
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 

 

平成 24 年 5 月 28 日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）： 

本研究は、 戦争の記憶をめぐる思想史的文化的問題系を占領期の記録を渉猟し、これらをテキ

ストとして読み解くことを通じ，戦後日本及び米軍占領下沖縄を含めた戦争死者の想起文化と政

治を明らかにした。 

研究成果の概要（英文）： 

Record of the this research and occupation term was read and solved, and the war dead's 
remembrance culture and politics were clarified, during Postwar Japan as Occupied Japa 
and Occupied Okinawa of U.S. Forces. 
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研究分野：思想史 
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１． 研究開始当初の背景  

（１） 戦争の記憶論 

本研究は、米国及び 東アジ ア地域で の

戦争記憶に関わる文化理論研究の動向をふま

え、占領期の戦争認識に焦点をあてる。思想

文化研究としての戦争の記憶研究は，一九九

〇年代後半での第二次世界大戦を軸とした戦

争の記憶が国境を越え、内向きの国民教育と

してではなく、外国問題と化す時代的背景の

機関番号：14501 

研究種目：基盤研究(C) 

研究期間：2008  ～ 2011  

課題番号：２０５２００７４ 

研究課題名（和文）占領期・占領空間における戦争の文化的記憶に関する実証的研究 

                     

研究課題名（英文） The research of Tangled memories on Occupied Japan. 

 

研究代表者  

長 志珠絵（ Shizue Osa ） 

神戸大学・大学院国際文化学研究科・教授 

研究者番号：30271399 

 



 

 

なか、当事者の記憶に重点をおき、隠された

記憶の掘り起こしやオーラルヒストリーを通

じ、証言のあり方や同時代の東アジア世界と

隔てられた、戦後日本の空間認識など方法論

的な議論を進めてきた。 

（２） 課題の変化 

今日、戦争の記憶論は課題としての次世代継

承は重要な争点でもあり、記録のあり方に向

けての多様な検討が必要である。特にこれま

で戦争の記憶研究は、どのような質の記録に

依拠してきたのか、思想文化論的分析として

はこの点についての射程が不可欠な段階を迎

えている。いずれにせよアジア太平洋戦争の

様々な出来事は、戦後多くの証言が積み重ね

られ、今日ではグローバルヒストリーとして、

移動する人びとや旧植民地の人びとの記憶や

記録に踏み込んでの議論がなされ、こうした

社会的関心のありように思想史文化史研究が

答える必要性が問われている、と考える。 

２. 研究の目的  

申請者は、これまでの長年にわたるナショナ

リズム研究、占領期研究に関する研究蓄積か

ら、戦争の記憶のあり方は事後の社会のあり

方に大きく規定される、との着想を得た。ま

た狭義には実際の戦争の時間（1941.12〜

1945.8）よりも米軍占領の時期が長期にわた

ることは、元来中国との戦争から始まったは

ずの戦争イメージを1941年以降に限定してイ

メージさせる点でも戦後日本の戦争認識を検

討するうえで、ローカルな問題と考え、戦争

の記憶とその政治学に注目する方法を検証す

る時間軸として、戦争の事後としての占領期

に焦点をあてた。一方占領期は、占領期研究

として独自の蓄積を持ちつつも、通史的ある

いは同時代的、さらには時代認識として日本

史研究の領域でも戦後史の一部なのか、占領

期として特化された時期なのか、時代像とし

て共通理解がないまま個別に細分化された研

究がなされている状況である。ことに占領期

は戦後の出発点として戦時下と切り離されて

検討されてきたため、戦争の記憶をポスト戦

争の時代としての占領期に読み解く観点は本

研究のオリジナルなものである。本研究はこ

うした占領期研究の状況をふまえつつ、記憶

不在の占領期を記録の時代として多言語的に

とらえ直すとともに、さらなる地域の記録を

発掘し、読み解く目的を持って作業を進め、

戦争の想起をめぐる文化思想史研究を文献実

証として論じるとともに、戦後思想史におけ

る占領期の独自性と問題領域を明らかにする。 

３. 研究の方法  

本研究は、記録の持つ言語の違いによる相互

の解釈のズ レや問題系の転移に注目した。

具体的には、占領軍レコード として1990年

代以降、収集と編纂が飛躍的に進んだ英語史

料(国立公文 書館憲政資料室蔵GHQ/SCAP文

書・米国民政府 史料USCAR文書、立命館蔵

GHQ/SCAP文書DB、沖縄県公文書館USCAR文書

DB)を用い、戦争の死者に関わる問題領域を発

見し、ここで 得た事例を地方公文書館で

の県庁文書史料とつきあわせ、相互のズ レ

と解明作業を進めることで、戦争認識のあり

ようにせまろうとするもので ある。またテ

キスト分析にあたっては思想史手法によって

テキストを文脈において読む作業を進めてき

た。  

４. 研究成果  



 

 

（１） 総括的成果 

言語の違いによる記録の違いがどのような認

識のずれをもたらすのか。米軍資料(SCAP/GHQ

及び 沖縄占領のUSCARのDB)中のキーワート

゙、War Victim、War Deadに関わる案件 の重

要性とともに、外務省外交史料館を含め、 日

本の府県単位で の公文書館の史料調査や自 

治体刊行資料とつきあわせ、戦争死者論や戦

争シンボル論、モニュメント論等具体的な問

題領域を通じ、戦争死者をめぐ る理解の違

い、「事件」の語られ方のズ レと 異同とい

う問題領域を明らかにすることが で  き

た。たとえば戦没者と訳されるWar deadをめ

ぐり、占領期の文脈ではこの語彙が本土では

空襲死者との競合関係にあったこと、また沖

縄では今日の摩文仁の丘形成を支える戦場の

死者の捉え方と密接な関係にあったことなど

を明らかにしえた。 

（２） 成果と学会、メディア等との関係 

空襲研究は地域の市民運動をはじ め異なる

領域で 研究蓄積が あり、他方、戦争死者

をアカデ ミズム的手法によって論じ てき

た研究領域は、たとえば近年での地域の郷土

部隊を中心とした兵士研究の動向等で ある。 

しかし占領期の一次史料とそこから可能な新

たな事実及び その言説分析においては、両

者は重なりあい、密接に関係する問題系で

あったことが わかった。また戦後65年を経

て、改めて空襲死者の扱いについて、新たな

社会 的関心が 高まっており、学会で のコ

メントや 総括を求められるほか(歴史学研究

会大会の 現代史部会報告で の、空襲研究ほ

か、戦争の記憶を扱った大会報告に対する記

録と批判- 「大会報告批判 山本唯人・ポ ス

ト冷戦にお ける東京大空襲と「記憶」の空間

をめぐ る政 治、飯島みど り 抵抗の記憶」

『歴史学研究』 874号)、戦後生まれの新聞記

者からの取材に 応じ ることが 増え、社会

に研究の成果を還元 する機会となった。東京

空襲死者については 調査と発表論文の成果

の一部が 新聞記事に掲載された(「東京空襲、

日本が 遺骨合葬を米に提案」『東京新聞』

朝刊、2009.3/8)。また神戸空襲について、兵

庫図書館が 委託所蔵している神戸空襲につ

いての原史料及び 記録の整理作業を行った

が、これらについても取材を受け、社会面て

の゙ 記事となった(「神戸大空襲資料をデ ー

タベ ース化」『神戸新聞』、2008.8/6)。 

 このように本研究は本土占領期を中心に米

軍資料と行政文書をつきあわせることで、戦

争死者一般からさらに問題を深め、 空襲死者

の問題系という領域への新たなアプローチを

可能にした。なお本研究の成果は単著の近刊

として刊行予定である。 
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