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歴史修正主義を考える

歴史に向きあい︑語りあうために

│

安保法 案論争 に垣間 見られ るもの

牛村 圭

第二次 安倍晋 三内閣が 発足して すでに 三年以 上の月 日を閲し た︒歴代 の総理 経験者に 比し︑ 現総理 は自国
の 近現代史 への関心 が極め て強い ︒昭和 後期に 政権の座 に就き﹁ 戦後政治 の総決 算﹂を 掲げる 一方︑ 歴史に
関する 発言で 時折物 議を醸 した中 曽根元総 理以上と 思われる ︒そう いう安 倍内閣 に保守 論壇の多 数派が望 ん
だもの に︑従 軍慰安 婦の強制 連行問題 の決着や ︑占領 下で成 立した 日本国憲 法が規 定する専 守防衛と いう国
防の枠組みの積極的再検討があった︒前者については︑発端となる強制連行記事をかつて報じた﹃朝日新聞﹄
が︑ 一昨年夏 ︑報道 内容の 虚偽に ついて 謝罪した ことで保 守派はひ とまず 溜飲を 下げる ことを 得た︒も うひ
とつの課題は︑安全保障関連法案の成立と施行︵平成二八年三月二九日︶をもって︑進み出すこととなった︒
安全保 障関連法 案の是非 をめぐ って︑ 国民の 間で議 論が沸騰 した︒と りわけ反 対派が 展開す る批判 に注目

すると ︑そこに は戦後日 本の戦争 への理 解や認 識の諸 相が見て とれる ように思 えた︒安 保法案 は戦前 の徴兵
制に 直結する ︑とい う批判 は︑子 を持つ 母親に訴 えながら も︑政府 側の丁 寧な説 明によ り的を 射ていな いこ
とはす でに証 された ︒その 一方︑安 保法案は 戦争法案 である との指 弾は︑ いまな お根強く ︑野党に よる安倍
内閣批 判の常 套句と化 している 感がある ︒戦争 法案だ ︑いや それは甚 だしい 誤解だ︑ という議 論の応 酬が一
体 何回国会 で︑ある いは政 治討論 番組で ︑繰り 返されて きている ことか︒ そして ︑この 論戦を 眺める と︑安
保法案 の賛成 派批判 派︑そ の双方 に共通し て見てと れる議論 の前提 ・認識 がある ことが 分かる︒ それは︑ 戦
争を悪 しきも のとし て捉える 姿勢であ る︒

﹁戦 争犯罪﹂ とは﹁ 戦争は 犯罪で ある﹂ の意にあ らず
戦争 に対す るこの見 方は︑ いまや国 民の大多 数が憲 法九条 のもと での戦後 教育を受 けてき た世代の ため︑
という よりも︑ 戦争その ものを絶 対悪と 捉えよ うとす る︑人 としての ごく自然 な気持ち の発露 による ものと
思う︒本誌前号に掲載された宗内敦教授の論考﹁戦争は︑人類﹃究極の敗北﹄﹂の基調に通じるものがある︒
だが ︑﹁戦争は悪である﹂から一歩進めて﹁戦争は犯罪である﹂と言い切ってしまっては︑一九世紀から二
〇世紀 にかけ ての世界 の歴史を 深く解す ること はかな わない ︒他者 との対話 という舞 台から無 意識の うちに
退き︑以 後は独白 の展開に 終始す ること になり かねな い︒
昭 和 三︵ 一 九 二 八 ︶ 年 ︑ パ リ で 締 結 さ れ た不 戦 条 約 ︵﹁戦 争 抛棄 ニ 関ス ル 条約 ﹂︶ は︑ 国家 の 政策 の 手段
として の戦争 の放棄 と国際紛 争の平和 的解決を 規定し た︒背 景には ︑空前 の総力戦 となった 第一次世 界大戦
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が もたらし た惨禍が あった ︒もっ とも︑ 条約加盟 国は原 則として 自衛権を 保持す ること が交渉 の過程で 確認
されて おり︑ また自 衛に相 対する﹁ 侵略﹂の 定義を欠 いてい たため ︑以後 の戦争 の抑止に 効力を発 揮するこ
とはな かった ︒
ここで︑ 占領下の 日本で 耳目を 引いた ﹁戦争は 犯罪にあ らず﹂ という主 張の実 例を紹 介して みたい︒ 昭和
二一︵ 一九四 六︶年 五月一 四日︑ 開廷五日 目をむか えた極東 国際軍 事裁判 ︵東京 裁判︶ において ︑ベン・ ブ
ルース ・ブレ ークニ 弁護人は ︑要旨以 下のよう に発言 した│ │戦争 は犯罪 ではない ︑戦争に 関し国際 法の法
規があ るのは︑ 国家利 益の追求 の為に行 なう 戦争は 合法とみ なされ ている からだ ・・・戦 争が合法 である以
上︑ 戦争での 殺人は 合法的 な殺人 に他な らない︒ もし︑真 珠湾攻撃 による キッド 提督の 死が﹁ 殺人罪﹂ にあ
たるな らば︑ 原爆投 下を計 画し︑命 じた者の 名を挙げ ること ができ る︒そ の者た ちは﹁殺 人罪﹂を 意識して
いたか ？いや ︑戦争が 合法とい うことで 意識は してい なかっ た・・・ 原子爆 弾のよう な戦争に 関わる 国際法
規 で禁止さ れている 武器に より一 般市民 を殺傷 した連合 国に裁く 権利はあ るのか ？
ブレ ークニ の発言 がとり わけ注目 されたの は︑占領 下の日 本で批 判がタ ブーで あった原 爆投下を ︑この国
際法廷 で取り あげ︑ 言葉を選 びながら も批判し たから だった ︒旧敵 国の弁護 人が果 たして日 本人被告 を本気
で弁護す るのか︑ という被 告弁護 側にあ った不 審の念 を一掃す るような 鋭い論陣 を張っ たのだ った︒
少々説明を加えておく︒第二次世界大戦当時︑
﹁ハ ー グ 陸 戦 法 規 ﹂
︵一八九九年︶や﹁ジュネーブ条約﹂
︵一
八六四 年︶と いった 戦争に 関わる国 際法規は 存在して いた︒ そこに は毒ガ スのよう な化学 兵器使用 の禁止︑
軍事施 設ではな い住宅地 等への爆 撃の禁 止︑非 戦闘員 である 一般住民 殺戮の禁 止︑戦時 捕虜は 虐待せ ずに保

護しな ければな らないと いう定め ︑等の 規定が あった ︒こうい う国際 法規に違 反すれば ︑戦争 に関わ る法律
違反 として ︑
﹁戦争犯罪﹂を犯した者︑つまり﹁戦争犯罪人﹂として︑処罰の対象となった︒さきの大戦中︑

﹂
-mutatis mutandis-

日本政 府には 中立国 を介し て﹁日本 は︑戦時 捕虜の取 扱いを 定めた ﹃ジュ ネーブ 条約﹄を 遵守する か﹂とい
う問い合わせが届いた︒それに対し︑日本政府は確答を避け︑﹁﹃ジュネーブ条約﹄を準用する
と の回答を おくった ︒
一方 ︑敵国 の軍需 工場や 戦艦への 空爆︑通 常兵器を 用いて の戦闘 員同士 の殺傷 行為等は ︑戦争に 関わる法
規に違 反しな い合法 的行為だ った︒捕 虜の試し 切りは 明白な 戦争犯 罪を構成 したが ︑戦場で 斬り合っ て敵兵
を 殺害 す る こ と は ︑ 違 法 で は な く 友 軍か ら は 戦 功 と さ れ た ︒﹁ 燈 火ち か く 衣縫 ふ 母は ﹂ で始ま る 文部 省唱
歌﹁冬の夜﹂の歌詞には︑﹁囲炉裏の端に 繩なふ父は 過ぎしいくさの手柄を語る﹂とある︒教科書初掲が
明治末 年とい うこと から考 えるに︑ 父の立て た﹁いく さの手 柄﹂は 日清あ るいは日 露の戦 役が舞台 だったで
あろう し︑肉弾 戦もまだ 普通だっ た時代 を考え れば︑ その手 柄の中味 もおのず と想像で きよう ︒平成 の世に
平和を享受できる幸せをありがたく思う一方で︑戦争が日常にあった戦前期を今日の尺度でのみ解釈し︑
﹁戦
争＝犯 罪﹂で あると 即断す るのは 避けるに 如くはな し︑と思 われる ︒

の 原義
revisionism
とこ ろで本 稿冒頭 で︑現 総理は歴 史意識 が強い政 治家であ ると記 した︒ その歴 史認識は ︑戦後五 〇年の 節
目に出された﹁村山談話﹂の克服を目指すものと言われていた︒もっとも︑七〇周年の折に出された談話は︑
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日 本の総理 大臣とし て言わ なけれ ばいけ ない要所 を押さ え︑村山 談話から 逸脱し ないこ とを旨 とする内 容と
なって いたが ︒
安倍 総理が内 に秘めて いるはず の史観 を念頭 におい て︑総 理は歴史 修正主義 者だ︑と 非難す る向き が野党
側に強い ︒﹁修正﹂の語には本来無色透明どころか肯定的な含意さえあるはずなのに︑ここでの﹁修正﹂の
語には 否定的 な意味 合いが 看取さ れ︑正統 派の歴史 観を逸脱 しよう として いる者 ︑の意 で批判的 に用いら れ
ている のは明 らかで ある︒政 治家は︑ そしてジ ャーナ リスト は︑歴 史研究 者である 必要はな い︒しか し︑歴
史修正 主義者だ ︑として 首相を糾 弾する 議員や マスコ ミ人たち は︑こ の﹁歴史 修正主義 ﹂の原 義を心 得てい
．険
．な
．歴史観を抱き︑披露しようとする者を︑一刀両断に﹁歴史修正主義
るの だろうか ︒自分 と相容 れない 危
者﹂と して糾 弾する のは︑ 歴史認識 における ラベリン グ作業 の典型 例その ものだ ろう︒
試 み に 現 在 も っ と も 浩 瀚 な 国 語 辞 典 で あ る ﹃ 日 本 国 語大 辞 典 ︵ 第 二 版 ︶﹄に あた って み ても ︑﹁歴 史 修正
主 義﹂ある いは﹁歴 史修正 主義者 ﹂の項 は見当 たらない ︒日本語 の語彙と しては ︑比較 的新し いとい うこと
が分か る︒そ こで︑ 現代の 用語を 対象とし た用語集 を参照し てみれ ば︑た とえば ウェブ 上の辞典 ﹃デジタ ル
大辞林﹄の﹁歴史修正主義﹂の項には︑以下の記載があった││﹁① 歴史に関する定説や通説を再検討し︑
新 た な 解 釈 を 示 す こ と ︒ ② 一 般 的 な 歴 史 認 識 と は 異 な る 解 釈 を 主 張 す る 人 ︑ ま た そ う し た 言 動 を 否 定 的に
いう語﹂︒首相は歴史修正主義者だ︑と指弾するのは︑この②の用法であることが直ちに分かる︒

revisionist

日本 語語彙 としての 普及の 歴史が浅 いという のであ れば︑ おそら く海外発 の語彙で あろう と察しが つく︒
や
revisionism

の 第二の 意味とし て︑以 下の説 明があ がって いる︒
revisionism

で修正主義︑あるいは修正主義者にあたる
ここで︑ OED (Oxford English Dictionary)

を見て みること とする︒

a term used for a revised attitude to some previously accepted political situation, doctrine, or point of view…
mostly U.S., a movement to revise the accepted versions of American history, esp. those relating to foreign
affaires since the war of 1939-45.
従前 受け入れ られて いた政治 的な状 況︑教 義︑見 解を見直 すような 姿勢に用 いる語 ・・・ 大概は 合衆国
の用法で ︑従来一 般に認 められ ていた 米国史 の見方︑ とりわけ 一九三九 年から 一九四 五年の 戦争﹇ 第二次

を 付さ ずとも︑
---historical---

と 書け ば︑文脈 から﹁歴 史修正主 義﹂と いう
revisionism

大戦 ﹈以来 の外交 に関わ る従来 の見方︑ を見直そ うとする 動き︒

英語で は﹁歴史 の﹂

と 呼 ばれて いるこ とを︑こ の
revisionist

の 記述は 教えてく れる︒
OED

こ とは自明 であるこ と︑そ してベ トナム 戦争の ような戦 後アメリ カの外交 政策に 異を唱 えるア メリカ 人歴史
家が

revisionistは政府の

の 原義 は確認 できた ものの ︑なぜ ﹁歴史修 正主義﹂ という日 本語に 否定
revisionism

﹁歴史修 正主義﹂ という批 判の契 機
記 載の 説明から
OED

の 含 意 が あ る の か は 判 然 と し な い ︒ ま た ︑ 一 寸 考 え て み ると 気 付 く のは ︑ ア メリ カ の
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政 策に批判 的な立場 を特徴 とする 一方︑ 日本では 歴史修 正主義者 は主に野 党側や その支 持者か らの批判 を受
ける︑ という 事実で ある︒ 二分法で 物事を割 り切るこ とは避 けたい ものの ︑敢え て記すな らば︑ア メリカの

“revisionism”も︑大勢の歴史の見

revisionistは政権批判派の﹁左﹂であり︑わが国の歴史修正主義者は野党からの攻撃を受ける﹁右﹂とま
とめてよ いだろう ︒端的に 言って ︑日本 語の﹁ 歴史修正 主義﹂ も英語の
方に異 を唱え るとい う特徴 は共有 している ので︑批 判するさ いのラ ベリン グとし て用い られやす いという 点
は同じ ながら も︑向 いている 方向は逆 というこ とにな る︒
では︑ 一体いつ 頃から﹁ 歴史修 正主義 ﹂や﹁ 歴史修正 主義者﹂ といっ た表現が ︑論壇 で目に 留まる ように
なっ たのか︒ これに は﹁歴 史修正 主義﹂ 批判論者 の説明が ︑手がか りを与 えてく れる︒

﹁修正 主義﹂ というと ︑日本 では﹁ 歴史修 正主義﹂ というこ とばがさ かんに 使われ ︑それ は主と してい
わゆる﹁自由主義史観﹂の主張として登場している︒その核心は︑戦後日本の歴史教育は﹁東京裁判史観﹂
﹁コミンテルン史観﹂﹁暗黒史観 ﹂﹁自虐史観﹂﹁反日史観﹂に毒されてきたもので︑それを正すには﹁自
国の生存権や国益追求の権利﹂をはっきりと認め︑﹁自国の歴史に誇り﹂をもつ歴史教育をめざさなけれ
ばならな いという もので ある︒
尹健次﹁韓国に﹃修正主 義﹄はあ るのか﹂︵歴史学研究会編﹃歴史 における﹁修正主義 ﹂﹄青木書店︑二〇〇〇年所収︶

一九九 〇年代半 ばの︑藤 岡信勝 東京大 学教育 学部教 授︵当時 ︶が主宰 する﹁自 由主義 史観研 究会﹂ 提唱の

﹁自由 主義史観 ﹂の登場 がきっか けだっ た︑と 読める 内容であ る︒こ の研究会 は﹃産経 新聞﹄ に﹁教 科書が
教え ない歴史 ﹂を連 載し︑ その後 間もな く藤岡は ︑独文学 者であり 文藝評 論家と して著 名な西 尾幹二た ちと
﹁新し い歴史 教科書 をつく る会﹂を 設立︑主 張する史 観を反 映する ような 歴史教 科書の刊 行へと進 んだ︒こ
れに対して︑歴史学研究会に所属する研究者たちは︑﹁自由主義史観研究会﹂や﹁新しい歴史教科書をつく
る会﹂が主張する近現代史解釈は﹁通俗歴史主義﹂︵岡部牧夫﹁歴史のなにを︑どう修正するのか﹂︑前掲書所収︶で
あると して︑ 批判キ ャンペ ーンを 展開した ︒
二一 世紀への 変わり 目に展開 された歴 史をめ ぐるこ の論争 は︑ジャ ーナリズ ムで大 きく取り あげら れた︒
﹁新しい 歴史教科 書をつく る会﹂ が編集 した教 科書の 採択率は 低かった ものの︑ 同じ内 容をも つ市販 本や︑
西尾の﹃国民の歴史﹄はベストセラーになった︒﹁自国の歴史に誇りをもつ歴史教育﹂に関心を示す国民が
少なく ないこ との証 左だっ た︒武家 で初めて 征夷大将 軍とな ったの は源頼 朝である という 史実誤認 ︵実際は
木曾義 仲︶など はさほど 話題とな らず︑ もっぱ ら近現 代史を めぐって 論争は展 開され︑ 南京攻 略時の ﹁虐殺

に着想を得て﹁歴史修正主義﹂
revisionism

事 件﹂を取 りあげな い記述 などを 念頭に ﹁歴史 の改竄﹂ という批 判も加え られた ︒十数 年前の 如上の 経緯を
ふりかえるなら︑あえて﹁歴史改竄﹂ではなく︑英語に見られる

の語を ︑誰と はなくい つしか使 い始める ように なった のでは ないか ︑これが ﹁起源﹂ のではな いか︑ と推察
している︵以上の拙見への読者諸賢のご教示を冀う︶︒

歴史家 とは誰 のこと か
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﹁ 自由主義 史観﹂ や﹁新 しい教 科書をつ くる会﹂ の教科 書をめぐ っては ︑歴史 解釈の 当否だけ でなく別 の
．格
．についてである ︒﹃新しい歴史教科書﹄の執筆
問題も提起されたように思う︒それは︑歴史を書く者の資
者のな かには ︑坂本多 加雄︵政 治学︶や 大石慎 三郎︵ 日本近 世史︶ といった 歴史分野 ですでに 業績あ る研究
．専門家が歴史を書
者もいた が︑藤岡 や西尾の ように 歴史学 以外の 分野の執 筆者が 何人も名 を連ねて おり︑ 非
く︑と いうこ とも争 点とな った︒ その批判 の雰囲気 は︑月刊 誌﹃諸 君！﹄ が平成 一三︵ 二〇〇一 ︶年七月 号
で企画 した﹁ 近・現 代史を知 る五〇〇 の良書﹂ という 特集記 事に寄 稿した 一〇〇人 の一人で ある︑政 治評論
家の次 の文章に 端的に表 れている ︒

最 近歴史 家でもな いのに通 史を書い たり︑ 通史の 教科書 を書い たりする 向きが散 見されま すが︑ その畏
れを知 らぬ大 胆不敵さ と自信に は驚嘆 を禁じ 得ませ ん︒

不可思議な文章と思う︒﹁歴史家でもないのに通史を書く﹂とこの人は批判するが︑そもそも通史の執筆
が許さ れる﹁ 歴史家 ﹂の資格 とは何な のか︒史 学に関 わる学 科の卒 業生︑あ るいは 歴史学の 博士号を 有する
ことがそ の﹁資格 ﹂なのか ︒もし そうな らば︑ この批 判者は文 学部心理 学科出身 ゆえ︑ 政治評 論を本 業とす
．格
．は
．な
．い
．︑と言えないだろうか︒いや︑自分は政治評論を数十年行なってきた﹁専門家﹂である︑よっ
る資
．格
．は
．あ
．る
．︑との返答があるやも知れぬ︑もっとも︑最初は﹁素人﹂だったに違
て︑政 治評論 を生業 とする 資
いないのだが︒では ︑﹁専門家﹂とは何か？そして︑歴史の専門家とはいかなる人物のことか？と続けて問

いかけ てみたい 思いを禁 じ得ない ︒
人は ︑歴史 を書い てこそ 歴史家 になるの である︒ 史学専攻 の大学 院を出 て大学 教員を していて も︑歴史 学
関係の学会員であっても︑書いた論文が修士論文一本だけでは︑だれもその人を専門の歴史家とは認めまい︒
一方︑ 物理学 の学位を 有する者 であって も︑通 史を書 く自由 はあろう し︑書 き上げた その論考 が史書 として
高 い評価を 受けるな らば︑ 歴史家 と呼ぶ のに相 応しいだ ろう︒世 紀の変わ り目に 展開さ れた日 本の近 現代史
をめぐ る論争 は︑わ が国に おける 過度の﹁ 専門家﹂ 信仰につ いても 考えさ せる機 会を提 供したの だった︒

修正せぬ 歴史修正 主義者
歴史 修正主 義につ いて︑ もう少 し考えて みたい︒ 歴史修正 主義を 批判す る者は ︑歴史 の改竄だ ︑戦前の 皇
国史観 への回 帰だ︑ などと して攻撃 するが︑ 私には︑ 修正論 者のと るアプ ローチに こそ問 題がある のではな
いか︑ と思われ る︒学問 の進歩に 逆行し ている ように 思える からに他 ならない ︒
ス ポーツの 記録は ︑トレ ーニン グ法の 進化と用 具の向上 により︑ 格段に 進歩を 遂げて きてい る︒五二 年前
の東京 オリン ピック 一〇〇 メート ル走では ︑アメリ カのボブ ・ヘイ ズ選手 が追い 風参考記 録なが ら準決勝 で
九秒九を記録し︵決勝は一〇秒〇に終わった ︶︑国立競技場に詰めかけた観衆を沸かせた︒四年後︑新しい
競技場を 舞台とし て開催さ れる二 度目の 東京五 輪では ︑優勝者 は一体ど のくらい の記録 を打ち 立てる のか興
味ひ かれるが ︑ヘイ ズの記 録を下 回るこ とはまず 考えられ ない︒
スポーツの記録が進歩するのと同様︑学問もまた進むことは自明だろう︒明治の昔︑加藤弘之が著した﹃人
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権 新説﹄は ︑ハーバ ード・ スペン サー流 の社会進 化論を 用いて天 賦人権説 を論駁 しよう とする 試みであ り︑
民権運 動批判 者の論 拠の一 つとなっ た︒だが 二一世紀 の現在 ︑その 内容を 真摯な 学問とし て評価す る者はい
ない︒ 開明的 な明六社 に集う学 者だった 加藤が ︑保守 反動の 論者に 転じた証 左として 参照する 程度の 書に堕
ちてしま っている ︒
閑話 休題︒ 歴史修 正主義 者として 批判され る論者た ちを見 ていて 時折不 思議に 思うのは ︑大勢を 占める史
観 の見 直 しを 求め る ││

を 求める││にあたり︑学問の進展によっ て新たな史実が発見され︑その

解釈が もはや適 当ではな いとされ たはず の史書 を自説 の根拠と して持 ち出し︑ 歴史の修 正を要 求して いるこ
とで ある︒た とえば ︑満州 事変に ついて Ａという 研究者は このよう な見解 を残し ている ︑とし て満州事 変解
釈の修 正を求 めるの だが︑ Ａが見解 を表す時 点では判 明して いなか った史 実が後 日明らか となり︑ それに基
づけば Ａの解 釈はもは や妥当性 を欠くこ とにな る︒に もかか わらず︑ 修正主 義者とさ れる人た ちはＡ の主張
を 聖典のご とく持ち 出して ︑史観 の修正 を求め るのであ る︒学問 の進歩に ともな って明 らかに された 史料を
．史
．修
．正
．主義ではなかろうか︑
もとにして︑従前の歴史解釈の見直しを図ることこそ︑ことばの真の意味での歴
と思え てなら ない︒

結び にかえて ││﹁ パル判 決﹂の 真の魅 力
歴史修正主義者が ︑﹁修正﹂しなければいけない︑と感じている日本の近現代史観形成に与った一因が︑
敗戦直 後実施さ れた対日 軍事裁判 である 東京裁 判にあ ること は明らか である︒ 戦前戦中 の日本 の国家 指導者

や高位 の軍人た ちの戦争 犯罪を問 う場と して連 合国が 設置した 法廷で は︑審理 の過程で ︑訴追 する検 察側に
よっ て出され た証拠 を通し ︑さま ざまな 史実が明 るみに出 された︒ 一方︑ 弁護側 が︑原 告であ る連合国 側の
戦争犯 罪││ 最たる ものは 原爆投下 ││に言 及しよう とする と︑そ れは本 法廷の 審理に無 関係であ る︑とし
て却下 される のが常だ った︒こ ういう経 過を経 て︑検 察側が 提出し法 廷に採 用された 証拠に基 づく︑ 起訴状
が 対象とし た昭和三 ︵一九 二八︶ 年以降 の日本 史解釈が ︑国際法 廷で次々 と提示 され︑ 占領軍 の言論 統制も
あって批判を許さない史観として確定した︒﹁正史﹂の地位を得るようになったのである︒
よく 知られて いるよ うに︑東 京裁判で は一一 名の判 事中︑ 七名が﹁ 多数派﹂ を形成 して公式 判決の 起草か
ら確定ま でを行な い︑残り 四名の 判事は それぞ れに﹁ 個別意見 書﹂を提 出した│ │フィ リピン 判事は 多数派
だっ たが︑公 式判決 より厳 しい判 決を望 む旨の意 見書を別 途提出し た︒イ ンド代 表判事 ラダノ ビート・ パル

と記したため︑﹁パル判決﹂と通称されている︒
Judgment

の意見書は︑﹁起訴状の意味において全被告は無罪﹂と判定し︑注目された︒パル自身が︑個別意見書の冒
頭に

パ ルの全被 告無罪 という 判定は ︑公式 判決が二 五名の被 告全員を 有罪と したこ とと正 反対だ った︒東 京法
廷が日本近現代史の公式見解を生み出したとするならば︑それに抗する者は ︑﹁パル判決﹂の歴史解釈に目
を向けるようになっていった︒つまり︑占領軍の歴史解釈に異を唱えようとする者の多くが ︑﹁パル判決﹂
を﹁聖典 ﹂のごと く扱う契 機がこ こにあ った︒ そして ︑今日の 歴史修正 主義者の 主張に も︑頻 繁にパ ルの名
が登 場するの を見て 取るこ とがで きる︒
法学 者であ ったパル は︑滞日 中︑社交 は一切 辞し宿 舎に閉 じこも り︑法廷 に出され た証拠類 はもと より日
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本に関係する多数の文献を渉猟した︒こうして︑
﹁起訴状の意味において全被告は無罪﹂という結論にいたっ
た︒
﹁パ ル判決﹂ は東京裁 判終結の 昭和二 三︵一 九四八 ︶年時 点では︑ 立派な﹁ 研究論文 ﹂にな り得て いた︒
しかし︑ 七〇年近 くの時を 閲した 現在︑ 歴史研 究は進展 し︑パ ルが用い た史料以 上の素 材が供 されて いる︒
今日から見れば限りある史料を基に書かれた﹁パル判決﹂の歴史解釈を用いて歴史の修正を要求することは︑
この七〇年間の学問の進歩を無視することにならないだろうか︒﹁パル判決﹂を聖典視する歴史修正主義者
の見解 に出会う たびに︑ こういう 思いを 禁じ得 ない︒
だ が ︑ 時の 経 過 が あ っ て も 失 せ な い 大 き な 魅 力 が ︑﹁ パ ル 判 決 ﹂ に はあ る︒ それ は ︑﹁ 史 料の 読み 方 ﹂を
教えて くれる 箇所で あり︑ その一例 を最後に 紹介して 稿を結 ぶこと とした い︒
検察側は︑日本軍による残虐行為立証のため︑多数の証拠を提出した︒これについてパルは ︑﹁いたると
こ ろで行な われた日 本軍に よる残 虐行為 の類似 性という 事実から ︑このよ うな共 同謀議 が存在 してい たとい
うこと をわれ われ︵ 判事団 ︶に推 定させよ うとした ﹂と記し た︒類 似の残 虐行為 の頻発 は︑軍や 政府によ る
残虐行 為実施 の共同 謀議が発 生の背景 にあった からに 違いな い︑と いう検察 側の主 張をパル は見て取 った︒
以上を踏 まえて次 のように 記した ︒

The similarities in the alleged atrocities may cut just the other way as well. It may as well indicate
some common source shaping the allegations and evidence. The world is not quite unaware of some

baseless atrocitystories [sic.] designed to arouse animosities.
数 々の残 虐行為が 類似して いると いう検察 側の主 張は︑ 全く正 反対の結 論を導く ことにも なる︒ 法廷へ
の申 し立てお よび付さ れたその 証拠が ︑実は 共通の 情報源 に由来す る︑とい う可能性 もある ︒敵意 をかき
立てるた めに考え 出され た事実 無根の 残虐行 為の話は ︑人間の 歴史を振 り返れ ば︑こ れまで なかっ たわけ
では ない︒
類似 の残虐 行為の 存在を 多数主 張すると ︑実は同 一の事例 を言い 替えて いるだ けでは ないか︑ という解 釈
も可能だという主張である︒そして︑﹁敵意をかき立てるために考え出された事実無根の残虐行為﹂の実例
として ︑南北 戦争当時 ︑南軍収 容所の捕 虜に加 えられ たとい う虐待 の﹁実話 ﹂を列挙 する︒捕 虜の首 を切り
落 としフッ トボール のよう に蹴り 飛ばし た︑負 傷者を射 撃の標的 とした︑ 下痢が 蔓延し た時で さえす し詰め
の部屋 から手 洗いへ 行くこ とを許 さなかっ た︑腐肉 を食べさ せた︑ 収容所 の窓か ら外を のぞいた だけで射 殺

William Best Hesseltine, Civil War Prisons: A Study in

した︑ こうい う事例 をパルは 引き︑東 京裁判に 先立つ ﹁人間 の歴史 ﹂を紹 介したの だった︒
ちなみに ︑パルが 依拠し た南北 戦争を 扱う書 は︑

│ │ Ｗ・Ｂ ・ヘッ セルタイ ン﹃南北 戦争にお ける
War Psychology (The Ohio State University Press, 1930)
捕虜収容所││戦争心理の研究 ﹄︵未邦訳︶だった︒広範な読書量にも一驚するが︑虚心に史料に向きあう
その真 摯な姿勢 は︑真の 歴史家を 思わせ る︒歴 史修正 主義者 も︑その 批判者も ︑ともに 範とす べき姿 勢であ
ろ う︒
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