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大化以前における国造制の成立

大川原竜一

（明治大学大学院文学研癖斗博士後期課程・日本史）

本報告は、 「大化改新」以前における、 「国造（クニノミヤツコ)」制の成立を考察したものである。

国造制とは大化以前の倭王権の地域支配制度であり､王権によって任じられた国造は､裁判権または刑罰権、

軍役を含む徴税権､勧農を核とする行政権、祭祀権を主に担い、県稲置（コホリノイナギ）とともに地域支配

を行っていたことが推定されている。

その国造制の成立H糊については､四世紀末から七世紀初頭と広範な時代幅で考えられてきたが､近年では、

、清書l東夷伝倭国条の「開皇二十年伯00)」にみえる「軍尼」を国造に比定し、七世紀初頭には成立してい

たことが確かめられており、六世紀代に実年代を求める説が有力になりつつある。厳密に六世紀代のいつの段

階なのかは､施行過程の問題とともに通説はないものの､おおよそ継体朝における筑紫君磐井の乱627-528）

や、安閑紀にみえる笠原直使主と同族小杵との争い賦蔵国造の乱）が終結をみる時点（534）以降が適当と

されている。また成立の歴史的背景として、五世紀末以降の群集墳の造成に象徴される、地或の首長制的秩序

の動揺に､半島における軍事的緊張状況という国際的契機が加わって成立した､との共通認識が得られており、

私見も大枠としては異なるところはない。

しかしながら、従前の研究の多くが、国造制を倭王権の「領域支配」制度と規定し、その王権の関与が列島

のほぼ全域におよぶ時期という、現象的な側面の検討に脚合している感は否めず､国造制の成立とそのH調に

ついては、 「国造」とは何か､すなわち国造の本質を正しく掴んだ上で改めて議論する余地がある。

本報告では､『日本割剖・『古事制に散見する「国遇表記を再検討し､大化以前における国造制とミヤケ

制、さらにウヂ名・カバネ制との関わりから、国造制の成立について考察を加えている。

国造の性格および国造制の成立を考察する上で重要な史料は、筑紫君磐井の乱と武蔵国造の乱を記す両史料

である。

筑紫君磐井の乱の顛末を記した『日本書紀』継体天皇二十一年（527）六月甲午条以下の三史料には､磐井

を斬った後｢彊場(サカイ)」を定め､その後､磐井の子である葛子が｢父｣に連座して課されることを恐れて、

「糟屋屯倉（ミヤケ)」を献上して死罪を賊うことを求めたことが述べられている。また安閑期に起こったとさ

れる武蔵国造の乱については､『日本書紀』安閑天皇元年閨十二月条にまとめられている｡争乱の発端は国造の

地位をめぐって笠原直使主と同族の4杵が争ったことにあり、のちに使主が王権(涼｣）に言上し、廟庭臨断」

により使主が国造に任命されるとともに小杵は詠殺され、さらに使主はその返礼として「四処屯倉jを、王権

のために奉上したという。
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葛子によって王権に献上された「糟屋屯倉」が、 ミヤケ設置記事の中でも信頼しうる最古級のものに当り、

また「糟屋屯倉」の献上と筑紫国造、そして「四処屯倉」の献上と武蔵国造との関係から国造任命とミヤケ設

置とは連動した事象であるととらえられ、さらに継体から欽明の時代、とりわけ安閑期にミヤケの設置記事を

多く見出せることは、国造制の成立を考える上で重要な論点の一つとなる。

地域のミヤケと国造制が密接な関係にあることは､『日本書紀l孝徳天皇大｛庖己年(645）八月庚子条の詔の

史料から、大化以前では地域の国造･伴造・県稲置の元にはミヤケが置かれ、国造･伴造・県稲置は、それら

を管理するとともに、コホリを治める仕組みによって王権への奉仕をなしていたことがわかる。ミヤケは王権

による支配の象徴たる施設であり、筑紫･武蔵両国造の例から、国造･伴造･県稲置になることと、 ミヤケを

設置しその管領を王権から承認されること|3連関した事象であると位置付けられ、国造制の成立H糊について

一つの指標を提示することができる。

もう一つの論点として、国造制とウヂ名・カバネ制との関係から考察を加えている。

武蔵国造の乱では､使主・小杵両者が「国道をめぐって争い、のちに使主を「国迩に任じるという記事内

容があり、本来的には使主は争いの発生時点ではいまだ「国過ではなかったことがうかがえる。その一方で

「武蔵国造笠原直使主」と、恰もすでにウヂ名（｢笠原｣）・カバネ（｢直｣）を有していたごとく記されているこ

とから、争乱の発生時点で初めて王権と撚虫したのではなく、 ミヤケ設置以前から、王権と何らかの関係性を

有していたことがうかがえ、国造への任命と識蒔にみえる個人名に付されるウヂ宅・カバネとの関係性を分

析することが重要となる。

国造もまた、他の社会的身分と同様にウヂ名・カバネの保有と不可分の関係にあったことが礎認でき、一般

的に「国遇に付されるウヂ名は､令制国郡名につながる地名であり、記紀ではカバネ「画を有する国造が

多くみられる。

国造の任命とは、地名に基づくウヂ名とカバネを、王権から賜与されることであり、記紀にみえる個人名に

付された「地名十国遇は、あくまでも国造であることを示した肩書的呼称であり、記紀編纂段階の歴史認識

による修飾であるととらえ、王権から賜与された「ウヂ名十カバネ」を付した人名こそが、大化以前では実態

的であったことを考察している。

最近では、島根県松江市の岡田山一号墳出土の鉄剣銘「額田部臣」の表記から、少なくとも六世紀中葉まで

には、一般的なウヂ名・カバネが成立していたことが確かめられているが、国造については、王権から賜与さ

れる形で、 ミヤケを中核とした支醜処点の管領と、その地域の支配を認定された地名をウヂ名とした時点を分

析する必要がある。

このように、国造任命に、ミヤケの設置およびウヂ名・カバネ制が関係することを確かめた上で、ケースス

タディとして、『先代旧事本紀j所収｢国造本紬にみえる吉備地域の国造をとりあげ分析している。吉備地域
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の国造は、のちの郡郷名と一致する封酩を冠しており、 ミヤケの具体的な設置過程と地名に基づくウ尭名の成

立過程を検討して、吉備地域における氏族編成の歴史的段階から、国造任命時期、ひいては国造制の成立とそ

の時期を析出している。

－4－



唐太宗昭陵の陪葬墓をめぐる一考察

堀井裕之

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・アジア史）

唐の二代皇帝太宗（李世民、在位626～649）が埋葬された昭陵は、唐の都である長安(現在の険西省西安

市）の北方約60kmにそびえる九媛山にある。貞観10(636)年6月に長孫皇后が崩御すると、太宗は、山を

封土に見立てた山陵形式の陵墓を造営し、自身と皇后の墓所と定めた。その翌年､太宗は唐轤ﾘ業期の功臣を

高祖の制凌へ、太宗即位に貢献した功臣と姻戚・皇族に昭陵に陪葬する名誉を与えた。ここに唐代の陪葬墓制

度が成立したのである。

本報告で扱う昭陵の陪葬墓は､九|暖山中腹及び南麓に広がる扇状の平地に分布している｡1970年より今日に

至るまで暫時進められている考古調査によれば、 167基が確認され、そのうち70基の墓主が確定し、40基が

発掘されている。他の唐皇帝陵の陪葬墓数が1～53基であることと比べると、昭陵のそれは圧倒的に多い。陪

葬墓のほとんどが、太宗から三代皇帝高宗（在位649～683）までの時期にかけて造営された。文献史料や考

古発掘の成果などを踏まえると、少なくとも約200名にのぼる人物が埋葬されたことが確認できる。以上のこ

とから、太宗～高宗期にかけて、唐朝が非常に功臣の陪葬に力を入れていたことがわかるのである。

では、なぜ、昭陵にこのような大規模な陪葬墓群が形成されたのであろう力もまず、太宗が貞観11（637）

年に陪葬墓制度を定めた詔勅文をみると、その目的が功臣の顕彰にあったことがわかる。太宗は同年に功臣・

皇室(主として太宗諸子･弟）を諸侯に擬えた世襲刺史(世襲の地方長旬に任命した｡翌12(638)年には、

宮中の凌煙閣に二十四功臣の画像を描かせ、功臣の顕彰を行っている。すなわち、陪葬墓制度は、太宗の対功

臣政策の一環として位置づけられるのである。高宗もまたこの政策を継承した。太宗・高宗の対功臣政策の目

的は､功臣の顕彰だけでなくその序列を定めることにあった。例えば､太宗は功臣への論功ｲ濱の際に、功臣

たちの食邑数をもってその序列を定めた｡高宗は､総章元(668)年3月6日に発布した詔勅において､高祖・

太宗時代の功臣に贈官を劃曽すると同時に、その序列を定めることを命じている。しかし、それだけでは留ま

らなし％対功臣政策は、太宗・高宗が貴族の序列を定め、あるべき唐政権像を示した氏族政策と密接に関係が

ある。とすれば、昭陵の陪葬墓の形成･拡大は、太宗・高宗の氏族政策で示された唐政権像を如実に反映した

ものと言える。

では、昭陵の陪葬墓に示された太宗・高宗の唐政権像とはどのようなものであったのだろう力もその問題に

せまる手がかりとなるのが、昭陵に陪葬された功臣の序列である。彼らの序列については、当然、その葬送儀

礼・墓葬等級にも反映されたはずである。彼らの葬送儀礼における待遇については､新旧I唐書』の列伝や、

墓碑･墓誌などから具体的に知ることができる。また、墓葬等級についても、発掘報告で情報が得られる。す
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なわち、陪葬された功臣の葬送儀礼・墳墓の等級を手掛かりとすれば、その序列を再現することが可能となっ

てくる。

そこで、本報告では、昭陵から窺える功臣の序列から、昭陵陪葬墓が成立・拡大した背景について考察し、

あわせて、昭陵の政治的機能についても検討を加え、昭陵陪葬墓の背景にある太宗・高宗の唐政権像を浮き彫

りにする。
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19世紀初頭における西インド諸島市場をめぐる米英の対立

一アメリカ航海法の制定とイギリスの対応一

小池航太

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・西洋史）

アメリカ合衆国は、19世沸磯半以降､カリブ海市場への進出によって､経済発展を遂げた。しかし、カリブ

海への経済進出は19世紀初頭から始まっていた。そこで本報告では､合衆国がイギリス領西インド諸島との

通商改善のために、1818年に制定したアメリカ航海法と、これを受けてイギリスが1822年に制定した植民地

貿易法､双方の成立過程を検討する。こうした研究視角によって、後の合衆国経済発展において重要な位置を

占めるカリブ海市場への経済進出の勘監が、 19世紀初頭に築かれた事を明らかにする。

19世紀の米英通商関係をめぐる先行研究において､合衆国の研究者は､当該時期の合衆国による通商活動拡

大運動は、常にイギリスによって修正を強いられたという結論に達した。一方､イギリスの研究者も、イギリ

スが19世紀に航海諸法を緩和し、自由貿易を促進した主たる要因は、産業革命の進展に基づく国内製造業の

発達と、それにともなう通商上の競争力向上にあり、合衆国による働きかけは限定的な効果しかなかったとい

う見解に至った。しかし､両者ともにほとんど自国の史料しか使用しなかったため、19世紀初頭の合衆国によ

る通商拡大運動の成果を過小評価することになった。本研究では、米英双方の史料を用いることで、モンロー

政権期､合衆国がすでに西インド諸島からのイギリス勢力駆逐に部分的ながらも成功し、同地域への経済進出

の地歩を築いていたことを論証しようとするものである。

18世紀から19世紀初頭にかけて、イギリス領西インド諸島植民地では、奴隷への食料供給を合衆国からの

輸入に依存していた。しかし、イギリスが航海諸法を制定していたため､合衆国産4表を輸送できるのはイギ

リス糊自だけだった。そのため、モンロー政栂證卜交政策によって問題解決を図ろうとした。こうした状況を

背景に、1818年、連邦議会では西イン1諸島との直接貿易再開に向けた議論が始まった。

まず、下院外交委員会委員長、ジョン･C・フォーサイスは、イギリスの西インド貿易の弱点を指摘する報

告書を下院に提出した。この中で彼は、もしカナダから食料を輸入する場合、冬季は港湾が結氷するため、イ

ギリスは夏季し力輸送することができないと指摘した。また、カナダ産小麦粉は栄養価も低く、奴隷が労働に

耐えうる体力を維持するには不向きであると述べ、合衆国がイギリスに農産物を提供しなければ､イギリスの

植民地経営は破綻すると結論付けた。

この報告を元に、連邦議会ではアメリカ航海法制定に向けた審議が始まった。この審議において中心的役割

を果たしたのが、合衆国最大の貿易都市ニューヨークの貿易商の支持を背景に当選した、上院議員のルーファ

ス・キングだった。キングは航海法成立を求める演説の中で、イギリスが採用した閉鎖的体制をｦ燃し、米英
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間の農産物互恵貿易開始を主張した。キングの提案したアメリカ航海法は圧倒的支持の下、成立に至った。同

法の骨子は、一部のイギリス植民地から寄港したイギリス糊自に対し、合衆国全港を閉鎖することであった。

つまり、合衆国はアメリカ航海法によって、イギリス領西インド諸島への食料供給を停止することで、イギリ

スに通商規制の緩和をせまろうとしたのである。

しかし1818年の同法制定後も、イギリスは航海法適用範囲外だったカナダのニューブランズウイック、ノ

ヴァ・スコシアから合衆国を経由してイギリスは西インド向けに食糧､木材を供給した。こうした状況に対処

すべく、キングはアメリカ航海法の修正案を議会に提出した。審議の中で彼は、同法の適用範囲を、低緯度カ

ナダ、バミューダ、そしてバハマなどに拡大することを提案した。連邦議会はキングの提案を支持し、アメリ

カ航海法修正条項を成立させ、これによってイギリス領西インド植民地は、主要な食料輸入国である合衆国か

ら食料供給を受けることが難しくなった。

アメリカ航海法の自国経済への影響を懸念したイギリス議会は､1822年､殖民地貿易法｣の審議に入った。

商務院総裁フレデリック・』 ・ロビンソンは、18世紀後半から19世紀にかけて、合衆国産の小麦粉は､植民

地プランテーション人口の維持においてもっとも重要だったと述べた。実際合衆国独立後、イギリスが航海

諸法によってイギリス領西インド諸島と合衆国との直接貿易を禁じたため、食料供給が困難になった西インド

諸島の総督が、合衆国糊自の植民地貿易への参入許可を本国に求めるという事態が起きた。

こうした状況を踏まえ、ロビンソンは､航海諸法の改正を議会で訴えた。彼の改正案の要点は､植民地と諸

外国の直接貿易を許可することで、イギリス外国貿易の発展を図るというものだった。直接貿易が認可されれ

ば､合衆国産の農産物を円滑に植民地に供給できるようになるため、こうした改正は必要だと彼は考えたので

ある。ロビンソンが提案した改正案は、聴民地貿易脚として成立した。その結果､合衆国は自国商船で西半

球のイギリス領植民地に食料を供給することを許可されたのである。

このような西インド諸島における通商をめぐる米英の相克を経験し、ロビンソンの後を継いで商務院総裁に

就任したウイリアム・ハスキソンは1826年に、聴民地貿易法｣制定の背景には合衆国の政策決定の影響があ

ったことを明言している。また､統計資料からも、 「アメリカ航海法｣制定後､イギリスの西インド諸島への輸

出量は減少し、合衆国による輸出量は増加していることが明らかである。

以上の立論は、19世紀初頭に､合衆国が先行研究で主張されたように､イギリスとの通商対立において常に

譲歩を強いられていたわけではなかったことを示している。それどころか、合衆国はアメリカ航海法、および

その修正条項によって、西インド諸島において、自国の経済進出の基盤を築いていたと言える。
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｢道東における石器ブロックと黒曜石利用」

金成太郎

（明治大学大舗淀文学研騨牌士後期課程・考古学）

1導入

日本の旧石器時ff研究では､遺跡分析を行う際に構造的に唖卑するという方法が用いられており、「スポット

ーブロックーユニット」と表される概念がある（安蒜1997)。北海道では、 「ブロックを形成する個々の石器

の詳細な属性抽出と分析による状態把握が、なによりも先行されるべきである」幟丸2001）という提言を

受けて、近年いくつかの分析例が提示されるようになった。しかし、これらの分析は全道的規模で行われてい

るものではなく地域的にまとめられており比較資料の蓄積を行っている段階である。こうした流れを受けて、

北海道網走郡美幌町内の遺跡を分析することにより資料の提示を試みる。更に遺跡は個々の事象の累積により

形成された可能性があり規模に大小がみられる。こうした見かけを払拭するために、遺跡形成の基礎単位とな

る「ブロック」を用いて遺跡を分解し石器製作によって残された活動を類推することにより機能を抽出し、再

構築することで遺跡が持つ意味を考え旧石器時代の人々の活動について解明していきたしも

2分析方法

分析の舞台は、北海道東部、北見市の東に位置しオホーツク海に注ぐ網走川が南北に流れている美幌町であ

る。対象となる石器ブロックは､常呂川と網走川を隔てる丘陵中央部に位置する豊岡7遺跡の2ブロック、丘

陵の縁に位置するみどり1遺跡の6ブロック､網走川東岸の河岸段丘に位置する元町2遺跡の4ブロックであ

り、3遺跡合計12ブロックである。ブロックの帰属H糊は､細石刃核の型式､有舌尖頭器が組成することから

後期旧石器時代終末期（山原1998）と考えられる。

ブロックの分析方法は石器の組み合わせ鯛j勅について分析する。細石刃と細石刃核の数量比、狩猟に用

いるための刺突を目的とする道具＝「直接生産用具」と、獲物の解体・皮や骨の加工･道具の製作や加工に用

いる道具＝「間接生産用具」 （力曜1970）の数量比（直間比）を属性として用いる。細石刃は木製や骨製の

軸に刃を埋め込んで用いる直接生産用具でありこの時期の代表的な石器である。直間比はブロック内の活動を

反映していると推定できるのでブロックの柵眉を導き出すことができる。具体的には直接生産用具が多く製作

されているブロックは直接生産活動を行うためのブロックであり、間接生産用具が主体を占めるブロックでは

生産物の加工が中心となり生活の拠点として機能していたと考えられる。その他、特徴的な石器の抽出を行い

ブロック比較のための属性として用いる。

石器の製作．技術に関しては、石器の素材を特定することで素材狸得技術を解析し、同時にブロック内での
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石器の製作・細石刃の製作について製作工程を検討し製作段階を特定する。

黒曜石の利用では、ブロックに残されている石材の利用構成について分析する。石器製作に石材は必要不可

欠な存在である。石器製作に向いている石材もあればそうでもない石材もあり、石材の質が石器のもつ機能を

も左右する。また、石材産出地は限定されている場合が多く大量に入手するための条件も限定的である。こう

した「質と量lという石材利用環境に石器製作は影響を受けるので、ブロックに残された石材利用構成は旧石

器時代の人々が残した直接的な痕跡であると考えられる。

今回注目する熱漫石はガラス質の火山岩であるため釘豚llな刃を作りやすく、加工もしやすいので石器製作に

適している石材である。また、北海道は黒曜石の大規模な原産地が各地にあり、河l 1でも容易に採取できるた

め広く盛んに用いられている。美幌町内に罰霞石が産出する地点は無く南北に流れる網走川でも採取すること

はできなしも直近では丘陵を隔てた常呂川（直線距離で10～20km)で川原石として採取可能である。河l l'採

取は距離的に近いという利点がある反面、4型の黒曜石しか手に入らないというデメリットがある。一方、黒

曜石原産地では、置戸、白滝、十勝三股(50～100km)がありとf鴎fが格段に遠くなる反面、非常に大きな黒

曜石を入手することが可能である。このように、入手条件に制約を受ける場所に形成されたブロックに表れる

石材利用を分析することにより旧石器時代の石材利用概念について考えてみる。

3分析結果

分析では遺跡の立地によってブロックの機能が分化していることが分かった。丘陵部に位置する豊岡7週帥

では､細石刃を大量に製作し、直接生産用具に加工した痕跡が残されていながら、直接生産用具が非常に少な

く道具の製作や加工に用いられた石器が多いことから狩猟を行うために）鰄されたブロックで構成された遺跡

であると考えられる。利用石材では、黒曜石が非常に高し割合で用いられている。丘際Mの縁に位置するみど

り1週跡は､細石刃製作が行われた痕跡があり直接生産用具の比率が高いブロック、細石刃製作の痕跡がなく

間接生産用具の比率が低いブロック、間接生産用具のみで形成されたブロック群で複雑に構成されている。更

に利用石材構成でも黒曜石が非常に高し唐ll合を占めるブロックから50%以下の割合し力持たないブロックと

石材構成でも非常に多様である。よって、みどり1遺跡は石器製作と石材構成の構成が複維に入り組んで形成

された遺跡であり、壁生産を行う準備段階のブロックから間接生産を行ったブロックと多くの機能を有する

遺跡であったと考えられる。河岸段丘に位置する元町2遺跡は細石刃製作の痕跡を残すと共に間接生産用具の

比率も高いブロック群で櫛戎されており、間接生産が中心の機能とする遺跡と考えることができるだろう。利

用石材では黒曜石が非常に高い割合を占めるブロック群によって主に構成されている。このように、ブロック

の分析を行うことで構造的に遺跡を解明することが可能であり、立地における遺跡の機能差についても検討す

ることができた。
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更に、蛍光X線による黒曜石の産地分析を行いより詳細な石器製作と熱濯石の利用について発表する。

加藤晋平｢先土器噺tの歴史性と地域性｣脇士史研究と考古学郷土史研究講座1』古島敏雄･和歌森太

郎・木村礎編朝倉書店258～92 1970

山原敏朗「北海道の旧石器時f齢窃郵についての覚詞『北海道考古掌'第34輯北海道考古学会R77~

92 1998
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反合併の地方自治

一広域連合によるゆるやかな自治体結合一

種川 亮

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程･地理学）

本研究は、地方自治制度の一項目である広嘘皇合制度に着目したものである。広域連合とは、複数の市町村

榔道府県および-部事務組合が彦効pするものもある）が、単一または複数の事務を共同処理するために設立

する特別地方公共団体であり、設立においては規約および広域計画の制定､議会の設置、広域連合長の選出が

定められている。

広域連合制度は1994年の地方自治法改正によって中核市制度と共に倉l駁されており、地方部における地方

分権の受け皿づくりを目的とした制度であった｡そのため､1996年から全国で設立されていく広域連合は､ま

ず広域文化施設の建設や県内ブロックづくりなど県の力繊に基づく事業を取り扱う“受け皿型”が設立された

のち、既に活動していた一部事務組合や複数の市､耐で構成される評議会などの統合を進める“事業統合型”

が作られてゆく。そして1999年以降は､ごみ処理施設のダイオキシン問題や介護保険制度導入に対応した"高

度事業対応型"が相次いで設立されてゆき､2002年までに全国で86件の広域連合が発足し､のべ845団体(2

県121市485町233村2組合）が構成団体となることとなった。

上に記した“受け皿型” ‘事業統合型” “高度事業対応型”の3類型は設立時の目的によって分類したも

のであるが、“高度事業対応型”の出現と時を同じくして、既に設立されていた“受け皿型” ‘事業統合型”

の広域連合の中にも介護保険関連事務を取り扱い事務に加えるものも鋤pしてゆき、広域連合の機能ば複合化

していくこととなる。介護保険関連事務は事務の量･種類ともに多い上､要介謹度の認定など専門的知識を要

求される場合も多いため、小規模自治体が単独で行うには人件費等の負担が大きかった。そこで､複数の市町

村で共同して取り組む場合が多く見られたが、その際の活動主体として、介謹保険関連事務を専門に扱う部署

を既に存在している広域連合内に設置していったのである。

機能複合化後の広域連合像を捉えるために､全国86の広域連合を｢介謹保険関連事務を取り扱っている加、

「広域市剛掴計画･ふるさと市町1:掴計画を有している洲という2つの要素から4分類する作業を行った。

結果､特定の機能に糊こした-部事務組合的傾向の強いものと、包括的に事務を取り扱うブロック圏的性格の

強いものとに分力熟ることが明らかになった。構成団体（市町村）数については前者が比較的少なく、後者は

比較的多い。また、後者の中にはほぼ同じ枠組みで広域合併へ繋がったものもある。その一方で、前者の中に

は広域連合の目的の一つである機能の複合化を目的とせず、コスト削減に樹こした一部事務組合的性格をさら

に強めていくことで、存在意義を確立しようとしているものもある。
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広域連合の設立と機能複合化が落ち着いた2002年には､第27次地方制度調査会専門小委員会に西尾私案が

提出された｡西尾私案においては､基礎自治体の体制整備を進めるために一定の人口を有する区域に再編成し、

効率化を進めていくべきだとした上で､｢分権の担い手にふさわしい規模の基礎的自治体に再編されなかった地

域」 （西尾私案）については､事務の全部又は一部を別の行政主体に移管するべきだとし､翌日に新聞各社がそ

の規模について「人口一万人以下の峅寸が対象と見られる」と報じて以来､全国の市町村では合併論議が沸騰

し、“平成の大合併，が進行していくこととなった｡その際に合併を推し進めたい旧自治省･総務省によって広

域連合は「合併の前段燗と位置づけられる一方で、地方部の小規模町村にとっての「合併ではない（合併を

回避するための）合理化の枠組み」として注目されることとなった。

以上のように、地方分権の声高かつた設立直後と、橋本行革の影響を受けた介護保険制度が実施に移された

1999年～2002年、そして2003年以降の平成の大合併下と、広域連合制度へのまなざしはW糊によって大き

く異なり、同じ制度に基づくものでも多様なありかたが存在することとなった。これは、広域連合を提言した

第23次地方制度調査会の答申は自治体間の水平的な協力体制作りを求めたものであったが、1994年の地方自

治法改正の際に法制化するに当たっては、広域連合制度を“国一都道府県一市町村，という垂直的な支配関係

に馴致させるために、文言に多くの暖昧さが残る制度として倉i殿してしまったためである。本来、地方行政の

広域化･効率化を進め、そして地方分権の受け皿となるべく倉I殿された広域連合制度は現在、その暖昧さゆえ

に、設立母体である市町村の目的意識や財政状況にあわせて、設立目的や取り扱い事務について多用なあり方

を選択できる制度であるとも言える。その特性を活かして、取り扱い事務の選定と組織づくりに成功しさえす

れば広域化に向く事務と向かない事務の区別無く、全ての事務が広域化され、全ての組織が統合される市町

村合併に比べてより効剰上を図ることができるとして活動している広域連合も存在しており、今後、広域連合

の活動がどのように展開していくかが注目される。
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' 2006年度大会ﾃｰﾏ’

《記憶の場》から歴史を再考する



2006年度テーマ

『《記憶の場》から歴史を再考する』

-2006年度駿台史学会大会共通テーマ趣旨一一

駿台史学企画委員長

落合弘樹

（明治大学文学部助教授・日本史）

1990年代以降｢記鬮という言葉が歴史学で頻繁に使われるようになった。これは､米ソ超大国に主導さ

れた冷戦構造が崩壊する一方、地域紛争が淵上し、昨年度大会のテーマとなった「民族問題」が問われるよう

になったのと時を同じくしている。とりわけ、国民国家のありかたへの評価と密接に関わりつつ､集合的記憶

やコメモレイション（記念･顕彰行為）が歴史分析の素材として重視されるようになった。

日本においては、エリック・ホブズボームの「伝統の創過論やベネデイクト・アンダーソンの「想像の共

同伽論に#蟻されて、繩41的視座による国民国家論が展開された。そして、ナショナル・ヒストリーの虚構

性が鋭く追及されるとともに､国家の抑圧や個人と戦争の関与を語る切り口として、瀝史と記憶｣が議論され

るようになった。

瀝史と詞創をめぐり、今日において非常に大きな影響を与えているのが、ピエーゾレ・ノラの編纂による

脂8億の場一一フランス国民意識の文化』(谷川稔監訳､岩波書店､2002年~2003年）である。ノラの企画は

「集合的記憶を表象する場jの分析を通じて｢フランス的国民意識のあり方を探る｣という壮大なものだった。

ノラは歴史的事実の原因より、記憶の行方や「読み替え（アプロプリアシオン)」に注目する。そして、 「記憶

の場は､従来のいかなる歴史学の対象とも異なり、現実のなかに指示対象をもたなb％むしろ、記憶の場はそ

れ自体が自身の指示対象」であるとしている。

国民統合の過程では、様々なモニュメントの建立や記念祭、追悼空間、さらに銘記すべき過去への想起が演

出される。しかし､一方で｢忘却」される歴史も存在する｡たとえば､エリック．サントナーは､敗戦や占領、

侵略者への内通などトラウマとなる歴史の記憶を抑圧する記憶戦略を、 「語りのフェティシズム」と呼墨これ

をうけてジョン・ブリーンは靖国問題を念頭に、フエテイッシュ化された物語の展開は、牡畔ll的反省の可能性

を阻害し、トラウマ以後におけるアイデンティティの再構築を困難にさせていると指摘している（｢靖国一歴史

記憶の形成と喪失｣、『世界』756号､2006年)。

本企画は、戦争・国民国家・｢神話｣ ・集合的記憶と関連させながら「記憶の場」としての歴史について考察

しようとするもので、三名の方に報告をお願いした。

ま談最初に、西洋史学専攻の三宅立氏に登場していただく。氏は戦争のﾈ棉刮上､歴史の神話化の問題を踏ま
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えつつ､第一次世界大戦前後のドイツの歴史を再考しようとしており、戦争における死者への｢追憶｣・｢追園

の問題とともに、戦争の「記憶」と「忘却」の問題にも注目している。そして、 「忘却」が瀝史の神謡上」の

核をなすことを指摘している。報告においては、バイエルン国王ルートヴィヒ1世により建立された「ヴァル

ハラ｣、『ニーベルンゲンの洲と「七首伝説(背後からの一突き伝説)｣、 「ヒトラー神調を追いつつ、国民統

合の核となった「記憶の場jの展開が検討される。

二番目に登場していただくのは、アジア史学専攻の寺内威太郎氏である。寺内氏は近世･近代における朝鮮

の政治や社会、外交について、日本や清国との関連を含め、広い視野で研究を行っている。報告においては、

韓国・北朝鮮双方において国民統合のシンボルとされている檀君について、その存在と建国神話が国家レベル

で強く意識されるのは､厳しい国際関係のなかで国民国家形成が試みられた19世紀末期であることが検証さ

れる｡‘そして、韓国併合後に展開した大綜教を軸に、民族独立運動を通じて檀君がナショナル・アイデンティ

ティの中核となっていく過程が明らかにされていく。

最後に登場していただくのは、日本史学専攻の山田朗氏である。氏は、第二次世界大戦期の日本の戦争指導

について、昭和天皇の役割をもふまえつつ総合的な研究を行っている。報告においては、日露戦争における戦

術的失敗の多くが戦訓として修正されることなく、むしろ隠蔽されて｢成功」に燭上し、 「軍神｣が誕生し､攻

勢一点張りという日本軍の「伝統」が創造されていく過程が明らかにされ、将兵の個別の記憶が集合的記憶へ

と再構成される際の歪みが指摘される。さらに、参謀本部によって創作された日本軍の「伝統」は戦国期の戦

史までをも歪曲し、国民の歴史認識に重大な影響をあたえたことが論じられる。

「記憶の場」のありかたは多様で、本年度においては各報告に重点を置きたしも最初から共通項を持ち寄る

のではなく、多角的な視覚の中から相互に新しし視点を構築していくことを意図している。報告後はオスマン

帝国の政治･社会を研究されている永田雄三氏、さらに明治維新史を研究している落合弘樹より、それぞれの

立場からコメントを加えるが、一般聴衆の方々を含め、活発な議論展開を期待したい
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｢ヴァルハラ」から七首伝説・ヒトラー神話へ

一一近現代ドイツにおける「神話」と「記憶」－

三宅 立

（明治大学文学部教授・西洋史）

私は先に、第一次世界大戦に関わる「戦争の神話化」に注目し、神調上され「集合的記圃となった「戦争

の記憶｣とそれをめぐるせめぎあいについて､若干の考察を行った(｢＜戦争の神話化＞＜戦争の記憶>一一

ドイツ人少女の第一次世界大戦日記を手がかりに－j臓台史判127号､2006年3月)。ところで､戦争の

神調上､総じて歴史的現実の神調上は､歴史的に集積された、 「ﾈ棺司を含む｢記憶｣の束､ないしはその織り

成す網の目、いわば諸々の「記憶の場jとの相互作用のもとで進められるものと考えられる。この報告では、

戦争の神詔上､歴史の神話化の問題を踏まえつつ、それを越えてさらに、さまざまな「神話」を含む「記憶の

場」から、第一次世界大戦前後のドイツの歴史を再考しようとするものである。ちなみに、 「記憶の場jという

言葉は、いうまでもなく、ピエール・ノラ編『詞意の捌全7巻（1984～92､谷川稔監訳､岩波書店､全3

巻､2002～03）によって、学界の共有財産となった。その後ドイツでも、エテイエンヌ・フランソワ／ハーゲ

ン・シュルツェ編『ドイツの記憶の剃全3巻⑫001）が刊行され、この報告もこれに多くを負っている。

私が｢記憶｣の問題に自分の研究の中で出会ったのは､ジェイ・ウインターの『追憶(詞勧Memolyの場

追悼の場一一ヨーロッパの文化史における〔第一次世界〕大渕（1995）に接してであった。ここで一応｢場」

と訳したI:sighf'という言葉には、 「光景」という意味も込められている。そして同書では、 「大戦における死

者への追悼の形態と内容」が、職牲・死･復活」という「追悼の「伝統的な」言語｣、とりわけ死者を再生さ

せる「黙示録的ヴィジョン」によって大きく規定されていたことが多角的に明らかにされていたのである。こ

れは、まさに、圖闘「追陶の場を、伝統的･歴史的な「記憶の場」を踏まえて考察したものということも

できよう。

私は、この著作に大きな東臓を受けながら、 「第一次世界大戦の図像学一一ドイツ美術における「死と再生」

－」を書いたが（馬場恵二・三宅立・吉田正彦編『ヨーロッパ生と死の図像判東洋書林､2004年3

月)、それは、戦争における死者への「追卿・｢追悼」の問題とともに、戦争の「詞菌と「忘却」の問題にも

注目したものであった。そして､先の論文でも触れたように、この｢忘却｣ないし｢無視」こそ、 「誇揖や｢一

面化」と並んで、瀝史の神話化」の核をなすものだったのである。歴史を「記憶の場」から考察することは、

ややもすればこうした「忘却」 「忘却の穴」の問題を看過することになりがちである。曄史の神調上」を常に

意識することは、この点からも必要とされるといえよう。
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報告は次の順序で行われる。

（1）考察の出発点として､19MB前半、ドイツ国民国家の胎動期に、ドイツ人意識の強化･拡大に向けて、

バイエルン国王ルートヴィヒ1世によりレーゲンスブルクの近郊に建設された、 「偉大なドイツ人」たちを記

念する「ヴァルハラ」を概観する。この、ギリシアのパンテオンを模した殿堂には、 ドイツを象徴する女神ゲ

ルマーニア、ローマ帝国を破ったヘルマン（アルミニウス）をそれぞれ中心に据えた南北の破風、堂内天井を

飾るオーディンらゲルマン神話の世界、そして東方に発するゲルマン人の移動からそのキリスト教への改宗に

至るゲルマン原史を描いたレリーフに包まれて､落成時､96の胸像と64の名前を刻んだ銘板が並んでいた(現

掴阿像は127)。ここに登場する神々玲瑛雄､歴史上の人物は､それぞれ｢記憶の場」としての歴史を有してお

り、それを振り返ることは、そこで記念されていない人々のことを含め、中世から近世・近代にいたるドイツ

史に興味深い光を投げかけてくれるはずである。

（2） 「ヴァルハラ」の銘板には、ドイツ中世の吟遊詩人ヴァルター・フォン･デア・フォーゲルヴァイデの

名と並んで｢『ニーベルンゲンの洲の詩人」も登場する。この､ゲルマン民族の大移動の時期を歌った中世の

叙事詩が、ドイツ人の心を再び大きくとらえたのは、ようやく、19脚己の初め､ナポレオン支配下のことであ

った。そしてそれは、その前編「ジークフリートの暗殺」とゲルマン神話の世界を重ね合わせたリヒァルト．

ヴァーグナーの楽劇『ニーベルングの指輪』ともども、第一次世界大戦開柳寺の独填同盟の絆を象徴する「ニ

あいくち

－ベルンゲンの誠実」から、敗戦をめぐる「七首伝説（背後からの一突き伝説)」を経て、スターリングラー

ドの戦いに際するゲーリングの演説まで、ドイツ現代史の重要な駝憶の場」となり続けることとなる。

（3）ヒトラーのヴァーグナー愛好はよく知られている。そして、バイロイトのヴァーグナー家との彼の強

い結びつきは、一介の「無名の兵士」からナチズム運動の「指導者｣、 「第三帝国」の「総統｣へと躍進を果た

していくヒトラーを支える一つの柱でもあった。この両者を結びつける重要な絆となったのは、反ユダヤ主義

であったが、この報告では、ヒトラーの反ユダヤ主義、総じてナチズムの「第三帝国」の思想を支えた「記憶

の場」として、キリスト教の千年王国・黙示録・終末論の伝統､広く聖書そのものに注目したいと思う。ヒト

ラーをドイツの「救い主」とする「ヒトラー神調は、古典古代の文明をも自己の祖先として取り込む「アー

リア人｣神話やゲルマン神話の世界とともに、キリスト教の伝統との結びつきなしには理解し得ないからであ

る。
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20世紀初頭の朝鮮における民族主義の形成と檀君神話

寺内威太郎

（明治大学文学部教授・アジア史）

朝鮮の建国は、史料によると次のような話で始まる。今から5000年ほど前、桓因啼釈天）の庶子である

桓雄が天から降臨し、人間の女の姿に変わった熊と緯胃して檀君が生まれた。やがて、檀君は平壌に都を定め

て国を朝鮮と号した。後に、周の武王が朝鮮の地に箕子を封じたので、檀君は山に隠れて山の神になった。檀

君にかわって朝鮮を治めた箕子は、段の皇族であったが、紺王の暴政を諌めて遠ざけられ、段が滅びた後は周

に仕えるのを潔しとせず､朝鮮に移って平壌付近に国を建てたという。

1醐鮮では､1993年､平壌東方の江東郡にある檀君陵といわれてきた墓にあった人骨が､檀君のものと断定

され、朝鮮民族は檀君の後商ということになっている。韓国でも、檀君降臨の日とされる10月3日が建国記

念日（開天節）に定められている。両国とも、檀君が国民統合の調教的存在として撫旨しているのである。朝

鮮では、古くから檀君が上記のような存在として認識されていたのであろう力も

檀君神話は13世紀末の史料に初めてあらわれるので、高謬寺代以前のことはわからなしも朝鮮王朝が成立

（1392）すると、檀君廟を建てて祭祀をおこなうが、歴代吻銚且祭祀の一環としての扱いで､檀君を特別視して

いない。 17世紀には、許穆（1595～1628）が檀君朝鮮を正統王朝と認め、高句麗・百済および東北アジアの

諸民族を檀君の後喬と認識している。しかしこの見解も、檀君を中心とする固有の民族観を創出しようとした

ものではなかった。

小中華意識を持つ支酉罐にとって、檀君よりも、孔子や朱子が出現する以前に、朝鮮に来て王道政治をおこ

なったという聖人箕子の方が意味のある存在であった｡朱子学的価値観に基づく支配層の伝統的国家観からは、

土俗的な檀君を始祖に戴く政治的一体意識が創出される余地はなかったというべきである。

開国（1876）以後、檀君認識が変化する一つの転機は、甲午改革（1894～1896）であった。日本をモデル

に近代国民国家の形成を目指すなかで、君主権の絶対化をはかり、檀君を朝鮮の吻銚且､箕子を聖教の謝上者と

みなそうとした。朝鮮は､檀君・箕子以来の歴史を持つ自主独立の文化国家であるという「自国像」を創出し

ようとしたのである。

しかし、甲午改革は失敗し、日露戦争をへて日本の朝鮮支配は不可避となった。第二次日韓協約(1905)に

よって､朝鮮は日本の保護国となり、国民統合の核となるべき皇帝(1897年に国号を大韓帝国と改め、国王を

皇帝に己鋤ウの権威は失墜する。こうしたなかで、朝鮮独自の檀君が国民統合の象徴的存在としてクローズア

ップされてくるのである。

すなわち、朝鮮民族は「檀君の子孫」とされ、檀君を求心点として国権回復のための国民統合を目指そうと
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する動きが表面化する。このような血族国家論を強力に主張したのが申采浩であった。彼は民族主義的な歴史

学を標傍し、箕子を小中華主義の源とみなして排除し、檀君を朝鮮発祥の起点に置いた。20世紀初頭、 「檀君

ナショナリズム」といえるものが形成されたのである。

さらに1909年､檀君教（1910年に大徐教と己鋤ウが生まれ､その教理のなかに、愛国啓蒙運動（言論･教

育活動を通じて国権回復をはかる）の過程であらわれた檀君目印・思想が一元的に体系化された。日本の天皇

制国体論の影響も受けて、独自の檀君国体思想が唱えられたのである。以後、教理が普及してゆく過程で強調

されたのは、朝鮮は檀君を撤且とする単一民族､東北アジアの諸民族は全て檀君の子孫であるという点であっ

た。

大徐教は、民族独立と抗日を唱えたために、朝鮮総督府の弾圧を受け、教団本部を職洲」に移した。しか

し､国外に亡命した多くの朝鮮人独立運動家が入信し､大除教の教理が､1919年に上海で樹立された大韓民国

臨時政府などの独立運動に大きな影響を与えることになる｡1948年に建国された大韓民国でも､上記臨時政府

の正当性を継承し、民族の主体性を確立する目的で、多くの大除教徒が政府要職に迎えられた。その教理にみ

られるナショナル・アイデンティティは国民統合の拠り所として継承されていったのである。

20世紀以降の檀君認識は、 19世紀以前の体制思想から継続して生み出されたのではなく、国民国家形成に

不可欠な国民統合のための国家的アイデンティティ確立の過程で、作り出されたものであった。
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近代日本人にとっての日露戦争の記憶

山田 朗

（明治大学文学部教授・日本史）

はじめに

個人の体験(個別の記圃が、国家によって集団的な記憶にまとめ上げられる段階で、場合によっては大き

な歪みが生じ、個人が体験したものとは全く別次元のイメージとして再構成されることがある。

とりわけ勝りに終わった戦争の記憶は、しばしば苦戦を克服した英雄的な戦いとして再構成される。戦争を

体験した個々人にとっては、そのような記樹上は、内心どこかでi爵憾があるものの、自らの行為を栄光の過

去として記録されることの快感と誇りによって結果的に肯定されていってしまう。現実におこった数々の失敗

の記憶は、集団的な記憶化過程において失敗ではなく、やむを得なかったものとして、さらにはそのようにす

ることこそが正しいやり方だったといったものに変質してしまうことさえある。

本報告では､個別の記憶が､集団的な記憶へと再構成される際の歪みについて、 日露戦争を事例に検討した

い。

1 失敗事例の「成功」への転化

日露戦争は､現実には日本軍にとって大小さまざまな失敗の連続であった。とりわけ陸軍は開戦前､歩兵戦

闘の原理としてドイツ流く火力主義〉を採用し、緒戦においてはそのマニュアル通りの戦闘指導を行ったにも

かかわらず､軍中央のおける銃砲弾の消費見積もりの失敗から、開戦数ヶ月にして銃砲弾の深刻な欠乏状態に

陥り、 〈火力主調を貫徹できなくなった。

前線では、銃砲弾の欠乏によりマニュアル通りの戦闘ができないため、また、ロシア側がフランス流く白兵

主義〉にもとづく戦闘指導をおこなったこともあって、ロシア側への対抗上､集団的なく白兵〉戦術によって

事態を打開せざるを得なかった。そのため、各戦闘では膨大な戦死・戦傷者を出すことになり、急速に戦闘部

隊の質は低下した｡戦闘部隊の質的低下を補うために､いっそう集団的なく白兵>戦術がとられることになり、

〈白兵〉戦術と損害の悪循環が生じた。また､野戦における砲兵の運用の誤りも重なって、 〈火力主義>への信

頼感は戦争の経過とともに急速に失われた。

戦後、 日露戦争の教訓にもとづくI歩兵操典』などの典範令の改定が行われるが、そこではく火力主義〉は

完全に放棄され、苦肉の策であったはずのく白兵主義〉が称揚されることになった。個人的な記憶のレベルで

は、機械的な集団的く白兵〉戦術が膨大な犠牲を出したことへの反省があったことは確かだが、これが典範令

の改定という形で集団的記憶化がなされる過程で、 〈白兵主義〉の有効性が強調されるようになる。
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2失敗を隠蔽したく軍神〉

〈火力主義〉の放棄とく白兵主調の称揚は、失敗を隠蔽し、むしろそれを「成功」に掴こした事例である

が、 〈軍神〉の登場も同様の役割を果たしたといえる。

日露戦争の際､旅順港閉塞作戦において戦死した広瀬武夫海軍少佐と遼陽会戦において戦死した橘周太陸軍

少佐（死後ともに中燭を出版物や従軍記者がく軍補と称えたことが近代日本のく軍神〉の始まりである。

〈軍神〉とされた彼らは、銅像が建てられ、国定教科書に教材として載り、讃える文部省唱歌がつくられたり

した。また、陸海軍の内部においても理想的な指揮官としてその行動が讃えられた。しかし、現実の戦闘にお

ける広瀬と橘の戦死は、むしろ日本軍上級司令部の作戦の失敗の結果であり、本来ならば､有能な現場指揮官

であった彼らにほとんど意味のない死を強要してしまったことに対して、司令部の責任こそが問われるべき事

例であった。

ところが､彼らの戦死に対して誰も責任をとらず､むしろ失敗せざるをえない作戦であったにもかかわらず、

その任務を麹ﾃしようとした彼らの姿勢がひたすら称揚されたのである。 〈軍神>の誕生は、 日本軍の作戦の失

敗を隠蔽しただけでなく、戦死の美学を作り上げる契機となったといえる。

3歴史の書きかえと日本軍のく伝統の創造〉

戦争の集団的記憶化の過程での歪みは、日本軍のく伝統の創造>へとつながっていく。この場合、 〈伝統の創

濁は､歴史上の戦争の力鍬がその時代の要請によって大きくつくり変えられることによってなされたといえ

る。とりわけ、日露戦争後に、戦国合戦の評価が改変・固定されたことが顕著な事例である。たとえば、戦国

時代の織田信長や豊臣秀吉の啼狭間の合鞠「墨俣一夜城」脹篠の合鞠などの奇襲･奇策・新戦術を駆使

した合戦謹は、近世以降の講談本を下敷きにして、日露戦争前後に確立したものである。

信長や秀吉が行った合戦像が後世に相当に創作･脚色されたものであることは､今日では明らかにされてい

るが、1893年から1911年にかけて参謀本部が編纂した『日本戦史』全13巻㈱狭間役一大阪役)が､奇襲・

奇策・新戦術を駆使した攻勢作戦によって小兵力をもって大兵力をうち破るのがく日本人の戦い方〉だ、とい

う日本軍の〈伝絢を確立させたといってよいであろう。参謀本部という軍事専門家と官学アカデミズムの共

同編纂物である『日本戦史』の権威は絶大なものであり、日本の軍人教育に大きな影響を与えただけでなく、

『日本戦史』を基礎にして著作を執筆した学者・文化人・作家も多かった。

『日本戦史』をはじめとして信長を中心に奇襲･奇策・新戦術の戦国時代の合戦のイメージを作り上げた著

作に通底するのは、強散の包囲網を独力でうち破っていった信長をロシアなど列強に取り囲まれた近代日本に

見立てる歴史観であったといえる。そして、その歴史観こそ日清戦争・日露戦争という現実の戦争が、弾薬不

足を白兵突撃によって切りひらく、攻勢一点張りのく日本人の戦い方〉のルーツ、すなわち日本軍のく伝細
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を戦国時代に見いだそうとするものであった。

日露戦争は、現実には戦略的にも、戦術的にも日本側は失敗の連続であり、兵力と弾薬不足から第一線の将

兵に膨大な犠牲を強いることになったが、そのような数々の失敗は、むしろそのような戦い方こそく日本人の

戦い方〉であり、寡をもって衆をうつい､兵力で大兵力を倒す）戦い方こそ日本軍の〈伝絢なのだという解

釈がなされることで、その失敗･犠牲の責任の所在は覆い隠されたのである。

現実に展開された戦争が、過去の戦争、の歴史的評価を変え、そｵ1がその後の国民の歴史認識に大きな影響

をあたえた典型的な事例がこの日露戦争と戦国時代の合戦との関係である。

おわりに一記憶から「神話」へ一

日露戦争後の、戦争の集団的記憶化過程において戦争の実像は大きく歪められ、 日本軍の失敗の経験は、成

功の記憶として再講成され､そこでの日本軍の戦いぶりは､日本軍のく伝纐を実証するものであるとされた。

日露戦争の城功」の記憶は、次第に物量の欠乏を精神力によって克服するという I神調化され、その後も

永く日本軍の戦略・戦術思想を拘束した。

そしてこの「神調こそ、第1次世界大戦という新しい戦争を目の当たりしながらも、その教訓さえもスト

レートには受け容れず､欧米の戦い方とは異なるく日本人の戦い方〉があるのだという信念を強固に構築して

しまう土壌となるのである。
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