日露戦争に見る日本の教科書
― 世界の教科書との比較 ―

平 間 洋 一（元防衛大学校教授）

情勢が戦争への拍車をかけた。
はじめに
革命の機運が高まり、『ロマー
「坂の上の雲」が放送され日
ノフども』と彼等の取り巻き連
露戦争への関心が高まり、当時
中にたいする民衆の憎悪を他に
日露戦争を世界の国々はどのよ
向けさせることが必要となった。
うに報道し、一世紀が過ぎた現
そこで、かねがね目の敵にされ
在、どのように評価しているの
ていたユダヤ人が対象に選ばれ
かを書いて、と頼まれ『世界は
た。一九〇三年四月、キシニョ
日 露 戦 争 をい か に 報じ た か 』
フで大々的に『ユダヤ人征伐』
（芙蓉書房出版）を五月に出版
が行われたが、予期した成果が
した。この本で現在の日露戦争
上がらず、別の対象を探さなけ
の評価を最も明確に示すのが教
ればならなくなった。そこへ、
科書と考え、終章で世界の国々
丁度よく日本人が舞い込んでき
が日露戦争をどのように教えて
た。日本人は『不信仰者』、非
いるかを、日本の教科書と比較
キリスト教徒、『邪教徒』であっ
し要約したのがこの一文である。 た。……日本のような小僧っ子
なんかが、ロシアのような巨人
と、何条、渡り合えようぞ？…
日露戦争は侵略戦争
… こうして、戦争の助けによっ
て『革命的熱気を吹き散らす』
ことに決定された」。
これに対してイギリスの中等
歴 史教 科 書 『近 代 の 世 界』 は
「ロシア人は『ちっぽけなサル』
と呼んでいた相手と問題を議論
することを拒み、軍隊を派遣し
て朝鮮を侵略した」と書かれ、
アメリカの教科書『アメリカ盛
観』には「アジアをのっしのっ
日本の教科書の第一の特徴は、
日露戦争が他国の領土で戦われ
ことから、侵略戦争であったと
の書き方が多い。しかし、対戦
国ロシアの教科書『最も簡潔な
ロシア史』（一九三四年版）に
は、「『ロシア帝国』の建設者
どもは、同帝国の境界を更に押
し広げようと企図し挫折を招い
たのである。……ロシアの国内

しと歩き回るロシア熊は、その
凍傷にかかった手足を満州の不
凍港、とくに旅順で温めるべく
狙っていた。日本人の目から見
ると、満州と朝鮮がロシア皇帝
の手に落ちれば、日本の心臓部
にピストルを突きつけられるの
と同じだった。……日本は旅順
に停泊中のロシア艦隊に奇襲を
仕掛け、日露戦争の口火を切っ
た。日本は不器用なロシア人に
屈辱的な一連の打撃を与えた。
非欧州系の軍隊が欧州勢力に対
して軍事的ダメージを与えたの
は、十六世紀トルコの欧州侵略
以来、初めてのことだった」と
書かれている。
しかし、日本書籍新社の『わ
た く し たち の 中 学社 会 』 には
「イギリスはロシアの東アジア
進出に対抗する同盟国を求めて
いた。一九〇二年、中国でのイ
ギリスの利益と中国・朝鮮にお
ける日本の利益を守ることを認
めあって、日英同盟が結ばれた。
この同盟によって日本とロシア
の対立はさらに深まった」と、
日本が戦争を欲し日英同盟の締
結が戦争につらなったようにも
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読める書き方であり、そこには
日本が追い詰められてやむなく
開戦に踏み切らざるを得なかっ
た当時の国際情勢、先人の苦悩
などは全く記されていない。し
かも東京書房の『新しい社会
歴史』にはフランスの風刺画を
掲載し、「『うしろにおれがつ
いている』イギリスが日本をけ
しかけ、ロシアに立ち向かわせ
ていると風刺しています」との
説明だけでなく、さらに「この
絵は、どんなことをあらわして
いるかな」との質問を掲載して
いるが、ロシアの同盟国フラン
スの風刺画が歴史を公正に理解

する史料として適切であろうか。 を特記し、さらに多数の戦死者
この記述は日教組が日米同盟解
と多額の戦費を費やしたことが
消を刷り込もうとしているとい
強調されている。
うのは言い過ぎであろうか。
一方、実教出版の『新訂版
高校日本歴史』にも「戦没者約
八万八〇〇〇人、入院戦負傷病
日露戦争は悲惨な戦争
者約三九万人、捕虜二〇〇〇人
に達した。陸軍の満州方軍総司
令官は大山巌、海軍の連合艦隊
司令長官は東郷平八郎であった」
と、陸海軍の指揮官が多数の戦
死者を出した戦犯とも読める流
れで書かれている。
また、実教出版は「戦時下の
国民」の項には「開戦後、幹線
鉄道や大部分の外航船が軍事輸
送に動員され、貿易や国内の商
品流通が阻害され、不況で都市
に多くの失業者がでた。やがて
景気は回復したが軍需のため生
活必需品の物資が高騰した。農
村では多くの働き手が軍に徴集
され、牛馬の徴発、肥料の不足
で農業生産が困難になり、軍馬
の飼料として大量の大麦が供出
させられた。兵士の家族に対す
る援護事業が各地で実施された
が、動員兵力が予想外に増加し
たので援護が行き届かず、家族
第二の特徴は何れの教科書も
日露戦争中の戦闘に関する記述
が極めて少なく、戦争の悲惨さ
や国民生活への悪影響を強調し
て い る こ とで あ る 。三 省 堂 の
『 改 訂 版 日 本 史 Ｂ』 に は 、
「一九〇四年二月、日本は旅順
のロシア軍を奇襲して、その二
日後、宣戦布告をした（日露戦
争）。戦争は満州を中心に戦わ
れ旅順や奉天では両国軍とも数
万人の死傷者を出すはげしい戦
闘となったが、日本は日本海海
戦に勝利した。しかし日本は一
〇〇万人をこす兵力と、当時の
国力をこえた一七億円以上の戦
費を使い、そのうち七億円は外
国で募集してまかなったもので、
資金や兵器、弾薬がとぼしくなっ
て戦争を継続できなくなった」
と 、 当 時 は国 際 法 上問 題 と は
なっていない宣戦布告前の奇襲

の生活を心配した兵士の脱走や、
残された家族の自殺など、日清
戦争当時にはみられなかった事
件が発生した」と書かれ、さら
に注には日清・日露戦争の戦死
者数の図表と、「歴史の窓」と
して靖国神社や村に忠魂碑が建
てられたと、村の忠魂碑の写真
を掲載するなど、国家の防衛に
命を捧げた兵士の挺身的な行為
よりも、戦争の悲惨さ遺族の嘆
き、銃後の不自由な苦しい生活
などを強調している。

反戦平和の日本の教科書

イギリスの教科書には「一九
〇五年五月二七日、疲れ切った
ロシア艦隊は、対馬海峡で日本
艦隊と遭遇した。ロシア側のに
ぶい艦艇は日本の近代的な艦艇
の敵にはまずなり得なかった。
司令官東郷提督は砲火を一杯に
開きつつ、ロシア艦隊の先頭を
横切って進むことができた。こ
のＴの横棒を書くやり方は、蒸
気船の軍艦にとっての最善の攻
撃形態であり、勝利はほぼ確実
であった。日本軍の砲撃はツァー
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の軍艦を木っ端微塵に打ち砕い
た。たった一時間の間に八隻の
ロシアの艦船が沈められた。東
郷は一七九八年のナイルにおけ
るネルソンの勝利以来最も大々
的な海での勝利を勝ち取ったの
である」と、東郷元帥だけでな
く丁字戦法―敵前回頭を解説し
ている。
しかし、日本の教科書はいず
れも反戦平和主義者を過大に評
価し、山川出版『詳説 日本史』
の註には、「対露同志会や戸水
寛人ら東京帝国大学の七博士は
強硬な主戦論を唱え、『万朝報』
の黒岩涙香や『国民新聞』の徳
富蘇峰が主戦論を盛り上げた。
開 戦 後、 歌 人 の与 謝 野 晶子 が
『君死にたまうことなかれ』と
うたう反戦詩を『明星』に発表
した」と書き、三省堂の『日本
史Ｂ』には、「幸徳らは平民社
の機関紙として週刊『平民新聞』
を創刊し、社会主義の紹介につ
とめるとともに反戦を訴えた」
「 一 九〇 四 年 に与 謝 野 晶子 は
『明星』に「君死にたまふこと
なかれ」を発表した。詩人の大
塚楠緒子も一九〇五年に『太陽』

に「お百度詣で」を発表して反
戦を訴えた」との註を付けるな
ど、日本の教科書のほぼ総てに
反戦運動が不釣り合いに大きな
紙面を占めている。
一方ロシアの教科書には帝政
時代からスターリン時代、改革
開放時代、プーチン大統領、そ
して現在のメドヴェージェフ大
統領に到るまで、一貫して勇戦
した兵士の功績や指揮官の英雄
的行為を名前を挙げて讃えてい
るが、日本の教科書には自由社
の『新しい歴史教科書』と扶桑
社の『中学社会 新しい歴史教
科書』を除いて、東郷平八郎大
将の名前はない。

日露戦争の意義の否定
第四の特徴は外国の教科書が、
日露戦争が有色人種や被圧迫民
族に独立の夢と自信を与えたと
評価し、インドネシアの『高校
歴史教科書』には明治天皇とそ
の家族の写真を大きく掲げ、日
本はロシアに対し歴史的勝利を
収めた。ロシアの敗北はアジア
諸国の民族主義を興起した」と

書き、日露戦争については「日
たとえば、インドネシアでは一
本は満州でロシア軍を撃退させ
九〇八年にブディ・トモが生ま
るのに成功した。この勝利はア
れ、ベトナムでは一九〇七年に
ジア諸国にも非常に大きな影響
ベトナム復活同盟が生まれた。
を与えた。アジア民族が西洋諸
一方、それより以前にすでに
民族に力で対抗できた事実によっ
民族運動を経験していた国々、
て、ナショナリズムに目覚める
なかでもインド、フィリピンで
という大きな影響を受けた」。
は日本の近代化のあと民族運動
「日本のロシアに対する勝利は、 がいっそう活発になった。太陽
アジア民族に政治的自覚をもた
の国が、いまだ闇の中にいたア
らすとともに、アジア諸民族を
ジアに明るい光を与えたのであ
西洋帝国主義に抵抗すべく立ち
る。日本は八絋一爲 （ Hakko
上がらせ、各地で独立を取り戻
） の 旗 印 の 下 、世 界 支配
Ichiu
すための民族運動が起こった。
に向けいっそう精を出した。神
道に従って他の民族を指導する
神聖な任務を帯びていると考え、
自らをアジア民族の兄貴分とみ
なし、弟たち、すなわち他のア
ジア諸民族を指導する義務があ
ると主張した」と教えている。
ポーランドの高校歴史教科書
『歴史一八九五～一九三九（二
〇〇二年版）』は、明治天皇と
三笠艦橋の東郷司令長官の写真
を大きく掲げ、五箇条のご誓文
や教育勅語にも触れ、旅順封鎖
作戦や日本海海戦の作戦図を全
ページを使って示し、独立運動
の指導者のドモフスキやピウス

<水交 22－9･10>

- 28 -

ツキが戦争中に相次いで来日し、
外務省や参謀本部と接触した事
実も詳しく言及し、日露戦争勃
発直後の一九〇四年二月八日に、
ポーランドの社会党員がオース
トリア公使・牧野伸顕に宛てた
書簡から「ポーランド人はロシ
アの生来の仇敵です。ポーラン
ド人民の利益は決して日本の利
益と衝突することはないので、
日本は間違いなくポーランド人
の共感を得られるであろう」と、
「ロシアの生来の仇敵」との部
分を引用して掲載するなど、日
露戦争がポーランド独立の建国
物語であることから多くのペー
ジを割いている。
しかし、東京書籍の『新しい
社会 歴史』は「日本の勝利は
インドやアジアの諸国に刺激を
あたえ、日本にならった近代化
や民族独立の動きが高まりまし
た」とは書いているが、続いて
「国民には日本が列強の一員と
なったという大国意識が生まれ、
アジアに対する優越感が強まっ
ていきました」と否定している。
また帝国書院の『わたくしたち
の中学生の歴史』の「ネルーが

娘に語った歴史」のコラムで、
「日本のロシアに対する勝利が
どれほどアジアの諸国民を喜ば
せ、こおどりさせたかというこ
とをわれわれは見た。ところが、
その直後の成果は少数の侵略的
帝国主義諸国のグループに、も
う一国を付け加えたに過ぎなかっ
た。そのにがい結果を、まず最
初になめたのは朝鮮であった」
と、日本が日露戦争でアジア諸
国に与えた独立の意義を否定し
ている。
日本の教科書は、どうして正
の部分を書かずに負の面だけを
強調するのであろうか。例えば
ネルーは同じ本に「アジアの一
国である日本の勝利は、アジア
の総ての国々に大きな影響を与
えた」。「ナショナリズムは急
速に東方諸国に広がり、『アジ
ア人のアジア』の叫びが起こっ
た」。「日本の勝利は、アジア
にとって偉大な救いであった」
と書いているのに。また、与謝
野晶子は四男が海軍大尉として
シナ事件に出征するときには、
「水軍の大尉となりてわが四郎
み軍にゆくたけく戦え」と励ま

しているが、負の部分や反戦の
部分だけを作為的に引用した教
科書の公平中立性の喪失を、高
名な学者である執筆者や文部科
学省の検定官はどのように考え
ているのであろうか。

その他の国の教科書
アメリカの教科書『アメリカ
国民』は「ポーツマス条約は日
本に朝鮮だけでなく満州の支配
権を与えた。ルーズベルトはこ
のことを十分理解していた。そ
の見返りとして一九〇八年のルー
ト高平合意で、アメリカのフィ
リピン支配を日本が尊重するこ
と、これ以上日本が中国を侵害
しないことを認
めさせた。だが、
一部の日本人は
ポーツマス条約
はロシアからの
賠償金に一切触
れてないとルー
ズベルトを非難
した。移民問題
に対するアメリ
カの無神経さが

日本人に悪感情を与えていた。
満州ではアメリカ総領事が日本
の銀行や鉄道への資本投資計画
に反対する運動を積極的に行っ
ていた。この『ドル外交』と呼
ばれる政策は、ルーズベルトの
後に大統領となったタフト大統
領に引き継がれた。この政策は
市場開拓同様、成果自体よりも
政策目標としての方が大きかっ
た。いずれにせよ、アメリカは
日本の進路に立ちはだかった」。
「ルーズベルトの『ビッグ・ス
ティック』はすでに明確だった。
一九〇七年、『太平洋はわれわ
れの海だ（ Home Water
）』とい
う こ と を明 確 に する た め に、
『ホワイト・フリート』を極東
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に送った。最初の寄港地は横浜
だった。水兵たちは暖かく迎え
られたが、こうした行為自体、
日本の海軍主義を刺激し、それ
が一九四一年（真珠湾）でアメ
リカに向かってきたのかもしれ
ない」。このようにルーズベル
トを賞賛はしているが、太平洋
戦争に至る要因を人種差別、移
民問題に対する配慮の欠如、強
硬な「ドル外交」や海軍力の増
強にもあったことなど公正な中
庸を得た書き方である。
日露戦争時にはロシアの同盟
国であり日本を非難していたフ
ランスの『中学高校教科書』は
本文には二～三行しかないが、
日本海海戦の錦絵を掲げ、「新
しい軍事大国、日本。対馬列島
沖海戦の日本艦隊、一九〇五年
五月。この版画はよく知られて
いるもの。日本軍は奉天の陸戦
でロシア軍を破った。救出のた
めヨーロッパから来たロシア艦
隊も、東郷平八郎司令長官（の
ち元帥）の率いる連合艦隊に数
時間で敗れ去った。この絵は愛
国心を高めるために使われた」
とのキャプションを付けている。

これに対して韓国の『高校歴史
教科書（二〇〇六年版）』には
日露戦争に関する独立の章や節
はなく、「日帝は第一次英日同
盟（一九〇二年）を締結して国
際的立場を強化した後、韓半島
の支配権をめぐってロシアを先
制攻撃して戦争を引き起こした
（露日戦争、一九〇四年）。大
韓帝国は局外中立を宣言したが、
日帝はこれを無視し韓日議定書
を強制的に締結して政治的干渉
と軍事的占領を企てた。次いで
第一次韓日協約を締結し、外交、
財政などの各分野に日本が推薦
する顧問を置いて韓国の内政に
干渉した。日帝はアメリカとは
桂・タフト密約、イギリスとは
第二次英日同盟を結んだ後、露
日戦争で勝利するとポーツマス
条約によりロシアから韓半島へ
の独占的支配権を承認された」
と書き、中国の中学校用の『入
門 中国の歴史』、高校生用の
『中国の歴史』には日露戦争に
関する記述もなければ年表にも
日露戦争の記載はない。
第 五 の 特徴 は 文 部科 学 省 の
「近隣諸国事項」の指導のため

か、ほぼ総ての教科書が日露戦
争を中国や韓国の視点で詳細に
記述していることである。特に
実帝国書院の『わたくしたちの
中学生の歴史』は「韓国の教科
書に見る安重根」とのコラムを
入れ、「安重根は韓国侵略の元
凶である伊藤博文が、大陸侵略
についてロシア代表と交渉する
ため、満州のハルピンに来たと
ころを射殺した。安重根のこの
行動は、日本の侵略に対するわ
が民族の強い独立精神をよく表
したものである」と、韓国の教
科書の記述をそのまま掲載して
いる。

おわりに
歴史は国家
アイデンティの支柱
世界の教科書をみてきたが、
何れの国の教科書も自国の歴史
に誇りを持ち国を愛することを
教えている。歴史教育は国家の
盛衰を左右する死活的に重要な
問題であり、その骨幹である教
科書については、如何なる国か
らの干渉を受けてはならない。
残念ではあるが日本の教科書で

学ぶより、『フィリピンの歴史
教科書』『インドネシア高等歴
史教科書』で学ぶ子供の方が、
正しい日本の歴史を理解し、国
際人として通用するのではない
か。国際人を育てるには世界か
ら尊敬され、世界の教科書に取
り上げられている東郷元帥や、
乃木大将の名前を覚えておく方
が、韓国人以外は誰も知らない
安重根を覚えるより重要ではな
いか。国際人に最も必要なこと
は自国の歴史を理解し、自国に
対するアイデンティを確立し、
初めて外国人と対等に話ができ
るのであり、いくら「友愛精神」
を発揮してもアイデンティに欠
けると、国籍不明人として相手
にされないからである。
最後に「歴史を失った民族は
砂漠の砂のように消え去ること
は中央アジアのソ連に併合され
た民族を、また中国に併合され
た内モンゴルのモンゴル人を見
れば明らかであろう。歴史は国
家の骨髄であり、歴史は民族の
アイデンティティの根源である」
との言葉をもって結びとしたい。
（ひらまよういち 幹候８期）

<水交 22－9･10>
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