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通算 1934回 例会

平成30年1月17日
◎司会：浅井 純次副 SAA

◎点鐘：小川 智会長

故なら、政府は極秘任務とインディアナポリスへの護衛がなく、

会長の時間
小川 智

18時30分

救助が遅れた事を隠蔽するため、マクベイ艦長に責任を負わせ
たのです。潜水艦攻撃が予想されたにも関わらず、ジグザグ航

会長

行を怠った事と、避難命令が遅れた事が争点となりました。予
備審問では日本から伊 58 艦長橋本が証人として出廷し、ジグ

ザグ航行をしていれば撃沈は回避できたか？という質問に対し
人はそれぞれ物のとらえ方が異なると思います。本日の話も、 て、橋本はジグザグ航行していても回避はできなかったという、
皆さんそれぞれの捉え方があると思います。どの様にお感じに マクベイ擁護の立場をとりました。しかし、実際の軍法会議で
なるか、少しお耳を傾けてみて下さい。

近年、人類は大きな戦争を経験しています。第一次世界大

戦と第二次世界大戦です。勝った国も、負けた国もお互いに深

い傷跡を残しているのはご存知の通りです。日本とアメリカに
とって、運命的な悲劇をご紹介したいと思います。

は証言できないまま日本へ帰国させられました。橋本は、単独

航行する巡洋艦に対潜能力がないことを知っており、同じ軍人
としてマクベイ艦長の行動が正しいと思っていたのです。

判決は、
（１）魚雷の回避に有効といわれるジグザグ航行を

怠った罪、
（２）退艦命令を出す時期を逸した罪にとわれ、
（２）
米国海軍にインディアナポリスという重巡洋艦がありました。 は無罪（１）関しては有罪の判決が出てしまいました。海軍作
当時の艦長は、チャールズ・Ｂ・マクベイ三世です。マクベイ 戦部長チェスター・ミニッツ元帥ら上級幹部が寛大な処置とな
は司令部に呼び出され、直接大統領を司令官とする極秘任務

を受けます。それは、ある荷をテニアンまで輸送する任務でし

た。実は、この荷とは広島・長崎に投下する原子爆弾の起爆
装置と核材料だったのです。マクベイ艦長自身は、荷が何か知

らされていませんでした。インディアナポリスは 1945 年 7 月
16 日にサンフランシスコを出港し、26 日テニアンへ無事荷を
運びます。その後、レイテ島へ向かう命令が出ます。マクベイ

艦長は、日本海軍の潜水艦に攻撃された際、巡洋艦では戦え

るよう申し出て、最終的には現役復帰という形で無罪となりま

した。しかし、軍法会議で一度出た有罪に対し、犠牲者の家
族からはマクベイ艦長を責め立てる電話が止まなかったそうで

す。生存した乗員はマクベイ艦長を擁護し、毎年集まり犠牲者

の追悼を行いました。マクベイの退役後も、犠牲者家族からの
責め立ては続き、ついにマクベイ艦長は自宅でピストル自殺を

するという、辛い結果になってしまったのです。第二次大戦中、

艦を喪失した罪で軍法会議にかけられたのは、マクベイ艦長ひ
ないので、駆逐艦の護衛を要請しますが、元々極秘任務であり、 とりでありました。
荷を運んだ際もそうであったように、レイテへ向かう際も護衛
50 年の後、ビル・クリントン大統領が正式な書面にサインし、
は付けられないとされます。少し前に米国海軍の船が、日本海
軍潜水艦の攻撃を受けて撃沈しており、この地域に潜水艦が
いることを承知のうえでの返答であったのです。

7月30 日午前 0 時15 分、
北緯12 度 02 分東経134 度48 分、

マクベイ艦長の無実が認められた。マクベイの死後も、彼の名
誉回復に奔走した伊 58 艦長橋本は、クリントンがサインした
5 日前に亡くなり、その結果を聞く事はなかったのです。

原爆資材を運んで極秘任務を果たしたマクベイ艦長と乗組
日本海軍の橋本以行（もちつら）艦長率いる潜水艦伊５８が、 員、その艦を撃沈した橋本艦長。現在でも、テニアンに行く
インディアナポリスを発見。2 回に渡り、計 6 発の魚雷攻撃を 途中で橋本が撃沈していたら、原爆投下という結果で終戦を
行いました。この伊５８には人間魚雷「回天」が搭載されてい

ましたが、攻撃は通常魚雷を使用しました。3 発命中し、イン

ディアナポリスは沈没します。搭乗員 1199 名のうち、攻撃で
約 300 名が死亡し、およそ 900 名の乗員が海へ投げ出され

たのです。救助は遅れ、5 日間の漂流中に水分・食事は取れず、

低体温、幻覚に加え、サメの攻撃により多くの海兵が死亡し、

迎えなかったかもしれないなど様々な意見があります。任務と

は言え数百人を犠牲にさせた橋本艦長、数十万人を犠牲にした
原爆資材を運んだマクベイ艦長、言えることはお互いに深い傷
を残しただけであったのかもしれないと私は感じました。
皆さんは、どうお感じになりましたか？

生き残ったのはわずか 900 名中 316 名でありました。極秘任

務で出航したため、船舶位置追跡装置も外されていたのです。
帰国後にマクベイ艦長は、軍法会議にかけられました。何
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〈本日 2/14 のプログラム〉
理事会報告
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幹事報告

高橋
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クラブ協議会

幹事

後半の活動について

クラブ奉仕部門
地区事務所より
・4/7 ガーデンパレス 4/8 行田産業文化会館（全員）
パンフレット配布
・地区大会チャリティーゴルフコンペ開催の案内（2/20 〆切）
3/28( 水 )7：00 ～ 鴻巣カントリークラブ
登録料￥5,000 プレー費￥14,940
・ロータリー囲碁同好会「第 19 回国際囲碁大会」
4/22( 日 )9：00 ～日本棋院会館
・国際奉仕委員会 出前卓話の案内
地区にてタイへ教育支援視察報告の出前卓話
希望クラブは日程を連絡
米山記念奨学会
下期普通寄付金 ￥3,000× 人数
2018 年度米山奨学生受け入れのお願い
立正大学 150 年記念事業 募金のお願い
学園新聞 140 号
例会日

出席

欠席

MU

出席率

1.17

20

9

1

70.00%

宮川 進

委員長

熊谷東 RC 会員相互の親睦と会話の向上・チームワークで
ロータリーを楽しむ
公共イメージ会員増強委員会
公共イメージについての RLI 方式による例会担当
会員増強部門１名以上を目標
親睦研修委員会
新年例会。親睦家族旅行例会。研修例会。引継ぎ例会担当
誕生祝担当
会員情報委員会
ロータリー情報。見やすい読みやすい会報を発行（原稿を
必ず提出）
例会企画委員会
外部講師卓話。座禅例会。夕刻移動例会担当。
ニコニコボックス委員会
会員相互のコミュニケーションの深耕。エンジョイロータ

親睦・研修委員会
大沢 剛

リーたくさんの投函をお願い致します。

委員

奉仕プロジェクト部門

親睦家族旅行について

藤澤 貞彦

年度計画書参照

ニコニコ BOX
安藤 久乃

副委員長

青少年奉仕委員会

小川会長・宮川副会長・高橋幹事
五大奉仕委員長、岩崎会員・藤澤会員・中山会員・斎藤会員・
宮川会員 本日は宜しくお願い致します。
浅井純次会員
1 ．パートナー誕生祝いありがとうございました。
2 ．1 月 24 日・25 日に開催される彩の国ビジネスアリー
ナ 2018 の IOT 特別コーナーの詳細が決まりました。パン
フレットを配布させていただきました。ぜひ活用して頂きた
く思います。
武藤 正会員
本日カゼ気味で失礼します。うつさないように休みます。誕
生祝いありがとうございました。
吉田 繁会員
各五大奉仕委員長さん今日は宜しくお願い致します。
石井典男会員
本日は所用があり途中で早退させて頂きます。申し訳ありま
せん。

細川 末廣副委員長

年度計画書参照

国際奉仕委員会
岩崎 孝男

委員

年度計画書参照

質問提案箱

清水 利夫

SAA

ロータリーバッチの着用について

〈次回 2/28 のプログラム〉

ニコニコ BOX

本日

累計

1/17

￥13,000

￥488,000
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委員長
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夕刻移動例会

誕生祝い

