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吉

田

過とともに侵略の記憶が薄らいでゆくという性椿のもの

断に再生産される性椿を有しているのであって︑時の経

五年戦争史研究と戦争責任問題

はじめに

では決してないはずである︒

壱り︑アジァ諸国の民衆意識との間に大きな断層が存在

にもかかわらず︑問題の根幹をなす戦争責任問題一つ

にはとりわけ厳しいものがある︒そして︑そこには︑日

し︑なおかつそれが増々拡大しつつあるようにみえる︒

最近の藤尾文相発言に対する反応などに示されるように︑

本帝国主義による侵路の深い傷痕が未だに癒されていな

今︑ここでは︑いくつかの世論調査を手がかりにして︑

をとっても我々日本人自身の歴史認識はきわめて陵味で

いという現実があるばかりでなく︑アジアの中における

日本人の戦争責任認識を素描することから問題を始めて

第一は︑日中一五年戦争に対する日本人の歴史認識の

現在の日本のあり方そのものに対する鋭い批判がその根

させるという﹁構造﹂が存在しているように恩われる︒

問題である︒例えば︑一九七二年の日本世論調査会の世

みることにしたい︒

その意味ではこれらの批判は︑現実の対日関係の中で不

底にあり︑それが過去の対日関係を常に批判的に再認識

一九八O年代に入ってからのアジァ藷国からの対日批判

いわ ゆ る 教 科 書 間 題 や 靖 国 神 社 公 式 参 拝 間 題 ︑ そ し て

裕
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いますか﹂との間いに︑﹁悪いことをしたと恩う﹂11二

﹁日本が中国と戦争したことについて︑あなたはどう思

→︶
論調査u﹁対米・対中意識と内閣政党支持率﹂によれぱ︑

ように︑国交回復の原点である戦争責任問題ないし戦後

五〇％︑﹁その他・無回答﹂1−四％︒一見して明らかな

O％︑﹁共産主義に賛成﹂H二％︑﹁同文同種で隣国﹂11

ることができる︒

とができよう︒他の世論調査からも同様の傾向を確認す

を持たない層が分厚く存在するという構図を読みとるこ

り︑両者の間に︑明確な加害者認識・帝国主義戦争認識

争の加害性を明確に認識する者も四分の一程度にとどま

戦争だと強弁する者はさすがに少数であるとはいえ︑戦

九％︑という回答結果が得られている︒すなわち︑自衛

﹁その他﹂1IO・七％︑﹁わからない・無回答﹂ 二二・

のである︒一九八二年にNHK放送世論調査所が実施し
？︶
た﹁﹃日本人の平和観﹄調査﹂は︑﹁一般国民の戦争責

その後大きな変容をとげることもなく現在に至っている

﹁そこには︑戦争賛任をみずからのものとする意識﹂が
？︺
完全に欠落させられていた︒そして︑この意識構造は︑

マサレタ﹄という論理でとらえて納得した﹂のであり︑

日本の多くの民衆は︑﹁戦争と敗戦にいたる過程を﹃ダ

題である︒安丸良夫が指摘しているように︑敗戦直後の

第二には︑民衆レベルでの主体的な戦争責任認識の間

めて驚かされる︒

処理問麺に対する認識が︑きわめて希薄なことにあらた

このことと関連して興味深いのは︑日中国交回復前の

任﹂についても間うているが︑﹁一般の国民は︑軍国主

った﹂1−四六・六％︑﹁なんとも思わない﹂1−四・○％︑

六・四％︑﹁自衛上当然だ﹂H八・四％︑﹁やむを得なか

一九七〇年に実施された毎日新聞社の世論調査＾﹁﹃中

国と中国人﹄全国世論調査﹂である︒これによれぱ︑八

あって︑国民に責任はない﹂⊥二六・三％︑﹁あの戦争

義の教育や情報にだまされ︑ひどい目にあった被害者で

︵2︺

六％の者が国交の正常化を是認しているが︑その理由は

は︑日本の自衛とアジァの平和のためにやったものであ

間題ではない﹂＾一七・六％︑﹁その他﹂HO・五％︑

って︑軍国主義だとか︑被害者だ加害者だというような

次の通りである︵複数回答︶︒﹁大きな市場をのがす﹂
四七％︑﹁世界の大勢に遅れる﹂n一三％︑﹁戦争のケリ
がつかない﹂11一五％︑﹁攻めこまれる不安が多い﹂■一
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である﹂と回答した者は︑二九・五％にすぎない︒

国民は：：−少なくともアジァの人々に対しては︑加害者

﹁わからない︑無回答﹂H一六・一％に対して︑﹁当時の

の一九四六年五月から一九四八年一一月にかけて開廷さ

民が︑南京事件の存在を知ることができたのは︑敗戦後

戦時下︑徹底した報遺統制の下に置かれてきた日本国

った︒法廷においては︑日本の戦争犯罪を象徴する大事

れた極東国際軍事裁判︵東京裁判︶の審理を通じてであ

件であったために検察側の立証に対する弁謹側の反証が

ところで︑ここでの筆者の間題関心は︑こうした戦争

のあり方とも︑たとえ部分的ではあるにせよ︑ある種の

責任間題をめぐる唆味な歴史意識の存在が︑戦後歴史学

照応関係を有しているのではないか︑という点にある︒

であった﹂︒南京攻略戦の最高指揮官︑松井石根大将の

注目されたが︑﹁弁護側の 反撃︒は︑意外なほど淡白

はらまれる藷間題について考察してみることにしたい︒

戦争責任論の視角から戦後における一五年戦争史研究に

南京事件︵いわゆる南京大虐殺︶の問題を中心にして︑

では︑日本帝国主義による戦争犯罪の象徴的存在である

にこたえるだけの充分な準傭がないが︑さしあたり本稿

はいうまでもない︒現在の筆者には︑この課題に全面的

の戦後歴史挙そのものの再検討が不断に要講されること

の責任を担うことを常に宣言してきた以上︑この間題で

立証に圧倒され︑弁護側といえども事件の存在そのもの

た﹂という︒少なくとも東京裁判の段階では︑検察側の

に刑事責任まで負わせるべきではない︑との方針をとっ

に在った軍司令官や師団長がいること︑ゆえに松井被告

けの努カをはらったこと︑その部下に直接的責任の地位

面軍司令官としてこのような不法行為の防止に出来るだ

もあり︑・−−事実そのものの認否の事は一応に止め︑方

倒的であり︑世界中にあまりにも悪評が高かった事件で

弁護人伊藤清によれぱ︑弁護側は︑﹁検察側の証拠は圧

＾5︺

少なくとも︑戦後歴史学が国民の歴史認識に対して固有

なお︑あわせて︑南京事件研究の今後の課趨についても

を正面から否定することはできなかったということがで

事件の存在を事実上否定する潮流が成長してくることに

きよう︒ところが︑戦後史の長い時の流れの中で︑この

＾6︺

ふれることにする︒

南京事件をめぐる論争
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の取材に基づいて︑南京事件・平頂山事件・三光政策な

勝一記者が︑一九七一年に﹃朝日新聞﹄紙上に連載した
9︺
ルポルタージュであった︒本多記者は中華人民共和国で

その直接のきっかけとなったのは︑朝日新聞社の本多

判に対して敵儀心を肥犬化させた事情を指摘することが

者たちが︑教科書間趨に象徴されるアジァからの対日批

日本の﹁犬国化﹂によって自信と自負を深めた民族主義

殺・の虚構﹄の出版前後から再び論争が活発化する︒こ

＾10︶

を事実上全面的に否定した田中正明の著書︑﹃ 南京虐

ど︑中国大陸における日本帝国主義の戦争犯罪の実態を

できるが︑以後︑論争は︑﹃朝日新聞﹄や﹃サンケイ新

なるのである︒

追跡し︑読者に大きな衝撃を与えたのである︒これに対

聞﹄などの主要日刊紙までまきこんだ形で展開され現在

の時期に再ぴ﹁まぽろし﹂派が撞頭してくる背景には︑

して︑﹃諸君！﹄一九七二年四月号に﹁﹃南京大虐殺﹄の

に至っている︒

しかしながら︑この激しい論争にも︑最近ではようや

＾8︶

まぽろし﹂を発表して南京事件の報遣のされ方に疑問を
呈したのがジャーナリストの鈴木明であった︒以後︑こ

行﹄は︑一九八四年四月号から一九八五年二月号にかけ

く新たな転機が訪れようとしている︒その直接の契機と

て︑畝本正巳の﹁聾言による﹃南京戦史﹄﹂を一一回に

の鈴木論文を起爆剤として︑事件の存在そのものを事実

動きは︑洞宮雄︑本多勝一︑高崎隆治らの手厳しい反論

わたって連載し︑甫京の日本軍が基本的には﹁シロ﹂で

る借行社の最近の動向である︒この借行社の機関誌﹃借

をよぴおこし︑ここに南京事件をめぐる周知の論争が本

みることを﹁論証﹂しようとする努カを続けてきた︒と

なったのは︑士官学校出身の旧陸軍将校の親睦団体であ

格化することになったのである︒しかし︑その後この論

ころが︑連載の過程で編集者の意に反して︑捕虜などの

﹁まぽろし﹂説が一部のマスコミ

争は︑﹁まぼろし﹂派からの有効な反論のないままに推
＾9︺
移し︑論争としては︑しだいに﹁下火﹂に向っていった︒

虐殺を裏づける垂言や記録がかなり出てきたぱかりでな

を媒体にして急遠にひろがってゆく︒同時に︑こうした

こうした中で︑この論争が再燃するのは︑一九八○年

く︑連載終了後の﹃借行﹄一九八五年三月号は︑編集部

上否定する南京事件

代に入ってからのことであり︑南京事件の存在そのもの
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で︑虐殺・掠奪・暴行などの南京における日本軍の蛮行

さか唐突とも思えるような形で掲載した︒そしてその中

名で﹁証言による南京戦史︿その総括的考察﹀﹂をいさ

稿も同様の動きの中に位置づけることができる︒

われてきたのである︒また︑板倉由明の最近の一連の論

﹃借行﹄に代表されるような明確な軌道修正の動きが現

ぼろしL説の立場をとり続けてきたグループの中にも

それでは︑このような変化を促した要因は何であった

＾皇

の事実を認め︑﹁中国人民に深く詑ぴるしかない︒まこ
とに相すまぬ︑む︐こいことであった﹂との立場を公にし

参加した旧軍関係者の記録や証言が次々に発掘・公表さ

のだろうか︒第一には︑ここ数年の間に︑南京攻賂戦に

さらに︑こうした変化に拍車をかけたのは︑﹁まぼろ

れた事実である︒それらは︑兵士の従軍日記や証言に始

たのである︒

し﹂派の中心的論客であった田中正明の資料改ざん事件

まって中島今朝吾第一六師団長の日記にまで及ぷ広範囲

なものであり︑この結果︑捕虜の集団虐殺などの局面が

であった︒一九八五年一一月二四日付﹃朝日新聞﹄︑一

一月二五日付同紙︑板倉由明﹁松井石根大将﹃陣中日

かなり明確になった︒第二には︑そうした新資料を基礎

＾n︺

記﹄改鼠の怪﹂などで次々に報道されたように︑この事

に︑南京事件をめぐる激しい論争にも触発されながら︑

というものである︒その内容が内容だけに︑この事件の

の存在を否定する方向で大幅な改ざんの手を加えていた

﹁支那事変日誌抜粋﹂およぴ﹁陣中日誌﹂に︑甫京事件

事件﹄︑洞宮雄﹃南京犬虐殺の証明﹄︑秦郁彦﹃南京事件﹄︑

道﹂︑藤原彰﹃南京犬虐殺﹄︑吉閏裕﹃天皇の軍隊と南京

である︒代表的なものとしては︑本多勝一﹁南京への

南京事件研究がここ数年の間に急遠な進展をみせたこと

＾12︶

件の内容は︑田中正明がその編書に収録した松井大将の

発覚は︑田中正明に代表される南京事件1−完全﹁まぼろ

笠原十九司﹁南京大虐殺の全貌はなぜ報道されなかった
＾

＾並︶

︶

這︶

し﹂派の退潮を一層促すものとなった︑ということがで

か﹂などをあげることができるが︑これら一連の研究に

＾竺

きよう︒こうして現在の段階では︑虐殺の規模と範囲に

よって事件の実態が多面的に明らかにされた︒また︑こ

＾20︶

︵18︺

関する間題は別にして︑南京事件の存在そのものを否定

の間︑中国側の研究書も日本国内に紹介されている︒

＾〃︶

する議論は事実上成り立たなくなっており︑従来︑﹁ま

200

の意味で︑甫京事件をめぐる論争は︑明らかに新たな段

し﹂派の軌遺修正となって現われているといえよう︒そ

なくなっており︑それが︑すでにみたような﹁まぽろ

ぼろし﹂派も事件の存在そのものは事実上認めざるをえ

こうした資料の発掘と研究の進展の中で︑従来の﹁ま

という戦争史の第一義的な問題については︑⁝⁝むしろ

率直に指摘したように︑﹁﹇口本軍が中国でなにをしたか

トによって中心的に担われてきた︒江口圭一がきわめて

にすれぱ︑︑こく最近まで︑本多勝一などのジャーナリス

関しても︑その真相の究明は︑洞宮雄の一連の業績を別

態の解明が明らかに立ち遅れた事実である︒南京事件に

＾21︺

＾娑

関心は意外に希薄でさえあり︑基礎的な事実すら把握さ

階を迎えたのである︒

しかし︑他方で︑多年にわたって南京事件の存在その

南京事件11﹁まぽろし﹂説にしても︑それがかなりの

れて﹂いない︑というのが歴史学界の現状であろう︒

未だに少なくない国民が事件の存在に疑惑の念をいだき

影響カを持ちえた一つの背景には︑こうした歴史研究の

ものを認めようとしない非学間的な議論の横行を許し︑

続けているという事実は︑戦後歴史学のあり方それ自体

側の立ち遅れがあったことは否定できないように恩われ

で南京事件の背景を説明してきたとして︑次のように論

いかに人の心を荒廃させるか﹄といった抽象的な表現﹂

る︒例えぱ︑鈴木明は︑多くの歴史家は︑﹁﹃侵賂戦争が

にも問題を投げかけてくるように思われるのである︒

二 戦争責任間題と戦後歴史学
侵略戦争への根本的反省から出発した戦後歴史学は︑

から解明してきた︒この﹁構造﹂分析の面における研究

への構造的要因を政治・経済・杜会・思想など様々な面

を引き起したと思っているのか？

本気で﹁侵略戦争で荒廃した心﹂が︑あの﹁事件﹂

歴史を書いたり︑説明したりする﹁専門家﹂は︑

難している︒

の進展には︑確かに著しいものがあるということができ

年に﹁荒廃した心﹂があの事件を引き起したのなら︑

日本の﹁近代化﹂過程そのものの中に内在する侵略戦争

よう︒しかし︑そこでの問題は︑侵略戦争の最も醜悪な

昭和十三年にも昭和十四年にも︑もっと大規模な

もし︑昭和十二

側面をなし︑戦争賛任問遷の前提でもある戦争犯罪の実
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いったか︒そのなかに︑戦争の本質をとくカギがひそん

いきさつをたどって一人の人間の意識・行動に結晶して

そして︑﹁帝国主義戦争という歴史的条件が︑どういう

た違いがない︒その間をつなぐ中間項が必要である﹂︒

だけでは︑客観的な効果という点で単なる体験談と犬し

蛮行を︑﹁ただ機械的に﹃帝国主義戦争﹄にむすぴつける

筑波常治が的確に指摘しているように︑日本軍将兵の

もわれわれはそういう犬規模な﹁事件﹂が起きたと
憂︶
いうことは耳にしていない︒

﹁事件﹂が続発したはずである︒しかし︑少なくと

のように論じている︒

契機にはあまり︑注意は︑はらわれなかった﹂として次

対象的な次元にかぎられてしまい︑戦争責任論の主体的

客観的な責任の追求︑天皇制の戦争政策の暴露という︑

のマルクス主義歴史学者の．戦争責任論は︑﹁支配階級の

があった︒これについては︑すでに荒井信一が︑敗戦後

背景には︑右に述べたマルクス主義歴史学の重大な欠陥

わらず︑この問題への正面からの取り組みを回避させた

カ︑戦争支持という間題を浮かぴあがらせる︒にもかか

末端においてその行為を直接に担った民衆自身の戦争協

罪の実態の解明という作業は︑不可避的に権カ機構の最

＾眺︶

でいる﹂︒にもかかわらず︑そうした具体的な歴史分析

争に誰がいかなる責任をおうべきかという価値判断

そして︑客観的な戦争原因論と︑主体的な戦争責

それでは︑こうした戦後歴史挙の立ち遅れの背景には︑

の問題が︑同義的におきかえられるという理論的混

が欠如していたために︑鈴木のかなり単線的な批判が︑

どのような問題がひそんでいたのだろうか︒第一にあげ

乱が生じた︒⁝⁝そして︑⁝⁝人民の政治主体確立

任論が︑分離されなかった︒別の言葉でいえば︑戦

られるのは︑戦後歴史学の中でも一貫して戦争責任の間

の方法として︑戦争責任の問題が自覚されず︑かつ

それなりの説得力を持ってくるという事情が存在するよ

題を追及してきたマルクス主義歴史学の﹁客観主義的性

またそれが現代史研究の方法として定着しなかった

争はだれがおこしたかという歴史認識の間題と︑戦

格﹂の問題であり︑そこにおける主体的な戦争資任論と

のは︑⁝：歴史学の問題としてはその客観主義的性

うに思われるのである︒

いう間題関心の希薄さである︒いうまでもなく︑戦争犯
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秀︶
格にかかわる間題であった︒

のように批判している︒

ろ︑そうした中にあって主体的な戦争責任の問題を正面

後歴史挙は基本的には現在に至っているのである︒むし

こうして︑主体的な戦争責任論との接点がないまま︑戦

いのかということについて︑歴史学の側からの点検︑総
売︶
括はかならずしもおこなわれていない﹂と指摘している︒

の方法として︑どう具体化できみのか︑あるいはできな

体として︑主体的な戦争責任論が第二次世界大戦史研究

たことである︒この点については後に荒井自身も︑﹁全

題提起が︑その後研究者の間でほとんど深められなかっ

の方法としての戦争責任論︑という荒井のこの重要な間

者の一人として反省せざるをえないが︑日本の戦後の歴

よう︒この間題については︑吉沢南も︑﹁私は歴史研究

築するという方向性を持ちえなかったということができ

衆のあるがままの戦争体験を媒介として戦争責任論を構

識そのものを研究の対象にすえることをせず︑また︑民

歴史学は︑民衆の痛切な戦争体験やそこにおける民衆意

私はこの心情を内側から理解し︑汲みえなかったこ
＾㎎︶
れまでの進歩的な史学の叙述は落第であったと恩う︒

熱い共感を湛えていることを見逃すことはできない︒

民族的なものへの献身や勇敢だった戦死者たちへの

定の言葉のかげに︑今なお秘められた感情として︑

日本人が太平洋戦争を語るとき︑しぱしぱ戦争否

から論じたのは︑戦争協カという自らの﹁恥部﹂を大胆

史学は︑﹃日本人﹄の民衆レベルの戦争体験を︑研究の

問題なのは︑民衆自身の主体的な歴史意識形成のため

に摘出することによって戦争体験の思想化をはかろうと

＾29︶

対象として真面目に位置付けてこなかったように思われ

確かに色川のいうように︑こうした欠陥のために戦後

したかつての兵士たちのグループであった︒渡辺清は︑
茅︺

る﹂と指摘している︒

同時に︑重要なのは︑このナショナルな民衆感情から

第二の間題は︑おそらくは戦前の偏狭な愛国心に対す

まさにその典型である︒

る響戒もあって︑戦後の歴史学が民衆のナシ冒ナルな感

在的な意識が︑すでに述べたマルクス主義歴史学の﹁客

一定の距離を保ち︑あるいはそれを迂回しようとする潜

こうとしたことである︒この点については色川大吉が次

情ともいうべきものから︑無意識のうちにある距離をお
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の類が出版されつつあるが︑伊藤公雄はそうした現象に

る︒ところで近年︑おびただしい数の戦争体験記や戦記

争責任論との接点を遮断する役割をも果たしたことであ

観主義的性格Lとも相まって︑戦後歴史学と主体的な戦

り返し指摘されているように︑戦後の日本社会において

という間題が未解決のまま残されてきたことである︒く

面と被害者としての側面をいかに統一的に把握するか︑

の方法的困難さの一つとして︑民衆の加害者としての側

第三には︑民衆の主体的な戦争責任を間題にする場合

は︑空襲体験︑原爆体験︑引揚体験などの被害者として

＾30︶

ついてふれて︑次のように書いている︒

沈黙していた﹁恥多き世代﹂が︑少しずつ語りだ

の民衆像が語られることが多く︑民衆の加害者としての

らかにする作業は不可欠であるし︑そのことを回避して

し始めている︒・：⁝そこには︑マスコミの煽動以上

自前の平和意識を培うのは不可能でさえある︒

の︑何かより深い歴史的根拠さえ感じさせる︒四〇

死﹂の接近を前に︑かつての将兵たちは︑過去の戦

しかし︑侵賂戦争へ動員された民衆が被害者としての

る︒それだけに昆衆の加害者としての側面を具体的に明

闘体験を︑また死者のまなざしを﹁総括﹂しようと
＾釦︶
している︑と思われるのだ︒

側面をあわせ持つのは事実であるし︑民壊を加害者にし

側面が充分明らかにされているとはいいがたい状況にあ

確かに︑そうした出版物は加害者としての側面を不間

たてあげるような﹁状況﹂や﹁構造﹂が存在しているこ

年前の﹁強制された死﹂の時代から︑今﹁自然な

に付したり︑単なる懐古趣味に終わる強い傾向性を有し

や道徳的な悔悟の要求に終わりかねないのである︒この

とも否定できない︒そして︑この﹁状況﹂や﹁構造﹂を

感じられることも否定できない︒むしろ︑問題なのは︑

両者の側面を方法論的にいかに統一し︑また具体的な歴

ている︒しかし︑そこに︑自らの戦争体験の持つ意味を

そうした﹁総括﹂の動きに架橋するだけの問題関心と方

史叙述の中に生かしてゆくのか︒この問題は従来ほとん

無視した加害者論は︑過去の歴史に対する一方的な断罪

法論とを︑戦後歴史学の側が有していなかったことなの

ど検討されることなしに現在に至っているといえるだろ

﹁総括﹂しようとするある種の渇望のようなものが強く

ではないだろうか︒
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の戦争体験をその全体性において把握し︑そこにトータ

う︒そして︑この問題の検討はまた︑民衆のあるがまま

は︑現在の研究段階では︑﹁日本軍の南京占領にょって︑

中国側被虐殺者数の正確な推計であろう︒これに関して

第一に︑実証上の最大の間題は︑やはり︑事件の際の

＾32︺

ルな歴史的位置づけを与えるという先に述べた課題とも

＾筆

し︑それにもかかわらず︑畝本正巳の﹁虐殺の疑いのあ
壼︶
るものは三千乃至六千内外﹂という推計︑板倉由明の

る洞宮雄の推計が最も有カであるように思われる︒しか

壼︺

二〇万人をくだらない中国軍民の犠牲者が生じた﹂とす

＾33︺

重なってくるように思われるのである︒
一一一南京事件研究の課題について

以上の論点をも念頭におきながら︑最後に南京事件研

は著しくかけ離れた推計が存在するのも事実である︒も

合計およそ一・三万人程度﹂とする推計など︑洞推計と

﹁いわゆる﹃虐殺﹄は︑兵士○・八万︑一般人○・五万︑
＾η︺

は︑すでに述べたように南京事件をめぐる周知の論争は

ちろん︑この畝本・板倉推計には様々な方法論的問題が

究の今後の課題についてふれておくことにしたい︒それ

ようやく新たな段階を迎えつつあるが︑この論争が日本

はらまれているのであるが︑ここでは今後の論争を生産

一つには︑いわゆる﹁便衣兵狩り﹂の位置づけの問題

人の歴史認識を倭小化する方向に誘導されてゆく可能性

﹁数の問題﹂だけに導いてゆこうという意図が感じられ

である︒南京陥落後︑戦闘意欲を完全に喪失した申国軍

的なものとするために︑少なくとも﹁虐殺﹂の定義にか

る︒同時に︑研究がようやく軌道に乗り出したとはいえ︑

将兵は︑武器と軍服を捨て︑便衣︵民間人の服︶を身に

も少なくないからである︒事実﹁まぼろし﹂派の軌道修

歴史研究者の側からの取り組みの立ち遅れを反映して︑

つけて︑難民区内に潜伏した︒日本軍は︑これに対し︑

かわる︑次の三点だけは確認しておく必要があろう︒

南京事件の実態そのものにも未解明の都分が少なくない︒

苛烈な掃蕩戦を実施し︑﹁便衣兵﹂と認定した者を直ち

た上で︑論争を虐殺の規模11中国側の被虐殺者数という

それだけに︑あらためて研究課題の整理を試みてみる必

に連行して大規模な集団処刑を行なった︒同時にこの過

正の背後には︑南京事件を一時的な偶発事として処理し

要があるだろう︒
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また板倉由明の場合も︑﹁便衣兵狩り﹂そのものを国際

兵狩り﹂を正規の戦闘行動とみなして︑﹁不法殺害﹂に
壼︺
はあたらないと主張し︑﹁虐殺﹂に区分しようとしない︒

れている︒ところが田中正明や畝本正巳は︑この﹁便衣

程で︑多数の一般市民が﹁便衣兵﹂に誤認されて処刑さ

現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねぱなら

然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは︑

の任意に定むる裁判所に於て審間すべきものである︒

凡そ戦時重罪人は︑軍事裁判所又は其他の交戦国

○ユ昌鶉︶にあたるとしながらも次のように論じている︒

＾39︶

ぬ︒

とすべき﹂敵対行動の一つに︑﹁便衣隊の如き者﹂をあ

また︑全く同様に篠田治策も︑﹁死刑に処するを原則

しかしながら︑率直に言ってこれらの見解は︑当時の

而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判

げてはいるが︑そこに次のような条件を付しているので

いとされた﹁便衣兵﹂とは︑武器を携行して敵対行動を

に附して其の判決に依らざるべからず︒何となれぱ︑

国際法に対する無理解に基づくものである︒第一に︑本

行なう戦闘者のことを指すはずであって︑武器を捨て低

殺伐なる戦地に於いては動もすれぱ人命を軽んじ︑

ある︒

抗する意志を失なって難民の中に逃げこんでいる非カな

惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めであ
る︒

＾仙︶

者︑立作太郎は︑ゲリラや﹁変装せる軍人﹂などにより

際法に明白に低触していた︒例えぱ︑当時の代表的法学

京における﹁便衣兵狩り﹂は︑明らかに国際法違反の

は違法であると認定されていた訳である︒すなわち︑南

軍事裁判の手続きを省略した集団処刑11﹁便衣兵狩り﹂

つまり︑日本の侵賂行動の法的正当化に終始した当時
＾竺
の法学界においてさえ︑南京で実際に行なわれたような
＾響

行なわれる敵対行動を基本的には︑﹁戦時重罪﹂︵老彗

に行なわれた﹁便衣兵狩り﹂のやり方そのものが︑国

味での﹁便衣兵﹂が仮に存在したとしても︑南京で実際

概念の不当な拡大解釈である︒第二に︑南京に本来の意

人々の群を﹁便衣兵﹂とするのは︑﹁便衣兵﹂の本来の

来︑交戦法規に違反し国際法による保護の適用を受け・な

ことを認めているにすぎない︒

＾仰︺

（46）

法違反とはせず︑その中に一都の﹁不法殺害﹂があった

第2号
第9ア巻

一橋論叢

206

る以上︑凝問の余地なく虐殺を構成するといわなけれぱ

﹁不法殺害﹂であって︑﹁不法殺害﹂を﹁虐殺﹂に区分す

殺害﹂を﹁虐殺﹂とみなす立場をとる以上︑明らかに虐

スル条約L等に対する明白な侵犯行為であって︑﹁不法

国際法の規定を無視してまで︑このような主張をくり返
＾価︶
しているのは︑率直に言って全く理解できない︒

殺に分類されるべき性格のものである︒これらの論者が

置づけである︒畝本正巳の前掲﹁証言による﹃甫京戦

三つ目の間題は︑畝本・板倉・秦のように︑﹁不法殺

虐殺の定義にかかわる二つ目の問題は︑投降捕虜の位

史﹄︵u︶﹂の場合は︑﹁集団投降捕虜︑個別投降捕虜で

には︑植民地保有大国の利害などを反映して︑ゲリラの

はらまれているという点である︒第一に︑当時の国際法

害﹂だけを﹁虐殺﹂とみなす立場自体にも大きな問題が

﹁個別的に投降したが︑殺された者﹂を﹁準戦死者﹂扱

わんぱかりの主張はあまりにも単純な議論であるといわ

したがって︑明文をもって禁じられている行為以外は全

観点からみた時︑様々な不備が存在していた事実である︒

素もあり﹂としつつ︑﹁戦意を失い︑武器を捨てて︑集

ざるをえない︒事実︑﹁陸戦ノ法規慣例二関スル条約﹂

保謹規定の不充分さにみられるように国際人道法という

団または個人で投降した中国兵をその場で殺害した例﹂
＾竺
を﹁不法殺害﹂から除外しているのである︒しかし︑敵

にあっても︑その前文には次のように調われており︑明

数字的研究③﹂もほぼ同様の立場であり︑また最近では

衡心のたかまる戦場で投降兵をその場で殺害してしまう

文の規定がない場合でも︑あくまで人道主義の立場に立

て正規の戦闘行動であって﹁合法的﹂殺害である︑とい

事例が少なくないのは事実であるが︑そのこととその殺

一層完備シタル戦争法規二関スル法典ノ制定セラ

って行動することをよびかけていたのである︒

﹁兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷

ルルニ至ル迄ハ締約国ハ其ノ採用シタル条規二含マ

そして法的レベルの間題でいえぱ︑投降兵の殺害は︑

害が﹁不法﹂であるか否かは全く別次元の間題である︒

秦郁彦が︑﹁投降兵の殺害には戦闘の延長と見られる要

いにしている︒この点は︑板倉由明の前掲﹁南京事件の

収容後︑殺された者﹂だけを﹁不法行為﹂に区分し︑

ならない︒

●

スルコト﹂を禁じた一九〇七年の﹁陸戦ノ法規慣例二関
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リ生ズル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下二立ツコト

二存立スルノ慣習︑人遣ノ法則及公共良心ノ要求ヨ

レザル場合二於テモ人民及交戦者ガ依然文明国ノ間

ず︑国際法上の﹁不法﹂性という次元だけで虐殺を論じ

の世界支配の正当化機能﹂という一つのイデオロギー性
＾珊︺
を有するという側面を忘れてはならない︒にもかかわら

はなLく︑既存の国際法自体が︑﹁国際法による欧米列強

らず︑投降の勧告すらないまま︑これらの中国軍将兵に

本軍はすでに戦闘の帰趨が完全に決していたにもかかわ

無カな群となって南京城の内外を俳個した︒ところが日

国軍将兵が︑武器を捨て︑時には武器を所持したまま︑

に潰走し︑組織的統制と戦闘意欲とを完全に喪失した中

戦﹂であったためである︒この結果︑中国軍部隊は急激

計してゆくやり方である︒この場合︑紅卍字会や崇善堂

が試みているように︑中国側の埋葬記録を基礎にして推

とであろう︒その一つは︑前掲﹃決定版

合に重要なことは︑次の二つのアプローチを併用するこ

のより正確な推計が試みられなけれぱならない︒その場

てきたが︑ぞうした議論を前提にした上で︑被虐殺者数

以上︑三点にわたって虐殺の定義にかかわる問題をみ

といわざるをえない︒

るのは大沼のいう﹁合法性信仰﹂に陥ち入っているもの

ヲ確認スルヲ以テ適当ト認ム
南京攻略戦の場合にこのことが特に問題となるのは︑

藤原彰が指摘するように︑この作戦が﹁完全な包囲職滅

襲いかかり︑その大多数を殺害したのである︒そうした

などの中国側埋葬団体の活動状況を示す資料がさらに発

＾郁︶

日本軍の行動を正規の戦闘行動とみなすのには︑やはり

掘される必要がある︒もう一つは︑洞窟雄の前掲﹃南京

＾仰︺

南京大虐殺﹄

大きな無理があり︑その非人道的実態において虐殺に含

当時の由際法を絶対視することを意味する︒大沼保昭が

第二に︑﹁不法殺害﹂だけを﹁虐殺﹂とする立場は︑

各々に記録された中国側犠牲者数を積み上げてゆくやり

の類︑将兵の垂言や日記などをできる限り発掘し︑その

みているように︑日本軍の個々の部隊の戦闘詳報や戦記

大虐殺の証明﹄や秦郁彦の前掲﹃南京事件﹄がやはり試

指摘するように︑﹁ある時代の国際法から見て合法か否

方である︒この場合には︑記録の重複に注意するととも

︵仰︶
めるべきであろう︒

かということは︑なんら判断の絶対的基準となるもので
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に︑軍関係の資料をどれだけ多く収集し︑それを批判的
に検討できるかが鍵であろう︒包括的な資料が残されて
いる可能性が少ない以上︑この二つの方法の併用によっ

て︑被虐殺者数のできる隈り正確な推計にせまってゆく
他ないと思う︒

次に南京事件研究の課題の第二は︑事件の背景を歴史
具体的に把握することによって︑この事件を惹起させた
諸要因を浮きぽりにすることである︒そのことは︑この

事件が出先の一部の軍人が引き起こした偶発的な﹁不祥
事﹂などではなく︑ある意味では︑日本の﹁近代化﹂そ

それをどのように特徴づけたのか︑その具体的解明︒

﹁天皇の軍隊﹂における軍紀の特質の解明︒この

﹁銃後﹂︑すなわち日本国内の民衆状況の分析︒こ

明らかにする必要がある︒

日中戦争期の大量動員下での日本軍の軍紀の特質を

満州事変期におけるその歴史的変化を踏まえた上で︑

場合︑天皇制軍隊の確立期︑大正デモクラシー期︑

⑧

④

こでは︑戦時下における民衆動員のあり方や報遣統

制・世論操作のあり方︑この侵賂戦争を支持した民

衆の戦争観・国家観・中国観などが問題となろう︒

さらに︑前線の将兵の意識が﹁銃後﹂の民象意識に

どのような影響を及ぽし︑それをどのように規定し

のものの産物であることを明らかにすることになるだろ
う︒この課題については前掲﹃天皇の軍隊と南京事件﹄

たのかという問題も重要である︒

＾馳︺

の中で︑ごく簡単なスケヅチを試みてみたが︑おおよそ

現地軍幹部・軍中央部の責任の問題︒この問題に

関しては︑彼らの戦争指導や作戦指導の特質︑捕虜

⑤

南京事件の直接の前史としての上海攻略戦及ぴ上

対策や一般住民対策の特質などを具体的に明らかに

次のような間題群の存在を指摘することができよう︒

海から甫京への追撃戦の分析︒この過程で南京事件

した上で︑彼らが南京事件に対して直接・間接に負

①

を生み出すような土壌が︑軍内部にいかに形成され

際関係の中に︑この事件をどのように位置づけるのか︑

南京事件研究の第三の課趨としては︑日中戦争期の国

うべき責任を明確にする必要がある︒

帝国主義戦争としての日中戦争の歴史的性格が︑

ていったかが問題 と な ろ う ︒

②

日本軍将兵の意識や行動にどのような影響を及ぽし︑
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（50）
第2号
第9ア巻
一橘論叢

という問題があげられる︒南京事件が大きな国際的反響
をよんだことはよく知られているが︑この事件への各国

ことを期待したい︒

て知られる堀場一雄は︑自著﹃支那事変戦争指導史﹄の

敗戦後まもない一九四八年七月七日︑反骨の軍人とし

おわりに

の交錯する対日政策をとってきた米英両国政府がこの事

序に次のように書いた︒

政府の対応はそれほど明らかではない︒特に対抗と宥和

件にどのように反応し︑これをどう処理しようとしたの

び此の覆轍を踏まんことを虞る︒後人が前人の勧戒

即被綻せる支那事変に省みる所無くんぱ︑後世再

か︒また︑事件への国際的非難や米英両国政府の対応の

仕方が︑目本政府や軍中央にどのような影響を与えたの

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

を冒すこと事変中既に枚挙に邊あらず︒民族の生命
︑

︑

︑

︑

︑

第四の課題としては︑南京事件が戦後の日本社会の中

か︒これら一連の問題の解明が必要不可欠であろう︒

︑

︑

︑

︑

︑

は無窮なり︒願くは後世再び此の過誤無からんこと

︑

︑

︑

で︑どのような形で報道され︑どのような形で受容され

︑

を︒⁝⁝本書は高次なる日本自らの内省を主とし︑

︑

︑

︑

︑

︑

他国の是非及国際慣行の比較は姑く措いて之を論ぜ
︑

︑

ず︒是自らを卑下するに非ず︑又他国の非を是認す

︑

︑

︑

︑

︑

︑＾馴︶

るものにも非ず︑専ら民族の生命を尊しとなす所以

︑

たのか︑あるいは受容されなかったのか︑という問題︑

いわぱ事件の﹁戦後史﹂とでもいうべき間題の分析であ

る︒この間題を重視したいのは︑その報道のされ方︑受

容のされ方︑反発と非受容のあり方の中に︑戦後の日本

強烈な民族主義の立場からではあるにせよ︑そこには︑

なり︵傍点−引用者︶︒

︑

ある︒その意味では︑南京事件の﹁戦後史﹂そのものが︑

日本民族の犯した誤まりを直視し︑あの戦争から日本民

人の国民意識の質が示されているように思われるからで

戦争責任問題を考える上での恰好の研究対象をなしてい

婆勢が感じられる︒しかし︑敗戦後四〇余年をへた今日︑

族としての主体的な教訓を学びとろうとするひたむきな

以上︑四点にわたって︑南京事件研究の課題について

この国の保守主義者や民族主義者たちは︑そうした真撃

るのである︒

みてきた︒今後さらに︑この分野での研究が深められる
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な婆勢を完全に喪失してしまウたかのようにみえる︒例
えぱ︑﹁新まぼろし﹂派の代表的論客である板倉由明は︑

﹁おんぷでつまみ食い1戦争を知らない坊やのタワゴト﹂
＾盟︺

というエキセントリヅクな見出しをつけた拙著に対する
書評の中で次のように居直っている︒

戦争の狂気の中では︑何処の軍隊も悪い事をする︒

天皇の軍隊も悪いことをした︒しかし︑天皇の︑日
本人の軍隊だけが世界に希な残虐な軍隊であったと
日本人が吹聴して回る必要はない︒

ここにおいては︑侵略者と被侵略者との区別が全く無
視されているぱかりではなく︑日本人としての主体的な

内省の契機が完全に欠落しているのである︒そして︑歴

内閣総理大臣官房広報室編﹃世諭調査年鑑︵昭和48年

版︶﹄︵犬蔵省印刷局︑一九七五年︶所収︒

︵1︶

九七一年︶所収︒

︵2︶ 同﹃世論調査年鑑︵昭和砧年版︶﹄︵大蔵省印刷局︑一

︵3︶ 安丸良夫﹃日本ナシ目ナリズムの前夜﹄朝日新聞社︑

内閣総理大臣官房広報室編﹃全国世論調査の現況︵昭

一九七七年︑二一四頁︒

︵4︶
︵5︶

同右︑七八貢︒

児島嚢﹃東京裁判㈲﹄中公新書︑一九七一年︑七四頁︒

和58年版︶﹄︵犬蔵省印刷局︑一九八四年︶所収︒

︵6︶

のち︑本多勝一﹃中国の旅﹄︵朝日新聞社︑一九七二

■

︵7︶

のち︑鈴木明﹃﹁南京大虐殺﹂のまぽろし﹄︵文芸春秋

年︶にまとめられる︒

この論争の経過に関しては︑さしあたり︑洞窟雄﹃南

社︑一九七三年︶にまとめられる︒

︵8︶

︵9︶

史に対する痛覚を欠いたこうした傲慢な議論の背景に︑

京大虐殺1﹁まぽろし﹂化工作批判﹄︵現代史出版会︑一

田中正明﹃〃南京虐殺・の虚構﹄日本教文社︑一九八

南京大膚殺﹄︵現代史出版会︑一

九七五牢︶︑同﹃決定版

四年︒

︵n︶

田中正明編﹃松井石根犬将の陣中日誌﹄芙蓉書房︑一
九八五年︒

︵12︶

史と人物﹄一九八五年冬号︶︒

板倉由明﹁松井石根大将﹃陣中日記﹄改鼠の怪﹂︵﹃歴

︵10︶

九八二年︶を参照︒

我々は︑高度成長をへた今日の日本社会の内部で急速に

成長しつつある大国主義ナシ目ナリズムの存在をみてと
ることができよう︒その意味では︑戦争責任問題への取

り組みは︑この大国主義ナシ目ナリズムとの格闘の過程
でもあり︑我々が他民族との相互理解の上に生きようと

する隈り︑依然として南京事件の問題は現代を生きる我
々自身の問題なのである︒
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一橋論叢第97巻第2号（52）
︵同右︑一九八四年一〇月号︶︑同﹁南京事件の数字的研究

一九八四年三月号︶︑同﹁続﹃南京大虐殺﹄の数字的研究﹂

︵13︶ 板倉由明﹁﹃南京大虐殺﹄の数字的研究﹂︵﹃ゼンボウ﹄

の適①〜⑳﹂︵﹃朝目ジャーナル﹄一九八四年一〇月二百

た︑東京裁判とのかかわりでは︑粟屋憲太郎﹁東京裁判へ

岡部牧夫﹁目本軍の残膚行為をめぐって﹂︵同上︶等︒ま

︵15︶

洞宮雄﹃南京大虐殺の証明﹄朝目新聞社︑一九八六年︒

吉田裕﹃天皇の軍隊と南京事件﹄青木書店︑一九八六

藤原彰﹃南京大虐殺﹄岩波ブックレヅト︑一九八五年︒

に再録︒また江口圭一は︑大沼保昭﹃東京裁判から戦後責

井信一﹃現代史におけるアジァ﹄︵青木書店︑一九七七年︶

︵刎︶ 荒井信一﹁危機意識と現代史﹂︵山田宗睦他﹃現代の

︵17︶

について︑次のように指摘している︒﹁従前の歴史挙研究

発見第六巻戦後精神﹄春秋社︑一九六〇年︶︒のち︑荒

会編﹃共同研究目本占領﹄徳間書店︑一九七二年︶︒

︵16︶

秦郁彦﹃南京事件﹄中公新書︑一九八六年︒

の中で︑このような欠陥の背後にひそむ歴史研究者の心性

任の恩想へ﹄の書評︵﹃歴史学研究﹄一九八六年一一月号︶

前掲﹃﹁南京犬虐殺﹂のまぽろし﹄︑一四七頁︒

︵23︶

号〜一九八五年四月二一目号︶が注目に値する︒

︵14︶本多勝一﹁南京への道①⁝⑳﹂︵﹃朝目ジャーナル﹄一

︵24︶筑波常治﹁BC級戦犯と戦後思想﹂︵恩想の科学研究

③﹂︵同右︑一九八五年四月号︶等︒

九八四年四月一三日 号 〜 一 〇 月 五 目 号 ︶ ︒

︵18︶

笠原十九司﹁南京大虐殺の全貌はなぜ報道されなかっ

年︒

︵19︶

南京市文史資料研究会編︑加々美光行・姫田光義訳

たか0〜⑥﹂︵﹃歴史地理教育﹄一九八六年四月号：九月
号︶︒

︵20︶

ぱ民衆美化諭に嘉ちいり︑また民衆の戦争責任の追及は戦

では︑民衆を歴史の推進カと把握することから︑ともすれ

ら︑民衆自身の戦争支持・協カの問題の解明を回避する傾

争指導者の免罪に連なるのではないかという政治的配慮か

﹃璽冒・南京犬虐殺﹄青木書店︑一九八四年︒高興祖著︑

牧野篤訳﹃商京大虐殺﹄日本教職員組合・国民教育研究所︑

向がみられた﹂︒なお︑マルクス主義歴史学のこうした欠

江口圭一﹁十五年戦争史研究の課題﹂︵﹃歴史学研究﹄

一九八六年︒
︵21︶

る︒竹内の﹁中国人の抗戦意識と日本人の道徳意識﹂︵﹃知

陥に対して早くから鋭い批判を加えていたのは竹内好であ

ただし最近では︑少しづつではあるが新しい研究成果

一九八二年二一月号︶︒

﹃竹内好評論集第一巻新編現代中国論﹄︵筑摩書房︑一九

性﹄一九四九年五月号︶を参照のこと︒この竹内論文は︑

︵22︶

が生まれつつある︒例えぱ︑江口圭一編著﹃資料日中戦争

六六年︶などに再録されている︒

期阿片政策﹄︵岩波書店︑一九八五年︶︑粟屋憲太郎・吉見
義明﹁毒ガス作戦の真実﹂︵﹃世界﹄一九八五年九月号︶︑
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︵26︶

荒井信一﹃第二次世界大戦﹄東京大挙出版会︑一九七
渡辺満は次のように論じている︒﹁戦争に反対したも

三年︑一四頁︒

もちろん我々は︑目本人のナシ目ナルな感憎の中には

らまれる特有のパイァスを忘れてはならない︒大岡昇平の

︵30︶

︵27︶

主人公にした作品である︒岡田はBC級戦犯裁判で米軍機

搭乗員殺害事件の貴任を問われて処刑された人物であるが・

﹃ながい旅﹄︵新潮社︑一九八二年︶は︑岡田資陸軍中将を

また戦争に協カしたものは協カしたことにおいて無知であ

別爆撃を国際法に違反する行為であるとしてその貴任を追

法廷では都下の罪を全て一身に引き受け︑米軍の本土無差

のは︑それを阻止できなかったことにおいて無能であった︒

癒やしがたい恥部をそれぞれかかえているはずである︒そ

ら︑犬岡が岡囲に与えた高い評価の背景には︑明らかに犬

及したことで知られる気骨の軍人でもあった︒しかしなが

った︒とすれぱ︑無能は無能なりの︑無知は無知なりの︑

れぱならない︒⁝−そして︑その力ードをみんなが正直に

たかまりが読みとれるのであり︑それが岡田の評価を一面

岡自身の︑いささかバランスを失したナシ目ナルな感憎の

れを僕らはアイマイな形ではなく︑：⁝・犬胆に摘出しなけ

側面に責任を負うかということがかなり明確になるだろう

出し合うことによって︑それぞれが戦争のどの部分︑どの

し︑また︑それを媒体にして︑戦争体験の思想化の作業も

がすでに指摘しているように︑岡田は︑中国戦線で何のた

的なものにしている︒例えぱ︑前掲﹁蓬ガス作戦の真実﹂

めらいもなく国際違反の毒ガス作戦を指撞した高級軍人の

高い生産性が約束されるにちがいない﹂︵渡辺滴﹃私の天
皇観﹄辺境社︑一九八一年︑八一員︶︒なお︑民族共同体・

的になり︑ずるくなるが︑軍司令官クラスには立派な人物

一人であった︒また大岡は︑﹁軍人は上級になるほど政治

がいる﹂として︑レイテ戦を指揮した鈴木宗作第三五軍司

があるにせよ︑自らの戦闘体験の持つ意味にこだわり続け
た吉田満の戦争黄任論も璽要である︒吉田満﹃戦中派の死

九四二年のシンガポールにおける華僑膚殺事件の当事者の

令官の名をあげているが︑彼は第二五軍の参謀長として一

運命共同体としての国家という意識にとらわれすぎる傾向

生観﹄︵文芸審秋社︑一九八○年︶に収録された﹁一兵士

戦におけるナシ目ナルな感情のたかまりによって眠りこま

ある︒あるいは︑対中国戦争に対する﹁罪﹂の意識が対米

させるという意識構造が存在しているように思われるので

りの中におけるナシ目ナルな感憎の噴出が中国問魑を欠落

一人でもある︒このように︑そこには︑対米戦とのかかわ

の資任﹂は︑彼の主体的な戦争貴任論の一つの到達点を示
色川犬吉﹃ある昭和史﹄中央公論社︑一九七五年︑二

している︒

︵28︶
五八頁︒

吉沢南﹃私たちの中のアジァの戦争﹄朝目新聞社︑一

九八六年︑二四五員︒

︵29︶
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一橘論叢第97巻第2号（54）

伊藤公雄﹁戦中派世代と戦友会﹂︵高橋三郎編著﹃共

される︑ともいえる か も し れ な い ︒
︵31︶

立作太郎﹃戦時国際法論﹄目本評論社︑一九＝二年︑

前掲﹁南京事件の数字的研究③﹂︒

﹁証曽による﹃南京戦史﹄︵11︶﹂︒

︵39︶

八号︑一九三七年︶︒

︵41︶

四九貢︒

︵40︶

この加審者・被審者論が論争の的となったが︑この論争に

︵42︶

日本平和学会の一九八五年秋季研究大会においても︑

同研究・戦友会﹄田畑書店︑一九八三年︶︒

加わった山口定と坂本義和の各々の総括は︑この問題の方

七九巻第五号︑一九八O年︶参照︒

︵32︶

法論的な困難さをよく示している︒﹃目本平和挙会ニュー

︵何︶

南京における﹁便衣兵狩り﹂の実態については︑前掲

松田竹男﹁戦争違法化と日本﹂︵﹃国際法外交薙誌﹄第

篠囲治策﹁北支事変と陸戦法規﹂︵﹃外交時報﹄第七八

口定﹁私が言ったこと︑言いたかったこと﹂︑坂本義和

ズレター﹄第六巻第五号︵一九八六年︶に収録された︑山

拒否しえなかった日本民衆の弱さ﹂や加害の実相を追跡す

参謀長宛に発した通牒︵一九三七年一〇月一五日付軍務一

長・軍令都第一都畏が陸軍中央部とも協議の上︑第三艦隊

なお︑軍中央部自身が投降捕虜の殺害を事実上黙翻し

前掲﹃南京嬰件﹄︑一八七〜二〇五員︒

︵44︶

﹃天裏の軍隊と南京事件﹄を参照︒

︵33︶ この点で︑吉沢南の前掲書︑﹃私たちの中のアジアの

ていた事実に注目する必要がある︒例えぱ︑海箪省軍務局

︵砧︶

﹁平和研究の課題とその現代的な意味﹂を参照︒

だ意欲作である︒吉沢はこの本の中で︑﹁アジァの戦争を

戦争﹄は︑そうした課魑に歴史研究者が正面・から取り組ん

るとともに︑自らの戦争体験を通じて目本の民衆が︑﹁ア

アンスが感じられる︒−﹁我櫓内に入りたる支那兵の取

機密第四〇九号︶の次の一節には︑明らかにそうした二＾

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

︑

へざる様特に留意し勘くとも俘虜として収容するものに付

︑

扱に関しては対外関係を考慮し不法苛酷の非難の口実を与

ジアの民衆との共生を志向する方向性﹂を﹁原初的﹂に育
︵34︶ 前掲﹃決定版 南京大虐殺﹄︑一四五頁︒ただし︑こ

ててきたことを明らかにしようとしている︒

︑

肝要なるに付き現地の事憎之を許す限り概ね左記に依り処

ては国際法規に照し我公明正犬なる態度を中外に示すこと

の推定値には中国軍戦死者数が合まれている︒
︵砧︶ 前掲﹃天皇の箪隊と南京事件﹄︑ 一五九〜一六三員︑

号︑五頁︑傍点−引用者︶︒

理せらるる様致度﹂︵﹃極東国際軍事裁判速記録﹄第二一一

を参照︒

︵46︶

前掲﹁証言による南京戦史︿その総括的考察﹀﹂︒

前掲﹃〃南京虜殺︒の虚構﹄︑一八九〜一九〇貫︑前掲

前掲﹁南京事件の数字的研究③﹂︒

︵％︶
︵37︶

前掲﹃南京大膚殺﹄︑六二員︒

︵38︶
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︵47︶

秦郁彦の場合は︑﹁敗残兵の殺害﹂を﹁正規の戦闘行

﹁スマイス調査﹂を基礎に

﹁スマイス調査﹂による一般市民の推定死者数を二・三万

︶
︵

した一般市民の推定死者数に﹁不法殺害としての割引﹂率

人に修正することの根拠︒一m

︵二分の一ないし三分の一︶をかけることの意味︒﹁スマイ

為﹂としながらも︑﹁投降兵の殺害﹂との実態上の差が︑
八九買︶︒したがって︑﹁投降兵の殺害﹂が虐殺とみなされ

暴行﹂による死者︑﹁拉致されたもの﹂︵行方不明︶を区別

ス調査﹂は市街地では﹁軍事行動﹂︒による死者と﹁兵士の

﹁紙一重﹂であることを認めている︵前掲﹃南京事件﹄︑一

ということにならざるをえない︒その意味で秦の見解には

ーセントは暴行による死亡で︑犬半は兵士の故意の行為に

して推定しており︑農村部に関しても︑﹁死亡者の八七バ

た場合︑﹁敗残兵の殺害﹂も少なくとも虐殺と﹁紙一重﹂

流動的な要素がはらまれており︑諭争を生産的なものにす

二の点に関しては︑橘川文三﹁日本近代史と戦争体

験﹂︵橋川文三他﹃現代の発見第二巻 戦争体験の意味﹄

︵50︶

よるもの﹂︵残りの二二％は病死者︶としている︒

るためには︑﹁投降兵の殺害﹂が﹁不法殺害﹂にあたらな
犬沼保昭﹃東京裁判から戦後貴任の恩想へ﹄有信堂︑

いとする法的根拠が示されるべきであろう︒
︵48︶

券秋社︑一九五九年︶の分析が示唆的である︒

一九八五年︑四一〜四二頁︒
︵49︶

一頁︵復刻原本

︵

同曹は︑様々な新質料に基づいて南京事件の実態を明

らかにした労作であるが︑中国側の被虐殺者数を三・八：

︵躯︶ ﹃月曜評論﹄第七八五号︑一九八六年︒

一九六二年刊︶︒

︶堀場一雄﹃支那事変戦争指導史﹄原書房︑一九七三年︑

四・二万とするその推計には︑犬きな疑問を感じざるをえ
のはやむをえないとしても・すでに述ぺた虐殺の定義にか

ない︒新書としての性格上︑推定の賞料的根拠が不明確な

田中浩﹁戦後保守体制の成立と政治指導︒の特質﹂Lの研究

本稿は昭和61年度文部省科学研究費一般研究B︵代表者H

︑

︵一橘大学専佳講師︶

補助金をえて行なった研究成果の一部である︒

かわる問題以外にも次のような疑点を指摘することができ
は︑その機滅数七〇〇〇を全て﹁不法殺害﹂に計上しなが

る︒① 第九師団による掃蕩戦︵﹁便衣兵狩り﹂︶に関して

ら︑他師団方面の掃蕩戦に関しては︑その職滅数の全てを
︶
﹁不法殺害﹂に計上してはいないように恩われる点︒⑭
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