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Recent developments in East Asia are troubling. Security situations surrounding Japan have 

changed a great deal during the post-Cold War period. This has led to a redefinition of the 

U.S.-Japan security alliance. On the one hand, a changing role has become possible for Japan in 

fostering peace and security in this region, embodied in the nation’s new security laws, which 

enable Japan to exercise its right to collective self-defense. On the other hand, friction over “histori-

cal memory and its reconciliation” centering on what actually happened during World War II 

between Japan and China, and Japan and Korea, often surfaces, resulting in extremely strained 

relations between these countries. In addition, territorial disputes between Japan and these 

countries could flare up, possibly triggering military confrontations.

  In these potentially explosive times, it is of vital importance for us to ask how Japan will be able 

to contribute to the peace and security of the Asia-Pacific region, as well as of the entire world, while 

resolving frictions over historical matters that continue to appear in the form of unresolved, thorny 

diplomatic issues with China and South Korea, both vital partners of Japan for realizing peace and 

security in this volatile region.

  All three articles in this special issue of Cosmica deal with this difficult yet vital issue of “histori-

cal memory and its reconciliation” in East Asia. The contributors are Dr. Kurt Piehler, the director 

of the Institute of World War II and the Human Experience and an associate professor of the 

Department of History at Florida State University, Dr. Annika A. Culver, Faculty Associate at the 

Institute of World War II and the Human Experience and also an associate professor of the 

Department of History at Florida State University, and Dr. Hideki Kan, the leading authority on  

U.S.-Japan relations in the Cold War era and a visiting professor at Kyoto University of Foreign 

Studies. While some parts of the articles derive from the papers that each of them read at the July 

19, 2017 symposium commemorating the 70th Anniversary of the establishment of the Kyoto 

University of Foreign Studies, the present articles that have been published in this issue represent 

revised and expanded versions of the papers read at the symposium.

  The first paper, Kurt Piehler’s “The Great Divergence: Trans-Pacific Memories of the Second 

World War,” discusses the ways in which Americans remember major wars their country fought, 

including the Pacific War. According to Dr. Piehler, in the early 1990s memories of the Pacific War 

were still very strong among Americans, but those recollections are now fading. President Barack 
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Obama visited the USS Arizona Memorial but did not take part in the ceremonies marking the 

seventy-fifth anniversary of the attack on Pearl Harbor. Few Americans are alive who can recollect 

the events of December 7, 1941 that brought Japan and the United States to war. When Americans 

have remembered the Pacific War in more recent times, Dr. Piehler explains, they have been more 

willing than before to modify their wartime memories by emphasizing respect for soldiers of both 

sides of the war. He also notes that in sharp contrast to European memories of the Second World 

War, memories of the Second World War continue to divide nations and peoples in Asia. In asserting 

this, Dr. Piehler emphasizes two points: first, that divergent memories have negative impacts on 

diplomatic relations between Japan and its former adversaries, especially China, and second, that 

Japan should seek to promote reconciliation between nations and peoples of its neighboring 

countries by putting disputed historical issues behind. To do so, he argues, will contribute to the 

peace and stability of East Asia. In the final analysis, Dr. Piehler stresses that war is too costly.

  The second article, “Reflections on Historical Objectivity and Intellectual Engagement: 

Transnational scholarship on Mutual Sino-Japanese Historical Issues during Imperial Japan’s 

Wartime Occupation of China” by Dr. Annika Culver, examines contemporary developments related 

to historical issues in the field of Japanese history in the U.S., as well as ongoing work in transna-

tional scholarship on historical issues concerning imperial Japan’s wartime occupation of China, 

especially Manchuria, or “Manchukuo” as it was known under Japanese puppet rule. Dr. Culver 

closely traces and dissects the ways in which historical issues such as “the comfort women issue” 

have been deeply and publicly politicized by the use of social media and other online means of 

communication, both by conservative and left-wing circles. Viewed from this perspective, Dr. Culver 

argues that professional historians and intellectuals are no longer able to claim the position of being 

the sole possessors of “objectivity” regarding such controversial historical issues. Yet Dr. Culver 

notes that on the brighter side, ongoing scholarship on cultural production in China during the 

period of Japanese occupation has enabled historians to have a multiplicity of interpretations and 

perspectives. Indeed, she entrusts her hope to this newer trend of transnational research and 

collaboration in investigating problematic historical issues.

  The third and final essay, entitled “Challengers to the ‘Postwar Regime’ and the ‘History 

Problem’ in the Asia Pacific” by Dr. Hideki Kan, focuses on the rise of “a small, vocal right-wing 

minority” symbolized by the ascendance of Prime Minister Shinzo Abe within the Liberal 

Democratic Party and its negative consequences on the relationships not only between Japan’s 

neighboring countries, including China and Korea, but also with the United States, Japan’s major 

protector in the post-World War II period. According to Dr. Kan, the ‘Postwar Regime’ consists of 

three pillars, i.e., popular sovereignty, respect for fundamental human rights, and pacifism symbol-

ized by Article 9 of the Japanese Constitution. It has been boldly challenged, however, by the 
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anti-postwar regime forces whose leader is Prime Minister Abe. Kan argues that the agenda that 

Prime Minister Abe has been pushing for, including the remilitarization of Japan against the 

background of rising nationalist sentiments and “historical revisionism” that denies the “comfort 

women issue,” has exerted a negative impact on Japan’s diplomatic relations; such an agenda has 

not only antagonized China and Korea, but has also provoked harsh criticisms on the part of 

high-ranking officials in the U.S. government. Based on these observations, Dr. Kan suggests that it 

is important for Japan to preserve the ‘Postwar Regime’ to maintain friendly and viable relations 

with its neighboring countries as well as with the United States.

It is hoped that these three essays will provide the reader with much food for thought when reflect-

ing on the path that Japan has followed for the past 70 years or so, and on the vital stakes involved in 

“historical memory and its reconciliation” for Japan’s diplomatic relations in this new century.
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  As we approach the seventy-fifth Anniversary of the end of the Pacific War, we ask why does 

this conflict so divide the governments and peoples of Asia and the Pacific Rim? Before I begin, 

please let me express my biases that stem from a deep respect for the successes of post-1945 Japan, 

most notably the creation of a stable parliamentary democracy based on the rule of law. In contrast 

to the U.S. Constitution, academic freedom is explicitly protected by the Japanese constitution. In 

the area of foreign affairs, Japan has a remarkable history of using soft power since 1945 to further 

their national interest, as well as promote global stability. Moreover, the United States and Japan 

have forged a strong alliance that has been mutually beneficial to both countries, although not 

without tension. For instance, the continuing presence of military bases on Okinawa remains a 

significant source of conflict between the two countries.

  Japanese attitudes toward the memory of World War II are not monolithic, and my two earlier 

visits to Japan helped me gain a better understanding of the starkly different ways the Japanese 

remember this conflict. In 2004, when I was in residence at Kobe University, I can still remember 

how stunned I was when a graduate student attending one of my talks asked me to comment on the 

antiwar clauses of the Japanese Constitution and became emotionally distressed at any effort to 

overturn them. During this trip, I followed the advice of my graduate advisor, Professor John W. 

Chambers, and visited the Military Museum at the Yasukuni Shrine and also Hiroshima Peace Park, 

and through the hospitality of Professor Yutaka Sasaki, the Osaka Peace Museum.1） Since the 

controversies that surround the Yasukuni Shrine are widely known, and I suspect most Japanese 

citizens have probably visited Hiroshima Peace Park, I will not discuss my critique of them in any 

detail. However, several observations left a deep impression. With regard to the Hiroshima Peace 

Park, I was struck by this site’s museum offering a balanced portrayal of one of the most controver-

sial and tragic events of the Twentieth Century. In visiting the war museum at Yasakuni, my initial 

reaction was: “This is a good deal like the Imperial War Museum in London and similar institutions 
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with standard display of weapons, medals, uniforms and images.” Although I was aware of the many 

controversies regarding the Shrine, I was unprepared for the extremely distorted view of the 

Japanese war in China. Moreover, I was disappointed by how little attention was given to the social 

history of the Japanese soldier, especially the suffering they endured often because of inept gener-

als. One of the great strengths of the Osaka Peace Museum would be its attention to the impact of 

war on the rank and file who serve in the foxhole.2）

  In considering the enduring controversies over the memory of World War II, please let me 

express my surprise that Japan has not sought to put these controversies to rest. If Japan is seeking 

to forge stronger alliances with partners in Asia to counter growing Chinese power, disputes over 

Japanese actions during the war continue to sow divisions with potential allies, such as South Korea. 

From a pragmatist point of view, why give China the propaganda advantage on the world stage by 

failing to take responsibility for the Nanjing Massacre? In private conversations with Japanese 

colleagues, I have expressed the wish that the Japanese governments and the Japanese people 

would follow the German example in reconciling with the past. Although West German Chancellor 

Konrad Adenauer in the 1950s cast aspersion of war crime trials as “victor’s justice” to pander to 

domestic audiences, his government paid reparations to the State of Israel.3） In the late 1950s and 

1960s, the West German judicial system pursued Nazi war criminals implicated in the Holocaust.4） 

In 1985, the President of West Germany offered an exhaustive summary of the crimes of the Nazi 

regime before an address to Parliament marking the fortieth anniversary of the end of the Second 

World War.5） Beginning in earnest in the 1980s, the German Government and many communities 

have commemorated the German Jewish presence and the Holocaust with monuments and 

museums, including a major one in the center of the capital of Berlin. In the current political 

climate, can we ever expect a Japanese Government dedicating a memorial to the Nanjing 

Massacre?6）

  In the early 1990s, when I was writing my first book, Remembering War the American Way, the 

Pacific War still evoked strong memories among Americans. In 1991, President George H. W. Bush, 

who had served as a naval aviator in the Pacific War, and only narrowly escaped death in combat, 

took part in commemorative ceremonies on the fiftieth anniversary of the attack on Pearl Harbor in 

Hawaii. In 1995, fierce opposition developed to a planned exhibit at the Smithsonian Institution’s 

National Air and Space Museum marking the fiftieth anniversary of the end of the Second World 

War. Opponents denounced the planned exhibit that centered around the American nuclear attacks 

on Japanese cities as inaccurate and apologetic. Critics forced a cancellation of the exhibit and the 

resignation of the museum’s director. They called into question any exhibit or “revisionist” historical 

work that sought to cast doubt on the wisdom of using nuclear weapons in the Second World War. 

What always surprised me about this historical debate waged in public was the complete lack of 
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discussion of the role of the Soviet Union in bringing about the collapse of Japanese resistance, or 

the problematic decision to modify the Potsdam declaration.7）

  The American memory of the Pacific War has always been a parochial one, and largely 

discounted the roles of America’s Allies in this struggle. Few Americans recognize the strategic 

significance of the war in China or as the historian Russell Weigley observes in the American Way of 

War, the U.S. ground forces never confronted the bulk of either the German army or the Japanese 

army. If this had been the case, the casualty rates for American forces would have been staggering 

and the U.S. certainly would not have remembered World War II as the “good” war.8） Part of this 

stemmed from how the Cold War altered our view of China’s role in the war. The United States’ 

response to the success of the Communist Revolution in China was to simply ignore the People’s 

Republic of China diplomatically and adopt a policy of non-recognition, only changed under 

President Richard M. Nixon in 1971. Americans, when they focused on the Chinese role in the 

Second World War, largely viewed 1931-1945 as a harbinger for the rise to power of Mao. For 

conservatives, the question asked in the immediate postwar era: who was responsible for losing 

China? There remained a counter interpretation of the “loss” of China that argued the Nationalists 

were corrupt, inept, and lacked the ability to fight an effective war against Japan.

  The memory of the war in China mirrored what I would argue was the failed diplomacy of the 

Great Powers regarding the postwar settlement. Perhaps the most classic instance would be the 

“temporary” division of the Japanese colony of Korea by the Soviet Union and United States. This 

division would be solidified during the Cold War and seems enduring. In the case of Europe, the 

division of Germany and Austria would not become permanent. In fact, even before the Cold War 

ended, Austria would be reunified as the Four Allied Powers left the country in the 1950s under a 

peace agreement that required this sovereign nation to embrace neutrality. In sharp contrast, the 

United States along with several Western Allies decided to “go it alone in signing a peace treaty with 

Japan in 1951. Neither the Soviet Union nor the People’s Republic of China participated in the peace 

conference or became signatories of the treaty.9） It is striking that Russia and Japan have still not 

reached a final peace settlement regarding the Second World War, in part because of continuing 

territorial disputes. It will be interesting to see if recent diplomatic talks between the two countries 

lead to a final settlement.10）

  Great Power diplomacy remained far more successful for developing a framework for success-

fully ending the Second World War in Europe. The Second World War has not fostered the same 

level of controversy as found in Asia. Despite all their disagreements, Great Britain, the U.S., and 

the Soviet Union were united on the need for a denazified Germany and a four-power occupation of 

Germany. What had been intended as a temporary division would last for the duration of the Cold 

War. Once the Berlin Wall came down in 1989, there existed a clear legal framework for German 
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reunification.

  No doubt the Cold War fostered the speedy reintegration of West Germany and East Germany 

into what became the NATO Alliance and the Warsaw Pact. Although the Western Allies rehabili-

tated many former Nazis, there existed no tolerance for the emergence of neo-Nazism in Germany. 

There were a significant numbers of Germans in the immediate post World War II who remained 

unrepentant, but there existed little space to publicly espouse Nazism. Germany not only outlawed 

the Nazi party and the public display of Nazi symbols, but they made the denial of the Holocaust a 

criminal offense.

  In contrast to Japan, neither East Germany nor West Germany renounced their sovereign right 

to make war, and both actively reconstituted their armed forces with the blessing of the Soviet 

Union for East Germany and the Western Allies for West Germany. It might be added that German 

rearmament produced substantial misgivings by French leaders in the late 1940s and 1950s. Both 

German armies during the Cold War were integrated into the command structures of the NATO 

and Warsaw Pact. It should also be added that throughout the Cold War, West Germany avoided 

deploying troops abroad, conscious of the legacy of the record of German aggression. Even East 

Germany would only cautiously engage in foreign wars supported by the Eastern bloc. For instance, 

during the Soviet intervention into Czechoslovakia in 1968, the role of the East German army 

centered on providing logistical support.

  Even during the worst moments of the Cold War, the United States engaged the Soviet Union 

diplomatically. Moreover, the legal basis for Great Britain, France, and the United States for 

maintaining zones in Berlin rested on World War II era agreements. Even when the Western Allies 

granted sovereignty to West Germany in the 1950s, they still reserved the right to have the final say 

on German reunification. One legacy of this war-time cooperation that continued for decades would 

be the four powers “occupied” Berlin. They regularly took turns overseeing control of the interna-

tional Spandau Prison that housed Nazi war criminals convicted by the Nuremberg International 

Military Tribunal. 

  In the United States the memory of the Second World War has taken a steadily Eurocentric 

focus. The first significant wave of memorial making in the United States for the Second World War 

only began in the late 1970s and 1980s and it centered on the remembrance of the Holocaust. The 

commemoration of D-Day, the Allied landing in Normandy, France on June 6, 1944, took on growing 

importance in the American memory and U.S. Presidents have regularly attended international 

commemorative events, beginning with President Ronald Reagan in 1984. The first major national 

museum dedicated to the Second World War in New Orleans initially started out as the D-Day 

Museum. In 2001, the City of Bedford, Virginia dedicated a major memorial commemorating D-Day. 

President George W. Bush would speak at the dedication ceremonies helping to emphasize the 
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national significance of the memorial and of the events it commemorated.11）

  In contrast to the war in Europe, time has dimmed the memory of the Pacific War in the United 

States. As president, Barack Obama did visit the Arizona Memorial on several occasions, but he did 

not take part in ceremonies at this site to mark the seventieth or seventy-fifth anniversaries of the 

attack on Pearl Harbor. For two generations, supporters of military preparedness sought to forge a 

memory of Pearl Harbor that stressed the need for vigilance. The terrorist attacks of September 11, 

2011 have much greater resonance among Americans, especially since most Americans alive no 

longer have a personal recollection of the events of December 7, 1941.12）

  The fading of the Pacific War for Americans is in some ways not surprising. Memory of the 

past is anything but fixed or enduring. As an historian, it is striking what average Americans have 

forgotten about past wars. Most Americans bear no grudge against our former colonial overlords, 

even for burning the White House and Capitol during the War of 1812. Americans do not remember 

our former imperial wars, especially the Spanish American War and the Philippine American War. 

The Lost Generation of the First World War has been forgotten, except for the fact many of the 

great works of literature by veterans of this conflict are required reading in many high school or 

college classes. Except for the fading ranks of veterans who took part in the conflict, few Americans 

remember the Korean War.13）

  Of course, not all wars have been forgotten. Americans remain deeply divided and passionate 

over their Civil War （1861-1865）. One reflection of this passion is the simple fact Americans built 

more memorials commemorating this conflict than any event in our history. Thousands of memori-

als dot the landscape, older towns and cities East of the Mississippi have at least one war memorial 

to this conflict.14） Recently, the City of New Orleans removed several memorials to the Confederate 

cause and had to do this work on the cover of darkness for fear regarding public safety of construc-

tions workers taking down the monuments.15）

  The fading of the Pacific War in American memory is not simply the result of the passage of 

time. Scholars who have studied the Pacific War have characterized the conflict as “War without 

Mercy and “War without Rules.”16） Many veterans who served in the Pacific never forgot and one of 

the questions I frequently sought to ask regarding passions about the war was, “Would you/have 

you bought a Japanese car?”17） A significant number answered negatively. In the State of New 

Mexico, the dominant public commemoration of the war is the memory of the disproportionate 

number of National Guard troops from this state who served in the Philippines and surrendered on 

Bataan. The Bataan Death March and the suffering endured by New Mexican soldiers is central to 

the state’s memorialization of this conflict, not the fact the state played a central role in the develop-

ment of the atomic bomb.18）

  How does a nation apologize? This at times can become an existential question with important 
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legal, political, and diplomatic consequences. In the case of the Pacific War, the United States 

Government did formally apologize to Japanese Americans for the grave injustices visited on them 

during the Second World War. Japanese Americans, non-citizens, but also those holding U.S. citizen-

ship, were placed in euphemistically named internment camps based on racist assumptions that 

they would threaten American security during the war. This apology would win approval in the U.S. 

Congress in 1988 and President Ronald Reagan heartily endorsed the legislation along with limited 

compensation.19）

  Japanese Americans, historians, and Hollywood filmmakers all played an important role after 

World War II in bringing attention to this grave injustice. After 1945, there were few defenders of 

the internment camps. As early as the 1950s, high school and college history textbooks either 

ignored the issue or roundly condemned this action, in some cases even terming them concentra-

tion camps. There is a fascinating series of films that stress the loyalty and patriotic service of 

Japanese Americans that came out in the 1950s and 1960s, including Go For Broke （1951）, Bad Day 

at Black Rock （1955）, and Hell to Eternity （1960）. Starring Spencer Tracy, Bad Day at Black Rock is 

an especially fascinating film for portraying a whole town as full of evil Americans, complicit in the 

murder of a Japanese American farmer shortly after Pearl Harbor.20）

  The imperatives of the Cold War can partly explain why Americans after 1945 put aside the 

animosities of war. Similarly, the lack of any significant resistance to the American occupation of 

Japan certainly contributed to a softening of American attitudes toward a former enemy. But there 

are deeper reasons for this pattern of forgetfulness regarding the memory of the Second World War 

that stems from the often-concerted efforts by Americans to depoliticize the commemoration of war. 

Americans, in consciously forgetting, often stress the importance of honoring the soldier, even if 

they disagree over his/her cause.21） This paradigm would play an important part in forging reconcil-

iation between Americans after the Civil War. Grappling with the question of reconciliation and 

finding common ground between northerners and southerners, many white Americans decided 

that a national memory of the war should focus on recognizing the mutual bravery of those, who 

not only fought for the federal government, but also those who took part in the rebellion. Americans 

have extended this sentiment to other former adversaries. For instance, Americans during the 

interwar years embraced the novel and film, All Quiet on the Western Front. The widespread interest 

in this work by a German author that stresses the essential humanity of the German soldier is all 

the more remarkable given the lurid war-time propaganda issued regarding the blood thirsty 

Hun.22） Until the Nazis came to power in 1933, some American and German war veterans did hold 

joint reunions and exchanged war stories dwelling on their shared experiences of fighting in the 

trenches.23）

  Many American veterans of the Second World War bore deep hatred of the Japanese as their 

10 The Great Divergence: Trans-Pacific Memories of the Second World War 



enemy that did not fade over the years. But many did not; two veterans of the Pacific War, presidents 

Gerald R. Ford and George H.W. Bush, who almost died in the war, played pivotal roles in seeking 

to promote reconciliation. Many veterans and American society sought to either ignore the war or 

recast the image of the Pacific War. During the war itself, the image of Japan as the enemy repre-

sented some of the worst dehumanization of an enemy. （In sharp contrast, Hollywood films made 

during the war in Europe often make a distinction between the evil Nazis and misguided Germans.） 

In the aftermath of the war, there would be a small, but steady stream films that portrayed the 

Japanese as worthy opponents that fought tenaciously and bravely. Perhaps the most remarkable of 

these films would be Tora, Tora, Tora （1971）; arguably one of the most historically authentic films 

made about a battle. More recently, this sentiment would be expressed by Clinton Eastwood’s 

Letters from Iwo Jima （2006） that portrayed the Japanese defenders of Iwo Jima in an empathetic 

light. The Japanese commander is depicted as an honorable soldier who served his country bravely.

  Is there a collective embarrassment by many Americans, especially national elites, at the 

racism prevalent in the war against Japan? Has this cast a shadow on the differing memories of the 

Nuremberg and Tokyo war crime trials? The International Military Tribunal at Nuremberg has 

garnered significant attention from scholars, but also left an indelible mark on American culture. 

Nuremberg is widely cited by political leaders, legal scholars, and historians as a positive and 

enduring legacy of the Second World War. The effort to render justice in the aftermath in the war in 

Europe fostered an Academy award winning film, Judgment at Nuremberg, and host of other cultural 

productions. In contrast, the Tokyo trials garnered scant attention from scholars. For decades, the 

standard work in English by an American academic was Richard Minear’s, Victor’s Justice: Tokyo 

War Crimes Trial （1971）.24） Only recently has there been an effort for a more balanced critique of 

the Tokyo trials.25） Spurred by Korean Americans, there has also been an effort to build memorials 

marking the tragic experiences of comfort women forced into sexual slavery by the Japanese 

military.26）

  Please let me emphasize a central point that I think can contribute to current questions about 

the great divide in memory between Japan and former enemies; there is nothing inevitable about 

them. I think the pattern I have described suggests the malleability of memory and commemoration 

in a society. For instance, while memories of the Pacific War are fading in the United States, the 

exact opposite pattern has emerged with regard to American participation in the struggle against 

Nazi Germany. In my view, there is no inevitability to the deep controversies engulfing Asia and 

Japanese society over the Second World War. As Zheng Wang observes in Never Forget National 

Humiliation: Historical memory in Chinese Politics and Foreign Relations the People’s Republic of 

China during the Mao years did not make Japanese war crimes as a centerpiece of national memory. 

Instead, the Mao years placed greater emphasis on commemorating the successful Communist 
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revolution that brought the regime to power and demonized the Nationalists. With the collapse of 

the Soviet Union, it is striking to witness the rehabilitation of the Nationalists by the People’s 

Republic, even burnishing the image of Chang Kai-Shek.27）

 Let me highlight the stark difference between Europe and Asia in grappling with the legacy and 

memory of the Second World War. In 1984, leaders representing the Allied nations that stormed 

ashore at the Normandy, France gathered to mark the fiftieth anniversary of this landing. Excluded 

from the ceremonies would be the West German Chancellor and the Soviet Party Secretary. Since 

1984, gathering at Normandy has continued to occur every five years, most recently in 2014. But 

over time, these ceremonies have become more inclusive and they now include the Russian 

President and even the German Chancellor. Aside from the surrender ceremonies on the deck of 

the USS Missouri on September 2, 1945, I know of no similar international ceremony ever being 

held among former allies of the war in the Pacific and Asia to commemorate the Second World War 

in the postwar era. Moreover, will it ever be possible for the heads of state from America, Australia, 

China, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Korea （North and South）, and Vietnam to gather at an 

international ceremony commemorating the Second World War? There is a long road ahead before 

I can imagine this ceremony taking place.

  As an historian who specializes in U.S. history, I am very cautious about offering gratuitous 

advice among how to promote reconciliation across borders in East Asia. Certainly, as academics, 

we have a role to play to promote cross-national dialogue, and frankly, to produce good scholarship 

that strives for objectivity. In promoting peace and reconciliation, I would also encourage Japanese 

historians to embrace the field of military history. Historians in their monographs, scholarly 

journals, and textbooks should continue to document war crimes committed by armed forces of 

Japan and other nations. They should also follow the example of Saburo Ienaga’s The Pacific War, 

1931-1945 in also analyzing the strategic and operational failures by Japan’ government and military 

during the war. Japan’s defeat stemmed not only from Allied strengths, but also the mishandling 

many aspects of the war effort from the lack of army-navy cooperation, foolish battlefield tactics that 

wasted human life for no good reason, and callous disregard for the proper care of the wounded. It 

is striking to consider the Guadalcanal campaign in 1942 and 1943. Japan, having conquered the 

territories possessing access almost all the quinine in the world, allowed its forces during this battle 

to loose combat effectiveness because of staggering rates of malarial infection. Japan failed to 

develop programs that properly trained naval aviator to replace those killed during the Battle of 

Midway or maintain the initial superiority they held in several weapons systems at the start of the 

war. Japan war-time leaders should have been indicted by their people for the failures to take 

adequate civil defense measures to protect the civilian population against the American air 

campaign.28）
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  Criticism of a nation’s conduct in war-time is by no means unpatriotic. In fact, the critique of a 

nation’s shortcomings and failure to adhere to stated ideals is one of the highest forms of patriotism. 

American scholars, some of them active-duty members of the armed forces, have asked difficult 

questions about the Allied bombing campaign conducted during the Second World War. They have 

fiercely debated and often seen these questions as inter-related: Was the bombing campaign against 

Germany, Italy, and Japan as military effective? Was it morally justified to kill so many civilians, 

especially when the Royal Air Force against Germany, and the U.S. Army Air Force engaged in area 

bombing targeting civilians?29）

  I do also want to raise a question and concern regarding Japan’s efforts to rearm and embrace 

the sovereign right to make war. Are there any efforts to clarify civil-military relations? In reading 

the Japanese Constitution in an English translation back in 2004, I was struck by the lack of any 

clauses on civilian control of the military. How will civilian control of the military be exercised? Will 

the Japanese Diet retain ultimate power to decide on issues of war and peace or will these be vested 

in the prime minister or senior military leaders?

  A final somber reflection on the legacy of the Second World War and the profoundly different 

experience of the United States compared with the rest of the world. The continental United States 

during this war would be spared from any significant impact from the Axis. American cities were 

not bombed, battles were not fought in the countryside, no occupying forces had to be quartered in 

people’s homes, and most rationing brought little genuine suffering. In fact, the standard of living 

for average Americans went up during the war. The United States emerged from this war a super-

power and one legacy, lasting for nearly three generations, was an embrace of internationalism and 

high levels of support for large standing armies. Recent events have called this continued commit-

ment to internationalism into question, most notably the re-emergence of American First in political 

discourse in the United States. As an historian, the use of this term sets an ominous tone and 

conjures images of Charles Lindbergh and other members of the American First Movement that 

opposed intervention in the struggle against Nazi Germany in 1940 and 1941.

  The Second World War resulted in unspeakable destruction and killing of soldiers and civilians 

in equal proportions. Those who remember this violence are now only a small minority and I fear 

that current political leaders and peoples in Asia and around the world, do not have the same 

visceral understanding of the cost of conventional war of the scale that occurred in the Second 

World War. Moreover, there is always the question of miscalculation that can allow a minor territo-

rial dispute to escalate into a major conflict. There is also the unsettled business of the Second 

World War that includes the lack of a peace treaty between Japan and Russia and the intractable 

“temporary” division of the Korean Peninsula that hardened into a permanent one as a result of the 

Cold War. Many also seem to forget that there is also the human and financial cost of preparing for 
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war. Does Japan, facing a growing demographic crisis, want to have a higher portion of young men 

and women serving in the military? Japan already spends a significant portion of the national 

budget on defense, does it want to divert money away from the domestic needs? No less a figure as 

President Dwight D. Eisenhower, a career army officer before assuming elected office, made clear 

the cost of war in a speech to newspaper editors in 1953:

Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a 
theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. This world in 
arms is not spending money alone.

It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children.

The cost of one modern heavy bomber is this: a modern brick school in more than 30 cities.

It is two electric power plants, each serving a town of 60,000 population.

It is two fine, fully equipped hospitals. It is some 50 miles of concrete highway.

We pay for a single fighter plane with a half million bushels of wheat.

We pay for a single destroyer with new homes that could have housed more than 8,000 people.

...

This is not a way of life at all, in any true sense. Under the cloud of threatening war, it is humanity 
hanging from a cross of iron.30）
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Introduction

  Briefly, the “history problem” ［rekishi mondai］ in East Asia refers to the politicization of the 

often conflicting, competing, and politically-suffused views on history related to the Second World 

War, which most historians of East Asia believe began in 1931 with the imperial Japanese Kantô 

Army’s invasion of Manchuria, or northeast China.1） This region, and the Japanese-led state of 

Manchukuo, set up in 1932, but crumbling in 1945 after imperial Japan’s defeat, is one of my main 

research interests. As a specialist on cultural propaganda and Japanese intellectual engagement in 

Manchukuo,2） I will discuss some of my thoughts on intellectual engagement for historians, in 

addition to the value and importance of transnational scholarship, and the potential richness of intel-

lectual exchange between scholars, academics, foreign policy communities, and even museum 

curators to provide a multi-faceted view of a complex time period deeply affecting global history, 

and influencing international relations for over seventy years since the 1945 end of the Second 

World War.

  This essay covers contemporary developments related to “history issues” in the Japanese 

history profession in the US, as well as certain projects that I have been working on representing 

current, ongoing work in transnational scholarship on historical issues related to imperial Japan’s 

wartime occupation of China, as viewed from an intellectual perspective.

Questions of Objectivity and Intellectual Engagement

  In terms of what I have experienced in academic circles in greater China,3） Japan, and North 

America （the United States and Canada）,4） I can see the growth of an increasingly progressive 
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tendency within academia to willingly confront the grey nuances in portraying a once politically 

fraught wartime history. Greater, over-arching political narratives tied to national aims appear to be 

waning in the scholarly works of academics from most countries, including the People’s Republic of 

China （PRC）, which has attempted in the past, and sometimes even into the present, to strictly 

control such narratives--for example, certain archives are now essentially “closed” under the 

premise of “digitalization,” but a thriving private market for historical materials circumvents this. 

Intriguingly, the PRC government now seems to be especially fostering （or seeking to assert some 

modicum of control by funding） historical and literary research related to the puppet state of 

Manchukuo （1932-1945）, or Japanese-occupied northeast China from 1931-1945. （This kind of 

government support has seemingly not extended quite as freely to investigations of other parts of 

China under Japanese wartime occupation, which a younger generation of transnational scholars in 

North America, Australia, Hong Kong, and Taiwan are examining in nuanced ways.） Yet, percep-

tions remain amongst the general greater Chinese and South Korean populations （and amongst 

Americans） that Japanese academics are also tied to political constraints in terms of crafting their 

views of history.

  As a more recent case, I will discuss some examples of how the so-called “Comfort Women” 

issue has led to renewed controversy within the US and Japan. However, should we as historians 

accept the views of groups and individuals seemingly leading these debates, including journalists, 

who rarely operate from within academic circles, as those properly qualified to investigate these 

very questions? Are historians more objective than others, or are their views now so complicated by 

the narratives surrounding types of sources, archives, philosophies, political considerations, and 

external subjectivities, that, as Carlo Ginzburg, a historian of early modern Europe, once lamented, 

objective truth and objectivity are often so enwrapped in rhetoric as to become mere myths of 

representation?5）

  What exactly is objectivity? And, can pure empiricism, allegedly based on objective readings of 

historical materials, ever be maintained? Is this even a desirable goal, as some American historians 

of Japan seem to assert, for “solving” the international relations and political problems surrounding 

“history issues” in East Asia? Or, should we instead be looking at the debates themselves to under-

stand the contemporary political climate in which they arose? This approach can also be an import-

ant way to interrogate what intellectual engagement6） means to a historian in the context of East 

Asia. 

  In terms of understanding interpretations of historical objectivity in the US context, an influen-

tial book for American historians was Peter Novick’s 1988 study That Noble Dream: The “Objectivity 

Question” and the American Historical Profession,7） which is still frequently assigned to US-based 

students in history seminars. He examines how historians （and even university history depart-
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ments） in the US have viewed history in accordance with prevailing views of objectivity in the 

profession from the nineteenth into late twentieth centuries, which he divides into four phases: The 

Rankean Consensus （1884-1914）, or empirically viewing the “past as it essentially was”; The 

Interwar Progressive Challenge （1914-1940）, a post-WWI commitment to secular progress; The 

Postwar Reconstruction of Objectivism （1941-1967）, a Euro-/US-centric return to scientific objectiv-

ism rooted in Cold War values; and The Crisis of Objectivism （1967-Present）, a post-Vietnam War 

re-examination of an earlier consensus coinciding with the rise of a sometimes divisive diversity in 

the New Left, second-wave feminism, race/ethnicity studies, post-structuralist or post-modernist 

social sciences, and even conservative hyper-objectivists.8） Indeed, is objectivity a necessary value 

for our history profession? Is our work ever objective, or does it at least in some ways intersect with 

the aims of the institutions, organizations, and universities funding us, along with our own political 

sensibilities? For that matter, when should historians become intellectually engaged in political 

issues?

American Historians of Japan Enter the Fray

  Media controversy in the US surrounding historical views intersecting with contemporary 

political viewpoints, such as how the Civil War should be remembered and what should be done 

about existing statues commemorating the Confederacy, is also a part of the current Japanese politi-

cal landscape in terms of memorializing the Second World War. This includes issues related to the 

statues of “Comfort Women” erected in the United States and South Korea by activist groups 

seeking recognition for women having alleged served as “sexual slaves” for the wartime Japanese 

military. Prior to this, major political backlash, as well as attacks on mainstream Japanese historians 

who had written about the “Comfort Women” issue, were prompted by the August 2014 retraction 

of news stories from the left-leaning newspaper, Asahi Shimbun, that included Yoshida Seiji’s flawed 

testimony allegedly uncovering wartime evidence of the imperial Japanese military “hunting” for 

women to staff military brothels on Cheju Island in colonial Korea.9） Unfortunately, the errors of 

single source generated a firestorm of controversy over the topic. Japanese nationalists used this 

issue, as well as groups promoting historical revisionism, to entirely deny the existence of any type 

of coercion in the matter, while attacks began on historians who maintained this view.

  Concern for these issues spread to historians across the Pacific into North America. In spring 

2015, at the late March Association for Asian Studies （AAS） Conference held in Chicago, Illinois, 

following a panel on reinterpretations of Japanese fascism, private discussions about growing 

concerns about press freedom and academic engagement in contemporary Japan led to a call to 

action by two American historians. An “Open Letter in Support of Historians in Japan”10） was written 

by Alexis Dudden, a University of Connecticut historian known for her influential 2008 book 
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Troubled Apologies Among Japan, Korea, and the United States,11） and Jordan Sand, a Georgetown 

University historian of material cultures, domestic space, and urban life in imperial Japan.12） 

Intending to write on behalf of historians in their field, in the 5 May 2015 Open Letter, they noted 

their support for “the many courageous historians in Japan seeking an accurate and just history of 

World War II in Asia” and stressed in particular, the so-called “Comfort Women Issue”.13） In order to 

do this, they promoted a certain way of writing history that remained free from political bias or 

governmental control. In other words, Dudden and Sand favored a return to objectivity, which they 

defined as thus: “Like our colleagues in Japan, we believe that only careful weighing and contextual 

evaluation of every trace of the past can produce a just history. Such work must resist national and 

gender bias, and be free from government manipulation, censorship, and private intimidation. We 

defend the freedom of historical inquiry, and we call upon all governments to do the same.”14） Both 

wrote this in their context as public intellectuals, who seemed to urge government protection of the 

“freedom of historical inquiry”--not only in Japan--but also at a time in the US when conservative 

politicians in states like Texas also began to support revisionist forms of history in textbooks 

（primarily on the 1861-1865 Civil War and the mid-twentieth century Civil Rights Era）.

  The “Open Letter in Support of Historians in Japan” soon mushroomed into a major social 

media phenomenon via H-Net, an online forum for historians, and other modes of communication 

like Twitter and Facebook; from 187 initial people who signed the letter, it bloomed to nearly 500 

historians and social scientists from all over the world, with listed names soon growing into a 

thousand over a matter of weeks. Before hundreds signed on, it was originally signed by a core 

group of about twenty US-based Japan scholars, including Ezra Vogel, who had until then usually 

maintained an impartial voice due to the sensitive nature of his transnational scholarship on 

US-Japan-China political and historical issues. After western news media like Wall Street Journal and 

Financial Times portrayed the Open Letter as a “rebuke” to Prime Minister Shinzo Abe, on 16 May 

2015, Dudden and Sand defended their ideas in an online interview to Dispatch Japan, and denied 

that they intended it as a rebuke, which they stated was not part of their role as historians,15） but 

instead hoped that it would lead towards government action in solving the “Comfort Women” 

issue.16） Both saw themselves as public intellectuals and advocates for change on an issue where 

they had some expertise.

  Yet, not all Japan scholars or even the general public engaging with these ideas thought this 

Open Letter was a good idea, or even effective. Left-oriented younger Japanese bloggers like 

Tsuneno Yujiro, a critic of the Japanese education system, and what he views as the enduring nature 

of the imperialist and colonialist project associated with the Japanese nation, also provided their 

input in articles on online peer-reviewed journals like “The Asia-Pacific Journal: Japan Focus.” On 3 

June 2015, from his antiwar and leftist standpoint, he published the essay “The ‘Open Letter in 
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Support of Historians in Japan’: A Critique,” where he views the Letter as a disappointment, and 

seemingly as “the result of a compromise among people with divergent views.”17） Intriguingly, he 

views the recent eruption of “history issues” like that of the “Comfort Women” as the result of an 

unfinished postwar, like historian Hideki Kan, where the US should claim some responsibility in 

maintaining the Emperor as a national figurehead （but without direct political power） and many of 

its prewar institutions in rebuilding the country after the war:

It is no accident that the Japanese government had never conducted significant research into 

its wartime system of sexual slavery until some of the victims started to come forward in the 

1990s. Thus, it is mistaken to see, as Sand does, a “turn” in recent years; rather, the unfinished 

business of 1945 has left Japan without any major transformation despite its defeat. Today’s 

revisionists are not an anomaly but a natural extension of what has been going on and what has 

not been going on in the last seventy years. If the goal is to prevent denial or distortion of the 

historical facts of atrocities, then painting its “sengo” as something to celebrate and making the 

Japanese feel good is not  helpful. Post-1945 Japan, in cooperation with the United States, has 

continued along many paths charted in its pre-defeat era. Fundamental change is needed if it is 

to fully recognize its wrongdoings and make amends. If you respect the Japanese as beings 

with  moral capacity to admit their historical crimes and injustices, you can criticize their 

revisionism straightforwardly without sugarcoating it by listing its “achievements.”18）

Tsuneno urges a return to a kind of （post） post-war self-reflection upon the dangers of nationalism, 

and favors a clear acknowledgement of how the rectification of imperial Japan’s errors of the past 

was deeply enmeshed in the postwar aims of the United States. 

  However, this kind of reflection actually did exist for a while in immediate postwar Japan, most 

notably amongst intellectuals like political theorist Murayama Masao （1914-1996）, who attempted 

to understand the rise of Japanese fascism in a series of late 1940s lectures on ultra-nationalism.19） I 

recently reviewed political historian Laura Hein’s recent manuscript, Post-Fascist Japan: Political 

Culture in Kamakura After the Second World War, where she details how Japanese intellectuals 

chose a seaside town distanced from Tokyo as a space where they could make amends for a 

wartime fascist political culture through the building of institutions like a university with an egalitar-

ian flavor, art museums offering “democratic” narratives, and progressive urban administration.20） 

As we see a renewed rise of nationalism in East Asia （including China, Japan, and the two Koreas） 

as well as in the United States, it may be prudent for historians of East Asia to revisit the makings of 

a post-fascist political culture amongst postwar intellectuals in Japan. Their self-reflexivity, critical 

views of history, and contextualization of contemporary political concerns could also become a 
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more impartial way for East Asia historians to address the continued impact of “history issues” on 

international relations.

  The social media phenomenon surrounding the Open Letter, which sparked interesting discus-

sions about the role of historians as public intellectuals, was followed in December 2015 by a 

petition from 50 Japanese conservative academics, including the group’s leader, the Japanese 

military historian Hata Ikuhiko, to urge the revision of a US textbook published by McGraw Hill, 

Traditions and Encounters: A Global Perspective on the Past, which they believe misrepresented the 

“Comfort Women” issue in a 26-line text that contained what they felt were factual errors.21） The 

initial group of 19 scholars who had examined the passage thought that the numbers of women 

involved were too large, and that they had not been coerced into working at military brothels, while 

taking issue with the type of language used by historian Herbert Ziegler, a specialist in modern 

Germany and twentieth century Europe, who had written the text.22） In fact, around this time, I even 

received a packet of information to “educate me” about the nature of these alleged errors in the 

textbook.23） Several of my colleagues throughout the United States who research Sino-Japanese 

history also received this. Regardless of the veracity of the textbook, or whether Europeanists 

should actually be writing definitive histories of East Asia, the fact that a group of Japanese scholars 

and a leading historian would get involved in the writing of history textbooks by historians in 

another country, with even Japan’s Foreign Ministry complaining to the publisher, is illustrative of 

the primacy of “history issues” for Japan and the US, and clearly points to mutual, unresolved 

transwar issues affecting both countries.

  In addition, I was also put on a list for receiving periodic email messages from Kase Hideaki, 

who runs the “Society for the Dissemination of Historical Fact,” a nationalist group which promotes 

a revisionist view of imperial Japan’s wartime history.24） The SDHF website also contains misleading 

historical evidence taken out of context, and highlights reviews of books supporting their views, 

like one alleging that “the US started the Pacific War.” The group argues that Chinese government 

propaganda has influenced interpretations of such data, like the number of civilians killed during 

the war. While a certain amount of this assertion about the effects of CCP propaganda influencing 

domestic views in China may be true, it seems facetious to assume that lower numbers of war dead 

would make a difference in terms of international perceptions of wartime Japan, which the revision-

ists believe are tied to Japan’s current global image. In 2008 and 2010, the SDHF group had also 

protested against the findings of the “Japan China Joint History Research Committee” on the 

Nanjing Massacre, and specifically targeted the research of political scientist, diplomat, and histo-

rian Kitaoka Shin’ichi, who chaired the Japan side of the Committee between 2006 and 2010. 

Ironically, the very heated debates over these issues are exactly what have revived the specter of a 

wartime history that Japan seemingly cannot get past.
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  In March 2011, Kitaoka gave the keynote address, “A New Asian Order and the Role of Japan,” 

at the combined AAS/International Convention of Asia Scholars （ICAS） meeting in Honolulu, 

Hawaii, and also presented on a panel detailing the latest 2010 findings of the “Japan China Joint 

History Research Committee”25）--both of which I attended. The title of his talk and the topics he 

discussed now seem quite prescient of Japan’s revived 2015 defense guidelines and leadership 

initiatives in multi-national fora in greater Asia. I was also surprised to hear some of the Chinese 

academics on the panel, including historian Bu Ping, who chaired the Chinese side of the 

Committee, indicate that the Chinese people might not be ready for a more objective kind of history 

of the second Sino-Japanese War （1937-1945）, especially due to nationalism amongst the youth.26） 

Their group had already examined many important mutual issues in the late 19th century and early 

twentieth, but the wartime era presented problems despite to the strong bi-national government 

sponsorship of the project. Such frank statements generated much discussion from attendees. 

Interestingly, Kitaoka now serves as President of the Japan International Cooperation Agency,27） 

which coordinates Japan’s official development aid （ODA） for developing countries, and seemingly 

now moves in much more conservative circles as an advisor to Japanese Prime Minister Shinzô Abe 

on constitutional reinterpretation. Whether this choice resulted from the fear of attacks by right-ori-

ented groups in Japan or a genuine desire to represent his country in less politically-sensitive inter-

national venues to help extend its soft power globally, Kitaoka was clearly impacted by the political 

complexities of his position as a historian and scholar of international politics, and thus relied on his 

training as a diplomat to navigate them.

  No doubt, in order to quiet these instances where historians from all political spectra are 

engaging in increasingly heated rhetorical battles over historical representation, the Japanese 

government attempted to resolve the so-called “Comfort Women” issue with South Korea once and 

for all--interestingly, quite in line with Dudden’s intent in the 16 May interview, and possibly, Prime 

Minister Abe might also have been influenced by Kitaoka’s guidance. On 28 December 2015, repre-

sentatives from Japan and South Korea signed an agreement to bring a conclusion to the dispute,28） 

whereby the Japanese government would create a one billion yen fund for 46 surviving Korean 

women who had been coerced into sexual labor for the wartime imperial Japanese military.29） Yet, 

the issue persists, since officials of the current Moon administration allege that the South Korean 

people cannot accept this agreement emotionally, and citizens’ groups have also called for a deeper 

apology. Yet, the “culture war” over historical representation continues, and social media is intensi-

fying these issues.

  While it may be difficult to weigh and judge “every trace of the past” as Dudden and Sand 

advocated in their Open Letter, it is possible to welcome transnational collaboration by historians of 

East Asia with varying forms of expertise, allowing them access to and the ability to “read” and 
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contextualize a variety of sources, including material objects and visual images, along with more 

traditional written historical documents and official government reports. Instead of trying to 

prevent outside intrusions upon objectivity--the most obvious being government control, either 

through the framing of a project where politics may come into play, or in funding constraints--histo-

rians might instead unite under the banner of a collective project, where they can self-reflexively 

acknowledge their approach and influences, and agree that others may “frame” the evidence in 

radically different ways. For half a decade, this worked for a while on a top-down government level 

when Japanese and Chinese high-level officials supported a joint-history project during a positive 

time in Sino-Japanese relations, but the historians involved chose to keep some of their work 

inaccessible to the general public in order to prevent nationalistic outbursts in both countries. 

Nowadays, social media has provided such an outlet for individuals with all kinds of motivations and 

political beliefs, as well as forums for intellectual collaboration.

Manchukuo Perspectives: A Potential Model?

  However, outside of high-profile examples of groups manipulating history issues for political 

reasons, historians of East Asia usually come together quite peacefully to mutually work on projects 

together and to engage in debate in various venues, even when their interpretations differ. Much 

interesting work is being done on East Asia under occupation--either on imperial Japan’s occupation 

of parts of China （1931-1945） and Asia （1940-1945）,30） or the on the American postwar occupation of 

Japan （1945-1952）.31） In Japan, much of  the Manchukuo period （1932-1945） is remembered as 

nostalgia, while for Chinese, memories of this time reveal different shades of complexity, as the 

collaboration versus resistance paradigm slowly begins to fade with the loosening of Marxist rheto-

ric that an earlier generation of scholars influenced by the Chinese Communist Party felt compelled 

to include in historical accounts. In North America, scholars including myself are also examining 

the revival of the US-Japan relationship during the Occupation through the lens of trans-war imperi-

alistic scientific endeavors from the 1930s into the 1950s, but with the war viewed as a brief inter-

ruption of earlier cosmopolitan networks that allowed for the rapid reestablishment of international 

exchange.32）

  In the field of Manchukuo studies, the histories of Japan, Korea, and China, and even the US 

and Russia intersect in intriguing ways. One can even argue that the current issues involving North 

Korea arose out of a shared history of involvement in Manchuria, first as an initial “safe haven” for 

Korean independence activists after imperial Japan’s 1910 annexation of the country, and then as a 

site of Korean resistance against Japan until 1945, and once again against the US during the Korean 

War （1950-1953）, where China served as North Korea’s communist ally during a Cold War proxy 

war.33） This sort of study is inherently political, but it seems as if the contemporary governments of 
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these countries now have an interest in its history, though only South, and not North, Koreans at 

the moment can engage in the kind of international scholarship allowing free exchange of ideas.

  In the US, Manchukuo briefly sparked the interests of left-oriented American academics 

around 2003 because of the US occupation of Iraq, largely to counter individuals remarking on the 

success of the postwar Allied and US occupation of Japan. For example, MIT emeritus Japan histo-

rian John Dower’s book Cultures of War: Pearl Harbor/Hiroshima/9-11/Iraq34） was one of the most 

critical voices, as a peace activist and antiwar military historian, where he found parallels in how 

these four events were portrayed in the American military imagination by individuals and institu-

tions, with often uncannily repetitive paradigms culminating with the Iraq War and that country’s 

subsequent occupation. In fact, he won a Pulitzer Prize for his now-classic 1998 text on the topic, 

Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II,35） which examines how the US Occupation of 

Japan affected both the American occupiers and the defeated Japanese at all levels of society. 

Though a retired professor emeritus at MIT, he still is involved with the “Visualizing Cultures” 

website, for which he has also authored eleven presentations, and which allows international access 

to collections of visual images centering on China, Japan, and the Philippines from the late 

nineteenth into mid-twentieth centuries in clearly arranged units as pedagogical tools.36） On the site, 

there are not yet any image collections specifically related to Manchukuo, where postcards were an 

important part of the cultural propaganda landscape （while promoting tourism or support of the 

Japanese military overseas）. However, historian Paul Barclay at Lafayette College continuously 

adds new postcards to the East Asia Image Collection （EAIC）, which gives online access to visual 

cultures of Japanese imperialism, allowing scholars and students a deeper understanding of the 

propagandistic effects of Japanese colonialism and wartime occupation.

  I recently co-edited with Canadian historian Norman Smith a forthcoming volume of essays by 

scholars from North America, China, Japan, and Korea on literary perspectives of Manchukuo and 

how writers of the different ethnicities of Japanese-occupied northeast China viewed the state. This 

book project was an outgrowth of a March 2015 panel “Manchukuo Perspectives” that I chaired at 

the Association for Asian Studies held in Chicago, Illinois. After my talk on Japanese cultural propa-

ganda in Manchukuo, an acquisitions editor from Hong Kong University Press approached me 

about my interest in publishing our findings, so we began to talk about ways to turn the issues 

brought up by the panelists into an edited volume. I was elated that the project interested a 

well-known university press from Hong Kong, which would allow a wider marketing of the book in 

East Asia, and even the People’s Republic of China. We intended to look at the issue of creating a 

new literary culture in Japanese-occupied Manchuria from a perspective that complicated the 

popular “collaboration and resistance” binary that had been so common in past scholarship. 

Although such an approach centered around complexity was already quite standard in studies of 
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Vichy France （under German occupation during World War II）, political sensitivities in Mainland 

China have delayed a more nuanced view of the time period.

  In the past decade, much has changed, especially the loosening of the political grip of the CCP 

on historical research,37） and Chinese scholars’ increased exposure to global trends in scholarship 

over the past decade, and greater embedding into international scholarly networks. There are other 

encouraging trends, such as Chinese universities like Renmin Daxue ［The People’s University］ in 

Beijing promoting bi-lingual Chinese-English history conferences amongst young scholars to bring 

in more international participants to allow exchanges of ideas. Also, in fall 2017, Tianjin University 

hosted the East Asian Environmental History （EAEH） conference, which brought together 

hundreds of historians from East Asia, Europe, and North America. The last conference was held in 

Takamatsu, Japan in October 2015, where US environmental historian Donald Tucker gave a 

keynote address on manufactured agricultural landscapes, and I presented some of my more recent 

work on an American Occupation official and his postwar collaboration with Japanese scientists on 

wildlife conservation and ornithology.38） Last October, in 2016, I met Tucker again in Beijing at the 

Young Historians’ conference at The People’s University! He mentioned that he enjoyed his new 

role mentoring Chinese students during a year abroad as part of his very active retirement years. 

These types of exchanges are indicative of the Chinese government’s recent promotion of interac-

tions with western historians over the past decade--something already quite robust for about twenty 

years between Chinese researchers and their counterparts in Japan at certain universities, like the 

exchanges between Peking University and Hiroshima University.

  The Chinese government is also helping to fund more large-scale publication of reference 

works on Manchukuo, containing the scholarly efforts of multinational scholars. For example, this 

past spring 2017, a 34-volume set on Manchukuo literature, “Systematic Arrangement and Research 

of Literary Materials from Bogus Manchukuo,” ［Wei Man shiqi wenxue ziliao zhengli yu yanjiu］ was 

published by The Northern Arts Press ［Beifang wenyi chubanshe］ in Harbin, Heilongjiang Province, 

of the People’s Republic of China, with funding from National Publication Foundation ［Guojia 

chuban jijin dingmu]. This indicates some Chinese government support for such a multinational 

endeavor to create an important resource reference collection on the topic; however, this might also 

indicate the Chinese state’s desire for a modicum of control over the project through selective 

censorship of portions of text. The project was led by Liu Xiaoli, as head editor, in her role as a 

prominent scholar of literature based at East China Normal University in Shanghai, China, with the 

participation of scholars from Canada, China, Japan, and Korea. Nine other editors helped compile 

the collections of literature by various Manchukuo-based writers and write introductions to the 

volumes. On the China side, they include Zhang Quan, Li Haiying, Chen Yan, and Chen Shi; 

Japanese editors include Okubô Akio, and Kazeta Hideki; Kim Jaeyong is the sole Korean editor, 
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with Norman Smith an editor from Canada, and Ron Suleski an editor from the United States. While 

Smith is my co-editor for our book, many of these scholars are also contributing chapters to our 

project, which will be published in English in Hong Kong with nearly twenty chapters, including an 

introduction and conclusion.

  As a specialist in Manchukuo literature, Liu is also part of the yearly multi-national conferences 

on colonial literature in East Asia, which began in Korea as meetings of the “East Asian Colonialism 

and Literature Study Group” ［Higashi Ajia shokuminshugi to bungaku kenkyûkai］ in 2005, which 

were held there ten times until 2014. The organizers wished for a more international focus, and thus 

changed the name to “Colonialism and Literature” ［Shokuminshugi to bungaku], and moved the 

venue to a large international conference site in Shanghai in 2015, and Taiwan in 2016. For the 2017 

conference in Tokyo, in part organized by Okubo Akio, and held on 18 September to reflect the 

impact of the Manchurian Incident on East Asia, its name was changed to “Colonialism and Cultural 

Negotiation in Taiwan/Manchuria/Korea” ［Taiwan/Manshû/Chôsen no shokuminshugi to bunka 

kôshô]. In other words, there are now growing international connections between scholars who 

work on colonial literature from Manchukuo and elsewhere in the former Japanese empire.

  In addition, there are currently several North American projects to translate previously 

overlooked types of documents that capture the cultural atmosphere of the Japanese occupation in 

China: news reportage, magazine articles, short stories, tabloid accounts, government directives, 

propaganda materials, and introductions to literary volumes. At the end of May 2017, in Vancouver, 

Canada, I took part in the second meeting at the University of British Columbia of the Social 

Sciences History Research Council （SSHRC）-funded workshop “Translating the Occupation of 

China.” The first one was held last year in August 2016. Scholars at all stages in their careers from 

Canada, the US, Australia, Hong Kong, and Taiwan were in attendance at the May workshop, and I 

assume that the August one may have included more scholars from the PRC due to the time of year 

it was held, and its earlier notification of funding from the Canadian government. In May 2017, I 

presented my translation of the introduction to a 1942 collection of selections of literature from 

“each ethnicity in Manchukuo,” which contained the short essays of five prominent Japanese 

literati, including Kawabata Yasunari （1899-1972） and one Chinese writer, Gu Ding （1916-1964）, 

who enjoyed good relations with the Japanese in this occupied space. I also learned more about the 

latest views by scholars on Japan’s incredibly complex wartime role in China, but the most interest-

ing insight that I gleaned was that multiple languages and deep transnational historical knowledge 

are necessary to understand the layers of translation in ideas communicated in the 1930s and 

1940s--concepts sometimes initially expressed in European languages, but then retranslated into 

Chinese, Japanese, and Korean, while Japanese became a language of imperial modernity after the 

rise of Japan’s empire and colonies beginning in the late nineteenth century. It is my hope that such 
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transnational efforts will continue.

Conclusion

  I began this essay with a discussion about historical objectivity, and what it means for a histo-

rian to be involved in intellectual engagement. Social media and other online means of communica-

tion have become increasingly useful tools for advancing one’s ideas, regardless of purpose or politi-

cal opinion, amidst a background of greater politicization of historical issues in both the US and 

East Asia. Historians are now increasingly entering the fray of contemporary debates, and challeng-

ing the concept of what it means to be a public intellectual. Yet, how can historical objectivity be 

sifted from argument or interpretation? Is it useful to critically engage in these debates themselves, 

to understand their origins and their contemporary wellsprings? How can we allow a multiplicity of 

interpretations of deeply complex historical phenomena, especially in such fraught issues as the 

wartime and postwar occupations of East Asia?

  Fortunately, transnational and international projects related to multi-faceted historical phenom-

ena or time periods now appear to be the norm, and are growing in importance, nourished both by 

the growing availability of Internet resources, email networks, and social media, including 

Facebook and Twitter. Especially in terms of the historical complexity of China under Japanese 

occupation, of which Manchukuo is a part, a multinational approach of the combined interpretations 

of scholars throughout the world is a necessity to understand the nuanced experiences of intellec-

tual life and writing during that time period （1931-1945）. Both language skills, where at least three 

languages are a must （Japanese and Chinese, plus English, with preferred knowledge of Korean, 

and perhaps Russian）, and ability to access archives in China, Japan, and the United States （where 

the University of Chicago and Harvard University have the robust resources, along with the Library 

of Congress）, make collaborative work an absolute must.

  In what I view as an extremely positive trend, recent transnational scholarship on mutual 

historical issues between China and Japan through critical analyses of imperial Japan’s wartime 

occupation shows a multiplicity of intellectual perspectives. It is truly remarkable, how, even though 

they do not always have the same political views, or even agree about interpretations of documents 

or other historical sources, scholars from North America, Japan, greater China, and Korea, are 

working together to provide an in-depth investigation of cultural production in China and the 

Japanese empire during wartime. Part of this trend is the kind of transnational research and collab-

oration on investigating key historical issues by internationally-prominent scholars in the US, Japan, 

South Korea, and China, including at KUFS.
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NOTES

1） In fact, one can also argue that the Second World War began because of imperial Japan’s invasion 

of Manchuria, since this move emboldened both Fascist Italy under Benito Mussolini in the 

mid-1930s to invade and take over Ethiopia and Nazi Germany under Adolf Hitler’s leadership in 

the late 1930s to occupy the Rhineland and invade the Sudetenland. Though all these actions by 

Japan, Italy, and Germany sparked international condemnation, they were largely met by 

appeasement until Germany invaded Poland in September 1939, formally beginning WWII in 

Europe. However, the “Phony War” continued until 1940, without major actions by western allies.

2） See Annika A. Culver, Glorify the Empire: Japanese Avant-Garde Propaganda in Manchukuo 

（Vancouver: University of British Columbia Press, 2013）.
3） By this term, I include Taiwan and Hong Kong with the People’s Republic of China. Some schol-

ars, like philosophy scholar and early modern historian Du Weiming, now based at Peking 

University in Beijing, sees this designation as including much larger areas unbounded by nation-

state, as a Chinese identity can also be based on language and culture, in addition to a history of 

shared Confucian values. Anthropologists Aiwa Ong and Donald Nonini argue that Chinese 

cultural politics has also emerged out of the influence of overseas Chinese circulating within the 

economy of global capitalism. See Aiwa Ong and Donald Nonini, eds., Ungrounded Empires: The 

Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism （New York: Routledge, 1996）.
4） Institutional support for the study of East Asian History is least robust in Mexico, while the 

United States still surpasses Canada in terms of amount of government funding and support from 

organizations like the Association for Asian Studies （AAS） based in Ann Arbor, Michigan.

5） Ginzburg instead favored a moderate view that both transcended empiricism and late twentieth 

century post-modernism. See Carlo Ginzburg, History, Rhetoric, and Proof: The Menachem Stern 

Jerusalem Lectures （London and Hannover: Brandeis University and Historical Society of Israel, 

1999）.
6） By “intellectual engagement,” I mean a scholarly investigation of contemporary issues that 

enmesh with topics of academic research, and responding to current debates, a type of response 

which I dif ferentiate from “activism,” or direct action to further specific political causes, 

movements, or social justice initiatives.

7） Peter Novick, That Noble Dream: The “Objectivity Question” and the American Historical 

Profession, （Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988）.
8） For an excellent summary of this massive volume, see Tomasso Pavone, “A Critical Review of 

Peter Novick’s That Noble Dream” at https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/tpavone/

files/novick-_that_noble_dream_critical_review.pdf

9） In April 1992, the more conservative Sankei Shimbun had noted errors in Yoshida’s testimony, 

which had been found through the research of historian Hata Ikuhiko. See Reiji Yoshida, “Asahi 

Shimbun Admits Errors in Past ‘Comfort Women’ Stories,” in Japan Times （5 August 2014） at 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/08/05/national/politics-diplomacy/asahi-shimbun- 

admits-errors-in-past-comfort-women-stories/#.WV5rV9Pyv_R 

10） For the full text of this statement, see https://networks.h-net.org/system/files/contributed-files/

japan-scholars-statement-2015.5.4-eng_0.pdf

11） See Alexis Dudden, Troubled Apologies Among Japan, Korea, and the United States （New York: 

Columbia University Press, 2008）.
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12） See Jordan Sand’s most recent book, Teikoku Nihon no seikatsu bunkashi ［Everyday Life and 

Material Culture in Imperial Japan］ （Tokyo: Iwanami shoten, 2015）.
13） “Open Letter in Support of Historians in Japan,” p. 1, at https://networks.h-net.org/system/files/

contributed-files/japan-scholars-statement-2015.5.4-eng_0.pdf

14）Ibid, p. 1.

15） In the dynastic Chinese context, Confucian scholar-officials, many of whom were also historians, 

saw this precisely as their role as advisors to the imperial government. Because they knew 

history and had studied the Classics, they felt that they were equipped with the proper knowledge 

to steer the Chinese pre-modern state back towards moral and just governance expressing benev-

olence and a specific set of Confucian-inspired ethics.

16） See Peter Ennis （with Alexis Dudden and Jordan Sand）, “Anatomy of an Open Letter: How 187 

Japan Scholars Came Together to Push Prime Minister Shinzo Abe on History Issues,” （16 May 

2015）, Dispatch Japan: News and Views on the US, Japan, and US-Japan Relations, at http://www.

dispatchjapan.com/blog/2015/05/anatomy-of-an-open-letter-how-187-japan-scholars-came- 

together-to-push-prime-minister-shinzo-abe-on-.html

17） Tsuneno Yujiro, The “Open Letter in Support of Historians in Japan”: A Critique,” The Asia-Pacific 

Journal: Japan Focus （3 June 2015） Volume 3, Issue 22, Number 4, at http://apjjf.org/ 

-Tsuneno-Yujiro/4831/article.html. In terms of social media, Tsuneno blogs in Japanese at http://

d.hatena.ne.jp/toled/and his Twitter account is @yujirotsu.

18）Ibid.

19） See his collected writings in Maruyama Masao, Thought and Behavior in Modern Japanese Politics 

（Oxford, UK: Oxford University Press, 1963）.
20） See Laura Hein, Post-Fascist Japan: Political Culture in Kamakura after the Second World War 

（London: Bloomsbury Academic Publishing, 2018）. Details about the forthcoming book can be 

found on Bloomsbur y’s website: https://www.bloomsbur y.com/us/post-fascist-japan- 

9781350025813/

21） For an United Press International article on this issue, see Elizabeth Shim, “Conflict Over Japan’s 

Wartime Past Spilling into US: A Group of 50 Japanese Academics Have Signed a Petition Urging 

the Revision of a US Textbook, Claiming It Has ‘Factual Errors’,” http://www.upi.com/Top_

News/World-News/2015/12/11/Conflict-over-Japans-war time-past-spilling-into-US/ 

5091449861986/

22） See Reiji Yoshida, “Japanese historians seek revision of U.S. textbook over ‘comfort women’ 

depiction,” （18 March 2015）, Japan Times at http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/18/

national/histor y/japanese-historians-seek-revision-of-u-s-textbook-over-comfor t-women- 

depiction/#.WWUsvNPyv_Q

23） Having taught introductory World History for five years at another university, I can personally 

attest to the need for a comprehensive textbook for students to understand broad, over-arching 

historical themes over a five hundred year period, as what the McGraw Hill textbook attempted. 

However, such a compiled publication unfortunately encourages generalities over specifics, and 

the nuances of complex issues such as the “Comfort Women” cannot be addressed in very short 

passages. Moreover, a small team of historians （or only two） may write a global history, which 

could include fields or time periods with which they are not familiar, besides in their teaching and 

readings. Textbook companies do send out their volumes to historians specializing in certain time 

periods and regions to make subsequent revisions for inclusivity and the vetting of facts, asser-
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tion of new trends, and addition of new discoveries and developments in the field. However, the 

textbook editors usually have the ultimate authority over what to include. I have served as a 

reviewer of numerous World History and Japanese History textbooks, so I can personally attest 

to the complexities of writing them.

24） The revisionist Society for the Dissemination of Historical Fact alleges that the numbers of 

wartime deaths during conflict in China at the time of the Second Sino-Japanese War （1937-1945） 
are exaggerated, arising out of Chinese wartime propaganda, and were inflated largely due to the 

political concerns of the Nationalist Party ruling China （1945-1949） and then, the Communist 

Party （1949-Present）. See http://www.sdh-fact.com/mission-statement/

25） The Committee grew out of the cordial efforts of the then Chinese and Japanese foreign ministers 

to create a group of historians to look at the varying interpretations of the kind of sensitive histor-

ical issues that might lead to tensions between the two countries. The first meeting of the “Japan-

China Joint History Research Committee” met at the Chinese Academy of Social Sciences in 

Beijing in December 2006. Unfortunately, such organizations at the top-down level have 

seemingly stopped since Xi Jinping assumed office as General Secretary of the Communist Party 

of China in 2012, and was elected President by the party’s People’s Congress in 2013.

26） For an interesting view on how the Chinese Communist Party has institutionalized history educa-

tion to construct Chinese national identity and pit it in a struggle against the West （and Japan）, 
see Zheng Wang, Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and 

Foreign Relations （New York: Columbia University Press, 2014）.
27） Interestingly, Kitaoka’s predecessor was Ogata Sadako, former UN High Commissioner for 

Refugees, and professor emeritus at Sophia University. Her grandfather on her mother’s side was 

Prime Minister Inukai Tsuyoshi （1855-1932）, who was assassinated in 1932 by a young naval 

officer due to perceived dithering over official Japanese recognition of Manchukuo. In my field of 

Manchukuo studies, she is renowned for her notable book on the 1931 Manchurian Incident. See 

Ogata Sadako, Defiance in Manchuria: Making of Japanese Foreign Policy, 1931-1932 （Berkeley: 

University of California Press, 1964）. A version of this has recently come out in Chinese transla-

tion: see Xufang Zhenzi （Ogata Sadako）, Manzhou shibian: Zhengce de xingcheng guocheng ［The 

Manchurian Incident: The Formation Process of Policy］ （Social Science Academic Press, 2015）.
28） While applauded in Japan and the US, South Koreans remained ambivalent about the agreement. 

See Simon Tisdall,”Korean comfort women agreement is a triumph for Japan and the US: Shinzo 

Abe Hails New Era of Bilateral Relations, But, Mindful of China and Nationalism in South Korea, 

Park Gyeun-Hye’s Response Is Cooler,” The Guardian （28 December 2016）, at https://www.

theguardian.com/world/2015/dec/28/korean-comfor t-women-agreement-triumph-japan- 

united-states-second-world-war

29） Justin McCurry, “Japan and South Korea Agree to Settle Wartime Sex Slaves Row: Shinzo Abe 

Offers Sincere Apology for Use of ‘Comfort Women’ by Japanese soldiers, Removing Major 

Barrier to Better Relations,” The Guardian （28 December 2015）, at https://www.theguardian.

com/world/2015/dec/28/japan-to-say-sorry-to-south-korea-in-deal-to-end-dispute-over-wartime- 

sex-slaves

30） See, for example, the larger European Research Council project headed by Japan historian Barak 

Kushner at the University of Cambridge in the UK from 2013-2018: “The Dissolution of the 

Japanese Empire and the Struggle for Legitimacy in Postwar East Asia,” which is described as “a 

major historical research project which will examine how East Asia redefined itself after World 
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War II, with results that affect international relations in the region even today. We aim to under-

stand how political and legal authority was established by different regimes in countries such as 

Japan, China, North and South Korea and Taiwan, as the area emerged from the shadow of 

Japanese Imperial rule after 1945,” found at http://warcrimesandempire.com/ See also China 

and Southeast Asia historian Jeremy E. Taylor’s “Cultures of Occupation in Twentieth Century 

Asia” （COTCO） project, based at the University of Knottingham from 2011-2016, whose objec-

tives were “The core objective of this project is to produce a paradigm shift in the study of 

occupation, and to challenge the ‘collaboration’/‘resistance’ dichotomy which has defined the 

field thus far. It will adopt a transnational, intertextual and comparative approach to the study of 

cultural expression produced under occupation,” found at http://www.nottingham.ac.uk/

research/groups/cotca/index.aspx.

31） See, for example, “The Oliver L. Austin Photographic Collection,” a website that I curate of 

postwar color photographs of Tokyo and Japan taken by a US official for the Allied Occupation of 

Japan, many of which were identified and mapped by a team of interested Japanese researchers 

and private citizens, along with American counterparts, found at http://digital-collections.ww2.

fsu.edu/omeka/about.

32） Myself and two other historians of Japanese science and empire are planning to present papers in 

the proposed panel “Cosmopolitan Scientists of Empire: Japanese Experts in Trans-war and 

Trans-Imperial Perspectives, 1920s to 1950s” for the 2018 Association for Asian Studies （AAS） 
meeting in Washington, DC. This is part of a larger trend.

33） Even Japanese leftists in the late 1920s like Nakano Shigeharu （1902-1979） understood the 

importance of Manchuria as a transitional space for leftwing Korean activists, who passed 

through it on their way to Moscow and even encountered northeastern Chinese border regions 

populated by their compatriots, like the Jiandao area （the Yanbian district of the contemporary 

PRC）. In a 1928 short story, and sympathizing with the cause of Koreans who had lost their 

country to imperial Japan, Nakano hoped to connect with broader transnational anti-imperialist 

movements. See Annika A. Culver, “Introduction: Heading for Moscow （Mosukuwa sashite） 
（1928） Written by Shigeharu Nakano （1902-79）,” at https://ceas.uchicago.edu/sites/ceas.

uchicago.edu/files/uploads/Sibley/Heading%20for%20Moscow%20Introduction.pdf, and my 

translation of Nakano’s short story “Heading for Moscow,” found at https://ceas.uchicago.edu/

sites/ceas.uchicago.edu/files/uploads/Sibley/Heading%20for%20Moscow.pdf. Other Korean 

independence activists, many of them Christians, emigrated to California in the United States, 

and later became the primary proponents of a new, allegedly democratic, South Korea, like 

Syngman Rhee （1875-1965）. See Albert Park, Building a Heaven on Earth: Religion, Activism, 

and Protest in Japanese Occupied Korea （Honolulu: University of Hawaii Press, 2015）.
34） John Dower, Cultures of War: Pearl Harbor/Hiroshima/9-11/Iraq （New York: W. W. Norton, 

2010）.
35） John Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II （New York: W. W. Norton, 

1999）.
36） See “Visualizing Cultures: Image Driven Scholarship”, at https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/ 

21f.027/home/index.html.

37） It is still hard for scholars without connections to gain access to national archives in China; 

however, several of the researchers involved in our project are affiliated with the China Academy 

of Social Sciences, or the Beijing Academy of Social Sciences, and thus, this indicates that a  
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government-based research institution seems to be promoting the works of Chinese scholars on 

cultural production by Chinese in Manchukuo （or at least does not find this sort of research too 

politically sensitive for contemporary times）.
38） Much international interest has also been garnered by another project I am working on, which 

concerns the postwar images of Tokyo and other parts of Japan taken between 1946 and 1950 by 

an American scientist who worked for SCAP in the early Occupation period （1945-1952）. Oliver L. 

Austin’s connections with prominent Japanese zoologist and bird researchers, who later became 

internationally-recognized figures in wildlife conservation, helped to rebuild an image of Japan as 

a peaceful, internationalist, democratic country furthering transnational scientific exchange. I am 

currently curating a digital humanities website of Austin’s photos, which will be featured in an 

early spring 2018 exhibition at the Tokyo-based Shôwa-kan Museum, Japan’s leading institution 

featuring archives from the wartime and immediate postwar period. See The Oliver L. Austin 

Photographic Collection, at http://digital-collections.ww2.fsu.edu/omeka/about
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1.  The Postwar Regime and Its Challengers

  Postwar Japan has changed a great deal for the last 70 plus years not only in social and 

economic life but also in her relations with the outside world. The most remarkable of all postwar 

achievements of Japan is the fact that Japan successfully established itself as a peace-loving nation 

（heiwa kokka） without which the Japanese people would not be enjoying as prosperous a life as we 

do now.

  On the other hand, there is no denying that the Japan as a peaceful nation embodied in the 

so-called “sengo rejiimu” （the “postwar regime”） faces various challenges today not only from 

outside of Japan but also from within Japan.

  This paper is an attempt to ponder briefly on the postwar development of Japan by focusing on 

her relations with the U.S. and East Asian countries in terms of the changing nature of the Japan- 

U.S. alliance and the rise of the “History Problem” which not only poisons East Asian international 

relations as well as affects Japan-U.S. relations negatively.

   To that end, it is in order to ask the two related questions: what is the ‘postwar regime’ （‘sengo 

rejiimu’） and who have challenged this postwar regime? 

  First, how do we define ‘the postwar regime’?

  In my view, the ideational foundation of the postwar regime can be found in the Japanese 

Constitution in which three principles are stated, that is, popular sovereignty, respect for fundamen-

tal human rights and pacifism （the war-renunciation clause of Article 9）. Added to these three 

principles is the Japan-U.S. security treaty signed in September 1952 between Tokyo and 

Washington. These three principles and the Japan-U.S. security treaty system built upon the bilat-

eral alliance constitute the key elements of the postwar regime. Unfortunately for the postwar 

Japan, the postwar regime contained within itself serious contradictions existing between the three 

principles and the bilateral alliance (See Chart 1).

  Second, who have been the challengers to the postwar regime ? 

  The most important and persistent challenge to the postwar regime came from the conserva-

tive nationalists and political rights within the Liberal Democratic Party. They have targeted the 
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war-renunciation clause of Article 9. At the same time, the conservative nationalists and, arguably, 

rightists have been the strong supporters of the Japan-U.S. security treaty system. It is important to 

recognize, however, that the aims as described in the security treaty are contradictory to the war-re-

nunciation clause of Article 9. Moreover, it should be noted that the anti-postwar regime forces and 

the pro-alliance forces have been more akin to each other in terms of ideology and personnel, 

making it possible for both factions to be strange bedfellows throughout most of the postwar period.

2.  The Rise of anti-Postwar Regime Elements in the LDP and 

 the Paradox of the U.S. Cold War Strategy

  The Liberal Democratic Party would not have been in power for such a long time without the 

Japan-U.S. security treaty system and Washington’s support for the LDP leadership. Neither would 

the anti-postwar regime forces have survived without the Japan-U.S. security treaty system. Given 

Washington’s highest priority to contain the Soviet Union, U.S. policymakers who regarded Japan as 

the cornerstone of U.S. policy in Asia nurtured and supported LDP politicians as U.S. collabora-

tors.1） According to a letter sent in 1963 from J. Graham Parsons, Counselor of the U.S. embassy in 

Tokyo from April 1953 to May 1956, to Robert A. Fearey at the State Department, the U.S. embassy 

in Tokyo had “cultivated” Nobusuke Kishi by 1954. Kishi, a Class-A war criminal suspect has been 

considered as a conservative nationalist but the document shows that the U.S. embassy had “culti-

vated” him as a U.S. collaborator by as early as 1954.2）

  Washington and Tokyo were at cross-purposes with each other as to what they expected from 

the Japan-U.S. security treaty. Japan desired U.S. forces stationed on Japanese territory to protect 

her “against an armed attack from without,” while the United States wanted Japan to contribute to 

“the maintenance of international peace and security in the Far East.” The different perceptions of 

the treaty functions surfaced again during negotiations to revise the 1951 treaty, with Japan prioritiz-

ing Article Five and the United States viewing Article Six as essential, respectively in the revised 

Security Treaty of 1960. Article Five focusing on the security of Japan stipulated that “an armed 

attack against either Party in the territories under the administration of Japan” would be “dangerous 

to its own peace and safety” and it would “act to meet the common danger.” On the other hand, 

Article Six that Washington regarded as essential emphasized the importance of “the maintenance 

of international peace and security in the Far East.”

  Washington tended to define Japan’s role in terms of Article Six, while Tokyo, due to the consti-

tutional constraints, tried to limit the mission of the U.S. troops stationed on Japanese territory to 

that of protecting her own security. From the occupation to the late 1960s, Washington tried in vain 

to persuade Japan to increase her commitment to regional security in Asia. From the announcement 

of the Nixon Doctrine in July 1969 to the end of the Cold War, however, U.S. pressures to expand 
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Japan’s security role from that of homeland defense to that of regional defense made substantial 

achievements, redefining Japan’s security role in the direction desired by Washington policymakers. 

Such pressures eventually led to the Shinzo Abe Cabinet’s decision on July1 2014 to change the 

established interpretation of Article 9, allowing Japan’s right to collective self-defense.3）

  During the Cold War period, the pro-U.S. conservatives, often referred to as the mainstream of 

the LDP factions, had dominated and led the LDP leadership. These mainstream politicians had 

accepted the postwar regime established during the occupation. Consequently, the anti-postwar 

regime elements within the LDP had been a small voice up until the early 1990s. However, as the 

moderate conservatives within the LDP began to retreat after the end of the Cold War due to the 

widening contradictions inherent in the postwar regime （see chart）, the anti-postwar regime forces 

instead gained influence in Japanese politics. As his political slogan “sengo rejiimu kara no 

dakkyaku” （“break free from the postwar regime”） shows, Prime Minister Shinzo Abe represents 

these nationalistic, rightwing political forces within the LDP. These political forces have long led the 

movement to amend the postwar Constitution.

（A）  The key elements of the postwar 
regime

（1）  The ideational foundation of Japanese 
identity, a peaceful nation

（i） Popular sovereignty

（ii）  Respect for fundamental human 
rights and democracy

（iii） Pacifism

（2） The Japan-U.S. security treaty

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（B）  Contradictions in the postwar 
regime: article 9 vs the Japan- 
U.S. security treaty

          ↓
Challengers: the conservative nationalists 
and right-wingers within the LDP, accom-
panied by ‘historical revisionism’
         ↓
Persistent pressures from within Japan 
calling for larger burden-sharing and 
constitutional  revision as well as from 
the U.S. asking Japan to play a larger 
security role
        ↓
Increasing clamor for the regime change 
and constitutional amendment, esp. 
Article 9

Chart 1. The Postwar Regime （Sengo Rejiimu） and its Challengers

  In such an historical context, a U.S. government’s top secret document titled “U.S.-Japan 

Relations” dated July 20, 1982 deserves special attention. This document is named National Security 

Decision Directive 6 （NSSD-6） and was approved by President Ronald Reagan. The drafters of 

NSSD-6 welcomed Japan’s evolution over the past decade or more “from the passive acceptance” of 
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a role in the defense of Japan to that of regional defense. Particularly noteworthy in light of the 

nationalistic and assertive foreign policy of the present Abe administration was Reagan administra-

tion officials’ reference to “a small, vocal rightwing minority.” They feared that Japan’s extreme 

militarization combined with formal constitutional revision “would serve to strengthen the role of a 

small, vocal rightwing minority.” The importance of this document is that U.S. officials were aware 

of the detrimental consequences of pushing Japan for further militarization. They were concerned 

that Japan’s expanding security role would enhance the role of “a small, vocal, rightwing minority” 

to the extent that they might “develop an autonomous nuclear defense capability,” and eventually 

lead to the abolishment of the Japan-U.S. security treaty.4）

  A close look at Abe’s defense policy seems to reflect the mindset and mentality of this “small, 

vocal rightwing minority” whose rise in Japanese politics was feared by Reagan administration 

officials. It is a paradox of history to see today the once “small, vocal rightwing minority” success-

fully moving into the power center of Japanese politics.

3.  The Historical Revisionists’ Challenge to the Postwar Regime

  The Abe cabinet also challenges ‘the postwar regime’ in another way. That is the challenge 

posed by the so-called “historical revisionism.” Prime Minister Abe is well-known as “an historical 

revisionist.” His slogan of ‘sengo rejiimu kara no dakkyaku’ is inseparably interwoven with his 

revisionist view of prewar Japanese history. His ‘historical revisionism’ is characterized by rejection 

of the judgments of the Tokyo Military Tribunal which in turn challenges Article 11 of the San 

Francisco peace treaty （in which the government of Japan accepts the judgments of the Tokyo 

Military Tribunal）, denial of forced recruitment of “the comfort women” by the military, justification 

of Prime Minister’s visit to Yasukuni Shrine, and refusal to admit the past war as the war of aggres-

sion, claiming that the definition of what constitutes ‘aggression’ should be left to the further 

research and judgment of historians.

  Washington’s apprehensions about Abe’s ‘historical revisionism’ strikes us as ironical because 

the postwar U.S. policy persistently pressed for Japan’s militarization while condoning historical 

revisionists’ activities until very recently. The anti-postwar regime forces have wisely exploited the 

Cold War mentality of U.S. policymakers. In that sense, Washington policymakers have been 

substantially responsible for the prevailing political situation in Japan, including the rise of ‘historical 

revisionism’ combined with the volatile nationalistic sentiments among the Japanese public at large, 

as well as the elections in the recent years of an overwhelming majority of politicians （Diet 

members） in favor of constitutional revision.

  It should be recalled once again here that throughout most of the postwar years, U.S. officials, 

with the logic of the Cold War uppermost in their mind, urged the LDP governments to increase 

40 Challengers to the ‘Postwar Regime’ and the ‘History Problem’ in the Asia-Pacific 



Japan’s share of the burden to contain the Soviet Union and Communist China, while taking utmost 

care to keep Japanese nationalism from going too extreme to endanger the Japan-U.S. alliance. 

Their nagging fear was that Japan’s rise to a military power, possibly armed with nuclear weapons, 

could nudge the country toward neutralism or an eventual breakaway from her ties with the United 

States.

  It is more and more apparent in recent years that Prime Minister Abe’s revisionist view of 

history is creating anxieties in the Washington policy community even on the security front. The 

“Japan handlers” in Washington, though welcoming the Abe cabinet’s decision of July 1, 2014 to 

overrule the established interpretation of Article 9 of the Constitution to allow Japan’s right to 

exercise collective self-defense, are now concerned that this process is taking place in an environ-

ment of rising nationalism, myopic historical revisionism, and deterioration of Japan’s relations with 

China and South Korea.

  In March, 2014, Joseph S. Nye, Jr., former U.S. Assistant Secretary of Defense and an influen-

tial Japan observer, while praising the Abe cabinet decision to allow Japan’s right to collective 

defense, opposed wrapping up the exercise of collective self-defense in the package of nationalism. 

Pointing out that Abe’s revisionist remarks on the history problem as well as his visit to Yasukuni 

Shrine were causing apprehensions about Japanese militarism among Chinese and Koreans, he 

cautioned that there were also growing concerns among Americans about rising nationalist senti-

ments in Japan.5） On another occasion, Nye referred to the Kono statement that had been issued 

under the name of then Chief Cabinet Secretary Yohei Kono in which Kono offered Japan’s apology 

for the wartime “comfort women.” Nye warned that any move by the Abe government to revise the 

Kono statement would only be detrimental to Japan’s national interests. Such a move, cautioned 

Nye, would antagonize China and South Korea. Concerning another source of friction with Korea 

and China, Nye also urged the Japanese government to establish a national memorial facility for the 

war dead to replace Yasukuni Shrine because fourteen Class-A war criminals from World War II are 

enshrined there.6） Richard Armitage, former U.S. Deputy Secretary of State and an influential “Japan 

handler,” echoed Nye’s sentiments. Armitage compared the comfort women issue with the history 

of hardships facing blacks in the U.S., saying that Americans would continue to apologize for their 

discrimination.7）

  More or less the same thing can be said about Asian neighbors’ anxieties over the history 

controversy. Starting on June 6, 2003, South Korean President Roh Moo-hyun made a 4-day visit to 

Japan. His visit happened to coincide with the passage of the so-called yuji hosei （the military 

emergency laws） at the Japanese Diet. In his news conference, he was asked about his view of the 

controversial laws. Roh replied that the question was not “in the legislation itself, but in whether 

Japan is trustworthy in the eyes of the neighboring countries in regard to the role it plays for peace 
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in Northeast Asia and the world.”8） His remarks grasp the essence of the unresolved history issue 

that plagues Japanese diplomacy today. Historical reconciliation is a mutual process, which requires 

strenuous efforts on both sides to promote mutual trust and understanding. Japan’s further 

militarization in the name of strengthening the Japan-U.S alliance, without gaining trustworthiness 

in the eyes of Asian neighbors will not contribute to peace and stability in the region. Neither will it 

serve U.S. or Japanese interests.

  Prime Minister Abe publicly announced recently that he decided to put the Constitutional 

amendment on the political table. Historical revisionists such as Prime Minister Abe and his 

supporters, however, should bear in mind that Asian peoples now regard Article 9 as the symbol to 

testify that Japan would never again engage in a war of aggression like she did in the past.

  The Japan-U.S. security treaty system and the “history problem” have been closely interwoven 

with each other since the ending of the Cold War. In reinforcing the military alliance between Japan 

and the United States, therefore, it is essential to build mutual trust among the countries concerned 

through historical reconciliation in East Asia. Prime Minister Abe’s historical revisionism has not 

only deteriorated Japan’s relations with East Asian countries but complicated Japan-U.S. relations as 

well. Moreover, the postwar regime, while containing serious contradictions within it, had provided 

the foundation for relatively stable Japan-U.S. relations during the Cold War period. Abe’s 

challenges to the ‘postwar regime’ mean a possible erosion of such a foundation,9）

Postscript

  I would like to express my gratitude to the organizers of this conference, especially my 

colleagues Professors Toshiki Kumagai, Yutaka Sasaki, and Toshihiko Kuniyasu, and the Secretariat 

of International Exchange, and, most of all, to University President Takeshi Matsuda.
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〈Summary〉
  What must be sustainable in George Town is considered the continuity of its change and 

its cultural hybridity. Its street art plays a role in the representation of these two ideas. The wall 

art is considered the representation of the cultural hybridity; the wire art is considered the 

representation of the continuity of the change. In this way, these two forms of street art serve 

to the politics of George Town. Such political nature of street art can be understood as one of 

directions of the contemporary art.

1．イントロダクション

　本論文は，マレーシアのペナン州のジョージタウンのストリートアートを分析対象にし，スト

リートアートとジョージタウンの持続可能性の間の関係を思想的観点から明らかにすることを目

的にする。本研究は，「アセアンに於ける多文化交流を観光振興により実現する為の縦断的・横

断的研究」という事業名で得ている国際交流基金のアジア・文化創造協働助成プログラムからの

助成による調査結果である。執筆者はマレーシアのジョージタウンを訪問し，現地のストリート

アートを視察し，そしてジョージタウン世界遺産事務所（GTWHI: George Town World Heritage 

Incorporated，以下，GTWHI）を訪問し，Built Environment And Monitoring Managerであり，

ジョージタウンのストリートアートの認定にも関わってきたMuhammad Hijas Sahari氏に聞き

取り調査を行った。尚，GTWHIはジョージタウンの遺産の維持保全と継承を目的とし，2010年

にペナン州政府によって設立されたジョージタウンの管理事務所である。

　ジョージタウンのストリートアートの問題の所在を確認するため，近年，観光と都市の持続可

能な発展が関連付けられながら論じられる傾向があることを，まずは確認しておきたい。本論文

が執筆された 2017年は，国際連合により「持続可能な観光国際年（International Year of 

Sustainable Tourism for Development）」と定められた 1）。このスローガンから，近年，それぞれ

の地域なりコミュニティの発展のための有力な手段として観光が注目されていること，そしてそ

のような発展が継続していくためには観光が持続可能なものでなければならないと国際社会は考

えているということが読み取れる。ただし，持続可能な観光と言うだけでは，観光のいかなる側

面が持続可能でなければならないかという点で曖昧であるだろう。そこで国連はこのスローガン

とともに，「包括的及び持続可能な経済成長（Inclusive and sustainable economic growth）」，「社

会的包摂，雇用創出及び貧困の削減（Social inclusiveness, employment and poverty reduction）」，
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「資源の有効活用，環境保全，気候変動（Resource efficiency, environmental protection and 

climate change）」，「文化の価値・多様性・遺産（Cultural values, diversity and heritage）」，「相互

理解，平和，安全（Mutual understanding, peace and security）」という 5つのテーマを設定して

いる 2）。この 5つのテーマから読み取れる，観光に対する国際社会の関心は，経済成長や雇用創

出に貢献することや国境を越えて人間の交流を促進していくという観光のポジティブな側面を明

らかにすることと共に，環境や文化的多様性への影響を分析することとして理解できるであろう。

観光の持続可能性を以上のような多角的な側面からそれぞれ検討される必要があるというのが国

連の主張として理解することができる。ただし，それぞれの側面はまた決して自律的ではなく，

それぞれがそれぞれに関係し，影響を与え合う関係にあるだろう。いずれにせよ重要なのは，持

続可能性という概念は昨今，様々な領域で用いられているが，持続可能性を論じるためには，持

続可能であるべきものはいったい何であるかも同時に明らかにされなければならないということ

である。「持続可能な観光国際年」が 5つのテーマを設定することで示されていることのひとつ

は，持続可能であるべきものは何であるかということに関して多様な考え方があるということで

ある。

　観光における持続可能性の考え方の多様性を理解するにあたり，ひとつ有益な素材として考え

られるのが，本論文の研究対象であるジョージタウンのストリートアートである。なぜ有益かと

いうことについてふたつの理由がある。ひとつにはジョージタウンは世界遺産に指定されている

こと，もうひとつには，ストリートアートは景観を変える性質があるということである。世界遺

産としての歴史的な街並みの持続可能性が必要と考えられる場合には，その歴史的な街並みがそ

のまま半永久的に保存されなければならないという考え方をとるのが一般的である。しかし，そ

うであるとすると，ストリートアートのような街の景観に変更を及ぼすものが，ジョージタウン

に存在することが許されていることが説明できない。したがって，ジョージタウンのストリート

アートは，観光における持続可能性の思想の多様性を考えるためのひとつの良い題材であると考

えられる。本論文がジョージタウンのストリートアートを取り上げるのは以上の理由からである。

　本論文の問題設定はしたがって以下の通りである。ジョージタウンのストリートアートはいっ

たい何の持続可能性に関わっているのだろうか。そして持続可能でなければならないとされてい

るものに対し，ストリートアートがどのような効果をもたらすことが期待されているのだろうか。

以上の問いについて，思想的観点から本論文は検討していきたい。思想的観点からというのはす

なわち，ジョージタウンにおいてストリートアートの存在が許されているという現象を根本の部

分で支えている思想は何なのかということを明らかにしたいということの言いである。

　尚，本論文がジョージタウンのストリートアートを取り上げるのは，それが経済効果の観点か

ら，または世界遺産としてのジョージタウンを成立させるという観点から決定的な要素であるか

らというわけではないことを強調しておきたい。またそのようなことを論証する意図も本論文は

ない。繰り返しになるが，ストリートアートの重要性は，それ自体の役割というよりも，世界遺

産であるジョージタウンにおいてストリートアートの存在を許している土台の思想のほうにある
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と本論文は判断している。そしてその思想が，観光における持続可能性の思想の多様性を考える

際に有益であるという見通しから，ジョージタウンのストリートアートを取り上げるというのが

本論文の立場である。

2．世界遺産としてのジョージタウン

　ジョージタウンのストリートアートを取り扱う前に，ジョージタウンでは何の持続可能性が問

題になっているのかということを見ていきたい。まず，マレーシアはアジアの中でも指折りの観

光大国であるという客観的事実を確認したい。”UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition”によ

ると，2015年のマレーシアの国際観光客の到着数は，2,572万人である 3）。この数字は，中国，

そして香港（中国），タイに次ぐ，アジア第 4位の数字である。尚，日本の国際観光客の到着数

は，1973万人であるから，観光の分野においては日本よりマレーシアのほうが大国であると言

える 4）。

　次にジョージタウンであるが，ジョージタウンは 2008年にマラッカとともに「マラッカと

ジョージタウン，マラッカ海峡の歴史都市群」として世界遺産登録された。ユネスコにより世界

遺産として認定されているジョージタウンは，マレーシアの主要な観光資源であると考えられる。

『マレーシアの観光政策（Clair Report No. 389）』によると，マレーシアを訪れる外国人旅行者の

傾向について，2010年のマレーシア州別訪問割合は，52.9％がマレーシアの首都であるクアラル

ンプール／スランゴール州であり，次いでジョージタウンがあるペナン州となっており，39.2％

となっている 5）。したがって，ペナンはマレーシアの主要な訪問先であり，マレーシアの中で海

外からの観光客を集める力のある，主要なアトラクションであることがわかる。そして，マレー

シアの主要な観光資源である有力な理由のひとつは，ジョージタウンが世界遺産に登録されてい

ることと推察できる。この点につき藤巻正己は，「2000年にボルネオ島のキナバル自然公園とグ

ヌン・ムル国立公園が，また 2008年にマラッカとジョージタウン（ペナン）が『マラッカ海峡

の古都群』として UNESCO 世界遺産に登録されたことは，この国が国際的に観光目的地として

広く認知されるためのはずみをつけたばかりでなく，集客力を高めたことはあらためて述べるま

でもない」 6） と論じている。集客に関して，世界遺産登録がどれほどのファクターを果たしてい

るのかを検証するのは実際には困難であるが，しかしペナンの海外からの集客力が高まっている

ことは，ペナン国際空港の海外からの旅客の到着数からわかる。Malaysia Airports Holdings 

Berhadの ”Annual Report”によると，国際旅客の到着数は，ジョージタウンが世界遺産に登録さ

れた 2008年では 732,173人であったところ，毎年ほぼ順調に伸び続け，2016年には 1,407,785人

になり，2008年に比べると，2倍近い人数にまで増加していることが確認できる 7）。今後も

ジョージタウンが国際的に集客力のある観光資源であり続けるためのひとつの方策として，

ジョージタウンが世界遺産であり続けることは重要であると推測できる。

　ジョージタウンの世界遺産であり続けることが経済的な側面から要求されることが確認できた

わけだが，それが経済的な観点からだけでなく，倫理的観点からも要請されることを付言してお
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きたい。UNWTOが「世界観光倫理憲章」という形で観光に関する倫理的要請をまとめている。

それによると，「観光に関する政策や活動は，将来の世代のために保護され，受け継がれるべき

芸術的，考古学的，文化的遺産を尊重するように実施されるべきである」 8） とされている。観光

は文化遺産の尊重の上に成り立つべきだと国連は考えている。

　さて，次にジョージタウンが世界遺産として認定される際に根拠になる考え方を確認したい。

世界遺産とは，ユネスコにより「顕著な普遍的価値（Outstanding Universal Value）」を持つと認

定された物件を指し，認定されるには 10項目からなる世界遺産登録基準のいずれか 1つ以上を

満たすことが必要である。「マラッカとジョージタウン，マラッカ海峡の歴史都市群」について

は，10の項目の内，（ii）と（iii）と（iv）の基準を満たす文化遺産として認定されている 9）。そ

の 3つの基準とは以下の通りである。

（ii）  ある期間を通じてまたはある文化圏において，建築，技術，記念碑的芸術，都市計画，

景観デザインの発展に関し，人類の価値の重要な交流を示すもの。

（iii）  現存するまたは消滅した文化的伝統または文明の，唯一のまたは少なくとも稀な証拠。

（iv）  人類の歴史上重要な時代を例証する建築様式，建築物群，技術の集積または景観の優

れた例 10）。

それぞれの基準を満たしていることの理由は以下の通りに説明されている。

基準（ii）： マラッカとジョージタウンは，マレー文化，中国文化およびインド文化と，500

年近く続いた植民地時代の三宗主国による貿易と交流から作り出された，東ア

ジアおよび東南アジアの多文化的交易都市の際立った例である。それぞれに，

建築様式，都市構造，技術および歴史に残る芸術においてその影響が見られる。

ふたつの街は共に，異なる発展段階と長期間にわたる継続的な変化を示してお

り，互いに補完し合っている。

基準（iii）： マラッカとジョージタウンは，多文化遺産とアジアの伝統およびヨーロッパの

植民地支配の影響の生ける証拠である。この有形・無形の多文化的遺産は，多

種多様な異なる宗教の宗教建築，エスニック街，多言語，礼拝や宗教的な祭り，

ダンス，衣装，芸術，音楽，食べ物および日常生活に表れている。

基準（iv）： マラッカとジョージタウンは諸影響の混交を示しており，それが東アジアや南ア

ジアでは他に例を見ないユニークな建築，文化および街並みを作り出してきた。

具体的には，ショップハウスやタウンハウスの並外れた範囲の広さがその表れで

ある。これらの建物には，多数の建築の様式や発展段階を見ることができる。そ

の中には，オランダやポルトガルによる植民地時代に起源があるものもある 11）。
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以上，ジョージタウンが世界遺産に登録される際に活用された基準と，その基準を満たすことの

根拠を確認したわけだが，ジョージタウンが引き続き世界遺産であり続けるためにはこうした基

準と根拠を満たし続ける必要がある。基準（ii）と（iv）は主に建築物に関わり，基準（iii）は

生活風習に関わっている。つまり，ジョージタウンが世界遺産であり続けるためには，基準

（ii），（iii），（iv）が満たされ続ける形で，ジョージタウンの建築物や生活風習が維持されていか

なければならないということになる。

3．ストリートアートと遺産の真正性の問題

　次に，ジョージタウンのストリートアートが，世界遺産としてのジョージタウンにどのように

関わっているのかを分析したい。まずはこのストリートアートの芸術としての性質を理解する必

要がある。藤巻正己によると，2000年代に入り〈芸術の島　ペナン〉を打ち出すようになった

ペナン州政府の振興策によって，ショップハウスの壁面を活用したウォール・アート（wall 

arts）やワイヤ（アイアン）・アート（wire/iron arts）が作られ，そうしたストリートアートは

新たな観光アトラクションとなった 12）。このストリートアートについてまず確認しておきたいこ

とは，ジョージタウンのストリートアートは，世界遺産認定の基準（iv）で評価対象になってい

るショップハウスの壁面を利用して展示されている芸術であって，ショップハウスの景観に影響

を与えるものであるということである。もう一点は，観光客数を増やすことを目的としたペナン

州政府の政策によって，そうしたショップハウスの景観の変化が促進されているということであ

る。

　そこで検討したいのは，ショップハウス自体を破壊する程のものではないにせよ，ショップハ

ウスの外観に影響を与える行為は，遺産の「真正性」の確保の観点から許容されるのかという点

である。「世界遺産条約履行のための作業指針」（The Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention）によると，「登録基準（i）から（vi）に基づ

いて推薦される資産は真正性の条件を満たすことが求められる」 13）。「真正性」とは，建築物や景

観が本来の価値を継承しているかどうかという価値の継承性を問題にしている。価値基準が形状

であるならば，外観に変更を与えるストリートアートは問題になるだろう。ただし，ジョージタ

ウンの建物の外観の変化はストリートアートにとどまらない。世界遺産に指定された後，ジョー

ジタウンではそれによるジェントリフィケーションの問題が生じている。この点につき，藤巻正

己は次のように解説している。「2000年の「家賃統制令」の廃止や 2008年の世界遺産登録によっ

て，遺産地区の不動産価値が上昇し，不動産を新規事業や投機の対象として遺産地区の老朽化し

た建造物への地元および海外の投資家による需要が高まり，家主の売却意欲を促した。また，不

動産価値を高めた建物の所有者，とりわけ若い家族を中心に，狭隘で老朽化したショップハウス

住まいよりも遺産地区外で快適な居住環境を求める世帯の転出を促した。あるいは，不動産価格

の上昇にともなう家賃の上昇，不動産の売却あるいは改修によって借家人は転出を余儀なくされ

た」 14）。ショップハウスの中の住人は入れ替わり，またショップハウスは改修されたり，また以
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前とは異なる形で活用されたりするようになっていったのが，世界遺産登録後のジョージタウン

の姿なのである。したがって，ストリートアートに限らず，ジョージタウン全体の景観が変化し

つつあるのである。

　尚，変化は景観だけにとどまらない。民族集団別住民構成も変わってきている。「在来住民の

転出と外国人労働者の増加にともない，民族集団別住民構成も変化している。（…）ジョージタ

ウンの主たる民族集団であった華人系およびインド系マレーシア人が減少する一方で，マレー系

マレーシア人，およびバングラデシュ人・インド人などアジア系外国人の世帯が増加してい

る」 15）。住んでいる民族が変わってくれば，生活風習も変わらざるを得ない。住民構成の変化に

ついて，ジョージタウンの保全をミッションとしている GTWHIとしては，他民族が新たに

ジョージタウンに住み始めること自体は問題ではなく，多様性それ自体が確保されることが重要

だという立場を取っている。住民構成の変化それ自体は問題ではないのである 16）。

　街並みや景観の変化についても，変化それ自体は問題ないという立場を GTWHIは取っている。

新しいものが増えることは問題ない。ただし，これまで存在したものが存在し続けることは重要

で，問題になっているショップハウスも保全されなければならない。しかしそのままの形で残す

ことを目指しているのではない。ショップハウスは使われ続けなければならないのであって，活

用のされ方の変化は容認されるべきで，むしろ推進されなければならないという考え方に

GTWHIは立っており，そのような観点からの保全を推進しているのである 17）。ストリートアー

トについて言えば，ウォールアートとワイヤアートのふたつがあるが，建物の壁に直接絵を描き

こむのがウォールアートであるのに対し，ワイヤアートは建物の壁に直接取り付けるものではな

く，取り外しも可能なものである。GTWHIが認定しているストリートアートでは，ウォール

アートよりもワイヤアートのほうが，圧倒的に数が多い。それはワイヤアートのほうが建物の保

全の観点からは望ましいからである。ストリートアートについても建物それ自体の保全のことは

考慮されているのである 18）。

　建築物に関する GTWHIの考え方を見てきたが，ではここで持続可能でなければならないもの

は何であると考えられているのを検討したい。ここで単純に建築物がそのままの形で持続されな

ければならないと考えられているのは明白だ。そのような思想であれば，そもそもストリート

アートが導入されることはなかったはずである。たしかに建築に関して，世界遺産の基準の

（ii）と（iv）の根拠を精査してわかるのが，「継続的な変化」や「発展」が評価されているとい

うことである。変化が世界遺産としての認定根拠そのものなのである。ただし，ここで「継続」

や「発展」という言葉のニュアンスを汲みとることも重要であろう。つまり，変化とは言っても，

過去を完全に否定し，断絶をつくるような変化ではなく，あくまで過去との連続性の中で漸進的

に進行していくような変化でなければならないのだ。しかし，理論的にはともかく，具体的な場

面の解釈の際には，多分に解釈の余地を与えてしまう文言でもあるだろう。つまりどこまでの変

化が，連続的な変化の枠内におさまると考えられるかは，必ずしも自明ではない。尚，哲学史を

振り返った際に，過去に対する完全なる否定であっても，そこに連続性を見ることができるとい
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うロジックも存在しており，それがヘーゲルの弁証法であった 19）。連続性の概念は，実践面だけ

でなく理論面でも論争があり得るだろう。

　いずれにせよ，変化の連続性は持続されなければならないものである一方，変化していくもの

の中で，連続的なものとされているものは一体何であるのかということも同時に明らかにされな

ければならない。この問いに関して GTWHIは「文化的多様性」を主張する立場を取っている 20）。

変化は拒まず，しかし古いものも維持するという態度から見えてくるものは，持続可能であるべ

きものは建築物そのものというよりも，文化的多様性または文化的異種混交性であるという思想

ということに必然的になろう。このことは同時に，ジョージタウンの世界遺産としての真正性の

確保は，昔からの建築物をそのまま残すことでなされるというよりも，文化的に異種混交的な社

会のあり方のほうが維持されることでなされると，GTWHIは解釈していることも意味している。

異種混交性という精神的価値が建築物を通じて表象されている状態が維持されていることが重要

なのである。

　実際，そのような精神的価値の持続は，真正性の理解として許容され得るように思われる。

『世界遺産条約履行のための作業指針』には，真正性の条件を判断する際に対象となる文化遺産

の属性について次のように説明している。

文化遺産の種類，その文化的文脈によって一様ではないが，資産の文化的価値（登録推薦の

根拠として提示される価値基準）が，下に示すような多様な属性における表現において真実

かつ信用性を有する場合に，真正性の条件を満たしていると考えられ得る。

形状，意匠

材料，材質

用途，機能

伝統，技能，管理体制

位置，セッティング

言語その他の無形遺産

精神，感性

その他の内部要素，外部要素 21）

精神や感性も，文化遺産の真正性の条件として考えられているのだ。ただし，次のような但し書

きが続く。

精神や感性といった属性を，実際に真正性の条件として適用するのは容易ではないが，それ

でもなお，それらは，例えば伝統や文化的連続性を維持しているコミュニティにおいては，

その土地の特徴や土地感を示す重要な指標である 22）。
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精神や感性といった属性が取り扱い難いのは，それとして目に見えるものではなく，目に見える

ものに対する解釈によってのみ成立するものだからであると考えるのが妥当だろう。そして精神

や感性の真正性の代表的な例として，伝統や文化的な連続性と結びついたものとして理解される

精神や感性を挙げることができる。街並みの連続的な変化の中での文化的異種混交性という価値

の展開をこそ文化遺産と考えるという GTWHIの理解は，ここで説明されている精神や感性の真

正性と親和性があり，その点で一定の妥当性が担保されていることが確認できる。

4．文化的多様性の表現としてのストリートアート

　次にストリートアートの作品について考察を加えていきたい。現在 GTWHIが認定しているス

トリートアートは，ウォールアートが 16作品，ワイヤアートが 52作品である。尚，現在ジョー

ジタウンを訪問すると，ウォールアートについては，GTWHIが認定している以外のウォール

アートも多数見受けられる。これらは GTWHIからの認定を受けずに描かれた作品であると推定

できる。GTWHIが認めていない芸術作品，すなわちペナン州政府が認めていない芸術作品につ

いてはどう考えるかという問題が存在するが，本論文ではあくまで GTWHIの認定を受けている

作品について検討していきたい。

　ウォールアートに関しては，2012年にリトアニア出身の若手アーティストであるアーネス

ト・ザカレビッチ（Ernest Zacharevic）氏が，「ジョージタウン・フェスティバル 2012」の一環

として制作した 9作品の壁画を端緒とする 23）。ウォールアートについては，ザカレビッチのよう

に国際的なアーティストの作品もあれば，地元のアーティストの作品もある。たとえば ”Cat & 

Humans Happily Living Together (Inside Cheah Kongsi)”や ”No Animal Discrimination Please”は

地元のアーティストの作品である 24）。ウォールアートに関して，特徴的なのは，猫をモチーフに

した作品が多いことである。全 16作品のうち，”Love me Like Your Fortune Cat”，”Please Care 

& Bathe Me”，”Skippy”，”The Real Bruce Lee: Would Never Do This”，”Cat & Humans Happily 

Living Together (Inside Cheah Kongsi)”，”No Animal Discrimination Please”の 6作品は猫をモ

チーフにしている。尚，今挙げた作品タイトルは，壁画それ自体には表示されてはいない。タイ

トルは作品の解釈に方向性を与えるものであるが，少なくともジョージタウンを散策しながら壁

画を見つけた際には，作品そのものだけを見ることになる。たとえば ”The Real Bruce Lee: 

Would Never Do This”の場合，ブルース・リーが猫に蹴りを入れている構図が描かれており，タ

イトルを事前に知っていない限りはタイトルで示されている作品の意図を汲みとるのは難しいだ

ろう。いずれにせよ，猫をモチーフにした作品が多いが，作品を認定している GTWHIの説明に

よれば，猫であることそれ自体には大した意味はなく，別に犬でも良いのだそうである。趣旨と

しては，猫に動物一般を代表させることで，これらの作品は動物との共生，他者との共生という

価値観を表現しているとのことである 25）。つまりは，多民族・多文化共生，すなわち文化的な異

種混交性の理念の表現という役割をこれらの作品は担わされているのである。

　ウォールアートには国際的なアーティストから地元のアーティストまで多数のアーティストが
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参加しているが，それに対し，ワイヤアートは，地元のひとつのアーティスト集団が制作したも

のである。ワイヤアートは旅行者の町歩きを促進するという政策の下で制作された。ワイヤアー

トはジョージタウン全体にそれぞれ配置され，散策コースを作りだすのに貢献している 26）。ワイ

ヤアートをすべて見ようとすると，ジョージタウンのほぼすべてのエリアを散策することになる。

そしてそれぞれのエリアに配置されている作品は，それぞれのエリアと結びつきのある事象を描

いており，該当エリアの伝承を取材した上で制作されたものだそうである。たとえば，Gat 

Lebuh Pranginというエリアには，”WATERWAY”という作品がある。ひとが物を船に乗せて運

んでいる姿を描いた作品だが，このエリアには川は流れていない。しかし，かつては川が流れて

いたということをこの作品は指している。またこのエリアには ”CHINGAY”という作品も配置さ

れているが，Chingayというパフォーマンスがこのエリアでは盛んであったことを指している 27）。

このように該当エリアとの結びつきのある事象をワイヤアートは描いている。また，こうしたワ

イヤアートの制作は，地域文化の再発見の意義もあったそうである 28）。ひとの口伝，伝承という

媒体を通じてしか記録されてこなかった地域文化を視覚化して記憶にとどめることにワイヤアー

トは貢献している。このように過去の街の記憶を捨て去らないことは，ジョージタウンという街

の変化が，決して過去との断絶ではなく，過去との連続性の中にあるという解釈を補強する役割

の一端の担うことを期待されて制作されたものであると言えるだろう。

　ここまでストリートアートの作り手の側の意図に比重を置いた分析を行ってきたが，ここで受

け手の側の分析や作品性の分析も本来は同時になされるべきであろう。しかし，それらは別の機

会に譲ることにしたい。最後に，ジョージタウンのストリートアートのコンテンポラリーアート

としての性質を検討したい。ここでヴァルター・ベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』

（1935）の議論を参照した場合，政治的価値や社会的価値といった様々な価値から自律した概念

としての美は，芸術作品が一般の人間の目から隠されてあることと密接にかかわっている 29）。こ

の観点からすると，道を歩く人間の誰もが見ることできるように展示されているストリートアー

トは，美の概念が要求する芸術の形式を取らない。ベンヤミンが自律的な美を宗教的なものの一

形態として捉えている限りにおいては，ストリートアートは芸術の脱宗教化の極点であるという

ことが指摘できる。それは逆に言えば，ストリートアートは決して社会や政治から自律した芸術

というわけではなく，社会と政治との関係の中で存在することを期待されている芸術であること

を意味する。ジョージタウンのストリートアートは，ストリートアートの社会性・政治性はコン

テンポラリーアートのひとつの方向性として理解できる。

5．結論

　以上から次の結論が導き出せる。まずジョージタウンにおいて持続可能であるべきものは何か

ということであるが，それは具体的に存在する建築物等ではなく，変化の連続性，そして文化的

な異種混交性である。その際，ストリートアートは，このふたつの思想を補強する役割を果たし

ている。ウォールアートは文化的な異種混交性を表現することを通じて，ワイヤアートは変化の
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連続性を表現することを通じて，ジョージタウンの持続可能性に貢献する役割を担わされた芸術

である。このようなストリートアートの政治性は，コンテンポラリーアートのひとつの方向性と

して理解できる。
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と。http://www.tourism4development2017.org/（2017年 9月 9日アクセス）

2）http://www.tourism4development2017.org/why-tourism/

3）UNWTO, UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition, 2016, p. 9.

4） ただし，2010年の日本の国際観光客の到着数は 861万人に過ぎず，日本は観光分野においては，
近年アジアの中で最も驚異的な成長を示した国のひとつである。

5） （財）自治体国際化協会シンガポール事務所『マレーシアの観光政策（Clair Report No. 389）』，
2013，p. 3．

6） 藤巻正己「ツーリズム［in］マレーシアの心象地理 ― ツーリズムスケープの政治社会地理学
的考察 ―」，『立命館大学人文科学研究所紀要』，95号，立命館大学，2010，pp. 39‒40．

7） Malaysia Airports Holdings Berhad, Annual Report（Malaysia Airports Corporate Office） の
2007年度版から 2016年度版に記載されているペナン国際空港に対する International Arrival

は以下の通りである。2007年：721,536人，2008年：732,173人，2009年：719,636人，2010

年：989,889 人，2011 年：1,085,291 人，2012 年：1,162,850 人，2013 年：1,214,127 人，2014

年：1,287,435人，2015年：1,264,429人，2016年：1,407,785人
8）UNWTO，『世界観光倫理憲章』第 4条 2

9）http://whc.unesco.org/en/list/1223/（2017年 9月 9日アクセス）
10）http://whc.unesco.org/en/criteria（2017年 9月 9日アクセス）
11）http://whc.unesco.org/en/list/1223/（2017年 9月 9日アクセス）
12） 藤巻正己「世界遺産都市ジョージタウンの変容するツーリズムスケープ ― 歴史遺産地区の観
光化をめぐるせめぎあい ―」，『立命館大学』，645巻，立命館大学，2016，p. 139．

13） UNESCO, The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 

Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2017, para 79.

14） 藤巻正己「世界遺産都市ジョージタウンの変容するツーリズムスケープ ― 歴史遺産地区の観
光化をめぐるせめぎあい ―」，p. 145．

15） Ibid., p. 146.　尚，「ジョージタウンの世界遺産地区における世帯主のエスニシティの変化：
2009／2013年」は以下の表の通りである（ibid., p. 147）：

54 ペナン島ジョージタウンのストリートアートと持続可能性



16）2017年 9月 15日に GTWHIにて実施したMuhammad Hijas Sahari氏に対する聞き取り調査。
17）Ibid.

18）Ibid.

19）ヘーゲルの『精神現象学』（1807）を参照のこと。
20）Muhammad Hijas Sahari氏に対する聞き取り調査。
21） UNESCO, The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 

para 82.

22）Ibid., para 83.

23） 藤巻正己「世界遺産都市ジョージタウンの変容するツーリズムスケープ ― 歴史遺産地区の観
光化をめぐるせめぎあい ―」，p. 153.

24）Muhammad Hijas Sahari氏に対する聞き取り調査。
25）Ibid.

26）Ibid.

27）Ibid.

28）Ibid.

29） 影浦亮平「ベンヤミンにおける革命と芸術」，『文明構造論：京都大学大学院人間・環境学研究
科現代文明論講座文明構造論分野論集』，京都大学，2014，pp. 80‒83．

参考文献

Malaysia Airports Holdings Berhad, Annual Report 2007-2016, Sepang: Malaysia Airports Corporate 

Office, 2008-2017.

UNESCO, The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, Paris: 

UNESCO World Heritage Centre, 2017.

UNWTO, UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition, 2016.

UNWTO，『世界観光倫理憲章』
（財）自治体国際化協会シンガポール事務所『マレーシアの観光政策（Clair Report No. 389）』，

2013.

住民構成の変化について、ジョージタウンの保全をミッションとしている GTWHI として

は、他民族が新たにジョージタウンに住み始めること自体は問題ではなく、多様性それ自体

が確保されることが重要だという立場を取っている。住民構成の変化それ自体は問題では

ないのである。16 

 街並みや景観の変化についても、変化それ自体は問題ないという立場を GTWHI は取って

いる。新しいものが増えることは問題ない。ただし、これまで存在したものが存在し続ける

ことは重要で、問題になっているショップハウスも保全されなければならない。しかしその

ままの形で残すことを目指しているのではない。ショップハウスは使われ続けなければな

らないのであって、活用のされ方の変化は容認されるべきで、むしろ推進されなければなら

ないという考え方に GTWHI は立っており、そのような観点からの保全を推進しているので

ある17。ストリートアートについて言えば、ウォールアートとワイヤアートのふたつがある

が、建物の壁に直接絵を描きこむのがウォールアートであるのに対し、ワイヤアートは建物

の壁に直接取り付けるものではなく、取り外しも可能なものである。GTWHI が認定してい

るストリートアートでは、ウォールアートよりもワイヤアートのほうが、圧倒的に数が多い。

それはワイヤアートのほうが建物の保全の観点からは望ましいからである。ストリートア

ートについても建物それ自体の保全のことは考慮されているのである18。 

 建築物に関する GTWHI の考え方を見てきたが、ではここで持続可能でなければならない

ものは何であると考えられているのを検討したい。ここで単純に建築物がそのままの形で

                                                   

 
16 2017 年 9 月 15 日に GTWHI にて実施した Muhammad Hijas Sahari 氏に対する聞き取り調

査。 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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〈Summary〉
  30 years ago, we investigated about the educational consultation for high school students. 

The main results were as follows: （1） Ambiguity of educational consultation concept; （2） 
Differences in method of the education and the counseling; （3） The problems of teacher 

counselor; and （4） High school student’s low consultation motivation.

  Based on these results, in this report, we want to discuss the future issues of the educa-

tional consultation in the high school. The considerations are as follows: （1） The conceptual 

provision of educational consultation is not clear. （2） Teachers could take a position as a Client-

Centered place because of the infiltration of counseling-mind. However, there is the danger that 

new conflict will occur at the place where school counselor who acquired the new technique 

and teacher who consider acceptance and sympathy as basic of education consultation meets. 

（3） Compared with foreign countries, teaches in Japan are overworked. In these situations, it 

is difficult for teachers to become main staff of education consultation. （4） Human relationship 

of high school students are getting weak. In the present, they take counsel with strangers who 

have got to know in the social network. For future Japan, we must discuss that how to strange 

and make use of the increased high school student’s motivation for teacher.

問題

　平成 27年に設置された文部科学省所管の「教育相談等に関する調査研究協力者会議」は，平

成 29年 1月，報告書「児童生徒の教育相談の充実について～学校の教育力を高める組織的な教

育相談体制づくり～」を提出した 1）。報告書は，児童生徒の悩みや不安を受け止める相談体制の

充実を図る観点から，①教育相談体制の今後の方向性，②スクールカウンセラー及びスクール

ソーシャルワーカーの役割の明確化，③教育相談体制の充実のための連携の在り方を示している。

　教育相談に関わり，文部科学省は，平成 19年に上記会議と同一名称の「教育相談等に関する

調査研究協力者会議」を設置している。同会議は 2度に渡り，報告書を提出している 2, 3）。今回

設置された「教育相談等に関する調査研究協力者会議」は，前「教育相談等に関する調査研究協

力者会議」を引き継ぐ形で，さらにこの間に加わった諸要因を勘案して報告書を作成したと述べ

ている。その諸要因として，①いじめやいじめが背景にある自殺などが後を絶たないこと，②不

登校に関しては，高等学校では減少傾向で推移しているが，小・中学校では増加傾向にあること，

③「子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25年法律第 64号）」の施行により，国を挙げ

た子供の貧困対策が求められ，学校では「チーム学校」として教員が心理や福祉等の専門スタッ
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フ等と連携・分担し，学校の機能強化が求められていること等をあげている 4）。

　過去 10年の教育相談に関する文部科学省の方向性は，児童生徒の問題行動の増加と，その大

きな原因となる心理的問題の解決法としての教育相談の強化であった。具体的には，学校全体と

しての取り組み組織の構築と，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーという専門

職の配置である。

　筆者らもその方向性には賛同する。しかし施策が十分な効果を発揮するかどうかに関して，い

くつかの課題があると考える。

　筆者らは，ほぼ 30年前の昭和 63年に高校生を対象とした教育相談に関する調査研究をおこ

なった 5）。その調査結果をもとに，その当時における高等学校での教育相談の課題を論じた。そ

の際，課題として，⑴教育相談概念の曖昧さ，⑵教育の方法とカウンセリングの方法の相違，⑶

教師カウンセラーの問題点，⑷高校生の相談意欲のなさを明らかにした。以下，⑴～⑷の論点を

紹介する。

⑴　教育相談概念の曖昧さ

　当時「教育相談」という語を，学校現場では厳密な定義づけなしに，教員それぞれに異なった

意味に理解して用いているという教育現場の状況を指摘した。そのため共通理解が得られない状

況がしばしば生じ，とくに教育相談と生徒指導の概念規定の一致する部分と異なる部分について

見解の相違が生じやすいことを指摘した。また教育相談の方法は生徒指導の方法に準じたものな

のか，教育相談の方法と生徒指導の方法は別のものなのかに関しても理論的に明確化がなされて

いない状況を指摘した。

　この点に関して，当時，田畑は「教育相談」を「広義の教育相談」と「狭義の教育相談」に分

けて説明している 6）。「広義の教育相談」とは「子どもの教育上の諸問題の解決のために，教師

やその他の指導者が本人，親およびその関係者などに話し合いやその他の方法により，指導や助

言を与えていくこと」であり，「狭義の教育相談」とは「教育上の問題解決のために，訓練され

たカウンセラーやこれに準ずる専門家が，科学的な援助を与えていくこと。この場合，本人・親，

および指導者等の間に行なわれる注意・忠告といった常識的なやり方は含まれない」という。つ

まり広義の教育相談は生徒指導の一部と考えられており，狭義の教育相談は「注意・忠告といっ

た常識的なやり方は含まれない」とあり，生徒指導の方法との相違点を強調している。ここでい

う「常識的でないやり方」とは，具体的にはカウンセリングを指していると考えられる。

　田畑は，当時，教育相談の概念規定が不明確であるとの認識の上に，概念の整理を試みている

が，筆者らは，概念整理をおこなわないまま教育相談の重要性だけが叫ばれることにより，今後，

高校教育の現場で問題が発生する危険性を指摘した。

⑵　教育の方法とカウンセリングの方法の間の矛盾

　当時，教育相談を主に担当するのは教員であった。その際，教員としての職能である指示・指
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導と，その当時，教育相談の技法の中心であったクライエント中心カウンセリングの受容・共感

とが矛盾する危険性があることを指摘した。

　クライエント中心カウンセリングの創始者ロジャースは，効果的なカウンセリングにおいては

カウンセラーとクライエントの間に特殊な人間関係がなければならないと考え，次の①～③をカ

ウンセラーに求めている 7）。①カウンセラーは，あたたかさと応答的態度でクライエントに接し

なければならない，②カウンセリング場面ではクライエントはどのような感情の表現も許される，

③カウンセリング場面ではクライエントはあらゆる圧力や強制から解放されている。この 3つの

特徴だけでクライエント中心カウンセリングにおけるカウンセラーの仕事が教員の指導・助言と

はまったく異なったものであることが明らかである。そしてこの相反する機能・役割を教員が，

学校内で同一の生徒に指導・助言や，受容・共感をすることが，次の二つの事態を引き起こす危

険性を指摘した。①教員の職能上の矛盾が，自己矛盾を引き起こし，教員自身に大きなストレス

を与える危険性，②相矛盾した態度をとる教員に対し，指導を受けている生徒が不信感を持つ危

険性である。

⑶　教師カウンセラーの問題点

　田畑のいう広義の教育相談のうち教育研究所・教育相談所・児童相談所などの専門機関でおこ

なわれる教育相談では，専門職の相談員・カウンセラーがおこなう。それに対し，当時，学校で

おこなう教育相談の主な担当者は教師であると考えられていた。当時，ごく一部の学校に常駐あ

るいは訪問の専任カウンセラーが配置された例がみられたが，それは希な例でしかなかった。専

任カウンセラーの常駐が望めない当時の状況では，問題の緊急性・重大性ゆえに教師がカウンセ

ラーの役割を果たすよう期待されていた。このような状況にあるにもかかわらず，カウンセリン

グ専門家からの教師カウンセラーに対する評価は，消極的であり否定的でさえあった。たとえば，

松原は，教師カウンセラーについて，まず長所として，①学校教育を十分理解している，②教師

の立場をよく理解している，③他教師との協力が深まりやすい，④職員数をふやすことなく相談

活動がおこなえるという 4点をあげている 7）。しかし，続けて教師カウンセラーの欠点として，

①カウンセリングの機能と教科指導の機能の対立，②相談活動に対する時間的・労力的制限，③

研修の機会の少なさによるカウンセリングの専門的研究の欠如をあげ，教師カウンセラーには上

記のような「若干の長所はあるが，過渡期のもので将来の方向としては，専任カウンセラー制度

が考えられる」と結んでいる 8）。このうち本質的問題というべきは，教師の機能とカウンセラー

の機能の対立の問題である。もし，それがあるとすれば，教師がいくら時間をつくり，研修を積

んでも，教師カウンセラーは存在し得ないことになってしまうという矛盾を指摘した。

⑷　高校生の相談意欲のなさ

　当時，筆者らの実施した高校生対象の調査において，教師は問題をかかえた生徒にとって相談

相手としては認知されていないという結果が出た。この点については，昭和 59年の総理府青少
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年対策本部の「世界青少年意識調査」（第三回）の中で，青年の悩みごとの相談相手はだれかを

たずねた項目では，わが国のみならず，諸外国においても教師を悩みごとの相談相手に選んでい

るものが非常に少ない 9）。またわが国の傾向をみると，相談相手の第一位は友人であり，我々の

分析にも示された友人の占めるウェイトの大きさをあらわしている。これらの調査結果は，教師

はカウンセラーたりえないという論の裏づけとされかねないものである。しかし，ここで注目し

たのは「世界青少年意識調査」（第二回）との比較である 10）。第二回調査では，母親が 43.8％を

占め第一位であった。それが第三回調査では二位へ転落し，比率もかなりの減少を示している。

また父親の場合も 26.5％から 17.8％へと大きく減少している。この二つの減少がきわだっており，

それに反比例するかのように友人の割合が大きく増加している。このような傾向をあわせて考え

るならば，青年の大人離れという傾向が推測される。つまり悩みや問題は同世代の仲間だけで解

決しようという傾向である。この仲間内で相談し，問題解決を図っていることに関して以下の 2

つの問題を指摘した。①複雑化した社会においては経験も情報も同程度にしか持たない同世代の

友人同士の相談では，問題に対して適切なアドバイスをおこなうことが困難である。その問題が

重大なものであればあるほど適切なアドバイスは不可能となっていく。②この同世代の仲間との

結びつきの強さが，親・教師・学校に代表される社会からの疎外と結びついている可能性がある。

年長者は青年の行動を，青年自身のなかだけで完結したものとして解釈しがちである。しかし，

実際には彼らは強く社会の影響を受けており，その行動も，自らの内から発したものよりも社会

の変動を受けて生じているものが多い。この意味で，高校生の仲間意識の強さが，彼らが自ら求

めているという解釈に加えて，彼らが参入することを拒絶し，仲間の方向へと向かわざるをえな

くしている社会環境が影響している可能性について十分，考察する必要がある。上記の 2点から

高校生が友人同士で相談し，問題解決を試みている現状をそのまま容認することはできず，それ

が親であろうと教師であろうと他の誰かであろうと，経験が豊富で彼らを受け入れることができ，

彼らに相談してみようという意欲をもたせることのできる大人が相談相手として必要であること

を指摘した。

　以上にあげた 30年前の⑴～⑷の課題が，現在は解決されたのか，またどのように変化し，推

移しているのかという観点から，高等学校における教育相談の今後の展望を探るのが本論文の目

的である。

1．教育相談の概念規定の問題について

⑴　文部科学省の概念規定

　文部科学省，旧文部省の教育相談の概念規定に関して重要度の高い 4つの資料を以下に示す。

　まず昭和 39年改訂「学習指導要領」である。昭和 22年から始まった学習指導要領の 4回目の

改定である昭和 39年改訂で，初めて学習指導要領に教育相談という用語が使われた。具体的に

は「指導計画と内容の取り扱い」の項で「教育相談（進路指導を含む）などを，計画的に実施す

ることが望ましい」と記されたが，その概念を説明する文言はない 11）。
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　次に昭和 56年改訂「生徒指導の手引き（改訂版）」である。「生徒指導の手引き」初版は，昭

和 40年に生徒指導資料第 1集として刊行されたが 12），その 16年後に改訂版が刊行され，その後

「生徒指導提要」が刊行されるまでの約 30年間，生徒指導の方向性を決めた重要な文書である 13）。

われわれの先の研究の時期は「生徒指導の手引き（改訂版）」が，生徒指導の方向性を決定した

時期と重なっている。この改訂版では，教育相談を「本来，一人一人の子供の教育上の諸問題に

ついて，本人又はその親，教員などに，その望ましい在り方について助言指導をすることを意味

する。言い換えれば，個人の持つ悩みや困難の解決を援助することによって，その生活によく適

応させ，人格の成長への援助を図ろうとするものである」と規定した。ここに初めて教育相談が

「一人一人の子どもの教育上の諸問題」に対する「助言指導」であることが公的に明文化された。

教育相談が，個別的な方法であることが明文化された意義は大きい。

　文部科学省発足後の教育相談に関する言及は，平成 21年改訂「高等学校学習指導要領解説

（特別活動編）」にみられる 14）。ここで教育相談は「一人一人の生徒の教育上の問題について，本

人又はその親などに，その望ましい在り方を助言することである。その方法としては，1対 1の

相談活動に限定することなく，すべての教師が生徒に接するあらゆる機会をとらえ，あらゆる教

育活動の実践の中に生かし，教育相談的な配慮をすることが大切である。また，生徒との相談だ

けでは不十分な場合が多いので『生徒の家庭との連絡を密に』することも必要である」と規定さ

れた。第一文に示された基本方向は前文書の方向性を継承しているが「1対 1に限定しない」「あ

らゆる教育活動の中に教育相談的な配慮」「家庭との連絡を密に」と，その範囲を大きく広げた

表現となった。また先の文書における「助言指導」から「指導」の語が消え「助言」のみとなっ

たことも特徴である。

　最近の文部科学省発出の生徒指導関連文書の中でもっとも重要度の高いものは，平成 22年刊

行の「生徒指導提要」である 15）。「生徒指導提要」は教育相談を「児童生徒それぞれの発達に即

して，好ましい人間関係を育て，生活によく適応させ，自己理解を深めさせ，人格の成長への援

助を図るもの」と規定している。また「教育相談と生徒指導の相違点としては，教育相談は主に

個に焦点を当て，面接や演習を通して個の内面の変容を図ろうとするのに対して，生徒指導は主

に集団に焦点を当て，行事や特別活動などにおいて，集団としての成果や変容を目指し，結果と

して個の変容に至る」ところにあるとし，これまでの教育相談の位置づけである個別性を継承し

ている。しかし教育相談をおこなう者については，特定の教員だけが行う性質のものではなく，

相談室だけで行われるものでもなく，教育相談の目的を実現するためには，発達心理学や認知心

理学，学校心理学などの理論と実践に学ぶことも大切としている。すなわち心理学専門家の教育

相談への参入である。この点に関しては「教師カウンセラーの問題点」の項と関連するので，そ

こで論じる。

⑵　心理学者及び心理学関係機関による概念規定

　教育相談に関しては，心理学領域の中でも特に臨床心理学の分野からの言及が多数みられる。
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そこで臨床心理学領域で教育相談がどのように定義されているかを確認することとした。

　心理学の分野から教育相談を定義した，比較的，新しく，広く認められている例として大野の

定義を取り上げる。大野は，スクールカウンセリングと教育相談は，ほぼ同義と理解されている

が，細部に渡っては，さまざまな見解がみられるという。それらを概括すると「従来の学校にお

ける教育相談の中核的な語義（機能・役割）は，カウンセリング。しかも狭義のカウンセリング

の中の適応問題に対する治療的カウンセリング。それも個別面接中心のカウンセリングから構成

されてきたといってよい」としている 16）。この定義によれば教育相談は，すなわち狭義のカウン

セリングであることになる。

　また，1990年に設立され日本学術会議の協力学術研究団体として登録されている日本学校教

育相談学会は，学会として「学校教育相談」を定義し「教師が児童生徒最優先の姿勢に徹し，児

童生徒の健全な成長・発達を目指し，的確に指導・支援すること」としている。またこの概念規

定は，①どのような姿勢で，②何を目指し，③どのように指導・支援するかという学校教育相談

の三要素が凝縮されているとしている 17）。「最優先」「徹し」「健全な」「的確に」等の操作的定義

が困難な語を多用していることが特徴であり，その内容には解釈による幅，あるいはずれが生じ

る可能性があるといえる。

　上記の 2つの教育相談の定義には，大きな相違がある。一例をあげたが，心理学者及び心理学

関係機関による教育相談の定義には，かなりの相違と幅がある。

⑶　教育相談の概念規定に関する現状の問題

　以上，第 1項と第 2項で文部科学省による定義と，心理学領域の定義を概観した。文部科学省

（含む旧・文部省）の定義にはブレはないが，社会の変化と，その要請に伴って定義の変更がお

こなわれてきている。しかし心理学領域での定義には，多様性がある。その理由として，教育相

談という語が文教用語であるにも関わらず，文部科学省によって明確な定義をされていないこと

が，その大きな原因と考えられる。さらにいえば心理学領域の定義には定義者の臨床経験知が反

映されていることが推測される。

　近年，文部科学省は「チームとしての学校」をキーワードとした取り組みを推進している 18）。

そのチームの中には，心理学領域の専門家が含まれることは間違いない。しかしこのチーム学校

での教育相談の取り組みの構想において，文部科学省の定義のたびかさなる変更とその範囲の曖

昧さと心理学領域の定義のズレ及び多様性のもと，それぞれが教育相談に異なった意味づけを

行っていては今後の教育相談の進展に問題を引き起こす危険性がある。このような状況にある現

在，30年前に増して教育相談の概念規定の明確化と異なる職能を持つメンバー間でのコンセン

サスの形成は，必要不可欠のものとなっていると考える。
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2．教育相談の方法に関する問題

⑴　教育相談の技法

　例えば，斎藤の指摘のように，30年前には，教育相談の専門的技法といえば，まちがいなく

ロジャース（Rogers, C.R.）をその創始者とする来談者中心療法が想起された 19）。そして課題を

抱えた生徒の増大によって教員には，教育相談を担当する必要性が増大し，その結果，各教育委

員会において教育相談に関する研修がクライエント中心カウンセリングを中心におこなわれてい

た。その一方で，関東を中心に行動療法的なアプローチも試みられた。しかし，教育現場では，

そのシステマティックな方法論が敬遠され，行動療法的なアプローチは衰退の道を歩み，教育現

場に行動療法の方法論が浸透するには至らなかった。そして 20世紀終盤に至って，来談者中心

療法の方法論と，その効果に関する批判が起こった。今日では来談者中心だけがカウンセリング

の技法でなくなっている。

⑵　カウンセリング・マインドの普及

　筆者らの先の研究の時期に教育界に導入されたのが「カウンセリング・マインド」という概念

である。大芦によれば「カウンセリング・マインド」は 1980年代頃から日本の教育界で盛んに

強調されるようになった和製英語で，その意味するところは必ずしも明確ではないが「教育相談

などの人間同士の関わり合いが大きな役割を示す場面で，相手の気持ちを大切にし，相手の立場

にたって感じ，考え，さらには相手の存在そのものを完全な形で肯定的に受け入れようという姿

勢をさす」とされている 20）。

　筆者が別のところで論じたように，学問研究を管轄する文部科学省は，ある特定の理論に根拠

を置くことによって，その理論に国家基準のお墨付きを与えることを避けるため，不偏不党の原

則を持っている 21）。これは学問的中立性の確保に関して，非常に意義のある方向性ではあるが，

その結果，文教用語として用いられる概念の学問的基盤が損なわれたり，失われたりする危険性

があることを指摘した。この「カウンセリング・マインド」も，ロジャースの来談者中心療法に，

その起源を持つと考えられるが，その点を明示しえないため多様な解釈を可能としてしまった。

しかし金原が指摘したように，文部省（当時）によるこの語の導入と強調の結果，今日，教員の

資質の一つとして「カウンセリング・マインド」が必要であることが，教育界の一般常識となっ

た 22）。この教育現場での「カウンセリング・マインド」概念の受容が，教育相談だけにとどまら

ず，講義中心の日本の旧来の注入主義的教育から，生徒の個性に応じた教育をおこなうという生

徒－教師間の双方向性を持ったコミュニケーションに基づく教育への方向転換のきっかけを作っ

たことはまちがいない。
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3．教師による教育相談の問題

⑴　教員の多忙の増大とその対策

　筆者らが先の調査研究をおこなった 30年前は，学習指導，生徒指導，特別活動，部活指導，

学校事務（一部）は，教師が果たすべき職務の範囲とされるのが当然の時代であった。しかし非

行の第 3の波のピークにあった当時，教員が生徒指導の消局面に忙殺され，本来の中心業務であ

るはずの学習指導に専念できない状況が，すでに発生していた。

　今日，この状況は改善されたのだろうか。高等学校教員に限定した集計ではないが，文部科学

省初等中等教育局初等中等教育企画課の資料によれば，昭和 41年，教諭の平均残業時間は，月

約 8時間であったが，平成 18年には約 42時間に大きく増加している 23）。また高等学校教員に関

する平成 28年の調査では，平日の学校での平均勤務時間は，10時間 46分と中学校教員（11時

間 32分）よりは短いものの 8時間を大きく超えた勤務となっている 24）。勤務時間の調査結果か

らだけでも，教員の大幅な多忙化の一端を知ることができる。

　このような状況の中，文部科学省は，近年「チーム学校」という新しいキーワードを頻繁に使

用するようになった。この「チーム学校」を実現するための 3つの視点として，①専門性に基づ

くチーム体制の構築，②学校のマネジメント機能の強化，③教職員一人一人が力を発揮できる環

境の整備があげられ，このうち①では「教員が，学校や子供たちの実態を踏まえ，学習指導や生

徒指導等に取り組むため，指導体制の充実が必要である。加えて，心理や福祉等の専門スタッフ

について，学校の職員として，職務内容等を明確化し，質の確保と配置の充実を進めるべきであ

る」とし，教員以外の専門職が学校内で位置づけられる方向性が示された 25）。

⑵　文部科学省による専門職としてのスクールカウンセラーの位置づけ

　文部科学省は，平成 7年度よりスクールカウンセラーに関する調査研究を開始した。これは決

して前項の教員の多忙の解消ではなく，いじめ，不登校等の問題行動の増加に対応するための施

策であった。初年度，高等学校への配置は 32校に過ぎなかったが，「スクールカウンセラー等活

用事業」として位置づけられて以降，平成 27年度現在，スクールカウンセラーは，1,686校に配

置され，大幅な拡充策がとられている 26）。

　平成 25年に制定された文部科学省「スクールカウンセラー等活用事業実施要領」（平成 29年

4月改訂版）によれば，スクールカウンセラー等の選考基準は，①公益財団法人日本臨床心理士

資格認定協会の認定に係る臨床心理士，②精神科医，③児童生徒の臨床心理に関して高度に専門

的な知識及び経験を有し，学校教育法第 1条に規定する大学の学長，副学長，学部長，教授，准

教授，講師（常時勤務をする者に限る）又は助教の職にある者又はあった者，④都道府県又は指

定都市が上記の各者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者とされている 27）。このように

スクールカウンセラーには，高い専門性を有することを求めている。しかし②～④の要件を満た

す者が，学校現場での継続的かつその専門性に比して，拘束時間に対して低額な謝金での勤務に
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参入してくれるかどうかという大きな問題がある。ゆえに実際上，スクールカウンセラーの中心

は，①の臨床心理士資格を持つ者が中心となると考えられる。この際，注意すべきは臨床心理士

資格の今後である。

⑶　専門職スクールカウンセラーの効果

　文部科学省は，平成 19年，スクールカウンセラー派遣校の学校長を対象とした調査をおこ

なった 28）。その中で今後の教育相談体制の充実の方向性として「スクールカウンセラーの配置又

は充実を図る」が 83.9％（中学校 66.8％），「学校内が一体となって取り組むことができるよう，

教員間の連携を強める。それにより，教育相談によって得られた情報等を教員間で共有する」が

75.0％（同 76.9％），「教育相談担当のような教育相談を中心になって進めるための者を置く」が

50.0％（同 45.0％），「教育相談主事（仮称）を中心とする教育相談部を生徒指導部と同様の位置

づけとして設置する」が 26.8％（同 28.9％），「スクールカウンセラー以外の外部の専門家との連

携を図る」が 17.9％（同 18.5％）であった。高等学校では「スクールカウンセラーの配置・充

実」が第一位であり，中学校の第一位「校内連携体制の確立」と順位が入れ替わっていることが

特徴的である。またスクールカウンセラーの勤務形態に関しては，「連日ではなく，週 2日又は

週 3日のように 1週間に複数日の勤務が望ましい」が 50.0％（中学校 49.3％），「勤務日数よりも，

1日当たりの勤務時間の拡大が望ましい」が 14.8％（同 6.9％），「連日の勤務が望ましい」が

13.0％（同 25.4％），「現状の勤務形態が概ね適当」が 11.1％（同 14.1％），「相談効果があまり見

られず，それほど必要性が感じられない」が 1.9％（同 0.2％）であった。勤務形態では高等学

校・中学校とも「週に複数日勤務」を求めているが，「現状の勤務形態が概ね適当」の％が低い

ことからみて，現状は，それより少ない勤務形態となっていることが推測される。

　また平成 17年の文部科学省資料によれば，スクールカウンセラーを派遣した学校と未派遣校

の学校内での暴力行為発生件数，不登校児童生徒数，いじめ発生件数について平成 13年度から

16年度の間の増減を調査したところ，学校内での暴力行為発生件数では派遣校マイナス 13.3％

（未派遣校 9.5％），不登校児童生徒数では派遣校マイナス 14.8％（未派遣校 11.1％），いじめ発生

件数では派遣校マイナス 21.4％（未派遣校 14.8％）で，それぞれ派遣校の減少率が上回った 29）。

　上記の校長対象調査や問題行動への効果の調査結果を見るならば，スクールカウンセラーはよ

く機能しており，今後の拡充に向けた方策の検討が必要であるとの見解になる。ただしこの拡充

策を取る際に考慮すべき事項がいくつかある。それを以下に取り上げる。

⑷　スクールカウンセラー資格の今後

　平成 27年 9月 9日成立，9月 16日公布，平成 29年 9月 15日までに施行される公認心理師法

は「公認心理師の資格を定めて，その業務の適正を図り，もって国民の心の健康の保持増進に寄

与する」ことを目的とすることを第１条で規定している 30）。この法律に関する主務大臣として文

部科学大臣と厚生労働大臣が併記されている。主務大臣が公認心理師試験を実施するが，その受
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験資格として，①大学において主務大臣指定の心理学等に関する科目を修め，かつ，大学院にお

いて主務大臣指定の心理学等の科目を修めてその課程を修了した者等，②大学で主務大臣指定の

心理学等に関する科目を修め，卒業後一定期間の実務経験を積んだ者等，③主務大臣が①及び②

に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者とされ，現行の臨床心理士資格を踏襲

し，国家資格化した制度とされている。なお「既存の心理職資格者等に係る受験資格等について，

所要の経過措置を設ける」とされ現行の臨床心理士等に対する配慮がなされている（第 45条）。

　国家資格化された公認心理師は，スクールカウンセラーとして勤務してくれるのだろうか。公

認心理師が，病院やメンタルクリニック等の厚生労働省所管の施設での常勤での雇用を希望する

可能性は高い。スクールカウンセラーが，高度な専門職として社会的に認知され，それに見合っ

た地位と収入の保証が，今後，この制度の成否のカギを握っている。

　また現在，臨床心理士以外に，数々の心理関係の資格制度が存在することがスクールカウンセ

ラーの資格認定を複雑化し，その専門性の担保を困難にする危険性がある。例えば，筆者らの

30年前の調査研究当時，皆無であった心理に関わる資格制度に関していえば，日本心理学会が

まとめた「心理学関連資格一覧」では臨床心理士を含む 18の資格が記載されているのである 31）。

もしスクールカウンセラーの必要人数だけ，公認心理師の応募がなかった場合，残る 17の資格

を持った人材をスクールカウンセラーに準ずるものとして採用するのかどうかの判断が問われこ

とになるだろう。

4．高校生の相談意欲の問題

⑴　現在の高校生の意識

　筆者らの 30年前の調査研究では，高校生が多くの悩みを抱えているにもかかわらず，大人，

特に教師にそれを相談しようとせず，友人間で悩みの相談を行っている状況を明らかにした。こ

の状況が，今日どのような変化をしているのか，あるいはしていないのかを示す資料をいくつか

提示する。

　内閣府「平成 25年度　我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」は，日本，韓国，アメリ

カ，英国，ドイツ，フランス，スウェーデンの若者を対象に，若者の意識を調査している 32）。調

査対象が 13歳から 29歳に渡るため，明確に高校生の意識とだけはいえないが，高校生を含む，

わが国の青年の意識の特異性が明確に出ている。「自分に満足している」に関しては「そう思わ

ない」（54.2％）が「そう思う」（45.8％）を上回っており，否定が肯定を上回るのは 7カ国中，

わが国だけである。また「自分の考えをはっきり伝えられる」もわが国では，「そう思わない」

（52.0％）が「そう思う」（48.0％）を上回っており，これもわが国の青年だけである。

　この調査の結果を見ると，相対的にわが国の青年の自己評価の低さ，自信のなさ，悩みの多さ

を読み取ることができる。この傾向は 30年前と変わっていないといえる。さらにいえば 30年前

に比べ，わが国の経済状況は大きく下降した。この状況の中，高校生の将来に対する不安は，さ

らい大きくなっていることが推測される。
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　この件に関して，内閣府「平成 27年度　子ども白書」は，不安や悩みを抱えている高校生の

割合は平成 16（2004）年調査と比べ平成 21（2009）年調査では上昇していることを明らかにし

ている 33）。平成 21年度では，高校生の 84.9％（16年度 73.0％）が何らかの不安や悩みを抱えて

いる。不安や悩みの内容をみると，特に高校生で「勉強や進路」の割合が高い（高校生 75.5％，

小学生 38.7％，中学生 68,4％）。

⑵　悩みの相談相手

　前項で取り上げた内閣府「平成 25年度　我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」では，

青年の悩みの相談相手を尋ねている。その結果，わが国では，母（47.3％），友人（38.0％），父

（20.7％），きょうだい（17.5％），恋人（11.6％），配偶者（8.5％），先生（7.7％）であった。こ

の先生への相談比率は，同僚（7.2％），学校の先輩（5.5％），上役・先輩（3.7％），カウンセ

ラー・相談員（3.7％），祖父母・親類（2.8％），グループ等の仲間（2.1％）を上回っている。

　30年前の筆者らの研究で引用した総理府青少年対策本部「世界青年意識調査」第 2回（昭和

52年）第 3回（昭和 59年）では，父（第 2回 26.5％→第 3回 17.8％），母（第 2回 43.8％→第 3

回 35.7％），きょうだい（第 2回 18.4％→第 3回 15.4％），先生（第 2回 4.6％→第 3回 3.5％），

友人（第 2回 38.7％→第 3回 48.9％），学校の先輩（第 2回 5.7％→第 3回 6.2％）であった。こ

の結果から筆者らは，悩みの相談の際の青年の大人離れ，仲間内での解決策の模索という傾向を

論じた 34）。

　この二つの調査は，調査対象国及び調査手法が異なるが，時系列上の一定の比較は可能である。

そこで両調査を比べると，青年の大人離れの傾向が一段落したのではないかと考えられること，

また仲間同士での解決の方向が決して強まってはいないといえる結果である。特に注目したいの

が先生への相談比率である。平成 25年度調査では，友人の一部である学校の先輩やグループ等

の仲間を上回る 7.7％を示し，これは過去の 3.5％の倍以上の比率である。この高校教師への相談

比率のかなりの増加（3.5％→ 7.7％）の理由の一つとして，高校教員に「カウンセリング・マイ

ンド」が定着したことの成果であるという解釈が成り立つ。30年前には，理論的には相矛盾す

るかに見えた教授という職能と来談者中心の考え方は，わが国の教員の心の中では，両立できて

いるのではないだろうか。

各課題に関する今後の展望と課題

　本論文の「問題」で提示した 30年前の 4つの課題に対して，現状はどうあり，今後どのよう

に変化していくのか，または変化させていくべきなのかについて筆者らの見解を以下に述べる。

⑴　教育相談概念の曖昧さ

　現時点で，いまだ概念規定は明確ではない。さらに文部科学省ではこの間，社会的要請に応じ

る形で，その概念を変更してきている。そして教育相談に専門家である心理学関係者が参入した
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ことで，一層，概念規定に幅ができてしまった。この曖昧さが「チーム学校」として教育相談に

取り組む際の障壁となる危険性を持っている。早急に教育相談の概念に関して，関係者すべてに

納得できる概念を提示すべきである。ただこの概念規定は 30年前以上に困難なものになってい

るといえる。すなわち「チーム学校」として教育相談に取り組む場合，教員，スクールカウンセ

ラーに加え，新しくスクールソーシャルワーカーが加わることになる。虐待や貧困といった問題

の増加，重大化に対応するためには必須の役職であるといえるが，この参入によって，より教育

相談の範囲が広がる。このことを含めて教育相談という概念で，これらの機能を包括すべきなの

か，あるいは職能と担当者に応じて概念を分化させるべきかの岐路に立っているともいえよう。

⑵　教育の方法とカウンセリングの方法の相違

　この 30年間，教育現場に「カウンセリング・マインド」が浸透したことによって，教員が，

いわゆる来談者中心の立場をとることができるようになった。その成果として旧来の講義中心の

授業から，次期学習指導要領のキーワードである「主体的・対話的で深い学び」を実現するため

の方法としてのアクティブ・ラーニングを高等学校で取り入れる素地がすでにできている 35）。

「カウンセリング・マインド」を身に付けた教員が多数いる状況の中で，考慮すべきは，心理療

法の方法論の発展である。30年前にはその効果が絶対視された来談者中心療法の効果への疑問

が，その後，提出され，この間に新しい心理療法の技法が開発されてきた。一例をあげれば認知

行動療法である。これらの新しい技法は，専門的な訓練を受けなければ，実施できない。しかし

高等学校で日々の教育活動に忙殺されている教員にこれらの技術を身に付けるだけの研修を行う

ことは容易ではない。そこで受容と共感をカウンセリングであると考えている高等学校教員と新

しい技法を身に付けたスクールカウンセラーが出会う所で新たな軋轢が生じないかという危惧が

ある。

⑶　教師カウンセラーの問題点

　高等学校教員だけではなく，わが国の教員の多忙は，突出している。そしてわが国の児童生徒

の抱える問題も，量的に拡大し，その重篤さも増している。この状況の中で，教員が「カウンセ

リング・マインド」を身につけて教育相談の主たる担当者として活動することを求めるというの

は現実認識を欠いた方策である。ここで「チーム学校」としてそれぞれの構成員が，その主たる

職能を十分に果たせるような人員配置は必須のものとなってくる。筆者らはこの方向性には賛同

するが，危惧すべき点がある。それはスクールカウンセラーの職能の範囲である。

　文部科学省が平成 7年に「スクールカウンセラー活用事業」で「スクールカウンセラー」とい

う語を採用したのは，この領域で模範とする国であるアメリカ合衆国（以下，合衆国）のその制

度での名称を踏襲したと考えられる。しかし筆者が，別の場所で指摘したように合衆国における

スクールカウンセラーは生徒指導，進路指導の専門家である 36）。合衆国におけるスクールカウン

セラーの歴史では，職業教育との強い関連性が特徴としてあげられる。米国スクールカウンセ
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ラー協会（American School Counselor Association: ASCA 2003）も，ほぼ 100年前のスクールカ

ウンセラー発足当時は，職業相談員（vocational counselor）と呼ばれていたと明言している 37）。

現在，スクールカウンセラー養成のシステムは，州ごとに異なるが，多くの州で「カウンセリン

グと関連教育プログラム認定協議会（Counsil for Accreditation of Counseling and Related 

Educational Programs: CACREP）のスクールカウンセラー養成プログラムの評価基準に準拠し

ておこなわれている。この評価基準は，①人間の成長と発達，②援助関係，③職業発達，④個人

の評価，⑤集団過程とグループカウンセリング，⑥社会的・文化的基盤，⑦研究と評価，⑧専門

家としてのオリエンテーションの 8つの領域からなり，各養成課程の科目編成もこれに沿ってお

こなわれる。このことからも合衆国におけるスクールカウンセラーが生徒指導・進路指導の専門

家であることが明らかである。

　しかし文部科学省がスクールカウンセラーの任用条件としてあげている資格は，合衆国の制度

においては「スクールサイコロジスト」と呼ばれる職である。合衆国の公立学校では，授業を担

当する教諭（大学学部卒以上），生徒指導・進路指導を担当するスクールカウンセラー（修士課

程修了レベル），問題行動・心理的問題を担当するスクールサイコロジスト（博士課程修了学位

取得者レベル）が明確な分業をおこなっている。

　わが国の「スクールカウンセラー」はその資格要件から考えて生徒指導・進路指導を担当する

知識・技能を持ち合わせていないことは明らかである。ならばスクールカウンセラーの導入に

よって軽減される教員の職務は，ごく一部でしかないことになる。合衆国における授業を担当す

る教員と，生徒指導・進路指導を担当するスクールカウンセラーの分業は，学校の教育効果に対

し大きな成果をもたらすはずである。この方向の検討を切望する。

⑷　高校生の相談意欲

　今日，高校生だけに限らず，人間関係の希薄化が問題となっている。特に，対面での非言語的

要素を多く含むコミュニケーションの喪失が起こりつつある。それには ICTの発展が大きな影

響を与えている。この ICTの発展が人のコミュニケーション，さらにいえば人格形成にどのよ

うな影響を与えるかに関する研究は，いまだ端緒についたところである。

　このような状況の中，高校生は，30年前に明確に見られた「親しい友人」への相談をしなく

なってきている。そして，その相談も，対面ではなく，スマートフォンを介した短い言葉の断片

による相談である。それが教員への相談の比率の増加の一因となっている可能性は高い。この大

人への相談比率の増加は，喜ばしい傾向とはいえる。しかし 30年前の調査研究での解釈の裏返

しとして，現在の高校生は，大人よりも分かり合え，親しく，そして悩みを相談できる友人を喪

失しているのではないかという危惧がある。高校生の悩みの相談相手が，不特定・匿名のネット

住民や，人工知能であるという状況に直面しているという認識を教育関係者は持たなければなら

ない。このわずかに増加した教師への相談意欲を，どのように強め，生かしていくのかの方法論

と組織化が，これからの「チーム学校」に問われている。
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摘要：修辞格历来是中外修辞学研究的核心内容。本文尝试在认知语言学相关理论的指导下，

以比喻、对偶、移就类辞格为例，通过考察它们在不同语言中的表现，指出这些辞格不仅是语

言的组织方式，更是人类类比、对称象似、移情等认知模式在语言学领域的投射，它们普遍存

在于中外语言中，共性大于个性。共性我们称之为“原则”，其决定着辞格的基本结构方式；语

言的、文化的因素我们称之为“参数”，其导致中外辞格在具体表现形式上姿态各异。

关键词：修辞格；认知模式；共性

引言

已有研究表明，先秦诸子对修辞原则、文质关系、语境等问题的初步讨论，甚至比古希腊哲学

家更为细致 ；刘勰因为一部《文心雕龙》而被日本学者岛村抱月称赞为“中国修辞学的祖师”，乃

至有文献将之与亚里士多德齐名。但是直到宋代，我国第一部真正意义上的修辞学专著《文则》才

得以问世，比亚里士多德的《修辞学》晚了大约 1500 年。有观点认为这或许与“靠灵感而非逻辑，

重直觉而轻论证”�1）�的传统思维方式有关，汉民族倾向于从直觉出发，通过对事物的直接领悟来获

取概念，所以历史上我们的知识论体系未得到很好的发展。但是，利弊总如硬币的两面相伴相生，

这种认知世界的方式也使得我们在经验的描写方面硕果累累。

以修辞领域的辞格研究为例，亚里士多德的《修辞学》主要涉及到比喻，而先秦诸子的言论虽

散见于各处，但是已经讨论到了比喻、夸张、引用、对比、对偶、委婉、含蓄、反言等等，即使都

关注到的比喻，也比亚里士多德论述得更为细致。《文心雕龙》更进一步，除专章论述比喻、对偶、

夸张、引用等辞格之外，还涉及到拟声、复迭等修辞现象。《文则》则具体论述了比喻、对偶、倒

装、析字、引用、层递、复叠、重复、避复、答问、反语、排比等十余种修辞方法，不仅总结了各

种格式之特点，还论及辞格的多种体例，其中不少观点与现代修辞学相吻合，具有承上启下的作用。

1923 年，唐钺的《修辞格》吸收中外辞格研究之传统，论及 5 类 27 格，建立了我国第一个较

为全面的辞格系统，被视为“科学的修辞论的先声”。�2）�可以说，以此为基础，后世学者或增或删，

有细化有合并，从此开辟了以辞格为中心的研究道路。颇具代表性的如陈望道《修辞学发凡》（下

文简称《发凡》）中的辞格已增至 4类 38 格；至 90 年代，谭永祥《修辞新格》（增订本）补前人之

不足，新增辞格 30 种，贡献卓著；谭学纯等人编纂的《汉语修辞格大辞典》更是本着求新求全的

原则，收录辞格 287 种。但时至今日，我们以为，历史一直被传承，而从未被真正超越。

进入 21 世纪，面对新的社会生活和学术语境，国际学术平台上需要发出汉语修辞学界的声音。

于是，一方面，2007 年成立了世界汉语修辞学会，旨在团结世界各国和地区的专家学者积极投身
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汉语修辞研究；另一方面，国内学者也纷纷展开了对传统研究范式的反思：由表达转向接受，由描

写转向阐释，由微观转向宏观，由封闭转向对话等等，试图建立更加科学的、国际化的汉语修辞学。

这其中，最先被边缘化的大概就是曾经辉煌的“辞格中心论”了。我们发现，近十年来，辞格本体

研究方面的成果相对较少。代表性成果中很大一类为认知理论背景下的辞格形成动因探究，如刘大

为（2001，2004），张炼强（2010），李艳、孙琴（2011），孙毅、李乐（2013），霍四通（2014），

李晗蕾（2014）等；亦有个别从历时的维度进一步梳理汉语辞格发展历程的，如宗廷虎、李金苓

（2007），仝金钟（2010）等；还有从审美的视角切入来重新释读具体辞格美学效果的，如吴礼权

（2017）、宗廷虎（2017），宗廷虎、陈光磊（2017a，2017b）等。这些成果都为我们的研究提供了

很好的支撑。

我们注意到，也有不少研究热衷于从民族文化心理的角度出发，求解汉语辞格为何如此。这里

似乎存在一个误区，或者说有些问题一直大而化之、浮于表面。例如，谈到汉民族文化心理，高频

出现的定语莫非是“具象感性”“中庸和谐”“深沉含蓄”“辩证统一”“趋吉避凶”“尚雅避俗”等

等。且不说“辩证统一”“趋吉避凶”“尚雅避俗”是否可以打上汉民族思维特征的标签，单说因为

“具象感性”所以比喻辞格在汉语中举足轻重；因为“深沉含蓄”所以双关、婉曲显得很汉语，这

样的解释似乎并未触及问题的实质。试问，比喻在何种语言里不举足轻重呢？一语双关、委婉含蓄

的表达为汉语独有吗？因此，我们认为，以往此类研究过多地聚焦于辞格的具体表现，强调文化个

性，同时又未抓住真正的文化特征。对于不同语言中的辞格而言，它们确乎存在着不容忽视的认知

共性。因此，本文拟借助认知语言学相关理论，选取比喻、对偶、移就等几种常见辞格，考察它们

在中外语言中的共性与差异，并尝试探究其动因。不当之处，以就教于方家。

一、说说“比喻”

孔子说“能近取譬”；墨子认为比喻是“举他物而以明之也”；惠施说“以其知喻其所不知，而

使人知之”；�3）�《文心雕龙》指出“‘比’者，附也，……附理故‘比’例以生”；�4）�《文则》说“《易》

之有象，以尽其意，《诗》之有比，以达其情。文之作也，可无喻乎”；�5）�陈望道指出“思想的对象

同另外的事物有了类似点，说话和写文章时就用那另外的事物来比拟这思想的对象的，名叫譬

喻”；亚里士多德认为“巧妙的话语来自类比式隐喻和使事物活现的说法”；�6）�日本学者波多野完治

同样指出，“发现一个比喻就意味着发现从未被发现的两件事情之间的情感上的一致，从而向全社

会的思维方式引入一种新的看法”，�7）�等等。我们发现，古今中外的学者都在言说比喻，也都注意到

了事物之间可以依附、类比，而依附、类比的基础就是相似性，否则就是风马牛不相及，没有可比

性。

为何比喻如此普适？其实并不难解释。作为认识的主体，人类的终极目标就是认识世界。始于

自身，由近及远，由熟悉至陌生，这是认识世界的一般路径。同时，客观事物间又有着千丝万缕的

联系，认识世界，就是从自身出发，获得概念，认识关系。复杂的关系中，相同的、相似的那些总

是较易把握的，因此，无论何种类型的语言，无论在怎样的文化背景下，比喻都是会首先且大量存
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在的。究其原因，它不仅是一种辞格，更是一种认识世界的方式。海德格尔曾说“语言是人类存在

的家园”，那么，比喻就是园中一枝重要的花朵。

由此，我们可以将构成比喻的认知要素归纳为 A、B两种事物以及它们之间的相似点 R，R是构

造比喻的基础，存在于我们的思维过程中，外化为语言时常常省略，留给听读者去揣摩体味，有时

也会为了强调而说出。典型的比喻为明喻，会借助“象、似，如”这样的明显型喻词指出 A、B 间

相似点 R的存在，相应地，“A像 B一样（R）”就是比喻认知的原型结构式。如：

（1）残月像一片薄冰，飘在沁凉的夜色里。（舒婷《落叶》）

（2）她的笑似花儿一般灿烂。

比喻认知图式又可分化为若干非典型类型，分化的依据包括① A、B 的共现情况；②喻词的类

型及其有无；③ A、B 的数量等。《文则》论及 10 种比喻；唐松波等（1989）讨论的比喻类型多达

24 种；陈望道曾就明喻、暗喻、借喻的构成作了较为透彻的分析，但他认为也可省去明喻的喻词，

将本体和喻体配成对偶、排比等平行句法来体现相似关系，如：

（3）流丸止于瓯庾，流言止于知者。（《荀子·大略》）

我们认为明喻既为比喻的原型结构式，就应具有典型性和格式的稳固性，因此，例（3）我们

更倾向于陈骙的观点，“先比后证，上下相符”，称之为“对喻”。�8）�这里，我们选取 5 种运用较为广

泛的比喻对其结构方式做出描写。

比喻类型
A、B的共现 喻词

备注
A B 类型 隐现

明喻 现 现 明显型 现 原型结构式

暗喻 现 现 暗示型 现

借喻 隐 现 　　 隐

潜喻 现 隐 　　 隐

博喻 现 现 明显／暗示 现

究其实质，比喻是一种隐喻�9）�的认知模型，是人类共有的思维方式之一，在各类语言文化中普

遍存在。“A 像 B 一样（R）”是其原型结构式，又因具体构造的差异生成多种非典型类型，如暗喻、

借喻等等。由明喻始，这种相似关系甚至可以经过词汇化的过程，进入“概念系统而更深刻地左右

着我们认知世界的方式和思想结构”。�10）�如：

（4）上一节课的知识我还没有消化。

我们可能很少去思考例（4）中为什么是“消化”，但只要深究一下，就可以注意到该词一个义
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项的获得得益于比喻的认知方式，只是我们已经习焉不察了。

需要注意的是，同样的 A，在汉语中与 B 存在相似关系，而在英语、日语中可能会和 C、D 存

在相似关系，这种差异在宏观上取决于不同的文化背景，在微观上则取决于说写者的个人经验。

《文心雕龙》指出，“夫‘比’之为义，取类不常：或喻于声，或方于貌，或拟于心，或譬于

物”，�11）�愈是个性化的比喻愈加陌生化，在喻声、方貌、拟心、譬物的过程中愈发依赖于佐藤信夫

所言的“感觉”，通常会首选明喻来揭示这种相似关系。如：

（5）我怎么能把你比作夏天，你不比她更可爱更温婉。（莎士比亚十四行诗）

（6）�笔挺的小鼻子虽然单薄一些，但下面纤巧而抿紧的双唇，好像水蛭美丽的轮环，自如地

伸缩，柔滑细腻。（川端康成《雪国》）

例（5）意欲构造的比喻是“你像夏天一样温婉”，但结论是“你比夏天还要温婉”。为什么会

从“夏天”这一意象中提取出“温婉”的特征呢，为何我们熟知的夏天是“赤日炎炎似火烧”呢？

这是由于作者所处地理环境的差异而导致个人经验相左，是需要我们在解读时留意的文化个性问题。

例（6）中，常人是很难将“美女的嘴唇”与“水蛭”相提并论的，但是这里基于“A 如 B 一样 R”

的结构式，为解读提供了经验模型，听读者会去努力挖掘作者主观构建的相似点——“柔滑”。

其实与比喻类似的还有借代、比拟等辞格，它们都试图搭建起事物间的关系，王希杰将之归为

一类，认为体现了“语言的联系美”。这种联系有时是客观存在，有时是主观创造。个性让表达与

众不同，共性是理解的前提和基础，中外同类辞格虽闪耀着不同民族、不同言说者的智慧之光，但

也存在着不容忽视的认知共性。

二、说说“对偶”

墨子说“侔也者，比辞而俱行也”，�12）�首开对偶讨论之先河。《文心雕龙》记载，“造化赋形，

支体必双，神理为用，事不孤立。夫心生文辞，运裁百虑，高下相须，自然成对”，�13）�今日读来，

不禁深深折服于古人思维的深邃。刘勰由人类自身出发，指出天生的四肢一定成双，可见客观事物

不是孤立的，及至创作文辞，则高低上下相互配合，自然构成对偶。之后的《文则》、《发凡》论及

对偶均较为简要；张弓（1962）、唐松波等（1989）将对偶划归为布置类辞格，并进一步细化为正

对、反对、串对等 10 小类。我们认为，这些研究对于对偶本质的认识均未出《文心雕龙》之右。

作为距今约 1500 年的著作，由人体的对称谈到语言的对偶，或许经历了这样几个步骤：人类通过

感觉器官感知到客观事物的对称关系，并在人脑中抽象为概念框架，该框架可以投射到语言领域，

参与语言结构的建构。而这与千年后认知语言学的“对称象似性”理论不谋而合。认知语言学指出，

“在概念上具有同等重要性和并列关系的信息在表达上具有对称性”，�14）�相应地，对称性的意象图式

可以用来组织相同的、相似的信息结构，对偶表达就是其中之一。

所以，我们的观点是，对偶是人类“对称象似性”的认知模式在语言领域的投射，它同样不仅

是一种修辞格，更是一种组织经验的结构方式，这种经验结构统帅着不同语言中各种对偶辞格的具
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体表现。如：

（7）碧毯线头抽早稻，青罗裙带展新蒲。（白居易《春题湖上》）

（8）�我们可以不美丽，但我们健康。我们可以不伟大，但我们庄严。我们可以不完满，但我

们努力。我们可以不永恒，但我们真诚。（毕淑敏《精神的三间小屋》）

（9）Out�of�sight,out�of�mind.（眼不见，心不烦。）

（10）�It�was�the�spring�of�hope,and�it�was�the�winter�of�despair.( 这是充满希望的

春天，也是令人绝望的冬天。)

（11）青い空は辉く、白い云は流れる。(碧空闪耀，白云飘浮。)

（12）楽しみの一年は短くて，苦の一日は长い。（欢乐一年短，苦恼一日长。）

例（7）属于严对，字数相等，结构一致，词性一致，平仄相谐，不用重复字。因为古代格律

诗的推动作用，这类对偶用例较多，属于汉族文化观念中对偶表达的典型格式。但是，发展至今，

为了运用更加灵活方便，现代汉语中多为例（8）这样的宽式对偶。受到语言类型的影响，例

（9）—（12）也与例（8）相似，只求字数相近、结构相似、意义互相关联就可。因此，我们认为，

严式对偶可以看做是民族的，宽式对偶更多地体现为世界的。

推而广之，排比、回环等辞格中也隐含着此种对称的概念框架。排比自无需多说，因为对偶中

的“鼎足对”本身就是三句一组的形式，如：

（13）�云收雨过波添，楼高水冷瓜甜，绿树阴垂画檐。纱厨藤簟，玉人罗扇轻缣。（白朴《越

调·天净沙·夏》）

以回环为例，如：

（14）客上天然居，居然天上客。

（15）�远远的街灯明了，好像闪着无数的明星。天上的明星现了，好像点着无数的街灯。（郭

沫若《天上的街市》）

（16）Better�to�know�everything�of�something�than�something�of�everything.�

这种形式上的蝉联往复也具有对称象似性，或者说是基于对称而营造出的一种镜像效果，在汉

英语言中都可以见到。不同的是，汉语属于孤立语，因此可以达到如例（14）般的严式回环即回文

的效果，而英语则只能做到宽式的回环。同时，二者在语素层面或者说字母层面也可以构成回环，

如汉语中“动机、蜜蜂、科学”等词可以看做是回环词，因为正序反序都可成词，虽语义不一；而

英语中亦有此例，如“refer、poop、noon、level”等。但与句法层面的回环不同，这些所谓的

“回环词”没有积极修辞的价值。综上，不同语言中的回环也具有认知共性，但具体组织形式存在

差异。
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三、说说“移就”

学者们对移就的认知并不统一，有时提及移就包括移情和降用，有时又将移就和移情分开讨论。

我们采用《发凡》的观点，认为移就即通常所言的移情，“遇有甲乙两个印象连在一起时，作者就

把原属甲印象的性状移属于乙印象的，名叫移就辞”。�15）�移就的路径可以是移人情于物，也可以是

移物状于人，不过前者占比较多。宗廷虎等认为，这种将人的感情投射在客观对象身上的用例应该

始自陶渊明。进入唐代，借力唐诗中大量托物言志、借物抒情的创作手法，诗人寄情于客观事物，

移就辞格逐渐发展成熟，并沿用至今。如：

（17）羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。（陶渊明《归园田居·其一》）

（18）平林漠漠烟如织，寒山一带伤心碧。（李白《菩萨蛮》）

（19）自春来，惨绿愁红，芳心是事可可。（柳永《定风波》）

（20）�明天早上，辛楣和李梅亭吃几颗疲乏的花生米，灌半壶冷淡的茶，同出门找本地教育机

关去了。（钱钟书《围城》）

例（17）中“羁鸟”的表层意思是“笼中之鸟”，但同时也是诗人带着自己身处官场、备感羁

绊的同理心去反观笼中之鸟而得出的主观印象。例（18）中，“伤心碧”虽也有一说是“极甚之辞”，

但此处理解为“使人伤感的翠绿色”似乎更加贴合原诗主旨。寒山本无情，不过是“以我心来观外

物，故物皆着我之色”罢了，通过这一变异搭配，将凭栏远眺的思妇之愁绪转移至满山的树木，物

我合一，惺惺相惜。

英语中也不乏移就的例子，如：

（21）Mary�stared�at�him�in�trembling�silence.（玛丽盯着他，沉浸在颤抖的静默里。）

（22）I�had�a�lazy�morning.( 我度过了一个慵懒的早晨。)

例（21）中，“静默”是不会“颤抖”的，是作者将玛丽的愤怒移情于客观气氛了。此句可以

改写为“Mary�stared�at�him�silently，trembling”，即“玛丽一言不发地盯着他，浑身颤抖”，

显然，表达效果就会打折，愤怒之人颤抖不足为奇，但愤怒到极点，这种情绪甚至感染到周围无生

命的空气，这样的描写就异常具有张力。

认知语言学指出，每种语言都带有主观性（subjectivity），即语言中会留下说话人个人的印

记，包括感情、态度、立场、视角等，它体现在词类、句法等方方面面。我们认为，不同语言中的

移就辞格正是对语言主观性的一种实践。它基于认识主体与客体的互动，移人情于物，或是状物态

于人，既是感情主体的变换，也是叙述视角的变换，通过超常组合将主客体完美统一在一个审美语

境中，最大化地渲染某种情绪或表现某种性状。

语言的主观性是有等级的，相对而言，汉语的主观性较强。因此，汉语移就格多表现为“定语
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+ 中心语”“状语 + 中心语”的格式，所移之情、之态与中心语紧密结合，说明移的自然、彻底，

在说写者那里物我已然融为一体。而英语中，移就除“定语 + 中心语”的格式，如前例（21）、

（22）所示之外，也有其他类型，如：

（23）The�grapes�of�wrath.（愤怒的葡萄。）

（24）�He�insisted�that�our�assumptions�were�all�wet.�（他坚持认为我们的假设完全错

误。）�16）

例（23）采用了“中心语 +of+ 定语”的格式，例（24）则为“中心语 +be 动词 + 谓语”的格

式，这与汉语有很大不同。所以可将“定语 /状语 +中心语”的结构看作移就格的原型结构式，它

在主观性较强的汉语中大量存在。

霍四通（2014）研究比拟时提出“移情比拟”的观点，认为“移情类”比拟句产生的前提是我

们自己的感觉。并进一步指出自《离骚》《天问》开始，古代诗词中常有质问自然界中无生命客体

的写法。如：

（25）明月几时有，把酒问青天。（苏轼《水调歌头·中秋》）

此例中的“问天”为极度感伤下的质问，是为了渲染质问者的情绪。这一研究同样为语言的主

观性特征作出了很好的注解，移情是基于认知共性和语言共性的普遍存在。

四、结语

我们常说，“人同此心，心同此理，人的认知心理不仅古今相通，而且中外相通”。�17）�基于相通

的心理基础，不同语言中的辞格存在着不容忽视的认知共性。借用乔姆斯基理论中“原则”与“参

数”两个术语，这些共性就是辞格形成的“原则”，决定着辞格的基本结构方式；而中外辞格的殊

相，更多的是语言自身以及民族文化的差异造成的，这些语言的、文化的因素可以看做是“参数”，

它们使相似的辞格在不同的语言中姿态各异。

谭学纯认为，修辞的研究要走出技巧论，但走出技巧不等同于抛弃技巧，而是要找到技巧的深

层结构。在今后辞格研究的道路上，我们应该不迷其所异，更应该不失其所同，开展不同语种间辞

格的比较研究，将关注的重点更多地放在共性的考察上，这样不仅能够深化对于辞格本质的认识，

而且有利于得出辞格形成的普遍规律。
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〈Summary〉
  This article is a Japanese translation of The Armies of Europe & Asia: Embracing Official 
Reports on the Armies of Japan, China, India, Persia, Italy, Russia, Austria, Germany, France, 

and England (Portsmouth: Griffin & Co., 1878, by Emory Upton), pp. 1-12. In this part of the 

book, entitled, Army of Japan, Upton introduced and examined various aspects of the imperial 

army of Japan as follows: military institutions (the military academy, the school for non-com-

missioned officers, and the school of musketry and gymnastics), the organization of the army 

of Japan in 1875, (the War Department, the roles of the general officers, the Adjutant-General’s 

Department, the organization of the army, and infantry), and other key matters. It is profoundly 

interesting for Japanese to learn about the imperial army early in the Meiji period from the 

viewpoint of the foremost theoretician of U.S. army professionalism, Emory Upton. He was 

sent on a world tour in 1875 to report on the state of the art of war, and he stayed in Japan from 

August 26th to September 23rd, 1875.

日本の陸軍

　日本の陸軍への近代的な軍事思想の導入は，1867年に始まっている。この当時，フランス皇

帝ナポレオン三世は，大君［訳者注：徳川将軍のこと］の懇願にもとづき，軍事顧問団を日本へ

派遣した。同顧問団の構成は次のとおりである。

司令官の参謀大尉 1名

工兵大尉 1名

砲兵大尉 1名

歩兵中尉 2名

騎兵中尉 1名，および

下士官 15名

　この顧問団の目的は，相異なる各兵科の戦術や規則を日本陸軍に教えることであった。しかし

その仕事をほとんど始められないまま，1868年の革命［明治維新のこと］の結果，フランス顧

問団は本国に召還されたのである。
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アメリカの陸軍将校が見た明治初期の日本陸軍
― エモリー・アプトン Emory Upton（1839-1881）著報告集

『欧亜の陸軍　The Armies of Europe & Asia』（Portsmouth: Griffin & Co., 1878）邦訳 ―

布　施　将　夫



　明治維新の主な目的は，大君によって数世紀もの間，簒奪されてきた世俗権力を帝（ミカド）

に返還することであった。維新の副次的な目的だが，先の目的とほとんど変わらないほど重要な

目的は，外国人の排除であった。彼らの傲慢な態度が耐え難いものになり，その影響力は，政府

の復古的な信念にとって破壊的だと見なされたからである。

　しかしながら，帝の新政府も外国人と接触し始めるとすぐに，大君の政府［徳川幕府のこと］

と同様，軍事組織や軍事訓練の重要性に気づいた。下関の砲台の射程範囲内では手強い戦闘力を

示した長州の兵士は，諸外国海軍［四国艦隊のこと］の強力さについて語ったし，江戸や横浜の

外国陸軍は，近代的な陸軍のすぐれた技能や規律を実証したからである。

　退位した大君の都に王権の創設を望んだ帝は，その理念を支援した大名らの同意を得て，1871

年に行政命令を発布した。この命令が，帝国陸軍を出現させたのである。

　同行政命令の条項にもとづき，薩摩藩主は，歩兵 4個大隊と砲兵 2個大隊を募集して帝に譲渡

した。長州藩主も歩兵 3個大隊を献兵し，土佐藩主は歩兵 2個大隊と砲兵 2個大隊，騎兵 2個大

隊を献兵した。

　これらの軍隊［親兵のこと。御親兵ともいう］に，他の大名も自藩からの派遣団を加えること

に同意した。このような軍隊は，江戸にとどまるよう命じられ，そこで国民軍の中心を構成する

こととなる。

　この軍隊を編成し，訓練するため，外国の援助がふたたび切望された。

　帝の申請にもとづいてフランスの皇帝は 2つ目の軍事顧問団を任命し 1），同顧問団は 1872年

に日本に到着した。

　この第 2次フランス顧問団の構成は以下のとおりである。

司令官の中佐 1名

工兵大尉 2名

砲兵大尉 2名

歩兵大尉 2名

砲兵中尉 1名

歩兵中尉 1名

騎兵中尉 1名

工兵の補給部付き軍曹 1名

武器の製造を監督する武器監督 1名，および

全兵科の下士官 15名

　この軍事顧問団の目的は，日本の軍隊を再編し，教育することであった。加えて，日本の軍隊

をしっかりした近代化の基礎に載せるのに必要な軍の制度を設立することもその目的であった。

　フランス陸軍をモデルとして採用した同顧問団は，1872年 7月にその仕事を開始した。
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　彼らの最初の仕事は，フランス軍の規則や戦術を日本語に翻訳させることであった。その間に

通訳の力を借りて，理論的な教育や実践的な教育が，江戸で以下の諸隊に与えられた。

近衛兵の 2個連隊［1872年 3月に親兵を近衛兵と改称］

近衛兵の 1個騎兵大隊

近衛兵の 2個砲兵中隊，および

1個工兵大隊

　これに加え，近衛兵と同じ教育を受けるため，正規軍［各地の鎮台のことと考えられる］の歩

兵数個大隊や砲兵数個中隊，騎兵数個大隊が，江戸に毎年派遣されることとなる。

　将校や下士官はしばしば集められ，戦術の原則や軍隊の規律を教えこまれた。作戦行動中の軍

務を説明し，大軍の機動を教えるため，教育キャンプが毎年設置された。また射撃訓練も，歩兵

と砲兵に仕込まれている。

　フランス人将校の任務が指揮ではなく教育であったので，日本人将校は，自分の大隊や中隊の

指揮権を保持した。そして練兵場で彼ら日本人将校は，実行を求められる部隊の機動を，通訳を

つうじて学んだのである。

陸軍の学校制度

　フランスの軍事顧問団は，次のような学校を，江戸ですでに設けていた。

将校任官用の陸軍士官学校

下士官任官用の学校

小銃射撃や体操のための学校

獣医学の学校

応用工学の学校

　フランス軍事顧問団は，江戸に武器庫も開設し，王子にはガラス工場を設置した。そして江戸

の近郊には，新馬の補充所や砲兵のための多角形の実習学校を創設した。

陸軍士官学校

　日本の陸軍士官学校の目的は，モデルとして採用されたわが国［合衆国］のウエスト・ポイン

ト陸軍士官学校と同様 2），工兵をはじめとするあらゆる兵科の将校教育をおこなうことである。

　競争試験によって集められる入学者の数は，毎年約 150人になるが，このうち約 140人が毎年

卒業する。

　特殊な兵科として見なされる工兵や砲兵，騎兵の教科課程は 3年間であり，歩兵のそれは 2年
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間である。

　最初の 2年間の実用的な教育は，主として歩兵用に限定されており，この期間が終わると歩兵

将校に任命された生徒は，それぞれの連隊におもむく。一方，工兵や砲兵，騎兵の将校に任官希

望の学生は，もう 1年間学校に残り，希望兵科の特質に習熟することになる。

　教科課程には，以下のものが含まれる。

製図　　物理学

フランス語　　戦術

数学　　砲術

築城術

　教育方式は，まず講義がなされ，その後に質問が続くタイプで，これはヨーロッパ大陸のあら

ゆる軍学校でなされているものと同じ方式である。ここの教授陣は日本人で，彼らはフランス人

の将校か教授から教育を受けてきた人々である。

　士官候補生の給料は，（配給品の）衣類や食糧に加え，1ヶ月当たり約 3ドルである 3）。

　1873年から 1875年の間に建設された陸軍士官学校の建物は，事務所や兵舎，大食堂，乗馬

ホール，研究所からなり，これらの建物は，練兵場として使われる広い中庭を囲んでいる。新政

府のエネルギーと陸軍士官学校の価値に対する新政府の高い評価は，これらの建築物の大きさや，

それらが建てられた素晴らしい速さに示されている。

　後者の例，すなわち建設の迅速さの例として，次のものがあげられる。1875年の春に焼失し

たほとんど 300フィート［約 90メートル］もの長さのある建物は，同年 7月までに再建され，

ほぼいつでも使用できる状態になったのである。

下士官学校

　この下士官学校の目的は，あらゆる兵科の下士官教育をおこなうことである。歩兵の下士官に

なるための課程は 18ヶ月間であり，砲兵や騎兵，工兵の下士官になるための課程は 2年間である。

　毎年，300人から 500人ほどの生徒が下士官として卒業する。卒業の際に彼らは，以後 7年間

は軍務に服することを求められ，各自の技量にしたがって，伍長や軍曹の階級を受領する。なか

でも特にすぐれたものは，陸軍士官学校に士官候補生として送りこまれ，将校になるための勉強

をすることになる。

　教育課程には，理論的なものと実践的なものの両方がある。理論的なものには，各兵科共通の

部門や，各兵科に応じた戦術や規則が含まれる。実践的な教育のため，下士官は，歩兵 2個大隊

や砲兵 2個中隊，騎兵 1個大隊，工兵 2個中隊に編成される。

　教育は音楽家志望者にも施され，ラッパ手やラッパ卒の指導係になるべく訓練される。

　閲兵や大演習では，下士官の大隊や中隊は近衛兵や正規軍とともに参加し，移動や展開の正確
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さによって，普段受けている訓練の価値を示すことになる。

　下士官の給料は，（配給品の）衣類や食糧に加え，1ヶ月当たり約 1.5ドルである。

射撃・体操学校

　この射撃・体操学校の目的は，正確な小銃射撃を教え，陸軍における肉体的な鍛錬を増進する

ことである。この目的のため，現在軍務についているあらゆる連隊や部隊から同校へ，1名かそ

れ以上の将校や下士官が，毎年送りこまれてくる。ここでの課程を終えると彼らは原隊に戻り，

そこで教官として務めることになる。1875年に，同校の教育を受けている将校や下士官兵の人

数は以下のとおりであった。

大尉 21名

中尉 24名

少尉 26名

曹長 8名

軍曹 30名

伍長 32名

ラッパ手 40名

日本陸軍の組織，1875年

陸 軍 省

　陸軍省（首脳部）は，陸軍大臣［陸軍卿のこと］1名と，陸軍次官［陸軍大輔のこと］2名か

ら成り立つ。

　業務の迅速な処理のため，陸軍省は，以下のような各局と各課に分割されている。

第 1局－全 6課

 第 1課－公式文書や通信

 第 2課－募兵

 第 3課－参謀将校と軍学校

 第 4課－軍事裁判

 第 5課－収益と報告

 第 6課－翻訳

第 2局－全 5課

 第 1課－歩兵の人事

 第 2課－騎兵の人事
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 第 3課－軍馬の飼育

 第 4課－列車や補給物資の輸送

 第 5課－憲兵司令官

第 3局－全 2課

 第 1課－砲兵の人事

 第 2課－大砲や砲架，弾薬，その他の資材を購入し，製造するための砲兵の経費

第 4局－全 2課

 第 1課－工兵の人事

 第 2課－資材の経費

第 5局－全 9課

 第 1課－食糧と燃料

 第 2課－衣類や野営テント，要塞の備品

 第 3課－病院や（移動式）野戦病院

 第 4課－将兵の給与

 第 5課－第 5局の規則

 第 6課－第 5局の経費の訂正や会計監査

 第 7課－資材支出金の会計監査

 第 8課－次年度の費用見積りと恩給の支払い

 第 9課－陸軍省全体の総支出

第 6局

　この第 6局は，1875年にはまだ編成されていないが，蝦夷地［北海道の古称］の軍事

を監督する予定の部局である。編成されるまでの同局の任務は，第 1局の将校によって行

われる予定だ。

　また，陸軍大臣の通信に責任をもつ小さな部局も存在する。この部局は，少佐 2名と大

尉 3名からなるもので，彼らは，参謀将校と前線将校の両者から選抜されている。

　ところで，陸軍大臣は将官である。第 1局の局長は少将か准将のどちらかだろうが，第

2，3，4局の局長は准将である。第 5局の局長は監察官である。

　各局の局長補佐は大佐か中佐であり，各課の課長は少佐である。
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将　　官

　現存するのは，次のとおり。

大将 1名

少将 3名

准将 12名

　12名の准将のうち，3名は議会のメンバー［新政府の役人のこと］であり，もう 1名は法務次

官である。

軍 務 局

　この軍務局は，1876年でもまだ，十分には編成されていない。

　業務処理のため，同局は 7つの課に分割されている。

第 1課－通信に責任をもつ

第 2課－アジアに関する軍事情報や統計資料，地理情報を収集する

第 3課－アメリカやヨーロッパに関する前述の情報や資料を収集する

第 4課－戦史を研究し，叙述する

第 5課－地理

第 6課－地勢

第 7課－各種の記録の印刷や保存，翻訳

陸軍の編成

　1875年の日本陸軍で，平時編成のものと戦時編成のものは，以下の諸表に示されるように構

成されていた。

正 規 軍

兵科 部隊数
平時編成の
人数 4）

戦時編成の
人数 5）

平時編成人
数合計

戦時編成人
数合計 6）

歩兵 14個連隊，すなわち
42個大隊

640 960 26,880 40,320

騎兵 2個大隊 120 150 240 300

砲兵 9個大隊，すなわち
18個中隊

120 山砲 160
野砲 130

2,160 2,700

工兵 9個中隊
6個中隊

120
60

150
80

1,080
360

1,350
480
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沿岸防備
重砲兵

9個中隊 80 100 720 900

計 31,440 46,050

近 衛 兵

兵科 部隊数
各隊（大・中隊）
の隊員数

戦時編成を常に
維持

歩兵 2個連隊，つまり 4個大隊 672 2,688

騎兵 1個大隊 150 150

砲兵 1個大隊，つまり 2個中隊 130 260

工兵 1個中隊
1個中隊

150
80

150
80

計 3,328

総 兵 力

兵科 部隊数 平時編成の人数 戦時編成の人数
歩兵 16個連隊，つまり 46個大隊 29,568 43,008

騎兵 3個大隊 390 450

砲兵 10個大隊，つまり 20個中隊 2,420 2,960

工兵 10個中隊
7個中隊

1,230
440

1,500
560

沿岸防備
重砲兵

9個中隊 720 900

計 34,768 49,378

　1874年の日本の人口は 33,008,430人であったので，総人口に対する平時編成の軍人の比率を

言うと，1,000,000人分の 1,000人ということになる。

歩　　兵

　軍隊というものがどれほど完全にヨーロッパ化（つまり近代化）されているかは，歩兵の編成

から推測することができよう。

　1個連隊は 3個大隊からなり，各大隊は 4個中隊からなる。

　（連隊の）野戦将校と参謀将校の構成は，以下のとおりである。

大佐 1名，連隊長

少佐 3名，3個大隊の大隊長

大尉 1名，連隊副官
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中尉 3名，大隊副官

中尉 1名，連隊主計官

少尉 3名，大隊主計官

少佐 1名，連隊高級医官

大尉 3名，大隊の軍医

戦時になると各大隊は，軍医の人数を増やす。

中隊の構成は以下のとおり。

大尉 1名

中尉 2名

少尉 2名

上級曹長 1名

補給部付き軍曹 1名

軍曹 8名

伍長 16名

伍長代理 1名，そして

兵卒 160名

戦時になると兵卒の人数は，240人まで増やされる。

　以上のような歩兵と同様に，砲兵や騎兵，工兵，軍務局，補給の各部門，軍医団，そして軍用

列車にも，ヨーロッパ式の，というよりフランス式の組織の痕跡が残っている。

　祖国を守るため，あらゆる市民に武器をとる義務があると認識されていたため，兵役は，強制

的なものとされている。

　新兵は徴兵により召集され，3年間の入営期間が満了すると，彼らは予備役に入る。

　日本兵の身長は，5フィート 1インチから 5フィート 3インチまで［約 150センチメートル台

後半］である。

　糧食は主として米と魚であるが，肉も週に二回配給される。パンもまた糧食の一部となるが，

パンを製造する技術が不足しているため，兵士は，米の方をはるかに好んでいる。

　軍服は完全にヨーロッパ式である。夏用の軍服は白いズックで作られ，冬用の軍服は濃紺の布

地で作られる。

　歩兵は，スナイドル銃やエンフィールド・ライフル銃，そして，サーベル式の銃剣で武装して

いる。

　江戸の兵器廠では，前装式のマスケット銃が，アルビーニ型の後装銃へと迅速に改造されつつ

あった。

　兵舎は，きわめて頑丈で堂々とした建物である。江戸の近衛兵の兵舎は，何エーカーもある四

角い中庭を囲んでおり，その中庭はすべて，なめらかに砂利が敷かれている。各建造物には，1
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個連隊が丸ごと収容される。数個中隊は上の階に宿営し，下の階には，オフィスや食堂，図書閲

覧室，貯蔵室が入っている。清潔さを保つ国民的習慣は，温かい水に入浴したり冷水浴をしたり

するのに十分広い浴場設備によって奨励されている。

　病院も兵舎同様，その設備のあらゆる点で近代的である。営倉は明るくて風通しが良く，刑罰

が近代的な軍法に基づいて執行されているという形跡がある。高級将校の訪問があると，犯罪の

軽微な在監者は皆，釈放される。この恩恵は，われわれ海外からの訪問者が視察した場合，監禁

されていたたった一人の囚人に施された。

　日本は，古代文明から近代文明に突如移行したので，このことは後に，いまだかつてない歴史

上の奇跡となるだろう。この変化のなかでも，陸軍ほど目立つところはない。新政府は，旧体制

下の大名により自発的に提供されてきた訓練されていない群衆［藩軍のこと］のかわりに，国民

軍を用いる必要性を正しく認識した。それゆえ新政府は，数多くの戦闘の成功で有名な国民に支

援を求めたのである。

　この求めに応じ，抜群の世評をもち，陸軍大臣に対し責任を負う，傭兵ではない将校たちが，

その職務に任命された。

　フランス人将校団の熱意や知性，企て，およびその成功は，陸軍改革のためのあらゆる対策で

ねたみもなく彼らを支持した新政府の賢明さと同様，驚くべきことではなかった。どこに行こう

とわれわれは，彼らの技能の証を見た。たとえば，陸軍大臣により同席を寛大にも許された江戸

の閲兵式でわれわれは，近衛兵の 4個大隊や下士官の 2個大隊，騎兵 2個大隊が，称賛に値する

正確さで演習するのを拝見した。

　江戸から何百マイルも離れた琵琶湖や大阪でもわれわれは，フランス流の戦術が日本人将校に

よって，小戦闘や，連隊や大隊の学校にうまく適用されているのを目撃した。大阪の兵舎やガラ

ス工場では，江戸においてと同様の清潔さや秩序，組織が広く行き渡り，普及していた。

　しかしもし，日本陸軍が，フランス風の組織の痕跡をまちがいなく身につけるとすれば，日本

陸軍は，演習や訓練のなかにもフランス軍の思想の跡を同様にもつはずであろう。フランス軍で

はかつて，次のような（豪傑風の）姿が称賛された。兵士らはひどい身ごなしで，閲兵式や演習

では武器が揺れ動き，だらしない行進に陥ったように見えたのである。彼らの姿は，イギリス軍

やドイツ軍の兵士らの正確さや堅実さとはまったく対照的であった。

　しかしながら，最近修正された戦術では，兵士個々の自律性がますます求められる。そして，

これまでの経験が示すところによれば，そうした自律性は，軍隊にいる時の厳しい訓練と堅実さ

によってのみ開発されうるものだ。日本には欧米からの観戦武官がいるので，そうした堕落した

（フランス風の）慣行が，日本の軍事組織に根付かぬよう，彼ら観戦武官が新政府に注意を促す

ことが望まれる。

　ただし，その他のあらゆる点では，日本軍再編の進展は，賞賛できるものである。わずか 3年

以内に，軍事制度はすべて創設され，多くの建物が建てられた。また，この同じ 3年間は，あら

ゆる部隊や兵科の統一された教育システムを始めるのにも十分だったのである。これらの事実は，
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日本が，財政の窮迫にもかかわらず，自国陸軍に関して追求し続けている啓蒙政策の十分な証拠

である。

　すでに日本は，その（すぐれた）見通しの報酬を獲得してきている。1868年の時点では，砂

上に建てられた明治新政府の基礎は，現在，岩の上に落ち着きつつある。いくつかの暴動［たと

えば 1874年の佐賀の乱など］は，本格的な反乱に発展する前に迅速に鎮圧されてきた。その上，

台湾や朝鮮における軍事的成功［1874年の台湾出兵や 1875年の江華島事件など］は，次の推測

の根拠を提供している。その推測とは，日本が，国内の発展にもはや満足せず，世界史のなかで

重要な役割を担う運命にある，というものである。

解題

　ここに訳出してきたものは，Emory Upton, The Armies of Europe & Asia: Embracing Official 

Reports on the Armies of Japan, China, India, Persia, Italy, Russia, Austria, Germany, France, and 

England (Portsmouth: Griffin & Co., 1878), pp. 1‒12である。この書物はもちろん未邦訳だが，以

下では仮に『欧亜の陸軍』と記す。

　アメリカの陸軍将校 E・アプトン（職歴最高位，少将）は，1875年の夏から 1年半，世界各

国の陸軍を調査・研究するために視察旅行をし，研究結果をまとめた報告書を 1877年末に陸軍

省軍務局へ提出した 7）。翌 78年に『欧亜の陸軍』として出版されるこの報告書のなかでアプト

ンは，諸外国の軍事体系を順に紹介するものの，結論ではドイツの参謀システムを模範と見なす。

たとえば彼は，1870年の普仏戦争におけるプロシアのようにすぐれた「結果（results）を可能

にするため，われわれは自国のシステムを放棄すべきで，軍務局と監察局を統合すべきだ」と提

案した。アメリカの軍務局がプロシア式の参謀システムに発展しうる可能性を見いだしていた彼

は，監察局を統合した軍務局に人事課，情報課，戦史課という新しい三課を備えることも提案す

る。

　なお，当時のベルリンの大参謀本部には，人事を担当する中央局や情報局のほかに，鉄道課が

並置されていた 8）。この重要な鉄道課の代わりに，（ベルリンでは支部の一課にすぎない）戦史

課の導入を彼は勧めたことになる。戦争準備に関するアプトンの提案全体は，彼の支持者であっ

たウィリアム・シャーマン将軍でさえ「あまりにも急進的すぎる」と数年後に認めたほどのもの

であった 9）。だがそういうアプトンですら，みずから模範と見なしたドイツの参謀システムを変

形してまで鉄道課の設置をなおざりにした以上，軍事における鉄道の重要性はやや軽視していた

と考えられる。

　とはいえ，アメリカ陸軍正規軍の先見的な理論的改革派であったアプトンは，後世，高く評価

された。R・ブラウンによる「エモリー・アプトン将軍 ― 陸軍のマハン」（1953年）と S・ア

ンブローズの「エモリー・アプトンと『欧亜の陸軍』」（1964年），そして B・クーリングの「エ

モリー・アプトンの失われた章：覚え書き」（1973年）がそれである。いずれの論説も，アプト

ンのすぐれた著作の革命性と，それゆえに彼の改革案が当時の陸軍に受け容れられなかった悲運
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とを強調したものであった 10）。アプトン自身，自分の改革案をアメリカが軍事政策として採用し

ないだろうと考え，ひどく悲観的であった。その後彼は，『欧亜の陸軍』の次の著作となる『ア

メリカの軍事政策』の出版を待たず，1881年に自殺したのである 11）。このような最期が，彼の

悲劇性をいっそう助長したと考えられよう。

　『欧亜の陸軍』には，アプトンが日本滞在中に執筆した日記「日本からの手紙」が収録されて

いる。今後はこの部分も邦訳し，紹介してみたい。

注

1） ここに「フランスの皇帝」とあるが，ナポレオン三世は，1871年にはすでに退位している。
ゆえに，「フランスの政府」と記載した方がいっそう正確であったと考えられる。西野嘉章，
クリスティアン・ポラック編『日仏修好通商条約締結百五十周年記念特別展示　維新とフラン
ス ― 日仏学術交流の黎明』東京大学出版会，2009年，164頁参照。

2） 同上，174－ 175頁によると，フランスのサン＝シールの士官学校が，日本の士官学校のモデ
ルや手本になっていたとされる。アプトンの愛国心が垣間見えよう。

3） 1871年当時，1ドルは 1円に相当した。当時の大工の日当は 50銭，銭湯代は 1銭で，酒一斗
の代金が 1円であった。http://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000030573 

2017年 8月 25日アクセス。
4） 原文に説明はないが，歩兵・騎兵の場合，1個大隊の人数であり，砲兵・工兵・沿岸防備重砲
兵隊の場合，1個中隊の人数だと考えられる。

5） ここでも歩兵・騎兵の場合，1個大隊の人数であり，砲兵・工兵・沿岸防備重砲兵隊の場合，
1個中隊の人数だと考えられる。

6）砲兵の戦時編成は，山砲 12個中隊と野砲 6個中隊を含んだと考えられる。
7） E. Upton, The Armies of Europe & Asia: Embracing Official Reports on the Armies of Japan, China, 

India, Persia, Italy, Russia, Austria, Germany, France, and England, Portsmouth: Griffin & Co., 

1878, pp. iii-vii.　アプトンを中心とする手紙の紹介部分から。なお，同書の扉の著者紹介にも，
Major-General Upton,（少将アプトン）とある。

8）Ibid., pp.219-221, 319, 329-331. 

9） S. Skowronek, Building a New American State: The Expansion of National Administrative 

Capacities, 1877-1920, Cambridge: Cambridge UP, 1982, p.92.

10） R. C. Brown, “General Emory Upton- The Army’s Mahan,” Military Affairs, Vol. 17, No. 3 (1953), 

pp. 125-131. S. E. Ambrose, “Emory Upton and the Armies of Asia and Europe,” Military Affairs, 

Vol.28, No.1(1964), pp.27-32. B. F. Cooling, “The Missing Chapters of Emory Upton: A Note,” 

Military Affairs, Vol. 37, No. 1 (1973), p13f.

11） Paul A. C. Koistinen, Mobilizing for Modern War: The Political Economy of American Warfare, 

1865-1919, (Modern War Studies.) Lawrence: University Press of Kansas. 1997, p.69f.
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