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　ただいまご紹介いただきました長與です。ぼく
は学部で，第二外国語としてのロシア語教育を担
当しています。それと並行して中部ヨーロッパの
地域研究を，狭い意味での専門にしています。と
くに最近，集中している仕事のひとつは，『チェ
コスロヴァキア日刊新聞』⑴という，今からほぼ
100 年前にヨーロッパ・ロシア，シベリア，ロシ
ア領極東地域で出版されたチェコ語の新聞に掲載
された日本関係の記事と論説を，チェックして翻
訳することです。本日皆さんにお話ししようと思
うテーマも，その中からいわば掘り出したトピッ
クのひとつです。
　講演のサブ・タイトルに「1920 年 4 月のハイ
ラル事件」とありますが，この事件についてご存
じの方は，恐らくいらっしゃらないと思います。
当然のことです。今から 100 年近く前に起こった，
ごく局地的な出来事です。
　とはいえこのタイトルには，2つの手掛かりが
含まれています。まず「1920 年」という時間軸
です。この年は世界にとって，東アジア地域にと
って，そして日本にとって，どのような時だった
でしょうか。世界史のレベルで考えると，1914
年から 1918 年までの第一次世界大戦という，巨
大なインパクトを持った出来事の直後です。そし
てその帰結のひとつとしての，ロシアにおける革
命と内戦，それと関連した日本のシベリア出兵の
渦中での事件です。
　皆さんのなかで日本史を学ばれた方は，このシ
ベリア出兵が，チェコスロヴァキア軍団を救援す
るという「大義名分」のもとで発動された，とい
う記述をご記憶かもしれません。ちなみにふつう
シベリア出兵は，チェコスロヴァキア軍団の救援
を「口実」として行われた，という風に記述され

ますが，「口実」という表現は，「じつは裏に別の
意図が隠されていた」という，ネガティブなニュ
アンスを含んでいますから，ここでは使わないこ
とにします。と言っても，あれは口実ではなかっ
た，正当な行動だった，と言いたいわけではあり
ません。念のため。
　次に空間軸を示す「ハイラル」という地名。こ
れは現在の中国東北部の内モンゴル自治区，当時
の表現に従えば満州の町です。3頁の地図をご覧
ください。「露領派遣部隊行動地域及関東都督守
備管区境界図」という厳めしいタイトルのついた
この地図は，昭和 13 年（1938 年）に日本の陸軍
参謀本部が内部出版した『西伯利出兵史』という，
分厚い 3巻本の通史に掲載されているものです⑵。
この地図の右下の，浦潮斯徳（ウラジオストク）
と漢字で書いてありますが，ウラジヴォストーク
の街から，満州を横断して満州里を結ぶ鉄道線，
これは東清鉄道，東支鉄道，あるいは中東鉄道と
呼ばれていましたが，満州里寄りにあるその沿線
の町です。同じく海拉爾（ハイラル）と漢字で表
記されています。
　さて，1920 年 4 月 11 日にこの町で発生したの
がハイラル事件です。何があったのか，まず当時
の日本の新聞報道を読んでみましょう⑶。大正 9
年（1920 年）4月 15 日付けの『東京朝日新聞』の，
「日支両軍衝突，チ軍も我に敵対す」と題された
記事です。ちなみに「支」というのは支那，中国
を指す当時の呼称で，「チ軍」とはチェコスロヴ
ァキア軍のことです。─「去る〔四月〕九日，海
拉爾にある日支両軍に於て，拘禁中の過激派〔こ
れはロシアの革命派を指す表現と考えてくださ
い〕首領解放をば，露人〔ロシア人〕の意を迎え
つつある〔迎合する，というような意味〕支那側
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より，我に向って要求し，互に押問答の末，遂に
両軍の間に兵火相見ゆるに至り〔交戦状態になっ
た，という意味〕，両軍の間に停車中なりしチェ
ック軍隊は，支那軍と一味となりて我軍に敵対行
為を取る事となれり」
　なぜこの時期，この地域に，日本軍・チェコス
ロヴァキア軍・ロシアの革命派が居合わせること
になったかについては，説明をはじめると，これ
だけでも 1時間では終わりません。ここでは第一
次世界大戦，その帰結のひとつとしてのロシア内
戦（これはある帝国秩序の崩壊を示しています）
と，ロシア領内で形成されたチェコスロヴァキア
独立運動（こちらは国民国家形成の動きのひとつ
です），それに日本のシベリア出兵というファク
ターが重なりあって，たまたまそういう配置にな
った，という風に理解しておいてください。
　この事件について，同日の『東京朝日新聞』の
別の記事（「日支両軍衝突事件」）は，次のように
論評しています。─「唯我軍〔日本軍のことです〕
より帰還輸送を援助せられつつあるチェック軍が，
支那軍に味方して我と交戦せるは異様の感あるも
〔ちょっと奇妙に思われるけれども〕，亦此の事な
しと断ずべからず〔そういうことがないと，断言

することもできないだろう，いささか自信がなさ
そうな表現ですね〕。固よりチェック軍の首脳部
に於ては我軍と十分の了解あるも，其の最後尾に
ある一部チェック軍に於ては，セミヨーノフ軍
〔ロシアの反革命派で，日本軍と協力したグルー
プ〕との犬猿啻ならざる〔ひじょうに険悪な〕関
係上，日本軍はセミヨーノフ軍を使嗾して〔そそ
のかして，という意味〕，帰心矢の如き彼等〔一
刻も早く帰国したいと願っているチェコスロヴァ
キア軍〕をして帰還輸送を遷延せしむる〔引き延
ばしている〕ものなり，との誤解あるを以て，或
は此等の関係上，我守備隊の少数なるに乗じ〔数
が少ないのをいいことに〕，支那側に味方したる
ものにあらざるかと思はる」。あれこれと憶測し
ている，最近はやりの言葉を使うと，忖度してい
るわけです。
　次に 4月 17 日付けの続報を見てみましょう。
「チエック軍横暴」というセンセーショナルなタ
イトルがつけられています。─「前便海拉爾に於
ける日チ〔日本とチェコスロヴァキア〕軍衝突の
際，戦死せる我将卒〔将校と兵士〕の死体を検す
るに〔検査すると〕，チエック軍の為蹂躙せられ
たる〔踏みにじられた〕痕跡歴然たるものありて
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〔はっきりしていて〕，非常なる凌辱を加へられた
り。文明を衒う〔文明的だと自慢している〕チエ
ック軍にして，過激派，支那兵，馬賊以下の残虐
を敢てせり」。明らかにチェコスロヴァキア軍に
対する嫌悪感と敵意を煽っています。
　さて，続く4月19日付けの記事「日チ衝突落着」
では，日本側から見たこの事件の顛末をこう報じ
ています。─「海拉爾に於ける日本軍とチエック
軍との衝突事件は，〔四月〕十三日支那側の調停
により，チエック軍が日本側より提供せるチエッ
ク軍の弾薬全部を日本軍に交付し，チェック軍よ
り謝罪すること，再び過激派を援助せざることを
承認して落着せり」。つまり日本側は，事件は発
生してから数日後に，チェコスロヴァキア軍側の
「謝罪」によって一見落着した，と報じています。
　以上がハイラル事件に関する日本のマスコミの，
いわば同時進行的な報道のあらましです。後年，
陸軍参謀本部が出版した公式記録『西伯利出兵
史』では，この事件はどのように総括されている
でしょうか。まず 4 月 11 日の戦闘について⑷。
─「護送隊は午後八時頃拘禁者を下車せしめ行進
を起こすや，之に随従しありし群衆中より，護送
隊に対し拳銃を発射し又手榴弾を投し，拘禁者を
強奪せんとする者ありしかは，此に争闘を惹起す
るに至り〔戦闘が始まった，という意味〕，停車
場に在りし支那軍及「チェック・スロワック」軍，
亦我に向い射撃を開始せしを以て，我護送隊之に
応戦し，我守備隊亦逐次戦闘に加入せしか，午後
十一時漸次沈静に帰せり」⑸。やはりチェコスロ
ヴァキア軍も参加した，と記録しています。
　いっぽう 4月 13 日の装甲列車と武器の引き渡
しについての記述は，次のようです。─「石川大
佐以下増援隊は〔四月〕十三日午後零時三十分，
海拉爾西方高地に達して下車し，石川大佐は「チ
ェック・スロワック」軍代表者と会見し，我に損
害を与へたる装甲列車「オルリック」号，及手榴
弾全部の引渡を要求して，之を認容せしめ〔認め
させて，という意味〕，午後七時其受授を了れり」⑹。
以上が，日本側から見たハイラル事件のあらまし
です。
　今度はチェコスロヴァキア軍側が，同じ事件を
どのように報道し論評しているかを見てみましょ
う。巻頭で触れた『チェコスロヴァキア日刊新聞』
には，これまで確認されたところでは，全部で

16 編のハイラル事件関係の記事と論評が掲載さ
れています。それらを総合すると，同紙が描く事
件の概要は，およそ次の通りです。─
　1920 年 4 月 8 日，満州領内の中東鉄道沿線の
ハイラルで，日本軍が 8名のロシア人鉄道従業員
を逮捕して，4月 11 日に満州里に連行しようと
した。これに憤激したロシア人の鉄道従業員と中
国人労働者が，彼らの連行を妨害した。日本軍は
同日晩に逮捕された者たちを，車両から自分の兵
営に移すことに決めた。その途中で，群衆のなか
から何者かが日本軍の護送隊に手榴弾を投げつけ
た。日本軍は人々に向けて，小銃と機関銃で射撃
しはじめた。中国軍が応戦した。〔次が重要な個
所です〕チェコスロヴァキア軍は中立を守るよう
にという命令に従って，軍用車両内に留まり，戦
闘に参加しなかったが，2名の死者と 9名の負傷
者を出した。
　さらに 4月 13 日，満州里方面から到着した日
本軍が，事件に関与したとして装甲列車オルリー
クの引き渡しを要求した。チェコスロヴァキア軍
代表は，現実の軍事情勢と，おもに外国〔中国を
指します〕の領土で大帝国の軍隊〔日本軍のこと
です〕との間で，一旦戦端が開かれた場合の予測
できない結果を考慮して，抗議しつつ，日本軍の
最後通知〔すなわち装甲列車と手榴弾の引き渡
し〕に従う決定を下した。翌 4月 14 日に日本側
がさらに，チェコスロヴァキア軍に謝罪声明を要
求してきた。チェコスロヴァキア軍側は，自分た
ちで文面を作成する，という条件で同意して，文
書に署名した（この文書は，遺憾の意の表明では
あっても，事件に対する責任，つまりチェコスロ
ヴァキア軍が戦闘に参加したとは認めておらず，
謝罪もしていません）。
　先ほど『チェコスロヴァキア日刊新聞』には
16 編の関係記事が掲載されている，と述べまし
たが，そのなかでもとくに注目すべき論説を，ひ
とつだけ紹介しましょう。5月 4日の第 98 号（通
算 669 号）に掲載された「公式の嘘」と題された
長文の論説⑺です。この記事は，日本の陸軍参謀
本部が英文で作成して，東京駐在の連合国軍事使
節団（第一次世界大戦では日本は連合国側に立っ
て参戦しましたから，イギリス，フランス，アメ
リカ，イタリアなどです）に配布した公式資料に
対する反論です。
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　まず注目したいのは，この情報の伝達経路です。
この資料は最初に神戸で出版されていた英字新聞
『ジャパン・クロニクル』の 4月 24 日号に掲載さ
れました。それをウラジヴォストークで出ていた
ロシア語新聞『祖国の声』の 4月 29 日号が，英
語からロシア語に翻訳して掲載し，さらにこの時
期にはウラジヴォストークで出版されていた『チ
ェコスロヴァキア日刊新聞』が，ロシア語からチ
ェコ語に翻訳して，5月 4 日号で掲載するという
リレー形式を取っています。それぞれ 5，6 日の
短期間で，間を置かずに翻訳されている点にも注
目してください。ちなみに『チェコスロヴァキア
日刊新聞』の編集陣には，日本語を解読できる人
材はおらず，日本に関する情報はすべて，英語か
ロシア語，一部はフランス語の新聞などを経由し
て入手しています。
　もうひとつ指摘しておきたいのはこの論説が，
まず日本側の主張をひじょうに詳細に紹介してか
ら，それに反論するかたちを取っている点です。
一部だけですが読んでみましょう。─「〔日本側
の〕第一の情報には，わが軍〔チェコスロヴァキ
ア軍〕の兵士が日本軍の戦死者の顔を踏みにじっ
た，という恥知らずな不名誉行為が書かれている
〔この部分は，先ほど紹介した『東京朝日新聞』
の記述に対応します。それは虚報である，と反
しているわけです〕。…わが軍部隊の武装解除の
話も嘘である。ハイラル駅での 4月 11 日の銃撃
戦に，わが軍兵士と装甲列車が参加したという，
この情報全体の基本的虚偽については言うまでも
ない。〔装甲列車〕オルリークが，チェコ軍と中
国軍代表の審議の結果，日本軍に引き渡されたと
いう美化された情報は冷笑的だ〔この記述は，先
ほど引用した陸軍参謀本部の『西伯利出兵史』の，
「我に損害を与へたる装甲列車「オルリック」号，
及手榴弾全部の引渡を要求して，之を認容せし
め」に対応します〕。本当は日本軍が，わが軍に
対する一切の戦闘準備を整えてから，中国軍を介
して，わが軍司令官にただちに装甲列車と爆弾を
引き渡すようにという，最後通牒を送りつけたの
だ」と述べています。
　まとめに入りたいと思います。日本側の情報と
チェコスロヴァキア側の記述を比較して見ると，
事実関係の展開については大きな認識の違いはあ
りません。食い違っているのは次の 3点です。─

第 1 点，4 月 11 日の戦闘にチェコスロヴァキア
軍が参加したかどうか。第 2 点，4 月 13 日の装
甲列車オルリークの引き渡しが，合意の上であっ
たのか強制だったのか。第 3 点，4 月 14 日のチ
ェコスロヴァキア側の謝罪が，実際にそういう内
容のものだったかどうか。─恐らくこの 3点に絞
られるだろうと思います。
　このように事件の当事者たちの証言が食い違う
ことを，よく「藪の中」と表現します。日本の作
家芥川龍之介が，同名の短編小説で描き出した状
況にちなんでいます。映画の好きな方は，黒澤明
の『羅生門』という古典的名画のなかでも，この
モチーフが用いられていますから，ご存じの方も
多いでしょう。
　正直に言うと，ハイラル事件に関するぼくの調
査はまだここまでで，双方の主張が食い違ってい
ることを確認しただけです。両者を比較してみて，
まず相手側の言い分に耳を傾けてから反論する，
という「論争の作法」を守っている点で，チェコ
スロヴァキア側の主張に説得力があるように感じ
られますが，それだけで結論を下すことはできな
いでしょう。もしかしたら，事件の現場に居合わ
せたチェコスロヴァキア軍兵士の一部が，厳正中
立，すなわち他国の状況に関わりを持つな，とい
う上部の命令にもかかわらず，戦闘に巻き込まれ
たり，あるいは進んで戦闘に参加した可能性も否
定できません。
　公式のものだけでなく非公式の私的な記録も含
めて，事件に関与した日本軍兵士たちの証言が，
どこかに残されているかもしれません。チェコ側
についても事情は同じです。ぼくは今年の夏に，
プラハにある軍事歴史文書館と軍事歴史研究所に
調査旅行を予定しています。現地で文書を調べた
ら，新しい関係資料が見つかるかもしれません。
それからロシア側の資料にも目配りする必要があ
ります。ロシア人もこの事件に関わっていますか
ら，革命側も反革命側も含めて，改めて調査する
必要があると思います。
　もうひとつ，忘れてならないのは中国側の資料
です。ハイラル事件は中国の領土で起こり，一方
の当事者は中国軍です。恐らく，なんらかの記録
が残されているはずです。残念なことにぼくは中
国語を読めないのですが，この事件に関心を持っ
ている日本人の中国研究者，あるいは日本の大学



長與　進：歴史を検証するとはどういうことか

6

院で歴史を専門に学んでいる中国の留学生と，共
同で調査することは可能でしょう。
　こうして多方面から集めた証言を突き合わせて
行くなかで，事件の「より客観的な」姿が浮かび
上がってくるはずです。それが多分，「歴史を検
証する」という作業の基本になるとぼくは思いま
す。要するに，多角的にアプローチする，多方面
の資料を比較する，あらかじめの予断は持たない，
結論を下すことを急がない，ということだろうと
思います。こうした「知のスキル」とでも言うべ
きものを，これから政治経済学部で学ぶ皆さんも，
学生生活のなかで，しっかりと身に付けていって
ください。
　最後に一言。最近はネット上での資料公開が急
速に進んでいます。この分野では，皆さんのほう
がずっと巧みなスキルを持っていると思います。
早稲田大学では，大学図書館の蔵書検索WINE
や学術情報検索など，豊富な機会が提供されてい
ます。ハイラル事件についてネット上で関係資料
を見つけたら，ぜひぼくに教えてください。楽し
みに待っています⑻。ご清聴，どうもありがとう
ございました。

［注］
⑴　この新聞については，拙稿「図書室だより　資料紹
介『チェコスロヴァキア日刊新聞』」，「スラブ研究セ
ンターニュース」，2014 年冬号を参照。
　http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/jp/news/136/images/
CNews136.pdf
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〈新入生の皆さんにおすすめする本〉
　ぼくは読書を，仕事のため，気晴らし（息抜き）
のため，教養のため，の 3つのカテゴリーで考え
ています。「仕事のため」はみなさんの場合，大
学の講義で指定された教科書などが相当します。
おおいに学んでください。「気晴らし（息抜き）
のため」になにを読むかは，みなさんの自由です。
「教養のため」の読書は，やはり「古典」がいい
と思います。
　参考までに，ぼくが最近の「基礎演習」で取り
上げたマックス・ウェーバー『職業としての学問』，
マキャヴェッリ『君主論』，エラスムス『平和の
訴え』をお勧めしておきます（番外としてドスト
エフスキー『悪霊』も）。読むだけでなく，内容
について議論できる場があると，より良いと思い
ます。


