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ドイツにおける1921年3月行動の諸問題

上杉重二郎

Einige Probleme der Marzaktion 1921 in Deutschland 

Jujiro Uesugi 

本学部「紀要j第22号， 1973年において，私は 1921年 3月にドイツでおきたゼネラル・ストラ

イキおよび武装蜂起運動，すなわち 3月行動 M立rzaktionを一つの例として， r時代医分にかんするエ

セーJ1) を書き，とれを定年退官される鈴木朝英教授に献げた。

3月行動はわずか1013あまりの事件であるけれども ζれを墳末な一片の労働者運動として忘れ

去ることができないのは，第ーに ζ れがドイツというヨ…ロッパの心臓部で起きたからであり 2)第

一tζ 乙の運動の中心になり，広い意味でその指導にも当ったドイツ合同共産党VKPD2)が，第三イン

タナショナル，共産主義インタナショナルKIの，ロシア共産党を別とすれば，世界最強の共産党であ

って 3月行動はたんにドイツ合同共産党の活動であったのみならず，閤擦共産主義運動2 したがっ

て国際労働者運動の重要なテー?となったからであり2a) 第五には第一次世界戦争はヴェルサイユ条

約および協商諸臨 Ententeとドイツを含む同盟諸国との関の諸協定によって，一応のしめくくりがな

されたかのごとくであったけれども，当時すでにヴェノレサイユ会議が平和会議に非ずして，新たな世

界戦争を準備するものであると言われたように 2b) ドイツの陪償鰐怒，武装解除問題レール Ruhr

の占領問題，また上部シュレジェン Oberschlesi巴nのポーランドへ，あるし、はドイツへの帰属をめぐ

る人民投票の問題など， ドイツの策残留境地帯はとくに，文字どおりなお硝煙がくすぶっていた時点

で 3月行動が起きているからである。なお第三の箆自にソヴェト・ロシアに対する帝国主義諸国の

干渉戦争，また ζ れに対するロシア赤軍の攻撃， ζとにワルシャワに迫るその攻撃などが， ドイツの

閣内情勢には決定的な影響を及ぼしていた事情が加えられる。

さらに 3月行動の燈史的意義を考える場合に p 注意を払わねばならぬ ζ とは，第四に ζ の運動が

1919年なドし 1923年秋にいたる革命的戦後機綴 Periodeder revolution五renNachkriegskriseのま

っ直中に起きているという乙とである。 ζの点については上に触れた『時代区分にかんするヱセー』

でも述べておいたが，そ乙では言ってみれば，歴史を考える場合に，あるいは同じζ とだが，物事を

歴史的に考察する場合には，時代区分 Periodisierungという仕事がいかに大切であるか，そして ζ れ

がいかに困難な仕事かという ζ とを，一般的に叙述したにすぎない。 3月行動の評価とも ζ の時代区

はきわめて密接にかかわるので，本論であらためて検討しておきたい。

いま 3月行動の評価と言ったけれども，とれは上述の諸事情から推察できるように，甚しく悶難
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である，というより，むしろさまざまの相反する，他を容れない評価がその当時も，また今日も存在

する，と言うべきであろう。

一般的に，それぞれの階級の利害が露出する政治的危機の時期に起きた諸事件は，当然それらの，

ドイツ人の好む表現で言えば，もっとも empfindlich痛く感ずる，敏感な部分に直接触れるのである

から，相対立する諸階級がなお一層露骨にそれぞれの利益を守って，敵を打ちのめそうとするので，

政治危機はいわばいよいよ加重ないし尖鋭化し，危機が終熔、した場合も，がんらい ζ の政治危機をも

たらした社会経済的諸婆因およびよりグロパjレな政治的要因が絞り去られていないかぎり，つねに再

燃，再発の契機が存続する。
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前論で私は 3月行動の， ドイツ合間共産党内部のもっとも有力な反対者，批判者であるパウノレ

.レヴ、イ 3) Paul Leviの次の言葉を引用しておいた:

「ドイツにおけるブルジョアジーの反配は一政治的な意味ではーもはやなんら深刻な動擦を

経験しなかった。……...J4) 

「国家権力を奪取するための，蜂超を組織する前提は，当時まったく存在しなかったoJ 8) 

乙の認織から当然論理的に出てくる結論は 共産党がかような情勢にもかかわらず起した武装蜂

起は，まさにパクーニン的無政府主義一一 ζれがイタリア，イスパニアまたロシアで小市民，農民，

半プロレタリアの間である種の共感を得た ζ とはよく知られているーーに基く暴動にほかならない，

という ζ とにならざるを得ない。

しかし問題は少なくとも二つある。第ーにはーーもちろん暴力全能を主張し実行する臼本のいわ

ゆる新「左翼Jなら， r無政府主義がなぜ悪いかjと るかもしれないが， ζ れは理論的に克服され

た問題としてさておいて，一一 ζのレヴィの閣内情勢の判断が果して正しいかどうかという ζ とであ

り，とれについては前の『エセ JIでもほんの少し(16-18ぺ…ジ)触れておいた。

第二の問題は， 1921年当時はよりいっそう切実な問題として争われたのであるが，そして今日も

主として反共という立場と労働者階級とその前衛の行動を総体として擁護するという立場との対立と

して論争が行われているのだけれども，それはドイツ共産党がその時果して武装蜂起を準備し，そし

てζ れを労働者大衆の先頭に立って遂行したのか，それともフールジョアジ…，ユンカー(領域所有者)

およびとくにプロイセンにおいて政権の庖にあった社会民主党多数派が，思際，国内情勢を慎重に秤

最して，まさに 1921年の復活節。を目指してきわめて綿心に共産党の蜂起を「準備jしていたのか，ー

より適切な表現で云えば，挑発しようとしていたのか， ζれが問題である。

乙乙からなおいくつかの問題が派生する o 派生といっても 決して副次的な意味しか持たないも

のという ζ とではない。第二の問題に関連して，仮に ζの中部ドイツにおける労働者の蜂起が支配階

級による好計，挑発，待ち伏せ攻撃というものであるならば，なぜ合同共産党はその影響力を行使し

て労働者を抑えるととができなかっかのであろうか一ーもとよりこのととが実践においてはいちじる

しい図難を伴うものである ζ とは，多少なりとも政治的行動のなかに身をおいた者にとっては，自明

である。しかし歴史上にさような例がないわけではない。たとえば臼本の第一次安保闘争において盟

会に対する請願連動を組織した日本共産党は，乙の運動が葬式デモなどとおとしめられながら，支配

階級の武装カによる挑発に最大限の注意を払って，とれらの運動が無事に終る ζ とに成功した4aL 

それではその時ドイツ共産党幹部が抑制的な影響力を行使しなかったのは，すでにその ζとが不
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可能であったと特断されたのか，あるいは共産党内部にと eの時点における武装蜂起の戦術を容認し，

ないしは積磁的に支持しようとした流れ，勢力が存在していて，抑制的な働きがなされなかったの

ではないか。たしかにとの時にはすでに極左的，小市民的無政府主義的分子は共産党から離れて分

裂党， ドイツ共産主主義労働者党 5) Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands， KAPDを作っ

ていた。 ζ れを共産党の側から見れば，党は極主的潮流から解放されたというか，要するに浄化さ

れfこζ とになる。

もちろん民燦労働者運動の最大の指導者レーニンが 1920年 4月/5月に番いた W¥¥左翼急進

主義ff 共産主義における小児病~ (レーニン:全集 第31巻〔第4版J) には，とくに『ドイツに

おける m左翼H 共産主義。幹部一一党一一階級一一大衆Jという一章が含まれるという事情もあっ

て， ドイツ共産党に5齢、影響ぞ与えた。そして実践の上でも同党は 1921年 1月に有名な『公開状Jの

を全ドイツ労働組合連盟AllgemeinerD巴utscherGeweskschaftsbund， ADG Bを始めとする，すべ

ての全底的な労働組合およびドイツ共産主義労働者党を含むすべての労働者党に対して示し，きわ

めて広い統一戦線6a)の実現与を目指した。 ζの『公開状jに対してレーニンは， コミンテルン第 3国

大会の席上で， r Ir公開状』は政治的行動として模範的である。…日…『公開状Jは労働者階級の多

数を獲得するための実践的方法とじて模範的である J7) と絶讃した。 ζ のようにζ の時期の合同共

産党は明らかに，左翼急進主義，セクト 簡単に言えば，少数の精鋭な「共産主義者jが火

の中に飛び ζんで騒ぎを起せば，大衆はおのずとついてくるし，革命的情勢は作られるといった，

一種の裏返しの自然発生論，大衆i邑暗主義一ーから脱しつつあった。
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しかしながらもちろん左翼急進主義を強める安部もあった。その一つは，というよりもっとも

な要菌はと言うべきであろうが 共産党外の労働者の一部さえ含めて， ζ とに党員の簡に右翼

社会民主主義者に対する強い不信， ，t自懇がみなぎっていた ζ とである。レーニンは 3月行動の評価

にかかわって「ドイツの数万の最良の人々，数万の革命的労働者は，フ、ルジョアジーやその英雄ノ

スケーの一味， フツレジョアジーの直接の手下たち， シャイデマンScheidemann たちによって…...

打ちのめされ，拷問を受けて殺された。…・・すべての誠実な，階級窓織ある労働者には・…・・信じら

れぬほどの鋭さで，古いドイツ社会民主党に対する憎悪が目覚めてきた。 ζ の憎しみが人々を青白

とした…一円とp とくに社会民主党多数派の鎖袷の名を挙げて， ζ の正当な憎悪がしかし誤った戦

術一車繁急進主義的戦術と結びつく ζ とを指摘した。事実すでに述べたリープクネヒ卜レクセ

ムブルクらの殺害，また同じ 1919年l月のベルリン警視総監アイヒホルン EmilEichhorn (独立社

の罷免iζ対する抗議を機として起きた 1月闘争，また 1920年3月のカ・yプKapp暴動

後の広汎なストライキ運動，部分的には武装闘争などに際して，共産党員は社会民主党多数派幹部

によってバリケードの向う側に立たされ，銃火を浴びせられ，彼らの多くは牢獄に坐するか，さも

なければ鳥のように自由な つまりし、かなる法律の保獲も受けない身とならねばならなかった。も

ちろんレーニンは労働者の「古い社会民主党Jに対する憎悪をそのまま肯定したわけではない。む

しろ冷静であれ， r冷血にJiEしい戦術そ作り t討すようにと忠告している。しかしとの憎惑とかなり

広汎な労働者が無政府主義的戦術に追いやられた ζ ととは，無縁ではなかった。

さらに合同共産党内部の左翼急進主義的潮流を考える場合に ζ の共産主党と独立社会民主党と

の合同そのものについて検討してみる必要がある。 1945年 5月にソヴェト

3 
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解放され，第三帝国の，ナチスのファシスト支配はその生命を絶たれた。よく知られているように，

ドイツ箪は東部戦線にその庄倒的部分を集中し，これに反して西部戦線にはいわゆる奇妙な戦争 Komi-

scher Kriegが続いていた。しかし第二次世界戦争のほとんど最後の段階でアメワカとイギリスとは，

一つにはスターりンのかねてからの強い第二戦線結成の要求を無視することができなくなり，他には

ソヴi ト宝石の荒浪のような進撃がエノレベ何は懸か， ライン河にまでも達するのではないかとの強い危

倶を持つにいたり，戦後の世界支配とのかね合いで，ついにヨーロソパ大控に上陸作戦を行う ζ とと

なった。そしてドイツの西の 3分の 2を占領するに支った。その後のソ連とアメリカ，イギ 1)スとの

主として外交的な交渉については ζζ で述べる ζ とを避けるが，裂するにポツダム会議を経てト、イツ

を暫定的に四つの占領地区に分かつ ζ とが合意されたのである。その結果もっとも阜く諸政党の政治

活動が認められたソ連占鎖地区(すなわち現夜はドイツ民主共和国の領土)においては， ドイツ共産

党， ドイツ社会民主党がそれぞれ主として民生の安定に全力を尽しつつ， 1933年にヒトラーの政権獲

得を言干し，しかもドイツ国民自らの力によってファシ.ズムを粉砕できなかった事実そ深く反省し 3 そ

してドイツ労働者階級の分裂乙そがその敗北の最大の理由である乙とを認めて，合聞に向ったのであ

った。両党の 1946年4月における統合は，苦難lζ議ちた闘争を永きにわたって続けたドイツ労働者階

級の頭に載せられた輝く越であるとされる。酋の諸占Oll地区ではかような統合が行われなかったばか

りか，共産党が非合法に追いやられるという事態が生じたのであるから， ソ健占領地区においてドイ

ツ労働者階級が，物質的窮乏はさておき，政治的には有利な情況下にあった ζ とが分る。社会民主党

員が 1945年5月の解放以後マルクス主義の古典を読み，共産党員との討論，あるいは実銭上の協力司会

重ねて，次第に 7)レクス主義 z レーニン主義の基盤に立つに変ったかは，たとえばオト・ブホヴ‘ィツの

Otto Buchwitz : Bruder， in eins nun die Hande，兄弟よ，いま手をとりあって一つに， Berlin 1956に

よっても明らかである。

しかしながら乙の有利な条件の下にありながらも，両党の合同は決して簡単ではなく，さまざま

な詞題がその早急な実現を客観的には強く要求していたけれども ー準になさがたというわけではな

い。第一にドイツが一つである如く，両党もそれぞれ金型的な一つの党であったから，西の占領諸地

区の党の部分との関係をどうするかということは，たとえ首都ベルリン，したがって両党それぞれの本

部がソ連占領地区内にあったとは言え もちろん無線してよい問題ではなかったの ζ の拐の事情を詳

しく述べる駁がないし本論からも外れるから他に譲って 10) 一つだけ触れておかねばならぬζ とは，

は本来マルクス主義=レーニン主義の上に立っているのだから，一応問題はないとしても，社

会民主党員にとっては古い右翼ないし中央派的社会民主主義の残浮をとり去る ζ とは，非常な努力を

要したという乙とである。しかも新たに誕生すべき統合党は環論的にマルクス主義=レーニン主義の

基礎の上に築かれねばならなかったから ζ の努力と釘標達成とは至上命令であった。しかし長い古

い簿統とそしてアメリカ，イギ 1)ス宇野菌主義者の支援を受けた西に在住する社会民主党員からの絶え

ざる働きかけ一一破壊工作，窃盗のそそのかしを含めてーーに敗けて，少なからぬ党員が西へ走った。

もとより多数の者は共産党員と実践において協力し，思怒改造に努めた o そして患想的訓練という

から見れば早すぎるという意見もあったが，とにかく一定の思想的発展が行われ，社会経済的，国内，

盟際的政治的要請に答えて 1946年4月についにドイツ社会主義統一党SozialistischeEinheitspartei 

Deutschlands， SE D が成立した ζ と11)，前述のとおりである。しかも一つには経験の深い共産党員

の多くがナチスによって殺されたために，かなりの部分の党員が未熟であったという事情も手侍って，

ドイツ社会主義統一党にとっては依然として思怒的修練が大きな課題であった。

4 
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ζ のような燈史的経験を顧慮するならば， 1920年四月の合同共産党成立に塗る過程，および結党

後の経過が，いかに苦渋に満ちたものであったかという乙とは，容易に想像しうると ζ ろである。ま

た事実 ζζ でも 1945年以降とは比較にならない図難な条件の下で思想的修練が行われ，しかも i日共産

党員に比べてi日独立社会民主党員がほとんど 2倍以上の数であったにも拘らず110) 合同後はその出身

党を潤わぬほど融合が進んだ。

ζζのと ζ ろまでは歴史的事実としてほぼ間違いないと乙ろである。しかしいま問題としている

合同共産党内部の主翼急進主義的偏向がそれぞれの党の出身者に同じように作用したものか，それと

も一方により強い影響を及ぼしたか，という点になると，実際はいま述べたように融合が進んで両党

出身者がそれぞれのブロ.~クを形成したわけではなく またそれぞれの党の出身者の聞においても当

然の ζ とながら，一つの鋳裂から作り出された人間ではないから，そ ζ にさまざまのニュアンスがある

ζ とも認められるのではないか。しかしとの点はまだ確定できない O

いうまでもなく「左翼Jがベルリンで強かった ζ とは，よく知られている。アルカディ・マスロ

ー12)Arcady Maslo w， )レート・フィシヤー13)RuthFischer，エjレンスト・ロイター14)ErnstReuterな

どのインテリゲンチャがベルリン=プランテ:ンフルク管区(Bezi rk Ber1i n-Brandenburg )を牛耳

っていた。 ドイツは日本と逢って首都だけに最高学府があるわけではなく，むしろベルリン大学はも

っとも新しい大学の一つであったけれども，そしてまたドイツ諸邦にはそれぞれ首都と政府機関とが

あって，ベルリンだけに官僚機関が集中していたわけではないが，やはりこ乙はドイツ国 Reichの一

大政治中心地であるから，官吏を中心として都市プティ・フVレジョア層が厚く，おのずとインテレクチ

ュアルな雰由気があり，それが労働者党にも反侠して，乙の地域において小市民的インテリゲンチャ

出身の幹部が生れ，彼らの指導下にあった党員大衆がまた小市民的無政府主義に結び、つきやすかった

ζ とは，当然考えられる。

?スロー，フィシャーまたロイターらはいずれも生粋の共産党育ちである。しかしいまのと ζ ろ

合間共産党員のうち，共産党出身者がより急進左翼的で，独立社会民主党に籍をおいていた党員がど

ちらかといえば，右翼的かと言う ζ ともできなし、。 3月行動の実際にたたかわれた中心はザクセンで

あるが， ζζ はがんらい共産党の強かっかと乙ろであった。 ζ 乙で武装蜂起が開始されたとき，ベル

リン z プランデンブ、Jレク管区の労働者が真っ先に ζれに呼応して鵡ち上がったかといえば，もちろん

ζζでは権力体制が強いなどの事情があるにしても，ベノレワンはむしろ平静であった。あるいはひより

見という態度であった。 ζ れに反してとにかく対応の態勢を示したのは，エルンスト・テール7 ン15)

Ernst T halmannらが指導していたーとの独立社会民主党左翼の幹部であった労働者が先頭に立っ

た一一ハムフツレク管区であった。

3月行動にかんするもう一つの関越はーーそして本論では最後にとりあげる問題としたいが t

ドイツ共産主義労働者党 KAPDとの関係である。 KAPDは前述のように 共産党の約 3分の 1の党

員を引きさらって分裂したのであるが，その ζ とは少なくともその時点において， ζ の党の左翼急進

主義が相当に広汎な労働者大衆にも影饗を及ぼした ζとを物語っている。つまり共産党から見てKん-

PDは無視できない存在であった。事実 3月行動において，とくに戦闘の重要な拠点となったロイナ

Leuna (メルゼブノレク Merseburg 近郊，間一荷3k葺1ほどの町)化学工場では， KAPDと共産党との合

同の行動委員会が作られて 関争の指揮に当っていた。

また中部ドイツの戦簡でそれζ そヴィルへJレム・テルのような活躍をし，最後は捕えられて特別

裁判所で死刑の判決を言い渡されたマクス・ヘルツ 16)Max Hoelzが非常に精確に KAPDの党員で
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あったかどうかは，多少疑点が残るし，その，思想も?スローやlレート・フィシャーとは違って，もっ

と直接的なテロルを主張する無政府主義であったけれども，彼が KAPD'ζひじように近かった乙と

は事実である。

ロイナでは，予想されることながら，闘争の方法などについて KAPDと共産党との意見がしばし

ば一致せず，しかもかなり強く前者の見解が貴かれた。その結果ロイナ工場は多数の労働者とある程

度の武器会持ちながら，もっぱら守勢に立ち，結局保安審察部隊と国防箪砲兵部隊とに包囲され，ま

ず激烈な砲撃を受けてたちまち陥落してしまう。

ヘルツに対する共産党の態度は，乙れまた一貫せず，その部隊に一種の回付役を附けたりするが，

ヘルツが政治的lζ無意味な破壊や掠奪を行う ζ とを阻止する ζ とができず，いわばヘルツないし KAPD

lζ引き廻された結果となっている。

要するに 3月行動における共産党の戦術なり また実際の行動なりは 紹当に KAPDの影響を

受けていた，と言わざるを得ない。

それではなぜ共産党はかの「公開状jの精神 統一戦線戦術に立って，断乎として KAPD を抱

ける，あるいはとの極左党に対してきぜんとした態度をとるととができなかったのであろうか。それ

が出来なかった理由は，第ーにいまも述べたように，無政府主義的気分が広く労働者大衆の間に広が

っていた乙とに求めなければならない。つまり KAPD傘下の，ないし影響下の大衆を，お前たちは

勝手にしろ，と言って放り出すことは許されないのである o 前に触れたように有名な「公開状j も，

KAPDがその宛先のーっとなっている。しかし第二に指摘しておかねばならぬζ とは，間際共産

運動における共産党と共産主主義労働者党との関係、である。 ドイツ共産党は共産主義インタナショナル

のドイツにおける公認の支部Sektionである。他方 KAPDは 1920年11tHζコミンテルンによって同

調的な党として受け入れられている(脚注 5， 9ぺージ)。 ドイツ共産主党がコミンテルンによって正

統のマルクス主義的労働者党として受け入れられたととは，言うまでもなく当然の乙とであるけれど

も， KAPDの左翼急進主義はコミンテノレンにもよく知られており， ζ の思想、がそれぞれの国の労働者

運動の発援を妨げるという事実は，レーニンが鋭く，しばしば， しかも詳しく指橋していた。したが

って KAPD がたとえ正規の支部としてではなく，問調的な党という限定付であれ，コミンテルンの

運動への参加が認められた理由は， ζ れまた ζ の党がドイツ閣内の労働者大衆に相当な影響を及ぼし

ていた点に求められる。

したがって KAPDがその極左的教条主義，孤立主義のゆえに，次第に労働者の支持を失い，し

かも他方共産党の内部に 3月行動で見られるようになおも志翼急進主義的潮流が強く残り，労働運動

に及ぼすその害毒は見過す ζ とができなくなったので レーニンはコミンテルン第3回大会(1921年

6 -7月)において左翼急進主義に対して再び徹嵐的な批判を行う ζ ととなった 17)。

ζ のレーニンの批判， レーニンの「政策への抵抗は，ほかならぬ共産党内で非常に大きかったの

である。激しい討論と対立する潮流が起ったJ18)とトリアッテイ PalmiroTogliattiが述べていると

おりであった。その時点においてはとくにドイツ共産党代表の反対が強かったことは，第 3聞大会議

事録の随所lζ 明らかである18ai よくひとは共産主義者の大会というのは，幹部が報告をしてその他大

勢は拍手でもしていればいいものだと思っているようであるが ζ のコミンテルン第3田大会といい，

ζ れを受けて同年8flイエナで開催されたドイツ共産党第7由党大会と苦い，その討論は激烈を極め

たが，いまはその詳細には入らない。

ドイツ共産党内のある意味での混乱が避け難いと見たレーニンは， ドイツの代表たちとしばしば
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個人的に会談し，またイエナ党大会に間に合うように手紙を書き送った。 1921年という年がロシアに

とっていかなる年であったか。経済， ζ とに農業は依然として破局的状態にあり，軍事的にはクロン

シュ夕、y ト事件19)が起き，帝国主義諸国の支援を受けた自衛軍はようやく撃退したけれども，なお思

外でその再起を狼っているのみならず 臼本手伝田主義箪が度重なる敗北にもかかわらずなおもシベリ

アから撤退しようともしなし、。ソヴェト・ロシアにとっては危機的情況が続いていた。そうしたなか

で国家の首領でもあるレーニンが長文の手紙を送ったという ζ とは，彼がドイツ労働者運動の発援に

いかに大きな;意義を認めていたかを物語っている。乙の手紙のなかで彼は KAPDを含むトイツの無

政府主義者について，次のように述べている:

fドイツにおいて我屯はきわめて長い間無政府主義者に寛容であった。共産主義インタナショナ

ノレ第 3国大会は，彼らに期限つきの最後通牒をつきつけた。彼らがいまみずから共産主義インタナシ

ョナルから去って行ったのだから いっそうよい。……古い社会民主党のひより見主義に対する J憎悪

から無政府主義へ傾いていた すべての動揺している労働者に対して またいまやとくに根本的にか

つはっきりと示され，精確な事実によって証明されたのは，次の点であるのすなわち共産主義インタ

ナショナノレは無政府主義者を決して部怒に また無条件では追い払わなかった，その ζ とを共産

インタナショナルが寛容をもって示したという ζ とであるのJ20) 

ζ のようにレーニンは疑いもなく共産主義者が無政府主義者に対して寛容であった ζ とを肯定し

ている o 乙の肯定が正しかったかどうか それはドイツ労働運動の全発展史のなかで見極められなく

てはならない。

1975年 9月3日

(附記:本論文は， 1975/1976年の文部省科学研究費の支持を得た ζ とを機として，予定されて

いる仕事をまとめる手掛りという意味で書かれたものである。)

く注〉

1 ) 上杉重二郎:特代区分lとかんするエセー 1921年3月行動について一一。北海道大学教育学部紀

主主 第22号. 13-18ページ。

lα) 近米中国共産党がその国際的な反ソヴェト連邦，反イン宇ナショナザズム， したがって反共産主義と

小フVレジョア的な民族主義の立場から，世界の国々を. 1.アメリカとソ逮という超大国. 2.第3世界の

国々 . 3.その中間の国今 lと分けている。そして第 3世界の独立運動，すなわち民族解放運動が現在世界

史を動かす唯一のカとなっているという考え方が強く打ち出され，多くの信者を持つに変っている。し

かし第一に乙の「分類jについていえば， アメリカという世界最強の帝国主義殴とt世界媛大の社会主義

国とを向ーのグループに属せしむる ζ とは，ちょうど子供のなぞなぞ.r鯨とにわとりのたまどとの共

遜点は?J r両方とも生きている」という程度の科学校しか持たない。第 2グル}プについても同じ乙

とで，西ドイツや日本と東ドイツやチェススロヴァキア社会主義共和隠とが，どうして向じグループに

なるのだろうか。中国共産党の f理論家jたちは，国家にとってもっとも本質的なものを捨象して，国

家の寸法を測って分類しているらしし、。もっとも寸法の大きな自国，内モンゴルやチベットまで含めた

中薬人民共和国が第 3t世界!C.入っているととろを見ると，寸法ばかりが規準ではないらしい。 ζのやり

方は，中国が第3世界において覇権をとなえようという下心があると疑われても致し方がない。

ヴェトナムの解放，その決定的勝手IJはアジア情勢を大きく進歩の方向に変え，アメリカ帝国主義の{受

理各政策児童Z大な打撃を与えた。

〔ちなみに乙の勝利は第 lKヴェトナム人民の犠牲の多い. ，忍耐深いたたかい，そしてまた何よりも

7 ルクス主義 z レーニン主義的戦略，戦術によって武装したヴェトナムの共産主義政党の指導によって

かちとられたものである。 (ζ の政党の役割の大きさは，ヴェトナムの解放戦争と近東諸闘におけるそ
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れと比較してみれば，ー尽綴然である。)しかし第 2~C挙げるべきは，中国共産党のいうと ζ ろの「ソ

修jによる軍事的，経済的支援であって， ζ の援助がヴェトナムと地つ Yきの中国の政府によって妨げ

られなかったとすれぽ， ヴェトナムの勝手Ijはよりいっそう早まっていたであろう。もちろん日本鼠民が

アメリカの家事基地を撤廃しiその他アメリカの侵略戦争に対する忠実かつ積極的支援をいっさい拒否

していれば，アメリカはヴェトナムにおいて有効な戦r~nを行う ζ とがいちじるしく図難となり，あれほ

ど多くの血がそ ζlζ流れる ζとはなかった。〕

要するに第 2次世界戦争後の!日植民主主，半植民地，現在の言葉で云えば開発途上国における民族解放

闘争の窓義は，今臼し、かに強調しでも強調しすぎる乙とはないが，その ζ とによって資本主義世界体制

と社会主義世界体総との本質的対立，また資本主義国内部におけるブルジョアジーとプロレ宇リアート

との和解し難い矛盾と闘争を，捻象し， もしくはその歴史的意味を過小苦手側する乙とは， もとより許3

れない。

トイツの問題をとりあげるのは，筆者がヨーロッパ中心主義 Europazentralismus IC立っているか

らではなくて. 1921年を含む革命的戦後危機期においてドイツの動向が全ヨーロァパの， したがって全

世界の遂命に決定的な影響を及ぼし得たし，また事実及ぼしたからである。ウルブリヒト WalterUlbricht 

も指摘したように， 1918年11月革命が奥J)ドイツ社会主義共和国を導いていたとすれば，たしかにドイ

ツ図民はナチス時代を「節約Jできたであろう。そのととは，第 2次世界戦争なしの世界史の発展を予

想させるものである。

2 ) Die Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlandsは. 1920年12月にドイツ共産党KPDと

ドイツ独立社会民主党(左翼)USPDとの合同党会議において創1Lされた。

ζの合同は，ハレにおける 1920年10月の USPD臨時党大会において，多数を占めた左翼が共産主義

イン空ナショナルへの加盟と KPひとの合同とに賛成投票を行なった後lζ，実現した。 ζ れに続いて中

央派(カウツキ-Kautsky派)分子が党大会から退場したので. USPD は分裂した。

VKPDの第2回大会(1921年8月イエナで開催)において，党は湾び以前の KPDという名前を称す

るζ ととなった。

USPDの中央派(右翼)は残j宰独立社会民主党 Reste-USPDと呼ばれていたが悔やがてドイツ社

会民主党SPD(多数派社会民主党)へ茂った。

2α1921年4凡19臼のコミンテルン執行委員会 EKKIの決議は f3月行動の問題における戦術的な意

見の相違にかんしては. EKKI はζの問題を，その大きな関際的意義iとかんがみ， コミンテルン第 3回

世界大会iζ提起し， ドイツの同志たちが第 3回世界大会iζ対してすべての資料を委ねるように配慮する

ζとを要求するJ(Die Kommunistische 1 nternationale. 1921来衆議 Nr.17.S. 365)と述べている。

2b) きわめて独創的な，そして不感に自由と進歩のためにたたかい，それゆえにナチスの迫答を受け，事

実上強制収容所で殺害されたオシエツキCarlvonOssietzky (1889 -1938. ポーランド震族の出身，

第 l次段界戦争後 f2度と戦争するな Nie Wieder K rieg ! J行動委員会の綴織者として， ブールジョア

平和遂動Iζ尽した。 1933年2月の帝国議会議事堂炎上謀略事件の夜，ファシスト iと逮捕され，強制収容所

~C投ぜられた。 1936 年，佐藤栄作のそれとはまさに 180度異なった角度において， ノーベル平和賞を授

与され， ζ れとともに彼の拘禁lζ対する国際的抗議が昂り，ついにナチは彼を釈放せざるを得なかった

が，収層~$の病状が髪く，サナトリアムでゲシュ宇ポの務視下 IC死去した。)は. fヴエルサイユ条約は

・・，憎悪と復仇とを神型化し，あらゆる下劣さを祖国のために動員した時代から生れたものだ:J(Das

Besi芭gteDeutschland. Berliner Volks-Zeitung. 1. D己zember 1920. in : Oss ie tz ky， Re-

chenschaft.Hrsg.vonBruno Frei，WeimarI970.S. 38)と乙の条約の本質を平和と民主主義の立

場から明かにした。

3 ) L色viは 1883年 Hechingen(Tubingen南方25km)に主主れ. 1930年ベルリンで、死んだ。 1908年以来

弁護士。学生のζろからドイツ社会民主党員であったが. 1914年法廷でR.Jレクセムフ"11..クを弁護して

以来.その影響下1c党内左派，すなわち「国際派J(後のスパル事クス関 Spartakusbund)1と属するよ

うになった。 Leviは生涯絶えずノレクセムフザルクとの結びつき

-8-



ドイツにおける 1921年3月行動の諸問題

いう自負心を示した。彼は ζ とに彼女とレーニンとの f対立jを浮彫りしようと努め，彼女の未完の原

稿『ロシア革命論jDie russische Revolutionあるいは Zurrussischen Revol ution C現在はRosa

Lvxemburg: Gesammelte Werke， Band 4， Dietz V巴r1agBerlin 19741ζ所載)を，彼自身の序文

CVorwort und Einleitung zu Rosa Luxemburg "Die russische Revolution.IIIn:Pαul Leむi:

Zwischen Spartakus und Sozialdemokratie. Wien/Frankfurt 1969 )を附して1921年に刊行したの

も， ζの目的のためであった。

彼は 1918年11月11日のスパル空クス間創立に当って，幹部会員lζ選ばれた。ドイツ共産党創立後もそ

の地位にあり， 1921年2月まで幹部会K属したのみならず， 1919年1.Fl 1と段高幹部カーノレ・リープクネ

ヒト KarlLiebknecht，ロザ・ JレクセムブJレクが/スケNoskeら社会民主党多数派の了解の下i乙軍国

主義的将校らに殺害された後，同年 2月lと党議長となった。合同共産党成立後も，独rr.社会民主党出身

のドイミヒ Daumigとともに， 幹部会議長の地伎を点めた。 1921年2月22-24Bの中央委員会におい

て，その多数とイタリア共産党問題をめぐって意見が対立したので，幹部会員および議長を辞任した。

3月行動の直後に， ζれについては本文で述べるが， との党の行動を暴動 Putschだと公然と，つまり

党の外の出版物などで，非難攻撃したので，規律途反のゆえをもって 1921年4月15自に除名されたO

Leviは 1921年9月に反共的な共産主主義労働共間体 KommunistischeArbeitsgemeinschaftを設立し

たが，翌年 2月lとは残湾独立社会民主党K，またさら K9月には社会民主党K復帰するようなζとにな

った。しかし弁護士としてリープクネヒトとノレクセムプノレクの殺害者を告発する仕事を長後まで続けむ

4 ) 復活節の週間は，復活節の日曜臼lζ始まるが，休日となるのは，復活節以前のキリスト受難喫金曜日

Karfreitagから月犠日 Ostermontagまでの 4日間が普通のようである。なぜζの日どりぞ問題にする

かと言えば， 1921年においては，型金曜臼が 3月25B当り， ブ。ノレジョアジーはさ当然労働者のゼネラノレ・

ストライキないしは武装蜂起を予想して，それが復活節の休みにうまくひっかかり，労働者たちが織土器

を離れて家lζ帰ってしまうように，主筆起開始の時期を仕組んだζとが，考えられるからである。

4a) もとより安全保障条約〔当時ドイツ民支共和協の務新鶴は，ときにとれを Uns i cher hei ts pakt非安

全(物騒な)条約とアイロニをとめて表現した〕反対鶴争全体の評価は，受めて根本的iζ行う必、要があ

る。

5 ) KAP Do 1919年 KPDのハイデノレベノレク党大会において小市民的インテワゲンチャの影響の下lと，

一部の左翼急進主義者が党から脱離して， 1920年4月κζの党を結成した。 KPDの約 3分の lの党員

がとれに加った。 KAPDは 1920年l聞にコミンテノレンによって向調的党として認められ， ζれと関わ

るとととなった。しかし結局コミンテノレンの政策を拒否して， 1921年の第3回世界大会後にはとれから

脱退し，その後影響のない小セクトとなっていった。

6) Die Rote Fahne， Nr.11 vom. 8. ]annar .ta 

6a) 統一戦線そのものについては，いまと ζで詳論しないが， ドイツ共産党がきわめて早い時期iζ，すな

わち 1921年1月以前iム統一戦線戦術あるいは統一戦線政策 Ei n hei tsfrontpol i ti kを打ち出していた

ζとは，歴史的事実であるoKuczynski教授iζよれば，いわばζの統一戦線を超えて，国民戦線Natio-

nalfront， front populaireが反独占を輸として成立する社会緩済的基盤がすでにとの時期lζ存したの

みならず，現に FranzMehr ing C 1846 -1919)がドイツ社会民主党の内部で， ζの方向を異体的lζ

示していた。Kuczynski， JUrgen Zur Soziologie der nichtmonopolistischen Bourgeoisie. In 

，， ]ahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte，" 1962， Teil n， Berlin 1962ならびに上杉重二郎:現

代の人民戦線一一クチンスキ「非独占フツレジョアジーの社会学のために」について。「思想U1967年8.Fl

を参照。

Thalheimerは1922年2月初日のコミンテノレン執行委員会の会議において「ドイツにおいて我々はず

っと前から統一戦線の方法を戦術の定式としていた。…… 1918年末か 1919年にかけて我々は労働者委

員会 Arb日iterrateの共伺行動のための機関を持っていた。……JC Taktik der KI gegen die Of-

fensive des KapitaIs. Hamburg 1922， S. 71)と述べている。

7 ) レーニン:共産主義インタナショナノレ第 3回大会lとおける演説。全集 第32著書 5∞501ページ。

-9-



教脊学部紀委 第26号

8 ) レーニン:ドイツ共産主義者への手紙。全集第32巻. 552ページ。

9) Otto Buchuitz. 1879年BreslauK生れ. 1964年Dresden'と死す。 1898年社会民主党lζ入る。金

麟労働者。ベーベノレ Bebelの強い影響を受けた。 1919年シュレジエン州議会議員。非合法活動のゆえ

に 1933年 9月デン?ークへ亡命したが. 1940年ドイツ秘密国家警察 Gestapoの手iと落ち，解放まで

Sonnenburgの強制収容所などに捕えられていた。

プホヴィツは「私がいま公然と承認する ζ とは，老社会民主党員として私があまりにもおそくレーニ

ンとスターリンの文献の勉強を始めた， と言うととであったJBuchwitz:Bruder. in eins nun die 

Hande. Berlin 1956. S. 30. 48) 

10) 上杉重二郎:東ドイツにおける社会主義の形成，岩波構康.r現代J. 第 3巻，東京 1963を参照。

11 ) 上杉重二郎:ドイツ革命運動史， 下巻，東京 1969年. 381ページ以下を参照。

1la) 合同共産党の成立によって?ノレクス主義出レーニン主義的大衆党が生れたζとは，確かであり.1921 

年初頭における同党幹部会の計算によれば，およそ40万ないし50万の党員を擁したとされた。しかし幹

部会の 1921年 8月から 1922年 8月lζ 至る期間の組織報告によれば， 上の数字は非現実であって「実擦

に存在している，党費を支払っている党員とは…一致していなかったoJCWeber，Stefan Die Marz. 

kampfe 1921，eine ruhmvolle Kampfaktion des mitteldeutschen Proletariats. Mansfeld 1971， 

S. 13)したがって一一上述の誤差がどうして生じたかは，いま ζζ で述べないが一一党員数を共産党出

身と独ft社会民主党出身とに分かつて計算する ζ とは，はなはだ鼠難であって，一応の見当となる都合

を示したに過ぎない。

12 ) Arcady Wladi rr町owitschMaslow .その最初の名は IsaacTschemerinski，I1caaK LJeMepHHCI<Hi'1 

1891年潟ロシアにドイツ人を母として生れ.1941年ハヴァナK死す。 18ヨ9年司ドレスデンK移りドイツ

の法律iと従って氏名を変えた。後ベノレワン大学iと学ぶ。 1920年以来ドイツ共産党中央委員。 1923年秋

以降彼と R.Fischerの緩左政策は大きな影響力を持ち.1924年lとは幹部会政治局員iζ選ばれた。 1926

年，彼が逮捕された際K党の品位を陵める準法な態度をとった ζ と，および極左的派閥活動を行なった

ととにより除名された。

13 ) Ruth Fischer. 1895年ライプツイヒにオーストリアの哲学教授の娘として生れ.1961年パ 1)1と死す。

大学生のときオーストリアネ士会民主労働党に入った。 1918年オーストリア共産党を創立したが，翌年ベソレ

リンに移住し， ジャーナリストとして活動した。 1920年ドイツ共震党に入り. 1921 -1923年中央委

員。 1924-1925年政治局員。 1924年にはコミンテノレン執行委員会候織，幹部会員lζ選ばれた。しかし

分派的また反コミンテルン活動を行なったため. 1926年徐名。 1941年アメリカに渡り，市民権を得た。

彼』とが 1948年刊行した "Stalinund der d巴utscheKommunismus." rスターりンとドイツ共産主主義j

は日本でもよく知られているが，非常に感情的な筆致でコミンデノレンとドイツ共E主党とを誹誘している0

14 ) Ernst Reutero 1889年シュレスヴイヒ・ホノレシュタイン州に官吏の怠子として生れ. 1953年商ベノレ

リン11:':死す。 ミュンスター， ミュンへンおよびマノレフツレクの害者大学で歴史B ドイツ文学，経済学を学ぶ。

1912年社会民主党員。創立以来の共産党員。ベルリンで活動し. 1919年10月以来幹部となっていたが，

分派的活動のゆえに 1922年除名された。彼は当初は極左約万針を主張していたが. 1921年以降lとわか

に右鍵ひより見主義的態度をとり，結局 1922年lζ社会民主党iζ復帰した。 1932年には骨子国議会議員，

1933年にはマグデブノレク市長。ナチス時代は強制収容所，ついでトルコへ亡命し， アンカラ大学教授と

なった。 1947年大ベルリン市長となったが，ベルリン分郵政策に加釘し. 1948年にはまEベルリン市長

となって.N.ソ反共政策を続けた。

15 ) Ernst Thalmann.1後弥生ドハムブールク主主れ. 1944年ブへンワノレト強制収容所で殺された。 1903年社

会民主党員， 1918年独立社会民主党左派iζ属し. 1920年共産党との合間後新党の中央委長.1924年高IJ

議長.1925年議長となる。 1933年ファシスト !C捕えられ，死K



ドイツにおける 1921年3月行動の諮問題

党iζ復党。釈放(1928年)後ロシアで暮したが，ボートの事故で溺死した。

17 ) レーニン:共産主義インタナショナノレ第3回大会における演説。全集 第32巻， 481 -530ページ。

とくに，共産主義インタナショナノレの戦術を擁獲する演説。 498-5ω ページ。

18 ) トリアッティ:共産主義インタナショナノレの股史にかんするいくつかの間題。 トザアッティ:コミン

テノレン史論。青木文庫 1961年， 147ページ。

18ω 1922年2月/3月に行われたコミンテノレン執行委員会では， ζれに対しイタザア，イスパニアおよび

フランスの代表団がそれぞれ強く統一戦線戦術に反対し，最後に独自の決議案を提出するに支った。 ζ

の案は否決されたが， ζ のζ とによっても，第 3fuJt世界大会の大討議を経た後においても， なお左望号急

進主義的潮流が国際労働運動のなかで， なかんずくアナノレコーサンディカリズムの伝統の強い国々では

決して看過しえぬものであった ζ とが潔解される。しかしζ れに対する劉争は， レーニンも指摘してい

るように，右翼ひより見主義思想、に対す忍闘争lζ比べれば，はるかに容易なものであった。乙のととは

本論IC直接関係はないけれども，一言触れておく。

19 ) クロンシュタット事件。 1921年 3月lととのレーニングラードのすぐ図の港で起きた水兵と労働者の反

ソヴェト叛乱。レーニンはζ れがヱス・エノレやメンシェヴイキによって操られているのみならず，全土

の白衛箪また帝国主義諸国iζ支持されている ζ とを指織し，赤寧は持を移さずζ の人殺し集団を粉砕し

~. 

~。
クロンシムタット事件ーが当時し功)IC反ソ反共集団を鼓舞し，したがってその哀れな決着がいかに彼

らをうた壊させたかは， レーニンの指摘によっても明らかであるが，今gなおボノレシェヴイキ「告発jを

スローガンとしている反共産主義者，なかんずく左翼くずれの新 f左翼j と称する，右翼的傾向を強く

有する無政府主義者によって，反ソ宣伝の材料にとして絞り上げられている ζ とは，多少の興味をそそ

る。たとえば， r現代の限J1970年11月号。

20 ) レーニン;全集第32どき， 553 554ペ ジ。

注:注のうち伝記的なものは，主としてGeschichteder deutschen Arbeiterbewegung， Biogra 

phisches Lexikon. Hrsg. vom Institut fur Marxismus -Leninismus b巴imZK de:r SED. Berlin 

1970内によった。


