
記念空間造成事業における担い手の軍隊経験
予科練の戦友会と地域婦人会に焦点を当てて

清 水 亮＊

軍隊を経験した人々が戦後社会の形成にいかに関わっていたかは歴史社会学
の重要な探求対象である．本稿はその一端を戦友会の記念空間造成事業の担い
手から考察する．
事例として，旧海軍航空兵養成学校予科練の戦友会の戦死者記念空間の造成
過程を取り上げる．予科練出身者は総じて若く，社会的地位も高くなかったに
もかかわらず，なぜ大規模な記念空間の造成を比較的早期に達成できたのか．
先行研究は，集団が共有する負い目といった意識面から主に説明してきた．こ
れに対して本稿は，各担い手が大規模な事業を実現しうる資源や能力などの社
会的な力を獲得していく，戦前から戦後にかけての過程を，特に軍隊経験に焦
点を当てて探求する．
事業を主導した乙種予科練の戦友会幹部は，予科練出身者の独力のみならず，
軍学校時代に培われた年長世代の教官との人脈を起点としつつも，軍隊出身者
に限らない政財界関係者とのネットワークから支援を引き出していた．戦友会
集団の外部にあたる地域婦人会のリーダーは，戦時中の軍学校支援の経験等を
背景として，造成事業において組織的な行動力と，戦友会内部を統合する政治
力を現地において発揮した．
本稿は記念空間造成事業の大規模化の説明を通して，負い目という意識の

「持続」を重視する先行研究に対して，軍学校や婦人会などの組織における軍
隊経験を背景とした資源や能力の「蓄積」という説明図式をオルタナティヴと
して提出した．
キーワード：軍隊経験，戦友会，地域婦人会

1 は じ め に

軍隊は，学校や工場等と同じく近代社会の主体をつくりあげてきた一つの場であ
る．戦争が一時期の出来事であるのに対して，平時から存在する軍隊（軍事）は
「社会の構造や制度に根ざそうとする，より持続的な領域」（野上 2017: 26）とし
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て，歴史社会学にとって重要な対象である．
戦後日本においても，敗戦直後から日本文化論的な視点に基づく軍隊研究が立ち
上がった（飯塚 195; 丸山［1946]1964）．社会学においても，特攻隊員等のライフ
コース研究（森岡 1993）や，陸軍将校の教育社会学的研究（広田 1997），日米両
兵士の軍事文化研究（河野 2013）などが積み重ねられている．それらは，主に戦
時期の軍隊組織を対象とし，軍隊と社会との接点としては軍隊の構成員の入隊以前
の経歴の分析に重点がおかれる．いいかえれば軍隊に対する日本社会の影響を解明
する研究だといえる．
これに対して，軍隊出身者が戦後社会に出て何をなしていったか，という問題も
重要である．軍隊出身者の同窓会である戦友会を対象とした共同研究戦友会（高橋
編 1983）は，この点に早くから注目した，「軍隊という集団の戦争後の再結合に関
する考察」（野上 2013: 83）として評価できる．戦後日本社会の形成に関わる，こ
のテーマに対しては，歴史学（吉田 2011）や社会移動論（片瀬 2015）からのアプ
ローチがなされている．これらは軍隊出身者，そして戦後社会に対する軍隊経験の
影響を解明する研究といえる．
このような軍隊経験の社会学的研究は，軍隊における経験が，人間や社会の形成
に影響する多様な側面を明るみに出している．軍隊経験は，軍学校，兵営の日常生
活，戦闘，復員，除隊，さらには軍隊の外側にいる人々の軍隊との接触まで，軍隊
と関わるさまざまな局面・状況における経験をサブカテゴリーとして幅広く包摂す
る概念として設定されてよいだろう．
本稿は，戦友会が中心となって造成した戦死者記念空間を観察拠点として，軍隊
経験の社会学的研究へ知見を提供することを目的とする，一事例の分析である．課
題として，その造成に 1960 年代に携わった複数の担い手に対して軍隊経験がいか
に影響を与えていたかについて考察する．

1.1 研究対象とする事例
本稿における具体的な説明対象は，Ἒ城県阿見町の陸上自衛隊武器学校内にある
予科練之碑・雄翔園（1966 年建立）・雄翔館（1968 年建設）からなる記念空間の造
成過程である．予科練之碑を中心とする庭園の雄翔園は 1,800 坪もの広さをもち，
全国から集められた植木や庭石を素材に日本列島をかたどってつくられている1)．
また，戦死者の遺品などを展示した雄翔館は，58 坪の鉄筋建築（予科練之碑保存
顕彰会 1968a: 2）である．
この事例における，主要な担い手は，旧海軍少年航空兵養成学校である予科練

（海軍飛行予科練習生）の出身者によって 1967 年に組織された予科練之碑保存顕彰
会（現：海原会）である．戦時中にパイロットの大量養成が求められたため，予科
練の入隊者は最終的には 24 万人以上にのぼり，下士官・兵として前線に送られ特
攻隊も含め約 1万 9,000 人の戦死者を出した．
戦争を生き残った担い手にとっての記念碑建立の主な動機としては，死者への負
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い目に基づく慰霊のみならず，顕彰への志向性も併せ持つことを無視できない．碑
文には「俊秀なる大空の戦士は英才の早期教育に俟つ」「予科練を巣立った若人た
ちは幾多の偉勲を重ね」など予科練という教育機関の意義や予科練出身者の戦功を
誇る表現もみられる．
一般に戦後日本の戦友会の構成員は，「国のために働い」た「戦死者や自分たち
の体験にたいする意味づけが一般社会においてなされていないことに対する不満」
をもっており，「社会にむかって自分たちのかつての集団の存在意義を，そして自
分たちの体験の承認を求めようとする」ため，慰霊とともに顕彰をも求める傾向を
もつと論じられている（新田 1983: 223）．生き残ってしまったという負い目の解
消ならば，個々人で死者を慰霊することでも一定の意義はあろう．しかし，「特に，
死者を顕彰するという行為は，個人の手で容易にできるものではない」（新田
1983: 225）．この事例において，「遺徳を顕彰し，不屈不撓の予科練魂を，正しく
青少年に伝える」（予科練之碑保存顕彰会 1967: 1）ために慰霊碑完成後すみやか
に記念館が作られ，記念空間が大規模化していったことは，顕彰の志向性の強さと
対応しているといえる．
記念空間造成には，費用を集めるためにも，場所の選定などのためにも，戦友会
の組織づくりが求められる（新田 1983: 246-7）．実際，慰霊碑建立は戦友会組織
の大規模化のきっかけとなったとされるが（吉田 2011: 112），慰霊碑建立に伴っ
て作られた予科練之碑保存顕彰会も，その一例である．それは，お互いに顔見知り
で，「体験縁」（伊藤 1983: 157-8）によって結合する班やクラス単位の小集団では
ない．より間接的だが幅広い「所属縁」を結合の基盤とし，慰霊の形式として「儀
礼 制度化された枠組」（伊藤 1983: 157-8）を重視する多人数の集まりである．
いわば記念空間造成事業の運営という明確な目的・利害関心をもつアソシエーショ
ンといえる．その求心力は，気がおけない戦友たちとの集まり自体の魅力ではなく，
意義の認められる目的を掲げた事業の構想と達成にある．
ところが，予科練の記念空間の造成のタイミングを考えると，一つのṖが浮かび
あがる．先行研究によれば戦友会の慰霊碑建立のピークは 1970 年代で，全体の
62.5％が集中する．予科練の慰霊碑建立時期が位置する 1960 年代後半は 21.9％で，
全体のなかで早い位置になる（高橋編 1983: 333）．さらに，少年兵だった予科練
の世代的な若さ，それに伴う経済力の弱さを考慮すると，かなりの早い時期である
といえる．最上級生でも 1965 年にようやく 50 歳に達するかどうかであり，しかも
上級生になるほど採用数が少なく戦死率が高いため，予科練全体のなかで占める人
数は非常に少ない．採用数が多い世代は未だ 30～40 代前半の中堅若手であった．
つまり，若く，社会的地位も未だ高くない人々がリードして，このような大規模
な記念空間を作り上げたのである．なぜ戦友会の構成員は総じて資源が少ない人々
であったにもかかわらず大規模な記念空間を比較的早期に造成することが可能にな
ったのだろうか．
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1.2 先行研究の検討を通したアプローチの設定
戦友会の記念空間造成に関する先行研究は，戦争体験との関連から主に戦争で生
き残ったことに基づく負い目（「集団的負債」）に注目した説明を与えてきた（高橋
編 1983; 孝本 2006）．「顕彰」にも着目する新田光子でも，戦友会の構成員が共有
する「負い目」という動機から慰霊と顕彰を捉える（新田 1983: 222）．その結果
として，慰霊碑建立の費用集めに戦友会があまり苦労していない傾向を「生存者の，
『慰霊』『顕彰』にたいする熱意を示すもの」（新田 1983: 247-8）という集団の意
識から解釈する説明図式になりがちである．
負い目を重視する視座の特徴は，戦闘などの出来事の体験が，戦後においても拭
い去れない持続的な作用を意識に及ぼしている点にフォーカスすることにある．し
かし，このような説明は，以下の 2点の批判的再検討を要する．
第 1 に，妥当範囲に制約がある．「体験縁」レベルの小集団の活動は説明可能だ
としても，多額の費用や人的資源などを要する大規模な事業の説明に対して，戦友
会集団の意識の分析のみでは不十分さを残している．もちろん先述したように新田
も戦友会の組織づくりの必要性に言及してはいるが，大規模な組織づくりを成し遂
げる主要な担い手の分析への踏み込みや，戦友会集団の外部との関係性の分析へと
視野を広げることが必要ではないか．
第 2に，そもそも負い目が戦後も継続するという説明は，超歴史的な説明にもな
りがちである．負い目という動機が存在したとして，戦後の特定の時点で記念空間
の造成へ結実することがいかにして可能になったのか，という過程は，歴史分析の
課題として残されている．たとえ高度成長を背景とした生活水準の向上や社会の安
定（新田 1983: 245-6）などの時代効果の説明を追加しても，やはり各戦友会の個
別の事例に対する説明としては十分ではない．
この 2点の問題に対して，戦争体験の視座とは明確に距離をとり，戦後の各時点
におけるメディアや観光の作用に注目することで新たな研究展開を切り開いたのが
『知覧の誕生』（福間・山口編 2015）である．とはいえ，地域単位の記述であるこ
ともあり，各担い手単位の歴史的文脈についてはなお掘り下げの余地が残されてい
る．
以上みてきた先行研究に対して，本稿は戦友会という集団や特定の地域ではなく，
戦死者記念空間造成事業の担い手に分析単位を設定する．あくまで担い手に焦点を
当て，彼らが生活・活動し，経験を積む場として，集団や地域にも必要に応じて踏
み込んで記述していくという手法を採用したい．本稿における軍学校や地域婦人会
も，組織や集団そのものというよりも，集団外部のアクターも含めた相互行為の場
を指す．
その際に本稿が重視するのは，担い手の「体験」というよりも「経験」である．

「経験」に関する従来の社会学の議論は，ライフストーリー研究によってなされて
きたものが有名だが，それは個別の主体の認識や意識の位相における議論である
（桜井 2002: 31-2, 2009）．これとは異なり，本稿における「経験」の用語法は，森
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岡清美の「死のコンボイ経験世代の戦後」の議論における「軍隊経験の戦後ライフ
コースへの長期的影響」（森岡 1990: 6）に近い．ここでの経験は，個人の主観的
な側面ではなく，特定の世代や集団に及ぼされる影響という客観的な側面を指して
いる．
具体的にみよう．別稿で森岡は，「戦争経験が彼らの戦後経歴にどのような影響
を与えたか」（森岡 2013: 19）に関して，特に郷里の初等教育で終わった人々にと
って軍隊は，戦後身を立てることに役立つ機械の技術の習得や，集団生活による
「要領」の獲得につながる「一種の研修の場」でもあったと問題提起する．同様の
点については，軍隊が，靴や時計など身体の規律化や言語の標準化，各種の近代的
な生活様式の普及に関わり（吉田 2002），戦後の経済的成功者の輩出に寄与するあ
る種の「教育機関」ともなりえ（片瀬 2015），「現実の世界で学歴や生まれによっ
て軽んじられている人々」であっても能力を認められ自信を得る機会として，のち
に戦後の町内会の担い手となる人々にとっての活動の場としてあった（玉野 2005:
44-5）などと，先行研究が知見を蓄積している．もちろん軍隊は個人を一般社会か
ら隔離して自由を奪い，戦時には殺人や死や負傷の可能性を強制する組織であるこ
とは言を俟たないが，上記のような副産物も，社会科学の検討対象としては無視で
きないだろう．
上記の例からわかるように，「影響」といっても，それは一時的なインパクトで
はない．軍隊に関する出来事にぶつかる「体験」が，戦後社会を含めたライフコー
スを経て消化されていき，主体に資源や能力として不可逆的に蓄積されていく過程
のなかで「経験」となる，といえよう．たしかに「経験」という言葉は，「何事か
に直接ぶつかり，そこから技能・知識を得ること」（新村編 2008: 856）という，
「体験」という語にはない，時間的な奥行きをもった用語法をもっている．これを
念頭に，本稿においては「経験」を，「一定期間の状況下における主体への資源や
能力の累積的蓄積」を指す用語として用いる．これは，特定の出来事による主体の
意識への持続的作用に焦点を当てる「体験」とは異なる位相にある．記念空間造成
という事業に即せば，「体験」は，その動機を構成し，「経験」は，その達成方法を
構成する要素であるといえる．
以上を踏まえて，具体的なアプローチとしては，個別の担い手について，大規模
な事業を実現しうる資源や能力などの社会的な力を獲得していく，戦前から戦後に
かけての過程を探求対象とし，特に軍隊経験が果たした役割に焦点を当てる．
担い手としては第 1に，戦友会内部で記念空間造成事業の企画・経営にあたる担
い手に着目する．彼らの負い目という意識のみならず，軍学校を経て職業軍人とな
り，戦後はさまざまな職業に再就職していくライフコース全体のなかで，いかに自
らの社会的地位を築き，いかなる資源を獲得してきたか，を捉えていく（第 2節）．
第 2に，戦友会外部から関与した記念空間造成の担い手として地域婦人会を取り
上げる．海軍航空隊所在地域において彼女らは戦時下において軍学校の生徒を世話
するなどの「軍学校支援という軍隊経験」をもつ．たしかに先述した先行研究（福
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間・山口編 2015）も，地域社会の関与や軍隊と地域の歴史的関係に言及している
ものの，地域住民を「戦友会の記憶の内面化」（福間 2015: 62）という軍隊出身者
との意識の同一化から捉えがちであった．本稿ではむしろ各担い手が相異なるライ
フコースを歩んできたことを重視し，独自の意識や行動をもつ側面に目を向ける．
（第 3節）．

1.3 資 料
予科練については「予科練之碑保存顕彰会」の発行した『予科練』を主とした戦
友会会報などの当時の資料に加え，関係者の手記を用いた．婦人会については，聞
き取りや一次資料の収集は困難だったが，戦後に書かれた手記や聞き書き，新聞記
事などを利用した．
これと併せて，当時の建設に携わった予科練出身者 2名へのインタビュー調査の
データを用いた．関係者は大半が高齢化・逝去しており，多くの人数への聞き取り
は困難である．これを補うものとして常陽新聞社が予科練出身者 24 名・阿見町の
地域住民 2 名に対して実施したインタビューの記録（常陽新聞社 2002）も利用し
た．戦場・戦時期に焦点化しがちな戦記や戦争体験記とは異なり，共通質問項目と
して「おいたち」「軍隊歴」「戦後の経歴」が含まれている（常陽新聞社 2002:
333）ため，戦前から戦後にかけてのライフコースを把握するために有用であった．

2 予科練出身者の軍隊経験

2.1 戦友会の担い手のライフコース
以下では，予科練出身者の戦友会の主要な担い手を中心に，事業全体の経緯を追
う2)．
予科練は，1930 年に創設された海軍の少年航空兵養成学校である．海軍兵学校
等を出た士官階級の指揮官の下で働く下士官・兵階級のパイロットを充実させるべ
く，経済的に旧制中学に進学できない地方の少年をターゲットにして志願者を募
集・選抜し基礎教育を行うものだった（下平 1990: 72）．1937 年からはより裕福な
家庭出身の旧制中学在学者から採用し，教育期間は短くとも昇進は早い甲種という
別のエリートコースが新設された．その結果，従来の高等小学校卒業を出願資格と
する制度は乙種と呼ばれることになる．
慰霊碑建立を主導したのは乙種であった．戦後の昭和 20 年代から予科練出身者
の間では，各期ごとのクラス会がもたれていた．そのなかで「期別の中では当初か
ら相当に強化された組織」（海原会 1988: 6）として一八会を組織していた乙種 18
期（1942 年 5 月入隊）の有志が，1958 年に東京で会合を開き，教官や近郊在住同
窓に連絡し 100 名近くを集めた．その席上で第 1期生の音頭のもとに，乙種の全ク
ラスを包括する全国的な戦友会として雄飛会が創設された．1960 年代に入ると組
織化が進み，1962 年 5 月には幹事会を開催し，幹事長・事務局長・会計・監査な
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どの役職と事務所を創設して，本部組織を整えた．翌 1963 年 5 月に会報「雄飛」
を発行，12 月には会員 600 名弱の参加による第 1回慰霊祭を靖国神社で開催した．
この慰霊祭に外部の甲種・丙種・特乙種予科練出身者 72 名が招待されている．
なお，この時点で，甲種を組織した甲飛会は同年 11 月に発足したばかりで，第 1
回総会・慰霊祭を靖国神社で行ったのも翌 1964 年 4 月（甲飛会 1964: 1-2）であ
り，組織の立ち上げは一歩遅れていた．
一方で雄飛会は 1964 年春には新宿区に事務所を移転し，常駐事務員を雇い，銀
行口座も開設，「予科練戦没者慰霊碑建立委員会」を発足させた．そして 1965 年 2
月には甲飛会・丙飛会・特飛会との連絡会議で雄飛会が慰霊碑建立への協力要請を
行い，乙以外の種別の戦友会も委員会へ合流することとなった．
以上の経過から，乙種の雄飛会が終始リードしつつ，他の種にも声をかけて巻き
込んでいった流れがうかがえる．
それでは，事業を積極的に推進した乙種とはどのような社会層の人々か．乙種は，
主に高等小学校を卒業した農村の二三男であり，家業を手伝いながら予科練受験の
勉強をする程度の余裕はあっても旧制中学進学はかなわない人々を中心としていた．
1930 年代初頭から高等小学校への進学率はすでに 7 割前後で推移していたが（一
ノ瀬 2009: 97），旧制中学への進学率は 10％程度であった（原田 2015: 194）．彼
らにとって，無償で旧制中学程度の教育を受け，職業軍人という俸給生活者になる
道が予科練であった．軍の側も，単に殉国の尊さだけではなく，立身出世へのアス
ピレーションをἤる宣伝を行い，少年たちも職業としての軍人に魅力を感じていた
といわれる（原田 2015: 208-15; 一ノ瀬 2009: 98）．
しかし，敗戦によって特に乙種の予科練生は立身出世の階梯を外されてしまう．
復員しても，実家の農業経営に加わるか，実家に余裕がなければ都市に出るほかな
かった人も少なくない（常陽新聞社 2002）．また，予科練教育は学歴として認めら
れず，高等小学校卒となってしまった．旧制中学 4年に編入できる仕組みは新聞で
告知されていたようだが（常陽新聞社 2002: 163），戦後の混乱期のなかで制度を
利用した人はわずかだったようである．すべての予科練出身者に旧制中学卒業と同
等の学歴が国から認定されるのは 1964 年のことであり（桑原 2006: 274），就職の
上では「実際は役に立たなかった」（常陽新聞社 2002: 163）という．彼らは敗戦
により職業軍人として失業したのみならず，学歴も喪失してしまった．
その一方で戦後の経済成長のなかで，都市に出た自営業者で成功を収めた者が，
資源を提供し，雄飛会組織の組織運営の指揮をとった．雄飛会事務局長／予科練之
碑建立委員会委員長の長峯良斉（乙 12 期，1923 年生）は，海産物の卸会社を経営
しており，発足当時の雄飛会の事務所を会社の一角におく，会報「雄飛」第 1号の
発行資金は自腹を切るなど，戦友会組織の資金が少ない初期に私財を提供した．ま
た，「信用度が抜群の三和銀行頭取に話を進め」，後の財団法人化の資金を借り入れ
た（堺 2011: 36）というエピソードにあるように，事業家としてのコネクション
をもつ人物であった．また，彼の右腕であった会計の堺も，喫茶店チェーンの経営
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で成功を収めた人物であり（堺 2011: 30），自営業で自由時間が確保しやすいこと
もあって事務方として尽力した．自身の手記には記載していないが，かなり私財も
投じたようである（雄翔園の現地管理担当者を 1960～70 年代に務めていたY氏に
対する 2016 年 4 月 14 日のインタビューより）．
なお，もう一つの担い手の類型として，阿見町周辺に住む俸給生活者が現地の実
働部隊の役割を果たしていた．公務員，特に自衛官が多いが，1960 年代後半当時，
武器学校と近隣の武器補給処には予科練出身自衛官が約 30 人おり，清掃や遺品整
理に尽力した（常陽新聞社 2002: 81-2）．彼らは就職の際に予科練の経歴が評価さ
れたようで，学歴の不利の影響は多少限定的だったともいえる．例えば前掲 Y氏
（乙 15 期，1925 年生）は，1950 年の警察予備隊の採用面接試験で，「軍歴を記載し
た書類を見て，試験官に『また骨を折ってもらいましょう．しっかりやって下さ
い』と激励され，五分くらいで終わった」（私家版手記『予科練と私』124 頁より）
という．また，地元のἚ城雄飛会の当時の事務局長として慰霊碑建立に携わった
M氏（乙 12 期，1924 年生）も，復員後は工場の守衛だったが，知人から「予科練
まで卒業したのにもったいない」と勧められἚ城県庁に就職した経歴をもつ（常陽
新聞社 2002: 74）．
以上から，予科練出身者の多くは学歴認定などを背景として社会経済的地位が高
くない者が多かったものの，一部の経済的成功者が主要な担い手となっていたこと
がわかる．しかし，彼らの経済的資源だけでは記念館を含む大規模な記念空間の成
立を十分に説明するには足りない．

2.2 元教官を起点とした政財界とのネットワーク
むしろ乙種の戦略は，会員自らの力だけで事業を行うのではなく，外部の年長世
代の支援を求めるものであった．乙種の強みとして，特に 1930～1937 年入隊の第
1～9 期生の世代は，年 1 回 80～200 人程度の少数採用だったため，教官を務めた
海軍航空隊首脳とも人間関係の距離が近かった．また訓練・在隊期間も 3年間（の
ち 2年間へと短縮）と，甲種の 2倍長く，上級生下級生間のつながりが形成される
時間があり，教官とのつきあいも長くなった．
例えば，予科練創設時から終戦まで文官の教官を務め，名物教師として知られた
倉町秋次（東京高等師範学校出身）は，教え子のために自宅の官舎を開放し，学年
を超えた社会関係を形成する場としていた（下平 1990: 114）．戦後は旧制中学卒
業相当の学歴を予科練出身者に認める件についても骨を折り（2016 年 6 月 19 日の
前掲M氏へのインタビューより），1963 年 4 月に雄飛会本部の副会長に就任し，
慰霊碑の文を起草するなど支援したということは教師／生徒関係の展開ともいえる．
もう 1人の重要な教官として，海軍兵学校出身のエリート軍人で，横須賀海軍航
空隊時代に副司令兼教頭として予科練教育にあたっていた桑原虎雄中将（1887 年
生）がいる．第 1期生には，寒中水泳で練習生ともども先頭に立って海に入るなど
人望が厚く（第一期予科練習生 1981: 4）．第 1 期生の提案で初代会長に迎えられ
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た（堺 2011: 5）．桑原の人脈をうかがわせるエピソードとして防衛施設庁長官に
自衛隊敷地内への慰霊碑建立の請願を行った際，「桑原会長の人脈，人柄，実行力
には唯々感謝の言葉につきました」（堺 2011: 11）との記述がある．実際に，その
後，敷地内の土地利用の許可が下りている．
この桑原の協力を背景として，雄飛会は予科練出身者にとどまらない各界の社会
的地位の高い人々に募金や支援を呼びかけていく．慰霊碑建立委員会設立以降は，
「桑原虎雄会長の名前を表にし，趣意書を持って，政界，財界，神宮関係，著名人
方にご協力のお願いに奔走する」（堺 2011: 11）という活動の展開となった．1965
年 6 月に「予科練戦没者慰霊碑建立趣意書」「建立基金ご芳援のお願い」「推薦の言
葉」が発送されているが，そこには農林大臣，防衛庁長官，靖国神社宮司，大企業
社長，国会議員，作家，元軍人などがすでに推薦者に名を連ねている（堺 2011:
14）．また，1966 年 5 月の除幕式では，皇族の高松宮夫妻が参列したが，高松宮宣
仁親王（1905 年生）は，海軍兵学校の卒業生で，桑原の後輩にあたり，海軍軍人
として戦時期を過ごした人物である．
以上のようなコネクションは，「海軍人脈」（戦友会研究会 2012: 210）といえる
ものを含んでいる．しかし注目すべきは，そのコネクションが旧軍出身者内にとど
まらないことである．雄翔館建設委員会の顧問をみても，30 人を超す顧問のなか
で海軍出身者は 10 人に満たない（予科練之碑保存顕彰会 1968a: 2）．すでに海軍
兵学校出身者を中心とした戦友会の水交会は 1952 年に復活していることを考慮す
ると，むしろ元軍人の関与は少ないともいえる．
海軍出身者に限定されない広がりに注目すると，第 1には経済界が目立つ．桑原
の人脈では，経団連会長の石坂泰三（1886 年生）の支持を得たことが大きい．桑
原と同じ東京出身で東京府立一中の一学年違いの同窓であり，（予科練之碑保存顕
彰会 1968b: 12），面会の際には「援助を惜しまぬから立派なものをお造りなさい」
と桑原に述べたという（予科練之碑保存顕彰会 1968a: 3）．機関紙には，雄翔館に
ついて「永久的な立派なものを建造する為，募金額も二千万円となり，超過金額は
此の度，経団連副会長植村甲五郎先生はじめ財界の皆様方のご好意によりご支援を
賜ることになった」（予科練之碑保存顕彰会 1968a: 1）と記されており，この支援
確約によって保存顕彰会は事業規模の拡大に踏み切ったようである．顧問に大企業
の社長が多いのも，経団連の協力が背景にある．
ついで保守系の政治家である．予科練の碑が立つ雄翔園には，当時在任中の佐藤
栄作首相揮毫の「雄飛」碑が立ち，大平正芳，中曽根康弘（戦時期は海軍士官），
福田赳夫といった後に首相になる自民党有力議員や，自民党への政治献金をとりま
とめる国民協会が顧問になっており（予科練之碑保存顕彰会 1968a: 2），自民党の
積極的関与をうかがわせる．このつながりの形成には，高松宮と同期の海軍兵学校
52 期卒業で，海軍の搭乗員・参謀として戦時期を過ごし，戦後は航空自衛隊，さ
らに 1962 年から自民党参議院議員へと転身し，予科練の事業に対して積極的に協
力していた源田実（1904 年生）が寄与していたと推定される．
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以上から，記念空間の造成事業は，予科練出身者だけではなく，軍学校における
軍隊経験において培われた教官とのつながりを媒介として，年長世代の政財界重鎮
に働きかけることで大規模に達成されていったといえる．実際，記念館完成後の
1969 年 1 月時点の「同窓生の期別基金納入内訳」をみても，予科練出身者からの
寄付金額は合計約 854 万円であり，予算の 2,000 万円の半分に満たない（予科練之
碑保存顕彰会 1969: 19）ことが外部の支援の大きさを物語っている．

3 地域婦人会の関与とその歴史的文脈

3.1 地域婦人会の行動力と，リーダーの政治力
2.2で取り上げた政財界関係者が主に資金を出すスポンサーであったのに対して，
以下で取り上げる地域婦人会の女性たちは現場における直接的な支援者であった．
戦友会の事業を支えた記念空間立地地域の諸主体のなかで，最も行動が目立った
のが，地域の成年女性を網羅的に組織した地域婦人会である．彼女たちの事業への
関わり方の特徴は，自らの手足を使った組織的な行動力にあった．具体的には，地
域婦人会内で募金を呼びかけ，自ら水道料金徴収を行ってマージンを募金し（阿見
町 2002: 147），碑が完成すれば，慰霊祭でのお茶出しや接待はもちろん，会場の
テーブルに生け花を飾ろうとリヤカーを引いて近所を訪ねて 1日で 100 個の水盆を
集め（常陽新聞社 2002: 205），雄翔園の清掃を婦人会の日常活動に組み込んだ．
このようなʠ部外者ʡの組織的な行動力は，戦友会からも一目おかれ，受け入れ
られていた．『予科練』『甲飛だより』の紙面には婦人会に関する感謝が複数個所で
表明されており，特に『予科練』創刊号の表紙には「阿見町婦人会の清掃奉仕」の
写真が大きく掲げられている（予科練之碑保存顕彰会 1967）．先述した戦友会の現
地管理担当者Y氏は，「婦人会の団体がものすごく，もう本当に，雄翔園の草を自
分の手で取って手入れしてもらいました」（2015 年 6 月 25 日のインタビューより）
と，自らの手足を使った行動力に感謝を惜しまない．
この地域婦人会による関与を推進したリーダーが，当時の阿見町連合婦人会長の
古谷りん（1908 年生）である． 古谷の回想によると，戦後に予科練の跡地である
陸上自衛隊武器学校で開かれた盆踊り大会に参加した際に，「若人達がここから戦
場へ出て行って命を捧げて散ったわけですから，英霊を慰める盆踊りの催しにした
らいいんじゃないか」と考え，「それには予科練の何か記念になるものを建てたら」
と思いついたという（海原会 1988: 4）．そこに込められていたのは，「再び戦争の
無い平和の願」であり（海原会 1988: 4），当初彼女は，「観音様か何か」を構想し
ていたという証言もあるなど（前掲 Y氏への 2015 年 6 月 25 日のインタビューよ
り），顕彰よりも慰霊に重点があった様をうかがわせる．阿見町連合婦人会長とし
て婦人会員に呼びかけて賛同が得られると，武器学校へと話を持ち込み，武器学校
広報担当者の仲介で，慰霊碑建立に動いていた乙種 18 期の戦友会と接触している
（海原会 1988: 4）．
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注目すべきは，古谷たちの行動が戦友会の組織的な動きに先んじていることであ
る．予科練戦没者慰霊碑建立委員会の発足が 1964 年であったが，すでに 1961 年に
は予科練関係者が武器学校を見学し，婦人会役員や地元有力者と面会している（堺
2011: 10）．これを契機に，婦人会の中心メンバーによって 10 円募金が始まってい
た．戦友会側の資料においても，「防衛庁の認可が下りる前から地元の住民有志か
らの声が上がって来た」（堺 2011: 10）と書かれている．そして古谷は，町レベル
の活動だけではなく，全国規模につながる地域婦人会組織を利用して，稲敷郡，Ἒ
城県，全国の地婦連3)へと予科練の慰霊碑建立への募金を集める提案を独自に広め
ていく（海原会 1988: 4）．さらに，婦人会から始まった支援の行動は，青宿，立
の越，㕩戸（いずれも予科練跡地＝武器学校周辺の集落）の商業関係者の組織「商
榮会」（阿見町 2002: 145）などに広まっていく．
婦人会については，以上のような行動力にとどまらず，古谷というリーダーが，
記念空間造成に関わる複数の担い手を結びつける政治力を発揮したことも見逃せな
い．
第 1には，予科練出身者内部の統合である．先述したように同じ予科練といって
も，学歴や選抜・昇進制度の違いがあり，特に甲種と乙種の間では激しい感情的対
立が生じた．双方の間で制裁の応酬や喧嘩が絶えず，死亡事故も起こり，頭を悩ま
せた上層部が 1944 年に甲乙を別々の航空隊へ隔離する対策を行ったほどであった
（下平 1990: 88-102）．
このような甲乙の対立は戦後も解消したとはいえず，乙種が主導した慰霊碑建立
の事業に対して，当初，甲種の人々は相対的に消極的だったようである．甲飛会の
会誌においては，「非常に甲飛出身者として考えて頂きたいのは，その潜在人数は
多くとも，実働人数が非常に少く，多分にその他の人々に，お世話になる可能性が
高い」「会員諸兄の中に無関心の人々が多い」（甲飛会 1965: 1）など，かなり強い
表現で危惧されている．
この状況に対して婦人会幹部は後述するように予科練生へのお世話という戦時中
の歴史的関係性をもちつつも，予科練内部の対立に巻き込まれていないため，種別
戦友会間の仲介にあたる正当性と有効性をもつ立場にあった．古谷は，慰霊碑建立
の件で訪ねてきた甲種の戦友会本部の人物に対し，「皆さん甲も乙も無いでしょう
よ．一般の人達は甲も乙も全然わからないことで，一つの予科練として大同団結し
て成しあげなければならないことではありませんか」（海原会 1988: 5）と発破を
かける．「一つの予科練」という主張は，旧制中学出身の甲種のエリート意識と必
ずしも相容れず，乙種から甲種へは口にしにくかったと考えられる．しかし古谷の
説得は甲種幹部からも評価されたようで，これを機に請われて東京で開かれた甲種
の集会に参加して，同様の趣旨を訴えるという役回りを担っていく（海原会 1988:
5）．
結果としては，記念館完成後の 1969 年 1 月時点の「同窓生の期別基金納入内訳」
において，乙種の寄付金額が約 437 万円（1,820 人）であるのに対し，甲種も約
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311 万円（1,293 人）を集めている（予科練之碑保存顕彰会 1969: 19）．最終的に
はこの予科練の事業は両者がともに参画したといえるものになった．
第 2には，戦友会と陸上自衛隊武器学校との結びつけである．先述した防衛施設
庁からの認可も，現地の武器学校の積極性が前提にある．しかし人的にも精神的に
も旧海軍との強い連続性が保持された海上自衛隊（吉田 2011: 46）ではなく，陸
上自衛隊が敷地や隊員の労働力の提供など全面協力したことは当然ではない．
古谷は 1964 年から 1976 年まで町会議員を務めた（阿見町 2010: 56）政治家で
もあった．古谷は「（町会議員という）その肩書にて土浦駐屯地『岡 新次司令』
に面会を求め，私も同行を許され，予科練戦没者慰霊碑建立の為に敷地の一部をと
地元住民共々懇願を致しました」（堺 2011: 10）と戦友会幹部が記している．ちな
みにこの司令は旧軍ではなく民間出身である．
以上のような関係のもとで，地域婦人会は，予科練内部の諸集団を統合し，海軍
の予科練出身者と陸上自衛隊武器学校を結びつける媒介としての役割を少なからず
果たしたのである．

3.2 地域の女性たちの経験
以上のように，地域婦人会は，古谷という政治力のあるリーダーがおり，組織的
な行動力をもって活動していた．以下では，そうした能力の形成に関連する歴史的
文脈として，この地域の女性たちの軍隊に対する支援活動等の経験について概観す
る．
まずは古谷たちが慰霊碑建立に積極的に関わった動機 出身者たちの生き残り
の負い目とは異なる について，軍隊経験から理解する必要がある．古谷は
1908 年にἚ城県水海道市で生まれ，クリスチャンとして洗礼を受け，水戸高等女
学校を卒業し教師となった人物である．阿見町に住み始めた契機は，結婚して主婦
となり，1940 年に夫が阿見郵便局の監査官となったことで，軍隊向けの新興商店
街である新町地区に移住したことである．この 30 代の若い転入者は，予科練生が
休日に多く立ち寄る場所であった郵便局で予科練生をかわいがり，自宅に呼んでく
つろがせることもあったという（阿見町 2010: 55-8）．
軍学校生徒を自宅でくつろがせることは，古谷個人の特異な活動ではなく，1939
年に予科練が移転してきて以来，海軍によってつくられた「倶楽部」という制度を
背景にして，少なからぬ地域住民が集合的に経験したことであった．予科練生が日
曜日に日帰りで滞在し，くつろぎ，時に親と面会する「倶楽部」として，「大きい
農家や裕福な家」（常陽新聞社 2002: 201）が軍から指定されていた．そこでは主
に「おばさん」と呼ばれる女性が少年兵のお世話を担った．このような関係性が，
戦後の慰霊碑建立の動機の基層をなしている．
このお世話は私的な援助のようにみえるが，戦時期の社会のなかで要請されてい
た銃後の軍隊への支援活動としてみることができる．戦時体制のなかで地域の女性
たちが網羅的に組み入れられていった組織として国防婦人会（1942 年以降は大日
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本婦人会へ統合）がある．その活動は，献金などではなく，直接的な労力奉仕を重
視したものだった（藤井 1985）．

本会は会の資力即ち金の力を主体として事業を行うのではなく，会員の力即
ち精神力と労力を主体として事業を行うのであるという意識を明徴にせねばな
りませぬ．（中略）傷病兵でも遺家族でも誠心から世話することが大切です．
この誠心の伴う贈り物は貧弱でもその放つ光は輝かしいのです．（大日本国防
婦人会総本部 1943: 421-2）4)

阿見町での国防婦人会活動は，リレー式バケツ運びの消火作業などの防空訓練や，
出征兵士の見送り，出征兵士の留守宅訪問などだった（丸山 1977: 4-5）が，それ
は村の女性たちに，階層に関係なくお世話などの行動力を訓練する機会でもあった．
しかもその行動力は，身内の家族に向けられる家事労働とは異なり，「家庭外活動
の現場をふやし」（藤井 1985: 68）ていくものであった．倶楽部でさえ家事の延長
というよりは，兵士に対する支援という社会的要請が家庭内の活動にまで浸透して
きたものとしてみることができよう．このような銃後における「お世話」という行
動様式に基づく組織的活動の経験は，戦後の婦人活動の基盤になった側面も指摘さ
れている（藤井 1985: 211-2; 守田・雨宮 1998）．
さて，さらに重要なのは，このような銃後の活動のリーダーの社会的属性である．
対米開戦のころの婦人会長は古くから住んでいた住民層（元村長の妻）であったが，
副会長は霞ヶ浦海軍航空隊が作られた以降の 1925 年に転入してきた医者の婦人が
務めている（丸山 1977: 4）．さらに空襲の対応に追われた戦争末期に会長を務め
て奔走したのは，霞ヶ浦海軍航空隊の建設中に転入してきた軍人向け日用品販売の
商人の妻であった（常陽新聞社 2002: 199, 204）．医者は空襲被害の対応のかなめ
であり，軍の御用商人は軍とのコネクションをもつ立場である5)ことを考えると，
戦時における活動を重視して，従来の地付きの名望家ではなく，よそ者であっても
行動力に応じて活躍が求められる場として婦人会があったといえる．
阿見は，明治期から阿見原の開拓が行われ，大正期以降は霞ヶ浦海軍航空隊の設
置に伴って商業関係者が流入して新町が形成された歴史的文脈をもち，さらに戦後
は旧軍用地に引き上げ開拓者が流入していく地域である（阿見町 2002）．つまり，
伝統的・閉鎖的な農村共同体というよりも，よそ者が多い地域であり，さまざまな
出自の人々が総動員体制下で婦人会などの地域組織に網羅的に組み込まれていった．
戦後の阿見町連合婦人会長古谷りんが 1940 年に転入して加わっていた婦人会は，
このような歴史的文脈のもとに古谷と類似した社会的出自をもつ担い手が実力を認
められうる場だった．
もちろん戦時期の婦人会は組織としては占領期に解散させられているが，他の地
域の事例にもみられるように（高木 2013）敗戦後の混乱に対応する必要性を背景
として共同体レベルの女性の組織的な行動力が求められる機会が完全に消えたとは
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考えにくい．そして GHQの婦人団体結成を奨励する民主化政策も背景として，各
地で誕生した地域婦人会は，さまざまな限界を抱えながらも当時としては「農村女
性が主体的に活動できる数少ない場」（高木 2013: 143）だったとも評価される．
組織レベルで戦時期の婦人会とどれほど連続していたかは別として，担い手レベル
では女性たちが家庭の外での社会的な行動力を蓄積していく流れは戦後も逆行する
ことはなく，古谷という行動力ある政治家を生み出す素地となったといえよう．
1964 年には古谷は「連合婦人会長，司法保護司などのほか十指に余る役職」に
つき，水戸地裁調停委員にも選任される（『常陽新聞』1964.2.8 朝刊）．それは権
威や経済力ではなく，「連日飛び回っている多忙な人」，「『社会の母』として町内各
層から広く慕われて」いるという，行動力に対する評価によって得た社会的地位で
あった．ほどなく初の女性として阿見町議に「婦人層の代表として『タスキ』をか
けた『紅一点』……悠々上位当選する」（『常陽新聞』1964.3.28 朝刊）ことが可能
になったのはこのような実績のうえであろう．戦友会の事業への関与は，以上のよ
うな総動員体制から戦後改革のなかで蓄積された行動力と，それに裏打ちされた政
治力を背景にしていたといえる．

4 結 論

第 2～3節の記述を，各担い手が軍隊経験からいかにして資源や能力を獲得して
きたかという点から整理しよう．第 2節でみたように，予科練出身者が軍学校の経
験から得た資源のなかで記念空間造成に最も有用だったのは，学力や技能よりも，
教官を起点としつつも旧軍をこえて政財界へも広がる年長世代とのネットワークで
あった．この資源が，世代的な若さや学歴認定の不利を背景とした経済力の弱さの
なかでも，事業の大規模化を可能にしていたといえる．
第 3節でみたように，戦後の地域婦人会の担い手になっていく女性たちが，銃後
の軍学校支援の経験以来蓄積してきたのは，自らの手足を使った組織的な行動力で
あった．その能力を背景に台頭した地域婦人会のリーダーは，内部対立を孕む予科
練出身者の統合や自衛隊と予科練戦友会の橋渡しをする政治力を発揮していく．
以上を踏まえて本稿のアプローチがもつ，意義と課題について論じておこう．
第 1に，戦友会の戦死者記念空間の研究に対する知見の提供である．先行研究で
は「体験縁」や「所属縁」（伊藤 1983）を共有した「原集団」出身者に分析対象が
限られており（高橋編 1983），軍隊外部の担い手の関与は視野の外にあった．これ
に対して本稿は，地域に着目した研究（福間・山口編 2015）に示唆を受けつつも，
分析単位を記念空間造成事業の担い手に設定して掘り下げ，地域婦人会や教官・政
財界関係者など相異なる来歴をもつ担い手が，事業の達成という目的のもとに集う
ことで，記念空間造成事業の大規模化を可能にした局面を明らかにした．
ただし，本稿でフォーカスした乙種や地域婦人会のプレゼンスはその後に揺らい
でいく．1980 年代の地域婦人会については若干検討した（清水 2017）が，主要な
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担い手が時代を経ていかに交代していくか，という変動のダイナミクスの分析は別
稿を期したい．
第 2に，戦後社会における軍隊経験の歴史社会学的研究としての意義である．本
稿は，戦争体験論の視座からは距離をとり，記念空間造成の担い手が戦前から戦後
にかけて，社会階層をこえたネットワークや行動力，政治力を獲得していく過程を，
軍隊経験という独自の視座から明らかにした．図式化すれば，負い目という意識の
「持続」を重視する説明に対して，軍学校や婦人会などの組織における軍隊経験を
背景とした資源や能力の「蓄積」という説明図式をオルタナティヴとして提出した．
ただし，本稿において体験と対置された「経験」概念の社会学理論としての位置
づけは今後の課題である．理論化においてはさらなる文献検討に加え，軍隊の影響
が本事例とは全く別様に，負の側面も帯びて現れる事例も考慮しなければなるまい．
例えば戦死者遺族 戦友会の原集団の外部に位置し，婦人会員とは異なる過酷な
戦後を歩んできた は本稿で取り上げられなかったが，蓄積とは別の説明図式が
求められるであろう．軍隊経験が主体形成に与える影響については，比較を交えた
多面的な把握と，条件を意識した慎重な知見の整理が求められる．それと同時に，
本稿で焦点を当てた軍隊経験と，戦争体験／経験との関係性について考察を深める
ことも，大きな課題として残されている．

［謝辞］ インタビューにご協力くださったM様・Y 様，そして引用の機会こそなかったものの
貴重なお話を聞かせてくださった皆様に厚く御礼申し上げます．資料収集においては公益財団法人
海原会，予科練平和記念館のご協力を賜りました．また本研究は日本学術振興会より特別研究員奨
励費（課題番号 16J07783）の助成を受けています．

［注］
1） 予科練戦没者慰霊碑建立委員会が作成した『予科練之碑序幕・慰霊祭式典報告書』（予科練
平和記念館所蔵）の 8～9頁「建立経過報告」（委員長・長峯良斉筆）より．
2） 以下の記述は主に，雄飛会の会計として慰霊碑建立に携わった堺周一氏が著し海原会関係者
に配布した冊子『豫科練戦後の歩み』（堺 2011）に依拠している．海原会事務局によると，彼
の自宅に保存されている当時の資料と対照させながら執筆されたという．
3） 原文では「全国主婦連」と書かれているが，文脈に照らして地婦連の誤記と判断した．
4） 第 11 編「事業」の「二，事業の性質」（3）より．引用に際し原文から新漢字・新仮名遣い
に改めた．
5） この商人は，海軍の兵役の満期除隊後に軍港舞鶴で御用商人となり，舞鶴の軍港が縮小する
なかで，霞ヶ浦海軍航空隊の開設を知り「司令の紹介状を手に」阿見へ移住して商店を開いて
いる（常陽新聞社 2002: 199）．
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The life courses of people with military experience is an important research
theme in historical sociology, in terms of how they influenced the formation of post-
war society. This paper focuses on leaders of veterans’ groups and women’ s
residents’ groups who have built memorials for fallen soldiers.
This is a case study of the process of building memorials for fallen soldiers of
graduates from the Japanese naval school for airplane pilots before WWII: Yokaren.
The question here is how graduates were able to build large-scale memorials,
despite the fact that they were generally young and low in social position. Previous
studies have mainly explored the collective consciousness such as oime, which
made veterans feel indebted to fallen soldiers. This study aims to explore the lives
of leaders between the war and post-war periods, when they acquired resources
and abilities that enabled them to build large-scale memorials, with a focus on their
military experiences.
Veteran leaders have received support from influential politicians and
enterprises through their connections with former generals and officers who had
trained them in school. Leaders of women’s residents’ groups located in the same
area as the memorials also played an important role by actively helping and
bringing together veterans, based on their experiences of military assistance
during the war.
The theoretical implications of this paper lie in the experience-（keiken）oriented
model, with an emphasis on the leaders’ accumulation of resources and abilities,
despite a consciousness-oriented model.
Key words: Military experience, Veterans’ groups, Women’s residents’ groups
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