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クリミヤ戦役中のビスマルク

中

友

写されている︒私はこの論述を中心とし︑傍ら﹁ビスマルク全集﹂第一︑

田

剛︑まえがき

二巻及び﹁ビスマルク通信﹂

立維持にあったことを論究したが︑そこでは戦役中に於ける彼の動向に

て︑ ﹁此の戦役に対するビスマルクの根本政策﹂がロシヤに好意的な中

養三宝︒︒︶に際し︑諸党派の論争︑自由主義的輿論の嵐の巾で︑優柔不断

二︑職役中のビλマルク

る書簡︑報告書などを極力参照することに努めた︒

当り︑ロンドン駐剤プロシャ大使﹁ブンゼン︵閑⊆昌︒︒o置︶は王を英仏側に

此の時に

一八五四年三月初プ採シや政策にとってのいはゆる﹁三月危機﹂︵竃苧

ついては殆んど触れる所がなかった︒本稿では戦役中の二箇宰に亘り︑
ドイツ連邦内の両大国たるオーストリヤ︑プロシャが英仏とロシヤとの

な﹁国王フリードリッヒ︒ヴィルヘルム四世は︑ウィ⁝ンに撃て行はる

何なる役割を演じたか︑の実際を史料朗に概槻し以て上記小論の三冠的

に驚いた王は︑残酷な程の急診回を為して反対の意見に飛びついた︒﹂あ

引入れ得たものと信じていたが︑ウィーン政府からの不手際な公用文書

べき英仏填の協定に参加するよう思い圧迫を受けていた︒﹂り

形﹁相を呈しつΣある世界情勢に対処するに当っての他山の石とも致した

かくて三月五日ブンゼンは辞哉し︑次で英仏派の陸相ボーニン︵︼Wo三口︶

も更迭させられ︑ビスマルクの求めているロシヤ的政策が決定的に優勢

界﹂にしても戦役中の彼に関しては僅に断背比に二恩を割いているに過

と事業﹂叉はクライン・ハッチンゲンの審美なる﹁ビスマルクと彼の世

スマルク史﹂或はゴツトロープ・同士ゲルハーフの﹁ビスマルクの生涯

携へて伯林に細るや︑プ・シや王の決心は又もや動揺を始めた︒而もウ
ィーン政府は︑同時にドイツ諸政府に廻状を発して︑オーストリヤに対

ストリや帝フランツ・ヨゼフの特使参謀総長ヘスへ頃︒⁝︒︶将軍が墨書を

然るに戦役勃発︵三月二十八日英仏二叉宣戦︶に先立つ数艮︑

となるかの如く思はれたQ

ぎない︒唯一つ︑一九一二年刊フランスの法学博士セーヌ裁判所検事に

⑦け

一9

︵甲⊆O同﹃O

傷O

にも拘らす他面彼は︑中位諸国の使節たちとの会談に於て︑之等諸国が

イツ諸国とオーストリヤとの利害の一致せざるごとを張調．した︒﹂3夫
︵︶同一量り伽①︶は︑ド
精彩

宣言を不快とせるビスマルクは︑逆に本国政府及連邦各国使節に対し︑

ツの守るべき態度に関する我々の唯一の綱領であると宣言したが︑此の

﹁オー

して﹁プロシャと一八四八年革命﹂の著者たるポール・マテの﹁ビスマ

取扱つた数多い著作の中特に名高いと思はれるマックス・レンツの﹁ビ

然しながら之に関する纒つた文献は極めて少い様である︒彼の一生を

い︒

裏付けとなし︑下煮はくば今日米ソニ大陣営抗争の渦中に容易ならざる

スマルクが︑連邦議会所在地フランクフルト駐劃プロシャ使節として如

闇に在って又ドイツ諸小国に対して如何なる動きを示したか︑そしてビ

︵一八五圃i一八五九年︶其他に現れてい

先に﹁西日本史≠﹂第四号の中で︑クリミヤ戦役勃発直前を中心とし

郎

するドイツ諸国の物心両面に亘る断乎たる支持は︑東方問題に於︑てドイ

ルクと彼の時代﹂が︑私の知る限りでは最も詳細なる一貫せる論述を行
マルクとクリミヤ重役﹂︵︸W四qD口PgHO押

っている︒此の本は三巻より成っているが︑其の第一倉庫十一章﹁ビス
輕妙なる筆致五四頁に亘り︑戦役中の彼の動向は此の中に躍郷として描
クリミヤ戦役中のビスマルク
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次

結束して︑オーストリャ及プロシャに対抗して第三勢力を作らんとして

ともプロシャ以上に欧洲的強国の役割を演ずるに至るに反して︑プロシ

トイフェ・ル宛の報告書に激て︑﹁オーストリヤが単独ではなくとも少く

クリミャ戦役中のビスマルク

いる憂慮すべき新な傾向を認めた︒彼は戦争勃発の翌日たる三月二十九

ャはドイツ諸国の合唱隊長の役割に留るにすぎなくなるであらう︒﹂恥と

慨嘆している︒然し﹁彼の秘かに喜んだことには︑中位諸国は︑此の同

陣Φ自剛︷O一︶宛の報告書に次

﹁彼等は︑欧洲的政策に関する彼等の判断を表明す

の如く述べている︒

H付プロシャ首相兼外相マントイフェル︵疑︻帥

この條約締結に先立ち︑三月三＋一日付帯四月五日付マントイフェル宛

の手紙に次の如く述べている︒﹁中位諸国は何よりも先づ中立と平和と

盟に加︐入することに対し殆んど熱意を示さなかった︒﹂−oビスマルクも亦

っている︒﹂り

を切望している︒⁝⁝⁝⁝諸君主は︑欧洲の戦争が諸小国を脅かしてい

ることに依って少くとも議会の面前で至上権を行使せんと欲している︒

それ故ビスマルクは︑プロシャがオーストリャ及ドイツ諸国と東方問

を終結せしむる平和條約は︑彼等の為にその犠牲を償うことなく︑むし

長い平和の結果として主権平等の理論が中位諸国の中で流行病の如く拡

題に関し共同責任を負うことに対して︑ 一層警戒すべき充分の埋由を有
していたQ﹁然るに三月危機の嵐はやがて過去り︑プロシャ王は間もな

ろ唯彼等を苦しい目に遭はせて緬結されるにすぎないということを恐れ

恰も此の時サクソニや首相ボイスト︵切︒房傍︶の策動が行はれていた

ている︒﹂塒

る危険の性質と範囲とに就ての透徹せる槻念を抱くことなく︑而も戦争

くロシヤに対する同情を忘れ︑斯くて四月九日ウィーン良剤大使アルニ
ム︵︾目艮ヨ︶は︑英仏填の代表者と議定書に署名した︒此の議定書は︑
四政府の協同︵ピ︑＝三§号︒・O爵茸︒ぴqoロく巽旨︒已︒葺m︶を確認し︑原則と

してトルコの保全とロシヤ軍のドナウ諸公領︵即ちモルダヴィヤ︑ワラ

を要求し︑叉敵対行為を停止することに関して西方諸国並に・シャ側よ

せんとする純粋なる意志は︑外交々渉に関するドイツ連邦の直接的行動

に開かπた中位諸国の代表者会議は︑四月二十日省約への加入を全面的

が︑彼の指導の下に五月ご十五日︒ハァヴァリヤのバムベルグ︵ゆ9ヨぴ①茜︶

句

四月二十日︑プ・シヤは更に一歩を進め︑ヘス将軍の携へ來つた條約

キや地方︶よりの撤退を主張していた︒﹂恥かくてプロシャは今や再轄し

案の修正せるものを承認して攻守同盟に署名し︑軍・事協定を結んだ︒

は︑オーストリヤの大なる不満とする所であったが︑彼等は四月二十日

り行はれたる勧告に基く厳正中立を要求する︒﹂功か﹂る中位諸国の態度

に認め︑而も諸政府の名に於て次の如く宣言した︒﹁ドイツの権益を擁護

この結果︑スラヴ民族の居佳せる領土に於て脅威を受けているオースト

て西方的政策の中に入るが如くに見へた︒

リヤは︑自らは何等の危険にも直面していないプロシャに安全を保証せ

五日に至って條約に加入した︒然し此の遅滞と諸政府の用いた︺誠い落

隠約への加入に対する遅滞職術を取り︑その為連邦議会は漸く七月二十

﹁此の條約締結の動機は．ナポレオン三世に対

しむること﹂なったが︑

し手段﹂︵H伽δ一∩φ旨OO︶とは此の加入の効果を弱化させ︑まさかの際には︑

するプロシャ王の恐怖心であり︑皇帝が直ちにライン地方へ侵入せんと
企てΣいるとの噂に動かされた為である︒﹂巧それ故ジーベルも其の﹁ド

ことは避けられない姿であった︒ ﹁ビスマルクはこの場合何等困ること

証書の文句や軍備に関する書類に関しオーストリヤと連邦とが衝突する

た︒プロシャの利益は︑オーストリヤの為に干渉することには費せ・すし

なく︑状勢の自然的推移は︑彼の予測が正鵠明晰であったことを証明し

イツ帝国創立史﹂の中で﹁この同盟は︑オーストリヤにとっては東に対

●

抗するものであり︑プロシャにとっては西に対抗するものである︒﹂勘と

断じている︒

この同盟は勿論ビスマルクの喜ぶ所でなく︑彼は四月二十六日付マン

一
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いるという事実に失望している︒﹂塒そして此の手紙を次の如く結論し

諸公領からのロシヤ軍撤退の報告を受け乍らも英仏との交渉を継続して

ヤと英仏との覚書交換についてのニュース︑殊にオーストリヤがドナウ

ストリヤが一八五〇年秋オルミュツ勘に於て︑ロシヤの好意によってプ

て︑ロシヤに対する控へ目な而も妊意的な熊度に存して居り︑プロシャ
は自国が直接的利害関係を有せざる事件に干渉することなく︑逆にオー

﹁連邦の軍隊を職時体制に置かんとする一切の要求は︑今後一

般的反対に逆遇するであらう︒﹂珊

ている︒

ロシャに対抗して利益を混めたるが如く︑遠い将來塁上ストリヤに対抗
して利益を牧める為にロシヤの好意を養はねばならない︒之こそ実にビ

この闇ビスマルクはプロシャ王の熊度を少しく改めさせることに成功

政府の動きは︑ビスマルクの予測した如く︑自然の結渠としてロシヤに

てプロシャはオーストリャ政策に拘束されぬ身となった︒今やプロシャ

ロシヤの拒絶を敵対行為とは見倣さないと通告した﹂劾のである︒かく

﹁王は八月十三日ロシヤ帝ニコラス一世宛︑蒋來の交渉の

スマルク究極の目的であb︑伯林政府はこの慎重な熊度を守りつ上貫の

基礎として此の四項目を指示したとは云へ︑同時に此の四項目に対する

した︒即．ち︑

周囲に︑均しく中立を利とする諸小国を集めた︒L均
斯くてオーストリャ首相ヴオール︵頃βoごはプロシャ及全ドイツを自
の結 果 八 月 八 日 ウ ィ ー ン に 於 て ﹁ 四 項 口 の 覚 書 ﹂

対する好意的中立へと傾き︑従てビスマルクの地位は向上し︑屡々伯林

︵208山︒︒︒ρ§け同︒

℃9葺ω︶の名で知られている丈書に署名した︒この中で三国政府は次の

国と同調せしめんとの期待が外れたので︑英仏と一層密接に交渉し︑そ

四箇條を認めている︒

を改めて一層ロシヤ的なビスマルクの意見を採用し︑かくして此の廻状

き寄せ︑その結果王は︑マントイフェルの作ったオーストリや的な草案

居たプロシャ王は︑連邦諸国宛の廻状草案に関してビスマルクを故々招

との聞を往復した︒八月末バルト海リューゲン島のプヴス︵℃葺げ鎧︒・︶に

に代へる︒

Lドナウ諸公領に対するロシヤの保護を廃し︑諸国の集団保障を以て之
島ドナウ河航行の自由︒

翫一八四一年ロンドン條約均の修正によるトルコの独立︒

項目は慎重な吟味を必要とし︑ロシヤがドナウ諸公領よりの撤退宣言を

の中で︑四月二十日條約の拡大は必要でないと次の如く宣言した︒﹁四

する︒

飢ロシヤはトルコ領内のキリスト教徒に対する一切の独占的保護を放棄

行った以上︑伯林政府はその同盟国に対し好職的態度を勧めることは出

が平和的影響を及ぼすことを期待する︒﹂鋤

來ない︒オーストリヤが一切の攻撃的方策を幾控へ︑その結果申欧諸国

﹁かXる重大なる文書への署名に際し︑オーストリヤが四月二十日博戯
権利を保留したことに対し︑ビスマルクは極度に驚かされた︒若しプロ

で九月伯林滞在即諾によつて全く時の人であるという程に寵遇され︑マ

極めて好感を以て迎へられた︒斯くて﹁ビスアルグはプヴス滞在中︑次

に違反せざるや否やも考へす︑而もこの覚書にプロシャを加入せしめる
シャが之に加盟するならば︑それはプロシャをしてオーストリヤの尻に

この宣言は勿論連邦諸国に

ついてゼロの役割にまで低下せしめ︑政治的には諸小国のレベルにまで

﹁斯かる閥に東方では九月十四日英仏軍がクリミヤに上陸して寸心が

ントイフェルに代り外相になるとの噂さへ弘つた︒﹂物

行はれ︑九月末にはセバストポール陥落の噂が伝った︒之より先プロシ

それ故彼はフランクフルト駐在の各国使節に対
しウィーン政府の二三舌を弼寓すると共に︑本国政府に対しオーストリ

ヤの提案を﹁冷淡に﹂拒絶すべきを勧告した︒助彼は八月十七日付マン

ャ王の平和宣言により少しく鎮静したかに見へたウィーイ政府は︑今や

疑すものであった︒﹂均

﹁使節たちは︑オーストリ

トイフェル宛の手紙に次の如く述べている︒
クリミヤ戦役中のビスマルク

縄
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クリミヤ戦役中のビスマルノ

約を拡張せる條約に署名し︑この結果四項目は両政府にとって平和交渉

ストリや領内に於て行はれた場合に限らす︑諸公領内で行はれたにして

の必要なる基礎となリプロシヤは︑オーストリャ軍に対する攻撃がオー

再び活淡な動きを示し︑オーストリヤが何等の役割を演じなかった戦争

リヤを救ってくれたロシヤの敗北から︑利益を牧めんと企てたのであ

諸公領を占領し叉最後の交渉に際して諸公領に対する保護権を獲んと期

も其の同盟国を援助すべきを約した︒﹂助之はプロ︒シヤの援助によって

から︑叉何等の助力をしなかった連合国の勝利から︑叉四年前オースト

ナポレオン三世宛祝電を発すると共に官報に戦争風を吹込み

曰

ルクは親友ゲルラバ将軍から此の報せを受けて甚しく慨嘆した︒十一月

待しているオーストリヤにとって︑異論の余地なき成功であり︑ビスマ

る︒そこでヴオールは噂の全面をオーストリャ軍の勝利であるかの如
く喜び︑
連邦議会の冷淡さとプロシャの躊

四項目の要求に関する有効なる助力を要請した︒﹂胸然

更にドイツ諸政府に︑廻状を逡って︑

躇とを訴へ︑

二十三日付将軍宛の彼の手紙はこの間の消息を如実に示している︒

オーストリヤが此の要請に当って︑欠く

べからざる利益として挙げているドナウ河航行の自由やロシヤ保護権の

るにドイツ諸政府としては︑

﹁オーストリヤは一八五〇年にはロシヤの銃劒を以てプロシャを脅
したが︑一八五四年にはフランスの銃劒を以てプロシャを脅している︒

く︑

オ！ストリヤはドイツ愛国心の専売権を有し︑唯独りでドイツの利益を

単に平和維持のみ塑必要とした

代表し︑かて﹂加へてプロシャの高き奪敬を享有している︒⁝⁝⁝⁝私

停止に関し何等の利害関係を熟せす︑

プロシャはオーストリ

﹁ドイツ諸政府をして︑

ビスマルクは十月九日付マントイフェル宛の手紙に

に過ぎな．かった︒

次の如く述べている︒

信じさせることが大切である︒

プロシャの此の方針に関して特殊な感銘を

果してオーストリヤはビスマルクの予測せし如き道を取り︑英仏との

は四月二十日後と同じ賭事を怖れている︒更に一歩を進むる瞬聞が來よ

ヤとの不和の危険を冒しても自国の立場を維持しているということを
普仏間の他よりの妨害を受けざる協定

うとしている︒﹂鋤

を暗示する一切の徴候は︑

与へている︒﹂的プロシャは此の見地に立って十月十三日ドイツ諸政府

我物とし︑英仏は懊露職争の場合オーストリヤを援助すべきを約した︒

この條約の申で特に注目すべきは︑﹁若し一般的平和の再建が四項目の

愚な條約に．署名せんと急いだ︒十二月二肩ウィーン政府は四項目を全く

三期の下に同年末までに保障されざる場合︑三国は遅滞なく同盟目的達

宛不安を和げる廻状を送った︒

﹁十一月初彼は︑オーストリヤから

一方ウィーンに於ては例の噂は無根の作り事にすぎないことが判り︑

ト

ヴオールの熊度は叉もや変化した︒

成の為の有効なる手段について協議する︒﹂29

という條項で．ある︒之は

先にロシヤを攻撃することはなく︑叉如何なる場合にも予めプロシャ及

全欧の心ある人々を驚かせた︒十二月四日付マントイフェル宛ビズマル

ロシヤ帝に対する一種の降伏勧告であり︑オーストリヤの忘恩的行為︑は

クの手紙は︑ウィーン政府の野望を何等昂然する平なきまでに巧妙適切

議会と協議することなくして職争を企てることはないと宣言した︒﹂25
之は勿論一つの外交的退却であった︒而もウィーン政府は︑

に非難攻撃している︒曰く︑﹁事態は︑殊にオーストリャ軍備の絶ぺざる

﹁ドイツ諸

によって︑之を今方せんと力めた︒一方プロシャ王の心は︑論義スドリ

はその軍隊がロシヤから攻撃された場合欧洲の援助を保証されている︒︑

継続を考量してみると︑極めて信用のおけないものを帯びている︒同国

政府の拘束がオーストリヤの目的達成を妨げている﹂狗と宣言すること
ヤのか詰る譲歩に感動した為か︑叉もや動揺して西方的政策に移った︒

そしてオーストリヤには唯尤もらしい口実が欠けている丈である︒若し

王は先にプヴスで認めた廻状の諸原則を無視して再びオーストリヤに近

付いたのである︒斯くて﹁十一月二十六日普填両政府は︑四月二十日條
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、

連邦各国の使節に向い︑

斯くて︐﹁議会は二月八日︑

迷いに取りつかれたものであり︑之に反してプロシャは平静で剛健で聰

﹁オーストリヤはドイツにとって危険な侵略の

同国がこの口実を手に入れることが出歯るとすれば︑ウィーン政府の目
明なものである︒﹂．鋤

連邦軍隊の動員は必要でないと宣

之は＋二月二日條約への加入に対する正式の拒絶であ

ロシ

ヤによる攻撃の危険は全くない故︑

と述べている︒

的は達せられるのである︒即ちこの目的とは︑英仏填の同盟であり︑而

言した﹂鋤

が︑

を此の同盟の最も弧力にして最も重要なる一国とな甑すが如き同盟であ

もそれはオーストリヤをしてドイツによって其の背後を援助するを得し
めるのみならす︑同時にドイツ及オーストリヤの名に於てオーストリヤ

此の結玉プロケシュに代って職業

り︑

ウィーン政府の敗北であった︒

外交官たるレヒベルグ︵犀︒∩げび①茜︶がオーストリや使一節となったが︑対

同調せんとの傾向は極めて弥烈なものとなって來た︒二月卦一日付マン
トイフェル宛ビスマルクの手紙は次の如く記している︒ ﹁ドイツ連邦の

抗は依然として続いた︒然し此の時期に入っては︑諸小国のプロシャと

オーストリャから遠ざけ︑ウィーン政府を孤立させ︑彼が嘲笑的に﹁不
と称したものを之に与へんと力め︑遂に成功した︒﹁元

る︒﹂鋤かくてビスマルクはオーストリヤの策略を挫く為に︑諸小国を
快な二日醇﹂31

スマルクも亦出先外交官としての責任に拘束され︑本国政府の訓令に従

々連邦諸政府は十一月二十六日の條約に渋々加入していたにすぎす︑ビ

行動は︑彼等にとっては嵐によって激動せしめられているヨーロッパ海．

いかということである︒﹂鋤

上に於ける救いの板である︒彼等は連邦に執着し︑唯一つの怖れを有す

て諸小国をこの條約に誘ったのである︒﹂下風は︑十一月二十六日の條
約はオーストリヤに対する最後の譲歩であり︑プロシャは＋二月二日下

るのみである︒即ちそれは︑プロシャ自身が連邦との関係を絶ちはしな

ルラッハ宛の手紙によると︑鋤彼は十八日マントイフェルから︑オース

露への加入を拒絶するであろうと期待していたが︑十二月二十一日付ゲ

環は益々縮められ︑敗北の日は近付いた︒期待外れと憤怒と苦⁝悩とに疲

斯かる中にもクリミヤの職闘は激烈を極め︑セパストポール包囲の鉄

小国に対し︑三国同盟への加入は重大なる危険であり︑この悪魔的な條

みつ曳世を去った︒全欧は戦争勃発の一方の責任者たる彼の死によって

れ切ったニコラス一世は遂に病を発し︑三月二旧プロシャとの同盟を夢

一
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トリヤの勧誘を拒絶する旨の通知を受取って非常に喜んだ︒そして﹁諸

見込みはないと説き廻った︒使節たちは完杢に説得され︑かくて諸小国

﹁帝の死は︑オーストリ

特殊恐怖の終末であり︑フランスにとっては佃入墨怨恨の消失である︒

ヤにとっては境遇の緩和であり︑イギリスにとっては帝の人物に対ずる

付ゲルラッハ宛の手紙に次の如く述べている︒

平和が到來するものと期待したが︑ビスマルクは之を否定し︑三月七日

約へ加入することは︑諸小国を血腿い無想へ導き而も何等の成果を得る
はプロシャと同調して條約への加入を拒絶した︒﹂鋤

今やヴオールは高圧的に四月二十日條約の履行として︑連邦軍隊の動
は反撃である︒現在までの所攻撃は行はれていない︒而してオー．ストリ

るよりも先帝の下に於てが容易であった︒﹂39彼の予想の如く︑アレク

然し乍らロシヤに於ける好量的傾向を抑制することは︑新帝の下に於け

員を議会に要求したが︑ビスマルクは之に対し︑﹁この條約の唯一の目的

ヤが先攻者とならない限り攻撃を怖れる必要はない︒﹂鋤と反駁した︒

リス外相ラッセル︑︵口崖ω︒・o誕︶フランス首相ドルーアン●ド︒リュイ︑

サンドル夕冷は父の遺志を堅持すべきを宣言し︑戦は続いた︒而も﹁ウ
ィーン政府は戦争終結を博みに叉もや各国との交渉を始め︑かくてイギ

斯くてこの問題に関し一八五五年一月二十二口連邦議会が開かれ︑討議
は十五日聞に亘り︑ビスマルクとオーストリや代表プロケシュ︵寄︒溶−
X︶ との聞に烈しい論戦が行はれ︑結局ビスマルクの弁論が功を奏し

クリミヤ戦役中のビスマルク

た︒二月一日付プロケシェのヴオール宛の手紙によると︑ビスマルクは

。・

クリミヤ戦役中のビスマルク

トイ7エル宛のビスマルク通信によると︑プロケシュはビスマルクに対

︵UNoξ三山￠導姦︒・︶トルコ首相アリ・パシャ︵≧や男器ゴ9︒︶らがウィー ってフランクフルトに戻り︑屡々ビスマルクを訪ねた︒七月四日付マン

ンに集ったが︑結局何等の成果を牧めす︑ドルーアンはナポレオン三世
し︑

之より先プロシャはこの会議への出席を拒み︑オーストリヤはドイツ

し乍ら議会の討論が再び煮るや︑大小様々の問題について全く纒りがっ

﹁新なる年を始め︑過去の不喩快を忘れよう﹂翰と申出ている︒然

の為権限逸脱の名の下に辞職せしめ．られるL勒有様であった︒

かす︑黒々は退屈の余り床を踏み鳴らす有様で︑八月二日議会は二箇月

﹁ヴオール氏は︑オーストリヤが連

ルクの手紙は次の如く記している︒

聞の休会となった︒

諸国を招請したが之亦失敗した︒四月三十日付マントイフェル宛ビスマ

は心仏大使ハッツフェルト︵麟即け凶︷0一傷︶に誘はれるま玉に︑此の好機を利

当時パリは東方の職繭を他所に大博覧会で賑っていたが︑ビスマルク

邦から離れるという不安の下で︑議会の決議によって叉は個別的にオー
ストリや政策に加担することを強要する廻状を通じての例の入頼みへと
プロシャを懐柔せんと企てた︒五月十八日過マントイフェル宛の手紙で
ビスマルクは次の如く報告している︒﹁レヒベルグ氏は︑我々は数週町

した︒彼は九月十四日付マントイフェル宛私信の中で次の如く述べてい

してパリの華さや御馳走攻めに眩惑されることなく︑冷静に周囲を槻察

復帰した︒﹂鶴今やオーストリヤは窮余の策として︑レヒベルグを通じ

内に完全な協定に到達し得るものと思う︑そしてそれは単に形式と発議

る︒

用して十年振りのパリ旅行に出掛けた︒そしてナポレオン三世勤やヴィ
クトリや女王やその夫アルバート公ゆなどとも会談しているが︑彼は決

に関するもので︑我々がフランクフルトに於て先鞭をつけるならば︑恐

あり︑或は留守部隊丈しか残っていない︒そこでは急速にクリミヤに繋

﹁パリ︑リヨン︑ブーローニュを除いては︑連隊の兵舎はがら室で

せんとしているということを確信を以て述べた︒叉彼は両政府の見解は

らく充分に検討することの出亘る問題であり︑近々之を彼の政府に提議

る為に新兵が急いで訓練されている︒叉ストラスブールやメッツの守備

それ

故﹁彼は︑フランスの侵人に備へてライン河地方の国境を守る必要はな

﹁全欧は職の終結を信じ︑処世ス

恰もクリミヤの戦闘は決定的な段⁝階に入り︑最も激烈な⁝戦闘の後九月

入一般の翌翌や平和に刻する欲求を看取したのである︒﹂殉

いことを認め︑更に素晴しい舞踏会やオーケストラの蔭では︑戦の為の
豪勢や出征遺家族の憂愁やオーストリヤの狡猪な政策に対するフランス

は軍需工場の勢働者や砲兵の守備隊によって維持されている︒﹂勤

情勢の力によつて接近せしめられ︑自己の国民主義に訴へんとするフラ
ンスの企ては︑遂にはオーストリヤをロシヤとの同盟に導くかも知れな
いし︑ロシヤに対する西部列強︑の過度の要求は︑それ自体既にウィーン

○パリ聞の団結を弛めるであろうと論じた︒﹂鋤ビスマルクは以上の言
︑葉を信ぜす︑凡ての噂に緊張して耳を傾ける諸小国の使節たちにいつも
の如く問合せた結果彼は︑オーストリヤは静かに忍んでプロシャとの共
同中立策に轄ぜんと欲していることを確認した︒尤も彼は之より先既に

ことを弁解する為に︑プロシャがオーストリヤを妨げているのだと訴へ

トリヤは今や再び活澄な策動を始め︑フランスに対しては動員の遅れた

十日セバストポールは遂に陥落した︒

と論断していたのである︒果してウィーン政府は夏中控へ目な態度をと

た︒﹂ゆ十月七日付ゲルラッハ宛ビスマルクの手紙によると︑彼は唯﹁真

﹁梨の実は独りでに落ちさうだ﹂陶

り︑薦め意圖の潔白なるを到る所で公言し︑叉連邦各国には懇切に振舞

壁な討論﹂助のみが斯かる訴へを否認することが出來ると論じている︒

前記書簡の終りに近く得々として︑

い︑国内的には経濟緊縮策をとるに至った︒．斯かるオーストリヤの戦訓

当然ビスマ

感情的なプロシャ王は︑

﹁動もすれば憤激し勝ちとなり︑

は必然的にプロシャへの接近となり︑プロケシュは再びレヒベルグに代
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急にパリの鼻息を覗い出した︒﹂恥然しプロシャ王の怒りはやがて牧つ

ルクも寵愛を失った︒マントイフェルは興せすして光栄を共にする為に
英仏及ロシヤに対し仲裁を申出たが態よく断られ︑一方ドイツ諸小国は

地位を放棄すること﹂なるであろう︒若しプロシャが西方のプログラム

年一月参戦︶を加へて一対五の多数の圧迫に対抗してとって來た独立的

るならば︑プロシャが一対三の多数又はトルコ及サルヂニヤ︵一八五五

の手紙には次の如く書いている︒

のか﹂る国際的孤独に対し表面冷静を装い︑二月十一日付ゲルラッハ宛

た︒即ちビスマルクは王からナポレオン三世に対する批評を求められた

実にすぎす︑オーストリや代表ヴオールがパリへの途中フランクフルト

一挙にして失って了う恐れがある︒﹂⑬然し之はビスマルクの苦しい口

更に交戦各国に対してプロシャが有していた威信と勢力との成果をば︑

ャのドイツ諸国との一致及びプロシャがロジヤに対して守って來た遠慮

に同意するとすれば︑プロシャは二箇年に亘る思慮の成果︑即ちプロシ

﹁若しプロシャが諸国の協同に参加す

際︑実に率直奇抜な返答をした為︑彼の気持のよい淡白さが王の信用を
取戻したのである︒鋤

それは兎に角各国闇の養しい交渉の中に秋は過ぎて行き︑大小のドイ

したが︑兵員と戦費とに弱り切っていた︒そこでヴオールは干渉の好機

守ったコーカサスの南カルス︵囚母︒︒︶の要塞を精根の限りを尽して奪取

るヴオールの周囲に挙るのを見ては堪へがたい激情に駆られた︒二月十

を通過したこと︑殊にドイツ諸小国の使節たちが今や権勢への途上にあ

ツ諸国は平和のみを口にしつ製も戦は続いた︒十二月ロシヤ軍は英軍の

﹁ドナウ諸公領は自分の網の

四日付マントイフェル宛の彼の手紙には︑

九月英仏軍のセバストポール占領の際に︑

來れりと考へたのである︒ボイストの回想録によると︐︑ヴオールは既に

低き小国使節の群と混同されている﹂助と憤っている︒

﹁プロシャ使節が凡ての地位

中に掴むことが出誤ると信じていた﹂⑬が今や之を実現せんと企てた︒

シャは耳玉件的招讃には応じられぬ軍卒逸ったが︑ビスマルクは三月十

マントイフェルは会議への招請状を受取つた︒彼はビスマルク宛︑プロ

然しやがて関係諸国のプロシャに対する重事も緩和され︑三月十三日

であったが︑更に進んで黒海の完全中立とべッサラビや国境の修正とに

の外交文書を携行した︒それは談判の基礎として例の四項目を含むもの
よって︑ロシヤにとって一層重大なものとなっていた︒ロシヤはこの談

評している︒﹁プロシャは余りに熱を示しすぎる︒招請状は朝家収られた

九日付ゲルラッハ宛の手紙の巾で︑マントイフェルの梅屋を次の如く批

される︒たとへ内心に冷淡さを有たないにしても﹃少くとも外国に対し

のに︑二時聞の後にはプロシャはそれを受諾するのだということが感知

醐
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斯くてその大使﹁エステルハージ︵団ω8皆欝団︶はペテルスブルグへ一つ

この

時プロシャ王はアレクサンドルニ世に対し譲歩を勧告する極めて懇篤な

度の故にビスマルクは︑パリ会議に於てプ・シや代表が度を越して抹殺

によって之を脅しつ㌧︑彼の提議の無謬思葉受諾を要求した︒﹂鋤

判に応じたがヴオールは決着を早める為ロシヤに対し即時的な国交断絶

る私信を逸ったが︑一八五六年一月十六日ロシヤ帝は涙を呑んでオース
トリヤの提出條件を受諾した︒然し忘恩馬装ーストリヤに対するロシヤ

﹁果してマントイフェル

てはもう少し冷淡さを示す方がよかった︒﹂鋤か曳るプロシャ首相の態

の憤りと怨みはこの後永く続いたのである︒

された地位を占めるのではないかと怖れたが︑

もプロシャの名誉は保たれ︑大国としてオーストリヤと対等の地位でパ

二月二＋五日関係各国及調停国オーストリヤの代表たちはパリに集っ
たが︑大国の中プロシャのみは除外された︒アルバート公はベルギー王
レオポルド宛﹁大国といへども毛蔑の上に賭事を置く場合の外は．政策

リ卵塊に署名するを得た︒﹂鋤のである︒

は会議に於て唖であるかの如き控へ日な役割を演じた︒然し乍ら少くと

の遊戯に参加する資格なし﹂笏と申送っている︒ビスマルクはプロシャ
クリミヤ戦役中のビスマルク

り

クリミヤ戦役中のビスマルク

三︑むすび
以上の如く職役中二思差に亘りビスマルクの取り來つた一貫せる中立
政策は︑動もすれば英仏側に傾かんとするプロシャの外交政策に重大な
る牽制作用を及ぼし︑同時にプロシャの将來の発展にとって実に幸なる
結果を招いたのである︒即ちプロシャは中部ヨーロッパが戦争の災厄に
遭うのを防いだのみならす︑ロシヤに好意を示すことによって︑一八六四

牧むる下地を作ったのである︒而も職役中プμシヤは英仏に対し野心的

年のドイツ㊦デンマルク戦役更に普喚一一仏の両戦役に叉とない利益を
な策略を企てたわけではなかったので︑両国はプロシャの二度に関し何
等問うべきものを有ぜす︑且亦ドイツ諸小国もプ・シヤに対し再び信頼
感を取戻したのである︒之に反して︑オーストリヤの政策即ちヴオール
ロシヤはオ

の熊度は甚しく拙劣なものであり︑凡ゆる国々に苦難を与へた︒即ち︑
英仏は︑ オーストリヤの躊躇と遅滞とによって悔まされ︑

ーストリヤの﹁驚くべき忘恩﹂鋤によって裏切られ︑プロシャはオース
トリヤのドイツ連邦に対する宗主権主張によって苦しめられ︑ドイツ諸

﹁それは︑東方の戦

る︒最後にクリミヤ戦役のビスマルク自身にとっての意義は何であった

国はオーストリヤの東方に対する野望によって不安に陥れられたのであ
か︒マックス︒レンツの言葉を借りて結びとする︒

火が彼に対し運命の不可避性を完全に意識せしめたという点である︒こ
の戦火は恰も探照燈の如くビスマルクに四幅の夜に於ける進路を啓示し
たのである︒﹂鋤蓋し普填賦役の不可避性は︑ビスマルクにとって此の
載役中に学び取られたものであり︑四月二十六日付マントイフユル宛の
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営に味方しての戦争参加層余儀なくせしめる為に用いた圧迫手段は︑
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に紹介された︒黒の制服勉つけた美しい零しさうな公は︑私に町重に話し

十五日ヴェルサイユに於ける大舞踏会で私はイギリス女王及アルバート公

かけたが︑公の態度の中には或種の悪意的な好奇心が存していた︒私はこ

のことから・公はプロシャ王に対する私の反西部列強的な感化を知ってい

るのであると推定した︒公は公特有の考へ方に従て︑私の態度の拠り所祉

探求するということなしなかった︒既の拠り所というのは即ち︑外国の勢

力換言すればイギリスに対するプロシャの小都市的尊敬及フランスに対す
む

る恐怖の中に敏感なる温床な有している庚の勢力から私の祖国が独立する

ことへの関心︑並びにプロシャが自国の利害の為ではなくして英填政策へ
む
の依存の為に行うこと・なるべき戦争の圏外にプロシャだ置かんとする願

の紹介に際しての瞬間的κ印象からではなくして︑・其の他の専門的な叉文

望の中に存していたのである︒公の眼には私は︑一このことは勿論︑私
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凡そ鳳万宇に及ぶ宏壮雄大なろ而も透徹せる欧洲政惰論である︒試みに其
千年この方折にふれて︑カール五世以来は世紀毎に決って深刻なる内戦に
よって︑ドイツの粗矛盾する関係か決定して来た︒そして此の世紀に於て
た

も亦︑我々の歴史的発展の文宇板上の時刻存定める為に之以外の何等の方
法もなくなる時が来るであろう︒私はだからと云って決して︑我々は普填
聞の決着秘爵来得る限り有利な醗態に導くべく我々の政策な定めねばなら
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して之を予防することは我我の力及ばぬことである︑何となればドイツた
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