


はじめに

永滝　稔

　ここに『CROSS ROADS』第 13 号をお届け致します。
　本号は、『存在の歴史学―近代日本における未成の者たち―』の著者である田中希生
さんにエッセイをご執筆いただきました。歴史学を根底から考え直そうとする本書の魅
力の一端にふれていただければと思います。
　また荻原魚雷さんによる連載「追分道中記」は第 3 回目となり、長野県各地の追分を
取り上げています。私もいつか旧中山道を歩いてみたい。
　なお、本号では「連載　私が見た戦前の中国・台湾」についてお話をしないといけま
せん。実は、執筆者である父・永滝勇が 6 月 1 日に死去致しました。しかし、すでに連
載原稿を 2 回分書き終えていたので今年いっぱいはそれを掲載します。また、父には自
費出版本『昭和史の片隅で』という「自分史」がありますので、来年からはその中の文
章を毎回の連載分だけ分割して、父たち一家が敗戦によって台湾から日本に引き揚げて
くるまでを継続連載させていただきます。よって、来年からは「永滝勇 筆 ／ 永滝稔 編」
ということになるでしょうか。
　引き続き、よろしくお願い致します。
　また、このページの下の広告にあるように、有志舎と提携している高円寺の古書店・
ブックカフェ・酒房である「コクテイル書房」は、大学研究室などの蔵書整理・買取な
どの経験も豊富な古書店です。研究者・読者の皆さん、ぜひ、お声がけください。
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　昨年末、『存在の歴史学』を世に送った。
　この研究のはじまりのひとつは、ふと思い立
って訪れた職場近く、奈良は般若寺にあった戦
国時代の供養塔にある。春には一面コスモスで
覆われる鄙びた境内、雑然と生えた低木にさえ
ぎられたその壁面には、かすれてほとんど読め
なくなった文

キリーク

字で、「三界万霊　十方四聖　法
界平等」と刻まれているらしい。生きとし生け
るものが平等に成仏できますように―そんな
願いの込められたそれは、般若野を覆った夥し
い数の戦死者に向けられたものだという。
　自分ははっとした。そして腑に落ちた。応仁
の乱以来、奈良は戦乱の被害の大きかった場所
だが、この供養塔があらためて死の重みを感じ
させてくれたことに、はっとしたのだ。そして
腑に落ちたというのは、三

さん

界
がい

万
ばん

霊
れい

碑
ひ

のほのめか
す茫洋とした死の影が、日本の歴史に明滅する
説明のむずかしいいくつかの特異点を貫くよう
に思えたからである。要するに、応仁の乱と明
治維新、そして太平洋戦争とが、自分のなかで
ひとつにつながったのである。
　自分は、今日の歴史学がもっぱら「文献史学」
になっていることに危惧を抱いているひとりで
ある。学界は、先達の学説の根拠の不在を指摘
することで発展してきた。根拠とは、学説に対
応する文献のことであり、学説の隙間は埋めら
れるか細分化されることで、根拠づけられるか

宙吊りにされるか、さもなければ学説ごと排除
される。かつて文献の隙間を埋めてきたのは想
像力だったのであり、それを極限まで削り落と
し、できることならそれなしに語ることが、文
献史学の抱く夢なのである。実際、文献史学の
彼岸には、ほとんど野放図な想像力を用いた荒
唐無稽な歴史物語がはびこることがあり、だか
ら余計に、想像力を限界づけることは学術的に
正しい営みであると考えられてきたのである。
　こうして、歴史上の数多の戦争は、刻一刻、
政争に等しくなっていく。文献に残された為政
者たちの不確かな思惑のほうが、名もなき者の
客観的な死よりも学界的にははるかに真実に近
いものである。だから、戦争とは、政治の延長
であり、政争の一部なのである。そして文献の
網にかからぬ名もなき他者の姿は、想像力なし
には存在しえないのだから、文献史学の対象か
らはずれてゆくのである。しかしこれは歴史の
真の姿ではない。文献史学の都合にすぎない。
　死はひとを平等に襲う。生前、神仏の好みに
色分けされた人生を送る人間が、おのれに平
等という言葉を投げかけるため、いったいどれ
ほどの死を必要としたのだろうか。「三界万霊　
十方四聖　法界平等」。死ねば同じ―裏を返
せば、死を覚悟した者には「下剋上」をも意味
できることになる。こういうふうにこの言葉を
読むのに、想像力はまだ必要ない。これは論理
学の範疇である。しかし、この一二文字のひと
つひとつに死の影を感じるとしたら、それは想
像力の範疇である。わたしの想像力は、この碑
文の背後に夥しい数の死者の影をみせる。わた
しの胸はそれでいっぱいになってしまう。もち
ろん、すべての人間は死ぬ。それはのっぺりし
た全称命題である。ここに想像力は必要ない。
だが、「三界万霊　十方四聖　法界平等」の言
葉が指し示す死は、もっと手触りのある、特別
な死である。いいかえれば、どこまでも孤独な
人間の、そのつど一度きりの死の量感ある集積

著者エッセイ　『存在の歴史学―近代日本における未成の者たち―』

存在と文献史学

田中希生

般若寺の供養塔
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である。つまり歴史的なのだ。想像力それ自
体を敵視するひとには許されないかもしれない
が、自分は、これを想像力の、学問的に正しい
使用法であると信じている。
　「文献史学」を批判すると怒り狂う人間がこ
の世界には数多くいるのを承知している。しか
し、うまく伝えられるかはわからないが、自分
は真剣に批判しているから、とくに若いひとは
よく聞いてほしい。これからの歴史学のために
である。
　広い意味で文献は、歴史に触れようとする人
間が一度はくぐらねばならない、しかもほとん
ど唯一の門である。しかし、そういえるのは、
人間にはいつも言葉がつきまとってきたからで
ある。自然史においてはそうはいかない。言葉
をもたぬ者が残した言外の言葉を読み取るさま
ざまな方法が模索されねばならない。その一方
で、われわれの研究するのは人間の歴史であ
る。そして人間の歴史と文献史学とは同じ広さ
をもたない。文献は人間の歴史の一部を占める
にすぎない。この領域のかなりの部分を占める
戦争は、あきらかに言外のものであるという点
においてこそ、戦争である。またわれわれの人
生の多くをそこに費やし、しかもそれなしには
歴史の連続を想定することさえ不可能な恋愛や

子育て、教育もまた、言外の営みなしにはあり
えない。さらに、そもそも死者の世界―歴史
の世界―それ自体が、想像力に満ち溢れた、
それどころか想像力が生み出す世界なのであ
る。つまり人間の歴史をあつかおうとする者は、
文献の門をくぐったあとも、何度でもその外に
いる人間に触れようとせねばならない。
　言外の言葉。人間以外の生き物なら自在に用
いているこの手段が、言葉あるおかげでいかに
困難になっているか。《人間に触れたい》、たっ
たこれだけのことを実現するために、ひとは罪
を負わせて何度も追放してきた不確かな想像力
に訴えなければならないのである。
　文献は大切にしてほしい。歴史に触れる重要
な、ほとんどただひとつの門であり、一枚一枚、
一文字一文字、それどころかその余白にいたる
まで、味わい尽くすことができなければならな
い（しかしそんなことはわかっているだろう）。
だが、最後には、言葉にではなく人間に触れな
ければならない。だから一度入門した門からふ
たたび外へ出なければならない。そのこともた
えず胸に刻んでいてほしい。門外漢になる勇気
を―存在者はあくまで、門の外にいる。
　ただそのことをいうために、自分は『存在の
歴史学』という長い本を書いたのである。

Information

『存在の歴史学―近代日本における未成の
者たち―』

田中希生　著

A5 判、ハードカバー
450 ページ
定価（本体 3,600 円＋税）
ISBN978-4-908672-53-8
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　江戸の旅人は行きは東海道、帰りは中山道
を通る人も多かった。行きはお伊勢参り、帰
りは善光寺参りをするのが定番だった。
　昔の人にならって……というわけではない
が、わたしも行きにＪＲ東海道本線で移動し
たら、急ぎの用がなければＪＲ中央本線で帰
京するようにしている。
　東京と名古屋間のＪＲ中央本線は在来線だ
と 9 時間くらいかかる（東海道本線は約 6 時
間）。塩尻駅～中津川駅間は電車の本数が少
ないので、この区間だけ特急「しなの」に乗
ることもある。もちろんこの区間の宿場町（馬
籠宿、妻籠宿、福島宿など）に寄りたいとき
は在来線を利用する。
　そのうち電車に乗り続けるより、どこか適
当な宿場町で一泊するほうが楽しいとおもう
ようになった。余裕を持って移動できるし、
次の日もどこかしらの宿場に寄れる。歩き疲
れた後、宿に泊り、風呂に入って一杯。至福だ。
　ＪＲ中央本線で移動するなら塩尻駅近辺の
宿は狙い目かもしれない。楽天トラベルの「訳
ありプラン」で風呂なしの部屋を選ぶと塩尻
駅から歩いてすぐのホテルが（曜日にもよる
が）一泊 3000 円台。風呂なしといっても大
浴場はある。
　塩尻駅はＪＲ東日本とＪＲ東海の境界駅。
塩尻はその名の通り、太平洋側（愛知県の岡
崎や豊橋あたり）と日本海側（新潟県の糸魚
川あたり）からの“塩の道”の終点である。
北からの塩は牛が、南からの塩は馬が運んだ
ことから「南馬北牛」という俚言も残ってい
る。
　塩尻駅から名古屋寄りの一駅隣の洗

せ

馬
ば

駅の
すぐ北に旧中山道が通っていて、東に向って
歩くと分去れ道標と道祖神が見えてくる。中
山道と北国脇往還（善光寺街道）の追分であ
る。知らずに歩くと見落としてしまいそうな
何の変哲もない分かれ道だ。

　稲垣進一著『中山道　昔と今』（保育社カ
ラーブックス）によると、洗馬の地名の由来
は「木曽義仲が家臣の今井四郎兼平に出会い、
兼平が義仲の馬の足を洗って疲れを癒してや
った」ことに因むそうだ。
　三年ほど前、わたしは洗馬宿から「アルプ
ス展望しののめの道」という古道（旧東山道
も重なる）を歩いた。平出古墳群を通り、平
出の泉を過ぎ、平出遺跡付近で日没の時刻に
さしかかり、焦った。旅に出るときは常にＬ
ＥＤのヘッドライトを持参しているが、遺跡
は日中に訪れたほうがよい。夜は怖い。しば
らくして平出一里塚近くの信号が見えたとき
は「これで何とかなる」と安心した。一里塚
の信号からまっすぐ北に行けばＪＲの線路と
ぶつかる。線路沿いの道をひたすら東に向っ
て歩いていけば、塩尻駅だ。
　街道散策のときはいつもちゃんと計画を立
ててから歩こうとおもうのだが、ついつい寺
や神社に寄ったり、道に迷ったりして、気が
つくと空がうっすらと暗くなる。でも夕暮れ
時に町の灯が見えてきたときの喜びも捨てが
たい。
　今のところ、わたしが立ち寄った長野の追
分は洗馬宿、岩村田宿（中山道と佐久甲州街
道の追分）、諏訪宿、それから別荘地として
も知られる追分宿の四つ。軽井沢の軽井沢宿、
沓掛宿、追分宿は「浅間根越の三宿」の一宿。
追分宿（もより駅はしなの鉄道の信濃追分駅）
の追分は中山道と北国街道の分岐点で北に向
えば越後に通ずる。
　追分宿は堀辰雄文学記念館があり、本陣の
門も移設されている。旧中山道沿いには中山
道 69 次資料館（冬期は休館）もある。館長
は元々学校の地理の先生で質問すると中山道
や北国街道のことをものすごく細かく解説し
てくれる（なかなか帰してもらえない）。
　長野の追分でもっとも有名な追分は中山道

連載　追分道中記③

長野の追分の話

荻原魚雷
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と甲州街道が合流する諏訪宿だろう。諏訪宿
のある下諏訪は交通の要所だし、温泉あり、
諏訪大社あり、南に歩けば諏訪湖もある。た
だし諏訪宿の旧中山道は道幅が狭く、交通量
も多いので車（とくにトラック）がちょっと
怖い。
　街道歩きをはじめて以来、実在したかどう
かはさておき、至るところでヤマトタケルの
名を目にする。ヤマトタケルが東征の帰りに
諏訪に立ち寄ったといわれている。古代から
行きは東海道、帰りは中山道（＋甲州街道）
を通る人たちはいたのだろう。
　前回、山梨県の酒折の追分について書いた
ときにも触れたが、下諏訪の近くの和田峠は
黒曜石の産地だった。古い神社や寺は黒曜石
もそうだが、水銀や鉄や銀や銅や塩の産地と
関係が深い。
　江戸の街道、鎌倉の街道のつもりで歩いて
いると、知らず知らずのうちに古代史に引き
ずり込まれる。自分の頭の中の地理や歴史の
感覚がどんどん更新されていく。河川での物
流がさかんだったころは、地域のつながりも
今の感覚とはちがう。
　わりと最近まで、千曲川と信濃川は同一河

川ということを知らなかった（千曲川は新潟
県内に入ると信濃川と呼び名が変わる）。
　今、ＪＲ飯田線で豊橋駅から辰野駅（岡谷
駅）の“塩の道”を途中下車しながら探訪し
たいとおもっている。飯田線の豊橋～辰野間
はだいたい 7 時間―街道でいえば、信濃と
三河を結ぶ三州街道（伊那街道）とも重なる。
塩尻宿は中山道と三州街道の追分でもある。
　ＪＲ飯田線の伊那松島駅からすこし北に行
ったところにある「松島追分の道標」（上伊
那郡箕輪町）も見てみたい。この追分は三州
街道と岡谷道との分かれ道のようだ。松島追
分の近くには松島王墓古墳もある。
　塩尻駅からＪＲ篠ノ井線、ＪＲ大糸線に乗
って新潟の糸魚川駅まで行く旅もしたい。塩
尻～糸魚川間の乗車時間はだいたい四時間。
途中の松本から糸魚川間は千

ち

国
くに

街道と呼ばれ
ている。
　長野県内だけでも行きたい場所がたくさん
ある。長野に行くとしょっちゅう電車の乗り
継ぎに失敗し、いつも時間が足りなくなる。
これまで東海道本線ばかり利用してきたこと
が悔やまれる。
　塩尻通いはしばらく続きそうだ。

Information

『中年の本棚』

荻原魚雷　著

四六判、ハードカバー
紀伊國屋書店　発行
272 ページ
定価（本体 1,700 円＋税）
ISBN978-4-314-01175-4

※本書は有志舎発行の書籍ではありませんので、お
間違えなく。
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　翌朝、上海行きの列車に乗り込んだ。同じ
中国でありながら天津から南京までの汽車と
雲泥の差がある高級感のある車内に驚き、ま
た安堵感で上海までの列車の旅は車窓の風景
をゆっくりと眺めながら過ごす事ができた。
　途中で蘇州というところを通った。その頃、
李香蘭（後年、山口淑子として代議士として
活躍した）という女優が歌う「蘇州夜曲」な
る唄が流行っていたが、その舞台となった
ところである。まるで、茫々として広がる湖
の中を列車が走り抜けていくような所であっ
た。何か中国の昔の絵にあるような佇まいで、
とても戦火の渦中にある土地とは思えない。
　数時間も走っただろうか、やがて前方にニ
ューヨークの摩天楼もかくやと思われる高層
ビルの連なる街が見えてきた。上海である。
今まで見てきた中国の町並みとはまったく異
なっていて、まるで知らない西洋の地に来た
感覚であった。
　上海の街は、実質的には日本が占領してい
るようだったが、イギリス・フランスなどの
租界があり、日本人の多くは共同租界に住ん
でいて、そこはインドなど様々な地域の人達
も雑多に生活しているという摩訶不思議な都
市である。そして、私たちは、その共同租界
の一角にある小綺麗なアパートの一室にやっ
とたどり着き、父と久しぶりに顔を合わせた。
　上海での生活は、慣れるに従いすべてが当
時の日本に比べ裕福で心地よいものであった。
　数日後、私は母に連れられて、歩いて 10 分
位のところにある日本人小学校に転入の手続
きに行った。以前通った開封や天津とは違い、
校舎は同じ鉄筋コンクリートではあったもの
の、何となく日本的な落ち着いた雰囲気の学
校だった。先生も生徒も親しく接してくれた
し、内地にいるのと全く変わらない状況の中

で小学校三年の生活が始まったのである。
　やがて、父はまた船に乗るべく出掛けてい
ったが、父のいない生活にすっかり慣れてし
まった母と私は、周囲が全て日本人ばかりと
いう気安さも手伝って今までにない安らぎの
中で過ごす事が出来たのだった。
　休みの日には、近所の人に案内してもらっ
て、色々な場所を見て回った。上海神社は境
内も広く、驚いた事にその周囲を囲んでいる
鎖を留めてある支柱が高さ 50 センチくらいの
大砲の砲弾だった。でも、子どもにはそれが
少し不気味ではあった。
　上海神社のはす向かいには海軍陸戦隊の本
部がある。そこにはいかめしい軍装に身を固
めた歩哨が立っており、建物には無数の弾痕
が残されていた。「この辺は、上海事変の時に
激しい撃ち合いがあったところだよ」と説明
されたが緊迫感は感じられず、上海の街は戦
争とは全く関係のないような長閑で、また賑
やかな雰囲気の中で色々な人種が入り混じり、
それぞれが一見楽しそうに生活をしていたの
だった。
　広い道路の中央で交通整理をしている白い
ターバンのインド人、幌をつけた古ぼけたト
ラックに訳の分らぬ荷物を積んで走っていく
中国人、その中で少し身奇麗に見える服装で
出掛けていくのが日本人。車の前に鮮やかな
日の丸の小旗をつけて走る日本軍将校の乗る
乗用車と、その間をすり抜けるようにして走
っていくのが人力車で、幌付の屋根のある車
の梶棒を握るのは、笠のようなものを被った
中国人。これが物凄い速さで道路を突っ走る。
すごく楽しそうなので一度乗ってみたいと母
に頼んだのだが、「危ないから」と頑として聞
き入れてくれなかった。

連載　私が見た戦前の中国・台湾⑬

上海での生活の始まり

永滝　勇




