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ドイツ帝国と第一次大戦
資本主義と国家の結合（２）

矢沢国光

◆本日のテーマ

1．第一次大戦はなぜ起きたか？

2．世界資本主義論における「国民経済」と
は？

3．資本主義国家は、非資本主義国家とどうち
がうのか

（4．世界資本主義の「発展段階」をどうとら
えるか）

［1］強国への道 イギリスの一強支

配体制とドイツ帝国の建設

［2］保護主義としての「国民経済」

（リスト）

［3］ドイツ（第二）帝国の特質

［４］ドイツ帝国と国民国家・国民経

済の形成

［5］ドイツ帝国に見る「国民経済」

［6］前回（2019年）寄せられたご指摘・批

判に応えて



［1］強国への道 イギリスの一強支配体制
とドイツ帝国の建設

１．フィッシャーは『世界強国への道』で、ヒトラー第三帝国の第二次

大戦とドイツ帝国の第一次大戦を切り離して、ヒトラーはドイツ史の

「不慮の災害」であるかのように見る見方を批判した。そしてフィッ

シャーは、ドイツが第一次大戦の開戦の推進者であり、ドイツの戦争目

的は防衛的なものではなく、ヨーロッパにおける覇者の地位を確立し、

世界強国へ押し上げることにあったと主張した。



［世界強国への道 Ⅰ p102］

ドイツはオーストリア・セルビア戦争を望み、これを援助し、さらには

自国の軍事的優位をたのんで、1914年7月には、ロシア、フランス両国

との衝突をあえて辞さなかったのであるから、ドイツ帝国政府指導部は、

この全面戦争の勃発についての歴史的な責任の決定的な部分をになって

いる。



２．ドイツの戦争目的はどのようなものであったか？
「西はドイツと結びついたベルギーによって、東はドイツの新しい北東
国境に隣接してドイツと結合したポーランドによって保証された新ヨー
ロッパの形成」がドイツの宰相と総参謀長の一致した戦争目的であった。
これは、ドイツの工業家連盟を初めとする「国民」の要求でもあった。

ベートマン・ホルヴェーク宰相の「９月綱領」（註）をみると、

ドイツは、

（１）イギリスの経済的支配に替わってドイツが支配する経済圏の構築
を目指している。

（２）そのドイツ支配圏は、

①ベルギーのようにプロイセンに併合する地域

②「中央ヨーロッパ経済同盟」として、形式的には平等だが実質的には
ドイツの支配下に置く独立国家、半独立国家。

③フランスのように独立国家として認めるが経済的にはドイツに従属し
て、イギリスとの通商を排除する国。

からなると構想された。



３．軍制改革
ドイツ帝国は、対デンマーク、対オーストリア、対フランスの三つの「ド

イツ統一戦争」を勝ち抜くことによって形成された。

プロイセンの軍制改革の核心は、軍団から独立した「参謀本部」の設置と、
将校団を貴族（ユンカー）の子弟の就職先から（一般人の徴募による）職業
軍人の集団へと換えたことである。

フランス革命で生まれた「国民軍」の強さから学んだ。

（１）短期徴兵制度：すべての成人男子が正規軍で３年の兵役、その後４年
の予備兵役、その後国土防衛軍（後備軍）に移る。これにより、プロイセン
は、人口の高い比率を軍事動員できるようになった。

（２）これを可能にした初等教育の普及、技術教育、大学・科学機関、化学
研究所、調査組織。

（３）軍隊を統御する組織（モルトケの天才的指導下に形成）：参謀本部、
士官学校、作戦計画、鉄道・兵站、絶えざるカイゼン、軍団の独立と相互連
携。



リスト『経済学の国民的体系』（1844年）で、リストはすでに「ベ

ルギーからポーランドまで」を含む国家建設構想を、当然のこととして

語っている：

ドイツ国民は関税同盟によってはじめてその国民国家の最も重要な属

性の一つを獲得したのである。とはいえこの措置は、オランダとデン

マークとを包括してラインの河口からポーランドの国境にいたる全海岸

地方にまで拡大されないかぎり、完全なるものとはみなされない。この

結合の当然の結果として、右の両国［オランダとデンマーク］はドイツ

連邦へ、したがってドイツの国民国家へ加入する。 239p

［2］保護主義としての「国民経済」（リスト）



第一次大戦では、ドイツ軍は中立国ベルギーを侵略してフラン
スに進軍し、これがイギリスの参戦のきっかけとなった。ドイツ
は、中立国ベルギー、オランダの侵犯ははじめから作戦に組み込
んでいた（「シュリーフェン計画」）。

リストは、軍事的強硬派でも旧体制支持者でもなかった。むし
ろ、メッテルニヒににらまれて刑務所にぶち込まれ、アメリカに
亡命した自由主義者である。そのリストにして、ベルギー・オラ
ンダのドイツへの併合を当然視するのは、どうしてか？

リスト『経済学の国民的体系』には、ヨーロッパ各国の国民経
済の歴史の総括が書かれている。

それを読むと、リストがイギリスに対抗して形成すべきとする
「ドイツ」は、「神聖ローマ帝国」ないしハプスブルク帝国であ
る。ここにはベルギーもオランダもポーランドも入る。

リストが「ドイツ国家」を神聖ローマ帝国、つまり中央ヨー
ロッパの広域国家でなければならないと考えた理由は、リストの
次のような世界資本主義認識にあったと考えられる。



（１）イギリスは、自由貿易主義を掲げて、その安価で品質の優
れた工業製品を輸出して後発国の工業化を阻んでいる。

後発国は、自国の製造業を、イギリスの経済侵略から保護する
必要がある。

プロイセンでは、フリードリヒ2世は、亡命してきた新教徒の
力を利用して、学芸・農業・工業を発展させた。彼は、税関・関
税制度、輸送改革、銀行の導入により、工業を育成した。

ナポレオンの大陸封鎖は、ドイツほかの製造業を興隆させた。
ところが、ナポレオン戦争終結後、再びイギリスの製造業が輸出
攻勢をかけ、（ドイツの関税率が低すぎて）下ライン地方の製造
業が破滅した。

ナポレオンの大陸封鎖が、期せずして、ドイツの国内産業を保
護する役割を果たした、というのだ。



（２）一国の経済の発展は、製造業を育成して初めて成
功する。
イギリスは、アメリカから原料棉花を輸入し、自ら加工して、

諸国に販売した。イギリスは商人の活動［世界商業］と製造業
［国内産業］の二つの活動を結合して、世界経済の中心となった。

これにたいして、ハンザ同盟の商業活動は、かつてはイギリス
をも支配するほど強力であったが、商人が属する国の生産と消費、
農業と製造業の上に貿易を築いていなかった。

そのため、彼ら（ハンザ同盟）の貿易によって、しばしば他国の
農業や製造業を助成することになった。そのけっか、自国の産業
が未発達のため、他国から貿易が閉め出されたとき、過剰な資本
はオランダやイギリスに流出して、敵の工業と富と勢力を増大さ
せた。



イギリスは、アメリカから原料棉花を輸入し、自ら加工して、
諸国に販売した。イギリスは商人の活動［世界商業］と製
造業［国内産業］の二つの活動を結合して、世界経済の

中心となった。

原料購入

棉花
加工 綿製品

（アメリカ） （イギリス） （世界諸国）

国内産業

世界商業



ハンザ同盟の活動は商人資本の活動であり、加工［製造業。
おそらく手工業から問屋制家内工業まで］は、自らはしない。

原料購入

羊毛、錫、毛皮、バ

ター

工業製品と

交換
工業製品販売

（イギリス） （ブリュージュ） （北方諸国）



（３）イギリスの製品流入を阻止し、自国の産業を保護育成する
ためには、強力な国家が必要である。

繁栄したオランダがイギリスに敗れたのは、国家に対する意識の差で
あった。

リストは、「オランダの繁栄」について次のように描く：

オランダはハンザ同盟の対抗者として登場しハンザ同盟を凌駕した。

オランダは、その自然条件によって、海運、漁業、肉・バター・チーズ
の生産のほかは許されなかったので、運送・仲介貿易・チーズや魚の輸
出により、穀物・建築資材・燃料・衣料を入手した。ベルギーの製造業
とライン川の大きな流域と鰊の塩漬けの発明がオランダの繁栄を助けた。



▲ の地政学的要因として、ポール・ケネディ『大国の興
亡』は、以下を挙げている：

（１）英クロムウェルの重商主義、仏コルベールの重商主義により、
オランダの艦船は圧迫された。バルト海中継貿易も、スウェーデンに荒
らされた。

（２）南北アメリカ、インド、東南アジア貿易は、英海軍に妨害され
た。

（３）仏ルイ14世による地上軍のオランダ侵攻。そのため、陸軍の増
強が必要になり、海軍が増強できなかった。

（４）英の海洋政策によるオランダ船の締め出し、→英蘭戦争。

（４）ドイツ人の国家の欠如
ドイツは、「神聖ローマ帝国」として強力な政治秩序を維持していたの
が、宗教改革とそれにともなう３０年戦争、ハプスブルク帝国の分解・
衰退により、ばらばらになってしまった。リストのみるところでは、
残ったのは、スイス・オランダの２共和国と、オーストリア、プロイセ
ンの２世襲君主国だけである：







（５）イギリスに対抗するためには、世界商業、そのた
めの運輸、港湾、強力な陸海軍が必要である。

「戦争によって農業が荒廃し戦争が終わった後も工業を後退
させる状態が、ドイツでは一つの世紀の間に何回も来たが、イギ
リスの工業は絶えず発展した。

イギリスは陸海軍を装備したり援助資金をだしたりあるいは
この両方の方法を同時に用いたりして、外国での戦争に参加する
たびごとに二重にも三重にも利益を得た。



【リストの世界認識（まとめ）】

イギリスが海軍力によって勝ち取った海運・貿易と生
産力により、爾余の世界はことごとく海運・貿易から閉
め出され、イギリス製品の流入によって自国産業が壊滅
させられている。

これを打破するためには、国民統一による強力な国家
建設と国家による海運・貿易の軍事的防衛と保護関税・
産業の育成が必要である。

こうしたリストの認識は、ビスマルクのドイツ帝国建設と第一
次大戦――世界強国への道――に引き継がれていく。



ドイツ帝国形成の歴史的過程には、どのような特徴があったか。

（１）ヨーロッパ内部での領土・「国民経済」の地理的経済的拡張

中央ヨーロッパをドイツの経済圏として囲い込む

（２）第二次産業革命

ドイツ帝国の構築の時期は、19世紀初頭という、世界資本主義が第一次
産業革命（蒸気機関、繊維工業、機械）を経てこれから第二次産業革命
（鉄道、鉄鋼、電気、化学）に向かわんとする過渡期であった。

（３）軍事優先の国家形成

以上を要するに、「ドイツ帝国」の形成は、英仏露の包囲を突破でき
る強力な軍事力の形成を前提に、中央をヨーロッパに広い国家領域（領
土）を確保し、国家の主導によって第二次産業革命の工業生産力を育成
するものであった。

［3］ドイツ（第二）帝国の特質



【補足】●ドイツ帝国の国家機構

ドイツ帝国は、諸邦（22君主国と3自由都市）が独自の憲法と政府をもつ連
邦国家であり、鉄道は諸邦に属しており、郵便・電信事業の剰余金は帝国に
納められたが、バイエルンとベルテンブルクはその適用を除外されていた。
南独諸邦（バイエルン、ベルテンブルク、バーデン）は、火酒税・ビール酒
税の課税高権を留保し、また、独自の陸軍省をもっていた。バイエルンには、
軍事予算の編成権もあった。

各邦は、連邦参議院を通して帝国の最高決定に参加しえた。ただし、プロイ
センに優位性があり、プロイセンは憲法改正に必要な14票を上回る17票をも
ち、参議院議長はプロイセン首相が占めた。

プロイセン国王が帝国皇帝となり、プロイセン首相が帝国宰相となる。

プロイセンの陸軍省・参謀本部が帝国陸軍省・帝国参謀本部の機能を担っ
た。

皇帝は、宣戦布告権、講和・条約締結権、議会招集権、宰相任命権、法律の
監督権、官吏の任命権をもった。

［４］ドイツ帝国と国民国家・国民経済の形成



帝国議会は、25歳以上の成人男子に選挙権あり、当時ヨーロッ
パ諸国の中ではもっとも民主的な選挙制度であった。

ただし、帝国議会の招集権は皇帝にあり、陸軍経常費予算につい
ては、「人口の1％×225ターレル」と自動的に決められており、
議会の予算審議を経なくても決定できた。

帝国財政は、（1906年相続税を導入するまでは）直接税をもた
ず、間接税中心であった。

間接税としては、関税、消費税（塩税、たばこ税、火酒税、
ビール税、砂糖税）、官業収入、分担金があった（下の表参照）。

帝国の直接税の導入については、プロイセンの権力増大に反対
する南独諸邦の意向があった。



年

百万マルク % 百万マルク % 百万マルク % 百万マルク % 百万マルク % 百万マルク %

関税 101 32 181 47 378 56 494 54 645 52 679 40

消費税 135 43 174 45 264 39 323 35 422 34 690 40

取引税 6 2 18 3 33 5 83 9 118 9 243 14

相続税 ー ー ー ー ー ー ー ー 26 2 46 3

連邦国費分担金 79 23 17 5 ▲67 15 2 32 3 52 3

合計 312 100 385 100 675 100 917 100 1238 100 1712 100

大野英二　第1表　ドイツ帝国財政収入の推移　1878-1913　

1878 1881 1891 1901 1907 1913



ドイツ帝国 1871-1918



プロイセン王国 Königreich Preußen



バイエルン王国
Königreich Bayern

ヴュルテンベルク王国
Königreich Württemberg

バーデン大公国
Baden



自由都市 (Freie Stadt)
ハンブルクFreie und Hansestadt Hamburg
リューベックFreie und Hansestadt Lübeck
ブレーメンFreie Hansestadt Bremen



●「国民経済」としてのドイツ帝国（1870-1914）

（１）ドイツ帝国は、22君主国と3自由都市をあわせた「領土」
をもつ。

（２）ドイツ帝国は、連邦制で、各邦は独自の憲法・政府をもつ
が、戦争と外交、つまり対外政策の権限がただ一か所（皇帝）に
帰属している。つまり、「主権」がある。

（３）ドイツ帝国は、共通関税と共通通貨をもち、ライヒスバン
ク（中央銀行）が通貨を管理している。ドイツ帝国は1873年金本
位制に移行したが、これによってロンドンの国際決済機構にリン
クした。ドイツ帝国の対外貿易と資本輸出入は、ロンドンの国際
決済機構に依存している。これが、資本主義国家の特質。

［5］ドイツ帝国に見る「国民経済」



つづき

（４）ドイツの産業は、1850年代の好況期に、鉄道建設に牽引さ
れて重工業が発達し、それにともなって、繊維を中心とする軽工
業も伸張した［戸原四郎］。ドイツ帝国は、19世紀末には「工業
国」になっている。

（５）工業は、国家による保護・育成が大きく依存している。
1853年には、ドイツの鉄道の半分は国有であった。

（６）ドイツ帝国は、発足当初より強大な常備軍をもち、国家財
政がそれを支えている。帝国財政収入の多くは、関税、消費税、
鉄道等国家事業収益等の経済活動に依存している。

（７）ドイツ帝国は、ヨーロッパ、イギリス、中東、アメリカ等、
広く世界から原料資源等を輸入し、製品や農産物を輸出している。



●「国民経済」の規定

（１）「国民経済」は、イギリス「自由貿易帝国主義」に対抗
する後発資本主義であり、世界資本主義の中で規定される。

⇒次のスライドの図

（２）「国民経済」は、関税と経済政策で国内工業・農業を保
護育成し、交通・エネルギー・通信等経済基盤を整備する。

（３）そのためには、軍事力を備えた主権国家を要する。

（４）軍備および経済政策のために、国家は租税・公債により
必要な資金を確保し、支出する（国家財政）。

（５）「国民経済」は、単一の通貨（中央銀行による発券）を
持ち、イギリスの国際金本位制・世界通商ネットワークに接続し
て存在する。



「国民経済」と世界資本主義
19世紀末～第一次大戦前

英国

ドイツ

帝国

ロシア

墺洪帝

国

伊

日本

米国

カナ

ダ

仏

白

中国

中南米

アフリカ

オスマ
ン帝国

インド

インド

国民経済

非資本主義
「国民経済」は、



「国民経済」の外部貨幣市場とのリンク

ドイツ

●●金融市場

ロンドン金融市場

ドイツ中央銀行



金融センター間の競争 1830－70
1843年 ロンドン証券取引所に上場された有価証券総額12億ポン
ドのうち

イギリス国債 63％

民間会社の社債・株式 20％

植民地含む外国債 17％

19世紀初 仏独蘭の国際金融市場が台頭してロンドンと競合：

パリ：プロイセン国債、墺国債、墺・西の鉄道債

オランダ：米鉄道債、LA国債

フランクフルト：蘭・西・波・墺の国債、米鉄道債

銀本位制の墺は 同じく銀本位制のアムステルダム・ハンブルク
で起債。

イタリア、ベルギーは、同じく金銀複本位制のパリで起債。



金融センター間の競争 1830－70
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金本位制の採用状況 （富田『国債の歴史』）



ナポレオン戦争後のドイツ人の国家統一については、プロイセンと
オーストリアの対立、プロイセンと周辺諸邦の対立、プロイセン内部の
ユンカーとブルジョアの対立といった、幾重にも絡んだ複雑な対立があ
り、そうした対立する諸勢力をあるときは味方につけ、ある時は排除し
て一つの主権国家の主体へと統合することは、至難の業であった。

その上、フランス革命とナポレオン戦争後という「時代」的背景がこ
の困難を倍加した。フランス革命は、「自らの国家を自分たちがまも
る」という国民軍を登場させた。1792年、ヨーロッパ列強による反仏同
盟軍の侵攻により、革命が危機に瀕した。そのとき国民議会の「祖国は
危機にある」との宣言に応じて、30万市民が軍に加わった。史上初の国
民軍の誕生である［大江志乃夫『徴兵制』岩波新書1981］。

ナポレオン軍の強さは、「国民軍」にあった。

ナポレオンに敗れたプロイセンの軍制改革の核心は、「国民軍」をい
かにして「フランス革命」抜きに実現するかであった。

［6］第一次大戦は不可避だったか？



●つくられた「国民国家」とその限界

徴兵制による国民皆兵は、「自ら国家をまもる」意識がなければ、たんなる国家
による強制的な動員になってしまう。第一次大戦での「軍事大国」ロシアの敗退は、
「国民」なき徴兵制軍隊の弱さの結果であった。

プロイセンが「国民軍」を作るためには、共和制ならぬ君主制のドイツ帝国を
「自分たちがまもるべき国家」と意識する「国民」の創出が必要であった。

ビスマルクがドイツ帝国建設の当初から力を入れた「文化闘争」とは、カトリッ
クのポーランド人の排除を執拗に追求し、それによって「ドイツ人」を人為的に作
り出す国家政策であった。

ポーランド人学校でのポーランド語の使用禁止とドイツ語の強制は、大規模な学
校ストライキを引き起こした。ビスマルクの強引なポーランド人排斥政策は、不首
尾に終わった。ビスマルク罷免後宰相を引き継いだカプリーヴィ首相は、ポーラン
ド人に対する宥和政策を表明した［伊藤定良『ドイツ人の長い19世紀』青木
2002］。

（註）伊藤定良『ドイツ人の長い19世紀』青木2002は、ビスマルクの国民国家形
成の方法は、「帝国の敵」を（烙印により）明示化して、これに対する「帝国の
友」を結集すること（負の統合）。であったという。「帝国の敵」としては、
（１）労働者階級・社会主義者 （２）南独のカトリック （３）ポーランド人
（４）ユダヤ人

ビスマルクが「国民」形成の決め手としたのは、「対外戦争に勝つ」ことであっ
た。



第一次大戦は、フィッシャーのいうように、ドイツ帝国の側が
一方的に望んだものであって、仏露英にとっては、望まぬ戦争で
あった。

後発資本主義ドイツの経済的要求―イギリス製品から自国産業
をまもり、製品の販売市場を確保すること―が、先進資本主義・
英仏と衝突するにせよ、経済的利害を外交によって解決すること
はできなかったのか？


