
アメリカ人元捕虜・家族との交流会 2017 

～95歳の元捕虜や、元捕虜家族の語った戦争と戦後～ 

2017 年 10 月 5 日（木） 於 東京麻布台セミナーハウス 

 

１． ヘンリー・チェンバレンさん（Henry CHAMBERLAIN ) 元捕 95 歳 

ワシントン州在住。1922 年生まれ。1940 年米陸軍に入隊し、基礎訓練を受けた後外科教育を受け

た。1942年フィリピンで捕虜となり、カバナツアンに収容された。1944年 10月「北鮮丸」で台湾

に、1945年 1月「江の島丸」で日本に送られた。宮城県の仙台第 3分所（三菱細倉鉱山）に収容さ

れてここで終戦を迎えた。戦後、新設された米空軍に 28年間勤務。 

介添え：娘レベッカ・チェンバレンさん（Rebecca） 56 歳 沖縄の嘉手納基地生まれ。 

チェンバレンさんの話 

 私はフィリピン、バターン半島の大規模な野戦病院の第 2病院に勤めた。2万

人を越える兵を収容する、世界でも最大規模の野戦病院だったと思う。第 1病

院で負傷兵を手術し、5、6㎞離れた第 2病院に移送して治療を続ける体制だっ

た。山を 1つ隔てたところに（米軍の）基地があったので、しばしば空襲があ

り、病院も被害を受けた。病院には何千人ものフィリピン兵がいた。兵と言っ

ても農民だった人々が、急に動員されたというのが実情だ。粗末な服で裸足、

武器等見たことも無いという人もいた。降伏後、日本軍は彼らに、軍を離れ家

に帰れと命じた。しかし食料も服も靴も無い。彼らは結局「死の行進」に巻き込まれて、ものすごい距

離を歩かされ、多くの人が犠牲になった。行進中疲労してくずおれるとすぐに日本兵が銃剣で刺し殺し、

道端に捨てられた。もっとおぞましい事もあったが、ここでは言わない。日本軍は野戦病院に武器・弾

薬を運び込み、コレヒドール攻撃の拠点とした。大勢のフィリピン兵が病院を離れていったので、第 2

病院が閉鎖されたと勘違いされたが、しかし実はまだ病院は閉鎖されず、アメリカ兵の負傷兵は大勢残

っていた。病院からコレヒドール島が見えるという近さで、日米両軍の砲撃戦が行われたので、当然コ

レヒドール島から病院へ激しく砲撃してきた。そのため更に怪我人が出た。ある日、米軍の砲弾が木に

命中した。その近くに寝かされていた負傷兵は爆風を浴び、服もベルト以外すべて吹き飛ばされてしま
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った。命だけはとりとめたが、生涯聴力を失った。日本兵は負傷したアメリカ兵の腕に、この男は耳が

全く聞こえないから気を付けるようにと、日本語で書いた腕章を付けた。 

２． ドリス・ジーン・プルイットさん（Mrs. Doris Jean PRUITT） 元捕虜の妻 88 歳 ADBC の活動的メンバー 

夫故チャールズ・Ｌ・プルイットさん（Charles L. PRUITT） は 1920年生まれ。1940年米海軍に入隊。1942

年フィリピンで捕虜。1944年 8月「能登丸」で日本に移送され、山口県美祢市にあった広島第 6分

所（大嶺炭鉱）に収容され、ここで終戦を迎えた。戦後海軍に勤務、1994～95 ADBC会長。1998年

死去。 

介添え：娘ジュディス・アン・プルイットさん（Judith Ann） 70 歳 

プルイットさんの話 

 亡くなった夫は 1961 年に海軍を除隊した後は、機械工や家具製造の職人と

して暮らし、戦争中のことはあまり話さなかった。海軍砲兵隊に所属していた

頃は夏の制服は白かったが、それを茶色に染めようとしてコーヒーで染色した

ら、茶色ではなく派手な黄色に染まってしまい困った。1982年にバターンやコ

レヒドールの経験者の会に参加し、それ以降はよく出ていた。語らずとも共有

できる記憶があり、安心して語りあえて心の救いになっていたのだろう。現地

のフィリピン人については、色々思い出がある。撤退の時眠っていたら、フィ

リピン人に肩をゆすぶられ、「すぐに逃げなさい」と言われて、コレヒドールを

めざした。真っ暗な中よく自分を見つけて声をかけてくれたと思う、と話していた。出身地のテネシー

市のスウィートウォークは小さな町だが、元軍人を養成する学校があったが、その後日本人学校になっ

た。しかし同時多発テロ以降は危険だと言うことで閉鎖されてしまった。夫に代わりここで話をする機

会を与えてくれたことに感謝している。 

 

３． シャーリー・エマーソン・スティールさん（Mrs. Shirley Emerson STEELE） 元捕虜の妻 92 歳 

夫故ベンジャミン・チャールズ・スティールさん（Benjamin Charles STEELE） は 1917 年生まれ。1940 年

米陸軍航空隊に入隊。フィリピンで捕虜となり、バターン死の行進を体験。1944 年 7 月「赤峰丸」

で日本に移送。山口県美祢市にあった広島第 6分所（大嶺炭鉱）に収容。ここで終戦。戦後は高校

や大学で美術教師を勤め、画家としても活躍した。2016年死去。 

介添え：娘ローズマリー・スティールさん（Rosemarie） 70 歳 ベンジャミンの先妻の娘 

スティールさんの話 

 夫はバターン死の行進の体験者で、『Tears in the Darkness』という本（注：

著者は Michael & Elizabeth Norman。日本語訳は『バターン死の行進』とい

うタイトルで 2011年に河出書房新社より出版）は夫の体験が中心に書かれて

いる。彼は行進中に倒れた仲間を助けようとして日本兵に銃剣で刺されたが、

幸い命はとりとめ、後にその功績で勲章をもらった。オドネル収容所の状況は

非常にひどかったので、捕虜になってからは志願して 300 人の捕虜の一人と

してルソン島の道路工事に従事した。しかし雨が続く中での重労働で、そこで

マラリアなどの病気にかかった。その時、特効薬をひそかに渡してくれた人や、残飯を取っておいてく

れた人などがいて、命をつなぐことができた。帰国後は学校で本格的に絵を学んで、絵画を教える教師

となった。まわりの人からはジェントル・ベンと呼ばれた優しい人だった。初めてデートをした時に戦

場の状況を再現して描いてくれたが、その絵のオリジナルは「地獄船」の中で描いて、神父に預けたと



言った。帰国して 1年間ぐらい病院に通

ったと言う。帰国後は戦争体験を怒りと

して発散していたが、戦争の体験を絵に

描くことがセラピーになったのだと思

う。戦争体験を伝えるのは使命だと考

え、経験を絵に描き、生徒や市民に体験

を語った。憎しみは精神も身体をもむし

ばむ、と語っていた。教え子の中には日

本人もいた。絵画作品 30 点をマッカー

サー美術館に寄贈し、自ら学校を作るな

ど、美術と教育に力を注いだ。戦争を克

服した、穏やかな人だった。モンタナに建てた学校は、彼の名前をとってベン・スティール中学校とい

う。 

 

４． ジョン・ホワイトハーストさん（Mr. John WHITEHURST） 元捕虜の息子 76 歳 マニラ生まれ 

父故コリン・Ｂ・ホワイトハースト Jr.さん （Collin B. Whitehurst Jr.） は 1914年生まれ。ウェストポイン

ト陸軍士官学校卒業後、1938年米陸軍入隊、フィリピンに派遣。1942年 10月ミンダナオ島で捕虜

となる。1944年 10月「阿里山丸」で日本に移送されるが、同月 24日同船はバシー海峡で米潜水艦

の雷撃によって沈没し、海没した。 

ホワイトハーストさんの話 

 私は来日前には正直言って日本にものすごく敵意を持っていた。一方で敵意

を手放さない人は、寿命が短くなることも、身近に見て知っていた。この度日

本で、人々とのふれあいによって少しずつ考えが変ってきた。75年前の日本と

今の日本は大きく違っていることがよく分かった。例えば運転手は中学で英語

を学んだと言うが英語を話し、色々語りあった。日本製品の優秀さは認めてい

る。最初に買った車は日本車だったし、今使っている時計はセイコーだ。自分

はソーシャルワーカーという仕事をしているので、人間には興味があって、今

回人としてのあり方など色々のことを学んだ。 

  

５． ジョセフ・ブラウンさん（Mr. Joseph BROWN） 元捕虜の息子 75 歳 マニラ生まれ 

父故チャールズ・Ｄ・ブラウンさん（Charles D. Brown） は 1903 年生まれ。1932 年米陸軍入隊、フィリピン

に派遣。1942年 4月バターンで捕虜、「バターン死の行進」を体験。1944年 10月「阿里山丸」で日

本に移送されるが、同月 24日、バシー海峡で船が米潜水艦の雷撃によって沈没し、海没した。 

ブラウンさんの話 

 父は陸軍兵士として 1932 年にフィリピンに送られ、訓練を受けて軍曹にな

り、更に昇進した。しかし戦争となり、1942年 4月私が生まれて 38日目に父

は捕虜となった。父はオドネル収容所からカバナツアン収容所に移動し、農作

業をさせられたと聞いている。父の形見は私の 1歳の誕生日のお祝いにと、父

が作ってくれたブレスレットだけである。地獄船に乗せられ、船の沈没で父は

船とともに亡くなった。父の贈り物のブレスレットは今も大切に持っている。

ネットに掲載されたスティールさんの絵 



私の姉妹の夫が軍人で 80 年代に日本に駐留していて、日本は良いところだと教えてくれた。実際来て

見て日本を楽しんでおり、感謝している。 

 

６． メアリー・ジェイン・マコーツ・ブレインさん（Ms. Mary Jane McCorts BLAINE） 元捕虜の娘 62 歳 ADBC

記念協会の活動的メンバー 

父は故ジョン・Ｊ・マコーツさん（John J. McCorts） 1921年生まれ。1940年米陸軍に入隊、フィリピンに

派遣。1942 年 3 月コレヒドールで捕虜。1942 年 9 月「りま丸」で台湾へ。1942 年 11 月「大日丸」

で日本に移送、横浜の東京第 1派遣所（三菱ドック）に収容。1945年 1月秋田県小坂町の仙台第 8

分所（小坂鉱山）に移送、ここで終戦。戦後陸軍に再入隊。2001年死去。 

マコーツさんの話 

 父は大恐慌の時代、教育の機会を得るために高校卒業後軍隊に入り、無線技

士となった。亡くなるまで戦争についてあまり語らなかったが、ある時「全体

を見て決めつけないで、一人一人を見よ」と言った。残酷な日本兵もいたが、

休み時間を長く取ってくれたり、そっと果物などをわたしてくれる日本兵もい

た、と語っていた。私の家族は人種も宗教も色々で、叔父は日本人女性と結婚

した。とても素敵な女性で、その夫婦を通して日本人への理解を深めたのだろ

う。ともかく父は一人一人を見るようにと言っていた。 

 

７． キャロライン・バークハートさん（Ms. Caroline BURKHART） 元虜の娘 70歳 捕虜体験の研究者でADBC 

記念協会の前副会長 

父は故トーマス・Ｆ・バークハートさん（Thomas F. BURKHART） 1914年生まれ。1937年米陸軍航空隊に

入隊、フィリピンに派遣。1942年 4月バターンで捕虜。1942年「長門丸」で日本に移送。大阪府の

大坂第 4分所（多奈川）に収容。1943年 1月、香川県善通寺市にあった広島第 1分所（善通寺）に

移送、1945 年 6 月福井県大野市にあった大阪第 11 分所（六呂師）に収容に移送、ここで終戦。戦

後 1957年まで陸軍に勤務。1972年 57歳で死去。 

バークハートさんの話 

 父は生前特に日本人について話したことはない。とても優しい人だったが、

私が初めて買った車がトヨタ車だったことには、やや気分を害したようだった。

15 年前父の残した日記を見つけてから、興味をもって調べ始めた。父は低い

階級の士官である中尉だったので、捕虜となってから将校として善通寺の収容

所に入所した。私は明日と明後日父が収容されていた善通寺に行くのを楽しみ

にしている。これが父たちが受け取った給料の一覧表で、これが収容所の写真

である。私が 15歳の時に父が亡くなったので、直接はあまり聞いていないが、

色々と資料を残してくれていた。この写真は善通寺捕虜収容所の写真だが、屋根に黄色でＰＷと書かれ

ていて、ここに捕虜がいるから注意するようにというサインだ。善通寺は将校の収容所だったので、あ

まり厳しい労働は無いと思っていたが、50トンぐらいの大きな石を除去する作業を命じられ、将校には

重労働を命じられないはずだと抗議したら、食料を減らされた。ご飯と言っても 390ｇ程度の量だった

り、汁物には雑草のようなものが入っていて肉は全然なかったので、ずいぶん体重を減らした。父は日

記をつけていて、捕虜時代の体験を書いており、多くの写真も持ち帰った。1943年 5月に 150人の捕虜

が整列させられている写真もある。ジャック・シュワルツ氏と数年前に会って、写真をいただいたので、



合わせて 300枚以上の写真を自分は持っている。 

 

質疑応答 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊Q1：阿里山丸のジョー・ブラウンさんのお父様が収容所で作られたブレスレット（アルミニウム

の断片を加工し、名前と日付を刻んだもの）を今当会会員が皆さんに見せて回っている。それ

が戦争中にどうやって届けられたか、

その話を聞かせて下さい。 

ブラウン：父が作ったブレスレットは、収容

所に勤めていたカトリックのドイツ人

神父が収容所に出入りしていて、その神

父に父が託して、母のところに届けられ

た。ドイツは日本の同盟国だったが、神父は密かに食料や薬を収容所に届けていた。その神父

が預かって、家族に届けてくれた。その行為が日本軍にバレて、最終的にその神父は処刑され

てしまったと聞いている。 

＊Q２; 旧日本軍では捕虜になることは恥だと教え込まれていたが、米では捕虜になることは最前

線で戦った証拠として栄誉（名誉）なことだと聞いている。それは本当ですか？ 

チェンバレン：日本でそのようなことを言われているのは本当だが、アメリカ人で捕虜が名誉だな

どと思っている者はいない。捕虜の体験はひどいものだ。捕虜になる前から、ともかく飢えて

いた。敗走中はフィリピン兵に教えてもらい、食用となる草や木の葉を探したが、長くは持た

なかった。猿や鳥をしとめて飢えをしのいだ。まともな食事にありついたのは、戦後解放され

て海軍の船の中だった。ビフテキを出されたが体が受け付けなかった。それでもやっと食べら

れたのは、3 枚目を出された時だった。捕虜体験はひどいものばかりだ。 

＊Q３; 日本軍は敵国の捕虜のみならず、敵に捕らえられた日本兵に対しても残酷でした。捕虜に

なることを禁じる「戦陣訓」について聞いたことはありますか？またオーストラリアのカウ

ラで日本軍の捕虜が、捕虜である身の上に絶望して引き起こした集団自決的カウラ事件をご

存知ですか？（質問者はカウラ事件を研究している Historian/ Author） 

スティール：フィリピンで捕虜になったアメリカ兵の例では、米兵が脱走したした後、残った捕虜

を見せしめに日本軍が殺した例がある。フィリピン人の漁船を潜水艦に改造して脱走を助けた

ゲリラグループの話として聞いている。 

ブラウン：私が聞いた話では、日本軍は捕虜の脱走防止策として、捕虜を 10 人ずつのグループに

分け、脱走者が出たら残った者を処刑した。ある時脱走事件があって、脱走した以外の者を処

刑するはずだったが、方針を変えて日本に送って労役に就かせることにしたということだ。 

＊Q４; エマーソン・シャーリー・スティールさんへ 

  ベンジャミンさんの描かれた絵は捕虜の体験について描かれたものでしょうか。絵を描くこと

によってどのようにつらい体験を少しずつ克服できたか、もう少し話してもらいたい。 

スティール：夫は何千枚もの絵を描いたが、彼のスケッチブックには、戦争の絵と日常の絵、馬や

カーボーイの絵とかが混在している。美術館の学芸員は「混在していることに意味がある。そ

れは彼の人生そのものだ。」と言う。モンタナの美術館には、彼のスケッチなど 42 枚、油絵の

大きい絵が 14 枚所蔵されている。彼はレストランでもナプキンに絵を描くほど、絵が好きだ

った。晩年を過ごした老人ホームでも描いていた。彼は芸術を通して救われたと思う。許すと

J.W. BROWN と刻まれたブレスレット。裏には誕生日

と DADDY という文字 



いうことの大切さを、彼は学生にも話していた。世界のどこででも戦争によるひどいことが行

われている。アメリカでも南北戦争の時は、ひどい状況だった。しかし夫は芸術によって、民

族を越え、種を越えた赦しと平和を求めていたと思う。モンタナの自然は美しく、それを描く

ことで平安を得たと思う。 

＊Q５; 阿里山丸で 1700 名以上の捕虜が一度に亡くなったことに私たちは衝撃を受けている。助

かった方が 9 人いるというが、その 9 人の米国人に会ったことはありますか？また彼らは

ADBC の集会に参加していましたか？彼らから直接話を聞いたことはありますか？もし、憶え

ていたら教えて下さい。 

ブラウン： ADBC の会合では例年前年度、亡くなった会員の名前が読み上げられるのだが、2 年

ほど前その中に最後の生存者の名前があった。会っておけばよかったと思うが、機会は無かっ

た。 

ホワイトハースト：最後の生き残りはウィルバートという人だった。彼の息子さんは本を書いてい

る。ADBC 会合に招待したが、来なかった。他の生存者カでリフォルニアのロングビーチに住

んでいた人がいて、私の友人は面識があり、色々話を聞いた。その一つが、漂流して中国のジ

ャンク船に引き上げられたという話だった。また、横浜の英連邦墓地に埋葬されている人もい

ると聞いている。 

＊Q６; 元捕虜・家族の皆さんへ、若い学生からです。戦争体験を話すということ自体苦しいこと

なのではないかと思います。それでもこうして今、私たちにお話くださるのは皆さんにどのよ

うな思いがあるからなのでしょうか？また話そうと思ったきっかけは何でしょうか？ 

バークハート：父は私が小さいころに亡くなったので直接聞いてはいないが、日記を見て興味を持

つようになった。公文書館で父の名前の載った資料を見ると、ゾクゾクして泣きそうにもなる。

父の体験を調べて、それを子孫たちに語り継ぐことは愛の行為だと思っている。 

プルイットさん：若い人たちは戦争を知らないのだから、実際どんな酷いことが起こったことを知

ってもらいたいと思って私は話している。 

＊Q７;  次はあまり若くない人からの質問です。1945 年 4 月の東京大空襲で焼け出された方で

す。メアリー・ジェーン・マコーツさんの父君が「人は人種や国の違いで判断してはならない。

一人一人違っているのだ。」と語った話に同感し、感動しました。現在、戦争の危機が報じられ

ていますが戦争を防ぐためにどのような行動をする必要があるのでしょう。アメリカの皆さん

のお考えを聞きたいと思います。 

スティール：武力の脅威でなく、話し合いで、外交で解決することが大切です。 

ホワイトハースト：父は 1942 年の 5 月 10 日に降伏したが、その時イエズス会の宣教師に時計と

指輪を託し、それが戦後親切な手紙とともに母のもとに届いた。今武力より外交が大切だとい

う意見があったが、同時に教育が大切だと思う。 

ローズマリー・スティール：そう、教育が大切。若い人たちへの。 

司会より：付き添いで来られた娘さん方にも、一言ご意見をお願いします。 

レベッカ・チェンバレン：父と私にとって、この機会は和解す

るために非常に大切だった。ありがとうございました。 

ジュディス・プルイット：これは捕虜だった時の父の写真。日

本に来て、日本の方々の素晴らしさを知った。皆さんに感

謝しています。 
レベッカさん ジュディスさん 



ローズマリー・スティール：今回の経験は、ワクワクするような経験だった。父

が労働した鉱山にも足を運ぶことが出来た。若い人に戦争を忘れないように

教育することが大切だと思う。この度父の名前の付いた学校が出来たが、そ

こではカリキュラムの中で、バターン死の行進を教えている。 

 

 

ＰＯＷ研究会共同代表内海愛子氏のあいさつ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今日はありがとうございました。太平洋を渡って日本に来ることは、大

きな決断だったと思う。1941 年 12 月戦争が始まってすぐに、アメリカは

日本にジュネーヴ条約を守るようにと通知してきた。それに対し、日本は

ジュネーヴ条約を批准はしていないが準用すると答えた。それは、精神を

尊重すると言う意味だと思うが、実際は何も変わらなかった。戦争中何度

も、アメリカ政府は捕虜の待遇について日本に抗議した。待遇改善をしな

かった場合と、出来なかった場合があったと思う。それが多くの捕虜の人

の体験として、今日証言された。フィリピンの捕虜収容所を解放したマッカーサーは、あまりの惨

状に激怒して、絶対にこの責任を取らせると言った。それは、ドイツのアウシュビッツを思わせる

状況だった。その怒りが、ポツダム宣言の第 10 項に凝縮され、「我らの捕虜を虐待せるものを含む、

あらゆる戦争犯罪を徹底的に裁く」と書いている。その中で日本は戦争裁判が裁かれたが、多くの

日本人は捕虜がどのような体験をしたのか、教育の中でも知らされていない。皆さんの話をうかが

う中で、日本政府がどのようなことを捕虜にして来たか、知ることが出来た。これが、この会が 10

年かかってやってきたことである。今後も教育の中でこれらの経験が引き継がれるようにしていき

たい。市民が行っている小さな会だが、その使命は大きいと思う。 

（記録：小宮まゆみ、手塚優紀子、笹本妙子） 

 

 

元捕虜・家族の方たちを囲んでの全員集合写真 

ローズマリーさん 


