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例会のお知らせ
◇ 6月 例会

日時 6月 3日 (日 )午後 1時半開場、 2時開会 府教育会館 3F蘭の間

報告 小林義孝 さん (会 員)「地域 と「戦争遺跡」の再検討」

① 「戦争遺跡」については 1994年 の伊藤厚史氏 「負の文化財」で分類整

理 されており、これが定説化 している.今 回の報告ではこの分類を再検討 し、

あらたな分類案を提起する。近代にお |す る軍事と戦争の痕跡は一様ではない。

各地域が戦争どのように 関わつたのかを明らかにする糧にできればと思 う。

②報告者が在住する大東市域の「戦争遺跡」を整理 し、この地域 と「戦争」

の関わりを整理する。③ ②に関連 して大阪の防空体制の構築の中で陸軍盾

津飛行場と大将飛行場 の建設の問題を整理 し、未発の軍都 となった大東の

住道の戦争の時代を考える。以上、二つの課題で地域 と「戦争」「戦争遺跡」

について、その方法と具体的な事例について報告する。

◇ 7月例会

日時 7月 16日 (日 )午後 1時半開場、2時開会 府教育会館 3F菊の間

報告 金子 昭 さん (天理大学おや さと研究所教授 )

1937(昭和 12)年 7月 に日中戦争が始まり10月 には国民精神総動員運動が提

唱されると、宗教教団も総力戦体制への協力を余儀なくされた。天理教も例外で

はなく、教信徒のマンパワーが国家への労働奉仕として動員されることになる。
二方、天理教は国家神道と抵触する教理を有していたため、それまでにも政府当

局の監視下にあったが、この時期に至ってついに教理の「革新」までを断行せざ

るを得なかつた。こうした苦境は 1945(昭和 20)8月 の日本の敗戦まで続くこと

になる。本研究会では戦時体制下の天理教について、『みちのとも』 (天理教の

機関誌)、 また『特高月報』 (内 務省)や『思想月報』 (司法省)な どを元にして

紹介し、天理教の時局対応が当初の自主的な協調から次第に強要された同調姿

勢へ と変容 していく状況を報告する。 会費は会員 400円 、非会員 500円
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4月例会報告  「ウクライナ情勢 とフランスー移民、難民の歴史か ら一」

報告 中條健志 さん (東海大学語学教育セ ンター講師)

2023年 4月 16日 (日 )於・府教育会館

1.は じめに

昨今のウクライナ情勢をめ ぐる報道では、フラン

ス大統領エマニュエル・ マクロンの姿をしばしば日

にす る。同 じ「西側」にいなが ら、アメ リカや ドイ

ツとは必ず しも同 じではないフランスの姿勢には、

同国 とウクライナ、ロシア、あるいは旧ソ連 とのあ

いだに築かれてきた独 自の歴史的背景がある。報告

では 「移民」 と「難民」をキーワー ドにウクライナ

情勢をとお して現代 フランスの一部を明 らかに した。 中條健志さん

2.ウ クライナ情勢 とマクロン

2022年 2月 24日 のウクライナ侵攻以降、欧米諸国の首脳たちはロシアにたいする

厳 しい態度を表明しているが、そのなかで、フランス大統領エマニュエル・マクロン

の立場は特徴的だといえる。たとえば、2022年 6月 28日 付『AFP BB News』 では、

ウォロディミル・ゼ レンスキー大統領がロシアを「テロ支援国家」に指定すべきだと

発言したことにたい し、「テロ」とい う表現は用いるべきではなく、ゼ レンスキーに

同意 しない考えをマクロンが表明したことが報 じられている。

また、2022年 12月 4日 付『 ロイター』では、終戦後にロシアの安全保障も考慮す
べきとマクロンがコメン トしたことにたいし、ウクライナのミハイロ・ポ ドリャク大

統領府顧間が 「ロシアからの安全保障を必要としているのは世界であり、その逆では

ない。」と批判 したことが伝えられている。なお、これについては、同国の ドミトロ

・ クレバ外相も「理解できない。」と反発 している (2022年 12月 10日 付『 日本経済

新聞』)。

ほかにも、「フランスの立場は、ロシアを完全に敗北させて崩壊させることではな
l′ 。`」、「今のロシアのシステムでは、プーチン (大統領)以外のいかなる (指導者の)

選択肢も良いとは思えない。」とい う発言 (2023年 2月 19日 付『朝 日新聞』)や、訪

中先で習近平国家主席にたいし「ロシアを理性的にし、すべての人を交渉のテーブル

に戻す うえで、あなたを頼 りにしている。」 と述べたこと (2023年 4月 7日 付『 BBC
NEWS JAPAN』)な ど、マクロンの「親 ロシア」的な態度は、しばしぼ批判の対象 と

なっている。一方で、マクロンのこうした立場を、本人の政治観のみから理解するこ

とは難 しい。とい うのも、そこにはマクロン、とい うよりもフランスとロシアとのあ

いだに長年にわたり築かれてきた歴史的、文化的な関係があるからである。

3.フ ランスにおけるロシア移民の歴史

3。1.前提

産業革命がすすむ列強の一員 となるべ く、ピョー トルー世 (1672‐ 1725)が ロシア

のコーロッパ化をすすめたことが、フランスにおけるロシア移民史のひとつの起点で

●
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ある。そこでは、貴族たちが 「ヨーロッパ風」の服を着た り、フランスをふ くむ西欧

に留学 した りすることが奨励 された。当時のコーロッパの国際語は、英語ではなくフ

ランス語であつた。

そこではまた、フランス革命 (1789年 )を逃れた貴族が ロシアに亡命 し、一部の

階層に限 られた現象ではあったが、両国のあいだに人び との行き来が生まれたことも

関係 している。 フランスにおける反革命の思想が、帝政 ロシア政府に受け入れ られた

のである。その結果、ロシアの支配者階級ではフランス語が用い られ るようにもなっ

た。ナポ レオン戦争 (1803‐ 1815)に よリフランス語や フランス文化の人気に夢 りが

み られた こともあつたが、フランスがロシアにとっての欧州の主要なパー トナー国 と

な り、この時期にその後の移民、難民受け入れの下地がつ くられたといえる。

3.2.ロ シア革命前

ロシア革命 (1917年 )ま での時期、 ヨーロッパの富裕層に人気の リゾー ト地であ

った南仏のコー ト・ダジュールに、帝政 ロシアの要人たちがしばしば足を運んでいた。

そこでは、ニコライー世皇后であったア レクサン ドラ 。フョー ドロヴナが滞在 し、ニ

ースにロシア正教会の教会を建設 した り (1856年 )、 療養 していたロシア大公のニコ

ライ・ ア レクサン ドロヴィチが同地で死亡 したさい (1865年 )、 記念 としてサン=ニ
コラ大聖堂がつ くられた りした 11912年 )。

3.3。 ロシア革命期

血の 日曜 日事件 (1905年 )を |ま じめとする、労働運動や革命運動にたいする弾圧

を逃れるため、人び とが移民 .難民、あるいは亡命者 として西欧に移住す るようにな

る。 こ うした現象 !ま ロシア革命 (1917年 )ま でつづいた。 フランスは移住者のお も

な受け入れ先 とな り、1930年 代には、国内各地に約 50の 労働者 コミュニティがつ く

られていた一―知識人層 |ま おもにパ リに集住一―。革命後のソ連政府は在外 ロシア人

の市民権を剥奪する措置をとるが (1921年 )、 ナ ンセン国際難民事務所 (1930‐ 1939)

によるナンセン・ バスポー トの発行により、かれ らの身分は保証 されたc

当時、フランス国内のロシア人はその大半が正教徒であつたが、ユダヤ教徒やイス

ラーム教徒、また、反 ソ連政府の共産主義者 もいた。かれ らは、1901年 に結社の自

由法がつ くられたフランスで結社 (団 体)を設立 し、同胞間の連帯を深めていく。そ

こでは慈善団体、図書館、政党、青年団などが創設 された一方で、在外 ロシア正教会

(1921‐)に よる、宗教をつ うじたコミュニティ強化もすすめられた。

3.4。 第二次世界大戦後

大戦後は、ソ連政府に批判的であった り、そこか ら迫害を受けていた りした人び と

の移住が展開され る。著名人を挙げると、フランスで知 られた人物 として、ジャーナ

リス トでテ レビ・ ラジオ司会者でもあつた レオン・ ジ トローネ (1914‐ 1995)、 小説家

のヴィク トル・ ネクラーソフ (1911‐ 1987)、 バ レエ・ ダンサーのル ドルフ・ ヌ レエフ

(1938‐ 1993)な どがいる。
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3.5.ソ 連崩壊後

1991年 12月 26日 の 「崩壊」以降、フランスヘの亡命者は激減 し、移住者の大半

は労働移民にお きかわる―一一部にはオ リガル ヒ (新富裕層、新興財閥)の投資家 も

いた一一。すなわち、ロシア移民がもつともフランスに移住 したのは、20世紀のは じ

め、とりわけロシア革命期であつた。

2019年時点でのフランスのロシア移民の総数は 53,532人 である一―総人口は 6739

万人一―。一方で、フランスの国籍制度は出生地主義であ り、フランスで生まれた者

には、 (一定の条件はあるものの)自 動的にフランス国籍が付与 され るため、ロシア

からの移住者の後裔たちを 「ロシア人」 と考えるならば、この数字 をおおきく上回る

ものになるとみ られ る。

4.フ ランスのロシア系文化人

以上の歴史的背景か ら、フランスには ロシア出身の、あるいはそこに出自をもつ文

化人が数多くいる。ほんの一例ではあるが、代表的な人物の名前を以下に挙げる。

カラン・ ダッシュ (1858‐ 1909):漫 画家、風刺家、ア レクサ ン ドル・ コジェー ヴ

(1902‐ 1968):哲学者、ウラジミール・ ジャンケ レヴィッチ (1903‐ 1985):哲 学者、

アンリ・ トロワイヤ (1911‐2007):小説家、モー リス・ ドリュオン (1918‐2009):小
説家、政治家、ア レハン ドロ・ ホ ドロフスキー (1929‐):映画監督、マーシャ 。メリ

ル (1940‐):俳優。コジェーヴの『無神論』 (2015年 、法政大学出版局)やジャンケ

レヴィッチの『泉々』 (2023年 、みすず書房)な どが出版 されていること、 ドリュオ

ンが『 パルチザンの歌』をフランス語に翻訳 していたこと、またホ ドロフスキーの映

画が公開されていることから、日本でもかれ らの作品や活動に触れることができる。

5。 まとめ

ロシアの侵攻以降、西欧各国はウクライナからの難民を受け入れているが、その中

心にいるのは周辺諸国である。たとえば、2022年 2月 24日 から 3月 20日 までに、

ポーラン ドが 233万 6799人 、ルーマニアが 60万 8986人、 ドイツが 23万 9千人の難

民を受け入れたが、フランスは 3万人であつた。この傾向はその後も変化していない。
マクロンーー 「フランス」と言いかえることができよう一一の対ロシア観の背景に

あるもののひとつに、仏露関係の歴史があることは疑いない。それほどまでに、フラ
ンスにおける「ロシア文化」の影響は大きいといえる。もちろん、こうした側面にく

わえ、経済的な要因も無視することができないが、両国のあいだに築かれてきた関係
が、ウクライナ情勢にたいするフランスの立場に反映されていると言えるだろう。今

後、フランスはウクライナ情勢にどうかかわっていくのだろうか ?ポ ーラン ドや ドイ
ツ、あるいは英米 と (ど の程度)異なるポジションをとりうるのか、注視 していくベ

きだろう。

当日の参カロ者は、報告者の他に、稲田 勉、高田カロ恵子、竹田芳則、松浦由美子、
林 耕二の 6名 でした。

(文責 。中條健志)
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5月 例会報告

「フイール ドワータ・

2023

1,新池ハニワエ場公園ヘ

高槻市教育委員会認定ボランテイアのガイ

ド佐伯一義 さんの案内で、参加者 10名 は最

初に 」R摂津富田駅前か らバスで新池ハニワ

エ場公園に行きま した。6世紀前半築造の今

城塚は、継体天皇陵 (正確 には大王)で ある

ことが学会で認められています。全長 190m、

二重の壕、周囲には 6000本の円筒埴輸が並

べ られていますcこ れ らのハニワを焼成 した

登窯 (の ぼりがま)が古墳近 くにあ ります。

5世紀から6世紀の間この場所でハニワが作られていました=写真①の 2基の窯を含

め 3基が古く5世紀ころ、その他は 6世紀の窯で計 18本 の登窯と作業小屋がありま

した。周辺には、粘土と水、燃料となる松林が豊富にありました。最盛期は 530年頃

で、今城塚古墳には多くの形象ハニワ (家 《写真②》、武人、巫女、動物などの形の

ハニワ)と 円筒埴輪 (円 筒形で古墳の埋葬地としての境界を示すもの)が作 られまし

た。登窯は朝鮮半島から伝来した技術で、1200度前後の高温で焼成でき、須恵器な

どの硬質の土器も製作されました。

2,今城塚古代歴史館ヘ

ハニワ公園か ら徒歩で今城塚古墳 と歴史館へ向かいまし

た。途中、闘鶏野 (つ げの)神社 と闘鶏山 (つ げやま)古
墳に立ち寄 りました。闘鶏山古墳は 4世紀前半の全長

86.4mの 前方後円墳です。継体大王の時代以前の三島の王

墓 と考えられます。石室に使用 されている石は吉野川流域

の石です。未盗掘の竪穴式石室から人骨、三角縁神獣鏡、

石製腕飾 り、本簡の一部などが発見 されま した。神社は氷

室 (ひ むろ)地 区の氏神神社です。

五月晴れの空の下、約 50分ほ ど歩いて、今城塚古墳 と

古代歴史館へ着きました。歴史館は 2011年にオープンし、

展示の中心は今城塚古墳の北側内堤で発掘 された形象ハニ

ワ群の展示です。約 190点 の形象ハニワが発掘で確認 され、

それ らは大王墓のハニフ祭祀場を示す全国に例のないも

②家形ハニワ (今城塚)のです。大王の宮廷をあらわす全国最大級の家形ハニワ (最

大のものは高さ 170 c m・ 写真②)、 武人、巫女(力士、イノシシや大、馬などの動

物、剣や盾、塀、太鼓など多様な実物のハニワが展示され、これらのレプリカが有田

焼で復元されて古墳現地に祭祀を復元するように配置されています (写真③④)。

今城塚古墳 を訪ね る」

年 5月 4日 (木 。祝)高槻市 。今城塚古墳周辺

C5世紀頃の登窯の前で

′
′

′
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3,今城塚古墳ヘ

(1)継体大王の真の陵墓

今城塚古墳は淀川流域最大級の前方後

円墳です。西向きの全長 190m、 総長約

350m、 総幅約 340mで二重の壕がありま

す。6世紀前半の古墳時代後期の古墳で

す。宮内庁は茨本市の大田茶臼山古墳 (5

世紀)を継体天皇 (大 王)陵 としていま

すが、円筒埴輪の年代測定により今城塚

古墳築造が 6世紀の頃 と確認 され、古墳が ③ハニワ祭祀場を復元 した古墳内堤上で

6世紀の頃に大王 となった継体大王の墓であることがあきらか となつています。その

ため全面的な発掘調査も見学もできる唯一の大王陵 となつています。

(2)大三陵のスケールを示す埴輪祭祀場 と石組み排水溝、阿蘇凝灰岩の石棺

今城塚古墳を特徴づけるもののひ とつが大王の祭祀儀礼 (葬送儀礼か ?)を再現 し

たものと考えられる多数の埴輪群か らなる埴輪祭祀場です。全国に例を見ない約 190

点以上の形象埴輸群が発掘 された位置に整然 と北を向いて並んでいます (写真④ )。

もうひ とつは、被葬者 を埋葬 した横穴式石室の排水溝 と思われる石組みの施設です。

後円部の中心にむかつて石組みのJF水溝 と思われる暗渠が確認 されま した。幅、高さ

とも約 30cmの 空洞が石を組んで作 られています。横穴式石室に必要 とされる施設で、

大王墓で横穴式石室を初めて取 り入れた古墳ではないか と考えられています。

一方で、5世紀の古墳時代中期の大型古墳で取 り入れ′られた造出 (つ くりだ し)(写
真⑤⑥)と いう大和政権伝統のかたちが 6世紀の今城塚古墳でも用いられているとこ

④埴輪祭祀場の埴輸群

ろは、排水溝を伴 う横穴式石室 とい う最

新の施設導入 とあわせて継体大王の政権

の特質を考えさせ る点ではないで しょう

か。また、出土した石棺破片の中でも阿

蘇のピンク凝灰岩が継体の石棺 と推定 さ

れます。熊本から瀬戸内海を舟運で運ば

れた石棺 こそ大王にふ さわしいもので

す。石棺破片は他に二上山白石、兵庫県

高砂の竜門石があ ります。

(3)造出 (つ くりだ し)

今城塚古墳には南北両方に造出 と呼ば

れる施設が築かれています (⑤写真の模型の古墳くびれ部の横に突きだしている方形
の部分と⑥写真 )。 4世紀後葉～ 5世紀の古墳時代中期に発達、一部 6世紀の古墳時

代後期にもみられます。方形の区画に埴輪を並べ、祭祀を行った場所と考えられます。

継体大王の居た時代は 6世紀で、その古墳に古い大和政権の伝統的な様式が採用され

たことは、仁徳の血統とは異なる出自である継体が前王朝の皇女を姿 り入 り婿 として

繊

一
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⑤今城塚古墳模型

即位 したことから、大和政権の伝統に配慮 した可能性が考えられます。

(4)戦国時代の砦 と地震の痕跡

今城塚の語源 と思われるのが、戦国時代に古墳が砦に利用されたとい う歴史です。

織 田信長 と三好長慶の戦い (摂 津攻め)の 際に、ここに砦が築かれた と推測 されてい

ます。また、墳丘前方部には 1596年 7月 13日 に起 こつた慶長伏見地震 (マ グニチュ

ー ド7.5)で崩れた痕跡 も残つています。
。・・佐伯 さんの名ガイ ドゴ苦労様で した。

4,継体政権成立を どう考 えるか ―記 0紀の記述 と各研究者の説について (補足 )

『 古事記』は 「継体天皇」の即位について 「仁徳天皇」の血統の 「武烈天皇」が亡

くな り継承者が絶えたので近江国から 「応神天皇」の 5世孫である哀本抒 (おお ど)

命 (継体)を迎え仁賢天皇の皇女手白髪 (た しらが)命 と婚姻 させ即位 させた と記 し

ています。『 日本書紀』はよりくわ しく、男大述 (お うど)天皇 (継体)の 父彦主人

(ひ こうし)王は近江国高島郡の 「三尾之別業 (な りどころ)」 (三尾の別邸)に 越前

国三国か ら垂仁天皇の子孫の振姫 (ふ りひめ)を迎え継体が生まれたが彦主人王が死

んだので振姫は継体を連れて越前に帰 り養育 した。その後、武烈天皇が死に継承者が

絶えたので大伴金村大連 (お おむ らじ)が越前国に男大述 (おお ど)王 (継体)を迎

えに行き樟葉宮 (枚方)で R「位、5年後に筒城 (つ つき)宮 (山 城 )、 12年後に弟国

宮 (お とくに 。山城 )、 20年後に磐余玉穂宮 (大和)で即位 したとしています。

主な研究者の議説

(1)直木孝次郎氏は、「仁徳」の血統 「武烈天皇」の死後大和朝廷が分裂 し、この

時起こった地方の動乱に乗 じて近江・尾張を地盤 とする継体が大和に侵入 し、大和勢

力を併せて皇位を継 ぎ新王朝を創始、その後分裂動揺の期間を経て 540年の欽明の統

一で安定期を迎えた としています。520年の磐井 との戦争は、磐井が第 2の継体をめ

ざして失敗 したとしています (『 日本古代の国家構造』)。 (2)岡田精司氏は、継体は

近江坂田郡に拠点を持っていた息長氏を出自とし、この見解はその後多くの研究者に

影響を与えました。息長氏は記紀の皇統譜 とも関係する氏族であり、一方で継体は琵

琶湖の湖上交通路の支配による経済力をもとに近畿北部、北陸、東海の地方豪族の連

筆可FIギIF干
⑥北側の造出の前で
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合を背景 としながら、「仁賢天皇」 (仁徳の血統)の皇女を妻とすることで入 り婿のか

たちで王位を継承したとしています (「継体天皇の出自とその背景」)。 (3)大橋信弥

氏は、継体の出自を息長氏とする岡田説は支持 しがたいとし、継体の父彦主人王の「別

業 (な りどころ、別邸)」 がある近江高島に越前三国の豪族の娘振姫を迎えて継体が

生まれ、越前との関係および継体の即位に豪族三尾氏の役割が極めて大きいとしてい

ます (『 日本古代国家の成立と息長氏』)。 (4)山尾幸久氏は、継体の出自を岡田氏と

同じく息長氏としゝ大和の中央豪族が継体を迎え入れることによつて、近江の鉄生産

体制を手に入れ、継体が代表する地方勢力 と経済力を吸収することによつて大和政権

の勢力基盤を畿外に拡大 しようとしたとしています (『 日本古代の国家形成』)。

(5)塚回義信氏は、継体は湖北地方 (坂 田郡)を本拠 とし、近江・越・尾張の諸豪

族と姻戚関係 (近江関係の后妃は 4名 )を結び、政治的にきわめて緊密な関係があつ

た。特に北近江の息長氏や二尾氏とは継体が擁立されるかなり以前の父祖の代から深

い関係があつたことが推測 されるとしています (『神功皇后伝説の研究』)。 (6)水谷

千秋氏は、継体が大和に入ることに抵抗 していたのは北葛城地方の葛城氏の残存勢力、

葦田宿爾系葛城氏と仁徳系王族の一部がむすんだ勢力であり、一方で葛城氏 とその同

族を除いた大伴、物部など大和の中央豪族の大半が継体を擁立して政権の立て直しを

はか り、葛城氏の没落 と入れ替わるように頭角を現してきた蘇我氏が重要な役割をは

たしたとしています。さらに、磐井を盟主とする九州北部 。中部の 「有明首長連合」

(柳沢一男氏)の 自立の動きに対 して大和政権側が危機感を抱き、中央豪族の再結東

と継体の即位を促 し、磐井の征討 =国 土統一戦争に勝利 し、大和政権の再編強化につ

ながったとしています (『謎の大王継体天皇』)。

当日の参加者は案内の佐伯一義氏の他に後藤福子、松浦由美子、高田加恵子、池田

みどり、高島千代、田崎公司、大沢鉄五郎、竹田芳則、林 耕二の 10名 でヒンた。

(文責・林 耕二)

5月 3日 憲法記念 日集会 (扇町公園)に参加 して

一かがやけ憲法・ 大軍拡増税Nd
いかそう 9条を !

稲垣久則 (会員・ 阪南市)

爽やかな 5月 の憲法記

念 日に集 う 5000A。 久

方ぶ りのデモ行進では

声を限 りに呼びかけました。「輝け憲法 !」 「大軍拡

・ 大増税 Nd いかそ う9条 !」 と。ビルの谷間に、

地下鉄連絡 口を通行 している市民に届 とばか りに。

少 し汗ばんだ頬に心地よい薫風が通 り過ぎました。

<*今 月は、紙数の都合で渡辺悼郎 さんの連載は、お休み します。>


