２ 大戦下のユダヤ人問題アンケート
法学者でソビエト共和国（1919 年）期に外務人民委員と司法人民委員を務めたアーゴシ
ュトン・ペーテルは、1917 年 3 月、『ユダヤ人の針路』と題する著書で、同化を完成させ
れば反ユダヤ主義はなくなると考え、「ユダヤ人問題の解決は、改革派の決断にかかってい
る。改革派はホスト社会に融合するか、それともユダヤ民族主義に合流するか、答えなけれ
ばならない」と論じた(1)。加えて彼は、「肉体労働を可能な限り避けようとする」東方ユダ
ヤ人にとって、「ホスト社会は搾取の対象たる植民地である」と書いて物議を醸した(2)。
アーゴシュトン（1917 年当時、43 歳）によれば、ユダヤ人社会には近代化に順応しようと
する非ユダヤ的ユダヤ人と、伝統を墨守するユダヤ的ユダヤ人が存在するが、現下の問題は、
近代化した非ユダヤ的ユダヤ人が「東方から流入するユダヤ的ユダヤ人を短期間で文明化
するだけの力がないこと、またハンガリー社会も彼らを融合するだけの能力を持ち合せて
いない」点にある(3)。このような状態が続けば、「ハンガリー系ユダヤ人社会が非文明化す
るのは必至である。そうなれば領内諸民族の数を一つ増やすことになるゆえ、ハンガリー人
にとっては危険きわまりない(4)。」そこで彼は当面のユダヤ人問題を、ハンガリー社会に同
化しようとしない「不適応ユダヤ人」の問題、あるいはキリスト教徒のみならず、近代化に
順応しようとする非ユダヤ的ユダヤ人をもこの地上から一掃せんとする「狂信的な」ユダヤ
的ユダヤ人の問題であると定義し、非ユダヤ的ユダヤ人に「思考や倫理や感性が全く異なる
ユダヤ的ユダヤ人」と関係を断つよう提言した(5)。
アーゴシュトンの著書が出版された二ヵ月後、市民的急進主義を代表するヤーシ・オスカ
ル（同、42 歳）は、150 名近い有識者にユダヤ人問題について質問し、その回答を主宰する
『二十世紀』に公表した。ヤーシがアンケートを実施した理由は、十九世紀末以降、ハンガ
リー社会がユダヤ人問題をタブー視してきた結果、ユダヤ人社会もリベラル派も、蔓延する
反ユダヤ主義に対して歯止めがきかなくなったと判断したからである(6)。
ユダヤ教改革派副代長のメゼイ・フェレンツ（同、57 歳）やラビ養成学院長のブラウ・ラ
ヨシュ（同、56 歳）、またブダペスト近郊ウーイペシュトのラビであるヴェネティアネル・
ラヨシュ（同、50 歳）、更には『平等』の編集長サボルチ・ラヨシュ（同、28 歳）ら改革派
の指導的面々は、ユダヤ人問題を解決済みであると理解していた(7)。「我々はユダヤ教徒の
ハンガリー国民だ」というメゼイ・モール（同、81 歳）の回答が(8)、改革派の基本的スタン
スであった。
サボルチは 1917 年 6 月、非改宗の閣僚、ヴァージョニィ・ヴィルモシュの司法相就任を
彼らの愛国的同化運動の賜物であると誇らしげに論じ、「我々はよそ者ではない。ここが
我々の祖国だ」と書いた(9)。しかし、二年三ヵ月後、すなわちソビエト共和国崩壊直後から
続出する改宗者に対して、棄教を思いとどまるよう訴えなければならなかったのは(10)、改革
派の同化戦略のジレンマに他ならない。1929 年に出版された『ユダヤ・レキシコン』が、混
合婚の禁止を強調したのは、その反映である(11)。
『平等』はブダペストに 4 万の購読者を擁し、反ユダヤ主義やシオニズムだけでなく、正
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統派やアーゴシュトンの上掲著書、あるいは『

;西方』を主宰するハトヴァニュ・ラヨシ

ュ（同、37 歳）の親西欧的な進歩主義や、ヤーシらの市民的急進主義と対峙した。もっとも、
シオニズムに対しては正統派も、第一回シオニスト大会直後の 1897 年 9 月 8 日、改革派の
代表と合同で次のような声明を出した。
パレスチナに新たなユダヤ人国家を建設せんとする政治的シオニズムは、常軌を逸
した危険な狂信主義である。［中略］ユダヤ教徒からユダヤ民族を創造せんとするシ
オニズムは、ハンガリーでは決して支持されないだろう。ユダヤ教徒のハンガリー人
は存在するが、ユダヤ民族は存在しない。この点では、改革派も正統派も意見が一致
している(12)。
自身もキリスト教に改宗していたハトヴァニュ(13)は、同化の促進とハンガリー社会への
完全な融合を求めて混合婚を提唱した。「ユダヤ人問題は、これによって一気に解決する」
と彼は確信していた。それゆえ、「全ての開明的なユダヤ人の父親は、我が子をキリスト教
徒として育てる義務がある」と書いた(14)。これに対してメゼイ・フェレンツは、改宗しても
人種的反ユダヤ主義はなくならないと説いた(15)。
ハトヴァニュの従妹でヤーシと再婚したレスナイ・アンナ(16)（同、32 歳）も、ユダヤ人問
題解決の一つに混合婚を挙げた。ユダヤ人の親はホスト社会の習慣に従って子育てするこ
と、すなわち、子供を「ユダヤ的風習や歌謡、特異な行動、それに頭脳や財力をひけらかす
横柄さから守らなければならない。しかし、子供たちの前でユダヤ的出自を否定すべきでは
ない」と(17)。
トランシルバニアの著名な文学一家出身のベネデク・マルツェル（同、32 歳）は、東方ユ
ダヤ人に対して、「彼らはハンガリー農民の百倍も保守的で、千年経っても今日と同様、伝
統や分離的な自治に固執するだろう。三世代、四世代後に文化的なユダヤ人と合流するのは、
彼らの上層部だけだ」と否定的であった(18)。ハトヴァニュやレスナイが提唱した混合婚につ
いても、「ホスト社会への融合が改宗なしに実現すれば最善であるが、果してそれが混合婚
によって実現できるだろうか。学識豊かなユダヤ人が農民娘と一緒になったところで、うま
く行く訳がない。子供たちが父親の鼻の形や母親の民度の低さを引き継がないことだけは
確かであるが。しかし、教養のあるユダヤ人とキリスト教徒のカップルなら、感性の豊かさ
や身体的な特徴が新たな個性を生み出し、双方にとって良きものになろう」と過剰な同化に
は懐疑的であった(19)。
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かつて『

;西方』に寄稿し、ユダヤ系知識人と親交のあったリトーク・エンマ（同、49

歳）は、「国際主義からユダヤ人はハンガリー人を敵視し、ジェントリの活動を邪魔する。

現在ジェントリの精神活動が停滞ぎみなのは、このためである。しかしながら、あらゆる外
圧を排して古典的自由主義の原則に従い、ユダヤ人に対して自発的に平等権を与えたのは、
この階級である」と論じる一方(20)、大戦下の反ユダヤ感情の一例として、ユダヤ人社会は危
機意識を共有しておらず、徴兵を忌避できなかったり、兵役を義務と見なす者を「世渡り下

手」と馬鹿にする風潮があると書いた(21)。リトークの指摘に関して言えば、『ユダヤ・レキ
シコン』は 1922 年に政府が公表したハンガリー人兵士の戦死者（15 万 5799 名）とユダヤ人
兵士の戦死者（5116 名）の数値から、キリスト教社会の戦死者の比率（2.8%）がユダヤ人社
会の戦死者（1.1%）の二倍以上であることを認めた(22)。
民族派のチョルノキ・イェネー（同、47 歳）は、バルタやアーゴシュトンと同様、「二種
類のユダヤ人」の存在を指摘した。一つはハンガリー化したユダヤ教徒であり、今一つは「く
ずれたドイツ語」（イディッシュ語の意）を話す「低俗・無知な」ガリツィア・ユダヤ人で
ある。前者は純粋に宗教集団であるが、後者は「奇妙な」長衣をまとい、側頭部に「趣味の
悪い」巻毛をほどこした民族集団である。彼らは家庭を顧みず、男も女もカフェに入り浸り、
路上を徘徊し、店頭にたむろする。そのため、子供たちのしつけが放置されている。これは
由々しき事態だ、と移民文化に対して嫌悪感を露わにした。彼らと「人種的に別系統」であ
る同化ユダヤ人がこの問題を解決できれば良いが、それが出来ないところにユダヤ人問題
の危険性がある、とチョルノキは説く(23)。
それゆえ、このような「低俗・無知な東方ユダヤ人の移住を、あらゆる手段でもって阻止
しなければならない」と彼は続けた。移住後も同化しないユダヤ人は「民族」と見なす。こ
れは既に市民権を持つ非同化ユダヤ人についても同様だ。ハンガリーの伝統をないがしろ
にするコスモポリタンや国際主義を標榜する社会学者は、大部分がユダヤ人である。伝統的
な美しさや偉大さや神聖さを愚弄し、侮蔑する作家や芸術家の大半はユダヤ人である。貴族
の称号を手に入れることも、改宗することも必要ない。必要なのは、キリスト教社会の真の
文化を学び、愛国的感情を次世代に教育することだ。ところが現実は、「ハンガリー社会に
融合できない東方ユダヤ人が陸続と押し寄せ、我々がユダヤ人問題と呼ぶところの傷口を
広げている」と彼は結論づけた(24)。
保守派のコンチャ・ジェーゼー（同、71 歳）も、「小規模な農業経営の大半がユダヤ人の
工業者や金融業者の手に渡った結果、困窮したキリスト教徒が国外に移住せざるを得なく
なった」と嘆くが、彼はチョルノキより冷静だった。コンチャによれば、1848 年の反ハプ
スブルク革命でユダヤ人はハンガリー人と共に闘い、アウスグライヒ後は国民生活の水準
を引き上げることに貢献した。彼らは他の領内諸民族よりも言語的に早く同化し、少数民族
地域でハンガリー人の文化的・政治的代理人を務めた。大戦勃発後は、戦場でも銃後の福祉
活動でも忠実に任務を果した(25)。
ユダヤ人問題の原因は「世紀転換期のユダヤ人社会の変容にある」とコンチャは言う。す
なわち、「ユダヤ人社会の若い世代が全く別方向を向くようになったからだ」と。それは明
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らかに、内部告発者たるヤーシの市民的急進主義や、ハトヴァニュが主宰する『

;西方』

の親西欧主義を念頭においての発言である。コンチャにとって、西欧的価値観でもって伝統
的なハンガリー文化を嘲弄するユダヤ人は「よそ者」であり「内なる敵」であった。彼の表
現を借りれば、「ユダヤ人問題は世界観の問題」であり、民族精神に関わる問題である。コ
ンチャの目には、キリスト教社会が王道を行くのに対して、ユダヤ人社会は覇道であった(26)。

経済領域のみならず精神文化の領域にまでユダヤ人が進出してきたことで、知識階級とし
てのジェントリの指導的地位が危うくなった。これを見てコンチャは、ユダヤ系エリートの
譲歩によるジェントリの復権を提案した。
カルヴァン派の神学者で、戦間期のプロテスタントを代表するラヴァス・ラースロー（同、
35 歳）は、人種的観点から次のように書いた。「ユダヤ人は言語や名前や伝統、それにユダ

ヤ教を含めた人種的特性を放棄しなければならない」が、正統派のラビや神学生の大半は、
未だにハンガリー語を話さない。このため、私は人種的分離主義に固執するシナゴーグ（ユ
ダヤ教の会堂）を認めない、と(27)。一方、シオニストの月刊誌『過去と未来』の編集長パタ
イ・ヨージェフ（同、35 歳）は、「ユダヤ人問題の最大の原因は、愛国主義からキリスト教
に改宗した者にも、差別が残ることだ。［中略］ハンガリー社会も外観は自由だが、内実は
奴隷状態だ。それゆえ、真の内面的解放を得るために、ユダヤ人は人種的な意識を深化させ
ねばならない」と説いた(28)。
これに対して、カトリックの司教でキリスト教社会党の党首、ギースヴァイン・シャーン
ドル（同、61 歳）は、「ユダヤ人問題は人種問題でも宗教問題でもなく、社会問題である」
と断じた(29)。知的分野や医師や弁護士、あるいは商工業における寡占状態は、ユダヤ人の人
種的特性ではなく、ユダヤ人社会における都市居住者の多さや、彼らの教育熱、及び上昇志
向のゆえである(30)。ところが、ハンガリー人社会では、ジェントリや知識階級といった、社
会上層部の子弟にしか教育の機会がない。それゆえ、こうした問題の処方箋は、「封建制の
残るハンガリーの民主化以外にない。」民主化がユダヤ人の分離主義を解消し、農民や労働
者階級の子弟に勉学の機会を与え、カルパート・ウクライナ人をはじめパーリア的少数民族
を解放する、と論じた(31)。
1905 年、プロハースカの後援でカトリック人民党から分離したキリスト教社会党は、
「資
本が異教ならキリスト教化しなければならない」と、経済の民族的浄化を綱領に入れる一方
(32)、社会問題の処方箋として、普通選挙権や小規模自営農への広範な土地分配を要求した
(33)。1910

年、人民党からキリスト教社会党に移籍したギースヴァインは、ユダヤ人問題ア

ンケート直後の 1917 年 6 月 6 日、
社会民主党や独立党から分離したカーロイ・ミハーイ党、
及びヤーシの市民急進党やヴァージョニィの市民民主党と「普選ブロック」を結成し(34)、翌
年 10 月には共和国革命(35)の母体となる国民会議に参加した。
エレーニィ（Erényi Tibor）は、ホロコースト期にユダヤ人の移送に反対した人々として、
複数のカトリック司教やシュラフタ・マルギット（修道女）、及び数百名のユダヤ人をかく
まい、自らも犠牲になったシャルカハージ・シャーラ（修道女）の名前を挙げているが(36)、
こうした人々によってギースヴァインのユダヤ人論が継承されたと言えまいか。
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