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七十五年目を迎えた八月九日の追憶                2020 年 8 月                    

山 本 利 久 

毎年 8 月 9 日が巡り来ると、想い出を新たに歴史を辿り、自身の貴重で忘れがたき、凄惨

な引揚の日々を追想する。今年は丁度 75 年の節目になった。 

世界的に感染が蔓延する新型コロナウイルス(COVID-19)禍と異常気象に遭遇、人々は今恐

怖と不安の最中に喘いでいる。 

報道によると、北極ではシベリアの異変が顕著で 6 月 20 日にロシアのベルホヤンスで観測

史上最高の 38 度を記録した。世界気象機関のまとめでは 6 月シベリアの平均気温は平年を

約 10 度上回った。 

75 年前に話を戻そう。8 月 9 日日付が変わると共に、突然空を一面に覆う戦闘機、爆撃機

の襲来、爆弾投下、機銃掃射で私(雄基国民学校 5 年生)も皆と共に叩き起こされた。機体に

国籍を示すものは何もなく、最初はそれが何処の国のものか不明であった。やがて弾丸を点

検した部隊はそれがソ連製あることを突き止め、緊張と不安が一気に高まった。 

ここは朝鮮咸鏡北道寛谷(雄基・羅津に挟まれたソ連との国境に近い寒村)の話である。8 時

を過ぎると、官舎にいた 50 名前後の婦女子が集められた。4－5 名の兵隊さんに誘導され、

母と共に通学(雄基)に使う駅舎を抜け、一行は人目に付かぬよう急峻な山中を 3 日の予定

で南への逃避行を始めた。振り返ると兵舎・厩舎が黒煙を上げ、何か大声で喚く人々の声が

遠く聞こえていた。 

当時は南満州鉄道の終着駅羅津から日本海沿いに清津まで南下する鉄道は無かった。これ

までにもこの間の事情に関しては、スマイル会でも一部紹介しているのでここでは省略す

る。勿論一行はこの日、長崎(11 時 2 分)に二回目となる原子爆弾が投下されたことなど知

る由もなかった。 

この 1 年余りの間、様々な出会い、稀有な情報収集などがあったので、それらを中心に、今

回｢75 年目の 8 月 9 日｣を記すことにした。 

長崎(11時 2分)に二回目の原子爆弾投下： 

＊死者：7 万人強 

＊最初の目標は小倉の陸軍造兵廠、長崎は 2 番目の目標だったが、小倉の気象条件が悪化

したため、長崎に急遽変更となった：出所 wikipedia 

＊広島と長崎の 2 回にわたる被爆者(二重被爆者)： 

 山口彊、英テレグラフでも紹介；出所ネット 

 この話は以前 TV で見た記憶があったので、改めて検索してみた。この時南を目指す逃避

行の一行は、夜間虎、豹、熊などが出没する北朝鮮の真夏の山中を、着の身着のまま多少

の食料品・水筒を持参、彷徨っていたことになる。幸い好天が続いた記憶がある。 

＊この時点で如何程の日本人が原爆投下、ソ連軍の侵攻を察知していただろうか？ 

 注記；後述の｢ヤルタ会談、極東密約｣等参照。 

◎カズオ イシグロ 2017 年ノーベル文学賞受賞；長崎県・長崎市名誉県民・市民称号 
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 ・昭和 29 年、長崎市生まれ、6 才(昭和 35 年)で父の転勤で渡英。 

 ・日本でも有名になったこの作家を知ろうと、2018 年 1 月 2 日、毎年出掛ける新宿の紀

伊国屋書店で開催される新年洋書アエアーで、三作目となる｢The Remains of the Day｣

《日の名残り》(記念出版)を手に入れ読んだ想い出がある。この作品は 1989 年発刊、

ブッカー賞受賞。Cf. NHK で放映中の｢Downton Abbey｣シリーズ。20 世紀前半の英貴

族社会を描いた大ヒットドラマ。 

映画(英国)：1993 年公開(日本 1994 年)、アカデミー賞で 8 部門にノミネートされた。 

 ・私は 1991 年から 94 年まで 2 回目となるロンドンに駐在したが、残念ながらこの作家

のことは全く知らなかった。 

  以下に興味を持った作品群の一部を選択してみた。 

 ・｢A Pale View of Hills; 遠い山なみの光｣ 1982 年、王立文学協会賞。 

  著者はインタービューで、幼少期の日本の記憶を作品に残しておきたかった、と語って

いる。 

 ・｢When We Were Orphans；私たちが孤児だったころ｣ 2000 年 

   舞台は戦前の上海 

 ・｢An Artist of the Floating World; 浮世の画家｣ 1986 年、1988 年翻訳本(中央公論)、

92 年中公文庫。2019 年テレビドラマ化(NHK)。 

  戦中に時局に乗じて日本精神を鼓舞する画題を描き名声を成した画家が、戦後の急激

な価値転換の中で、自身の信念と新たな価値観との間で精神的拠り所を求め苦悩する

姿を描く(Wikipedia)。 

 ・｢Never Let Me Go；わたしを離さないで｣ 2005 年、2010 年映画化(英米)、2014 年舞

台化(蜷川幸雄)、2016 年テレビドラマ化(TBS) 

 ・短編 

  ｢The Summer after the War; 戦争のすんだ夏｣ 1990 年 

  など。 

  コメント： 

   上海、長崎、原爆などのテーマと、この作家がどのように向き合い、更に今後どう向

き合おうとするのか興味を抱いている。幻想的で心情重視のタッチが日英の文化的

要素と絡み展開する作品に期待する。 

 ・藤原新一(従兄弟)：おじいちゃんが、イギリスにいるカズオが日本語を忘れないよう日

本の漫画、子供向け小説をよく送っていたと話す(ネット) 

 ・研究者：昭和女子大名誉教授 平井杏子 

  ＊｢カズオ・イシグロ 境界のない世界｣ 水声文庫 2017.10 

  ＊｢カズオ・イシグロの長崎｣；故郷長崎の写真も入れながら、祖父の人生や両親との暮

らしぶり生い立ち、原点などを紹介。長崎文献社、2018.3 

 ・2021 年 3 月の新作発表と秋の来日予定： 
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  新作：｢Klara and the Sun:クララとお日さま｣、主人公は子どもの遊び相手として製造

された｢クララ｣という人工頭脳(AI)搭載のロボットで｢人間の心が愛に対して意味す

ることの明るい物語｣(時事通信社)。 

 ・祖父石黒昌明：1888(明治 21)年大津生まれ 

  東亜同文書院出身(5 期生)、中国語、中国事情に精通し、戦前、戦中に天津、上海で会

社員として活躍した。最後は豊田自動織機の役員、同胞の引揚時にも貢献した。戦後は

長崎に居住(出身滋賀県、県費生)、孫カズオとも暮らす。 

 ・父石黒鎭雄：大正 9 年、上海生まれ 

  戦前陸軍気象教育部、戦後中央気象台研究部→長崎海洋気象台→昭和 58 年英国王立海

洋研究所へ招聘される。 

 ・母石黒静子：長崎の被爆者、カズオの幼少時、そして最初に彼が書いた短編が長崎の原

爆だったので、その詳しい体験を息子に話した、と語っている。 

 

今回の追想録作成上、大きな衝撃を受けた史実： 

日経私の履歴書：杉本博司(現代美術作家、2020.7)<その史観と卓越した行動力> 

・Jap Hunting License 

 以下はその引用文<戦争の遺物収集>；・・・2013 年、ニューヨークであるマイナーなオ

ークションが行われた。第 2 次世界大戦の遺物が売りに出される、それも戦争博物館の縮

小に伴う放出品だという。私は下見に出掛けて驚いた。とんでもないものがあるのだ。 

硫黄島の戦いでアメリカ軍兵士に向けて発行された｢Jap Hunting License｣。｢日本人狩猟

許可証｣とでも訳せばよいのか。しかも No Limit と書かれている。これはアメリカ軍が発

行した正式なもので期限はなし、今でも有効ということになる。・・・・ 

注記： 

履歴書掲載写真(硫黄島で米兵に発行された)とは別に、筆者がネット検索で得たもの： 

  

 大戦中の国民感情を表すものか？ 対する日本：駆逐米英、鬼畜米英 
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出所；いずれもアサヒグラフ S19.3.1 

・昭和天皇が表紙を飾ったタイム誌(タイトルは｢神としての天皇｣) 

 引用文：・・・私は太平洋戦争開戦前の昭和初期から終戦の 1945 年までに、米タイムス

誌の表紙を飾った日本人を調べてみた。同誌の表紙を飾ることは、世界中の耳目を集める。

時の人という意味合いが強い。昭和天皇 3 回、東郷平八郎、近衛文麿、山下奉文、山本五

十六、東条英機、広田弘毅、松岡洋右、荒木貞夫、米内光政、板垣征四郎、永野修身、嶋

田繁太郎ら計 18 人の日本人が表紙を飾った。私はこれらすべての人物についての英文記

事を読み進め、当時のアメリカが日本をどのように見ていたかを読み解いていった。なか

でも終戦間際の 45 年、昭和天皇が大元帥姿で登場した 5 月 21 日号に注目した。タイト

ルは｢神としての天皇｣となっている。私はその全文を和訳して、｢鬼畜の言説｣と題して、

一章をさき、連載終了後に＊｢現(うつつ)な像｣として出版した。 

 ＊新潮社 2008 年(筆者注) 

 作家の司馬遼太郎は、昭和初期、国家が魔法にかけられてしまったようだと表現した。私

も同感だ。当時の陸軍省、海軍省という国家組織の官僚たちが、省益を優先させて、国家

を顧みなかったのだ。私は今も同じようなことが起きているように思う。戦前の官僚体質

はなんの自己批判もないまま今も連綿と引き継がれている。その意味では、日本は負けな

かったのだ。・・・ 

 注記：杉本氏の履歴書は、独特の発想、長い異文化体験、現代美術作家としての多面的表

現力、文化・文明論など実に多様でユニークな行動が伺える。その全体像に迫ることをお

薦めしたい。 

   

日本分割占領案とその後の経緯：出所日経 2019.2 私の履歴書五百旗頭真(政治外交史家) 

(以下はその要旨) 

終戦の翌日に完成した大部の文書｢JWPC385/1｣ 

＊軍政を担当する軍部の対日作戦文書；統合参謀本部(JCS)の下で統合戦争計画委員会

(JWPC)が米軍の作戦製造工場のような役割を果たしていた。 

＊これは明確な日本分割案だった； 

 北海道と東北はソ連、関東から関西の中心部は米国、中国と九州は英国、四国は中国軍の
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占領下に、というドイツ分割モデルが濃厚な日本占領案だ。 

トルーマン大統領の決済等： 

＊分割案の文書が生まれた 2 日後の 8 月 18 日、大統領は、米国の主導権を重視し、分割占

領を否定する国務省主導の文書 SWNCC70/5 を承認した。 

＊同時に北海道北半分をソ連軍の占領下に置きたいとの｢つつましい要求｣を拒否した。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＊また仮に米軍主導の日本列島分割案が採択されていたなら、その後のわが国は如何なる

運命を辿ることになったか、関心を呼ぶ。 

○私はこの時既に朝鮮半島を南北に分断する 38 度線の南(米国を主力にする連合軍が支配

した)まで、辛うじて南下していた。その後得た情報は上述のソ連の要求だけだった。 

話は少しそれるが後年西独に駐在した折、ドイツの 4 分割を目の当たりにし、何故日本

は分割されなかったのか、興味を覚えたものだ。 

同時に悲惨な引き揚げ体験から、朝鮮半島の南北分割時の事情にも関心を持った。 

この項、後述のヤルタ会談、極東密約参照。 

○米国の政治制度： 

 国務省(外務省)と軍の関係：シビリアンコントロール： 

 ・人事：ハリー・トルーマン大統領(第 33 代、民主党)、1945.4.12 フランクリン・ルーズ

ベルト第 32 代米大統領(4 期連続 1933-45)死去で、副大統領からの昇任 

 ・国務長官：エドワード・ステティニアン(1944.12.1-45.6.27)、ジェームズ・バーンズ

(1945.7.3-47.1.21) 

 ・トルーマン大統領(第 33 代、民主党)時の副大統領 

＋1945 年 4 月 12 日～49 年 1 月 20 日：副大統領不在 

＋1949 年 1 月 20 日～53 年 1 月 20 日：副大統領はアルバン・W・バークリー 

 ・原爆投下；米国の大義 

ヤルタ会談：1945 年 2 月 4 日から 11 日かけヤルタ近郊のリヴァディア宮殿で行われた米・

英・ソによる連合国首脳会談。 

  
  出所：Wikipedia 

・目的；ソ連対日参戦、国際連合設立構想、ドイツ、中部・東部欧州に於けるソ連の利害調
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整→大戦後の｢ヤルタ体制｣と呼ばれる国際レジュームを規定。 

・極東密約(ヤルタ協定)；日本に直接関係した部分のみ 

 ＊1945 年 2 月 8 日、ルーズベルト・スターリンが秘密会議、その後チャーチルとの間で

交わされた秘密協定。1944 年 12 月 14 日、スターリンは駐ソ米大使アヴェレル・ハリ

マンに対し、満州国の権益、樺太南部や千島列島の領有を要求、ルーズベルトは太平洋

戦争の日本の降伏にソ連の協力が欠かせないとみて、1945 年 2 月 8 日、これに応じる

様に、日ソ中立条約の一方的破棄(ソ連対日参戦)を促した。更にドイツ降伏後 2 カ月乃

至 3 カ月後を経てソ連の対日参戦が取り決められた。 

   

コメント： 

  ここで思い出されるのが太平洋戦争開戦時の日・独と英国の事情だ。ヒットラーは 1936

年 11 月の日独防共協定に基づき、日本の対米戦争を頻りに促した。米国の対独伊宣戦

を何とか阻止しようと測ったのだ。この間チャーチルは日本が対米・英宣戦布告を行え

ば、必ず米国は欧州戦線に参入する、と踏んでいた。 

  なお 1956 年、共和党アイゼンハワー政権は｢ヤルタ協定はルーズベルト個人の文書で

あり、米国政府の公式文書ではなく、無効だとする国務省の公式声明を発出した。 

  なおトルーマン大統領、バーンズ国務長官は、ソ連の対日参戦を望んでいなかった、と

言われる。 

 ＊朝鮮半島は、当面の間連合国の信託統治とし、第二次世界大戦終結の直前になって、北

緯 38 度線を境に暫定的に南を米国、北をソ連へと分割占領することを決定した。 

 ＊台湾： 

  カイロ会談で決定していた中華民国への返還を改めて確認した。 

カイロ宣言(1943.12.1 発表)は 1943 年のカイロ会談

(同年 11.22 から)を経て示された宣言。軍事行動を

前提に連合国の対日方針を定めた。但し日時、署名

がなく公文書も存在しない。この会談で蒋介石はル

ーズベルトの問いに応え、天皇制の存続は日本国民

自身の決定に委ねるべきとした。米国の起草した宣  

   出所：Wikipedia  言案を英国が修正、日本の降伏と満州・台湾・澎湖諸島の中華民国へ

の返還、朝鮮の自由と独立などに言及した。 

  カイロ宣言の対日方針は、その後連合国の基本方針となり、ポツダム宣言に継承された。 

日ソ中立条約： 

 1941 年 4 月 13 日モスクワで調印。日本側外相松岡洋右、駐ソ日本大使建川美次(陸軍)、

ソ連側モロトフ外相が調印。 

 1945 年 4 月 5 日、翌年期限満期となるこの条約をソ連政府は延長しない(破棄)旨日本政

府に通達した。その背景には前述のヤルタ会談更にポツダム会談で、ソ連はソ日中立条約
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の有効期間中であることして、米国などの連合国がソ連に対日参戦の要請文書を提示す

る事を要求したことがある。 

・相互不可侵及び一方が第三国に軍事攻撃された場合の他方の中立などを定めた全 4 条の

本文と満州国とモンゴル人民共和国それぞれの領土の保全と相互不可侵を義務付けた声

明書からなる。 

・有効期間は 5 年間、有効期間満了 1 年前までに両国のいずれかが破棄通告しなかった場

合、5 年間自動延長される。 

・東条茂徳：太平洋戦争開戦時・終戦時の外相、駐独、駐ソ大使など 

 ＊その構想；悪化する米国との関係改善、泥沼化する日中戦争の打開に向け、日本はソ連

の蒋介石政権への支援停止、ソ連は日本の北樺太権益の放棄を条件にこの条約交渉を

開始、ほぼまとまりかけた。 

  また日独伊三国軍事同盟に反対し、思想問題以外で国益が近似する日ソ両国が連携す

ることで、独・米・中を牽制することで戦争回避を意図した。 

 ＊松岡洋右(陸軍の北樺太放棄反対)との対立； 

  その後松岡が締結したこの条約は東条茂樹の当初案から大きく後退してしまった。 

・日本の姿勢：通達受領後も条約が有効として、ソ連の仲介による和平工作をソ連側に依頼

した。問われる日本の情報収集・分析・評価・外交力。 

・ソ連の行動：1945 年 8 月 8 日(モスクワ時間午後 5 時、満州との国境地帯であるザバイカ

ク時間午後 11 時)、ソ連は突如ポツダム宣言への参加表明を行い、日本がポツダム宣言を

拒否したため、連合国の参戦要請を受けた、として宣戦を布告、事実上条約を破棄した。 

 9 日午前零時(ザバイカル時間)に戦闘開始、南樺太、千島列島、満州国・朝鮮半島北部等

への侵攻を開始した。 

ポツダム宣言：日本に対する降伏要求最終宣言 

・1945.7.26 に英国首相、米大統領、中華民国主席名で、日本(大日本帝国)に発せられた

全 13 か条からなる宣言(内容割愛)。 

 ・日本は 1945.8.14 この宣言を受諾、駐スイス及びスエーデンの日本公使館経由で連合国

側に通告、8.15 に国民に発表した。 

 ・ポツダム会談：1945.7.17-8.2、米英ソの主脳(トルーマン、チャーチル・アトリー、ス

ターリン)が集まり、戦後処理について話し合った。ポツダム宣言はこの期間中チャー

チル・蒋介石・トルーマン三首脳の共同声明としてポツダム宣言が発表された。 

  宣言文の大部分は米国により作成され、英国が若干の修正を行い、中華民国を含む他の

連合国は内容に関与していない。 

  この時既にチャーチルは帰国しており、蒋介石を含め中華民国のメンバーはそもそも

会談に参加していないので、トルーマンが自身を含め 3 人分の署名を行った。ソ連は

署名していない。 
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 ・情報収集・分析・評価能力と意思決定： 

  ―特に国際関係の人材・外交力、海外の日本評価への注目・関心など 

 ・経済戦争(経済封鎖など)・国力・持久力・ロジステックス等の戦略 

 ・政治制度・全体主義・軍国主義・陸海拮抗・派閥省間抗争・情報統制 

 ・最先端技術・リスクマネージメントの後発等 

参考文献： 

・日本軍の戦い方―日本人・日本社会論：スマイル会 2016.03.24 

・2012 年米大統領選挙を通じて見る米国の民主政治：スマイル会 2013.6.27 

・リーダーシップを考える：スマイル会 2012.10.25  

(了) 


