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PandANews

【潜水艦についての知識】
日本では「防衛」についての教育が行わ

れていないため、大部分の人は軍事について
の知識が皆無である。もちろん私もその一
人である。潜水艦についての知識といえ
ば、マンガの『沈黙の艦隊』、映画の
『ローレライ』『出口のない海』、そして
本会のメンバーである門脇さんが編集した
『伊166潜水艦　鎮魂の絆』くらいである。
そういえば大分前、ハリソン・フォード主
演の『K－19』という、ソ連の原子力潜水艦
事故の映画を見たことがある。
　潜水艦については多少知っていると思って
いたのだが、まったく知らないことばかり
で、勝目さんの話は実に新鮮で勉強になっ
た。戦闘機のドッグファイトのように、潜
水艦同士が魚雷を撃ち合うことなどほとん
どない、というのも意外であった。沈めた
敵潜水艦が2隻で、敵潜水艦に沈められたの
が13隻という数字がそれを物語っているよ
うである。また意外と戦果が少ないこと
と、参戦154隻のうち127隻、実に82％が沈
没という数字には驚いた。潜水艦はもっと
強力なものとばかり思っていたので意外で
あった。

　 本日の講演で考えさせられたの
は、技術は日進月歩で、どんな強
力な武器も直ぐその力を封じられ
てしまうということだ。潜水艦へ
の攻撃が爆雷からヘッジホッグに
なったことなど、戦争は技術力の
競争だと思った。また、日本はい
ろいろなタイプの潜水艦を建造し
たが、アメリカはこれはというタ
イプのものを大量生産したそう
で、ここにも5月の聴講会で茂木明
治さんがおっしゃっていた「文明
の格差」を感じた。それと潜水艦
が不振であった原因として、使用方法を間違
えた、過度の期待をした、とおっしゃって
いたが、日本人はグランドデザインを描く
のが苦手のような気がする。どうも物事を
大局的に見て長期的な策を立てるのが不得
手のようだ。
　 興味深かったのは、潜水艦乗組員の条件
の一つに「志願者たること」というのがあ
り、志願した人が多いということである。
仕事に対する態度はかくありたいものだ。

【美談】
　 本題の「第6号潜水艇」の話では、佐久間
艇長が軍人として沈着冷静に事を処理し、
事故の状況を克明に遺書に残したこと、ま
た乗組員全員が最期まで職分を全うしたと
ことは素晴らしい美談である。2週間前に見
た『氷雪の門』という映画を思い出した。
終戦後ソ連が攻めてきた樺太で、9人の電話
交換手の乙女が最期まで自分達の職務を全
うして自殺した実話である。自分の職務に
対する責任感という点では第6号潜水艇の乗
組員と同じである。
勝目さんは、軍人の精神高揚のために宣

伝に使われた側面がある、とおっしゃって
いた。硫黄島の戦闘をテーマにした映画
『父親たちの星条旗』では、摺鉢山の頂上
に星条旗を立てる写真がアメリカで戦意高
揚や国債募集に利用されたり、いろいろと
いかがわしい点があったことを描いてい
る。それに比べ第6号潜水艇の話は、事実を
歪曲した訳ではない真実の話であり、もっ
と多くの人が知って然るべきだと思う。戦
前の道徳教育に使われた話は、戦後ほとん
ど消えてしまったようで残念である。特に
軍人関係の話は敬遠されているのではない
かと思う。
少々余談だが、この事故の前にあった、

醜態を晒したという潜水艦事故はイタリア
海軍ということだが、イタリアの軍隊が弱
いというのは世界の常識のようである。
「世界で一番薄い本は、イギリスの料理の
本、イタリアの戦勝記、スイスのジョーク
集、アメリカの美術史」というジョークが
ある。佐久間艇長のような人は少なく、な
かなか真似はできないが、彼を立派だと思
い、かくありたいと思う国民がどの程度い
るかで、その国の国民性が決まるのではな
いかと思う。（2面へつづく）
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第三回フィールドワーク 報告者：水野靖夫
潜水艦の変遷と第六号潜水艇「佐久間艇長」を学ぶ
去る8月21日、潜水艦研究家の勝目純也氏による、潜水艦の変遷と佐久間艇長の偉業について学ぶ講習会を開催いたしました。当会では、聴講会のない月に、サポー
トメンバーによるフィールドワークを実施しています。これまで松代大本営跡、横須賀史跡見学などをしてきましたが、今回は座学といたしました。勝目氏は第六潜
水艇殉難者奉賛会主催の100周年慰霊祭で基調講演を行っています。これを当会メンバー向けに新たに構成し直し、じつに力のこもった講話をしていただきました。

潜水艦の戦果について説明する勝目氏

講師プロフィール
勝目純也(かつめ じゅんや)
日本海軍潜水艦出身者交友会「伊呂波会」事務局長
潜水艦殉国者慰霊祭連絡会委員
東郷会常務理事
昭和34年鎌倉市出身。株式会社リコーに勤務。曾祖
父は海軍大将野間口兼雄。親族に多数の陸海軍人が
おり、幼少の頃から特に海軍に興味をもつ。社会人
になってから本格的に海軍史に興味を覚え、潜水艦
戦史を専門に研究を続けている。学研『歴史群像』
や新人物往来社『歴史読本』に潜水艦関連の研究成
果を発表している。
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大東亜戦争戦没者並犠牲者追悼供養法要
浅草 寿仙院 副住職 崎津寛光

   近現代史研究会(PandA会)会報 第1号 - 平成21年9月

　去る８月１６日(日)、日蓮宗 浅草 寿仙院に於いて、全国ソロモ
ン会共催『大東亜戦争戦没者・犠牲者追悼供養法要』並びに『全
国ソロモン会戦没者・物故者追悼供養法要』を厳修致しました。
ご参列は、近現代史研究会会員並びに全国ソロモン会会員の皆
様、そして新聞報道でお問い合わせ頂きました戦友、ご遺族の皆
様で、この慰霊法要のために遠くは兵庫、京都、愛知、新潟方面
をはじめ、関東一円より８０余名の方々にご参集頂きました。
　 私はこの寿仙院の副住職を勤めさせて頂いてまだ７年目です
が、幼少期より祖父や檀家さんの従軍話を聞いたり、戦記を読ん
でいた機会もありましたので、僧侶になった暁には、孫の世代の
我々がしっかり後を継いでご供養していかねばならないと考えてお
りました。昨年よりソロモン諸島へ赴き、各戦場にて読経供養、
そして遺骨収集をさせて頂きましたが、一般の方々で現地に赴いて
ご供養することは、時間的にも、金銭的にも限られることです。な
んとかしてそんな皆様のためにも寺院で、とりわけ仏式によるご供
養が国内で、自坊にて出来ないかと思案しておりましたところ、近
現代史研究会、全国ソロモン会各位の皆々様のお力添えを賜り、
また新聞各社の報道が成され、盛大に挙行することが出来まし
た。
　 今回ご縁を頂き、当慰霊法要にて皆々様から感じましたこと
は、終戦後６４年が経過したにもかかわらず、戦没者、犠牲者の
方々への真摯なご供養のお気持ちが大変深いということです。区別
する訳ではありませんが、通常の法要とは異なった厳粛なる法要
を勤めさせて頂くことが出来ました。法要後の昼食時には、当時
を偲ぶお話を皆様めいめいでされていました。
当山は日蓮宗ですので、この宗派に則した三僧による法要形式

ではありました
が、所謂、宗旨
宗派を越えて、
只一心に成仏を
念ずる皆様お一
人お一人のお焼
香と合掌姿が大
変印象的であり
ました。靖国神
社での慰霊祭を
はじめ、様々な
ご供養の仕方が
ありますが、仏
式による今回の

法要では、ご回向(えこう)と申しまして、より丁寧に、すなわち戦
没年月日、戦没地、部隊名、階級、俗名、戒名等を、導師たる私
がお読み上げし、ご本尊の御前にご来臨を請い奉り、あなた様の
ために、今こうして塔を建てて供養しますよ、と云う法華経の教え
に沿ったお塔婆供養を致しました。勿論、通常のご供養では、亡
くなった場所や、所属などは申し上げません。しかしながら、如
何せん、お亡くなりになった想いや状況が、通常の場合と大変異
なりますので、敢えて私は、かようなご回向を申し上げて、少しで
もその英霊や犠牲者の諸霊位に近い情況、気持ちになってこそ、魂
と魂が通じ合い、慰霊の誠を捧げられるものであると、自身の体
験を通しまして皆様に申し上げたいのです。
今回一様にご参列の皆々様からは、「こんなに丁寧なご供養を

して頂けるとは思いませんでした」、「また来年も是非」等々のお
声を頂きました。私も今後とも、一僧侶として、一日本人として、
また近現代史研究会会員の一員として、成せるべきことを積極的に
して参りたいと思う次第です。近々、境内に慰霊碑も建立し、来年
もこの慰霊法要を営む予定です。是非、ご参列賜り、更なる英霊並
びに犠牲者の諸霊位へのご供養を、ご一緒にお勤め頂ければと存
じます。
　最後に、ご協力頂きました笹代表、事務局 中島様はじめご参

列各位の皆様に、無事法要が執り行えましたこと、ここに深謝申
し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

【佐久間艇長の偉さ】
　「第6号潜水艇」の事故は、軍人の鑑として賞賛されたようだが、同時に、
死を前にしてなお部下を思う佐久間艇長の優しさが胸を打つ。「男は強くな
ければ生きていけない。しかし、優しくなければ生きていく資格がない」と
いう名言があるが、佐久間艇長は正にそういう強さと優しさとを兼ね備えた
人だと思う。
　 さらに私は、勝目さんもおっしゃっていたように、遺書の中で自分のミス
を認めているところが佐久間艇長の偉さだと思う。ミスは人間である以上や
むを得ないとしても、それを隠すことはある種の犯罪行為である。食品の偽
装表示で経営者たちが、事実を隠蔽したり責任逃れをしたりしているテレビ
報道などを見るにつけ、佐久間艇長の爪の垢でも煎じて飲ませたい気持ちに
なる。間違いを犯した後、どのようにそれに対処するかでその人の真価が分
かる。「疾風に勁草を知る」とは、正に艱難に遭って真価を現した佐久間艇
長のような人に当てはまる言葉である。佐久間艇長は軍人の鑑というより、
もっと広く上に立つ者の鑑ではないだろうか。2時間にも及ぶ講義。質問も頻繁に出てきました。

慰霊法要の様子。全国ソロモン会、安田会長による追悼文読み上げ。

浅草国際通り、寿仙院山門前に掲げられた法要案内掲
示。飛び入り参加の方もいらっしゃいました。
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「ブーゲンビル島訪問記」松村譲裕

   近現代史研究会(PandA会)会報 第1号 - 平成21年9月

はじめてのブーゲンビル島
7月11日から18日にかけて、ブーゲンビル島に慰霊巡拝に行って

きました。第4回聴講会で講師をされた安田藤一郎氏が会長を務めら
れている全国ソロモン会主催の旅で、参加者は総勢14名。このうち
安田会長や菊本事務局長を始め、ブーゲンビル島から生還された元
日本兵の方が3名。ご遺族や家族の方が7名。慰霊の歌を歌っている
シンガーソングライターのＹＡＭＡＴＯさんに元教師の方、この道
のベテラン添乗員の新垣さんに私という陣容です。
ブーゲンビル島は、ソロモン諸島の島でパプアニューギニアに属

し、日本から約5000キロ南下した南緯5度あたりに位置します。面積
は岐阜県ぐらいで人口は約3万5千人。ほとんどが今でもジャングル
です。ガソリンも高く、現地の方は徒歩か乗り合いトラック（荷
台）が多いようです。道路は一部を除き、でこぼこ道。ほとんどの
川には橋がなく、四輪駆動車もバシャバシャ川の中を突き進みま
す。十年ぐらい前から独立を目指す反政府軍が活動していて観光客も
皆無です。現地の方々は、裸足かビーチサンダルでＴシャツに短パン
（スカート）が定番。それでもこの十年ぐらいで、このジャングルの
島も近代化が進んでいるようです。約80の部族があり、言葉も部族
によって違い、ピジン語という英語を簡単にした共通語が使われて
いますが、今でも文明の流入や人の交流を拒み、先祖伝来の行き方
を選ぶ部族もいると聞きました。自給自足社会を守り、必要なもの
だけを確保して、のんびりと生活している彼ららしい気もします。
日本から訪れる際に必要なのが「日焼けとマラリア菌を持つ蚊対

策」。長袖Ｔシャツに長ズボン、日焼け止めと虫除けの完璧武装。
ホテルの部屋ではベープマットと蚊取り線香が基本でした。
ブーゲンビル島へはブカのホテルから海をボートで５分（戦時中

はこの海でも多くの方が命を落としている）、そこからは荷物用ト
ラック1台と四輪駆動車2台に分乗して、目的地まで6時間。ガタガタ
道とは聞いてはいましたが、本当に車中は大変な状態でした。トイ
レは勿論なく、道端に停まり、男性と女性が別方向のジャングルで
という具合です。それでも往路は幸いなことに時折パラパラ小雨が降
るくらいの天気だったので、私はトラックの荷台に移動。荷台に
立ってジャングルを爆走していると、ジャングル大帝のレオになった

ような気分。マジで快適でした。でもアラワのホテルで、安田会長
がジャングルを見ながら「ここから4キロくらいのところにいたんだ
よ」とおっしゃいました。食物もシャワーも虫除けもなく、敵の空
爆を恐れながら自分の足で歩いていた当時を考えると、とても今自
分も同じ場所に来たなどとは言えなくなりました。

頭を下げることしかできない
今回の慰霊巡拝の旅では慰霊祭を9回行いました。戦時中、病院が

あった跡地で、ソロモン会が作った慰霊碑の前で、今は反政府軍の
活動で行くことが出来ないブインに繋がる道端で、ソロモン会の努
力で今では日本兵の慰霊も行ってくれているマビリ教会で。それぞれ
その地に関わりのある遺族の方が慰霊文を読み上げ、最後に「ふる
さと」をハーモニカに合わせて皆で歌います。朝から大雨でも、慰
霊の場所に近づくと必ず晴れました。現地に来てから偶然分かった
ことですが、お父様の命の恩人のお孫さんと対面した方もいらっ
しゃいました。不思議なことはよくあるそうです。幾つかの場所で
は現地の方が慰霊碑の
維持管理をして下さって
いました。
ソハノ島の慰霊祭で

は現地の子供たちにも
参加してもらい、慰霊祭
終了後には文具や古着
をプレゼントしていま
す。地道な努力と真摯な
気持が伝わった結果な
のだと思います。国に帰
れる見込みもなく、生
命の危機を感じながら
目の前の現実と戦った
先人を思うと「ありが
とうございました」と
頭を下げることしか出
来ません。ご遺骨回収
もまだ半数ぐらいです。
無名の戦友一人ひとり
に対する思いを語ってい
らした菊本事務局長の
情熱も凄まじいものがあり、その気迫には圧倒されました。安田団
長が「これからも一柱でも多くのご遺骨を日本に連れて帰る努力を
続けるが、多くの戦友が眠るこの地で生まれ育ったブーゲンビルの
人達は我々の大切な仲間であるのだから両国がより良い交流を続け
て行くことが大切だ」といった主旨のお話をされていました。日本
の外交でも忘れてはいけないことだと思います。今回の慰霊巡拝の
旅を通して、先人の蓄えを食い潰し能天気な生活をしている私は「後
世に対しての責任を果してくれ」と英霊に見つめられていたように感
じました。私も後20年もしたら戦後の半分は社会人です。その頃、
前を見てブーゲンビル島に渡ることが出来る生き方をしていきたいと
強く感じました。
最後になりましたが、旅行中お世話になった安田団長を始めとす

る全ての皆様に感謝の意をお伝えし、慰霊巡拝の旅の報告とさせて
頂きます。

私がこの旅に参加した一番の目的は英霊の慰霊ですが
参加された方々と現地で時間を共有させて頂くことも大きな目的でした。
そんな意味でも、大変有意義な旅となりました̶̶。

ブカでの慰霊団とブーゲンビル大統領を囲んでの夕食会で

合同慰霊祭を行った際のソハノ島の慰霊碑
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新入会員よりひとこと
安田藤一郎
全国ソロモン会の会長をしております安田です。今回、皆さまと共に勉強できま
すことを楽しみに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
(第4回聴講会に講師としてお越しい頂いた折ご入会いただきました。by Sasa)

石田賢一
厳しい時代を生きた方々は、私達若い世代が、日本人として足りない重要な部
分を持っていらっしゃいます。聴講会で先人の苦労・気概を学び、それを少し
でも次の世代に伝えていきたいと思います。

小野泰彦
松村さんに声をかけていただき、この会に参加致しました。この研究会が、今の
時代に大東亜戦争での日本の戦ひについて真摯なアプローチをされてゐる事に、
とても好感を持ちました。今時なぜ戦争かといへば、野口健さんが遺骨収集を始
められたやうに現代日本に欠けたものの恢復のためだと私は考へます。皆様宜し
く御願ひします。

編集後記
　PandA会を正式に発足させてから8ヵ月が
経ちました。発足準備のためのプレ会合で友
人知人に集まってもらったのは、平成20年3
月のことです。あれから紆余曲折を経て現在
のような形となり、会報を発行する精神的余
裕(？)も生まれてきました。このたび第一号
ができあがりましたので、お届いたします。
まだまだ至らぬ点があるかと思いますが、ま
ずは皆様に会の活動を知って
いただきたいとの思いで作成
いたしました。各メンバーの
思いや、それぞれの取組みな
ども随時掲載し、交流のきっ
かけになることを願っていま
す。皆様からのご指摘、ご提
案、ご叱責をお待ちいたして
おります。

「ああ、これは自分できちんと勉強しなければ
いけない」
 そう明確に意識したのは、20歳ぐらいのとき
に読んだ『アーロン収容所』（会田雄次著・中
公新書）でした。それまでも、幼いときに原爆
の話を聞いて恐れおののき、戦争を描いたアニ
メ映画に涙して、「どうして人はこんな哀しい
戦争をするのだろう？」と、素朴な疑問を抱い
ていました。
　 小学生の私でさえ、「戦争はやってはならな
い」ということはわかります。ならば、なぜ当

時の大人は戦争へと突き進んでいったのでしょう。この疑問は、
私の中でずっと「しこり」として残っていました。そんなときに
手にした『アーロン収容所』は、「戦争反対」という単純な考え
で思考停止していた私にとって、目からウロコだったのです。
戦争をしないためには、過去の戦争をきちんと学ばなければな

らない̶̶。
 きちんと向き合うようになったのは30歳になってから。取材で訪

れたガダルカナル島は、今思えば、私の人生を変えた旅でした。
それからというもの、憑かれたようにかつての戦地をめぐる旅を
重ねてきました。
　 戦争体験者の「声なき声」は、無知だった私を無言のうちに責
め立てました。父を亡くした遺児たちが現地へ慰霊に訪れ、「お
とうさ～ん」と叫ぶ声は、何不自由なく暮らしてきた自分の生活
が、いかに恵まれているかを教えてくれました。
 何も知らずにいるのは、ただそれだけで罪深いことです。あの時
代、人々は何を思い、ど
う生きてきたのか。きっ
と一生かけても勉強し尽
くすことなどできないで
しょう。けれども、彼ら
を弔い、彼らの存在を学
び続けていくことは、現
代の繁栄を享受する私が
できる、せめてものこと
だと思っています。
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PandA会活動趣旨
本会は近現代史、とりわけ先の戦争につい
て、戦後世代が理解を深めていくことを目的
とし、平成２１年１月に本格的に発足いたし
ました。二か月に一度の聴講会では戦争体験
者の方々のお話に耳を傾け、聴講会のない月
にはフィールドワークとして国内の戦跡めぐ
りを実施しています。当会の活動を通して、
各メンバーがあの戦争とは何だったのか、ま
た戦後日本のあり方を考えていきたいと思っ
ています。少しでも戦争に関心のある方は、
ぜひご参加ください！
お申込み・お問合せは事務局中島まで、メール
または郵便にてご連絡下さい。 
近現代史研究会(PandA会)会報担当
〒401-0012 山梨県大月市御太刀1-9-13
http://www.panda1945.net/
info@panda1945.net 

連載／近現代史研究会メンバーが語る 第１回  笹幸恵「関心を持ったきっかけ」
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by 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