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論文要旨
本論は、地域社会における戦死者慰霊施設を、地域の担い手の管理活動から捉える試みである。

先行研究においては、管理主体は死者への思いをもった人々であるという観点から論じられてきた
こともあり、地域の複数の管理主体が、地域的文脈の中でそれぞれいかなる固有の関心をもち、具
体的にどのような管理活動を行っているかについては十分に検討されてこなかった。これに対して
本論は、茨城県阿見町における予科練慰霊施設の事例研究を行い、特に自衛隊武器学校と婦人会と
いう二つの地域の管理主体の関心と管理への関与を分析した。その結果、管理活動には、先行研究
が主に論じてきた、現状を保持しようとする〈維持〉の側面だけではなく、慰霊施設をとりまく時
代状況に応じて臨機応変に対応する〈経営〉の側面があることを示し、後者については、地域の諸
主体ごとの関心の違いに応じて、その対応の仕方には競合する場合があることを明らかにした。

英文要旨
How are war memorials sustained by actors in local society? In order to answer this question, 

we must verify what kind of people are in charge of administration of the memorials, and 
how they do this. Although previous studies on actors for war memorials in local society have 
focused on their shared emotion for the dead, this study explores what each actor is interested 
in, and how they are involved in the administration of such memorials. Through a case study in 
Ibaraki Prefecture, this study clarifies that multiple activities of memorials by local organizations 
contain two aspects. Previous studies have mainly focused on ‘maintenance’ that actors try to 
preserve and keep in the existing state. In contrast, this study found another aspect, which can 
be called ‘management,’ whereby actors actively react on and deal with changes or problems 
according to the current situation. In addition, this study indicates that sometimes each local 
actors’ direction of ‘management’ competes with each other according to each one’s different 
interests.
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1．はじめに

戦争体験者がいよいよ減少するなかで、戦争
の記憶の継承が、合言葉のように叫ばれている。
ただ、そこで戦争の記憶の継承とみなされてい
る営みには、大きく二つの側面が含まれている。

第一には、若者が戦争体験世代から証言を聞
いて（文字通りの）記憶や思いなどを受け取る、
いわばソフト面である。これが主に象徴的に取
り上げられがちであるが、本論の関心はもう一
つの側面にある。すなわち第二に、戦争体験者
を中心とする組織が作りだし、維持してきた慰
霊碑や記念館などの物理的な施設をいかに受け
継ぐかというハード面の問題である。残された
記憶装置をどのような担い手が引き受け、どの
ように機能させていくかは、まさに現在進行形
の課題である。

この課題に取り組むうえで第一に検討される
べきは、慰霊碑や記念館等の慰霊施設が建立さ
れている地域に所在する担い手たちであろう。
ただし留意しておくべきは、本論が地域の担い
手に着目するのは、地域の諸組織が、今後の継
承の担い手として期待されるからではなく、70
年をこえた戦後の歩みのなかで、すでに記憶装
置の管理に携わってきたからである。

戦争、特に総力戦は、多くの人びとが関わる
大規模な移動を生み出すがゆえに、戦争が生み
出した死に対する慰霊碑等も、様々な縁によっ
て各地に建立され、散在することになる。ゆえ
に、戦争に関する慰霊碑の特徴として、遺族会
や戦友会などの建立主体や所有主体が戦後の生
活や活動の拠点としている場所と、慰霊碑など
が建立されている場所とが重ならないことが少
なくないことがあげられる。

問題は、建立主体ないし所有主体が在地では
ないにもかかわらず、記憶装置は頻繁に人の手
を加えなければ老朽化し草生してしまうことで
ある。このことは建立・所有主体の当事者に
よっても重要視されている。社会学者新田光子
が、慰霊碑に関する戦友会へのアンケート調査

データから明らかにしたように、慰霊碑の建立
場所設定に関しては以下の 4 つのファクターが
当事者たちによって考慮されている。簡潔にま
とめると、①由縁の地、②関係者が集まりやす
く、日常の維持管理に便利なところ、③未来永
劫に渡って慰霊の継続が可能なところ、④（戦
友・遺族以外の）部外者にも参拝され、後世
にも伝えられるところ、である［新田 1983：
245］。②～④の点から、建立・所有主体の当事
者にとって、記憶装置がしっかり管理され、装
置として機能し続けることが重要視されている
のは明らかである。

しかし、その願いが成就するか否かは、慰霊
施設立地地域の担い手にかかっている。この観
点によれば（担い手自身が意識しているか否か
に関わらず）、地域の担い手は、戦友会や遺族
会に対して、強い立場にあるといえる。日常的
な管理は、彼らなしに成り立たないからである。

そのような立場を考慮すると、彼らはただ単
に、管理という面倒な仕事を頼まれて下請けす
る受動的な主体にとどまらないのではないだろ
うか。むしろ、記憶装置の形態や慰霊そのもの
に対して相応の影響力を行使している主体なの
ではないだろうか。

本章の以下では、この問題関心を踏まえつつ
先行研究の検討を行うことを通して研究目的を
絞り込んでいく。

1-1　記憶装置論における慰霊施設
戦死者慰霊の研究の出発点には靖国問題があ

り、国家や靖国神社との政治的関わりが主な主
題となって展開してきたが、近年には多様な
ディシプリンから実証的研究が行われている

［藤田 2008、西村 2013：272–273］。
本論の主題とする慰霊施設というテーマに関

する代表的な研究として「『たましい』という
名の記憶装置」［小松 2002］がある。著者の民
俗学者小松和彦によれば、死者を忘れまいとす
る生者たちの思いが、「たましい」という名の
記憶装置を生みだした、のであり、死者の「た
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ましい」とは、死者の「記憶」と置き換え可能
なものである。

さらに小松の記憶装置論は、「（死者を記憶
し続けようという）『思い』を集合・具体化し
たのが、慰霊碑」［小松 2002：113］であり、
神社や墓、さらには人物記念館である［小松
2002：119–128］という議論を進めていく。つ
まり、田中悟がすでに指摘しているように、小
松のいう記憶装置には、たましいという「概念
上の『記憶装置』」と、慰霊碑のような「具体
的な『記憶装置』」という二つのレベルがある［田
中 2010］。小松が「具体的な『記憶装置』」に
特別に付与した性質は、「恒久性」である。後
世にまで故人の記憶（魂）を存続させたいとい
う思いを持つ人々が「恒久的な装置」を建設す
るという［小松 2002：115］。　

たしかに小松の「たましい」論は、生者と死
者との関係論的な視点［西村2006］から捉え直
すという意義を持つ。そして、死者への思いに
は、後ろ向きの志向性だけではなく、未来志向
のものもあるという方向性で議論の発展的継承
がなされている［西村 2006；西村 2010］。

しかし、「概念上の『記憶装置』」のモデルを
そのまま「具体的な『記憶装置』」に反映すると、
慰霊施設の管理の捉え方を、死者への思いに焦
点化してしまう恐れがある。前述の通り、特定
の地域に立地する慰霊施設の存続には、地域の
担い手が重要になってくるが、その多くは、第
三者的な存在であり、必ずしも死者に対する思
いを共有しているとは限らないのである。さら
に場合によっては、慰霊碑は地域の“迷惑施設”
として扱われる可能性さえ孕んでいる（ 1 ）。

もちろん小松自身も死者への思い以外の慰霊
施設の駆動因を無視しているわけではない。小
松は、記憶装置の形態の大規模化について「そ
の思いがさらに大きく、また記念館を建設し維
持していくことができるほどの遺産その他の資
金があったならば、その思いは記念館建設へと
導いていくことになる」［小松 2002：122］と
いうように、記憶装置の形態論においては、思

いの多寡だけではなく経済的基盤の問題も考慮
している。ゆえに、神社や人物記念館の「運
営・維持」［小松 2002：128］を、慰霊施設の
存続にかかわる重要点として言及している。地
域との関連でいえば、経済的な条件をクリアす
る背景として、人物記念館の場合は1960年代以
降に、「地方自治体などがその地域観光の目玉
として、その地域ゆかりの作家や画家、先哲な
どを記念・顕彰する施設の建設に積極的に動き
出した」［小松 2002：120］ことを挙げている。
これらはもはや死者に対する思いというだけで
はとらえきれない要素である。

以上を踏まえると、慰霊碑などの「具体的な
『記憶装置』」は、小松のいう「恒久性」という
時間的な側面だけではなく、特定の地域に所在
するという空間性をもっていることを見逃すわ
けにはいかない。慰霊施設がどのような形態を
とるかという小松の議論は（神社から人物記念
館へという）時代的な形態変化論としてだけで
はなく、後述する「地域」慰霊論との接続によっ
て、さらなる発展が可能となるだろう。

そのためには「たましいという記憶装置」の
議論全体の中では断片的な扱いにとどまった

「運営・維持」という論点を掘り下げなければ
ならない。それは小松の議論では、資金の問題
に矮小化されているきらいがなくもないが、人
物記念館に対する自治体の関与がそうであるよ
うに、地域において管理の担い手となる主体が
現れるか否かということが、経済的基盤のうえ
でも重要である。そして、「地域観光の目玉」と
いう表現に見られるように、その関与において
重要なのは、地域の担い手の関心なのである。

1-2　第三項論としての地域慰霊論
以上を踏まえて、地域の担い手に着目した

戦死者慰霊に関する実証的研究として、宗教
社会学者孝本貢による一連の研究を検討した
い［孝本 2005；孝本 2006；孝本 2009a；孝本 
2009b］。孝本は、出撃基地の所在した地域社
会における特攻隊戦死者慰霊の事例調査を通し
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て、戦後における慰霊は、戦前と異なり、「戦
友会、遺族、地域社会など様々なレベルでそれ
ぞれ独自の枠組みを持って戦死者慰霊への対応
が噴出してい」き、「一元的に靖国神社を基軸
にして組み立てられていたものから、多様な様
相を示すことになる」［孝本 2006：467］とい
う新たな展開を指摘した。

このような孝本の研究を、戦前と戦後の連続
／断絶論に位置づけてしまうこともできるだろ
う。しかし本論は、「従来の慰霊研究の枠組み
が、国家と家族を二項対立的にとらえがちで
あったのに対して、第三項として『地域社会』
を提示している点は大きく評価されるべき」［西
村 2013：277］という第三項論として継承する
ほうが発展性があると考える。

この点に関して西村が評価しているように、
「慰霊碑の建立や慰霊祭の執行において、家族
や戦友たちではなく、慰霊祭祀の対象となる死
者たちと『直接的関係を持たない地元住民』こ
そが中心的役割を担っている点」［西村 2013：
277］は重要である。さらに踏み込んで、本論
の見方にたてば、彼らは慰霊施設立地地域に生
活するという点で、中心的な役割を求められる
位置におかれているともいえる。

しかし、「直接的関係をもたない」地域の人々
がなぜ関与するかについては、死者や生き残り
たちへの共感を背景として、「霊魂を慰め、し
ずめなければという思い」［孝本 2009b］を、
戦友や遺族と同じく共有したこと、によって一
括されて説明されてしまう。他の論考において
も、この負い目などの思いに説明の収束点はあ
る［孝本 2005；孝本 2006；孝本 2009a］。

これは誤った説明ではないのだが、地域社会
の人々は単一の思いを共有しているというイ
メージを挿入してしまうことによって、地域の
各主体の固有の関心の分析を素通りさせてしま
う。地域の主体の関心は、死者への思いなど
の共有部分をもちながらも、地域で生活してい
るわけではない戦友や遺族とは異なる部分をも
つであろう。例えば小松の人物記念館の事例で

は、「地域観光」というのは、必ずしも戦友や
遺族とは共有されない地域固有の関心事であ
る。また、地域社会は一枚岩の主体ではないの
で、地域の諸主体のなかでも相違はあろう。

孝本の精力的なデータ収集（ 2 ）にも関わらず、
地域社会という第三項の描き出しが不十分で
あったのは、孝本の研究目的が、あくまで靖国
神社（国家）に対する独立性・独自性を主張し
ようとするものだったからであろう。しかし、
孝本の研究を「地域」慰霊論として発展的に
継承させるためには、第三項としての地域社会
を、複数の地域の諸主体に分解したうえで、そ
れぞれの主体の関心や、主体間の相互作用を描
き出し分析していく作業が不可欠である。その
ためには、地域を、まずもって地域住民の共同
体のようなものではなく、多様な関心をもった
主体が参与し交渉を展開するアリーナ＝場［粟
津 2008］として設定しておくべきだろう。

以上を踏まえて、本論文の目的は、以下のよ
うに設定される。慰霊施設立地地域における担
い手が、各々の関心をもつなかで、慰霊施設の
管理に対してどのように関与しているかを明ら
かにすることを通して、地域における慰霊施設
の管理活動を、先行研究の強調する死者への思
いという要素とは異なった角度から描き直すこ
と、である。

2．事例と探求課題の設定

2-1　事例
慰霊施設の管理に関わる複数の担い手の関心

や活動を分析するという目的に合致する方法と
して、特定地域を対象とした事例研究を用いる。

事例としては、霞ヶ浦南岸の茨城県阿見町に
立地する予科練（海軍飛行予科練習生）の慰霊
碑及び慰霊記念館を取り上げる。同地には1939
年から海軍の少年パイロット養成機関である予
科練が土浦海軍航空隊として阿見町に設置さ
れ、予科練で訓練を受けた卒業生は特攻等によ
り多くの戦死者を出した。

問題設定に関して、本事例は以下の三つの特
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徴をもつ。
第一には、慰霊碑の建立者と建立地域の間の

地理的隔絶である。阿見町は訓練基地であり、
予科練生は地域に一時的に居住し訓練を受けて
やがて戦場へ移動していく移動者であった。す
なわち、軍学校跡に慰霊碑があるという点は、
例えば兵士の出生地に慰霊碑がある場合とは異
なって、管理において直接の地縁血縁には頼れ
ない。この点において、本論のテーマである地
域の管理への関わりが重要になる事例である。

第二には、後述するように、慰霊に関わる地
域住民の代表的な組織として婦人会という成人
女性の地縁組織が活発に活動していたことであ
る。孝本の研究において「地元住民」として
指示されていた対象は、必ずしも明確ではな
く、また行政も含むような場合もあった［孝本 
2006］。本研究は、この組織に着目することに
よって、慰霊に対する地域住民の関与に迫る。

第三には、地域に駐屯する自衛隊が、立地後
の慰霊施設の所有者となり、武器学校の広報班
という部署が日常的な管理を主に担うことに
なったことである。地域の組織ともいえる自衛
隊の位置付けは、孝本の研究でもはっきりして
いないが、地域の戦死者慰霊を考えるうえで無
視できない対象である。

この事例に関しては白岩伸也が、自衛隊駐屯
などの地域変容を背景としつつ予科練の碑の建
立に至る1950年代～1960年代の過程を丹念な歴
史資料調査から描いている。これに対し、管理
を主題とする本論は、碑が建立された後におけ
る婦人会と自衛隊という地域の各担い手の関心
と活動を主な記述対象とする。それを通して、
共に碑の建立に尽力した両組織が、管理の局面
では、それぞれの関心にもとづく対応の違いを
際立たせていく様が浮かび上がる。

なお事例研究のために用いた資料は、2012年
12月から2016年 5 月にかけて阿見町の予科練平
和記念館、阿見町立図書館、国会図書館、財団
法人海原会から収集した文書資料、浜日出夫
氏提供資料ならびに、筆者が実施したインタ

ビューデータによるものである。

2-2　問い
本論の目的と事例を加味して、本論における

問いを以下のように設定する。
婦人会と自衛隊という管理主体は、それぞれ

いかなる関心をもっており、その関心を踏まえ
て、予科練の慰霊施設に対してどのように関与
していったか。

以上の問いに答えるために、以下では、第 3
章において自衛隊の関与、第 4 章では、婦人会
の関与について、それぞれ明らかにする。以上
の記述を踏まえて、第 5 章で先行研究に対する
意義と限界、今後の課題を述べる。

3．武器学校の管理活動

3-1　予科練慰霊施設の整備への関与
予科練跡地には1952年から陸上自衛隊武器

学校という軍事教育機関が移駐していた。武器
学校は、慰霊碑の建設に積極的に関わった。当
時の武器学校長は、慰霊碑建設に全面的に協
力する考えを示し、駐屯地内に公園を造園する
計画を関係機関に申請して許可を得た［阿見町 
2002：284］。さらに、庭園「雄翔園」造営の労
働力として自衛隊隊員を多数提供した。5000 m2

の敷地に複数の記念碑と池や植木や石が配され
た雄翔園には、一日当たり4736人の人員、およ
び200台車両、3000本の樹木が使われた（ 3 ）。

記念碑と記念庭園が建立してまもなく予科練
出身戦死者の遺品や遺書などを収蔵した記念館

（雄翔館）も1968年に建設された。これは、戦
友会が主体となって作り、完成後も館内の展示
品を所有・管理している、慰霊の場であった。
入り口正面には戦没者名簿（霊璽簿）が置かれ
ており、奥のスペースは、ガラスケースの中に
所狭しとおかれた遺品、遺影、遺書からなる。
これらは基本的に詳しい解説や書き起こしもな
いまま置かれ、個人で訪れる際には高度なリ
テラシーを要求する（ 4 ）。照明は全体的に暗く、
血染めの遺書なども置かれていたという。空間
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構成からして、広く一般の人々に開かれている
施設ではなかった。また自衛隊の敷地内にある
ため、入館するためには自衛隊の正門から手続
きをすませて入る必要があった。

そのため主要な来訪者は慰霊を目的として来
訪する遺族や生き残りの予科練出身者であっ
た。彼らにとって雄翔館は、戦没者の霊が集合
している霊廟のように意味づけられていた。た
とえば、ある予科練出身者は次のように語る。

遠方に散らばった亡き戦友の遺族を訪ね歩い
て墓参りをしたりすることは、そう簡単にはで
きないが、記念館の完成で、予科練の歴史を示
す資料や遺品が一堂に展示され、一カ所で戦没
者の供養ができるようになった［常陽新聞社 
2002：129］。（ 5 ）

雄翔館は、供養という実践を通して生者が死
者と関係性を取り結ぶ場として個別の戦友の墓
と同じ機能をもっていた。

しかしその一方で、予科練の慰霊空間は観光
客が訪れる場ともなった。予科練は、戦時中の
海軍の募集政策のなかで、『ハワイ・マレー沖海
戦』『決戦の大空へ』などの宣伝映画や各種メ
ディアを介して全国的に有名だった。これを背
景としつつ、1960年代には毎日新聞社と東映の
コラボレーションで遺稿集や映画「あゝ予科練」

（1968年）が出される動きが［福間 2007：126–
131］、ちょうど雄翔館の開館と同時期に起こっ
た。やがて雄翔館は筑波山などの周辺のスポッ
トと合わせた観光ルートに組み入れられ（ 6 ）、団
体旅行者が年間 5 ～10万人（ 7 ）が訪れる観光名
所としての色彩ももつものになっていく。

3-2　〈聖地を守る〉という関心
雄翔館の建物は、戦友会から自衛隊へ寄贈さ

れ（ 8 ）、自衛隊の広報施設として運用されるこ
ととなった。そして広報班という部署が、記念
館や記念庭園の日常的な管理（施設の開閉・警
備・来館者ら対応など）を担った（ 9 ）。

それでは武器学校という組織にとって、予科
練の戦死者とはどのような存在とされていたの
だろうか。予科練生は、（後述する婦人会の見
方のような“かわいそうな子どもたち”ではな
く）、祖国を守るために敢然と戦った“英霊”
として称えられている。そこに投影されている
国家的な観点からの価値観は、国防を責務とす
る自衛官が持つべきとされるものでもある。そ
れゆえ、彼らにとって予科練生は、模範とすべ
き“先輩”である。例えば1996年になされた武
器学校広報援護室広報係へのインタビューにお
いては、「ここは我々の先輩方をまつっている

“聖地”のような所だ」という語りがなされて
いる［奥村・堀米 1997：93］。

そのため、彼らの第一義的な関心は、この“先
輩たち”の〈聖地を守る〉ということにある。
例えば、予科練の全国規模戦友会の海原会主催
の毎年の慰霊祭で武器学校の校長は必ず辞を述
べる機会が与えられており、「予科練習生揺籃
の地として由緒あるこの聖域を、土浦駐屯地全
隊員でお守り申し上げ、英霊の至誠と不滅の勲
功とを正しく後世に伝承すべく、引き続き最善
を尽くすことをお誓い申し上げます」［海原会 
1988d： 5 ］というように、聖地の守護者とし
て自任を表明する機会となっている。

この見地に立つと雄翔館の観光地化という現
象は必ずしも歓迎すべきこととはいえないこと
になる。次に引用する海原会霞ヶ浦支部の幹部
の発言にみられるように、多様な人々が訪れる
観光とは慰霊の場を乱す要素もはらんでいる。

中には、酒のにおいをさせ、騒ぎながら乗り
込んでくる人もいる。「こんな所にきて、気分
が暗くなったわ」と心無い言葉を聞いたことも
ある。そういう人ほど、声高に間違った知識を
ひけらかしたり、ノートに捨て台詞を書いたり
人間性を疑うようなことをする。ここは慰霊の
場であって、観光のノリで来てもらっては困
る。［常陽新聞社 2002：146］
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観光地化は決して戦友会にとっても歓迎の対
象とはいえなかった。このような背景のもと
で、1987年～1990年に武器学校の広報班長とし
て雄翔館の管理にあたっていたN氏も、飲酒者
や戦没者に対する批判的言動の取り締まりの役
割を果たしていた。

酒飲んで酔っ払ってくだまいて、こんなもん
戦争がどうじゃらこうじゃらって批判的なの。
そうでね、こんなことではだめだと思ってね。
そこでそういう不道徳な言葉づかいをすること
自体が問題であって、あの私はほんとに自衛官
で悲しかったけどね、飲酒して入らない。これ
はもう観光会社に厳重に注意しました。それか
ら批判暴言を吐かない。……そういうことで、
絶対にもう態度の悪いのは出ていけって、それ
で知らしめて、今度はうえーなんてやってる
やつは入れさせなかった。もう入場させない。
……来たいといって入った以上はそういう敬虔
な気持ちでね、いてもらいたいという気持ちで
いましたね。これはだれがなんと言おうが、こ
れは。まあ上司もそれは当然のことだと（10）。

現場管理者としての広報班は、観光客に対し
て、いわばゲートキーパーとしてふるまってい
たといえる。

3-3　広報班によるガイドという対応
以上のようなゲートキーパーとしての役割に

加えて、広報班は、団体観覧者に対するガイド
の役割も担っていた。予科練の慰霊施設は、自
衛隊の広報施設でもある以上、観光客にも一定
の関心をもつことは不思議ではない。

先述したように、雄翔館は来館者に高いリテ
ラシーを要求する施設であったが、広報班によ
るガイドは、雄翔館の展示を一般の人びとにも
理解可能にする機能をもっていた。広報担当者
は観光客に対し、予科練の概要の説明を行い、
雄翔園においては庭園の構図について解説し、
雄翔館においては戦死者の遺書の読み上げを行

うなどのサービスを提供する。例えば、武器学
校関係者の間で必ず言及される岡田事務官とい
う人物がおり、「岡田節」と俗に呼ばれている
遺書の読み上げで名声を得ていた。

広報専門の岡田事務官ていうのがいまして
ね。今日は何人泣かしたんだ何人泣かしたん
だって、それをね非常に自慢をしていまして
ね。特に予科練の山形出身の、父上様母上様っ
ていう遺書を読む。それを茨城弁でいって、非
常にこれがいいんですよね。つつうえさまはは
うえさま（＝父上様母上様）っていってね。非
常にトーンがいいんですよ。茨城弁でね。それ
で涙流すんですよみんな（11）。

このような専門職的なガイドの演出は、必ず
しも戦友会が第一義的に管理主体に求めた役割
ではないが、予科練の「遺徳」を後世に伝え
るという記念館の目的と合致することもあり、

「防衛事務官岡田政男氏が名解説者として、年
間七万人を越える来館者に、海軍飛行豫科練
習生出身者の悠久の大義に生きた戦歴を語り、
人々の感涙を受け、建設の意義を果たしてい
る」［小池1983：11］（12）と戦友会からも評価さ
れるようになっていた。

以上みてきたように、武器学校広報班がガイ
ドという管理活動を行うことによって、戦友会
が本来慰霊の場として作り上げた空間は、その
聖性や秩序を損ねずに外部の雑多な人々にもあ
る程度は開かれた場へと拡張されていった。

4．婦人会の管理活動

4-1　地域住民の介入的な働きかけ
本節では、慰霊碑の建立に対する、地域住民、

特に婦人会（13）の関与について論じる。
建立過程で注目すべきは、婦人会が、当事者

の戦友会に対し、慰霊碑誘致ともいえる積極的
な動きを展開していたことである。戦友会が予
科練戦没者慰霊碑建立委員会を発足させたの
は、1963年の第一回慰霊祭においてであった
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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、
それを契機に、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（14）。さらに商店経営
者の組織「商榮会」が賛同し、募金活動に加わ
るなど、防衛庁の認可前から地元の住民有志の
支援の声が上がっていた［阿見町 2002：145］（15）。
碑の建立地の候補は、他にも横須賀（予科練発
祥の地）、靖国神社境内等があったが、阿見に
決定した。つまり、その影響力の大小はともか
くとして、地域住民の関与は戦友会による慰霊
碑の建立場所の決定に働きかける介入性を持っ
ていたといえる。

また予科練には、甲種と乙種の内部対立が
あった（16）。この問題に対しても、婦人会長の古
谷りんは、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。」と説得し、さらに請われ
て東京での甲種の集会に参加して、同様の趣旨
のことを訴えるという役回りを担ったという［海
原会 1988a： 5 ］。これは当事者の乙種にはで
きない役回りであった。地域住民は戦友会の結
合の媒介として一役買っていたのである。

4-2　〈面倒を見る〉という関心
このような介入的な関与の背景として、戦時

の軍隊と地域の関係性という文脈を論じておき
たい。海軍航空隊と地域社会は、週 1 ～複数回
の兵士の外出の機会に交流があった。1920年代
前半に海軍航空隊が駐屯して以降、阿見町の農
家や商店では、軍人に対する間貸し下宿が広く
行われるようになる（17）。予科練生に対しても
倶楽部という名称で、海軍指定の大規模農家・
商家が日帰りの間貸しを行い、主に「おばさん」
と呼ばれる女性が応接役となった。また商店や
郵便局などには利用客として訪れることもあっ
た。すなわち、孝本の取り上げた特攻基地［孝
本 2006］と異なり、訓練基地のため兵士の滞

在期間が長く、その分、より日常的な関係が地
域住民と築かれる機会があった（18）。

それを背景に、地域住民は体罰（「罰直」）が
横行する訓練の様子などを見聞きし、他の軍人
と比べて年少な予科練生は、“かわいそうな子
どもたち”として認識されるようになる。

皆なかわいがってね、ずい分めんどうみたん
だよ。一五、六歳のほんとうに、まだね・・・・。
手も何もしもやけ、あかぎれでな。うちでは坊
や坊やで育ったのに、ここを志願して入って
ね、いやもうひどいもんだよ、ぶたれぶたれね
え［阿見文化会 1979：12］（19）

また戦時下において予科練生は、目の前に生
きていながら死を予期された存在としてあっ
た。そのことも含め、地域住民たちは“子ども
たち”の〈面倒をみる〉ようになっていく。

予科練生は食べざかりだから、何よりおなか
がすくんでしょうね。だんだん食べ物が不自由
になってずい分農家ではめんどうみたらしいで
すよ。……どっかのおばさんが来て、予科練生
に食べさせたいんで、米あったら貸してくれ
と、食べたら予科練生は飛び立っていくんだか
ら死ぬか生きるかわかんねえ、だから頼むとい
うわけですね。私は配給米をそっくりわけて
やった。［阿見文化会 1979：11］（20）

このような交流の一部は、戦後においても、
予科練の生き残りが地域を訪れるかたちで継続
していく。例えば婦人会長の古谷のもとには
1960年代になるとしばしば関東地方市在住の予
科練出身者グループが訪ねてきて、自宅に宿泊
させ、往時を語り合うことがあったという［阿
見町 2010：55］。そうした個人的な関係性のな
かで古谷は、予科練の戦友会組織の動きとは
別に、慰霊碑建設の構想をあたためていく（21）。
また、募金運動の呼びかけの対象を「先ずは阿
見町婦人会、稲敷郡、県連、全国主婦連と拡げ
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てゆき、全国のお母さん達に」［海原会 1988a：
4 ］と古谷自身が語っているように、婦人会の
自己認識は、予科練という子どもたちの保護者
のようなものであった。

以上のような経緯を踏まえると、地域住民の
第一義的な関心は、いわば死後も予科練の“子
どもたち”の〈面倒を見る〉ことにあったとい
えるのではないだろうか。

また、その志向の延長上に、明確な反戦平和
の志向性も持っていたことも自衛隊との対比で
留意しておきたい。婦人会のリーダーの古谷
は、たとえば「予科練記念館の彼らの遺書を読
んだ人はなにびとといえども『戦争は絶対にし
てはいけない』と心から思うようになります。
子供に恵まれなかった私にとって予科練生すべ
てが自分の子供のように思えるのです」［古谷 
1995：18］と予科練戦友会誌でも述べているよ
うに、戦後も終止反戦平和を唱えていた。

4-3　地域の関心事とつなげる
記念館完成後の管理活動については、自衛隊

による現場管理に対し、地域の婦人会の関与は
いささか補助的なものであった。婦人会は雄翔
園の月一回程度の清掃や、慰霊祭における手伝
いなどの管理業務を婦人会活動の一部として
担っていた。特に戦時中に予科練と面識のあっ
た世代が熱心にリードしていた（22）。

しかし、時代が下るにつれて婦人会組織は、
慰霊施設の管理活動への関与の継続が危ぶまれ
るようになっていった。

1988年に、予科練戦友会の海原会が、雄翔園・
館の将来の維持管理の問題をめぐって、碑建立
に関わった地域住民や阿見町助役を招いて開い
た座談会「阿見町民・雄翔園を語る」の記録を
みてみよう。

阿見町地域婦人連合会会長の熟田は、「町の
一般住民の人達は雄翔園をどのようにみている
のか」という海原会側からの質問に対し、率直
に関心の低さを語っている。

一般の方達はたいして関心をもっておりませ
んね。例えば婦人会の各支部の会員は若い人達
が多いのですが、慰霊祭がありますからお参り
して下さいと話しますと、役員の方達は手伝っ
て下さいますが、それもまた一回も行っていな
いので一度見てみましょうという程度の感覚で
す。［海原会 1988b： 4 ］

慰霊碑建立において中心的役割を果たした婦
人会でさえ、次世代には関心が引き継がれず、
活動の再生産はうまくいっていないのである。
軍隊が身近であった戦前戦中の具体的交流に基
づく関与であったとすれば、追体験が難しく、
予科練に対する共感が継承されないのも無理は
ないともいえる。

しかし熟田は、「自衛隊の中にあるというこ
とでむやみに入れないと思っている人達も多い
ようですね」［海原会 1988b： 4 ］「何故あのよ
うに武器学校の中に囲みをして簡単に入れな
いようにしたのか」［海原会 1988a： 7 ］など、
原因の一端は自衛隊にあるという議論を展開す
る（23）。そして、慰霊施設を自衛隊から阿見
町行政へ移管するという提案をしている。

観光に使ってはいけないと云いますけれど
も、広島の平和記念公園にしても沖縄にして
も、観光がてら花束を持って行ったりお線香を
持って行ったりして皆様の気持が昂揚している
のに、ここだけは何かいつも冷たい感じなの
で、できれば町に移管して、広島や長崎、沖
縄のようにしたら、といつも思っております。

［海原会 1988a： 7 ］

これには、慰霊碑建立の立役者である古谷
も「特殊の精神的な観光の地として何故阿見町
が立ち上がらないかと思うんですよ。戦争はも
うやってはいかんと云う大きな平和運動にもな
り、国際的にも通じると思います」と賛同して
いる。これは一方で、婦人会の平和志向の関心
と一致した動きであった。
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しかし他方で、地域組織としての婦人会が、
地域振興への関心も持っていたこともうかがえ
る。古谷が描く「精神的な観光の地」のイメー
ジは、「役場からモノレールでもひいて看板に
は“少年よ大志を抱け”と掲げて予科練の歌を
流して、そしてこの下から潮来方面に観光船を
出し、朝はこの地方の名産物の朝市でも開け
ば……」［海原会 1988a： 7 ］という賑やかな
観光地である。婦人会副会長の湯原も「碑の方
は団体の観光バスが何台来ても足をとめるおみ
やげ屋さんもありませんし、ただ来て見学する
だけです。それだけでは無いためには地元の阿
見町の住民が立ち上がらなければと思います」
と述べている［海原会 1988a： 7 ］（24）（25）。

これに対し戦友会側も、座談会を掲載した次
号の「月刊予科練」の巻頭言で、海原会副会長
が最大限の肯定的な評価を表明している。

（座談会に参加した阿見町の：引用者注）皆
さんがおっしゃるように、町の人達に忘れられ
ては雄翔園の存続は、ただあるがままの姿に終
わってしまうおそれがあります。どうすれば町
の人達にお守りいただき、さらに全国の人達に
お参りしていただけるのか。……

阿見の町の発展に雄翔園が一助ともなり、平
和への願いが歴史の中に名をとどめるよすがと
して、ふたたび若者達が戦場で命を捨てること
のないように、町の人達と私達が手をたずさえ
てゆくことを深く共感する次第です。［海原会 
1988c： 3 ］

地域の観光振興に活用するという婦人会の地
元の利害のからんだ提案を、戦友会も将来的な
継承のために有意義なものとして追認していく。

以上をまとめよう。婦人会の人々は、戦時中
の地域的文脈において形成された直接的な関係
性の世代的再生産の困難が明らかになったと
き、彼女らは慰霊施設を同時代的な地域の関心
と接合することを試みた。その一つが観光開発
であった。要するに、死者への思いだけではな

く、地域社会における関心事を通した関与の継
続を図るという戦略を取ったのである。

5．結論

5-1　まとめ、意義
第 3 章では、陸上自衛隊武器学校の管理活動

をとりあげた。武器学校は一方で予科練の「聖
地をお守りする」という役割を忠実に守り、観
光地化という現象に対しても、慰霊の場を保持
するために厳重な統制を行った。しかし他方で、
広報施設という位置づけも背景にして、専門職
的なガイドが来館者に解説を行うことによって、
観光の場としての性格を重層させていった。

第 4 章では、地域住民の代表者として婦人
会をとりあげた。慰霊碑建立当初、婦人会は戦
時中に培われた関係性をもとに介入的な関与を
行っていったが、自衛隊が維持管理を行うなか
で、婦人会は関与の再生産不順に陥っていった。
そこで、婦人会は新たな介入的動きとして地域
振興・観光との接続という提案を試みた。これ
は私的関係性による関与が難しくなった時に、
その関与を持続させようとする方法として、地
域の関心事との接続を図る戦略であった。

以上の事例研究から導かれる、先行研究に対
する意義として 3 点を挙げたい。

第一の意義として、本論は地域の管理主体の
具体的な活動を分析することを通して、その活
動の二つの側面を明らかにしたことである。す
なわち管理には、清掃や警備などの現状の慰霊
施設の状態を保持しようとする、いわば〈維持
maintenance〉の側面だけではなく、慰霊施設
をとりまくその時々の時代状況や問題の発生
に対して臨機応変に対応する、いわば〈経営
management〉の側面があるのである（26）。具
体的には、観光客に対応した武器学校広報班に
よるガイドや、地域とのつながりの希薄化を背
景に対応した観光地化・町有地化の提言活動が
後者の側面の典型といえるだろう。

この二つの側面について、先行研究は、地
域の主体の役割として「維持・管理」［孝本 
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2006：479］、「運営・維持」［小松 2002：128）］
などの用語をつかっているものの、両者の議論
はともに、〈維持〉の側面に重点があり、〈経営〉
的な側面はほとんど議論の対象になっていない。

しかし、ある管理活動が〈経営〉的ものか、
〈維持〉的なものかは、管理主体の果たしてい
る役割の大きさや質に関わる問題である。〈経
営〉には、建立主体や所有主体の当初の意図や
意思を離れて、慰霊の場を創造的に改変してい
くモーメントが含まれており、管理主体の影響
力は大きなものとして見積もられることにな
る。「地域」慰霊論は、単に地域の担い手の重
要性を指摘するだけではなく、大小や質的な相
違を分析していく必要がある。〈経営〉と〈維持〉
という本論の概念はそのたたき台として用意さ
れたものである。

第二の意義として、本論は婦人会と自衛隊と
う二つの管理主体を取り上げることを通して、

〈経営〉的側面における問題に対する両者の対
応には競合する場合があることを示した。すな
わち、一方で自衛隊はガイドの役割を広報班が
果たすという対処を行うのに対し、他方で婦人
会はさらに観光地化を促進するために自衛隊か
ら町行政への移管などのラディカルな対応を行
政に訴えている。

このように両者の対応が異なってくる背景に
は、両者の関心の違いがあるといえる。自衛隊
の組織としての武器学校は、管理の責任主体と
して〈聖地を守る〉ことが厳命であり、あとは
広報施設として円滑に活用していれば十分であ
るという関心をもつのに対し、地域組織として
の婦人会は、慰霊施設と地域との結びつきを強
めること、地域の活性化につなげることを関心
として抱いていることがうかがえるだろう。

ここでいう関心とは、単なる興味関心のよう
な流動的な意識ではなく、それぞれの組織や地
域の利害を含んだ構造的な関心（interest）で
ある。このような地域の関心という要素は、死
者への思いには還元されない要素である。なお
かつ、あくまで慰霊の存続や継承のために考え

られているため、単なる政治的・経済的な打算
や思惑によって慰霊を利用するという姿勢でも
ない。このような関心という観点から地域の
様々な担い手を分析していくことは、先行研究
における慰霊の管理主体の像の再考を迫るもの
として問題提起的な意義を有する。

最後に第三の意義として、戦死者慰霊への関
与に関して、地域の軍事組織の影響力の大きさ
を以下の二つの角度から示したことにある。

一つには、阿見町の歴史的文脈の検討を通し
て、地域住民の関与の背景には、外出という制
度によって与えられた交流経験を通した、戦時
中の航空隊と地域社会との関係性という社会的
基盤があることを指摘した。負い目などの「思
い」は同時代に生き、予科練などの戦死者を
知っていたすべての人が多少なりとも抱いてい
たであろうが、阿見町の婦人会を動かしめてい
るのは、地域という生活空間に軍人たちと共在
した経験であった。その構造的な関係性が、戦
後の戦友会の慰霊に対する地域住民の発言の積
極的姿勢に関わっている点も重要である。戦死
者の産出源である軍隊と地域社会との日常的関
係性の詳細な分析は、地域慰霊論の深化に欠か
せないだろう（27）。

もう一点、本論では戦後の地域慰霊の担い手
として自衛隊をとりあげた。戦後戦死者慰霊に
おける自衛隊というテーマは、あまり正面から
論じられてこなかったが、地域の慰霊施設の管
理において自衛隊が影響力のある担い手として
機能していることが示された。これを踏まえて
今後もさらなる研究が求められる領域といえる。

5-2　限界と今後の展望
しかしながら以上のような議論に比して、本

論は足らざるところを多々抱え込んだものであ
る。そのなかで今後の研究展望につながるもの
を 2 点挙げたい。

第一に、管理主体としての組織自体の分析が
不十分である。慰霊の管理には、組織構造、構
成員の社会的属性、動員力、経済的基盤といっ
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た様々な点が関わる。慰霊の地域的な担い手の
基盤の強さは、旧戦場や旧軍都の戦後の地域発
展のありかたといった、戦後社会形成という広
い文脈のなかで捉えられるテーマでもあるだ
ろう。しかし本論においては、対象地域におけ
る資料の不足や、世代交代による当事者への聞
き取りの困難ゆえに、部分的にしか着手できな
かった。より豊富なデータ収集が可能な別の事
例から、この点は掘り下げていきたい。

第二に、地域比較ができなかったことであ
る。局面ごとの違いは描いたものの、本事例は
自衛隊敷地内に立地する慰霊施設という特殊性
をもつ。今後は複数の事例のなかから、本事例
も全体のなかで位置づけて再検討したい（28）。

本論の延長上には、西村明が孝本の「地域」
慰霊論を発展的に継承するために、戦局環境複
合論［西村 2013］というかたちで提示した地
域比較の視点をさらに社会学的に拡張する可能
性がある。西村の議論において関与の要因とし
て強調されているのは、自然環境を背景とした
民俗的・宗教的伝統であるが、さらに地域に存
在する諸組織や諸機関などの環境の検討を通し
てさらなる議論の発展が期待される。
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註
（ 1 ） 例えば新田光子によれば、「騎兵二十連

隊」碑は、軍隊や戦争の賛美につながり、
子供たちに悪影響を与えるという理由か
ら、公園となっている市有地に建立を計

画して地域住民の反対を受けた。［新田 
1980：79］。逆に、迷惑施設性を自覚し、
建立主体が、地域に配慮して、慰霊空間
を明るいイメージに変換しようとした試
みもある［西村 2011：140–144］。

（ 2 ） その膨大な調査データは、南山大学宗教
文化研究所孝本貢文庫に保管されている。

（ 3 ） 元自衛隊武器学校広報班長かつ予科練平
和記念館歴史調査委員のN氏が2015年 3
月 1 日付で作成した資料「雄翔園の設立
経緯（その 2 ）」より。

（ 4 ） 博物館の戦争展示をテーマとして行われ
た1996年筑波大学社会学類社会学演習

（浜日出夫教官）のレポート集において、
雄翔館の展示を分析した筑波大学生は、

「展示物に対して説明がほとんどなされ
ていないこと」を展示の特徴として挙げ、

「詳細な事実にたいして、観覧者の認識を
前提としているか、或いは、そうしたこ
とに目的をおいていないと思われる。」と
記している［奥村・堀米 1997：91］。本
論中の展示記述も同書の記述に基づいて
いる。なお2013年のリニューアル以降、
雄翔館は大きく様相を変えている。

（ 5 ） 常陽新聞社が実施し予科練出身者へのイ
ンタビューを書籍にまとめたものである。

（ 6 ） 1996年に筑波大学生によって行われたイ
ンタビューにおいて武器学校広報援護室
広報係は、「潮来、牛久の大仏、筑波山の
中間地点に土浦駐屯地があるので、予科
練記念館が観光地としてガイドブックに
ものっている」［奥村・堀米 1997：93］と語っ
ている。なお引用部は、インタビューの要
約として奥村・堀米が執筆したものであ
り、音声の書き起こしデータではない。

（ 7 ） 1970年代から2000年代の諸資料で挙げら
れている数字はこの範囲である。1996年
に行われた武器学校広報援護室広報係へ
のインタビューにおいては、見学者は
年間約 7 万人で増加傾向にあり、見学者
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の約 7 割が観光客であると語られている
［奥村・堀米 1997：93］（註（ 6 ）を参照）。

（ 8 ） 予科練戦歿者慰霊碑建立委員会が作成し
た『予科練之碑除幕・慰霊祭式典報告書』

（1966年頃作成と推定、予科練平和記念館
蔵）の「建立経過報告」および「あとがき」
を参照。同資料の存在は、白岩伸也氏の
論文［白岩 2015：26］から知った。

（ 9 ） 1987年～1990年に武器学校の広報班長と
して雄翔館の管理にあたっていたN氏へ
のインタビュー（2015年 3 月 4 日実施）
による。

（10） 2015年 3 月 4 日、N氏へのインタビュー。
（11） 武器学校勤務経験者の元自衛官A氏への

インタビュー（2015年 3 月 4 日）による。
（12） 予科練の主要戦友会が合同監修した書籍

である。
（13） 正式名称は、阿見町地域婦人会連合会で

あり、昭和の大合併以前の旧村等を単位
とした支部が傘下にある。慰霊にコミッ
トしていた中心は、予科練の土浦海軍航
空隊が所在した旧阿見村の支部、なかで
も航空隊向けの商店が集積していた新町
地区の人々である。この点に関しては
註（15）も参照。婦人会による予科練慰
霊への関与を推し進めた古谷りんは新町
の郵便局長の妻であることから、商業関
係者とのつながりも深かったと考えられ
る。また彼女は、1964年～1976年まで町
会議員を務めていた［阿見町 2010：56］
こともあり、地域政治家とのコネクショ
ンがあったといえる。

（14） 予科練雄飛会（乙種の戦友会）の会計と
して慰霊碑建立に関わった堺周一氏が
2011年に著し関係者に配布した冊子『豫
科練戦後の歩み―紺碧の青空のもと同窓
英霊よ永遠に安かれ―』（私家版）の10
ページの記述より。手記の存在は白岩氏
の論文［白岩 2015］から知り、海原会か
ら複写物を提供していただいた。

（15） 婦人会幹部も含めて、募金活動の動きを
主導していた中心は、軍隊向け商店が集
中していた新町の人々であった。農家が
予科練基地建設のための農地買収ならび
に予科練を狙った空襲を通して多くの被
害を受けたのに対し、新町の商店は土地
買収からも空襲からも無事だった。

（16） 同じ予科練といっても、制度の違いに
よって、甲・乙・丙などの種と、入隊年
度によって第1,2,3…期に分かれる。学歴
や選抜・昇進制度の違いから、特に甲種
と乙種の間では激しい感情的対立が生
じ、双方の間で制裁の応酬や喧嘩が絶
えず、時には倶楽部への殴り込みや死
亡事故も起こった。頭を悩ませた上層
部が、1944年 3 月には甲種を土浦海軍航
空隊、乙種を三重海軍航空隊へと相互に
交換して場所的に区別するという対策を
おこなったほどであった［下平 1990：
88–102］。

（17） これに関しては、社会変動論的な問題関
心から考察した別稿がある［清水 2016］。
ただし予科練の倶楽部については取り上
げていない。

（18） 本段落の記述の詳細については［阿見
町 2002：109–110, 115； 阿 見 町 2010：
114–115］などを参照。

（19） 古谷りんへの阿見町史編纂委員による聞
き書き記事より。

（20） 同上。
（21） 古谷は建立を思いついた当初は「予科練

生存者の組織があるなどは知りませんで
した。」という［海原会 1988a： 4 ］。

（22） 例えば、阿見町出身で 8 か月間土浦航空
隊に電話交換手として勤務した女性は、

「私は短い期間ではありましたが予科練に
勤務した関係で、戦争の犠牲者となった
人達に感謝の気持ちを忘れずに、戦後は
婦人会活動やボランティア活動に励みま
した。婦人会が中心になり武器学校での
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盆踊り大会を開催し、各地区に出て行き
「予科練の踊り」を教えたり、月に一回雄
翔館の清掃に当たったりしました。」［阿見
町 2002：353］と慰霊への関与を回顧する。

（23） ただし熟田も自衛隊の担当者の話から、
「管理にお金がかかるし、いろいろな人が
入りこむと碑を汚したり何をするか分か
らないから」［海原会 1988a： 7 ］という
自衛隊側の事情は承知している。

（24） なおこのような地域振興論の背景には、
自衛隊自体による経済効果が1980年頃に
はすでに下火になり、「……自衛隊武器
学校（土浦駐とん地）が駐とんすること
になり一時阿見町も活況を呈したが、交
通事情の悪化とともに盛況であった街な
みも、その姿を消し……」［阿見町 1980］
たという地域状況もある。元自衛官から
の聞き取りによると、武器学校の営門前
は、武器学校が移駐した直後から昭和50
年（1975年）くらいまで栄えており、「バー
があって女がいて午後 3 時くらいからぞ
ろぞろ出て来て、盛り場だった」が、隊
員への給与が銀行振り込みになったこ
と、若い世代が車に乗るようになり、飲
まずに貯金をして車を買うようになった
ことなどを背景として衰退したという。

（2014年 9 月24日元自衛官A氏へのインタ
ビューより）

（25） このような婦人会の議論に阿見町の助役
も「私は塀の向こうにあるというのが
ネックであると思います。これが町の観
光開発の中にあれば町民の関心度も違っ
てくると思いますが、何にしても自衛隊
さんの中にあり。

ママ

お参りするにしても窮
屈の感は免れないと思います。……議会
でも霞ヶ浦観光開発問題がありますが、
その開発の中に雄翔園を含めたらどう
か、という意見も大分ありますね。」［海
原会 1988b： 4 ］と発言し同調している。

（26） この分析概念の設定に際しては、葬送儀

礼という習俗への第三者の関与に関して
西村明が設定した、現状を持続させる「参
入」と、変化をもたらす「介入」［西村 
2014：302］という対概念から示唆を得て
いる。ただし西村が「能動性や意図性に
関わらず、変化へと舵きり役を担う第三
者の様態」［西村 2014：312］として「介入」
を描いているのに対して、本論はむしろ、
第三者の能動性や関心に焦点を当ててい
る。後述するように、〈経営〉においては、
変化の方向性をめぐる競合がおこりうる
が、それは、各管理主体が各々の関心を
基盤とした明確な意思をもち能動的に行
動し主張するがゆえである。

（27） 本事例のような訓練基地の日常生活だけ
ではなく、戦場における非日常的な関係
性も重要である。例えば、「『阿蘇の佐
川官兵衛』をめぐる記憶と忘却」［田中 
2010：39–100］は、西南戦争下の阿蘇地
域における軍隊と地域との関係性の詳細
な分析から、ある軍人戦死者の記憶と忘
却を論じた優れた論である。

（28） すでに2016年10月現在で、奄美群島、福
岡県大刀洗、三重県香良洲などにおいて
予備的調査を実施している。
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