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英霊眠る南太平洋の島巡り 
 

Dr. Andrews Cross 

                          

 

 今月 15 日には 62 回目の終戦記念日を迎えます｡

戦後 60 年を節目に ｢男たちの大和/ YAMATO｣ , 

｢硫黄島からの手紙(Letters from Iwo Jima)｣，

｢俺は，君のためにこそ死ににいく｣ など，太平

洋戦争の末期を舞台とした大作映画が続々と制

作され，公開されています。 

 ｢男たちの大和/ YAMATO｣ は，戦いで海に消

えた男たちの壮絶な生き様と深き想いを描いた

作品です。昭和 20 年 4 月，桜の咲き誇る祖国

を後に，大和は永遠の海へ旅立っていきました。

乗艦した  3300 余名の乗務員たちの希みは，た

だ愛する人を，家族を，友を，祖国を守ること。

昭和 16 年 12 月，太平洋戦争開戦とほぼ同時に

完成し，世界最大最強を誇りながら，1 億総特

攻の先駆けとして出撃し，東シナ海に沈められ

た戦艦大和。その存在と概念は，現在もなお日

本人の心の原点として輝き続けています。 

 ｢硫黄島からの手紙(Letters from Iwo Jima)｣ 

は，太平洋戦争時の最も悲劇的な戦いといわれ

る “硫黄島の戦い” を日本側の視点から米国人の

クリント・イーストウッド監督が描いた戦争映

画です。昭和 20 年 2 月 19 日に米軍の上陸とと

もに始まった硫黄島をめぐる攻防は，激戦の末，

日本軍約 2 万人が戦死しました。米軍の圧倒的

な戦力の前に，5 日もあれば終わるとされた戦

いを，知力をもって迎え撃ち，36 日間にもおよ

ぶ長期戦へと変貌させた陸軍中将 栗林忠道は，

太平洋戦争において米国を最も苦しめた指揮官

として，今もかの地で畏敬の念をもって語り継

がれる日本人です。そして，その栗林中将のも

と，1 日でも長く祖国を守り抜こうと，死より

も辛い “出血持久戦” を戦い抜いた男たち。私た

ちと変わらないその素顔を知るほどに，硫黄島

での彼らの日々に心を震わさずにはいられませ

ん。［地元では戦前から ｢いおうとう｣ と呼ば

れていることから，小笠原村が国土地理院に変

更を要望したところ，2007 年 6 月 18 日に国土

地理院と海上保安庁海洋情報部が協議し，硫黄

島の呼称を ｢いおうじま｣ から ｢いおうとう｣ へ

変更することを決めました。国土地理院は 9 月

に刊行予定の 2 万  5000 分の 1 地形図で変更す

るほか，海上保安庁海洋情報部も海図を近く変

更します。映画 ｢硫黄島からの手紙｣ は DVD の

パッケージで ｢Iwo Jima｣ を使用していますが，

配給のワーナー・ブラザーズ映画では ｢映画の

タイトルなので変えない｣ としています。］ 

 ｢俺は，君のためにこそ死ににいく｣ は，かつ

て知覧で飛行訓練を受けていた飛行兵たちから

母親のように慕われていた鳥濱トメさんとその

娘礼子さんなどの視点から特攻隊員となった青

年たちを描いた作品です。昭和 19 年，太平洋

戦争で圧倒的不利に陥っていた日本軍は，米軍

を中心とした連合国軍によるフィリピン上陸を

阻止し，戦局を打開するための最後の手段とし

て，戦闘機に 250 kg 爆弾を搭載し敵艦に体当た

りを敢行する神風特別攻撃隊を編成しました。

しかし，フィリピンは陥落し，やがて連合国軍

は沖縄を狙いに定めて上陸してくることになり

ます。昭和 20 年春，日本軍は沖縄を死守する

ため鹿児島の知覧飛行場から特別攻撃隊を発進

させ，そこは終戦まで 493 名の若者たちが飛び

立つこととなりました。太平洋戦争末期，無残

にも美しい青春があったのです。 

 前置きはこのくらいにしますが，私はこれら 
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の映画にも感化され，2006 年の年末から 2007 

年の年始にかけて，激戦地であったラバウルと

ソロモン諸島の ｢戦跡｣ を巡ってきました。 

 パプアニューギニアの首都ポート・モレスビ

ーで乗り継ぎ，約 2 時間のフライトでラバウル

空港に無事到着。ラバウルは，ビスマルク海の

南に孤状を描くニューブリテン島の北東部，ガ

ゼル半島に位置する町です。いくつもの火山に

囲まれ，その美観はマダンとならんで最も素晴

らしいといわれています。1914 年，ラバウルは

ドイツ領ニューギニアの首都となり，第一次世

界大戦ではドイツ東亜艦隊の南太平洋における

主要な石炭補給基地でした。そして，太平洋戦

争時には日本軍の南太平洋侵攻の基地として重

要なポイントとなりました。ここは，♪ さらば

ラバウルよまた来るまでは♪  で始まるご存知 

｢ラバウル小唄｣ の発祥の地でもあります。 

 1994 年に複数の火山が大噴火を起こし，ラバ

ウルの町は大半が灰に埋もれてしまいました。

現在，政府機関や銀行，商店などはラバウルの

南東 30 km のココポに移転しています。町は噴

火の被害からの復興も進んでいるとはいえ，い

まだに灰に埋もれた廃屋が残っていました。 

 最初に訪れたココポ博物館は，庭に日本軍の

戦闘機(零戦)，戦車，高射砲，魚雷などが無造

作に置かれていました。 

 海軍司令部跡の地下壕，別名 ｢ヤマモト・バ

ンカー｣ は，ブーゲンビル島で撃墜された山本 

 

 
パプアニューギニアとソロモン諸島の地図 

 

 ヤマモト・バンカー前 
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五十六元帥が最後の晩を含め数日間滞在したと

ころです。地下壕内の地図室には壁に付近の地

図が貼られており，当時の激戦の様子が思い浮

かんできます。 

 戦争中，多くの零戦が飛び立っていった旧ラ

バウル空港跡は，1994 年のダヴルヴル火山の噴

火により火山灰に埋もれたままですが，滑走路

脇のヤシ林の中には，火山灰に埋もれていた日

本海軍の爆撃機が掘り返され，残骸をさらして

いました。 

 1980 年に平和記念碑が地元の人々の協力を得

て，遺族や戦友会によりナマヌラの丘に建立さ

れました。ナマヌラは官邸山と呼ばれ，かつて

総督官邸があったところで，ラバウルが一望の

もとに見ることのできる景勝の地です。戦争中

は日本軍航空部隊がここに布陣し，連日来襲す

る敵機と戦いました。碑のイメージは，大地に

眠る死者とここを訪れる者との会合の場として

大地の一部を切り取って持ち上げた表現をとっ

ています。また，斜面の内と外の暗さと明るさ

の世界をつなぎ過去と未来を凝縮する心のシン

ボルとして南洋の陽光を一条内部に導き込んで

います。碑には歴代の首相や大臣など，有名な

政治家の訪れが彫られていました。 

 その後，米軍により破壊された日本軍の輸送

艦 ｢小牧丸｣ にコンクリートを詰めて桟橋とし

て利用していることから名付けられた小牧桟橋

を訪れ，最後にラバウル地区展望台からラバウ

ルを一望し，今夜の宿ラバウルホテルへ向かい

ました。昨日成田空港を出発してからの強行軍

で，夕食もそこそこにベッドに倒れ込みました。 

 翌日は朝食もとらずに空港へ行き，7 時発ニュ 

 

  日本海軍爆撃機の残骸 

 

  ラバウル地区展望台よりラバウルを一望 
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ーギニア航空 203 便でポート・モレスビーに戻

り，ニューギニア航空 082 便にてソロモン諸島

の首都ホニアラへ向かいました。さらに，ホニ

アラで小型機に乗り換え，眼下に南太平洋に浮

かぶ無数の島々を眺めながらニュージョージア

島のムンダへ向かいました。2007 年の元旦は移

動日となってしまいましたが，夕食後にニュー

イヤープレゼントとして現地の迫力ある民族舞

踏を鑑賞することができました。 

 朝食後，小型ボートに乗り，無数の島や水道

を抜け，ニュージョージア島の北西にあるエノ

ガエポイントに残されている日本軍の 2 つの砲

台とバエロコ湾にある海の中からマストがのぞ

く日本軍の沈没船を見にいきました。 

 その後，コヒンゴ島とコロンバンガラ島に上

陸し，両島とも熱帯雨林の生い茂る中，蛮刀を

持ったガイドの後についてけもの道を歩きまし

た。コヒンゴ島ではいまだに残る米軍の戦車を，

コロンバンガラ島では日本軍の食料倉庫跡と薬

品ボトルや点滴棒などがいまだに残っている診

療所跡を見学しました。診療所であったという

穴の中に入りましたが，そこは高温多湿の劣悪

な環境で，傷病者にとっては診療所というより

も墓穴のようでした。 

 翌朝も小型ボートに分乗して，スカル・アイ

ランドとケネディー島に立ち寄り，ギゾ島へ向

かいました。 

 スカル・アイランドには首狩族の歴代酋長の

埋葬された頭蓋骨が並べられています。かつて 

 
熱帯雨林の中にある日本軍診療所前 

 

 
日本軍診療所の内部 

 

 首狩族の酋長の埋葬された頭蓋骨 
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JFK が漂着したといわれるケネディー島 

 

 
海辺にあるギゾのマーケット 

 

このあたりに住んでいた部族は，酋長が亡くな

ると首を切り取り，頭部をこの島の中央にある

石の上に置き，体は別の島に埋めたとのことで

す。 

 第二次世界大戦中にケネディー元合衆国大統

領が漂着したといわれるケネディー島で，スノ

ーケリングを楽しみました。ケネディー中尉が

率いる魚雷艇がニュージョージア島の西方を哨

戒していた時に，日本海軍の駆逐艦 ｢天霧｣ と

接触事故を起こし撃沈されました。ケネディー

中尉は負傷者を命綱で結びつけて 3 マイル遠泳

し，なんとか小さな無人島にたどり着き，その

後ココナッツに刻んだメッセージがもとで救助

されました。このココナッツは後年，ホワイト

ハウスの執務室に暗殺日まで置かれていたそう

です。 

 人口約 6000 人のギゾ島は，全長約 11 km，最

大幅約 5 km，面積は 37 km2
  です。島の南東にあ

るソロモン諸島第  2 の町ギゾでは 4500 人が生

活しています。ここには日本軍の艦船の修理基

地がありました。記憶に新しいと思いますが，

ここは 2007 年 4 月 2 日に起きた M 8.1 のソロモ 
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  ソロモン諸島沖地震に遭う前のギゾの教会 

 

  一木支隊が上陸した海岸 

 

ン諸島沖地震による大津波で壊滅的な被害を被

ったところです。津波で屋根まで壊れた教会が

報道されましたが，偶然にも同じアングルで被

害前の写真を撮っており，これから察する津波

の高さをご想像ください。以前，スマトラ島沖

地震による大津波の 1ヵ月前にスマトラ島のメ

ダンを訪れましたが，この度も大津波の 3ヵ月

前にギゾを訪れ，我ながら悪運の強さには驚嘆

するほかありません。 

 ギゾからは空路でソロモン諸島最大の島，ガ

ダルカナル島にある首都ホニアラへ向かい，2 

日にわたって戦跡を訪ねました。太平洋戦争の

なかでも，ガダルカナル島で展開された戦いは，

日本軍にとって最も過酷で悲惨な局地戦の一つ

であるといわれています。昭和 17 年，ガダル

カナル島に上陸した日本陸軍第二師団は，人跡

未踏のジャングルを迂回して敵に占領された飛

行場を奪回するという作戦を立案しました。し

かし，改善や研究を重ねる連合軍に対して日本

軍は，旧態依然たる方法で攻撃し，補給路も断

たれ，もろくも敗退することになります。飢え

や疲労，さらにはマラリアにも苦しめられ，敗

残兵は撤退までまさに地獄の日々を送ることに

なりました。それまで常勝を誇っていた日本陸

軍が完全な劣勢に転じたことから，この戦いは

太平洋戦争の一つの転換点とされています。 

 最初に訪ねたのは，テナル教会前に建立され

ている ｢一木支隊鎮魂碑｣ で，続いて一木支隊

の奮戦地(昭和 17 年 8 月 20 日～21 日)であるア

リゲーター・クリーク(日本名 ｢中川｣)河口に行

きました。ここには ｢一木支隊奮戦の地記念碑｣ 

が建立されています。 
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  大激戦となったムカデ高地から見下ろして 

 

  アウステン山にある日本平和記念碑 

 

 次ぎに訪れたのは，ガダルカナルの戦いで最

大の激戦地となったムカデ高地と呼ばれる全長 

1.6 km ほどの細長い丘で，米軍はここを ｢Bloody 

Ridge｣ と呼びました。昭和 17 年 8 月，ガダル

カナル島に降り立った日本軍川口支隊 6000 人

は，この丘の向こうにある飛行場を奪還しよう

として，3 日間の強行軍によりジャングルを迂

回し，米軍の守る飛行場陣地の背後を襲撃しま

した。日本軍はムカデ高地からの攻撃部隊を中

央隊と呼び，第 1 大隊，第 3 大隊，田村大隊の 

3 大隊を編成し，各部隊とも夜 8 時をもって行

動を開始，高地やその付近を守る米軍と激しい

戦闘になりました。日本軍の総攻撃は暗闇にま

ぎれた奇襲作戦だったので，後方にある砲兵は

射撃を行わず行動を秘匿に徹しました。日本兵

は高地にこっそりと忍びより，銃剣，手榴弾を

持って斜面を駆け上りました。迎え撃つ米軍は，

日本軍の来襲を察知し，斜面に幾重もの塹壕を

掘り，機関銃を据え，鉄条網を張り，強固な陣

地を築いて待ち受けていました。日本軍が銃剣

を手に突入してくると，小銃，機関銃が一斉に

火を噴き，さらに後方の米砲兵が砲弾を撃ち込

みました。それでも米軍は押し込まれてじりじ

りと丘の頂上まで後退。一部の日本軍部隊に尾

根を突破され，飛行場 900 m のところまで進出

されました。しかし，朝になると砲兵による砲

撃と空からの空爆に助けられ，日本軍の進撃を

くい止めたのです。川口支隊の突入地点には 

｢第二師団慰霊碑｣ が建立されていました。 

 その後，稲垣大隊および西畑大隊の激戦地で 
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あるギフ高地を訪れました。ここには ｢岡部隊

慰霊碑｣ が建てられています。また，近くのバ

ラナ村には日本軍の鉄帽，水筒，飯盒などが集

められていました。 

 1 日目の最後はアウステン山にある ｢日本平

和記念碑｣ を訪れて合掌。この巨大なモニュメ

ントは，日本人により鎮魂のために建立された

ものです。今夜のホテルは日本の北野建設の出

資によって作られた ｢キタノ・メンダナ｣ で，

日本人スタッフが勤務しており，玄関には門松，

フロントには鏡餅が置かれていました。 

 朝食後，引き続き 2 日目の戦跡巡りに出かけ

ました。まずは 3 つの慰霊碑と朽ち果てた日本

軍の牽引車が置いてある  ｢ソロモン会慰霊碑｣ 

を訪れました。ここにはご英霊の鎮魂を祈願し，

全国ソロモン会によって慰霊碑が建立されまし

た。 

 次ぎに訪れたのは，日本陸軍第二師団  1 万 

5000 人あまりが物資や武器を運ぶために行軍し

たジャングル・ルート(丸山道)の近くに建立さ

れた白い慰霊碑(日本陸軍第二師団慰霊碑？)で

す。日本陸軍第二師団長 丸山政男中将の名がつ

けられたジャングル・ルート(丸山道)では，多

くの日本兵が戦死し，密林の中にはいまだに回

収されていない遺品や遺骨があるそうです。 

 戦跡巡りの最後に訪れたのは ｢キタノ・メン

ダナ｣ 前の警察署の敷地に建立されている ｢川

口支隊慰霊碑｣ です。敷地内には九十七式 15 mm 

 

  丸山道の近くに建立された慰霊碑 

 

  以前はムカデ高地にあった川口支隊慰霊碑 
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榴弾砲も置かれていました。ここにある ｢川口

支隊慰霊碑｣ は，以前はムカデ高地にあったも

のです。慰霊碑には白秋の詩 ｢帰らなむ 筑紫の

母国(おやぐに)早や待つと 今呼ぶ声の雲にこ

だます｣ が刻まれています。また，慰霊碑の隣

には平成 17 年 6 月に福岡ホニアラ会によって

建てられた歌碑があり，｢紅の花咲く クルツの

岬 白い花散る 戦の庭の 小川のほとりに 建つ

碑よ 御霊よ永久に 安らかに｣ と彫られていま

す。 

 ソロモン諸島内の戦跡のほとんどが現在では

私有地となっているため，現所有者の意向によ

り，見学できなくなる場合があるといわれてい

ましたが，この度の行程ではすべてを訪れるこ

とができました。午後，空路にてポート・モレ

スビーへ向かい，翌日の午前中にパプアニュー

ギニアの国会議事堂と国立博物館を見学して，

帰国の途につきました。 

 日本兵を偲ぶ戦跡巡りのおしまいに，日本軍

を統帥した指揮官とともに太平洋戦争 10 大現

場を簡単に紹介します。太平洋戦争時，日本軍

は北はツンドラ地帯のアッツ島から南は赤道直

下の小島まで，世界史上類のない広大な地域を

手中にしました。それはアジア大陸から太平洋

全域にわたっており，とても日本という小さな

国が維持できるものではありませんでした。日

本は思いもかけない領土の広がりの中，太平洋

の島々で米軍との戦闘をくりひろげたのです。

① 真珠湾攻撃(昭和 16 年 12 月 8 日)：山本五十

六(当時 57 歳)は，ハワイ真珠湾にある米太平

洋艦隊を撃つため飛行機による攻略作戦を発案

し，奇襲攻撃を実行しました。② ガダルカナル

の戦い(昭和 17 年 8 月)：川口清健(当時 49 歳)

は，激戦地ガダルカナル島に赴き，日本軍 6000 

人を率いてジャングルを迂回し，米軍の背後を

つく奇襲作戦を計画しました。③ 東部ニューギ

ニア・ブナ戦(昭和 17 年 11 月)：安田善達(当

時 45 歳)は，東部ニューギニアのブナの密林地

帯において偽装陣地を構築し，2000 人の寡兵を

もって米豪軍と激戦をくりひろげました。④ ア

ッツ島の戦い(昭和 18 年 5 月)：山崎保代(当時 

51 歳)は，魔の島アッツ島で守備隊の長として 

2600 人を指揮し，18 日間の戦闘後，軍刀をか

ざして敵陣に突撃しました。⑤ インパール・コ

ヒマ戦線(昭和  19 年  4 月)：佐藤幸徳(当時  51 

歳)は，コヒマ戦において猛将に相応しい戦い

を演じるものの，補給をたたれ独自撤退を決断

しました。⑥  サイパンの戦い(昭和  19 年  6 

月)：斉藤義次(当時 53 歳)は，玉砕の島サイパ

ンの戦いで，師団長でありながら自らが戦車隊

を指揮して激戦地へと向かいました。⑦ ペリリ

ュー島の戦い(昭和 19 年 9 月)：中川州男(当時 

46 歳)は，精強ぞろいのペリリュー島守備隊を

指揮して，洞窟陣地によるゲリラ戦を展開し，

敵に大損害を与えました。⑧ レイテ島・リモン

峠の戦い(昭和 19 年 11 月)：山下奉文(当時 58 

歳)は，マレーの虎の異名をもつ期待の星で，

フィリピンの戦いにて敵将マッカーサーと因縁

の対決を演じますが，戦い半ばにして日本が降

伏し，終戦を迎えました。⑨ 硫黄島の戦い(昭

和 20 年 2 月)：栗林忠道(当時 54 歳)は，陸軍

士官学校を 2 番で卒業した秀才で，2 万 1000 人

の部隊を指揮するため硫黄島に赴任しました。

⑩ 沖縄の戦い(昭和 20 年 4 月)：牛島 満(当時 

57 歳)は，軍司令官として沖縄戦にのぞみ，南

部地域に強陣を構築し 3ヵ月にわたる激戦を指

揮しますが，最後は自決して果てました。 

 一方，米軍が日本を攻略するために任命した

のは，太平洋方面(サイパン島，グアム島，テ

ニアン島，パラオ本島，ペリリュー島，アッツ

島，キスカ島，タラワ島，硫黄島，沖縄など)

にニミッツ海軍大将，南西太平洋方面(フィリ

ピンのレイテ島やルソン島，ニューギニア，豪

州など)にマッカーサー陸軍大将の 2 人でした。

そして，この 2 人の提督によって太平洋に広が

った日本軍の占領地は攻略されてしまったので

す。 

 

 戦時中，ガダルカナル島は “がとう” と呼ばれ

たそうで，その由来はガダルカナル島を略して 

｢ガ島｣ と思いきや餓死の島を略しての ｢餓島｣ 

でした。大本営は，地図上で米豪を分断し，し 
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かも豪州攻撃の拠点となる位置にあるガダルカ

ナル島を指揮下に置こうとしました。現場(戦

地)は，日本にいる参謀にとって地図上からで

は到底計り知ることのできない劣悪な環境でし

たが，大本営は現場の兵士に苛酷な戦闘を強い

たのです。この地を訪れて，日本陸軍が行軍し

たジャングル・ルートをほんの僅かながら歩い

ても，当時の兵士たちの辛さを追体験すること

にはなりません。しかし，戦跡を巡ることによ

り，戦争というものがいかに悲惨なものかを改

めてアピールしたいと考え，この度の旅行記に

記しました。 

 

 


