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こんにちは。千葉県習志野市からうかがいました星と申します。今日は、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 習志野といいますと、皆さん、野球の習志野高校など思い出して下さるんですが、

千葉県のどの辺だったかな、といいますと、首を傾げる方も少なくありません。実

は、電車の駅でいいますと、総武線の津田沼が習志野市の表玄関になります。今日

はその総武線でこちら、吉祥寺にうかがった訳ですが、その逆方向、御茶ノ水から

両国、錦糸町、亀戸と進んで、江戸川を渡って千葉県に入りますと、市川市、船橋

市、習志野市、千葉市と並んでおります。 

 もっとも津田沼駅というのは船橋市との境にありまして、習志野市自体はこんな

形で南北に長い。そして、総武線に並行して私鉄の京成電鉄が走っていまして、こ

れは津田沼で、千葉へ行く線と成田空港に行く線に分れます。この京成成田線に「実

籾」という駅がある。これは習志野市としては一番北東の隅、もう千葉市や八千代

市と境を接する辺りになりますが、今日のお話はこの実籾周辺の物語になります。

皆さんはこちらの方に行かれたことは、ありますでしょうか。 

ＪＲ津田沼駅と習志野市 



 ところで、この習志野という地名ですが、これは明治になって生まれた新しい地

名です。明治６年に明治天皇が名付けられたそうでして、神宮外苑の絵画館にまい

りますと、こんな絵が飾られております。 

「習志野之原演習行幸」とありまして、馬にまたがっておられるのが明治天皇、そ

 

習志野市 

 



してその脇に立っている黒い軍服の人物は西郷隆盛です。明治６年４月３０日とい

うのですが、この時、やっと出来上がった近代的な日本陸軍の、初めての大演習が

行われました。最初の陸軍大将になりました西郷隆盛率いる演習を、明治天皇がご

覧になった訳ですが、その時、篠原国幹という薩摩の将校の勇戦ぶりが目立ってい

たそうです。そこで、天皇が「篠原を見習え」とおっしゃった。軍隊が演習するこ

とを「兵馬を馴らす」と言いますが、この「馴らす」ための原ということと、篠原

を見習え、をかけまして、習志野原と名付けられた。まぁ、言ってみれば明治天皇

の洒落だったのですね。 

 

上野の山の西郷さんは、ワン公を連れた着流し姿ですが、鹿児島にまいりますと

城山のほとりに、軍服を着てサーベルを下げた西郷さんの立派な銅像がございます。

あれが、明治６年習志野大演習のときの西郷さんの姿なんだそうです。 

しかし、実はこの時が西郷さんの、人生最良の時だったんですね。この大演習の

後すぐに、例の征韓論の争いが起こります。下野した西郷さんは結局、明治１０年

の西南の役では、賊軍の総大将ということで亡くなります。この時、西郷家には３

人の男の子がありました。長男の寅太郎は、まだ１１才だったそうです。西郷さん

鹿児島・城山の西郷隆盛像 



に従った人らは、天皇に逆らった賊軍ということになりましたから、寅太郎は子供

ながらに、戦争というもののむごさ、敗れた者のみじめさを、身に沁みて味わった

と言います。この西郷寅太郎が、後に習志野収容所の所長としてドイツ捕虜を管理

することになるのですが、こちらは 

「明治天皇駐蹕之処」の碑と言いまして、この時、明治天皇が「篠原を見習え」と

おっしゃったのがまさにこの場所だと言います。市境をまたいだ船橋市薬園台に残

っているのですが、大正６年（1915）１０月にこの記念碑の除幕式が行われた時の

記録を見てみますと、来賓として、習志野俘虜収容所長西郷寅太郎と書かれていま

す。寅太郎は親父さんが一番輝いていた時を偲んで、さぞ感慨無量なものがあった

でしょうね。 

 

 この寅太郎のことはまた後ほど申し上げることにして、今日はこの習志野原の歴

史の中でも最もユニークな１ページと言っていいと思います、大正のドイツ捕虜の

お話を申し上げたいと思います。 

 近代の日本には、西洋からいろいろな文化が入ってきました。その窓口となった

町といいますと、横浜、神戸、函館、あるいは古くからの長崎といった名前がすぐ

思い浮かぶのですが、何と習志野もその一つだった。今でこそ千葉県には成田空港

という世界への窓口がありますが、１００年も前の草深い習志野に外国文化がなぜ、

ということになります。また、外国の文化を受け入れるだけではなくて、逆に日本

の伝統文化を西洋に情報発信する窓口にもなった。しかもそれに尽力したのは、何

 



と戦争に負けて、連れてこられたドイツの捕虜だった、というまことに意外な物語

でございます。 

習志野原には最盛期にはおよそ１千人ものドイツ人が暮らしていた。しかも、彼

らドイツ人だけで地元とは何の関わりもなく暮らしていた訳ではありませんで、習

志野の住民といろいろな関わりを持ちながら暮らしていた、ということになるので

すが、まずは日本とドイツが戦争するに至った経緯を、簡単にふり返ってみること

にいたしましょう。 

 

 習志野にいたドイツ人は、戦争による捕虜としてやって来ました。日本とドイツ

が戦争をして、これに負けたドイツ兵が、習志野の捕虜収容所に送られてきたとい

うことですが、そう言うと「えっ、日本とドイツが戦争をしたことがあっただろう

か？」、「ヒトラーのドイツと同盟国だったことは知っているが、日独戦争なんて聞

いたことがないぞ」と、こう思われる方も多いのではないでしょうか。 

 時は大正３年です。ヨーロッパで第一次世界大戦が始まりました。当時ヨーロッ

パの大国でありましたオーストリア・ハンガリーの皇族が、ボスニアのサライェヴ

ォという町でセルビア人に暗殺されます。サライェヴォと言えば、つい最近もユー

ゴの内戦でたくさんの犠牲者が出た町ですが、このあたりはもともと、いろいろな

民族と宗教が複雑に入り組んでいて、当然いろいろな揉め事が起こります。当時、

このバルカン半島のあたりは「世界の火薬庫」と呼ばれていた訳ですが、それにと

うとう火がついてしまったのです。怒ったオーストリアが戦争に訴えると、ロシア

がセルビアを擁護して参戦します。ロシアが出てくると、ドイツがオーストリア側

につく。そうなると、フランスとイギリスがロシアに味方する、という訳で、あっ

と言う間にヨーロッパ中が戦争になってしまったのでした。なお、ロシア・イギリ

ス・フランスの側を「連合国」と呼んでおります。 

ドイツ租借地・チンタオ 



 ところで、遠いヨーロッパで始まったこの戦争に、なぜ日本が参戦することにな

ったのか、不思議に思われることでしょう。実はこの頃「日英同盟」というものが

ありまして、日本はイギリスの同盟国になっていました。あの日露戦争に勝てたの

も、実はこの同盟でイギリスがロシアを牽制してくれたお陰なのですが、この日英

同盟によって第一次世界大戦にも、日本は連合国側に立って参戦することになりま

した。イギリスが要請してきましたのは、中国にあったドイツの植民地チンタオを

攻撃すること、そして、やはりドイツ領になっていた南洋群島、サイパン島とかト

ラック、パラオといった南洋の島々を制圧することでした。 

 この当時の中国は、「欧米列強」というのですが、イギリスやフランス、ロシアと

いった強国によって切り取り放題に切り取られて、中国でありながら中国ではない

という町が、あちらこちらにありました。一番に思い出すのは香港ですね。アヘン

戦争によってイギリスに取られてしまい、ついこの間、中国に返還されるまで９９

年間、イギリスの植民地になっていた訳です。ああいった所があちらこちらにあり、

例えば旅順とか大連といった所はロシアに押えられて、町はすっかりロシア風に作

られて、その周りは例の二〇三高地のような要塞で固められている。港にはロシア

の軍艦がいる。中国人はそこで、抑圧されて暮らしている、といった姿でした。日

露戦争は、この旅順が焦点になったのは、皆様ご存知のとおりです。 

チンタオも同じことでして、ここはドイツがもぎ取って、すっかりドイツ風の煉

瓦造りの町にして、その周りは要塞で固め、港にはドイツ艦隊がいる。皆様ご承知

膠州湾要塞将ニ陥落セントス 



のチンタオ・ビールというのも、この頃の遺産です。 

 イギリスの要請で、このチンタオのドイツ軍を攻撃することになりました。九州

の久留米師団が出動しまして、この戦争で日本は、初めて飛行機を使います。 

 これはその当時の日本の絵はがきですが、右から左に、膠州湾要塞将ニ陥落セン

トス、とありまして、日本の飛行機がチンタオを爆撃しています。なお、左上に見

えますのはその当時のドイツ帝国の国旗でして、黒白赤の三色旗に十字軍の鉄十字

のマークが付いています。今のドイツは黒赤金の三色ですか。しかしこの当時は、

黒白赤だったんですね。 

なおドイツ側も飛行機を持っていまして、それぞれ敵の頭上から偵察をやってい

ます。しかし、ドイツ側は本国から遠く離れており孤立無援でしたから、３か月ほ

どの攻防戦の後、遂にチンタオのドイツ軍は降服しました。大正３年の１１月のこ

とです。 

 これは、チンタオを砲撃している日本軍です。 

ドイツ側の大将は、ワルデックという海軍の軍人でした。彼は、日本軍の先鋒が

要塞群を落し、いよいよチンタオ市内になだれ込んで市街戦になろうかという時、

白旗を掲げてチンタオの町を救ったのでした。 

 この時、東京ではあの赤煉瓦の東京駅がやっと出来上がりまして、その開業の日

に、チンタオから凱旋してきた神尾将軍が東京駅に降り立って、馬車で皇居へ報告

に向ったそうです。一方、戦いに敗れて捕虜となった５千名のドイツ将兵も、日本

国内に送られて、各地に設けられた捕虜収容所に収容されます。 

さて、チンタオをめぐる日本とドイツの戦争は、こうして３か月ほどで終ってし

 



まったのですが、ヨーロッパの戦争はなかなか終りません。結局、大正７年の１１

月まで４年も大戦争が続きます。そしてこの間に、ヨーロッパでは戦争のやり方も

大変化を遂げます。先程飛行機のことを挙げましたが、飛行機が初めて戦争に登場

したのは、この第一次世界大戦です。明治３６年にライト兄弟が初めて空を飛んで

から、まだ１０年しかたっていませんが、空は、空中戦をやったり、爆弾を積んで

いって敵の頭の上から落したりする殺し合いの舞台になってしまいました。ドイツ

はツェッペリン飛行船に爆弾を積んで、ロンドンに無差別空襲を加えます。潜水艦

は魚雷攻撃をやる。毒ガスを使う。戦車は敵の兵隊をふみ潰し、長距離砲で町を砲

撃する…。それまでの、ナポレオンの頃の戦争のやり方というものが、ここで一変

してしまったのです。そして、それまでの歴史にない、大変な犠牲者を出すことに

なりました。レマルクの「西部戦線異状なし」という小説をお読みになった方も多

いとおもいますが、あれがこの時の戦場の姿です。 

 一方、日本に収容されたドイツ捕虜は、この大戦争の決着がつくまで、日本の各

地で望郷の日々を過ごすことになりますが、その収容所の一つが習志野にあった、

という訳なのです。 

 習志野収容所は、現在東習志野４丁目・５丁目と呼ばれている一角にありました。

冒頭にもちょっと申し上げましたが、京成成田線の実籾駅から線路沿いに八千代台

の方向に向かいますと、県道に突き当たります。踏切があって、その先は千葉市に

なっている。この踏切の北側一帯が、ドイツ兵を収容した収容所の跡です。 

京成実籾駅と収容所跡 



 日露戦争のときには、ロシアの捕虜を収容したことがありますが、その収容所は

もっと西の第四中学校・東習志野小学校辺りでして、これより東側に新しいバラッ

クを造ってドイツ兵を収容しました。現在ではすっかり住宅街になっておりまして、

往時を偲ばせるものは何もありません。 

これは現代の地図（黒い線）の上に収容所図面（赤い線）を重ねてみたものです

が、すっかり住宅地になっている様子が見てとれると思います。 

 

ドイツ捕虜オーケストラの碑 



わずかに児童公園の一角に、「ドイツ捕虜オーケストラの碑」と書いたささやかな

記念碑があります。平成２０年（2008）１１月、第一次世界大戦終結９０年の際に、

私ども習志野市教育委員会で建てたものですが、 

記念碑が出来たというニュースはすぐ、インターネット上に英語でも流れまして、

これを見たドイツ側の子孫が訪ねてきてくれたこともありました。 

 

また、１軒だけ当時厨房に使っていたバラックが残っているのですが、これも現

在は個人のお住まいですので、内部の見学は出来ません。 

 



これはこの建物の、当時の写真です。風車の下は穴倉になっていて、氷を敷き詰め

て冷蔵庫になっていました。氷は地元の氷屋が、毎日大八車で運んだそうです。 

 

さて、習志野に最初のドイツ兵がやってきたのは大正４年９月のことでしたが、

 

 



その前の年、大正３年の晩秋に日本に着いた捕虜の内、４００名ほどが、まず東京

は浅草の本願寺に収容されました。彼らが浅草から習志野に移されて習志野収容所

になりますので、まずはちょっと、浅草のお話から始めることにしましょう。 

彼らを乗せた汽車は品川駅に到着しました。「品川ニ着セシ青島ノ俘虜（３年１１月

２２日午後４時半）」と書かれています。押すな押すなの雑踏を、サーベルを下げた

警察官が整理しています。そこへ、赤鬼、青鬼のようなドイツ兵が、ゾロゾロと現

れた。不鮮明なので恐縮ですが、群衆の中にこんな子供の姿が写っているのがおわ

かりでしょうか。 

学帽をかぶったお兄ちゃんと、いが栗坊主に下駄をはいた弟が、ゾロゾロと現れた

 

 



ドイツ兵に緊張して、身を固くしております。その視線の先を追ってみますと、 

ドイツ兵が大げさに驚いて、おどけて見せている。こんな微笑ましい駅頭の光景が、

東京への第一歩でした。 

 それから、彼らが整列して市電を待っていると、ある日本女性が従者に持たせた

手桶から、一本ずつ菊の花を取って、彼らに配って歩いたということが記されてい

ます。これは、この時、菊の花に結んであったリボンが現存していまして、事実で

あったことがわかります。彼らもこの歓迎がよほどうれしくて、リボンを取ってお

いたのでしょう。 

東京俘虜収容所 

 



さて、品川から市電に乗せられた彼らは、浅草の本願寺に設置された収容所に送

られてきます。本願寺は今でも、田原町の地下鉄を上った所に大きな屋根が見えま

すが、あのお寺でそれから９か月ほどを過ごします。市電を降りてこの本願寺に入

ったとき、収容所長として彼らを迎えたのは、西郷寅太郎中佐でした。 

今日、最初にお話した西郷隆盛の嫡男ですが、彼はドイツの陸軍士官学校に留学

した人です。「西郷を殺すのではなかった。西郷の遺族はどうしているのか」という

明治天皇のおぼし召しで、ドイツ留学を命じられたそうです。そういう次第で、当

然ドイツ語も上手だったし、ドイツ人の習慣やものの考え方といったものも、よく

知っていました。また、戦争のむごさや敗れた者の悲哀も、身に沁みてよく知って

いた、ということは先程申し上げました。本願寺の玄関に現れた西郷所長は、見事

なドイツ語でこう言ったそうです。 

「私は、収容所長の西郷である。戦争というものは国家と国家の争いであって、

我々は君たち個人個人には、何の憎しみも持ってはいない。ドイツの軍隊にいる時

と同様に、規律をよく守って、健康に気をつけて、帰国できる日を待つように。」 

 

 

 

 



 この浅草の収容所は、たちまち東京名所になってしまって、連日見物人が溢れた

そうです。当時の新聞を見ますと、電柱に登って捕虜見物をしていた者が落ちてケ

ガをしたとか、雑踏から押し出された者が市電にはねられた、などということが書

いてあります。 

これは、本願寺の境内で体操しているところですね。それから、 

お寺の廊下にタオルが干してあります。 

 

 

 

 



これは模型を作ったんですね。ツェッペリン飛行船と複葉機が見えます。 

 

 



これは新聞の写真ですが、下はお風呂の風呂桶が並んでいます。上はお寺のお堂の

中ですが、彼ら平気で靴で上がり込んでしまった。ちょっと壁にもたれれば、襖が

こなごなになってしまう、ということで、お寺の方もとうとう音を上げてしまった

ようです。 

これは本願寺の門の前で記念写真ですが、この門は江戸時代、将軍家が参詣され

るとき使った御成門で、この後、関東大震災で焼失してしまったそうです。本願寺

さんにとっても、今や貴重な写真であるようです。 

 

こんな彼らの姿が珍しくて、連日見物人が押しかけた。そんな動物園みたいな騒

ぎでは、お寺側も、また年中のぞかれているドイツ兵もたまったものではなかった

訳ですね。どこか、もっと広い所に移さなければ、ということになり、白羽の矢が

立ったのが、習志野の広大な陸軍用地でした。ここに新しいバラックを造り、この

浅草の４００名ほどを移したのが、大正４年の９月です。 

 

両国から汽車で津田沼駅に着き、東金街道を収容所まで行進していったそうです

が、ドイツの軍歌を歌いながら行進しているのを途中にある大久保の町の人々が驚

いて見送ったそうです。また、実籾に入ると、おもちゃのサーベルを下げた日本の

子供が、街道端に立って敬礼をしたのだそうで、ドイツ兵たちはそれを見て、「剛健

なる小日本軍人よ」と笑って喜んだ、ということが新聞記事に出ております。西郷

さんも引き続き、習志野の収容所長となりました。千葉市長作に諏訪神社という大

きな神社がありますが、そこの神主さんの家を宿舎にして、収容所まで馬で通って

いたそうです。 

 



 

話を元に戻すと、当初、日本中に１２か所、東京・静岡・名古屋・大阪・姫路・

習志野収容所 

 



徳島・丸亀・松山・福岡・大分・久留米・熊本と１２か所の収容所がありましたが、

どこも大慌てでお寺などを借りたもので、浅草と同じような騒動でした。そこで、

習志野の他にも新しいバラック建ての収容所が造られ、最終的には６か所の収容所

にまとめられました。まず習志野、それから名古屋、次に兵庫県の姫路の北にあり

ます青野ヶ原、それから四国は徳島県鳴門の板東という所。ここは四国巡礼一番札

所のあるお遍路さんの里です。それに、広島の沖にある似ノ島という島、そしてチ

ンタオ攻略部隊が出征した福岡の久留米と、この６か所です。 

この内、徳島の板東収容所は非常に有名でして、今では「ドイツ館」という立派

な博物館も立っております。こちらも収容所長が松江大佐という、あの幕末の戊辰

の役を経験した会津の人でした。あの戦いで会津藩は、白虎隊の悲劇で知られてい

るようにひどいことになりましたから、この松江さんも戦争の悲惨さ、敗れた者の

哀しみをよく知っており、ドイツ兵には温情をかけてやったそうです。そして、こ

の板東の捕虜オーケストラが、日本で最初にあのベートーヴェンの第九交響曲「歓

喜の歌」を演奏した、ということで非常に有名でして、『バルトの楽園』（2006 年）

という映画にもなりました。明石大橋というのが出来まして、神戸からわずか１時

間半ほどで鳴門まで行けるようになりました。皆様も関西にご旅行の際は、ぜひ足

を伸ばしてこのドイツ館を見学されるとよいと思います。まだ、この大正の頃のの

どかな風情を残した、静かなお遍路さんの里です。 

また他の収容所も、今日「捕虜収容所」という名前から我々が想像する監獄のよ

うなものではなくて、例えば広島の似ノ島収容所では、ここに収容されていたカー

ル・ユーハイムという捕虜が日本で初めてバウムクーヘンを作った。これを広島の

物産陳列館、今日「原爆ドーム」として知られているあの建物で、捕虜展覧会が開

 



かれた際に売り出したところ、広島の子どもらが大喜びしたなどというエピソード

が残っています。 

 

 さて、最初浅草から来た４００名ほどで始まった習志野収容所は、その後、静岡・

大分・福岡・久留米などから移送がありまして、最盛期には約１千名のドイツ兵が

暮らすことになりました。 

 その生活ですが、皆様「捕虜収容所」と言いますと、監獄、あるいは地獄のよう

な施設を思い浮かべられることと思います。実際、昭和の戦争では、どこの国も捕

虜を大変虐待し、ひどい目にあわせました。日本もひどいことをしましたし、イギ

リスもひどいことをやりました。会田雄次さんの「アーロン収容所」という本を読

まれた方も多いと思います。ソ連は日本の捕虜をシベリアに抑留して、奴隷として

扱いましたし、また捕虜とは違いますが、アメリカは日系市民を逮捕して砂漠の強

制収容所に入れてしまいました。それから、これもやはり捕虜の問題ではありませ

んが、強制収容所と聞けばナチのユダヤ人収容所を思い出される方も多いことでし

ょう。 

 ところが、戦争にもルールがあって、戦時国際法というもので捕虜の取り扱いが

こと細かく決められています。戦争に負けて降参したのだから、生かそうと殺そう

と勝手なのではありません。勝った側は、戦時国際法に則って、捕虜を保護しなけ

ればならないのです。そして、大正時代の日本は、これからお話しますように、こ

の戦時国際法をたいへんによく守っていたのでした。 

 

 そこで、習志野収容所での暮らしぶりは、ということになるのですが、当時の写

真が残されていますので、まずそれを見てみることにしましょう。 

キリンの夕べ 



 これは彼らがビールを買いまして、左下に見えるビヤ樽を開けてビア・パーティ

ーをやっているところ。写真の裏には「Kirin-Abend」（キリン・アーベント、キリ

ンの夕べ）と書かれていますから、どうもキリンという銘柄が気に入ったようです。 

 

 日用品や菓子、たばこ、それにビールといったものは、酒保で買うことが出来ま

した。捕虜が収容所の中で、ビールを買って飲んでいる、というのも面白い光景か

も知れませんが、捕虜は決して囚人ではありません。むしろ問題は、そのお金はど

こから手に入れたのか、ということですが、捕虜を取った国は捕虜に対して、階級

に応じて自分の国の軍人に払うのと同じ額の給料を払わなければならないことにな

っています。また、チンタオで戦争が始まるまでは、上海の商社で働いていた、横

浜の貿易商の所に勤めていた、という人ですと、勤め先から休職給がもらえる人が

いました。たまにはドイツの家族から、仕送りが届くこともあります。さらに、将

校はだめですが兵隊の捕虜は、労役に使ってもよいことになっています。この場合

にも、日本側は給金を払わなければなりません。習志野では、練兵場の塹壕の穴埋

めだとか射撃場の土手の修復といった作業にドイツ兵が使われますが、簡単な作業

でたばこ銭がもらえる、というのでドイツ兵は喜んでいたようです。 

 給食は自分たちで厨房当番を出し、純ドイツ料理を作っていました。今日残され

ているメニューを見ますと、ハンバーグ・ステーキやビーフシチューの類、お得意

のじゃが芋やソーセージといったものが並んでいます。 

 こういった作業の他は自由時間で、ぼんやりしていても構わないのですが、そこ

はドイツ人です。ぼんやりと無為に過ごすなどということが何よりも嫌いな、勤勉

な人たちですから、いろいろな活動を始めます。音楽好きは、オーケストラや男声

合唱団を組織して、演奏会を開きます。 

習志野捕虜オーケストラ 指揮：ハンス・ミリエス 



 これが習志野の捕虜オーケストラの写真です。指揮台に立っているのはハンス・

ミリエスというヴァイオリニストで、ドイツに帰ってからは作曲家として活躍しま

した。 

 その彼らが演奏した曲ですが、 

こうして印刷されたプログラムが残っています。これは大正７年、１９１８年のク

リスマス・コンサート。NARASHINO、WEIHNACHTEN（ヴァイナハテン）と書

いてありますね。ヴァイナハテンというのは、クリスマスということです。馬小屋

にキリストが生まれ、星が光っている絵が描いてあります。右側の一曲目、Eine 

kleine Nachtmusik（アイネ・クライネ・ナハトムジーク）、W. A. Mozart（モーツ

ァルト）と書いてあります。あのモーツァルトの一番有名なメロディーが、この日、

確かに習志野の空に響いたのだということが、こんなガリ版刷りのプログラムから

わかるのです。 

 もう一つ、見てみましょう。 

 



これは、大正８年（1919）のハンス・ミリエスの演奏会。１曲目はベートーヴェン

のヴァイオリン協奏曲、２曲目、サン＝サーンスの序奏とロンド・カプリチオーソ、

３曲目はシューマンのトロイメライ、シューベルトのアヴェ・マリア、そして最後

はサラサーテ作曲ツィゴイネルワイゼンと、ヴァイオリン名曲の夕べですね。 

 

こちらは、１９１９年（大正８年）６月２２日日曜日、夜７時３０分開演、第７

回演奏会と書かれています。７曲目、An der schönen, blauen Donau、Joh.Strauß、

アン・デア・シェーネン・ブラウエン・ドーナウ、ヨーハン・シュトラウス。ヨハ

ン・シュトラウス作曲「美しく青きドナウ」となっています。実は習志野にいたド

イツ兵の中には、オーストリア軍艦「カイゼリン・エリーザベト」号の乗組員が含

まれていました。彼らにとっては、望郷のウィンナ・ワルツだったのでしょう。 

 一方ドイツは行進曲が有名ですが、８曲目には、そのドイツ行進曲の名曲中の名

曲、タイケ作曲 Alte Kameraden、アルテ・カメラーデン、「旧友」という行進曲が

演奏されています。 

 

その次の写真は浅草時代に撮られたものですが、満開の桜の下に集まった男声合

唱団です。手に手に楽譜を持ち、真ん中の指揮者アルフォンス・ヴェルダーは手に

指揮棒を持っているのですが、この男声合唱団は習志野でも引き続き、大活躍をし

ました。 

 

 

 



 

 

アルフォンス・ヴェルダー合唱団 



これは室内の写真なので鮮明ではありませんが、オーケストラと合唱団が共演して

いる写真です。モーツァルトの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」とか、シューベル

トのドイツ・ミサ曲などというオーケストラ伴奏の合唱曲が演奏されています。 

 

合唱団とオーケストラの共演 

アドルフ・シェーファー楽団 



 ところで、収容所で演奏された音楽はクラシックばかりではありませんでした。

これはヴァイオリンとギターのバンド、一番右にはドラム・セットが見えます。ま

だジャズは登場していませんが、その「はしり」というべきラグタイムとかツー・

ステップといった軽音楽が演奏されました。ヴァイオリンを持って真ん中に立って

いるバンドマスターは、アドルフ・シェーファー。 

こちらは、おそろいの白いタキシードを着こんだシェーファー楽団。先ほど、習

志野に記念碑が出来て、ドイツの子孫が訪ねてきてくれた、とご紹介しましたが、

そのシェーファーさんの大伯父が、このアドルフ・シェーファーでした。 

 これはピエロの芝居を演じる捕虜劇団。彼らは野外ステージを作り、イプセンの

 

 



難しい芝居まで上演してしまいます。 

 

一方、スポーツ好きはいろいろなサークルを作り、サッカー、テニス、ホッケー

などを始めます。 

 

 

 

サッカー 

 



ドイツ体操のチームは、体育祭をやります。 

しかも、こうした行事には、ちゃんとガリ版刷りの入場券やプログラムが売られ

て、これで資金稼ぎをする訳です。模型や楽器などを作って、周辺の住民を招いて

即売した、という記録もあります。自分らで構内の空き地に、ラウベという小屋を

人間ピラミッドの妙技（後ろはラウベ群） 

菜園、ラウベ、テニスコート 鉄条網の外は習志野原 



いくつも建てては、そこでくつろぎ、花壇や菜園づくりに精を出す者もいます。 

 

 これはちょうど、習志野原という広大な野原の真ん中に、ドイツ人の出島があっ

たようなものです。オーケストラの音楽は、実籾や長作の村にまで聞こえていまし

た。収容所の演芸会には日本の子供らが通い、ドイツ兵からラムネをもらっては、

道化芝居のパントマイムを見ていたそうです。 

最後の頃には、野外映画館まで出来ました。クシューガーという捕虜の回想録に

は、こんなことが書いてあります。「私がチャップリンを初めて見たのは、習志野収

容所の映画会だった」「日本のチャンバラもかかったが、字幕は日本語でわからず、

役者も無表情で面白くなかった」というのです。もちろんまだサイレント映画です

から字幕が出るのですが、日本語では訳がわからなかったのですね。 

 

 それから、収容所内で仲間を講師にした勉強会が、さかんに開かれます。戦争が

終って就職するときのことを考えたのでしょう、時間割を見ますと英語、フランス

語、簿記、電気工学などといった実用的な科目が並んでいます。当時の新聞は、「習

志野大学」と書いております。 

 

習志野映画劇場 



これは、日本語が上手なフォン・ヴェークマン（左から二人目）を講師にした日

本語教室の模様。ヴェークマンの後ろの肩の影に「西郷」と書かれているがおわか

りでしょうか。NARASHINO とは漢字でこう書くのだ、SAIGO は漢字でこう書い

て、彼の父親は明治維新の立役者で…、などという話をしたのでしょう。 

 

 このように見ていきますと、いかにも気楽な捕虜暮らしだったようにも見えます

が、何と言っても、故郷から遠く離れた習志野で、閉じ込められた生活をしている

のです。ただ、郵便を出したり受け取ったりすることは許されていまして、実際に

習志野からドイツの故郷に送った手紙、故郷から収容所に届いた手紙が、今日もた

くさん残っております。もちろん船便で、中立国を経由しながら何ヶ月もかかるの

ですが、それでも手紙のやりとりは出来たのです。郵便局からたくさんの郵便物が

届くと、自分宛てのものがないか集まって、名前が呼ばれるのを期待し、呼ばれな

いとがっかりした、ということが捕虜の日記にも随所に出てきます。やはり、故郷

の便りが一番の楽しみだったのですね。 

 

 ところで、習志野のドイツ兵がこの地に残してくれた遺産に、ソーセージがあり

ます。習志野は、日本のソーセージ製造の発祥の地だったのです。そのことを、ご

紹介しておきましょう。 

 よく「ハム・ソーセージ」と一口に言うのですが、日本ではハムの方がはるかに

早くから知られていました。鎌倉周辺の農家が、横浜居留地の外人に向けて、幕末

からハムの製造を始めます。これがいわゆる「鎌倉ハム」でして、東海道線が開通

日本語教室 



して、大船駅の駅弁のサンドイッチにこのハムをはさんだところから、全国に知ら

れるようになりました。また、隣の横須賀が軍港になりましたので、軍艦に乗せる

保存食として普及していきます。ところが一方のソーセージは、なかなか作るのが

難しく、国産品が出来ませんでした。 

 ソーセージというものは、いわゆる「腸詰」でして、豚やうさぎの腸に肉を詰め

ます。尾篭な話ですが、腸ですから汚物が入っている訳ですね。これをきれいに洗

浄して、肉を詰める。冷蔵庫もなかった時代に肉を長期に保存する、衛生的な包装

材料として、そしてあのパリッとした歯ざわりをうむ食材として、動物の腸を使っ

たのですから、考えてみれば大変な発明です。その技術は本場のドイツでも、ソー

セージ職人に弟子入りして永年徒弟修業をし、やっと免許皆伝、のれん分けという

ところまできて、ようやく師匠から教えてもらえるという、いわゆる「秘伝」とい

うやつです。どの辺が秘伝なのかと言えば、今言った腸の洗浄が難しいのです。熱

湯でもかけてしまえば細菌も死にますが、弾力がなくなって、肉を詰めれば破裂し

てしまいます。洗浄がいい加減ならば、わざわざ詰めた肉を腐らせてしまいます。

そして、もう一つは香辛料の配合です。肉に香辛料をまぜて詰める訳ですが、香辛

料はおいしい風味を作るだけでなく、肉の保存料の役割をもっています。このあた

りが「秘伝」でして、むやみに他人に教えれば、教えた親方も組合から追放されて

しまう。そういった伝統の技術です。日本人が真似してみても、なかなか満足なも

のが作れなかったのもうなずけます。 

さて、大正６年のことですが、千葉に国の畜産試験場がはじめて出来ました。現

在千葉市に「青葉の森」という大きな公園がありますが、あそこが畜産試験場でし

た。今ではつくば市の方に移転して、跡地が「青葉の森」になっております。そこ

に赴任してきた飯田吉英という留学帰りの技師が、国民の栄養向上に役立つ食品と

してソーセージを、何とか国産化して量産できないか、と研究しておりました。そ

こへ、近くの習志野にドイツの兵隊がいて、盛んにソーセージを作っているという

情報が入った訳です。 

飯田技師は早速習志野に飛んできて、西郷所長に面会を求めました。西郷所長も

うなずいて、捕虜になっている５人のソーセージ職人を呼び出しました。しかし、

先程お話しましたように、むやみに「秘伝」を教えてはいけないことになっていま

すから、ドイツ兵は首を縦に振りません。西郷所長と飯田技師は熱心に説得を続け

ましたが、だめなだめ、と頑固に断られるばかりでした。 

その時、こんなエピソードが残っています。困り果てた飯田技師と西郷所長が構

内を歩いていると、あるドイツ兵がベンチに座って、はるばる故郷から届いた小包

を開けて涙ぐんでいるところに出くわしたそうです。「あの兵隊は、何を泣いている

のだろう」と飯田技師が首を傾げると、西郷所長はその兵隊の持っている靴下を取

り上げて、こう言ったそうです。「飯田さん、この靴下をご覧なさい。ちょっと見る

と新品のようだが、こうして一針一針きれいに直したものです。ヨーロッパ中を相

手に戦っているドイツでは、物資も底をつき、新品など手に入らないのに、息子を

案じたお母さんがこうして届けて来た。だからこの兵隊は泣いているのです。我々

も、それをわかってやらなくては…」。 



日頃から、ドイツ捕虜に温情を忘れなかった西郷所長のこんな言葉が、ドイツ側

にも伝わったのでしょう。西郷の頼みならば仕方がないか、ということで、とうと

うソーセージの実演をやってくれることとなりました。大正７年の２月のことだっ

たと言います。これはその時の、記念写真です。 

この時、彼らの技術を熱心に書き取った飯田技師のノートが、畜産試験場のテキ

ストとして全国の精肉業者に配られて、試験場では飯田技師がさかんに講習会を開

き、ソーセージが全国に広まっていったという訳です。今では子供らのお弁当にも、

必ず玉子焼の脇にソーセージが入っています。何の変哲もない日本の食品になった

ソーセージですが、その始まりは、習志野のドイツ兵の置き土産だったのです。 

 

 こんな習志野収容所を、一つの悲劇が襲いました。それは、インフルエンザによ

ってたった数ヶ月の間に、２５名のドイツ兵と、それに西郷所長が亡くなったこと

です。 

 大正７年の春ごろから、世界中に悪性のインフルエンザが流行しはじめ、またた

く間に全世界に広がってしまいました。スペインでは国王や政府の要人が次々と倒

れたということで、この伝染病は「スペイン風邪」と呼ばれるようになりました。

 



風邪と言いましてもこの病気は、激しい咳と高熱、嘔吐、出血に襲われ死亡率が高

い、危険なインフルエンザでした。ヨーロッパの戦場では、敵も味方もこの病気で

バタバタ倒れる異常事態になってしまいます。この年の１１月に、第一次世界大戦

はドイツの敗北で幕を降ろしますが、その原因の一つは「スペイン風邪」だったと

言われております。 

 日本でも大正７年の秋から流行が始まり、東京では火葬場が間に合わなくなって

しまい、上野駅には地方に送る棺があふれたそうです。劇作家の島村抱月もこの病

気で急死してしまい、恋仲だった当時の人気スター松井須磨子が後追い自殺する、

という騒動になりました。 

 この「スペイン風邪」が、とうとう習志野にもやって来ました。ドイツ兵たちは

祖国の敗戦を聞いて打ちひしがれていたのですが、そこへこんな災難が襲いかかっ

てきたのです。西郷所長が犠牲となったのは、大正８年の１月１日のことでした。

この日、朝から高熱を出していた所長は、医者が止めるのも聞かず、いつもどおり

乗馬で収容所に向ったそうです。お正月ですので年頭の訓示をするのですが、祖国

の敗戦を聞いて打ちひしがれているドイツ兵をはげまし、戦争が終った以上、この

大正８年が彼らの待ちに待った帰国の年になるのだ、と演説されたそうです。そう

励まさなければならなかったからこそ、無理をして収容所に行ったのですね。そし

て倒れて亡くなった。フォーゲルフェンガーというドイツ兵がそれを目撃していて、

西郷所長が亡くなったのはこの日の午後４時だった、と伝えています。 

 この後、収容所ではバタバタと２５名のドイツ兵が、この「スペイン風邪」の犠

牲となってしまいます。春になると、まるでうそのようにこの流行は収まってしま

うのですが、習志野のドイツ兵は西郷所長の約束どおり、この年のクリスマスには

帰国の途につきます。あと１０か月ほど待っていればこの２５名も、戦友たちと一

緒に帰れた訳です。４年間も帰国の日を夢見ていたのに、とうとう帰れず習志野の

土となってしまった彼らのお墓は、今も残されております。薬円台の自衛隊習志野

空挺団に、パラシュートの鉄塔がありますが、あの真下に「習志野霊園」という墓

地があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

現在の墓碑 



昔の騎兵墓地だった所ですが、こちらにこの「スペイン風邪」の犠牲となった２５

名、そしてその他の持病で亡くなった５名、計３０名のドイツ兵が葬られておりま

す。 

普段はあまりお参りされる方もいないようですが、毎年１１月に、東京のドイツ大

昭和２０年代には木製の十字架が見られた 

ドイツ武官の拝礼 



使館から駐在武官が、必ずお参りに来られます。この時は、大きなドイツ式の花輪

が飾られまして、このドイツ墓地も華やぐのです。 

 

 

 大正７年１１月に第一次世界大戦が終りまして、大正８年の６月にはヴェルサイ

ユ講和条約が成立します。これで正式に戦争が終ったことになります。ところが、

実際に彼らが帰国の途についたのは、先程申し上げたように、この年のクリスマス

のことになります。戦争が終ったのですからすぐに解放してもよいのですが、すっ

かり矢折れ刀尽きてしまったドイツには、日本まで迎えに来る船も無くなっていた

のです。そこで、いろいろ交渉が行われまして、習志野はじめ日本にいたドイツ捕

虜は、すべて日本側が船をチャーターしてドイツまで送っていくことになりました。

送って行って、ドイツ政府から船代をお金にもらうことになったのです。 

 １２月２４日のクリスマス・イヴは、みんなで大掃除をやったそうです。４年半

お世話になった収容所をピカピカに磨いて、荷造りを終え、がらんとしたバラック

で最後のクリスマスを祝ったそうですが、その時響いてきた日本の消灯ラッパが、

我々のクリスマスの鐘だった、と書かれております。翌朝、収容所を出て津田沼駅

まで行進し、一隊は横浜へ、一隊は神戸へ向い、それぞれ汽船に乗ってドイツへ向

かいます。 

 

 

 

 

 

 

 



翌９年の２月なかばにドイツに着き、それぞれ故郷へ向かったそうです。 

また、ドイツ人らしいのは、このクリスマスの解放に加わるのを我慢して、後片

付け部隊として正月明けまで残ってくれた者が２０名ほどおりました。ワルデック

総督が、その最後の一人として習志野を後にしたのは、９年の１月２６日のことで

した。 

ヴィルヘルムスハーフェン港に着いた帰国船 

 



 こうして、習志野収容所はその幕を閉じました。そしてこれだけでもユニークな

歴史なのですが、さらにユニークなのは、実はその後、日本とドイツの関係に重要

な役割を果した人が、この中から何人も現れたことです。休憩をはさんで、次にそ

のことをお話することにいたしましょう。 

 

―――― ◇ ―――― 

 

 捕虜として暮らした日本、当然愉快なことばかりではなかった彼らの中から、そ

の後の日本とドイツの友好関係に重要な役割を果す人が出てまいります。彼らの活

躍によって、日本とドイツの間には何のわだかまりも残らなかったどころか、お互

い敵として殺し合いをやったことをきれいに忘れてしまうまでになったのです。 

 例えば、ユーバーシャールという博士は神戸の甲南大学の先生になり、日本の学

生らを育てる一方、芭蕉の俳句をドイツ語に訳してドイツ人に紹介しました。 

フォン・ヴェークマン博士も、戦前は陸軍士官学校、戦後は日本医大などでドイ

ツ語を教え、多くの学生に慕われていました。 

 

 



ヴェークマンは先ほど、収容所内で日本語教室をやっている写真をお見せしまし

たが、今度は日本人の学生にドイツ語を教えてくれているわけですね。 

それから、ヴェックスという兵隊は、薬で有名なバイエルの東京支店長として活

躍します。スクリーバという人は、日本で最初にドライアイスを工業化しました。

もちろんこれは、ドイツの技術です。こうして、いろいろな分野で日本のために尽

くしてくれたのです。 

 

 



 ここにお示ししましたのは、ドイツ語に訳された日本のおとぎ話の本です。「かぐ

や姫」とか「桃太郎」などが収められているのですが、ドイツで日本のおとぎ話と

いうと、いまだにこの本か、ここから焼き直したものが子どもらに読まれている。

これを訳したのはフリッツ・ルンプという男で、この翻訳は捕虜暮らしの間、習志

野収容所で行われました。その本が、こうしていまだに読み継がれているのです。 

このルンプは、 

その後ドイツで、浮世絵研究の第一人者として名をなします。いまでもドイツで日

本美術を研究する学者は、必ずルンプの残した業績のお世話になっているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



これは当時の新聞の写真ですので鮮明さに欠けますが、先ほど、収容所の構内に

ラウベという、自分らで建てた小屋がたくさん建っていたと申し上げました。この

ラウベというのは、ちょうどクラブの部室のように、園芸クラブのラウベだとか、

テニス仲間のラウベといったように、気の合う仲間ごとに作られています。この写

真は、日本文化研究のラウベと言いますか、日本通の３人、左がルンプ、真ん中が

先ほどドライアイスで名前が出ましたスクリーバ、右は日本語教室をやったフォ

ン・ヴェークマンですね。この３人が集まりまして、何と畳表の壁紙に、ご覧くだ

さい。額には歌麿の美人画が入っています。ヴェークマンが手にしている本もおそ

らく、歌麿だか北斎だかの画集でしょう。習志野の収容所の中に、こんな日本文化

研究室があったわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 これは右下に Fischerfrauen in Inage, Bucht von Tokio、フィッシャーフラウエ

ン・イン・イナゲ、ブーフト フォン トーキオ、「東京湾稲毛の浜の漁師の娘」と

ありまして、収容所から千葉市の稲毛海岸に遠足に行ったとき描いたルンプの絵は

がきです。絵はがきと言っても、これは白いはがきにガリ版で輪郭を印刷しまして、

あとは皆で手分けして、水彩絵の具で色をつけたものです。これが習志野から故郷

への便りとして重宝されました。なお、実際に稲毛で撮った写真も残っています。

大正８年（1919）６月に、収容所から稲毛の浅間神社に行ってサンドイッチを食べ、

浜に下りて水遊びをして帰って来た、と記録されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

遠足風景・稲毛 

 



 

 

 



ところで、このルンプという人はお父さんが画家で、当時ヨーロッパに流行して

いたジャポニズムに影響を受けたそうです。そんなことから、少年時代のルンプは

日本という国に憧れたのでした。そして何と、明治の末に東京にやって来て、日本

画家の弟子になります。そして、文学史上有名な「パンの会」というサークルを作

り、日本の文学青年や美術、演劇青年らが夜ごと集まっては、文学論や演劇論に花

を咲かせるようになりました。ここに集った青年らには、木下杢太郎とか北原白秋、

永井荷風、高村光太郎、山本鼎それに市川猿之助などがいます。 

ここに出しましたのは、猿之助が習志野のルンプに出した手紙です。猿之助とい

うのは今の猿之助のひいお祖父さんですが、これから欧米の演劇事情を視察する旅

に出る、と書かれております。おそらく彼はルンプから、オペラというのはこうい

うものだ、シェークスピアというのはこういうものだ、という話を、常々聞かされ

ていたのでしょう。そして伝統的な歌舞伎の世界に飽きたらなくなって、とうとう

欧米視察に出かけた。ご存知のように、当代の猿之助は「スーパー歌舞伎」という

ことで見る者をあッと言わせる、歌舞伎の伝統の枠にとらわれない革命児ですが、

あの血の中にはもしかすると、ひいお祖父さんがルンプから教わったアイディアが

生きているのかも知れません。 

 残念なことに、ルンプの名前は日本ではほとんど知られていないのですが、こん

な「第二のシーボルト」とも言うべき男が習志野にいたのだ、ということは、ぜひ

ご記憶いただきたいと思います。 

 

 



 例のソーセージでは、ブッチングハウスという兵隊が、目黒にソーセージ工場を

作りました。ブッチングハウスはその後神戸に移り、つい最近まで繁盛していまし

た。もう一人、ケテルという人もソーセージで有名です。ケテルは銀座にドイツ・

レストランを作りまして、銀座の三笠会館から松坂屋の方へ入ったところで、老舗

の味として親しまれていましたが、残念ながらつい最近、閉店してしまいました。 

 

 



 さて、もう一人ご紹介しておかなければならないのは、ハックという人です。ハ

ックは習志野からドイツに戻り、日本海軍にドイツ製の兵器を売るビジネスを始め

ます。そして、日本とドイツの外交関係にも深く関わるようになりました。昭和１

１年（1936）に日本は、ナチス・ドイツと「日独防共協定」という条約を結びます。 

 ドイツの国旗は、先ほどの赤白黒の鉄十字の旗から、ご覧のように鉤十字のナチ

の旗になっていますね。一番左がハック、真ん中は日本の大島駐在武官ですが、こ

の交渉を演出したのが、かつて習志野にいたハックだったのです。この防共協定に

よって、日本ははっきりとヒトラーの側に立つことになり、後の三国同盟、そして

真珠湾攻撃へと戦争への道を突き進みます。ハックは、ヒトラーのドイツと日本の

軍国主義という危険なものを結びつけてしまったことになります。ただ私は、ハッ

クはそんなことを考えていたのではなく、かつてのカイゼルの国ドイツの騎士道と、

サムライの国日本の武士道を結びつけ、日本とドイツが再び戦うことなく、共に手

を携えていく姿を思い描いていたのだと思います。それと言いますのも、ハックは

自分がとんでもないものを結びつけてしまったと気付くや、せっかく自分が仲介し

たこの条約をご破算にしようと試みます。そして、ゲシュタポに逮捕されてしまい

ますが、日本大使館が力添えしてスイスに亡命しました。そして、ハックの名前が

もう一度歴史に現れるのは、それから１０年ほど後、昭和２０年（1945）春のこと

です。 

 この時、ベルリンには連合軍が迫り、ヒトラーの命運は既に尽きていました。東

京は３月の大空襲で焼け野原になっています。やがて、米軍が沖縄に上陸し、戦艦

大和も特攻機も、沖縄で絶望的な戦いをしておりました。アメリカは、新型爆弾の

 



開発を進めているという情報も入ってくる。この世界中を敵に回した日本、破滅が

近づいている日本を救おうということで、ハックは何とかアメリカと和平を結ばせ

ようと、最後の外交工作を行ったのです。 

 ハックの仲介で極秘の内に、日本の海軍武官補佐官藤村中佐とアメリカのアレ

ン・ダレスの間に、和平交渉が行われました。ダレスというのは、後に国務長官に

なったダレスの弟で、今のＣＩＡに当る諜報組織のボスでした。この交渉は、東京

側が謀略と判断したことで中止されてしまいます。そして、沖縄は玉砕し、広島・

長崎に新型爆弾が投下され、満州や樺太にはソ連軍がなだれ込んでくるという、ど

うにもならない形で、日本は敗戦を迎えます。しかし今日、アメリカの公文書館で

公開されている当時の秘密資料を見ますと、この時アメリカはかなり真剣にこの交

渉に乗ろうとしていたことがわかります。ヒトラーが自殺し、ソ連が極東をねらい

だした情勢の中で、日本の体面を保ってさえやれば和平に持ち込めるという可能性

は、アメリカにとっても魅力あるものだったのです。 

 こうしてハックの努力は残念ながら実を結ばなかったのですが、ポツダム宣言が

出ていよいよ追い詰められた時、東京の海軍省から藤村武官のところに電話がかか

ってきたそうです。「あの話、もう一度なんとかならないか」というのでした。藤村

中佐の隣で新聞を読んでいたハックはそれを聞くと、新聞を床に叩きつけて、日本

語でこう叫んだそうです。「バカヤロウ、モウ遅スギル！」 ハックはいつも冷静な

男だったそうですが、この時ばかりは色をなして怒ったそうです。彼のくやしさが

にじみ出ていますね。 

 こうして、ハックという男が、最後に日本を救おうと試みたという事実も、歴史

の中に埋もれてしまったのですが、かつて習志野収容所にいた一人のドイツ人がこ

んなことをやったということを、せめて習志野の人には覚えていてやってほしいよ

うな気がします。 

 

 

こうして習志野にいた彼らドイツ兵のその後についてお話していると、日本とド

イツの関係に重要な役割を果した人が何人も現れた、そして、日本とドイツの間に

残った戦争の傷跡を修復し、乗り越えていったのだということが、おわかりいただ

けるだろうと思います。ただ、時間の関係もありますので、今日はもう一人ご紹介

して終りにしたいと思います。 

 

ハインリッヒ・ハムという兵隊は、もともとワイン技師として山梨県の農園に招

かれてたいへんな活躍をしていたのですが、戦争でチンタオに召集され、捕虜とし

て習志野で暮らし、結局ドイツに帰ります。習志野時代にも、どこかからぶどうを

仕入れ、フェーダーヴァイサーというワインを作って、捕虜仲間にふるまったりし

ているのですが、 

 

 

 



これは山梨時代、ぶどう園で撮った写真です。 

このハムさんの実家は、銘酒の産地ライン＝ヘッセンで何代も続く名門の造り酒

屋で、現在も続いているのですが、そのハム醸造所には、こんなギターが残されて

 

 



います。 

ギターの胴の穴の中に手書きのラベルが残っているのですが、 

日本国習志野での我が捕虜生活の記念として、宗教改革４００年記念の日に完成。

１９１７年１０月３１日、と書かれています。収容所の中で、手作りのギターを作

った。それが、マルティン・ルターの宗教改革からちょうど４００年に当る、大正

６年（1917）の１０月３１日に完成したのだ、と言うんですね。また、ご覧になれ

ますでしょうか。ラベルの最後にカタカナで「ハ．ハム」と書かれています。これ

はきっと、誰か日本の兵隊にでも教えてもらったのでしょう。 

 ハムさんは収容所でギターを作るだけでなく、男声合唱団に入りまして、合唱の

喜びに目覚めます。そして、ドイツに帰ってからも、故郷の町エルスハイムの男声

合唱団に入って活躍したそうです。そのエルスハイム合唱団というのが、今でも活

動をしていまして、先年、習志野の合唱団を招待してくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成１５年（2003）８月、習志野第九合唱団とハムさんゆかりのエルスハイム男声

合唱団でベートーヴェンの交響曲第九番、「歓喜の歌」のところを合唱している場面

です。第九というのはご存知のように、「世界の人々よ、兄弟たらん！」と歌い上げ

るわけですが、この演奏会も、日本ではまったく報道されなかったものの、ドイツ

では反響を呼んだそうです。 

ところで、ハムさんが心血を注いだあの山梨のぶどう園は、どうなったのでしょ

うか。世界に通用する日本産のワインを作ろうという彼の夢は、戦争でつぶされて

しまいました。しかし、ハムさんが心血を注いだぶどう園は、その後、紆余曲折を

経て、現在では日本を代表する「サントリー登美の丘ワイナリー」になっています。

日本産の高級ワインを作ろうという彼の夢は、ずっと後になって、彼の知らない所

で実現していた。人間の夢とは、そういうものかも知れませんね。 

 

 

 

 さて、今日のこのお話も、いよいよ結びの話をしなければならなくなってきまし

た。 

 そこで最後に、こんな写真をご覧に入れましょう。 

 

 

 

 



 これは習志野のクリスマスの写真なんですが、この写真を習志野市のホームペー

ジに載せましたところ、ドイツから「私もこの写真を持っている。中列まん中の白

服で腕組みした男は、アンドレアス・マイレンダーだ」というメールが入りました。

シュミットさんというこのメールの主に、なぜそんなことがわかるのか。あなたは

マイレンダーの子孫なのか、と尋ねると、そうではない、と言います。 

 歴史家のシュミットさんは、数年前、中古の家を買ってリフォームをした。とこ

ろが、屋根裏から、相続人なくして亡くなったこの家の元の主が遺したアルバムが

出てきたそうです。その元の住人こそマイレンダーで、そのアルバムに同じクリス

マスの写真が貼ってあるというわけなのです。むこうの家は石造りですから、こん

なことが起きるのですね。 

 ところで、このアルバムには習志野時代の写真の他に、日本の少女がくれた手紙

が何通も挟まれていたそうです。シュミットさん、この「名古屋の山田」という少

女を見つけてくれと私に言ってきます。私からは、名古屋は大都会で、山田も日本

ではありふれた姓だから、それだけでは見つけられないと答えたのですが、シュミ

ットさん、あきらめてくれません。いろいろヒントになりそうなものが送られてき

まして、探偵ごっこをやらされる羽目になりました。その旧姓山田紀和子さん、現

在は結婚して井上さんとおっしゃる名古屋の方から、こんなお手紙をいただきまし

たので、今日はそれをご紹介して、話を終ることにしたいと思います。 

 

習志野のクリスマス 



 

  ――私は昭和２２年生まれです。高校生の時、マイレンダーさんと文通してお

りました。あの頃は、女学生の間に英語の文通が流行しておりました。私も

ペンフレンド協会という所に紹介を頼んだのですが、するとどういう訳だか、

当時７０過ぎのお爺さんから返事が来てしまいました。しかも、何が書いて

あるのか全然わからないので、英語の先生に見てもらったところ、なんとド

イツ語でした。わかる方に読んでもらうと、マイレンダーさんは若い頃、習

志野の捕虜収容所にいて、お花見をしたのが懐かしいとありました。年老い

て奥さんを亡くし、洪水で頼みの息子も亡くしてしまい一人暮らしだとのこ

とでした。先生からぜひ続けるように言われ、写真を交換したりプレゼント

を交換したりしたのですが、やはりお互いに不慣れな英語で、やがてどちら

からともなく、この文通は終ってしまいました。 

    当時、海外旅行など夢のような話で、とうとうマイレンダーさんにお会い

することは出来ませんでしたが、今回ザールラントに私の手紙が残っていた

とのご連絡をいただき、マイレンダーさんに会えたような気がします。彼に

とって日本での生活は、いい思い出になっていたようです… 

 

 かつて捕虜として習志野にいた男が、老境に入り、奥さんにも息子にも先立たれ

て孤独な日々の中で思い出したのは、習志野での若き日々のこと、戦友たちのこと、

そして日本人のことだったんですね。そして、日本人と文通しようと思い立ち、ペ

ンフレンド協会に申し込んだ、という訳です。 

 今や天国にいる彼ら往年のドイツ捕虜に、捕虜暮らしも結構楽しかったんじゃな

いかと尋ねれば、きっと彼らはこう言うでしょうね。「楽しかったんじゃない。自分

らの力で楽しくしたんだ」と。そしてそう心に決めたとき、収容所は監獄ではなく、

まわりの日本人も彼らにとって友人になったのでしょうね。 

戦場で殺し合いをやって、捕虜として敵国に捕われた者が、はからずも親善大使

役を演じ、その後の両国の関係に傷を残さなかったどころか、その後も「昨日の敵」

だった国のために力を尽くしてくれた。そんな、世界の歴史の中でも珍しいことが、

実際に起った。 

 まぁ、間違いなく確かなこと、それはマイレンダーが心優しい日本の少女がくれ

た手紙と共に、習志野の思い出が詰まったアルバムを、終生大事にしていたことで

す。やがて彼は世を去り、この宝物だけが家の屋根裏で眠っていた、という訳です

ね。ここに、習志野収容所というものの真実を見るような気がいたします。 

 

 

 本日は長時間ご静聴いただきまして、ありがとうございました。 

 

（平成２５年（2013）３月９日、吉祥寺村立雑学大学にて） 
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