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トヨタ財団  2016 年度研究助成プログラム 

プロジェクト実施報告書 

 

 

企画題目：カンボジアにおける「慰霊の空間」と負の記憶の継承儀礼に関する研究 

―「負の出来事の当事者性」の把握とアクティブデータべースの構築― 

 

代表者 氏名  牧野冬生 

 所属・役職等  早稲田大学アジア太平洋研究センター・特別センター員 

 

１．はじめに 

２０１６年度研究助成プログラムのプロジェクト（2017 年 5 月 1日から 2019 年 4 月

30 日まで）の実施結果について、以下の通り報告をする。 

助成金申請書に記載した計画（実践１〜３）に沿って、研究プロジェクトを遂行した。

具体的には、研究に関わる文献調査、現地での実地調査、現地研究者との打ち合わせ、

クメール・ルージュの被害者等のインフォーマントへのインタビュー調査、アンケート

調査、慰霊空間を把握するための踏査調査、アクティブ・データベースの作成等に関す

る作業を実施した。 

また、本研究に関わって実施したカンボジアでのフィールドワークは、以下のとおり

である。カンボジアでは、首都プノンペンを中心にしながらフィールドワークを実施し、

地方都市ではバッタンバン、パイリン、アンロンベン、スバイ・リエン、バベット等、

及びクメール・ルージュの時代も含めて、慰霊の空間を考える上で極めて重要な近隣国

であるベトナムで現地調査を実施した。詳細は以下の通りである。 

 

l 2017 年 7 月 フィールドワーク・ベトナム／ホーチミン 

l 2018 年 1 月 フィールドワーク・カンボジア／プノンペン 

l 2018 年 2 月 フィールドワーク・カンボジア／パイリン・アンロンベン 

l 2018 年 5 月 フィールドワーク・カンボジア／バッタンバン 

l 2018 年 10 月 フィールドワーク・カンボジア／プノンペン 

l 2019 年 4 月 フィールドワーク・カンボジア／プノンペン・スバイリエン・バベッ

ト 

 

２．実施内容 

プロジェクト実施に関わる詳細は、３つの実施計画別に以下の通りである。 
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２.１ 実施１：公的な慰霊の空間の把握について 

 まず、実施計画１について「公的な慰霊の空間」について調査を実施した。公的な慰

霊空間は、プノンペン郊外にある２つの施設がまず対象となった。チュンエク村のチュ

ンエク大量虐殺センター（キリング・フィールド）と、トゥール・スレン虐殺犯罪博物

館である。このふたつの施設は、カンボジア政府が初期に整備していった慰霊空間であ

り、公的な慰霊空間を考える上で最も重要な場所といえる。多くの知識人が収容されて

拷問を受けた Security Prison 21（通称 S２１、現在のトゥール・スレン虐殺犯罪博物

館）は、ポルポト派からプノンペンが開放された直後にベトナム側の政治宣伝のために

1979 年後半には公開されたという経緯がある。公的な慰霊施設としては、最初期に造

られたものである。一方でこの施設がカンボジア政府の公的な慰霊施設としての意味を

当初から持っていたわけではないことにも留意しなければならない。ベトナムがポル・

ポト派を駆逐してプノンペンに駐留した際、その正当性を喧伝しようとした政治的な意

味合いも強かったことは意識しておかなくてはならない。 

トゥール・スレン虐殺犯罪博物館は、もともとはプノンペンの高校の校舎であった。

ここでは、クメール・ルージュ政権時代には、主に都市に居住する高学歴、知識人、資

本主義信奉者などを対象として拷問が行われた。また、虐殺前に一時的に収容する建物

としても使われていたのは周知のとおりである。博物館の入口は近年整備されている。

現在は、カンボジア人用と外国人用で別の受付が設置されている。入場料が必要なのは

外国人用だけであり、カンボジア人は無料で博物館に入ることができる。外国人には観

光の意味合いが強いが、カンボジア人にとっては異なる意味をもつ施設である。外国人

に入場料を貸すようになったのもここ数年のことである。初期の頃の訪問者は、クメー

ル・ルージュ時代に親類を失ったものが多かったとのことである。いなくなった親族の

手がかりを求めて、多くのカンボジア人がトゥール・スレンを訪問した。 

今回の調査の補助をしてくれたフィールド・ワーカーのカンボジア人にもインタビュ

ーを行った。フィールド・ワーカーは、１０年以上前の博物館の様子も知っている（当

時はトゥール・スレン虐殺犯罪博物館いう名前ではなく、単にトゥール・スレンといっ

ていたそうだ）。彼女によると、トゥール・スレンの基本的な展示構成は変化していな

いとのことである。クメール・ルージュの負の遺産に関しては、様々なインタビュー調

査が、欧米の大学や研究チームや国連などによって実施され、文書化された。しかし、

こうした様々な外部機関が行った調査結果は、トゥール・スレンの展示内容には反映さ

れていない。トゥール・スレン内部の拷問室には、いまだに血の跡が残っており、ほぼ

発見時のままに保存されているのがわかる。また収容者の写真も飾ってある。この写真

は、トゥール・スレンへの連行時にクメール・ルージュ軍によって撮られたものである。

こうした虐殺の事実の提示は重要な点ではあるが、どのようにこの出来事が解釈されて

いるかについては、一方的な解釈によるところが少なくない。その内容については十分
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な精査が必要である。このトゥール・スレンは 2003 年にユネスコの記憶遺産に登録さ

れており、欧米的な博物館的な要素も強く加味されるようになった。拷問の舞台になっ

た校舎に囲まれた中庭には、ユネスコの公式性を明示する新しいモニュメントが置かれ

ている。ここには以下のような記述がある。 

 

「United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Certified 

the inscription of Tuol Sleng Genocide Museum Archive, Ministry of Culture and 

Fine Arts, Phnom Penh Cambodia, on the Memory of the World Register.」 

 

国際機関である UNESCO とカンボジア政府により博物館の公式性が提示されている。

ここでは、「Tuol Sleng Genocide Museum」とはっきりとジェノサイド（虐殺）の文字

が明記されている点にも着目しておきたい。この点は、後述するアンロンベン博物館と

大きく異なる点と言えよう。この施設における負の遺産に関する記述は、世界的な世論

や西欧的な博物館的要素に沿った形であることを明示しており、カンボジアにおけるひ

とつの公的な見解であると言って良い。 

トゥール・スレンは、ユネスコの記憶遺産に指定されて以降、さらに多くの観光客が

訪問するようになっている。現在は、クメール・ルージュの虐殺の被害者（生還した数

少ない人がいる）が語り部となって当時のことを伝えるイベントが定期的に開催されて

いる。ボウ・メイ氏によって定期的におこなわれている「語り部ワークショップ」もそ

のひとつである。この施設では負の出来事の伝達に関しても積極的であることがよく分

かる。今回の調査ではこのボウ・メイ氏にインタビューも行った。また、施設３階以上

は内部の整備が十分にされておらず、一部入場が制限されている場所もある。 

次に、チュンエク大量虐殺センターについて概観しておきたい。虐殺センターの中央

部にある供養塔は、内戦が正式に終わる以前の 1988 年に建設されたものである。トゥ

ール・スレンの約９年後に公的な施設として整備された。この供養塔はカンボジア政府

によって造られたものであり、ここでも当時のクメール・ルージュ時代への政府の見解

を見て取ることが出来る。チュンエク大量虐殺センターは、プノンペン郊外の大規模な

キリング・フィールドの上に造られている。キリング・フィールドはカンボジア全土に

数百ヵ所〜千ヶ所以上あると言われているが、現在も正確な数はわかっていない。チュ

ンエクにあるキリング・フィールドは、現在確認されている中では最も規模が大きなも

のである。ここは S２１に収監されていた約 17,000 人のほとんどの人が連行されて虐

殺された場所であるとされている。処刑に関しては、詳細な名簿によって管理されてい

るので、ここで処刑された人々を推定することが出来る。ここでは、約 9,000 体の遺体

が収容された。フィールド調査時も、このチュンエク大量虐殺センターには多くの観光

客や学生が訪れていた。 

このチュンエク大量虐殺センターでは複数回のフィールド調査を実施した。通常の日
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の調査と並行して、クメール・ルージュに関わる重要な日時として 1月 7日のポル・ポ

ト政権からの解放記念日（「プラムピー・マカラ」と呼ばれる）の公的行事の実施状況

についても調査を行った。プラムピー・マカラに関して KHMER TIMES では、”Victory 

Day”との見出しで特集が組まれており、現政権がこうした負の出来事の取り扱いにつ

いて、対外的に利用していることもよく分かる。ちなみに、現在のカンボジアの主要メ

ディア（テレビ、新聞、WEB を含む）の報道はカンボジアの政治状況に強く影響されて

いる。昨年 2018 年の 7月 29 日に実施されたカンボジア国民議会選挙で、フン・セン首

相が属する最大与党カンボジア人民党が大勝利して 125 議席すべてを独占する結果に

なった。実は、この選挙以前にカンボジア最大野党であったカンボジア救国党は、与党

であるカンボジア人民党によって解党させられていた。また、カンボジア救国党の幹部

は現在も政治活動を剥奪されて投獄されている。その状況は民主主義の形を借りた独裁

政治の様相を呈していると言っても良いだろう。そのため、主要メディアの方向性はカ

ンボジア人民党に逆らうことはできない。現在カンボジアではPhnom Penh PostとKHMER 

TIMES という２紙が有力な新聞である。この２紙については、Phnom Penh Post が比較

的リベラルな路線を維持している。また、KHMER TIMES についてはカンボジア人民党寄

りの記事を多く載せる傾向が強い。こうした新聞メディアの内容についても調査の対象

となった。 

プラムピー・マカラの当日は、チュンエク大量虐殺センターにおいて限定的な政府高

官のみで式典が実施されていた。この政府式典は、限定された人々で行われており、開

催の情報も当日まで全く得ることができなかった。また開館前に行われているために、

カンボジア人を含め一般の人が入ることはできなかった。しかし、式典が終わった後、

チュンエク大量虐殺センターの職員へインタビューを行ったところ、政府の高官の他に、

僧侶、特別に近隣に住む住民がこの式典に参加していたとのことであった。フン・セン

首相は参加していなかったが、大臣レベルの高官は本式典に参加していたとのことであ

った。職員のインタビューでは、この式典の様子を知ることができた。式典は、政府高

官の話と仏教による慰霊儀式を中心として実施され、１時間程度で終了したとのことで

ある。慰霊モニュメントの前には大きな花飾りが残されており、そこには政府の追悼の

意が表明されていた。また、虐殺センター内部には式典後の多くの装飾品が残されてお

り、その様子の空間的な状況を知ることができた。 

このトゥール・スレン虐殺犯罪博物館とチュンエク大量虐殺センターは、内戦が終了

し UNTAC（国際連合カンボジア暫定統治機構）によるカンボジアの復興が始まった 1991

年以降に観光向けに整備され、経済発展が著しいここ数年の観光客の大幅な増加によっ

て再度整備されている。チュンエク大量虐殺センターでは、音声案内が導入されて８カ

国語による観光案内が聞くことが可能である。今回の調査では再整備前後の詳細な違い

については、フィールドワーカーのインタビューから把握するにとどまっているが、

1991 年以降のカンボジア復興の初期から存在する公的な慰霊空間における一定の傾向
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について把握することができた。 

 もうひとつ３つ目として近年整備された重要な公的な施設として、カンボジアの北部

に位置するタ・モク自邸（アンロンベン博物館）について調査を実施した。タ・モク自

邸は、シェムリアップから 120 ㎞ほど北にあるアンロンベンという町に位置している。

アンロンベンは、1999 年にポル・ポト派の最高幹部であったタ・モク（カンプチア共産

党南西部地域書記）が逮捕されるまで、ポル・ポト派が最後まで拠点としていた地域で

ある。タ・モク自邸は、現在アンロンベン博物館として利用されており、調査時は「100 

Photos for Memory and Education」という常設展が開催されていた。そこには、以下

の記述が見られた（写真１）。 

 

「The “100photos”are exhibition inside Anlong Veng’s Museum- which used to 

be Ta Mok’s house- begins its display to the public for the first time. Each 

single photo conveys an untold story of Cambodia’s troubles past. The photos 

are intended to use as educational instruments, that will, hopefully, help 

promote understanding and provoke critical reflection. While being a stark 

reminder of the past, this exhibition is also physical evidence, which preserves 

the memory of the horrific events the Cambodian people have endured. 」 

 

 

写真１：アンロンベン博物館の入口の記述 

 

  アンロンベン博物館ではクメール・ルージュによる「虐殺」という直接的な記述があ

えて避けられている。「虐殺」の事実は、「Cambodia’s troubles past」「horrific 

events」という言葉に置き換えられて、ジェノサイド（Genocide）といったような記述

は見受けられない。また、クメール・ルージュにより引き起こされたという記述もあえ

て避けられている。これはその一例であるが、上述した 2 つの施設と比較することで、

負の遺産に関する語りの違いについて見ることができた。 

こうした点は、アンロンベンという土地柄にも大きく影響している。上述したように
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タ・モクは、クメール・ルージュの最高幹部でありクメール・ルージュ政権がベトナム

により 1979 年に駆逐された後には、アンロンベンに本拠を移して、クメール・ルージ

ュに残された国境沿いの支配地域をコントロールしていたと言われている。こうした歴

史を持った場所において、具体的にジェノサイドやクメール・ルージュといった言葉を

使うのは難しい。ここは当時からクメール・ルージュに属して、支配者側にいた人々が

多く存在している農村地域である。インタビュー調査には繊細な配慮が必要であった。 

プノンペンが国際機関、NGO、大学、民間会社、マスコミなど多くの外国人が滞在す

る場所であり、国際的な情報の集積地であるのに対して、アンロンベンは小規模な農村

であり、交通アクセスも悪い。観光客もプノンペンに比べると極めて少ない。 

この点以外にも、アンロンベン博物館における虐殺に関するテキストでは、間接的な

表現が様々に使われている点が興味深い。また、展示されている当時の写真をみると、

サハコー(集団協同労働組合)に従事する少年少女には皆、笑顔が見られることも興味深

い点だろう。こうした写真の選定にもアンロンベン博物館の特徴がみられる。 

ポル・ポト派の勢力下にあった地域の公的な負の遺産の表象は、上記のプノンペンに

ある二つの博物館とは大きく異なるものであった。 

 

２.２ 実施２：ローカルな慰霊の空間と儀礼実践について 

前述したようにキリング・フィールドは、カンボジア全土に数百ヵ所〜千ヶ所以上あ

ると言われているが、その数は定かではない。こうした多くのキリング・フィールドは

公になっておらず、農村内で語り継がれているものもあれば、断絶に向かっているもの

も少なくない。断絶に向かう記憶に関しては、カンボジアの社会形成（コミュニティの

再構築）のプロセスと大きく連携しているため、外部者がその断絶をつなぐ必要性があ

るかどうかについては今後も多くの議論の余地が残されている。こうした農村における

「公になっていないキリング・フィールド」が、実施２にある「ローカルな慰霊空間」

である。 

ローカルな慰霊空間の調査地域は、これまでの調査から住民との人間関係が既に築か

れていたスバイ・リエン州の２ヶ所の寺院（Krol Ko Pagoda と Beong Rai Pagoda）を

中心に実施した。また、寺院に隣接するローカルな慰霊空間もその対象とした。 

まず、Krol Ko Pagoda について概観しておきたい。Krol Ko Pagoda は、Krol Ko 村

の菩提寺であり、村民の寄進により多くの仏塔が建立されている。1979 年にクメール・

ルージュがプノンペンから駆逐されたのち、1981 年には、Krol Ko 村の村民と特定さ

れた被害者の遺骨が Ekreach Pagoda から Krol Ko Pagoda に移送されることになった。

その後、遺骨は本堂の中に長い間積み上げられることになる。最終的にはこの遺骨は、

二人の住民の多額の寄進によって建立された仏塔（ストゥーパ）の中に収められた。こ

の仏塔の外観的特徴を見てみよう。この仏塔は、カンボジアの仏塔としてはごく一般的

な形式をしており基壇は約４m ×８mである。仏塔はさらにナーガを載せた柵で囲まれ
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ている。下段部は正方形で、上段部には円錐状の塔が配置されている。下段部の前面に

扉がついており、その上に建立者の名前が明記されている。扉部分に購入者の名前を書

くのも一般的である。この前面の扉を開けて、仏塔の内部に遺骨を安置することができ

る。ガラスの扉の奥を見ると多くの被害者の遺骨が積まれている（僧侶は私達に進んで

内部を見るように促した）。仏塔には寄進者の名前が明記されているのみで、ポル・ポ

ト時代の被害者といった説明は一切ない点も特徴である。 

次に、Beong Rai Pagoda を概観してみよう。スバイリエン州の Beong Rai 村の菩提

寺として、Beong Rai Pagoda がある。クメール・ルージュ政権時代には破壊され焼却

された寺院も多かったが、この寺院はクメール・ルージュ軍の拠点となることで破壊か

ら免れた。内部の様々な仏教施設は、住民の監獄として利用すると同時に、兵士の営繕

や居住空間として使用された。 

Beong Rai Pagoda の僧侶によると、Krol Ko Pagoda と同様にこの寺院でも、カンボ

ジア各地で処刑された住民や、この寺院周辺で処刑された人々の遺骨が仏教施設の大き

な建物（本堂、金堂等）に集められた。Beong Rai Pagoda では、アチャーと高位の僧侶

によってクメール・ルージュの被害者のための仏塔が建立された。この仏塔も正方形の

下段部を持ち、上段部にアンコールワットの中央祠堂を模した円錐状の塔が配置されて

いる。仏塔には建立年代が記されいない。正確な建立時期は僧侶へのインタビューでも

判明しなかった。また、Krol Ko Pagoda の仏塔と同様にポル・ポト時代の虐殺に関し

ては何も明記されていなかった。この仏塔の内部には、遺骨が頭部や大腿骨などに分け

て保管されており、仏教の年中行事の際には僧侶により供養が行われている。 

各寺院の仏塔の中に収められた遺骨は、両方の寺院共に、僧侶、アチャー、ドンチー

によって手入れされ、安置されている。こうした寺院の仏塔に共通していることは、そ

の寺院を菩提寺とする村の住民にとっては、仏塔が意味するものがわかる点である。つ

まり仏塔がクメール・ルージュ政権時代に虐殺された被害者のために建立されたもので

あることを知っている。しかし、外部の者にはそれが明示されていない。これが、ロー

カルな慰霊の場の特徴である。こうした建立者の名前しか書いていない仏塔の意味を読

み取るためには、村民としてのローカルな視点（長期に渡って村で生活して仏教の年中

行事に参加すること）が必要となる。 

このように、仏教寺院が一つの媒介となって遺骨を一時的に引き受けた後に、その遺

骨が遺族等によって引き取られなかったものは、そのまま寺院の中に収められる事例も

多い。また、あえてそうすることを遺族が望むこともある。多くのローカルな慰霊の場

は仏教儀礼と結びついていて、定期的な仏教行事の中で慰霊が行われることも多い。そ

の一つの事例はプチュンバンである。プチュンバンは基本的には祖霊信仰と結びついて

いるが、その儀礼と同時に虐殺で亡くなった人々への慰霊の儀式が行われることもある。

また、旧暦３月の満月の日である万仏祭（ミアック・ボーチア）でも、直接的ではない

にしろなんらかの形で間接的にクメール・ルージュの被害者の仏塔への寄進が行われる
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ことも確認できた。一方で日常生活で言うならば、仏教寺院の中にあるクメール・ルー

ジュの被害者の仏塔は、定期的にドンチーなどによって祈りが捧げられるが、住民の日

常生活の中ではそれほど頻繁な関わり合いはないことも確認することができた。 

 

２．２．１ ストゥーパとは異なるローカルな祈り場 

次に、寺院にあるストゥーパとは異なるローカルな祈り場について概観しておきたい。

この祈りの場は、仏教寺院の中に作られる遺骨を納める場所ではなく、実際に虐殺が行

われた場所であり、遺骨が発見された場所である。そうした個々の場自体が住民にとっ

て負の出来事を語り継ぐ祈りの場となっている。 

住民たちが共有する祈りの場としての「田畑」は、寺院 EkreachPagoda に隣接してい

る。ここには、クメール・ルージュ軍が当時行った凄惨な虐殺や、遺骨が埋められてい

た状況を示すモニュメントや看板による説明などは存在していない。虐殺などの負の出

来事を確認できるものは、視覚的には何ひとつ存在せず、「田畑」のみが広がっている。

しかし、この場所が単なる「田畑」ではなく、クメール・ルージュ政権時代には処刑前

の待機場所であり、処刑の場であったこと、そして多くの住民が積み重なって埋められ

た場所であったことは住民の間で語り継がれている。 

住民にインタビューをすると、クメール・ルージュ軍が子どもや赤ちゃんを打ち付け

て殺したという木についても話してくれた。その木の根元をよく見ると、木の幹が今も

一部周辺と違うことが見てとれるのである。しかし、その打ち付けた痕跡は住民から指

摘されない限り気づくことはできないぐらいであった。多くの遺骨を掘り返した当時は

強い異臭を放っており、遺体の多くは白骨化していなかったと住民は話した。また、当

時はすべての僧侶が還俗していたため、遺骨を掘り返した後も法要儀礼はすぐにできな

かったという。しかし、住民の要望に応える形で、現在は「田畑」には僧侶が定期的に

訪れて経をあげている。ここでは、様々な住民にインタビューを行うことができた。 

住民は、この場をどのように扱い、認識しているのであろうか。この場所は、通常は

水田として利用され、稲が収穫される日常の場所である。日常生活の中では、この場所

が処刑の場であったことはまるで忘れ去られたかのようである。しかし、住民は仏教の

年中行事であるプチュンバン、カタンやクメール正月の時は、「田畑」にお供え物をし

ている。また、近くに住む高齢の女性は、仏教の様々な年中行事のときには、この「田

畑」と Ekreach Pagoda には必ずお参りをしていると話した。非日常の仏教儀礼の中で

は、日常の中に埋もれていた一見なにもない場所（田畑）が祈りの空間となり、負の出

来事が繰り返し想起される。それによって、世代を超えて住民同士の間で負の記憶が継

承されているのである。 

「田畑」に程近いパーム・ツリー周辺も、多くの遺体が埋められていた小規模なキリ

ング・フィールドであった。こうした場所は、実はカンボジアのいたるところにある。

このパーム・ツリー周辺にも、虐殺の事実を示すモニュメントや看板は一切なかった。
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また、ここから数百メートル先には小学校があるが、そこは処刑の直前に住民が集めら

れた場所であった。服を脱がされた遺体も多く、小学校の中には現在も多くの犠牲者の

服が学校の中に保管されている。ここに連行されてきた住民は、警察、知識人、資本家、

農民、さらに女性、男性、子供といったように、いくつかのグループに細分化されて別々

に処刑された。そして、グループごとに大きな穴にまとめて埋められたという。その中

にはカンボジア人だけでなくべトナム人、欧米人、華僑、その他の外国人もいた。その

後に掘り返された遺骨は、先程と同様に一旦 Ekreach Pagoda に集められて講堂の中に

積まれ、それぞれの故郷の寺院に送られた。その多くは、スバイリエン州の寺院であっ

た。処刑された住民のリストが存在するため、遺骨の送り先はある程度正確に割り出せ

た。Ekreach Pagoda のアチャーや僧侶によると、バッタンバンにも遺骨が送られたと

のことである。現在も稲作の作業中に遺骨、歯、服が見つかることがある。しかし、住

民によると、そのまま地中に埋めてしまう事が多く、日常に時々顔を出す虐殺の痕跡は、

その場その時の、個人的な負の記憶への対処を要求する。 

クメール・ルージュ軍は処刑者のリストを詳細に管理していたので、その後に遺骨の

行き先の決定には重要な資料であった。反政府勢力とみなされた人々の捕縛、収監、連

行、処刑の各過程における管理方法については、チュンエク村のキリング・フィールド

の資料が詳しいので本研究の調査資料となるが閲覧の許可は出なかった。 

 

このローカルな負の遺産は、仏教寺院のものとは大きく異なるものである。一見日常

に埋もれているこうした負の記憶の場所は、年間の仏教行事を通して住民の記憶が再帰

し共有されることで初めて可視化される。そして、一時的に意味が付与された場に変容

する。こうした空間が生起しては消えていくのが大きな特徴である。 

また、内容に関しても毎年繰り返される仏教行事を経て、個人的な語りの内容は徐々

に変化しながら世代を超えて住民に共有された集団的な記憶となっていく。空間的にも

意味的にもひとつの「ゆらぎ」をもつ場所と言える。同時に、この場所は個人の記憶に

基づく個人的な場所から、集団的な記憶が付与された農村の住民たちの共有空間となっ

ている。一方で、外部への明示的要素は全くないため、外部の者にとっては村落という

コミュニティの中に埋もれた常に不可視の場ともいえる。 

こうした、あるコミュニティの中に限定されながら世代を超えて記憶を伝達する役割

を果たす空間は、公的な慰霊空間と大きく異なり負の記憶の内面化を促す重要な要素で

ある。 

コミュニティや家族内部では、ひっそりと引き継がれてきた個別の慰霊の空間が存在

する。それは、家族や親族の墓、親族が殺された現場、別離した場所などがそれにあた

り、より私的な空間である。インタビューしたある住民が、「ここに来ると殺された親

族のことを思いだす」と話す具体的な場所がある。そうした場所は、他人にはただの道

路や広場であっても、当人にとっては負の出来事が認識される場所である。世代を経る
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ごとに、こうした私的な負の遺産は忘却と破棄に向かわざるを得ないが、個別で家族的

な親密性の中では記憶として留めたいという人々の願いは強い。こうしたより私的な負

の空間については、今後も継続して調査をしていく必要がある。 

 

２.３ 実施３：負の記憶を継承する SNS 型アクティブ・データベースの作成について 

負の記憶を継承するデータベースの作成に関しては、スケジュールに沿って進行する

ことができた。テスト版を２０１８年１２月にリリースして研究者内でクローズドで運

用を行っていたが、現在はベータ版を本番環境で運用している。また現在も継続して改

良を行なっている。アクティブ・データベースとして情報共有を可能としながら、情報

を個人的にアップデートすることを可能とするシステム構築には、システムやセキュリ

ティ上の問題として解決していくべき課題も多かった。基本的には、以下のフェーズに

分けて、データベースの作成を実施していった。 

 

l フェーズ１：データベースの技術的側面 

l フェーズ２：WEB 表示・公開に関する技術的側面 

l フェーズ３：データベースの内容構築に関するソフト面 

l フェーズ４：アクティブ・データベースの運用面 

l フェーズ５：テスト版のリリース（クローズド） 

l フェーズ６：本番（ベータ版）のリリース（オープン運用） 

 

まず、アクティブ・データベースの作成については、技術面の解決と共に WEB 作成を

行う上では資金的な制約も大きかったため、まずは外注する部分を限りなく減らしなが

ら計画書に記述した通りに内製化を進めることが重要であった。また今後、外注を依頼

する上でも、汎用性に強いシステムとして拡張に柔軟に対応できるようにしておく必要

があった。 

まず、内製化を進めていくためには、基本的な WEB プログラミングや WEB デザインの

知識が必要であり、またデータベースに関する技術、SQL プログラミング、SNS 機能の

追加方法、サーバ管理、バックアップ等に関する応用的な WEB プログラミングも必要と

なった。具体的には、以下の通りに作業を実施した。 

 

フェーズ１：データベースの技術的側面： 

事業終了後のメンテナンスや拡張も考慮して、継続的なデータベース運用において必

要な点を網羅的に抑えつつ、注力する部分を確定していくことが肝要であった。 

＜事前準備：必要な技術的課題の洗い出し＞ 

サーバのレンタル方式、サーバの OS のバージョン、レンタル会社、VPS による管理

方式、インストール手順書の作成、データベース選定と MySQL のインストール、セキュ
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リティの仕様決定等である。 

＜データベース設計＞ 

DB 設計において重要な点は、（１）エンティティ、（２）属性、（３）関連（リレー

ション）、（４）関連の多重度の４点である。エンティティは、DB モデリングの中で「管

理する必要がある情報」を意味し、「負の記憶の継承」のデータベースの作成の上で管

理すべき具体的な情報群の整理を行った。このエンティティ同士の関係性が関連（リレ

ーション）であり、属性とはさらにエンティティに従属する情報群を示す。関連の多重

度とは、エンティティ同士の相対的な位置づけを明確にすることである。また、ある負

の遺産に関する記事が投稿されたときに、どういった記事と連動させるのか、記事のカ

テゴリーをどうするかなど考えなければならない。こうした一連の DB 設計作業により、

DB 管理情報を具体的に決定していくことが可能となる。多重度をはっきりさせない限

り、適切なエンティティを組むのは難しいことが、作業の中で確認できた。正規化作業

は、エンティティ同士に従属関係を作らないことが必要である。 

上述の４点の検証作業を十分に行うことで正規化作業を軽減し、より適切な DB 設計

に結び付けることができた。また、記事管理上必要となる情報を整理することで、イン

タビュー調査で曖昧となっていた部分を見直すことにも繋がった。 

 

フェーズ２：WEB 表示・公開に関する技術的側面 

 フェーズ１で作られたデータベースを WEB 上でどのようなデザイン・インターフェー

スで表示・公開するかについては専門家の意見が必要であり、WEB デザイナーの意見を

求めた。それによって、公開するコンテンツの内容、ターゲット層、また今後の展開の

方向性も踏まえて決定していった。またそれに関しては、現地研究者と十分な議論を行

った。また、表示媒体としては PC、スマートホン、タブレットなどできるだけ多くの媒

体からも適切に受信が可能な形式を考慮したが、より若者世代を意識しながらスマート

ホンへの最適化を行った。またスマホ最適化に関する技術的課題についても検討した。 

 

フェーズ３：データベースの内容構築に関するソフト面 

 データベースにどの内容を保持し表示・公開していくのかについては、プライバシー・

ポリシーの作成の問題も含めて議論をしていく必要があった。またプライバシーポリシ

ーの英語化については、法的な制約もあるため専門家の意見を仰いだ。その結果、基本

的な記事内容のコンテンツとしては最小限とすることにした。具体的には、投稿者名、

タイトル、文章、写真、タグ、投稿日、コメント等である。また、投稿者名を本名とす

るのかどうかについても、記事への信頼度の醸成を含めて議論した。基本的には、でき

るだけ個人を意識することで、責任のある内容で記事を作成してもらうようにする必要

があるとの結論に至った。 
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フェーズ４：アクティブ・データベースの運用 

 運用面として重要な項目に、WEB 情報の公開手順があった。また、上述した公開に適

切でない写真や文章の投稿があった場合に、公開を制限する運用プロセスに関しても準

備を行った。現時点では、管理者の承認がメンバー登録には必須のシステムとしている。 

 

フェーズ５：テスト版のリリース（クローズド） 

 データベースの公開に向けては、まず 2018 年 12 月にテストサイトを完成させた。そ

の後限られた一部の研究者間での共有してシステム上の問題点を抽出した。その後、研

究者、NGO 団体等の間での共有を行った。この時点でもごく少数のメンバーに公開して

いるのみであった。 

 

フェーズ６：本番（ベータ版）のリリース（オープン運用） 

2019 年 2 月に全面的な一般公開（ベータ版）に踏み切った。しかし現時点では、メン

バー登録には管理者の承認が必須のシステムとしている。これは、公開内容として極め

てセンシティブな情報が含まれることもあるため、公開の適切性（重要な項目としてデ

ータベースに残しておくが表示しない項目等）についても現地研究者と議論を行った結

果である。 

 

３．近隣諸国の負の遺産に関するフィールド調査について 

計画書にあるようにカンボジアの近隣諸国としてベトナムにおいて負の遺産に関す

る調査を実施した。ベトナム軍は、クメール・ルージュ軍が支配していたプノンペンを

1979 年 1 月に攻略し全市民を解放して、その後はカンボジア内戦にも介入を行ってい

る。カンボジアとの歴史的関係は長い。また、ベトナム自体も 1954 年のジュネーブ協

定によってベトナムが南北に分断されたのち長期にわたって自国民が対立し、ベトナム

戦争によって犠牲となった者も数多い。こうしたカンボジアとのつながりを加味すると、

負の遺産を考える上で調査して置かなければならない場所であった。調査対象としたも

のは、主に以下の施設である。 

 

l 戦争証跡博物館(Bảo tàng Chứng tích chiến tranh) 

l ホーチミン市博物館(旧 Gia Long の館) 

l ホーチミン作戦博物館（Bảo Tàng Chiến Dịch Hồ Chí Minh） 

l クチトンネル（Cu Chi Tunnels） 

 

戦争証跡博物館は、1975 年 9 月に開設された施設である。旧アメリカ行政機関の建

物内に作られており、戦争がベトナム国民に与えた深刻な影響について様々な展示をお

こなっている。また、ホーチミン市博物館の裏庭には、戦時中に使われた地下通路に関
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する展示がある。この地下通路は、ほぼ当時のままに残されており十分な説明のないも

のである。ここを訪れるベトナム人と観光客ではこの場所で受ける感情の意味合いが大

きく異なる。この施設のパンフレットにはベトナム戦争という文言で展示に関する記述

はなく、ホーチミン市が主体となった負の遺産に関する表象が見てとれる。ホーチミン

作戦博物館はサイゴン攻略を展示した博物館である。説明の殆どがベトナム語であり主

に自国民を対象とした展示となっていた。また、個別の出来事が断片的に並んでいるた

め、十分な歴史理解を促すものにはなっていない。 

一方でクチトンネルは、ホーチミン市の西北 70km ほどの距離にある南ベトナム民族

解放戦線の有力な拠点であり、現在は多くの観光客が訪れる観光地である。ここでは、

ベトコンの存在が戦争においてどのように位置づけられ表象されているか把握するこ

とができた。ここは上記 2 つの施設とは異なり、歴史の体系的な理解を促す施設であ

る。 

以上の調査から、ベトナムにおける公的な慰霊空間の傾向を把握することができた。 

 

４．研究成果 

以上の実施項目からプロジェクト実施に関わる成果は、申請書に記載した項目別に以

下の通りである。 

 

４．１ 成果１: 慰霊の空間に関する現地ワークショップの開催（実施１＆２より） 

上述した実施１「公的な慰霊の空間の把握について」と実施２「ローカルな慰霊の空

間と儀礼実践について」のフィールドワークによって認識したかったのは、加害者と被

害者というような、よくある二項対立的な構図では見えてこない加害者と被害者の関係

性である。ここでは、上記の２つ視点のフィールドワークを通して住民の共通認識とし

ての「新たなローカルな知」の把握を目指していた。 

そこで、上記のフィールドワークで得られた知見を共有し、批判的な議論を行うこと

を目的に 2019 年 4 月に現地ワークショップ（研究会）を開催した。メンバーは以下の

通りである。 

 

・牧野冬生（研究代表者 早稲田大学アジア太平洋研究センター・特別研究員） 

・島崎裕子（早稲田大学 准教授） 

・ソポル・チア（貧困地域における専門フィールドワーカー） 

・ダビ・ケオ（元プノンペン特別行政区・開発マネージャー / 元 UN-Habitat・Project

アドバイザー） 

・学生（現地大学の学生） 

 

 ここでは、負の遺産を分析する上で考慮する必要のある前提条件について議論を行っ



 14 

た。まず、負の遺産を研究していく上で上での制約条件は様々存在するためその整理を

行った。 

 

４．１．１ 住民の感情 

まず負の遺産を考えるとき重要となるのは住民の感情である。とくにこうした凄惨な

出来事を考えていく上では、住民の感情の動きに留意する必要があるとの指摘があった。

住民が抱える感情にはさまざまなレベルが存在するが、ここでは議論を整理し考えをモ

デル化するために相反するふたつの感情の動きについて議論することにした。 

ひとつ目の感情は負の出来事を「忘れたいというこころの動き」である。過去のつら

い記憶は忘れたいという思いは、誰もが抱えるものであることは本ワークショップでも

共有された。 

2014 年にヌオン・チアとキュー・サムファンに対して下された判決は、クメール・ル

ージュによる大量虐殺の原因を特別法廷の場で最高幹部の数人に限定するものであっ

た。つまり、この裁判では虐殺に直接かかわった幹部や指揮官クラスの被疑者を特定し

ていない。こうした点はカンボジア社会を立て直していくは必要なものであったという

意見も出た。また、被疑者を最高幹部数人に絞ることによってカンボジア政府は国際社

会と折り合いをつけたともいえるだろう。この裁判は長期に渡ったため、カンボジア国

民の関心はあまり高くなかった。また、判決は過去を振り返らないという政府の方針を

追認して、この判決は「忘れたいという感情」を後押ししているともいえる。この「忘

れたいというこころの動き」が、基本的には大量虐殺に関連した様々な情報を「廃棄す

る・教えない・報道しない」ことに繋がっていくことになる。 

クメール・ルージュ政権が崩壊して 38 年が経過した。クメール・ルージュの被害者

の高齢化が進む中で、今まで語らなかった当事者が若年世代の間との記憶の断絶を危惧

するようになっている。それが、虐殺の事実を「保存する・再現する・記録する」とい

う方向性である。歴史を後世の人々に伝えることに意義を見出し「伝えたいという欲求」

を後押ししている。ワークショップ参加者も、こうした動きが NGO で広がっているのを

認識しており様々な意見を交わすことができた。 

 一方、上述の「ローカルな負の遺産」ケースを考えてみよう。上述の事例からは、負

の遺産の「破棄」又は「保存」という二項対立ではなく、人々は日々の暮らしの中でこ

の両方の感情を頻繁に行き来してきたという現実が見えてくる。日常の中では破棄され

ていた場所と記憶が、仏教行事を通して空間としても記憶としても再現される。 

 

４．１．２ 主体性の問題 

 次に考えていく必要があるのは、負の遺産の表象の主体である。クメール・ルージュ

の大量虐殺や内戦の出来事を、誰が主体として表現しようとしているのか。公的な博物

館は、当然政府が表象の主体であろう。キリング・フィールドで毎年開かれている犠牲
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者の慰霊祭は公的な行事であり、これも国家や行政が表象の主体である。また、例えば

ドキュメンタリー映画「エネミー・オブ・ザ・ピープル」では、被害者であったカンボ

ジア人監督が表象の主体であり、私的な思いがそこに投影されることになる。さらに、

加害者と被害者でもない国際 NGO が作った慰霊碑は、国際社会や特定の第三者団体が

主体として表現している負の遺産である。 

こうした表象の主体の問題は、「ローカルな負の遺産」を考えていく上で極めて重要

であるという意見がでた。それは負の記憶に対する両義性を抱えるローカルな負の遺産

は、主体を特定するのが難しいということを含んでいる。また、カンボジアでは誰が加

害者なのか直接は認識できない中、内戦後の混乱期から現在までその日を生き抜くため

に、他者と隣接しながら暮らしてきたため、過去のことはお互い問わないことが必要で

あった。そうした場所で作られたローカルな負の遺産に関しては、その「ローカルな負

の遺産」を表象する主体は誰なのか。農村のローカルな慰霊の場は、被害者側が表象の

主体であるというより、むしろ加害者と被害者が共存している生活コミュニティが主体

と言えるだろうとの共通見解に至った。 

ローカルな負の遺産に関して、どのような知の引継ぎが具体的に為されているのかに

ついて着目すべきであるとの意見が出た。被害者が当時の出来事を表現することはある

が、加害者が主体的に表現していくことはカンボジアの社会状況としてはありえない。

しかし、村落にクメール・ルージュの加害者が確かにどこかにいるという共通認識の中

で、コミュニティが主体となった負の表象が存在している。こうしたカンボジアの特殊

性を踏まえて、ローカルな負の遺産の継承プロセスを注視していかなくてはならないと

いう指摘であった。 

 

このワークショップを踏まえた上で、スバイ・リエン州のローカルな「慰霊の儀式」

への参加（写真２−３）をおこなった。 

 

参加メンバー 

・牧野冬生（研究代表者 早稲田大学アジア太平洋研究センター・特別研究員） 

・島崎裕子（早稲田大学 准教授） 

・ソポル・チア（貧困地域における専門フィールドワーカー） 

・ダビ・ケオ（元プノンペン特別行政区・開発マネージャー / 元 UN-Habitat・Project

アドバイザー） 

・学生（現地大学の学生） 
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写真２：慰霊の儀礼に集まった僧侶    写真３：慰霊の儀礼参加する行政官 

 

こうしたワークショップと儀式への参加によって、負の出来事に関する「共通の当事

者性」という新たな認識について、理論と現場から考える事が可能となった。また、ワ

ークショップの開催により、カンボジアの若い世代に対してローカル知を共有させる重

要性も共有できた。 

 

成果２:「慰霊、語り、交流、教育」の場の提供（実施計画３より） 

慰霊、語り、交流、教育等の役割を果たすアクティブ・データベースを公表し、成果

として「慰霊、語り、交流、教育」の場としてバーチャルな場の提供を行った。（写真

４） 

写真４：ベータ版のアクティブ・データベース 

(http://cambodia.4awalk.com/) 

 

また、これまでの負の出来事に関するデータベースでは基本的に被害者側の語りに重

きが置かれていたが、本プロジェクトでは加害者側の語りを取り入れることを排除しな
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い。それによって、今までほとんど実施されなかった「加害者側も含めて負の出来事を

語り共有する場」の形成にも寄与させることを目指した。システム上はこうした様々な

語りを取り入れるものとしている。一方で、負の語り、個別の慰霊の空間は非常にセン

シティブな情報であり、その利用には十分な検討と配慮が必要となるため現時点では、

現地研究者と議論を重ねているところである。 

こうしたデータベースを含む負の遺産の研究公表は、誰に対して何のためにするのか

を十分に明らかにしておく必要がある。負の歴史の研究自体の相対化の問題である。本

研究助成のようなアカデミックな研究の前提としては、「過去の虐殺の出来事を遺産と

して後世の人々に残していくことは、重要な研究上の意義がある」という共通認識があ

るだろう。また、それらがカンボジア社会にとっても後世まで残されるべきであるとい

う意識も共通しているといって良い。 

 一方、それがカンボジア人自身にとってはどういった意味を果たしていくのか。本デ

ータベースのシステムは、高齢化が進むクメール・ルージュの被害者自身が記憶の断絶

を危惧するという状況の中で行っている。しかし、そうした状況が社会的に十分に共有

化されたものであるかどうかについても十分に検証する必要があるとの意見もあった。 

負の歴史を研究することは、ある時点で時間を切り取り歴史として保存し、その成果

を将来につなげていくという博物館的な機能を持っている。こうした視点は上述した

「保存する・再現する・記録する」という方向に偏りがちといえよう。「廃棄する・教

えない・報道しない」ことで、カンボジアが長期間かけて社会生活を再構築してきた現

実的側面も十分に考慮しながら、本システムを有効に運用していくことが今後求められ

ている。 

 

５．波及効果：共通の当事者性から「慰霊」概念の再構築へ 

本プロジェクトで得られる被害者と加害者の二項対立を乗り越えた「共通の当事者性」

という新たな概念（つまり慰霊概念の再構築）は、今後のさまざまな民族や他者同士が

社会で共生していく上で重要な示唆を与えてくれる。ここでは、概念整理の前提となる、

負の遺産の類型についてまずまとめておきたい。負の遺産は、大きく「公的」「集団」

「個人」「外部」の４類型に分けられる。負の遺産の表象がすべてこの類型に当てはま

るわけではなく、実際には重複しながら作用していることにも留意しなければならない。

以下にその概要を示しておく。 

 

５．１ 公的（国家・行政） 

 公的とは、国家や行政組織が主体として記憶と保存を明示的に行っている施設である。

誰がこの虐殺の主導者であり責任を持つべきなのかについて、観光客や国際社会に対し

て表現している。カンボジアでは上述した S21 やチュンエク村の整備されたキリング・

フィールドが事例となる。公共度は極めて高い。こうした場所は、観光の文脈でいうと
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負の観光（ダークツーリズム）の重要な場所とされている。多様な言語で観光ツアーが

組まれ、公的機関がどのようにクメール・ルージュ政権時代の歴史を認識し、表象して

いるのかがよく分かる。 

 

５．２ 集団（仏教・生活コミュニティ） 

 集団とは、寺院コミュニティ、農作業の相互扶助コミュニティ、小規模の生活集団な

どが主体として表象している負の遺産である。多くの場合、虐殺などの負の出来事の詳

しい事実は不可視化され、観光とは切り離されている。住民にとっても日常生活の中で

は不可視化されるが、個別の仏教行事や生活儀礼では可視化される。本プロジェクトで

ローカルな負の遺産として表現した多くがこれにあたる。具体的には、寺院のストゥー

パ、コミュニティ内の小さな慰霊碑、或いは何も示されない田畑など様々な形態がある。

特徴として、クメール･ルージュ時代の被害者の話、拷問、処刑などに関する説明は一

切見られない。その村落で暮らしている住民だけが、その場所が持つ意味を知っている。

公共度は、ある集団間のみで共有しているため中程度である。負の遺産の記憶を伝達す

る行為は仏教行事の中に埋め込まれているが、体験的世代の高齢化などから実際には

「集団」としての負の遺産は徐々に破棄と忘却に向かっている。 

 

５．３ 個人（家族・親族） 

 個人とは、家族や親族の墓、親族が殺された現場、別離した場所などがそれにあたる。

本プロジェクトでは個人的な負の遺産は調査対象となっていないが、その一部の話はイ

ンタビューなどを通して聞くことができた。その場所は、道路、田畑など様々な場所に、

存在している。上記の集団の場合と同様に、そこには何も説明もないが、親族や親しい

仲間同士はここで何があったのかを知っている。インタビューしたある住民によると親

族のことを思い出す具体的な場所があるそうだ。そうした場所は、他人にはただの道路

や広場であっても、当事者にとっては負の出来事が認識される重要な場所である。こう

した場所は家族や親しい親族だけが知っている場所であるため、公共度は低い。世代を

経るごとに、こうした私的な負の遺産は忘却と破棄に向かうことになる。 

 

５．４ 外部（NGO・NPO・国際機関） 

 外部とは、国際 NGO や第三者機関によって作られた慰霊碑や教育施設などである。

本調査の中でも一部対象となった。こうした慰霊碑は、クメール･ルージュ時代に脱出

できた人 （々フランスやカナダが多い）の寄付金や NGO・NPO の募金によるものである。

外部者による介入、つまり NGO 等の第三者機関が建立した慰霊碑は、カンボジア社会

の内部で作られたものとは大きく異なり、虐殺の事実を克明に表現している。慰霊碑に

は、被害者の骨が見える形で置かれ、集会所には、クメール･ルージュ時代に人々がど

のように連行され、拷問を受けて殺されたのかという壁画やレリーフが描かれる。負の
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遺産の扱いとしては公的と同様の視点がある。さらに教育的要素が付加されていること

も特徴であろう。 

 

 ここでは結論として、加害者と被害者という二項対立を抜け出した、負の出来事に対

する「慰霊」概念の再構築について３つの特性と、慰霊の場の構成要素を提示しておき

たい。 

 

＜慰霊概念の再構築に向けた特性＞ 

（１）負の遺産に対峙したときに生じる相反するふたつの感情（「忘れたいという感情」

と「伝えたいという欲求」）は、負の遺産に対して必ずしも「破棄」又は「保存」

という二項対立を要求していない。それは、可視的な空間要素も、記憶的な身体

的要素も含めてである。カンボジアの住民は日々の暮らしの中で両方の感情を同

時に保持しながら、両方の感情を仏教行事に伴って行き来している。つまり、負

の記憶の忘却と再帰を頻繁に繰り返している。このように、ふたつの感情を住民

が長期にわたって保ちながら、負の遺産と恒常的に寄り沿っていること。 

（２）農村の負の遺産を表象している主体は、加害者と被害者が共存している生活コミ

ュニティ自体である。そして多くの農村の負の遺産は個人的なものであり、且つ

住民の共有の存在である。対象としたローカルな負の遺産の表象の主体は、上述

した分類に従えば「集団」と「個人」は重複して属している。このように、負の

遺産に関わる多様なストーリーを、住民が「集団的なもの」と「個人的なもの」

の両面から保持していること。 

（３）負の遺産について、地元住民は俯瞰した視点から第三者的に語っていた。つまり、

クメール・ルージュ政権時代について語る住民の声は、長い時間を経て日常生活

の中に溶け込み内面化したがゆえの抽象性と、つい昨年その負の出来事が起きた

ような具象性を併せ持っていた。このように、住民が負の遺産に対して、近くか

らだけでなく、第三者的に外側から見る俯瞰的視点を保持していること。 

 

＜ローカルな慰霊の場の構成要素＞ 

（１）ローカルな負の遺産では、その場所が意味する事柄、つまり誰によって何があっ

たかを語る明示的な表象が存在しない点 

（２）ローカルな負の遺産が、家族的な親密性をもつコミュニティの中で、親や大人か

らの伝聞により伝えられる個別のストーリーを持つ点 

（３）ローカルな負の遺産が年毎の仏教的儀礼を契機として個人の負の記憶と結びつき、

具体的な儀礼実践を通してコミュニティの中で集団的な記憶を形成してきた点 

（４）日常的には不可視的な場所であるローカルな負の遺産が、一時的に生起する仮設

的で可視的なローカルな儀礼空間を併存させている点 
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 ローカルな慰霊の空間の扱い方には、現在のカンボジア人の人間関係につながる原型

を見ることができる。カンボジア人は、ローカルな慰霊の場で培われた両義的な感情を

内面化したことで、時間、場所、目的などにとらわれず、その場の新たな人間関係をつ

くる起点を保持している。ローカルな慰霊の場は、信頼関係を築きにくい者同士が関係

をつなげる寛容性を長期の時間をかけて滋養してきたといえるのではないだろうか。 

 

６．研究内容の一部公表について 

２０１６年度研究助成プログラムにおける成果の一部として、以下の論文について公

表した。概要は以下の通りである。ここでは、「負の出来事における当事者性」の把握

について、現時点での考え方を論じた。 

 

l 牧野 冬生, 負の遺産の類型化と「共通の当事者性」に関する試論 ―カンボジアの

ローカルな慰霊の場の事例から―, 駒沢女子大学研究紀要, No.24, pp.189-200, 

2017, 駒沢女子大学. 

 

概要：経済市場が活性化して急速な経済成長に入ったカンボジアの中で立ち上がってき

た課題が、長期内戦やクメール・ルージュによる同国人同士の虐殺などの負の記憶の継

承である。カンボジアでは、クメール・ルージュ時代を含む長期の内戦の記憶をどのよ

うに内面化し、人々と新しい関係を作り、現在の経済発展を迎えているのか。本稿では、

加害者と被害者という二項対立を抜け出す、ローカルな慰霊空間に生起する「共通の当

事者性」という概念について論考を提示する。 

 

 最後に、本研究と関心領域を共にする調査は、引き続きカンボジア人研究者と共に実

施していく予定である。特に、クメール・ルージュ政権の時代を生きた当事者の具体的

な記憶を引き継いでいる現地研究者の視点は重要である。また、本プロジェクトの視点

を他の地域にも応用していくことも検討しており、今後の新しい研究課題である。 

以上から、本プロジェクトは計画通りに進行することができた。また、可視的な成果

として「慰霊、語り、交流、教育の場を提供する WEB サイト」の構築と、理論的な成果

として「駒沢女子大学紀要」の掲載を行うことで、プロジェクトの目的を達成すること

ができた。 


