へ

時は明治３５年、日本とロシアの関係は
悪化、緊迫の一途をたどっていた。
それを背景に、（なお、日露戦争は明治３
７年～）「青森歩兵第５連隊」が、八戸平
野に敵が侵入することを想定し、青森から
八甲田山を越えて、三本木（現在の十和田
市にある。青森からは多くの峠や山道を越
えて行かなくてはならなかった。）まで軍
を 進 める こ とが でき るか 否 かの 調査 を 計
画した。それが『雪中行軍』である。
そして行われた行軍だったが、悪天候に
阻まれ、青森第５連隊２１０名中１９９名
が 亡 くな る とい う惨 劇と な って しま っ た
（ 救 援隊 発 見時 の生 存者 は １７ 名だ っ た
が、入院治療中の経過不良で６名が亡くな
った）。

八甲田山雪中行軍遭難資料館

そろそ ろ春か な、 と思う とど っと雪 が降 った り・・ ・・・ ・な どと安 定し ない天 気が 続い

民泊を多くした

ているが、皆様いかがお過ごしだろうか。

その他

ところ で読者 諸氏 は、高 倉健 が主演 し、 第１ 回日本 アカデ ミー 賞で主 演男 優賞・ 音楽 賞を

案内人を雇った

受賞し た、名 作映 画「八 甲田 山」を ご存知 だ ろうか 。今回 はそ の映画 の題 材「八 甲田山 雪 中

案内人

行軍遭 難事件 」の 資料を 数多 く展示 してい る 幸畑の 「青森 市八 甲田山 雪中 行軍遭 難資料 館 」

案内人を断った

を紹介する。

長距離歩兵

青森隊出発と同じころ、弘前で
も『弘前歩兵第３１連隊』が行軍
を行っていた。
しかし、弘前隊は１人の死者も
出なかった。では、青森５連隊と
弘前３１連隊において、生死を分
け た も の とは い った い 何だ っ た
のか。ここで、２隊の様々な点を
比較してみよう。

移動距離

所詮、１泊２日と軽く考えていた(？)

現在までに、雪中行軍については、様々 な研
究がなされてきていて、いったい雪中行軍 とは
どういったものだったのかの大部分が判明 して
きている。しかし、未だ解明されていない 謎も
ある。その１つが、隊員のうちの一人、山 口少
佐の死である。実は、山口少佐の死には諸 説あ
るのである。

また、館長の 松岡さん にお話を伺 い、見どころ
を尋ねたところ、
「（資料館 を）若い 人にこそ 見ていっ てもらい た
い。八甲田山 は、冬に は雪化粧を し、夏に は新
緑が・・・と いったふ うに、四季 を通して すば
らしい山であ る。しか し、未だに スキーや スノ
ーボード、山 菜取り等 において遭 難する事 件も
おきている。 その点を 、きちんと 留意して もら
いたい。」
さらに、
「１９９名もの 犠牲者が でてしまっ たことにはワ
ケがある。こ れは昔の 人たちが実 証済みだ 。こ
れを教訓にしてほしい。」
と述べた。
最後に、これ から訪れ ようとして いる方、八甲
田山雪中行軍遭 難事件に 興味のある 方に何かひと
こと、という記者の問いには、
「どんなにきれ いに見え る山でも、 必ず怖い面を
もっている。 甘く考え ると、自然 は恐ろし いで
すよ。」
と、忠告をいただいた。
また、映画「 八甲田山 」や原作小 説と実際の事
件には、いくつ か相違点 がある。相 違点を探して
みるのもおもしろいだろう。
皆様もぜひ、 先人たち がいかに苦 労したのか、
そのことから生 かせるこ とは何かを 、探してみて
ほしい。

弘３１より短距離歩兵

荷物が重く、多量

隊員出身地 ほとんどが地元(青森)出身者

地元(青森)出身者が少ない

少人数(３７名)

隊員数

大人数(２１０名)

弘前第３１連隊

青森第５連隊

¥0

あおもり話題チャンネル

編集ノート

四季折々の美しさを見せてくれる八甲田山。
しかし、光の裏には陰があるように、美しさの
裏には恐ろしさも兼ね備えているようだ。(至)

①青森駅２番乗り場から「田茂木沢」行き、もし
くは「田茂木野」行きに乗車、「幸畑墓苑」前
下車、徒歩すぐ。
②青森駅２番乗り場から中筒井経由幸畑団地方
面行きに乗車、「幸畑」下車徒歩約１０分

http://awch.jp/10/

←ケータイサイト パソコンではカラーで詳しく紹介！↑

話題チャンネルのケータイサイトにて時刻表公開中！

ホームページには「ｗｅｂ限定コンテンツ」や「編集ノート完全版」も！ 是非アクセスを！！

４月～１０月の開館時間
９：００～１８：００
休館日
なし
入館料
一般 ２６０円／大学・高校生 １３０円
７０歳以上・中学生以下 無料
問合せ
電話 ０１７－７２８－７０６３

八甲田山雪中行軍遭難資料館へのアクセス
青森駅からは・・・

①拳銃自殺をはかった
→この見解は、責任を感じて入院中の病 床で
拳銃自殺を図ったというもの 。いっけんな
るほど、と思うが、これが正しいとすると、
少し不審な点が出てくる。１ 点目は、凍傷
で指が動かないはずであるの に、どうやっ
て引き金をひけたのか。２点 目は、周囲の
病室にいた入院者の中に、本 来発砲があっ
たのであれば聞こえたであろ う銃声が聞こ
えたという者が１人もいなか った、という
点である。
②他殺
→１ ９９名 もの 犠牲者 を出 したこ とに 対す
る、陸軍からの圧力ではないか、 という見解
もある。
（高濃度のクロロフィルを使用→毒殺
か？）この謎は、現代でもまだ解 明されてい
ない。

責任者 田名辺 一至
担当記者 田名辺 一至
西堀 希

ぜひ、資料館にて各の見解をもっ てみてほし
い。

私たちが担当しました！

ご自由にお取りください。
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