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ドイツ文学者山下肇先生は、第二次世界大戦後日本の文壇に、フランツ・カフカの文学を翻訳紹
介して大きな影響を与えた。また、雑誌『近代文学』七人の同人と交流して、戦後派文学に影響を
与え、佐多稲子、島尾敏夫たちとの友情を踏まえて新しい反戦文学を形成していった。
山下先生の文学活動は、自らの学徒出陣体験を基礎に、『きけわだつみのこえ』の普及に努力し
ていくことになった。日本戦没学生記念会事務局長を務め、一貫して反戦平和を追求してきた。し
かし、そのことによって近年歴史修正主義・右傾化した時代状況の中で、偏見と誤解が生じている。
山下先生の文学者・教育者としての正確な内容と姿を記録することは、今後の重要な課題である。
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はじめに

ドイツ文学者・文芸評論家・山下肇先生（東京大学名誉教授）は、二○○八年十月六日に逝去された。八十八
歳であった。

山下先生は筆者の恩師である。山下先生の文学上の業績と教師としての側面を記す目的で、本稿を書くことに
した。

紀要の性格上、論文の形式にととのえなくてはならないのであるが、筆者自身が今年度で退職するにあたり、

日本近現代文学研究の問題意識と方法論を個人的に直接面談し指導を受けたため、恩師への追想の文章に近く

教育者山下肇について（山下肇先生と筆者との交流）

なったことをおことわりし、ご寛恕を乞う次第である。

第一章

この時代を踏み越える〈希望〉について
―ドイツ文学者・山下肇先生から学んだこと―

「私たちは誰なのか。どこから来たのか。どこへ向かっていくのだろうか。私たちが待ちうけているのは何
なのか。何が私たちを待ち受けているのだろうか。
」（１）

第三十号

二〇一五年三月

これは、エルンスト・ブロッホ『希望の原理』の冒頭の言葉である。一九八二年、白水社から全三巻で翻訳出
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版された『希望の原理』は、同年の日本翻訳文化賞を得た。

人類の未来に対する熱い願望に貫かれた『希望の原理』は、ヤスパース、ハイデッガーと並ぶ今世紀ドイツ三

大哲学者の一人と言われるエルンスト・ブロッホの集大成の書である。それはまた、人間の希望内容の種々相を

検証する百科事典であり、根源的な人間学的批判の書であり、人間の真の解放のための〈希望〉の書である。

『希望の原理』には、二十世紀の困難な状況と真正面から対峙した巨大な知性が、輝き燃焼し、深く沈潜して

いる。ともすれば絶望におちいりやすい現代のわれわれに対し、ブロッホはこの書を通して〈希望〉を持ち続け
ることの重要性、理性と希望のマルクス主義的統一を訴えている。

「大切なのは希望を学ぶことである。希望がやる仕事はあきらめることがない。希望は、挫折にではなく、
成功にほれこんでいるのである。」

この言葉は、冒頭の言葉と同様、『希望の原理』全体を概観する「まえがき」の中にあるものだ。この言葉の

精神の高さは、『希望の原理』を共訳され、私に数多くのことを教えて下さった山下肇先生の精神の高さと相呼
応するものがある。

山下先生と初めてお会いしたのは、一九七七年、私が大学三年の時だった。「学問とは一体何なのか」を情熱

的に語って下さった先生との出会いは、いつ想い起こしても記憶がいきいきと甦ってくるほど、私にとって衝撃

的なものだ。先生は語る「学問とは愛なのだ。人間に対しての愛。人間の生きている時代・社会、この地球・宇

宙に対しての愛。ひたすら普遍的なものを探求する純粋な精神。いわば人類に対する純粋な愛、それが学問なの
だ。世代を越えて燃え続ける理性と情熱、それが学問を生む」と。
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先生から教えられた学問への情熱は、私の挫折感から立ち上がる勇気と、生への〈希望〉を与えてくれた。

一九六九年、当時日比谷高校二年の私は、学園闘争の嵐に翻弄された。その後は、慢性腎炎による入院・自宅

治療と ････････
かなり老けた大学生だったに違いない。
先生はそのような私に、文学と学問が持っている〈希望〉の精神を語られたのである。

先生との出会いは、「外国文学」という講義を通してだった。（当時、先生は東大で教えるかたわら、・
私・
が・
学

んだ駒澤大学の教壇にも立たれていた。）週一回の講義に、一週間がどれほど待ち遠しかったことか。講義が終

わると、いつも大学近くの喫茶店で、先生と文学や学問を語り合った。その時がどれほど楽しく、知的刺戟に満
ちたものであったか。

類的存在としての人間。普遍的な人類の立場に立った学問研究。その時よく出されるのが、ゲーテの言葉で
あった。
「全人類が受けるべきものを、おれは内なる自我によって味わいつくしたい。

おれの精神で、人類の達した最高最深のものをつかみ、人間の幸福と欺きのすべてをこの胸に受けとめ、こ

うしておれの自我を人類の自我にまで拡大し、そして人類そのものと運命を共にして、ついにはおれも砕け
よう。
」『ファウスト断片』（手塚富雄訳）（２）

美しい春に素晴らしい恋人と出逢った時のような、すがすがしい心のときめきが、学問の世界に脈うってい

る。人間と人間が生きる世界への深い愛情が、学問の純粋な魂である。人間の理性は、世代を越えて永遠の青春
の清冽さをたたえている。
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「では、私自身まだ出来かかっていた
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あの時代をとりかえしてください。
鬱積した詩の泉が滾々と、
つきることなく湧き出た時代、
霧が世界を覆いかくし、
花の蕾が来るべき奇蹟を約束し、また谷という谷に豊かな咲きみちた
千の花々を私が手折ったあの時代を。
私はなんにも持っていなかったが、それでも、
真理への欲求と、感覚を喜ぶ心とで満ち足りていた。
どうか私にあの不羈なるままの衝動を、
深い、悩みに満ちた幸福を、
憎しみの念力と愛の威力とを、
私の青春を、とりもどしてください。

『ファウスト』第一部、舞台の全曲（相良守峯訳）（３）

学問の純粋な魂＝青春性は、世代を越えて生き続ける。どのような時代であっても、若者たちは、その時代の
詩と真実を描き続けていく。いわば、人間の青春性が学問を創造していく。

〈希望〉とは、青春の魂が厳しい状況と相渉りながら、人類の幸福な未来を建設しようと模索する強靭な知性
と批判精神のことである。挫折してはならない。
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先生がよく話されるものに、「ストラスブール大学の歌」という学生歌の一説がある。
「教えとは希望を人に語ること、学ぶとはまことを胸に刻むこと」

「まこと」とは、誠実さであると同時に学問の真理を意味している。つまり、学問の真理を次の世代へ語り継

いでいくことに教育と学問の使命がある。その意味で教育とは、学問の真理を通して〈希望〉という未来を創り
出す共働の作業なのであろう。

ドイツとフランスの国境近くの町ストラスブールの大学は、ナチスの侵略によって破壊されるが、学生たちは

フランスのクレルモンに疎開して大学を開いたと言われる。抵抗と知の共同体としての大学。

ストラスブールは、文学者にとっても重要な町であった。先生の『ドイツ文学とその時代―夢の顔たちの森
―』によると、こう書かれている。

「クルティウスとアルベルト・シュヴァイツァーとはシュトラースブルク（ストラスブール）で同じ建物に

住み、毎日のように訪ねあった仲なのだ。クルティウスの手にロランの『ジャン・クリストフ』を貸してく

れたのは、ほかならぬシュヴァイツァーだった。「Ｎ・Ｒ・Ｆ」誌の存在を彼に初めて教えてくれたのは詩

人・エルンストシュタ―ドラーだった。シュタ―ドラーにはジャムやペギーの翻訳があった。第一次大戦前

の若い世代には、プロイセンのユンカー出身の青年でも、フランス文化への、一つの精神的コスモスへの熱

い憧憬があった。そして、この世代は大戦で次々と戦死せねばならなかった。当時は国境をこえて求めあい
理解しあう精神的な人びとが存在したのだった。
」（４）

ストラスブールで文学者たちによって形成された精神的な世界。それは普遍的人類的という意味で世界文学の
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立場であり、狭いナショナリズムではいけないという考え方を示している。
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クルティウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』は、「ヨーロッパ文学は文学伝統の一つの統一体」という考え

方に立脚し、Ｅ・アウアーバッハの「とまれ、われわれの文献的な故郷はこの地球であり、この大地である。も
はや国民ではありえない」という主張と相通じるものがある。

ドイツとフランスの国境で、狭いナショナリズムの否定が打ち出されことの重要性。また、二度にわたる世界

大戦で次々と戦死していった数多くの青年たちへのいとおしさ。この二点から考えると、学問の故郷は地球であ
るというＥ・アウアーバッハの主張は、現代の私たちの胸を強く衝くものがある。

先生はまた、長く「日本戦没学生記念会」（通称「わだつみ会」）の事務局長として『きけわだつみのこえ』
普及の推進力となったことで知られている。
田辺利宏の「雪の夜」は、先生がよく口にする詩である。
「人はのぞみを喪っても生きつづけてゆくのだ。
見えない地図のどこかに
あるいはまた遠い歳月のかなたに
ほの紅い蕾想して
凍てつく風の中に手をさしのべてゐる。
手は泥にまみれ／頭脳はただ忘却の日をつづけてゆくとも
身内を流れるほのかな血のぬくみをたのみ
冬の草のやうに生きてゐるのだ。
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遠い残雪のやうな希みよ、光ってあれ。
たとへそれが何の光であろうとも
虚無の人をみちびく力とはなるであろう。
同じ地点に異なる星を仰ぐ者の
寂寥とそして精神の自由のみ
俺が人間であったこと思ひ出させてくれるのだ。
」（５）

一九四○年一月二十八日「戦線日記」に書かれたこの詩は、まさに絶唱と言っていいほど私たちに大きな感銘
を与える。

非人間的な軍隊生活の中で、「手は泥にまみれ」ても、人間であることを手放さないために、彼は「遠い残雪

のような希み」を求め続ける。たとえどれほど遠く小さなものであっても〈希望〉こそが、人間であり続けるた
め「精神の自由」を保つ最後の砦なのだ。

一九四一年三月十日に書かれた「夜の春雷」は、同年、八月二十六歳で戦死した田辺利宏の代表作と言われて
いる。
「はげしい夜の春雷である。
鉄板を打つ青白い電工の中に
俺がひとり石像のように立ってゐる。
永い戦ひを終えて
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いま俺たちは三月の長江を下ってゐる。
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しかし荒涼たる冬の南平野に
十名にあまる戦友を埋めてしまったのだ。…（中略）
はげしい夜の春雷である
ごうごうたる雷鳴の中から
今俺は彼等の声を聞いてゐる。
荒天の日々

･･･

俺はよくあの堀返された土のことを考へた。敵中にのこして来た彼等のことを思ひ出した。空間に人の言葉
とは思へない
流血にこもった喘ぐ言葉を
俺はもう幾度きいたことだらふ。悲しい護国の鬼たち！
すさまじい夜の春雷の中に
君達の声は
どろどろと俺の胸を打ち
びたびたと冷たいものを額に通はせる。
黒い夜の貨物船上に
かなしい歴史は空から降る。
明るい三月の曙のまだくぬ中に
夜の春雷よ、遠くへかへれ。
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友を拉して遠くへかへれ。」（６）

先生は、田辺利宏ら若い人たちが「やわらかい心と深い苦悩のまま戦没していった」と語られたことがあっ

た。また「ぼくらはわだつみの世代だ。ぼくら生き残りは、二度とその轍を踏ませないために、学生に語りかけ

ずにはいられないある強い衝動的な使命感を持っている。」と書かれたことがあった。私は、先生の学問と今年

で四十年にわたる大学教師の歩みは、その「わだつみ」の使命感が基調となっていることを感じないではいられ

ない。『きけわだつみのこえ』で、ジャンタルジューの短詩「死んだ人々は、還ってこない以上、生き残った

人々は、何が判ればいい？」を紹介した渡辺一夫に関して、大江健三郎は次のように述べていた。

「渡辺一夫著作集を編集しました時、中野（重治）氏に推薦文を書いていただいたのでしたが、それはいま
記憶が充分でないのですけれども、そのなか中野氏が、渡辺先生に対して、

《わたくしはあなたの手にわたくしの手を重ねます。》と書かれたところがありました。」

『日本現代のユマニスト渡辺一夫を読む』

渡辺一夫の手の中野重治が手を重ね、大江健三郎もその上に手を重ねたのと同じように、「わだつみ」の使命

感を持ち続けている先生のフマニテート（人間愛）の手に、私は手を重ね、さらに若い人々の手を重ねていき
た。

今、私の文学の導きの糸は、先生によって植えられた芽が少しずつ育ってきたものである。
それは、〈希望〉を学ぶことと言い換えてもいいものだ。

私は今、ルカーチ、ベンヤミン、エルンスト・ブロッホ等から多くのものを吸収しようと努力している。
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ここに三冊の本がある。現在私が、夢中になっている本である。
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マーティン・ジェイ『弁証法的想像力』（荒川幾男訳）
テリー・イーグルトン『文芸批評とイデオロギ―』（高田康成訳）

フレディリック・ジェイムソン『弁証法的批評の冒険』（荒川幾男・今村仁司・飯田年穂訳）

この二十世紀とは一体何であるのか。現代の状況を根源的かつ総合的に捉えることが、文学の現代的課題に応

えることにつながるであろう。文学の諸問題とアクチュアルにかかわっていくことが大切だと思われる。

核の状況下、人類滅亡の不安の中で、私は人間の強靭な知性と豊かな想像力に信頼したい。

山下先生の文学としての仕事

「考えるとは、踏み越えることである。
」
『希望の原理』（７）

第二章

山下先生の戦後文学に与えた最大の仕事は、フランツ・カフカの翻訳とその紹介であった。

それは、雑誌『近代文学』の七人の同人たち（荒正人・平野謙・本多秋五・埴谷雄高・小田切秀雄・佐々木基

一・山室静）に影響を与えたことであった。また、佐多稲子、島尾敏雄との交流が深かった。（８）

言うまでもなく、ドイツ文学者山下先生の翻訳の功績として、エッカーマン著『ゲーテとの対話』全三冊を含
めることは当然である。（９）

カフカ『変身』の翻訳は、二度にわたり岩波文庫から刊行されている。『変身、他一篇』一九五八年、『変
身・断食芸人』（山下先生とご子息萬里さんとの共著）二○○四年である。

カフカに関する主な論考は、『カフカ―現代の証人―』（一九七一年、朝日出版社）である。
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カフカは、現代の解体のなかに生きて、もっとも現代的な問題をさらに永遠の人間の課題として追求した

）

悲痛なる天才であり、その作品と思想、いわば彼の象徴的言語ユニークな高さをもって二十世紀世界文学の
高峰に加えられるべきことは疑いをいれない。
」（

（

）

11

）

第三章 『きけわだつみのこえ』と山下肇先生の功績、および誤解されていることの訂正

そしてその原点は山下先生における学徒出陣の実体験と反戦平和文学であった。

い詩情の源泉となる。
」（

「亡命作家たちは異郷の空の下でも片時も故国の空を忘れはしない。それは常に郷愁と共にあり、はてしな

を『ドイツ抵抗文学』に描いていた。

そこには、戦後派文学に見られる反戦平和と文学の原点である人間の個の尊厳があった。山下先生はそのこと

カフカの文学世界と島尾敏雄の世界と共通点および文学手法が響き合うことを指摘することができる。

そのことは、山下先生の『詩人の運命』からもうかがえる。

て書いていたことを、直接山下先生から何度も聞いたことがあった。

島尾敏雄は『死の棘』など一連の小説を執筆する際、家にいられなかったために山下先生の自宅の書斎を借り

山下先生が一貫して主張してきた「二十世紀世界文学」の方法は、島尾敏雄に影響を与えていた。

10
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山下先生が尽力された『きけわだつみのこえ』の問題は、現在もさまざまな議論が展開されている。
苫小牧駒澤大学紀要

13

12

篠原

昌彦

ドイツ文学者山下肇の表現世界と『きけわだつみのこえ』

『きけわだつみのこえ』のテクストそのものが問題となっているのが、最近の傾向である。
昨年の「北海道新聞」の記事を紹介しよう。
「わだつみのこえ」木村学徒兵
死刑直前に別の遺書

戦没学徒の遺書や遺構を集め、戦後を代表するロングセラーとなっている「きけわだつみのこえ」（岩波

文庫）の中でも特に感動的内容で知られる木村久夫（一九一八年～四六年）の遺書が、もう１通存在するこ

とが分かった。「わだつみ」では、すべて獄中で愛読した哲学書の余白に書かれたものとされていたが、実

枚に書かれており、遺族が保管していた。父親宛てで、末尾に

際は二つの遺書を合わせて編集してあり、辞世の歌も今回見つかった遺書にあった。
「もう一通の遺書」は手製の原稿用紙

査したところ、「哲学通論」の遺書で陸軍を批判した箇所が削除されたり、いずれの遺書にもない言葉が加

の中から引いてきた」とされ、「わだつみ」の後半４分の１は父宛ての遺書の内容だった。二つの遺書を精

した「或る遺書について」で抜粋が紹介され、初めて公になった。「凡てこの（『哲学通論』の）書きこみ

木村の遺書は、旧制高知高校時代の恩師・塩尻公明（一九○一年～六九年）が四八年の「新潮」誌に公表

歌２首を残した。

読んだことをつづった。また、戦後日本に自分がいない無念さを吐露。最後に別れのあいさつをし、辞世の

刑を宣告されてから哲学書で京都帝国大（現京都大）教授だった田辺元の「哲学通論」を手にし、感激して

この遺書で木村は、先立つ不孝をわび、故郷や旧制高校時代を過ごした高知の思い出を語るとともに、死

「処刑半時間前擱筆す（筆を置く）
」とあった。

11

14

筆されたりしていたことが分かった。「辞世」の歌２首のうち最後の１首も違うものになっていた。

大阪吹田市出身の木村は京都帝大に入学後、召集され、陸軍上等兵としてインド洋・カーニコバル島に駐

屯。民政部に配属され通訳などをしていたが、スパイ容疑で住民を取調べた際、拷問して死なせたとして、

Ｂ級戦犯に問われた。取調べは軍の参謀らの命令に従ったもので、木村は無実を訴えたが、シンガポールの
戦犯裁判で死刑とされ、四六年五月、執行された。二八歳だった。

木村は判決後、シンガポール・チャンギ刑務所の獄中で同じく戦犯に問われた元上官から「哲学通論」を

もう一つの遺書があったことは初めて知っ

入手。三たび熟読するとともに、余白に遺書を書きつづった。執行間際には今回見つかった遺書を書き、両
方が戦友の手で遺族のもとに届けられたとみられる。
改定検討したい
日本戦没学生記念会（わだつみ会）の高橋武智理事長の話

た。「きけわだつみのこえ」の編集上、頼りにしていた塩尻公明の「或る遺書について」とも違いがあると

知り、二重に衝撃を受けている。今後、遺書が公になれば、ご遺族の意見も伺いながら改訂を検討したい。

二○一四年（昭和二六年）五月六日（火曜日）北海道新聞

ここで、山下先生の文学者として反戦平和の遺志を再確認するために明らかにしておきたい。

『「きけわだつみのこえ」の戦後』を刊行した保坂正康氏の文章には、間違った記載が散見される。
この書に述べられている山下先生に対する叙述は、偏見と誤解に満ちている。
引用しておく。
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「かつて全共闘と敵対関係にあった東大教授の山下肇の名前がこんなところに出てくるのは、一寸いやだ
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な、と 思ったものだった。わたしじしんは別に全共闘でも何でもなかったのであるが ････････
。
本書には、山下肇氏が東大教授を定年でやめたのち、関西大学で教鞭をとり、その後東京に戻ったあとの
わだつみ会との関係がくわしく書かれている。

第三次わだつみ会に関わりをもっていた戦没学生の遺族―すでに会の中では少数派になっていたが―や戦

没学徒世代の会員たちが一斉に会を退いていったのは、一九九三（平成五）年から九四年にかけてである。

この間の経緯を知るためには、まず、このころ退会した理事長の中村克郎や理事の西原若菜、そして彼ら

に同調してやめた第一次わだつみ会からの会員の話を丹念に聞くことが必要になる。

（中略） ････････
････････
三十余人のほとんどが口にしたのは、第二次わだつみ会の事務局長でもあった山下肇への批判であった。

山下はわだつみ会の長老的存在で、東大教授を定年でやめたのち、関西大学で教鞭をとり、そして東京に

戻ってきたが、わだつみ会の運営に独善的に口を挟み過ぎる態度が批判の対象となった。もちろんその批判

も感情的であることは否定できない。
」（

）

が全てあたっていると断定はできない。しかし、たとえば会議の様子をメモなどをみるかぎり、山下の発言
があまりに

その間、全共闘学生の暴

）

14
）

15

もう一か所保坂氏の同書から引用・批判して、山下先生の文学者としての名誉を復権しておこう。

動の緊張関係を捨象して現在の高見から断じることはフェアではない。（

力に抗議し続けて心身共に疲弊していたことが数々の著作の中で書かれている。当時の大学自治・左翼・極左運

して全共闘学生および日本民主青年同盟学生との間で粘り強く対話を重ねてきた。（

ここには、大きな誤りが記述されている。山下先生は一九六八年から一九七五年にわたり東大教養学部教員と

13

16

一九九三（平成五）年は、学徒出陣から五十年目にあたった。それに応じて第三次わだつみ会には前年か
ら山下肇を委員長とする五十周年委員会が設置された。

小委員会には、まず、一九九三年二月五日に「わだつみ会に関わりをもつ出陣学徒有志一同」の名で声明

を発表した。大塚雅彦、小沢一彦、熊谷直孝、久米茂、神津直次、後藤弘、鈴木均、高畠平、故平井啓之、

星野保三郎、山下肇の十一人が名を連ねている。タイトルは「学徒出陣五十周年にあたっての声明わだつみ

のこえは今なにを求めるか」で、日本キリスト教会館会議室に新聞記者を集めて発表された。

この会見は、副理事長の高橋武智の司会で始まった。山下が「われわれの世代は火中の栗を拾わされ、

捨石となった世代だ。〝あってはならない派兵の時代〟が現実のものとなった今、再び火中の栗を拾う覚悟

）

で〝わだつみのこえ〟を若い世代に伝え、戦争加担に反対する運動を、この声明発表を皮切りに展開してい

きたい」と挨拶した（『わだつみ通信』Ｎｏ．二十八号、一九九三年二月二十八日刊）
」。（

この保坂氏の文章から読み取れることは、学徒出陣実体験表現者の世代が持っていた強い反戦平和の意志が時
代を経るごとに継承されなかったことである。

山下先生には苛立ちがあった。学徒出陣の実体験を貫徹して「わだつみ」の「こえ」と「わだつみ会」の再生
を願った思いは、次の書にまとめられている。
山下肇著『学徒出陣五十年』一九九三年十一月、岩波ブックレット。

保坂氏の記述にある偏見は、一九九○年代後半から二○○○年代に起きてきた歴史修正主義も含めた歴史認識

第三十号

二〇一五年三月

の揺れ動きとみることができる。すなわち、戦争責任の問題、戦争加害の問題など、現在進行形で論争されてい
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る中で、
『きけわだつみのこえ』が焦点の一つとなり、そこに山下先生が反戦平和の大きな存在であったことに
起因していると筆者は考察している。

こうした山下先生への偏見と誤解を一つひとつ払拭していくことが、筆者の退職後に課せられた使命であると

山下肇文学世界の遺産

考えている。

第四章

山下先生が一九五○年代から亡くなる二○○八年まで、後世の人々に伝えようとしていた重要な文学問題の一
つとして、表現主義論争があった。
それは、二十世紀世界文学の遺産といえる。

表現主義論争とは、一九三七年から三八年にわたって雑誌『言葉』（ブレヒトら亡命ドイツ文学者たちの反

ファシズム文学雑誌）で行われた文学論争であった。Ｇ・ルカーチとエルンスト・ブロッホ、アンナゼーガース

）

の対立を通して、二十世紀文学の真のリアリティとは何かという問題であった。すなわち、社会主義リアリズム
を乗り越える真のリアリティを獲得する新しい文学手法を模索した論争であった。（

その一端は、次の引用からうかがえる。

さらに、ドイツ文学者・山下先生の文学者として最大の業績は、ドイツ・ユダヤ精神研究であった。

16

18

一九八○年五月有信堂初版刊行の拙著『近代ドイツ・ユダヤ精神史研究

ゲットーからヨーロッパへ』の

久々の文庫版復活である。東大定年一年前に本書をまとめた私は、その後関西大学に移って（大阪居住）十

年を過ごし、さきごろ再び東京宅に戻って、ながく絶版同様で古書店でも稀覯本となっていた本書をようや
く講談社の厚意で蘇生させる機を得たのである。

その間、私にはゲーテ『ファウスト』の訳業をはじめ多忙な仕事が大きく立ちはだかって、心ならずも、

本来のこのユダヤ研究を更に前進させる著作のまとめをはばんできたが、戦後五十年、米ソ、あるいは東西

ドイツ対立の緊張関係も崩壊した今日、いまだに「マルコポーロ」事件その他いかがわしい偏見から未開放

な日本の読者層のためのみならず、世界各地の民族紛争激化によって世界のユダヤ人が再び身の危険に憂い

を深めている（在日朝鮮韓国の人々が今なお憂いを深めているように）実情への認識と理解を広めるために

）

も、正しい普遍的な歴史認識の覚醒が求められている現状において、本書のもつ生命的な意義は小さいとは
いえないであろう。（

山下先生が文学者として集大成した仕事は、『ドイツ・ユダヤ精神史研究』であった。そこに表現された世界

は、反戦平和であり、反差別の文学魂であった。また、生涯を貫いた学徒出陣の実体験による『きけわだつみの
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こえ』の遺志を後世に語り継ぐことであった。
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ドイツ文学者山下肇の表現世界と『きけわだつみのこえ』

ドイツ文学者山下先生は、第二次世界大戦後日本の文壇に、フランツ・カフカの文学を翻訳紹介して大きな影

響を与えた。また、雑誌『近代文学』七人の同人と交流して、戦後派文学に影響を与え、佐多稲子、島尾敏夫た
ちとの友情を踏まえて新しい反戦文学を形成していった。

山下先生の戦後文学に与えた最大の仕事は、フランツ・カフカの翻訳とその紹介であった。

それは、雑誌『近代文学』の七人の同人たちに影響を与えたことであった。また、佐多稲子、島尾敏雄との交流
が深かった。

山下先生の文学活動は、自らの学徒出陣体験を基礎に、『きけわだつみのこえ』の普及と反戦平和に努力して

いくことになった。日本戦没学生記念会事務局長を務め、一貫して反戦平和を追求してきた。

山下先生の文学者・教育者としての正確な内容と姿を記録することは、今後の重要な課題である。

注

（１） エルンスト・ブロッホ著、山下肇、他訳『希望の原理』第一巻～第三巻、一九八二年、白水社。
日本翻訳文化賞受賞。
（２）ゲーテ著、手塚富雄訳『ファウスト』一九七一年、中央公論社。
（３）ゲーテ著、相良守峯訳『ファイスト』全二冊、岩波文庫。

（４）山下肇著『ドイツ文学とその時代―夢の顔たちの森―』二六一～二六二ページ、一九七六年、有信

20

社。

（５）田辺利宏著『夜の春雷―一戦没学徒の戦線日記―』四四ページ、一九六八年、未来社。
（６）
（４）と同じ、一五三～一五四ページ。

（７）この第一章の文章は、『北方文芸』一九八五年十二月号に発表した筆者の文章に加筆し、再掲載し
たものである

（８）山下肇著『東大駒場三十年―教養学部と私―』一八九～一九二ページ、一九七九年、北樹社。

）山下肇著『カフカ―現代の証人―』四～五ページ、一九七一年、朝日出版社。

ない。

社。一九九七年、講談社学術文庫）も有名であるが、本稿の論点と離れるためにここでは触れてい

なお、アンナ・マグダレーナ・バッハ著、山下肇訳『バッハの思い出』（一九五○年、ダヴィッド

（９）エッカーマン著、山下肇訳『ゲーテとの対話』全三冊、一九六八～一九六九年、岩波文庫。

（
（
（
（

（

（

）山下肇著『詩人の運命』一九五七年、書肆パトリア。

）山下肇、佐藤晃一著『ドイツ抵抗文学』一九五四年、東京大学出版会。

）保坂正康著『「きけわだつみのこえ」の戦後史』二三三～二三四ページ、三四五～三四六ページ、

二○○二年、文春文庫。

）山下肇著『駒場の学生たち―苦闘する青春と新しい大学の出発―』一八六～一九四ページ、

一九七三年、有信社。
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（８）と同じ、第二章「紛争」前後、九五～一四九ページ。
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）
（４）と同じ、二七七～二八二ページ

法政大学出版局）がある。

』
（一九八五年、

まさひこ・本学教授）

その主潮流

（しのはら

は重要である。翻訳にゲルショム・ショーレム著『ユダヤ神秘主義

また、山下肇先生のドイツ・ユダヤ精神史研究において、ゲルショム・ショーレムとの友情と交流

引用は、山下肇著同書、三ページ、一九九五年、講談社学術文庫。

）山下肇著『近代ドイツ・ユダヤ精神史研究―ゲットーからヨーロッパへ―』一九八○年、有信社。
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Speech to Text in One-to-one
Tutoring - Past, Present and
Future of Speech Recognition
Technologies and a Suggested
Action Plan
音声からテキストへの変換学習教材 ─ 過去、現在、将来における
音声認識の技術及び推奨されるアクション計画

Robert Carl OLSON

ロバート・カール・オルソン

Joao Carlos KOCH Junior

ジョアン・カルロス・コッホ・ジュニア

Key Words: Speech recognition software（SRS）, Fluency,
Voice recognition software, Accuracy, Dictation software

Abstract
Free speech recognition software（also known as SRS,speech-to-text voice
recognition and dictation software）and its role in improving the accuracy and
fluency of L2 learners is explored in this paper.

（1）
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1.0 Introduction - one -to - one teaching of
Japanese learners of English
The main characteristics of teaching in Japan are that all learners
share the same L1; and while there are group lessons, some tutorials
are delivered one-to-one. Learners’ second language backgrounds
vary, and so do their linguistic and communicative abilities – a
common finding among most learners is that the former competence
is often far more developed than the latter due to mainly their
educational backgrounds: the study of English as a second language
in the Japanese educational system has strong emphasis on grammar
and linguistic accuracy and little is done to develop communicative
competence. Because of this discrepancy, it is common that learners
choose the school to develop and practise their speaking ability, and to
build on their fluency.
Learners’ ages range from 20 to 60. Because learners come from
a wide range of contexts, ranging from university students or office
workers to university lecturers and researchers, lesson design and
contents are personalised. However, due to administrative constraints
(i.e. I often have 25 or more learners in a week, which means 25
distinct weekly lessons that have to be planned during teachers’ free
time), learners are encouraged to play an active role in influencing how
a teacher approaches and conducts the lesson. In other words, learner
autonomy is highly encouraged, and lessons are strongly learner
centred. The degree of influence by learners and their autonomy
varies; usually learners that are more proficient display higher degrees
of influence on lesson planning and delivery, and autonomy. The most
（3）

Joao Carlos KOCH Junior & Robert Carl OLSON Speech to Text in One-to-one Tutoring

common ways in which this influence takes place are negotiating
lesson content, suggesting activities, the choice of materials (such
as texts, articles or videos) by learners, and (common in one-to-one
lessons) their active role in the exchange of information.
The use of technology in this setting is rather limited, especially if
compared to modern classroom teaching. Due to the limitations in the
physical space, the use of large-sized pieces of equipment commonly
found in classrooms (such as televisions or computers) is not feasible.
In the majority of classes, I use an iPad as a resource: not only can it
be used to show documents and files, but it also is a powerful media
player, and the ever-increasing number of pedagogical applications
makes it an important and versatile tool in one-to-one teaching.
Moreover, a small number of learners sometimes bring their laptops.
I have recently become interested in the use of free speech
recognition software (SRS, also interchangeably known as speech-totext, voice recognition, and dictation software) in language teaching.
SRS are programs that translate spoken words into text (as seen in
Speech Recognition – Wikipedia). Since this technology is available on
the iPad (which is the main resource in my lessons), and lessons have
the main aim of offering opportunities for practice and improvement
of learners’ speaking and communicative competences, I believe SRS
could be a potentially useful tool to improve their speech accuracy and
fluency.

2.0 Speech recognition technology - literature
review
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Speech recognition can be referred to as different terms, such as
speech-to-text, dictation software or voice recognition. The description
may vary slightly depending on the source, but speech recognition
software is generally defined as technology that recognises speech and
uses it to connect human and computer (NCTI, 2010). In this review,
these terms are used interchangeably.
Speech recognition technologies are going through constant
improvement, and today’s technology is capable of achieving more
accurate results than technology existent a decade or two ago.
However, still today there are a number of limiting factors that
require educators to exert caution. As Price (1998) describes it, speech
recognition technologies are generally not intended for classroom
use, and educators often lack the background necessary to use the
technology efficiently while being aware of its limitations (p. 83).
According to an earlier study by Coniam (1998), makers of speech
recognition technologies “make great claims for the accuracy of the
software.” (p. 8). Based on the results from his experiments with
native and non-native speakers, the author explains that, although one
maker’s promotional literature claims “an accuracy rate of 95% or
better”, these claims are “far from being achieved”. (p. 8). This is due
to the fact that both native and non-native speakers scored below the
claimed 95% - non-native speakers, in spite of being highly proficient (at
least IELTS Band 7), scored substantially lower than native speakers
(pp. 10, 11). This is consistent with results found in at least one other
experiment. Derwing, Munro, & Carbonaro (2000) describe a similar
situation: the software used in their study showed poorer performance
at recognising non-native speakers’ speech than at recognising native
（5）
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speakers’ speech. The authors warn that this can have “important
implications for pedagogical uses of the software.” (p. 593).
On the other hand, Neri, Chucchiarini, & Strik (2003) warn that
negative views are not entirely justified. The authors claim that a
number of problems identified in the publications they analysed are
“due to factors that are not directly related to [speech recognition
technology], but were attributed to it because of little familiarity with
[speech recognition technology]”. The authors reinforce this by stating
that “several evaluations addressed to teachers or generic CALL
practitioners tended to be flawed by little familiarity with [speech
recognition technology] and design issues.” This is generally true
with other technologies, that is, teachers levels of expertise, experience
and confidence tend to reflect how well they will employ a given piece
of technology. This is also seen in Neri et al (2003), who state that
researchers and educators are not confident of how useful speech
recognition is in the language classroom “because this technology
still suffers from a number of limitations”, but the authors reinforce
the fact that, in spite of this lack of confidence, “most teachers seem
satisfied with the recognition performance of non-native speech within
[speech recognition] systems”. The authors go further by concluding
that, in spite of being limited, speech recognition software can be used
to create “systems that can recognise and evaluate non-native speech
in a way that resembles that of native listeners”.
Another factor that can influence learners’ performance with
speech recognition technologies is their ability with their second
language. In their findings, Derwing et al maintain that, although it
was not possible to specify a level of accuracy needed for non-native
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speech, “the observed levels would frustrate a user hoping for reliable
feedback on intelligibility.” (2000, p. 600). Coniam (1998) suggests that
IELTS Band 5 “may well be a threshold below which the program’
s interpretive/collocational algorithms would struggle to produce
sensible analyses and scores.” (p. 20). More recently, according to
Hancock (2013), “while voice recognition technology can be used by
students to work on their pronunciation by trial and error, they will
also waste time correcting features of their pronunciation which are
not erroneous.” These views show that the use of speech recognition
technologies for lower-level learners should be approached with extracaution, since the experience can be very frustrating and demotivating.
Regarding computer-assisted pronunciation training, Neri et al state
that “the problem with these studies is that they indirectly suggest
that [speech recognition technology] as a whole is not reliable enough
to be used for computer-assisted pronunciation training”. They explain
that the dictation packages used in the studies mentioned are “very
different from a computer-assisted pronunciation training”, and
suggest that the “technology employed within these two types of
systems is different”. It is known that some technologies allow users to
‘calibrate’ the system through voice recognition, while other systems
employ a cloud-based process, where the user’s voice is sent to servers
that process the information and send the transcribed version back to
the user’s machine. The latter does not usually adapt the system to
the user’s voice; instead, it relies on a ‘standard’ voice/accent. Some
of these technologies allow users to change between different varieties
of English, such as BrE or AmE.
Apart from being challenging for lower-level learners (due to its
（7）
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inherent low accuracy with accents different from those of native
speakers) and potentially challenging even for more proficient users
of English as a second language, there are other challenges arguably
inherent to speech recognition technologies that may influence the
use of these technologies in language learning settings. According
to Shneiderman (2000), one limitation of human speech used with a
computer is that prosodic aspects of speech (e.g. speed, stress, and
intonation) “may be disruptive for human-computer interaction” (p.
63). Another limitation suggested by the author is the simple fact that,
in many environments, the noise generated by an individual speaking
to a machine (or a group of individuals speaking each one to a different
machine) can be disruptive (p. 63). In addition, the author argues that
speaking interferes with other cognitive functions: “In keyboarding,
users can continue to hone their words while their fingers output an
earlier version. In dictation, users may experience more interference
between outputting their initial thoughts and elaborating it.” (p. 64).
According to Derwing et al (2000), computer feedback on student
errors “should be as humanlike as possible.” (p. 600). This comes
from the authors’ findings that there is a discrepancy between
native speakers’ feedback on learners’ speech and computer
feedback. This is a well-known limitation which is common between
all systems, to varied extents, and it mainly happens due to difficulties
these technologies have with recognising specific phonemes (such
as plosives - e.g. talk becomes pork), bias of collocational association
(angly man becomes angry man, because the collocational association
between ‘angry’ and ‘man’ is stronger than ‘angly’ and
‘man’ (Conian, 1998, p. 9), and also computers’ inherent inability
to recognise non-verbal cues such as prosodic features in speech and
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contextual cues within discourses.
In an earlier period, Coniam (1998) describes in his article the
potential use of speech recognition in language assessment, but
highlights the fact that, at the time, it “may not be a completely viable
means of assessment.” (p. 8). In addition, in spite of their claim that
computer feedback can be negative but helpful, Derwing et al conclude
that speech recognisers are still not suitable for less controlled
activities, that their value for individual use by learners is limited, and
that they are not capable of benefiting ESL learners (2000, pp. 601,
602).
Although his study was performed on a small scale and it identified
several pitfalls, Coniam (1998) concludes his study by acknowledging
that speech recognition technology “has substantial potential for
future applications.” (p. 21). Neri et al (2003), who offer a more
optimistic analysis, suggest that good recognition performance can be
achieved if the tasks and activities are carefully designed and kept as
simple as possible. Price also suggested simple exercises and tasks, and
under-utilisation of the technology (p. 83).
It is also suggested that “as with any new technology tool, students
must initially become comfortable with using text-to-speech” (NCTI,
2010). Moreover, according to the same article, “because speaking
to write is an activity that requires different skills than speaking in
conversation, students must be aware of the differences between the
two.”
Since these articles were published, there have been a number of
（9）
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advancements in speech recognition technologies. It is a fact that
research into the use of this technology into language teaching
seems to have been neglected in recent years, while the actual
capabilities of the technology have increased. One of the results of said
advancements is English Central (URL: http://www.englishcentral.com),
which, according to its creator, is a primarily free online application
that combines speech recognition technology and authentic media
(Schwartz). In English Central, users watch a video and try to mimic
the speech of the subjects in the video. They are then given a score,
based on their accuracy. Schwartz claims that the software applies
different criteria according to users’ L1 background, e.g. Koreanspeaking users’ speech will not be checked in exactly the same way
as Spanish-speaking users’ speech. While he maintains that the tool
is making significant progress, there is still a long way to go. Examples
of current developments described by Schwartz in the technology
employed are the consideration of prosodical components of speech and
the constant inclusion of immersive video content.
There are also a number of simpler speech dictation tools available
on the web. A few of said tools are TalkTyper (URL: http://talktyper.
com/), described as a “free speech to text dictation software in
a browser”; Dragon Dictation (URL on iTunes: http://tinyurl.com/
itunesdragondictation), a free speech to text application application
for the iPad; and the default built-in software found in a number of
operational systems such as Windows, iOS and Mac OS. A number of
the limitations described by the several authors above are still present
in each these tools, but these limitations can be positive: users can
speak, check the resulting text, edit this text, and depending on the
tool, listen again to their own pronunciation (through text to speech
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functionalities present in some of these tools).
Yet another tool that stands on its own is Google Translate, which
allows users to dictate words in their native or foreign languages and
then have it translated and read by the machine. The main difference
is that Google Translate is ideal for shorter passages, and longer
strings of text may result in reduced accuracy. Google Translate is a
very complete tool; it not only employs the speech to text and text to
speech functionalities, but also shows a contrastive-linguistic dimension,
which is linked to latest beliefs about the value of building L2 on L1
knowledge.
There are now a myriad of tools that employ speech recognition
capabilities. Gorban recommends users who are learning a language
to “consider using the multitude of the available dictation solutions”
to train their speaking abilities in that language. Although the effect
of medium and long-term use of speech recognition technologies in
the language classroom is not yet clear, speech recognition tools can
have potentially great value in language teaching. These tools still
present limitations, and the technology itself is still being improved
and updated, but the current advancements in its capabilities and the
prognostications made by various authors (such as those made by
Price, 1998, and Neri et al, 2003, and more recently, those made by
English Central creator Alan Schwartz) make any consideration of
speech recognition in language learning a valid move, due to not only
its current potential usefulness in language learning, but also because
of the value of speech recognition software in the future.
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3.0 An action plan: exploring speech-to-text
technology in a one-to-one teaching context
“To be fluent speakers of a language, people must be able to
pronounce well not just when reading or imitating sounds but in active
language creation. Too much focus on how to say something can get in
the way.” (Price, 1998, p. 86).

3.1 Challenges
Although SR technologies have made significant progress since the
publication of several of the articles covered in this review, a number
of the challenges in implementing these technologies in language
teaching, described in these articles, are still present in SR tools today.
● Accuracy is arguably the most commonly mentioned factor
that can influence the success of SR technologies in language
teaching. Teachers considering using these tools should be
aware of this limitation and act accordingly.
● Teachers should have a clear understanding of how SR tools
work, and as with any other new technology, they should
be comfortable with this technology themselves before
implementing it in their classes.
● Most tools are designed for native speakers and creators have
not evidenced their use for pedagogical purposes (with the
exception of English Central). Moreover, a number of these
tools (especially the ones which are free) cannot be trained,
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so even highly-proficient non-native speakers' speech might
encounter problems in being recognised by the machine.
Because of this, teachers should highlight this limitation when
introducing the tool to their learners, and begin with simple
and short tasks, clear instructions and straightforward aims.
● Generally speaking, tools are easy to use and minimal learner
training is required for them to handle the user interface.
However, because most tools process the user's speech in an
external server (especially the free ones), they require an
active internet connection to work. This needs to be taken
into account when planning the use of SR tools in class.

3.2 Lesson plan
This plan is designed for use with individual classes. This lesson
aims to introduce, through careful planning, two different SR tools to
individual Japanese learners. In my setting, it is difficult to perform
qualitative assessment of learners’ speaking competence; I expect
the use of a SR tool will help give learners a clearer feedback of their
speaking ability, especially their pronunciation. The model followed is
not different from the one suggested by Robin Walker in Hancock (2013):
Awareness raising > Learner Training > Learner Autonomy. During
this process towards learner autonomy, careful steps will be taken in
order to minimise risks of ruining students’ experience.
The ultimate goal is to include the use of the tool into their study
routine as a part of a larger task. The task that a number of the
students in my classes currently perform works as follows: outside the
（13）
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class, the student visits one of a number of video websites, and looks
for a video that suits their interests. The video is generally short, and
usually in the form of a short lecture or presentation, or a how-to style
video tutorial. The student then proceeds to watch the video (usually
twice or more) and make notes, sometimes preparing a summary
of the video, or writing down their own ideas. The next step is to
develop this into a short presentation, whose aim is to transfer the
knowledge acquired from the video to the teacher. The notes taken/
ideas or summary written will aid them in their presentation. At the
end of the presentation, the student receives feedback from the teacher.
Currently, there is no explicit instruction for learners to rehearse their
presentations before they do so in class.
My goal is to introduce learners to and initiate them in this
technology with English Central; the next step is to finally enable them
to use self-standing SR technologies to prepare for their presentations
that will take place in class. The following is an outline of the plan. The
lessons will be delivered with the aid of an iPad (for English Central,
a laptop will be used instead), and students will do their homework
using their own computer. Demotivating factors, such as machine
inaccuracies and potentially large mismatch between students’ speech
and the machine text output, will be taken into account according to
individual students; characteristics, such as their level and strength of
their accents.
LESSON 1 (50 mins): Introduce English Central in ‘class’. With
thousands of clips available, it should be possible to find them a topicrelated clip to work on, so that they get used to manipulating the
controls and to the idea of getting feedback on their performance.
（14）
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If the student gets negative feedback, they need to focus on what
exactly they’re doing wrong. This can be due to a number of factors,
e.g. individual phonemes, word or sentence stress, or intonation. The
teacher’s role is to raise the student’s awareness of pronunciation and
to how the tool works, during the experience.
HOMEWORK: Students aim to consolidate their English Central
skills for homework by watching a different clip. In addition to this,
they watch another (non-English Central) short video and proceed as
usual (i.e taking notes, or writing a summary), for the next lesson’s
presentation.
LESSON 2 (50 mins): Introduce them to a free-standing SR tool,
depending on whether they have an iPad or PC. This parallels the
previous lesson, but this is now speech-to-text, which involves checking
spelling, lexis and grammar, as well as listening again to their own
speech to identify the pronunciation errors that have caused any
discrepancy between speech and the resulting text. There is no
feedback other than the student’s own ears and eyes (text accuracy).
The teacher’s role is to aid the student with their delivery and
pronunciation, helping them adjust their speech to improve machine
comprehension and identifying weaknesses and potential problem
areas. The language they practise with should be the ideas and vocab
from their homework task.
HOMEWORK: The student should choose another video for their
presentation proper and take notes as usual. They should select a
part of their presentation (e.g. the introduction or conclusion) and
practise delivering the chosen part to the SR tool like they did in class,
（15）
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checking pronunciation through observing the accuracy of the text
and listening to themselves again (if the tool includes text-to-speech
capability), where necessary. In this way they will begin to display
greater independence in self-monitoring.
LESSON 3 (50 mins): The student delivers their presentation, which
will be recorded by the teacher and converted to text (through the
chosen SR tool). Both then analyse the resulting text together, to
consolidate autonomous-learning skills.
Beyond this point, this learner-autonomous approach aims to
train learners in identifying problem areas, noticing the correct
pronunciation and applying self-correction. In the event of a word or
phrase becoming problematic, learners will note it down and bring to
the class to discuss - this is to help identify whether the problem lies
on learner pronunciation, or machine accuracy issues.
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要旨
本稿は、中学校の地理授業として、世界自然遺産をどのように活用すべきか、そ
の授業構想を示すことを目的とする。具体的には、世界自然遺産の地理教材の意義
と学習指導要領との関連からの教材活用の可能性を述べる。続いて中学校社会科地
理的分野の授業構想として、本時の目標、展開（評価）の順で示す。
地理教材の意義として、地域的特色の理解に迫ることを条件に、①自然環境の特
色、②自然環境の保全、③自然環境の活用の視点で学習できることを挙げた。続い
て、学習指導要領を手がかりに、実際の活用する場面を、上記の3つの視点に基づ
き、世界と日本でそれぞれ示した。
授業構想として、世界自然遺産「白神山地」を活用した「世界と比べた日本の地
域的特色 自然環境」と世界自然遺産「知床」を活用した「自然環境を中核とした
考察 北海道地方」の事例を示した。
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はじめに
日本をはじめ世界各地では、世界遺産登録を目指す動きが盛んであ

る。その目的は、候補対象となる事象の保全・保存にある。ただ、国や
地域は、登録後の観光資源化に期待を寄せる。その理由は、観光客の増
加によって生じる経済的な効果が大きいことにある。文化財や文化遺
産、自然遺産の指定は、これまでも国や自治体によって実施しており、
それ自体珍しくはない。世界遺産の場合、UNESCO（国連教育文化科
学機関）が定めた評価基準による登録であり、その価値の重みが格段に
増す。また、報道機関は、推薦となった候補の対象を、積極的に取り上
げ、その動向を熱心に伝える。その結果、人々の興味関心を高め、多く
の観光客が足を運び、周辺域を含む現地の観光産業に活気が生じる。
一方、現地では、急増する観光客に受け入れ体制が追いつかず、様々
な地域問題を発生させることがある。加えて、観光客が、世界遺産の価
値を十分に認識していないかのような行動・態度がみられることもあ
る。結果として、世界遺産の登録が、本来の目的である保全・保存する
姿勢を形骸化しかねない。
そのような課題解決に向け、教育活動の取り組みがある。世界遺産教
育やそれを切り口とするESDは、その中心となるものである。学校教
育は、教科学習を主体としており、教科目標もある。学校教育での導入
を考えた場合、世界遺産教育やESDの理念を教科学習の一部として組
み入れていく方法が現実的である。中でも、社会系教科では、これまで
も世界遺産を教材として取り上げており、恰好の教科の一つとなろう。
先行研究は、本稿において世界自然遺産を活用した授業開発を目的と
していることから、授業開発や教材開発に関するものを確認した。分野
として自然地理教育と世界遺産教育に関するものに絞った。自然地理
教育に関する内容として、藤田（2013）の成果が有益と考えた。藤田
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（2013）では、自然地理教育研究の動向を整理し、その傾向と課題を明
らかにした。例えば、地形教材研究では、他の自然地理的事象と比べ、
人間活動との関連が希薄で、描写を中心とした成果が多かったことを紹
介している。また、地域のとらえ方として、世界の中の日本という視点
が不足している点も挙げた。その他では、教材開発として、風景、自然
地理的な見方の改善、地域調査、地理実験の成果に触れた。
気候教材研究の場合、教科書の気候内容は、体系的で充実していると
いう点を紹介している。他方、気候学習は、分類方法を理解すること以
上に、その多様性を理解することが重要という点に触れている。加え
て、気候と人間生活との関連を意識した授業開発の成果も挙げた。
これらの動向より、自然地理教育の教材開発では、今後の指導のあり
方を示唆した新しい視点の提案がされてきた点を評価している。一方、
理論研究は、やや継続性を欠いた点を課題とした。ただ、藤田（2013）
では、教材開発の新しい視点の中に、世界遺産を活用した成果の例示は
なかった。
世界遺産教育では、谷口・田淵（2010）と神野・淡野（2009）の成果
を挙げることができる。いずれも、世界遺産教育の推進に熱心な奈良教
育大学との連携で行ったものである。
谷口・田淵（2010）では、小中学校における世界遺産を活用した授業
づくりとして世界自然遺産「知床」を用いた。学習展開例は、ヒグマと
人間の関わりについて、各種資料を用いて思考させるもので示唆に富
む。想定した教科などは、中学校社会科地理的分野または総合的な学習
の時間とした。ただ、学習展開例は、内容的に総合的な学習の時間での
実施が適し、地理授業としては馴染まないと感じた。その理由として、
授業のねらいが、「自然保護のために、私たちができることとしてはな
らないこと」となっており、地域的特色の理解に結びついていないこと
が挙げられる。
神野・淡野（2009）では、中学校社会科地理的分野における世界遺産
（22）
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の指導方法と生徒の認知について考察した。指導方法では、日本の諸地
域の中核的事象の考察において、どのような世界遺産の活用ができそう
か、評価基準との関連より例示した。自然遺産の場合、環境問題や環境
保全での活用を想定した。世界の諸地域における活用は、日本の国土の
認識に重点（中学校）をおいていることから、高校での活用が望ましい
と指摘している。
続いて、授業実践では、世界遺産をどのように取り上げたかも触れて
いる。例えば、「知床」では、北海道の自然（火山・温泉・気候など）
と関連して説明したとする。また、知床は、研修旅行先でもあった。
「白神山地」では、秋田県の自然環境と林業の関連として説明したとす
る。
さらに、生徒（大阪の中学校）の世界遺産の認知をみると、自然遺産
（知床・白神山地・屋久島）は低いという結果を得ている。訪問の経験
者も、自然遺産では少なく、認知度に影響した可能性も高い。
以上、谷口・田淵（2010）と神野・淡野（2009）の成果は、中学校社
会科地理的分野における世界遺産の活用を目指したものであり、本稿の
方向性と一致する。一方、世界遺産（とくに自然遺産）の活用を地理授
業として、どのように展開すべきか、具体的な確認ができない。
そこで本稿は、中学校の地理授業として、世界自然遺産をどのように
活用すべきか、その授業構想を示すことを目的とする。具体的には、世
界自然遺産の地理教材の意義と学習指導要領との関連からの教材活用の
可能性を述べる。続いて中学校社会科地理的分野の授業構想として、本
時の目標、展開（評価）の順で示す。その結果、先行研究の成果の補完
につなげたい。
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２

世界自然遺産の地理教材の意義と可能性

（１） 地理教材としての意義
本章では、世界自然遺産の地理教材の意義を指摘し、中学校学習指導
要領解説社会編（地理的分野）を参考としながら、どのような単元内容
で活用できそうか、示す。
まず、世界自然遺産が、どのような基準で登録されるのか、確認す
る。登録には、顕著で普遍的価値として、3つの大きな条件を満たす必
要がある。1つは、自然遺産を対象とした４つの評価基準「自然美」
「地形・地質」「生態系」「生物多様性」のうち、１以上該当するこ
と、2つは、完全性の条件（顕著な普遍的価値を示すための要素がそろ
い、適切な面積を有し、開発等の影響を受けず、自然の本来の姿が維持
されていること）」を満たすこと、3つは、顕著な普遍的価値を長期的
に維持できるように、十分な「保護管理」が行われていることである。
登録の手順は、推薦のあった候補対象（地域）に対して、IUCN（国際
自然保護連合）による現地調査や書面調査を行い、その結果を世界遺産
委員会において審議し、決定する。近年、世界遺産の推薦は、自然、文
化を合わせ、毎年上限2件（日本）しか申請できなくなっている。2014
年3月時点で、世界自然遺産は、193件登録があり、そのうち日本は4件
（知床・白神山地・小笠原諸島・屋久島）ある。
地理教材として、世界自然遺産を活用する意義は、3点考えられる。1
つは、どのような自然環境の特色を有するか学習できる点、2つは、ど
のように自然環境を保全してきたのか学習できる点、3つは、どのよう
に自然環境を人間が活用してきたのか学習できる点である。いずれも、
世界自然遺産がもつ地理的条件を通じて地域的特色の理解に迫るもので
ある。地域的特色の理解に結び付かないと、地理教材としての意義は低
い。よって、世界自然遺産を活用すれば、地理授業になるわけではな
（24）
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い。以下では、なぜ、地理教材として世界自然遺産の活用が有効か、も
う少しみていきたい。
自然環境の特色の場合、世界自然遺産の登録に至った基準の内容を教
材化できる。評価基準は、4つあり、1つ以上満たすことが不可欠であ
る。教材化の対象とした世界自然遺産が、どの基準を満たしたものか知
ることで、地域的特色を浮き彫りにできる。単なる地理的範囲内の自然
地理的事象の分布や名称といった理解では、それに辿り着けるとは限ら
ない。
自然環境の保全の場合、国や自治体、地域住民が、どのように自然環
境を守ってきたか、その活動の様子を教材化できる。日本にある4つの
世界自然遺産は、国立公園や国定公園の指定を受けている。すなわち、
手つかずのままの自然環境が偶然に残ったわけではない。また、地域住
民が、観光開発や道路建設に反対し、事業を中止した事例もある。こう
した保全に対する動きは、郷土愛や地域愛に起因するものであり、他地
域との思い入れも異なる。
自然環境の活用の場合、自然環境をどのように地域産業に結びつけて
きたか、その実態を教材化できる。また、地域産業の他にも、自然環境
が信仰の対象になってきたような事例もあり、教材化の活用は広がる。
希少性ある自然環境は、地域産業の成立にも同じような影響を与えてい
るかもしれない。結果、特色ある地域産業を取り上げることは、地域的
特色の理解につながる。
（２） 単元内容の活用の可能性
次に、現行中学校学習指導要領解説社会編（地理的分野）を手がかり
に、世界自然遺産の活用は、どの単元内容で活用ができそうか、述べ
る。なお、教材活用は、前節における①自然環境の特色、②自然環境の
保全、③自然環境の活用といった3つの視点において、最も可能性が高
（25）
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いものとして選択した。
中学校社会科地理的分野は、学習対象の地域として世界と日本に分か
れる。世界の場合、「世界各地の人々の生活と環境」と「世界の諸地
域」で世界自然遺産の活用の可能性がある。「世界各地の人々の生活と
環境」では、世界各地における人々の生活の様子とその変容について、
自然及び社会的条件と関連付けて考察させ、世界の人々の生活や環境の
多様性を理解させるとある。よって、人間生活と自然条件の関係の事例
として世界自然遺産の活用を想定できる。「世界の諸地域」では、アジ
ア、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニアの地
域的特色を自然、産業、生活・文化、歴史的背景などを通じて大観させ
るとある。よって、各地の地域的特色を自然環境から接近すれば、世界
自然遺産の活用を想定できる。
日本の場合、「世界と比べた日本の地域的特色」と「日本の諸地域」
で世界自然遺産の活用の可能性がある。「世界と比べた日本の地域的特
色」では、世界的視野からの日本の地形や気候の特色、海洋に囲まれた
日本の国土の特色を理解させるとともに、国内の地形や気候の特色、自
然災害と防災への努力を取り上げ、日本の自然環境に関する特色を大観
させるとある。よって、特色ある地形や気候を理解する上で、日本にあ
る世界自然遺産の活用を想定できる。「日本の諸地域」では、自然環境
の特色の他に、人間生活との関係など、中核的事象を通じて地域的特色
を考察するようにとある。九州、関東、東北、北海道の特色ある地理的
事象として、世界自然遺産の活用を想定できる。
以上、世界自然遺産の活用の可能性は、それらの地理的位置・分布と
関係する地理的主題を指標に判断した。また、日本のみではなく世界で
も、活用の可能性はあると考えた。すでに述べたように、地理授業とし
て、世界自然遺産の活用をどのように展開できるか、授業開発の必要性
を強調した。次章では、授業構想として、世界自然遺産「白神山地」と
「知床」を活用した事例を示す。
（26）
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世界自然遺産の活用の可能性ある単元内容

単元内容

①

世界各地の人々の生活と環境
世界の諸地域

②

③

●

●

●

世界と比べた日本の地域的特色
ア

自然環境

●

日本の諸地域

●

ア

自然環境を中核とした考察

イ

歴史的背景を中核とした考察

●

ウ

産業を中核とした考察

●

エ

環境問題や環境保全を中核とした考察

カ

生活・文化を中核とした考察

①

自然環境の特色

②

自然環境の保全

③

自然環境の活用

●
●
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世界自然遺産「白神山地」を活用した授業構想

（１）「白神山地」の概要
環境省注１）によれば、世界自然遺産「白神山地」を以下のように概要
説明している。白神山地とは、青森県南西部と秋田県北西部の県境にま
たがる標高約200m から1,250m 以上に及ぶ山岳地帯の総称を指す。世
界自然遺産の登録範囲は、白神山地の中心部に位置する約17,000ha の
地域で、広大で原生的なブナ林が残る。このブナ林は、氷河期の北極周
辺での植物群落の種組成をほぼ維持したまま南下し、地域的特色を有
する。登録範囲は、厳正な保護管理を図る地域（A地域）と自然環境の
利用を基本として、利用との両立を図る地域（B地域）に分かれる。な
お、白神山地は、評価基準のうち「生態系」を満たした。
現在、環境省では、白神山地の拡張登録を検討する方針を固めてい
る。具体的には、ブナの自然林を特徴とする飯豊・朝日連邦（山形・福
島・新潟県）、奥利根・奥只見・奥日光（福島・栃木・群馬・新潟県）
の2地域について拡張対象にできないか、継続調査をしている。
（２） 地理授業の視点
地理授業の構想は、「世界と比べた日本の地域的特色

自然環境」で

取り上げる。目標として、「世界的視野から日本の地形や気候の特色、
海洋に囲まれた日本の国土の特色を理解させるとともに、国内の地形や
気候の特色、自然災害と防災への努力を取り上げ、日本の自然環境に関
する特色を大観させる」とある。前半部の解説として、「我が国の多く
の地域は温帯に属し、降水量も多く、森林、樹木が成長しやすい環境で
あること」とあり、気候と植生の例示をした。この具体的な地理的事象
として、白神山地が適するものと考えた。
（28）
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白神山地の教材化を通じて、世界（東アジア）からみたものと日本国
内からみたものを比較し、類似点と相違点に気付かせたい。地理授業で
は、地域的特色を追求するあまり、類似点を軽視しやすい。そのため、
今回は、類似点も重視した。
白神山地の中心植生であるブナ林は、東アジアに分布しており、かつ
ては北極圏に植生していたものでもある。一方で、原始的なブナ林が一
定の地理的範囲に植生していること、その結果、独自の生態系を形成し
てきたこと、また、それを上手に活用（林業）してきたことを地域的特
色として位置付ける。
（３）授業構想
以下では、授業構想として目標、展開（評価）の順で示す。
単元目標
世界的視野から見た日本の地域的特色を取り上げ、我が国の国土の
特色を自然環境から理解できる。
単元計画（全5時間）→
【地形】
・造山帯と安定大
陸の区別について
理解する。
・日本は、造山帯
に属し、地震の発
生、火山活動が活
発であることを理
解する。
相違＞類似

【山地と海岸】
・日本の山地や海
岸は、起伏や形状
など変化に富むこ
とを理解する。
・日本付近の海流
や近海の特色を理
解する。

【河川と平野】
・日本の河川と平
地の分布について
理解する。
・河川と平地の関
係性を理解する。

【気候と植生】本時
・日本の主要な気
候・植生の分布に
ついて理解する。
（日本の周辺との
比較）

相違＞類似

相違＞類似

「白神山地」
相違＜類似

【自然災害・防災】
・日本付近で生じ
る主な自然現象と
その被害について
理解する。
・防災にどのよう
に取り組んでいる
か理解する。
相違＞類似

注）相違と類似の関係性は、学習する内容の地域的特色の重点。

本時の目標（気候と植生）
●日本の主要な気候（温帯）と植生（ブナ林）の分布について理解できる。
●温帯と植生の分布は、日本を含め東アジアで広域にあることを理解できる。
●世界自然遺産「白神山地」の地域的特色について理解できる。
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開
指示・発問

教授・学習活動

生徒に身に付けさせたい知識

評価【】
導

入

T：前時の内容に
ついて確認する。
● 東 ア ジ ア の P：地図資料をみ ■ 日 本 を 含 む 東 ア ジ ア 一 帯
地 図 （ 気 候 ・ て、気付いたこと は 、 温 帯 地 域 、 広 葉 樹 林 帯
植 物 帯 ） で 気 をノートに書く。

（温帯常緑・落葉）に属する

付 い た こ と 【資活・意欲】

ことがわかる

は？

T：日本に分布す
る広葉樹林（例：
ツバキやブナ）を
説明する

● 日 本 の 世 界 P：地図資料で、 ■地図資料の表記から、4か所
自 然 遺 産 で ブ 4か所（知床・白 のうち、白神山地が、ブナ林
ナ 林 が 分 布 す 神山地・小笠原諸 の分布地であることがわかる
る 地 域 は ど こ 島・屋久島）を確
か？

認させた上で、推
測する。
【思考】

学習課題
白神山地は、どのような地域的特色があって世界自然遺産に
登録されたのだろうか？
展

開

● な ぜ 、 白 神 P：資料（世界自 ■資料をみて、ある程度の評
山 地 は 、 世 界 然 遺 産 の 評 価 基 価基準の絞り込みができる。
自 然 遺 産 に 登 準）を用いて、地
録 さ れ た の 域的特色について
か？

思考する。
【思考】

（30）
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T：ブナ林は、東 ■ブナ林は、気候と植物帯の
アジア一帯で分布 関係から、東アジア一帯で分
していることを説 布し、連続性があることがわ
明する。

かる。

評価基準が「生態
系」であることを
示す。
● な ぜ 、 「 生 P : 地 図 資 料 を み ■地図資料から、ブナ林の分
態 系 」 だ っ た て、「生態系」と 布が、広域的であることがわ
のか？

ブナ林の関係から かる。その結果、独自の生態
地域的特色を思考 系が形成されてきたことを推
する。

測できる。

【資活・思考】
● な ぜ 、 ブ ナ P:文書資料から、 ■地域住民が森林保全してき
林 は 広 域 に 分 ブナ林の広域な分 たこと、また上手に森林利用
布できたのか

布について理由を してきたことがわかる。
思考する。
【資活・思考】

まとめ

○ 白 神 山 地 PT:ノートにまと ■
の 事 例 を 通 めを書いた後、今 ① 日 本 を 含 む 東 ア ジ ア 一 帯
じ て 、 東 ア ジ 日の授業の重点事 は、温帯地域で広葉樹林（ブ
ア （ 日 本 ） の 項2点について説 ナ林ほか）帯が分布している
自 然 環 境 （ 気 明・確認する。

ことがわかる

候 ・ 植 物 帯 ） 【知識】

②白神山地は、ブナ林の分布

の特色をノー

域であるが、他地域と比べ、

トに書きなさ

広域であり、独自の生態系を

い。

形成してきたこと、また、地
域住民がそれを保全・活用し
てきたこと、そのような経過
を経て、世界自然遺産に登録
されたことがわかる。
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【意欲】＝関心・意欲・態度

【思考】＝思考・判断・表現

【資活】＝観察・資料活用

【知識】＝知識・理解

T＝教員

４

P＝生徒

世界自然遺産「知床」を活用した授業構想

（１）「知床」の概要
環境省注２）によれば、世界自然遺産「知床」を以下のように概要説明
している。知床半島は北海道の北東部に位置し、火山活動などによって
形成された標高1,500m 級の急峻な山々、切り立つ海岸断崖、湿原・湖
沼群などで構成する。登録範囲は、知床半島の中央部から先端の知床岬
にかけての陸地と、その周辺の海を含む約71,100ha の地域である。知
床は、海氷の影響を受けた海と陸の生態系のつながりに優れている。ま
た、動植物ともに北方系と南方系の種が混在することによって、多くの
希少種や固有種を含む幅広い生物種が生息・生育するなど、生物の多様
性を維持するために重要な地域と位置付けられる。
なお、知床は、評価基準のうち、「生態系」と「生物多様性」を満た
した。
（２）地理授業の視点
地理授業の構想は、「自然環境を中核とした考察

北海道地方」で取

り上げる。目標として、「地域の地形や気候などの自然環境に関する特
色ある事象を中核として、それを人々の生活や産業などと関連付け、自
然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや、
地域の自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考え
る」とある。
（32）
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世界自然遺産「知床」の決め手は、流氷の存在にある。流氷は、地理
的位置、地形、季節風、海流などの影響を受け、知床の地域的特色を形
成した。それらは、北海道地方の気候の特色にも深く関係する。また、
特色ある自然環境は、産業の形成にも影響を与えている。流氷は、冬季
の観光資源となり、豊かな水産業の恵みにもつながっている。さらに、
流氷がもたらした独自の生態系（知床）も、世界自然遺産の登録によっ
て、有力な観光資源に変容した。
すなわち、世界自然遺産「知床」の評価基準を探ることで、北海道地
方の自然環境（気候）の地域的特色を明らかにすることができる。
（３）

授業構想

以下では、授業構想として目標、展開（評価）の順で示す。
単元目標
北海道地方の地形や気候などの「自然環境」に関する特色ある事象を
中核として、それを人々の生活や産業などと関連付け、自然環境が地
域の人々の生活や産業に深い関係をもっていることを理解できる。
単元構成（全4時間）→
【北海道地方の基本事項】
・自然的事象の位置
地形・気候など
・都市・人口規模
札幌市ほか
・産業構成
農業・漁業・観光業
など

【北海道の自然環境】本時
・北海道の特色ある気
候・地形
（夏の高温と冬の積
雪）
・自然環境の保全
・自然環境の利用
（観光業）
「知床」

【北海道の産業】
・北海道の農業
（稲作・畑作・酪農）
・北海道の漁業
（さんま・ほっけ・さ
けなど）

【北海道の地域的特色】
・北海道の地理的位置
（最北端・ロシアとの
関係）
・自然環境を中軸とし
た産業立地
（欧米型の開発）
・アイヌ文化の存在
（アイヌ民族の定住）

本時の目標（自然環境）
●北海道の特色ある気候・地形について、世界自然遺産「知床」を通
じて、理解できる。
●貴重な自然環境の保全や利用について、世界自然遺産「知床」を通
じて、理解できる。
（33）
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開
指示・発問

教授・学習活動

生徒に身に付けさせたい知識

評価【】
導

入

T：前時の内容に
ついて確認する。
● 写 真 地 図 資 P：地図資料をみ ■オホーツク海一帯を白いも
料 を み て 、 こ て、気付いたこと のが埋めつくしているので、
れは何か？

をノートに書く。

「流氷」ではないかと推測で

【資活・意欲】

きる。

● 流 氷 の 接 岸 P：写真地図資料 ■写真地図資料の確認から、
し て い る 地 域 を確認させる。

「知床」であることがわか

に 世 界 自 然 遺 【資活】

る。

産はないか？
学習課題
知床は、どのような地域的特色があって世界自然遺産に登録
されたのだろうか？
展

開

● な ぜ 、 知 床 P：資料（世界自 ■資料をみて、ある程度の評
は 、 世 界 自 然 然 遺 産 の 評 価 基 価基準の絞り込みができる。
遺 産 に 登 録 さ 準）を用いて、地
れたのか？

域的特色について
思考する。
【思考】
T：評価基準が
「生態系」と「生
物多様性」である
ことを説明する。

展

（34）

開

● な ぜ 、 「 流 P : 地 図 資 料 を み ■地図資料から、季節風など
氷」は移動する て、思考する。

が影響していることを推測で

のだろうか？

きる。

【資活・思考】
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T:季節風などの影
響について説明す
る（冬と夏）。
● な ぜ 、 漁 業 P:ノートにその理
関 係 者 は 流 氷 由について思考す
の 接 岸 を 歓 迎 る。
す る の だ ろ う 【思考】
か？

T:流氷と漁業の関 ■海洋生物の栄養素が、流氷

（疑問：流氷に 係について説明す にもたらし、食物連鎖の関係
よって漁業活動 る。また、観光業 より、豊富な漁獲量につなが
ができない）

にも利用されてい ることがわかる。また、流氷
ることを触れる。

の見学が、冬季の有力な観光
資源となっていることもわか
る。

まとめ

○ 知 床 の 事 例 PT:ノートにまと ■
を 通 じ て 、 北 めを書いた後、今 ① 流 氷 に 影 響 を 与 え た 季 節
海 道 地 方 の 自 日の授業の重点事 風は、夏は高温、冬は多雪と
然 環 境 （ 気 項2点について説 いった季節を生み出し、北海道
候 ） の 特 色 を 明・確認する。

地方の自然環境（気候）の特色

ノ ー ト に 書 き 【知識】

になっていることがわかる。

なさい。

②知床は、流氷の恩恵によっ
て、独自の生態系を形成し
たことがわかる（地域的特
色）。また、地域住民が食物
連鎖を壊さないように動植物
と共存（保全）し、上手に活
用（漁業・観光業）してきた
こともわかる。そのような経
過を経て、世界自然遺産に登
録されたことがわかる。

（35）

菊地

達夫

中学校地理における世界自然遺産を活用した授業開発

【意欲】＝関心・意欲・態度

【思考】＝思考・判断・表現

【資活】＝観察・資料活用

【知識】＝知識・理解

T＝教員

５

P＝生徒

おわりに

本稿では、中学校社会科地理的分野における世界自然遺産を活用した
授業開発を行った。以下では、各章のまとめを行い、最後に課題を示
す。
２章では、世界自然遺産を活用する地理教材の意義と学習指導要領を
手がかりとして、どの単元内容で活用ができそうか示した。地理教材の
意義は、地域的特色の理解に迫るという条件で、自然環境の特色、保
全、活用という学習の視点から有用性があることを指摘した。これらの
視点は、単なる空間軸だけではなく、時間軸や自然と社会の関係性を含
む。時間軸の場合、自然環境の特色は、地域住民をはじめとする保全の
取り組みがあって、形成されてきたものである。そのような取り組みが
なければ、貴重な自然環境は、姿を消していたかもしれない。他方で、
地域住民は、自然環境を上手に活用し、自然と社会の関係の環境負荷に
配慮してきたこともわかる。
続いて、実際の活用する場面を、上記の3つの視点に基づき、世界と
日本でそれぞれ示した。いずれも、重点の置き方には相違があるもの
の、自然と社会の関係を通じて、地域的特色を位置づけるような場面を
想定した。これ以外の単元内容を含め、学習の視点を変えれば、ほぼす
べての場面で活用の可能性はある。よって、どのように教材（世界自然
遺産）を活用するか、指導方法の開発（地理授業の視点）がより重要と
なる。
３・４章では、世界自然遺産「白神山地」や「知床」を用いて、授業
構想を示した。先行研究では、世界遺産（自然遺産を含む）の活用の有
（36）
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効性や教材化といった提案はあるものの、授業構想について確認できな
かった。そのため、世界（東アジア）からみた日本の視点、北海道地方
における自然環境の特色の視点を事例として授業構想した。また、授業
内容は、世界自然遺産の内容のみを理解するのではなく、それを切り口
として、地域の有する類似性や相違性を重視していることを強調した。
今後の課題として、これら授業構想を現場で実践する場合、留意点を
押さえておく必要がある。先行研究でも、明らかなように、中学生の世
界自然遺産の認知は低いと考えられる。教材活用をしても、十分な思考
ができる基礎知識を有していないと意見提出につながらない。その結
果、授業が、世界自然遺産の内容を理解するものに傾倒がちとなる。そ
れを解決するためには、世界自然遺産の内容がわかる資料の準備が必要
となる。そのような資料は、環境省ほかにあるので、事前の資料収集が
不可欠である。
次に、どの世界自然遺産を活用すればよいかである。手始めには、身
近な世界自然遺産の活用が有効となろう。理由として、遠方にある世界
自然遺産は、認知度はもちろん親近感も生じにくい。日本の場合、九
州、関東（東京都）、東北、北海道地方に世界自然遺産はある。中国・
四国、近畿、中部地方にはない。ただ、これらの地域には、世界文化遺
産はある。遺産の構成要素に自然物がある場合や社会と自然との関係性
による接近も考えられる。このように考えると、日本の7地方区分にお
いて、世界自然遺産（世界文化遺産）の活用は可能となる。
世界の場合、有名な観光資源になっているものを、まずは候補とした
い。世界に分布する自然遺産は、日本同様、その数は文化遺産と比べ少
ない。よって、取り上げる地域（州）に世界自然遺産が少ない場合、先
程と同様の方法が考えられる。
以上から、今後、学校所在地や全体構想・展開（地理的分野）、学校
種（小中高）の接続までを視野に入れた授業開発が必要となる。このよ
うな授業開発や授業実践を積み重ねていくことで、観光の場面でも、本
（37）
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来の世界自然遺産の価値に気づき、保全・保存の意識が高い人材の育成
に貢献していきたい。
注
注１）http://www.env.go.jp/nature/isan/worldheritage/（環境省
HP）．
注２）前掲注１）．
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北海道「侵略」小説と第二次大戦の記憶
Invasion Literature of Hokkaido
and the Memory of World War Ⅱ

佐藤

亮太郎

SATOU Ryoutarou
キーワード：北海道、ソ連脅威論、仮想戦記、第二次世界大戦、戦争の記憶

要旨
本稿は戦後35年を経た、1980年前後に「ソ連脅威論」キャンペーンが流布された
時代の仮想戦記小説を対象として、日本人のロシア理解の一端を論じたものであ
る。この時代は第二次大戦後の「戦後」の中で、北海道という土地が前景に現れた
時代でもある。そこで描かれたトピックをみることで、日本人のロシア理解がいか
に第二次大戦の記憶に強力に呪縛されていることを明らかにしたものである。
第1節では、脅威論の背景を歴史から考察した。第2節では北海道と軍事史との関
わりを論じた。第3節では1980年前後のソ連脅威論言説の概要を、第4節ではその同
時代言説を考察した。第5節では仮想戦記の文学的系譜を、第6節では対象作品の選
定と紹介を行った。第7節では、作品に描かれたトピックを論じた。第8節では北海
道と戦争の記憶のあり方について論じた。結論では議論をまとめた。
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0. はじめに
日本人のロシア理解には、両国の交流史において衝突を繰り返した歴
史的経緯が背景にある。不幸な衝突は江戸時代に端を発するが、何より
も第二次大戦の経験が決定的にネガティブに作用している。特に満州、
朝鮮、千島列島や樺太で日本人が被占領の経験をしたことは、1945年以
降のロシア理解に強い偏向を与えている。特に北海道を念頭に置くと、
交流と友好の様々な実績も積み重ねられているが、残念なことに今な
お、隣国ロシアと私たちの暮らす「北海道」との歴史を強く縛りつけて
いるキーワードの一つが「戦争」である。
本稿は戦後35年を経た、1980年前後に「ソ連脅威論」キャンペーンが
流布された時代の政治空想小説を対象としている。サイエンス・フィク
ションやポリティカル・フィクションとして文学上の伝統の上にある架
空戦記、いわゆる「侵略」小説を通して「ある時代の人々が他者に対し
てどのような想像力を働かせたのか」を考察する。そして、日本人のロ
シア理解の通時的変遷の一つを埋めるため、我々が思っている以上に長
い「戦後」の中でも、北海道という土地が前景に現れた時代を選択し
た。そこでは、同時代の北海道を舞台として被占領の仮想がなされてい
る。「北海道」と「ロシア」という二つの補助線を引き、そこで描かれ
たトピックをみることで、日本人のロシア理解がいかに第二次大戦の記
憶に強力に呪縛されているかを明らかにしようと試みるものである。

1.「ソ連・ロシア脅威論」という現象
1.1 ロシアの「脅威」
隣国であるロシアの存在は、日本にとって極めて大きな脅威であり続
けた。それが「脅威」として受け取られていた期間はおよそ200年に渡
（41）
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る。
志水速雄(1984)『日本人のロシア・コンプレックス』は、日本人のロ
シア嫌いをその歴史的起源から説明しようと試みたものである。志水
(1984)は、日本人のロシア情報の認知の起源を和蘭風説書から丹念に追
い、北海道、千島、樺太における対露交渉、幕府の対応を詳述しなが
ら、日本人の対露警戒心を呼び覚ました最大の出来事は文化年間のフ
ヴォストフ事件(1806-7)であるとする。これはニコライ・レザノフの指
示を受けたニコライ・フヴォストフによる、樺太、択捉島の日本人居留
地の襲撃事件で、当時の江戸幕府に大きな衝撃を与えた。この事件はロ
シアに対する警戒心を大きく高めただけではなく志水(1984)が「それだ
けでなく、この事件は日本人にはじめてわが国の防衛という問題を突き
つけたのである」1というように、鎖国体制から現実に隣接する他国と
の関係の構築や日本全体の防衛問題が議論されるようになったのであ
る。また、志水(1984)が以下で説明しているように、安全保障とロシア
＝ソ連の存在、そして恐怖心＝警戒心とが常に密接に結びつけられるよ
うになったのである。
「こうしてロシアにたいする恐怖心ならびに警戒心はわが国の防衛と
いう問題に結びついた。わが国の安全保障はロシア＝ソ連の存在と不可
分であるというこの意識、これを私は日本人のロシア・コンプレックス
と呼び、その過度な現われを恐露病と名づける。」2
この「恐露病」は、時代により形を変えて継続してきた。
黒川雄三(2003)『近代日本の軍事戦略概史』は、明治以降の日本の軍
事戦略がどのように変化してきたかを扱っているものである。この中で
は明治以降第二次大戦の終結までの日本の軍事戦略の共通要素の一つと
して、軍事的脅威・仮想敵国としてのロシアとアメリカの存在を指摘し
ている。ロシアについては以下のように江戸幕府以来の脅威であること
（42）
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が指摘されている。
「まず、江戸末期幕末以前から『北の脅威』として幕府を悩ませ続け
たロシアの脅威は、脅威の実態である南下政策が明治以降も止むことな
く続き、明治期のみならず大正期にいたって、ロシアが革命によりソビ
エト連邦と名称を変えてから後も、常に日本陸軍最大の脅威であり続け
た。」3
この日本の軍事戦略におけるロシアの存在の重要性は、第二次大戦以
後も長らく変化することはなかった。黒川(2003)でもそのことが指摘さ
れている。
「さらに、第二次大戦の終わった戦後の新生日本においても、東西
冷戦の対立軸の中で、日本にとってソビエトは最大の軍事的脅威であ
り続けた。幕末以来、日本を悩ませ続けたソビエトの軍事的脅威は、
一九九〇年末のソビエト連邦の崩壊によって、ようやく日本の防衛計画
の首座から下ろされることになる。幕末以来実に一世紀半も経過してか
らの出来事であった。」4
このようにロシアの脅威という認識は、一世紀から二世紀近くにわ
たって現実の歴史に影響を与えてきただけでなく、その歴史を生きる日
本人の意識にも強く引き継がれてきたのである。5
1.2

軍事史から

日本とロシア（ソ連）の戦争という文脈をたどる際に、軍事史の経緯
を踏まえておかねばならない。
日本とロシアとの関係は、常に軍事的な警戒感を伴う不幸な関係で
あったといえる。 6 18世紀に極東に進出してきたロシアとの接触は、
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1804年のレザノフ事件で武力衝突にいたり、1855年に日露和親条約で正
式な国交を結んだものの、北方の隣国への不安感が常につきまとってき
た。明治政府成立後、明治政府は北海道に屯田兵を置き、開拓と国防を
担わせつつ、仮想敵国の一つにロシアを定めた。以後、数度の国防方針
の制定においても、仮想敵国としてのロシア・ソ連の伝統は継続され
た。
明治政府の初の対外戦争であった日清戦争以後、満州進出を図るロシ
アとの敵対は決定的なものとなり、三国干渉を経て、1904年の日露戦争
で両国は衝突した。日露戦争後、日露協約を取り結び、極東での互いの
勢力圏を定め、日露関係は安定した時期があったものの、1917年のロシ
ア革命とそれに続くシベリア出兵は、日露関係に大きな傷跡を残した。
ロシア人にとっては、外国軍である日本軍の駐留とパルチザン討伐が、
日本人にとっては、尼港事件での日本人の虐殺は互いの不信感を増加さ
せる結果となった。1925年に日ソ基本条約が結ばれたものの、日本の国
防方針、特に陸軍は仮想敵国をソ連と定め、情報収集と訓練を続けてき
た。1931年の満州事変は日本の対ソ防衛戦を満州まで前進させる結果と
なり、対ソ戦が行われる際の第一線として日本は満州駐留の関東軍を増
強し続けたが、その結果、国境紛争が頻発した。7
特に1939年のノモンハン事件は、赤軍の火力、補給力、機動力の強力
さを日本側に見せつけ、日本側に大きな衝撃を与えた。
1941年4月に日ソ中立条約を結んだものの、日本の軍事指導者は対ソ
強硬論を断念せず、同年6月の独ソ戦争の開始は、日本の軍事指導者に
対ソ開戦を画策させる契機となった。日本陸軍は「関東軍特種演習」
（いわゆる「関特演」）を行い、大量の人員物資を動員した。しかし、
対ドイツ戦線へ移送される極東の赤軍兵力が予想を下回ったこと、冬季
の作戦が困難なこと、南進論が政策決定において優先された等の理由
で、「関特演」から日ソ戦争に拡大することはなかった。8
その後、太平洋戦争が開始され、日本の敗北を目前に控えた1945年8
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月8日のソ連による日ソ不可侵条約の破棄、対日宣戦布告で赤軍は満州
に殺到し、関東軍を圧倒する。局地的に頑強に抵抗する日本軍部隊が
あったものの、戦力・装備に劣る日本軍は決戦を避け、8月15日以降、
ソ連軍に無条件降伏した。
1955年の日ソ共同宣言以降、北方領土問題を抱えつつも、日本とソ連
は交流を重ねていくこととなった。

2. ソ連脅威論と北海道
2.1 対ソ防衛上の国境
北海道は、明治維新以降、ロシアとの国境として存在してきた。海を
挟んでロシアと隣接し、かつ人口過少の地であったことから北海道には
本州とは異なる兵制が導入された。1875年(明治8年)に開始された屯田
兵制度は、ロシアの脅威に備え、一定の兵員を北海道に配置するととも
に開墾をも行うものであった。厳しい環境での開拓と西南戦争、日清・
日露戦争での動員を経験した屯田兵は、北海道の開拓に大きな貢献をな
した。1904年に陸軍の第七師団が旭川に設置されると屯田兵制度は廃止
された。ロシアと対峙するまとまった軍事力としてはこの第七師団が最
も北辺に位置するものであった。旭川が「軍都」と呼ばれる根拠とも
なったこの部隊は、所属する4個連隊のうち旭川に三つ、札幌に一つを
置いた。
北海道がロシアに対峙する最前線であるという位置は、その後の歴史
により変化した。北海道に隣接する南樺太・千島列島領有による前線の
進展と大陸への進出がその原因である。この変化には地理的な側面と、
戦略的側面がある。
まず1875年の千島樺太交換条約により、千島列島の国境が伸延し、1905
年のポーツマス条約により南樺太が日本の領土となったことで、国境は
北海道本島から海を隔てた島嶼に前進した。特に南樺太に見られるよう
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にロシアとの最前線が地理的に北海道本島外の陸地となったのである。
しかし、直接隣国と対峙する国境の防衛力が整備されるのは1930年代以
降である。警察隊のみが置かれていた南樺太に1939年に樺太混成旅団が
置かれ、千島においても防備が強化されたのは1930年代後半からであ
る。本格的に戦力が集中していくのは太平洋戦争も後半に入った1943年
5月以降のことである。9

北海道とそこにある第七師団は基本的に北方

での軍事的衝突に際して初動する部隊として考えられていた。10
戦略的側面から言うと、日清戦争以来の軍事戦略の転換がある。これ
は日本本土での防衛よりも積極的な対外進出による「大陸への前方展開
戦略」11によるものである。日露戦争以降、ロシアに対する国防方針は
大陸での戦闘を想定していたが、特に満州国成立(1932年)によって対ソ
戦の想定の中心は大陸での機動戦となり、平時においても満州に戦力の
配置が進められることとなる。この地理的、戦略的変化を受けて、ま
た、太平洋戦争が対米戦争でもあるということもあり、一時的に北海道
本島の最前線としての役割は低下した。
2.2 ソ連参戦と北海道
第二次大戦末期における1945年8月9日のソ連参戦により、日本は戦
争継続の望みを完全に失い、8月15日のポツダム宣言の受け入れへと繋
がっていく。先述したようにソ連に隣接する南樺太・千島列島の存在が
北海道本島から国境を隔てていたが、このソ連参戦により国境はふたた
び接近する。南樺太、千島列島での日ソ両軍の戦闘は、8月15日の日本
政府によるポツダム宣言の受諾後も継続した。12最終的に南樺太・全千
島列島を日本は喪失することになった 。13
中山(1995)によると、スターリンがアメリカ大統領トルーマンに北海
道北部占領を要求したのが1945年8月16日、トルーマンから拒絶の返事
を受け取ったのが8月18日、現地軍に作戦中止命令を出したのが8月22日
とされている。14 北海道がソ連軍により占領される可能性が潰えた原
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因として、中山(1995)は「独裁者スターリンの心理を断定する根拠はま
だ明らかではないが、その判断に及ぼした軍事作戦の影響が大きく、そ
の間の経緯から主として樺太、千島における日本軍の善戦が北海道分割
を未然に防ぐことに貢献したことは間違いない」15としている。現在の
21世紀でも北海道がソ連によって分割占領される寸前であったという認
識は、特に北海道民にとっては関心を引く事項でもある。北海道は、ソ
連邦による侵略・占領という可能性を日本でもっとも強く感じる経緯が
あったのである 。16
2.3 戦後の日本の防衛体制と北海道
第二次大戦で敗北した日本は、朝鮮、台湾、南樺太、関東州、千島列
島等を失ない、連合国軍に占領された。軍隊が解体され、連合国軍総司
令部のもとで様々な改革が行われた。しかし1950年6月に始まった朝鮮
戦争以降、連合国の占領政策は大きく転換し、日本の再軍備が行われ
た。日本占領のアメリカ軍の代替として整備された警察予備隊は、アメ
リカとソ連による東西冷戦を踏まえ、当初から北海道に重点的に配置さ
れた。17 陸海空の自衛隊の成立過程において、日本側と米国側の交渉
を丹念に追った増田(2004)は、米国が自衛隊に期待する役割としてソ連
の対日侵攻への備えが当初から期待されていたことを指摘している。
「したがって、ワトソン以下のSASJ[在日保安顧問部：引用者注]とし
ては、米国側が要望する保安隊の質的向上を主眼とし、共産主義勢力の
東アジアにおける攻勢、なかでも極東ソ連軍の対日直接侵略を想定し
て、警察予備隊を早期に完全武装化した一〇個師団へとリードし、かつ
実施指導することが主要任務であった。」18
警察予備隊から保安隊(警備隊)、自衛隊へと組織が変化していくなか
で、仮想的としてソ連が捉えられてきた。自衛隊や防衛省(庁）の当事
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者ではない外部からの視点で、自衛隊の歴史、その中の様々な事件まで
も概観した前田(1994)『自衛隊の歴史』19では、1952年に保安庁法が成
立した際、「増強された陸上部隊の四割までが北海道に配備され、『北
辺の防衛』に充てられるのも目立った特色といえた」20と述べている。
その後、保安隊、自衛隊と組織が変化したもののソ連を睨んだ北方重視
の体制に変化はなかった。1961年、第二次防衛力整備計画以降、陸上自
衛隊では4個師団が北海道に配置された（第2師団＝旭川、第5師団＝帯
広、第7師団＝千歳、第11師団＝札幌）。陸上自衛隊の13個師団(当時)
のうち、4個が北海道に置かれたことになる。また、師団級以下、北海
道方面隊直轄部隊や戦車、自走砲等の重戦力の配分も考慮すると、陸上
自衛隊の3分の1のみならずそれ以上の人員・装備が北海道に集中してき
たことになる。年に一度、夏季に北方機動演習を実施し、本州からさら
に1個師団を送っていた。21
防衛戦略上、満州に戦力を集中してきた日本の帝国陸軍では、北海道
に置かれた陸軍の師団級の部隊が平時においては第七師団のみであった
のに対し、戦後の自衛隊の配置は北海道を国防の最前線と位置づけて
きた。第二次大戦後の日本にとって「国境」22となったのは北海道であ
り、その防衛を担う自衛隊は、戦後長きに渡って北海道と切り離せない
関係にあった。

3. 1980年前後のソ連脅威論の高まり
3.1 ソ連脅威論の高まりと幾つかの事件
数次の防衛力整備計画を経て、日本の防衛力が整ってきた1970年代中
頃からアメリカの世界戦略に合わせて、日本の防衛力の役割の改正が試
みられた。兵器の技術的発展につれ、米ソ両国の核戦略の中で、核ミサ
イル搭載原子力潜水艦が核戦力の中核に据えられたことを背景として、
ソ連側の原子力潜水艦基地のあるオホーツク海とそこに連なる北海道の
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地理的条件が重要視された。ソ連の原子力潜水艦の活動を抑止する役割
と、そして、それを阻止せんとするソ連側の限定侵攻という想定の中
で、北海道の防衛をどのように行うかが日米双方の議題となった。「日
米防衛協力のための指針」(ガイドライン)が1978年に制定され、日米両
軍の共同作戦計画が定められた。これにより、日本がどのような「脅
威」に直面し、どのように行動すべきかということが強く意識されるこ
ととなる。これは1980年前後のソ連脅威論の高まりの背景になってい
る。23
しかも1970年代以降、ソ連の軍事的脅威を印象付ける事件が連続して
いたことが、さらにソ連脅威論を煽る結果となった。1976年、函館空港
にソ連防空軍の戦闘機ミグ25が着陸し、パイロットが亡命したいわゆる
ミグ25事件24、1978年、統合幕僚会議議長の栗栖弘臣が緊急時には自衛
隊が超法規的行動を取る可能性に言及したいわゆる栗栖発言で解任され
た事件、1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻事件、1983年に領空侵
犯した大韓航空機が撃墜された大韓航空機撃墜事件などがそれである。
また、それ以外でも、いわゆる新冷戦と呼ばれたアメリカ・ソ連の対
立、核戦争への不安なども背景にあった。
1980年代には核兵器の技術的発展により、全面核戦争ではない限定核
戦争の可能性が議論された。これは米ソ両国がその本土を核戦争の聖域
とし、それ以外の「戦域」で限定的に核兵器の使用をする戦略であっ
25
た 。
核兵器が配備され、使用される「戦域」として想定された西ヨー

ロッパでは特に反核兵器の平和運動・市民運動の気運が高まっていくこ
とになった。また、科学雑誌『The Bulletin of the Atomic Scientists』
誌が表紙に掲載していた「運命の日の時計」の針は、1972年以来「12分
前」だったものが、1980年には「7分前」、1981年には「4分前」となっ
ていた。26 1980年代は核戦争の危機感が共有された時代でもあった。
また、資源問題と米ソ核戦力バランスの均衡が崩れ、ソ連が軍事的冒
険に出ると予想した「1985年危機説」が唱えられた1980年代中ばを中心
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として、特にソ連の軍事力に対する関心が高まり、枚挙にいとまなきほ
ど、多くの書籍が出版された。以下はその代表的なものである。
多彩な評論活動をなし、後年、東京工業大学教授となった小室直樹は
『ソビエト帝国の崩壊 : 瀕死のクマがせかいであがく』27を出版し、話
題となった。軍事研究者・評論家で多くの著書がある藤井治夫は『ソ
連軍事力の徹底研究』28を、やや後発となるが同じく国際ジャーナリス
ト惠谷治が『ソ連軍事情報の読み方 : クレムリンが見える、世界がわか
る』29を出版している。また、日本国外の軍事専門家の著書も邦訳され
た。米国のソ連軍事問題研究者であるスコット夫妻が1979年に執筆した
『 The Armed Forces of the USSR 』30の第三版(1984)が邦訳された。
同じくアメリカの軍事問題の専門記者アンドルー・コックバーンが1983
年に発表した『 THE THREAT Inside the Soviet Military Machine 』
31

が邦訳されている。

3.2

ソ連脅威論の虚実

藤原彰(2007)『日本軍事史(下巻)戦後編』は、この時期のソ連脅威論
の高まりにふれ、防衛白書の記述に注目し、その危機感の演出を批判的
に捉えている。
「七九年七月、防衛庁は昭和54年度版『防衛白書』を閣議に報告し、
これを発表した。この白書は例年に比べてソ連の軍事力の増強を強調
し、その脅威に対する危機感を際立たせていることに特徴があった。」32
ソ連の軍事力増強を強調することに関して藤原(2007)は、「このよう
な実態以上のソ連の脅威の強調は、軍拡のための宣伝の意味があった」
33

として、その政治性を批判している。
しかし現在では、そのソ連脅威論が政治的な作為であったという認識

が元防衛官僚からも提出されている。防衛白書の編纂に関わり、官房審
（50）
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議官、仙台防衛施設局長などを歴任した防衛官僚であった太田述正はそ
の著作の中で、ソ連脅威論のキャンペーンが宣伝であったことを指摘し
ている。
「冷戦下の日本に（旧）ソ連の脅威などなかった。これが私の『ソ連
脅威論』に対する結論だ。
戦後一貫して日本が武力侵攻を受けることなどあり得なかったにもか
かわらず、予算要求や対国民広報の観点から、冷戦終結までの間、虚構
の武力侵攻シナリオが繰り返し宣伝された。」34
しかし、防衛官僚としてソ連脅威論を虚構とし、予算獲得、宣伝のた
めの方便であったとする太田(2008)とは異なり、日本の防衛戦略におけ
る北方重視体制の完成に尽力した立場もある。
陸上幕僚監部の実務担当者であった自衛官の西村繁樹は、ソ連の核戦
略における原子力潜水艦の意義と日本列島の地理的条件を、ヨーロッパ
のスカンジナビア半島と対比することにより、「北方前方防衛戦略」を
35
提案した。
これはソ連の核戦略上、オホーツク海をつなぐ北海道の海

峡部が潜在的脅威にさらされるため、事前に自衛隊の装備・人員を北海
道に集中するというものである。これにより自衛隊の戦力のいわゆる
「北転」が行われ、かつ日米共同演習の活発化など、ソ連を念頭におい
た防衛政策が80年代後半に行われた。後年、西村は冷戦という「砲火を
交えない戦争」に日本も参加したこと、そして「日本の参戦は、太平
洋正面における冷戦の勝利に決定的な役割を果たした」36と総括してい
る。37
ソ連脅威論は軍拡のための理由付けであったか、あるいは現実に対ソ
抑止が必要であったかは、その立場によって異なる。しかし、先に述べ
たような伝統的に日本人の引き継がれていたソ連・ロシアに対する不安
感、恐怖感は、歴史的経緯、同時代の様々な事件、そしてソ連脅威論を
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煽る宣伝と相まって1980年代を通して受け継がれた。特に1980年前後は
その議論が活発化し、多くの記事、書籍が出版された。
次に幾つかの新聞・雑誌記事からソ連脅威論言説を紹介する。

4

同時代言説

4.1

栗栖弘臣38 (1980)『仮想敵国ソ連』

栗栖弘臣(1980)『仮想敵国ソ連』は有事における自衛隊の超法規的行
動について言及し、自衛隊を退職した栗栖弘臣がソ連の侵攻可能性や自
衛隊の抱える問題点について提言しているものである。この書籍は4部
に分かれており、第1部がソ連の世界戦略の考察、第2部が日ソ戦争の予
想シナリオ、第3部が日本の防衛体制の問題点の指摘、第4部が国家戦略
への提言となっている。
第2部で予想されるソ連の侵攻シナリオは以下のとおりである。39
ルート1

道東侵攻

ソ連軍が北方領土から標津(主力)、厚床(4、5コ中
け ね べ つ

隊)に着上陸し、三日間で釧路、計根別飛行場跡地群を占領。そのまま
日高山脈以東を制圧する。
ルート2

道北侵攻

稚内、枝幸、サロベツ原野(抜海から手塩の間)に

ソ連軍が着上陸。利尻、礼文にはヘリコプターの中継基地が設けられ
る。予想される兵力は最大3個師団。ソ連軍の旭川への南下を阻止する
ため音威子府で自衛隊が決戦をする。第2師団が独力で対応できるのは
ここまでと想定。
ルート3

海峡の限定占領

ソ連海軍の太平洋への航行を確実にするた

め、稚内を含む宗谷岬、函館を含む北海道南部、津軽半島と下北半島の
北部を限定占領する。
ルート４

北海道と本州の分断

北海道を本州と分断するために、道南

の限定占領と三沢・八戸の航空基地、むつ市の海上自衛隊基地を攻撃。
ルート5
（52）

本州への奇襲

ヘリコプター空母と強襲揚陸艦による、日本

苫小牧駒澤大学紀要

第30号

2015年3月

海沿岸の奇襲的占領。隠岐、島根沿岸、敦賀、能登半島に1-2個大隊を
上陸させるもの。新潟、佐渡ヶ島などに想定に入っている。
後半のルート5など軍事的合理性が疑われるものが含まれるが、ソ連
軍による日本侵略を5個のシナリオに分けて想定している。ここでは北
海道が想定の中心であることが重要である。冷戦下の日本では、戦争は
北海道抜きには想定されないのである。
4.2

中川八洋(1981)「あなたは北海道を放棄するか」40

中川(1981)は、記事の冒頭からソ連による対日参戦と満州での日本人
の悲劇を記述し、 (1)ソ連には北海道領有の口実があること、(2)米国に
は有事の際に北海道を切り捨てる口実があること、(3)ソ連の北海道統
治がさほど難しくないことを理由に、北海道の防衛力の増強を訴える。
(2)米国には有事の際に北海道を切り捨てる口実がある、として、「北
海道を喪失しても日本のGNPの九五パーセント(四捨五入すれば百パー
セント)は確保され、経済大国・日本を米国は守ったといいうる」 とし
ている。さらに、中川(1981)は政府の北海道防衛への無責任さが、財界
の北海道産業の育成・投資を忌避することに繋がったとして、新たに四
個師団を配備すれば、北海道に資本が投下され、人口増を招き、結果と
して北海道の防衛力の強化に繋がると提案する。
「北海道の陸上自衛隊は現在の四個師団を六個機械化師団及び二個戦
車師団に増強する。機械化師団は戦車二百両と歩兵戦闘三百両を有す
る。配置としては、道北及び道東の現在の一個師団をそれぞれ三個師団
とすることになる。戦車師団はそれぞれ三百両の戦車を有する。」42
そしてそれが広く世界の平和に貢献することであるという。「何故な
ら、日本が北海道防衛に対して充分な戦力を有することは、米国が心お
きなく、日本を含めての西側の経済繁栄の基礎である中東石油の防衛に
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全力をあげられることになるからであり」43、ソ連の膨張を押さえられ
ると主張する。
現実の歴史においてもなされなかったほどの防衛力の増強提案である
ことはさておき、財政、人員の資本を投下することが国土の防衛になる
という議論は、近年の離島防衛を巡る議論を髣髴とさせるものである。
この主張の裏を返せば、北海道は経済的に貧弱であり、それゆえに、防
衛体制が不充分であり、「北海道の日本人は、自ら主体的にしばしばソ
連政府の統治(主権)を容認するかの如き行動をしている」44という中川
(1981)の指摘に繋がっている。ソ連脅威論言説では、北海道住民は経済
的貧弱さゆえに、利敵行為をする可能性があるという見方が存在してい
たことは注目に値する。
4.3

ソ連問題調査月報

『ソ連問題調査月報』はソ連問題調査センターから1976-1982年まで
発行された雑誌である。ソ連問題調査センターは設立趣意書によると、
「緊張緩和」の時代にあって第三次世界大戦を引き起こしうる野心と能
力を持つのは世界でソ連とアメリカだけであり、日本民族の緊急の課題
は「ソ連社会帝国主義の実態を徹底的に暴露し、迫り来るソ米戦争に対
して可能な限り準備をととのえることである」45との観点から、宣伝啓
蒙活動を行うために設立された。代表者は日中友好に尽力した社会主義
者の遠坂良一。1972年9月に発表された「日本国政府と中華人民共和国
政府の共同声明」46において示された反覇権の共同声明の対象にソ連を
含め、日中友好の時代を背景に、日本国内における反ソ言説を広げる役
割を担っていたことがうかがわれる。
季刊誌として『季刊ソ連問題』もあった。『月報』は設立趣意書に従
い、反ソ姿勢を明確に示していた。特に軍事問題に力を入れ、元防衛官
僚の海原治や内田一臣元海上幕僚長ら退職幹部自衛官らによる対談を多
く含む。また、毎号「ソ連の対日軍事工作」と題した、直近2ヶ月のソ
（54）
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連軍の動向に関する報道資料を集めた連載があった。さらに反ソ姿勢を
明確にする記事として「対日文化工作」と題するものがあり、そこで
は、映画館でのソ連映画の上映やバレエ公演、NHK教育のテレビ番組
「ロシア語講座」までもがソ連による対日工作とされている。
4.4 中山弘正(1982)「現代ソ連論 : 『ソ連脅威論』をめぐって」
中山(1982)は、ソ連脅威論に関連する10を超える論文、書籍を扱い、
ソ連脅威論の拡大論者・反対論者を含めた論争の傾向を紹介したもので
ある。47 ソ連農業経済の専門家として中山(1982)は、脅威論拡大論者の
主張に対し、「このように見てくると、『ソ連脅威論』なるものが如何
にソ連自体の内在的な分析を欠いた、自らのファッショ的体質をそのま
まソ連に投影したものであることは明らかといわねばならない」48とし
て、拡大論者の主張の根拠となるソ連分析の欠陥を批判している。脅威
論が果たして現状のソ連への分析・研究を踏まえているか、それを問
題としている。ソ連研究者として中山(1982)は、「ソ連邦をめぐる議論
は、ある意味ではたえず『ソ連脅威論』をめぐって」49行われてきたも
のであり、ソ連脅威論という現象がソ連研究における重要な論点である
ことを以下のように指摘している。
「むしろ、ソ連論をめぐる論争は、必ずやこの『脅威論』をめぐるも
のに集約していくのであって、むしろそこには現代ソ連をとらえる論者
の視覚がもっとも尖鋭にあらわれるということができよう。ロシア革命
以来ソビエト・ロシアを見る見方は鋭い対立を避けることができなかっ
たのであって、その意味では『ソ連脅威論』は新しくて古い議論なので
ある。」50
この時期のソ連脅威論で論じられた論点は(1)ソ連という国家への認
識、(2)日本の防衛体制の評価51という大きく二つの論点に分けられる。
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上述の栗栖(1980)や中川(1981)のように日本の防衛体制への提言に大き
く比重を置いている主張では、日本の防衛体制の不備や起こりうる事態
の可能性が強調されており、ソ連研究者の地道な研究の積み重ねより一
般の読者への訴求力は大きかったといえる。
次節では、一般読者に向けたメディアである雑誌、新聞におけるソ連
脅威論について言及する。
4.5

内村剛介(1980) 「ソ連に占領されたら日本はこうなる」

雑誌『現代』に上智大学教授(当時)内村剛介の「ソ連に占領されたら
日本はこうなる」という記事がある。52 このなかで、ソ連政府が本質
的に世界革命の使命を有していること、そのために日本侵略の情報収集
をソ連大使館が行っているということを述べたのち、内村(1980)はソ連
に占領された日本の仮想を試みている。要約すると、日本からの要請あ
るいは政治的動乱につけ込んで日本を占領したソ連は①マスコミ機関の
支配②共産党幹部追放に始まる政治の編成変え③工場や技術の強奪④配
給制度の実施⑤警察、自衛隊の抑圧機関化⑥作家のロボット化⑦シベリ
アへの日本人の移住の推進⑧性的放縦の氾濫⑨密告・粛清の横行などが
行われる社会となり、日本人が強く持つ家族感情のみが、日本を保つ最
後の頼みとなる、としている。この記事は読者の反響を大いに呼び、次
の『現代』10月号には続編が掲載された。53
ここでは内村(1980)の仮想の正当性を審議することはしない。しか
し、内村自身がシベリア抑留経験者であり、スターリン時代の収容所で
生きた実体験をその思想の根幹に据えてきたことを考慮すると、上記記
事のような抑圧された体制で支配者がどのようなことをなすか、支配さ
れた人間がどのような反応をするのか内村自身が体験したという自負が
込められた仮想と考えることもできる。スターリン時代の内村のソ連社
会の理解をそのまま日本に裏返しに適応した仮想と見るべきである。ま
た、研究や分析ではなく、体験の裏づけという意味で、当時のソ連脅威
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論の論者達に対しては挑発的でもある記事である。しかし、研究者以外
の一般の読者には額面どおり受け取られるセンセーショナルな記事で
あった。
一般読者への訴求力という点では、さらに読者層の大きい新聞の論調
を検討する必要がある。以下では、朝日新聞の特集記事を検討する。
4.6.

朝日新聞(1980)

朝日新聞(1980)は、高まる「ソ連脅威論」を受けて様々な観点から取
材した全14回の新聞連載である。この連載第１回では、日本への軍事的
脅威に対する関心の高まりについて大学生対象のアンケートを紹介し、
「ソ連脅威論」の登場した経緯を以下の四点に求めている。第一に、ソ
連軍の増強を警戒的に伝える情報の氾濫。第二に1979年末のソ連のアフ
ガニスタン侵攻。第三に1976年のミグ25事件、1980年の宮永スパイ事件
などの事件。第四に石油ショック以来、日本人が国際情勢に不安感を抱
きやすくなったこと。「ソ連脅威論」を生み出したこれらの要因につい
て触れた後、ソ連軍の日本侵攻物語を扱う出版物について触れ、出版界
でソ連侵攻物語が増加した時期を1978年夏としている。54
「さらにいえば、ソ連を悪役に仕立てたソ連軍日本侵攻物語、そのほ
か類似の出版物が続々と出はじめたのが七八年夏以降のことだ。」
連載第1回で政治・出版面での関心の高まりが背景にあることを指
摘した上で連載は各論へと続く。北海道侵攻論に関して連載第3回 55で
は、「ソ連脅威論」を軍事面から考察している。記事では、ソ連侵攻物
語が侵略される舞台として設定している北海道にソ連軍が侵攻する事態
を想定し、海岸揚陸能力、空挺降下能力、補給・継戦能力の3点からソ
連軍には侵攻する能力が無いことを主張している。さらにソ連の軍事
侵攻には前提が必要であるとし、1. 日ソ両国間の二国間戦争であるこ
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と、2. アメリカ軍が不介入、3. 海上自衛隊、航空自衛隊が無能化され
ていること、が前提でなければ北海道侵攻の能力がソ連軍にはないとし
ている。記事の結論は北海道侵攻論を否定している。「恐露」の伝統に
関して連載第11回では、「日本人のソ連ぎらい」を話題とし、江戸時代
以来の日露交渉史から第二次大戦までの歴史を俯瞰し、悪いイメージが
増幅されてきたことを指摘している。56
「明治以後、日本に入ってきた欧米文化が、日本人のロシア認識に影
響を与えた、という見方もあった。文化とともに欧米のロシア観も流入
してきたわけだが、それはナポレオンの遠征以来のもので、『ロシアは
軍事的に不気味な大国でありながら、文化的には遅れている国』という
イメージだった。この欧米流のソ連観も日本人のソ連ぎらいの底流にあ
る、と分析するのだ。」57
この連載では、日露両国の歴史的経緯に「恐露」の伝統に加え、ロシ
アを軍事的大国でありながら文化的後進国であるとするイメージが存在
することを紹介し、それを明治維新以後に日本が吸収した欧米のロシア
観に求めている。
その他の新聞記事では、毎日新聞が1981年1月10日から毎日新聞朝刊
国際面に『東西軍事力』という表題で60回にわたって記事を連載した。
加筆・修正のうえ、同年10月に単行本として出版された。58 脅威論にも
とづく軍拡が人類の破滅に繋がる核戦争の確率を高めるという視点か
ら、ソ連の軍事力と米ソ両国の核戦略の現状を考察し、日本は核軍縮の
訴えを粘り強く訴えていくべきという主張を行っている。
朝日新聞(1980)は様々な局面からソ連と日本との関わり方に言及した
連載であるが、その中で触れられている「ソ連を悪役に仕立てたソ連軍
日本侵攻物語、そのほか類似の出版物」について、さらに地方紙の北海
道新聞を見てみよう。
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北海道新聞(1980) 「危険なブーム『ソ連脅威論』」

北海道新聞(1980) 「危険なブーム『ソ連脅威論』」では、札幌市内の
書店に取材し、関係者の反応を紹介している。この記事の中では、「ソ
連の日本侵攻をテーマにした“近未来小説”流行のはしり」59を二見書
房から発行された翻訳物「第三次世界大戦」60としており、継続出版さ
れている二見書房の関連書を紹介している。主な購入者という点では、
この種の書籍は「中年層を中心に人気を集めて」61おり、書店員の話と
して「『三十代後半から四十代に関心が高いようで、商社筋の人なんか
に特に売れています』」62としている。また、「…[中略：引用者]ソ連
の軍事物となると決まって舞台となるのが本道」63として、「このため
か、戦争物の売れ行きは本州以上に道内は敏感だ」64と北海道での関心
の高さを指摘している。記事の後半では、上智大学教授の中井晶夫と書
籍取次の日本出版販売北海道支店での取材を紹介し、前者は、商業的に
脅威を煽ることはパニックを作り出すだけであると「警鐘をならし」65
ている。後者では「『…[中略：引用者]この種の本が情緒的に売れるの
は手放しで喜んでいられない』とあまりの出足に不安をもらす声も出始
めている」66と記事を締めくくっている。
この北海道新聞(1980)の記事から、ソ連侵略仮想戦記の流行の発端は
1979年で、数年におよぶ出版物の数量の増加と商業的な成功が認識され
ていたことが分かる。また、この種の仮想戦記は過剰に読者の好奇心を
煽るものとして、同時代においても危険視されていたことが分かる。
ここまで同時代の言説を幾つか紹介した。その中で北海道侵略小説や
その関連書籍の出版的流行が指摘されていることが分かる。以下では本
論の考察の対象である文学作品についてジャンルの系譜に言及する。
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5. 仮想戦記というジャンル
本稿では、対象作品を限定するため「侵略小説」という学術的で
はない用語をタイトルに用いたが、文学史上においては、未来戦記
（future-war story）、ポリティカル・フィクション(Political Fiction)
などとして多くの仮想戦記作品が作られている。研究者クラーク
(I.F.Clarke)によると英文学における未来戦記の流行の代表的な作品とし
て1871年に出版されたチェスニー(G.T.Chesney)の『ドーキングの戦い
Battle of Dorking』を挙げ、そのジャンル的特長としてドーキング以来
の未来戦記（future-war story）のライトモチーフを①内外の危機②新
兵器③政治的提携を伴った聡明な未来予想とし、そのジャンルがフラン
ス、アメリカへと波及したこと、そのさらなる起源がナポレオン戦争時
における雑多な印刷物にあることを指摘している。67
このジャンルはサイエンス・フィクション(Science Fiction)の一分野
とも重なり、多くの作品がある。SFの大家H.G.ウェルズが1914年に書
いた世界大戦後の世界再編成を描いた『解放された世界 The World Set
Free』 68が有名であり、1950-60年代には、核戦争の危機を描いたN・
シュート(1957)『渚にて On the beach』69、E・バーデックとH・ウィー
ラー(1962)『未確認原爆投下指令

Fale-Sale』 70が書かれている。21

世紀では米中戦争を描いたエリック・L・ハリー(2000)『米本土決戦
Invasion』71がある。72

また、代替歴史小説、歴史改変小説として日

本・ドイツが第二次世界大戦に勝利した世界を描いた1962年のフィリッ
プ・K・ディックの小説『高い城の男The Man in the High Castle』
73

、ドイツに占領された英国を仮想したミステリーのロバート・ハリス

(1992)『ファーザーランド

Fatherland』74などが派生している。

日本においても仮想戦記の系譜が存在している。SFに造詣の深い評
論家、長山靖生は、2009年の『日本SF精神史 : 幕末・明治から戦後ま
で』の第5章において特に、「対ロシア未来戦記の系譜」として明治
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期に書かれた未来戦記を紹介している。75 特に第二次大戦の仮想として
は、本土決戦の仮想という大きなテーマがある。元米空軍将校で編集
者であったD・ウェストハイマーは、原爆投下が行われず、九州に米軍
が上陸した状況を仮想した『本土決戦 : 日本侵攻・昭和20年11月』を著
した。76 全国的な書物ではないが、本土決戦の仮想として北海道出身の
元自衛官、佐渡正昭の『小説

本土決戦』が出版されている77。作家・

政治家でもあった猪瀬直樹の『黒船の世紀 : ガイアツと日米未来戦記』
は、特に1904-5年の日露戦争以降に数多く書かれた未来戦記を調査し、
その中で描かれた記述が現実の太平洋戦争と不気味に歩調を合わせてい
く過程を追ったものである。78 戦争とその仮想は多くの人々の関心を
集めているのである。
それぞれ「SF小説」、「架空戦記」、「未来戦記」、「if戦記」、
「仮想戦記」、「シミュレーション戦記」、「ヴァーチャル戦記」、
「歴史改変小説」など様々な分類と関連するものであり、ジャンルの定
義については困難がある。
吉田司雄（2006）79は歴史改変小説（代替歴史小説としている）を考
察したものである。
「歴史改変小説の一亜種が架空戦記であるという立場をとりあえず採
ることとし、未来戦記ものに関する言及をしない」として、限定的では
あるが、「すでに起こってしまった過去の歴史にifを持ち込み、現実に
は起こりえなかった別の歴史を背景として物語が展開する小説が、ここ
でいう『代替歴史小説』である」という定義を設定する。架空戦記とい
うジャンルの起源を高木彬光の『連合艦隊ついに勝つ－ミッドウェー海
戦からレイテ海戦まで』（1971）80に求め、1980年代以降の檜山昭良の
「本土決戦」シリーズ、荒巻義雄の『紺碧の艦隊』シリーズへと展開
し、それにより1990年代には「タイムスリップや並行世界といったSF
的意匠が広くジャンルを超えて使用可能になっていた」と、一連の流れ
を整理している。81
（61）

佐藤

亮太郎

北海道「侵略」小説と第二次大戦の記憶

戦争と文学編集室編(2011-13 )の『コレクション

戦争と文学』（全

20巻、別冊1巻）シリーズは現代の視点で戦争文学を集成したものであ
る82。このシリーズの最大の功績は、これまで戦争文学全集では直接に
第二次大戦等の戦争に言及した作品が集成されていたのに対して、直接
関連はないものの広い意味で「戦争」という状況を描いた作品をも対象
にしたことである。そのため、SF作品や現代の作品の多くが「戦争文
学」という大きな枠組みに組み入れられることとなった。『コレクショ
ン

戦争と文学』別巻『〈戦争と文学〉案内』では「〈戦争と文学〉の

一五〇年」と題して、9人の論者が日本の戦争小説の系譜を概説してい
るが83、そこには本論で取り上げたソ連による北海道侵略小説は含まれ
ていない。北海道を舞台とし、ソ連邦との戦争との関連のあるこれらの
小説は日本の戦争小説の系譜に列せられるべきものである。
5.1

ロシア・ソ連との「戦争」に関連する作品群84

本論では第二次大戦後のソ連との仮想戦記を扱う関係上、「戦争」と
「ロシア」が関連するものとして以下の傾向にまとめて紹介することと
したい。ソ連（ロシア）との戦争に関わる小説の分類は①「架空の日ソ
戦もの」②「ソ連侵略もの」、③「分断国家もの」という三つの下位分
類に区分けできる。それらには「将来に生起する可能性のある戦争」
「過去に生起していたかもしれない戦争」をテーマとする文学作品が含
まれる。
膨大な作品群があることから、このリストから漏れているものもある
ことが承知の上で列挙する。
(1)1941-45年の対ソ戦争を背景とする、あるいは着想を得たもの
檜山良昭(1983)『ソ連本土決戦』光文社[光人社文庫(1989)に所収]
『日本本土決戦』『アメリカ本土決戦』の著者が対ソ戦を仮想したも
の。
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田中光二（2009）『超日ソ大戦：モスクワ進攻作戦』学習研究社.
オーバーテクノロジーの兵器が配備された日本軍がソ連と戦争するシ
リーズものの一つ。
吉田親司（2007-10）『女皇の帝国』1-6.外伝1-2.KKベストセラーズ.
赤き帝国に占領された日本を内親王那子様が諸外国の支援を得て取り
戻すもの。
荒巻義雄(2010)『ロマノフ帝国の野望』中央公論新社.
日露戦争で日本が敗北した世界で、世界戦争に巻き込まれた日本を著
者の地政学の思想を盛り込み描いたもの。
(2)ソ連侵略仮想戦記
佐瀬稔(1978)『北海道の十一日戦争』講談社.
1980年前後の北海道侵略のフィクションでは先発となるもの。
岩野正隆（1980）『北海道占領さる！－第三次世界大戦』二見書房.
核を本格使用しない第三次世界大戦での北海道侵略を扱うもの。
生田直親（1980）『ソ連侵略198X年』徳間書店.
官能とバイオレンスをふんだんに盛り込み北海道侵略を描くもの。
荒巻義雄(1986-1988)『ニセコ要塞1986』中央公論社.
ゲーム的戦闘が繰り返えされる架空世界を描くメタフィクション。
筒井康隆(1987)『歌と饒舌の戦記』新潮社.
ソ連脅威論を題材に同時代日本の言説をパロディ化したメタフィク
ション。
檜山良昭（1989-90）『ソ連軍大侵攻・本土決戦』実業之日本社.
自衛隊のクーデターと絡め、ソ連による北海道侵略を描くもの。
大石英司85 (1990)『極東戦域軍出動セリ』天山出版.
不安定なロシアの政情を背景に、北海道に侵入したソ連特殊部隊と自
衛隊部隊との対決を描くもの。
佐藤亜紀(1992)『戦争の法』新潮社.
ソ連に占領された新潟を舞台に、人間群像を描くもの。
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木元寛明(2012)『道北戦争1979』光人社.
佐瀬稔(1978)の仮想を元自衛官の視点から再仮想したもの。
中村秀樹(2013)『第二次日露戦争』光人社.
不人気を打開するため軍事的冒険に乗り出したロシアの北海道侵略と
自衛隊との対決を描くもの。
(3)分断国家・社会主義国家日本を仮想するもの

86

小林信彦(1982)『サモワール・メモワール』（『素晴らしい日本野球』
所収）新潮社.
ソ連によって占領され、その後独立した日本、その戦後を仮想した、
主に文化的事象でのパロディ。
土門周平(1984)『日本国家分断』中央公論社.
東海地震で分断された日本で、北半分に日本民主共和国が成立するも
の。
佐藤大輔(1993-94)『征途』1-3徳間書店.
分断国家となった日本の統一を戦艦大和乗組員だった藤堂提督とその
一族の視点から描くもの。
矢作俊彦(1997)『あ・じゃ・ぱん』新潮社.
分断国家となった日本を、現実の戦後史のパロディをふんだんに盛り
込んで描く大作。
なおみ

東直己(1994)『沈黙の橋』幻冬舎.
ドイツのベルリン市のように東西に分断された札幌市を舞台に情報戦
を描くもの。
山田正紀(1992-95)『影の艦隊』1-7.徳間書店
北方領土の４島に独立した日本民主群島共和国を描くもの。
5.3. 本論の目的を限定・作品選択について
本論では、これらソ連・ロシアと戦争とに関連する作品のうち、未来
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戦記として佐瀬稔(1978)『北海道の十一日戦争』、岩野正隆(1980)『第
三次世界大戦

北海道占領さる』、生田直親（1987）『ソ連侵略198X

年』を取り上げる。また、木元寛明(2012)『道北戦争1979』にも言及す
る。これらの作品は、ソ連軍が北海道に攻めてきたらどのような事態が
生じるかを想定し、日本人にとってのソ連との戦争とはいかなるもので
あるかを描いている作品であるからだ。他の作品と比較すると、現実の
政治状況を背景とした、発想の飛躍を抑えたポリティカル・フィクショ
ンの系譜に位置するものである。
北海道侵略仮想戦記の中で、荒巻義雄(1986-1988)『ニセコ要塞
1986』、筒井康隆(1987)『歌と饒舌の戦記』、佐藤亜紀(1992)『戦争の
法』については、本論での考察の対象としない。荒巻義雄は『ニセコ要
塞

1986』をはじめ、『紺碧の艦隊』『旭日の艦隊』などの艦隊シリー

ズの著者であり、1990年代の仮想戦記ブームの最大の担い手であり、な
おかつ北海道在住でもある。また、近作『ロマノフ帝国の野望』でもロ
シア・ソ連が重要な役割を担っている。その存在は北海道文学を語る際
にははずすことができない。しかし、本論では北海道が侵略される小説
のうち、特に1980年前後の作品を考察対象に限定したため、対象からは
ずすこととする。荒巻の作品の思想的基礎となっている地政学概念を含
め、別に論じる必要があると考えるからである。
筒井(1987)では、 政治、防衛の面で生真面目に語られてきたソ連脅威
論をゲーム的設定におくことで徹底的に無効にしている。また、バブル
経済の頂点に差し掛かろうとしていた当時の日本の世相と同時代言説が
圧倒的な「饒舌」で風刺されている。作中の「抗ソ・ゲリラ」という
ゲームの存在が本作の鍵であることを考慮すると、本論が未来戦記とし
ての北海道侵略小説を考察対象としているため、対象からはずすことと
する。87
佐藤(1992)については、舞台が新潟であることから、対象からはずす
こととする。
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ここで北海道と冷戦下の文学に関して、冷戦を背景として北海道を舞
台としたハードボイルド・ミステリーを執筆した高城高88について一言
触れたい。高城高とその作品群の日本文学史上の意義について、川村湊
は北海道新聞の書評で次のように記している。
「ソ連対アメリカという冷戦下の北海道という舞台とテーマは、とて
も興味深く、また戦後の政治史、社会史にとっても重要な主題だと思わ
れるが、フィクション、ノンフィクションを問わず、作品化されたもの
は極めて少ない。」89
川村(2012)では「極めて少ない」として、『オホーツク諜報船』を挙
げるのみだが、ソ連と冷戦下の北海道という問題設定では、今回取り上
げるソ連軍による北海道侵略小説もまた、外から見た北海道という点で
北海道文学の一つに含みうるジャンルでもある。しかし、これについて
は他日を期し、本論においては北海道文学との関連については触れない
こととする。

6.

対象作品の紹介

現在では入手も困難なものもあり、また本論の理解の助けにもなるた
め、作品の内容を簡単に紹介しておく。また、木元寛明(2012)『道北戦
争1979』については後述する。
6.1 佐瀬稔(1978)『北海道の十一日戦争』講談社.
第1章「発端」
昭和54年(1979)の6月21日、ウラジオストックから飛び立ったソ連軍
戦闘機は日本の領空に侵入する。パイロットのアンドレイ・チェルニコ
フ中尉は日本への亡命を試み千歳空港に着陸しようとするが旅客機と衝
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突し2百数十名が死亡する。事故から9日後(6月30日)、ソ連札幌領事館
の領事らが旭川で右翼グループに拉致され行方不明となる。
自衛隊の北部方面隊は出動待機命令が出る前に独自に行動を起こし、
第2師団、第7師団は道北へ進出する。道北の稚内、抜海、開源を中心に
自衛隊は布陣する。
第2章「持久せよ」
7月4日、大規模のミサイル攻撃を受け、全道のレーダーサイト、千歳
基地が被害を受ける。全自衛隊に防衛出動命令が下される。ソ連軍が道
北（抜海、幕別、稚内）に侵攻を開始する。予想上陸地点にあらかじめ
展開できた自衛隊の迎撃で第1波を撃退するも、後続が上陸を試みて激
戦となる。
第3章

無血占領

抜海、幕別、稚内の上陸に成功したソ連軍は、じりじりと内陸に進撃
していく。礼文、利尻両島も占領される。
第4章

奇襲

自衛隊は開源を防衛する。自衛隊は本州から船舶を利用して北海道に
増援を送り込む。7月8日未明、枝幸、浜頓別にもソ連軍が上陸する。
第5章

総崩れ

7月9日夜、ソ連軍による攻撃で開源の戦線が破られ、自衛隊は豊富・
幌延へ敗走していく。自衛隊員の中には敵状を読み違えたり、敵前逃亡
する者も現れる。
第6章

反攻
おのっぷない

手塩にソ連軍が上陸する。雄信内トンネルがソ連ヘリコプター部隊に
強襲される。音威子府前面で激しい戦闘が繰り広げられる。
第7章

停戦

7月13日に激戦が行われる。7月14日未明、自衛隊の第7師団、第1戦車
団、第1ヘリコプター団の総反撃が開始される。国連安保理が停戦のた
めの手続きを終え、日ソ両国が7月15日午前零時に停戦協定文書に調印
（67）

佐藤

亮太郎

北海道「侵略」小説と第二次大戦の記憶

する。前線では停戦協定発効の時間まで雨の中、戦闘が続く。
6.2

岩野正隆(1980)『第三次世界大戦

北海道占領さる』二見書房.

プロローグ
第一章

クレムリンの世界戦略

第二章

北辺への脅威

第三章

北海道の不安と焦燥

第四章

世界大戦前夜

第五章

報復という名の地獄

第六章

ソ連軍、北海道へ上陸

第七章

北海道占領さる

エピローグ
プロローグは1983年6月、稚内南方で工事を行う自衛隊施設部隊が稚
内港でソ連のゲリラ用弾薬を搭載したとおぼしき船が爆発する場面から
始まる。
第一章では、時を遡った1983年1月にクレムリンでソ連首脳が1984年
春を目標に「西側陣営の主力アメリカとその連合国を攻撃してこれらを
打倒し、全世界に共産イデオロギーを主軸とする新秩序をうちたてる」
90

計画を練る。
第二章では1983年5月、北海道周辺でのソ連軍の活発な活動を背景

に、日本政府の国防会議、統合幕僚会議の秘密会議が開かれ、ゲリラ戦
を主体とする自衛隊の大改編が計画される。
第三章では1983年6月にアメリカのタンカーがイランに拿捕され、そ
の解決をめぐり、イランとアメリカとの戦闘が勃発する。
第四章では、日本の自衛隊が本格的に戦争準備に乗り出す。1984年3
月にいたり青函連絡船が撃沈されたり、苫小牧の石油タンクの破壊、札
幌の飲食店での病原菌の拡散など不穏な事件が相次ぐ。
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第五章では1984年6月、インド洋に展開する米ソ両艦隊が偶発的に戦
闘を開始し、戦火は中東に広がり、ソ連軍が西ヨーロッパ、中国にも侵
攻する。この時点では戦術核のみが使用され、戦略核は使用されない。
対馬・宗谷・津軽海峡を封鎖することを決定した日本に対し空襲が開始
される。
第六章では、1984年8月に利尻島をはじめ、浜頓別-枝幸間、次いで石
狩湾にもソ連軍が上陸する。
第七章では1984年9月以降、札幌など道央にソ連軍による軍政が引か
れ、占領下の生活が始まる。1984年の冬は自衛隊のゲリラ戦とレジスタ
ンスの訓練が行われる。
エピローグでは、1985年の春に自衛隊と米軍の反撃作戦が行われ、在
北海道ソ連軍の海上補給が寸断される。レジスタンスは犠牲を出しなが
らも抵抗を続ける。
6.3

生田直親（1980）『ソ連侵略198X年』徳間書店（文庫本

（上・下）1987）91
あらすじの紹介：198Ｘ年、中東での米ソ衝突が行われている状況
で、海上自衛隊による対馬、宗谷、津軽の三海峡の封鎖が実施される。
それと期を一にして北海道解放同盟蠍グループというテロリストが北
海道庁を占拠し、HBCから北海道臨時政府の誕生とソ連への軍事援助
要請をTV放送する。ソ連軍の侵攻が開始され、釧路が占領されるもの
の、道東そして江差（主攻）で激しい攻防戦が繰り広げられる。多大な
損害にも関わらず、自衛隊は防衛に成功する。ソ連軍が撤退後に自衛隊
は温存していた航空機でソ連領の航空基地を爆撃し、ソ連からの核ミサ
イル攻撃を誘発してしまうところで、物語は幕を閉じる。
物語内時間は8月13日から8月15日までの三日間であり、背景として、
ソ連とNATOが中東で既に衝突しているという前提があり、米軍の介
入無しに自衛隊が独力で北海道を防衛するという設定となっている。
（69）
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た

や げん

主人公として蠍グループに参加したH大学生羽田谷玄、ヒロインとし
陸上自衛隊北部方面総監の娘の文世がいるものの、作中での重要度は低
く、それぞれの立場の登場人物がそれぞれの場面に登場する人物設定と
なっている。また大衆小説らしく濡れ場の場面が多用されている。
それぞれ異なる作品であるので、さらに内容を簡略化すると以下のよ
うになる。
佐瀬(1978)：突発的事件、ソ連大使誘拐、自衛隊の超法規的行動、ソ連
軍の道北への上陸・戦闘、持久戦、反撃、停戦。
岩野(1980)：ソ連主導の世界大戦計画、北海道に対する各種謀略、第三
次世界大戦の勃発、空襲、自衛隊の作戦準備、道北侵攻、石狩侵攻、占
領下での生活、ゲリラ的抵抗と反撃。
生田(1980)：中東での米ソ衝突、極左グループによる謀略、ソ連軍によ
る介入、道東での戦闘、占領下での生活、江刺での攻防戦、自衛隊の航
空攻撃による核戦争誘発。
以下では、三作品が扱う「ソ連」との戦争の描かれた方についてそれ
ぞれの論点毎に考察していく。

7.

「侵略」小説の論点

7.1

「侵略」小説の論点1

避難民という問題

佐瀬(1978)では、戦場となる土地に住む北海道住民の避難行が繰り返
し描かれる。
「稚内市民にとって、自衛隊の存在はありがた迷惑になるかもしれな
かった。『守る』とはすなわち『戦う』ことであり、自らの住む町が戦
場になることなのだった。」92
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国内が戦場になるということは、当然そこに住む住人が巻き込まれる
ことを意味する。住人にとって、国と国との戦争がどれほどのことであ
るかを繰り返し強調する。
「国道四十号線を、ありとあらゆる種類のくるまが南に向かって進ん
でくる。乗用車、ライトバン、トラック、建設会社が従業員を運ぶのに
使っているらしいマイクロ・バス。それらのくるまが、往復二車線の道
路を、先を争って走ってくる。乗っているのは、まぎれも無い避難民
だ。明治以来、沖縄をのぞいてはこの日本の領土内に現れたことのな
かった、戦争避難民たちである。」93
ここでは、住民を巻き込んだ戦闘が、「明治以来、沖縄をのぞいては
この日本の領土内に現れたことのなかった」という表現がある。沖縄以
外に第二次大戦末期の満州や樺太での対ソ戦が住民を巻き込んだもので
あったことは、我々は承知しているが、佐瀬(1978)ではそのことは無視
されている。しかし、戦争の状況に巻き込まれた一般市民を描くこと
は、仮想戦記においては重要な要素である。戦争の状況に巻き込まれた
一般市民を描きつつ、太平洋戦争で地上戦が行われ民間人が犠牲となっ
た沖縄戦との関連がここで示される。94 沖縄戦の犠牲者と同じように北
海道民にとって戦争とは逃げる場所のなくなることも示している。
「百万都市・札幌に、ジェット機三機が墜落した。北は戦場であり、
津軽海峡は渡るすべがない。市民たちのあいだにパニックが起こりかけ
ていた。二日前まで動いていた宗谷本線の避難列車で札幌にたどり着い
た道北の市民は、ここでまた戦争に追いつかれたのだ。」95
一般市民が戦争に巻き込まれ、犠牲を払うという描写は、岩野(1980)
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にも登場する。戦争が本格化する前の北海道から避難する青函連絡船が
ソ連の潜水艦に撃沈される場面がある。
「十和田丸はこうして約十五分ほどのちに黒い津軽海峡の海中に姿を
没した。この事故で助かったのは四十三名、他の満員の乗客、船員は船
と運命をともにした。」96
これは1945年8月に樺太からの引揚げ船がソ連軍と思われる潜水艦に
留萌沖で撃沈されたいわゆる三船殉難事件を想起させるものである。
生田(1980)では、避難民の悲劇が自衛隊の作戦行動と衝突することで、
さらに強調される。
およそ5千人の避難民が道路上を釧路方面から徒歩や車で逃げてくる
が、道路を封鎖して布陣する自衛隊の指揮官は避難民を実力で追い返す
ことを部下に命令する。
「『敵？』」
宮武は目を剝いた。「彼等は安全なところに逃げようとしているだけ
なんですよ。混乱で逃げる方向を取り違えているかもしないが、彼等は
ただ逃げたいと思っている。それが敵ですか？」
『敵だ』
と川上はきっぱり言った。『彼等は、避難に際して車を用いてはなら
ないというわれわれの命令を遵守していない。非常時に於ける国民の献
身も理解していなければ、われわれが光輝ある国体を護持するため、い
ま特攻精神で敵に体当たりしようとしている崇高な理念すらわきまえて
いない。彼等はいたずらにわれわれの前を匍いずる虫けらだ。それ以外
のなにものでもない』
『なにを言ってるんだ、あんた。なにが国民の献身で、なにが光輝あ
る国体だ。いまどき特攻精神をふりまわす気違いがどこにいる。そんな
（72）
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ものをまともに信じているのか？』
宮武は、川上に対して六四式小銃を構えた。ということは中隊ぜんた
いに銃を擬し、抗命の姿勢をとったことになる。」97
この後、命令に反抗する部下に業を煮やした指揮官は反抗した部下
たちを銃殺し、そのまま避難民に向け銃を乱射し、多くの犠牲が出る。
ここでは自衛隊の作戦上の必要と避難民との必死の逃走とを描くこと
で、人間の生命と軍事的合理性との衝突を示している。98
避難民という論点は、沖縄戦における避難民の惨禍として国民の記憶
に残っている避難民と軍事行動との対立を北海道で仮想を通して表現さ
れているといえる。
7.2

「侵略」小説の論点2

ソ連占領下とはどういうことか～占領の

仮想

99

先に内村(1980)で、ソ連に占領されたら日本はどうなるかという仮想
をした雑誌記事を紹介した。佐瀬(1978)は占領下での住民の生活が描か
れてはいないが、岩野(1980)では占領下の北海道がどのような様相を呈
するかが仮想されている。
「そうこうしているうちに、解放軍は札幌市内にも侵入してきた。戦
車部隊を先頭に、札幌の北四条西七丁目にある北海道庁になだれこんで
きたソ連軍は、まず旧道庁の赤レンガの建物の中央尖塔や入り口の門、
新庁舎屋上などに赤旗を立て、道路上に戦車を配備した。」100
「札幌の大通り公園は“赤の広場”と名づけられ、町名表示や道路標
識も日本語の上にロシア語が書き込まれた。
札幌駅前通りは“カール･マルクス通り”に、西七丁目は“エンゲル
すすきの

ス通り”、薄 野交叉点は“レーニン広場”、北五条通りは“フルンゼ
（73）
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街”、西十五丁目通りは“オルジョニキッゼ通り”となった。
第十五軍指令部は中島公園の北端にあるパレスホテルが徴用され、名
前は“トルストイ・ホテル”に、軍団指令部は創成川右岸のローヤル･
ホテルに入って“マキシム・ゴーリキー・ホテル”となった。
軍司令官カバレフスキー大将の宿舎には知事公邸が召し上げられ、札
ママ

幌周辺警備の第四十自動車化狙撃師固の一個戦闘団は北大が焼失したた
め藤女子学園と真駒内の自衛隊第十一師団のあとに入り込んでいた。
ススキノ、狸小路の歓楽街は、占領軍レスト・アンド・レクリエー
ション・センターに指定され、将校慰安所、下士官慰安所などが設けら
れた。
よいち

小樽に近い余市のニッカ・ウイスキー会社にはウォッカ製造の命令が
出され、占領軍に直納するようになった。」101
また、食糧の配給・強制労働・思想教育が行われる。
生田(1980)でも、釧路がソ連軍の占領下におかれる。釧路には軍政が
引かれ、許可あるもの以外の外出禁止令と住民に対する食糧配給制度が
実施される。102

また、先述の内村(1980)と同じようにマスコミ支配、

粛清、配給制度、技術の強奪といった「ソ連の占領パターン」103が語ら
れる。また、釧路市長、拓銀支店長、商工会議所所長、漁協・農協組合
長、短大学長、警察署長などが占領軍に対する反乱的会合を開いた罪で
銃殺される。104
岩野(1980)と生田(1980)の描くソ連占領下での生活は、内村（1980）
が示した占領下の仮想となんら変わりが無い。1980年前後に書かれた仮
想戦記においても、ソ連のイメージ、ソ連の統治下に入ることは、第二
次大戦後にシベリア抑留者が経験し、あるいは戦後に伝聞されたスター
リン時代の過酷な粛清がはびこる暗黒政治のソ連邦そのままの理解で構
築されているのである。ソ連に対する不信感、恐怖感の大きな根の一つ
がここにあるといえる。
（74）
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性暴力の暗い記憶とその力学

第二次大戦の終戦前後、満州にいた日本人居留民の苦難は、つとに知
られているところである。例えば『現代史資料38

太平洋戦争』105にお

いては以下のようにまとめている。
「終戦と共に無警察状態に陥った満州及び三十八度線以北の北朝鮮地
区の邦人は、至る処で満人、鮮人の掠奪を蒙った。更にソ軍の各地占領
後は、ソ連兵の婦女に対する暴行、或は物品の強奪はその停まるところ
を知らず、これを拒否せんとするものは即座に銃殺せられ、又生き延び
て後方地域に辿りついた奥地からの避難邦人も飢えと疾病のため死亡す
るもの相つぎ、言語に絶する地獄の惨状を呈した。」106
また、戦争ルポルタージュでは角田房子(1981)『満州武装移民の妻』徳
間書店などが、その惨状を伝えている。ソ連兵による戦時の性暴力に関
しては、近年、様々な角度からの研究があり、戦時のみならず戦後の記
憶のあり方まで含めた、その多様性や複雑さが着目されるようになって
いる。107 ソ連兵との接触には、性暴力の記憶が付きまとう。本論で考
察している1980年代の北海道侵略小説でもその記憶は再生産される。
岩野(1980)を見てみよう。
「ひしひしとせまる周辺の異様な雰囲気、スパイやレポ船の身近な
ニュースなどは、多かれ少なかれ五百万道民の心理に暗い影を落として
いた。
〈ソ連が来たらじたばたしてもはじまらない。財物は取られ、女は犯
されるかもしれないが、まさか抵抗しないものを殺すこともあるまい。
いちおう辛く厳しい統制に服さなくてはなるまいが、忍耐してそのいい
なりになって、時を待とう。まさか共産政治が五年、十年とつづくこと
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もあるまい〉という無抵抗方式の考え方。
〈ソ連がやってきたら、なるべくそのご機嫌を損じないように迎合
し、日ソ友好会館を建てたり、酒や女を調達して、お手やわらかに取り
扱ってもらい、できれば甘い汁のいくらかをちょうだいしよう〉という
レポ船的な考え方をする者。
〈ソ連も本州深くまでは侵入してこまい。北海道に見切りをつけて内
地の祖先の郷里や縁故に“疎開”し、食うだけのことをやって終戦を待
とう〉という者もあった。
また、血の気の多い連中の中には、
〈祖国に侵入する敵には力をもって抵抗しよう。国土が蹂躙され、女子
供が戦火の犠牲になるのは見るにしのびない。相手が原爆などのスー
パーウェポンを持っていても、個人対個人の戦いは銃器刀剣でもでき
る〉という考えの者もいた。」108
旭川市内で立ち話しをする市民の会話。
「都市はそれに治安がメチャメチャになって、掠奪、暴行などの犯
罪、非行が横行するでしょうな。それにどうでしょう。侵略軍は鉄砲に
ものをいわせて掠奪や婦女暴行をやるでしょうな」
「やらんとはいえませんな。戦争につきものですから」
「私は、年ごろの娘が二人おりますが、あの子らがロスケに犯される
ことを考えると居ても立ってもおれません。いっそひと思いに青酸カリ
でも飲まして、とも思います」
「浅丘さん、それはいけませんよ。狂犬にでも咬まれたとでも思って
がまんして･･････。とにかくどんな苦しみにも耐えて生き残ることが大
切です。太陽はまたかならず昇る･･････。一時の苦しみに耐えましょ
う」109
ソ連軍の侵攻前（1984年6月）の喜茂別付近の農村の寄り合いでの会
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話では、農場経営がソ連式になるという憶測や耕作用油の備蓄の多寡が
話題になったあと、女性への乱暴について以下のような記述がなされ
る。
「洗脳たらいう思想教育もやられるだろうな」
「そりゃやるにきまっとるわさ。そのときもハイハイいうとればいい
じゃないか」
「娘っ子たちは乱暴されるんじゃないか」
「そりゃ戦争にはつきものじゃからな。日本でもシナ事変のときな
ど、ずいぶん悪いことをした兵隊がおったという話だからな。おまえの
父ッつぁんあたり、シナでだいぶ悪いことしたんでねぇか」
「そんな話もあるようだな。まあ、命あってのものだねか。犬にでも
咬まれたと思ってがまんするんだな」110
ここでは3回にわたって女性に対する性暴力への言及が見られる。し
かし、ここでさらに重要なのは、占領下で優位な待遇を確保するために
性暴力に協力することを画策する男性の会話や「犬にでも咬まれたと
思って」と表現されている性暴力が行われることが当然であるとする認
識である。戦争であれば、性暴力が行われるのが当然であるという性暴
力の自然化が行われている。
近代国家による「女性の国民化」をはじめとして、権力による人間へ
の同一化、本質化、自然化に対して常に鋭い批評を行ってきた上野千鶴
子は『ナショナリズムとジェンダー』の中で戦時の性暴力に対して次の
ように指摘している。
「家父長制パラダイムの変種が、『戦時強姦』パラダイムである。
「強姦」はもちろん非戦闘員に対する加害行為だから、国際法上も違法
であるだけでなく、軍規にも反している。その戦時下強姦があとを絶た
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ないのは、戦争という『非常時』につきものの『ゆきすぎ』として、民
間人の虐殺とともにしばしば免責されてきた。『戦争に強姦はつきも
の』という見方や戦時強姦はどこの国でもやっている、という見方がさ
らに加害を免責する。」111
戦争には「自然」なこととして、性暴力を捉える見方は、上述の岩野
(1980)の引用とともに、実際に作中人物の北海道大学経済学部助教授の
滝本一郎がソ連の占領下で妻子をソ連兵に強姦される場面で繰り返され
る。さらに、岩野(1980)では、性暴力の「自然化」とともに、滝本の独
白にあるように、
「兵力がたらなかったんだ、もっと兵力があったら敵は北海道に侵攻
しなかったかもしれない。七〇年代、平和憲法だけ守っていたら、戦争
にはならないと聞かされ、自分も同意し、支持したものだったが、なん
という虚構だったのだ」113
という軍事力への渇望へと直接に結びつけられている。マイケル・モ
ラスキー(2003)「占領の記憶：沖縄・日本における言語・ジェンダー・
アイデンティ」114では、「地理的領土への植民的ないし軍事的侵略は個
人の身体への性的侵略として関連づけられる」115

として、女性という

個人の身体を国家（モラスキーは「国体：ナショナル・ボディ」という
語を使用している）と重ね合わせ、女性＝征服される側が従属し無力で
あることが強調されるロジックがあることを指摘している。岩野(1980)
は日本人の戦争体験と重ね合わせ、このロジックを、そっとテクストに
忍びこませているといえる。
生田(1980)でもソ連兵による性暴力が描かれる。ここでは、北海道へ
のソ連軍侵攻の大義名分を作ったテロリストグループの日本人の一人
が、釧路で占領軍兵士のために「トルコ嬢を狩り集めてきた」116うえ
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に、一般人の女性二人を騙して性暴力にさらす場面がある。
「秋子が、ひいっと叫んで逃げようとした。ロビイから、酔った足取
りできた巨漢の一人がその秋子を抱きすくめた。もう一人が呆然として
動けない右子緒の手を掴み、手近な部屋のドアをあけた。
ロビイで、おそらく順番を待っていたに違いない兵隊たちが、手をう
ち、口笛を吹いてはやし立てる。
その歓呼の声に送られて、右子緒と秋子は、ひとつの部屋の中にひき
ずりこまれていった。」117
ソ連兵による性暴力は、仮想戦記というフィクションにおいてもロシ
ア・ソ連理解の重い影となって消え去ることがない。
7. 4 「侵略」小説の論点4

日本人以外の視点

上述の生田(1980)は、軍事的状況の仮想に関心を集中していた佐瀬
(1978)、性暴力の「自然化」から軍拡の正当性へとそっと導く岩野
(1980)と違って、日本人のみが犠牲になる「戦争」とは違った視点を提
出する。物語の結末近く、テロリストグループとも作中で脅威論につけ
込む軍需産業である「三星重工業」とも関係があり、なおかつソ連とも
きんしちえ

接触があったフィクサー、金山老人が本名が金世杰[原文ママ：引用者]
という朝鮮人であり、満州開拓農民として、国家総動員法による樺太へ
の徴用労働者として、日本に振り回され、ソ連参戦による解放後に対日
工作員となった過去を明らかにする。さらに各人が所属する国家という
枠を超えて、人間自体に対する信頼感を吐露し、対立を煽る存在に批判
を加える。
「お互い、白い眼剝いていがみあわんならんほど、悪い人間じゃ
ねぇ。悪い悪いと触れまわっとる人間が、ほんとに悪い人間なんじゃ。
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お互いのいいとこを汲みあって、国や政府はくそくらえでつきあえば、
ぜったい仲よくできる人間同士だと信じちょるんだわさ。」118
こうして、当初は悪役として存在していた金山老人から、日本人以外
の視点を導入することで第二次大戦における日本の加害性、そして国家
間の政治と戦争に翻弄される一市民の悲劇を引き出している。そのう
えで理不尽な国家間の論理を克服する視点を提示することで生田(1980)
は、ただの脅威論を煽る小説であることを免れている。
このように、ほぼ同時期に描かれた北海道侵略小説の3作品は、その
作家性を異にしながらも、第二次大戦の記憶を素材に強固に結びつき、
それぞれの仮想を行っている。ここで注目したいのは、ここまで見てき
たように先の第二次世界大戦で生じた多くの悲劇を、北海道に舞台を移
して再演しているということである。このことは、避難民の悲劇、占領
下の悲劇、性暴力の悲劇と、現実の歴史において、満州、朝鮮、樺太、
千島列島で行われた悲劇のみならず、第二次世界大戦で行われた悲劇全
般を北海道に回収する力学が、北海道「侵略」小説において働いている
と言える。
先のジャンル分けでは1941-1945年の対ソ戦や侵略小説、分断国家・
社会主義国家日本の仮想では、第二次世界大戦での日本が経験した歴史
が作品の着想の源泉となっていた。これこそ第二次世界大戦での日本の
戦争の記憶が戦後の創作に与えた影響力の強さを示す一つの例であると
いえる。
7.5

「侵略」小説の論点5

北海道の「戦争の記憶」の回収と過去と

の「連累」
最後に木元寛明の2012年の『道北戦争1979』 119を取り上げる。作者
は元自衛官で1945年生まれ、防衛大12期。戦車大隊長、戦車連隊長な
どを歴任。2000年退官。本書は佐瀬稔の『北海道の十一日戦争』(1978)
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と同様の設定であるが、佐瀬(1978)の内容に作者が疑問を感じた点を勘
案し、新たな仮想を実現している。木元(2012)では、ソ連軍の実力の想
定、停戦協定の実施過程の想定、自衛隊の作戦行動の想定を練り直し、
「『十一日戦争』と同じ規模の戦力を、筆者自身の経験・知識から分
析すると、別の答えが出てくる」120として、自衛隊の反攻作戦が実施さ
れ、停戦が実行されるまでを描いている。
ジャンルの面から考えると木元(2012)は、先にジャンル分けした、
1941-1945年の対ソ戦や侵略小説、分断国家・社会主義国家日本を想定
した諸作品と重なる。しかし、ここで重要なのは、木元(2012)はこのよ
うな、実際には生起しなかった「過去」の想定を2012年という「現代」
の視点から作り上げたものであり、本稿で先に取り上げた北海道侵攻に
関する諸作品とはその点が異なっている点が重要である。すなわち佐瀬
(1978)などの当時の北海道侵攻ものが、近未来を舞台とした、いわゆる
「未来戦記」であったのに対し、この作品は、過去を舞台とした「歴史
改変小説」であるからだ。
木元(2012)は、本稿で論じてきた戦争を軸としたソ連・ロシアの関わ
る諸作品の系譜において、第二次世界大戦ではなく、近未来でもない、
「戦後」でありソ連脅威論が叫ばれた1979年を改変し再仮想している。
1979年から33年後の2012年においてである。この作品は、ソ連脅威論へ
の30年後の返歌であるともいえる。もちろん実際に道北の自衛隊部隊で
勤務していた著者の経歴を踏まえると、この作品はいわば自衛官として
の人生をかけた仕事の回顧という側面も有している。しかし、ロシアに
関連する日本の仮想戦記の創作の系譜にあって、「戦後におけるソ連脅
威論」もまた、「第二次世界大戦」と同様に、将来に書かれるかもしれ
ない諸作品の着想の源泉となりうる可能性を木元(2012)は示していると
いえる。すなわち太平洋戦争の終結から時間が経過した、戦後史の時空
間が歴史改変小説の想像力の可能性に、含まれるということである。本
作では最後に第二次大戦の記憶と北海道侵略小説が分かちがたくむすび
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ついている場面に触れたい。
木元(2012)では犠牲を出しながらも自衛隊は北海道防衛に成功する。
エピローグでは従軍した戦車部隊についてある「うわさ」が囁かれると
ころで物語が終わる。
「十九日早朝から、上富良野町内であるうわさが密やかにささやかれ
た。
―真夜中に多数の戦車が上富良野町にもどってきた。
―十数両の戦車が駐屯地に向かい、沿道の家屋がガタガタと揺れた。
―駐屯地東門から入った戦車の一群は、戦車大隊の隊舎前に止まり、
中隊長の号令で全員が隊舎に駆け込んだ。」121
これと類似した怪談がある。北海道の旭川が主な舞台となっているも
のである。民話研究者として名高い松谷みよ子の労作『現代民話考』は
1980年代に刊行されたが、その中で北海道、旭川の日本軍部隊に関する
有名な話がある。
「＊北海道

旭川第七師団歩兵第二十八連隊留守部隊。昭和十八年頃

の話。同師団から派遣されガダルカナル島で全滅した一木支隊の留守部
隊に居住(司令部勤務で仮住)していた折、留守部隊の衛兵が軍旗を先頭
に、進軍ラッパをかなで部隊が帰ってくるのを察して衛兵整列したが、
ラッパ、足音が近づくと突然、かき消すようにそれが止んだ。
話者・留守部隊兵。回答者・宗田一（京都府在住）」122
「＊北海道

旭川第七師団歩兵第二十八連隊留守部隊。昭和十八年頃

の話。同師団から派遣されガダルカナル島で全滅した一木支隊の留守部
隊に居住(司令部勤務で仮住)していた折、留守部隊の衛兵が軍旗を先頭
に、進軍ラッパをかなで部隊が帰ってくるのを察して衛兵整列したが、
（82）

苫小牧駒澤大学紀要

第30号

2015年3月

ラッパ、足音が近づくと突然、かき消すようにそれが止んだ。
話者・留守部隊兵。回答者・宗田一（京都府在住）」123
松谷(2003)には、この話の類話が7つ掲載されているが、三つが旭川
の連隊駐屯地での出来事であること、一つがガダルカナル島が舞台であ
るが、これは北海道で編成の一木支隊のものである。太平洋戦争での著
名な戦いの一つに1942－1943年のガダルカナル島の攻防戦がある。この
いちき

戦闘に参加し、全滅した部隊の一つに一木支隊がある。この部隊は1942
年の6月のミッドウェイ作戦でミッドウェイ島攻略の任が当てられたも
のの実施されず、ガダルカナル島へ派遣され、8月21日に全滅した。一
木支隊は旭川の歩兵第二八連隊を母隊に編成されており、北海道民の多
くが戦死した。そのため、旭川では戦死者の帰還という怪談が広がっ
た。旭川の第七師団の歴史を概説した示村(1984)には次のような記述が
ある。
「十七年の秋、歩兵第二八連隊の兵舎や官舎地帯で異様な現象が起き
ている。
たとえば深夜、一隊の兵士が完全軍装のまま連隊に帰ってきたので、
衛兵は整列してこれを迎えたが、空き兵舎に入っていった部隊は影のご
とく消えた。」124
示村(1984)はこのような「怪談のごとき一種の風説」をすでに当時か
ら旭川市民が語り伝えたことを記している。
木元(2012)がこの有名な怪談を自らの仮想戦記に取り入れたことは、
北海道と戦争の記憶が現在においても第二次大戦の記憶と結びついてお
り、なおかつその記憶の連なりたいという愛着をも示すものであるとい
える。（木元は戦車部隊長として北海道に勤務していたということもあ
る）。
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歴史学者モーリス‐スズキは(2004)『過去は死なない:メディア・記
憶・歴史』125において、歴史とその研究を二つの側面から論じ、「解釈
としての歴史」「一体化としての歴史」と区分している。さらに「歴史
アイデンティフィケーション

は”一 体 化”の問題でもある」とし、人間と過去との関係は知識や理解
のみならず、想像力や共感によってもかたちづくられると指摘してい
る。
「過去に生きた他者とのこうした一体化は、しばしば、現在における
わたしたちのアイデンティティの再考あるいは再確認の基盤となる。過
去にあったなにかを想起することで、そしてそれを自分のこととみなす
ことで、わたしたちはある特定の集団―国家かもしれないし、地域社
会、少数民族、宗教団体かもしれない―に帰属している感覚を覚える。
それによって、さらに、複雑で絶えず変わっている世界における自分の
位置を規定する。」126
また、「歴史責任」という言葉とは異なる、過去への「連累」という
言葉で、人間と歴史との関わり方を幅広く捉えようとする。その上で、
モーリス‐スズキは歴史小説、映画、写真、漫画、マルチメディアと
いった大衆メディアを考察対象に選択している。
「大衆メディアは、継承された概念やイメージの網にわたしたちをか
らめとる重要な手段である。マスメディアをとおして、過去について語
りなおされた物語が、そこにこめられた自負、同情、悼み、悲嘆、そし
て憎しみともども、わたしたちの心に生き、現在の（国際的な危機を含
む）出来事にいかに面と立ち向かうか、あるいは立ち向かおうとしない
かに、微妙な、それでいて紛れもない影響を与えるのである。」127
モーリス‐スズキが言うように人間と過去との関係は知識や理解のみ
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ならず、想像力や共感によってもかたちづくられる。これまで見てきた
作品の北海道の「戦争の記憶」の回収の力学、そして木元(2012)の「英
霊の帰還」のエピソードに明確に現れているように、過去との「連累」
への志向が、北海道を舞台として戦後35年の時を隔てて再演されている
のである。ここに第二次世界大戦の記憶が、日本人の戦争観、ロシア・
ソ連理解に強力に作用していることを見ることができるのである。

8. 「人・場所・記憶」 の関係
最後に注目しておきたいのは、北海道は空襲・艦砲射撃等の被害を受
けてきたと言えども、北海道本土では陸上戦が行われなかったことであ
る。行政上は南樺太は樺太庁に属し、千島列島は北が根室支庁直轄、南
が花咲群に本村を置く歯舞村などが北海道に属していたとは言え 、終
戦間際の対ソ戦は北海道本島から海を隔てた島嶼での戦闘であった。
これを1945年4月から6月まで熾烈な陸上戦が行われた沖縄と比較し
てみよう。沖縄では、戦火を体験した「人」、戦火にさらされた「場
所」、伝承される戦火の「記憶」の三つがそろっている。周辺の島嶼と
ともに本島も直接の戦火にさらされ、現在に至るまでもその記憶が強く
残る沖縄とは北海道の状況は異なっている。戦後の北海道では、「人」
と「記憶」はあるが、「場所」は希薄になる。たしかに、樺太および千
島列島の居住者が戦後に北海道に引き上げた者が多い経緯がある。それ
を考慮すると、引揚者から伝承された記憶も直接、間接に引き継がれて
きた。しかし、戦火にさらされた「場所」は、立ち入ることのできない
海を隔てた地点にある。遠く隔たった「場所」での戦争の記憶が、身近
にいる引揚者という「人」や書籍から伝えられ「記憶」され、息づく場
が戦後の北海道であった。
戦後には北海道が「国境」の最前線となり、引揚者が経験した戦争と
占領の記憶は、大陸やその他の地域の記憶と戦後に明らかになった戦争
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の記録とともにおよそ30数年後、1980年代前後に「ソ連脅威論」を受け
て、今度は北海道本島を舞台として仮想の中に再活性化されたのであ
る。
結論
本稿では1980年前後のソ連脅威論言説と北海道侵略小説を考察する
ことで、以下の点が明らかとなった。(1)最前線としての北海道認識：
「ソ連脅威論」の中で、北海道が戦争の危険にさらされる場所として地
理的に認識された。(2)第二次大戦の記憶の回収と再構成：戦後、30数
年を経て日本人の戦争に対するイメージが、再構成された。それは北
海道だけではない太平洋戦争の記憶を回収しつつ行われた。(3)ロシア
（ソ連）に対するイメージの再構成：北海道に侵攻・占領する敵とし
て、ロシア人（ソ連人）のイメージが第二次大戦の記憶から再構成され
た。ソ連脅威論小説は、戦後の日本に存在する太平洋戦争の記憶を、北
海道という舞台に集め、再構成したものであるといえる。
ほぼ同時期に描かれた北海道侵略小説の3作品は、その作家性を異に
しながらも、第二次大戦の記憶を素材に強固に結びつき、それぞれの仮
想を行っている。先のジャンル分けでは1941-1945年の対ソ戦や侵略小
説、分断国家・社会主義国家日本の仮想でも、第二次世界大戦での日本
が経験した歴史が作品の着想の源泉となっていた。これこそ第二次世界
大戦での日本の戦争の記憶が戦後の大衆文学での創作に与えた影響力の
強さを示す一つの例であるといえる。
今より30年以上前、多くの人々の興味を捉えたソ連脅威論はもはや過
去のものとなった。しかし韓国、北朝鮮、中国に対して、様々な形で
「脅威論」言説が、流布しつつある昨今、「脅威論」の現れ方、特に創
作での現れ方は、すでに過ぎ去ったソ連脅威論の再演となるのか、新た
な性質を帯びるのかは、他分野の研究者の協力による、複合的な研究を
待たなければならない。
（86）

苫小牧駒澤大学紀要

第30号

2015年3月

注
1

志水速雄(1984)『日本人のロシア・コンプレックス』中央公論社.ⅱ.

2

志水速雄(1984)『日本人のロシア・コンプレックス』中央公論社.ⅲ.

3

黒川雄三(2003)『近代日本の軍事戦略概史』芙蓉書房出版.13-14.

4

黒川雄三(2003)『近代日本の軍事戦略概史』芙蓉書房出版.14.

5

ロシアの脅威の民衆意識、メディアの現れの一つとして奥(2011)
は、日露戦争時に「露探」と言う言葉が新聞というメディアによっ
て作り出され、日本人に対して国民／非国民の区分法としての機能
を果たしたことを指摘している。奥武則（2011）『ロシアのスパ
イ：日露戦争期の「露探」』中央公論新社.

6

速水俊雄『日本人のロシア・コンプレックス』中央公論社.

7

林三郎（1974）『関東軍と極東ソ連軍』芙蓉書房.

8

加登川幸太郎（1985）「関特演：陸軍省からみた参謀本部」『軍事
史学』82.2-27.

9

中山隆志(1995)『一九四五年夏

最後の日ソ戦』国書刊行会.中公文

庫版は2001年.ここでは文庫を用いた。58.
10 第七師団は1939年のノモンハン事件には出動したが、太平洋戦争で
は北海道に取りおかれた。
11 黒川雄三(2003)『近代日本の軍事戦略概史』芙蓉書房出版.48.
12 第二次大戦末期の日ソ戦については様々な先行研究がある。例え
ば、比較的最近のものとしては井澗裕(2011)「占守島・1945年8
月」『境界研究』.No.2.31-64.は占守島での戦闘について日露双方の
文献を精査したものである。また白木沢旭彦(2007)「『八・一五』
でも終わらなかった北海道の戦争」『東アジアの終戦記念日』佐藤
卓己/孫安石編.筑摩書房.65-84.は一般的な8月15日の「終戦」理解と
9月までの日ソ戦の継続の記憶とのずれを地方紙の北海道新聞の報
道から考察したものである。
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13 現在の北方領土の4島の占領は9月に入ってからのことである。
14 中山(1995).244.
15 中山(1995).245.
16 2015年1月1日に北海道新聞は、太平洋戦争中の1943年に連合国参謀
本部が北海道上陸作戦を計画していたという記事を掲載した。しか
し北海道上陸計画は気候・必要兵力の点で制約があり、台湾上陸計
画が優先されたと報じている。北海道新聞(2015)「戦中 北海道上陸
作戦」北海道新聞.2015年1月1日朝刊.
17 黒川雄三(2003)『近代日本の軍事戦略概史』芙蓉書房出版.243.
18

増田弘(2004)『自衛隊の誕生:日本の再軍備とアメリカ』中央公論新
社.43.

19

前田哲男(1994)『自衛隊の歴史』筑摩書房.

20

前田(1994).105.

21

松井愈(1988)「軍事基地北海道」『北海道で平和を考える』深瀬忠
一・森杲・中村研一編.北海道大学図書刊行会.21-51. 同書は外交・
軍事・経済などの様々な観点から、当時の北海道の状況を考察し、
平和構築のための提案をしている論文集である。研究者のみなら
ず、当時の北海道知事の横路孝弘、北海道ウタリ協会理事の小川隆
吉など、多様な人材が執筆している。

22 「国境」としての北海道に関連する自衛隊実務担当者の記事とし
ては旭川の元第2師団長岩出俊夫の以下の記事がある。岩出俊夫
(1983)「国境師団師団長としての対ソ防衛体験」『臨時増刊 中央公
論 : ソ連の何が怖いのか』1983年7月号.166-173.
23 ソ連脅威論および1985年のペレストロイカの進展に伴い、ソ連に関
する言説は以後、増大していく。ソ連研究の専門家による書籍、
例えば木村汎(1980)『ソ連とロシア人』蒼洋社などが出版されてい
く。ソ連崩壊が1991年であるから、短期間の急激な変化による同時
代の研究者の興奮は大変なものであったろう。
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24 ミグ25事件に関しては、函館駐屯の第二十八普通科連隊の対応も含
め詳述した、次の書物が入手しやすい。大小田八尋(2001)『ミグ25
事件の真相：闇に葬られた防衛出動』学習研究社.
25 豊田利幸(1981)「核戦略はいかに変貌したか : 『限定核戦争勝利
論』の恐怖」『世界』1981年8月号(428).56-68.
26

フェルト、バーナード(1981)「世界は破滅のふちに立っている」西
俣総平訳『世界』1981年4月号(425).84-86.

27 小室直樹(1980)『ソビエト帝国の崩壊 : 瀕死のクマが世界であが
く』光文社.
28 藤井治夫(1982)『ソ連軍事力の徹底研究』光人社.
29 惠谷治(1987)『ソ連軍事情報の読み方 : クレムリンが見える、世界
がわかる』光文社.
30 スコット、ハリエット・F、ウィリアム・F・スコット(1986) 『ソ
連軍 : 思想・機構・実力』乾一宇訳. 時事通信社.
31 コックバーン、アンドルー(1985)『脅威 : ソ連軍事機構の実体』赤
羽龍夫訳.早川書房.
32 藤原彰(2007)『日本軍事史(下巻)戦後編』. 社会批評社.224. 原著は藤
原彰(1987)『日本軍事史(下巻)戦後編』.日本評論社.
33 藤原彰(2007).225.
34 太田述正(2008)『実名告発 防衛省』金曜日.170.
35 西村繁樹(1984)「日本の防衛戦略を考える : グローバル・アプロー
チによる北方前方防衛論」『新防衛論集』12(1).50-79.
36 西村繁樹(2012)『防衛戦略とは何か』PHP研究所.173.

下記の論考

も同様の認識を示す。西村繁樹（1998）「陸上自衛隊の役割の変化
と新防衛戦略の提言」『新防衛論集』26.2.1-21.
37 また、以下の書物も自衛隊の対ソ抑止の成功という認識を示す。同
書は、本州からの自衛隊部隊の北海道移駐時の複数人の回想を織り
交ぜ、北海道史の資料としても興味深い。大小田八尋(2005)『北の
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大地を守りて五〇年:戦後日本の北方重視戦略』かや書房.
38 栗栖弘臣(1920-2004)は元統合幕僚会議議長。1978年に日本有事の際
の法的基盤の未整備から「超法規的行動」の可能性に言及し、解任
される。
39 栗栖弘臣(1980)『仮想敵国ソ連』講談社. 61-126.
40 中川八洋(1981)「あなたは北海道を放棄するか」『文藝春秋』1981
年10月号.314-334.
41 中川(1981).325.
42 中川(1981).326.
43 中川(1981).334.
44 中川(1981).324.
45 ソ連問題調査センター（1976）『ソ連問題調査月報』.3(1).2-3.
46 外務省(2013)「中国共同声明(1972年9月29日)」http://www.mofa.
go.jp/mofaj/area/
china/nc_seimei.html(2015年1月11日閲覧). 第七項は以下のとおり
である。「七

日中両国間の国交正常化は、第三国に対するもので

はない。両国のいずれも、アジア、太平洋地域において覇権を求め
るべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる
国あるいは国の集団による試みにも反対する。」.
47 中山弘正(1982)「現代ソ連論 : 『ソ連脅威論』をめぐって」『明治
学院大学経済学会』1982年2月(63号).107-119.
48 中山(1982).115.
49 中山(1982).107.
50 中山(1982).107.
51 代表的なものとして以下のものがある。山口定(1981)「『盾として
の防衛力』批判」『世界』1981年8月号(429).24-38.猪木正道(1981)
「防衛議論の虚実」『文藝春秋』1981年1月号.110-120.
52 内村剛介(1980)「ソ連に占領されたら日本はこうなる」『現代』昭
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和55年9月号.90-107.
53 内村剛介(1980)「北満から日本へ:ソ連は侵略・支配をこう進め
る！」『現代』昭和55年10月号.52-66.
54 朝日新聞(1980)「平和戦略’80：ソ連は脅威か《1》」『朝日新
聞』.1980年11月28日朝刊. 連載の回のサブタイトルは以下のとお
り。第1回：情報と不安感、第2回：戦力の過大評価、第3回：北海
道侵攻論、第4回：過剰防衛説、第5回：様々な想定、第6回：変わ
らぬ親日感、第7回：二百カイリ以後、第8回：経済協力の意味、第
9回：「島を返せ」、第10回：相互理解に壁、第11回：「恐露」の
土壌、第12回：若者たちの目、第13回：友好運動はいま、第14回：
今こそ対話を。
55 朝日新聞(1980)「平和戦略’80：ソ連は脅威か《3》」『朝日新
聞』.1980年11月30日朝刊.
56 黄禍論も関係する欧米流のロシア観と日本史の文脈が結合している
と言える。欧米のロシア観については下記参照。ハインツ・ゴル
ヴィッツァー(2010)『黄禍論とは何か』中央公論新社.40-44. 単行本
では下記の版がある。ハインツ・ゴルヴィッツァー(1999)『黄禍論
とは何か』草思社.
57 朝日新聞(1980)「平和戦略’80：ソ連は脅威か《11》」『朝日新
聞』.1980年12月10日朝刊.
58 毎日新聞社外信部(1981)『東西軍事力 : ソ連脅威論の虚と実』築地
書店.
59 北海道新聞(1980)「危険なブーム『ソ連脅威論』」『北海道新
聞』.1980年8月23日夕刊.
60 ハケット、ジョン（1979）『第三次世界大戦』青木榮一訳.二見書
房.
61 北海道新聞(1980)「危険なブーム『ソ連脅威論』」『北海道新
聞』.1980年8月23日夕刊.
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62 北海道新聞(1980).
63 北海道新聞(1980).
64 北海道新聞(1980).
65 北海道新聞(1980).
66 北海道新聞(1980).
67 I.F.Clarke(1997)「Before and After The Battle of Dorking」
『Science Fiction Studies』.1997.3.
68

H.G.ウェルズ(1914)『解放された世界 The World Set Free』岩波
書店.

69 シュート、ネビル(1965)『渚にて』東京創元社.
70 バーデック、ユージーン・ウィーラー、ハーヴィー(1980)『未確認
原爆投下指令

Fale-Sale』東京創元社.

71 ハリー、エリック・L(2000)『米本土決戦 Invasion』(上下)二見書房.
72 このジャンルの系譜を受け継いだ現在の作品として、ジョン・ボー
ルJohn Ballの『原子力潜水艦、北へThe First Team』(1971)、映
画『若き勇者たちRed Dawn』(1984)、オーストラリアの作家John
Marsdenの『Tomorrow[邦題：Tomorrow〈stage1〉―明日、戦
争が始まったら]』シリーズ(1994～)、『若き勇者たち』の設定変更
版のリメイクで北朝鮮軍にアメリカ本土が占領される設定の映画
『レッドドーンRed Dawn』(2012)などがある。
73 ディック、フィリップ・K(1984)『高い城の男』早川書房.
74 ハリス、ロバート(1992)『ファーザーランド』文藝春秋.
75 長山靖生(2009)『日本SF精神史 : 幕末・明治から戦後まで』河出書
房新社.
76 ウェストハイマー、デイヴィッド(1971)『本土決戦 : 日本侵攻・昭
和20年11月[原題：Lighter than a feather]』木村譲二訳. 早川書房.
77 佐渡正昭(1970)『小説

本土決戦』北方文化社. この作品では日本

優勢で日米講和が成立する。
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78 猪瀬直樹(1993) 『黒船の世紀 : ガイアツと日米未来戦記』小学館.の
ち文春文庫.
79

吉田司雄（2006）「代替歴史小説の日本的文脈」『世界』
2006.4.111-123.

80

海軍マニアの男性とその恋人が事をいたす瞬間に過去にタイムス
リップしてしまうという意匠で、未来人である男性の助言を受けた
日本帝国海軍は個別の海戦では勝利するものの、戦争には負けてし
まう結末を持つ。

81

吉田（2006）は言及していないが1970年代に書かれた、現代日本
が時空を越えて太平洋戦争に介入するという設定を持つ、豊田有恒
の『タイムスリップ大戦争』、『パラレルワールド大戦争』も看過
できないだろう。かわぐちかいじの漫画『ジパング』なども参照の
こと。また、児童文学でも那須正幹(1975)『屋根裏の遠い旅』があ
る。

82

戦争と文学編集室編(2011-13 )『コレクション

戦争と文学』全20

巻、別冊1巻(2011-13 )集英社. 戦争と文学編集室編(2011-13 )『コレ
クション
83

戦争と文学』全20巻、別冊1巻(2011-13 )集英社.

戦争と文学編集室編(2013 )『コレクション

戦争と文学』別巻

『〈戦争と文学〉案内』集英社.7-192.
84

他ジャンルでは漫画も存在する。小林源文ほか(1989)『バトルオー
バー北海道』日本出版社. また、樺太の真岡郵便電信局事件に関し
ては、1974年の映画『樺太1945年夏

氷雪の門』、2008年の日本テ

レビ放送の『霧の火 樺太・真岡郵便局に散った九人の乙女たち』
がある。色丹島からの占領、引揚げを描いた2014年の児童向きアニ
メ映画『ジョバンニの島』もある。ソ連脅威論をパロディ化したも
のに1982年にダイコンフィルムが製作した、特撮映画『愛國戰隊大
日本』がある。
85 大石英司には (1991)『ソ連極東艦隊南下す』(1991)中央公論社(のち
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に改題『ロシア極東艦隊南下す』)もある.
86 他ジャンルでの分断国家の仮想として新海誠のアニメ(2004)『雲の
むこう、約束の場所』、コナミのゲーム(2000)「RING of RED」
[PS2]などがある。社会主義国家を仮想するものでは、ソ連ではな
く北朝鮮型社会をモデルとするものとして下記のものがある。井沢
元彦(1996)『「日本」人民共和国』光人社.
87 筒井(1987)と北海道文学との関係については藤田(2012)が北海道SF
という視点から詳細に論じている。「イデオロギーと、革命＝戦争
の問題を扱うのに、北海道という場は恰好の場所であったと言える
だろう。（なにせ、小林多喜二や石川啄木などのプロレタリア文学
運動盛んなりし土地として文学的には記憶される場所であるのだか
ら）」という考察が興味深い。藤田直哉(2012)「北海道SF大全
二回

第

空虚としての饒舌—筒井康隆『歌と饒舌の戦記』(新潮文庫)

(上・中・下)」Varicon2012実行委員会.http://www.varicon2012.jp/
taizen.php?no=10(2015年1月15日閲覧).
88 高城高は1935年函館市生まれ、東北大学卒業後、北海道新聞社に勤
めながら1955年『X 橋付近』で作家デビューする。北海道を舞台
としたハードボイルド・ミステリーを執筆するもののその後、作品
の発表が止まり、長らく忘れられた存在となる。2000年代半ばに
再発見され、2008年東京創元社から『高城高全集』全4巻が出版さ
れ、作品が文庫で容易に入手可能となった。
89 川村湊(2012)「名作料理店：高城高全集3
著

深い霧

創元推理文庫」『北海道新聞』2012年5月13日朝刊.

90 岩野(1980).29.
91 ここでは文庫版を用いる。
92 佐瀬(1978).72.
93 佐瀬(1978).68.
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94 逃げ場のない島嶼であることも沖縄と共通している。
95 佐瀬(1978).168.
96 岩野(1980).132.
97 生田(1980)上.411-412.
98 避難民と軍事行動との対立は、沖縄戦における避難民の惨禍として
国民の記憶に残っている。また、戦車兵であった作家の司馬遼太
郎の戦時中の体験が有名である。司馬遼太郎(1974)『歴史と視点 :
私の雑記帳』新潮社.ここでは文庫版を参照した。司馬遼太郎(1985)
『歴史と視点 : 私の雑記帳』新潮社.91.
99 地名の改変というモチーフは、小林(1984)にも伺われる（明治神宮
→レーニン宮、表参道→ウラジミール通り、原宿の公園（代々木公
園？）→蜂起公園、六本木→雀が丘、青山通り？→ストロガノフ通
り）。1945年に日本が連合国軍に占領された際の記憶との関連も伺
われる(東京宝塚劇場→アーニー･パイル劇場などの史実の例)。小林
信彦（1984）『サモワール・メモワール』「素晴らしい日本野球」
所収、新潮文庫.53-77.（初出『小説新潮スペシャル』1982年春号）
100 岩野(1980).251.
101 岩野(1980).257.
102 生田(1980)下.100-101.
103 生田(1980)下.177.
104 生田(1980)下.306.
105 臼井勝美・稲葉正史解説(1972)『現代史資料38

太平洋戦争』.みす

ず書房.
106 臼井勝美・稲葉正史解説(1972)『現代史資料38

太平洋戦争』.みす

ず書房.972.
107 たとえば猪俣祐介(2013)「『満州移民』女性に対する戦時性暴力－
単身女性団員の強姦体験の語りから」『GCOEワーキングペーパー
次世代研究110』.14-27.
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108 岩野(1980).98.
109 岩野(1980)205-206.
110 岩野(1980).248.
111 上野千鶴子(2012)『ナショナリズムとジェンダー』岩波書店.111112.
112 岩野(1980).258-259.
113 岩野(1980).262.
114 モラスキー、マイケル(2003)「占領の記憶：沖縄・日本におけ
る言語・ジェンダー・アイデンティ」鈴木直子訳『現代思想』
2003.9.92-125
115 モラスキー、マイケル(2003).93.
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承される理解を「記憶」とする。
129 中山(1995).186.
（さとう

りょうたろう・本学非常勤講師）

（97）

苫小牧駒澤大学紀要

第30号

平成27（2015）年 3月18日印刷
平成27（2015）年 3月20日発行
編集発行

苫小牧駒澤大学
〒059-1292 苫小牧市錦岡521番地293
電話0144-61-3111
印

刷

北海印刷株式会社
紀要交換業務は図書館学術情報センターで行っています
お問い合わせは直通電話 0144-61-3311

ISSN1349-4309

BULLETIN
OF
TOMAKOMAI
KOMAZAWA UNIVERSITY
Vol.30
On the Works of YAMASHITA Hajime
SHINOHARA Masahiko

01

◇

Speech to Text in One-to-one Tutoring： Past, Present and Future of
Speech Recognition Technologies and a Suggested Action Plan
Robert Carl OLSON
Joao Carlos KOCH Junior

（01）

Utilizing Natural Heritage in Junior and Senior High Schools for
Lesson Development
KIKUCHI Tatsuo

（19）

Invasion Literature of Hokkaido and the Memory of World War Ⅱ
SATOU Ryoutarou

TOMAKOMAI KOMAZAWA UNIVERSITY
March 2015

（39）

