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はじめに

　本稿は、占領軍による接収から全面返還までの期間における本学杉本学舎と周辺地域の状況

について明らかにしようとするものである。すなわち、杉本学舎が米陸軍堺基地（U.S.ARMY 

CAMP SAKAI、以下 CAMP SAKAI）および第 279 連合国軍総合病院（以下、279th General 

Hospital）として転用されていた時代に焦点をあて、具体的な土地利用の状況と軍設置建物の

実態、さらには軍施設と隣接した杉本町地域の様子についても解説していく。

　杉本学舎は、1945（昭和 20）年 10 月 7 日の明け渡し命令から、1952（昭和 27）年 8 月 11

日の一部接収解除を経て、1955（昭和 30）年 9 月 11 日の全面返還まで、およそ 10 年にも及

ぶ占領軍施設という時代を経験している。この接収は、全国的にも稀にみる長期間にわたるも

のであった。その影響で本学の部局は分散し、たこ足大学と揶揄される不遇の時代を経験する

ことになった。接収期の杉本学舎の状況についての調査は、これまでほとんど進んでおらず、

無論 CAMP SAKAI や 279th General Hospital がどのような施設であったのかについても不明

のままである。杉本学舎の歴史に「空白の時代」が存在しているといえる。

　筆者は前稿において、杉本学舎建設の経緯と旧大阪商科大学杉本学舎の状況を日本敗戦まで

の戦前・戦時期を中心に学校史・地域史という観点から記すとともに、この時期を本学の近代

史の一つと位置付けた。（松本 2016a）。これに続く杉本学舎の戦後史について明らかにするた

めにも「空白の時代」の解明は不可欠であると考えられる。本稿では、主に大学史資料室所

蔵の資史料を用いて CAMP SAKAI および 279th General Hospital の実態に迫ることを試みる。

ただし、占領期の接収関係の資史料は本学ないし国内には少なく、調査には自ずと限界がある。

海外の資史料の発掘による新たな発見と調査の進展が期待されるが、その基礎作業として現在

活用しうる資史料から「空白の時代」の一端を読み解いてみようと考える。

　なお、本稿の補足資料として、諸文献から当時の思い出が綴られた文章を抜粋し「接収時と

返還時の前後における杉本学舎と杉本町地域に関する記録」と題して掲載した。本稿および補

足資料中の記録文は、特に注釈を加えない限り原文のまま抜き出して掲載している。

≪論文≫

接収期杉本学舎の実態と周辺地域の状況について
　　　

松　本　裕　行
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１．戦前・戦時・戦後の杉本町周辺の変化

　明治・大正期の杉本は田園が広がる農村地帯であったが、昭和期に行われた土地区画整理事

業や商大移転の決定およびその建設により、周辺地域には少なからざる変化がもたらされた。

1945（昭和 20）年 8 月の日本敗戦により、学園と周辺地域に束の間の平穏がもたらされたも

のの、同年 10 月には杉本学舎やそれに隣接した土地が占領軍の接収の対象とされた。

　まず、1942（昭和 17）年から 1953（昭和 28）年までのおよそ 11 年間の杉本町とその周辺

地域の変遷を空中写真で追ってみる（図 1）。戦時中、杉本町周辺は大規模な空襲を免れたこ

とから、焦土と化した区域や建物疎開が実施されたような人為的かつ急激な変化はほとんど見

られない。近隣の堺市中心部は、米軍爆撃機 B29 による空爆や艦載機による機銃掃射など 5

度にわたる攻撃を受けているが、とりわけ 1945（昭和 20）年 7 月 10 日未明の第 4 次堺空襲（堺

大空襲）は、堺市街地を壊滅的な状況へと陥れた。しかし、爆弾投下目標が市の中心部であっ

たために、空襲による攻撃は杉本町周辺まで及ばなかった。商大ではこの堺大空襲によるもの

かどうか不明であるが、木造倉庫 1 棟と椅子 200 組の焼失があったということが記録されて

いる（1）。

　図 1-1 ～ 3 からうかがわれる戦時中および敗戦後における周辺地域の変化としては、溜池の

潰廃や住宅の増加、森林の消滅などが挙げられる。例えば、戦前期に杉本町集落の北東側にあっ

た溜池は、戦後になって学校敷地へと変わり（現・大阪市立依羅小学校）、阪和線西側や国鉄

浅香駅東側などでは、区画に沿って住宅が建設されている様子が確認できる。戦前期には鬱蒼

と木々が生い茂っていた浅香山（図 1-1 中央部の大和川河川敷）の森は、戦後になるとほとん

ど見当たらない。もっとも米軍が撮影した偵察写真を分析した結果、大和川河川敷の右岸（商

大側）の森は、戦時中に既にはなくなっていたことが確認できた（2）。その後、右岸は杉本学舎

接収直後に実施された葛原池の埋め立て（後述）と同時に整地されている。左岸（堺市側）は、

戦後になってから大幅に改変され、図 1-1 の浅香駅東側にあった浅香山の森のほとんどが失わ

れている。図 1-2 を拡大すると浅香山に無数の穴が確認できるが、これは伐採した樹木の根を

撤去した跡と推測される。占領軍は、大和川右岸から左岸に向けて実弾射撃演習を実施するに

あたり、その安全確保のために浅香山にあったほとんどの樹木を伐採させたという（3）。このよ

うに、CAMP SAKAI 設置の影響は、杉本学舎の接収のみに留まらず、近隣民有地の接収に加え、

演習用の土地確保が対岸まで及ぶという大規模なものであった。かつての浅香山の森は、金剛

や生駒の連山が遠望できる風光明媚な丘で都市近郊の行楽に最適な場所であったが、戦争を契

機として消失したのであった。
───────────────────────────────────────────────
　（1）　『大阪市立大学百年史』全学編上巻（1987）p222 参照。
　（2）　Records of the U.S. Strategic Bombing Survey （米国戦略爆撃調査団文書）にある Osaka Report No. 3-a 

(27), USSBS Index Section 7, Main Target: Sakai Urban Area を参照。
　（3）　田村仁彦「堺の支援学校の歴史を（その 2）」「にわだに通信」№ 3（2015）を参照。
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図 1-1：1942（昭和 17）年

図 1-2：1948（昭和 23）年

図 1-3：1953（昭和 28）年

図 1：杉本学舎を中心とする広域空中写真

（注）図 1-1：「大阪市航空写真（昭和 17 年）一括」。図 1-2：国土地理院空中写真・USA-M18-1-91 ～ 93（1948
年 2 月 20 日撮影）。図 1-3：「大阪市航空写真（昭和 28 年）」。それぞれの単写真を筆者がモザイク合成した。
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２．戦前から接収全面解除に至るまでの校地区画の変遷

　本節では、杉本学舎とその近隣地に焦点をあて、その土地利用の状況と変遷を追うことにす

る。まず杉本学舎を戦前期、接収期、返還後という時代を通した変遷で追ってみると、おおよ

そ次の 4 つの段階に区分することができる。

　第 1 段階は、商大の杉本町移転から接収直前までの時期である（図 2-1）。杉本町学舎誕生

の経緯については、前稿で解説を加えた（松本 2016a）。

　第 2 段階は、学舎の全面接収開始から一部返還前の期間で、1945（昭和 20）年 10 月か

ら 1952（昭和 27）年 8 月までとなる（図 2-2）。この時期、CAMP SAKAI および 279th 

General Hospital が杉本町にまさしく「君臨」していた。接収地は、杉本学舎（学部および予

科・高商部の両地区）、当時の学部地区北側と東側の耕作地、南側の大和川河川敷、現在の杉

本霊園（杉本 2 丁目）西側の土地を含めた広大な面積に及んだ。接収開始から短期間で耕作

地は整地され、葛原池は埋め立てられた。また、国鉄阪和線から基地内に占領軍専用の鉄道引

き込み線が敷設された（4）。杉本町駅より北東へ大きく湾曲して線路が敷設されていることが図

2-2 で確認でき、また別稿（松本 2016b）で紹介した CAMP SAKAI を撮影した映像「TYPHOON 

HITS SAKAI ARMY BASE」からは、線路や架線の様子を垣間見ることができる。だが、資

料が乏しいために、この引き込み線の運用状況については判然としない。

　第 3 段階は、1952（昭和 27）年 8 月の学舎一部返還から 1955（昭和 30）年 9 月の全面返

還前の時期となる（図 2-3）。図 2-3 中の④が一部返還された区域であるが、本学がまさしく「兵

舎の中の大学」という有様であったことがうかがえる。なお、この時期の学舎および CAMP 

SAKAI の状況を知る上で、返還運動を推進した学生たちにより作成された「大阪市大 杉本町

校舎等の実態写真集」は貴重な資料といえる（5）。

　第 4 段階は、1955（昭和 30）年 9 月の学舎の全面返還以降であり、CAMP SAKAI の閉鎖

により杉本町から占領軍が完全撤収し、学舎区域と被接収民有地に再び大きな変化がもたらさ

れる時期にあたる（図 2-4）。図 2-4 の⑥および⑦が元来の杉本学舎の区域である。返還され

た被接収民有地は 3 つに区分のうえ、それぞれ A・B・C 地区と称して区画設定し、大阪市と

大学が土地買収を行っている。対象地区は耕作地であったが 10 年にもおよぶ占領軍の使用に

より、原状回復は難しい状況にあった。土地所有者たちとの折衝と意見の取りまとめが行われ

買収が進められた結果、A および C 地区は現在の杉本学舎の一部となった。B 地区にも新学

舎建設の予定であったが、大阪市の意向により、公営住宅や地下鉄操車場として再活用された。

また、元 CAMP SAKAI の北部の給水塔施設地区（杉本霊園西側）は民間に戻された。こうして、

杉本学舎と近隣地区の新たな土地利用が定まり現在に至っている。
───────────────────────────────────────────────
　（4）　『官報』（1947 年 2 月 25 日）の運輸省告示第 40 号には次の記述がある。「昭和二十二年二月

二十五日から、阪和線杉本町停車場で、同停車場接続の連合軍専用側線に発着する車扱貨物の取扱を
開始する。昭和二十二年二月二十五日　運輸大臣　増田甲子七」

　（5）　安竹貴彦「市大生の杉本町校舎返還運動（1）」『大阪市立大学史紀要』第 8 号（2015）において解
説がなされている。
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───────────────────────────────────────────────
　（6）　本稿では学舎内の建物の名称について、全面返還直前までを戦前期の呼称とし、全面返還完了以降

は現在の名称や当時の使用目的に準じた呼称で表現している。

図 2-1：1942（昭和 17）年

図 2-3：1953（昭和 28）年

図 2：空中写真から見る校地区域の変遷
（注）図 2-1：「大阪市航空写真（昭和 17 年）一括」より。図 2-2：国土地理院区中写真・USA-M18-1-92（1948

年 2 月 20 日撮影）より。図 2-3：「大阪市航空写真（昭和 28 年）」より。図 2-4：国土地理院空中写真・
K605YZ-C3-136 （1960 年 12 月 11 日撮影）より。

【図中凡例】（6）

①学部地区 ②予科・高商部地区 ③ CAMP SAKAI ④市大杉本学舎（第 1 次返還地区）
⑤ CAMP SAKAI（未返還地区） ⑥市大本館地区 ⑦市大教養地区

　＊ A ～ C は土地返還後に大阪市が買収した民有地（大阪市立大学管理係「杉本町校舎 第１次返還損失
補償関係（第二次を含む）23 年 1 月～ 34 年 11 月」を参考に筆者が各図に加筆）。

図 2-2：1948（昭和 23）年

図 2-4：1960（昭和 35）年
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３．CAMP SAKAI および 279th General Hospital の建物配置と土地利用状況

　CAMP SAKAI ならびに 279th General Hospital がどのような施設であったかということに

ついては、軍事施設という性質上、資料室所蔵の資史料の調査・分析のみで得られる情報は希

薄にならざるを得ない。これまでの調査に加えて、海外の資史料の発掘と調査を行わぬ限り、

各軍施設の全貌を明らかにすることは困難であろう。80 年余りにわたる杉本学舎の歴史の中

で、占領軍施設であったおよそ 10 年間の歴史が空白ないし未開拓のままであるのはそのため

であるといって過言ではない。だが近年、1 号館地下書庫から得られた資史料により、その当

時の様子が少しずつ明らかになりつつある。この「1 号館地下書庫資料」（資料室所蔵）には、

学舎返還にともなう文書や図面、写真が数多く含まれており、この資料群の調査を通じて、各

軍施設の実態が断片的ではあるものの、徐々に浮かび上がってきた。

図 3：CAMP SAKAI および 279th General Hospital の建物配置と土地利用
（注）1 号館地下書庫資料「大阪市立大学杉本校舎配置図」（昭和 31 年 1 月・縮尺 1,200 分の 1）をもとに

筆者が加筆した。
【図中凡例】

①建物番号 T-100 番台 ②建物番号 T-200 番台　③建物番号 T-300 番台　④建物番号 T-400 番台
⑤建物番号 T-500 番台 ⑥ガレージ（T-300 番台の建物含） ⑦給水塔施設地区　⑧占領軍専用鉄道引き込み線
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　まず、土地区画に関して図 2-2 において示した内容をより詳細に表したものが図 3 である。

図 3 は、学舎の全面返還後に大学事務局が、残存する軍設置建物の位置や土地の利用範囲を把

握するために作製したものと推測される。これに加えて DESCRIPITON OF PROPERTY（財産

明細書）と題する軍設置建物および設備の一覧も発見されたことから、これら 2 つの資料を

照合して、CAMP SAKAI および 279th General Hospital の状況と建物の用途について概略的

に知ることが可能となった。DESCRIPITON OF PROPERTY では、計 241 の対象物件（各建物・

設備など）に番号が付与され、その使用目的、面積と建築仕様、国有・公有・私有の別などが

記載されている（7）。以下では、これらの資料の調査から明らかとなった点について解説を加え

ていくことにしたい。

　まず、図 3 の①から④が、CAMP SAKAI および 279th General Hospital の主要な区域であっ

た。①と②は現在の理工系地区の西側と東側（戦前期は耕作地、図 2-4 の A 地区）、③は現在

の旧教養地区（旧予科・高商部）、④と⑤は現在の本館地区（旧商大学部と図 2-4 の C 地区）、

⑥は現在の公営住宅や公園のある地区（戦前期は耕作地、図 2-4 の B 地区を含む）、⑦は現在

の住宅地（戦前期は耕作地）に該る。以下に各地区に設けられた軍施設を概観してみることに

しよう。

　①にはT-100番台の建物群があり、その用途は将校宿舎（T-104：BOQ）、婦人宿舎（T-

105：BWQ）、食堂（T-113：Mess Hall）、兵舎（T-116：Barracks）や中隊司令室（T-118：

Sig sve Det TI&E office）などであり、主にCAMP SAKAIとしての軍属専用の区域であった。

　②にはT-200番台の建物群があり、病院司令部（T-200：Eq 279th G.H.）や看護婦宿舎（T-

206：Nurse’s Qutrs）、図書室（T-213：Library）、医務室（T-215：Professional service）、

病室（T-218：Hospital Ward）、患者娯楽室（T-225：ARC,Lounge）などであり、279th 

General Hospitalとしての機能を集約させたような区域になっていた。

　③にはT-300番台の建物群があり、酒保（T-300A：Post Exchange）、冷却室（T302：

Refrigerator shed&Preventive point）、土木事務所（T304：Road&grounds shop）、電気工

場（T305：Electric Shop）、機械工場（T312：Machine shop）、技術部倉庫（T321・322：

No.1・2 PE warehouse）などの技術系の用途を示す建物が多く立地していた。なお、この区

域には、患者受付室（T-300：Receiving ward）や病舎（T-315：Hospital ward）もあり、病

院としての機能も一部有していた。

　④にはT-400番台の建物群があり、球戯場（T-401：Bowling Alley）や製パン所（T-411：

Bakery）、士官宿舎（T-407：Officer’s Qtrs）、酒保（T-422：Snack Bar）、婦人宿舎（T-

430：Girls Quarters）などがあり、軍関係者の宿舎や娯楽施設が多く立地していた。因みに、

学部本館（現・1号館）は本部及看護婦宿舎（T-409：Headquarters Nurses Qtrs）、図書館

（現・サポートセンター）はサービスクラブ（T-420：BOQ Service Club）、経済研究所（現
───────────────────────────────────────────────
　（7）　1 号館地下書庫資料「杉本学舎第二次返還関係書類」の中に参考物として含まれていた文書である。

こうした文書は複数存在している。
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存せず）は下士官クラブ（T-423：NCR Club）として転用されていた。また、この区域には

遺体安置所（T-412：Morgue）があり、これは戦前期からあった清心館という施設を転用し

たもので、現在の野球場スタンドの裏手の花壇に立地していた。

　なお、以上の①から④の各区域内には、ポンプ室（T-106A・203A・301A・413D：Pump 

House）やボイラ室・工場（T-124A・T-317・T-428：Boiler Plant）などといった設備関係

の施設が点在していた。

　⑤にはT-500番台の建物があり、その立地は大和川河川敷に集中していた。弾薬庫（T-

500・501：Ammo Dump）や防空壕（T-503：Air raid shelter）、ピストル射撃場（T-506：

Pistol Range）、射撃場（T-507：Shooting stand）があり、射撃訓練や危険物保管の場所

として活用されていた。また、⑤の区域の大和川河川敷の端には、木造の屋根付き小屋

（T504A・B・C：Sheet Range Shed）があり、これは対岸の浅香山を標的にした射撃小屋と

推測される。また、ポンプ室（T-313A：Pump House）が野球場の真ん中に設置されたようだ

が、散水用の設備であろう。

　⑥は、ガレージとして転用されていた区域で、ここにはT-300番台の3つの建物が記載

されている。倉庫（T-329：Storage）、ガス供給所（T-333：Gas supply）、消火器置場

（T-333A：Fire Extinguisher shed）というものであるが、実際にはこれら以外にも建物が存

在したようである。前述の「大阪市大　杉本町校舎等の実態写真集」には、⑥の区域を撮影し

た写真が含まれている（図4）。そこには数多くの軍用トラックが駐車している様子が撮影さ

れており、また「大阪市立大学杉本校舎配置図」やDESCRIPITON OF PROPERTYの両資料には

記載のない比較的大きな建物が④の区域に近い場所に建っていたことが確認できる。図4-1中

央右および図4-2中央左に写る平屋建の建物がそれであり、どちらも同一の建物である。その

内部には、トラックや占領軍兵士の姿が見えることから、トラックを整備するためのピットと

推測される。

　⑦には、給水塔があったが給水塔自体には建物番号は付与されていない（図5-1）。ポンプ室

（T-230：Pump House）、井戸室（T-233：Deep wall shed）、濾過タンク室（T-234：Filter 

Tank House）といったT-200番台の建物と設備があった。

　⑧は、国鉄阪和線からの占領軍専用の鉄道引き込み線である。引き込み線はカーブがきつく、

阪和線より北北東に伸びた線路は、現在の理工系地区の北側の道路を越えて湾曲しながら東方

向へ向かい、③の区域の北側に沿うように伸びていた。

　以上のように、軍設置建物はT-100番から500番台が存在し、それ以外の建物番号には廊下

（S-1～25：Covered Ramp）というものがあり、これは屋根付きの渡り廊下のことを指して

いる（図5-2・3）。主に②と③の区域内に、建物間を行き来できるような形で設置されていた。

戦前期から存在した予科・高商部の鉄筋コンクリート造りの渡り廊下はS-20として記載され

ていた（8）。
───────────────────────────────────────────────
　（8）　軍設置建物の英語表記は DESCRIPITON OF PROPERTY の記述をそのまま転載している。
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図 4-1：図 3 中⑥の中央部

図 5-1：給水塔

図 4：CAMP SAKAI のガレージエリア
（注）「大阪市大　杉本町校舎等の実態写真集」より。

図 4-2：図 3 中⑥の南東部

図 5-2：渡り廊下 1

図 5-3：渡り廊下 2

図 5：占領軍専用の給水塔設備と木造渡り廊下
（注）写真集「占領軍より返還状況」より。図 5-1 は旧高商部校舎より撮影されたものと考えられる。図

5-2 および 3 は旧予科校舎正面にあった木造の渡り廊下で、図 5-2 は渡り廊下内部から校舎玄関を撮
影したものである。図 5-3 は図 5-2 の場所を南側から撮影したものであり、廊下の左端に小屋のよう
に見えるものは、側壁で仕切られた仕様に施された渡り廊下である。写真中央奥には旧高商部校舎が
見える。
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４．CAMP SAKAI および 279th General Hospital の内部状況

　本節では、CAMP SAKAI および 279th General Hospital の内部状況の一端について、写真

史料による紹介を試みたい。資料室には学舎接収ならびに返還関係資料として十数点の資料が

所蔵されている。その中で、主な写真史料は以下の通りである（表 1）。

　表 1：杉本学舎接収と返還に関する主な写真史料

資　料　名 内　　　容

1 1 号館地下書庫資料 返還財産引渡調書など十数冊

2 写真集「占領軍より返還状況」 全 3 冊

3 「杉本学舎全面返還時のネガ」 全 266 コマ

4 3 のネガのプリント写真 全 262 枚

5 「大阪市大　杉本町校舎等の実態写真集」 全 2 冊

6 「大阪市立大学学舎接収時代史料群」 B・A・シルバー氏のカラー写真（2 枚）等

7 「学舎接収時代資料－安武ヒデオ氏関係」 安武ヒデオ氏の写真アルバムのコピー

   （注）表は筆者が作成。すべての資料は大学史資料室にて保管されている。

　表 1 中の 1 については『大学史資料室ニュース』第 20 号にて紹介されている。2 と 5 と 6

についての概要は『大阪市立大学史紀要』第 7 号にて紹介されており（田中 2014）、その中の

5 については、第 8 号にて詳しく紹介と解説がなされ、アルバムのアーカイブ画像が掲載され

ている（安竹 2015）。また、かつて筆者は 1 に含まれている返還財産引渡調書や復帰移転申請

書と 2 の写真史料を用いて、暖房および給湯に資するためのボイラ設備に焦点を当て、接収期

の杉本学舎の実態と占領軍の調達要求の特徴について明らかにし、その中で資料の解説も行っ

た（松本 2014）。3 と 4 の写真史料については、昨年から整理にとりかかったばかりであるが、

その成果の一端については第 6 節で改めて紹介しようと思う。そこで以下では、表 1 中の 6

と 7 の写真史料から、CAMP SAKAI および 279th General Hospital の内部状況を紹介するこ

とにしたい。

　6 は、2002（平成 14）年 5 月に資料室に来室された B・A・シルバー氏より提供されたもの

である。シルバー氏は大戦時に米軍パイロットとして従軍し、戦争終結による日本進駐により

来日した。日本駐留中は占領軍向け住宅がある浜寺ハウス（当時、浜寺公園は占領軍により接

収中）にて妻子とともに在住し、CAMP SAKAI に勤務していた。提供されたカラー写真 2 枚

の中には、杉本町を含む広範囲にわたる地域を撮影した空中写真が 1 枚あり、それは CAMP 

SAKAI を中心にして南西方向から北東方向へ向かって斜めに俯瞰した形で撮影されたもので

ある（図 6）。なお、図 6 は図 1-2 および図 2-2 の空中写真とほぼ同時期に撮影されたもので、

モノクロ写真がほとんどを占める写真史料の中でカラー写真が持つ情報の豊かさと質には圧倒

させられるものがある。撮影は 1947（昭和 22）年か 1948（昭和 23）年になされたとされて

いる。航空機から撮影されたために、写真にはブレが生じているものの、CAMP SAKAI の状
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況や周辺の耕作地、杉本や我孫子などの町の風景がよく確認できる。かつて杉本学舎内にあっ

た葛原池は跡形もなく消えており、軍設置建物は図 3 の①と②の区域に整然と建設されている。

鉄筋コンクリート造りの学舎建物には防空偽装のための迷彩塗装がみられ、学部本館、図書館、

書庫、暖房汽罐室、煙突、予科校舎および高商部校舎にそれが施されているのが分かる。

　なお、毎日新聞社が刊行した『アメリカ人の見た日本 50 年前　1945-1951』にも、迷彩塗

装されていた予科校舎を撮影した写真が

掲載されている。その写真にある予科校

舎の壁面は、モザイク模様に迷彩塗装さ

れ、校舎塔屋には星条旗が掲げられてい

る。解説によれば「米第 6 軍第 391 連隊

司令部として使われていた大阪商科大学

1945/11/14」とあり、予科校舎は CAMP 

SAKAI 設立当初は司令部として転用され

ていたようである。

　次に 7 の安武ヒデオ氏の写真アルバム

では、279th General Hospital の様子が撮

影されたスナップ写真が数枚確認できる。安武ヒデオ氏は、2002（平成 14）年 10 月に資料

室に来室され、その折にアルバムのコピーが提供された。アルバムの情報から安武ヒデオ氏は

米軍兵士として朝鮮戦争に従軍中に負傷し、279th General Hospital にて療養するために来阪

したと思われる。写真には他の傷病兵や医療従事者の姿もあり、主に図 3 の③の区域で撮影さ

れたと確認できる（図 7-1・2）。また、大阪城や道頓堀、住吉大社を観光した折に撮影された

ものもあり、日本人の子どもや老婆も写り込んでいる（図 7-3・4）。

図 6：CAMP SAKAI の空中写真
（注）「大阪市立大学学舎接収時代史料群」より。

図 7-1 図 7-2 図 7-3 図 7-4
図 7：279th General Hospital の傷病兵士と大阪観光の写真

（注）「学舎接収時代資料－安武ヒデオ氏関係」より。図 7-1 の上写真には、「301」という建物番号があり、
これは予科校舎のことである。下写真は、軍用救急車を後ろにして撮影されたものである。図 7-2 の
下写真は、図 3 の③の中庭（現在の旧教養地区中庭）で撮影されたもので、背景には体育館と高商
部校舎、駐車中の自動車が見える。図 7-3 の両写真は大阪城にて撮影。図 7-4 の上写真は道頓堀にて、
下写真は住吉大社にて撮影。
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５．学舎返還にともなう土地買収と軍設置建物の処理

　2 度にわたる学舎返還の後、構内に残された軍設置建物がどのような経緯をたどったのかに

ついて解説しておこう。占領軍からの全面返還を機に大阪市ならびに大学は、分散していた各

学部の機能を杉本学舎に集約することを念頭に、学舎区域以外の CAMP SAKAI に転用され

た被接収民有地の買収を行った。前述のように学舎構内および民有地であった土地には多くの

軍設置建物が建設されたが、占領軍撤収後も残されたままになっていた。これら建物の処遇に

ついて、大阪調達局と大阪市・大学の間で幾度かの折衝が行われていたことが、1 号館地下書

庫資料により明らかになってきた。以下、若干の史料を用いて、学舎の全面返還後も長く使用

されてきた建物に関する処遇の経緯を紹介する。

　大阪調達局は大阪市に対し、返還された大学構内にある米軍設置の建物を大学施設の一部と

して利用するかという問い合わせを行った。大阪市は原状回復を希望する旨を回答していたの

だが、大阪調達局は念のために建物撤去の明確な意思表示を要求した。これに対して大阪市は、

旧予科・高商部地区にある T-300 の建物と高商部校舎屋上に増設された建物の 2 件のみにつ

いては使用中につき対象外とし、その他すべての軍設置建物を撤去する旨を伝えるために、撤

去に関する一般的理由に加え、個々の建物を挙げて撤去理由を添えた文書を作成していた〔史

料 1〕。

　　〔史料 1〕（9）

　　建㐧二〇号

　　昭和三十二年一月

大阪市長発

大阪調達局不動産部長宛

元豫科高商部及学部敷地内の建物撤去について

　昭和三十年九月一日付で返還された元豫科高商部及学部敷地内米軍設置の建物について貴局

より大学施設の一部として利用方の申出がありましたが、本市の基本方針として大学の将来の

建設計画上建物はすべて耐火構造とすることになつており、又本件の建物は仮設物として見做

されるので別紙明細書の通り理由及元大学の運動場、庭園等の諸施設の上に建設されていて原

状復旧上障害となりますので、三〇〇号（現在学生食堂及売店として使用中）及元高商部屋上

の増設建物（現在教室として使用中）を除いては原状復旧することになつておりますので、本

市の意見を十分御了承の上措置されるよう御取はからい願います。

　尚物件の撤去原状復旧については予算の措置もありますが三十二年度内には撤去することを

念の為申添えます。
───────────────────────────────────────────────
　（9）　簿冊「杉本町校舎第 1 次返還損失補償関係・第二次を含む」にある第 33 号文書より抜粋。
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　　別紙（一）

　　米軍設置建物の撤去についての一般的理由

　　一、木造建物の為火災の危険が多い。

　　二、雑然と建設されているので相互の関連性が少く使用上不便である。

　　三、仮設物のため維持修繕に多額の費用を要する。

　　四、学園として外観上不体裁である。

　　五、倉庫として考慮したが学校内に未使用の倉庫があり不要である上に、教材其他重要書

類は木造建物には保存できない。

　　六、建物の平面設計が大学の計画に合わない。

　　別紙（二）

米軍設置建物の個々についての撤去理由
建物の種別 撤去理由 建物の種別 撤去理由

三〇〇 A 酒保 庭園復旧及び別紙（一）のため 三〇九 ペイント室 別紙（一）及ラグビー場復旧のため
三〇一 B ポンプ室 別紙（一）及重復のため 三二一 倉庫 別紙（一）及弓道場復旧のため
三〇一 C  〃 別紙（一）及庭園復旧のため 三二二  〃 別紙（一）及ラグビー場復旧のため
三〇一 D 房室 〃 三二四 作業場 〃
三〇一 E 発電室 〃 三二八 便所 別紙（一）及道路整備のため
三〇一 F 消毒室 〃 三三〇 消毒室 別紙（一）及運動場復旧のため
三〇二 冷却室 〃 三三一 基礎 〃
三〇四 電気工場 別紙（一）及運動場復旧のため 三三七 映画館 別紙（一）及庭園復旧のため
三〇五 電気工場 別紙（一）及庭園復旧のため S 一八 ろう下 〃
三〇六 消毒室 別紙（一）及運動場復旧のため S 一九   〃 〃
三〇七 休憩室 別紙（一）及庭園復旧のため S 二一   〃 〃
三〇八 工場 〃 四〇一 球ギ室 別紙（一）及運動場復旧のため
三一〇 木工場 〃 四〇二 A ポンプ室 別紙（一）及重復のため
三一〇 A 置き場 〃 四〇二 B 暖房室 別紙（一）及運動場復旧のため
三一一  〃 別紙（一）及運動場復旧のため 四〇八 礼拝堂 別紙（一）及庭園復旧のため
三一一 B 詰所 別紙（一）及ラグビー場復旧のため 四一一 製パン所 別紙（一）及運動場復旧のため
三一一 D 置き場 別紙（一）及運動場復旧のため 四一一 ボイラー室 〃
三一三 A ポンプ室 別紙（一）及重復のため 四一三 ポンプ室 〃
三一三 C 殺菌室 別紙（一）及庭園復旧のため 四一六 宿舎 別紙（一）及庭球場復旧のため
三一五 ポンプ室 別紙（一）及重復のため 四一七  〃 〃
三一七 倉庫 別紙（一）及庭園復旧のため 四一八 便所 〃
三一八 事務室 別紙（一）及庭園道路設置のため 四一九 置場 〃
三一九 ペイント室 別紙（一）及びラグビー場復旧のため 四一九 倉庫 〃
三一九 A 計量室 〃 四三一 蒸気発生室 〃

　この〔史料 1〕による回答の翌月、大阪市は撤去対象外とする上記の軍設置建物 2 件以外に、

追加で引き取りを希望する建物につき、その使用目的も記載した文書を大阪調達局に提出した

〔史料 2〕。
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　　〔史料 2〕（10）

　　建第四六号

　　昭和三十二年二月十三日

大阪市長発

大阪調達局不動産部長宛

元予科高商部及学部敷地並 A 地区内軍設置建物一部引取り方について

　昭和三十年九月一日付で返還された元予科高商部及学部敷地並 A 地区内軍設置建物中、前

に使用を申し入れた三〇〇号及元高商部屋上増設建物以外に左記の建物を追加引取ることを御

通知致します。

建物番号 軍使用中用途 本市使用目的 構造槪要 坪数
四〇八 礼拝堂 教室 木造平屋建亜鉛引波鉄板葺 九五 , 七一
四〇二 給品部 B 学生集会所及物置 仝上 九四 , 七三
三一二 倉庫 学生クラブ室 仝上 五九 , 四九
三一八 作業事務所 理科（系）教室 仝上 一五三 , 五〇
二二八 宿舎 学生（寮） 木造二階建日本瓦葺 一五三 , 六六

計 五七七 , 〇九

　引き取りを希望した軍設置建物はその後も変更や追加がなされているが、〔史料 2〕に挙げ

られた建物を中心に最終的には十数棟が残された。〔史料 2〕に挙げられた建物の中には、そ

の後もかなり長期にわたり学内に存在していた建物として、本館地区のチャペル（T-408）や

理工系地区の杉本寮（T-228）、旧教養地区のクラブハウス（T-318）が見受けられる。こうし

た旧軍設置建物が学舎返還後も大学施設の一部として活用され続けていた。1990 年代に入る

と、これらの建物の撤去が進み、2005（平成 17）年にはチャペルが解体された。その竣工時

期については、シルバー氏より提供のカラー写真や国土地理院の空中写真から、1947（昭和

22）年ないし 1948（昭和 23）年には既に存在していたことが確認できる。チャペルは解体直

前において築 60 年に近い建物であったということになる。跡地には高原記念館が 2006（平成

18）年に竣工し、学内で接収時に建設された占領軍関係建築物は皆無となった。

６．学舎接収開始および学舎一部返還以降の構内の状況

　学舎の全面返還以降、杉本学舎の再整備と拡充が進んでいくが、返還後の民有地の買収や軍

設置建物の処遇については多くの手続きを経なくてはならず、すぐに学舎再興の槌音が響いた
───────────────────────────────────────────────

（10）　簿冊「杉本町校舎第 1 次返還損失補償関係・第二次を含む」にある第 40 号文書より抜粋。なお、
文書の表中「本市使用目的」のカッコ内の文字のところが空白となっていたので、筆者が文書作成に
あたって書かれた下書きを参照して付け加えた。また、表は縦書きであるので、表記を一部修正して
いる。
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という訳ではなかった。軍設置建物の撤去には、返還後 3 ～ 4 年を要しており、この過程で

返還財産ならびに復帰移転の申請に必要な数多くの文書、図面、写真が作成された。例えば 1

号館地下書庫資料に含まれている「返還財産引渡調書」（前掲表 1 中の 1）と、そこに添付さ

れた図面は、接収前と返還後の相違を細かく記載した原状回復のための調査資料であるが、こ

れらは軍施設がどのような機能を有し、占領軍が日本側にいかなる調達を要求してきたかとい

う特徴を把握する上でも有益な資料であり、より具体的な調査・分析を進めているところである。

　さて、本稿の目的である CAMP SAKAI および 279th General Hospital の状況を知る上で重

要な写真資料群の存在が近年明らかとなった（前掲表 1 中の 3･4 および下の図 8 参照）。

　このうち「杉本学舎全面返還時のネガ」（表 1 中の 3）は、モノクロームネガフィルム（ネ

オパン SS）がハトロン紙に巻かれた状態のままで発見された（図 8-1）。保管状態が良好であっ

たので、経年劣化によるフィルムの加水分解がほとんど生じていなかった。ネガフィルムが保

管されていた箱には「昭和三十年七月杉本町校舎返還ネガ」と記され、さらに箱の正面に本フィ

ルムが資料室に委託された経緯とネガは 14 本在中という内容が記されている。36mm フィル

ム（36mm × 24mm）が 6 本と、中判フィルム（56mm×56mm）が 8 本であり、総コマ数は 266

コマである。

　これと同じく、箱に入れられた写真 262 枚が保管されている（表 1 中の 4、図 8-2）。これ

は先のネガをプリントしたものであるが、コマ数とプリント枚数が一致しないのは、露光不足

や重ね撮りして撮影に失敗した分の差から生じている。

　

　上記の写真史料は、撮影年月から推測すると、正式な学舎全面返還の前に、あらかじめその

状況を調査・確認するために撮影されたものと考えられる。それゆえ、占領軍による使用中の

状況を把握するまでには至らないが、接収の実態をある程度確認することが可能である。本

節では、現在も整理中のこの写真史料の一部を紹介し、CAMP SAKAI および 279th General 

Hospital の様子の一端を垣間見ることにする。

図 8-1

図 8：杉本学舎全面返還時のネガフィルムとプリント写真
（注）「杉本学舎全面返還時のネガ」およびプリント写真を発見時に筆者が撮影。

図 8-2
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　図 9 は、図 8-2 の写真史料の一部である。これらの写真の一部が、写真集「占領軍より返還

状況」（表 1 中の 2）にも使用されており、そこでは撮影された場所の説明がなされているも

のもあるので、その説明を参考にしながら解説を行う。図 9-1 ～ 4 は、構内を広く見渡した

写真を、図 9-5 ～ 6 は、建物がよく撮影されている写真を選んで掲載した。図 9-4 の中庭の左

上に映画館が見え、写真集では「映画館 東南面 予科屋上より俯瞰」と記されている。図 9-6

は、現在の本館地区と理工系地区に挟まれた道路から撮影されたもので、手前に T-400 の建

物、その左奥に車庫（現存・本館地区正門北に向かって右側にある建物）が見え、これらの建

物の奥に現在の 1 号館が見える。図 9-7 ～ 9 は建物内部である。図 9-7 は壁に鉛板を打ち付け

た部屋であり、写真集では「厨房改造鉛板張室」と記されている。写真の撮影対象が校舎に関

することに集中しているので、鉄筋コンクリート造のいずれかの校舎の室内と推測される。図

9-8 は、礼拝堂（チャペル）の内部である。暖房用のラジエータが整然と並んでいる。図 9-9 は、

娯楽施設として転用された建物内部であると考えられる。壁には米国の国会議事堂や国旗、地

図などが描かれていることが確認できる。図 9-10 は、厨房に改造された書庫である。図 9-11 は、

写真集では「高商部 エレヴェーター新設 施工不完全による雨水の浸入甚だしく各階とも出入

と周辺にオイルペンキ塗剥落浮上り…」とあり、高商部校舎には改造によってエレベーターが

新設されていたことが分かる。図 9-12 は、高商部校舎 1 階内部で、写真集には「高商部 1 階 

生徒集会室 及び生徒控室兼食堂の間仕切壁滅失 新設タイル張を示す」と記されている。

図 9-1
高商部校舎より南西を望む

図 9-4
高商部校舎前の中庭

図 9-2
予科校舎裏

図 9-5
予科校舎前の T-330A の建物

図 9-3
予科校舎より南東を望む

図 9-6
学部地区の T-401 の建物
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　次に、学舎の全面返還から数年を経た時に撮影された写真を見る。ここでは全体的な状況を

見るために、写真集「占領軍より返還状況」にある高い建物から広範囲に撮影された写真（図

10-1・2）と田中記念館より寄贈された空中写真（図 10-3・4）とを選んで紹介する。

　図 10-1 は現在の 1 号館より北方面を、図 10-2 は現在の 2 号館屋上より西方面を撮影した

ものである。写真集には、両写真は 1958（昭和 33）年 6 月 21 日に撮影された旨の注釈が添

えられている。写真からは、返還された土地に残されていた多くの軍設置建物が撤去されてい

る様子が分かる。前節で紹介した撤去の対象外とした建物とともに（図 10-1・2 中の②④⑥）、

この時には映画館も残存したままとなっている（図 10-2 中の⑧）。

　図 10-3 は現在の理工系地区と旧教養地区を中心にして西方面の上空から、図 10-4 は杉本学

舎全体を北西方向の上空から撮影したものである。両写真ともに 1959（昭和 34）年に撮影さ

れたものとされている。図 10-3 からは、軍設置建物は基礎部分のみを残すのみとなっており、

図 10-2 中の⑧の映画館も見当たらない（図 10-3・4 では番号を点線円で表示）。図 10-1・2

の撮影から半年ないし 1 年ほど経過していると思われるが、学舎内にそれほど変化は見られず、

学舎の再興へ向けた工事はまだ本格化していない様子が分かる。ただ、図 10-3 の左端上部や

図 10-4 ⑨の杉本町駅の西側には家屋が建ち並んでいることから、杉本町とその周辺地域が住

宅地として開発されつつある状況がうかがえる。

図 9-7
場所不明

図 9-10
書庫（厨房跡）

図 9：学舎接収解除直後の構内写真
（注）「杉本学舎全面返還時のネガ」の写真より。

図 9-8
礼拝堂内部

図 9-11
高商部校舎（新設エレベーター）

図 9-9
場所不明

図 9-12
高商部校舎 1 階（タイル張りの空間）
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図 10-1：1 号館屋上より北方面を撮影

図 10-2：2 号館屋上より西方面を撮影

図 10-3：現在の理工系地区と旧教養地区を西方向の上空から撮影
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図 10-4：杉本学舎全体を北西方向の上空から撮影
図 10：軍設置建物撤去後の杉本学舎内の様子

（注）「田中記念館写真アルバム」および写真集「占領軍より返還状況」の写真を筆者が加工して掲載した。
図中の番号の凡例は以下の通りであるが、建物の名称については、当時の呼称や使用目的に準じたも
のとしている。

【凡例】
①本館地区中庭 ②チャペル（旧軍設置建物 T-408） ③車庫 ④旧杉本寮（軍設置建物 T-228） ⑤旧 3 号館

⑥旧学生食堂・売店（旧軍設置建物 T-300） ⑦旧教養地区中庭 ⑧映画館 ⑨杉本町駅 ⑩ 2 号館
⑪第 1 体育館 ⑫旧予科・高商部暖房汽罐室 ⑬旧図書館 ⑭書庫 ⑮阪和貨物線

⑯旧学部暖房汽罐室 ⑰ 1 号館 ⑱旧学生集会所・物置（旧軍設置建物 T-402）

７．占領軍進駐にともなう杉本町駅周辺の状況

　ここまで、資料室所蔵の資料を用いて CAMP SAKAI および 279th General Hospital の実態

を紹介してきたが、大学とその周辺が軍関係施設に転用された後の杉本町周辺の状況について

最後に触れておく。

　学舎の一部返還が行われ、学生や教職員と占領軍兵士が隣り合わせのような形となった中で、

どのような出来事があったのかについては、後掲の補足資料の記録に幾つかのエピソードが散

見される。しかし、軍施設や大学の外である杉本町周辺についての記録資料は、ほとんど見つ

かっていない。おそらく占領軍兵士を顧客とした店舗があったのではなかろうかと推察される
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ので、様々な文献を調べた結果、杉本町にあった店舗についての記録が 2 つ発見された。以下

はその内容である〔史料 3・4〕。

　　〔史料 3〕

　我々が入学した昭和二十七年は、まだまだ戦後のツメあとが色濃く残っていた。一・二

回生は大阪市内の道仁と靱校舎。校舎とは名ばかりの間借り生活で過ごし、専門になって

やっとあこがれの杉本町に移った。また鉄条網が学舎を分断した寒々とした光景。杉本町

の駅周辺もたんぼの中にバラック風の飲み屋、マージャン屋が立ち並ぶといった位で、と

にかく世の中は貧しかった。ただ、その割には学生生活は自由かつ伸び伸びした気風に満

ちていた。いわゆる、学生服と角帽がまだ羽振りをきかした時代である（11）。

　　〔史料 4〕

　駅から踏切までの道の片側は、不動産屋、家電店、スナック、パチンコ、うどん屋等の

並ぶ店舗付マンションとなっている。返還時はここに木造二階建てが数軒あって、進駐軍

相手のスナックをやっていた。ショートヘアの濃いめの化粧、派手なブラウスにフレアー

スカートのお姐さん達が貧乏学生の目に眩しかった。

　返還が進むにつて進駐軍も減ってきて、この商売も難しくなり、一階を麻雀屋に転向す

る店ができた。朝から学生がたむろして、電車が着くと仲間を呼び、四人揃うと麻雀を始

める。これでは大学に行くヒマがない。二階は米軍、下は学生と、七年前の敵味方が一つ

の屋根の下で遊ぶ事となり、両国の協調は進んだ。米軍相手の女性からご禁制のラッキー

ストライクやキャラメルを安く分けてもらい、そのうまさに感激した（12）。

　〔史料 3〕では、バラック風の飲み屋やマージャン屋があるくらいの町とあり、占領軍向け

の商売をする店舗が犇（ひし）めいていたという印象は感じられない。むしろ戦前期の商大時

代に学舎周辺に散在していた店舗の様子に似ているようにも思える。

　〔史料 4〕では、占領軍兵士が顧客であったと思われる水商売の様子が読み取れる。現在の

杉本町駅西口から南、踏切に至るまでの通りの当時の風景のことを記述したものと考えられる。

この記録に近い写真史料を探した結果、グラウンドをパノラマ撮影した写真に杉本町駅周辺の

町並みが写っているものがあった（図 11）。図 11 は写真集「占領軍より返還状況」の中にあっ

たもので、本館地区にあったグラウンドの整備に関する写真として撮影されたものである。撮

影時期は正確には判別し難いが、国鉄阪和線の踏切東側に基地ゲートの看板が見えることから、

学舎の一部返還から間もない頃のものと推測される。踏切付近を拡大してみると、杉本町駅周

辺の建物の様子が見える。踏切付近には木造二階建ての家屋がはっきりと見えるが、その南側
───────────────────────────────────────────────

（11）　楠本順三「学生気質今昔」『有恒会百年史』pp.409-410
（12）　圓入一人「流転の学舎の今昔」『有恒会百年史』p404



接収期杉本学舎の実態と周辺地域の状況について 39

裏手は耕作地が広がっている。写真に見える家屋がどのような用途として活用されており、店

舗であるならばどのような業種であるのかを判別することはできないが、軍基地に隣接した杉

本町駅周辺の様子を知る写真史料として紹介しておく。

図 11-1：旧学部地区の本館地区グラウンドのパノラマ写真

図 11-2：図 11-1 の右上部分を拡大
図 11：一部学舎返還直後の本館地区グラウンドと杉本町駅周辺の風景

（注）写真集「占領軍より返還状況」より。図 11-2 は、図 11-1 より筆者がトリミングした。

おわりに

　以上、本稿では主に大学史資料室所蔵の杉本学舎接収・返還関連の資史料を素材に、CAMP 

SAKAI および 279th General Hospital という軍事施設の実態解明を試みた。日本敗戦後の本

学は、学舎敷地の接収と学制改革、分散した部局という境遇での新大学構築という困難に満ち

た時代を経験してきた。脈々と受け継がれてきた本学の歴史の中で、学舎接収は大きな事件で

あったと言わざるを得ない。杉本学舎のおよそ 10 年にもおよぶこの「空白の時代」を本学が

どのように評価・総括すべきか、という問いから本稿の執筆は始まった。記録の上で断絶した

ままとなっている歴史を復元するという研究は、筆者自身の今後の大きな課題となっているが、

本稿で明らかにした点として 4 つ挙げられる。

　まず 1 つ目は、土地接収が杉本学舎のみを対象にしたものに留まらないものであったとい
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うことである。杉本学舎の接収のみで CAMP SAKAI および 279th General Hospital を説明す

ることはできない。むしろ、杉本町における占領軍の接収は、杉本学舎をターゲットとして進

められ、同時に周辺の民有地や河川敷も含む広大な土地に及んだのである。学舎のある区域は

軍基地・軍病院の中心的存在となっていたが、占領軍の接収地がかつての杉本学舎の規模を

上回るものであったことを考えると、学舎接収という事柄のみで CAMP SAKAI および 279th 

General Hospital の全体像を捉えることはできない。杉本町地域における占領軍の接収状況は、

杉本学舎を中心とした出来事として捉える方が妥当であろう。

　2 つ目は、大学周辺の民有地が占領軍による接収と返還、その後の大阪市の買収という大き

な変化を受け、そうした過程の中で現在の杉本学舎の区域が定まっているということである。

戦前期の土地区画整理事業や商大移転、戦後の土地接収と軍施設の建設、接収解除と土地返還、

そして住宅地開発などといった都市化の波が杉本町とその周辺地域の姿を変えて行った。とり

わけ、本学のキャンパスとなっている土地は、耕作地から軍用地、そして大学用地というよう

に目まぐるしい土地利用の変遷を経ているということである。

　3 つ目は、占領軍による学舎接収は、建物に大きな影響を与えているということである。こ

れは先に示した写真史料などからも分かる通り、戦前期の大学建物が占領軍の調達要求に基づ

いて大きく改変され、その用途は学校ではなく、軍基地や軍病院という本来とは異なった目的

によって転用されていたということである。原状回復に至るまでには、かなりの労苦と時間を

要したであろうと察せられる。戦前期からの建物が竣工より 80 年以上経過している中で、1

号館を初めとする戦前期からの各建物の歴史の中に、占領軍が居た頃の歴史も直接的には目視

はできずとも刻まれているのである。

　最後に 4 つ目として、杉本町と占領軍施設の関係である。戦前期において地元では商大移転

の反対運動が起こったことや、学舎竣工後は商大周辺に店舗が点在するようになったというこ

となどの記録が残されている。こうした杉本町と商大の関係については前稿にて記した。では、

杉本町と占領軍施設との関係はどのようなものであったかという点については、具体的に明ら

かにするまでには至らなかった。本稿では、当時の思い出を綴った記録から杉本町と占領軍と

の関係を少し紹介したが、占領軍兵士を顧客とした店舗があったことは想像に難くない。単に

軍用地という土地境界に固執した形で占領と接収という実態を捉えるのではなく、よりスケー

ルを広げた視点で見る「軍施設があった地域」として捉えることは、CAMP SAKAI および

279th General Hospital の全容の解明につながるのみならず、日本敗戦と占領という本来の事

象について深く追求し、占領と接収がもたらした日本社会への影響を明らかにする上で重要な

観点であると考えられる。

　冒頭にて述べたように、今後、占領期関係の調査を進めるにあたっては、国内はもとより海

外の所蔵資料の調査も視野に入れる必要があるだろう。資料室所蔵の学舎接収および返還に関

する資史料の中には、占領軍兵士として駐留していた B・A・シルバー氏や傷病兵として入院

経験を有していた安武ヒデオ氏というような元占領軍関係者から提供されたものがある。本稿
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では、両氏からの提供資料（特に写真史料）も活用することにより、これまでにない形で接収

期の杉本学舎の状況を浮き彫りにすることができた。今後は新たな資史料を海外に求め、その

調査を進めることによって、杉本学舎の「空白の時代」を明らかにするのみならず、ひいては

日本占領の実態をより多角的な視点で捉えた研究が進展するものと期待される。近年、筆者は

米国国立公文書館（NARA：National Archives and Records Administration）やその他の海外

の公的機関などの調査を行う過程で、CAMP SAKAI および 279th General Hospital に関する

記録の存在を知り、その整理と調査を継続的に行っている。本稿は国内資料の調査から導かれ

た結果を紹介したが、次稿では海外資料を主な調査対象としての研究を進めて「空白の時代」

をより明らかにしていきたいと考えている。

（まつもと　ひろゆき・大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程、

大学史資料室研究員、大阪教育大学附属高等学校平野校舎非常勤講師）

【参考資料】

〈大学史資料室所蔵資料〉

　◦「1 号館地下書庫資料」大学史資料室所蔵

　◦ B・A・シルバー氏寄贈カラー写真「大阪市立大学学舎接収史料群」

　◦「大阪市大　杉本町校舎等の実態写真集」

　◦「学舎接収時代史料－安武ヒデオ氏関係」

　◦写真集「占領軍より返還状況」

　◦「田中記念館写真アルバム」

　◦「杉本学舎全面返還時のネガフィルム」および「プリント写真」

〈参考文献〉

　◦大阪市立大学『大阪市立大学百年史』全学編、上巻（1987 年）

　◦クラス会文集刊行委員会編集委員『我が青春－追憶の大阪商科大学予科－』昭和十五年度大阪商科大

学予科入学同級生予科修了五十周年記念文集（1992 年）

　◦田村仁彦「堺の支援学校の歴史を（その 2）」「にわだに通信」№ 3（2015 年）

　◦有恒会百年史編集委員会『有恒会百年史（1890 ～ 1990）』（1990 年）

　◦『有恒会七十年の歩み』有恒会創立七十周年記念誌（1960 年）

　◦予科二十三年記念誌刊行委員会『わが青春の予科』大阪商科大学予科修了五十周年記念誌（1998 年）
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〈論文・報告書〉

　◦大阪市立大学大学史資料室『大学史資料室ニュース』第 20 号（2016 年）

　◦田中ひとみ「大阪市立大学学舎接収時代史料群」『大阪市立大学史紀要』第 8 号（2015 年）

　◦松本裕行「戦前期の大阪商科大学杉本学舎の状況および周辺地域の変遷」『大阪市立大学史紀要』第

9 号（2016 年 a）

　◦松本裕行「キャンプ・サカイを撮影した映像「TYPHOON HITS SAKAI ARMY BASE」」『大阪市立

大学史紀要』第 9 号（2016 年 b）

　◦松本裕行「大阪商科大学・大阪市立大学における暖房汽罐室の変遷 : 戦前期・接収期・返還期を通じて」

『大阪市立大学史紀要』第 7 号（2014 年）

　◦安竹貴彦「市大生の杉本町校舎返還運動（1）」『大阪市立大学史紀要』第 8 号（2015 年）

〈公文書〉

　◦ Records of the U.S. Strategic Bombing Survey, Osaka Report No. 3-a (27), USSBS Index Section 7, Main 

Target: Sakai Urban Area 国会図書館デジタルコレクション

　◦『官報』（1947 年 2 月 25 日）国会図書館デジタルコレクション

〈空中写真〉

　◦「大阪市航空写真（昭和 17 年）一括」大阪市所蔵

　◦「大阪市航空写真（昭和 28 年）」大阪市所蔵

　◦「国土地理院空中写真」地図・空中写真閲覧サービス
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