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書 評

Andrzej MIHALCZYK, Heimat, Kirche 
und Nation. Deutsche und polnische 

Nationalisierungsprozesse im geteilten 
Oberschlesien 01922-1939）

衣笠太朗

本書の著者アンジェイ• ミハウチクは、現在ルール•ボーフム大学歴史学 

部東欧史講座に所属し、主に近現代のオーバーシュレージェン（現ポーラン 

ドヽグルヌイ・シロンスク地方）をフィールドとして研究を行っている。本 

書は、『シュレージェン史の新研究』 シリーズの第19巻として2010年に刊 

行されたものであると同時に、著者が2007年に提出した博士論文を書籍化 

したものである。

日本に住む我々にとって、本書がその分析対象としているオーバーシュレー 

ジェンという地域はなじみの薄い ものであるが、 その現代史研究が、長らく 

ネイションまたは国民国家というイデオロギーに支配されてきた分野であっ 

たことは指摘しておく必要があるだろう。つまり、戦後の東西ドイツやポー 

ランドの研究者たちは、大戦間期のオーバーシュレージェンを、 ドイツとポー 

ラ ンドによって激しいネイション化⑴が行われた、「ドイツ人」と 「ポーラ 

ンド人」の対立の地として特徴づけていたのである。

本書は、1990年前後に立て続けに起こったポーランドの民主化とドイツ 

統一以後に主流となった、上述の歴史観を厳しく批判する潮流の中に位置し 

ている。特に 2000年代以降に出された歴史研究者の論考に共通するテーゼ 

は、20世紀中ごろまでのオーバーシュレージェン住民は、一貫した排他的 

なネイションを自覚することがなかっただけでなく、「シュロンザーケン人 

Schlonzaken/ślązacyJ または「土着の住民einheimische BevölkerungJ と 
して区別されうるような、地域特有の帰属意識を保持していたというもの 

である⑵。そのような理論化された帰属意識を「われわれ意識Wir-Gruppen- 
ZugehörigkeitenJと名付け、その実証的研究を試みたのが、本書である〇 

それは、著者が本書のねらいを、「アイデンティティが形成され、変化し、



陰影をつけられ、さらに拒絶もされるような日常の生活や経験の具体的な形 

態を示す」ことであると端的に述べていることにも表れている。オーバーシュ 

レージェンは、中世以来様々な国家•王朝の支配下に置かれた結果、その住 

民のアイデンティティは複雑な様相を呈していたことは明らかであるため、 

その構造を膨大な史料にあたりつつ、従来の国民国家的な歴史観からの脱皮 

を図ろうとする著者の姿勢を評者は高く評価するものである。以下では、ま 

ず第 2章以下の内容を紹介し、その上でその意義と問題点を指摘したい。

第 2章 「出発点:「長い 19世紀」のプロイセン領オーバーシュレージェン 

におけるネイション形成過程」では、本書が主に取り扱うオーバーシュレー 

ジェンの分割期に至るまでの、 当該地域の歴史的背景が論じられている。近 

世のハプスブルク支配下で再カトリック化されたオーバーシュレージェンは、 

「長い 19世紀」を経るころには住民の約9割がカトリック教徒となっていた。 

19世紀を通じてプロイセン= ドイツ帝国の東部辺境に位置していたオーバー 

シュ レージェン住民に対する他者の認識は、 「貧しく、無知蒙昧で、粗野な 

人々」というものであったという。それはこの地域の住民がスラヴ語方言を 

使用していたことと関係している。スラヴ語方言はドイツ語に比べ従属的な 

地位に甘んじていたため、当地のスラヴ系住民は民族運動の中核を担うイン 

テリ層を欠いたまま「長い 19世紀」を経験せざるを得ず、ポーランド民族 

運動が高揚するには至らなかった。社会的地位の上昇したスラヴ系住民たち 

の間では、「粗野」なオーバーシュレージェン住民もドイツ文化の中で「よ 

り良く」なると考えられたため、彼らは 19世紀後半まで積極的にドイツ文 

化を受け入れ、 ドイツへの同化を図ろうとした。

ドイツへの同化の道も探っていたオーバーシュレージェンの人々にとって、 

その宗派的•言語的特殊性を意識させられた出来事は、 1871年のドイツ帝 

国成立直後から1887年まで繰り広げられた文化闘争であった。 この時期、 

カトリック教徒は「帝国の敵」として攻撃されたため、 ドイツ人を自認する 

人々とそれ以外の住民の間の溝はさらに深まった。そこで問題になったこと 

は、ポーランド民族問題ではなかった。中央政府から見て国家の統合におい 

て障害となったのは、授業やミサにおいて非ドイツ系言語が使用されていた 

ことであった。

文化闘争終結後、この地域で台頭してきたのがカトリック中央党であった。 

この政党によれば、オーバーシュレージェンのスラヴ系住民はポーランド語
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を使用するプロイセン人であり、彼らはオーバーシュレージェン住民のプロ 

イセンへの統合を目指した。 1 9世紀末にオーバーシュレージェンの政治的 

掌握に成功したカトリック中央党は、スラヴ系住民の完全な同化を主張し、 

ポーランド語の使用を伝統の一部とするカトリック教会と対立したが、この 

問題は第一次世界大戦の勃発によりひとまず棚上げにされた。

1918年に大戦が終結すると、オーバーシュレージェンの帰属をめぐって 

住民投票が行われたのであるが、この時期で注目すべきなのはその投票結果 

である。 この投票は、地域住民にドイツとポーランド、そのどちらに帰属し 

たいのかを問うものであったが、その結果は1910年にプロイセンが行った 

言語調査の結果とは単純には一致しないものであった。ここにオーバーシュ 

レージェン住民の帰属意識の複雑性を垣間見ることができると著者は主張し 

ている。

第 3 章 「政治祭典に照らし出されるアイデンティティの要求とアイデンティ 

ティの実践」で論じられていることは、 ドイツ領オーバーシュレージェン州 

とポーランド領シロンスク県に東西分割されたオーバーシュレージェンにお 

いて、政治的プロパガンダがどのように受容され、いかに拒絶されたのかと 

いうことである。分割後のオーバーシュレージェンにおいては、それぞれの 

併合地域を新国家に統合するために様々な政治的な試疔錯誤がなされた。そ 

れには住民投票期のナショナリスティックな雰囲気の記憶も利用され、1920 
年代半ばからは国境の両側において住民投票記念祭典が毎年挙行されること 

となったのである。それ以外にも、国境の外側に取り残された民族的少数派 

を政治的に利用するため、例えばドイツ側ではポーランド領シロンスク県に 

おける「ドイツ系少数派の苦悩」が強調されたりもした。

重要なのは、こうした政治的プロパガンダに住民たちがどのように反応し 

ていたのかということである。結論から言えば、住民の行動は基本的に「物 

質的動機」に基づいており、能動的に政治運動に参加することは少なかった。 

確かに祭典は1926年を最盛期として大きな盛り上がりを見せたものの、地 

元住民の態度はあくまで冷淡なものであったと言える。なぜなら彼らのお目 

当ては、参加すれば受給資格の得られる失業手当であり、祭典そのものやネ 

イションには無関心であったからである。

この章の最後に、こうした政治的プロパガンダが、ローマ•カトリック教 

会にも影響を及ぼしていた点も論じられている。 ドイツ側、ポーランド側の
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両方で、この地域のカトリック教会は国家の敵としてナショナリストによる 

攻撃の標的となった。それはドイツ語とポーランド語の両方を用いて典礼を 

行っていたためであるが、 しかしそれらの攻撃は、カトリック聖職者と教区 

民との連帯によって退けられた。著者は、この連帯についてより詳細な分析 

が必要であり、それが次章で問題となると述べている

第 4章 「ネイション対立の場としての教会典礼」では、「ナショナリスティッ 

クな目標のために、どの程度教会典礼は地域的対立の場として道具化された 

のか、またどのような個人や集団がそれらの努力を支持していたのか」とい 

うことがテーマとして掲げられている。 1920年代のカトリック教会におけ 

るネイションをめぐる対立は、比較的穏健なものであったと言える。 ドイツ 

側ではナショナリスティックな不満が噴出することは少なく、ポーランド側 

でも教会攻撃の役割を担った人々は「シロンスク蜂起団同盟」と呼ばれるナ 

ショナリスト組織に限られていた。

潮目が変わるのは、 ドイツでナチ党が政権を掌握する1933年頃である。 

このころからナチ党はそのシンパを利用して、伝統的な教会秩序を公共の場 

から排除しようと試み始める。 このドイツ側の動きと軌を一にするように、 

ポーランド側でも典礼における言語問題が再燃したことがいくつかの事例か 

ら確認される。例えば、約 1万人のカトリック教徒が住んでいた工業地帯で 

あるヨーゼフドルフでは、 1934年にポーランド系組織の代表団が、現地司 

祭パヴェウ・ミハッに教区共同体評議会の新規召集とミサ規定の変更を求め 

た。県知事グラジインスキを中心とする行政当局に支援されていた彼らの目 

標は、依然として「少数派」の速やかなポーランド化とポーランドの民族的 

な団結であった。このような反教会的な行動に対して、聖職者たちはネイショ 

ンや言語にかかわりなく共同体の全構成員を包括する司牧を追求することで 

対抗しようとした。

第二次世界大戦前夜になると、オーバーシュレージェン州とシロンスク県 

の違いを問わず、典礼言語をめぐる対立は最高潮に達した。 ドイツ側ではナ 

チ政権による「ドイツ化」政策が激しさを増し、さらに1937年には民族的 

少数者保護を規定していたいわゆるジュネーヴ協定が失効したことで行政や 

教育における民族的少数派保護の根拠が失われた。ポーランド側ではナチ政 

権による少数派言語への攻撃に対する反作用として、外国語を用いた典礼の 

廃止を求める圧力が一層高まっていた。それでもカトリック聖職者側は少数



派言語による典礼を維持しようとしたために、カトリック教会は華々しい対 

立の舞台となった。

この時期、ナチ勢力がいくら地域住民を逮捕•連行してポーランド語ミサ 

を妨害しようとしても、またポーランド当局がいくらナショナリストたちを 

動員してドイツ語ミサを廃止に追い込もうとしても、教区共同体のカトリッ 

ク教徒は信仰から離反することなく、典礼に使用される言語の変更を拒んだ。 

このように教区民が聖職者側と連帯を保とうとした理由は、何らかの形で説 

明されなければならないが、 ミハウチクはその動機として、オーバーシュレー 

ジェンの住民にとって「故郷 H e im a tJとはオーバーシュレージェンの土地 

と教区共同体を組み合わせたものであり、典礼言語の変更を含む教区共同体 

の解体は、すなわち世界の破滅を意味していたという解釈を提示している。

第 5 章 「カトリック的感覚Sensus Katholicusとミクロ •レヴェルでのネ 

イション化プロセス」では、2 つの教区共同体におけるカトリック信仰の感覚 

とネイション化プロセスの関係が論じられている。ひとつはシロンスク県ビー 

ルショヴィッツの工業地帯に位置し、もうひとつはオーバーシュレージェン州 

ビエルドザンの農村部にあるため、両者は格好の比較対象を成すものとして 

取り上げられている。 ビールショヴィッツの教区共同体では、ネイションへ 

の統合プロセスに参加することへのためらいや拒絶が見られた。炭鉱地帯が 

高度に工業化し、19世紀の半ば以来社会の近代化が進んでも、この地域にナ 

ショナリズムはなじまなかった。著者が言うには、ネイションよりも、宗派的• 

地域的に特徴づけられた「われわれ意識Wir -  Gruppen -  Zugehörigkeiten」 

を優先するという前近代的な現象は、国民的思考様式に支配された20世紀 

に入っても失われることはなかったのである。それと同時に、近代化の過程 

をネイション化の過程として捉えようとする人々も存在していた。この2 つ 

の世界像の対立は、住民投票期に激しさを增し、ピウスッキによる5 月クー 

デタが発生した1926年以降先鋭化した。 こうした中、多くの地域住民は状 

況に応じて民族政策に対する態度を変化させ、状況に応じて柔軟に行動して 

いた。「われわれ意識」は、ネイション化政策によって画一化の危機にさら 

されるが、それは聖職者と住民が協調することで回避されたのである。

ビエルドザンでの住民の反応も、 ビールショヴィッツのそれと同様であっ 

た。住民は新しい政治情勢を理解し、国家によるネイション化政策に柔軟に 

対応した。それはネイションへの帰属要求を限定的に受け入れることをも可
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能にしていたのである。このように住民が現実主義的にカトリック教会との 

連帯を保っていたことは、前述の「故郷」概念の存在を裏付けるものである 

と5 える〇

まとめの部分において、 ミハウチクは主に2つの主張を行っているように 

思われる〇第一にオーバーシュレージェンにおけるネイション化の過程は、 

従来の近代化理論を揺るがすものであると指摘している。なぜなら従来の理 

論は、住民の上位文化 (H ochku ltu r)への参加が、すなわち国民的思考様 

式の内面化を意味し、またそれがネイション化の不可逆的な完了であると主 

張してきたからである。 ミハウチクは、「少なくとも1976年のユージン• ウェ 

バーによる研究以来、第一義的にはフランス農民に見られたような近代化• 

ネイション化プロセスの必然的関連は、オーバ-・シュレージェンの事例には 

当てはまらない」と主張している。第二にミハウチクは、オーバーシュレー 

ジェンのカトリック教区共同体の構成員の態度は、「第二の宗派の時代」⑶ 

において宗教が再活性化するというテーゼを裏付けている、と述べている。 

本書で論証された多くの事実によって、地域の教区共同体の結剌ま、動員及 

びネイション化プロセスによって破壊されることがなく、それどころか大量 

の政治動員が行われた時代のすぐ後にも、なお集中的な影響力を発揮するこ 

とが出来たということが示唆されている。そしてこの調査結果は、大戦間期 

オーバーシュレージェン史が、 ドイツ•ポーランド間の、ナショナリズムに 

支えられた紛争の舞台としてというよりも、反聖職者陣営•聖職者陣営間の 

対立の歴史として読まれなければならない、ということを提示している。こ 

の理解に基づけば、オーバーシュレージェンでは根本的に異なる2つの世界 

像が相対していて、それぞれの擁護者は、敵対するイデオロギーの枠組みで 

はなく、その構造の中では違いのないナショナルなイデオロギーの枠組みと 

相対していたのである。

以上、第 2章以下の概要を紹介したが、本書からは一貫して、結晶化した 

ネイション• アイデンティティを保持していない人々カヾ、国家やナショナリ 

ストの活動に影響されて確固たるネイションを保持するようになるという歴 

史認識に対する著者の懐疑的な眼差しを伺うことができる。それが、従来の 

オーバーシュレージェンに関する、国民国家的な歴史叙述を克服する上で重 

要な役割を果たしていることは否定できない。 しかしながら、本書は国家や 

ナショナリストによるネイション化と呼ぶべき事例に際しての、ローマ•力
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トリック教会の役割に焦点を絞って叙述されており、それだけでは著者が述 

べるような従来のナショナリズム理論を批判するには不十分であるように思 

われる。確かにカトリック聖職者を中心とした教区共同体の構成員たちは、 

状況に応じて柔軟にネイションに帰属することを選択し、また帰属しないこ 

とを選択していた。ただ、国家が住民のネイションへの統合を推し進める際 

に重要な役割を果たした社会領域は、宗教だけではなかったのである。すで 

にオリヴァー*ジマーが指摘しているところではあるが、1926年にシロン 

スク県において7000名以上の児童がドイツ系学校への学藉登録を拒否され 

たという出来事は、教育分野におけるネイション化政策の最たる例である。 

彼はこの事例をひいたあと、次のように述べている。「1930年代までポーラ 

ンドの旧プロイセン地域に残っていたドイツ人は、マックス•ヴェーバーた 

ちが求めたような領土回復のための国境地域集団の役割を果たしていたわけ 

であるヵ;、政治的には分裂して、（大部分が）ナチ支持者となり、ほかにブ 

ルジョワ•ナショナリスト、カトリック、社会主義者といった集団を形成し 

たのである⑷」。 この説明が、ナチ支持者は少数派であるとするミハウチク 

の主張と食い違うものであることは明らかである。本書はオーバーシュレー 

ジェンにおけるローマ•カトリック教会の影響力を重視するあまり、こうし 

た教育•行政におけるネイション化政策がもたらした効果について正面から 

取り上げることはしていないが、当該地域におけるナショナリズムに関する 

先行研究を批判するためには、もう少し視野を広げて論を展開すべきであっ 

ただろう。

もう— の疑問は、「われわれ意識Wir- Gruppen- ZugehörigkeitenJの 

妥当性である。 これはオーバーシュレージェンに住む人々を結びつける、ゆ 

るやかな紐帯を指し示す用語であるが、それが行き着く先には「シュロンザー 

ケ ン人」 のような、アントニー・D •スミスの言うところのエトニの存在が 

ある⑸。 しかしこの地域には、ポーランドに親近感を抱いていた人々もいれ 

ば、 ドイツ人に同化している人々もいたし、オーバーシュレージェンに帰属 

意識を抱いていた人々もいたのである。オーバーシュレージェンに住む人々 

をそのようなエトニとして捉えることは、大戦間期においてオーバーシュレー 

ジェンという地域が抱えていた複雑な内部対立を覆い隠すことになるばかり 

か、現代シュレージェンにおける地域主義的な動きを肯定することになりか 

ねないのではないか。それゆえに、ゆるやかであるにしても、一体性のある

一 ? —



集団として地域住民をみなす解釈は今一度別の角度から実証される必要があ 

るように思われる。

本書は著者がその歴史に対するテーゼを堅持しつつ、従来のネイションや 

国民国家の枠内の収まっていた歴史叙述を乗り越えようとしたものとして評 

価できる。本書が広く読まれることで、オーバーシュレージェン地域の複雑 

かつ興味深い現代史が一般に認知されるとともに、 ドイツ•ポーランド国境 

地帯を対象とした歴史研究が深化する一助となることを期待したい。

註
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