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満洲事変と中国人日本留学生
―帰国運動を中心に―

 張　一聞

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・アジア史）

　満洲事変の勃発は中国人日本留学生に深い影響を与えた。中国人留学生は日本に対する不満が事変

によってピークになり，事変の直後から大規模な帰国運動を行った。1932 年に日本に残留した中国

人留学生はほぼ事変以前の三割しかいなかった 。

　満洲事変は留学生史においても，一つの重要な転換点とみなされている。従来の研究では，常に「愛

国」を最も主要な視点としていた。ところが，満洲事変と留学生の間に，愛国主義以外に，多くの重

要な内容は見落されていると考えられる。満洲事変によって生まれた留学生が日本に対する排斥，憎

悪などは，留学活動にどれほど影響を与えたか，理想的な愛国心・愛国主義と現実的な学業・進路に

ついて留学生たちがどのように考えていたか，等の問題を持ってこの研究で分析していきたい。また，

中国人留学生の行動，日・中両国政府の対策及び帰国運動の原因等の問題を更に明確化させ，特に留

学生・公使館・国民政府の間に潜んでいる矛盾や衝突を解明してみたい。

　第一章では，当時外務省が作った資料を主に参考し，満洲事変直後中国人留学生と中華民国駐日留

学生監督処・駐日公使館の行動を整理している。満洲事変以降の留学生帰国運動の大きな特徴は，帰

国が「中華留日学生会」（以下，学生会とする）という学生組織によって進められたことである。学

生会は留学生を代表し，駐日留学生監督処・駐日民国公使館・民国教育部と交渉し，帰国旅費の調達

や帰国以降の待遇等の問題に，重要な役割を果たした。特に事変の直後，帰国するかどうかに迷って

いった留学生は少数ではなかったが，その中で多くの人が学生会の方針と宣伝を受けて帰国決心した。

其の他，本章では事変以降，監督処・公使館などの留学生管理機関の混乱した対応も取り上げている。

　第二章では，留日学生が帰国した以降の待遇問題について考察した。帰国した留学生が受けられる

選択肢は二つあり，中国国内の各学校へ転校することと欧米留学生に切り換えることである。しかし，

実際に中華民国政府政府に配属されたのは，留学生全体の小部分を占めた官公費生のみであった。当

時の日本留学に，パスポートなどの書類が一切要求されていなかったので，ほとんどの私費留学生は

中華民国の留学生資格を持たない状態で日本に留学した。従って，私費生は帰国以降の配属に外され

たのである。一方，民国教育部は終始学生たちの帰国運動に対して支持しない態度を持っていたため，

帰国以降の配属に障りを置いた。日本陸軍士官学校から退学した陸軍学生について，彼らが南京の中

華民国陸軍大学に転校させられることとなった。

20-09-163_002　本文.indd   220-09-163_002　本文.indd   2 2020/11/13   14:46:432020/11/13   14:46:43



3

　第三章では，留日学生が帰国した理由について再検討している。従来の研究では，「愛国」や「反

日感情」を，留学生が帰国した最も重要な理由とした。しかし，1920 年代以降，留日学生の全体的

な経費困難が現れた。それ故，日本での留学生活は深刻な困窮状態になった。多くの留学生が貧乏な

生活に追われ，授業料を滞納して退学処分に臨み，物質的にも精神的にも苦しんでいたと言える。更

に満洲事変が勃発し，中国国内，特に中国東北地域からの送金は徹底的に杜絶したため，留学生活を

維持する希望はなくなった。従って，満洲事変の発生は，蓄積していた個人の留学生活への不満を爆

発させる一つのきっかけだったと考えている。

　満洲事変以降の留学生帰国運動は，単純な愛国運動ではなく，複雑な要因で引き起こされた社会的

運動である。戦前期の留日学生が「敵国」としての日本をどう思ったのか，どれほど日本社会に溶け

込んでいたのか，その様子は事変によってある程度に反映されている。
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世紀転換期プラハにおける「ドイツ人」大学生の政治的志向
―「読書・講演ホール」の分裂を中心に―

宮野　悠

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・西洋史）

要旨：

　世紀転換期のプラハは，ドイツ系，チェコ系，ユダヤ系の住民が混在する多文化，多言語都市とし

ての性格をもっていた。とりわけ，二重制の成立以降，プラハの自由主義的な市民社会の主たる担い

手はドイツ系住民であり，政治的，経済的，文化的に相対的に優位な立場で社会の実権を握っていた。

しかしながら，1880 年代以降は自由主義に対する信頼が揺らぎ，プラハもまた国民主義的な色彩を

帯びていく。ドイツ国民主義，チェコ国民主義，シオニズムなどの政治的諸勢力が興隆しつつあった

社会状況の中で，プラハの「ドイツ人」は協会活動を通して政治的には後退した自由主義思想を保持

していったのである。彼らは人種ではなく，ドイツ語とドイツ文化を国民を規定する要素として捉え，

その内部に多数のユダヤ系の存在が見られた。

　本報告の目的は，世紀転換期プラハにおいて「ドイツ人」大学生がどのような政治性をもっていた

かを，「プラハにおけるドイツ人大学生のための読書・講演ホール（Lese- und Redehalle der 

deutschen Studenten zu Prag）」（以下，「読書・講演ホール」）を中心に明らかにすることである。

この協会には，プラハの「ドイツ人」大学生が多く参加しており，プラハの「ドイツ人」社会におい

ても文化的支柱としての役割を果たしていた。「読書・講演ホール」が年度ごとに刊行した『年報

（Jahresbericht der Lese- und Redehalle der deutschen Studenten zu Prag）』からは，大学生たちの活

動や協会の財政状況，会員の名簿などを明らかにすることが可能である。

　1848 年に設立した「読書・講演ホール」は，プラハの「ドイツ人」大学生の学問的・文化的拠点

として 1938 年まで存続した。この協会は，設立以降，プラハ内外の名誉会員から多大な援助を受け

ており，単なる大学生のための協会というだけでなくプラハの市民社会においてもドイツ性を醸成す

る場としての重要な役割を担っていた。「読書・講演ホール」の主な活動は図書館の運営と講演会で

あり，『年報』からは「ドイツ人」大学生たちの多岐にわたる学問的関心が読み取れる。そして，世

紀転換期には，フランツ・カフカやマックス・ブロート，そしてオスカー・ポラックなどのこの時代

を象徴するプラハのドイツ語作家たちが多く在籍していたことも明らかになっている。実際，「読書・

講演ホール」の会員の多数派は，彼らのようなユダヤ系であった。文化的協会として長きにわたって

プラハの「ドイツ人」社会に影響力を及ぼしてきた「読書・講演ホール」であったが，その政治的立
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場は曖昧であったと評価されてきた。しかし，1892 年以降に起きた協会内の対立は，「読書・講演ホー

ル」の政治性を浮かび上がらせた。まず 1890/1891 年の委員会決議で，ユダヤ系の会員を認める方針

が協会委員会によって決定されたことを発端として，反ユダヤ主義思想に共感したドイツ国民主義的

な大学生が「読書・講演ホール」から離反し，ゲルマニア（Germania）を設立した。そしてこれに

呼応する形で，翌年にはユダヤ系大学生に対して「ユダヤ国民」として覚醒するよう呼びかけるマカ

ベア（Maccabäa）が設立された。この一連の協会分裂の過程から，「読書・講演ホール」に残り続け

た「ドイツ人」大学生の政治的志向を検討することが可能になると考える。

　そこで，本報告では，世紀転換期「読書・講演ホール」の内部状況を明らかにした上で，1892 年

以降の「読書・講演ホール」の分裂を取り上げて，この協会における「ドイツ人」大学生の政治性を

明らかにしていく。プラハ社会と同様に「読書・講演ホール」にも国民主義の波が押し寄せる中で，「ド

イツ人」大学生がいかにして協会を維持し，そこでの活動に意義を見出していたのかを検討していき

たい。こうしたプラハの「ドイツ人」大学生の政治性を分析することで，プラハ社会での「ドイツ人」

の立場や役割を考察する上での一助とする。

20-09-163_002　本文.indd   520-09-163_002　本文.indd   5 2020/11/13   14:46:432020/11/13   14:46:43



6

関東地方における古墳時代方形環濠遺構の出現
―「首長居館」研究の新しいアプローチ―

大熊　久貴

（明治大学大学院文学研究科博士前期課程・考古学）

　古墳時代にはいわゆる「首長居館」，「豪族居館」と呼ばれる遺跡が日本各地で確認されている。し

かし，これまで「首長居館」，「豪族居館」と認識されてきた遺跡は，その名の通り，古墳時代の有力

者層がそこに居たという積極的な考古学的証拠は提示されていない。確かに，「首長居館」，「豪族居館」

とされてきた遺跡は，環濠や柵，大型建物などの周囲とは一線を画すような遺構がその対象とされて

きた。しかし古墳時代社会において，こうした周囲と一線を画す遺跡がどのような性格，機能を有し

ていたのか明確にされてこなかったのである。

　そこで，本報告では古墳時代において最も多くの環濠遺構が築かれた関東地方を対象に，古墳時代

の方形環濠遺構の出現過程を検証することで，方形環濠の性格に迫り，「首長居館」，「豪族居館」研

究に新しい視点を提示することを目的とした。特に弥生時代に環濠をもつ遺跡が存在しなかったにも

関わらず，古墳時代になると，環濠を有する遺跡が急増する茨城県，栃木県域を重点的に分析した。

　その分析方法は，まず環濠が機能していた時期を特定するために環濠内に堆積した土器と環濠内の

土層の堆積の仕方の双方から，環濠が機能していた時期の土器を見定め，そこから時期を推定した。

そして，この環濠が機能していた時期に環濠内部はどのような様相であったのかについて，遺構から

出土する土器の時期から復元した。特に，これまで分析対象になることの少なかった環濠の外部遺構

についても，環濠と並行する時期のものを同様の手法で特定した。

　その結果，弥生時代の環濠は集落全体を囲繞していて，環濠外部に建物がなかったのに対し，古墳

時代（4 世紀以降）になると，環濠が特定の建物のみを囲むようになって，環濠外部にも多くの竪穴

建物が分布するようになったことが分かった。つまり，このような事象は古墳時代になると，環濠が

大衆のものから一部の施設を囲むものへと変化していったのである。またこうした変化の他に，環濠

の平面形が不整形から方形へ，そして環濠の断面が V 字から逆台形になり，張出部もつくようになっ

た。さらにその分布が，弥生時代環濠集落が多く分布する関東地方南部から弥生時代環濠集落が発達

しなかった茨城県，栃木県域の北部へとその分布を移動させた。これらの結果から，関東地方の弥生

時代から古墳時代への環濠の変化は急激に変化したのではなく，弥生時代の環濠集落から徐々に発達

していきながら形成されていったことが明らかとなった。

　こうした変化は有力者がそこまで顕著でなかった弥生時代から，古墳に象徴されるような有力者が
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権力を誇示する古墳時代へという社会変化の中で起きたものであった。つまり，畿内を震源とする地

域の有力者が周囲とは隔絶された古墳に葬られるという社会変動が，突如として関東地方に影響を与

えたのではなく，すでに関東地方にこうした社会変動を受け入れる土壌が生成されつつあり，その上

で古墳文化が浸透していったことが，この環濠遺構の変容から考察された。

　さらに，方形環濠と古墳との関係性についても，出土土器や遺構を対象に分析を行った結果，地理

的かつ時期的に近接するものは，互いに同じ文化圏の所産である可能性が高まった。

　以上から，古墳に葬られる人とそうでない人，環濠に区画される空間とそうでない空間といったよ

うに，古墳と環濠遺構とでは双方に周囲から隔絶した有力者層という共通項があることが明らかと

なった。このことから，古墳時代方形環濠は古墳に葬られた有力者に関係する施設である可能性があ

ることが実証された。こうした検証を行うことで，古墳時代の有力者の生前の拠点地である「首長居

館」，「豪族居館」研究の新しいアプローチの一端を示すことができたと言えよう。
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ハワイ日系仏教寺院の過去帳からみる日本人移民の死亡構造とその特徴

平川　亨

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・地理学）

　本報告は明治期から大正期にかけてハワイに渡った日本人移民が所属した日系仏教寺院の過去帳か

ら，死亡者の男女別，成人・未成人別といった属性を把握し，それを結婚，二世の誕生といったライ

フイベントおよび死因を照合することで，ハワイにおける日本人移民の死亡構造を明らかにしていき

たいと考える。

　対象地としたハワイ島コナ地域（以下，コナ地域）は，降水量が少ない気候のため，移民のプル要

因であるサトウキビ・プランテーション産業が脆弱で移民労働者の最初の就業地とはならなかった。

しかし半奴隷的な契約労働を強いられる低賃金労働者という立場を忌避し再移動をしたい日本人移民

にとって，コナ地域は他の地域から隔離されているという地理的要因と，先住民族が付与したアジー

ル（避難者の保護地）という場所性によりその目的地となった。当時成長しつつあったコーヒー栽培

に従事することにより 1890 年代から定住する日本人移民が増加していき，家族を形成することで定

着が進み，1930 年代初めには地域人口の過半数を締めるまでになった。日本人移民が多く在住した

ハワイの中でもその集中性により特異な地域となったコナ地域には，広大な面積の中央を走る幹線道

路沿いに数珠つなぎのように日本人集落が点在し，日本人移民の経営する多くの商店や，旅館，映画

館なども開かれていった。また主要な地区には早い時期から日本人墓地，仏教寺院，神社，そして日

本語学校などが設置され，さながら日本人村の様相を呈していた。

　コナ地域の日系仏教寺院は戦前からの三カ寺があるが，日本人移民の葬祭に積極的に関与していた

のは二カ寺である。本報告ではコナ地域在住の日本人移民のおよそ 8 割が所属していたと思われる

A 寺院の過去帳を資料とする。過去帳とは菊池（1970）によれば，「物故者の生前に対して付けられ

た仏法でいうところの俗名に対する永久名であるところの法名・戒名を死亡年月順にならべた，いわ

ば死者の戸籍である」とある。加えて戒名には死亡者が男性か女性か，成人か未成人かという基本的

な属性だけではなく，階層や信仰の度合いという特性も表されることがあり，また俗名，戸主との関

係なども記録されている。このような過去帳の詳細な研究は大きな意義を有しているにも関わらず，

その研究は日本においてもわずかである。日本における過去帳の研究は死亡構造に関するものがほと

んどであり，死亡原因が記されていることが稀なためその研究は少ない。ハワイにおいては過去帳の

研究はほとんど見あたらず，管見では川添（1982）の 1 例のみにとどまっている。

　本報告で使用するコナ地域の A 寺院の過去帳は，寺院が開設された 1897 年から記録が始まってお

20-09-163_002　本文.indd   820-09-163_002　本文.indd   8 2020/11/13   14:46:432020/11/13   14:46:43



9

り，カード形式で死亡者 1 名につきカード 1 枚を使用している。そこには，戒名，俗名，死亡年月日，

享年が記されている。「適用」の欄にはほとんどの場合，続柄，関係者指名，居住地域名が記されて

おり，時期によって記述の有無，詳細さの程度のばらつきはあるが死亡原因が記されており，独身者，

自殺者，雑婚者などの特別な事例については詳しく書かれる傾向にある。また，死亡者が埋葬された

墓地も A 寺院に付設されたコナ地域最大規模の墓地については墓標の番号が記されており，コナ地

域にある他の 6 カ所の日本人墓地，またそれ以外の場所に埋葬された者はそれがわかるようになって

いる。これにより，筆者のこれまでのコナ地域の日本人墓地の悉皆調査では把握できなかった日本人

墓地以外への埋葬，例えば現在は消滅したと思われる小規模の墓所への埋葬，定住初期の嬰児の自宅

地内やコーヒー農園内への埋葬を知ることができた。これらのカードは，およそ 500 名ごとに綴じら

れており，今回は戦前を対象期間として，第一冊（1897~1917 年：21 年間，525 名），第二冊（1918~1931

年：14 年間，488 名），第三冊（1932~1949 年：18 年間，491 名）に記録されている計 1,504 名の情

報をデータ化し死亡構造の変遷を導き出した。

　その結果から，成人男女死亡数の変化とその比率，子どもの死亡数，年間死亡数の変化などを分析

し，日本人移民の移民初期（正確には日系仏教開教初期）から定住，そして家族を形成して定着して

いった過程を考察する。加えて過去帳に記されている死亡原因の「病気，事故，事件，自死」などの

なかから，ホスト社会側の白人による日本人殺害事件，男性高齢者の孤独死，自殺者の事例として女

性既婚者の農薬などでの服毒死などを検討する。また，死因として過去帳に記載はないが，1920 年

の 2 月から 4 月にかけてハワイで猛威をふるった流行性疫病であるスペイン風邪の影響についても，

その時期の死亡者数やその属性から検討する。これらにより，これまでは検討される機会が少なかっ

た戦前のハワイの日本人移民の死に関する生活史の一端を明らかにしたい。
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宇垣軍縮による部隊廃止・転営の諸相
―地域社会との関わりを中心に―

三澤　拓弥

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・日本史）

　本報告は，宇垣軍縮による部隊廃止・転営の諸相を地域社会との関係から解明すると共に，その諸

相を通じて表出した “ 軍隊 ” に対するイメージについて，考察を試みたものである。

　第一次世界大戦後，日本陸軍は，反戦・平和思想に基づく軍縮要求と「総力戦」体制の構築及び軍

備近代化推進の両立という重要課題を突き付けられていた。その対応として，当時の宇垣一成陸相ら

陸軍中央の幹部たちは，四個師団などの部隊を廃止して経費を捻出し，その経費を軍備近代化にほぼ

丸々転用するという宇垣軍縮を立案した。しかし部隊の廃止は，部隊が明治期以来衛戍してきた地域

社会に対して甚大な影響を及ぼすものであったため，陸軍は部隊と地域社会の歴史的・経済的関係を

考慮した上で廃止部隊を選定し，やむを得ない場合は，部隊の転営・分屯を行うこととした。

　部隊廃止・転営の実行に際しては，現場の部隊レベルが実務面での計画立案を行うなど，大きな裁

量を握っていた。さらに鉄道当局や民間輸送会社などの輸送機関も部隊側の要望を忠実に汲み取った

上で，輸送計画の策定とその実施に協力していた。無論，輸送機関が軍隊に対して，多額の運賃を支

払ってくれる「良いお客様」意識を抱いていたことも事実であろうが，このことは，戦前期日本にお

ける軍隊と社会の「持ちつ持たれつ」の関係を端的に示していよう。

　部隊の廃止・転営にあたっては，「ヒト」と「モノ」の大変動が伴うことになるが，本報告では，

それぞれの具体例として下士官と軍馬を取り上げた。下士官の処遇問題は，部隊の裁量の大きさを示

すと同時に，彼らを退職させることに当惑する部隊の姿もよく示している。予想以上の下士官が，退

職後に予想される経済的不安から軍隊を去ることに抵抗を示したため，部隊は他師団への交渉や中央

への意見具申など下士官の需給調整に奔走し，在職希望者の救済を図った。だがそれは本来「解雇」

すべき人を残留させてしまったということであり，宇垣「軍縮」の限界性を象徴する事例でもあった。

　軍馬については，「整理された軍馬はどうなったのか」という “ 素朴な ” 問いを出発点に検証を行っ

た結果，軍馬たちは売却という手段を踏み，地域社会に「帰っていった」ことが明らかとなった。

　また，部隊の廃止・転営に伴い，各種式典が催されていたことと部隊の「歴史化」ともいうべき事

象が生じていたことも注目される。宇垣軍縮が実施された 1925 年 4 ～ 5 月という短期間において，

観兵式や「聖旨」伝達式，軍旗奉還式など目的に応じた各種式典が連続して開催され，地域社会が軍

隊の存在を強烈に認識せざるを得ない状況が断続的に形成されていた。その中で地方行政当局も部隊
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歓送迎の宴会を主催するなど，儀礼空間の創出に一役買っていた。そして，「聖旨」や「軍旗」など「天

皇の軍隊」を象徴するファクターの式典における動向も重要である。これらは軍隊内部や衛戍地，移

動中の沿線・沿道などにおいてその権威を振りまき，全国の地域社会が権威的かつ特権的な性質を持っ

た「天皇の軍隊」の姿を再認識する状況を作り出した。

　部隊の「歴史化」については，該当部隊の歴史を扱った書籍・『写真帖』・記念碑などの各種媒体が

製作されていた状況を「歴史化」と定義した上で検証を行った。「歴史化」の作業は部隊の廃止・転

営とほぼ同時並行で実施されており，その作業を行った人々は，軍当局から地元の写真館に至るまで

実に多様であり，かつ，その歴史を語られる対象（受け手）も天皇・軍人から子どもまで広範囲な人々

が想定されていた。そこでは「武勲と光輝ある」もの，ないしは権威ある「天皇の軍隊」という軍隊

像が描かれており，このような華々しい軍隊の姿を，地域社会の人々は部隊がいなくなった後におい

ても回顧できるようになっていった。

　このように，宇垣軍縮実施過程においては，現場の部隊が実務的計画立案とその実行の役割を担う

一方で，“ 地域社会 ” という存在も部隊廃止・転営の実施に不可欠な要素であった。換言すれば，宇

垣軍縮下の部隊廃止・転営は，“ 部隊 ” と “ 地域社会 ” の “ 共同 ” によって進行していたということに

なろう。

　そして，部隊廃止・転営の過程の中では，①地域社会への利益供給集団としての軍隊，②「天皇の

軍隊」という権威的軍隊，③「武勲と光輝ある」軍隊という三つの軍隊像が表出した。これらは，捉

え方によっては「肯定的な」イメージに転化し得る可能性を持つものであり，そのような軍隊像が，

軍縮世論・反軍感情隆盛の状況下で表出してしまったことは見逃せない。すなわち，反軍感情・平和

思想が盛り上がりを見せる中で行われた「軍縮」が，結果として軍隊に対して「肯定的な」イメージ

を与えるという，歴史の “ 皮肉 ” とも言うべき事象を生じさせることになったのである。
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世界史のなかのパンデミック
2020 年度駿台史学会大会統一テーマ趣旨

駿台史学会企画委員長

高田　幸男

（明治大学文学部教授）

　2020 年，人類は史上何度目かのパンデミックの脅威にさらされている。10 月 10 日現在で新型コロ

ナウイルス（COVID-19）の感染者は全世界で 3687 万人，死者は 106 万人に達している。

　人類は，たび重なるパンデミックを経て，19 世紀に至り感染症の病原体を突き止め，ワクチンや

特効薬を開発し，防疫体制を整備するようになった。だが，新型コロナウイルスは，これらに対抗す

るかのように，無症状の感染者による感染拡大と，一部感染者の急速な重症化・死亡という特徴を持

ち，そのため社会には感染への不安や相互不信が生じ，ネット上では流言飛語が飛び交うようになっ

た。これに対し各国は，国境閉鎖や都市封鎖（ロックダウン）を実施し，さらには中国のように全国

民の情報を把握し，移動や通信までも規制する国が現れている。その一方で，経済活動の分断は，各

国経済に深刻なダメージを与え，防疫と経済活性化のどちらをより重視するかで，各国の足並みも乱

れている。私たちは感染への恐怖と社会の分断，経済活動の停滞により，精神的抑うつを強いられて

いる。

　現生人類はアフリカに起源をもつとされる。そして数万年をかけて，世界各地に移動・拡散する過

程で，多様な文化を形成し，さらにその相互対立・融合を経て，現在に至っている。この間，各地へ

分散していった人類の集団は，未知の生態系と接触するたびに，新たな病原体に遭遇して打撃を受け，

やがてそれと折り合いを付けるというプロセスを繰り返してきたのであろう。こうして一旦，各地の

「風土病」と化した感染症は，交通手段の発達，地理的知識の普及による地域間交流の活発化により，

新たな広域感染を引き起こすことになる。

　ペスト，コレラ，スペイン風邪はいずれも移動・交流の活発化の副産物として大流行し，その猖獗

は人々に恐怖と社会の分断・閉鎖をもたらし，また社会構造の変化をもたらすことになった。人類の

歴史は移動の歴史であり，それは各地で出会った病原体の拡散，パンデミックの歴史でもあった。21

世紀，グローバル化の新たな段階がもたらした新型コロナウイルスの大流行は，人類の歴史に何を残

すことになるのだろうか。

　文献史学，考古学，地理学の研究者が一堂に集う駿台史学会は，今回，これら各分野から過去の感

染症とパンデミックについて考察することにした。
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  まず谷畑美帆氏は，考古学から，人類史における感染症の痕跡を追う。そして結核特有の病的所見

を残す人骨の出土状況から，結核は日本列島において遅くとも弥生時代後期までに大陸からもたらさ

れていたとし，その背景として稲作や金属器の伝来に示される活発な人の移動を指摘する。また骨に

所見を残さないペストやコレラなどの感染症に対する考古学的検証方法を提示する。

　次に井上周平氏は，西洋近世史から，モンゴルによってペストがもたらされたのちのヨーロッパ社

会を取り上げる。ペストはその後も周期的に流行を繰り返し，流行は常態化していったという。井上

氏は 16 世紀ドイツのケルンを事例に，人々が常態化したペスト流行の下でどのような日常生活を営

み，感染症に対していかなる認識を持っていたのかなど，パンデミック下の社会の変化を考察する。

　最後に荒又美陽氏は，社会地理学から 19 世紀以来のパリの都市計画と感染症―公衆衛生との関係

を考察する。そしてコレラや結核の流行への予防対策としての都市計画が，取り壊される街区の，多

くは移入民である住民を排除して進められ，また新規移入民の監視・選別を伴うものであったことを

指摘し，病の種類は変わっても，都市計画と公衆衛生・移入民の関係性は現在も変わっていないとす

る。

　さらに櫻井智美氏にモンゴル帝国史研究から，モンゴル統治下の中国における疫病と社会構造の変

化について，また久水俊和氏に日本中世史研究から，中世社会における疫病と死生観・隔離差別など

についてコメントしていただく。

　感染症という目に見えない「敵」への対応策とその結果，そこから浮かび上がる人類共通の課題な

ど，幅広い議論と活発な意見交換を期待したい。
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墓から出土する資料から感染症を考える
―先史から近世まで―

谷畑　美帆

（明治大学文学部兼任講師）

感染症とは　人間の歴史は，病との戦いでもあった。170 万前の化石人骨にはすでにガンの所見が確

認されており，骨には様々な病変が残されている。縄文時代晩期には住居址（かつて人々が生活して

いた住居の痕跡）の検出数が減少するなど，寒冷化により人口が減少したと考えられてきた。そして

こうした人口減少の一つが感染症であった可能性も捨てきれない。古人骨から人口減少を提示するこ

とは難しいが，病気の所見から当時の様相をある程度，考察することは可能である。医療技術が発達

していなかった時代において，病は未知のものであり，脅威でもあった。そのため，人々は様々な行

為を実施し，病から身を守ろうとしていたであろう。

骨病変から探る感染症　遺跡から出土する人骨には健康不良な状態にあったとされる所見が観察され

ることがある。そして，こうした所見は死因に間接的にかかわる場合があるが，数万年または数千年

前に亡くなった人々の病名を特定することは容易ではない。長らく日本人の死因の上位を占めてきた

結核は，約 2000 年前には大陸から日本列島にもたらされている。結核特有の所見を持つ個体が弥生

時代後期の遺跡（鳥取県青谷上寺地遺跡）から出土しているからである。この時期，稲作や金属器な

どと共に人の移動が活発になっており，こうした感染症ももたらされていた。免疫のない個体のばあ

い，結核菌はどんどん拡散し，古墳時代には西日本のみならず関東地方でも結核に罹患している個体

は確認されるようになる。しかし，もっと早い段階から骨に結核特有の病的所見を残さず，亡くなっ

た個体がいた可能性も十分に考えられる。確実に結核と言い切れる個体は弥生時代以降に確認される

が，これより前から結核菌は日本列島にきていたと考えるべきであろう。

骨に所見が残されていない感染症　骨に特徴的な所見が残されていない個体では，DNA 分析の実施

により罹患の有無を認識できる場合がある。たとえば，文献のある時代で取り上げる感染症としてペ

ストがある。ペストはもともとキルギス共和国の風土病であったが，モンゴル帝国の兵士たちによっ

てヨーロッパにもたらされ，中世の社会に深刻な影響を与えた。しかし，ペスト特有の所見は骨に残

されない。そのため，その個体がペスト罹患者であるかどうかを明らかにするには，骨に残されてい

るペスト菌の DNA を抽出することが必要となってくる。

感染症で死亡した個体の埋葬　貴賤を問わずいつだれがどこで罹患するのかわからない病には恐怖が

伴うのは言うまでもないことである。1858 年（安政 5 年），江戸の町にはコレラが蔓延し，火葬場が
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混み合い，埋葬に支障をきたしたという記録が残っている。前述したように，骨に病気の痕跡が残る

病と残らない病があるが，感染症により大量の死者が出た場合には，様々な問題が生じたことは明ら

かであろう。この他，日本においても，差別の対象とされてきたハンセン病罹患者に対する埋葬も考

察しておく必要がある。

感染症といかに生きるか　これまでも人間はさまざまな感染症と共に生きてきた。ペストの蔓延を抑

えきれなかったため，ヨーロッパでは教会がその権威を失い，コレラ蔓延時には，さまざまな迷信や

デマが江戸の町にひろがった。このように近代医療導入以前では必要以上に病を恐れる風潮があった

が，残念ながら現代社会でも同様の兆候がみられることがある。新型コロナウイルスの蔓延により，

21 世紀を生きる私たちには，さまざまな変化が求められている。また科学技術の進展した現代社会

においても，病にかかりたくないという強い思いからか，感染症は許しがたい差別を生むこともある。

こうした悲劇を少しでもなくすために，過去の社会にはびこっていた感染症を通して様々な考察をし

ながら，私たちが今をいかにいきていくべきなのか模索していく必要があるだろう。

20-09-163_002　本文.indd   1720-09-163_002　本文.indd   17 2020/11/13   14:46:432020/11/13   14:46:43



18

繰り返すペスト流行と市民生活
―近世ドイツ都市ケルンの事例から―

井上　周平

（明治大学文学部兼任講師）

《報告要旨》

　ペストは前近代ヨーロッパで猛威を振るった疫病として知られる。たとえば 14 世紀のパンデミッ

クのなかで 1347 年から数年にわたってヨーロッパ中を席巻したいわゆる黒死病の大流行は，甚大な

人的被害をもたらし，社会構造にも変容をもたらしたとされる。しかし，ペストはこの 14 世紀半ば

の一度きりの大流行をもってヨーロッパから消え失せたわけではない。その後も 18 世紀に至るまで，

各地で繰り返し流行を見せ，その規模も決して小さいものではなかった。近世ドイツについての先行

研究が明らかにしているところでは，ペストは 14 世紀以降も，およそ 10 年周期でその流行の中心を

移動させながら被害をもたらし続けた。

　近年の研究動向を見ても，ペストに対する関心は，中世の黒死病のグローバルヒストリーと並んで，

この近世のいわば流行が常態化した状況における地域ごとの政治的・社会的反応に焦点をあてるよう

になっている。近世以降の時代における衛生行政の展開や，専門職としての医師の立場が確立する以

前の医療の制度化，あるいは社会全体の統制の問題を考える際に，この近世における流行は注目に値

すると考えられているのである。

　一方，日常生活に目を向けても，中世の黒死病流行期とはまた異なる社会的反応の様相を見出すこ

とができるだろう。大きな脅威をもたらす疫病が繰り返し襲うこのような社会で，当時の人々はどの

ように生きていたのであろうか。知人，友人，あるいは親族が罹患したり，命を落としたりした記憶

があるなかで，迫り来る死に再びあるいは何度も直面するということは，人々のペストの認識にどの

ような影響をおよぼしたのだろうか。繰り返す流行に対しては，どのように対応したのだろうか。

　14 世紀に黒死病が未曾有の大惨事をもたらした際には，その原因をめぐってさまざまな意見が提

出された。神の怒りやユダヤ教徒の陰謀といった原因論が民衆にも広がった一方で，学識層はこの疫

病の発生を占星術的な天体の位置や流行の直前に生じた地震などに帰そうとした。しかし，こうした

原因論は，疫病が一回限りのものに終わらず，流行を繰り返すなかで説得力を失っていく。これに対

して，16 世紀になると都市の環境と疫病とを結びつける言説が登場する。それは現代的な意味での

公衆衛生観念とは同じものではないが，同時に中世のパンデミック期とも異なる認識でもある。そし

て，そうした新たな認識は，人々の行動にもそれまでとは異なった影響を与えたと考えられる。
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　本報告では，16 世紀ドイツの大都市ケルンを事例として取り上げ，市民の残した回想録などから，

このペスト流行が常態化した状況における疫病認識と市民生活の実情を明らかにしていく。ケルンで

長きにわたり市参事会員を務めたヘルマン・ヴァインスベルク（1518 ～ 1597 年）は，その後半生に

おいて日々の詳細を記録し，前半生の記憶や記録をも取り入れた回想録を著した人物だが，その生涯

において幾度もペストの流行を経験している。16 世紀のケルンでは合わせて 9 回のペスト流行があっ

たことが知られているが，ヘルマンの生涯はそのうち少なくとも 5 回に重なる。そして，ヘルマンの

回想録の記述からは，ケルンの重要人物や知人の多くが疫病のために死去したことだけでなく，当時

の人々がペストの到来をどのように捉え，どのような行動をとったのかを詳細にみてとることができ

る。

　世界規模での大流行の後，疫病が繰り返されることが常態化した状況下においても人々は生活を営

んでいた。それは死が常に間近に感じられるものであったが，しかし同時に，単に恐怖や混乱や諦念

だけに支配されていたわけでもなかったのである。
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都市計画と病
―近現代フランスの公衆衛生と移入民―

荒又　美陽

（明治大学文学部教授）

　建築史の L. ベネヴォロが「衛生法規は近代都市計画法の直接の先駆け」（『近代都市計画の起源』

鹿島出版会 1976，p.130）としたように，近代都市の形成には公衆衛生への意識の高まりとその具体

的な対策が大きくかかわっている。上下水道の整備や公園の設置，城壁の取り壊しなどはその表れの

一部である。他方，そこには近代化のもう一つの要素ともいえる人の移動の急速な拡大もかかわって

いる。本報告では，パリを事例として，近現代フランスの公衆衛生と移入民の関係について考察して

いく。

　19 世紀半ばのパリの都市計画事業，いわゆるオスマンの都市改造は，近代都市計画の嚆矢として

知られている。第二帝政期に行われたことから，その強権性や象徴性が強調されることも少なくない

が，近年はその前の時代からの連続性が多く指摘されている。とりわけ，18 世紀以来の公衆衛生の

考え方は，ここに大きく影響した。人や動物の吐く息，死体・ごみ・腐敗物から発せられる瘴気（ミ

アズマ）が人間を死に至らしめるのであり，空気や水の循環を向上させなければならないとする考え

方である。とりわけパリで 1 万 8 千人もの死者を出した 1832 年のコレラの流行と，人口密集地での

死者が多かったというその調査結果は，この問題を喫緊の課題とした。被害を防ぐには，入り組んだ

街路を取り壊し，道路幅を拡大し，排水設備を充実させ，衛生的な住宅を建設することが必要とされ

た。そのための法整備が，オスマンの都市改造の特徴ともいえる大々的な街区の取り壊しと広幅員の

道路の建設，それに沿った住宅の建設に繋がったのである。

　他方，そこで取り壊された街区の居住者は誰であったのか。19 世紀の前半には，パリの人口は農

村から都市労働者として移住した人々によって倍増していた。人口密集地は，貧しい労働者の居住地

でもあった。当時の都市計画事業においては，不動産所有者には保証があったものの，賃借人への保

証はなかった。労働者住宅の建設は，当時は篤志家によるものに限定されており，公的な制度ができ

るのはもう少し後のことである。またそれらの居住条件は厳しいものであり，はじき出された人々の

多くが，事業から取り残された地区か，都市周辺部にスクウォッターとして住むようになった。

　第三共和制になると，その取り残された区画が注目されるようになった。基準となったのは，結核

の死亡率である。行政によって，パリで 17 の区画が「不衛生区画」に指定された。全面的な取り壊

しと道路や公園の建設がそれぞれ計画されたが，財政上からも一気に進められることはなかった。区
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画には衛生状態が最も悪いと判断されたものから順に 1 から 17 までの番号が振られていたが，事業

は 1 から順番に進められたのでもなかった。中心部に位置していた第 16 不衛生区画は，比較的早く

事業化されることとなった。ここには 19 世紀末からロシアやポーランドからポグロムを逃れてきた

東方ユダヤ移民が多く居住していた。第二次大戦の間に，この地区の整備方針は取り壊しから保存に

転換したが，その背後ではこの地区からユダヤ人の強制移送も行われていた。都市計画事業と移入民

はここでも関係していたのである。

　第二次大戦後の都市計画では，移民労働者によるスクウォッターを解消していくことが課題となっ

ていた。それがほぼ終了したとみなされた 1970 年に，個々の建造物の状態から不衛生な住宅をなく

していくことを目的とする法律が作られた。面ではなく，点が対象となったのである。2002 年に，

パリ市はこの法律に基づき，1020 軒の建造物を整備対象とした。もはやコレラや結核のような伝染

病はここにはかかわっていないが，古い建造物のペンキに含まれる鉛が住民の血中に取り込まれて貧

血や脳障害を引き起こすとされる鉛中毒は選定基準となっている。現在の都市計画にかかわる病であ

る。

　選定されたのは個別の建造物だが，それが集中している地区はある。とりわけ 18 区のシャトー・ルー

ジュ地区は，その全部を一つの半官半民の会社が担当し，地区一体としての整備がすすめられた。こ

この居住者には，最新の移入民であったサハラ以南のアフリカからの移民も多かった。地区には「事

実上の社会住宅」とも呼ばれる「家具付きホテル」が集中していた。収入が不安定であったり，滞在

許可証がなかったりする人々も多く居住していた。行政の地区への介入は，不安定な状況にある人々

ほどより不安定にしていく。

　19 世紀から現在まで，都市計画事業には病がかかわってきた。それは時代によって異なってはい

るが，病を防ぐことが目的としながら，常に新規の移入者を監視・選別する機能も果たしてきた。病

が常に最も脆弱な社会層をより多く被害者にすることは現在の COVID-19 の状況からも明らかであ

り，都市計画の背後にあるその関係性に意識的であることが求められる。
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