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言語文化研究紀要SCRIRSnMUSNo､1.1992

狂躁と覚醒：シーグフリード・サスーンと

ロン・コヴィック

吉村清

SiegfriedSassoon（1886～1967）は、第一次世界大戦を直接体験し、その

体験をもとに主として反戦詩を書いたイギリスの詩人である。一方、オリパー・

ストーンが監督したヴェトナム戦争映画『７月４日に生まれて』（ＲｏｎＫｏｖｉｃ

が1976年に著した同名の自伝の映画化で製作は89年）の主人公であるロン・コ

ヴィックは46年の独立記念日の生まれで、ヴェトナム戦争に志願兵として出征

し、サスーン同様に戦争に疑問を抱き反戦運動家へと変身していったアメリカ

人である。両者の戦争体験と戦争観には興味深い共通点と相違点が見られる。

二人の共通点としては、幼少の頃から闘争的な野外スポーツへの熱中とその延

長線上で戦争をヒロイックに捉える姿勢、戦争に対する無知故に戦場での過酷

な現実を体験することによる戦争観の激変、名誉の負傷と叙勲、周囲の影響に

よる反戦姿勢の構築、執筆活動を通しての反戦活動などが挙げられ、相違点と

し〒は出征時の年齢と文芸趣味の有無、軍役中に戦争に対する疑問の有無、兵

士としての過失の有無、反戦手段の相違、戦後の個人生活、勲章に対する態度、

反戦姿勢の変化などが挙げられる。

一戦前と志願動機一

少年時代に両者とはともに戦闘的な野外スポーツを愛好するが、そのスポー

ツ観はそのまま二人のナイーヴな戦争観へと展開する。サスーンは幼少の頃に

両親の離婚と死という不幸に見舞われ、ケントに住む未婚の伯母に引き取られ

養育されたのであるが、１９才でケンブリッジ大のクレアカレッジに進学する頃

には彼の趣味は男性的狐狩、競馬、クリケット、ゴルフ、それに対照的な孤独

のなかでの読書に詩作であった。クレアカレッジを中退した後、彼は文芸ジャー

ナリズム界に身を投じたが、余暇は上記のスポーツに熱中していた。イギリス

の対独宣戦は14年の８月４日であったが、サスーンはその前日、大戦初期に志
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願出征した大方の若者と同様に、戦争の意義に明らかな自覚を持つことなく、

只「ヒロイズム」の夢を抱き（フランク・マジルによれば､不毛な生活からの

逃避ということになるが）志願し、乗馬の好きな彼は国防騎兵隊に一兵卒とし

て入隊した。彼は28歳になっていた。翌15年の春に、演習中に落馬して右腕を

折るが、骨折回復後の11月にはフランス戦線へ派遣された。彼には戦争に対す

る予備知識はなく、フランスの戦場を軍馬にまたがって勇猛果敢に敵陣めがけ

て疾走する自己のヒロイックなイメージに何の疑問を抱くことのない、ワーズ

ワースが詠った理想の軍人happyworriorを地でゆく軍国青年であった。事実、

彼は戦場ではその旺盛な闘争心故に「MadJack」と呼ばれていた。軍務中に

記したノートをもとに詩作された「Absolution」（｢戦争は僕たちの苦悩、し

かし戦争は僕たちを賢明にし／自由のために戦うことによって､僕たちは自由

になる｣)、「キス｣、「弟へ」などの詩は戦争賛美派の詩人ルパート・ブルック

的な戦争を栄光化するものとなっている。

同様に、コヴィックもスポーツが好きで、幼い頃は戦争ごっこと野球に我を

忘れ、高校ではレスリング部に所属し青春の情熱を燃やすが、戦争をヒロイズ

ム高揚の場として捉え、特に海兵隊への憧れが強く、友人たちに向かって自分

の卒業後の志願入隊理由として「急がないと遅れる。出征することによって歴

史の一部となりたい」と述べる。次に両親との談話のなかで「国民が犠牲を払

わねば、国は滅びる」という故ケネディ大統領の言葉を引用し、「海兵隊に入

ることは子どもの頃からの夢だった。僕は国を愛しています。国のために尽く

したい。そのために命を捨てても構わない」とコヴィックはヴェトナムへいく

動機を夢中になって語る。そんな彼を熱心なカトリック信者である母は「神の

ために共産主義を阻止するのよ、ロン。あなたを誇りに思うわ。でも、気をつ

けてね」と激励する。国家の提唱する反共主義を鵜呑みにし、戦争を若者のロ

マンとして捉える視点がこの母と息子には共通する。そしてコヴィックはヴェ

トナムに対する情報は皆無に近いまま、米ソを両軸とする冷戦構造の所産とも

いえるヴェトナム戦争の予備知識をも持たず、勇んで64年９月海兵隊入隊のた

めに故郷のマサピークワを後にする。
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－戦争体験による戦争への疑問と反戦意識の芽生えの有無一

サスーンとコヴィックはそれぞれに戦争を体験することによって、前者は戦

争への疑問を抱き、それが反戦意識を高揚し、詩作と詩集出版を通して反戦の

姿勢を構築し公にしてゆくが、コヴィックの方は兵役中は戦争への疑問を抱き

つつもその大義を信じている。１６年には、サスーンはソンムとアーンクル両川

にはさまれた陣地にあって、運搬兵としてマメッツ方面の攻撃に苦闘を続ける。

６月には敵前で砲弾痕から負傷兵を救出した功績を認められ、十字勲章を授与

される。この頃、彼は英詩人ロパート・グレイブズと知遇をえ、グレイブズの

戦争をリアリスティックに描く詩を読んで顔をしかめたと言われている。サスー

ンは依然として戦争を美化する姿勢に執着していたのである。

しかし同年の７月１日に開始されたソンム攻勢を機に詩人の戦争観に変化が

起きる。この攻勢でイギリスは41万人の死傷者を出したが、戦果は皆無であっ

た。詩人はこの戦争で最も悲惨な塑壕戦を体験し、大戦に対して熱狂しなくな

った他の多数の兵士たち同様に、以後戦争を賛美する姿勢をとらなくなる。８

月には腸炎治療のため帰国し、その間彼は反戦運動家であるオットライン・モ

レル夫人やパートランド・ラッセルたちと知遇をえ、９月には純粋に塑壕戦を

題材にした詩作を決意する。１１月には健康快復とともに復隊し、翌17年の２月

にはルーアンの策源地に移る。この間戦争が粉らうことなく機械的で非人間的

なものになったことを感じていた彼は、戦場から平和主義の機関紙ケンブリッ

ジ・マガジンに戦争の惨禍と兵士の苦患を扱った詩編を投稿していた。４月に

はフリシャー騎兵隊の第二大隊の小隊長として、アラス攻勢に参加したが肺を

撃ち抜かれ、再び帰国する。

療養の間、サスーンは極度の神経衰弱を患い、また彼の理解を越える平和主

義者たちの過激な反戦の主張に悩まされた。７月までには健康を快復したが、

兵役復帰を拒否し、ラッセルの助言を仰ぎ、公的恥辱を浴びることと軍法会議

にかれられることを覚悟の上で、苦悩する兵士のため、無駄に引き延ばされた

残忍・不正な戦争を遂行している為政者の誤謬と不誠実を糾弾する「兵士の宣

言」を自分の属する部隊の留守隊長宛に送り、同時に平和主義の新聞プラッド

フォード・パイオニア紙にもこの「宣言」を掲載した。
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私は軍上層部に対する自発的な抗議としてこの宣言をおこなう。という

のも今度の戦争はそれを終結する権力を持った人々によって意図的に引

き延ばされていると確信しているからである。

私は１兵士であるが、全兵士を代表して行動していると信じている。

私が防衛と解放を目的とすると理解して参戦したこの戦争は現在では侵

略と征服のための戦争になり下がっていると信じている。・・・・

軍隊の苦悩をこの目で見、耐えてきたが、邪悪で不当な目的のために

このような苦悩を引き延ばす側に立つことは、私にはもはやできないの

だ。

また、ラッセルの尽力によってこの「宣言」は下院で朗読され、大問題になろ

うとした。サスーンはこの事件がもとで、軍法会議にかけられることを望んで

いた。会議を通して、自分の反戦主張を広く社会に理解して欲しかったからだ。

ところが、幸か不幸か、親友のグレイブズの自発的調停によって、サスーンは

軍法会議ではなく、軍医会議にかけられ、主としてグレイブズの証言の結果、

彼はシェルショックによる精神錯乱を患っていると半職された。失望したサスー

ンは勲章をマーシー川に投げ込み、いよいよ反戦の立場を断固決意した。その

後彼はエディンバラ近郊のクレイグロックハート病院に送還されたが、そこで

８月に、同じくシェルショックの療養のため入院していた若き詩人ウィルフレッ

ド・オウエンと巡り会う。オウエンはサスーンを崇拝しており、彼のリアリス

ティックな詩風の影響を受け、幸福とか愛とかを詩材としていた典型的なジョー

ジア朝的詩風を放棄し、反戦詩人として脱皮する。入院中に、サスーンは戦争

に対する無知と無関心に疑問を抱かない一般市民に兵士たちの苦痛を伝えるべ

く『逆襲その他」と題する詩集に掲載する詩作に励む。同年の薯にサスーンは

｢前線にいる同僚たちを裏切るわけにはいかない」と考え、再び軍務に復帰す

る。彼は最初アイルランドへ、次にエジプトへ派遣されそこで大尉に昇格し、

その後翌18年の５月にはフランスへ派遣される。

同年６月には「逆襲その他』を出版するが、彼は意外な崇拝者たちを得るこ

とになる。当時の軍需大臣ウィンストン・チャーチルは前線の兵士たちの苦悩

を一般市民たちに理解させるためにと、サスーンの反戦詩のいくつかを公的な
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場で暗唱し、その結果皮肉にもこの詩集は戦争支持のための巧妙なプロパガン

ダの一環となったのである。同年７月、ドイツ陣地への攻撃から帰還した際に、

サスーンは自軍の哨兵に誤って撃たれ頭を負傷したため帰国し、１１月11日の停

戦までロンドンのとある病院に留まる。なお、友人のオウエンは休戦協定締結

の１週間前に戦死したが、サスーンは20年にオウエンの詩集を編集出版した。

戦闘体験を重ね負傷する毎に反戦の姿勢を構築していったサスーン同様に、

コヴィックも戦闘体験を通して戦争への疑問を感じるが、兵役中は戦争へのヒ

ロイズムを放棄するまでには至らない。６７年10月、コヴィック軍曹の属するヴェ

トコン掃討部隊は、ある小部落に敵軍が待機していると思い込み攻撃するが、

自分の部隊が負傷させ、撃ち殺したのは罪のない農民たちであることを知り、

コヴィックは激しい衝撃を受ける。敵の大軍が接近しているとの情報を受けて

彼の部隊は退却を開始するが、彼の耳からは攻撃を受けた家に一人取り残され

た赤ん坊の泣き叫ぶ声がこびりついてはなれない。恐怖と混乱のうちに退却す

る途中、後は夕日を背に砂丘に突然現れた同僚のウィルソンを敵だと勘違いし

撃ち殺してしまう。コヴィックは同日に二度も犯した誤殺に激しいショックを

うけ荘然自失の状態に陥ってしまう。その夜彼は勇気を出して上官にウィルソ

ン射殺の件を報告するが、「そうは思わない。そんなことは聞きたくない。こ

のことをこれ以上話すと厳罰に処する」と上官は彼を突き放し全く取り合わな

い。

その後68年１月、戦争は一段と激しさと混迷を極め、北へ向けて進軍する米

軍部隊に対する敵の5灘は想像を越え、米軍は無数の死傷者を出したが、コヴィッ

クの戦争観には決定的な変化はみられない。しかし、軍曹として部下を率いて

いたコヴィックも、遂に敵弾に脊椎を打ち砕かれ胸から下が麻痒となる重傷を

負った後、本国のブロンクス帰還兵病院に入院する。当初は再び歩けるように

なることを夢見て、ハードなリハビリに耐えるが、効果はなく逆に体を痛めつ

けてしまう。担当医は「一生車椅子での生活しかない、それに子供もつくれな

い。だが､両脚を切断すれば2週間で退院できる」という絶望的な言葉をコヴィッ

クに伝えるだけである。罪のないヴェトナム農民とウィルソンを誤殺するとい

う過失を犯し、心に深い痛手を負い、敵弾のため下半身麻痒となり悲劇的帰還
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を果たすコヴィックだが、母国のために命を賭けて戦場で戦ったことに対する

プライドを失うことはできない。それは彼の存在証明なのだ。疑問を抱きなが

らも国家に貢献した勇敢な兵士としての自己のイメージにしがみつく彼には反

戦意識の芽生えはみられない。こういう点が軍役中に国家の戦争行為の愚劣さ

を認識し、それに抗議をし、その一環として勲章を川に投げ捨てたサスーンと

は明らかに異なる。コヴィックは勇敢な戦闘行為を理由にブロンズ・スター勲

章、名誉の負傷を理由にパープル・ハート勲章を授与されたが､７０年のシラキュー

ス大での反戦集会で帰還兵が演題から勲章を投げ捨てるのを目撃していたにも

かかわらず、彼が勲章を投げ捨てたという事実はこれまでのところないようだ。

一両者にとっての戦後一

戦後は二人にとってどの様な意味を持っていたのか。当時の知識人の例にも

れず社会主義的政治思想を信奉し労働党を支持したサスーンにとっては、戦後

は反戦運動を継続するための時期であった。だが、第二次世界大戦勃発を契機

に、反ナチズムの機運が盛り上がってゆくと、彼は第一次世界大戦開始の時の

戦争支持の立場に戻り、同大戦を題材にした反戦詩を否定してゆく。一方、戦

争中途で帰還したコヴィックは国内に盛り上がる反戦運動の影響と自らの精神

的・肉体的痛手が共鳴しあいやがて反戦運動のリーダーへと変身してゆく。

１９年軍服を脱いだサスーンはデイリー･ヘラルド紙の文芸記者となり、また

諸種の新聞雑誌に社会風刺的な詩文を寄稿した。その間労働党に加入し、平和

主義者の政治家フィリップ･スノウデンを支持し、普通選挙でも大いに活躍し

た。２０年代には彼の詩風は内省的、瞑想的となり、特に30年代後半になると、

彼は化学的・生物学的戦争の脅威を題材として詩作したが、周囲の好意的な反

応がえられないため、「政治詩」を放棄し、自らの過去の人生を回想する傾向

が強くなり多くの自伝を著した。一方、２９年にはホーソンデン賞とジェイムス・

テイト・メモリアル賞の二文学賞を受賞し、文学的地位を確立した。３３年には

47才でへスター･ゲティと結婚し、息子ジョージをもうける。

３９年のプリストルカレッジでの「詩について」と題する講演で、彼はジョー

ジア朝的詩観擁護の姿勢を呈示し、第一次大戦中に書いた自分の反戦詩を「地
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域的、一時的、プロパガンダ的、テーブルを叩いて熱弁をふるうようなもの」

と否定した。同年にヒトラーの率いるドイツは慢性的世界規模の恐慌による国

内不況打開のために侵略主義政策を押し進め、ポーランド、デンマーク、ノル

ウェーへ侵攻し、第二次世界大戦が勃発したが、翌40年にはサスーンは反ナチ

ズムの立場（｢邪悪に対しては平和主義は十分でない｣）からオブザーバー紙に

｢TheEnglishSpirit」と「SilentService」（｢この時期には誰も兵役から除外

されえない／もし自発的に出征しなければ我々は自滅するのみ｣）というコン

ベンションナルで凡庸な戦意高揚の詩を寄稿したが、この詩調はサスーンが第

一次世界大戦初期に書いた保守的でロマンティックな戦争肯定の詩と軌を＿に

している。こうして彼の戦争観は54才で28才のころのものと同質のものへと逆

戻りするのである。彼は57年にローマ・カトリック教会へ改宗し、その後67年

に80才で永眠する。

一方、６９年、コヴィックはプロンクス帰還兵病院を退院し、車椅子に乗って

故郷のマサピークアヘ帰るが、彼にはマスメディアを通して報道される反戦デ

モが理解できない。この当時アメリカのヴェトナム介入に対しては国の内外で

激しい非難の声があげられ大規模な反戦デモが勃発し、また戦費の増大は、同

国の国際収支を悪化させ、ドル危機が深刻化していった。この年大統領になっ

たニクソンは、米軍のヴェトナムからの段階的撤退を打ち出し、休戦のための

パリ会議開催に同意した。しかし、この会議が難航すると、アメリカは戦局を

自国に有利にしようとして北ヴェトナムの軍事的拠点攻撃のためカンボジアと

ラオスに侵攻し、７２年には北爆を再開した。

ある日コヴィックは友人のスティーピーを彼の経営するファーストフードの

店に訪ね、ヴェトナム戦争を巡って激しく口論する。高校時代から国策より自

益を優先する立場をとっていたスティーピーは「遠くで起きた戦争なんて関係

ない。政府の口車に乗せられて始めた馬鹿な戦争さ・共産主義者が世界を乗っ

取るなんてデタラメさ。それを信じたおまえたちはヴェトナムへいき、戦死し、

あるいは負傷した。政府のデマを信じたからさ」と戦争を批判する。コヴィッ

クは「デモの連中は国旗を燃やしている。おれたちが命を捨てて戦っているの

に、故郷の奴らはクソほどにも気にしていない。国のために戦っているのに、
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奴らは俺たちを踏みつけにしている」と反論するが、二人の議論は結論を見い

出せないままに終わる。

同年の７月４日に開催された在郷軍人会主催の戦死者追悼式で、コヴィック

は演説し、戦争の意義を主張し、アメリカの勝利を訴えるが、スピーチの途中

でヴェトナムでの農民誤殺の忌まわしい思い出に突然襲われ、置き去りにした

赤ん坊の泣き叫ぶ声が聞こえ、動揺し、絶句してしまう。戦争の持つヒロイッ

クな側面は、その残虐な面に対し無力なのであろう。その晩、コヴィックは自

宅の庭で帰還兵のティミーと幼い頃の少年野球の仲間の話に花を咲かせるが、

自分の臼砲の暴発で死んだトミー・フィネルのように、仲間たちの多くはヴェ

トナムで馬鹿げた死を遂げているのだ。コヴィックはティミーにウィルソン誤

殺の件を話すが、「あそこではそんなことは日常だ」と友人は答える。「志願し

てヴェトナムへ行かなければ、男だったのに」とコヴィックは性的不#賭になっ

た自分の境遇を悔やむ。このような悩みはサスーンには無縁である。

翌70年のある日。コヴィソクは幼なじみのドナに会うためにシュラキュース

大へ行き、学生反戦デモの実態を自らの目で観察する。ドナは学内での反戦デ

モのリーダーになっており、コヴィックにむかって「この戦争は間違っている。

ロン、あなたはヴェトナムでの経験があるし、もし私たちの運動に賛成するの

なら協力してほしい」と誘うがコヴィックは明確な返事をしない。彼女と別れ

た後、彼は同大での反戦集会を見学し、スピーチする帰還兵が、反戦の意志の

表明として演壇から勲章を投げ捨てるのを目撃するが、その目には共鳴の姿勢

も反発の目差しも浮かんでいない。彼にはその異質な世界が理解できないので

ある。

その後彼は自分の現実と将来に絶望的になり、心はすさみ酒に浸るようにな

る。ある晩、友人たちと一緒にプールパーへ行き、自分の好きな歌の歌詞をわ

ざと変え「こうなったのもヴェトナムのせいだ」と自虐的に歌っていると、隣

でプールに興じている中年の男が彼に接近して来て「志願しておいて、泣き言

をいうな。戦っておまえは負けた。海兵隊なら潔〈しろ。もし向こうが勝てば、

おまえたち帰還兵が真っ先にぶつ殺されるぞ。裏切り者は信用されないからな」

とコヴィックを厳しく非難する。裏切り者と呼ばれたコヴィックは逆上してそ
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の男に挑みかかるが、男はその場をすばやく去る。サスーンの体験せずにすん

だ自国民からの軽蔑と罵倒にコヴィックは深く傷心し泥酔して帰宅し、「＜汝、

殺すなかれ＞を説くキリスト教が、なぜ戦争を支持するのか」といって母に

食ってかかり「何もかも嘘だ！僕の死んだペニス！」と叫び、さらに「ファッ

クユー！」と彼女を罵る。激情がようやく収まり、彼は反省し母に詫びる。だ

が「男に戻りたい。こんな自分を誰が愛してくれる」と彼を部屋まで運んでく

れた父に絶望的に語る。彼の絶望の深さはサスーンをはるかに上回る。

母国に幻滅したコヴィックはメキシコへ旅し、彼と同様に肉体的・精神的後

遺症を煩っている他の帰還兵たちと酒と娼婦に溺れた自閉的、退廃的、自暴自

棄的な生活に埋没する。サスーンにも現実に幻滅し、自伝執筆の世界に逃避す

るという傾向は見受けられたが、快復と結婚の見込みのないコヴィックの場合

にはその傾向は極端なものになっている。折を見てウィルソンの両親へ謝罪の

手紙を書こうとするが、その勇気がなかなか湧いてこない。ある曰、友人のチャー

リーと娼婦を求めてヴィラ・ローザヘ向かうが、途中で「ヴェトナムで赤ん坊

を殺したことがあるか」というチャーリーの質問がきっかけとなって、二人は

車イス上から互いに唾掛け合い取っ組みあいの喧嘩になるが、喧嘩が二人の胸

の内のモヤモヤを浄化し、二人は和解する。すべてを失った今どうすればよい

のか、という不安が二人を結び付けるのだ。

やがてコヴィックは帰国し、勇気を出してジョージアに住むウィルソンの両

親を訪ねる。このような行為は友軍兵士誤殺の悲惨を味わうことのなかったサ

スーンには不要であった。ウィルソンの父は「なぜあんな遠い国で、これほど

多くの若者が死なねばならないのかわからん」とヴェトナム戦争への疑問を発

するが、自分の家は先祖代々アメリカの関わった戦争に貢献してきたと誇らし

げに述べ、「次の（戦争の）時もまた誰かが行くよ」と矛盾したことを語る。

息子のピリーが戦死したときの状況を詳しく知りたいと願う両親にコヴィック

は、ウィルソン誤殺の真実を告白し謝罪する。幼い子を抱いたウィルソンの妻

は「私は永久にあなたを許せないけど、主が許してくれるでしょう」と静かに

述べ、ウィルソンの母は「ロン、あなたもさぞ辛かったでしょうね」とコヴィッ

クのこれまでの苦悩に優しい理解を示す。そしてコヴィックの苦悩と屈辱から
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の再生が始まる。

７２年ニクソンが大統領再選を目指しているころ、コヴィックは愛国的な立場

を捨て去り、丁度終戦直後に労働党に加入し、普通選挙の際活躍したサスーン

と同様に、政治の世界に熱中し、反戦帰還兵の組織のリーダー的存在として共

和党大会の会場へ反戦デモを率いて乗り込む。混乱する会場で記者のインタビュー

を受けた彼は激しい口調で政府を攻撃し、反戦の抗議を行う。その口調は同じ

く裏切り者扱いをされることを覚悟で「兵士の宣言」を公にした抑制の利いた

サスーンのものよりはるかに激烈である。「この戦争は犯罪だ。この戦争は間

違っている。政府は２万キロも離れた戦場へ若者を送り、輝かしい２千年の抵

抗の歴史を持つ貧しい農民に戦いを仕掛けている（註)。独立のために戦って

いるヴェトナムの国民に対するこの国の指導者たちの非道さは言葉では言い表

せない。この国の政府は腐った盗人と強姦犯の集まりだ。我々はもう黙っては

いない。我々はヴェトナムで兄弟を殺しているんだ｡」会場の戦争支持派から

は「共産主義者、裏切り者」と罵倒されるが、彼は届することなくデモをリー

ドし、その結果彼はその名を全国に知られるようになった。こうして彼は若い

頃のサスーン同様に、極端な軍国少年から、徹底的な反戦主義者というもう一

つの極端へと飛躍する。７３年１月にベトナム和平協定が成立し、米軍は屈辱的

撤退を開始する。７５年４月のサイゴン陥落により、ベトナム戦争は米軍敗北と

いう形で終結を見た。サスーンと違い母国の敗戦を味わったコヴィックは翌７６

年に『７月４日に生まれて」を著し、それが反響を呼び同年の民主党大会で反

戦の演説を行うことになる。こうして幼い頃にケネディのテレビ演説を聞きな

がら「おまえが大勢の前で演説しているのよ・すばらしい演説よ」と母が語っ

た夢が皮肉な形で実現することになる。演説の前に「気分はどうか」と記者に

聞かれ、「名誉に思う。胸が震える。長い道のりだった。やっと最近になって

故郷へ帰ったと感じる」と心境を語りコヴィックはステージへ向かうところで

この映画は終結する。

以上論じてきたように、サスーンとコヴィックの戦争体験と戦争観には同質

な側面と異質な側面が当然ながら認められた。戦争の苛酷な体験を通して二人

が得た、戦争を安易にヒロイズム高揚の場として受容しない醒めた態度は（サ
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スーンの場合は､第一次大戦終結からほぼ20年を経た後で、自らの詩風の保守

化とドイツの侵略政策への脅威からこの姿勢を放棄するのだが）今後私たちが

戦争を回避する努力を積み重ね、そして大国の利益に追従することなく、また

自国の利益のみに固執することなく、少数の大国の利害の躯引きの場としてで

はなく、地球国家の中枢としての民主化された国連を中心に真の国際平和を構

築するために有益で貴重な体験として共有しえるものといえるのではないだろ

うか。

~真の国際平和の実現には戦争研究は不可欠である－

（註）「２千年の抵抗の歴史を持つ」ベトナムとは、次のようなことを意味

する。即ち、ベトナム北部に1010年に季朝が成立し独立を達成するまでは泰・

漢以来約１千年にわたり中国の支配下におかれていた。その後1025年に陳朝が

成立し、陳朝は元の侵入を1288年に撃退した。1400年に陳朝が滅び、その後２８

年明によって支配されたが、黎朝は1428年に明をうちやぶって自立し、１５世紀

後半には南部チャンパ王国を併合した。

その後西山朝、院朝と続いたが、院朝がキリスト教の布教禁止と宣教師迫害

を行ったので、フランスのナポレオン３世はこれを口実に1858年に派兵しサイ

ゴンを占領した。フランスは順次占領政策を押し進めていったが、ベトナムの

宗主権を主張する滴との間に清仏戦争（1884-85年）が勃発し、勝利を収めた

フランスは院朝を保護国とした。８７年にはフランスはフランス領インドシナ連

邦を形成し植民地政策をほぼ完成した。

しかし、1930年にはホー・チミンらがインドシナ共産党をつくり、７０余年に

及ぶフランス支配から独立すべく、反仏独立連動を展開した。４０年日本軍は仏

領インドシナ北部に侵入するが、ベトミン（ベトナム独立同盟）が抗日闘争を

行いつつ、フランスからの独立運動を強めていった。４５年の日本の敗戦直後、

ハノイでベトナム民主共和国が成立した。

翌46年インドシナ支配の回復を目ざすフランスの攻撃によって、反仏独立戦

争（インドシナ戦争）が開始されその後８年間続いた。ソ連と中国に支援され

たホー・チミン軍はデイエンビエンフーで仏軍を54年に破り、同年７月のジュ
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ネープでの休戦協定締結後に、フランスはベトナムから撤退した。この協定で

ベトナムは北緯17度線を境に南北に分断されたが、インドシナ戦争中フランス

を経済的に援助していたアメリカは、南ベトナム同様同条約に調印せず、その

後南ベトナムを支援した。一方、フランスはその血塗れの遺産をアメリカに譲

渡した後も、南ベトナムでの種々の利権をむさぼり、厚顔にも同国政府とベト

コンの両方に納税し、アメリカの不満と反感を買っていた。

６０年アイゼンハワー大統領のもとで、アメリカは「南ベトナムを共産主義の

侵略から守る」という大義を理由に、ベトナムへの軍事介入を開始した。６３年

のケネディ大統領暗殺後、大統領に就任したジョンソンは本格的なベトナム介

入を開始した。６５年には北爆が開始されたが、「南ベトナムの解放と南北統一」

を目指すベトナム民主共和国は屈せず、南ベトナムでは南ベトナム解放戦線が

強力な抵抗を続けた。６８年のテト攻勢で共産軍は米軍・サイゴン軍に大打撃を

与え、米戦略は大転換を迫られた。翌69年には四者拡大和平会談が開始され、

解放戦線が南ベトナム臨時革命政府を樹立する。この年米大統領就任のニクソ

ンは、サイゴン政府軍の強化を狙った近代兵器供与と米軍のベトナム撤退を意

図した「ベトナミゼーション政策」を定めた。７５年共産軍はサイゴンを陥落さ

せ、３０年にわたった反仏・抗米の抵抗運動はホー・チミン軍の勝利という形で

終結し、翌76年にはベトナム南北統一選挙が実施され、ベトナム社会主義共和
国が誕生した。

しかし75年の解放前後から悪化していた隣国カンボジアとの関係が極度に緊

張したため、７８年にベトナム軍は、７５年から３年８カ月の間に約２百万人の同

胞を虐殺したポル・ポト政権からカンボジアを解放する目的で同国に侵攻しポ

ル・ポト軍を破り、親ベトナムのヘン・サムリン政権のもとでカンボジア人民

民主国が樹立された。従来、反仏・抗米というかたちで自国で抵抗戦争をおこ

なっていたベトナムだが、解放を理由にしたカンボジア介入を契機に他国侵攻

というアメリカ的およびソ連的（例えば68年のソ連主導型のワルシャワ条約機

構軍のチェコ侵攻と79年の同国のアフガン侵攻）戦争形態を構築し、弱小国を

自国好みの国に改変してゆく外交･軍事路線を踏んでゆく。サムリン政権に対

して、シアヌーク殿下派、ソン・サン派、ポト派は82年に三派連合政府を結成
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し、内戦が発生した。二つの政府間の内戦には、サムリン政権支援のソ連・ベ

トナムとポト派支持の中国の対立という国際的な概図が背景にあった。ポル・

ポト政権を支援する中国は、ベトナム政府の荒治療的な政策のために発生した

華僑の大量出国事件を契機に、ベトナム制裁の軍事行動にでて中越戦争が発生

したが、ベトナムはソ連の支援を受け、中越戦争に関わってゆくことになった。

91年、ベトナム戦争では貢献度ゼロであった国連安保理五常任理事国がカンボ

ジア和平達成のために積極的に乗り出し、１３年近くに及んだカンボジア紛争は

終結を向かえようとしている。また、同じく９１年になって決定的となったソ連

における社会キ義の崩壊を社会主義圏の危機として捉え、ベトナムと中国は独

自の交渉によって78年以来の中越戦争の解決と関係正常化を目指しているが、

両国の関係正常化がアジア地域のみならず、国際的な平和と安定をもたらすも

のと期待したい。
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