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●私の研究概要
　沖縄の米軍統治時代（1945 年～ 1972 年）の

政治史を研究分野として、特に、屋良朝苗・西

銘順治・瀬長亀次郎を中心に、公開された米国

資料（国務省文書・国防総省文書・大統領文書・

沖縄米軍文書）、日本の外務省文書、および当

時の新聞などを用いて総合的に研究を進めてい

ます。すなわち、公開された日米外交における

公文書と当時の新聞報道を比較しながら、戦後

沖縄のナショナリズムと政治との関わりについ

て研究しています。そうすることで、これまで

の沖縄研究に政治学的な評価を付加し、その意

義を徐々に高めていこうと日々励んでいます。

●社会連携プロジェクトの起案まで
　「沖縄戦後教育史・復帰関連資料」（以下

「沖教組関連資料」と略記）は、2013 年に沖

縄県教職員組合から屋良朝苗の出身地である

読谷村に寄贈されました。書籍を除く紙媒体

資料 6,444 簿冊は、2014 年度～ 2015 年度に

沖縄振興特別推進交付金を活用してデジタル

アーカイブ化されました。しかし、資料群が

あまりにも膨大なため、未だに全資料のデジ

タルアーカイブ化には至っていません。そこ

で、貴重な沖教組関連資料を後世に伝える

ために、村岡がプロジェクト代表者となっ

て、読谷村史編集室の協力により社会連携プ

ロジェクトを立ち上げました。行政が保有す

る歴史的記録を民間のクラウドファンディン

グを活用してデジタルアーカイブ化するのは

「新たな試み」でもあるため、関係各位から

大きな注目を集めています。

●ある一次資料との偶然の出会い
　2017 年夏、資料収集のために読谷村史編

集室を訪れたときに、ある一次資料を偶然目

にしました。その資料は、1956 年に沖縄教職

員会軍用土地対策委員会がまとめた「伊佐浜・

銘苅・具志実態調査報告」で、私が読谷村史

編集室との社会連携プロジェクトを始める直

接の動機となりました。その報告は、1950 年

代の米軍による強制土地収用で家屋を追われ

た住民の貧困生活が詳細に記録されており、

沖縄教職員会（現沖縄県教職員組合）が独自

に聞き取り調査をしてまとめたものです。調

査の一員として、伊佐浜部落の調査に同行し

た屋良朝苗会長の名前もありました。

　伊佐浜・銘苅・具志各部落の最後の頁には、

「祖国 9,000 万人の同胞の皆さんへ」と題し

て、各部落の住民による切実な訴えが書かれ

ていました。私はその時、沖縄研究者の一人

として、戦後沖縄史の一次資料を後世に伝え

る責務があると自覚し、デジタルアーカイブ

化プロジェクトの起案を決意しました。そし

て、読谷村史編集室にプロジェクトの起案を

打診したところ、快諾されました。なお、デ

ジタルアーカイブ化プロジェクトの実施にあ

たっては、起案者である村岡と読谷村の松田

平次教育長で「沖縄戦後教育史・復帰関連資

料の使用に関する覚書」（2017 年 11 月 10 日

付）を締結しました。

════════════════════════════════════════════

村岡　敬明：九州大学大学院　地球社会統合

科学府　博士後期課程 2 年、明治大学　研究・

知財戦略機構　研究推進員。

村岡　敬明

読谷村教育委員会との社会連携プロジェクト

クラウドファンディングで「沖縄戦後教育史・復
帰関連資料」をデジタルアーカイブ化
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年代の本土復帰前後における沖縄を撮影した

写真が中心です。いずれにも戦後沖縄史の象

徴的な出来事が収められているので、それら

自身に資料的価値があると考えます。

　また、描写を通じて、当時のエピソード（あ

のとき実はこの後こういうことがあったな

ど）を発掘できれば、写真をデジタルアーカ

イブ化する意義をさらに高めることになると

考えます。

　デジタルアーカイブの中に、上記のような

エピソードを盛り込むことができたら、デジ

タルアーカイブの質が格段に向上することに

なります。

●プロジェクトの進捗情報を公開
　プロジェクトの様子は「A-port 活動報告」

と「SNS（Twitter、Facebook）」で随時報告

しています。報告内容は、どなたでも常時閲

覧可能にすることで、本プロジェクトへの理

解が深められるように努めています。

●プロジェクトを起案した狙い
　沖縄の関係機関には、沖縄戦や移民関係資

料など貴重な資料が数多く所蔵されていま

す。しかしながら、資料整理に精通したアー

キビストや必要予算が不足しているために、

未整理のまま公開が遅れているところが数多

くあります。こうした制約の下に資料の公開

が遅れると、その間に貴重な資料が拡散して

取り返しのつかなくなる恐れが出てきます。

沖教組関連資料のデジタルアーカイブ化プロ

ジェクトを一つのモデルケースとして、やる

気さえあれば誰でも未整理史料の調査研究・

公開ができる環境作りに貢献していきたいと

考えています。

●当事者へのインタビュー調査が年々困難に
　本土復帰運動の当事者に直接お話を伺おう

としても、お亡くなりになっているケースが

多々あります。そのため、インタビュー調査

が年々難しくなっているのを痛感します。も

しかしたら、私が当事者に直接お話を伺うこ

とのできる最後の世代かも知れません。それ

●クラウドファンディングの活用
　寄贈された沖教組関連の写真資料 25,000

点をデジタルアーカイブ化するための必要経

費の目標額を 100 万円とし、朝日新聞社のク

ラウドファンディング「A-port」で一般に広

く賛同者を募りました。目標達成までの経過

報道は、『朝日新聞』・『沖縄タイムス』・『琉

球新報』・『ハフィントンポスト日本版』・『琉

球朝日放送（QAB）』などでなされました。

　期間当初はほとんど募金が集まらず、日々

気を揉んでいましたが、締切直前になって怒

涛の振り込みがあり、一気に目標金額を達成

しました。さらに、期間終了後には、「沖縄

県教職員組合（沖教組）」・「沖縄県高等学校

障害児学校教職員組合（高教組）」・「沖縄県

労働組合総連合（沖縄県労連）」・「4.28 会」

からもまとまった寄付があったことを付記し

ます。

●沖教組関連資料のデジタルアーカイブ化の
手順
　沖教組関連資料のデジタルアーカイブ化は

2 段階で実施しています。まず、ネガフィル

ム 16,000 点程度をデジタルアーカイブ化し

ます。次に、ネガフィルムと照合し、重複し

ない現像写真約 9,000 点をデジタルアーカイ

ブ化します。デジタルアーカイブ化は、朝日

新聞社のデジタル化サービス「ニッポン写真

遺産」に依頼しました。デジタルアーカイブ

化された写真にキャプションを付けるのは私

です。こうした一連の作業を経て、2019 年 1

月から、読谷村史編集室の「戦後沖縄教育史・

復帰関連資料」のホームページに順次公開す

る予定です。同月には、ホームページへの公

開を記念して読谷村でプロジェクト報告会を

実施する予定でもあります。

●デジタルアーカイブ化される沖教組資料の
内容
　「アンガー高等弁務官に対する抗議集会」・

「主席公選要求大会」・「復帰要求行進」・「全

軍労スト」・「米軍の毒ガス移送」・「佐藤栄作

首相訪米抗議大会」など、1960 年代～ 1970
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・村岡敬明（2017）「占領期沖縄における米

　軍統治と統治機構の変遷」『東アジア共同

　体・沖縄（琉球）研究（東アジア共同体・

　沖縄（琉球）研究会）』、創刊号、pp.35-45。

口頭発表：

・ 村岡敬明（2018 年 10 月 7 日）「琉球政府

　の行政主席公選と立法院議員選挙に関する

　一考察――なぜ日米両国政府が西銘順治を

　強力に支持したか――」『日本政治法律学

　会（第 2 回研究大会）』、若手研究者パネル、

　京都産業大学。

・ 村岡敬明（2018 年 8 月 24 日）「沖縄教職

　員会の日の丸掲揚運動と祖国復帰意識の醸

　成」『亜東経済国際学会：第 51 回「東北亜

　福祉観光経営」国際学術検討会 報告要旨』、

　p.41、韓国釜山長善総合福祉共同体内大講

　堂。

・ 村岡敬明（2018 年 7 月 14 日）「米軍統治

　下の沖縄における緑化運動について――沖

　縄教職員会の緑の学園運動と琉球政府の全

　琉緑化推進運動を事例に――」『亜東経済

　国際学会：第 50 回「東アジアの文化・観

　光発展と産業経営」国際学術会議 （第 3 回

　「世界平和と地域経済社会の創出」国際学

　術会議）報告要旨』、p.37、鹿児島国際大学。

・村岡敬明（2018 年 6 月 9 日）「朝鮮戦争に

　おける米軍基地の町沖縄のナショナリズ

　ム」『日本臨床政治学会（6 月定例研究会）』、

　専修大学神田キャンパス。

・ 村岡敬明（2017 年 12 月 9 日）「屋良朝苗

　の生涯教育哲学の実践――現場の教師から

　沖縄教職員会の会長まで――」『亜東経済

　国際学会：第 49 回「東アジアの観光・社会・

　産業」国際学術会議 第四分科会（第 2 回「世

　界平和と地域経済社会の創出」国際学術会

　議）報告要旨』、p.52、熊本学園大学。

・村岡敬明（2017 年 10 月 28 日）「米軍統治

　下における土地収用と沖縄住民の反対運動

　――小禄具志軍用地問題と伊佐浜土地闘争

　を事例に――」『日本地方政治学会・日本

　地域政治学会（2017 年度地方大会）』、 第 1

　セッション（若手研究者セッション）、鹿

だけに、正しい歴史を後世に伝えていかなけ

ればならない使命感を感じております。

　私自身は、読谷村教育委員会との社会連携

を起点として、研究成果を査読誌に投稿し、

真実を伝えることで社会に還元していきた

い。そうすることで、沖縄が抱える諸問題（基

地問題など）の解決に微力ながらも貢献でき

るのではないかと考えています。

●プロジェクト関連の研究成果
　2018 年 11 月 23 日現在、1 年 7 ヶ月で原著

論文 5 編・口頭発表 6 回・依頼原稿 3 本・講

演活動 4 回の成果を挙げることができまし

た。今後も着実に業績を伸ばしつつ、沖縄戦

後史の真実を幅広く伝達するべく、沖縄の関

係機関との協力を大事にしながら研究活動に

邁進して参りたいと考えています。

　下記に 1 年 7 ヶ月間の研究成果を順次示し

ます。

原著論文：

・村岡敬明（2019）「屋良朝苗の生涯教育哲

　学の実践――現場の教師から沖縄教職員会

　の会長まで――」『研究叢書「東アジアの

　観光・消費者・企業」（亜東経済国際学会）』、

　第 21 号（藤田紀美枝先生傘寿記念論文集）、

　掲載決定。

・村岡敬明（2018）「米軍基地整備のたびに

　激しさを増す沖縄住民のナショナリズム―

　―朝鮮戦争で再整備された極東最大の嘉手

　納空軍基地――」『臨床政治研究（日本臨

　床政治学会）』、第 9 号、掲載決定。

・村岡敬明（2018）「米軍統治下の強制土地

　収用と沖縄住民のナショナリズムの激化―

　―小禄村具志部落と宜野湾村伊佐浜部落を

　事例として――」『地方政治研究・地域政

　治研究（日本地方政治学会・日本地域政治

　学会）』、第 5 巻第 1 号、掲載決定。

・村岡敬明（2018）「屋良朝苗の政治思想の

　形成について――教員時代と行政主席選挙

　を通じて――」『東アジア共同体・沖縄（琉

　球）研究（東アジア共同体・沖縄（琉球）

　研究会）』、第 2 号、pp.53-62。
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●九州大学大学院地球社会統合科学府で本プ
ロジェクトが最優秀賞
　2018 年 8 月 1 日、九州大学大学院地球社

会統合科学府で「フューチャーアジア創生

を先導する統合学際型リーダープログラム」

2018 年度研究調査旅費支援制度成果発表会 

（於：九州大学伊都キャンパス）が開催され

ました。研究調査旅費支援制度は、学生の

フィールドワーク技術を養成するために、20

万円の研究助成金を支給するものです。当日

は、私を含め 9 人の学生が、1 年間の研究成

果を 4 人の審査員の前で、1 人あたり 20 分

間フィールドワークの成果を発表しました。

私は「沖縄県読谷村との社会連携プロジェク

ト～戦後沖縄史研究の成果事例の報告～」と

題し、政治社会史の観点から戦後沖縄史を捉

え直すことを目的に研究の進捗状況を報告

しました。そして審査の結果、私の報告が

「Certificate of Award for Grand Prize（最

優秀賞）」 を受賞しました。12 月 8 日のポス

ターセッションでは、本プロジェクトのポス

ターが展示されます。こうして、本プロジェ

クトが九州大学で徐々に認知されることは、

私にとっても大きな励みです。

●結びにかえて
　最後になりましたが、民間のクラウドファ

ンディングを用いた沖教組関連資料のデジタ

ルアーカイブ化による一般公開の日が徐々に

迫ってきました。こうした貴重な資料が後世

に伝えられて、戦後沖縄研究の足掛かりにな

ることを祈念して筆をおきます。

児島大学。

依頼原稿：

・村岡敬明（2018）「戦後沖縄史を後世に継

　承する取り組み」『法政大学沖縄文化研究

　所所報（法政大学沖縄文化研究所）』、第

　83 号、pp.5-6。

・村岡敬明（2018）「マーチ空軍基地跡地の

　土壌汚染処理の実態」『けーし風（新沖縄

　フォーラム刊行会議）』、第 98 号、p.3。

・ 村岡敬明（2018）「APALA 高江・辺野古反

　対決議の歴史的意義」『けーし風（新沖縄

　フォーラム刊行会議）』、第 97 号、p.3。

講演活動：

・日本政策学生会議（ISFJ）（2018年6月10日）

　ISFJ2018 勉強会「行政分科会」、明治大学

　駿河台キャンパス。

・一橋大学大学院社会学研究科フェアレイ

　バー研究教育センター、法政大学大学院

　フェアレイバー研究所、明治大学労働教育

　メディア研究センター、Labor Now（2017

　年 11 月 24 日）第 73 回社会運動ユニオニ

　ズム研究会「東京訪米団報告：APALA 大会・

　ロサンゼルスを訪問して」、パネリスト、

　明治大学駿河台キャンパス。

・明治大学紫紺クラブ（2017 年 9 月 19 日）

　第 234 回紫紺クラブ 2017 年 9 月例会「沖

　縄問題の実相に迫る！」、講師、Luz 大森。

・日本政策学生会議（ISFJ）（2017 年 6月 4日）

　ISFJ2017 勉強会「行政分科会」、明治大学

　駿河台キャンパス。


