近代 日本 にお け る植 民地 体育政策 の研究 (第 6報 )
―― 一 大東亜競技大会 の開催 と偽満 州国の崩壊 ―――
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1.は

じめに

わが国の植民地的外縁 を構成す る日満華による大東亜新秩序建設 が公然 と明 らかにされたのは
(第 5報 )に 続 いて康徳 8(1941)年 のアジア・
,

1988(昭 和13)年 12月 の ことで あ った。本稿では

太平洋戦争の勃発か ら翌年の建国10周 年 を経て,同 (1945)年 8月 の偽満州国の崩壊 に至 る植民地
体育政策の理念 とその実相 ,さ らには大東亜共栄圏の構想のもとにわが 国の国家総力戦体制 に組み
込 まれ, 自壊 してい く過程 を明 らかに したい。

1.ア ジア ・太平 洋戦争 の 勃発 と東亜競 技大会 の 開催
1.ア ジア・太平洋戦争 の開始
1941年 12月 8日 , 日本軍はハ ワイの真珠湾 を攻撃 し,同 時にマ レーに侵攻 し, ここに全面的

なアジア・ 太平洋戦争に突入 した。満州国政府は, この戦争 に対す る態度 を決定す るために関
東軍と協議す るとともに, 日本政府の見解を求めた。その結果 ,米 英両国 に対 して宣戦布告は
しないものの, 日本の戦争継続のために側面か ら援助す ることを決定 し,皇 帝薄儀 は,同 日次
のような「 大東亜戦争 に関す る詔書Jを 発表 している。
「 天象運大満州国皇帝昭かに爾衆庶に詔 して曰 く
盟邦大 日本皇帝陛下姦 に本 日を以て戦を米英両国に宣 し給 応、
明詔煙煙懸 って天 日に在 り
朕
日本天皇陛下 と精神 一体の如 く,爾 衆庶亦其臣民 と成 な一徳心を有 ち,夙 に不可分離の関係
を以て,固 く共同防衛 に義を結応ミ
,死 生存亡断 じて分鳩す ,爾 衆庶成 な宜 しく克 く朕か意を体
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b,方 方 一志国人を挙けて奉公の誠を尽 し,国 力を挙 けて盟邦の戦 を援け,以 て東
し,官 民一′
亜 定の功を輔け,世 界の平和 に貢献す へ しllJ]
この詔書 と同時に,満 州国側は, この戦争の 目的を周知 させ るために声明を発表す るととも
に,国 務総理大臣の訓諭 を明 らかに している。さらに同年12月 13日 には臨時省長会議を開催 し
,

各地方長官に対 して大東亜戦争 に対処す るための根本方針 な らびに対 日協力の方策 について指
不 している。

2.満 州建 国十周 年 と満 州 国基本 国策大綱 の制 定
1942(康 徳 9)年 3月 1日 ,淳 儀 は建 国十周年の詔書 とともに,恩 赦詔書 を公布す る一方,張
景恵を特派大使 と して 日本 に派 遣 し, 3月 17日 には天皇に親書を波 している。そ して同年月末に
は高松宮が建 国十周年 の慶祝のために渡満 している。 また開戦の満 1年 にあた る1942年 12月 8日
には(1)根 本方針 ,(2)政 治綱要 ,(3)民 生綱要 ,(4)経 済綱要を内容 とす る満州国国策大綱 を発表 して
いるが,具 体的 には次のようなもので あ った。
序

我満州国は建 国以来 ,姦 に本年 を以て正に十年の歳月を閲せ り,国 運 の隆昌,国 勢の仲暢―に
帝徳の下,民 族相協和 し,官 民象力を以て建設 に挺身せ る結果 に外 な らず と雖 も,亦 悉 く親邦 日
本の丈儀 に衛 らざるはな し
,

長 くも皇帝陛下異に建 国神廟 を建て,天 照大神を奉祀 し,国 本を惟神の道 に集め,親 邦の天業
を奉翼すべ き国民を諭 し給応、
,洵 に感激に堪 へず
謹て 帝 旨承け,国 人を挙げ,国 力を尽 して聖戦完勝を図るべ く,庶 政亦此の一点 に集中,指
向有 るの要あると共に,多 面国力の根本を培養 し,国 勢の画期的昂揚 を期す べ き将来の大計を企
図す るは,蓋 し刻下最 も緊要 とす るところなり
,

姦 に時勢の変遷 に即応 し,十 年の治績 に鑑み ,新 たなる構想の下 ,庶 政更始 一新を期 し,今 後国
べ きところを明に し,依 って以て官民相共 に格守す べ き道 を開示す る所以なり,而 して
勢の縛応、
以下開示す るところは,概 ね今後十年間に於ける施政,方 策の大綱 に して緩急その度 に応 じ,之
を実施せんとす るも,特 に現下 非常の時局 に照応 し,先 づ 以て北辺鎮護 に備応、ると共 に,大 東亜
戦争完遂に結集せ んとす ,従 って国民生活に於て一時の隠忍は克 く耐ゆるところなか るべか らず
,

国民は宜 しく政府の意図す るところを体 し,益 々決意を鵞固 に し,国 勢運営 に積極的貢献を致
さんことを切に実望す る次第 なり
,

第一章

一

根 本 方 針
国体の本義 を顕揚 し,国 家観念 を涵養 し,民 族協和 ,以 て国家的団結を鵞固ならしめん こと
を期す

一

日満共同防衛の本義に則 り,国 防国家体制 を確立す ると共 に,国 力を大東亜戦争完遂 に結集
し,進 んで大東亜共栄圏必成 に寄与せんことを期す

一

文教を振興 し,産 業の画期的開発を図 ると共に,勤 労皇国の民風を作興 し,以 て民生を向上
し,国 力を培養 ,充 実せん ことを期す
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強力なる国防国家体制の確立を期 し,政 治,協 和会 一体 となり,政 治力の昂揚 ,施 策の徹底を
図るものとす
第一

国体の本義顕揚

我国体は惟神の道に淵厳 し, 日本と永遠 に互 リー体不可分離の関係あるを以て本義 とす
此の確固不動の国体の本義を中外 に顕揚 し,施 政万般の基本た らしむものとす
第二 国防体制の整備
日満共同防衛の本義に則 り,我 特殊地位 に即応 し,益 々防衛及防共の国防国家体制 を整備 し,併
せて治安の確保を期す るものとす
第三

民族協和の具現
国体の本義 に即 して各民族の特質を陶冶,仲 長 し,国 家 目的に従ひ,応 能奉公 の見地 に基 き,各
民族を して各 々其のところを得せ しめつつ協和 団結 を図るものとす
第四

外政の仲長

大東亜共栄圏各地域,特 に隣接地域 との連繋に緊密に し,協 カー致 以て大東亜戦争の完勝 と東
亜新秩序の必成 とを期 し,弥 々益 々同志諸国家 との国交を敦 くして 世界新秩序 の建設 に貢献す
るものとす
,

,

第五

庶政の刷新

凡ゆる施策実行の成否が懸 って行政運営の適否 ,国 民の衛信如何 に存す ると国策遂行の緊要性に
鑑み,行 政運営並に官吏制度に刷新を加 へ,以 て中央 ,地 方一体 となり,責 任政治の確 立及国策
の的確 なる遂行を期す るものとす °)」

3.満 州建 国十周年記 念東亜競 技 大会 の 開催
ところで,康 徳 8(1941 昭和 16)年 に第 10回 満州国体育大会が男子中等学校総合競技会をか
ねて夏季大会 ,秋 季大会 ,冬 季大会に分けて開催 されるとともに,や は り同年には政府 ,協 和会

,

民間諸団体が協議 し,協 和運動の一翼 と して厚生運動 が展 開されている。
この厚生運動で特 に重視 されたのは,先 の「 詔書」 にも「 死生存亡断 じて分轄せず 」 と して明
らかにされ ているように,ま さに「 親邦」 日本 と死生存 亡を共にす る侵略戦争を完遂す るために
は「 先 づ健康を保持 し,体 力を練 るJこ とが不可欠で あ ったか らにほか ならない。
『満州建 国十年史』は ,「 か くてこの保健衛生問題 も人道的見地 よ りす る消極 的治療 主義か ら
国家的全体の立場に基 づ く積極的健康増進 主義へ,単 なる医療施設の普及か ら国民体位 の向上を
めざす諸施設の拡充へ と指向 しつつある●)」 と 自賛 している。
こう して翌康徳 9(1942 昭和 17)年 に満州 国は建 国10周 年 を迎え, 9月 15日 に新京で政府主
による
催
建 国10周 年記念式典が皇帝薄儀の出席 のもとに開催 され るとともに,年 間を通 じて慶祝
興亜国民大会をは じめ,大 東亜建設博覧会のほか,大 東亜武道大会 も開催 され る一方 ,全 満各地
で 記念行事が行 なわれている。
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その最大の規模 の行事は,何 とい っても皇帝淳儀 を迎えて同年の 8月 8日 に完成 した新京の南
嶺国際競技場 において同 日か ら11日 間にわた って 日,中 ,蒙 ,タ イ,仏 印,比 などの参加によ っ
て行 なわれた大東亜競技大会 であ ったが,そ の完成 した南嶺国際競技場 は,次 のような規模 のも
のであ った。
「 満 三年前の 日満幸競技の折 には新京市公署 (市 役所 )の 机の上で南嶺綜合競技場 の設計図を
見せ られて感心 し,実 際 には陸上競技場が野原の中にポ ツンとあるだけの淋 しさに驚 いた我 々で
あ ったが,今 回は ラグビー蹴球場を中 に抱 き込んで居 る自転車競技場や ,篭 球排球場 ,不 幸 に し
て雨の為会期 には間に合わ なか ったが,ア ンツーカー張 りの庭球場等 が計画通 りに誕生 し,少 し
離れて大同公園 には飛込み プールを含む水泳場 と, 日本中何処探 しても見当 らぬ様 な立派 な神武
殿 (武 道場 )が 完成 し,そ の他の競技施設 を動員 して堂 々十四種 目の総合競技大会 と 日満交歓武
道大会 とを実施 したのは之だけでも今昔の感 に堪えぬ所である。
「 総 ての思ひ出,印 象の上 に一層は っきりと記され て居 るのは,満 州国皇帝陛下御臨 の下 に厳
粛に開催された開会式 であ った。 いや もっとは っき り云応ゝならば開会式に於ける皇帝陛下 の御姿
k41」

て居 られた皇帝陛下の御姿
で あ った。御慈 しみの御眼を絶えず我等競技者団の方 へ 向けさせ給応、
が総 ての印象の上に光 り輝いて,今 回の遠征の 目的も苦心 もあ らゆる部面の焦点は姦 に鮮やかに
結 ばれて終 って,他 の事は何 もか もぼ っと霞んで居 る様 にさえ思われ る。 ………
八月八 日午前十 一 時,三 年前の 日満華交歓競技大会の町 とは周囲の様子もず っと落付 いて美 し
くなった南嶺の競技場 に,皇 帝陛下の御到着 を待 って直ちに開会式の入場行進は開始 された。大
会役員団に続 いて我選手団は秩父官殿下御下賜 の団旗を先頭 に六列縦隊を以て入場 し,皇 帝陛下
の御前を分列行進 したのであ った。流石 に時局の精神 を把握 し,大 会の真義 に撤 して居 る我選手
団は,続 く中華 ,蒙 古並に主催満州国の何れ よ りも立派であ ったとのスタ ン ド評 であ った事 は嬉
しか った。
この開会式 は一つ の特徴を持 って居 った。それは式の途中でフ ィール ド内の各国選手団が一旦
後方の芝地 内に退場 して,産 業体操 ,女 子青年体操 ,在 郷将校の演舞 が御覧演技 と して挟 まれ
,

最後 に再び各 国選手団が加わ って万歳奉唱の後 ,皇 帝陛下は還宮遊 ばされ ,式 を閉 じたのであ っ
た。 6)」
この東亜競技大会 には 日本か ら211名 ,中 幸民国か らは85名 ,蒙 古か ら63名 ,そ して満州国か
らは292名 , 計651名 が参加 している。
ところで,こ の東亜競技大会開催 の意 図は,指 摘す るまで もなく,「 東亜建設 工 作 Jで あ り
「満州建国十 周年の佳年 を壽 ぐ豪華絢爛 の慶祝行事の一 と して,東 亜民族の栄誉 を賭け,各 民族
,

6)」

の強力な団結をも って共栄 圏確 立の大業 に挺身す べ き決意を表明せ んとす る
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4.満 州 国民学校 の創 出 と偽 満州 国 の崩壊
1.満 州国民学校制度 の創出
こうした 国防国家体制 下の全般的な教育政策の方向は,先 の「 満州国基本国策大綱」の「第
三章 民生綱要」 によって示 され ているが,そ の「 民生綱要」は ,「 序」 のなかで「 文教 の振
興を図り,錬 成を強化す ると共 に,文 化の進展 ,厚 生の仲暢 に努め,国 民皆労国の美風 を作興
°)」
し,以 て国民の資質向上,国 家的団結力の鵞化 を図 り,併 せて民生の長養を期す るものとす
れて
と述 べ ,「 第 一 国民の錬成 ,第 二 厚生の伸暢,第 三 勤労興 国の実践 J等 について応、
国民の錬成」 では,次 のように述 べ ている。
「青少年の教育及錬成 に重点をおき,健 全 ,濃 刺たる新 国民の育成 に努め ると共に,広 く一

いるが,「 第 一

般 に職域錬成 を徹底 ,強 化す るものとす
一 教育の振興

ll

学校教育

は)初 等教育 に重点を置き,其 の振興 ,充 実 に努め るものとす
(口 )中 等及大学教育 は実業教育を主眼と し,大 学 に付いては特 に其の内容の充実 に重きを
置 くものとす
師道教育を刷新 ,充 実す ると共に,教 学機能の強化を図るもの とす。
(二 )教 育者の養成,資 質向上及待遇改善 を図ると共 に,教 育者尊重の気風 を作興す るもと
1呻

す
体)学 校教育 と各種試験研究機関及 工場 ,鉱 山等 との連繋 を緊密 ならしむ ものとす

l̲l社 会教育
は)社 会教育施設の整備 ,充 実を図ると共 に,識 字運動を積極的 に行 なうものとす
(口 )芸 文活動の補導並 に施 設の整備 を図るものとす
1呻

各種宗教団体及教化団体 の活動は国家 目的 に即応せ しむ る如 く,之 れを補導す るもの
とす

二

青少年の錬成

中堅国民の育成 を目途 と し,勤 労奉公制度 を創設す ると共 に,青 少年組織 を通 じ,そ の錬
成を強化す るものとす
尚青年 自興運動の健全 なる発展を期す るものとす
三

職域錬成
一般錬成の外 ,特 に責任観念 の涵養 ,職 域奉公観の徹底 ,能 率増進 に主眼を置き,官 公吏

,

特殊会社 ,職 員,そ の他 一般従業員の 日常業務を通 じての錬成を徹底す るものとす
四 婦女子の錬成
国防婦大会 ,女 子青年団等 を通 じ婦徳の涵養 ,品 位 の向上 に努ま しむ ると共に,特 に満糸
G)」
婦女子 に付ては勤労並 に衛生思想の普及を図るものとす
こう した錬成主義に基 づ く教育観を背景 に康徳 8年 にわが国における国民学校制度 へ の転
換 に呼応 して在満国民学校制度が創出された。在満 国民学校制度 は,ま さにわが国の国民学

′
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校制度の移植そのものであ った。す なわち「 皇道の道に則 りて初等教育を施 し,国 民の基礎
的錬成を為す を以て 目的 。)」 と したが, これは在満 日本人を偽満州国の中核的な民族 と して
他民族を支配す るにたる資質 ,言 い換えれば皇民へ と改造す ることにほか ならなか った。
そのために「 満州国建 国の精神を体得せ しめ,満 州国民の中核た る責務を遂行す る志操の
涵養に努む」 る一 方 ,「 我が 国文化の特質 を明 らかな らしむ と共に,東 亜及 び世界の大 勢 に
付 いて知 らしめ,皇 国の地位 と使命 との 自覚に導 き,他 民族 より信頼 を受 くるにたる品位 と
実力の養成 に力む QO」 ことで あ った。
そ して在満国民学校 には初等科 を置 くもの,初 等科 ならびに高等科 を置 くもの,さ らには
高等科のみを置 くものの三種があ ったが,就 学年限は初等科 6年 ,高 等科 2年 であ り,カ リ
キュラムは,国 民科 (修 身。国語・ 国史地理・ 大陸事情および満語 ),理 数科 (算 数 。理科 ),
体操科 (体 操・ 武道 ),芸 能科 (音 楽・ 習宇 。図画・ 工作・裁縫 ―女児に限る一),家 事 (高
等科女児に限 る)こ う した 国民学校体制下の体育政策 については,例 えば「 国策大綱」 の
「第三章 民生綱要Jの 「 第二 厚生の仲暢 三 体力増強Jの なかで明 らかにされている。
す なわち「 厚生の仲暢Jで は ,「 強健 なる国民の育成並 に快適 なる生活環境の育成 に努め
,

以て国民錬成の成果 と相倹 って 国家興隆の基礎 を確立す るものとす Ql)」 とされ ,ま た「 体
力増強」では ,「 (― )集 団的肉体訓練 ,武 道及運動競技奨励を積極化す るものとす ,(二 )
阿片,麻 薬団禁 については一層其 の実行 を挙 ぐることに努め るものとす °DJと している。
また団体訓練の徹底 については在満 国民学校 における協和少年団の訓練 を強化 し,さ らに
康徳9年 か らは中等学校以上 に学校報 国隊を結成す るとともに,国 防力の増進 という観点か
ら午後の授業 を廃止 し,全 校的な集団的肉体の錬成に塗 り潰 され,人 間による トーチカ政策
が極限にまで遂行 されてい ったので ある。

2.「 偽満州国」 と 「スポーツ王道」の崩壊
1945年 8月 15日 , 日本はポツダム宣 言を受話 し,無 条件降伏をす る。同年の 7月 まで関東軍

の参謀の地位にあ った竹 田宮恒徳王は,同 年の 8月 17日 に渡満 し,終 戦 に関す る詔勅 を関東軍
の第三方面軍司令部の後官淳大将 に伝えた。停戦 に合意 した関東軍は,ラ ジオ放送を通 じてソ
連極東軍司令官の ワシ レフスキー元帥 に停戦を申 し入れ , 2日 後の 8月 19日 にワシ レフスキー
元帥と奏関東軍参謀総長が ソ連極東軍第 一方面軍戦闘司令所 で会見 し,こ こに関東軍は降伏す る。
新京に残留 した武部長官以下 ,各 部次長等は,敗 戦にともなう皇帝の地位 ,満 州国解体の詔
勅案を作成 (原 案は高倉正 企 画局長が作成 )し ,同 月17日 に大栗子で張国務総理 ,威 式毅参議
府議長,橋 本虎之助祭祀府総裁兼参議府副議長 ,武 部総務長官,熙 治宮 内府等 による重臣会議
が開かれた。その結果 ,皇 帝の退位 と満州 国の解体を決定 したが,そ の模様を『 満州国史』は

,

次のように伝えている。
「 皇帝は即座 に退位 を承認 され,重 臣の一人 一人を抱擁す るうち,声 をあげて号泣 された。
続 いて仮宮廷で皇帝の退位式が行 なわれ ,会 議列席の重臣が参列 した。
皇帝は退位の証書を朗読 し終 ると,張 総理以下 日満の大官 に一 々握手 して廻 り,今 日までの
労をねぎらい,今 後の健康 を祈 る旨の離別の言葉を贈 った。時 に八月―八 日午前 一時過 ぎ。薄
儀氏は満州皇帝を退位 し,満 州国は解散 した。建国以来 一三年 と五 ヵ月の命数であ った。
劇的な退位式を終えた後 ,通 化行きの列車が発車 したが,満 系大官は,宮 内府大臣をは じめ

,

先を争 ってこれに乗 り込んで,大 栗子を逃げ出 し,後 刻皇帝が出発す るのを見送 る者は一人 も
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いなか った。残 ったのは皇帝の一族 と橋本祭祀府総裁や 日系官 内府関係者 だけであ った。
皇帝の退位を告げる詔書 は 8月 20日 に公表 され る予定であ ったが,遂 に果たされ ることはな
か った。淳儀 は,19日 に奉天飛行場 か ら軍用機で通化 ,平 壊を経て 日本に亡命す る手筈であ っ
たが,ソ 連軍に逮捕 された。
また1929(昭 和 4)年 に渡満 して以来 ,愧 儡 国家満州国の成立に関東軍 とともに暗躍 し,建
国後 には民生部警務司長のほか,官 内府諮議 ,入 満苦力を統制す る大東公司主宰者 ,協 和会中
央本部総務部長,満 州映画協会理事長等 を歴任 した甘粕は, 8月 20日 朝,青 酸 カ リをあお って
自 らの命を絶 った。甘粕 の葬儀 には3,000人 の 日満人が 1キ ロの葬列 をな した という。同 日
関東軍は大同大街の庁舎 を接収 され ,こ こに偽満州国は崩壊 と同時に,幻 の「 スポーツ王 道」
も霧散 した。昭和 6年 の満州事変か ら数えて13年 11か 月の幕を閉 じた。
,

あ とが き
対外的 には東京裁判史観 を一部容認 し,対 内的には戦争責任 と侵略性の問題 をタブー視す るとい
Q)。
しか しなが
う戦争観 にダブル・ スタンダー ドが登場 して くるのは,50年 代 で あ るとされている
ら,こ うしたか っての対内的ないわば「 大東亜戦争」を肯定論 しようとす る政財界の「 戦争観Jは
「経済 大国 日本Jの 出現に伴 うア ジアヘ の経済進 出にともな って80年 代 に入 り急速 に後退 し,動 揺
,

を見せは じめて くる。す なわ ち,80年 代 になると東南アジアに対す る日本資本の海外進 出 と投資が
急速に進み,ア ジア規模 の広域経済圏が形成 され ることによって,か ってのアジア・ 太平洋戦争 に
よる 日本の侵略行為 を部分的に認めた うえで ,「 しか し日本はアジア諸国の独 立に貢献 したJと い
う論理である。
こう した認識は,例 えば元江藤隆美総務庁長官の韓 国 に対す る植民地支配の時代 に「 日本が一生
O)Jと
懸命,教 育を施 し,道 路,港 ,用 水を開き,い ろいろ した ことは,い いことを した なと思 う
い う論理 にす り替え られ ,こ う した発言の流儀 に従えば, 日本は旧満州に近代 スポーツを紹介 し
移入す るのみ な らず ,陸 上競技場や体育館 などのさまざまなスポーツ施設 を建設す るなど良いこと
,

もや った ということになる。
その背景には,教 科書検定 が国際問題化 したことにもよるが,何 よりも 日本が アジア地域で政治
的な リー ダーシ ップと経済的な進 出をはか る上で,戦 争責任 とその加害性の問題が大 きな障害 と し
て立ちふ さが っているという経済合理主義的な認識が潜んでいることは明 らかである。
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