及ぶ限り、先行研究において 20 世紀初頭ドイツの政治思想は、
20 世紀ドイツ政治思想の一時期として位置づけられた上で、
「国家」と「市
民性」によって特徴づけられている。まず「国家」についていえば、ピー
ター・シュティークが、20 世紀ドイツにおける国家こそ、憲法秩序や社
会に優越し、君主制的・権威主義的性質を有し、ドイツ政治思想における
自己意識の特質であるとしている 1）。さらに、クリス・ソーンヒルは、国
※

外国語文献からの引用はすべて筆者自身による。引用の強調は原文、外国語文
献での強調は原文イタリックかゲシュペルト。引用文内の〔〕括弧は引用者注。
1） Peter M. R. Stirk, Twenty-Century German Political Thought, Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2006. シュティークは、20 世紀ドイツ政治思想の特徴を以下のよ
うに指摘している。①政治思想の出発点・中心は国家、②国家が憲法的な秩序や
拘束よりも優先される、③国家が法的形式・法的人格によって表現される、④社
会よりも国家が上位に位置づけられる、⑤国家による社会からの政党の排除、
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家に加え法秩序をも視野に入れながら、国家が人間の自由を実現するため
の場所であり、かつその前提条件として国家至上主義があったと指摘して
いる 2）。
次に「市民性」を 20 世紀初頭のドイツ政治思想の特徴だと見做してい
るものとして、蔭山宏の研究がある。蔭山によれば、20 世紀初頭からヴァ
イマル期にかけてのドイツは、多くの人々に共有されていた「市民性の崩
壊の経験」がみられる時期であった。蔭山は、「市民性」という特定のカ
テゴリーに注目し、「市民層」という社会階層やその特質、そしてそれら
が内側から自壊し、再生産されていく過程を多角的に描き出している 3）。
しかしながら、20 世紀初頭ドイツというこの時空間に特有の政治思想
を研究する上では、一国の国民全体とその生を巻き込んでいく総力戦とい
う第一次世界大戦の特質を見逃すことはできない。国民国家同士の全体戦
争は、「人民同士の戦争」となり、前線の戦闘員とその生だけでなく、銃
後の非戦闘員とその生までもが戦争に取り込まれていくことになるからで
ある 4）。このことを考慮すれば、20 世紀初頭ドイツの政治思想は、国家の
⑥国家の君主制的・権威主義的性質、⑦西洋の体制観に対して国家にその特質が
あるとするドイツの自己意識。
2） Chris Thornhil, German Political Philosophy: The Metaphysics of Law, London/New
York: Routledge, 2007（永井健晴訳『ドイツ政治哲学――法の形而上学』（風行社、
2012 年））. ソーンヒルによればドイツ政治思想には以下の特徴があり、20 世紀（初
頭）もそこに含まれる。①人間的自由の実現の前提条件としての国家、②国家と
法・権力との関係、③反普遍主義的・反啓蒙主義的な歴史学的・社会学的解釈論
の優位、④ドイツにおける自然法的普遍主義への敵愾心、⑤反資本主義・反功利
主義・反自由主義と公法の優位、⑥人間的自由の自己実現の条件としての政治と
法、ドイツ的法治国家の理念、⑦哲学的人間至上主義、⑧政治的秩序の自己創出
としての正統性、人間性との関連における法の実定的形式、⑨自由な人間による
自己立法の所産としての正統性を有する政治的組織体、⑩政治を人間の積極的自
由が展開される特異な場所として捉えるドイツ特有の政治観。
3） 蔭山宏『崩壊の経験――現代ドイツ政治思想講義』
（慶應義塾大学出版会、
2013 年）。ここでいわれる「市民性」とは、人間性についての市民的な理想像、
市民的な社交や政治の形式、市民的な職業像とその身分的・階級的利害など、お
よそ市民的なものの一切を包括する概念である。蔭山の研究においては、この「市
民性」が崩壊することによって、生活の中で遭遇する様々な出来事を自らの人格
へと統合していく能力が失われ、その結果、人生が瞬間的で断片的な事象の偶然
の寄せ集めへと断片化されるという否定面と同時に、瞬間的なものへの鋭敏な感
受性がこの時期に重視されるようになるという肯定面が指摘されている。
なお、モムゼンは、第一次世界大戦がヨーロッパにおける市民時代の終わりの始
まりであったと見做している（Wolfgang J. Mommsen, Kriegsalltag und Kriegserlebnis
im Ersten Weltkrieg, in: Wolfgang J. Mommsen, Der Erste Weltkrieg: Angang vom Ende
des bürgerlichen Zeitalters, Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 2004）
。
4） こういった現象をエリック・ホブズボームは「奇妙な民主化」と呼び、次のよ
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優越によって特徴づけられるにとどまらず 5）、国家と国民ひとりひとりと
の間の思想的な関係性に焦点を当てつつ、
「市民性の崩壊」に還元し尽く
されない国民の生の問題を主題として考察されなければならない。
そのため本稿は、20 世紀初頭ドイツの中でも特に、総力戦が経験され
た第一次世界大戦期を対象として、そこでの諸個人の生と政治との思想的
関係という視座から考察を行う。ただし、一口に「生」といっても、生命
維持・生存から日常生活、人生など、様々な意味合いが含まれる。さらに、
そういった生の危機に直面する戦争という極限状態において人々は、生き
抜くということに加えて、
「なぜ生きるのか」「どのように生きるのか」
「何
のために生きるのか」といった重大な問いに直面することも十分に考えら
れる。とりわけ 20 世紀初頭ドイツは、第一次世界大戦を中心とした、政
治的・社会的な大変動と既存の価値体系の崩壊とを経験した時空間だった
からである（この点については本論で詳述したい）
。
そこで本研究は、政治と諸個人の生との思想的関係を考察するに当たり、
「生の意味（Lebenssinn）
」という概念を設定する。ここでいう「生の意味」
と は、 生 を 基 礎 と し て 諸 個 人 が 自 分 自 身 で 選 び 取 っ て い く 生 き 方
（Lebenweise）や生きがい（Lebengrundlage）、という概念として規定して
おきたい。なぜなら、20 世紀初頭ドイツは、マックス・ヴェーバー（18641920 年）のいうところの「近代」
、すなわち主知主義的な合理化の進展に
より、諸個人が自らの「生の意味」を自然に享受することはもやはできず、
うに述べている。「全体戦争は「人民同士の戦争」に変わっていく。非戦闘員と
その生が適切な――時には主要な――戦略目標になるからであり、同時に民主的
な戦争では民主的な政治におけるのと同様、敵を憎々しげな、少なくとも軽蔑で
きるものにうまく仕立て上げるために、敵対者をあくまでも存在するかのように
描き出すのがいわば自然のことになるからだった。職業軍人や専門家、とくに同
じ社会的地位にある人々同士が行う戦争では、お互いの間の尊敬とルールの遵守、
さらには騎士道さえもがそこに容れられていた。」（Eric Hobsbawm, The Age of
Extremes: A History of the World 1914-1991, New York: Vintage, 1996, p. 44（河合秀和
訳『極端な時代――20 世紀の歴史』（三省堂、1996 年）、74 頁）.）
5） 木村靖二によれば、第一次世界大戦の戦時中から、国家内部の国民間での奉仕
活動によって、国家による行政サービスの補完・代替が行われていた（木村靖二
「公共圏の変容と転換――第一次世界大戦下のドイツを例に」山内昌之編『アジ
アとヨーロッパ――岩波講座 世界歴史 23』（岩波書店、1999 年））。こういった現
象に鑑みれば、国家という枠組みにとどまらず、国家とその内部の国民の生に着
目する必要があるだろう。
また、戦時中のドイツ社会において、前線と銃後は整然と区別されてはいなかっ
た点については、この木村の論考や Mommsen, a. a. O. を参照。
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それを自分自身で選び取らなければならない時代の真っ只中にあったから
である 6）。
本稿では、こうしたヴェーバーの思想を参考にして、政治と諸個人の
生 が否応なく関係させられざるを得ない状況にあった 20 世紀初頭、とり
わけ第一次世界大戦期のドイツにおいて、諸個人の「生の意味」が、政治
とどのような関係をもつ（べき）ものだと考えられていたのかについて、
6） 「知恵の木の実を口にした新たな文化の時代に生きる者の宿命。すなわち、世
界の出来事の意味（Sinn）というものは、それを徹底的に研究し尽くしたどれほ
ど申し分のない結果であろうとも、私たちがそこから読み取ることのできるもの
ではなく、私たち自身でその意味を創り出すことができなければならない。
」
（Max
Weber, Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in:
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen: J. C. B. Mohr（Paul
Siebeck）
, 1924, S. 154（富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳）
『社会科学と社会政
策にかかわる認識の「客観性」
』
（岩波書店、1998 年）
、41 頁）
.）
「文化を所有すること、すなわち「現世内的」人間にとってこの世の中で最高
のものには、それ自体の基準で評価される場合ですら、倫理的な罪の重荷と並ん
でさらに、意味喪失という、文化を所有することをはるかに決定的に無価値なも
のとせざるを得ないようなことがまとわりついて離れない。文化人となるべく純
粋に現世内的に自己を完全なものへと近づけることの意味喪失、すなわち、
「文化」
がそこに還元されるかのように見えていた究極的価値の意味喪失は、宗教的な考
え方にとっては――そうした現世内的立場から見ると――明らかな死の意味喪失
から帰結したものなのであった。そしてこの死の意味喪失が、まさしく「文化」
という諸条件のもとで、生の意味喪失をいよいよもって決定的に刻印しているよ
うに思われる。」
（Max Weber, Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen
religiöser Weltablehnung, in: Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I,
Taschenbuchaufgabe, Aufl. 9, Tübingen: J. C. B. Mohr（Paul Siebeck）, 1988a, S. 569（大
塚久雄・生松敬三訳『宗教社会学論選』（みすず書房、1972 年）、156-157 頁）.）
近代という時代における生の意味喪失と、その克服としての生の意味付与とい
う問題の思想的格闘については、上に引用したヴェーバーの『宗教社会学論集』
に お け る「 中 間 考 察 」
（Max Weber, Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und
Richtungen religiöser Weltablehnung（邦訳前掲書））や、1917 年 11 月 7 日にミュン
ヘンで行われた講演『職業としての学問』
（Max Weber, Max Weber Gesamtausgabe
I/17: Wissenschaft als Beruf. 1917/1919. Politik als Beruf. 1919, hrsg. v. Wolfgang J.
Mommsen und Wolfgang Schluchter in Zusammenarbeit mit Birgitt Morgenbrod,
Tübingen: J. C: B. Mohr（Paul Siebeck）, 1992（尾高邦雄訳『職業としての学問』
（岩
波書店、1936 年））を参照。
また、この点についての研究としては、 D e t l e v J . K . P e u k e r t , M a x We b e r s
Diagnose der Moderne, Vandenhoeck & Ruprecht, 1989（ 雀 部 幸 隆・ 小 野 清 美 訳
『ウェーバー――近代への診断』（名古屋大学出版会、1994 年））を参照。
なお、本稿がこうした研究を志向するのは、筆者のこれまでの研究が関係して
いる。筆者は、ヴェーバーがとりわけ政治を通して生の意味獲得を追求する政治
思想を構想していたことを明らかにする研究を行い、その成果を拙稿「マックス・
ヴェーバーの政治思想――政治を通した生の意味獲得」
（名古屋大学大学院法学
研究科博士学位論文、2014 年）として公刊した経緯がある。本研究は、こうした
筆者の研究を、ヴェーバーの生きた時代や彼の生きたドイツという時空間へと、
研究の対象をさらに発展させたものと位置づけることができる。

124

20 世紀初頭ドイツにおける政治と「生の意味」（水谷）

知性史の一環として政治思想史的に考察していくこととする。もちろん、
「生の意味」は、政治との関係によってのみ付与されるものでないことは
たしかであろう。経済・宗教・芸術・学問など、人間は様々な文化領域で
生きており、それぞれの文化領域において「生の意味」を自ら選び取るこ
ともまた、何ら否定されるべきものではないからである 7）。ただし、すで
に述べたように、20 世紀初頭、とりわけ第一次世界大戦期のドイツにお
いては、総力戦体制によって諸個人の生が否応なく政治と結びつけられざ
るを得ない政治・社会状況となり、さらには、既存の価値体系が崩壊する
ような思想状況となっていた。こうした状況にあっては、様々な文化領域
における「生の意味」の自覚的な選択以上に、政治と「生の意味」との結
びつき、すなわち、諸個人がその中で生きていかざるを得ない政治と、自
分自身がどのような価値のもとに自らの「生の意味」を選び取るかという
問題、そしてそれらの関係こそ、この時代のドイツの政治思想を研究する
上で必要とされる視座であると考えられる。
ではここで、本稿での議論の見取り図を描いておこう。まず第 2 節にお
いて、政治的・社会的な大変動と既存の価値体系の崩壊という 20 世紀初
頭ドイツの経験について再構成することで、この時期のドイツのコンテク
ストがもつ特徴を際立たせる。次に第 3 節において、
人々に戦争への参加・
動員を迫る戦争遂行イデオロギーであった、第一次世界大戦期における
「1914 年の理念（精神）
」と「世界大戦哲学」という二つの政治思想を取
り上げ、政治と「生の意味」という本稿の視座からインテレクチュアル・
ヒストリーの一環として政治思想史的に分析する。そして第 4 節において、
本稿の研究によって見出された政治思想をドイツ政治思想史に位置づける
ことを通して、それがどのような斬新さを有するのかと、今後の 20 世紀
前半ドイツ政治思想史研究にどのような展望をもたらし得るのかを考察す
る。ではまず、20 世紀初頭ドイツの状況について、詳しくみていこう。

2．20 世紀初頭ドイツの状況
本稿は、20 世紀初頭ドイツにおける政治思想を、政治と諸個人の「生
7） この点については、Weber, a. a. O., 1988a（前掲邦訳書）を参照。
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の意味」という視座から研究するものである。そのため、本節で 20 世紀
初頭ドイツがどのような状況にあったのかを確認していくこととする。と
いうのも、この時期のドイツは、人々の生に甚大な影響を及ばさざるを得
ないような、政治的・社会的大変動と既存の価値体系の崩壊とを経験して
いたからである。
ドイツの社会史家ユルゲン・コッカは、1806 年の神聖ローマ帝国の崩壊、
1870/1871 年のドイツ帝国の創設、1890 年頃のビスマルク時代からヴィル
ヘルム時代への移行、そして 1914 年の第一次世界大戦の勃発までを、
「長
い 19 世紀」と呼び、この「長い 19 世紀」においてドイツは、前近代的な
社会から、社会全般における工業化・産業化、資本主義の進展、人口の膨
張、国民国家の建設とナショナリズムの浸透といった、近代化の漸次的進
展を経験したと述べている 8）。この「長い 19 世紀」における近代化の延長
上で、ドイツの政治・社会・経済が、それまで以上に大きな変化を短期間
のうちに経験することになる。その要因となったのが、第一次世界大戦下
の四年にわたる総力戦体制である 9）。望田幸男の定義によれば、
「総力戦と
は、主として軍隊同士の戦い（「キャビネット・ウォー」と呼ばれる）に
とどまらず、国家のすべての人的・物的資源を最大限に組織し動員する戦
8） Jürgen Kocka, Das Lange 19. Jahrhundert: Arbeit, Nation und bürgerliche
Gesellschaft, Stuttgart: J. G. Cottasche Buchhandlung, 2001.
9） ドイツにおける第一次世界大戦の顛末についての研究は枚挙に暇はないが、本
稿 で は、Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am
Main: Büchergilde Gutenberg, 1958, 1966（上原和夫訳『近代ドイツ史』
（みすず書房、
1977 年））、Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des kaiserlichen
Deutschland 1914-1918, Düsseldorf: Droste, 1962（村瀬興雄監訳『世界強国への道Ⅰ・
Ⅱ――ドイツの挑戦 1914-1918』（岩波書店、1972, 1983 年）、Hans-Ulrich Wehler,
Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970（大野英二・肥
前榮一訳『ドイツ帝国 1871-1918 年』（未來社、1983 年）、Sebastian Haffner, Von
Bismark zu Hittler, München: Kindler Verlag, 1987（山田義顕訳『ドイツ帝国の興亡
――ビスマルクからヒトラーへ』（平凡社、1989 年）、Thomas Nipperdey, Deutsche
Geschichte 1866-1918: Zweiter Band Machtstaat vor der Demokratie, München: C. H.
Beck, 1993、Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland 1770-1990, Dritte,
überarbeitete und erweiterte Aufl., München: C. H. Beckʼsche, 1996（末川清・姫岡とし
子・高橋秀寿訳『ドイツ国民とナショナリズム 1770-1990』（名古屋大学出版会、
1999 年））、木村靖二「第一次世界大戦下のドイツ」成瀬治・山田欣吾・木村靖二
編『ドイツ史 3――1890 年〜現在』（山川出版社、1997 年）、David Blackbourn,
History of Germany 1780-1918: The Long Nineteenth Century, second ed., Malden:
Blackwell Publisching, 2003、石田勇治『20 世紀ドイツ史』（白水社、2005 年）、木
村前掲書、Gerd Krumeich, Die unbewältigte Niederlage. Das Trauma des Ersten
Weltkriegs und die Weimarer Republik, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 2018 などを
主に参照。
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争形態 10）」である。この総力戦体制下において、徴兵（制）とそれに伴う
工業・農業分野への人的動員と、食料や原料などの物的統制が国家レベル
で行われた結果、戦時体制の影響はドイツ国民（の生）全体へと及ぼされ
るようになった。そしてそうであるがゆえに、トーマス・ニッパーダイに
言わせれば、第一次世界大戦は、「ヨーロッパにとって、世界にとって、
そしてドイツにとっても、私たちの世紀の「惨劇」11）」であった。
さらに、ヨーロッパというより広いレベルにおいては、経済的には資本
主義、法的な構造においては自由主義、そしてそれに対応する指導的階級
の人物像としてはブルジョワといった、19 世紀ヨーロッパ文明の崩壊の
指標となったのが第一次世界大戦であったと、エリック・ホブズボームが
指摘している 12）。こうしたヨーロッパのレベルでの大きな変化をもたらし
た第一次世界大戦後のドイツでは、君主制の廃止から議会制民主主義の導
入という国家レベルでの政治制度の変更が実現した。この政治的変化を通
して、ドイツ第二帝政の部分的な民主主義体制下に生きる人々が政治の客
体であった状態から、第一次世界大戦の総力戦体制を経験した結果、不可
避的な現象として民主化が進展する過程において、人々が政治の主体とな
るよう求められていった 13）。このように、20 世紀初頭ドイツは、政治的・
社会的な大変動があったヨーロッパの中でも、とりわけ激しい変動を経験
していたのである。
ただし、この時期のドイツの特徴は、政治的・社会的な大変動にとどま
るものではなかった。モードリス・エクスタインズによれば、ヨーロッパ
においては「
〔19 世紀末から 20 世紀初頭にかけての〕世紀転換期の世界
において諸国家間の緊張が高まると同時に、芸術、ファッション、性風俗、
世代間、そして政治といった、人間の企てや行動の事実上あらゆる領域に

10） 望田幸男「第一次世界大戦から第二次世界大戦――二つの総力戦とドイツ」三
宅正樹・石津朋之・新谷卓・中島浩貴編『ドイツ史と戦争――「軍事史」と「戦
争史」』（彩流社、2011 年）、55 頁）。
11） Nipperdey, a. a. O., S. 758.
12） Hobsbawm, op. cit, p.6（邦訳前掲書、11 頁）.
13） この点については、例えば、Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten
Deutschland, in: Max Weber Gesamtausgabe I/15: Zur Politik im Weltkrieg: Schriften und
Reden 1914-1918, hrsg., Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Gangolf
Hübinger, 1984（「新秩序ドイツにおける議会と政府」中村貞二・山田高生・脇圭平・
嘉目克彦訳『政治論集』（みすず書房、1982 年）を参照。
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おいて、根本的な争いが表面化していた 14）」のであり、とくにドイツは、
文化や社会だけでなく、政治の領域においても、卓越した近代主義的な国
家であった 15）。そして、
ヴォルフガング・J・モムゼンが
「第一次世界大戦は、
旧いヨーロッパ秩序の崩壊を導いた 16）」と述べたように、
こうしたヨーロッ
パにさらなる大きな変容をもたらしたのが、第一次世界大戦だったのであ
る。また、ヤン - ヴェルナー・ミュラーは、この戦争によってそれまでの
時代の「安全」が揺らぎ、大衆民主主義と官僚制の進展という難問に対す
る民主主義をめぐる人々の格闘を政治思想史的に描き出す中で、
「安全の
時代（the Age of Security）が依拠していたありとあらゆる制度的な取り決
めや政治的な理念（あるいは単なる道徳的な直観）を、第一次世界大戦が
疑問に付した 17）」と述べている。しかも、この戦争を通してその正統性が
著しく損なわれたのは国家の形態だけにとどまらない。
ミュラーによれば、
14） Modris Eksteins, Rites of Spring, London: Bantam Press, 1989, p. XV（金利光訳『春
の祭典――第一次世界大戦とモダン・エイジの誕生〔新版〕
』（みすず書房、2009
年）、xiv-xv 頁）.
15） Ibid, p. XVI（同上、xv 頁）.
また、エクスタインズの次の叙述も参照。「すべての戦争と同様に、1914 年の
戦争は、それが勃発したとき、変化と確認のチャンスだと見做された。つい最近
の 1871 年になって統一され、一世代の間に驚くべき産業と軍事の力をもつよう
になったドイツは、戦争前夜、革新と再生の卓越した代表者であった。ドイツは
諸国家の間で、生気論と技術的な輝きとの体現者であった。ドイツにとっての戦
争は、活気あるブルジョワ的形式や利便性という偽善からの解放戦争であったし、
世紀末世界の主要な保守勢力であるイギリスは事実上、ドイツが抗う秩序の原理
的な代表者なのであった。」（Ibid, p. XV（同上、xiv 頁）.）
16） Mommsen, a. a. O., S. 137.
17） Jan-Werner Müller, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth Century
Europe, New Haven: Yale University Press, 2011, p. 16（板橋拓己・田口晃監訳『試さ
れる民主主義――20 世紀ヨーロッパの政治思想（上）
』
（岩波書店，
2019 年）
、
32 頁）
.
なお、ʼThe Age of Securityʼ は、シュテファン・ツヴァイク（1881-1941 年）の
自伝 Stefan Zweig, Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers, Stockholm:
Bermann-Fischer Verlag, 1944（原田義人訳『昨日の世界』（みすず書房、1999 年）
）
に お け る >das Zeitalter der Sicherheit< と い う 概 念 に 倣 っ て い る も の で あ り、
Michael Adrian に よ っ て 翻 訳 さ れ た Contesting Democracy の ド イ ツ 語 版 Das
demokratische Zeitalter: Eine politische Ideengeschichte Europas im 20. Jahrhundert,
Berlin: Suhrkamp Verlag, 2018 においても、>das Zeitalter der Sicherheit< と訳されて
いる。邦訳では「安定の時代」という訳語が定着しているようであるが、ツヴァ
イクのいう >das Zeitalter der Sicherheit< は、科学・技術面における急速な成長や
優れた発明・発見が相次いだ、社会の様々な分野における大きな変化や移り変わ
りの激しい時代――良い意味での「不安定」な時代とでも言えようか――であり、
社会やその中で生きる人々にとって、後の第一次世界大戦以降のような、あから
さまな崩壊や破滅といった危機の見られない、「安心」で「安泰」な時代を言い
表す概念だと考えられる。したがって本稿では、原語の Sicherheit を活かすべく、
「安全の時代」と訳出した。
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「敬意や、明確に定められた封建制あるいは封建制に類似したヒエラルキー
といった、ヨーロッパ全体の秩序が、破滅されるか少なくとも根底から揺
さぶられた 18）」のである。とりわけ、第一次世界大戦の開戦と戦時中、そ
して敗戦後の新たな政治秩序が構築されていく時期のドイツでは、社会全
体が未曽有の危機的混乱状態に陥り、既存の価値体系の崩壊を経験するこ
とになる 19）。したがって、20 世紀初頭のドイツという時空間においては、
現実の政治とその只中で生きる諸個人の生に、大きな変容が起こっていた
のである。
もっとも、既存の価値体系の崩壊という現象は、20 世紀初頭ドイツに
おいてのみ生じていたものではない。例えば、ヨーロッパという地理的空
間にあっては、すでに 1840 年頃には既存の政治的・社会的な諸関係が根
底から解体し始め、その中でニヒリズムとその克服を志向するキルケゴー
ルやニーチェの思想が存在していたことを、ドイツの哲学者カール・レー
ヴィットが指摘している 20）。また、20 世紀初頭という時代における東北ア
ジ ア に 目 を 向 け て み れ ば、 山 室 信 一 が 明 ら か に し て い る よ う に、
西洋の衝撃によって中華的国際秩序が崩壊し、主権国家を基礎とした西洋
近代の国際秩序体系への編入が起こっていたため 21）、その過程でアジア諸
国において既存の価値体系に大きな変化が生じていたことは、想像するに
難くないといえよう。
以上みてきたように、20 世紀初頭ドイツという時空間においては、近
代化の進展を通した国内的・対外的な政治・社会状況の大変動と、既存の
18） Müller, op. cit., p. 18（邦訳前掲書、34 頁）.
19） この点については主に、ヴァイマル期についての以下の研究を参照。ヴァイマ
ル期において、国民の間で既存の価値の転倒と精神的荒廃、文化的アナーキー情
況 が 進 行 し て い た こ と を 指 摘 し た、E. J. Feuchtwanger, From Weimar to Hitler:
Germany, 1918-33, second ed., MacMillan, 1995。第二帝政期の文化とそれを支える
価値がもはや優越した地位にはなく、特定の価値や文化的伝統から自由となった
ヴァイマル期の文化については、Peter Gay, Weimar Culture. The Outsider as Insider,
New York: Harper & Row Publishers, 1968（亀嶋庸一訳『ワイマール文化』
（みすず
書房、1970 年））。ヴァイマル期の依拠すべき共通の価値尺度が存在しない社会に
おいて、実存的・社会的な中心を求めるトーマス・マンの政治思想を論じた速水
淑子『トーマス・マンの政治思想――失われた市民を求めて』（創文社、2015 年）。
20） Karl Löwith, Kriekegaard und Nietzsche, oder, Philosophische und theologishce
Überwindung des Nihilismus, Vittorio Kostermann, 1993（中川秀恭訳『キルケゴール
とニーチェ』（未來社、1967 年））.
21） 山室信一『思想課題としてのアジア――基軸・連鎖・投企』
（岩波書店、2001 年）、
山室信一『日露戦争――連鎖視点から見る日本と世界』（岩波書店、2005 年）。
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価値体系の崩壊とが、相互に重なり合って経験されていたのである。こう
した 20 世紀初頭ドイツは、同時期の東アジアとの対比でいえば、前時代
4

4

の価値体系が自壊していく過程の中にあり、19 世紀半ばに既存の政治的・
社会的な諸関係が解体していったキルケゴールやニーチェの時代とは異な
り、
「全体戦争」とも「大衆戦争」とも呼ばれる総力戦体制のとられた第
一次世界大戦を経験することによって 22）、既存の価値体系の崩壊と、それ
と同時に人々の生が否応なしに政治との関わりをもたざるを得ない状況と
なっていた。これこそ、20 世紀初頭ドイツという時空間の特質なのである。
「もちろんこの戦争は国家として尽力されるべきものであるが、それが実
現するのは、ドイツ人一人ひとりの尽力あってこそだった 23）」というエク
スタインズの指摘が、それを如実に物語っている。それゆえ、こうした
20 世紀初頭という時期のドイツの政治思想に、政治と「生の意味」との
結びつきという視座から焦点を当てることは、20 世紀前半のドイツ政治
思想史研究における新たな着眼点になり得るのである。
したがって本稿は、政治的・社会的な大変動と既存の価値体系の崩壊過
程とにある 20 世紀初頭ドイツ、とりわけ第一次世界大戦期のドイツとい
う時空間における、政治と「生の意味」との結びつきをめぐる政治思想を
考察していくこととする 24）。そうすることによって、当時のドイツの置か
れた現実の政治・社会状況と、その中での人々の生とが、ある部分では生
命維持・生存や日常生活を越え、そういった生命維持・生存や日常生活を
22）「20 世紀の全体戦争という怪物は、はじめから五体そろって生まれたのではな
い。しかし 1914 年以降というもの、戦争はたしかに大衆戦争であった。
〔…〕つ
いでに注目しておきたいのは、このように高い大衆動員を、しかも数年間続ける
のは近代的な生産力の高い工業経済国でしか、言い換えれば人口中の非戦闘員部
分がもっぱら運営しているような経済をもっている国でなければ維持できない、
ということである。」（Hobsbawm, op. cit., p. 44（邦訳前掲書、66-67 頁）.）
23） Eksteins, op. cit., p. 91（邦訳前掲書、106 頁）.
24） なお、本稿において用いられる「政治」概念について付言しておきたい。以後
本稿では政治を、国家や政府、そしてそれらが主導する戦争との密接な関係にお
いて考察していく。ただしこのことは、政治が国家・政府・戦争だけにとどまらず、
家族、親族、友人、恋人、結社などの人々の身近な人間関係にも現れる社会現象
だとする「政治」についての理解を否定するものではない。そうではなく、国家
や政府、そして戦争と連関する政治が身近な人間関係に現れる政治にまで侵蝕し
ていく際の、あるいは身近な人間関係に現れる政治が国家・政府・戦争の政治に
飲み込まれていく際の思想的な展開に、目を向ける必要があると筆者には思われ
るのである。したがって、本稿は 20 世紀初頭ドイツという特定の時空間において、
否応なく結びつかざるを得なかった政治と国家（さらには戦争）についての思想
史的な一考察であることを、ここで断っておく。
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方向づけていく可能性を見出すことになり得る。もちろん本研究は、生命
維持・生存や日常生活の重要さが生き方や生きがいよりも劣るなどという
ことを主張したいわけでは毛頭ない。むしろ、生命維持・生存や日常生活
が危機的状況に陥った場合、人は生き方や生きがいをどうこう言うよりも、
とにかく生き抜くこと、生き延びることを第一に考えるのは、至極当然の
ことだと言えよう。それどころか、生命維持・生存や日常生活の危機が人
の生き方や生きがいを方向づけていく可能性が十二分にあるということ
は 25）、ホッブスなどの「自然権」思想を俟つまでもない。本稿はあくまで、
未来がこれからどうなるか分からない状況にあった 20 世紀初頭、とりわ
け第一次世界大戦期のドイツにおける、政治と諸個人の「生の意味」との
思想的な結びつきの一側面を描き出し、その後のドイツとは異なる「他で
もあり得た可能性」の存在を、当時のドイツのコンテクストの中に見つけ
出すことに、主眼があるまでのことである。
この点をもう少し詳しく述べておこう。第一次世界大戦開戦時のドイツ
においては、この戦争が国民の結集・一体感の具現化だと見做され、危機
に直面した国家と国民の間の理想的な関係の実現と称揚され、保守派やナ
ショナルな勢力から神話化された「8 月の高揚（体験）」があったと言わ
れている 26）。さらに、この「8 月の高揚（体験）」を通して、戦時中に多く
のドイツ人が、第一次世界大戦を「灰色の日常を一変させ、味気ない職業
生活から脱出できる機会として理解の範疇を超越した奇蹟」
のように捉え、
ドイツ国民としての連帯感に目覚める中で、戦争を通して他の諸国民を精
神と魂の高みへと引き上げる使命がある、という政治言説までもが国民の
25） この点については、第一次世界大戦期のドイツ人人口の 1.1% にあたる、兵士
ではない銃後の民間人に 76 万人もの餓死者を出した状況と、そうなるに至った
政治的・社会的メカニズムを明らかにした、藤原辰史『カブラの冬――第一次世
界大戦期ドイツの民衆と飢餓』（人文書院、2011 年）を参照。
26）「8 月の高揚（体験）」という政治的シンボルについては、木村前掲や木村靖二『第
一次世界大戦』（筑摩書房、2014 年）を参照。もっとも木村によれば、「8 月の高
揚（体験）」を初めとした「開戦時の愛国的高揚」は、新聞などの戦時高揚記事
や知識人たちの愛国的言論活動によって「神話化」されたものであり、実際には
ドイツ国内でも農村部や国境地域に不満や戸惑いがあったこと、都市部において
も戦争に備えた食料品の買いだめや預金引き出しに現れた、住民の不安な態度や
生活防衛を優先する行動が起こっていたことが指摘されている。この点について
は、 木 村 前 掲 や Dann, a. a. O., S. 219-225（ 邦 訳 前 掲 書、151-155 頁 ）、Jeffrey
Verhey, The Myth of the “Spirit of 1914“ in Germany 1914-1945, Cambridge: Cambridge
University Press, 1997 を参照。

法政論集

285 号（2020）

131

論

説

間に膾炙していた 27）。そのため、第一次世界大戦期のドイツにおいては、
政治と諸個人の「生の意味」とが密接に関係するとの主張が、強い説得力
をもつものとして受け容れられていたのである。
もっとも、政治的・社会的な大変動と既存の価値体系の崩壊を経験した
20 世紀初頭、とりわけ総力戦体制下の第一次世界大戦期のドイツにおけ
る、政治と「生の意味」との結びつきをめぐる政治思想が、人々を戦争へ
と参加・動員させるイデオロギーとなったことも確かである。こうしたイ
デオロギーとして作用した政治思想について、次節で分析していきたい。

3．第一次世界大戦期における政治と「生の意味」
では本節で、20 世紀初頭、とりわけ第一次世界大戦期のドイツに現れ
た政治思想として、「1914 年の理念（精神）」（以下、「1914 年の理念」で
表記を統一―引用者注）と「世界大戦哲学」の二つを取り上げていこう。
もちろん、この時期に様々な政治思想が現れていることは言うまでもない。
その例としては、ヴェーバーの数多くの政治論 28）や彼の盟友フリードリヒ・
ナウマン（1860-1919 年）の「中欧」構想 29）、あるいは全ドイツ主義者らの

27） Jost Hermand, Der alte Traum vom neuen Reich, Nelson Verlag, 1997（識名章喜訳『理
想郷としての第三帝国――ドイツ・ユートピア思想と大衆文化』
（柏書房、2002
年））.
なお、当時のヨーロッパではこうしたムードがある程度共有されていたことを指
摘したものとして、James Joll, The Origins of the First World War, London: Longman,
1992（池田清訳『第一次世界大戦の起源〔改訂新版〕
』
（みすず書房、2017 年）
）
。
ただし、こうした昂揚が次第に冷めていき、戦後の改革期からヴァイマル期にかけ
ての心理的な動揺と崩壊が生じ熱狂が失われたことと、それにもかかわらずユート
ピア的な理想までは失われなかったことについては、Gay, op. cit.（邦訳前掲書）を
参照。
28） 第一次世界大戦期のヴェーバーの政治論は主に、『マックス・ヴェーバー全集』
の 以 下 の 巻 に 収 録 さ れ て い る も の が 挙 げ ら れ る。MWG I/15、Max Weber
Gesamtausgabe I/16: Zur Neuordnung Deutschlands: Schriften und Reden 1918-1920,
hrsg. v. Wolfgang J. Mommsen in Zusammenarbeit mit Wolfgang Schwentker, Tübingen:
J. C. B. Mohr（Paul Siebeck）, 1988。また、この時期のヴェーバーの政治論につい
ての主な先行研究として、Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik
1890-1920, 2. überarbeitete und erweiterte Aufl., J. C. B. Mohr, 1974（安世舟・五十嵐
一郎・田中浩訳『マックス・ヴェーバーとドイツ政治 1890-1920 年』（未來社、
1993 年））や今野元『マックス・ヴェーバー――ある西欧派ドイツ・ナショナリ
ストの生涯』（東京大学出版会、2007 年）、拙稿前掲などを参照。
29） Friedrich Naumann, Mitteleuropa, Berlin: G, Reimar, 1915.
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帝国主義的な「世界強国」志向 30）などが挙げられる。さらには、戦争を通
してドイツ国内の政治的・社会的な対立の収束を企図したり、国内の改革
の必要性から目を逸らさせ特権的なエリートと足並みを揃えて伝統的な支
配関係の正当化を試みたりする、諸々の統合イデオロギーが第一次世界大
戦期のドイツに現れてきたことを、ハンス - ウルリヒ・ヴェーラーが指摘
している 31）。
ただし、「1914 年の理念」と「世界大戦哲学」には、ヴェーバーやナウ
マンの政治思想、全ドイツ主義者たちの政治的要求、そしてヴェーラーの
指摘する統合のためのイデオロギー以上に、戦争への国民の参加・動員を
迫る、戦争遂行イデオロギーとしての性格が色濃く表れており、それゆえ
に、政治と諸個人の生とが不可避的に関係づけられた政治思想としての相
貌を見せることになる。したがって本稿では、
「1914 年の理念」と「世界
大戦哲学」という二つの政治思想の内容と特徴を、政治と「生の意味」と
の結びつきという本稿の視座から分析していくこととしたい。
まず、
「1914 年の理念」とは、スウェーデンの親独的な国法学者ルドルフ・
チェレン（1864-1922 年）による定式化と、ドイツ人経済学者ヨハン・プ
レンゲ（1874-1963 年）による継承を経て形成されたものであり 32）、
民主主
義や個人主義といったフランスやイギリスがその原理とする「1789 年の
理念」に対して、その克服を目指すドイツ特有の社会秩序原理を意味す
る 33）。チェレンによれば、偉大な闘争とは、諸国民の間の闘争であるだけ
でなく、それぞれの世界観の間の闘争であり、現代における様々な方向性
の間の闘争であるだけでなく、様々な時代の間の基礎の中にある闘争であ
る。そして第一次世界大戦は、イギリスとフランスが代表する「1789 年
の理念」と、ドイツが代表する「1914 年の理念」との間の闘争なのであ
30） Fischer, a. a. O., S. 180-187（邦訳前掲書Ⅰ、188-193 頁）
31） Wehler, a. a. O., S. 207-212f.（邦訳前掲書、298-305 頁）.
32） Ernst Troeltsch, Die Ideen von 1914, in: Ernst Troeltsch, Deutscher Geist und
Westeuropa. Gesammelte Kulturphilosophische Aufsätze und Reden, hrsg. von Hans
Baron, 1925, S. 33（西村貞二訳『ドイツ精神と西欧』（筑摩書房、1970 年）、35 頁。
33） Rudolf Kjellen, Die Idee von 1914: Eine weltgeschichtliche Perspektive, Leipzig: S.
Hirzel, 1915, S. 6. この点については、Fischer, a. a. O., S. 178-180（邦訳前掲書Ⅰ、
187-188 頁）や Nipperdey, a. a. O., S. 779、Blackbourn, op. cit., pp. 352-353、小野清
美「ヨハン・プレンゲの『戦争哲学』と社会主義論」松田武・阿河雄二郎編『近
代世界システムの歴史的構図』（渓水社、1993 年）、85 頁、伊藤定良『近代ドイ
ツの歴史とナショナリズム・マイノリティ』
（有志舎、2017 年）、163-185 頁も参照。
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る 34）。チェレンによれば、この「1914 年の理念」と、自由・平等・友愛と
いうフランス革命の理念に象徴される「1789 年の理念」との間には、次
のような三つの対立がある。すなわち、
「1789 年の理念」における鎖の欠
如という意味での非拘束としての自由と、「1914 年の理念」における秩序
の下に包摂される団結・自己抑制・規律・予測計算・自律との対立 35）。
「1789
年の理念」における、中世的な特権に対するこの世の財の平等な分配と、
「1914 年の理念」における、抽象的で表面的な平等を解消するための、社
会全体の水準のレベルアップとしての公正との対立 36）。そして、
「1789 年
の理念」における、国民的な団結の外部にあるコスモポリタン的な理想に
喚起された結社の同胞関係と、
「1914 年の理念」における、生家の親子関
係との対立 37）。第一次世界大戦はこうした世界観の対立であり、ドイツか
らすれば、「1789 年の理念」から「1914 年の理念」への転換が求められて
いるのである 38）。
このようなチェレンに加え、プレンゲは、国家生活への集中や国民統合
が世界史的使命を担うと強調する一方で 39）、彼らの「1914 年の理念」にお
いて、政治への諸個人の生の強制的編成という視点は見られるものの、諸
個人の生き方や生きがいといった問題意識は希薄であると言わざるを得な
い。なぜなら、英仏とドイツの対立を「1789 年の理念」と「1914 年の理念」
として抽象化し、そこでの概念上の対立を強調し、第一次世界大戦という
「偉大な戦い」においてドイツの「1914 年の理念」の勝利を目指すことが、
主題とされているからである。敢えて図式的に示せば、意識的に自由主義
や個人主義の価値を批判し、秩序やドイツ国民の一体性、そして全体への
奉仕を称揚するチェレンやプレンゲの「1914 年の理念」にあって、
「生の
意味」という問題の重要性は、国家による統制や国民統合という課題の一
片に組み込まれることになるのである。
34） Kjellen, a. a. O., S. 6.
35） Ebenda, S. 30-34.
36） Ebenda, S. 35-38.
37） Ebenda, S. 38.
38） Ebenda, S. 38-46. この点については、以下の小野の指摘も参照。
「チェレンは、
今日のドイツは 1789 年の個人主義から由来するアナーキーに対して「国家生活
の集中」、
「比類なき国民的社会組織」を示したと述べ、フランス革命の自由・平等・
博愛に対し、責任・権威・秩序・公正・祖国への共属性を「1914 年の理念」とし
て称揚したのである。」（小野前掲、86 頁。）
39） プレンゲの「1914 年の理念」については、小野前掲を参照。
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もちろん、一括りにされる思想の例に漏れず、
「1914 年の理念」もまた、
そこに含まれる個々の思想内容は一枚岩ではない。例えば、公共的なもの
に対して個人が人格的・主体的に結びついていくことにドイツ特有の自由
を認め、それが「1914 年の理念」にも投影されているとみるエルンスト・
トレルチ（1865-1923 年）のような議論もあるが、こうしたリベラルな立
場は例外的なものにとどまるといえる 40）。
こうしたチェレン、プレンゲ、トレルチに対して、「1914 年の理念」の
提唱者のひとりに数えられるドイツの歴史経済学者ヴェルナー・ゾンバル
ト（1863-1941 年）は、第一次世界大戦開戦の一年後に執筆した『商人と
英雄』
（1915 年）において、ドイツ人の生を強調する。
「敵の外にいる君
たち若き英雄に捧げる」という、ドイツの若者に向けた言葉で始められる
このパンフレットは、第一次世界大戦を通して「新たなドイツの生」がド
イツの若者たちによって生み出されるということを理由に、ドイツ人（と
りわけドイツの若者）の参戦を正当化する戦争遂行イデオロギーそのもの
で あ る 41）。 ゾ ン バ ル ト に よ れ ば 第 一 次 世 界 大 戦 は、「 信 仰 の 戦 争
（Glaubenskrieg）
」である偉大な戦争のひとつであり、商業的な利益追求を
優先する「商人」型の世界観と、自己犠牲を厭わず民族や祖国のために献
身する「英雄」型の世界観という、それぞれの対立する世界観を体現する
イギリスとドイツの間の戦争が、1914 年の世界大戦の「より深い世界史
的な意義」をもつ 42）。こうした「英雄」であるドイツ人は、自分の民族や
祖国のための義務や責務、そして使命を負っており、行為や創造を遂行す
ることを通して「ひとつになること（Vereinigung）
」を、ドイツの最も輝
かしい特質とする 43）。そして、この「英雄的な世界観」のために、ドイツ
人の生の意味がある 44）。生のあらゆる意味が、
英雄の責務を満たすことと、
民族の形象（Gestalt）に姿を現わすこととの中に存するのである 45）。
もっとも、フリッツ・K・リンガーからすれば、ゾンバルトの『商人と
英雄』はドイツ人の愛国的心情の迸りの中でも最も慎みを欠いたものであ
40） Ernst Troeltsch, a. a. O., S. 31-58（邦訳前掲書、33-61 頁）.
41） Werner Sombart, Händler und Helden: Patriotische Besinnungen, München und
Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1915, S. Vf.
42） Ebenda, S. 3-6.
43） Ebenda, S. 63f., 66, 96.
44） Ebenda, S. 119.
45） Ebenda, S. 122.
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り 46）、ヘルマン・リュッベからすれば、ゾンバルトの主張は学問的に承認
され得るものではなく 47）、敵対国との人間的関係を加味した上での主張と
いう節度を踏み越え、言論という手段をとって相手を傷つけ殺す闘争の実
践であるとの批判がなされている 48）。こういった批判を見ても分かるよう
に、ゾンバルトの「1914 年の理念」は、チェレンやプレンゲにはないド
イツ人の生 と戦争という観点から「1789 年の理念」と「1914 年の理念」
を対立させ、第一次世界大戦に対するドイツ（人）の戦争遂行を正当化す
るイデオロギーとなっていることは明白である 49）。
したがって、
「1914 年の理念」とは学者や知識人たちによる戦争を正当
化する言説であり、とりわけゾンバルトの「1914 年の理念」は、戦争と
いう政治の極限形態に奉じることを通してドイツ人の「生の意味」を見出
す政治思想となっている 50）。このことは、ヴェーバーが「1914 年の理念」
4

4

4

4

4

4

4

4

の背後に、人間の生を不可避的に支配していく「普遍的な官僚制化」を看
取していたことからも傍証できよう 51）。
46） Fritz K. Ringer, The Decline of the German Mandarins: The German Academic
Community, 1890-1933, Harvard University Press, 1969, p. 182（西村稔訳『読書人の
没落――世紀末から第三帝国までのドイツ知識人』
（名古屋大学出版会、1991 年）、
123 頁）.
47） Hermann Lübbe, Politische Philosophie in Deutschland. Studien zu ihere Geschichte,
Basel: Benno Schwabe & Co., 1963, S. 212（今井道夫訳『ドイツ政治哲学史――ヘー
ゲルの死より第一次世界大戦まで』（法政大学出版局、1998 年）、215 頁）.
48） Ebenda, S. 214（同上、217 頁）.
49） さらに、「1914 年の理念」に対しては、ヴェーラーから以下のような猛然たる
批判がなされている。
「1914 年の理念」というのは、イギリスやフランスに対し
てドイツが第一次世界大戦前からもっていた悪しき恐怖症と結びついた、毒づい
た学者たちのどん底社会の言葉であった。ドイツと西欧の精神文化・政治文化と
の決別を運命とする思いあがった独善である「1914 年の理念」は、ドイツの孤立
化を賛美するのに加え、総力戦も階級社会の諸問題に対する似非解決策であり、
「塹壕共同体」を神格化し、前線において死が偏在する異常な社会関係を、健全
な社会のモデルとして美化する。
「1914 年の理念」を唱道する「武装した民族」
のイデオローグたちは、現代世界を回避して、軍隊生活と社会的軍事化とによっ
て特徴づけられた社会ロマン主義の中へと逃避したのである（Wehler, a. a. O., S.
211f.（邦訳前掲書、304-305 頁））。
50） この意味で「1914 年の理念」は、
ドイツ国民内部での個々の相違（都市と農村、
男女、職業など）こそあるが、総じていえば戦争をある程度好意的なものとして
捉えていた、国民の大まかな高揚と一体感を意味する「8 月の高揚（経験）
」とは、
その意味合いを異にするものである。両者の相違については、Verhey, op. cit. を参
照。
51） Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: MWG I/15, S.
462（邦訳前掲書、360 頁）.
なお、熱烈なナショナリストとして知られるヴェーバーですら、トレルチの
「1914年のドイツの理念」は内容が乏しい（Brief von Max Weber an Marianne Weber,
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こうした、個人主義に対する対決と勝利が前面に押し出された「1914
年の理念」以上に、ドイツ人の「生の意味」への訴えかけをより鮮やかに
なしているのが、
「世界大戦哲学」である。この「世界大戦哲学」とは、
『ド
イツ政治哲学史』の著者リュッベによれば、
「戦争の勃発に際して哲学者
たる者は国家に奉仕し、国家は事態に正しく対処しているとして哲学的に
証明された意識による支持を与えることが、ヨーロッパのどこでも当然」
とされていた中での、戦争を遂行する（その哲学者自身の属する）国家に
対する哲学的正当化の言説であった 52）。この「世界大戦哲学」を呈したド
イツの哲学者としてリュッベは、ルドルフ・オイケン（1846-1926 年）
、
パウル・ナトルプ（1854-1924 年）、ゲオルグ・ジンメル（1858-1918 年）
、
マッ
クス・シェーラー（1874-1928 年）らを挙げ、第一次世界大戦へと向かっ
たドイツを彼らがいかにして哲学的に正当化したのかを明らかにしてい
る。ここではリュッベの分析を参考に、「世界大戦哲学」の概要を確認し
ておこう。
まずリュッベによれば、オイケンはドイツの魂とその特質の喪失に対す
る危機意識と、それを乗り越える「戦争の倫理的な力」を賛美し、第一次
世界大戦を、ドイツ的な内面性を世界史レベルで確証する試みだと見做す。
すなわち、ドイツの敵がただ外面的な文明を強調するのに対し、魂の文化
や内面性を救い出すことがドイツ人の使命であり、ドイツ人がその使命を
まさにこの戦争の中で果たすことこそ、オイケンの考えるドイツ的な生と
行為の世界史的な意義なのであると、リュッベは主張している。
また、リュッベによれば、オイケンと同様にナトルプも、ドイツ的本質
Charlottenburg, 21. März 1916, in: Max Weber Gesamtausgabe II/9: Briefe 1915-1917,
hrsg. Gerd Krumeich und M. Rainer Lepsius in Zusammenarbeit mit Brigit Rudhard und
Manfred Schön, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1990, S. 352）、
「1914年の理念」
のたくさんの決まり文句にはもううんざりだ（Brief von Max Weber an Marianne
Weber, Charlottenburg, 5. April 1916 in: MWG II/9, S. 372）、といった感想を周囲に漏
らしている。
52） Lübbe, a. a. O., S. 171（邦訳前掲書、171 頁）.
なお、教養市民層出身のドイツとフランスの知識人たちが、それぞれ「文化」
と「文明」を旗印として、第一次世界大戦期において自国の立場を正当化してい
たことと、個性や人間性を欠いた物質的・機械的なものを信奉していると相手を
批判していたこと、そして「個性の欠如」
「物質的・機械的」といった相手への
批判の言葉は、その言葉自体、知識人が近代社会を批判する際に用いた常套句で
あったことを明らかにした研究として、児島由理「
〈文化〉対〈文明〉――第一
次世界大戦における独仏知識人の言説戦争」東京大学比較文学・文化研究会『比
較文学・文化論集』（No. 16、1999 年）、57-83 頁を参照。
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の危機を救済するものとして第一次世界大戦を賛美し、ドイツ国民の実存
がこの戦争の目的に属するものと捉えている。ドイツ国民が自己の本質を
歴史的・世界史的に執行する使命をもち、この使命が国民の実存を正当化
するのである。
さらに、ジンメルにあっては、戦争の中で生じている実存的な活性化の
過程が哲学的に省察され、その上で実存的な本来性を開放するものとして
第一次世界大戦が賛美されていると、リュッベは指摘する。ジンメルによ
ればヨーロッパ近代社会は、生の目的を充足させる社会的条件は整備され
ている裏で、その生の目的そのものが消失していっており、諸個人が社会
全体へと関わっていく見通しは絶えずわずかなものとなっている。
しかし、
第一次世界大戦の勃発によって、諸個人と彼らが帰属し依存している社会
全体とが人間的に結合していくのである。そしてジンメルの省察は、人間
的生の社会的条件との関係において人間が「自分自身」であることを可能
にする人間的実存のあり方の理念を内包する、ドイツのヨーロッパ的任務
へと至る。内的な実存の復興、すなわち市民的な生き方の後にくる新しい
生き方のために備えを行うことが、ジンメルの考えるドイツの任務なのだ
と、リュッベは述べている。
リュッベによれば、こうした実存的本来性へと開放するものとして戦争
をみるジンメルの戦争賛美は、シェーラーにおいても共有されている。
シェーラーからすれば、個人は自己自身の存在を最高度に現実化すること
で初めて自己の本来性に到達するが、それは人間の政治的・精神的共同体
である国家も同様であり、戦争は国民の実存化の媒体、国民を自己自身へ
と至らしめる最上の方法なのである。
このように、
「世界大戦哲学」もまた、戦争遂行のためのイデオロギー
としての性格を色濃く帯び、第一次世界大戦を通して諸個人の「生の意味」
が実現していくことを求める政治思想であると見做すことができる 53）。本
53） なお、リュッベの研究の力点は、この「世界大戦哲学」のイデオロギー性の剔
抉にある。というのも、
「世界大戦哲学」は、哲学的見地からの発言でありつつも、
それが事実上実践的・政治的意欲を刺激する機能を果たし、結果として国家によ
る戦争遂行のためのイデオロギーとして作用することになったからである。
「行
為の目的を高く掲げるあまり、そこに到達しなければその行為者の実存が意味を
失うおそれが出てくる。そうなると、目的を達成するための迷いなき信念が行為
の条件になってしまう。それは達成されることを〔その内容ではなくからではな
く〕達成しなければならないということ〔それ自体〕から引き出すイデオロギー
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稿では、こうした「世界大戦哲学」の中でも、とりわけオイケンの「世界
大戦哲学」を、政治と「生の意味」という視座から考察することとする。
その理由は、ナトルプ、ジンメル、シェーラーといった専門性の非常に高
い哲学者たちとは異なる、オイケンの一般的な影響力にある。リュッベに
よれば、ノーベル文学賞受賞者であるオイケンはドイツ哲学上稀にみる大
衆性を有した哲学者であり 54）、リンガーによれば、オイケンは「広範な民
衆を励まして力づけ、活気づけること」を「知識人の義務」だと考えて 1
年間に 36 回もの大衆向けの演説を行っていいた 55）。そのため、
「1914 年の
理念」や他の「世界大戦哲学」を論じた哲学者の中でも、オイケンの思想
がドイツ国民に与えた影響力は最も大きかったと推察することができ、そ
うであるがゆえに、オイケンの「世界大戦哲学」には、政治（この場合は
直截的に戦争）と諸個人の「生の意味」がより率直に語られている可能性
が非常に高いのである。
それでは、リュッベがテクストとしているオイケンの「ドイツ精神の世
界史的意義」
（1914 年）を、本稿でも取り上げていこう。オイケンはこの「ド
イツ精神の世界史的意義」において、
「私たちは今日、私たちの実存
の源泉である。それは、内容のプラグマティックな合理性の程度に反比例してい
る政治的意志の激しさの源である。」
（Lübbe, a. a. O., S. 194（邦訳前掲書、196 頁））。
このことは、オイケンを例に出した、「ルドルフ・オイケンの世界大戦哲学は、
厳密な意味での国家的イデオロギーである」というリュッベの叙述にも、端的に
表れている（Ebenda, S. 184（同上、185 頁））。
また、英仏に対するドイツの戦争を正当化するために、当時のドイツにおける
学者たち総勢 93 名によって 1914 年 10 月 4 日に公表された「文化世界へ告ぐ」
にオイケンが署名を行ったことも、オイケンの思想に戦争遂行イデオロギーが見
られることを傍証しているといえよう（この点については、Jürgen von UngernSternberg und Wolfgang von Ungern-Sternberg, Der Aufruf, An die Kulturwelt!‘: das
Manigest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg: mit einer
Dokumentation, Stuttgart, 1996, S. 144-147 や児島前掲を参照）。
なお、リュッベは自身の用いる「イデオロギー」概念を、
「自分自身〔イデオ
ロギーを呈する人自身〕がそれ〔そのイデオロギー〕を信じているときにのみ機
能する誤魔化しの論理」
（Lübbe, a. a. O., S. 15（邦訳前掲書、8-9 頁）であり、そ
れが哲学として呈される場合その内容は、原作者の感情、願望、意欲の関数であ
ると説明している（Ebenda, S. 21（同上、15 頁））。それゆえ、現在の思想史研究
において一般に受け入れられているカール・マンハイムのいうところの、ある社
会集団における認識枠組みとして「イデオロギー」（Karl Mannheim, Ideologie und
Utopie, Aufl. 6, Verlag G. SchulteßBulmke, 1978（高橋徹・德永恂訳『イデオロギー
とユートピア』（中央公論新社、2006 年））とは、その意味内容を異にしているこ
とに注意する必要がある。
54） Lübbe, a. a. O., S. 177（邦訳前掲書、177 頁）.
55） Ringer, op. cit, p. 182（邦訳前掲書、123 頁）.
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（Existenz）をめぐる大いなる闘争の中にある 56）」ことをまず確認する。そ
の上で、かつてのドイツは政治の分野でそれほど早い発展をみせることは
なく、むしろ政治以外の分野での発展に重点を置いていた。とりわけドイ
ツにおいては、哲学や思想といった「不可視の世界」が発展していっ
た 57）。もっとも、ドイツの発展はこの「不可視の世界」にとどまることは
なかった。オイケンによれば、ドイツ人は次第に「可視の世界」
、すなわ
ち政治の領域にも目を向けていき、神聖ローマ帝国を創り上げるという可
視の世界における巨大なことをやってのけた。
「このことによって既に、
私たちは可視の世界において何事かを、まったくもって見事に成し遂げる
ことができると示していた 58）」のである。
さらにオイケンは、自分たちドイツ人の本質の偉大さとして、ドイツ人
が世界へと力強く入り込むことによって、魂の生（das Seelenleben）と深
い内面性（tiefe Innerlichkeit）を証明したことを強調する 59）。
「しかし新たな
時代においては、ドイツ人の内面性の作用は、宗教を越えてさらに生のあ
らゆる分野へと広がっている。ドイツの哲学は、他のあらゆる〔国の〕哲
学とは本質的に異なっている。それは所与の世界の情況をわきまえるだけ
のものではなく、世界を内面から理解しようという大胆な試みである。ド
イツ哲学は偉大なる思考の基準や巨大なシステムを創り上げ、それらから
可視の世界を解明し、それどころか不可視の世界へと転換することを試み
る 60）。」こうして、
「私たち〔ドイツ人〕は、内面的なものと外面的なもの
を相互に高め、この両方を生の全体や現実に結びつけることによって、私
たちの目標と喜びを生それ自体の中に見出し、私たち特有の本質を確固た
るものとし、すべての単なる有用性を凌駕していく 61）」ようになり、こう
56） Rudolf Eucken, Die weltgeschichtliche Bedeutung des deutschen Geistes, in: Ernst
Jäckh（hrsg.）, Der Deutsche Krieg. Politische Flugschriften, Achtes Heft, Stuttgart und
Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt, 1914, S. 5.
57）「ドイツの努力は〔…〕人間の最も内面的な本質を認識し構築することを追求
する、あの不可視の世界を創り出した。ここではあらゆる精神力が生命力を与え
られ、完全なる調和へと結びつけられなければならなかった。
〔…〕人間の人間
に対する関係において、愛と友情において、高貴で繊細でしなやかな生が見出さ
れたが、これに対して可視の世界はより低い段階のものだと見られた。」（Ebenda,
S. 6.）
58） Ebenda, S. 8.
59） Ebenda, S. 10.
60） Ebenda, S. 13.
61） Ebenda, S. 18.
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した根本的な性質から、ドイツの生は他に類をみない特有さを引き出すの
である 62）。もっとも、オイケンによれば、ドイツの内的な生は世界に対して、
インドのような現世逃避やギリシャのような観照という形をとらない 63）。
私たちドイツ人は世界を、変わりゆくものであり、まったくもってタフ
な諸々の闘争であると見做している。と同時に、さらに人間を形作って
いくという偉大なる仕事に寄与し、そこに全エネルギーを投入するとい
う使命を自覚している。それゆえに私たちは、歴史に参与し、貢献し、
促進し、偉大なる意義を与えることを望んでいる。したがって、
ギリシャ
の理想主義が主に芸術的な性質のものであるのに対して、私たちドイツ
人は、倫理的な理想主義の責務を負っている。ギリシャにとって最も価
値があるのは観照であり、私たちにとって最も価値があるのは、世界を
創造し形作っていくような人間の行為なのである 64）。
そして、ドイツの生がドイツの生そのものであり 65）、ドイツの精神的な特
質に基づいて人間的な生の精神的な存立を維持し促進することでもって、
ドイツの生と行為は世界史的意義を獲得するのである 66）。
ここで言われている世界史的意義は、先述したゾンバルトのいう第一次
世界大戦の「世界史的意義」とは、込められている意味内容が微妙に異なっ
ている。ゾンバルトの場合は、第一次世界大戦をイギリスとドイツの二つ
62） Ebenda.
63）「というのも、ドイツの内的な生は、非常に独特な性質のもので、インド的で
概してオリエントなものとは根本的に異なっているからである。ドイツの内的な
生は、〔インドやオリエントのように〕世界から距離をとったムードへと逃避す
るものではなく、物事から身を引くのでもなく、私たちの中に住み着いているも
のを十分に展開させ、その深みを芸術や哲学の中で、さらに教育や道徳の中で浮
き彫りにする欲求を、自身のうちに懐いている。」（Ebenda, S. 16f.）
64） Ebenda, S. 20f.
65）「私たちの生に一番初めに内実とそれ自体の価値を与えることの中で、ドイツ
の本質の偉大さを発見する。このような、生がその内面的な喜びとともにそれ自
体であることが私たちを、
あらゆる単なる有用性をはるかに超えさせる。
（Ebenda,
」
S. 17.）
66）「私たちドイツ人は、私たちの精神的な特質に基づいてエネルギッシュに、こ
れ〔近代の人間性が意味喪失した慌ただしさの中に巻き込まれ埋没してしまって
いること〕と反対の行いをなすことが、勇敢に団結を、動きに安らぎを差し出す
ことが、そしてそれでもって人間的な生の精神的な存立を維持し促進することが
できる。こうしたことすべてでもって、ドイツの生と行いとは、世界史的な意義
を獲得する。」（Ebenda, S. 22.）
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世界観の対立の現れだと見做し、この戦いを通して「新しいドイツの生」
が創出され、若者を始めとしたドイツ人がその担い手となることを、第一
次世界大戦の「世界史的意義」だとしている。これは「世界史的意義」と
言いながらも、実体としては、ドイツという国家や民族（共同体）に対す
る個々のドイツ人の貢献を求めたものにとどまっている。言い換えれば、
ドイツの戦争遂行を正当化するレトリックの域を出るものではない 67）。こ
れに対して、「世界大戦哲学」というオイケンの思想には、ドイツという
政治共同体においてドイツ人として生きる一人ひとりのドイツ人が、ドイ
ツ人としての自らの生を自覚し、そのことによって世界の創造に寄与して
いくという意義が語られているのである。
もっとも、当時のドイツが置かれた政治的な状況と思想的な状況を考慮
すれば、こうしたオイケンの思想は、――リュッベのいうように――世界
大戦へのドイツの国家的な参戦を正当化する戦争遂行イデオロギーである
ことは事実である。なぜならオイケンは、「時代に逆行する国民であるか
のような、そして世界中を征服しようと目論む、自由に対する敵対者であ
り威圧的な軍国主義の僕であるかのような誹謗中傷」
という、
まったくもっ
て品位を欠いた手段によってドイツの本質にケチをつけてくる「ドイツの
敵」に対して、ドイツ的な本質の世界史的意義を強調することでドイツを
擁護する、という論述の構成をとっているからである 68）。
67） Sombart, a. a. O..
68） Ebenda, S. 5.
なお、オイケンは「精神」
（Geist）や「魂」
（Seele）といった内面性（Innerlichkeit）
にドイツの特質を見出し、それが世界へのドイツの貢献だと見做しているが、第
一次世界大戦においてドイツと敵対するフランスの哲学者たちからすれば、それ
は詭弁にすぎない。例えば、オイケンと同じくノーベル文学賞受賞者であるアン
リ・ベルクソン（1859-1941 年）は、
1914 年 12 月 12 日の道徳・政治科学アカデミー
の講演において、ドイツは長きにわたって詩と芸術と形而上学に没頭していただ
けであり、プロイセンによる軍国主義化によって強国となってからは、物質化、
機械化、産業化は進展しているものの、
「物質の精神化」
（une spiritualisation de la
matière）あるいは「精神の機械化」（la mécanisation de lʼesprit）から逃れることは
で き て い な い で は な い か、 と ド イ ツ を 非 難 し て い る（Henri Bergson, Séance
publique annuelle de lʼAcadémie des sciences morales et politiques du samdi 12 décembre
1914. テ ク ス ト は Institute de France の ウ ェ ブ サ イ ト（http://14-18.institute-defrance.fr/1914-discous-henri-bergson.php）に掲載されているものを用いた。）。
もっともリュッベからすれば、このようなベルクソンの考えも、フランスにお
ける対独戦争を正当化する戦争遂行イデオロギーのひとつにすぎない（Lübbe, a. a.
O., S. 171ff.（邦訳前掲書、171 頁以下））。
また、フランスの社会学者エミール・デュルケーム（1858-1917 年）は論考「世
界に冠たるドイツ」において、トライチュケに代表されるドイツの精神構造の中
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さらに、オイケンの論述には政治・経済・社会・文化についての具体像
が欠如し、抽象的な議論が続いていることは否定できない。しかもそれ以
上に問題だと思われるのは、オイケンの「世界大戦哲学」には、戦場にお
いて命懸けで戦い生き抜くこと、そして自分が生き抜くために敵を傷つけ、
その生命を奪うことを「正当化」しなければならない兵士の葛藤や苦悩、
さらには兵士たち自身と彼らの家族・友人・恋人などが苛まれるであろう
苦しみに対して、――オイケンの叙述が戦争の真っ只中でなされたもので
あったことを考慮しても――あまりにも無頓着だということである 69）。こ
うしたオイケンの思想は、政治と「生の意味」とが密接に結びついた政治
思想ではあるものの、諸個人の生の尊厳に正面から向き合ったものではな
く、現代（日本）の多くの人々には到底受け入れられるような政治思想で
ないことは確かであろう 70）。
以上みてきたように、「1914 年の理念」と「世界大戦哲学」には、諸個
人に戦争への参加・動員を迫る、戦争遂行イデオロギーとしての色彩が非
常に鮮明に表れていた。とくにゾンバルトの「1914 年の理念」とオイケ
ンの「世界大戦哲学」は、政治の極限形態である戦争との関わりによって、
諸個人の生に「世界史的意義」という「生の意味」を付与する政治思想で
あった。もちろん、これらの政治思想は、その内容を子細に検討し、相対
化して眺めてみれば、現代（日本）に生きる多くの人々からすれば容易に
同意しうるようなものでないことは間違いない。ただし、20 世紀初頭ド
イツというコンテクストにおいてこの政治思想は、第一次世界大戦下の総
力戦体制における、政治と「生の意味」との密接な結びつきを求める政治
思想であったことは確かである。では、こうした第一次世界大戦期の政治
に道徳に対する国家の優越を読み取り、それを批判する形で国家に対する道徳の
優越というフランスの精神構造を呈しているが（Émile Durkheim, L’Allemagne audessus de tout: La mentalité allemande et la guerre, Paris: Librairie Armand Colin, 1915
（「世界に冠たるドイツ」小関藤一郎・山下雅之訳
『ドイツ論集』
（行路社、1993 年）））、
これも独仏の他の知識人たちによる、自国の戦争のイデオロギー的な正当化と大
差のないものであろう。
69） 戦場における兵士たちの苦しみや葛藤についての言及として、主に Nipperdey, a.
a. O., S. 850-858、Mommsen, a. a. O., S. 137-154 Krumeich, a. a. O., S. 24-25 を参照。
70） もちろんこのような指摘は、オイケンだけでなく、
「1914 年の理念」の論者や「世
界大戦哲学」の他の哲学者たちにも多かれ少なかれ当てはまる。しかし、本論で
も述べたように、オイケンがノーベル文学賞受賞者であり、大衆向けの演説を行
うなどして、他の哲学者たちよりも強い影響力を有していたであろうことに鑑み
ると、最も質が悪かったとすら言えるかもしれない。
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思想が、ドイツ政治思想史というより広いコンテクストに位置づけられた
場合、どのようなインパクトを有し、今後の 20 世紀前半ドイツ政治思想
史研究をどのように方向づけ得るのだろうか。次節でこの問題に迫ってい
きたい。

4．20 世紀前半ドイツ政治思想史研究に向けて
「1914 年の理念」と「世界大戦哲学」という第一次世界大戦期の二つの
政治思想は、政治と「生の意味」とを「世界史的意義」という結節点で結
びつけるものであった。すなわち、これらの政治思想には、諸個人の生が、
国家を介して世界へとつながっていくという構想が内包されていたのであ
る。この点については、ドイツ（ヨーロッパ）と日本（アジア）という対
象の相違はありつつ、同じく第一次世界大戦期の日本における政治（戦争）
と諸個人のつながりについての、山室の次のような指摘が参考になる。
ここ〔1914 年 8 月 25 日に第一号が発行された雑誌『欧洲戦争実記』に
おける「読者諸氏へ」〕には日本がアジアのみならず世界の強国として
の責務を負っているとの自負が表明されるとともに、国民一人ひとりが
全人類の一因としての責務を自覚することが日本国民の任務であるとい
う認識が戦争を契機として出現していたことが明示されている。戦争が
一体化しつつあるがゆえに戦争は世界化せざるをえないし、戦争が逆に
また世界の連関性を更に強めていくのである。世界が戦争の下で一つに
なり、あるいは世界が一つであることが戦争という現実によって可視的
に捉えられるに至る 71）。
こうした山室の「戦争の世界化」という、いわば戦争による世界の連関
性の昂進に加え、ゼバスティアン・コンラートが指摘しているように、19
世紀以降のグローバリゼーションの影響の中で、国境を越えた関係が増大
71） 山室信一『複合戦争と総力戦の断層――日本にとっての第一次世界大戦』
（人
文書院、2011 年）、20-21 頁。
また、山室のいうところの「戦争の世界化」については、山室信一「世界戦争
への道、そして「現代」の胎動」山室信一・岡田暁生・小関隆・藤原辰史『現代
の起点 第一次世界大戦 第 1 巻 世界戦争』（岩波書店、2014 年）も参照。
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するとともに、かえって国家的な境界を強固なものとしていく過程の只中
にあった当時のドイツの置かれた政治状況を考慮すれば 72）、20 世紀初頭ド
イツの政治思想には、世界のためとなるドイツの進むべき方向性を提示す
る「他でもあり得た可能性」、すなわち、世界における主要なアクターと
しての自負をもち、世界へと主体的に参与していく、世界への個人の寄与
という思想的な可能性の萌芽が十分にあったのである。
もっとも、生きていく上での様々な可能性が狭められ、
「生きる」とい
う営みそれ自体が困難な状況にある戦争中に、こうした政治思想が当時の
ドイツ国民に直接的な説得力を持ち得たかどうかといえば、おそらくそう
ではなかったであろう 73）。言い換えれば、「1914 年の理念」や「世界大戦
哲学」でどれほど高邁な思想が語られていたとしても、それがドイツ国民
の生の悲痛な叫びの前には霞まざるを得なかったであろうことは、想像に
難くない。
しかし、この 20 世紀初頭ドイツの政治思想には、それまでのドイツ政治思
想には見られない斬新さがあった。すなわち、ドイツ国民に〈個人―国家―世
界〉という連関を提示してみせたことである。もちろん、こういった〈個人―
国家―世界〉という連関の可能性は、例えばカントの世界市民構想においても
見出せるものではある 74）。なぜなら、カントにおいても、共和政的な国家体制に
よる諸個人の自由・平等・独立の保障と、それを実現することを可能にするよ
うな国際関係における諸国家の連合制度の確立、そして「世界市民法」の形
72） Sebastian Conrad, Globalisierung und Nation im Deutschen Kaisereich, München: C. H.
Beck, 2006.
なお、こうした山室やコンラートの議論を考慮すれば、とりわけヴィルヘルム
期の「世界政策」
（積極的帝国主義政策）以降のドイツが進めた世界との関わり
の中で、諸個人の生と世界との結びつきを喚起するオイケンの思想に、国際政治
思想としての一定の理想像を見出すこともまた、可能であると思われる。
73） この点については、第一次世界大戦のドイツにおいては人間の生の大前提とし
ての「食べること」すらままならなかった、という事実（藤原前掲書）を想起す
れば、十分事足りるであろう。
74） Immanuel Kant, Zum Ewigen Frieden, in: Immanuel Kant, Akademieausgabe von
Immanuel Kants Gesammelten Werken, Abteilung I, Band VIII, 1795（宇都宮芳明訳『永
遠平和のために』
（岩波書店、1985 年））、Immanuel Kant, Idee zu einer allgemein
Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: Immanuel Kant, ebenda, 1784（篠田英雄訳
「世界公民的見地における一般史の構想」『啓蒙とは何か』（岩波書店、1950 年））.
な お、 カ ン ト の 世 界 市 民 構 想 に つ い て は、James Bohman and Matthias LutzBachmann（ed.）, Perpetual Peace. Essays on Kant’s Cosmopolitan Ideal, MTP Press,
1997（紺野茂樹・田辺俊明・船場保之訳『カントと永遠平和――世界市民という
理念について』（未來社、2006 年）を参照。
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成が、その世界市民構想に示されているからである。しかしながら、こういっ
たカントの政治思想は、その内容を理解するのが決して容易なものでなく、ま
た内容を理解する以前に、カントの著作に触れる機会をもつことがエリート層
や市民層に限られていたであろうことを考慮すると、あくまでも対象が教養市
民層向けに限定された政治思想だったと言える。
それに対して、
「1914年の理念」
や「世界大戦哲学」は、――イデオロギーの域を出るものではなかったことは
事実であるが――国民内部の階級間の対立を越え、市民だけでなく大衆を含
めた個人が国家を介して世界と結びついていくことを構想した点で、それまで
のドイツ政治思想に見られることのなかった新しい思想的地平を提供している
のである。
もっとも、第一次世界大戦後のヴァイマル期から「第三帝国」期にかけ
ての政治的・社会的な展開を考慮すると、そうした思想的な可能性の実現
ではなく、諸個人の「生の意味」への政治による侵蝕が、20 世紀初頭の
時期からさらに熾烈なものとなっていった、というのが実情である。しか
し、そうであるがゆえに、政治と「生の意味」との結びつきという本稿に
おける視座は、20 世紀前半ドイツの政治思想を研究していくための、新
たな視座となりうる。つまり、
『ドイツの悲劇』
（1946 年）において、ド
イツ第二帝政創設前後以降のドイツの歴史的展開からナチスの問題性を同
時代人として分析したフリードリヒ・マイネッケ（1862-1954 年）による、
世界市民主義と近代的国民国家の理念が対極的にして弁証法的な緊張と共
属の関係にあるとの指摘に加え 75）、第一次世界大戦後の新政治秩序構築期
からヴァイマル期、そして「第三帝国」期にかけてのドイツにおける、政
治と「生の意味」との結びつきという、ドイツ政治思想史上の新たな研究
テーマを見出すことにもつながると言える。というのも、ナチス・ドイツ
のファシズム研究の泰斗である池田浩士が、以下のように述べているから
である。本研究にとって非常に重要な指摘であるため、やや長くなるが引
用しておきたい。
ドイツ労働戦線や、歓喜力行団、そして「労働の美」の実践は、第三帝
国の国民たちがどのような姿と表情で生きていたのかを、私たちに思い
75） Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe: Betrachtungen und Erinnerungen, E.
Brockhaus, 1946（矢田俊隆訳『ドイツの悲劇』（中公文庫、1974 年））.

146

20 世紀初頭ドイツにおける政治と「生の意味」（水谷）

描かせてくれます。それは、張り合いのある充実した日々だったに違い
ありません。やる気のあるものにはその機会が与えられ、成し遂げた業
績に応じて評価されました。技能試験で好成績を挙げれば、自分の技術
が向上しただけでなく、昇進の道が用意されました。自発性が、これほ
ど発揮できる環境は、めったにありません。けれども、その自発性は、
すべて、敷かれた線路の上を走る自発性でしかないのです。評価の方法
と尺度は、
「指導者」が決めるのです。自分自身は何が大切だと思うのか、
自分は本当はどんな生きかたがしたいのか、そして、誰と一緒に、どう
生きたいのか――これを問われることはもちろんなく、自分でこれを問
うこともなかったのです。ナチズムは、こうした「自発性」を育てるた
めに、ボランティを奨励したのでした 76）。
ただ、ナチズムと天皇制との密接な同質性についてだけ目を向けておく
とすれば、これらふたつの制度はいずれも、民衆がみずからの生きかた
を絶対者にゆだねてしまうためのもっとも完備した社会制度だ、と言え
るかもしれない。そして、みずからの生きかたを民衆みずからが――自
由で平等な関係のなかで対等な討論と少数意見の尊重を通じて――選び
とっていくということこそが、民主主義のもっとも基本的な意味である
4

4

はずなのだ。／天皇やヒトラーに決定をゆだね、その命令のままに生き
4

4

がいであると考えられるような社会のなかで、その社会にあらがおうと
した人びとが、こうした意味での民主主義の理念をどこまで自分のもの
にしえていたか、また、彼らがそれを自分のものにしえていたとすれば
それは何故なのか――10 年ののちにいまわたしなりに「抵抗者」たち
に向かって問いかけたいのは、このことである。なぜなら、現人神天皇
が象徴人間天皇となっても戦後一貫して変わらなかったのが、戦争責任
をすらみずからの決定によって裁くことができなかった事実にもあらわ
れているように、右のような意味での民主主義とは縁遠いわれわれの生
活の現実だからである。民主主義と自由は、東ヨーロッパやソ連や中国
の民衆の課題であるばかりではない。それはまさしく、天皇制の日本社
会に生きるわれわれ自身の最大の課題なのだ 77）。
76） 池田浩士『ヴァイマル憲法とヒトラー』（岩波書店、2015 年）、160 頁。
77） 池田浩士『
［増補新版］抵抗者たち――反ナチス運動の記録』
（共和国、2018 年）、
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つまり池田によれば、ナチズム下で多くのドイツ国民が、
「主体性」や「自
発性」を発揮し、政治への参与を自分自身の「生きがい」としていた。
「第
三帝国」期のドイツにおいては、
「生きがい」や「生き方」が国家 = 政治
から提供されるという形で、政治と「生の意味」とが密接に結びつけられ
ていたのである。
こうした指摘と本稿の考察を参考にすれば、ナチス・ドイツ期の政治と
4

4

4

4

4

「生の意味」をめぐる政治思想的な状況の思想的土壌が、第一次世界大戦
期に――部分的にではあれ――形成されていたと言うことができる。もち
ろん、第一次世界大戦期にみられた「1914 年の理念」や「世界大戦哲学」は、
一部の知識人によって提起されたものに過ぎない。そのため、第一次世界
大戦後の新政治秩序構築期やヴァイマル期において現れた、政治と「生の
意味」との結びつきをめぐる政治思想や、為政者によって人々の生に対す
る規定・指導・強制がなされたナチス・ドイツ期における諸個人の生と政
治との結びつき、そしてヴァイマル期からナチス・ドイツ期にかけてのそ
の展開についての思想史的考察が、今後進められるべき課題となっていく
であろう。

5．おわりに
本稿は、従来の研究では「国家」や「市民性」が強調される 20 世紀初
325-326 頁。
また、池田の以下の叙述も参照。
「経済生活とは必ずしも直接つながらない生
きがいの実感や社会的な連帯感、そしてその社会の一因であることに誇りを持つ
ことができるという思い――もしもこれがなかったとすれば、失業の減少と景気
の急上昇という戦前期の実感が、戦時期と敗戦との苦難の体験にもまして「第三
帝国」時代の基本的イメージとなることなどなかっただろう。〔…〕
「ドイツ人」
であることの誇り、社会的な連帯感、等々を、単なる精神主義のスローガンにす
るのではなく、実生活の手ごたえに根ざした理念として、まさしく実感として人
びとにいだかせたことこそが、ナチズムの本質的な魅力だった。そして、それこ
そがまた、敗戦後に至ってもなお「あの時代は良かった」という思いを強固に生
きつづけさせずにはいなかったものなのだ。しかし、それにもかかわらず、生活
の実態とそのなかでいだかれた生きがいの実感とのあいだには、じつは無限とも
いえる大きな隔たりがあったのである。ナチズムは、その現場においても崩壊後
においても、この隔たりを解消してみせた。いかにしてか？――ナチズムの名に
よってなされた過去の罪業を後世が真に克服するためには、これこそが問われな
ければならないのだ。」
（池田浩士『虚構のナチズム――「第三帝国」と表現文化』
（人文書院、2004 年）、13-14 頁）
4

4
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頭ドイツ政治思想史研究に対し、政治的・社会的大変動と既存の価値体系
の崩壊の経験という特徴を考慮して、政治と「生の意味」との密接な結び
つきという視座から、この時期のドイツの政治思想を研究するものであっ
た。すなわち、既存の価値体系が崩壊していき、総力戦体制下で国民全体
とその生が政治との関わりをもたざるを得なくなった第一次世界大戦期に
おいて、ドイツ人がドイツ人として自らの「生の意味」を自覚的に選び取
ることで政治と結びついていくという政治思想が、20 世紀初頭ドイツに
出来していたことを見出したのである。これはいわば、戦争という政治の
極限状態を通した「生の意味」付与であり、どれほど勇ましいヒロイズム
や空虚な美辞麗句で着飾られていても、
「生の意味」に訴えかけることで
戦争とそれへの参加・動員を正当化するイデオロギーであったことは、紛
れもない事実である。こうした第一次世界大戦期のドイツにおける政治と
「生の意味」との結びつきをめぐる政治思想が、後のナチス・ドイツへと
至る通奏低音となっていた可能性――さらにいえば危険性――を追究して
いくことが、20 世紀前半ドイツ政治思想史研究に向けて重要な視座とさ
れなければならない。
さらに、近代国家による住民の生に対する管理・統治というフーコー的
な「生政治」や、「剥き出しの生」を排除の形で包摂するというアガンベ
ン的な「生政治」にとどまらず、20 世紀前半ドイツにおいては、
「生の意味」
をも提供するという形で政治が諸個人の生にまで侵蝕し、しかもこのこと
が、未曽有の危機に陥った当時のドイツの政治的・社会的状況の下では、
ドイツ国民にとっての「生の拠り所」となっていた、という仮説が成り立
つ。この仮説を検証していくことが、本研究の今後の中心的な課題となる。
したがって本稿は、政治と「生の意味」を軸とした 20 世紀前半ドイツ政
治思想史研究の、序論的な位置に据えられるべきものであるといえる。
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