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研究成果の概要（和文）：対日対独戦犯裁判の実態分析を深化させるため、計画に沿って、メンバーが内外の公
文書館・図書館などにおいて史料調査・収集を実施した。各自がおもに調査した外国は、伊香俊哉：台湾・中
国、林博史：アメリカ・イギリス、内海愛子：オーストラリア、永井均：フィリピン・スイス、芝健介：ドイ
ツ・オーストリアである。また内海、永井はそれぞれ関係者の聞き取り調査も実施した。各自が収集した新史料
によって、従来の研究以上に対日対独戦犯裁判の実態が明らかにされたが、それらは著書・研究論文や、シンポ
ジウムや本科研メンバーが中心となって実施したワークショップでの報告として発表されている。

研究成果の学術的意義や社会的意義
第2次世界大戦後に日本とドイツに対して連合国側が実施した戦犯裁判については、近年戦犯裁判の当事国にお
いて研究が進展している。そのような状況の中で、本研究は歴史学的に裁判の実態解明をより深化させることを
目的として、内外で史料調査・収集を行うことを第一の課題とした。そして新たに発掘された史料を分析し、そ
の成果を論文・図書・シンポジウム報告といった形で発表することを第二の課題とした。本科研メンバーが内外
で新史料を収集し多数の研究成果を発表してきた、これらの研究成果は、戦犯裁判の実態解明を深化させ、新た
な戦犯裁判認識を提示したという点で学術的意義と社会的意義をもつものであった。
研究成果の概要（英文）：Along with the plan of this KAKEN research project, the members conducted
research at archives and libraries for collecting materials for deepening the analysis on the war
crimes trials for Japan and Germany by the Allies. The places for the archival research were, Taiwan
and China (Prof. Toshiya Iko), USA and UK (Prof. Hirofumi Hayashi), Australia(Prof. Aiko Utsumi),
Philippines and Switzerland (Prof. Hitoshi Nagai), Germany and Austria (Prof. Kensuke Shiba). Prof.
Utsumi and Prof. Nagai also carried out interviews with involved persons or their families. The
members clarified the policies, the procedures and the aftermath of the war crimes trials based on
the new findings and also published books, articles and gave papers at international workshops as an
outcome of the research.
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１．研究開始当初の背景
(1) 研究の学術的背景
本共同研究は、従来の２次にわたる共同研究に引き続き、第２次世界大戦後、連合国が
日本とドイツに対して行った戦犯裁判の実態解明に関わる関連史料を幅広く収集・分析し、
戦犯裁判研究を深化・発展させることを目指した。
本共同研究申請者のうち４名は、平成 19 年度より３年間、基盤研究（Ｂ）「対日戦犯裁
判政策の総合的研究」（代表粟屋憲太郎、分担者内海、林、伊香、永井）を行った。この
研究を踏まえて、平成 23 年度から４年間の基盤研究（Ｂ）「連合国による対日対独戦犯裁
判政策の総合的研究」（代表伊香、分担者内海、林、芝、永井）を行った。これらの研究
を踏まえて、戦犯裁判の実態分析を深化させることとした。
２．研究の目的
第２次大戦後の戦犯裁判は、Ａ級裁判（東京、ニュルンベルク）とＢＣ級裁判という形
で実施され、研究においては対日裁判と対独裁判、Ａ級裁判とＢＣ級裁判はそれぞれ別個
に研究が進められてきた。そうした研究状況を踏まえ、平成 19（2007）〜21（2009）年度
と平成 23（2011）〜26（2014）年度の共同研究で、対日裁判にとどまらず対独裁判を含め
た連合国の戦犯裁判政策の形成・展開をより総合的に明らかにすることを目指して史料調
査・収集を進めてきた。この成果を踏まえ、平成 27 年度からは日本とドイツに対する戦犯
裁判自体の実態解明により踏み込んだ研究を目指した。すなわち犯罪捜査から訴追政策の
形成、戦犯法廷の設置、公判と判決、服役、そして減刑・釈放までの全過程を射程に入れ、
一次史料に基づく実態分析を見すえて関係諸国での史料調査を重ね、史料解析を進めるこ
とで戦犯裁判研究を深化・発展させることを試みた。
３．研究の方法
本共同研究は、対日対独戦犯裁判に関する史料調査・収集を主要な目的としており、そ
れらの史料を所蔵している各国の国立公文書館などでの史料調査・収集が主な活動であっ
た。そのために共同研究参加者が調査対象国を分担し、海外在住の協力者の協力も得なが
ら、史料調査を行った。加えて、犯罪捜査や戦犯裁判だけでなく、戦犯受刑者の処遇問題、
減刑・釈放の政治過程、バチカンや赤十字国際委員会など第３アクターの役割、さらには
各国の世論動向まで視野に入れた戦犯問題をめぐる多面的・総合的研究を目指した。
４．研究成果
本科研メンバーの研究成果の概要は以下の通りである。
(1)

伊香俊哉：中国国民党政権と中国共産党政権による戦犯裁判の実態分析を進めた。

まず前者については、台湾の国家檔案管理局・国民党文化伝播委員会党史館・国家図書館
での史料収集を進めた。そこで得られた史料の中でも特に国民党政権が実施した戦犯裁判
における尋問調書は裁判の実態を解明する上で重要なものであった。その解読には時間を
要したが、そのなかから特に憲兵の尋問調書に注目し、憲兵に対する追及がどのように進
められたのかを示す史料調査を北京市・天津市・上海市の档案館で実施した。それらで収
集された史料と日本側の憲兵関係の回想録等とも合わせて、憲兵の戦争犯罪と戦犯裁判の
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実態分析を行って、論文として発表した。また共産党政権による戦犯裁判に関しては、戦
犯 800 名以上の自筆供述書が全 120 巻の史料集として中国で出版された。その分析を進め、
膨大な史料集の概要を把握した。
以上の研究過程で 2016 年に日本と中国の研究者によるワークショップを企画・開催し、
戦犯裁判研究の現状と課題について情報交換することができた（本科研からは伊香と永井
が参加）。
(2)

内海愛子：韓国人・台湾人戦犯裁判の実態解明を深化させるため国内では外交史料

館・国立公文書館、国外ではオーストラリアの戦争博物館・国立公文書館での史料調査を
行った。同時に生存している元戦犯（日本人・朝鮮人・台湾人）たちへの聞き取りを行っ
た。その過程でスガモプリズン内で作成された壁新聞や同人誌や機関誌を収集した、元戦
犯の個人史料（日記・手紙など）、所内で展示されていたポスターなども収集した。これ
らの証言・史料から、スガモを管理する米軍（のちに日本政府）の管理実態を明らかにす
るとともに、元戦犯たちが裁かれた裁判の検討、その思想的営為の検討を進めている。
また生存している元戦犯が少なくなっている現在、99 歳の東京俘虜収容所に勤務してい
た元軍曹（日本人）、91 歳の元軍属（朝鮮人）などの聞きとりをおこない、巣鴨刑務所の
元刑務官への聞き取りも行った。
(3)

林博史：沖縄出身者の戦犯裁判についてアメリカの国立公文書館・ルーズベルト大

統領図書館・トルーマン大統領図書館、イギリスの国立公文書館、国内の沖縄県公文書館、
国立公文書館継続的で継続的に史料収集を行った。その分析を通じて連合軍によって裁か
れた沖縄出身の戦犯を特定し、訴追された戦争犯罪行為の概要が把握できた。そして日本
本土出身者と、植民地（朝鮮、台湾）出身者との間に位置すると考えられる沖縄出身者が
戦犯になった歴史的経緯と戦犯裁判についての研究を発表した。これによって BC 級戦犯
裁判の構造をより明らかにすることができたと考えられる。それ以外には、戦争犯罪の比
較検証という観点から、米軍の行動を戦争犯罪という視点から検証する史料および、ヨー
ロッパにおけるＢＣ級裁判の実態に関わる研究文献を収集した。
(4)

永井均：東京裁判におけるフィリピンの動向に関係する史料およびフィリピンのＢ

Ｃ級戦犯裁判関係史料を、スイス・ジュネーブの赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）文書館、
フィリピン国立図書館やフィリピン大学文書館、日本の国会図書館で収集した。ＢＣ級戦
犯裁判についてはとりわけ、横山静雄元中将ケース、およびホセ・アバド・サントス最高
裁長官殺害で裁かれた林義秀元中将と川口清健元少将のケースに注目し、後者については
アバド・サントスの遺族へのインタビューも行った。これらの裁判の事例研究と、東京裁
判におけるフィリピン判事の動向と歴史的役割について論考を発表した。
(5)

芝健介：ニュルンベルク国際軍事裁判・ニュルンベルク継続裁判についての史料調

査をドイツの国立（連邦）公文書館・外務省公文書館・ケルン大学歴史文書館・バイエル
ン州立ニュルンベルク公文書館・ミュンヒェン現代史研究所付属文書館、オーストリアの
リンツ市公文書館・オーバードナウ州立公文書館・ウィーン抵抗運動歴史博物館附属公文
書館などで行い、これらの調査に基づく論考を発表した。またドイツで開催されたニュル
ンベルク裁判関係のシンポジウム等に参加するとともに、2018 年 11 月 17 日の国際シンポ
ジウム「国際刑法におけるニュルンベルク裁判と東京裁判の今日的意義」にもコメンテー
ターとして参加した。
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