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ドイツ現代史研究会１２月例会（２０１９年（令和元年）１２月２２日 於キャンパスプラザ京都第一会議室） 

「書評：板橋拓己／妹尾哲志編『歴史のなかのドイツ外交』（吉田書店、２０１９年）」 

報告者： 今野 元 （愛知県立大学外国語学部ドイツ語圏専攻） 

 

はじめに 板橋拓己／妹尾哲志 

 ドイツ外交が頻繁に話題に「「リベラルな国際秩序」の守護者」「欧州の突出したパワー」「メルケルは帝国宰相ビスマ

ルクの再来」「ドイツ覇権主義の記憶」／それらは往々にしてステレオタイプで現実のドイツ外交の歴史を踏まえてい

るとは言い難い／第二帝政期から現代にまで至るドイツ外交を分析し転換点に着目／留意点１：連続・断絶を見据え

伝統の有無を考える／留意点２：欧州中心部という視点 

 感想：政治外交史研究の存在を日本のドイツ史学界に示すもの／ドイツ系歴史研究の存在を日本の政治学界に示すも

の／最近の評者の報告とも通じる面有り１ 

 質問１：どうしてメッテルニヒを入れないのか？――ドイツ連邦以前を度外視する意味は何か？ 

 質問２：どうしてヒトラーを入れないのか？――メルケルをヒトラーに準える声もあるのに？ 

 質問３：どうして統一までのビスマルクを入れないのか？――「鉄と血」もドイツ外交史の一側面では？ 

 質問４：和解・譲歩的合意形成に話題が偏りがちでは（北村論文は多少違うが）？――攻撃的・指導的局面が描かれ

ないのは現代ドイツを擁護するためか？ドイツ外交史研究の普及のためか？「「和解」のリアルポリティクス」とい

う発想に通じるか（道徳主義とシニシズムとの中間）２？本書もなお「ドイツ＝罪深い悪玉＝和解に邁進すべき存

在」という基本イメージを前提としているか？ 

 質問５：「現実のドイツ外交の歴史」を踏まえるとどうなるのか？――誰のどのステレオタイプをどう修正するのか？

ステレオタイプは誤解か？結局何がドイツ外交の「伝統」だというのか？先行研究をどう塗り替えているのか？ 

 質問６：葛谷論文（国際政治思想）のみ課題の次元が違うのではないか？――外交史にすべきでは？ 

質問７：ビスマルク「首相」？アデナウアー「首相」？――ドイツ史用語の単純化？  

 質問８：文中註と文末註との併用？――後者に一本化しては？ 

 質問９：第三の留意点として「欧州世界列強のなかのドイツ」は不要か？――ますますグローバル・ヒストリーの観

点が不可欠では？議論が欧州大陸にこもりすぎでは（飯田論文以外）？ 

 質問１０：『歴史のなかのドイツ外交』（Die deutsche Außenpolitik in der Geschichte）とはお洒落だが言語的に意味不明？

――ＩＲへの対抗だとしたら「歴史としてのドイツ外交」「ドイツ外交の歴史学的展望」などではないのか？最近の

出版界の営業戦略か３？  

質問１１：本書の名宛人は誰なのか？――一般向け研究書という日本的スタイルは英仏外交史・ＥＵ研究の先行例を

意識か４？国内言論を越えた専門的研究としての「世界的通用」（Weltgeltung）はどうするか？ 

質問１２：なぜ論文集なのか？――ヒルデブラントやシェルゲンのように一人で全時代書いたら一貫してよいのでは

（本書にも「転換点に着目」という一貫性はあるが）？ 

質問１３：偉大な外交の称揚（飯田・北村・板橋・妹尾）と稚拙な外交への嘆息（飯田・河合）と？――外交史研究

にありがちな英雄史観は必要か？不可避か？ 

 

第１章 ビスマルク外交から「新航路」政策へ：ヘルゴラント・ザンジバル協定にみるドイツ外交の継承と変容  飯田洋介 

 １８９０年はドイツ外交転換の年／「新航路」政策は独露再保障条約を断念し独英協調を目指す／反露親英のホルシ

ュタインの主導／ヘルゴラント・ザンジバル協定は包括的な独英協調を実現／ビスマルクは政権交代で外交方針が変

わるイギリスとの同盟に懐疑的で独露強調を重視／独露再保障条約不更新のみならずヘルゴラント・ザンジバル協定

の短期的成功（独英接近）こそがドイツ外交の迷走・苦境を生んだ 

 感想：得意のビスマルク研究で一次史料を使いこなし先行研究と対決／ホルシュタインの反露外交はフッテン＝チャ

                                                   
１ 今野元「「１９６８年の精神」と「１９９０年の精神」――ドイツ連邦共和国に於ける「普遍」と「特殊」」（政治思想

学会２０１８年大会（甲南大学：５月２６日））。 
２ 武井彩佳『「和解」のリアルポリティクス：ドイツ人とユダヤ人』（みすず書房、２０１７年）。 
３ 近年『歴史のなかの・・・』なる書名は大変な流行ぶりである（類似例：葛谷彩／小川浩之／西村邦行編『歴史のな

かの国際秩序観――「アメリカの社会科学」を越えて』（晃洋書房、２０１７年））。 
４ 細谷雄一、君塚直隆、遠藤乾、上原良子、川嶋周一らを念頭に置いているか。かつての高橋進はその走りだった（『歴

史としてのドイツ統一――指導者たちはどう動いたか』（岩波書店、１９９９年））。 
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プスキ伯爵と連携しただったのかも５／博士論文と連続 

 質問１４：ビスマルクが「それまで分断状態にあったドイツを統一」（１５）？――小ドイツ主義史観によるドイツ連

邦・ライン同盟・神聖ローマ帝国軽視？ 

 質問１５：ビスマルクが「得意の外交を一手に引き受け」（１５）？――外交史家にありがちな「偉大な個人」への感

情移入か？フランス包囲網・墺露独同盟は盤石か？寧ろ「魔法使いの弟子」では？ 

 質問１６：「帝国の敵」「負の統合」（１６）６？――「ドイツ社会史派」のステレオタイプの鵜呑み？「帝国の敵」は

誰がどこで用いた表現か？ 

質問１７：「マーシャル」「ゴトープ家」（１６・１７）？――ドイツ語発音（マルシャル・ゴットルプ家）の英語化？ 

質問１８：内政叙述が少ない外交史（協定への世論の反応のみ言及）？――「連繫政治」（高橋進）の観点は？全ドイ

ツ連盟形成は？ 

 質問１９：「ドイツ外交の迷走・苦境」？――墺露対立のあるなか独露再保証条約は維持可能だったか？独英接近（い

まなら米中接近）は誤りか？第一次世界戦争（火種は墺露対立）は回避できたのか？ 

 

第２章 シュトレーゼマン外交の「東方政策」：ドイツ・ポーランド清算協定を中心に  北村厚 

 シュトレーゼマン外交はロカルノ条約に結実した「国際協調路線」／だが東方政策では国境修正図りナチスと連続し

評価分かれる／従来研究がなかった独波清算協定に着目／西欧との協調を背景に東方で攻勢／促進要因１：マイノリ

ティ保護という倫理的問題を経済的問題に置き換え／促進要因２：二国間交渉から国連理事会への交渉場所移転／国

内マイノリティ保護を前提とした道義的攻勢 

 感想：シュトレーゼマンの東方戦略を詳解／独国内マイノリティ保護＝道義的攻勢も重要 

質問２０：「第一次世界大戦期、ドイツは戦争目標として「中欧」（ミッテルオイローパ）の獲得を掲げていた」（７２）？

――いつ誰が掲げた？開戦前独墺は「中欧」をまだ持っていなかったのか？フィシャーが本当にそう言ったか？ 

 質問２１：ドイツの「東方へと影響力を拡げていこうとする対外的な伝統」（７２）？――いつの「伝統」？「一つの

伝統」に過ぎないのでは？→質問３０と連関 

 質問２２：「工業地帯のエルザス・ロートリンゲン」（７６）？――どういう「工業」？ 

 質問２３：ドイツの割譲地としてチェコスロヴァキアに移管した「フルチン地方」（Hultschiner Ländchen）の記載が必

要では（７７）？ 

 質問２４：ポーランド独立を最初に実行したのは「連合国」ではなく独墺（露）ではないか（８０）？ 

 質問２５：「不当な人権侵害のように思われるが[・・・]合法的措置である」（８０）という論理は？ 

 質問２６：「土地のゲルマン化」（８１：Germanisierung）ではなく「土地のドイツ化」では（飯田新書も同様）？ 

  質問２７：「ドイツ人マイノリティの苦境」に対し（シュトレーゼマン以前の）「ドイツ政府はほとんど無為無策であ

った」というのは本当か？ 

 質問２８：ドイツ外務省のポーランド側収用への抗議は「対ポーランド憎悪を煽るためのプロパガンダ戦略」という

評価は？シュトレーゼマンとドイツ外務省とで距離に違いがあるか？ 

 質問２９：ドイツ系少数派問題への英仏の冷淡（１０８）は自分の植民地への飛び火危惧というより端的にドイツい

じめ（Schadenfreude）では？ 

 質問３０：ポーランドは「プロイセン支配時代に奪われた土地」を取り返せなかったという「理不尽」「大国の論理」？

――ポーランド国内のドイツ人所有地は「プロイセン支配時代に」「奪われた」土地なのか？ロシア領ポーランドで

は「ドイツ人」と「ユダヤ人」とは重複していたのでは？ 

 質問３１：伊藤定良や牧野雅彦よりも前にドイツの代表的概説書７や日本の先駆的研究８を引用するべきでは？ 

 質問３２：旧ドイツ領西ポーランドの問題は中華人民共和国の香港問題・ドイツ帝国のエルザス＝ロートリンゲン問

題に似ていないか？――「文化勾配」の感覚が背景に 

                                                   
５ Bogdan Graf von Hutten-Czapski, Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft, Berlin 1936, Bd. I, S. 174.  
６ 「ビスマルクによる国内統合は、国内に「国家の敵」を作り出すという手法でも進められていった。いわゆる「負の

統合」と呼ばれるものである。」（飯田洋介『ビスマルク――ドイツ帝国を築いた政治外交術』（中央公論新社、２０１５

年）、１６４頁）⇔「「文化闘争」は、ビスマルクが最初から意図して仕掛けたものではなかった。」（１６４頁）「ビスマ

ルクが「文化闘争」に踏み切った理由は、実はよくわかっていない。」（１６６頁）ヴィルヘルム一世暗殺未遂のヘーデ

ル、ノビリングの社会主義勢力との関係を詳解せず（１６９頁） 
７ Joachim Rogall (Hrsg.), Deutsche Geschichte im Osten Europas. Bd. 1: Land der großen Ströme, Berlin: Siedler, 1996; Jörg K. 

Hoensch, Geschichte Polens, 3. Aufl., Stuttgart: E. Ulmer, 1998. 
８ 富永幸生『独ソ関係の史的分析 1917-1925』（岩波書店、１９７９年）。 
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第３章 「西側統合」と「宰相民主主義」：ルクセンブルク補償協定をめぐるアデナウアー外交  板橋拓己 

 ドイツ連邦共和国にとって「ユダヤ人国家」イスラエルは目を背けたいが国際社会復帰のため不可避な交渉相手／ア

デナウアーのイスラエル・世界ユダヤ人会議との「ルクセンブルク補償協定」交渉にはアデナウアーの「西側統合」

及び「宰相民主主義」が反映：アデナウアーがシェファー（シェッファーでは？）財相ら国内反対派の抵抗押し切る 

 感想：アデナウアーやホイスによる「過去の克服」の端緒の指摘は正当／「連繫政治」が描けている 

 質問３３：先行研究をどう塗り替えたのか？――先行研究の総合では？ 

 質問３４：アデナウアー政権の Westbindung は「西側統合」なのか？――「西欧統合」あるいは「西洋統合」ではな

いのか？「黒いヨーロッパ」？「西欧」ないし「西洋」的エリート意識がユダヤ人勢力との和解を急がせたのでは（だか

らアラブは後回し）？ 

 質問３５：アデナウアーのWestbindung＋「力の政策」はヒトラーの東方政策と連続性があるのでは？――「我々はア

ラブ諸国よりもアメリカに配慮しなければならないのだ」（１４２）が示すようにオリエンタリズムの連続性がある

のでは？その意味で東独や「６８年世代」のアデナウアー批判にも一理あるのでは？ 

 質問３６：アデナウアーの「主体性」とは具体的交渉局面におけるものだけではないか？――日本国憲法 

制定過程と同様にアメリカが権力構造を決定していたのでは？ 

 

第４章 ブラントの「東方政策」と「対ポーランド関係」：ワルシャワ条約調印への道  妹尾哲志 

 ブラントの跪きへの過剰な注目を問題視／対立を含む実際の条約交渉過程＋国内対策の実証的検討への取り組み／国

境不可侵条項＋「最終確定」回避＋残留ドイツ人「人道問題」に関する情報伝達という解決 

 感想：第５章と同じ時期を西側から見るのは興味深い／「過去の克服」論の過剰な道徳主義の彼岸に立った外交過程

の解明（国境問題への留保・残留ドイツ人問題）／博士論文と同じ 

質問３７：ブラントの跪きの政治的意義は何か？――それも一つの外交戦略だったのではないか？あるいは国内（野

党）向け道徳攻勢か？あるいは純粋な道徳的行為だったのか？ 

質問３８：ドイツ人「追放」と括弧を付けたのは何故か？――強調か引用か？ 

 質問３９：敗戦後ドイツの分割を示す際どうしてエステルライヒを除外するのか？ 

 質問４０：ブラント「東方政策」はどの程度ブラントの作品なのか？――１９６０年代までＳＰＤ（特にブラント）

はＣＤＵ・ＣＳＵより東部領土に拘りあったとの指摘あるが（１７３・１７５）何のためにこの政策をとったのか？

東独のゲルリッツ条約甘受は結局ソ連の圧力だというが（１７２）アメリカなどの意図はないのか（ニクソンの「承

認」（１８２・１８３））？ 

 質問４１：「デュクヴィッツ」（Duckwitz：１７９）？――ドイツ語発音（ドゥクヴィッツ）の英語化？ 

 質問４２：「チランケヴィチュ」（Cyrankiewicz：１８０）？――ポーランド語発音（ツュランキエヴィチ）の・・・？ 

 

第５章 東ドイツ外交の成功と限界：両独基本条約交渉（１９６９～７２年）を例に 河合信晴 

 両独基本条約は東側にとっても一定の成果／熱心なウルブリヒトと懐疑的なホーネッカー（西独・旧通説は逆の評価）

／限定的ながらの相互承認は（ホーネッカーの危惧通り）東独の脆弱性の根源にも／ソ連覇権下でも東独外交に残さ

れたある程度の自立性／「ドイツ国民」概念を否定した東独は西独の「ドイツ」僭称を批判する論拠を自ら放棄／ブ

ラント政権はその国内的脆弱性を見せびらかして東側から譲歩引き出す／「国民」を巡り議論した点でも東独外交は

ドイツ外交の「伝統」に拘束された存在 

 感想：第４章と同時期を東側から見るのは重要・東独外交の紹介自体が貴重（高橋著「東ドイツ首脳は行動主体とし

て扱われていない」（２５７））・社会史天動説に陥らない社会史（日常史）・外交史の同時並行遂行 

 質問４３：先行研究をどう塗り替えたのか？――先行研究の総合では？ 

 質問４４：「分断国家の失敗事例」だと「研究の意義を見出すことは困難となる」（２１７）のか？――外交史とは外

交上の偉業を描く営みか？  

 質問４５：ＳＥＤのソ連に対する「自立性」（２３８）が外交史叙述の前提９？――西独（あるいは戦後日本１０）は米

から「自立」していたのか（２１７）？ソ連には東独外交の応援者という面はなかったのか？東独研究者としての

過剰な遠慮は要らないのでは？ 

 質問４６：ブレジネフ発言（２３６―２３７）は東独のソ連への依存を表現したものなのか？――そうではなくホー

                                                   
９ 今野元『フランス革命と神聖ローマ帝国の試煉』（岩波書店、２０１９年）：仏帝ナポレオンの「お先棒担ぎ」ダール

ベルク（ライン同盟首座司教侯）を中心とする一種のドイツ外交・軍事・文化史。 
１０ ２０１６年８月１５日バイデン米副大統領「我々が日本に核武装させないための日本国憲法を作った」。 
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ネッカーへの好意・ウルブリヒトへの嫌悪感を表現しただけでは？ 

  質問４７：東独国家において外交の主体はＳＥＤなのか？――外務省の政権党からの自立性はないか？ 

質問４８：ホーネッカー政権下でのドイツの伝統復興運動（老フリッツ復権・ルター復権・ビスマルク復権など）を

どう見るか？――これは一種の開放政策ではないか？あるいは「ソ連からの離反運動」（高橋進）なのか？ 本章で

言うホーネッカーの西独への警戒とどうつながるのか？ 

 質問４９：ホーネッカーの日本訪問（１９８１年）・西独訪問（１９８７年）をどう位置付けるか？ 

 質問５０：（一般的な問いとして）１９９０年に東独は自滅したのか？――ソ連ペレストロイカの煽りで崩壊したの

か？←クレンツ「東独はソ連に売られた」１１ 

 

第６章 「回帰」する歴史？  葛谷彩 

 従来は西独と統一ドイツとの外交上の「変化」と「継続」とが注目の的／ユーロ危機を契機に「ドイツ問題」の再来

が話題に：第三の視点としての「歴史への「回帰」」／ここでは「覇権国」論争に着目／四人の識者：シェーンベルガ

ー１２（ドイツ連邦を念頭に覇権国概念を欧州に再提案・ドイツの「賢明な覇権」を肯定しＥＵ担う責任感を訴え・リ

ンクの批判）・ゲッペルト１３（ユーロ導入でも「半覇権」１４と孤立のジレンマに陥ったドイツを危惧・分権的欧州統

合推進で克服すべき）・クンドナニ（ヴィンクラー流成功史の批判・覇権安定論に依拠したドイツへの期待の否定）・

ミュンクラー（「中央に位置する国」ドイツの必要論・「我々は覇権国である」・「傷つきやすい国」ゆえ受容される・

ＡｆＤ擡頭で変化）／いずれも忌避されてきた戦前ドイツの知的伝統（Ｈ・トリーペルやＬ・デヒーオ）に依拠 

 感想：恩師ミュンクラーの相対化は結構・論点自体は現代ドイツ外交を象徴するもの 

 質問５１：論理的に「歴史への「回帰」」は「変化」の一種ではないのか――第三の視点ではない？ 

 質問５２：「ドイツのギリシャへの高圧的態度」は皮肉りギリシャへの批判はゼロ（２７３）？――ドイツの擡頭を罪

悪視する「ドイツ問題」１５論を自ら共有か？そもそも数多の「ドイツ問題」論は周辺国（特に競合する英仏）のエ

ゴイズムではないのか？ 

 質問５３：この「覇権国」論議はドイツで本当に画期的なものなのか？――従来の同種の議論は「国外」か？シュヴ

ァルツのZentralmacht Europas論やボーラーのProvinzialismus批判は１６？シェルゲンやバールは１７？クンドナニは国

外でありここでは不要では？ 

 質問５４：戦前ドイツの知的伝統の援用（２７６・３１２など何度も指摘）はそれほど珍しい現象なのか――戦後ド

イツ人もドイツの知的遺産を見てきたのではないか（Ｈ・マイヤー（ベルクシュトレッサー門下）のドイツ国家思

想研究／ヴィンクラーのシュミット『政治神学』引用／シェルゲンの大国論／ニッパーダイのランケ援用等々）？

初めから法学・歴史学・哲学など隣接分野を度外視しアメリカ系「政治学」（いわば狭義のドイツ政治学）しか観察

対象にしていないだけでは？トリーペルやデヒーオへの言及がそれほど貴重なのか（文書館員だったデヒーオが大

学「名誉教授」となり外交史論を展開したのは「戦後」ではないか）？大原俊一郎の「ドイツ正統史学の国際政治

思想」研究をどう思うか１８？ 

 質問５５：構成が分かりにくい？――ドイツが覇権国になることに賛成か反対かで分けては？ 

質問５６：これら論者（ミュンクラーはやや外れるが）はみな「道徳の棍棒」を忘れていないか？――現代ドイツの

最大のパワー・リソースは「西欧的価値への無条件の帰依」（ハーバーマス）ではないのか？ 

 

                                                   
１１ Hajime Konno, Gespräch mit Egon Krenz, in:『愛知県立大学大学院国際文化研究科論集』第１９号（２０１８年）、２３

５頁。 
１２ Christopf Schönberger とあるが（２７６）、正しくは Christoph Schönbergerである。 
１３ Brexitが決まったいま英志向の欧統合論者ゲッペルトはどうしているのか？ 
１４ Halbe Hegemonie とあるが（２７７）、halbe Hegemonieと引用するべき。 
１５ 「ドイツ問題」を「大国ドイツの微妙な立場（ドイツはヨーロッパの勢力均衡を維持するには強すぎるが、単独で

ヨーロッパを支配して覇権を確立するには弱すぎる）」とする定義（シェーンベルガー（２８１）からの受容か）は、寡

聞にして聞いたことがない。「ドイツ問題」とは、強大なドイツの不安定性あるいは擡頭が周辺国に脅威となるのを警戒

する議論ではないのか。 
１６ カール・ハインツ・ボーラー『大都市のない国』（法政大学出版部、２００４年）。ボーラーは２０１１年まで『メ

ルクール』主幹。 
１７ Gregor Schöllgen, Der Auftritt. Deutschland Rückkehr auf die Weltbühne, München, 2003, S. 19; Egon Bahr, Der deutsche Weg. 

Selbstverständlich und normal, München, 2003, S. 9; 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）、３７１―３７２頁。 
１８ 大原俊一郎『ドイツ正統史学の国際政治思想――見失われた欧州国際秩序論の本流』（ミネルヴァ書房、２０１３年）。 


