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1.

はじめに
本研究では、元日本軍人・軍属のオーラル・ヒストリーを中心に当時の帝国の民間及び軍隊

で実施された思想戦教育の内容を通して国体思想の下で構成されたナショナル・アイデンティ
ティの性格やその形成過程を検討する。これにより、自らの尊厳と生命、倫理観などが脅かさ
れる戦場の極端という極限状況下において個人の意識にどのように作用したのかを捉え、人間
の身体だけではなく精神も動員の対象にする総力戦の性格を究明する。その作業を通じて、思
想戦が個人の人生に与える影響について論じることができるようになると期待する。

2.

先行研究
戦争の様相が以前とは異なる総力戦として変わり、戦争を遂行するためには、「一国全体の

あらゆる資源―経済的・物質的資源のみならず、知的能力・判断力・管理能力・戦闘意欲を備
えた人的資源、さらには、そうした人的資源を情報操作によって制御し得る宣伝能力という新
たな資源―を動員」することが必要となった (山之内

2020：14)。

戦争への全国民規模の動員が前提にされると、「国民という名称」は「敵国および敵国に属
するあらゆる人々からは区別され、彼らとは絶対に相いれることのない文化的価値を共有する
者、戦争において死の運命を共有する者」を示すようになり、このような「運命共同体」とし
ての「情念を共有しえない者は、非国民として倫理的に糾弾され」る存在になったのである
(山之内

2020：15)。言い換えれば、「死の運命的平等性を前提とする国民主義的イデオロギ

ー」が世俗生活まで支配する「事実上」の「宗教となった」のである(山之内

2020：15)。

「軍事力だけでなく工業生産力や資源の確保、国土の広さ、科学技術力、対外宣伝力、軍人
の市民の精神力など」が「総合的に戦争の行方を決める」総力戦の時代が到来したと判断した
日本軍部は、「戦争遂行に寄与する軍人や市民の精神力の維持と、対外宣伝の両方を含む思想
戦」を重視するようになった(山崎

2019：141)。日本軍は思想戦の類型を「敵国に対する宣

伝」、「中立国に対する宣伝」、「自国民に対する宣伝」など三つに分け、方法としては「新聞そ
の他の言論機関の利用、ビラの撒布、電報の利用、ポスター、活動写真の利用、その他情報の
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発表、人と人との接触による対話、演説、示威運動など」を提示した(山崎

2019：142)。

大戦期の日本社会と軍隊の思想領域の核心を構成したのが「国体」思想である。明治新政府
は西欧文明の精神的根幹となった一神教のキリスト教の役割を日本で遂行する国家宗教として
天皇を頂点とする国家神道を構想した。ここで「国体とは神々以来けっして絶えることのなか
った一系の天子の家系を中心として、その家系に対する信仰をその中核としてもつものとして
理解するように」なり、その信仰は「日本における最も古い書物でいまだ残っている」『古事
記』などにより裏付けられた(鶴見

3.

1982：44)。

調査概要
Facebook、言論社、知り合いの紹介などを通じて旧日本軍出身者及びその関係者を探し、3

名(Ａさん、Ｂさん、Ｃさん)と対面インタビューを実施した。Ａさん(1921 年生、最終階級：
中尉)は学徒出陣で海軍兵科予備学生として入隊、海軍陸戦隊の将校として中国の海南島で服
務した方である。Ｂさん(1925 年生、最終階級：一等兵曹)は海軍飛行予科練習生に志願、通
信兵として香取海軍航空基地で服務した方である。Ｃさん(1926 年生、工員)は川西戦闘機と
いう軍需企業に所属され鶉野海軍航空基地で勤務した方である。
ＡさんとＢさんを対象としたインタビューはＡさんとＢさんが住んでいる家で各 2 回に渡っ
て実施し、インタビュー時間はそれぞれ 5 時間から 6 時間に至った。Ｃさんを対象としたイン
タビューはＣさんが戦時期に務めていた海軍飛行場で 1 回 1 時間行った。インタビューの形式
は事前に構想した質問を基盤とした半構造化形式であり、許可を得た上でインタビューの内容
を録音し文字化したものを考察した。

4. まとめ
国体思想を基盤とするナショナル・アイデンティティの形成過程は、国民という意識を形づ
くった。こうした意識は、調査対象者たちの戦争体験の中で強力な影響を及ぼし、軍への志願
や玉砕へ覚悟など様々な決断を引き起こした。しかし、彼らのナショナル・アイデンティティ
は戦争が強要する極端な状況の中で揺れるようになり、敗戦の局面では崩れる場面もあった。
国体思想がついには動揺を余儀なくされた調査対象者たちの事例から、総力戦体制下の思想戦
は個人の意識に影響を及ぼす側面を持つ一方で限界点も含んでいると評価できる。その限界に
もかかわらず、戦争中に内面化した思想の痕跡が調査対象者たちの生涯全般において依然とし
て現れることから、近代国家における教育や思想戦の位置付けについての示唆となる点を見出
すことができると考える。

参考文献
鶴見俊輔, 1982, 『戦時期日本の精神史』岩波書店.
山之内靖, 2020, 『総力戦』ちくま学芸文庫.
山崎雅弘, 2019, 『歴史戦と思想戦』朝日新聞出版.
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1.

はじめに
大阪市港区は1868（明治元）年の大阪港の開港に伴い、明治時代から昭和戦前期にかけて大

阪の玄関口として市街地化が進行した（大阪市・大阪開港100年記念祭委員会, 1967: 4; 水内ほ
か, 2008: 142）。例えば水内ほか（2008）は、1932（昭和7）年7月から1933（昭和8）年11月に
かけて雑誌『大大阪』において連載された「大大阪新開地風景」を基に、昭和初期の港区の場
所のイメージを考察しており、港区がビルディング、カフェ、洋品雑貨屋、劇場、寄席、温泉
などが立地するハイカラな地域であったことを明らかにしている。しかし、港区は第二次世界
大戦中の空襲によって壊滅的な被害を受けたため、戦前期のハイカラな側面を彷彿させる都市
空間や建造物はほとんど現存しない。一方で、1984年に発表された永瀧五郎の小説『市岡パラ
ダイス』や、2009年1月に大阪市立市岡東中学校（大阪市港区）で披露された朗読劇『お守り
の言葉』のように、第二次世界大戦前における港区の場所の記憶をテーマとする作品が制作さ
れている（港新聞2009年2月15日）。後者の朗読劇は住民が主体となって作り上げたものであ
り、Hayden (1995) が主張する場所の力を生かした地域活動の実践とも言える。
以上より、港区では近代以降にハイカラな側面を有する場所というイメージが確立し、その
後、場所の記憶を通して場所のイメージが現代に継承され、場所の力が生み出されたと思われ
る。そこで本稿では、大阪市港区の地域史研究を通じて港区の場所の系譜を明らかにし、モダ
ン都市大阪の場所の記憶と場所の力がどのように生み出されたかを考察する。本研究で用いる
資料は、行政刊行物や全国紙のほか、港新聞などの地域情報誌、住宅地図、空中写真、2021年
8月に実施したNPO法人南市岡地域活動協議会に対する聞き取り調査で得た情報である。

2.

大阪市港区の場所の系譜
まずは大阪市港区の場所の系譜を整理し、場所の記憶や場所の力を生み出すと考えられるも

のを特定する。港区では、江戸期より新田の開発や瓦問屋の集積が進んでいたが、明治期の大
阪港の開港を機に市街地化が進んだ（大阪市港区役所, 1956: 21; 毎日新聞2016年10月27日）。
その立役者のひとつは、市岡土地株式会社（1916（大正5）年6月設立）のような土地会社であ
った（東洋経済新報1927年6月20日）。特に市岡土地株式会社が1923（大正12）年11月に始め
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た市岡パラダイスの建設は、港区の市街化を促した（橋爪, 2000: 95; 東洋経済新報1927年6月
20日）。このほか大正時代から昭和戦前期にかけて、大阪市立運動場、港新地、大阪市初の市
電の開通をはじめ、近代における港区の繁栄を象徴するものが次々と誕生した（大阪市港区役
所, 1956; 大阪市・大阪開港100年記念祭委員会, 1967; 水内ほか, 2008; 橋爪, 1996; 黒田, 2020）。
しかし、港区は第二次世界大戦中の空襲でほぼ全域が焼失し、大阪市の中で最も人口が減少
した（朝日新聞1945年11月9日）。そのため戦後は、世界に類を見ない戦災復興事業や、大規
模な公営住宅団地の整備、地下鉄をはじめとする交通網の整備、国際見本市会場の建設などが
行われた（大阪市港区役所, 1956: 251, 水内ほか, 2008: 228）。

3.

尻無川沿いに集積する瓦産業
次に、尻無川沿いの瓦産業に着目し、場所の記憶と場所の力が生み出される過程を明らかに

する。大阪市港区南市岡地域の最南端に位置する尻無川沿いの地域では、江戸時代より瓦問屋
が集積している（毎日新聞2016年10月27日）。1945年6月4日に米軍が撮影した空中写真より、
当地域は第二次世界大戦で被災したことが分かる。聞き取りによれば、当地域は港区で唯一、
行政による区画整理を経ずに復興し、戦後も瓦産業の集積が進んだ。この事象は、戦災で壊滅
状態となった港区の戦前と戦後を結びつけることができるため、港区の場所の力を考察する上
で重要なものであると言えよう。聞き取りによれば、瓦産業の経営者は職住一致または職住近
接であり、長年にわたり小中学校のPTAや地域活動協議会で会長や役員を務めている。彼らは
地域活動を主導しており、場所の記憶や場所の力を作り出す過程において重要な存在となって
いる。その産物として、朗読劇『お守りの言葉』の上演や、NPO法人南市岡地域活動協議会が
発行する広報誌「南市岡すき屋根ん通信」が挙げられる。

参考文献
大阪市・大阪開港 100 年記念祭委員会 (1967)『大阪港 100 年のあゆみ』, 大阪市・大阪開港
100 年記念祭委員会。
大阪市港区役所編 (1956)『港区誌』, 大阪市港区創設三十周年記念事業委員会。
黒田勇 (2020)「「20 世紀初頭の電鉄事業とメディアスポーツ」のための研究ノート―第 6 回極
東競技大会 (1923) の開催を中心に―」, 関西大学社会学部紀要 51-2, 141-163 頁。
ドロレス・ハイデン (2002) (後藤春彦・篠田裕見・佐藤俊郎訳)『場所の力―パブリック・ヒ
ストリーとしての都市景観―』, 学芸出版社。[Dolores Hayden (1995) The power of place:
urban landscapes as public history. MIT Press.]
永瀧五郎 (1984)『市岡パラダイス』, 講談社。
橋爪紳也 (1996)『大阪モダン―通天閣と新世界―』, NTT 出版。
橋爪紳也 (2000)『日本の遊園地』，講談社。
水内俊雄・加藤政洋・大城直樹 (2008)『モダン都市の系譜―地図から読み解く社会と空間―』，
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近代大阪の病者と救療
―1920年代における方面委員の活動を手がかりに―
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1.

はじめに
病気は誰しもが直面し得る問題である。それ故、どのような人が、どのような医療を、どの

程度入手できるかは、社会において重要な問題であり続けてきた。日本では、1910年代以降に
「医療の社会化」（全階層に平等な医療が行き渡ること）を掲げる社会事業や社会運動が起り、
その研究は1960年代以降に進められてきた（佐口 1964）。しかし、そこでは、文字通り「医
療の社会化」を標榜する主体のみが研究の対象とされてきたため、地域社会において実質的に
医療が普及していく歴史の全体像は未だ解明されていない。近年の医学史では、医療者との関
係で把握される患者（patient）ではなく、病気を抱えながらも地域社会で生きる主体としての
病者（sick person）に焦点を当てた研究が登場している（廣川 2014）。こうした成果を踏まえ
て、病者を中心に据えた「医療の社会化」の実像を解明する必要がある。
そこで本報告では、1920年代の都市大阪における病者の姿と、それに対する救療の実態を明
らかにすることで、近代大阪における「医療の社会化」の歴史の一端を示したい。その際、方
面委員の保健救療活動を手がかりにする。

2. 方面委員と保健救療活動
方面委員は、現在の民生委員の前身となった制度であり、米騒動（1918 年）を契機に大阪
府で創設された。府は、大阪市内および接続町村に「方面」を設置し、地域有力者や土着商工
業者を委員に嘱託することで、米騒動で動揺した地域秩序の再編と安定化を目指した。
方面委員の活動は、社会調査とケースワークがあった。後者は、本報告で取り上げる救療の
ほか、生活に関する相談や指導、戸籍整理、職業紹介、各種の紛争調停、金品の給貸与、公費
救助の斡旋など多岐にわたった。救療とは、貧困者に対する救済措置の一つとしての無料ある
いは減額で提供される医療を意味し、方面委員の保健救療活動には、見舞い、入退院の措置、
施療券の交付、行き倒れ病人の救助などがあった。本報告では、『大阪府方面委員事業年報』
を素材に 1919 年 7 月から 1929 年 12 月までのおよそ 10 年間における保健救療活動を網羅的に
分析（事例 323 件）した結果の概要を紹介する。
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表1 病者の世界
病者の状況

まず病者の状況を見ると、病気が原因で貧

件数

病気が原因で貧困に

87

病気が原因でさらに貧困に

19

世帯員の誰かが病気になり家族が看病

63

が多く、病気が本人だけでなく家族の問題で

単身者が病気になり親族や知人が看病

13

もあったことが確認される。さらに病者が女

女性が病気になり離縁の危機に

9

性の場合、離縁の危機に立たされたり、娼妓

本人あるいは家族が病気になり娼妓に

13

病気が原因で他者から忌避される

18

病気が原因で暴力、自殺、心中

33

困に陥った事例が非常に多く、病気と貧困の
関連が確認される。次に家族が看病すること

にならざるを得なかったり、過酷な状況に陥
りやすかったことがわかる。また、医師や医

病者の医療行動

件数

療機関を受診している事例は多いが、高額な

信仰に基づく医療行為

7

医療費や医療への信頼の欠如が原因で、継続

売薬購入

8

的に診療を受けることは困難だった。

医師や医療機関を受診

67

4．救療の様相
方面委員は、救療の際、まずは自宅療養にして家族に
看病をさせた。同時に医師の往診や診療、医療機関の通
院、薬の処方などを受けさせた。その間の生活について
は、親族や近隣住民などあらゆる社会的諸関係を動員さ
せることで、個別の事情に応じた救済を施した。それで
も自宅療養ができない場合は入院療養を採用したが、そ
れぞれの医療機関では、救療病床の不足、受診する際の
制限や条件、入院中の看護や食費の支弁など様々な問題
が生じていた。なお、病者やその家族が自助努力を選択
し、限界まで救療を拒否することもあった。

表2 救療の様相
救療内容
医師を受診

件数
124

大阪医科大学病院
（診療不可・拒否）
大阪赤十字社病院
（診療不可・拒否）
弘済会慈恵病院
（診療不可・拒否）
大阪府済生会病院

6
6
37
14
42
6
127

（診療不可・拒否）

21

大阪市立市民病院
（診療不可・拒否）

12
5

5. おわりに
方面委員は、一定の制約や限界を孕みつつも貧困な病者を医師や医療機関につなぎ、病者の
家族をも含めて救済したのであり、まがりなりにも「医療の社会化」を促した主体の一つであ
ると言える。また方面委員の経験は、公費救助制度の批判へとつながり、その結果として
1932 年 1 月に救護法が施行された。保健救療活動が国家の救済の構造を変革させたと言える。
なお、保健救療活動が 1930 年代以降にどのように展開するか、また同時期における他の
「医療の社会化」の各主体とどのような関係を持つのか、については今後の課題としたい。

参考文献
佐口卓（1964）『医療の社会化』勁草書房
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廣川和花（2011）『近代日本のハンセン病問題と地域社会』大阪大学出版会
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1960年代の日本における家庭教育政策
―家庭教育政策の開始と家庭教育学級―

藤田 悠以
大阪市立大学大学院 文学研究科 教育学専攻
教育学専修 後期博士課程3年生
Keywords: 家庭教育, 教育政策, 期待される人間像, 家庭教育専門研究会

1.

はじめに
近年、日本でもヤングケアラーという存在に注目が集まり、2021（令和3）年3月には厚生労

働省と文部科学省が連携するプロジェクトチームが設置され、支援への取り組みがはじまった。
ヤングケアラーとは、大人によって担われていると想定される家事・育児・介護等の主体とな
って家庭内でケアを担う子どものことである。そのため、ヤングケアラーとなっている子ども
たちは、学習のための充分な時間がとれない、登校が難しい等の困難を有することがある。そ
うしたヤングケアラーの子どもへの支援がはじまったということは、家庭という生活領域にお
いてケアの主体となる子どもの困難に対しても、支援の必要があると認められるようになった
ということである。2006（平成18）年の教育基本法の改正以来、家庭教育政策が保護者や家庭
の責任を重視する方向に動いてきたことを省みれば、生徒指導の一環としてであれ、家庭とい
う領域における子どもの支援への方向に舵を切ったことは、家庭教育政策におけるひとつの画
期となる可能性がある。
では、そもそもアジア太平洋戦争後の日本の家庭教育政策はどのように始まったのか。どの
ような役割を家庭や家族に求めてきたのか。この問いについて、国家による家庭教育への介入
という観点から検討する。

2.

家庭教育政策の開始とその課題
アジア太平洋戦争後の日本において、家庭教育政策が開始されたのは1960年代のことである。

拡大する婦人教育行政に対応するため、1961（昭和36）年に文部省社会教育局に婦人教育課が
新設され、翌年には家庭教育施策に対する予算がつけられるなど、家庭教育施策に取り組む体
制が整えられていった。1964（昭和39）年には、全国で家庭教育学級が開始されている。それ
以前にも婦人学級等でその一部に家庭教育を学習する時間が設けられることはあったが、それ
では不十分だということで家庭教育学級が開設されたのである。
設置以来、家庭教育学級の開設に向けて取り組んでいた婦人教育課が、それと並行して行っ
ていたのが家庭教育専門研究会のとりまとめである。この家庭教育専門研究会は、教育学や心
理学の専門家が集められた会議で、家庭教育学級とその運営者や指導者に提供するための家庭
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教育資料の作成を担っていた。
本研究では、この家庭教育資料の作成過程に着目し、当時の家庭教育政策においてどのよう
な役割が家庭や家族に求められていたのかを明らかにする。また、1966（昭和 41）年の中央
教育審議会答申に別記として付された「期待される人間像」とのかかわりについても考察する。
そのうえで、期待される人間像のような理想像が国家によって提示されることによって生じる
問題について、家庭教育学級の取組みの様子から検討する。

参考文献
奥村典子 『動員される母親たち』 六花出版
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