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次に戦没者遺骨収容事業についても、

もに五百万人近くの死者が出ました。 上げます。
もとより日本も例外でなく感染された

立された「（一社）日本戦没者遺骨収

方が百七十万人を超え、亡くなった方 「戦没者遺骨収集推進法」に基づき設
も一万八千人を超えています。

当協議会の活動においても慰霊諸団 集推進協会」（以下「推進協会」とい
体と同じく制約を受けることとなり、 う）の活動が海外において活動を行う
七月十日に斎行した靖國神社における ことができない状態となり異郷の地で
本協議会と慰霊諸団体が合同で主催す 帰国を待ちわびておられる一一二万余

は限定的なものとならざるを得なかっ
しかしながら、参列できないのであ たものの、２回の遺骨収容事業に当協

限定せざるを得ませんでした。

はご家族共々良いお正月をお迎えのこ 列者を首都圏所在の慰霊諸団体代表に 制約下で硫黄島における遺骨収容事業

ととお慶び申し上げます。
また、旧年中は、本協議会の活動に

意向を寄せられた皆様も居られました できました。

多大のご協力、ご支援をいただき心か ればせめて在宅でも参拝したいとのご 議会会員団体から参加いただくことが

らお礼申し上げます。

国際情勢を振り返りますと、米国は
が一昨年に引 を含む）のご芳名を奉納できました。 バイデン大統領を中心とする民主党政

昨年を振り返りますと、新型コロナ ので、併せて百五十六名（在宅参拝者
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靖國大絵馬は、愛知県名古屋市伊勢
絵馬協賛会安田識人氏から御祭神奉
慰のため昭和五三年から奉納いただ
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

硫黄島遺骨収集に参加して

目

者慰霊団体協議会

き続き猛威を振るった一年でした。世 温かいお心をお寄せいただいた会員並 権が本格的に始動しました。中国・北
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大東亜戦争全戦没

公益財団法人

界で二億人以上の人々が罹患するとと びに慰霊諸団体の皆様に厚くお礼申し

題字揮毫・故 瀬島龍三氏

新年おめでとうございます。会員の る「令和三年度大東亜戦争全戦没者合 の戦没者の一日も早いご帰還に支障を

島村宜伸会長

皆様並びに戦没者慰霊諸団体の皆様に 同慰霊祭」は、令和２年度と同様に参 きたすこととなりました。そのような
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朝鮮等わが国の経済・安全保障に影響 毅然とした自主独立の姿勢を堅持しつ は、推進協会の本格的活動が五年目を
を及ぼすアジア地域においてどのよう つ国民生活の安寧が今ほど求められて 迎え、新型コロナウイルスの対象地域
の蔓延状況にもよりますが益々活動を

新しい年を迎え、先人の御霊に応え 充実させることが期待されます。当協

太平洋地域での経済活動の活発化を図 おります。

旧年を回顧し、新年への思いを記し

令和四年の協議会活動ですが、柱の さい。

えて大東亜戦争が果たした歴史的役割

下の米朝首脳会談以降、非核化プロセ 引き続きこの世代に焦点を当て、啓蒙
もう一つの柱であります「戦没者慰

スについて具体化の動きがなく、更に 活動をして参りたいと思っています。
北朝鮮は弾道ミサイルの発射実験を続

慰霊諸団体と合同の形で、七月九日に

願い致します。

我が国自身、周辺情勢に惑わされず、 また、戦没者遺骨収容事業について

ました。

活が多大な影響を受けた一年でもあり ますので、ご協力ご支援をよろしくお

新型コロナウイルスの蔓延等で国民生 戦争全戦没者合同慰霊祭」を執り行い

国内においても頻発する自然災害や 靖國神社において「令和四年度大東亜

化していません。

本年も、ご協力ご支援の程よろしく

会長

島村 宜伸

大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会

ける等、朝鮮半島を巡る情勢は何ら変 霊事業の継続」については、例年同様、 公益財団法人

令和四年 元旦

朝鮮半島に関しては、トランプ政権 を知らない世代が増えており、今年も お願い申し上げます。

ております。

を背景とした拡張主義が益々顕著になっ 争を戦った意義、その苦闘の歴史、加 に額づきたいと思っています。

拠点の維持強化など、経済力・軍事力 齢化とともに、我々の先輩が大東亜戦 がら、心新たに年頭の靖國神社の神前

への経済支援の活発化、南シナ海軍事 の普及」については、戦友・遺族の老 ましたが、私自身これらを思い描きな

アジア・欧州・中東地域を含む諸外国 一つであります「戦没者慰霊崇敬思想

るとともに一帯一路構想に基づく東南

ましてもご意見、ご要望をお聞かせ下

協定）への加入申請等によりアジア・ さに改めて身の引き締まる思いがして 力する所存ですので、諸団体におかれ

び先進的な環太平洋パートナーシップ 使命の重大性と寄せられる期待の大き 皆様のご要望に応えるべく引き続き努

勢を明確にし、ＣＰＴＰＰ（包括的及 し、昨年の旧懐とともに、本協議会の 参加を熱望される慰霊諸団体の会員の

強化するとともに、米国に対抗する姿 が必要な時代であるとの認識を新たに 鋭意力を注ぐともに、遺骨収容事業に

中国は、習近平独裁体制をますます 平和で明るい世にするには倍旧の努力 議会は今後も遺骨収容の抜本的推進に

のかが注目されるところです。

な外交・安全保障政策を展開していく いる時期はないと考えます。
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なお、第１次事件の際、師団から第
事務局長
藤井 貞文
一電が届いた時、関東軍司令部におい
ては初め、ノモンハンの地点の図上標
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には疑問の余地が大きく、この地名は、 一 般 社 団 法 人 日 本 郷 友 連 盟
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岩田 司朗

している。
本事件をめぐっては、大東亜戦争終
結後、その統帥の拙劣を批判する極め
て多くの評論が輿論を風靡したが、第
一線将兵の勇戦敢闘にはすさまじいも
のがあり、かつて日本軍の完敗と評さ
れた戦果も、近年ではソ連側の史料が
明らかになるにともない、両者互角の
戦いであったことが判明している。
本稿は、国威の発揚に命を捧げられ
た将兵の御霊に哀悼の誠を捧げ、改め
て激戦の経過を追体験しようとするも
のである。
１ ノモンハン地方の国境
外蒙は、元来、清国の領土であった
ため、境界など不明の箇所が多く、紛
争の頻発した哈爾哈（ハルハ）河一帯
は当時遊牧の民が往来するに過ぎず、
廟の祭りに人が集まる程度で、国境地
帯の大部は、無住地帯同様の状態を呈
していた。
当時、日満側が哈爾哈河をもって国
境としていたのに対し、外蒙及びソ連
側は、清朝の雍成（ヨウゼイ） 年
（１７３４年）における巴爾虎（バル
ガ）、哈爾哈両族の勢力争いに対する
清朝政府の裁断（付図のように境界線
は哈爾哈河の北方に引かれている）を
盾にとりその境界線は２００余年後に
おいても効力があるものと主張して譲
らなかった。
この雍成境界は、国家間の条約に基

39
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はじめに
ノモンハン事件は本来、単なる国境
紛争のひとつに過ぎないものであった
が、日ソ両軍最初の本格的武力行使で
あるとともに、日本軍として初めて味
わった大規模な近代戦であり、この観
点からみれば本事件は、大東亜戦争の
緒戦とみることもできよう。
事件が本格化した第２次事件（昭和
年６月下旬～８月末）のわずか２ヵ
月内外の間におけるわが方の作戦経過
をみると、作戦部隊の戦場集中、航空
撃滅戦、地上の初動攻勢のための機動
と包囲攻撃、ソ軍の野戦陣地に対する
正面攻撃、攻撃から防御への転換と広
正面防御など、変化に富んだ各種戦闘
場面が次々と繰り広げられた。ことに
最後の段階においては、急迫した戦況
下で第一線部隊の惨烈な戦闘場面が生
起し、また上級司令部の意志による第
一線部隊の撤退が行われた。更には武
力行使の発端、事件措置要領、停戦な
どの事態をめぐり、大本営と関東軍と
の間に、しばしば深刻機微な対立的空
気が醸成され、この事件の一連の経過
は、一つの戦争の縮図のような観を呈
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尺の一般図にさえ、その地名が記載さ
れているほどである。
２ 戦場付近の兵要地誌
（１）戦場に対する兵站的観察
昭和 、 年ころまで日本陸軍を支
配していた兵站常識は、集中及び兵力
補充、作戦諸資材の補給輸送は、鉄道
沿線の基地から２００～２５０㎞内外
の距離を限度とし、それ以上に及ぶ場
合は、距離が伸びれば伸びるほど困難
性が倍加し、特にその付近一帯が広漠
不毛地であるときは、大兵力の使用は
不可能に近いものとしていた。
しかし、昭和 、 年前後のころか
ら、極東ソ軍の兵備が急速に増強され、あろうとし、戦場に集中する兵力も、
特に飛行機、戦車及び機械化部隊の戦 外蒙軍のほかは、戦場からほど近い同
力が一層強化されたばかりでなく、そ 国領内に駐屯する一部のソ連軍が増強
れら技術面における進歩も目に見えて される程度であろうとみていた。そし
顕著となってきており、わが参謀本部 てこれに対し、わが方としては第 師
においては、ザバイカル地方（北西）、団を主体とする兵力を使用すれば、そ
及び外蒙古（西）の両正面からするソ れで十分作戦目的を達成できるものと
軍の侵攻という問題に対し、改めて検 判断したのである。しかしソ連側は、
討し直す必要に迫られていたのである。わが方の判断をはるかに上回る機動力
ノモンハン事件の場合、戦場は日本 を発揮し、優勢な攻勢兵力を戦場に集
軍の策源地たる海拉爾（ハイラル）か 中し、膨大な作戦資材を輸送したので
ら約２００㎞、ソ軍の策源地とみられ ある。
ていた満洲里支線の沿線ボルジャ又は （２）地形の大観
ウィルカ付近から約７４０㎞であった。 戦場の地形は大波状を呈する草原を
当時、参謀本部も関東軍もソ連の戦 含む砂漠地帯で、いわゆる広漠不毛地
略機動力の実体にまで考えが及ばず、 であるが、雑草並びに低い灌木は至る
従ってソ軍が、鉄道沿線の基地から大 所に生えていた。一般に自動車の行動
兵力を繰り出すことなどまず不可能で は自由であったが、諸所砂の吹き溜ま

りや砂丘があり、これらの場所では自 て当時日本軍の作戦した戦場から左岸
動車の行動が妨げられた。
の台地を望見しても、台端とわが方に
見渡す限りの大波状地が天空に接し、対する斜面がわずかに見えただけで、
早朝露営地を出発する時、夕刻に到着 台上にやや後退して布陣する砲兵を始
すべき 数㎞前方の露営予定地を目前 め、その地区に行動するソ蒙軍の諸部
に見ながら、行けども行けども近づけ 隊の状況等はほとんど視認することが
ないことは、殊に徒歩兵部隊にとって できなかった。これに反し左岸からは、
耐え難い苦痛であった。また、広漠地 右岸地域が数㎞、場所によっては十数
の常として、特徴のある地形地物に乏 ㎞にわたって展望することができ、こ
しいことは、作戦間諸部隊をして、し の地域に行動する日本軍は、そのほと
ばしば的確な地点の標定を誤らせたの んど全部がソ蒙軍の眼下に置かれ、攻
である。
防いずれの時期においても、終始ソ蒙
軍から正確熾烈な砲爆撃を受けたので
ある。
（４）給 水
戦場付近は降雨量が少なく、給水は
重大な問題であった。利用できる水源
は哈爾哈河、ホルステン河、ホルステ
ン河上流の「泉」であったが、両河川
はソ蒙軍の火制下にあり、利用は困難
であった。ことに８月下旬ソ軍の大攻
勢が開始されてからは戦車、装甲部隊
等が活発に行動し、同河谷に近く位置
していた部隊でさえも、給水に、はな
はだ事欠く状態にあった。
（５）気 象
呼倫貝爾（ホロンバイル）地方は典
型的な内陸気象である。５月下旬ころ
昼間は相当の温度となるのに対し、夜
間は冬服でもなお寒冷を覚えるほどで
ある。７、８月ごろ、日中は直射日光
が強く、堪え難いほどの酷熱（体感温

ホロンバイル平原を征く日本軍兵士 (Wikipedia)

（３）ノモンハン戦場の特質
ノモンハン戦場において最も重大な
問題は、哈爾哈河左岸の外蒙領一連の
台地の標高が、右岸（満領）数㎞に及
ぶ地域よりも高かったことである。従っ

30
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度は屡々摂氏 数度から 度に及ぶ） これを参謀総長に報告した。
これに対しわが方は、当時ノモンハン
にあえぐとしても、夜になると気温が
即ち、「軍は侵さず侵さしめざるを 付近において警備に任じていた満軍を
急に下がり安眠を妨げられるほどの冷 満州防衛根本の基調とする。このため もって直ちにこれを撃退させたが、翌
気（十数度以下）が襲ってくるのが普 満『ソ』国境における『ソ』軍（外蒙
日、外蒙軍は更に兵力を増加し再び
通である。そして８月末ころから寒さ 軍を含む）の不法行為に対しては周到 越境してきた。
が急速に訪れ始め、 月から翌年４月 なる準備の下に徹底的にこれを膺懲し、 あたかも５月 日、海拉爾の第 師
までは概して氷点下に降下し、 月中 『ソ』軍を慴伏せしめその野望を初動 団司令部においては、４月下旬関東軍
旬になると零下十数度にまでなること において封殺破摧する」を方針とし、 から示達された「国境紛争処理要綱」
がある。
越境を認めた時は、これを急襲殲滅す を師団長から隷、指揮下部隊各部隊長
このような気象が作戦に及ぼした影 るため、一時的に「ソ」領に進入し、 に対し徹底するための団隊長会同が実
響は決して少なくなかったが、更に兵 又は「ソ」兵を満領内に誘致滞留させ 施されていた。その席上、この外蒙兵
士を悩ませたのは、夏期の夕刻以降、 てよい。国境線が明確でない地域にお の越境が報告されてきた。
幕舎外において人馬に群りくる粉のよ いては、防衛司令官に於いて自主的に
第 師団は、昭和 年に新編され、
うな蚊群で、全く息をもつけぬ有様で 国境線を認定して、これを第一線部隊 国境紛争に対応するため、関東軍へ派
将兵を悩ますところが大であった。
に明示すること。万一紛争が惹起した 遣が決定されたものである。
また、広漠無住の砂漠地帯であるた ならば任務に基づき断固として積極果
第 師団長小松原道太郎中将は、紛
め軍馬の飼料はほとんど後方からの追 敢に行動し、必勝に万全を期すべきこ 争処理に関する関東軍司令官の意図を
送によらなければならず、利用できる と等をその要領で示している。
体し、直ちに越境した外蒙軍の撃破を
野草は所により若干採取することがで
これは、国境紛争に当たっては、 決心し、捜索隊長東八百蔵中佐を指揮
きる程度であった。
「侵さず、侵されず。紛争には不拡大 官とし、歩兵第 連隊第１大隊、捜索
３ 関東軍の国境処理要綱
を堅守」とする参謀本部の方針を逸脱 隊主力、満軍の一部を急派するよう命
乾岔子島事件及び張鼓峯事件に際し、するものであったが、報告を受けた参 じた。
満州防衛の任に当たる関東軍において 謀本部は、何等の措置も執らず放置さ （２）捜索隊の進出とソ蒙軍の撤退
は国境紛争に関する処理の方針、要領 れた。
満軍及び東支隊は５月 日午後、そ
が示されていなかった。そこで、第１
れぞれ海拉爾を出発してまず甘珠爾廟
課（作戦）辻政信参謀が、順序を経て 第１次事件
に進出し、状況を捜索したうえ、５月
上司に進言し「満ソ国境処理要綱」を １ 東捜索隊の出動
日正午ころ東中佐は満軍を併せ指揮
起案、植田謙吉軍司令官がこれを決裁 （１）事件の発端と師団長の処置
し、ノロ高地（ホルステン河下流南岸
し、昭和 年４月 日、隷下兵団長等
ノモンハン方面では、事件発生前か 高地）付近に進出していた外蒙軍を捕
を新京に召致し示達した。
ら屡々小紛争が起こっていたが、事件 捉撃滅するため攻撃を開始した。しか
満ソ国境処理要綱の内容（骨子）は、の直接の動機となった外蒙軍の最初の し外蒙軍はわが方の包囲を脱して、哈
次のとおりであり、軍は発令と同時に 越境は、昭和 年５月 日であった。 爾哈河の左岸に退却した。
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小松原師団長は以上の状況を承知す
るや、出動の目的を達成したものと認
め、 日２２００、東支隊長に対して
満軍をノモンハン付近に残して警備さ
せ、支隊を海拉爾に帰還させるよう命
じた。支隊は 日までに原駐地に帰還
し、事件はこれ以上拡大することはな
いと判断された。
２ ソ蒙軍の再越境
東支隊が海拉爾に引き揚げると、ソ
蒙軍は再び哈爾哈河の右岸地区に進出
してきた。５月 日～ 日の間におけ
る飛行機の偵察、ソ軍の捕虜に対する
調査、満軍の地上捜索等により、哈爾
哈河両岸、特に左岸にはソ蒙軍多数が
進出してきていることが判明した。飛
行機の行動も活発となり 日には本事
件最初の空中戦闘が行われた。
ここにおいて小松原師団長は、越境
した当面のソ蒙軍を捕捉撃滅するに決
し、５月 日午後、歩兵第 連隊長山
縣武光大佐に対し、「捜索隊等を併せ
指揮して山縣支隊となり、当面の外蒙
軍を捕捉殲滅せよ」との攻撃命令を下
達した。なお山縣支隊には、所要の満
洲国軍が配属され、臨時飛行隊は支隊
の戦闘に協力することとされた。
３ 山縣支隊の戦闘準備
（１）甘珠爾廟における戦闘準備
山縣支隊長は５月 日午後甘珠爾廟
に到着し、哈爾哈河とホルステン河と
の合流点（以下「川又」と略称）北東
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側（バル西高地）と南東側（ノロ高地） 外のみで攻撃を敢行しようとするもの は、北方からの支隊主力の来着が近い 捜索隊の陣地を照射し、 ㎜級速射砲
両地区には、それぞれ約２００名のソ であった。これは当時の日本軍の部隊 ことを確信しつつ、優勢なソ蒙軍との と迫撃砲によって猛射を続け、一方、
蒙軍が進出し、また川又西側台上には 運用思想をよく示しており、その態勢 交戦を続けた。
戦車を有する徒歩部隊はわが左翼に迫っ
少なくとも砲２門と装甲自動車２～３ は包囲攻撃を追求しているが、兵力を
しかし午後になっても、主力方面か てきた。
両を確認した。なお航空関係者から、 広域に分散しての全正面攻撃であり、 ら一兵の来着もなく、また連隊砲、速
東中佐は機先を制して両中隊をもっ
ソ軍の飛行機の動きが逐次活発となり、形の上の包囲に捉われた感が深い。
射砲による一発の協力射撃もなかった。て突撃を敢行し、これを潰走させたが、
この日午前には延 機が満州領域の上 ４ 捜索隊の勇戦苦闘
東中佐は、捜索隊副官を支隊本部に 我方も両中隊長はじめ将兵の死傷は少
空に侵入し、これに対しわが方もその （１）翼側から陣内への突進
派遣し、部隊の増援を要請したが、こ なくなかった。
都度出動して反撃を加え、損害を与え
捜索隊は、５月 日０２３０、ノモ れは支隊本部に届けられなかった。
日０２３０、東部隊長は状況を報
つつあることなどを承知した。
ンハン西方約 ㎞の地点に集結した後、（２） 日夜以降の防御戦闘
告するとともに増援を要請したが、支
小松原師団長は 日、支隊本部に到 川又に向かって急進し、ソ蒙軍の抵抗
日午後、支隊の尖兵が主力とはぐ 隊主力の動きは不明のままであった。
り諸般の状況を聴取し敵情を視察した を受けることなく、その左翼から内部 れて捜索隊に合し、また 時過ぎ、川
日天明前、３００～４００に及ぶ
後、戦機が熟したものと判断、「 日 に進入、０５３０には川又軍橋の東側 又北部渡河点占領部隊である第４中隊 ソ蒙軍は、重火器射撃とともに激しく
払暁を期し越境ソ蒙軍を攻撃して哈爾 １．７㎞の砂丘に到着した。
の浅田小隊が合流した。
攻撃、天明と共に、熾烈な砲撃を開始
哈河右岸地区に捕捉殲滅すべき」旨の
東隊長は、バル西高地前方には戦車
日没後（当時の日没は 時 分ころ） し、 榴、野砲、迫撃砲、速射砲など
要旨命令を下達して山縣支隊長に攻撃 を有する有力なソ蒙軍が陣地を占領し、間もない２２１０頃、ソ軍は軍橋前方 あらゆる種類の砲弾が、わが陣地に落
実行を命じ、同夜海拉爾に帰還した。 また哈爾哈河左岸外蒙領の台上にも、 の既設陣地から、探照灯３基をもって 下するに至った。
（２）支隊の攻撃計画
少なからぬ戦車、砲兵、騎兵等が居る
時頃ソ蒙軍の戦車は陣地後方に侵
山縣支隊長は、 日２１００、東捜 ことを承知し、背後及び側面を警戒し
入し、前面及び両翼の狙撃兵も陣前至
索隊長以下を集めて攻撃計画を提示し つつ、西面する陣地を占領して退路を
近の距離に迫り、東隊長は最後の下士
た。同計画では「支隊は５月 日飛行 遮断し、かつ支隊主力の進出を待って
官伝令を支隊本部に派遣して状況を報
団協力の下に『ノモンハン』付近に越 当面のソ蒙軍を撃滅するに決し、諸隊
告させた。
境しある敵を急襲し、之を哈爾哈河右 を配備につけた。
時過ぎ、既に陣前約 ｍに近接し
岸地区に捕捉殲滅する」を方針とする
当面のソ蒙軍はその後逐次増加し、
たソ蒙軍第一線部隊に対し、東中佐以
ものであったが、その部隊運用は、川 戦車を伴う一部の徒歩兵は間断なく攻
下 数名は勇躍突撃に移り、全員、
又北方渡河点（浅田小隊の目標）から 撃を加えてきており、次いで０８００
「護国の神」と化した。 日夕以来、
東渡（第 中隊の目標）に至る正面
頃からは対岸台上に 榴級４門が出現
捜索隊と共に激闘を続けた浅田小隊も、
～ ㎞の地域に対し、歩兵５中隊（軽 し猛射を開始した。捜索隊の側背には、
東中佐の切なる後退希望にも拘らず、
機関銃 、重機関銃 、歩兵砲２、連 他正面から移動してきた有力な徒歩、
最後まで陣地を捨てず捜索隊と運命を
隊砲３、速射砲４）、捜索隊２中隊 乗馬、車載の各種部隊が次々に現れ、
ともにした。
（軽機関銃 、重機関銃２、 ㎜機関 それらが正面に布陣したソ蒙軍と呼応
５ 支隊主力の行動
銃５）及び装備不十分な満軍４００内 して包囲的に攻撃を開始した。東中佐
（１）支隊主力の前進
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支隊主力は５月 日２１００、甘珠 ロ高地（・７４２）のソ蒙軍の小部隊
山縣支隊長は 日夕来着予定の増援 ３００名、砲に関しては、日本軍は射
爾廟を出発、 日早暁、７３７高地北 を駆逐した。
部隊を合せ、夜襲により当面のソ蒙軍 程の短い山砲、歩兵砲５門に対しソ蒙
西側に達した。川又に向かう途中、６
捜索隊に対する弾薬補給は、 日
に痛撃を与えた後戦場を離脱するに決 軍は自走砲を含め ㎜砲 門、１２２
時過ぎ７３１高地付近において初めて 時支隊本部から補給班が派遣されたが、したが、実行動は完全な防御態勢への ㎜榴弾砲４門、戦車に至っては日本軍
敵砲火の洗礼を受け、その後７３３高 到着寸前ソ蒙軍に包囲され全滅した。 移行であった。そのような折、戦場に ０に対し、ソ軍は 両と圧倒していた
地付近のソ蒙軍の第一線陣地に接触し、続いて実施された第２次補給班の派遣 来た辻参謀が支隊長以下を督励し、
が、日本軍の戦死者１５９名、戦傷者
彼我の間に銃火が交わされることとなっ も、ほとんど全員が戦死した。
日夜、ソ蒙軍の抵抗を予期しつつ夜襲 １１９名、行方不明 名、計２９０名
た。
（３）５月 日の戦死者収容
の隊形及び要領をもって敵中に前進し、に対し、ソ蒙軍は戦死・行方不明１７
捜索隊からはこの日、１２３０頃と
師団長は、所望の成果が得られたも 捜索隊戦死将兵の遺体を収容した。案 １名、戦傷１９８名、計３６９名と、
１４３０頃の２回にわたり、戦況報告 のと信じ、 日夜諸隊を甘珠爾廟付近 ぜられたソ蒙軍からの砲撃や戦車によ 戦力に勝るソ蒙軍の損害が大きかった。
と支隊の進出を促す意見具申が出され に集結の命令を下した。しかし戦況は る妨害等はなく、捜索隊及び浅田小隊 ６ 日ソ両軍最高司令部の統帥
たが、支隊はソ蒙軍に相当の損害を与 厳しい状況にあることを承知し、改め の将校以下大半の遺体を収容すること
当時の大本営参謀部はこの国境紛争
え、逐次後退させたものの、敵の砲撃 て 日夕、歩兵１コ大隊を基幹とする ができた。
について、情報を軽視し根拠のない直
に阻止され前進が困難となり、遂に捜 部隊を増強するに決し、 日 時頃戦 （４）支隊の撤退
感でソ連側においても事件拡大の意図
索隊と分離したまま夜を迎えることに 場に自動車輸送させた。
師団長は全般の戦況を勘案し、 日 はないものと判断し、関東軍に対し、
なった。
朝、支隊撤収に関する 「その措置に干渉しない」ことを基本
日天明とともに支隊主力正面のソ
命令を下達した。当時 姿勢とした。即ち国境紛争不拡大方針
蒙軍は攻撃を開始し、我は防戦に追わ
なお有力なソ蒙軍が右 を謳う大本営であったが、関東軍の今
れて攻撃前進ができず、遂に捜索隊の
岸に残存し、また戦死 次作戦を抑制すべき断固とした処置を
急に応じられなかった。
者の遺体収容も完全に 何ら執ることはなかった。
支隊長は、やむなく 日夜暗をもっ
終わっていなかったの
一方、モスクワのクレムリンでは、
て攻撃する決心を採ったが、その実現
で、支隊長は 時、夕 満蒙国境紛争が勃発したことを知った
はできなかった。
刻に制圧射撃を加える スターリンは、東京に送り込んだスパ
（２）支隊一部の行動
と共に、大隊の一部を イ・ゾルゲや現地からの情報に基づき、
支隊主力と離れて行動した立川隊は
もって攻撃を行い、諸 日本軍が本格的戦争に走る見込みが少
日０６３０、攻撃を開始し７５５高
隊の全力を挙げて遺体 ないと判断した。そして来るべきドイ
地のソ蒙軍を撃壤したが、その後の戦
を収容するよう命じた ツとの決戦を前に、後顧の憂いをなく
況は一進一退であった。
が、これらの行動は不 すため日本軍に対し徹底的打撃を与え
また第 中隊は 日０５００頃所命
徹底のままに終わった。ることに決し、当時赤軍で最も優秀と
の東渡に到着したが、付近にソ蒙軍の
この作戦に参加した 目されたジューコフ中将を戦場に送り
姿がなく、主力への復帰の命令を受け
山縣支隊２，０８２名 込んだ。
（続く）
転進中、満軍と会し、相互協力してノ
に対し、ソ蒙軍は２，
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の上申により同推進協会が最終的に決 １名、「小笠原村在住硫黄島旧島民の
定する手続となっている。
会」重機オペレーター４名、「小笠原
村役場」１名、「厚生労働省」２名の
編成であった。このほか陸上自衛官４
名が同行し、うち弾薬班２名は捜索中
に発見された弾薬・爆発物等の危険物
への対処、化学班２名は捜索する壕等
の空気測定、安全確認、発見された化
学物質等への対処がそれぞれ任務であっ
た。
また、収集団とは宿泊施設が別の
「小笠原村在住硫黄島旧島民の会」４
名「小笠原村在住硫黄島旧島民の会」
重機オペレーター４名、「小笠原村役
場」１名を除く 名は２箇班に編成さ
れ、第１班は「日本戦没者遺骨収集推
進協会」２名、「日本遺族会」１名、
「硫黄島協会」２名及び「ＪＹＭＡ日
本青年遺骨収集団」「大東亜戦争全戦
没者慰霊団体協議会」「水戸二連隊ペ
リリュー島慰霊会」「隊友会」各１名
の計９名、第２班は「日本戦没者遺骨
収集推進協会」３名、「日本遺族会」
２名、「硫黄島協会」２名、「国際ボ
ランティア学生協会」１名の計８名で
あった。
（３）作業概要等
以下時系列で作業概要等について記
す。
・ 月３日（日）：（結団式）
前泊場所である埼玉県西武新宿線新
狭山駅所在の「新狭山ホテル」に集合
２ 令和３年度第２回硫黄島戦没者遺
骨収集派遣の概要等
（１）派遣期間
月３日～ 月 日（ 日間）
令和３年度第１回硫黄島戦没者遺骨
収集派遣がコロナ禍のため中止となり
実質的に今回が今年度初の派遣となっ
た。また、これまで年度毎に収容した
御遺骨は年度末に一括して厚生労働省
に引き渡しを行っていたが、今年度か
ら派遣毎に千鳥ヶ淵戦没者墓苑におい
て厚生労働省への遺骨引渡式を実施す
ることとなり日程が１日延びた。この
措置により収容された御遺骨が一刻も
早く内地に帰還できることは喜ばしい
ことであった。
（２）編成
コロナ禍の影響で今回の収集派遣の
規模は例年に比べ約半分程度の総員
名。内訳は「一般社団法人日本戦没者
遺骨収集推進協会」５名、「一般財団
法人日本遺族会」３名、「硫黄島協会」
４名「小笠原村在住硫黄島旧島民の会」
４名及び「特定非営利活動法人ＪＹＭ
Ａ日本青年遺骨収集団」「公益財団法
人大東亜戦争全戦没者慰霊団体協議会」
「特定非営利活動法人国際ボランティ
ア学生協会」「水戸二連隊ペリリュー
島慰霊会」「公益社団法人隊友会」各

し、 時から同ホテル会議室において
「結団式」を実施した。冒頭団長から
収容作業については真摯な態度で作業
に向き合ってもらいたい旨の挨拶があ
り、また、説明会においても同団長か
ら熱中症予防対策、コロナ感染防止対
策に万全を期すこと、本派遣では行事
として懇親会は実施しないことの指示・
伝達があった。その後各自簡単な自己
紹介・質疑応答を行い終了した。
・ 月４日（月）：（硫黄島へ出発・
来島報告・捜索現場下見・荷物整理）
：
バスに乗車し航空自衛隊入
間基地へ向けてホテルを出発、同基地
到着後、硫黄島行き貨物輸送用パレッ
トに各自の手荷物を預けた（事前に
「日本戦没者遺骨収集推進協会」宛送
付した荷物は既に同カーゴに搭載済）。
その後「入間基地ターミナル」待合
室において搭乗手続（写真入り身分証
明書を提示して「認識票」を受領し身
体に装着）を行い出発まで待機した。
搭乗した輸送機は航空自衛隊最新鋭の
「Ｃ ２」で機内は広く座席の座り心
地は良好、トイレも完備しており年寄
りの自分にとっては安心であった。
：
同基地を離陸、飛行時間は
約１時間 分、気流もよく安定した飛
行で座席が民間旅客機並みであれば民
間機と何ら遜色のない乗り心地であっ
た。
：
海上自衛隊硫黄島航空基地

10

50

硫黄島遺骨収集に参加して
水交会 渡部 幹昭
１ はじめに
私が硫黄島戦没者遺骨収集派遣に参
加したのは、定年退職後、戦没者及び
殉職された自衛隊員の方々の慰霊を目
的に、水交会月例参拝に毎回参加する
うち、当時、水交会事務局長であった
本多宏隆氏から「戦没者の慰霊顕彰に
興味がおありなら硫黄島の遺骨収集に
も参加されてみては如何ですか。ただ
し、現在希望者が多く申し込み順で、
実際に行くのは数年後になります」と
のお声がけをいただいたのがきっかけ
であった。そして令和元年９月 日出
発の硫黄島戦没者遺骨収集派遣への参
加が決定したものの、私事で恐縮であっ
たが出発２日前に母の急逝により参加
を断念、関係者の皆様に多大なるご迷
惑をおかけしてしまった。
それから２年、令和３年度第２回硫
黄島戦没者遺骨収集派遣への参加につ
いて打診をいただき、捲土重来を期し
て今回の参加となった。
本報告においては同派遣における作
業概要及び所感等について記した。ま
た、水交会からの同派遣への会員参加
は、水交会から「公益財団法人大東亜
戦争全戦没者慰霊団体協議会」に対し
て推薦を行い同協議会から「一般社団
法人日本戦没者遺骨収集推進協会」へ
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に到着しタラップを降り立った瞬間、 の壕周辺を下見して帰途に就いた。
天候は快晴であったが強い風と手に汗
：
約 分間全体ミーティング
を掻く程「モアー」とした湿気を帯び を宿舎２階の「ラウンジ」において実
た空気が我々を出迎えてくれた。降機 施、団長等から今回の捜索地域に関す
後バスに分乗し宿舎であるＢＥＱ（下 る説明、作業時の留意点、宿舎内にお
士官用宿舎）に移動して荷物を受領し、ける団体生活上の注意点（コロナ禍に
各自割り当てられた部屋において荷物 おける集団生活では２人以上の飲酒の
の整理、事前準備した昼食を喫食した。禁止、ごみ処理方法、掃除当番等）な
宿舎はシングルベッド２台、１人用 どの伝達を受けた後、遺骨鑑定専門員
椅子・テーブル各１が配置され更衣ロッ から御遺骨収容時の留意事項について
カー、洗面台完備の洋室で、トイレ・ 詳細に説明があり、硫黄島において収
シャワーは隣室と共用という「軍の施 容した御遺骨は令和２年４月１日から
設」としてはごく当たり前にシンプル 御遺族からのＤＮＡ鑑定申請を受け付
かつ合理的になっていた。宿舎は 時 け同鑑定を実施することとなったので
間空調設備が稼働しており室内気温は 収容時に複数の御遺骨が混合しないよ
概ね 度に保たれ、夕方洗濯したもの う特に注意することと厳命された。
は翌朝には乾いた。空調維持のため窓
： （日没時刻） 「気をつけ」
は開閉禁止、カーテンは空調設備誤作 のラッパ後、ラッパ「君が代」の吹奏
動防止のため常時閉めの状態であった。裡に国旗降下式が開始され自衛官では
なお、作業着等の洗濯物を干す洗濯 ない自分ではあるが思わず「気をつけ」
ロープは、部屋入口の更衣ロッカー把 の姿勢を取り国旗掲揚塔の方向に向かっ
手から窓際のカーテン留め具までの間 て注目した。ラッパ「君が代」はいつ
に張ったものの、持参品が５メートル 聞いても粛然として襟を正さしむる響
と短かったため予備のロープを繋ぎ約 きであった。この音色を硫黄島の英霊
５．５メートルの長さで設置した。
も朝な夕なに聞いておられると考える
全団員は来島報告のためバスに分乗 と昭和 年２月にタイムスリップした
し「硫黄島戦没者の碑」（天山慰霊碑） 気持ちになった。
に移動、 時同碑に拝礼、英霊に対し
：
「巡検」のラッパの調べが
て来島し御遺骨収容作業を実施する旨 流れると切々たる思いが込み上げてき
報告した。また、靖国神社の御神酒を た。
同碑前にお供えし英霊の安からんこと ・ 月５日（火）：（作業初日・「２
を祈念した。その後今回捜索する現場
３４ Ｃ ２１２」）
－

（「」内は作業実施場所の予め定まっ
たグリットの番号及び記号で以下同じ）
ここで団員の１日の生活を紹介する
と、 ： 朝食に始まり ： 消灯と
いう早寝早起きの生活であった。作業
時間は午前３時間、午後２時間の１日
５時間。作業時の休憩は、地熱が高い
壕内や遮蔽物のない炎天下での作業を
考慮し 分間の作業後 ～ 分間休憩
という団員の健康・安全に配慮した体
制が確立していた。
また午前の作業終了後、シャワーを
浴びる時間を確保し昼食後は適度な休
憩をとれるように工夫するなど合理的・
効率的に組まれた日課表であった。
本日から捜索地域「２３４ Ｃ
２１２」の遺骨収容作業にとりかか
るが壕内作業となるためヘルメット
にヘッドライトを装着しつなぎ作業
服を着用した。
現場では作業開始前、全員で英霊
が眠っておられる壕に対して拝礼を
行った。これは午前・午後の作業開
始時と終了時に必ず行われ最終日ま
で実施された。拝礼時は、英霊が安
らかに眠られること、御遺骨が 柱
でも多く収容され内地に帰還し御遺
族のもとに帰られることを祈念しつ
つ拝礼した。
「２３４ Ｃ ２１２」は、壕内
に既に御遺骨が確認されており、午
前は収容場所に至る通路の壕底（壕

の本来の床面）上に堆積した土砂を御
遺骨の有無を確認しながら箕に入れて
壕外に搬出する作業を行い、御遺骨が
含まれている場合は箕の中の土砂をフ
ルイにかけて収容する作業を実施した。
土砂の中からは、薬のガラス製アンプ
ル、瓶、カンテラとともに手榴弾２発
が発見され弾薬班が対処した。午後も
同様の作業が続き、作業班が２箇班編
成であることから １箇班が 分間作
業を行っている間もう１箇班は 分間
休憩を取り、これを交互に繰り返して
効率的に作業を実施した。
現場は壕入口から５メートル進むと
８段の階段になり、その下の踊り場状

遺骨収容作業風景（その１）
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になっている場所から壕底を出す作業 から拝受し、団長を先頭に捧持者（御 た。一緒にフルイ作業をしていた「小 すとのことであった。
を実施し、自分も作業の進行に伴い諸 遺骨を宿舎まで捧持して運ぶ者）が続 笠原村在住硫黄島旧島民の会」会員の
午後の作業では遺留品として認識票
先輩に交じって先頭の壕底を出す作業 き、そのあとを団員が１列になってバ 話では、時計の遺留品はよく発見され、も発見された。御遺骨の所属部隊・個
に四つん這いになって従事したが、土 スまで移動、バスには団長とともに御 将校は男性用時計が、下士官兵は女性 人の特定につながるかもしれないと思
砂を掘り下げた際膝のプロテクターや 遺骨を捧持したままの捧持者が乗車し、用の時計がそれぞれ多いとのことであっ われた。全体ミーティングでは遺骨鑑
手袋を通して体温よりかなり高い地熱 宿舎到着後も同様に１列で宿舎２階の た。妻や母や姉妹が無事に帰って来て 定専門員から遺骨鑑定状況について説
が伝わって来た。壕内の温度が高いた 「安置室」に移動、団員全員が見守る くれとの思いを込めて手渡した品であ 明があり、収容した複数の御遺骨の足
め息も苦しくなるなど作業環境は厳し 中、国旗前の白布で覆った安置台に団 ろうと考えると思わず目頭が熱くなっ の大きさが違うこと、膝のお皿の骨も
いものであったが、この先に英霊が眠っ 長が安置した。
た。
３枚収容したことから、御遺骨は２柱
ていらっしゃると思うと居ても立って
捧持者は作業現場から安置室に到着
後日この懐中時計について「日本戦 であるとの報告があった。
も居られない気持ちで作業を続行した。するまで終始無言を厳守していた。そ 没者遺骨収集推進協会」職員が調査し
： 頃 足がつって目が覚めたが
・ 月６日（水）：（作業２日目・
の後御遺骨に対して全員で拝礼し解散 たところカバー付きの懐中時計と判明、丁度そのころ東京都では震度５強の地
「２３４ Ｃ ２１２」）
となった。
外側はカバーで内側に時計本体及び竜 震が発生していた。海上自衛隊硫黄島
午前は昨日に続いて「２３４ Ｃ
捜索現場から安置室まで御遺骨袋を 頭があったと伝達されたが所有者特定 基地隊の隊内放送によって地震発生を
２１２」を捜索し階段下から御遺骨を 捧持者が捧持して安置する儀式は、こ に至る証拠はなかった。同職員によれ 瞬時に知ることができ留守家族と連絡
収容したが骨片が多く大きな御遺骨は の日以降ほぼ連日にわたって行われた。ば遺留品から氏名等所有者特定につな を取り無事を確認できた。さすが精強・
発見されなかった。午後も同所におい
早速持参した靖国神社の御神酒を安 がる証拠が得られない場合は壕内に戻 即応・変化への適合の海上自衛隊であ
て収容作業を行い 柱分と思われる大 置室の安置台にお供えし拝礼した。
ると感心・感謝した。
腿骨、踵や足の指の御遺骨を収容した。
：
全体ミーティングでは遺骨
・ 月８日（金）：（作業４日目・
自分も壕内作業場所最先端において刷 鑑定専門員から捜索現場において暫定
「２３４ Ｃ ２１２」「２３３
毛や竹べら・移植こてを使用し収容作 １柱の御遺骨を収容したこと、弾薬班
Ｊ
～ ・ 」）
業を行った。
から手榴弾３発を発見したことがそれ
午前は「２３４ Ｃ ２１２」壕内
今を去る数十年前、学生時代の夏休 ぞれ報告された。
の収容作業を継続した。作業開始前、
みに栃木県小山市所在の乙女不動原遺 ・ 月７日（木）：（作業３日目・
作業４日目で御遺骨２柱収容の実情に
跡の発掘調査に 箇月ほど従事した時
「２３４ Ｃ ２１２」）
鑑み、遺骨鑑定学的見地から遺骨収容
の遺骨に比し、戦後 年間、硫黄島
午前は昨日同様「２３４
２１
を慎重に行う結果、作業時間がかかり
において高温の地熱に晒されながら地 ２」の収容作業を実施した。壕内から
すぎることへの苛立ちと件数主義的な
中に眠っておられた御遺骨は脆く収容 搬出される土砂のフルイ作業では多く
要求があることの狭間に立ち苦悩して
作業の難しさを痛感した。
の骨片を収容した。また、土砂の中か
いると思われる団長から、作業効率の
この日収容した御遺骨は作業終了後 ら女性用のペンダント様懐中時計の遺
向上についての檄が飛んだ。
白い御遺骨袋に納められ、建制順に指 留品が発見され素人目にも当時として
午後からは分遣隊を編成（「日本戦
名された団員が作業現場において団長 は高価な品ではなかったのかと思われ
没者遺骨収集推進協会」、「日本遺族
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会」、「大東亜戦争全戦没者慰霊団体 もに鉄カブト１個、銃剣１本、小火器 いた。「鹿島食堂」は３名という少な
協議会」「水戸二連隊ペリリュー島慰 弾薬 発が発見された。午後も同ポケッ い調理員で運営しているが、業務用大
霊会」「隊友会」、「小笠原村役場」 トから土砂を搬出してフルイ作業を実 袋の既製品のおかずは遠隔地というこ
「弾薬班」「小笠原村在住硫黄島旧島 施し御遺骨の収容作業を行った。
とでやむを得ないものの、手作りの総
民の会」各１名、同重機オペレーター
作業終了後同ポケットから収容した 菜の味は良く野菜たっぷりで調理員の
２名の計 名）し「２３３ Ｊ
～ 御遺骨は御遺骨袋に納められ班長から 真心が伝わってくるものであった。
・ 」のポケット（壕内等に作った 自分が拝受して捧持し、本隊と合流後
なお、「鹿島食堂」においても平日
人が１人入れる程の空間）５箇所のう 御遺骨捧持の手順に従い安置室に安置 の夕食時間帯に同食堂横の売店で酒類
ち３箇所（「２３３ Ｊ ・ ・ 」） した。自分は御遺骨を捧持したのは初 等を販売していた。
を捜索したが遺留品として米軍が残し めての経験で胸が熱くなった。
・ 月 日（月）：（作業６日目・
ていったと思われるコーラの瓶などが ・ 月 日（日）：（休養日）
「２３３ Ｊ
」）
出てきただけであった。
本日は最初で最後の休養日であった。 午前は先週同様 号ポケットの収容
本日で団員が団体生活を開始して６ 午前・午後ともに２名以上の団体行動 作業を実施し比較的大きい御遺骨を確
日経ったが、各自が年齢、性別、所属 であれば外出可能でその際は「外出簿」 認した。同ポケットにおいても壕底を
団体、参加回数などの枠にとらわれず、に必要事項を記載の上、摺鉢山・慰霊 出すために土砂を掘り下げると高い地
御遺骨を１柱でも多く収容し御帰還さ 碑の巡拝など思い思いに過ごすことが 熱を帯びた土砂が出てくるなど火山島
せるという一つの目標に向かって一生 できた。
であることを再認識させられた。
懸命に取り組んでいる姿や一体感を素
： から一定時間、海上自衛隊厚
御遺骨の足首の部分と思われる位置
晴らしいと感じるまでになった。全体 生館において日用品・嗜好品・水等を には大きな岩が崩落しておりその岩を
ミーティングでは遺骨鑑定専門員から 購入することも可能であり、価格は内 除去して収容した時は数十年ぶりに楽
「２３４ Ｃ ２１２」の御遺骨は計 地と比べてもあまり変わらず良心的な になられたのではないかと安堵した。
４柱になるとの報告があった。
ものであった。また、硫黄島滞在中の
午後も引き続き同ポケットの収容作
・ 月９日（土）：（作業５日目・
１日３食の食事は同島において諸作業 業を実施したが、ポケット左側にはい
「２３３ Ｊ
・ 」）
に従事する鹿島建設の社員食堂「鹿島 つ崩落してもおかしくない巨岩があり
午前は捜索現場における拝礼後、団 食堂」において日課表にある指定時間 危険と隣り合わせの中での作業であっ
長から作業効率を最優先にして取り組 に全員団体行動で喫食することになっ た。ここで壕内における御遺骨収容手
む趣旨の発言が昨日に続き再度あった。ており、日曜日の朝食は唯一のパン食 順について簡単に説明する。①壕の掘
分遣隊は「２３３ Ｊ
・ 」に メニューでスープ、ウインナー、目玉 削当初の床面部分、いわゆる壕底を明
移動して残り２箇所のポケットを捜索、焼きの総菜と一緒にゆっくりと頂いた。らかにするため堆積等している土砂を
号ポケットからは何も発見されなかっ
また、海上自衛隊では金曜日がカレー 除去する ②壕底が明らかになったら
たが、 号ポケットからは２柱分と思 ライスの日であるのとは若干違い日曜 壕先端部分に向け壕底に沿って土砂を
われる御遺骨の一部が収容されるとと 日の昼食が毎週カレーライスとなって 搬出する ③同作業で除去した土砂の

－

遺骨収容作業風景（その２）

中に御遺骨を発見した場合はその土砂
をフルイにかけて御遺骨を収容すると
ともに壕底を確認しながら慎重に更な
る御遺骨の発見に努める ④御遺骨の
収容に当たっては御遺骨１柱づつを収
容し他の御遺骨と絶対に混ざらないよ
うに作業を実施する
何故壕底を確認しながら作業をする
ことが重要かというと壕底より深い地
中に御遺骨は存在せず御遺骨の見落と
し等を防止するためであった。

－

－

全体ミーティングでは本隊は「２３
４ Ｃ ２１２」から御遺骨４柱を収
容し捜索作業が概了した旨の報告があ
り明日からは「１８３ Ｗ １」の捜
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索作業に着手するとのことであった。 等の手掛かりとなる遺留品として認識
化学班からは「２３４ Ｃ ２１２」 票５枚（「２１２」４枚、「２３３Ｊ」
の壕内においてツルハシやスコップの １枚）を発見したことがそれぞれ報告
開削跡に白カビ様の物質が大量に付着 された。弾薬班からは「１８３ Ｗ
していたが、これは硫黄分を含む強ア １」の様な海岸の砂浜では（土質が柔
ルカリ性物質で素手で直接触れるとね らかいため）不発弾など何が埋まって
ばねばしており指紋を溶かすほどの力 いるかわからない。例えば黄燐弾は煙
がある。目に入ると激痛を引き起こす が出たらすぐに土をかける、米軍のパ
ので十分注意されたいとの伝達があっ イナップル式手榴弾は触らずそれぞれ
た。
速やかに弾薬班に連絡することとの伝
・ 月 日（火）：（作業７日目・
達があった。
「２３３ Ｊ 」「１８３ Ｗ １」） ・ 月 日（水）：（作業８日目・
午前は 号ポケットの収容作業を実
「１８３ Ｗ １・２」）
施した結果、御遺骨の収容、壕底の確
午前は「１８３ Ｗ １」において
認を実施して作業は概了し御遺骨１柱 土砂のフルイ作業を実施、最終的に御
は自分が捧持して安置室に安置した。 遺骨収容を確認して作業を終了し概了
結果として「２３３ Ｊ
」から となった。
は２柱の御遺骨を収容した。その後分
午後は「１８３ Ｗ ２」に移動し
遣隊は「１８３ Ｗ」に転進して本隊 て山積みされた土砂と隣接する崖の土
と合流、同地域において作業を開始し 砂を箕で運びフルイにかける作業を実
午前の作業は ： で終了した。
施しそれぞれから御遺骨を収容した。
： から海上自衛隊厚生館におい
本派遣期間中は天候に恵まれていた
て実施された土産物品販売において各 が、この日初めてスコールに見舞われ
自硫黄島来島記念としてＴシャツ、ワッ 車両もしくはテントに退避した。自分
ペン、洋菓子等の土産物品を購入した。はずぶ濡れとなったものの作業終了時
午後からは作業が概了した「２３４ には半乾きの状態にまでなった。南の
Ｃ ２１２」「２３３ Ｊ
～ ・ 島の日差しの強さについて身をもって
」を全員で拝礼するとともに作業結 体験した。
果の確認を行った。また「１８３ Ｗ
作業間の休憩中、捜索現場南方にあ
１」からは御遺骨３柱を収容した。 る「海軍南砲台」を他の団員数名と
全体ミーティングではこれまでに９ ともに見学に行った。拝礼して中に入
柱の御遺骨を収容したこと、氏名判明 ると激しい攻撃を受けたため砲の台座

27

－

しか残っていなかった。そして弾
痕がおびただしく無数のひびが入
り一部が剥落したトーチカ内部左
側面のコンクリート壁面に白色で
書かれた「訓練第〇」「初弾必中」
「水際撃滅」「冷静沈着」「連繫
保持」「確実迅速」「○○遂行」
「○○○練」の文字が目に飛び込
んできた。
この言葉を書き記した海軍軍人
の身命を賭して幾多の戦闘を乗り
越え感得したであろう真理を伝え
る言葉の迫力を強烈に感じるとと
もに、同人の書き記した何時如何
なる場合も基本に忠実に事に当た
るこの言葉の一つ一つの真理は戦
場における海軍軍人の根幹ではな
いかと思料した。今を生きる者と
して耳ざわりの良いスローガンが単な
る言葉としてもてはやされる傾向のあ
る現代、その言葉の持つ本質とは何か
を常に考えなければならないと改めて
教えられた。作業終了後、収容した御
遺骨を捧持して帰投し安置室に安置し
た。 全体ミーティングでは「１８３
Ｗ １」において収容した御遺骨は
１柱、これで収容した御遺骨が計 柱
となった旨報告があった。
また、「２３３ Ｊ
」の御遺骨
下から発見した遺留品の認識票は、調
査の結果久留米編制の独立混成第２旅
団中迫第２大隊第２中隊所属の軍人の
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海軍南砲台壁面に書かれた文字

ものであることが判明したこと、弾薬
班からは手榴弾２発、小火器弾薬 発
を発見したことがそれぞれ報告された。
・ 月 日（木）：（作業９日目・
「１８３ Ｗ ２・３」）
午前は前日に引き続き「１８３ Ｗ
２」の捜索作業を実施、「司 ホソ
ガヤ」と蓋に手彫りで刻印された石鹸
箱（セルロイド製）を遺留品として発
見した。午前中をもって同地域の捜索
作業は概了となった。
午後は「１８３ Ｗ ３」の捜索作
業を実施した。同現場での作業はかつ
て重機によって積み上げた土砂の山を
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崩しながらフルイ作業を実施し御遺骨
霊巡拝）
の収容にあたるものであったが若干の
現地追悼式は ： 安置室前に正装
骨片を収容して継続案件となった。
にて全員集合ののちバスに分乗して式
全体ミーティングでは千鳥ヶ淵戦没 場である硫黄島戦没者の碑（天山慰霊
者墓苑において実施される厚生労働省 碑）へ移動、 ： から海上自衛隊硫
への御遺骨引渡式の際の御遺骨箱は最 黄島基地隊司令、航空自衛隊硫黄島基
終的に 箱となることが伝達された。 地隊副司令出席の下挙行された。
・ 月 日（金）：（土工具類等の洗
式は黙禱ののち追悼の辞を団長及び
浄・格納作業）
遺族代表（「日本遺族会」）が読み上
：
作業出発のため集合するも げ、最後に全員が献花を行って ：
スコールにより待機となった。
終了した。
：
宿舎を出発したが断続的な
慰霊巡拝は事前に希望場所等を団体
降雨のため現地における作業は困難と 毎に聴取の上決定され２箇班に分かれ
判断され午後から実施する土工具類洗 て実施された。
浄・格納作業準備のため、捜索現場に
自分の所属班は、車上からの拝礼等
おいて使用した箕・フルイ・スコップ・ を含めて 箇所を慰霊巡拝した。順路
鋤簾等の全土工具類を現場から撤収し は時計回りで宿舎から摺鉢山方面に向
て宿舎へ運搬し午前の作業は終了した。かい島の沿岸部を進みほぼ島を 周し
： から待機となったため各自荷 た後、最後は連日通いなれた「２３４
物整理を行った。
Ｃ」「２３３ Ｊ」の捜索地域から
：
団員は宿舎裏に洗浄作業で 宿舎へと戻る経路であった。
濡れてもよい格好で集合し土工具類、 ①鎮魂の丘：綺麗に整備されブーゲン
ビニールシート等これまでの作業で使 ビリアの花が美しく咲いていた ②米
用した備品類を全て洗浄・天日干しし 軍将兵の碑 ③再会記念碑：米軍が上
： からはこれらを倉庫に格納して 陸した南海岸を左手に見ながら進み車
： 作業は終了した。本日をもって 上から拝礼 ④海軍水平砲台：踏み分
捜索作業は終了となった。
け道の坂を上るとすぐに到着し砲台周
全体ミーティングでは今後の現地追 辺はよく整備されていた 昭和 年２
悼式、慰霊巡拝、自衛隊による御遺骨 月 日硫黄島防衛戦はここから始まっ
見送り式、御遺骨捧持者の指名等の説 たと言われておりその場所に立ち往時
明・伝達が行われた。
をしのび感慨無量であった ⑤南観音：
・ 月 日（土）：（現地追悼式・慰 観音像等を拝礼 ⑥航空機利用のトー
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チカ：航空機の機体を利用したトーチ
カを見学した 同トーチカは周回道路
から ～ メートル位背丈程もある草
が生い茂った道なき道を進んだ先にあ
り、機体を外側から分厚い鉄筋コンク
リートで固めた強固なものであった
⑦鶯地獄：噴気孔 ⑧米軍沈船群跡
⑨釜岩：奇石群 ⑩硫黄島島民平和祈
念墓地公園：下車見学 鎮魂の丘から
同公園に至る道路は未舗装かつ悪路で
車の動揺が激しく、特に釜岩から同公
園の間は隆起した海岸の真ん中にある
砂州上の道路をスタックしないように
運転するのが大変そうであった 因み
に平成 年国土地理院の調査によって
それまで小笠原諸島最大の島は父島で
あったが隆起の激しい硫黄島が同島を
抜き一番になった ⑪医務科壕：壕内
に照明設備が設置 ⑫海軍司令部壕：
入口が２箇所あったものの岩が崩れ落
ちて両方ともほとんど塞がれており入
口付近で御霊安かれと拝礼 ⑬硫黄島
神社跡：鳥居が建てられ御社も建立さ
れていた 硫黄島に所在する自衛隊有
志の方々が維持・管理されていると聞
いた ⑭硫黄ケ丘：これまでの亜熱帯
気候の緑豊かな景色とは一変して噴気
孔から蒸気が噴出しあたり一面硫黄で
覆われまさに火山の景色そのものであっ
た ⑮天山壕：午前に追悼式典が行わ
れた硫黄島戦没者の碑に赴きその直下
にある同壕を拝礼 ⑯北観音：天山壕

北側に位置し拝礼して硫黄島をほぼ１
周した ⑰海兵隊壁画：「２３４ Ｃ」
「２３３ Ｊ」近傍にあり米軍軍人が
制作 ⑱米軍戦車残骸を見学し ：
宿舎に帰投した。
・ 月 日（日）：（自衛隊による御
遺骨見送り式リハーサル・部屋の清
掃・荷物整理）
： から ： まで自衛隊による
御遺骨見送り式リハーサルを実施、そ
の後各自荷物の荷造り・部屋及びトイ
レ・シャワー等の清掃を行って ：
から点検を受け明日の離島に備えた。
・ 月 日（月）：（自衛隊による御
遺骨見送り式・離島・入間基地にお
ける儀仗）
： までに各自全ての荷物（手荷
物も含む）を宿舎玄関前に搬出、 ：
入間基地行き貨物輸送用パレットに
搭載した。各自の全荷物をここで積み
込む理由は、御遺骨の捧持者は御遺骨
だけを捧持するため所持する荷物は身
分証明書、スマートフォン、財布等、
内地到着後必要最小限かつ正装した服
に収納できる物品しか携行できないた
めであり捧持者以外の団員も同様であっ
た。
いよいよ硫黄島を去る時が来た。宿
舎の２階階段ベランダに一人佇み摺鉢
山それに続く米軍が上陸した南海岸を
遠望しつつ、「海ゆかば」「ラバウル
海軍航空隊」の１番・４番を歌いこの
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捧持して１列で進み同儀仗隊に正対し のことばがあった。これをもって令和 だことを出発点とする厚生労働省の所
てラッパ「悲しみの譜」の流れる中、 ３年度第２回硫黄島戦没者遺骨収集派 管業務としての遺骨収集は、この一点
御遺骨が儀仗を受けた。
遣の任務は全て完了した。
からしても終戦以来 年以上経過した
「入間ターミナル」にて小憩ののち
現在、その組織力、効率性、妥当性等
： 同基地を出発し関越自動車道・ ３ 所感
を再考し抜本的に改革する時期に来て
首都高速５号線経由で ： 宿舎であ
今回の硫黄島戦没者遺骨収集派遣に いると痛感した。
るＫＫＲホテル東京に到着して同ホテ 関して自分が感じた点について２点述
第二点の「硫黄島における戦没者遺
ル「平安の間」に御遺骨を安置・拝礼 べたい。
骨収集時の遺留品の取り扱いについて」
し本日の任務を終了した。
第一点は「硫黄島の御遺骨収集にあ は、 月 日の全体ミーティングの際、
・ 月 日（火）：（硫黄島戦没者遺 と何年を要するのか」、第二点は「硫 厚生労働省と「日本戦没者遺骨収集推
骨引渡式・解団式）
黄島における戦没者遺骨収集時の遺留 進協会」の職員の間で議論があった。
：
御遺骨安置場所に全員集合 品の取り扱いについて」である。
それは御遺骨収容場所から氏名等記
し拝礼の後、御遺骨を捧持しバスに乗
第一点の「硫黄島の御遺骨収集にあ 載された遺留品（今回は認識票等）が
車して同ホテルを出発、一路千鳥ヶ淵 と何年を要するのか」については、厚 何点か発見されたがその持ち帰りに関
戦没者墓苑に向かった。折から雨模様 生労働省ホームページ「地域別戦没者 してであった。
の天気であったが ： 同墓苑に到着、遺骨収容概見図」（令和３年９月末現
遺骨収容作業の実質的作業要領であ
地に残る御霊安からんことを祈念した 降車後山本厚生労働副大臣及び来賓等 在）によれば硫黄島における戦没者概 る同省作成の「別添 七つの心得・手
が万感胸に迫るものがあった。
が御遺骨を出迎える中、団長を先頭に 数２１，９００名、収容遺骨概数１０，順書等（硫黄島）」（令和２年９月
：
団長以下 柱の御遺骨を捧 御遺骨捧持者、その他の団員の順に同 ５２０名、未収容遺骨概数１１，３８ 日現在」）（全団員に事前配布され必
持した団員等が海上自衛隊差し回しの 墓苑納骨堂前に設置された「硫黄島戦 ０名と記載されていた。また、同省ホー 読指定）には「９ 遺留品の取扱い」
バス２台に分乗して「硫黄島基地ター 没者遺骨引渡式」式場の遺骨引渡台に ムページ「硫黄島における遺骨収集等 の項目に「（１） 遺留品は、所有者
ミナル」に向かい到着後搭乗手続を行っ 向かって進み、捧持者は２人づつ御遺 の現状」（平成 年３月 日現在）に を特定する手掛かりとなる氏名等が記
た。
骨を遺骨引渡台上に安置し拝礼、これ よれば平成 年から同 年までの 年 されているものに限り収容し、持ち帰
：
「海ゆかば」の流れる中、 を厚生労働省職員が拝礼して拝受し安 間に御遺骨１，９７８柱が収容され、 ることを原則とする」と記載があり、
海上自衛隊硫黄島基地隊司令、航空自 置台に安置した。
年により増減はあるもののこの間の御 これを根拠に持ち帰りを主張する「日
衛隊硫黄島基地隊副司令以下手空き総
次に全員で御遺骨に対し拝礼して、 遺骨収容数の年平均は１年当たり１５ 本戦没者遺骨収集推進協会」に対し、
員の御遺骨見送りを受け輸送機「Ｃ
山本厚生労働副大臣以下来賓が献花を ２柱である。単純計算すると未収容遺 厚生労働省は同手順書については、海
１３０」に乗り込み硫黄島を出発した。行いその後同省職員が御遺骨を捧持し 骨概数１１，３８０名の御遺骨を現在 外における収集を対象としており同資
約２時間 分の飛行ののち ： 航 てバスに乗車し厚生労働省に向かった。のペース（年平均１５２柱）で全て収 料には記載されていないが硫黄島はそ
空自衛隊入間基地に到着、飛行場エプ
：
引き続き解団式が同副大臣 容するには硫黄島だけであと 年以上 の例外で遺留品については現物ではな
ロンには航空自衛隊儀仗隊が整列して 出席の下行われ、団長から帰還報告、 かかる計算になる。終戦により陸海軍 く写真を持ち帰り現物は硫黄島で保管
いた。降機後、団長を先頭に御遺骨を 同副大臣の挨拶、最後に団長から解団 が廃止されその復員業務等を引き継い することとしているとの主張であった。
現地 海上自 衛隊 ・航空 自衞 隊隊 員によ る見 送り
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全戦没者遺骨収集地域から持ち帰っ
た遺留品については、厚生労働省庁舎
内にある遺留品保管倉庫の収容容積は
限りがあること、海外から持ち帰った
遺留品の数量は膨大なものになること
などを勘案すると、その保管・管理に
ついては運用上硫黄島は例外とすると
いう解釈にならざるを得ないのかもし
れない。
今回発見した５枚の認識票は硫黄島
現地において洗浄作業を行った結果、
幸いにして記載事項について判読でき
たとのことであった。しかし、関係者
からはこれまで現地において判読でき
なかった認識票もまた多くあったと聞
いた。
そこでこれまで硫黄島から持ち帰ら
なかった認識票を完全に判読し御遺骨
の身元特定につなげるためにはどのよ
うな方法を用いれば可能なのか知人の
表面工学系の科学者に照会したところ
「錆は金属性の素材表面が大気中の酸
素と結合して生成した「膜」でありこ
の膜の最表層は総じて面粗度（表面の
粗さ）が高くなり光の反射を妨げるた
め人間の目で読み取る際には非常に読
みづらくなってしまう原因となる 。
そこで錆を落とす（酸化層の除膜）こ
とで判読可能な状態となる。旧軍の認
識票の大半は真鍮製 であり茶褐色に
変色していることで判読を阻害してい
ると推測される。また、認識票の最表

層と刻印された文字等の形状に沿った つの心得・手順書等（硫黄島）」（令 された後ＤＮＡ鑑定等のあらゆる手段
酸化層が形成されていると推測できる。和２年９月 日現在」）の中の「御遺 を駆使してどうか１日も早く御遺族の
よって硫黄島現地で実施可能な錆の 族への御遺骨の返還に向けた戦没者の もとに帰ることができますようにとせ
除去方法は重曹またはクエン酸による 遺骨収集における七つの心得」の基本 つに願った。今回、硫黄島戦没者遺骨
拭き取りあるいは漬け置き洗浄が適切 理念として「１ 遠い異郷の地に眠る 収集派遣において収容された 柱の御
である。さらに重曹・クエン酸は食品 戦没者や御遺骨の帰還を長年待つ御遺 遺骨に対して、また、今なお硫黄島に
添加物であり毒劇物ではないことから 族の心情に寄り添い、責任と使命感を 眠られる英霊に対して、御霊の安から
世界中において広く使用可能で安全に 持って遺骨収集に臨むこと」と謳って んことを祈念し、数十年前、靖国神社
復元できる方法である。
いる以上、判読作業の高精度化を図る に掲載され感銘を受けた大江一二三陸
しかし、より正確な判読には「３次 ため御遺骨の身元解明につながる遺留 軍少佐の詠まれた歌をここに記す。
元レーザー顕微鏡」や「Ｘ線透過」に 品については同手順書「９ 遺留品の
よる方法が提案される。「３次元レー 取扱い」の項目の記載に従い御遺骨と
靖國の宮に御霊は鎮まるも
ザー顕微鏡」はレーザー光でスキャニ ともに遺留品を持ち帰り、現物によっ
をりをりかえれ母の夢路に
ングし形状を計測して画像ソフトによ てあらゆる方法を活用して判読作業を
り視覚化することが可能な技術である。実施し御遺骨の身元解明を行うことは
以上
「Ｘ線透過」は非破壊検査等に広汎に 必然であると思料した。
本文書に記載した内容はあくまでも個人
用いられている技法で明瞭な判読が可
の意見・感想であることを明記する。
能となると考えられる。何れの方法も ４ さいごに
また、遺骨収集派遣初心者の自分に対し
分析技術としてはごく一般的な方法で
初めての参加で御遺骨の捧持という
あるため精度が高く安価にできる方法 大役を仰せつかったが、自分が捧持さ て適時適切なアドバイスや助力をしていた
と言える。」との回答があった。「３ せていただいた御遺骨は記号・番号で だいた竹中・正木・佐々木・土田の各氏に
次元レーザー顕微鏡」や「Ｘ線透過」 甚だ申し訳ないことではあるが「Ｒ３ この誌上をお借りして厚く御礼申し上げる
といった高度な科学機材を駆使できる
２ ２３３ Ｊ
①」であった。 次第である。
環境にない硫黄島においては洗浄以外 実はこの御遺骨は 月９日自分も収容
の高度な判読作業は不可能である。
作業に携わり、また収容した御遺骨を 参考文献
仲田進一：銅及び銅合金の変色につい
今回は認識票を例に挙げたが、種々 納めた御遺骨袋を捜索現場から現地安
の遺留品であっても科学技術の進歩が 置室まで初めて捧持させていただいた。 て、防衛技術、 vol.8,no7,pp.291-297,
著しい今日、高度な科学技術を活用・
そのようなことから捧持しながらこ
https：//www.city.sapporo.jp/ncms/
駆使した様々な方法により遺留品の判 の御遺骨の英霊はどのような方であっ
shimin/heiwa/tenji/guntai_07/index.
読を行い収容した御遺骨の身元解明に たのか、戦死された状況、御遺族はど
：札幌市平和バーチャル資料館ＨＰ
html
つなげることができると考える。
うされているのかなど様々なことに思
従って厚生労働省作成の「別添 七 いを巡らせるとともに、内地に御帰還
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は、つばさ会から１名の参加を予定し
ています。
四 新入会員紹介 （敬称略）
（令和３年９月１日～ 月 日）
【賛助会員】
山下 邦裕 島崎 勝一
賛助会員２名
掲載内容についてのお知らせ
掲載を予定していた松元直歳氏の
「あの戦争を振り返り戦没者の霊を
慰する（第七回）」は、止むを得な
い事情により次号に延期させていた
だきました。
心待ちにされていた読者の皆様に
心からお詫び申し上げます。

11

寄付金の税額控除に係る
領収書等の送付について
当協議会は、租税特別措置法に基
づく税額控除対象法人に認定されて
おります。
従来、５０００円以上の年会費・
寄附金を頂いている方に領収書及び
証明書（写し）を送付していますが、
本年度も同様の処置をさせていただ
きます。なお、本送付は、 月以降
随時発送中ですが、該当される方で
未だお手元に届いてない方がおられ
ましたら、お申し出いただきますよ
うお願い申し上げます。
また、５０００円未満の方でも、
確定申告にあたりこの領収書及び証
明書（写し）をご希望の方は、ご遠
慮なく電話・メール等で事務局まで
お申し出下さい。

新規会員獲得への協力のお願い
当協議会は、有志会員の皆様か
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
皆様の当協議会への入会を心から
お待ち申し上げております。
既会員の皆様には、お知り合い
の方の入会勧誘について、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
（当協議会へ事前に連絡をいただけ
ば、振込料無料の振込用紙付「入会の
しおり」をお届けいたします。）
10
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謹 賀 新 年

リエイト

孫子経営塾

伍光会

公益財団法人
大東亜戦争全戦没者
慰霊団体協議会
島村
宜伸
山下
輝男
伊藤
隆
國澤
輝生

会長
理事長
専務理事
事務局長

軍学堂

医療法人社団

特定非営利法人

株式会社

ＳＮＡ

同台経済懇話会

株式会社

株式会社

協会
FRIENDSHIP

青林堂

再生日本

キャリアコンサルティング

株式会社

株式会社

法人
NPO
日本サイパン
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事務局からの報告等
一 令和３年度臨時理事会の開催
月 日（水）、当協議会会議室に
おいて臨時理事会を開催しました。
事務局から提出された議案等につい
て熱心な討議が行われ、事務局案はそ
れぞれ原案どおり承認されました。
（一）議案等
○第１号議案：令和３年度上半期
職務執行状況（報告）
○第２号議案：令和３年度上半期
予算執行状況（報告）
○第３号議案：令和３年度上半期財
産運用（報告）
（二）出席者
理事 名中 名、監事２名中１名
二 慰霊祭等への参加状況
① 月 日、靖國神社秋季例大祭に
山下理事長が参加しました。
② 月 日、千鳥ヶ淵戦没者墓苑に
おいて行われた秋季慰霊祭に、山
下理事長が参加しました。
三 硫黄島戦没者遺骨収集派遣参加
今年度第２回派遣（ 月３日～ 月
日）に、水交会から１名が参加され
ました。
今年度第３回派遣（ 月 日～ 月
９日）は、つばさ会から１名が参加さ
れました。
第４回派遣（１月 日～２月 日）
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