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研究成果の概要（和文）： 本研究は、近代日本文学の表現とメディア検閲とのかかわりを、第二次世界大戦前から戦
中にかけて実施されていた内務省の検閲と戦後日本のGHQ/SCAPによる検閲の相互関連性に焦点を当てながら歴史的に研
究することを目的としたものである。本研究では、二つのメディア検閲にかかわる資料を収集・整理し、日本国内外に
おいてこれまで個々に研究が進められてきた感のある、内務省とGHQ/SCAPの検閲の関連に検討を加え、異なる二つのメ
ディア規制と文学との特色を浮かび上がらせ、両者の相関性が明らかとなった。そのような研究成果の一部を、学術論
文や著書にまとめ、さらに、国際シンポジウムでの発表、招待講演をそれぞれ行った。

研究成果の概要（英文）：The goal of this research project is to present a historical analysis of the
censorship of literary expression and the media, especially as it was impacted by the mutually imbricated
censorship apparatuses of the Home Ministry, prior to and during World War II, as well GHQ/SCAP in the
post war period. For this project, I have gathered and collated materials relating to both of these
censorship organs. While taking into consideration scholarship, both inside and outside of Japan, which
has treated the implementation of censorship under the Home Ministry and GHQ/SCAP separately, I expand on
such studies by considering the imbrication of the two censorship systems. Based on this, I have
foregrounded these differing censorship systems and their characteristics when handling literature, while
making clear the connections between them. I have gathered together and presented a part of these
findings in scholarly articles and other written output.

研究分野： 日本近代文学
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