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硫黄島遺骨収集に参加して

靖國大絵馬は、愛知県名古屋市の伊
勢絵馬協賛会安田織人氏から御祭神奉
霊のため、昭和五三年から毎年奉納い
ただいているもので、横二・七六ｍ、
高さ二・一九ｍのジャンボ絵馬として
新春の靖國の名物となっている。

事務局からの報告等

代となりましても国内外情勢が安定し、く諸外国への経済支援の活発化、南シ
軍事力を背景とした拡張主義が益々顕

国民が幸福な生活を過ごせることを祈 ナ海軍事拠点の維持強化など、経済力・
念します。

我が国自身、周辺情勢に惑わされず、

昨年を振り返りますと、国際情勢に 著になっております。
ついては、朝鮮半島において十年半ぶ

りに南北首脳会談が開催され、その後 毅然とした自主独立の姿勢を堅持する
更に史上初の米朝首脳会談が実現して、ことが今ほど求められている時期は、
国内においては、豪雨、台風、地震

朝鮮半島完全非核化が宣言されました かってなかったと考えます。
が、その後の非核化プロセスについて

りましたが、安倍晋三首相が自由民主
米国は、トランプ大統領が就任して 党総裁選挙において三選を果たすこと

また、旧年中は、本協議会の活動に 二年目を迎え、中国に対する関税引き により安定した政権運営がなされ、経

協議会の活動については、七月七日

りました。

渉等に代表されるように「米国第一主 主要な企業が業績を伸ばした年でもあ

多大のご協力、ご支援をいただき心か 上げ、中距離核戦力全廃条約の離脱交 済面においても株価、為替が安定し、

らお礼申し上げます。

中国は、強固な習近平独裁体制のも

今年は、誰よりも国民の安寧と幸福 義」の色彩が濃くなりました。

を祈るとともに戦没者に心を寄せてこ

られた今上天皇が退位され新しい御代 と、米国との関税問題については対抗 に例年どおり靖國神社において本協議

15 12

大東亜戦争全戦没
者慰霊団体協議会
公益財団法人

を迎えることとなります。新天皇の御 姿勢を明確にし、一帯一路構想に基づ

題字揮毫・故 瀬島龍三氏

会員の皆様並びに戦没者慰霊諸団体 は具体化の動きがなく、朝鮮半島を巡 等大きな災害に見舞われた一年でもあ

新年おめでとうございます。

島村宜伸会長

の皆様にはご家族共々良いお正月をお る情勢は何ら変化していません。

平成３１年１月１日
慰霊第４５号
(1)

会と慰霊諸団体が合同で主催し、「平 割を知らない世代が増えております。
成三十年度大東亜戦争全戦没者合同慰 今年も引き続きこの世代に焦点を当て、 靖國神社新宮司紹介
霊祭」を、二四五名（在宅参拝者を含 啓蒙活動して参りたいと思っています。
む）の多数のご参加をいただき、厳粛
もう一つの柱であります「戦没者慰
に執り行いました。ご協力ご支援いた 霊事業の継続」につきましては、例年
だいた会員並びに慰霊諸団体の皆様に 同様、慰霊諸団体と合同の形で、七月
厚くお礼申し上げます。
六日に靖國神社において「平成三十一
次に戦没者遺骨収集については、 年度大東亜戦争全戦没者合同慰霊祭」
「戦没者遺骨収集推進法」に基づき設 を執り行いますので、ご協力ご支援よ
立された「（一社）日本戦没者遺骨収 ろしくお願い致します。
集推進協会」（以下推進協会という）
また、戦没者遺骨収集については、
の本格的な活動が二年目を迎えました。推進協会の本格的活動が三年目を迎え、 今般 、小堀邦夫宮司が 月 日付
当協議会も、慰霊諸団体のご意見を 益々の活動が期待されます。当協議会 けをもって退任され、 月１日を以っ
いただきながら、社員団体の一員とし は今後も遺骨収集の抜本的推進に鋭意 て山口建史（やまぐちたてぶみ）氏が
て推進協会の活動に積極的に提言する 力を藉すとともに、遺骨収集参加を熱 第 代靖國神社宮司に就任されたので
とともに慰霊諸団体から遺骨収集活動 望される慰霊諸団体の会員の皆様のご 紹介します。
に参加いただき、異郷の地で帰国を待 要望に応えるべく引き続き努力する所
ちわびておられる一一二万余の戦没者 存ですので、諸団体におかれましては
山口建史新宮司略歴
が、一日も早くご帰還を果たされるよ ご意見、ご要望がありましたらお聞か
う尽力しております。
せ下さい。
昭和 年６月 日生
新しい年を迎え、昨年の旧懐ととも
旧年を回顧し、新年への思いを記し
昭和 年３月 皇學館大学卒業
に、本協議会の使命の重大性と寄せら ましたが、私自身これらを思い描きな
４月 熱田神宮に奉職、
れる期待の大きさに改めて身の引き締 がら、心新たに年頭の靖國神社の神前
じ後、神社本庁教学
まる思いがしております。
に額づきたいと思っています。
部、山口県神社庁、
平成三十一年の協議会活動ですが、
本年も、ご協力ご支援の程をよろし
神社新報社で勤務
柱の一つであります「戦没者慰霊崇敬 くお願い申し上げます。
昭和 年４月 防府天満宮権禰宜を
思想の普及」については、戦友・遺族 平成三十一年 元旦
拝命
の老齢化とともに、我々の先輩が大東
公益財団法人
昭和 年 月 山口縣護國神社権禰
亜戦争を戦った意義、その苦闘の歴史、 大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会
宜を拝命
加えて大東亜戦争が果たした歴史的役
会長
島村 宜伸
昭和 年 月 山口縣護國神社禰宜
10

10

を拝命
平成元年７月 神社本庁庶務課長を
拝命
その後、財政部長、
教化部長、研修所研
修室・教務両室長を
歴任
平成 年７月 靖國神社禰宜を拝命。
記念事業奉賛準備室
長、宣徳部長、総務
部長を歴任
平成 年６月 靖國神社権宮司に就
任
平成 年６月 靖國神社権宮司退任
同年７月より 学校法人皇學館常務
理事

改修中の靖國神社
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ペリリュー島作戦と慰霊

兵師団が、アンガウル島には、第 歩
兵師団が強襲上陸することになった。
第１海兵師団は、１９４３年のガダ
ルカナル戦を戦い抜いた部隊として有
名であり、師団長ウィリアム・Ｈ・ル
パータス少将は、参謀や従軍記者らに
「ペリリュー島は２日で占領できる。
長くても３日だ」と自信満々で語って
15

17

20

25

14

22

西浜

いたと云われている。絶大な航空支援
と強力な海軍力を背景とした第１海兵
師団（約３万名）が、航空機も艦艇も
持たないペリリュー島の日本軍（約１
万名）に対してそう思っても不思議で
はなかった。
二 上陸前の砲爆撃
ペリリュー島上陸作戦は、昭和 年

19

その２ 作戦・戦闘

和泉洋一郎
一 米軍の作戦目的
米軍によるパラオ攻略が具体化した
のは、マッカーサー将軍によるフィリ
ピン攻略が現実味を帯びてからであっ
た。パラオ諸島がフィリピンへの途上
に立ちはだかる障害のように映った。
したがって、パラオ攻略の目的は
「フィリピン南部攻略作戦上の脅威を
排除するとともに、その作戦遂行のた
めの支援拠点を設定する」ということ
になった。
パラオ諸島で主要な島としては、北
からバベルダオブ島、コロール島、ペ
リリュー島、アンガウル島があったが、
このうち攻略目的に合致、即ち航空基
地として有効に活用できるペリリュー
島とアンガウル島が攻略目標とされた。３艦隊が担当した。総戦力は、艦船約
フィリピン南部のミンダナオ島への ８００隻（戦艦 隻、空母 隻、護衛
上陸は１９４４（昭和 ）年 月 日 空母 隻、巡洋艦 隻、駆逐艦１６７
と定められ、それに先だってペリリュー 隻含む）、航空機約１６００機、人員
島への上陸は９月 日、アンガウル島 約 万名という、この時点では、太平
への上陸は９月 日と決定された。
洋戦域における最大規模の上陸作戦で
この作戦は「スティルメイトⅡ」と あった。
名付けられ、ブル・ハルゼー提督の第
そして、ペリリュー島には、第１海

81

(4)
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９月６日、高速空母機動部隊である第
任務部隊（空母 隻基幹）の艦載機
による空爆で幕を開けた。 日間に及
ぶ空爆と並行して、９月 日から３日
間の艦砲射撃が行われた。砲撃艦隊は、
戦艦５隻、巡洋艦８隻、駆逐艦 隻か
ら成り、その総発射弾数約１万８千発、
総重量約２千５００トンに及んだ。米
軍は完璧な砲爆撃であったと自負した
が、日本軍には殆ど損害はなかった。
米海兵隊戦史「ペリリュー襲撃」に
よれば、支援射撃群指揮官Ｊ・Ｂ・オ
ルデンドルフ海軍少将は「上陸準備の
砲爆撃は、当時、最も完全で従来の如
何なる支援よりも優れていると思った
が、日本軍の掩蔽した火砲が米軍の水
陸両用装甲車に射撃を開始した時の私
の驚きと残念さはどうであったかは想
像されると思う」と回想している。
三 ペリリュー地区隊の配備変更
（図 １）
ペリリュー地区隊長中川洲男大佐は、
日、米軍艦艇の諸行動などからみて、付近に転進させ、じ後の行動を準備さ
進攻部隊は西岬から南島半島にわたる せた。また北地区のガラカヨ、ルビー
南西海岸（西浜）への上陸必至と判断 等の離島監視警戒隊を撤収させると共
し、同日夜、図１のように東海岸「一 に、機秘密書類の処置等を実施し、邀
の字半島」正面の防備を担任していた 撃態勢を完成した。
東地区隊〔原田良男大尉指揮の歩兵第 四 各地区の作戦・戦闘
２連隊第３大隊基幹〕を、地区隊反撃 （一）水際付近における作戦・戦闘
予備としてペリリュー島中央部水府山
（図 ２）
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米軍は９月 日早朝、第１海兵師団
の３個海兵連隊を並列してペリリュー
島南西海岸（西浜）に強襲上陸を敢行
した。上陸用舟艇は約３００隻にのぼ
り、横広の隊形をもって７時 分ごろ
リーフに接近した。雲は高く波は穏や
かであった。水際陣地守備部隊は至近
距離で側防火力の集中射撃を開始、そ
15

30

の第一波を撃破し、上陸用舟艇 数隻、
シャーマン戦車３両、水陸両用車 両
を破壊し、兵員約１千余名に損害を与
えたが、雲霞の如く押し寄せる後続波
には抗しえず海岸に地歩を与えてしまっ
た。
（二）飛行場付近の作戦・戦闘
飛行場南西端付近に上陸した米海兵

60

26

38

14

16

14

10

12

第５連隊主力は、戦車随伴で地歩を拡 害も６割を越えてしまった。指揮を継
大し、上陸当日中に飛行場南東端付近 承した第７中隊長奥住榮一中尉は、南
まで進出するに至った。ここにおいて 地区占領を企図する米第７海兵連隊の
中川大佐は、作戦計画に基づき 日夕 猛攻に対し、既設陣地、地雷等の障害
刻、戦車を増強した第１大隊基幹（大 を利用して歩兵第 連隊の名誉にかけ
隊長市岡英衛大尉）をもって飛行場北 て勇戦敢闘したが、依るべき地形も無
側付近から「アヤメ陣地」方向に対し く衆寡敵せず９月 日昼すぎ玉砕した
反撃を開始した。その一部は海岸近く （四）飯田大隊の逆上陸
まで楔入したが、米軍も既に対反撃準
ペリリュー島で死闘が続く９月 日
備を固めていたため攻撃は不成功に終 （上陸後１週間目）、パラオ本島の第
わった。この攻撃に参加した第 師団
師団長（パラオ地区集団長）井上貞
戦車隊（隊長天野国臣大尉）の 式軽 衛（さだえ）中将は、「米軍はわがペ
戦車は 両であり、総て擱座したが、 リリュー守備隊の勇戦により疲労困憊
そのうちの１両が今も旧滑走路跡に残 しており、あと一押しで米軍を陸岸か
り、ペリリュー島戦跡の象徴となって ら駆逐することも可能である」と判断
いることは皮肉である。
し、高崎歩兵第 連隊に対し、１個大
９月 日朝から米海兵隊は、艦砲・ 隊によるペリリュー島への逆上陸決行
航空支援のもとに主力をもって飛行場 を命じた。
北方地区に、一部をもって南島半島方
元来同連隊（連隊長福井義介大佐）
向に攻撃前進を再開した。これに対し、は海上機動部隊としての訓練を実施済
わが方は砲兵火力等を集中し、多大の みであり、なかでも第２大隊長飯田義
損害を与えたが、米軍は飛行場北方建 榮少佐は歩兵第２連隊出身で同連隊の
造物付近まで進出し、激しい戦闘が続 将兵に信望があったなどの理由で逆上
いた。
陸部隊に起用された。
（三）南地区の作戦・戦闘
まず、その先遣隊（村堀利榮中尉指
南地区隊である高崎歩兵第 連隊第 揮の第５中隊基幹、約２００名）は９
３大隊基幹（大隊長千明（ちぎら）武 月 日パラオ本島を発航、 日早朝に
久大尉）でも 日夜に挺進夜襲を実施 ペリリュー島北桟橋に達着、上陸に成
した。しかし、徹底的成果を収めるこ 功した。米軍機の攻撃を受け若干の損
となく千明大隊長は戦死し、大隊の損 害を出したが、中川地区隊長の指揮下

に入った。
引き続き 日夜発航した飯田大隊主
力約８３０名は、待ち受けていた米艦
艇群の中を強行突破し、多大の損害を
出したが約半数がペリリュー島に辿り
着き守備隊に合流した。
大きな代償を出しての逆上陸であっ
たが、ペリリュー島守備隊にとっては
干天（かんてん）の慈雨（じう）であっ
た。孤立無援の部隊にとって、増援部
隊の存在ほど心強いものはない。戦国
時代の籠城戦において、後詰め（救援
部隊）の存在が籠城期間を左右したこ
とからもその重要性が分かる。この逆
上陸作戦は、発動時期に関して遅きに
失したという批判もあるが、中川守備
隊の 日間に及ぶ持久作戦に与えた影
響は計り知れないものがある。
飯田大隊長の戦死は 月 日とされ
るので、文字通り逆上陸部隊は、最後
の最後まで戦ったことになる。
（五）北地区の作戦・戦闘
ほぼ時を同じくして、北地区での戦
闘が、９月 日夜、ガリキヨク南方に
おいて始まった。北地区隊は、パラオ
に滞留していた第 兵站警備隊（第８
方面軍の兵站中継部隊）を改編した独
立歩兵第３４６大隊（引野通廣少佐以
下５５６名）基幹であったが、水戸山
山中の地下洞窟陣地（現在も千人洞窟

として残っている）を固守し、逆襲を
反復して、歩兵第２連隊に負けず劣ら
ずの勇戦を 月２日まで展開した。
（六）中央高地複郭陣地の作戦・戦闘
（図 ３）
前編でも述べたが、ペリリュー島に
おける対上陸作戦上の特性は、サイパ
ン島などで採られた水際撃滅一辺倒主
義ではなく、水際撃滅を追及するが、
不成功の場合はあらかじめ準備した複
郭陣地に籠って長期持久戦を行い、次
いで遊撃戦闘に移行するという柔軟か
つ縦深性ある作戦であった。
複郭陣地とは、今で云う「最終確保
地域」のことであり、島嶼戦において
は全周防御をとることが多い。ここで
は、主として大山を中核とした水府山、
南征山一帯を指す。この一帯には多く
の自然洞窟、断崖、絶壁、峡谷、亀裂
などがあり、近接戦闘を得意とする我
が守備隊の防御に適した土俵であった。
米軍による複郭陣地への本格的な攻
撃は、上陸後２週間が経過した 月１
日になってからであった。守備隊は、
洞窟を拠点として少人数による切り込
みや、肉攻によって強靱な戦闘を行い
米軍戦力の消耗を図った。米軍は、艦
砲射撃や航空攻撃、更にはナパーム弾
などで高地一帯を焦土化し、戦車が入
れない谷地には、棒の先で砂嚢（さの

10

17

16

14

22

15

95 14

15

15

18

15

(6)
慰霊第４５号 平成３１年１月１日

15

23

22

74

23

23

57

11

22

10

（師団長ポール・ ラ ワガシュウダンノケントウヲイノ 隊長の山口永少尉以下 名（陸軍 名、
Ｊ・ミュウラー ル」を打電したのち中川大佐（戦死後 海軍８名、軍属４名）は、昭和 年４
少将）であった 。中将）及び第 師団司令部付村井少将 月 日、元海軍第４艦隊参謀長澄川道
約１ヶ月半の戦 （戦死後中将）は自決した。
男少将の勧告に応じ、米軍との停戦に
闘で、同師団が
生存者は歩兵第２連隊副官根本甲子 応じた。戦後、この 名で歩兵第２連
被った損害は、 郎大尉の指揮下に遊撃隊を編成（ 名） 隊の編成地である水戸市に因んで三十
死傷者約１７０ し、遊撃戦闘に移った。
四（みとし）会を結成している。
０名であり、ア
米海兵隊戦史「ペリリュー襲撃」に 五 彼我の損耗（戦死者のみ）
ンガウルでの損 よれば、米第 歩兵師団（第３２２歩
日本軍
害（約１６００ 兵連隊欠）は 月 日から包囲圏の圧
陸軍
６６３２名
余名）を上回っ 縮を図った。根本遊撃隊は米軍の包囲
海軍
３３９０名
た。とんだ災難 網を突破することができず、 日夜か
合計
１００２２名
であったに違い ら 日 時ごろまで米軍と戦闘を交え
米軍
ない。
たが、ほとんど戦死したようである。
第１海兵師団 １２５０名
う）を推進しながら匍匐前進し、守備
第 師団は、水府山を 月 日、南
また遊撃隊に参加できなかった重軽
第 歩兵師団
２７６名
隊の陣地を一個一個火炎放射器や手榴 征山を 月 日に占領し、残るは大山 傷者も、 日 時ごろまでに大山周辺
海軍
１５８名
弾などによって潰していった。
一帯だけであった。ちょうどその頃米 の残存拠点を固守して遂に玉砕した。
合計
１６８４名
このような戦いであったため、米第 軍は、予定を繰り上げて 月 日、フィ
米軍は 日７時から全地区の掃蕩攻 六 まとめ
１海兵師団は消耗し、任務途中での部 リピン・レイテ湾に上陸していた。米 撃を開始し、同日 時、第３２３歩兵
ペリリュー島のわが守備部隊は、周
隊交代を余儀なくされた。戦闘力を失っ 軍のペリリュー島攻略の目的がフィリ 連隊長ワトソン大佐は第 歩兵師団長 到な作戦準備と険難な地形を利用して
た第１海兵連隊は 月２日に、第５、 ピン上陸の足場作り（航空基地獲得） ミューラー少将にペリリュー作戦の終 ２カ月半にわたる勇戦敢闘を続け、こ
第７海兵連隊は 日以降ペリリュー島 であったわけだから、この時点で、ペ 結を報告した。
の間昭和天皇から 度に及ぶ御嘉賞を
を離れた。死傷者は６５００名に上り、リリュー島の価値は消滅したことにな （七）遊撃戦闘
賜り、わが国戦史に異彩を放った。
師団長ルパータス少将は任を解かれた るが、それでも戦いは続いた。
月 日、大山付近の中川地区隊主
ここでの戦訓は、じ後の硫黄島戦等
後、４ヶ月後に心臓発作で亡くなって
月 日アンガウル島守備隊は玉砕 力は玉砕した。それを知った北部天山 で遺憾なく活用され、米軍を大いに苦
いる。こういった事実は、海兵隊にとっ している。
の第２大隊残余は計画通り遊撃戦闘に しめることになった。
（続く）
て名誉なことではなかった。
最後の大山一帯での最終戦闘は、１ヶ 移転した。昭和 年５月からは富山西
実質的に、複郭陣地への攻撃を引き 月以上続いた。特に「死の谷」と呼ば 方湿地帯の天然洞窟等を拠点とし、２
本稿は、主として、戦史叢書「中部
継いだのは、アンガウル島を攻略し終 れる渓谷での戦闘は熾烈を極めた。
年６ヶ月にわたって遊撃戦を継続した。太平洋陸軍作戦２」を参考とした。
わったばかりの米陸軍の第 歩兵師団 月 日の決別電報「サクラサクラサク
最終的に生き残った第６中隊第２小
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岩田 司朗

北部ソロモンの戦い
その１

〇 はじめに
大東亜戦争開始以来、各戦場で破竹
の進撃を続けていた陸軍部隊は、昭和
年２月、ガダルカナル島奪回作戦に
失敗し同島から撤退、その後、東部ニュー
ギニア、中部ソロモン、北部ソロモン
方面で、過酷な戦闘を強要されていっ

慰霊第４５号 平成３１年１月１日

た。
任を定められたので、南東支隊は在ブ
このような戦況のなかで、各部隊の インの第８艦隊の指揮下に入った。
兵員が平均二分の一から三分の一程度
これに対して連合軍側は、昭和 年
に減少し、師団長をして「軍紀も勅諭 ６月 日、中部ソロモン「レンドバ島」
も戦陣訓も百万遍の精神訓話も、飢の と東部ニューギニア「ナッソウ湾」の
前には全然無価値であった」と云わし 両方面一斉に上陸作戦を実施して、ラ
めるような極限状況のもと、「墓島」 バウルを目標とする大攻勢の火ぶたを
（ボ島）と称された「ブーゲンビル島」 切った。南東支隊は、ニュージョージ
（注：当時、同島はボーゲンビル島と ア島ムンダ付近で、連合軍の攻勢を迎
呼称されていた。）を中心とする北部 え撃ち、７月、８月と激戦が展開され
ソロモン諸島において遂行された作戦・ た。ところが数的に絶対優勢を誇る連
戦闘の概要を紹介する。
合軍は、これら第一線の戦場を迂回し
一 ガ島撤退後のソロモン方面の全般 て、８月中旬、ベララベラ島の後方要
状況
ガ島撤退後、ソロ
モンの戦場での日本
軍の第一線は、中部
ソロモンのニュージョー
ジア島周辺となった 。
日本軍はここに歩
兵約５コ大隊を基幹
とする陸軍南東支隊
（長 佐々木登少将）
と、海軍第８連合特
別陸戦隊（長 太田
實少将）を配した。
陸海軍中央協定に
より中部ソロモンは
海軍、北部ソロモン
は陸軍とその防衛担
30

18

点に上陸してきた。
南東支隊及び海軍諸部隊は、９月
日、 月２日の２回にわたり主力を大
発動艇で、まずチョイセル島に輸送し、
じ後ブーゲンビル島に撤収し、戦局の
焦点は、北部ソロモン、就中、ブーゲ
ンビル島へと移っていった。
二 ブーゲンビル島の地誌
北部ソロモン諸島の最北端に位置、
島の大きさは南北約２００㎞、東西約
㎞、同島の南方約 ㎞にショートラ
ンド島とハウロ島がある。戦前ブーゲ
ンビル島とショートランド島は豪州の

80

10

20

28

委任統治領、ハウロ島は英国の委任統
治領であった。
島のほぼ中央を南北に標高２０００
～３０００ｍの活火山を含む脊梁山脈
が縦走しており、平地は北部のタリナ
方面及び南部のモシゲタ、タイタイ、
アク、ブイン間の海岸に近く開けてい
るに過ぎない。
島全体は中央山脈から海岸線に至る
まで、寸分の余地なくジャングルに覆
われている。気候は標準型の熱帯性気
候で、年間盛夏である。湿度は年中猛
烈に高く、あらゆるものの腐敗は急速
に進行した。
なお、昭和 年４月 日、連合艦隊
司令長官山本五十六大将は、前線将兵
を激励するため、ラバウル基地からブー
ゲンビル島ブイン基地をへてバラレ島
に向かう途中、米陸軍航空機による襲
撃を受け、同島上空において撃墜され
戦死した。
三 絶対国防圏
連合軍の攻勢を受け、昭和 年９月
日の御前会議において、帝国戦争目
的達成上絶対確保を要する圏域が設定
され、「決戦戦力特に航空戦力を急速
に増強し 主動的に対米英戦を遂行」
等の戦争指導方針が決定された。
これらの大命を受けて策定された第
８方面軍命令に基づいて、第 軍は
18
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米軍は、予定通り 月 日、チョ
イセル島サンギガイから８マイル離
れたボザに上陸、 月 日、日本軍
前哨部隊を駆逐してサンギガイに近
接したが、その後、ブーゲンビル本
島上陸作戦が順調に進展したので、
上級司令部の命により 月４日朝、
上陸用舟艇に乗艇して撤収した。
２ タロキナ上陸
当時の連合軍側は、日本軍の配置、
地形特にジャングルの状態から日本
側がいかにタロキナ方面に防備を固
めようとしても、地形に遮られた戦
いとなり、かつ兵力も小部隊に制限
されることになるであろうと判断し

ジャングルの景況

月 日、北部ソロモン諸島防衛のため
の作戦計画を策定した。
１ 方 針
軍は海軍と密に協力し北部「ソロ
モン」群島に進攻する敵を邀撃して
之を撃滅し以て敵の西南太平洋方面
に対する反攻企図を挫折せしむ。
２ 任 務

は、作戦計画を完成し、 月 日、第
３海兵師団長にブーゲンビル島上陸に
関する本命令を下達した。
１ 前哨戦―チョイセル島、モノ島
モノ島（トレジャリー島）に対す
る作戦目的は、同島の日本軍を撃破
し、かつ上陸用舟艇の中継、避難並
びに魚雷艇の戦闘参加を可能にする
ものと定められ、長距離レーダー及
び前進海軍基地の建設が計画された。
月 日早朝、ニュージーランド
第３師団の第８旅団を基幹とする部
隊が、モノ島に上陸を開始した。米
軍の記録では、 月 日までにモノ
島の掃蕩を完了、日本軍の戦死者２
０５名、連合
軍側の戦死者
名、負傷者
１７４名とあ
る。
チョイセル
島では、歩兵
第 連隊 第
２大隊（長
安部政太郎少
佐）を基幹と
する部隊が北
部サンギガイ
付近を警備し
ていた。

海岸の景況

第６師団
前進拠点として一部を以てチョイ
セル島西北端付近を確保すると共に
ガゼレ付近 ショートランド島 及
びハウロ島に堅固なる攻勢拠点を占
領しブーゲンビル島（付近島嶼を含
む）西部及び南部を防衛せしむ 作
戦地域内の警備に関し海軍と協力し
且所在軍直轄部隊を区処せしむ。
17

10

52

23

15

(2)

(1)

第 歩兵団
キエタ付近及びタリナ周辺地区に
堅固なる攻勢拠点を占領しブーゲン
ビル島東部及び北部並びにブカ島
（付近島嶼を含む）を防衛せしむ。
四 連合軍の北部ソロモンへの進攻
米軍は、ニュージョージア島での戦
いで、飛行場奪取を狙って苦戦した経
験から、ブーゲンビル島の日本軍飛行
場は占領せず、新たな飛行場を建設す
ることとし、地形・地質の調査を行い、
飛行場建設地をタロキナに決定した。
これに基づき、第１海兵軍団司令部
10

27

11

10

12

15

27

11

30

10

10

ていた。
の敢闘も、圧倒的に優勢な連合軍上
月１日、連合軍の火力支援駆逐
陸戦力の前には所詮敵すべくもなかっ
艦４隻は、午前５時１分、射撃計画
た。数名の命令による脱出者と、後
に基づく予定射撃を開始、５時 分
方にあった補給関係者を除いて、全
から雷撃機 機による海岸線に対す
守備隊は任地で玉砕した。
る銃爆撃が開始された。
五 方面軍の逆上陸部隊準備と中止
第１次上陸部隊を乗せた上陸用舟
第８方面軍は、タロキナ付近への連
艇群の先頭が、ブルアタ島―タロキ 合軍上陸の報に接し、 月１日午前
ナ岬に達した時、タロキナ岬とタロ 時 分、「方面軍は、海軍と協力し
キナ島とブルアタ島西端の３か所か 『タロキナ』付近に上陸中の敵撃滅を
ら機関銃の激しい射撃が始まり、続 企図し、第 師団歩兵
いて岬の北西肩部から ミリ山砲
約１個大隊の決死部隊
（連隊砲）の射撃が開始された。日 を以て駆逐艦に依り、
本軍守備隊は舟艇を４隻撃沈、 隻 本１日夜敵の上陸点付
に被害を与えた。
近に逆上陸を敢行せし
指揮艇が沈没したので上陸舟艇群 む」旨の電報を発した。
は全くの混乱状態に陥り、水際に地
この逆上陸部隊を
歩を占めるまでは上陸部隊の指揮組 「第２機動決戦隊」と
織は支離滅裂であった。
称し、１日午後３時
米側の資料では、ブルアタ島に
分ラバウル出航の予定
名、タロキナ島に７名、タロキナ岬 であったが、出航直前
に２３０名の日本軍が、 個の掩蓋 に連合軍機による空襲
機関銃座を設け交通壕で連接し堅固 があり出発が遅れた。
に守備していたという。
このため、上陸地点
連合軍は上陸第１日の夕刻までに、に対する達着時間が不
予定した第１次進出線を占領した。 適当となり、一時中止
ブルアタ島の掃蕩は第２日一杯かかっ となった。
た。
この逆上陸構想は、
日本軍タロキナ守備隊と司令部と 余りにも唐突で、現地
の連絡は、午前７時に途絶した。そ
軍との調整、敵情、
75

18

20

17

地形の偵察、部隊側の準備等の面で、
その成功の可能性に多大の懸念を持た
ざるをえず、延期はむしろ幸いであっ
たと言えよう。
六 第６師団の第１次タロキナ作戦
１ 攻撃部隊の編成、攻撃構想
連合軍のタロキナ上陸の報告を受け
た第６師団長神田正種中将は、「反撃
するとすれば、早急にやる方が小兵力
で効果が収め易い。」と判断し、西地

第１次タロキナ作戦経過要図
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第１次タロキナ作戦（歩兵23連隊の攻撃）

11

区警備隊（歩兵第 連隊基幹、連隊長
（濱之上大佐）に対し、「なるべく多
くの兵力を結集のうえ、タロキナ岬に
上陸せる敵米軍をタロキナ岬より撃壤
すべし」との攻撃命令を下達した。
当時、ジャバ南方の密林内に終結し
得た部隊は、３個大隊基幹の戦闘要員
１２４０名、補給担任の約１０００名
の輜重兵、合計２２４０名であった。
２ 濱之上部隊の攻撃前進

23

月６日午後６時、集結を終わった
午後８時を過ぎたころ、連隊長は停
濱之上部隊は、夜間機動を開始した。 止を命じ、引き返す決心をした。
タロキナへの道路はなく、小河川や湿
帰還した連隊長は、９日払暁、依然
地帯は、腰まで水につかって前進、７ 重点を左に保持して攻撃を再興する命
日朝、前衛の第１大隊がビ―バ川河岸 令を下達した。
に進出した。
４ 濱之上連隊の後退
その後、引き続き前進し、７日夕刻
部隊は、８日夜は一睡もできなかっ
までに高千穂道とミッション道との交 たが、９日午前８時 分、予定どおり
差点北側まで進出、米軍の偵察警戒部 昨日の態勢をもって攻撃を再興した。
隊に対し攻撃を開始した。
敵迫撃砲の集中射撃はその勢いを増
戦闘が激烈となったので、米軍は更 し、綿密な地形測量と計画により、至
に兵力を増強するとともに、迫撃砲で 短時間に数百発の砲弾を撃ち込み、鼠
猛烈な集中射撃を実施した。
１匹と雖も生存しえないような猛射を
３
月８日の状況
繰り返してきた。
部隊は天明までに攻撃準備を終わり、 ９時 分頃、第１大隊から「敵迫の
午前８時に攻撃前進を開始した。
集中射撃により第一線は重大な損害を
午前 時頃、連隊長は第一線に２コ 受けつつあり」との報告が入った。
大隊を展開する決心をし、第１大隊左
弾薬は７日以来１回も補充していな
第一線、第３大隊右第一線、第７中隊 い。而も今日までの戦闘の経過を見れ
予備隊という本格的攻撃部署をとった。ば敵弾と我との比は、１５０対１位と
連隊は攻撃の重点を左と示し攻撃を なっていた。人間の多寡は余り問題で
続行したが、戦況は進展しなかった。 はないが、この火力の差は如何ともす
連隊長は、「自ら予備隊（第７中隊） べからざるものがあるとみて、濱之上
を率いて前進困難な最大の原因である 大佐は後退を決心し、敵迫撃砲の最大
敵の迫撃砲陣地を夜襲する」という決 有効射程外（左後方コロギ川渡河点付
心のもと、第一線大隊の中間から米軍 近）に兵力を集結し、じ後の攻撃を準
迫撃砲部隊に向かって、１時間ほど前 備する旨の後退命令を下達した。
進したが、途中から湿地に入った模様
部隊の後退行動は順調で、おおむね
で、腰まで水に漬かって前進するが、
時頃所定の位置に集結を終わった。
行けども行けども湿地の連続であった。 この攻撃部隊の後退問題に対する関
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11

11

12

30

30

係方面の反響は、おおむね不評であっ
た。師団から大本営に至るまで関係者
は、この決心、行動について否定的な
見解であったと回想している。
月 日までに報告された、第１次
タロキナ作戦による連隊の損害は、次
のとおりである。
将校
下士官兵
戦死
５
１０４
戦傷
１８３
生死不明
４８
計
３３５
七 第２劍部隊の逆上陸
第８方面軍は、濱ノ上連隊の攻撃に
連携し、１日に一旦中止した第２機動
決戦隊（第２劍部隊）のタロキナ付近
への逆上陸を再興することに決し、三
輪少佐の指揮する第２劍部隊の大隊主
力を７日午前３時～４時の間に、ラル
マ川東岸地区に達着させた。
上陸した第２劍部隊は、小迂回、浸
透攻撃を実施したが、米軍は、砲兵に
よる猛烈な射撃を終夜にわたり実施す
ると共に、８日には、軽戦車で増強さ
れた海兵２コ中隊を第一線に展開し、
反撃を開始した。米軍の攻撃に対し、
日本軍の抵抗は全く無く、戦場は静寂
に蔽われていたという。
その後、第２劍部隊は、 日昼頃第
連隊本部に到着し合流するが、米軍
11

23

10

10

15

17

の記録によれば、参加人員８７７名に
対し３００名を超える戦死者を出した。
八 ブーゲンビル島沖航空戦
歩兵第 連隊を基幹とする地上部隊
の攻撃と、第２劍部隊による逆上陸戦
闘が、タロキナの連合軍橋頭堡に対し
て行われている頃、海軍航空部隊が数
次にわたって航空戦を展開した。
この航空戦は回数にして６回、時期
的には 月５日から 月３日にわたる
ものである。これらの航空戦が、その
激烈さにおいて特筆すべきものである
ばかりでなく、戦果の判定とその影響
は、陸軍側の戦闘指導、作戦指導に大
きな影響を与えた。
これらの航空戦においては、陸上・
海上攻撃機、艦上爆撃機等延べ３５４
機による攻撃が行われ、撃沈或は沈没
として大本営に報告され、発表された
戦果の合計数は、大型又は中型空母×
８隻、巡洋艦
隻、駆逐艦×５隻、
戦艦×５隻、輸送船×６隻である。
しかし、戦後の米国海軍作戦年誌に
よれば、同時期における損害は、魚雷
艇１隻、軽巡洋艦２隻、上陸作戦用輸
送艦２隻のみとなっている。 九 ナポイの殲滅戦
月下旬、タロキナ橋頭堡の米海兵
隊は、陸軍１コ師団の増援を得た。
当時、米側の関心は現在接触中の日

11

×
11

12

23

11

本軍歩兵第 連隊に対する増援であり、
硫黄島遺骨収集に参加して
このための対策を重視した。
米軍は、日本軍の交通連絡の分断、
諸施設・軍需品の破壊、情報の収集等
榎本 眞己
の目的を推進するため、日本軍の兵力、
（偕行社 期、防大 期）
配置について詳細な情報のないまま、
襲撃部隊を計画どおり 日午前２時、 一 はじめに
ナポイ北方海岸に上陸させたが、そこ
今年の 月 日から 月 日まで、
は日本軍の大集積所の真只中であった。一般社団法人「日本戦没者遺骨収集推
午前４時頃日本軍の攻撃が開始され 進協会」が行った平成 年度の硫黄島
た。夜が明けると益々射撃が激しくな 戦没者遺骨収集（第１回収集）に参加
り、襲撃隊指揮官は部隊の退却を要請 しました。今回の派遣団員は総員 名
した。この状況を承知した米師団長は、です。この 名が額に汗しつつ遺骨収
直ちに要請に応ずる処置をとったが、 集活動を行い、 柱の御遺骨を収容し
その救出部隊が２度接岸を試みたもの ました。
の、その都度日本軍に撃退された。
遺骨収集を行って改めて当時の将兵
午後５時、第３回目の救出部隊の接 のご苦労を身をもって体感し、 年も
岸が、奇跡的に日本側の反撃を受ける の前の遺骨を今になってもなお収容し
ことなく成功し、午後６時 分、救出 ている現状を残念に思いました。
部隊は離岸した。この間、艦砲は間断
そこで遺骨収集の現状と遺骨収集を
なく射撃し、飛行機が断続的な支援を しながら考えさせられたこと等につい
行った。
て述べたいと思います。
この戦闘の戦果に関する日本側の公 二 遺骨収集の現状
電には、「岩佐支隊は 日 時ナポイ 【遺骨収集のメンバー】
付近に上陸せる敵を海岸に於いて殲滅
今回の遺骨収集の参加者は、一般社
せり」（ 月 日０６１３発）とある。団法人「戦没者遺骨収集推進協会」か
ら団長を含めた５名、「日本遺族会」
（続く）
から６名、慰霊団体である「硫黄島協
会」から６名、「大東亜戦争全戦没者
慰霊団体協議会」から２名（私は偕行
40

15

社を通じて本枠で参加）、「水戸二連 設の食堂を利用しました。今回滑走路
隊ペリリュー島慰霊会」から２名、遺 下にある貯水タンクは十分でしたので
骨収集のボランティア団体である「Ｊ 毎日のシャワー等に影響はありません
ＹＭＡ日本青年遺骨収集団」から２名、でした。
「国際ボランティア学生協会（ IVUSA
）」
一日の活動はマイクロバスで現地に
から２名、そして「小笠原村硫黄島旧 移動し、午前０７４０～１０４０の間
島民の会」の方が４名、「隊友会」か の３時間と午後は１３４０～１５４０
ら２名、重機オペレーター３名、小笠 の間の２時間の計５時間です。
原村役場の１名でした。総員は女性
【遺骨収集要領】
名を含む 名です。この他に陸上自衛
今回、私どもの遺骨収集派遣団は現
隊から不発弾処理要員 ２名、化学班 地で２個グループに分かれました。私
（検知）要員 ２名に協力いただきま が所属したグループの収集場所は将兵
した。
が最後まで抵抗した硫黄島北東部です。
【硫黄島への往復と現地活動】
ここは昨年度から継続中の場所です。
本土（入間基地）と硫黄島の往復は、昨年度は壕の入口から鹿島建設が壕の
防衛省の支援を得て航空自衛隊のＣ‐ 天井部分を開放するため油圧ドーザー
１３０Ｈ（所要時間： 時間 分）を で掘り進めたところ入口から約 ｍの
利用しました。Ｃ‐ は定期航路を運 ところで御遺骨を発見しました。事後、
航しており、私共は臨時便ですので、 遺骨収集派遣団により手作業で捜索し
速度の遅いＣ‐１３０Ｈ を利用せざ たところ、この地点の近辺で 柱を収
るを得ないそうです。
容したそうです。
派遣期間は 月 日～ 月 日（
今回の私共の活動は、天井部分を取
日は入間での団結式。現地は 日から） り除き昨年から新たに壕入口となった
の 日間でしたが、到着日及び帰還日 箇所から壕内を捜索することでした。
等は天山慰霊碑に参拝、日曜日の休養、その収集要領は次のようなものです。
帰る前の資材整備等を除くと、実質の
今年はまず壕底を探し出すことから
活動は９日間でした。
始めました。それは、戦いにより天井
宿泊は米軍が夜間離発着訓練を行う が落下したり、あるいは戦後 年の間
際の宿泊施設となる航空自衛隊の隊舎 に硫黄島の隆起（観測を始めて 年間
です。また食事は常駐している鹿島建 で約 ｍ隆起）等により、壕の天井が
×
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壕内掘開土の排出（蓑ざるの手渡し）
崩落し壕内に堆積しているからであり、
当時の将兵が戦われたであろう壕の底
がどこかわからないからです。当然の
ことながら遺骨が出てくる可能性があ
りますので、この作業は全て手堀です。
まず ～ 名で小さなスコップを使っ
て土を掘り、これを蓑（みの）ざるに
入れます。それを残った隊員が一列に
並び、手送りで外に運び出します。壕
底は約２ｍ位掘り下げると固い部分が
出てきましたので明瞭に分かりました。
御遺骨は地中 ～ ㎝から１ｍ位の間
で発見されます。発見すると、以降は
丁寧に、丁寧に掘ります。まるで遺跡
の発掘作業のようです。御遺骨を発見

平成３１年１月１日
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すると当該地点を記録し、御遺骨と周
きを裏返しにする際に使う千枚通しの
辺の土を蓑ざるに入れます。壕の外に
先を広げたようなものでした。彼はこ
運び出した御遺骨周辺の土は篩（ふる
れで遺骨の周りの土を掻き出し大きな
い）にかけ御遺骨の破片を探します。
形で遺骨を取り出します。
篩にかけた御遺骨の断片と形のある御
このような丁寧な活動ですから、実
遺骨は、その後日光で乾かします。次
質９日間の今回の収容作業で奥へ掘り
いで女性の方が中心となり御遺骨に付
進むことができたのは約 ｍでした。
着した土を刷毛で取り除きます。その
そして 柱を収容しました。壕の奥ま
後、「戦没者遺骨収集推進協会」の方
で未だ ｍ位あります。しかもその奥
が御遺骨の同じ部分（喉仏、大腿骨、
と思われる個所には直径 ㎝位の穴が
踵等）を探し出し、柱数を確認します。
あり、ひょっとしたら更なる奥がある
これら御遺骨は毎日、一柱ごとに白い
かも知れません。これらの発掘は次回
布袋に足の部分から頭骨の方へ順番に
以降の作業です。
入れ、宿舎内の仮安置室に持ち帰りま
三 遺骨収集をしながら考えたこと
【御遺骨と一緒に収容したもの】
す。またこれらは最終日に厚生労働省
壕の入口付近では折り重なるように
の現地事務所内の安置室に奉安しまし した５柱、その奥でややバラバラに６
た。
柱を発見しました。御遺骨の他には認
これら御遺骨は年度最後の遺骨収集 識票 ２、印鑑 ２の他、万年筆、腕
団が千鳥ヶ淵戦没者墓苑まで捧持し、 時計、米軍の水筒、朽ちた鉄帽、未使
厚生労働省の方にお渡しするそうです。用の日本軍の手榴弾 ６発、米軍の不
【御遺骨収集のための工夫】
発手榴弾 １、錆ついて居る南部式拳
発見した御遺骨を取り出そうとする 銃、木製部分は朽ちてしまったと思わ
と、ポロポロと崩れます。このため何 れる小銃の薬室、皮の断片（きっと皮
回も参加されている遺族会の方等はで の収納ケース）が付着した弾倉や小銃
きる限り大きな形で掘り出そうと、遺 弾を多数、土と混じってしまっている
骨を見つけたら極めて慎重に且つ丁寧 黄色い爆薬等を回収しました。
に独自で工夫したヘラ等を活用しなが
弾薬類は協力する陸上自衛隊の不発
ら掘り出されます。比較的若い遺族会 弾処理隊員が回収してくれました。ま
の方が自慢されていたヘラは、たこ焼 た認識票及び印鑑等は個人を特定でき
排土を篩にかけ御遺骨を探索

収容御遺骨の仮安置
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×

×
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る可能性がありますので、発掘した場 うな形をした岩があり、その奥に淡水 上で手を取り合いながら餓死されたか るに努められたのです。
所を御遺骨の場所とともに記録し回収 の溜水が唯一一箇所あります。これは のかも知れません。
【あらためて守備隊の覚悟に感動】
しました。その他の掘り出した物は埋 銀名水と呼ばれ、海水が地熱により蒸 【収集しながら考えたこと】
考えてみれば、絶対国防圏が破綻し
め戻すそうです。硫黄島ではこのよう 発し、淡水となった水分が岩の祠の底
掘り出している間は、全身に汗をか た後の戦闘ですから、優勢な米軍を相
な遺品を収容していては切りがないか に溜まっているのです。ですから硫黄 きながら懸命にやっていますので、こ 手に孤立無援の約２万人の硫黄島守備
らなのでしょう。
島では今でも水は貴重です。きっと米 のようなことを考える余裕はありませ 部隊のみで戦って勝てるはずがありま
【硫黄島の土壌等】
軍の水筒は、水に飢えた御遺骨の主が ん。しかし ～ 分おきにとる休憩の せん。将兵は必ずこの硫黄島で戦死す
硫黄島は火山の島ですので、土壌が 死傷した米兵から命からがら分捕って 時に壕の外に出て涼しい風に触れると、ることが明らかです。これは航空機に
アルカリ性です。このため遺骨や皮は きた物なのでしょう。
ふと考えてしまいます。
よる特別攻撃隊や戦艦大和の最後の出
朽ちているとはいえ未だ残っています。【折り重なった五柱の御遺骨】
将兵は、航空劣勢下、補給も援軍も 撃と一緒です。今言うのは結果論であ
しかし小銃の木製部分は完全に朽ちて
小銃は木製部分が朽ち果て、金属の ない孤立無援の中で、瓶や缶で貯水し り意味がないことは自明ですが、それ
いるように木製品は跡形さえ見えなく 薬室部分だけが残っていました。その た雨水を飲みながら乏しい糧食で、本 でも敢えて言うならば、２万強の将兵
なってしまっています。インドシナ半 薬室には弾薬が装填されたままでした。土決戦への時間を稼ぐという目的のた の死をもってあがなった米軍による本
島で遺骨収集された方からお聞きしま
また手榴弾は、当然のことながら我 めに戦われたのです。そのご苦労、し 土攻撃遅延期間はわずか 日です。
したが、インドシナ半島の御遺骨はも が方は未使用のものばかりです。一方、かも十分な成果を得ずに死ななければ
『これだけの犠牲を払って』と考え
う朽ちてしまっていて、ほとんどわか 米軍のものは不発弾です。きっと投げ ならない悔しさ等を考えると涙が自然 ると、悔しくもあり残念でもあり、ま
らなくなっているそうです。
込まれたものでしょう。これらのこと に出てきます。しかも兵の中には、こ た涙がこぼれてきます。
島内では諸所に噴気が出ており、壕 から亡くなられた将兵の方々は壕内で こが死地とは認識せず、いずれ本土か
遺骨収集しながらこのようなことを
内は地熱が高く５分も入って居られな 銃の撃ち合いとなる前に亡くなられた ら増援部隊がやってくると信じて亡く 考えていると、あらためて亡くなられ
い所もあります。しかも島の土壌は砂 と思われます。
なった方もいらっしゃったはずです。 た将兵の御遺骨が尊い神々しいものに
質粘土が堆積し長年にわたって固く凝
入り口付近で折り重なったようにし
栗林中将も部下将兵全員にここが死 覚え、遺骨が清浄なものと感じられま
固した土丹岩です。固く凝固したといっ た５柱を収容しましたが、このことは 地となるとは伝えませんでした。それ した。
ても、ツルハシを打ち込めば崩れます。亡くなるまでの時間が僅かであったこ はきっと全将兵の理解が得られないと 四 おわりに
ですから壁には兵士の方が苦労されて とを物語って居ます。手榴弾では一挙 考えられたのでしょう。その代わり兵
戦争は国家行為です。戦争で亡くな
掘られたツルハシやシャベルの痕が明 に５人をその場で動けなくするまでに 団司令部を設備の整った従来の父島か られた方は志願兵であれ、招集兵であ
瞭に残って居ます。このような岩盤の 殺傷することは困難です。ということ らここ硫黄島に移し、自らここで指揮 れ、国家の命令により戦い戦死された
ない地層のため、降った雨水は地中に は爆発物により壕内の天井が崩落し動 をとり、全将兵と一緒に死を覚りなが のです。この戦死した将兵の魂を鎮め
浸透してしまい、地上に湧き出すよう けなくなったか、火炎放射器等により ら戦われたのです。しかも万歳突撃や ることができるのは国家によってのみ
な箇所は島内には一切ありません。淡 逃げるに逃げられずに酸欠となり亡く 自決を強く戒め、努めて長く持久する 成し得るのです。そうであるならば遺
水が得られるのは島の東海岸に祠のよ られたか、或はひょっとすると覚悟の ことにより本土決戦への時間を獲得す 骨収集は国家の責任として取り組まね
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ばなりません。しかるに戦後 年も経っ 骨収集活動を積極的に行うことは、予 どもは自分達の内実の過去を消すこと
ているにもかかわらず、未だ御遺骨の 算を伴うことであり、このことが国内 は出来ません。如何なる過去を持とう
事務局からの報告等
ご帰還が十分でないということは、国 的に「戦争責任」を蒸し返すことにな とも、その過去を拭い去ることはでき
家の怠慢以外何物でもありません。し らないかの懸念です。しかもこの問題 ないのです。大切なことは、その過去 一 平成 年度臨時理事会の開催
かしその国家の意思は多くの国民の意 は極東国際軍事裁判の是非を問い、ひ の歴史から謙虚にどのように学ぶかで
月 日（水）、当協議会会議室に
思に基づいています。ということは進 いては各国との間で日本が主権を回復 あり、それを学び得るのが人間の「叡 おいて臨時理事会を開催しました。
んでいない日本の遺骨収集の問題も、 する上で締結したサンフランシスコ講 智」というものです。そう考えるなら、 本会議では、事務局から提出された
所詮日本国民の遺骨問題に関する意志、和条約第 条（ accepts the judgment現在の平和と繁栄の礎となられた旧軍 議案等について熱心な討議が行われた
あるいは無関心が根底にあります。し ）sに関連し国際問題となることを内 の将兵の遺骨を海外に放置することは、結果、事務局案はそれぞれ原案通り承
かも所轄省庁である厚生労働省も積極 包しています。
今を生きる者として恥ずかしいだけで 認されました。
的にこの活動を国民に啓蒙してきたよ
そしてもう一つは「魂の慰霊と遺骨 なく、海外の人からも軽侮されるので （一）議案等
うには見受けられません。
の慰霊」の問題です。亡くなられた大 はないでしょうか？
○第一号議案：平成 年度上半期
平成 年の菅政権時に米軍資料を基 東亜戦争の約二百万柱将兵の御霊（み
今年の全国戦没者追悼式において天
職務執行状況（報告）
に硫黄島の遺骨収集を実施したところ、たま）は靖國神社でお祀りしています。皇陛下は次のようにおっしゃいました。 ○第二号議案：平成 年度上半期
大量の御遺骨を収容できたことを契機
遺骨収集を積極的に行うことが約三 「戦後の長きにわたる平和な歳月に思
予算執行状況（報告）
として、平成 年に戦後初めて遺骨収 十六万柱の千鳥ヶ淵戦没者墓苑に焦点 いを致しつつ，ここに過去を顧み，深
○第三号議案：（規定の改正）
集に関する法律が成立し、遺骨収集を を当て、ひいては靖國神社への尊崇を い反省とともに，今後，戦争の惨禍が
○第四号議案：（顧問の選任）
専任する法人が立ち上がりました。
損なうことに繋がらないか、そして戦 再び繰り返されぬことを切に願い，全
○第五号議案：（臨時評議員会の開
何故、今まで米軍資料も調べずに遺 後ＧＨＱによって行われた神道指令に 国民と共に，戦陣に散り戦禍に倒れた
催）
骨収集を行ってきたのか？ 何故、今 より靖國神社と国家とが切り離された 人々に対し，心から追悼の意を表し，
○連絡事項
頃になって遺骨収集に関する法律が成 状態となっていることが固定化しない 世界の平和と我が国の一層の発展を祈
（１）臨時理事会（文書による決議）
立し、専任の法人ができたのか？ と かの懸念です。
ります」
について
いう疑問は誰もが思うのではないでしょ
いずれも私の勝手の邪推で有り、そ
私どもは陛下のこのお言葉を噛みし
（２）事務所の移転について
うか。
うでないことを願っています。
め、戦陣に倒れた人々対して本当に心 （二）出席者
このような政府（厚生労働省）の消
からの追悼の意を表し、今後は遺族の
理事 名中９名、監事２名が参加
極的ともいえる今までの姿勢が何故か
時代、時代により制度等の表層的な 為の遺骨収集でなく、私達後世に生き
はわかりません。しかし邪推かも知れ ことは変化し前時代と異なることはあ ている者の務めとして「やすくに（靖 二 平成 年度臨時評議員会及び臨時
ませんが、次の二点があるのではない りますが、その内実は例え変化したと 國）の心」をもって遺骨収集にあたり
理事会の開催
かと思います。
しても前時代を反映し変化しているの たいと思います。
月１日（木）、定款第 条（決議
一つは「戦争責任」の問題です。遺 であり、過去を継承したものです。私
終わり
の省略）に基づき、評議員全員（ 名）
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から書面による同意をいただき、國澤
○ビルマ方面戦没者慰霊祭
【賛助会員】
釣部 人裕
輝生氏を理事に選任しました。
月３日、靖國神社において執り 六 寄付金の税額控除に係る領収書等
また、同日理事全員から書面による
行われた全ビルマ会主催の慰霊祭
の送付について
同意をいただき、圓藤春喜氏の専務理
に、伊藤専務理事が参列しました。
当協議会は、租税特別措置法に基
事からの退任を承認するとともに、伊
○市ヶ谷台慰霊祭
づく税額控除対象法人に認定されて
藤隆事務局長を専務理事に、國澤輝生
月６日、市ヶ谷駐屯地メモリア
おります。
理事を事務局長に選任しました。
ルゾーンにおいて偕行社主催の慰
従来、５０００円以上の年会費・
霊祭が執り行われ、柚木理事長が
寄附金を頂いている方に領収書及び
三 慰霊祭等への参加状況
参列しました。
証明書（写し）を送付しております
○ 回特攻平和観音年次法要
○慶應義塾戦没塾員追悼会
が、本年度も同様の処置をさせてい
９月 日、世田谷観音寺・特攻観
月 日、慶應義塾大学三田キャ
ただきます。
音堂において執り行われ、伊藤理
ンパスにおいて、慶應義塾戦没塾
また、５０００円未満の方でも、
事が参列しました。
員追悼会が執り行われ國澤事務局
確定申告にあたりこの領収書及び証
○靖國神社秋季例大祭
長が参列しました。
明書（写し）をご希望の方は、遠慮
月 日、靖國神社例大祭に柚木
なく電話等で事務局までお申し出下
理事長が参拝しました。
四 硫黄島戦没者遺骨収集派遣参加
さい。
○千鳥ヶ淵秋季慰霊祭
今年度第２回派遣（９月 日～
月 日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑に
月 日）に、当協議会から２名の参
寄稿のお願い
おいて奉仕会主催の慰霊祭が執り
加を予定していたところ、火山活動
当協議会は、広報誌「慰霊」
行われ、当協議会から、柚木理事
の活発化により中止となりました。
を、年３回（１月、４月、９月）
長他三名が参列しました。
また、第３回派遣（ 月 日～
発行しています。
○全国ソロモン会慰霊祭
月 日）にはつばさ会から推薦をい
各団体及び会員の皆様の積極
月 日、靖國神社において執り
ただいた２名が参加されました。
的なご寄稿をお願い申し上げま
行われた同会主催の慰霊祭に、柚
劣悪な環境下での作業本当にお疲
す。
木理事長が参列しました。
れ様でした。
原稿は、手書き、ワープロ、
○大東亜戦争戦歿全学徒慰霊祭
なお、１月 日～２月 日に第４
月 日、靖國神社において執り
回派遣が計画されています。
パソコン作成のいずれでも結構
行われた大東亜戦争戦歿全学徒慰
です。関連の写真等がありまし
霊祭に、國澤事務局員が参列しま 五 新入会員紹介 （敬称略）
たら努めて添付をお願いします。
した。
（平成 年８月１日～ 月 日）
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当協議会会員ご入会のご案内
当協議会は、民間有志の会員の皆様
からお寄せいただく貴重な会費収入を
頼りに、戦没者慰霊の事業を運営して
おります。
この国の大東亜戦争戦没者慰霊事業
の永続と充実を希う多くの皆様の、当
協議会会員ご加入を心からお待ち申し
上げます。
既加入会員の皆様には、お知り合い
の方の新規入会勧誘に、格別のご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
会員の区分と年会費は 次のとおり
です。
一 賛助会員
（本会の趣旨に賛同する個人）
年会費
三〇〇〇円
二 賛助特別会員
（特別御芳志の賛助会員）
年会費
五〇〇〇〇円
三 正会員
（本会の趣旨に賛同する慰霊目的
の法人・団体）
年会費
一〇〇〇〇円
四 特別会員
（本会の趣旨に賛同する企業・法
人団体）
年会費 一口 一 〇 〇 〇 〇 円
（一口以上）
※ 振込先口座番号（郵便振替口座）
〇〇一四〇‐六‐三三四九三〇

