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王  楠（WANG Nan）
＊

 

 

昨年の 8 月、私はある中国近代史研究者のネットチャットに加わりました。ある日、第

二次世界大戦が話題となり、私は米国の原子爆弾投下が間違いであったという意見を言い

ました。するとすぐに、二人の研究者が、私が歴史的事実について無知であり、戦争の被

害国の国民の立場を侮辱していると私のことを批難しました。私は若輩なので、その時は

ただ自分の観点には問題がないと返しただけで、さらなる反論を行っていませんでした。

けれども本当は、私は反問したかったのでした。「原爆の問題において、あなたたちは「人

間」としての立場を失っているのではないか？」と。  

このことは私にチェコのユダヤ系女性作家、ヘダ・コヴァーリ（Heda Kovály）のエピソ

ードを思い起こさせました。1945 年、強制収容所から逃げ出して間もなくして、ヘダがひ

とりの瀕死のドイツ人兵士に水を飲ませてあげると仲間が彼女を罵ったのです。「お前が

強制収容所に入れられていのだと知らなかったら、私は必ずお前に報いを受けさせたぞ。

ドイツ人なんて死なせてしまえ！」罵られたヘダは恐怖を感じました。そして彼女はこう

言っています。「このことは、戦争とはこのように深く人間の心を蝕むのだと私に教えてく

れました。まるで刃を振り下ろしたように、民族が切り分けられたのです。この傷跡は、

長い時間を経てようやく癒されるのです。」  

長い時間とは一体どれぐらいでしょう。東アジア地域において、この問題は今のところ

まだ答えがなさそうです。いやというほど第二次大戦の苦しみを受けた当事者のほとんど

は世を去ってしまっていますが、記憶の助けを借りて、民族衝突の傷跡は依然として戦後

世代にも刻まれ、たびたび引きはがされ晒され、時にはある集団の「他者の傷みの経験を

無視する障壁」にさえなり、彼らに「人間」に対する基本的な配慮さえ失わせています。

しかし当時戦争暴行の発生は、他者の「脱人間性化」から起きたのではないでしょうか？

このような欠損の影響は国家間においてだけでなく、民族の内部にも存在しています。私

にとって忘れがたいのは、南京大虐殺紀念館のむき出しにされた白骨が横たわる穴の前で、

何人かの子どもが歓声をあげていたことです。彼らは決して南京大虐殺を知らないという

わけではなく、もしかしたら、彼らがひとたびキーボードに向かえば、大虐殺への感想を

打つことができるのかもしれませんが、彼らは真実の傷については何も知らないのです。

これは明らかに、紀念館が教育責任を果たせてないということなのです。  

こうした状況の問題とは何なのでしょうか？私は中山氏の観点に賛同します。主として

「国家」「民族」の枠組みが大幅に人々の認識を制限しているからです。これは中国大陸で

非常に典型的に見られます。ニーチェは、「もしそれ（訳者注：過去のもの）が現在の墓堀

人になるべきでないならば」、人々が「然る可き時に想ひ起こすと共にまた然る可き時に忘

れることが出來るといふことに、人が力強き本能をもつて、何時歴史的に感じることが、

何時非歴史的に感ずることが必要であるかを感得し來るといふことに（訳者注：依存して

いることを知らねばならないだろう）。」と述べました1。しかし、中国大陸では、戦後から

                                                  
＊  南京大学歴史学院博士課程。  
1 弗裡德里希·尼采：《歷史的用途與濫用》，陳濤，周輝榮譯，上海人民出版社，2005 年，第 3-4 頁。＊
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現在に至るまで、いかに記憶しいかに忘却するかは国家の政治的需要による制限を受け続

け、人間性の本能が尊重され難かったのです。南京虐殺事件が典型的な例です。20 世紀の

日中友好の時期には中国政府は和解の決定を下し、その上、奇怪なロジック―忘却をもっ

て寛恕とす―を確立しました。その結果、大虐殺の生存者は沈黙を強いられ、個人が賠償

を求める活動も各種の妨害を受けました。李秀英はもっとも有名な大虐殺の生存者であり、

彼女の被害経験は今では社会に広く知られています。しかし、生活が苦しかった彼女が政

府に向けて援助を願い出た時のことを知る人は少ないのです。心痛な彼女は問いました。

「どうして、中国人はあの人たちと仲良しになったからといって、昔のことはもうどうで

もよくなってしまうんだ？私は人に傷つけられたのに、一生誰も私をかまってくれやしな

かった。」1990 年代の初頭、政府は撮影のために李秀英の家へ人を派遣し、李秀英にカメ

ラに向かって次のように言わせました。「いま日中はすでに仲良くなり、過去の怨恨は清算

されました。私たちはもう歴史問題を言い争うべきではありません。」この撮影陣が帰った

後で、李秀英は不満気に言いました。「戦争の賠償は要らないというのは、あの人たちが言

ったことだ。」「あの人たちがあの話をした時、私に何も尋ねたりはしていない。私が傷つ

いたことも、誰もかまってくれない。どうして私が戦争の賠償が要らないなんて言わなき

ゃいけないんだい？どうして（訳者注：賠償について）言わないんだい？」撮影二日目、

李秀英は自分が本当に思っていることを話しましたが、撮影者は彼女の話を遮りはしない

ものの、カメラを片付けました。この時の映像はもともとはある国際人権会議で使われる

はずだったものだそうです2。  

現在、状況は反転し、中国政府は積極的に戦争被害の記憶を保存するプロジェクトを推

進していますが、歴史を過度に政治の舞台へと押し出してしまいました。また一方では、

記憶を喚起することは完全に政治的行為となり、忘却を和解の道とみなす奇怪なロジック

は日本の歴史修正主義者も使っています。戦争の終結が遠い昔になるほど、ますます民族

の衝突の亡霊が浸透していきます。ニーチェは、歴史を過度に意識することは、生活を破

壊し退化させ、歴史さえも生活に続いて退化してしまようになります。目下の状況はまさ

にその通りであり、憂えざるを得ないのです。ですので、私は中山氏が提起した 20 世紀の

枠組みを超える構想に賛同し、戦争の記憶に関する研究の中で、私も直観的に「人間」を

主語とし、個人史を強調する重要な意義を感じています。  

けれども、中山氏の提案したもうひとつの主語である「地域」については、若干の疑義が

あります。まず、私も陳氏の観点に賛同するのですが、「地域」の範囲を確定することは難

しく、そのうえ、地域を想像することと、民族や国家を想像することには区別ができませ

ん。次に、私は中山先生が言う「地域」の目的は主に脱国民国家 [民族國家]化にあると思い

ます。しかし、国民国家の主導的地位は、遠い将来においても変わり難いでしょうし、人々

に不明確な「地域」から出発させて、思考を進めさせることは難しいことです。もう一歩

もどって、国民国家の境界線が依然として人々の頭の中に刻まれているとはいえ、できる

                                                  
訳者注：訳文は、フリードリヒ・ニーチェ「生にとつての歴史の利弊について」（『反時代的考察 上
巻』井上政次訳、岩波書店、1935 年、130-131 頁）から引用した。引用文中の「訳者注」は井上では
なく、本稿訳者が井上訳を参照して付したものである。なお、該当部分は「一人間の、一国民の、一
文化の造成力（plastische Kraft）」（同 130 頁）について論じた箇所である。原典は、Friedrich Wilhelm 
Nietzsche , Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, 1874、である。  

2 田川、林平芳編著：《尋找英雄  抗日戰爭之民間調查》，廣西師範大學出版社，2006 年，第 247-250
頁。  
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限りその政治利用を排除し、この境界の政治的色彩を薄める努力をし、排他性を寛容性へ

と改めることはできるのではないでしょうか？「人間」の角度からの出発は、このような

効用をもたらすかもしれません。さらに、民族アイデンティティは人々の責任意識の上で

は積極的な効果があるかもしれません。ドイツ人の生活は、明らかにアウシュビッツの遺

産の深刻な影響を受けています。これについて、イアン・ブルマ（Ian Buruma）は絶妙な喩

をしています。彼は「ドイツ人の記憶が――巨大な舌となって、ずきずきする虫歯を執拗

に探し出そうとしているような印象すら与えた」3と言っています。この巨大な舌が虫歯を

探し続ける原動力は何なのでしょうか？ドイツ人の民族アイデンティティが引き出す責任

感がきっとこの働きを果たしているのだと私は思います。高橋哲哉は戦後に生まれた日本

人は、「戦争責任」はないけれども「戦後責任」はあると言っています。高橋先生は「応答

可能性としての責任」訳注 1 には国境が存在しないことを強調するものの、この「戦争記憶

責任」はやはり「日本人」というひとつの共同体に対して提案したものなのです。そのほ

か、国家の拒絶については、戦後ドイツにおいてもこのような傾向はあり、研究者はこの

普遍性に対して同意する態度を保ちましたが、この傾向は今でも続いており、その負の面

が現れています。ドイツでは、〈過去〉といえば、とくに注記がなければ、ほぼ自動的に<

ナチスの過去>だと解されるほどであり、その結果、ドイツの「歴史のなかで残るものとい

えば、歴史を抹消する、この唯一の記憶の源以外にない」と言われています 4が、これも重

大な損失ではないでしょうか？  

第二の問題に関して、日本政府は人文社会科学研究の規模を縮小するという政策は中国

大陸においても反響を生み出し、『澎湃ニュース[新聞]』が当時次のような見出しで報じま

した。「人文系学科はさらに衰退するのか？実際にずっと気まずかった。」ある意味で日本

の縮小政策はまったく新しいものではなく、20 世紀以来、人文学の危機はすでに一度とな

く起き続けてきた。ピーター・ノヴィック（Peter Novick）は、第一次大戦以降、アメリカ

の職業歴史研究者は先行きが非常に暗くなり、彼らは初等教育の地盤を教育従事者に譲り、

さらに広大な読者層をアマチュア歴史研究者に譲り、学術上でも進展が難しかったと述べ

ています。このとき人文学者の境遇は現在に比べるとより恵まれていなかったのです。「パ

パ、歴史は何の役に立つの、さあ、僕に説明してちょうだい。」同じ時期に、マルク・ブロ

ック（Marc Bloch）は、子どもの発した問いかけを『歴史のための弁明  : 歴史家の仕事』

の中で記し、「無用」と疑われた歴史研究者の弁護を試みています。ブロックは有用性とい

う点で一般市民と違う考えを持っているものの、ブロックは明晰に考えています。「一つの

学問は、もしもそれが早晩我々がよりよく生きることに役だつというのでなければ、つね

                                                  
3 伊恩•布魯瑪：《罪孽的報應：德國和日本的戰爭記憶》，倪韜譯，廣西師範大學出版社，2015 年，第 14
頁。＊訳者注：訳文は、イアン・ブルマ『戦争の記憶  : 日本人とドイツ人』（石井信平訳、TBS ブリ
タニカ、1994 年、10 頁）から引用した。なお、これは 1991 年にベルリンでブルマがナチス時代に関
する講演会に参加し時に受けた印象である。原書は、Ian Buruma, Wages of Guilt : Memories of War in 
Germany and Japan, Farrar, Straus, Giroux: New York, 1994、である。  

訳注 1 この「応答可能性」とは英語の responsibility もしくはその他ヨーロッパ諸語における当該語彙の
訳である（高橋哲哉『戦後責任論』講談社、2005 年、29-30 頁）。  

4 阿萊德·阿斯曼：《記憶中的歷史：從個人經歷到公共體現》，袁斯喬譯，南京大學出版社，近刊。＊訳
者注：この段落は、引用文献の日本語版を参照すると、前半がアスマンがハンス・ギュンター・ホッ
ケルツ（Hans Günter Hockerts）の文章を直接引用したものを間接引用し、後半がアスマンがカール・
ハインツ・ボーラ―（Karl Heinz Bohrer）の文章を直接引用したものを直接引用している。翻訳にあ
たってはアライダ・アスマン『記憶のなかの歴史―個人的経験から公的演出へ』（磯崎康太郎訳、松
籟社、2011 年、28 頁）を引用・参照した。原書は、Aleida Assman, Geschichte im Gedächtnis : Von der 
individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung , Verlag C.H.Beck oHG, München, 2007、である。  
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に何か不完全なものをもっているように、我々には思われるという事実は、全く否定しが

たいことである。歴史は、人間そのものとその行為を素材とするだけに、それだけよけい

明らかに、人間のために働くように運命づけられているのではないかと考えられる。」 5や

はり、人文学は一定の社会の役割を引き受ける必要があり、私も中山氏の観点に賛同しま

す。研究者は社会の利害関係に無関心ではいられず、どのような角度から観ても、大衆社

会が関心を持つ問題へアプローチする必要があります。  

市民社会から研究の支援を獲得することが考えられるかどうかということについて、中

国大陸の状況は、日本や台湾とは同じではないと私は思います。大陸では、人文学研究者

の研究費の絶対的大部分は国家から来ています。過去には少なくない研究者がいろいろな

考えから研究プロジェクトの申請を行いませんでしたが、研究費の無い状況でも研究を維

持できました。しかし、現在の評価体系の下では、たとえ自身が研究費を欲するかどうか

は別にして、国家の研究プロジェクトを申請しなければならず、さもなければポストを上

昇させることができず訳注 2、またこれら研究プロジェクトの課題選択は範囲も限られてい

ます。企業の文系への支援は少なく、企業の支援も政府機構の審査があり、このために研

究者の研究の自由は保障されずにいるのです。おわかりのように、中国大陸では国家が遠

い将来においても学術研究の最大の支援者であり続けるでしょうが、最高管理者としての

権限も有し、変化があるとしてもその統制の程度がどうなるかということでしかないでし

ょう。市民社会とのコミュニケーションに関しては、私は手に負えない問題だと思ってい

ます。私は何年も微博訳注 2 を利用しておりますが、ここ数年間、微博上の世論の風向きは

大きく変わり、盲従性が以前よりも強まり、なおかつ愛国派がすでに優勢になっています。

陳氏もご存じであろう周子瑜事件では、台湾人は大陸のネット民[網友]の「戦闘力」を見せ

つけられました。「愛国」をビジネスとする俳優にちょっと煽られただけで、群衆の感情は

沸騰し、中国政府の海外ネット接続の制限を「乗り越え」、恥も知らず罵りの声をあげたの

です。市民社会の生態はもちろん政治環境と相互関係にあるものですが、目下の状況では

研究者がもし市民社会に影響を与えようとしても、双方の限界に直面するでしょう。しか

し、まったく不可能だというわけではなく、社会への責任感が強い個別の研究者が自己の

研究を用いて社会の認識や政府の計画に影響を与えるように努力し、またほかの研究者が

新興の SNS を存分に利用して民衆を人文知識へより近づけることを試みると私は思いま

す。 前途多難かもしれませんが、何もせずにいるべきではないというのが、研究者の良心

であると私は考えます。  

浅学のためとても簡単にはなりましたが、みなさんのご意見をいただければと願ってお

ります。  

 

（翻訳 中山大将、巫靚）  

 

                                                  
5 布洛赫：《歷史學家的技藝》，張和聲，程鬱譯，上海社會科學院出版社，1992 年，第 12 頁。＊訳者
注：訳文は、マルク・ブロック『歴史のための弁明  : 歴史家の仕事』（讃井鉄男訳、岩波書店、1956
年、 iii, xi）からの引用である。なお、元の引用時には中略して会った部分も、読者の理解を考えて訳
文では省略せず引用した。原書は、Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien , 1941 であ
る。  

訳注 2 中国では大学のポストの上昇は国家の研究プロジェクトの申請数などが重要な条件になる。  
訳注 3 twitter と face book を合わせたような中国国内向け SNS。ウェイボー。  
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