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＜論　文＞

新聞を読まない大学生と記事を書かない新聞記者

森　榮　　　徹

要旨

本研究は平成28年度から講義科目「マスコミ論」を担当した筆者が、新聞を読まないとされる
大学生を相手に、彼らが報道に接する手段と態様、現実社会に対する問題認知と理解の傾向を、
いくつかの手段を介して取りまとめた。 3 か月余の短期間に得た知見でしかないが、事前に思い
描いていた大学生像と現実の大学生像との乖離は想像以上に甚だしかった。多くの学生が、現実
社会への認識形成に歪みを来し、自ら顧慮することもないのではないかと思い描いていたのだ
が、現実の学生は、身の回りにある情報ツールをあるがままに利用し、一時的には多様な情報に
振り回されるものの、現実社会の実相への認識を徐々に獲得するしたたかな姿を見せた。こうし
た傾向が現代日本の大多数の若者に共通する現象なのかどうか、即断は慎むべきだが、少なくと
も「新聞」は新聞社自身が思い描く「盟主たる報道機関」ではなく、数多くある「情報伝達機関」
の一つとしての立場しか保ちえていないことが明らかになった。他方、筆者が長く在籍した新聞
報道界でも、異様な自主規制が蔓延している。マスコミ論の主題の一つでもある「権力への諂い」
がどこまで深刻化しているのか、一連の授業と並行して起きた刑事司法に関する報道の実態をも
検証する。表題に示した二つの事柄は互いに無関係のように見えるが、メディアを介して伝える
側と受け取る側の双方に重大な欠陥が生じているならば、＜健全な民主主義社会を形成・維持す
る社会システムが危機に直面する＞という意味で極めて密接に関連する。こうした現状を座視し
ておれば、我々の社会はかつて辿った破滅の道に踏み込むことになるだろう。

キーワード

メディア・リテラシー、スピン・コントロール、捜査協力者、刑事司法と報道、伝えないメディア

Ⅰ．新聞を読まない大学生

　１．はじめに

　２．学生のメディア利用の実態

　　2－1　｢文章表現入門｣ 教室／ 2－2　｢マスコミ論｣ 教室

　３．予備的把握

　４．爾後の展開
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新聞を読まない大学生と記事を書かない新聞記者（森榮）

　　4－1　熊本地震／ 4－2　Ｇ7とオバマ大統領の広島訪問／

　　4－3　究極のスピン・コントロール／ 4－4　新聞を読まない大学生に対して

Ⅱ．記事を書かない新聞記者

　１．はじめに

　２．銃砲刀剣類所持等取締法違反事件

　　2－1　判決公判と報道／ 2－2　判決内容／

　　2－3　量刑の理由／ 2－4　報道の実態

　３．裁判制度

　　3－1　裁判取材に入るまで／ 3－2　公判前整理手続と期日間整理手続／

　　3－3　司法制度に問題はないのか

　４．新聞のあるべき姿

Ⅰ．新聞を読まない大学生
１．はじめに

筆者の「マスコミ論」は 4 月11日に開講した。初回授業には、全学年から留学生を

含む約140人が登録し、100人余が出席した。授業計画としてシラバスを事前に作成・

提示してはいるが、学生の意識や認知度に併せて柔軟に授業を作る為、成績評価には

無関係であることを明示したうえで、実態把握を目的として、「授業前アンケート」

と「開講前チェック」と称する 2 種類の調査を実施した。

「アンケート」は、①マスコミが持つ機能・役割、②情報伝達手段、③政治、④社

会で生起する出来事、⑤大学生活・進路、⑥生活を楽しむための文化現象、⑦消費・

経済的側面へのマスコミ機能――の 7 分野に関して30項目の言葉を示し、その言葉か

ら連想するものを各 5 個ずつの選択肢から1つを選ばせた１。

「チェック」は、前年12月から今年 3 月までの 4 か月間に新聞紙上に登場した事象

や固有名詞、数字を集めた計50項目の＜時事ワード＞に関する認知度測定を目的とし

た。①初めて見た、②よく知らない、③大体わかる、④調べてみた、⑤この場で説明

できる――の 5 段階から選択させ、見聞きした情報源や調べた手段、意味内容を自由

１	 末尾資料（その１）参照。
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記入とした２。

「マスコミ論」受講前の学生について、時事的事項に関する感度や知識のばらつき

を予め知るための予備作業だったが、回答集計中の14日に「熊本地震」が発生した。

第 2 回の授業（ 4 月18日）は急きょ内容を変更した。学生全員が熊本地震に関して

ほぼ同レベルの関心を有しており、教室内は高い集中度が保たれた。

授業の本筋として、新聞社やテレビ局の「災害報道」の初動と展開について解説し

た。報道部（局）内の揺れる吊り看板、乱雑に崩れ落ちた書籍類、市街地中心部の商

店街の姿など、延々と繰り返されるテレビ画像を見た体験が、＜取り敢えずはそれし

かできない＞という初動取材の限界に目を開かせた。その後に展開された種々の報道

を学生自身がそれぞれに、断片的ながらも追い続けた体験から、揺れと慄き・破壊と

悲嘆の、より過激な映像を執拗に追う取材が、被災者の心情や過酷な身体的負担への

追い撃ちとなりかねない冷酷な仕打ちとして伝わることも認識した。報道の功罪、支

援や募金・義援金にまつわる分別のない善意と独善、火事場泥棒的な犯罪と無私の互

助など、平時には見えにくい人間性の相克をほぼ一瞬にして見て取るという離れ業の

ような機会を得たといえよう。

授業のまとめとして、「熊本地震で何を考えたか？」と題し、①学生生活への影響、

②家族への影響、③将来の進路（職業選択）への影響、④報道の役割――の 4 項目を

掲げてコメントシートを書かせた。計101枚の提出があった。

他方、これも筆者が担当する演習的授業「文章表現入門」（ 2 クラス、受講生は 1

年生のみ計54人）でも、熊本地震につき、①初報をいつ、どこで、何を介して知った

か、②その後の経過や 2 度目の「本震」など続報追跡の手段は何であったか、③地震

が自分や家族に与えた影響、④一連の体験を通じて考えたこと――の 4 項目を400字

の作文に書かせた。文章表現上の巧拙を添削指導すると同時に、学生が利用した情報

手段（メディア）を把握する一助とした。

「マスコミ論」ではゴールデンウイークを挟んだ 3 週間後の授業（ 5 月 9 日）に、

「メディア利用の実態」調査をコメントシート形式で実施した。これが本研究の出発

点である。

２	 末尾資料（その 2 ）参照。
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２．学生のメディア利用の実態
気象庁の発表によれば、「前震」（M6.5、最大震度7）の発生は14日午後 9 時26分、

「本震」（M7.3、最大震度 7 ）は16日午前 1 時25分３、いずれも夜間の発生であった。

新聞でいえば、「前震」の発生と直後数時間の情報については、各紙とも翌日朝刊に

掲載できたが、「本震」に関しては全国紙を発行する新聞社では最終版の降版時間帯

であり、社によっては、また同じ新聞社内でも東京と大阪など、発行地の違いで「本

震発生４」の一報が見出しに取れたか否か、大きな落差が見られた５。日本国民や世界

中の人々が巨大地震の発生から被害程度の推移へと最大の関心を持ってリアルタイム

で注視したメディアは、当然ながら新聞ではなかった。

2－1　「文章表現入門」教室

受講学生への調査結果を以下に示す（表- 1 ）。クラス A（ 4 月18日実施、27人出

席）、クラス B（ 4 月21日実施、19人出席）の全員が新入学生である。ここで見るべき

は、初報・続報を通じて、テレビニュースを介して認知した割合の多さである。この

表-1　「文章表現入門」2クラスでの調査結果

認知
メディア↓

クラス A　	2016.4.18 クラス B	2016.4.21 A・B 両クラスの合計
① ② ① ② ① ②

テレビ 21 77.8% 19 70.4% 10 52.6% 11 57.9% 31 67.4% 30 65.2%
SNS 2 7.4% 1 3.7% 6 31.6% 1 5.3% 8 17.4% 2 4.3%
NET 1 3.7% 1 3.7% 0 0.0% 2 10.5% 1 2.2% 3 6.5%

携帯情報 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 2.2% 1 2.2%
LINE 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 1 5.3% 1 2.2% 1 2.2%
友人 2 7.4% 1 3.7% 1 5.3% 0 0.0% 3 6.5% 1 2.2%
家族 0 0.0% 4 14.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 8.7%
新聞 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2%

記載なし 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 3 15.8% 1 2.2% 3 6.5%
①4.14地震発生を最初に知った媒体　②その後の地震展開を追跡した認知手段（左：人数、右：比率）

３	 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php
４	 気象庁の正式発表は 4 月16日午前 3 時40分の記者会見だった。
５	 例えば、朝日新聞東京本社最終版は「熊本で強い揺れ」の見出しと本文記事 3 行が入った

が、読売新聞東京本社最終版には当該記事の掲載なし。両社とも大阪本社発行版では、
ともに「震度 6 強」の見出しを立てることができた。
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授業では、学生が利用するメディア状況を詳細に解明する意図はなく、SNS（Twitter

や Facebook など）と NET、携帯、LINE の区別までは求めなかったので（以下、 4

者をまとめて「SNS 等」と表記する）、所謂「前震」を伝える初報に関しては、テレビ

（31人）67.4％、SNS 等（11人）23.9％、新聞はゼロと、大まかに把握するしかない。

テレビを見ていた状況は、「自宅（自室）」で「食事中」と「帰宅直後」が多く、「ア

ルバイト先」が 1 人いた。SNS グループはほとんどがアルバイトやクラブ活動からの

「帰宅途上」としており、移動中の情報受信であった。

以降、本震の発生を含めた続報への接触は、テレビ65.2％、SNS 等15.2％、家族と

の会話8.7％と続いた。新聞を挙げたのは僅かに 1 人（2.2％）いたが、その態様は記事

を精読したというわけではなく、「数日経過後、写真グラフを見た」との記述だった。

初報から続報への経過で、テレビ利用がほぼ横ばい、SNS 等利用が減少している

のは、対象が予め定まったテーマに関しては、「テレビで見た方が手っ取り早い」と

いう行動を反映したと理解できよう。学生との雑談的やり取りの中で、「PC やスマ

ホを使ってバイキング形式でコンテンツを選んで開くより、全員同一の定食メニュー

を給食形式で受け取る方がありがたいのか」と譬えて尋ねたが、さしたる反発も同意

もなかった。

巨大地震という突出したテーマに直面した際、「大多数の国民は、＜情報の真偽や

偏りを吟味する手続きはさておき、瞬時に同一情報を共有する＞という、マスコミが

持つ本来的機能の虜になろうとする」と言えそうである。「マスコミが持つ本来的機

能」というフレーズには、「良くも悪くも」という修飾句を被せるべきだろうが、現段

階ではその当否を判断する材料がない。

2－2　「マスコミ論」教室

受講学生への調査は先述のように 5 月 9 日に行ったもので、「前震」発生の25日後

であった。設問は

（1-a）熊本地震の発生を「いつ」、「どこで」、「何を通じて」知ったか？

（1-b）熊本地震のその後の経過を、どのメディアを通じて追跡したか？―の 2 問と

した。

（1-a）の結果を（表- 2 ）、（1-b）の結果を（表- 3 ）に示す。

出席106人中102人（ 1 年生34人、 2 年生60人、 3 年生 5 人、 4 年生 6 人）が回答し
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た。このうち留学生が 1 ～ 3

年生に19人（中国17人、ミャ

ンマー、ベトナム各 1 人）が

おり、17人が回答した。

「 4 月14日 の 発 生 当 夜 に

知った」70人中、「どこで」

は、「自宅」30人、「アルバイ

ト中」10人、「移動中」3 人で

あり、無回答は27人だった。

「何を通じて」では、自宅30

人中「テレビ」が22人で最多

（73.3％）である。アルバイ

ト中10人では「SNS」が 5 人、

「SNS」に「携帯電話」を加え

ると60％となる。

「翌15日朝に知った」6 人

では、「自宅のテレビ」が 2

人、「アルバイト中に NET」

でが 1 人、「どこで」に無回

答の 3 人は「SNS」2 人、「テ

レビ」1 人に分かれた。

「それ以降に認知した」の

は 1 人だが、ミャンマーから

の留学生で、 4 月18日の「マ

スコミ論」授業中に初めて知ったという。中国人留学生の多くが、地震への恐怖をそ

れほど深刻に感じていなかったにも拘わらず、本国から頻繁に掛かってくる電話で里

心を募らせ、「国に帰りたい」とコメントしたことを考えると、情報獲得に関して日

本からも自国からも孤立した留学生活を送る特異な存在に改めて気付かせられた事例

だった。

表- 2 　「マスコミ論」受講学生を対象にした調査結果
熊本地震の認知経緯　106人出席中102人が回答
いつ どこで Media

4/14当日 70

自宅 30

テレビ 22 73.3%
SNS 4 13.3%
ネット 1 3.3%
家族 1 3.3%
人づて 1 3.3%
携帯情報 1 3.3%

バイト中 10

SNS 5 50.0%
人づて 2 20.0%
テレビ 1 10.0%
携帯情報 1 10.0%
揺れ体感 1 10.0%

移動中 3
人づて 1 33.3%
携帯情報 1 33.3%
SNS 1 33.3%

記載なし 27

テレビ 13 48.1%
ネット 6 22.2%
SNS 3 11.1%
携帯情報 1 3.7%
人づて 1 3.7%
記載なし 3 11.1%

4/15朝 6

自宅 2 テレビ 2 100.0%
バイト中 1 ネット 1 100.0%

記載なし 3 SNS 2 66.7%
テレビ 1 33.3%

それ以降 1 大学 1 4/18授業中 1 100.0%

記載なし 25 記載なし

25 テレビ 13 52.0%
SNS 2 8.0%
ネット 2 8.0%
新聞 2 8.0%
人づて 2 8.0%
記載なし 4 16.0%
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「いつ」「どこで」に記載がなかった25人も、利用メディアについては回答した。「テ

レビ」52%、「SNS」8 %、「NET」8 % と続き、次に初めて「新聞」が登場した。（表

- 2 ）では最下段のグループ内で8% の比率を示しているが、他のグループにまったく

登場しないことからすれば、部分的な比率には何らの意味をも見いだせない。回答者

全員（102人）の中での 2 人であり、全体の中での比率は1.96％でしかなかった。

同様に他のメディアについても全体比率を示せば、①「テレビ」50.98％、②「SNS」

16.67％、③「ネット」9.80％、④「人づて」	6.86％、⑤「携帯情報」	3.92％――の順であ

る。これは「文章表現入門」で、①「テレビ」66.3％、②「SNS」13.0％、③「人づて」

8.7％、④「ネット」6.5％となった結果（LINE は SNS に、携帯情報はネットに統合し

た）と比べても、よく似た傾向である。

「スマホ」で得られる情報を、「SNS・ネット・メール・音声電話」のいずれかと峻

別しないまま行った調査に不備があったが、学生自身がこれらの分類を意識せずに

「スマホ」に接し、素早く簡便な手段を随時使い分けている現実からすれば、「テレビ

（ラジオ）」「電子情報」「会話（電話を含む）」「新聞」とした 4 区分設定が適切だった

ようだ。

「熊本地震」という突発事態に対応した粗略な調査だったが、対象者全員がほぼ均

等に認知した災害に限定した行動調査という面では、平時のアンケートに対応する場

合と比べ、回答する学生側の意識集中度は格段に高かったであろうと推測する。

ともあれ、「新聞」に関しては、「文章表現入門」で2.2％、「マスコミ論」で1.9％と

いう結果が出た。「50人に1人、100人に 2 人」というフレーズが「新聞を読まない大

学生」という提題への論証となるかどうかの判断はさておき、少なくとも「新聞のな

い生活」が大学生の日常であると認識しておかなければ、「マスコミ論」などという頭

でっかちな名称を冠した講義は、上滑

りするだけである。

（表- 3 ）は、「熊本地震」という巨大

災害に対して、学生の関心がどのよう

に継続したのかを尋ねた設問への回答

分布である。続報を追跡した90人が利

用メディアについては複数回答した。

表- 3
続報追跡 （人）利用メディア （人）

した
（重複あり） 90

TV 68
ネット 14
SNS 12
新聞 10
携帯情報 9
あらゆる手段 1

しなかった 2
記載なし 11
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「新聞」が10人に増えているが、こ

れについては、この間の授業で新聞

紙面をスクリーンに投射して見せ、

読み進め方を説明した効果を反映し

たと考えたいが、それでも10人で頭

打ちだった。なぜか、という問いを

解くために、「授業前アンケート」と

「開講前チェック」の結果に立ち戻っ

て考察する。

３．予備的把握
初回授業時の「アンケート」と

「チェック」（「 1 ．はじめに」で提示、

質問項目と選択肢は注 1 、注 2 に詳

細を示した）の結果の一部を（表- 4 ）

（表- 5 ）に示す（数値は％）。新 1 年

生と 2 年生が 8 割を超え、日本国内

の時事情報にどこまで通じているの

か分からない留学生が20人前後受講

するという状況を把握後、設問を勘

案した。回答は89人、うち留学生19

人（中国18人、韓国 1 人）だった。	

「アンケート」の回答に関しては、

本論に密接に関連する 7 項目を示

す。いずれも「『提示した言葉』に関

して『連想する言葉』を選択肢から選

べ」という設問で、①『マスコミ』に

は『テレビ』、②『ジャーナリズム』は

『雑誌・週刊誌』（留学生は『新聞』）、

表-4
1 マスコミ 全体 一般学生 留学生

新聞 21.59	 19.72	 29.41	
テレビ（ラジオ） 46.59	 45.07	 52.94	
雑誌 ･ 週刊誌 31.82	 33.80	 17.65	

書籍
チラシ ･ ビラ

2 ジャーナリズム 全体 一般学生 留学生
新聞 27.27	 23.94	 41.18	

テレビ（ラジオ） 32.95	 33.80	 29.41	
雑誌 ･ 週刊誌 34.09	 36.62	 23.53	

書籍 5.68	 5.63	 5.88	
チラシ ･ ビラ

3 報道 全体 一般学生 留学生
新聞 7.95	 1.41	 35.29	

テレビ（ラジオ） 80.68	 85.92	 58.82	
雑誌 ･ 週刊誌 6.82	 8.45	

書籍
緊急速報 4.55	 4.23	 5.88	

4 大ニュース 全体 一般学生 留学生
事件・事故 35.23	 32.39	 47.06	

災害 37.50	 36.62	 41.18	
スポーツ 9.09	 9.86	 5.88	

芸能 10.23	 12.68	
政治 7.95	 8.45	 5.88	

5 スキャンダル 全体 一般学生 留学生
芸能人 79.55	 83.10	 64.71	
政治家 13.64	 11.27	 23.53	
企業 2.27	 1.41	 5.88	

公務員 2.27	 2.82	
資格者 2.27	 1.41	 5.88	

6 情報-1 全体 一般学生 留学生
携帯電話 23.86	 19.72	 41.18	

スマートフォン 53.41	 63.38	 11.76	
パソコン 19.32	 14.08	 41.18	

手紙 2.27	 1.41	 5.88	
メール 1.14	 1.41	

7 情報-2 全体 一般学生 留学生
Facebook 6.82	 2.82	 23.53	

LINE 25.00	 19.72	 47.06	
Skype 3.41	 4.23	
SNS 20.45	 22.54	 11.76	

Twitter 43.18	 50.70	 11.76	
数値は（%）



―9――8―

大阪経済法科大学論集　第111号

③『報道』は『テレビ』（留学生で

は『新聞』が多い）、④『大ニュー

ス』は『災害』、⑤『スキャンダ

ル』は『芸能人』、⑥『情報- 1 』

（機器・手段を問うた）は『スマー

トフォン』（留学生は『パソコン』）、

⑦『情報- 2 』（所謂「アプリケー

ションソフトウェア」＝以下、ア

プリと表記する＝を問うた）は

『Twitter』（ 留 学 生 は『LINE』）

という結果が出た。

①『マスコミ』では、『新聞』は

一般学生（日本人）では最下位の 3 位（留学生では 2 位）、②『ジャーナリズム』でも、

『新聞』の立ち位置は、一般学生で『雑誌・週刊誌』に13ポイント、『テレビ』に10ポ

イントの差を付けられている。留学生では『新聞』が圧倒的に多かったが、この『新

聞』が日本で発行される新聞を指しているのかどうかは不明である。③『報道』での

『新聞』想起は、一般学生では『テレビ』の61分の 1 	（85.92：1.41）という残酷なまで

に惨憺たる値が出た。留学生では、『テレビ』：『新聞』≒5:3	である。④『スキャンダ

ル』では『芸能人』が圧倒的に多いが、これは年初来の週刊誌「週刊文春」効果が、バ

ラエティー・ニュースとしてテレビ等で再三取り上げられたことが大きく影響したの

だろう。『政治家』に関して、一般学生の11.27％に対し、留学生は23.53％だが、『公

務員』に関しては留学生のゼロ回答が特異である。

⑥⑦は学生が依存するメディア（情報媒体）に関する問いだったが、一般学生で

『スマホ（スマートフォン）』と『Twitter』、留学生で『パソコン』『携帯電話』と

『LINE』と出た。これは、一般学生が情報機器への投資をスマートフォン一本に絞り、

留学生は『パソコン』と『スマホ』の“二刀流（両刀使い）”が標準化しているように見

える。留学生ならではの個人専用『パソコン』なのか、家族と同居する一般学生は専

用『パソコン』の所有率が低いということなのか、この段階では解明に至っていない。

設問の不行き届きを認めざるを得ない。

表-5

No. 語句 認知度
項得点 一般 留学生

1 日銀マイナス金利政策 51 40 11
3 軽減税率 89 70 19
5 北海道新幹線開業 102 79 23
6 「慰安婦」日韓合意 80 59 21
9 台湾で大地震 91 48 43
10 米大統領選 107 80 27
21 アルファ碁 28 17 11
25 南沙諸島 55 26 29
26 ゼップ・ブラッター 19 12 7
29 蔡英文 42 13 29
31 錦織圭 143 128 15
35 清原和博 175 162 13
37 澤穂希 134 125 9
39 甘利明 55 50 5
46 伊勢志摩サミット 65 52 13
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「チェック」への回答結果から、特徴的な傾向を示しておく。

①　	一般学生に認知度の高かった「清原和博」（ 1 位）、「錦織圭」（ 2 位）、「澤穂稀」（３

位）が、留学生では20位、16位、35位である。

②　	留学生に認知度が高い「台湾で大地震」（ 1 位）、「南沙諸島」（ 2 位）、「蔡英文」（ 3

位）が、一般学生では24位、36位、46位であった。

③　	双方ともに認知度が比較的高かったのは、「米大統領選挙」（一般学生で 8 位―留

学生で4位）、「北海道新幹線開業」（ 9 位― 5 位）、「（消費税の）軽減税率」（11位

―10位）があり、この 3 例では留学生側の認知順位が高かった。

④　	双方ともに認知度が低かったのは、「甘利明」（23位―47位）、「アルファ碁」（44

位―29位）、「ゼップ・ブラッター」（48位―46位）などである。

⑤　	予想外に認知度が振るわなかったものでは、「慰安婦問題、日韓合意」（15位― 8

位）、「伊勢志摩サミット」（21位―22位）、「日銀のマイナス金利政策」（28位―27

位）などだった。

（表-5）は、認知度順位を見いだすため、「1．はじめに」で示した①～⑤の選択肢に

0 ～ 4 点を単純配点し、全50項目につき「総得点」「一般学生（の得点）」「留学生（の

得点）」を集計した。

一般学生の中に社会人入学者で30歳を超えた者が若干名いるが、構成比から見てほ

ぼ学年相当の年齢とみて処理しても大きな誤差はないと判断した。留学生の場合は、

1 年生だけでも27～19歳と幅があり、平均年齢は21.7歳である。このような年齢構成

の違いが、社会的・時事的事項に対する認知度において、日本人である一般学生と留

学生の間に大きな差異をもたらしていることは否めない。加えて、留学生の大多数を

占める中国人学生が、メディアとしてのインターネット・SNS など電子的情報ツー

ルの利用経験において日本人の一般学生よりも多様な経験を積み、媒体としてのメ

ディア利用に関しても、社会体制が異なる国から日本に留学したことで、より広範な

情報空間に接触していることが窺える６。

６	 ｢アンケート｣ ｢チェック｣ という 2 つの調査をした初回授業時のコメントシートで、中
国人留学生が ｢ 4 月１日に来日した留学生にとって、『チェック』項目の多くは無縁・未
知の事柄だ。この講座を受講するのは間違いなのか｣ と書いていた。次回授業時に ｢その
ような懸念（単位取得上の不利）は無用｣ と説明したが、 2 つの調査に応えながら登録を
抹消した留学生がおり、そうした事情を知らずに新規登録した留学生も少なからずいた。
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パソコンや携帯電話、スマートフォンに搭載されるメディア（情報媒体）としての

アプリは日々刻々と進化している。今日の調査結果と認識が明日には大きく変容し、

学生を相手に教室で集約・把握した実態がいつまで有効な判断材料となり得るのか不

明である。しかし、これら融通無碍なるメディアにニュース素材を提供する側の盟主

とでもいうべき新聞は、自らの情報伝達基盤を紙メディアに置いているがゆえに、今

や、大学生の生活の中に存在することさえ難しい状況に陥っている。報道メディアと

しての『新聞』の存在感は、大学生にとってはゼロに等しい。彼らの「新聞のない暮

らし」が「現実社会への認識形成に歪みを来し」	７ているのかどうか、それを確認する

こともまた目的の一つとして、授業を続けることになった。

4.　爾後の展開
4－1　熊本地震

揺れと恐怖感の直接的な体験がなかった「熊本地震」は、大阪で生活する学生に

とっては、取り敢えずはメディアの中だけにある出来事だった。一連の調査では明確

に確認できなかったが、友人との会話、家族から掛かってきた電話により、そこで

初めて自分と関わりのある現実として「熊本地震」を認識したと窺える。俄かに直面

した「熊本の地震」、「九州の地震」という言葉の実体を確認するために、テレビやス

マートフォンに頼り、その現実感を体感しようとした経緯がコメントシートから読み

取れた。

学生のコメントは以下に示す 3 つの類型に整理できた。

①　テレビが同じ映像を繰り返し流していたことについて、

　　　「会社の枠を超えて役割分担してはどうか」

　　　「資料共有とバランス……難しいけれど頑張れ」（中国人留学生）

②　映像取材が次第にエスカレートしたことについて、

　　　「伝える使命か、目の前の被災者を助けるか」

　　　「いいところを見せるより、支援活動をリードせよ」

　　　「公众のための報道を望む。注目度ではない」（中国人留学生）

７	 本稿 ｢要旨｣ の記述。
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③　報道に接触した体験を記述する課題に答えた結果として、

　　　「報道側のパニックを感じた。被災者第一の取材を」

　　　「SNS にもテレビにも情報に偏りがある。幅広く迅速、簡潔に」

　　　「報道の及時と多様性が皆を救った。（報道は）全人類の保険だ」（中国人留学生）

これらをもって直ちに何らかの結論として整理できるとは言わないが、報道という

社会の機能に対して、初めて意識的に接触した学生の直感として出てきた言葉である。

テレビ・新聞がどれほどの要員を現地に送り込んで初動取材から継続的取材へ移行す

るのか、バックグラウンドで政府や遠隔地自治体が支援を組み立てる過程を取材する

部隊など、一般の目にはみえない部分については、解説を受けて初めて認識したに違

いない。そうした知識を得たうえで、各社が同じ内容を競って取材し、同じ映像を繰

り返し（テレビで）流す不効率な様相と、被災者を含めた取材を受ける側の負担を直

覚的に嗅ぎ取っている。これら学生のコメントを、マスコミは反省と自戒を促す直言

として受け止めてもいいのではないか。

4－2　Ｇ7とオバマ大統領の広島訪問

「熊本地震」は、報道という機能が予告なき事態にどう動き、どう働いたかを見極

める学習素材となった。次には、予告ある事態に対しての報道を対象とすべきだろう。

「オバマ大統領が広島を訪問する」と、 5 月10日に日米両政府が発表した。「マスコ

ミ論」授業にとって、まさに渡りに船の展開である。16日の授業では、11日朝刊で

の大展開を読売、朝日の紙面イメージを軸に「見出し」の大きさと文言を辿って一面、

総合面、社会面を一覧させた。「熊本地震」をも上回る大扱いが12日以降どう展開し

たのかに目を配りつつ、読売、朝日両紙の間にある差異にも注意を払った。

被爆地・広島は長崎とともに現代史上、特異な位置づけにある。その場所に、現役

の米国大統領が赴く。その意義を理解するため、最初に原爆による急性死亡者の推

定数（広島 9 万～16.6万人、長崎 6 万～ 8 万人）を挙げ、ごく直近に関心を傾けたば

かりの阪神大震災（6,434人）、東日本大震災（15,894人）、熊本地震（49人８）の死者数、

さらには2008年に中国で起きた四川大地震（約8.7万人）の死者数と比較させた。

８	 当日段階での計数値。後に50人と修正された。
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翌週23日の授業では、目前に迫った主要国首脳会議の沿革を説明したうえで、「オ

バマ大統領の広島訪問」に対して、日米だけでなく諸外国の反応を伝える報道に注目

し、①賛否の立場とその理由について、自分が理解したことをまとめよ、②オバマ大

統領に同行する安倍晋三首相の言動について、自分の感想を述べよ、③前 2 項目を記

述するために利用したメディアを挙げ、その長所と短所を記せ――とした 3 項目の宿

題を与え、次回30日の授業時に提出させた。

出題者としては、「突発事態ではないのだから、その日に向かって記事を積み重ね

ていく新聞を読め」と言いたいところだったが、専ら見守ることにした。学生の情報

取得行動がどう出るか、課題の①②もさることながら、主たる狙いは③への回答内容

であった。

5 月30日の授業は出席者97人中、83人が宿題を提出した。③に解答したのは73人

であった。利用メディアを数が多い順に記すと、1-ネット（27人）、2-テレビ（26人）、

3-新聞（14人）、4-SNS（ 2 人）、5- 週刊誌（ 1 人）と記載内容不明（ 3 人）であった。

ところが、「ネット」と書いた中には、「ネットで見る NHK ニュース」「ネット上

にある新聞サイト」が混在しており、用語と概念規定が極めて曖昧なことが一目で分

かった。従って、ここに現れた数値は統計データとしては素直には扱えない。しかし、

後日の追跡整理結果を加味すると、「携帯やスマホ」のニュース・サイト（ニュース・

アプリを含む）が最初に接触する情報源であり、そこに読み取った文言の意味を確認

するため、調べる道具としての「パソコンを使ったウエブ検索」、「テレビ視聴」、場

合によっては「新聞」が利用されているようだ。こうして見ると、「テレビ」の26人と

いう数値は、実際にテレビを見たと思われるが、「abemaTV９」との回答もあり、必

ずしも通常想起するテレビ放送だけに限ることはできないようだ。当初の数値10から

見ると飛躍的に数を伸ばした「新聞」も、実際の新聞に日ごと目を通したとも言えま

い。実に多様なメディア環境が学生生活を取り巻いており、その実態を精密に調査す

ること自体が困難であることを痛感した。

９	 スマートフォン向けのインターネットテレビ局。無料で視聴できる。2016年 4 月11日開
局。

10	（表- 1 ）、（表- 2 ）、（表- 3 ）参照。
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ところで、①②の設問も興味深い結果をもたらした。「ニュースを正確に理解する」

という意味では、設問①の「（オバマ大統領の広島訪問に対する）賛否の立場とその理

由」を記述できるかどうかは重要なポイントとなるが、散漫な感想や印象記述と区別

して、賛否の立場と理由を答えた学生は23人であった。その中には、「反対する理由

が分からない」（ 1 人）もあり、これは除外すべきであろう。

設問①で要件を満たす回答を書いたのは22人だったが、この他にオバマ大統領の行

動に対する感想を主体に記述した回答が21人おり、計43人が内容のある回答をした。

設問②では55人が安倍首相の言動に対する意見・感想を記入した。

6 月 6 日の授業では、これらのコメントのうち、動作の主体としての「オバマ大統

領」「安倍首相」を明記していない乱雑な記述を補い、ある程度整理した文章・フレー

ズに整形したデータを学生に配布し、「これらが取材で得られた生データであると見

立て、その内容がよく似たものを抽出してグループ化し、いくつかの類型に区分けし

てそれぞれに見出しを付ける」という一種の編集作業を演習として体験させた。

多様な意見を「見出し化」したうえで、どれを選び、どれを捨てるか、判断基準は

何かを編集者の立場で考えるとともに、その果実であるニュース記事（の見出し）が

マスコミュニケーションの最末端にいる読者・視聴者にどのように受け止められるか

を体験的に理解することが目的である。

「取材の生データのすべてを無制限に発信するわけにはいかない」という制約の中

で、「選び」「捨てる」という作業が、情報を少なからず誇張、矮小化する結果を招く

わけで、そこに善意や悪意を働かせる余地、意図的な取捨選択が入り込む余地、これ

らを排除することができるかどうかを考えさせた。現実の報道現場に業務に従事する

編集者が抱くであろうジレンマの疑似体験だ。

ただ一回の実験結果だったが、学生のコメントシートには、「情報操作」や「印象

操作」など授業では提示しなかった言葉が現れた。こうした「操作」がマスコミュニ

ケーションの現場で「しばしば起きている」と断言するものではないが、学生自身の

体験の中からそのような言葉が出てきたというだけでも、学生のメディア・リテラ

シーに進化が芽生えたと考えておきたい。

ちなみに、オバマ大統領と安倍首相の言動に関して、「生データ」を処理した結果

としてまとめた類型化の結果を例示しておく。
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A）オバマ大統領は誠実な人だ。

B）	オバマ大統領の広島訪問に反対する考え方が理解できない。反対しているのはア

メリカ人だけだ。

C）オバマ大統領は核のカバンを抱えて核廃絶を訴えた。

D）オバマ大統領の抱擁もパフォーマンスか。

E）安倍首相は歴史的ないい仕事をした。参院選にプラス効果が大きい。

F）安倍首相は首相として当然のことをしただけだ。

Ｇ）安倍首相がオバマ大統領を見送る姿は屈辱か敬意か。

H）安倍首相はオバマ大統領を政治的に利用した。

I）安倍首相の広島・長崎での過去の行動と今回の行動を比べ、人間性に疑問を抱く。

J）両人の声明は希望の灯、実現すれば平和が訪れる。

K）G7が霞んでしまった。

L）太平洋戦争の責任が希薄になる。日本は被害者ヅラしていてよいのか。

M）日米同盟を言う前に、沖縄と米軍の関係をどうする。

N）安倍首相も謝罪ではなく真珠湾へ行け。

プラス評価からマイナス評価まで実に幅広い考え方が網羅的に表れている。短い文

言であり、厳密な論証を欠いた「キャッチフレーズ」（見出し言葉）であるが、それら

の当否を授業中に検討課題としたわけではない。新聞を読んでいただけでは理解でき

ない項目（例えば I の「人間性に疑問を抱く」）もあり、こうした記述はネットを通じ

て得たものと考えるしかない。

「キャッチフレーズ」「キャッチコピー」「ワンフレーズ」や新聞の「見出し語」などは、

精密な論証や熟慮からほど遠い短絡的な括りの文言である。携帯電話やスマホ、パソ

コンの限られた画面から精密な論証・熟慮を読み取るのは難しい。新聞の朝刊・夕刊

の一回分の単体記事で、過去の経緯を要約する記事が添えられていたとしても、過去

から現在に至るパースペクティブを完璧に読み取ることは不可能だ。しかし、こうし

た惹句が読者の側に強い印象形成を迫る作用は否定できまい。

課題③「前 2 項目を記述するために利用したメディアを挙げ、その長所と短所を記

せ」への回答で、「ネット（のニュースサイト記事）」（メディアはパソコンやスマホ）
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の長所として、「関連した過去記事へのリンクがあるので便利」とした回答があった。

加えて、ネットの「 2 ちゃんねる」や SNS の twitter に関して、多くの学生が「根

拠がない独断や偏見、ただの悪口など、信頼できない情報が多い」としながらも、

「見ずにはいられない」と答えている。その理由を問うと、「一つの出来事、一つの

ニュースに対して、他人がどう受け止め、考えるのか、それらを知ることが楽しい」

という答えが返ってきた。

こうした情報体験を提供することは、新聞にはまねのできない芸当である。所謂

「投書欄」が用意されていても、そこに掲載されている読者の意見は、新聞社側の選

別・取捨選択を経たものであり、偏った議論でしかないことは一目瞭然である。先述

した「新聞を読んでいただけでは理解できない項目」はネットでこそ知り得た情報で

あろう。これに対して、新聞は過去の情報資産をただただ隠し持っているだけで、読

者の欲求に手厚く答えようとの発想を持ち合わせてはいない。

4－3　究極のスピン・コントロール

「18歳選挙権」を定めた改正公選法の施行（ 6 月19日）を経て、大学 1 年生の初体験

となる参議院議員選挙（ 6 月22日公示、 7 月10日投開票）である。続いて東京都知事

選挙が控え、「マスコミ論」にとっては選挙報道における新聞の特性、優位性を解説

して15回の授業を締めくくる段取りを固めていたが、またも突発事態で内容を変更せ

ざるを得ない事態に陥った。

7 月13日夜の「NHK	NEWS7」が「天皇陛下『生前退位』の意向」「数年内の退位の

意向　記者解説」を流した。NHK の独走であった。民放各局が一斉に後追い報道を

始めたのはもちろんだが、翌14日の朝刊各紙一面は「天皇陛下　生前退位の意向」と

いう白抜き大見出しが、「都知事選きょう告示」を片隅に追いやった。「生前退位」は二、

三面の総合面から国際面、社会面見開きへと大展開し、超弩級の扱いであった。

これが NHK の“特ダネ”かというと、そうではないだろう。マスコミ各社が、

知っていながら書けずにいたタブーともいうべき＜忌みごと＞の封印を解き放ったに

過ぎない。

一部の民放が「NHK は夜のニュースを前に、『重大ニュースを流します』と予告し

た」とコメントしたという話を聞いたが、それが事実なら、玉音放送を想起させる話

である。正午の「NHK ニュース」、午後1時の「NHK	BS	列島ニュース」を除き、午後
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2 時と同 6 時、大相撲中継を中断した短いニュースは「NHK オンデマンド」に収録さ

れておらず、民放コメントの真偽は確認できなかった。

注意したいのは、＜特ダネではなく独走であった＞という事実である。「天皇の生

前退位」という用語自体は特異な文言ではなく、昭和天皇に関しては幾度もその用語

をもって議論がなされた歴史がある。近いところでは平成17年に、昭和天皇の戦争責

任に関して民主党の菅直人・前首相が民放局の報道番組で言及し、岡田克也・同党代

表が都内大学での講演の際に、関連した発言をしたことが報道されている11。

初報の「NHK	NEWS7」が「生前退位の意向を示されたのは 5 年ほど前」と伝えた

ように、マスコミ界は▽宮内庁が平成21年に発表した陛下の負担軽減策▽同23年（11

年11月 6 日）の気管支肺炎による入院▽同24年（12年 2 月）の心臓バイパス手術▽今

年（16年 2 月末）の A 型インフルエンザ感染――などの危機的な場面を経て、現在82

歳である天皇と、87歳で亡くなった昭和天皇の健康問題を重ね合わせ、皇位継承に関

わる議論の変遷経緯も十分に心得たうえで、「生前退位」と「X デー」問題を最大の取

材テーマとして取り組んでいるのである。

だからこそ、新聞各社は14日朝刊から15日朝刊にかけて、溢れかえらんばかりの素

材を紙面に盛り込んだ。そのほとんどは、予め用意していた原稿に最新の確認事項を

付け加えたのであろう。それを裏付けるかのように、15日夕刊以降の関連報道はピ

タッと止んだ。

各紙を見ると、▽風岡典之・宮内庁長官「天皇陛下が具体的な制度について言及し

た事実はない」「天皇は憲法によって国政に関する権能を有しないと規定されている

ことを挙げ、陛下が具体的な制度に関する話をされたことはなく、退位の意向を同庁

関係者に示したという事実もない」「陛下は憲法上のお立場から、制度に関する具体

的な言及は控えられている」「務めを行っていく中で、いろんな考えをお持ちになる

のはあり得ることだ」▽安倍晋三首相「様々な報道があることは承知をしている。そ

うした報道に対し、事柄の性格上、コメントすることは差し控えさせて頂きたい」▽

11	 読売新聞東京朝刊「昭和天皇は終戦時『退位がよかった』テレビ番組で民主・菅氏」（2015
年 5 月 9 日）、同「岡田代表が講演『昭和天皇は落ち着いたところで、次に譲るべきだっ
た』」（2015年 5 月12日）
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麻生太郎副総理兼財務相は「ご高齢ということを考え、非常に負担がかかるというこ

とであればどう対応していくかは政府で考えないといけない」「大正天皇の後半のこ

ろも昭和天皇が実質的にしておられた面がある」との公式コメントが記録されている。

いずれのコメントも NHK の独走報道を非難することはなく、むしろ天皇の意向を尊

重し、追認しようとのニュアンスが滲み出ている。

読売新聞の記事では、▽自民党・谷垣禎一幹事長「全体の事情をよく聞かないと

いけない」▽細田博之・同党幹事長代行「陛下の意思を尊重して、国会で真剣に検討

する必要がある。法改正が必要になるし、各党各会派で協議して、ご意向に沿う形

で実現するのが望ましい」▽公明党・山口代表「政治の側でコメントするべきではな

い。今後の推移を冷静にみていきたい。極めて重要な地位であり、慎重に考えていく

べきだ」▽民進党・岡田代表「陛下の思いをくみ取る形が望ましい」▽共産党の志位

委員長「ご意向は報道されているが、確認できない。今の段階ではコメントは控えた

い」▽自民党幹部「陛下のご意向を何よりも尊重すべきだ」▽自民党議員の一人「現在

にとどまらず将来にわたる我が国のあり方に関わることなので、極めて慎重に対応す

べきだ」▽公明党衆院議員「公務を一生懸命やられて、体調面でつらかったのだろう。

生前退位はやむを得ない」▽民進党議員「天皇陛下のご訪問に元気づけられた被災者

も多いはずだ」▽おおさか維新の会の馬場伸幸幹事長「政府は陛下のご意向に対応す

るべきだ。我が党も全面的に協力していきたい」▽日本のこころを大切にする党の幹

部「現在の皇室典範でいいのか、憲法でいいのか。皇室の意向を尊重した上で、議論

するべきではないか」――与野党幹部や匿名の政治家の声を集めたものだが、概ね安

倍首相、麻生財務相の発言を僅かに補足、敷衍するのみである。唯一共産党の志位委

員長が埒外に身を躱してコメントを避けてはいるが、日本のこころを大切にする党の

幹部は国会における次のステップを示唆し、この問題に関する政治的ベクトルが一瞬

にして統一化されたように見える。

読売新聞は早くも14日朝刊で、「生前退位意向　与野党「尊重すべきだ」　国民的

議論必要の声も」と打ち出し、15日朝刊では「天皇陛下意向　生前退位　議論求める

声与野党内、慎重論も」と慎重論を絡ませながらも、「議論を求める声」と、「声」を

もって具体的検討を迫っている。

この「声」が政界関係者に限定されるのか、一般国民の「声」をも含むのか定かでは
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ないが、「少なくとも政界では、誰もが同じ方向に向かって動き始めた」という強烈

な印象を読者に与えたことは疑いえない。

加えて「陛下ゆかりの人々の声」が各紙社会面を飾った。パラオでの元海軍兵士、

阪神大震災・東北大震災・熊本地震の被災者たちは、厭うことなく同じ床に跪き、同

じ目線の高さで話しかけてくれた陛下の人柄を慕い、労りの言葉を述べる。言葉少な

く偽りのない数々の言葉は、政治的立場を担う人々の発言とは別次元の感動を読者に

与える。

まさに、マスメディアが持つ機能が最大限に発揮されているわけで、NHK に一歩

踏み出させた「スピン・コントロール」は、究極の域に達したといえよう。

「スピン・コントロール」とは聞きなれない言葉だが、端的に言えば「情報操作」で

ある。情報操作という言葉自体は広く知られているが、その意味するところは、「ス

ピン・コントロール」と同様に、ほとんど知られていないのかもしれない。

本稿で「究極のスピン・コントロール」と表したが、「究極の」と冠したのは、①そ

の作用が極限にまで達したという意味だけでなく、②「天皇」という存在を巧みに利

用し、多くの日本国民の心理を決定的に方向付けたという意味である。そうした究極

の情報操作に決定的な役割を担ったのがマスコミである。③マスコミ自身が、自らの

所業を確と認識したとしても、もはや脱することのできない深みに陥ったという意味

でも「究極の」スピン・コントロールなのである。

かつての日本が日中戦争から太平洋戦争にのめり込んだ時期の“マスコミ＝新聞”

が果たした役割を想起すれば、理解し易いのではないだろうか。参議院議員選挙の結

果が出て、改憲勢力が衆参両院を通じて 3 分の 2 の多数を占め、都知事選の告示前夜

になされた空前絶後ともいうべき“情報操作＝スピン・コントロール”を NHK が担い、

次いで全マスコミが競い合うように加勢・掩護したのである。

行きつく先は何か。言うまでもなく憲法改正であろう。「生前退位」は必然的に皇

室典範の改正を要求し、ひいては憲法改正にまで踏み込む要素を内包している。そし

て、「衆参両院の 3 分の 2 」は、憲法改正の発議に必要な勢力を表している。「生前退

位」問題が出来する前段階では、「憲法改正」は主として憲法 9 条の改正が主目的だと

して理解されていた。

筆者は憲法改正を否定するものではないが、必要かつ十分な議論がなされるべきだ
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と考えている。しかし、ここにきて、日本国民が直面する「憲法改正」論議は、日本

国憲法の第一章（天皇）と、第二章（戦争の放棄）が抱き合わせとなった＜セットの論

理＞で括られることとなる可能性が大きい。

そうであるならば、日本国民の大多数が共感を寄せる「天皇」問題と、現状でさえ

議論が二分している「戦争の放棄」問題が同列に置かれることの危うさを思わずには

いられない。「一に同意し、一に反するのであれば、あたかも非国民であるが如きの

誹りを受けるのではないか」という懸念である。この懸念と、懸念が生じる余地あり

と感じることを、筆者は杞憂だとは受け止めていない。これまでに見てきた日本のマ

スコミの状況に照らせば、甚だ心許ない状況にあると痛感せざるを得ないのである。

4－4　新聞を読まない大学生に対して

「新聞を読まない大学生」という提題には、「新聞を読むべきだ」との指導や提言が

背後に潜んでいた。しかし、ごく一例ではあるが「オバマ大統領の広島訪問」を契機

に把握した学生のメディア利用の実態と情報収集の現実を見る限り、かつてのような

「新聞の優位性」を推すことができない。「天皇の生前退位」問題では、マスコミの「マ

ス」であるが故の脆弱さと、「コミュニケーション」伝達の破壊的な影響力をテレビと

新聞に見て、言葉を失った。「新聞に書かれていない情報を読み取るために新聞を読

め」と言うのが正解なのかもしれないが、あまりにも頓珍漢な矛盾表現である。

それにしても、考えるべきは報道の質である。学生は編集疑似体験を経て、「情報

操作」や「印象操作」という忌むべき「情報の変質」が生起するメカニズムについて

考えた。「世論調査」をテーマとして、「編集された情報」から「真の情報」を読み解

けるか、「真の情報」が果たして存在するのかという問題にまで踏み込んだ。他方で、

「EU 離脱」を決めた英国の国民投票から、ポピュリズムをコントロールできない民

主主義の脆さを知った。

それらは、報道という社会的機能が健全に維持されることの重要性と困難性への覚

知である。メディア・リテラシーを学ぼうとする学生は、頼るべき情報を選び取る技

術をより一層磨かねばならない。
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Ⅱ．記事を書かない新聞記者
1.　はじめに

筆者はかつて新聞社に身を置き、長らく記者として過ごしたが、現在もなお一記者

の気分を拭いきれずにいる。後輩たちにしかるべく引き継げばよいのだが、人徳至ら

ぬこともさりながら、引き継ぎを受けた相手が新聞社内で立ち往生しかねない現実を

見るにつけ、わが身で背負わざるを得ないとの諦念を抱くに至った。表題に即せば、

彼ら後輩たちは「記事を書けない、書かせてもらえない」記者ということになろうか。

読者の側からいえば、「書かない」も含め、結果は同じである。警察・検察・司法権

力に対して記者がどのように阿り、自ら筆を控えるのか、その実態を知ることが本章

のテーマである。

2．銃砲刀剣類所持等取締法違反事件
2－1　判決公判と報道

平成28年 5 月 9 日、奈良地裁葛城支部で判決公判（平成26年（わ）第92号、銃砲刀

剣類所持等取締法違反被告事件）があった。

傍聴希望者は抽選を経てバッグの中身を検められ、金属探知機を潜って法廷に入る。

傍聴席は 7 枚の透明アクリル板で隔てられ、 4 人の廷吏が四隅に陣取り、一定時間を

置いて交代する。過剰とも思える警備に加え、記者と法廷画家、私服警官が大半を占

める傍聴席の奇妙な息苦しさがこの裁判の異様さを物語っている。

判決主文は「被告人を懲役 4 年に処する。未決勾留日数中490日をその刑に算入す

る。」であった。ここでいう「被告人」については逮捕・起訴前、判決確定後を通じ、

仮名として「被告人」で通す。

翌10日付朝刊各紙12は、

▽　「『泳がせ捜査』否定／拳銃所持／大阪府警協力者有罪／奈良地裁支部」（読売）、

▽　	「『府警の承認ない』／拳銃所持の男有罪／奈良地裁支部／泳がせ捜査認めず／

（別項）『説得力欠く』指摘も」（朝日）、

12	 筆者が確認したのは読売、朝日、毎日、産経、日本経済新聞の大阪発行版と、共同、時
事通信のインターネット速報。
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▽　	「自宅に銃／懲役 4 年判決／『捜査協力で所持』認めず／奈良地裁支部」（毎日）、

▽　	「拳銃所持『捜査協力』認めず／懲役 4 年／大阪府警の対応に苦言／奈良地裁支

部」（産経）、

▽　	「『捜査協力者』銃所持で実刑／大阪府警の承認『認められない』／地裁支部判決」

（日経）、

▽　	「『捜査協力者』の被告に懲役 4 年／無罪主張の拳銃所持、奈良」（共同）、

▽　	「大阪府警元協力者に懲役 4 年／『拳銃所持承認』認めず／奈良地裁支部」（時事）

――いずれも最大 3 段見出しであり、取材態勢の大仰さとは裏腹な扱いである。

判決は大筋において、証人出廷した大阪府警の2警官（警視、警部）の法廷供述につ

いて「（両人が）通謀して供述を一致させる可能性は否定できず」13とするなど徹底し

てその証言の信用性を否定し、検察官の主張をさえも「その前提に問題がある」14と

して排斥した。

被告人に対しては「本件取引後も A15に対して、本件取引関係者等についての情報

を伝達していた可能性、ひいては、本件けん銃等を元被告人方で保管していることを

報告していた可能性については、これを完全に排斥することはできないものと解され

る。しかしながら、被告人に真正なけん銃等を保管させて、その取引関係者らの検挙

につなげるという捜査手法を行っていたとすれば想定し得るような大阪府警の捜査

態勢（被告人と警察官との連携態勢等）が認められない」16とし、検察官による「そも

そも、一般人が違法取引に関与することに関して警察が了承を与えることはあり得な

い」17などと言い募る“そもそも論”を排したうえで、被告人が銃器類を所持していた

事実だけを捉えて罪とした。

これが「『泳がせ捜査』否定」という見出しになるのだが、この判決に現れた倒錯し

13	 同判決文22頁。
14	 前同21頁。
15	 被告人を捜査協力者として正式登録し、運用していた大阪府警捜査四課の情報班担当警

部。本事件で証人出廷したキーパーソンだが、大阪府警捜査四課長の上申書を受けた検
察官が裁判所に働きかけ、終始仮名扱いになった。

16	 同判決文34頁。
17	 平成27年 3 月30日、検察官真鍋敦史の論告（ 1 回目の論告）
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た論理は、各紙記事からは読み取れない。

事件を捜査したのは、見出しに登場する大阪府警ではなく奈良県警である。奈良県

警もまた違法収集証拠を争点として防御に立ったが、記事中での存在感は極めて希薄

である。

報道陣の関心は、「大阪府警が捜査協力者に拳銃所持を認めた」という被告人主張

への判断にのみ集中し、量刑の多寡にはさほど関心がないようにみえた。

産経の「大阪府警の対応に苦言」は、「苦言」という見出し語自体がおざなりな表現

であり、裁判所による捜査批判の内容を正確には伝えていない。「府警の対応」なる

ものを明瞭に書かず、府警・刑事総務課長の正式コメントに先立って、「事案の性質上、

十分に説明できない部分もある。（捜査員の証言が）厳しい見方をされたのは、やむ

を得ない」とした匿名府警幹部の打ち明け話を弁解として記載した。裁判所の苦言が

大阪府警への直接的な断罪ではなかったことを隠れ蓑として、判決の本質から目を背

け、さらには、自らが取材対象として日々接する府警への忖度を読者にまで押し付け

るような一種の印象操作を加えており、極めて不誠実な記事である。

他紙の見出しは何をか言わんやだが、朝日が別項を立てた「『説得力欠く』指摘も」

は、誰に対する誰の指摘なのかが全く読み取れない欠陥見出しである。その本文内容

については、判決内容を検討したのち、改めて触れる。

2－2　判決内容

判決文を引用する。罪となるべき事実は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、

平成26年 5 月 2 日、大阪市浪速区＝以下略＝（	以下「元被告人方マンション」とい

う。）702室の当時の被告人方（以下「元被告人方」という。）において

１．	回転弾倉式けん銃 1 丁（奈良地方検察庁葛城支部平成26年検領第147号符第

2 号）をこれに適合する実包21発（同領号符＝以下略＝）と共に、自動装て

ん式けん銃1丁（口径0.38インチ。同領号符＝以下略＝）をこれに適合する実

包8発（同領号符＝××以下略＝）と共に、自動装てん式けん銃 1 丁（口径

0.22インチ。同領号符＝以下略＝をこれに適合する実包16発（同領号符＝以

下略＝）と共にそれぞれ保管して所持した

２．	けん銃実包15発（同領号符＝以下略＝）を所持した（以下、前記1記載のけん

銃 3 丁を「本件けん銃」といい、本件けん銃及び前記 1 、 2 各記載の実包合
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計60発を併せて「本件けん銃等」という。ものである）」（＝以下略＝は筆者）

である。

裁判の争点は、

①　	被告人の本件けん銃等の所持が正当業務行為（刑法35条〉として違法性が阻却さ

れるかどうか、

②　	被告人が違法性の意識を欠いており、そのことについて相当な理由があるため、

故意が阻却されるかどうか、

③　	本件けん銃等が違法収集証拠としで証拠能力が否定されるかどうか」

――の 3 点であった。

争点①は各紙が見出しで言うところの「泳がせ捜査」に該当する。判決文は「泳が

せ捜査」という用語は使わず、「ライブ・コントロール・デリバリー」という語を用い

ている。本来、「ライブ・コントロールド
・

・デリバリー」と表記すべきだが、

･ 　	「仮にそうであったとすれば、大阪府警」は「～態勢をとるはず」、「～万全の態勢

を整えるであろう」18、「（その）ような状況はうかがわれない」19とし、

･ 　	「大阪府警の対応は、前述したような捜査手法の下でけん銃が移動する際にとる

であろうと想定し得る捜査態勢等から考えると、けん銃等の所在を掌握してその

拡散を阻止するために必須の要素を欠いたずさんな対応といえるのであり、捜査

機関が被告人の供述するような対応をとるとはにわかに信じがたいというべきで

ある」20と述べ、

･ 　	被告人の供述について「不自然なものといえる」「通常は考え難い」21、「疑問が

残る」「大阪府警における捜査態勢等において、緊張感に欠け、ずさんな内容が

みられる他、あいまいな点も含まれているなど、総じて不自然かつ不合理といえ

る」22――

18	 同判決文28頁。
19	 前同29頁。
20	 前同28頁。
21	 前同29頁。
22	 前同30頁。
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として、その用語が意味するところの捜査態勢が取られたとは認めなかった。

「泳がせ捜査」か「ライブ・コントロール（ド）・デリバリー」かの判断について、筆

者は平成27年 3 月、本裁判がいったん結審した後に発表した雑誌記事23で「『おとり』

となるべき警察官の代役として銃器売買に関与したとみるべきではないか」24と指摘

しており、「泳がせ捜査」と「ライブ・コントロール（ド）・デリバリー」のどちらにも

該当しないという意味では、拙稿と今回判決は同見解である。

ただし、拙稿末尾に「『（銃器売買を）行動確認で流す』と赤石（被告人の仮名）が聞

かされた言葉が真実ならば、それが酔った警部25の戯言なのか、府警捜査四課の組織

的判断なのか、あるいは捜査の専門家がエス26一人をコントロールできなかった言い

訳だったのか。やがて言い渡される判決が、事件の真相を解き明かし、犯罪捜査の公

益性に光明をもたらすことを期待して、この稿を結ぶ」と書いたように、「通常は考

え難い」「ずさんな対応」「にわかに信じがたい」捜査が、酔った警部の独り相撲の如

くに行われたことを証拠上確認することができなかったが故の判決であり、「犯罪捜

査の公益性に光明をもたらすこと」への期待は裏切られたことになる。27

争点②は、「捜査協力者」という被告人の立場を問うた。判決は被告人主張の一部

を認め、一部を退けたが、大阪府警の対応について、「けん銃の動向に関する調査な

いし捜査の徹底にあいまいさがうかがわれる」「迅速かつ組織的な対応をとっていた

のかが見出し難い」「関係の警察官証人らが詳細な事情を供述していない」「直ちに被

告人のみを責められない側面もある」とし、極めてもどかしげな文言を連ねている。

本事件は奈良県警が押収した「本件けん銃等」を被告人が所持していたとする銃砲

刀剣類所持等取締法違反事件である。通常の市民感覚であれば、銃器類の入手先や譲

渡先を警察が徹底捜査すると信じるところだが、本事件は同じ罪名になってはいるが、

最初の逮捕事件については20日間の勾留後いったん釈放し、ただただ所持していただ

23	 拙稿「大阪府警「スパイ」の告白	拳銃売買「おとり捜査事件」の闇」『新潮45』平成27年 4
月18日発行。93～103頁。

24	 拙稿102頁。
25	 註14の大阪府警捜査四課・情報担当警部。
26	 捜査協力者を意味する。警察世界での隠語。
27	 拙稿103頁。
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けの事実をもって求令起訴（プラス起訴後勾留）とした経緯28がある。

こうした手続きに加え、拳銃入手や譲渡の経緯を解明することを放棄した捜査方針

は、ひとり奈良地検が判断したのではないようである。あくまでも伝聞だが、奈良県

警・地検と大阪府警・地検を管内に置く大阪高検検事長が関与し、裁判所もその方

針を受け入れたことが、公判前整理手続に先立つ進行協議の場でのやり取りに窺える。

結局、被告人を正式な捜査協力者として運用していた大阪府警に対して奈良県警は一

切の捜査を放棄したことにより、裁判所が指摘した事項に関しては、何らの証拠も存

在しないという結果を招いた。裁判所の指摘もまた法曹三者による暗黙の了解の下で

の、おざなりな台詞に過ぎないのではないだろうか。

仮に、奈良県警が大阪府警刑事部捜査四課を強制捜査（捜索差押）したならば得ら

れたであろう証拠物は、「関係の警察官証人らが詳細な事情を供述していない」29とい

う法廷証言の向こう側に隠蔽されたままである。このような捜査が国民一般の承認な

いしは共感を得られるであろうか。

争点③は違法収集証拠についてであり、通信傍受が最大の問題点であった。奈良

県警が被告人宅を捜索した際、捜査員が「大阪（府警	筆者註）と何かやっとったやろ。

今日も電話で話しとるやないか」30と被告人に話しかけた事実に基づく指摘だが、判

決は「中村供述31に照らすと、仮に警察官がそのような指摘をしたとしても、それは

前記通話履歴に基づくものとして了解できるのであるから、被告人に対する通信傍

受がなされていたことを推知することができるという弁護人の主張は採用できない」

と一蹴した。問題の本質は、事前の通話履歴取得の事実ではなく、「今日も電話で」

云々の発言が「当日午前中の通話記録が同日午後、被告人宅に踏み込んだ捜査員のも

とに届いていた」と解し得るかどうかなのだが、判決はこの部分には触れていない。

　

筆者と被告人の間には二十年来の交流があった32。被告人は接見禁止が解けた平成

28	 拙稿101頁。
29	 同判決文46頁
30	 拙稿99頁。
31	 平成27年 2 月 2 日に証人出廷した奈良県警橿原署刑事2課勤務中村安宏巡査部長（当時）

の供述。
32	 拙稿94頁。
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27年 3 月 4 日以降、面会と書簡を通じて、「『ゴールデンウイーク中に遠出をするなら、

自宅保管の銃器を府警が預かる』と A 警部から申し出があり、数日前から受け渡し

方法を協議していた。奈良県警が自宅に踏み込んだ 5 月 2 日の午後、自分が外出した

後に A 警部がマンション一階の郵便受けに隠した鍵を使って被告人宅に入って銃器

を引き上げる、との手筈を決め、当日午前中に最終的な確認の為、A 警部との間で

２回の電話連絡をした」と筆者に訴え、「弁護人にもその旨を説明して公判廷で主張

したいと要請したが、『公判前整理手続で提示しなかった主張を持ち出しても、後出

しジャンケンとみなされるだけだ』として拒絶された」と申し述べていた。

刑事訴訟法316条32は「やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理

手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期

日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」としている。

弁護人の説明は筋が通っているが、「初公判に証人出廷した A 警部の顔を 9 か月ぶり

に見て、その証言を聞いたことにより、過去の経緯を思い出した」と言う被告人の言

葉にも一理があるように思えるのだが、被告人のこの主張は法廷に出ることはなかっ

た。刑訴法にいう「やむを得ない事由」がどの範囲までを想定するのか、制度運用後

まだ日が浅く、判例が少ない中、法廷に問う意義は十分にあったのではないかと筆者

は考える。

2－3　量刑の理由

次いで、量刑の理由を検討したい。

１．	（略）犯行に至る経緯・動機についてみるに、被告人が、元被告人方33で本件

けん銃等を保管して所持するに至った具体的な経緯については、前記（争点

に対する判断）のとおり、その詳細は不明といわざるを得ない。この点につ

いて、前記のとおり、被告人がけん銃取引に捜査協力者として関与していた

ことなどからすれば、被告人自身に本件けん銃等を使用する意図があったと

は認められないけれども、他方で、自らの意思に反して本件けん銃等の所持

を余儀なくされた、あるいは、本件けん銃等を所持する高度な必要性があっ

たとも認められず、結局、被告人は、安易かつ軽率な考えで本件犯行に及ん

33	 被告人の元自宅という意味である。



―28―

新聞を読まない大学生と記事を書かない新聞記者（森榮）

だものと評価できる。

２．	また、被告人は、前記のとおり、銃刀法違反（けん銃及び実包の譲渡）を含

む罪による累犯前科がありながら、本件犯行に及んでいる上、本件取引でけ

ん銃等の検品役を担うなど、法禁物であるけん銃や実包に対して強い親和性

を有しており、この種事案についての規範意識の鈍麻がうかがえる。／さら

に、被告人は、大阪府警の承認のもと、捜査協力の一環として、本件けん銃

等を所持していたなどと述べて、自己の行為を正当化しようとしており、本

件犯行に及んだことに対する真撃な反省の態度を見出すことができない。／

以上からすれば、被告人の刑事責任は重い。

３．	他方で、被告人からけん銃取引に関する情報提供を受けていた大阪府警の対

応についてみると、本件取引に関し捜査協力者である被告人に対する継続的

な事情聴取の有無等、けん銃の動向に関する調査ないし捜査の徹底にあいま

いさがうかがわれるところであり、取引にかかるけん銃等の一般社会への拡

散防止の観点からして、どこまで迅速かつ組織的な対応をとっていたのかが

見出し難いといわざるを得ないものがある。そうすると、関係の警察官証人

らが詳細な事情を供述していないことを考慮に入れても、本件犯行に至った

経緯については、直ちに被告人のみを責められない側面もあるといえ、この

点は、被告人の量刑を定める上で一定程度被告人に有利に斟酌するのが相当

である。／さらに、被告人が、 1 年半程度の期間、大阪府警に対して、暴力

団関係者に関する情報を提供するなどして犯罪捜査に一定の貢献をしていた

こと、本件での捜査段階での取調べや公判廷において、取引関係者の人定に

関する事項などを供述したこと、二度とけん銃に関わらない旨誓っているこ

となどの被告人にとって酌むべき事情も認められる。

４．	以上みた事情のうち、本件犯行の態様、実包の数が多数にのぼることや、被

告人の前科関係からすれば、被告人に対しては、法定刑の下限程度の刑が相

当とはいえず、本件に至る経緯などの諸事情をも考慮して検討した結果、主

文の刑を科するのが相当であるとの判断に至った。／よって、主文のとおり

判決する。
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以上の趣旨を各紙の報道が正確に伝えただろうか。筆者が読む限り、裁判所は被告

人の主張を完全否定したわけではなく、拳銃 6 丁の銃器類が売主から買主へ譲渡され

たことに関しては被告人の捜査協力を認め、それらが再び被告人の元に戻ってきたこ

と、うち 3 丁が再度買主を経由して流出したこと、残り 3 丁が被告人宅に残り、これ

を被告人が保管・所持していたことに合理的な理由が見いだせないことから、致し方

なく「懲役4年（求刑同 7 年）、未決勾留日数中490日をその刑に算入」の量刑をもって

是とした。

「捜査協力のさなか、買主から思いがけなく持ち込まれた銃器類の受け取りを拒め

ば怪しまれる」「いったん預かって買主に対して小出しに引き渡せば、府警の捜査が

しやすくなる」と被告人は主張したが、これを認める積極的な証拠がないことによる

有罪である。

2－4　報道の実態

筆者は元事件記者で、本事件の被告人とは長い交際があり、大阪府警に対する被告

人の捜査協力に関しても、 1 年以上もの長きにわたって報告を受けていたという極め

て特異な立場にあったが、現在は一市民に過ぎない。公判と報道という公表情報に接

することしかできない市民の立場をもって、報道に対する疑問点を列挙したい。

A）	「被告人が、元被告人方で本件けん銃等を保管して所持するに至った具体的な経

緯については、前記（争点に対する判断）のとおり、その詳細は不明といわざる

を得ない」とあり、そもそもの銃器取引（拳銃 6 丁と実包多数）に対する捜査が

なぜ行われないのかとの観点に立つ報道がない。事件発覚により関係人が証拠隠

滅を図ったに違いないとして諦めるのは、奈良県警・大阪府警を問わず、日本警

察としての怠慢である。

B）	「被告人は、前記のとおり、銃刀法違反（けん銃及び実包の譲渡）を含む罪による

累犯前科がありながら、本件犯行に及んでいる上、本件取引でけん銃等の検品役

を担うなど、法禁物であるけん銃や実包に対して強い親和性を有しており、この

種事案についての規範意識の鈍麻がうかがえる」とあるが、だからこそ大阪府警

が被告人を捜査協力者としたのである。警察による誘いがなければ、被告人は銃

器関係に関わることなく過ごしていたかもしれないのに、銃器摘発という手柄欲

しさに、一私人である被告人を犯罪者の道に引き戻した大阪府警の倫理観を問わ



―30―

新聞を読まない大学生と記事を書かない新聞記者（森榮）

ずに済ませられるか。

C）	判決を報じた朝日新聞記事は「府警のある幹部は『不自然な点はない』と弁解す

る。『けん銃の流通に細かく口を出せば、警察が取引を指示したことになりかね

ない。警察との関係が発覚すれば被告は生命の危険にさらされる』／ベテラン捜

査員は、今は協力者を得にくい時代と漏らす。『昔は取り調べで関係を作り、釈

放後もつき合って情報を入手した。金絡みの関係はもろく、今回のように関係を

暴露される恐れがある』」と書いている。府警幹部の弁解だけを伝え、背後の真相

に踏み込む姿勢がない。ベテラン捜査員のコメントは「警察協力者は最後まで口

をつぐめ」という脅迫とも読める。「金絡み」云々は、本事件の被告人に対する陰

湿な誹謗であるばかりか、名誉・信用棄損ではないだろうか。「犯罪者を更生さ

せず、犯罪者のままで飼い殺しにするのが上策だ」といわんばかりの刑事の暴言

を、無批判に掲載する新聞の姿勢が	“警察べったり”と非難されても致し方ない

のではないか。

D）	警察・検察と報道の間に、持ちつ持たれつの癒着関係があることを、一般市民は

敏感に感じ取っている。「水に落ちた犬だけを叩き、権力の中枢にまでは踏み込

まないのが日本の報道だ」と、公然と語られるようになっても報道は生き延びら

れるのか。

3.　裁判制度
本事件が一般に発覚したのは、平成26年 5 月23日の起訴に伴う奈良県警の発表を受

けての報道である。被告人（起訴前段階、判決確定後も被告人で通す）が大阪府警か

ら最初の50万円を受け取った平成25年 9 月18日の経緯、銃器類 6 丁の取引があった平

成26年 2 月23日のおとり捜査の実態を、筆者はいずれも即日、被告人の来訪や電話連

絡で事実関係を知った。このような特異な立場で裁判に臨んだ筆者の目で、事件を振

り返る。

3－1　裁判取材に入るまで

被告人は平成26年 2 月23日午後、売主である東京の暴力団員ら 2 人と大阪市内のホ

テルで会い、銃器・実包の見分役として仲立ちして銃器取引を成立させた。ホテルの

外で待つ買主に被告人が銃器類の入ったザックを引き渡した時点で全取引が完了した。
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ただし、購入代金を被告人が建替えて売主に支払ったといい、外形的には売主と被告

人の間での売買と、被告人と買主の間での銃器譲渡である。

被告人は「コントロールド・デリバリー」だと説明したが、府警の捜査体制を尋ね

ると、「現場に臨場したのが運用者である捜査四課の警部一人、予備的に設定した取

引場所に警部の“若い衆”数人が配置されたようだが姿を見ていない」と言い、胆を

冷やした。

まっとうな計画捜査かどうかを食い下がって尋ねたが、被告人は曖昧に「キチンと

やってくれていると思う」と言うだけであった。まかり間違えば被告人が買主であり、

次に売主になったと認識されるのではないか。「府警の捜査状況を知る限り報告して

くれ」と要請したが、不安は消えなかった。

この種の捜査では、警察が関係被疑者の検挙に着手する際、協力者である被告人を

どう扱うかが必ず問題になる。捜索差押許可状を裁判所に請求する際、被告人の供述

調書を作成するかどうか、実名を出すのか虚偽調書とするかがまず問題となる。

関係者を逮捕すれば、どこかで必ず被告人の名前が出る。被告人を被疑者として逮

捕するかどうかが第二の問題である。逮捕して微罪処分で釈放するか、身柄を検察庁

に送って起訴するのか、ここでも判断に苦しむはずだ。協力者もろとも処罰すれば、

協力者への裏切りとなる。見逃せば、関係被疑者が被告人を疑い、報復が予想される。

どう転んでも違法な操作・工作をしないと被告人を救うことはできない。警察にとっ

ては危険極まりない展開となる。A 警部も被告人も、そうした事情を承知の上で関

係を結び、大阪府警もそうした事情を把握したうえで、被告人を警察協力者として正

式登録したのである。

被告人が兵庫県警の捜査協力者であった20年も前からの接触で、被告人は数々の事

件を現在進行形や過去形で聞かせてくれた。筆者にとって被告人は貴重な取材協力者

であり、警察の暗部を映す鏡でもあった。鏡が拾った仄暗い光を世間に投げ返すのが

筆者の任務である。

被告人から得た情報のいくつかを筆者自身が取材して記事化したことがある。その

際も情報源を伏せたり置き換えたり、さまざまな小細工を施して成果にたどり着くの

だが、法に触れるようなことをまでする必要はなかった。そこが警察捜査とは決定的

に異なる。
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筆者が取材現場から離れた後、この種の情報を同僚や後輩に提供したこともあった

が、際どいネタを果実に結び付けるのは極めて難しいようだ。

警察が無理な作業を行えば必ず違法行為が伴う。それを糊塗するためにより多くの

違法行為に手を染めることになる。しかし、そうしなければ実績を挙げることはでき

ない。最後には警察の威信を守る為、人身御供を仕立て、組織ぐるみの違法行為を個

人の非行にすり替えて闇に葬る。救いのない事態が幾たび繰り返されたことだろうか。

これが経験則というものだ。被告人からの連絡が途絶えたころ、被告人の前刑事件

（銃刀法違反、警官への贈賄などで懲役 8 年）を担当した弁護士から、「奈良県警に逮

捕された」と聞いた。「なぜ奈良県警に？」「協力中の事件と関係があるのか、まった

く別の事件なのか？」――訳が分からないまま謎解きを始めることになった。

被告人は平成26年 5 月 2 日に逮捕された。常識的には「銃器等 3 丁所持の男逮捕」

の見出しに「同署（課）は銃器の入手先を厳しく追及する」との決まり文句で結ぶ記事

が掲載されるはずだが、見かけることはなかった。 5 月23日の起訴時点でようやく警

察発表があり、記事の本文は「23日までに逮捕、起訴した」のスタイルであった。し

かし、続報がない。常習累犯窃盗事件などでは「余罪を追及する」が定型だが、「 1 丁

で懲役 3 年、適合実包が付けばプラス 2 年」と言われるまでに重罪化した銃器事件で、

このスタイルは珍しい。しかも、奈良県地域版掲載の目立たない扱いである。大阪在

住の読者が見落とすのは必定である。

3－2　公判前整理手続と期日間整理手続

本事件は通常の裁判ではなく期日前整理手続となった。前時代の記者にとっては、

この手続きは初体験の領域である。新しい弁護人と接触し、情報交換するとともに主

張関連証拠の開示請求にも関わったが、弁護人と検察官の間でのレスポンスは 1 か月

おきという緩慢なペースで、半年余を経てようやく初公判にたどり着いた。

初回は大阪・奈良の 3 警官に対する尋問である。第二回の被告人質問、第三回の論

告と弁論をもって結審、次は判決だという。当事者が発言できるのは、僅かに 2 回だ

けである。実質的な攻防は整理手続という密室で行われ、取材記者や第三者がその内

実をつかむのは極めて難しい。

弁護人は、▽事実認定に関わる拳銃保管の経緯につき①被告人の携帯電話（ 3 台）

の受発信記録②全携帯電話（LINE を含む）とパソコンのメール受発信と通信内容、
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▽違法収集証拠に関連して③通信傍受の記録・報告書、④内偵段階での捜査報告書、

⑤本部長指揮事件の事件指揮簿、⑥取調小票、⑦警察・地検の協議報告書――などを

開示請求したが、⑤⑥⑦については裁判所が開示命令請求を棄却し、③については、

検察側が「存在しない」として突っぱねた。

この段階で、弁護人と被告人の関係が、弁護士と契約運転手という極めて親しい間

柄にあり、弁護人が被告人の性格や行動様式を知り過ぎているという特殊性があるこ

と承知してはいたが、知り過ぎているが故の思い込みや判断が、被告人に対して事実

経緯を綿密に確認する作業がおざなりにしたのではないかという疑念にまではなかな

か結びつかなかった。ましてや、先述の“法曹三者のおざなりな出来レース”を想起

することは、この段階では及びもつかなかった。

期日間整理手続に入った後、①②の資料が拘置所発の郵便で被告人から届いた。電

話とメールの初受信記録は、被告人の全生活を日時・分秒刻みで再現する客観資料で

ある。通話相手の電話番号と開始・終了時刻、メールの時刻と相手方アドレス、通信

データ量を印字した紙資料をいったん PDF ファイルに取り込み、OCR テキスト認識

機能を使ってテキストデータに置き換える。OCR テキスト認識は非常に便利で効率

的な機能だが、認識結果は完璧とはいえず必然的に文字化けが出る。「バグ潰し」と

呼ばれるようだが、丹念に文字化けを修正し、csv ファイルを経て EXCEL データに

変換する。これを時系列で整序することで、ようやく「被告人の全生活を日時・分秒

刻みで再現する客観資料」が完成する。

出来上がりまでに、整序した EXCEL 資料を拘置所の被告人に送り返し、電話番号

とメールアドレスの人定確認をする作業が必要であった。作業を反復継続しているさ

なか、筆者と被告人の間の資料交換が弁護人に伝わったらしく、「いったい何をして

いるのか。そのような作業はこちらでもやっているので、余計なことはするな」との

抗議が突き付けられた。

「今更何を」であるが、筆者にも実相が見えてきた。この作業は証拠開示された後、

直ちに取り組むべきだったのではないのか。完成資料を持たずに公判前整理をどう戦

いすすめたのだろうか。記憶の流れを確認し、欠落した記憶を呼び戻すことで、被告

人は容易に A 警部や関連する警察官、税関関係者とのやりとりを思い出すことがで

きたはずだ。
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A 警部と法廷で再会して初めて思い出したという逮捕当日の通話事実は、少なく

とも公判前整理手続の早い段階で思い出せていたに違いない。被告人と弁護人の間

にある齟齬、これが両者の関係を険悪にした原因ではないか。ここに至ってようやく

“法曹三者の出来レース”が見えてきた。

警視庁元警視が書いた小説34に、「＜紙焼きをスキャンして OCR でデジタル文字に

変換する作業をしなければならない＞なぜなら、＜警察による証拠隠滅や変造を防止

するための措置だが、解析には膨大な時間がかかる＞」というくだりがある。彼らも

筆者と同様の作業を強いられているのだ。警察からの捜査照会に、処理しやすいデジ

タルデータを渡さないのは、電話会社側の信用保全策だろう。ならば、押収したパソ

コン、携帯電話、スマートフォンの画像記録はどう扱われたのだろうか。

被告人は「買主が持ち込んできた拳銃 6 丁の銃器類をスマートフォンで撮影し、画

像データを自分のパソコンにメール送信し、プリントアウトして A 警部に渡した」

として、銃器類の自宅保管を大阪府警が承認したと主張したのだが、その主張を裏付

ける証拠はないとされ、裁判所は被告人の主張を認めることはなかったが、ここには

大きな疑惑が残ったままである。

奈良県警が被告人宅から押収した機器類に保存されていた電子データは、第三者の

関与がないまま警察サイドで解析され、証拠として裁判所に提出された。警察にとっ

て都合のよいデータだけを拾い出し、不都合なデータは消去・抹消して、その痕跡を

消し去ることができたのではないかという疑惑である。

押収機器類は起訴後 5 日目に還付された。弁護人は還付後に証拠保全措置を取らず、

機器類を無造作に保管していたようだが、期日間整理手続きに入った段階で、漸く被

告人の要請を容れて機器類が解析に出された。大阪地検特捜部の検事が改ざんした

フロッピーディスクを解析した実績を持つという、デジタルフォレンジック（電子鑑

識）に通暁した業者35が受託したのだが、結果として、目的の画像は発見できなかっ

た。

34	『ヒトイチ　警視庁人事一課』濱嘉之、講談社文庫201頁。
35	 AOS リーガルテック株式会社　http://www.aos.com/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82

%BF%E6%94%B9%E3%81%96%E3%82%93%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BA%8B%
E4%BE%8B/　2016年 7 月 1 日閲覧。
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業者が作成した報告書は、スマートフォンに関して「削除データは、ファイルが上

書きされていたりその他の手段により人為的に完全に抹消されていたりしていない限

度において復元するものですので、これらの写真は上記の何らかの理由により復元で

きない状態になっているものと思われます」とし、パソコンに関しては「内蔵の記億

装置である SSD が相当老朽化していたため、通常の読み出しが可能な HDD を作成

したのですが、2013年 6 月以降のメールはほぼ読めない状態になっていました」と書

いている。

被告人はスマートフォンのカメラやパソコンに格別の知識を有しているわけではな

く、ごく一般的な使い方していたと推測される。もし、自身で撮影画像を消去して

いたとしても、完全なデータ抹消ができたのかどうか。SSD を搭載したパソコンは、

捜索・押収時に起動中で正常に使用できていたというのだが、いずれに信を置くべき

か疑問点が多い。

弁護人はこうした疑問を最終弁論36で提起したが、判決文がこの部分に格別の注意

を払った形跡はなく、「削除された可能性のある29枚の画像の内容は証拠上判明しな

い」「画像が本件携帯電話で撮影されたものであるかすら明らかではない」として「被

告人以外の第三者が画像データを抹消したとは認められない」とした。

筆者が指摘したいのは、証拠として提出された警察作成データに対し、裁判所が格

別の注意を払ったか否かという問題である。日本警察の電子鑑識は、技術的にも手続

的にも高水準にあることが窺われ37、奈良県警は押収した電子機器類を解析するに当

たり、最初に当該機器類の記憶領域を保全し、完璧な複製物を作成したと推定できる。

弁護人が検察側証拠に改ざん等の疑念を抱いたのであれば、まずは、押収機器の複

製物と証拠資料との異同を確認する手続きを請求すべきだではなかったか。裁判所も

また、弁護人からの請求がなくとも、検察側に複製物との対比を命じておれば、要ら

ぬ疑義を残すことはなかったのである。

デジタル技術は目まぐるしいスピードで進化を遂げている。その成果が刑事司法の

36	 平成28年 2 月29日、奈良地裁葛城支部。
37	 警察庁情報通信局情報技術解析課編「情報技術解析」各年度版（ウェブサイトにも掲載あ

り）、『警察白書』各年度版等。
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場にも活用されて然るべきと考えるが、裁判所はこれに対応できていないのが現実で

はないのか。

本事件の取材に大動員したマスコミも、こうした現状に着目し、「どうせ警察・検

察は、都合の良い証拠だけをつまみ食いし、不都合な証拠は隠すに違いない」などと

いう根拠のない俗説を一掃するか、或いは俗説の信憑性を裏付けるかのためにも、真

摯なる取材努力38を傾けて貰いたかった。

3－3　司法制度に問題はないのか

判決はすでに確定し、本事件は終結した。再審という事態にでもならない限り、再

度の調査も捜査もないだろう。だが、デジタルフォレンジックに関して述べた如く、

基本的な手続きがキチンとなされたのかどうか、数々の疑問を残したことは間違いな

い。

被告人と筆者の関係から、被告人が得た情報は、裁判資料については手書きで筆写、

印刷資料は書き込みも含めて無制限、信書については一回につき便せん7枚という制

約の範囲内で、ほぼ細大漏らさず筆者のもとに郵送で届いた。拘置所という塀の内側

を絶対的な隔離空間だと想像しがちだが、さにあらず、塀の外よりも情報量が多く、

しかも素早いというのが筆者の実感である。

しかし、公判前整理手続、期日間整理手続は、まさしく“秘密裁判”である。被告

人と弁護人との関係が悪化して以降、被告人が期日間整理手続に出席しなくなり、裁

判所と検察、弁護人が何を話しあっているのかまったく掴めなくなった。面会時、

「整理手続に出席するのは被告人の数少ない権利なのだから、拘置所の車で送迎して

もらって裁判所に行けよ」と筆者は説得したが、被告人は「嫌だ。来てほしくないと

言われて、どうして行けるか。どうせ彼ら（裁判官、検察官、弁護人）は被告人をつ

まはじきにした3人麻雀をしているのだ。ひとり損を蒙る立場の俺が、なんでノコノ

コ顔を出さんといかんのか」と反発する。「君はそれでいいだろうが、こっちが困る。

君が出席してくれないことには、（まあ、君は喋らせては貰えないのだが、）聞いて私

に伝えてくれないことには、何も分からないままだ」と訴えても、聞き入れてくれな

38	 2015年 9 月23日付朝日新聞（名古屋）「冤罪教訓、変わる司法	証拠改ざん事件から 5 年」
など参照。
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かった。数日遅れて、弁護人から届く「整理手続調書」を筆写した便箋が届くのだが、

書類の文言からは生の声が聞き取れない。

公判廷での裁判官には三者三様の表情がある。証人への質問の言葉、質問に先回り

して答える被告人と裁判官のやりとり……被告人へのシンパシーが見えたかと思うと、

突き放したかのような質問の打ち切り。どのような判決内容になるのか、読み取るこ

とは難しい。

被告人から届いた封書の中身は、筆者が必要とするもの以外にも、雑多な情報が数

多くあった。取材にかこつけて「一芝居打ってくれ」と頼み込み、借金までをも申し

込む雑誌記者、A 警部と接触して丸め込まれた大手紙記者との面会録、欲望渦巻く

外界の様々な人間模様が詰め込まれていた。

出色だったのは、大阪府警捜査四課長が検察官に宛てた上申書である。「検察官が

証人申請を行っている当府警察2警官の証人尋問を期日外で実施すべき必要性、相当

性等について、下記のとおり上申する」と前置いて、「本件については、既に新聞報

道、週刊誌等で大きく取り上げられ、マスコミ関係者が強い関心を持っているほか、

被告人が拳銃売買に関する組織や暴力団組織と非常に密接な関係を有していたことか

ら、これら犯罪組織の構成員も本件について、強い関心を示している状況である」と

の背景説明を加え、①被告人、証人の生命身体に重大な危害が及ぶおそれがある、②

今後の犯罪捜査に支障が生じ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす――ことを

縷々列挙、組員が警察官に復讐を企てた事件の新聞記事 5 点を添付してあった。

本文の趣旨は、証人となる捜査員の身の危険に力点を置いてはいるのだが、「被告

人の情報により、実際に事件検挙に至った事例もある」「銃器犯罪や暴力団犯罪等の

組織犯罪に関わる者は裏切り行為を行った者に対しては、どのような年月が経過して

も、必ず報復を行い」「情報提供者は、自らの存在が明らかになることが絶対的にな

いことを前提に捜査機関に協力している」「今後、犯罪組織に関与するものから、情

報提供等一切の協力を得られなくなるおそれがある」と、さながら被告人の功績調書

のようである。裁判自体は期日外（秘密法廷）とはならなかったが、冒頭に示した厳

戒法廷の理由がこの上申書で解けた。量刑（の軽さ）にも、この上申書が大いに寄与

したのではないだろうか。

その捜査四課たるや、「捜査三課の事件を横取りし、別事件の被告人を弁護した本
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事件の弁護人に対して事情聴取を繰り返し、弁護士事務所と弁護人の自宅を捜索のう

え、恐喝容疑で書類送検（不起訴）にまで及んだ」とか、本事件に関して余計な質問

をし、不都合な記事を書いたという理由でなされる府警記者クラブ加盟社への制裁と

報復など、面会者からの伝聞情報も種々盛り込まれていた。

これらが本事件の裏側である。「整理手続」という名の非公開審理のおかげで、取

材記者の目にも事件の本質が見えにくくなっている。裁判員裁判を念頭に置いた手続

きを本事件に適用した是非については見解の分かれるところであろうが、筆者にとっ

ては、裁判所が一般社会から遠ざかったとしか受け止めようがない。「開かれた裁判

制度」というスローガンは、もはや空文ではないだろうか。

４．新聞のあるべき姿
「おとり捜査」の定義、ならびに必要性については、徳永崇「「おとり捜査」、コント

ロールド・デリバリー等新しい捜査手法について」（『警察学論集』第48巻第 8 号平成

7 年 8 月91～99頁）に詳しい。徳永は、当時の警察庁銃器対策課課長補佐である。

同論文は、「捜査員やその協力者が身分を秘して被疑者に接触し」とする警察庁生

活安全局長の国会答弁39を引用し、「おとり捜査自体の適法性」「おとり捜査により犯

罪を犯した者の責任」に続いて「おとりとなった者の責任」をも検討している。

徳永は「なお、文中意見にわたるものは私見であることはいうまでもない」と断り

つつも、「協力者それ自身は法令上犯罪捜査を職務とする者ではないことから、その

行為が当然に正当業務行為として違法性が阻却されると解することは相当ではなく、

違法性が阻却されるためには、捜査員の監督の下に、真に犯罪捜査のためにその行為

が行われたものであることが必要であると考えられる」と述べている40。

同論文「総括」の「業務における今後の課題」の項では「捜査の対象となる容疑情報

の収集体制の構築、『おとり』となり得る秘匿捜査員の育成・配置。『おとり捜査』に

関するケーススタディ等の教養の実施等が必要」「『おとり捜査』は相当程度の危険を

伴う（中略）、上級幹部による事件の掌握、安全性を確保するためのノウハウの蓄積

39	 平成7年 4 月13日衆院地方行政委員会、同年 4 月27日参院地方行政委員会。
40	 徳永『警察学論集』96頁
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等が必要」と結んでおり、本事件の背後に身を潜めた大阪府警に欠けていたのは、ま

さにここで指摘された事項の総てであろう。

しかし、『警察学論集』もまた警察社会の内輪に向けた雑誌でしかない。気鋭の「総

括」ではあったが、協力者運用の実務に関しては詳細な論考をしていない。徳永個人

としても、組織としての警察庁も、将来に責任を追及されることがないように配慮し

たように見える。筆者は、本事件のような複雑怪奇な事態を醸成したのは、まさにこ

の論文であったと考えたい。

大阪府警に於いてさえこの現状、況や地方の中所規模県警においてをや、といえな

くもないが、安直にリードすることが悪意あるスピン・コントロールの片棒を担ぐこ

とになる。責を問うべき相手当事者は、日本警察であり、日本の司法であり、国会で

はないか。

健全なるジャーナリズム、その盟主たる新聞に、「本論 2 - 4 　報道の実態 A）～

D）」に示した疑問点を含め、警察捜査の暗部を照らす視点があっただろうか。あれ

ば必ず書いたであろう。書かなければ誰も読めない。読ませるべき記事を自粛するよ

うな新聞をだれが読むだろうか。

「新聞を読まない大学生」と「記事を書かない新聞記者」、両者が寄り添って健全な

社会システムを破滅へと追い込む事態を見たくないと願うばかりである。

以上
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末尾資料（その１）

授業前アンケート（成績評価とは関係ありません）

選択肢
1 2 3 4 5以下の言葉から

連想するもの
1 マスコミ 新聞 テレビ（ラジオ） 雑誌 ･ 週刊誌 書籍 チラシ ･ ビラ

2 ジャーナリズム 新聞 テレビ（ラジオ） 雑誌 ･ 週刊誌 書籍 チラシ ･ ビラ

3 報道 新聞 テレビ（ラジオ） 雑誌 ･ 週刊誌 書籍 緊急速報

4 大ニュース 事件・事故 災害 スポーツ 芸能 政治

5 スキャンダル 芸能人 政治家 企業 公務員 資格者

6 情報-1 携帯電話 スマートフォン パソコン 手紙 メール

7 情報-2 Facebook LINE Skype SNS Twitter

8 政治 総理大⾂ 安全保障 戦争 テロ 憲法改正

9 選挙 18歳選挙権 議員 知事 ･ 市長 タレント 大阪都構想

10 税金 消費税 所得税 住民税 年金 健康保険

11 犯罪-1 殺人 ･ 誘拐 汚職 ･ 贈収賄 窃盗 ･ 万引き 暴力団 テロ

12 犯罪-2 覚せい剤 ピストル 痴漢 詐欺 飲酒運転

13 災害 地震 ･ 津波 台風 ･ ⻯巻 豪⾬・洪水 火災 噴火

14 事故 放射能 列車脱線 船舶沈没 航空機墜落 車両暴走

15 金融 ゼロ金利 ローン 銀行 証券会社 貯金

16 大学 遅刻 専門研究 単位 部活動 就職

17 学生生活 友人 恋愛 アルバイト 奨学金 食事

18 職業 資格 ･ 自営業 公務員 会社員 芸能人 フリーター

19 公務員 県庁 ･ 市役所 税務署 教員 警察 ･ 消防 法曹

20 会社員 販売 ･ 営業 金融 航空・運輸 建設 マスコミ

21 資格 ･ 自営業 弁護士 税理士 ･ 会計士 医師 ･ 看護師 介護福祉士 建築士

22 自営業 農業 小売業 飲食業 著述業 漁業

23 スポーツ サッカー 野球 テニス ラグビー スケート

24 芸能 歌手 俳優・ダンサー 漫才 ･ 落語 TV タレント

25 芸術 画家 ･ 彫刻家 小説家 演奏家 写真家 建築家

26 観光-1 世界遺産 温泉 クルーズ ごちそう 宿泊

27 観光-2 風景 文化 ･ 歴史 テーマパーク 出会い ボランティア

28 海外旅行 アメリカ ヨーロッパ 中国 ･ 台湾 韓国・東南アジア アジア

29 趣味 ･ 娯楽 映画 音楽 囲碁・将棋 スポーツ 旅行

30 コマーシャル 生活用品 自動車 不動産 ファッション 旅行
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末尾資料（その２）
	2016/4/11 学籍番号 氏名

マスコミ論開講前チェック
回答・記入例

⇒　　

0 初めて見た。何のことなのか、まったく分からない 記入不要

1 見たり聞いたりしたことがあるが、よく知らない 見聞きした情報源を記入

2 くわしく見聞きしたので、大体のことは分かる 見聞きした情報源を記入

3 ニュースに触れ、興味を持って調べてみた 情報源と、調べた手段を記入

4 この場で説明できる 簡潔に記入しなさい

No. 語句 回答 記入欄
1 日銀マイナス金利政策
2 安保関連法施行
3 軽減税率
4 国と沖縄が和解
5 北海道新幹線開業
6 「慰安婦」日韓合意
7 イラン制裁を解除
8 対北制裁
9 台湾で大地震
10 米大統領選
11 神戸女児殺害死刑判決
12 スキーバス転落、15人死亡
13 ベルギーで同時テロ
14 産経前支局長に無罪判決
15 不明少女2年ぶり保護
16 金星探査機「あかつき」
17 高浜原子力発電所3、4号機
18 重力波
19 民進党
20 「美的集団」
21 アルファ碁
22 ジカ熱
23 開城工業団地
24 鴻海精密工業
25 南沙諸島
26 ゼップ・ブラッター
27 アウン・サン・スー・チー
28 尹炳世
29 蔡英文
30 ローマ法王フランシスコ
31 錦織圭
32 琴奨菊
33 高梨沙羅
34 佐々木則夫
35 清原和博
36 前田健太
37 澤穂希
38 井山裕太
39 甘利明
40 宮崎謙介
41 1973万人
42 96兆7218億円
43 4億4000万円
44 88年ぶりにキューバを訪問
45 交通事故死15年ぶり増
46 伊勢志摩サミット
47 スマホ０円
48 トランプ旋風
49 パナマ文書
50 八尾空港
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参考文献
･ 　羽室英太郎ほか『デジタル・フォレンジック概論～フォレンジックの基礎と活用ガイド～』

（東京法令出版　2015年）
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＜論　文＞

ツールレイク強制収容所の日系アメリカ人

本　多　　　善

要旨

日本からアメリカへ移住した日系アメリカ移民はどのような困難を乗り越えてきたのか。本研
究は従来の日系アメリカ移民研究において未だ十分に研究されていないツールレイク強制収容所
に注目することで、彼／彼女らが経験した移住先での困難や葛藤を明らかにする。本研究では、
まず、先行研究から現在までの日系アメリカ移民の歩みを紹介する。次に、日米開戦下における
彼／彼女らの苦難を明らかにするために、強制収容所に収容される前の仮収容所について述べる。
ここでは、住居を奪われ、強制的に立ち退きを命じられた日系アメリカ移民の歴史について言及
する。次に、全米十か所に設置された日系アメリカ人の強制収容所について述べ、その中でも特
異な施設として機能してきたツールレイク強制収容所に注目する。最後に、ツールレイク強制収
容所の資料からその施設、機能、構造について分析する。ツールレイク強制収容所の日系アメリ
カ移民の史実を通して、彼／彼女らが移住先での困難や葛藤を経験しながら、日米の狭間で生き
抜いてきたことを明らかにする。

キーワード

ツールレイク強制収容所、日系人、日系移民史

はじめに

１．日系人の歩み

２．日系人の排除

３．アッセンブリー・センターと強制収容所への送還

４．ツールレイク強制収容所

５．ツールレイク強制収容所内の構造・機能・管理

おわりに

はじめに
本研究は日系アメリカ移民（以下日系人）、特に第二次世界大戦中に設置された日
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系人の強制収容所を対象とする１。筆者は日系移民史研究のため、2009年から日系二

世への実地調査を行ってきたが、現在、アメリカに住む日系二世の高齢化が進んでお

り、戦時期についてのインタビューの証言や資料の収集が困難になりつつある。

日系二世はアメリカの歴史において重要な役割を担ってきた。第二次世界大戦と戦

後のアメリカ社会を生き、日系二世は激動の道を歩んできた。日系二世の両親である

日系一世は、アメリカに移住した当初、アメリカの市民権を獲得することができな

かった。一方、日系二世の多くは、アメリカで生まれ、既にアメリカの市民権を獲得

していた。親は日本人で子はアメリカ人という状況から、世代間の葛藤が生じていた。

更には、戦時中、日系人に対して施行された強制収容、そして、戦後の公民権運動や

差別是正運動を通じて、日系二世はアメリカ社会で奮闘した。

1941年の日米開戦以来、日系人は強制収容所に収容され、終戦まで解放されること

はなかった。こうした経験はアメリカの負の遺産となって後世に語り継がれている。

しかし、日系人の歩みの中でまだ十分に明らかにされていない収容施設がある。それ

がツールレイク強制収容所である。

ツールレイク強制収容所は第二次世界大戦中、日系人を収容した施設の一つである。

1942年、日系人を収容するため、全米十か所に強制収容所が設置された。その中でも

ツールレイク強制収容所は別名、ツールレイク隔離収容所と呼ばれた。この収容所に

は、1943年に日系人に対して実施された忠誠心調査においてアメリカに忠誠を示さな

かった日系人が集められたからである。全米に設置された各収容所から、「問題児」

を隔離するための施設として機能していく。

筆者は2009年 1 月並びに2013年 3 月、カリフォルニア州サンフランシスコ・サクラ

メント・サンノゼを中心にツールレイク強制収容所の被収容者にインタビュー調査と

実地調査を行い、加えてツールレイク強制収容所の資料を収集した。本研究は調査中

１	 本研究では日系人に関する言葉を以下のとおり、定義する。
	 「日系アメリカ移民」とは日本からアメリカに移住した人々、またその子孫である。「日

系二世」とは日本からアメリカに移住した一世の子供（移民第二世代）である。「日系ア
メリカ人」とは、日本からアメリカに移住した人 （々或いはその子孫）で、アメリカの市
民権を獲得した人々である。本稿では、日本にルーツを持つ日系アメリカ移民を日系人
とし、また特定される世代については日系一世、日系二世とする。
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に得られた資料を基に、日系移民史研究において十分に焦点が当てられてこなかった

ツールレイク強制収容所について述べる。

以下は本稿の構成である。 1 章では、日系人の歩みを先行研究から明らかにする。

2 章では、強制収容所に収容される前の仮収容所（以下アッセンブリー・センター）

について述べる。 3 章では、全米十か所の強制収容所について述べ、 4 章では、ツー

ルレイク強制収容所を俯瞰する。 5 章では、ツールレイク強制収容所の資料からツー

ルレイク強制収容所の施設、構造について考察する。本研究を通して、ツールレイク

強制収容所の日系人が葛藤しながら日米の狭間で生き抜いてきたことが明らかになる

だろう。

１．日系人の歩み
現在までの日系人に関する研究において坂口満宏やハルミ・ベフはアメリカの日系

人に関する多くの資料を扱いながら、日系人の歩みと現在の状況について社会学的ア

プローチを試みている２。これらの研究の多くは、外務省資料として残っている二次

資料を中心に調査し、それぞれのフィールドと外務省資料との比較によって論じられ

ている３。以下がこれらの研究における日系移民史の年表である。

アメリカ日系移民史の年表（概略）

1894 明治政府、移民保護法を制定し、移民取扱業務を民間に委託
1907 アメリカ西海岸で排日運動が強まる
1909 ハワイ・オアフ島で、不当労働に対する日系人の大ストライキ
1913 カ州、外国人土地所有禁止法を制定（日系人の無所有権）
1920 ハワイ・オアフ島で再び大ストライキ

カ州、「帰化不能外国人」の借地権を禁止する土地法を制定
1922 合衆国最高裁、日本人を「帰化不能外国人」と規定

ケーブル法制定、これにより「帰化不能外国人」と結婚した妻も市民権喪失
1929 日系二世の組織、全米日系市民協会（JACL）組織される

２	 ベフ,	ハルミ（2001）『日系アメリカ人の歩みと現在』人文書院
	 坂口満宏（2001）『日本人アメリカ移民史』不二出版
３	 外務省領事移住部『わが国民の海外発展―移住百年の歩み』（カリフォルニア大学バーク

レー校図書館より現在相愛大学図書館収蔵資料）
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1941 ハワイ真珠湾攻撃、開戦と同時に日系の代表者を FBI が連行（逮捕者多数）
1942 2 月、ルーズベルト大統領、日系を強制収容する命令を発令、日系人は強制的に

駆り集められ、カリフォルニア州、アイダホ、ワイオミング、ユタ、コロラド、
アリゾナ、アーカンソーの計10 ヶ所に110000人以上を収容

1943 ハワイ二世による第100大隊編成、442部隊も編成。ヨーロッパで活躍
1945 日本敗戦、日系人強制収容所から帰還
1982 デトロイトでヴィンセント・チンが日本人と間違われ殺害される
1990 強制収容に対する補償運動の勝利
2001 ワシントンで日系アメリカ人記念碑が設立

テロ以後の国内でのアラブ系に対する暴行事件に対し、全米日系市民協会による
抗議の声明を発表

（外務省資料、坂口満宏作成年表、移民史Ⅲ４　筆者抜粋、下線は筆者による）

年表による移民史の概要は以下のようなものである。

1866年に日本では鎖国令が解かれ、これによって貿易商人、留学生などの海外渡航

が許可された。1868年にはハワイへの出稼ぎ移民153名がホノルルに到着した５。そ

の後、日本政府はハワイ王国と移民協定を結んで、1885年「官約移民」（政府と政府

の契約によって行われた移民）を送った。第一回目の官約移民の数は944人であると

される６。この制度によって後に多くの日系一世がハワイへそしてハワイからアメ

リカ本土へと移動していった。1884年から続いた「官約移民」は1900年に日本政府に

よって禁止される７。アメリカ政府は、多くの移民がハワイやカナダからアメリカに

移り住んだことから、1900年に一時的にカナダ・ハワイからの移民を禁止する８。ま

た1902年にはアメリカ政府によって制限つきながら渡航禁止が緩和され、再び日本か

４	 坂口、前掲書。ベフ、前掲書。外務省領事移住部、前掲書。今野敏彦・藤崎康夫（1986）
『移民史Ⅲ』新泉社

５	 今野・藤崎、前掲書　p.203
６	 同上（一回目の官約移民の数については、外務省資料では約950名となっている。）
７	 外務省領事移住部、前掲書　p.622
８	 今野・藤崎、前掲書　p.409
８	 同上
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らの移民が増加する９。

日露戦争が終結した1905年、カリフォルニア州で「黄禍論」が高まり、「日韓人排斥

協会」が誕生する。この協会はアメリカの労働組合を中心として構成されていた。中

国からの移民と同様に、日本からの移民も現地の労働者階級を中心として社会的抑圧

を受けることとなる。翌年には、サンフランシスコで「東洋人学童排斥法案」が通過

する10。日本の子供達を現地の公立学校に入学させない法案である。また1907年には

約38000人の日系人がハワイからアメリカへ転航し、当時の米大統領であったセオド

ア・ルーズベルトはハワイからの日系人のアメリカ本土への渡航禁止令を出す11。ま

たこの年、アメリカ政府は「日米紳士協定」として日本政府による日本からの渡米に対

する旅券発行の停止を盛り込む協定を結んだ。これにより一時的に移民は減少する12。

さらに1913年にはカリフォルニア州で「排日土地所有禁止法」が制定された。これは

移民に一切の土地所有が認められなくなる法であった13。農業を中心として生活する

日系一世にとってこの土地法は死活問題であり、彼／彼女らは急遽、米本土で生まれ

た市民権を持つ自分たちの子供（二世）や現地の親日的な人々に土地を所有してもら

うよう要請した14。

1920年に入ると反日の感情はますます強くなる。1920年に「写真結婚婦人」の渡米が

禁止された。また一般投票によって「第二次カリフォルニア州排日法」も制定され、こ

れによって日系一世には土地の所有どころか、土地を借りることも禁止された15。1922

年には米国大審院で日本人の帰化不能の判決が下された。日系一世は「帰化不能外国

人」となったのである16。翌年には「排日移民法」が施行される。1941年には「日米修

好通商条約」が撤廃され、日米の貿易が凍結されるとともに、両国は太平洋戦争へと

９	 同上
10	 同上　pp.409-410
11	 同上　p.410
12	 今野・藤崎、前掲書　p.204
13	 外務省領事移住部、前掲書　p.625
14	 坂口、前掲書
15	 外務省領事移住部、前掲書　p.627
16	 同上　p.628
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突き進んだ17。アメリカでは1942年、フランクリン・ルーズベルト大統領が行政命令

第9066号に署名、ロスアンジェルスの日系人はマンザナ収容所へ移動、後に軍事地域

の日系人11万人の立ち退きを完了する18。1943年にはハワイの日系 2 世による442部

隊が編成され、米軍として前線で活躍し、これによって戦後、アメリカ政府による日

系人への対応が見直されることとなった19。1943年連邦警察官が全成人日系人に面接

し「忠誠心調査」を行っている20。後に終戦によって日系人への軍事制限は撤廃され、

収容所から日系人は開放された。

アメリカ政府は1949年になって日系人に対する法による「敵国人扱い」を終わらせ

た21。しかしこの年、日本人帰化法案が両院で通過したにも関わらず、トルーマン

大統領は署名を拒否した22。日米で日米安全保障条約が発効された年、ウォルター・

マッカランの「日本人帰化法」が制定された。これによって全人種にアメリカへの帰

化権が与えられることとなった23。また1924年から続いた「排日移民法」をこの年に

撤廃している24。全米の新聞に「ジャップ」の差別語の適用を禁止する記事を勧告し

たのもこの年である25。1976年、アメリカ政府は日系人の立ち退きを命じた行政9066

号を正式に廃棄した26。戦後31年が経過してからの出来事である。1982年にはデトロ

イトでロナルド・イーブンズが、日本人と間違えて中国系アメリカ人のヴィンセント・

チンを暗殺する27。2001年にはワシントン特別地区において日系アメリカ人記念碑が

建てられた28。9.11以降、アラブ系のアメリカ人に対する暴行事件があいつぎ、全米

17	 坂口満宏作成「年表・日系アメリカの歩み」、ベフ、前掲書　p.233
18	 同上
19	 今野、藤崎、前掲書　p.206
20	 同上　p.413
21	 同上
22	 同上　p.414
23	 同上
24	 同上
25	 同上
26	 ベフ、前掲書　p.234
27	 田中道代（2001）『アメリカの中のアジア』社会評論社　pp.86-96
28	 ベフ、前掲書　p.235
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日系市民協会は真珠湾攻撃後の人種偏見と政治指導による誤りを繰り返さないように

声明を発表した29。

以上が簡単なアメリカにおける日系人の歩みである。次に戦時中の日系人強制収容

所に着目するために、日系人の排除がどのように進められたかを明らかにする。

２．日系人の排除：アッセンブリー・センターを中心に
1941年12月 8 日、日本によるハワイの真珠湾攻撃によって米国に宣戦布告宣言が出

され、その一か月後の1942年 1 月15日、全米の代表的一世ら約600人がモンタナ州ミ

ゾラ抑留所へ収容された。その後、太平洋沿岸の日系人約12万人が全米10カ所の強制

収容所に収容された30。全米10カ所の中で特殊な収容所であったのがツールレイク・

キャンプである31。ツールレイク強制収容所に関する資料は大変少なく、ツールレイ

クを主眼として書かれた書物はほとんど存在していない。『米国日系人百年史』にお

いては、「日系人の不忠誠組」や「日本主義団」を掲げた日系人が集められた収容所と

して紹介されているが、詳細はあまり記述されていない。また、『北米百年桜』は一

世の半生を主眼としているため、強制収容所に関する情報が大変少なく、ツールレイ

クは取り上げてすらいない。よって日本語文献におけるツールレイクの研究は全くな

されていないのが現状である。

一方、英語文献においてはいくつかの資料が存在している。特に重要な資料と

してはSecond	Kinenhi:	Reflections	on	Tule	Lake32	やTule	Lake	Revisited:	A	Brief	

History	and	Guide	to	the	Tule	Lake	Concentration	Camp	Site33	が挙げられる。近年

29	 同上
30	 伊藤一男（1969）『北米百年桜』北米百年桜実行委員会　p.1062
31	 Tule	Lake はアメリカ本土において多くの日系人が「ツーリーレイク」と発音している

が、『米国日系人百年移民史』では、「ツールレイク」と表記されているため、本稿にお
いてもこの名称を採用している。加藤新一編（1961）『米国日系人百年史』新日米新聞社
p.313

32	 Tule	Lake	Committee.	2000.	Second	Kinenhi:	Reflections	on	Tule	Lake.	San	Francisco:	
Tule	Lake	Committee

33	 Takei,	B.	&	Tachibana,	J.	2012.	Tule	Lake	Revisited:	A	Brief	History	and	Guide	to	the	
Tule	Lake	Concentration	Camp	Site .	San	Francisco:	Tule	Lake	Committee	
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の運動として、ツールレイク強制収容所を後世に伝えようとする活動が盛んであり、

この 2 冊も歴史を風化させないために、Tule	Lake	Committee によって書かれたも

のである。

ツールレイクはオレゴン州とカリフォルニア州の州境にある、インディアンの古戦

場として歴史的に名高い土地である。昔は湖底であったことから、樹木一本もない荒

涼とした所である34。砂嵐の厳しい土地で洗濯や調理などはほとんどバラックの中で

行っていたことがわかっている。ツールレイクを知らない現地の日系人も多く、まし

てや日本においてツールレイクの資料がない。

ツールレイクは現地の日系人や歴史家らにとって、Loyalty	Oath	（忠誠心調査）に

おける「不忠誠者」が集められた収容所という認識があった35。先に触れたように、

このような理解は国家への忠誠か不忠誠かという歴史的言説によってつくられてきた。

日米の開戦から二か月後の1942年 2 月19日、ルーズベルト大統領が行政命令9066号

を発令し、これにより日系人は強制的に駆り集められた36。9066号の発令は多くの日

系人を混乱させた。ほとんどの日系人が土地を奪われ財産を奪われることになった。

政府は 3 月11日に WCCA（Wartime	Civil	Control	Administration）すなわち、戦時民

事管理局による民間官史を組織して強制収容を執行した37。まず、12万人の人々を強

制的に連行することが困難であったことから、WCCA による支配のもと、15カ所の

アッセンブリー・センター（Assembly	Center）にほぼすべての日系人が収容された。

立退き日系人集合所開設期と最高人員
州名 場所 開設 最高収容人口

アリゾナ州 メイヤー 5 月 7 日 245
ワシントン州 ブヤラップ 4 月28日 7390
オレゴン州 ポートランド 5 月 2 日 3676
カリフォルニア州 メリスビル 5 月 8 日 2451

サクラメント 5 月 6 日 4739
タンフォーラン 4 月28日 7816

34	 こうしたツールレイクの気候については2014年に行った調査をもとにしている。
35	 加藤、前掲書　p.313
36	 年表は坂口満宏によって作成された。詳しくはベフ、前掲を参照されたい。
37	 加藤、前掲書　p.303



―51――50―

大阪経済法科大学論集　第111号

ストクトン 5 月10日 4271
ターラック 4 月30日 3661
サリナス 4 月27日 3586
マーセ 5 月 6 日 4508
バインデール 5 月 7 日 4792
フレスノ 5 月 6 日 5120
ツラレ 4 月20日 4978
サンタアニタ 3 月27日 18719
ポモナ　 5 月 7 日		 5434

加藤新一編（1961）『米国日系人百年史』新日米新聞社38

このようにして、政府は日系人の立ち退きをより迅速に確実に実行するために集合

所という名目で日系人を管理した。日系人は政府によって登録され、上記の集合所と

期日に指定された通りに移動することとなった。立ち退きの集合場所が決定されると、

だいたいそれから 2 日後に手で持てる程度の身の廻りの荷物を持ち、自動車を持つも

のは自分で運転し、持っていないものは指定の時間に指定の場所へ集合しバスで収

容された39。『米国日系人百年史』によると、日系人が収容される際、家財道具等も売

却したとしているが40、収容所に監禁された人々の話を聞くと、実際はそうではなく、

ほとんどの場合、手に持てる分だけの荷物を持ち、土地や家財道具が戻ってくること

はなかったという41。

ここまで強制収容に関する経緯を述べてきたが、9066号の発令に強制収容所への移

送という意味合いがあったのかどうかは重要である。9066号は陸軍当局に日本人を立

ち退かせる権限を与えるものであった42。これは「必要に応じて米国内に軍事区域を

指定し、その地域に居住する者で、合衆国の国防に害があると認められる者は、市民、

38	 アッセンブリー・センターに関する資料の統計は加藤によって詳細に分析されている。
この図は加藤の『米国日系人百年移民史』をもとに筆者が加筆した。加藤、前掲書　
p.303

39	 加藤、前掲書　p.304
40	 同上
41	 このようにほとんどすべての日系人が収容所に監禁されたことによって財産を失った。

収容所から解放され、知人に預けた土地が戻ってきた例は大変少ない。
42	 同上　p.294
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外人の別なく強制的に立ち退かす権限を陸軍省に与える43」というものであった。つ

まり強制収容所に日系人を連行するためではなく、陸軍省にその立ち退きの有無の権

限を委譲するための行政命令であった。しかし、その直後にアッセンブリー・セン

ターが建設され、日系人の収容が実行されたように、9066号は、軍隊による保安地域

からの立ち退きという名のもとで、敵国外国人並びにその子孫らを収容する権限を軍

に与えた。9066号は日系人の中でも市民権を持たない一世を立ち退かせるものであり、

同様にアメリカで出生し市民権を獲得している二世も日系人ということから、この行

政命令の該当者となった。

しかし、日系人の歴史において9066号が注目される一方、この行政命令以前に立ち

退き令が出されていたことはあまり注目されていない。

1941年12月11日、太平洋岸は戦局地点と宣言され、防衛司令官デウィット中将が任

命された44。彼は日系人の立ち退きを推進した人物であった。1942年 1 月29日、米国

司法省は次々に日系人に対する法令を発表し、軍事的に重要とみられる港湾、飛行場、

発電所の敵国外国人を立ち退かすことを発令したのである。またデウィット中将も大

統領の9066号の発令直前、陸軍省に日系人の立ち退き令を勧告している45。彼が日系

人を排除していったことを端的に表現した言葉が残っている。

ジャップはジャップなのだ。忠誠であろうとなかろうと危険極まりない存在であ

る。忠誠如何を知る道がない。米国市民であるに拘わらず、彼らは理論的に日本

人であってそれを変えることはできない。一片の紙を与えたのみで変わるもので

はないのである46。

デウィット中将の言葉は、日本人と日系人を一括りにし、すべての日本人とその子

43	 多くの文献に9066号の翻訳が存在するが、ここでは加藤、前掲書　p.306を引用してい
る。

44	 同上　p.	294	
45	 同上
46	 これは下院海軍文化委員会での証言である。詳しくは加藤、前掲書　p.295を参照された

い。
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孫たちは市民権の有無に関係なく、同一の敵性外国人であることを指摘している。彼

の発言からも理解されるように、強制立ち退きを支えていた論理は、保安地域からの

日系人の撤退ではなく、日系人を敵人とする国民国家の論理であった。

こうして、政府は敵性外国人として日系人を管理した。世論においても日系人を敵

視する言説の強まりから、9066号は発令された47。この発令は、日本人 = 敵性外国人

という言説を生産したばかりではなく、すべての日系人を国民国家言説における日本

人として一括りにすることで、彼／彼女らを監禁し排除したのである。

３．アッセンブリー・センターと強制収容所への送還
アメリカでは日系人が強制収容所について語る際に Camp ではなく Center と呼ぶ

ことが多い。なぜなら日系人の強制収容所は公式には Relocation	Center（転住所）と

呼ばれているからである。強制収容所を仮収容所や転住所と呼ぶ人々が多くいるが、

官公庁の文書やアカデミックな場における Camp の呼称は「強制収容所」或いは「監

獄」が相応しい。なぜなら、日系人の歴史を考察すれば彼／彼女らが好んで収容所に

入所したわけではなく、或いは自らの身の保全のために入所したわけでもないから

である。すべての収容所は公式に Camp	を使用せず、Center となっている。これは

当時の政府が強制収容所の存在を隠蔽し、日系人の保全のための仮収容所と定義づけ

ていたからである48。つまり官公庁が名付けた Center という表現やアカデミックな

場で呼ばれる Center という呼称は、日系人が強制的に収容させられた意味を隠蔽し

ている。よってアカデミックな場において、center（転住所）を意味する言葉よりも、

camp（強制収容所 / 監獄）を意味する言葉の方が、より適切に当時の日系人の状況を

説明できるのだ。

日系人の収容所入りは1942年 3 月21日がはじめとされており、場所はロサンゼル

ス北方のマンザナア（Manzanar	War	Relocation	Center）であった49。これを管理し

47	 同上
48	 WCCA は強制立ち退きと強制収容には何ら関係がないにも関わらず、立ち退きをしな

かった日系人にアッセンブリー・センターへの収容を強制し、後にそこから日系人を強
制収容所に連行したのである。

49	 加藤、前掲書　p.307
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たのが、西部防衛司令部の機関として作られた WRA（War	Relocation	Authority）で、

戦時民事管理局である50。この組織が中心となって後に以下のすべての収容所を管理

することとなった。

強制収容所とその人口
収容所名 州名 開設（1942） 最高収容人口

トパーズ ユタ 9 月 1 日 8130
ヒラリバー アリゾナ 7 月20日 13348
ボストン アリゾナ 5 月 8 日 17814
グラナダ コロラド 8 月27日 7318
ハートマウンテン ワイオミング 8 月12日 10767
ジュローム アーカンソー 10月 6 日 8497
マンザナア カリフォルニア 6 月21日 10046
ミネドカ アイダホ 8 月10日 9396
ローワー アーカンソー 9 月18日 8475
ツールレイク カリフォルニア 5 月27日 18789

加藤新一編（1961）『米国日系人百年史』新日米新聞社51

アッセンブリー・センターに収容された日系人は上記の収容所に収容された。本研

究ではツールレイクを対象とするので、ツールレイクの収容人員について概観する。

ツールレイクは最高収容人口が最も高い。その数は18789人である。開設も二番目に

早いが、開設された当時は他の収容所と全く同じ目的のために設置された。それは他

の施設と同様に日系人を管理するためである。しかし、後にツールレイクは他の収容

所と全く異なる人々を管理し投獄するための施設となった52。

日系人が強制収容されるまでの間も、彼／彼女らは日系というだけで排斥されてき

た53。真珠湾の事件が生じたとき、日系人は落胆と恐怖とに苛まれた。西海岸に集中

50	 同上
51	 強制収容所に関する資料の統計は加藤によって詳細に分析されている。この図は加藤の

『米国日系人百年移民史』をもとに筆者が加筆した。加藤、前掲書　p.328
52	 Ditman,	D.	2005.	Difficult	Choices	in	Dangerous	Times:	The	Yasui	Family	in	World	War	

II.	 In	Shaw	Historical	Library,	ed.	A	Question	of	Loyalty:	 Internment	at	Tule	Lake .	
Klamath	Falls,	OG:	Journal	of	the	Shaw	Historical	Library.	pp.26-27

53	 Tule	Lake	Committee、前掲書　p.23
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していた日系人の人々に対して、FBI は即座に日系人の主要人物をリストアップし逮

捕し、尋問したのである。連日、アメリカ社会では出版物と放送によって日系を「敵

性人種」として取り上げた54。この当時の偏見について、ツールレイクに収容された

ヘレン・マツダは次のように述べている。

学校の校長先生は「アメリカ合衆国は日本と戦争をしましたが、このことはアメ

リカに在住する日系の人々と何ら関係がありませんし、ここにいる日系の人々に

はどうすることもできないのです。」といいました。しかしながら、私たちの生

活するこの社会において、日系と白人に大きな亀裂が生じていたのです。私の白

人の友人はパールハーバーの次の日、スクールバスで私の隣に座らなくなったの

です55。

マツダが述べるように、日系人にとってパールハーバー後の日系社会の状況は最悪

であった。日系人 = 敵性人種とする言説が至るところで繰り返されたのである。し

かしこうした状況は真珠湾の地点で最悪に達したわけであり、それ以前にも数百の

アジア系移民を排斥する運動や法律が制定されてきた。ツールレイクに収容された

ジミー・ヤマイチは真珠湾の事件直後の土地の売り払いについて、Second	Kinenhi:	

Reflections	on	Tule	Lake の中で次のように証言している。

テッド・メイヤーという農作物の買い付けをしていた人とは 4 年の交流があっ

た。テッドと私の父は取引相手以上のよい友人関係であった。パールハーバーの

後の水曜日、テッドが突然私の父に会いにきた。聞けばテッドは彼のボスから火

曜日に急いでロサンゼルスに来るように言われていた。そこで彼のボスに「テッ

ド、すぐに日系の人々が所有する農園に行って、状態のいい農園を選び出せ。君

がほしいものすべてだ。私達はいい農園をすべて買う。私達はカリフォルニアか

54	 同上
55	 この証言はヘレン・マツダによるものであり、原文は英語であるため筆者が翻訳した。

詳しい原文については Tule	Lake	Committee、前掲書　p.23を参照されたい。
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ら全てのジャップを追い出す」といわれた。テッドははるばるロサンゼルスから

私たちの農園に運転してきて「ヤマイチ、君たちみんな、カリフォルニアから追

い出されるぞ。」と言った。父は信じなかったが、テッドは「このことは必ずおこ

る。準備をしておくんだ。」と繰り返した。私たちは運が良かった。立ち退きを

言い渡された時にはすでに土地の売買は済んでいた。彼のおかげで相応の値段で

売ることができたのだ56。

ヤマイチは大変な苦労をしたが、それでも事前に情報を伝えてくれたテッドのおか

げで最悪の状況にはならなかったという。情報を知らなかったほとんどの日系人は土

地や家財を売ることもできなかったり、あるいはその土地を預けても戻ってこなかっ

たりしたのである。このような状況の中で人々は渋々 WRA の指示に従い収容所へと

投獄されることになった。他にも立ち退きに際して多様な状況があったと推測される

が、全ての日系人は管理され、指定されたアッセンブリー・センターから強制収容所

へと連行されたのである。

４．ツールレイク強制収容所

Civil Liberties Public Education Fund 57

56	 ジミー・ヤマイチはツールレイクコミッティーの中心的人物である。彼の活動は戦時中
の強制収容体験を後世に伝えることである。この証言の原文は英語であるため筆者が翻
訳した。詳しい原文については Tule	Lake	Committee、前掲書　pp.23-24を参照された
い。

57	 Civil	Liberties	Public	Education	Fund（CLPEF）,	Education	Resources:	Tule	Lake ,	
http://www.momomedia.com/CLPEF/index.html,	閲覧日2016年 4 月22日
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ツールレイク強制収容所はカリフォルニア州モドック地区に建設された。これはオ

レゴン州クラマスフォールズから約35マイル、ツールレイクの町からは10マイル離

れている。この町は英語表記では一語で表記されていて Tulelake となるが、収容所

の場合は Tule	Lake という二語表記になっている58。1942年 4 月からこのキャンプの

建設がはじまり、 5 月25日に500人の日系人がピュアラップ仮収容所からここに集め

られ建設を手伝った59。当初、このキャンプにおける大半の収容者は、マリスヴィル、

パインデール、ポモナ、サクラメント、サリナス等、カリフォルニアを中心とする日

系人であった。加えて、サン・ジョアキン・バレーからの収容者は、仮収容所に待機

することなく、直接この収容所に監禁された60。

当初のツールレイク強制収容所は問題と人々の不満に満ちていた。開所僅か 5 か月

で人々が暴徒化した。理由は不十分な食糧事情であった61。その後、日常生活を送る

上で必要不可欠な資材の不足により、多くのツールレイク被収容者は政府とその管

理を行っていた WRA に対して不満を持つようになる。その不満がピークとなったの

は、1943年のことであった。この年、WRA が行った全ての日系人に対する忠誠心調

査（忠誠か不忠誠か）によって、この収容所は大混乱となった。国家に対する忠誠心

の判別によって、収容所内では政府への敵視と管理局に対する不満がピークにまで達

したのである62。

1943年 2 月19日、ツールレイク強制収容所で忠誠登録を強制されたことに反感を

持った17～18歳の35名の日系二世が、徴兵局に登録する意思がまったくないことと、

58	 Russell,	J	&	Cohn,	R.	2012.	Tule	Lake	War	Relocation	Center.	Scotland:	LENNEX	Corp	
59	 Jacoby,	H.	S.	 1996.	Tule	Lake:	From	Relocation	 to	Segregation .	Crass	Valley,	CA:	

Comstock	Bonaza	Books
60	 Burton,	 J.	F.	 et	 al.	 1999.	Confinement	 and	Ethnicity:	An	Overview	of	World	War	

II	 Japanese	American	Relocation	 Sites.	Publication	 in	Anthlopology .	 74.	Tucson,	
AZ:	Western	Archeological	 and	Concentration	Center,	National	Park	Service,	U.S.	
Department	of	the	Interior.	p.282

61	 Kowta,	M.	1976.	Tule	Lake	War	Relocation	Project.	 In	Friedman	J,	Archaeological	
Overview	for	the	Mt.	Dome	and	Timbered	Craters	Regions,	North	Central	California ,	
Appendix	1.	MS	on	file,	California	Historic	Resource	Information	System,	Chico,	CA:	
California	State	University.

62	 Burton、前掲書
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日本への送還或いは帰国には何時でも署名するといった抗議文を WRA に手渡したの

である63。そして彼らは、管理局までデモ行進も行った。彼らの行動はアメリカへの

不忠誠を示すものでも、日本への忠誠を示すものでもなかった。収容所に監禁されて

いることへの憤りと怒りを持って、抵抗した行動であった。しかし、これに対し、管

理局側は見せしめとして35名を検挙するため、収容所の近くに駐屯していた約200名

にも及ぶ陸軍の一個中隊を派遣することを決めた。そしてデモから 2 日後の 2 月21日

夜に一斉検挙に踏み切った64。これに対してツールレイクでは更に抵抗する者が増え

た。

それから二か月間で100人以上が WRA に抗議し逮捕され、Civilian	Conservation	

Corps（通称 CCC）という5マイル程離れた施設に拘束されたのである65。このこと

もあってツールレイク強制収容所では3000名の二世が、忠誠登録の質問27と28を

「ノー・ノー」若しくは無回答とした。徴兵に応じたのは僅か59名であった。息子が

徴兵に応じた家族は、他の被収容者から邪険に扱われ、食堂内に「イヌの席」と書い

た札を立て、その席で食事をすることを強要されたという史料も残っている66。

連邦政府の調査によるとツールレイクは他のキャンプと比較しても不忠誠とみなさ

れた割合が最も多かった。例えば他の収容所では不忠誠という刻印を押された人々は

全体の10パーセント程であったのに対して、ツールレイクでは42パーセントの人々が

答えない、或いは No と答えている67。これらの結果から1943年夏、この施設は他の

収容所とは異なる名称となり、そして新たに厳重な警備と管理が行われた。実質的に

はツールレイク強制収容所は強制収容所から隔離収容所へと施設の名称が変更された。

英語ではRelocation	CenterからSegregation	Centerに変更された。当初、ポストン・

キャンプも候補地の一つとして挙がっていた。しかしその数の多さからツールレイク

に決定したのであった。

忠誠心調査以前からいたツールレイクの被収容者は、他のキャンプからツールレイ

63	 同上
64	 渡辺正清（2001）『ヤマト魂	アメリカ・日系二世、自由への戦い』集英社　pp.146-153
65	 Burton、前掲書
66	 渡辺、前掲書
67	 Burton、前掲書
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ク強制収容所にくる人々のためにブロックを解放する必要があった。ツールレイク

の元収容者の内、6000人が他のキャンプに移り、8500人が残った。そして8500人の内

4000人がツールレイクに自ら残りたいと WRA に要求し、希望通り残ったのである68。

隔離収容所となった後、ツールレイクでは急いで新たなバラックの建設が進められ

た。以下の写真はツールレイク強制収容所に建設されたバラックである。

Tule Lake Concentration Camp, California. Courtesy of the National Archives and Records 
Administration

このバラック以外に新たな管理施設が建設された。新たな収容者を隔離するために

WRA は多くの人員を動員し、建設に充てさせた。1944年春には、収容者が18000人

となり、WRA が管轄する収容所の中で最大となった。隔離所となったため、警備兵

を増員し、装甲車を 8 台追加させた69。更に、兵士付きのタワーガード、鉄柵が増設

された。これらは農場等の外部と隣接する境界に設置された。このように、ツールレ

イクが隔離収容所となってから、警備の警戒レベルも引き上げられ、彼／彼女らは実

質的に敵性外国人という扱いを超え、犯罪者以上の扱いを受けるようになったのであ

る。しかし、ツールレイクの被収容者は黙って抑圧された収容所生活を受動的に受け

入れているわけではなかった70。

1943年10月、被収容者の農業労働者がトラック事故で死亡した71。犠牲となった労

68	 同上
69	 Drinnon,	R.	1987.	Keeper	of	Concentration	Camps:	Dillon	S.	Myer	and	American	Racism.	

Berkley,	CA:	University	of	California	Press.	p.110
70	 同上
71	 Burton、前掲書　p.283
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働者の妻に対する代償があまりにも少なかったことから、収容所内で働いている日系

人が大規模なストライキをおこしたのである。彼／彼女らはただでさえ低賃金で働か

されている上に、犠牲者の妻に対する十分な補償がなかったことに異議申し立てをし

たのである。これに対し、管理局は他のキャンプから234人の日系人を集め、彼らが

働いていた農場で働かせ、管理側によるスト破りを実行させた。スト破りを実行した

他のキャンプから来た日系人は、管理側から当時の収容所内の日系人に対して10倍以

上の報酬を得ていたという72。

ストライキを行った彼／彼女らの主張を管理側は掻き消した。しかしツールレイク

の被収容者はこのような管理側の支配に屈することはなかった。再度管理側による不

正行動と不正管理、ストライキを実行する権利を奪われてきたことに対して抵抗した。

管理側はこのストライキに対して、最終的に軍隊を投入し、ジープ、マシンガン、

催眠ガスを使用し、彼／彼女らのストライキを封じ込めた。そして疑いのある人々は

逮捕されたのである73。ストライキの封じ込めに対して、キャンプ内での不満が増大

し、キャンプ内にあるほとんどの仕事を人々はボイコットした。彼／彼女らの抗議に

対し、ツールレイクの管轄権が WRA から軍警備へと移行した。これにより更に厳し

い管理が為された74。WRA から軍警備へと移行されることによって、被収容者の自

律性は紛糾された。

軍警備は管理所と収容者との間に、フェンスと5つのタワーを設置した。そして、

stockade	jail（営倉）を建設させた。ボイコットした人々や、抵抗した人々、逮捕され

た人々を隔離するため、この営倉に監禁させた。これはツールレイクにおける二重の

管理であった。以下は営倉の写真である。

72	 同上
73	 同上
74	 同上
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Stockade jail at Tule Lake 75

Stockade jail at Tule Lake 76

トラック事故から始まった一連の抗議活動によって350人が営倉に監禁された。ま

た1200人もの一世が、Department	of	Justice（司法省）のキャンプに送り込まれた。

1944年 1 月、このままストライキを続ければキャンプ内の食糧事情等にも影響すると

残りの被収容者らが考え、投票し、これ以上デモをしないようにキャンプ内の被収容

者に指示した77。その後、軍部による管理から WRA の管理へと再び移行した。しか

し、営倉だけは軍隊が管轄した。抗議活動は、収容所内の不正義を正すための行動で

あった。この行動によって被収容者らが住みやすい環境に移行するはずであった。

75	 同上	p.309
76	 同上
77	 同上	p.283



―62―

ツールレイク強制収容所の日系アメリカ人（本多）

しかし1944年 5 月にふたたびキャンプ内で緊張が走った。 5 月24日、被収容者の一

人が警備員に射殺された。この時期に、収容所管理者は、ツールレイクでのすべての

集会を禁止し、学校、職場、スポーツ、リクレーションが閉鎖となった。

更に政府は日系人に対して市民権を放棄できる法律を制定し、日系人に対してその

意向を確認した。これは renunciation（市民権の放棄）と呼ばれている。これによっ

て、ツールレイクでは更なる混乱が生じたのである。ツールレイクでは、親日的な団

体や、日本に帰国を希望する親も多かった78。また家族が別々にならないように、あ

えてツールレイクに留まった人々も多かった。そのため、この市民権の放棄に関する

調書はツールレイクの家族や社会を二分するような混乱を与えたのである。5000人以

上の二世がアメリカの市民権を破棄することになった。

これらの理由からツールレイク強制収容所は、閉所されたのが最も遅く、1946年 3

月まで開設された。ヤマイチは Densho のインタビューでこのような状況を以下のよ

うに再考している。

（収容所内の）農場でのストライキが、問題の一部でしたね。作物は植えられて

いたんですが、誰も収穫しない。養豚所も閉鎖された。食糧事情は悪くなる一方

でした。それはもうひどくて、ある時なんか、各食堂に、カリフラワーが一箱ず

つ届けられただけなんてこともありましたよ。300人用に一箱ですよ。それで花

の部分を切って、葉っぱのところは残しておくんですね。葉っぱで何をしようっ

ていうのか？考えたもので、それをきざんで、漬物を作ったんです。もう食べ物

を要求して、大騒ぎになりました。少しずつ何か運ばれてくるんですが、とにか

く皆を食べさせるために、何とかしないといけない。管理側は我々にちゃんとし

た食事を与えてないんですから、皆怒って、それで奉仕団（即時帰国奉仕団、親

日派の団体）の人達がもっと力を持つようになったんですよ。「ほら、あいつらは

戦わないだろ？管理側と戦わない。だから、こんな扱いを受けるんだよ。」と言う

78	 Densho、「日系アメリカ人：日系アメリカ人の辿ってきた道を追うオンライン歴史資料
館」、http://nikkeijin.densho.org/reference_ch4_04_tule_lake.html、閲覧日2016年 4 月24
日
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ふうにね。そこで力をつけていったんです。管理側がますます弱くなる、陸軍は

ひどい食事を送ってくるので、彼らにしてみれば、もっとたくさんの人をグルー

プに引き入れる武器が揃ったわけです。それをうまく利用しましたね。だから短

期間の間に、あれだけたくさんの人を引き入れられんたんです。それから、管理

側が 2 百、 3 百人の奉仕団員を捕まえて、 4 百、 5 百人にもなりました。皆追い

出して、収容所を落ち着けようというわけです。団員達は柵に入れられて、それ

からビスマルクに送られて、それからニューメキシコのクリスタルシティーでし

たね。グループ全体を分裂させて、国内中に散らばしたんです。それで問題解

決ってわけです。79

ヤマイチは当時の食糧事情がいかに大変であったかを説明している。政府に対する

批判が奉仕団への参加を誘導したと指摘している。しかしこうした改善ですら、管理

側は受け入れず、逮捕・監禁・移送を行った。ツールレイク強制収容所という監獄の

中に更なる監獄を建設していたことは従来の史実においても語られることがなかった

のである。

以上のようにツールレイク強制収容所の日系人は忠誠心調査に対してノーと答え

て抵抗した。更に忠誠心調査に対して抗議し、支配者側に対する抵抗運動を行った。

ツールレイク強制収容所の日系人は WRA のトラック事故に対する不正義を主張した

のである。次にツールレイク強制収容所の様子をより詳細に説明するために、収容所

内の構造や機能、管理を考察する。

５．ツールレイク強制収容所内の構造・機能・管理
ツールレイク強制収容所が開設されたのは1942年のことであり、周囲に木も水もな

い枯れた土地に建設された。敷地内では急ピッチで作業が進められた。まず20×100

フィートの敷地が計測され、その中に一つのバラックが建設され、中は四つの部屋に

仕切られた80。今でいう仮設住宅のようなものであるが、そのイメージとはかけ離れ

79	 同上
80	 Takei	&	Tachibana、前掲書　p.5
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ている。このバラック建設に使用された資材についての詳細が残っている。バラック

に使用された資材は建物用としては不十分な素材ばかりであった。これらに使用され

た資材は乾ききり縮まった木材であった81。またこれらの資材には無数の裂け目があ

り、これらの資材を使った壁によって、床や室内の壁、天井に外からのほこりが舞い

上がってきたという82。

夏期には熱く乾ききった風が室内に入り込み、寒い時期には冷たい強風が入り込

み、更に外壁はタール・ペーパー（防水用）が巻かれていただけであった。つまり断

熱材等は全く敷かれていなかったのである83。室内は電球がたった一つだけ用意され、

極寒の地で耐えるための石炭ストーブが一つ、簡易ベッド（軍隊用のもの）とブラン

ケットが備品として与えられていたが、それ以外家具は全くなかったという84。また

棚、椅子、テーブル、キャビネットそして部屋を区切る仕切りも何もなかった85。

収容所では WRA が日系人を効率よく管理するために、彼／彼女らをユニット（グ

ループ）ごとに生活させた。ここでいうユニットとは250～300人が共同で生活するグ

ループのことである。ツールレイク強制収容所に関する調査から、一つのユニットに

一つの食堂、洗面所、トイレが与えられていたことがわかった。そして彼／彼女らは

一ユニットに提供された共有施設を利用し生活していた86。シャワーやトイレを使用

する時には列ができ、壁やドアは不足していたためプライバシーは存在していなかっ

た87。ツールレイク委員会のメンバーは、ツールレイクの跡地を計測し、当時のトイ

レ、シャワーの状況を再現した結果、これらの間に仕切りが存在していなかったこと

が判明した。彼／彼女らにはプライバシーが無かったのである。

バラックは、縦が約 6 メートル、横が約30メートルで、一つのバラックに 4 つの部

屋があるため、一部屋の大きさは約 6 ×7.5メートルであった。この一部屋に一家族

81	 同上
82	 同上
83	 同上
84	 同上
85	 同上
86	 同上
87	 同上　p.6
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が住むわけであるが、これは十分な空間ではない。また、資材等を写真から確認する

と、こうした施設の素材は安価なものが多く、ツールレイクの気候を考えれば、耐久

性の乏しい施設である。居住する施設というよりは小屋である。以下はインタビュー

調査において確認した当時のツールレイク強制収容所の模型である。

16のバラックがあり、それぞれ左右 8 つずつ並んでいる。一つのエリアに64家族が

生活していたことになる。

ツールレイク強制収容所とバラック（1）88

ツールレイク強制収容所とバラック（2）

88	 筆者のインタビューに協力したインタビュイー作成のツールレイク強制収容所模型。
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バラックに囲まれている5カ所の建物は、上から女性のトイレ、男性のトイレ、女

性のトイレ、ランドリー、その下がアイロニング・ルームである。この写真には記載

されていないが、これ以外に食堂とレクリエーション・ビルディングがあった。その

大きさは他の資料から推測すると、バラック約一つ分（20×100フィート）であった89。

写真の下部にあるのは一つのバラックを4等分した模型図である。 6 ×7.5メートル

の空間は一家族が生活するには狭い。リクリエーション・ビルディングでは同一ブ

ロックの人々が教会、学校、集会所として使用することが許可されていた。これらの

バラックや共用施設の間には敷石など何もなく、雪解けや雨の日には水浸しになって

いた90。共用施設での混雑は避けられなかったし、シャワーやトイレ、洗面所は人が

溢れ、壁とドアが不足しており、隣同士の様子がそのまま見えた91。64家族が一つの

エリアでトイレ、食事、洗面を共用していたのである。一方、キャンプ内の監視員の

室内にはこれらの施設が全て備わっていたという92。被収容者は気候に関わらず歩い

て外の共用施設まで行かなければならなかった93。

以下はヤマイチが再現したバラック内部である。

Japanese American Museum of San Jose 94

89	 Burton、前掲書	
90	 Takei	&	Tachibana、前掲書　p.6
91	 同上
92	 同上
93	 同上
94	 当時の施設を再現したものが Japanese	American	Museum	of	San	Jose にある。この施

設はツールレイクの被収容者ジミー・ヤマイチが再現した施設である。
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建物自体は木を貼り合わせただけの構造で、バラック内部は至るところに隙間風が

吹いた。ツールレイクの気候は寒暖の差が激しく、定期的に砂埃が舞うため、室内

で洗濯物を干したり、仕切りを作るために部屋の上部に何本もの紐が張られていた。

ベッドは大変固く、板の上に薄いシーツが被せられているような簡易ベッドであった。

一部屋に一つだけ明かりと暖炉が配備されていた。このレプリカには廃材のようなも

ので作成した棚や絵等が飾られていた。過酷な状況の中で少しでも家族の空間、或い

は自分の空間を豊かにするための苦労を垣間見ることができた。

Japanese American Museum of San Jose 95

上の写真は兵役を拒否した人々である。ヤマイチを中心として運営されるサンノゼ

の博物館では、このようにアメリカに対して忠誠を示さなかった人々の資料を保存し、

後世に伝えている。彼／彼女らの全てがツールレイク強制収容所に収容されたわけで

はないが、ツールレイク強制収容所での異議申し立ては、ナショナルな枠組みに一致

しない人々、国家に回収されない人々の生の活動として理解できるのである。

おわりに
本研究では日系人の歩みを概観しながら、1942年に開設された日系人の強制収容所

に注目した。特に、同年設置されたツールレイク強制収容所の史実を調査し、忠誠心

調査にノーと答えた人々や収容所内の出来事を明らかにした。本研究から、ツールレ

95	 Japanese	American	Museum	of	San	Jose,	Draft	Resistance
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イク強制収容所では日系人が厳しく管理され、食糧も十分に与えられず、支配／被支

配の構造の中で抑圧されてきたことが明らかとなった。

現在のアメリカ社会、特に日系コミュニティにおいて、ツールレイク強制収容所の

被収容者であった者は「ツーリアンズ（Tuleans）」と呼ばれ、蔑視されてきた。しか

し本研究において彼／彼女らは、国家による管理や支配に対して異議申し立てをして

きたことが理解できた。彼／彼女らは国家への忠誠を拒んだという単純な理解ではな

く、強制的に収容されたことへの怒りと葛藤の中で、活動し続けたのである。

従来、日系人は、アメリカに忠誠を示し、アメリカ社会に貢献し、善良な市民とし

て表象されてきた。しかし、本研究からは、忠誠心調査や日系人への管理や排斥に対

して異議を申し立ててきた日系人の姿を解明することができた。日系人に対する差別

や排他的な法律、更には強制収容という不条理な社会の中で、日系人が葛藤しながら

アメリカ社会を生き抜いてきたことが本研究により明らかとなった。
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＜翻　訳＞

郝斌『流水　何ぞ曾て　是非を洗わん
―北京大「牛

ニュウ

棚
ポン

１」の一角―』２（一）

姜　若冰（Ruobing JIANG）伍　躍（Yue WU）華　立（Li HUA）
（文革史研究会＊）

プロローグ
1966年夏、北京大学のキャンパスは沸き立った。陸平学長から各学部長、各クラス

主任まですべての幹部は、一夜にしてみな「反革命黒
ヘイ

幫
バン

３」となった。各学部学科の

有名教授たちは、みな「ブルジョワ階級反動的学術権威」となった。彼らは炎天下に

おかれ、学生と学外から来た人たちによる批判と侮辱をうけた。キャンパス内はこれ

＊ 文革史研究会は、大阪経済法科大学所属の教員を中心に組織された研究会で、会員は、
姜若冰（大阪経済法科大学教養部准教授）代表以下、藤本和貴夫（大阪経済法科大学学
長）、郝斌（北京大学校友会副会長）、華立（大阪経済法科大学国際学部教授）、伍躍（大
阪経済法科大学国際学部教授）、坂手日登美（日本演出協会）、田中幸代（大阪経済法科大
学アジア研究所客員研究員）である。本翻訳は、姜、伍、華の三名を中心に訳出し、会
員一同で検討を加えたものである。なお、翻訳及び写真の転載、使用は、著作権を所有
する著者から許可を頂いたものである。

１ 訳者注（以下「原注」と表記しないものは、すべて訳者注である）牛棚、中国語ではニュ
ウポンと発音し、中国文化大革命（略して文革と言う）期の用語。本来は牛小屋を指す
が、文革中に批判を受ける人は「牛

ニュウ

鬼
グイ

蛇
シェ

神
シン

（注5参照）」と呼ばれたため、その収容所を
「牛棚」と呼んで差別した。

２ 本書は、北京大学元副学長郝斌教授の「文革回想録」である。郝斌教授は、1934年生ま
れ、北京大学歴史学部卒業。1966年北京大学歴史学部助教在任中、「文革」に遭い、三年
間「牛棚」に入れられ、批判を受けた。「文革」終了後、名誉が回復され、のちに北京大
学副学長に任命された。

３ 幫は組織、グループの意。黒幫は、「反革命」とされ、批判を受けた人たちを蔑視して使
う呼称である。
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より、学園の鐘の音が聞こえなくなり、批判大会で叫ばれるスローガンがひびき渡る

ようになった。中国「プロレタリア文化大革命」の戦火は、北京大学のキャンパスか

ら燃え広がった。

 

陸平、「文革」初期の北京大学学長。中央人民ラジオ局が繰り返し壁新
聞の内容を放送する際に、彼は家の中で茫然と座り、一言もなかった
そうだ。すぐに彼から一切の職務が取り除かれた。その後三年間、彼
に与えられたのは、随時に行われる各種批判会と拷問である。「文革」
終了後、幾年経っても、彼は北京大の構内に足を踏み入れられなかっ
た。景色はよくても、いたる所に心を傷むものがあるからである。

 

まず「黒幫」という言葉から始めよう。この二文字が最初に人々の目に触れたのは

『人民日報』であった。1966年 6 月 2 日『人民日報』第一面のトップに、北京大学哲学

部聶
じょう

元
げん

梓
し

４ら 7 人がその数日前に北京大キャンパスで貼り出した壁新聞「宋碩、陸平、

彭
ほう

珮
はい

雲
うん

が文化革命の中でいったい何をしたか」が転載され、さらに同じ紙面に「本報

評論員」の名で「北京大の壁新聞に歓声を上げよう」と題する社説が載せられた。後

者は、千字ほどの短文だが、六回も「黒幫分子」、「黒幫」、「黒組織」、「黒紀律」など

の言葉を繰り返して使用し、それらは摘発されたばかりの「陸平とその一味」を指す

ものであった。その時代の若い知識人たちは、『人民日報』を読む際にいつも信頼と

敬虔の念を抱いていた。その敬虔さは本心より自然と出ているものであって、『人民

日報』を自らの行動指針と見做し、自分の思想を涵養する上での導きとしていた。そ

して「本報評論員」という署名は、格別な権威を持つものであり、『人民日報』そのも

のよりも一段と高く位置づけられていた。このことは周知のことであるが、誰も明言

することはなかった。それゆえ「評論員」の文章は、いっそう神秘的な感じがし、そ

のうえ、「黒幫」という語の独特な新しさと煽動力も加わり、北京大キャンパス内で

批判されるこの一群は、のちに各々罪名ごとに「帽子（つまり罪名、訳者注、後略）」

を被せられても、ひと括りに「黒幫分子」という呼び名を与えられた。彼らを勾留す

４ 聶元梓は文化大革命期に北京における造反（文革）派のリーダーの一人として有名であっ
た。
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る場所は「黒幫大院」と呼ばれた。そして、批判運動の勢いで巻き込まれた一部の人

たちは、後になって大した批判対象にはならないとして「黒幫爪牙（黒幫の手先、訳

者注）」と呼ばれた。しかし、当時の「黒幫」という言葉は、地方からみれば、北京大

学独自の呼び方であって、自分たちに無関係であった。文革が進展するにつれて、地

方でも身近な人たちが次々と引きずり出され、批判対象の規模が拡大していったにも

かかわらず、「黒幫」という語は意外と普及せず、「牛
ニュウ

鬼
グイ

蛇
シェ

神
シン

５」という呼称に取って

代わられた。その経緯は、よくわからない。が、考えてみると、「黒幫」という名称

は、康生６が付けたもので、「牛鬼蛇神」は毛沢東主席が付けた名前であるから、命名

者の地位が一つの要因だったであろう。今となって我われは、すでに足腰も弱まり、

心も波風の立たない古井戸のようになった。人にも事にも、当時のような政治的敏感

さはもはやない。「黒幫」と「牛鬼蛇神」との比較は、社会言語学的、メディア学的に

は多少の研究価値があるかもしれないが、この二語は、語義においては実質的な規定

性はなく、どちらも大きな入れ物で、なんでも投げ込み放題である。敢えて言えば、

後者のほうがより投げ込みやすいかもしれない。比べてみれば、「牛鬼蛇神」は「地富

反壊右７」という用語の延長線にあって、よりいっそう対象が拡大されたものと言え

る。私はこの一群に入れられた身として、どのように呼ばれようと大して違わないし、

その優劣高低を分別することもできない。今になって分かったのは、文革期間中、全

国で批判対象とされた人は千人も万人も超えたが、「牛鬼蛇神」と呼ばれたのが殆ど

で、「黒幫」と呼ばれたのは北京大学、清華大学の両校のみである。だとすれば、一

昔前の話をするのに過ぎないのだから、便宜を図って、俗説や多数説に従って「牛鬼

蛇神」と呼ぼう。

５ 牛頭の化け物や蛇身の魔物、妖怪。比喩的に社会のさまざまな醜悪な事物や悪人を指
す。文革中にいわゆる無産階級の敵とされ、批判の対象となった人々への蔑称として用
いられる。

６ 康生（1898-1975）、共産党幹部、文革中江青と結託して数多くの冤罪を作った。1973年
中央副主席に当選し、政治的地位の頂点に達し、1975年病没。文革後、彼が犯した罪状
に鑑み、党から除名された。

７ 「地富反壊右」、地主、富農（裕福な農民）、反動派、壊分子（悪者）、右派を指す。文革中
これらの人たちは批判を受けた。
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指導者に肯定された一枚目の「マルクス・レーニ
ン主義壁新聞」。1966年春に彭真、羅瑞卿、陸定
一、楊尚昆が失脚した時、闘争がまだ上層部に
限っており、普通民衆は何も知らなかったが、 5
月末、北京大哲学部の共産党書記聶元梓ら数人は、
北京大キャンパス内で学長陸平を名指してこの壁
新聞を貼り出したことは、まさに青天の霹靂のよ
うに、火が一般民衆へと燃え広がった。

1966年 6 月 2 日、『人民日報』は第一面トップ位
置に聶元梓らの壁新聞を掲載し、署名「本報評論
員」の文章で賞賛した。以来、壁新聞はキャンバ
ス中に舞い上がり、中国全土へ広がった。

 

「牛棚」の話に戻ろう。「牛鬼蛇神」の呼び方が広がってから、その「牛鬼蛇神」と

呼ばれる人たちを監禁する場所を「牛棚」と呼ぶようになった。「牛棚」という呼び

名の由来は「牛鬼蛇神」にあるが、語義がだいぶ変わってきた。文革の初めに、我ら

「黒幇」は、敵視される対象、いわば人間も神も怒り、天地において赦しがたい存在

になっていた。「牛鬼蛇神」という呼び名は間違いなく軽蔑語であり、政治的に貶め

る意味であった。ただ、その時、「牛棚」という二文字の使用は、まだなかった。い

わゆる無産階級革命派のなかには、この種の諧謔的な遊び心を持つものがいるはずが

なかった。あらゆるものが政治化された時代には、たとえわずかに冗談を言っただけ

でも、「牛棚」に入れられてしまうかもしれなかったからだ。「牛棚」という言葉がい

つ登場したかについては、私は分からない。三年後、私が「牛棚」から出されてから、

紅衛兵の口からはじめてこの言葉を聞いた。彼らは同級生の一人を「牛飼い」と呼ん

でいた。その時、「牛棚」の外の言葉についてほとんど知らなかった私は、あの学生

が農民出身で、幼い頃に牛を放牧したことがあったからだと思った。その言葉を数回

聞いたのち、はじめてその意味を理解することができた。なるほど、あの学生は「牛

棚」に入れられた我われの監視者であった。これに気付いて私は本当に驚いた。考え
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れば、その時は1969年の夏であり、北京大学の学生のなかで文革に対する倦怠感がす

でに蔓延していた。

この二つの言葉についての説明はとりあえずここまでにしておこう。もう一度北京

大学の「陸平とその一味」のことに触れよう。彼らは1966年の 6 ～ 7 月の間、「黒幇」

と名指しされたため、停職にされた。処分を待つ間は、口頭もしくは紙面をもって自

らの「罪」を白状する程度であり、みんなの前に晒され、批判を受けることはめった

になかった。 7 月下旬、江青８が北京大学東グランドで開かれた教職員と学生の「万

人大会」の席で北京大学共産党委員会の職権を代行した「工作チーム９」の追放を宣言

したのをきっかけに、いわゆる「牛鬼蛇神」と呼ばれる者が倍増した。彼らは大学の

部署ごとに、「労働改造チーム」に編入された。「労働改造チーム」は制度化され、管

理体制が作られ、対象となった人は減給されたり、電話の使用も禁止されたりした。

それぞれの「帽子」もほぼ確定され、序列化されていた。ただ、その頃、「牛鬼蛇神」

と呼ばれる者が日中、引き出されて批判を受けたり、監視のもとで強制労働を強いら

れたりしたが、夜には帰宅することが許され、息抜きするひと時があった。だが1968

年の春、聶元梓が率いた「紅色権力機構――北京大学文化革命委員会」はそれまで分

散していた「労働改造チーム」を統合し、全校規模の「牛棚」を作ることにした。その

ため、200名あまりの「牛鬼蛇神」がそこに収容され、集団生活の形で批判を受け、強

制労働をさせられ、四六時中監視者の学生のもとにおかれ、息抜きする間さえなく

なってしまった。

８ 江青（1914-1991）、1938年毛沢東と結婚、1949年の建国後は病気と称して休養すること
が多く、殆ど政治・社会活動に参加しなかったが、60年代から「京劇革命」の名のもとに
文学芸術界の活動に参与し始め、文化大革命の際は先頭に立った。文革中は、劉少奇や
林彪への批判で功を奏し、権勢が膨張していわゆる「四人組」のリーダーとなった。文革
終了後、主犯格として死刑判決を受け、獄中で亡くなった。

９ 工作チーム、文革初期、共産党中央と各省、市の党委員会が一部の部門、機関に派遣し
たもので、現地の党委員会の代わりに運動を指導した臨時権力組織。1966年 7 月末、毛
沢東は「工作チームは運動を阻害した」と批判したため、工作チームは撤収され、逆に工
作チームのメンバーが批判を受けることとなった。
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1966年 7 月下旬、江青は複数回北京大にきた。当
時の人々は彼女が公職を持っていたことを知らな
かった。25日夜、東グランドの全学教員学生万人
大会の場で、彼女は初めて「中央文革チーム」副
チーム長の身分を示したが、このポストの重みに
ついて誰もがまだ不明瞭であった。それから十年、
中国は大きく乱れ、人々は翻弄される回数を重ね
ていくなか、彼女はまさに波風を立てる「旗手」に
ふさわしい人物だと、ようやく分かったのである。

歴史学部の「牛棚」はそれとはやや異なっていた。これは私がこれから語るストー

リーである。1966年 9 月27日、我われ23名の「黒幇」は北京市北部の昌平県太平荘

にあった北京大学の「半工半読10」基地に送られ、外部から遮断された「労働改造所」

に入れられた。1967年春夏の間、聶元梓が率いる「紅色権力機構」の勢力は一時衰

え、監視者の学生たちが自ら解散したため、我われは 5 ～ 6 ヶ月の間「解放」された

が、その後、もう一度太平荘に送られた。「文革」が勃発して、歴史学部で最初の「牛

鬼蛇神」が引き出されてから1969年夏に至るまで、筆者を含む人たちは、合わせて30

カ月間にわたり拘束されていた。その時、筆者は歴史学部の助教として、最初から最

後まで、たとえ一日であっても「牛棚」に「欠席」することがなかった。今数えてみれ

ば、「牛棚」に入れられた歴史学部の教職員が30人あまり11いたが、後に回想録の中で

「牛棚」のことに言及したのは年長者の教員2人だけで、しかも軽く触れただけであっ

た。いま、当時の仲間がほとんど他界し、残り数人のなかで高齢者はもうすでに執筆

できなくなった。私が書かなければ、あの時代の歴史が「無何有」すなわち何物もな

い世界に行ってしまうかもしれない。

10 労働に従事しながら勉強をするという意味。1959年から提唱された教育方針で、各段階
の学校教育において、学校附属の工場や農場を作り、学生の生産活動への参加が奨励さ
れていた。

11 原注：次に言及される「文革」期間中（歴史）学部から掴み出された「牛鬼蛇神」を除い
て、太平荘の「牛棚」は一時「南口農場」から転送された元歴史学部の「右派」学生を何人
か拘束していたこともある。
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まさに：

閑坐して　細かに数う　牛棚の事

豈に青史の　尽く灰と成るを容さんや

「三号院入口の対句」
聶元梓らの壁新聞12は中央人民ラジオ局で放送された、つまり1966年 6 月 1 日以

降、北京大学歴史学部ではすでに学部長翦
せん

伯
はく

贊
さん

ら 9 人13は、名前が学生たちの壁新聞

に載り、名指して批判された。この時、上から急きょ「工作チーム」が派遣され、「工

作チーム」もまた彼らに白状を迫った。局面が激化し、コントロールが効かなくなっ

た時、例えば 6 月18日、呉代封、徐天新、范達仁の頭上には、便所の屑入れカゴや

紙帽子を被せられ、顔や服にもインクを撒かれたのだ。 7 月末になると、「工作チー

ム」が引き揚げたとたんに「天下大乱」し、さらに20人が摘発された14。二年後の1968

年、さらに呂
りょ

遵
じゅん

諤
がく

、羅
ら

榮
えい

渠
きょ

、謝有実、呉維能、李原ら 5 人が引きずり出され、「牛鬼

蛇神」の総数は34人に達した。この年歴史学部（現在の考古文博学院は当時まだ歴史

学部に所属していた）に在籍する教職員の総数は約100人15であるが、批判対象として

摘発されたものは三分の一を超えた。「牛鬼蛇神」はこれほど大勢となり、まるで一

部隊を成しているようであるが、彼らを批判する側としてどういう人たちに頼るのか、

学生！学校には学生がいくらでもいる。運動初期の要は発動力である。若者は太鼓を

一打ちすればすぐに立ち上がる。まさに毛沢東主席自らの手はずに従い、彼らは文革

運動初期の主力部隊となった。

12 原注：1966年 5 月25日、聶元梓等七人が署名した壁新聞「宋碩、陸平、彭珮雲は文化革
命のなかでいったい何をしたか？」はキャンパスの中で張り出され、1966年 6 月 1 日
夜、中央人民ラジオ局は毛沢東の指示でその全文を放送した。

13 原注：そのほかの８人は、許師謙、周一良、徐華民、汪籛、徐天新、呉代封、范達仁、
兪偉超である。

14 原注：この20人は、向達、楊人楩、鄧廣銘、齊思和、邵循正、陳芳芝、商鴻逵、閻文儒、
宿白、榮天琳、陳仲夫、田餘慶、高望之、楊濟安、張注洪、李開物、夏應元、孫機、郝
斌および北京大学党委員会が太平莊に派遣した党委員会事務室幹部張勝宏。張勝宏はの
ちに経済学部教員となった。

15 原注：郭衛東、牛大勇主編『北京大學歷史學系簡史』（初稿、未刊）に参照。
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各学部の「牛鬼蛇神」はみなキャンパス内の広い場所に集められ、掃除や草刈りを

させられた。事実上、これは開放式批判会場となっていた。学外からやってくる人た

ちは波の押し寄せる如くであり、北京大学「文革委員会」の機関紙『新北大』の報道に

よれば、 7 月29日から 8 月28日まで、一ヶ月間に学外見学者はのべ約212.4万人16に達

した、 8 月12日の僅か一日で13.8万人17、正月や祝日の北京駅に匹敵するほどであっ

た。我われはみな首に「黒幇分子×××」のプレートを掛けられているから、遠くか

ら見物人を引きつけた。このときの我われは、まるで動物園で展示されている動物の

ようだが、観客から与えたのは、怒鳴り、叱り、果ては髪の毛を引っ張りながら殴り

蹴りを加えるものだった。そのとき、歴史学部の事務室は三号院にあった。三号院は

中庭のある伝統様式の建築で、朱塗りの柱に、灰色の耐火レンガで造られ、観音開き

の朱塗り門扉が付いた入り口がある。入り口から奥の建物まで、二人しか並行できな

いほど細いコンクリートの小路で繋がっていた。路面にはたくさん青い苔が生えてい

て、非常に静かな場所であった。1966年夏、三号院の壁は壁新聞で覆われていた。一

層また一層、前のものはまだ糊が乾いていないのに、次のものがもう貼り付けられた。

中でも赤い×印を付けられた「翦伯贊」の三文字が最も多かった。壁に這い付くツタ

は青々として、昔日の趣きを呈しているが、残念ながら、このときはもうそんなこと

に気づく人はいなくなっていた。

三号院―当時北京大歴史学部所在地。どんなに
静かな所だったか！しかし1966年夏、ここはヒシ
ヒシ、ガヤガヤ、ゴタゴタとしていた！私たちは
ここで批判を受け、土下座をし、髪を半分剃られ

「陰陽頭」にされていた！

 

ある日、歴史学部の「牛鬼蛇神」24人は三号院の「歴史学部文革委員会」事務室に呼

16 原注：王學珍、王效挺、黃文一、郭建榮主編『北京大學紀事』（1898-1997）（下冊）、第
651頁、北京大學出版社、一九九八年、第一版。

17 原注：王學珍、王效挺、黃文一、郭建榮主編『北京大學紀事』（1898-1997）（下冊）、第
650頁、北京大學出版社、二○○八年、第二版。
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ばれた。恒例の訓示が終わり、監視役の学生は我われを連れてキャンパスの草刈りの

ために三号院の入り口を出ようとしたとき、正面から入ってきた「串
ツウアン

聯
レン

18」の人たち

に進路を塞がれ包囲された。人がどんどん増え、周りの塀の上まで人がいっぱい登っ

ていた。さらに人が庭になだれこんできて、我われの隊形は直ちに乱れ、押されて塊

となった。いえば、我ら「牛鬼蛇神」はよくもこのとき、困難の前で助け合う義理を

忘れずにしていた。まずは唯一の女性陳芳芝を真ん中にして保護し、次に年長の向達

と病弱な楊
よう

人
じん
楩
べん

、邵
しょう

循
じゅん

正
せい

を後ろに回し、すでに五十歳を超えた周一良先生さえ勇気

を奮って前に出て、右へ左へと盾になってくれた。40数年後、八十歳近くなった夏應

元先生と一緒に往時の「牛棚」を回想して三号院で包囲された話に及んだ時、彼の声

は突然高くなり、意気軒昂とした様子が印象深い。当時、我われは批判されてすでに

一ケ月以上となり、四六時中に惨めな思いをするばかりで豪気を感じる一瞬もなかっ

た。朝から晩まで鬼と呼ばれるばかりで、人となることさえ許されなかった！しかし

あの日の三号院で、危機に直面して互いを助け、かえって我われに人としての感覚

を味わせてくれた、その感覚は実に深かったのである！諺に曰く：「敝
やぶ

れた帚
ほうき

も千金

なり（自分のものであればどれだけつまらないものでも、宝物のように思える、訳者

注）」。それからの十年間、我らはかりそめに生きる日々を送ったが、このような壮挙

が一度でもできたのが豪快であった。夏先生と一緒に回想した際には、このことが自

らに慰めを与えてくれたのである。

話をあの日の三号院に戻そう。前方に立つ学外の人たちは、我われと押し合って体

がくっ付いてしまい、伸ばすことの許されない腰も、伸ばさざるを得なくなった。彼

らのほうも、手を挙げてスローガンを叫びたいところだが、拳を振り上げられなかっ

た。後方に立つ人たちは、我われの自白も聞こえなければ、顔も見えない。彼らは不

満を抱いた！さらに外から絶えずに人が押し寄せてきて、中庭では革命群衆と「牛鬼

蛇神」の間にはまったく境界線がないという、彼らにとっては気まずい状態となった。

18 串聯とは、経験大交流運動を指す。1966年 7 月から毛沢東の指示により、紅衛兵たちが
造反、革命の経験を交流するために全国を大移動した。 9 月に共産党は地方の学生が組
織的に北京へ参観・学習・経験交流に来ることを要求し、乗車費・期間中の生活費・食
費などすべて無料とする通知を出し、運動はピークに達した。しかし鉄道に過重な負担
となることや衛生条件の悪化で病気が蔓延することで11月に中止の通知が出された。
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この時、突然誰かが「彼らを上に立たせろ！」と言い出した。

三号院には東向きのバルコニーがある。この時はすでに足の速い人たちに占領され、

人でいっぱいになっていたが、この一声で人ごみの中になんと道が作られ、我われは

そこへ押し付けられて、横一列に並んだ。一人ずつ中庭に向かって自分の姓名、出

身、どんな「帽子」をかぶっているかなどを白状させられ、群衆も静かになっていっ

た。それは 8 月下旬ごろ、ちょうど毛沢東が 8 月18日に天安門城楼で紅衛兵を観閲し

た後だった。毛沢東が欄干に手を添え、紅衛兵のリーダーたちを観閲するパノラマ写

真が、当時のあらゆる新聞や掲示板に見られていた。バルコニー下の若者たちは、あ

の年代特有の政治感性を持っていたからか、我らが高いところ、しかも欄干の後ろ

に立っていて、彼らが頭を上げて見上げなければならないこの場面は、なぜか「8.18」

の観閲を聯想させた。この時、下からまた声高く叫ばれた：「やめろ！彼らに観閲さ

れているようだ！彼らを欄干の外に立たせろ！」

40年後、この回想録を書くために、私は巻尺を持ってわざわざ三号院に行ってバル

コニーを測ってみた。欄干の高さは1メートルほど、欄干の外に、出幅約70センチの

排水槽があり、排水槽の窪み部分は幅50センチ足らずである。当時、我われは命令に

従い、欄干を乗り越え外の水槽に立たざるを得なかった。私のつま先はバルコニーの

外縁まで約10センチであった。しかしまた誰か叫んだ：「跪け！全員跪け！」この時

点では、中庭での押し合いとにらみ合いが30分、バルコニーに立たされ、批判される

ことさらに30分、炎天下で我らはみなふらふらしていた。私はひそかに思案した：こ

の排水槽は膝ひとつほどの狭いところで、窪みもあって中に石が敷かれている。跪こ

うとしたら、どうあっても体のバランスを保たなければならない。さもなければ、下

に転落すると、死に至らなくても肋骨は何本か折れてもおかしくない。その年、32歳

の私でさえ、このように危惧していた。向達先生は66歳、楊人楩、商
しょう

鴻
こう

逵
き

、鄧
とう

廣
こう

銘
めい

、

邵循正の諸先生は60過ぎか60近い、彼らは果たして耐えられるのだろうか？幸いにも、

その日は、私たちは全員最後まで耐えた。ただ、批判大会が終わって、監視役の学生

が我らに「出て行け！労働しろ！」と命令を下した時、向達と楊人楩は跪いたまま動

かなかった、というのは、彼らはしばらく立ちあがれなかったのである。
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三号院バルコミー欄干外の排水槽。1966年 8 月の
ある酷暑の午後、北京大歴史学部「牛鬼蛇神」24人
はここで一列に跪き、大勢の人々から批判を受け
た。排水槽は僅か70㎝、前には何も遮るものが無
かった。正座は許されず、「長跪」という腰を真っ
直ぐ伸ばす姿勢を強要されたが、重心は前に傾き、
私たちはみな、転落を危惧していた。

これは、私たちの「文革」中の「第一跪」であった。実は、バランスを保って転落し

ないようにするのはまた比較的に簡単で、精神面と人格上でこのようなプレシャーと

侮辱に堪えることこそ難関であった。西洋言語学部の兪
ゆ

大
たい
絪
いん

教授は、英文学の専門家

で、普段の教学は緻密かつ厳格で、学生に正確さとともに熟練度も求め、人々から尊

敬されていた。私たちが三号院で跪く数日前、彼女は強制され大勢の前で跪いた。名

門出身で高貴な精神を持つ兪先生は、命よりも尊厳を重んじる人であった。この世界

によりかくの如く扱われた以上、もう何の未練もない。家に戻った彼女は、そのまま

従容として尊厳を以てこの世を去った。この消息が私たちの耳に届くや否や、心の衝

撃が残っている中で、ずらりと一列に並んで私たちも跪いた。その中で私たちが最も

心配していたのは向達先生であった。彼は曲げない性格で、このような「待遇」に堪

えられないのでは？と危惧していた。翌日の集合時間に、図らずも彼だけが来なかっ

た。みんな肝を冷やしたが、幸い彼はただの遅刻であった。彼は遅刻で叱られたけれ

ど、列に並んでいる私たちはみんなほっとした―向先生はこの試練を乗り越えた！

後日、向先生はまた「第二跪」があった。でもそれは彼だけでの「独り跪き」となる。

周一良先生や私なども、第二跪と第三跪があった。二回目の時、私はなるほど「第一

跪」はウォーミングアップ効能があると気付いた。あの日の三号院で、ずらりと私た

ちはバルコニーの排水槽いっぱいに跪いた。屈辱感、プレシャーは非常に大きかった

が、「牛鬼蛇神」の人数も多かった。力学の定理によると、底面積が大きければ大き

いほど、単位面積の圧力が小さい、両者は反比例を成す。私たちの事例に適用してみ

れば、「独り跪き」と「全員跪き」の差異も明らかである！しかしもし「独り跪き」と

「全員跪き」とどっちがより恥ずかしいかと問われるなら、当時、私たちは誰もが耐

えられないほど恥ずかしかった、自殺したいほど恥ずかしかった！だが今は？今は、
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私は聞いてくる人に声高らかに叫びたい：恥じるべき人はほかにいる！恥じるべき人

は我われではない！

こうして歴史学部三号院はまさにギュウギュウ詰めで、ガヤガヤと騒がしく、ゴタ

ゴタと乱れていた！しかしこつ然、この時の三号院が偉大な指導者にも一瞥して頂い

たことは、さほど知られていない。

ある日、私たちはいつものように三号院に集合した時、入口の色褪せた朱塗りの門

に「対句」が貼られていることに気付いた：

廟は小にして　神靈大なり

池は淺きも　　王八多し19

私は「牛鬼蛇神」に身を落としてからすでに一ヶ月余りとなって、頭を下げ、腰を

屈め、口に「罪有り」と唱えるなど、（京劇でいわゆる）「手、眼、身、法、歩」のよ

うな「四功五法」の舞台技は大体習得しておいたが、気持ちの調節がまだできていな

い。この対句は、当時の壁新聞によく使われている薄い「粉連紙」を用い、字はくね

くねと歪んでいるだけでなく、糊付けもしっかりしておらず、片方は上の角が捲れ落

ちて一字目の半分は見えなくなっていた。私は一目みればもう心から気持ち悪くなっ

て反感を覚えた。これは露骨な人身侮辱で、厳粛な政治闘争を歪曲したと思った。見

識のあるリーダーならきっと修正や指導をしてくれると信じていた。笑わないでくだ

さい、あの時私は「牛棚」に身を落として一ヶ月も超えたが、依然として正統派の考

え方を持っていた！何日か経って、同じところに新しい「対句」が張り替えられてい

た。上の句は以前のままで、下の句は一字変わった：

廟は小にして　神靈大なり

池は深くして　王八多し

新しい対句は、字もずいぶん大きくなって、立派な「顔真卿体」楷書で書かれて、

貼り方もきちんとしていた。

19 王八（ワンバー）、すっぽんや亀を指す俗語だが、人を罵倒するもっとも低俗な言葉の一
つである。
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三号院の入り口、「廟小神霊大、池浅王八多」という対句は観
音開きの朱塗り門扉に貼られていた。始めは目立たなかったが、
ある人の手によって一字を潤色され、「廟小神霊大、池深王八
多」となり、学校全体を震撼させた。その意味するところはなん
と大きかったか！

 

時に北京大学「文化革命委員会」主任の職にあり、一時の風雲児であった聶元梓は、

のちの回想録で前の「対句」について以下のように言及した：「この対句はなぜか毛主

席の耳にも届き、毛主席は『一字を変えよう、池深王八多にせよ』と言った。毛主席

のこの話は、その娘の李訥から直接教えて貰ったのだ。20」その時代では、毛主席の口

から出た話は、すべて「最高指示」、「最新指示」と敬われ、各地で銅鑼や太鼓を鳴ら

しながら直ちに周知して、「夜を越さない」と言われるほどであった。またそれが通

例化もしていた。しかし、このスクープは、聶元梓の地位を充分高めうる「奇貨」で

あるにもかかわらず、喧伝されずに伏されたのはなぜか？のちの資料からみれば、毛

主席はあの時、「文革」の火を共産党上層部、さらには全国まで燃やそうとしていた

ようである。でも、それはあくまでも彼の「瓢箪の中の妙薬」であり、本人以外の誰

もがそれを知りえなかったのだ！これはまさに将棋対戦のように、対局がまだ始まっ

たばかりに過ぎなかった。後になると、激戦によって天地も混乱し、あたり一面は血

の海と化してようやく収束した。この時は三号院の対句は彼が布石した一つの駒に過

ぎない。北京大や北京大！兵家が必ず争う地となり、政治盤上の金角銀辺となった！

三号院や三号院！大いにその恩恵にあやかった！

私が「牛鬼蛇神」となったのは、あまりにも突然の出来事であった。当時我が家は

市の中心部の「東単」に住んでおり、そこは北京大学まで一時間半バスに乗らなけれ

ばならず、交通不便なところであった。妻は私の状況を心配していたが、私の消息を

知るすべもなかった。だが不意にも、娘から消息を得られた。当時四歳足らずの娘は、

20 原注：『聶元梓回憶錄』第163頁、時代國際出版有限公司、二○○五年。
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天安門付近にある「緞
どん

庫
こ

胡
フー

同
トン

」の町営寄宿託児所に入っており、毎週土曜日に家に帰

る。あの日、彼女は家に帰るなりすぐにお母さんに告げた：「パパは『黒幫』で、北

京大で草刈りをしている！」これは北京大に来ていた託児所の先生がほかの先生と話

した時に彼女が偶然聞いたことだ。子どもの物まねは、無心なもので、「黒幫」はな

にを意味するかを彼女はもちろん知らなかった。でも何年過ぎた後も、妻は娘の当時

の真剣な表情を覚えていた。彼女が真似したのは先生の口調であり、あの時代の雰囲

気であり、毛主席の「文革」の火を底辺から燃やそうとする戦略であった！私は毎日、

人に押され突かされ、観衆のなかに娘の先生がいることも知らなかった。毎日は、人

群れやスローガン、批判の声に埋もれながら、茫然とするだけであった、私は自分の

扮した役を知りようもなかったのだ！

まさに：

局を開き子を布き　金角の北大　借重するを労す

池浅く池深く　銀辺の三院　名聯有り

付記：本翻訳は、「激動期の中国を生き抜いた知識人の体験に見える権力・暴力・民

衆―文化大革命期における中国の知識人―」（代表：姜若冰）をテーマとして、

大阪経済法科大学アジア研究所、2016年度研究助成を受けたものである。ここに

付記しておく。
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＜翻　訳＞

シャー・ワリーウッラー・ディフラウィー著
『か弱き下僕の生涯における優雅なる一編』

石田友梨　訳

１．解題
本稿で翻訳するのは、シャー・ワリーウッラー・ディフラウィー（Shāh Walī Allāh 

al-Dihlawī, 1703–1763）の伝記『導師たちの息吹き（Anfās al-‘ārifīn）』（以下『息吹き』）

に収録されている、ペルシア語の自伝『か弱き下僕の生涯における優雅なる一編（al-

Juz’ al-lat
4
īf fī tarjama al-‘abd al-d

4
a‘īf）』（以下『優雅なる一編』）である。著者である

ワリーウッラーは、18世紀を代表するイスラーム学者のひとりであり１、『優雅なる

一編』は、彼が自身の父であるアブドゥッラヒーム（‘Abd al-Rah
4
īm, 1644/5–1719）や

叔父のアブッリダー（Abū al-Rid
4
ā, d. 1690）、留学先での師匠たちの生涯と事績につ

いて記した『息吹き』の最後を飾っている。『優雅なる一編』においてワリーウッラー

は、自らの出生より筆を起こし、デリーからマッカへ巡礼し、マディーナでの留学を

終え、帰郷の途に就くまでを中心に描いている。学問を修めるために遍歴した前半生

こそが、自分の人生のなかで最も輝かしい時期であったとワリーウッラーがみなして

いたことは、その題名より明らかである。

次に、本作品を和訳する学問的意義について述べる。イスラーム教の故地であるア

ラビア半島から、地理的にも文化的にも離れた南アジアに生きるムスリムにとって、

デリー出身のイスラーム学者であるワリーウッラーは、地元の英雄的存在である。ワ

１ 詳細については、拙稿「18世紀インドにおけるカリフ制社会論―イスラーム改革思想家
シャー・ワリーウッラーの『究極のアッラーの明証』より―」『アジア太平洋討究』第25
号、2015年、50–57頁を参照のこと。
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リーウッラーは、イスラーム政権であったムガル朝が弱体化していく時代の南アジア

において、イスラーム教の教理や実践を正すイスラーム改革を唱え、危機に瀕してい

た南アジアにおけるイスラーム教の信仰を守ったとされている。たとえば、今日南ア

ジアのイスラーム学において最も影響力のあるデーオバンド学院は、ワリーウッラー

の改革思想の継承を謳っている２。その一方で、ワリーウッラーの評価に対する批判

も、健全に行われてきた３。アラビア半島から各地へイスラーム改革思想が伝えられ

た時代にあり、ワリーウッラーの果たした役割を正しく捉えることは、18世紀にお

けるイスラーム思想の形成と展開を明らかにすることにつながるであろう。『優雅な

る一編』では、故郷のインドと留学先のマディーナのそれぞれにおいて、ワリーウッ

ラーが何を学んだかが述べられている。本作品を訳出することにより、第一には、18

世紀インドにおけるムスリム子弟の教育の実態について、その一例を明らかにするこ

とができる。第二には、ワリーウッラーの学問的背景を明らかにすることにより、彼

がいかに自分の思想を形成していったかについての考察が可能になる。

続いて、本稿の底本について述べる。『優雅なる一編』が収録されている『息吹き』

の原本が現存するかは不明である。写本は、ハイデラーバードの東洋写本図書館や、

ラクナウーのナドゥワトゥルウラマー図書館などに所蔵されている４。また、現時点

において訳者は、19世紀末に出版されたとみられるデリー（D）版およびムルターン

（M）版の二種類三冊の石版本の電子ファイルを入手している５。しかし、これらはす

べて、保存状態の悪さにより判読不可能な頁が含まれている。それぞれどの写本に基

づく校訂であるのかについても不明であるが、語句の異同はほとんど見受けられな

２ 山根聡「南アジアのムスリムと近代―ウルドゥー語資料を中心に―」『イスラームにおけ
る知の構造と変容―思想史・科学史・社会史の視点から―』（小林春夫他編）早稲田大学
イスラーム地域研究機構、2011年、177頁。

３ Hermansen, M. K., “The Current State of Shāh Walī Allāh Studies,” Hamdard Islamicus, 
vol. 11, no. 3, 1988, pp. 17–30; in Shah Waliullah（1703–1762）: His Religious and 
Political Thought, M. I. Chagatai ed., Lahore: Sang-e-Meel Publications, 2005, pp. 683–693.

４ 拙稿「インド地方図書館におけるシャー・ワリーウッラー作品の所蔵写本一覧」『アジア
太平洋討究』第26号、2016年 、 263頁を参照のこと。ただし、記載した全ての写本につい
て、その存在を実際に確認できたわけではない。

５ そのほか、ペルシア語およびアラビア語の原文に、ウルドゥー語の対訳を付したもの
や、ウルドゥー語訳のみの刊本もあるが、ここでは省略する。
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い。さらに、『優雅なる一編』については、マウラヴィー・M・ヘダーヤト・フサイ

ン（Mawlavi M. Hidayat Husain）による校訂と英訳が、早くも1912年の段階で『ベン

ガル・アジア協会誌』上に発表されている６。このことからも、『優雅なる一編』の重

要性を改めて指摘することができよう。このフサイン（H）版は、現在インターネッ

トで公開されており７、読者にとって最も入手が容易であることから、これを本稿の

底本とした。この H 版を、D 版および M 版とも比較し、重要な異同や誤字などがあ

る場合のみ脚注に記すものとする。

最後に、凡例は以下のとおりである。

・  ［　］は、底本であるH版の頁数を示す。なお、脚注の［H］はH版、［D］はD版、

［M］は M 版を示す。

・〔　〕は、訳語の補いを示す。

・  （　）内のアルファベット表記は、原語を示す。原語の転写法は、大塚和夫他編

『岩波イスラーム辞典』（岩波書店、2002年）に従う。ただし、原語がアラビア語由

来のペルシア語の場合、アラビア語表記で統一する。

・（=　）は、文意を明確にするための言い換えを示す。

・原文がアラビア語の箇所は、下線で示す。

・改行は、日本語訳に沿って行う。

２．翻訳

［p. 170］

『か弱き下僕の生涯における優雅なる一編』

慈悲遍く慈愛深きアッラーの御名において

６ Husain, M. M. H., “The Persian Autobiography of Shāh Walīullah bin ‘Abd al-Rah
4

īm al-
Dihlavī: Its English Translation and a List of His Works,” Journal and Proceedings of 
the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. 8, 1912, pp. 161–175.

７ Internet Archive, “Journal of the Asiatic Society of Bengal, new ser. v. 8（1912）” 
［September 23, 2016. <https://archive.org/details/mobot31753002183835>］.
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それらに値する前に、諸々の恩寵（ni‘ma）を〔与え〕はじめられ、お望みの者に

〔アッラーの諸〕名８についての知識と体感を授けられるアッラーに称讃あれ。諸々の

奇跡（karāmāt）の冠と首飾りに装飾され、諸々の贈物の品目と山積によって称えら

れる、我らが長（sayyid）〔預言者〕ムハンマドに祝福と平安あれ。また、宗教共同

体（milla）の確立と、その市場の流通が彼らによるところの、彼の一族と教友たちに

〔祝福と平安あれ〕。

閑話休題。

貧者（faqīr）〔である〕、アブドゥッラヒームの息子ワリーウッラー（Walī Allāh b. 

‘Abd al-Rah
4

īm）―アッラーが彼と彼の両親を許され、両者と彼に施しをされんこと

を―は、『か弱き下僕の生涯における優雅なる一編（al-Juz’ al-lat
4

īf fī tarjama al-‘abd 

al-d
4

a‘īf ）』と名付けられた、これらの幾許かの言葉を語る９。

次のことを知れ。この貧者（＝ワリーウッラー）の誕生は、〔ヒジュラ暦〕第12世

紀14年シャウワール月 4 日水曜日10、太陽の昇る頃のことであった。天文学者たち

の幾人かは、〔天宮〕図の技術を用いて以下のように判じた。誕生の上昇点（t
4
āli‘）11

は双魚宮の第 2 度、太陽は上昇宮（＝双魚宮）の第 1 度、金星はその第 8 度、水星

はその第21度、土星は白羊宮の第10度、木星はその第15度であった。この年は、外

惑星の合（qirān-i ‘ulwyayn）12の年であった。それ（= 合）は〔白羊宮の〕第 1 度にあ 

８ アッラーには、「慈悲遍く者（al-Rah
4

mān）」や「慈愛深き者（al-Rah
4

īm）」といった美称が
あり、その数は99とされる。

９ ワリーウッラーは、基本的に第三者の立場から自分について記述している。
10 西暦1703年2月21日水曜日。
11 「これ〔=al-t

4

āli‘（引用者注）〕は東の地平線に現れる黄道帯であり、そこの宮が上昇点（ア
センダント）の宮であり、その度が上昇点の度である」（山本啓二・矢野道雄訳「アブー・
ライハーン・ムハンマド・イブン・アフマド・アル＝ビールーニー著『占星術教程の書』

（ 2 ）」『イスラーム世界研究』第 5 巻 1 – 2 号、2012年、318頁）。
12 「外惑星の合」とは、地球の外側を回る土星と木星の合のことであり（Parsi Wiki 

Open Dictionary,“qirān-i ‘ulwyayn”<http://parsi.wiki/dehkhodaworddetail-
c2da198ee6d94073b9fa73c6013ef241-fa.html> （2016年 7 月25日 閲 覧 ））、「 合〔=al-qirānāt

（引用者注）〕とは、 2 つ、またはそれ以上の惑星が黄経上同じ場所に集まることであ
る。しかし特に限定がなければ、それは土星と木星の合のことである」（山本・矢野訳

「『占星術教程の書』（ 2 ）」、319頁）。
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り13、火星はその（= 白羊宮の）第 2 度、〔ジャウザハルの〕頭（ra’s）14は巨蟹宮に

あった。アッラーは正しいことをご存じである。友人たちの幾人かは、「宗教の偉人

（‘Az
4

īm al-dīn）」15という日付を〔ワリーウッラーの誕生日に〕見出した。

〔ワリーウッラーの〕ご両親―至高なるアッラーが両者の心（sirr）を清らかにさ

れんことを―と、敬虔な者たちの集団は、この貧者に関する多くの吉兆を〔ワリー

ウッラーの〕誕生の前と、その〔誕生の〕後に見た。同胞たちのうちで親愛なる者と、

親友たちのうちで偉大なる者の幾人かが、ある文書のなかで他の記録とともに、そ

の諸々の出来事の詳細を残していたように。また、それを『明白なる言葉（Qawl-i 

jalī）』16と［p. 171］名付けた。アッラーが報酬の素晴らしさによって彼に応えられん

ことを。彼に、また、彼の先祖たちと彼の子孫たちに対して、褒美を与えられんこと

を。彼の宗教と現世のうちに彼が望むものを、彼に許されんことを。

〔ワリーウッラーは、誕生から〕5 年めの時、学校（maktab）に入り、着席した。

13 土星と木星の白羊宮における合を特に「大合（al-qirān al-a‘z
4

am）」と呼ぶ（山本・矢野訳
「『占星術教程の書』（ 2 ）」、319頁）。1703年は大合の年ではなかったはずだが、事実であ
るかは問わず、ワリーウッラーの誕生が特別であったことを強調するための記述とみな
した。また、前文で土星と木星は白羊宮にあると述べられているので、合が金牛宮で起
こったとする H 版の解釈は採用しなかった（būd ［D, M］; thawr ［H］）。

14 ジャウザハル（al-jawzahar）については、以下の記述に詳しい。「傾斜天球の面が黄道
面から傾く場合、必然的に、2つの天球は互いに向かい合う二地点で切り取り合う。こ
れは、黄道が天の赤道と互いに向かい合う二地点で切り取り合うのと似ている。ジャウ
ザハルという名前は、その二地点のいずれにもあてはまる。一方を他方と区別する時に
は、惑星がそこを通過して北に行く交点が頭であり、そこを通過して南に行く交点が尾
である。ジャウザハル、頭、または尾が限定なしで用いられる場合は、月に関してであ
る」（山本啓二・矢野道雄訳「アブー・ライハーン・ムハンマド・イブン・アフマド・ア
ル＝ビールーニー著『占星術教程の書』（ 1 ）」『イスラーム世界研究』第 3 巻 2 号、2010
年、359頁）。

15 「アブジャド（abjad）」と呼ばれるアラビア文字の数価によって計算すると ‘Az
4

īm al-dīn
は1115になり、ワリーウッラーの生まれたヒジュラ暦1115年と一致する。すなわち、70 

（‘a） + 900 （z
4

） + 10 （y） + 40 （m） + 1 （a） + 30 （l） + 4 （d） + 10 （y） +50 （n） = 1115。
16 ワリーウッラーの一番弟子であったムハンマド・アーシク（Muh

4

ammad ‘Āshiq）の散逸
した著書『聖者の徳についての美しい言葉（al-Qawl al-jamīl fī manāqib-i walī）』（G. N. 
Jalbani, Life of Shah Waliyullah, Lahore: SH. Muhammad Ashraf, 1993 （1973）, p. 2）。
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7 年めに、〔ワリーウッラーの〕お父上様は、〔ワリーウッラーに〕礼拝をさせ、断食

することを命じられた。また、割礼も当年に済んだ。さらに、次のようなことが〔ワ

リーウッラーの〕記憶に残っている。「当年の末、私は偉大なる『クルアーン（Qur’

ān）』17を詠み終え、ペルシア語の本と概要を読みはじめた。10年めに、私は『師の注

釈（Sharh
4
-i Mullā）』18を読んだ」。そして、自学（mut

4
āla‘a）の道が完全に開かれた。

14年め、婚礼が行われた。このことについては、お父様は性急の極みであられた。

姻戚関係者たち19が〔婚礼〕諸具の欠如の弁解を申し出た際、〔ワリーウッラーの〕お

父様は、「急ぐことについては、ある秘密が存在する」と、その〔関係者〕一同に書か

れた。その秘密は、後に明らかになった。というのも、結婚後まもなく、貧者（＝

ワリーウッラー）の妻の母が亡くなった。その後まもなく、妻の母方の祖父が〔亡く

なった〕。その後まもなく、この貧者の偉大なる父方の伯父シャイフ・アブッリダー・

ムハンマド（Shaykh Abū al-Rid
4

ā Muh
4

ammad）―彼の心を清らかにされんことを―

の誠実なる息子シャイフ・ファフルルアーラム（Shaykh Fakhr al-‘Ālam）が世を去ら

れた。その後まもなく、この貧者の〔異母〕兄シャイフ・サラーフッディーン（Shaykh 

Salāh al-Dīn）の母が亡くなられた。その後まもなく、お父上は痩せ衰えられ、さまざ

まな病が彼に襲いかかった。その後、彼の死という恐ろしい出来事が起こった。すっ

かりこれらの親族（jam‘ īat）は四散してしまい、あらゆる人々に次のことが明らかに

なった。その頃に結婚をしていなかったならば、その後数年〔結婚の〕見込みを、実

現する可能性はもてなかっただろう。

15年め、次のようであった。「私は父上と、師弟の誓い（bay‘at）を行い、神秘

17 イスラーム教の聖典。
18 ウスマーン・ブン・ウマル・イブン・ハージブ（‘Uthmān b. ‘Umar Ibn H

4

ājib, 1175–1249）
の『統語論についての満足（al-Kāfīya fī al-nah

4

w）』に対する、アブドゥッラフマーン・ブ
ン・アフマド・ジャーミー（‘Abd al-Rah

4

mān b. Ah
4

mad al-Jāmī, 1415–1493）の注釈書『『満
足』の注釈についての輝く利益（al-Fawā’id al-d

4

iyā’īya fī Sharh
4

 al-Kāfīya）』（Husain, 
“The Persian Autobiography,” p. 162, n. 2）。

　　なお、脚注で言及する人物名、生没年、書名は、Must
4 4

afā Dirāyatī ed., Fihristgān 
nuskhah’hā-yi khatt

44

ī-i Īrān （Fankhā）, vols. 45, Tehran: Sāzmān-i Asnād va Kitābkhānah-i 
Millī-i Jumhūrī-i Islāmī-i Īrān, 2012–2015の表記をアラビア語表記にしたものを基本とし、
出典の表記を一部改めている。

19 as
4

hār ［D, M］; iz
4

hār ［H］.
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主義（s
4
ūfīya）、とりわけナクバンディーヤの師匠たちの修行に没頭した。対面観

想（tawajjuh）20、〔修行法の〕伝授（talqīn）21、修行道（t
4
arīqat）22における作法の

指導、神秘主義の賜衣（khirqa）23の衣服について、正しく継承した（irtibāt
4
 durust 

namūdam）。ちょうどその年、『バイダーヴィー（Bayd
4
āwī）』24の一部を読んだ」。［p. 

172］お父上様は、たくさんの食事を用意され、〔貴賤を問わず〕あらゆる人々を招

待された。そして、学課の免状（ijāzat）25の冒頭を読まれた。伝統的諸学問（fannūn 

muta‘ārifa）はすべて、この地域の習慣に従い、15年で終えられた。

ハディース26学については、『壁龕（Mishkāt）』27は、〔「商売の書（Kitāb al-bay‘）」

から「作法の書（Kitāb al-ādāb）」までの容易な箇所を除き、〕28そのすべてが読まれ〔、

それはムタダーリクの韻律（mutadārik）の免状となっ〕た29。『ブハーリーの真正集

（S
4
ahīh

4
-i Bukhārī）』30の一部が「斎戒の書（Kitāb al-t

4
ahārat）」まで〔読まれた〕。さら

20 「師と弟子が向き合って精神集中すること」（東長編著『アラビア文字で引くスーフィズ
ム・グロッサリー』京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科附属イスラーム地
域センター（KIAS）、2011年、15頁）。

21 「スーフィズム〔= イスラーム神秘主義（引用者注）〕の知を授けること。転じて「入門、
イニシエーション」」（東長編著『グロッサリー』、14–15頁）。

22 「道、修行道。また修行道を共に修する人々の集まり、流派、教団」（東長編著『グロッ
サリー』、37頁）。前述のナクシュバンディーヤは教団のひとつ。

23 「師が弟子に与える衣。入門時に与えられることもあれば、修行の完了を印可する印とし
て与えられることもある」（東長編著『グロッサリー』、23頁）。

24 アブドゥッラー・ブン・ウマル・バイダーウィー（‘Abd Allāh b. ‘Umar al-Bayd
4

āwī, d. 
1287）のクルアーン解釈書『啓示の光と解釈の機密（Anwār al-tanzīl wa asrār al-ta’
wīl）』（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 163, n. 2）。

25 「認可・許可・免許、もしくはそれらを記した印可状・免状」（東長編著『グロッサリー』、
1 – 2 頁）。

26 イスラーム教の開祖である「預言者ムハンマドの言行を記録したもの」（大塚和夫他編『岩
波イスラーム辞典』岩波書店、2002年、s.v.「ハディース」（小杉泰））。

27 ムハンマド・ブン・アブドゥッラー・ハティーブ・ウマリー（Muh
4

ammad b. ‘Abd Allāh 
al-Khat

4

īb ‘Umarī, d. 1349）の著書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 163, n. 4）『燈
の壁龕（Mishkāt al-mas

4

ābīh
4

）』。
28 ［D, M］のみ挿入。
29 ［D, M］のみ挿入。
30 ムハンマド・ブン・イスマーイール・ブハーリー（Muh

4

ammad b. Ismā ‘ īl al-Bukhārī, 
811–871）の著書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 163, n. 5）。
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に、「完全完璧な『預言者の美徳（Shamā’il al-nabī）』31を、お父様に対する学友たち

幾人かの朗読によって、私は聞いた」。

クルアーン解釈学（‘ilm-i tafsīr）については、「『バイダーヴィー』のクルアーン解

釈の一部と、『証拠（Madārik）』32のクルアーン解釈の一部を私は読んだ。小生にとっ

て最大の恩恵のひとつは、啓示のそれぞれの意味や事情の熟慮と、クルアーン解釈

〔書〕の参照とともに〔行われる〕、父の臨席する偉大なるクルアーンの勉強会に幾度

か出席したことである。このことは、重要な開眼（fath
4
）をもたらした」。アッラーに

称讃あれ。

イスラーム法学（‘ilm-i fiqh）については、『『保護』の注釈（Sharh
4
-i Wiqāya）』33と

『導き（Hidāya）』34が、二冊とも全部、簡単な部分を除いてどちらも読まれた。

法源（us
4
ūl-i fiqh）については、『フサーミー（H

4
usāmī）』35、『説明（Tawd

4
īh

4
）』36と

31 ムハンマド・ブン・イーサー・ティルミズィー（Muh
4

ammad b. ‘ Īsā al-Tirmidhī, 825–
893）の著書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 163, n. 7）『預言者の美徳とムハン
マドの性質（al-Shamā’il al-nabawīya wa al-khas

4

ā’il al-must
4 4

afawīya）』。
32 アブドゥラー・ブン・アフマド・ナサフィー（‘Abd Allāh b. Ah

4

mad al-Nasafī, d. 1311）
の著書『啓示の証拠と解釈の真理（Madārik al-tanzīl wa h

4

aqā’iq al-ta’wīl）』（Husain, “The 
Persian Autobiography,” p. 163, n. 9）。

33 ウバイドゥッラー・ブン・マスウード・ブン・サドルッシャリーア・サーニー（‘Ubayd 
Allāh b. Mas ‘ūd b. S

4

adr al-Shar ‘ īa al-Thānī, d. 1350）の著書（Husain, “The Persian 
Autobiography,” p. 164, n. 1）『『『導き』の諸問題についての諸話の保護』の注釈（Sharh

4

 
Wiqāya al-riwāya fī masā’il al-Hidāya）』。『『導き』の諸問題についての諸話の保護

（Wiqāya al-riwāya fī masā’il al-Hidāya）』は、同著者の祖父マフムード・ブン・ウバイ
ドゥッラー・ブルハーヌッシャリーア（Mah

4

mūd b. ‘Ubayd Allāh Burhān al-Sharī ‘ a, d. 
1274）による概要（Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur（GAL）, vol. 1, 
Leiden; Boston: Brill, 2012 （E. J. Brill, 1943）, p. 468）。

34 アリー・ブン・アビー・バクル・マルギーナーニー（‘Alī b. Abī Bakr al-Marghīnānī, 
1136–1198）の著書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 2）『『はじめ』の注
釈についての導き（al-Hidāya fī Sharh

4

 al-Bidāya）』。『はじめ』は、同著者による実定法
規（furū ‘）の概要『始まりのはじめ（al-Bidāya al-mubtadi’）』（Brockelmann, GAL, vol. 1, 
p. 466）。

35 フサームッディーン・ムハンマド・ブン・ムハンマド・アフシーカスィー（H
4

usām al-
Dīn Muh

4

ammad b. Muh
4

ammad al-Akhsīkathī, d. 1246）の 著 書（Husain, “The Persian 
Autobiography,” p. 164, n. 3）『精粋の結合の精選（al-Muntakhab majma‘ al-nukhb）』。

36 ウバイドゥッラー・ブン・マスウード・ブン・サドルッシャリーア・サーニー（前
注33）による、自著『原理の訂正（Tanqīh

4

 al-us
4

ūl）』の注釈書（Husain, “The Persian 
Autobiography,” p. 164, n. 4）。
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『暗示（Talwīh
4
）』37の〔適した〕38部分である。

論理学（mant
4
iq）については、『『日覆い』の注釈（Sharh

4
-i Shamsīya）』39のすべてと、

『『昇る処』の注釈（Sharh
4
-i Mat

4
āli‘）』40の一部である。

神学（kalām）については、『『信仰諸箇条』の注釈（Sharh
4
-i ‘Aqā’id）』41のすべて

と、『ハヤーリー（Khayālī）』42の一部である。そして、『『諸階梯』の注釈（Sharh
4
-i 

Mawāqif ）』43の一部である。

37 マスウード・ブン・ウマル・タフターザーニー（Mas ‘ūd b. ‘Umar al-Taftāzānī, 1323–
1390）による、『説明』（前注36）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, 
n. 5）、つまり『原理の訂正』の疏『『訂正』の真理の開示への暗示（al-Talwīh

4

 ilā kashf al-
h
4

aqā’iq al-Tanqīh
4

）』。
38 sālih

4

 az Tawd
4

īh
4

 va Talwīh
4

 ［D］; az Tawd
4

īh
4

 va Talwīh
4

 ［H］; sālih
4

 az Tawd
4

īh
4

 Talwīh
4

 
［M］.

39 アリー・ブン・ウマル・カーティビー・カズウィーニー（‘Alī b. ‘Umar al-Kātibī al-
Qazwīnī, 1203–1276）の『論理の諸規則についての日覆い（al-Shamsīya fī al-qawā‘ id al-
mant

4

iqīya）』に対する、ムハンマド・ブン・ムハンマド・クトゥブッディーン・ラーズィー
（Muh

4

ammad b. Muh
4

ammad Qut
4

b al-Dīn al-Rāzī, 1295–1365）の注釈書『『日覆い』文書の
注釈についての論理の諸規則の記（Tah

4

rīr al-qawā‘ id al-mant
4

iqīya fī Sharh
4

 al-Risāla al-
Shamsīya）』（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 6）。

40 マフムード・ブン・アビー・バクル・スィラージュッディーン・ウルマリー（Mah
4

mūd b. 
Abī Bakr Sirāj al-Dīn Urmawī, 1198–1284）の著書『光の昇る処（Mat

4

āli ‘ al-anwār）』に対
する、ムハンマド・ブン・ムハンマド・クトゥブッディーン・ラーズィー（前注39）の注
釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 7）『『光の昇る処』の注釈につい
ての機密の輝き（Lawāmi‘ al-asrār fī Sharh

4

-i Mat
4

āli ‘ al-anwār）』。
41 ウマル・ブン・ムハンマド・ナサフィー（‘Umar b. Muh

4

ammad al-Nasafī, 1070–1143）の『信
仰諸箇条の要約（Mukhtas

4

ar al- ‘aqā’id）』に対する、マスウード・ブン・ウマル・タフター
ザーニー（前注37）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 8）『『ナサ
フィーの信仰諸箇条』の注釈（Sharh

4

 al- ‘Aqā’id al-Nasafī）』。
42 マスウード・ブン・ウマル・タフターザーニーの注釈書（前注41）に対する、アフマド・

ブン・ムーサー・ヒーヤーリー（Ah
4

mad b. Mūsā al-Khīyālī, 1426–1458）の注釈書（Husain, 
“The Persian Autobiography,” p. 164, n. 9）『『『ナサフィーの信仰諸箇条』の注釈』の注
疏（H

4

āshīya Sharh
4

-i ‘Aqā’id al-Nasafī）』。
43 アブドゥッラフマーン・ブン・アフマド・アズドゥッディーン・イージー（‘Abd al-

Rah
4

mān b. Ah
4

mad ‘Az
4

ud al-Dīn al-Ījī, 1301–1356）の『諸階梯（al-Mawāqif）』に対する、
アリー・ブン・ムハンマド・ジュルジャーニー（‘Alī b. Muh

4

ammad al-Jurjānī, 1340–
1414）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 10）『『君主の諸階梯』
の注釈（Sharh

4

 al-Mawāqif al-sult
4

ānīya）』。
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神秘道（sulūk）44については、『美質（‘Awārif ）』45の一部と『ナクシュバンディー

ヤの諸文書（Rasāyil-i Naqshbandīya）』46の断片などである。

真理（h
4
aqā’iq）47については、『我らが主ジャーミーの四行詩の注釈（Sharh

4
-i Rubā

‘ īyāt-i Mawlānā Jāmī）』48〔と『明白（Lawā‘ ih
4
）』49〕、『『閃光』の注釈（Sharh

4
-i Lama

‘āt）』50の序文および『定義批判（Naqd al-nus
4
ūs

4
）』51の序文である。

〔アッラーの諸〕名の特性（khawās
4
）と〔クルアーンの〕章句（āyāt）については、

お父様の特別な全集と、『百の利益（Mi’a fawā’id）』52である。〔幾度かの免状に〔喜

んで〕叫び声を上げた53。〕

44 「旅、旅程。スーフィズムでは、修行者を神に至る道を行く旅人と考えるが、彼らのたど
るべき道のこと」（東長編著『グロッサリー』、32頁）。

45 ウマル・ブン・ムハンマド・スフラワルディー（‘Umar b. Muh
4

ammad al-Suhrawardī, 
1148–1226）の著書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 11）『知識の美質

（‘Awārif al-ma‘ārif）』。
46 ナクシュバンディーヤの名祖ムハンマド・ブン・ムハンマド・ナクシュバンディー

（Muh
4

ammad b. Muh
4

ammad al-Naqshbandī, 1318–1389）の 言 葉 を 集 め た、 ハ ー フ ィ
ズッディーン・ムハンマド・ブン・ムハンマド・ブハーリー（H

4

āfiz
4

 al-Dīn Muh
4

ammad 
b. Muh

4

ammad al -Bukhārī ,  d . 1419）の著書と思われる（Husain, “The Persian 
Autobiography,” p. 164, n. 12）。

47 単数形は h
4

aqīqa で、「一般にスーフィズムでは、シャリーア sharī ‘a（戒律の順守）、タ
リーカ t

4

arīqa（修行道）の上に位置づけられ、修行の完成状態を示すのに用いられる」（東
長編著『グロッサリー』、21頁）。

48 神秘主義的四行詩に対する、アブドゥッラフマーン・ブン・アフマド・ジャーミー（前
注18）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 13）『ジャーミーの四
行詩の注釈（Sharh

4

-i Rubā ‘ īyat-i Jāmī）』。
49 アブドゥッラフマーン・ブン・アフマド・ジャーミー（前注18）の著書。［D］のみ挿入（［M］

は判読不可能）。
50 イブラーヒーム・ブン・ボゾルグメフル・イラーキー（Ibrāhīm b. Bozorgmehr al- ‘ Irāqī, 

1214–1290）の『閃光（Lama ‘āt）』に対する、アブドゥッラフマーン・ブン・アフマド・
ジャーミー（前注18）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 14）。

51 ムハンマド・ブン・アリー・イブン・アラビー（Muh
4

ammad b. ‘Alī Ibn al- ‘Arabī, 1165–
1240）の『台座の刻印（Naqsh al-fus

4

ūs
4

）』に対する、アブドゥッラフマーン・ブン・アフマ
ド・ジャーミー（前注18）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 164, n. 15）

『『台座の刻印』の注釈についての定義批判（Naqd al-nus
4

ūs
4

 fī Sharh
4

-i Naqsh al-fus
4

ūs
4

）』。
52 アフマド・ブン・アフマド・ザバイディー（Ah

4

mad b. Ah
4

mad Zabaydī, 1410–1488）の『百
の利益と礼拝と収益（Mi’a al-fawā’id wa al-s

4

alāt wa al- ‘awā’id）』。
53 ［D］のみ挿入（［M］は判読不可能）。
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医学（t
4
ibb）については、『『典範』抄本（Mūjiz al-Qānūn）』54である。

哲学（h
4
ikmat）55については、『『哲学の導き』の注釈（Sharh

4
-i Hidāya-yi h

4
ikmat）』56

などである。

統語論（nah
4
w）については、『満足（Kāfīya）』57と、それに対する『師の注釈』である。

意味論（ma‘ānī）については、『詳細（Mut
4
awwal）』58と『意味論の要約（Mukhtas

4
ar-i 

ma‘ānī）』59のうち、ザーダ師（Mullā Zāda）60の注釈がなされた箇所である。

天文学（hiy’at）と数学（h
4
isāb）については、いくつかの要約本である。

この間に、それぞれの学問における優れた言葉が心に届いた。より一層の努力によ

り、蒙が啓けていった。

54 フサイン・ブン・アブドゥッラー・イブン・スィーナー（H
4

usayn b. ‘Abd Allāh Ibn Sīnā, 
980?–1037）の『医学典範（al-Qānūn fī al-t

4

ibb）』を、アラー・ブン・アビルハズム・イブン・
ナフィース（Alā b. Abī al-H

4

azm Ibn al-Nafīs, 1208–1288）が要約したもの（Husain, “The 
Persian Autobiography,” p. 165, n. 2）。

55 「叡智、知恵、智慧」（東長編著『グロッサリー』、21頁）。
56 ムファッダル・ブン・ウマル・アスィールッディーン・アブハリー（Mufadd

4 4

al b. ‘Umar 
Athīr al-Dīn al-Abharī, d. 1262?）の『 哲 学 の 導 き（Hidāya al-h

4

ikma）』に 対 す る 注 釈
書。フサイン・ブン・ムイーヌッディーン・マイブディー（H

4

usayn b. Mu ‘ īn al-Dīn al-
Maybudī, d. 1506）とムハンマド・ブン・イブラーヒーム・サドルッディーン・シーラー
ズィー（Muh

4

ammad b. Ibrāhīm S
4

adr al-Dīn al-Shīrāzī, 1572–1641）の注釈書がインドでは
教えられており、おそらく後者を指している（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 
165, n. 3）。『『哲学の導き』の注釈（Sharh

4

 Hidāya al-h
4

ikma）』。
57 ウ ス マ ー ン・ ブ ン・ ウ マ ル・ イ ブ ン・ ハ ー ジ ブ の 著 書（Husain, “The Persian 

Autobiography,” p. 165, n. 4）『統語論についての満足』（前注18）。
58 ムハンマド・ブン・アブドゥッラフマーン・ハティーブ・カズウィーニー（Muh

4

ammad b. 
‘Abd al-Rah

4

mān Khat
4

īb al-Qazwīnī, 1268–1339）の『修辞学についての鍵の概要（Talkhīs
4

 
al-miftāh

4

 fī al-ma‘ānī wa al-bayān）』に対する、マスウード・ブン・ウマル・タフターザー
ニー（前注37）の注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 165, n. 6&7）『『鍵の
概要』の注釈についての詳細（al-Mut

4

awwal fī Sharh
4

 Talkhīs
4

 al-miftāh
4

）』。
59 ムハンマド・ブン・アブドゥッラフマーン・ハティーブ・カズウィーニー（前注58）の『修

辞学についての鍵の概要』に対する、マスウード・ブン・ウマル・タフターザーニー（前
注37）による2つめの注釈書（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 165, n. 6&7）『意
味論の要約（Mukhtas

4

ar al-ma‘ānī）』。
60 ムハンマド・アミーン・ブン・サドルッディーン・シルワーニー（Muh

4

ammad Amīn b. 
S
4

adr al-Dīn al-Shirwānī, d. 1627）（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 165, n. 8）。
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貧者（＝ワリーウッラー）の生涯の17年め、お父様は病気になられた。まさにその

病のうちに、神の慈悲へと ［p. 173］加わられた（= 亡くなった）。死の病のなか、師

弟の誓いと精神的指導（irshād）の免状を〔ワリーウッラーに〕与えられ、「彼（＝ワ

リーウッラー）の手は、私の手の如くである」という言葉を繰り返された。すべての

うちで最高のものとみなしうる恩寵は、お父様が、この貧者について最大限の満足の

うちにあり、最大限の満足のうちに世を去られたことである。この貧者に対する彼の

配慮（tawajjuh）は、〔普通の〕父親が息子たちに〔する〕配慮とはまったく異なって

いた。「父上が小生に対して持たれたほどのきめ細やかな情を、自分の子供や弟子に

対して施す父親や教師や指導者を、私は見たことがない。おお、神よ。私と私の両親

を許されんことを。両者が幼い私を育てたように、両者に慈悲をかけられんことを。

10万もの〔私に与えられた〕情や慈悲や恩寵のすべてをもって、その倍のものを両者

に認められんことを。実にあなたは近くにあられ、叶えられる」。

お父様の死後、〔ワリーウッラーは〕12年ほど宗教的な諸書と理性的な諸書の授業

に傾注した。それぞれの学問に思案を巡らし、祝福された〔父アブドゥッラヒーム

の〕墓での熟考（tawajjuh）に赴いた。それらの日々のなかで、〔神の〕唯一性と広

大性（koshād）〔について〕の開眼を、神秘道の魅力と偉大な側面が可能にした。神

秘直観的知識（‘ulūm wijdānīya）が、ひとかたまりになって（fawj fawj）降りてきた。

四法学派61の諸書や、それらの法源とそれらの依拠するハディースの博覧の後、ハ

ディース学者たるイスラーム法学者たちの方法62という、ある不可視の光の助けに

よる考えが生じた。その後、栄えある両聖都63への巡礼の熱望が心のうちに起こり、

〔ヒジュラ暦第12世紀の〕43〔年の〕終わり64に、マッカ巡礼のため聖地へ赴いた。

〔ヒジュラ暦第12世紀の〕44年65、偉大なるマッカへの近接、光輝なるマディーナ

61 スンナ派には、ハナフィー、マーリク、シャーフィイー、ハンバルの4つの法学派があ
る。

62 預言者ムハンマドの言行と一致するような、法的解釈や判断を行うことを指すと思われ
る。

63 イスラーム教の二大聖地であるマッカとマディーナを指す。
64 1731年初夏。
65 1731年7月6日～1732年6月23日。
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への巡礼、シャイフ・アブー・ターヒル（Shaykh Abū T
4
āhir）66―彼の心を清らかに

されんことを―や栄えある両聖都の学者たちの他の者からのハディースの伝承に成功

した。その間に、人類の長様（= 預言者ムハンマド）―彼に最大の祈りと不変の祝福

があらんことを―の輝く庭園（= マディーナの預言者モスク）へと向かい、お恵みを

得た。知識人（ ‘ulamā’）やその他の者のうち、両聖都に定住した者たちと彩りある

会話をした。神秘主義の賜衣すべてを含むと言うことのできる、シャイフ・アブー・

ターヒルの普遍的な賜衣を纏った。この年の終わり［p. 174］、マッカ巡礼を行った。

45年の初め67、馴染みの祖国へと向かった。ラジャブ月14日68の金曜日、健康と無事

を保ち祖国に着いた。

あなたの主人（= アッラー）の恩寵について言えば、このか弱き者（= ワリーウッ

ラー）に対する偉大なる恩寵は、〔両聖都の学者たちが〕彼を〔継承の〕始まりの賜衣

（khil ‘ at）と見なし、彼の手による最後の時代の開眼をなしたことである69。そして、

イスラーム法学において称賛に値することは何かを指導した。〔ワリーウッラーは〕

それを集めて、ハディースのイスラーム法学を基礎から築いた。ハディースの秘密、

戒律の益、奨励されるもの、預言者様―彼に祝福と平安あれ―が至高なる神からもた

らされ、教えられた残りのものを説明した70。この学問は、この貧者（＝ワリーウッ

ラー）より前には、この学問の栄光にもかかわらず、この貧者の言葉よりも多く、そ

れ（= ハディースのイスラーム法学）を語る者はいなかった。もし誰かこの話につい

66 アブー・ターヒル・ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・クルディー・マダニー（Abū 
T
4

āhir Muh
4

ammad b. Ibrāhīm al-Kurdī al-Madanī, d. 1733）。『息吹き』に収録されている
『両聖都の師匠たちの瞳孔（Insān al- ‘Ayn fī mashā’ikh al-H

4

aramayn）』には、この人物の
詳細について述べられた一章が設けられている［D: 191–192; M: 194–195］。

67 1732年初夏。
68 1732年12月31日。
69 おそらく、ハディースとイスラーム法学を統合したワリーウッラーの功績によって、最

上の状態がもたらされたという意味。ワリーウッラーは、自分の時代に人類が新しい段
階に到達したと述べている（Shāh Walī Allāh, al-Tafhīmāt al-ilāhīya, vol. 1, Hyderabad: 
Shāh Walī Allāh Academy, 1970, pp. 166–168; 拙稿「インドにおけるイスラーム神秘主
義の霊魂論―シャー・ワリーウッラー・ディフラウィーを例に―」Journal of the Asian 
Philosophical Association, vol. 9 （1）, 2016, pp. 123–125）。

70 ［H］のみ bayān kard 挿入。
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て疑惑があると言うならば、『偉大なる諸規則（Qawā‘ id-i kubrā）』71の書を見よと言

え。シャイフ・イッズッディーン（Shaykh ‘ Izz al-Dīn）が、諸々の努力をしても、こ

の学問の十分の一の〔さらに〕十分の一にも到達しなかった〔と述べている〕。

〔両聖都の学者たちは、〕この時代の称賛に値する真実（h
4
aqq）であり、この時代に

おいて〔真実に〕到達していた神秘道の修行道に、霊感を授けた。〔ワリーウッラーは〕

それを、『滂沱（Ham‘āt）』と『神聖なる慈悲（Alt
4
āf al-quds）』と呼ばれる二つの文書

に記し、〔預言者ムハンマドの〕慣行（sunnat）の徒（= スンナ派）の先人たちの信仰

諸箇条を、証拠と証明によって確認した。それを、理性主義者たち（ma ‘qūliyān）の

枝葉末節な疑い72から潔白なものとし、議論の余地がない方法で定めた。

四つの完成の学（ ‘ilm-i kamālāt-i arba ‘a）、すなわち、創造（ibdā ‘）と被造物

（khalq）と執行（tadbīr）と保留（tadallī）には、それら全体によって人間性〔を形成す

るところ〕の諸魂（nufūs）の能力の学と、各人の完成と結果〔の学という〕この縦横

があり、〔両聖都の学者たちは、この二つの学に〕恩恵をもたらした。これら二つの

学はどちらも輝かしいが、この貧者（＝ワリーウッラー）より前には誰もその周囲を

巡らなかった。

〔両聖都の学者たちは、〕この時代の益がそこにあるところの実践哲学（h
4
ikmat-i 

‘ amalī）を、完全な説明の広大さによって示し、その強化の調整を、書物（= クル

アーン）、慣行、教友たちの諸事績によって与えた。預言者様―彼に祝福と平安あれ

―から伝えられた宗教の学であるものと、〔それに〕含まれているもの［p. 175］や改

竄されたもの73と、慣行であるものと、異端派のそれぞれが行うものとの区別につい

て、説明をうちたてた74。

71 イッズッディーン・アブドゥルアズィーズ・ブン・アブドゥルサラーム・スラミー（‘Izz 
al-Dīn ‘Abd al- ‘Azīz b. ‘Abd al-Salām al-Sulamī, d. 1262）の『偉大なるイスラーム法の諸
規則（Qawā‘ id al-sharī ‘a al-kubrā）』（Husain, “The Persian Autobiography,” p. 167, n. 1; 
Brockelmann, GAL, vol. 1, p. 554）。

72 khas wa khāshāk-i shubaha-yi ［H］; khas wa khāshāk wa yakhālat ［sic.］ ［D］; khas wa 
khāshāk wa bakhālat ［M］.

73 ［D, H］のみ muh
4

arraf 挿入。
74 sākhtand ［D, M］; sākhte ［H］.
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〔対句〕75

それぞれの毛根に舌があっても

彼（= アッラー）の称賛に足ることはない

万有の主人であるアッラーに称讃あれ。

３．使用原典と略号
D: Shāh Walī Allāh, Anfās al-‘ ārifīn, Delhi: Mat

4
ba‘  Ah

4
madī, n. d., pp. 193–196.

H: Husain, Mawlavi M. Hidayat, “The Persian Autobiography of Shāh Walīullah 

bin ‘Abd al-Rah
4
īm al-Dihlavī: Its English Translation and a List of His Works,” 

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. 8, 1912, 

pp. 170–175.

M: Shāh Walī Allāh, Anfās al-‘ ārifīn, Multan: Islāmī Kutubkhānah, n. d., pp. 197–200.

４．謝辞
本稿は、JSPS 科研費15K21440の助成を受けたものである。『か弱き下僕の生涯に

おける優雅なる一編』を含む『導師たちの息吹き』の訳出に初めて取り組んだのは、

院生の頃であった。石版本の文字の判読にも苦労していた訳者を辛抱強く、暖かにご

指導くださったのは、京都大学人文科学研究所稲葉穣教授と、当時同研究所の日本学

術振興会特別研究員（PD）であった青山学院大学文学部二宮文子准教授である。また、

天文学に関する記述については、イェルサレム・ヘブライ大学特別研究員諫早庸一氏

と国立天文台より、貴重なご教示を数多くいただいた。ご協力いただいたこれらの

方々に、心からの感謝を捧げたい。ただし、本稿における一切の瑕疵は訳者に帰され

るべきものである。

75 ［H］のみ biyt 挿入。
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