


はじめに

永滝　稔

　有志舎の PR 小冊子『CROSS ROADS』第 2 号をお届け致します。表紙のタイトルと
目次の一部については色を毎回変えていく予定です。
　さて、幸いにも 7 月に発行しました第 1 号は、皆さんに好評をもって迎えていただく
ことが出来ました。有り難うございます。
　また、私は（というか有志舎は）8 月のお盆の時期に夏休みを数日いただきましたが、
この夏は例年のごとく、全くどこにも遠出せず、地元・高円寺の周辺をウロウロする程
度で終わってしまいました。まあ、何しろメチャクチャ暑かったですからね。
　それに私は毎年、「夏休みの間は、高校野球を毎日、第一試合から第四試合まで見続
けるぞ！」というチャレンジを続けているのですが、どうしても第三試合の途中くらい
で飽きてしまいます。野球は子どもの頃からやっていたので大好きですが（ヘボ草野球
でしたが）、さすがに 4 試合連続は見られませんね。もっとも、最近はプロ野球中継も
地上波テレビでは殆どないので、選手の名前を覚えることができません。一方で、コー
チ ･ 監督は顔も名前も、場合によっては選手時代の背番号も分かるという…。いやあ、
もうすっかり年寄りですね。
　ちなみに私は元・巨人ファンでしたが、江川事件や桑田 ･ 清原事件を経て、今では強
硬なアンチ巨人に転向しています（笑）。



ー 1ー

　今から 17 年前の 2002 年、筆者が修士課程
の大学院生だった頃、私の報告に対して、指
導教員の中村政則先生から、「面白い史料だ
ね」、「史料が方法を規定するんだよ」という
コメントをもらったのを覚えている。夏季休
暇中に郷里の山形で役場文書の調査を行い、
大学院ゼミの修士論文の準備報告のなかで西
村山郡高松村（現・寒

さ

河
が

江
え

市）の満蒙開拓団
関係史料の紹介をした際の話である。
　経済更生運動の「模範村」として知られる
高松村は、戦時中に満洲に分村移民を実施し
た。母村と分村の間では書簡を通じた盛んな
交流が図られており、現地から送られてき
た 100 通を超える移民の書簡が役場文書の中
に綴じ込まれていた。当時、満洲移民史研究
では、移民の出身階層をはじめ、現地での他
の民族からの土地収奪、開拓団経営の搾取性
など社会経済的基盤が主要な論点になってお
り、史料としての個人の書簡をどのように扱
うかを含めて、移民の意識や日常生活の分析
はほとんど行われてこなかった。そうした点
とも関わって、満洲移民は日本帝国主義の一
翼を担った「加害者」であると同時に、軍や
国家に見捨てられた「被害者」でもあり「棄
民」にほかならなかった、という評価が定着
することになった。先の中村先生のコメント
は、そうした研究史の現状と筆者が紹介した
史料の特質双方をふまえたものであり、収奪
論や棄民論に還元されない新たな満洲移民史
研究の可能性を予感したことから発せられた
言葉だったのかもしれない。
　満蒙開拓団の主要な送出形態となった分村
移民とその関連史料への着目は、筆者に母
村・開拓団関係という新たな視座をもたらす
ことになった。それは、送出元である日本国
内の地域・農村だけでなく、送出先の満洲国・
植民地との関係を合わせて検討するという点
で、いわば、分析視角の空間的拡張を意味す

るものである。高松村の史料分析からは、母
村の支援なくして分村経営を行うことが難し
いと考えていた開拓団長の姿や、母村と分村
の結合関係が戦争の激化のもとで徐々に断ち
切られていく様子が浮かび上がってきた。
　こうした視座・方法は、その後、代表的な
送出地域である長野県下伊那地方や諏訪地方
の事例分析でも生かすことができた。例えば、
移民のなかには、先祖代々受け継いだ母村の
農地＝家産を手放すことなく、親戚や集落住
民に貸与するなど、コミュニティとの紐帯を
緊密に保ちながら移住を選択する自作農が少
なくなかったことも明らかになった。家（イ
エ）や村（ムラ）は、農村史や農村社会学の
領域など従来の学術研究でも大きな論点にな
ってきたが、満洲移民史研究では十分に考慮
されてこなかった。共同体的諸関係とでもい
うべき家や村と結びついた満洲移民の姿が明
らかになってきたのである。拙著のタイトル
に入っている「日本帝国の膨張」は、総力戦
や植民地・異民族支配を目的とした国策移民
という政策展開だけでなく、こうした移民と
母村の関係など研究視座の空間的な拡張、方
法の革新をも含意している。
　満蒙開拓団と母村の関係は、総力戦の時代
だけでなく、敗戦・日本帝国崩壊後の人の還
流、すなわち、「引揚げ」という新たなテー
マの分析へと結びついていく。戦前・戦時だ
けでは終わらない満蒙開拓団の戦後史であ
り、時間軸という点から満蒙開拓団の歴史を
再考することにつながった。「引揚げ」に関
する研究は、主に 1990 年代以降着手された
新たな領域であるが、かつて日本帝国が送り
出した移民を地域や戦後日本社会がどのよう
に迎え入れたのか、そうしたなかで引揚者は
どのように生活再建を図っていったのかが焦
点となったのである。従来、引揚者と戦後日
本社会との関係については、引揚者への差別

著者エッセイ①　『日本帝国の膨張・崩壊と満蒙開拓団』

空間軸と時間軸から再考する満蒙開拓団の歴史

細谷　亨
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や「国民」からの排除が強調されてきた。戦
後開拓など帰農政策や戦後海外移民にみられ
るように、郷里にはもはや居場所はなく、引
揚者は再び「棄民」となったという理解であ
る。だが、地域に残された役場文書を詳細に
分析すると、満洲移民をはじめとする引揚者
の困窮に対して母村は様々な手段を用いて救
済を図っていたことが明らかになった。民生
委員を担い手とする生活保護給付や要援護者
へのケアをはじめ、農地委員会では「不在地
主」にあたる引揚者の所有する農地について
は申請があれば小作農からの農地引上を認め
るなど一定の配慮を行っており、自作農とし
ての復帰を後押しした。
　引揚者の生活再建には大きな困難が伴って
いたが、こうした共同体的諸関係をふまえた
満蒙開拓団の戦後史の検証は重要な意味をも
つと考えている。それは、多くの満洲移民を
送り出した長野県下伊那地方の地域が、明確
に「送出者の責任」を自覚していたことに集
約される。例えば、かつて分村移民を実施し
た泰

やす

阜
おか

村は、敗戦後、引揚者救済の取り組み
がとくに活発にみられた村である。同村では
高度成長期に入ると、満蒙開拓団を送り出し
た歴史を正面から受け止め、福祉政策に力を

注ぎ、「生涯をまっとうできる村」づくりを
めざすことで、「在宅福祉の村」として全国
でもモデルケースになった。地域の外に人を
送り出すことで農村問題の解決を図った戦前
とは正反対の政策によって、農村社会や住民
生活の質の向上を図ろうとしたのである。過
去の歴史・政策の反省から戦後の地域づくり
につなげていったこと、満蒙開拓団の経験は
戦前・戦時では終わらないことをよく表して
いる。もちろん、こうした動きには、戦後の
地方自治や生存権規定を定めた日本国憲法と
いう制度的要因が深く関わっているが、その
前提には、敗戦後、「送出者の責任」を掲げ
て引揚者救済にあたった地域の経験が存在し
たことは間違いない。
　とはいえ、満蒙開拓団・引揚者の戦後史を
解明する作業はまだ緒に就いたばかりであ
り、今後の日本近現代史研究の重要な検討課
題にほかならない。ここでは、満蒙開拓団を
空間軸と時間軸から再考することが、総力戦
と帝国支配の時代だけでなく、帝国崩壊後の
戦後日本社会像の解明につながる可能性をも
っていることを指摘して、小文の結びとした
い。

『日本帝国の膨張・崩壊と満蒙開拓団』

細谷 亨　著

A5 判、ハードカバー
336 ページ
定価（本体 6,000 円＋税）
ISBN978-4-908672-27-9
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　これまで第二次世界大戦前後の国際政治史
を比較の視座から捉えてきた筆者にとって、
日伊両国を広範な歴史的文脈で捉えること
は、長年の課題の一つであった。例えば世界
的に見ても、グローバル ･ ヒストリーが隆盛
を迎えて、ファシズムの世界的展開を論じる
分析は増えている。しかし、その多くはドイ
ツを議論の機軸とする傾向が強く、「ファシ
スト・インターナショナル」のような初期の
時代、かつ思想的な領域さえ、1930 年代後
半以降のナチ・ドイツが覇権を握った後の流
れから、考察が繰り広げられている。
　実際、相変わらず日伊両国の引照基準は多
くの場合、ドイツを中心としているが、実は
ドイツには日伊両国と著しく異なる、第一次
世界大戦後の政治的前提が存在する。一つは
共和制への移行であり、もう一つは海外植民
地の喪失である。前者はナチ体制成立と展開
に大きく関わっており、後者はその後の侵略
戦争の性格を規定していた。これらの違いを
念頭に置けば、日伊比較はドイツを考える意
味でも重要となる。
　そして、第二次世界大戦後の日独伊三国が
どのような新体制を確立していったのか、に
ついては戦前との関係を論じる必要がある。
三国は戦前の体制を克服する上でも、平和、
人権、労働をそれぞれの戦後憲法で強調せざ
るを得なかった。それがどの程度まで戦後の
状況を規定していったかに関する議論は多様
であるが、少なくとも新憲法が、戦後三国の
民主主義にとって枢要な指標となったことは
疑いない。これ故、日本、イタリア、ドイツ
の憲法体制の特徴を明らかにする上で、戦
前・戦後の歩みを比べつつ概観する意義は大
きい。
　ただし、戦前において立憲王制を残し、海
外植民地を保有した日伊両国は、敗戦への国
内・国際的対応も独自の特徴を示し、占領体

制も四国統治という連立方程式を解かなけれ
ばならなかったドイツとは異なる前提の下に
あった。また、農民が人口の半数を占め、社
会経済構造的な矛盾を抱えていた日本とイタ
リアは、公正、平等といった共通の課題に直
面する。加えて、近代国民国家成立以降、ほ
ぼ 10 年ごとに大きな戦争を経験してきた日
本にとっては平和主義、20 年以上ファシス
ト体制が多数の人々を社会生活から排除し続
けたイタリアにとっての社会権は、両国にと
ってそれぞれ憲法の根幹理念となったのであ
る。
　日伊両政府のレベルでは、戦時期の弾圧も
経験した吉田茂とアルチーデ・デ・ガスペリ
が、憲法制定過程において、好むと好まざる
とに拘わらず、内外の要請に応える義務を負
っていた。こうした二人を分析する際、指導
者個人の資質ではなく、国内・国際的要因と
の相互関係の中で分析することは、単なるリ
ーダーシップ論を越えた比較の地平拡大につ
ながっていく。それは、イタリアの共和制選
択、日本の象徴天皇制への移行という、何れ
も君主に関する政体の問題と深く関わってい
た点で、日伊比較の重要性を高めている。
　これは、憲法の理想主義が保守リーダーの
現実主義によって裏切られたという単純な図
式ではない。実際、植民地をめぐる問題でも、
デ・ガスペリは対米交渉の最初の議題に植民
地を信託統治にする要望を挙げているのに対
して、吉田は国体護持についての主要課題こ
そが全てに優先しており、他方でデ ･ ガスペ
リが社会 ･ 経済的正義の実現を追求した側面
を吉田に見いだすことは難しい。同じ「対米
従属」の路線を引いたとされる二人であって
も、戦前以上に、複合的、多元的な対象を見
ながら、比較研究も行なう必要がある。
　『敗戦から憲法へ―日独伊 憲法制定の比
較政治史』（岩波書店）を執筆して後、10 年

著者エッセイ②　『戦後憲法を作った人々』

憲法制定をめぐる日伊比較の意味とは？

石田　憲
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の間、政治権力の中枢にいたわけではない
人々の憲法制定における役割が気になってい
た。さらに、戦後民主主義を象徴するような
政治的営みがどのようなものなのか、を考え
続けていた。それは垂直的構造のトップダウ
ンとは異なる水平的ネットワークによる柔軟
なつながりから生まれる活動ではないかと、
気になっていた二人の人物、高野岩三郎とウ
ンベルト ･ テッラチーニを調べながら、そう
した共通性の多さに気づかされた。『戦後憲
法を作った人々―日本とイタリアにおける
ラディカルな民主主義』は、著者にとって初
めての評伝的論集ではあるが、吉田やデ ･ ガ
スペリに代表されるリーダーとは異なる戦後
体制確立期の群像、集団ポートレートのよう
な制憲過程を描こうとしたのである。
　確かに高野とテッラチーニは、ブリリアン
トな思想家ではないし、カリスマティックな
運動家でもなかったが、それ故に地味なオー
ガナイザーとしての才能をネットワークの中
で十二分に生かしていった。目立たず、今日
両国でもすっかり忘れ去られてしまった二人

ではあるが、異なる意見に耳を傾け、政治・
社会的改革を試みるコミュニケーターとし
て、新憲法制定における不可欠な行動主体と
位置づけられよう。また、二人が直接起草に
携わらなかったとしても、憲法に多大な影響
を与えたことは間違いなく、こうした戦前の
抑圧システムからの解放を側面から援助した
重要人物に注目すれば、戦後体制を形成する
公共空間の再評価にもつながる。
　レジスタンスのあったイタリアと、なかっ
た日本という安易な欠如理論に陥るのではな
く、戦前からの流れを問い直すことは、懐古
趣味ではない過去からの民主的連続性に通じ
ていく。そして、孤立しながらも戦前から積
極的抵抗を続けたテッラチーニと高野だけで
はなく、「正義と自由」グループや丸山眞男
を分析の俎上に乗せた本書は、戦後の新たな
デモクラシーに向けた継続的営みをも射程に
入れたのである。憲法は成立までだけが重要
なわけではなく、その内容を不断かつ民主的
に実現する過程こそが、今日問われている。

『戦後憲法を作った人々―日本とイタリア
におけるラディカルな民主主義―』

石田 憲　著

四六判、ハードカバー
220 ページ
定価（本体 2,400 円＋税）
ISBN978-4-908672-28-6
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　大連に着き、何日か経って父が満鉄本社に
私たちを連れて行ってくれた。広々とした芝
生が広がる奥に見上げるような大きな赤レン
ガ造りの建物があった。無線技士であった父
の事務室は小さなものだったが、何と個室な
のだ。窓を背にしてとてつもなく重そうな机
があり、その上に、ゴチャゴチャした配線
と、無線を打電するモールス機器が並べてあ
った。その頃の満鉄といえば、三井 ･ 三菱と
肩を並べる勢いだったそうなので、父がこの
まま満鉄に腰を据えていたら、随分と優雅な
生活を過ごす事が出来たのかもしれない。
　さて、官舎での生活はそこにいる人たちが
同じ満鉄の社員と家族という事もあって、す
ぐに親しくなれたと思う。近所の子供たちと
裏山に登って戦争ごっこをしたり、トンボ取
りをしたりして遊んだ。
　やがて初めての冬が訪れた。寒さに馴れて
いなかった私たちだけに、この満洲の寒さに
はびっくりであった。部屋の中は大きなスト
ーブが有り、石炭も豊富だったので暖かいの
だが、一歩戸外に出るとその寒さは半端では
なかった。母が近所まで買い物に行くときに
その背中に負ぶさり、分厚いコートに包まっ
て襟巻きを二重三重にして出掛けるのだが、
それでも吹きすさぶ寒風に晒され立ち止まる
とその場で氷柱になってしまうほど。思わず
母の背中に手を突っ込んでしまった事もあっ
た。そんな時も母は何も言わずに手が入りや
すいように背をまっすぐにして襟を開け、私
の手を温めてくれたのだった。
　そして、大連の春は、大通りのアカシア並
木が一斉に白い花を咲かせて知らせてくれ
る。かすかに匂う甘い香りが春をよぶ。高層

建築が多い大都会ではあるが、それぞれが広
い敷地にあるためか、緑とアカシアの花の白
さが実に綺麗なコントラストを描いて、高台
から見下ろす景観は子供の目にもその素晴ら
しさが実感できたのだった。
　満鉄の官舎は大連市内の小高い丘の中腹に
あったので、市の中心部に行くためにはバス
を利用しなければならない。母に連れられて
乗る度に運転席の傍にくっ付いて満洲人の運
転手の真似をして「ブッブー」などと言いな
がらはしゃいでいたものだ。
　当時、大半の日本人は、中国人・満洲人を
蔑む傾向があったので、あまり彼らの傍には
寄り付こうとしなかった。しかし、母も私も
外地慣れしていなかったせいか、そんな意識
を持っていなかったので、普通に接していた
のだった。数年後、華北の開封という地に移
住した時も多くの中国人と接する機会があっ
たが、他の日本人と違って、両親共まったく
分け隔てなく彼らと付き合っていたので、父
のことを「永滝先生」（エイロンセンション）、
母の事をマーマー、私を「永滝の子供」（エ
イロンシャオハイ）と呼んで親しんでくれ
た。後年、開封を去る時、我が家のお手伝い
を長年してくれた中年の中国人女性が私を抱
きしめ、大粒の涙を流して「アイヨー」とい
つまでも別れを惜しんでくれたことを思い出
す。もちろん、日本は当時、中国を侵略して
いたわけだから、日本人全体には良い気持ち
は持っていなかったと思う。しかし、私は子
どもだったからそんな事は一切分からなかっ
たので、中国の人の温かさだけが淡い思い出
になっている。（続く）

連載　私が見た戦前の中国・台湾②

大連とアカシアの香り

永滝　勇




