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堀 悌吉とその時代の海軍 

― 手記・回想録に収録された海軍軍縮、第一次上海事変、戦争観及び人事を中心にして― 

影山 好一郎 

１ 問題認識 

 とかく語られる多くの人物像は、生前の功績や上り詰めた社会的な地位の高さを讃えるものが多いが、

そのような中で、堀はそれらを充分に発揮・体現できる高い能力をもち、先行きの海軍大臣として期待さ

れながら、海軍の組織から排除された悲運な事実に同情を以て語られる稀有な人物であるといえる。 

そのような堀の人物像、時代背景、彼の事績、戦争観がいかなるものであったか、また、何故海軍から

排除されなければならなかったのか、それらが近代史に占める意義を考察したい。 

 

２ 堀に関する先行研究 

長野浩典「堀悌吉試論: その日本近代思想史における位置づけについて」（先哲史料館研究紀要 16号 2011） 

 渡辺滋「堀悌吉中将の失脚について」（日本古書通信 83(9)通号 1070) 2018年  

堀口修「書評 大分県立先哲史料館編集『堀悌吉資料集』(全二巻) （東アジア近代史 12号、2009年 

安田晃子「特集 「堀悌吉と山本五十六--この志奪ふべからず」」（史料館研究紀要 15号、2010年） 

工藤美知尋『海軍良識派の研究―日本海軍のリーダーたち』 (光人社 NF文庫)  

宮野 澄 『海軍の逸材 堀悌吉―海軍良識派提督の生涯 』(光人社 NF文庫) 1996年  

中村悌次『山梨勝之進先生伝記資料（その二）』（海上自衛隊幹部学校）他 

 

３ 堀悌吉の略歴    別添のとおり … 『堀悌吉の略歴』 堀の略歴と、時代の意味（Ⅰ～Ⅴ期） 

                            参照：12頁 ８（１） 

４ 堀悌吉の生誕地の風土        九州大分方面の地理（幕末期は豊後国 8藩７領） 

（１） 豊後、国東半島 ＝ 1551（天文 20）年大友宗麟がザビエルを豊後府内（現大分市）に招き、イ

エズス会の布教を認め、豊後を日本におけるキリシタンの一大拠点。江戸期には、藩主が学問奨

励。多彩・多様な文化が育っている。これらの環境が、江戸中期以降、「豊後の三賢」を輩出。 

（２）豊後の三賢：私を去り幅広く独創的で深い思索により物事の本質を探究し、信念を醸成する気風。  

① 三浦梅園（1723（享保 8）―1789（寛政 1））＝ 富永村（安岐町）生まれ。祖父の代から

医業。杵築藩、中津藩の儒者に師事したが、学問形成はほとんど独学。家業と梅園塾で門

人の教育。天地造化の「条理」を極め、「梅園三語（玄語・贅
ぜい

語・敢
かん

語）」を著す。  

② 帆足万里（1778（安政 7）－1852（嘉永 5）） ＝ 日出藩家老の次男。若いうちに各地を

遊学し、30歳に藩校教授。54歳に家老。藩財政改革で役人の不正を正す。西欧近世科学

を移入し梅園の説を発展させ、独自の考えを『窮理通』に纏めた。著名な弟子が多い。 

③ 廣瀬淡窓（1783（天明）―1856（安政 3））＝ 日田に広瀬家（豪商）の長男。幼少期から

聡明、病弱であったが、1805年には私塾を開き、咸宜園へ発展させる。儒学者で教育者・

詩人。教育理念の「三奪の法」の正確な実施は、今日においても注目される。 

（３）堀悌吉に与えたと考えられる影響：   

     旺盛な知的好奇心、異質な文化に対する敬意と寛容、挑戦の姿勢、史観の確立、地域の文化・ 

伝統に対する敬虔な姿勢、高い意識と向上心、信念を持つこと、献身、武士道倫理、共存共栄等 

 

５ 堀悌吉の人物像 

http://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I023411859-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I029207038-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I10362430-00
http://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I11031744-00
https://www.amazon.co.jp/%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E8%89%AF%E8%AD%98%E6%B4%BE%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E2%80%95%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%9F%E3%81%A1-%E5%85%89%E4%BA%BA%E7%A4%BENF%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%B7%A5%E8%97%A4-%E7%BE%8E%E7%9F%A5%E5%B0%8B/dp/4769827105/ref=pd_lpo_sbs_14_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=HXEJX0Y4T62T0VH0NB0Y
https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%AE%E9%87%8E-%E6%BE%84/e/B001I7KOQ4/ref=dp_byline_cont_book_1
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  堀は、当時の軍人の考え方としては出色・稀有。それゆえに海軍中央から異端分子として排除？ 

（１） 堀の短評 

 ア、山梨勝之進の弔辞（昭和 34年 5月 11日の告別式） 

明敏英邁であり、遠く群れを絶する。瞬時にして条理明晰、「電光影裡斬春風」の趣きあり。 

加藤元帥、浜口首相、関係外務当局の深く信頼する所。相識の民間知人、言論界の称賛する所 

明鏡の如き叡智、実に醇乎として醇の醇なるもの。 

中庸の大道に即し脳裡胸中光風明月洒々落々として澄み渡り、片付き切っていた。 

   温情深く友誼に厚つい。各方面に多彩の親友。又稀有の理知的才能、裕かなる文化愛好の趣味。 

高風清節、国士としての風格、実に昔の魯仲連や蘇東坡を思はしむる。 

イ、小林晋の追憶（広瀬彦太編『堀悌吉君追悼録』（同編纂会、一九七九年）に掲載） 

    頭脳明晰にして理路整然、先見の明あり博覧強記。眼光紙背に徹し古今東西の事理に通ずる。 

応用自在、卓越せる識見と独創的洞察力とにより経綸正鵠を誤らず。 

常に国本に思ひを致し身を挺して事に当たる国士の風あり。 

計画は頗る緻密にして沈思黙考、一度決するや行動脱兎の如し。（以下、略） 

（２） その他（追悼） 

ア、 級友婦人 … 優しい友情、高潔な人格、広く大きな胸中 

イ、 郷土知人 … 成績首位、地獄耳、川狩り・川魚嗜好、卒業時の恩師品（誇り）、御孝心深い、祖

先崇拝、聡明で慈悲深い、高潔清廉（地味な性格）、方言丸出し、親しみ深い。 

ウ、 海軍・旧黒潮会員 … 二人きりの時、明細に大胆率直に真実を語られる（辛辣表現も）、頭脳明

快でいつ何時も満点の答案を書く人、特有の平明な文体で余裕綽々の構え（ロンドン軍縮時）、堀

氏の死は、盲人が杖を取られたも同然（岡田大将・斎藤実伝記編纂の協力依頼）。 

エ、 毎日新聞社論説主幹 … 堀さんの机の上には「未決箱」はいつも空っぽ。態度は公正（対記者） 

オ、 親戚（１） … 堀さんの宅では至極居心地がよく、滞在は将来ためになる。厳しいやさしい伯父

様。酒もたばこも一切口にせず、世のため人のため。（２）旗艦での研究会（傑出した先輩）演習

等で部下に思い切って任せる（演習はそのためのもの）。節約・最善活用、級友遺家族の激励.本当

に級を愛し海軍を愛した人。清濁併せ呑む。偉大な実業家・経理の大家。茶目お洒落で雅懐。 

カ、 級友 … 態とらしくなくごく自然に起こさせること、難問を自然に氷解させる真の力。 

キ、 南洋パルプ KK会長 … 井上準之助が「人間として最も信じられ、国家を委して安心な奴。 

ク、 海軍知人（１） … 下士官兵への影響力は強く、深く浸透。百発百中を期するまで量の不足を質

で補う。（２）一度も叱り・小言なし。無私広大な心。堀・山本の友情（堀が兄貴の印象）。誇示を

嫌う。（４）早口。克明な記録・蒐集。目立って大きかった堀さんの頭蓋骨。 

ケ、 野村吉三郎の追悼文：「正義の士」… 「堀君と私とは級が 6期も離れておりましたので、君を知

ったのは、同君が軍務局に勤務の時、及び上海事変の時であった。… 上海事変の時私は、第三艦

隊司令長官で堀君は麾下の軽巡戦隊の司令官であった。君が呉淞砲台を砲撃しなかったことに関し

て兎角の批難があったようであるが、上海事変の作戦目的は同地の居留民保護にあったのであるか

ら、砲弾の交換を少なくし、戦災を局限して、早期に目的を達成することが第一義であったから、

砲台の砲撃云々の批評などは問題にするに足りないことであった。然しながら当時、軍令部総長の

宮殿下に堀司令官の悪口を言うものがあったので、私は殿下に之を釈明したことがあった。堀君は

内に高邁な識見を蔵していたが、寡黙で自ら宣伝釈明せず、常に正を践んで、孤高の趣のある人柄

であった。従って彼を利用せんとする者には苦手であった。私は堀君が正義の士であったことを今

も信じている。」（以下省略））  
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６ 海軍軍縮（ワシントン会議・ロンドン会議に関する記録ノート：先哲史料館編）  

（１）総序 … 二つの海軍軍縮に対する批判への反論と、海軍が辿った歴史に対する自己の考え方。 

                                         （史料 １） 

（２）「海軍軍備制限を中心とする華府会議 弁妄篇」… 堀はワシントン会議に全権随員として参加。 

後日、ワシントン会議における日本外交は「屈辱的」の烙印を押されるが、実際は日本側の一方的 

な譲歩ではなく、非難に当たるものでないことを明らかにしている。       （史料 ２） 

（注１） 堀の役割（会議に際して）：加藤友三郎全権が井出謙治次官にあてた伝言（加藤全権伝言）を

口述記録。堀自らがこの伝言を携えて先に帰国。＝ 加藤全権が自己の意思を正確に理解し

ている人物として堀を認め信頼していたことを示している。帰国後は、条約批准の事務に従

事し「海軍軍備制限条約審議要領・同条約起草ニ関スル手記」を作成。 

  （注２）「大戦以来帝国地歩ノ回顧（昭和 4年末頃稿）」  

  （注３）「加藤全権伝言」                            （史料 ３） 

（３）「倫敦条約ト統帥問題」（昭和 21年 7月 11日の戦争調査会での堀の講演記録） 

   堀は、ロンドン軍縮会議において、海軍省軍務局長として奔走。ワシントン軍縮の反発が顕在化。 

  ア、内容： 堀は、史料に基づきながら、統帥権干犯が成立しないことを明確な論理で説明してい 

る。最後の「四 概観」部分に海軍部内の対立が、政争の具として利用されたことが、 

この問題の根本にあると指摘している。 

「戦争調査会」…昭和 20年 10月 30日内閣に設置。翌 21年 3月 27日に開催、GHQ命で 9月末廃止。 

  イ、構成： 一 緒言： 倫敦会議時の主要人物、華府海軍条約に対する非難・世間一般の人心。 

        二 倫敦海軍条約締結経緯： （昭和五年末ノ執筆ニカカル記録ニ依ル） 

        三 統帥権問題： 問題ノ起点、軍令機関ノ変遷、海軍軍令部、省部事務互渉問題当時 

ノ海軍内部ノ実状、…（中略）… 政府ノ見解、統帥権問題ノ本質 

        四 概観： ………   ……   ……              （史料 ４） 

  ウ、ロンドン条約問題が縺
もつ

れた根本原因の考察（山梨勝之進の回想） 

    「結果的には、財部が周到な洞察や配慮を欠いたまま、軽率に請訓に同意したことが、この紛 

糾に重要な一つの原因といえよう」                  

  エ、浜口総理の対応 … 闊達。無精で非社交的。傲慢の誤解。統帥首脳部との意思疎通を欠く。 

オ、加藤・末次両大将の画策（「財部海軍大将伝記資料」（前掲『山梨勝之進先生伝記資料』所収））    

「加藤大将や末次大将は、自らの主張貫徹のため、政党や枢密院を利用すべく努めたのである

が、実は逆に、内閣を倒し自らが権力を握るためには手段を顧みない政治屋に利用されただけで

あった。山梨も「末次次長は、自分は政党を利用するつもりであったろうが、実際は森恪から利

用されていた。森恪と鳩山一郎の策謀以外の何ものでもない。彼等が操縦していた」と回想。 

 

７ 堀の「手記・回顧録」と考察（1946（昭和 21）年 5月成稿：広瀬彦太『堀悌吉君追悼録』所収） 

（１）戦争と軍備 

  ア、日露戦争の衝撃 

「とれば憂
う

し、執らねば物の数ならず、捨つべきものは弓矢なりけり」 

明治三十八年五月二十七日海軍少尉候補生の時、連合艦隊司令長官旗艦三笠に乗組み、日本海海戦に参加。 

当日午後五時半、敵の仮装巡洋艦「ウラル」が左方近距離に現はれた時、第一戦隊の主力艦三笠、敷島、富 

士、朝日、春日、日進の六隻から強烈なる集中砲火を浴びせかけ「ウラル」は忽ちの間に損傷大破した。 

次に忘るる事の出来ないのは敵の旗艦「スワロフ」が全艦猛火に包まれ、運航の自由を失って居ながら 
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も、尚後部将官室付近の小口径砲一門だけを以て勇敢に我に抵抗し、飽くまで奮戦を続けて居た事である。 

一は悲壮、共に軍艦の最期である。後者は仮令小口径砲一門でも、尚之を以て抵抗勇戦して居る我が敵であ 

るが、前者は戦闘力を欠いだ少くとも武力を行使し得ない仮装商船である。而も其の掲げて居た信号は何で 

あったか判らぬが、若しかしたら降伏の申入れであったかも知れぬ。それが戦場の習慣とは云ひ乍ら、我が 

主力部隊の全砲火を蒙って沈んで行ったのである。一に対しては「敵ながらも傑いものだ」と感嘆させられ 

たが、他に対しては「ああ気の毒だ。可哀そうだ」と思わぬものはなかったらうと思ふ。互に名乗りをあげ 

て華々しく刃を合わせた歴史時代の武士の作法から見れば、何たる変わり様であろう。殊に近代の海戦に於 

ては武士の情も何もあったものではない。唯遠くからお互いに砲弾を送り合って対手を仆
たお

さんとする手段の 

みが存在するのである。自分が「ウラル」の最期から受けた印象は篇頭の古歌に現はれたる通りであって、 

遂に消え去る事の出来ないものであった。 

（考察１） 

  ａ 「ウラル」「スワロフ」両艦の悲惨な最期の目撃が、堀の戦争観の形成に大きな影響を与えている。 

  ｂ 戦争がはらむ二つの性質 ＝ 堀が「ウ」項に開陳した戦争に対する二つの観察眼を参照の事 

            〇其の動機、目的、結果等に拘泥 → 戦争の促進要素（アクセル） 

            〇相殺戮する行為たる戦争 →  道徳観、戦争の抑止・否定要素（ブレーキ） 

イ、 戦争観、武力行使 

「此の種の戦争観は、自分の海軍軍人という現在の立場に関して絶えず大なる煩悶を招来した。而して 

曩 に軍艦筑波に乗組み欧米巡行中に自分が世界各地で受けた印象等を基とし、…（中略）…、終に「軍 

艦は平和の保証である。殊に海軍は各国が世界の平和を維持する為に之を備ふるものであらねばならな 

い」と大観する事に依りて、自分の気持ちを落ちつけ様と努力する様にした。 

海軍は国防上必要であると謂ふのは、其の国防といふ事を文字通りに読む事により、問題が解決され得 

 るのだと考えた。即ち海軍は所謂海防の具であって、何処までも其の国にとって防御的なものであると同 

時に、国の格式を附けて平和発展の保障となるものである。従って海軍武力の行使は平和を保持する為 

にやむを得ざる場合に限り、之を為すべきものである故に、平和の時に於て国際儀礼、海外警備、居留民 

保護の限度を超えて之を対外的に積極政策を押通さうとする道具に使用するが如き事あらば、それは国防 

の本質を越えて世界の平和を脅やかすものであって、海軍本来の目的に副わぬのみならず、斯の如き積極 

政策は勢いの赴く処、往々埒を超えて国力の範囲外に逸し、国家を危地に導くものであると考える事であ 

る。以上のごとく考える事に依り、海軍に充分なる存在の理由がある。海軍が国際的の性質を有すると云 

ふのも之が為であって、国の防衛に必要と思はれる程度以上に常備せねばならぬと主張する陸軍とは根本 

的に相容れざるものであることは勿論である。要するに自分は身を海軍に置いて、国家を外敵より防衛 

し、国内安泰維持、民族平和的発展及び人文増進に貢献でき得る様にする事を天職と心得て行かうと決心 

したのである。」 

（考察２） 

  ａ 軍事力の使い方    ①「本土の防衛」 ＝ 国際法的にも言わずもがな！ 曖昧さが混在  

  （広義の「国策の道具」）  ②「国策の防衛」 ＝ 日本の「不動の国策（満州権益の維持拡大）」 

＝ 陸軍主導の北進を正面に！ 海軍の南進は未だ有名無実 

＝ 対日干渉の抑止（狭義の「国策の道具」）      （史料 ５） 

  ｂ 両者の間には、軍事力使用の理念が全く異なり、後者の場合は、帝国国防方針（明治 40年制定）、統帥 

権独立のもとで、外交が機能不全に陥りやすく、その場合、国策を阻害する第三国に対しては、武力を 

以て国策を死守する国家の構造が形成されていたことを意味する。 
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 ウ、戦争善悪論 （1918（大正 7）年 7月 海軍大学校甲種学生時代の議論） 

 『戦争の本質を論ずるに方りては、其の動機、目的、結果等に拘泥して戦争の正否善悪を論議するに熱中する

余り、人類が武器を執りて相殺戮する行為たる戦争の本質如何といふ問題の本質を外れる如き事があってはなら

ない。戦争そのものは明らかに悪であり、凶であり、醜であり災である。然るに之を善とし、美とし、福とする

のは、戦争の結果や戦時の副産物等から見て戦争実体以外の諸要素を過当に評価し、戦争実体と混同するからに

外ならない。而も斯かる評価は勝者の側に限り、為し得られる現象であって、其の勝者と雖も後日同一状況の下

に同一事態を繰り返すの愚をなさぬであらう。…（略）…… 之は戦争を以て漫然と善なりとなすが如き考へ方

が正義道徳に背くのみならず、惹いては容易ならざる結果を国家世界に招来せんとするものなる事を恐れたから

に他ならない。自分の軍縮に関する観念は此の辺に其の出発点を有する。凡そ軍備は平和を保障するに過不足な

き如く整備すべきである。従って限度といふものが存在すべきものである。小に失すれば無軍備よりも却って危

険な事があり大に失すれば其の維持運用に方リ国力これに伴はず、且又他日野心の徒輩が、使用の方策を誤り不

法無謀の事に之を濫用したがるおそれがある。即ち当該国力に適合し、周囲の国際状勢に適応したもので有らね

ばならぬのであって、多々益々弁ずると云ふが如き筋合いのものではない。 

 殊に海軍に於ては、仮令あらゆる他の施策を犠牲にして艦艇の屯数を増加する事が出来たとしても、之に伴ひ

必要とする潜在力を固むるの基礎を築く事能はずして、徒に紙上兵力を実力と誤認しつつ数字的軍備の競争に熱

中する愚に堕するの危険がある。 

 大正八、九年の頃、海軍省軍務局で取扱った諸建制の改革、華府軍縮会議、国際連盟諸会議、寿府三国会議，

倫敦軍縮会議と謂ふ風に、自分は殆ど運命的に軍備の根底に触れる問題の処理にたづさわって来たが、自分とし

ては是等を通じて良心的に仕事に従事する事が出来たと思ふ。後になって考へれば、処世の術としては或は拙劣

極まるものであったかも知れないが、他日一生の総決算をなすに方りて、過去を顧み治乱興廃の跡を静思追憶す

る時、聊かも悔恨の情念を起こすが如き事のない様に務めて居るといふ事は、当時自分の固く信じて疑はなかっ

た所である。専ら海軍を以て威武発揚の具であるとし、且又国内勢力の縄張りとして、自己等の野心を遂げ栄達

を実現するの足場なりと考へる人々からは、「堀の如きに委せると海軍を亡ぼしてしまふ」と悪声を放たれたの

も、無理からぬ事と云はねばならぬ。 

 〇補足（大正 7年 7月 当時の原文：  

「二、自己生存と殺人 人ハ先ツ生キンカ為ニ此ノ世ニ生レタルモノナリ、… 人生ノ第一義ハ生ノ持続ニ 

在ルコト論ヲ待タス、… 人ハ本能的ニ永生ヲ欲スルモノナリ、… 人々ハ只管ニ肉体ノ死ヲ恐ルル 

コト禽獣ニ異ナラス、之レ人ノ本性ナリ、即チ人ハ生ノ持続ヲ欲シ自己ノ消滅ヲ恐ル、… 自己ノ生 

存ヲ欲スレハ同様ニ他人ノ生存ヲ尊重セサルヘカラス、… 自己生存カ殺人ナル罪悪ヲ償フテ余リア 

ルカ故ニ然リトイフニ過キスシテ之カ為ニ殺人其ノモノカ善事ト成リシ訳ニハ非サルナリ」 

（考察３） 

 ａ 堀の戦争論の特色 

・人道的視座に立って、戦争の非人間性を指摘 … 戦争は人間同士の殺戮行為、弱者虐待 

・国際的視点 … 第一次世界大戦前に戦争の違法性を説いている。国際赤十字、仲裁裁判等 

・外交重視（平和的手段による戦争回避）… 後の海軍軍縮条約の成功に全力投球 

・戦争そのものを否定的にみている。… 自衛戦争は容認。… （参考）堀の「膨張論」 （史料 ６） 

ｂ 軍備の限度 ＝ 本土の防衛 ＋ 国際社会の平和維持活動 

    軍備整備の見識の重要性 → 見識・教養を欠く野心の輩の出現と軍事力濫用の恐れ（人間の業） 

 ｃ 数字的軍備の競争の弊 

 ｄ 堀の生き方の一面 ： 聊
いささ

かも悔恨の情念を起こすが如き事のない様に務めて居るといふ事 

 ｅ 「堀の回顧録」から： 「其ノ後、大学校デ又「戦争善悪論」ガ問題トナッタトキ、戦争非善説ヲ立テテ 
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頑張ッタラ、教官巌崎大佐カラ、「君ノ議論ハ徹底シ過ギテ、相手ニ口ヲ開クノ隙ヲ与ヘナイ。或ル教官 

ハ君ノ意見ガ、理屈張リデ消極的ダト云ッテ居タ。又イツカノ答案ニ、平等文明トカイフ様ナ言葉ヲ使ッ 

タ。仏国駐在中ニ思想ガ変ニナッタカラダトモ言ッテイタ。ご注意迄ニ申シ上グ。誤解セラレヌ様ニ気ヲ 

付ケタガ良カロウ」ト云ハレタ」 

 

 エ、第一次上海事変における第三戦隊司令官（呉淞砲台砲撃事件及び七了口揚陸作戦） 

上海事変における第三戦隊の概況：  

（呉淞砲台砲撃事件） 堀第三戦隊司令官が第三艦隊司令長官野村吉三郎の指揮下で服務 

   事変勃発（1932・1・28）後、第一遣外艦隊との作戦調整。2月 2日第三戦隊(3S)編成。 2月 3日 11： 

25、呉淞砲台は第 26駆逐隊を砲撃。3S、「駆逐隊援護ト収容トノ為、40分砲撃開始。我砲隊多ク命中 

ス。（敵砲台ノ）火薬庫ヲ爆発セシメタリ」、「…錨地付近ニ仮伯、各艦ニ信管装着弾増加及長期砲戦準備ヲ 

命シ、…」、「一遣司令官ヨリ 3S司令官及 1FS司令官宛「直ニ呉淞砲台ヲ占領サレタシ」ノ協議アリ」   

2月 4日「錨地出発砲台前ニ向フ。英国軍艦及汽船 3隻碇泊シアリタルヲ以テ転錨ヲ要求シ …、(30駆逐 

隊ト協同砲撃ニヨリ呉淞砲台沈黙)」 

 （七了口揚陸作戦） 堀司令官は、上陸部隊（第 11師団）が安全・完全な上陸を支援する護衛指揮官。 

 

「子々孫々に至るまで斯かる海軍の人となるなかれ。之は昭和七年上海事変の現地において深く感じた所である

として、上海事変は第一遣外艦隊の無分別、無定見により起されたものである。したがって全くの無名の師であ

る。素因すでに然り、次に来たものは平戦時公法の無視蹂躙、兵力濫用の修羅道である。戦果誇張、功名争いの

餓鬼道の展開である。更に同僚排撃の醜悪なる畜生道である。一言にして上品に言ふても武士道の極端なる堕落

である。斯様な場所で友軍と協同して警備に従事せねばならなかったのは自分の不幸なめぐりあわせである。」 

「然れ供自分の第三戦隊司令官として現地における正当の任務は、居留民保護に在る。此の線に沿って行動し、

最善を尽くすの外はない。即ち敢然として公法の遵守、国際慣例の尊重に力める如く幕僚及び部下に命令し、且

之を実行するように指導した。やむを得ずして武力行使に出づる場合と雖も、部下の生命を大切にし、且又無用

の破壊をなさざらん事に努めたのは勿論である。敵の砲台から不意に攻撃を受けた場合にも極めて冷静に事を処

断した。尤も元来が戦闘を予期していたものでなかったから、事前に実用弾に信管を装着して置いたものも僅少

数に過ぎなかったので、一旦錨を揚げ下江して安全の泊地に就き、必要数の弾丸に信管を装着して砲台に近い元

の泊地に帰り、次いで付近在泊の船舶、外国軍艦等に予告を発して、被害の及ばない処に碇場の変更を求め、目

標砲台装備砲の主要機能部の破毀を主眼として射撃を行ふ事にした。先づ試射に於て警告を発し、砲台付近に人

影の見ざるに至って効力射撃を命ずる事にし、一発毎に精確に照準せしめ跳弾又は不規弾が砲台以外の民家地帯

に飛ぶのを極力避けしめた。之は敵の応射裡に行はれたるものなる事は云ふ迄も無い。」 

「事変の急速なる収拾を目的として、自分の計画指導の下に行はれた七了口揚兵作戦の時も、某々等から陸上戦

闘に呼応して艦砲をもってする援護射撃を発令せん事を申し出て来たが、その必要もなく且つ無辜の良民に害を

及ぼさん事を懼れて自分は之を許さなかったのみならず、指定艦に依る江岸堡塁の威嚇砲撃も最小限度に止め少

時にして之を中止せしめたのである。」 

「自分は上海事変に参加して斯かる協同作戦に従事した事を以て一大不快事と感じ、少しも名誉とは心得なかっ

た。帰還してからも、彼の地で精神上に蒙った創痍を更にかき毟る事を欲しなかったので、上海戦争の話は力め

て之をせぬ様にして居たものである。又同僚だった某々等が判り切った虚言を公然と吐いて、自慢話や功名談を

するのを聞いて、其の浅間しさに驚きもし片腹痛くもあったが、自分は是等の斗屑の小人輩と諍ふ様になるのを

厭うて何も云はなかった。後になって事変関係者に対する論功行賞があったが、功績調査に当って居る人々の顔

振れを見れば、其の趨向は略々之を予見する事が出来るので、特に陳情も運動も試みる気にならず、自分は与へ
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られたるものに甘んじて何も云はぬ事にして居た。部下に居た人々には済まぬと思ふ点も無いではなかったが、

自分の信念だけは変えずにやって行く事が出来たのを以て、相せめてもの心遺りとし、満足したのである。」 

（考察４） 

Ａ 堀に対する批判 

（呉淞砲台砲撃事件） 

① 砲台攻撃に慎重な態度をとったことで、艦隊派の一員であり、同第三艦隊指揮下の上海陸戦隊指揮官 

植松練磨や第一水雷戦隊司令官有地
あ り ち

十五郎から卑怯との批難を浴びた。陸兵輸送に当たった第二艦隊司 

令長官 末次信正とも不和。有地は、艦隊派首領の加藤寛治の元で軍令部次長を務めていた高橋三吉が 

第二艦隊司令長官へ転任した際、参謀長として呼ばれている。植松は加藤寛治の私邸を訪ねたり、加藤が 

彼の講演を聴きに行ったりする間柄だった（加藤寛治日記、清水光美「提督達の遺稿上」）。 

② 堀が率いる第三戦隊旗艦（那珂）の航海長の発言：「何等戦闘準備を為しあらずして、周章狼狽、蒼 

惶抜錨逃出せりと云ふ事、航海長の話し」（加藤寛治日記；昭和 7年 8月 12日）のように、同様の堀非難 

の話が広がっていく。  

 （注）広範に流布された噂に対抗して、第 3戦隊司令官は自己の信念に基づく作戦指導の実相と、部内からの 

反発の実相を 1933年 2月 3日付で「上海事変手記」として記録し、岩村精一大佐（海軍省先任副官）に 

提出。その中で、事変勃発の主役を演じた第一遣外艦隊司令部の不見識、第 3戦隊司令部に対する筋違い 

な不満に対する怒りと落胆を記している。そこでは、「例之航海長之話」は尾鰭が付いていることを述べ 

た上で、四項目にわたり詳細な分析を示している。 

「二月十七日 手記 ： 自分はここに上海事件の発端に遡り、又は一遣の行動に対し何等批評をしたり非 

難したりする意志はない。唯呉淞砲台占領に関して、甚面白からぬ言辞を弄するものが一遣司令部内に今 

も尚存在するということを耳にして、一は正史を伝ふる為、一は後日用兵の参考に資する為にここに記録 

し置かんとする所以である。問題は以下の四つ。 

 

（一）呉淞砲台は三日又は四日に直に占領すべきである。占領せざりし為に今日の状態となった。 

（二）上海方面の戦闘のはかばかしく進捗しないのは、呉淞砲台がすててあるからだ。（三）、（四）省略 

 

これらを要するに、「上海今日の状態を招致したことに責任を、呉淞の未占領に転化をせんとするもの」 

「借問したいのは一遣司令部は「呉淞砲台とは何ぞや」につきはっきりした観念があったろうか」 

 作戦面の欠陥 … 呉淞砲台占領せられたし！ 閘北に敵が殖えたが敵兵二千あり！  

占領せば知らされたし！ 友軍に無礼極まる言辞で催促  

地形面で認識不足、誤解 … 呉淞砲台は要塞。長期にわたる建設。占領と撃破は別物 

 

（七了口揚陸作戦（2月 29日―3月 1日）） 第二水雷戦隊（第二艦隊司令官指揮下、井上継松少将（海兵 

32：堀と同期））の神通（岩下保太郎大佐（海兵 37）井上成美の親友）の行動 

「 一
（ママ）

月二十九日夜、呉淞ヲ発シテ七了口ニ向ケ遡江ニ際シ、二水戦ニ対シ面白カラザリシ件 

一、 水先人ヲ留メテ、遡江部隊ニ送ルノ便宜ヲ与ヘザリシコト。寧ロ、抑ヘテ居タトノ印象アリシコト 

二、 遡江ニ際シ、呉淞砲台前通過ノ際、二水戦各駆逐艦ハ、船窓開ケ放シ無警戒ノ状態ニアリシノミナラ

ズ、神通及其駆逐艦ハ、探照灯信号ヲ長時間発送シテ遡江部隊ノ企図隠蔽ヲ邪魔アリ。何度モ之ニ信

号シテ、停止セシメントセシモ効果ナカリキ」        

 

Ｂ 上海事変における堀に対する批判の意味 
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  （注）呉淞砲台砲撃事件及び七了口揚陸作戦において、協同作戦部隊からも、堀に対する反感、批判が続出 

し、むしろ具体的な作戦行動において、堀との作戦調整事項を敢えて拒否する行動に出ていることがわか 

る。二水戦は末次の第二艦隊の麾下であり、司令官井上継松は堀と同期でもあり、長年にわたる潜在的な 

嫉妬や反感があり、末次の直接・間接の対堀反感が浸透していた可能性が高い。 

 

（２） 海軍人事その他情況(昭和 23年 3月稿) 

（注）堀は、1934（昭和 9）年 12月に予備役編入。無念の思いで、海軍を追われる境遇に至った原因を、 

冷静になった後世に伝え、自己の正当性の評価を期待し、参考に供したのではないか。 

 記載内容（ア～ク） ……………… 参照：別添資料「堀悌吉に視点を注いだ海軍内部の確執について」 

 ア、海軍兵学校における成績競争の長所短所 

 イ、堀を中傷する事例の紹介： 

・「其ノ内ニ某々級友カラ「上ノ級ヤ下ノ級アタリノ野心家連中ガ、貴様ヲ邪魔ニシテ何カヤッテル 

ヨ」ト注意シテ呉レルコトモアル様ニナッタ。」 

・筑波時代の艦長（竹内呉鎮守府参謀長））→ 呉鎮の人事会議で、元部下の堀を悪く言う。 

ウ、末次信正について：  

（ア）「自然競争ガ劇シクナリ下品ニナリ、果テハ上官要路ノ家庭ニ迄這入リ込ンデ、所謂台所口運動ヲヤ 

ル者ガアルマデニ墜落スルト云フ様ナコトヲ聞イテ居タ。同県出身ヤ同「クラス」デ結束ヲ固メ、又ハ何 

カノ動機ヲ原因トシ羽振ノ良イ者ヲ中心トシテ党派ヲ結ビ、競争効果ヲ大ナラシメントスルガ如キハ、 

屡々見受ケラルル処デアル。末次信正氏ヲ中心トスル一派モ、其ノ一デアル。末次氏ハ之ヲ牛耳ッテ采配 

ヲ振リ、色々画策攪乱ヲ事トシテ居タガ、軈テ自分モ何時ノ間ニカ、此ノ種ノ級閥・地方閥ニ邪魔ニサレ 

テ来テ居タノデアッタ。…（中略）… 勿論末次氏ト同郷ノ人ト雖モ、自分ノ真ノ友人デ特別ニ好意ヲ持 

ッテ居ル者モ沢山ニ居タ。前原・三戸・仲村・朝枝氏等ノ級友ハ素ヨリ、次ノ級ノ羽仁六郎、其ノ他佐古 

良一・澤本頼雄氏等ハ其ノ人々デアッテ、是等ノ人々ハ終始変ラヌ友情ヲ示シテ呉テ居ル。 

（イ）砲術学校時代の末次 … 末次氏ハ、其ノ謹厳サウナ顔付ト、落チ付イタ態度弁舌ト断定的ナ美辞麗句 

トニ依ッテ、上下ノ信頼・与望ヲ獲得スルニ或ル程度成功シテ居タ如ク思ハレル。末次氏ト自分トノ交渉 

ハ、自分ガ砲術学校ノ普通科学生デアッタ頃ニ始マッタガ、其ノ時分氏ハ砲術学校ノ教官デ、我等ノ射撃 

学ヲ受持ッテ居タノデアッテ、学生ノ間ニモ可ナリ人望ガアッタ。卒業試験ノ節ニハ、自分ノ答案ニ全点 

ヲツケテ呉タモノダ。ソレカラ以後、アマリ接スル機会モナカッタガ、幾年カヲ経テ第一次世界大戦ノ 

頃、自分ガ仏国ノ巴里ニ居タ時、末次氏ガ英国カラ巴里ニヤッテ来テ、自分ニ「仏蘭西ハドウシテ居ルノ 

ダ、サッパリ駄目ヂャナイカ」ト云フカラ、「仏蘭西ハ欧州大陸ノ中心ニ地位ヲ占メ、固有ノ文化ト特殊 

ノ歴史トヲ持ッテ居テ、国民ハ愛国心ニ富ンデ居ル国デアルガ、其ノ国民性ハ卓越セル政治力・経済力ト 

結合シテ強大ナル国力ヲ形成シテ居ル。唯ダ戦争ノ現段階ニ現ハレテ居ルノハ所謂武力デアッテ、ソレハ 

国力ノ総体デハナイカラ、ソンナニ軽ク云ッタモノデモアルマイ」ト答ヘルト「ソレハ間違ッテ居ル。戦 

争トイフモノハ国ノ文化・国民性其ノ他、総テノ力ヲ挙ゲテ行ハレルモノダカラ、総合ノ国力ガ武力トシ 

テ戦争ニ現ハレルモノダト思フ」ト畳ミカケルカラ、「国力ノ如何ハ、戦争終局ン結果ヲ見テ知ルノ外ア 

ルマイ」ト云ヒ返シタラ、青二才ノ癖ニ生意気ダト思ッタカ、機嫌ガ悪カッタ。」 

 （ウ）海大甲種学生時、末次大佐教官の作業課題「日米戦争ニ於ケル菲島ノ戦略的価値」に対する堀の答申： 

  「日米戦争ハ支那問題ヲ離シテハ考ヘラレナイ。戦争避ケ難シトナレバ、争ノ緒ヲ日支間ニ求メ、米国ガ割 

り込ム恰好トナスノ外ハナイ。乃ハチ、日本ハ支那ニ対シテハ征服戦ヲナシ、米国ニ対シテハ持久戦ヲナ 

スコトニナル。之ガ為ニハ、日本ハ国防ノ万全ヲ期シ、不敗ノ対勢ヲ確立セムガ為ニ大陸移転ヲ断行スベ 

ク、而シテ平和ハ日支間ニ之ヲ克復シ、米国ガ之ニ加ハル如ク、外交ヲ指導スベキデアル。コレ以外ニ、 
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本問題ヲ考フルコトハ出来ナイ。此ノ筋デ戦争ガ遂行セラルルトキ、日本ハ大陸ノ物資ニ依存セネバナラ 

ヌ。ソウナレバ菲島ノ価値ハ、自ラ限定サレテ来ル。…（略）…  

    研究会ノトキ末次教官ハ自分ノ説ニ対シ非常ニ不機嫌ソウニ、「ソレデハ、菲島ハ欧州ト日本トノ交通 

線ヲ支配スル戦略要点ニ当ッテ居ルガ、此ノ価値ハ重要デナイトスルノカ」ト問フカラ、「欧州カラノ物 

資輸入ハ多クヲ期待シ得ナイト思フ。タトヒ運輸ノ方策アリトスルモ、米国ガ欧州市場ニ於テ、日本所 

要ノ物資ノ買占ヲヤラヌ訳ハナイ。結局我ガ自由ニナルノハ、支那大陸ノ物資バカリダ」トイッタラ黙ッ 

テ居タ。然ルニ余ノ答案ノ一節ニ、大陸移転ヲ論ジ国防ノ安固ヲ期待スルト同時ニ、帝国ガ「世界ノ日 

本」トシテ大ニ人類ノ福祉増進ニ貢献スルノ旗幟ヲ闡明ニシ、以テ米国ノ標榜スル正義人道ヲ凌駕スベキ 

ヲ説ク為ニ、「余惟フニ、現時我主都ヲ平壌ニ移ストセバ、之ヲ神武ノ東征ニ比スルニ其ノ容易ナルコト 

同日ノ談ニ非ザルナリ。世界歴史ノ殆ンド存在ヲ認メラレザリシ過去ノ二千五百年ヲ再ビ繰リ返サント欲 

スル人ハイザ知ラズ、苟モ民族ノ前途ヲ憂ヒ、世界ノ平和、人類ノ平等文明ヲ理想トスルノ人ハ、先ツ思 

ヲココニ馳セザルベカラズ・・・」ト書イタ其ノ字句ヲ取リ上ゲテ、「堀ハ共産主義ダ、危険思想ダ」ト 

云ヒ出シタ。之ヨリ先、自分ハ仏蘭西カラ帰朝シタ当時ニ西班牙ニ関スル講話ヲヤッタガ、其ノ時西班牙 

ノ現状甚ダ振ハザル所以ヲ説キ、翻テ其ノ国民性ノ勇敢進取的ナルヲ例証シ「西班牙ハ現政府・現社会制 

度ノ下デハ、廃頽ニ向フノミダ。之ガ立テ直シニハ、社会革命ヲ必要トスル」ト述ベタトノ関連サシテ、 

彼レ是レ言ッタモノラシイ 

(注)「帝国ガ世界ノ日本トシテ大ニ人類ノ福祉増進ニ貢献スルノ旗幟ヲ闡明ニシ、以テ米国ノ標榜スル正義人 

道ヲ凌駕スベキ…」（末次教官に対する堀の答案の一節） 

→ 堀は米国の建国理念とその価値を認識し、日本の国策のあり方に一定の見解を持っていたこと 

を示唆している。 

 

 （エ）大学校を出て軍務局員の時代 

第一課長の山梨勝之進大佐は、「其ノ当時ノ局員デアル古賀氏ニ、「堀君ガ思想上オカシイト云ッテイル 

人ガ居ルガ、君ハドウ思フカ」ト聞イタノデ、古賀氏ハ「堀サンハ昔カラヨク知ッテイマスガ、ソンナコ 

トハアリマセン。冗談デショウ」ト返事シタコトヲ後ニ聞イタ。尤モ其ノ前ニ佐古良一氏ガ、山口県出身 

者ヨリ成ル同裳会アタリデ聞イテ来タモノト見エ、古賀氏ニ「堀ハ共産主義ダト云ッテル者ガ居ルガ、 

ホントウダロウカ」ト心配ソウニ云フノデ、古賀氏ハ「ソンナ馬鹿ナコトガアルモノカ」ト云ッタコトモ 

アルソウダ。末次氏ハ、山下源太郎大将ヤ加藤寛治氏ナドニ取リ入リ、之ヲ利用シテイタ。殊ニ加藤寛治 

氏ヲ煽テ自己ﾉ意志ヲ遂ゲルニハ、独特ノ巧妙サヲ有シテ居タ。自己ノ上席ニ居テ出世ノ邪魔ニナル様ナ 

人ヤ、後進者デモ自己ノ地位ニ危険ヲ来スノ虞アルモノヲ、謀略ヲ以テ次ギ次ギト叩キ落シテ居タガ、山 

梨氏モ其ノ邪魔者ノ一人デアッタト見エテ、事アル毎ニ色々ト悪声ヲ放ッテ居タ。自分ハ其ノ山梨第一課 

長ノ下ニ局員トナリ、井出軍務局長・加藤友三郎大臣ノ方針ニ従ッテ種々革新政策ノ実現ニ努メタガ、… 

（略）…広汎ニ亘ッテ大改正ヲ断行シ、大ニ新時代ノ要求ニ適応セシメテ人心ヲ刷新シ、同時ニ八八艦 

隊計画遂行ニ伴フ諸般ノ準備整頓、海軍航空隊ノ基礎確立ニ潜心努力シタ。是等ノ新制度ニ対シテハ、其 

ノ当時ニハ誰モ文句ヲ云ヒ得ナカッタモノガ、後ニナテ加藤友三郎大将ガ此ノ世ヲ去ルニ及ビ、急ニ彼レ 

是レ云フ者ガ出テ来テ又ガヤガヤ騒ギ出シタ。大角氏ノ如キモ次官ニナッタトキニ、アノ加藤・井出時代 

ノ諸制度ハ皆悪イノダカラ元ニヘエセバ間違ヒハ無イ、ト放言シテ居タト云フコトダ。 

 （オ）華府会議 

華付会議デハ、加藤海軍首席随員ノ一行トテ又山梨大佐ノ下ニ仕事ヲシタ。末次氏モ全権随員一行中ニ 

在ッタガ、如何ナル議論ニ於テモ、自己ノ立場ヲ織リ込ムコトヲ忘レナカッタ。他人ノスルコトニ対シテ 

ハ一応ハ反対的口吻ヲ以テ批判シテ置キ、決定シタアトデ本格的ニ悪口ヲ言フノヲ常套手段トシテ居ル様 
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ニ見受ケタ。偶々自己ノ意見ヲ強引ニ通ス様ナコオガアッテモ、之ニ依ッテ起ル結果ニ対スル責任ハ巧ニ 

他ニ之ヲナスリツケテ居タ。   

 （カ）軍務局長の時代 

    昭和四年九月自分ハ左近司中将ノ後ヲ承ケテ海軍省軍務局長トナッタ。其ノ中間ニハ「クラス」アッ 

テ、左近司氏ノ後釜ヲ狙ッテ居タ者モ相当ニ多カッタト思フガ、夫等ヲ飛ビ越エテシマッタノダ。上ノ級 

デ鎮守府ノ参謀長ヲヤッテルノハ良イ方デ、マダ艦長ヲ勤メテ居ルモノモアル。夫等ノ者ノ感情ガ、羨 

望・嫉妬・憎悪ト進ンデ来タノモ凡夫ノ世界ニ在リテハ無理モナイコトダッタ。又無論表面的デハナイ 

ガ、「クラス」ノ内輪同士カラノ排撃ヤ競争モ暗々裡ニ始マッテ居タコトハ否定出来ナイ 

    自分ノ軍務局長時代ハ所謂倫敦会議時代ダガ、時ノ次官ハ又山梨中将デアッタ。末次中将ハ軍令部長加 

藤寛治大将ノ下ニ次長トシテ帷幄ノ府ニ立テ籠リ、此ノ機会ニ於テ宿敵山梨氏ヲ蹴落サントシ、同時ニ末 

次氏ノ周辺ニハ余等ヲ排除セントスル者共ノ一派ガ集マッテ来テ居タ。凡テノ騒乱変動ハ殆ンド此ノ辺ヲ 

出発点トシテ居ル。陋劣陰険ノ奸手段ヲ用ヰテ新聞記者ヲ買収シ、御調子者デ芝居気ガ多イ加藤大将ヲ扇 

動シテ、東郷元帥殿下ヲ渦中ニ引キ込ミ風無キ所ニ波瀾ヲ捲キ起シ、某々海軍先輩ノ財部大将ニ対スル反 

感ヲ利用シテ諸種ノ論議ヲ醸成セシメ之ヲ政治上ノ駈引ノ種トシテ政党ニ売リ込ミ、所謂統帥権問題ト謂 

フ様ナモノヲ拵ヘ上ゲテ国中ヲ騒ガシ、後日国家ノ大患ヲ来スベキヲ悟ラズシテ、唯ダ自己等ノ立場ヲ造 

リ固メルニ汲々トシテ居タ。 

    当時末次氏ハ鼻孔出血デ時々休ンダコトガアルガ、其ノ間ニ加藤軍令部長ガ納得シテ丸ク納マリカケテ 

居タ事柄モ、末次次長ガ出勤スレバ直ニ変更セラレ紛擾ノ種トナルトイフ如キ事実ハ一再ニ止マラナイ。 

余等ハ彼等ノ遣リ方ニ悩マサレ、而モ彼等ノ勝手ナ捏造ニカカル批難ノ的トナッテ居タガ、邪ハ正ニ勝テ 

ズ、加藤軍令部長ノ後ヲ継ケル谷口尚真大将ノ正義観ヨリ出発セル惨憺タル苦心・努力ノ奏効スルアリ、 

且又山梨中将ノ所謂「プロヴィデンス」（摂理）ノ現存スルアッテ、兎モ角其ノ侭ニ納マリ、国家ヲ国際 

的危急カラ救フコトヲ得タノデアッタ。併シナガラ悪宣伝トイフモノハ事実ノ有無ヲ突キ止メル処マデ行 

カナイデモ効果ハ充分ニ挙ガルモノダカラ、「当局者ハ軍縮対策ヲ失敗シタ」トイフ概念ダケハ徐々ニ残 

サレテ居タノデアル。 

    其ノ頃航空本部長ヲシテ居ル安東昌喬等ガ、鋭意航空界刷新ニ邁進シテ居タ山本ヲ邪魔ニシテ、寿府 

ニ行ク永野全権ノ随員ト云フコトニシテ航空本部カラ外ニ追ヒ出サウトシタトキ、自分ハ古賀氏ト共ニ進 

退ヲ賭シテ大ニ山本擁護ニ力メテ居タ処、恰モ過去ノ積悪露顕ニ及ビ安東ハ西崎・服部等ト時ヲ同ジウシ 

テ急ニ現役ヲ退クコトニナッタガ、安東ハ中村良三・末次信正・高橋三吉ト共ニ加藤寛治ノ四天王ト云ハ 

レタ者デアッタカラ、彼等一派ノ者ガ当路ニ居タ自分等ニ対シ更ニ新ニ一ノ恨ヲ加ヘタノモ無理ハナイ。 

 （キ）上海事変 … 昭和六年末ニ第三戦隊司令官ニ更迭シ翌七年初頭ノ上海事変ニ従軍シタガ、現地部隊ノ 

失策不覚カラ飛ンデモナイコトニナリソウダッタノヲ、苦心シテ国際問題ニ拡大スルヲ避クルニ努メタ処 

ガ、塩沢ヲ担ダ山縣正郷・有地ト同穴ノ白石萬隆等ガ、恰モ上海ニヤッテ来タ第二艦隊司令長官ノ末次氏 

ノ一派ト一所ニナッテ、自己ノ非ヲ蔽ハンガ為ニ、又ハ自己ヲ宣伝センガ為ニ、第三戦隊ノ行動ニ彼是ト 

陰口ヲ叩キ、其ノ後第三戦隊ノ計画実施シタ七了口ノ陸兵揚陸ガ見事ニ成功スレバ、之ハ第二戦隊司令官 

ノ指揮ノ下ニ行ハレタノダト云ヒ立テ、他人ノ功ヲ奪ハントスルガ如キ卑劣行為ニ出テ、其ノ他アラユル 

奸策デ世間ヲゴマカシテ、逆ニ余等ノ悪声ヲアゲタ。東京ニ在ッテ此ノ話ヲ聞キ絶好ノ餌食トシテ之ニ飛 

ビ付イタノハ教育局長ノ寺島健デ、コレハ其ノ後軍務局長ニナッタ者ダガ、一派ノ者ノ言フコトヲ其ノ侭 

受ケ売リシ尾鰭ヲツケテ、金棒ヲ曳キナガラ鎮守府ナドニ迄歩キ廻ッテシャベッテ居タ。次ノ「クラス」 

ノ者デハ有地十五郎ヤ植松練磨等ガ何ノカノト云ッテ居タ相ダ。勿論人事局長ヲシテ居タ阿武ガ末次 

ノ意ヲ承ケテ種々画策シテ居タコトハ云フマデモナイ。七年ノ夏頃ニ罹ッタ腸ノ病気ハ、タトヒ全快シタ 

トハ云へ激職ハドウダラウトイウ理由に依リタルモノカ、七年末ノ人事異動ニハ、比較的閑職ト見做サレ 
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テ居タ第一戦隊司令官トナッタ、在京中ニ世説ノ誤謬甚シキニ愕キ、大角大臣ニ上海ノ真相等ニツキ話シ 

タトコロ、大臣ハ「御心配無用、其ノ辺ノコトハ自分ガ一番ヨク知ッテルカラ」トイフ様ナコトヲ言ッテ 

居タ。第一戦隊ノ勤務ガ何トナク淋シクテ面白クナカッタノモ当リ前ノコトデアル。 

 （ク）同年秋ノ大演習 … 第三戦隊ガ主力ニ合シテ敵ヲ挟撃スルノ命令ヲ受ケタコトガアッタガ、其ノ時、 

敵ノ現位置カラ判断シテ日ノアル内ニ決戦ニ間ニ合フ見込ガナク、ソレニ全速力ヲ使用シテ行ケバ燃料ガ 

ツキテ途中ニ立往生トイフ羽目ニナルノデ、速力ヲ加減シナガラ航行シ敵ヲ補足シテ夜戦ヲ強行シ、尚翌 

朝黎明ノ決戦ニ応ズルヲ最良ト考ヘテヤッテル内ニ、間モナク其ノ日ノ午後二時頃ニ演習中止トナッタモ 

ノダガ，皮相ニモ中止時ノ状勢ノミヨリ見テ此ノ時第三戦隊ハ何故ニ最大速力ヲ用ヒナカッタカトイフ点 

ニ関シ充分ニ研究考慮スルコトモナク、唯ダ漫然ト「第三戦隊ノ行動ハ敏速ヲ欠イデイ居ル」ト高橋三吉 

アタリヨリ大袈裟ニ言ハレ、遂ニ「堀ハ考ヘスギテ物ヲヤルカラ機ヲ失シテ判断ヲ誤ルノダ」ト云フコト 

ニ取リ成サレ、後日殿下ノ口カラ｢堀ハ実施部隊ノ指揮官ニハ不適当ダ｣トイフ様ナ言葉ガ出ル迄ニナッテ 

来タ。………（略）……… 正月頃、新人事局長小林宗之助氏ノ来訪ヲ求メ、軍縮ノ時ノ真相、上海ノ事 

実其ノ他ヲ色々話シタガ、小林ハ「実際ハソウカモ知ラヌガ、皆ソウ考ヘテ居ナイカラ六ヶ敷イ」ト云フ 

カラ「ソレダカラ君ニ言フノダ」ト云フテ置イタ。 

 エ、山本五十六 … 間モナク妻ハ心配ノ余リ強イ神経衰弱症ニカカッタガ、色々ト手ヲ尽シテ治療ヲ加ヘ 

テ居タトキ、山本ガ艦隊カラ帰京シテ来訪シテ呉レタ翌日カラ拭フガ如クニ全快シタ。山本ハ余ノ立場ヲ 

憂慮シテ種々奔走シテ呉レタガ、其ノ内自分ハ大演習中鎮海要港部司令官代理ヲ仰付カッテ鎮海ニ行ッ 

タ。自分ノ演習中ニ山本ハ倫敦ノ軍縮予備交渉ニ帝国代表トシテ行クコトニナッタガ、出発ニ莅ミ殿下 

ニ対シ「重大任務ヲ帯ビテ外国ニ使スルモノニ取ッテハ、内地ニ於ケル大方針ノ確乎不動タルコトガ一 

番心強ク思ハレルモノデアルガ、幸ニ聡明ナル殿下ヲ始メ幹部各位ノ厳乎トシテ居ラレルアリ、自分ハ安 

心シテ出発スルコトガ出来ルノデアル。ドウカ此ノ上トモ後顧ノ憂ノナイ様ニシエ戴キタイ。唯心ニカカ 

ルコトハ一部人事ノ不明瞭ナル点ナルガ、例ヘバ同「クラス」デアル堀・塩澤ナドニツイテモ甚シキ誤説 

ガ世上ニ流布サレテ居ル。自分ハ堀ニツキ当時ノ幕僚其ノ他直系ニ在リタルモノニツキテ聞キ糺シテ見レ 

バ、世間ノ流説トハ全然反対ナルコトヲ慥メ得タノデアル。是等ノ所点御賢察ヲ御願ヒスル」トイフ主旨 

ヲ申上ゲルト殿下カラ「ソレ等ノ点ハ良ク判ッタ、安心シテ出発スル様ニ」ト云ハレ、大角大臣ニモ其ノ 

話ヲシタラ「殿下ガソウ云ハレタカ、ソレハヨカッタ」ヨ嬉シ相ニ云ッテ居タソウダ。大演習中統監乗艦 

ノ比叡ガ鎮海ニ入港シタ時嶋田ハ殿下一行トヤッテ来テ、山本ガ殿下ニ申上ゲタ覚書ヲ余ニ示シ「俺モ 

殿下ニ申上ゲテ工作中ダ」ト語ッテ居タ。其ノ内十月九日附ノ手紙ガ塩澤カラ来タ。「君ハ本年末ガ最モ 

危険ノ状態ニ置カレテアル」トイフ内容ノモノダッタ。自分ハモウ致方ナシト覚悟シタ。……（略）… 

 大演習部隊ハ大阪ニ集マッテ歓兵式ヲ行ッタガ、大阪ノ宿屋デ塩澤ニ会ッタトキ、其ノ話ニ「自分ハ大 

演習第二期審判ヲスマセテ東京ニカヘッタ時ニ吉田カラ、山本ガ出発前ニ君ノコトデ色々尽力シテ殿下・ 

大臣ニモ申上ゲ、尚嶋田カラモ殿下ニオ願ヒシタ筈ダト聞イタノデ、早速小林(人事局長)ニ様子ヲ聞キ、 

且ツ吉田カラ聞イタ話ヲシタラ、小林ガ『ソンナコトヲシテハ、殿下ハ非常ニ困ラレルダロウ』ト云フノ 

デ、早速嶋田ニ其ノコトヲ通知シタガ、嶋田ハ怜悧
れ い り

ダカラ直グ殿下ニ『堀ノ件デ申上ゲタノハ取消シマ 

ス』ト申上ゲテシマッタ次第ダ」。又別ニ耳ニ挟ンダ話ダガ、色々ノ事情デ枝原ガヤメルコトニ成ナッタ 

ノデ長谷川アタリカラ、ソンナラ堀モヤメサセロト云ヒ出シタモノダソウダ。尤モ長谷川ガ次官ニナルト 

キ、加藤大将カラ堀ヲ復興サセヌ様ニシロト云ハレテ居タトイウコトデアル 

 オ、加藤寛治大将 … …（略）……加藤寛治氏ハ華府会議ノトキ一所ニ行キ、又陸奥艦長時代ノ直属司令長 

官デアリ特ニ親シクシテ居タガ、元来悪人デハナイ。唯賑ヤカナ事ノ好キナ威張ッテ見タイ自惚心強大ナ 

ル稚気満々ノ野心家デアル。末次ヤ高橋三吉等ニ操ラレテ踊ッテ居タニ過ギナイ。末次氏ガ何カノ時ニ 

「将軍ニウッカリ言フト、スグ白鉢巻ダカラ気ヲ付ケナクチャ」ト云ッタノヲ記憶シテ居ル。向フ見ズニ 
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人事ナドニ強引ニ口ヲ出シ幅ヲ利カセテ居タ処カラ、部下ヲ可愛ガル親分肌ノ人ト思ハレ、如何ハシイ輩 

ガ其ノ周辺ニ集マッテ御機嫌取リヤ排撃・陥穽
かんせい

ヲ事トシテ居タ。之カ為ニ部内一般ノ空気ヲ悪化シ人身ヲ 

墜落セシメタコトハ夥シイモノダ。又加藤親分ニ頼ッテ居レバ大丈夫ダト思ッテ居タ虎ノ威ヲ借ル狐共 

デ、時ガ来レバ弊履ノ如ク棄テラレテシマッテ恨ンデ居タモノモ少ナクナイ。 

    加藤大将晩年落魄シテ死ヌル少シ前ニ、山梨大将ヲ態々千歳船橋ノ田舎マデ訪ネテ行キ、長イ間シンミ 

リト話シテ帰ッタソウダガ、コウナルト末次氏ヲ首メトシ、昔集マッテ来テ居タ連中モ近ヅカナイシ、淋 

シカッタロウト思ハレルガ御本人善心ニ立帰ッテ居タカドウカハ知ラナイ。考ヘレバ憎ム価値モナイ気ノ 

毒ナ人デアル。 

 カ、小林躋造大将 … コレハ小林大将ノ話ダガ、小林大将ハ小林宋之助ニ「堀ヲヤメサセルトイフ話ヲ聞 

クガ、ソンナコトヲシテハ大変ナコトニナルカラ考へ直ス様ニシタラドウダ」ト云ッタソウダガ、ソレモ 

ソレナリニナッテシマッタ。又小林大将ハ「僕ハ堀君ヲヤメサセルト主張スル本源ハ殿下ニ在ルト思フ」 

ト云ッテ居タ。殿下ノ背後ニ加藤寛治ガアリ、其ノ下ニ末次・高橋等ガ居ルノハ勿論ダ。 

 キ、大角岑生海相 … ……                             （史料 ７） 

 ク、塩沢幸一の堀宛の手紙 ………                          （史料 ８） 

 〇進級会議（参考：渡辺滋「堀悌吉中将の失脚について」日本古書通信 21018・9 第 1070号） 

   堀の運命を決定した「進級会議」… 「海軍武官進級令（大正 9年勅令第 58号）」 

     海軍大臣を議長、海軍軍令部長、各司令長官から構成され、毎年一回、人事局案を基に審議決定 

  ・1933年 11・2―4 堀への処遇： 中将昇任に伴う第一戦隊司令官解任 

       会議委員： 大角（議長）、伏見宮、小林躋造、末次信正、今村信次郎、野村吉三郎、中村良

三、左近司政三、百武源吾 

  ・1934年  …  堀への処遇： 予備役編入 

       会議委員： 大角（議長）、伏見宮、末次信正、高橋三吉、今村信次郎、永野修身、藤田尚徳・ 

米内光政、百武源吾 

  （注）大角海軍大臣の決断の内情？ ………… 

                    

８ 総合考察 

（１） 堀が生きた時代 国家概成～海外進出と躓
つまづ

き～海軍力増勢～軍縮と後遺症～暴発と展開 

参照：「堀悌吉の略歴」 Ⅰ    Ⅱ        Ⅲ    Ⅳ      Ⅴ  

（２） 堀の主要な事績 

ア、海軍軍縮（軍備問題：ハードウェアー）  

ａ ワシントン軍縮 … 国家財政の救済、建艦競争自体のもつ危機、対米関係改善、日本国力破 

綻の危機、政治優先主義、軍事力の防衛方針の徹底、堀の戦争観等から、加藤友三郎全権の 

信頼のもと、国内外に日本側の主張を策定・説明支援。 → 部内に不満は潜伏するも、補 

助艦の強化に関心が移る 

    （注）ワシントン軍縮後 ： 国際協調外交と海軍縮小（ただし補助艦競争）の時代へ 

      「軍備制限研究委員会」の研究結果 ＝ 海軍の本務は「本土の防衛（海上交通線擁護）」 

ｂ ロンドン軍縮 … 両全権（若槻・財部）の確執・分裂、随員間との不協和音、財部のリ-ダー 

 シップ問題、統帥権問題の解決等に、山梨次官を積極支援 → 特に海軍省の中核たる軍務 

局長堀個人に対する強硬派の反感・憤懣… この段階では、堀に人事的制裁の決定打を欠く 

（注 1）対米 7割（八八艦隊・西太平洋制海）を巡る艦隊派、条約派の解釈の本質的な相違 

  艦隊派 ＝ 政治・外交に対する根深い不信。対米 7割海軍を建設維持 → 国防が達成！ 
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条約派 ＝ 政治・外交に理解と信頼を置く。対米 6割が受容できる。→ 国防が達成！ 

常識的なセンスが機能する安定した環境 ＝ 政治優先主義の海軍は、条約派の勝利を意味。 

（注２） 統帥権干犯問題は、往年の海軍省主導の軍備起案権が軍令部に対等に存在するとの新解釈 

艦隊派が抑えられた理由は、軍備問題では、現実の切迫した危機感が得られにくい。 

イ、 第一次上海事変（部隊運用：ソフトウェアー） … 海軍内は、満州事変に次ぐ上海事変の切 

迫した危機到来により、艦隊派が活性化する機会を得た。堀は、第三戦隊司令官。 

   → 上海事変は、艦隊派が自派の主張を通す好機を提供し、条約派排除の触発剤・加速剤。 

 

（３） 堀（条約派）の思想・論理 

ア、 堀の戦争観： 少尉候補生の時代に体験した露艦沈没の実相（悲壮・悲惨）＝「戦争は悪」 

戦争の本質と戦争の二面性に対する論理的解釈。→ 戦争回避の対応姿勢の貫徹へ 

イ、 軍縮への対応： 八八艦隊建設に伴う国家経済の救済、戦争回避、国際協調に対する深い 

洞察によって得られた理路整然としたものであり、敵対的に軍備増強を企図する強硬派の思

考とは大きく異にした。                        （史料 ９） 

 ①海軍の任務は、本土防衛・交通線保護、台湾以北の海域 

 ②複眼的・多様的な発想、高い見識 

ウ、 膨張論： 侵略的な膨張ではなく、平和的・経済的膨張を主張し、植民地支配を否定的観測 

但し、堀の国策に対する当時の受け止め方は限界あり 

    エ、堀は遠洋航海、仏留学、国際連盟、海軍省、艦隊勤務等を通じて、高い教養・常識。 

（４） 艦隊派の思想と論理 

ア、艦隊派と日本の国家体制の関係 

軍縮によって海軍力が削減されたことは、国家の主権と権威が脅かされ、日本の国策遂行に重 

大な影響（対日干渉）が出るとの解釈のもとに対米 7割海軍の建設を画策したといえる。 

＝ 帝国国防方針、国策等に背馳するものとはいえない。国策、国家の体制に問題がある？ 

イ、艦隊派が主導権を掌握するための条件 

 平常時ではなく、国家的な危機の招来を要す。 

 政府・外務省に対する強い不信感 ＝ 浜口総理・幣原外相への潜在的不満  （史料 10） 

（注）国家的な危機を利用→ 軍備増強の見解を政治問題化させる。論理的思考や説明を要せず。 

（断定的な美辞麗句を以て誘導。純粋な若者には人気を博す。謀略の介在） （史料 11） 

ウ、艦隊派の思考の特質 

ａ 艦隊派の巨頭末次、石川信吾ら（理論家） ＝ 艦隊司令長官、海軍部内、マスコミや主要 

都市の講演等を通じて見解を広める。先に「結論ありき」で、軍縮の危機を煽り、断定的で 

論証を欠き、美辞麗句。相手の情緒・感情に訴え、論証より、持論の軍拡の必要を説く。 

（演繹的思考であり、狭隘な視野、軍事一辺倒の危険性、血気盛んな若者に受けがよい） 

① 戦争、軍事力、海軍の本来のあり方、政軍関係、相手国の考察等の根本命題に対する考察を 

回避。論が浮足立ち、見たいものしか見ない。非専門分野に、浅薄な知見で論を張る。 

＝ 逆襲回避のため、堀を危険思想（共産主義者等）と呼ぶ？  

②  条約派に論理的に太刀打ちできない弱さゆえ、まず海軍内に完璧な指揮官像を体現。 

   海軍内のカリスマ性獲得。併せて危機を招来して世論を煽り、条約派一掃の画策、謀略を弄す 

ｂ 大角岑生海軍大臣の対応について 

①海軍からの堀排除の決定打は進級会議の結果。議長大角岑生海軍大臣の責任大。 
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②大角の人物像： 加藤寛治に海軍大臣にしてもらった以上、強硬派の見解を取るに至る。 

ロンドン軍縮問題に際し、末次らによる堀排除の画策及び伏見宮、東郷元帥の影響が無視 

できず。最終的に堀の首切りに周章狼狽し、攪乱 … 大角の人間的弱さが見える。 

（５） 堀の排除の経過 

堀の優秀性は、即海軍大臣や海軍大将を保障するものではなかった。以下、堀排除への経緯。 

ａ ロンドン軍縮前の段階 ： 堀は、階級や配置等の地位にかかわりなく、妥協なく、筋 

論・正論を吐露し実行。しかし、それは関係者の感嘆・感服させても、それだけ 

では組織排除には至らず。堀を許容するリベラルな寛容さが海軍内に存在 

ｂ ロンドン軍縮対応の段階 ： 艦隊派は堀が海軍に与えた損失（軍縮）が許しがたいと 

受け止め、その怒りと不満を、それまでの堀個人に向けられていた嫉妬に結び付け、 

末次らによる条約派排除の画策を促し、その路線が固まったのではないだろうか。 

（６） 堀が上海事変において総括した言質・言行録の意味 

堀は軍人でなければ気づかない、軍、戦争、平和、軍の部隊運用、国際公法、軍人の倫理観等の 

本質を深く探求し続け、その蓄積を熟成させた逸材。堀は平常時から明確かつ不動の信念（中 

心軸）を蔵しており、眼前に展開される現実の違いに鋭い批判。（上海事変時に集中：用兵面） 

ａ 「平戦時公法の無視蹂躙」…  

ｂ 「兵力濫用の修羅道」…  

ｃ 「餓鬼道の展開」…  

ｄ 「同僚排撃の畜生道」… 海軍内の条約派・堀排除のための人事工作の醜態批判 

ｅ 「不幸なめぐりあわせ」 … 軽薄な海軍軍人に対する批判 

ｆ 「無名の師」 … 事変全体のもつ歴史的負債への理解がないことへの批判 

（注１）人間・社会の本質、戦争の本質に対する同僚の無関心・見識の欠如を批判 

（注２）堀は、「処世の術としては或は拙劣極まるものであったかも知れない」と自戒するほど環境 

に妥協ない武骨ものであったという面が免れないだろう。しかし、それは、日本の国家の 

ために真に必要な武人であり教養人ではなかったか。その堀の真価が理解できない艦隊派 

（末次・加藤・伏見宮・高橋・大角ら）は、海軍を結局、私物化していたのではないか。 

 

（７） 堀悌吉研究に見る近代史における今日的意味 

ア、 堀が残した主要な資料の意味 … 軍縮・上海事変に関し、後世の誤認を糺し、当時の海軍

部内の確執・醜態を開陳し、健全なる海軍の運営の参考に供するということではないか。 

イ、 安全保障問題は、いつの時代も、国家の最重要テーマである。 

堀の戦争観、軍備観、人間観の価値 … 戦争を回避しつつ相手国、関係国との良好な共存

共栄の関係を維持し、国家の発展・繁栄を！ （海外進出は侵略的でなく平和的・経済的） 

ウ、トップ・リーダーの見識 … 組織として如何なる見解・哲学を持つべきか？ 

→ 組織内の不穏な兆候や芽を即時に抑制できる。組織の為か、組織を利用しているか？ 

エ、 求められる資質・知見 … 専門性と教養のバランス  

オ、優秀人材の保護育成の体制（堀は守護神が海軍内にいたか？） 

カ、国家的危機の到来に備えての配慮事項 

   危機の到来は、組織内に強硬派が蠢動する好機 … 組織の健全さを維持する危機管理を！ 

（注）都合の良いイエスマンを周辺に招致・配置する危険 

→ 「異議を唱えなければ独裁が始まる！」 ＝ 教養に富み常識的な組織を！ 


