


はじめに

永滝　稔

　遅まきながら、明けましておめでとうございます。
　昨年はこの PR 誌『CROSS ROADS』の発行、Web マガジン『別冊　CROSS ROADS 
web』の発信開始、高円寺街頭での「歴史書即売会」開催など、新しい試みを開始した
年でした。今年も出版などを通して、歴史学を中心とする「知」の発展と普及のため頑
張っていきたいと考えております。引き続き、ご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。
　さて、ここに『CROSS ROADS』第 3 号をお届け致します。
　本号から、「Book エッセイ」として、色々な意味で本に関わっている様々な方々に連
載でご執筆いただく事になりました。最初は東京・高円寺にある古本カフェ・バー「コ
クテイル書房」店主・狩野俊さんです。同店は大正時代の古民家を改装した趣きのある
お店で、本を読みながらゆっくりお酒が楽しめる素敵なお店（古本も販売しています）。
本好きがあつまる高円寺ブック ･ カルチャーの中心地でもあります。
　皆さんも高円寺にいらっしゃってみてはいかがでしょうか。昔ながらの古本屋さんや
素敵な喫茶店も多くてすてきな街ですよ。



ー 1ー

　近代日本のデモクラシーの歴史を考え直し
てみると、一つの特色があることに気づかさ
れる。すなわち、戦争あるいは軍国主義や国
家的暴力への批判、まとめて言うなら反軍主
義とも言うべき系譜の存在である。それは近
年にも安保関連法に関する反対運動で現れ
た。ここで少しだけ近代日本の反軍の系譜と

「大正デモクラシー」について述べたい。
　明治期には近代日本のデモクラシーの源泉
とも言うべきいくつかの突出した思想が生ま
れる。なかでも 1901 年の社会民主党綱領は
画期的であった。同党は安部磯雄・木下尚江・
幸徳秋水らによって結成された。数日で禁止
された同党綱領には「純然たる社会主義と民
主主義に依り、貧富の懸隔を打破して全世界
に平和主義の勝利を得せしめん」ことが宣言
されるとともに、「軍備廃止」が高く掲げら
れたことは知られている。同党の反帝国主義
はのちの日露戦争批判で発揮された。
　第二次世界大戦後の「戦後デモクラシー」
にも軍や国家的暴力への批判が出てくる。象
徴と言えるのが日本国憲法第９条である。成
立当初の憲法 9 条についての国民の反応は冷
淡なものであったが、国民は徐々に憲法 9 条
を自らのものとしていき、「軍備廃止」を全
うできないまでも、それに近づくための努力
をつみあげていった。例えば、その後の 60
年安保闘争においても、ベ平連の活動におい
ても国家的暴力や戦争協力への批判が基軸と
なっていた。
　以上のような日本のデモクラシーにおける
反軍主義には、歴史的な中継点があると考え
られる。それは「大正デモクラシー」であろ
う。言論空間におけるリーダーのひとりは吉
野作造であった。「大正デモクラシー」期の
吉野は、社会民主党綱領を意識していたと考
えられる。それらは吉野によって何らかの形
で 1910 ～ 20 年代に再提起されるからだ。と

ころが吉野は「軍備廃止」をさすがに現実政
策としては掲げない。それ以前に解決すべき
緊急の課題として統帥権問題があったからと
も言える。彼は、ワシントン会議のような国
際的な軍縮を推進する立場を明確にするとと
もに、外交と軍事とを正常に作動させるため
に統帥権の独立の問題に取り組んだのであっ
た。
　統帥権問題への取り組みは、日本のデモク
ラシーや大陸政策に内蔵された植民地主義や
帝国主義の問題と密接に関連していた。言い
かえれば、諸課題を解決するために、統帥権
の独立とは避けられない問題であったのだ。
　以上のような当時の帝国日本の諸問題に吉
野はいかに対処しようとしたのか。本書では
吉野における統帥権と帝国日本の諸問題との
連関への気づきに始まり、彼が総合的な解決
策を提示しようと奮闘する過程を追う。吉野
と「統帥権の独立」との格闘は、今後の反戦
や国家的暴力批判に新たなアイデアを与えて
くれるかもしれない。（藤村一郎）

＊

　本書は、近代日本の転換点の一つだった満
洲事変に至る道を再検討したものである。本
書のユニークさは、パラレルに論じられるこ
との多い日本政治思想史研究と日本政治外交
史研究をクロスさせながら満洲事変を振り返
った点にあるだろう。後藤は主に関東軍のパ
ートを担当したが、その際、力を入れた点や
本書をまとめるにあたって感じたことなどを
簡単に振り返ってみたい。
　本書を執筆する際に特に意識していたこと
は、満洲事変を関東軍の視点から見直すとい
うことだった。満洲事変に至る対満蒙政策が
検討されるとき、多くの研究は中央政府の政
策決定過程に関心を寄せるが、本書は、現

著者エッセイ　『吉野作造と関東軍』

軍批判の伝統と「満洲目線」―『吉野作造と関東軍』刊行に際して―

藤村一郎・後藤啓倫
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地・満洲での執行過程の方を中心に論じた。
いうなれば「東京目線」ではなく「満洲目線」
である。こうした視点から刊行史料を読み直
すうちに見えてきたことが関東軍の満洲駐兵
問題であった。ここでいう駐兵問題とは、関
東軍の満洲における駐兵権を維持するという
ことと、満洲における軍事行動の自由を確保
するというものである。関東軍はシベリア出
兵期には満洲地域全体で駐兵権と軍事行動の
自由を確保していたが、ワシントン会議や中
国国民革命により徐々に制限されるようにな
り、満洲事変前には関東軍の撤退問題すら浮
上するようになっていた。そうしたなかで関
東軍によって強行されたのが満洲事変と「満
洲国」建国だった。関東軍の狙いは、日「満」
議定書と日「満」守勢軍事協定に集約的に現
れている。
　満洲事変を実行に移すことができた制度的
な要因は、やはり統帥権の独立であった。従
来の政軍関係研究では、統帥権の問題は政府
対軍部の枠組みで論じられたが、近年では、
陸軍省対参謀本部といったように軍内部に軸
足を移しながら論じられることが多い。しか
しながら、ここでの分析対象も「東京目線」

であるように思う。統帥機関である関東軍の
統帥権独立は、現地・満洲においてどのよう
に独立性を発揮させていたのだろうか。かか
る観点から統帥権の独立を捉え直すことが今
後必要だろう。
　以上のような関心を持ちながら本書を執筆
したが、そのなかで感じたことが一つある。
それは日「満」関係と戦後日米関係の類似性
である。知られているように、戦後日本の独
立回復が模索されていたころ、日米両国で焦
点となっていたのは、米軍の駐兵権と軍事行
動の自由の継続だった。その帰結が、日米安
保条約と日米行政協定であった。もちろん、
単純に比較することはできないが、駐兵問題
を切り口にすると、長期に亘る駐兵継続の方
法や軍人の法的待遇、基地撤去の問題、訓練
中の事故など共通項目の比較検討ができそう
である。関東軍の駐兵問題は、単なる遠い過
去の出来事に留まらず、実は現代につながる
日米関係が抱える諸問題の解明につながる可
能性を持っている。歴史研究は現代日本が抱
える問題の一端を歴史的に考える機会を提供
できる、ということを指摘して本稿を終えた
い。（後藤啓倫）

『吉野作造と関東軍―満蒙権益をめぐる民
本主義と統帥権の相克―』

藤村一郎・後藤啓倫　著

四六判、ハードカバー
320 ページ
定価（本体 2,600 円＋税）
ISBN978-4-908672-32-3

Information
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　小林秀雄が厨房に立ち、自ら腕を振るう居
酒屋というのを想像したことがある。手の込
んだ料理を食べると「舌が馬鹿にされたよう
だ」と書く彼のことなので、店で出す料理も、
妥協を知らない眼で選び抜いた食材を、絶妙
なタイミングで焼くか煮て、簡素だが力強い
器に盛りつけ、お客に出したのではないだろ
うか。河上徹太郎が狩った猪や野鳥、井伏鱒
二が釣ってきた鮎、そんな友人から持ち込ま
れる食材で、お客の舌を楽しませたかもしれ
ない。
　こんな小林秀雄の名前を冠した料理を店で
出している。その名も小林秀雄春巻き。中身
は、カニカマとズッキーニ。真贋に厳しく、
良寛の書を偽物と断じられると、日本刀で十
字に切ってしまう彼の名を、偽物食品の代表
のようなカニカマを入れた春巻きに付け洒落
てみた。
　コクテイル書房は、酒場と古本屋を兼ねた
店で、厨房には主に私が立っている。妥協と
ともに生き、大した審美眼も持っていないの
で、スローなカーブのような、こんな料理を
お客さん出しては、笑ってもらっている。店
のモットーは、食べることは読むことに似て、
拵えることは書くことと同じではないか。肴
やほろ酔いの先にある本を、どうすれば手に
取ってもらえるか、頁を開いてもらえるか、
日々考えながら店を営んでいる。
　以前は文士料理と称して、小説やエッセイ
に出てくる料理を自分なりにアレンジした料
理をお出ししていた。評判を呼び「文士料理
入門」という本を角川書店から出すことも出
来た。作家という、世の中の出来事に鋭敏だ
と思われている人種は、さぞや味にも鋭いの
だろうというのが、文士料理が受けた理由だ
と思う。実際はどうなのかと言われれば、つ
まらない答えだが、人によって様々だなとい
うのが印象だ。最近では「食い物の話を書く

と、どうしても文章が卑しくなる」と書く伊
集院静の言葉に共感を覚えたりもする。本の
中に出てくる料理（料理に限らず）は、読者
の想像力の中にこそあり、それゆえに無限の
おいしさにも満ちているので、自分の手で再
現して提供するというのは、いかにも傲慢だ
と思いいたり、自然に文士料理は店の品書き
から消えていった。
　最近では、作家に捧げる料理を出すように
なった（懲りないね）。そのひとつが文学カ
レー「漱石」だ。カレーは明治初期にイギリ
スから伝えられた。その頃のレシピにカエル
の肉を使うよう書かれていて、これはフラン
ス料理の影響とも言われている。インドカレ
ーが日本に伝わったのは昭和二年、新宿中村
屋が喫茶部を新設するときに、娘婿となって
いたインド人革命家ラス・ビハーリ・ボース
の進言により提供されたのが最初と言われて
いる。その間およそ 50 年、明治大正と日本
人は本物を知らずに、独自にカレーを進化さ
せてきた。このカレーの軌跡と、日本の近代
文学の歩みとは、似ているのではないか、と
いうのが「文学カレー」をつくるきっかけだ。
　漱石が生まれた牛込は、大宝律令で神崎牛
牧がつくられ牛が飼われていた土地だったと
いう史実と、漱石の好物が牛肉だったことか
ら、具材は牛肉をメインに。生涯、胃痛と神
経衰弱に悩まされていた漱石の症状を和らげ
るよう、スパイスには効能のあるクミンとシ
ナモンを調合した。隠し味には、これも好き
だったジャムと、イギリスで発症した神経衰
弱のトラウマという苦みを表現するため、彼
の国の黒ビールを加えて、味に深みを出して
みた。昨年の 6 月から提供を始めたが、幸い
好評で誉め言葉をいただくが、それ以上にう
れしいのが、漱石作品が店で売れることだ。
カレーをきっかけに、本を手に取ってもらえ
るのは、何よりの喜びだ。囃されたら踊れ、

連載　Book エッセイ　高円寺・コクテイル書房の日々①

拵えることは、書くことか

狩野　俊
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という言葉に乗って、このカレーを今年の 2
月 9 日、漱石の誕生日にレトルトカレーとし
て売り出すことにした。このカレーは基本、
本屋でしか買うことができない。これを手に
しようとすれば本に興味のない人でも、本屋
の門をくぐるほかない。カレーと同じ棚に並
ぶ漱石の文庫本に興味を持つ人もいるかもし
れない。パッケージは『こころ』以降、自ら
本を装幀した漱石ならこうしたかもしれな
い、というデザインをお願いした。パッケー
ジの中にはカレーとともにカードを入れ、そ
こには漱石や作品の紹介が書かれているので
食べながら読めば、全身で漱石を感じること
が出来る、本が読みたくなるカレーが文学カ
レー「漱石」だ。売り上げの一部を漱石の関
連施設に寄付して、彼の仕事を後世に残すこ
とに協力させていただくつもりだ。この文学
カレーは「太宰」「中也」と続けるつもりな
ので、見守っていただければ幸いだ。
　一昨年、作家の角田光代さんと対談をさせ

ていただいた。お互いに料理をし、拵えた料
理を食べながら、料理とは何か、角田作品に
おける料理はどのような意味をもつのか、と
いうのを話した。作家を前に、その作品を話
題にするというのは、なかなか勇気のいるこ
とで、生まれて初めて付箋を貼りながら小説
を読み進め、対談に臨んだ。そのなかで「食
べることは読むことに似て、拵えることは書
くことと同じように思うんです」と話すと、

「違うと思う。料理はレシピ通りに作ればそ
の通りになるけど、文章はそうじゃない。だ
から私は料理を作るの」と話された。あまり
に毅然としていた口調に、ややうろたえて口
ごもっていた私に「でも、似ているところも
あるかも」と優しく言ってくださった。角田
さんのやさしさだ。その気持ちに応えるため
にも「拵えることと書くことは同じですよ。
だってほら」と答えになるような料理や文章
を、いつか角田さんに捧げたいと思っている。

お店紹介

古本屋の仕事は、本を売ることでもありますが、本を買うことも、とても大事な
ことです。みなさまの内面を作り上げた蔵書を、本棚から引きずり出し、解体し、
新しい読者の元に届ける。このような蛮行は知的なものに対する蛮族、古本屋で
しか為すことは出来ません。しかし、読者を得ることで、本は再び生き返ります。
このサイクルこそ、あなたの内面の永久運動ともいえるのではないでしょうか。
どうぞ当店に本をお売り下さい。売値が安い本は、「交換本」として「まちのほ
んだな」にならべ、お持ちいただいた本と交換にてお持ち帰りいただけるように
しています。
詳しくはホームページで。　http://koenji-cocktail.info/
コクテイル書房　電話：03-3310-8130 　メール：cocktailbooks@live.jp
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　大連と言えば忘れてはならないのは旅順で
ある。といっても、4、5 歳の頃なので、断片
的にしか覚えていないのだが、なぜだが家族
で旅順に行くことになった。ご存じのよう
に、日露戦争の古戦場である旅順要塞がある
所だ。
　列車で行ったのだが、その途中、金州とい
う駅に着いたとき、父が何やら低い声で詩吟
のようなものを一人詠いだしたのを思い出
す。後年になってそれは、「山川草木うたた
荒涼、十里風 腥

なまぐさ

し新戦場」という乃木希典
の漢詩であったことを知った。当時は、何だ
か奇異にしか思えなかったが、今もし自分が
あの場に立てば、きっと父と同じ感情になれ
たろうなと思う。
　そして、旅順に着き要塞があった方角を見
たとき、広漠とした低い山稜は当時の姿もか
くやと思うほどに真っ赤に焼けた地肌にまば
らに細い立木が風に鳴っている。まるで死屍
累々と横たわる彼我の兵隊の姿がそこにある
ような風景だった。
　璽霊山（二百三高地）という小高い丘にも
登った。さらに、そこかしこに塹壕の後や、
壊れたトーチカがあり、壁には被弾したあと

（といっても穴は塞いであり塗りつぶした跡
が残っているだけ）が全面にあり当時の戦闘
の激しさを物語るようだった。
　また、乃木将軍とステッセル将軍が会見し
たという「水師営の会見所」と言うのも見た。
小さな丘の上にポツンと立っている土蔵のよ
うな建物で室内に細長いテーブルと椅子が何
脚か置いてあるだけの殺風景な部屋だった。
　外の狭い空き地に痩せかかった木が一本あ
り、母がそれを見て「ああこれがあのナツメ

の木なのね」といって「庭に一
ひと

本
もと

棗
なつめ

の木、
弾丸あともいちじるく」と小さく呟くように
唄っていたのを覚えている。これも、後に唱
歌「水師営の会見」の一節だと知った。
　そして旅順の帰りに「星が浦」という海水
浴場にもいった。遠浅で水が綺麗な海水浴場
のようだったが、どうも水遊びをしたと言う
記憶はない。
　ちなみに遥か後年になるが、2010 年に長
男の稔に連れられて 70 年ぶりに大連・旅順
を訪れた。大連の街は、当たり前だがすっか
り現代都市に変わっていた。しかし、満鉄本
社は昔のままの姿で建っており、中に入ると
まるで亡き父が今でもそこで働いていて、部
屋から出てくるのではないかという妙な感慨
に包まれた。
　さらに、昔住んでいた官舎を探したいと思
い、車で市内の高台を目指したが、「おそら
くこの辺だったのではないか」という所まで
は行ったものの、記憶がはっきりせず、つい
にかつての我が家のあとは分からずじまいで
あった。しかし、そこからホテルに戻る途中、
ゆっくりと下る坂を車が下りていったとき、

「あっ」と思った。公園のようなところに大
きな池があったのだが、そこは昔、冬になる
と凍ってしまうため多くの人がスケートを楽
しんでいた池である事を思い出したのだ。そ
う、この道だ、間違いない。かつてバスに乗
って、たびたび家から市の中心部まで母と向
かった道だった。何だか、熱いものが胸の中
にこみ上げてきたのだった。（続く）

連載　私が見た戦前の中国・台湾③

旅順への旅行

永滝　勇




