最優秀賞 ◎ 敗北を抱きしめ て 上 ｡下

あるアメリカ人が田本戦後史を描く

小棒

実(
31才)
松戸市

二〇〇 四年 にな って､多数 の写真 を追加収録 した増補版が出版 された ので改め て購入し､再読 した｡再読

ではあるが､そ の叙述 の美 しさに､そ の印象的な具体例 の引用に､そ の構成 の巧みさに､ 四年前 に読 み耽 っ

たときと同じく深 い感動を呼び起 こされる｡上下合わせ て八百貢超と いう大部 にもかかわらず､飽きる こと

がな い｡相も変わらず 私はジ ョン ･ダ ワIと いう歴史家 の腕 に抱きしめられたままな のだ ろう｡

﹃
敗北を抱 きしめ て﹄ と いう魅力的 な題名 の与 えられた本書 は､ 一九九九年 にアメリカ で原著が出版 され

るや､ビ ューリ ッツァ賞 やバ ンク ロフト賞など権威ある十を超える賞を獲得した｡我が国にお いても､翻訳

物 であるにもかかわらず ､大傍次郎論壇賞等 の受賞 と いう栄誉 に浴し ている｡初版刊行 の際 には様 々な媒体

の書評欄 で専門研究者 や著名文筆家 に取り上げ られ､そ のたびご とに委曲を尽くした絶賛 と い ってよ いほど

の評価を得 ている｡さ て､今更私が屋上屋を架す こともあ るま いにとも思うが､再読 し て少 し気 にな った こ
とがあ った ので今 キーボ ードを叩 いている｡

本書 は､天皇 による終戦 の詔勅が出された 一九 四五年 から､サ ンフラ ンシス コ平和条約 の締結 により日本

に国家主権が 回復す る 一九 五 一年ま でのおよそ六年 間を分析 の対象 とし ている｡ アメリカ流民主主義と いう

｢
天降 る贈り物｣ を手 にした日本人が､占領軍と手を携 え､ いかにし て日本 国憲法 に収欽す る戦後 日本 の礎

を築 き上げ た のか､ そ の複雑 なが らも豊 かな道行 きが ま る で目 の前 でスライドが練られ て いるか のど とく叙

述 され て いる｡文字 と写真が織 りなす この物語 の主 人公 は､特定 の個 人や権力者 ではな い｡そ こでは出征 し

た夫 の帰 国を待 つ農婦も､道ば た で拾 った シケ モクをふかす少年 も､戦中 の禁欲 から堰を切 ったよう に次 々

と作 品を送 り出す文筆家 も､法案 の策定 にあく せくす る政治家 も､ そし て地方 を巡幸 す る昭和天皇 すら､登
場 人物 とし て等価 な のであ る｡

しかしなが ら､ こう した日本 に対す る優 し い眼差 しとは対照的 に､祖 国 アメリカ に対す るそれはかなり厳

パ ンパ ン｣ を つう じ ての､ アメリカ兵 によ
し い｡ いく つか の事例 をあげ てみよう｡RAAと いう慰安所 や ｢

る日本 人女性 の探踊｡連合 国 の諸活動 に対す る極度 に過敏 な検閲制度｡極東 軍事裁判 と いう名 の､ 国際法 の

基準 を著 しく逸脱 した 一方的弾劾｡原子爆弾 の投下 のそ の情報 の隠 匿｡ そし て､中 国 におけ る共産党政府 の

成立 と朝鮮戦争 を受 け ての､ど 都合主義的 な反共政策 に起 因す る ｢
逆 コー ス｣｡ダ ワI は､ アメリカ本 国と

そ の出先機関 であ るGHQが主導 した様 々な対 日政策 は､結 局 のと ころ資本主義諸 国 の盟主 たろう とす るア

メリカ の国際戦略 の 一環 であり､ 日本 の民主化 と いう壮大 なる実験 の根底 には､戦前 と相 も変 わら ぬ劣位 の

アジ アを教化 しようと いう新植 民地主義的な発想が横 たわ って いる のではな いかと訪 しむ｡ 日本 を ｢
十 二歳

の少年｣ にたとえた マッカーサー の倣岸 は図らず もそ の表出 であり､ たとえ国家主権 を 回復 し ても 日本 はア

メリカ の ｢
保護 国｣ にすぎ な いと｡声高 に弾劾す る のではなく､ど ちら かと言 えば 淡 々とした記述 ではあ る

が､ 日本 人があまり にも生 き生 きと描 かれ て いるが ゆえ に､ アメリカ の態度が余計 に浮 かび 上が ってく る の
であ る｡

これはアメリカ人ダ ワ‑ による ｢
自虐史観｣な のだ ろう か｡ いず れも､愛国主義的 な アメリカ史叙述 にあ っ
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ては､おそらくタブーとされる事柄 であろう｡それをためらう ことなく告発し､多数 の読者 に突き つけ てい

る｡私は ここにダ ワI の良心を見る｡彼が取り上げ た事例は､ いず れも歴史学的 には (
少なくとも現段階 で

は )覆す こと のできな い事実 である｡仮 にそれが自ら のアイデ ンティティを損なうような事実 であ っても目

を背けることなく対時し､自ら の研究対象 の中 に組 み込む のが歴史家としての最低限 の責務 であるとするな

らば､ダ ワ‑はそれを見事 に果たしている｡私が歴史学 に携わる者とし て本書に感動するのは､冒頭に述 べ
た理由もさることながら､ダ ワ‑ の歴史家としてのこうした真筆な態度 にある｡

本書は､ダ ワ‑が私たちに手渡した ｢
天降 る贈り物｣ である｡受け取 った私たちは､六十年前 の父祖たち

がそうしたよう に､ この贈り物を十分 に岨噂 し て､自身 の中 に取り込ん でいかなければ ならな い､と思う｡

敗北 の記憶 に目を背けることなく､戦後を生き､戦後史を模索し続けることが､ この類 い希なるアメリカ人
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一九 四五年 八月､焦土と化した日本 に上陸した占領 軍兵士が そ こに見出した のは､驚くべき ことに､敗者
の卑 屈や憎 悪 ではなく､ 平和な世界と改革 への希望 に満ちた民衆 の姿だ った｡(
上巻 )
敗北を抱きしめなが ら､ 日本 の民衆が ｢
上から の革命｣ に力強く呼応したとき､改革 はす でに腐蝕し始 め
ていた｡身を寄せる天皇をかたく抱擁 し､憲法を骨抜きにし､戦後民主改革 の巻き戻しに道を つけ て､去 っ
た占領 軍｡(
下巻 )
新たに増補きれた多数 の図版と本文があ いま って､占領 下の複雑な 可能性 に満ちた空 間をヴ ィジ ュアルに
蘇らせた新版 ｡

敗北を抱きしめ て 上 ･
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研究者 に対する答礼 であろうか｡
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