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ホルシュタイン問題

三月革命におけ

シュレスヴィヒ

は

操

において把えるあまり︑外交史上の認識が閑却視されはしなかった
ぜ

察する場舎︑とくに一八四八年ヨーロッパに展開した諸革命を類型
的に把握することに困難を感ずる︒むしろこれまで︑未完成の革命

シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題を提起した理由はここにあ

純粋にその目的遂行のために対処した異例のことがらとして︑そし

が︑自由と統一のいずれを取捨すべきかに苦しんだドイツ革命が︑

る︒今更こと新しく取り上げるほどの問題ではないかもしれない

法の背後に︑ドイツ正統史学がたどった一種の狭心な自己意識がま

主義にたいして︑ドイツ自由主義の性格が問われ︑革命そのものの
︵1︶
挫折に必然的な結論を与えることとなった︒もちろんこうした認識

てまた︑フランクフルト国民議会が本格的に対外関係の解決にむか
った注口すべき事実として︑ 一考の必要があるだろう︒しかもこの

バろ

つわりついていたことも否定できないだろう︒従って︑こうした把

問題の解決をめぐって︑国民議会そのものが分岐点に立た趨れたこ

ヒ

握法にたいし︑西欧的な立場から三月革命を他の一八四八年の諸革

とを考えてみた場合︑一辺境におこったこの問題が投じた波紋は予

A・J・P・テーラはこの点を許して︑﹁これほど理念の

力への限りない信仰によって鼓舞された革命もなければ︑その結

︵1︶

想外に大きいものとみなければならない︒

果においてかくも理念のカへの不信におわった革命もない﹂とい

︶

このことを考えるとき︑われわれはあらためて三月革命がたんな

三九

るフランクフルト対ベルリンないしウィーンのかけひきだけでなか

る︒

︵り

のの多くは︑広くヨーロッパ史のなかで諸革命を把えようとしてい

︵6︶

るにたらないであろう︒とくに︑第二次世界大戦後にものされたも

命の一環として窺えようとしているにしても︑それはさして異とす

ユニ⁝クな面が強調されすぎたとも考えられる︒いわゆる西欧自由

だろうか︒

これまで︑ドイツ自由主義の性格規定を領邦絶対主義との相関関係

ったことに気づく︒三月革命もまた︑ウィーン体制への反逆を意図
︵3︶
している限り︑ヨーロッパ外交史の制約をうけざるをえなかった︒

萩

であったという印象が先行してしまったため︑しばしばドイツ的な

ドイツにおける三月革命を︑フランクフルト国民議会を中心に考

谷

●

っている︒

︒く︒ご甑︒づoh蕊心︒︒

ζ〇旧く汐〆法要げ窪σqいHQ◎心cO＞日ξ艮bσq℃oぎ＝撃や目高

︵2︶例えば︑前掲書及び℃・閑︒ぴ興齢8P

などをあげることができる︒

四〇

一八三〇年代︑ナショナリズムの風潮が激してくると︑デンマー

︵1︶
ホルシュタイン公として議席を有した︒

ク人はシュレスヴィヒの大多数が同胞であることを理由に︑その合

併を意図しはじめた︒この風潮のなかに即位したのがクリスチャン

の没落がすすみ︑代って市民階級の進出が目立ち︑一八四二年には

八日︵一八三九i四八︶である︒この頃デンマークでも旧貴族階級
︵3︶富︒Z窪O帥日σ＆σq︒ζ＆巽β震切8蔓×・日冨N窪窪
Oh国ξo℃＄口℃o≦〇ニド○◎ωO〜刈ρ℃・鱒①9

折しも︑一八四四年一二月に開かれたホルシュタイン身分制議会

ヒ・ホルシュタイン問題の解決を急ならしめた︒

民自由党︾の結成をみた︒この国民自由党が国王をつきあげ︑
︵4︶≦﹄霧§陣§博N母O︒m量989a窪川︒・魯2江σ︒昆圃︽
§国霧
ナショナリズムの運動は︑まさに国家的規模においてシュレスヴィ

林健太郎﹁マルクス・エンゲルスと民族問題﹂︵﹃思想﹄

㌶HP﹂9驚ず￠5儀03山N．切匙Ho◎ρω●認⑩9

︵6︶
三三五号所収︶

めぐるドイツとデンマークの抗争は︑古く十四世紀にさかのぼる︒

めぐる重要な契機となったことは周知の事実である︒この両公国を

公国は一八〇六年のドイツ帝国の解体によって独立し︑シュレスヴ
ィヒは＝ハ五八年のコペンハーゲンの協約以来独立している﹂こと

的保護︾を名として︑

体するあらゆる企図の前進を阻止する準備をなす﹂ことを明白にな
した︒議会はこの発言にたいし︑︽ホルシュタイン身分制議会の法

︶

当時すでにシュレスヴィヒ公国はデンマークに属し︑ホルシュタイ

を主張し︑更に﹁両公国は互に強闘に結ばれた国家であり︑その結

︵り

﹁個々の王国の部分の結合を解

ン伯領は神聖ロいマ帝国内におかれていた︒これらの抗争に一応の

不可分の帝国である﹂ことを宣し︑

にシュレスヴィヒ・ホルシュタインをふくむデンマーク王国は唯一

の当初において︑クリスチャン八世は﹁ラウインブルク公国ととも
︵6︶ 団・ヒd轟句心窪ぴξσq脚U器傷2轡8げ︒幻︒く︒ξ銘§Hc︒心Q︒堕Q︒・①㎝・
﹁︑両公国とデンマークとの関連

結着をつけたのは︑一四六〇年のリッペン条約である︒両国は〃永久

合は一八四二年に国王がシュレスヴィヒの貨妻達に与えた確かなる

シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題が︑しばしばドイツ統一を

︑デンマーク王クリスチャン一世をシュレス

ではなかった︒しかもそれは︑

一方ではホルシュタイン公国の大多

したにすぎず︑両公国のデンマークからの完全分離を意図したもの

く︑デンマークにたいしては国内法の関係において自治独立を決議

この議会の主張は︑デンマ⁝ク王への反抗を意味するものではな

一︑諸公国は独立国家である︒ホルシュタイン

に結合してとどまり

宣言に基づく﹂としている︒

︵3︶

ヴィヒ公及びホルシュタイン伯に推戴し︑ここにデンマークと同君
国間相互の自治権の行使はつづけられ︑四世紀の永きにおよんだ︒

連合の立場をとることとなった︒こうした形式のもとにおいて︑両
ウィーン会議においても︑従来の慣行が重んぜられ︑ホルシュタ
インはドイツ連邦内にとどまり︑連邦議会においてデンマ⁝ク王が

いる問題にたいして︑人民の誤解をとくために発せられたものでは

決策とはなりえなかった︒
こうした動きのなかで︑ 一八四六年七月国王は︽公開状︾を発表
︵5︶
し 事態の緊迫化に備えた︒この書状は︑全デンマークが当面して

従来の特権身分による現状維持の主張というべく︑困難な現実の解

︵4︶
数を占めるドイツ人を十分に満足させるものではなかった︒やはり

ズムの放棄にほかならなかった︒かくて両公国は独立への意志を岡

るばかりでなく︑︑公国在住のドイツ人にとっては高まるナショナリ

がとみに高まった︒シュレスヴィヒをホルシュタインから分離する

国家連合への包含を宣した︒

進的な民族派が内閣を結成三月一二日シュレスヴィヒのデンマーク

ことは︑歴交的に︷体となってきた両公国の自治権の喪失を意味す

このデンマークの一方的宣言にたいし︑両公国内に反抗への気運

あるが︑とくにシュレスヴィヒ公国の相続権については一七二一年

め︑その代表一人置国王のもとに赴き︑三月の諸要求とあわせて︑

ることを認めながら︑デンマーク及びシェレスヴィヒとの連合が確

シュレスヴィヒのドイツ連邦への参加を上申した︒三月二四日︑国

の国王法の特許に基づき︑かつ最終的には同年英仏によって提出さ
れた保証条項︑及びロシアとの間に結ばれた協約によることが宣せ

王はこの代表にたいしホルシュタインがドイツ連邦内の一国家であ

も法も意志ももたないとして︑この要求を拒けた︒この国王の返答

定しており︑またシュレスヴィヒはドイツ連邦と合併するための力

これに反し︑ホルシュタイン公国については︑国王の相続権につ

られている︒

いてシュレスヴィヒと同様の決定をなすことのできない事情が存在

︵1︶

﹁ドイツ連邦規約﹂第一条による

て︑デンマークからの分離を明らかにした︒

図く︒⇒瓦葺爵ρヨ︒ひ

﹁われわれはドイツの領土をデンマークの略奪に委ねることに耐え
られない︒大いなる危機にたいしては大なる決定が必要である︒国
︵8︶
境の護持と秩序の確立のために︑中心的な機関が必要である﹂とし

ク王家の母系にあたるアウグステンブルク公を中心にキール臨時政
府が生れた︒臨時政府は翌二四日︑政府設立の声明文を発表した︒

ではなく︑両者の対立は必至となった︒すでにその前日︑デンマー

は︑従来の両公国にたいする基本的態度をいささかも変更するもの

︵7︶

することを示す一方︑その人民にたいしデンマークの綜舎国家の完
全さについての確たる自覚を要請し︑国王の大権において結合した
地方の分離はありえないことを明らかにしている︒
しかし︑こうしたクリスチャン八世の両公国にたいする主張は︑

なんら本質的な変革をともなわなかった︒国内における両公国合併
への要求と︑ホルシュタインにおけるドイツ人の艮族的要求のギャ
ップに苦しみながら︑結局彼は一八四八年一月没してしまった︒

かわってフリードリヒ早世が登場したが︑ここにデンマークは新
ついに国王は絶対

たな局面にたたされるにいたった︒即ち国内においては国民自由党
を中心とするブルジョア勢力の進出が著しく︑

図●菊●鎖￠ぴ︒♪Oo閃ニヨ︒簗oN￠﹃仙09︒︒oげ窪く︒改定ωgご︒や曽
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︵2︶

王政の廃止をせまられた︒二月革命の報が伝わるや︑コペンハ：ゲ

αQo︒︒o竃98じ⇔傷．劃ω・禽P

ンを中心に民族主義の運動は大いに高まり デンマークはアイダー
おり

まで というスローガンを掲げるにいたった︒こうしたなかで︑急

四一

︵3︶や菊．￠毎︒♪鉾9b

ω誌帆㌶

当時ポルシェタインの人口は六〇万であったが︑その大部

しかし︑

四二

一八四八年三月両公国の蜂起がはじまり︑デンマーク政

の線で妥協点を見出そうとしているようにも考えられる︒

府がこれにたいし軍隊派遣を企てるにおよんで事態は一変した︒キ

︵4︶
分はドイツ人であり︑シュレスヴィヒにおいても三五万の人口の

タインを連邦内に保留するための決議︾を行なった︒同決議はウィ

⁝ル臨時政府の要請に応じて︑連邦議会は同年四月岡田︽ホルシュ

︵5︶国●多段魯︒♪斜薗・○ ω●心α餐

うちドイツ人は二五万を数えていた︒

いする攻撃の危険が発生したため︑プロイセン及び他一〇邦の連合

ーン議定書第三八条を適用し︑ドイツ連邦内のホルシュタインにた

のため他の一〇国の軍隊とよく融和するよう懇願している︒更に連

に達したことを表明し︑なおプロイセンにたいしてはこの目的達成

軍がホルシュタインの国境護持にあたる準備について完全な一致点

︵7︶中野．類魯9鋤〜●○ごω．振縄N
国．多鑓鐸σo♪鉾鋤●○こ○っ勝心朝刈h
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︵8︶

二︑両公国とドイツとの関連

邦議会は流血を團避し友好的な一致点に達する目的のため︑調停を

シュタインの権利1とくにシュレスヴィヒとの国際法的結合1を侵

引受ける準備があることを出Rげ︑またプロイセンにたいしてはホル

デンマークから独立し︑ドイツ連邦への加入を表明したキール臨
時政府にたいして︑ドイツはいかなる立場をとっただろうか︒この

かくの如く︑連邦議会はその態度の決定において明白な線を打ち

れることを望んでいる︒

︵り縛︶

害されることなくドイツ連邦の名においてこの仲介の労をとってく

問題に入るまえに︑これまでのドイツ連邦と両公国の関係にふれな
ければならない︒

一八四六年に出たクリスチャン八世の︽公開状﹀にたいし︑同年

だしながら︑自主的な行動力に欠け︑すべてをプロイセンの外交に

かけている︒もちろん︑とざすでに革命のさなかにあたり︑ウィ⁝

決議をなしている︒

九月連邦議会はシュレスヴィヒ・ポルシェタインについて次の如き
﹁連邦議会はドイツ連邦国家内におけるこのような動機をもとに

する決議﹀を行ない︑デンマ⁝ク側が敵対行為を中止し︑その軍隊

ュレスヴィヒとの連合にともなうホルシュタインの権利の擁護に関

にも拘らず︑事態の深刻化につれて︑連邦議会は四月十二日︽シ

ン体制の残津ともいうべき連邦議会にことの決定をはかる実力がな

した愛国的意向を喜んで認めるが︑しかしこの際におこった憎む
べき告発や煽動を悲しむ︒また最高及びより高い各諸邦政府がか

かったことは当然である︒

を抱いている︒なお︑連邦議会はデンマーク王がかかる関係にお

かる樋清の爆発に適切な制約を加えるであろうという確かな期待
いて完全な互恵主義をとろうとしていることを少しも疑うもので

の権利を守り︑かつシュレスヴィヒがドイツ連邦に参加する場含︑

をシュレスヴィヒから撒退させないならば︑連邦がホルシュタイン

ユ

決議は必ずしも明確ではない︒デンマーク王にたいし︑現状維持

はない︒﹂

お

プロイセンがその参加に関する労をとり︑臨蒋政府の保護にあたる

う

ョナリズムの運動に積極的であるという印象を与えることは極めて

り︑シュレスヴィヒ市の衝突後書もなくこの地を占領し︑五月二口

プロイセン軍はウランゲル将軍の指揮下にシュレスヴィヒに入

重要な意味をもつ︒

が︑なおこの問題にたいして再度にわたる決議を行っていること

の時︑ウランゲル将軍は母国よりユトランドからの撒去を命ぜられ

にはユトランドに突入してブリデリカを勢力下においた︒しかしこ

三月革命の当初︑すでに有名無実化したとさえ思える連邦議会

よう要請している︒

は︑一見奇異の感をいだかせる︒もちろん︑議会の実行力について

しかしプロイセン王にとって︑事態の緊迫化と拡大化は当初の予

義の旗手たらしめた︒

対デンマ⁝ク戦争への突入は︑プロイセン軍をしてドイツ民族主

国境をこえてハンデルスレーベンまで戦線をおしもどした︒

ペルに追いかえしたが︑ウランゲル将軍は六月二八日ユトランドの

に刺激されて︑デンマーク軍はプロイセン軍をアルセンの対岸デュ

ていた︒いうまでもなく︑ロシアの警告があったからである︒これ

は問題にならないが︑それがナショナリズムの運動に檸さしている

限り︑議会の決議になお相当の説得力があったことも無視しえな
従って︑プロイセンの動きもこうした決議と無縁の立場にあった

い︒

のではない︒連邦議会の要請は全ドイツの声であり︑プロイセンへ
の期待は民族的な願いとなった︒これより先︑キール臨時政晦はそ
の設立直後にプロイセン王に依存し︑アウグステンブルク公が正統

想をはるかにこえるものであった︒結果的には革命運動の推進力と

︵4︶

な継承者であるとの書状をえ︑なお外敵の侵入にたいして両公国を
防衛する権利を保証された︒いわば︑臨時政府の支柱として︑独立

ていることに気づいたとき︑プロイセン王が消極的態度をとらざる

なり︑両公国の旧支配者階級を没落させるために大きな役割を演じ

能なことは︑外交的譲歩によってことの早期解決をはかることにあ
った︒したがって︑国王と政府の考え方は必ずしも一致するもので

をえなかったことは当然である︒それ故︑プロイセン王にとって可

運動の当初からプロイセン王の援助が不可欠のものであったといっ

プロイセンは事態の緊迫化に対処し︑四月四日連邦議会の要請と

てよい︒

バッハが仲介の任にあたったが︑コペンハーゲンでの会談は決裂し

同時に派兵︑一応調停の労をとることになった︒陸軍少佐ヒルデン
てしまった︒派兵をもとにして行なわれた調停がいかに形式的なも

より先︑プロイセンはポーゼン問題の発生によって対外関係の解決

しかしことはプロイセンの期待する如くには運ばなかった︒これ

はなかった︒新外相アルニムは︑ことの解決を短期決戦と解し強引
︵6︶
に国王をひきつりこんだとさえ考えられる︒

いうよりは︑むしろこの問題を転機としての内政の安定にあった︒

に苦慮しなければならなかった︒即ちポーゼン州におけるボーラン
ド人の蜂起をナショナリズム運動の一環として把えたプロイセン政

この派兵は︑プロイセンにとって両公国にたいする政治的野心と

のであったかは問うまでもあるまい︒

三月十八日の諸事件によって危機にたちいたったプロイセン絶対主
義にとって︑国内の革命的気分を対外闘題に転じ︑政麿自身がナシ

四三

四四

府は︑外相アルニムらの策謀によってロシアとの対戦を考え︑ここ
︵7︶
からドイツにおけるプロイセンの指導権の確保をはかった︒このた

がらではなかった︒しかもそれは︑たんに国際的勢力関係の変化を

とするドイツの両公国支配は︑列強にとって決して看過すべきこと

北海に占める位置はいささかも変ってはいない︒プロイセンを中心

それから百余年︑国際的環境に差こそあれ︑両公国のバルト海︑

め︑一方ではイギリスとの中立を願い︑他方フランスの革命政府に

ベルリン革命の報が伝わるや否や︑露帝ニコライ一世は英女王ビ

招くという理由からではなく︑革命の鎮圧によりヨーロッパの現状
︵1︶
維持を目的としたものでもった︒

たいしては援助と協力をねがいでている︒三月二三日アルニムはフ

の民族運動は︑まさに全欧的規模のもとに展開したということがで
単手●顕鐸σoび9．鋤●04ω◎膳αρ

Qり●蔭窃P

シアにたいする感情は︑ロシアのわれわれにたいするそれと全く同

シア皇帝の呼びかけにたいし︑ネッセルロード伯宛﹁われわれのロ

クトリアに親書を送り﹁ロシアとイギリスの緊密な同盟のみが世界
りこ
を救うだろう﹂とのべている︒イギリス外相パーマストンはこのロ

ランス政府にたいして同盟の共同宣言に加わり︑ポーランド再建の
︵8︶
ためフランス海軍の出動を要請している︒ここにいたって︑ドイツ

︵1︶

きよう︒

中︾●山伝げ︒さ鋤

鉾03qQ・心qQ◎h

︵2︶

フランスを中心とするヨーロッパの動揺のなかで︑奇しくもルア

ン外交の基調をみる︒

はここに︑ヨーロッパ列強の勢力均衡を維持せんとするパーマスト

に信頼をもってことにあたるべきである﹂と答えている︒われわれ
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︵7︶ 林健太郎︑前掲論文︑

︵6︶

においてはかの有名なチャーチストの運動があり︑ロシアにおいて

て革命に煩わされないという点は同一であった︒なるほどイギリス

︵8︶ 8蕃Z①≦09き酵筐σqo鼠︒儀巽ヨ顕営︒蔓×ご℃℃．ま一 N8ン
●グロ飢ロシア共同 が成立したとみるべきであろう︒もちろん︑
︵3︶
両国の歩みは必ずしも一致したものではなかったが︑自国内におい

もハンガリー独立運動への干渉など問題がなかったわけではない

三︑英・・露の干渉

シュレスヴィヒ問題についての列国の干渉は︑先にのべた如く一

ものではなかった︒プロイセンの強大化とそれにともなうドイツ帝

派兵は︑たんに一国のナショナリズム運動として看過すべき性格の︑

それだけに︑プロイセンを中心とするドイツ連邦軍のデンマーク

が︑その国際的地位が不動であったことに変りはない︒

七二一年の規定にさかのぼる︒一七一＝年といえば︑北方戦争の結
末を告げるニスタット条約締結の年にあたり︑北欧における支配権
ルト海進雪乞と︑これに対応する英・仏の北海支配が両公国への干

がスウェーデンからロシアに移行した年である︒ピーター⁝世のバ
渉という事実になったとみるべきである︒

いわゆる〃中欧帝国

の形成は︑バルト海︑北海の制圧と結びつく

国の形成は︑ヨ：ロッパの勢力均衡を著しくそこねることになる︒

ロイセン王がかかる方法でデンマークを抑える必然性がないことを
︵5︶
詰聞し︑ロシアはこれを我慢できないと述べている︒

スヴィヒの合併を確認し︑残りのシュレスヴィヒはホルシュタイン

イギリス政晦もまた︑五月一九臼パーマストンの名において︑︽
︵6︶
分割の提案︾をよせている︒これによれば︑デンマークは北シュレ

問題である︒ロシアのバルト海支配とイギリスの北海支配にとって
シアとの結合を深める原因になっていることも無視できない︒オー

ン王及びアルニム外相と面談をしている︒国王はカニングにたい

に軍隊を投じているところではなかった︒プロイセン王は︑さきに

を破壊し革命の再発を予想させる不穏な大衆の動きなど︑国外問題

せることを考えていた︒国内における自由主義内閣の挫折︑兵器庫

プロイセン王は︑すでにいかなる犠牲を払ってでも戦争を終結さ

ンの招きに応じて︑交渉の使者をマルメに派遣した︒

ゲル将軍に命じた︒将軍はユトランド半島における占領地域の放棄
を命令した︒六月九隣︑プロイセンは直接仲裁に入ったスウェーデ

と結合し︑ドイツ連邦に加入するというものであった︒プロイセン
政府はこの提案の受諾を考え︑デンマーク派兵の行動停止をウラン

それは大きな脅威となる︒と同時にこのことが︑オ⁝ストリアとロ

沸記

ストリアにおける反革命勢力を支えたものはロシアとの協調であっ
ノ

しかもプロイセン政府が︑ひそかにフランス革命政府に呼びか
け︑対実戦への準備を策していることを考えてみた場合︑英・露に
緊張がみられたことも当然である︒三月三〇日︑イギリス特使スト

し︑アルニムの計画を思いとどまらせるよう要請している︒カニン

ラットフォド︒カニングがたまたまベルリンを訪ねた際︑プロイセ

パーマストンはベルリ

ン政府にたいし︑ロシアにとって攻撃とみなされるようないかなる

えなかった︒マルメの会談開始の当日︑王はペテルスブルクにこう

ポーゼン問題で生じたニコライ一世との妥協に活路を見出さざるを

グはこの報を直ちにロンドンに伝えたため︑

行為もさし控えるようきびしい警告を発している︒この急報は︑イ

書き送った︒

﹁デンマ⁝クとの和平によってよきことを達成するこ

ギリスに中立を懇願することによってロシアとの対決を真剣に考え

ア

ていたアルニムの思惑をたたきこわし︑国王と内閣との間の不一致

ては︑デンマ：クも臨時政府もともにこれを拒絶した︒デンマーク

交渉はプロイセン側を守勢にたたせた︒︽分割の提案︾にたいし

と︒

とができる︒よきこととは試練にとんだ精兵を待命させることがで
きるということである︒軍隊はいつ必要になるかも分からない︒シ
ュレスヴィヒの軍隊は︑ベルリンに向って位置をかえるであろう﹂

で理想主義的性格を克服しえないなによりの証左であろう︒

をまざまざと露呈せしめた︒まさにプロイセンの外交が︑なお一面
ともあれ︑シュレスヴィヒ・ホルシュタイン聞題は︑こうした国
始された︒まずロシア皇民はニコライ一世の名において︑プロイセ

し︑ウランゲルに休戦の締結を委任した︒ウランゲルはこれを拒

側の条件は．更にきびしかった︒しかしプロイセン側はその受諾を決

際的環境のなかで発生したものである︒列国の干渉は五月早々に開

一世の手紙は︑ドイツにとってこの戦争のもつ意義を考えさせ︑プ

ン王にたいし戦争の終結を要請している︒ひきつづいてのニコライ

四五

四六

ろい連合がなされたとみるべきである︒しかも︑議会内において有

力政党とみられた︽中央右派︾を代表するダールマンやドロイゼン

の独立を主張して止まなかった︒彼は一八二九年ゲッチンゲン大学

は︑革命前からこの問題に無縁ではなかった︒一八ニニ年以来︑ダ
ールマンはホルシュタインの拠点キール大学において文献学︑歴史
学を講ずるかたわら︑デンマークの両公国合併の野心にたいし︑そ

ロイセン対デンマルクの関係にフランクフルト国民議会が加わるこ

け︑自分がドイツ連邦軍指令官の資格をもつことをひさあいにだ
し︑帝国摂政による条約批准を要求した︒ここに至って︑問題はプ

日70Zo≦O鋤ヨ転嫁σqo鍵︒価費＝切蒼○蔓×﹂国まρ

ととなった︒

︵1︶

に転じたが︑それより遅れること二年︑ドロイゼンもまたこの大

︵2︶

まρ邸黛・

罎．

一八三三年︑ロシアがトルコと結び︑ダーダネルス海峡の

以下の記述は︑嵜㎞α

︵3︶

︵2︶

学に迎えられて歴史学を講じている︒

ドイツ自幽主義を代表する二人の歴史家がこの辺境の大学に相次

各国軍艦通過を禁止するや︑パ：マストンはフランスをさそい︑

ルマンの遺産をうけつぎ︑研究のかたわらシュレスヴィヒ・ホルシ

いで教鞭をとったことはたんなる偶然ではない︒ドロイゼンはダー

ロシアをしてこれを破棄させている︒
︵4︶峯ζ︒奪霧9り9曾︒・︒§穿く︒混晶σq2紆︒・9三︒・︒冨⇒

︵5︶ 日．7①Zo≦O騨3σ臨傷σ￠o竃︒μo二9鎖謝δ蔓×．℃や鱒①P8困・ュタイン問題に情熱を傾けていた︒彼がキール大学に迎えられた一
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八四〇年は︑クリスチャン丁々登場の年にあたる︒両公国とデンマ
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︵6︶

ーク間の不穏な空気のなかで︑彼の思想はドイツ国家のために両公
︵3V
国を維持することにあった︒しかし︑ここで彼らの思想をたどるこ

要は︑彼らの発言が議会内においてかなり有力なものであること

とが本旨ではない︒
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四︑フランクフルト国畏議会の動向

フランクフルト国民議会の成立は︑ドイツ革命の核心をなす︒こ

に注目したいのである︒従って︑六月九日の声明以後︑国民議会は
プロイセンの対デンマーク策に注目しつづけた︒しかもこの声明の

の国民議会の前身をなすフランクフルト準備議会が開かれたのは︑

三月三一日のことである︒同日︑議会はシュレスヴィヒをドイツ連

o

︑

︵1︶

﹁両公国に関する演題はドイツ国民の

臼に︑マルメではスウェーデンの仲裁下にプロイセンとデンマ：ク

●

六月九日の声明によれば︑
●

マルメでの交渉は最初から難航していた︒前述した如く︑この休

の折衝が開始された︒

邦内の領土たることを声明している︒その後︑国民議会が成立し︑
︒

ことがらとしてその影響範囲にある﹂としている

ルは国民議会の批准を主張したが︑デンマークは国民議会の権威を

戦に関して国民議会の批准を必要とするか否かにあった︒ウランゲ

認めず︑これを拒否した︒七月二四日︑交渉は暗碓にのりあげ︑デ

即ち︑国民議会はその当初から両公国をドイツ領として取扱い︑

この問題については︑国民議会内に極左派から右派にわたるはばひ

その解放をドイツ︒ナショナリズムの第一の目標においた︒とくに

ロイセン王に書を送り︑ロシア軍の正確な編成について知らせ︑威

されているモルトケ伯が選出されることになった︒休戦期間は七カ

ばかりであった︒しかも新政府の議長には︑プロイセンの敵とみな

九月四日︑休戦締結の報はフランクフルトにもたらされた︒国民

月︑それはまた海軍力を誇るデンマークにとって︑冬中の活動停止
戸7︶
期間をさすものでもあった︒

ンマークは手をひいてしまった︒このさなか︑再度ロシア皇帝はプ

嚇的な態度にでてきた︒これにたいし︑プロイセン王は困惑のあま
になった︒

り︑ついに新たな代表を㌣ルメに送り︑屈辱的な交渉の再開に懸命

の行為に妥協的であったライニンゲン内閣もこの不当な休戦にたい

議会はこの報に接し︑議論が沸騰した︒その繭臼︑先にプロイセン

し︑﹁プロイセンはこの条約の締結によりその全権としての地位を

ここに至って︑プロイセン王と国民議会の対立は必至となり︑プ
た︒プロイセンにかけた議会の期待は裏切られ︑早くも議会は対外

しろプロイセンにたいし︑ここからいかなる義務をも生じさせるこ

αイセンの側から国民議会の権威を否認する事態を招く結果になっ

問題の解決に苦慮しなければならなかった︒しかし議会側にとって
︵4︶
もう一つの可能性は残されていたという︒プロイセン王を追放し︑

より一日早く休戦の報をうけたことになるが︑この問の事晴はさだ

とはできない﹂との決議を行っている︒とすると︑中央内閣は議会

いなかったことだけは事実である︒

かではない︒とにかく︑議会と内閣との間に意志の疎通がなされて

︵8︶

こえ︑提案委任者としての中央政府は︑第三の勢力というよりはむ

にあるというのがそれである︒

プロイセンをこえてドイツ艮族に訴え︑革命戦争をまきおこすこと
しかしそれは︑現実ばなれのした左派の理論でしかない︒期すで
︵5 ︶

に︑帝国摂政はプロイセン王に依頼され︑帝国内閣もまた王の計画

は︑外国勢力の圧力の前に立たされた最初の試練であるとして︑議

国民議会はこの休戦条約にたいし︑純粋に民族主義の立場から方
陶を見出そうとつとめた︒同日行なわれたダ：ルマンの弾劾演説

にひきずりこまれていた︒ドイツ国全権委員としてマルメに派遣さ
れたマックス・フォン・ガーゲルンは︑交渉監視の立場におかれた

イセンとの断絶によって帝国の建設が崩壊するであろうとのべた︒

賛成であったわけではない︒プロイセン代表ベッケラ⁝トは︑プロ

会内にかなりの共嶋者をえた︒もちろんこれにたいして︑すべてが

がなにひとつ自分の立場を主張することを認められなかった︒この
間︑国民議会はマルメでの交渉についての報告をなにひとつ受けて
はいない︒プロイセンの独走に加えて︑議会と内閣との問に連絡が

の．否認については警告を発している︒左派の代表ブルームは︑これ

さきにプロイセンの独走を批判したライニンゲン内閣も︑休戦条約

保たれなくなっていた︒

八月二六日︑デンマ⁝ク側の一方的要求によって︑マルメの休戦

らの反対意見にたいし︑プロイセンがドイツ問題に歩みよるか︑帯

条約は成立した︒条約は全文一ニカ条からなり︑革命政府に代って
イセン軍による両公国の整理︑革命政麿の出したすべての布告の取

五人の委員からなる新政府の樹立︑シュレスヴィヒ軍の解体︑プロ

国がプロイセン化するか︑そのいずれかを決定しなければならない
︵9︶
として︑議会が毅然たる態度をとるべきことを主張した︒
︵6︶

消し︑民主的立憲議会の解体等︑すべてデンマーク側に有利なもの
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い︒この問題の解決を通じて︑ドイツ統一への一縷の望みをつない

ではなかろう︒

軍隊の出動がなされたにしても︑それはさほど⁝異とすべきことがら

する軍事上及びその他の処置の停止を決議することができる﹂とい
うダールマンの提案を二三八票対二一二票で可決した︒この決議

だともいえる︒とまれ︑その唯一の成果は︑

結局︑九月五日夕刻︑議会は﹁より高き議会は︑休戦の実施に関
︵10︶

は︑まさに議会内において左派と中央派の一部が結合した異例の採

ではなかろうか︒
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︒︒鳥●

ヒ公国に関する決定は︑留保のままにおく﹂という条文につきるの

発布の︽ドイツ国憲法V第一条第二項に規定された﹁シュレスヴィ

一八四九年三月二八日

マルメの休戦条約承認は︑結局プロイセンへの譲歩に他ならな

択だということができる︒

しかし︑票決は必ずしも圧倒的多数ではなかった︒しかも︑この
休戦条約の否認は完全にプロイセンとの分離につながる︒プロイセ
ンとの分離はドイツ統一の道標を失なうことを意味する︒とくにこ
のことは︑折から高まってきた議会内の主権出題にからんで︑︽小
︵月︶
ドイツ派︾のよってたつ基盤をことごとく喪失させることになる︒

ライニンゲン内閣は総辞職し︑ダ：ルマンに組閣の命が下った
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が︑事態の収拾は困難をきわめた︒議事審議は延期され︑九月一四
日にいたって再開されたが︑ここでまた論議がむしかえされた︒結
日にわたる論争に終止符がうたれた︒一六口夕刻︑﹁マルメの休戦の
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局現状にたいする深刻な反省から︑右派と中央派の妥協によって三
実施をもはやさまたげてはならないし︑臨時中央政府は同一歩調を
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ドイツ革命にとって宿命的だったことは︑西欧諸国とくにイギリ

む
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︵11︶

拙槁﹁三月革命における主権闘争﹂︵茨城大学史学会編
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︵9︶ 以上の記述は︑穴

とり︑デンマーク側が条約の修正に関する同意を表明するという条

の提案を︑二五七票対二三六票の差で決定した︒この線にそって︑

件のもとにおいてこれを諒承し︑更に和平交渉を急速に達成させる
︵12︶
ため︑必要なことがらを担当することを要求する﹂というフランケ
かつての内閣がシュメーリンクを首班として復活した︒

しかし︑国民議会はもはや昔臼の栄光を担うことはできなかっ
た︒内に左右両派の対立の激化︑外に民衆の〃九月蜂起 が発生
し︑議会そのもの危機に対処しなければならなくなった︒従って︑
フランクフルトにおける暴動の鎮圧にプロイセンを中心とする諸邦

スにたいする認識の甘さにあった︒イギリスにおける内政上の原理

でいた国民議会の認識は︑やはり理想主義の域を出ていない︒当時

︵一︶

と国家的利害はかみ合わず︑ロシア・ツアーリズムによって導きだ
された反動的国際主義にイギリスの外交策が対応しないと思いこん
すでに︑イギリスの外交は極めて現実的な方向をたどり︑他国のナ
︵2︶

ショナリズムにたいし単純に拍手をおくるほど観念的ではなかっ
一方デンマークにおけるナショナリズムにしても︑内における絶

た︒

対王政からの完全脱皮と︑外にたいしては両公国のドイツからの解
た︒

放を両輪として︑時代的な民族的要求によく合致することができ
このような国際環境において︑シュレスヴィヒ・ホルシュタイン
問題の解決を当然のものと考えたこと自体︑ドイツ外交の敗北とい
うの他ない︒しかも革命そのものが未成熟のまま沈滞してしまった

従って︑この事件を通じて国民議会が︽権力︾にたいする認識を

ことを考えてみた場合︑国民議会の主張したナショナリズムは二重
に脆弱な面をさらけだしたことになる︒

深めたことはいうまでもない︒議会は自らの無力を知らしめられ
の結合に求めた︒︽小ドイツ派︾の主張が革命の挫折感を弥縫しな

て︑諸外国に対抗できる国家権力獲得の捷径を︑プロイセン国家へ

がら︑ともかく王冠決定までもちこたえられた背後には︑こうした
外交関係でのきびしい自己反省があったことを忘れ去ることはでき

パーマストン外交の基調を︑ヨーロッパ列強の勢力均衡︑
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ない︒

︵2︶

及び被圧投影族の自由主義・民族主義の援助と考える場合︑ と
きに応じ蔚者に比重がおかれたことは申すまでもない︒
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