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中部ドイツにおける1921年 3月行動に

かんする調査委員会記録の分析*

上杉重二郎

Analyse der "Niederschriften uber die von dem Untersuchungsausschuss 
zur Nachprufung der Ursachen， des Umfangs und der Wirkungen des 
Kommunistischen Aufstandes in前itteldeutschlandim却益rz1921 in 
mundlicher Verhandlung erhobenen Beweise." Berlin 1923. 

Jujiro Uesugi 
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ぼくはこの題を一 て研究計画委員にお渡ししたわけなんです。それは，ほんとの題は

ドイツ語で書いておいて，その宣伝用のものを日本語で書いたわけなんです。そのほんとうの

越はというじ上記のようなことになります。つまりそれは， "1921年のプロイセン一一邦議会

といいますか一一議会の調査委員会報告の分析"と，こういう題なんです。ほ、くの研究なんて

いうものはさらさら，わが学部に役に立つ研究ではなし，教育の面では皆さんお認めのように

あまり熱心でもなししかられてばかりいるわけなんだけれども，それにもかかわらず研究費

をちょうだいして，いろいろ資料なんかも翼いましたが，ただしまっておいたんだといつので

は，はなはだ申しわけないので，その資料を使ってかくかくの仕事を‘いたしましたという証明

を，せっかくのことだからしたいと思って， これなんですけれども，これは報告書で，だ

いたい速記録に近い形です。で，これを質ってもらったんです。これは 9ヵ月にわたる，そう

いう調査委員会の報告書です。

それでこれだけの話をするのもそっけないとは患いましたけれども，いまゆしましたように，

多少，政策的な考えもあって，教育史に渡した研究費は全部どぶへ捨てたようなものだ，とい

うふうに思われても由るものだから，こういうものを買っていただいたら一一これはきょうの

ために原稿を書いたんだが，このくらいの原稿にはなりますというところをちょっと証明して

おきたいというようなわけあいで，そういう意味ではほくは，きょうは狩野教授をはじめとし

て，研究計画委員会の方々がこの機会をほくに与えてくださったことを，心から感謝している

わけなんです。もう一つは，今日みたいに忙しい世の中に，とくに天気もよくてちょっと外で

遊びたい，野球でもやりたいというような日に，こうして集まっていただいた同僚の皆さん

方，また大学院の諸君主にも感謝したいと，最初にごあいさつしておきたいと思います。また司

会をにわかに引き受けてくださったという高村さんも，ほんとに，言ってみりゃ全然違う専門

で，たいへんやりにくかろうと思いますけれども，それにもかかわらずやってくださるという

ことですから，それにも感謝の意を表さなくてはならんと患っております。

※教予言学部研究交流会報告 1975年11月21日。
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2 1fi命的戦後危機期について

それで，ぼくもこの本呂の原稿を，初めは28日ということだったのですが，空手でしゃべる

のもいかにもずうずうしいから，こんなふうにしたんだけれども，ぽくもだ‘いたい書きはじめ

るとわりに早く書くものですから，比較的早い時期に書いてしまって忘れちゃったわけですよ，

何書いたか。それでこれ見ながらお話しするので，はなはだたどたどしいかと思いますけども，

そこはご勘弁願いたいと患います。

もう一つ申し上げておくべきことは，鈴木朝英教授の退官のときに，ぼくはごく短いエッセ

イというか，そういうものを書きまして，やはりこの“1921年の三月行動 (M瓦rzaktion)"と

いうものについて書きました。それから，いま編集のほうにいってると思いますけれども，“紀

要"の26号に，この“1921年三月行動の諸問題"という一文を一一一これもそう長いものでもないん

ですが，それでも原稿用紙で50枚くらいになったと思います一一番きまして，研究計瞬委員会

のほうにお渡ししてあるわけなんです。だからそれを読んでいただければたいへんぐあいがい

いんだけれども，それが出ますのはだいぶ先のことですから，多少やりにくいんですけれども，

要するに“紀要"26点は. 1921年の五月行動なんて，おそらく皆さん方あまりお開きになったこ

ともないような話をなぜ盤史家が取り上げるのか，取り上げなければならんのか，というよう

なことを要約してあるわけなんです。ですからそれを見ていただければ，それをいわば土台と

して，きょうの“中部ドイツにおけるローテ・アルメー (roteArmee)"というんですか，ぽくは

あの広告には“赤軍"と，まあしかたないからしたんですけども，ほんとうは“ローテ・アルメー"

と書きたかった。

なぜかと申しますと，それは今，赤軍というと，悪いやつらの殺人集団とちょっとイメージ

がいっしょになるでしょう。ですからがんらい，一一一これは竹田さんあたりに開いたらいいんだ

が，ロシアで苦うところの“クラスナヤ・アルミヤ KpaCHaHAPM聞は，つまり“労働者階級

の軍隊"として機能した。だからそういう意味のものが，ドイツ語でいえばローテ・アルメー

になるわけなんで，そういうふうな題にしたほうが混乱を招かないとも思ったが，まあ日本語

に訳せば，いやデも，赤い軍隊と書くのもちょっとなにだし，赤軍ということになるわけなの

で，あんな題にいたしましたが，それが中部ドイツに存夜したかどうかなんでいうことが，ど

うして醸史家が問題にするかということを，だいたい‘紀要"の26号にも申し述べたわけなんで

す。それもざっとさらって申しますと，これはやはり，非常に論争になったし，論争になって

いる問題なんです。

それはあなた方にさしあげたこの王子表をちょっと見ていただくと見当がつくかと思いますが，

これも二つありまして，一一一年表の(1)というところですが. 1919年というところがありますね。

1919年に，このアイヒホルン (E.Eichhorn)というのはドイツ独立社会民主党員で，非常に労

働者階級，労働者のあいだに人気のあったという人物，指導者であったわけですが，これがベ

ルリンの警視総監になってたわけなんです。

ところが前の年.1918年の11月革命というものが，ある意味では敗北をして，そのために，

この労鱒者階級の占めていた地歩というか，地位というか，そういうものが次々と奪われてゆ

くということになってきて，このアイヒホルンという響調総監も罷免をされるというようなこ

とになり，それにたいして労働者が反発をして鴎争を起こしたのが“一月闘争"で，その流れ

として，カール・リープクネヒト (KarlLiebknecht)とかローザ・ルクセムブルク (Rosa
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Luxemburg)が殺されてしまう，というようなことになっているわけです。

この1919年からずうっと線が引いてありまして左のほうに，革命的戦後危機の時期と申しま

すが，それが1923年の秋まで統くというのが，われわれの考え方なんです。もちろん，これにた

いして異を唱える人はたくさんおりますけれども。そしてこの1923年の10月のハムブルクの武

装蜂起というものが数北をして，それで労働者の運動というものはドイツのみならず，閣時的

にみても，ある意味の沈滞の時期に入って，そして今度は資本主義の立場からいえば，資本主

義というのは非常に一一非常にということばは適当でないかもしれないが，相対的に安定をし

てくるという，左のほうに書きました“相対的安定期"というこどになるわけなんです。この1919

年から1923年の秋にいたる革命的戦後危機というなかで，一一このいちばん下になるわけだが

一一1921年の 3月21日-4月18，約10日間ですが，この間に起こった中部ドイツの労働者の

ゼネラル・ストライキと，それのある形態とも考えられるところの武装翻争というものとが“三

月行動"と称されています。これがいま話をいたしますように，敗北に終りました。労働者が

撃滅されてきんざんな目に遭ったということなんだけれども，それにもかかわらず，革命的戦

後危機というものは1923年10月まで続いているとされています。

それで，鈴木朝英教授の退官記念号に審きましたことは， 1919-1923年を一つの Zeitab-

schnitt， Period， 時期といいますが，一つの麗史的時期として考えるにしても，その簡に，実際

はいくつかの段賠というものがやっぱりあるのじゃないか。これは併ということになるかなら

んかわからないけれども，たとえば発達心理学のご専門の方々にしても，乳幼児の精神の発達

というものをある期簡で考えたにしても，それをさらに詳しく分ければ，どこのところからま

た一つの段階になっているなんでいうことが，たぶんあるのじゃないかと患います。そういう

意味でつまり，どういう特色を持った麗史の段時かということを詳しく明らかに特色づけると

いうことは，藤史家にとっては非常に必要なことなので，革命的戦後危機の時期といわれたこ

の四年間といいますか，この時期において，五月行動がどういう意味を持っかというようなこ

とが，やっぱり盤史家の研究対象として非常に大きなことなんだというようなことを，いま申

しました小エッセイにも書いた次第です。

しかし，きょうお話ししたいことは，それらのことを一応踏まえまして，この三月行動につ

いてその当時，つまり 1921年の当時にどういうことが論争になったかというと，その当時もそ

うだし現夜でもそうなんだけれども，この労働者の闘争，ゼネラル・ストライキまた武装蜂起

というふうなものが共産党，一ーその当時の共産党というものは，前の年表で、申しますと 1920

年の12月というときに， U. S. P. D.とK.P.D.の合間とあるけれども，この“U.S. P. D. (Un-

ab凶 ngigeSozialdemokratische Partei Deutschlands)"はドイツ独立社会民主党の頭文字で

すが，ドイツ独立社会民主党と“K.P. D. (Kommunistische Partei Deutschlands)"つまりド

イツ共産党とが合罰して，新しい党をつくりました。合同というのは， Ve貯rein凶1吋ig郡teということ

でで、

この V.K.P.D.という党が，つまりイニシアテイフブ令をとつてというのか，あるい;は立，かねが

ねいろいろと準備を繋えて，いま申しました1921年の 3月行動， M忌rzaktionというふうなもの

を惹き起こしたのか。あるいはそうじゃなくて，その当時の支配階級による挑発によって起き

たのかということが論争の中心となっています。これは醸史家のあいだでもなかなか難しい問

題です。きて，すでに1919年のときには，ワイマル憲法が成立している o だから，この時代はも

ちろんワイマル共和国になっているわけです。ワイマル憲法が成立したのが 8月です。ワイ
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マール憲法というのは非常に，世界的に見ても極めて民主的な憲法だということはよく言われ

ているし，従ってワイマール菌家というものは，模範的なブ予ルジョアジー的民主的国家と考え

られて来たo 普通はこのようにいわれるんだけれども，実際，ワイマール関家，この共和国の

棄の主人公はだれか，ここで実際権力を握っていたのはだれかということが問題です。

その後の歴史の経過によっても明らかなように，結局のところ11月革命によっていなくなっ

たのは，皇帝だけであって， 日本でいえば“ヒロヒト"がいなくなったというようなものです。

11月革命のさい中にカイザーはオランダに逃げた。だから， ドイツはレパブリック，共和国に

なったわけだけれども，しかし，ここでもって実際に権力を撮っていたのは，依然として独占

資本だった。支配機構はほとんど変らなかった。

ということは，つまり真の権力者が独占資本だったといつことは，その後の歴史の経過にお

いても明らかになっております。だけれどモノポールだけじゃなくて， ドイツはご承知のよ

うに，西ヨーロッパでl立後れた閣です。一一あとからきた間。 だからレーニンは農業のにおけ

る資本主義の発展を考えるときに，アメリカ的合発展とブロ千セン的発展，つまりドイツ的発

展とのニつの道があるとした。ドイツにおけるユンカー (Junk日刊の権力的地位を考えなけ

ればならない。 19世紀において，主としてエルベ河の東部地方に封建的な，つまり領主制度の

残り浮が強く残っていて，しかもこれが資本主義的経済形態に移っていった。そういうユンカ

ーの権力というものが，ワイマル共和国においても依然として続いているというのが，われわ

れの考え方なんです。

3 中部ドイツについて

さてここに掲げたのは，これはドイツの地留の地留の半分です。地簡の半分という意味は，

左側に西ドイツがあるんだけれども，手もとにうまい地図がないものだから，現在のド

イツ民主共和国，つまり東ドイツの地図なんです。でも，東ドイツというのは，一一一われわれ東ド

イツ，西ドイツとこういうけれども，西ドイツのある種の人々というか，かなり多くの人は東

ドイツというこそばはf変わない。

なぜかというと，彼らの考え方からいうと東ドイツはもっと右側に，この地閣のさらに右側

にあるという考え方です。というのは，この辺に今のグダニスク，昔の夕、、ンチヒ，それからも

っと東には，今はロシアになったカリーニングラードというのは，管はケーニヒスペルクといっ

たわけで，東プロイセンにいたるまで，ずうっとプロイセン領，つまりドイツ領であったわけ

です。だからこの辺のとこは，シュテッティンを含むボムメルン州は，どうしてこんなふうな

切り方したのか，なんていって今でも文句いう人はたくさんいる。つまり西ドイツの人々の考

え方からすると，一一一ここにはオーデル川，ナイセ )11が流れている一一一このオーデル)11，ナイ

セ川がポーランドとドイツ民主共和国との国境になっているわけなんだが，オーデル)11，ナイ

セでもって闇境というようなことをするのはけしからんということは，西ドイツのプラント主主

棺以前は非常に強調されたわけなんです。

つまりそれまでのアデナウア一首相などキリスト教民主同盟の政治家たちは，けっしてこの

オーデル・ナイセの，グレンツェ，国境ということばは絶対使わなかったのです。ー穏の

線だ 1)ニエだということはいったけれども，という意味は， ドイツはまだ東のほうに

広がっている，盟境はもっとさきに引かれているんだというので， ドイツ民主共和国の領土を

東ドイツというふうにいまもっていわないわけなんで、すね。それで，つまりこれは「中部ドイ
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ツJ というふうに，彼らは今でもいっているわけですが，これは要するにドイツ民主共和国を

否認するという考え方にほかなりません。その当時は，一ーそのさき時というのはワイマル時代

ですが，ドイツの国境はそれまで一度ならず動いていましたから，とくに聞のほうだってエル

ザ、ス，ロートリンゲンのあたりなんかはフランスから取ったり取られたりということだから，

国籍も親と子と違うというようなことも起きたわけですけれども，東プロイセン，ポムメルン，

シュレージエンを東部として，ここらは，ザクセン，テューリンゲンは中部ドイツと称されてお

りました。

4 .中部ドイツの諸関係

きて，この中部ドイツの，それもこれからお話しようという 1921年 3月行動の一つの中心と

なったのは，ハレの地方で，ハレ市は正式にはハレ(ザーレ)と，こう湾の名を付けていうのです。

ハレは，この辺の政治的中心地でもあるわけです。ハレにはもちろん大学もありますが。そし

てハレのすぐ潟のところにメルゼブルクという町があります。このハレ，メルゼブルクをーっと

した政府の Bezirk一一一日本語でうまいこと訳がないわけだけれども，ベツィルクというのは，

何といったらいいか，つまり県みたいなものです。県という訳は適当かどうかわからないから，

管区，政府の比較的大きな行政区というふうに考えていただければいいと思います。

そしてこのハレーメルゼブルク管区では，さきに申しました V.K.P.D.の勢力が従来から一

-V.K. P.D.は1920年の12月に成立したものだけれども一ーその前身たるドイツ共産党，ド

イツ独立社会民主党が，要するに労犠運動の左翼のカが非常に強かった。その中心になってい

るところがハレとかメルゼブルグとか，それからロイナという一一これはもう，ふつうの地図

には出ていないかもしれませんけれども一一化学工業，つまり肥料なんかを作っているところ

です。肥料を作っているということはどういうことかというと，要するに農村との関係でお考

えくださればいいわけだが，ここへはまた後で、民ってきましょう。

5 エルベ舟以東

ここにドレステ。ンがあります。このドレスデンのところを，エルベ)11が流れているわけです。

エルベ)11はご本知のように，第二次世界戦争が終わろうとするときに，ロシアの兵隊とアメリ

カの兵隊と擢予をして，もう二度とこういう戦争はするまい，というような話をしたというこ

とがありますね。そういう峡顕などもあって，われわれはエルベ河の名をよく知っているんだが，

とくに農業経済とか，ヨーロツパ経済史なんかおやりになった方は，エルベ川といえば何を思

い出すかといえば， Ostelbien， rエルベの東J とか， Ostelbierエ/レベ以東のユンカーとかい

うことばがあるわけで、，要するにこのエルベ川の東というのは， ドイツのなかでもまたもう一

段後れたところ，というふうにいわれているわけです。

たとえば，メクレンブルク州はエルベ東部の一地方です。これはもちろん一つの冗談になっ

ているんだけれども，なにカか為f仕士事が片づカか為な〈て，一一あなた方が

j懸懸命番いたが，どうしても29日までにまにあわない，そういうときはどうしたらいいかという

と，“メクレンブルクに行ったらいい"という，そういう諺がある。つまりそれは，お日さんの

動くのがゆっくりで，ここらは日が沈んじゃって29Bになったのに，メクレンブルクではまだそ

ろそろというテムポ，お日さんが頭の上に上iJ{っているから，まにあわないときはメクレンブ

ルクに行ったら事は片づいちゃうという，“紀要"の原稿をこれから書こうという方にはたいへ
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ん都合がいい場所なんです。

そういうように，よけいな話なんだけれども，エルベの東というのは，農村地帯で，より後

れた地帯，ユンカーが強力なカを持っているところなのです。それがいかに後れているかとい

うことは，ユンカーの臆史なんかを書いたものを見ますと， 1918年，ここに書きました11月

命というのは，それこそドイツの社会が，ある意味ではひっくり返りかけたわけです。新しい

社会体制というものが生まれたはずなんだが，しかしユンカーの支艶下においては，依然とし

て農民が学農奴的状態に置かれていて，たとえば僕熔条例なども実質的にかなり生きていた。つ

まり，独立した農民ということにはならなかった，というふうな記録がたくさんあるわけです。

そういうわけで、エルベ以来地方はたんに農業地帯というばかりでなく，政治的に見ると反動の

巣という地方になっていた。

きて，さきに述べたハレ m メルゼブルグ管内はこの農業地帯などに化学記料等を提供すると

いうような意味で，化学工業が若子ある，そういうようなところなんで、す。

s行政組 織

さてこれからお話するのは，当初申し上げたプロイセン邦議会調査委員会報告書についてで

す。調査の対象になっているのは， 1921王子 3月の労働運動で，その主要な舞台は中部ドイツ，

ザクセンとテューリンゲンとなります。ところでザクセンはブロイセン邦に属するのですが，当

時ザクセン自由国家 Fr巴istaatと言われた。自由国家とは共和国Republikのドイツ語訳と思

われますが， 11月革命によってドイツ帝常IJ，Kaisertunが崩壊したばかりではない， ドイツ帝

国の部分をなす諸々の王候閣も王制を廃して，王とか大公とかいうものはなくなったにです。

つまりそれぞれが共和国になった。ドイツ閣の部分としては，玉候国ではなくなったにせよ，

依然として独立留家あるいは半独立国家としての邦， Land一一一州と言ってもよいが が存

在し続けたわけです。ザクセンについて替えば，それ自体として一つの国家，自由国家であり，

かつブロイセン邦に対しては，あるいはドイツ国 DeutschesReichに対しては， Provinzー

やはり外!とでも訳しますが一ーであったのです。プロイセンはもちろん独立の邦だが，これま

たドイツ国の一部として，その下に立つという関係になっております。ブロイセン邦は最大の

ラントであるのみでなく， ドイツ帝国の創始者でもあるわけだから，帝国内においてたしかに

特別の地位を得ていて，たとえばドイツ国の閣議が行われるとき，プロイセン邦の政府の大臣

たちもしばしば間席する，こういつことが見られるのです。けれども部分あるいは下に立っと

言う関係が存在しているので，帝国政府の役人がザ、クセンチHの長官やマグデブノレク政府管匪の

長に任ぜられるということになっている。あるいはプロイセン政府の内務大臣が，向時に帝盟

高等弁務官であったりする。このようにドイツ国の行政的な組織はどうなっているのか，その

総織とプロイセン邦の組織との関係はどうか，全帝盟の行政機関との関係はどうか， というこ

とになってくるとじつに複雑で、，しかもそれぞれの時期になんらかの変化もあるので，いっそ

う錯綜した形になっています。ところで，中部ドイツの労機運動との関わりで言えば，その当

時のいちばん問題になるのはプロイセンの内務大臣です。警察を動かすということで，労働者

の五月行動というものを弾庄したんだから。そしてプロイセンの内務大臣はだれかというと，

セウ、、ェリング (C.Severing) です。このセヴェリングというのはドイツ社会民主党の右派に

属する人間です。
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7 社会民主党の役割

ご承知のように1918年に11月革命が起きるまでは，もちろんドイツ社会民主党のような労働

党は，常国や諸邦の政権には全然縁がなかったわけです。けれども， 11月革命というふうなこ

とが起きださいに，やっぱりさっき申しました独占資本とかユンカーとかいうものが，いろい

ろと頭をひねって， 自分たちの手でもって，しかもカイゼルを擁して支配をする，ということは

非常にむずかしくなったo 一一抵抗が強くなって。だから，社会民主党， Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands，つまり S.P. D. のとくに右派を仲間に引き込んで，そして支配した

ほうが有利だというふうに考えて，その結果戦後は大統領にフリートリヒ・エーベルト (Fried-

rich Ebert)がなった。これは S.P. D.の幹部です。これが大統領になって，内閣はS.P. D. 

と一一単独で、はないけれども一一ブルジョア諸政党の連合内閣というものをこしらえたわけで

す。ドイツ閣においては。

プロイセン邦でも同様です。支配階級は s.P. D. を引き込んで，こういう連合政府という

ものをつくるというふうな形にして，労働者の反抗をできるだけうまいこと操るというふうな

ことになった。これをワイマル連合などとも語います。 11丹革命後は支配階級はこのワイマル

連合によって凌いできたわけです。しかし1920年 3月のカップ叛乱で矛盾がいっそう激化して，

その結果いま申します三月行動のときには，じつは S.P. D.がドイツ閣においては，連合政

府に加わっていなかった。カップ後の政府はたしかに連合政府ではあったが，ブルジョア諸政

“党の連合内閣で，社会民主党は排除された。ドイツ人民党やドイツ関民人民党が，これら大資

本家やユンカーの政党が，社会民主党の参加に強く反対したからでした。そこでこの内閣の総

理大臣一一一諸邦，諸外i政府の総理大臣と区別するために，Kanzlerは宰相と訳した方がよいが

一一ーにはフェーレンノーfハ (Fehrenbach)がなりました。

8 r事相府文書集J

きて近年間ドイツにおいてワイマル時代の諸内閣の関係文書が，それぞれの内閣ごとにまと

められて出版されています。これには閣議の議事録も集められています。速記録ではないが，

かなり信頼できる記録として出版されました。それに加えて，これに役に立つ註の形で，関係文

も副えられている。この選択の仕方に問題もあると思うけれども，貴重な資料集と言えます0

Boppard am Rhe inにある HaraldBoldt Verlag によって出版されていて， Akten der Reichs-

kanzlei， Weimarer Republik，ワイマル共和関帝国宰相府文書集という襟題になっていま

す。これが第一次ミュラー内閣 DasKabinett Mi i ller Iまたフェーレンノ〈ハ内閣 DasKabi-

nett Fehrenbachというように続いております。こんなことがB本であれば，日本の近，現代史

研究というものもずいぶん進歩するのだろっと思います。日本はご承知のように，そういうような

法律というものがないわけだけれども，イギリスでもフランスでも、あるいはドイツでも，そ

ういう政府の文書というものは一定の年月， 30年とか25年とか，あるいは50年とかたてば，だ

れでも見ることができるというふうな規定があります。そして政府の文書館，史料館というか，

Archiv に収められるとい 7ことになり，こ 7いつ出版もできるわけなんだが，われわれのと

ころはだいたい大学の評議会の記録さえ非公開で，ぼくが行って見せてくれと言っても見せて

くれんというようなわけあいですから，すべてそういう政府関係の史料も行方不明と言わない

までも，一般には利用し難い。従ってa本政治史の研究というものは，そういう点の困難が大
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きい。これは盤史学にとってきわめて重要な問題ですが，本論ではないので，今日はこれくら

いにしておきます。幸いなことには，このドイツの閣議の記録というものは，今述べたように

必ずしも速記録ではないけれども，宰相R守の役人が書記になって，だれだれがこう言った，あ

るいはまた，言ったことばどおりに書いである部分もあるのです。だからこれは非常に睦史研

究に役立ちます。

g カップ叛乱

いよいよ本論に入りますが，この1921年三月行動のちょうど 1年前に1920年の 3月に今触れ

たカップ叛乱というのがあります。カップ (w.Kapp) という人物は東プロ dセンのユンカー

で，官吏でもあったのですが，これが革命後反動勢力の組織化に力を尽しておりました。この

カップが1920年 3月13臼に 1)ュトヴィツ (Luttwitz) という将軍と組んで，そしてさきほど

申しました，社会民主党とブルジョア政党とが組んでいたところの逮合政府を倒した。

連合政府は大あわてでドレスデンに逃げたり，さらに南ドイツのシュトウトカゃルトへという

ように逃げてゆきましたが，この叛徒にたいして労働者がゼネラル・ストライキで蹴って，な

かんずし共産党に組織された労働者が，そして独立社会民主党傘下の労働者も加わって，労

働者階級のかなり広い部分が武装闘争をしたわけです。いま申しましたようにリュトヴイツと

いうのは国防軍の将箪ですから，軍隊を持ってきてベルリンを制圧したわけです。だから，こ

れと戦うには武力以外にはなかったわけなので，その結果，このカップはわずか数日で退揮を

して，そして国外へ逃げ延びた o そこでふたたび、普の連合政府が戻つでくるような気配になっ

たわけです。カップ叛乱は革命的戦後危機期におけるもっとも重要な事件のーっとなっていま

す。

10 カップ叛乱後の労働者政府と労働者部隊

このカップ =1)ュトヴィツ叛乱のときに労働者の諸君主が，ゼネラル・ストライキを闘った労

働者が，前と同じような，つまり社会民主党のお翼，右翼社会民主主義の幹部とブルジョア諸

政党とがいっしょになって，ワイマル連合政府をつくるということでは，結局，社会主義への

道は開けないのじゃないか。それほどおおげさなことはいわんでも，労働者の生活というもの

はいっこうによくならんのじゃないか。実際，このころはひどいインプレーションで，われわ

れも今永続的インプレーションで苦しんでいるわけだが，それどころじゃない。そのころのイ

ンフレーションのことも，皆さんよくご承知のわけなんだが。

最初にお渡しした年表にはカップ暴動に続いて「三月間争」と察きました。この辺は革命的

戦後危機という時期ですから，こういうゼネラル・ストライヨ?とか部分的ストライキとかいう

ことは棺次いで起きていて，こんな紙には書ききれないのですが，カップ叛乱に直接反対する

闘争に引き続いて非常に大きな闘争が走塁きた。これが1920年三丹闘争ですが， とくにルールの

地方で一一ライン河下流の右岸地帯， ，'1、iで言えばラインラントニニウ、、ェストファレンーーそして

炭鉱とか鉄鋼，そういう産業の中心地，重工業の中心地です。だからや部ドイツが，どっちか

といえば必ずしも農村地帯というわけじゃないけれども，農村プラス工業地帯というふうであ

るのに対して，ラインのあたりは震工業の地帯，ルール地方はとくにそういう地帯であるわけ

です。そこの労働者がこのカップの暴動を鎮圧して撃退したという，その勢いというものをさ

らに押し進めて，ここにローテ・ルール・アルメー， Rote Ruhrarmee というものをつくっ
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た。もっとも労働者たちはあまりローテ・アルメーとは称さない。概して労働者部隊，労働者

態と言っていたのですが，これが当時ルール地方のいちばんの大きな問題になってくるわけで

す。と言うより会ドイツ的な問題であったし，また1921年 3月行動にもある影響を及ぼしたの

です。これはつまり，支配階級にとって，たいへんな脅威だったのです。i.f'っくりがP天もいい

とこだった。それで彼らはこうした労働者の武装組織に対してきわめて強い警戒心を持ち続け

たのです。

レーニンなんかも，つまり 1917年の10月革命によって新しい世界の塵史が荷けたというとき

に，ロシア革命の影響の下に，またそれぞれの屈の社会経済的，政治的発展の結果として，世

界革命の展開というものはどういうふうになるかということを，彼としてもいろいろと検討し

た。検討したわけなんだけれども，もちろん革命は，いつ起きますというような予言はしなか

った。予言はできないんだが，レ…ニグは，ある相当に早いテムポでヨーロッパにおけるとこ

ろの革命というものは進行するだろう，というふうに考えていたことは事実だろうと思います。

レーニンがなぜそう考えたかというと，一つには，労働者が手に武器を持っていたというこ

とです。それは，第一次世界戦争のときは，彼らはみんな， と言えば誇張になるが，かなりの

数の兵士が鉄砲を持って帰ったわけです。機関銃やら，どうかすると迫撃砲ぐらいは持って帰

って，労働者が手に武器を持っているということがあった o ドイツにおける1918年11月革

命に際しての労動者ニニ兵士委員会の活動によっても，このことは推察できる。だから，そうい

う武器というもの，武装闘争というものの発展ということをレーニンは念頭に置いて，やはり

革命のテムポをある速さで考え，その成功の確率というものも念頭に霞いたのだろう，という

ふうに考えられるわけなんです。あとでレーニンは，やっぱり革命というものはそうまっすぐ

にはいかんものだ，自分の判断は誤っていた，というふうにもいっているわけですけれども，

要するに重要なことは，労働者が，部分的で、あれ，武装していたということは，ここで非常に

重要なブアクターになるわけです。当時の麗史の発展にとっては。それじゃあ，武器を持って

いたのは労働者だけかというと， もちろんそうではありません。

11 ヴェルサイユ条約とドイツの箪儀

ご承知のように，ヴ、エルサイユの条約て。もってドイツの軍隊，つまりドイツをなんとしてで

も関じ込めなきゃならんということを，協商問 Ententeに属する帝国主義諸国が，とくにフラ

ンスなんかが強く考えて， ドイツの軍体は10万にするとい 7ことにしたわけだ。けれども， ドイ

ツの軍人たちというか，将校一一ご承知のょっにドイツの兵隊でいちばん偉いのは，たとえば

元帥フォン・ヒンデンブルク (vonHinbenburg)で，そのほかいろいろの将軍たちがいるわ

けだけれども，みんなフォンがついている。これはみんなユンカーの出身です。だからヒンデ

ンブルク自身も，さっき申しましたエルベJlIの東に，それこそもう広大な領地を持をている。

戦前，我が留にたしか，農林省、の調査で， 50町歩以上の地主の調査というのがありました。 50

町歩というと50ヘクタールですが……。だけども，ここらのエルベ川東部あたりでもって地所，

Gut領地を持っているところのユンカーは， 50町歩なんていうもんじゃないでしょうね。こ

うして眺めても果てが見えないというくらいに広大な，つまり何千ヘクタールというようなも

のを持っている領主もいたわけです。ヒンデンブルクはそう大地主ではないにしても，そうい

う領主としての地位を持っていた。そうして，こういう軍隊の基幹となるべき将校，将軍とい

うのはまずはブ才ンがついている。貴族なんですね。領主貴族というわけです。ユンカーとい
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うものが軍隊，それからもう一つ重要なことは，外交官というものをほとんど独占していた O

そういうように政治の函で，つまりドイツにおける資本主義の発展ということによって，資

本家階級，ブルジョアジーの力といつものは急速に大きくなったのだけれども，それにもかか

わらず，政治的な地位としてはユンカーがむしろ強力だったというか，より大きな地位を占め

ていたというようなことがいえるくらい合，要するに軍隊の基幹になっていたのは，そういう

ユンカーの親王たちなのです。

それでこういう連中が，とんでもないことだ，ヴェルサイユ条約を引き受けたなんでいうのは，

いったいドイツの軍隊わずか10万で，どうすることができるのか，というふうなことをいって，

一一ーなるほどこれは条約だから，一応10万にしなきゃならないわけなんですけれども，なんと

かしてもぐりでもって，もっとじつはふやしておこうというわけです。彼らにとって幸いなこ

とには，以前から「定員外兵員」という制度があったので，これを利用してつまり黒い国防軍

をつくったわけなんです。黒い箪隊というものは，要するに地下にもぐった軍隊という意味で

す。それで連合国なかんずくフランスは， ドイツの武装解除ということにはかなり神経質にな

って，そういう武器の一つ一つをなるべく早く取り上げて，ほんとうに10万，それも飛行機も

なければ戦車もないというような，そういう軍隊にしたいというふうに考えた。もちろんイギ

リスでもアメリカでも表向きには反対できないことです。

それにたいして，いったいドイツの国防軍の首脳というのはどういうことを考えたかという

じいま中しましたように，彼らは要するに，ふつういうところの復讐主義というか， ドイツ

は第一次世界大戦で負けたんじゃない，あれは社会主義者たちが後から七首で刺したんだ。必

ずリターン・マッチでは勝ってみせるというふうに考えていたから， 10万の軍隊で満足しない。

また， ドイツの箪隊のいちばん中枢になるのは，参謀本部です。参謀本部というものはつくっ

たらいかんということは，ウ、エルサイユ条約で決まっているわけだが，それも内々，なんとな

くつくっているわけだ，たとえばフォン・ゼークト (vonSeeckt)なんていう ゼークト

というのは非常に有名な将箪で，第一次世界戦争後のドイツの軍隊をつくった人といわれてい

るわけですけれども，こういう人々が中心になって，いわば簡の参謀本部をつくっていた。と

いうより帝制時代の参謀本部は消えたことがないとも言われている。しかしまさか，彼らがフ

ランスに対して復讐をするために，イギリスにたいして返り討ちをするために，軍隊をもっと

もっとふやさねばならんというわけにはいかないから，いろいろと方策を考えた。

それで，この時期において，要するにドイツ社会民主党首脳を含めて， ドイツの独占資本家

とユンカーとが非常に強〈唱えたことは，ロシアのボリシェヴィキの危険，閤ヨーロッパに対

する危険ということです。ポリシェヴイキがその当時はどういう状態にあったかというと，こ

の当時は，ロシア経済的にも政治的にも非常に思難な状態にあったけれども，しかし社会主義

というものへ刻々前進をして，単に国内の建設において前進したというばかりでなくして，国

の内外の反革命勢力の武カ攻撃から社会主義を守るためにそれこそ絶対に必要な赤軍の建設と

いうことにおいても，非常な発展を遂げました。

ところが，ロシアの西隣りに盟境を接してポーランドという盟が復活した。ポーランドでは

大ポーランドというようなことを唱えるブルジョア国民主義者が有力になって，反ソヴェト・

ロシア的な態度をとることになります。そこで，ポーランドにたいして西の諸国，つまりドイ

ツと戦った国，協海国がポーランドにたいして非常に肩入れをした。もちろん，ロシアの国内

におけるところの，いわゆる自衛策にたいしてもさまざまの武器の援助，資金の援助をしたけ
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れども，反ソ基地，対ソ戦の跳躍台としてのポーラシドに非常に期待したわけなんです。

そこで赤箪のほうは，自衛の措援としてポーランドの軍隊と戦って，これをだんだん，だん

だん撃退して，ワルシャワの近くまで迫るというふうなことが事実となってきた。それは最後

は成功はしなかったのだけれども， しかし，一時はもう， ドイツの思境に迫ろうかというよう

な勢いになった。こういう情勢をドイツ軍の首脳が，ヒンテ、、ンブルクとかぜ…クトなんかが利

用いたしまして，そしてわれわれにとって最大の脅威はボリシェヴ、イキだ， と主張することに

よって，協商鴎側の帝盟主義諸国の共感、を集めて，対ソ戦の不可欠の要素としてのドイツ箪を

認めさせようとしたわけです。

もちろんドイツ支配階級も，呉体的なやり方については意見の棺違を持ち乍ら，全体として

は社会主義ロシアの消滅を願っていたことは雷うまでもありません。これと問時にドイツの支

配摺級が協商国に向かつて強調したことは， ドイツ圏内においてもボルシェヴ、イズムの危険と

いうものは非常に大きくなっているんだ。もしドイツが赤化したら，ヨーロツノfはどうなるか。

これにたいして戦うのに， 10万の国防軍ではどうにもならんということを，事あるごとに強調

していた。それで，たとえば全く正規軍と同じ装備を持つ義勇軍 (Freikorps)なんていうも

のをこしらえたり， とくにこれは短期間ですぐおしまいになるのだが，短期義勇軍部隊

(Zeitfreiwillige) とか，住民軍，市民家というような箪隊，"事事組織をつくったわけです。

で，おもしろいことにこの短期義勇箪部隊のなかには学生が多いのである。教授が指揮官にな

って，学生箪と名付けられた部隊もある。現在の日本の学生諸君のなかでも，非常に暴力の好き

な人が若干いるんだけれども，この当時のドイツにおいては，学生というものは B本と同じ

で，非常に特権的な身分であったことはご承知のとおりです。たとえば軍隊に入った場合に，

一一戦前われわれの場合でも，大学を出ているというと将校になる道がすらっと掲げているわ

けだし，年期も短い。そういうようにドイツにおいても，学生が箪隊に入った場合にはすぐ将

校になれる，というふうな特権的な地位に寵かれていた。

じじっドイツも，今はそういうことはあまりないと思いますが， ドクトルのタイトルを取る

というのは， なるほどドイツのドクトルは非常に安売りだというひともいますけれども，

それでも 3年や4年じゃなかなかドクトルは取れない。 6-7年，もっとかかりますか。だか

ら，お金がなくっちゃなかなかドクトルは取れなかった。だからドクトルの名前を見てる

と， ドクトル・ブ才ン何々と，これまたフォンが多いわけです。つまり大学でそんなに長々と

勉強できる，一一ここにも大学院の諸君がいるんだが，あるいは貴族の出身かもしれませんけ

れども，そういうような人でなければなかなかドクトルは取れないわけです。

それでこういう連中は，そういう「特権j というものに守られていて，したがって特権意識，

労働者にたいするところの蔑視の意識というのか，労働者らは当然抑尽きれて，もう泥にまみ

れて鋤いたらいいんだ，というような意識が強いわけだ。それが1918年の11月革命でもって，

労動者がさまざまの権利を主張しはじめたということにたいして，彼らはその地位，特権が侵

されたというふうな意味で，非常に憤ったわけです。彼ら学生が，もうせっせと短期義勇軍な

どの軍事組織の中に入って，労働者と戦うということになった。しかもこれを指導したのは旧

皇帝の軍隊の将校であったわけです。こういうことぐらいなら謬は軽いんだけれども，これに

たいして資金を供給する，あるいは武器を供給するというふうなことは，時の政府が黙認，ない

し援効をして，毘防軍の首脳がやった。従って，短期義勇箪というものは，実質的には因坊主容に

属していた。国防軍の一部と考えられていたわけなんだけれども，連合国のほうが，いや，おま



114 教育学部品己要 第 28号

えたちは10万という約束なのに，こんなおかしなものをこしらえたんじゃ 10万をオーバーしち

ゃうじゃないか，なんでいうふうにいわれて，これカがfアウトになるおそれがあるというのてでで、0、

政府カが£いろいろと踊策をしまして'名目的には国防主主の支配隷属，指揮服従の関係からはずし

て，内務省に移管した。

要するに短期義勇箪の組織といつものは内務省のでにある。こっいった内務省の下にある暴

力装置にはこのほかにいろいろあって， もちろん通常の警察，刑事警察がある。これらは帝国

内部省の直轄ではなく，地方警察の形になっているものが多い。同じ警祭のいう名前でも，

S icherhe itspol izei保安欝祭となると，地方警察とは制服の色からして違う。 この色の違い

は大したことではありませんが，その隊員と言うと，実際これは兵営に常時住んでいる。

に住まわせて箪事訓練をしているというのですから，名古IJは警察であっても，実質は軍隊なん

です。そしてこれに強力な武器を，重装備の武器を与えているわけなんだから， ドイツがなる

ほどヴェルサイユ条約によって10万といっふうになったとしても，実際は隠れた武器の所有者，

あるいは箪事組織というものは依然として，あっちこっちに，しかも相当強力な形で存在した

ということが，皆さんおわかりだろうと思います。だから労働者の手にどのぐらいの武器があ

ったかなんていうことは，勘定からいえば知れたものです。知れたものだけれども，やっぱり

武器があるるとないとじゃそれはたいへんな違いなんですがο それやこれやで連合国は，やいや

いいって武装解除ということを取しましたし， ドイツにしても少なくとも武装解徐をやるよう

な振りをしなければ，これは通らない。格好がつかないこととなった。

そこで，政府は武装解除法というものをこしらえて，武装解除ということを始めたけれども，

いちばん武器を持っているのは義勇軍とか，一ーもちろん限度内の菌防軍は別です。これは公

認された枠内の軍隊ですから一一，あるいは短期義勇軍，住民乳もうその他いっぱいあるの

です。要するに支配階級によって事実上認められていた軍事組織，結局は反動の側に立った箪

隊，こういうところが武器をいちばんたくさん持っていた。持っていたけれども， ドイツ政府

はこういうものにはほとんど手をつけないで，家宅挿索をするとかなんとかいえば，もう労働

者の家をねらい撃ちした。あるいは共産党，あるいは社会民主党の左派，あるいは独立社会民

主党の労働者というょっなところをねらい撃ちをして武器の捜索，没収をした。だから武装解

除は遂行されたというようなことを，国外向けに政府が再三いうんだけれども，実際，手のつ

いたところはこういうところです。

12 共産党による武装解除の婆求

このような状態に対して，ドイツ共産党は繰り返しブルジョアジーの武装解徐を要求し続け

てきました。これは当然のことで，ブルジョアジー，ユンカ一階層がいま述べたような任倒的

的な武力，公的，私的な武装組織，暴力装置を一手に撮って，労働者時級を圧迫してくる。こ

れらが11月革命によってかち取られた政治的，市民的な権利，自由と苦うものを，

い返す，搾取を強化する，こう言った具合でしたから，これに抵抗するためには，何はおいて

もまずブルジョアジーの武装解除と，そして同時に労働者階級の武装を要求したしだいです。

ところで，ユンカーの領地は文字どおり皮動の武器康になっていました。前にも申しました

とおりユンカー領の貴族たちは同時に盟防箪を押さえていましたから，彼らが軍隊の武器，弾

薬を自分の領地に運びこむのは，わけもないことでしたし，またそこに貯蔵しておくことも容

易でした。これを摘発する者もいない。農奴出身の，というか， 11月革命を経てもなお中世的
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な僕稗条例から完全に解放されない，そういうのが農民の実態でしたから，彼らの間からなか

なか農民運動というふうなものが展開されるとい 7カが充分でありません。もちろん農民運動

も起こらなかったわけではないのですが，要するに「軍服を潜た農民」というけれども，労働

者出身の兵下を含めて，第一次世界戦争が終わってからどこにも行くところがない，しかも戦

争で、精神的にも荒廃している，一口に言えば暴力臨みたいなものが，そういうのがこういうと

ころに行って義勇箪の兵隊になるというようなことにもなる。つまりユンカー領に非常に多く

の武器のみでなく，兵隊もそれに将校も集積されていたと言えます。平和と民主主義に対する

愈険な火薬庫になっていました。もう一つは，共産党あるいは独立社会民主党の農民に対する

影響力が充分でない。それでこの火薬庫はいっそう危険な存在となる。それだけに武装解除の

要求というものは，政府にとってよりも，また協商国にとってよりも，実に労働者階級にとっ

て極めて切実なものとなっていたことが，お分かりのことと思います。

13 バイエルンの慢況

皆さんおわかりのように，ヒトラーがミュンへンあたりを根拠としたことからも想像される

ように，ミュンへンを首都とするバイエルン邦は大体非常におくれた一一おくれたという意味

は，産業的におくれたというよりも，思想的におくれたというか，反動的な色彩の強いところ

です。もちろんミュンへンでも革命が起きて，バイエルン王留というものが崩壊してしまいま

した。そして一時期は左翼の勢力が伸びて， ミュンへンにおいてレーテ(ソヴェト)共和国が

されたこともあったが，これがドイツ国政府の武力によって鎮圧された後は，バイエルン

邦の首相には，フォン・カールといっ人物，反動の誉れ高い男がなった。

それで，きっき申しました， Akten der Reichskanzleiなるシリーズの， Das Kabinett 

Fehrenbachフェーレンノ〈ハ内閣を見ますと，中央政府一一帝国政府といいますか，フェーレ

ンパハの政府と，フォン・カールのバイエルンの政府との交渉のいきさつが記録された文書が

出ております。それなんか見ましでも，フォン・カールの潤辺， あるいはノぐイエルン邦全体

に武器が大量に貯蔵されているということが明瞭で、あるにもかかわらず，事実明瞭で、あるから

こそ，ベルリンからミュンへンにたいして「おまえのところの武器というものを何とかしてく

れ」というふうなことを言ったりするんだけれども，フォン・カールはがんとして受け付けな

い。がんとして受け付けんというと，いかにもけんかしているように見えますけれども，この

文書で見ますと，中央政府がバイエルンの政府に出した文書なんというのは，ネコなで予告とい

うものです。「何とかしていただけませんかJ というような話で rおまえのところの武器は絶

対出せ。出ぎなきゃわれわれの方で軍隊を出してでも武器は皆取り上げるぞ、」なんということ

は，一言も書いてない。「侭とかお願いいたしますj というようなことで。したがってフォン・

カールは，足元見透かして，けとは、したわけです。だから，バイエルンは依然として武器の倉

庫みたいになっていた。そこで有名な Orgeschオルゲシュなんという反動武装集団がここに

できた。オルゲシュというのは OrganisationEschenbachの略称、で，エッシェンパハとい 7

男が中心になった武装組織ということです。これが単にバイエルンのみならず，全国各地に組

識されている。こういう反革命の武装組織というのが，非常に強力に存在しておりました。

だから，共産党なんかが事あるごとにブルジョアジーの武装解除ということを要求したの

は，当然のことなんです。いつまでたったっても社会の進歩というようなことは，こういうユ

ンカー，モノポールのカによって臨止され，しかもその阻止され方が，こういう武力というもの
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を背景にしてなされているということだから，何としてでもこういうブルジョアジーの持つで

いる武装組織というものを解散させるとい 7ことが至上命令だといつので，繰り返し繰り返し

要求するけれども，時の政府は一向に本気で、やらない。従ってブルジョアジーの箪事組織と比

較するならば，要するに武装カという点から見ますと，労働者の手にあった武力なんというも

のは，この時点でもたかが知れたものだといっていいわけです。

14 1920年 s月の帝国議会選挙

年表の(1)をもう一通見ていただきます。カップ暴動の鎮圧の後に三月闘争というものがあっ

た。そのことではすでに述べました。その際ローテ・ルール・アルメー，ルール地方の赤軍と

いうものがつくられた。このローテ・ルール・アルメーの役割というものについては，共産党

の内部でもさまざまな議論があって，つまり党の政治的な方針というものから離れて，ただ武

装蜂起ということを言うのは正しくないというような批判もあった。けれども，とにかくこの

ときに赤軍というものができたわけです。

その次をごらんになりますと， 1920年 6月に帝国議会の総選挙があった。前年の1919年 1月

に革命後最初の Nationalversammlung国民議会の選挙というのがおこなわれたが，これに

は共産党は参加しなかった。ボイコットしたのです。そのことが正しいかどうかということが

その後も問題になったのだが……。だから，この 1月のときには共産党の議員というのは当然

1人もいないわけです。しかし， 1920王子 6月の総選挙のときには， クララ・ツェトキン一一一教

育家としても知られた人ですねーーと，パウル・レヴィの 2人が当選をした。これは，人数は

2人だけれども，得票率からいえばもっと高かった o 要するに当選したのは 2人だが，それに

しても共産党の議員が初めて帝国議会に出たということは，支配階級にとってある意味のショ

ッキングな事件であった。その上与党の社会民主党，民主党，中央党は軒並み凋落して‘左右

の進出が目立った O

15 独立社会民主党と共産党の合同

それよりまたもう一つ支配賠級にとってショッキングな事件が生じたのは， 10月のドイツ独

立社会民主党のハレの臨時党大会です。ドイツ独立社会民主党の主たる幹部というか，その指

導者はというと I金融資本論」を書いたヒルファーデンクなんかが指導者の 1人。また他の

一人カウツキーは，いわゆるユートピア的な社会主義というものは，どんなふうに発展をして

きたかなんということも研究をした人だし，農業問題についても非常にりっぱな本を書いてい

る人なんだが，言ってみれば， ド千ツ独立社会民主党内部では右派に属する人なんです。つま

り中央では右翼が強力だった。

この臨時大会はどういう目的で関かれたかといいますと， 1919年の 3月にコミンテルン創立

大会，コミンテルンというものができて，新しい盟際的な社会主義運動の統一的な発展という

ものが自指された。それは言うまでもなく，第一次世界戦争の始まったときに，第二インター

ナショナルというものが，内容的に一一一労働者階級の利益を代表するという意味では崩壊をし

てしまっている。そこでレーニンが「第二インターナショナルの崩壊j という論文を書いた o

第一次世界戦争中およぴその直後，レーニンは非常に苦心をして，とくにスイスで何遍か会合

を持って，そしてコミンテルンをつくったのです。

それで，全世界の労働者党がこれに参加をするという方向にあったので， ドイツ独立社会民



中部ドイツにおける1921年 3月行動にかんする調資委員会記録の分析 117 

主党もコミンテルンに加盟するかどうかということで，党内で非常に問題になりました。それ

を最終的に決着をつけようということになったのが，コミンテルン第二回大会 (1920年 7-8

月)の後をうけたこのハレの臨時大会であった。とうとうこれは，ヒルファーデインク，カウ

ツキーというような人々の率いるところの右派と，多数の下部大衆といいますか，労働者党員

とが梧分かれて，ここでもって真っこつになった。

それで、それ以後は，このニつがドイツ独立社会民主党と，残りかすの独立社会民主党という

名前で当時呼ばれた。 Restというのは残りという意味で， Rest-U. S. P. D.と称、せられた。

そうして，この残りかすの方は結局その勢力が衰えて，最後は社会民主党へ戻ることになり

ました。そこでこの年の12月に独立社会民主党の多数と共産党とが合同いたしまして，最初に

申しましたように V.K. P. D.つまり， ドイツ合同共産党というものができたのです。

それで，それまでは共産党員の数というものは，これはなかなか正確な数というものはその

時々に増減か、あって，本当はわからないのだけれども，およそ 8万人くらいと言われている。

それにたいして，独立社会民主党の方の党員の数は30万というふうに言われていた。これは多

少オーバーな数だと近ごろは言われているけれども，この数を今から確認することは非常にむ

ずかしい。

たとえばいまの日本の社会党でも，党員 5万というけれども，その 5万をどうして数えたか

ということになれば，代議士が余計にかねを出して何人分の会費ですよ。と言えば，その人数に

なるというふうなこともある。本当の意味の党員数は幾らかということはわかりにくいのです。

要するにこの12月に合同いたしまして，初めて大労{勤者党，戦闘的な大衆政党ができたわけ

です。その初めてという意味は，その前の社会民主党というものはすっかり布翼化して，労資

協調をむねとしている。ちょうどいまで申しますと民社党みたいになったわけです。民社党も

第二自民党と言われるが， ドイツ社会民主党は，文字どおり支配階級の機構のなかにとり込ま

れて，もちろん無害の存在でしたから，いま合同共産党が成立したことは，支配時級にとって

大きな脅威になりました。

16 鵠査委員会

だから，この時点において先ほど申しました講査委員会……この講査委員会というのは非常

にある意味ではおもしろいのは B本の議会なんかよりも非常に優れた点があると思うのは，

g本では，たとえば公害の開題とか，問中金脈の問題といっても，なかなか証人を呼ぶという

ことはできませんね。せいぜい参考人ということで，あれはいくらうそを寄ってもいい。しか

しこのプロイセン議会調査委員会では，こういうところへ出てくる証人というものは，裁判所

の証人と向じで宣誓するわけです。だからうそはっけない。知っていることは雷わなきゃなら

ん。そういう宣誓のもとに多くの証人が呼ばれて発言しているわけです。だから，ある意味で

は非常に真実が述べられているということができます。

けれどももう一つ，この調資委員会の報告書の特色ということを取し添えておかねばならな

い。これはなんといったってプロイセン邦議会の調査委員会の報告で，この委員会において多

数を占めていたのは，ブルジョア政党，布翼政党並びに右派の社会民主党です。だから調査委

員会というものの進め方も，当然そういうベースで進められたということにならざるを得ない。

それからもう一つは，こついつことがあります。先ほど取しましたように，委員会がいつ始

められたかというと，つまり三月行動というものがあって，これがおよそ 4月1日に終結を見
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て，間もなくつくられた o ということはどういうことかというと，つまり三月行動に参加した

労働者その他の人々，インテリゲンチァ等々が，いつつかまるかもわからぬという，あるいは

つかまってしまって裁判にかかっているという状態にあった時期にこの委員会が機能していた。

しかもこのときの裁判というものは，非常法廷で行われた。すなわち政府は一種の例外的な特

別裁判というものをこしらえた，この事件を裁くために。

現在の日本の憲法では，そんなものはつくれないことになっています。正規の裁判所で裁

判をするということになって，それで10王子裁判といっょっなことにままなるが，このと

きのエーベルト大統領等々の政府の関係者の苦うことには，そんなに10年裁判などということ

をやっていたら，被告がかわいそっだ。短期に即決した方がいいと，一種の箪事即決裁判とい

うような形で，各地にそういう非常法廷というものが設けられて，そして三月行動の参加者が

裁かれている。あるいは三月行動の参加者が， ホ自分は 1人で、ゃったんじゃありません。あの

ときに何のたれべえと一緒にあそこの道を歩いていたかなんということを言えば，その何のた

れべえはすぐっかまっちまう，今度は起訴されて， というふうな状態にあったわけです。

だから，この調査委員会には，ブロイセン邦議会には共産党も議席を得たので，共産党の議

員がこの調査委員会のメンバーになってはいるのです。なっているけれども，証人を呼ぶとい

うことはできない。うっかり証人を呼んだらどういうことになるかというと，反対尋問もあり

ますし，そのさ当人が今度は検察庁によって起訴されるかも分からぬ。それから，他のすでにつ

かまっていて判決を雷い渡されようとしている，あるいはすでに判決を言い渡きれて牢獄にい

るというような労働者にたいして，非常に不利なことになる'限れが多々あるわけです。だから，

うっかり証人を呼ぶことはできないという状況がありました。

それから，たまたま出てきた証人も，宣誓をするんだから本当のことを言わなきゃならんわ

けだけれども，あまり本当のことを言っとそれこそ累を地に及ぼすということもあって，実際

この報告を見ますと，共産党，あるいはそういう三月行動に参加した労働者のために有利な証

言をしそうな人の証言というものは，きわめて短いし， i莫としたものです。それは，そういう

ことにならざ、るをf等ない。

だから，これはある意味で確かに充分客観的な資料になっている。すなわち議会の委員会に

おけるやりとりを，一種速記録的に集めたのだから。けれども，今述べたような制約のもと

でおこなわれた調査委員会だということを念頭に置いてこれを読みませんと，これに書いてあ

ることですぐこうだという結論は非常に出しにくい。

17 ヱーベルト，ゼヴェリンク，へールジンク

きて，このときに，支配階級の側から見て非常に大きな鋤きをしたのは，さっき申しました

プロイセン邦内務大臣であったゼヴェリンク。それからザクセン州長官へールジンク，これも

ドイツ社会民主党の男ですけれども，これがザクセンの， 日本流にいえば，県知事一一これよ

りずっと権限の大きいものと思われます。この州、!長官 Oberprasidentとい 7ものは，プロイセ

ンの政府によって任命されるものなのだけれども，中央政府とどういう関係に立っか。あるい

いは州議会この州における選挙によって選ばれた代議機関とどうかかわるかなどということは

なかなかよく分からない。

だから，きょうのお話は非常にまだまだ未完成な話を申し上げることになりますが，要する

にザクセンにおいて一番官僚の親玉というか，頂点にいたのがこの州長宮へールジンクであっ
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て，このすぐの上司がさっき取しましたプロイセンの内務大臣のゼウdェリンク。

それでもう一つ，さきに触れた“Aktender Reichskanzlei"の中でおもしろいことは，た

とえばこの道にも道知事がいて，総務部長とか何とか部長とかおりますね。そういう北海道の

官僚と三木総理大垣以下とが，合間の閣議を開くなんということはありません，線情に行くと

いうことはあっても。ところがプロイセンというのは何といったってドイツ帝国の中では最大

の邦で，ザクセン，テューリンゲン，プランデンブルグ等々もみんな含んでいる。従って前述

のようにプロイセン政府と中央政府の合同会議も行われた。そ 7い7こともあるし，大体ドイ

ツ帝国というものが，ご承知のように1870年， 71年のフランスとの戦争の勝利の結果，ヴェル

サイユでもってでき上がったといっ睦史的な関係から見ても， ドイツはプロイセンがつくった

といってもいいようなものです。そういう関係もありますので，プロイセンの政府の関僚が，

帝国政府の閣議に参加して，合間の関議をおこなうことがままあるのです。しょっちゅうでは

ないのですけれども，この“Aktender Reichskanzlei"を見ますと，中央政府の閣議の議題，

参加者名がまず番かれている。ブロイセンの内務大臣ゼヴェ 1)ンクなんかも出てくる場面がし

ばしばあるのです。もっともこのゼヴェリンクは，同時に Reichskommissar，帝国高等弁務

という官職も持っていました。ついでながら弁務官というのは特定の問題を処理する権能を

与えられたところの役人で，その官職を Kommissariat といいます。

ところで， 1920年 1月に経営協議会法の制定に反対する関争が起きて，エーベルトが戒

厳令をししこの戒厳令はワイマル憲法第48条に基くものですが，これが大統領に極めて

強い権限を与えています。国民の立場から替えば，その権利と自由を著しく奪われることにな

りますが，これは支配階級にとっては大いに都合のよい状態で，労働者指級がその廃止をたえ

ず要求したにも拘らず，政府は長期にわたって戒厳状態を維持しました。

この戒厳令には通常の戒厳令とより厳しいものとがあり，これらをそれぞ

しい、分けをしたのでで、す。

こういうような非常事態が，カップ叛乱鎮毘後もずっと続いたことからすれば，支配階級の

狙いが箪事反動の抑正にはなくて，むしろ非常に大きな警戒心を労働運動にたいして持ってい

たことを示しています。それからこのエーベルト噌パウア一四ミュラー内関のもう一つの仕事は，

前述のように武装解除の問題。しかしそれは労働者から武器を取り上げるという狙いです。こ

れは兵力を用いて強制的に取り上げるのですが，その際労働者の武装を強調しなきゃならぬ。

これを，何が脅威かといえばボルシェヴ、イズムのロシアが脅威だということと結びつけて主張

する。すなわち前述のようにボルシェヴ、イズムが脅威だとい 7ことを強調して，さっき申しま

した保安警察箪， Sicherheitspolizei -一これは長くなりますから，普通は Sipo と略称さ

れます一一。これを増強するのが政府の征務でした。われわれのところは警察が不足している。

欝祭はせいぜいピストルとこん棒ぐらいで，あんなものじゃどうしようもない。大砲でも何でも

持たせたらいいというふうな主張をするために，国内におけるボルシェウ、イズムの脅威というこ

とを，絶えず強調するというような状態になってきたわけです。このことは当然国外に向けて，

協商留に対して宣伝して，それを了解してもらわなければならない。

18 二つのわな

それでここのところがなかなかむずかしいところですけれども，ここでぼくが“二つのわな"

なんという妙な小見出しをつけましたのは，要するに支配階級，独占とユンカーというものが，
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労働者運動の指導的な部分というか，共産党，独立社会民主党の左派，あるいは労働組合の左

派といいますか，そういうものを時期尚早の武装蜂起に立ち上がらせて，そこで一網打尽にし

ようというようなプランが潜々と立てられていたからです。それはプロイセン邦議会調査委員

会報告によっても，把えることができる。前述のように労観者にとっては不利な証言の集積と

も言えるこの調査委員会の報告を見ましでも，非常に早い時期から支配階級は準備を進めてい

て，いわば大きな網を打つつもりになっていたことがわかります。だが，それでも最初から中

部ドイツの労働者を弾圧するために警察を増強して，派遣をいたしますと言って，オーケーと

いうふうな情勢ではないわけです。なぜかというと，前取しましたように，革命的戦後危機期

というように，非常に支配暗級の権力的支配が動揺している時期ですから，うっかりしたこと

はできない。

そこでどういう手段を使ったかというと，たとえばロイナの工場なんかでは，言うまでもな

くこの当時は戦争後間もなくですから，ちょうどわれわれがやみ市なんかで苦労した時期です。

われわれと誓っても，若い方一一大学院の学生諮ままなんかは全然知らないのだけれども，そう

いう時期でもあり，とくにドイツは寒い土地だから，燃料なんかに大変由ったわけですね。ロ

イナの工場労働者もまともに石炭を買うことはできない。どんどんインフレーションで高くな

っちゃうし，物も不足だというので，そこでロイナの工場なんかでは，いわば一種の慣行とし

て，工場から帰りにはそこらにある木の切れはまきとして持って帰るというようなこと，まき

はポケットに入れるわけにはいかないけれども，まあちょっと持って帰っても別に文句は替わ

れないという慣行ができていた。

それをにわかに言い立てて，ロイナでは窃議事件が頻発をしているという報告を，へールジ

ンク等がゼヴ、ェリンクの方に送るーーといつよりも，むしろ中央が送らせてと寄った方がよい。

というのは，ロイナ工場の当局の方ではある意味では慣行を認めようという態度だ。労働者の

持っていく木の切れっ端くらいは知れている。それを言い立てて，ここでストライキが起きた

り，ストライキにいかんまでも，非常に労使の関係がうまくなくなるということでは，生産も

落ちて損になるから，あまり警察は構わんでくれというようなことを，ロイナの工場長がゼヴ

ェリンクに出した手紙もここに出ております。だけれども，ゼウゃェリンクの方は工場労働者に

対する干渉，挑発を念頭において，むしろここに窃盗事件が頻発をしているというふうなこと

を言わせるわけです。

それからまた，この間辺の農村でも，要するにユンカーあるいはそれに近いような大農場主

がいるわけだが，そういう農場でも労鵠者や貧農の間ではもちろん食鰻も非常に不足しており

ましたから，大げさに言えぽ，そういう食糧どろぽうというふうなものがあっちこっちで起き

ている O これをたねにして，何としてでも警警察を増強して抑えなきゃならんというようなこと

を，繰り返U繰り返し宣伝するわけです。たとえば社会民主党の中央機関紙「ブオルヴ、エルツ」

なんかにも，そういう記事が見られる o

それで結局のところ， というよりほとんど計画に従ってセやヴェリンクがある時期に決意をし

て，ロイナとその周辺に軍隊も送ったが，警察を主として送った。保安警察箪を派遣した。

けれども，その名目というのは，共産党を弾庄するとか，労働者運動を抑圧するというような

ことはまさか言えないものだから，一一言えばわなをかけたことがばれるから一窃盗とか暴行

とか一一一暴行というのはどういう意味かというと，ロイナ工場当局の方で仕方がない，出入の

門のところに番兵というか守衡を立てた。そして何か持って帰ると rそれおまえどうしたんだ。
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置いてけ」というようなことになると，これは第一慣行に反するし，帰りがけの労働者が列を

作って検査の順番を待つ，それでイライラする。なぐり合いになったりする。そういう意味の

暴行事件がどうしても起きた。それらを取り締まるんだといつことで警察軍を送ってごわけです。

挑発だ， ときわれて仕方がない経過と言えます。

だから，表面はあくまでもそういう窃盗事件の鎮圧，取り締まりということで，労働者運動

の鎮圧ということじゃないわけだが，そういうふうに警察を送ることによって，労働者を挑発

して，彼らがぜネラル・ストライキで答えたり，あるいはましてや少々の武器を持っておりま

して，武装蜂起に似た形になる。そこへどっと箪隊を送って一気に労働者の組織を破壊した。

ことに共産党の組織は狙い打ちした。これはさきに述べた前年の， 1920年のルール地方労働者

の武装闘争組織である労働者部縁のことが，政府首脳の頭から離れないから，革命的労働者，

共産党がわなにかかったと見ると，大兵力を送って殺裁をほしいままにした。拷問そのほか惨

虐行為が箪殊によって組織的に，かつ広い範囲で行われたのです。これが支配階級によって労

働者に対して仕掛けられた第一のわなです。

自分のこと言うのもおかしいけれども，いまみたいにわなをこういうふうに仕掛けてこうこ

う……というようなこと考えたのは，ほ、くが世界でおそらく初めてだろうと思っています。少

なくともこういうことを書いた歴史家はいないだろうと思うけれども，ぼくは考えたわけなん

だ。

19 ニつ自のわな

もう時間がありませんから，二つ目のわなについてお話ししますと，この窃進事件，後には

そういう労働者運動を鎮庄した責任者はセ、ヴ、ェリンク，へールジンクというドイツ社会民主党

の幹部です。彼らにやらせたわけです。ベルリンにある帝毘政府，つまり中央政府は，社会民

主党員を含まないところのブルジョア政党の連合政府であった。こういう政府が前年夏に成立

したことは，ワイマル共和国がずうっと右寄りになってきたことを意味しています。この政府

は自分は，言ってみれば中部ドイツの騒護に対して知らん顔をしているわけです。それで，ゼ

ウ、、ェリンクとかへールジンクにこれをやらせて，労働者鎮圧に実際は成功するが，しかし，他

国ではある失敗をさせょっということです。あるいは支配階級の間にあげは失敗だ、ったと印象

づけようとした。その努力が調査委員会の証人訊問にもよく現れている。

それだから，最初はこのザクセンに送った警察軍部隊は比較的少数で，その行動もどちらか

というと，控え目であったのです。ところが労働者が一斉に起ち上がったとなると，危急に陥

った先遺部隊を救うという名白で，警察を送る，軍隊ももちろん送った。砲兵を送りました。

これにはちょっと驚きです。このロイナへの攻撃に際して，工場は肥料工場で，この辺の農村

にとっては欠くことのできない重要な工場だからということを政府は旗印にする。これに対し

てここの労働者はいよいよ戦闘というときには，それこそ老若を関わずといいますが，男はみ

んな結束をして，婦人労働者も看護婦くらいになって，戦闘に立ち上がるということになりま

した。

他方，工場労働者自身もロイナの工場を守るということは，この辺の産業の，死活の問題だ

という自覚を持って，いわゆる保安要員を残して，ロイナ工場の維持ということに努めてきた

わけです。ところが，これをいよいよ政府軍が取り濁んだというときになって，いきなり国防

箪はこれに砲兵で大砲撃を加えてめちゃめちゃにしちゃったわけなんです。
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だから，何が重要産業であるかというようなことは，笑は労働者が何よりよく知っていて，そ

れを破壊したのは，はかならぬユンカーと独占資本だということを典型的に示した一つの開だ

と思います。

そこで話をもとへ戻しますと，ブロイセン政府の方は，帝国政府とは違ってドイツ社会民主

党が入っているところの連合政府であって， しかも労{勤者弾圧の当の責任者は，ゼウ、、ェリンク，

へールジンクというような多数派社会民主党の幹部である。

そこで，繰り返しになりますが，革命的労{動者というか，あるいは共産党，並びに共産党を

支持している労働者というか，彼らを挑発するためには，初めからあまり大勢力で取り関んだので

は，挑発は成功しない。だれだってかないっこない，向こうは大砲持ってきて，こっちはそこら

のモデルカリンを改造したようなものしか持つてないといつんじゃ，戦争にもやIもならんから，

最初から労働者はやらないだろう。だから最初はできるだけ小さな兵力で母入して その指

揮官はフォルテという警察少佐ですが 参りましたところは，アイスレーベンという中都市で

す。ここはハレのおよそ30キロメートル商に位置しています。ここへ小部隊を送り，他方大部

隊を待機させている。それで，テ、、ュツセルドルフあたりからも箪隊が後から来た。デュツセル

ドルフの軍隊というのは非常に野蛮な箪隊だということが後に，特にプロイセン邦議会調査委

員会で、わかったわけなんだが，つまりこう言うやり方をした。これは寄ってみれば，本来支配

階級の立場からすれば，大変巧妙なやり方でJ成功」と言うべきでしょう。

それでその小規模の警察部隊に対しでさえも，アイスレーベンの市長は，そんな警察なんかに

米てもらっちやかなわんと言って，警察がここの学校を兵士一一警察官だけれども，内容は兵

士ですーーの詣営所として貸してくれと言ってきても i貸さん」と言って，アイスレーベン

の市長が断わったわけです。断わったけれども，強引に入り込んで宿営するということになっ

fこo

ところが市長はそれにたいして，たまたま 3月だからまだ寒いわけだけれども，石炭なんか

ーかけらもやらんと言って，市長は一切の協力を拒否するということになりました。

このアイスレーベンにいたところの警察官が，労働者の集会なんかに出かけていって，これ

を解散させるというような鎮旺行動をとったので，労働者が非常に憤って，そしていま申しま

した学校に宿営しているところの警察官を取り囲んで，今度は外から射撃を加えるといつこと

になって，フォルテという警察少佐はさんざんな自に遭わされた。そこで今度はあのとおりじ

ゃないか，ゼウーェ 1)ンク内相，へールジンク州長官のやり方はだめだというので，あっちこっ

ちから国関部隊，あるいは警察箪が増派されて，一気にここを押しつぶすという方向になっ

たことは，前述のとおりです。

そこで結局，最初小さい第隊だと患ってセ、ネラル・ストライキ，あるいは武装蜂起に立ち上

がったロイナ工場の労働者は，言ってみればわなにかけられた，これは単純な話だけれどもわなに

は違いない。

もう一つのわなは，もう少し複雑というか，高等戦術に属するのです。要するにセeゥーェ 1)ンクと

かへールジンクとかいうような社会民主党員にこういうことをやらしておいて，おまけにおまえ

はなぜ最初から大警察部隊を送らんのか。そういっけちなことしたから，こういう騒ぎになっ

たんじゃないかと言って，ゼヴェリンクは誠査委員会で非常に責められているし，それ以前に

おいても中央政府 支配階級から糞め立てられて，とうとう内務大臣や州長官の首が危うく

なった。だから，そういう意味では社会民主党も，労働者の鎮圧に一役買っているどころか，
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ほとんと。花形のはずのゼヴェリンク高等弁務官等々も，実は支配階級の巧みなわなにかかって，

やっぱり放り出されたんじゃなかろうかというのが，二つ自のわなという話です。これには例

えばフェーレンパハ宰相と国防主主最高司令官フォン・ゼークトとが密議した，そうした文書，

特に第一次史料が残っているということはあり得ないのです。見つかったという話は開いたこ

とがない。しかし前後の関係というか，その状況からしてこういう結論を出さざるを得ない。

もちろん確かな証拠があるに越したことはないが。しかしこれこそこういうこと言った人は，

本当に世界中でまだ 1人もいない。状況証拠に依拠しているので，まあ仮説といっておいても

よいかと思う。

20 外題史研究の困難

そういうわけで，二つのわなの話を申し上げたんだけれども，それにしても，皆さんのおか

げでいろいろと資料なんかも買っていただいて，いくらか仕事ができるようになりました。ぽ

くは大体外留のことは必要があってやるよ 7になったんだが，もともと本職じゃないわけなん

ですけれども，実際に勉強するようになりましてさまざまな困難があることが分かる。その間

多難の一つは，やはり資料というものを本当の意味で蒐集し，駆使できないことですね。

それはたしかに，こういったちゃんとした“Aktender Reichskanzlei "とか，政党の会

議の議事録や機関紙(誌)とかいうものなども出版あるいは復刻されるし，この調査委員会報告

は1923年に出ているが，図書館に頼めばこうしてちゃんと手に入るんだけれども，それでも実

瞭あっちこっちに文書館というものがあって，そこで仕事をすればなおいいことは当然です。

「宰相府文書集」だって，すでにある種の選択がなされている場合が多い。先方の歴史家の選

択でこういうものができているわけで，ぼくが選択をしてこういうものができたということじ

ゃありませんから， もう少しこういうものがあるはずだというのが落ちている。実捺ないのか

もしれない。しばしば、こういう資料はあると書かれているけれども，実際は発見できなかっ

たかというようなことが書かれている部分もあります。

そういう意味で，われわれa本人が外国の歴史というものをやろうと思う場合に，やっぱり

ネックとなるものは，そっいう文書館での仕事といつものを十分やることができないというと

ころであろうかと思います。

そして，それはちょっと行って，なかなか 2カ月とか 1年でもそういう史料館の仕事とい

うものを完結するということはむずかしいでしょうね。どうしたって 3年くらいは，そういう

文書館というものをじっくりと読んで歩く あちこちに散在をしているわけですから一ーとい

うことが必要なんで、す。時間の点からも，おかねの点からも実際にはやれません。

21 復活節を狙った挑発

で， もう話はおしまいにしますけれども，年表をせっかく差上げましたからこれをちょっと

説明いたします。年表(2)の続きというところだけ見てください。

それで，ストライキ等々のことが書いてあるんだけれども，これは各地にあったストライキ

の例を書いたに過ぎない。三月行動が実際に起こったのはいつかといえば，前のページ 1枚

目の 3月21日ですけれども，あなた方にごらん顕いたいと申しました年表の(2)の続きは， 24日

というところに，木縫8一一一これは Grundonnerstag(繰の木曜日)と，こうなっています。

で，その翌日は金曜日です。なかなかこれも実は金曜肢ということを，探すのが容易でなか
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ったんだが，これは Karfreitag，加の名前で申しますと HeiligerFreitag (聖金曜 B) とい

うのです。つまりこれは，キリストが十字架にかけられた日ということだそうです。

その次の26日は土耀日で，これがOstersamstag，つまりイースター，復活節の土緩日とい

うことです。

27臼が Ostersonntag，これは子供たちが色を塗った卵なんかを探したり，もらったりする

ところの，復活祭の日曜日とこうなるわけです。

月曜日28日は derzweite Ostertag (第 2B 13のイースターの日)となっております。

それで，本当の意味のイースターというのはいつからいつまでかといいますと，これはここ

のドイツ人の先生から聞いたんだから，多分大丈夫と思いますけれども， 27臼のOstersonntag

(援活祭の日曜 B)からその週米までを，本当は復活節といっ。それは考えてみれば，月曜日

が derzweite (2日自の)イースターの日となっていますから，そういうことが考えられる

と患います。

けれども，労{重弱者が一一労働者に限らず，学校も休みになりますが，いつからお休みかと申

しますと，大体25Bの金耀日 (Karfreitag)から休みになって，そして月限日の derzweit日

Ost巴rtag(イースターの 2臼日)までが休みになるということです。 亀

それで三つまりセ守ウ、エ 1)ンクとかへールジンクとかというよつな透中は， どうせ労働者はい

よいよとなればセ、ネラル・ストライキで対抗してくるだろうということを考えたわけです。そ

のときに労働者が工場にいなきゃ，ストライキもへったくれもないわけなんで，そのストライ

キの時期が援活節にうまいこと当たるようにと計算をして，挑発をしたというところは，なか

なかの悪知恵といえるんじゃなかろうか， とぼくは考えたわけなのです。

22 シュレージエンの問題など

ヂれからもう一つは，国際的な契機等々もいろいろございまして，たとえばさっき申しまし

た，われわれが普通東ドイツという地帯からさらに東方に位遣する シュレージヱンのあたり

というのは，第一次世界大戦の後，どこの盟に属するかということが争われた地域です。フラ

ンスなんかは「何をぬかすか。もうこんなものはドイツから取り上げたらいい。ポーランドに

やっちゃった方がいい」というように，ポーランドには非常に肩入れをしました。

ところがイギリスの1]は，帝国主義諸国がボルシエヴイズム ロシアと戦争するためには，ド

イツの箪隊を抜きにしたら考えられぬ。これは実際の話が，イタ 1)アの兵隊なんというものはさ

っぱり当てにならない。外国人を作等するのはよくないが，イタリア人はカンツォーネでも歌っ

ていればいいと言う人もいる。ドイツ人はとにかく兵隊としては一流ですからね。だからこれ

をあまり弱くしたんじゃ，第ニ次世界戦争ーーその当時すでに予想されたロシアにたいする戦

争ということを念頭におくならば，シュレージエン・を取り上げるのはうまくないんじゃないか。

反ソ基地としての，軍事基地としてのシュレージエンというものをドイツの手に残しておく方

がいいということを，とくにイギリスとかアメリカは考えたわけです。

そこで結局のところ，フランスの主張も全面的には通らないで，このシュレージエンの地方

の帰属というものは，ちょうどいまのサハラみたい会もので，住民投票で決めようということ

になった。これもきわめてインチキで， ドイツなんかは住民投票というとこっちからどんどん

人間を汽車で"送って，ここの人口をにわかにふやして投薬をする。結果はドイツが勝ったけれ

ども，ポーランドはこの投薬に負けるかもしらない，あるいは負けるだろうというふうに予想
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をいたしまして，盛んにここで一種のゲリラ活動をするというふうに，シュレージエンの地方

は騒然たる状況だったのです。

そういう状況等々もあるということやら，それからもう一つは，レニングラードのすぐ北の

方にクロンシュタットというのがあって，クロンシュタットの反乱というのは有名です。クロ

ンシュタットの反乱というものがどういう意味を持っかということも，レーニンも書いている。

そういうようなこともありまして，何といったって革命的戦後危機で戦後間もなくの時期です

から，いわば一種騒然とした状況というものが依然として続いていた。

年表の第 1ページの 3月20日のところに rフォルウ。エルツJ(社会民主党中央機関紙)が反共

宣伝を強化したというところがございますね。この続きに，上部シュレージエン一一上部とい

ても実際には南で，地問でかけば下なんだが，その上部シュレージエンの住民投票がおこなわ

れるというわけです。

そういうことがあったり，また今度はプロイセンの議会選挙がおこなわれるというふうなさ

まざまな要因というものを， きわめて正篠に計算をしてこの 3月21日という日が，ストライキ

と蜂起を挑発する日として選ばれています。実際はそれ以前にもうすでに警察軍が中部ドイツ

に動いている。前の年表仰のところにあるように， Schupo と書いてありますけれども，これ

は Schutzpolizei，複訳すれば保護警察となりますが，さっき申しました Sicherheitspol izei 

保安警察箪と内容は閉じものです。名前が違うだほといいますか。これは協商閣の限を心配し

た措置でした o

つまり， 21 Bという日程も非常に計算されたことで，この時期にゼネラル・ストライキが起

きるということは労働者にとっては最も不利な時期だったのです。そのことは，笑はこの謂査

委員会の報告の中に書カ通れています。それが共産党の代議士，あるいは共産党の呼んだ証人が

「あの時期は実にまずい時期だった。あんな時期にセ、ネストをやったり，武装蜂起したりして

ばかみたいだ」などということを寄ったとすれば，まだ話は通ずるんだけれども，そうでなく

して行政官の方が，内務官僚，警警察官僚の方が，実はあの時期というのは，労働者にとって最

も不利な時期だったというようなことを言っているんだから，まずは間違いないと思います。

そういうストライキなどを打っときには，一番労働者の気運も高揚しているし，組織も固ま

っているし，あるいは時期的にもきわめて適切だというときを選ぶに決まっているわけなんで、，

労働者自身が最も不利な時期を選ぶということは常識的には考えられない。

23 共産党の武装蜂起説

これが支配階級の挑発によって起きたのではなくして， ドイツ合同共産党が起こしたところ

の武装蜂起だということを主張する人は，前述のように当時も現在においてもたくさんいる。

この年表のIIをごらんになっていただくとわかるんだが 3月17Bの項にドイツ合同共産党の

中央委員会がございまして，このときに労働者の武装ということが震われている。それを取り

上げて，共産党は労働者の武装ということを言っているじゃないか。つまり武装蜂起というこ

とを計画しているという証拠じゃないかというふうに主張するわけです。これはとくに西ドイ

ツの歴史家などがそういうふうに言っています。

けれども，実際3月17日と，ゼネストを宣言した19日，あるいは武装行動が始まった抗日という

日の間には 3日か 4日しかないわけです。それてい，武装蜂起というものは冗談ではやれ

ないものだろうと思います。ほ、くはやったことはないからわからないけれrも，よくよく計画
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を立てて，そして日ごろから自分のいわば局関の，労働者党であればその党員，あるいは労働

鐙合なんかに，われわれが社会主義を実現するためには，選挙だけじゃだめですよ。選挙でイ、笠

原貞子さん当選しておめでとうございます。と，そういうだけじゃ社会主義にはならん。いず

れはやっぱり武装蜂起というようなこともなくちゃならんというようなことを，常日ごろ労働

者にたいして教育をしておかなければ，武装蜂起というものは成功しないでしょうね。日ごろ

は平和革命でまいります。もう議会選挙で事は済んでおりますと言っていて，その場になって

やっぱりだめだった。これから武装蜂起，あと 3臼あるからひとつ何とかやってくれと言った

って，成功することはまずはありません。

だから，常識として考えましでも，この 3月17日の中央委員会で労働者の武装ということを

苦いましたのは，要するにもっと一般的なことです。つまり，ブルジョアジーの武装を解徐す

るということと同時に，それにたいして労働者は武装してなきゃならぬということを強調した

わけであって，事実ブルジョアジーの武装解除といつことも，この中央委員会一つの要求項目

の中に入っております。

そういうようなわけで，この 3月17日の中央委員会の労働者の武装という主張をとらえて，

このときに共産党が武装蜂起というものを決心したんだ，その準備をしたんだと考えるのは，

これはあまり単純過ぎるのではないか。これはちょっといただけない議論ではなかろうかと思

っております。

あとがき

これは本学部研究計画委員会の配慮によって，研究交流の一環として行われた報告の速記で、

ある o 同僚諸君主の批判を念頭において，若干予を入れた。最後に鷲疑応答が行われ，その速記

もあり，またそれ自体意義はあったが，しかしどうもまとめにくいので，割愛した。この速記

原稿を紀要に掲載することを許された紀要委員会に対し，心から感謝したい。

なおこの報告は iドイツにおける1921年 3月行動J H"現代と思想以脊木書鹿)23， 1976年 3

月とともに昭和50年度文部省科学研究費の補助を得た研究成果の一部である

1976年 8月29日
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DVPとDNVPが政府に対し「窃蛮」の取締りを要求。

Mansfeld 地t或のストライキ。

Severing内相 Schupoの配備を準備。

Merseburg会議 (Horsingそのほか)0

Magdeburg会議。

Leuna工場の労資粉争。

Horsingが Sachsenの Schupoに警戒態勢。

Merseburg会議。
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年月日 項

3月17B VKPD中央委員会(労働者の武装)。

18日 Merseburg会議。

19日 Schupo中部ドイ、ソへ進箪。 Folte少佐 EislebenとHettstedtを占領。

19・20B Mansfeld 地域労働者ゼネ・スト

VKPDの Halle管区指導部のぞネ・スト呼びかけ。

20臼 “Vorwarts"が反共宣伝を強化。

21日 中部ドイツのゼネ・ストと武装行動が始まる。

VKPD幹部会がゼネ・スト呼びかけ。

22日 UKPD議員団が軍隊，警察の撤退を要求。

Eislebenにおける武装行動， Fol阿部隊包関される。

23日 Holz部隊が， HettstedtとMansfeldを襲撃。

Leuna労鱒者がゼネ・スト決議，闘争委員会。

23日(水)Horsimgが SPD，Rest拘 USP，労組幹部と会談。

24日(木， Grundonnerstag) Eb巴rt大統領が SachsenとHamburgに非常事態を

Horsing高等弁務官が Mansfeldへ 7ヶ中隊を派遣。

4月1臼まで約250万がストライキに入る。

25日(金， Karfreitag) Poninski大佐が 4ヶ中隊，関訪主主砲兵部隊を率いて Mansfeld

攻撃準備。

VKPD幹部が Folte と休戦を協議

Halleの労働者大衆集会。

帝国政府閣議。

26臼(土， Ostersamstag) 

Poninski部隊が H巴ttstedtへ侵入O

Reichsminister des Innern E. Koch (DDP)が休戦協約の披棄を指示。

HorsingとFolteが約束を撤回。

27日(B， Ost巴rsonntag)Hors ingが Severingに国防軍の記備を要請。

28日(月， Der 2. Ostertag) 

29日(火)未明 因坊主容が Leuna工場を砲撃， Schupoがこれを占領。

Ebertが非常法廷を

30日〈水)Hall←Merseburgにおける運動が急速に後退。

4月1日(木)VKPD幹部会が武装闘争とゼネ・スト中止をアピーlレ0

6月-7月 Komintern第三粗大会

8月 KPD第七回大会

後記

この報告において「年表」の参照を求めているところがある。これは当日配布したものを指

している。しかし特別の年表でもないし，読者においてはさらに一般の年表，可能ならば労鋤

運動史年表を参照されたい。


