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「新しい生活様式」の構築 

帆船日本丸ガイドの会 

代表幹事 安田 岩男 

 

長引く新型コロナウイルスの影響下、皆様には如何お過ごしでしょうか。  

年初より感染が拡大し緊急事態宣言等が相次ぎ発出され、不要不急の外出

が制限されるに至りましたが、1 年延期された「東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会」は、何とか無事に終了し、主催国としての責任

を果たすことが出来たと言えましょう。 

しかし、昨年の同大会延期決定後も政府のコロナ感染防止への取り組みは生ぬるく、的確

な政策が実施されたとは言えませんでした。そのため、オリンピック開催を前に感染者数が

急増、5 度目の緊急事態宣言が発出され、最終的に無観客実施により大会を乗り切ることと

なりました。その陰には医療従事者の努力、大会関係者の感染防止策遵守があり、かつ国民

の多くが犠牲を余儀なくされたことを忘れてはなりません。 

ともあれ、期間中、競技参加者等による集団感染（クラスター）の発生はなく、大会を通し

て参加各国選手始め関係者間の友好と絆を深め、彼らから「日本だから開催できた。大成功

だった。」との賛辞を得られたことは喜ばしいことであります。 

 

さて、高齢者の多くで組織する我らが「帆船日本丸ガイド」の会の活動は、前年に引き続

き開店休業の状態が続き、真に残念に思います。会誌第 9 号では東京 2020 を翌年に控え、

外国からの多くのお客様の本船来場を期待するガイドの気持ちを述べさせて頂きましたが、

1 年延期した肝心の大会では無観客実施、ホテルシップもゼロと空振りに終わりました。 

昨年の第 10 号では、コロナとの共存を前提とする「新しい生活様式」の構築について述

べました。変異株の増加等で感染収束には時間を要し、今日、その必要性は一層高まってき

ていると言えるでしょう。10 年余をかけて培ってきた「帆船日本丸ガイド」の会としての

理念を、「新しい生活様式」という枠組みの中でどのように体現させていくか。どう感染防

止を徹底し行動していくか、しっかりと検討し今後の活動に生かして参りたいと思います。  

この度、青木理事長、村田常務理事を始めとする財団関係者のご配慮により作製・貸与頂

くことになった「帆船日本丸ガイド」のユニフォームが完成の運びとなりました。 

我々が日本丸ガイドとしての日常を取り戻し、新しいユニフォームに袖を通し、姿勢を正し

て国内外からの訪船者をお迎えする日が一日も早く訪れるよう願ってやみません。 

 

終わりに、設立当初より本会の活動を支えて下さいました葉山忠雄氏が、昨年 9 月にご逝

去されました。10 年余にわたる多大なるご尽力に心より感謝を申し上げ、謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。                          以 上 

 

巻頭言 
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     着任のご挨拶 

          菅原 将志 

公益財団法人 帆船日本丸記念財団 

              一等航海士・指導課長 

 

 初めまして。2021 年 4 月、日本丸の一等航海士（指導課長）に着

任しました、菅原（すがわら）と申します。伝統ある日本丸の保存・公開に少しでも貢献で

きるよう、微力ながら努めて参ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

昨年から続く感染症拡大により、執筆時点では皆様へ直接ご挨拶できない日が続いており

ますが、この場をお借りできることとなりましたので、僭越ながら自己紹介をさせていただ

きます。 

 

 私の練習船航海士としての乗船経験は、帆船と汽船がおおよそ半々ぐらいです。帆船の遠

洋航海には、これまで 3 回乗船しました。いずれの航海でも、夫々一番印象的だったのは

「実習生の成長」です。日夜帆走当直を繰り返す中で、教官が多くを語らずとも、実習生は

大きく成長していきます。自然と上手に向き合う帆船の教化力は、どれも真似できないもの

だと思っています。 

 

 私がこれまで練習船航海士として働いてきた中で強く思い出に残っているのは、やはり

2011 年の東日本大震災です。発生時、私は休暇中のため地元・宮城にいましたが、ライフ

ラインの寸断に加え、「ガソリンの品薄」が大きな問題となりました。その状況が続く中 

1 隻の内航タンカーが震災発生後初めて県内に入港した、というニュースが放送されました。

すると、少しずつガソリンの品薄が改善され、元通りの生活に一歩近づきました。 

練習船は、実習生が社会に出る前に必要な教育を担いますが、そこを巣立った方々が、この

ように社会基盤を支えていることに感銘を受けたと同時に、自身の仕事が少しでも社会の役

に立っているのだなと改めて教えてくれた出来事でした。 

 

 日本丸に着任し、執筆時点でまもなく半年が経過しようとしています。感染症拡大により、

今のところ見学者数は控えめですが、日本丸周辺には老若男女さまざまな方がいらしていま

す。感染症が収束すれば、海外の方も多くいらっしゃるでしょう。多種多様な方々のニーズ

に応えることはとても大変ですが、多くの方に日本丸について理解を深めていただくことは、

当財団の重要な使命でもあります。社会全体が落ち着いたころには、改めて皆様のお力を頂

ければ幸いです。 

近頃は生活様式も一変してしまいましたが、皆様におかれましても、どうぞ健康第一でお

過ごしください。                           以 上                                

ご挨拶 
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              自己紹介 

                    世登 順三 

 

 皆様、こんにちは！このたび、皆様の末席に加えさせていただくことに

なりましたのでよろしくお願い致します。長らく広島県に住んでおりまし

たが、この 4 月に娘の住む横浜に引っ越してまいりました。 

 インターネットを見ていた娘が、日本丸ガイドの会があることを知り、

事務局へ問い合わせてくれたのが今回のご縁となりました。 

 

  昭和４５年春に広島商船高等学校専攻科航海科を卒業し、川崎汽船(株)に入社しました。

途中、数年の陸上勤務をはさんで、外航各社が緊急雇用対策を実施していた平成元年３月に

退社。同年４月から２年間、海技大学校本科に学生として在籍。本科は１期下を最後にその

課程がなくなりましたので、ギリギリのところでの入学でした。 

 卒業後の平成３年４月、海事コンサルタントを標榜した事務所を営みました。このときは、

日本丸で一緒に実習した同期生がアメリカから輸入したメガヨットに日本の船級を取らせ

るという仕事を受注し、その手伝いをすることになりました。一から図面や書類を整えなけ

ればならず、商船学校や船会社では教わったことのない仕事を経験することができました。 

その後、平成４年７月から母校の後身である広島商船高等専門学校の校内練習船「広島丸」

に奉職。大阪・神戸から門司・大分まで瀬戸内海を実習や教員の研究で航海しました。来島

海峡が近かったので、海上交通安全法の実地見聞を兼ねて航海学科の学生は必ず１回は通過

するようにしておりました。定年前の 5 年間は、配置換えにより商船学科に移動し、学級担

任、就職担当など保護者や企業の方々との応対などで、これまでとまた違った時間でした。 

定年後は、（一社）広島海技学院の非常勤講師として、３級から６級までの海技免許を目指

す生徒さんのお手伝いや、海技免許講習を約 7 年間担当しました。 

 経歴の最期は、先ほどの同期生が経営する旅客船会社にお世話になり、安全教育のほか乗

船券の販売、乗客の誘導などの接客業務や、日計清算に従事しておりました。 

 さて、私の姓である「世登（せと）」は戸籍上では「卋登」となっております。「世登」姓

そのものが少ないと聞いておりますが、私の場合はさらに少ないのではないかと思います。

銀行で預金通帳を作ってもらうとき、どの銀行でも活字が出てこないので、手書きにするか

「世登」でよいかと聞かれます。従兄弟は「世登」です。昔の戸籍は手書きでしたので、担

当の吏員が何となく「卋」の字を使い、それがそのまま活字になった、というのが解答かも

しれません。このあたりが、例えば「富」と「冨」のよう、同じ一族でも微妙に字が違って

くるきっかけになるのではないかと思います。 

 浄土真宗本願寺派の僧籍がありますが、寺にも行かず、自分ではニセ坊主、生臭坊主と称

しています。  ご一緒になりました際は、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

                               以 上 

会員寄稿 
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2021 年「海の日」（コロナ禍の中）の総帆展帆    

望月 二朗 

 

日本丸でボランティアによる総帆展帆を実施するので、当日説明さ

れたいと、本船の船長から連絡を受けた。７月２２日（海の日）は、

晴天で猛暑日であった。 

 

１．「登檣礼」の実施  

例年、「海の日」には「登檣礼」を行なって「祝意」を表し、引き続き展帆作業に移行す

る。 

「登檣礼」の練習は、その前に実施する２．

３回の総帆展帆時に行うが、今年はコロナ感

染対策のため総帆展帆が十分に行えず練習不

足でぶっつけ本番となった。私の展帆説明は

一昨年の 11月 4日以来であり、準備にやや緊

張感があった。 

教室で登檣礼と展帆作業の説明を行い、外

の空き地で発声と動作の練習（立て付け）を

行なった。通常、指揮者はボランティアの中

から募るが、今回は二等航海士が指揮を執る

事とした。 

 

10時 30分、準備体操を行なって登檣を開始、

安全第一にゆっくり登る。各自所定の位置に

付き両足を踏ん張って姿勢を正す。 

二等航海士が船首の「バウスプリット」の

先端に船尾側を向いて立ち号令を掛ける。「脱

帽」で帽子を脱ぎ、右手に持って左胸の前に

付けて準備する。「海の日おめでとう！」女性

特有の澄んだ号令に続いて全員が右手を斜め

上に伸ばし「海の日おめでとう！」と叫ぶ。 

この動作を３回繰り返して、「着帽」、「登檣礼終り」となった。 

参加したボランティアはベテランが多く、号令と動作が良く合致した。「セリフ」は、遠

洋航海の出航時は「ごきげんよう」、各地の港祭りなどでは「おめでとう」、ハワイでは「ア

ロハ」など適宜ふさわしい言葉を選ぶ。 

 

２．総帆展帆作業（コロナ感染対策を考慮した展帆作業） 

 本日は、登檣礼に続いて解帆作業を行なった。特にコロナ対策のためヤード上でも「密」

は避け隣の作業員との間隔を十分に開けるよう予め船長から注意が与えられた。更に今回は、

各マスト最下部のセールと上列の縦帆の一部は展張しない事とした。また、手引きで一番重

量が掛る「アッパー・トップ・スル」は電動のキャプスタン（ロープを巻く装置）で静かに

 

 

登檣礼 
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巻き上げた。2 トン以上のヤードを人力で引き揚げる「ワッセ、ワッセ」の元気な掛け声と

デッキ上を走る足音がないのは些か物足りない感があった。 

 

３．上記の他のコロナ感染対策 

 教室入室前にロビーで、アルコール消毒と

各自体温計測を行ない、教室では密にならな

いように着席した。フェイス・シールドとマ

ウス・カバーを付けるよう注意されていた。 

更に、作業員の密状態を避けるため、従来

海の日のボランティアの参加者は 100名 

前後であったが、今回は「ソーシャルデイス

タンス」を考慮して 66名にしぼったという。 

 

４．高所作業の安全対策（「フルハーネス型」 

墜落制止用器具の使用） 

日本丸財団では、陸上の労働安全衛生規則

の改正(平成 31 年 2 月)にともない高所作業

に使用する「安全帯」を「墜落制止用器具」の 

「フルハーネス型」を採用することとし、採用に必要な「安全衛生特別教育*1」(学科 4.5

時間・実技 1.5時間)を 20 年 9 月から実施し、21 年 7 月まで約 80名の展帆ボランティアが

受講したという。従来使用してきた「安全帯」（旧規格）は、2022年 1月 2日から使用でき

なくなる。 

＊１：高さが 2m以上の箇所で

あって作業床を設けることが困

難なところにおいて、フルハー

ネス型のものを用いて行なう作

業に係わる業務・・以下略 

 

また、近い将来、船員労働安全

衛生規則においても法改正が予

想されること、衝撃荷重試験の

結果等から総合的に判断し、展

帆ボランティアの安全確保を目

的にフルハーネスの全面導入を

図ることとした。 

本日は、新しく採用した器具

に十分習熟していないので、ゆ

っくり確認しながら作業を進め

ると事前の説明があっての本番

であった。 

          以 上 

 

フルハーネス型墜落制止用器具 

 総帆展帆 
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  木製オブジェでコロナしのぎ！ 

                   花田 兵六 

 

 コロナ禍の自宅ごもりの時間を“木彫モアイ像もどき”に取り組

み、大小計 11個の作品を完成させたと昨年の会誌第 10号に書きま

した。それらの作品の内 7個は、茅ヶ崎にある息子の整骨院、辻堂

駅南の娘のパン・菓子店の店先、そして友人の庭先等に魔除けや目

印等として利用してもらっていて、残り 4個が自宅にある状況です。 

 今年も変わらず続く長いコロナ禍の中、友人が手配してくれた木の丸太が底をついてきた

ので、近くの大型スーパーで角材やベニヤ板を購入し、“モアイ像もどき”から少々発展さ

せて、自由気ままなオブジェを作ってみました。 

 オブジェとは、辞書では「物体」「対象」「目標物」とう意味をもつ

英単語「OBJECT」の事ですが、私の作るオブジェは特に深い意味も理

由もない置物で、空いている場所に置いて、何か楽しくなるとか、豊

かな気分になる少々ユーモアを取り入れた置物といった類のもので、

あまり高い芸術性を期待したものではありません。 

 少々余談になりますが、私は昔から日常生活の中に少しの事でいい

から、なるべく積極的にユーモアを取り入れたいとの願望があり、辛

い時や苦しい時にもユーモアの気分を持ち込むことで、何とか難局を

乗り越えて来られたと思っています。船長で乗船していた頃、主にフ

ィリピン・クルーでしたが、宴会の席などで“笑う門には福来る”と、

ユーモアのある生活を推奨してきたものでした。 

 私は絵も趣味として描きますが、私の絵の中には結構ユーモアを取

り入れてあります。例えば、魚が空を飛んで人を乗せている、月が船

の舵を取っている、熊がピアノを弾いている、落ちこぼれの動物が小

舟に乗せられて引っ張られている等で、何処か楽しい気分にさせるも

のです。 

 そんなことで、今回のオブジェへの挑戦も、まだまだ色々と試行錯

誤の段階ですが、思い付きは色々あります。地面や床に置く物の他に

も、天井・軒先・外の庭木にぶら下げるもの、風が吹くと回転するも

の、夜になると光るもの等々、様々なオブジェを考えています。 

 自分では若いと思っていた私も、いつの間にか後期高齢者の仲間入

りをし、仕事から解放された今、コロナ禍をうまく避けて、遊び心を

友に生き延びていければと思うこの頃です。       終わり 

 

 （編集注：本誌の表紙は前号に引き続き花田会員の作品） 

 

 

 

 

 



8 

 

「原子力船・むつ」での思い出 

米原 健一 

１ 原子力船・むつ 

 原子力船とは、石油を燃やしてボイラーで蒸気を発生させる代わり

に、ウランを用いた原子炉の熱を利用して蒸気を発生させるタービン

船をいい、現在、ほとんどが航空母艦など軍事用の艦船である。しか

し、1960 年代アメリカでは貨客船「サバンナ」が、西ドイツでは鉱

石運搬船「オットー・ハーン」がそれぞれ建造され、いずれも約 10年間運航された。また、

ソ連では 1959 年に砕氷船「レーニン」が就航し、以降９隻の砕氷船が建造されたほか 1988

年にラッシュ船兼コンテナ船「セブモルプーチ」が就航した。ロシアでは現在も砕氷船など

数隻が運航されているという。 

日本でも特殊貨物船としての原子力船の建造が計画され、1969年（昭和 44 年）6月石川

島播磨重工業東京第２工場で進水して「むつ」と命名され（以下「むつ」という。）、船体完

成後の翌 70年 7月定係港である青森県むつ市大湊港の日本原子力船開発事業団（当時、以

下「事業団」という。）むつ事業所の岸壁に回航されて原子炉関係の艤装が始まり、翌々71

年 11 月に完了し翌 72 年 9 月核燃料が装荷された。 

1974 年 8 月出力上昇試験のため大湊港を出港しようとしたところ、反対する多数の漁船

に囲まれて阻止されたが、台風のため漁船が避難した機会を利用し、8 月 26日出港した。 

ところが 8月 28日原子炉が臨界に達したものの 9 月 1 日実験開始早々、鉛製の板を並べ

た遮蔽体の隙間から放射線漏れが生じた。放射線の漏れはごく微量であったものの、乗船し

ていた報道陣によって放射能漏れなどと大々的に報道され、風評被害などを恐れたむつ市民

の反対で帰港できなくなった。 

むつは、太平洋で長期間漂泊を余儀なくされたが、青森県、むつ市、青森県漁連と国との

間で定係港の撤去などを条件とする合意協議書が締結され、10 月 15 日ようやく帰港した。

その後、遮蔽体の改修工事などを行う港の選定が行われ、経営困難に陥っていた佐世保重工

業で行うとして佐世保市、長崎県などと協議を行っていた 1978年、私はむつに赴任するこ

とになった。 

◎むつの主要要目 

総トン数…8,242トン 全長…130.46ｍ  

全幅…19.0ｍ 深さ…13.2ｍ 喫水…6.9ｍ  

乗組員…80人（実験員を含む） 

主機関…加圧軽水冷却型原子炉 １基   

蒸気タービン     １基 

出力…36,000ｋｗ・10,000 馬力 

最大速力…17.7ノット                     むつ 

                      （日本原子力船研究開発事業団の絵はがきから） 
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２ 青森県むつ市での生活 

その頃、むつの乗組員は、日本郵船、商船三井、川崎汽船、ジャパンライン、山下新日本

汽船、昭和海運の大手６社と航海訓練所から派遣された船員や賄いに採用された地元の女性

たちで構成されていた。乗組員のうち船長、機関長、一等航海士など年配の乗組員は単身赴

任者が多く船内に居住し、二等航海士以下の若い乗組員は大湊などにあった宿舎に家族を呼

び寄せて住んでいた。 

私は、赴任前の 2月に結婚し、4月初めに妻を呼び寄せ、大湊の宿舎で生活を始めた。私

も妻も、それまで寒い地方で生活した経験がなく、4月といえどもまだ寒かったので石油ス

トーブを使おうと灯油の配達を業者に依頼したが、最初に間違えたのが灯油の購入方法であ

った。灯油は 18リットルのポリタンクで配達されるものと思い込んでいたのだが、いくら

待っても届かない。催促の電話をかけたらすでに玄関前のタンクに給油したという。そうい

えば玄関のすぐ横に大きなタンクがあり、それが灯油用であったのだ。 

赴任してまず始めたのが、自動車学校通いであった。そのころ私は車の免許を持っていな

かったのだが、ここでは車がなければ生活できないと、みんなに言われ、すぐに下北自動車

学校に通い始めた。自動車学校は岸壁から少し離れたところにあり、免許がないので自転車

での通学となった。3 月中は雪に車輪を取られながら、雪解けの泥水をはねながらの通学で

あったが、5 月 23 日無事免許を取得した。妻も同じ自動車学校に通い、二人とも免許証番

号の最初の二桁は、青森県公安委員会を示す「20」である。 

 仕事の面では、機関部は通常の業務のほか原子炉の運転など原子力船の運航員としての訓

練があったが、甲板部は停泊当直と機器の定期的な保守業務が主な仕事であった。 

むつ市では、雪が降る 3月初めから、近くの山（釜臥山）が紅葉する 10月半ばまでの約

7 か月間暮らし、北国の自然と新婚生活を楽しんだ。 

３ 長崎県佐世保港への回航 

 1978年 7月 21日長崎県知事や佐世保市長と国とでむつ受け入れ協定が調印され、佐世保

港への回航が正式に決まった。 

 むつでは、回航とその後の改修工事に備えて 6月頃から船長（桜木船長→大澤船長）や一

等航海士など乗組員の交代があり、本格的に準備作業が始まった。乗組員は、機器の整備、

法定備品の点検、船用品など改修工事に必要な物の積み込みなどを行い、臨時航行検査を受

け、海上での試運転などを行って回航準備を整えた。 

船体の準備とともに大きな課題が大湊の宿舎に呼び寄せていた家族への対応であった。当

初、事業団は、家族を引き続き宿舎に居住させ、乗組員が休暇の際に佐世保市からむつ市に

帰ればよいという考えであったが、積雪が多い宿舎に妻子を残すことが死活問題であること

や休暇のたびに九州の西端から本州の北端に帰るのは大変であるということから、家族をい

ったん実家などに帰し、希望する者に対しては新たに佐世保市に宿舎を用意するということ

になった。出港前の 10 月初め、大湊の宿舎は引っ越しラッシュとなっていた。 

10月 11日午後、反対派がむつ事業所前に押しかけ機動隊が警備する中、むつは、事業団
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の職員や地元の人々の見送りを受けて岸壁を離れ、巡視船艇に前後左右を守られながら陸奥

湾を航行し、やがて単独で青森湾を経て日本海に入った。 

 航海当直には、0－4 直に川崎汽船の中村二等航海士、8－0 直に日本郵船の半田三等航海

士、4－8 直に塩田一等航海士と私（当時次席二等航海士）が入ることとになり、乗組員は

久し振りの航海にわくわくしていた。 

 海上保安庁から渡されたトランシーバで適宜各管区海上保安本部と連絡を取りながら補

助機関と称する通常のボイラーを使って順調に航海し、山陰沖合で反対派の船舶と遭遇する

ことがあったが、10月 16日まだ薄暗い早朝、佐世保湾入り口の高後埼沖合に到着した。 

 そこでからは大湊出港時から乗船していた本多水先人の水先のもと、乗り込んできた佐世

保海上保安部長（赤澤氏？）の助言を受けて大澤船長が指揮に当たった。周囲を多数の巡視

船艇に警備され、船首尾の配置は投石除けの金網の下に待機し、船橋では半田 3／Oが操船

補佐にあたり、私がマイクを握って反対派の多数の船舶に進路を妨げないよう呼びかけなが

ら着岸予定の甲岸壁に接近し、タグボートが着岸を阻止しようとした反対派の船を排水流で

転覆させるというハプニングを生じながら着岸した。その夜、入港の様子をテレビで見ると、

反対派の船舶に呼びかける私の声が大阪弁だったのは少しショックであった。 

４ 長崎県佐世保市での生活 

 佐世保港では、改修計画が進められたが、佐世保重工業の再建問題と、同社の経営権を握

った来島ドックの坪内社長によって生じた労使問題に巻き込まれ、肝心の工事が全く進まず、

乗組員は大湊港にいたときと同様の状況になった。甲板部は、停泊当直と定期的な機器の保

守業務、それに見学者の船内案内が加わったものの、単調な時間を過ごした。 

 乗組員は、むつ市にいたときと比べて自宅が近くなった者が多くなり、単身で船内居住を

する者が増え、一部の者が家族を呼び寄せて佐世保重工業のドックハウスに入ることになっ

た。私と中村 2／O は外国人用というドックハウスに入居したが、このドックハウスは終戦

直後に建てられたような古い木造平屋で、平成 20年私が長崎地方海難審判理事所に勤務中、

佐世保市に行ったら当時とほとんど変わらないまま、人が住んでいたのには驚いた。 

 1980年 6月 30日ボートデッキを切るなどようやく改修工事が開始された頃、私は飯田敏

夫氏（前帆船日本丸船長）に引き継いで航海訓練所に復帰した。 

むつに勤務した 2 年 4 か月の間、佐世保回航に従事したものの、改修工事にはほとんど貢

献することができなかったが、貴重な経験や現在も手紙のやりとりする友人を得ることがで

きた。なによりも佐世保市では長男が生まれるなど私的には実り多いものだった。 

 

むつは、1982 年 9 月改修工事を終えていったん大湊港に戻り、1988年 1月青森県の太平

洋岸に新たに作られた関根浜港に回航された後、4 回にわたる実験航海が実施され、1992

年その使命を終えた。その後原子炉部分が撤去されて 1995年 6月海洋科学技術センター（当

時）に引き渡され、大改造されて海洋地球研究船「みらい」に生まれ変わった。 

現在も船橋から船首にかけてはむつ時代の面影が残っていて、懐かしい。   以 上 
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   文ちゃんのコロナ検疫体験記録（その 2） 

   加山 文治 

 帆船日本丸ガイドの会の会員平均年齢は 78.8 歳だというが、丁度その

年齢である私は老骨に鞭打って、まだ現役の船乗り稼業、新造船や改修

後の船を外国の港に届ける回航を生業にしている。第 10号には、太平洋

を越えてエクアドルへ大型漁船を回航した際のコロナ検疫体験記録を書

いた。その際は、入港時 1 回の検査、帰国時は 14日間の自宅待機で済んだのだった。 

それから丁度 1年後の今年 7月、船の回航先はインドネシア、帰国は 8月２日（オリンピ

ック開催の真っ最中）という仕事に携わった。インドネシアでは 7 月初め新型コロナウイル

ス感染者が急増し、各地の病院では医療用酸素不足が深刻化した。7 月 14 日のニュースに

は「新たな感染確認者は、過去最多となる一日 5 万 4517人に上り、死者も 991 人となった。

ある日系企業が、航空機をチャーターして駐在員を帰国させた。これを日本政府が手配した

チャーター機と勘違いする人が相次ぎ、日本大使館に多くの問い合わせがあった。」7月末

には邦人帰国特別便が飛んだ。そんな現地の事情は殆ど耳に入らず、回航要員 8 人は梅雨末

期の日本から、コロナウイルス蔓延のインドネシアへ向かったのである。 

 

・・・・回航航海の概要・・・・ 

 7 月 4 日：自宅→新横浜→新幹線→福山（広島県）→常石造船前（糸崎）、ホテル集合 

  今回の乗り組み構成：甲板部 4 名、機関部 4 名の計 8 名 

甲板部：船長 60 才、外航回航は初めて、外航航路現役船長 

      一航は私 79才、外航回航 30回以上。二航、65 才外航回航 10 年以上 

      三航 79 才、元通信士から航海士、英語堪能、本航海の会計も担当 

  機関部：機関長 58才、回航は時々乗船。二機 50 才、回航は 3 回目 

      三機 45 才、回航は 5 回目 四機 49 才、回航は今回が初めて          

  5 日：常石造船所にて、ESTAN ACE（コンクリートミキサー船）を糸崎岸壁にシフト 

  船の概要：4,430 国際トン、全長 120ｍ、幅 20ｍ、巡航速力 11ノット、船籍ベリーズ 

  6 日～8日：船名 ESTAN FAIR へ変更・船籍・救命ブイ、救命艇等の名前変更 

     給油 130トン,給水 40トン、乗り組み個人用食料他必要品購入 

8 日午後、広島市より検疫官出張、PCRコロナ検査（唾液採取） 

 7 月 9 日 07：00コロナ検査全員陰性の結果報告と代理店が英文の検査証書持参。 

コロナ検査に要した費用：検査出張料金一人 5 万円＋英文証明書 8千円 

               合計 58,000x8＝464,000 円 （会社払い） 

  09：00 出港。天候雨、風速 5kt、視界不良（時々500ｍ）。夜中に佐多岬通過 

  10日：奄美大島通過（Calm）,11日：沖縄本島東側通過, 12 日：宮古島南東側通過 

  13日：バシー海峡通過, 14日：ルソン島の西側通過, 15日：パラワン西側通過 

  17日：ブルネイ沖通過, 18日：ボルネオ北東部通過（多数油田ターミナル有り） 
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 7 月 20 日：朝マラッカ海峡に入り、シンガポール対岸（インドネシア領）バタム島と 

    ピンタン島の間にアンカーを入れた。航程 2100NM。 

   21 日：午前中に検疫官 2 名来船コロナ PCR 検査（鼻の粘膜及び唾液採取） 

   22 日：検査結果陰性 25 日：第 2 回目の検査 30日：帰国飛行機 72hr 前検査） 

   31 日：船体引き渡し・結局 21日から 11 日間船内待機（その間専らビデオ鑑賞）。 

8 月 1 日：13：00小型ボートが迎えに来た。天候が悪く風速 15～18ｍ/ｓ、波 2m程 

   命がけで乗り移った。約 1時間半走りピンタ島へ到着、更にマイクロバスで約 2 時 

間後空港着、18：00発ジャカルタ行の飛行機に乗った。ジャカルタ空港には約 1時 

間 30 分で到着し、現地時間 23：00 発の成田行き JAL便の乗客となった。 

 2 日：日本時間 07：00 成田空港着：空港コロナ対策に従ってあちこち連れ回わされた後、 

インドネシアの陸に 10 日以上滞在したとの書類にサインを求められたが、我々は 

ずーと船にいたので納得出来ず拒否した。なんだかんだと揉めていると 30 分後に警 

察官がパトカー2台でやって来た。約 30 分後皆で相談し、入国するには止むを得ず 

との結論で渋々書類にサインをした。入国後ホテル待機にはスマホが必要と言われ、 

レンタル料 15,000 円を支払って、国指定の東横インホテルへバスで送られ、まるで 

保菌者の如く隔離された。 

 3 日～11日、ホテルの個室で待機。食事は 3 食ドアの外に弁当が置いてあり、食事後 

   は空をドアの外に置く。部屋からは一歩も出られず、廊下はガードマンが見張って 

   いた。毎朝体温を測定し電話で報告。専らオリンピック放送を見て過ごす！ 

   5日：第１回 PCR検査・唾液採取。6日：陰性。8 日：第 2 回 PCR 検査。9日：陰性。 

       12日：午前第 3 回 PCR検査（唾液採取）、2時頃陰性の報告と夕刻解放とのこと。   

   16：00 晴れて出所！バスで成田空港第 2 ターミナルにて解散：無事解放される！ 

   本来 16 日までは公共交通機関の利用は遠慮願いたいが、もう自由行動とのことで、 

成田から電車に乗って帰宅した。自宅着 18 時。 

検疫のため、港外に長く留め置かれるのは今に始まったことではない。そもそも物の本に

よれば、ヨーロッパの人口の 3 分の 1が死んだとされるペスト（黒死病）の大流行時、船内

に感染者がいないことを確認するために、14世紀後半ベニス（イタリア語でベネチア）の

入港には、まずクロアチアのラグーサ（現在世界遺産で有名なドブロブニク）港外の小島付

近に 30日間停泊させられ、更にベニス港外で 10日間待機、計 40日間を経過した後、異常

のない船しか首都には入れなかったという。このことが検疫の英語 quarantine（40日間を

意味するイタリア語のベニス地方の方言）の語源となったというのだから。 

 今回の回航では、結局インドネシアで 11 日間、日本帰国の成田で 10日間、計 21日間の

待機だった。2 か所の合計ではあるが quarantineの約半分で済んだことになる。港外での

船内待機も辛いが、ホテル待機は娑婆にいながらの軟禁状態であり、船乗りには馴染まな

い！ホテル待機は出来れば今回限りにしたいが、まだまだコロナ禍は治まりそうもない。  

                                   以 上                                    
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 二・二六事件への思い 

山田 徹郎 

 

小学校の頃から歴史と地理には興味を持っていた。 

戦後の貧しい時代で本も買ってもらえず、父や私よりかなり年上の兄姉

が使っていた歴史の教科書、地図帳などを見ては自分なりの世界を楽しん

でいたと記憶する。 

 

五・一五とか二・二六という事件があったということは知っていたが、その詳細について

は当然のことながら全く知識がなかった。ところが、昭和２９年３月、中学１年生の春休み

に長野県の小さな山村の農協で映画会があり、辰巳柳太郎（相沢中佐）、島田正吾（永田中

将）の出演した二・二六事件に関する映画を見た。自分が若くて記憶力も良かった年齢だっ

たのか、事件の当事者であった各青年将校の名前や性格と該事件の関りなど、非常によく理

解でき自分の人生に大きなインパクトを与えてくれた。 

 

白黒映画ではあったが、決起には最後まで慎重だった安藤大尉が、陸士の同期生 磯辺浅

一一等主計（彼は歩兵科であったが、軍の革新運動に専念したいがために転任の少ない主計

将校へと転科していた）に対して「磯辺、安心してくれ、俺はヤル！」と打明けるシーン、

決行した青年将校達を前にして皇道派の重鎮だった真崎大将が「お前達の気持ちはヨーク分

かっとる！」と、いかにもその行動を理解しているが如き発言する場面などは今でも鮮明に

覚えている。 

 

その後、自分なりに様々な関連書籍を読んだ。中でも松本清張が書いた「昭和史発掘」は

文春文庫で７冊の大作、多くの極秘資料を発掘して新事実を明るみに出したものであるが、

かなり読み応えがあり、水先業務の合間を利用したりして何度も読み直し、いつかはこの事

件に関連した場所を訪れて自分の目で確かめてみたいと念願していた。５０年以上、学生時

代も含めて陸上勤務、水先人として東京近辺に住みながら、自分の足でゆっくりと都内を歩

くことなどほとんどなかった。平成２８年になって日本丸ガイドを始めたことを契機として、

やっと実現することになった、 

 

５月の天気の良い日を選んで 

一日目は桜田門、三宅坂から当時の高橋蔵相の私邸跡地、半蔵門から鈴木侍従長官舎、靖

国神社。二日目は賢崇寺から渋谷の元代々木練兵場跡地（こゝで反乱将校ら１９名が処刑さ

れた）に建てられている二・二六事件慰霊像。三日目は反乱軍兵士達が宿泊した「山王ホテ

ル」、料亭「幸楽」の跡地を歩く。 

改めて思うことは、歩いた地域が皇居に近いこともあり、５月の輝く太陽の下で草木の緑の
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美しさの中、ゴミひとつ落ちていない東京の街の佇まいは、まさしく世界に誇れるものだと

実感する。賢崇寺と渋谷の慰霊像以外は、ほとんどが高層ビルや大型商業施設となっており

事件の面影は全く見られない。 

私が歩いたときは、丁度、伊勢志摩サミットの直前であり、多くの警官が配置されていた

ので「二・二六事件の跡地を訪ねたいのですが・・・」と問いかけても「２・２６とは何で

すか？」との返事。日本人はもっと日本の歴史 特に近現代史を学ぶべきと感じさせられた。 

 

「平成２８年７月１２日」 

７月１２日は、４ヶ月という短期間で弁護人なし、上告なし、非公開という特別軍法会議で

死刑が確定し、その内 将校を含む１５名が代々木練兵場で銃殺された日である。自決した

野中大尉、河野大尉や相沢中佐など２２名の分骨が元麻布にある 佐賀鍋島藩ゆかりの賢崇

寺に「二十二士の墓」とした墓碑銘があるので、今日はそこに行くことにする。 

 

横須賀線で武蔵小杉に来たところ、品川駅での人身事故のため南武線で川崎まで戻って京

浜東北線で東京方面に向かうようアナウンスあり、生まれて初めて南武線に乗って川崎へ。

京浜東北線は混雑しており吊り革につかまって立っていた。しばらくすると、前に座ってい

た２０才位の健康そのものの青年がニコニコ笑いながら「どうぞお座りになって下さい」。

一瞬何のことか理解できず、やがて自分が老人だから席を譲ってくれたのだと複雑な気持ち

になった。 やはり７６才は老人なのだと納得して好意に甘えることにした。今時の若者に

は珍しくスマホもやらずにずっと本を読んでおり好感をもてた。それ以来、シルバーシート

を積極的（？）に利用している。 

 

地下鉄「麻布十番街」で下車、真夏の太陽が照りつける中を長い坂を登って賢宗寺に着く。

入口に８１回忌と書かれていたので受付に行き「全く事件とは関係ない者ですが・・・」と

いうと「間もなく法要が始まりますから是非ご参加下さい」、控室に入ると２０名程の参加

者がおられたが面識のある人などいる訳がない。やがて本堂に案内されて法要が始まった。

２２士の大きな写真が飾られていたが、今までいくつかの本で見ていたことでもあり、あゝ

これが安藤大尉、あれは栗原中尉だとすぐに判り、

永年ずっと思っていた方々にやっと巡り会えたよう

な不思議な感覚を覚えた。もう８０年前のことでも

あり、極めて密やかな法要であった。皆様といっし

ょに読経、焼香もし、自分も日本の歴史の中で生き

ているということを感ずることが出来た。 

 

「最近見つかった海軍軍令部の極秘資料」 

２０２０年、ＮＨＫ ＴＶで二・二六事件に関する厖大な資料が発見されたことを知る。 

 
賢崇寺の二十二士墓碑銘 
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渋谷公園（元 代々木練兵場）の慰霊碑 

賢崇寺の 22 士墓碑銘 

軍令部が作成したもので、事件前から始まって事件が終息するまで分単位で克明に記されて

いる。何でこれだけの厖大な資料が今になってやっと表に出て来たかという疑問もあるが、

直接事件に係わっていない海軍がこれを作成していたのか？ 昭和７年の五・一五事件は海

軍の青年士官が起こしており、海軍としては当時の軍の革新運動にかなり神経を尖らせてい

たことは推察できる。驚くことに、事件の一週間前に海軍は決起予定日とそれの中心将校の

名前、さらに彼らの主要襲撃目標としている岡田啓介首相、斎藤内大臣、鈴木侍従長（この

三名は海軍のＯＢである）の名前まで正確に書かれている。 

 

事件発生を知った海軍は、当時九州方面で訓練中であった戦艦４隻を中心とした第一艦隊

を急遽東京湾に集結させ、芝浦沖に海軍陸戦隊を配備し、東京湾内から戦艦の主砲を事件の

発生した国会議事堂に照準を合わせ、場合によっては内戦をも辞さない態勢をとっていたこ

とが初めて明らかとなった。 

 

私如き者が軽々に二・二六事件について述べることなどとても出来ない。 

青年将校のことをテロリスト又はロシア革命後のコミンテルンの暗躍もあって「赤い将校」

という評論も見かける。直接の契機は、軍の革新運動や派閥争いに手を焼いていた陸軍中枢

が、決起将校の所属する第一師団の将兵を満州事変後の満州に派遣することを決定しており、

その前にことをなそうとしたことは間違いあるまいと思う。 

 

私の幼い頃の体験と二・二六事件への思い 

昭和２０年８月に終戦となり、当時、陸軍士官学校予科に在籍していた兄が、８月末のよ

く晴れた暑い日に突然に帰ってきた。そのときの我が家の両親を含めて８名が取っていた昼

食は、ジャガイモを蒸かしたものに塩をふりかけて食べるという極めてオソマツなものであ

った。終戦後、農家でありながらかなり長い期間そのような生活を強いられた経験をもつ者

としては、当時の農村の貧しさは忘れることは出来ない。 

 

徴兵で入隊して来る新兵は極貧の農家出身者が多

く、常日頃 これらの兵士に接してその窮状を知って

いた青年将校達は、最重要課題は農民の貧窮問題と考

えていたと思われる。即ち、二・二六事件は軍服を着

た百姓一揆だったという考えが、どうしても私の心に

存在し、それが二・二六事件に関心をもち続けさせて

いるものと思う。 

前述の海軍資料の他にも未公開となっている裁判記録など、専門家による解析が俟たれる

ところである。史実とは何か、歴史を正しく知る困難さを改めて思う。   

 以 上                                            
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北米五大湖航路                               

片山 瑞穂 

 

「シュペリオーミシガンヒューロンエリーオンタリオ」、「エムアイエ

スエスアイエスエスアイピーピーアイ」。ただ読むと何のことだかわから

ないし、パソコンワープロの文字化けかとも思われそうだが、もの忘れ

が多くなった最近でも覚えている単語で、若い頃に抑揚をつけて丸暗記

した地図上の名称である。前者は、Superior、Michigan、Huron、Erie、Ontario、すなわ

ち、北米大陸のカナダと米合衆国の国境に位置する五大湖(Great Lakes)の名称を、西から

順に暗唱したものである。後者は、北米大陸最長の Mississippi 川のスペルである。今考え

ると、くだらないことをよく覚えているものだと思うが、こういうことは多くの人にも心当

たりがあり、いつまでも記憶から離れないものがあるかと思う。 

 

かつて五大湖航路と云うのがあった。商船で五大湖に入るには、北緯 50 度近くのカナダ

側のセントローレンス川から入るが、このあたりは、季節と気候と地球の状況によってはオ

ーロラが観測できる。五大湖は、冬場は氷結するところもあるので毎年 4 月頃から航路が

開けたと思うが、流氷の多い時期には、砕氷船を先頭に船列を組んでセントローレンス川の

入口まで航行した。ノバスコシア半島をかわして行くわけだが、流氷のことでは、1912 年

のタイタニック号の事故の話題につながり、この半島の南端のハリファックス無線局が思い

浮かぶ。タイタニック号の事故当時、この海岸局は、陸上の電信回線と北大西洋上の船舶と

の無線通信連絡を任務としていて、タイタニック号とそれを救助したカルパチア号、および

遭難救助通信に参加した 15 隻ほどの船舶間の通信の一部始終を聴守していて貴重な記録を

残していた。（興味ある方は、愚稿「タイタニック号の遭難者を救助したカルパチア号の記

録（URL: http://id.nii.ac.jp/1438/00009427/）」に著しているので参考にされたい。） 

 

無線に関して思いつくことは、五大湖航路は、川の航

路が曲がりくねっているので先の見通しは悪く、VHF

の無線電話で行き交う船舶同士連絡を取り合って事故

を起こさないように運航する。今では一般の船舶も国際

VHF 無線電話装置は搭載義務付けられているが、当時

は装備していない船も多く、それらの船にはレンタルの

運用が義務付けられていた。我が船もその類で、モント

リオールで機器の貸与を受け、併せて無線電話での英会

話も試されて合格すると証書を付与される（※1 写し）。

そして無線電話当直と云う外部見張りに相当する仕事

が増えることになる。 
（※1 カナダ運輸局発行無線検査証書） 

http://id.nii.ac.jp/1438/00009427/
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五大湖は、大西洋からセントローレンス川を遡り（南下）、カナダのケベック、モントリ

オールを経て、オンタリオ湖に入る。オンタリオ湖からは、五大湖航路と称される所以のエ

リー湖、ヒューロン湖、ミシガン湖、スペリオル湖と、五つの湖を廻る約 1 か月間の航海

となる。 

 

五大湖の水面は、それぞれ標高差があり、平均水面海抜では、オンタリオ湖が 75m、エ

リー湖とミシンガン湖やヒューロン湖は 174～176m で、スペリオル湖が若干高く 183m と

なっている（※2 図五大湖）。これでわかるように、オンタリオ湖とエリー湖の間には約

100m の標高差があり、この間にナイアガラの滝が存在し、ナイアガラの滝そのものは落差

50m 程度となっている。滝としての落差はさほど大きくはないが、幅と水量（平均

110,000m3/分）は世界一である。 

ニューヨーク州のバッファロー側からは滝を近くで見ることができ、すぐ足元で大量の水

が轟音とともに落下してゆくさまは壮大であるが、ここはアメリカ滝の横側であり、カナダ

滝はコード島の向こう側になるので、全貌を見るにはカナダ側からの方が良い。滝壷から、

落下中の水が舞い上がる水しぶきであたり一面霧のようになっているので、何回か行った機

会にカメラに収めたが、あとで見ると水しぶきがレンズに付いて、水もかなり汚れているの

でシミだらけの写真になり、残念ながら良い写真は残っていない。 

（※2 原図：五大湖パンフレットに著者が注釈） 
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セントローレンス川から五大湖に入る船はこの落差の分を航行するために、ナイアガラの

滝の西側（カナダ側）に水路と多数の閘門式の運河ができている。これが、パナマ運河の閘

門式と対比できるものであって、話題に取り上げた所以である。 

このロックは、ナイアガラの滝の分 8 ヶ所の他に、五大湖全体の大小取り混ぜると十数

か所ある。この水路の“階段”を船が上り下りするわけである。パナマ運河と違い、この運河

は自力で操船するので、にわか作りのブランコ（ボースンチェアー）で若い船員（ガイド仲

間で休会中の香月誠司氏もこの経験を話してくれたこ

とがある。）をスウィングブームで岸壁に降ろし、船の

ロープをボラードあるいはビットに取り付けて、バラ

ンスを取りながら自船の推進力で前進する方式の繰り

返しである。 

船体は常に岸壁にこすり付けられるので、この航路

に投入する船舶は、就航前に造船所に入り木造のフェ

ンダーを舷側に固定してから就航した(※3 写真)。こ

のロックの数がもっとも集中しているところが、ナイ

アガラの滝相当の標高差を上下する、オンタリオ湖と

エリー湖の間の水路である。 

  

船が狭い水路を航行する場合は、デッドスロー

（超低速）で走るため、船の推進能力は“どれだけ遅く走れるのか”が重要で、乗船してくる

水先人はまずこの能力を確認するほどである。ディーゼルエンジンの場合はある回転数以下

になると止まってしまうし、ある程度の速力がないと舵板に水流による揚力が生じないため

舵が効かなくなる。このような速度で走るから、川に生息するアヒルやガチョウ（ギースと

呼ばれるアヒルより大型の鳥：欧米に多い）も伴走しているように見える。大洋でイルカが

かなりの速度で伴走する話は多くあるがガチョウはめずらしい。  

 

五大湖航路は、4 月から 12 月前半の氷結しない時期に限られているため、年の瀬の最終

航海の時期は、何かのトラブルで遅れが出ると先に出口の方（セントローレンス湾）から凍

り始めて閉ざされてしまうので焦りを感ずる。出遅れると湖内で越冬になり、保安要員を船

に残して他の船員は空路あるいは陸路で帰国することになる。 

こうして、冬の到来の前に無事に脱出？すると、今度は大西洋の米国東岸を一気に南下し

て、10 日間ほどで常夏のパナマ運河に到達するわけである。ポールドに張り付いた氷も一

気に融けて真夏の体制に移り変わる。変化の多い航路であった。 

以 上 

 

（※3 閘門を往く はんぶるぐ丸）
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多分珍しいお船のお話(その三)  

           立石 健三 

 

 本会誌第 8 号と第 9 号に載せたロシア潜水艦にまつわる話に引

き続き、今回は英空母、米国情報収集艦での経験をお話致します。 

 

一、英空母 HMAS ILLUSTRIOUS   

 言わずと知れたフォークランド紛争で大活躍の VTOL(垂直離着陸)攻撃機 Harrier 搭載

の英空母です。 

  1997 年 6 月 9 日東京港から浦賀水道出口まで嚮導致しました。 

①本艦要目 

 LOA x B x D = 192.8m x 27.5m x 6.4m    Displacement = 19,500t 

  Main Engine = Rolls-Royce Olympus TM3B gas turbine x 4, 94,000SHP.   

Speed = 28knots 

  Complement = 666(57 officers) plus 402(84 officers)aircrew 

  搭載機数 = British Aerospace Sea Harrier FRS1 x 8, plus 9 Helicopters 

 ②乗艦 

  晴海埠頭出船右舷付で着岸中の本艦に

パイロットボートで乗艦致しました。出迎

え案内してくれたのは夏の真白い制服に

ショートパンツ姿の女性少尉殿でした。狭

い艦内にエレベーターは無く、又斜めの階

段も無く総てモンキータラップ(垂直梯

子)のみ。目の前をひらりひらりと登る女性士官のすらりとしたお御足に目のやり場に困り

上を見上げないよう気を付けてモンキータラップを登りましたが、危うくハッチコーミング

に頭をぶつけるところでした。後に艦長に話したところ、そんな気配りは一切御無用と一笑

に付されました。 

 東京港パイロットと交代後嚮導を開始致

しましたが、操舵手は女性でした。当時海上

自衛隊の戦闘艦には未だ女性の配乗は始ま

っていなかった時代だと記憶していますの

で、英国は流石進んでいるわいと感心したも

のでした。 

③嚮導 

 嚮導は艦橋が右舷に有る関係上バウマー

ク、マーキングポールが設置されて有り、前
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  艦上にて：若き日の筆者 


