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EDITOR’S PREFACE

The present issue inaugurates a series of prospectively inevitable volumes contain-
ing materials from, basing on, related to, or reflecting proceedings of academic 
meetings, seminars, conferences, and other events of the kind, in the organization 
of which the Polish Association for Japanese Studies had its part and contribution, 
interwoven with regular volumes including papers and other material on varying 
subjects sent by individual authors to the Editorial Board and approved for publi-
cation; there are possibly also volumes with both monographic conference papers 
as well as articles related or unrelated to the leading conference theme but absent 
from the conference proceedings.
This volume focuses on and features contributions presented at the International 
Conference named War and Peace. Japan under Emperor Showa 1926-1989 assem-
bled on the premises of the University of Warsaw Library on October 24-25, 2016, 
as the principal event of the 10th Annual Days of Japan at Warsaw.  
The selection of materials and compilation of the volume became the task of Guest 
Editor, Katarzyna Starecka, who – together with Professor Ewa Pałasz-Rutkowska 
– have been in charge of organizing this Conference and have also been entrusted 
with preparing an extra introduction,which follows.  
Apart from these two texts, introductory in nature, our Esteemed Readers will find 
between the covers of this book fourteen papers (one actually not read at the Con-
ference) and one interview, predominantly authored by our guests from Japan, so 
this time Japanese is the language that dominates. 





Ewa Pałasz-Rutkowska & Katarzyna Starecka

The 10th Annual Days of Japan at the University of Warsaw
War and Peace – Japan under Emperor Shōwa (1926–1989)

International Conference Proceedings – Introduction

The year 2016 marked 90 years since the accession of Emperor Hirohito (1901–
1989) which ushered in a new era in Japanese history – Shōwa (The Illuminated 
Peace). Lately, as the Imperial Household Agency began releasing its initial publi-
cation volumes of “The Chronicles of the Emperor Shōwa” (Shōwa tennō jitsuroku), 
discussions relating to the Shōwa period have intensified in Japan. This was the 
longest, yet simultaneously diverse in nature, reign by a single Emperor through-
out Japanese recorded history. Japan was undergoing democratization and mod-
ernization, then, due to internal crisis opposed to Western influences, conducted 
wars. After the wars Japan once again turned towards democratization and develop-
ment, finally becoming the third largest economic power in the world. The Shōwa 
period can be divided into three main sub-periods: 1926–1945: democratization, 
nationalism and war; 1945–1952: occupation; 1952–1989: peace, democratization 
and economic growth. 

To this day the shadow of long lasting wars in Asia and the Pacific looms over 
Japanese relations with countries in the region. Disputes over the revision of the 
pacifist constitution that was enacted in 1946 under American Occupation do not 
waver.  The lingering presence of US troops and territorial disputes, including that 
of the Northern Territories disrupting any peace treaty with Russia, keep Japan, to 
some extent, locked in “postwar” (sengo) mode.  

At the same time more and more often the Japanese people are referring to 
the Shōwa period with nostalgia. Is it nostalgia towards the prewar mass culture? 
Is it a longing for the “godly” Emperor and their “unique” Japan? For economic 
success? For the times when anything was possible (for the first time the heir to 
the throne married a “commoner”) and people lived in prosperity? 

During the 10th Japan Days at the University of Warsaw (24–26th October 
2016), organized annually by the Department of Japanese Studies, Faculty of Ori-
ental Studies, we sought answers to these questions. Specialists from Japan and 



Poland tackled the most important issues within the fields of Japanese history, lit-
erature, culture and art, religion, social science and language acquisition. The topic 
of “war and peace” during the reign of Emperor Shōwa was astutely addressed by 
special guests: Kajita Akihiro (Imperial Household Agency), Hara Takeshi (Open 
University of Japan), Shōji Jun’ichirō (National Institute for Defense Studies), and 
Numano Mitsuyoshi (University of Tokyo).



ARTICLES





Ewa Pałasz-Rutkowska

昭和天皇とその時代

はじめに

昭和時代は裕仁皇太子の践祚が行われて天皇になった時から開始する1。昭和天皇

の在位期間（1926-1989）は、歴代天皇の中でも最も長く、激動の時代でもあった。近年日

本では、迪宮の1901年4月29日の誕生から1989年1月7日の死去、その後1991年3月30日

の昭和天皇武蔵野陵の陵籍登録までを年代順に記述した『昭和天皇実録』が宮内庁に

よって公開されている2。その公開直後から天皇とその時代に関する活発な論議が展開さ

れてきた3。その論議や激動の時代の主要な問題などについては、本論文集に日本人の

専門家が詳しく説明しながら分析されるので、私は「戦争と平和」の昭和時代における天

皇の生涯と重要な出来事にだけ焦点を絞ってまとめた形で紹介したいと思う。

1 幼年時代

昭和天皇が生まれたのは明治時代（1868-1912）の後半であった。明治時代は、欧米

列強の植民地化を免れるために西洋化と近代化、文明開化を推進した時代であり、日本

にとって産業革命時代でもあった。欧米諸国の制度・文物の移入による諸改革が急速に

行われた。また、封建制度にかわる中央集権体制が確立し、1889年に近代的な『大日本

帝国憲法』が公布された。明治初期の「富国・強兵」というスローガンが1868年の倒幕と王

政復古の時期から30年も経たないうちに実現された。1895年に清国と、1905年にロシア帝

国との戦争で勝利を得た結果、日本はアジアの大国となった。

1  この論文では、幾つかの歴史用語を除いて、天皇や皇室に関する敬語を使用しない。
2  宮内庁編『昭和天皇実録』12巻、東京書籍、2015-2017年。
3  原武史『「昭和天皇実録」を読む』岩波書店、2015年。半藤一利他『「昭和天皇実録」の謎を

解く』文藝春秋、2015年。茶谷誠一他「昭和天皇7つの決断の真相」歴史 REAL編『昭和天皇』（別
冊『歴史 REAL』）洋泉社、2015年など。
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昭和天皇は1901年4月29日、東京の青山御所（東宮御所）において嘉仁皇太子 
（1879-1926、1912年から大正天皇）と節子妃（1884-1951、旧摂家の九条道孝の4女、貞

明皇后）の第一男子として誕生した4。出生7日目（5月5日）に明治天皇が初孫に諱を裕

仁（ひろひと）と命名して幼年時代の称号として迪宮（みちのみや）を与えた。この誕生は

両親と祖父母のみならず、皇室、日本国民にも大きな喜びをもたらし、特別な祝賀が執り

行われた。20世紀初めは日本にとって希望の多い時期であった。

裕仁親王は、生後2か月の時に、御養育掛になった元薩摩藩士の川村純義海軍中将

（1836-1904）の東京邸に預けられた。1904年11月に川村が死去した後、弟・淳宮（秩父宮雍

仁親王、1902-1953）と共に沼津御用邸に移った。1906年5月から青山御所内に設けられた

幼稚園に通い、1908年4月には学習院初等科に入学し、学習院院長・乃木希典陸軍大将

（1849-1912）の教育を受けた。乃木は元長州藩士で、川村と同様に明治天皇の信任が厚

かった。薩摩と長州両藩の志士が「倒幕・王政復古・明治維新」の過程で指導的な役割を

果たした事実もその信任の理由であった。その志士は後に藩閥官僚政府の中心となった。

乃木は日露戦争の英雄でもあり、明治天皇大葬が行われた日に自殺し、天皇に殉じた。彼

の裕仁親王に与えた影響は特に強かった。親王は乃木に対し深い尊敬心を抱いていた。

1912年7月30日、祖父・明治天皇が崩御し、父・嘉仁皇太子が践祚して天皇となり、同

時に裕仁親王は皇太子となった。正式な立太子礼は1916年11月3日に行われた。そして

元号は明治から大正へ改元された5。

2 皇太子時代

大正時代（1912-1926）に、日本は大きく変わった。いわゆる大正デモクラシーである。

中国とロシアでの革命や第一次世界大戦の影響も強く、その戦争のおかげで日本は世

界の大国になりえたと言えるであろう。明治以来の藩閥支配体制が揺らいで、政党勢力

が進出し、原敬（1856-1921）が日本初の「平民宰相」として日本初の本格的な政党内閣

を組織した。労働組合などが結成され、労働争議が激化するなど、社会的な矛盾が深ま

っていった。その結果、普通選挙法が成立したが同時に治安維持法も制定された。大正

期の知識人は、改造・革命・革新・維新の4つの政治運動をスローガンに掲げた。文化風

俗面では、近代都市の発達や経済の拡大に伴い、都市文化、大衆文化が花開き、「大正

モダン」と呼ばれる華やかな風潮を特徴とする。 

4  宮内庁編『昭和天皇実録』第一巻、2015年、1-10頁。文春新書編集部『昭和天皇の履歴書』
文藝春秋、2008年、13-90頁。昭和天皇についての書物は多く、例えば、伊藤2011、原2008、文春
新書編集部2008等がある。

5  宮内庁編『昭和天皇実録』第一巻、2015年、588-599頁。
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1912年9月に、裕仁皇太子は陸海軍少尉に任官し、近衛歩兵第1連隊附および第1
艦隊附となった。 将来大元帥になるためにその時から陸海軍の式典への出席や、軍事

訓練見学などの軍務を始めた。1914年3月31日に学習院初等科を卒業し、翌4月から東

宮御学問所に入る6。これは乃木大将の建言をもとに設置された皇太子のいわゆる帝王

教育のための特別な学校であった。東郷平八郎元帥（1848-1934、海軍大将）が東宮御学

問所の総裁となった。彼は、元薩摩藩士で、明治時代の日本海軍の指揮官として日清戦

争・日露戦争の勝利に大きく貢献し、特に日露戦争においては、連合艦隊を率いて日本

海海戦で当時世界屈指の戦力を誇ったロシア帝国バルチック艦隊を一方的に破ったこと

で世界の注目を集めた。乃木のアイデアに基づき東郷が皇太子の教育のため一流の学

者を集めた7。国語・漢文・外国語・地理・歴史・数学・博物・倫理・武術（馬術、剣術、体操）

などの科目が用意された。その他に、例えば、軍人による軍事学の講義も行われた。1914
年に第一次世界大戦が起こると実際の対戦についての講演を聞いたりして、欧州の実情

を学んだ。面白いのは、政治教育は行われなかったことである。

ところが、大正天皇は元来体が丈夫ではなく、1917年から健康状態がすぐれず公務を

休むようになった。そのために裕仁皇太子は時々天皇の公務をこなしはじめた。例えば、

大使・公使の信任状奉呈式に、あるいは陸軍大学校・海軍大学校の卒業式に出席したり

した。1920年4月に大分県で開かれた陸軍特別大演習も代理で統監した。

そのような状況のなかで、前述の原首相は皇太子の政治教育が十分ではない、欧州

外遊が必要だと進言した。皇太子は1921年2月28日、東宮御学問所を修了してから3月3
日から9月3日まで軍艦「香取」でイギリスをはじめ、フランス・ベルギー・オランダ・イタリア・

バチカンのヨーロッパ6か国を歴訪した8。日本の皇太子がヨーロッパを訪問したのは初め

てのことであり、日本国内でも大きな話題となった。国民の中では皇太子の人気が高まり、

裕仁自身は渡欧で自信がついた。

大正天皇の病状悪化の中で1921年11月25日、20歳で摂政に就任し、摂政宮と称し

た9。その後、1923年4月に台湾を、1925年8月に樺太を視察した。

1924年1月に皇族である久邇宮邦彦の第一王女・良子女王（香淳皇后）と結婚した10

。1918年1月にすでに良子が皇太子妃に内定されたが、様々な理由で（宮中某重大事件

＝久邇宮家に色盲遺伝があったことや、 関東大震災など）結婚の儀が延期された。1925

6  宮内庁編『昭和天皇実録』第二巻、2015年、35-41頁。文春新書編集部、前掲書、91-148頁。
7  所功「二十余年の帝王教育」歴史REAL編『昭和天皇』（別冊『歴史 REAL』）洋泉社、2015

年、86-93頁。
8  宮内庁編『昭和天皇実録』第三巻、2015年、28-459頁。波多野勝『裕仁皇太子ヨーロッパ外

遊記』草思社、1998年。
9  宮内庁編『昭和天皇実録』第三巻、2015年、519-525頁。
10  宮内庁編『昭和天皇実録』第四巻、2015年、16-21頁。
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年から2男5女が誕生した。1933年に生まれた長男の継宮明仁親王が後1989年に天皇と

なる11。

1926年12月25日大正天皇の崩御を受け、皇太子は践祚して天皇になり、「昭和」と

いう時代が始まった12。正式な即位の大礼は1928年11月10日、京都御所で行われた13。

3 天皇時代

昭和時代（1926-1989）は一般的に次の3つの時期に区分されている。

− 1926年から1945年までの民主主義・ナショナリズム・戦争の時代

− 1945年から1952年までの占領期

− 1952年から1989年までの平和・民主化・高度経済成長の時代である。

 3.1  戦争の昭和時代

その時期、裕仁は明治憲法に基づいた「神聖天皇」であった。 即位大礼の後、「戦

争」の時代が始まった。昭和天皇は、祖父の明治天皇とその意向を受けた乃木大将から

精神的影響を強く受けた。他方、父母であった大正天皇と貞明皇后やその信任の厚い御

養育掛たちの西洋や世界への憧れや自由な人間観にも強い影響を受けた。裕仁の価値

観をある程度完成させたのが、皇太子時代のヨーロッパ訪問であった。天皇になってから

は昭和の激動の時代に突入した。民主化や近代化政策を推進していった日本は、経済

危機に陥ったことから西洋との関係を断ち切り、やがて戦争を主導するようになった。天皇

は軍部をどう抑制したらいいかに悩み、心ならずも日中戦争（1937-1945）からアジア・太平

洋戦争（1941-1945）への道を裁可することとなった14。それまでの近代天皇の権力行使の

慣習を破って、自分の意思を公然と示し、政府で正式に決まったことでも裁可しないとい

う決断には踏み切れなかった。軍部大臣が辞任し内閣が倒れる。軍部が大臣を出さない

ことが確実なので、いつまでも内閣が成立しない。すぐに軍部がクーデターをおこさない

にしても内閣不在による政治混乱は確実に起こる。結局、昭和天皇は軍部に屈服し、天

皇の権威を落としてしまい、軍部の抑制はさらに困難になる。

11  『昭和天皇。その波瀾の一生』（別冊『歴史読本』5月号）1990年、34-35頁。
12  宮内庁編『昭和天皇実録』第四巻、2015年、598-604頁。
13  宮内庁編『昭和天皇実録』第五巻、2016年、201-238頁。
14  加藤陽子『 昭和天皇と戦争の世紀』、『天皇の歴史 』第8巻、講談社、2011年、195-352頁。
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しかし、こうした状況にもかかわらず1928年以降、昭和天皇は数回積極的に決断した15

。1928年に満州軍閥の総帥、張作霖が爆殺されたいわゆる満州某重大事件のとき暴走す

る関東軍が、満蒙権益を拡大するためにこの事件をおこした。責任者処分に関して、内閣

総理大臣・田中義一（1864-1929）は責任者を厳正に処罰すると昭和天皇に約束したにも

かかわらず、軍や閣内の反対もあって処罰しなかった。結局、天皇は田中内閣に総辞職

させた。これが天皇の最初の決断であった。この事件で、天皇はその後の政治的関与に

ついて慎重になったといわれる。そして不景気などの理由で、軍人や右翼・国粋主義者

が政治等に与える影響が強くなり、日本は戦争の道をたどり始めた。

1931年9月18日には関東軍の謀略により満州事変が勃発した。関東軍は満州鉄道沿

線の首都と主要都市で軍事行動を起こして、戦時体制に入った。このことが1945年の敗戦

までにいたる大戦争の第一歩となった。政府は戦争不拡大の方針を採ったが、関東軍は

それを無視する形で発展していった。日本は満洲建国に前後して、国際連盟から撤退し

た。このことにより日本は国際的に決定的に孤立の道を歩んでいくこととなる。

その後、青年将校を含む軍部急進派と右翼団体を中心に、明治維新の精神の復興、

天皇親政を求める国家革新の昭和維新をスローガンとする右翼思想が唱えられ、その思

想の影響で1932年から国内で連続テロ事件（血盟団事件、五・一五事件など）が発生し

た。特に有名なのは1936年の2・26事件であった16。 この事件のときに、斎藤実内大臣、高

橋蔵相らが射殺され、岡田啓介首相、鈴木貫太郎侍従長、牧野伸顕前内大臣が襲撃さ

れた。それが政党内閣に終焉をもたらした。その時昭和天皇は反乱将校たちに激怒し、

徹底した武力鎮圧を命じた。

1937年には日中戦争が始まった。国防の観点から思想統制と国民生活向上を図っ

て戦時体制への協力を国民に求め、戦争遂行のために国家総動員法が発令された。そ

の後、1939年からアメリカやイギリスとの関係が悪化し、第2次世界大戦が勃発したが、日

本は「欧州戦争に介入せず」と声明した。1940年、フランスがナチス・ドイツに降伏し、ドイ

ツ・イタリアの勢力が拡大するに及んで日独伊三国同盟を締結した。また、ソ連との間に

日ソ中立条約が締結されて、満州国・モンゴル人民共和国の尊重と相互不可侵が約束

された。同時に日本の侵略を阻止するためにアメリカ、イギリス等は日本への貿易を制限

し、1941年8月に米国は石油禁輸を決行した。島国の日本にとって経済封鎖は致命的で

あった。そこで陸海軍や政府は開戦論を強めていった。9月開戦を議する御前会議の席

上、昭和天皇は戦争を避ける希望を表明したが、結局、12月1日に大本営政府連絡会議

15  茶谷誠一他「昭和天皇7つの決断の真相」歴史 REAL編『昭和天皇』（別冊『歴史 REAL』）
洋泉社、2015年、36-83頁。秦郁彦『昭和天皇五つの決断』武芸春秋、1994年。

16  Ewa Pałasz-Rutkowska, “General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kōdōha) 
in the Japanese Army 1932-1935”, part two, Analecta Nipponica No. 5/2015, pp. 139-164.
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で対米国、英国、オランダとの開戦を決定した17。それは犠牲者・被害の多い、悲劇的な

戦争に発展した。

1945年8月に広島・長崎に原子爆弾が投下され、ソ連の対日参戦があり、軍部の戦

争継続意欲が著しく弱まったのを機に、ようやく昭和天皇は、14日の御前会議のとき、強

い意思でポツダム宣言の無条件受諾の決断（聖断）を下し、戦争終結を命じた。同日に

は終戦詔書を自ら音読して録音し、8月15日正午に、ラジオ放送（玉音放送）を通して臣

民に伝えた18。

 3.2  占領の昭和時代 

1945年から1952年まで日本は連合国軍の軍事占領下に置かれた。連合国軍最高司

令官総司令部(GHQ/SCAP)の軍政は布かれず、アメリカによる直接的な統治があった沖

縄・小笠原諸島諸島と、ソ連によって占領された歯舞群島・千島列島・樺太を除き日本国

政府が行う間接統治が行われた。1945年9月27日、天皇とGHQ総司令官ダグラス・マッカ

ーサー（1880-1964）の会見が行われた19。このとき、二人の有名な写真が撮影されただけ

ではなく、マッカーサーの天皇に対する心情も大いに変わった20。一つの理由は、天皇は

敗戦に至った戦争の、いろいろな責任が追及されているが、責任はすべて私にあると言

ったことだと言われている。しかし極東軍事裁判の被告リストのなかに天皇の名前はなか

った。それはマッカーサーのおかげであり、国内の混乱を避けるためにこの決定を下し、

天皇は退位すべきでないと天皇を励ました21。

戦争責任問題は未だ解決されていないが、昭和天皇には法的な戦争責任はなか

った。1947年まで有効であった『大日本帝国憲法』（第55条）に「国務大臣は天皇を輔弼

し其の責に任ず。凡て法律勅令其の他国務に関する詔勅は国務大臣の副署を要す」22

と制定されたからであった。天皇が国務大臣の輔弼により、国務上の行為をなすけれど

も、国務大臣はそれに副署して責任を負う立場になり、何かの折には国務各大臣が責任

を追及されたわけである。しかし天皇自身は、何とか戦争を止められなかったか、もしくは

早く終結できなかったか、という戦争に対する道義的責任を崩御するまで自問し続けた。

17  宮内庁編『昭和天皇実録』第八巻、2016年、558-580頁。
18  宮内庁編『昭和天皇実録』第九巻、2016年、764-775頁。
19  同上、829-837頁。
20  豊下楢彦『昭和天皇・マッカーサー会見』岩波書店、2014年。
21  Katarzyna Starecka, „Geneza systemu cesarza-symbolu” [Genesis of the Symbol-Emperor 

System], in Urszula Mach-Bryson [&] Anna Zalewska (eds.), Z chryzantemą w herbie [With Chry-
santhemum in Seal], Japonica, Warszawa 2014, pp.63-67.

22  内閣官報局編『法令全書』 第22巻１、原書房、1889年（再版1978年）、6頁。
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1946年1月1日の「新年に際しての詔書」（いわゆる人間宣言） で、天皇の神格性など

を否定し、新日本建設への希望を述べた。天皇と国民の絆は、信頼と敬愛によって結ば

れるものであり、神話と伝説によって生じたものではないと述べた。天皇が「現御神」（アキ

ツミカミ/アキツカミ）23であるとか、日本国民がほかに優越した民族で、世界を支配すべき運

命をもっているといったことは、架空の概念であるとした24。この詔書の内容は、初めGHQ
が原案をつくり、それに天皇自身、天皇側近、日本政府などの意見を加えて日本語草案

が作成された。

「人間天皇」となってすぐ、1946年2月から1954年8月にかけて昭和天皇は敗戦に打

ちひしがれた国民を励ますために沖縄県を除く全国各地を巡幸した。総行程は31225キ

ロ、165日間にのぼり、天皇は1141か所を視察した25。特に大事だったのは、世界で唯一、

原爆投下の被害を受けた広島と長崎であった。広島と長崎への巡幸は、それぞれ1947
年の12月7日と1949年の5月27日に実現された。天皇は熾烈な地上戦により多大な被害

を受けた沖縄を訪れたがっていたが、結局訪れなかった。一つの理由は、1946年にアメ

リカ軍政へ移管され、アメリカ領となったことだった。1972年の返還後も基地問題があっ

た。もう一つは、膨大な死傷者を出した沖縄県民の感情を周囲が慮ったこともあった26。

1946年に公布された『日本国憲法』27は『大日本帝国憲法』の改正という形で成立し

たが、その成立過程には GHQ が深く関与した28。その内容は、主権は国民に存すると

した「国民主権」、「基本的人権尊重」と「平和主義」を三大原理とした。天皇は、日本国

および日本国民統合の象徴とされ、天皇の国政への関与は禁じられた。

1952年4月28日に日本との平和条約（サンフランシスコ講和条約）が発効し、日本国

の主権が回復された。

 3.3  平和の昭和時代

民主化された日本は大きな発展を遂げ、1955-1964年にわたる高度経済成長の結

果、世界第2位の経済大国となった。そのときに、「新三種の神器」と呼ばれた新製品の

23  現御神、現人神については、皇室事典編集委員会編『皇室辞典』角川学芸出版、2009年、 
428-430頁及び、Pałasz-Rutkowska、„’Dwa ciała’ cesarza Meiji”、op. cit., pp. 166-169を参照

24  宮内庁編『昭和天皇実録』第十巻、2017年、2-4頁。村上重良編『皇室辞典』東京堂出
版、1980年、280-281頁。

25  皇室事典編集委員会編『皇室辞典』角川学芸出版、2009年、215頁。
26  『実録昭和天皇』（別冊『宝島』2320）宝島社、2015年、58-63頁。前坂俊之「地方巡幸で現

れた素顔」歴史 REAL編『昭和天皇』（別冊『歴史 REAL』）洋泉社、2015年、102-107頁。
27  本文： http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html [2017年7月7日閲覧]、ポーランド

語訳：Konstytucja Japonii [Constitution of Japan] (trans. Suzuki Teruji), http://www.pl.emb-japan.
go.jp/relations/konstytucja.htm [2017年7月7日閲覧]。

28  Katarzyna Starecka, op.cit., pp. 67-80.

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm
http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm
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家電があり、3C（カラーテレビ・クーラー・自動車）と呼ばれて憧れのヒット商品となった。こ

の間、1959年4月10日に、明仁皇太子と日清製粉社長の娘、正田美智子との結婚の儀が

行われた。皇室史上初めて民間出身の女性が皇太子妃になった。そのため「ミッチーブ

ーム」という国民的熱狂が生まれて、民間から妃が選ばれたことで戦後民主主義にふさわ

しい皇室になったと美智子を歓迎した29。

「昭和元禄」も流行語となり、映画・漫画・アニメなどの大衆文化が目覚ましい発展を

とげた。そのうえ、名神高速道路（1963）、東海道新幹線と東京オリンピック（1964）、日本

万国博覧会（1970）の成功によって 経済は最高潮を迎えたが、中東戦争がもたらしたオ

イルショックによって成長が止まった。そのころ、国防問題（日米安全条約と米軍基地）、

政治問題（派閥対立）、エネルギー問題、社会問題（公害・福祉・交通戦争）、食料問題

（若い人の農業離れ）、学生運動激化問題、などの様々な問題が頭をもたげた。外交上

も困難は少なくなかったが、国際情勢が変動する70年代にいわゆる皇室外交が大きく期

待された。戦後、天皇外遊の前例はなく、新しい法律が必要となった。日本国憲法の（第

4条）規定で「国政に関する権能を有しない」天皇になったからであった。

半世紀ぶりとなる天皇の訪欧が実現したのは、1971年9月27日からであった。イギリ

ス、オランダ、スイスなどのヨーロッパ諸国7カ国を訪問した。1975年には、当時の大統領

ゲラルド・フォードの招待によって、アメリカ合衆国を公式訪問した。天皇の即位後の訪米

は史上初の出来事であった。その後も、この皇室外交は継続され、昭和天皇は日本を象

徴する立場として積極的に各国要人との親善に務めた30。

4 昭和天皇の趣味

昭和天皇は子供の時から相撲が大好きで、以後ずっと相撲ファン、いわゆる「好角家」

であった。直接観戦することも多く、戦前戦後合わせて51回、国技館に天覧相撲に赴いて

いる。その一方、8歳の頃に雑誌『昆虫世界』を熱心に読み始め、生物学への関心を強め

た。その後、特に天皇になってから、1927年赤坂離宮内に水田を開き、自ら田植えを始め

た。皇居に移ってからも稲作を続け、この稲は伊勢神宮や宮中での祭に供えられた。戦

後、公務のないときに生物学の研究を続けた。専門としたのは、ヒドロゾアの分類であっ

た。そのテーマについて8冊の研究書を著した。ヒドロ虫などの新種もたくさん発見した31。

29  『実録昭和天皇』66-67頁。
30  茶谷「昭和天皇7つの決断の真相」72-83頁。『実録昭和天皇』76-77頁および80-81頁。
31  『昭和天皇記念館』昭和聖徳記念財団、2006年、60-74頁。
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終わりに

日本がバブル景気に包まれつつあった1987年に天皇の体調が悪化し1989年1月7日

に崩御した32。 誕生から87年、神代を除けば歴代最高齢となった天皇であった。それか

ら2月24日、各国の元首や特使も参列して、新宿御苑で大喪の礼が行われ東京都八王

子市にある武蔵野陵に埋葬された。長い激動の昭和時代が終った。

私が昭和天皇に興味を持ち始めたのは20世紀の80年代の前半であった。その時、

二・二六事件の青年将校と天皇との関係がとても面白いテーマだと思っていた。しかし

資料が足りなかったため（『昭和天皇実録』はまだまとめられていなかった）、昭和天皇の

本当の人柄、考え方などを理解出来なかった。そんな条件下では、昭和天皇について論

文を書く力がなかった。そのため、研究テーマを真崎甚三郎と皇道派にした。昭和天皇が

1989年に崩御するとその後十数年間にわたって昭和天皇に関する膨大な資料が公開され

ていた。それで1990年に日本へ留学したときに、是非「昭和天皇」というテーマをもっと詳

しく研究しようと考えた。たくさんの資料を収集したばかりでなく、様々な皇室関係者と会見

し、聴き取り調査を行った。たとえば、 天皇の信頼の厚かった宮内大臣・内大臣牧野伸顕

の孫の牧野伸和氏、宮内庁御用掛として昭和天皇の通訳であった真崎秀雄氏（真崎甚三

郎長男）、侍従、皇室記者などの立派な人々であった。しかしその当時すでに外国人を含

め多くの研究者や作家が昭和天皇についての本などを多く出版していたので、私はあき

らめた。一冊の書物にはまとめられなかったけれども、その後も昭和天皇像・昭和時代に

関する知識を蓄積している。戦争と平和、ナショナリズムと民主主義時代の中に天皇もとて

も興味深い存在であったからである。昭和前期の「神聖天皇」と「主権者天皇」、昭和後期

の「象徴天皇」の両方を一身に体験している。こんな人物は世界中、どこにも存在しない。

また、私の意見では、最近日本で昭和ノスタルジーが浮かび上がっている。それは戦前

の大衆文化への郷愁なのか、それとも「神聖天皇」や「特別な」日本へのノスタルジーなの

か。あるいは、皇太子が初めて民間出身の女性と結婚した出来事にも見られるように、どん

な夢でも実現する時代、経済発展の時代、国民生活が潤った時代への郷愁であろうか。
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English Summary of the Article

Ewa Pałasz-Rutkowska

Emperor Shōwa and His Times

Emperor Hirohito (1901–1989) began his reign on December 25th, 1926. It was the 
beginning of a new era in Japanese history, an era that was named Shōwa (1926–1989; The 
Illuminated Peace). In all of Japanese history, it was the longest, and yet a very diverse, 
reign by a single emperor. Japan was undergoing democratization and modernization, 
then, due to internal crisis opposed to Western influences, led wars. After the wars Japan 
once again turned towards democratization and development, finally becoming the third 
largest economic power in the world. The Shōwa period can be divided into three main 
sub-periods: 1926–1945: democratization, nationalism and war; 1945–1952: occupation; 
1952–1989: peace, democratization and economic growth. In a nutshell, the author pre-
sents the life and works of Emperor Hirohito along with the main events that took place 
during his reign.

 
Keywords:  Emperor Hirohito, Shōwa,  Taishō, Meiji, Nogi Maresuke, Tōgō Hei-

hachirō, “war and peace”, occupation, diplomacy, Shōwa genroku    





梶田　明宏

『昭和天皇実録』はどのような記録か

—編修の概要とその内容について—

はじめに

『昭和天皇実録』は、昭和天皇（1901-1989）の誕生から亡くなるまでの約89年の全生

涯を、1日ごとの記述として記録したものです。1990（平成2）年に事業を開始し、2014年に

完成し、公開されました。和綴じ本で本文60冊、目次・凡例1冊で、約12000頁あります。後

に紹介する『明治天皇紀』の1 .5倍の分量です。ついで翌年から東京書籍より出版が開始

され、現在、本文18冊の刊行が終わり、2019年3月までに本文18冊、には残る索引1冊と

してが刊行される予定で、現在1959（昭和34）年までの12冊が出ています。

『昭和天皇実録』が完成し、公刊されたことは、日本ではたいへんな話題となり、テレ

ビ、新聞などでも大きく取り上げられました。多くの研究者やジャーナリストもコメントを寄

せ、これを利用した著作は、すでに数え切れないほど発表されています。

しかし、一方で、『昭和天皇実録』がなぜ作られたのか、作ることの意味は何なのか、

ということについて根源的に問いかける議論はあまりなかったように思います。宮内庁が昭

和天皇の記録を作ることを当然視する一方、どこまで情報を隠さず公表するのか、といっ

たような受け止められ方が一般的だったと思います。

そもそも、『昭和天皇実録』は、君主国家が編纂した、その国の一人の君主の公的な

記録になるわけです。国家が公的な記録を作ることはどのような意味があるのか、という視

点から『昭和天皇実録』を見ることも意義はあると思います。それぞれいろいろな事情があ

り、その比較をすること自体、興味深い考察となると思います。私は、今ここでその答えを

出すつもりはありませんが、それを考える参考として、『昭和天皇実録』はどのような記録な

のか、二つの視点から紹介したいと思います。

第一は、『昭和天皇実録』は、明治以降、近代の宮内省・宮内庁が行ってきている、天

皇及び皇室に関する公的な記録作成の一環であることを明らかにし、その全体がどのよ

うなであったのかを概観したいと思います。第二は、『昭和天皇実録』が実際にどのような

作業を経て完成したのか、携わった私の体験的な話をさせていただきます。
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1 宮内省・宮内庁で作成された天皇・皇族の実録

『昭和天皇実録』以外にも、少し前には、宮内庁で『大正天皇実録』が公開されたこと

が話題になりました。また、『明治天皇紀』が出版されていることをご存じの方も多いと思い

ます。それ以外にも、歴代の天皇や皇族の記録が戦前の宮内省時代から数多く作られ、

現在、宮内公文書館において公開されるとともに、大部分は翻刻、または影印版として出

版されています。その状況を整理すると、以下のようになります（Ａ：概要、Ｂ：編修開始と

完成、Ｃ：冊数等、Ｄ：公刊状況）。

［孝明天皇紀］　

A: 孝明天皇（1831-1867）の記録。編年資料体。

B: 1891（明治24）、宮内省の先帝御事蹟取調掛において編修を開始、1895年完

成、1896年刊行（実際は関係者に配布）。

C: 本文117冊（和綴）、附図1冊、目録1冊。

D: 1967年（昭和42）から69年にかけて本文5冊として平安神宮より刊行（製作は吉川

弘文館）される。さらに、1971年には綱文をまとめたものが1冊、1981年には附図

1冊が刊行された。

［明治天皇紀］

A: 明治天皇（1852-1912）の記録。編年叙述体。

B: 1915年（大正4）、臨時帝室編修局において編修を開始、昭和8年完成。

C: 本文260冊、附図1冊　公刊本　本文12冊、索引1冊　附図1冊。

D: 戦後1966年（昭和41）、明治百年記念事業の一環として公刊が閣議決定さ

れ、1968年（昭和43）から

［大正天皇実録］

A: 大正天皇（1879-1926）の記録。編年叙述体。

B: 大正天皇崩御直後の1927年（昭和2）に宮内省図書寮編修課（現在の書陵部編

修課）において編修が開始され、1932年に完成。

C: 本文85冊、索引7冊。

D: 2016年（平成28）から、ゆまに書房より全6巻、別巻1冊の計画で、翻刻版の出版

が始まっている。
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［天皇皇族実録］

A: 初代神武天皇から第121代孝明天皇までの歴代天皇及びその后妃、皇子孫の

実録。編年資料体。

B: 1920年（大正9）、図書寮編修課において編修開始、1936年（昭和11）完成、1944

年印刷 本完成。

C: 本文286冊。

D: ゆまに書房より、2005年（平成17）から2010年にかけて影印版を刊行。

［四親王家実録］

A: 江戸時代末までの世襲親王家である伏見宮、桂宮、有栖川宮、閑院宮の歴代

当主、皇族の記録。編年資料体。

B: 1920年（大正9）、図書寮編修課において編修を開始したが、間もなくして中

断。1965年（昭和40）再開され、1984年完成。

C: 正本295冊、抄本33冊。

D: ゆまに書房より影印版を刊行中で、現在『伏見宮実録』19巻が公刊されている。

［貞明皇后実録］

A: 貞明皇后（大正天皇の皇后）の記録。編年資料体。

B: 1951年（昭和26）、書陵部編修課において編修開始、1959年完成。

C: 正本（稿本）299冊、抄本（綱文のみ）52冊、年譜6冊。

D: 未公刊

［昭憲皇太后実録］

A: 昭憲皇太后（明治天皇の皇后）の記録。編年資料体。

B: 1957年（昭和32）、編修課において編修開始、1965年完成。

C: 正本（稿本）258冊、抄本（綱文のみ）45冊、年譜4冊。

D: 2014年（平成26）、抄本・年譜に解題・索引を附したものが、明治神宮の監修に

て吉川弘文館より刊行（全3冊）。

［明治以後皇族実録］

A: 明治以後の各宮家の皇族の実録。編年資料体。

B: 明治以後の各宮家の皇族実録編修は戦前に編修課において始められていた

が、戦争のため中止となっていた。1984年（昭和59）新規に開始し、1993年（平成

5）までに、親王の称号を有した皇族（山階宮晃親王、久邇宮朝彦親王、小松宮
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彰仁親王、北白川宮能久親王、伏見宮貞愛親王、閑院宮載仁親王、東伏見宮

依仁親王、有栖川宮熾仁親王、同威仁親王など）及びその妃の実録が完成した

が、昭和天皇実録編修などのため中断。

C: 412冊。

D: 未公刊。

（註）

「○○○○紀」と「○○○○実録」は、少なくとも宮内省・宮内庁の編纂物としては、形

式や内容に違いはない。図書寮（書陵部）編修課で作成したものは「実録」と称し、臨時部

局で編纂された『孝明天皇紀』『明治天皇紀』だけが「紀」を称している。

「編年資料体」「編年叙述体」はいずれも、年代式のように、事蹟を日ごとに時系列に

きしたもの。「編年資料体」は、事蹟を簡潔に記した綱文に典拠となる史料を翻刻して記し

た形式。「編年叙述体」は、綱文よりも事蹟を詳しく記述するが、典拠資料はそこには翻刻

せず、史料名だけを記載する形式。

以上のように、スタイルの違い、情報量の多寡はあるにしても、歴代のすべての天皇

とほとんどの皇族の基本的な事蹟をまとめた記録が作られてきましたが、これらはすべて

明治以降のものです。古代には「」と呼ばれる、『日本書記』（720年完成）から『日本三代

実録』（901年完成）までの6つの歴史書が作られた後、明治維新に至るまで、公的な歴史

の編纂はありませんでした。それが明治以降になって、以上のような天皇・皇族の記録が

国家によって作られたのです。このほか、宮内省では天皇・皇族の系譜である「皇統譜」

なども作られています。

中国では、漢の時代、司馬遷が『史記』を編纂して以来、新たな王朝（政府）が前王

朝の正史を編纂するという伝統が続きました。これには、歴史を編纂し後世に伝えるという

功績があった一方、公式見解に基づく情報統制を行い、それに反する意見を弾圧し、史

料の隠滅を行うという側面があったことも否定できないと思います。

日本では、中国のような王朝交代もなく、一方では朝廷の権力が次第に衰微してい

く中で、国家として新たに歴史を編纂する力も必要もなかったわけです。

しかし皮肉なことに、国学や水戸学などに広がりによって、日本の歴史に関する意識

が高まり、それが尊王思想として広まり、ついには「神武創業」を基本理念とする王政復古

の大号令が出され、明治維新という大変革となったわけです。

その結果、明治期の国家による歴史編纂には、二つの方向がありました。

一つは、日本の歴史としても未曾有であり、世界史的に見ても類のない大変革を日

本人が成し遂げたという意味で、幕末から明治にかけての維新の「物語」を記録すること。
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もう一つは、天皇を中心とした国家形成を指向する以上、天皇・皇室の歴史を明確にす

ることです。

宮内省の臨時部局で編纂された『孝明天皇紀』や『明治天皇紀』は、この二つの性格

を共に備えており、特に『明治天皇紀』は前者の意図が明確です。『孝明天皇紀』が編年

史料体、すなわち天皇の事蹟は「綱文」という、年表の記述のようなごく簡潔な文章にとど

め、典拠となる史料を翻刻して付したスタイルをとったのに対し、『明治天皇紀』は編年叙

述体、明治天皇の事蹟について、時には説明的に詳しく叙述する一方、典拠史料は翻刻

せず、史料名を記すのみとする体裁を採用しました。また明治天皇個人の事蹟に限らず、

同時代の重要な歴史事件、法律などの制定、国家機関の形成なども詳述し、一面で明

治国家形成史を叙述する方針がとられました。このほか、重要なこととして、当時一般に

は、天皇や皇室に関する記録が過度な賛美がされたり、不都合な事実は語らない傾向

がありましたが、『明治天皇紀』はそうしたことは行わず、事実をありのままに記録する方

針で編纂されました。それは他の実録でも同じであることは、確認すべき事と思います。

これに対し、図書寮編修課で行った編纂事業は、後者の皇室に関する歴史記録作

成が基本といえます。そもそも編修課は皇室の系譜と皇室に関する一切の記録編修を行

うものとして設けられました。『天皇皇族実録』『四親王家実録』『昭憲皇太后実録』『貞明

皇后実録』『明治以後皇族実録』は編年史料体が採られ、歴代天皇・皇族の事蹟を確認

するための史料集としての性格を持っています。

同じ編修課としての記録編纂である『大正天皇実録』は、完成までの期間が短く、『明

治天皇紀』と比べると情報量は格段に少ないのですが、一方で『明治天皇紀』と同じく編

年叙述体を採用し、「物語」として大正天皇とその時代の叙述を試みています。

『昭和天皇実録』も同じく編年叙述体が採用されました。その決定の理由は聞いてい

ませんし、議論があったかどうかも知りません。しかし、前二代の記録である『明治天皇紀』

『大正天皇実録』のスタイルを踏襲するというのは暗黙の前提であったと思われます。ま

た、メディアが急速に発達した近代においては、歴史史料となる記録の量は、点数も情

報量もそれまでの時代に比べて級数的に増えており、典拠資料を翻刻して掲載する編

年体のスタイルは非現実的であることはいうまでもありません。

ここで最後に確認したいことは以下のことです。これまで述べたように、宮内省・宮内

庁で編纂された天皇・皇族の実録は、確実な史資料に基づいた事蹟の記録を後世に残

すために作られたものであり、特定のイデオロギーや史観など、価値判断が伴う天皇や皇

族の伝記ではないということです。
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2 『昭和天皇実録』の編修の実際

以上のように『昭和天皇実録』は、戦前の宮内省からの天皇・皇族の事蹟編纂の流れ

を受けて、昭和天皇崩御の直後の平成元年（1989）に、16年で完成させる計画が立案さ

れ、翌年度より編修が始まりました。

私は、宮内庁に入るまでの大学院時代、徳富蘇峰を中心とした明治期の思想を中心

としており、明治天皇には少しばかり関係しましたが、昭和天皇はじめ、近代の皇族や皇

室とはまったく無縁でした。関係したとすれば、当時猪瀬直樹の事務所でのアルバイトで

生計を立てており、猪瀬氏は今では元東京都知事としても知られていますが、当時は『ミ

カドの肖像』など、皇室のタブーに関わることなどを題材としたノンフィクションで有名な作

家でした。昭和天皇病気のテレビ報道を猪瀬事務所で見ていたときのことは今でもよく覚

えています。

昭和天皇は1989年1月7日崩御し、2月24日に大葬が行われました。6月になって、私

の指導教官の伊藤隆先生（当時東京大学教授）から、「昭和天皇が崩御したので、宮内庁

書陵部で昭和天皇の実録を作ることになった。ついては、現在担当の編修課には、近代

専門の研究者が一人もおらず、スタッフを一人募集しているが、君、やらないか」と連絡が

あり、私はそれを受けて、同年7月1日付で書陵部に入りました。

『昭和天皇実録』を作る計画は、当時編修課長であった米田雄介氏を中心に、昭和

天皇崩御後に作られたものでした。米田氏の回想（『神社新報』平成27年3月30日付）に

よれば、昭和天皇の崩御後に、宮内庁の内外から一刻も早い実録の完成と公刊につい

て、強い要請があったといいます。

それで、急ぎ計画が作られたわけですが、もっとも参考とされたのは、やはり『明治天

皇紀』でした。在位が約63年、生涯が約89年の昭和天皇は、在位が約46年、60歳で崩御

した明治天皇よりも御在世が長く、時代的にも交通や通信の発達、国際関係の多様化な

どにより、活動範囲も相当に広がって、記録すべき事蹟も相当多いことは当然予想できま

した。一方で、『明治天皇紀』が、明治天皇の事蹟のみならず、明治国家の形成に関わる

歴史叙述にも意を尽くしたのに対し、『昭和天皇実録』は、あくまでも、天皇の事蹟を確実

な資料に基づいて記述することを目的とし、「昭和史」を描くことはしない方針で計画され

ました。実際に、今なお、研究者・歴史家・メディアなどにおいてさまざまな議論がなされ

る「昭和」という激動の時代について、『明治天皇紀』のようなスタイルで描くことは、物理

的にも不可能だと思います。

　計画段階で米田氏は編修期間を30年と見込みましたが、5年から10年での早い完

成を望む意見が強く、妥協の結果、当初は16年計画で始まりました。結果的に、その後延

長して25年近くかかった訳で、その意味で米田氏の当初の判断は正しかったわけです。
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いずれにしても、いくら宮内庁でこうした計画を作っても、人件費だけでも最終的に膨

大なプロジェクトですから、政府関係者に、昭和天皇の記録をしっかりと作ることについて

理解があったということは、重要なことだと思います。米田氏も「宮内庁内部はもとより、内

閣、人事院も大蔵省その他の官庁から全面的な協力」（同前）を得たことを書いています。

ここからは、私が編修に携わった、具体的なことを書きます。念のため『昭和天皇実録』

に携わった私の個人的見解であり、宮内庁の見解ではないことを特に明言して話します

あらためて申し上げますが、私は、昭和天皇実録の編修に最初から関わってきまし

た。もちろん私一人で作ったものではありません。これを行った宮内庁書陵部編修課は、

一番多い年で21人の研究職と、平均して8人の補助スタッフがいました。

私自身、最終的には全体を統括する立場となりましたが、執筆についてすべての時

代に関わったわけではありません。89年という昭和天皇の長い生涯とその膨大な資料に

ついて、到底一人で全体をカバーすることは不可能で、担当する時期を区切り、あるいは

業務を分担して行いました。作業として行った主な内容は以下の通りです。

［資料の収集］

まずは資料の収集として、まずは宮内庁内の資料の調査を行いました。庁内の資料

としては、侍従の日誌など侍従職が管理する皇室文書と、戦前の宮内省からの公文書が

あります。現在では、公文書の公開も進み、目録もオンラインで検索できますが、開始当

時は、どのような資料が庁内にあるかを把握することから始めました。

国立国会図書館憲政資料室、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛研究所はじ

め、資料を保存する外部の機関、個人所蔵の史料も積極的に調査し、必要と判断した資

料ものは写真撮影して収集しました。

また、各都道府県に出張し、昭和天皇行幸先の資料を収集し、併せて昭和天皇行

幸先を実地調査しました。海外については、当初計画に入っていなかったので、なかな

か予算が取れず思うように調査できませんでしたが、それでも、アメリカ3回、イギリス2回、

ベルギー1回の調査を行い、私自身は、それぞれ1回ずつ行きました。

昭和天皇実録の編修作業と並行して、侍従武官長の奈良武次、宮内大臣牧野伸顕、

戦後の侍従次長木下道雄、侍従長の入江相政の日記など、昭和天皇関係者の史料が続

々と発見され、発表されました。それ以外にも、続々と資料が発見・公表され、また、公文

書館等の目録整備、画像公開が進み、実際には、そうした資料公開状況を追いかけなが

ら、調査収集を続けたというのが実情で、それは今でも変わりません。

［関係者の談話聴取］

昭和天皇崩御直後に実録の編修が始められたのは、昭和天皇をよく知る関係者に、
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その存命のうちに談話を聞いておかなければならない、ということもあったと思います。そ

れで、実際にいろいろな方に談話を伺いましたが、聞く側もまだ本文の執筆も始まってい

ない段階で、この人に何を聞くべきか、具体的なポイントが明確になっておらず、また当

時はまだ、昭和天皇について公にされていないことがらについて、個人が勝手に語るべ

きではないという風潮も強く、今から思うと肝心なこと、詳細なことはお話しいただけなか

ったような気がします。

一般に時代が下るにつれて、歴史史料としての個人の日記、書翰などが少なくなり、

公文書も情報が少なくなる傾向がある中で、聞取り調査、すなわちオーラルヒストリーの重

要性が伊藤隆先生や御厨貴氏などによって注目されるようになったのは、私たちが談話

聴取を一通り終え、その方たちの大半が亡くなられた頃でした。指導教官であった伊藤隆

先生は、昭和時代からすでに、多くの政治化・官僚の談話聴取を行っていましたが、不

肖の私は、研究者としてもまだ若手で、聞き出す知識や技量も不足していたと思います。

［資料の原稿化と整理］

『昭和天皇実録』は『明治天皇紀』とおなじ「編年叙述体」、すなわち日ごとの時系列

の記録とすることは最初から決まっていましたので、収集した史料から、昭和天皇の動

静、事蹟を筆写またはコピーで、日ごと、事項ごとに分割して原稿化し、さらにそれを日

付順に整理しました。

［執筆の苦労］

日付順に整理した原稿をもとに本文を執筆することになりますが、実際に本文の執筆

を開始したのは、編修開始から9年目くらいだったと思います。

当初は、基本的に『明治天皇紀』『大正天皇実録』と同様のスタイル、ただし文体は口

語体とすること程度しか決まっていませんでした。『明治天皇紀』『大正天皇実録』の文体

は、基本として天皇を主語とする現在時制で、しかも主語である「天皇」は自明のこととし

て明記しないという、日本語としても特殊な文体です。また、戦前と戦後では天皇・皇室

に関する用語も異なります。これを現在の口語で書くと一体どのような文体にしたらよい

か、試行錯誤しました。結果的に、口語とも文語ともいえない、一種独特な文体ができま

した。戦前と、戦後とでは文体や用語を変えたところもあります。

また、事項として何を取り上げるかも、明治天皇の時代とでは天皇の活動に変化があ

り、また戦前と戦後では憲法における天皇の位置付けが異なります。昭和天皇の日々の

事蹟のうち、何を書き、何を書かないか、あるいは書く場合どこまで詳しく書くか、という取

捨選択についても苦労しました。公的行為を記録することは当然として、必ずしも公的と

はいえないことがらについて、どこまで書くべきかという問題については、各担当者の間
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でも意見が分かれたところで、必ずしも明確な基準は作られないまま完成されました。言

えることは、『昭和天皇実録』に記述されている昭和天皇の個々の動静は、「昭和天皇の

記録」として後世の国民に残すに値するかどうかという判断・取捨選択を、関わった関係

者が行った結果になります。

当初は『明治天皇紀』のように国家全体や時代の歴史を書くような方針はとらない計画

であったことは書きましたが、結果的にその方針は若干の軌道修正がされました。例えば、

満州事変、五・一五事件、二・二六事件、支那事変、日米開戦、終戦など、昭和天皇の動

静だけを事蹟として記述を簡潔に済ますわけにはいかない事項が多々あります。昭和天

皇の事蹟が個々の「点」だとすると、それをつなぐための「線」がないとどうしても意味がわ

からないところがあるからです。ですから、例えば開戦や終戦の決定などについて、御前

会議の内容や上奏に至る経緯などは、かなり詳細な歴史叙述を加えることになりました。

もちろん、昭和天皇の事蹟に関連する場合に限っており、いくら日本史上の重要な

事柄であっても、記録として昭和天皇との接点が見いだせないものは記述しない、という

方針は貫きました。つまり、昭和天皇が直接関わることでなくとも、例えば拝謁や側近と

の談話の中で話された話題が、大きな事件に関わるものであれば、補足的に説明する

ということがありました。しかし、史料的に何も接点がなければ、何も書けないという限界

でもありました。

また、基本的に断定的な文体でしか書けず、資料からいろいろな解釈ができたり、矛

盾する資料があるときなど、苦心しました。論文のように、「かもしれいない」「可能性があ

る」とか、諸説を掲げて読者に判断を委ねるような文体にはできないからです。諸史料を

読み込み、突き合わせて、さまざまな解釈の可能性を考え、矛盾する事柄を削ぎ落とし、

最終的にこれで間違いがないだろうというところで判断して叙述するしかありません。歴史

の専門家から見ると踏み込みが足りず、物足りないかも知れませんが、『昭和天皇実録』が

歴史全体を描くことを目的としていない以上、そのようにご理解いただくしかありません。

昭和天皇実録は多くの職員による共同作業です。これだけの分量になれば、細部

にわたって絶対に間違いないとはいいきれませんが、少なくとも、昭和天皇の生涯にわ

たる事績として基本的に確認すべきことは、正確に記述されたものであることは自負して

います。

宮内庁という組織が作った公的な記録という、重みと責任はもちろんありますが、記述

された事実や解釈を、日本国や宮内庁の公式のものとして押しつけたり、違った意見を認

めないというものでありません。今後、新たな資料が出てくれば、違う解釈がなされるかも

しれません。これからの研究者が、以上のような『昭和天皇実録』の成り立ちを理解し、基

本資料の一つとして利用していただければと思います。
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3 『昭和天皇実録』利用の一つのヒント

以上、簡単ですが、昭和天皇実録をこれから利用される方が、ご参考になると思われ

ることを述べました。最後に、昭和天皇実録に関する個人的な意見を話します。

昭和天皇実録は、昭和天皇個人の動静としては、精確な記録だと思います。一方で、

歴史叙述としては簡潔に過ぎ、十分とはいえず、それを発展させて論ずるには、典拠とな

った資料などを調べる必要があります。

一方で、簡単な記述であっても、そこからいろいろなことが発見できる、話題の宝庫

だと思います。

一つの例として、ポーランドに関わる、昭和14年（1939）7月6日の以下の記事を挙げ

ます。

午前十一時、鳳凰ノ間において、本邦駐箚ポーランド国特命全権大使タデ

ウシュ・ロメルに謁見を仰せ付けられ、同国大統領イグナツィ・モシチツ

キより皇太子への贈進品の披露を受けられる。贈進品は、西暦一六八三年

のウィーン付近におけるポーランド龍騎兵聯隊による突撃の光景、及び西

暦一九三三年クラクフにおけるポーランド軍の騎兵閲兵式のパノラマ模型

にて、大使より説明を受けられる。贈進品は、皇后御覧の上、葉山滞在中

の皇太子に届けられる。なおこの贈進に対し、即日同国大統領に礼電を御

発送になる1。

ポーランド大統領から、現在の天皇陛下である皇太子にパノラマを献上した記事で、

当時大使のタデウシュ・ロメルが昭和天皇に謁見して奉呈しました。

不思議なのは、天皇にではなく、当時まだ6歳の皇太子になぜこのような贈物があった

かということです。皇太子の学習院初等科入学は翌年で、贈物を贈るような契機となる祝い

事はこのとき見当たりません。この時期、皇太子にこのような贈り物をした国はありません。

もちろん、日付を見てすぐに気づく方も多いと思いますが、ドイツ、ソヴィエトが、ポー

ランドに侵攻する約2ヶ月前です。

当時日本は、いわゆる「ノモンハン事件」（ハルハ河の戦）と呼ばれる、ソ連との戦闘

の最中でした。また、日独防共協定強化問題で国内は揺れており、昭和天皇は当時、参

戦義務を伴う軍事同盟化の方向に強く反対していたことは、『昭和天皇実録』にもはっき

り書かれています。

1  宮内庁編『昭和天皇実録』第七、2016年、801-802頁。
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この後、8月23日には独ソ間で独ソ不可侵条約が結ばれ、日本では防共協定強化を

進めよとしていた平沼騏一郎内閣は28日に総辞職、9月1日にはドイツ軍がポーランドへ

侵攻を開始、16日には日本とソ連との間でノモンハン事件に関する停戦協定が成立、翌

17日にはソ連もポーランドへの侵攻を開始します。

当時、このような危機を目前に、ポーランド政府が情報をどこまで把握し、どのように

判断していたかは、私にはわからず、専門研究者の判断に委ねますが、この贈物から何

らかのメッセージを読み取ることは、歴史研究のアプローチとして間違った方向ではない

と思います。贈物の内容も興味深いです。1683年にウィーンを包囲したトルコ軍を打ち破

ったポーランド騎兵の突撃の様子と、1933年、侵攻したソ連軍を打ち破ったポーランド騎

兵のクラクフでの閲兵式のパノラマで（写真参照）、ポーランド騎兵の伝統と、それに対す

るポーランド国民の誇りが伺えます。私は個人的には、それ以上に、日本でいえば「元寇」

のような国家歴史上の存亡に関わる軍事的危機に対して、それを悲壮な決意をもって打

破した国家の歴史を示して、同様に存亡の危機にある現状と国家の決意を日本に示し、

何らかの助力を求めようとしたように解釈します。

このように『昭和天皇実録』は、政治や外交に限らず、その時代の日本、および日本

を取り巻く諸問題としてどのようなことがあったのか、手掛かり、ヒント、エピソードが満載さ

れた記録だと思います。

　最初に述べたように、『昭和天皇実録』は一つの作品として完結しており、編修した

立場の人間がその読み方について、とやかく注文をつけるべきではないと思っています。
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一方で、こうした体験を述べることで、理解の一助と思い、特に外国の方のために、このよ

うな報告をさせていただいた次第です。

すでに完成した『昭和天皇実録』は私たちの手から離れた、一つの作品です。それを

どう読んで、どう理解するは、読む人それぞれが解釈していくものだと考えています。外国

の方が気付くことは、日本人とはまた違ったことがあるかもしれません。

最後に、ポーランドを代表するワルシャワ大学おいて、昭和天皇をテーマとするイベ

ントで、冒頭に講演をすることができて、たいへん光栄に思います。ルトコフスカ先生はじ

め、関係者の方々に感謝いたします。

English Summary of the Article

Kajita Akihiro

Shōwa Tennō Jitsuroku (The Chronicle of Emperor Shōwa): The Editorial 
Experience and Contents of the Chronicle

On August 21st, 2014, after 24 years of editorial work, the completed Shōwa tennō jit-
suroku (The Chronicle of Emperor Shōwa) was presented to the Emperor and the Empress. 
Shortly after, the chronicle was prepared for publication and its consecutive volumes are now 
successively being introduced to readers in print. The material is extensive; spread over 60 
volumes of traditional Japanese books – the form it was presented in to the Emperor and 
the Empress – or, for printing purposes, over 18 volumes of 900 pages each. The volume 
is 1.5 times bigger than the Meiji tennōki (The Record of Emperor Meiji). In the annals, 
the events of the life of Emperor Shōwa, with accompanying information, are recorded in 
chronological order form the Emperor’s birth on April 29th, 1901, to his death on January 
7th, 1989. It is most likely the most detailed record of the life of a monarch, and a com-
mon man at the same time, ever written. 

There was no modern history specialist working at the Imperial Household Agency 
when the decision was made to publish  Shōwa tennō jitsuroku, so I was hired in that 
capacity. I took part in the editorial work until its completion, now I am involved with 
publication of the annals. It has been the greatest pleasure and honor for me to be part 
of this endeavor.

In the article I want to share my personal experiences and present certain paragraphs 
from  Shōwa tennō jitsuroku  to show the character of the chronicle, how it was edited, 
what exactly is depicted in its records, and how to use it as a source. It is my wish for for-
eign researchers, starting with those in Poland, to use the Shōwa tennō jitsuroku in their 
research on Japan.

Keywords: Emperor Shōwa, chronicle, Imperial Household Agency



原　武史

デモクラシーと「国体」は両立するか

—戦後日本のデモクラシーと天皇制

はじめに

おそらく、明治から戦後にかけての日本で、「国体」という二字熟語ほど猛威を振るっ

た用語はあるまい。ひとたび「国体」の変革を企てていると判断されれば、国家権力によっ

て命を失う可能性もあったからである。戦後、この用語は教育勅語の失効などともに姿を

消したが、天皇制そのものは残った。それは昭和天皇（1901-1989）が1945年8月15日のラ

ジオで放送された「大東亜戦争終結ニ関スル詔書」で自ら述べたように、「国体」が護持

されたことを意味するのだろうか。もしそうだとすれば、デモクラシーと「国体」は両立し得

るのだろうか。

本稿は、昭和天皇を中心に、天皇の母に当たる皇太后節子（貞明皇后。1884-1951）

や天皇の弟に当たる三人の親王、すなわち秩父宮雍仁（1902-1953）、高松宮宣仁（1905-
1987）、三笠宮崇仁（1915-2016）の動きにも触れながら、占領期のデモクラシーと天皇制

の関係について考察することを第一の目的としている。そしてこの考察をもとに、2016年8
月8日に発表された「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を手掛かりとし

ながら、現代におけるデモクラシーと天皇制の関係についても最後に触れることとしたい。

1 「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ」

国立国会図書館所蔵の『貞明皇后御集』全3巻1には、公刊されている『貞明皇后御

歌集』2や宮内公文書館所蔵の「貞明皇后実録」には収められていない和歌が、皇太后

時代を含めて数多く収録されている。次に掲げる和歌もその一つで、1944（昭和19）年に

詠まれている。

1  『貞明皇后御集』全3巻、宮内庁書陵部、2001年。
2  『貞明皇后御歌集』宮内庁書陵部、1960年。
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ソヴィエトの共産主義か亜米利加の民主々義ともなるやみ民も3

1944年の7月にサイパンが陥落すると、11月からは東京でも空襲が日常化する。戦勝

を信じて疑わなかった皇太后節子の脳裏にも、「もし日本が負けたら」という一抹の不安が

よぎるようになっていた。だが皇太后にとって、「亜米利加の民主々義」は「ソヴィエトの共

産主義」同様、「国体」と絶対に相いれない思想であった。この和歌に続いて、皇太后は

次の和歌を詠んでいる。

すめろきをたふとむ心うしなはゞ阿修羅けものにひとしかりけり4

もし臣民が民主主義を受け入れ、「すめろき」、すなわちアマテラスや天皇を崇拝する

心を失ってしまえば、「阿修羅けもの」のようになってしまう——こう考えていた皇太后節子

にとって、敗戦という事態だけは何としても避けなければならなかった。その証拠に、1945
年の歌会始には次の和歌を詠んでいる。

かちいくさいのるとまゐるみやしろのはやしの梅は早さきにけり5

戦争の勝利を祈るために「みやしろ」（御社ないし宮城）に参殿したら梅が早くも咲い

ていたという歌である。これは瑞兆を表しており、皇太后の願いがかなったことを暗示して

いるように読み取れる。なおこの和歌は公表されず、新聞で公表されたのは「しつまれる神

のこゝろもなこむらむあけゆくとしの梅のはつ花」という別の和歌であった6。

しかし実際には、1945年8月10日未明に御文庫附属室の会議室で開かれた最高戦争

指導会議で、昭和天皇はポツダム宣言を受諾するという「聖断」を下した。8月14日に完成

し、15日正午からラジオで流された「大東亜戦争終結ニ関スル詔書」（以下、「詔書」と略す）

の冒頭で、天皇は「朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ」「帝国政府ヲシテ米英支蘇四国

ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ」と述べたように、臣民にはっきりと敗戦を

伝えた。結果としてこの詔書は巨大な政治的影響力をもたらし、皇太后のように戦争の勝利

を信じて疑わなかった多くの兵士や一般国民も、速やかにこれを受けいれることとなった。

だが昭和天皇は、「詔書」で単に敗戦を伝えたわけではなかった。「朕ハ茲ニ国体ヲ

護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ」とあるように、敗戦に

3  『貞明皇后御集』下。
4  同上。
5  『貞明皇后御歌集』。
6  原武史『昭和天皇』岩波新書、2008年。
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よってもなお、天皇が「常ニ爾臣民ト共ニ在」ること、すなわち「君民一体」を中核とする「国

体」は護持されることを、臣民に向かって直接語りかけたからである。

言うまでもなく敗戦は、日本人にとって未曾有の体験であった。天皇自身も「惟フニ今

後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス」と述べたように、これからどれほどの苦難が

押し寄せるかは誰にも予想できなかった。近衛文麿のように、革命を本気で恐れた政治

家もいたぐらいである。にもかかわらず、なぜ天皇は「国体」が護持されるという強い確信

をもつことができたのであろうか。

その背景には、昭和天皇が皇太子時代から続けてきた全国行啓ないし全国行幸が

あった。東京の宮城（現・皇居）前広場をはじめ、全国各地に設けられた奉迎場や親閲場

に万単位の臣民が集まり、そこに臨御する昭和天皇に向かって君が代や奉迎歌の斉唱

や万歳三唱、分列行進などを行うことで、「君民一体」の光景が繰り返し現れてきた。こう

して視覚化された「国体」は、敗戦によっても崩れることは決してないという確信が、天皇

のなかで生まれていたのである。

なおこうした認識は、香淳皇后も共有していたように思われる。戦中期の皇后は、1938
年の武漢陥落、1940年の紀元二千六百年奉祝会、1942年のシンガポール陥落の三回に

わたり、天皇や皇太子、内親王らとともに二重橋に立ち、宮城前広場に集まった臣民の

熱狂を目のあたりにしている。その広場に敗戦後も毎日、「大勢の人が　お礼やら　おわ

びやら　涙をながしては　大きな声で申し上げて」7いる光景に接して、戦前と戦後の連続

性を確信したのではなかろうか。

1945年8月30日、皇后は栃木県の日光に疎開していた皇太子（現天皇）にあてた手

紙のなかで、「ここが　辛抱のしどころで　大詔に仰せになつたことをよくよく頭に入れて　

まちがひのないやうに　しのぶべからざることを　よくよくしのんで　なほ一層　一生懸命に

勉強をし　体を丈夫にして　わざわひを福にかへて　りつぱなりつぱな国家をつくりあげな

ければなりません」と述べている8。 「しのぶべからざることを　よくよくしのんで」が「大詔」、

すなわち「詔書」の一節である「堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」を念頭に置いているのは

明らかだろう。

2 昭和天皇と高松宮の憲法認識

敗戦による連合国軍の占領と一連の民主化は、皇太后節子の言う「亜米利加の民主

々義」が現実化してゆく過程にほかならなかった。だが昭和天皇は、民主主義がアメリカ

7  橋本明「皇太子に宛てた『天皇の手紙』」『新潮45』1986年5月号。
8  同上。
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から与えられたとは考えなかった。1946年1月1日、天皇は「五箇条の御誓文」を引用し、「

叡旨公明正大、又何ヲカ加ヘン。朕ハ茲ニ誓ヲ新ニシテ国運ヲ開カント欲ス。須ラク此ノ

御趣旨ニ則リ、旧来ノ陋習ヲ去リ、民意ヲ暢達シ、官民挙ゲテ平和主義ニ徹シ、教養豊カ

ニ文化ヲ築キ、以テ民生ノ向上ヲ図リ、新日本ヲ建設スベシ」という「新日本建設ニ関スル

詔書」を発表している9。1977年8月、天皇はこの詔書に触れながら、民主主義は輸入のも

のではなく明治天皇が採用し、五箇条の御誓文に記したと述べている10。

昭和天皇のこうした認識は、GHQが民主化の眼目とした憲法改正に対する考え方と

も決して無縁ではなかった。1946年2月9日、天皇は国務大臣の松本烝治が主体となって

作成した大日本帝国憲法の改正私案（憲法改正要綱）、いわゆる松本試案に関して、次

のように述べている。

第一条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」は語感も強く、第四条「天皇ハ国ノ

元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」との重複もあるため、両条

を合併して「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コノ憲法ノ条章ニヨリ統治ス」とし、従来の

統治権の「権」を除くこと（中略）の可否につき御下問になる。11

松本試案の第一条と第四条は、大日本帝国憲法の条文と全く同じであった。仮に第

一条と第四条が合併されても、統治権の「権」が除かれるだけで、実質的な中身は何も変

わらない。昭和天皇は、明治天皇によって発布された憲法を根本的に変える必要性を認

めていなかったことがわかろう。

当時の天皇の憲法認識は、美濃部達吉に近かった。侍従の徳川義寛は、1945年10月

20日の日記で「憲法改正問題についての美濃部博士の見解をしるす。－現事態では不

急、運用で民主主義化が可能である。憲法の意義については形式的（法律的）と実質的

（政治的）とがあり、憲法と民主主義は、形式上は両立せぬ概念なり、しかし政治上では、

つまり君主が民の心を以て心となし、統治の大権が総て民意に順って行われるとすれば、

法律上は君主制であっても、而も政治上には民主主義によるものに外ならぬ」と記してい

る12。この当時、昭和天皇と美濃部が直接会った記録はないものの、天皇は美濃部の学説

を通して、大日本帝国憲法と民主主義は両立可能という確信を抱いたのではなかろうか。

「新日本建設ニ関スル詔書」のなかで、昭和天皇は「天皇ヲ以テ現御神」とする天皇

＝現人神観を「架空ナル観念」としたが、その3日前には侍従次長の木下道雄に対して「

9  『昭和天皇実録』1946年1月1日条。
10  同上、1977年8月23日条。
11  同上、1946年2月7日条。
12  徳川義寛『徳川義寛終戦日記』朝日新聞社、1999年。
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神の裔にあらずと云う事には御反対である」との意見を述べていた13。代々の天皇が等し

くアマテラスの子孫であるという「万世一系」の根本は、天皇にとって不動のものであった。

昭和天皇は、同年2月12日に木下に会い、再び松本試案につき「第一条と第四条は

合体する考え方もある」と述べている14。つまり天皇は、たとえ憲法が改正されようが、「万

世一系」自体には揺るぎない信念をもっていたのである。この日の『実録』の記述をもとに「

昭和天皇は、明治憲法の骨格とほとんど変わらない松本案を、事実上否定する考えを木

下に伝えていた訳であって、要するに松本案はＧＨＱばかりでなく、昭和天皇からも拒絶

されていたのである」とする豊下楢彦『昭和天皇の戦後日本』15の解釈は、『昭和天皇実

録』の肝心の箇所が引用されておらず、問題があると言わざるを得ない。

松本試案はGHQによって却下され、代わって民間の憲法研究会などの案を参考に

しながら、マッカーサー草案（GHQ草案）が作成される。これをもとに、憲法改正草案要綱

が作成され、同年3月5日に首相の幣原喜重郎と松本烝治から昭和天皇に伝えられた。こ

のとき天皇は、「今となつては致方あるまい」と述べたという16。その後、新憲法草案の成文

化が進められ、4月15日に幣原から天皇に伝えられた17。

新憲法草案に対して強い拒否反応を示したのが高松宮宣仁であった。同年4月23
日、高松宮は京都から東京に向かう急行列車の車内で、元高松宮御用掛の細川護貞

と乗り合わせた。このとき、高松宮は新憲法草案につき、細川にこう述べている。

あれは幣原は得意なんだが、僕は君主制の否定だと思ふ。又二院制と云つてもあれ

では

二院の意味がない。せめて上院に一度の否決権が無くては。又貴族も今のまゝの制

度は、

変へる必要があると思ふが、全然無くなる必要はないと思ふ。大体、松本国務相の案

を

蹶されたので、あれは第二案と云つてゐるが、全然米国製のものだ。18

高松宮は、新憲法草案は「全然米国製のもの」であり、「君主制の否定」、すなわち「

国体」を破壊する共和制に通じるとしているのである。

13  木下道雄『側近日誌』文藝春秋、1990年。
14  『昭和天皇実録』1946年2月12日条。
15  豊下楢彦『昭和天皇の戦後日本』岩波書店、2015年。
16  芦田均『芦田均日記』第一巻、岩波書店、1986年。
17  『昭和天皇実録』同日条。
18  細川護貞『細川日記』中央公論社、1978年。
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続いて同年5月30日、東京の宮城内で昭和天皇と香淳皇后、秩父宮妃勢津子、高

松宮宣仁、高松宮妃喜久子、三笠宮崇仁、三笠宮妃百合子が会った際、高松宮は「新

憲法草案は主権在民がはっきりしすぎており賛成しかねるため、来る六月八日開催の

帝国憲法改正についての枢密院会議には出席しないつもりでいる」という趣旨の発言を

した19。ここで言う「枢密院会議」とは、新憲法草案を採択した同年6月8日の枢密院本会

議を指している。

5月30日の会合で天皇は何も言わなかったが、翌日に高松宮が宮内大臣の松平慶

民に会うと、松平から「陛下ガトテモ御心配ニナツテヰルノニソンナコトヲ申シ上ゲテハヨ

クナイ」と忠告された。高松宮は、「御心配御心配ト云ツテ申シ上ゲナイデ今マデヤツテ

キタノヲ改メルベキデハナイカ。ソレニ出席シテ賛成セヌノデハ現情勢カラヨクモナシ」と

反発している20。

高松宮が述べたように、昭和天皇は新憲法草案に対して、少なくとも表向きには異を

唱えなかった。それどころか、高松宮が松平慶民に会ったのと同じ5月31日、マッカーサー

との第2回会談のなかで、天皇は「新憲法作成への助力に対する謝意」を表明している21。

松本試案とは似ても似つかぬ新憲法草案に対して、昭和天皇はなぜ「謝意」を表した

のか。侍従の徳川義寛は、新憲法草案には「天皇は日本国民統合に不可欠の存在であ

るという思想が根底にある」からだとしている22。天皇自身は、1977年8月に「憲法第一条は

国体の精神に合っていたので、象徴でよいと思った」と回想している23。つまり、新憲法草

案は「君主制の否定」を意味し、「主権在民がはっきりしすぎて」いるとした高松宮とは対

照的に、「国体」と矛盾しないと考えていたのである。

両者の態度を比べてみると、明らかに高松宮の方に首尾一貫性があり、昭和天皇の

方が苦しい弁明をしているように見える。だが、1946年11月3日に日本国憲法が公布され

ると、その二日後に掌典長の甘露寺受長が伊勢神宮に勅使として派遣され、アマテラス

をまつる内宮で次の御祭文を奉読している。

曩に世界の大勢と国状の推移とに鑑み畏かれども憲法に大きなる改正めを加へ以て国

家を再建すべき礎を固めなむと図りけるに今回永く兵革の禍を絶ち在りと在る国民の

総意を基調とし愈邦家の内外を平安からしむべく日本国憲法凡て十一章百三条を

制定

め茲に之を公布むる事となりぬ是を以て此由を告奉るとして宇豆の御幣帛奉出給ふ事

19  『昭和天皇実録』同日条。
20  高松宮宣仁『高松宮日記』第八巻、中央公論社、1997年。
21  『昭和天皇実録』同日条。
22  徳川『徳川義寛終戦日記』。
23  『昭和天皇実録』1977年8月23日条。
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を宇豆那ひ聞食して永遠の太平と国民の福祉とに威き神祐を弥高に弥広に蒙り奉らし

め給へと白給ふ天皇の大命を聞食せと恐み恐みも白す24

昭和天皇は、日本国憲法の公布を奉告するとともに、「永遠の太平と国民の福祉とに

威き神祐を弥高に弥広に蒙り奉らしめ給へ」とアマテラスに祈っている。憲法改正は「国家

を再建すべき礎を固め」るためになされたのであって、「国体」そのものは揺らいでいない

という天皇の考え方が、ここにはよく表れている。

3 高松宮と三笠宮の退位論

このような天皇の考え方は、憲法改正をはじめとする民主化を円滑に進めようとしてい

たGHQにとって都合のよいものであった。これはおそらく、敗戦直後から持ち上がってい

た天皇の退位問題にも関係している。

1946年3月、宮内省内に皇室典範改正準備委員会が設置され、憲法改正に並行し

て皇室典範の改正についても準備が進められた。同年9月20日、「皇室典範改正ノ其ノ

後ノ経過」について聞いた高松宮は、「御退位ノ条項ハヤハリ入ラヌ」ことを知り、「陛下

ガ終戦ノトキアレダケノ御決意アリシニ対シソノ道ヲツケルハ必要ダト思フ」と反発してい

る25。天皇自身、退位の決意をもっていたのに、それができないのはおかしいだろうと言

っているわけだ。

もし天皇が退位すれば、皇位は皇長子である皇太子に継承される。だが当時、皇太

子明仁（現天皇）は未成年であった。旧皇室典範第一九条に「天皇未タ成年ニ達セサル

トキハ摂政ヲ置ク」とあるように、この場合は摂政を置くことになる。

同第二一条には、「皇太子皇太孫在ラサルカ又ハ未タ成年ニ達セサルトキハ左ノ順

序ニ依リ摂政ニ任ス　第一　親王及王」とあった。天皇の弟に当たる秩父宮、高松宮、三

笠宮以外の十一宮家の皇籍離脱が決まりつつあったことを踏まえれば、この三人の親王

こそ、摂政の候補となることが予想された。年齢的に第一候補となるのは秩父宮であり、

高松宮は1945年9月30日の日記にこう書いている。

戦争中御静養ニナリ世間ニフレズニオラレテ、戦争終了ト共ニ御出マシニナレルコトヲ

予テカラ祈ツテヰタラ、ソノ通リニナリ、今回ノ御上京モ人ニモオ会ヒニナレルシ、モ

ウイザト云フトキハ摂政ニモオナリにナレルト考ヘラレ、コレ以上ノコトナシ。26

24  『昭和天皇実録』1946年11月5日条。原文は宣命書き。
25  高松宮『高松宮日記』第八巻。
26  高松宮『高松宮日記』第八巻。
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戦中期の秩父宮は、結核のため静岡県の御殿場でずっと療養生活を送っていた。

敗戦とともに秩父宮が上京してきたのを見て、高松宮は秩父宮の健康が回復したと見な

し、摂政にもなれると考えたわけである。だが実際には健康が回復したわけではなかった

ので、第二候補の高松宮宣仁が摂政として浮上してくる。高松宮は、このことを十分承知

の上で、退位問題について言及していたように思われる。なお1947年1月には新しい皇室

典範が制定されたが、旧皇室典範の第一九条と第二一条はそれぞれ第一六条と第一七

条に受け継がれている。

退位問題は1948年に再燃するものの、GHQは右翼活動家との接触をもっていると見

ていた高松宮に対する不信感をもっていた27。同年7月9日には天皇自身が元宮内大臣の

松平恒雄に対して「天皇として留まり責任を取られる旨の御意向」を示した28。天皇の留位

は、マッカーサー自身も強く望んでいた。

もし高松宮が摂政になれば、GHQにとってはデモクラシーを否定する人物が事実上

の天皇になることを意味した。高松宮に対する警戒感は、GHQだけでなく日本の政府首

脳の間にも共有されていた。同年8月29日、天皇の退位問題について首相の芦田均と宮

内府長官の田島道治が会談した際、田島は芦田に「高松宮については今後も心配だ、

何しろ頭がよくて＊＊＊＊＊＊＊＊」と述べている29。この＊は伏字を意味し、遺族の求

めにより16字分が削除されている。

第三候補の三笠宮崇仁は、高松宮とは異なり、1946年6月8日に開催された枢密院本

会議に出席した。この席上、三笠宮は高松宮と同じく新憲法草案につき「マッカーサー元

帥の憲法か、一歩譲ってもごく少数の日本人の決めた憲法という印象を受ける」とする一

方、「日本は真に平和を愛し絶対に侵略を行わないという表裏一致した誠心のこもった言

動をしてもって世界の信頼を回復せねばならない」として、戦争放棄を積極的に支持し、

日本の非武装中立を主張した30。その背景には、秩父宮や高松宮とは異なり、支那派遣

軍参謀として南京に着任し、中国戦線を視察した戦中期の体験があったと推察される。

日本国憲法が公布された1946年11月3日、三笠宮は「新憲法と皇室典範改正法案要

綱（案）」を枢密院に提出した。このなかで三笠宮は、「天皇に・・『死』以外に譲位の道を開

かないことは新憲法十八条の『何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない』といふ精神に反

してはいないか」として皇室典範政府案を否定し、「天皇に譲位といふ最後の道だけは明

けておく必要がある」とした31。つまり昭和天皇の退位に言及したわけではないが、高松宮

同様、天皇の退位自体は認められるべきだとしたのである。

27  冨永望『象徴天皇制の形成と定着』思文閣出版、2010年。
28  『昭和天皇実録』同日条。
29  芦田均『芦田均日記』第二巻、岩波書店、1986年。
30  『朝日新聞』1994年7月30日。
31  森暢平「三笠宮がのこした『生前退位論』」『文藝春秋SPECIAL』2017年冬号所収。
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憲法が施行された1947年5月3日、宮城（現・皇居）前広場に昭和天皇が現れ、政府

主催の「日本国憲法施行記念式典」が開かれたが、このとき無言の天皇を前にして、会

場を埋めた約1万人の人々は「天皇陛下万歳」を叫んだ。ラジオ中継を聴いていた三笠

宮は、こう述べている。

天長節か即位の祝典であつたら、むろん対象は天皇御一人にあるのだから、天皇

陛下の

ばんざいが理の当然である。しかし今日は、国民に主権を譲られ、みずから人間宣言を

された天皇が、国民の一員として、七千万同胞と喜びをともにされるために、この式場

においでになつたはずなのだから、計画者も思いきり頭をきりかえて、陛下に「天皇は

最高のPublic servantである」という気持になつて頂いて、「全日本国民」のばんざい

の、音頭とりをお願いして見る気持にはなれなかつたろうか。32

三笠宮は、新憲法が施行されたにもかかわらず、旧憲法下の式典と同様の万歳が行

われたことを鋭く批判したのである。この批判を受ける形で、同年6月に文部省は、天皇陛

下万歳、宮城遥拝などを取りやめる通達を出している。

4 秩父宮の占領政策批判と皇太后節子

しかし、デモクラシーに好意的な考え方を表明したのは、昭和天皇の弟たちのなかで

は三笠宮だけであった。1949年7月になると、療養生活を続けていた秩父宮雍仁もまたア

メリカ主導の占領政策を公然と批判するようになり、GHQが問題視した33。その具体的内

容は明らかでないが、1995年に死去した秩父宮妃勢津子の遺品のなかから、秩父宮がま

さにこの当時記した文章が発見された。

・・・米国の最初に行つた政策には行き過ぎもあれば見当違ひもあつて、今日の混

乱を

招く原因となつたものが少くなかつた。

今迄相敵視してゐたものが敵国を占領したのだから仮令平和進駐でも多少前

後の分別

なく振舞ふのも自然の勢だつたらう。

32  『帝国大学新聞』1947年5月8日。
33  加藤恭子『昭和天皇と美智子妃その危機に　「田島道治日記」を読む』文春新書、2010年。
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日本を独逸の様な全体主義国家と思つてポツダム宣言に従ひ革命的民主化に

一挙に乗

り出したのも至当かも知れない。（中略）

思想問題を取り上げてみる。連合国だから仕方ないと云ふ外なかつたらうが、言

論、信

仰、思想等の自由の原則の上に立つ民主主義の一種として之等の自由を絶対

に認めない

共産主義を寛容したことは忽ち我解放された共産主義者に絶好の機会を与へ

て終つた。

（中略）

日本の実情の即しない米国制度の直輸入も大いに批判されなければならない。

六、三制

の教育制度にしても、自治体の警察制度にしてもあせり過ぎてゐる様に感ぜら

れる。勿

論日本の当局者の弱腰と云ふか、無責任と云ふか日本の実相を理解せしめる

努力の足ら

ないところもあるだろうが占領軍当局者のやり方は中央部の机上計画を矢鱈に

強行す

る傾向があるのではないかと思はれないでもない。34

この文章がまるごとGHQに漏れたわけではないにせよ、GHQは内容的にこれと重な

る秩父宮へのインタビューを英訳した文章を入手したようだ。秩父宮を溺愛し、1945年12
月から49年5月にかけて御殿場の秩父宮別邸を訪れるなど、秩父宮にしばしば会ってい

た皇太后節子に言わせれば、これは「ソヴィエトの共産主義」や「亜米利加の民主々義」に

対する明確な批判と見なせるものであった。結核のため御殿場で長期療養しており、天皇

の退位問題が持ち上がったときも摂政候補として名前が挙がらなかった秩父宮がこうした

意見を公然と表明したことに、GHQは衝撃を受けたように思われる。

宮内庁（同年6月1日に宮内府から改組）長官の田島道治の日記によると、田島は7月

13日にマッカーサーの副官ローレンス・バンカーに呼び出され、「秩父様ノInterviewヲ陛

下ニモツテユケ」と命じられた35。おそらく田島は、このとき初めて英文のインタビューを見

せられたのだろう。翌14日、田島は登庁して「秩父様事件」36について話してから御殿場

34  秩父宮雍仁「陸軍の崩壊　占領政策の批判」『中央公論』1996年11月号所収。
35  加藤『昭和天皇と美智子妃その危機に』。
36  同上。
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に向かい、秩父宮に会っている。「殿下ノ意思ハ日本人ノ自覚反省警告ニテ、進駐軍ノ批

評ニアラズトノコト。少シ争フ」37。田島は秩父宮に、占領政策を批判しているではないかと

反論したわけだ。この日のうちに帰京した田島は、バンカーと首相の吉田茂に報告してい

る。そして翌15日には、葉山御用邸に滞在していた昭和天皇に会い、「委曲昨日ノコト言

上」38したところ、「三殿下ニ、此際、為念ノ注意ヲ申上ゲル様御命令」39があり、「大宮様ニ

モ言上セヨ」40と命じられた。「三殿下」は秩父宮、高松宮、三笠宮を、「大宮様」は皇太后

をそれぞれ指す。天皇の言葉を受けて、田島は翌16日、再び御殿場に行って秩父宮に

会ってから帰京し、大宮御所で皇太后に、高松宮邸で高松宮に会った。

つまり7月16日には、秩父宮ばかりか高松宮や皇太后節子も、GHQの政策を公然と

批判しないようにとの天皇の忠告を、田島から直接受けたことになる。これに対して秩父

宮は「時又厄介ヲカケルカモ知レヌ」41と答え、高松宮も「陛下ノ御話ハ承リ置クモ、新聞

社ニアハヌコトハ出来ヌ」42と答えたばかりか、田島の忠告を「不遜」43とまで述べている。

秩父宮も高松宮も、忠告に従うとは言っていないのだ。皇太后が何と言ったかについて

は田島の日記に記されていない。

拙著『皇后考』44に記したように、昭和天皇と皇太后節子は、摂政になった大正後期

以来、長年にわたる確執が続いていた。このことは国立国会図書館憲政資料室所蔵の「

倉富勇三郎日記」や『牧野伸顕日記』45、前掲『高松宮日記』第八巻などの一次史料から

も確認できるが、2005年に赤坂御用地内の三笠宮邸で私自身が三笠宮崇仁に「昭和天

皇と貞明皇后の間に確執はあったか」と尋ねたのに対して、三笠宮は「あったと聞いてい

る」と答えたことを付言しておく。

昭和天皇が1945年になってもなかなか戦争終結を決断できなかった一因もまた、神

に戦勝を祈り続け、「かちいくさ」を信じて疑わなかった皇太后節子の態度にあったように

思われる。同年5月の空襲で皇太后が住んでいた大宮御所が全焼すると、天皇は皇太后

を軽井沢に疎開させることを考えるようになる。だがこれに対しては皇太后が拒絶したため

に戦争中は実現することがなく、実際に皇太后が軽井沢に移ったのは敗戦直後の1945
年8月20日であった。

37  同上。
38  同上。
39  同上。
40  同上。
41  同上。
42  同上。
43  同上。
44  原武史『皇后考』講談社、2015年。
45  牧野伸顕『牧野伸顕日記』中央公論社、1990年。
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皇太后は、45年12月まで軽井沢に滞在し、いったん帰京してから、46年12月までの一

年間を沼津御用邸西附属邸で過ごした。沼津と御殿場は距離的にも近く、秩父宮に会う

ことは容易であった。また同年3月19日には、侍従次長の木下道雄に「御退位のことにつ

きては、しかるべき時期を見て決行さるることを可とせらるるにあらずやと思わるる御言葉」

を発している46。この御言葉は、帰京した木下によって天皇にも伝えられた47。

高松宮ばかりか、皇太后までが天皇は退位すべきだと発言したことに、天皇は衝撃

を受けたと思われる。前述のように、旧皇室典範では第二一条に摂政についての規定

があり、「第一　親王及王　第二　皇后　第三　皇太后」の順番となっていた。この条文に

従えば、皇太后が摂政になる可能性はきわめて低かった。しかし、松本試案に対する考

え方が記されたのと同じ日の『昭和天皇実録』1946年2月7日条に「摂政設置期間におい

ては、皇室典範の改正又は皇位継承の順位変更を禁じるか否かにつき検討するよう御下

命になる」とあるように、天皇は松本烝治に対して、典範改正の際に第二一条に規定され

た順番の変更を禁じるのか、それとも変更を認めるのかにつき検討するよう命じている。

この言葉からは、昭和天皇が退位して摂政が置かれた場合、三人の親王や香淳皇后

の代わりに、皇太后節子が摂政になる可能性も視野に入れていたことがうかがえる。秩父

宮、高松宮、三笠宮はいずれも旧陸軍や旧海軍の軍人であり、旧体制の復活を夢見る陸

海軍の関係者とつながっている可能性があること、皇后は陸海軍とは直接のつながりはな

いものの天皇との関係が近すぎることなどが背景にあったのかもしれない。

ここで注目すべきは、安藤礼二『折口信夫』48も指摘するように、大正時代から節子（貞

明皇后）に注目してきたと思われる折口信夫が当時記した「女帝考」49である。「御在位中

の天皇に対して、最近い御間がらとして、神と天皇との間に立つておいでになる御方が、

常にあつたことが考へられる。其は、血縁近い皇族の女性であり、他氏の女性でも、特に

宮廷に入り立ちの自由であつた貴婦人、さう言ふ方々の存在が思はれる」。折口はこうし

た女性を「ナカツスメラミコト」（中皇命、中天皇）と呼び、その代表例として神功皇后を挙

げる。そして、たたみかけるようにこう述べている。

すめらみことの資格の方が世に臨まれずとも、神人中間のすめらみことが存在せらるる

限りにおいて、宮廷の政は、執られて行くのである。だから、従来の歴史観に於けるや

うな空位が出来る訣でもなく、又異常形式が偶発したのでもないのであつた。50

折口によれば、『日本書紀』に記された神功皇后が応神天皇の摂政となったように、

皇太后節子が皇太子明仁（現天皇）の摂政になったとしても、決して「異常形式が偶発し

46  木下『側近日誌』。
47  『昭和天皇実録』同日条。
48  安藤礼二『折口信夫』講談社、2014年。
49  折口信夫「女帝考」『折口信夫全集』第二十巻神道宗教篇、中公文庫、1976年。
50  同上。
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た」わけではない。「中天皇が神意を承け、其告げによつて、人間なるすめらみことが、其

を実現する」という「宮廷政治の原則」があらわになるだけのことである。

誰よりも皇太后節子自身が、1900（明治34）年に皇太子嘉仁（後の大正天皇）と結婚

し、その2年後の自らと同じ誕生日、すなわち6月25日に第二皇子の雍仁親王（後の秩父

宮）を出産した頃から、朝鮮半島に出兵して新羅を平定し、高句麗と百済に朝貢を誓わせ

る「三韓征伐」を行い、帰国後に応神天皇を生んだとされる神功皇后を強く意識していた

51。『昭和天皇実録』と「貞明皇后実録」を照合してみると、日中戦争勃発の翌年に当たる

1938年1月から敗戦直前の45年7月まで、戦地から帰還した軍人の多くが、昭和天皇が会

ったのと同じ日ないし翌日以降に皇太后節子にも会い、カフスボタンや銀煙草箱、金一封

などを下賜されていたことが確認できる。つまり皇太后節子もまた、戦中期には事実上「ナ

カツスメラミコト」になっていたのである。45年7月から8月にかけて、勅使が応神天皇を主

祭神とする大分県の宇佐神宮と神功皇后を主祭神とする福岡県の香椎宮に参向し、「国

内尽一心に奮起ち有らむ限りを傾竭して敵国を撃破り事向けしめむとなも思ぼし食す」52

という御祭文に明らかなように、従来にない激しい口調で敵国撃破を祈ったのも、皇太后

節子の意向が反映していたように思われる。

折口信夫は、1946年2月から、ほぼ1カ月に1回の割合で皇室とのつながりが深い東

京都北多摩郡久留米村（現・東久留米市）の自由学園に通っていた。したがって自由学

園を通して皇室の情報を入手していたことは十分に考えられる。折口に言わせれば、皇

太子明仁が天皇になり、皇室典範第二一条が改正されて皇太后節子が摂政になること

は、皇太后が名実ともに「ナカツスメラミコト」になり、『日本書紀』に記された神功皇后が、

長い年月を経て戦後の日本によみがえるということでもある。だがそれは、高松宮が摂政

になる以上に、昭和天皇が恐れていた事態だったに違いない。

しかし、1947年5月3日に日本国憲法と日を同じくして施行された皇室典範でも、摂政

就任の順序が記された第一七条で「一　皇太子又は皇太孫　二　親王及び王　三　皇后

　四　皇太后」とされたように、旧皇室典範と基本的には変わらず、皇太后が摂政になるこ

とはあり得なかった。当時の皇太后は政治的発言を控えつつ、内面ではアメリカへの対抗

心を燃やし続け、日本が蚕糸業の復興によりアメリカを経済的に圧倒することを夢想して

いたように思われる。同年9月2日、皇太后は財団法人大日本蚕糸会総裁となり、48年か

らは蚕糸業の奨励を目的として積極的に地方を視察するようになるが、その途上、1951年

5月17日に急死している53。

51  原『皇后考』。
52  『昭和天皇実録』1945年7月30日条。原文は宣命書き。
53  原『皇后考』。
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5 デモクラシーと「国体」の両立

このように、戦後のデモクラシーに対する姿勢に関して、皇室は決して一枚岩ではな

かった。皇太后、秩父宮、高松宮はデモクラシーに批判的であり、アメリカに対抗しようとし

たのに対して、三笠宮は「マッカーサー元帥の憲法」であることに違和感を示しつつも、そ

こに現れたデモクラシーの思想自体には理解を示し、すんなりと受け入れようとした。一

方、昭和天皇は、大日本帝国憲法とほぼ変わらない松本試案に基本的に同意しながら、

日本国憲法もまた評価する姿勢を見せた。それがGHQにとっては高松宮などの皇族より

も都合のよい態度として映ったことは、既述の通りである。

1946年2月から始まった昭和天皇の戦後巡幸では、1947年6月から主要都市に奉迎

場が復活し、戦前さながらの光景が見られるようになる。例えば、47年6月13日に訪れた

兵庫県姫路における奉迎場の光景を、同行した侍従の入江相政は「旧城南練兵場に臨

御。こゝに集まつた人十三万、但馬よりはもとより遠く中国筋からも集まつたとの事。君が代

奉唱、万歳三唱、群衆も大して崩れることもなく無事であつた」と記している54。

これは決して姫路の旧城南練兵場だけで見られた光景ではなかった。たとえ全国各

地が空襲で大きな被害を受けようが、練兵場や飛行場、グラウンド、神社の境内など戦前

までに天皇が訪れたことのある「空き地」はそのまま残り、再び天皇が現れるや同じような

光景が再現される。それは東京の宮城前広場でも同様であった。

1946年11月3日に宮城前広場で開かれた「日本国憲法公布記念祝賀都民大会」では

約10万人が集まり、天皇と皇后を君が代の斉唱や万歳三唱で迎えた。この大会に出席し

た芦田均は、次のように述べている。

二時十分頃両陛下は馬車で二重橋を出られた。群集は早くも帽子やハンケチを揮

つて波

立つ。陛下は背広、中折の姿でゆるゆると歩を運ばされる。楽隊が君が世を奏すると会

者一同が唱和する。何故か涙がこぼれて声が出ない。私許りではない。周囲の人々

は皆

そうらしい。

首相の発声で万歳を三唱すると民衆は涌き立つた。陛下は右手で帽子をとつて上げ

て居

られる。皇后陛下はにこやかであらせられる。

陛下が演壇から下りられると群集は波うつて二重橋の方向へ崩れる。ワーッといふ声が

54  入江相政『入江相政日記』第三巻、朝日文庫、1994年。
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流れる。熱狂だ。涙をふきふき見送ってゐる。群集は御馬車の後を二重橋の門近く

へ押

よせてゐる。何といふ感激であるだらう。私は生れて初めてこんな様相を見た。55

芦田は、敗戦にもかかわらず、君が代の斉唱や万歳三唱を通して約10万人の国民

と天皇が一体となる光景を目のあたりにして、感激の涙を流したのである。これはまさに

昭和天皇自身が1945年8月14日の「大東亜戦争終結ニ関スル詔書」で述べたような、「〔

朕＝天皇が〕常ニ爾臣民ト共ニ在」る「国体」が視覚化された光景であった。こうした「君

民一体」の光景は、戦後巡幸が一巡する1954年8月の北海道行幸まで、全国各地で繰

り返されることになる。

たとえ憲法が改正されようが、「国体」は変わらない。デモクラシーと「国体」は両立し

得る—この点では、昭和天皇の認識は間違っていなかった。先に引用した「憲法第一条

は国体の精神に合っていたので、象徴でよいと思った」という天皇の言葉が、見事に証明

されたともいえる。昭和天皇は決してGHQに都合よく利用されたのではなく、高度に政治

的な戦略をもっていたのである。

6 「詔書」と「おことば」

2016年8月8日、現天皇は「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を公

表し、退位の意向を強くにじませた。このなかには「日々新たになる日本と世界の中にあ

って、（中略）考えつつ、今日に至っています」という一節がある。これは先に引用した「大

東亜戦争終結ニ関スル詔書」冒頭の「朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ」に似てい

る。「詔書」に言うところの「世界ノ大勢」が、イタリア、ドイツの降伏と連合国軍の攻勢を指

しているのは言うまでもない。一方、「おことば」の「日々新たになる世界」は、オランダ、ベ

ルギー、バチカン、カタール、スペインなどで国王や法王が相次いで退位していることを

指しているように見える。どちらも「大勢」や「なる」という言葉を使って、自らの意向を正当

化しているのである。

また「おことば」には、次のような一節もある。

天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が

国民

に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深

55  芦田『芦田均日記』第一巻。
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く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必

要を

感じて来ました。こうした意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅

も、私は天皇の象徴的行為として、大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含

め、

これまで私が皇后と共に行って来たほぼ全国に及ぶ旅は、国内のどこにおいても、

その

地域を愛し、その共同体を地道に支える市井の人々のあることを私に認識させ、私

がこ

の認識をもって、天皇として大切な、国民を思い、国民のために祈るという務めを、人々

への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは、幸せなことでした。56

ここにも、先に引用した「詔書」との共通性がある。「常に国民と共にある自覚」は、「常

ニ爾臣民ト共ニ在リ」と似ているし、「人々への深い信頼と敬愛」は「忠良ナル爾臣民ノ赤

誠ニ信倚シ」と似ている。「天皇の象徴的行為」として強調される「日本の各地、とりわけ遠

隔の地や島々への旅」、すなわち巡幸や行幸も、昭和天皇を継承していると見ることがで

きる。なお現天皇自身、2000年5月には「戦後は、新しい憲法の下で、皇室の在り方も象徴

ということで違ってはきていましたが、国民に対する気持ちとしては変わらないものであっ

たと思います」と述べているように、昭和天皇との共通性を認識している57。

さらに「おことば」の報道の仕方や、それに対する国民の反応の仕方にも、「詔書」の

報道の仕方や、それに対する臣民の反応の仕方との共通性がある。

現天皇の退位の意向が報道されたのは、2016年7月13日であった。それまでは、たと

えそう思ったとしても、国民の間に天皇の退位を公然と唱えることのできる空気はなかっ

た。ところが8月8日午後3時から「おことば」がテレビで放映されることがあらかじめ告知さ

れると、人々はテレビの前に集まり、3時からの放送を見た。結果として圧倒的多数の国

民がこれを受けいれたのである。

「詔書」の場合も、1945年8月15日にラジオで放送されるまでは、たとえ戦争に負ける

と思った臣民がいたとしても、それを公然と口に出すことはできなかった。ところが8月15
日正午からの玉音放送があらかじめ告知されると、正午までに人々がラジオの前に集ま

り、「詔書」で敗戦が伝わるや、圧倒的多数の臣民がこれを受けいれた。どちらも天皇の

意思が「民意」となったのである。

56  宮内庁ホームページ。
57  宮内庁編『道　天皇陛下御即位二十年記念記録集　平成十一年～平成二十年』NHK出

版、2009年。
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もちろん、大きな違いもある。「詔書」で述べられた臣民というのは、顔の見えない抽象

的な存在であった。戦後巡幸で各地に設けられた奉迎場でも、昭和天皇は台座に上がる

だけで、決して一人一人の顔を見ていたわけではなかった。これに対して現天皇は、1991
年に訪れた雲仙普賢岳噴火の被災地で現皇后とともにひざまずき、同じ目の高さで一人

一人の被災者に声をかけて以来、こうした平成流の行幸（皇后も含める意味では行幸啓）

をずっと続けてきた。現天皇の言う国民というのは、決して顔の見えない抽象的な存在で

はなく、具体的な顔の見える「市井の人々」へと変わっている。

しかし、「おことば」には「国体」という言葉こそ出てこないものの、現天皇や現皇后と

直接相対した全国各地の「市井の人々」のなかに、「国体」がより内面化されている。現天

皇は、1989年の即位以来、日本国憲法を守る立場を繰り返し表明しながら、昭和天皇以

上に現皇后とともに全国各地をくまなく回り、政府や議会や側近などを媒介とすることなく

「市井の人々」と相対する行為を一貫して続けることを通して、デモクラシーと「国体」の両

立を徹底化させたのである。

おわりに

最後に、作家の坂口安吾が1948年に発表した「天皇陛下にささぐる言葉」の一節を

引用しておきたい。

天皇が現在の如き在り方で旅行されるということは、つまり、又、戦争へ近づきつつあ

るということ、日本がバカになりつつあるということ、狐憑きの気違いになりつつある

ということで、かくては、日本は救われぬ。

陛下は当分、宮城にとじこもって、お好きな生物学にでも熱中されるがよろしい。

そして、そのうち、国民から忘れられ、そして、忘れられたころに、東京もどうやら復

興しているであろう、そして復興した銀座へ、研究室からフラリと散歩にでてこられる

がよろしい。陛下と気のついた通行人の幾人かは、別にオジギもしないであろうが、道

をゆずってあげるであろう。

そのとき東京も復興したが、人間も復興したのだ。否、今まで狐憑きだった日本に、始

そのときこそめて、人間が生れ、人間の礼節や、人間の人情や、人間の学問が行わ

れる

ようになった証拠なのである。58

58  坂口安吾『坂口安吾全集』15、ちくま文庫、1991年。
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これはもちろん、戦前の行幸さながらの昭和天皇の戦後巡幸を強く批判した文章に

ほかならない。けれども坂口の言う「人間の復興」は、現在もまだ成し遂げられていない。

つまり、「人間天皇」はいまだに誕生していないことになる。

もし将来、「陛下と気のついた通行人の幾人かは、別にオジギもしないであろうが、道

をゆずってあげる」光景が本当に見られるようになれば、そのときこそ「国体」は完全に崩

壊するであろう。そして平成の天皇制は、戦後に「人間宣言」を行った象徴天皇制の完成

形であるどころか、天皇が「神」から「人間」へと至る過渡的な段階であったと位置づけられ

るに違いない。だが、「天皇は、『現御神』ではなくなっても、日常世界の延長線上に非日

常的な存在を保持しておきたいという、現世主義的願望に支えられて、いわば『生き神』（

宮田登）であり続けているのである」59という宗教学者・阿満利麿の指摘が正しければ、天

皇が「人間」になる日は永遠に来ないと言わざるを得ない。
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English Summary of the Article

Hara Takeshi

Are Democracy and the National Character (Kokutai) Compatible? Post-
war Japanese Democracy and the Imperial System

 
Soviet Communism
or American Democracy
will plunge people into darkness.

Emperor Shōwa’s mother (Lady Sadako, Empress Teimei) recited the above waka poem 
in 1944. It was her belief that both American Democracy and Soviet Communism were in 
discord with the Japanese national character (kokutai). As the Allies offensive progressed, 
the Empress, who had been convinced that victory was immanent, gave in to doubt, and 
the fear of defeat began to creep into her heart. The Chronicle of Emperor Shōwa shows 
the Emperor as a devoted advocate of “American Democracy”. According to him, the Meiji 
Constitution did not require any essential changes. On the 7th of February, 1946, he asked 
Matsumoto Jōji, the head of the committee for the research on the Constitution, to con-
sider a stylistic change that involved combining two Articles that contained overlapping 
elements. Article 1 (The Empire of Japan shall be reigned over and governed by a line of 
Emperors unbroken for ages eternal.) and Article 4 (The Emperor is the head of the Empire, 
combining in Himself the rights of sovereignty, and exercises them according to the provi-
sions of the present Constitution.) were to be merged into one, retaining the statement that 
the line of Emperors is unbroken – therefore preserving the fundamental concept. Mean-
while in the Occupation’s General Headquarters a new constitution was being drafted. The 
Emperor complemented the efforts towards outlining the new constitution, but simultane-
ously, immediately following the promulgation, ordered a rite to be conducted at Ise Shrine 
in a plea on behalf of “the vast protection by the kami for eternal peace and the prosper-
ity of the nation”. As far as the postwar Constitution is concerned, the kokutai – national 
identity, was preserved. In an interview in 1977, the Emperor stated that democracy did 
not come to Japan from America. It was already predicted in Emperor Meiji’s “Emperor’s 
oath in five articles”  (Gokajō no goseimon) in which the Emperor announced the crea-
tion of the National Assembly. This statement reflects Emperor Shōwa’s attitude towards 
democracy. The Imperial family was even more significant in this regard. Prince Takamatsu 
claimed that the project of the new Constitution was hard to accept due to the stress it put 
on the sovereignty of the nation being too pronounced. Prince Chibu also criticized Gen-
eral Headquarters for, in their eagerness to protect the freedom of speech, they allowed 
the Communists to join the process. For Prince Chibu this rendered the new Constitu-
tion a “direct import from America”, unsuitable for Japanese circumstances. The Empress 
Mother became involved with promotion of the domestic silk industry. A decisive factor 
in her decision to enter the field was most likely in order to oppose American competi-
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tion. The critical attitude towards American Democracy, characteristic of Hirohito’s pos-
sible successors, can be seen as one of the reasons why the Occupation forces abandoned 
the idea of urging Hirohito to abdicate.

Keywords: democracy, national character (kokutai),  Emperor Shōwa, Prince Taka-
matsu, Prince Chichibu, Empress Teimei





庄司潤一郎

第二次世界大戦における日本の＜終戦＞をめぐって

2016年10月9日に亡くなられたアンジェイ・ワイダ監督の作品『地下水道』を見て感じ

たのは、日本とポーランドの戦争体験の相違である。というのも、同作品は、ワルシャワ

蜂起を描写したものであるが、日本では首都の東京をはじめ、沖縄を除く本土が、地上

戦の舞台となることはなかったのである。同様な相違は、同じ敗戦国の日独両国の間に

も見られる。

第二次世界大戦において、1943年1月のカサブランカ会談で宣言された無条件降伏

の方針は、戦争の終結をより困難なものとし、確かにドイツは、ベルリンの陥落まで戦い続

け完全な無条件降伏を迎える。しかし、ドイツとは対照的に、日本は、本土決戦が生起す

ることなく、ポツダム宣言の受諾により降伏するにいたる。

他方、これまでの日本における研究の関心は、「終戦　なぜ早く決められなかったの

か」（NHKスペシャル、2012年8月15日放送）といったテレビ番組のタイトルに象徴されるよ

うに、軍事的な敗北が明らかであるにもかかわらず、降伏が遅れた原因の分析に主に焦

点が当てられてきた。そこでは、「一撃講和論」やソ連による仲介への期待といった政治指

導者の認識、さらに政治制度などの問題点が指摘された。他方、戦争終結を導いた主た

る要因は、原爆投下か、ソ連参戦か、もしくは両者なのかといった論争が、現在でも盛ん

に行われている1。

本報告は、なぜ日本がドイツと異なった戦争終結の経緯を辿ったのかといった問題

意識から、最近の研究を踏まえつつ、日本に政治的な降伏をもたらした背景・要因につ

いて、１）戦争目的、２）日米関係、３）軍事的要因、具体的には本土決戦をめぐる日米の

ギャップを対象として考察を試みるものである。

1  終戦に関する研究を概観したものとして、鈴木多聞『「終戦」の政治史　1943－1945』東京大
学出版会、2011年、序論など。また、原爆投下と終戦をめぐる議論の紹介として、マイケル・コート（
麻田貞雄訳）「ヒロシマと歴史家－修正主義の興亡」『同志社法学』第60巻第6号（2009年1月）を参
照。



60  庄司潤一郎

１ 戦争目的

1945（昭和20）年6月8日に開かれた御前会議において、「今後採るべき戦争指導の

大綱」が決定された。そもそも同大綱の｢方針｣の陸軍案は、「帝国は戦政一致飽く迄戦

争を遂行し以て国体を護持し皇土を保全して民族発展の根基を確保す」となっており、

陸軍の徹底抗戦の強硬論を反映したものであった2。

しかし、決定された大綱では、「七生尽忠の信念を源力とし地の利人の和を以て飽く

迄戦争を完遂し以て国体を護持し皇土を保衛し征戦目的の達成を期す」3とされていた。

一面、前半部分は、陸軍の意向と、帝国議会開会に向けた国内向けの配慮としての側面

があったとはいえ、和平派を強く失望させた点は否定できなかった。

他方、「方針」には、妥協策として、「国体を護持し皇土を保衛し征戦目的の達成を期

す」との文言が、内閣により挿入されていた。その結果、戦争目的が、これまでの「自存自

衛」、「大東亜共栄圏の建設」から、「国体護持」と「皇土保衛」に限定されたことは、戦争

終結の道程において、二つの点で重要な意味を有していた。

第一に、「国体」と「皇土」、特に前者が護られるならば、戦争目的は達成され、戦争は

完遂されたことを意味するとの認識が閣内において認知された点である。鈴木貫太郎総

理大臣は、「このことは非常に含みのあることであって、余としては、戦争終末への努力の

足がかりが出来たやうに思はれたのである」4と述べている。

実際に立案に当たった内閣書記官長の迫水久常も、「内閣側では、『国体が護持せ

られ、皇土が保衛されるならばそれで征戦の目的は達成される』のだという意味に解して、

終戦に向かう方向を表したものと、解釈していたのであります」5と述べていた。

一方、陸軍は戦争目的の限定に合意したものの、そのニュアンスは内閣と異なってい

た。例えば、阿南惟幾陸軍大臣の側近であった陸軍軍人は、終戦の核心である「国体護

持」という大目的を達成するための自主的手段が本土決戦における「一撃必勝」であり、「

和戦の鍵は国体が護持されるか否かにある」と記していた6。東郷茂徳外務大臣らは、外

交交渉によって本土決戦前に「国体護持」の確保を企図したのに対して、陸軍は、本土決

戦という「一撃必勝」によってのみそれが可能であると考えていたのである。

2  江藤淳監修、栗原健・波多野澄雄編『終戦工作の記録（下）』講談社文庫、1986年、140-141
頁。

3  同上、170頁。
4  『終戦の表情（鈴木貫太郎述）』労働文化社、1946年、26頁。
5  迫水久常『終戦の眞相』道徳科学硏究所、　1968年、34-35頁。
6  西内雅・岩田正孝『雄誥 大東亜戦争の精神と宮城事件』日本工業新聞社、1982年、223-225

頁。
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ランド研究所のポール・ケスケメティ（Paul Kecskemeti）が1958年に執筆した、戦争終

結に関する古典的名著に、Strategic Surrender: The Politics of Victory and Defeat（『戦略

的降伏－勝敗の政治学』）という本がある。本書は、日独伊を比較しつつ戦争終結の形態

を理論的に考察したものであるが、その中でケスケメティは、「たとえ勝者が完全かつ永遠

に自由に振る舞えるとしても、敗者は、自己の中核的価値を傷つけられないと感じれば、

戦いをやめる決断をする」7と指摘しているが、日本にとっての中核的価値、すなわち「国

体」の護持が、戦争目的として指導者に共有されたことにより、日本の戦争終結に向かっ

ての指針が明確化されたのである。今後は、それをいかなる手段－軍事力か交渉か－に

よって達成するかが課題であった。

第二に、1943年の大東亜会議において強調された「大東亜共栄圏の建設」という理

念が、戦争目的から姿を消したことであり、この点も戦争終結を容易にした。すなわち、

理念を戦争目的とした場合、双方の妥協は困難であり、戦争は徹底的に最後まで戦わ

れる傾向が見られるからである8。

このような画期的な意義を含んだ大綱が決定された背景には、5月8日にドイツが降

伏、－それは加えて単独講和という信義上の問題を解決した－、さらには、期待されて

いた沖縄での戦いの劣勢が明らかになるにともない、「一撃講和」ではなく、即時和平を

求める機運が高まっていた点がある。

例えば、最近公開された「昭和天皇実録」には、4月30日、東郷外務大臣によるドイ

ツ崩壊後の措置に関する上奏に対して、昭和天皇から、「早期終戦を希望する旨の御言

葉」がなされたとの記述が見られる。

一方、ドイツの戦争は、日本の戦いとは異質の、人種・民族とイデオロギーの存亡を

賭けたまさに「絶滅戦争」（Vernichitungs Krieg）であり、その根底には強烈な理念、むし

ろイデオロギーがあった。したがって、勝利か破滅かの戦いであり、妥協による和平は想

定されていなかったのである9。

こういったイデオロギーは、戦争末期に、極限的な形で現れることになる。アドルフ・ヒ

トラー（Adolf Hitler）は、敗北の迫った1945年3月、有名な「ネロ指令」を発し、ドイツ領内の

あらゆる資産を破壊する焦土戦術をとるにいたるが、その際「戦争が負けとなれば、国民

も終りである。・・・なぜなら国民は弱者であることを証明したからである。未来はもっぱら強

7  Paul Kecskemeti, Strategic Surrender: The Politics of Victory and Defeat, Stanford University 
Press, California  1958, p. 14.

8  戦争目的の変遷とその意味については、戸部良一「日本の戦争指導－3つの視点から－」
戦争史研究国際フォーラム報告書『太平洋戦争の新視点－戦争指導・軍政・捕虜－』防衛省防衛
研究所、2008年3月を参照。

9  ナチスの戦争の特質を論じた最近の文献として、リチャード・ベッセル（大山晶訳）『ナチスの
戦争　1918-1949－民族と人種の戦い』中公新書、2015年。
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者である東の民族のものとなる」と述べていた。すなわち、弱い民族は生きる価値はなく、

国家の敗北と運命を共にすべきであると見做され、ヒトラーの殺戮の対象は、最後にはド

イツ自身、ドイツの絶滅に向けられたのであった10。

ちなみに、天皇は、8月14日の第2回目の「聖断」に際して、「この上戦争を続けては

結局我が邦がまったく焦土となり、万民にこれ以上の苦悩を嘗めさせることは私としては

実に忍び難い。・・・日本がまったく無くなるという結果にくらべて、少しでも種子が残りさ

えすればさらにまた復興と云う光明も考えられる」11と述べていたのである。当時の日独の

政治状況・政治指導者の相違を象徴的に物語っていると言えよう。

2 日米関係　

第二に、ポツダム宣言受諾の背景にあった、日米両国におけるいわゆる「穏健派」の

存在、及び敵対関係にもかかわらず日米間に存続した「信頼関係」の絆である。

日本では、早い時期から和平を模索する動きが見られた。例えば、近衛文麿元総理

大臣は、真珠湾攻撃のまさにその日に、「この戦争は負ける、どうやって負けるかお前はこ

れから研究しろ、それを研究するのが政治家の務めだ」12と側近に語った。さらに、翌1942
年1月、近衛は木戸幸一内大臣に、戦争終結の時期を早急に検討すべきであると強調、

それを受けて、木戸は、2月5日天皇に拝謁、「大東亜戦争は容易に終結せざるべく、結局

建設を含む戦争を徹底的に戦ひ抜くのが平和に至る捷径なると共に、一日も早く機会を

捉へて平和を招来することが必要」と上奏している。さらに、天皇は、12日東条英機総理大

臣に、「戦争終結につきては機会を失せざる様十分考慮し居ることとは思ふが、人類平和

の為にも徒に戦争の長びきて惨害の拡大し行くは好ましからず」と述べていたのである13。

その後戦局が悪化に転じたため、1943年夏頃から、近衛や岡田啓介などの重臣を

中心として、様々な勢力が結集、終戦工作を推進していくことになる。米内光政、高木

惣吉ら海軍軍人、「皇道派」系の陸軍軍人、外交官の吉田茂などである。こうした動きは

先ず、東条内閣打倒運動として本格化、その結果東条内閣の総辞職をいう政変をもた

らすにいたる。

さらに、近年の研究では、一枚岩とされた陸軍の主流内にも、参謀本部戦争指導課

を中心に、早期講和を目指す集団が活動していたことが明らかにされている14。

10  セバスチャン・ハフナー（赤羽龍夫訳）『ヒトラーとは何か』草思社、1979年、188-196頁。
11  下村海南『終戦秘史』講談社学術文庫、1985年、140頁。
12  『語りつぐ昭和史－激動の半世紀（3）』朝日新聞社、1976年、304頁。
13  木戸日記研究会編『木戸幸一関係文書』東京大学出版会、1966年、43-45頁。
14  山本智之『日本陸軍戦争終結過程の研究』芙蓉書房、2010年。
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ドイツでは、ヒトラー暗殺事件のような散発的な抵抗運動は見られたが、のち首相にな

るヴィリー・ブラント（Willy Brandt）のように、ナチスに反対する多くの人々が亡命していた

こともあり、政治中枢に日本のように破局を回避するために和平を模索する広範なグルー

プや動きは見られなかった。また、ドイツ国防軍内部においても、決定的な敗北を回避し

ようとする動きは見られなかった。一方アメリカも、ドイツによる部分的・局地的な降伏の申

し出を一切拒否、全面的な即時無条件降伏を追求し続けたのであった15。

一方、米国ではいわゆる「知日派」が大きな役割を果たした。例えば、次官も務めた

国務省のジョセフ・グルー（Joseph C. Grew）は、米国各地で演説を行い、日本には、「穏

健派」もしくは「リベラル」が存在しており、軍閥を打倒して彼らを中核として政権を担当さ

せれば、国際協調的な日本を立て直すことが可能であり、天皇は彼らの側にあるとして、

天皇制を擁護していた。また、ヘンリー・スティムソン（Henry L. Stimson）陸軍長官は、幣

原喜重郎、若槻礼次郎らを、軍閥に対峙し、日本の健全な発展をもたらす進歩的な政治

家であると高く評価していたのである16。

彼らは、戦争中において政策決定に大きな影響を及ぼし、米国の対日政策を穏健な

ものへと導いていった。例えば、1944年11月国務省の「戦後計画委員会」で採択された「

日本降服の条件」と題するメモは、「日本に残存している民主的穏健的勢力に力を与え、

占領軍が日本民主化を助成していく用意のあることを明らかにするであろう」と記されて

いた。こうした見解は、天皇制をはじめ苛酷な処置を要求する米国内の強硬論とは大き

く趣を異にしており、その背景には、日本国内に存続し続けている「穏健派」と協力、彼ら

を利用しつつ占領政策を行うことが、米国の国益にとっても好ましいとの判断があった17。

さらに、ポツダム宣言の策定にも深く関わり、同宣言の第10項は、「日本国政府ハ日

本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切の障礙ヲ除去スベシ　

言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権の尊重ハ確立セラルベシ」と記されていたので

ある。「民主主義的傾向の復活・強化」との文言は、「知日派」の認識を反映したものであ

った。

外交史家の五百旗頭真は、こうした「知日派」の奮闘を、日本にとって期待し得なか

ったはずの「敗戦のなかの僥倖」と評していた18。また、ケスケメティは、「米国の政策決定

者には、十分事情に通じた聡明な人々がおり、彼らの日本の状況に関する知識が、彼ら

をして適確なアプローチを想起させたのである。米国の対日降伏政策は、『無条件降伏』

15  山口定「ヒトラーとドイツ国防軍－無条件降伏への道」三宅正樹編集代表『昭和史の軍部と
政治④　第二次大戦と軍部独裁』第一法規出版、1983年、216-224頁。

16  「知日派」の動向については、五百旗頭真『日米戦争と戦後日本』講談社学術文庫、2005
年、入江昭『日米戦争』中央公論社、1978年などを参照。

17  入江『日米戦争』261-263頁。
18  五百旗頭『日米戦争と戦後日本』189頁。
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崇拝者たちが追求していた最悪の惨害となったであろう事態を避けることができた」と指

摘していた19。　

「知日派」をはじめとする米国内の動向は、日米間に直接の交渉ルートはなかったも

のの、日本にも適確にもたらされていた。例えば、先の近衛は、1945年2月天皇に対する

有名な上奏において、「英米ノ輿論今日迄ノ所未ダ国体ノ変更ト迄ハ進ミ居ラズ（勿論一

部ニハ過激論アリ。又、将来如何ニ変化スルヤハ測断シ難シ」と述べ、さらに米国は皇室

の抹殺を要求してくるであろうという参謀総長の意見をどう思うかとの天皇の下問にも、米

国の目標は軍閥の打倒にあって、「グルー及び米国首脳部の考へ方を見るに、其処迄

は行かぬ様思」うと答えていた。こういった認識の根拠となったのは、政務局など外務省

が収集した情報であった20。

このような日本によるインテリジェンスは、ポツダム宣言の受諾をめぐっても、大きな影

響を及ぼしていくことになる。7月26日に出されたポツダム宣言に対して、広島・長崎の原

爆投下、ソ連の参戦をへて、8月10日鈴木内閣によって、同宣言受諾に関する緊急電が

発電された。そこには、「条件中には右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求

を抱合し居らざることの了解の下に受諾す」と記されていた。

これに対して米国は、「天皇及日本国政府の国家統治の権限は・・・連合国最高司令

官の制限の下に置かるるものとす」とのバーンズ回答を発し、10日に日本に届く。その後

政府内では、その解釈と対応（受諾、再照会、もしくは戦争継続か）をめぐって意見の対

立が生まれた。

近年の研究によって、この微妙な時期において、特にスウェーデンやスイスなど中立

国からのインテリジェンスが、「国体護持」をめぐる日米トップ間のコミュニケーションにおい

て、重要な役割を果たしたことが明らかにされている21。

例えば、ヨーロッパにおけるインテリジェンスを踏まえて作成され、東郷外務大臣に

提出された「『ポツダム』三国宣言ニ関スル観察」は、日本の主権が認められ、「無条件

降伏」の文言が日本軍について使用されている点、皇室及び国体に言及していない点

などから、日本の面子保持に配慮しており、ドイツに対する態度とは大きく異なっている

と指摘していた。

さらに、8月13日に日本に届いたスウェーデンの岡本季正公使の電報は、米国がソ連

などの反対を押し切り天皇制の残置を認めさせたのは「米側の外交的勝利」であるとした 

19  Paul Kecskemeti, op.cit., p. 210.
20  庄司潤一郎「『近衛上奏文』の再検討－国際情勢分析の観点から－」『国際政治』第109号

（1995年5月）62-64頁。
21  有馬哲夫『「スイス諜報網」の日米終戦工作－ポツダム宣言はなぜ受けいれられたのか』新

潮社、2015年。
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現地の報道を受けて、実質的には日本側条件を受け入れたものであると分析していたが、

それは天皇や鈴木総理にも伝えられ、影響を及ぼしたと指摘されている22。

松本俊一外務次官は、「われわれの想像した通り、米国は相当の反対を押し切って、

我方の申出に対して、顧みて他をいうことに依り、間接に我方の要求を認めたもの」と見

做し、鈴木総理に同電報を渡し、即時受諾を要請した23。この時期、バーンズ回答への対

応をめぐっては意見が分かれたため、鈴木総理も動揺しており、こういった情報は、無視

し得ない効果を及ぼしたのであった。

いずれにしても、こうした経緯をへて、天皇は、第2回目の「聖断」において、「先方の

態度には一抹の不安があるというのも一応はもっともだが、私はそう疑ひたくない」24と述

べたのである。

さらに天皇は、それに前後すること2度にわたって、米側の回答に強い懸念を示し

ていた阿南陸軍大臣に対して、「阿南心配スルナ、朕ニハ確証ガアル」（8月12日）25、「

阿南、阿南、お前の気持はよくわかっている。しかし私には国体を護れる確信がある」（8
月14日）26と諭していた。天皇は、インテリジェンスなどを通じて、それなりの根拠を得てい

たこと示している。

加えて、天皇や鈴木総理が、米国に対して一定の信頼感を有しており、それ故に、こ

うして得られた情報をポジティブに解釈していった点も無視し得ない。鈴木総理は、13日の

閣議において、バーンズ回答に対して、「再三再四読む中に、米国は悪意で書いたもので

はない。国情は互にちがう、思想もちがう。実質に於て天皇につき変更するにあらざることを

感じ、文句の上につき異議をいうべきではない」27と述べていた。こういった鈴木総理の姿勢

は、「結局、米国指導者の国体護持に関する『善意』への信頼を意味」28していたのである。

天皇も、第2回目の「聖断」において、「国体問題についていろいろ疑義があるとのこ

とであるが、私はこの回答文の文意を通じて、先方は相当好意を持っているものと解釈す

る」29と述べていたのであった。まさに、「鈴木と天皇の判断を深いところで支えたのは、米

国と米国人に対する素朴な信頼感であった」30と指摘されたのである。

日本の米国に対する信頼感を象徴する出来事として、フランクリン・ローズヴェルト

（Franklin D. Roosevelt）大統領の死去に対する反応がよく知られている。鈴木総理は、「ア

22  同上、251-254及び273-276頁。
23  波多野澄雄『宰相鈴木貫太郎の決断－『聖断』と戦後日本』岩波書店、2015年、212頁。
24  下村『終戦秘史』140頁。
25  軍事史学会編『大本営陸軍部戦争指導班　機密戦争日誌　下』錦正社、1998年、757頁。
26  藤田尚徳『侍従長の回想』講談社、1961年、141頁。
27  下村『終戦秘史』128頁。
28  波多野『宰相鈴木貫太郎の決断』202頁。
29  下村『終戦秘史』140頁。
30  波多野『宰相鈴木貫太郎の決断』224頁。
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メリカ側が今日、優勢であるについては、ルーズヴェルト大統領の指導力が非常に有効で

あって、それが原因であったことは認めなければならない」としたうえで、「であるから私は、

ルーズヴェルト大統領の逝去がアメリカ国民にとって非常なる損失であることがよく理解で

きる。ここに私の深甚なる弔意を米国民に表明する次第です」31と弔意を表明していたので

ある（しかし、5日後の同盟国ドイツのヒトラーの56歳の誕生日には、祝電を送っていない）。

一方、このニュースに接したナチスの首脳部は、戦局の転機が訪れるであろうと歓

喜し、ヒトラーは「運命は歴史上最大の戦争犯罪人ルーズヴェルトをこの地上より葬り去

った」との声明を発したと言われている。当時米国に亡命していたドイツ人作家のトーマ

ス・マン（Thomas Mann）は、「日本はいまアメリカと生死を賭けた戦争をしています。・・・

あの東洋の国にはいまなお騎士道精神と人間の品位に対する感覚が存する。いまなお

死に対する畏敬の念と偉大なるものに対する畏敬の念が存する。これが独日両国の差

異である」と記していた32。

こうしたエピソードは、当時の日米関係と米独関係の相違を如実に物語っている。

米国とナチス政権との間には、日米間に見られたような信頼関係は全く存在しなかった

のである。

このように、戦争期にも日米間には、一定の「信頼関係」が存在しており、その点につ

いて、外交史家の入江昭は、「19世紀以来日米は基本的な姿勢や役割が類似していた

からこそ、戦争という極端な敵対関係にもかかわらず、以前の形態に回帰することによっ

て、戦後日米関係への推移が比較的スムーズだった」33と、太平洋戦争を論じた著書『日

米戦争』の結論で指摘している。

3 軍事的要因－本土決戦をめぐる日米のギャップ

第三に、本土決戦、いわゆる「決号作戦」をめぐる日米双方の対照的な軍事的意義

である。天皇は、ドイツ敗北前後の1945年春頃から、本土決戦に対して一方ならぬ関心

を抱き始めていた34。例えば、「昭和天皇実録」には、5月9日梅津美治郎参謀総長は1時

間余りに及ぶ上奏ののち、関係指揮官に対して「本土決戦の遂行を容易ならしむべき旨

の大陸命が伝宣される」と記述が見られる。

したがって、本土決戦の実状について下問したにもかかわらず、陸軍から要領を得

31  平川祐弘『平和の海と戦いの海』講談社学術文庫、1993年、81頁。
32  同上、149-150頁。
33  入江『日米戦争』330-331頁。
34  天皇と終戦との関連を、本土決戦の視点から分析した研究として、鈴木多聞「昭和天皇と日

本の『終戦』」北岡伸一編『国際環境の変容と政軍関係』中央公論新社、2013年。
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た説明を受けられなかったため、天皇は6月3・4日侍従武官を東金、片貝付近の九十九

里浜に視察のため派遣するなど、積極的に現状の掌握に尽力していた35。

6月9日天皇は、満州の視察から帰朝した梅津参謀総長から上奏を受けた。その内容

は、在満支兵力は米国の8個師団分しかなく、弾薬保有量もわずか一回分の会戦しかま

かなえないという悲観的なものであった。この報告を受けた天皇は、「夫レデハ内地ノ部

隊ハ在満支部隊ヨリ遙カニ装備ガ劣ルカラ、戦ニナラヌノデハナイカ」との所感を抱くに

いたり、天皇の終戦に対する焦慮を強める一因となった36。

さらに、特命の戦力査閲使として国内の要衝に派遣されていた長谷川清海軍大将に

よる天皇に対する報告が、6月12日になされた。内容は、例えば、訓練不足の隊員が乗り

込み、自動車の中古エンジンを急造の小型船に装着したものが特攻兵器として使用され

るなど、貧弱な兵器、資材の不足、及び隊員の不十分な訓練により、現場は本土決戦を

到底戦える状況にはないといったもので、天皇は、愕然とすると同時に、「そうだろう私に

もよく解る」と感想を述べていた37。

また、その頃東久邇盛厚王からも、海岸の防備のみならず、決戦師団も武器が十分

に補給されず、敵の落した爆弾の鉄を利用してシャベルを作る有様であるとの報告を受

け、天皇は「これでは戦争は不可能と云ふ事を確認した」のであった38。

その後、6月13日には沖縄の海軍守備隊の玉砕が報告され、天皇は、14日から2日

間体調を崩し、表に姿を出すことはなかった。

6月20日、「昭和天皇実録」によると、天皇は、拝謁した東郷外務大臣に対して、「戦

争の早期終結を希望する旨の御沙汰を下される」との記述がある。このとき天皇は、「戦

争に就きては最近参謀総長、軍令部総長それから長谷川大将の報告に依ると支那及び

日本内地の作戦準備が不充分であることが明かになったから、・・・成るべく速かに戦争を

終結することに取運ぶやう希望する」39と述べたと言われる。

さらに、6月22日天皇の発意によって開催された最高戦争指導構成員会議において、

天皇は、「戦争の指導に就ては曩に御前会議に於て決定を見たるところ、他面戦争の終

結に就きても此際従来の観念に囚はるることなく、速に具体的研究を遂げ、之が実現に

努力せむことを望む」40と、重ねて早期講和を求めたのであった。

35  防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書　大本営陸軍部　＜10＞』朝雲新聞社、1975年、449頁。
36  伊藤隆編集代表『高木惣吉　日記と情報　下』みすず書房、2000年、885-886頁。
37  長谷川清の陳述、佐藤元英・黒沢文貴編『GHQ歴史課陳述録－終戦史資料（下）』原書

房、2002年、569-570頁。
38  寺崎英成、マリコ・テラサキ・ミラー編著『昭和天皇独白録　寺崎英成・御用掛日記』文藝春

秋、1991年、118頁。
39  東郷茂徳（東郷茂徳記念会編）『時代の一面』原書房、1985年、340頁。
40  木戸幸一（木戸幸一日記研究会校訂）『木戸幸一日記　下巻』東京大学出版会、1966

年、1212－1213頁。
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このように、本土決戦に関する一連の報告は天皇に大きな影響を及ぼしたが、これを

契機に、天皇は、「一撃講和論」を放棄し、早期和平に転換していったと指摘されている41。

一方、陸軍は「一億玉砕」を喧伝しつつ、強気の姿勢のまま本土決戦の実施に固執し

ていた。原爆投下とソ連参戦直後の8月9日に開かれた最高戦争指導構成員会議におい

ても、東郷外務大臣の「日本の本土に上陸させないだけの成算があるのか」との問いに、

梅津参謀総長は、「非常にうまく行けば撃退も可能であるが戦争であるからうまく行くと計

りは考へられない、結局幾割かの上陸可能を認めなくてはならぬが上陸に際して敵に大

損害を与へ得る自信はある」と答えていた42。陸軍は、勝利は不可能と認識しつつも、一

縷の希望を持ち続けていたのである。

しかし、同日の第1回目の「聖断」に際して天皇は、「本土決戦本土決戦と云ふけれ

ど、一番大事な九十九里浜の防備も出来て居らず、又決戦師団の武装すら不十分にて、

之が充実は九月中旬以後となると云ふ。・・・いつも計画と実行とは伴わない。之でどうして

戦争に勝つことが出来るのか」43と述べ、ポツダム宣言受諾の理由として、原爆投下やソ

連参戦ではなく、不完全な本土決戦準備に言及したのであった。また、「このような状態

で本土決戦に突入したら、どうなるか。わたしは非常に心配である。あるいは、日本民族

はみんな死んでしまわなければならなくなるのではなかろうかと思う。そうなったら、どうし

てこの日本という国を子孫に伝えることができるのか」44と付け加えた。ちなみに、「昭和天

皇実録」では、「従来勝利獲得の自信ありと聞くも、計画と実行が一致しないこと、防備並

びに兵器の不足の現状に鑑みれば、機械力を誇る米英軍に対する勝利の見込みはない

ことを挙げられる」と記述されている。

関東の防衛に任じていた当時第12方面軍及び東部軍管区司令部の参謀長であっ

た高島辰彦陸軍少将は、この天皇の発言に対して、第12方面軍の「最大の欠陥」を指摘

され恐懼したが、「本土決戦は、結局九十九里浜の陣地に象徴される“砂上の楼閣”であ

った」とのちに回想している45。一方、参謀本部は、本土決戦に備えて現地視察を頻繁に

行っているが、その報告は概ね築城、物資、訓練、後方補給などいずれも不十分である

のみならず、決戦の気風にも欠けているというもので、参謀本部も、実際には厳しい現状

を認識していたのである46。

41  半藤一利『昭和史　1926－1945』平凡社ライブラリー、2009年、461頁。長谷川毅『暗闘　ス
ターリン、トルーマンと日本降伏』中央公論新社、2006年、167頁など。

42  東郷『時代の一面』357頁。
43  木戸『木戸幸一日記　下巻』1223-1224頁。
44  迫水久常『大日本帝国最後の四か月－終戦内閣“懐刀”の証言』河出文庫、2015年、207-208

頁。
45  読売新聞社編『昭和史の天皇　3－本土決戦とポツダム宣言』中公文庫、2012年、44-45頁。
46  防衛研修所戦史室『戦史叢書　大本営陸軍部　＜10＞』247-253、310-316、376-377頁など

を参照。
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注目すべきことは、天皇はこの「聖断」において、前述したように、本土決戦準備を例

示しつつ陸海軍統帥部の計画と実行が一致していないと軍部に対する不信感を表明し

たのであった。さらに天皇は、開戦以来陸海軍の行ってきたことをみると、「予定と結果」

が大きく違っており、今回の九十九里の防備についても、「実は、その後、侍従武官が現

地をみてきての話では、（参謀）総長の話とはたいへんちがっていて、防備はほとんどでき

ていないようである」とも言及していた47。

こういった発言は、陸軍首脳部に大きな衝撃を及ぼしていった。川邊虎四郎参謀次

長は、「聖断は下されたり　即ち、今後の作戦に御期待なし」に続けて、「畏れながら、御

上のお気持は、御前の会議の論争の帰結として、生じたるものにあらざるべし（想像）、要

するに今後の作戦に御期待なきなり、換言すれば、軍に対して御信用無之也・・・累積し

たる対軍不信感の表現なり　此の不信感が、恐れ多くもお上御一人の大御言葉として直

接表現せられたり」48と日記に記していた。また、宮崎周一参謀本部第一部長は、「大凶

日、屈辱へ」と手記に付記したのであった49。

このように、本土決戦の準備をめぐって初めて明瞭に示された天皇の陸軍に対する

不信感は、天皇がポツダム宣言を受諾する一因となり、一方、陸軍、特に参謀本部に戦

争を継続することを、断念させるのに、軍事的理由以上に大きな効果をもたらした。陸軍

は、軍事的敗北は認めつつ、何とか一撃の機会を与えてほしいと主張していたが、こうい

った望みをも断ち切ったのであった。

ちなみに、「昭和天皇実録」によれば、8月14日、第2回目の「聖断」がなされる直前、

天皇は、杉山元、畑俊六両陸軍元帥、永野修身海軍元帥を呼び、所見を求めたところ、

畑元帥は、遺憾ながら敵を撃攘し得る確信はなく、ポツダム宣言受諾はやむを得ないとし

たが、杉山、永野両元帥は、「国軍はなお余力を有し、士気旺盛につき、抗戦して上陸す

る米軍を断乎撃攘すべき」と奉答していたのである。

軍部の徹底抗戦論の根深さを示しているが、そうであればこそ、本土決戦の現実とそ

れにより表面化した天皇と陸軍との懸隔は、原爆投下やソ連の参戦の衝撃と同様に、戦

争終結の過程に決定的な影響を及ぼしたと言えよう。

8月12日、天皇は、皇族一同を参内させ、第1回目の「聖断」の理由について、長期

戦に伴う国力の疲弊、相次ぐ敗戦、空襲のほかに、「軍部の、本土決戦の勝利は信じ得

られぬ状況」を指摘していたのである50。

47  迫水『大日本帝国最後の四か月』207-208頁。
48  河邊虎四郎文書研究会編『承詔必謹－陸軍ハ飽マデ御聖断ニ従テ行動ス－』国書刊行

会、2005年、178-179頁。
49  防衛研修所戦史室『戦史叢書　大本営陸軍部　＜10＞』453頁。
50  東久邇稔彦『東久邇日記－日本激動期の秘録』徳間書店、1968年、200頁。
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一方、米国にとって、このように日本側の本土決戦準備の状況は不完全で貧弱であ

ったにもかかわらず、対日本土上陸作戦（｢ダウンフォール作戦｣）が迫るにつれ、生じ得る

人的損害が最大の問題となった。すなわち、膨大な残存兵力と想定された玉砕攻撃は脅

威であり、加えて、いずれも投入した米軍の35パーセント前後が死傷したと言われる、硫黄

島・沖縄における日本軍の抵抗で苦戦を強いられた体験は大きいものがあったのである。

例えば、1945年6月18日、ハリー・トルーマン（Harry S. Truman）大統領は、本土上陸

作戦実施とその人的損害を検討するために、ホワイトハウスに会議を招集した。会議は、

特に上陸作戦の死傷者の見積もりをめぐって、見解が分かれた。ウィリアム・リーヒ（Wil-
liam D. Leahy）統合参謀本部議長らは、沖縄戦の死傷率は約35パーセントで、本土上陸

に際してもほぼ同様な犠牲が生じると推定し、したがって上陸作戦には積極的ではなく、

犠牲を少なくするために、無条件降伏の条件緩和を主張していた。一方、ジョージ・マー

シャル（George C. Marshall）陸軍参謀総長は、より楽観的な見通しを有していた。結局会

議は、｢オリンピック作戦｣（九州上陸）を承認し、｢コロネット作戦｣（関東平野上陸）は当面

保留とすることになった51。

さらに、7月2日スティムソン陸軍長官がポツダム宣言草案の趣旨について説明する

ため、トルーマン大統領に提出したメモは、硫黄島や沖縄における死闘に言及しつつ、

「ひとたび日本本土への上陸作戦と軍事力による占領を始めれば、おそらく最後の一兵

の死に至るまで抵抗にあう」ため、速やかで経費のかからない目的の達成、すなわち日本

に対する条件提示を行うべきであると忠告していたのである52。

このように、本土上陸作戦にともなう死傷者数の見積もりについて、もちろん当時米国

政府内では各々の立場によってばらつきは見られたものの、近年の研究では、新たな史

料をもとに、高めの死傷者数を推定するものが散見される53。

例えば、エドワード・ドゥレー（Edward J. Drea）は、日本軍の暗号解読情報「ウルトラ」

によって、米軍は九州南部の日本軍の増強を把握しており、それにともない米軍の死傷

者数の推定も急増したため、作戦当局は作戦に懸念を有していたと指摘している。

また、リチャード・フランク（Richard B. Frank）は、九州上陸に際して、米軍の戦死者

は、月間で史上最多の記録に達したであろうと主張している。

いずれにしても、米国は、本土決戦を実施した場合の軍事的コストを懸念し、無条

件降伏の再検討を迫られたのであり、最終的に、ポツダム宣言の受諾による終戦を迎え

ることになった。

51  五百旗頭真『米国の日本占領政策－戦後日本の設計図　下』中央公論社、1985年、180-187
頁。長谷川『暗闘』168-172頁。

52  五百旗頭『米国の日本占領政策』192頁。
53  コート「ヒロシマと歴史家」483-487頁。
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ケスケメティは、「理論的分析によれば、敗者側の強力な残存兵力は、降伏を促すた

め敗者に政治的譲歩を行うよう勝者を導くことにより、勝者を実質的に軟化させる効果を

生み出す」と論じている。そして、その観点から、日本の場合戦争末期の独伊と異なり、

島国としての地勢的メリット、日本軍の残存兵力と旺盛な抗戦意欲をともなった戦闘は、

米国にとって重大な脅威と認識され、したがって、降伏の代償として政治的譲歩を得るた

めの取引交渉上の貴重な財産となったと指摘していたのである54。

また、軍事史家のジョン・フェリス（John Ferris）は、太平洋の戦場で米軍に多大な犠

牲を強いた日本の戦力と戦闘は、「幾つかの政治的目標を達成したのである。日本の敗

北はある種の勝利であった」と指摘している55。

一方、こういった費用対効果の軍事的配慮以外にも、第一の敵であったドイツ敗北と

いうヨーロッパにおける戦争終結にともなう米国国内の厭戦気分、本土が戦場となったドイ

ツの酷たらしい惨状に対する反省なども本土上陸作戦の見直しを促していった。

おわりに

本土決戦が行われていれば、より一層の日米両国の人的犠牲に加え、ドイツのよう

に国土の荒廃が生じ、直接統治を受け、さらに分断国家となっていた可能性も否定でき

ない。しかし、日本は、ドイツに比べ戦争を早期に、すなわち本土決戦以前に終結させる

ことによって、こういった悲劇を回避することができた。戦争の終結を、日本では「終戦」も

しくは「敗戦」、戦後ドイツでは「解放」（ナチズムからの解放）もしくは「敗北（崩壊）」と称さ

れる所以であろう。

ちなみに、「解放」と見做す見方は、リヒャルト・フォン・ヴァイツゼッカー大統領が、有

名な戦後40周年記念演説で、5月8日をナチズムからの「解放」の日と位置付けたことを契

機として、現在では定着するにいたっている56。

一方日本にとって、「敗戦」という軍事的な敗北の状況において、無条件降伏という厳

しい条件にもかかわらず、困難と犠牲をともなって達成された、文字通り「終戦」であったと

言えよう。ポツダム宣言には、米中英の代表は、「日本国ニ対シテ今次ノ戦争ヲ終結スル

（to end this war）ノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ」と記されていたのである。

54  Paul Kecskemeti, op.cit., pp. 158, 210, 220.
55  ジョン・フェリス「太平洋戦争後期における連合国の戦略」三宅正樹ほか編著『日本と連合

国の戦略比較－検証　太平洋戦争とその戦略　3』中央公論新社、2013年、253頁。
56  ドイツにおける論争については、R. v. ヴァイツゼッカー・山本務『過去の克服・二つの戦後』

日本放送出版協会、1994年、180-211頁。
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もちろん、米ソをはじめ多国間と軍事的にはもちろん、利害関係上も複雑に絡み合っ

たヨーロッパ戦場におけるドイツの戦いと異なり、日本にとって幸いな面もあった。外交史

家の波多野澄雄が指摘するように、「収拾すべき戦争が中国やアジアを舞台とした戦争で

はなく、もはや軍事力の戦いに収斂していた日米戦争であった」57点である。本論で考察

してきたように、限定された戦争目的、信頼関係、本土決戦のいずれも、ほぼ日米の二国

間に関わるものであり、それは、政治状況が複雑化するのを抑制し、戦争終結を相対的に

容易にしたと言えよう。そして、米国には「知日派」（一方日本には彼らに応える「穏健派」）

が存在し、彼ら以外の米国の政策決定者や軍人の間でも、戦争末期の日本軍の激しい抵

抗を目の当たりにして、人的なコストを考慮せねばならなかった。｢信頼｣と合理性のいず

れの面からも無条件降伏の方針の修正を迫っていったのである。

本論文では、第二次世界大戦期における日本と米国の信頼関係について言及した

が、米国と同じ連合国のポーランドとの間にも秘められた協力関係が存在していた。詳細

は、ワルシャワ大学のルトコフスカ先生の業績58を参照いただきたいが、ポーランド軍参謀

本部のスタニスロー・ガニから小野寺信・駐ストックホルム陸軍武官へのヤルタ密約の情

報伝達は、有名な話である。

ちなみに、英国の歴史学者であるＪ・Ｗ・チャップマン博士は、「情報における日本とポ

ーランドの関係は、同盟を結んでいたドイツよりもはるかに深い。このような親密な関係は

現在の日米関係に匹敵する」と指摘している59。
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English Summary of the Article

Shōji Jun’ichirō

The “End” of WWII from the Japanese Perspective
 

The guidelines for unconditional capitulation, formulated in January 1943 at the Casa-
blanca Conference, ultimately caused a hindrance at the end of the war. Germany contin-
ued to fight until the fall of Berlin after which they were ushered towards unconditional 
surrender. In the case of Japan, the capitulation happened through accepting the Potsdam 
Declaration, since there was no decisive battle that would take place on Japanese soil. Jap-
anese researchers mostly focus on analyzing the reasons for the significant delay of this 
political capitulation in the face of obvious military defeat. The article, focused on the dif-
ference in circumstances at the end of war in Germany and in Japan, is an attempt at an 
analysis of the background and factors that shaped the Japanese capitulation.

First of all, by the end of the war the aim of the war effort became limited to the pres-
ervation of the kokutai (the national identity, national character). As argued by Paul Kec-
skemeti, a Hungarian political scientist, the defeated side will stop fighting if reassured that 
the capitulation will not damage the essential values that define the given nation (Strategic 
Surrender). Japanese leaders all came to the conclusion, that as long as the kokutai would 
be preserved, it was crucial to end the war. While in Germany the Nazi ideology and dic-
tatorship system supported Hitler’s lack of willingness to lay down arms, and so the fight 
lasted until the (bitter?) end. 

Secondly, it is important to remember that Japan and the US kept their “relations based 
on trust” despite the current state of war. Both countries witnessed the activity of the so-
called moderate circles. Already in the early stages of the conflict, groups of US and Great 
Britain sympathizers were looking for paths towards the restoration of peace. On the part of 
the US, Joseph Grew played a major role in this regard (a Japanese historian, Iokibe Makoto, 
calls his involvement “a lucky break”). Such efforts helped to speed up the end of war, beck-
oned by the common conviction that the agreement in the case of kokutai was achieved.  

Thirdly, there were military factors. In the times prior to the US troop invasions of 
the Japanese islands, both countries were aware of each other’s military potential. The slo-
gan “100 millions will die together” was quite popular at the time. Hence it was not only 
the atomic bomb attacks or the Soviet invasion that resulted in the end of war. The US, 
following the hardships of Iwojima and Okinawa, cautious about military costs provided 
an armed conflict would happen on the main Japanese islands, were revisiting the idea of 
pressuring Japan towards unconditional capitulation. Both the terrain (an island country), 
as well as a still numerous and determined army, made the Japanese case harder than that 
with Germany. As the American historian John Ferris points out, the Japanese army caused 
the US great losses in the Pacific, but the fight with Japanese forces facilitated a few politi-
cal goals. In turn, the Japanese defeat was a victory of a sort.
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The Japanese leaders were unable to reach an agreement in the case of accepting the 
Potsdam Declaration, so the end of the war was announced due to the twofold “decision 
of the divine Emperor” (seidan). If the fight continued on the main islands, the war would 
have generated more victims on both sides, more destruction, and just as in the case of 
Germany, Japan would have been placed under the direct supervision of the Allies and the 
country, most likely, would have been divided. There are reasons for which in Germany 
the end of war is called “liberation” (from the Nazi) or the fall (demise), while in Japan it 
is referred to as simply “the end of war” (shūsen) or defeat (haisen). 

Keywords: unconditional surrender, Potsdam Declaration, “decisive battle for the Home 
Islands”, “preservation of the national polity”, Emperor Showa



Agnieszka Kozyra

A Vision of New World Religion 
in Nishida Kitarō’s Philosophy

Nishida Kitarō (1870-1945), a modern philosopher and the main representative 
of the philosophical movement most commonly referred to as the Kyoto School 
(Kyōtoha), was very concerned with the problem of religion from the comparative 
point of view. Further representatives of the Kyoto School follow the same path 
and have tried to formulate some theories which could become the foundation of 
interreligious dialogue. Especially Abe Masao (1915-2006) has conducted interre-
ligious dialogue with many Christian philosophers being critical also to his own 
religious tradition, namely Buddhist1.

It should be noted that Nishida was the first of the representatives of the Kyoto 
School who advocated the necessity of going beyond both Buddhism and Chris-
tianity in search of a new world religion. This fact can be easily overlooked, since 
Nishida is regarded as a fervent follower and propagator of Zen Buddhism.

 Nishida started his practice of Zen in 1896 at Senshin’an in Kanazawa, under the 
guidance of Rinzai master Setsumon Genshō (1850-1915), who formally received 
him as a lay disciple (koji) five years later and gave him the name Sunshin (Inch 
Mind). Nishida was apparently inspired by his friend, Suzuki Daisetz (Daisetsu, 
1870-1966), who is famous for his many books and essays in English that helped 
in spreading interest in Zen to the West. Nishida took part in sesshin (an intensive 
Zen practice) under the guidance of master Kokan Sōhō (1839-1903) at Taizōin, 
one of the sub-temples of Myōshinji in Kyoto. Nishida abandoned his formal Zen 
practice in 1904 and decided to devote himself to philosophy. However, according 
to Suzuki Daisetz, Nishida’s final breakthrough in Zen took place in 1923, nine-
teen years after he had ceased his practice. Suzuki recalls Nishida’s following state-
ment: “My thoughts have reached the point where they cannot be explained by 
the framework of conventional philosophical language” (Yusa 2002: 190). Nishida 
started to write about the philosophy of “absolute nothingness” (Jpn. zettaimu) and 

1  For instance Abe Masao’s dialogue with the Protestant philosopher Paul Tillich (1986-1965)
　see： Abe 1989.



78  Agnieszka Kozyra

the logic of absolutely contradictory self-identity (Jpn. zettaimujunteki jikodōitsu 
no ronri) at about the same time. In his essay titled Bashoteki ronri to shūkyōteki 
sekaikan (Logic of place and religious worldview, 1944) he clearly links his logic 
of absolutely contradictory self-identity to the Zen tradition. In his letter to Nish-
itani Keiji, written one year before, Nishida stated: “It is true that my philosophy is 
related to Zen experience. Most people do not know what Zen is. I believe that the 
essence of Zen is grasping the reality itself (Jpn. genjitsu haaku). I always wanted 
to translate Zen experience into the language of philosophy, although I may not 
have succeeded in my attempt. But to do so was my most important ambition from 
the time I reached thirty” (Muramoto 1997: 91). 

It should be noted that Nishida did not proclaimed that the “religion of the 
future” should be Zen Buddhism. According to him the “religion of the future” 
will emerge as a result of a deepening reflection on the universal religious expe-
rience of mankind, experience, which can be discovered in all religions, although 
it is often hidden.

The aim of this article is the attempt at clarifying Nishida’s views on religion 
and the universal religious experience with special attention to his critical remarks 
on Buddhism. This problem is especially important in the context of interreli-
gious dialogue of the Kyoto School representatives, which has the foundation in 
its unique definition of “religious experience”, a definition, which can be traced to 
Nishida’s philosophy. The focal text that will be analyzed in this article is Nishi-
da’s late essay, Bashoteki ronri to shūkyōteki sekaikan (Topological logic and reli-
gious worldview) written in 1945, a crucial year in Shōwa Period Japan. One may 
conclude that, even in the time of the Second World War, Nishida hoped that the 
“religion of the future” would bring peace to the world.

1. Nishida Kitarō’s logic of absolutely contradictory self-identity

Nishida Kitarō was convinced that the logic of absolutely contradictory identity 
applies to the true reality which can be discovered due to the universal religious 
experience. According to Nishida, the logic of absolutely contradictory self-iden-
tity is not just a set of rules that govern human thinking but “the form of self-for-
mation of reality” (NKZ 11b:160). 

It should be noted that Nishida distinguished three types of discrimination: irra-
tional discrimination, rational discrimination and “discrimination without discrimi-
nation”. Irrational discrimination is not logical. Irrational statements are chaotic and 
have no logical rules to govern them, so we simply refuse them. Rational discrimi-
nation (gōriteki funbetsu) is in compliance with the principle of non-contradiction 
(“A” is not “non-A”) — the principle of formal logic. In the case of formal logic we 
accept as true judgment affirmation or negation, so we can call it “two-value” logic 
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(affirmation or negation). “Discrimination without discrimination” (mufunbetsu no 
funbetsu) is in compliance with the principle of self-contradiction—the truth is both 
affirmation and negation at the same time and in the same respect, so it is a “one-
value” logic of absolutely contradictory identity. Such logic can be called “standpoint 
without standpoint” (Jpn. tachiba naki tachiba ) (NKZ 8: 570).

Another point of note is that the logic of absolutely contradictory self-identity 
is not in opposition to “rationality” since it includes “rationality” (a mode of think-
ing that complies with the principle of non-contradiction) as one of its aspects. 
The principle of non-contradiction of formal logic (“A” is not “non-A”) is only one 
aspect of the logic of absolutely contradictory self-identity (“A” is not “non-A” and 
“A” is “non-A”). That is why the “rationality” of formal logic is included in the logic 
of absolutely contradictory self-identity as one of its aspects. 

Therefore, the rationality of formal logic is not itself the reason for delusions. 
Delusions arise if one becomes attached to such rationality and is not able to 
grasp the whole structure of the true reality conceived as absolutely contradictory 
self-identity (NKZ 11a: 421). 

Nishida used the notion of Absolute Nothingness as a synonym of reality 
regarded as absolutely contradictory self-identity. According to him, absolutely 
contradictory self-identity is Absolute Nothingness, since it cannot be perceived 
as an object by a subject. In Absolute Nothingness all contradictions (including 
opposition of subject and object) are paradoxically identified and yet sustained. 

Nishida stated that the Absolute Nothingness implies the religious notion of 
the Absolute conceived as Immanent Transcendence (Jpn. naiteki chōetsu). In the 
terms of formal logic, transcendence excludes immanence – what is transcendent 
is never immanent. However, for Nishida, formal logic does not apply to the true 
reality, which is absolutely contradictory self-identity. There is something that tran-
scends the individual self, but transcends it immanently. The world of subject-object 
dualism (the world in which individual self is a subject separated from all objects 
of cognition) is only one aspect of true reality. The other aspect is the identity of a 
subject and an object – true reality is the absolute contradictory self-identity of all 
oppositions, including subject-object dualism. The religious experience of Imma-
nent Transcendence is the experience of absolute contradictory self-identity of a 
cognitive subject and all objects of cognition, i.e. individual self and the universe. 

2. Religion as defined in Nishida Kitarō’s philosophy

Nishida did not agree with the conclusion that the main aim of all religions 
is to provide consolation to people who suffer from illness or are tormented by 
desires, which cannot be fulfilled. “Fear of suffering and desire to feel pleasure 
belong to the domain of the biological, physiological self, not to the domain of 
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the true individual self. If the aim of religion was to console the self which is full 
of desires, as some people mistakenly presume, one could compare religion to a 
tranquillizer or a medicine that reduces pain” (NKZ 11a: 429). 

According to Nishida, religion is not a product of social life either. “Those who 
negate religiosity often think that human social existence is the foundation of the 
individual self. From the same point of view they perceive the problem of life and 
death, because they do not realize that human existence is prior to a society” (NKZ 
11a: 414). A society does not create a religion; the opposite is true, since the reli-
gious notion of sacrum has always been an important factor in creating social bonds.

Nishida emphasized that religion is “the spiritual fact” (Jpn. shinreijō no jijitsu), 
which can be experienced by everybody who is looking for the source of human 
existence. “Religiosity is hidden at the bottom of the individual self ” (NKZ 11a: 
418). Therefore religiosity is universal, and it is not a special psychical attitude of 
exceptional human beings (NKZ 11a: 454). 

Nishida would agree with Mircea Eliade’s conclusion that a human being is 
homo religiosus (Saliba 1976: 45),2 but his line of argumentation is different, since 
he refers to the notion of absolutely contradictory self-identity as the only true 
reality. Nishida claimed that religiosity is an innate characteristic of man, since 
it results from his internally contradictory nature. “Individual self emerges as an 
affirmation that is self-negation of the absolute One. For this reason, it exists in 
self-negation and in this sense, all people are religious by nature” (NKZ 11a: 448). 
Religious attitude does not necessarily imply the existence of a single, specific reli-
gious doctrine, but means absolutely contradictory self-identity of the sacrum and 
the profanum. The sacrum is therefore an inseparable part of human existence.

The true sacrum is “Immanent Transcendence”, which means that transcendence 
can be discovered only in the depth of individual self. “Religious faith involves pre-
cisely this dimension wherein the individual self discovers itself as a bottomless con-
tradictory self-identity” (NKZ 11a: 419). This bottomless contradictory self-identity 
means that immanent dimension of the individual self (a concrete human being) 
includes transcendence. Nishida argues that religious experience is the experience 
of inner contradiction of human existence. This contradiction cannot be removed, 
since it is at the same time the source of human existence. A man sooner or later 
must face the contradiction of Immanent Transcendence: only by overcoming the 
individual self in its innermost depth, the religious Absolute can be found.

 The true religiosity does not belong only to the dimension of transcendence or 
only to the dimension of immanence. “Religion must be immanently transcendent 
and transcendently immanent - religion can be grasped only as absolute contra-

2  Homo religiosus refers to the idea that human existence is inherently religious in the sense that 
there is a human existential drive toward transcendence. There is a long lineage of scholars that have 
proposed this idea, including G.W. Hegel, Soren Kierkegaard and William James. 
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dictory self identity of immanence and transcendence” (NKZ 11a: 459). “Religion 
cannot be understood from the point of view of reason (i.e. from the point of view 
of formal logic with its rule of excluded middle – A.K.), which is always presup-
posing the dualism of the subject and object of cognition. Religion is a problem 
related to the foundation of individual self ” (NKZ 11a: 413). Such a foundation is 
beyond any dualism. The universal religious experience is “the absolute fact” for 
the individual self (NKZ 11a: 418) in the same way as experiments are facts for a 
scientist. Nishida emphasized that there is no true religiosity without the univer-
sal religious experience. Every religion would degenerate if the universal religious 
experience ceased to be its foundation (NKZ 11a: 424).

In the vision of reality as absolutely contradictory self-identity, sacrum is insep-
arable from profanum, and therefore religion cannot be in opposition to culture. 
Nishida disagreed with the views of the proponents of dialectic theology because he 
believed that true culture is inseparable from religion. “A religion that negates cul-
ture is not true. This kind of false religion is anti-humanistic, absolutely transcend-
ent and thus it does not contain any content that is important for the human 
being” (NKZ 11a: 459). This does not mean, however, that religion is dependent 
on culture or that it is a product of culture. “The purpose of religion is not cul-
ture – conversely, culture constantly refers to religion. True culture is born from 
religion” (NKZ 9: 215). Profanum is contradictory self-identical with sacrum and 
that is why one can discover reflections on sacrum at the foundation of all cul-
tures. That is why primitive societies were inextricably linked to the myths that 
constituted the reality governing the human world.

 Man, being a separate element of the world of “absolutely contradictory 
self-identity”, is always a creative and creating element. Culture also emerges as a 
result of the self-forming of such a reality. “In the world of absolutely contradictory 
self-identity, self-formation of individuals is self-formation of the world and vice 
versa. Uniformity and multiplicity are identical through mutual self-negation, and 
this leads to a transition from what is created to what is creative (Jpn. tsukurareta 
mono kara tsukuru mono e). This is the process of cultural development” (NKZ 9: 
212). Thus, culture is “the content of self-shaping form, which is a self-determi-
nation of the Eternal Present3 (Jpn. eien no ima)” (NKZ 11a: 457). As a result of 
the formation, in accordance with the law of absolutely contradictory self-iden-
tity, different directions of development emerge, in which different cultures arise 
– “however, the center of such development is always the presence of Active Intu-
ition (Jpn. kōiteki chokkan)”4 (NKZ 9: 213). 

3  The Eternal Present is a term that applies to the temporal aspect of the absolute contradictory 
self-identity – it is the absolute contradictory self-identity of past and present.

4  According Nishida, Active Intuition means that a subject, which is absolutely contradictory 
self-identical with the object, perceives the object  only through becoming the object. Active Intuition 
is primordial; a Reason is only one of its aspects.
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Nishida emphasized that the separation of culture from sacrum leads to its col-
lapse. “If a man delves into his essence while denying religion, and in this sense 
chooses the way of culture, it means that the world negates itself, and the man 
loses its essence. Since the Renaissance, Europe began to move in precisely this 
direction, which is the reason for the emergence of voices predicting the near end 
of European culture. When the world lost itself and man has forgotten about God, 
man sentenced himself to the mercy of his desires, finding selfish delight in his 
own individuality. In this way, the world became an arena of constant struggle and 
a place of satisfying hedonistic desires. This means a state of complete chaos. Such 
a direction of culture in its culmination means losing the essence of culture. For 
this reason, thinkers such as Christopher Dawson (1889-1970), seeing no pros-
pects for the development of European culture, talk about falling back to the Mid-
dle Ages. Although we commonly say that history repeats itself, in fact, there is no 
return to the past. History is about creating something new each time. Modern 
culture has developed from medieval culture as a historical necessity. Not only is 
it not possible to return to medieval culture, but also impossible to return to the 
stage preceding the development of modern culture. That is why a new direction 
of cultural development should be sought, which in turn is connected with the 
necessity of the birth of a new human being” (NKZ 11a: 460).

3. Immanent Transcendence - beyond Buddhism and Christianity

Nishida believed that man must rediscover his source in the religiosity of Imma-
nent Transcendence and thus create a new culture. “I think we should seek God in 
self-denial. This is not to choose total immanence, because it is the world’s way to 
perdition, and man’s way to negating his humanity. The correct direction is tran-
scending what is inside. Thus conceived, Immanent Transcendence is the way to 
a new culture” (NKZ 11a: 461).

 In every religion we can find reflection on the experience of Immanent Tran-
scendence, although in some religions there are more such reflections than in oth-
ers. Nishida found the “immanent and transcendent” elements in Buddhism and 
Christianity, but he also showed in both traditions the dominance of interpreta-
tion that was inconsistent with the logic of the absolutely contradictory self-iden-
tity. “In the relation between man and the Absolute, two opposing directions can 
be distinguished – transcendent and immanent. Both of these directions respec-
tively correspond to Christianity and Buddhism. However, true religion cannot be 
abstractly brought to only one of these directions. The new world religion must be 
a consistent reflection on the experience of Immanent Transcendence. God, who 
is merely transcendent, is not a true God, because he is not an absolute love, in 
the sense that he is present in the heart of even the most hardened sinner. On the 
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other hand, immanent God is reduced to subjectivity of human consciousness and 
cannot be named God anymore” (NKZ 11a: 435).

Nishida was convinced that the immanent interpretation of Buddhism was a 
pantheistic vision, incompatible with the true message of sutras. Nishida named his 
interpretation of Buddhism in accordance with the logic of the absolutely contradic-
tory self-identity as panentheism (NKZ 11a: 399). “In contrast to the Judeo-Chris-
tian tradition, in Buddhism an encounter with the transcendent Absolute occurs 
only when ego overcomes itself towards the Immanent Transcendence (…). It is 
precisely the principle of Immanent Transcendence that is characteristic for Bud-
dhism” (NKZ 11a: 434). Nishida realized that many Buddhists did not share his 
views on the above interpretation of sutras, and he considered the panentheism to 
be the essence of the relationship between the individual self and Buddha (NKZ 
11a: 399). Also the Buddhist theory of ’ “exclusivity of self ” (Jpn. yuishinron, “only 
self exists”) should be understood from the point of view of the logic of absolutely 
contradictory self-identity. It does not say that the so-called objective world is only 
a projection of the individual self, its aim is only to emphasize that the individual 
self is not separate from the world, because it is absolutely contradictory self-iden-
tical with it. “‘Individual self is Buddha, Buddha is individual self ’ – this truth 
does not mean that the world is a product of the mind” (NKZ 11a: 446). Nishida 
also proposes a new definition of the Buddhist term Non-self (Sk. anātman; Jpn. 
muga), in line with the logic of the absolutely contradictory self-identity. Non-self 
does not simply deny the individuality of the self. Non-self indicates that there is 
no separate, individual self, the existence of which is consistent with the law of 
non-contradiction in classical logic. Individual self is internally contradictory - its 
essence is absolutely contradictory self-identity of the subject and object of cog-
nition. In this sense we can say that individual self is separate and is not separate 
at the same time. Only in the context of the logic of the absolutely contradictory 
self-identity can we understand why Nishida on the one hand demanded to aban-
don the concept of individual self and criticized the authoritative subject-object 
point of view, and, on the other hand, claimed that “attachment to the concept of 
individual self and the authoritative subjective point of view belongs to the nature 
of this world [the world of absolutely contradictory self-identity – A. K]” (NKZ 9: 
301). Thus, we can say that Nishida reinterprets the Buddhist doctrine in accord-
ance with the principle of the logic of absolutely contradictory self-identity, i.e. in 
the spirit of Immanent Transcendence.

Nishida claimed that Buddhism should not be called the “religion of the future”, 
precisely because he was aware that many representatives of institutional Buddhist 
schools do not agree with his interpretation of the Buddhist doctrine in accordance 
with the logic of absolutely contradictory self-identity. “Can one expect Buddhism 
to contribute to the creation of the new era in the history of the world? However, 
we must remember that Buddhism in its traditional form is only a relic of the 
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past. Universal religion, if it is specific, and formed in a historical process, always 
shows characteristics associated with the time and place of the nation who shaped 
it. For this reason, historical religions, although they retain attributes of true reli-
giousness, also have many flaws” (NKZ 11a: 462). The main flaw of the doctrine 
of various Buddhist schools is the pantheistic interpretation of Buddha’s teachings.

Institutional Christianity also cannot be considered to be the “religion of the 
future” due to its vision of a transcendent God-Ruler. “Christianity, which was the 
center of medieval world awareness, was a religion transcendent in the sense of the 
duality of the subject and object of cognition. It was the religion of the God-Ruler 
(Jpn. kunshuteki kami), and therefore secular and religious authorities were com-
bined. Successors of St. Peter also became the successors of the Roman Emperor. 
This kind of religion negates the essence of religiosity” (NKZ 11a: 460). Nishida 
was convinced that the new times do not require the religion of the “Lord with 
countless hosts”, but they need a religion of absolute mercy (NKZ 11a: 439).

It should be noted that the very idea of a transcendent God, separate from the 
world and impossible to be reduced to the world, was recognized by Nishida as a 
legitimate conclusion on one aspect of the true reality conceived as the absolutely 
contradictory self-identity. “Individual self touches the Absolute, which expresses 
itself by transcending itself outwardly, spatially, in the so-called objective direc-
tion. One could conclude that Christianity explored this direction best” (NKZ 11a: 
434). Transcendence is one aspect of the absolutely contradictory self-identity of 
all oppositions, including the opposition of immanence and transcendence.

Nishida also found in the Christian tradition, elements close to the universal 
religious experience of the absolutely contradictory self-identity. In a sense, he 
reinterpreted Christianity according to the logic of the absolutely contradictory 
self-identity. “The relationship between God and man should be understood as a 
relationship of ‘reverse polarization’. Thus, our religiosity does not result from indi-
vidual self, but is a cry from God, Buddha’s call. This cry is an act of God, an act 
of Buddha, and it comes from the source of our individual self ” (NKZ 11a: 409). 
According to Nishida, the statement that man was created in the image and like-
ness of God indicates that the individual self is “a point, which is a self-reflection 
of the absolute One” (NKZ 11a: 420). Thus, Nishida interprets the concept of the 
creation of man by God in his own image in a completely different way than most 
Christians. He believes that the concept of “creation” means the unity of man and 
God, which can be discovered at the source of the individual self. “Man discovers 
his unity with God at the source of his individual self. In this sense, man is created 
by God”. In this context, he also quotes the words of St. Augustine, who wrote: 
“You created us for yourself and our hearts will never find peace, until they have 
rested in you” (NKZ 11a: 410). Nishida also pointed out that the Christian con-
cept of Christ’s incarnation could be regarded as an act of God’s self-negation con-
sistent with the logic of the absolutely contradictory self-identity (NKZ11a: 435).  
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He emphasized that the Christian negative theology is clearly heading towards an 
“immanent and transcendent” interpretation of the Absolute. The negative theol-
ogy often employs the concept of “self-emptying” (kenosis, which is the ability to 
empty yourself) – man must “self-empty”, or reject any egocentricity in order to 
be filled with the grace of God. Nishida believed that the importance of conver-
sion as an absolute self-negation is also expressed in the following words of the 
Apostle Paul: “I myself no longer live, but Christ lives in me” (NKZ 19: 530-531). 
In this context, Nishida interpreted the concept of conversion in the Bible. “It is 
God who makes us born again, because Adam dies in us, and by the power of the 
Holy Spirit we become completely someone else, and the changes affect our hearts, 
spirits, thoughts and forces” (NKZ 11a: 424). From the point of view of classical 
logic, self-emptying must mean the disappearance of individual characteristics; so 
then only the sacrum can enter the profanum. However, if we wanted to be con-
sistent in applying the law of non-contradiction, we would have to conclude that 
in an act of “self-emptying” the profanum is annihilated or completely displaced 
by the sacrum. Hence the frequent accusations that man loses his autonomy in the 
mystical experience, becoming a passive medium. Many Christian mystics, such 
as Eckhart (1260-1327), disagree with that interpretation, arguing that the state of 
unity with God does not entail the elimination of individual consciousness. For 
some representatives of the Kyoto School this conclusion was proof that in Chris-
tian tradition one can find the notion of absolute contradictory self-identity (of 
God and man). Nishitani Keiji (1900-1990) also emphasized how the concept of 
Christ’s kenōsis5 has much in common with the idea of self-negation in Buddhism 
(Nishitani 1983: 58-59). 

Nishida had no expectations that Christians would convert to Buddhism, but 
hoped that the new Christian world would make its starting point the immanently 
transcendent Christ, the image of whom, he found in the novels by Fyodor Dos-
toevsky.

Nishida thought that belief in the sacrum being absolutely contradictory 
self-identical with the profanum should become a starting point for interpreta-
tion of not only Buddha’s teachings but also of Christ’s teachings “<There is Bud-
dha and therefore there are beings entangled in samsara; and because there are 
beings entangled in samsara, there is Buddha>. This saying can be paraphrased 
in the Christian spirit: <there is God-Creator and therefore there is the created 
world; and because there is the created world, there is God-Creator>” (NKZ 11a: 
398). Every religion, as long as it is an expression of true religiosity, must interpret 
the concept of conversion and salvation from the point of view of the logic of the 
absolutely contradictory self-identity.

5  Kenōsis – renunciation (Phil.2:7). Nishitani refers to kenōsis in Protestant tradition as Christ’s 
self-suspension or deprivation of all attributes of God.
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Nishida proclaimed that the future religion of a new era in the history of the 
world should be a religion of Immanent Transcendence, because only this form 
of religion responds to the spiritual needs of humanity. Immanent Transcendence 
is not only an answer to the question about the nature of the Absolute, but also 
to the question about the essence of the individual self. The source of the exist-
ence of individual self is self-negation of this self, which thus establishes itself. 
“This does not mean annihilation of ego, nor that it becomes God or Buddha in 
the literal sense of the word. Nor is it about bringing the individual self closer to 
sacrum. For the relationship between man and God or Buddha is a relationship of 
reverse polarization (absolute contradictory self-identity – A.K.)” (NKZ 11a: 415).

For Nishida, all religions were imperfect reflections on the universal religious 
experience, i.e., the experience of Immanent Transcendence. He emphasized that 
although in Buddha’s teachings one can find the most profound reflection on the 
universal religious experience of Immanent Transcendence, the doctrines of vari-
ous Buddhist schools were not free from distortion of such primordial experience. 
In the future, both Buddhists and Christians should ground their teachings in the 
experience of Immanent Transcendence. Nishida believed that the religion of the 
future would be a religion of Immanent Transcendence, but it would not arise as 
a development of a particular religious tradition while excluding others. The reli-
gion of the future is to emerge after a long process in which humanity becomes 
aware of the Immanent Transcendent essence of the experience of sacrum in all 
religions of the world. 

However, Nishida does make it clear that the notion of absolutely contradic-
tory self-identity is to be found more easily in Buddha’s teachings than in other 
religious traditions. The famous statement, “one is all and all is one” (Jpn. ichi soku 
issai, issai soku ichi) from the Flower Garland Sutra (Sk. Avatamsaka sūtra; Jpn. 
Kegongyō) can be regarded as the best definition of the notion of absolutely con-
tradictory self-identity. Therefore one could argue that Nishida’s vision of “reli-
gion of the future” should be called “Anonymous Buddhism” in comparison to 
Karl Rahner’s (1904-1984) theory of “Anonymous Christianity”. Karl Rahner was 
convinced that the Evangelical truth of love (God’s Commandment: “Love your 
neighbor”) can be found in all religions of the world due to God’s primordial rev-
elation in human conscience. Rahner stated: “Anonymous Christianity means that 
a person lives in the grace of God and attains salvation outside of explicitly con-
stituted Christianity… Let us say, a Buddhist monk… who, because he follows his 
conscience, attains salvation and lives in the grace of God; of him I must say that 
he is an anonymous Christian; if not, I would have to presuppose that there is a 
genuine path to salvation that really attains that goal, but that simply has noth-
ing to do with Jesus Christ. But I cannot do that. And so, if I hold that if every-
one depends upon Jesus Christ for salvation, and if at the same time I hold that 
many live in the world who have not expressly recognized Jesus Christ, then there 
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remains in my opinion nothing else but to take up this postulate of an Anonymous 
Christianity” (Rahner 1986: 135). 

It ought to be pointed out that Rahner’s statement of “God’s voice in human 
conscience” could also be regarded as Immanent Transcendence.

Nishida wanted to go beyond Buddhism but he meant to go beyond the false 
pantheistic interpretation of Buddha’s teachings, not its truth. In many sūtras of 
Mahāyāna Buddhism one can find the absolutely contradictory self-identity of 
oppositions, for instance, the famous statement: “form is emptiness and emptiness 
is form” in the Heart Sūtra (Sk. Prajñāpāramitāhṛdaya sūtra, Jpn. Hannyashingyō). 
Buddhist meditation practice has as its goal overcoming subject-object dualism, 
which leads to the experience of reality as absolute contradictory self-identity. 
It should be noted that in comparison to Buddhism, in other religious traditions, 
the idea of absolute contradictory self-identity as the true structure of reality is 
rather marginal and often implicit. 
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アグニェシカ・コズィラ

論文概要

西田幾多郎の哲学における新しい世界宗教の展望

現代の哲学者であり、いわゆる京都学派の代表的存在である西田幾多郎

（1870-1945）は、相対的な視点から宗教の問題に取り組んだ。重要なのは、西田

が新たな世界宗教を模索するなか仏教もキリスト教も超える必要性を提唱した、

京都学派の中でも最初の存在だったということである。西田は禅宗の熱心な信奉

者であり布教者であったため、この事実はややもすれば見落とされがちである。

西田によれば「未来の宗教」は、多くの場合隠れているが実はすべての宗教に見

いだすことのできる、人類の普遍的宗教的体験への深い洞察の結果現れるだろう

と述べている。本論文の目的は、仏教に対する西田の重要な見解に特に着目しつ

つ、彼の宗教と普遍的宗教的体験への考え方を明らかにすることである。この問

題は西田哲学に遡ることのできる「宗教的体験」の独自の定義に基盤を置いた、

京都学派の異宗教間の対話という文脈において特に重要である。

本論文で分析される主要文献は、 1945年という日本の昭和時代の重要な年に

著された西田の後期の随筆『場所的論理と宗教的世界観』である。第二次世界大

戦の際、西田は「未来の宗教」が世界に平和をもたらすことを望んでいたと結論

づけることもできるだろう。

キーワード：西田幾多郎、「未来の宗教」、仏教、禅宗、キリスト教、無の

思想

Keywords: Nishida Kitarō, “religion of the future”, Buddhism, Zen, Christianity, noth-
ingness



Aleksandra Jarosz

Ethnolinguistic aspects of Nikolay Nevskiy’s research 
on Miyako-Ryukyuan

The purpose of the present paper is to introduce the legacy of Nikolay A. Nevs-
kiy’s studies of Miyakoan regiolects from the angle of ethnolinguistics/linguistic 
anthropology1, a field that was established roughly in the times when Nevskiy con-
ducted his Miyakoan research. 

Although the use of term “ethnolinguistics” would be an anachronism when 
describing Nevskiy’s linguistic research, it can be argued that Nevskiy’s methodol-
ogy reflected a number of notions that are relevant to the field in question.  Con-
versely, Nevskiy’s approach to language studies can be contrasted with dialectol-
ogy, the framework which one could probably expect from an early 20th century 
student of unwritten minority languages related to a dominant language.

After defining what will be comprehended as “ethnolinguistics” in the pres-
ent discussion, the paper will proceed to describe Nevskiy’s research of Miyako-
Ryukyuan – as based on this author’s Ph.D.  thesis (Jarosz 2015) – and identify 
which components characteristic of Nevskiy’s approach can be regarded as “eth-
nolinguistic”. The theoretical background of ethnolinguistics will be introduced 
mostly following the Duranti 1997 handbook.

1. The origins of ethnolinguistics 

The invention of the term ethnolinguistics as such is attributed to Bronisław 
Malinowski, who is often considered the father figure of modern ethnography; the 
introduction of fieldwork into anthropological methods as opposed to so-called 

1  These two names for the discipline are apparently synonymic, “ethnolinguistics” being preferred 
in non-English speaking parts of Europe while “linguistic anthropology” is the term of choice in the 
US and UK; this split possibly reflects the traditional European preference for the term “ethnology” 
and its cognates, as opposed to the American inclination towards “anthropology” (Duranti 1997:2). 
For this reason, the two terms will be regarded as having roughly the same referent, and thus they 
will be used in this paper interchangeably.
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“armchair anthropology” is regarded as one of his greatest contributions to the 
said discipline (Riley 2007:125). 

As implied in Duranti 1997:2, Malinowski may have first used the term in 
question in the following passage from a 1920 paper:

There is an urgent need for an ethno-linguistic theory, a theory for the guidance of 
linguistic research to be done among natives and in connection with ethnographic 
study (Malinowski 1920:69).

The way this passage is formulated already implies an interdisciplinary core 
approach to this “ethnolinguistic” framework postulated by Malinowski. It essen-
tially identifies the necessity to adopt special theoretical tools to study language not 
as an abstract ideal system, but as a means of communication representative of and 
inseparable from a speech community that is the subject of an ethnographic study.

The Western school of linguistic anthropology, the American counterpart of 
ethnolinguistics (cf. footnote 1), was propelled to development in the first half of 
the 20th century by the works of American scholars such as Franz Boas (1858-
1942), Benjamin Lee Whorf (1897-1941) and Edward Sapir (1884-1939). 

Another academic beside Malinowski who challenged the framework of “arm-
chair anthropology” and replaced it with the participant-observation method of 
research, Boas argued that in modern anthropology, language should be not just 
a means but a subject of study in its own right. This led him to the creation of the 
concept of cultural relativism, which revolutionized contemporary ethnographic/
anthropologic studies. 

A notion inspired by Boas’ experience with native American languages and the 
consequent observations that the world perceived and categorized through, say, Kwak-
iutl, should differ significantly from the same “objective world” perceived and cate-
gorized through English, cultural relativism postulates that “each culture should be 
understood in its own terms rather than as part of an intellectually or  morally scaled 
master plan, in which Europeans or those of European descent tend to be at the top” 
(Duranti 1997:54-55). In other words, by discarding an  evolutionistic stance towards 
the cultures developed in the history of mankind, cultural  relativism subjectified the 
minority languages and cultures which so far had tended to be regarded, implicitly 
or explicitly, as inferior, “primitive” or “savage” as opposed to the white-Western 
culture represented by the scholars conducting the study of the people in question. 

Emphasizing how a culture could not be fully understood without the knowl-
edge of the community’s language, Boas made native languages of the studied 
communities an integral part of his anthropological research. Consequently, he 
published numerous volumes that focused on native language transcriptions of 
his informants explaining the past traditions of their community, such as cere-
monies or art (ibid., 53). 
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Boas’ successors, Sapir and Whorf, have been immortalized through the 
notion of linguistic relativity, an extension of Boas’ cultural relativism conven-
tionally referred to by their names as the Sapir and Whorf hypothesis. Rooted in 
its authors’ background in native American studies, linguistic relativity is “gener-
ally understood as the principle that language conditions habits of speech which 
in turn organize and generate particular patterns of thought”, established as an 
idea “of central relevance to debates on the nature of the mutual determination of 
language, mental representations, and social action” (Jourdan and Tuite 2006:5). 
To set the principle of linguistic relativity as the theoretical starting point in one’s 
linguistic research is to acknowledge the distinct mind-frames of speakers of dif-
ferent languages shaped precisely by the specific language that they speak.   

Over the course of the 20th century, objectives and approaches identified with 
ethnolinguistics/linguistic anthropology had come to be defined in ways exempli-
fied by the following citations:

[Linguistic anthropology is] the study of speech and language within the context of 
anthropology (Hymes 1963:277). 
[Linguistic anthropology is] the study of language as a cultural resource and speak-
ing as a cultural practice […] it relies on and expands existing methods in other dis-
ciplines, linguistics and anthropology in particular, with the general goal of providing 
an understanding of the multifarious aspects of language as a set of cultural practices 
(Duranti 1997:2-3).

Basically, if one was to summarize ethnolinguistics in terms of what differen-
tiates it from the more “traditional” or “pure” (i.e. non-interdisciplinary) subfields 
of linguistics, such as dialectology, the following three points could be highlighted:

 – ethnolinguistics is not just concerned with the language for the sake of the 
language, i.e. a system of arbitrary signs abstracted to a large degree from its 
users and the circumstances of its use;

 – it does not separate language from its use or a speech act from the speaker;
 – the speakers are perceived as social actors, and their language as a tool of reflect-

ing, maintaining and recreating the cultural rules and values of their community.

2. Nikolay Nevskiy: the profile

What follows in this section is a brief introduction to Nevskiy’s biography. Read-
ers who are interested in more in-depth accounts of Nevskiy’s life and research are 
encouraged to refer to the following sources: Nevskiy and Oka 1971 (biographical 
chapter by Katō, 261-335); Nevskiy 1978 (biographical chapter by Gromkovskaya, 
162-189); Gromkovskaya and Kychanov 1978; Ikuta 2003; Katō 2011.  
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Nikolay A. Nevskiy (1892-1937) was a Russian specialist in Oriental studies. 
Having completed courses in Japanese and Chinese studies, he graduated from 
Saint Petersburg Imperial University in 1915. 

Also in 1915, upon the completion of his university education, Nevskiy set out 
for his alma mater university-founded stay in Japan. Initially, the stay was sched-
uled for two years. In 1917, however, following the outbreak of October Revolu-
tion in his homeland, Nevskiy decided it was not safe to return to Russia, which 
ultimately led to him spending another twelve years in Japan. 

Consequently, the stay in Japan is associated with the most prolific period of 
Nevskiy’s scholarly life. During that time, Nevskiy resided in three academic centers: 
Tokyo (years 1915-1919), Otaru on Hokkaido (1919-1922), and Osaka (1922-1929). 

Nevskiy’s shifts in academic interests paralleled his residence changes. Living 
in Tokyo, Nevskiy focused on the research of Japanese folk traditions related to 
Shinto and shamanism, especially of the Tōhoku (north-eastern Honshu) area. In 
Otaru he proceeded with the study of the Ainu, the aboriginal people of Hokkaido, 
collecting and analyzing their folklore, language and oral literature. Finally, while 
in Osaka, Nevskiy largely conducted research on the Miyako language, oral litera-
ture and ethnography, as well as Tsou, the Austronesian language of an indigenous 
people of Taiwan, which at the time was a part of the Japanese Empire.  

To this day, however, the most recognizable academic contribution by Nevs-
kiy remains his study of the Tangut language and writing system. Tangut was a 
Tibeto-Burman language of the medieval Xixia kingdom and it had a highly com-
plicated script inspired by Chinese characters. Nevskiy succeeded in deciphering 
the said script. Released posthumously in 1960, Taнгутcкaя филoлoгия ‘Tangut 
philology’, his two-volume manuscript dictionary, was a Tangut studies milestone. 

Nevskiy returned from Japan to the USSR in 1929, one of the reasons being 
Nevskiy’s wish to concentrate on his Tangut research; in Leningrad, he had access 
to the world’s greatest collection of Tangut-related sources stored at the Asiatic 
Museum.  For less than a decade that followed until his untimely death, his focus 
remained on Tangut studies. 

In October 1937, Nevskiy and his Japanese wife Isoko were arrested by the 
NKVD under allegations of being Japanese spies. They were found guilty in a 
torturous interrogation, and executed by a firing squad on November 24 (Ikuta 
2003:20-21). Nevskiy’s reputation was restored in the Khrushchev Thaw, while 
Taнгутcкaя филoлoгия was awarded a Lenin Prize for an outstanding academic 
achievement in 1962. Nevertheless, the damage was done, as Nevskiy’s sudden and 
tragic demise prevented him from completing most of the multifaceted works he 
had initiated. A large number of his research initiatives – including the study of 
the Miyako islands – were left unfinished, and some had been abandoned at an 
early stage of preparation.  
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3. Nevskiy’s research on the Miyako islands

Nevskiy became interested in the Miyakos under the direct influence of prom-
inent figures of early Ryukyuan studies. These valuable personal acquaintances 
included ethnographer Kunio Yanagita, ethnographer and linguist Fuyū Iha, lin-
guist Tōsō Miyara, and historian Kanjun Higashionna. 

As revealed among others by Nevskiy’s correspondence with Higashionna 
(Nevskiy and Oka 1971:176-177, Tanaka 2013:217) and Nevskiy’s research drafts 
preserved in Nevskiy’s archive of the Tenri University Library, until c.a. 1920 Nevs-
kiy was primarily interested in Okinawa, the political and cultural center of the 
former Ryukyu Kingdom. He attempted to study Old Ryukyuan omoro songs and 
an 18th-century Classical Ryukyuan dictionary Konkō Kenshū, as well as Okinawan 
utaki shrines and their deities (Jarosz 2015:26-28). None of this research, however, 
has ever been published. In the decade that followed, Nevskiy’s interest shifted 
towards a southern periphery of the Ryukyus, and namely the Miyako islands.

Before Nevskiy, both language and culture of the Miyakos had been largely an 
uncharted research territory. In a letter to Nevskiy from 1925, Yanagita called the 
islands “a land untouched by research” (Tanaka 2013:218). Earlier still, in a paper 
first published in 1911, Iha claimed that “regions that are difficult to access, such as 
the Kunigami area and Miyako-Yaeyama, have not really undergone Japanization 
yet and so they maintain their old language and traditions in an unchanged shape” 
(Iha 2000:378). Nevskiy was thus aware that field research of the little known, mys-
terious islands, which might have preserved a significant number of archaic linguis-
tic and cultural characteristic extinct elsewhere in Japan, was highly in demand.

Nevskiy visited the Miyakos three times: in 1922, 1926 and 1928. He spent there 
an estimated total of about two months. He conducted fieldwork which consisted 
of interviews with Miyakoan natives, collecting samples of oral literature such as 
songs, proverbs or riddles, as well as studying aspects of traditional Miyakoan life: 
beliefs, rituals, housing, food, etc. Consequently, his research objectives cannot be 
classified as either linguistic or ethnographic. This observation is further confirmed 
by an analysis of the content of his Miyako-related publications (cf. Jarosz 2015:31-
38): in linguistic papers, he drew heavily from the folklore sources, and conversely, 
in ethnographic papers he unfailingly introduced native Miyakoan terms, as well as 
transcripts of songs and stories in their original Miyakoan versions. Furthermore, 
he often reflected upon the etymology of specific Miyakoan terms and expressions, 
comparing them against similar or related expressions elsewhere in Japan. Nevskiy 
was thus clearly driven to combine both disciplines in an approach called ethno-
graphic linguistics, which will be explained later in part 4. 

As was the case with much of the research executed by Nevskiy, few of the 
results of his Miyakoan studies were published during his lifetime. These scant 
exceptions mostly consist of papers on Miyakoan ajagu/aagu songs and other 
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aspects of Miyakoan folklore, which would be issued in Japanese ethnographic 
journals while Nevskiy was still in Japan (for reprints cf. Nevskiy and Oka 1971:3-19, 
32-34, 43-60, 61-75, 76-93, 94-99). A single major Miyako-centered paper released 
in Russian was Пpeдcтaвлeниe o paдyгe кaк o нeбecнoй змee ‘representation of 
the rainbow as a heavenly snake’, first released in a 1934 festschrift devoted to Ser-
gey Oldenburg, and then reprinted in the 1996 issue of St. Petersburg Journal of 
Oriental Studies (Gromkovskaya 1996:412-421). 

By contrast, a number of major collections of Nevskiy’s Miyakoan work based 
on his handwritten sketches were only released over the last forty years. 

Фoльклop ocтpoвoв Mиякo ‘folklore of the Miyako islands’ was published in 
1978 (Nevskiy 1978), and translated and re-edited for the Japanese market in 1998 
(Nevskiy 1998). The original 1978 editor was Lydia Gromkovskaya, who typed, 
collected and arranged the content of Nevskiy’s drafts on Miyakoan oral literature 
stored at the Saint Petersburg Institute of Oriental Manuscripts.

The aforementioned 1996 volume of St. Petersburg Journal of Oriental Studies, 
entirely devoted to Nevskiy’s life and legacy and co-edited by Gromkovskaya and 
Vladimir Alpatov, introduces a handful of short and often unfinished pieces on 
Miyakoan language and culture, which also include lecture resumes. The Miyakoan 
collection in Gromkovskaya 1996 thus involves, among others, Oбщиe cвeдeния 
o  гeoгpaфичecкoм пoлoжeнии, oфициaльнoм cтaтyce и языкe Mиякo ‘general 
information on the geographic location, official status and the language of Miyako’ 
(282-284), Лeчeниe бoлeзнeй [нa Миякo] ‘curing diseases [on Miyako]’ (285-290), 
O фoнeмe p ‘about the phoneme /p/’ (396-402), and Основные положения к докладу 
‘Фонетика Мияко в японо-рюкюской фонетической системе’ ‘main theses of 
the lecture Miyakoan phonetics within Japano-Ryukyuan phonetic system’ (431-433).

Nevskiy’s largest work dedicated to Miyakoan was a Miyakoan-Japanese-Russian 
dictionary draft. Spanning over roughly 1,200 pages of B5-size manuscript, the final 
version of the draft has been preserved, again, in the Saint Petersburg Institute of 
Oriental Manuscripts, catalogued under allegedly Nevskiy’s own title Матерьялы 
для изучения говора островов Мияко ‘Materials for the study of the language of 
the Miyako islands’, henceforth the Materials. This source was released in Japan in 
2005 (Nevskiy 2005) as a limited, not-for-sale facsimile edition. 

Nevskiy abandoned his work with the Materials at a stage when almost all entries 
had been arranged alphabetically and most had been supplied with meta-language 
explanations, usage examples and references. The draft character of the Materials, 
however, makes them extremely difficult to use in their original manuscript form. 
Large parts may be difficult to decipher or even illegible, while even larger fragments 
appear incomprehensible at first glance due to Nevskiy’s idiosyncratic work-in-pro-
gress manner of writing, which involved, among others, mixing multiple meta-lan-
guages of the explanation sections of entries, an abundant usage of not explained 
and not readily understandable abbreviations and lexical labels, or a phonetic tran-
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scription system with non-standard usage of a number of symbols. Therefore, the 
manuscript version of the Materials cannot be easily used as a dictionary. 

This author’s Ph. D. project (Jarosz 2015, with a forthcoming e-monograph 
release as Jarosz 2017; cf. also a separate transcript in Nevskiy 2013) involved a 
full transcript, tentative editing and commentary of the Japanese facsimile release 
of the Materials. A future project will involve more advanced editorial interven-
tions into the Materials, so that they can serve as an actual, functional dictionary.

4. The “ethno” components of Nevskiy’s linguistics

At this point it cannot be confirmed if Nevskiy was directly influenced by Boas’ 
ideas or familiar with his publications on linguistic anthropology. Equally unclear 
if still less likely is that Nevskiy’s Miyakoan research approach was inspired by 
Sapir and Whorf ’s achievements – they both were Nevskiy’s contemporaries and 
conducted their major studies in parallel to Nevskiy’s Miyakoan fieldwork. Who 
Nevskiy was undoubtedly influenced by, however, was his teacher and academic 
master Lev Sternberg (1861-1927), a representative of the Russian school of eth-
nography, whose ideas upon examination turn out to bear striking resemblance 
to Boas’ postulates of cultural relativism, participant-observation and the role of 
language in anthropological study.

Like a large number of his peers, Sternberg was tied to Siberia not by choice, 
but as a political outcast banned there by the authorities of the Russian Empire. 
Turning his plight into a scholarly vocation, Sternberg specialized in the study of 
North-East Asia and Paleoasiatic peoples, especially Nivkh (Gilyak), Uilta (Orok) 
and Ainu. 

In all of his ethnographic research, Sternberg promoted a method he called 
ethnographic linguistics (Nevskiy 1998:359). According to this notion, the study of 
linguistics and ethnography are mutually inseparable. Consequently, an ethnogra-
pher cannot conduct any satisfying field research unless they acquire a thorough 
knowledge of the native language of the community or the people they are study-
ing. An ethnographer’s proficiency in that language needs to be sufficient to enable 
them to collect the data in the native language of the given community, without 
the assistance of a bilingual intermediary.  

Malinowski’s concept of ethnolinguistics appeared about a generation later 
than Sternberg’s ethnographic linguistics. Given the Western nature of Malinows-
ki’s educational and academic background, it seems unlikely that he had been 
influenced to a large extent by Sternberg or his peers. Nevertheless, both terms 
and their implied content are similar enough to explain why there are so many 
ethnolinguistic/anthropolinguistic components to Nevskiy’s Miyakoan research. 
The most essential of these components have been highlighted in the list below. 
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To a large extent, this list agrees with the modern notions and topics of interest 
to ethnographers and anthropological linguists as discussed in Duranti 1997:90-99, 
who also emphasizes that “linguistic anthropologists adopt ethnographic methods 
to concentrate on the ways in which linguistic communication is an integral part 
of the culture of the groups they study” (ibid., 96).

1.  Nevskiy went to the field with some practical knowledge of Miyakoan. Over 
the course of 1921/22 New Year’s holiday week in Tokyo, and then directly before 
his first journey to the Miyakos in 1922, Nevskiy received Miyakoan lessons from 
a young native speaker, Kimpu Uiuntin (who later took on the Japanized name 
Kempu Inamura and went on to become an ethnographer himself), learning the 
rudiments of Miyakoan phonetics and grammar. The results were reportedly aston-
ishing to the natives Nevskiy met in Miyako, who were surprised to hear Nevskiy 
repeat Miyakoan words they taught him with clear and accurate pronunciation 
(Katō 2011:139-140).

2. Nevskiy did not use traditional dialectological wordlist questionnaires. This 
fact implicitly points at his awareness that words were not mere labels for constant, 
universal concepts that could be freely substituted from one system (language/
ethnolect/dialect) to another. That is to say that Nevskiy recognized that record-
ing a list of Miyakoan translation equivalents of selected Japanese words carried 
an inherent risk of randomness. First, translation equivalents do not necessarily 
mean conceptual and usage equivalents; second, there was no guarantee that a 
list of vocabulary items essential in Japanese would translate to a list of items as 
essential in Miyakoan, and conversely, that such a list would not omit items of key 
importance in Miyakoan speech life which in Japanese were of no relevance or 
nonexistent altogether. Thus, it can be assumed that Nevskiy saw it necessary to 
examine a language inductively, on its own terms, rather than through the skew-
ing lenses of the dominant language of the area.  

Therefore, in order to construct his Miyakoan lexical lists, Nevskiy would either 
abstract specific words from longer speech acts – which meant that along with the 
word he obtained at least one possible context natural for this word to appear in – 
or ask the natives about Miyakoan names of specific items (such as tools, plants, 
or parts of the house) that happened to be around at the given moment. 

In the latter case, Nevskiy was not only interested in the particular word form, 
but also in the usage and value to the community of the represented item. Entries 
in the Materials thus abound in such community-relevant information. This is not 
limited just to culture-specific vocabulary. For example, the entry for the word 
tuzmi: ‘night blindness, nyctalophia’, apart from Japanese and English translations 
involves information that “as medicine they use pig’s liver, wa:nucïmu”. On the 
other hand, the entry for the word iŋ ‘dog’ includes sociolinguistic commentaries 
(“this word is sometimes used as a swearword”) as well as an account of beliefs 
and symbolism associated with the animal in question (“in Uechi they say that 
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old dogs become werewolves and that they wear for example shells of the hermit 
(ammagu) crab as their shoes” and “in Uechi they say that if you train a dog for 
three days it will be loyal to you for three months, and if you train it for three 
months it will stay home only for three years”) and its practical meaning to the 
community (“dog meat is customarily eaten as a medicine for syphilis (naban’a)”).  

Apart from such everyday words, the Materials are a collection of a multitude 
of culturally relevant and culture-specific vocabulary, the semantic areas of which 
involve kinship terms, names of wells, deities, shrines and ceremonies, food and 
beverages, plants, animals, household items, or terms of architecture, agriculture 
and textile production, to name just a few.

3. In a fashion resembling of Boas’ study of native American peoples, through-
out his research Nevskiy honored native Miyakoans’ perspective by incorporat-
ing and employing their own accounts of their culture and language, spoken and 
written alike. Preparing for and during his fieldwork, Nevskiy surrounded him-
self with Miyakoan intellectuals and put their perceptions and understanding of 
their own culture (history, customs, beliefs) at the center of his research, attrib-
uting them with a subjective rather than objective status. Other than recording 
their recounts of songs or stories, he also often cited their opinions on the topics 
of his interest. 

Nevskiy’s aforementioned acquaintanceship with Kimpu Uiuntin is one exam-
ple of this kind of subjective approach to his informants. Other instances involved: 
Kanto Kuninaka, a mayor of the village Irabu on a small Miyakoan island of the 
same name, himself engaged in the study of local history and traditions together 
with etymology of relevant terms (cf. Kuninaka 1941); Kantaku Tomimori, an 
educator and historian who in 1910 published Kyōdōshi 郷土史 ‘local history [of 
Miyako]’, an early contribution to modern Miyakoan studies (Motonaga 2012:68); 
Kōnin Kiyomura, a historian interested in local traditions and folklore, best known 
as the author of 1927 Miyako shiden ‘the history and legends of Miyako’ (Kiyomura 
2008), which can be considered the first systematic reference book on Miyakoan 
history; or Katsuko Maedomari, a female teacher from Yokohama and at the same 
time a native informant of the Sarahama-Ikema regiolect.  

4.  Nevskiy displayed a sensitivity towards the sociolinguistic and stylistic varia-
tion of Miyakoan. In the Materials, he carefully noted the registers of a large num-
ber of entry words and example sentences, distinguishing primarily between the 
contemporary spoken language and archaic language of the songs. Less commonly 
he explicitly differentiated spoken language items diachronically, labeling them 
as “modern” or “archaic”, or according to the social status of their users, such as 
“aristocracy” or “commoners”. 

Undoubtedly, Nevskiy saw languages as multilayered living organisms of dif-
ferent shades, rather than as ideal homogenous entities. This attitude matches to a 
large degree Duranti’s description that linguistic anthropologists typically do not 
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just work on a language variety but on the language variety (or varieties) spoken 
in a particular community. In other words, linguistic anthropologists start from 
the assumption that any notion of language variety presupposes a community of 
speakers (1997:72; emphasis by Jarosz).

5. When recording texts that he later used for his linguistic analyses, Nevskiy 
selected genres that represented important cultural notions and belief systems of 
the Miyakoans. His collections, apart from the aforementioned traditional songs, 
including ceremonial chants, epic songs (ajagu in the narrow sense) which reflected 
Miyakoan ideas of storytelling, or improvised festive toːgani, involved spoken stories 
with a moral, as well as shorter forms such as proverbs, riddles, or superstitions.  

5. The “non-ethno” components of Nevskiy’s linguistics

It possibly goes without saying, but since Nevskiy was not consciously working 
within the theoretical frame of linguistic anthropology – if any such firm frame 
existed in his times at all – his methods necessarily differed from what is under-
stood today as ethnolinguistics. 

One key difference involves the notion of participant observation (cf. Duranti 
1997:99-102). Ideally, a fieldwork researcher of ethnolinguistics is supposed to 
be a distant observer or a bystander that blends with the examined community, 
making sure his foreignness or outsider status is not a distraction to the commu-
nity members actively participating in the setting or activity that is being studied. 
It appears that typically, it takes an extended period of fieldwork residence in the 
community in order to gain the level of non-intrusiveness and transparency to the 
native community members that is called for in this approach. 

This certainly cannot have been the case with Nevskiy. First, the amount of time 
he actually spent in the Miyakos was necessarily limited, his three stays combining 
to a total of about two months. Second, he was a white man on the periphery of late 
Taishō/early Shōwa Japan, a country in which any westerners, let alone those flu-
ent in Japanese and interested in local cultures, were still a rarity. Indeed, accounts 
remain of the spectacular and permanent impression that Nevskiy’s arrival in the 
islands left on the local people, especially the remote islands of the group such as 
Irabu (Katō 2011:136-140) and Tarama (Kanna 2008:155). Therefore, given these 
time and period limitations imposed on Nevskiy’s research, it was impossible for 
him not to be perceived by the communities of his study as the Exotic Outsider, 
even if one assumes this would have been Nevskiy’s methodology had he had a 
choice. This, in turn, naturally diminishes the “ethnolinguistic” ring to Nevskiy’s 
research regarding one of the rudiments of this discipline.  

Another crucial difference between linguistic anthropology and Nevskiy’s 
approach concerns the primary research objective displayed by both. Modern lin-
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guistic anthropology focuses on the way a language lives in the community at the 
time of the study, simultaneously representing and reproducing meanings specific 
to the studied culture. This question is addressed in the form of three key theoret-
ical notions: performance, indexality and participation (Duranti 1997:14-21). On 
the other hand, Nevskiy’s focus was on the fossilized traditions and the meanings 
represented by them. He was primarily interested in the Miyako of the past, one 
that was already obsolete to his own informants. His goal was to study archaic 
Miyakoan language and culture, as he linked it to his broader study of the linguis-
tic and ethnic history of the Japanese archipelago. This is reflected in the choice 
of the source material he was most focused on studying – the old ajagu songs and 
their archaic language, backed up by the study of Classical Ryukyuan. A scrupu-
lous description of contemporary Miyako was not a part of his research plan, and 
in case such contemporary themes did appear in his research output, it was more 
of a byproduct than an intentionally achieved goal.  

Conclusions

Nevskiy’s research methods, which he applied to his study of the Miyakos in a 
manner similar to his research of other peoples such as Ainu or Taiwanese Tsou, 
reflected Sternberg’s school of ethnographic linguistics, which turns out to share a 
range of shared assumptions with Western ethnolinguistics or linguistic anthropol-
ogy. As a consequence, even though Nevskiy almost certainly was not directly influ-
enced by the works of Boas or his academic heirs, the common grounds between 
Nevskiy’s and Boasian standards of language research are difficult to overlook.

What distinguishes Nevskiy as a student of a Japonic regiolect is that the posi-
tion he adopted was ethnolinguistic rather than dialectological. Not only did he 
appreciate the intricate mutual influences between local language and culture, he 
also consciously tried to capture them in his research, successfully merging the 
approaches provided by both ethnography and linguistics. A further reflection of 
this attitude is witnessed in his efforts to learn practical Miyakoan. These efforts 
can be interpreted not just in communicational terms, but also as an attempt to 
understand the studied culture from their members’ perspective.

These characteristics sets Nevskiy’s research apart from other recorded attempts 
at studying Miyako and the Ryukyus in general (cf. Jarosz 2015:371-385). Over the 
course of the 20th century, there may have been a number of researchers such as 
Fuyū Iha or Shuzen Hokama – both native Okinawans, incidentally – who prac-
ticed both linguistic and folklore studies of the Ryukyus. Unlike Nevskiy, however, 
they did not combine these two disciplines to produce a synthesized ethnolinguis-
tic output, at least not in their works this author is familiar with. If this conclusion 
is correct, then Nevskiy was not just the first linguist to have conducted his field-
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work in the Miyako, but also the only one who reached for transdisciplinary or 
interdisciplinary approaches in order to more fully define the essence of Miyakoan 
language as used within its community.

Thus, one is rather safe to conclude that Nevskiy’s late Taishō/early Shōwa 
research on the language of the Miyako islands was a unique endeavor in the scale 
of Japano-Ryukyuan studies. Its methods as well as underlying theoretical assump-
tions have aged well, making Nevskiy’s “ethnolinguistic” works such as the Materials 
relevant and relatable even a century later. Furthermore, the output they produced 
was ahead of its time by decades, uncompromisingly preceding the ideas of Japonic 
linguistics that only surfaced at the turn of the new millennium (cf. ibid., 377-379).  

Nevskiy’s contribution to Japano-Ryukyuan linguistics is perhaps best summa-
rized by Shigehisa Karimata, a leading specialist in Ryukyuan language studies, in 
the following citation on Nevskiy’s legacy.

It has been ninety years since Nevskiy’s first visit to the Miyako islands, but even after 
all this time his work has not become obsolete at all. From now on it should become 
still more attractive (Karimata 2012:26-27, translated from Japanese by Jarosz).    
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アレクサンドラ・ヤロシュ

論文概要

昭和初期における「民族言語学」：ニコライ・ネフスキーと宮古語研究

本論文ではロシアの東洋研究者であり、1915年から29年まで日本で過ごし、日
本固有の信仰や、アイヌ、琉球、台湾の先住民であるツォウ族、滅びた西夏王朝の
タングートの文字などの研究に身を捧げたニコライ・ネフスキー（1892-1937）の
業績を紹介する。特にここでは、琉球諸島／沖縄県の南の遥か離れた太平洋に浮
かぶ宮古島の言語の研究に焦点を当てる。

ネフスキーはちょうど大正と昭和にまたがった1922年から28年までの間に最
も活動的に宮古語の研究を行った。ネフスキーが「民族言語学（ethnolinguis-
tics）」という1920年にマリノフスキによって提唱された造語を知っていたかど
うかは議論の余地がある（デュランティ 1997: 2）。また、ネフスキーが言語人
類学のパイオニアであるフランツ・ボアズの直接的影響下にあるということも、
サピア＝ウォーフの研究がネフスキーの宮古語の研究と並行して行われていたこ
とからも疑わしい。しかしながら、ネフスキーの宮古語研究のアプローチは民族
言語学／文化人類言語学（anthropolinguistic）の前提と多くの共通項を持つと
論じることはできる。ネフスキーの方法論の中核には、ネフスキーの師であるレ
フ・シュテルンベルクによって提唱され、民族学的研究の中の言語学的研究の不
可避性を訴えた「民族学的言語学（ethnographic linguistics）」が横たわって
いる（ネフスキー 1998:359）。

そして、ネフスキーの宮古語-日本語-ロシア語の辞書の草稿（ネフスキー 
2013）を調べてみると、確かに、任意の語彙の形態や文法的形態素に関心を抱く
というよりもむしろ、ネフスキーは言語学的データをより大きな全体像の一部、
つまり宮古の伝統や精神の中に織り込まれたものとしてアプローチしていること
に気づく。自然な日常会話、歌、物語、諺やなぞなぞなど様々な例を見出し語と
して加えたのである。この多くの見出し語自体が、宮古の文化領域との強い結び
つきを示しており、それらはどちらかのメタ言語での単なる対応語よりもメタ言
語による記述的な説明を与えることが容易だったであろう。彼はまた様々な資料
提供者と協力しており、その中で名前を知られている幾人かは宮古の知識人たち
で、彼らの言語に対する洞察はネフスキーの仕事に貢献した。その一方、言語の
研究に直接関係していないネフスキーの宮古に関する論文、例えば民間伝承、民
族衣装、民間信仰などに関心を寄せたものは、言語学的な裏付けをしばしば紹介
し、宮古語特有の表現の意味やそれらが表す概念に重きを置いた。

上記に述べたように、日本の島々の言語の先駆的研究−そのアプローチと目標
はおそらく現代の言語人類学の方法とそれほど遠くないと言えるだろう−がいかに
行われたかという注目に値する過程を描き出すことができるだろう。

キーワード：ニコライ・ネフスキー、民族言語学、文化人類言語学、琉球諸
語、宮古語、欧州の日本学

Keywords:  Nikolay Nevskiy, ethnolinguistics, anthropolinguistic, Miyakoan, Japanese 
Studies in Europe





楯岡求美

戦争を＜耐え忍ぶ心＞へのアンチテーゼ

—秋元松代の戯曲『常陸坊海尊』（1964）を中心にー

今でこそ、日本劇作家協会会長も務めた永井愛をはじめ、日本でも女性の劇作家

の活躍は目覚ましいものがあるが、秋元松代が執筆を始めた戦後しばらくの間は、なか

なか女性が活動しにくい分野であり、まして劇作とテレビやラジオのシナリオを同時に専

門とする作家は少数者であった。女性のみの劇団である宝塚でも、作・演出は長く男性

が担当していた。

秋元松代は1911年に生まれ、数々の優れた戯曲を執筆した。その功績をたたえるも

のとして、2001年に90歳で亡くなってから2009年まで、朝日演劇賞の一部門として女性劇

作家を対象とする「秋元松代賞」が存在した。ただしそういう形で演劇界に名前を残しな

がら、頻繁に上演されている劇作家ではない。一読した限りでは通常の新劇的なリアリズ

ム演劇の主流になりそうな作品ながら、方言を多用したセリフ回しの難しさ、ジェンダー問

題を正面から取り上げるテーマ性、善と悪とが不可分に絡まりあう世界観など、舞台化が

難しいようである。しかし、この数年、日本において社会的・精神的な行き詰まりが強く感

じられる中、俳優座が『常陸坊海尊』（安川修一演出、2016）を上演し、兵庫県立尼崎ピ

ッコロ劇団が『かさぶた式部考』（藤原新平～再演）を上演するなど、秋元松代作品の読

み直しが始まっている。

本稿では、秋元松代について簡単に紹介したのち、太平洋戦争中の東北奥地を舞

台にした『常陸坊海尊』を取り上げ、秋元作品における戦争表象の裏に潜む天皇制と民

衆のテーマの扱い方の独自性を論ずる。議論を補完するものとして、日本の近代軍国主

義への傾向が本格化した日露戦争期を舞台とする『村上伊平治伝』、『かさぶた式部考』

炭鉱による戦後の経済復興期を扱った『かさぶた式部考』にも少し触れたい。
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1 人柄と作風

戯曲の書籍出版が極めて難しい日本において、秋元松代の作品は、その執筆最盛

期の1976年に3巻本の戯曲・脚本集が没後すぐの2002年に随筆を含めた5巻本の著作集

が刊行された1。このことからも、彼女が劇作家として高く評価されていることがわかる。しか

しながら伝記研究2を含め、個別の作品に関する批評、研究がいまだに十分多いとは言え

ない。森井直子は「研究動向　秋元松代」3において「この『民衆』とは何者なのか(中略)そ
の内実を、戯曲の言葉に即して取り出すことは現在までまだなされていない」と指摘して

いる。近代／前近代、女性性、民衆、民間伝承といったキーワードを拾い上げられては

いるものの、思わせぶりなイメージにとどまり、具体的な意味内容やその機能について深

く掘り下げるまでには至っていない。秋元研究の問題点のひとつとして、「作者自身の言

葉への囚われ」があること、秋元論にしばしば見受けられる「寄る辺ない民衆」イメージや

女性性をめぐる「聖性」と「魔性」の二項対立的図式は「もとをただせば秋元自身の発言か

ら出たもの」であり、「論者の導く結論が、ことごとく秋元松代自身の言葉に回収されていく

ことは、問題であろう」という森井の指摘は、秋元研究のむずかしさを端的に示している。

ここには、作者自身をめぐるイメージの問題も潜んでいるように思われる。同時代人

の回想も「会ったことがある／会ったことがない」ということに終始することが多く、作品内

容に踏み込むことを意図的に回避しようとしているとしばしば思われる。花田清輝に至っ

ては、『常陸坊海尊』初演時（演劇座、高山図南雄演出1968年）のパンフレットにエッセ

ー4を寄せ、高く評価していたにもかかわらず、原稿を書こうとしたら歯が痛くてかなわな

い、というたわいない話を短いエッセーの半分ほどもスペースを割いて書き綴っている5。

石牟礼道子は、没後の全集刊行に際して寄せたエッセーの中で、自身は会っては

ないが、己にも他者にも厳しく、日ごろ穏やかだが、酒が入ると時に修羅の如くになり、

怒りのままに相手の髪の毛をつかんで引き摺り回した、という話を聞いた、と書いている6

。秋元の仕事に対する自己の律し方も極めて厳しいものだった。2002年刊行の全集は、

付録の栞に秋元の日記の一部が掲載される趣向となっているが、周囲の無理解への嫌

悪と自己への戒めを吐露する激しい表現が交互に続き、読むものを圧倒する。演劇評論

家の渡辺保も、姿や言葉遣いの優美さと裏腹に「生きていくための恐ろしい厳しさが隠さ

1  『秋元松代全作品集』大和書房、1976年。『秋元松代全集　全５巻』筑摩書房、2002年。
2  相馬 庸郎『秋元松代—希有な怨念の劇作家』勉誠出版、2004年。山本健一『劇作家 秋元

松代—荒地にひとり火を燃やすー』岩波書店、2016年。
3  森井直子「研究動向　秋元松代」『昭和文学研究』第47集、2003年、111-115頁。
4  花田清輝「大きさは測るべからず」『花田清輝全集13巻』講談社、1978年所収、281-282頁。

秋元が影響を受けた柳田國男の『遠野物語』をふまえたもの。
5  花田清輝「秋元松代」『花田清輝全集13巻』所収、275-280頁。
6  石牟礼道子『石牟礼道子全集第14巻　不知火』藤原書店、2008年、461-462頁。
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れて」いたと1974年刊行の作品集の付録に書いている。「秋元さんの意見はたいていの

場合正しい、その正しさは一見して藁打つ童も知るところであった」。現実の制約によっ

て妥協を受け入れるのが日常であり、大人ということなのだが、秋元は違った。「現実をこ

わしても、ただしいことをやるべきだ」と言い、あまりの固執の激しさに憎悪すら感じさせら

れたほどだという7。

作家自身の厳しく激しい性格、方言を多用したセリフが韻文にも匹敵するほどの強さ

を持ち、当時としては早すぎるジェンダー問題を正面から取り上げている点から見ても、男

社会だった新劇界では、作品自体は評価されたものの、読み解きにくかっただろうことが

考えられる。秋元が「真の演劇運動を捉え、打ち立てたいと意図した」8演劇座の『かさぶ

た式部考』の公演について、野村喬は「底辺の民衆の自己済度の可能性を追求した作

品」と好意的に評しつつ、「性的なミスチシズムのにおいがふくらみ」すぎていると指摘、

「近年に至って俄作りの民族主義者が横行する点を憂慮」し、「ファナチックな前近代賛

美を警戒しておく」と批判的である9。

しかし、もともとの戯曲において描かれている女性性や民衆性、前近代は、決して無

限無償の愛で子を慈しむ癒しとして期待されるような母体回帰的なものではない10。秋元

が生まれてからデビューまでの昭和初期から中期までは戦争を挟んでいたこともあり、現

在と比べ物にならないほど男尊女卑が色濃い社会であった。秋元も20歳になるぐらいま

で、女性だからと家族の看病や家事に明け暮れ、抑圧された環境で過ごしたようだ。長

兄で俳句作家の秋元不死男は新興俳句に傾倒したことから危険思想の持ち主として逮

捕され、二番目の兄は共産党員のために警察に拘留され、三番目の兄は徴兵されのち、

結核のため療養所に入院し死去した。兄たちが苦境に陥るたび、母不在の家族の中で

唯一の女性であった妹の松代が、自らの病をおしても奔走せざるを得ない状況が続き、

空襲・病気・食糧難と闘い続けることになった。初期作品の『礼服』は、母親の死をめぐる

兄弟の確執が題材になっているが、秋元はこの作品を振り返って、自分の伝記的な事実

が反映されており、母の死によって束縛がとけ、「『自由になったんだわ』と目の前が明る

くなると同時に、母の死、そういう死に出会わなければ得られない自由があったんだと思

って、それが非常に悲しかったんです。で、初めて涙がこぼれましたね」11と1997年再演

のパンフレットのインタビューで述べている。ここにも、事柄に直面した自身の体験と、そ

れをどこか俯瞰してみるまなざしとが並列する秋元特有のものの見方があらわれている。

7  渡辺保「その人」秋元松代全集、第1巻、月報2、7頁。
8  秋元松代「一点の火を消さず」『秋元松代全作品集』月報2(第一巻付録)、11頁。
9  野村喬「回顧と展望　一九六九年の演劇界」『テアトロ』320号、1970年1月、23頁。
10  宮本研「切断された土着への回路」『文学界』24巻2月号、1970年、198-203頁を参照 。
11  渡辺保、解題（戯曲『礼服』一幕二場）『秋元松代全集』、472頁。
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秋元は戯曲でもエッセーでも、貧困のために身を売る女性たちをはじめ、社会から排

除され、苦しむ人々の姿を、とりわけ自分らしく生きようと模索する女性が、男尊女卑や家

父長制との軋轢にさいなまれる状況を描いている。花田清輝は前述の上演パンフレットに

寄せた「大きさは測るべからず」というエッセーで、秋元が大きな影響を受けた柳田國男が

『遠野物語』を書いた動機について、「東北の伝説によって、人々のノスタルジアをそそる

ためではなく、それらの伝説をうみだした、底辺に生きるものの悲痛さを、たえず思い出し

てもらいたかったためにちがいありません」12と分析し、秋元の作品を重ね合わせている。

秋元作品の登場人物たちも、多くは抵抗のすべもなく流れ着いた者たちで、自らの陥った

状況を理解することも困難なほど、つらさ、悲しさを抱えて生きている。そこには安易な癒し

やなつかしさの入り込む余地は本来ない。秋元の著作は、フィクションながら、社会から排

除され、自分について語る言葉やメディアを持たないサバルタンに声を与える試みである。

2 疑似方言を使用する手法

秋元作品の舞台は、東北や九州、四国など周縁であることが多い。村岡伊平治は長

崎・島原の出身者、『常陸坊海尊』は東北の果て（秋元は津軽まで取材の足を延ばしてい

る）、『かさぶた式部考』は炭鉱のある九州北部が舞台である。

秋元は作品を書くごとに、独自の方言に模した言葉を使う。伝承の伝わる土地を綿

密に取材し、各種資料から方言を学習し、戯曲の世界に適切な響きを持つ言葉がたまる

と、ようやく登場人物が語りだすという物語生成のプロセスをエッセー「方言について」13に

おいて、明らかにしている。

当初は正確さを期すために方言に精通した人に会話を直してもらってみたこともあっ

たが、「会話は雑談の域をでない平板なもの」になり、かえってリアリティを失ったという。

常陸坊海尊』を書き始めたころ、どうにも筆が進まなかったが、方言が体に入ることで人

物が生き始めたという。

どうなるか、とにかく書いてみようと考えた時、本棚に積んで忘れていた『津

軽のことば』と言う方言集を思い出して読み始めた。これは非常に名著でもある

が、いうところの科学的方言学識のものではなく、著者自身の実人生と日常生活

を通して蒐集された方言集だったので、苦労しながら繰り返し言葉を学習してい

くにつれて、東北の風土と人間と生活が、私の想像の中に生き生きと生命感を持

ち始めた14。

12  花田清輝「大きさは測るべからず」『花田清輝全集』第13巻、281頁。
13  秋元松代「方言について」『秋元松代全集』、49頁。
14  秋元松代「『常陸坊海尊』について」『秋元松代全集』、46頁。
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演劇評論家の小苅米晛（こがりまい・けん）は「戯曲言語としての方言」15と題して秋元

の言語的特徴を論じている。日本の戯曲における方言使用の傾向について、木下順二や

秋浜悟史ら、方言を忠実に再現しようとするリアリズム的アプローチと、他方、久保栄など、

部分的に方言に感じられるような表現を装飾的に使って雰囲気を作るのに利用するにと

どまっている「ルースな」ものの二つに大きく分かれていると指摘する。しかし、リアルに再

現しようとすればするほど、新劇に伝統的な「リアリズムの方法を、方言表記の手段として

取り入れ、発音の正確さを求めれば求めるほど、セリフにおける地域的特殊性は、劇作家

が夢想する普遍的な戯曲の価値を無残に裏切ってしまうことにもなりかねない」。というの

も、「忠実に再現された方言は、最悪の場合、地域的に限定された人々にしか理解されな

い世界に矮小化されることになりかねない」が、「不正確を許せば」「音声上のリアリティす

なわち現実の響きを持たぬ言葉に」は舞台となった地域の人々の思いが踏みにじられた

ような侮辱的なものになりかねない危険があるからだと指摘する。

近年はあまり見られなくなった手法だが、昭和期には翻訳でも創作でも、田舎もの、

無教養さなどの特徴を言語的に示す記号として、しばしば東北弁風の表現が用いられて

いた。イの母音がウの母音になって、シとス、チとツおよびその濁音に違いがない、いわ

ゆる「ズーズー弁」である。東北岩手出身である小苅米にはとりわけ方言使用の難しさ、

偏見を生む現実との乖離がアクチュアルな問題だったと思われる。

秋元にとっては、方言に向き合い、物語世界に適した疑似方言を生み出すまでに精

通することが、自ら物語世界に入り込むイニシエーションになっている。それは憑依という

ことではなく、他者の言葉を聞く、ということである。言葉を、意味を運ぶツールとしてでは

なく、感情、つまり言葉と裏腹な、曰く言い難いものの代替として発せられる声に耳を傾け

ることである。宗教的なもの、つまり人々がよりどころとしたものは、概して言語による説明

ではなく、神楽、祝詞（のりと）、お経、聖歌など、音律として届けられてきた。秋元は同じエ

ッセーの中で、生まれ育った東京の言葉は、理解するのも、書くのももっとも難しいと思う、

と記している。差別の多くの部分は、相手の状況を矮小化してわかった気になるところか

ら始まる。外国語のように方言を学ぶことは、彼らの抱えるわからないものに対し、異邦人

として敬意を払うことでもある。

創作に際して、登場人物が作者の意図を離れて話し始めるということは、バフチンの

ドストエフスキー論を待つまでもなく、よくある話ではあるが、秋元の場合のように、登場人

物を明確に、異なる言語で語る他者だと捉え、彼らの語る音としての言葉をなぞることが

彼らの人物像に迫る道であることを自覚しているというのは珍しい創作方法ではないだろ

うか。実は方言には漢語が多いことに触れながら、「読者（観客）にことさら親切であろうと

15  小苅米晛「戯曲言語としての方言」『秋元松代全作品集』1976年、1-4頁。
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もしないし、また、方言と地方人にも忠実でなければならないとは考えない」と書いている

16。わかりやすさや表面上の類似性にはこだわらず、登場人物が呼吸のように発する疑似

方言を創作する。それは、特殊な一地方に限定される話ではなく、トランスナショナルな普

遍性を獲得するためにも必要なことであった。

ちなみに、秋元は自作品の舞台化に際して、演技に幻滅することが多かったらしく、

「上演されない戯曲を書きたい」17とも日記に記している。「方言」は俳優にとって大きな障

壁になりうるだろう。彼女が血肉を通わせた言葉は、俳優にとって異質で語りにくい言葉で

ある。新劇的な演技法（スタニスラフスキー・システムによる心理表現をベースとしたもの）

の場合、言葉を自分のものとしてどのように語るかが求められるため、声の抑揚などセリフ

回しを聞くだけで俳優たちがどれだけその世界を自分の問題としてとらえているのか、観

客にすぐに明白にわかってしまうテクストなのである。しばしば俳優たちが方言を安易に

取り扱うため、舞台化に際して言葉が矮小化されてしまうことに対する嫌悪感の強さに、

彼女の言語に対する並々ならぬ思いがうかがえる。

3 『村岡伊平治伝』：善意という免罪符

秋元作品において、戦争は、貧しき者たちが命を奪われかねない極めて厳しい状況

に追いやられるがゆえに、近代日本というシステムがもっとも不条理さを表わす装置とし

て扱われている。明治18年香港にわたり、シンガポールやマニラで日本から貧困女性を

扱う女衒（人身売買）を生業とした村岡伊平治は実在の人物である。1867年、肥前島原(
長崎県)に生まれ、没年は不明。秋元が目を通した自伝の草稿は、のちに『村岡伊平治

自伝』18として刊行されたが、極めて自己を美化するように脚色されたものとされている。

自伝以外の資料が乏しく、実態はよくわからないらしい。

日露戦争期、日本のその後の軍国主義的枠組みが明確に目指された時代に、村岡

は女性を搾取することによって富国強兵に寄与し、日本に誠心誠意尽くそうとした。「国が

あっての個人なのだから、お国のために能力に応じて、時には自分を売ってでも、奉仕す

る必要がある」という主張を補うために彼がこねくり回す理屈は全く論理的ではない。秋元

は人さらいと人身売買に近い行いについて、作品を振り返るエッセーの中で、端的に村岡

を「悪人」と断定している19。しかし、戯曲の筋立ては彼の極悪非道ぶりを暴く告発劇では

ない。その逆で、伊平治がまともな教育を受けていない底辺の出身者にもかかわらず、い

16  秋元松代「方言のことなど・常識的に」『秋元松代全集』、459-460頁。
17  「秋元松代日記抄」1月29-30日、『秋元松代全集』、付録、1-2頁。
18  村岡伊平治『村岡伊平治自伝』南方社、1960年。
19  秋元松代「『村岡伊平治』という男」『秋元松代全集』、543頁。
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かに聡明で、誠心誠意国に尽くし、女性たちに対しても善良であろうとするのかを描き出

すエピソード群からは、まるで彼には罪がなく、彼もまた被害者であるかのようだ。村岡の

活動は、妾として売り飛ばされた幼馴染を助けられなかったという後悔に動機づけられて

いる。当初は劣悪な環境下にいる女性を助け出そうとした善意から出発したものの、政府

の支援を全く得られず、打開策として売春事業を始める。彼をその選択肢へと追い詰めた

悪は公権力である。悪への道を転がり落ちつつ、せめて女性に一定の割合で売り上げが

手に入るように配分することで、わずかなりとも善を行おうとする。他に手段のない女性に

も経済的な手立てが得られ、商売としての成功も目指し、さらには国の軍事費へと奉仕す

るという、彼なりにすべてにおいてウィン＝ウィンの関係を作ろうとしたのである。

ここには、手段はどうであれ、純粋な善意によって行われる行為を裁けるのか、とい

う問題がある。国の利害に合致するとき、それを悪だと誰が裁けるのか。踏み込んでい

えば、若い女性の命を売買するのと、特攻隊として若い男性の命を爆弾代わりに使うの

と、どちらも同じなのではないか。善意こそ、目的や手段の是非を問わない無知を正当化

してしまうものではないのか。戯曲の最後で、日本本土からきた伊藤博文の視察を受ける

が、伊藤は女性たちと戯れることに夢中で、村岡は功績を認められるどころか、ほとんど興

味を持たれないまま取り残される。村岡もまた、女性たち同様、利用価値が無くなれば切

り捨てられるコマでしかない。「お国のため」「天皇のため」という滅私奉公は、国や天皇と

いう他者への服従により、歴史や社会全体の文脈で考える思考を奪い、直近の対象への

利益提供によって行為の正当化が行われるのである。

このような「貢ぐ」行為は、上層部が要求するのではなく、その必要性を忖度しながら

行われるため、実際にその行為が要求されているのかを検証するプロセスを欠いている。

責任の所在を検証しようにも、権力のオーダー（要求）によるものではない以上、不都合と

されれば排除され、制度上の責任を問うことは難しい。無知と善意の混合によって出口の

ない輪廻の輪をめぐり続けることこそ、日本的なるものではないだろうか。

4 戦下の民衆：民間信仰と天皇制の相似性

『かさぶた式部考』は、才色兼備の誉れ高い平安時代の歌人、和泉式部が美貌をか

さぶたに覆われ、贖罪のために諸国（特に炭鉱地帯）を遍歴するという伝承を下敷きに、

炭鉱事故で記憶を失った男とその家族の悲壮な思いを描く。この作品も『常陸坊海尊』同

様、史実とは無関係に各地に伝承された貴種流離譚が20世紀の戦中戦後の日本社会

状況と結びついた物語となっている。両作品とも出口のない庶民の苦しみを、落ちぶれ

た歴史的人物が肩代わりしてくれるという内容においても似ている。
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秋元が下敷きにした伝承はそれぞれ、公的な歴史から抹消されてきた奇怪な素材で

ある。明治、もしくは戦後の近代化によって封印されてきたこの異界に通じる原初的エネ

ルギーの中に、苦しみの原因や、逆に救済を見出そうとする志向である。同様のテーマは

日米安保条約締結への反発の機運が高まった60年代ごろから欧米化への異議申し立て

として噴出し、深沢七郎の『楢山節考』（1957）や、少し後には魍魎や異界、体内回帰など

のモチーフを多用した寺山修司や唐十郎などアングラ演劇においても頻繁に繰り返され

た重要なモチーフのひとつである。しかし、彼らの土着回帰志向と秋元が伝承と関わる際

にみられる距離感とは大きく違っているように思える。

柳田國男の民俗学に強く影響されていた秋元は、初版のあとがきで『常陸坊海尊』

の執筆動機が、素朴な民衆の慰めに寄り添おうとしたことであるかのように記述している。

流浪の「貴人」たちは、民衆の家々を訪ね歩いたらしい。それを支えたものは

何かといえば、素朴な民衆の、生活の喘ぎと、寄る辺ない魂の悲しみと、日本人

のやさしさと浪漫性ではないだろうか。私はそのことに思いが至ると、不思議なほ

ど心があたためられ安らぐのだった。20

しかし、先に述べた方言を介した距離感をもって冷静に対象を観察するまなざしは、

失われた日本独自の土着性を回復し、癒しを求めるといったウエットな感情とは別のもの

を浮かび上がらせる。

ここで少し詳しく『常陸坊海尊』のあらすじを見てみよう。

敗戦色濃い戦争末期、子供たちが親から引き離され、東北の山奥の村に疎開させら

れている。宿舎を逃げ出したものの、山中で道に迷った啓太と豊は、そこを通りがかった妖

のような雪乃に「ただただ心から常陸坊海尊の名を呼べばすべて助けてくれる、母親にも

会える」と教えられる。それをきっかけに、ふたりは魔的な魅力に取りつかれたように雪乃

とイタコのおばばのもとに通っていたある日、ミイラを見せられる。常陸坊海尊は、鎌倉幕

府を開いた源頼朝に追われ、東北に落ち延びた源義経に弁慶とともに付き添った従者の

ひとりである。しかし、義経が裏切りにより殺害される朝、山形の山寺へ義経の健勝祈願の

参詣に出掛けていたため、主君の最期に立ち会えなかったのみならず、恣意的に逃亡し

たとの疑いを掛けられる。海尊はその罪を背負い、数百年に渡って東北各地を生まれ変

わりながらさまよい歩き続けている。各代の海尊は自らミイラとなり、信仰の象徴となるとい

う。村の娼婦たちは、海尊と同じ鎌倉時代の武将曽我兄弟の妻（虎御前と少将）だという。

しかし、これらの土着信仰は戦時下、時局を乱す蒙昧として取り締まりの対象となった。

疎開者のうち、東京大空襲で孤児となった子供たちは、農家に労働力としてもらわれ

20  秋元松代「『常陸坊海尊』について」『秋元松代全集』48頁。初版（私家版）あとがきからの著
者自身による再録。
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ることになるが、おばばのところへ逃げだした啓太はそのまま神隠しに会う。豊が海尊の

名を叫ぶと、海尊を名乗る中年男が姿を現わす。

戦後、豊が秘境の神社で10年ぶりに再会した雪乃は巫女となり、凄みを増した妖艶さ

で啓太や他の男たちを隷属させ、豊もまた虜になる。おばばは啓太の手でミイラにされてい

た。雪乃の子供の父は啓太らしいのだが、雪乃は啓太を虫けらのように扱う。絶望のあまり

思わず「かいそんさま～」と叫ぶ啓太の前に、サラリーマン風の海尊が姿を現わし、啓太に

自分の胸の琵琶をかき鳴らしてみろという。啓太もまた胸に琵琶を抱えた海尊なのだった。

二人の海尊は琵琶をかき鳴らし、「世の人々よ、この海尊の罪に比ぶれば、みなみなさまは

まこと清い清い心をば持っておるす。わしは罪のみせしめに、わが身にこの世の罪科をば、

残らず身に追うて辱めを受け申さん……。」と罪の告白を唱えつつ、北と南に去っていく。

広瀬常敏（演出家、東京演劇アンサンブル主宰、1926-2006）は『常陸坊海尊』演出し

た際、「戦争という暴力が辺境に秘かに棲んでいる人々の暮しに侵入し、その暮しを破壊

し、変質させていく様相」21に興味をもった、という。近代化され、政治制度の枠内に再設

定された天皇制の、しかも挙国一致の戦時状況が求める国内統合の動きに、ミイラづくり

をする海尊信仰も、同じく700年以上を生きながらえてきたという曽我兄弟の母や妻たちを

名乗る売春婦たちも前近代的な非合理性、つまり土着性を理由に排除される。

ここには確かに、近代化され、総力戦の戦力として国民を均質に統合・動員しようとす

る過程で日本の隅々に至るまで異質なものを排除しようとする軍国主義／天皇制に対す

る批判と民衆文化への親近感が現れている。しかし、民間伝承の土着性と天皇制とは二

律背反的な関係なのだろうか。

ちなみに、本稿で扱うのは個別の天皇ではなく、制度としての天皇制である。わかりやす

く言えば社会が抱く天皇のイメージおよび天皇との関係性と言い換えても良いかもしれない。

啓太をはじめ、社会になじまない者たちの救済として海尊信仰はあるのだが、果たし

てこれが天皇制に対抗しうるのかというと、そうは描かれていない。力の強弱ではなく、両

者は鏡の両面のように似ているからである。

5 対抗する力となりえない海尊信仰

海尊とはだれなのか、だれをどのように救済してくれるのか、物語の最初から最後ま

で説明されることはない。「ただただ、かいそんさまの名を呼ばわる」そうすれば助けに現

れてくれる、と無前提に信仰告白することを繰り返し要求される。

21  広渡常敏「秋元松代の『常陸坊海尊』について考える」（2002.ブレヒトの芝居小屋上演記録） 
http://www.tee.co.jp/stage-shoukai-image/kaison/kaison.htm [2017年11月16日閲覧]。
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その信仰が命を懸けた真剣なものであることは、海尊と称した幾代かの苦行者が各地

で生き仏、つまりミイラになるために絶食して自ら命を絶つという壮絶な修行を実践してい

ること、実際におばばもまたその道を選んでいることからもわかる。信仰を継承する者もま

た、「海尊」の名を呼ばわる際、すべてを投げ出すように全身全霊でその名を呼ばなけれ

ばならない。一抹の疑いも挟んではならない。近親者の餓死を見守り、その体をミイラ化

することも苦しみを限界まで耐える行為であろう。海尊という数百年の命を長らえるという

神がかった特別な存在を、民衆は、分析したり、理解したりすることなく、身を押し殺して

盲目的に信仰することによって、宗教的救済に祭り上げてしまう。

皮肉なことに、この一心不乱に帰依する精神こそ、天皇のみ名のもとに、目的も手段も

問わず、戦地に送られ、多くの命を落とすことになった軍国主義と、相似形になっている。

神風によって国を救うという外部から与えられた救済の可能性と権威とに盲目的に従い、

対象を問いただすこと自体がタブー化されているのだ。天皇という他者の名のもとに行った

のであるから、だれも直接的な責任を取ることのない天皇制のからくりは、奇しくも背景を問

わず、ただひたすら救済を願うことで自分の抱える問題を棚上げする海尊信仰と重なる。

つまり、公式においても非公式においてもアニミズムを起源とする宗教の世界観の中で、

民衆のその従順さ、善良さが抑圧と従属を無前提に受け入れてしまう状況を作っている。

苦悩する登場人物たちは、辺境にいながら日本社会の中枢に結び付けられている。

村岡伊平治はマニラ、シンガポールなどの外地から、海尊信仰は津軽と思われる東北の

奥地から、『かさぶた式部考』の炭鉱の落盤事故で知性を失った男は、まさに地底から日

本を眺めているのだが、海や森、地面(岩盤)に視界が遮られ、日本の全体も天皇の姿も

見ることはできない。

個別の日本人にとって、天皇は見えない、つまり限りなく不在である。海尊信仰との比

較を通してみたとき、ここで批判的に浮かび上がるのは、天皇の個別的な戦争責任問題

ではなく、不在のものによる支配を信仰へと高めていったことへの不信である。戦地にお

いて、銃後の疎開地において、天皇の名のもとに語られる言葉は、すべて伝聞、つまりコ

ピーであり、さかのぼっても実体のないポストモダン的なシミュラークル（幻影）なのである。

鎌倉時代の曽我兄弟の妻が住んでいるだとか、海尊がいるだとか、荒唐無稽でばか

げている、と言う引率の教師に、宿の主人は、「現に本人たちがそういっているのだ、自分

たちが気ままに作った話とは違うのだ」と繰り返す。居ると信じれば、それは存在し、見え

もし、内容が不確かな分、自分の都合や期待に合わせて中身を読み込めば、ますます

その幻影に帰依することはたやすい。とりわけ、命に関わるほどの飢餓や疎外状況に追

い込まれた個人は、現実からの逃避として見えないものの存在に最後の望みを見出そ

うとするだろう。極限状態に追い込まれて他の選択肢を考える余裕がないのであれば、

なおさらである。
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トンチャイ・ウィニッチャクンはタイ伝統の宗教的地図からヨーロッパ的地図への切り替

えによって、近代国家としてのタイの一体性の概念が視覚的に与えられたことを、地理的

身体（ジオボディ）という用語によって批判的に論じた22が、ここでは逆に、情報の欠落、不

可知性と疎外、孤立こそが全体への依存を引き起こすという逆のことが起きている。天皇

制も、「天皇制を相対化しうる力」のはずの海尊信仰も、理念（土台）を支えるものが同じで

あって、アンチであるはずの土着の信仰もまた権威に回収されてしまっている。

これら日本的な信仰による世界観を相対化するものとして、当然、西欧近代合理主義

が考えられる。和魂洋才、つまり「形式は西洋、内容は日本」という文化接種スタイルによ

って天皇制と融合され、形骸化された西欧化ではなく、もう一度原点に立ち返って学びな

おしたらどうだろうか。しかし、そこにもオルタナティヴはない。劇の終盤で、啓太同様、精

神的な囚人となってしまった宮司補が、鎖を断ち切り、外部へと脱出する手段として、大

陸へ渡ってチンギス・ハンになったという義経伝承さながら、船によるソ連への密航を考

える。戯曲の舞台となっている終戦から十年後のこの時代には輝いて見えた西洋の進歩

思想の表れであるソ連についても、実際に戯曲が書かれた60年代半ばはスターリン批判

やハンガリー動乱といった事件の生々しい体験が幻影を打ち砕いた後であり、戦争期の

ナチスの経験も含めれば、西欧においてもまた人間の生き方の問題が解決されてはいな

いことが示唆されている。オルタナティヴであるはずの西洋近代も、近代以前のアニミズム

の文化もまた、天皇制に象徴される「日本的なるもの」の告発としても、人間を武器弾薬の

用具のように消費する仕組みからの救済としても機能しないのである。

6 海尊の存在意義

信仰や思想が制度化され、人間の支配関係が自動化されてしまう社会において、最

大の抵抗として存在するのが、自らの罪を告白し続ける常陸坊海尊の存在である。

秋元の描く海尊は、実は他者を救済しない。幕切れにおいて、戦後の海尊は「わが

身にこの世の罪とがをば残らず身に負うて」と唱えるのとは裏腹に、啓太の苦しみを引き

受けようとはせず、彼の胸に琵琶があり、彼もまた海尊その人である、ということを指摘す

るだけである。言われるがまま、啓太は胸にある見えない琵琶をかき鳴らす。海尊は無人

（耳無し）の海に／森に呼ばわり、その声は聞き取られることがほとんどない。それでも声

を張り上げ続ける。

22  参照：トンチャイ・ウィニッチャクン『地図がつくったタイ』 明石書店、2003年および大澤真幸、
姜尚中編著『ナショナリズム論・入門』有斐閣、2009年。
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誰も聞く者がいないかもしれないが、無意味に思えてもあえて声を上げなければなら

ない、それが人間として成熟するということなのだという秋元のメッセージは、劇団内の男

女差別を取り上げた「成熟するということ」23や、ハンセン病で隔離された島の盲目の夫婦

との、会うこともないまま、文通をとおして、なんとか消えてしまいそうな、かすかな声を聞き

取る営みを続けるというエッセー「島からの便り」24にも通底するテーマである。

啓太は海尊に「待っている人はたあんとおるじゃ。残りのう、罪をつぐのう心をば失い

なさるなよ」と啓太を送り出す。ここには、必要としてくれる信者の存在を支えとし、感謝す

る、他者のために生きる姿が描かれている。しかし、海尊の最大の抵抗であり、存在意義

となるのは、責任を取り続けること、しかしながら他者を安易に救済しない／できないことに

ある。制度に絡み取られず、語りつづける困難を克服すること、そのかすかな声を聞き取

ることが自立した個人として責任(罪)を引き受ける行為の土台となる。救済は、民間信仰

で期待されているような罪を肩代わりして赦しを与えることにあるのではないし、かといっ

て被抑圧者としての悲哀があるだけではない。事態を引き起こした自らの弱さを告白し、

悔い続ける＝責任を取り続けること。それは、結果的に、無責任であいまいな日本に対す

る、全身全霊での抵抗を意味する。救済への可能性は、罪を自覚し、告白することを促し

ながら、その苦しみを共有することで寄り添い、孤立させないやさしさにある。責任を取り

続ける海尊は、日本を含む人間の無責任体質、責任回避の構造に対する厳しいアンチ

テーゼとなっているのである。

おわりに

以上、検討したように、秋元作品における前近代や民間伝承などの土着的要素は、

庶民に救済を与えるものとしては機能していない。根拠の示されていない権威（神格）へ

の依存は、公的な圧力を相対化するというよりも、天皇制と構造を同じくし、人々の思考を

奪い、従属する身体を同じように作り出している。しかしながら、祭り上げられた海尊自身

が、声を限りに自らの罪を問い続けているということ、そして被害者であるように見える者た

ちすべてに対し、彼に付き従うのではなく、自らも問い始め、容赦なく個別の罪－無罪を

明らかにすることを要求する行為こそ、曖昧模糊とした社会の枠組み自体を問い直す力

となる可能性が残されている。

秋元は続く『かさぶた式部考』において、信者（庶民）と教祖（権威）との共犯性にまで

踏み込んで描くことになるのだが、それについては稿を改めて論じることとしたい。

23  秋元松代「成熟するということ」小林佐智子編『おんなと母のあいだ』筑摩書房、1973年所収。
24  秋元松代「島にいる友達」石牟礼道子編『日本名随筆86祈』藤原書店、1989年、45-50頁。
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付録：秋元松代　年表・主要作品一覧

1911年  横浜に生まれる。　
1946年  三好十郎主宰の戯曲研究会に参加
1949年 『礼服』（一幕）
1952年 『婚期』（一幕）
1954年 『ものいわぬ女たち』
1960年 『村岡伊平治伝』
1964年 『常陸坊海尊』（田村俊子賞受賞）
1965年  TV『海より深き』（RKB毎日放送、芸術祭賞受賞）
1969年 『かさぶた式部考』（和泉式部伝承：『海より深き』戯曲 
   化）（毎日芸術賞受賞）
1975年 『七人みさき』（読売文学賞受賞）
1976年 『秋元松代全作品集』（全3巻、大和書房）刊行
1979年 『近松心中物語』（蜷川幸雄演出）
1980年 『元禄港歌』（蜷川幸雄演出）
1981年 『南北恋物語』（蜷川幸雄演出）
2001年  死去。
2002年 『秋元松代全集』（全5巻、筑摩書房）刊行。
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English Summary of the Article

Tateoka Kumi

The Spirit to “Survive” the War – a Play by Akimoto Matsuyo, 
Hitachibō Kaison (Kaison, the Priest of Hitachi)

Akimoto Matsuyo (1911–2001) is one of the few female playwrights of the Shōwa 
Period. Her master was Miyoshi Jūrō, a renowned figure of the proletarian theater. He 
taught Akimoto the art of detailed realism. Akimoto’s great fascination with folklore, an 
obvious influence of Yanagida Kunio, drove her meticulous fieldwork. In places forgotten 
and irrelevant to the main course of history, she explored the sensitivity of those in deep 
connection with local traditions and used this research in her plays. Her play  Hitachibō 
Kaison (Kaison, the Priest of Hitachi) is based on a legend that featured Yoshitsune. Kai-
son first betrays his lord, later changes his life completely – goes about retelling his sins, 
and in the end refuses to eat and becomes a virtuous living incarnation of Buddha (iki-
botoke). The story opens with the scene of Tokyo children being evacuated at the end of the 
Pacific War. The children unexpectedly become absorbed into the world of Kaison’s legend. 

The comeback of the folk magic theme, posing a contrast with postwar Japan’s modern 
rationalization, is a unique phenomenon in the literature of the late 1950’s. It also some-
how relates to the interest in Japanese folklore and sensuality present in the works of the 
playwrights of the 1960’s, like Tarayama Shūji or Kara Jūrō.  

Akimoto, however, does not see Japanese folklore only in contrast to modernity. In 
her play Muraoka Iheijiden (The Life of Muraoka Iheiji, 1960) she describes a simple man 
from the countryside, Muraoka, who initially dedicates himself to helping women sold 
abroad to China and South-East Asia, but later, due to misguided patriotism, changes 
his approach and by the end abandons all the  “deceived” women. In the play  Kasabuta 
Shikibukō (Meditation on Our Lady of Scabs, 1969) Akimoto deals with the pain and suf-
fering of the common people. Basing her story on folk beliefs glorifying the figure of Izumi 
Shikibu, Akimoto shows the suffering of a mother and a wife that both long for the recov-
ery of a mentally handicapped man who lost his faculties due to a coal-mining accident. 
Although not explicitly, the play addresses the topic of the psychological construct of self-
ish patriotism that throughout the 20th century allowed Japan to slip further and further 
into military conflict starting with the Russo-Japanese War. After the wars were over it still 
brought suffering to people, who now became victims of a quasi-war, that is, the rapid eco-
nomic development. In Muraoka Iheijiden the sincere, whole-hearted modern day love of 
the common countryside people towards their home areas, the neighborly love, all become 
abused by the power of the state. In Kasabuta Shikibukō, the anti-modern world of myth 
and folktale – with all its relations, including male-female relationships, eventually ends up 
twisted by the greed for power that comes with economic development (the national sys-
tem). Both on the surface and in the inner depths of society, salvation ( meaning to live like a 
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human being) becomes an empty slogan (symbol), repeated by simple people devoid of 
any escape, whose only rescue is in the faith that salvation will come. The author shows 
it most vividly in one of the scenes from  Hitachibō Kaison. The children who are being 
evacuated from Tokyo start evoking the name of “Lord Kaison” (Kaison-sama) unaware 
of the meaning behind those words.

In the article I would like to examine how theater plays portray the similarities 
between the belief in kishuryūritan tales glorifying the defeated, and the imperial system 
that supported Japanese wars during the era of militarism.

Keywords: Akimoto Matsuyo, Kaison, Yoshitsune, folklore, theater play, myth of the 
noble exile (kishuryūritan).





中丸貴史

日本古典研究の〈戦後〉

—国文学と漢文世界—

はじめに

近代国民国家と密接にかかわって成立した「国文学」は、日本の文化的アイデンティ

ティを担うために異質なものを排除して、その純化を図った。ここで排除されたのが東アジ

ア共通の知的基盤であった「漢文」であった。これは1945年の敗戦という、明治時代以来

の思想的枠組みが相対化されてもなお、その命脈を保ち続けている。大学のいわゆる「国

文学科」（あるいは日本文学科）で扱うテクストが、『源氏物語』や『枕草子』などの仮名テク

ストに偏っていることがその証左である。

一方で、1900年に敦煌（Dunhuang　現中華人民共和国甘粛省）文書が発見され、日

本でも江戸後期の森立之（1807-1885）らによる『経籍訪古志』以降、中国本土では現存し

ない、宋版以前の本文をもつ唐鈔本と、その転写本である旧鈔本が注目されつつあった

が、敦煌文書にいち早く注目したフランス人ポール・ぺリオ（Paul Pelliot,1878-1945）とも交

流のあった中国人羅振玉（Luo Zhen yu,1866-1940）らがこの日本残存の唐鈔本の研究を

進めた。19世紀末から20世紀初頭にかけて東アジア漢文文化圏1の東西の極地で漢籍

をめぐる共通の現象が確認されたわけであるが、こうした研究を「国文学」は一部を除い

て積極的に取り入れようとはしなかった2。

冷戦終結後、国際化・グローバル化の波は「国文学」の世界にもおしよせ、「国文学

科」から「日本文学科」と看板の掛け替えを行なった大学が相次いで現れた。また90年代

以降は「東アジア」をキーワードに多くの研究が進められつつあるが、「国文学」の質的転

換にはまだ至っていない。

1  「漢文文化圏」の語は金文京『漢文と東アジア—訓読の文化圏』岩波新書、2010年による。
2  日本文学と敦煌文書との関係については早くから注目し研究を進めてきた人物として川口

久雄がいる。『西域の虎—平安朝比較文学論集—』吉川弘文館、1974年、及び『三訂　平安朝日
本漢文学史の研究』上中下、明治書院、1975-1988年など。
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日本文化は、漢文文化ならびに和文文化との二重構造を有し、同時にこれらの融合

したものである。論者は漢文と和文の中間テクストともいえる日本漢文を中心に研究を進

めてきたが、本稿ではその意義の確認と、今後の展望について述べてみたい。

1 国文学　national literature

徳川幕藩体制に終止符を打ち、西洋を模範とした近代国家をめざした明治政府は、

これまで藩に属していた人々を、天皇を中心とした国家の民＝国民としてまとめあげようと

した。近代国民国家（nation-state）日本のために必要とされたのがナショナルアイデンテ

ィティ（national identity）であり、その形成のために「国語（national language）」と「国文学

（national literature）」がつくられたのである。その国文学の歴史が「国文学史」であり、1890
年（明治23）には日本で最初の文学史である三上参次・高津鍬三郎による『日本文学史』

（金港堂）や芳賀矢一・立花銑三郎『国文学読本』（冨山房）が相次いで刊行された。品田

悦一は「一八九〇年という画期」と呼び、前年の大日本帝国憲法発布を受けて最初の帝

国議会招集、教育勅語の発布と、日本の近代国家の体制の確立した年にこのような書が

刊行されたことの意義を指摘している3。

三上参次・高津鍬三郎『日本文学史』では、歴史にも世界史と各国史があるように、

文学史にも世界文学史と各国文学史があり、「文章詩歌は、最も能く、人の思想、感情、

想像をあらはすものなれば、人間の発達を知るには、此上なき材料なりとす」として、文学

とその変遷を知ることの意義を述べている。しかしこうした文学の歴史もどこの国でも良い

ものがあるかというとそうでもなくて、わが国（日本）の場合は隣国中国と同様、決して貧し

いものではない、つまり日本にはきちんとした文学史が存在するのだ、と表明するあたり

に、却ってその屈折した感情を読み取ることもできよう。国文学については「一国民が、其

国語によりて、その特有の思想、感情、想像を書きあらはしたる者なり」と定義している。

1899年（明治32）に刊行された芳賀矢一の『国文学史十講』（冨山房）では、「国民の

思想、道徳、感情と云ふものが其国文学の上に反映されて居ることが大切」であり、国民

の内面を知るためには文学の歴史を知るのが一番よいと述べている。このあたりの考え方

は先の『日本文学史』と同じものである。重要なのは次の箇所であろう。

我国は太古から、建国数千年の久しき、少しも外国の侵略を受けたことがな

い。万世一系の天子様を戴いて、千古不易なる国語を話して居ります。漢学や仏

学が這入つて来て、漢語、仏語が混つたり、文法上の構造が多少変つたりする

3  品田悦一『万葉集の発明　国民国家と文化装置としての古典』新曜社、2001年、61-62頁。
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のは時勢の変遷で、自然のことでありますが、日本語はどこまでも日本語です。

かやうに数千年来、代々相続いて、日本語を話して来て、其日本語で綴つた文

学が今日吾々の手に残つて居るといふことは如何にも貴い幸福なことです。一国

の文明は其国民が造出すものであれば我国民の思想感情の変遷を現した文学

史の裏面には世界に特殊なる我国民の歴史が認められる事であります。文学歴

史の必要なことはもとより論を待たぬことでございます。

以上を、虚妄であるとして排除するのは簡単であるが、ドイツ文献学を取り入れ、国文

学の方法論を確立した芳賀矢一がなぜこのようなことを書いたのか、書く必要があったの

かを考えるべきである。一方で現代の常識からすれば「建国数千年」でも「万世一系」で

も、国語が「千古不易」であるはずもない。これらはすべて日本という国家が太古以来、

純粋な民族的伝統を保持してきたという幻想とでもいうべきものであり、雑じり気なしでな

ければならないという自国の文化を特権化する、国家のアイデンティティにかかわる問題

である。ここには「日本文化」の名のもとに、異なる他者を排除する思想が垣間見られる。

明治時代に形成された国民国家と同様、「国語」「国文学」が制度として形成される過程

を見ることができるのである。

さて、『国文学史十講』においては第二講以降、時代を追って文学史が説明される。

次にあげたのは、上古文学と中古文学の見出しにあげられているテクストである。

上古文学の一　記紀の歌、祝詞

上古文学の二　人麿の歌、山部赤人、万葉集、古事記、風土記、宣命

中古文学の一　神楽歌催馬楽歌、六歌仙、伊勢物語、竹取物語、紀貫之、古今集　

　　　　　　 の歌、土佐日記、後撰集、拾遺集

中古文学の二　大和物語、住吉物語、落窪物語、とりかへばや物語、うつぼ物語、

　　　　　　 紫式部、源氏物語、紫式部日記、清少納言、枕草子、栄華物語、

　　　　　　 大鏡、今昔物語、後拾遺集、今鏡、朗詠

ここにあげられているものは、ほぼ仮名テクストで、漢文が排除されている。そして、そ

れがほぼそのまま戦後の国文学、日本文学に引き継がれているのである。国文学から日

本文学に看板を掛け替えたとしても中身はそのまま「国文学」なのであった。問題なのは、

明治期の「国文学」の生成過程ではなく、その思想的枠組みが今なお、時に無意識的に

引き継がれていることなのである。



124  中丸貴史

2 官学アカデミズムと国文学

ここでは、官学アカデミズムと国文学について、国家の制度のなかで国文学がどのよ

うに位置づけられていったかを、主として東京大学の制度から見てみたい。

1877年（明治10）、洋学を学ぶ東京開成学校と医学を学ぶ東京医学校を合併して東京

大学が設立された。この時、和漢文学科もつくられるが、これは東京開成学校、東京医学校

の流れをくむ学科ではない。1871年に廃止された「大学」の流れをくむものであった。当初、

明治政府は伝統的な「国学」と「漢学」を「大学校（本校）」として中心に位置づけ、洋学と医

学の学校をそれぞれ大学校分局とした。ところが、この大学校において国学と漢学との主導

権争いが起きてしまい、結局、大学校は休校状態となり、これが「大学」となったのちにも続

き、機能不全に陥ってしまった。そのため、洋学系統の構想により学制改革が行われようとし

たが、今度は国学者と漢学者が一致団結して洋学者と対立するに至って、1870年（明治3）

に改革を理由に大学（本校）が閉鎖されてしまったという経緯があった。東京大学の設立は、

新政府が国学復古の方針から一転して洋学重視の立場に立った結果であるともいえる。

以上のような変遷を経て東京大学の設立と同時に和漢文学科が設置されたのであ

る。和漢文学科は江戸時代からの「国学」「漢学」を受け継いでいたのだが、1885年（明治

18）にこれらが分離し、「和文学科」「漢文学科」となった。さらに1889年（明治22）になると、

和文学科が「国文学科」と「国史学科」になる。この年は大日本帝国憲法が発布された年

である。近代国家としての制度が整った年に、「国」文・「国」史が形を整えたのは大きな意

味があるだろう。先に見た『日本文学史』が刊行されるのはこの翌年である。

なお、和漢文学科から分かれた「漢文学科」（のちに漢学科）は、1904（明治37）に支那

文学科と支那哲学科に分離するが、完全なる異文化ではなく自文化の一部であるという意

識のある「漢文」という言葉を外して「支那」としたのは、これらを「外国」のものとして位置付

けたからにほかならない。1904年はまさに日露戦争のさなかであったが、1894年の日清戦

争に勝利し、それに引き続いて大国ロシアとの戦争に挑戦した当時の日本のアカデミズム

も、いわば、文化的側面において自文化を称揚し、これまで大きな影響を受けてきた大陸

の文化を他者として「外国」として捉えようとしたのである。日清・日露戦争の間に笹川種郎

『支那文学史』（博文館、1898年）、久保天随『支那文学史』（人文社、1903年）といった著述

が出ていることも注目されるだろう。「支那文学」については笹沼俊暁が「欧米諸国によって

主導される近代の世界と「世界文学空間」に参入していこうとするさなか、西欧に近づき近代

化を進める日本の文学の方向性の裏で、「支那」の文学が前近代性を象徴するものとして

否定的に描かれるというかたちで、両者の分節化と階層化が進められた」と指摘している4。

4  笹沼俊暁『「国文学」の思想—その繁栄と終焉—』学術出版会、2006年、72頁。



日本古典研究の〈戦後〉	—国文学と漢文世界—	 125

1891年には渋江保『希臘羅馬文学史』『英国文学史』（博文館）、翌92年には同じ

く渋江の『独仏文学史』（博文館）、1893年には坪内逍遥「英文学史綱領」（『早稲田文

学』39-43、46-48号、同年5月～9月）、1907年には、浅野和三郎『英文学史　附録：米国

文学史』（大日本図書）、橋本忠夫『世界文学史』（博文館）など、各国文学史の出版が相

次いでいる。世界文学史というのもこれら国民国家を前提とした文学史であることは言うま

でもない。そしてこれらの各国文学史の出版が国文学史の生成と同時期であることは偶然

ではない。自己のアイデンティティの形成には異なる他者の存在が不可欠であり、各国

文学史が「国文学史」と同時期に書かれることは必然であった。「国文学」は漢文を排除

した和文中心の国民国家のアイデンティティのためのものであり、国家を前提とした文学

であった。繰り返しになるが、この枠組みは戦後の日本文学研究にも引き継がれている。

3 リンガ・フランカ（lingua franca）としての漢文

こうした国文学の枠組みを相対化するときに重要なのが、「リンガ・フランカ（lingua 
franca）」という概念である。リンガ・フランカは国際共通語などと日本語に訳されるが、「異

なる言語を話す人々の間での共通語」という点が重要である。東アジア漢文文化圏の中

で日本と朝鮮、渤海などそれぞれ別の言語をもつ人々との間で使われたのが漢文であっ

たことを考えると、漢文はまぎれもなくリンガ・フランカであった。

このリンガ・フランカと古典語は大きく重なるところがある。漢文のほかに、たとえば、

ラテン語、古典アラビア語、古代ギリシア語、サンスクリット語などが古典語として考えられ

る。ラテン語が西洋古典語ならば、漢文は東洋古典語といえるだろう。しかし古典語として

しまった場合、古典時代に限定されてしまう。英語などは現代の地球的規模でのリンガ・

フランカになりつつあるわけで、前近代のみならず近代以降現代をも視野に入れるとい

うその汎用性から用いるのである。

リンガ・フランカに対して、各地域で使用される言語を現地語とする。たとえば、現代

のリンガ・フランカとしての英語であれば、現地語は日本語やポーランド語・フランス語・中

国語・ドイツ語・タイ語などの言語が対応し、ラテン語であれば、ポーランド語・英語・フラン

ス語・ドイツ語などが現地語ということになる。同様に前近代の東アジア世界（東アジア漢

文文化圏）においては、リンガ・フランカたる漢文に対して、日本はもちろん、朝鮮半島、

ベトナムなどの地域で現地語があった。また中国においてもリンガ・フランカとしての漢文

に対して現地語が存在していたことは留意されるべきであろう。また日本を含めた漢文文

化圏の諸地域において、漢字との影響関係で文字がつくられたことも重要である。たとえ

ば、契丹文字・女真文字・壮文字・西夏文字・字喃などがそれであり、その先にハングル

や仮名などが位置づけられる。
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以上をふまえてさらに前近代の日本の言語状況について考えてみたい。前近代にお

いて日本は東アジア漢文文化圏のなかにあり、リンガ・フランカは漢文であったことは先ほ

どから述べているとおりである。一方の現地語であるが、漢文に対して和文ということにな

るだろう。日本語は漢文と和文などが融合して現在に至るので、前近代を考える場合、現

地語とするのは必ずしも適切ではないだろう。和文を表記するために使われたのが、仮

名である。「仮名」とは仮の文字の意で、それに対して「真名」たる漢字があった。また、リ

ンガ・フランカと現地語の融合した、クレオール（creole）としての日本漢文も重要である。

日本漢文は日本人の書いた漢文であるが、「正格」漢文から和文化したものまで幅広い。

以上のように考えると、「国文学」がその主

たる対象としたのは現地語たる「和文」であり、

前近代の日本が、漢文文化圏に属し、漢文を

基盤としてきたことを考えると、一部分しか対象

としてこなかったことは明らかなのである。日本

文学を世界的な視野で考える場合、世界的な

言語文化圏の一つである漢文文化圏という視

野が重要であり、日本文学は、漢文・日本漢

文・和文という三層構造で考える必要がある。

4 唐（旧）鈔本と日本／敦煌

これまで見てきたように19世紀後半に国文学が誕生し、その思想的枠組みは今もな

お強固に存在し続けているのだが、19世紀から20世紀にかけて、東アジア漢文文化圏の

周縁部で起きた2つの事象にあらためて注目することで今後の可能性を探ってみたい。

一つ目は敦煌文書の発見である。これは1900年、莫高窟で王円籙（Wang Yuanlu）

が大量の文書を発見したことにはじまる。1907年にはイギリスの考古学者オーレル・スタ

イン（Sir Marc Aurel Stein）が数千点の文書をイギリスに（現英国図書館蔵スタイン・コレク

ション）、翌1908年にはフランスの東洋学者ポール・ぺリオ（Paul Pelliot）が数千点の文書

をフランスに（現フランス国立図書館蔵ぺリオ・コレクション）持ち帰るという事態になる。こ

うした敦煌文書の国外流出を重く見た当時の中国政府（清Qing）は1910年、残存文書す

べてを政府管轄とし、北京に搬送する（現中国国家図書館蔵）。ところが1914年から1915
年にかけてロシア・オルデンブルク隊第2次トルキスタン調査団によってふたたび文書が

収集されるという事態が起きている（現ロシア科学アカデミー東洋写本研究所蔵）。こうし

て敦煌文書は世界中に分散してしまったのである。
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敦煌文書は内典（仏書）が中心であるが、これらは4世紀から11世紀初めのものであ

り、中国中心部ではほとんど残っていない唐（Tang、618-907）以前の写本、つまり唐鈔本

を多く含んでいる。それゆえに敦煌文書の発見は重要なのであった。

中国中心部において唐鈔本が姿を消したのは、宋（Song）代に書物の中心が写本か

ら刊本（宋版）に移ったことが大きい。現行の漢籍のテクストはこの宋版に由来する。また

宋版は国家事業として行われたために校訂もよいと言われている。中国においては宋版

の底本となった唐鈔本は不要になり、急速に消滅してしまった。よって宋代以前の本文を

知ることが難しくなったのである。

二つ目は、江戸時代後期における日本伝存漢籍（旧鈔本）への注目である。旧鈔本

とは奈良から室町時代（8C-16C）の間に、唐鈔本を日本で写したもののことである。狩谷

棭斎（1775-1835）を中心とする考証学の成果で、森立之（1807-85）らによって編集された『

経籍訪古志』、1880年（明治13）に清国公使館員として来日し、森に刺激を受けた楊守敬

（Yang Shoujing、1839-1915）の『日本訪書志』『古逸叢書』などの成果があり、特に羅振玉

は辛亥革命を避け、京都に8年ほど滞在、ぺリオとも交流があり、旧鈔本の価値を的確に知

り得る立場にあった。『京都帝国大学文学部景印旧鈔本』全10集などの刊行に尽力した。

19世紀から20世紀にかけて、東アジア漢文文化圏の周縁部で唐鈔本（旧鈔本）の「

発見」があったことは重要である。というのは平安時代以前の日本は唐鈔本（旧鈔本）に

よって漢籍を読んでいたのであり、敦煌の唐鈔本と、日本の旧鈔本によって、宋版以前

の本文の一端が明らかになるからである。平安時代に読まれていた漢籍の本文が明らか

になることで日本の仮名文学の読みも変わってくる可能性がある。太田次男の大著『旧鈔

本を中心とする白氏文集本文の研究』（勉誠社、1997年）をはじめとして、漢文学系の研

究者による研究は進んでいるが、日本文学とくに、仮名文学を中心とした研究者の側か

らの研究は進んでいるとは言い難い。なお、『源氏物語』本文と旧鈔本との関係について

は、神鷹徳治・静永健編『アジア遊学　旧鈔本の世界—漢籍受容のタイムカプセル』（勉

誠出版、2011年）の神鷹徳治による「序論—旧鈔本と唐鈔本」がわかりやすく有益である。

おわりに　日本漢文の可能性

論者は漢文と和文の中間テクストともいえる日本漢文、とくに貴族たちの日記を中心

に研究を進めてきた5。日本文学において貴族の日記といえば、『土佐日記』『蜻蛉日記』

5  東アジア漢文文化圏を視野に入れたものとしては、「『後二条師通記』寛治五年「曲水宴」関
連記事における唱和記録　—「劉公何必入天台」を始発として—」王勇・吉原浩人編『海を渡る天
台文化』勉誠出版、2008年、「漢文日記叙述と漢籍　—摂関家の日記としての『後二条師通記』—」
『日本中国学会報』第63集、日本中国学会、2011年10月、「藤原師通の白詩受容　—『後二条師通
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『更級日記』などの仮名日記が想起されるだろうが、貴族たちは一方で漢文で日記を記し

ていた。漢文で書かれた日記は公的性格を帯びるため、また記録の側面が強くあるため

に、文学研究の対象としてではなく、歴史資料（史料）として、主に歴史学の対象として扱

われてきた。しかしながらこうした漢文体の日記は仮名日記をはるかに上回る量が残され

ており、また近世までその伝統が続いている。文学研究がもはや芸術作品としてのテクス

トのみを対象としなくなった今、また、たとえ言語芸術作品に対象を限るとしても、テクスト

は他のテクストとの関係なしに生成し得ないことを考えれば、日本人が書き続けた膨大な

量の漢文テクストもその視野に入れるべきであるし、それ自体も対象とすべきではないか

というのが論者の考えである。

これまでこうした漢文体の日記がテクスト分析の対象にもならなかったのは、和文＝

国文学、漢文＝中国文学といった一国国文学の枠組みからははみ出すものであったと

いうのと、フィクション＝国文学、ノンフィクション＝歴史学といった枠組みも存在していた

こと、さらに日本漢文が「和臭（習）漢文」「変体漢文」として、まがいものの漢文として扱わ

れていたためであり、三重に、周辺に追いやられたテクストであったということができる。し

かしながら貴族たちによって書き続けられた漢文体の日記が、日本の文化の中心にあっ

た上級貴族たちにとって重要な活動のひとつであったことを考えれば、歴史事実の解明

のための資料としてではなく、それ自体を研究対象とすべきではないか。と同時にその文

体が、正格漢文ではなく日本的に変容した漢文＝日本漢文であり、それで一つの文体

を形成しているということも、リンガ・フランカと現地語、クレオールなどの関係から考える

うえで重要なのである。

平安時代の人々はリンガ・フランカたる漢文を古典として受容し、自らも漢文を書き（＝

日本漢文）、また時に仮名文とも使い分けていた。彼らが受容していた漢文は、現在多く

残る宋版以降の本文ではなく、それ以前の、唐鈔本の本文であった。よって、日本はもち

ろん、敦煌などに残る唐鈔本が、平安時代の漢籍を知るために重要である6。

日本古典研究にとって、「敗戦」は大きな転換点になるはずだったが、未だに「国文

学」の枠組みを引きずっている。しかしながら、「昭和」とほぼ同時期に冷戦も終わり、グロ

ーバル化が進んだ結果、「日本」であることが問われることとなり、周囲の環境の変化に対

応するかたちで変わりつつある。リンガ・フランカたる漢文は世界的な視野で日本古典を

記』が拓く文学世界—」Tomasz Majtczak [&]Senri Sonoyama 『Language and Literary Traditions of 
Japan』Jagiellonian University Press, Kraków 2014年、「院政期日本の文化的転換—『後二条師通
記』から読む「契丹」—」小山利彦・河添房江・陣野英則編『王朝文学と東ユーラシア文化』武蔵野
書院、2015年などがある。

6  なお、本稿に並行して旧鈔本など漢籍の受容について考えた拙稿に「漢文日記に見える『
文選』—東アジア漢文文化圏における書物交流の一痕跡—」『史聚』50号記念号、史聚会、2017年
4月予定がある。
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位置づける際に重要であり、また近代にいたるまで日本人が漢文を書き続けてきたことを

より積極的に評価するべきである。日本国内の研究者は分野を横断した視野と協力が必

要であり、なによりも海外の研究者の視点は今後さらに重要になるだろう。
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English Summary of the Article

Nakamura Takafumi

Postwar  Research on Japanese Classics –National  Literature and the 
World of East Asian Classics

 

“National literature” (kokubungaku) arose together with the modern national state, and 
as a building block of Japanese cultural identity, was subjected to cleansing from foreign 
influences. What was discarded was the “Chinese literature” (kanbungaku) – an intellec-
tual foundation shared by the whole of Eastern Asia. Even though the ideology developed 
during the Meiji Period and was confronted with the WWII defeat, the tendency lingered 
and continued on after the war. The stress the university departments of  “national liter-
ature”  (or Japanese literature – Nihon bungaku) put on works created originally in local 
syllabic kana (instead of in “Chinese writing” – kanbun), like Genji monogatari (The Tale 
of Genji) or Makura no sōshi (The Pillow Book), give proof to that. 

On the other hand the year 1900 brought the discovery of the Dunhuang manuscripts. 
In Japan, the issue of portions of Tang dynasty texts and their old transcriptions, predating 
the versions compiled during the rule of the Song dynasty, no longer existing in China, 
have been brought to light since the publication of Keiseki hōkoshi (Bibliography of Chi-
nese Classics), authored by Mori Risshi (1807-1885) among others. However the first ones 
to notice the Dunhuang documents were the Frenchman Paul Pelliot (1879-1945) and his 
coworker Luo Zhenyu (1866-1940), who started their research with the Tang dynasty texts 
preserved in Japan. An increased interest in Chinese classics can be noted at the southeast 
outskirts of the Chinese civilization area of influence in East Asia at the turn of the 19th 
to the 20th century. The “national literature”, however, partially dismissing this research, 
did not try to actively incorporate them into the field. 

After the cold war, the internationalization and globalization wave reached the world 
of “national literature” and the consecutive universities went on to change their adminis-
trative units’ names from “department of national literature” to “department of Japanese 
literature”. From the 1990’s research using the term “Eastern Asia” as a keyword is exten-
sive, but this change does not translate into a quality shift in “national literature”.

Japanese culture consists of two interconnected layers – Chinese culture and the native 
culture. The author’s area of research is Japanese  kanbun, an intermediate text of sorts 
between Chinese and native writing. The article stresses the importance of  kanbun  and 
organizes the topic of quotations of Chinese classics (bunsen) – the excerpts from Tang 
dynasty texts (or their transcriptions) – like those that can be found in the diaries of Heian 
aristocrats, for one example of Japanese kanbun.

Keywords: national literature, Kanbun, lingua franca, East Asian Classics.



田野尻哲郎

野口整体のコミュニケーション：

伝統医療とその共同体による昭和期日本の医療と社会システムの

補完

要約

20世紀初期に始まる生物医学1 (Biomedicine) による標準医療は、現在では

EBM（Evidence Based Medicine）概念やNeurochemical Self2概念等によりその社会的影

響力を増大させつつある。その進展と同期して、医学・医療という科学的かつ社会的な営

為の周縁部に位置する、法とアカデミズムの保護が小さく、リスクに関する問題が表面化

しやすい、多数の医療理論と実践の運動体つまり医療運動が標準医療の周縁部に存在

してきた。多種多様な伝統医療・民間医療などがそれであり、精神科・臨床心理や看護・

ケアのいくつかが含まれる傾向も1980年代から出現している。また、1960年代アメリカに始

まる補完代替医療や統合医療と総称されるさまざまな医療、1920年代英国イギリスに始ま

るHolistic Medicine Movementもこれに含まれる。近年これらは、Medical Systemの域内で

なくHealth Care System3の域内で論じられることも多い。こうした医療運動の特徴は、いず

れも近代医学を補完するために、近代医学のアカデミズムの専門家集団の内部から出現

したか、少なくともそれに強いシンパシーを持っていることにある。

そこで、日本のこのような医療運動の主流にあり中核のひとつである野口整体の、昭

和初期における近代国家の公衆衛生政策との思想的・実践的なせめぎ合いと、そこで発

生するリスクコミュニケーションの実態を調査した。その結果、以下の二つの可能性が強

く示唆された。第一に、近代日本の公衆衛生政策が野口整体の理論と実践の制度化を

促したことが、日本の医療に関するリスクの管理と市民の医療に対する満足度を向上さ

1  Abraham Flexner, Medical Education in the United States and Canada: A Report to Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching, Bulletin No. 4, The Carnegie Foundation for the Advance-
ment of Teaching, Princeton, NJ 1910.

2  Nikolas Rose, “The Neurochemical Self and its Anomalies”, in R. Ericson (ed.), Risk and Moral-
ity, University of Toronto Press, Toronto 2003, pp. 407-437.

3  池田光穂『実践の医療人類学—中央アメリカ・ヘルスケアシステムにおける医療の地政学的
展開』世界思想社、2001年。
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せた。第二に、野口整体の普及が、1970年代以降に生命主義または「いのち」言説とし

て語られるようになる近代日本のスピリチュアリティー4を形成させた。

医療運動の3つの次元で結実したこれらはいずれも1940年代に決定的に変化した。

第一は、人間論である。近代的人間モデルとしての「ストレス論」や伝統的人間観に

則った意識変容の技術である「鎮魂帰神」を反転する「活元運動」への理解として、人間

観の変容が起きた。1932年の「人体放射能」5概念への野口晴哉の拒否と共に人間観の

変容は始まり、現在に続いている。

次に、医学医療の始まりにおいて遍歴医としての必要からヒポクラテスおよび扁鵲に

始まり、近代の公衆衛生学によって統計学と結合したが、生物医学によって看過されがち

であった「医学の時間論」を、神智学の影響の元に伝統医学と、江戸期の養生論および

古代中国の医療文献と結合させることで、「体癖論」および「体量配分計」として復活させ

たことだ。これは1940年代から1960年代初めまで、野口整体が民衆のなかへ入りこみ、そ

の思想と実践の身体技術を大人数に教育していった時期におきている。

そして最後に、すでに平成期に入っている1990年代以降にこの二つを統合し、新し

い身体を歴史の次元とスピリチュアリティーの次元にそれぞれ位置付ける「癒しのダンス」

としての理解が生まれ、理論と実践が組み上げられていったことがあげられる。1960年代

からの世界的な即興ダンスや暗黒舞踏の流行によるダンス概念の変化、フェルデンクラ

イスメソッドなどの身体技法による新しい身体の探求による身体統御への視線の変化が

起きている。これらが1970年代終盤以降に、「気功」や「レイキ」それに“Healing Touch”な
ど、1900年前後から日本—米国—中国における人間と思想と実践の交流と創発のなかで

出現していった「気の医学」と結合した。そして人類の原初としてのブッシュマンのヒーリン

グダンス6、フィジー・アウターアイランズの“Healing”7 、また仏教などの高等宗教における

「人間を超えていく技法」に関する知見が、1980年代終盤から1990年代終盤にかけての

医療人類学的探求によってもたらされた。これらは、1990年代終盤以降の日本では、野

口整体に関連付けられて語られている。

医療専門家による患者への啓蒙という現代の医療における主流の形式でなく、医療

専門家と患者が共同して疾患へ対処する、という医療コミュニケーションの形式8が、上記

4  対馬路人、西山茂、島薗進、白水寛子「新宗教における生命主義的救済観」『思想』第665
号、岩波書店、1979年11月。

5  松本道別『霊学講座』（原著1927−1928年の復刻版）八幡書店、1990年。
6  Richard Katz, Boiling Energy: Community Healing among the Kalahari Kung, Harvard Univer-

sity Press Cambridge, 1984
7  Richard Katz, The Straight Path of the Spirit: Ancestral Wisdom and Healing Traditions in Fiji, 

Park Street Press, Rochester 1999.
8  定松淳、花岡龍毅、田野尻哲郎、田中丹史、江間有沙、廣野喜幸「薬剤師を活用した医薬

品リスクコミュニケーションの可能性の探索」『科学技術コミュニケーション』第21号、北海道大学 高
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の3項目の達成により実現した。この達成が日本の公衆衛生体制への応答として為され、

公衆衛生体制の不備や市民の不満に対応することで、公衆衛生体制の主流を補完して

いることによって、この時代から現代まで野口整体の医療運動は、日本社会の順機能と

して作用している。そして現状としては、緊急性を要する市民の重大な生命リスクは、野

口整体という医療のサブシステムの内部では処理できない。市民の重大な生命リスクの

管理すなわち治療は、標準医療という、野口整体サブシステムが補完している野口整体

サブシステムの外部である公衆衛生体制の主流に委ねられている。このようにして野口整

体は、現代社会の医療コミュニケーションの主流を補完しうる理論と実践の潜勢力となっ

ている。これらは1940年代を中心とした1930年代から1990年代にかけて、制度、コミュニ

ケーション、医療—身体表象の次元で、各々3段階の史的変容が起きることで実現した。

以下の4点は、野口整体という医療運動が昭和前期日本の公衆衛生体制整備に対

する応答として結果的にもたらしたものである。

1 .  制度、コミュニケーション、医療—身体表象の変革が、「参照すべき基準」に対して対

等な位置にある治療者と患者の、対等な対話による治療関係を可能にした。これは標

準医療や、他の療術および宗教治療における「専門家支配」9と異なるところである。

2 .  アリストテレス的「潜勢力」としての「いのち」の可能性を重視したことによって成立し

た この関係性は、同時に「強者・勝者の論理」として作動した。正しいから治癒が

なされたのだと評価され、治癒しない場合は、治癒しないことが本人の希望による

選択だとされることになる。これは「弱者」や高齢者などを対象とした論理を構築でき

なくなる結果を招き、救済宗教10へ発展することは無かった。

3 .  生老病死、すなわちリスクとしての「限界状況」への対応が外部化されている。限界状

況への対応は、身体の次元では標準医療に、スピリチュアルな次元では既成宗教等

によって、個別になされることとなった。確立された近代公衆衛生体制における標準

医療の利用という、野口整体を標準医療に対する補完として順機能ならしめたその特

徴が、この限界状況への対応の外部化をもたらした。

4 .  それ以前の実践者らは、限界状況への対応を、あくまで野口整体のシステムの内部

で完結させようとしていたが、公衆衛生体制の整備に対応した大衆への普及と教育

のなかで、そのような外部化がなされた。野口整体は、当初保持していた救済宗教

への可能性を失って体育団体へ変容するに至った。

等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門
（CoSTEP）、2017年。

9  Eliot Friedson, Professional Dominance : The Social Structure of Medical Care, Atherton Press 
1970.

10  島薗進『現代救済宗教論』青弓社、1992年。
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1　本稿の問題意識

現代の生物医学の根底にあるのは啓蒙主義思想であり、これが医学・医療の拡張と

してのポストヒューマニズム11を創り出した。1980年代における情報科学の急速な進展への

対応として出現したポストヒューマニズムでは、情報科学の概念装置がサイバネティクスや

医療技術の強化的用法への解析に使用されてきた。しかし医療が実現を目的とする規範

概念である「健康」とは、カンギレムによれば、「一時的に正常と定義されている規範をは

み出る可能性であり、通常の規範に対する侵害を許容する可能性、または新しい場面で

新しい規範／を設ける可能性である」12。つまり医療は医療の内部で完結せず、社会の諸

要素との相互関係において自らを常に変容させていく。それ故、現代の公衆衛生体制の

確立をめぐる医療のリスクコミュニケーションを分析するには、それを、医療・芸術分野にお

けるポストヒューマニズム等の規範と逸脱をめぐる実践としての、生物医学を含む多種多

様な医療運動と、Health Care System13の近代における歴史の総体からの考察が必要だ。

これは第一に、近代日本伝統／民間医療の理論と実践の分析を通して日本の近代

化を問い直す作業を要請する。順機能または逆機能14として、近代日本伝統／民間医療

は標準医療と併存してきた。特に1970年代終盤以降の日本文化および宗教・スピリチュア

リティーにおける「生命主義」への思想的・実践的な影響力を評価される野口整体(1927-)
で、その傾向は強い15。その「活元運動」概念は、受動的／近代的身体の能動的／ポス

トモダン的身体への解釈変遷の根拠として野口整体の史的変容を主導し、さらにその

社会化の過程で、医学の時間論としての体癖論、更に「癒しのダンス」へ展開している。

エンハンスメント16（Enhancement）は、1990年代から論議されはじめた、人間がもつさ

まざまな特性や能力を、技術的な手段によって標準以上に強化し、向上させることを示

す概念であり、医療と軍事、生存競争の場で用いられることの多い人体改造の科学技術

的総称でもある。その本質は人間が自然な条件下ではもちえなかっただろう範囲まで能

力を拡張することであり、人間が元来もっていなかったような種類の新しい特性や能力を 

11  Stephen G. Post, “Posthumanism”, in Encyclopedia of Science, Technology and Ethics, Macmil-
lan Library Reference 2005, pp. 1458-1462. 「応用理性をとおして、特に老化を除去して人間の知
的、身体的、心理学的能力を大幅に強化するために技術を使うことによって、人間の条件を根本
的に改善することの可能性や望ましさを肯定する知的、文化的運動」。

12  ジョルジュ・カンギレム『正常と病理』法政大学出版局、1987年、175-176頁。
13  World Health Organization, Ottawa Charter for Health Promotion, 1986,
http://www.who.int/hpr/docs/ottawa_charter_hp.pdf.
14  ロバート・マートン『社会理論と社会構造』みすず書房、1961年、181-189頁。
15  島薗進『「癒す知」の系譜 : 科学と宗教のはざま』吉川弘文館、2003年。
16  Bernard Gert, Charles M. Culver,  “Therapy and Enchancement”, in Encyclopedia of Science, 

Technology and Ethics, Macmillan Library Reference 2005, pp. 1938-1942.



野口整体のコミュニケーション：...	 135

獲得・創出することも可能とされる。「エンハンスメント」が生命倫理や医療倫理の分野で

特別な意味をもった用語として使われるようになったのは、1980年代後半以降である17。

以上から、近代の伝統医療としての野口整体が行ってきた公衆衛生政策と市民への

対応におけるリスク管理とリスクコミュニケーションの関係への検討によって、医学・医療が

これら現代の問題にどう対応しようとしてきたかを展望する。

2 先行研究の検討

現代の医療のリスクコミュニケーションに関する研究の論議と、野口整体に関する研

究の論議を検討する。

まず、現代の伝統医療のリスクコミュニケーションに関する研究を現代の薬剤による医

療のリスクコミュニケーションに関する研究との関係で検討する。科学技術コミュニケーシ

ョンの重要な課題のひとつとしてリスクコミュニケーションがあり18、そのなかでも一般市民

にも広く接点のある領域として医薬品のリスクコミュニケーションがある。特に医薬品の副

作用は身近で、重大なものになりえるにもかかわらず、その事実は社会的に十分認知さ

れているとは言えない。医薬品についてのリスク情報を掌握している薬剤師の専門性に

注目し、一般市民の薬剤師との関わりの実態についての調査を行った論文19は、医薬品

リテラシーの向上のために薬剤師の専門性を活用する余地があること、その際には前提

として「薬剤師が医薬品についての専門性を持っている」という点についての社会的認知

を高める必要があることを指摘している。これは、一般市民に対して知識の増進を求めて

しまいがちな科学コミュニケーション一般に対しても、社会的なインデックス情報すなわち

市民が自ら必要で適切な情報を検索し理解していくための情報の重要性を指摘するも

のと考えらえる。

その上で、伝統医療のリスクコミュニケーションを考える。現代日本における医薬品

のリスクコミュニケーションは、現代日本の薬剤師教育のシステムによって、二つの異な

る局面が想定される。一つは大学教育と卒後教育で推進される、権威ある機関によって

規格化された文献と科学実験による薬剤師教育だ。これは現代の標準医療の一部であ

り、現代の科学技術とそれに基づく生物医学から大きく外れることはない。現代日本の

17  French W. Anderson,“Human Gene Therapy. Scientific and Ethical Considerations”, in Journal 
of Medicine and Philosophy, 10 (3), 1985, pp. 275–291.

18  廣野喜幸『サイエンティフィック・リテラシー: 科学技術リスクを考える』丸善出版、2013年。
19  定松淳、花岡龍毅、田野尻哲郎、田中丹史、江間有沙、廣野喜幸「薬剤師を活用した医薬

品リスクコミュニケーションの可能性の探索」『科学技術コミュニケーション』第21号、北海道大学 高
等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門
（COSTEP）、2017年。
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医療の順機能である。医薬品のリスクコミュニケーションの先行研究は、概ねこれに対し

て行われている。

もう一つは主に大学卒後教育で行われる、漢方と呼ばれる伝統的な医療によって規

格化された文献と、店舗における投薬の実践による薬剤師教育だ。2001年から医学教育

モデル・コアカリキュラムに「漢方と中医学の違いを説明できる」という文言が入る等、医師

養成課程には文献による漢方医学教育が始まっている。これに対して、薬学教育モデル・

コアカリキュラムにこれにあたる文言はなく、生薬学の範疇で事態に対処しているにすぎ

ない。漢方は現代の標準医療の一部とはいえないため、それによる医療は現代の主流

である科学技術とそれに基づく生物医学に合致しない可能性がある。現代日本の医療

の順機能であるかどうかも不明確だ。

その一方で漢方の市場規模は拡大の一途にある。2015年度の日本国内の漢方薬

市場は1410億円あまりで、これは医薬品全体の2%程度の市場規模だが、直近10年の

市場の伸びで見ると、医薬品全体が7%程度であるのに対して、漢方薬は37%程度と大

きい。今後さらなる少子高齢化による医療費の高騰、生活習慣病等慢性疾患患者の増

大等の影響により、漢方薬に対するニーズの増加が予想される。これと共に、漢方治療

と漢方医薬品のリスクコミュニケーションの重要性も増大すると予想されるが、その先行

研究はほとんどない。

次に、野口整体に関する先行研究については、宗教学と社会学および社会史の領

域において、すでに多数の論考がある20。しかし本稿で追求する野口整体の、公衆衛生

政策と市民への対応におけるリスク管理とリスクコミュニケーションという事象に注目した史

的分析はない。従って本論考がその嚆矢となる。

3　調査の手法

調査手法は、文献調査と聞き取り調査による。文献は市販の出版物の他にパンフレ

ット等非売品を含み、聞き取り調査は1997年以来の田野尻による参与観察を含む。また

記述は、編年式とする。

20  津村喬「日本の深層体育—野口晴哉の活元運動」『東洋体育の本』宝島社、1988年、118-
119頁。柳田利昭（インタヴュアー: 永澤哲）「生を全うする体育、死を守る体育」『imago[イマーゴ]  
1996年9月号　特集　ターミナルケア』青土社、103頁。前川理子「第五章 気—野口晴哉と「全生」
思想」田邉信太郎、島薗進、弓山達也編『癒しを生きた人々—近代知のオルタナティブ—』専修大
学出版局、1999年。島薗進「第一章　＜癒す知＞の系譜学」『＜癒す知＞の系譜　科学と宗教の
はざま』吉川弘文館、2003年、2-46頁。見田宗介「私の野口晴哉③—絵の中の謎」『朝日新聞 2004
年4月16日夕刊』、同「私の野口晴哉④—時代の文脈」『朝日新聞2004年4月23日夕刊』。野口昭子
『回想の野口晴哉』ちくま文庫、2006年、58-67頁。永沢哲『野生の哲学—野口晴哉の生命宇宙』ち
くま文庫、2008年、その他多数。
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4 調査結果

4.1　前史としての「気の医学」のグローバル・ヒストリー、療術と霊術21

「気」とよばれる不可視な流体の概念が日本社会に出現したのは、近世である。白隠

慧鶴（1686-1769）の『夜船閑話』(1757)において、禅病の治療と養生法として、儒教・道教

の世界観における実体概念としての「気」を用いているのが初出であると考えられる。仏教

の教理がその成立に果たした役割は、わからない。これはあくまで禅病という疾患の治療

をめぐる概念であった。この用法はすぐに江戸期養生論に普及し、貝原益軒（1630-1714
）の『養生訓』（1712）では中心概念として機能している22。これは、身体を宇宙に見立てて

身体内部で気を巡らせ養う「導引」または「内丹」という、『黄帝内経』（前漢末）または『馬

王堆漢墓帛書』（紀元前2世紀、中国湖南省長沙）以来の伝統的身体観に則っている。け

して現在の気功における外気功のように、気という不可視流体を体外に発射して治癒を実

現するという考えではない。また江戸末期には糞便臭を「糞気」と呼ぶなど、気という言葉

は不可視流体一般に用いられた。これらの事情は、1800年から1949年までの北京の道士

たちによる道教の身体理論と実践においても同様だった23。

明治維新後、1874年の「医制」公布および1889年の「薬律」制定以来緩徐に進行した

日本の身体観の近代化のなかで、養生論と気の医学は西洋医学と近代科学によって包

摂される一部を除いていったん社会の表層から不可視化された。これが、1900年代に入

る頃から、民間療法・伝統医療としての療術・霊術という医療運動としてふたたび可視化さ

れることになる24。これは、二つの淵源を持つ。一つは、神智学の書籍の翻訳による不可

21  吉永進一「「電気的」身体-精妙な流体概念について」 『舞鶴工業高等専門学校紀要』 (31) 
113、1996年。同「動物磁気からサブリミナルへ-メスメリズムの思想史」『舞鶴工業高等専門学校紀
要』 (33) 137、1998年。同「日本の霊的思想の過去と現在」 樫尾直樹 編 『スピリチュアリティを生き
る：新しい絆を求めて』 ＜せりかクリティク＞ せりか書房、2002年。同「精神の力 : 民間精神療法の
思想」『人体科学』 16 (1), 9-21, 2007-08-30. 同「太霊と国家  : 太霊道における国家観の意味」『人
体科学』17 (1) 2008年、35-51頁。同「民間精神療法の心身=宇宙観 」鶴岡賀雄 編 『スピリチュアリ
ティの宗教史　下巻』　＜宗教史学論叢16＞ リトン、2012年。奥村大介「人体、電気、放射能 : 明石
博高と松本道別にみる不可秤量流体の概念」『近代日本研究』 (29) 、2012年、309-345頁。岩田文
昭（研究責任者）「平成13～平成15年度科学研究費補助金（基盤研究(Ｂ)(１)）研究成果報告書『
心理主義時代における宗教と心理療法の内在的関係に関する宗教哲学的考察』」2004年。

22  瀧澤利行『養生論の思想』世織書房、2003年。
23  Vincent Goossaert, The Taoists of Peking, 1800-1949: A Social History of Urban Clerics, Harvard 

University Asia Center 2007.
24  その理論と実践の特徴は、三つある。ひとつは、それらが「気」を物理的な力であると見な

し、これを使って患者を癒やすばかりか、物理作用を及ぼすことができるとしていたことだ。伝統的
な「気」は、森羅万象それぞれに内在するエネルギーの流れである。これを療術師たちは、放射能
など当時の最新の物理学の知見に当てはめて解釈した。二つ目は西洋からの影響も伝統からの
影響も、具体的個人や集団によるのでなく、書籍を読むことで習得されたことだ。書籍を読んだ個
人が、書籍に書かれていたとおりに実践して効果を確認し、さらにほかの書籍の内容を加えて、⾃
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視流体であり神の力であり癒しの力であるプラーナの概念と、カイロプラクティック25 (1895-

分独⾃の体系を作り上げていった。そのようなハンドメイドの医療の集合体が、療術であ
る。もう一つは、それが施術者の精神的かつ物質的な救済と、患者の肉体的救済を目指し
ていたことにある。なによりも施術者らと被施術者がさまざまな神秘体験を求めていたし、神
秘体験の結果として獲得された「癒しの技法」は彼らに物質的、身体的かつ精神的な恩恵を与え
た。記録によれば、昭和初期の腕のいい療術師は、大卒銀行員初任給13 円の時代に、その10-100 
倍程度を稼いでいた。また、野口整体の医療システムの根幹をなす活元運動は、一回数十分間の
講習で容易に習得できたが、戦前はやはり大卒銀行員初任給程度を講習代価としていた。戦後の
野口整体では、そのヘルスケアシステムへの変容と共にこれが無料化された。こうして活元運動と
野口整体は日本の市民社会へ普及していった。

25  “Chiropractic and the Social Context of Medical Technology，1895‐1925”によれば、同時
代の米国のカイロプラクティックは以下のような史的変容の過程にあった。「カイロプラクティック
（Chiropractic）は現代米国で、最も有力で戦闘的なAlternative Medicineの集団として知られてい
る。多数の流派に分裂した彼らは、それぞれが医業の独占者としてのアメリカ医師会（AMA）に対
して、独占禁止法違反のかどで数々の訴訟を1960年代から起こし、1980年代にかけて概ね勝訴を
勝ち取っている。彼らの活動の普及には、Neurocalometerという独特の医用機器の開発と使用が
大きな役割を果たした。カイロプラクティックの歴史は、米国人の医用機械に対する態度の変遷の
歴史でもある。カイロプラクティックは、D. D. Palmer（通称D.D.）が1895年に創始した。D.D.はカナダ
の靴職人の子として生まれ、正統的な学校教育及び手技技法の教育を受けることなく、放浪のの
ち米国アイオワ州の町ダベンポートに定着、独学で手技療法を行なっていた。1895年に、ある椎骨
のずれを直したことで患者の後天的な聾唖を劇的に癒した体験から、「人間の頭の中から、神に由
来する「生得的」エネルギーが脊椎を通して全身に行渡ることで健康が保たれている」との確信を
得た。この認識から、D.D.は「生得的」エネルギーの流れを椎骨矯正により滞らせないことで健康を
保たせる手技療法の理論化と体系化を行い、これにカイロプラクティックと命名して、カイロプラティ
ック学校（PSC）を設立して普及に努めた。この学校の教育プログラムは、職人養成のワークショップ
に準拠していた。同時代には、動物磁気やオステオパシーなど同様なAlternative Medicineが多数
出現して支持を得ている。それらは主として一般市民が顧客であり、富裕層ではなかった。また、ボ
ストンに本拠を持つクリスチャン･サイエンス･モニターなどキリスト教系宗教団体が1880年代から盛
んに活動を続けていた。歴史上の「第二次大覚醒」、信仰復興運動が隆盛した時代である。彼らは
宗教的医療を、労働者階級に対して施していた。一般市民と労働者階級を顧客とするカイロプラク
ティックは、彼らとの熾烈な競合を、学校化による技法の標準化で乗り切ろうとした。一方で基本的
には、カイロプラクティックの施術者は、手技療法の「職人」として振舞った。神与の「生得的」力な
る自然治癒力の賦活により肉体を救済することが精神的霊的救済につながる、という霊性的側面
の強調により患者の支持を得た。一切の機械類を使用しないカイロプラクティック施術者の服装や
施術形式、施術室の様子は、顧客である一般市民の生活意識／空間と何ら異なるところはなく、安
価簡便に治療を受けることができた。1910－25年は、職人から医療専門職への変容の時代である。
手技療法の職人であり続けようとしたD.D.が再放浪の旅に出た後、彼の息子であるB. J. Palmer（通
称B.J.）が1910年頃からPSCの主導権を掌握したこの時代に、カイロプラクティックを取り巻く状況は
一変した。科学技術の進歩により、一般市民の生活に電気製品や自動車など機械類が入り込み、
一般市民の信頼を得た。また、第一次世界大戦への米国参戦に伴い、戦場で多数の米兵が結核
検診や負傷の際にレントゲン線撮影装置の恩恵に与った。こうして人々の医療に対するイメージ
は、医用機器、とくに電子機器と不可分に結合した。この中でAlternative Medicineは、AMAが主
導する正統医学の補助の役割を積極的に果たして今日に至るオステオパシー等と、より宗教性を
強めるクリスチャン・サイエンス・モニターや心霊治療等に分化した。電子機器の使用を騙る、ニセ
医療による詐欺が横行した。この中でPSCでは、あくまで機器の使用を拒否して手技のみに頼ろう
とするB. J. らStraightsと、椎骨のずれを力学的に測定し数量化するSpinographyなどを使用して顧
客の意識変化に対応しようとするMixersとに分裂、激しい理論および路線闘争を戦った。分派に次
ぐ分派を重ねるMixersは、次々新しいカイロプラクティック学校を設立した。Mixersらの学校は、正
統的医学教育プログラムに則った教育を開始し、正規の教育及び医療機関として、行政の認可を
受けていった。1925年にB. J. らStraightsの主流派は、筋緊張を電位差測定により検知し数量化す



野口整体のコミュニケーション：...	 139

、米国)の書籍の翻訳による同様に不可視流体であり神の力であり癒しの力であるinnate 
energyの概念が、気概念に流入したことによる。もう一つは、やはりそれらの身体技法が、

伝統日本の身体技法のシステムに取り入れられたことによる。これには、後に「静坐法」の

創始者となる岡田虎二郎(1872-1920)が、1899-1905年の米国滞在時に、クエーカー教徒

（Religious Society of Friends）の祈りと瞑想、そしてその集中の頂点において身体が激し

く震え出す（動き出す）ことに霊感を受けて「静坐法」を開発したことが大きい。これは近代

日本のエンボディード・ポストヒューマニズムの劃期と言える26。

同時に、気概念は当時最新の科学であった放射能概念と結合することで、前近代の

身体観・自然観と西洋ロマン主義文学に影響されていた不可視流体としての気は、近代

科学としての物理概念となり、気は人体放射能と呼ばれるようになった。また同時にそれ

は、西洋心霊主義の影響を受けることで、人間の意思と関連づけられた。こうして出現し

た民間療法・伝統医療としての療術・霊術は、1900年代から1920年代まで繁栄した。そ

して1920年代後半から1930年代にかけて、その有力な一派である太霊道の人々が彼ら

の気を使った養生法の技術と理論を中国の道教の道士たちへ伝授し、熱狂的に受容さ

れた。ここからはじまった現代中国の「気功」運動27は、1980年代以降には日本と欧米へ

る電子機器、Neurocalometerを開発し、施術で使用を開始した。これが患者に支持を受けるなか
で、当初はNeurocalometer の使用に反対したStraights非主流派のみならずMixersも、これを受け
入れていった。同時期にStraightsの支配下にあったPSCもMixersの学校同様に正統的医学教育プ
ログラムに則った教育を開始し、正規の教育及び医療機関として行政の認可を受けた。この変容と
同時に、カイロプラクティック施術者の服装や施術スタイル、施術室の様子は変化し、伝統的正統
医学のそれに酷使したものへ変容した。1930年頃にはこうして、カイロプラクティック施術者は、医
療専門家として米国人に認知されていた」。このように同時代の米国でも、近代的身体を越えてい
くものとして措定された「エネルギー的身体」の概念が、その思想と実践・身体技法がともに社会状
況の変化に合わせるかたちで変容し、市民と専門家の界面における表象としては科学的計測機器
の導入や説明原理の変更等によって科学化と秘教化を同時に進行させたことがわかる。

26  岡田はその遺稿メモに，日本国民を「良心の規範から解放すること」が自分の静坐法の使
命だと述べている。これは同時代人である鈴木大拙(1870‐1966)の「霊性」観と、問題意識を共有
している。これは，近代天皇制によって内面まで規律化された近代日本における心は外的規範と
内面の自由という近代的二項対立のなかにないため、近代的人間の身体と日本的状況の双方を
乗り越えていくためには、そのなかにさらに別な何かを求めなければならなかった、という事情によ
る。鈴木大拙『日本的霊性』(1944)によれば、「精神」が心または内面であるとすれば、「霊性」はそ
のさらに内側にあって外部または超越へ通底している。これはとくに戦時国民道徳による精神の規
律化の徹底と、それによる霊性・スピリチュアリティーの完全な喪失への批判でもあった。

27  邱陵 編『中国流行気功選』広東科技出版社、1987年、1-26頁。この項は「陳応龍」による記
述。「霊子術は日本の気功流派の一つであり、霊子顕動術と霊子潜動術が含まれている。その淵
源は中国の最古の一種の気功動功である」「中国の秦漢の時代に一種の下丹田の自発運動を引
き起こし、養生治病の手段として、一時はきわめて盛んになった。この種の功法は秦漢時代に日本
に伝わり、のちの霊子顕動功と霊子潜動功の起源となった」「霊子術はこの世紀の初頭に日本で
盛んになった。私は上海の中国精神研究会で気功催眠を研究している時に『新霊子術』に出会っ
た」（ここまで試訳）。しかし秦漢の時代の記録に自発動功と思われるものは未発見であり、中国か
ら日本への伝来記録もない。合掌して体が揺れだすのを待つ、という身体技法が近代日本または
近代西洋由来であることを否定する資料はない。
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伝授され、グローバルな思想と実践の交流とコミュニケーションのなかで「気の医学」思想

を現出させた。

しかし療術・霊術は、1920年代後半から2つの理由によって衰滅する。現在まで有力

な流派として残るのは、野口整体と、1930年代に日系移民によってハワイに移植されてか

らアメリカとカナダへ、そして欧州へ持ち込まれ、「女の共同体」（美容院とその利用者を中

心とする女性たちのコミュニティー）によって発展したレイキのみである。　

その第一の理由は、公衆衛生政策との衝突とリスク管理の困難さだ。そして第二に、

それが大衆への思想と技術の教育手段としてのコミュニケーションの回路を欠いていたこと

による。1925年の関東大震災が帝都東京にもたらした疫病の衝撃と、近代国家と兵士の大

量供給の必要から、国民の体力向上、結核等伝染病への罹患防止、傷痍軍人や戦死者

の遺族に関する行政機関として、内務省から衛生局及び社会局が分離される形で、1938
年に厚生省が設置されるに至る。このなかで公衆衛生政策は、民間医療として国家と医師

の監督から離脱する傾向が強い医療運動である療術・霊術を、一貫して非難し弾圧してい

る28。これに対して療術・霊術の側は、医療の枠内での地位確保と、そのための医療専門

家教育制度の確立を目指した29が、1950年までに失敗した。この失敗の結果、療術・霊術

の運動体の多くは解体していった。その数少ない例外の一つに、野口整体があげられる。

4.2　野口整体の活元運動、1930年代中盤

活元運動30は、野口整体の理論と実践の体系の中核となる体操である。それが、内蔵

された秩序を各種のダメージ等外的要因によって乱された心身が秩序の回復のために必

要としている動きである、という認識は、創始者である野口晴哉(1911-1976)がこの運動を

28  日本醫師會 編『療術行籍者取締問題参考資料　醫政調査資料　第八輯』日本醫師會、1932
年。大阪府警察部衛生課 編『療術行為取締提要』大阪府警察部衛生課、1934年。池松重行 『療
術行為統制諭』醫業法令刊行会、1936年。

29  日本治療師曾彈壓對策委員會 編『治療師法制定促進に關する参考資料』日本治療師
曾、1941年。全國療術協同組合本部 編『療術講習指標』全國療術協同組合、1948年。

30  活元運動を外部から観察した経験を、社会学者の見田宗介はこう語っている。「日本のリブ
の教祖的な存在であった田中美津さんは、偶然のいきさつから、メキシコ空港に着くと最初に私の
アパートに寄って、宿泊地などを選択することになっていた。美津さんは初対面だが、アパートに到
着すると「失礼します」とかいって、リビング中央の丸いふかふかカーペットのまん中に坐って、見た
こともないシャーマン的な身体運動をいきなり始めた。ひとしきり烈しい運動が静まるとスッキリした
顔で、「やっぱり整体が一番いいですね」と言った。一番いいですねといわれても、それがわたしが
「整体」と、「野口晴哉」という名前を聞いた、初めてであった。／今の身体運動は人間の生命的な
無意運動を解き放っていく方法で、飛行機の長旅などの、身体の歪みや偏りを整えることにも最適
なのだという」（「私の野口晴哉④—時代の文脈」『朝日新聞　夕刊』2004年4月23日）。ここで見田
はさらに、「活元運動は経済学的「交換」概念の拡大としての＜気の交換＞システム」であり、「潜在
意識の交流し交響する空間としての「社会」理論への道を切り開く技法」であると述べている。
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発見しコントロールする技法を習得した1925年の時点で既に存在した31。しかし野口晴哉

がこれを療術・霊術で使用されていた「自動運動」「霊動」概念と区別した形跡は、1932年

頃までの文献資料には見当たらない。「活元運動」と概念規定したのは、野口が「人体放

射能」概念の使用を止めて「気」に統一したのと同じ、1934年頃である32。同時期に野口

晴哉は他の療術師・霊術師に師事することを止め、対等な立場で学び合うというスタイル

に移行した。活元運動は、岡田や鈴木大拙と同じ問題意識のもとで、つまり宇宙論的な

霊的救済と今ここにある自己の心身の救済をつなげようという希求33に根拠すると言えよ

う。それは野口晴哉が17歳頃に、活元運動によって得られる内的体験を記述した、以下

の詩句からも明らかである。

「我あり、我は宇宙の中心なり。我にいのち宿る。／いのちは無始より来たりて無終に

至る。／我を通じて無限に拡がり、我を貫いて無窮に繋がる。／いのちは絶対無限なれ

ば、我も亦絶対無限なり。／我動けば宇宙動き、宇宙動けば我亦動く。／我と宇宙は渾一

不二。一体にして一心なり。／円融無碍にして已でに生死を離る。況んや老病をや。／我

今、いのちを得て悠久無限の心境に安住す。行往坐臥、狂うことなく冐さるることなし。／

この心、金剛不壊にして永遠に破るることなし。／ウーム、大丈夫」34（「／」は原文改行）。

また、野口の死没直後に出版された書籍には、彼が活元運動をしている最中の心理

状態を説明した言葉がある。

「体も心も無くなって、気だけが感じられる。生活自体が気の動きそのものになる。そ

の気も、ただ一個人の気だけではなく、もっと大きな（宇宙的な）気と感応し合い、それと

融け合いながら動くと、世界は一つになる。」35

31  野口昭子『回想の野口晴哉』ちくま文庫、2006年。
32  野口晴哉『野口晴哉著作全集　第1巻 (初期論集 1)』全生社、1983年。
33  1980年代後半以降の名詞化した「癒やし」概念はこれに相当する。その初出は「癒（いや

し）—『信仰治療』と『悪魔祓い』…二つの催し　心に根ざす病を解く　宗教と医療の提携を課題に」
（『読売新聞　夕刊』1988年11月10日）である。

34  野口晴哉「雑編」『野口晴哉全集 第一巻』全生社、1983年、576頁。
35  野口晴哉『健康生活の原理』全生社、1976年、137頁。
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活元運動の「活元」36という言葉は、野口が彼の活動の象徴とした「全生」37という言葉

同様に、当時の東京の社会の知識階級にありふれた流行語の一種であった。そこに野

口は、近代的身体を乗り越えていく思想と実践への想いを込めた。

この時点では、野口整体の実践者は、標準すなわち近代と社会の規範化とそれに抗

して越えていこうとする自己の対立、という二項対立のなかにある。その習得には一対一

または少人数（弟子）とのコミュニケーションにおける啓蒙主義的な関係と、社会的規範へ

の抵抗と学習を正当化してくれる超越的かつ人格的な権威の必要性があった。そこでは、

整体の実践者は、Medical Systemすなわち医師（専門家）—患者（市民）という二項対立の

なかで、医師（専門家）の位置を占めようとしている。代替医療と言っていいだろう。また、

思想の実践と具体化にリスクの概念は欠かせない。専門家と市民の界面に発生するコミ

ュニケーションにおいて、野口整体のそれは未だ療術・霊術の圏域に止まっていた。つ

まりリスクは個人に帰属するか、むしろリスクの考え方に欠けていた。

この時期の療術・霊術は、創始期の中心的理論家・実践者である桑原俊郎(1873-
1906)が「精神」という言葉を使用した時期38のそれとは異なっていた。特に関東大震災

以降の近代日本国家による公衆衛生政策の進行とともに強化される国家権力による取

り締まりのなかで、療術・霊術は衰退しはじめていた。そのなかで野口整体は急速に勢力

36  福来友吉「精神の修養に就て」（『中央公論』22巻5号（218号）1907年）がその初出である。「
元来人間には仙術でいう真氣、孟子の所謂浩然の氣、といふ様なものが具わって居る。私は之を
活元と名つけて居る。即ちライフのオリジン。スピリッチュアル、ライフのオリジンであると思ふ。精神
修養と云うことにも種々なる方面があるが、其の中で最も肝要なる方面は此活元を養うことといって
可い」とある。またその少し後の時代の療術師はこう言っている。「抑も吾が心霊学會は、呼吸式と
銘打つている如く、施術者の霊妙なる呼吸が療因となつてゐるのであるから、先ず呼吸法といふこ
とに就いて慎重なる研究を遂げなくてはならない。即ち普通の腹式呼吸さえも呑み込めなくては活
元三昧に入ることは到底出来ず、光波感應の霊妙を顕はすに由なく、思案投首底の人々の参考
となり得ば幸甚とする次第であるから決して心霊学會を代表しての事でなく唯僕箇人の説として述
べるからそのつもりで読んでいたゞきたゐ。／所で、呼吸法も色々とあるが、要するに活元三昧に
入るの豫備修練であるから、人各々その機に叶った呼吸法を撰んで修習して一向差支えないと思
ふ。例えば、釈尊が四十餘年の間、華厳、阿嚴、方等、般若と縦論横説されたのはつまり、…」（中
略，多種多様な腹式呼吸の具体的方法が語られている）。「而して遂に布袋然たる腹になつて来
ればサアもう占めたもの、活元境裡に入るの一歩だ、熟達するに達したらば、光波感應の霊効を奏
するを得て病者の愁眉を開かしむることが出来るようになるのだ」（後略。技術的諸注意点および腹
式呼吸が簡便に「霊妙なる感應」「本會の霊妙なる感應法の堂奥」に入るための必須技術である旨
が記述される）。庭田文察「心霊講話　腹式呼吸と感應療法」日本心霊学会『日本心霊　大正五年
三月一日　第十六号』第二面。

37  当時を知る人々からの聞き取りによれば、「全生」の語はアルチュール・ランボーの詩の翻
訳されたフレーズからとられたという。

38  桑原にも鈴木大拙や岡田と同様の問題意識があり、その「霊性」概念は同様な意味を内包
していた。彼には個人史的経緯から宗教への関心が強く、仏教思想家の清沢満之とも思想的交流
があった。「精神」という言葉は、近代的身体からはみ出ている実存的または宗教的な心身の領域
をいったん概念化し近代社会にとって取り扱い可能な安全な存在とする、というリスク管理上の利
点があった。霊性概念に関わるこの思想的領域は、この時期の官憲による弾圧以降は急速に「い
かがわしい」存在として医療運動の表層から排除されていった。
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を拡張し会員数10数万を数えるに至っていた39。これは、顧客に多くの皇族・華族や高級

軍人・実業家そして東大教官らを擁していた政治的事情によるところが大きい。たとえば、

野口晴哉が戦時中に特高警察によって拘禁された折には、彼の弟子であった島津（野

口）昭子が自分の父親である近衛文麿首相（当時）に依頼することで、速やかに釈放さ

れている40。これは顕在化したリスクへの対応だがリスクの管理ではなく、リスクコミュニケ

ーションは存在しない。

4.3　野口整体における医学の時間論としての体癖、1940年代から1960年代初 

  期まで

1944年には厚生省（当時）管轄下に「整体操法制定委員会」を組織する等、戦中戦

後を通して療術・霊術を社会化する活動に献身した野口晴哉は、この時期に、家族と弟

子総計数十名を伴って新潟県水上村へ疎開した。そこで彼はこれまでの顧客である上

流階級とは大きく異なる、農民の個人と集団に対して整体の思想と実践を教育する、とい

う体験をする。そして彼は終戦後、戦災の廃墟から復興しようとする東京その他の地域で、

戦前とは異なった種類の市民社会での、市民に対する整体の思想と実践の教育活動に

従事するようになる。これらの状況の変化は、野口晴哉と野口整体という医療運動体に、

従前とは異質なコミュニケーションをもたらした。空襲で東京下落合の道場を失った野口

晴哉とその家族、弟子らは、昭和20年7月から12月まで、新潟県水上村に疎開した。村の

寺を借りて治療を行い、村の子供たちとその親を集めて教育を行なった。この内容につい

て、「水上村教育論集—未発表稿より」（執筆年代は1940年代後半と推定。『野口晴哉著

作全集 第二巻』全生社、1986年、583-677頁）に詳しい。これは1945年夏から冬にかけて

村で開催した10回の村民への育児その他に関する講習会の講義ノートと、その後数年間

にわたり毎年村で行なった各種の講演その他の記録からなる。道場に座って操法を続け、

旅行することも殆どなかった東京下町出身の野口晴哉にとって41、新潟の山村における人

々との濃密な交流は、生育環境がまったく異なる、共通理解の基盤が不確かな、抽象的

39  霊療術研究団 編『斯界権威十五大家霊療術聖典』天玄洞本院、1934年。
40  野口昭子『回想の野口晴哉』ちくま文庫、2006年。
41  「農村の生活自体、珍しかったのでしょうね。こう言うのです。「僕（野口晴哉‐筆者注）はこ

の木が欅か杉か松か、板になっていればすぐ分かる。だけど、生えている木を見て欅か杉か松か
と訊かれても分からない。板になっていればすぐ分かる」と。こういうのが江戸っ子の自慢なのです。
また、或る時、山羊を連れて散歩していたら、田んぼの傍らに枯れた枝豆があったのでそれを山羊
に食わせた。そうしたら百姓さんが怒鳴り込んできた。「家の大豆を山羊に食べさせた」と。ところが
父は「僕は大豆など食べさせた憶えはないが…。あの枯れた枝豆が大豆だったのか」と初めてそこ
で知るわけです。つまり観たことがないのです」（野口裕介「丈夫になる道 ２」『月刊全生 平成19年
10月号』9-10頁）。
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でない現実の他者に、いかにして「全生」思想／実践を伝えるか、という課題を強く意識さ

せたらしい42。霊術の名残でもある困難な技法は、農民の生活に適用できない。その模索

の中で、潜在意識に注目して働きかけていくこと、自分のいのちの力を信頼する自信をつ

けさせることが整体の目的である全生のために有効だ、と野口晴哉は気づいた43。これが

潜在意識教育という、水平的流動的人間関係のなかでのコミュニケーションによる相互教

育システムの構想の始まりとなった。

また、満州からの引き揚げ者に対する授産事業である山口講習（1947-1955年頃）で

は、二人で行なう活元運動を「活元相互運動」ではなく、「自動操法」と呼んでいた44。指

導者が操法しながら会員に活元運動を誘導し、活元運動をする会員を操法する技法を

指す「自動操法」という、垂直的固定的人間関係を示す用法は、「活元相互運動」という

水平的流動的人間関係に対しては、整体協会の社団法人化による体育団体化以降は

使用されていない。同時にこの頃には、広島の原爆被害者に対する、整体操法による放

射線障害対策も行われた。

体癖論と、これを客観性によって根拠づける体量配分計という科学的計測機器の導

入が、この状況の進行を推進した。柳田利昭（1932-1998）は野口晴哉の高弟として終戦

直後から長年彼と寝食を共にし、整体協会体癖調査室長として野口整体の研究に献身

した。彼は体癖論45を、ヒポクラテス（B.C.460-370）や『医心方（984）』の唐代医学、12-14世

42  「野口先生は都会で育った人間ですから、「大体こんな田舎にきて、こんな肥やし臭い人間
を観ることなんかできない」というような感じでいたわけです。そのうちに一人一人観るのが面倒なも
のですから、「愉気を教えてやる」と言って、お互いに愉気することを教えている。けれども、そのお
かげで今の愉気法の講座の原型ができたわけですし、お母さん方には子供の教育について語っ
たりして、潜在意識教育の講座の原型もできたわけです」（野口裕介「勘を育てる—平成16年1月 
整体操法講座」『月刊全生 平成16年5月号』13頁）。

43  「もう東京に戻るという最後の日に、こんなに背中の曲がったお婆さんが操法を受けに来た。
「これから帰るのだから、今日はもう観ないよ」と答えたのだそうですが、そのお婆さんは「観てもらう
までは絶対に動かない、絶対に帰らない」と言って、土間に座り込んでしまった。／野口先生はそ
れは凄く激しい人。（中略）観ないと言ったら観ない。（中略）もう東京に戻ってしまうものですから、
さすがに野口先生も「じゃあ、お婆さん、そこにうつ伏せになりなさい」と、珍しくそう言った。そして
腰の曲がったおばあさんの背骨に手を当てて調べ出したら、途端にそのお婆さんが「ありがとうござ
いました」と言う。観ると、ついさっきまで曲がっていた背骨がまっすぐに伸びている。「おかげさまで
こんなによくなりました。ありがとうございました」と言って、サッサッサと帰って行った。要するに｢あ
そこに行って触ってもらいさえすれば良くなってしまう｣という噂が村中に伝わっているから、先生が
まだ何もしていないのに、自分で自分の背骨を伸ばしてしまったのです。／その時にフッと考えた
のだそうです。「自分は自信を失って、もう仕事を全部辞めるつもりで新潟にきていたけれども、そ
うではないんだ。自分に自信は要らないのだ。相手が自信を持てば自分で治っていってしまう。自
分が自信を持っていることは或る意味では相手の自信を奪ってしまうことになる」と。これからは、相
手の自信を引っ張り出して、相手の自信で指導していこうと思ったのだそうです。それが戦後の出
発点、整体操法の出発点だったのです」（野口裕介「勘を育てる—平成16年1月 整体操法講座」『
月刊全生　平成16年5月号』13-14頁）。

44  「健康に生きる心」（野口晴哉「潜在意識教育法講座」『月刊全生』昭和50年1月号）。
45  野口晴哉『体癖 第一巻』全生社、1971年。同『体癖 第二巻』同、1979年。同『体構造の運動 
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紀の金元医学、そして生物医学(1900年代以降)の標準医療を特徴付ける時間論的医学

46の概念を、気の秩序の時間・空間・社会的展開として解釈した。純粋な贈与として到来

する気は、個人という生命の秩序を守りながらすべての他者と共鳴し環境に調和する駆

動力となる。また「体癖」とは、気をその方向性と展開の秩序の特性によって十二種類に

分類し、その組み合わせと強弱によって個人の身体の重心の偏り・腰椎のゆがみと個人

の生理的・心理的感受性を解釈する理論である。純粋に一つの体癖だけの人は稀で通

常二つ以上の混合だから、その表現形態には無数の多様性があるという。また十一種は

全身の過敏状態、十二種は全身の鈍り状態なので他の体癖と違って局在性がない。人間

と動物の運動特性のアナロジーから体癖論を発想した野口は、気象と音楽など人間を取

り巻く環境へ体癖理論を一般化した。

柳田は、詳細な観察と実験から、体量配分計など彼とそのグループが開発し整体協

会会員に普及させた科学的計測機器によって観測できる「体癖」が「気の秩序」として個人

から宇宙まで統一的に理解する理論たりうること、体癖は決して固定されることなく時間と

空間の中でいつも規則的かつ協調的に変化することを解明した。彼の理論と実践は、「体

癖」論という時間論的医学と気の時間的・社会的展開の理論が、個と医療・宗教・社会そ

して共同体と環境世界が一致した状態（それが予め失われていることは野口も『荘子』則

陽編への注釈で述べている）への志向を前提とすることに特徴がある。「全生」つまり自分

という秩序の潜在態の現実態への展開は、気の秩序の自立・自律した展開と他者と環境

世界との共鳴と不断の自己変容のうちに実現するはずだ、となる。

以上の史的変容は、診察の場の変化をもたらした。従前の野口整体の診療の場は、

権威ある治療者による患者への治療であった。伝達困難、かつ特殊な訓練を積まなけれ

ば習得と運用ができない身体技術と治療知識の絶対的な格差が、専門家と市民の間に

あった。その治療を容易ならしめる心身を作るために、患者による野口整体の学習会が組

織され、活元運動等が実習されていた。

これに対して変容後は、専門家と市民の間にある身体技術と治療知識の格差は相対

的、または市民の方がむしろ信頼できるようになった。治療の前提となる「気の秩序」を患

者はおろか治療者さえ完全には把握できず、むしろ患者自身の方が自分に関するそれに

ついて詳しいはずだからである。そしてかつて伝達困難だった野口整体の身体技術と治

療知識は、書籍と大人数への教育講演や対話によって、容易に習得されるようになった。

こうして野口整体の診療の場は、治療に対して対等な立場にある専門家と市民が、言語

第一巻』同、1974年。同『体構造の運動 第二巻』同、1977年。見田宗介「私の野口晴哉③—絵の
中の謎」『朝日新聞 』2004年4月16日夕刊。

46  David Armstrong, “Temporal Body”, Roger Cooter and John Pickstone (eds.), Companion to 
Medicine in the Twentieth Century, Routledge, London 2000, pp. 278-259.
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的・非言語的な対話によって一つの治癒を模索する場へと変容した。

1960年代初頭までに、野口整体の医療運動は以下のように変容した。まずHealth 
Care Systemへの移行だ。医師—患者の二項対立やそれに整体の実践者を加えた鼎立

または代替ではなく、多種多様な医療・健康サービスを市民アクターが主体となって選

択するHealth Care Systemのビジョンのもと、その一角を占める存在として社団法人整体

協会47 (1956-)を設立した。これは文部省（当時）管轄の体育団体として、つまり近代的身

体を規律化する医学から離れて、より自由な領域がある体育の団体としての自己規定で

ある。公益社団法人となった整体協会は現在8万人程度の会員を擁する団体として活動

している。また協会に属さない整体の実践者の数は、その10倍以上に上ると概算できる。

さらに戦後民主主義社会における多人数への教育とゆるやかな結びつきによる外部

に開かれたコミュニティーを現実化するために、多数の書籍や講演による教育が行われ

た。このときコミュニケーションにおいてアクター間の界面に現出する表象は、「体育」だっ

た。リスクへの理解と対応、リスクコミュニケーションの出現がここにある。体育とは、生命に

かかわるリスクを理解し、そのリスクを公衆衛生体制によって管理しながら、より安全に、よ

り多くの人々が心身の機能を高めていく社会運動としての野口整体の、実践形態である。

しかしこのとき、限界状況、特に「死」において野口整体が果たす役割は、急速に縮小

している。この変容以前の野口整体という医療運動には、治療の選択が死活的に重要な

段階において、社会的・科学的に正当性が高いことをよく知っている標準医療・生物医学

よりも、自分が納得する野口整体のシステムを選択することがしばしばあった。このとき様々

な社会的・個人的な葛藤が、本人と運動のコミュニティーの内部と外部に生じた48。これは、

当時の運動者たち（下町住民と上流階級エリートに二分されていた）の有していた伝統的

47  「整体協会は、人間の体の偏り運動、つまり体の使い方の癖を研究する集まりであります。
そして体を通しての教育活動を目標にして、個人個人の体の使い方を指導するということを行なっ
ているのです。（中略）私たちはそういう病気と健康とを対立させて考えることをしないから、病気で
あるか、健康であるかということではなくて、整っているか、整っていないかというように考えているの
です。（中略）整体協会では、現在の「健康を保つ」という問題や、病気を治す」という問題、あるい
は、人間の体の要求を無視した使い方に対して、一つの疑念を感じておりまして、人間が丈夫に
溌溂と、本当の意味で健康に生活するためには、個人個人の体の状況に適うような、そして、その
人の体の要求に添うような体の使い方を指導するという必要があるのではなかろうかと考えていま
す」（「体育の目標—昭和40年3月 整体指導法初等講習会」『月刊全生 平成16年4月号』2-5頁）。
「（整体の考え方に添った）そういうきちんとした体の使い方は、歳を取ってから憶えるよりは若いう
ちに憶えた方がいい。若いうちにするよりはお腹の中にいるうちにしなければならない。そういうこと
で、体の使い方の指導、或いは体を通した教育ということを、お腹の中にいるうちから始め、子供の
うちに、少なくとも学生であるうちに、しっかりしたからだの使い方を会得させたい。そう思いまして、
体の使い方の指導、あるいは体を通じての教育ということを行なっているのであります」（「体育の目
標—昭和40年3月 整体指導法初等講習会」『月刊全生 平成16年4月号』4-5頁）。

48  野口昭子『朴歯の下駄』全生社、1980年。同『時計の歌』全生社、1985年。同『見えない糸』
、2005年。
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な宗教観・死生観と、野口整体のシステムの親和性が高かったことによる。野口整体で用

いられる概念や専門用語の多くは、一つは野口晴哉が生まれ育ち初期の活動場所でもあ

った東京下町の禅宗や浄土宗の寺院の名称や仏教書籍から、もう一つは療術・霊術とい

う初期には仏教僧が一つの大きな主体となっていた医療運動から取り入れられていること

が、大きな理由である。また公衆衛生体制の不備と有効な薬剤の欠乏という社会環境が、

社会の主流の外部である野口整体への「治癒」への過剰な期待を市民にもたらしていた。

これに対して、変容以前の野口整体からは、顧客層が地方農民や戦争被災者、そし

て戦後の勃興する東京の中産階級市民へと拡大するにつれ、そのような宗教的契機や宗

教的熱情、いわば霊性への希求は不可視化されていく。不可視化というのは、以下の理

由による。表層の実践部分において宗教を思わせる言説は封じられており、標準医療・生

物医学と対立することない相互補完的な整体システムの利用が、一般的な意味での「体

育」として可能である。しかしコミュニティーの内部では、変容以前と同じく、一般的な意味

での「体育」がある種の霊的救済へ向けて開かれた可能性を有することが、特に主体的

に参与している運動者には暗黙の、ときには明示された了解となっていた。それは、一般

市民と専門家のいずれにも共有されていた49。勿論、公衆衛生体制の整備そして各種感

染症への有効な薬剤がもたらした医療環境の近代化が、市民に野口整体への「治癒」へ

の過剰な期待の必然性を失わせたという要因は大きい。このとき治癒における野口整体

は、標準医療の代替から補完へ変容し、社会の順機能としての野口整体が成立した。

しかし霊性への希求の不可視化は、不可視であることでかえって新たな希求を一部

の運動者達にもたらした。1940年代を中心とするこの変容の時期には、数多くの野口整体

関係者がその身体技術を応用した新宗教教団を創始し、あるいはヨーガ等の霊的要素が

強い身体技法の探求を始めている。そして1970年代以降は、野口整体は代替文化や宗

教のプラットフォームとして機能していることが、しばしば指摘されている。

4.4　「癒しのダンス」と気の医学、1980年代以降

1976年の野口晴哉死没後も、活元運動を基盤とする野口整体のシステムは、さらに

変容している。「野口晴哉の考え方を中心に考えた場合は異なった医療、衛生、保健、

体育の体系が考えられるはずです。新しいあり方を目指すことができるかもしれません。

今は笑われますが、そこまで成し遂げようと思っています。皆さんもそういうふうに考えて

49  野口晴哉『伝授会記録 昭和32-36年』私家版、1961年。同『研究会記録　昭和33-36年』1961
年。同『七の日講座　整体塾　昭和35-36年』私家版、1961年。同『伝授会記録 昭和36-38年』私家
版、1963年。同『整体操法高等講座　昭和42-45年』私家版、1970年。および同時期の『全生新聞』
『月刊全生』（整体協会機関誌）。
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頂ければ、また新しい何かが産み出されてくるのではないかと思っております。たぶんも

っと野性的かも知れませんが…その方が幸せなのではないかと思うことがあるのですが、

如何思われますか」50と述べた野口祐介（1952-2014）は、野口晴哉の三男である。十七歳

で晴哉の付き人となってから整体協会会長として急逝する直前まで、彼は整体指導の最

前線で整体の思想と実践に取り組んでいた。野口祐介は活元運動を野口整体の核心に

位置付け、これを「身体（からだ）への礼」とした。野口晴哉や柳田利昭の達成51のもと、現

実の身体と対人関係における医療・宗教・社会と共同体そして環境世界の統合を、彼は

活元会の普及によって行った52。これは阪神淡路大震災や東日本大震災からの地域復

興支援として行われるなど、行政との結合と公共性を高めている。

また、1960年代からの暗黒舞踏や即興ダンス、同時期に野口晴哉と思想・実践的交

流を持ったフェルデンクライス（Moshe Feldenkrais 1904-1984）のフェルデンクライスメソッ

ド、グルジエフワークなど秘教的身体技法、文化人類学や仏教学そしてWestern Esoteri-
cism研究などの知見から、活元運動を、体操に限定されないダンス、宇宙的なダンスとし

て捉える解釈も普及した53。

ここでは、共同体における水平的コミュニケーション、アクターとしての人と書籍と「直

観」、という性格が強化されている。活元運動などによって依拠すべき唯一の権威を個人そ

れぞれの中に確認するという前提による、書籍や講義それに個々人の観察と実験による知

見に基づいた討議と実践の積み重ねによる医療運動の運営が、これを可能としている54。

50  野口裕介「晴哉会（せいやかい）を開こうと思って—平成十九年八月 整体指導法講座」『月
刊全生 平成十九年十一月号』10-13頁。

51  野口晴哉著作全集は彼と次兄と更に二名が編集し、柳田利昭の著作二点は彼が監修した。
52  「野口先生は、整体操法は「生命に対しての礼」として行なうのだと説明されていました。私

なりにこの生命に対しての礼ということをどう考えるかといえば、自分の体を整えておくことが生命に
対しての礼なのだと考えます。逆に言えば、体が整っていないということは非礼なことなのだと、礼
を失していることなのだと言えるかもしれません」。「（戦前の本部道場と、それが野口晴哉の思想実
践と不可分な装置であること、現在の本部道場に繋がっていることを説明した後）その道場の雰囲
気を作り上げているものは、もちろんその道場主と言いますか、先生といわれている人が一番影響
を持つことは当然ですけれども、そこを道場にしていくということは、大勢の会員の人がいて道場に
なっていくのです。つまり、道場を道場として作り上げてきたのは、野口（晴哉）先生ももちろんその
一人ですけれども、一緒についてきた会員の人達があって道場というものの一つの雰囲気ができ
あがってくるのです」。「（戦前の指導のあり方の厳格さを説明した後）そうなると指導を受ける人た
ちもなかなか厳格なものでして、皆一つの嗜みを持っています。この指導を行なう部屋に入る時は、
そこの敷居の所に座っていて、それでまず入る前に野口（晴哉）先生に必ずご挨拶をして、それか
ら待っている人にご挨拶をする。それで中に入る。これが指導室の中に入っていく時の一つの礼儀
なのです」。「（さらに礼儀を説明した後）誰が教えたわけでもないのに、皆が当り前の如くにこれだ
けのことをするというのはなかなか大変なことです」。（野口裕介「生命に対しての礼」『月刊全生 平
成一八年五月号』12-13頁）。

53  永沢哲『野生の哲学—野口晴哉の生命宇宙』ちくま文庫、2008年。
54  これらは、コミュニケーションにおいてアクター間の界面に現出する表象に「体育としてのダ

ンス」を付与した。リスクレギュレーション（risk regulation）の実現によって社会の順機能となった。こ
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5　考察

公衆衛生体制の整備と医療のコミュニケーションにおけるリスクの関係55は、これへの

先行研究が取り扱う1990年代以前から、すなわち昭和期総体における歴史と実体を有し

ている。これが、近現代伝統日本医療56の一つである療術・霊術の主要な運動体の一つ

である野口整体の史的変容への調査検討によって発見された。

1930年代から1950年代にかけての野口整体のコミュニケーションの史的変容は、公

衆衛生体制の整備と確立に伴い、以下の三段階で進行した。まず、一対一または少人

数（弟子）との啓蒙主義的コミュニケーションで、これは超越的かつ人格的な権威としての

指導者を必要とした。次に、1940年代中葉には、指導者による多人数の治療共同体への

啓蒙主義的コミュニケーションの段階に至る。そして1950年代後半には、共同体内部と外

部との対等で双方向的なコミュニケーションが実現されていく。ここでは、野口晴哉が活動

の最初期から最後まで繰り返し強調していた、個々人に内在して「絶対不可侵」である「

生命（いのち）」の尊重が、他者と対等であり得る個人の尊厳の、一貫した根拠になって

いる。このコミュニケーションによって専門家とともに治療を遂行する患者の感覚が治癒

をもたらすのだから、治療者—患者関係が「専門家支配」になることはない。治療におけ

る言語的および非言語的な対話は、治療者と患者が様々な仮説によって治癒を探求す

る実験となる。治療者も患者も真理の担い手としての権威を持たないのだから、そこに啓

のリスクレギュレーションは二つのサブレギュレーションによって構成されている。一つは、Health Care 
Systemにおける、Health Care供給側のリスク、すなわち訴訟リスク、信頼喪失リスク、スピリチュアリテ
ィーリスクへのレギュレーションである。そしてもう一つは、Health Care Systemにおける、Health Care
消費者のリスク、すなわち健康被害リスク、信頼喪失リスク、スピリチュアリティーリスクのレギュレー
ションである。野口整体という運動体が近代市民社会のアクターとして、近代市民社会における心
身を乗り越えていく思想と実践を有するアクターとして機能することで、これらは実現している。

55  Sheila Jasanoff, “Science at the Bar : Law, Science, and Technology in America” (Harvard Uni-
versity Press, Cambridge 1997) はこう述べている。「冷戦終結によって政治的イデオロギーの有効性
が失われた世界では、それに代わって「科学」と「法」がRisk Communicationにおける参照軸となっ
た」。そしてRisk Communicationの二つの側面として、科学技術や政治の専門家による一般市民へ
の科学技術政策の啓蒙（Enlightenment）と，科学技術が決定できない領域についての社会のすべ
てのアクターによる討議という「拡張された民主主義」の実践があげられている。これは、1970年代
以降の科学と社会の変容に対応して、科学技術と社会の関係を探求するために、とくに1990年代
以降の世界で発達してきた学問であるSTS（Science, Technology and Science）の重要な社会的任務
としてRisk Communicationがあるため、近年世界各国でSTS学者が科学技術政策の政府審議会の
委員を務めるなど、STSが社会的重要性をますます増していることを背景としている。しかしこれは、
医学・医療という社会的分野を十分に考察していないことによる思想的限定である可能性がある。

56  伝統医学・医療とは、その学問および実践のシステムの淵源が近代以前に遡及される、近
代西欧科学とは異なる医療運動の医学・医療の総称である。決して文献に残る過去の化石ではな
く、最新の医療技術・理論として常に更新され発展し続けており、近代日本におけるそれは近代西
欧科学・生物医学とともに順機能として社会的に機能している。それ故それは、近現代伝統日本医
療と呼ばれるべきである。
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蒙的言説が入り込む余地はない。このことが、啓蒙主義によって成立する生物医学と標準

医療が支配する現代社会の医療体制・公衆衛生体制の補完システムとして、野口整体を

位置づけた。つまり野口整体は、この変容によって昭和期日本社会の順機能となった。

一方コミュニケーションにおいてアクター間の界面に現出する表象は、以下の通りで

あった。「療術」ではリスクは個人に帰属するか、またはリスクの考え方に欠けていた。これ

に対して1950年代後半に、医療ではなく「体育」と自己規定するに至った段階での野口整

体では、リスクへの理解と対応としての外部化がはかられた。ここにリスクコミュニケーショ

ン（risk communication）が出現している。さらに1970年代後半から1990年代以降にかけ

ての活元運動への解釈の多様化によって、個人の生の総体において、外部化された公

衆衛生体制と「限界状況」への対応も含んでリスクレギュレーション（risk regulation）を実

現しようとする動きがでてきた。この社会構造の生成過程の進行とともに、野口整体は安

定した社会の順機能として、標準医療の補完システムとなった57。

だがこれは同時に、野口整体という社会運動が他の療術・霊術と共に有していた宗

教運動としての性格を不可視化し、外部化した。このことは、宗教運動としての野口整体

の発展の可能性を封印することになった。その原因の一つは、絶対的な権威を有する専

門家や聖なる知の独占の可能性と、コミュニティーに共有される超自然的な存在の概念

が、史的変容の後の野口整体システムでは否定されたことである。これはコミュニティー

内部での水平的対話による治療を可能にしたが、限界状況にある人間の救済への可能

性を減じせしめた。

57  ロバート・K・マートン（著）、森東吾 他(訳) 『社会理論と社会構造』みすず書房、1961
年、16-77頁、181-189頁。機能主義社会学では、社会を機能主義（functionalism）の視座から理解
する。社会的機能は、順機能（eufunction、社会システム全体に適応と調整を促進して維持・発展
に寄与する機能、または社会事象Xが持つ社会事象Yへの機能のうちYに有利に作用するもの）、
逆機能（dysfunction、社会システム全体の適応と調整を減弱して障害と解体をもたらす機能、また
はXが持つYへの機能のうちYに不利に作用するもの）に二分される。同一社会システムの内部に、
順機能と逆機能が同時に存在する。また同一機能は視座によって順機能でも逆機能でもありえ、
順機能と逆機能は正の相関関係であり、順機能と機能不全は負の相関関係にあるから、逆機能と
機能不全は負の相関関係にある。さらに顕在的機能（ある社会システムに適応的か調整に貢献し
ているとシステム内参与者に意図され認知されている機能、またはある社会事象が有する機能だと
参与者に意図され認知され公認されている機能）と潜在的機能（参与者に意図も認知もされてい
ない機能、またはある社会事象が有するのに参与者に意図も認知も公認もされていない機能）が
ある。近代化とHolistic Medicine Movement（HMM）それぞれの視座から、以下の表が作成できる。

近代化 順機能 逆機能

顕在的機能 生物医学 還元主義による人間の「断片化」

潜在的機能 HMM 科学実験による「断片化」の進行

HMM 順機能 逆機能

顕在的機能 Holistic Medicine バイオメディシンとしての漢方・鍼灸

潜在的機能 療術、野口整体、漢方・鍼灸等 等価交換システムにおける同左
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English Summary of the Article

Tanojiri Tetsurō

Noguchi Seitai (The Noguchi Technique of Alternative Medicine) 
– Japanese Traditional Medicine and its Community as a Supplementation of 

the Social Health System in the Shōwa Period

The aim of this article is to show the communication between the health promoting 
religious movements and the Japanese state and society in the Shōwa period. Following the 
American Occupation, the communication originating from Noguchi’s life-health move-
ment proved to help stabilize the social health system in Japan. 

In the early Shōwa period many groups within Japanese society – from the royal fam-
ily and the aristocrats to the common citizens – kept themselves in good health through 
implementing specific  reijutsu  techniques. The name reijutsu stands for the pro-health/
religious movement started by  Kuwabara Toshirō (1873-1906), the author of  Seishin 
Reidō  (The Excellent Work of the Mind, 1903), which encompassed Western writings on 
Theosophy, chiromancy, osteopathy and traditional Japanese religious pro-health techniques 
like shugendō or anma massage. Many schools of reijutsu were at the peak of their popularity 
in the 1920’s. One of them, taireidō of Tanaka Morihei (1884–1928), also gained popularity 
in China becoming the foundation for contemporary Chinese qigong breathing exercises. 
The form that won popularity in the West, due to Japanese emigrants to Hawaii, was reiki. 
In the 1930’s Mitsui Kōshi (1883–1953) developed reijutsu  into a system combining poli-
tics and Japanese traditional waka poetry, a system that was aimed at the unity of a human 
being with the emperor and the universe. As for Mitsui, he became a prominent political fig-
ure until 1945. Later the reijutsu movement failed to find continuators. The passing away of 
charismatic leaders resolved in the dissolution of the reijutsu societies. The exceptions were 
the reiki movement – which gained global popularity and was subsequently reintroduced to 
Japan in the 1980’s, and the Noguchi Seitai (Noguchi’s technique) movement.   

Noguchi Seitai is a pro-health/religious movement founded in Tokyo in 1927 by Nogu-
chi Haruchika (1911–1976). The movement functioned at first as a psychotherapy group, 
a modification of reijutsu. In the year 1942 the movement was examined by the Ministry 
of Health committee for osteopathic practices. It established its legal standing as a foun-
dation and was registered as the Seitai Kyōkai (Seitai Association) in 1956. Nowadays it 
is a public profit organization. The presidents of the organization are former members of 
the aristocracy or former prime ministers, maintaining a quality and high profile for all of 
Japanese society. Starting from the 1980’s the organization obtained major support from 
the young population, since they saw it as a leading force within the Japanese New Age 
movement. Currently the Association claims around 80 thousand active members, and it 
is believed the number of people practicing privately, though they do not belong to the 
organization, is ten times greater.
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Noguchi Seitai is a movement that is still active today due to excellent communication 
between the movement and the Japanese state and society established in the Shōwa period. 
Just as in the case of other reijutsu forms, Noguchi’s transmission is characterized by spe-
cific techniques involving physical practices, studying difficult philosophical concepts and 
painstaking self-development, which has at times caused tension in dealings with police and 
other state institutions. However, Noguchi Seitai, due to the communication with the state 
as well as the citizens established during the occupation period, made it so that after the 
year 1953, the movement became a so called “stabilizing dysfunction” from the sociologi-
cal perspective, and took on the role of supplementing the Japanese social health system.

Keywords: Noguchi Haruchika, Seitai Association, reijutsu, religious movements, social 
health system
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戦争と平和のモニュメント

—近現代における観音像の変容から—

はじめに

アジア太平洋戦争後、日本では「平和観音」という名称の観音像が多く作られた。「平

和」という言葉が「戦争のない状態」という意味で定着したのは近代になってからである。平

和という新しい思想と、前近代から信仰対象であった観音像が結びつき「平和観音」とな

った。つまり「平和観音」とは、新しいイメージであり、仏教経典に説かれた尊格ではない。

大乗仏教では様々な仏菩薩が経典に説かれているが、なぜ観音像だけが平和のイメー

ジと結びついたのだろうか。

日本仏教は、浄土系、密教系、法華系、禅など、宗派ごとに大きく教義が異なるが、

観音は全ての宗派で信仰されている。『華厳経 入法界品』は、観音が補陀落山に住むと

記述し、観音に対する補陀落信仰が発展した。『妙法蓮華経 観世音菩薩普門品』は、観

音は一切衆生を救うため、状況に応じて３３の姿に変じて出現すると説く。『観無量寿経』

は、西方極楽浄土へ生まれたいと願う者は、阿弥陀如来と観音、勢至の二菩薩が助ける

と説く。さらに様々な威力を神格化するため、千手観音や十一面観音などの変化観音が

生み出された。多くの経典に説かれた観音は、説話や巡礼などを通し一般庶民にも馴染

み深い存在となり、篤い信仰を集めた。

「平和観音」を含め現代に至るまで多くの観音像が制作された背景には、多様で長い

観音信仰の歴史がある。だが、造型物としての「観音像」を、経典に説かれた「観音」と同

一視し論じることは出来ない。仏像は基本的に、経典に説かれた儀軌をもとに造形が決

定され、時代、地域、技法、そして制作者によってその造形の個性が現れる。すでに仏

像研究においては様式の変化に関する研究の蓄積がある。だが近代以降に制作された

仏像に対して、従来の様式研究や、仏教経典をもとにした機能論的な研究では分析する

ことが難しい。それは廃仏毀釈後、美術という概念が導入され、仏像が「美術作品」、「文

化財」として鑑賞対象となったからである。
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ただし近代以降の仏像が全て美術作品となったわけではない。「平和観音」に代表さ

れる近代以降の観音像の特異性は、モニュメント彫刻として寺院や墓地など宗教空間以

外の公共空間にも設置されたことである。「平和観音」という名称にも表れているように、観

音の表象が、平和のシンボルとなる思想的な背景が重要となる。他方で「平和観音」の多

くは、戦争によって亡くなった人々の慰霊・供養を目的に建立されておりその信仰的背景

の検討も重要となるだろう。

本論は、平和のイメージと観音像がなぜ結びついたのか、そして観音像の造形が近

代以降どのように変化したのかを明らかにすることを目標とする。そのうえで、明治維新以

降の観音像の変容を、造形、信仰、社会状況から複合的に検討することを試みる。第1章

では、美術という概念が輸入されて以降の近代的観音像の成立について論じる。第2章

では、戦時期の「興亜」から戦後の「平和」へと観音像のイメージが変容する過程を論じ

る。第3章では、モニュメント彫刻と死者供養のための仏像という観音像の両義性につい

て論じる。

1 近代的観音像の成立 —美術と文化財の眼差しから—

本章では、文化財や美術といった概念が輸入された後の仏像に対する意識の変容を

述べた上で、美術概念成立期における観音像の流行について検討を行う。そして明治・

大正期における、彫刻作品・モニュメントとしての観音像の特徴について考察を行い、数

ある仏像の中でも観音像が特にモニュメント化することができた理由を明らかにする。

日本語の「美術」という言葉は、1872年、ドイツ語のKunstgewerbeからの官製翻案語

として、ウィーン万国博覧会への出品を呼びかける太政官布告宣告に初めて使用された

1。国内外の博覧会と、1876から82年にかけて設置された工部美術学校を通して「美術制

度」が輸入され、「美術概念」が定着した。西洋美術へ対応する形で、日本にそれまであ

ったものを再編し、「美術」の下位カテゴリーとして「絵画」や「彫刻」という言葉が生みださ

れ、西洋美術と対応概念のないものが「工芸」となった2。1887年、東京美術学校が創立さ

れ、1889年、美術雑誌『國華』が創刊するなど、さまざまな試みのなかで歴史の中に「美

術」を位置づけた。

「日本美術」が形成される過渡期に、〈最初の日本画〉と評される狩野芳崖の《悲母観

音》（1888）と、日本的主題の洋画（歴史画）として原田直次郎の《騎龍観音》（1890）が制

1  北澤憲昭『眼の神殿 —「美術」受容史ノート—』ブリュッケ、2010年（1989年）
、147-150頁。

2  佐藤道信『〈日本美術〉誕生 —近代日本の「ことば」と戦略—』講談社、1996
年、41-66頁。
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作された。相対的な概念として誕生した日本画と洋画の双方で「観音」が選ばれた。さら

に浮世絵師出身の河鍋暁斎が《日課観音》（1885頃）など多くの観音像を描くようになっ

たのも同時期である。

佐藤道信は、明治中期に多くの観音像が制作されるようになった背景について、観音

の信仰による民衆救済を唱え、救世教を開宗した大道長安の活動時期と重なることから、

同時代の仏教運動や観音信仰に対する社会背景を共有している可能性を示唆している

3。しかし救世教は、信仰対象である「観音」を『観音経』と「観音の名号」に限定し、仏像・

仏画等の視覚的な信仰システムを否定している4。「観音」という尊格の共通性だけで、「

美術」と「仏教運動」の同時代性を論じることは難しい。むしろ長い歴史をもつ多様な観

音信仰が、「美術」という概念と結びつき、新たなに生み出された「造形」に着目すること

が重要となるだろう。

 1.1 文化財としての仏像の誕生

仏像が美術作品として語られるようになった背景には、廃仏毀釈の反動によって生

まれた「文化財」としての過去の仏像に対する眼差しがある。1868年、神仏分離令が出さ

れた後、わずか2、3年の間に、日本が過去に経験したことのないほどの数の仏像が破壊

された。この時期、多くの寺院が荒廃し、多数の仏具や仏像が海外に流出した。廃仏毀

釈の危機感もあり、1871年には「壬申検査」という古器旧物に関する調査が行われた。さ

らに、アーネスト・フェノロサや岡倉天心らによって大規模な近畿宝物調査（1884〜88）が

行われ、〈過去の文化〉として、仏像の写真撮影が行われた。この時、写真師、小川一真

が撮影した仏像の写真は、信仰対象とは異なる仏像の造形美を捉えた。写真という技術

も仏像の「美」を見出すうえで重要であった。1897年には寺社の建物や国宝の保存を定め

た「古社寺保存法」が制定されている。このような経緯から、明治中期には仏像の文化財

的価値基準が確立された。

近代国家の成立と廃仏毀釈が大きな衝撃を与え、その揺らぎの中で実施された美術

調査と制度化された美術教育が、宗教的な機能とは別の視点から仏像を造形的ないしは

歴史的に解釈、鑑賞する可能性を生み出した5。明治期、信仰対象であった仏像が、博覧

会や博物館に〈展示〉され、文化財として〈鑑賞対象〉となったのである。

3  佐藤道信「河鍋暁斎 観音と妖怪　—異界の聖と俗—」『美術フォーラム21』18 号、
美術フォーラム21刊行会、2008年、60-64頁。

4  西野光一「大道長安の観音信仰と救世教」『仏教文化学会紀要』(18)、仏教文化学
会、2009年、47-70頁。

5  加賀屋誠「仏教美術史研究における図像解釈の理論と実践」加賀屋誠編『図像解釈
学　—権力と他者—〈仏教美術論集4〉』竹林舎、2013年、13-45頁。
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日本を訪れた外国人が日本で入手した仏像を西洋で公開することで、仏像はギリシャ

彫刻を規範とする西洋彫刻史の文脈で語られるようになった。東京美術学校では、フェノロ

サが深く関わり、西洋での「新古典主義」的美術史観を反映し、古い仏像を保存修復し模刻

を行う学習方法が確立した6。新古典主義的な価値観によって、飛鳥から天平など天皇家と

深く関わる時代の仏像が高く評価され、近世に流行した黄檗趣味的な仏像の造形は否定

された。古仏を高く評価することで〈日本の伝統〉としての仏像というイメージが形成された7。

帝室博物館の美術部長と東京美術学校の校長に就任した岡倉は、仏像の模造制作

を東京美術学校彫刻科に委嘱し、木彫技法による模造彫刻を帝室博物館の展示に活用

した。1891年頃から竹内久一、森川杜園、山田鬼斎らが、東大寺、興福寺、法隆寺など古

寺の仏像の模刻を手掛けた。東京美術学校の彫刻科は木彫のみで開講したこともあり、

オリジナルが塑像や金銅仏であっても模刻は全て木彫で行われた。例えば山田が模刻し

た、薬師寺東院堂の《聖観音菩薩立像（模造）》（1893）は、光沢のある金銅製のオリジナ

ルとは異なる趣の木彫像となっている。

東京美術学校では、牙彫出身の竹内や、奈良人形の職人であった森川など仏師出

身者以外も仏像の模刻に関わった。美術学校の成立によって近世からの師弟制度とは異

なる仏像制作を学ぶ場が生まれた。特に竹内は、シカゴ・コロンブス万国博覧会に《伎芸

天》（1893）を出品するなど、彫刻家として多くを古仏の模刻から学んだことが理解される。

1.2　美術成立期における観音のイメージ

序で述べたように、明治20年前後、狩野芳崖、河鍋暁斎、原田直次郎などによって、

観音像を主題とする絵画が主流となった。本節では、3者が観音像を描いた背景につい

て考察したい。

狩野芳崖は狩野派の御用絵師の家に生まれたが、明治維新後、雇い主がなくなり上

京し、鑑画会大会に参加した。鑑画会大会に出品した《仁王捉鬼図》が、フェノロサによっ

て高く評価されたことで、芳崖は注目されるようになった。

1888年、芳崖は代表作の《悲母観音》を描き上げた4日後に死去した。《悲母観音》は

芳崖の到達点であると同時に、近代日本画の出発点と位置づけられている。芳崖が仏教

画、特に観音像の制作に開眼した要因として幕末期の観音霊場巡りをしたことがあげられ

ており8、《悲母観音》の制作にもこのような信仰的背景が予想される。

6  田中修二「職人から彫刻家へ」田中修二編『近代日本彫刻集成　—幕末・明治編—』
国書刊行会、2010年、55-60頁。

7  田中修二「両大戦間期の彫刻」田中修二編『近代日本彫刻集成　—昭和前期編』国
書刊行会、2013年、185-192頁。

8  中村愿『狩野芳崖 受胎観音への軌跡』山川出版社、2013年、70-71頁。
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狩野芳崖《悲母観音》（1888）

河鍋暁斎は、土佐派、琳派、四条派などの画流も広く学んだ後、浮世絵で人気を博し

た。明治に入ると博覧会に出品し、名が知られるようになった。暁斎は建築家ジョサイア・

コンドルをはじめ、多くの弟子を受け入れた。1882年、師家の駿河台狩野家に伝来した

前立観音を譲り受けた暁斎は、毎朝、観音を描く「日課観音」を始める。1885年、湯島の

霊雲寺の法弟となってから使用するようになった「如空」の号は、観音を描いた作品の落

款や印に多くみられる。

原田直次郎は、1884年、ドイツに渡り、画家ガブリエル･マックスに師事した。1887年

に帰国するが、その当時、日本国内は洋画排斥運動の真っ只中であった。1890年、原田

は唯一洋画家も出品できる官展、第三回内国勧業博覧会に《騎龍観音》を出品した。《騎

龍観音》は、護国寺の鶴洲霊翯《普門品三十三身図屏風》（15世紀）を図像的な典拠とし

ながらも、バワリア女神像のイメージから着想したとされる9。油彩画のもつ迫真的な描写

を日本の伝統的な画題に適用した意欲作であったが、賞を受けることはなく、博覧会の

翌年、原田自身が音羽の護国寺に納め本堂の壁に掛けられた。

9  宮本久宣「原田直次郎研究　—作品と関連資料の整理をふまえて—」『鹿島美術財
団年報』24号、鹿島美術財団、2006年、322-332頁。



162  君島彩子

芳崖、暁斎、原田の3者は、当時の日本人としては珍しく西欧との接点をもち近代的

な知識を得ている。その一方で、観音像を制作する背景には伝統的な寺院との関係や

信仰が重要であった。彼らは、信仰のうえに西洋美術を吸収し、新たな「美術」という概念

と観音の図像を結びつけた。

1890年、東京帝国大学文学科教授の外山正一は『日本絵画ノ未来』において日本

画･洋画にかかわらず、最大の問題として画題の貧困と思想の欠如とを指摘し、とりわけ

原田の《騎龍観音》をやり玉に挙げた10。「美術」が誕生したばかりで画題が定まらないな

か、近世から引き続き人気のあった「観音」が選ばれやすかったという側面もあるだろう。だ

が、主題の少なさというネガティブな理由だけでなく、西洋美術における女性像に近い造

形として観音像が受け入れられたとも考えられる。

芳崖は《悲母観音》の制作と同時期、女性のヌードのスケッチを元にした観音像を描

き残している。観音像は、西洋的な美術学習の影響によって人間的な身体に近づき、近

世まで多く制作された多面多臂の観音像の姿は消えていく。《悲母観音》に代表される女

性的、母性的な観音像は、新しい〈日本らしいイメージ〉であり、そのイメージは様々な形

で影響を与えた。明治期、キリスト教を中心とする西洋的な宗教主題を排除しながら、人

体を基本とする西洋美術を日本に適合させようとする中で、美術作品として観音像が制

作されるようになったのである。

1.3　野外モニュメントとしての観音像

明治期、仏教と彫刻の関係は絵画以上に密接であった。美術団体による展覧会や博

覧会において彫刻作品が展示されるようになっても、寺院のための仏像等の制作は彫刻

家にとって重要な収入源となった。近代の仏像は鑑賞対象と信仰対象という両義性を絵

画以上にはらんでいた。近代的な信仰と鑑賞の重なりの特徴の表れたものに「モニュメン

ト彫刻」としての仏像がある。

露座の銅製仏像や石仏は近世から多数存在しており、これらの像も「物事を記録し後

世に伝える」という意味では西洋的なモニュメントと同じ機能を果たしてきた。近代的なモ

ニュメントは、渡航者の体験による概念の受容と、お雇い外国人による技術の導入によっ

て成立する。だがその素地には近世までの武将の肖像や禅宗の祖師像、墓石像などが

あった11。近代天皇制を具体化する政策として現れたモニュメント概念は、西洋そのままの 

10  外山正一『日本絵画ノ未来』1890年、私家版、6-9頁。
11  大坪潤子「銅像・記念碑」田中修二編『近代日本彫刻集成　—幕末・明治編—』国

書刊行会、2010年、175-179頁。



戦争と平和のモニュメント	 163

概念としてではなく、日本特有の宗教、祭祀上の文脈に即して受け入れられることで西洋

化と日本の近代を表象する二重性をはらんでいた12。

近世的な造形が西洋的なモニュメントに変容する過程を、仏師から彫刻家となり、生

涯に渡って多くの観音像を制作した高村光雲の作例から確認しよう。

1877年、光雲は師である高村東雲の代作として第1回内国勧業博覧会に《観音像》を

出品したことが知られている。このときの作風については分かっていないが、1883年、生家、

中島家の菩提寺である瑞正寺に奉納した《魚藍観音》（1883）は、頭部が大きく近世の雰囲

気を残す作風である。その後、東京美術学校の教授として知恩院友禅苑の池に建てられ

た《聖観音菩薩》（1898）は、天平期の菩薩立像を意識し、顔が小さい人間的なプロポーシ

ョンへ変化した。この像は、第76世立誉行戒上人の記念塔であり、約3m石製の台座上に建

立されるなど、西洋的なモニュメント彫刻の要素を兼ね備えている。1902年、四天王寺で開

催された第5回内国勧業博覧回の美術館の前に、高村光雲監修による《楊柳観音噴水》が

設置された。東京美術学校の関わりで制作された噴水は、約3.5mのセメント製の像で、西

洋における女神像と同様に博覧会の中心を飾るモニュメントであった。女性的な身体表現

など西洋彫刻を意識したものである。《楊柳観音噴水》は、観音像のモニュメント化である

と同時に、西洋的な規範における女性の身体を元にした仏像の嚆矢となるものであった。

光雲同様に帝室技芸員に任命された鋳金家の鈴木長吉が制作した《観音銅像》

（1903）が川崎大師こと平間寺に建立されている。《十二の鷹》（1893）など写実的な作風

で知られる鈴木が制作した観音像は、薬師寺東院堂の《聖観音菩薩》を模倣している。

すでに山田によって木彫による模刻が行われている《聖観音菩薩》は、近代における観

音像のひとつの規範となったと言えるだろう。

また、仏師の家に生まれ、渡欧経験もある新海竹太郎による《放光観音》（1923）も、

川崎市の総持寺の移転を記念して建立されたモニュメント的要素の強い観音像を制作

している。《放光観音》は、顔が小さく人間の身体の動きを描写する西洋的な彫刻に近

い像であった。アジア太平洋戦争末期の金属供出によって像自体は失われ、伊東忠太

が設計した台座のみが残されている。伊藤の設計した台座は、新しい時代のモニュメン

トに相応しいものであった。

これらの作例から新しい美術制度や西洋的なモニュメント概念の輸入によって、観音

像もモニュメント化したことが理解できる。観音像の造形は文化財としての仏像、特に天平

期や鎌倉期など写実性の高い時期の仏像の影響が強いものとなっている。江戸時代に

も露座の仏像の作例は多いが、造形的には近世から近代への連続ではなく、近代以降

に輸入された美術や文化財という制度から新たな観音像が生み出されたと言えるだろう。

12  清水重敦「官社へ銅石像設立之儀二付伺」考　—京都の創建神社と明治前期のモニ
ュメント概念—」『近代画説』(22)、明治美術学会、2013年、112-129頁。
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高村光雲監修《楊柳観音噴水》（1902）

1.4　彫刻作品としての仏像と仏像風彫刻

1907年、日本彫刻会が結成されると、それまで展覧会には殆ど出品されることのなか

った仏像が数多く展覧会へ出品されるようになった。林美雲《観音》（1911）、関野聖雲《楊

柳観音》（1912）、山崎朝雲《観音》（1913）など仏像の中でも観音像の出品は特に多い。

これらの観音像の造形で特に注目すべきは、白衣観音や楊柳観音など、宝冠の上に

白衣（ベール）をかぶる表現が多く見られるようになったことである。白衣観音の図像は、

前近代においても絵画や陶磁器では一般的であったが、木彫像ではあまり見られない表

現であり、近代以降に一般化したものと考えられる。美術学校出身者によって、ベールを

被った姿の観音像が制作されるようになった背景には、《悲母観音》や《騎龍観音》など絵

画の主題として流行した図像であること、さらには西洋からもたされた聖母マリア像などの

影響が予想される。

またタイトルからは仏像として分類されないが、図像的には観音などの仏像から着想

したと考えられる像も多く制作されるようになった。1912年、美雲が発表した《羽衣》は、西

洋人を思わせるすらりとしたプロポーションだが、髪飾り、腕輪、衣服によって、観音のイメ

ージが重ねられている13。

13  藤井明「大正・昭和戦前期の仏像風彫刻について」『近代画説』(24)、明治美術学
会、2015年、62-78頁。
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このような仏像風彫刻の流行には1919年に出版され、ベストセラーとなった和辻哲郎

の『古寺巡礼』による眼差し、ギリシャ彫刻と同様の仏像鑑賞の影響も少なからずあるだろ

う。仏像と古代ギリシャ彫刻とを結びつける歴史観は、仏像をローカル美術ではなく、ギリ

シャ美術に匹敵するような普遍的価値を有する美術として位置づけようとする国内の欲求

にもとづいている。

他方で、この時期、美術家の間で自己のアイデンティティを求める気運が高まってい

た。外来の宗教であるが、神道と融合しながら長い歳月を経て日本独自の信仰世界を作

り上げてきた仏教は、アイデンティティの拠り所となったのである14。大正期に仏像は、時代

が要請する世界レベルの普遍性にも、日本のアイデンティティを表象するという地域性に

も対応する美術主題となった。仏像彫刻においても観音像が数多く制作されたことは、既

に絵画の主題として主流となっていたこととも対応するものであろう。ヌード像を基本とし

た西洋的な彫刻学習の中、自己のアイデンティティとの結びつきによって仏像的な図像

の新たな表現が多く誕生した。

小括

美術概念が成立し、古代から造像がなされてきた仏像は、〈信仰〉とは異なる〈美〉とい

う意味を与えられ、歴史的価値によって〈文化財〉となった。これら古い仏像のイメージは

明治期の制作者に影響を与え、仏像は「美術作品」として制作されるようになった。ギリシ

ャ彫刻に代表される西洋的な身体表現を取り入れ、新しい像が生み出された一方で、古

代から中世にかけての文化財としての仏像の模倣が行われた。つまり、西洋的な新しい美

術様式の構築と過去の仏像に対する評価が同時に行われたのである。近代の仏像造形

は、近世から近代の連続性ではなく、廃仏毀釈という中断を経て、新たな思想の中から再

構築されたといえるだろう。

目まぐるしく変化する時代の美術家にとって仏像は、信仰の対象であるばかりでなく、

自身のアイデンティティや感性と結びつく存在であった。仏像の中で観音像は、女性的

造形な多く、西洋的美術史における聖母マリアや女神と対応しながら、新しい美術表現

の中心となっていった。女性的な観音像は、モニュメント思想とも結びつき、寺院におい

てもモニュメント的正確の観音像が建立されるようになった。

14  田中修二「近代日本彫刻と第一次世界大戦」東京文化財研究所美術部編『大正期美
術展覧会の研究』独立行政法人文化財研究所・東京文化財研究所、2005年、444頁。
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2 「興亜」から「平和」へ —昭和前半期における観音像の変容—

本章では戦争モニュメントとして建立された観音像について論じる。明治期、観音

像はモニュメント思想と結びつき、竹内久一制作の《戦勝観世音菩薩像》（1906）など、

戦争に関する記念碑としての観音像が建立された。アジア太平洋戦争期には、複数の

《興亜観音》が建立され、また敗戦後には《平和観音》が作られた。本章では、これらの

観音像を戦争に関するモニュメントとして捉えることで、戦前・戦中・戦後の通史的な変

化を検討する。

戦争に関するモニュメントの研究は、行政が管理を行なっている忠魂碑の政教分離

違反が問われた1976年の箕面忠魂碑訴訟を契機に社会的な関心が高まった。忠魂碑

訴訟では、「靖国神社—護国神社—忠魂碑」の重層関係と戦死者祭祀における相互依

存関係から、靖国神社問題を考えるうえでも重要な問題とされた15。忠魂碑を宗教施設で

あるとした一審の判決を不服とした大原康男は、忠魂碑とは靖国神社とは異なり、非宗教

的なものであると論じている。大原は、『忠魂碑の研究』に、観音形の忠魂碑の写真を掲

載しているが、観音像について論じることはなく、観音像が宗教的か非宗教的かという判

断は不明なままである16。

戦争に関する記念碑・モニュメントの研究は、国家による戦死者の慰霊、顕彰の中で

その意味が論じられてきたため、その碑文の文字情報と慰霊祭などの儀礼が中心に検討

されてきた。国立歴史民俗博物館による「近現代の戦争に関する記念碑」の悉皆調査に

おいても、碑文の書かれていない形像は、「戦争に関する記念碑」に含まれていない17。

造形的な特徴も含めたモニュメントの研究を行うことで、忠魂碑の研究とは異なる新たな

視座が示せるのではないだろうか。

本章では、戦前・戦中・戦後と大きく揺れ動いた昭和前半期に制作された観音像を中

心に、信仰的背景や社会状況に注視しながら観音像の造形的特徴、制作技法や素材、

そして完成後の観音像の名称の変更や移動の検討を行う。このような検討を通じて、碑文

の刻まれた忠魂碑や記念碑とは異なる観音像モニュメントの特徴を明らかにする。

 

15  籠谷次郎「市町村の忠魂碑・忠霊塔について　—靖国問題によせて—」『歴史評論』 
(292)、校倉書房、1974年、51頁。

16  大原康男『忠魂碑の研究』暁書房、1984年（巻頭グラビアに写真を掲載）。
17  国立歴史民俗博物館編『「非文献資料の基礎的研究」報告書—近現代の戦争に関す

る記念碑—』国立歴史民俗博物館、2003年。
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2.1　忠魂碑の観音像と巨大化する観音像

日清・日露からアジア太平洋戦争まで、対外戦争が始まると、前衛的な抽象表現は

思想統制の対象となり、戦意高揚や社会情勢と深く結びつく身体像のモニュメントが多く

なった。大正期に身体表現として定着した仏像もまた、戦時期になると制作が増加した。

戦争による死者が増えるにつれ、死者の供養を行う仏像が必要とされ、仏像もまた帝国主

義のモニュメントとしての性格も強めていった。

日露戦争後には戦争モニュメントとしての観音像が建立された。竹内久一は、日露戦

争の勝利の記念と戦死者の供養のため《戦勝観世音菩薩像》（1907）を制作している。本

像は、全体として天平期の仏像の影響が顕著だが、衣紋はより写実的で、鎌倉期の慶派

や西洋的な彫刻を参照したものと考えられる。竹内は模刻の学習成果によって、新たな

観音像の制作を試みた。2mを越す石積みの台座上に建立された観音像は、モニュメン

トと呼ぶのに相応しいものであった。

序で述べたように大原の『忠魂碑の研究』には観音像型の忠魂碑の写真が掲載され

ている。この忠魂碑は、佐世保海軍墓地の《駆逐艦蕨及び葦殉難者忠魂碑》（1927）であ

る。海軍連合艦隊の基本演習実施中の衝突事故で殉職した119名を慰霊するため、観音

型の忠魂碑が建立された。台座背面には、「陶製観音像以慰諸子之霊」と刻まれており、

大原の述べるような非宗教的な忠魂碑としてよいのかという疑問が残る。白衣観音像は写

実的な身体表現としては稚拙さが残るが、円筒形台座まで常滑焼であることから、高度な

技術が見られる。複数の陶工が関わったと考えられるが、観音像に「艸本生素」という刻

銘があることから、明治期に尾張で活躍した下田生素の名を継いだのかもしれない。観

音像型の忠魂碑は、昭和期にも観音像がモニュメントとして重要な位置を占めていたこ

とを示す事例である。

昭和期のひとつの特徴としてモニュメントとしての観音像の巨大化がある。大勢の人

々の協力が欠かせない大仏建立事業は、戦時下の人心の結束を図るうえでも効果的で

あった18。実業家の井上保三郎は、陸軍特別演習の際、昭和天皇に単独で拝謁できた感

激を機に、《高崎白衣大観音》（1936）を発願した。井上は、「観光高崎の建設」と「高崎十

五連隊戦没者慰霊」を祈願し、41.8mの観音像を建立した。1937年には、85万人の観光

客が訪れ、鉄筋コンクリート製巨大観音の嚆矢となった。

巨大な観音像には「護国」という名称がつけられていたものが多い。埼玉県秩父市に

は16.5m、鉄筋コンクリート製の《護国観音》（1935）が建立された。また長野県下高井郡山

ノ内町には、33m、銅板打出し工法の《護国観音》（1938）が建立されている。昭和初期、

18  本郷孝衣「戦争の時代の神と仏」田中修二編『近代日本彫刻集成　—昭和前期編—』
国書刊行会、2013年、226-227頁。
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大観音の鉄筋コンクリートによる造像では白衣観音形が主流となる一方、金属製では髻

が現れるものが多いという素材による形状の違いも見られる。 
1931年から制作が始まった福島県相馬市の磨崖仏の《護国百尺観音》や、1929年から

制作が始まった神奈川県鎌倉市の鉄筋コンクリート製の《護国大船観音》など、護国観音と

して制作が開始された大観音のいくつかは、戦局の悪化と物資不足によって工事が中断

された。また戦時期には金属不足から多くの銅製の仏像が金属回収へ出された。銅板で

作られた山ノ内町の《護国観音》も、1944年に金属供出によって姿を消している。失われた

仏像への哀惜や共感の情を生むことも、戦時体制への方向付けにおいて重要であった19。

《駆逐艦蕨及び葦殉難者忠魂碑》(1927)

2.2　「興亜観音」と戦時下の観音信仰

日中戦争開戦後、「観音はアジア諸国、特に中国で幅広く信仰されている」という認

識が広まった。1937年、浅草寺（天台宗）の大森亮順を中心に、複数の観音世界をあわ

せて大きな観音世界の構築を目指す、「観音世界運動」が開始された20。観音世界運動

19  平瀬礼太『銅像受難の近代』吉川弘文館、2011年、191-248頁、及び『彫刻と戦争の
近代』吉川弘文館、2013年、129-130頁。

20  筆者不明「観音世界運動の計画」『観音世界』（1）、観音世界運動本部、1937年、2頁。
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と連動する形で、多くの観音像が作られた。観音世界運動箱根支部は、英霊を供養する

《箱根山三十三観音》(1939)を造成、滋賀県長浜市の安楽寺（臨済宗妙心寺派）では《護

国忠霊三十三観音》（1940）を造成、そして愛知県の西浦町護国観音建立会は、「護国の

英霊」を慰霊・供養するため、陶彫家・柴山清風によって制作された2mの常滑焼の《護国

観音》（1939）を建立した。

1943年、小笠原長生（元海軍中将）が会長となり、軍官民が参加する「大東亜観音讃

仰会」が結成された。これによって〈観音＝慈悲＝怨親平等〉という思想は、「大東亜共栄

圏」のプロパガンダとして利用されるようになる21。

1940年、松井石根（元陸軍大将）は、日支両軍の戦没将兵を「怨親平等」に祀るため、

私財を投じて熱海に《興亜観音》を建立した。本堂内の小型の《興亜観音》は瀬戸の陶工

師・加藤春二によって、露座の大型の《興亜観音》は柴山清風によって制作された。露座

の《興亜観音》は、南京周辺地等の戦場の土を材料として用い、蓮華座部分には戦死者

の遺骨や『般若心経』が納められた。清風による一連の観音像は、モニュメント彫刻として

の常滑焼のひとつ到達点といえる完成度である。

柴山清風《興亜観音》(1940)

戦後、松井を含め、処刑されたA級戦犯7名の遺骨が、観音像付近に埋葬されたこと

から、熱海の《興亜観音》のみがよく知られているが、この他に3体の《興亜観音》が松井の

21  李世淵『日本社会における「戦争死者供養」と怨親平等』(博士論文、未公刊) 2012年。
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許可を得て建立されている。1941年に三重県尾鷲市の金剛寺（曹洞宗）、1942年に富山

県入善町の養照寺（真宗大谷派）、1943年に奈良県桜井市の蓮台寺（浄土宗）に露座の

《興亜観音》が建立された。また、清風作の小型の《興亜観音》が、タイや中国へ数点贈ら

れることで「大東亜共栄圏」の協力をアピールすることになった22。

戦時下の観音像に対する信仰では、「戦死者慰霊」、「護国」の他、「弾除け祈願」も

重要であった。《興亜観音》の作者である清風は、3cmの小さな《弾除け観音》を、出征す

る兵士の無事を願って慰問袋に入れて手渡していた。松井はこのことを知り、《興亜観音》

の制作を依頼したとされる。また神奈川県綾瀬市の報恩寺（曹洞宗）では、住職が台湾

出兵において観音に祈り命を救われた体験から《おたすけ観音》と名付けた２００体余の

観音石仏を境内に安置した。開戦とともに、弾除け祈願のため多数の出征兵士やその家

族が《おたすけ観音》に参拝した。さらに1941年、新潟で開催された「高田市興亜国防大

博覧会」では、広場に《銅製防弾観音像》と呼ばれる噴水が設置されており、博覧会のモ

ニュメントの観音像においても「弾除け信仰」が結びついていた。

2.3　興亜のシンボルとしての観音像の交換

《興亜観音》の名が知られるようになると、名古屋市《東山大観音》と、南京市の《千手

観音》が興亜のシンボルとして交換された。

《東山大観音》の発願者である伊藤和四五郎は、若いころから観音信仰を生きがいと

していた。1927年、台湾阿里山から檜の巨木を取り寄せ、仏師・門井耕雲によって大観音

像制作が開始された。京都一の仏師と呼ばれた耕雲の技量は素晴らしく、一木造り、長谷

寺式十一面観音像は、高さが10mあるにも関わらず、慶派的な写実性とバランスの良い体

躯であり、東洋一の《東山大観音》とよばれた。1937年、覚王山日暹寺（超宗派寺院、現：

日泰寺）の管長・青山仏外導師のもと、天平時代の儀礼を再現した開眼供養が行われた。

しかし物資不足であっため、《東山大観音》のための伽藍を造営することはできなかった。

《興亜観音》を建立したばかりの松井は、名古屋で話題となった《東山大観音》に着

目し、「日華親善」のシンボルとして南京に送ることを考えた。発願者の伊藤は、観音像

寄贈に気が進まなかったが「国のため」と諦め、観音像を中国へ贈ることに従ったが、そ

の後、失意により亡くなっている。1941年3月、「大東亜建設の聖戦に散った日華英霊の

供養のため全日本仏教徒の名で」南京市最大の寺院、毘盧寺へ《興亜大観音》と名称

を変えて安置された。

22  山田雄司「松井石根と興亜観音」『三重大史学』三重大学人文学部考古学・日本史
研究室、2009年、8-21頁。
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《東山大観音》が南京へ贈られた返礼として、汪兆銘政権は、毘盧寺の本尊《千手観

音》を名古屋へ贈ることを決定した。清朝後期に制作された全身金色・彩色で高さ約4ｍ、

チベット仏教の影響が強い頭上に宝塔を上げる坐像である。1941年5月、南京市より東亜

海運妙義丸で名古屋港に運ばれた。《千手観音》は、中区の名古屋別院（真宗大谷派）に

安置され、4,500名の歓迎行列を従えて日暹寺に移された。3日間にわたる歓迎式では、

日中の僧侶による読経が行われた。

当時の新聞記事には「興亜観音、覚王山へ安置」と書かれており、この像もまた「興

亜観音》と呼ばれていた。しかし《千手観音》を安置した日暹寺は、空襲によって全焼、運

び出された《千手観音》は、千種区の相応寺（浄土宗）に移され、その後は東区の建中寺

（浄土宗）へ仮安置されるなど転々とすることになった23。

他方、毘盧寺へ贈られた《東山大観音》は、日中戦争と、その後の内戦を無事に過ご

し、「（毘盧寺の）観音を仰げば帽子が落ちる」と巷間で言われるほど市民に親しまれてい

た24。しかし、1966年頃、文化大革命の混乱によって破壊され、現在は跡形もない。この

時、毘盧寺も廃寺となったが、1998年に復興されている。

名古屋に贈られた《千手観音》は、1964年、名古屋市平和公園内の平和堂に安置さ

れた。戦後、名古屋市は、戦災復興の都市計画として、市内278寺院の墓地（約18.7万基）

を東部丘陵地へ移転し、道路用地などを確保した。この計画を指揮したのが、技術官僚

出身の田淵寿郎であった。田淵は毎日『観音経』を唱える観音信仰者であり、浄土宗の

僧侶、椎尾弁匡からの助言もあり平和公園には《千手観音》を本尊とする平和堂が必要

であると考えた25。近年、毘盧寺から《千手観音》の返還が求められているが、名古屋市

の河村市長が「（観音像を）戻すことが南京事件の謝罪ととらえられると未来に禍根を残

す」と述べるなど、未だ多くの問題をはらんでいる26。

2.4　戦後の「平和観音」へ

大東亜共栄圏という理想を指す「興亜」と結びついた観音信仰は敗戦と共に消滅し

た。そして戦後になると「平和」という新たな理想の中に観音像が位置づけら、新たなシン

ボルとして「平和観音」という名称の観音像が作られるようになった。

「平和観音」が多く作られたのは戦後になってからである。だが千葉慶は、戦争末期

23  「平和の重み知る観音」『朝日新聞』2007年5月22日朝刊。
24  角田美奈子「東山大観音と作者門井耕雲について」『名古屋市美術館研究紀要』（13

）、2004年、25-37頁。
25  角田玉青「平和堂建設に燃えた「観音助役」田淵寿郎」『中部経済界』（48）、経

済批判社、2011年、23-25頁。
26  『中日新聞』2010 年 8 月 20 日。
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にアメリカ軍が日本の降伏を呼びかけるために撒いたビラに、狩野芳崖の《悲母観音》と「

名誉ある平和」という文字が書かれていたことに着目し、「観音」は終戦を待たずして「平

和」のイメージに転向を果たしたと述べている27。

また観音像のイメージの背景には社会状況の変化も重要となるだろう。「興亜観音」

の全盛期である1942年には、「國體精神は正に全く觀音の慈、智、勇の三心、卽ち一の

大慈大悲の精神と不二、一體の大御心であります」28と述べ、皇祖伝説や天皇制国家と

結びつく、日本独自の精神性として観音信仰が位置づけられている。だが日本が敗戦し、

連合国軍占領下であった1950年には「（観音の慈悲は）眞の民主々義の思想と行き方と

の、根元を歸結的に等しくする譯です」29という言説が登場しており、観音信仰は社会情

勢や思想によって著しい変化を遂げたと言えるだろう。

戦後になって、戦前・戦中期の建立された複数の観音像の名称が変更されたことか

らも、このような観音像に対するイメージの変容が表れている。竹内久一作《戦勝観世音

菩薩》は、台座の文字を隠す形で《平和観世音》と書かれたレリーフが取り付けられ、掛

川城址から市内の墓地へ移転された。また弾除け信仰で多く兵士が訪れていた報恩寺

は、戦後GHQの取り調べをうけ、新たに《平和観音》という名前がつけられた。そして、4ヶ

所に建立された《興亜観音》のうち、養照寺の《興亜観音》のみ、《救世観音》という名称に

変更されている。戦局の悪化により建設が中断されていた《護国大船観音》は、五島慶太

などの出資もあり1960年、全ての戦死者・戦争犠牲者を慰霊する《大船観音》として完成し

た。また金属供出によって失われた長野県山ノ井町の《護国観音》の台座には、1964年、

彫刻家・横江嘉純作の《世界平和聖観世音菩薩》が建立されている。

戦後、一部の忠魂碑や軍神の銅像が取り壊されたのに対して、形状自体にイデオロ

ギー的意味をもたない観音像は、名称を変更することで破壊を逃れた。

2.5　戦犯の観音信仰と108体の観音像

「平和」という新たなイメージと結びついた観音像に対する信仰には、戦争死者の慰

霊や戦災によって破壊された街の復興だけでなく、戦争犯罪人として収容された人々の

救済も含まれる。

1951年、護国寺（真言宗豊山派）で開眼供養が行われた108体の観音像も戦犯救済

と深い関わりもつ像である。僧侶の吉井芳純と関口慈光による発願で、建築家・古宇田実

27  千葉慶「マリア・観音・アマテラス　—近代天皇制国家における「母性」と宗教的
シンボル—」『表現学部紀要』(9)、和光大学表現学部、2008年、53頁。

28  井出聖心『觀音聖心』興亜觀音建立奉賛会、1942年、5頁。
29  山田順子『私たちの観音さま』ゆき書房、1950年、7-8頁。
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の指揮のもと、法隆寺の佐伯定胤管長の許可を得て、「悪い夢を良い夢に変える」とされ

る《夢違観音》を模した108体の観音像が鋳造された。50cmほどの観音像は、モニュメント

として捉えるには小型だが、108体の観音像の行方を知ることは、戦犯救済だけでなく、戦

後における観音像の役割理解にもつながるだろう。

戦犯の遺族会である白菊遺族会において、戦犯と観音像の関わりは深いものであっ

た。1949年、中村勝五郎の発願で横江嘉純が制作した《白菊観音》と呼ばれる25cmの観

音像が、前年巣鴨で刑死したA級戦犯遺族に、教誨師の花山信勝を通じて手渡された。

後に《白菊観音》は、BC級の戦犯遺族にも贈られている30。

花山の後を受けて教誨師となった田嶋隆純は、「戦犯者全員が現世利益の観音信

仰に統一されている」と述べている31。1951年に田嶋は、護国寺から譲り受けた宝物の《十

一面観音像》を巣鴨プリズン内に祀った。同年、『平和観音讃仰歌』が所内で人気をはく

した。讃仰歌2番の歌詞は「われらたちはたのむ観音の やさしい救い、大慈悲を、祈りつ

つ慰めん ああ国のため はかなくも逝ける霊を、辜無きみ霊を」とあり、戦犯救済、擁護の

強い歌詞となっている。このような巣鴨プリズンにおける信仰的基盤もあり、108体の観音

像が発願されたものと考えられる。

田嶋と関口、そして僧侶となった和智恒蔵（元海軍大佐）によって戦犯救済のため

に作られた団体、白蓮社が108体の観音像の管理を行なった。108体のうち2体の観音

像は《平和観音》と名付けられ、白蓮社が活動拠点とした護国寺の忠霊堂に祀られた。

この2体は、戦犯の成川正信が巣鴨プリズンで制作した厨子に納められた。また和智に

よって、1952年、硫黄島で亡くなった日米の戦死者の慰霊のため、硫黄島に運ばれた

観音像も《平和観音》と名付けられた。硫黄島の南側と北側に約1mの石龕に納められ

た《平和観音》が建立されている。

1953年、広島白菊会が譲り受けた観音像は、広島県の三滝寺（高野山真言宗）境内

に建立された約3mの石塔《第二次世界大戦戦争犯罪者慰霊十三重塔》の中に安置され

ている。また1955年、海軍電波関係480名の物故者氏名が納められた観音像は、《海軍

電波関係平和観音像》と名付けられ、関口か住職をつとめる日光の華蔵院（天台宗）に

祀られている。華厳院にはもう1体観音像が安置されており、この像は《特攻観音像》と呼

ばれている。

1955年、知覧に贈られた観音像は《特攻平和観音》と呼ばれ、胎内には1036名の霊

名簿が納められている。知覧で食堂を営んでいた鳥濱トメの尽力で特攻平和観音堂が

建設された。後に、隣接して知覧特攻平和会館が作られ多くの人々が訪れている。白蓮

社が管理していた108体のうち2体の観音像は、特攻によって亡くなった兵士を慰霊・供

30  佐藤早苗『東條勝子の生涯 “A級戦犯”の妻として』時事通信社、1987年。
31  田嶋隆純「戦争受刑者の観音信仰」『大法輪』20(9)、大法輪閣、1953年、24-29頁。
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養するため《特攻平和観音》と名付けられ護国寺の忠霊堂に祀られていた。その後、白

蓮社解散に伴い、《特攻平和観音》の管理は「特攻平和観音奉賛会」に移管された。そ

して2体の《特攻平和観音》は、世田谷観音（真言宗系単立）境内に建立された特攻平和

観音堂に安置された。現在、「特攻平和観音奉賛会」は、「特攻隊戦没者慰霊顕彰会」と

名称を変え、特攻隊を模した彫刻《特攻勇士之像》を各地の護国神社に建立する活動を

行なっている。世田谷観音の《特攻平和観音》は、堂内の厨子に納められ、参拝者の眼に

殆ど触れることはないが、兵士の形状のモニュメント《特攻勇士之像》は山門前の目立つ

場所に建立されている。慰霊・供養を行う仏像である《特攻平和観音》は、特攻隊を顕彰

する意味が薄い。靖国神社や忠魂碑と同様に兵士の顕彰を求める人々にとって、観音像

とは異なる新たなモニュメントが必要となった。

護国寺で開眼された108体の観音像の多くは、伝統的な仏像と同様に堂内に安置さ

れた。だが一部の観音像は、石龕や石塔に納められることで、モニュメント化した。同じ型

から鋳造された同じ形の複数の像が、安置される場所によっても大きく意味が変容したこ

とが観音像の特徴である。

小括

アジア太平洋戦争期における大東亜共栄圏の象徴であった観音像は、戦後すぐに

平和の象徴へ転換した。ただし戦争死者に対する慰霊・供養は、戦前、戦中、戦後を通

して観音像の発願理由となった。《興亜観音》に代表される戦時期に建立された観音像

は、日本軍だけでなく敵の軍の死者に対する慰霊・供養を行なうという意味で忠魂碑な

どとは異なる性格をもっている。戦後になると、軍人・軍属の戦死者だけでなく、空襲や原

爆などで亡くなった戦災犠牲者の供養の観音像が多く建立された。

戦時期の「弾除け」や「護国」から、戦後の「戦災からの復興」や「戦犯の救済」へと、

社会的背景によって信仰も変化した。だが広い意味で現世利益という共通点もあり、時

代ごとに様々な信仰を受け入れた。浄土教系の極楽往生の信仰や、法華経系の現世利

益信仰の素地をもつ観音信仰は、近代の戦争においても多様な信仰の対象となった。観

音像は、「現世利益信仰」、「敵味方を問わない慰霊・供養」、「非戦闘員の慰霊・供養」と

いう意味において、忠魂碑とは異なる戦争に関するモニュメントのあり方を示している。

また戦時期から戦後へ、いくつかの事例では観音像の名称の変更や場所の移動が確

認された。造形自体にイデオロギーや社会的意味をもたない観音像は、碑文のみが刻ま

れた忠魂碑や記念碑とは異なり、名称変更し意味を変えることが可能となる。観音像は、

視覚表象が主体となることで、瞬時に強い印象を見るものに与えるが、文字テキストのよ
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うな細かな意味を規定することは出来ない。「興亜」も「平和」も理想的な世界を目指した

言葉だが、その意味は戦時期から戦後で大きく異なっている。容易に名称を変更するこ

とが出来る観音像が、社会情勢の影響をうけ、今後も意味が反転する可能性があるとも

留意しなければならないだろう。

3 供養とモニュメントのはざまの観音像—新しい信仰の形象から—

本章では造形と名称に注視しながら、「モニュメント彫刻」と「死者供養のための仏像」

という観音像の両義性について検討を行う。

藤田観龍の写真集『平和のモニュメント』、『平和のアート（彫刻）』には、平和を願っ

て作られた野外彫刻作品が多数掲載されている32。これら彫刻作品の中でも、女性の像、

特にヌードの像が目立つ。戦後、平和主義あるいは自由主義といった新しい思想を賛美

することを目的に、ヌードの女性像が制作されるようになった。彫刻設置政策について論

じた竹田直樹は、これらヌードの女性像は「慈母観音」の発展形であると述べている33。西

洋から輸入された美術概念により、上半身が裸形に近い観音像がヌードの女性像へと変

化したのであろうか。このような指摘は第1章で述べた観音像のモニュメント化、美術作品

化と密接に関わるものだろう。

現代社会のモニュメントにおいても、観音像による死者供養は重要な意味をもってい

る。東日本大震災後、建立されたモニュメントの調査を行なった鈴木岩弓は、神像や仏像

などの形像の中でも観音像が一番多いことを報告している34。仏教教義に基づく死者の供

養であれば、阿弥陀如来や地蔵菩薩を建立する可能性も考えられるが、観音像が最も

多いという結果になっている。観音像は、東日本大震災という未曾有の災害を記録する

モニュメントであると同時に、死者を供養する仏像という両義性が求められたのであろう。

死者供養のための仏像と近代に成立したモニュメント彫刻、観音像における二つの

方向性は現在まで続いている。本章では戦後、戦死者・戦争犠牲者の慰霊の制作され

た観音像を造形と名称に注視しながら、学校など宗教団体以外が公共空間ににおける

事例と仏教寺院における事例の比較検討を行う。そして戦後における観音像の多義性

と「平和」という共通のイメージについて明らかにする。

32  藤田観龍『写真集 平和のモニュメント』新日本出版社、1995年、『平和のアート（
彫刻）戦争の記憶　—核のない未来へ—』本の泉社、2011年。

33  竹田直樹「日本における1950年代の彫刻設置事業」『ランドスケープ研究』64(5)、
日本造園学会、2001年、461-464頁。

34  鈴木岩弓「東日本大震災による被災死者の慰霊施設─南相馬市から仙台市─」村上
興匡・西村明編『慰霊の系譜』森話社、2013年、213-241頁。
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3.1　大量死の記憶と供養の観音像

日本では地震・台風・火山活動などの自然災害によって多くの命が奪われてきた。

前近代においても、津波碑など自然災害の記録碑や、災害によって亡くなった人々の

供養塔が建てられた。自然災害と戦争を同一のものとして語ることは出来ないが、空襲

や原爆は、自然災害同様に突如として多くの人々の命を奪うものであった。このような

大量死の記憶を残すこと、そして死者を供養することが自然災害と戦災の双方で求め

られてきた。また同じ地域によっては自然災害と戦災が重なって慰霊が行われている

場合もある。

近世までの供養塔にも仏像の形状をしたものが見られるが、如来像や地蔵像などが

多かった。だが近代以降、美術概念によっても観音像は他の仏像とは異なる独自の造形

的展開を遂げた。関東大震災後には、犠牲者を供養するため多くの仏像が建立された。

その中には、震災によって亡くなった遊女の供養ため建立された《吉原観音》のような大

型の観音像も含まれる。また、震災によって亡くなった犠牲者の公的な慰霊空間である

東京都慰霊堂には、彫刻家、神田古畔が制作した女性のヌードを元にした近代的な身

体表現の観音像、《慈光》が安置されている。東京都慰霊堂は、戦後、関東大震災と東

京大空襲の犠牲者双方の慰霊を行う空間となった。結果として《慈光》は東京大空襲に

よって亡くなった犠牲者も慰霊する観音像となったとも言える。

福井市の《復興慈母観音》(1947)は、1576人が犠牲となった福井空襲の犠牲者の供

養と、戦災からの復興を願って福井別院（浄土真宗本願寺派）に安置された。彫刻家の

多田瑞穂によって制作されたヒノキの一木造りの像は、腰をひねる女性のヌードをもとに

した身体と、広隆寺《弥勒菩薩半跏像》をもとにした頭部、法隆寺の《救世観音》を元に

した光背という造形をもつ。女性的身体と文化財としての仏像という2つの近代的な要素

を併せ持つ観音像である。

《復興慈母観音》が完成した直後の1948年、福井大地震が発生した。この震災で3769

人が犠牲となるだけでなく、戦災から復興し始めた街が再び壊滅した。福井地震が発生

したことによって《復興慈母観音》は、震災からの復興と、戦災と震災の両方の犠牲者を

慰霊する観音像へと意味を変容させた。

1961年、福井市の足羽山にコンクリート製の《慰霊碑塔》が建立された。《復興慈母観

音》は、10ｍ近い高さの抽象的な塔に納められた。その後、福井市内に札所が設置され、

「復興三十三観音巡礼」が開始された。《復興慈母観音》は「親観音」と呼ばれ、御詠歌な

ど伝統的な民俗信仰のスタイルを継承された。復興三十三観音巡礼では、福井空襲とい

う戦災と、福井地震という災害の双方の記憶を継承する観音像の他に、戦災か震災のど
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ちらか一方の記憶を継承する観音像が見られるなど、人々の記憶の中で重要な出来事

が取捨選択され記憶されている35。

《復興慈母観音》は、寺院からコンクリート製の《慰霊碑塔》の内部に移動したことで、

モニュメント性が増す一方で、三十三観音巡礼など民俗的な信仰の対象となった。大量

の死者を慰霊・供養する観音像においては、「モニュメント彫刻」と「死者供養のための仏

像」という両義性が成立すると言えるだろう。

多田瑞穂《復興慈母観音》（1948）

3.2　公共空間の戦争死者慰霊の観音像

戦後すぐ、各地に戦争死者の慰霊・供養や、戦災からの復興を願って観音像が建立

された。このような観音像の中には行政が深く関わり、公共的な空間に建立されるものも

あった。

35  高野宏康「福井震災の記憶の継承における「復興観音」の役割」『歴史地震』(28)
、歴史地震研究会、2013年、91-107頁。
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福井市同様に最も早い時期に建立された観音像のひとつに《青森平和観音》（1948
）がある。青森県知事が中心となり、青森空襲で亡くなった740名の慰霊と、青森の復興

を願い、国道の十字路上に《青森平和観音》が建立された。観音像は2mの青銅製で、

青森出身の彫刻家・三国慶一によって制作された。記録によれば、三国は青森市在住

の女性をモデルにして観音像を制作していたとされ、本像も美術作品としての造形性が

強い像となっている。本像は国道の中心に建立され、公共空間におけるモニュメントとし

ての役割を担っている。その一方で、台座には『十勾観音経』と戦災死者の法名が納め

られ、青森仏教会によって開眼供養が行われるなど、信仰対象であることが窺われる。

和歌山市の《戦災殉難者供養塔》（1953）もまた、観音像型のモニュメントであるが、

石仏や墓石像の発展として捉えることができる。和歌山大空襲時、旧県庁跡（現汀公園）

は、和歌山市唯一の広場として附近の人々が集まり、四方から火炎と突風に包まれ阿鼻

叫喚となった。旧県庁跡での死者は748人、同夜の空襲による死者1212人の6割強を占

めた36。和山新聞社の専務が願主となり、和歌山市長に働きかけを行い、市の土地であ

った旧県庁跡に無縁仏の遺骨を埋葬した。和歌山市の久保石材店によって施工された

《戦災殉難者供養塔》は、上部に舟形光背の前で蓮華を持つ近世的な造形の観音像を

安置した。5mを越す大型の供養塔は、正住寺（日蓮宗）の僧侶が中心となり開眼供養が

行われた。《戦災殉難者供養塔》は、遺骨を納めている点や、石材店によって制作された

点など、墓との類似性もあるが、その規模や公共空間である公園に建立された点など、公

共的モニュメントと言える。

巨大な磨崖仏として一般に良く知られるのが、栃木県宇都宮市の《大谷平和観音》

である。この像の制作が始まったのも、戦後すぐの1948年である。戦争の犠牲者を追悼

するため、採石場の工員であった上野浪造が巨大な観音像を発願した。大谷石採石場

の凝灰岩層壁面に、彫刻家の飛田朝次郎の指揮のもと、上野が総手彫りで掘り上げた

磨崖仏は、像高26.93mの白衣観音である。1956年、《大谷平和観音》は、輪王寺（天台

宗）の僧侶によって開眼された。《大谷平和観音》は個人による発願であるが、現在は大

谷観光協会によって管理されており公共性の強い観音像である。また磨崖仏であるが、

広場の前に立つ構造は、モニュメントとして捉えることも可能であろう。

戦後の観音像は、寺院以外の場所に建立されることによって、モニュメントとしての役

割を強めていく。モニュメントとしての観音像は、戦争の惨事を忘れないという記念碑的な

役割を示すうえでも重要であった。他方で、美術的な要素の強い観音像においても、開眼

供養などの儀礼においては仏教者や寺院が関わっていた。彫刻家によって制作された美

術作品、モニュメントとしての観音像も、仏教的信仰対象として捉えられていたのである。

36  和歌山県史編さん委員会編『和歌山県史 近現代二』1993年、596-598頁。
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3.3　寺院内における観音像の多様化

長い間、境内に仏像が建立されてきた仏教寺院においても、戦死者や戦災犠牲者を

供養する観音像が建立されている。これらの像の中には、従来の観音像の造形とは大き

く異なる像や、新しい名称の観音像が含まれている。新しい造形や名称は、観音像の意

味を具体的に規定するものであった。

1952年、神奈川県の総持寺（曹洞宗）に《海鷲観音》が建立された。《海鷲観音》は、

特攻攻撃の生みの親とされる海軍中将、大西瀧治郎の墓の隣に、大西の妻、淑恵が建立

したものである。港区青山の石材店石勝によって制作された観音像は、石仏であるが、法

隆寺の《夢違観音》を模した姿の観音像である。《夢違観音》を模している点で《特攻平和

観音》と同様に、「悪い夢を良い夢に変える」という信仰に基づくものと考えられる。陸軍の

航空隊員は、「陸鷲」や「荒鷲」と呼ばれ、海軍では「海鷲」と呼ばれていた。《海鷲観音》

とは、供養の対象である海軍の航空隊員を示す名称となっている。

造形的に供養の対象を具体的に示す事例として、愛媛県の香園寺（真言宗系単立）

に《愛媛航空機乗員養成所顕彰慰霊塔》（1976）がある。愛媛航空機乗員養成所の卒業

生のうち127人が、戦死した。戦時期、乗員養成所跡の本科生が疎開していた香園寺境内

に《愛媛航空機乗員養成所顕彰慰霊塔》が建立された。観音像は台座を含めると3mの高

さで、飛行服姿の若い男性が右手掌に載せられ、台座の中には戦死名及び物故旧職員

の木札が納められている。観音像は古様を模すが、男性像を手の上に載せることで、観

音によって救われる戦死者の姿を具体的に示したものと言えるだろう。

《愛媛航空機乗員養成所顕彰慰霊塔》（1976）
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また造形、名称ともに従来の観音像の姿と異なる像として、京都市の天龍寺（臨済宗

天竜寺派）に建立された《飛雲観音》（1980）が挙げられる。《飛雲観音》は、アジア太平洋

戦争期の航空戦で命を落とした日本兵の供養と、特攻という史実を後世に伝えるために戦

友によって発願された。その後、同じ空の戦いに散った翼の友として、国の別なく追悼し、

戦争以外の航空殉難者も合わせ供養することになった。胎内に収める写経三万巻と浄財

が寄せられ、世界の平和と航空安全の本尊として、飛雲の名を奉る観音像が建立された。

《飛雲観音》は、白衣観音姿で、国籍・宗教の別なく回向するために右手に十字架を

捧げ、背後の雲によって天使の羽根を表している。制作者は仏師で僧侶の西村公朝であ

る。仏教に精通した西村が、仏教徒以外も含めた慰霊・供養するため、あえて新しい造形

の像を作り出したといえる。

供養者が亡くなった地域を名称や造形によって具体的に示す事例もある。兵庫県の

須磨寺（真言宗須磨寺派）の《シベリア満蒙戦没者慰霊碑》（1978）は、雪の結晶の形の光

背をもつ観音像である。シベリア・満州・モンゴルなど北部で亡くなった犠牲者を、軍人、

民間人を問わず供養するためシベリア雪の同窓会によって発願された。須磨寺の管長で

あった小池義人が5年間シベリアに抑留されていたこともあり、須磨寺の境内に建立され

ることになった。北方地域では、遺骨収集や慰霊巡拝することも難しく、墓標すらなき凍

土に埋もれた犠牲者の御霊が須磨寺へと集まることを願って作られた。雪の結晶の形を

光背は、北方地域のイメージを分かりやすく伝えるために、生み出された形状である。

造形的な特徴だけでなく、名称によっても戦死者が亡くなった場所が示されている。

山梨県都留市の保寿院（曹洞宗）の《アッツ観音》（1954）は、その名前の通りアッツ島にお

ける戦死者の供養のため建立されたものである。アッツ島守備隊の隊長が保寿院の住職

であったことから同院に建立された。像容は通常の観音像に近いが、エンタシス状の台座

の上に立つという点ではモニュメント的な造形である。

造形と名称の双方で戦死者が亡くなった地域を示す事例として《比島観音》がある。

愛知県の太山寺（真言宗醍醐派）には《比島観音》（1972）と呼ばれるフィリピン方面全域

の戦死者50余万人の供養と、平和を祈念した観音像が建立されている。地球の形の台

座の上に立つブロンズ製の観音像は、第一回比島遺骨収集団によって持ち帰られたル

ソン島サラクサク峠戦闘の戦死者の鉄かぶとを鋳込められ、瓔珞には比島11の島々を彫

り比島観音と名付けられている。また、1977年には、最上稲荷山こと岡山県の妙教寺（日

蓮宗）に同じく《比島観音》と呼ばれる観音像が建立されている。この像の瓔珞にも比島

の主な島々を現し、台座中央には戦死者の遺品を納め供養を行うと共に、世界恒久平

和を祈願するとされている。

以上のように伝統的な仏像が建立されてきた寺院においても、戦争死者慰霊や平和

祈念のために建立された観音像は比較的自由に形状や名称を決定していることが分か
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る。近代以降の観音像のモニュメント化、美術作品化によって、より具体的に戦争の歴史

や戦死者の記憶が伝えられる新しい造形や名称が生み出された。

3.4　女神像の平和モニュメントと観音像

戦後、天照大神や神功皇后など神道的な女神像が減ったのに対し、天皇制国家と

の結びつきが神道ほど強くなかった仏像は戦後も制作が続けられた37。慰霊や平和祈念

においては、神道的な像が減る一方で、様々な宗教の女神を巻き込むような凡アジア的

な女神像は多く作られた。平和のモニュメントの中にも、特定の宗教ではない女神像が多

い、このような女神像と観音像はどのような関係をもっているであろうか。2つの事例から検

討を行いたい。

岩手県釜石市の薬師山上には、《平和女神像》（1954）という女性像が建立された。薬

師山上は、戦前から忠魂碑が建立されていたが、高射砲射撃によって、忠魂碑が倒れ落

ち、下敷きになって死亡した犠牲者もあった。このような理由から、釜石市として戦死者戦

災犠牲者の慰霊と平和を祈念するために、平和モニュメントの建立が計画された。市民か

らは「平和観音像」を望む声があったが、市の予算に計上するため、特定の宗教とは結び

つかない女性像が建立された。

彫刻家の堀江赴が制作した高さ3mほどの彫刻作品は、白い布を体にまとう女性の姿

であり、イメージソースには、白衣観音や聖母マリアの影響も考えられる。だが、《平和女神

像》付近の寺院に、《平和観音》が祀られていることから、単なる女神像のモニュメントだけ

では、慰霊には不十分であると考えた市民もいたようである。《平和女神像》は、2009年に

改築された際、名称を《平和像》へ変更し、さらに宗教的な要素を排除することになった。

1974年に建立された富山市の《戦災復興記念像（天女の像）》は、観音像と類似する

装飾具をつけた女性像である。原子爆弾を除く地方都市への空襲としては最も被害が大

きかった富山大空襲では、約2700名が犠牲となったが、戦後、戦災復興よって近代的都

市に生まれ変わった。高岡銅器の彫刻師、米治一によって制作された《戦災復興記念像

（天女の像）》は、恒久の平和を念願するとともに、市民の努力による富山復興を記念して

建立された。空襲によって多くの命が失われていることから、犠牲者の慰霊・供養も望ま

れていたと予想されるが、公共事業として建立されたモニュメントは復興を記念するとい

う意味に留まっている。

37  本郷孝衣「戦争の時代の神と仏」田中修二編『近代日本彫刻集成　—昭和前期編—』
国書刊行会、2013年、253-260頁。
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政教分離によって公共空間において宗教的な意味を持つ仏像を設置できない。だ

が、「平和のイメージ」が強く結びついた観音像の造形的特徴は、一部の女神像に取り入

れられた。《戦災復興記念像（天女の像）》のように平和を祈念する公共彫刻の中には、造

形的に観音像との親和性をもつものがある。これらは、仏像であるとは言えないが、造形

的には大正期の仏像風彫刻の流れを汲むものであると考えられる。

3.5　「観音」という名称の彫刻作品

観音像の造形だけではなく、「観音」という名称もまた、平和のイメージや戦争死者慰

霊と結びついていた。学校など、仏教寺院とは異なる空間における「観音」と名付けられた

像の中には、従来の観音像とは大きく異なる造形の彫刻作品がある。本節では、早稲田

大学と平方学園に建立された「観音」と名付けられた像について検討を行う。

早稲田大学の喜久井町キャンパスには、《喜久井町・戦災者供養観音像》が建立され

ている。戦時中、喜久井町キャンパスには大型の防空壕があった。東京大空襲の際、避難

した防空壕内で焼夷弾による火災の煙にまかれ学生や近隣住民、約300名が亡くなった。

このことから、理工学研究所では、1948年から喜久井町町内会との共催で慰霊祭を実施

してきた。1955年、彫刻家の永野隆業によって《喜久井町・戦災者供養観音像》が建立さ

れた。合掌する剃髪した人物像は、修行僧のような姿ではあるが、単純化された人物の造

形は仏像というよりも近代彫刻という方が相応しであろう。幾何学的なコンクリ—トの台座、

光背、天蓋と組み合わされた造形は、モニュメントとしての要素が強い形状となっている。

群馬県前橋市の平方学園創世中等教育学校は、戦時中「平方実業女学校」と呼ば

れ、生徒たちは軍部の学校工場として軍服の縫製に動員されていた。被災当夜、寄宿し

ていた20名の生徒たちのうち4名が直撃弾を受け死亡した。1951年、理事長平方金七は爆

死した生徒の「殉難碑」を建立した。しかし亡き生徒への思いは癒えず、1966年、平方は、

彫刻家の岡本錦朋に依頼し、新たに《明和観音》を建立した。像の名称は「観音」である

が、造形的にはシャツとスカートを着た少女の具象像であり、造形から仏像であると理解す

ることは難しい。《明和観音》の台下には千羽鶴と般若心経を納められており、亡き生徒の

菩提を弔っている。当校では学校教育の一環として、毎年夏休み中の8月5日を登校日と

定め、生徒とともに前橋空襲による犠牲者と殉難した4名の生徒の慰霊を行なっている38。

《喜久井町・戦災者供養観音像》と《明和観音》は、従来の観音像の造形とは大きく異

なる姿をしている。近代以降、観音のもつ汎用性は新たな造形を生み出してきたが、これ

らの事例は、「観音」という名称のみが引き継がれた、別の彫刻作品である。『妙法蓮華経 

38  平方金七「私の八十五年」『明和教育』学校法人平方学園、1974年、88−89頁。
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観世音菩薩普門品』に説かれる、様々な姿に応身し人々を救う観音は、伝統的な観音像

の造形を継承しなくとも、観音の応身として理解することで、仏教における「異端」とはなら

なかったかもしれない。だが、仏教的伝統の造形と切り離され、名称のみが継承されても、

「観音は戦争犠牲者を救う存在である」という共通認識がなければ、戦争犠牲者の慰霊・

供養の彫刻が作られることはなかったであろう。

小括

多数の民間人に犠牲者を出したアジア太平洋戦争後、自然災害と同様に、公共空間

においても、復興を願うモニュメントが建立された。このようなモニュメントの一形態として、

「平和」という新しい理想と結びついた観音像が建立された。モニュメント彫刻化した観音

像は、近代以降の美術概念の影響もあり、従来の仏像とは異なる新しい造形が生み出さ

れた。だが、モニュメント彫刻として公共空間に建てられた観音像においても、僧侶による

儀礼が行われており、観音像が完全に美術作品になることはなかった。

観音像は、後世に戦争の記憶を伝えるモニュメントであると同時に、軍人の戦死者、

民間人の戦災犠牲者双方を慰霊・供養する信仰の対象でもあった。仏教寺院において

も、モニュメント的で従来の仏像の表現とは大きく異なる造形の観音像が建立された。こ

のような観音像の中には、戦死者が亡くなった地域や属性を具体的に示す、「造形」や「

名称」も含まれる。また、宗教空間とは異なる学校や公共空間には、「観音像に類似した

造形」や「観音という名称」のみのイメージを継承する像も作られた。

戦後の観音像は、仏教経典に説かれる観音とは異なる、現代における観音イメージ

が共有され、他の尊格とは異なる広がりをみせた。戦争死者を慰霊・供養することは、平

和を願うことにつながる。新しい時代の観音像はモニュメントとして、戦争の記憶を伝える

「平和のシンボル」となったと言えるだろう。

おわりに

明治期、女性的な造形の観音像は、新しい概念である美術と結びつき〈日本らしいイ

メージ〉を表象するものとなった。彫刻においては古仏の模倣が行われ、近世とは異なる

美意識による造形が生み出された。大正期には仏教寺院だけでなく展覧会へ仏像が出

品されるようになり、自己表現として仏像風彫刻が制作されるようになった。多くの尊格の

中でも観音像は、美術概念やモニュメント概念に対応し、従来の仏像とは異なるモニュメ

ント彫刻として発展した。
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昭和期に入ると、大日本帝国の植民地制作によって東アジアで広く信仰されている観

音は、大東亜共栄圏の象徴となった。戦時期には大東亜共栄圏のシンボルとして《興亜観

音》が建立され、観音像は、戦死者の供養、弾除け、護国の信仰対象となった。戦争に関

する観音像は、文字による忠魂碑とは異なる、宗教的意味を内包したモニュメントとなった。

敗戦後すぐに観音像は平和の象徴へ転換した。そして戦死者と戦災犠牲者の慰霊・

供養、戦災からの復興、戦犯の救済などの信仰対象となった。平和を願って作られた観

音像は自由な発想から生まれ、新しい造形や名称が見られた。モニュメントとしての観音

像は、政教分離の原則の中でも美術的文脈で語られることで公共空間にも設置されるこ

とが可能となった。

観音像の建立には複数の関係者が関わる。戦争死者の供養を望む発願者、彫刻家

や石工などの制作者、開眼供養などの儀礼を行う宗教者、そして観音像に祈る人々、立

場の違う者の中で観音によって戦争犠牲者が救われるという共通認識があった。このよう

な共通認識によって、戦争死者慰霊・供養のモニュメントとしての観音像が成立した。そ

して仏像の中でも観音像は、美術的価値と信仰対象という両義性をもつことによって、「

平和の象徴」となったのである。
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English Summary of the Article

Kimijima Ayako

The Monuments of “War and Peace” – the Changes in the Statues of Kan-
non Bodhisattva from the Perspective of Modern Era Japan

The focus of the article is to present the changes in Kannon bodhisattva’s statues cre-
ated before and after the war, and to shed light on the religious aspect of the issue of “war 
and peace”, based on material culture research.

The topic of national monuments catches the attention of Japanese society as well as 
academic research circles due to the lawsuits regarding cenotaphs commemorating war 
heroes, often seen as a violation of the separation of religion and state. The most known 
one being the case of Yasukuni Shrine, therefore the rituals observed to honor the fallen 
also come into focus. While on the topic of wartime martyrdom, the Buddhist role should 
be mentioned. For example the monument of Kannon Victorious, erected after the Russo-
Japanese war, stands proof to the notion that the cult of this bodhisattva cannot be inter-
preted from Buddhist teachings perspective only. While mapping the changes in Kannon 
monuments, the author looks into when, by whom and why the monuments were created, 
and what form took on.

The early Shōwa period witnessed the development of the “World Kannon Movement”. 
The Kannon statues of the time were dedicated to wartime heroes. In order to stress the 
friendly relationships between China and Japan at the time, a monument exchange was 
conducted. The great Higashiyama Kannon statue was transported to Nankin, and in return 
Japan received a statue of a thousand-handed Kannon. The images of Kannon, the symbol 
of mercy and brotherhood, are numerous amongst the material cultural heritage. Soldiers 
would often address Kannon, the Protector from Bullets.   

Right after the war it was common to give figures of Kannon to the families of the 
fallen soldiers. Kannon was revered as the patron of the spirits of the soldiers (for exam-
ple The Kannon of the Kamikaze). On the other hand in the regions especially touched by 
the war, like Hiroshima or Nagasaki, the statues of Kannon were erected for the memory 
of the victims or as a prayer for health. The statues of Kannon of Peace mostly show the 
bodhisattva as female. 

For the regular honoring of the dead it was customary to use statues of Jizō or Amida 
Buddha. For the cenotaphs the statue of Kannon seemed more proper. It is mostly Kan-
non whom we see in monuments of national heroes. At the same time Kannon is consid-
ered to be the patron of world peace. The changes in social environment influenced the 
form of Kannon statues. This influence would reach deeper than the forms of honoring the 
memory of the dead. The statues of Kannon can be regarded as monuments symbolizing 
the Buddhist faith since ceremonies for the dead hold a special place in Buddhist belief. 

Keywords: peace monument, memorial of the war dead, Kannon (Avalokiteśvara), 
modern sculpture in Japan, material religion.



Krzysztof Stefański

The Unlearned Lesson of Nomonhan

Introduction

The paper is devoted to the problem: to what degree the lesson of the battle of 
Nomonhan, the first serious defeat since the establishment of the Imperial Japa-
nese Army, was ignored by its influential circles, and what consequences the neg-
ligence entailed for the IJA itself and for Japan as a whole. The subject has many 
aspects of which the most important will be discussed here. 

The battle of Nomonhan was the most serious and the largest of many clashes 
and skirmishes that took place in the mid and late 1930s on the borders between 
the Soviet Union and Manchuria as well as between the Mongolian People’s Repub-
lic and Manchuria. It lasted about four months and engaged dozens of thousand 
of soldiers and claimed at least a dozen thousand victims on each side. Although 
the losses of the Red Army and the Kwantung Army were comparable, it was 
the Soviet side who emerged victorious because, contrary to the Japanese side, it 
achieved its operational objectives.

The defeat was carefully concealed by Japanese propaganda from the Japanese 
public who was informed about a great victory but many circles in the Imperial Jap-
anese Army were shocked and the officers, including generals, who were the driving 
force in pushing the Kwantung Army into the military affair, were quietly and secretly 
removed from their posts and either retired or moved to other, less prominent posts. 
A deeper analysis of the reasons for the defeat, however, was not accomplished despite 
the fact that a special board of inquiry was working on the task. As a result, when 
Japan opened the war in the Far East, similar, very serious errors were made by its 
armed forces, which after a half a year of impunity began to bear defeat after defeat. 

The paper is divided into five sections. The first of them presents the histori-
cal background of the battle of Nomonhan. The second section is devoted to the 
description of the battle’s course and its final outcome. In the third one, the most 
important reasons for the defeat of the Kwantung Army are discussed. The fourth 
section presents examples of the cases of making similar errors in the course of 
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the war in the Far East. Finally, the fifth section presents conclusions that may be 
useful for understanding the causes of Japan’s defeat. 

1. Historical background

1.1.  An outline of Japanese-Russian/Soviet relations from the end 
of the 19th century

The moment the new political oligarchy of Meiji Japan rejected the politics of 
self-restraint in contacts with the outer world and made military expansion one of 
the most important objectives, the confrontation with Russia became inevitable due 
to its interests and influence in northern China and Korea, being the primary targets 
of Japanese imperial ambitions. The first step in settling affairs between both coun-
tries was made on peaceful grounds. The Russo-Japanese treaty of 1875 resolved the 
problem of the border territories that earlier had no clear state affiliation. This way 
Kurile Islands (Chishima rettō) became Japanese while Sakhalin became Russian. 

Twenty years later, Russia together with Germany opposed Japan gaining too 
large profits from its victorious war against China. In this way, the interests of 
Russia and Japan began to cross-overlap in Manchuria and in Korea. As a con-
sequence of Russian refusal to recognize Japanese interests in Korea on Febru-
ary 6, 1904 Japan attacked Port Arthur – the Russian naval base at the Liaotung 
Peninsula in eastern Manchuria, and after almost nine months of bitter fighting 
the Japanese Army captured the base on January 2, 1905. After expelling Russian 
troops from Mukden on March 10, and the Japanese fleet under the command 
of Admiral Tōgō Heihachirō 東郷平八郎 defeating the Russian Second Far East 
Squadron off Tsushima on May 28, 1905, Tsarist Russia, despite still having large 
reserves, decided to enter peace negotiations that were held in Portsmouth and 
concluded on August 7, 1905. As a result, Japan extended its control over Korea 
and the Liaotung Peninsula in Manchuria, which from 1898 had been rented by 
Russia from China. Apart from that, Japan gained the southern half of Sakhalin. 

During the First World War Japan and Russia were (at least formally) allies, 
but after the Bolshevik revolution and outbreak of civil war in Russia, Japan joined 
with the United States, Great Britain and France in the so called Siberian Inter-
vention supporting the Russian White Army and the Czechoslovak Legion and 
the Japanese Army stayed on the Russian/Soviet territory longest of all interven-
ing forces, eventually withdrawing only in 1924 while the rest of the intervening 
forces had been withdrawn much earlier. 

After the “resection” of Manchuria from China and establishing in 1932 the 
supposedly sovereign, but de facto fully controlled by the Kwantung Army pup-
pet state of Manchukuo, instead of a short Korean-Soviet border, the several thou-
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sand kilometers long Manchukuoan-Soviet border became the stage for possible 
confrontation between Japan and the Soviet Union. This stage was even further 
extended after 1936 with the signing of the Treaty on Friendship and Mutual Help 
between the Soviet Union and the Mongolian People’s Republic.                 

1.2.  Birth, deeds and the stance of the Kwantung Army

The Kwantung Army was the main actor in all the events that took place in the 
area of its stationing, i.e. Manchuria but it was also a kind of a pattern whose exam-
ple was followed by other subjects. As a consequence, the Kwantung Army’s influ-
ence on Japanese politics was far above its formal position, size and military power.

It was established in 1919, i.e., during the Japanese Siberian intervention as a 
result of a deep reorganization of the Kwantung Garrison established immediately 
after Japan took control of Manchuria from Russia. The main objective (at least 
officially) of the Kwantung Army remained protection of the South Manchurian 
Railway that became Japanese property after signing the Portsmouth peace agree-
ment. Within a decade the Kwantung Army became a real “tail wagging its dog”, 
an unruly military band who assumed they knew what was best for Japan and 
cultivated the worst traditions of gekokujō. It became the de facto political center 
whose choices, although not authorized by their superiors beforehand, were almost 
always approved by the supreme authorities post factum. 

The Kwantung Army’s middle echelon staff officers were the main driving force 
of the majority of the Army’s wrongdoings. The first of them was committed June 
4, 1928, when one of the officers placed a bomb within a train wagon, killing the 
Chinese warlord Zhang Zhuolin (Chang Tso-lin) 張作霖. 

Three years later the Kwantung Army’s staff officers: Lieutenant Colonel Ishi-
wara Kanji 石原莞爾中佐 and Colonel Itagaki Seishirō 板垣征四郎大佐 cooked 
up a plot based on a supposed attack of Chinese rebels on the South Manchurian 
Railroad near Mukden while in fact, it was Lieutenant Kawamoto Suemori of the 
Kwantung Army who on August 18, 1931 placed a small explosive charge next to 
the track and caused a detonation shortly before the passage of the Dairen Express 
that was supposed to get derailed. In fact the damage was less than the plotters 
had assumed and the train only swayed but reached its destination. At this stage 
the Kwantung Army had sufficient excuse to enter Mukden, under the pretence 
of protecting the Railroad. 

Ishiwara and Itagaki, however, who had a more ambitious plan to occupy the 
whole of Manchuria prepared grounds for intervention of the Kwantung Army on 
a larger scale. They also provided some disturbances to be blamed on the Chinese, 
which convinced the Kwantung Army Commander in Chief to send troops for the 
sake of preventing disturbances supposedly planned by Chinese rebels.  
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As a result, practically all of Manchuria was put under the control of the Kwan-
tung Army, and the Chinese offered very mild resistance. Soon the whole prov-
ince was severed from China and it was declared the sovereign state of Manchu-
kuo with is own emblem, anthem and even Emperor. In fact, however, all that was 
only a facade, since everything was under the Kwantung Army’s control. 

In the minds of the spiritual leaders of the Kwantung Army it was just an inter-
mediate step and preparation for the ultimate objective, hokushin – invasion of the 
Soviet Far East and Eastern Siberia.  

1.3.  Preliminaries of the Nomonhan incident 

The prelude: the Amur River incident – Kanchazūtō jiken 乾岔子島事件  
(1937)

This small-scale clash of arms was directly related to natural processes and 
their consequences for the determination of the borderline since the changing line 
of the riverbanks entailed shifts of the borderline. Something like that happened 
at the Amur River near Blagoveshchensk where two small islets in the middle of 
the river became disputable territory.  When two Soviet river gunboats debarked 
small detachments at the islets, expelling Manchukuoan construction workers, 
the Kwantung Army’s artillery fired at the gunboats sinking one and damaging 
the other. Upon Japanese protest, the Soviets meekly withdrew, which was inter-
preted by the Kwantung Army as a manifestation of their weakness. The real rea-
son, however, could be the intention not to distract the Japanese from apparently 
igniting military conflict with China (see Goldman, 2012).   

  

The first movement: the battle of Lake Khasan – Chōkohō jiken 張豉峰事件 
(1938) 

About a year later a fortnight-long (July 29th – August 11th), medium-scale 
clash of arms between the Red Army and the Japanese Korean Army (Chōsengun) 
occurred on the Soviet-Manchukuoan border on a line of three hills, including 
the Changkufeng (Chōkohō) located west from Lake Khasan. The Japanese Army 
tried to push out Soviet positions installed at their tops, but after the arrival of 
Soviet reinforcement the Japanese detachments were pushed back and fighting 
stopped after a ceasefire agreement was reached at the diplomatic level.  The Jap-
anese Army took this reverse as an insult but did not learn the lesson, remaining 
in the state of unshakable conviction of its own superiority over the Soviets and 
striving for revenge. 



The Unlearned Lesson of Nomonhan	 191

1.3.  The Devilish instruction

Some  historians (for instance Moriyama, p. 47) consider that it was the 
Chōkohō failure that inspired Major Tsuji Masanobu 辻政信少佐, an ubiquitous, 
hyperactive, bellicose and possessed by a sense of honor member of the opera-
tion section of the Kwantung Army Staff to prepare the  instruction “On handling 
incidents on the Manchukuoan-Soviet border” – “Manso kokkyō funsō shori yōkō”
「満ソ国境紛争処理要綱」, later known as  the № 1488 instruction, which was 
presented to the Kwantung Army Commander in Chief, General Ueda Kenkichi
植田謙吉大将, who accepted it as an official document to be observed by all the 
Kwantung Army division commanders. The instruction obliged them to respond 
toughly and resolutely to any provocation from the Soviet side. In principle it was 
in accordance with the principle:  “Okasazu, okasarezu”「侵さず侵されず」(“Don’t 
invade, don’t let be invaded”), recognized by both sides. 

The bombshell was hidden in article 4 of the Instruction, putting the burden 
of defining the borderline on the shoulders of a local Japanese commander, which 
was an unheard of solution in the case of such a subtle and dangerous matter which 
normally would have been the subject of careful and tedious negotiations carried 
out by experienced diplomats of both involved parties. In this case, everything was 
turned upside down, giving a clear manifestation of gekokujō 下剋上 – question-
ing and reversing hierarchy.        

With the phenomenon firmly established in the Imperial Japanese Army, and 
to a large extent, in the Japanese state as a whole, the poor division commanders 
were entitled and, what is worse, obliged to determine borderlines on their own 
and to defend them by any possible method and with all the might at their dis-
posal. This, of course, made it extremely difficult, if at all possible, to wind down 
border incidents, but winding such incidents up was more than easy. Something 
along these lines happened in the case of the Nomonhan incident, blowing a small 
skirmish up into undeclared and limited, yet local war.   

2. The cause, the course and the outcome of the battle

The following are basic pieces of information concerning the reasons for the 
battle’s outbreak, its progress and finally its results in military and political terms1. 
The reasons for the outbreak of the battle were manifold, some of historical, some 
of political and some of military nature. 

1  The most comprehensive description of the battle, its causes and consequences is given by 
Coox, and a reader less interested in minute detail can find a more synthetic picture in Goldman.    
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The most fundamental reason, however, was connected with the Japanese poli-
tics of hostility towards the USSR in which traditional rivalry with Russia blended 
with fierce anti-communism.  

2.1. The bone of contention and the ignition of the incident 

A strip of land some 70 km long and 20 km wide at the border of Manchukuo 
and the Mongolian People’s Republic was a district-sized territory whose national 
status was disputable. The Manchukuoan side, unconditionally supported by the 
Kwantung Army, claimed that the Khalkha River defined the borderline in this 
area, while the Mongolian side, supported by Soviet authorities, saw the borderline 
some 20 km further East running along a broken line with Nomonhan station at 
one of its vertexes. Had not the “devilish instruction” been at work, that might be 
a stage for some small-scale skirmishes, no more. With the № 1488 instruction, 
however, the Kwantung Army felt entitled to define the presumably official bor-
derline to be defended with all its might.           

The appearance in the disputable piece of land on May 11th of a small detach-
ment (some 60 men on horseback) of MPR’s cavalry, seeking better pasture for their 
horses, became the spark that inflamed a pretty large scale military conflict, the 
direct casus belli, though some additional factors were also of importance. When 
the Manchukuoan cavalry detachment expelled the Mongols across the river, a 
new more numerable Mongolian detachment crossed it again.

2.2. The 1st Nomonhan incident – the failure of the operation and 
the annihilation of Yamagata’s task force  

At that stage it was still just a small clash between Mongolian and Manchu-
kuoan troops, but putting the № 1488 instruction to work, the Kwantung Army 
decided to back up their protégé directly. First, a small cavalry detachment under 
the command of Lieutenant Colonel Azuma Yaozo 東八百蔵中佐 carried on a 
“punitive operation” between May 13th and 16th. When it appeared ineffective, Gen-
eral Ueda ordered the commander of the 23rd Infantry Division, Lieutenant General 
Komatsubara  Michitarō 小松原道太郎中将  to arrange a larger task force for the 
purpose of destroying the Mongolian troops present on the right, the eastern bank 
of the Khalkha River. The core of the task force was formed by the 64th Infantry 
Regiment under the command of Colonel Yamagata Takemitsu 山県武光大佐, 
supplemented with a battalion-strong mounted  reconnaissance detachment under 
the command of Lieutenant Colonel Azuma.  On May 27th the task force was dis-
patched to destroy the Mongolian troops on the right bank of the Khalkha River.              
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It was planned that Yamagata’s regiment would play the role of the anvil while 
Azuma’s reconnaissance detachment would be the “hammer”, supposedly attack-
ing the Mongolian troops from behind. The plan was brilliant but Japanese com-
mand was not aware that the Mongols were not the only “intruders” on the right 
bank. In fact, the positions there had also been manned by Soviet troops. In con-
sequence, the detachment of Col. Azuma that was supposed to trap the Mongo-
lian troops, on May 28th was trapped itself, encircled and eventually destroyed, 
and its commander was killed in action. As the result the rest of Yamagata’s task 
force was withdrawn, but the Kwantung Army’s staff and command did not give 
up plans for expelling the Soviet-Mongolian troops from the disputable area or 
destroying them.  

Shortly after, on June 5th Komdiv2 Georgy Zhukov arrived in the area, with the 
task, charged on him by the highest political and military authorities in Moscow, 
to check on the state of affairs at the spot and to take command if necessary. The 
latter actually happened since Zhukov blamed the acting commander of the Soviet 
troops with negligence and not treating the situation seriously enough. Later, he 
took first offensive measures by letting the soviet aviation attack Japanese supplies 
at Kanjurumiao and Arxan on June 17th. The raids caused considerable damage but 
also infuriated the Kwantung Army’s staff and command who arranged a retalia-
tory action: an air raid on the Soviet air-base at Tamsag-bulag deep in Mongolian 
territory. This action was not authorized by the supreme command in Tōkyō and 
caused controversy between the Kwantung Army and its superiors in Japan.           

2.3. The 2nd Nomonhan incident – Japanese attempts to expel Soviet 
troops to the left bank of the Khalkha river  
(the Khalkhin-gol) and destroying them 

Although the Tamsag-bulag raid was an unauthorized step, the Supreme Com-
mand gave their blessing for the action of destroying Soviet troops on the right 
bank of the Khalkha River by the means of land offensive. The plan for this oper-
ation was prepared by the fearless, restless and optimistic as always Major Tsuji 
and his colleagues from the operation section of the Kwantung Army’s staff. The 
task force was to be divided into two parts. One of them, operating on the right 
bank was supposed to push the Soviet troops to the Khalkha River and the other 
was supposed to cross the river north of the Bain Tsagan heights and after moving 
south, wait on the left bank for the remnants of the Soviet troops, running away 

2  At that time in the Red Army the names of commanding posts were used instead of standard 
ranks and komdiv is an abbreviation of the Soviet post name: komandir divizii – division commander.   
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from the right-bank task force, to destroy them3. The plan was brilliant but in real-
ity it did not work too well (like almost all operations planned by Major Tsuji).  

Broken pincers 

As for the details of the actual operation, the right-bank detachment under 
the command of Lieutenant General Yasuoka Masaomi  安岡正臣中将 counting 
some two and a half thousand men, was composed of the 64th Infantry Regiment 
from the 23rd Division and of the Kwantung Army’s 1st Tank Brigade, comprising 
the 3rd and 4th Tank Regiment, plus some logistic detachments. 

The left-bank unit under the command of Major General Kobayashi Kōichi 小
林恒一少将, counting around eight thousand men, consisted of the 71st and 72nd 
Infantry Regiments from the 23rd Division, the 26th Infantry Regiment from the 
7th Division and supporting artillery and logistic units. Due to the lack of suitable 
material supplies and equipment, the bridge built across the river could bear only 
light vehicles so no armor could be transferred to the left bank  

Due to suspension of Soviet reconnaissance flights Zhukov was not aware of the 
Japanese preparations, and when on July 2nd Kobayashi’s troops crossed the Khalkha 
River at the beginning they could move south freely, facing no resistance from the 
Soviet-Mongolian side. When Zhukov eventually learned about Kobayashi’s offen-
sive he reacted immediately sending armor units to the Bain Tsagan area to stop 
the Japanese troops. There was not enough time to bring larger infantry units for 
support of the armor therefore Soviet troops suffered considerable losses but even-
tually, after two days of bitter fighting they forced Kobayashi to re-cross the river 
and return to the right bank on July 5th. “The jinn was pushed back into the bottle”.

Meanwhile on the right bank the main burden of fighting rested on the shoul-
ders of the two tank regiments. The commander of the 4th Tank Regiment, Colo-
nel Tamada Yoshio 玉田美郎大佐 on the night from July 3rd to 4th arranged an 
unprecedented night attack on the Soviet positions causing a lot of damage and 
destroying a bunch of Soviet positions, but had to withdraw his tanks before dawn 
to avoid considerable losses, inevitable in the daylight. 

His colleague, commander of the 3rd Tank Regiment, Colonel Yoshimaru  Kiyotake 
吉丸清武大佐 was less bold  in his action an carried out his attack during the 

day. As a consequence, many of his tanks after becoming entangled in so-called 
piano wires, became easy prey for Soviet artillery, and he himself was killed in 
action. 

3  This was an explicit violation of the principle “okasazu” since the Japanese troops were not 
supposed to enter a disputable land but rather a territory that was recognized by Japan and even by 
the Kwantung Army as a part of the Mongolian People’s Republic. 
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The infantry regiment being late did not participate in the fighting of either 
tank regiment, contributing to the serious losses of the 3rd Regiment. In any case, 
even the bold action of Colonel Tamada brought about a success at best at the 
tactical level if not less, and the objective of the operation – pressing the Soviet 
troops to the river bank was not achieved. Moreover, the Japanese losses in armor 
were considerable4. 

Let’s try together

After returning to the right bank, Kobayashi’s task force joined with Yasuo-
ka’s detachment and both groups together began the operation of sweeping Soviet 
troops towards the Khalkha River but despite repeated efforts they swept little due 
to unexpectedly tough and efficient resistance from the Soviet side. Particularly 
stubborn and formidable resistance was offered by the 36th Rifle Division’s 149th 
Rifle Regiment under Major Ivan Mikhailovich Remizov, who was killed in action 
on July 8th and was posthumously granted the title of the Hero of the Soviet Union. 
His regiment after his death, continuing his tactics and thus prevented Japanese 
troops form achieving their operational objectives. 

After several days in which losses in Japanese armor increased, remnants of 
the 1st Tank Brigade were withdrawn from the battlefield to the rear and Japanese 
troops were completely deprived of armor support for the rest of the battle. Fur-
ther attempts to break through Soviet positions, mainly by means of night bayonet 
charges that lasted until July 14th, failed despite some local successes. 

Let’s smash them with a mace

After a bit more than a week, an attempt was made on the Japanese side to 
crush the Soviet defense with a less subtle means and namely shelling the Soviet 
troops with heavy artillery. The shelling lasted from July 23rd to 25th and was not 
successful since every such attempt was met with counter-shelling by the Soviet 
artillery that had more numerous guns, ampler supplies of munitions and was bet-
ter directed. Consequently, Japanese infantrymen cheering on their colleagues from 
artillery upon arrival, after a while of counter-shelling that hit both artillery and 
nearby infantry positions, began praying for the possible quick withdrawal of their 
compatriots in the service of the “god of war”, as artillery happens to be called5. 

4  During that offensive action the Kwantung Army lost about half of the tanks belonging to the 
tank regiments involved.

5  See Goldman pp. 127-129. 
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After July 25th the Kwantung Army gave up attempts to sweep the Soviets from 
the eastern bank of the Khalkha River right away and began preparations for a 
general offensive planned for a month later. They did not imagine that their enemy 
planned a general offensive of its own.                               

2.4.  Zhukov’s general offensive and the fate of the Japanese 6th 
Army – a contest of matériel with the bare fighting spirit 

 
While Zhukov began preparations for his offensive, the 23rd Division with some 

enforcements was renamed the 6th Army. 
In their preparations the Soviets had shown absolute superiority over the Jap-

anese in the field of logistics despite much more difficult geographical conditions. 
The closest large railway station to the battlefield on the Japanese side was in Hai-
lar some 200 km away, while the Soviets had to transport their additional troops 
and supplies from their closest railway station at Borzya located about 700 km 
away. Despite that disparity they managed to collect within less than four weeks 
an amount of supplies: munitions, fuels, lubricants, food and other materials, 
unthought-of by Kwantung Army’s command and staff: 

15,000 tons of artillery ammunition
6,500 tons of airplane ammunition
15,500 tons of fuels and lubricants
7,500 tons of solid fuels
4,000 tons of food supplies
4,000 tons of other materials6

Despite the much shorter distance from their main railway stations, the Kwan-
tung Army did not manage to collect even a fourth of that. 

Apart from that, and on a large scale, the Soviets used their secret weapon: 
the “maskirovka”, i.e., techniques directed at concealing their own activities and 
intentions in order to mislead the enemy. To give some examples of this sort of 
action, the trucks transporting fresh troops and supplies from Borzya moved only 
during night, and in the daylight Japanese pilots could see only trucks going the 
opposite direction which was interpreted as a manifestation of Soviet retreat. In 
another case, close to the area of the Japanese positions, for some two weeks prior 
to the offensive, the sound of moving tanks and armored cars were broadcast by 
huge loudspeakers, which caused the Japanese soldiers to get used to such sounds. 
“Maskirovka” worked perfectly, and on August 20th Japanese troops east of the 
Khalkha River were caught by surprise by the Soviet general offensive. 

6  The above data are given in many sources but the primary source is Zhukov, pp. 165-166.
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The offensive was executed by the body consisting of:
the 36th Motorized Rifle Division comprising the 24th Motorized Rifle Regi-

ment and the 149th Rifle Regiment
the 82nd Rifle Division comprising the 201st, 202nd and 203rd Rifle Regiments
the 57th Rifle Division comprising the 293rd, 127th and 89th Rifle Regiments
the 5th Tank Brigade, 7th Tank-Armor Brigade and 8th Tank-Armor Brigade,
Corps’s artillery
and the 6th and 8th Cavalry Divisions of the MPR Army not counting smaller 

detachments 
The Soviet forces were arranged into three assault groups: northern, central 

and southern of which the first and third were to play the role of pincers catching 
Japanese forces in a large pocket.          

Early morning August 20th, a shower of iron and fire fell on the heads of the 
Japanese soldiers holding positions East of the Khalkha River, causing consider-
able damage and casualties. This was a preparatory strike by the Soviet aviation 
and artillery to pave the stage for the correlated land assault performed by the 
armor and infantry units. Quickly moving forward, two prongs on the south and 
on the north enveloped Japanese troops present in the disputable area within less 
than three days. Within the subsequent week all of them were piecemeal envel-
oped and annihilated.

2.5. The ceasefire agreement and a summary of the battle  

On August 31st there were almost no Japanese troops in the disputable area. The 
6th Army was practically annihilated, the majority of its soldiers dead, while some, 
definitely less numerous, taken prisoners. Contrary to the practice of the unruly 
Kwantung Army, The Soviet troops did not make a single step beyond the border-
line they themselves recognized. They took what they considered theirs (or more 
precisely, Mongolian), and demonstrated disinterest towards anything otherwise.             

This opened space for ceasefire talks that lasted two weeks and the agreement 
was signed on August 15th to become effective the next day. This act made the 
Soviets free to enter into the eastern part of Poland. 

After signing the ceasefire agreement both sides exchanged prisoners of war. 
The Soviet soldiers, not like during the Great Patriotic War, were treated as heroes 
upon return, but quite a few Japanese soldiers chose to stay in the USSR, fearing 
consequences for themselves and their families of the shameful surrender instead of 
dying. The fate of those who returned with such a stain could justify their choice. 
Even those who were caught while unconscious were often bullied to death (this 
was particularly true about officers), and their families had to live with the badge 
of traitor’s relatives. 
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As for the performance of both sides, in the early stage of fighting the Japanese 
side showed a visible superiority over the Soviet side in training and equipment. It 
was particularly conspicuous in the case of aviation, since the Soviet planes at that 
stage were a half-generation obsolete when compared with the Japanese planes, 
and Soviet pilots were definitely less experienced. When, however, a group of vet-
erans of the Spanish civil war under the ace Yakov Smushkevich arrived, and fairly 
modern in 1939 low-wing monoplane fighters I-16 with retractable landing gear 
began to fly in, the air superiority of Japanese planes and pilots was over and a 
sort of equilibrium was achieved. 

Apart from that, the Soviets within the four months of fighting learned a lot, cor-
recting flaws in their technique and tactics while on the Japanese side the night bayo-
net attack remained the principal trump it had. If, at the early stage it had been quite 
efficient, in the final stage, when the Soviets had huge quantitative and qualitative 
superiority in terms of military technique and firepower, it was definitely too little. 

What is more the Soviet side were very inventive and the close air support of 
the ground operations that became a standard later during World War II had been 
for the first time used exactly in the battle of Khalkhin-gol, and during the August 
offensive I-16 fighters launched for the first time in military history unguided 
rockets, which a year later were launched by the famous “Katyushas” during the 
Great Patriotic War.    

The same was true about the command on both sides. On the Japanese side 
Colonel Tamada Yoshio was perhaps the only sober and really competent com-
mander. The rest of the commanding personnel were at best mediocre. In the ini-
tial stage they faced opponents equally competent (or incompetent). Since June, 
however, at the top of the Soviet command in the area they had Yakov Smush-
kevich, a very good aviation commander, Grigory Shtern, a logistic magician of 
genius, and Georgy Zhukov, a ruthless but extremely efficient military leader, a 
“Soviet Hachimantarō”. Neither General Ueda nor Lieutenant General Komatsub-
ara could compete with that Soviet trio.                            

3. Reasons for the Kwantung Army’s defeat 

There are some authors of publications in Japan who claim that in fact the 
Kwantung Army won the battle of Nomonhan. The claims are based on the sup-
posedly new data showing that the Soviet side suffered greater losses. This may 
even be true, especially that in the initial stage of the conflict Soviet troops were 
poorly trained, poorly equipped, and poorly commanded, which obviously could 
have entailed high losses. In the latter stage, however, it was less and less true, and 
during the general offensive losses of the Kwantung Army were enormous espe-
cially in terms of the relative numbers. 
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Apart from that, if one compares e.g., losses in armored equipment, those on 
the Soviet side were some five to six times larger than those on the Japanese side, 
but... the Soviets used both tanks and armored cars amply from the very begin-
ning till the very end of the three and a half month-long battle, and the Kwantung 
Army, while using its tank brigade for just a week or so, lost about half of the bri-
gade’s tanks and a quarter of all tanks in its disposal. 

What is most important, however, is the question of the principal objective 
of the whole operation. And this objective did not consist of inflicting maximum 
damage on the enemy but in showing who is the lord of the disputable area. In 
such terms the Red Army, without any doubt, emerges victorious from the contest. 

Having this problem solved, let us analyze the most important reasons for the 
humiliating defeat of the Kwantung Army.              

3.1. The long list of sins against the art of war

The list of Japanese sins committed by the Japanese side during the battle is 
dreadfully long. Following Coox and Iwaki, let’s quote them:

①  Injecting detachments into the battle piecemeal
②  Putting the burden of commanding platoons and companies on the shoul-

ders of inexperienced officers  
③  Worshipping spiritualism and relying mainly on it  
④  Obsession with night attacks 
⑤  Unacceptability of surrender
⑥  Aversion to fighting in defense
⑦  Inability of the aviation to support ground operations
⑧  Obsolete weapons, insufficient training and lack of tactical studies
⑨  Disrespecting logistics, neglecting soldiers’ physical conditions and lack of 

a slightest thought of rotation system
⑩  Neglecting information and, consequently, permanently misjudging the sit-

uation
⑪  Anarchy in the commanding process

The above “sins” are enumerated according the same ordering as in the sources 
I am citing, but in fact the majority of them are merely superficial manifestations 
of two fundamental and lethal flaws hidden in depth. Those deeper fundamental 
flaws are as follows: fighting spirit idolatry, and obsession with individual perfor-
mance in the battle.       
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3.2.  The tyranny of the fighting spirit

Point no. 3 from the above list is one of the two roots of all other sins. From 
it grow sins nos. 2, 4, 5, 6, 8 & 9. The lethal error of the Japanese military leaders 
consisted not in paying attention to the fighting spirit, since it is valuable and was 
ever prized in all armies, but in making of it the only important virtue. As a con-
sequence, everything seen as its manifestations was promoted, like night bayonet 
attacks, and everything supposedly manifesting its absence was treated with dis-
dain, like surrender or even fighting in defense.

On the other hand, all other factors at least equally important for successfully 
carrying out war were treated carelessly. Consequently, little attention was paid to 
studying tactics, improving weaponry or training soldiers in other skills than bay-
onet fencing.  On the broader scale the same cause entailed disrespecting logistics, 
lack of interest in soldiers’ physical condition or influence of their fatigue on their 
performance during fighting. The same factor caused putting inexperienced young 
officers into commanding posts since they, freshly brainwashed in military schools 
exhibited the highest fighting spirit, while their more experienced colleagues, if 
not morons, already managed to notice that fighting spirit is good but is not the 
only thing of importance.

The aversion to any sorts of retreat, even if it was the only method to accom-
plish tactical or operational objectives lead to an increase in losses without achiev-
ing any success. What is more, almost equally damaging were the results of avoid-
ing fighting in defense since the field fortifications built by Japanese soldiers were 
flimsy and therefore did not help much in bleeding an aggressive and better armed 
enemy to say nothing of stopping him. It was something diametrically opposed 
to the Soviet art of war in which fighting in defense and step-by-step bleeding the 
enemy was a cornerstone.

3.3. Egomania – individual performance in the focus  

It is a common belief, both in Japan and in the rest of the world that the Japa-
nese are highly social and cooperative. In reality the Imperial Japanese Army (and 
Imperial Japanese Navy to some extent too) was a lair of pathological egotism at 
all levels. In fact, the holy book and catechism of the Japanese army – Hagakure – 
exhibits equally conspicuously complete disrespect towards human life, and obses-
sion with individual “honor”.  

As I have written elsewhere (Stefański 2014: 104-105), the book is a manifesto 
of necrophilia, but it is as well a manifesto of irrational or even thoughtless spirit-
ualism. It is nothing accidental since the author – Yamamoto Tsunetomo – crit-
icized the 47 rōnin for their long and laborious preparations for revenge instead 
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of killing their master Asano Naganori’s bane – Kira Yoshinaka – on the spot and 
without ponderings. In this respect Yamamoto resembled one of the characters – 
Widow Anna – from the comedy “Revenge”, written by the excellent 19th century 
Polish writer – Alexander Fredro. This character at a place declares with pride 
(the translation is mine with special focus on preserving the literary character of 
the Polish original):

I’ve spent for decision-making
Of a minute little fraction,
Since I seldom toil at thinking, 
But instead I’m swift in action

She sounds like a devote student of Yamamoto, but she is ridiculed in the com-
edy by rational and sharp-eyed Fredro wielding an equally sharp pen.    

This thoughtless obsession with individual performance on the battlefield nat-
urally entailed a crippling of cooperation at all levels: between individual soldiers, 
between officers of various ranks, and between services. No wonder the detach-
ments were introduced into the battlefield piecemeal – simply nobody was think-
ing in terms of cooperation. The same is equally true about the lack of efficient 
support of the ground operations by Japanese aviation and interaction of the army 
with intelligence. The earlier simply did not know how to cooperate with the lat-
ter, and this inability cost dearly. 

Last but not least, the same cause bore anarchy in the commanding process. 
Simply, commanders on various levels communicated with each other poorly, and 
this combined with the inability of commanders of the same level to cooperate 
for mutual benefit. 

All that, contrary to impressive appearance, caused the Japanese army instead 
of being a perfectly tuned war machine, to be a rather amorphous jumble of fight-
ing men and detachments able to win a confrontation with a weak and poorly 
equipped and organized enemy, like Chinese army of the 1930s and 40s but was 
defeated by a determined and better armed and organized enemy, like the Sovi-
ets in the Nomonhan incident or the Americans in the post-Midway part of the 
Pacific war. Why was it so?                          

3.4.  Deeper mechanisms – gekokujō and the false image of bushi  
  to be followed

It may sound strange, but several centuries earlier, armies of the sengoku daimyō 
seldom suffered from similar flaws (those who suffered, soon were destroyed). The 
daimyō understood well the importance of logistics, and knew how to command 
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large armies in a coherent way. They were perfectly aware that expecting from 
their men efforts above their abilities and condition was counterproductive. They 
also knew how to use intelligence. If it was tactically desirable they did not hesi-
tate to withdraw or to fight in defense etc. One thing they did not know was how 
to support ground operations using aviation, but I am quite convinced that had 
they had the latter, they would have known.  

The natural question arises: how did it come about that several centuries later 
Japanese armed forces did not know what was known in the 16th and 17th Cen-
turies? The descriptive answer seems to be rather simple and, to my view, is as 
follows. The Japanese leaders of post-Tokugawa Japan in the quest of the native 
roots for their policy, erroneously set the time machine not back to the 16th Cen-
tury but to some time in the 11th or 12th Century when the ways of waging war 
were different. In those times most important was individual performance on the 
battlefield, and the “armies”, a few exceptions notwithstanding, were not perfectly 
tuned war machines but amorphous jumbles of fighting men.              

The natural question arises, what caused this erroneous setting of the time 
machine. Answering this question is not very simple. Nonetheless I will try to 
give an answer. And this answer, according to my view, is gekokujō.  Roots of the 
modern gekokujō, although it may be considered just a deviation associated with 
the imperialism and militarism of the 1930s and 40s in fact reach much further 
into the past, and namely to the very foundation of the Meiji era when the offi-
cially highest posts of ministers in the cabinet were occupied by high rank aris-
tocrats and former daimyō who participated in overthrowing the bakufu, but the 
actual power was in the hands of young radical aristocrats and young, low rank 
samurai from the western hans, mainly Chōshū and Satsuma who formally were 
ministers’ subordinates. 

In the 1930s and 40s this phenomenon became more intense and its mani-
festations were manifold. The most pronounced of them were connected with the 
exceptional position of the Army in the structures of the Japanese state and with 
the internal structures of the Army itself (this sort of phenomena in the Navy seem 
to be less conspicuous, but not quite absent). The Army despite official subordi-
nation to the civilian authorities, i.e., to the Cabinet, was in practice completely 
independent, partially due to the principle of nominating the Minister of the Army 
and the Minister of the Navy exclusively from among generals and admirals in 
active service. This was one of the sources of the birth of the “tail wagging its dog”. 

Within the armed forces, in turn, young and middle echelon officers in prac-
tice controlled their superiors: generals and admirals, using various methods of 
intimidation ranging from “waving” slogans about bushidō to assassination. Due 
to their “patriotism”, generating broad public support, those low and middle eche-
lon officers enjoyed practical impunity, except for the cases of particularly striking 
violation of the official rules like in the case of the February 26 Incident of 1936. 
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Taking into account the above chain of influence, it were those patriotic officers 
whose influence was far above their formal position and who in practice mattered 
most in shaping the internal and international politics of Japan. 

If one asks the question what does it have in common with such setting of 
the time machine, the answer will sound as follows: the definite majority of those 
officers were not people with broader world-views and at the same time they were 
highly susceptible to the images of heroes of old presented by Japanese epics. Those 
heroes were located rather in the 11th or 12th Century than in the 16th Century. The 
consequences were of such a kind that in the beginning of existence of the “mod-
ern”7 Japanese army when its opponents were for one or another reason weak, this 
worked pretty well. But in the Khalkhin-gol battle the Kwantung Army faced a 
formidable opponent, not less determined and much better armed, equipped, and 
commanded. In the contest with such an opponent the greatness of the Kwantung 
Army crumbled like a house of cards. Fortunately the damage was limited to one 
division plus some additions and the self-restraint of the Red Army after achiev-
ing the principal objective prevented further losses. 

It is worth stressing that Nomonhan was a contest of two diametrically oppo-
site ideas of the army: the practically uncontrollable, willful and unruly Kwantung 
Army clashed with the Red Army fully controlled by civilian authorities (among 
others with the use of internal security service – NKVD). The fully state-controlled 
Red Army has shown its indisputable superiority over the independent and uncon-
trollable Kwantung Army8.        

3.5.  The board of inquiry names many drawbacks correctly but little  
 is changed

One should not blame authorities in the Japanese military for complete lack 
of interest for the reasons of the defeat. In fact a board of inquiry was arranged 
to visit the neighborhood of the battlefield (the battlefield itself was already in the 
hands of the Soviets so it was not accessible) and to learn as much as possible at 
the location. The conclusions drawn by the board were pretty reasonable, many 
factors leading to defeat were correctly identified, and the advices given could have 
prevented repeating such defeats in future.  

Unfortunately (for Japan and its armed forces), the conclusions and advice 
were taken carelessly by military decision-makers who, completely ignoring the 

7  Quotation marks are added to stress the fact that although from the point of the structure and 
the recruitment basis the Imperial Japanese Army formed in 1873 was modern, mentally however it 
became terribly obsolete, with all the consequences.   

8  This aspect is discussed by Goldman.
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lesson following the Nomonhan painful and shameful defeat, continued to consider 
spiritualism – seishinshugi as the appropriate corner-stone of the Japanese military 
doctrine with all its gloomy consequences: lack of strategic thinking, neglectful 
approach to such “details” as cooperation at various levels or making use of the 
information acquired by the intelligence,  disdaining  logistics, disrespect to sol-
diers’ lives and their physical and mental condition, etc.  

4. “Nomonhanisms” during the Pacific War 

Successes scored by the Imperial Japanese Navy and Imperial Japanese Army 
during the Pacific blitzkrieg, i.e., from December 7th, 1941 to the end of April 1942 
seemed to provide evidence in favor of those among Japanese military leaders who 
made little account of the Nomonhan defeat, treating it as an incidental lapse and 
not a symptom of a grave illness. In fact, within five months IJA managed to get 
control on British colonies in Burma and Malaya with Singapore, on Dutch East-
ern India and on the US protectorate – Philippines, larger part of New Guinea and 
several archipelagos in the Western Pacific, to say nothing about seriously debili-
tating the US Pacific Fleet with the air raid on Pearl Harbor. 

Soon, however, after the Americans and British returned to their senses, more 
and more frequently instead of subsequent triumphs, the Japanese armed forces 
began to score various defeats, showing that Nomonhan was no accident and that 
the reasons for the defeat there were still at work.           

4.1.  Lack of strategic thinking – not so great victory at Pearl Harbor,  
 and poor choices of further targets

The attack on the main Pacific base of the US Navy was presented by Japa-
nese propaganda as an enormous triumph, and was greeted with cheers and flag 
waving by an overwhelming majority of the Japanese population. And in a way it 
was, but only at the tactical level. It is true that Japanese airplanes sank or dam-
aged a majority of the battleships stationing at Pearl Harbor. This was a painful 
loss for the US Navy and a reason illustrating why the Japanese raid caused more 
than just a scratch. However...

It is often claimed that the most serious flaw of the Japanese air raid consisted 
in leaving the American carriers untouched, and Vice Admiral Nagumo Chūichi 
南雲忠一中将 due to this very reason was criticized for not repeating the attack. 
It is still not clear why the carriers were absent from the base. Was it just chance or 
a consequence of a deliberate decision and secret order from the highest command 
who were aware of the plans of the Japanese attack, and wanted it to cause consid-
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erable damage to infuriate the American public, at the same time keeping the most 
precious ships, i.e. the carriers, safe?9 Who knows. Apart from everything else, the 
question remains, would the repeated raid have caught the carriers at Pearl Harbor? 

There is, however another aspect of the whole affair. The heavy ships present 
at Pearl Harbor were important, but even without carriers, there were a number 
of targets that were not even grazed and apparently were not treated by the Japa-
nese carrier aviation as important. Nothing happened to the Headquarters of the 
Pacific Fleet, to the nearby submarine base, to the oil tanks and, last but not least, 
to the navy shipyard. Had serious damage to those targets been inflicted, the Pacific 
Fleet very likely would have been left without fuel reserves, with a reduced (per-
haps seriously) pack of submarines, with reduced Headquarters’ personnel, and 
destroyed equipment indispensable for communication and intelligence operations, 
and without facilities for repairing ships’ damage, which turned out to be crucial 
in the case of USS Yorktown after the battle of the Corral Sea. 

That latter battle itself was the first operation of the Japanese armed forces since 
December 7th, 1941 that was a failure. Its principal objective consisted in landing 
troops on the western shore of New Guinea for capturing Port Moresby. While 
crossing the Corral Sea, however, the Japanese task force was attacked by a group 
of American ships comprising two large fleet carriers: USS Lexington and USS Yor-
ktown10. The Japanese support group too comprised two large fleet carriers, Pearl 
Harbor veterans: IJN Shōkaku and IJN Zuikaku and a small carrier IJN Shōhō. The 
battle between both groups was the first in the history of naval warfare in which 
blows were exchanged exclusively using carrier planes. The result was as follows. 
The Americans managed to sink Shōhō and seriously damage Shōkaku, while losing 
Lexington, plus one tanker  (Neosho) and one destroyer (Sims), and having York-
town gravely damaged. In other words at the tactical level it was roughly a draw in 
which the Japanese side slightly prevailed. On the strategic level, however, it was 
definitely an American victory, since the Japanese landing group was withdrawn 
without debarking troops on the shore of New Guinea. The decision was made out 
of the fear of suffering too large losses especially in terms of military equipment.  

A month later another contest of both navies occurred near11 Midway Island. 
American intelligence was again able to determine the target of the next move 

9  Such a deliberation is not very likely, because rather few naval commanders in the largest navies 
realized the actual importance of carriers in the modern naval warfare, despite such successes as the 
Admiral Cunningham 1940 raid on Taranto or complete “victory” over Pearl Harbor of Vice-admiral 
Yarnell’s task force in the 1932 naval maneuver.

10  The fact that the American task force was awaiting the Japanese group in the area was the 
result of a perfect job done by the US intelligence that was able to predict the Japanese move partially 
thanks to breaking the Japanese secret code used by the IJN.

11  This “near” is meant to show the smallness of the distance while compared with the size of 
the Pacific Ocean, while in the scale of, say, the range of visibility of each fleet to another those hun-
dreds of miles meant quite far away. 
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of the Imperial Japanese Navy and to assemble two groups of carriers along with 
everything they had at hand: USS Hornet and USS Enterprise plus accompanying 
ships, forming Task Force 16, and the “miraculously” resurrected, within three 
days in Pearl Harbor’s navy shipyard (not even scratched during the Japanese raid 
of December 7th half a year earlier), USS Yorktown with her escort group forming 
Task Force 17. It is worth noticing that Shōkaku due to heavy damage inflicted on 
her during the battle of the Corral Sea, and Zuikaku due to considerable deple-
tion of her air and technical crews during the same battle, did not participate in 
the battle of Midway thus reducing superiority in numbers of the Japanese strike 
force over the American group to 4:3 (the Japanese Navy’s command was con-
vinced it would be 4:2 since a return of the seriously crippled Yorktown to the line 
so quickly was beyond their imagination).     

The objective of the American task forces was clear: to protect Midway by 
inflicting as much damage as possible to the Japanese carrier group. This could 
hardly be said of the Japanese Strike force, which tossed back and forth between 
Midway and the American carrier force as the main target.  

As is well known, through a combination of American virtues, Japanese error 
bearing flaws, and pure chance, the final victory was on the American side and 
the size of that victory exceeded the worst Japanese nightmares and the most opti-
mistic American hopes: all four operational Japanese carriers were sunk, while the 
American side lost only one (Yorktown) of three carriers. In less than 24 hours the 
strategic situation in the Pacific Ocean had changed diametrically. Without the Yor-
ktown in service, even if the American side had won, the victory would certainly 
have been less overwhelming, and without an untouched Pearl Harbor shipyard, 
the Yorktown would not have returned to the line that quickly.           

4.2.  Deliberate waste of human resources vs. counterproductive   
 extreme solicitude with respect to His Majesty’s precious toys

In the initial – blitzkrieg stage of the Pacific War the Allies’ losses were com-
parable to those on the Japanese side and often higher. In a majority of the opera-
tions during the re-conquest of the Pacific archipelagos, however, human losses 
on the Japanese side were ca 5 to 10 times larger than those on the Allies’ side. 
The Americans, nonetheless, often considered those losses, much smaller than 
those on the Japanese side, to still be intolerably high, and in the process of the 
re-conquest often chose isolating Japanese garrisons on less strategically important 
islands instead of capturing them.

In the majority of cases, Japanese nikudan soldiers fought to the last man, rarely 
inflicting with their night banzai bayonet attacks essential losses on the enemy. 
There were a few exceptions, and among them the battle of Iwo Jima in march 1945, 
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in which the defense organized by the garrison’s commander – General Kuribayashi 
Tadamichi, although without a chance for victory, taking into account the strategic 
situation, was nevertheless more than reasonably efficient from the point of view 
of obtaining the strategic objective of the moment, i.e., earning additional time for 
preparing defense of the home islands. Kuribayashi cautioned his subjects not to 
waste their lives in vain. As a consequence the ratio of the killed in action on the 
Japanese and American side in this particular battle was slightly lower than 3:1, 
which was unusually low for this stage of the war.        

In contrast to the negligence of soldiers’ lives one can show quite a few exam-
ples of excessive concern for military equipment particularly very expensive objects 
like ships. As the result of such concern, on quite few occasions Japanese forces 
withdrew without achieving or even resolutely trying to achieve the planned objec-
tive, allowing success to slip out of their hands. Something like this happened in 
the case of the abortive invasion of Port Moresby in May 1942 after the battle of 
the Corral Sea, which was neither won nor lost by the Japanese. 

The ending of the battle off Samar on October 25th, 1944 may be considered 
an outstanding example of such an attitude12. The objective of the strongest of all 
participating in the operation, Shō ichigō, Center Force, under Vice Admiral Kurita 
Takeo 栗田健男中将, was to enter the Sibuyan Sea through the Palawan Strait, 
cross it, sneak through the San Bernardin Strait north of Samar and after destroy-
ing American naval forces, to attack American transports and ground forces that 
had freshly landed on the eastern shore of Leyte. 

Some deviations from the plan appeared already during the passage of the 
group through the Palawan Strait where it was attacked by American submarines. 
Those claimed two heavy cruisers: Kurita’s flagship IJN Atago (sank by USS Darter) 
and IJN Maya (sank by USS Dace), and forced the third, damaged, sister ship IJN 
Takao to withdraw. After entering the Sibuyan Sea Kurita’s group was attacked by 
American carrier airplanes that inflicted some damage on the new flagship, the 
super battleship IJN Yamato and sank her sister ship IJN Musashi. 

Kurita’s maneuver suggesting retreat after scoring some losses and damage 
mislead Admiral William Halsey who turned his task force towards the group 
of Japanese carriers under the command of Vice Admiral Ozawa Jisaburō 小沢
治三郎中将 to finish the job begun off Midway and continued during the battle 
of Marianas. That move seriously jeopardized the success of the whole American 
operation since Kurita’s force turned back and headed towards San Bernardino 
Strait with the objective to attack the American fleet, to sink it and to do what it 
was supposed to do according to the plan. 

12  That is, unless the last paragraph of this subsection contains true information about the actual 
reason of the decision about the retreat.  
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Due to Halsey’s miscalculation, the most northern part of the close protection 
group was Rear Admiral Thomas L. Sprague’s Task Group’s 77.4. This Task Unit 
77.4.3 (Taffy III) under Rear Admiral Clifton A. F. Sprague, composed of 3 destroy-
ers, 4 escort destroyers and 6 escort carriers, whose planes did not have efficient 
anti-ship munitions, except for Mark 15 torpedoes, had to face Kurita’s Center Force 
alone who, despite wounds suffered in the Palawan Straits and Sibuyan Sea, was 
still a formidable power. Without any prospects for help from friendly fleet, since 
the group of American  battleships under Rear Admiral Jessie Olendorf who in the 
Surigao Strait defeated the large and strong Japanese Southern Force composed of 
heavy ships, commanded by Vice Admiral Nishimura Shōji  西村祥治中将, was 
left with too little armor piercing ammunition to efficiently fight Kurita’s Center 
Force, Sprague’s ships accepted the challenge (actually, they had little choice). Since 
they had little chance for saving their lives anyway they decided to sell them dearly.  

The American unit got some support from Nature, as rainsqualls together 
with smoke screens helped to conceal their ships and made the job of Japanese 
artillerymen more difficult.  Nonetheless the battle became one of the most mov-
ing examples of the triumph of brilliant command, combined with human cour-
age and ingenuity in the case of enormous disparity of power, and contrary to all 
the fuss about bushidō and Japanese spiritual superiority, the virtues were dem-
onstrated by the crews of the American ships seemingly doomed in the confron-
tation with the enemy enjoying immeasurable superiority in terms of arms and 
armor. The American destroyers and destroyer escorts attacked with torpedoes and 
guns against the Japanese heavy cruisers from such a short distance that the lat-
ter could not reach them with their main caliber artillery, and managed to inflict 
mortal wounds on the IJN Chōkai. Two other heavy cruisers: IJN Chikuma and 
IJN Suzuya were sunk with torpedoes by Avengers starting from escort carriers 
wrapped in smoke screens by the destroyers. 

The Japanese losses were painful but the Americans lost carrier escorts USS St. 
Lo and USS Gambier Bay, destroyers: USS Hoel and USS Johnson, and destroyer 
escort USS Samuel B. Roberts (who managed to finish IJN Chōkai before), with 
remaining ships seriously damaged. Kurita’s group was still powerful comprising 
four battleships: IJN Yamato (damaged lightly during a day earlier battle of the 
Sibuyan Sea to be frank), IJN Nagato, IJN Kongō and IJN Haruna accompanied 
by operational heavy cruisers IJN Haguro, IJN Kumano and IJN Tone plus 2 light 
cruisers and 11 destroyers, and still having overwhelming superiority over Sprague’s 
heavily crippled unit. Instead of improving tactics of fighting the American light 
ships and attacking American forces at Leyte, however, Kurita decided to with-
draw, this way making all previous, rather heavy losses useless. 

This way, paradoxically, it was Kurita’s group that had shown that material prev-
alence does not guarantee victory above a weaker but determined enemy, especially 
in the case of one with the determination to fight.
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On the other hand, Kurita’s own confession as an old man may suggest some-
thing other than excessive cautiousness (that could be called cowardice by some) 
as another reason for his decision to retreat. According to this confession, being 
convinced that the war was lost anyway, and expecting the prompt arrival of the 
American main forces, he wanted to avoid any further bloodshed of his subordi-
nates (Thomas 2004: 26). If so, and this is quite likely as he forbad shooting at the 
sinking American carrier escorts to spare lives of American sailors, Kurita would 
have been an exception among Japanese commanders, not being infected by the 
absolute disrespect for human life, which followed from the spirit of necrophilic 
“Hagakure”-based bushidō, thus deserving not disdain but admiration for his true 
courage.

4.3.  Unjustified optimism – taking wishes for reality 

There are numerous examples of unjustified optimism in the thinking of the 
Japanese Army and Navy commands. In principle, the decision to attack Pearl 
Harbor was a child of some reckless thinking according to the saying: “things will 
turn out well”. In fact the risk things would not turn out well in the case of directly 
attacking the United States was probably higher than the risk they would attack 
Japan for the sake of protecting British and Dutch interests in East Asia.

The Kwantung Army’s reaction on the Soviet invasion of Manchuria on August 
9th, 1945 provides one of the most outstanding examples of this phenomenon. 
Before discussing this subject, however, I will devote some time to comment on a 
few aspects of the whole operation to counter some naive opinions on it. 

First, the Red Army did not invade Manchuria in response to American nuclear 
bombs, since preparing such a grandiose operation required lots of time – three 
months, according to the Soviet leaders’ estimate. Second, the Soviet prepared the 
invasion not against the Western Allies but in response to their request to help 
ending the war in the East after defeating Germany in Europe13. Third, in breaking 
the nonaggression treaty signed with Japan, they were not more treacherous than 
the Japanese would have been, had they not been afraid of the Red Army’s might 
they had experienced in the battle of Nomonhan. In fact, two month after signing 
the treaty, immediately after the Germans invaded the USSR, the Kwantung Army 
was ordered to prepare plans for invading the Soviet Union too, and the opera-
tion was dubbed “Kantokuen”, which is an abbreviation of the full name: “Kantō-
gun tokushu enshū” – “Special maneuvers of the Kwantung Army”. The reason it 
was not put to work had little to do with the treaty and a lot with the unpleasant  

13  They promised to enter the war in the East three months after ending the war in Europe. 
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experience of the confrontation with the Red Army. The decision circles of Japan 
just waited for the ripening14 of the situation but this never happened. 

The Soviet announcement, on the fourth anniversary of signing the treaty, 
that it had no intention to extend it, was a clear sign that the Soviet Union might 
enter the war against Japan. An overwhelming majority of Japanese decision-mak-
ers, both military and civilian, however, were convinced that it would not happen 
before spring 1946. Isolated opinions that the invasion might happen in August 
or September 1945 were practically ignored. 

Meanwhile the Soviets, according to the promise given to the Allies in Pots-
dam, began building-up their forces next to the Soviet-Manchurian border. This 
required transporting huge numbers of soldiers, military technique and enormous 
amounts of war materials15. Their mastery in maskirovka paid off since the Japanese 
intelligence, if even detecting some activity across the border, failed completely to 
determine the scale of that activity. 

The Soviet forces, counting altogether more than 1.5 million soldiers, over 27 
thousand guns and mortars, over a thousand multiple rocket launchers, about 5.5 
thousand tanks and self-propelled guns, and more than 3.5 thousand aircrafts, had 
been arranged into three fronts: the Trans-Baikal Front designed to attack Man-
churia from the west and from the north, the 1st Far East Front, and the 2nd Far 
East Front were to strike from the east. 

Material and numerical superiority on the side of the Red Army was enor-
mous, and yet one has to take into account that it was the Japanese side that 
was in defense and the terrain was extremely difficult especially for the armor. In 
consequence the Soviet superiority could have been at least to some degree neu-
tralized, provided the Kwantung Army’s Command had prepared a defense plan. 
Nothing like that happened, and the Soviets succeeded in surprising the Japanese 
defenders who tried to organize a late resistance to the fierce offensive. In a way the 
Soviet offensive operation in Manchuria, dubbed August Storm by David Glantz, 
the renowned expert on Soviet military activities during World War II, was a rep-
etition of Zhukov’s general offensive ending the battle of Nomonhan on a much 
larger scale (Glantz 2003). Japanese troops were encircled and annihilated. The 
Soviets achieved a majority of objectives within ten days – twenty days ahead of 
their plan. Despite tough resistance from the Japanese side in some isolated loca-
tions, Soviet human losses slightly exceeded 10 thousand men, while compared 

14  The ripening was supposed to consist in such weakening of the Soviet Union by Germany 
that the earlier would be forced to wind down its Far East defenses. 

15  When one recalls the data concerning the amount of munitions, fuels, lubricants and food 
piled-up by the Soviets before their August 20th, 1939 general offensive in the surrounding of Nomon-
han, in the case of the general invasion of Manchuria one must speak of hundreds of thousands of 
tons at least due to the much larger scale of the operation.
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with the Japanese losses, being seven times larger, can be considered to be a very 
low price paid for a very spectacular victory.

Very mild Soviet losses followed first of all from the absolutely unjustified opti-
mism of the Kwantung Army’s command, who did not consider a Soviet attack in 
1945 to be possible, and did not make any serious preparations for defense, which 
resulted in a generally weak resistance after the invasion.  Another cause for the 
Soviet success lied in the fact that the Japanese abomination to surrender was 
strongly reduced in comparison to earlier battles fought by the Imperial Japanese 
Army, and the Red Army captured about 600 thousand Japanese soldiers taking 
them as POWs used later as labor force in Siberian Gulags16. As such, ironically, 
hokushinron – “the conception of the march towards the north” was tested in a 
way its advocates never considered.  

5. Conclusions 

The Japanese Army, for nearly 70 years since its establishment emerged victori-
ous from all clashes of arms with various opponents. Such a situation is dangerous, 
since it gives a deceptive feeling of enormous strength if not omnipotence. The Jap-
anese soon began to attribute their incessant victories to their own spiritual superi-
ority. In this way, spiritualism became the backbone of Japanese military doctrine. 

After closer inspection, however, it should have been clear to any unbiased 
researcher that at least an equally important role was played by various weaknesses 
of their opponents. Such a reflection, however, did not appear and if it occasionally 
happened, it was completely ignored by the overwhelming majority.

The battle of Khalkhin-gol – the Nomonhan incident should have opened 
the eyes of Japanese military leaders regarding the frailness of the foundation of 
Japanese military doctrine since it proved that in confrontation with materially 
stronger and a reasonably determined opponent the fighting spirit itself was by far 
not sufficient. The board of inquiry created for the sake of investigating the reasons 
behind the Nomonhan defeat correctly named the majority of factors responsible 
for it, and appealed for an essential increase in the amount of equipment and fire-
power for the Japanese troops. This, however, was mostly ignored by the decision 
makers in the Army, who continued to consider seishinshugi as the corner-stone 
of the military doctrine. Apparently they treated the defeat as a minor incident 
and not an indication of any serious flaws in the Army’s material and organiza-

16  This is considered illegal, as being against the conditions of surrender. Nonetheless Japanese 
authorities never tried to speak up for them buying that way Soviet acceptance for preserving kokutai 
– the integrity and foundations of the political system of Japan. For the Soviet Union, in turn, who 
suffered enormous human losses during the war, each pair of hands was too precious to give up such 
an opportunity.  
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tional foundation. In consequence, three years later, after half a year-long series 
of triumphs, the Japanese armed forces began to score defeat after defeat with the 
well-known final result. 

The reasons for ignoring the lesson of Nomonhan may seem to be bizarre but in 
my view they stemmed from the rampant gekokujō. The Japanese armed forces in the 
1930s and 40s were “terrorized” by low and middle echelon officers, who had their 
“empty kerosene can”17 – seishinshugi and bushidō based on “Hagakure” with which 
they intimidated their superiors, forcing them to make decisions fitting their will, 
and if the superiors stubbornly resisted, assassination was pretty often put into work.                     

 On the other hand, due to their positions and duties those officers were not 
concerned with such “boring” and “trivial” aspects of warfare like logistics or strat-
egy, focusing their minds on the showy aspects like demonstrating fighting spirit, 
individual performance in the battle etc., and one such minor “slip” like the Nomon-
han defeat was not sufficient to change their world view. 

In fact, the deep roots of Japan’s defeat went as far back as the middle and late 
Meiji period, when gekokujō began to spring up18 and the illusion of the invinci-
bility of the Japanese Army and Navy began to substitute sober analysis of their 
own abilities and their proportion to the considered strategic objectives. Had the 
Japanese armed forces taken a serious beating from an enemy in the early stage 
of their expansion, they could have sobered up in time to avoid making insane 
decisions based on illusions and wishful thinking, that turned out to be extremely 
costly not only to its prey but also to Japan itself.              
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クリストフ・ステファニスキ

論文概要

ノモンハンの学ばれなかった教訓

1939年5月11日から9月15日にかけて、関東軍と赤軍との衝突の中でも最も大規模
な、いわゆるノモンハン事件／戦争がハルハ河周辺で発生した。戦場は日本-満州国の
主張する境界線と、ソヴィエト−モンゴルの主張する満州国をモンゴル人民共和国から隔
てることになる境界線との間の、国境不明確な千平方キロメートルの一帯であった。紛争
は、両者数十の騎兵隊員による小規模な戦闘から、いくつかの師団／軍隊による大規模
な軍事行動にまで拡大した。

甚大な被害があったにも関わらず、ソヴィエトは日本軍を紛争地域から追い出し優
勢を勝ち得、問題の境界線は停戦協定によって確定された。実際、これは1873年の創
成以来、大日本帝国陸軍が味わった最初の重大な挫折であり、関東軍によって犯され
た戦中の罪業リストはかなりの長さに及ぶ。これは、軍の基本方針を見直す機会になり
えたのだが、実際はある師団の編成を修正することと赤軍を危険性のある敵とみなすよ
う慎重になったこと以外は、ほとんど変化が見られず、精神主義がなおも軍の基本方針
の拠り所とされた。

その結果、南に拡大の進路を向け数々の著しい成功を収めたのち、大日本帝国陸
軍と大日本帝国海軍は、まさにハルハ河での戦闘時と同様の失敗によって、敗北に次ぐ
敗北を喫することになり、最終的な敗戦と占領に至ったのである。

キーワード: ノンハン事件、 関東軍、赤軍、 精神主義、満州国、モンゴル人民共和
国、大日本帝国陸、大日本帝国海軍

Keywords: Nomonhan Incident, Kwantung Army, Red Army, spiritualism,  
Manchukuo, Mongolian People’s Republic, Imperial Japanese Army, Imperial Japanese Navy
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日本語授業におけるビジターセッションの意義

—広島市被爆体験伝承者を迎えて—

はじめに

教育は「『今を生きる』プロセス」1であり、それが「経験の絶えざる再組織、あるいは再

構成である」2とするならば、「今を生きる」学習者に適応した言語学習のアプローチが常に

求められなければならないのではないか。Deweyは、教育的に価値ある「経験」は、将来必

要になると考えられる教科や技能を学ぶ「準備としての教育」3を超えるものでなければい

けないと述べたが、デジタル化、ネットワーク化により社会のあり方が劇的に変化しつつあ

る今の時代においては、もはや将来必要だと思われる技能すら予測困難になっている。

したがって、第二言語教育においても、従来のような指導法だけではなく、社会の変化に

対応した新しいアプローチが必要になってくると言える。

確かに昨今の第二言語教育において、その関心は従来の教師主体のアプローチか

ら、学習者主体のアプローチへと向けられるようになった。つまり、教師が「何を教えるか」

という内容を重視するのではなく、学習者が「どう学ぶか」を、そのプロセスも含めて注視

していくことに重点が移行しつつある。かつての日本語教育現場では、教師が中心とな

って授業を進め、学習者は受動的に教師の指示に従うことが多かったが、現在は学習

者が主体となり、自分の学習を管理する「自律学習」や「学習者オートノミー」といったキ

ーワードにも注目が集まり、学習者による自身の監督下での言語学習の重要性が認識

されつつある。

学習者主体という流れの中で、学習言語の母語話者とのインターアクションにも注目

が集まっている。学習者が積極的に学習言語の母語話者と接触することで得られるインタ

ーアクション効果は、日本語教育に限らず第二言語教育全般において数多く指摘されて

1  John Dewey, Experience and Education¸ Collier Books, New York 1977, p. 50.
2  John Dewey, Democracy and Education, The Free Press, New York 1966, p. 76.
3  John Dewey, Experience and Education¸ op.cit., p. 47.
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いる。ネウストプニーは、「現代社会における日本語教育はインターアクション教育でなけ

ればならない」4と述べ、インターアクション教育の重要性について説いている。

ネウストプニーでは、インターアクション教育は「訂正過程」だと捉えられており、インター

アクションに「問題」が認められた場合、その解決のために「アクティビティー」を適用すべき

だとしている。5「アクティビティー」には「解釈アクティビティー」「練習アクティビティー」「実際

使用のアクティビティー」の三つがあり、「解釈アクティビティー」は、教師が講義の形などを

使って学習者に説明することで問題の解決の仕方を直接提供するもので、「練習アクティビ

ティー」は、ロールプレイやシミュレーションなどで学習者にインターアクション行為を生成さ

せるものであるが、この行為はあくまでも自然な使用ではなく、インターアクションの練習の

ためのものだとしている。そして、「実際使用のアクティビティー」は、インターアクション・ルー

ルの本当の使用場面を直接教育過程の中に導入したもので、ネウストプニーは例として（1
）年少者アクティビティー、（2）教室指示、（3）レッスンが終わった後のアクティビティー、（4）

ビジター・アクティビティー、（5）校内外のアクティビティー、（6）コミュニティーのためのアク

ティビティー、（7）日本語で勉強するアクティビティー、（8）日本への旅行、を挙げている。6

（4）のビジター・アクティビティーを含めた「実際使用のアクティビティー」で学習者が

実際場面での母語話者とのインターアクションを行った場合、教室で得た知識をそのま

ま使用するだけでは不十分であることに学習者自身が気づき、インターアクション・ルー

ルの意識や修正を行うようになるという。つまり、母語話者とのインターアクションにより、

学習者は自身の言語知識や使用法を意識、修正することができ、目標言語の習得によ

り近づくことができるのである。

この実際使用場面での母語話者とのインターアクションを教室活動に取り入れたもの

が、ビジターセッションである。ビジターセッションとは、「教師以外の日本語母語話者や準

母語話者が『ビジター』として、学習活動の一環として日本語のクラスに参加し、学習者と

インターアクションを持つ場のこと」7であり、「教室を現実の世界に近付け」、「教室でのコ

4  J.V. ネウストプニー『新しい日本語教育のために』大修館書店、1995年、10頁。
5  同上、19頁。
6  同上、20-29頁。ネウストプニーはそれぞれのアクティビティーの例を次のように述

べている。
「年少者アクティビティー」：年少者を対象とした遊びの場面を積極的に利用したロ

ールプレイなど。「教室指示」：教師の工夫で教室での学生との本当のコミュニケーショ
ンを増やすもの。「レッスンが終わった後のアクティビティー」：授業後に教師が学習者
とコミュニケーションをとるもの。「校内外のアクティビティー」：日本語しか話しては
いけない合宿の実施など。「コミュニティーのためのアクティビティー」：新しく現地に
到着した日本人の世話など。「日本語で勉強するアクティビティー」：バイリンガル教育
やイマージョン・プログラムなど。「日本への旅行」：姉妹校の訪問など。

7  中井陽子「談話能力の向上を目指した会話教育—ビジターセッションを取り入れた
授業の実践報告—」早稲田大学日本語研究教育センター編『講座日本語教育』第39分
冊、2003年、81頁。
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ミュニケーションが本当のコミュニケーションになる可能性」8も出てくるため大変有効であ

るとされている。さらに、「学習者の談話能力の向上のみならず、会話をすることへの動機

付けと自信にもつなげられ」9、日本語学習者に限らずビジターである日本人においても、

外国を身近に感じ、国際交流を学ぶ場となるため10、これまでも国内外を問わず様々な教

育機関で取り入れられてきた。11

ワルシャワ大学日本学科においても、そのようなインターアクション教育を授業の内外

で試みている。2012年にはワルシャワ在住の日本人留学生をビジターに迎え、東日本大

震災をテーマにディスカッションをした。また2013年には修士課程のクラスで、やはり日本

人留学生を招いて就職活動についての意見交換をした。さらに2013年度から学部の3年

生には卒業前にワルシャワ在住の日本語母語話者に日本語でインタビューをし、後にそ

のインタビュー内容をもとに教室でプレゼンテーションをするという活動を行っている。2015
、2016年度は日本の大学や高等学校から研修旅行などで本学を訪れた日本人の学生グ

ループを授業に招待し、様々なテーマでディスカッションを行ったり、ワルシャワの日系企

業からビジターを迎え、日本企業の特徴について話を聞き、日本人とポーランド人の仕事

に対する意識の違いなどについて意見交換をするという活動も行った。

授業外では柳桜会の活動が挙げられる。柳桜会は、ワルシャワ在住の日本人と日本

学科の学生との交流を目的とした会であり、約二週間に一度、グループに分かれ、交流

会や会話練習を行っている。

また、本学科では毎年学部の1年生が幹事となり、日本語合宿を実施しており、日本

人学校の教師や日本人留学生など、日本語母語話者を多数招くことにより、日本語の実

際使用場面を提供している。

本稿ではその中でも特に、2016年5月25日にワルシャワ大学日本学科で行われた「

広島市被爆体験伝承者」を迎えてのビジターセッションに焦点をあて、その実践報告を

通して、ビジターセッションの学習効果、意義、課題について考察したい。

8  J.V. ネウストプニー『今日と明日の日本語教育—21世紀のあけぼのに』アルク、2000
年、53頁。

9  中井「談話能力の向上を目指した会話教育」94頁。
10  永井涼子「日本語授業におけるビジターセッションの取組と意義—日本人学生・留

学生・双方の視点から—」山口大学大学教育機構編『大学教育』第9号、2012年、53-64頁
を参照。

11  村岡裕英「実際使用場面での学習者のインターアクション能力について：『ビジタ
ーセッション』場面の分析」 国際交流基金編『世界の日本語教育』第2号、1992年、115-127
頁を参照。
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1 先行研究

ビジターセッションに関する研究は、様々な観点から行われてきた。インターアクショ

ン教育を提唱するネウストプニーは、日本語教育の最終的な日本語教育の最終的な目標

は、社会・文化・経済的 なインターアクションのための能力の獲得にあるとし、単なる文法

教育で終わってはならないと述べる。インターアクション・ルールの本当の使用場面を直接

教育過程の中に導入する必要性を説いており、「実際使用アクティビティー」の例を挙げ

ながら、ビジターセッションについても言及し、それが学習者のインターアクション能力の

向上に貢献し、励ましを与えると指摘する。

接触場面については、岡崎(2002)も「内容重視の日本語教育」という観点から述べてい

る。接触場面における日本語（「共生日本語」）は、母語話者と非母語話者の間で交わされ

るやりとりを通して場所的に創造されていく日本語だとし、接触場面におけるやりとりを通し

てそのプロセスの中で新たに生み出されるものが「内容」であり、｢言語」であると主張する。

ビジターセッションの有効性を述べたものには、村岡（1992）、横須賀・村上（1995）、

中井（2003）、赤木（2013）がある。

村岡は、学習者の会話録音テープとコメントの分析から、学習者がビジターセッション

に対して肯定的であり、総合的な日本語を使用するようになったことを指摘する。また、母

語話者との接触場面は教室での練習より自然だと学習者が評価したことなども合わせ、

日本語授業への導入の有効性を述べる。

横須賀・村上は、夏期日本語講座でビジターセッションを導入し、実践後に行われ

た目標到達度評価、学生とビジターに対するアンケート調査の分析から、その有効性の

高さを示している。

中井は、ビジターセッションを母語話者との実際の言語運用の場として位置付け、ビ

ジターセッションが談話能力の向上のみならず、会話をすることへの動機付けと自信にも

つなげられるため、コースの一環として取り入れるべきだと述べている。

同じく学習者の心理面に焦点を当てたものに、赤木がある。赤木は実践報告を通し

てその学習効果と課題について考察し、ビジターセッションがモチベーションの喚起や学

習ストレスの軽減に効果があると述べる。

寺嶋他（2013）では、社会人ビジターとのビジターセッションに参加した中級の学習者

への調査で、ビジターセッションが地域の人に対して良い印象を持つきっかけとなり、日本

語で話す自信を与えた一方、学習者の意識が地域の人との交流を望む段階にまでは至

らなかったことが報告されている。

学習者側だけでなく、ビジター側の意義を指摘するものには、ファン（2005）、関（2007
）、永井（2012）がある。
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ファンは、外国語大学という教育環境の中で行われているビジターセッションをグロ

ーバリゼーションの視点から捉え、本来外国人留学生のための授業活動であるビジター

セッションが、日本語学習者だけでなく、ビジター側の異文化理解を深め、大学全体のグ

ローバリゼーションを促すことを確認している。

永井でも、学習者とビジターの双方に意義があるとされ、学習者側には日本語の運

用力向上の機会としての意義、ビジター側には国際理解教育としての意義があると指摘

されている。

関は、学習者とビジターの「対等な関係」作りに注目し、初級レベルのビジターセッシ

ョンを、「コミュニティー作り」と「日本語学習活動」という二つの観点から捉えて実施した結

果、ビジターに支援意識を持たせないことが「対等な関係」作りに有効であったと述べる。

学習者が期待するビジター像及びビジターセッションの内容を分析したものに、井

上他（2014）がある。実施された質問紙調査、インタビュー調査によると、日本語学習者

が期待するビジター像とビジターセッションの内容は、学習レベルや国籍だけではなく、

学習者の個人的な背景によっても異なるため、教室には多様なビジターを招くことが必

要だと指摘されている。

以上のように、ビジターセッションの有効性、学習者とビジターの意識など、いろいろ

な観点から研究が進められてきたが、通常取り上げられるビジターセッションでは、ビジタ

ーが学習者に混じり、ペアワークやロールプレイ、プレゼンテーションの補助をしたり、イン

タビューやディスカッションなどが行われる場合が多かった。

だが、今回のビジターセッションでは「広島市被爆体験伝承者」を迎え、広島の原爆

投下について話をしてもらい、それについて学習者がビジターに質問し、ディスカッショ

ンにつなげるといった活動をするので、単なる語学習得以上の意義があると思われる。

本稿の実践報告では、語学習得の観点からビジターセッションの意義を述べるだけ

ではなく、中欧のポーランドという国で日本学を学ぶ中上級の学習者が、広島の被爆体

験伝承者の話をどのように受け止め、何を感じ何を思ったのか、ポーランドにおける日

本語学習者の被爆者証言の受容姿勢という観点からも、その意義を考察して行きたい。

2　実践の内容

2.1　実施クラスと学習者のレベル

ビジターセッションを行ったのは、2015/16年度のワルシャワ大学東洋学部日本学科3
年生後期の夜のクラスである。実施された授業の科目は「実践日本語」で、これは読む、

書く、聞く、話すの4技能を総合的に習得することを目的とし、前後期通して週に一度、90
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分行われる授業である。セッション当日は、質疑応答や雑談、さらにビジターからのリクエ

ストであるワルシャワ観光の案内についての打ち合わせで授業時間が60分ほど延長され

たため、全体ではおよそ150分のセッションになった。教室に空きがあったため、結果的

にセッションの延長が可能になり、日本語母語話者との接触時間をより多く提供できたこ

とは幸いである。

学習者のレベルは中級から中上級で、クラスの人数は19名、うち欠席者2名で参加者

は17名、担当教師は筆者1名である。

2.2　実施日

ビジターセッションは 2016年5月25日の「実践日本語」の授業で行われたのだが、ここ

で言及しておきたいのは、この 2016年5月25日というのが、歴史的機会となったアメリカの

バラク・オバマ大統領の広島訪問の二日前だったという点である。

2016年5月26、27日、三重県志摩市で第42回先進国首脳会議が開催され、当時のア

メリカ大統領バラク・オバマをはじめ、ドナルド・トゥスク欧州理事会議長や各国の首脳が参

加した。オバマ大統領は会議出席後の 2016年5月27日、現職のアメリカ大統領で初めて

原子爆弾が投下された広島を訪問し、世界各国でも大きく報道された。この歴史的機会

の二日前である5月25日に、広島から被爆体験伝承者を招いて原爆について話をしても

らうというのは、オバマ大統領を迎える直前の広島市民の率直な感情を知ることができる

上でも学習者にとって非常に貴重な機会となった。

2.3　目的

今回のビジターセッションには、大きく分けて二つの目的がある。それは、ビジターセ

ッション本来の目的と、「広島市被爆体験伝承者」を迎えての今回のセッションに限った

特殊な目的の二つである。

ビジターセッション本来の目的とはすなわち、以下のようなものである。

1 . 母語話者とのインターアクションの場を与え、学習者に実際場面での学習言語の使

用機会を提供する

2 . 母語話者とのインターアクションを通した語学力や社会能力の向上

3 . 母語話者との接触場面で自ら問題を解決することによる自信の獲得

4 . 現時点での自己の語学力の客観的な認識を促し、学習動機を高める
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通常、ビジターセッションではペアワークやロールプレイ、プレゼンテーションの補助

や、インタビュー、ディスカッションなどが行われるので、その意味では今回の「広島市被爆

体験伝承者」を招いて広島の原爆について話をしてもらうというのは少し特殊な形態とな

る。が、話を聞いた後での学習者とビジターの意見交換や、授業時間外でのビジターとの

交流を含めれば、今回のセッションも上に述べた本来の目的にかなうものであると言える。

さらに今回のセッションには、以下のような特別な目的も含まれていた。

1 . 第二次世界大戦における広島の原爆についての知識の獲得

2 . の知識にまつわる日本語の語彙の習得

3 . から派生した日本の歴史全般についての興味の喚起

4 . 被爆体験の伝承者としての研修を経た広島出身のビジターから、現在の広島市民の

原爆や戦争に対する考え方を知る

5 . 広島被爆体験伝承者であるビジターとの交流を通し、昭和の戦争について深く思索

し、未来の世界平和について考える

6 . トップダウン処理能力の促進

7 . 被爆体験について通訳を介さず生の日本語で聞くことにより、学習者の既習事項を

超えたところで得られる言葉の力を体感する

日本学科で日本語を学ぶ学習者といっても、その興味の対象は様々である。日本文

学に関心がある学習者もいれば、伝統文化に興味を持つ者も、現代社会に興味のある者

もいる。最近ではアニメや漫画をきっかけに日本に興味を持つ学習者が急増している。し

たがって、本学科の学習者が一概に日本の歴史に関心があり、かつ精通しているかとい

えば、そうとは限らないというのが現状であり、中には広島の原爆投下に関してほとんど知

識や興味を持たない学習者もいる。

そこで1、2、3にあるように、広島への原爆投下に関する最低限の知識と、それに関す

る語彙の獲得、さらにこのセッションをきっかけに、学習者に日本の歴史に対する興味の喚

起を促すことを目的の一つとした。また、4、5にあるように、過去だけではなく、現在の日本

人の考え方を知り、そこから未来の世界平和についても考えさせるということも目指した。

6と7は関連しており、その目的の意図するところは以下のように説明できる。読解ある

いは聴解において、読み手や聴き手は「ボトムアップ処理」と「トップダウン処理」を行って

いると言われる。 外国語学習で文章を読む場合、まず文字を認識し、次に単語の意味を

考え、わからなければ調べ、自分の持っている文法の知識を総動員しながら単語と単語

のつながりを分析し、文の意味を理解するというプロセスを踏む。特に学習の初級段階で

あれば、このような方法を取ることが多いであろう。このように、文字から単語、文へと「小さ



222  プシビルスカしのぶ

な単位から少しずつ大きな単位へと読解を進めていく」12過程を「ボトムアップモデル」「ボ

トムアップ処理」と言う。聴解で言えば、「個々の音素を聴き取り、それをつなげて語彙、

句、文を順次にまとめ、意味を理解していく過程」13である。

それに対して、「ここでは次にこういう意味の内容が来るはずだ」と予測したり、「この意

味であれば、この言い回しは可能形に違いない」というように、「まず最初に読む『目的』や

『予測』があって、文章を読みながら、目的に合うものを探したり、予測が正しいかどうかを

確認しながら読み進めていく」14読み方を「トップダウンモデル」「トップダウン処理」と言う。

聴解では「聴き手がすでに持っている実世界に関する知識や経験を活用して、文脈から

予測を立て、検証することによって、意味を理解する過程」15である。甲田（2009）は、 さら

に、トップダウン処理とは、文章全体のテーマ（何について述べられているか）についての

知識が「個々の文の理解を助けて、全体を意味ある文章として理解できるようになる」16と

も説明している。熟達した聴き手（effective listener）は「ボトムアップ処理」と「トップダウン

処理」の二つの情報処理を用いるが、熟達していない聴き手（ineffective listener）はボト

ムアップ処理のみを用いると言われる。17　

今回のセッションにあたる3年生は、これまで読解においても聴解においても「ボトムア

ップ処理」を行うことの方が多かったはずである。1、2年次で学んだ自身の既習事項から

単語と単語のつながりを分析し、文の意味を理解するという方法を取っていたと考えられ

る。しかし、学部の最終学年に至ったこの時点で「トップダウン処理」を行わざるを得ない状

況を与え、その処理能力を高めれば、学習者の日本語能力を一段上のレベルに引き上

げることができるのではないか、また、トップダウン処理能力を促進させることにより、学習

者の持つ既習の文法事項や学習者それぞれの聴解力を超えたところで言葉の力そのも

のを体感させることも可能になるのではないかという意図のもと、このセッションを実施する

ことにしたわけである。おそらく今回のセッションは、被爆体験という非常に重い内容の話

を通訳を介さず生の日本語で聞くことになるので、学習者は既習の知識を超えた部分で

感覚的に日本語を「体感」する経験を得ることになる。そこでの無意識のトップダウン処理

を通して日本語という言語を感じ取ってほしいというのが目的の一つでもあったのである。

12  国際交流基金『日本語教授法シリーズ7　読むことを教える』ひつじ書房、2006年、5
頁。

13  尹松「第二言語･外国語教育における聴解指導法研究の動向」日本言語文化学研究
会編『言語文化と日本語教育 』、2002年、280頁。

14  国際交流基金『日本語教授法シリーズ7　読むことを教える』6頁。
15  尹「第二言語･外国語教育における聴解指導法研究の動向」280頁。
16  甲田直美『文章を理解するとは　認知の仕組みから読解教育への応用まで』スリー

エーネットワーク、2009年、6頁。
17  J. Michael O’Malley et al. “Listening comprehension strategies in second language acquisition” 

in Applied Linguistics vol.10, issue 4, 1989, pp. 418-437を参照。
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2.4　ビジター

今回ビジターに迎えたのは、広島市が実施する被爆体験伝承者研修を修了した

NAC（ネバー・アゲイン・キャンペーン）のボランティア大使の方である。NACは、アメリカ

各地の学校や教会などをまわり、現地の人々に日本の文化とヒロシマ・ナガサキの体験

を伝える民間外交のプロジェクトで、一切の政治色・宗教色を排除したボランティアで草

の根運動を行うプログラムを実施している。18

ボランティア大使の方々はアメリカをはじめ、カナダ、旧ソ連、メキシコ、パナマ、コス

タリカ、コロンビア、グアテマラ、ブラジル、プエルトリコなどへ渡り、講演会や映画の上映

会を数多く実施しており、第10期のボランティア大使であるビジターは、2016年のポーラ

ンド訪問以前にも、すでに2011年にアメリカのオースティン、2014年にはペルーのリマ、モ

ンゴルのウランバートル、2015年にはアイスランドで2000名以上の人に原爆被爆の実相を

伝えてきた。今回のポーランド訪問では、ワルシャワ大学の前にポーランド日本情報工科

大学、クラクフの日本美術技術博物館でも講演を行った。

2.5　学習者の事前準備

日本語母語話者である広島市被爆体験伝承者が、日本語で原爆投下や当時の状

況について話すからには、学習者にもそれなりの準備が必要である。先ほど述べたよう

に、このクラスのレベルは中級から中上級であり、このような歴史的な専門用語を理解で

きるだけの語彙力や聴解力はまだ持たない。また、言語理解の場において、これまでは

既習事項を積み上げて文章の内容を理解する「ボトムアップ処理」を主に実行してきた

学習者がほとんどであった。

そこで前述のように「トップダウン処理能力の促進」を目的の一つに挙げたわけだが、

聴解では聴き手がすでに持っている知識や経験から文脈をたどって予測を立て、検証す

ることによって意味を理解するため、聴き手に蓄積された知識が重要な役割を果たす。つ

まり、談話においてはその談話自体に意味があるのではなく、談話の内容と聴き手の既有

知識が相互に作用した結果、聴き手の中で意味のあるものになるのであり、言い換えれ

ば、トップダウン処理は聴き手が知識（スキーマ）を持つことにより可能になるとも言える。

スキーマとは、「個々の具体的な細かい特徴を捨象した、抽象的な知識構造」19であ

り、特定の概念を表すまとまった知識の単位と言われている。聴解においては、話題に関

18  NACホームページ　http://nac.junyx.net/　[2017年11月30日閲覧]。
19  ヒューマンアカデミー『日本語教育能力検定試験　完全攻略ガイド　第3版』翔泳

社、2014年、64頁。
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する知識の有無が、学習者にとってのリスニングタスクの難易度を左右する要因となり、聴

解はスキーマを使用した推測を必要とする活動である以上、スキーマの活用が理解を助

ける重要なポイントとなる。

スキーマには様々な役割があるが20、ここでは特に情報を理解するための手がかりを

得られるようにするため、また、注意を向けるべき点がどこにあるのかに気づき、どこにどの

程度の注意を払うべきかという配分についても事前に準備できるよう、セッションの二週間

前に「広島の原爆について調べてくる」という課題を出した。まずは原爆についての基礎知

識を入れ、興味を持たせる必要があるので、資料にあたるよう促した。しかし、テーマがテ

ーマだけに歴史にまったく興味のない学習者、あるいは日本語力が不足している学習者

には、専門用語の頻出する難解な資料を読み下すのには限界がある上、かえって興味を

喪失させることにもなりかねない。そこで、「資料は専門書に限らず、何を利用してもよい」

「字数の制限はないので、短くてもよい」と学習者に対するハードルをあらかじめ下げてお

いた。ここでの課題の目的は専門的な知識の獲得ではなく、あくまでも原爆に対しての興

味を引き起こすことと、基本的な知識と語彙を少しでもインプットし、情報を理解するため

の手がかりを得ることで、セッション時の注意配分を容易にすることにある。

そしてこの課題を出した翌週、つまりセッションの一週間前の授業で、学習者に調べ

てきた内容を一人ずつ口頭発表させた。口頭で発表することにより、漢字の読み、言葉の

意味を含め、書いた語彙を自分の中で定着させることができ、また、他の学習者との知識

の共有も可能となるからである。欠席者をのぞいた15名が課題を提出し、そのうち9名が

A4用紙の4分の1の量、4名がA4用紙の2分の1の量、そして2名はA4用紙1枚すべてを利

用して書いてきた。

レポートは手書きで書いた学習者が15名中12名と多数を占め、自分の読めない漢字

にルビをふっている学習者が半数いたことから、意味もわからず資料をただパソコン上で

「コピー＆ペースト」操作して終わらせたというわけではないことがうかがえる。手書きで日

本語で文字を書くという行為自体がある程度の日本語の学習になっているのであり、その

意味ではたとえ内容を丸写ししたとしても、そのプロセスにおいて少なくとも「書き」の練習

にはなっているはずである。

だが、実際には日本語の資料を丸写ししたであろうとわかったのは1例だけで21、他の

20  Richard.C.Anderson, “Role of readers’ schema in comprehension, learning and memory”, in 
Richard C. Anderson, J. Osborn, R.J. Tierney (eds), Learning to Read in American Schools, Routledge, 
London 1984, pp. 243-257を参照。

21  学習者のレポートには、「長崎市に投下された原子爆弾については長崎市の原子爆
弾投下をそれぞれ参照」という文章が書かれていた。それ以降、その学習者のレポートに
は長崎についての記述はなかったのにもかかわらず、「それぞれ参照」という表現を使用
していたので、おそらくインターネットの記事をそのまま写したものと思われる。
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14名のレポートはすべて資料の内容を自分の日本語のレベルにしっかり落とし込んであっ

た。それは次のような学習者の表現から見ることができる。「　」内に学習者の書いた実際

のテキスト、「：」の後に学習者が言い表したかったであろう内容を示すと次のようになる。

「原爆を落とすことに決定しました。」：原爆投下を決断した。

「日本はあきらめたくなかったからアメリカはばくだんをひろしまにおとした。」：日本が

降伏を拒否したため、アメリカは原爆を広島に投下した。

「原爆はアメリカ大統領の命令に落とされました。」：アメリカ大統領の命令により原爆

が投下された。

「世界歴史に初めてこのような爆弾を使われていました。」：世界の歴史上初めて核

兵器が使用された。

おそらく学習者は、日本語、あるいはポーランド語や英語で書かれた資料を読み、そ

れを自分の使用語彙に置き換えるという語学学習のプロセスをきちんと踏んでいたであ

ろうことがわかる。このようなプロセスを踏んだということは、つまり、多くの学習者にとって

広島の原爆というテーマは決して関心の低いものではなく、自ら調べて知識を獲得する

価値のあるもの、また、それに関連する日本語の語彙も習得するに値するものだと認識

されていたということになる。

レポートに書かれていた内容で最も多かったのは、原爆投下の日時（15名全員）、犠牲

者の数（12名）、「世界で初めて」や「（大量破壊兵器の）最初の使用」といった表現（10名）

であった。次に多かったのは「リトルボーイ」（5名）、放射線による病気（4名）、トルーマン（4
名）、長崎の原爆（4名）、原爆投下の理由（4名）である。原爆投下前の広島の人口や町の

様子（3名）、建物の倒壊数（3名）、原爆ドーム（3名）、日本の無条件降伏（3名）、「エノラゲ

イ」（3名）、原爆の投下目標地点である「相生橋」（2名）について書かれたものもあった。

他には第二次世界大戦の経緯、マンハッタン計画について述べたものがそれぞれ1
名、東京大空襲を指揮したカーチス・ルメイや陸軍長官のヘンリー・スティムソン、テニアン

島に原子爆弾を運んだ重巡洋艦インディアナポリスについて述べたものも1名いた。また、

火球から放出された熱線の温度、爆心地周辺の地面の温度についてのデータを載せた

ものもそれぞれ1名、投下後の広島の様子22について詳細に記したものが1名、広島平和

記念公園や復興や平和について述べたものがそれぞれ1名、後遺症について記したもの

が1名、原爆文学について触れたもの23も1名いた。

22  「焼け野原」「積み上げられた遺体をその場で火葬」「救援活動に入った人の被爆」
という記述や、「直後の台風」などに触れるものもあった。

23  原民喜『夏の花』、井伏鱒二『黒い雨』について触れていた。
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口頭でのレポートの発表後は、残った授業時間で翌週に行われるセッションでビジタ

ーに質問したい項目をできる限り挙げさせ、ノートに記述させた。学習者が翌週のセッシ

ョンを受動的な態度で迎えるのではなく、能動的に捉えられるようにするためである。積極

的なビジターとのインターアクションの実現のため、あらかじめ学習者の興味のある事柄を

引き出し、それを質問として日本語で具現化するための準備ということになる。

まずはノートに考え得る限りの質問を書かせ、後にそれを一人ずつ発表させた。発表

しながら、一人の学習者の考えた質問に対し「それに関連してこんな質問もできるのでは

ないか」「このようなことも一緒に質問できるのではないか」と学習者間で想定質問が広が

っていき、学習者の興味を発展させる上で大変有意義であった。これにより、学習者それ

ぞれの興味対象が明確になり、自分が翌週のセッションでどのような点に注意して聞くべ

きなのか、ビジターとどのようなディスカッションを望むのか、セッションのイメージを具体的

に捉えることができるようになったと思われる。

2.6　被爆体験伝承者の話

セッション当日のビジターによる原爆についての話は以下のような構成でなされた。

1. ビジター自身の自己紹介
2.  現在の広島の人口や街の様子
3.  黒船来航から富国強兵までの流れ
4. 宇品港が重要な軍需用輸送基地となった経緯
5.  太平洋戦争の勃発
6.  広島への原子爆弾の投下
7. 被害状況について
8.  その時17歳の兵士だった被爆者の証言
9.  広島の復興について
10. ビジターの平和への願い

セッションでは、まずビジターが簡単な自己紹介をした。それによると、ビジター自身

は被爆者ではなく、広島に原爆が投下された時はまだ2ヵ月半の胎児だったそうだ。その

頃ビジターの両親は上海に住んでいたが、母親の実家が広島だったことから、終戦後、命

からがら日本へ帰り、原爆投下の翌年、広島市から北へ30キロメートルの親戚宅でビジタ

ーを産んだそうである。ビジターはその後広島で育ち、広島の原爆を風化させぬよう広島

市による被爆体験伝承者の研修を受け、このような活動をするに至ったとのことである。

その後、現在の広島の様子や人口などの一般的なデータを紹介し、広島が原爆投

下の地に選ばれた理由、黒船の来航から太平洋戦争勃発までの歴史をざっと説明し、原
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子爆弾の投下へと話は移って行った。原爆投下に関しては、目標地点について、何メー

トルの高さから投下し、上空何メートルで爆発したのか、爆心地周辺の地面の温度、広島

が壊滅するのに要した時間などを述べ、原爆と普通の爆弾との違い、放射線の二種類の

被害（急性障害と後障害）について説明した。

そして、当時17歳だった兵士の証言をもとに、その被爆体験を再現した。再現中、ビ

ジターは、衝撃が強いであろう写真などは学習者に見せず、被害状況を描いた絵画をパ

ワーポイントで使用していた。また、ことさら惨状を強調するようなこともなく、淡々と兵士の

証言を伝えている印象を受けた。しかしながら、写真などなくとも、また語り部が誇張なし

で淡々と証言を伝えているに過ぎないにもかかわらず、被爆の悲惨さは十分伝わり、学

習者が息をのんで聞き入っているのが観察された。その後、被爆者の後遺症や被爆者

への差別について、そして広島の復興について話を進め、最後にビジターの平和への

願いが語られ、話は終了した。

2.7  質疑応答

ビジターの話に続き、質疑応答が行われた。事前準備で挙げておいたような様々な

質問が学習者からあがり、ほぼ全員が一問ずつ質問し、非常に活発なディスカッションに

まで発展した。質問内容は以下の通りである。

 •  オバマ大統領の広島訪問について（日本人、広島市民はこの訪問をどのように 

考えているか）

 •  現在の広島の生活について

 •  原爆後の被害状況について

 •  被爆者のその後の生活、気持ちについて（現在も被爆者に差別が続いているか、

被爆者は結婚できたのか、被爆者の家族の現在の生活はどのようなものか、被

爆者の子供はどうしているか、現在でも後遺症に苦しんでいる人はいるか）

 •  原爆孤児のその後の生活について

 •  被爆者に対する補償について

2.8  ワルシャワ観光案内の打ち合わせ

今回のセッションに先立ち、ビジター側からセッション翌日とその週末にワルシャワ観

光がしたいので、案内をしてくれる学生を紹介してほしいという要望があった。そこで前週

までに教師の方で学習者に、市内観光の案内係と、セッション後にビジターを滞在先ホテ
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ルへ送り届ける係について希望者を募ったところ、予想より多くの学生が積極的に手を挙

げた。その週末、ポーランドは祝日が重なる特別な連休の時期に当たり、実家への帰省

を予定していた学生も多かったはずだが、それでもワルシャワに残り、日本語母語話者

と接触したいと望む学生が多数いたことに驚かされた。これは、学習者の側もネウストプ

ニーでいうところの実際場面における日本語母語話者とのインターアクションというものを

重要視していることを示す。

そこで、質疑応答終了後、事前に決めておいた通り、ビジターを滞在先まで送り届け

る係3名、市内観光の案内係2名を残し、その打ち合わせをさせた。市内観光については、

学習者がビジターの予定や希望を聞き出し、待ち合わせの時間や場所を決め、連絡先を

交換するという一連の話し合いをすべて日本語で行った。

3 フィードバック

このビジターセッションの約１週間後、フィードバックとして学習者に自由記述で感想

を書かせた。学習者は「セッションでどんなことを学んだか」「セッションの後で何を感じた

か」「どんなことを考えたか」「ビジターへのメッセージ」などをそれぞれの言葉でA4の用紙

に日本語で記入した。

4 質問紙調査

中上級クラスにおけるビジターセッションが、日本語能力の向上にどのように役立っ

たのか、学習者にトップダウン処理を促したのかどうか、学習者の動機付けなど学習に対

する意識の面でどのように影響を及ぼしたのか、またこのセッションが原爆の知識の習得

や原爆というテーマへの興味喚起につながったのかを知るために、質問紙による調査を

行った。このセッションは学期末に行われ、すぐに試験期間に入ってしまったため、調査

の対象者は本学の当時3年生夜のクラス（2015年10月～2016年6月）に在籍し、かつ年度

をまたいで2016年10月からの修士課程に入学した1年生8名となった。調査は2016年10月

上旬に行われ、質問用紙は学習者の日本語の理解に関する問いが3項目、原爆の知識

や興味を問うものが9項目、今後のセッションへの希望に関するものが3項目、その他感想

などの自由記述が3項目で構成されている。24

24  以下、日本語で記述された学習者の回答は、できるだけ原文のニュアンスを維持し
ながら、間違いが明らかな箇所や意味のわかりづらい箇所に関しては筆者が修正したもの
である。
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4.1　日本語学習に対する効果

今回のビジターの話の中では「黒船来航」「殖産興業」「富国強兵」など日本の歴史に

まつわる専門用語、また「模擬爆弾」「投下目標地点」「熱線」「放出」「衝撃波」など原爆関

係の用語が多く使用された。このように、通常の日常会話ではめったに使用されることの

ない語彙が頻出することは容易に予想できていたのだが、筆者はあえてビジターには英

語を使用せず、すべて日本語で行ってほしいということを伝えておいた。それは前述の通

り、トップダウン処理を学習者に強いる環境を提供したいという目的があったからである。

Krashenによれば、理想的なインプットは、学習者の現在の習得レベルよりわずかに

高いものであり、インプットのレベルが高すぎれば習得に至らず、逆に低すぎれば進歩が

望めないという。25 つまり、既習事項に混じって未習事項がほんの少しだけインプットされ

ていれば、スキーマによって意味が理解できるということになる。

しかし今回のケースでは、筆者はこの原則を大幅に上回った期待値を学習者にあえ

てかけ、現在の習得レベルよりかなり上のレベルの語彙や文法事項、談話のスピードを

取り入れたのである。

これは、先ほど述べたこのセッションの目的の一つである「被爆体験について通訳を

介さず生の日本語で聞くことにより、学習者の既習事項を超えたところで得られる言葉の

力を体感する」ということを学習者に期待していたからである。おそらくこの被爆体験の話

は学習者にとって非常に衝撃的なものになるであろうことは事前に予測された。しかし、そ

うであるからこそ、実際に原爆が落とされた広島の町で育ち、原爆の悲惨さを十分理解し

ているビジターから発せられる言葉の力というものが、難解な語彙や複雑な文法機能の未

習既習という枠を超えて、本質的な理解を学習者にもたらすのではないかと考えたのであ

る。ただ、ビジターには事前に、話すスピードをなるべく落とし、一語一語はっきり、ゆっく

り発話してほしいということだけは伝えておいた。

学習者がどの程度被爆体験伝承者の話を理解したのか調べるために、まずアンケー

トで「日本語の言葉や文法をどのぐらい理解したか」、次に「一つ一つの日本語の言葉や

文法ではなく、ビジターの言っていること、話した内容が大まかにどのぐらいわかったか」

を問い、回答を「10％、30％、50％、70％、90％以上」の中から選択させたところ、結果は

資料1のようになった。グラフの左は今回のビジターセッションで、「一つ一つの語彙や文

法事項などがどのぐらいわかったか」というボトムアップ的な理解の度合いを示し、右は細

かい語彙や文法を考慮せずに大まかな話の理解や感情の共有ができたかというトップダ

ウン的な理解の度合いを示している。

25  Stephen. D. Krashen, Principles and Practice in Second Language Acquisition, Prentice-Hall 
International,  New York 1987, p. 21.
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まず、ボトムアップ的な理解を見てみると、一つ一つの語彙や文法事項を30%ぐらい

理解したと答えた学習者が1名（A）、50%が3名（B、C、D）、70%が3名（E、F、G）、90%以

上が1名（H）というように、70%以上理解した学習者が全体の半数であった。トップダウン

的な理解に関しては、ビジターの話の内容を大まかに50%ぐらい理解したと答えた学習

者が2名（A、B）、70%が4名（C、D、E、F）、90%以上が2名（G、H）となっており、全体の4
分の3の学習者が70%以上理解していたと答えている。

次に、それぞれの学習者における（1）「一つ一つの語彙や文法事項」の理解度と、（2
）「大まかな話の内容」の理解度を比較してみると、資料2のようになる。

学習者（A）においては（1）と（2）が30%から50%に、（B）は50%のまま、（C）と（D）は50%
から70%に、（E）と（F）は70%のまま、（G）は70%から90%以上に、（H）は90%以上のままとな

り、半数の学習者で、一つ一つの語彙や文法事項よりも大まかな話の理解度の方が上が
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る傾向にあった。細かい語彙はわからなくても話の内容を70%以上理解した学習者は4分

の3に上り、ここでトップダウン処理が行われていたことを示す。

さらに、「ビジターの言葉がわからなかった時、どうしたか」という問いに対しては、「コン

テクストで何となくわかった」という学習者が8名中７名（A、B、D、E、F、G、H）、「原爆につ

いて調べておいたので、何となくわかった」という学習者が8名中6名（A、C、E、F、G、H）

と最も多かった。「コンテクストでわかった」というのは、文脈から予測を立て、検証すること

によって意味を理解するというトップダウン処理をしていたことの証しであり、「原爆につい

て調べておいたのでわかった」というのはスキーマによるものと見られる。原爆について事

前に一定の知識を蓄えていたため、情報を理解するための手がかりとしてのスキーマの

役割が理解の過程において果たされたのであろう。他にも「ずっと聞いていたら何となく

わかった（H）」「話が興味深かったので、言葉の意味など考えずに夢中で聞いていたら

何となくわかった（D、E、F）」という回答なども、スキーマにより学習者本人の意識とは離

れたところで無意識のうちにトップダウン処理を行った結果であると考えられる。また、他

に「耳でわからなくても、プレゼンテーションのスライドの漢字を見て意味がわかった（G）

」などという興味深い回答もあった。

また、言語に関しては「今回のセッションがどのような点で日本語の勉強になったか」

を自由記述で書かせたのだが、その回答は「聴解（A、E、F、G、H）」がやはり最も多く、次

いで「新出語彙の獲得（A、G、H）」「敬語の使用法（B、F）」といった回答が続き、さらに「

スライドの漢字を読む練習（A）」「話す練習（C）」「文法の使用法（F）」の他、「言葉に特に

注意をしなくても全体の文に注意してコンテクストでテキストがわかるようになった（D）」な

どというものもあった。

この結果から、今回のビジターセッションが聴解と敬語を含む会話の練習や語彙の

習得の機会となり、同時にトップダウン処理をせざるを得ない環境に置いたことで、その

処理能力向上の機会ともなっていたことがわかる。

4.2  原爆というテーマへの関心

次に、原爆に対する学習者の意識の変化について考察してみたい。「このセッション

の前、原爆に興味はあったか」という問いに対しては「少しあった」という回答が8名中4名

と全体の半分を占め、「かなりあった（2名）」と「あまりなかった（2名）」が4分の1ずつとなっ

ていた。

ところが、「セッションの後、原爆について興味を持つようになったか」という問いには

全員が「なった」と答え、このセッション後に「オバマ大統領の広島訪問についてのニュー

スを見たり読んだりした（B、C）」「エノラ・ゲイの搭乗員の証言を読んだ（G）」「被爆体験の
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番組を見た（E）」「自分でネットで原爆に関する番組を見るようになった（B）」と回答してお

り、セッションで興味を持った学習者が継続的にこのテーマについて自ら情報収集をして

いることがわかった。

また、このセッションが「日本語以外で、どのような点で自分にとって意義があったか」

という問いに対しても「日本の歴史についてたくさん新しいことを学んだ、歴史に興味を持

つようになった（A、D、F）」と回答していることや、セッション1週間後のフィードバックでも「

原爆についてもっと知りたくなった」「原爆についての本が読みたくなった」などと書いた学

習者が4名いたことからも、やはり歴史への興味を強く喚起したことがうかがえる。

では、原爆の話を聴いた時、学習者は何を感じたのだろうか。セッション1週間後のフ

ィードバックでは、「悲しい（8名）」「ひどい（5名）」「被爆者を描いた絵が頭から離れない（2
名）」「泣きたくなった（1名）」「驚いた（1名）」「怖い（1名）」「絶望した（1名）」などという感情

とともに、「戦争は何のためにされるのか（1名）」「戦争は避けることができるのか（1名）」「

戦争は意味がない（1名）」「人間はなぜこんなことをするのか（1名）」という疑問の記述も

見られた。アンケートでも「被害のひどさ、被爆者の怪我、痛み（D、E、F、H）」「ビジター

が見せた被爆者を描いた絵（H）」が最も印象に残ったという学習者が多く、8名中7名が

「原爆に対する意識が変わった」と回答している。どのように変わったかという問いには、

「今までよりもっと原爆は怖いものだと感じるようになった（E、F）」「戦争に対する意識が強

くなった（C）」「戦争は自分が考えていたよりひどいものだという思いが強くなった（H）」な

どと答えている。

以上、フィードバックでの感想やアンケートの記述から、原爆の被害がこれほどまで

とは思わなかった学習者がビジターの話を聴き、驚きや悲しみや恐怖を感じ、今までより

さらに原爆を怖いもの、ひどいものだと捉え、戦争の無意味さを意識するようになった過

程がうかがえる。

次に、学習者の原爆に対する意識の方向について考察してみたい。アンケートによ

れば、「セッションの前（課題が出る前）、原爆についてどんなことを知っていたか」という

問いには、「いつ、どこで、誰が」といった基本的な知識を挙げた学習者が大半で、原爆

後遺症についてなど、かなり詳しい知識を持っていた者は4分の1しかいなかった。また、「

このセッションの前に、今まで被爆者の体験を聞いたり読んだりしたことがあるか」という問

いには「ある」と答えた学習者と「ない」と答えた学習者が半数ずつおり、「ある」という学習

者は「ポーランドの放送局で日本の番組を吹き替えで見た（E）」「ポーランド語字幕のつい

た、アメリカのドキュメンタリー映画を見た（F）」「日本学科に入ってから日本史のゼミで本

を読んだ（G）」「動画サイトで日本の番組を見た（H）」などと回答している。

そして、「セッションの後でどんなことを知ったか」を自由記述で書かせたところ、「被爆

者の気持ち（B、F、G、H）」を挙げたものが8名中4名、「被害状況（A、D、F）」が3名で、次
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いで「被爆者への差別（D、E）」「原爆症（A、F）」が2名ずつ、「被爆者の生活（C）」「現在の

広島について（G）」「広島に投下した理由（A）」「原爆に対しての日本人の考え方（C）」が

1名ずついた。同じ質問をセッションが終わって1週間後のフィードバックでも書かせたの

だが、この時の回答もほぼ同様で、「被害状況」を挙げたのが15名中11名、「原爆に関し

ての一般的な知識」が10名で、続いて「放射能の後遺症」が7名、「被爆者に対する偏見

や差別」が4名、「被爆者の気持ち」が3名というように、被爆者の人生、内面について挙

げる学習者が増えたのが観察された。

ここで、学習者の事前準備としてセッション前に出した課題を振り返ってみたい。前

述の通り、第二次世界大戦における重要な出来事であった原爆投下は、学習者間でも

大切なテーマであるという認識はあった。だが、どのぐらい興味があったかというと、「少し

あった」という程度の学習者が半数であり、続けて出された「広島の原爆について調べてく

る」というセッション前の課題でも、原爆投下の日時、犠牲者の数を客観的に記したものが

多かった。「リトルボーイ」「エノラゲイ」「トルーマン」「マンハッタン計画」「インディアナポリ

ス」といったキーワードを使用しながら、原爆を投下した側の理由、経緯を語ったものや、

火球の熱線の温度や爆心地の地面の温度など、原爆自体のデータを記したものが目立

っていた。つまり、これまで学習者の原爆に対する意識は、歴史上の出来事としての重要

性や、原爆自体の威力、破壊力に向けられていたと考えられる。

それが今回初めて被爆者の視点から被爆について直接語られたものに接し、“被爆

者から見た”「被害状況」や「放射線の後遺症」、「被爆者に対する偏見や差別」、「被爆者

の気持ち」を知り、学習者の意識が被爆者の体験、内面、被爆者の被爆後の人生へと移

行し始めたのがわかる。フィードバックの感想で「被爆者は、放射能による後遺症で長期

間に渡って苦しんだ。結婚もできなくて、きわめて悲しい。人々の痛みは想像できない」、

「高校の時から広島の原爆に興味があった。でも見た映画や読んだ本はすべて欧米の側

からの視点だった。初めて被爆者について知ることができた」と書いた学習者がいたこと

からも、被爆者の人生に意識が向けられるようになったことがわかる。

フィードバックの感想では、「原爆を見た人の気持ちや人間のひどさを学んだ（1名）」

「人間の苦しみについて考えるようになった（1名）」「人類の命について考えるようになった

（1名）」「生きることの大切さを学んだ（1名）」というように、人間について、命について、生

きるということについて思索するようになった学習者、「核兵器の使用は世界最悪の出来事

（1名）」で、「次に原爆を使ったらたくさんの人々がまた命を失う（1名）」ことになるから、「原

爆を落とすことを止めて（2名）」、「同じあやまちを繰り返さないように（2名）」するべきだと、

核兵器の危険性を指摘する学習者、「暴力と戦争では問題は解決できない（1名）」のだか

ら、「平和の大切さ、平和への感謝（2名）」を忘れず、「平和を守り（1名）」「広める（1名）」

ことが重要だとする学習者、「原爆は、日本人だけでなく、世界の全部の人にとって大切
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な問題（1名）」だから「忘れることなく、伝えていくべきだ（1名）」と、被爆者証言の継承の

重要性に触れる学習者の記述も見られた。「歴史上の出来事」として捉えられていた原爆

投下が、被爆者の視点を得ることにより、人間の内面や人生、そしてそれを取り巻く世界や

未来の平和へと直接つながるものとして意識されるようになった過程がここにうかがえる。

同様に、「このセッションが日本語以外では、どのような点で自分にとって意義があっ

たか」というアンケートでの質問に対し、「広島に住む人の生活と考えを知ることができた

（A）」「生き残った人の気持ちがわかるようになった（B）」「核兵器がなくなったらよいと考

えるようになった（E）」「このことは、皆が知らなければならない大切なことだと気付いた（G）

」と書いていることからも、被爆者の気持ちに寄り添い、現在や未来の世界平和、被爆者

証言の継承について考えるようになったことがわかる。その意識の変化は「原爆でたくさん

の人が亡くなったのは本当にひどい（B）」「被爆者の痛みは想像できない。想像をこえて

いると思う（E）」「私は差別や憎しみや攻撃などと戦いたい。戦争はひどくて苦しいから、人

権を守り、人を尊重しなければならないと思った（H）」という感想からも知ることができる。

このように、学習者はセッション後、原爆に対する関心を高め、原爆は自分が考えて

いたよりさらに怖ろしいもの、ひどいものなのだと強く思い、戦争の無意味さを意識するよ

うになった。セッション前は投下の理由や経緯、原爆自体の情報に置かれていた意識が、

セッションで初めて被爆者の視点から原爆を捉えるようになり、セッション後はその重点を

被爆者の体験、内面、被爆者の人生そのものへと移した。被爆者証言を日本語で聴い

た学習者は、そこから戦争とは何なのか、人間とは何なのか、未来の平和のために何を

すべきなのかを思索するようになったのである。

5 学習者とビジターへのインタビュー調査

前に述べた通り、今回のセッションの前に、学習者から希望者を募り、ビジターのホ

テルへの送迎係とワルシャワ観光案内係を決めた。そして案内後に、この仕事を担当し

た学習者とビジターの双方にインタビュー調査を実施したところ、学習者側にもビジター

側にも大変満足の行くものになっていたことが明らかになった。

ホテルの送迎を担当した学習者は「ビジターが他の国で原爆について講演をした時

の話が聞けてよかった」「ビジターがアメリカで原爆投下の話をした時のアメリカ人のリアク

ションを知ることができて興味深かった」「リスニングと会話の練習になった」と答えている

し、週末にワルシャワの観光案内をした学習者からは「日本人と集中して会話ができた」「

授業では恥ずかしくて発話できなくても、この状況では話さざるを得ないので、いい練習

になった」「普段授業で使わないような日本語が聞けた」「勇気を出すことを学んだ」「他の

文化の人と話すことで世界が広がった」という意見が出た。
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ネウストプニーは、教室を離れた教育は「興味や変化を引き起こ」し、「受動的な学

習から能動的な学習に移行」26させると指摘する。ビジターとの「本物のコミュニケーショ

ン」27が、受動的な学習から能動的な学習に移行するきっかけを与えたことがここでも見

て取れる。

また、ビジターの側からも「一日中案内してくれて大変お世話になった」「さすが日本

学を勉強しているだけあって、日本語が堪能だった」といった言葉の他、「生徒さんが広

島へ来る際には自宅に滞在してもよいのでぜひ知らせてほしい」という言葉ももらった。

ビジターセッションにより、学習者と母語話者との将来に渡るつながりが約束されたよい

例であると言えよう。

このように、ビジターセッションは、教室外で日本語母語話者との人間関係を継続させ

るきっかけともなり得る。教室内でのセッションを経てビジターと個人的に関係を深め、そ

の後も継続的に日本語の実際使用場面を自ら獲得していくことも可能になるのである。

週末などを利用しての教室外での日本語母語話者との対話において、学習者は時

に自己の語学力の不足を認識することもあるであろう。また、教師なしで様々な問題を解

決しなければならない場面に遭遇することもあるであろう。しかし、その問題を一つ一つ自

ら解決することで自信を獲得することができるのであり、また日本語力の不足の認識が客

観的な自己の能力分析へとつながり、ひいては日本語学習への強い動機付けともなると

考えられる。単なる語学力の向上のためだけではない継続的な日本語母語話者との交流

が、さらなる自信やモチベーションの向上をもたらし、人間的な成長を促す可能性も有し

ていると言える。

6 ビジターセッションの意義と今後の課題

以上、広島市被爆体験伝承者を迎えたビジターセッションの実践報告を通して、日本

語学習の観点からどのような効果が見られたのか、また、ポーランドにおける日本語学習

者の被爆者証言の受容姿勢という観点から、原爆に対する学習者の意識がどのように変

化したのかを考察した。そして、ビジターセッションは言語学習の上では、学習者に母語

話者とのインターアクションの場を与え、学習言語の実際使用場面を体験させることで、

語学力の向上を促すことを述べた。また、母語話者との接触場面で自ら問題を解決する

ことで自信を獲得し、現時点での自己の語学力を客観的に認識することで学習動機を高

めるという意義があることも述べた。さらに、今回は広島の原爆を主とした日本史にまつわ

26  J.V. ネウストプニー『新しい日本語教育のために』156頁。
27  同上、167頁。
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る日本語の語彙を習得した他、トップダウン処理能力を促進させ、学習者の既習事項を

超えたところで得られる言葉の力を体感させることもできた。

今回のビジターセッションの意義は、言語学習という側面だけに限らない。広島の原

爆についての知識を獲得した上に、日本の歴史全般についての興味の喚起を促し、現

在の広島市民が原爆や戦争に対してどのように考えているかを知ることで、昭和の戦争

について深く思索し、未来の世界平和について考えることができた。

他にもビジターセッションは、自律学習という観点からも意義があると思われる。この

活動は教室内でのアクティビティーで完結するものではない。セッションの後にビジター

と個人的に交流を続けることで、教室外でも日本語の実際使用場面を獲得することがで

きるのだ。つまりビジターセッションは、教師の監督下にない自律的な学習を継続的に行

うきっかけを学習者に付与する可能性を持つと言える。さらに、ビジターとの継続的な交

流が、言語使用において重要な役割を担う社会能力の向上を促し、異文化理解の促進

をはかることから、人間的な成長も期待できることだろう。

加えて、ビジターセッションは、ある特定のテーマについての知識の獲得や興味の喚

起、深い思索を促すのに大変有効であると言える。今回のセッションのように、日本語のク

ラスに訪れた日本語母語話者が話す内容に学習者が好奇の目を向け、そこから新しい

世界が開けることも珍しくはなく、それは学習者にとって語彙の獲得と同等の、あるいは

それ以上の価値を持つものになるかもしれないのである。

今後の課題としては、このようなビジターセッションをいかに定期的にシラバスの中に

組み入れていくか、また、セッションを通して学習者に生じた興味をいかに継続、発展して

あげられるかなどが挙げられる。

大学での日本語教育は授業数も限られており、その大学の教育理念や教育水準に

合わせ、シラバスが決められている。また、大学での学会の開催や行事なども多く、教え

るべき内容がすべて学期内に導入できるとは限らない。そのような厳しいスケジュールの

中、ビジターの選出や日程の調整を行うのは簡単な作業ではない。また同様に、セッショ

ンを通して学習者に生じた興味をさらに発展させられるような取り組みを、この限られた授

業数で行うのも難しい。今後は希望者を対象にグループを作り、授業外で活動するなど

の工夫が必要になるであろう。

他に課題として、学習者とビジターの興味をいかに組み合わせるかという問題も挙げ

られる。質問紙調査では、「またこのようなセッションをやりたいか」という問いに対し、「とて

もやりたい」「やりたい」という回答の他、「テーマによってはやりたい」という意見もあった。

しかし、今後例えば「どのようなテーマでセッションをやりたいか」という問いの回答は実に

様々で、学習者同士で重複することはなく、それぞれがまったく別々に違うテーマを述べ

ていたことからも、すべての学習者に満足の行くようなセッションをコーディネートするのは
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難しい課題であることがうかがえる。28日本語を学ぶということは、その背景にある日本の文

化や歴史、社会、考え方について学ぶことでもある。ビジターセッションは言語そのものの

習得に限らず、その言葉の背景にあるものを学ぶ良い機会ともなり得る。いろいろな角度

から学習者の知的好奇心を喚起するようなテーマを取り上げ、学習者に新しい世界を開

くきっかけを与えることのできるような授業を提供したいものである。
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English Summary of the Article

Kaiho-Przybylska Shinobu

The Significance of “Visitor Sessions” in Japanese Language Acquisition: 
The Case of a Class with an A-bomb Legacy Successor from Hiroshima

Year by year the importance of interaction with native speakers while learning a for-
eign language becomes more significant. Contact situations have to be provided in Japa-
nese language education, and various educational institutions incorporate “visitor sessions” 
into the foreign language acquisition process. At the University of Warsaw students have 
many opportunities to interact with native speakers in and out of classes, but the article is 
focused on a “visitor session” with an A-bomb legacy successor from Hiroshima.

The practical report included in this article describes the significance of visitor ses-
sions in the field of foreingn language acquisition. Moreover it presents the significance 
of such sessions through the perspective of the perception of the A-bomb survivors’ testi-
monies by describing how in Poland, a Central European country, Japanese language stu-
dents of intermediate and upper level reacted to the talk by the A-bomb legacy successor 
from Hiroshima. The anasysis of the effects of a “visitor session” from the perspective of 
foreign language acquisition shows that besides the increase of vocabulary and improve-
ment in top-down processing competence, the interaction with a native speaker awoke 
interest and desire for more knowledge about the discussed topic, as well as increased stu-
dents’ motivation to learn. The questionnaire taken after the session shows a shift in the 
students’ awareness of the topic, from external interest in the reasons for which the bomb 
was dropped and its destructive force, to the lives of A-bomb survivors, influencing the 
internal processes of contemplating war, the human condition, and world peace. 

Key words: Japanese language education, visitor sessions, interactive competence, 
A-bomb legacy successor
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日本側による戦争責任自主裁判構想

2017年秋、ドイツの申請によってユネスコ世界記憶遺産のリストに「第2次アウシュヴィ

ッツ裁判」の資料が登録された1。一方、日本は「南京大虐殺」や「従軍慰安婦」に関する

資料の信憑性に疑念を抱き、それらの資料をユネスコ世界記憶遺産として認定を目指す

中国や韓国との対立に追い込まれており、「ドイツに見習え」と言われている。確かにドイ

ツの教訓は多くのことを示唆しているが、両国のケースをどの程度まで比較できるのだろ

うか2。本稿では、日本での戦争責任の自主裁判構想に焦点を当て、日独の「過去｣に対

する姿勢の相違について検証したいと思う。

1  ドイツの教訓

敗戦の大きな痛手の中で、戦争直後のドイツ国民の心理状態は加害者の立場と被

害者の立場が相半ばするものだった。西側の連合国も冷戦のため、反ナチよりも反共の

方に重点を置き、ドイツの非ナチ化は表面的にしか行われなかったため、行政官庁のあ

らゆるレベルにおいてナチ党員の活動歴を隠す者が数多く残った。ニュルンベルク国際

軍事裁判やアメリカ合衆国軍事裁判（いわゆるナチスの法律家裁判）による戦争処理の

1  www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/
full-list-of-registe red-heritage/registered-heritage-page-3/frankfurt-auschwitz-trial/ [2017年12月29
日閲覧]。「フランクフルト・アウシュビッツ裁判」の音声資料などに関してはwww.aus-
chwitz-prozess.de [2017年12月29日閲覧]のサイトを参照。

2  過去の克服に関する日独比較研究の先行文献として粟屋憲太郎他『戦争責任・戦後
責任 －日本とドイツはどう違うか－』朝日新聞社、1994年、マンフレート・ヘットリング、
ティノ・シュルツ「過去と断絶と連続 －1945年以降のドイツと日本における過去との取り
組み－」 『ヨーロッパ研究』 6号、2007年、93-118頁、庄司潤一郎「日中とドイツ・ポー
ランドにおける歴史と『和解』 －その共通点と相違点を中心として－」黒沢文貴、イア
ン・ニッシュ編『歴史と和解』東京大学出版会、2011年、231-261頁、庄司潤一郎 ｢『過去』
をめぐる日独比較の難しさ－求められる慎重さ－｣　https://www2.jiia.or.jp/pdf/col-
umn/140529_shoji.pdf [2017年12月20閲覧]などを参照。

http://auschwitz-prozess.de/
http://auschwitz-prozess.de/
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第一の波が終わった後、1949に形成された西ドイツのアデナウアー政権は戦後復興や

NATOの加盟などを可能にするため、ナチの罪を認めたが、社会統合を目指して、深く反

省したとは言えない。暴力の実行犯に対する訴追は続いていたが、決め手となる証拠は

なかなか集まらず、1950年に約800件あった有罪認定は、1958年に22件にまで減少した3。

東ドイツは「反ファシズム」思想に基づいて「ナチと戦った側」とみなされ、かつ「国家

社会主義の犠牲者」の立場から、戦争責任の清算への消極的な態度は、実質的に1990
年まで続いていたが、西ドイツでは、国家社会主義犯罪に対する認識は経済成長や社会

変化に伴い50年代末に始まった4。 1958年「ウルム移動射殺部隊裁判」を契機に、ナチス

の戦犯に関する情報収集、捜査、解明を効率的に行うためにルードヴィクスブルクに「国

家社会主義の暴力犯罪を究明するための州司法行政中央本部」が設置された。その後ド

イツの検察庁の協力で1961年にユダヤ人根絶計画の実行責任者アドルフ・アイヒマンが

イェルサレムの法廷に立ち、世界的に注目を集めた。次いでアウシュヴィッツ＝ビルケナ

ウ強制収容所の運営に関与した22人が起訴され、1963年から1965年までの間に前述の「

フランクフルト・アウシュヴィッツ裁判」が開かれた。判決自体は元囚人にとってはあまりに

も寛容であったが、その裁判によって、占領された中東ヨーロッパにおけるナチスの犯罪

規模、そしてそれまでにあまり知られていなかったアウシュヴィッツでのすさまじい状況、大

量虐殺が明らかになり、西独の一般市民の歴史認識に大きな影響を与えた。裁判を始め

たのはヘッセン州の首席検事を務めたフリッツ・バウアーで、ナチスの過去の犯罪に立ち

向かった当時のドイツではまだ少数派の一人だった5。

ナチス犯罪に批判的に取り組む動きは、1968年の学園紛争、それから1979年のテレビ

映画「ホロコースト」の放映などを通じて社会全体を巻き込んだ運動に発展した。「親の世

代」の行動やユダヤ人の絶滅の責任を問うような傾向が生まれ、ナチの過去を描く「包括

的パラダイム」が道徳的基準で社会を分ける「排他的パラダイム」に取って代わるようにな

った6。1979年に西ドイツの連邦議会が「ナチ犯罪に時効なし」という原則を確立し、ドイツ

の司法当局はナチスによる虐殺に加担した人物に対する捜査を現在も行っている。1945

3  Henryk Sołga, Niemcy o Niemcach. Bilans ścigania zbrodniarzy hitlerowskich w Republice Fede-
ralnej Niemiec [ドイツ人がドイツ人を語る －ドイツ連邦共和国におけるナチス犯罪者の起
訴の清算－], IPN, Warszawa 1988.

4  Anna Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości 
(1945-2000) [記憶  重責と解放 －ナチスの過去に対するドイツ (1945-2000)－], Zysk i S-ka, 
Poznań 2011, pp. 223-322.

5  Fritz Bauer (1903-1968) はドイツ出身だが、ユダヤ人として、1933年にデンマークの
ホイベルク強制収容所に数ヶ月のあいだ収容された経験もあった。

6  Klauss Bachmann, Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy　[
ナチス・ドイツの長い影 －どのようにドイツ人は国民性を変えたか－], Atut, Wrocław 2005, 
p. 140.
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年から1992年までに、旧西ドイツにおけるナチス犯罪の訴追件数は10万件を超え、その

後の裁判も含め6500件ほどが有罪となった。そしてルードヴィクスブルク・ナチス犯罪追

及センターの捜査活動は2030年まで続くことが決まった7。

2015年にアウシュヴィッツ解放70年目の追悼式典で、ヨハヒム・ガウク大統領は「アウシ

ュヴィッツについて思いを馳せることなしにドイツ人のアイデンティティーはあり得ない」とま

で言い切った8。連合国側による裁きとは別に、自らの手でナチス犯罪の訴追に従事した

ドイツとは異なり、日本政府は戦犯処罰には何のイニシアチブも示さず、結局国際軍事裁

判、いわゆる東京裁判に留まり、戦争に対する政治的、道義的責任を深く反省していない

と非難されている。それはドイツにおける「裁いた罪」と日本における「裁かれた罪」といっ

た、戦争犯罪に対する認識に差異を生じさせている一因だと言われている。しかし実際は

日本にも、しかもドイツより遥かに早い段階で、戦犯の自主裁判の計画が描かれていた。

2 国体護持が最優先

ポツダム宣言10条では「我々は日本民族を奴隷化しようとしたり滅ぼそうとする意図は

持っていないけれども、我らの捕虜を虐待したものを含む一切の戦争犯罪人に対しては

厳重な処罰を加える」と、戦争犯罪人への厳罰方針が明記されていた9。1945年8月9日、

ソ連の参戦後、ポツダム宣言をめぐって開催された最高戦争指導会議では、この項に対

し昭和天皇が「戦争犯罪人は朕の忠臣にして、之が引き渡しも忍びざる所」と述べた10。

鈴木貫太郎首相、東郷茂徳外相、米内海相らは国体護持（天皇制維持）を条件にポツ

ダム宣言受諾やむなしと考えていたが、阿南惟幾陸軍大臣らは自発的な武装解除、連

合軍の本土進駐の回避、そして「戦争責任者の自国に於いての処理」という三つの条件

を加えることを主張し、無条件降伏に反対した。8月10日の御前会議において激論の中、

天皇は「忠勇な軍隊の武装解除や戦争責任者の処罰など、其等の者は忠誠を尽くした人

々で、それを思ふと実に忍び難いものがある。而し今日は忍び難きを忍ばねばならぬ時と

思ふ」と述べ、外相案を支持し（つまり天皇の統治大権に変更を加えないことのみを条件

にして）、ポツダム宣言受諾の意思表明、いわゆる「聖断」を下した。アメリカ国務長官のジ

ェームズ・バーンズ (James Byrnes) の回答は「降伏の時より、天皇及び日本国政府の国

家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる処置を執る連合軍最高司令官

7  www.zentrale-stelle.de/pb/site/jum2/get/documents/jum1/JuM/Zentrale%20Stelle%20Ludwigs-
burg/InformationsblattZSt_Dez13-en.pdf [2017年6月10日閲覧]。

8  www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/EN/JoachimGauck/Reden/2015/150127-Geden-
ken-Holocaust.html [2017年6月10日閲覧]。

9  http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html [2016年10月3日閲覧]。
10  外務省編『終戦史録』下巻、新聞月鑑社、1952年、597-599頁。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9A%87
https://ja.wikipedia.org/wiki/<00E3> �<00E3> �<00E3> <00BC><00E3> �<00E3> <00BA><00E3> 
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の制限の下に置かれるものとす」となっていたが11、8月14日の最後の御前会議では、天皇

が「自分の非常の決意には変りない。内外の情勢、国内の情態彼我国力戦力より判断し

て軽々に考へたものではない。国体に就ては敵も認めて居ると思ふ毛頭不安なし。戦争

を継続すれば国体も国家の将来もなくなる」とポツダム宣言受諾を最終的に決定した12。

戦後直後、8月17日に発足した東久邇宮稔彦王内閣も国体護持を最大の国政方針

にすえた。連合国最高司令官マッカーサー (Douglas MacArthur) 元帥の厚木到着の直

前、28日の記者会見で東久邇首相は「国体護持ということは理屈や感情を超越した、固

いわれわれの信仰、祖先伝来われわれの血液にながれている一種の信仰」であると力説

しながら、敗戦の原因として、戦力の急速な低下、戦災、原子爆弾、ソ連戦、戦時統制の

行き過ぎなどを取り上げ、「ここに至ったのはもちろん政府の政策がよくなかったからでも

あるが、また国民の道義のすたれたのもこの原因の一つである」と指摘した。そして「この

際私は軍官民、国民全体が徹底的に反省し懺悔しなければならぬと思う。全国民総懺悔

をすることがわが国再建の第一歩であり、わが国内団結の第一歩と信ずる」と唱えた13。

9月2日の米艦ミズーリ号上において重光葵外相らが天皇の代理、および日本政府代

表として降伏文書に調印した。その2日後、帝国議会開院式の勅語で天皇が「朕は終戦

に伴ふ幾多の艱苦を克服し国体の精華を発揮して信義を世界に布き平和国家を確立し

て人類の文化に寄与せむことを冀ひ」と、戦後日本がめざすべき国家像を「平和国家」だ

と宣言した。その議会において行われた施政方針演説のなかでは、東久邇首相は壊滅

的な戦力と国力の現状を詳細に説明した上で、敗北の原因として米英の科学技術と豊

富な物資、それから国民の道義低下を再び挙げた14。

ところで、無謀な戦争を開始した指導者の責任の問題を国民に自覚させる「一億総

懺悔」論は十分な説得力はもちえなかった。それに「一億総懺悔」キャンペーンは日本

の戦争犯罪を当時の政府・軍のトップに負わせる極東国際軍事裁判を企画する連合国

側にとっては望ましくなかったゆえ、米国側は指導命令・新聞発行停止命令などを使い、

その動きを押さえ込む措置を取った。そして『真相はかうだ』という宣伝番組等により日本

の軍部の横暴を暴露し、「悪かったのは軍部だった。国民は騙されていたのだ」という信

念を広めた15。

11  「バーンズ回答」の解釈等の問題については波多野澄雄 「国体護持と〈八月革命〉:
戦後日本の平和主義の生成」『国際日本研究』　第6号、2014年、http://japan.tsukuba.ac.jp/
journal/pdf/06/1_hatano.pdf [2016年10月3日閲覧]を参照。

12  外務省編『終戦史録』下巻、696-709頁。
13  『朝日新聞社史　昭和戦後編』朝日新聞社、1994年、16頁。
14  第88回帝国議会衆議院議事速記録、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syu-

giin/088/0060/main.html [2016年10月3日閲覧]。
15  連合軍総司令部民間情報教育局編 『真相はかうだ』 1946年、http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/1042022/1[2016年10月3日閲覧]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/<00E3> �<00E3> �<00E3> <00BC><00E3> �<00E3> <00BA><00E3> 
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重光外相もこうした「全国民総懺悔論」に与することはできなかった。重光によれば、

擁護すべきは皇室と国民であり、過去の政・軍指導者は程度の差こそあれ全て戦争責任

を負うべきであった。「之に依って国体は維持せられ、国は救はるべし。陛下も責任なきこ

とを自ら語らるるは不可なるのみならず、劫って国体を破るものなり。陛下に責なきは臣下

我々に於いて敵側に納得せしむべきなり。上層部が廻避、若は転嫁を行ふは内乱の基な

り」と警告していた16。そして「内政革新」のためには「我方としては敵側の要求を俟つこと

なく自主的にポツダム宣言の内容を実現」することが必要であったと考えた17。

3 「公正なる裁判」

分割占領下のドイツと違って、アメリカによる単独日本占領は間接占領の形式をとり、

日本政府の存続が認められた。その日本政府が戦犯自主裁判の再検討を始めたきっか

けは、9月10日の連合国軍総司令部（GHQ）の非公式提案である。その日マッカーサー元

帥の副官であるシドニー・マッシバー (Sidney J. Mashber)が横浜終戦連絡委員会委員長

の鈴木九万と面談し、次のような趣旨を非公式に述べた。「最近アメリカの新聞記者が、マ

ッカーサー元帥は戦犯につき何もせずと本国に電報し、これが大きな国内問題となり、同

元帥としても何とかせねばならぬ立場に置かれた。かかる際に日本の新聞が、この問題に

ついて連合国側に好意的ではない論説を掲げているのは非常に困る。もしもこの際、日

本側が自発的特別の裁判を始め、残虐行為の責任者を処罰するということになれば、マ

ッカーサー元帥の立場も大変容易になると思う。戦犯については、戦争の計画、準備、開

始及び遂行の責任者、並びに戦争法規違反の現地責任者および直接下人とあり、後の

二者についてはすでに詳細調査している」18。

ところが翌11日、マッカーサーは太平洋戦争開始時の首相、東條英機らの戦犯逮捕

第一指令を出した。東久邇内閣はこれに衝撃を受け、あわてて対策を講じた。9月12日朝、

鈴木はマッシバーを往訪し、戦犯問題について「日本側では何らかのアクションを執るこ

と」は「天皇陛下として、忠誠を尽くした臣下を処断されるということは、大変躊躇遊ばせる

ところかと察せられる点」や、戦犯容疑者を「アメリカ軍側が直接手を下して逮捕するにお

いては、東條大将の場合のごとく自殺事件が発生する虞れ」がある点などを指摘したが、

マッシバーは「この際日本側が大至急戦犯容疑者を調査処罰する方針だということを発

表するだけでも、マッカーサー元帥の立場を助け、問題を容易にするだろう」と告げた19。

16  伊藤隆、渡辺行男編『続重光葵手記』中央公論社、1988年、252-254頁。
17  同上、233頁。
18  柴田紳一「日本側戦犯自主裁判の顛末」『軍事史学』第31(1・2)号、1995年9月、341

頁による。
19  同上。
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日本側はさっそく終戦処理会議を開き、戦争裁判が連合国軍によって行われる場

合でも、連合国側の裁判を極力公正なものにするため、日本側で戦争犯罪を早急に調

査し「自主的裁判」を行い、その結果を連合国に通牒するようにすることを決定した20。こ

の会議に出席していた下村定陸軍大臣は、「我が方で裁判する方式を採ろうと決定した

主な理由は、その方が裁判の公正を期すことができるということ、そして、連合国側が指

名するまま無条件に容疑者たちを先方に引き渡したのでは古来の日本の武士道的慣習

に反する、本人にしてもまず日本側の審議を受けることをのぞむであろう、という意見が大

勢を占めたからであった」と証言している21。この会議で定められた最高弁護方針は次の

三項目から構成されていた。まず天皇に責任を及ぼさないようにすること、それから国家

を弁護することと、そして前二項の範囲内において極力個人を弁護することであった22。

そして同日、9月12日には、政府は臨時閣議を開き、戦争犯罪人に対しては日本政

府が公正な裁判を行う決意のある旨の政府声明案を決定した。閣議決定となった「自主

裁判」とは、日本側が自ら戦争犯罪容疑者を指名して訴追するのではなく、連合国側が

示す容疑者を対象として「公正なる裁判」を行うという趣旨であった23。同じ12日の午後、

東久邇首相は参内してこの旨を上奏した。この件で上奏を受けた昭和天皇は、忠誠を尽

くした責任者を「天皇の名に於いて処断するは不忍なるところ」と再考を促した24。

重光葵は「占領軍側が之を承認するや否やは別として、之を持ち出すことは、日本の

主権を擁護する努力であるのみならず、日本内部の最も困難な問題に好影響を与ふる

訳である」と考えた。「然し戦犯裁判は最も厳正に行はねばならぬ。占領軍側の提出する

証拠は一応之を承認する建前をとるを要する。好い加減なことでは占領軍を満足せしむ

るものではない」と強調した。そして「自らの手で自らの詁を斬る覚悟でなければならぬ。

もし此の覚悟が出来、日本の真意を世界に示す決意の上で、日本自身の手で是非を裁

判することに賛成する旨を」明らかにした25。

一方で、木戸幸一内大臣にとってはこの自主裁判構想は自家撞着をはらんだもの

だった。木戸が回想するように、天皇の名で戦争をして、今度は天皇の名で裁くというの

は、当時の機構では不可能だった。そのため勝者の裁きが一番すっきりしていると考え

ていた。自主裁判をすれば「必ずや共産党の行なう政治裁判となり、この際とばかり国の 

20  厚生省編「戦争犯罪人には日本側で審理・判定したうえで引き渡そう」『続・引揚
援護の記録』クレス出版、2000年、127頁。

21  同上。
22  『東京裁判ハンドブック』青木書店、1989年、25頁。
23  永井均「戦争犯罪人に関する政府声明案　東久邇内閣による閣議決定の脈絡」『年

報日本現代史』10号、2005年、271-321頁を参照。
24  木戸日記研究会編『木戸孝一日記』下巻、東京大学出版会、1966年、123頁。
25  伊藤隆、渡辺行男編『重光葵手記』中央公論社、1988年、551頁。
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上層部を排撃することになり、また同一民族が血で血を洗うようなことが行なわれる恐れ

がある」と書いていた26。

それにもかかわらず、閣僚の多くは日本自身の手による裁判構想に賛同して、政府

は協議の上、結局同じ結論に至ったため、天皇は声明案の趣旨をGHQ側に申し入れる

ことを了承した。その自主裁判構想は翌13日、重光外相がGHQのリチャード・サザランド 
(Richard K. Sutherland) 参謀長に対して、戦争犯罪者引き渡し要求の中止を求めたが、

「本裁判所に引き渡すことは益々困難なるへし」と拒否された27。同日夜、重光は参内し、

この「交渉の結果につき御報告申上」げた28。

重光はその後、閣僚は総退陣し、戦争に無関係の「新人を似て内閣を組織する」という

大改造を東久邇宮に申し出た。総理大臣はこの提案を受け入れる決心を決めたが、内閣の

反対、特に木戸内大臣の意見によってこれは見送り、結局17日に重光は単独辞職した29。

9月18日に東久邇首相は外国人記者団との会見を行なうが、その席上、彼は「日本の

制度トシテハ天皇陛下ガ知ルコト無クシテ戦争ヲ始メル事ガ出来ルカ」「天皇ノ承認無シ

ニ戦争ガ出来ルカ」「天皇陛下其他責任者ハ真珠湾ノ奇襲ニ関シテ事前ニシテ居タカ」「

民主主義国ノ中ノ一部デハ天皇陛下モ犯罪者ノ一部ト見テ居ルガ所見如可」等の激しい

質問に晒されて、その答弁は混乱し矛盾してしまった30。こうして否応なしに戦争責任を

めぐる議論は急速に浮上し、天皇訴追を危惧する宮内庁側はこれを回避するための様

々な工作を通してGHQ側に働きかけることとなった。

4 「緊急勅令」案

ちなみに東久邇内閣の閣議決定が挫折した後も、国内裁判の主催が検討されてい

た。それは12条にわたる「民心ヲ安定シ国家秩序維持ニ必要ナ国民道義ヲ自主的ニ確

立スルコトヲ目的トスル緊急勅令（案）」のことである。その条文は東久邇内閣と10月始め

に組閣された幣原内閣の司法相の岩田宙造と書記官の次田大三郎によってまとめられ

たもので、さらに重光の後を継いだ外務大臣の吉田茂もそれに加担したと思われる。憲

政記念館に保存されている牧野伸顕関係文書の中に見つけられた文書で、評論家の保

阪正康の推測では、吉田は意見をうかがうためにひそかに昭和天皇の側近で岳父でもあ

る牧野のもとに届けたようだ31。

26  木戸孝一『木戸孝一日記 東京裁判期』東京大学出版会、1980年、450頁。
27  江藤淳、波多野澄雄編『占領史録』講談社、1981年、287-289頁。
28  木戸日記研究会編『木戸孝一日記』下巻、123頁。
29  伊藤、渡辺編『続重光葵手記』249-250頁。
30  粟屋憲太郎編『資料日本現代史2』大月書店、1980年、336頁。
31  保阪正康『安倍首相の「歴史観」を問う』講談社、2015年、148頁。　

https://ci.nii.ac.jp/author/DA00996678
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この勅令案の第1条に明記されたように、「本令ハ民心ヲ安定シ、国家秩序維持ニ必

要ナル国民道義ヲ自主的ニ確立スル為国会の順逆ヲ紊リテ天皇ノ輔翼ヲ謬リ、其ノ大平

和精神ニ随順セズシテ主戦的、侵略的軍国主義ヲモテ政治行政オヨビ国民ノ風潮ヲ指

導シ、又ハ指導ヲ輔ケ、因リテ明治天皇ノ勅諭ニ背キテ、軍閥政治ヲ招来シ、朋党比周

以テ之ニ興ミシ清ヲ職リテ之ヲ助長支援シ、以テ満州事変、支那事変、又ハ大東亜戦争

ヲ挑発誘導シ内外諸国民ノ生命財産ヲ破壊シ、且国体ヲ危殆ニ陥ラシメタル者、施設又

ハ社会組織ニ付キ、之ヲ処断シ除却シ、又ハ解消セシムルコトヲ以テ目的」とした32。戦犯

の被告人は国務大臣が告発するか、百名以上の署名で国務大臣に告発を要求できる、

という法律だった (第5条)。ただ被告人として告発されたとしても公職を辞して謹慎してい

れば、その対象とはしないとされていた (第4条)。
歴史学者の粟屋憲太郎が示したように、この案は当時の「国体護持」政策に沿って

いて、天皇制のもとでの戦争責任追及というのは逆の免責の論理になっていた33。要する

に、この勅令案では天皇の「平和精神」に逆らって侵略的軍国主義により戦争を引き起こ

した者を「叛逆罪」として死刑、または無期謹慎に処すと規定されている。満洲事変以後の

昭和陸軍の指導者を断罪するところに主眼がおかれて、厳しいものにみえた。

保阪の考えでは、この案には戦時下に軍事指導者たちによって抑圧されたことへの

文官の意趣返しの意図があった34。「もしこれが実施されたなら、東京裁判の7人よりも死刑

になる者は多かっただろう。海軍の軍人も大本営の責任者も、この案どおりに裁かれたな

らば、死刑や無期謹慎になったはずだ」と述べている35。

その一方で東久邇内閣の証言などを見ていくと、少なくとも指導者層の間では、自主

裁判がリンチになるという危惧はあまりなかったと思われる。それどころかむしろ、容疑者に

とって公正な裁判が出来るだろうと考えていたようである。幣原内閣が発足した直後も、外

務省外局終戦連絡中央事務局主任の中村豊一公使の発言によると国内裁判は容疑者

のためにも有利なるべしという立場があった36。

昭和天皇は自らの手で「昨日までの忠臣を今日裁く」ことを拒否した。さらに連合国

司令部の反対もあったと推測される。結局この戦争責任裁判法案も表沙汰にならずに11
月末には消滅した。書類は焼却されたようだが、牧野の手元の文書だけは焼却を免れた

のである。

32  細谷千博、安藤仁介、大沼保昭『東京裁判を問う』講談社、1984年、121頁。
33  同上、113-114頁。
34  保阪『安倍首相の「歴史観」を問う』148頁。
35  保阪正康 『昭和史七つの謎』講談社文庫、 2003年、162頁。
36  日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書、2008年、147-149頁を参照。　

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E6%9D%91%E8%B1%8A%E4%B8%80&action=edit&redlink=1
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5 史実調査機関

ドイツ降伏に際しては、連合国軍がベルリンに進軍し、中央文書機関などを押さえ、

大量の重要資料を確保した。日本の場合は粟屋憲太郎が強調するように「戦後は〈過去

の克服〉ならぬ〈過去の湮滅〉で開始」した37。1945年8月14日に当時の日本政府の「国や

自治体の機密文書の廃棄」という閣議決定に基づいて各省庁や地方官庁では、戦争責

任追及の証拠として連合国軍に押収されるのを防ぐため、関係書類の組織的な焼却が行

われていた38。ようやく11月22日マッカーサー総司令官は参謀第二部の要請を受けて、「

捕虜記録の破棄中止命令」を発行した39。

ここで注目すべき点は、9月5日芦田均（当時無所属）によって帝国議会に提出され

た質問主意書である。芦田が「大東亜戦争を不利なる終結に導きたる原因並其責任」を

追及しながら、「官僚統制の失敗」を挙げて、責任の所在を明らかにするために、「研究

の資料を保全し、かつ特殊の機関を設けて調査の任に当らしめ、速に一応の報告を公

表して国民の期待に副うは、政府当然の職責なりと信ず」と述べた40。その指摘に対する

政府答弁書は「戦争遂行上、各方面にわたり組織、施策等に幾多遺憾の点あり」とするこ

とにとどまったが、10月12日にGHQは日本政府に対して「戦争記録調査の指示」を発出

し、太平洋戦争に関わる記録の収集を指示した41。その結果として、幣原内閣は10月30
日に「敗戦ノ原因及実相調査ノ件」という閣議決定を発出した。そして11月24日、それに

基づいて内閣部内に大東亜戦争調査会が設置された。その3日後に始まった第89回帝

国議会で幣原首相は「大東亜戦争敗績の原因及び実相を明かにすることは、之に際し

て犯したる大いなる過ちを、将来に於て繰返すことのない為に必要である」と強調した42。

他方、海軍省内（のち第一復員省）においては、終戦後の早い時期から「大東亜戦

争敗戦ノ原因ヲ調査シ之ガ対策ヲ研究シ新日本建設ノ資料タラシムル為」に大東亜戦争

戦訓調査委員会が設置された。さらに10月1日には「作戦関係資料蒐集委員会」が発足

したが、この委員会設置の目的は「聯合軍ニ対シ提示スベキ作戦関係資料ヲ蒐集整理

37  粟屋他『戦争責任・戦後責任 －日本とドイツはどう違うか－』77頁。
38  吉田裕『現代歴史学と戦争責任』青木書店、1997年、127-141頁、 http://kokkai.ndl.

go.jp/SENTAKU/sangiin/185/0180/main.html　[2017年4月25日閲覧]。 
39  Destruction of Prisoner of War Records (SCAPIN-332), http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/9885396 [2016年10月20日閲覧]。
40  第88回帝国議会衆議院議事速記、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syu-

giin/088/0060/main.html　[2016年10月3日閲覧]。
41  Institution for War Records Investigation (SCAPIN-126), http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/9885189 [2016年10月20日閲覧]。
42  第88回帝国議会衆議院議事速記、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syu-

giin/089/0060/main.html　[2017年4月25日閲覧]。
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スル」こととされていた43。陸軍省では 11 月 9 日に軍務局の下に「陸軍として満州事変、

支那事変及び大東亜戦争指導の実相に付き其の史実を調査する」ことを目的として、「

史実部」ないしは「史実調査部」が設置され、陸軍としての大東亜戦争に関する戦史の

調査に着手した44。

ところが、幣原内閣が設置した大東亜戦争調査会という名称については、GHQの指

令により1946年1月に「大東亜」の文言が削除され、「戦争調査会」と改称された。初総会

は1946年3月27日に開かれた。開催が遅れたのは、総裁が決まらなかったためで、やむ

なく幣原首相みずから総裁に就任した。調査会には政治家、官僚、経済界、学術界、メ

ディア、そして旧陸海軍関係者が集まって、統帥や作戦などの側面も含めて、総合的な

調査が計画されていた。

事務局発足から委員任命までの約4カ月間に、A級戦犯容疑者59人の逮捕命令、新

憲法草案の公表など、議論の前提を変える出来事が続いた。総会冒頭で幣原首相は憲

法9条案にも触れ、「世界は早晩戦争の惨禍に目を覚まし、結局私共と同じ[戦争放棄の]
旗を翳して遥か後方に踵いて[従って]来る時代が現れるでありましょう」と述べた45。

戦争調査は満州事変前後にまで遡ったが、その目的は戦争犯罪者の追及や次の戦

争で勝利することではなく、このような苦境に陥った原因を探求して、再び失敗を繰り返さ

せないことだと強調された。調査結果の判断は「健全なる輿論」に委ね、最終的に個々の

「責任者」とみなされる指導者がその身の処し方を自主的に判断するというシナリオが念

頭にあった。それは、国内摩擦の種となりかねない「国内裁判」による処罰より効果的な

方法と考えられた46。そして「失敗」とは「敗戦」ではなく「開戦」であり、「戦争の起こった

原因」も調査目的に加えられたが、開戦責任の解明に調査が及べば、天皇の責任を含

む戦争責任論議が持ち込まれる可能性もあるということで、調査会のメンバーの間では

合意に達することが難しかった。

それにアメリカ・英連邦・ソ連・中華民国の代表により構成されていた、連合国軍総司

令官の諮問機関である対日理事会（ACJ）においては、ソ連代表のデレビヤンコ（Kuzma 
N. Derevyanko）が「旧陸海軍関係者や戦争に協力した科学者などが戦争調査会の構成

員に含まれている」ことを批判し、「戦争に関する経験を各般の見地から研究することは日

本非武装化の目的に反する」と指摘していた。また「今次戦争を正当化する具になるかも

知れない」と懸念を表明し、「調査会の目的が次の戦争を避けるためか、次の戦争で負け

43  「終戦における戦争調査及び史実調査」(コラム　no. 3)、www.jacar.go.jp/glossary/
fukuin-hikiage/column/column3.html　[2017年6月10日閲覧]。

44  庄司潤一郎「『戦史叢書』における陸海軍並立に関する一考察－『開戦経緯』を中
心として－」www.nids.mod.go.jp/publication/senshi/pdf/200903/02.pdf [2017年6月10日閲覧]。

45  丸山眞男「憲法第9条をめぐる若干の考察」『世界』1965年5月(235)、42-62頁。
46  波多野澄雄『国家と歴史 －戦後日本の歴史問題－』中央公論社、2011年、 7-8頁。
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ないためなのか不明確」で、「戦争原因の究明と処罰は国際軍事法廷の任務」であると指

摘していた。これに対し、アメリカ代表のアチソン議長（George Atcheson）は 国際軍事法

廷の任務は戦争の原因の探求ではなく、個々の容疑者に対する戦争責任を突き止めるも

のだと反論した。中国代表はアメリカを支持したものの、英連邦代表が「調査会の目的が

明瞭でない」として、ソ連の立場に同調した。対日理事会内の対立は抜き差しならぬもの

となり、結局 GHQの解散勧告によって、戦争調査会は1946年9月30日に廃止された47。

日本政治史の研究者である功刀俊洋の意見では、加害責任の視点が弱く限界も多

い調査会だったが、「戦後、唯一、公的な場で敗戦の責任について議論する場」で、結論

まで存続できていれば、指導者の責任や過失を自らもっと明確にできた可能性はあった

とされている48。

6 陸海軍事自主裁判のゆくえ

その間、軍部は前述の1945年9月12日の日本政府の声明案に基づき、自発的に戦犯

（主としてBC級）とみられるものの調査を行い、国内法による裁判と処罰に乗り出した。連

合国に先んじて、この処置をとれば、いわゆる戦犯者への誅求が緩和されるのでないかと

考えていた。その中で台湾、サイゴン、セレベス区域における殺害事件等に関して調査を

行い、8人に対して軍法会議に付して処罰した。量刑は禁錮10ヶ月から終身刑にわたっ

ていたが、殺人などの明白な犯罪行為に対するものとしては、比較的軽いものだった49。

ところが、一事不再理の法原則は認められず、処罰を受けた軍人たちは後に連合国

各国のBC級の軍事法廷で再審理され、すでに日本側で有罪にされていたため逆に重刑

を受けた50。その中で顕著な事例としては「死のバターン行進」(1942年 4 月、フィリピン、捕

虜虐待で 2 万名以上が死亡）の責任者である本間雅晴陸軍中将に対する礼遇停止が挙

げられる。本間は10月18日に行政処分が出たにもかかわらず、山下奉文に続いて、翌年2
月11日フィリピンのアメリカ軍の軍事法廷で銃殺刑判決があり、それは4月に執行された。

もう一つの例として挙げられるのは、1946年2月に行われた、B29爆撃機搭乗員処分

に関する取り調べである51。1945年の夏、名古屋での市街地無差別爆撃を理由に27人の

47  富田圭一郎「敗戦直後の戦争調査会について －政策を検証する試みとその挫折－」
国立国会図書館調査及び立法考査局、 2013年 http://dl.ndl.go.jp/view/download/
digidepo_6019128_po_074405.pdf?contentNo=1digidepo_6019128_po_074405.pdf?contentNo=1 
[2017年5月15日閲覧]。

48  功刀俊洋「大東亜戦争調査会の戦争責任観」『歴史評論』第557号、1996年9月。広
瀬順晧編『戦争調査会事務局書類』ゆまに書房、2015-2016年、全15巻を参照。

49  日暮『東京裁判』149頁。　
50  豊田隈雄『戦争裁判余録』泰生社、1986年、52-53頁。
51  同上、51頁、半藤一利他『BC級戦犯』日本経済新聞出版会、2010年、329-356頁。
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米軍の飛行士が軍律審判を省略したまま、斬首により処刑された。東海軍司令官の岡田

資中将の訴因となったこの惨殺処刑が、陸軍省の許可なく行われたかどうかという疑問も

あるが、米軍による市街地無差別攻撃も大きな問題であった。その時GHQ法務局長のア

ルヴァ・カーペンター （Alva C. Carpenter）は「日本の裁判所が日本人戦争犯罪人を裁

判し得ざるは、ポツダム宣言に基くもの」とする見解を示し、かつ、継続中の裁判の資料

を要求した。そして2月19日GHQは「刑事裁判権の行使に関する覚書」を指令し、「占領

軍に関する犯罪は新たに設置される連合国裁判所で処理される」旨を明確にした52。こ

れにより日本の陸海軍事の「自主的裁判」は3月9日に全面的に中止されることになった。

その後GHQ法務局は、日本本土空襲の墜落米軍機と捕虜飛行士の運命等について

徹底的な調査を行い、1947年から1948年にかけて横浜でBC級戦犯の軍事裁判を開始し

た。そこで被告人の一人となった岡田中将が自己責任を認め、部下をかばうとともに、米

軍に対しては「無差別爆撃こそ国際法違反であり搭乗員の処刑は正当。軍による搭乗員

の虐待はなく、むしろ激高した民衆から危害を加えられるのを防いだ。斬首刑は、日本古

来の武士道にもとづく処刑方法であり、野蛮とは言えない」と主張して「法戦」を挑んだが、

死刑の判決を受けた53。

7 「人民法廷」の要求

上からの責任追求の提案とは異なる、人民による自国戦争犯罪人の責任追求の提

案としては、1945年12月8日に開催された「戦争犯罪人追求人民大会」が挙げられる。こ

れは、太平洋戦争が勃発した4年後に、戦争直後再建された共産党をはじめ五大衆団体

が、東京、大阪、名古屋他各地で戦争犯罪人追求の大衆闘争を推進するために開催さ

れたものである。東京の神田共立講堂で開かれた大会では志賀義雄・安田徳太郎・壷井

繁治ら12人が演説し、いずれも戦争犯罪の最高責任者は天皇であると論じた。そこで志

賀義雄から次のような挨拶があった。「もし天皇制の存続を許すならば以前にまさる悪質

な軍国主義が再興し、日本人民大衆は今日以上はるかに戦慄すべき状態に陥るであろ

う。次代の若い大衆諸君のためにも天皇制の打倒はわれわれの責任であり、義務でもあ

る。又残存特高勢力および司法検察当局のしぶとい反動勢力の暗躍および軍国主義勢 

52  Exercise of Criminal Jurisdiction (SCAPIN-756), http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9885828 
[2017年5月25日閲覧]。

53  「横浜BC級戦犯裁判で裁かれた搭乗員処刑事件」、http://www.powresearch.jp/jp/
archive/pilot/yokohama.html#08　[2017年5月25日閲覧]。
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力の地下運動を徹底的に絶滅し、粉砕せねばならぬ」54。なお、この大会において大会議

長の黒木重徳（共）は天皇王皇族をはじめとする戦争犯罪人1571人の名簿を発表して、「

参考のため」マッカーサーに提出した。そこには天皇を筆頭に軍部・警察・財閥・右翼・政

党・言論・婦人など各界の指導者が網羅され、社会党や総同盟の幹部もその大半が含ま

れていた55。連合軍司令部に手交した決議文は次のとおりである。

日本の人民大衆をして彼の恐るべき強盗侵略戦争に駆り立てゝ惨虐極まる犠牲

の血を流さしめたる犯罪人に対する厳重処罰は日本勤労民衆の総意が切に希

望する所であり且又、吾が日本共産党がポツダム宣言の精神に立脚し不断に強

調しつゝある所である。天皇制支配機構に於ける一切の指導的分子即ち天皇を

始め重臣、軍閥、行政司法の官僚、財閥戦争協力地主、貴族院衆議院議員、

反動団体のゴロツキ等が犯罪的侵略戦争の指導者、組織者であることは全く疑

いなき事実である。今回梨本宮、平沼を始め59名に対する連合軍最高司令部の

逮捕命令は戦争犯罪人の牙城に対する鉄鎚として全日本の人民大衆に深い感

銘を与える所である。吾が党第四回全国大会は連合軍の今回の措置を全面的

に支持すると共に今日尚日本の政治経済機構に深く巣喰つている多数の戦争

犯罪人に対する厳正処断が日本の民主化のための根本前提として急速になさ

れることを茲に熱望して止まないものである56。

国内の人民からも戦犯追及を要求する声や、連合国による裁判の限界を意識し、公

職追放問題に日本人自身が主体的・積極的に関与することの重要性を強調する声も出

てきた。ここではA級戦犯容疑者を連合国側の戦犯裁判だけではなく、日本側の「人民

法廷」にもかけるよう要求した赤羽良平の論説等が挙げられる。赤羽の意見では「戦争責

任は国民に対しても追うべきであり、同時にこれによって国民もまた彼等[A級戦犯]をして

戦争に指向せしめた責任を(それが道義的なものであって政治的な責任はないにしても) 
反省すべきである。ただ単に連合国の断罪にのみお任せして、それで一切は相すみとし

てすませる問題ではなくまた国民として反省、自悔はおろか、なんらの関心さえも示さない

ようであっては、折角の国際裁判の意味がなくなるもの」であった57。

54  日本労働年鑑戦後特集 (第22集) http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/22/rn1949-387.
html　[2017年4月10日閲覧]。

55  柴田「日本側戦犯自主裁判の顛末」346頁。
56  http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/22/rn1949-387.html.
57  赤羽良平「人民法廷の解説」『信毎情報』3/1946及び、吉田『現代歴史学と戦争責

任』193-194頁を参照。
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8 連合国側の「裁判の受諾」

第三帝国はソ連軍がベルリンを陥落させ、ヒトラーが自殺し、連合国がドイツを軍事

占領したことによって終わったが、日本は「国体」と呼ばれる国家秩序の破壊を避けるた

めに降伏を決めた。そして日本人の手による戦争犯罪追及の可能性をめぐる戦後初期

の論議は占領国アメリカ合衆国に指示された明治憲法の改正へ向けた動きと同時に進

行していた。マッカーサー元帥は天皇による正当化という助けなしには政治目標たる日

本の民主化は達成できないと認識していて、その点で天皇制の支持を求める日本の保

守エリートの利害と合致していた。

日本側はポツダム宣言の戦犯処罰規定が「通例の戦争犯罪」のみに限定されず、ド

イツの場合と同様に戦争指導者の政治責任が追及されるだろうと認識していた58。東條英

機が逮捕されることになった時点で、外務省条約局がこの宣言の10条は「道義的非難の

意をも含めて (中略) 戦争の政治的責任者を含蓄する」と解釈した59。1945年9月18日にア

メリカ合衆国上院には｢天皇を戦争裁判にかけることをアメリカの方針とせよ｣という決議案

が提出された60。日本側にとっては昭和天皇の訴追の恐れがあったが、マッカーサー元帥

は国務次官のジョセフ・グルー (Joseph Grew)をはじめ「知日派」の意見に同意して、君主

制の廃止より維持のほうが有益であると考えていた。『マッカーサー回想記』によると、27日

に昭和天皇が初めて連合国最高司令官に出会った際、「国民が戦争遂行にあたって行

ったすべての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸

国の裁決にゆだねる」と述べたとしている61。この会見の実際の経過は推測にとどまって

いるのだが、それ以来マッカーサーは昭和天皇が立憲政治と平和的な解決策を最初か

ら支持してきたイメージを国際世論に強くアピールし、占領統治を円滑に進めるために天

皇制を維持する方針を固めた62。

その間、10月3日に東久邇内閣は「戦争責任等に関する応答要領(案)」を作成し、

その後幣原内閣に代わって11月5日「戦争責任に関する件」を閣議決定した63。その内

容は、天皇はあくまでも対米交渉を平和裏に進めることに心を砕いていたこと、また、天

皇の関与は憲法の運用上、確立された慣例に従うのみで、大本営、政府の決定事項の

却下はできなかったという天皇擁護論を確認するものであり、戦争指導者の責任に及ぶ

ものではなかった。

58  柴田「日本側戦犯自主裁判の顛末」338-339頁.
59  日暮『東京裁判』147-148頁。
60  Gilbert C. Fite, Richard B. Russell, Jr., Senator from Georgia, UNC Press Books, North Carolina 

2002, p. 198.
61  Douglas MacArthur, Reminiscences, McGraw-Hill Book Company, New York 1964, pp. 287-288.
62  原武史『昭和天皇』岩波新書、2008年、153頁。
63  粟屋憲太郎『東京裁判への道』NHK出版、1994年、75-76頁、及び209頁。

https://ja.wikipedia.org/wiki/<00E3> �<00E3> �<00E3> 
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他方で、11月帝国議会において日本自由党は、戦時議会の指導者の退陣を求める

「議員の戦争責任に関する決議案」を提出したが、これは否決となった。そして12月1日に

翼賛議員を多く抱える日本進歩党が対抗して提出した「戦争責任に関する決議案」が採

択された。それは、戦争責任の対象を、開戦責任と国際法規違反の残虐行為にとどめ、

一般国民には責任がないとしていた。「敗戦原因」の究明を中心にすえた上、「軍閥官僚

の専横」に追随策応した議員は静かに過去の行いを反省し、深く自粛自戒して新日本建

設に邁進しなければならないというものだったが、誰がどのような責任をとるのかはっきりし

ない「決議」で、議会も解散しなかった64。ただ7日「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」

が制定され、戦争中の行為等を顧みて、責任を痛感した場合には、勲章などを自主的に

返還する請願の提出を認めたのみである65。

さらにこの議会においては、戦時中「反軍演説」で知られていた衆院議員の斎藤隆夫

は、「日本国民は果たして戦争の責任を負わねばならぬものであるかないか、此の論結に

入るに先立だちまして、先ず似て戦争責任の根本に付て一言せざるを得ないのでありま

す。私は見る所を極めて率直に明言する。今日戦争の根本責任を負う者は東條大将と近

衛公爵、此の二人であると私は思う」と表明し、「支那事変がなければ大東亜戦争はないの

である。それ故に大東亜戦争を起こした所の東條大将に戦争の責任があるとするならば、

支那事変を起こした所の近衛公爵にも亦戦争の責任がなくてはならぬ」と訴えながら、個

人の責任を積極的に追及した。これに対し幣原は「戦争責任者の追究につきましては国

民の間に血で血を洗うが如き結果となるやうな方法によることは好ましくない」と答弁した66。

東條英機は自殺未遂事件の後、9月17日に海軍大臣の嶋田繁太郎と並んで、「我々

は天皇の身代わりとなって法廷に立つ」という意思を既に伝えていた67。それに対し、近

衛文麿元首相は、「穏健派」の政治家として、東久邇内閣にも加わった。近衛は1945年

初頭に天皇への上奏文において、国内が共産化される危険があるといった過激な表現

で、「国体護持」のため、「聖断」による米英に対する既時平和に言及したのである68。そ

れから戦争が終わった後、国体擁護という目的で、昭和天皇の退位を提言し、改憲にも

携わってきた69。しかしながら、12月に入ると近衛、木戸ら9名の逮捕指令が下り、巣鴨拘

64  波多野『国家と歴史』6頁。
65  「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」、www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/kunsho-

henjo_1945.pdf　[2017年5月20日閲覧]。
66  第89回帝国議会衆議院議事速記録、http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/syu-

giin/089/0060/main.html　[2017年4月25日閲覧]。
67  「日本近代史料に関する情報機関についての予備的研究」、http://kins.jp/

html/17shibata.htm　[2017年5月15日閲覧]。
68  庄司潤一郎「『近衛上奏文』の再検討 国際情勢分析の観点から」『国際政治』109

号 (1995年5月)、54-69頁。
69  渡辺治『日本国憲法「改正」史』日本評論社、1987年、51-58頁。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8D%E3%80%81%E5%8B%B2%E7%AB%A0%E7%AD%89%E3%83%8E%E8%BF%94%E4%B8%8A%E3%83%8E%E8%AB%8B%E9%A1%98%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E4%BB%B6
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置所出頭の16日に近衛は服毒で命を絶った。遺書には「僕は支那事変以来多くの政治

上過誤を犯した。之に対して深く責任を感じているが、所謂戦争犯罪人として米国の法定

に於いて裁判をうける事は堪え難いことである」と記されていた70。

1946年3月に国際検察局がA級戦犯被告の最終リストを作成し、東條元総理大臣を

始め26人が選定された。そして4月にソ連の要求で重光葵と関東軍総司令官の梅津美治

郎がそれに追加されることになった。5月3日に東京で極東国際軍事裁判は開廷した。天

皇は訴追要求があったにもかかわらず、「高度な政治的配慮から」免責が決定した71。当

時首相になった吉田茂は10月のマッカーサー宛の書簡で戦争責任があるのは軍人、官

僚、右翼、一部財閥の「一味徒党」だけだと強調していた72。

1948年11月に下された判決では、日本が侵略戦争を遂行する犯罪的共同謀議は存

在し、捕虜の福祉は完全に無視されたという結論になった73。連合国によって裁かれたA
級戦犯容疑者の大半は、自身の戦争責任を認めたが、それは東條が提出した宣誓供述

書の中で書かれていたようにむしろ敗戦責任であった。

戦争が国際法上より見て正しき戦争であったか否かの問題と、敗戦の責任如何

との問題とは、明白に分別できる二つの異なった問題であります。私は最後まで

この戦争は自衛戦争であり、現時承認せられたる国際法には違反せぬ戦争なり

と主張します。第二の問題、すなわち敗戦の責任については当時の総理大臣た

りし私の責任であります74。

ここで言及に値するのは吉田の国会答弁である。新憲法制定過程において、吉田は

戦争放棄に関する本案の規定については「直接には自衛権を否定していないが、第9条

第2項において、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争

も、また交戦権も放棄したことになる。近年の戦争は多く自衛権の名において戦われた。

今日わが国に対する疑惑は、日本が好戦国であり、何時復讐戦をして、世界の平和を脅

かすかも知れぬということが、日本に対する大きな疑惑となっている。先ずこの誤解を正

すのが、今日われわれとして為すべき第一のことである」という趣旨を答弁した75。この段

70  岡義武『近衛文麿』岩波新書、1972年、233頁。
71  粟屋『東京裁判への道』127-143頁。
72  日暮『東京裁判』153頁。
73  http://werle.rewi.hu-berlin.de/tokio.pdf, p. 554-558　[2016年9月10日閲覧]。
74  東條由布子、渡部昇一編『大東亜戦争の真実 －東條英機宣誓供述書－』WAC、2009

年、238頁。
75  「日本国憲法制定時の会議録」、http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/

kenpou/s210626-h06.htm、http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/
s210628-h08.htm　[2016年8月12日閲覧]。
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階では吉田はおそらく日本の軍事的脅威がなくなれば、連合国側にとっては天皇を裁判

にかける必要性もなくなるのではないかと考えていたのだろう76。

東京裁判終了の後も第二、第三次A級国際軍事裁判を開催する予定だったが、それ

は冷戦の展開のため実現しなかった。アメリカの占領政策は日本側が予想したほど過酷

ではなかった。吉田および戦後日本外交の担い手たちの多くは、東京裁判を「みそぎの

道具」にすることで、その裁判の容認は国際社会の信頼性の回復、そして日本の「安全

保障」政策に繋がると考えていた。さらにこれは戦後日本における対米協調の環境整備

手段としての利点もあった77。

1951年9月サンフランシスコで調印された講和条約の第11条により「日本国は、極東

国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾

し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するもの」

とした78。なおここで注目すべきことは、条約の原文では「判決の受諾」（accepts the judg-
ments）としていたが、外務省の日本語訳では「裁判」を受け入れることになった上で、そ

の規定の解釈余地がかなり広がってきた79。

9 冷戦後のイニシアティブ

東京裁判はその進行中は日本国内でかなり議論されたが、占領が終わってから数十

年の間、特に問題視されることはなかった80。やがて1980年代に入ると、歴史教科書や靖

国神社参拝などの問題をめぐる国内外の対決が次第に展開され、「勝者の裁き」に由来

する「押しつけられた歴史観」の批判の声も高まってきた81。当時の総理大臣の中曽根康

弘は「戦後政治の総決算」を唱えた際に、「自虐的な思潮が日本をおおった」と述べて、

日本としてのアイデンティティーの見直しと確立を説いた82。

76  『幣原喜重郎』幣原平和財団、東京、1955年、650頁。
77  同上、153-154頁。
78  「サンフランシスコ平和条約」、http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/

docs/19510908.T1J.html [2016年6月20日閲覧].
79  波多野『国家と歴史』37-42頁、日暮『東京裁判』339-342頁を参照。
80  当時の批判論の事例として東京裁判の弁護団員らの著作が挙げられる。瀧川政次郎

『東京裁判をさばく』東和社、1953年、菅原裕『東京裁判の正体』時事通信社、1961 年、
清瀬一郎『秘録　東京裁判』読売新聞社、1967年を参照。

81  大沼保昭『東京裁判 －戦争責任－戦後責任－』東信堂、2007年、25-26 頁、庄司潤
一郎「戦後日本における歴史認識　―太平洋戦争を中心として－」『防衛研究所紀
要』 第4巻第3号 (2002年2月) 。

82  中曽根康弘「新しい日本の主体性」（第五回軽井沢セミナーにおける講演、1985年）
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/exdpm/19850727.S1J.html　[2017年4月10日閲覧]。

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19510908.T1J.html
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その間、昭和時代の終焉と東西冷戦構造の崩壊という国内外の政治情勢の変化が

一つの大きな契機となって、「戦前日本の侵略性」、日本による残虐行為の糾弾、戦後補

償、そして昭和天皇の戦争責任をめぐる議論が一層活発化してきた。ここで注目に値す

る事業としては1990年代半ばに村山内閣が発表した平和友好交流計画に基づき2001年

に設置されたアジア歴史資料センターが挙げられるのだが、ルードヴィヒスブルク・ナチス

犯罪追及センターと違って捜査機関ではなかった。

国際法学者の大沼保昭が強調するように、東京裁判は植民地体制下の伝統的国

際法の最後の段階で行われたものであり、日本の行為の直接の被害者であったアジア

の「不在」はその「文明の裁き」の特徴となった83。ちなみに、1946年12月に開催された「

東京裁判から何を学ぶ」という公開研究会で、弁護士の布施辰治は戦争に反対した日

本人がこの際裁判の検察団や判事団に全く加わっていないことは不当であることも指摘

していた84。

日本人の手による戦争責任を究明する従来のイニシアティブとしては1995年に開催

された「アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷」などが挙げられる。主催者は民

間団体で、有識者を集めて構成する模擬法廷なので、「判決」に法的拘束力はないが、

その内容は次のようになっていた。

天皇裕仁は、アジア・太平洋地域における植民地支配や侵略戦争の遂行

に、大元帥として、統治権者として極めて深く関わり、さらに植民地や占領地で

も民衆支配や〈皇民化〉政策を推進するために大きな影響力を持った。また天

皇制は民衆を統合し、服従させ、排除しながら侵略や戦争への参加させる、宗

教的、且つ暴力的な力を発揮した（中略）象徴天皇制は、私達が戦争責任を未

決にしている象徴として存在する85。

さらに、慰安婦問題の責任を追及するための法廷を模した抗議活動として2000年に

東京で「女性国際戦犯法廷」が開かれた。九つの国や地域から来廷した60人を越す被害

者によりすさまじい性暴力被害の実態が次々と証言され、傍聴者を圧倒した。最終日、4
人の判事たちにより「沈黙の歴史を破って」と題された認定の概要が読みあげられた。そ

して「判決」はほぼ1年後オランダのハーグで下された。人道に対する罪としての性奴隷

制で起訴された9人の軍部・政府指導者は（昭和天皇も含めて）上官責任と個人責任で

83  大沼『東京裁判 －戦争責任－戦後責任－』32-33、59-61頁。
84  吉田『現代歴史学と戦争責任』193-194頁。
85  アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会編『戦争責任 －過去から未来

へ－』　緑風出版、1998年、425頁。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%85%B0%E5%AE%89%E5%A9%A6
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有罪となった86。この「法廷」は弁護人はおらず、公正さが欠けていたとか、検事として北

朝鮮の工作員が任命されたとか、証言者の旧日本の軍人は50年代に中華人民共和国

に戦争犯罪人として抑留されて洗脳を受けたとか、外国からの政治的影響が強かったと

いった様々な側面からの批判があったが、戦後日本社会をジェンダー・民族の視点で分

析した論考として確かに賛同できる。この事業の主催者は「戦争と女性への暴力」リサー

チ・アクション・センターという名称で活動を現在も続けている。

また日本国民自身による戦争責任の検証の試みとして、2005年に読売新聞社が１年

にわたって連載した記事のシリーズが挙げられる。翌年にまとめた書物の中では上記の

「民衆法廷」の判断と違って、明治憲法に天皇は国政上の責任をいっさい負わない「無

答責」と定められていること、開戦にいたる過程で「立憲君主としての枠内で一貫して戦

争回避に努めた」ことから、昭和天皇に戦争責任はないと結論している。「昭和戦争で日

本を動かしたのは、主に陸海軍の軍官僚たちだった」87。東京裁判によって指名されなか

った、満州事変で責任が重かった石原莞爾と、「日中戦争」が「対米英戦争」に変質する

きっかけをつくった「三国同盟」・「南部仏印進駐」に対して最大の責任を担う近衛文麿な

どが挙げられている。

他方、2006年に広島で開催された民衆法廷では日米の国際法学者らによる「判事

団」は「原爆の破壊的な威力を知りながら市民を狙って攻撃したのは、国際法に反し人

道に対する罪に当たる」として、米国のトルーマン大統領や原爆投下に関与した米将官

ら15人全員に有罪を言い渡した88。

それに加え、民主、共産、社民3党共同で1999年に衆議院に上程された「恒久平和

調査局設置法案」が挙げられる。この法案は、「我が国の関与によりもたらされた惨禍の

実態を明らかにすること」が目的とされ、調査対象として強制労働、慰安婦、化学兵器、

非人道的行為、国際結束違反などが明記され、これらの検証を通じて、アジア地域の諸

国民の「信頼醸成」と「名誉ある地位の維持」に資する、とうたっている。しかし、この動きは

いわゆる「自虐史観の永続化」を図るものであるという批判もあって、4回も衆議院に提出

されながら、いずれも審議未了となっている。こうした法案成立の基盤となるはずの、国民

の多くが共有できる「パブリック・メモリ」が未だに日本には形成されていないということがそ

の一つの理由でもあると指摘されている89。

86  「女性国際戦犯法廷」判決、http://vawwrac.org/war_crimes_tribunal/wct04_01_01
　[2017年4月10日閲覧]。

87  読売新聞戦争責任検証委員会編『戦争責任を検証する』中央公論新社、2006年、www.
yomiuri.co.jp/special/70yrs/main/#section7/1　[2017年4月12日閲覧]。

88  「原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島」、http://www.k3.dion.ne.jp/~a-bomb/indexen.
htm [2016年4月12日閲覧]。

89  波多野『国家と歴史 』12-13頁。

https://ja.wikipedia.org/wiki/<00E5><00BC> <00E8>���<00BA><00BA>
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%99%90%E5%8F%B2%E8%A6%B3
http://vawwrac.org/war_crimes_tribunal/wct04_01_01
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ただし、戦争責任論および戦争犯罪裁判に関する認識の全貌を把握するためには

戦後日本における平和運動の展開も視野に入れるべきである。戦争放棄は日本の国是

となり、平和主義は日本国民のアイデンティティーの重要な要素となってきたからである。

おわりに

東京裁判については様々な議論があるのだが、日本の外務省のホームページに掲

載されているように、日本の政府はサンフランシスコ平和条約第11条により、この裁判を

受諾して「異議を述べる立場にはない」としている90。現総理大臣の安倍晋三もこの見解

を支持しながらも、東京裁判に沿う歴史観からの脱却の必要性を示す発言で国内外か

ら注目と批判を浴びている。

連合国側が行った戦犯裁判の「審判」と「免責」をめぐる問題は戦後日本における「過

去の克服」の阻害要因となったことは否定できない91。保阪正康は、「戦犯自主裁判が世

界注視のなかで行われたならよかった。そうすれば、アメリカを中心とする連合国の占領

政策もまた変わった方向に進んだであろうし、日本の戦後史の歩みも変わっていたに違

いないと考えるからである」としている92。

確かに、過去に真撃に向き合う一つのチャンスとなる戦争犯罪の自主的な追求や裁

判が実現できなかったことは、日本が「敗戦のケジメ」を付けることも、「戦後」に終止符を

打つことも困難にしていると考えられる。しかし「ドイツに見習え」と言うならば、日本の場

合は自主裁判の対象はすべて公的な機関であり、その背景も非常に複雑であったことも

考慮すべきである。ドイツではナチスの犯罪に焦点が当てられ、戦後の再軍備の過程で「

無垢な国防軍」の神話が捏造されてきた。第二次世界大戦中のドイツ国防軍は約1800万

人が従軍しており、従ってその議論は、より国民的な性格を持ち、「集団的犯罪論」とも密

接に関わっていくことになる。そして戦後半世紀を経て漸く公的機関である国防軍の残虐

行為の直接責任をめぐる大きな論争が繰り広げられ、未だに決着はしていない93。ドイツ 

90  「歴史問題Q＆A」、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/index.html [2016年10月
10日閲覧]。 

91  粟屋『東京裁判への道』212-217頁。
92  保阪『昭和史七つの謎』162頁。
93  庄司潤一郎「統一ドイツにおける「過去」の展示と歴史認識 ―ホロコーストを中心

として―」『防衛研究所紀要』 第3巻第2号 (2000年11月)、50-59頁、木佐芳男『戦争責任と
は何か－清算されなかったドイツの過去』中公新書、2001年、Jochen Böhler, Auftakt zum 
Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, S. Fischer, Frankfurt am Main 2006、The discursive 
construction of history: remembering the Wehrmacht’s war of annihilation, ed. Hannes Heer [et al.], 
Palgrave, Basingstoke 2008.

http://d.hatena.ne.jp/keyword/<00C0><00EF>�<00E8><00C0><00D5>Ǥ
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C9%A5%A4%A5%C4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/<00C3><00E6>�<00F8><00BF>�<00BD><00F1>
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と日本とでは戦争犯罪を対象とした裁判は異なる展開を見せてきたものの、結局現在の

ドイツは日本と同様の疑問に直面してきていると言えよう。
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English Summary of the Article

Katarzyna Starecka

Japanese Initiatives Concerning Voluntary War-responsibility Trials

It is common knowledge that the International Military Tribunal for the Far East to 
Japan was equivalent to the Nuremberg trials to Nazi Germany. However, while Germany 
is seen to have actively pursued its war criminals, Japan continues to be accused of lack-
ing similar initiative, and failing to fully analyze or take responsibility, morally or politi-
cally, for the war. In reality, during the Allies’ conference for the acceptance of the Potsdam 
Declaration, Japanese Military officials proposed conditions allowing for Japan to carry out 
its own war criminal trials. Then on September 12, 1945 the Japanese government formu-
lated a declaration of “just trials” for war criminals, independently of the Allies’ war tribu-
nal. However it is worth pointing out that there was also unofficial pressure from General 
MacArthur’s headquarters to do so. In his opinion, a Japanese initiative in such matters 
was desirable. Based on this declaration, the Japanese military command began trials of 
class BC war criminals, but in February 1946 they were suspended at the behest of General 
Headquarters. It’s also important to mention that there was a plan to release an Imperial 
Rescript aimed at harsh penalties for individuals who defied the Emperor’s will and led 
Japan into an aggressive war (hangyakuzai). Additionally, leftist organizations were calling 
for civil tribunals that would try war criminals, starting with the Emperor. According to 
Yoshida Shigeru (the Foreign Affairs Minister and later Prime Minister), having the Occu-
pation run the trials was in fact the most favorable outcome for Japan because of the unique 
connection between the nation and the Emperor, for whom judging his subjects would be 
especially painful (shinobigatai), it also prevented shedding the blood of kinsmen, saved 
the Emperor, and contributed to a system of national security. Opinions on the Tokyo Tri-
bunal are divided; in present-day Japan discussions regarding the necessity of evaluating 
and re-evaluating wartime issues and judgments remain ongoing.

Keywords: war responsibility, voluntary trials, Emperor Shōwa, Higashikuni Naruhiko, 
Shidehara Kijūrō, Yoshida Shigeru





Mikołaj Melanowicz

Limits of Memory: An Interpretation of The Changeling 
and Other Late Novels by Ōe Kenzaburō

The Nobel laureate, Japanese writer Ōe Kenzaburō, is known in Poland mostly 
as the author of two novels: The Silent Cry and A Personal Matter, and a few short 
stories: The Catch as well as Lavish Are The Dead. That oversight remains even 
though more than thirty novels and a few volumes of short stories of his were 
published, out of which at least fifteen works are available in English translations. 
In Poland however, there seems to be a lack of ambitious publishers who would 
honor the Nobelist of 1994 by publishing more of his works. After being awarded 
an international prize in 2004 only one work, Nip the buds, Shoot the Kids, 1958, 
was published, which could mean that the Nobel Prize in Literature did not influ-
ence the rise of public interest in his literary output – supposedly too difficult for 
the demands of modern Polish readers.  

Ōe deserves stronger interest on the part of translators and publishers, since 
he is still writing about important issues, not only for contemporary Japanese, 
but Polish people as well. Even though he is seen as an outsider in Japan, his atti-
tude as a writer and moralist does count in Japanese society and is widely com-
mented on in the world. His refusal to receive The Order of Culture granted to 
him by the Japanese Emperor after Ōe›s Nobel Prize caused the discontent of 
many Japanese, and angered the nationalists. On the other hand his deploring of 
atomic weapons in his youth and his current disapproval for the usage of nuclear 
energy – especially after the Fukushima Plant disaster – do gain an ear in wide 
circles of Japanese society. It would not be right to say though, that his literary 
output is political in character, or that it advocates for leftist ideology. There is 
no doubt that at the base of the ideology of his novels – especially his late prose 
– lies a specific traditionalism. It is traditionalism in a sense of being rooted in 
the philosophy of life in a rural community and its primary mythology that he 
created himself drawing inspiration from the history of his family village on the 
island of Shikoku. It is there – in a kind of Faulkner’s Yoknapatawpha – that his 
characters often times look for wisdom and solace after painful experiences and 
dangers posed by the real world of a big city. The mythology of a village is for 
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him the archetype for a nation, or even greater, the universe, in which the faults 
of contemporary Japan are reflected as in a mirror. Also in the third volume of 
the last trilogy the writer Kogito, the main character of the story, returns to his 
family village in his later years but he does not find peace there, neither does he 
find the solutions to his problems. And, what really awaits him there will be an 
object of a different study. 

Let me remind you that the author combined novels published in the begin-
ning of the 21st century into a trilogy entitled Okashi na futarigumi – sūdo kap-
puru, which can be translated as “funny couple – pseudo-relationship”. There is an 
uncertainty as to what the okashi na means here exactly – does it mean “playful”, 
“funny”, “comic”, “strange”, “suspicious”, “eccentric” or maybe just “fake”. Maybe 
“fake” will be the best translation here, since it does relate to the second half of 
the subtitle, the “pseudo-relationship” or the “pseudo-couple”.

At first let us forget about the subtitle since it is not seen in the first edition of 
the novel, but later counted as part of the mentioned trilogy. The three parts being:
1. Torikaeko chenjiringu (The Changeling, 2000), where the Japanese word tori-

kaeko means “switched children”, and the added word “changeling” usually 
means a child switched by fairies.  

2. Ureigao no dōji (The Boy With a Melancholy Face, 2002), here dōji does not 
mean “a boy”, but rather a mythological figure, a universal symbol represent-
ing harmony and conciliation (see Claremont 2009:142).

3. Sayōnara, watashi no hon yo (Farewell to My Books!, 2005), the title relating 
to Nabokov  (The Gift) (ibid. 151). Here the author does bid farewell to his 
books, so therefore his past life, and definitely contemplates death. 

1. The Duality of the Protagonist

In the above mentioned novels the narrator and protagonist is the writer, Chōkō 
Kogito, a character modeled after, most surely, Ōe Kenzaburō himself. On the 
other hand, in each novel there is a different specific “partner”, co-creator of the 
protagonist. In the first volume it is Itami Jūzō, in the second – Rose, an Ameri-
can researcher of Kogito’s work. In the last volume it is Tsubaki Shigeru, a friend 
from the writer’s youth.

It could be said then, that the protagonist does consist of two people simul-
taneously, with one of them being in a privileged position. In most of the trilogy 
fables the privileged one is Chōkō Kogito. And still, Chōkō Kogito is a fairly stan-
dard character – he constantly reads and writes, travels a lot, mostly to academic 
institutions all over the world where he does his presentations and gives lectures. 
It is only because of the “partners” that the other side of his character shows itself, 
his more complicated personality, along with its negative features.
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In Torikaeko, it happens thanks to the director Hanawa Gorō, who constantly 
criticizes Kogito, even though from their youth they are seen as best friends. By the 
end of the novel Kogito’s wife Chikashi, Gorō’s sister, plays a similar judging role.

In Ureigao no dōji the writer Kogito, accompanied by Rose – a researcher of his 
literary output, travels back to his homeland on Shikoku island, where his mother 
is still alive. The mother talks about her son in a very critical way, saying among 
other things that all his writing is a pack of lies. Both women – the young one and 
the old one – fill in the blanks in Kogito’s roughly sketched image.

In Sayōnara, watashi no hon yo Kogito’s partner is Tsubaki Shigeru, he is seen 
to be “a friend” from Kogito’s youth, but actually he is a manipulator, a relation-
ship with whom is both difficult and dangerous for Kogito.

2. The storyline of Torikaeko

Torikaeko is an independent, complete novel that does not require continua-
tion in the next volumes. Therefore combining it with the next one might even be 
seen as an artificial maneuver since the relationship between the two protagonists 
runs out – in the beginning of the novel one of them is already dead. The story 
consists of Prologue, six chapters and an Epilogue.

In the Prologue entitled Tagame no rūru (The Rules of Tagame), the main 
character of the story, lying on an army cot in his study, listens to the voice in the 
headphones called “tagame” (a giant water beetle). The voice says: “So anyway, that’s 
it for today – I am going to head over to the Other Side now” (Oe 2010:3). The 
words were followed by a thumping sound. After a moment of silence the voice 
continued: “But don’t worry, I’m not going to stop communicating with you. That’s 
why I made a special point of setting up this system with Tagame and the tapes. 
Well, I know it’s probably getting late on your side. Good night!” (ibid.). Kogito fell 
asleep but after a while he heard his wife come in with the news of Gorō’s suicide. 

And so in the first paragraph the reader gets to know the three main charac-
ters of the story: the writer Kogito, his wife Chikashi and his friend Gorō, the film-
maker. The wife also mentions their son, Akari, whom she did not want to leave 
alone in the house while going to see Gorō’s wife, Umeko, in order to go together 
with her to the police to indentify the body. Kogito decides to go with his wife to 
see the widow and then he plans to return and take care of the phone calls from 
journalists, all the more expected since the family of the suicide had such close 
ties with the family of the famous writer.  

In the Epilogue: Mōrisu Sendakku no ehon (Picture Books of Maurice Sendak), 
Chikashi, Kogito’s wife, takes on the role of narrator and describes the situation, 
sharing her thoughts on her husband and her brother, Gorō. She remembers Sendak, 
the writer and illustrator, and his works she read in the past. Especially Outside 



270  Mikołaj Melanowicz

Over There that her husband recently brought from Berlin with a brochure enti-
tled Changeling decorated with portrayals of monsters by Sendak. Thanks to this 
book Chikashi regains many facts from her childhood reconstructing her own 
story with a prominent thread regarding changelings. 

Between the Prologue and Epilogue the story of Kogito’s stay in Berlin devel-
ops. The time spent in Berlin is supposed to be a kind of “quarantine”, an isolation 
from the relation with the recordings listened to through the “tagame” headset. 
The lonely stay in Berlin, however, does not separate Kogito from “talks” with the 
deceased filmmaker and his own past.  

In the first chapter, One Hundred Days of Quarantine (I), the writer is signing 
a German translation of his book, The Silent Cry, at the School of Comparative 
Culture of the Free University. During the signing he is approached by a slightly 
aggressive Japanese girl, who wants to talk about Gorō and the new generation of 
German filmmakers. Most likely she is the mother of a girl who used to be Gorō’s 
interpreter during his stay in Berlin. Because of those encounters Kogito keeps 
remembering talks with Gorō. On occasions like that, known names come to sur-
face. Among those mentioned are the poet Miyazawa Kenji, the writer Fukuzawa 
Yukichi, or Lord Jim – mentioned within the subtitle of a film that Gorō played 
a part in as an actor. 

In the second chapter, This Fragile Thing Called Man, the narrator still con-
ducts lectures in Berlin. He remembers Gorō being attacked by yakuza mobsters 
after producing a movie about them. He also reminds us about Gorō’s recorded 
speech about Kogito’s book, The Fragile Thing Called Man, based on which Gorō 
was planning to make a movie, The Unbreakable Man. The memory of a conver-
sation with a journalist brings back the issue of a young right-wing activist who 
murdered the secretary of the Socialist Party and then committed suicide in prison. 
The narrator remembers how these right-wing activists used to attack him – and not 
only in press – after his novel The Death of the Rightist Youngster1 was published.     

 In the flow of memories (… his thoughts kept returning to times long past, Oe 
2010:176) Kogito contemplates the reasons for Gorō’s suicide. He arrives at the 
conclusion that the reason for his friend’s death might have been something other 
than the terrorists’ attacks.

Gorō killed himself because he was worn out after having been played for a fool 
by an ‘evil woman’ (ibid., 162). 

In the third chapter, Terrorism and Gout, Kogito again looks back on his mem-
ories; among others he remembers the pain in his foot affected by gout that the 
assailants hit with a miniature cannonball (ibid., 464). 

1  Ōe did publish a short novel entitled Seventeen (1961) about a similar topic.
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The most important of the memory threads takes Kogito from Berlin back to 
his homeland, and to Matsuyama, where seven years after the war he was spend-
ing his evenings in the library of the American-run Center for Cultural Informa-
tion and Education, reading The Adventures of Huckleberry Finn, getting ready for 
his studies and listening to records of concert music. That was when a student 
appeared, a student of his deceased father, a nationalist, whose library was burned 
down by the students in fear of American inspection. It was also the place where 
the mysterious incident happened, latter referred to as “ARE” (“That”), in which 
all took part: Kogito, his friend Gorō and an American officer, Peter, allegedly a 
homosexual, who was supposed to deliver weapons – although faulty – to even-
tual attackers. The incident was dramatic and mysterious enough for everybody 
to avoid referring to it directly – through the whole novel it turns out the protag-
onist is unable to discover what exactly happened during the preparation for the 
attack, but the certain fact was, that officer Peter disappeared around that time. The 
reader suspects assassination, or homosexual relations between Peter and Gorō, or 
both. The main investigation here is an attempt to clear up the reasons of Gorō’s 
suicide, a famous filmmaker, and Kogito’s brother-in-law. 

In the fourth chapter, One Hundred Days of Quarantine (II), during his sec-
ond stay in Berlin, Kogito takes part in a film festival. He was invited because the 
young German filmmakers wanted to know the writer’s opinion on a fragment of 
a movie they made based on his novel Der stumme Schrei (German title of The 
Silent Cry). During his stay in Berlin Kogito conducts talks with Gorō’s acquaint-
ances, some girl among others, looking for answers concerning Gorō’s suicide. He 
understood that the quarantine had two goals: going back to his state of mind from 
before listening to “tagame” tapes and gaining enough self-discipline to be sure he 
would be able to keep himself from listening to them after going back home. Still, 
in Berlin the past kept coming back to him. 

He might, for example, be enticed by the style of a Japanese translation of Proust, 
and that might put him into a mood of leisurely remembrance of all things past 
(ibid., 238). 

A terrifying memory from his boyhood (ibid., 250). 

In the fifth chapter, Kokoromi no suppon, Trial by Turtle, the reader encoun-
ters the most cruel episode of the novel – murdering a turtle that Kogito got from 
someone after his return from Berlin. Before this incident Kogito was contem-
plating the words of a friend, to whose voice he was going to listen after getting 
back home.

Right now, who do you think is reading your novels? (ibid., 271). 
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The one experience he had never been able to escape from and which he now 
suspected had been one of the themes that had shaped his life’s work (ibid., 276).

Having pursued his memories of himself and Gorō to that point, Kogito pushed 
the call button over his head, even though he knew that beverage service had 
already ended (ibid., 281).

Already in Tokyo he wondered:

For me, now, he mused, isn’t Gorō already like another Brother Gii, as we exchange 
these messages about the much-missed past? (ibid., 275). 

Kogito, covered in blood after the fight with the turtle, listens to his wife say-
ing he came back not the same person she had known all those years (ibid., 299). 
He came back changed, became a “changeling”. But already the next day Kogito 
started to read, with undivided attention, a script written by Gorō thinking what a 
talented man Gorō used to be. In the script there was a Leader, most likely modeled 
after Daiō, a leader of the right-wing activists from Matsuyama. Reading Gorō’s 
script reminded Kogito of many past events, since Gorō used them in his story. 

In the sixth chapter, Nozokimi suru hito, The Peeping Toms, Kogito indulges 
in remembering his school times. 

Kogito was able to supply those details from memory as he looked at the illus-
trations (ibid., 321. 

According to Kogito’s recollections of the trip to Daio’s training camp… (ibid., 322).

Reawakened by Gorō’s screenplay, Kogito’s memories of that springtime scene 
came flooding back… (ibid., 325). 

As he looked at the illustration, the memories that crowded into Kogito’s head 
were couched in the simplest sensory terms (ibid., 331). 

Kogito had a fond memory of one New Year’s Day during that period, when the fam-
ily’s close female friends had gathered to share a meal, as was the custom (ibid., 333). 

These are the things Kogito remembered about that journey: the way the moon 
glittered fiercely on the surface of the river below (ibid., 338).

In the storyboard there was a visualization of Kogito’s mother, who was remind-
ing Kogito how Gorō once asked about the story of the family. Then he told him 
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the saga, starting with his great grandfather, who in the times of the peasant upris-
ing of 1860, as a village official, had to condemn to death the leader of the upris-
ing – the leader being his younger brother. One night Gorō was telling the story 
of Kobayashi Hideo’s translation of Rimbaud’s poem Adieu.

As a novelist, every time Kogito got bogged down in trying to re-create some past 
occurrence along a linear time sequence (i.e. this happened, then that happened), 
he would feel the necessity of changing the focal point of narrative by jumping 
around in time and space (ibid., 350-351).

I said that I had a feeling that Rimbaud was writing about our futures in “Adieu”… 
(ibid., 351).

Rimbaud says: Ha! I have to bury my imagination and my memory… (ibid., 354). 

Once again Kogito goes back to the meeting with Gorō in the old house in the 
mountains, to the young fighters that already had some kind of a plan of action. 
That is how it would seem from the screenplay in which Gorō sketched out two 
endings, two versions of the truth about what happened. But Kogito did not wit-
ness the event, he left the training ground, so he did not know the truth about 
Peter’s disappearance (was he murdered or not?).

The “investigation” run by Kogito ends in failure, because he can not bring up 
the details of the memories from his youth, those that would allow him to explain 
what happened back then, what changed Gorō’s life. It is not clear whether he did 
have a homosexual relationship with Peter. Was he involved in Peter’s presumptive 
murder? Do they both have some knowledge about that, but are mutually unable 
to admit to themselves the evil they committed? Definitely something dramatic 
did happen back then. Even Chikashi, Gorō’s sister and later wife of the writer, is 
certain that, back then, after two days of being gone, the boys came back some-
how different, changed.   

3. No answers for the most important questions

That is the basic outline of the story flowing through the six chapters of the 
novel. The summary does lack some elements important for the structure of this 
complicated tale, written mostly from Kogito’s point of view. Some major elements 
for explaining the storyline appear in the Epilogue, where Chikashi takes over 
the role of the narrator. She is usually the person responsible for maintaining the 
one set location in the story, Seijō Gakuen in Tokyo, from which the protagonist 
departures and to which he returns with new baggage – that of books, experiences 
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and regained memory. Most often Kogito was watching this place from afar dur-
ing his numerous travels. And the second character, the director Gorō, is watch-
ing it from another world.

It is no sooner than in the Epilogue that the direction of the observation 
changes, when Chikashi, the writer’s wife, becomes the narrator evaluating the 
world. The change is done in the moment she unpacks Kogito’s suitcase after his 
return from Berlin. From amongst his unpacked things another world emerges in 
which she finds her own place, thanks to two books that were in the suitcase. We 
have to remember that the writer was sending his books by mail. This time though, 
for some unknown reason, he actually packed the illustrated book Outside Over 
There by Maurice Sendak and the brochure entitled Changelings (perhaps distin-
guishing them?) into the suitcase. Chikashi sees herself in Ida, the main character 
of this tale. Thanks to Sendak’s book she regains multiple events from her past, 
rebuilds her own story, that she calls monogatari or in French comte. She contem-
plates the meaning of the “changelings” of Sendak, and those in her own life (Gorō 
after his mysterious disappearance in Matsuyama came back “changed” and her 
son, Akari, was born as a freak of nature). Chikashi wonders about the contents of 
Sendak’s seminar essay and she writes down her thoughts in a list. She appraises 
Kogito whom she many times did not understand, but whom she did marry. She 
recalls Kogito’s meeting with a Nigerian writer, Wole Soyinka, which took place 
in Hawaii. Then she focuses on Soyinka’s play Death and the King’s Horseman. The 
motto of the play constitutes the last sentence of Ōe›s novel summing up the results 
of the protagonist’s helpless wandering through retrieved memories that provide 
multiple details but no answers to his vital questions. It turns out that remembered 
and recalled facts contain no answers for the most important questions like con-
sidering the death of a close person, or the explanation of a fatal incident from 
youth. The narrator lives in a world build from narration and pieces of memory 
that do not coalesce into a logical explanation of the reasons of events that keep 
bothering the protagonist. He is reassured in his conviction about the restricted 
role of memory and he resorts to irony, advocating forgetting it all and thinking 
only about those who are not yet born.

Now forget the dead, forget even the living. Turn only to the unborn (ibid., 468). 

4. Privileged names

In the fiction novel Torikaeko, there are names belonging to the real world that 
the reader might know from his cultural education. For example M. Sendak, whose 
name appears promptly in the Prologue and again later when the reader can learn 
more about him in the Epilogue. This figure supports the structure of the whole 
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novel, starting with the title Changeling (which is the subtitle in Japanese: chen-
jieringu). The name of Wole Soyinka and his play Death and the King’s Horseman 
bear a unique meaning for enclosing the ideological composition of the novel. Such 
privileged names (Sendak, Soyinka, Mozart, Kennedy, see Komori 2002:14-24) are 
written in katakana, stressing their non-Japanese origin. Of course the novel also 
contains names written in Chinese characters (Shiga Naoya, Nakano Shigeharu, 
Akatsuka Fujio, Sakamoto Ryūichi, Asada Akira).

A special position is given to the philosopher, Maruyama Masao, whose name 
appears in relation to the incident referred to by a pronoun “ARE” (“That”) and in 
relation to the issue of right-wing activists (Kita Ikki, Inoue Nisshō). 

On the other hand there is a set of fictitious names in the novel (Chōkō 
Kogito, Hanawa Gorō, Chikashi, Akari), and these lead the reader into a trap. 
These names prompt the reader into treating Torikaeko as an autobiographic novel 
(Jpn. shishōsetsu). The facts from the novel-lives of Kogito and Gorō seem to be 
taken from the biographies of two important figures from the real world. The main 
character Chōkō Kogito is a writer, laureate of an international prize. He has a dis-
abled son (Akari), a composer. Therefore, for a reader that knows something about 
the life of the author of the novel, the main character could be indentified as Ōe 
Kenzaburō. Similarly Hanawa Gorō, a famous filmmaker and actor, who commits 
suicide, brother-in-law and a friend of Kogito, can definitely be seen as the film-
maker Itami Jūzō (1933-1997). Chōkō Chikashi, Gorō’s sister, remind us of Ōe›s 
wife, who gave birth to their mentally disabled son, Hikari. The critics (Numano 
Mitsuyoshi, Matsuura Hisaki, Komori Yōichi) warn the reader not to fall into the 
shishōsetsu trap (ibid., 8). But the reader does not listen to them. He will see the 
parallel: Kogito equals Ōe, Gorō equals Itami Jūzō. In his head he will create the 
characters compounded from two semiotic realms – the text of the novel and from 
his own imagination and knowledge coming from somewhere else, not from the 
novel. He will simultaneously read the text of Torikaeko and the paratext coming 
from his own imagination.

We have to remember, that between the text and paratext, from which emerge 
the characters of Kogito and Gorō, as well as Ōe and Itami, there is a mediation 
– tapes with Gorō’s talks (called “tagame”), that Gorō prepared before his death 
and sent to his friend. Thanks to those recordings, the writer Kogito has talks with 
their author, the already deceased filmmaker, and contemplates the times they 
spent together, mostly from their youth. He is reminded of Gorō’s critical opinions.

Unfortunately neither the remembrance of the facts from the biographies of 
both artists, Ōe and Itami, so taken from paratext, nor the memory regained by 
the characters of the novel, provide answers to questions posed by the protagonist 
and the reader. It turns out that the memory is not absolute, it is limited, espe-
cially when it is not written. The mysterious episode from the past brought up in 
the novel is never depicted. One can only imagine what happened. Kogito can 
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only imagine what really happened when Gorō met with Peter during the night 
that was so memorable for Chikashi (see Riceour 2006:15), and when the rebels 
were carrying Peter running down from the mountain. And what do all those 
remembered events bring up? Nothing firm. Hazy remembrance does not clarify 
their meaning. It does not decide the truth about Gorō ‘s life. Gorō himself did 
not trust his memory. That was why he decided to recreate its pieces, recording 
them on tape. Freud claimed he resorted to pen and paper for similar reasons (see 
Draaisma 2009:15). But even through tapes Gorō could not explain to his friend 
what influenced his life so dramatically. His memory turned out to be elusive, 
restricted, and did not explain the unavoidable flow of events that culminated in 
the leap from a tall building.
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ミコワイ・メラノヴィッチ

論文概要

「記憶の限界：『取り替え子』と大江健三郎後期作品の解釈」

本論文で筆者はまず、ポーランドにおいて大江の作品がそれほど多く出版されてい

ないこと、また最も重要な作品は1994年のノーベル文学賞受賞以前のものであると指摘

する。しかしこのノーベル賞受賞者は21世紀にも意欲的に著書を発表し、その中には本

論文でも取り上げる『おかしな二人組み』三部作の第一作目である『取り替え子　チェンジ

リング』（2000年）も含まれている。

三部作、そして『取り替え子』の主人公は二人だが、前面に出ている人物は大江健

三郎その人をモデルとする作家の長江古義人である。そのパートナー（メダルの裏面と

いう意味において）は、一巻目では監督の塙吾良であり、現実世界における伊丹十三

である。この監督のおかげで、比較的概略的に形作られた主人公、古義人の複雑な側

面が浮かび上がる。

『取り替え子』は三部作に含まれるものの、その物語は独立していて終わりがある。と

いうのも物語の終末とともに主人公達の間の関係は終わるからである。『取り替え子』のプ

ロローグとエピローグの間に古義人のベルリン滞在が語られるが、これは「隔離」つまり自

身の過去と亡き吾良の残した録音を家で聞き彼の自殺の原因について「究明」しようとし

たことからの隔絶である。 　 
記憶を辿るとき、四国の家族との経験が最も重要なモチーフとして現れる。しかし妻

の兄、塙吾良の死の原因の「究明」は失敗に終わる。何が起こり、何が吾良の人生を変

えたのかを明かしうる少年時代の記憶の詳細を、主人公は辿ることができないのである。

エピローグになると視点が変わり、ベルリンから戻った古義人の荷ほどきをする妻であ

る千樫が世界に目を向けるとき、彼女とともに別世界が現れ、そこに自らの居場所を発見

するのである。そして、事実の回想では最も重要な問い、つまり彼女の兄の自殺の動機に

関する問いに答えることができないことがわかるのである。

本論の筆者は、この物語の主人公が、数多の過ぎ去った出来事の動機を論理的に

説明することのできない語りや記憶の断片からなる世界に住んでいると述べ、記憶の限

られた役割を認める。最後は、全てを忘れただこれから生まれるもの達のことだけを考え

よと皮肉で締めくくる。

キーワード：大江健三郎、『取り替え子』、主人公の二重性、特権的な名前（伊丹十

三、モーリス・センダック、ウォーレ・ショインカ、丸山真男、井上日召）、大江の神話、テ

クスト−パラテクスト

Keywords: Ōe Kenzaburō,  The Changeling , duality of protagonist, privileged names 
(Itami Jūzō, Maurice Sendak, Wole Soyinka, Maruyama Masao, Inoue Nisshō and others), 
mythology of Ōe,  text-paratext.
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第11回ワルシャワ大学三井物産冠講座

武田双雲氏インタビュー

「書道と一期一会」

2017年11月29日

聞き手　アンナ・ザレフスカ、藤井カルポルク陽子

第11回ワルシャワ大学三井物産冠講座の講師は、書道家の武田双雲氏。独特で斬

新な創作活動が注目を集めているのみならず、人の心の持ち方や生き方についての考察

を多くの著書にまとめ反響を呼んでいる。今回は武田双雲氏に、書道の稽古、教え方、様

々な文字、呼吸法、型、こだわりや心の持ち方などについて、ワルシャワ大学図書館の茶

室「懐庵」でじっくりお話を伺った。

「寸心」– 丁寧に感じることが僕の稽古

ザレフスカ 武田さんのポジティブな考え方に非常に感動しました。先にご著書を読ま

せていただきましたが、ポーランドでポジティブな考え方というと、「自分は

完璧だ」とか「自分はすごい」と考えるものが多くなると思うのですが、武田

さんのポジティブな考え方は「状況を楽しめる方法を積極的に探す」というも

のだと思います。自分の捉え方や努力でポジティブになるというものです。

「努力する楽しさ」と言えるかもしれません。この考え方は武田さんの書の道

にも通じますか。つまり、書道に努力が必要ですか。そのなかで、苦労され

ることはありますか。

武田  僕は苦労がないですね。ひとつひとつ丁寧にしていることを「努力」というな

らば「努力」なのかもしれませんが、それが「苦労」にはならないんですね。

むしろ楽しくて楽なんです。ひとつひとつを楽に楽しくやろうとしている。つ

まり苦労の逆ですね。自分のしていることで、苦労と感じることはひとつもな

いと思います。

ザレフスカ 書道や茶道では稽古があります。武田さんは毎日稽古をされるんですか。

武田  僕にとっての稽古は、指を動かすとか体を整える、心を整えるなどの全てで

す。もちろん字も書きますけれども、丁寧に感じることにこだわっているとい
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うことで言えば、日々朝から晩まで意識して練習していると言えます。それ

は、疲れることなく、逆に楽になるんですね。ネガティブな考え方が生まれ

てこないので、問題が起こらないようになるんですね。

ザレフスカ 起こさないんですか、起こらないんですか。

武田  どちらもですね。

藤井  つまり感じることで、お稽古しているということですね。

武田  そうですね、感じる修行を毎日しているということですね。それが「苦行」で

はなく「楽行」だということです。

藤井  武田さんはお母様から書道を習われたということで、先ほどのお話の中で

も、筆の持ち方や姿勢について細かく指導があったけれども、とても明るく

教えてくださったというエピソードが印象的でした。書道の師匠であるお母

様から学ばれたことの中で、もっとも今生きていることは何でしょうか。

武田  それは、まさに「寸心」ということだと思います。ひとつひとつの「細部に神は

宿る」と言いますが、丁寧であることではないかと思います。あと、母親は丁

寧だけれど大胆でした。すごくリズミカルに気持ちよく、高いパフォーマンス

をする。大人しい書道というよりは、ダイナミックな面も学びましたね。丁寧で

あると同時に、ロックやラテンの踊りのような情熱も習ったんですね。

ザレフスカ では、武田さんが初心者に教える時は、どう教えられますか。細かく指導さ

れますか。

武田  初心者に教える時は、とにかく「楽しく」ということを教えますね。とにかく「楽

しかった」「面白かった」と思わせたい。第一歩は楽しいことです。生徒さん

の中にはプロを目指している人もいますから、そこでは細かいことも言いま

すけれども。初心者の方にはやはり「楽しかった」と言ってもらえることが一

番でしょう。

ザレフスカ 武田さんの作品を拝見すると、空間、空いているスペースが非常に大事だと

思われますが、例えば、ワルシャワ大学の授業で学生に漢字などの書き方

を教える時、学生はよく狭いスペースに書こうとしたり、字を小さく書こうとす

るんです。二つの字があるのに一つにまとめて書こうとしたり、ホワイトボード

に書く時もすごく小さな字を書きがちです。大きく書きなさい、充分にスペー

スを使いなさいと言ってもそうなってします。学生にこれを教える時、何と説

明したらいいでしょうか。

武田  それはなぜでしょうね。日本ではあまり聞かないのでポーランドだからあるこ

となのか、好奇心が湧きますね。もともと字というのはコミュニケーションツー

ルだから、相手に伝わらないと意味がないじゃないですか。だから、話して
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いる時にコソコソ小さな声で話さないですよね。「伝わる」と「伝える」の違いと

いうのは書道でも大事だから、そこは常に生徒さんにも、「自分の想いだけ

じゃない。伝えるだけじゃなく、伝わるということが大事だ」と言いますね。伝

わることを意識しないと、難しいと思います。女性に何かプレゼントをする時

にも、相手の好きなものを選んだ方がいいですよね。キャッチボールをする

時にも、相手が野球経験者かどうか、野球を知らない人かどうかで、グロー

ブの渡し方から、投げる速度も変わりますね。相手に合わせてボールも変化

させます。書道や漢字も、コミュニケーションですから、相手に伝わって初め

て成り立つものです。ある意味いい字かどうかは相手が決めますから、相手

に合わせてボールを投げられる、つまり狭い世界にいる自分のエゴだけで

書くのではない、そんな書道家でいたいと思っています。

様々な書体と作品

藤井  これまでに、いろいろな方の書を見てこられたと思うのですが、その中でも

特に刺激や影響を受けた書道家、あるいは書体がありますか。

武田  やはり、母親です。それは衝撃的でした。その感動があって、会社を辞めた

というのもあります。それは実家を久々に改装した時です。母親がふすまや

障子、壁に書を書いたんですよ。それがあまりにも格好良かった。その母親

の書を写真に撮ってホームページで紹介しようと思ったことがきっかけで書

道にまた魅了されて、会社を辞めることになるんです。ですから、やはり影

響は大きいですね。

藤井  一方で、お母様以外の書道家ではいかがですか。歴史的な書道家など、

影響を受けた方はいらっしゃいますか。

武田  やはり王羲之（303-361）ではないでしょうか。書家の中で唯一のスターだと

思います。

藤井  王羲之の書のどんなところに惹かれますか。

武田  書体は、現代の私たちが見るとそれほど特徴的ではありませんね。普通の

シンプルな書なんです。けれども惹かれるのは彼の世界観でしょうか。「蘭

亭序」という中国の曲水の宴に関する書がありますが、それは川の流れに

誰かが一句詠んで流して、他の誰かが二句目を詠むという貴族の遊びで

すが、蘭亭での宴の際に作られた詩集の序文が「蘭亭序」と言われていま

す。それが大変な宝となり価値の高いものとされてきました。しかしあまりに

も人気が高すぎて、王はそれを隠してしまったんですね。本物に近いと言
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われているものがいくつかありますが、どれが本物か分からないんです。そ

こに書かれている内容が、過去や未来、何百年何千年何万年という時間と

宇宙、そしてマクロとミクロの世界を描いていて、壮大なスケールと「寸心」の

部分をあんなに美しい書体で酔っ払いながら書いたというのに惹かれます

ね。スケールの大きさを教えてもらったと思います。

ザレフスカ ひらがなや行書、草書、流れるような文字は書道に多いと思います。私は日

本へ行くときはできるだけ書道の展覧会に行くようにしていますが、やはり漢

字とひらがなの作品が多いと感じます。時々ローマ字の作品もありますが。

武田さんは、カタカナの作品を書かれますか。カタカナの直線や角が多い

特徴を楽しんで書を書かれることがありますか。

武田  カタカナを作品にすることはあまり多くはないんです。カクカクしていて画数

もシンプルじゃないですか。だからすごく制限が多い。今日もカタカナで「ワ

ルシャワ」や「イタリア人」と書くことがありましたけれども、そんな時に僕は逆

に厳しさに燃えますね。いかにかたい字をしっかり読ませて、かつ自由に書

くかという。厳しいほど自由度は面白いですね。

ザレフスカ 今までカタカナを厳しいとは思わなかったです。シンプルで簡単すぎるか

ら作品にはならないのかと思っていました。

武田  そうですね、なかなか作品になりにくいから、逆に挑戦になるんですね。で

も日本の書道家でカタカナにチャレンジする人はあまりいないんじゃないか

と思います。崩しづらいですしね。

藤井  武田さんの作品の中には和歌や漢詩などを書いたものはありますか。

武田  作品として発表するものはないですね。自分の声、自分の言葉を書きたい

ですからね。もちろん、書道教室をしていますから、漢詩などを書くことは多

いですけれど。それを作品として発表したり売ったりすることはないですね。

藤井  武田さんの作品集を拝見すると、心に触れてくる印象深い作品が多くありま

す。漢字を書かれる際に、字源を意識して作品にされることがありますか。

例えば武田さんの作品の中の「聴」という字、それから「顧」という字を拝見

した時に、字源を意識されているのではないかと思いました。

武田  もちろん、それはすごく意識します。象形文字も調べますし、「顧」もそれを意

識していますね。ただ「聞く」だけだと門構えに耳ですが、「聴」は耳に「徳」

という字が一部入っている。高い人徳を持って、徳の心を持って、高い波動

を持って、耳を使うというのはとても深いことですね。ただ音を聞くだけでは

ない。そうした成り立ちに感動するから書けるんですね。

藤井  その字を生み出した人と繋がる感覚はありますか。



アンナ・ザレフスカ、藤井カルポルク陽子	 285

武田  ありますね、考えた人はすごいと思います。よくぞその言葉、その字を思い

ついたと。漢字そのものがアートだと思います。

藤井  『絆』というご著書の中の「念」、それから「縁」という字が印象深かったです。

「念」の丸いぽってりとした形、そのような形をどんな風に思い描いて作品に

されるのですか。

武田  「念」は今の心と書くことから、仏をイメージしました。仏様の角がない丸い

心、柔らかく温かい心です。そのような心をイメージして、墨の色もそれに

合わせました。

藤井  同じ『絆』の中の「立」という字、それから『たのしか』の中の「紡」「正」という字

は、ほとんど抽象画と言ってもいいほど斬新な書き方をされていると思いま

す。

武田  僕は宇宙がもともと大好きで、曲線と直線を究極にシンプルにした時に宇宙

のイメージや分子のイメージがあり、それと漢字を結びつける作業をしてみ

たんですね。その二つが共鳴している感覚です。

藤井  また『絆』の「幸」という字は、喜びで心が弾んでいるような様子を表現されて

いると思います。書く時には実際にそういう気持ちになって書かれるんです

か。それとも逆に心の中では冷静な状態なのでしょうか。

武田  心の中は冷静ですね。見た人がどういう気持ちになるのか、ということを考え

て、その字をプレゼントするような感じですね。プレゼントや包装紙を選ぶよ

うな感覚で、どのように表現したらいいか考えます。

藤井  私は能の研究をしているんですけれども、能楽師は鬼などの役の時は逆に

心の中は静かで、女性の役や静かな役の時は心の中は燃えている、と言い

ます。それと似た感覚もありますか。

武田  そういう部分もあるかもしれませんね。必ずしも逆になるということではない

んですが、書く時には常に客観的に、感情の中に入っていくのではなく、

感情を表現しているんですね。

藤井  感情そのものにはなりきらない、少し俯瞰した目で見るということですね。

武田  そうです、感情を中からではなく外から表しているんですね。

藤井  その時には、先ほどもおっしゃっていましたが、呼吸を整えたり、所作を整

えたりすることで、その状態を作るのでしょうか。

武田  作っているのかどうか分かりませんが、自然とそうなってしまいますね。エネ

ルギーは高いけれども、すごくリラックスした状態になります。

藤井  作品に向かう時の呼吸の重要性についてはどうお考えですか。呼吸に意

識することの効果はなんだと思われますか。
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武田  そうですね、呼吸が深いと力も抜けるし、自分の考えとか自分とはとか、エゴ

にとらわれた自分から解放できると思います、呼吸によって。いい呼吸の時

に、なかなかエゴは出にくいです。

武田さんのこだわり 一期一会、日々是好日

藤井  『絆』の中の「柔」という字と「誠」という字を見て、まさにその概念が形にな

っていると感じたんです。それは墨の濃淡ですとか、筆の運び方、勢い、

滲み、かすれなどが全て総合的に「柔」という概念を表現しているように思

います。そういったかすれや滲み、濃淡を出すために道具にこだわるとい

うことがありますか。

武田  はい、僕の場合のこだわりは、「これじゃなきゃ駄目」というのではなく、「出

会った道具に感謝する」ということです。ですから、例えば結婚した妻に、「

この妻ではなかったかもしれない」「まだ他にもっといい妻がいるかも」とは思

わないように、「縁」を大切にするということですね。一期一会、出会ったこと

を大切にするということです。ですから、筆と硯を評価せず、ただ感謝すると

いうことにこだわっています。

藤井  そうすると、出来上がった作品が最も大事だというわけではなくて、道具に出

会った時、その書を書いている時、その出会いが大事だということですね。

武田  そうです。自分が書いているんだけれど、筆や硯や、漢字を作ってくれた

人、見てくれる人、それらを含んだチームだから、すごく愛おしいことなん

ですよ。ですから、できたときに自分で自分の作品が嫌だと思うことはない

し、自分が書いた後で感動します。「自分が」というよりも、「自分がそこに参

加させてもらっている」という感覚ですから、本当に一期一会なんですね。

ですから、書いていて落ち込むことがないんです。

藤井  そうすると、うまく書けなかったと思うこともないんですか。

武田  それはあるんですけれども、それが別に駄目とは思わないんですね。自分

の理想とちょっと違うだけで、それに対してネガティブになることはない。「自

分」というものにこだわると面倒臭い事になります。下手とかうまいとか評価に

なるとさらにそうです。自分と言っても人の子供だし、遺伝子も人からもらっ

たものだし、重力のおかげでここでやっていけるのだから。評価軸というのが

僕にはあまりないんですね。だから落ち込まないのかもしれない。そして期

待しない。ただただ来たものに美しいと思える心を持てればいい。正しいと

か間違いだとか、好きとか嫌いという感覚はあまり出てこないですね。晴耕
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雨読と言いますか。日々是好日ですね。

ザレフスカ Facebookで武田さんをフォローさせていただいて、武田さんの載せていら

っしゃる作品を見るのを楽しみにしていますが、その中に例えば油絵の具

を使ったり、接着剤と塩を使った作品が見られます。それらの作品に対す

るときは、書道の時とは考えが違いますか。

武田  それも本当に出会いなんです。たまたま個展会場に入ったら接着剤があっ

たから、それを使ってみたくなって使った。接着剤だから透明になったら色

が見えないという話になって、キッチンを見たら塩があって、塩も雪みたいで

綺麗かもしれないと思って皆で盛り上がって。その場にある縁を大切にする

っていう意味では、墨の時と同じ考え方ですね。

ザレフスカ それでは、そこに接着剤じゃなくて他のものが置いてあったら……。

武田  それを使うんですね。あと、皆が喜ぶだろうなっていうことが繋がればいい

んです。独りよがりでいるのがすごく嫌なんです。自分だけが幸せだという

のではなくて、皆が喜ぶだろうなとか、伝わるだろうなということが見えたとき

に、こういうことをやりますね。自分だけが幸せでは流れができないから。そ

こはエンターテイナーとして大切です。接着剤に塩をまいて、どんとやると

付いていない塩が落ちるんですね。それも面白いだろうと、アートにしてし

まう。

藤井  今まで様々なアーティストとコラボレーションされていますが、その体験から

学んだことや、影響を受けたことはありますか。

武田  実は、全ての体験がコラボレーションです。今日もワルシャワ大学、三井物

産、皆さんとのコラボレーションで、僕一人では成り立たないものです。皆が

いないと成り立たない出会いだから、特殊なアーティストとやったからそれが

特別かと言ったら、必ずしもそういうわけではない。毎日がコラボレーション

なんですね。

藤井  そういう風に捉えると、どんな出会いも面白く感じますね。

武田  なんて有難いんだろうと思っています。常に恵みをもらってばかりなので、

何か恩返しがしたい。少しでも貢献できたらと思っています。

「型」は自由のための面白い道具

ザレフスカ ポーランド人に日本の茶道や書道、伝統芸能の話をするとき、「型」は破るも

のとか、きつい「型」やルールは嫌い、要らないという考え方をする人がいま

す。書道における「型」「決まり」「ルール」についてどのように思われますか。
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武田  そうですね。何をもって「型」と言うかが難しいところだけれども。さっきも講義

の中で言いましたけれども、本当の自由って型を破るのではなくて、型を自

由に扱えるということだと思うんですね。

ザレフスカ 自分のものにして……。

武田  そう、型を使って何でも自由に表現できる、ということが自由だから。

ザレフスカ つまり基礎として、型はやはり要るんでしょうね。

武田  型がないと面白くないと思うんです。だから型は自由のためにものすごく面

白い道具だと思います。

藤井  守破離という言葉がありますけれども、ご自身でもそういうことを感じられま

すか。

武田  常に守と破と離が混在している中で生きていると思います。そのバランスだ

と思います。守ったり破ったり離れたりして、そのルーティーンで生きている

から面白い、崩れない。ずっと破っていてもつまらないですからね。いろい

ろあるから、バランスが取れるんですね。

藤井  ところで、武田さんの著書の中に「ダカラコソデキルコト」という言葉が出て

きますが、ポーランドだからこそできることは何だと思われますか。

武田  今日の講義でもあったんですが、色紙に字を書く時、ライトとかカメラが邪魔

で、「見えない・書けない・動けない」という瞬間がありましたが、あれは普通

ではマイナスポイントなんですが、僕は「だからこそできること」を考えました。

このトラブルはまず笑いに変えられる。それでお客さんに状況を伝えたり、

邪魔なものと戯れたりもしましたね（笑）。ポーランド人だからできることは、

占領されたりした過去の歴史も含めて、人の痛みが分かるということ、それ

から平坦な地形だからこそできることもあるかもしれない。ポーランド語だか

らこそできることもあるでしょう。奥ゆかしく控えめで優しい文化だからできる

こともたくさんあるだろうし、リンゴがたくさん採れるからこそできることもあるで

しょう。

藤井  今日はポーランドの若い学生達にも会っていただきましたが、若い世代に

伝えたいことはありますか。

武田  まさに、今だからこそできることがいっぱいあるということです。将来のことを

案ずるよりも、今ポーランドで、ワルシャワ大学で、学生だからできることがい

っぱいあるから、今だからこそできることをたくさん見つけて欲しいと思いま

す。

ザレフスカ・藤井 武田さん、今日は本当にありがとうございました。
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