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連合艦隊司令部 日吉台地下壕の保存をすすめる会

届きました︒前回の回答書と比較して

平成8年3月21日

かなり進歩したようにも見えますが︑

如何なものでしょうか︒
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会長
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さきに陳情のありましたことについて，次のとおりお答えします。
近代の遺跡の遺存状況は・現段階では 貴。地方自治体とも十分には肥爆で
きていません・このため・近代の遺跡の遺存状況については一今乱全国的な
調査を実施する必要かあります。
本市においても。近代の遺跡の基本的な分布調査については，時間をかけて
齢rしていく課題であると考えています。
したがって・日吉台地下壕の整理・公開は・今後の課題とさせていただきま
す。
この旨ご了承いただき．貴会の皆様によろしくお伝えください。
市広聴第4106号

日吉合地下壕問題調査団
日吉台地下壕保存の会
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731部隊国際シンポジウム
〜於ハルビン市〜に参加して2
時がたち、今は‥94
時世代の人にこそ是非見てほしい5
連載日吉台地下壕
当時の関係者の思い出話146〜7
運営委員会報告・幹事会報告8

日吉台地下壕の史跡としての保存等について（困薯）
さ住雷陣のありましたことについて・大愛適く調書した飢次のとおり
お答え し支す・
ロ曹台地下尊書坪開戦◆鴫の造調であり・その鞍代か新しく．嗅寝のとこ
ろ文化庁は このよう棚しい削代の桝を史跡として尊めてい妻せん・
したがって・本市としても 雷責されているr史跡として永く傭＃し．多く
の人々細字で−るように期するJこ槽・困難と調えても！坪．
この瞥ご丁難いただき 貴会の田によろしくお伝えください2
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国際
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〜於ハルビン市〜に

参加

ジ
し

ウ
て

ム

具体的に例をあげるならば︑

をかいまみることができた︒

する結果や︑学校教育の問題

私は自身がまとめたアンケー

とごく自然にたずねてきた︒

を日本人は知っていますかJ

このシンポジウムは︑中国

れた︒

報告するという機会にめぐま

隊国際シンポジウムに参加︑

ルビン市で開かれた七三一部

日から八月二日まで︑中国ハ

の一九九五年︑私は七月三一

ファシズム戦争勝利五〇周年

中国にとっては抗日戦争・反

日本にとって敗戦五〇年目︑

戦後責任に対する認識の甘さ

若い世代の日本の戦争犯罪・

もので︑若者を対象にしぼり︑

戦争責任を考える﹂と彪した

若者の戦争責任観から日本の

告した︒私の報告は﹁日本の

ンポジウム分科会において報

果を分析・検証したものをシ

八人に行なったアンケート結

私は事前に日本の若者二四

的なシンポジウムであった︒

らハルビンを後にした私は︑

対する若者の役割を考えなが

の戦争責任・戦後責任追及に

シンポジウム閉会後︑日本

るをえない︒

テナが不十分であると言わざ

巻く情報不足と︑若者のアン

から判断すると︑若者を取り

な記述が成されていない現状

いことである︒教科書に充分

レベルの歴史認識しか持たな

緒国への加害について教科書

若者の約八割が日本のアジア

さい︒それが日本の若者のひ

の戦争犯罪を友人に伝えて下

本に帰ったら中国で見た日本

と握手を交わしながら︑﹁日

私に語った︒最後に彼らは私

問題としてとらえている﹂と

去の日本の戦争犯罪を重要な

そして﹁中国の若者たちは過

憂える視線へと変っていった︒

でのまなざしから︑日本人を

これを聞いた彼らは︑それま

して認識の低いことを告げた︒

が戦争における加害行為に対

ト結果を思い起こし︑日本人

一晴

各地に存在した旧日本軍の細

を実証・指摘した︒また同時

北京抗日戦争記念館において

斎藤

菌戦部隊・毒ガス戦部隊を暴

に私達に責任転嫁してきた親

会員

く日中共同のシンポジウムと

とりであるあなたの役割では

た︒その日は日本人を非難す

貴重な体験をすることになっ
見学していた私が︑地元の大

るような目ではなく︑やさし

の世代や祖父母の世代の現状
若者たちのアンケートへの

学生に声をかけられたことだ︒

いまなざしでありながらも︑

しては︑戦後初めて開催され
証言者・ルポライタ︱・マス

返答には︑今日︑日本人の各

二人づれの彼らは︑私に

日本の若者には見ることので

ないでしようか﹂と付け加え

コミ関係者など︑日本側・中

世代が抱える過去の戦争犯罪

﹁ここに展示されている事実．

た︒それは︑館内の展示物を

国側ともに約一〇〇人ずつ︑

への後進的部分を的確に実証

と彼らの責任を追及した︒

計約二〇〇人の出席した本格

た記念的なもので︑研究者や

731

できる鋭い視線であったよう

きない真実を見分けることの

私自身に具体的な行動として

た︒そして中国での体験が︑

しを忘れることができなかっ

何をしなければならないのか

に思えた︒
私はこのほんの五分ほどの
本人として過去の戦争をどの

兵の暴行事件が起こり︑基地

そのようななか︑沖縄で米

記念館で彼らが最後に私に見

のまなざしは︑北京抗日戦争

を覚えた︒この時の仲村さん

定期総会のお知らせ

1996年度代8回定期総会を下記の通り行います．会員の皆様、

日吉台地下壕保存の会

1996年度第8回定期総会

を返してください﹂と訴え︑

ようにとらえ︑語り継ぐのか︑

の撤退と日米地位協定の破棄

せたそれと同じように見てと

お誘い合わせの上、多数の方々のご参加をお顔い申し上げます．

全国に感動を呼んだ︒私は若
者のパワーが社会に十分に影
響を与えることを彼女が証明

という課題を再認識させられ

を求める抗議行動が高まりを

れた︒

してくれたことに感動と興奮

るとともに︑若者の連帯から

見せた︒そして一〇月二一日︑

◎ビデオ上映（1時〜2時30分）‥沖縄戦

を問いかけた︒

生れるパワーによって真相を

沖縄・宜野湾市で開かれた八

んだことは︑若者の可能性で
あったように思う︒そして︑
若者たちの連帯が社会に大き

場所‥慶応義塾大学日吉キャンバス藤山記念館大会機室

時間を通して︑あらためて日

解明していく時期に来ている

万五〇〇〇人の集会で︑高校

私が中国で感じたこと︑学

ことと︑その必要性を感じず

生の仲村清子さんが﹁軍隊の
ない︑悲劇のない︑平和の島

にはいられなかった︒
私は帰国後も彼らのまなざ

な影響を与える可能性を秘め
ていることを認識しつつ︑歴
史の真実を掘り起こし︑世代
を超えて語り継ぐ具体的な行
動は何なのか︑という自分白

会（2時40分〜3時40分）

◎総

身の問いに答えを出すヒント
が得られたように思えた︒
︵法政大学学生︶
写真は朝日新聞
一九九五・一〇・一三より

日時：4月20日（土）
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になりました︒地下壕への参

うやく父の心痛がわかる年代

か理解できなかった私も︑よ

なぜこの言葉を何度も言うの

言葉がいつもコレだった︒

子供の頃の私をしかる最後の

から︑お前が生まれたのだ！﹂

﹁オレが生きて帰ってきた

ようすが変っていてわからな

そうです︒けれど︑すっかり

行場へタクシーで行ったのだ

地雷にふれて亡くなった元飛

ると︑父の下士官だった方が

ウルと聞いていたのでたずね

きました︒たしか終戦はラバ

ナン︑シンガポールへ行って

八〇才の父は昨年一人でペ

一〇隻に満たない中に︑私の

ら日本に帰りついた戦艦は︑

い出して語ります︒

るのだから・・・﹂と今も思

上空で翼がブルブル動いてい

﹁あの時は本当にこわかった︒

度の運に父は勝って帰還︒

てしまわれる︒その三度に一

の二人の方はいつも亡くなっ

いるのだ﹂というので︑ちょ

ボクは太平洋戦争を研究して

とと実感している毎日です︒

生きているって素晴らしいこ

るようになりました︒本当に

とは︑人生とは︑を考えられ

子供は今やっと︑父と私︑命

す︒こんな家庭の中で育った

！﹂という言葉をふりきって︒

﹁ちゃんと勉強しているのか？

ていました︒となりの祖父の

上げたら︑目を輝かせて聞い

っと日吉台地下壕の話をして

中学二年生に逢った時﹁今︑

今年のお正月︑主人の甥の

加によって﹁本﹂とは違う生

かったと言います︒

尚子

終戦後︑太平洋の大海原か

の戦争とはなにかが見えるよ
うになりました︒
父と話していて︑太平洋戦

時 が た ち︑ 今 は ・ ・
壱岐

父はいました︒その船の中で

Iヽ

ロ「★・」＿青書さl∠ゝせり1Ⅰ

幹事

空爆で兵隊の方が二四人死

何度も地獄を見たそうです︒

となっている

争の話になると﹁なぜそんな

は終りです︒どんな質問にも

んだのを︑敵機にみつからな

仲間の乗った船が魚雷で沈み

表するアラビア風建築で
同国のイスラム教の中心

ことを聞くのだ？！﹂ ﹁どう

答えてくれる父なのに・・・

いように焼いたのもこの場所

ム教寺院．1800年ごろ建
てられたマレーシアを代

してだ！﹂と︑そこで語らい

そんな父も︑年に二回しか訪

横須賀航空隊にいた時は︑

その父は復員後すぐに宗教

助けられた船が又やられるさ

るようになりました︒ポツリ︑

設計して出来上ったばかりの

にのめり込み︑今も毎日仏壇

だったそうです︒

ポツリとそれでも﹁誰かに迷

飛行機が︑テスト飛行で三度

の前に座り手を合せておりま

問しない私の話にも乗ってく

惑がかかるから・・・﹂．と言

に一度は落ちたそうで︑機乗

まを・・︒

いながら︒

ペナン
カピタン・クリン・イスラ
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東京地連教職員院生ニュース
（7）
シリーズ―戦後50年を考える④

次世代の人にこそ是非見てほしい
−日吉台地下壕見学会−
12月2日（土）慶應義塾高校の寺田先生の案内で平和・文レク委員会主催
「日吉台地下壕見学会」が行われ、約4時間にわたり、参加者は貴重な体験を
しました。

冬の寒さもそろそろ本格的になってきたさる

（陳腐な表硯かもしれないが）自然の嬉しの

12月2日。日吉台地下壕見学会に参加したOこ
の地下壕は慶應義塾のキャンバスの地下に総延
長5キロに渡って建設された地下壕で、t舛4年
から45年にかけて連合艦隊司令部がここに
あったのであるが、揮・投にはあまり知られてい

力というものを初めて目の当たりにした。

ない。今回の見学会では、この地下壕の保存運
動をなさっている慶應義塾高校の寺田貞治先生
が地下壕内部の引率およびその背景の解説をし
てくださった。

て思い浮かべるのは、戦争ゲームだけになって

私たち戦後陛代は戦争を体験していないが、・
祖父母などから直接に戦争体験を酷くことはで
きた。しかし、あと致十年もすればそれも不可
能となるOその時、次牡代の人々が戦争と開い
しまうかもしれ書、。（皮肉にも地F壕のすぐ
近くに「提督の艦隊」など一連の戟争う入。ムを
ヒットさせた某ソフトメーカーーの立派など元か
ある。）だからこそ・このO吉地下壕のような
戦争の遺物の存在は、これから益々範安とな一ノ
てくるO様々な射書二より。一般公開は難⊥そう
ではあるが、この㌢沌な1第勿を次虻住の人（二こ
そ是接ていノいノ入いと鳩う。

コンクリートが地下水で清け鍾乳洞のようになる
寺田先生に引率されて地下壕の内部に入る
と、そこには狭くそして長い通路が延々と続い
ていた。内部は以夕月こも暖かく、外壁のコンク
リートは50年たった今でも古さを感じさせな
い3この地下壕建設に際しては7C2人以上の朝
鮮人が危険な労働を強糾され、少なからぬ死傷
者を注した。そしてこの地下壕内部でレイテ決
戦や沖縄作戦の立案をしていた上層部の人々
は、地下壕周辺の地上が空盤されたことにまっ
たく気付かなかったという。死闘を命ずる指令
は・胎内のように安全な秘所から発せられてい
声のだ。音の意味でこの地下壕は醜悪な建築物
やあるのだが、地下壕のごく▼一。鰍よ自然の力に
より鍾乳洞のような状態になっており、本当に
綺麗であった。

日吉台下に眠る地下壕 今回は①Aを見学
侯後に、地下壕の解説を熱心にわかりやすく
してくださった寺田貞治先生、見学会を企画さ
れた東京地連教権員院生委員会・平和文レク委員
会に、貴重な体験をさせて頂いたお礼を申し上
げます。
大手 鈍（東京大学 院生）

連載
日吉台地下壕
当時の関係者の

なかったので楽しかった︒

している時は︑上官に叩かれ

たことを知った︒戦争に参加

性腹膜炎になり︑横須賀海軍

やられた時のことが原因で急

便乗して横須賀に戻ったが︑

ート︶の二階建木造の建物だ

れ道附近︵現教職員テニスコ

宿舎は慶大寄宿舎へ行く別

科からは一人も来なかった︒

してトラック．サイパン・ガ

られた︒二〇雙の商船を護衛

五〇号駆潜艇に乗組みを命ぜ

遣隊として日吉に来た︒同隊

日吉移転の下準備のための先

合艦隊司令付になり︑司令部

昭和一九年九月一九日に連

出入口の前に斜面に並行に二

コ兵舎に移転した︒地下壕の

さんの屋敷内にできたカマボ

の空襲で焼け︑丘の下の足立

ったが︑昭和二〇年四月四日

14

ムなどの南洋諸島に五回程行

は機関科の二七名で︑水・電

棟あり︑地下壕を掘った土砂

思い出話

病院に入院した︒

った︒商船一雙に物資と何百

気など日常生活に必要なもの

で埋り半地下になっていた︒

昭和一九年五月一六日に第

人もの兵隊を乗せていた︒途

を確保するのが目的である︒

私は司令部の電気長で︑電

6

菅谷 源作氏の話

中︑敵の魚雷でやられ︑目的

愛知県から北海道までの出身

日吉の日々

︵ききて：寺田貞治︶

地に着いた商船は一割にも満

菅谷氏に伺います︒

元連合艦隊司令部電気長の

昭和一六年九月一日に横須

︵
下
︶

気関係をすべて受持っており︑

鈴木︵電気︶

者が多かった︒当時司令部が

︵
中
︶

︵鳥当番︶兵

たなかった︒駆潜艇に助け上

︵
上
︶

菅原︵電気︶

︵鳥当番︶兵

賀海兵団に入団︑昭和一七年

︵補助機︶

︵ボイラー長︶

増渕︵ボイラー︶

地下壕全体の様子が最もよく

︵自動車︶

兵

置かれていた﹁大淀﹂の機関

︵自動董︶

藤井︵班長︶

げても︑生きられない人はそ

帰りに駆潜艇も父島沖でや

奥由︵自動喜︶

五月二〇日に﹁山城﹂の乗組

かった︒アリユーシャンのダ

られ︑私は爆弾で吹きとばさ

︵電気︶兵

兵

兵

︵補助機長︶

兵

︵分隊長︶

のままにした︒手を合せて助

ッチハーバーの艦砲射撃に行

れ︑気がつくと指がなくなっ

︵ボイラー︶

︵木工長︶

︵自動車長︶

みを命じられ︑機関兵として

ったあと︑ミッドウェーの海

ていた︒泳いで父島にたどり

梶原︵電気︶

︵電気︶

けて欲しいと哀願する人もい

戦に参加したが︑階級が低か

ついた︒敵の威嚇射撃で父島

︵ボイラー︶

︵自動車︶

先遣隊（機関科）

︵電気︶

藤原︵戦死︶

従事した︒﹁鬼の山城︑地獄

ったので︑どこへ行って︑ど

にたどりついた人は半分位で

た︒

こで戦っていたか分らなかっ

あった︒父島から﹁文丸﹂に

の金剛﹂受音われるほど厳し

た︒あとでミッドゥェーだっ

連合艦隊司令部の
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た︒壕の中には二五〇kwの発

イラー室配電板から引いてい

地下壕の電気は寄宿舎のボ

線路沿にあった︒

駅東口から南に少し下がった

から引継いだ︒石毛宅は日吉

気のことは慶応職員の石毛氏

河電工などから来ていた︒電

鍋はテンプラをあげるのにつ

を焚いて食べたことがある︒

配電板の前で︑やかんで御飯

の時︑寄宿舎のボイラー室の

カマボコ兵舎で食べた︒当直

造兵舎で食べたが︑その後は

襲で焼けるまでは丘の上の木

曜の昼食にはパンが出た︒空

夕食はカレーが多かった︒土

食は同じく盛飯で︑魚と肉︑

分の盛飯で︑野菜と沢庵︑昼

見ていた︒長官はエノケン・

た︒中寮の部屋で二〜三人で

ら借りてきて︑週二回上映し

た︒映画は私が五反田の方か

りを見ていた︒映画も見てい

自分の部屋にいたり︑にわと

なかったように思う︒いつも

長官は会議に余り参加してい

僚はよく会議をしていたが︑

生んだ﹂と観察していた︒幕

﹁今日はどのにわとりが卵を

長官はにわとりに番号をつけ︑

り湿気が多かった︒ベッドも

った︒壕の中は地下水がたま

は︑空襲の始まる少し前であ

の通信隊が地下壕を使ったの

にドアがついていた︒司令部

箇所あり︑長官の部屋は入口

は︑使っていない所が二〜三

にしてあった︒地下壕の中に

余り利用されず普段は通行止

四日の空襲の後つながったが︑

︵素掘り︶は昭和二〇年四月

部第三部の間の連絡トンネル

わかる立場にあった︒

電機が一基備え付けられ︑発
かった︒

電気工事は︑芝浦電気・古

電機を回すジーゼル発動機と︑

であった︒将校は当直当番が

中に常時いた人は︑二百人位

人はいなかったと思う︒壕の

連合艦隊司令部には千人も

ていた︒

絶えず発動機を動かし発電し

た︒いざと言う時のために︑

用の自動車五台があった︒寄

み上げ使用していた︒司令部

あった池からタンクに水を汲

り︑慶応も司令部も︑近くに

った︒水を入れるタンクがあ

風呂は豪華なローマ風呂であ

寄宿舎は床暖房をしており︑

のガスタンクがよく見えた︒

たフイルムがあった︒

機銃を撃っている場面を写し

虜を数珠繋ぎにして泳がせ︑

が︑米軍が潜水艦に日本の捕

捕った映画が司令部にあった

生にも見せていた︒敵から分

校舎に入った兵隊や慶応の学

り返し見ていた︒時々︑高校

うのを面白がって︑三回もく

ロッパの﹁三尺三五兵﹂とい

ていた︒伊東氏は戦後しばら

隊長︶は家族同様に付き合っ

伊東三郎氏︵第三〇一〇設営

豊田長官がよく来ていた︒

子供心に覚えている︒家には

除﹂という声を聞いたことを

ないが︑朝早くから﹁甲板掃

連合艦隊がいつ来たか分ら

★A1氏・宮前

あったが使用しなかった︒

日吉の丘の上からは︑川崎

残るほかは家から通っている

宿舎の崖近くの日吉駅が見え

その補助機械が備えられてい

人が多かった︒私たちは外出

百羽位飼っていた︒一日中︑

ていなかった︒司令部と軍令

から地下壕に入る階段はでき

六︑五三号より抜粋転載︶

︵生協ニュース教職員版第四

く住まっていた︒

る所に︑にわとり小屋があり︑
専属の兵士が世話をしていた︒

日吉に来た時はまだ寄宿舎

許可にならなかった︒
食事はよかった︒普段は兵
と一緒に食べた︒朝食は麦半

（8）
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七︑同七日下田小PTA主催

学会一〇数名参加

教職員・院生委員会主催の見

六︑同二日大学生協東京地連

文化財課長と会談

五︑一二月一日市教育委員会

職員三名︑一般一〇数名参加

地域懇談会主催の見学会︒区

四︑同三〇日港北区民会議北

会約二〇名参加

三︑同日保存の会主催の見学

回目の街頭署名実施

二︑同二六日日吉堅調で第二

下壕の写真を展示

和フェステバル﹂で日吉台地

学での﹁大学生協東京地連平

二一一月．一八日明治学院大

報告

日吉本町﹁秀﹂

一九九六年一月二二日

下壕調査実施

市の文化財課長ほかによる地

l三︑一九九六年一月一九日

三回目の会談

一二︑岡二六日文化財課長と

名簿を提出

秘書室に一六二二五名分の署

ついで︑神奈川県庁の総務課

会談

提出︑文化財課長と二回目の

回目八四一五名分の署名簿を

二︑同二二日横浜市に第二

出

崎両市長と神奈川県知事に提

跡の保存の要請書を癖顔・川

で日吉台地下壕と登戸研究所

える研究者・文化関係者の会﹂

一〇︑同一八日﹁神奈川を考

長と会談

九︑同二ハ日県議会文教委員

寺田・喜田・壱岐が出席

出︒その後記者会見︒鮫島・

に七八一〇名分の署名簿を提

お礼を述べる

育研究大会で︑署名の協力の

三︑同九日浜教組港北支部教

る見学会三〇数名参加

鮮初級学校の先生と児童によ

二︑二月三日川崎市の南部朝

行︑三〇日発送

二一月二五日会報三六号発

報告

日吉地区センター

二月二九日

幹事会報告第四回

行委員会を持つ

＊七〜九月頃を予定︑近く実

ついて

▼﹁平和のための戦争展﹂に

＊四月二〇日境を予定

▼総会について

を出す

＊協力依頼者にはがきで礼状

▼署名活動について

議事

催

運 営 委 員 会 報 告

の見学会二O数名参加

一四︑同二二日運営委員会開

第四回

八︑同一一日横浜市の広聴諜

運 営 委 員 会

第五回

三月二1日

目語地区センター

報告

一︑三月三日日吉台中学地歴

探訪会の生徒と先生による見

学会二一名参加

二︑同七日﹁横浜・川崎平和

のための戦争展﹂第一回実行

委員会開催

二名

三︑同九日県立白山高校の教

師と生徒による見学会

参加

四︑同二〇日下田町自治会文

化部主催の地下壕見学会三三

名参加

五︑同二一日運営實会開催

議事

▼総会につ事て

＊文化財保護法に詳しい方に

講演を依頼する

＊沖縄戦のビデオを上映する

