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１．プロジェクトの概要 

 戦後日本社会の中で、空襲や原爆などの戦争災害の記憶を語り継ぐ活動が盛んに進められる

とともに、そうした活動を対象とした研究が数多くなされてきたが、その中では被災当日の体

験に重きが置かれ、戦争災害の非日常性が強調されてきた。それでも、戦争災害を生き抜いた

人びとは連続した日常生活（防空―戦災―占領―復興など）の中で戦争災害を経験している。 

 また、焼け跡の写真や映像などを含む戦争災害に関わる歴史的なビジュアル資料は数多く

存在しており、その一部は現在日米の文書館などに保存されているが、いまだに撮影場所の

詳細などが不明なままのものも多く、また、戦争災害を経験した人びとがそれに容易にアク

セス出来ないため、戦争災害の記憶を語り継ぐ活動の中でもほとんど活用されていない。  

そのような問題意識のもと、本プロジェクトでは、アクションリサーチの考えに基づき、日

米の文書館などで戦争災害前後の日常生活に関わるビジュアル資料を収集したうえでそれが

撮影された現地を歩くとともに、その地域で戦争災害を経験した人びとや長年その地域に居住

している人びとに対してそれらのビジュアル資料を提示しながら聞き取り調査を行った。  

そして、そうした調査を通して得られた資料（写真・映像・文書・音声など）をとりまとめ

て、戦争災害前後の連続した日常生活という側面から戦争災害の記憶について再検討するとと

もに、「日常」という視点を取り入れた新しい戦争の記憶継承のあり方について考察した。  

 

２．プロジェクトのメンバー 

本プロジェクトでは、日米の若手研究者を中心に、下記のような国際的・学際的な研究グ

ループが結成された。そしてそこでは、社会学と歴史学を中心に、記憶研究・日本近現代史・

都市史・オーラルヒストリー・ビジュアルリサーチ・都市社会学・歴史社会学・歴史地理学

などを専門とする研究者が集まり、日本の戦争災害の記憶継承をめぐる問題について多角的

に検討するための共同研究グループが組織されることとなった。  

 

 

番号 氏名 種別 所属
＊１

1 木村　豊 研究代表者 筑波大学・研究員

2 Cary Karacas 共同研究者 ニューヨーク市立大学・准教授

3 山口　範子 共同研究者 独立研究者 (Independent scholar)
＊２

4 後藤　美緒 共同研究者 日本大学・研究員

5 深谷　直弘 共同研究者 福島大学・特任助教

6 岩舘　豊 共同研究者 文京学院大学・研究員

7 Justin Aukema 共同研究者 京都女子大学・助教

8 西井　麻里奈 共同研究者 立命館大学・特別研究員

9 目黒　茜 外部協力者 筑波大学・博士課程大学院生

10 那波　泰輔 外部協力者 一橋大学・博士課程大学院生

＊１ 所属は、本研究助成期間終了時（2019年4月）のもの。

＊２ アメリカ在住の独立研究者、2015年シカゴ大学より博士号取得。Ph.D.（歴史学）。
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３．プロジェクトの背景・目的 

戦後 50 年が過ぎた頃から、日本社会の中では、戦争を直接経験した世代の人びとの高齢

化が進み、戦争の経験を持たない世代の人びとが社会の大部分を占めるようになっていく中

で、そのような戦争を知らない世代に「戦争の記憶」をいかに「語り継ぐ／継承する」こと

が出来るのかといったことが大きく語られるようになり、それに呼応するようにして、「戦

争の記憶」に関する研究が人文社会科学の中で数多くなされてきた。  

そうした「戦争の記憶」に関する研究の中では、戦争に関わる資料館の展示からモニュメ

ント、証言活動などに至るまで、「戦争の記憶」をめぐる様々な事象が分析の対象とされて

きたが、その中心には常に、戦争を直接経験した人びとが位置づけられてきた。そこでは特

に、戦争を直接経験した人びとへの聞き取り調査などを通して、そうした戦争の当事者によ

って「戦争の記憶」がいかに語られるのかといったことが記述分析されてきた。そして、そ

のような戦争を直接経験した人びとの当事者性に重きを置く「戦争の記憶」研究は、当事者

によって語られる多様な戦争の経験を描き出してきたと言える。  

しかしながら、そこでは同時に、研究者の立場性をめぐる問題が生じることとなった。つ

まり、そうした当事者の語りを重視する研究の中では、聞き取り調査という名のもとで行わ

れる対話自体が、戦争を直接経験した人びとから戦争を知らない世代の調査者に向けて「戦

争の記憶」を語るという形式の中で進められてきた。そのため、そこで調査者は、単に「戦

争の記憶」を「語り継ぐ／継承する」ことについて研究する者であるだけでなく、否応なく

「戦争の記憶」を「語り継ぐ／継承する」対象ともなるのであった。  

そのような中で、研究者は、当事者によって語られる「戦争の記憶」を単に客観的に観察

することは出来ない。しかしその一方で、どのような「戦争の記憶」が語り継がれる／継承

されるべきかということを判断することも、どのようにして「戦争の記憶」を語り継ぐ／継

承するべきかということを判断することも出来ない。当事者への調査を通して「戦争の記憶」

について考えようとするとき、研究者は、自らが置かれる研究者としての、そして、戦争を

知らない世代としての立場性をめぐって、そのような葛藤を抱えることとなるのである。  

それでは、戦後 70 年が過ぎ、戦争を直接経験した世代の人びとの高齢化といった問題が

いよいよ最終的な局面を迎え、そうした人びとから直接戦争の経験を聞くことが難しくなっ

てきている今、「戦争の記憶」、とりわけ空襲や原爆などの戦争災害の記憶をどのように考

えることが出来るのだろうか？本プロジェクトは、そのような問いを起点として、戦争を知

らない世代の研究者が集まり、従来の「戦争の記憶」研究における研究者の立場やその中で

描かれてきた「戦争の記憶」を問い直し、相対化するところから始まった。  

そうした「戦争の記憶」研究の問い直しの中で見えてきたのは、いくつもの主体によって

進められてきた日本の「戦争の記憶」をめぐる活動のあいだの余白であった。とりわけ、「戦

争の記憶」を伝えようとする当事者や資料館・マスメディア関係者、そしてそれらを記述分

析しようとする研究者の活動が、「戦争の記憶」をめぐって部分的には重なり合いながらも

それぞれ個別に進められてきた中で、ある部分が抜け落ちるようにして「戦争の記憶」が語
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り継がれ／継承されようとしているのではないか、というような問題意識が生まれてきた。  

より具体的に言えば、今、「戦争の記憶」、とりわけ空襲や原爆などの戦争災害の記憶に

ついて考えようとするとき、以下の３点のような根本的な地点から、戦争災害の記憶をめぐ

る事象を問い直す必要があるのではないか、という考えを持つに至ったのである。  

 

１）戦後 50 年以降、日本社会の中では、広島や長崎の原爆被爆者による証言活動を中心に、

戦争災害の記憶を語り継ぐ活動が盛んに進められるとともに、それを対象とした数多く

の研究がなされてきた。しかしその中では、語り継ぐ活動の中でもそれを対象とした研

究の中でも、被災当日の体験に重きが置かれ、戦争災害の非日常性が強調されてきた。

それでも、戦争災害を生き抜いた人びとは戦争災害前後の連続した日常生活（防空―戦

災―占領―復興など）の中で戦争災害を経験していると考えられる。  

 

２）アメリカのナショナルアーカイブスを中心とした日米の図書館・文書館などには、日本

の戦争災害に関わる写真や映像などの歴史的なビジュアル資料が数多く保存されてお

り、これまで広島や長崎の原爆の被災状況などが写された写真や映像を発掘する調査が

資料館やメディア関係者などによって進められ、その一部は展示や放送を通して広く公

開されてきた。しかしその一方で、他の地域の空襲に関わるビジュアル資料や戦争災害

前後の防空・占領・復興などに関わるビジュアル資料の調査はいまだ十分には進められ

ておらず、また、それらの各資料は関連づけられていないと考えられる。  

 

３）戦争災害の記憶を語り継ぐ活動と戦争災害に関わる歴史的なビジュアル資料を発掘し展

示／放送する活動はそれぞれ分断されて進められてきたため、それらの証言記録とビジ

ュアル資料の多くは関連づけられていない。そしてさらに、そうした戦争災害の記憶を

語り継ぐ活動に関する研究と戦争災害に関わる展示／放送に関する研究もまた、それぞ

れが分断されて進められてきた。そのため、戦時期から占領期にかけて戦争災害の被災

地域で撮影された膨大な量のビジュアル資料が存在するものの、いまだに撮影された日

時や場所などが不確かなものも多く、また、当事者がそれに容易にアクセス出来ないた

め、語り継ぐ活動の中でもほとんど活用されていないと考えられる。  

 

こうして、人びとの日常生活という根本的な地点から「戦争の記憶」を問い直していく中

で本プロジェクトが立ち上がってきたが、それは同時に、「戦争の記憶」を研究する研究者

の立場自体を問い直すことへとつながっていった。とりわけ、上記のようにして「戦争の記

憶」と人びとの日常生活について考えようとするとき、社会の中で語られる「戦争の記憶」

を客観的に観察しようとするだけでは十分ではなく、「戦争の記憶」について調査研究する

ための新たな枠組みが必要となった。  

そこで本プロジェクトでは、社会が抱える問題に研究者が積極的に関わっていくアクショ

ンリサーチの考えに基づきながら、日本の戦争災害の記憶を調査研究するための枠組みにつ
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いて検討した。とりわけ、「人びとのためというよりも、人びととともに、共同で発展する

プロセスの機会を提供する」という参加型アクションリサーチの考えは 1、「戦争の記憶」に

ついて調査研究する枠組みを検討する上で示唆的なものであると言える。  

アリス・マッキンタイアは、そうした参加型アクションリサーチに通底する考え方として、

（a）議論／解決すべき問題を調査するための集合的な関わり、（b）調査の対象となる問題

について明確にするために、自己反省および集合的な反省に取り組もうとする意志、（c）関

係する人びとに利益をもたらす有用な解決策を導く個別的／集合的な行動に取り組むための

共同での決定、（d）研究プロセスの計画・実施・普及における研究者と参加者とのあいだ

の提携の構築という、４つの研究姿勢の重要性を提起している 2。  

このようなアクションリサーチの考えに則った調査研究を実践することは決して簡単なこ

とではない。それでも、そうした考えは、「戦争の記憶」の問題により積極的に関わりなが

らその調査研究を進めていくという新たな研究の枠組みを構築していくために有効なもので

あると言える。そこで、本プロジェクトでは、こうしたアクションリサーチの考えに基づき、

以下の４点において、日本の戦争災害の記憶に関する調査研究を進めることを目的とした。  

 

１）アメリカのナショナルアーカイブスを中心に日米の図書館・文書館などにおいて調査を

行い、日本の戦争災害前後の連続した日常生活（防空―戦災―占領―復興など）に関わ

る写真や映像資料を収集し、それらのビジュアル資料の中で戦争災害と日常生活に関わ

ることがいかに表象されているのかについて明らかにする。  

 

２）上記のビジュアル資料を持ってそれが撮影された現地を歩くとともに、その地域で戦争災

害を経験した人びとや長年その地域に居住している人びとに対してそれらのビジュアル資

料を提示しながら聞き取り調査を行い、そのような調査を通して、各地域において戦争災

害と日常生活に関わる記憶がいかに想起されているのかについて明らかにする。  

 

３）それらの調査で得られたビジュアル資料とオーラル資料を日常生活に注目しながら総合

的に検証・分析し、人びとは日常生活の中で戦争災害の記憶をいかに捉えているのか／

捉えることが出来るのかについて検討するとともに、日常生活から捉え直した戦争災害

の記憶が持つ普遍的な価値を探求する。  

 

４）そうして進められた調査研究全体をとりまとめ、日常生活の中の戦争災害の記憶につい

て明らかにするとともに、日常生活という観点を取り入れた戦争災害の記憶を継承する

新しいあり方を提示する。  

 

                                                   

1 McIntyre, A., 2007, Participatory action research, Sage Publications, p.xii.  

2 同上 , p.1. 
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４．プロジェクトの調査研究活動 

本プロジェクトでは、先述したような目的のもと、本助成期間全体を通して、主に①ビジ

ュアル資料の調査、②ビジュアル資料を利用した現地での調査という２つの調査研究活動を

進めてきた。  

 

４−１．ビジュアル資料の調査  

まず、アメリカのナショナルアーカイブスを中心に日米の図書館・文書館などにおいて調

査を行い、日本の戦争災害前後の連続した日常生活（防空―戦災―占領―復興など）に関わ

る写真や映像などのビジュアル資料の収集を進めた。  

先述したように、日本の戦争災害に関わるビジュアル資料については、これまで広島や長

崎の原爆の被災状況などが写された写真や映像を発掘する調査が資料館やメディア関係者な

どによって進められ、その一部は展示や放送を通して広く公開されてきた。しかしながら、

そうして公開されたのは、原爆投下時のきのこ雲の様子や占領期の原爆被災地域の様子が写

された写真・映像などの戦争災害の被災状況をよく表しているようなごく一部の資料にとど

まってきたと言える。  

その一方で、日本の戦争災害に関わる膨大な量のビジュアル資料が存在し、それらは世界

中の図書館・文書館・博物館などに散逸している。その中には、例えば、アメリカのナショ

ナルアーカイブスに所蔵されている GHQ 資料などのように系統立って保管されてきたもの

もあれば、フロリダ州立大学所蔵のオリバー・オースティン資料3やユタ大学所蔵のレノック

ス・ティアニー資料4などのように、戦後個人で保管されてきたものが、近年になって大学図

書館などに寄贈されるなどして、公開されるようになったようなものもある。  

特に、そうした個人で保管されてきた資料は、この 20 年ほどのあいだにそのデジタル化

が進められるとともに、それを所蔵する各図書館・文書館・博物館などのオンラインカタロ

グなどが整備されてきたことによって、その詳しい所在が明らかとなり、それらの資料を閲

覧し、その複製を入手することが出来るようになったものであり、戦後 50 年以上が過ぎる

中で研究することが出来るようになったものであると言える。  

そこで、本プロジェクトではまず、関係機関のオンラインカタログを利用して 1940 年代

から 1950 年代にかけて日本で撮影された写真や映像の中から日本の戦争災害前後の日常生

活に関わるものを探し出す作業を進め、そうした資料が日本とアメリカを中心とした世界各

地の図書館・文書館・博物館などにおいて多数所蔵されていることを確認した。それから、

アメリカ国内ではナショナルアーカイブス・議会図書館・トルーマン大統領図書館を中心に、

日本国内では国立国会図書館・東京都公文書館を中心に調査を行い、カタログ内で探し出し

た写真や映像資料とともに関連する文献資料の収集を進めた。  

                                                   

3 オースティン資料（http://digital-collections.ww2.fsu.edu/omeka/）。  

4 ティアニー資料（https://lib.utah.edu/collections/Professor -Lennox-Tierney-project.php）。 
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（１）ビジュアル資料の所在調査  

日本の戦争災害前後の日常生活に関わる歴史資料の中でも特に写真や映像などのビジュア

ル資料は、日米を中心に世界中の図書館・文書館・博物館などに散在しており、そうした資

料に対する系統立った調査はこれまでほとんど行われてこなかった。  

そこで、本プロジェクトではまず、関係機関のオンラインカタログを利用し、日本の戦争

災害前後の日常生活に関わるビジュアル資料の所在調査を進めるところから始めた。特に、

図書館や文書館などを横断する検索サイト（World Cat や Digital Public Library of America

など）5や世界各地の戦争博物館などのオンラインカタログを利用して、1940 年代から 1950

年代にかけて日本で撮影された写真や映像の中から日本の戦争災害前後の日常生活に関わる

ものを探し出す作業を進めた。  

それによって、アメリカ国内ではナショナルアーカイブス・議会図書館・トルーマン大統

領図書館を中心に、日本国内では国立国会図書館・国立公文書館・東京都公文書館・広島市

公文書館・広島県立文書館を中心に、そうした資料が所蔵されている機関を明らかにすると

ともに、必要に応じてそれらの図書館・文書館の専門員と E メールなどでのやりとりを進め、

複写の方法や著作権の問題などについての情報を収集した。  

またその他にも、アメリカ国内においては、先述したようなフロリダ州立大学所蔵のオリ

バー・オースティン資料やユタ大学所蔵のレノックス・ティアニー資料のほかにも、メリー

ランド大学所蔵のロバート・シュスター資料6、ウェストチェスター大学所蔵のロウェル・ガ

ーデンアワー資料 7、ノーステキサス大学所蔵のウィリアム・ジェンキンス資料 8のように、

大学の図書館などに関係資料が所蔵されていることを確認した。  

そして、それ以外の国でも、オーストラリアやイギリスを中心に、世界中の図書館・文書

館・博物館に関係資料が所蔵されていることを確認した。例えば、オーストラリア戦争記念

館やイギリス帝国戦争博物館などの関係する国の戦争博物館にも多数の関係資料が所蔵され

ていることを確認するとともに、オーストラリアのビクトリア州立図書館に所蔵されている

「Album of photographs of R.A.A.F. in Japan as part of the Allied occupation after World 

War II」資料などのように、そうした国の地域の図書館などにも関係資料が所蔵されている

ことを確認した。  

そこで、今後可能な範囲で、そのような世界中に散在している日本の戦争災害前後の日常

生活に関わるビジュアル資料を収集していくための準備を進めた。特に、いくつかの図書館・

文書館・博物館ではオンライン上でデジタル資料のコピーを入手することが可能であるため、

そうしたサービスについての詳しい情報を収集した。  

                                                   

5 World Cat（https://www.worldcat.org/）、Digital Public Library of America（https://dp.la/）。  

6 シュスター資料（https://prangecollectionjp.wordpress.com/2015/02/01/1988/）。  

7 ガーデンアワー資料（https://library.wcupa.edu/c.php?g=61441&p=5062572）。  

8 ジェンキンス資料（https://texashistory.unt.edu/）。  
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（２）映像資料の調査  

アメリカのナショナルアーカイブス（National Archives and Records Administration）

において、2017 年 5 月・7 月・8 月・9 月・11 月・2018 年 1 月・2 月・8 月に、映像資料の

調査を行った。  

まず、同館に所蔵されている日本の戦争災害前後の日常生活に関わる映像資料のリストを

作成する作業を進めた。同館には、膨大な量の映像資料が所蔵されている一方、その目録の

整備が不完全でもあり、中には館内の所在に関する記録が一致しないような資料も存在して

いる。そのため、まずはじめに、同館が所蔵する日本で撮影された映像資料のうち、日本の

戦争災害前後の日常生活に関わるもので、館内で閲覧可能なものをリストアップする作業を

進め、関係する映像資料が 1000 本近く存在することを確認した。  

その際、映像資料を選定するにあたっては、日本の戦争災害前後の日常生活に注目すると

いう考えのもとで、空襲や原爆を被災した地域で撮影された映像を中心に選び出していった。

特に、同館所蔵の映像資料の中には、東京裁判をはじめとした軍事的な記録の映像がかなり

の割合を占めているが、本プロジェクトではそうした映像を避けるようにして、人びとの生

活に関わるものが写されている映像を中心にリストを作成していった。  

より具体的には、オンラインカタログと館内の目録に基づきながらいくつかの関係する記

録群 9（Record Group：RG）を中心に調査を進め、関係する映像資料のリストを作成してい

った。本助成期間中は特に、「陸軍航空軍（Army Air Forces）関係資料（RG:018-CS）10」・

「陸軍関係資料（RG:111-ADC）11」・「空軍関係資料（RG:342-USAF）12」・「海軍関係

資料（RG:428-NPC） 13」の記録群を中心に調査を進め、日本の戦争災害前後の日常生活に

関わる映像資料のリストを作成していった。  

またそれと同時に、リストアップした映像資料の閲覧可能な記録媒体を確認していく作業

を進めた。同館所蔵の映像資料の多くは、もともとフィルムで撮影されたものであるが、そ

の一部はすでに VHS や DVD に複製されており、そうした複製の有無によって閲覧可能な記

録媒体が限定されている。しかしながら、そうした複製の有無や複製された記録媒体などに

関する情報が十分に整っていないため、リストアップした映像資料が①デジタルデータ②

VHS・DVD③フィルムのどの媒体で閲覧可能かを確認していく作業を進めた。  

それから、それぞれの閲覧可能な記録媒体に合わせて映像資料の複製を入手していった。

①デジタルデータで閲覧可能なものについては、閲覧室内の PC から持参した USB メモリー

                                                   

9 同館所蔵資料の記録群については、仲本和彦による同館での調査報告（仲本和彦「在米国沖縄

関係資料調査収集活動報告２：米国国立公文書館新館所蔵の映像・音声資料編」『沖縄県公文書

館研究紀要』第 9 号、pp.17-26、2007 年など）を参照。  

10 Motion Picture Films from the "Combat Subjects" Program Series, ca.1939 -1945. 

11 Moving Images Relating to Military Activities, 1947-1964. 

12 Moving Images Relating to Military Aviation Activities, 1947-1984. 

13 Moving Images Relating to Military Activities, ca. 1947-1980. 
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に直接ダウンロードした。②VHS・DVD で閲覧可能なものについては、閲覧室内のダビン

グ機材を用いて持参した DVD に複製した。③フィルムで閲覧可能なものについては、閲覧

室内のモニターに映し出した映像をデジタルビデオカメラで撮影した。  

特に、同館に所蔵されている関係する映像資料の多くは、一本の映像資料の中に異なる日

時に異なる場所で撮影された関連性のない複数の映像が収められているため、そうしたすべ

ての映像の内容はタイトルや目録などに反映されていない。そこで、各記録群の中から関係

すると思われる映像資料を一本ずつ網羅的に閲覧していき、その中から日本の戦争災害前後

の日常生活に関わる映像資料の複製を入手する作業を進めていった。  

そうした調査を通して、本助成期間中に、合計で 540 本の映像資料が収集された。その中

では、東京（200 本）・神奈川（53 本）・広島（40 本）・長崎（38 本）を中心に、全国各

地で戦時期から占領期にかけて撮影された映像資料が収集された。そしてその中では特に、

空襲・原爆投下時やその直後の様子が写された映像とともに、占領期の空襲・原爆被災地域

の様子やそこで生活する人びとの様子が写された映像が収集された。  

 その中でも、例えば、東京で撮影された映像について見てみると、「B-29 RAID ON TOKYO

（18-CS-3417）」・「BOMB DAMAGE, TOKYO AREA AERIALS（18-CS-4516）」・「STREET 

SCENES OF DAMAGED TOKYO（428-NPC-14673）」などのような東京大空襲に関わる映

像とともに、「OCCUPATION OF TOKYO, JAPAN（107.1541 ）」・「JAPANESE LIFE, 

TOKYO, JAPAN（111-LC-36432）」・「TYPICAL JAPANESE CITY "AFTER THE WAR" 

- TOKYO, JAPAN（111-ADC-6280）」・「BUYING FOOD, TOKYO, JAPAN（111-ADC-6590）」

などのような占領期の東京に生きる人びとの様子が写された映像が収集された。  

 

（３）写真資料の調査  

2017 年 5 月・7 月・9 月・2018 年 2 月・8 月に、ナショナルアーカイブス・議会図書館（Library 

of Congress）において、 2017 年 11 月にトルーマン大統領図書館（Harry S. Truman 

Presidential Library and Museum）において写真資料の調査を行った。  

ナショナルアーカイブス所蔵の写真資料については、映像資料と同様、目録の整備が不完全

であり、既存の目録だけでは写真の内容を十分に把握することが出来ない。そこで、関係する

写真が収められていると思われる保存箱内の写真を一枚ずつ網羅的に閲覧していき、その中か

ら日本の戦争災害前後の日常生活に関わる写真をスキャナーで複写していった。またその際、

写真の多くは裏面にその説明が記されているため、それぞれ写真の両面を複写していった。  

より具体的には、いくつかの関係する記録群の保存箱をリストアップしたうえで、本助成

期間中は特に、「空軍関係資料（RG:342-FH） 14・（RG:342-G） 15」・  「戦争情報局関係

                                                   

14 Black and White and Color Photographs of U.S. Air Force and Predecessor Agencies 

Activities, Facilities and Personnel - World War II and Korean War, ca.1940-1980. 

15 U.S. Air Force Occupation of Japan and Germany, 1945-1962. 



10 

資料（RG:208-A）16・（RG:208-AA）17・（RG:208-AAN）18」・「陸軍関係資料（RG:111-SC）

19」の記録群の保存箱を中心に調査を進め、その中から日本の戦争災害前後の日常生活に関

わる写真資料を複写する作業を進めていった。  

議会図書館所蔵の写真資料については、既にオンラインカタログの整備とともに資料のデ

ジタル化が進んでおり、多くの資料の高画質画像データを館内の PC からから直接持参した

USB メモリーにダウンロードすることが出来る。そこで、同館のオンラインカタログを利用

して事前にリストアップした日本の戦争災害前後の日常生活に関わる写真資料を館内でダウ

ンロードする作業を進めていった。  

トルーマン大統領図書館所蔵の写真資料については、議会図書館同様、既にオンラインカ

タログの整備とともに資料のデジタル化が進んでいるものの、高画質画像データを館内で入

手することは出来ず、また、目録の整備が不完全な資料が多いため、いくつかの原資料が所

在不明となっている。そこで、同館のオンラインカタログを利用して事前にリストアップし

た日本の戦争災害前後の日常生活に関わる写真資料のうち、館内で閲覧可能なものをスキャ

ナーで複写する作業を進めていった。  

そのような調査を通して、本助成期間中に、合計で 2100 枚以上の写真資料が収集された。

その中では、東京・神奈川・広島・長崎を中心に、全国各地で戦時期から占領期にかけて撮

影された写真が収集された。そしてその中では特に、空襲・原爆投下時やその直後の様子が

写された写真とともに、占領期の空襲・原爆被災地域の様子やそこで生活する人びとの様子

が写された写真が収集された。  

 そうした写真のいくつかは、裏面の説明書きを通してそれを撮影した意図を推測すること

が出来る。例えば、占領期に東京で撮影されたある写真には、次のように記されている。  

 

「U.S. STREET SIGNS IN TOKYO: FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, THE STREETS 

OF TOKYO ARE MARKED BY U.S. OCCUPATION FORCES. "X" AVENUE AND "GINZA" 

STREET IS THE TIMES SQUARE OF TOKYO. BOMB BURNED MITSUKOSHI 

DEPARTMENT STORE IN BACKGROUND. （［筆者訳］東京における米国の道路標示：歴

史上初めて、東京エリアの道路は米国の占領軍によって表示されている。X 通りと銀座通りは

東京のタイムズスクエアである。背景にある三越百貨店は爆弾で燃えたものである。）」  

 

ここには当時進駐軍が日本の社会に向けたまなざしを見ることが出来る。特に、こうした写

真は、空襲の被害と占領下の生活に対する関心が交差するようにして撮影されていると考えら

れる。本プロジェクトではそのような点に注目しながらビジュアル資料の収集を進めていった。 

                                                   

16 Photographs of World War II Activities, Domestic and Foreign, 1942 -1945. 

17 Photographs of the Allies and Axis, 1942-1945. 

18 Photographs of Allies and Axis, 1939-1945. 

19 Photographs of American Military Activities,  ca.1918-1981. 
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（４）文献資料の調査  

本プロジェクトでは、写真や映像を中心に日本の戦争災害前後の日常生活に関わるビジュ

アル資料の調査を行ったが、それらの資料を検証するための補足資料として、文献資料の調

査を行った。特に、プロジェクトのメンバーが、上記の調査で収集されたビジュアル資料に

基づきながらも、各自の研究関心に応じて関連する文献資料を収集した。  

 木村豊は、国立国会図書館・国立公文書館・東京都公文書館などにおいて調査を行い、戦

時期の東京における防空・空襲に関する資料や占領期の GHQ に関する資料を収集した。  

山口範子は、国立国会図書館・東京都内の公共図書館・海外移住資料館において調査を行い、

戦後アメリカに移住した日本人女性（戦争花嫁や原爆乙女など）に関する資料を収集した。  

後藤美緒は、関西大学図書館において調査を行い、占領期の大阪におけるラジオ放送と漫

才などの演芸に関する資料を収集した。  

岩舘豊は、東京都水道歴史館・広島市水道資料館において調査を行い、戦時期の東京と広

島における水道などのインフラストラクチュア事業と防空・戦災に関する資料を収集した。  

ジャスティン・アウケマは、国立国会図書館・広島県立図書館などにおいて調査を行い、

東京と広島を中心とした日本各地の戦争遺跡の保存事業に関する資料を収集した。  

西井麻里奈は、国立国会図書館・広島市立中央図書館・広島市公文書館において調査を行

い、戦後の広島における戦災復興事業に関する資料を収集した。  

目黒茜は、国立国会図書館および東京都内の関係団体において調査を行い、特に戦前・戦

時期の東京における女性医師による啓蒙活動に関する資料を収集した。  

 

（５）調査資料の整理・分析  

上記の調査で収集された日本の戦争災害前後の日常生活に関わるビジュアル資料および文

献資料の整理・分析を進めた。特に、当初想定していた以上の量の資料を収集することが出

来たため、プロジェクト内で調査資料の目録を作成しながらその整理・分析を進めていった。  

特に、可能な範囲で写真や映像が撮影された日時や場所を特定する作業を進め、各図書館・

文書館の目録において不十分であった情報を補いながら調査資料全体の目録を作成するとと

もに、各写真や映像に写されているものについての詳細な分析を進めていった。  

それと同時に、写真資料と映像資料を掛け合わせながら検証・分析していく作業を進めた。

特に、ナショナルアーカイブスに所蔵されている写真資料と映像資料の中には、同じ日時に

同じ場所で撮影されたと考えられるものが存在するため、そうした資料を掛け合わせていく

ことによって、相互補完的にそれぞれの資料を検証・分析していく作業を進めていった。  

そして、写真資料および映像資料については目録とデジタルデータを整理したうえで、デ

ジタルアーカイブとしてオンライン上で公開するための準備を進めた。ただ、予想以上に膨

大な量の資料が収集されたため、資料の公開方法についての再検討を行った。  
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４−２．ビジュアル資料を利用した現地での調査  

それから次に、本プロジェクトでは、先述したような調査で収集された日本の戦争災害前

後の連続した日常生活（防空―戦災―占領―復興など）に関わる写真や映像などのビジュア

ル資料に基づきながら、それが撮影された現地において調査を進めた。  

先述したように、本プロジェクトでは、日常生活という根本的な地点から「戦争の記憶」

を問い直すという考えと、社会が抱える問題に研究者が積極的に関わっていくというアクシ

ョンリサーチの考えに基づいて、日本の戦争災害前後の日常生活に関わるビジュアル資料を

用いた調査をそれが撮影された現地において進めることを目的としていた。  

 そのため、収集されたビジュアル資料を整理・分析しながら、改めて現地での具体的な調

査の手法について検討した。特に、戦争災害を被災した地域において、戦争災害前後の日常

生活に関わる写真や映像が現在どのような意味を持ち得るのかという点に注目しながら、そ

うしたビジュアル資料を利用した調査の手法について検討した。  

そのような検討のもと、本プロジェクトでは、ビジュアル資料が語りを誘発するという側面

を積極的に評価するビジュアルエリシテーション調査の手法を取り入れた調査を進めること

とした20。社会学においてそうしたエリシテーション調査の手法の有効性を提起してきたダグ

ラス・ハーパーは、フォトエリシテーション調査の手法について次のように説明している 21。 

フォトエリシテーション調査は、インタビュー調査に写真を取り入れるという単純な考え

に基づいたものである。それは、イメージと文字という二つの象徴的な表象の形式に対する

反応という点において、言葉だけを用いたインタビューとは異なっており、そしてそれは、

人間の意識の異なる部分をより深く掘り下げるものとなる。そうしたフォトエリシテーショ

ンインタビューを通して、単により多くの情報を引き出すだけでなく、異なる種類の情報を

引き出すことが可能となる。特に、 集団的・組織的な過去の一部となっているような出来事

が写された写真を用いたエリシテーションインタビューは、「自己の中心的な定義」を社会

や文化、歴史へとつなげるものとなる。  

そうした中で、ハーパーは、「二人かそれ以上の人が写真の意味について話し合うとき、

彼らは一緒に何かを見つけ出そうとする。これは調査にとって理想的なモデルである」とし

て、理想的なフォトエリシテーション調査の在り方について提起しているが 22、これは、本

プロジェクトを進める上で示唆的なものであると言える。とりわけそうした考えは、「人び

                                                   

20 エリシテーション調査は、もともと写真を用いたフォトエリシテーション調査として成立して

きたものであるが、その後写真だけでなく映像などを含めた様々なビジュアル資料が用いられる

ようになったため、近年ではビジュアルエリシテーション調査という言葉が用いられるようにな

っている（例えば、Pauwels, L., 2015, Reframing visual social science: Towards a more visual 

sociology and anthropology, Cambridge University Press.など）。  

21 Harper, D., 2002, “Talking about pictures: A case for photo elicitation”, Visual studies, 

17(1), 13-26. 

22 同上 , p.23. 
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ととともに」というアクションリサーチの考えとも親和的なものであり、そのためそれは、

ビジュアル資料を用いて「戦争の記憶」と人びとの日常生活について調査研究するための新

たな枠組みとなるものであると考えられる。  

そこで、本プロジェクトでは、そうしたビジュアルエリシテーション調査の手法を参考に

しながら、次の３つのプロセスにおいて調査を行った。まず、①日本の戦争災害前後の日常

生活に関わるビジュアル資料を持ってそれが撮影された現地を歩く調査を行った。次に、②

その地域で戦争災害を経験した人びとや長年その地域に居住している人びとに対してそれら

のビジュアル資料を提示しながら聞き取り調査を行った。それから、③その地域で、ビジュ

アル資料を展示する調査を行った。  

 

（１）ビジュアル資料が撮影された現地を歩く調査  

 まず、本プロジェクトでは、東京と広島を中心に、ビジュアル資料を持ってそれが撮影さ

れた現地を歩く調査を進めた。東京では中央区銀座・台東区浅草・墨田区両国を中心として、

広島では広島市中区を中心として、先述したような日本の戦争災害前後の日常生活に関わる

ビジュアル資料を持ってそれが撮影された現地を歩き、写真や映像に写された場所の詳細を

特定するとともに、その現在の様子を確認し写真で撮影していく作業を進めた。  

 東京では特に、浅草の空襲による焼け跡の様子が写された映像「TOKYO AREA DAMAGE

（ 18-CS-4355）」や銀座の空襲による焼け跡の様子が写された映像「BOMB DAMAGE, 

TOKYO, AMERICAN EMBASSY BLDG.（18-CS-4536）」などのような空襲の被災状況が

写 さ れ た ビ ジ ュ ア ル 資 料 と と も に 、 浅 草 の 街 中 の 様 子 が 写 さ れ た 映 像 「 TYPICAL 

JAPANESE CITY "AFTER THE WAR" - TOKYO, JAPAN（111-ADC-6281）」や銀座の街

中の様子が写された映像「SOLDIER ACTIVITIES IN TOKYO, JAPAN（111-ADC-6188）」

などのような占領期に戦争災害の被災地域で生活する人びとの様子が写されたビジュアル資

料を持ってそれらが撮影された地域を訪れ、撮影場所の詳細などを検証するとともにその場

所の現在の様子を写真で撮影する作業を進めていった。  

そして、そうした作業の中で、特に撮影者の視線に注目しながら写真や映像に写された戦

争災害に関わるものと人びとの日常生活に関わるものについて検討していった。特に、占領

期に撮影された写真や映像については、東京や広島などの都市において進駐軍は人びとが生

活する空間に対してどのようなまなざしを向けていたのかに注目しながら、写真や映像の中

で戦争災害の被災状況や戦争災害の被災地域で生活する人びとの様子がどのように写されて

いるのか、そして、そうした場所が現在どのようになっているのかについて検討していった。  

例えば、浅草で撮影された映像の中には、松屋浅草周辺で撮影された空襲による焼け跡の

様子の映像と、浅草六区周辺で撮影された歓楽街の様子の映像が、連続した映像としてでは

なく、個別の映像としてそれぞれ異なるタイトルが付けられて残されている。しかしながら、

それらが撮影された場所の間の距離は 500m ほどであり、したがって、それらは同じ地域に

おいて撮影された映像であるにもかかわらず、それぞれ異なるものとして記録・保存された
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ものであると考えられる。そのため、そのような映像が撮影された空間に注目しながら写真

や映像に写された場所を歩くことによって、当時その地域の生活空間の中でどのような場所

にカメラのレンズが向けられていたのか、そして、そうした場所は現在どのようになってい

るのかについて検討していった。  

 そして、そうした調査を通して見えてきたのは、戦争災害と日常生活をめぐる場所間の関

係であった。戦争災害の焼け跡の様子を写した映像には、一面がれきとなった街の様子やそ

の中でバラックに住む人びとの様子などが写されているが、その近くにある歓楽街の様子を

写した映像には、道の両脇に映画館などが建ち並んでいる様子やそこを行き交う人びとの様

子などが写されている。それらは一見すると全く異なるもののようにも見えるが、それらは

どちらもその地域の人びとの生活圏となっていたと考えられる。そして、そのようなビジュ

アル資料をもって現地を歩くことを通して、そうした人びとの生活圏が戦争災害の前後でど

のように変容してきたのかといったことが少しずつ明らかになってきたと言える。  

 

（２）ビジュアル資料を提示する聞き取り調査  

次に、本プロジェクトでは、東京と広島を中心に、ビジュアル資料が撮影された地域にお

いて、戦争災害を経験した人びとに対してビジュアル資料を提示しながら聞き取り調査を行

うことを予定していた。しかしながら、戦争を直接経験した世代の人びとの高齢化という問

題は、当初想定していた以上に進行していたと言える。本プロジェクトでは、本助成期間開

始当初から、当事者団体より紹介を受けて、戦争災害の経験を有する方に対して聞き取り調

査の依頼を進めていたが、承諾を得て調査対象となっていた方の内の数名が本助成期間中に

亡くなり、予定していた調査が実施出来なくなった。  

そうした中で、特に戦時期に撮影された写真や映像に写されているものについて自身の具

体的な経験を語ることが出来ると思われるような終戦時 15 歳以上（現在 89 歳以上）となる

方に聞き取り調査を行うことがだいぶ難しくなっていることが分かった。そこで、本プロジ

ェクトでは、収集したビジュアル資料をもとに調査対象者を再検討し、年齢が終戦時 7 歳以

上（現在 81 歳以上）となる方を目安としたうえで、ビジュアル資料が撮影された地域にお

いて戦争災害を経験した人びととともに長年その地域に居住している人びとに対して、ビジ

ュアル資料を提示しながら聞き取り調査を行うこととした。  

東京では特に、台東区浅草・墨田区両国で空襲を経験した人びとを中心に、東京大空襲の

中心的な被災地域となった墨田区・江東区・台東区・江戸川区で空襲を経験した人びとや、

東京都内の他の地域で空襲を経験した人びと、ビジュアル資料が撮影された地域において長

年居住している人びとに対してビジュアル資料を提示しながら聞き取り調査を進めた。また、

中央区銀座などのような東京の都心部でその地域に長年居住している人びとに調査の依頼を

するのが難しいような地域で撮影されたビジュアル資料に関しては、その周辺地域で空襲を

経験した人びとや周辺地域に長年居住している人びとに対して聞き取り調査を行った。  

そして、ビジュアル資料を提示しながらの聞き取り調査を行なうにあたっては、浅草や銀
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座の空襲による焼け跡の様子が写された映像や街中の様子が写された映像などとともに、例

え ば 、 両 国 の 横 網 町 公 園 で 行 わ れ た 戦 災 犠 牲 者 の 慰 霊 法 要 の 様 子 が 写 さ れ た 映 像

「JAPANESE LIFE, TOKYO, JAPAN（111-LC-36436）」、両国の国技館で行われた進駐

軍 に よる 音楽 コン サー ト の様 子 が 写さ れた 映 像「 293RD ARMY BAND CONCERT, 

MEMORIAL HALL, TOKYO, JAPAN（111-ADC-8980,8981）」、メーデーの労働運動の様

子が写された映像「 JAPANESE LABOR RALLY, TOKYO, JAPAN ; MISC. SCENES, 

JAPAN（111-adc-6509）」・「MAY DAY RIOTS, TOKYO, JAPAN（111-LC-29298）」な

どのような、戦争災害と日常生活に関わるような様々な写真や映像を用いて調査を行った。  

その際、単にビジュアル資料のみを提示するのではなく、必要に応じてそれが撮影された

現地を歩いて得られたデータや関連する文献資料、その地域で戦争災害を経験した人びとに

対して過去に行った聞き取り調査のデータなどを合わせて提示しながら、聞き取り調査を行

った。例えば、都内の戦災犠牲者の遺骨が納められている横網町公園では現在でも戦災犠牲

者の慰霊法要が行われており、空襲で家族を亡くした遺族にとって重要な場所となっている

が、法要の様子が新聞などで広く報じられるようになったのは占領期を終えた後であったた

め、進駐軍によって映像が撮影された頃の法要の様子について知る遺族は決して多くない。

そのため、横網町公園で撮影された映像と合わせて GHQ 資料などの占領期における戦災犠

牲者と横網町公園に関わる各種資料を提示しながら聞き取り調査を行った。  

そのようなビジュアル資料を提示しながら行った聞き取り調査の中では、言葉だけで行う

聞き取り調査とは異なる形式をもって戦争災害の経験が語られることとなった。特に、従来

の戦争災害の経験についての聞き取り調査の中では、当時の自分自身の行動を中心に戦争災

害の経験が語られることが多かったが、本プロジェクトで収集されたような戦争災害を被災

した地域の生活空間が写されたビジュアル資料を提示しながら行った聞き取り調査の中では、

そうした写真や映像に写された場所を中心に戦争災害の経験が語られることとなった。つま

り、「この頃、自分は〇〇をしていた」・「このとき自分は〇〇をした」というような語り

よりも、「この頃、自分はここに行ったことがある」・「このとき、自分はここにいた」と

いうような語りが多くなり、自分自身と場所との関係がより多く語られるようになった。  

そして、そうした調査を通して見えてきたのは、戦争災害と日常生活をめぐる場所の経験

間の関係であった。先述したような、空襲による焼け跡の様子が写された映像や、戦災犠牲

者の慰霊法要の様子が写された映像、歓楽街の様子が写された映像、進駐軍による音楽コン

サートの様子が写された映像、メーデーの労働運動の様子が写された映像などは、それぞれ

異なる意図をもって異なるものとして撮影されたものであったが、それらの映像を提示しな

がら行った聞き取り調査の中では、そうしたそれぞれの映像に写された複数の場所に関わる

経験が関係し合いながら語られていった。そこでは特に、戦争災害に関わる場所の経験と日

常生活に関わる場所の経験が重なり合うようにして語られていた。そして、そのようなビジ

ュアル資料を提示しながら行った聞き取り調査を通して、人びとの生活圏の中で成立する戦

争災害の記憶が少しずつ明らかになってきたと言える。  
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（３）ビジュアル資料展示型の調査  

 それから、本プロジェクトでは、東京と広島において、プロジェクトの調査研究成果の公

開を兼ねてビジュアル資料展示型の調査を行った。各地域の公共的な場所 23において、それ

ぞれの地域の戦争災害前後の日常生活に関わるビジュアル資料を展示するとともに、その観

覧者に対して簡易なアンケート調査・聞き取り調査を行った。広島では特に、2018 年 8 月 5・

6 日の夜、広島市から許可を得て、広島平和記念公園内において、簡易な映像投影機器（プ

ロジェクターとスクリーン）を設置し、占領期に市内の原爆を被災した地域で撮影された映

像を展示するとともに、その観覧者に対して簡易なアンケート調査・聞き取り調査を行った。  

まず、平和記念公園を利用して上記のような調査を実施するためには、広島市からの許可

を得る必要があるため、平和記念公園を管理する広島市都市整備局緑化推進部緑政課に、申

請書とともに調査の内容が書かれた企画書を提出し、公園の使用許可申請を行った。企画書

には、①プロジェクト内のメンバー8 名で調査を行うこと、②2018 年 8 月 5 日（日）・6 日

（月）の 16 時から 22 時にかけて調査を行うこと、③平和記念公園の一角に簡易のスクリー

ンとプロジェクターを設置すること、④アメリカのナショナルアーカイブスなどで収集した

戦時期・占領期に撮影された広島市内の写真・映像を展示すること、⑤観覧者に対して展示

に関する感想を聞き取るための簡易なインタビュー調査を行うことなどを記した。  

それらの提出書類をもとに広島市の担当者との間でやりとりを重ねた結果、単に学術的な調

査というだけでなく、「平和」のための活動でもあるという条件のもとで使用許可が下りるこ

ととなった。これは、「恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平

和記念都市として建設する24」ことを目的として制定された広島平和記念都市建設法の下にお

いて「原爆死没者の慰霊と世界恒久平和を祈念 25」してつくられたという経緯を持つ平和記念

公園の理念に基づくものであると考えられるが、それは、本プロジェクトの立ち位置を良く表

すものでもあると考えられる。つまり、「戦争の記憶」の問題により積極的に関わりながらそ

の調査研究を進めていくという本プロジェクトの立場がそうした公園を管理する広島市の考

えに親和するようにして、公園の使用の許可が得られることとなったと言える。  

そして、そのような許可を得て、2018 年 8 月 5 日（日）・6 日（月）の 16 時から 22 時

にかけて、広島平和記念公園の一角にプロジェクターとスクリーンを設置し、占領期に市内

の原爆を被災した地域で撮影された映像を展示した。特に、アメリカのナショナルアーカイ

ブスで収集された 40 本の広島に関わる映像の中でも、「JAPANESE FILM ON ATOMIC 

BOMB DAMAGE ON HIROSHIMA, JAPAN（111-ADC-10026）」などのモノクロ映像や

                                                   

23 広島では 2018 年 8 月に広島平和記念公園において、東京では 2019 年 3 月に神楽坂スペース

AOM および八重洲ブックセンター本店において行った。  

24http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1391050531094/html/common/52eb2301007.

htm 

25 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1483699383190/index.html  
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「PHYSICAL DAMAGE, BLAST EFFECT, HIROSHIMA（342-USAF-11071 ）」などのカ

ラー映像の中から、特に原爆と日常生活に関わる映像を展示した。  

 ただ、アメリカのナショナルアーカイブスに所蔵されている広島の原爆に関わるビジュア

ル資料については、その多くをマスメディア各社や広島平和記念資料館が保有しており、そ

の一部はすでにテレビ番組などを通して放送されるとともに、資料館の展示の中にも取り入

れられているため、そうしたビジュアル資料自体は決して目新しいものではないと考えられ

る。そのため、本プロジェクトでは特に、メディアの放送や資料館の展示ではあまり使われ

ることのないような、原爆と日常生活に関わる映像を展示したうえで、そうした映像が平和

記念公園を訪れる人びとによっていかに受け入れられるのかについて検討するため、展示の

観覧者に対して簡易なアンケート調査および聞き取り調査を行った。  

特に、8 月 6 日前後の平和記念公園は、世界中から多様な人びとが様々な目的を持って訪

れている。そこで、そうした人びとによって原爆と日常生活に関わる映像がいかに受けとめ

られ、そしてそこでは、そうした映像をめぐって戦争災害の記憶がいかに想起され、語られ

るのかについて検討するため、展示の観覧者に対して自由記述回答や調査者との自由な対話

を重視したアンケート調査および聞き取り調査を行った。質問紙を用いて性別・年齢・「ど

こから来たのか？」・「何のために来たのか？」といった基本的な項目を聞いた後、「映像

を見てどのように思ったのか？」などを中心に自由に回答していただいたうえで、調査者と

調査対象者との間で自由に対話するようなかたちで調査を進めていった。またそれと同時に、

展示に対する感想を付箋に書いていただき、ホワイトボードに掲示した。そうして掲示され

た付箋の中には、例えば次のような感想が書かれていた。  

 

「広島に生まれ育ち、たくさんの映像などを見てきましたが、こんなにたくさんの詳しい映

像を見てリアルにさらに感じました。」  

 

「今私が知っている広島の姿とは全く異なる色味のない残された建物の姿がそこにあって、

とても言葉では表現できない現実にあったと思えないものでした。このようなカラーの映像

を見たことはなかったのでとても貴重な経験になりました。」  

 

「アメリカ軍の資料は今まで写真しか見たことがありませんでしたが、無言でしかもカラー

の映像の数々は、大きなインパクトがありました。カラーであることで、過去のものではな

いと思わせる力があると思います。」  

 

「この映像のドライさ。サツエイ者の視点が見ていて辛くなりました。カラーで見たことはほ

とんどなかったので鮮烈でした。見慣れた山の形などが写ってたり ギャップが 私のおじい

ちゃんはあまりあの日のこと、それからのことを教えてくれないので、おじいちゃんが見た体

験した過ごしたあの時の広島を今そこにあったとリアルに感じることができました。」  

 

「きれいにのこっているたてものやこなごなになっているたてものこわれているたてもの

のしたに人が亡くなってたとおもうとかなしくなった」  
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 そして、そうした調査を通して見えてきたのは、原爆と日常生活に関わる映像がつくりだ

すあるリアリティであった。広島においてビジュアル資料を展示する調査を構想したとき、

プロジェクト内では、こうした広島の原爆に関わるビジュアル資料は、特に広島に居住して

いる人びとにとってはごく見慣れたものであり、あまり興味を示さないのではないかという

懸念があった。しかしながら、展示の前で長時間立ち止まって映像を見ていたのは、どちら

かというと広島市外からの来訪者よりも広島市内からの来訪者であった。また、そうした方

への聞き取り調査の中では、上記の感想のように、このような映像をはじめて見たこととと

もに、そうした映像を通して原爆がリアリティあるものとして感じられたといったことが語

られた。そして、そのような調査を通して、戦争災害の記憶を継承しようとするとき、日常

生活という観点を取り入れることによって戦争災害をめぐるあるリアリティがつくりだされ

ることの可能性が示唆されたと言える。  

 

（４）ビジュアル資料に基づく個別の現地調査  

 また、本プロジェクトでは、東京と広島において共同での調査を進めつつも、プロジェク

トのメンバーが、先述したような調査で収集されたビジュアル資料に基づきながらも、各自

の研究関心に応じて現地での調査を進めた。  

 木村豊は、群馬・埼玉・神奈川・愛知・三重において調査を行った。特に、アメリカのナ

ショナルアーカイブスにおいて日本各地の空襲被災地域で撮影された写真や映像が収集され

たため、前橋空襲・熊谷空襲・横浜空襲・名古屋空襲・四日市空襲などの空襲被災地域やそ

の周辺で占領期に進駐軍が滞在した地域を訪れ、写真や映像に写された場所を歩くとともに、

それらの地域で空襲を経験した人びとや長年その地域に居住している人びとに対してビジュ

アル資料を提示しながら聞き取り調査を行い、撮影場所の詳細などを特定するとともに戦争

災害とその前後の日常生活について聞き取った。  

深谷直弘は、長崎において調査を行った。特に、アメリカのナショナルアーカイブスにお

いて 38 本の長崎に関わる映像が収集されたため、長崎の被爆者に対してそれらのビジュア

ル資料を提示しながら聞き取り調査を行い、撮影場所の詳細などを特定するとともにそうし

た場所にまつわるエピソードなどについて聞き取った。  

山口範子は、広島およびカナダのバンクーバーにおいて調査を行った。特に、アメリカの

ナショナルアーカイブスにおいて戦争花嫁や原爆乙女に関わる映像が収集されたため、関連

する文献資料を収集するとともにそれらの資料に基づきながら戦争を経験し戦後北米に移住

した日本人女性に対して聞き取り調査を行い、戦争とその後の生活について聞き取った。  

ジャスティン・アウケマは、広島および長野において調査を行った。特に、アメリカのナ

ショナルアーカイブスにおいて松代大本営跡などを中心とした戦争遺跡に関わる写真や映像

が収集されたため、関連する文献資料を収集するとともにそれらの資料に基づきながら戦争

遺跡の関係者に対して聞き取り調査を行い、戦争遺跡の保存活動などについて聞き取った。  
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５．プロジェクトの調査研究成果の公開 

 本プロジェクトでは、本助成期間中に進められた調査研究の成果を公開するものとして、

①公開研究会・ワークショップの開催、②写真・映像展示イベントの開催、③冊子『日常へ

のまなざし』の作成を行った。  

 

５−１．公開研究会・ワークショップの開催  

本助成期間の中間時点における本プロジェクトの調査研究成果の公開として、2018 年 6

月 17 日に、すみだ北斎美術館において、公開研究会・まちあるきワークショップ「都市に

おける戦争と日常の交点を探る」を開催した。  

特に、1 年目に進めた調査で収集された日本の戦争災害前後の日常生活に関わるビジュア

ル資料について紹介するとともに、そうしたビジュアル資料を基に今、戦争災害の記憶をど

のように考えることが出来るのかについて検討するため、下記のような趣旨のもとで公開研

究会を開催した。  

 

［研究会趣旨］  

都市の社会は、開発・破壊・再生を繰り返しながら成立してきました。しかし、都市の急速

な発展は、そうした過去を想像することを困難にさせます。東京も長い歴史の中で度重なる自

然災害や戦争災害に見舞われてきましたが、現在の東京を歩いてもそうした過去を想像するこ

とは難しいと言えます。  

それでは、私たちはいかにして現在自分たちが生きている社会を過去から連続するものとし

て捉えることが出来るのでしょうか。とりわけ、戦時中度重なる空襲によって焦土と化した東

京において、戦後  70 年以上が経過した今、いかに戦前の社会や戦時中の社会からつながりの

あるものとして私たちが生きる現在の社会について考えることが出来るのでしょうか。  

そのような問題意識から、本プロジェクトでは、アメリカのナショナルアーカイブスを中心

に調査を行い、東京大空襲や広島・長崎の原爆など全国各地の戦争災害の被災地域において戦

時期から占領期にかけて撮影された写真や映像資料を収集するとともに、それらの資料を人び

との「日常生活」に注目しながら他の歴史資料と重ね合わせていくことによって、都市社会に

おける戦前・戦時・戦後の連続性について分析する活動を進めてきました。  

そこで、今回の研究会では、そうした活動の中で収集されたビジュアル資料を手掛かりとし

て、都市における戦争と日常の交差について考える機会としたいと思います。また同時に、す

みだ北斎美術館をお借りして開催する今回の研究会では、江戸時代に北斎によって描かれた江

戸の風景を取り上げ、それと戦時期・占領期にアメリカ人によって撮影された東京の風景を重

ね合わせることによって、東京の過去と現在について考えてみたいと思います。  

 

公開研究会の中では、話題提供として、木村豊が、①本プロジェクトの概要、②１年目に

進めた調査の概要、③１年目の調査で収集されたビジュアル資料、④戦争災害前後の日常生
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活に関する調査研究の可能性について報告し、それに対してケリー・カラカスがアメリカに

おける日本研究の観点からコメントをしたうえで、それらを基にビジュアル資料と戦争災害

の記憶をめぐる諸問題について全体での議論が行われた。  

その中では特に、1 年目に進めた調査で収集されたビジュアル資料として、戦時期から占

領期にかけて東京で撮影された写真や映像の中でも、①空襲時の様子が写された資料、②空

襲後の焼け跡の様子が写された資料、③占領期の街中の様子が写された資料、④占領期の人

びとの様子が写された資料を取り上げたうえで、それらの資料を基に戦争災害の記憶と人び

との日常生活をめぐって様々な議論が交わされた。  

また、公開研究会と合わせて、ビジュアル資料を用いた現地調査の一環であるとともに、

戦争災害前後の日常生活の記憶を継承するひとつの実践的な試みともなるような、ワークシ

ョップを開催した。1 年目に進めた調査で収集されたビジュアル資料の中でも、両国周辺で

撮影された写真や映像を持って、公開研究会の会場となったすみだ北斎美術館から①横網町

公園②旧安田庭園③両国橋を経て両国駅までの合計約 2.2km を歩き、そうした中で写真や映

像に写された場所を辿りながらそれらの場所に関わる戦争災害の記憶と人びとの日常生活に

ついて検討するとともに、それをめぐって参加者同士で対話を重ねていった。  

 その中では特に、戦時中に上空から両国の焼け跡の様子が写された映像「 SFP 194

（18-CS-9446）」を持って両国の街中を歩くとともに、1950 年代に横網町公園で行われた

戦 災 犠 牲 者 の 慰 霊 法 要 の 様 子 が 写 さ れ た 映 像 「 JAPANESE LIFE, TOKYO, JAPAN

（111-LC-36436）」を持って公園内を歩き、それらの映像が撮影された場所の詳細などを検

証するとともに、その現在の様子を確認しながら両国における戦争災害の記憶と人びとの日

常生活について検討した。そして、そうしたワークショップを通して、ビジュアル資料を持

ってそれが撮影された現地を歩くことの有意性について考察した。  

 

５−２．写真・映像展示イベントの開催  

本助成期間全体を通した本プロジェクトの調査研究成果の公開として、先述したようなビ

ジュアル資料展示型の調査と合わせて、2019 年 3 月 16・17 日に神楽坂スペース AOM にお

いて、3 月 30・31 日に八重洲ブックセンター本店において、写真・映像展示イベント・ギ

ャラリートーク「日常へのまなざし―昭和 20 年代、進駐軍が見た日本の街角」を開催した。  

特に、本助成期間全体を通して収集された日本の戦争災害前後の日常生活に関わるビジュ

アル資料の中でも、戦時期から占領期にかけて東京で撮影された写真や映像を公開するとと

もに、そうしたビジュアル資料を基に今、戦争災害の記憶をどのように考えることが出来る

のかについて検討するため、下記のような趣旨のもとで写真・映像展示イベントを開催した。

またそれと同時に、そうしたビジュアル資料が現在東京に生きる人びとによっていかに受け

入れられるのかについて検討するため、展示の観覧者に対して簡易なアンケート調査および

聞き取り調査を行った。  
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［展示会趣旨］  

戦後 70 年が過ぎ、戦争が遠い過去のものとなりつつあるいま、私たちはいかにして戦争があ

った過去の社会と自分たちが生きている現在の社会を連続するものとして捉えることができる

のでしょうか？  

そのような問題関心のもと、本プロジェクトでは、アメリカのナショナルアーカイブスを中心

に関係する図書館・文書館で調査を行い、東京・広島・長崎などを中心とした全国各地の戦争災

害の被災地域  において戦時期から占領期にかけて撮影された写真・映像資料を収集・分析する

活動を進めてきました。   

戦後占領期に GHQ は、日本の全国各地で様々な写真・映像を撮影していますが、その中では、

空襲や原爆による焼け跡や進駐軍の軍事パレード、メーデーの労働運動などの様子とともに、ご

くふつうの街角の様子が写されています。そこには、戦争を終えて急速に変化する日本社会にお

ける日常的なもの／非日常的なものへのまなざしを見ることができるように思います。  

そこで今回の展示会では、そのような日常的なもの／非日常的なものへのまなざしという観点

から、昭和  20 年代に GHQ によって撮影された写真・映像資料を展示いたします。戦後占領下

の日本で GHQ はカメラのレンズを通してどのような社会を見ようとしていたのか、そのまなざ

しを辿ることを通して、現在私たちが生きる社会を捉えなおす機会となりましたら幸いです。  

 

写真・映像展示イベントは、都内のレンタルスペース 2 会場を利用して 2 会期にわたって開

催し、その中では特に、占領期の進駐軍による日本の社会における日常的なもの／非日常的な

ものへのまなざしという観点から選定した 100 枚の写真と 50 本の映像を展示した。  

 また、写真や映像の展示とともに、下記のようなギャラリートークを開催した。プロジェ

クトのメンバーが、本助成期間中にプロジェクトの趣旨に基づきながらも各自の研究関心に

応じて進めてきた調査研究についての報告を行った。  

 

［ギャラリートーク①］（2019 年 3 月 17 日）  

１「放送作家・長沖一がみた戦争と戦後大阪」（後藤美緒）  

２「「効果測定」に刻まれた暮らしの痕跡  ―1946 年広島の映像から」（西井麻里奈）  

３「水道からみる都市の戦災と日常生活」（岩舘豊）  

４「戦後における傷痍軍人の営み」（那波泰輔）  

 

［ギャラリートーク②］（2019 年 3 月 31 日）  

１「東京における空襲の焼け跡と人びとの生活」（木村豊）   

２「原爆体験を伝えることとビジュアル資料の活用」（深谷直弘）  

３「〈戦跡〉の生産とその変容」（ジャスティン・アウケマ）  

４「女医の戦争体験」（目黒茜）   
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そして、そのようにして展示された写真や映像が現在東京に生きる人びとによっていかに

受け入れられるのかについて検討するため、展示の観覧者に対してアンケート調査および聞

き取り調査を行った。質問紙を用いて性別・年齢・「どこから来たのか？」・「印象に残っ

た写真・映像はあるか？」といった基本的な項目を聞いた後、「展示をご覧になった感想」

を自由に回答していただくようなかたちで調査を進めていった。またそれと同時に、展示に

対する感想を付箋に書いていただき、ホワイトボードに掲示した。そうして掲示された付箋

の中には、例えば次のような感想が書かれていた。  

 

「学校で聞かされる「戦争の話」とはちがう、空気感が伝わってきて良いと思います。」  

 

「 “Times Square”という看板をはった写真が残されていたのがおもしろかった。綺麗な着物

を着て、日傘をさした女性たちがそうした服装のために、日々の生活をどのように切りつめ

ていたのかを想像した。」  

 

  「戦後の立ち上がりの空気を感じる事が出来る展示ですね。苦しさの中に力強さや美しさが

あり、ワクワクするエネルギーも感じました。バブル期までずっとこのワクワクが続いてい

た国なのかもしれませんね。」  

 

「戦後の混乱がよく分かります。しかし、どこか戦争が終わった安心感も垣間見え当時を写

した素晴らしい資料です。」  

 

「戦後 70 年もたつと日本もこんなに変わったのかおどろきの目をもって拝見させてもらい

ました。」  

 

 そうした写真・映像展示イベントを通して見えてきたのは、日常生活という観点から戦争

災害の記憶を捉え直すことの可能性であった。この写真・映像展示イベントの中では主に占

領期に東京で撮影された写真・映像を展示したが、上記の感想にあるように、展示観覧者は

そうしたビジュアル資料を、現在へとつながる戦後のはじまりを写し出したものとして受け

とめている。そして、アンケートの中でも、多くの展示観覧者が印象に残った展示として占

領期に東京の焼け跡で生きる人びとの様子が写された写真を挙げているように、そうしたビ

ジュアル資料の中には、当時戦争災害を生き抜いた人びとの生活を垣間見ることが出来る。  

そこでは、人びとの生活を介して、戦時と戦後における非日常と日常とが連続したものと

して結びつけられることによって、戦争災害をめぐるあるリアリティがつくりだされており、

それによってそれは、日本の戦争災害の記憶について考えるための新たな回路となっている

と考えられる。そして、そのようなビジュアル資料をめぐる実践を通して、この写真・映像

展示イベントは、日常生活という観点を取り入れながら戦争災害の記憶を継承しようとする

ことの可能性を示唆するものとなったと言えるだろう。  
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５−３．冊子『日常へのまなざし』の作成  

 本助成期間全体を通した本プロジェクトの調査研究成果をとりまとめた冊子『日常へのま

なざし―戦争災害前後の記憶継承に向けたアクションリサーチの実践的研究』を作成した。

プロジェクトのメンバーが、本助成期間中に、プロジェクトの趣旨に基づきながらも各自の

研究関心に応じて進めてきた調査研究について論述した。各章の構成は下記の通りである。  

  

序章   

１章  東京における空襲の焼け跡と人びとの生活（木村豊）   

２章  原爆記憶の継承実践とビジュアル資料の活用（深谷直弘）   

３章  米国戦略爆撃調査団撮影資料と、ハリー・三村―1946 年春・広島の映像から（西井麻里奈）  

４章  平和を求めてアメリカへ―米国移住した二人の「原爆乙女」 のライフヒストリー（山口範子）  

５章  空間の「価値」と松代大本営跡（ジャスティン・アウケマ）  

６章  水道からみる都市の戦災と日常生活―東京・上水道の戦災資料調査から（岩舘豊）   

７章  水道からみる原爆災害―広島市水道に関する資料調査報告（岩舘豊）   

８章  放送作家・長沖一がみた戦後大阪と戦争―占領期、JOBK 発番組を中心に（後藤美緒）  

９章  日常性への違和による加害者性の認識過程―ある少国民の体験の事例から（那波泰輔）   

10 章  近代「女医」の啓蒙意識―「日本女医会」を事例に（目黒茜）  

11 章  座談会・戦争災害前後の日常生活の記憶という視座の問い直し  

12 章  アメリカ・ナショナルアーカイブスでの映像資料調査   

添付資料  

 

６．プロジェクトの調査研究成果の発信 

本助成期間中に本プロジェクト内で進められた調査研究を通して得られた成果の一部は、

メンバーが各自所属する学会などで発表するとともに学術誌などへの寄稿を行った。本プロ

ジェクトに関わる個別の成果としては、下記のものが挙げられる。  

 

［論文・書籍］：  

①木村豊「〔テーマ別分野動向〕戦後 70 年と「戦争の記憶」研究―集合的記憶論の使われ方の再検
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