


ドイツ連邦とは何か
ドイツ国制史におけるその位置づけの再考
（世界史セミナー：令和４年２月１９日）

愛知県立大学外国語学部

今野 元



序論 「緩いドイツ」再考



近代の小ドイツ史学：
プロイセン中心の小ドイツ国家建設の肯定

・L・ｖ・ランケ：フリードリヒ大王主導の反ヨーゼフ
二世「諸侯同盟」への注目（分邦割拠の「ドイツ帝
国」の統合の試みとして）

・H・ｖ・トライチュケ：ライン同盟・ドイツ連邦及び
エステルライヒのナショナリズム抑圧の批判

・F・マイネッケ：（高踏的ながらも）プロイセン中
心・プロテスタント中心のナショナリズム思想史



近代の大ドイツ史学：
ドイツ指導国エステルライヒの再評価

・J・フィッカー：帝国諸侯身分の研究

・H・R・v・スルビク：メッテルニヒ伝記及びドイツ連
邦研究・ヒトラー「大ドイツ帝国」歓迎

・O・ｖ・グシュリーサー：帝国宮廷顧問院の研究

・E・R・フーバー：『大ドイツ帝国憲法』から『１７８
９年以降のドイツ国制史』へ



戦後のドイツ近現代史学：
ドイツ国民国家崩壊の正当化と「緩いドイツ」の軽視

・「ドイツ特有の道」批判：西独のH=U・ヴェーラーら

ドイツ国民国家形成の難航強調：英仏国民国家形成の順調視

神聖ローマ帝国・ドイツ連邦の形骸視と反動性強調

結果として小ドイツ史学以来のプロイセン中心史観の（批判的だが）継承
＊『世界歴史大系 ドイツ史２』（山川出版社、１９９６年）のドイツ連邦叙述：国家的機能弱・

メッテルニヒ反動体制との評価（末川清）

・ハプスブルク史学：ドイツとは別の国としてのエステルライヒの歴史叙述

多民族共存の強調・墺内政や欧州政治の視点・ドイツ史からの逃避
＊『世界歴史大系 ドイツ史２』（山川出版社、１９９６年）のドイツ連邦叙述：シュヴァルツェ

ンベルクの多民族的「七千万人帝国」構想の高評価（川越修）



戦後のドイツ近世史学：「緩いドイツ」としての
神聖ローマ帝国・ライン同盟への注目

・「緩いドイツ」論の発展：西独連邦制と欧州統合の起源探し

O・ｖ・アレティン男爵：「第三のドイツ」が担う帝国国制の称揚

E・フェーレンバッハ：ライン同盟による仏民法典受容分析

G・シュック：ライン同盟愛国主義（親仏派独人）の研究

＊『世界歴史大系 ドイツ史２』（山川出版社、１９９６年）のドイツ連邦叙述：
欧州協調・平和維持の高評価（末川清）

・新たな「緩いドイツ」研究の展開

K・へルター：仏革命期帝国議会の分析

W・ブルクドルフ：近世帝国の近世立憲主義としての評価

G・シュミット：近世帝国のドイツ国民国家としての評価

M・ロールシュナイダー：皇帝（墺）の小諸身分との連携再評価



ドイツ連邦の研究： 「反動期」扱いからの脱却の試み

・D・ランゲヴィーシェ：ドイツの連邦主義的国民理念の系譜研究

・バイエルン学術アカデミー歴史委員会（E・ヴァイス／L・ガルら）：Quellen 
zur Geschichte des Deutschen Bundes, 1996-.

・J・ミュラー：単なる反動ではない「国民的紐帯としてのドイツ連邦」・繰り返
された政治的・経済的・法的改革の強調

・M・クロイツマン：ドイツ連邦集会（連邦議会）の諸委員会が担った実務の研究

・W・ジーマン『メッテルニヒ』：ナショナリズム抑制者メッテルニヒの再評価
（ウィルソンの民族自決原則への懐疑）

＊『世界歴史大系 ドイツ史２』（山川出版社、１９９６年）のドイツ連邦叙述：
多くのドイツ諸国が１８６６年まで墺側について普に抗したと指摘（川越修）



問題設定： 「緩いドイツ」と「固いドイツ」との変遷
としてみるドイツ国制史

・一方で「緩いドイツ」を「遅れたドイツ」「未決定なドイツ」
「残念なドイツ」として否定し（小ドイツ史学・「ドイツ特有の
道」批判）、他方で「緩いドイツ」を「西欧統合の先駆」「ドイツ
近代化の端緒」「ナショナリズムの超克」として称揚する（戦後近
世史学）というのは、ともに視野狭窄に陥る虞がある。

→大ドイツの歴史を俯瞰し「緩いドイツ」「固いドイツ」をドイツ
国制の２つの可能性として等距離で扱うよう試みる。

・エステルライヒのドイツ主導を無視した叙述（ハプスブルク史
学）は、ドイツ史としてもエステルライヒ史としても問題がある。



１．神聖ローマ帝国の崩壊と
ライン同盟の結成



（１）ドイツ国民の神聖ローマ帝国：
「ドイツの自由」体制

・ローマ皇帝（Römischer Kaiser）：西方世界のローマ皇帝権継承者・帝国元首・選挙協約（≒憲法）起
草＋選挙＋戴冠式による国制確認（主にフランクフルト）・帝国都市や帝国騎士や教会と協力関係構築

・常設帝国議会（レーゲンスブルク）：解散ない常設身分制議会（仏は長期解散）・諸侯集会から常設使
節会議に・三部会制（選帝侯部会・諸侯部会・都市部会）・競合的宗派共存・皇帝に上奏し裁可求める

・帝国大宰相（ドイツ大宰相）：マインツ大司教・議長使節がレーゲンスブルクで帝国議会運営・帝国副
宰相はヴィーンで皇帝補佐

・「永久国土平和令」と２つの裁判所：帝国大審院（ヴェツラル）と帝国宮廷顧問院（ヴィーン）

・帝国執行：皇帝勅令・帝国議会決議・大審院判決の軍事力による強制執行

・帝国戦争：帝国全体として敵と対決（１７世紀対土・１７５７年対普・１７９２・９９年対仏等多
数）・帝国諸身分（１８世紀なら特に墺普）が分担兵力を結集して帝国軍を結成



神聖ローマ帝国
（１６４８年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%

A4lischer_Friede#/media/Datei:HRR_1648.
png）



常設帝国議会

Immerwährender

Reichstag

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Immerw%C3

%A4hrender_Reichstag#/media/Datei:Im
merw%C3%A4hrender_Reichstag.jpg）



常設帝国議会議事堂
（レーゲンスブルク市庁舎）

（２０１４年９月１０日今野元撮影）



帝国大審院

Reichskammergericht
（ヴェッツラル）

（２０１７年８月２７日今野元撮影）



神聖ローマ帝国・
エステルライヒ帝国の
国章

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deut

schlands#/media/Datei:Banner_of_the_H

oly_Roman_Emperor_with_haloes_(1400-
1806).svg）



（２）ドイツ国民の神聖ローマ帝国：
国制上の論争点

・２つの帝国愛国主義：皇帝主導（君主政）か諸身分主導（貴族政）かの対立

・ほぼ毎回ハプスブルク家（帝国議会では首席監察官と通じて・選帝侯部会ではベーメン王と
して・諸侯部会ではエステルライヒ大公として代表）が当選：帝国の公共利益（特に小国保
護）か領国経営かのジレンマ

・２つの覇権国：エステルライヒ（ハプスブルク家）とプロイセン（ホーエンツォレルン家）

・ヴィッテルスバッハ家（プファルツ＝バイエルン）：カトリック第二勢力・プロイセンの支
援で皇帝位狙う・ケルン大司教座との特殊関係・独自の教皇大使駐在・親仏傾向も

・マインツ大司教（帝国大宰相）：カトリック第二勢力だが反皇帝・親仏傾向も

・常備軍の欠如：フランス王国とオスマン帝国の侵略

・外国の帝国諸身分：スウェーデン・イングランド・ロシア

・「固有」性・「普遍」性の共存：ドイツ語とラテン語が「帝国語」・「ドイツ帝国」という
通称あるが帝国領イタリア（やベーメン王国）も存在



ハプスブルク＝
ロートリンゲン家
ローマ皇帝フランツ一世・
ハンガリー女王マリア・
テレジアとその家族

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Theresia#/media/Datei:Maria
_Theresia_Familie.jpg）



ハプスブルク家の居城シェーンブルン宮殿
（ヴィーン郊外）
（２０１２年７月１日今野元撮影）



ホーエンツォレルン家
サンスーシ宮殿での
プロイセン王
フリードリヒ二世の昼食

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._(

Preu%C3%9Fen)#/media/Datei:Adolph-
von-Menzel-Tafelrunde2.jpg）



サンスーシ宮殿
（ポツダム）

（２００９年９月２０日今野元撮影）



フリードリヒ大王騎馬像
（ベルリン・ウンター・
デン・リンデン）

（２００９年９月２０日今野元撮影）



ローマ皇帝・ドイツ王
ヨーゼフ二世

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_II.#/

media/Datei:Quadal_Joseph_II._Franz_II._
M%C3%BCnchendorf.jpg）



（３）フランス革命と近世帝国の崩壊：
自然法的自由による身分制的自由の破壊

・身分制的自由（英独）：身分制前提の権力分立・相互抑制

→自然法的自由（革命仏）：啓蒙思想・知的個人の尊重から出発

・「道徳の棍棒」：仏膨張を正当化する仏革命理念

・仏権力＝仏理念の拡大：伊・瑞西・独・蘭・西→露・英

・対仏同盟戦争：英（ハノーファー）・墺（ローマ皇帝）主導

・ライン川左岸の仏領化：ケルン・トリーア・シュパイヤーなど

・世俗化・陪臣化（１８０３年）：教会領の廃止・親仏領邦の膨張

・帝国解体（１８０６年）：ライン同盟結成による破壊



啓蒙思想の寓話画

（出典：

https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlig

htenment#/media/File:Encyclopedie_fron
tispice_full.jpg）



フランス革命の寓話画

（出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%

E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%9D

%A9%E5%91%BD#/media/%E3%83%95%E3

%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Troisordre
s.jpg）



「人（男）及び市民の
権利宣言」
（人権宣言：１７８９年）

（出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%

E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9#/medi

a/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3

%83%AB:Declaration_of_the_Rights_of_Ma
n_and_of_the_Citizen_in_1789.jpg）



九月虐殺
（１７９２年）

（出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%

E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AB%E5%85

%AC%E5%A6%83%E3%83%9E%E3%83%AA%

E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%82

%A4%E3%83%BC%E3%82%BA#/media/%E3

%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%

AB:L%C3%A9o_Taxil-

Myst%C3%A8res_de_la_Franc-
Ma%C3%A7onnerie-gravure_74.jpg）



聖職者への
憲法宣誓の強制
（１７９３年）

（出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%

E8%81%B7%E8%80%85%E6%B0%91%E4%BA

%8B%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95#

/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%

A4%E3%83%AB:Moyen_de_faire_pr%C3%A
Ater_serment.jpg）



最高存在の祭典
（１７９４年）

（出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%

E9%AB%98%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%8

1%AE%E7%A5%AD%E5%85%B8#/media/%E

3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%

AB:Naudet_F%C3%AAte_de_l'%C3%AAtre
_Supr%C3%AAme_8_juin_1794.jpg）



（４）ライン同盟の形成（１８０６年）

・「庇護者」：「仏人の皇帝」ナポレオン一世（世襲君主制）・仏は同盟外

＊ナポレオン：仏革命の継承宣伝者＋革命騒擾の鎮圧終息者

・首座司教侯：ダールベルク（元帝国大宰相・マインツ→レーゲンスブルク大司教・のちフラ
ンクフルト大公）・後継者はジョゼフ・フェッシュ枢機卿（ナポレオンの叔父）→ウジェー
ヌ・ドゥ・ボーアルネ皇子（ナポレオンの継子）

・議会（不開催）：王部会（首座司教侯が議長）と侯部会（ナッサウ公が議長）

・国家連合：加盟国は「主権国家」・ダールベルクは連邦国家化狙う

・仏領（皇帝領）：エルフルトなど

・仏衛星国家（模範国家）：ヴェストファーレン王国・ベルク大公国・フランクフルト大公国

・膨張した親仏国家：バイエルン王国・ヴュルテンベルク王国・バーデン大公国

・ハプスブルク家領：ヴュルツブルク大公国



（５）ライン同盟という同床異夢：
フランス傀儡かドイツ連邦国家か

領邦自立への抜け穴か
・ナポレオン（仏）の認識：帝国破壊の道具・革命理念の導体・独国民意識
の希薄化・仏への軍役奉仕期待→ライン同盟の組織編制を先延ばし

・ダールベルクや小規模領邦（ザクセン＝ヴァイマール・アイゼナハ公国・
バーデン大公国など）の認識：墺普を除いたドイツ連邦国家・中小規模領邦
の互助組織→ライン同盟の連邦国家化狙う

・中規模領邦（バイエルン王国・ザクセン王国・ヴュルテンベルク王国な
ど）の認識：領邦高権（Landeshoheit）から国家主権（Souveränität）へ
の道・領土拡大の好機→ライン同盟の国家連合性維持（無意味化）

・解放戦争：ロシア遠征失敗を見た普がロシア側に寝返って開始（１８１３
年）・墺英の参加・墺がライン同盟諸国切り崩し（「主権を保証」と約束）



フランス共和国と
ルクセンブルク公国との
国境に建てられた
「自由の木」

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Mainzer_Rep
ublik#/media/Datei:Freiheitsbaum.jpg）



「フランス人の皇帝」
ナポレオン一世の戴冠式
（１８０４年：ダヴィッド
画）

（出典：

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon#/media/
File:NapoleanCoronationDavid.jpg）



アウステルリッツの三帝会戦
（１８０５年：フランス皇帝対ローマ（墺）皇帝・ロシア皇帝）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_bei_Austerlitz#/media/Datei:La_bataille_d'Austerlitz._2_decembre_1805_(Fran%C3%A7oi
s_G%C3%A9rard).jpg）



ローマ皇帝フランツ二世からエステルライヒ皇帝フランツ一世へ

（出典：https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_II,_Holy_Roman_Emperor#/media/File:Ludwig_Streitenfeld_001.jpg／
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_II,_Holy_Roman_Emperor#/media/File:Francis_II,_Holy_Roman_Emperor_by_Friedrich_von_Amerling_003.jpg）



ナポレオンのベルリン入城
（１８０６年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Frie

drich_Karl_vom_und_zum_Stein#/media/

Datei:Charles_Meynier_-
_Napoleon_in_Berlin.png）



ライン同盟（１８１２年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinbund#

/media/Datei:Rheinbund_1812,_political_
map.png）



帝国大宰相・マインツ大司教
→ライン同盟首座司教侯・
レーゲンスブルク大司教
カール・テオドル・フォン・
ダールベルク帝国男爵

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Theodor

_von_Dalberg#/media/Datei:Portrait_of_K

arl_Theodor_von_Dalberg_by_Franz_Stirnb
rand.jpg）



ザクセン＝ヴァイマール・
アイゼナハ公国大臣
ヨハン・ヴォルフガング・
フォン・ゲーテ

（出典：

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%

E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83

%B4%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%95%E

3%82%AC%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%

BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3

%83%BB%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%8

6#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82

%A4%E3%83%AB:Johann_Heinrich_Wilhelm

_Tischbein_-

_Goethe_in_der_roemischen_Campagna.
jpg）



プロイセン首相
カール・フォム・ウント・
ツーム・
シュタイン帝国男爵

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Frie

drich_Karl_vom_und_zum_Stein#/media/

Datei:Portr%C3%A4t_des_Freiherrn_Karl_vo

m_und_zum_Stein_als_preu%C3%9Fischer_
Minister.jpg）



エステルライヒ軍総司令官
カール大公
（ヴィーン宮城前の騎馬像）

（２０１８年８月１６日今野元撮影）



解放戦争
ライプツィヒの戦い
（１８１３年）

（２０１２年５月１１日今野元撮影）



２．ドイツ連邦の創設



（６）ヴィーン会議（１８１４・１５年）：
ドイツの新秩序構想

・シュタイン帝国男爵（前普首相・亡命し露使節として帰国・中央行政機構
総裁）：旧帝国の強化復活（独連邦国家＋皇帝（墺）＋帝国議会）・「強い
ドイツ」志向し正統主義（ライン同盟諸国）否定・仏から旧帝国西部奪還

・W・v・フンボルト男爵（普第二使節）やK・A・v・ハルデンベルク侯爵
（普国家宰相・第一使節）：独連邦国家の四（二）覇権国指導・連邦管区の
形成・墺皇帝と普王の実質的対等化と独共同指導

・バイエルン王国・ヴュルテンベルク王国：仏支配時代に得た新領土及び主
権の護持・バイエルンの大国上昇への意欲と独自の国民意識形成の試み

・小国（ルクセンブルクなど）：覇権国支配に恐怖心・小国庇護者としての
墺の「ドイツ皇帝」即位希望・両大国擡頭による小国の危機危惧

・世俗化・陪臣化された旧帝国諸身分：旧領復活を墺普に要望



（７）ヴィーン会議（１８１４・１５年）：
主宰者メッテルニヒの秩序構想

・メッテルニヒ帝国侯爵（１８０９－１８４８年墺外相（墺第一使節）・１８２１年から国家宰相）

旧帝国への郷愁：カトリック大聖堂参事会員などを務めるライン・モーゼル地方の帝国貴族の出身・父の代から
ローマ皇帝の宮廷（ヴィーン）で奉仕

ドイツ諸国の尊重：小国も含めライン同盟諸国の尊重（解放戦争時の約束遵守＋墺の歴史的使命？）

＊墺第二使節I・Ｈ・ｖ・ヴェッセンベルク：墺議長使節F・v・アルビーニとともにダールベルクの臣下出身

フランスとの関係：啓蒙教育・ナポレオンの信頼・敗れた仏を懲罰せず・シュトラスブルクやマインツで革命目撃
「国民」理念警戒：左派の暴力・専制の根源除去（民意尊重の発想なし）

・メッテルニヒ「ドイツ連邦に関する見解」（墺議長使節アルビーニ宛・１８１５年１１月）：ドイツ連邦は防御的
なものでしかない・墺はその公正な保護者たるべき

ドイツ連邦は新帝国ではない：いまドイツは連邦国家ではなく内外の安全のための国家連合・（帝国の基盤であ
る？）大聖堂参事会も騎士領も皇帝もなし・墺皇帝は一構成員として党派根性なしで参加

ドイツの保護者としての墺：墺にとってドイツは対西防壁・ドイツにとって墺は保護者たるべき・墺は「賢明な振
舞」「独自の正確さ」「純ドイツ的感覚」をもって公正に対処すべき

プロイセンへの警戒：見せかけの「自由」を掲げ世論に訴え私益に走ると予測



ヴィーン会議
（１８１４／１５年）
（６がメッテルニヒ、１９がフンボルト、２２がタレーラン）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kon

gress#/media/Datei:Congress_of_Vienna.
PNG）



エステルライヒ外相・国家宰相
クレメンス・フォン・
メッテルニヒ帝国侯爵

（出典：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%8
3%AC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%
83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%
83%BB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%86%E3%
83%AB%E3%83%8B%E3%83%92#/media/%E3%8
3%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Mett
ernich_by_Lawrence.jpeg）



（８）ドイツ連邦の国制：国家連合的出発
（ドイツ連邦規約：１８１５年６月）

・国家連合的性格：「ドイツの主権を有する諸侯及び自由都市」の連合体・「全ての加盟国はそれ自体として対
等」・ドイツ連邦自体の法人格については明文なし

・結成の目的：「ドイツの安全及び独立、欧州の勢力均衡及び安寧のための堅固で持続的な結びつき」「ドイツの
内外の安全及び個々のドイツ諸国の独立性・不可侵性の維持」

・連邦集会（Bundesversammlung）：連邦諸国の使節会議・ヴィーン会議議定書では「連邦議会」（Diète
fédérative/Bundestag）・フランクフルト・アム・マインで開催・議長(固定・可否同数の場合のみ決定権)はエス
テルライヒ帝国（連邦元首の規定なし）・通常決定（幹事会）では主要各国及び小国団が各１票ずつ行使

・連邦集会総会（規約改正など）：人口比で票数区別（墺及び諸王国各４票・・・小国も各１票）

・決議方法：基本的には多数決（案件による）

・集団安全保障：全加盟国はドイツ全体も個別加盟国もあらゆる攻撃から守ると約束・加盟国の連邦内領土を相互
に保障・紛争は武力で解決せず連邦集会に提起する義務

・加盟国の外国との同盟締結の一部制限：ドイツ連邦やその構成国を敵とする同盟の禁止

・landständische Verfassung完備義務：身分制議会設置か国家権力抑制的憲法制定か（墺普は憲法制定せず）

・連邦集会に「連邦基本法」制定及び組織編制を受権・領邦裁判所の統合予定



墺議長使節公邸（連邦集会議事堂）
トゥルン・ウント・タクシス宮殿
（フランクフルト・アム・マイン）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bu
nd#/media/Datei:Frankfurt_Palais_Thurn_un
d_Taxis_Portal.jpg）



ドイツ連邦

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_B
und#/media/Datei:Deutscher_Bund.svg）



（９）ドイツ連邦を取り巻く欧州均衡体制

・「神聖同盟」：露皇帝アレクサンドル一世の提唱・全ドイツ連邦諸侯も参加
（英摂政王子（のち英王ジョージ四世）はハノーファー摂政王子（のち王）とし
てのみ参加）・欧州君主はみな参加したがスルタンと教皇は不参加

＊ドイツ連邦規約冒頭にも「最も神聖にして不可分の三位一体の名において」と
の文言あり

・国際法的保障：ドイツ連邦規約はヴィーン会議議定書の一部として編入される

・英王のほかデンマーク王（ホルシュタイン・ラウエンブルク公）・オランダ王
（ルクセンブルク大公）もドイツ諸侯(但し旧帝国にあったスウェーデン・ロシ
ア・フランスの領地は消滅)

・ドイツ連邦の外交使節交換：英仏露などからフランクフルトに外交使節派遣・
ドイツ連邦からは臨時にのみ使節派遣・ドイツ諸邦も外国と外交使節派遣



ヴィーン体制の欧州諸国

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kon

gress#/media/Datei:Europe_1815_map_d
e.png）



３．ドイツ連邦の連邦国家化



（１０）左派勢力のドイツ連邦批判と
ドイツ・ナショナリズムの高揚

・左派（＝仏革命理念支持派）：仏理念（自由・平等）受容し右派（＝仏革
命理念反対派）と対峙・対仏統一独国民国家建設（主権に拘る諸侯批判）

・左派の運動：体操運動・学生組合（ブルシェンシャフト・合唱団など）・
焚書（１８１７年ヴァルトブルク祭）・右派言論人暗殺（ザントの「ロシア
のスパイ」コッツェブー殺害）・反ユダヤ主義暴動（ヘップ・ヘップ騒擾）

・カールスバート決議（１８１９年）：墺普などドイツ連邦主要１０国閣僚
会議・ブルシェンシャフト禁止・出版言論規制

・歴史法学の形成：ローマ法学者（Romanist：F・K・ｖ・サヴィニー）⇔
ゲルマン法学者（Germanist ドイツ法学者：グリム兄弟ら）

・ドイツ学者（Germanist）大会（１８４７年）：法学・語学文学・歴史学



ヴァルトブルク祭
（１８１７年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Wartburgfest

#/media/Datei:Wartburg_demonstration_
1817.jpg）



コッツェブーの暗殺
（１８１９年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Wartburgfest

#/media/Datei:Wartburg_demonstration_
1817.jpg）



ハンバッハ祭
（１８３２年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Hambacher

_Fest#/media/Datei:Hambacher_Fest_183
2.jpg）



（１１）左派勢力以外のドイツ・ナショナリズム

・シュタイン：ドイツ連邦を不十分と批判・文化政策に転じ『モヌメンタ・ゲルマ
ニアエ・ヒストリカ』（ドイツ歴史史料集）の編纂開始（１８１９年）

・バイエルン王ルートヴィヒ一世：ヴァルハラ・解放記念堂の建設

・プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム四世：ルートヴィヒ一世の妹と結婚・
「国民画廊」建設構想

・ケルン大聖堂工事再開（１８４２年）：上記二王の支援で国民的記念碑建立

・フリードリヒ・リスト：英自由貿易論を警戒しドイツ内関税廃止をドイツ連邦集
会に提案（１８１９年：却下されるが影響残る）

・ドイツ関税同盟（１８３４年）：ラインラントを得たプロイセン主導で通商主権
に固執するバイエルンなど説得・工業力が弱いエステルライヒを除き「連邦内連
邦」形成・小ドイツ的統一＋市民層擡頭の経済的助走に



ケルン大聖堂
（現在）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lne

r_Dom#/media/Datei:K%C3%B6lner_Dom_
nachts_2013.jpg）



ケルン大聖堂
（１８５５年段階）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lne

r_Dom#/media/Datei:Johannesfranciscus
-Michiels_bau-des-doms-koeln-1855.jpg）



（１２）ヴィーン最終議定書（１８２０年）
ドイツ連邦の連邦国家的変容開始

＊墺議長使節J・R・ｖ・ブオル＝シャウエンシュタイン伯爵の連邦集会開会時の演説（１８１６年１１月
１１日）「連邦集会の使命は、偉大なる国民連邦の構築物を完成させること」

・ドイツ連邦の一体性強化：「ドイツの主権を有する諸侯及び自由都市からなる一つの国際法上の団体」
「自立して相互に独立した諸国の共同体」「対外的には政治的の一体である一つの全体勢力」「解消不能
な団体」「脱退はどの加盟国にとっても自由ではない」

・君主制原理：君主による全国家権力掌握の強調

・加盟国への干渉強化：「連邦執行」（連邦法違反の加盟国への連邦の制裁）と「連邦介入」（国内秩序
が混乱した加盟国への連邦の介入）

・ドイツ連邦規約を「この団体の最初の基本法」と表現

・連邦集会：ドイツ連邦を全体・幹事会（過半数で可決）と総会（３分の２で可決）との区別明確化

・「連邦戦争」規定：連邦全体としての敵との戦争

＊「連邦軍制」制定（１８２１年）：「連邦要塞」としてルクセンブルク・マインツ・ランダウ（のち更
にウルム・ラシュタットも）



（１３）仏七月革命（１８３０年）の
ドイツ諸国への波及とドイツ連邦の対処

・ブラウンシュヴァイク公国の騒擾（１８３０年）：カール二世への反撥から騒擾・弟ヴィルヘルムが
即位し自由主義的憲法制定・連邦集会も追認（墺などは当初反対）

・ヘッセン選帝侯国の騒擾（１８３０年）：議会を開催せず愛妾持つヴィルヘルム二世に反撥し騒擾・
連邦は周辺諸国に連邦介入準備を指示・自由主義的憲法制定（１８３１年）と混乱・憲法停止

・ルクセンブルク大公国の騒擾（１８３０年）：独連邦要塞（普軍駐留）あるがオランダ王が一州のよ
うに統治・ベルギー独立影響で反蘭騒擾・オランダはドイツ連邦に支援要請・墺普軍が連邦介入準備・
大公国ワロン系地域のベルギー帰属へ

・ハンバッハ祭（１８３２年）：仏七月革命の刺激・フランクフルト衛兵所襲撃・同市への連邦介入と
墺普軍駐留

・ゲッティンゲンの七教授事件（１８３７年）：ハノーファー王の自由主義的憲法停止に抗議→免職・
異議申立を受けたドイツ連邦は消極的にのみ対応

・（自由主義を加味した欽定）憲法を制定した中南独諸国も一定の動揺：バイエルン王国（１８１８
年）・ヴュルテンベルク王国（１８１９年）・バーデン大公国（１８１８年）・ヘッセン大公国（１８
２０年）・ナッサウ公国（１８１４年）→バーデンで検閲廃止（１８３２年）



４．三月革命とドイツ連邦



（１４）三月革命（１８４８年）

・仏二月革命：パリ→西独→ヴィーン→ベルリンで騒擾・メッテルニ
ヒ退陣・民衆＝民族代表者による「下から」のドイツ国民国家構想

・フランクフルト憲法制定国民議会（５月ー）：ドイツ連邦諸国から
代議員・帝国代理（臨時元首）にハプスブルク家のヨハン大公が就任

・ドイツ連邦の機能（一旦）停止（７月）：国民議会に授権

・フランクフルト憲法：初の独国民議会で決議・大ドイツ主義から小
ドイツ主義への移行・普王への「ドイツ人の皇帝」即位要請

・革命退潮：墺普政府の事態掌握・諸国の議員召還・普王の帝位拒否



ヴィーンでの市街戦
（１８４８年１０月）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Okto

beraufstand_1848#/media/Datei:Wien_im

_October_1848_p043_Grosse_Barricade_in
_der_J%C3%A4gerzeile.jpg）



（１５）フランクフルト憲法
（１８４９年３月２８日：革命退潮で消滅）

・「ドイツ帝国」（Das deutsche Reich）の創設表明：ドイツ連邦の領域継承・墺参加不参加の双方を想定

・「帝国元首」：帝国統治権の担い手・ドイツ諸侯の１人が「ドイツ人の皇帝」号帯びる・世襲皇帝制（男系長子
相続）・君主無答責で大臣（複数）が責任担う・帝国議会が議決した帝室経費を受領

・外国君主との同君連合の制限：人的連合はよいが実質連合（共通政府）は禁止・新たな同君連合は禁止など

・統一的連邦国家：ドイツ諸邦は独立しているが外交権は帝国に移譲・戦争や講和など軍事も帝国に専属

・「帝国議会」：「分邦院」（各邦代表者）・「民衆院」（直接公選）の二院制・両院議員兼任禁止・就任時に憲
法遵守を神に宣誓・議員日当有・皇帝が召集及び閉会

「分邦院」：各邦代表者は半分は政府・半分は議会が任命

「民衆院」：ドイツ民衆＝民族の代表・３年任期（第１回のみ４年任期）・帝国元首に解散権

・「ドイツ民衆＝民族の基本権」列記：法の下の平等・兵役の平等なども

・帝国軍：陸軍は各邦軍隊をまとめたもの・海軍は帝国専属・兵士は帝国元首及び帝国憲法への忠誠を宣誓

・帝国裁判所の設置



フランクフルト国民議会
（１８４８年）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_

Nationalversammlung#/media/Datei:Fran
kfurt_Nationalversammlung_1848.jpg）



（１６）プロイセン憲法
（１８４８年１２月５日）

・欽定憲法：革命の結果召集された議会の承認なく国王が発布・１８５０年に国王が議会に
諮り改正

・国王：世襲君主制（男系長子相続）・「人格は不可侵」・無答責で大臣（複数）が統治の
全責任・同君連合の制限・プロイセン軍最高指揮権者

・「プロイセン人の権利」規定

・議会：第一院（のち貴族院）・第二院（のち代議院）で構成・国王への上奏権

・貴族院：身分制＋職能制議会・勅撰議員（allerhöchstes Vertrauen）も

・代議院：三級選挙法（男子・普通・不平等・間接・公開選挙・富裕層（≠貴族）に有利）

・立法権：国王と２つの議院とで共同行使・全ての法律は三者の一致を必要とする

・裁判権：国王の名において独立した法律以外の権威に服さない裁判所が行使



（１７）ドイツ連合からオルミュッツ協定へ
（１８４９・５０年）

・ドイツ連合（Deutsche Union）構想：普主導のドイツ連合が墺と同盟する二
重同盟構想・普＝ハノーファー＝ザクセン三王連合（１８４９年）から出発しド
イツ諸国加盟促す・普外相ラドヴィッツ主導・ドイツ諸国の一部が加盟や脱退
（ハノーファー・ザクセン）・ドイツ連合議会開会（１８５０年エルフルト）

・七千万人帝国構想：墺首相シュヴァルツェンベルク侯爵・墺普が全領域で独連
邦加盟・墺のドイツ指導も多民族支配も諦めない「大エステルライヒ主義」

・オルミュッツ会議（１８５０年）：ロシア帝国加え墺領メーレンのオルミュッ
ツで三国会談・ドイツ連合断念とドイツ連邦再建で墺勝利・普主導の独統一国家
を望む自由主義勢力が落胆（「オルミュッツの屈辱」）

・ドレスデン会議（１８５０・５１年）：ドイツ連邦改革論議・連邦執政府（墺
主張）・連邦裁判所（中小国主張）・代議院（中小国主張）を設けようと議論し
たが諸邦対立・墺の非ドイツ地域加入も普反対・旧来型のドイツ連邦に回帰へ



ドイツ連邦・
ヴァイマール共和国・
ドイツ連邦共和国国旗

（出典：https://de.wikipedia.org/wiki/NS-

Staat#/media/Datei:Grossdeutsches_Reic
h_NS_Administration_1944.png）



５．ドイツ連邦の崩壊



（１８）エステルライヒ・プロイセンの
対立激化と世論沸騰

・シュヴァルツェンベルク墺首相急死（１８５２年）：大エステルライヒ主義の指導者退場

・ビスマルクの擡頭と変容：プロイセン議会保守強硬派としてオルミュッツでの墺普連繫支
持・連邦集会普使節（１８５１ー１８５９年）として墺議長使節を挑発・普首相（１８６２
年就任）として国民国家形成求める自由主義勢力・普通選挙求める社会主義勢力と連携

・普「新時代」（１８５８―１８６２年）：摂政王子ヴィルヘルム（１８６１年ヴィルヘル
ム一世）のもと普政府が自由主義勢力に接近

・第二次イタリア統一戦争（１８５９年）：仏第二帝政の支援受けたサルデーニャ王国が墺
を撃破しロンバルディア獲得・ドイツ連邦は墺の支援要請を拒否（普の反対）・イタリア王
国成立・仏への警戒感高まる・ドイツでも自由主義者らがプロイセンによる統一期待

・「ドイツ国民協会」創設（１８５９年）：イタリアが範・普主導の小ドイツ主義的統一を
目指し普陸相に送金・対抗して大ドイツ主義的・自由主義的統一を志向する「ドイツ改革協
会」も創設（１８６２年）

・オイレンブルク遠征団（１８６０・６１年）：ドイツ諸国がプロイセン主導で日本・清
国・暹羅と開国交渉



オットー・フォン・
ビスマルク
ドイツ連邦会議プロイセン使節
のちプロイセン首相
ドイツ帝国宰相

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bis

marck#/media/Datei:Bundesarchiv_Bild_1
83-R68588,_Otto_von_Bismarck.jpg）



ヴィルヘルム一世
プロイセン王としての戴冠式

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I._(

Deutsches_Reich)#/media/Datei:Kr%C3%
B6nung_1861.JPG）



（１９）フランクフルト諸侯会議

・「諸侯会議」（１８６３年８月上中旬フランクフルト・30／34箇国参加）で
のエステルライヒのドイツ連邦改革構想：墺皇帝フランツ・ヨーゼフ一世が
「ドイツ国民（Nation）」の要望受容し提案・黒赤金のドイツ連邦旗を掲げ会
議開催・大国主導の「連邦執政府」（Bundesdirektorium）＋「連邦代議員大
会」（Bundesdelegiertenversammlung：各邦議会から代表選出）＋「連邦裁
判所」（Bundesgericht）創設・微修正の上26／30箇国が賛成で可決

・プロイセンの拒否：ビスマルク首相が諸侯会議へ招待されたプロイセン王
ヴィルヘルム一世の参加を阻止→エステルライヒ主導の連邦改革は事実上頓挫

・ドイツ諸邦代議員大会（１８６３年８月下旬フランクフルト）：墺案は不十
分でフランクフルト憲法を志向・ドイツ法学者大会・ドイツ国民協会も墺案批
判・ドイツ改革協会は墺案に理解表明



エステルライヒ皇帝
ドイツ諸侯会議議長
フランツ・ヨーゼフ一世

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Josep
h_I.#/media/File:Franz_joseph1.jpg）



フランクフルト・アム・マインの
諸侯会議（Fürstentag）
（１８６３年８月：
ドイツ連邦の２８諸侯と２市長）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_F%C3%BCrstentag#/

media/Datei:Frankfurter_F%C3%BCrstentag_1863_Abschlu%C3
%9Fphoto.jpg）



（２０）ドイツ戦争（普墺戦争・
第三次イタリア統一戦争：１８６６年）

・出発点：独丁戦争（１８６４年：デンマーク王国をシュレスヴィヒ・ホルシュタ
インから駆逐）→普がシュレスヴィヒ・墺がホルシュタインを管理

・法的性格：プロイセン王国へのドイツ連邦の連邦執行(墺が管理するホルシュタ
インへの普の軍事侵攻に対する制裁)・プロイセンはドイツ連邦からの脱退を宣言

・対立構図：墺＋中南部独諸国 vs 普＋北独小国群＋伊（H・シュルツェ：「普墺
戦争」ではなく「普独戦争」）

・決戦：ケーニヒグレーツの戦い（１８６６年）

・結果：ドイツ連邦の解体・エステルライヒのドイツ統一からの排除・エステルラ
イヒのヴェネツィア喪失・墺側諸邦の普併合（ハノーファー王国・フランクフルト
市・ナッサウ公国・ヘッセン＝カッセル選帝侯国など）・普のシュレスヴィヒ・ホ
ルシュタイン併合など



ドイツ戦争（普墺戦争）
（普側は青・淡青／
墺側は赤・淡赤）

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_K

rieg#/media/Datei:Map-
AustroPrussianWar.svg）



ケーニヒグレーツの戦い
（出典：
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Krieg#/media/Datei:1868_Bleibtreu_Schlacht_bei_Koeniggraetz_anagoria.JPG）



（２１）北ドイツ連邦：（１８６７年）

・目的：連邦領域の保護・ドイツ民衆＝民族の福祉の保全

・連邦総裁（Bundespräsidium：連邦大統領）：プロイセン王（連邦元首の記載な
し：バイエルン王、ヴュルテンベルク王、ザクセン王、バーデン大公・・・ハンブルク
市長、ブレーメン市長など連邦諸国元首の同輩車中の第一人者

・連邦評議会（Bundesrath）：連邦諸国の使節会議・その議長が連邦宰相

・帝国議会（Reichstag）：（男子）普通平等直接秘密選挙・全民衆＝民族の代表

・連邦政府：憲法に明示なし・議院内閣制もなし

・連邦軍：全ての北ドイツ人に兵役義務あり代理不可・各邦軍の集積

・連邦財政：関税・消費税・郵便電信収入など

・南ドイツ諸国の後日加盟を想定

＊独仏戦争でバイエルンが加入するときには「ドイツ連邦」と称していた



（２２）ドイツ帝国（１８７１年）

・連邦総裁（Bundespräsidium：連邦大統領）：常にプロイセン王（「ドイツ皇帝」（Deutscher
Kaiser）名乗る・ （連邦元首の記載なし：バイエルン王、ヴュルテンベルク王、ザクセン王、バーデン
大公・・・ハンブルク市長、ブレーメン市長など連邦諸国元首の同輩車中の第一人者）

＊アラブ首長国連邦（UAE）：諸君主の第一人者であるアブダビの君主がいつも「大統領」

＊ドイツ帝国宮廷なし：帝国貴族もなし・宮廷はあくまで連邦諸国にあり

・外交：ドイツ帝国「外務庁」に一本化（但しバイエルン王国はドイツ内外と独自の外交使節交換）

・連邦評議会：連邦諸国の使節会議（P・ラーバント説ではドイツ帝国の主権の担い手）・その議長が
帝国宰相

・帝国議会：（男子）普通平等直接秘密選挙・全民衆＝民族の代表

・帝国政府：憲法に記載なし（帝国宰相が唯一の帝国大臣・それ以外は帝国長官）

・帝国軍：全てのドイツ人の兵役義務で代理不可・プロイセン軍・バイエルン軍・ザクセン軍・ヴュル
テンベルク軍の４軍体制（のち相互交流・制服統一化進む）

・帝国財政：当初は関税や消費税や郵便電信収入など・徐々に直接税充実



独仏戦争
スダンの戦いのあとの
ナポレオン三世とビスマルク

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bis

marck#/media/Datei:BismarckundNapole
onIII.jpg）



ドイツ皇帝ヴィルヘルム一世の皇帝即位宣言
（出典：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernerprokla.jpg）



バイエルン王
ルートヴィヒ二世

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_II._(B

ayern)#/media/File:De_20_jarige_Ludwig_

II_in_kroningsmantel_door_Ferdinand_von
_Piloty_1865.jpg）



ドイツ帝国

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_K

aiserreich#/media/Datei:Deutsches_Reic
h_(1871-1918)-de.svg）



ドイツ帝国国旗

（出典：

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_R

eich#/media/Datei:Flag_of_Germany_(18
67%E2%80%931918).svg）



結論 ドイツ連邦の
ドイツ国制史上の位置づけ



ドイツ連邦とは中庸の模索だった

・神聖ローマ帝国・ライン同盟・ドイツ連邦・北ドイツ連邦・ドイツ帝国は連続的な国制変容
を見たのであり、１８７１年にドイツ国家が無から生まれたわけではない。そのためドイツ帝
国を「史上初のドイツ国家」とすると、この連続性が見えてこない。

・ドイツ連邦は対抗する潮流を調和させるプロジェクトだった。フランス革命後の欧州では、
身分制理念（君主制原理）と革命理念（自由と平等）とが激突した。１９世紀前半には、前者
は国際協調・多民族共存と、後者はナショナリズムと、ひとまず結び付いたが、ナショナリズ
ムは君主・貴族・保守主義者にも広がっていく。ドイツ連邦は、ヴィーン会議から諸侯会議に
至るまで、エステルライヒの指導で中間的解決を模索し続け、大ドイツ的連邦国家に緩やかに
近接していった。

・ドイツ連邦が崩壊したのは、プロイセン保守派出身のビスマルクが、国民国家を求める左派
との連携に踏み切り、エステルライヒのドイツ指導に挑戦したためである。ただそれはきっか
けに過ぎず、その準備は、ドイツ関税同盟、三月革命、普「新時代」を通じて、徐々になされ
ていた。ドイツ連邦に残っていた君主＝貴族主導・国際協調的な秩序（「青の国際派」の世
界）は、ドイツ帝国、ヴァイマール共和国、国民社会主義政権へと移り変わるなかで、民衆＝
民族中心主義の色彩を強めていくことになった。



ヴィーン会議は「時代錯誤」という
一種の多文化共生を追求した

・理念型としていうと、近世までは身分制世界であり、近代からは自由で平
等な個人によって構成される世界である。

・だが実際には、１７８９年で近世と近代とが明確に分かれるわけではない。
いまもイギリスには君主制及び身分制議会があり、自由や民主主義を謳う成
文憲法がないことを「不文憲法がある」などと言い訳している。平等や民主
主義を謳いつつ、君主制を残している現憲法体制の日本も同じである。

・ヴィーン会議が目指したのは、近世的要素（君主・貴族制）と近代的要素
（自由と平等）との共存であった。前者はその後徐々に退場したものの、実
は２１世紀においても消滅はしていない。

・一つの社会において異なる時代に由来する諸要素が共存するのは、広く見
られる現象である。諸要素は、均衡を維持して共存することもあるが、何か
のきっかけに均衡が崩れ、一方の要素が他方の要素を圧倒することもある。
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