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十五年戦争と大阪城

能 川 泰 治＊

は じ め に

本稿の課題は，満洲事変からアジア太平洋戦争にかけてのいわゆる十五年戦争と大阪城との

関係について，これまでの大阪城の歴史の中で紹介されてこなかった事例を紹介し，大阪城は

戦争動員に関してどのような役割を果たしたのか，そして「大阪城が市民のものとなる」とは

どういうことなのか等の点について，考える素材を提供することにある。

このような問いを立てるのは，1931 年の大阪城天守閣 (以下天守閣と略記する1)) 復興をもっ

て「大阪城が市民のものとなった」と受け取られがちであるが，果たしてそのような理解は妥

当なのかという疑問を感じるからである。例えば，2008 年 11 月 2 日付『朝日新聞 (朝刊)』に

掲載された天守閣復興 77 周年を報じる記事では，上方芸能研究者の木津川計が，天守閣復興

に至る事情について以下のように述べている。

｢天守閣が再建されるまで内堀の中には第四師団司令部が置かれ，市民は立ち入れなかっ

た。当時の関一市長は昭和天皇の御大礼記念を理由に天守閣ともどもあたりを公園とし，

市民のものに取り戻した。最高の頭脳プレーでした」

右の引用のうち，天守閣復興まで市民は城内に立ち入れなかったというのが誤りであること

は別稿で指摘した2)が，ここでは天守閣復興を以て大阪城が市民のものとして取り戻されたか

のように記されていることに注目したい。確かに，1931 年の天守閣復興は，陸軍の拠点で

あった大阪城の一部が市民に開放されたという意味で，現在の大阪城公園形成の起点となる画

期的な出来事である。そして，それが市民の寄附金で実現したということも驚嘆に値する。し
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かし，忘れてはならないことは，天守閣復興が実現した 1931 年 11 月は満洲事変勃発直後であ

り，それからの 15 年は戦時中であったということである。天守閣復興が実現した 1931 年から

1945 年の敗戦までは，大阪城は依然として陸軍の拠点であった。しかも，1942 年から陸軍は

城内への市民の立ち入りを全面的に禁止している。さらに，市民が立ち入ることの出来ない状

況は敗戦で終わるのではなく，それ以後 1948 年まで大阪城は米軍に接収されている。そして，

この間陸軍が大阪城の本丸に防空壕を築いたことや，空襲で石垣の一部や櫓が破壊されたこと，

米軍接収中に紀州御殿が焼失したことは有名な事実であるが，戦争動員に大阪城がどのように

利用されたのかということは意外に知られていない。これらの点が全く見落とされたまま，天

守閣復興をもって「大阪城が市民のものとなった」という歴史認識が定着することは問題であ

ろう。

ただし，上記のような歴史認識が公言されることについては，歴史学にも責任がある。なぜ

なら，これまで豊富な研究成果を積み上げてきた近代都市史研究においても，近代都市におけ

る城の存在意義に注目した研究が乏しい状況が続いているからである3)。そこで，最近の近代

大阪に関する研究動向にふれることにしよう。

90 年代後半以降の近代大阪研究についてまず注目すべきことは，都市諸階層研究会による

都市の地域社会構造に関する共同研究の進展である。特に，その最新の成果である広川禎秀編

著『近代大阪の地域と社会変動』(部落問題研究所，2009 年) は，近世史と近代史の双方で蓄積

されてきた地域史・都市史の方法論をふまえたうえで特定の地域社会の構造分析から都市の全

体像を捉えようとする諸論文を収録しており，近世近代の地域社会構造の連続と再編，都市化

の進展と地域社会構造の変容，地域支配構造と社会運動等，重要論点に関する研究蓄積にさら

なる厚みを持たせている。しかし，そこには近代都市における城について言及した研究は見当

たらない4)。

次に確認すべきは，ここ最近の傾向として都市の文化に対する関心が急速に高まっている点

である。例えば，橋爪節也編著『大大阪イメージ』(創元社，2007 年) は，「大大阪」と呼ばれ

る大都市の出現が文化・芸術・都市像に与えた影響について，様々な角度から切り込んだ研究

成果を収録し，大正・昭和初期の都市文化に対する新しいアプローチの方法を提起しようとし

ている。一方，大阪市立大学文学研究科叢書編集委員会編『大阪市立大学文学研究科叢書 4

近代大阪と都市文化』(清文堂，2006年) は，同研究科における都市文化に関する共同研究の成

果を収録し，都市における文化創造について多岐にわたる論点を提示している。それぞれの共

同研究からは，天守閣が「大大阪」躍進のシンボルとして位置づけられたことを明らかにした

研究5)や，指定管理者制度発足以後の大阪城とその周辺の歴史遺産の価値を市民に伝えるイベ

ントについて，その現状と課題を論じた研究6)が輩出しているが，大阪城が戦時中にどのよう

な役割を果たしたのかという点を具体的に分析した研究は見当たらない。
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以上のような問題関心と研究史理解に立脚したうえで，本稿では以下のような視角で十五年

戦争と大阪城との関係を論じたい。まず，天守閣復興後の大阪城が依然として陸軍の拠点で

あったこともふまえ，当時の陸軍が大阪城をどう利用していたのかという点について，これま

で注目されてこなかった事例を挙げて考察してみたい。次に，天守閣をどのような性格をもつ

建築物として分析するのかという点について，以下のような観点に立ったうえで考察したい。

即ち 1931 年に再建された天守閣は，歴史的建築物の外観をもつ歴史博物館，市街を見下ろす

展望台，さらにその威容が見る者の心象風景に強く刻印されるランドマークという，複合的な

機能を併せもつ建築物であると筆者は考える。ここに挙げた天守閣の諸機能が戦時中にどのよ

うな役割を果たしたのかという点について，特に歴史博物館とランドマークとしての機能に注

目しながら考えたい。

一 陸軍の大阪城改造計画 ――大阪国防館の設立と護国神社移転論――

ここでは，陸軍が戦時中に大阪城をどう利用しようとしていたのかという点について，これ

まで注目されてこなかった二つの事例を紹介したい。

1 大阪国防館の設立

図 1 の①は天守閣復興当時の大阪城公園の図面であり，②は天守閣復興から約 10 年後の

1942 年に撮影された大阪城とその周辺の航空写真である。この二つの図版を見比べていただ

きたい。天守閣復興当時は噴水付の公園だった山里丸が，1942 年にはその西半分を新たな建

築物に占拠されているのがわかる (点線で囲った部分)。さらに，大阪市公文書館所蔵の簿冊

『大阪城公園用地借受関係書類綴』には，1940 年 2 月 27 日付で大阪市土木部長から同経理部

長に宛てた，「大阪城公園土地一部返還並建物一部借用方照会ノ件」という件名の文案が綴じ

られている。これは，陸軍の留守第四師団の経理部長と財団法人大阪国防館館長が「公園内山

里丸ニ国防館建設ノタメ土地返還方来照」してきたので，然るべき返還手続きを取るように大

阪市の土木部が同左経理部に依頼したものである。このことから，先の航空写真に写された山

里丸の建築物は，大阪国防館であると判断しておきたい7)。

それでは，山里丸に陸軍が設けた大阪国防館とはどのような建物なのか。雑誌『大大阪』に

は，大阪国防館の開館について「(1940 年 3 月/能川) 十日 (日) 陸軍記念日を卜し大阪城内に大

阪国防館開館大阪の遊就館たらしむ｣8) とだけ記した彙報記事がある。遊就館とは，明治前期

に靖国神社の境内に設けられた，戦没者や軍事関係の資料を収蔵・展示した博物館のことであ

る。『大大阪』での紹介のされ方からして，大阪国防館は靖国神社の遊就館を模倣して作られ

たように受け取れるが，注意すべきは，大阪国防館設立よりも 6年早い 1934 年に，遊就館の
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〈出典〉 ① 大阪市役所編『大阪城』(1931 年)

② 昭和 17 年大阪市航空写真 (大阪市計画調整局所蔵)

図 1 戦前 (1931 年，1942 年) の大阪城公園



付属施設として国防館が開館されていた点である。靖国神社が作った国防館は，江戸時代の武

器庫に模した外観をもち，各時代の武器と新兵器の展示及び実験，映画や講演による国防思想

の普及を目的としていた9)。むしろ，大阪国防館は靖国神社の国防館を模して作られたと考え

るべきであろう。

ただし，靖国神社で国防館が設立された 1934 年と，大阪城に大阪国防館が設立された 1940

年とでは時代背景が若干異なる。大阪国防館設立当時は，日中戦争の長期化による戦没者の急

増により，靖国神社ではかつてなかったほどの新たな合祀が必要となり，また全国各地では戦

没者顕彰の記念碑を設立しようとする動きが活性化していた。これに対して内務省は，忠霊塔

等の碑表は一市町村一基とするべきことを強調する一方，招魂社を護国神社に改める方針を公

布し，主要招魂社を政府が直接掌握して靖国神社の地方分社として整備しようとした。つまり，

地域に根ざした戦没者慰霊の動きに対して，国家による画一的な慰霊顕彰のための宗教施設の

網をかぶせることにより，全ての戦没者を国に殉じた「英霊」として祀る靖国の思想の普及が

図られていたのである。大阪国防館が設立されたのは，このような時期であった10)。

次に問題になるのは大阪国防館の実態であるが，管見の限りでは大阪国防館に関するまと

まった史料が存在しないので，新聞記事や陸軍省大日記等の断片的な手がかりを用いてその実

態を再構成してみたい。まず新聞記事から検討しよう。

この記念すべき開館にあたつて館長萩原正秀大佐は語る。…(中略)…内部の陳列品や施

設については第一に教育的であること，第二にたゞ眺めるだけでなく直接体験を得させる

ために観覧者自らの手に持たせ，さはらせること，第三に文字の説明をできるだけ少くし

て見ただけでわからせること，第四に国民を感奮興起せしむることを標榜したところに設

計者の苦心があり特徴があると思つてゐる。このためには陸軍省をはじめ航空本部，航空

本廠，兵器本廠，被服本廠，糧秣本廠などあらゆる方面の援助をうけそれ 専門家の指

導下に研精社の手で日本はじめていろ な施設を完成することが出来た。

地下第二室航空室の九三型雙発による操縦爆撃，射撃の操作実験など現在航空士官学校

で使用してゐるものと同じもので，誰でも同機に乗つて足の下に流れ動く二千メートル上

空から見た地上図をねらつて爆撃の快味を味はふことができる。また同室のボタンによる

点灯装置の爆弾の威力表示，高層建築の防空施設ヂオラマなど一目でいろんなことが分る

やうになつてゐる。第七室のガス実験室には直結式，連結式のガスマスク約十個を準備し

希望者には密閉した同室で催涙ガスその他お好みのガスを何でも経験させる。階上の忠霊

遺芳室の故武藤元帥の元帥刀以外は日本中どこにもないもので特に乞うてお借りしたもの。

そのほか畏くも天覧を賜はつた堀部中尉の血書報告，梅林孝治大尉の遺書など百余柱の英

霊の遺芳は，私が直接全国の遺族を訪ね歩いて蒐めたものだ11)。(下線は筆者による)
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上は，大阪国防館の一般向け開館を前にした，館長の談話を掲載した新聞記事の一部である。

この記事の引用以外の箇所や他の新聞記事によれば，開館時間は午前 9 時から午後 5 時まで，

入場料金は大人 10銭・小人 5銭と比較的廉価で，さらに傷痍軍人や戦没者遺族が案内人とし

て配置されていた。また，開館初日は城内見物に訪れた観光客が続々と詰めかけ，入館者は午

後 3 時までに 1500 人を突破したという。これらのことから，少なくとも開館当初の大阪国防

館は，大阪城見学に訪れた観衆を誘い込むのに成功したと考えてよかろう。

また，引用中の下線部とそれに続く展示の説明箇所には，設立した側の意図が明瞭に語られ

ている。つまり，文字による説明よりも体験・体感を重視し，戦闘体験コーナーや実験室等を

揃えることによって，来館者の戦闘に対する関心をかき立てようとしているのである。これら

の展示物の中では，特に爆撃練習装置や各種近代戦争のジオラマが子どもの人気を集め，小中

学校からの見学申し込みも相次いでいた12)。大阪国防館は，徴兵前の若年層を主たるター

ゲットにした，軍国主義的な社会教育を意図していると言えよう。

さらに，戦没者の遺品を展示したコーナーがあることからは，大阪国防館が靖国の思想を来

館者に広めようとしていることが窺えるが，この点については他の手がかりが詳しく伝えてい

るので，それらに即して述べることにしよう。陸軍省大日記のうち，1939 年から 1940 年にか

けての永久保存書類を綴じた簿冊の中には，大阪国防館設立に関する文書が数点確認される。

それらの断片的な手がかりに記されていることを概観すると，大阪国防館は設立前年の夏から

土地利用に関する手続きを開始し，その一方で陸軍省を通じて航空本部や陸軍科学研究所に働

きかけ，プロペラ・パラシュート・機関銃・爆撃照準眼鏡といった航空兵器や，廃品となった

爆撃機等の提供を要請していたことがわかる13)。そうして集められた展示物のうち，本稿で

注目しておきたいのは軍用鳩の剥製である。これは，中国戦線で敵軍からの射撃による致命傷

を負いながら，「自己ノ責任ノ重大ヲ知リテカ再ヒ元気ヲ振起シ大空ニ舞ヒ揚リ」て伝令とし

ての役割を果たし，その直後に絶命した鳩の擬似剥製である14)。動物でさえ任務遂行のため

に身命を擲っているかのように宣伝することによって，見学者に感動を与え，戦争協力への奮

起を促そうとする意図が明白であろう。

靖国の思想普及に関する，もう一つの断片的手がかりを挙げておこう。大阪府立中之島図書

館には大阪国防館発行の『燦タリ皇軍の威武』(刊行年月日不明) と題した絵葉書が所蔵されて

いる。大阪国防館所蔵の絵画が印刷された，合計 7枚の絵葉書である。絵葉書を収めた封筒に

は「原画――靖国神社臨時大祭の際社頭を飾れる大壁画 本館所蔵」とある (図 2参照)。お

そらく絵葉書に印刷されたのは靖国神社所蔵壁画のレプリカで，大阪国防館はそれらを館内の

常設展示にしていたのであろう。また，7点の絵画それぞれの主題については，蘆溝橋事件以

来の戦争の経過と戦果，勇猛果敢な兵士の闘いぶり (図 2 の①)，靖国神社における「英霊」祭

祀の様子 (図 2 の②) と，大別することができる。それでは，これらの絵画は見る者に何を伝
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えんとしているのか。

まず確認すべきことは，出征兵士が内地に帰る場面は，靖国神社における祭祀しか描かれて

いないということである (図 2 の②)。継続中の戦争が勝利に終わるまでは，五体満足のまま生

きて帰ってくることなど許されないことが示唆されている。さらに，図 2 の①に象徴されるよ

うに，継続中の戦争の最前線にいる兵士の働きぶりについての固定的イメージが伝えられ，身

命を抛った「英霊」に対して厳粛な気持で向き合うべきことが示唆されている点である。先述

したように，大阪国防館は徴兵前の若年層に対する社会教育を意図していることをふまえるな

らば，これらの絵画は「英霊」に対する敬意とその後に続こうとする決意を見学者に促すもの

であると言えよう。

以上のように，大阪国防館は，体験・体感を重視した展示によって戦闘への関心をかき立て，

継続中の戦争について固定的イメージを抱かせる展示によって，戦没者を「英霊」として顕彰

し，その後に続こうとする決意を見学者に促すために設立された博物館であった。その意味で

は，大阪国防館はまさに軍国主義的社会教育施設であった。
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〈注〉 それぞれの絵葉書のキャプションは以下の通り。

① 走馬燈「クリーク」ニ於ケル皇軍歩工兵ノ協同動作『人柱架橋』

② 靖国神社招魂ノ儀

図 2 大阪国防館発行の絵葉書



2 護国神社移転論

次に取り上げるべき事例は，大阪城への護国神社移転論である。アジア太平洋戦争が始まっ

て半年が経過した頃，予備役陸軍少将の岩田恒による大阪城への護国神社移転論が『大大阪』

に掲載された15)。紀元 2600 年紀念事業として住之江公園に設立された大阪護国神社を，大阪

城の輜重兵営跡 (大阪府庁舎が建つ大手前付近) に移転せよというものである。それでは，なぜ

護国神社を大阪城に移転しなければならないのか。

大阪城への移転を必要とする理由について岩田は様々なことを述べているが，それらは二つ

に大別することができる。一つは，護国神社は都市の中心にあるべきというものである。現在

地では交通の便が悪く祭祀の参列に支障を来すうえに，附近一帯は工業地帯になることが見込

まれているので，神社とその周辺の清浄を維持することが出来ない。それに対して，大阪城の

大手前付近は都市大阪の中心で交通の便がよく，しかも商工業物資の集散地であるから，護国

神社の移転先として最適であると言う。このこととの関連で，護国神社は平素参拝客が少ない

のに，近隣の住吉大社は常時賑わっていることを訝しみ，「商都市民の心理状態に不可解を感

じた｣16) と述べている点は興味深い。岩田にとって，護国神社の現状から判断する限り，靖

国の思想の広まり具合は満足のいくものではなく，それ故に交通の便の良い都心部への移転を

提起していることがわかる。

二つ目の理由として注目されるのは，次の引用に見られるように，出征兵士の郷土愛と愛国

心をつなげる必要があるというものである。

出征の将兵は日本精神の発揚の心魂に徹しかねて郷土愛に満ちてゐる。征戍の間窹寐にも

忘れることは出来ない。されば決死の勇士が「靖国神社で遇ふぞよ」の心境は九段を連想

し，之と共にその郷土愛は大阪城を想はしめる。靖国神社が九段にあるとともに護国神社

が大阪城にあつたならば同じ意識に帰一せん。死して護国の神として祭られ国民にも郷土

の人々にも永久に懐かしみを持つことが満悦する境地である。仄聞するに大阪府市民で出

征中の将兵はこの感想を抱くといふ事は筆者自らも首肯する所であります17)。

死んで護国の神になるという兵士の決意は東京の靖国神社を連想させ，郷土愛は大阪城を連

想させる。ゆえに，護国神社を大阪城に移転して二つの思いを帰一させねばならないと，岩田

は述べる。言い換えれば，大阪出身の戦没者を護国の「英霊」として祀る施設を，大大阪のシ

ンボルとなった大阪城に設けることにより，兵士と住民の郷土愛と愛国心をつなげようと，岩

田は提言しているのである。

以上，日中戦争が長期化し，アジア太平洋戦争が始まった時期に，陸軍は大阪城をどう利用

していたのかを考察してきた。ここまで述べてきたように，大阪国防館という軍国主義的社会
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教育施設が開かれ，さらに護国神社移転論までが提起されていたのである。注意すべきことは，

大大阪のシンボルとしての天守閣が再建された後に，これらの施設が設立された (その移転が

提言された) ことである。当時の天守閣には，大勢の大阪府市民や他地域から来た観光客が詰

めかけていた。これらの点をふまえれば，陸軍がこれらの施設をつくった (移転させようとし

た) ことの意味は，以下のようにまとめられるであろう。

ここまで具体的に考察してきたように，大阪国防館は天守閣に詰めかけた観衆の多様な関心

を愛国心に結実させようとするものであった。そして，護国神社移転論は府市民の郷土愛と愛

国心をつなげるための提言であった。総じて，観衆の郷土愛を含めた多様な関心を愛国心へと

結実させ，長期化する戦争を戦い抜くための精神的支柱として，陸軍は大阪城を利用しようと

していたのである。

二 豊公会からの提言 ――豊臣秀吉顕彰と豊国神社移転――

ところで，長期化する戦争を戦い抜くために大阪城を活用すべきことを提言していたのは，

陸軍だけではなかった。大阪市民，特に財界の中から豊臣秀吉顕彰の必要性が提起されていた。

そこで，当時豊公会の代表理事であった鳥井寿山人の著作『生ける豊太閤』を事例に，大阪の

財界が提言する秀吉顕彰について考察したい18)。

鳥井寿山人の本名は鳥井信治郎。ぶどう酒とウイスキーの国内生産で成功したサントリー

(当時の会社名は寿屋) の創始者である。1879 年に大阪市内の両替商の次男として生まれ，少年

期に薬種問屋での丁稚奉公を経験した後，若干 20歳で商店を開業し，その後はぶどう酒とウ

イスキーの製造販売に研鑽を重ね，昭和初期には会社を新興大企業にまで成長させたキャリア

の持ち主である19)。その経営理念については，輸入品駆逐と外貨節約によって国益擁護を目

指す経営ナショナリズムと，神仏宗派の区別なしに現世利益を祈願し，社内に神仏課を設置し

て神仏奉祀を管掌させるほどの厚い信仰心も持ち合わせていた。また，その人生経験から来る

親近感もあってか，自他共に認める熱烈な太閤ファンで，自社の成功についても「予はこれを

偏に豊公神霊の加護と感戴してゐる次第である｣20) と公言して憚らない程であった。

その鳥井が代表理事を務める豊公会がどのような経緯で結成されるに至ったのか，詳しいこ

とは不明であるが，断片的な手がかりは残されている。それは，鳥井の伝記に記された経営者

の会合に関する以下の叙述である。

このころ鳥井信治郎は，すでに大阪では押しも押されもせぬ名士になっていた。松下電器

の松下幸之助，中山製鋼の中山悦治，江崎グリコの江崎利一らと「文無会」を作ったのは

昭和十年頃だった。「文無会」というのは，みな一文無しから事業を始めたという意味で
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あった。毎月一回か二ヵ月に一回，堀江の「吉兆」や宗右衛門町の「大和屋」などに集ま

り，愉快に遊んだ。信治郎もウイスキーがようやく軌道に乗って元気な盛りで，飲めば常

盤津などをうたった。この「文無会」は間もなく，朗らかな集りやというので「明朗会」

と改名された21)。

1930 年代半ば頃，裸一貫で事業を起こして成功したと自負する経営者たちが意気投合し，

料亭でしばしば懇親会を開くようになったという。上記引用に名前の見える中山悦治の伝記に

よると，この会合は「明朗会」と命名される前は「太閤会」と銘打たれていた時期もあっ

た22)。豊公会の幹部には中山悦治も名前を連ねていることからして，豊公会は，1930 年代半

ばに始まった大阪財界きっての太閤ファンの懇親会を母体とし，それが戦争の長期化に伴って

秀吉顕彰の必要性を声高に唱える財団法人として組織されたものと筆者は考える23)。それで

は，『生ける豊太閤』の中で鳥井は何を主張しているのか。

まず，全体の要旨をまとめておこう。『生ける豊太閤』の中で鳥井は，豊臣秀吉は生きてい

ると主張する。即ち，秀吉はその没後も護国の神霊として健在であるというのである。そして，

日本による「興亜」の大事業が進展しているのは秀吉の加護によるものであるとし，その大業

完遂のためにも秀吉を顕彰するべきであるとする。また，そもそも秀吉を顕彰するのは，明治

天皇による豊臣秀吉祭祀の沙汰書24)を奉戴することでもあるという。以上のような観点に

立って，秀吉の神霊がどのように「聖戦」を支えているかを説明し，あるべき秀吉顕彰を通じ

て，「豊公精神｣25) を体得した，真の日本人を育成するべきことを訴えている。

そこで，さらに注目すべき個別具体的な主張を紹介しよう。まず取り上げるべきは，天守閣

復興の意義に関する独特の解釈である。例えば，「昭和の聖世に於ける大阪城天守閣の再建は，

豊公の偉霊が，遙に東亜の大勢を展望しつゝあつて，今こそ日本が興亜の大業に進出すべき時

ぞと，その機運が熟し，その準備が正しく完了した為に，出来たものといはねばならぬ｣26)

とあるように，天守閣復興は秀吉の神霊の働きかけによるものであると，現在では荒唐無稽と

しか評しようのない解釈を大真面目に語り，天守閣そのものについても，秀吉の神霊が宿る

「興亜」の司令塔であると位置づける。さらに，上の引用とは別の箇所では，天守閣から秀吉

の神霊が幾千幾万の分霊として最前線で戦う兵士や銃後の国民に憑依しており，そうであるが

故に華々しい戦果が挙がっているのであるという27)。したがって，長期戦を戦い抜くために

も秀吉をさらに顕彰して加護を祈ることが必要なのであり，そのためには中之島にある豊国神

社を大阪城に移転して，豪華な桃山時代の建築に増改築すべきであると提言する28)。さらに，

秀吉顕彰がもたらす具体的な成果として，「豊公精神」養成が謳われていることは既に述べた

が，次の引用にあるように，秀吉顕彰が都市大阪の発展につながるとされていることも指摘し

ておきたい。
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豊公を大阪に祀るといふことは，たゞに大阪市民の聖業翼賛を，更に更に十二分ならしむ

るばかりでなく，豊公に依つて賦与された大東亜建設の根拠地たる大阪の使命を，より一

層充実せしめんがためであり，更に豊公の偉霊の加護により，大阪人をして東亜の舞台に，

より以上の活動をなさしめんとするものに外ならぬ。換言すれば，豊公の霊を更に祀るこ

とは，より一層豊公の偉霊をして，大阪に幸する所多からしめ，その産業力をより発展せ

しめ，大阪を更に世界的に発展せしめんとするものに外ならぬ29)。

以上のように，豊公会が刊行した『生ける豊太閤』は，長期化する戦争を戦い抜くために秀

吉顕彰の必要性を唱え，大阪城を秀吉顕彰の場として相応しいかたちに改造すること (豊国神

社の移転・増改築) を提言するものであった。第一章でみた陸軍の計画と対比すると，豊公会

は陸軍と全く異なる提言をしているが，その言説は，陸軍が追求する郷土愛と愛国心をつなぐ

施設として，天守閣が最適であることを指し示すものであった。なぜなら，その言説は，大大

阪のシンボルとしての天守閣とその建設者である秀吉を，「興亜」実現に向けて滅私奉公する

ための精神的支柱として捉え直すものだからである。さらに，その秀吉の加護を受けて豊公精

神を発揮 (滅私奉公を実践) することが真の日本人になることであり，そうすることによって

大阪が世界に向けて発展すると宣伝したからである。

このように，郷土のシンボルの存在意義を再解釈することによって，豊公会の言説は郷土愛

を愛国心に転化させようとしていた。ここに，大阪城の利用をめぐる最終目的が異なるにもか

かわらず，陸軍と財界との間に秀吉顕彰をめぐって協力関係が生まれる理由があった。そして，

陸軍の中から提起された護国神社の移転も，豊公会が提起した豊国神社の移転も，共に実現す

ることはなかった30)のであるが，日中戦争に続いてアジア太平洋戦争が始まったとき，戦争

動員に影響力を行使したのは豊公会の提言であった。それでは，豊公会の提言はどのように実

践されたのであろうか。

三 アジア太平洋戦争開戦直後の豊臣秀吉顕彰

――マニラ陥落豊公奉告祭と豊公大展覧会――

1 マニラ陥落豊太閤奉告祭の開催

アジア太平洋戦争開戦直後，大阪を師団管区とする留守第四師団はフィリピン占領作戦に投

入され，年が明けて間もない 1942 年 1 月 2 日にマニラが日本軍に占領された。これは大阪府

市民にとって，郷土部隊が華々しい戦果を挙げたニュースでもあった。そこで，これを秀吉の

神霊に奉告して感謝の意を捧げ，さらなる加護を祈る奉告祭が必要であるという議論が湧出し

た。その結果，1942 年 1 月 9 日に大阪城大手前公園にてマニラ陥落豊太閤奉告祭 (以下奉告祭
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と略記する) が開催された。

まず，奉告祭の企画者・参加者を検討しよう。この式典については豊公会の出版物がその概

要を伝えているが，それによると，主催者は軍 (中部軍司令部，大阪師団司令部，大阪警備府司令

部)・官 (大阪府，大阪市)・財 (大阪商工会議所) で，これに在阪新聞通信 9 社と豊公会が協賛

者として加わり，さらに，在阪の大学・高等専門学校・中等学校・国民学校の生徒と在郷軍人

会・国防婦人会及び一般の参加者を集めて式典は挙行された。その人数は合計で 25000 人に

上ったという31)。上記の主催者・協賛者のうち誰の発案によって奉告祭が企画されたのか，

各種学校の生徒と在郷軍人会・国防婦人会をどのようにして動員したのか，企画発案から奉告

祭実施に至るまでの経緯は不明である。ただし，豊公会が在阪ジャーナリズムと並んで奉告祭

を協賛し，その概要を伝える出版物を刊行していることから，奉告祭の趣旨を市民に周知徹底

するための啓蒙活動を豊公会が率先していることは間違いない。

次に式次第について。奉告祭は 13 時半から以下のような段取りで催された。まず国民儀礼

として皇居遙拝，「英霊」への黙祷，国歌斉唱が行われ，続いて豊国神社宮司による修祓・神

饌献上・祝詞奏上というかたちで降神の儀が執り行われ，ここで秀吉の神霊が迎えられる。そ

の次は，主催者と協賛者による奉告と玉串奉奠である。まず中部軍司令官・藤井洋治が奉告文

を朗読し，秀吉の神霊に対して戦果を報告し，今後のさらなる加護を祈願する。続いて関原六

(大阪師団長)・鳥越 (名前不明/大阪警備府司令部参謀長)・三邊長治 (大阪府知事)・坂間棟治 (大

阪市長)・片岡安 (大阪商工会議所会頭)・高石真五郎 (大阪毎日新聞社会長/在阪各新聞社の代表とし

て)・鳥井信治郎 (豊公会理事代表) という，各界の頂点に立つ錚々たる面々が順番に玉串を奉

奠する。締めくくりは，大阪府立女専教授魚澄惣五郎による「豊公の雄図」と題した講演と，

三邊府知事の発声による万歳三唱である。これを以て奉告祭は終了するが，直後に参会者によ

る祝賀行進が実施されている。新聞の報じるところによれば，それは「卅名の学校ラッパ隊を

先頭に，各団体の間にブラス・バンドを挟んで皇軍の進撃を偲ぶ勇壮な軍歌を奏し｣32) なが

ら，整然と並んだ長大な隊列が行進するものであった。そのコースは大手前から西へ移動して

御堂筋に入り，それを北上して中之島の豊国神社に辿り着き，参拝した後に解散するというも

のであった。以上のように，奉告祭は軍・官・財と在阪ジャーナリズム・歴史学者の提携の下

に (あくまで主催者側の算出であるが) 25000 人もの会衆を動員するという，大規模な式典であっ

た。各種学校の生徒が参加者の多数を占めているように窺えることからして，それは，若年層

を戦地と銃後における滅私奉公に否応なしに向かわせる雰囲気を作り出したことであろう。そ

して，御堂筋という大阪市中心部の目抜き通りを，軍楽隊に先導された長大な隊列が行進する

様子は，大阪市内全体の雰囲気を戦意昂揚気分に塗り替えたものと推察される。

ところで，奉告祭について注目しておきたいことが二つある。まず式典の演出について。奉

告祭が，秀吉の神霊に対して感謝と祈りを捧げるものであることは先述したが，その意味で，
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奉告祭は豊公会の予てからの提言を実践す

るものであることは言うまでもない。ただ

この点について注意しておきたいのは，式

典の演出のされ方である。図 3 は，豊公会

が刊行した『奉告祭』の表紙に掲載された

写真である。奉告祭の会場に会衆が整列し

ている様子が写されている。一見しただけ

でも明白なように，会衆は前方に聳え立つ

天守閣を仰ぎ見るかたちで整列させられて

いる。この出版物の中で「豊太閤の神霊宿

ります大阪城天守閣も，今日は一入燦とし

て輝いて見えた｣33) と記されているよう

に，奉告祭の中で天守閣は秀吉の神霊が宿

るランドマークとして見せつけられ，その

威容はアジア太平洋戦争を戦い抜くための

精神的支柱として宣伝されているのである。

奉告祭は，天守閣の位置づけ方も含めて豊

公会の提言を実践し，新聞や出版物を通じ

てそれを宣伝するものであった。

次に注目しておきたいのは，関係者たちの歴史認識，即ち秀吉像である。

マニラ陥落すとの快報に，一億国民の胸をつきし光輝ある紀元二千六百二年正月二日こそ

は，豊太閤のマニラ降服を勧告せし，文禄元年より正に三百五十年なり。実に豊太閤は，

天皇を迎へ奉り，自らは寧波にありて，南支以遠の南洋を開拓し，当時既に大東亜共栄圏

の確立を目算んだのである。其企図の雄大なる，又皇威の宣揚を計れること，皇国無比と

云はざるべからず34)。

上の引用は，『奉告祭』の中で関係者たちの歴史認識が最も端的に表れている部分を引用し

たものである。見られるように，ちょうど 350 年前に秀吉はフィリピン総督に降服を勧めて大

東亜共栄圏を構築しようとしており，その意味で秀吉は大東亜共栄圏構築の先駆者であるとい

う。『奉告祭』は豊公会が刊行したものであるから，上の引用は豊公会だけの歴史認識と理解

するべきかもしれないが，中部軍司令官が読み上げた奉告文は「国ヲ肇ムル三千年新春ト共ニ

皇威比島ニ洽シ是レ実ニ三百五十年前公ノ企図セシトコロナリ｣35) という文言で始まってお
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り，やはり上の引用にある歴史認識は主催者・協賛者を合わせた関係者に共通する歴史認識で

あると判断せざるを得ない。ここで注意すべきことは，大東亜共栄圏構築の先駆者としての秀

吉は，『生ける豊太閤』の中では語られていなかったという点である。奉告祭で初めて語られ

る新たな歴史認識なのである。そして，上の引用には東南アジア諸国への服属要求や，天皇を

北京に迎えて自らは寧波で東南アジア・印度を窺うという，この当時一般に周知されていると

は思えない史実が引き合いに出されている点である36)。それでは，上のような歴史認識を公

言する根拠となる史実や史料は誰が提供したのか。奉告祭では魚澄惣五郎が秀吉の「雄図」に

関する講演をしていることから推察されるように，やはり歴史学者が重要な役割を果たしてい

ると考えざるを得ないのである。

2 豊公大展覧会の開催

それでは，この当時の秀吉顕彰への歴史学者の関わりを明確にするために，奉告祭直後に開

催された「大東亜への回想 豊公大展覧会」(以下大展覧会と略記する) を検討することにしよ

う。

大展覧会は，1942 年 4 月 28 日から同年の 5 月 17 日にかけて，天守閣と阪急百貨店を会場

として開催された37)。主催者は大阪市と大阪毎日新聞社で，これを軍 (大阪師団司令部，大阪警

備部) が後援し，豊公会が協賛している。また，大展覧会は展示品の図録・目録を刊行してい

るので，どのような目的でどのような展示物が陳列されたのか，具体的に知ることができる。

それによると，大展覧会開催の趣旨は，秀吉の「海外発展の鴻図は，いま戦ひつゝあるわが皇

軍の作戦と理念とに符を合すが如く相似し」ていることに鑑み，秀吉ゆかりの文化財を展示す

ることによってその偉業を偲び，「大東亜共栄圏の経綸に資」することにあるという38)。つま

り，大東亜共栄圏における指導者としての資質を養うためにも，その先駆者秀吉の偉業に学ぶ

必要があるというのである。これらのことから大展覧会は，その関わり方に規模縮小や配置転

換が窺えるものの，奉告祭を企画した大阪の軍・官・財と在阪ジャーナリズムが提携関係を維

持しながら，秀吉=大東亜共栄圏構築の先駆者という歴史像を広め，来るべき大東亜共栄圏構

築に備えようとするものであると言えよう。そして，主催者が個人名をあげて謝意を表してい

ることから明白なように，京都帝国大学で近代歴史学を学び，天守閣復興以来その歴史博物館

としての運営に関わり続けてきた，魚澄惣五郎と西田直二郎をはじめとする歴史学者たちが，

大展覧会の中で重要な役割を果たしているのである39)。

それでは，歴史学者たちは大展覧会にどう関わっていたのか。そもそも，古文書等の文化財

を展示する企画である以上，大展覧会が歴史学者の協力なくして成り立たないのは自明である

が，歴史学者たちは企画・設営の準備にとどまらない働きを見せていた。中でも精力的に活動

したのが魚澄である。例えば，特筆すべき展示物から読み取れる秀吉の構想や時代像について，
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魚澄は新聞・雑誌等の媒体を介して以下のような談話を披露していた。

秀吉の理想はいはゆる今日の大アジヤ主義で，支那，朝鮮はもとより，当時の安南，暹羅

(タイ) カンボヂャ，交趾支那呂宋 (フィリッピン) 等の諸国を打つて一丸とすることにあ

つたのである。当時ヨーロッパ諸国が東亜の天地に進出し，不当な圧迫を加へつつあつた

のに対していささかも萎縮せず傲慢な彼らを退け，わが国の生命線として南洋を確保する

ことこそ秀吉の究極の理想であつた。…(中略)…この事実を最もよく明示してゐるのは文

禄元年五月，肥前の名護屋で発表した“三国処置大計”だ。またその前年にはフィリッピ

ンに対し降服を勧告してゐるが，彼の東亜諸国に対する態度は国内の島津，北條に対する

時の態度となんら異なるところなく，まさに日本の東亜の盟主たるの位置を認識した堂々

たるものである。その宣言によると，浙江省の寧波を東亜共栄圏の基地たらしめんとして

ゐる，同展に出陳されてゐる組屋六郎右衛門氏蔵「山中橘内書状」はかかる意味で秀吉の

非常に大きい志を知る上に興味津々たるものがある「天竺を切り取り申し候やうにとの御

意に候」といふやうなことが認められてゐるのである40)。(( ) は原文)

見られるように，秀吉の理想は大アジア主義であったと明言し，それを裏付ける史料として

三国処置大計や山中橘内書状，インド副王宛書状等の古文書を紹介しているのである。さらに，

大展覧会と同じく大阪市と大阪毎日新聞社の主催によって開催された「大東亜への回想 豊公

大講演会」では，魚澄は「豊公と時代精神の展開」という題目で講演し，秀吉が「皇室を中心

とする溌剌たる時代精神を展開して国威を遠く異域に輝かした」という内容の熱弁を振るって

いる41)。秀吉を大東亜共栄圏構築の先駆者として宣伝し，聴衆にその「雄図」実現に向けて

の奮起を促す啓発活動に，魚澄は積極的に協力していた。

さらに，展示のあり方にも目を向けておこう。先述したように，魚澄・西田は天守閣設備利

用委員として天守閣復興に関わっており，以後の天守閣における特別展示にも関わり続けてい

た。その魚澄・西田が天守閣復興当時に企画を担当した，秀吉に関する特別展示「豊公特別展

覧会」(以下特別展覧会と略記する) と大展覧会とを比較してみると，いくつかの相違点に気づ

かされる42)。双方共に旧大名家や古社寺が所蔵する文化財を展示しており，中でも秀吉の画

像・木像と自筆書状を多数出陳している点で共通しているが，展示品の分類の仕方に微妙な違

いがある。その中でも見過ごせないのは，秀吉の対外政策に関する展示の方法である。双方共

に「文禄・慶長役関係文書 (特別展覧会)」「文禄・慶長役資料 (大展覧会)」という分類 (即ち展

示コーナー) を設け，朝鮮出兵をクローズアップしているが，大展覧会ではそれに加えて「海

外発展資料」という分類を設けている。そこには，特別展で文禄・慶長役文書とされたものも

含めて，台湾・東南アジアへの服属・朝貢勧告に関する資史料を集約し，秀吉がいかに壮大な
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東アジア征服構想を抱いていたかが強調されているのである。秀吉は大東亜共栄圏構築の先駆

者であるという歴史認識を広めることに，大展覧会の企画者たちが力を入れていることは，展

示品の解説文にも如実に表れている。

① 朝鮮遠征の軍が直ちに京城を陥れ，外征の事業が最高潮に達した時，秀吉の右筆山中

長俊が名護屋陣中より大阪なる豊公の侍女に送つた書状，之に依つて当時豊公は日本支

那朝鮮を併合して一城となし，支那を天皇の直轄，日本を皇族の管国とし朝鮮を元勲に

分ち，進んで天竺南蛮を討たんとする雄図を抱いていた事がわかる43)。

② …(前略)…この文書はその当時 (天正二十年) の豊公の大東亜政策を最も具体的に知り

得る好資料である。即ち，至尊北京へ御遷都のこと，秀次に大唐の関白職を譲渡するこ

と，高麗は岐阜宰相 (羽柴秀勝) か備前宰相 (宇喜多秀家) に支配させること，加藤小西

等の先鋒の者には天竺 (印度) 近くを支配させるから，彼等は豊公の下知がなくとも独

断で天竺を攻略すべきこと等，然も自らは海路の要衝寧波にゐて，大東亜圏の全域に睨

みを利かせ様と言ふのである44)。(( ) は原文)

上は，山中橘内書状に関する特別展覧会 (①) と大展覧会 (②) の解説文を引用したもので

ある。同書状は，特別展覧会では文禄・慶長役関係文書として分類され，大展覧会では海外発

展資料として分類されている。さらに，②では秀吉が大東亜共栄圏構築の先駆者であることを

伝えようとする解説者の姿勢が如実に表れていることがわかるであろう。大展覧会の関係者の

中で，①②併せて上記のような解説が書けるのは歴史学者をおいて他にない。

以上のように，歴史学者たちは大展覧会において秀吉を大アジア主義者として位置づけ，そ

のような歴史認識を裏付ける資史料を提供し，奉告祭関係者たちの歴史認識を学問的に正当化

していた。言い換えれば，新たに始まった戦争の目的に適うかたちで秀吉を偶像化し，その裏

付けとなる史実や史料を紹介することによって，上のような歴史認識を実証していたのである。

そのことは，上のような歴史認識の実証を通じて，歴史学者が大アジア主義や大東亜共栄圏構

築という国家戦略の宣伝に協力していることを意味していた。

お わ り に

日中戦争が長期化し，さらにアジア太平洋戦争が始まろうとしていたとき，陸軍は軍事基地

としての大阪城に戦没者慰霊空間を新設しようと試み，財界の中の太閤ファンで構成された豊

公会からは秀吉顕彰の場として大阪城を活用せよという提言があがっていた。双方の試みは，

大阪城の利用をめぐる最終目的が異なっていたが，郷土愛から愛国心への転化という課題を共
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有していた。ここに，最終目的が異なるにも拘わらず，陸軍と豊公会との間に秀吉顕彰をめぐ

る協力関係が生まれる理由があった。そして，豊公会の提言は，陸軍のみならず，大阪府・市

の理事者やジャーナリズム，さらに歴史学者までを協力者に加えて，市民を啓発する式典や展

覧会として実践されることになった。その中で天守閣は，ある時はランドマークとして，また

ある時は歴史博物館として，市民が戦争を戦い抜くための精神的支柱としての役割を担ってい

たのである。本稿の論旨は以上のように要約できるが，それは大阪という大都市における戦時

大衆動員と都市支配の一端を示すものであると位置づけられよう。

しかし，戦争動員に天守閣を利用する提携関係は長く続かなかった。周知のように，奉告

祭・大展覧会を実施した直後の 1942 年 9 月に，戦局悪化を理由に陸軍が大阪城への市民の立

ち入りを禁止し，天守閣を戦争動員に利用する途を自ら閉ざしたからである。この点をふまえ

るならば，本稿で考察した陸軍と財界及び大阪府・市，ジャーナリズム，歴史学者との提携関

係は，微妙なズレをはらんだ提携関係であったと見るべきであろう。この提携関係の形成過程

や矛盾のあり方については，天守閣復興を視野に入れて検討する必要があるが，それは今後の

課題にしておきたい。

それでは，本稿を締めくくるにあたり，あらためて確認すべきことを二つあげておこう。第

一に，天守閣復興直後の大阪城は依然として陸軍の拠点であったということである。本稿で述

べてきたように，陸軍は大阪城内に大阪国防館という軍国主義的社会教育施設を設け，さらに

護国神社を移転させることにより，大阪城に戦没者慰霊空間を新設しようとした。そして戦局

が悪化すると，陸軍は態度を一変させて市民の城内への立ち入りを禁止し，大阪城を閉鎖的な

軍事基地に戻してしまった。その状況は，敗戦直後の占領統治が終わるまで継続した。これら

の事実をふまえるならば，天守閣復興をもって「大阪城が市民のものになった」と見なされる

ことは問題であろう。軍の意向が大阪城のあり方を左右する段階を以て，「市民のものになっ

た」などと評価すべきではない。そのように評価できるのは，軍 (アメリカの占領軍も含む) の

影響力から解放された，1950 年代以降であろう。その意味では，占領統治の時代も含めた大

阪城の戦後史にもっと関心が集められねばならない。そして，市民の公園や歴史博物館として

どのように活用されるべきなのか，より活発な議論が展開されねばならないだろう。

第二に，戦時中の天守閣は市民の手によって帝国主義的対外膨張のシンボルとされていたと

いうことである。本稿で述べてきたように，天守閣は秀吉の神霊が宿る「興亜」の司令塔とし

て位置づけられ，さらにそのような歴史像を学問的に正当化する博物館としての機能を担った。

そのこととの関連で，ここであらためてふれておきたいのは，『奉告祭』にその写真が掲載さ

れた「マニラの小大阪城」(図 4) である。『奉告祭』によれば，親日フィリピン人の資産家が

大阪城に模して建てた「純日本様式」の建築物であるという。この建築物について，豊公会は

「この小大阪城は，いかにわが将兵を歓喜せしめたことであらうか。その輝く鯱を臨んで，豊
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太閤の神霊われらを迎へ給へりとの感激

が，強くわが将兵の胸を打つたことであら

う｣45) と記す。豊公会としては，秀吉の

加護を受けて出征兵士と市民が奮起した結

果，大東亜共栄圏の構築と大大阪の世界的

発展が実現しつつあることを強調するため

に，この建築物の写真を見せているのであ

ろう。この事実からしても，戦時中の天守

閣は，その模造建築物を占領地域に投影す

ることによって，大日本帝国と大大阪の勢

力範囲が着実に拡大していることを示す，

帝国主義的対外膨張のシンボルでもあった。

天守閣に以上のような役割を担わせた，

市民の戦争責任をどう考えるべきか。これ

は大変重い課題である。しかし，これらの

事実が封印されるようなことがあってはな

らない。なぜなら，こうした苦い事実を知

ることによって，私たちは今後天守閣をど

のように活用すべきなのか，そこからいかなる歴史像を発信するべきなのかという，重要課題

が浮上してくるからである。豊臣秀吉が，朝鮮出兵を通じた「唐入り」の野望を抱き，東南ア

ジア諸国に服属を求めたことは疑うべくもない事実である。それでは，これらの事実について

私たちはいかなる歴史認識を発信するべきであろうか。自国の侵略行為を正当化するような歴

史認識が論外であることは言うまでもない。現在問われているのは，大阪城を訪れる海外から

の観光客と共有し得る歴史認識をいかに構築・発信するのかということであると思う。

付記 本稿を準備するにあたっては，大阪城天守閣学芸員の北川央氏・宮本裕次氏より貴重なご助

力を賜った。末尾ながら記して感謝の意を表したい。

注

1 ) 一般には，大阪城天守閣を指す場合も，城郭全体を指す場合も，共に「大阪城」という表現が

用いられているが，本稿では前者の場合に「天守閣」，後者の場合には「大阪城」と，それぞれ

の語句を区別しながら使用している。ただし，「天守閣復興」という語句を用いた場合は，1931

年に実現した天守閣の再建と本丸の公園化を指していることを予め断っておく。
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2 ) 拙稿「大阪城天守閣復興前史」(『大阪の歴史』73 号，2009 年)。

3 ) 断っておくが，筆者は歴史学研究の中で近現代の城が全く問題にされていないと考えているの

ではない。これまで豊富な研究成果を積み上げてきた近代都市史研究の中で，城が注目されてこ

なかったことを問題にしているのである。なお，近現代の城郭全般と大阪城の研究史に関する筆

者の評価は，前掲拙稿で述べているので，参照していただきたい。

4 ) ただし，本稿脱稿直前に都市諸階層研究会のメンバーである飯田直樹によって「大阪城天守閣

復興と小学校学区制度廃止」(大阪歴史博物館『民都大阪の建築力』〈2011 年〉) が発表された。

そこでは，シンボルとしての建築物をめぐる大阪市の状況をふまえたうえで，大阪市と財界が進

める市民統合化政策として学区廃止と天守閣復興を統一的に理解するべきことが提起されている。

特に，富裕学区による小学校校舎の鉄筋コンクリート建築ラッシュに注目した点は，地域社会構

造研究に建築史・文化史の視点を取り入れようとするものであり，今後の研究に新たな展開をも

たらす可能性を感じさせる。しかし，僅かな紙幅の中で述べられている関係上致し方ないことで

はあるが，個々の重要論点については実証という点で多くの課題を残している。例えば，先述の

鉄筋コンクリート建築ラッシュについて，「学区ごとに「精神的紐帯」としてのシンボル (=校

舎) が分立するという状況」にあったとしているが，これでは地域住民が地域のシンボルを求め

て校舎建築に着手したように受け取れる。当時の地域住民の次世代教育にかける思いや，地域社

会の中で小学校が果たしていた役割について言及することなく，このような論を展開するのは短

絡的である。また，当時の大阪市がなぜこの時期に市民意識の養成に力を入れるのか，そもそも

再建された天守閣がどのような性格をもつ建築物なのか等の点について説明することなく，天守

閣復興を市民統合化政策の一環として位置づけるのは，天守閣復興の歴史的意義をあまりにも単

純に評価するものであると筆者は考える。

5 ) 酒井一光「大阪城天守閣復興と城内の聖域化」(前掲『大大阪イメージ』所収)。

6 ) 北川央「大阪城・上町台地における文化イベントの展開と史跡・文化財」(前掲『近代大阪と

都市文化』) 所収)。

7 ) 図 1 の②を見ると，山里丸の東側にも数軒の建築物が確認できるが，これらは大阪国防館とは

別目的で建てられた軍用建築物であると，筆者は判断している (大阪城天守閣編『テーマ展 描

かれた大坂城・写された大阪城』〈1994 年〉96頁掲載の写真を参照)。

8 ) 『大大阪』16巻 5 号 (1940 年) 120頁。

9 ) 村上重良『慰霊と招魂』(岩波新書，1974 年) 171頁。

10) 大阪国防館設立当時の戦没者慰霊をめぐる動向については，前掲『慰霊と招魂』を参照。

11) 『大阪朝日新聞』(以下『大朝』と略記する) 1940 年 3 月 13 日。なお，本稿で引用する史料に

は，必要に応じて適宜句読点を付し，カナの清濁を整えている。

12) 大阪国防館開館当初の様子については，注 11) と同じ新聞記事のほか，『大朝』1940 年 3 月

14 日夕刊，『大阪毎日新聞』(以下『大毎』と略記する) 1940 年 3 月 14 日を参照。

13) 陸軍省大日記の大阪国防館に関する文書を閲覧するに際しては，アジア歴史資料センターの

データベースを利用した。以下，筆者が確認した文書の件名と，それが綴じられた簿冊及びレ

ファレンスコードを記しておく。

① ｢大阪城内陸軍用地貸付ニ関スル件」，『昭和十四年乙第二類第一冊永存書類』，

C01007179000。

② ｢航空兵器貸渡延期ノ件」，『昭和十五年乙第二類第四冊永存書類』，C01002453600。

③ ｢光線電話装置無償譲渡ニ関スル件」，『昭和十五年乙輯第二類第六冊通信機材』，
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C01002477800。

④ ｢廃品航空兵器下付ノ件」，『昭和十五年乙第二類第二冊永存書類』，C01002382200。

⑤ ｢大阪国防館ニ鳩剥製出陳ノ件」，『昭和十五年乙輯第二類第六冊通信機材』，

C01002479000。

14) 注 13) の文書⑤を参照。

15) 岩田恒「護国神社を大阪城附近へ遷座を提唱す」(『大大阪』18巻 5 号，1942 年) 51〜57頁。

なお，筆者の岩田は，元第七師団歩兵第二十八聯隊長で，旭川市長を 1923 年 6月から 1926年

10 月にかけて 2 期にわたって務め，退役後は旭川に居住していた (旭川市史編集委員会『旭川

市史第一巻』(1959 年))。旭川市と関係の深かった岩田が，この当時の大阪市や留守第四師団と

どのような関係があったのかは不明である。

16) 前掲「護国神社を大阪城付近へ遷座を提唱す」57頁。

17) 同前 56頁。

18) 近代日本における秀吉顕彰については，津田三郎によって秀吉没後の豊国神社創建からアジア

太平洋戦争期に至るまでの基本的史実と史料が発掘され，その成果が『秀吉英雄伝説の謎』(中

央公論社，1997 年) にドキュメンタリーとしてまとめられている。そこでは，近世を通じて庶

民の間で根強い人気のあった秀吉が，明治維新期の豊国神社再興によって国家の英雄として祭り

上げられ，朝鮮進攻の先駆者から南進制覇の先駆者としてイメージを変貌させていく過程が描か

れている。さらに，高木博志「近代日本と豊臣秀吉」(鄭杜煕ほか編著『壬辰戦争 ―― 16 世紀

日・朝・中の国際戦争――』〈明石書店，2008 年〉) は，明治大正期の秀吉顕彰を植民地統治と

の関連も視野に入れて詳述し，日本の帝国主義が喚起する記憶の問題として秀吉顕彰を分析する

ことの必要性を指摘している。以上のように，1990 年代以降秀吉顕彰を研究することの重要性

が認識されつつあるが，今なお研究蓄積の乏しい状況が続いている。また，十五年戦争期の大阪

における秀吉顕彰を，財界の主唱に官・軍・学界等が提携して進められたものとして分析した研

究はない。本稿では以上のような研究史理解に立って，豊公会の活動を分析している。

19) 鳥井信治郎の履歴と経営理念については，以下の文献を参照した。杉森久英『美酒一代 鳥井

信治郎伝 (増補版)』(毎日新聞社，1983 年)，作道洋太郎『阪神地域経済史の研究』(御茶の水

書房，1998 年)。サントリー編『日々新たに』(サントリー，1999 年)。

20) 鳥井寿山人『生ける豊太閤』(豊公会，1939 年) 序文 2頁。

21) 前掲『美酒一代』135〜136頁。

22) 中山悦治翁伝編纂委員会『中山悦治翁伝』(1954 年) 285〜286頁。

23) 中山悦治が豊公会の幹部であったことは，同会が紀元 2600 年を機として高野山で豊公大宝塔

落慶供養を催した際に奉納した願文から判明する。同じ願文には，当時安宅商会主であると同時

に大阪商工会議所会頭と貴族院議員を兼ねていた，安宅弥吉も名前を連ねている。これらのこと

から，豊公会の活動は，鳥井個人の珍奇な言論活動として片付けられるものではなく，大阪財界

に少なからぬ影響力を行使したものと推察される。なお，豊公会幹部の名前が連記された願文に

ついては，豊公会・金剛峯寺『紀元二千六百年奉祝 豊公大宝塔落慶法要・千僧会供養次第』

(1940 年) を参照。

24) 前掲高木博志「近代日本と豊臣秀吉」によれば，1868 年閏 4 月 6日の大坂行幸の際，神祇事務

局及び大坂裁判所に豊国社を大坂に造営すべきことを，明治天皇は勅した。その意図は，朝廷へ

の功臣，そして海外出兵の先達として秀吉を顕彰すると同時に，徳川幕府の権威を貶めようとす

るところにあったという。豊公会のいう明治天皇の沙汰書とは，この勅のことを指している。な
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お，沙汰書の全文は，前掲津田三郎『秀吉英雄伝説の謎』261〜262頁で確認することができる。

25) 前掲『生ける豊太閤』120頁には「豊公精神は，換言すれば奉公精神」と記されている。鳥井

がいう「豊公精神」とは，人々に滅私奉公を実践させる心の働きを指していると考えてよい。

26) 前掲『生ける豊太閤』7〜8頁。

27) 同前 92〜99頁。

28) 同前 110〜112頁。

29) 同前 109〜110頁。

30) 豊国神社移転は 1962 年に実現しているが，このことは豊公会の提言とは無関係である。

31) 豊公会『マニラ陥落豊太閤奉告祭』(1942 年) 2頁。以下『奉告祭』と略記する。また，特に

断らない限り，奉告祭に関する本稿の記述は『奉告祭』を参照している。

32) 『大毎』1942 年 1 月 10 日夕刊。

33) 前掲『奉告祭』8頁。

34) 同前 3頁。

35) 同前 5頁。

36) ただし，引用にある“マニラ降服を勧告してから 350 年”云々というのは誤りである。秀吉か

らの入貢勧告に対してフィリピン総督から返書を差し出した年が，奉告祭より 350 年前の 1592

(文禄元)年である。また，秀吉「自らは寧波にありて」云々というのは，1592(天正 20)年に書

かれた山中橘内書状を根拠にしていると思われる。これは，秀吉の祐筆である山中橘内から北政

所の侍女に宛てたもので，後陽成天皇を北京に招いて遷都を実現し，秀次に関白として明国の統

治にあたらせ，羽柴秀勝か宇喜多秀家に朝鮮を統治させ，自らは寧波を拠点として東南アジア征

服の機会を窺うという，秀吉の構想を記したものである。

37) ただし，会場の規模と展示物の豊富さとでは，天守閣会場が阪急百貨店会場を圧倒しているの

で，本稿では天守閣会場のみを考察対象とする。

38) 大阪毎日新聞社編『豊公大展覧会図録』(便利堂，1943 年) の序文。

39) 魚澄と西田は，1920 年代以降の関西における史蹟調査や地方史編纂をリードしてきた郷土史

研究者でもある。これらの郷土史研究者の活動を近代史学史の文脈に位置づけ，社会状況との関

連で捉え直すことの重要性は，若井敏明「皇国史観と郷土史研究」(『ヒストリア』178 号，2002

年) が既に提起している。本稿は，若井の問題提起をふまえ，魚澄や西田といった郷土史研究者

が，都市大阪における戦争動員に際して，天守閣の博物館展示を通じてどのような役割を果たし

たのかを問うものである。

40) 『大毎』1942 年 5 月 4 日。なお，魚澄は雑誌『上方』(136号，1942 年) にも，「豊太閤の雄図

を偲ぶ」というタイトルで同趣旨の記事を掲載している。

41) 『大毎』1942 年 5 月 13 日。

42) 特別展覧会については，大阪市役所『豊公特別展覧目録』(1931 年) が残されており，魚澄・

西田の下で展示の準備にあたった武藤誠が「豊公資料展観品二三に就いて」(『上方』11 号，

1931 年) の中で，その主眼とするところや特筆すべき展示品について語っている。本稿では，

特別展覧会に関するこれらの手がかりと，前掲『豊公大展覧会図録』及び大阪毎日新聞社編『大

東亜への回想 豊公大展覧会目録』(便利堂，1944 年) とを比較する方法をとった。

43) 前掲『豊公特別展覧目録』22頁。

44) 前掲『大東亜への回想 豊公大展覧会目録』85頁。

45) 前掲『奉告祭』12頁。
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要 旨

本稿の課題は，いわゆる十五年戦争と大阪城との関係について，これまでの大阪城の歴史の

中で紹介されてこなかった事例を紹介し，大阪城は戦争動員に関してどのような役割を果たし

たのかという点について，考えようとするものである。

日中戦争が長期化し，さらにアジア太平洋戦争が始まろうとしていたとき，陸軍の中から大

阪城を戦没者慰霊空間として改造する試みが浮上していた。大阪城内に大阪国防館という軍国

主義的社会教育施設を設け，さらに護国神社を移転させることにより，大阪城を戦没者慰霊空

間として完成させようとしたのである。一方，大阪財界の太閤ファンによって結成された豊公

会からは，豊臣秀吉顕彰の場として大阪城を活用しようとする提言があがっていた。長期戦を

戦い抜くためにも秀吉を顕彰して加護を祈ることが必要であり，また，秀吉の神霊の加護を受

けて滅私奉公に励むことが都市大阪の発展につながるというのである。このような豊公会の活

動によって，大阪城天守閣は秀吉の神霊が宿る司令塔として位置づけられていた。つまり，戦

時中の大阪城天守閣は，大大阪の帝国主義的対外膨張のシンボルとされていたのである。

そして，豊公会からあがった提言は，大阪の軍・官・財及びジャーナリズムと歴史学者の提

携の下に，市民を啓発する式典や展覧会として実現された。その中で大阪城天守閣は，ある時

は秀吉の神霊が宿るランドマークとして，またある時は大東亜共栄圏構築の先駆者としての秀

吉像を宣伝する歴史博物館として，長期化する戦争を市民が戦い抜くための精神的支柱として

の役割を担っていた。それは大阪という大都市における戦時大衆動員と都市支配の一端を示す

ものであると言えよう。

キーワード：大阪城，大阪城天守閣，豊臣秀吉，大阪国防館，豊公会

Abstract

This article deals with the relationship between Osaka Castle and the Fifteen Yearsʼ War, using

aspects of Osaka Castle that have not appeared in the history books to consider the role played by

the castle during war mobilization. As the Sino-Japanese War dragged on, and the Asia-Pacific

War loomed, there was an attempt by people in the army to transform it into a memorial space for

the war dead, as well as a proposal by the Hōkōkai, formed by fans of the Taikō from among the

Osaka financial world, to use the castle to commemorate Hideyoshi, and pray for his aid in the

war. The proposal from the Hōkōkai was achieved with the help of military, government,

financial, journalist, and historian support from Osaka, creating a commemorative event and

exhibition to educate the citizens. As part of this, the castle keep has been a psychological pillar to

help Osakans win through the war, at times as a landmark where Hideyoshiʼs soul rested, or as a

history museum eulogizing Hideyoshi. This can be positioned as showing part of the mass

mobilization and urban control during the war in the major urban area of Osaka.

Keywords : Osaka Castle, Osaka Castle Tower, Toyotomi Hideyosi, The National Defense

Museum of Osaka, Hōkōkai
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