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普仏戦争と現代 

横浜市立大学名誉教授 松井道昭 

 

はじめに 

 

拙著『普仏戦争―籠城のパリ 132日―』（春風社、2013 年 7月）が刊行された。 

上掲書は専門書でなく教養書のつもりで書き、難解な表現は極力控えた。その証拠に仏語と独語

はまったく表記していない。しかし、史料および参考文献のほとんどは仏語・独語である。「ノンフ

ィクション」というと、なにかしら歴史小説と歴史の中間的な意味あいがあるため、ジャンル分け

としてこの呼称は避けたい。作り話はゼロで公平な立場を一貫させ、歴史書として読んでいただけ

れば幸いに思う。 

140 年前の過去の戦争をとり扱っているが、現在の東アジアを強く意識して執筆したつもりであ

る。「歴史は現代史なり」を私なりに検証してみたしだいである。 

現在との絡みで本著を通じて私が本当に言いたかったことは以下のとおり。 

 

１． 戦争勃発の偶発性と必然性 

２． 独裁国家は戦争を起こしやすい 

３． 軍部は超保守 

４． ジャーナリズムは基本的に無責任 

５． 戦争は終わり方がむずかしい 

６．  「お嬢さま政治」の実行人ユジェニー 

７． 普仏戦争における情報戦 

８． 勝利には政・軍一致が絶対的条件である ― ビスマルクとモルトケ ― 

９． 勝利には不断の実戦経験が不可欠 

１０．  国民の戦争観は各人の戦争体験の具合に左右される 

  

 上記項目で尽きるとは思わないが、とりあえず暫定的な問題提起として出しておきたい。 

 

 

 

１．戦争勃発の偶発性と必然性 

 

 普仏戦争はスペイン王位継承問題と「エムス電報事件」をきっかけとして始まる。挑発したのは

ビスマルク、それに乗せられ、戦争準備も整わないままに開戦を急いでしまったのがフランスであ

る。詳しい経緯は本著を読んでいただきたい。いうならば、「エムス電報事件」は両大国の開戦の契

機（口実）でしかない。もし両国間に長期の友好関係があり、緊張関係を先鋭化したくなければ、

電報事件は起こらなかったであろうし、起こったとしても不発に終わった公算が高い。 

 実際はどうか。両国ともに早晩、決戦は不可避という認識があったのである。プロイセン側に対

仏戦争必至論の意識のほうが強かった。それは、この国にナポレオン戦争の遺恨が残っていたから
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だ。プロイセンは大ナポレオン軍とイエーナとアウエルシュタットの戦いで大敗（1806 年 10 月）

を喫し、形式上はともかく事実上の国家解体を余儀なくされるにいたる。その後６年間に及ぶ軍事

占領と戦争賠償金の支払いは国民の上から下までの屈辱感と復讐熱を醸成するところとなった。ベ

ルリン大学創設時（1810 年）の記念講演で時の文部大臣フンボルトは「プロイセンは肉体的に失っ

たものを精神力によって補わなければならない」と宣言。その後、ナポレオンの対ロシア遠征にも

無理矢理つき合わされ、その結果、軍・民の対仏反感は極点に達し、ロシア遠征の最中でのプロイ

センの離反を招くにいたる。 

 その時から 1870 年までは 64年、長いように見えて国民的怨恨の感情は半世紀やそこらでは消え

るものではないことを実証した。ひるがえって東アジアに目を移すと、今の韓国が日韓併合（1910

年）はもとより、中国も 120年前の日清戦争での大敗を喫した屈辱感を忘れていない。ライバル感

情や怨恨感情は永続することを頭においてよい。 

 フランス側はフランスで、ウィーン条約で多額の賠償金支払いと自国負担での軍事占領、そして

軍装備制限、外交上のフリーハンドを失うという屈辱感を味わった。フランス側の宿願は外交自主

権をとり戻すことだったが、ウィーン条約が規定した列強会議での承認がなければ果たせない。途

中、七月革命と二月革命があったが、それもチャンスとはならなかった。この間、一貫してフラン

スの前に立ちふさがったのは数百年来の宿敵イギリスである。この海洋帝国は自国を脅かす危険性

をもつ「大陸のナンバーワンを叩け」を国是とし、大陸列強がつねに分裂抗争しあうような外交指

針を一貫して執りつづけてきた。 

 普仏の決戦が必至と考えられるようになったのは 1860 年代においてドイツ統一運動が盛んにな

ったときである。フランスはその機運に水を差すべく努力したが、普墺戦争でのナポレオン三世の

奇妙奇天烈な立ち回り― 最初は局外中立、途中から普墺仲裁行動に出る ―をしたほかは、ドイツ

統一の火消しのためのチャンスを逃してしまう。 

 そして、外交下手のナポレオン三世が手を出したのがルクセンブルク買収問題（1867 年）である。

侵略に拠らずして金銭で購入するといった《平和的》な方法である。これに難癖をつけたのが、形

だけは残っていたドイツ連邦と宿敵イギリスである。ルクセンブルクはドイツ連邦に属していたの

だ。これにフランスが横槍を入れようとしたから、ドイツ諸邦の反感を買うはめになり、それまで

膨張主義的なプロイセンと間に距離をとり続けていたドイツ諸邦のことごとくをプロイセン側に追

いやってしまう。 

 今まで述べてきたのは国際政治の次元の問題だが、その背景にある経済問題もけっして無視でき

ない要素である。独仏の経済関係は中世の昔から一貫してフランス優位に進んできた。フランスは

18世紀になって徐々にイギリスに水を開けられつつあったが、それでもなお大陸諸国の中で飛びぬ

けた先進国でありつづけた。 

この国は基本的に農業国であり、穀物栽培に適した気候と土壌に恵まれ、そのことがこの国最大

の強みであった。その反面、工業面ではギルド支配が長くつづき、麻織物や絹織物、ぶどう酒以外

には海外と交易できる売れ筋商品をもたなかった。そもそも基本的に自給自足やっていけるという

有利さが製造業の発達の足枷となった。商業面でもこの国は重商主義政策の優等生的な存在であり、

国家の強固な指導のもとにオランダやイギリスに遅ればせながら海外進出も果たし、18世紀半ばに

おいて西インド、北米、インドにおいてイギリスに伍するほどの植民地も保有した。しかし、ここ

の国民はルイ十四世の大蔵大臣コルベールが嘆いているように、商業的才知に欠け、国家支配（保

護）の下にようやく海外進出を果たしたこともあり、国家が財政危機に陥り庇護できなくなると、
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イギリスとの植民地争奪戦に破れ、次々と海外拠点を喪失する。 

一方、ドイツはどうかというと、政治的にばかりでなく経済的にも分裂していた。統一的な経済

圏はなく、というよりも、そもそもそれが成立する前提条件が欠けていたのである。よって、国外

進出など夢でしかなく、長く国内関税の存在に苦しみ国内通商の自由を確保できないでいた。交通

手段からしてまったく未発達な状態で、ふつうの人が旅行するにも不自由した。経済学者フリード

リヒ=リストが嘆いたように、ドイツ連邦諸国は関税政策に関してはすべて完全な独立国であり、そ

のため「ハンブルクからオーストリア、ベルリンからスイスに向けて通商をおこなうのに 10ヵ国を

横切り、10度通過関税を支払わなければならない」状況にあった。関税障壁は国境だけにあったの

ではない。国内関税が国の内部をさらに分断している国もあった。プロイセン国内だけでも地域的

に異なる 67種類の関税率表をもっていたのだ。それに輪をかけたのが貨幣制度の複雑さである。お

まけに度量衡の不統一がつけ加わった。 

ナポレオン戦争が終わり「大陸封鎖」が解除されると、今度はドイツ市場に先進国イギリスから

低廉な工業製品が叛乱し、繊維工業をはじめドイツ工業は破滅的な打撃を受けた。 

ドイツの経済的分裂は商工業者にとっても、また諸国の政府にとっても早急に解決迫られる重大

問題であり、そこから 181８年のプロイセン関税法から 1834 年のドイツ関税同盟（加盟 15 カ国）

を経て、徐々に経済的な統一を遂げていく。この経済的統一が政治的統一に連なるものであること

もプロイセンでは早くから自覚されていた。プロイセン主導の関税同盟に対して仏墺両国は警戒を

強めたが、それでもその役割を過小評価したため、積極的な介入をしなかった。フランスにとって

は「プロイセン、何するものぞ！」の軽侮の念が先走り、決定的な干渉の瞬間を逃してしまうのだ。 

そうこうするうちにプロイセンは鉄道革命の洗礼を受け、イギリスの産業革命を範と仰ぎつつ積

極的な殖産興業政策を推進し、経済大国としての地位を確立し、フランスには太刀打ちできないま

でも隣国のオーストリアを凌ぐほどの存在となる。普仏戦争開戦直前になると、プロイセン中心の

北ドイツ連邦とフランスを比較すると、人口の点でも経済力の点でもほとんど肩を並べている。 

その認識はドイツ側でもフランス側でもまだない。経済統計がいい加減なものであったことも確

かにある。科学的な統計調査はだいぶ遅れて始まり、両国の拮抗関係が確証されるにいたった。し

かし、もっと重大なことは、両国民の意識の中に染み込んだ優劣感はそう簡単に改まるものではな

い。フランス人がドイツ人を崇敬した事実はあっても、それは文学や哲学の世界の分野であり、逆

にそうした崇敬の念があること自体が自国の優位を確信していた証拠でもある。経済力で追い越さ

れつつあるという意識、軍事力では明瞭な劣勢にあるという意識は表面に現れなかった。軍事力に

関しては普墺戦争で、新興国プロイセンが 6週間で大国オーストリアを撃破したことに慌てふため

き、初めて危機意識が出てくる。ナポレオン三世が普墺戦争に際し最初、どっちつかずの対応をし

たのは、この戦争は長期のものになる公算が高く、両国が疲弊した機を見計らって調停に出よう―

《調停料》をせしめよう―という魂胆でいたからである。ところが、戦闘は簡単に決着がついてし

まったのだ。 

ところが、軍事の天才モルトケ参謀総長は 1859 年の時点でイタリア問題（サルデーニャ=ピエモ

ンテ王国の墺からの独立）でフランスがイタリアに加担して戦闘を始めたとき、参謀本部の側近に

「プロイセンはフランスに勝てる」と洩らしている。軍事力と経済力は完全な比例関係にあるとは

限らないが、それでもモルトケは敵・味方の軍事力を的確に見抜いていたのである。じっさい 10

年後に戦端を開いてみたら、彼の予測どおりの結末を迎えるのだ。モルトケはフランスが緒戦にお

いてあまりに弱いため疑心暗鬼に陥り、かえって慎重な態度になるほどだった。 
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さて、結論に移ろう。戦争の発端は何で始まるかはだれも見当がつかないのがふつうである。き

っかけよりも重要なのは、戦争を準備した根因である。これは交戦国双方に相当の主戦のエネルギ

ーが蓄積されていることが前提となる。モルトケとビスマルクに戦争必至論の考え方は普仏開戦の

数年前にあり、一方、ナポレオン三世にも、少なくとも開戦 3年前のルクセンブルク問題で紛糾し

た時分に対プロイセン戦争は不可避であるという認識はあった。 

戦争というのは軍事力が拮抗しているときに始まるのではなく、軍事力均衡が崩れ自国が優位に

あるという認識が一方の側にあるときに起こるものである。圧倒的に劣位だという認識があれば、

その国の首脳は非戦主義に走るか、自衛のために他国との同盟政策に出るものである。ここで重要

なのは、客観的にみて優劣関係がはっきりしているということではなく、主観的な認識である。 

以上の道筋をもって現在の東アジア情勢を眺めるとき、何か新しい側面が姿を現わすのではなか

ろうか。 
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２．独裁国家は戦争を起こしやすい 

 

 私はかつて《小論文添削》（7月 20日にブログに掲載）「767.人はなぜ戦争を起こすのか」の「短

評」で戦争起源論について述べたことがある。 

 ここでいう「起源」とは「原因」の意だが、実はこの根本的問いに答えることができなかった。

その理由は、「原因」なるものがあまりに多岐に分かれ、一義的に「○○である」とすることができ

ないところに発する。この「短評」を採録するのは面倒なので、「短評」の要点のみ ― 部分的に修

正したが ― を述べ、その後に主題「独裁国家と戦争」に移ることにしたい。 

「人はなぜ戦争を起こすのか」― 古来、多くの人がこの問題に取り組んだにもかかわらず、決定

版となる答えは未だない。「戦争は他の手段をもってする国家政策の継続にほかならない」「戦争と

は、相手にわが意志を強要するためにおこなう力の行使である」と規定したクラウゼヴィッツ「戦

争論」が有名だが、彼は戦争を政治の延長上に位置づけなければならない（戦争の本質）と説いた

が、原因までは述べていない。 

戦争が政争の延長上に位置する「暴力の行使」だと認める以上、そもそもの政争の原因が多岐に

分かれるところから、戦争＝政争の原因を一義的に求められないことになる。 

そこで、私は歴史的に回顧して、政争の原因として以下のものを措定する。 

 

① 人口膨張（これは非常に重要な要素） 

② 食糧生産のための可耕地不足 

③ 農業の低生産性（砂漠化、土壌、肥料不足、品種改良なし、虫害、過度の連作） 

④ 食糧特にタンパク質の不足補填としての漁業資源希求 

⑤ 地下資源希求 

⑥ 国内政治の不満のガス抜き 

⑦ 国家どうしの通商権をめぐる覇権争い（重商主義） 

⑧ 戦略拠点づくり（橋頭堡、要塞、備蓄倉庫） 

⑨ 属国または属国の見込みのある国家への武威デモンストレーション 

 

上記に尽きるわけでなく、政争の要因は数限りない。次に、私はロジェ・カイヨウ著、秋枝茂夫

訳『戦争論―われわれの内にひそむ女神ベローナ』（法政大学出版局、1974 年）という書物の「序」

から興味ある記述を引用した。カイヨウも戦争の原因を明解に述べていない。彼に特徴的なのは、

破壊行為の極致たる戦争は文明のひとつの表われだとしているところである。カイヨウの主張の要

点を以下、列挙してみる。 

 

（1）戦争の定義は今まで数多くの専門家が試みたが、満足すべき結論にいたっていない。 

（2）戦争は文明と共に成長する。戦争は文明そのものであり、何らかの形で文明を生む。 

（3）戦争を分類すると部族抗争、封建戦争、帝国戦争、国民戦争に分けられる。 

（4）人の死の排出（殺戮度）の面から上記に序列をつけると、右から左への順となる。 

（5）戦争苛烈化の要因は国家の統制力と強制力であり、その極致が 20世紀の大戦である。 

（6）戦争の惨劇をなくす（弱める）方法は国家機構の巨大化を防止するしかない。 
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 カイヨウの議論は明らかに戦争の性格の変遷を述べ、文明の進展、特に国家機構の巨大化ととも

に戦争の惨劇性が昂じていったと述べる。ここでも戦争の原因は体系的に述べられていないが、彼

の戦争に関する上記の性格規定は大筋当たっているといえる。  

 国家の巨大化をやめるため、既存国家が一様に機構改革に応じれば問題はないが、そうすると今

度は、競争関係にある国家が「今がチャンス！」とばかり戦争を仕掛けてくる可能性が生まれる。

それはちょうど、「平和を」「平和を」と叫べば叫ぶほど「戦争」を引き寄せる結果になるというパ

ラドックスに似ている。アナーキズム（国家解体）は理念としては立派だが、「世界連邦」が夢物語

で、せいぜいのところで軍縮レベルにとどまるように、実際問題としては有効な解決法にならない。 

  

 さて、本題の「普仏戦争と現代」の関連にふれよう。私は拙著『普仏戦争』において近代に起こった

戦争について王朝戦争と国民戦争を分け、普仏戦争をその過渡期にある戦争と位置づけた。前者の代表

格として 18世紀の絶対主義時代の戦争を、後者の代表格としてフランス革命戦争とナポレオン戦争、そ

して 20世紀の２度の大戦を挙げた。王朝戦争は限定戦争で、規模は小さく期間も短い。その反対に、国

民戦争は大規模にして期間も長く、人的、物的資源を消尽するまで続く総力戦になりやすい。 

フランス革命戦争と第一次世界大戦のあいだ、つまり 19世紀後半に起こった普仏戦争は王朝戦争

と国民戦争のうち、どちらに属すのか。これを位置づけるためには、軍事学の観点から細かく洗っ

てみなければならないが、ここでは暫定的に以下の視点を掲げておく。そののちに普仏戦争の性格

を述べることにしたい。 

 

＜軍事学＞の観点には次のような諸点がある。 

① 目  標  政治、軍事、経済、社会、心理、期間（長期・短期） 

② 軍  隊  編成、動員、行軍、陣地、兵站、休息、士気、野戦病院 

③ 兵  器  兵器、利用技術、修理 

④ 人的資源  軍人養成、各種兵訓練、動員順序、徴用 

⑤ 物的資源  食糧・軍事物資確保、徴発、輸入、運搬 

⑥ 指揮作戦  参謀本部、参謀部、前線指揮、指揮系統、作戦研究、測量・記録 

⑦ 銃  後  情報統制、戦時経済、士気宣揚、防御、軍・民関係、生活、治安 

 

 問題になるのは上記項目について誰が最高司令官として指揮を取ったかである。特に重要なもの

は①、②、⑥である。 

 

＜王朝戦争と国民戦争＞ 

戦争 ＼ 戦争形態   王朝戦争        国民戦争            

(1) 最高責任者     国家元首（国王）    国家（議会） 

(2) 兵力        常備軍         常備軍＋徴兵（国民皆兵） 

(3) 民間人の関わり方  税負担を除き無関係   全国民が戦争に協力 

(4) 戦闘形態      単一戦場、肉迫戦    戦場分散、三次元戦闘 

 (5) 兵站        備蓄＋現地徴発、馬車  備蓄＋現地徴発、鉄道＋馬車 
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開戦のイニシアティヴ 

主題の「独裁体制と戦争」の絡みで問題となるのは上記の（1）である。プロイセンとフランスは

独裁体制であったかどうか、そして、そうだとすれば、だれが戦端を開いたか。 

普仏の衝突の可能性はかなり前から予想されていた。ドイツ側においてドイツ国家統一の妨害国

＝フランスという見方は政府首脳をはじめ、国民の各層にまでかなり深く浸透していた。しかし、

その一方で、国家元首の胸ひとつで戦争を回避できる可能性もあったという意味で、開戦動機から

みたときの普仏戦争は王朝戦争と国民戦争の中間に位置する。もっと正確にいうと、プロイセン=

ドイツ側に国民戦争の色合いが強かったのに対し、フランス側では王朝戦争の色合いがより濃厚で

ある。 

第二帝政期の 18年間にフランスはクリミア戦争、イタリア干渉戦争、メキシコ干渉戦争、普仏戦

争を経験したが、そのいずれもが皇帝ナポレオン三世自身の発意で起こしており、兵の退き方も皇

帝の判断でおこなっている。普仏戦争はどうかというと、皇帝自身はプロイセンとの開戦に時期尚

早として反対したが、一部閣僚の主戦論に引きずられ、開戦を承認してしまう。もし彼がこのとき

病気でなかったならば［注、当時、ナポレオン三世は持病の腎盂炎を悪化させていて、極端に決断

力が鈍くなっていた］、周囲を威圧し、当面の戦争は回避した可能性が高い。しかし、必ずしも王朝

戦争とはいいきれない面もある。それは国民世論の力である。フランスが最終的に開戦にふみきっ

たについては、世論とジャーナリズムの力が大きく作用している。 

ところが、終戦の迎え方となると、プロイセン=ドイツ側が王朝戦争的であるのに対し、フランス

側は国民戦争的であった。すなわち、1871 年 1月、ドイツ ― すでにドイツ帝国となっていた ― は

パリの国防政府の休戦申込みに対し、国王および政府首脳は戦争終結の潮時とみなし、すぐに仮条

約締結から本条約への手続きに移った。むろん、これは国民世論の動向を慮ったうえでの決断であ

り、そこに国民戦争的色彩がないことはないが、国民世論が終戦時期尚早と異議を唱えられないほ

どに、プロイセンにとって戦勝に由来する報償は大きかったのである。 

フランス側の戦争終結の仕方が国民戦争的であるとするわけは、国家元首の意思で終戦を導けな

かったからである。ナポレオン三世はスダンで捕虜となって降伏文書に調印したが、パリに革命が

起きて体制が転換してしまう。新体制は終戦ではなく抗戦を決めたため、戦争はその後もだらだら

続き、消耗戦の様相を呈してきた。戦争そのものが政府の手を離れ、国民世論 ― 最初から最後ま

で継戦論と早期和平論とに分裂していたが ― にズルズル引きずられていくという意味で、国民戦

争的な色あいが出てくる。普仏戦争は結果として長引くことになったが、本格的な国民総力戦にな

る直前においてパリ政府が早期休戦に傾いたため、戦争はそこで終わることになった。 

 独裁体制と王政は法制上ぴったり重なるものではなく、王政の一つの典型が独裁体制だと見なし

たほうが正確である。王政が比較的容易に戦端を開けるのはこれまでの記述から導きだせるが、そ

れが王または皇帝の独裁体制となると、もっとたやすくなる。それは特にフランス側のルイ・ナポ

レオンについていえる。彼の体制は人民投票から生まれたという意味で民主主義的な体裁をとる。

その意味でナチス=ヒトラー体制（cf.全権委任法）の母型であるとも言われる。しかし、この人民

投票というのが曲者で、ルイ・ナポレオンはクーデタ（軍暴力）でもって政権を握ったのち、己が

提案する体制を認めるか否かについて国民に信認を問う。その提案された体制というのは第一帝政

という前例［嚇々たる栄光に包まれたナポレオン体制］のある範型である。信認を問われる有権者

は、成年男子という条件以外に制限がなく、その意味ではきわめて民主的であった。だが、問われ

る国民の側は‘Oui’または‘Non’しか答えようがない。じっさい、ほとんどの者が賛成にまわる。 
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 ルイ・ナポレオンはクーデタ敢行から 1年後に帝政を復活する（第二帝政）が、帝位についてい

た 18年間におこなった戦争はすべて彼の発意による。開戦はむろん停戦・講和まで彼独りのイニシ

アティヴである。その彼がなぜ普仏戦争に踏み切ったかについては論じはじめると長くなるので、

細かいところは拙著『普仏戦争』に譲りたい。 

 結論からいうと、皇帝にとっていちばん気乗りしなかった戦争がこの普仏戦争である。もともと

プロイセンに悪感情を懐いていなかったところにきて、この戦争ばかりは、フランスにとって同盟

国をもたない戦争であった。そのうえ、4年前 1866 年春の普墺戦争でのプロイセンの圧勝にショッ

クを受けたうえ、仏軍の備えに不備があり、いまプロイセンに挑戦しても必勝の見込みが立たない

ことを知っていた。しかし、最終的に開戦に踏み切ったのは側近（外相と陸相）の圧力もあるが、

内政上の困難、特に国内大衆が自分から離反しつつあることを意識していたからである。その背景

に 4年前から始まる大不況（周期的恐慌）が作用していた。そしてさらに、長期の強権政治に大衆

は飽きを感じていた。それゆえに、必勝の見通しは立たないけれども、「大ナポレオン軍」の栄光に

運を託して一か八かの冒険行に乗り出してしまう。 

 迷いが完全に吹っ切れていないところにきて、タイムリーにスペイン王位継承問題とエムス電報

事件が起きる。上述のように、彼が病気であって、決断力が欠けていたこともあって「ノン」と言

えなかった。そのため、皇帝自身が主戦論の大波に呑み込まれてしまうのである。開戦を決めた御

前閣議で、悔悟のあまり皇帝自身が大粒の涙を流すという事態はまさしく異常であった。 

 プロイセンはどうか。この国も国王を首班とする軍事独裁体制とみることができる。そもそも部

族、信仰、自然国境の基礎もない人工（小）国家がヨーロッパで一大勢力にのし上がった理由はそ

の軍事増強を国是としたためである。よって、開戦も終戦・講和も国王の決断ひとつでできた。幸

いなことにビスマルクとモルトケという稀に見る政・軍の英傑を従えていたことも幸いだった。 

 

(次 http://linzamaori.sakura.ne.jp/watari/reference/fpwarandtoday2.pdf) 

 

(c)Michiaki Matsui 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


