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軍レベルの指揮 

－ビルマにおけるスリム将軍と第 14 軍－ 

 

ブライアン・ボンド 

 

スリムは第 2 次大戦における英国の最高ではないにしても最高クラスの将軍と目され

ている。モントゴメリーを最高とみる歴史家もいる。彼は北アフリカ、イタリア、北西

ヨーロッパの 3 戦場でスリムより長い間指揮をとった。一方、スリムはより明白で屈辱

的な敗北のあと、指揮をとった。作戦地域は高い政治的優先順位を持たず、地理、気候、

兵站の条件は想像できないほど悪かった。 

スリムが個人的にモントゴメリーよりも尊敬されていたことは疑問の余地がない。後

者は「モンティ」の名で有名だが、スリムは優秀さを表わす軍隊用語の「アンクル・ビ

ル」の愛称で親しまれていた。モントゴメリーが高飛車な指導者あったのに対し、スリ

ムは説得力があった 1。スリムはがっちりした体格、いかめしい容貌、突き出たあごな

ど、根っからの軍指導者のようにみえた 2。シンガポールで降伏したパーシバルの痩せ

型で優雅な容貌とは対照的であった。スリムの体形は真に際立った性格を反映していた。

彼は謙虚さと自信を兼備し、インド兵、英本土兵、植民地兵の異なる気質と性格を理解

し、彼らすべてに人気があった。 

第 2 次大戦のイギリスの大戦略においてビルマは第 2 戦線とさえ言えない。実際にマ

レーと並ぶその低い優先順位が 1941 年後半と 42 年前半の敗北の速さと厳しさの理由で

あった。米軍（特に空軍）の支援がなければ、ビルマの奪回は考えられなかった。それ

でも米国の戦略的関心は本質的に蒋介石への兵站および軍事支援にあり、英国の植民地

奪回は二の次であった。その結果、恐るべき地形を通る北から南への攻撃を試みること

が可能かどうかは戦争の末期に至るまで確かでなかった。  

ダンケルク、英国諸都市への猛爆撃、劇的な一進一退がつづいた北アフリカ戦線（ロ

ンメル将軍が名声を博した）、最終段階のノルマンディからバルチックへの進撃に比べる

と、1942 年の屈辱的な敗北の後のビルマ戦線はマスコミの注目を引かなかった。このた

め、インドとビルマの将兵は無視された戦場の「忘れられた軍隊」だと感じて憤慨した。

1943 年からこの地域の総司令官に就任した華麗で大衆受けするマウントバッテン提督

はこのような認識を変えようとしたが、国民の間で有名になったのは同提督の名と 1944

年の飛行機事故で死亡したチンデット部隊の風変わりな指導者、オード・ウインゲート

                                                 
1 G.D. Sheffield (ed.), Leadership and Command; The Anglo-American Military Experience since 
1861 (London: Brassey’s, 1997), pp. 10-11, 126. 
2 John Smythe, Leadership in War, 1939-1945  (Newton Abbot: David & Charles, 1974) p. 221. 
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少将であった。 

ウインゲートは第 1 次大戦の T・E・ローレンスに匹敵する。彼の行動と問題の多い

個性は、ローレンスがアレンビイに対してそうであったように、スリムの業績をかげ薄

くみせた。アンダーソンがその著書のなかで指摘したように、スリムは「チャーチルの

将軍達」の 1 人となった。すなわち戦争末期に英国の戦争指導者として個人的に知られ、

尊敬されるにようになったのである 3。英国の将軍の名声に関する権威であるバシル・

リデル・ハート卿は、『第 2 次大戦史』4 の索引の中でモントゴメリーを 56 回引用した

が、スリムは 10 回にとどまった。しかも、モントゴメリーに関する記述の多くは連続

数ページに及んでいるためその差は一段と大きい。 

第 2 次大戦後においても、スリムは 1948 年に陸軍参謀総長（Chief of the Imperial 

General Staff）に昇進したにもかかわらず、知名度が低かった。映画「ビルマの勝利」

に登場したとはいえ、マウントバッテンとウインゲートの特異な性格と偉業に押され

て大衆の間には知られなかった。1956 年にスリムの自叙伝、『敗北から勝利へ』が出

版され、事情が一変した 5。この著書は彼の謙虚さと威厳を示しながら複雑な事例を克

明に解説している。指揮官がこのように多くの誤りを認め、成功の原因を他人に帰し

た例は稀だ。この謙虚さと控えめな記述は一部で評価されなかったが、スリムは軍の

英雄として称えられた。その後、公式のビルマ戦史はウインゲートをこき下ろし、勝

利の原因はスリムにあったと述べた。1969 年のジェオフレー・エヴァンズ卿（師団長

の 1 人）の研究と、1976 年のロナルド・レビン（著名な歴史家）の論文は彼を手放し

で賞賛した。レビンは、スリムが孫子の「天性の名将」（永遠に輝く将軍）の崇高な地

位に値すると判断した 6。 

成功した将軍と、戦史を学ぶ者にとっての教訓がここにある。すなわち、タイミング

よく巧に書かれた回想録は名声を作り、高揚するというのがそれである。例えば、米国

のグラント、T・E・ローレンス、モントゴメリー、グーデリアンの影響力を考えよう。

ロナルド・レビンの著書によると、スリムは戦前から文筆に関心をもち、ペンネームで

多くの書籍を出版している。また、スリムは（やはりグラントのように）「影の指揮官」

でもあった。決して無情ではなく、繊細な神経の持ち主であり、自らを反省し、何事に

も疑問を抱くタイプであった。彼の元部下（チーフ・エンジニア）は「スリム将軍の性

格のなかでも温和さ、緊迫したなかでの礼儀正しさを忘れることはできない。彼の沈着

さは無神経からくるのではなく、人間的な自制によるものだ」とレビンに語った 7。 

                                                 
3 John Keegan (ed.), Churchill’s Generals  (London: Weidenfeld & Nicllson, 1991), pp. 298 -322. 
4 Basil Liddell Hart, History of the Second World War (London: Cassel, 1970). 
5 Duncan Anderson in Churchill’s generals , pp. 298 -300. 
6 Ronald Lewin, Slim; the Standardbearer (London: Leo Cooper, 1976), pp. 190. 
7 Ibid., pp. 45, 50, 194. 
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スリムの指揮官としてのキャリアは 1944～45 年の輝かしい勝利で頂点に達した。そ

のうえ彼は最も成功した軍指導者と同様に幸運に恵まれた。当時の将軍達とは異なり、

ウィリアム・スリムは低い中産階級の出身であった。彼の父はバーミンガムで金物屋と

して成功した。「ビル」スリムは 1891 年に生まれ、奨学金を受けて初等中学に通った。

彼は軍の歴史に興味を持ったが、金銭的、社会的理由から士官となる道は閉ざされてい

た。バーミンガムのスラム街で小学校の教員を勤めたあと、金属管製造会社で下級事務

員となった。大学には進学しなかったが、将校養成団（O.T.C.）に採用され、1914 年の

開戦時には数千の暫定兵員の 1 人となった。彼は質素な家柄とタフな業務経験のゆえに

自ずと兵士達と親しくなった 8。 

ビル・スリムは 1914～18 年の戦争で（ローウイック軍に勤務し）短期間ながらガリ

ポリとメソポタミアの戦いでリーダーシップの素質を示した。彼は負傷してインドの療

養所に送られた。そこから生計上の理由でインド軍に転勤した。かれは特にガリポリで

本部管理の無能と参謀業務の不備による悲惨な結果を目撃して以来、こうした軍隊生活

の地味な分野を重視するようになった。メソポタミアでも彼は士気低下の原因とその克

服策について深く観察した。 

両大戦間期（1919～1939 年）、スリムはインド軍将校の間で「際立った存在」となっ

た。クエッタの参謀大学に選抜され、トップで卒業し、キャンバレーの（英国の）参謀

大学でインド軍代表として教鞭をとるという「異例」の昇進に恵まれた。次いで英連邦・

外務省の代表と共に誉れ高い帝国国防大学に進学した。スリムは鋭い分析力を持ち、軍

の実際を把握した学生であり教官であることを示したが、理論家や改革者ではなかった。

第 6 および第 7 グルカ連隊では、一流の兵士や何人かの将校と懇意になり、彼等は後に

ビルマで彼の部下となった 9。 

それでも、1939 年にはスリムの将来の偉業を予測する者はほとんどいなかった。この

時スリムはようやく中佐に昇進していたが、インド軍のライバルからは年齢の関係で疎

外された。このように進級が遅れたのは幸いだった。英国軍は伝統的に平時には軍備を

整えていなかったため、開戦当初に上級指揮官は悲惨な目にあった。彼の多くの同僚は

1940 年と 41 年にドイツ軍と日本軍に打ちのめされたが、彼はこの間に第 2 次大戦開始

以来 30 ヵ月をさほど強力でないイタリア軍とフランスのビシー政権との「地味な」戦

闘に従事していた。 

スリムが戦場でのリーダーシップを最初に経験したのは、1940 年にスーダンとエチオ

ピアの国境地帯でイタリア軍と戦う第 10 インド旅団を指揮したときであった。彼の任

務はスーダン内陸部のガバラバット要塞、次いで堅固に守備された付近のメテッンマ要

                                                 
8 Anderson, Churchill ’s Generals, pp. 301-302. 
9 Anderson, Churchill ’s Generals, pp. 303-304. Lewin, Slim , pp. 53 -54. 
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塞を奪回することであった。ガバラバット要塞は敏速に奪取したが、犠牲が多かった。

スリムの部隊の 12 台の戦車の内、9 台が地雷で破壊され、その乗員はイタリア兵と誤認

されて彼のガーワリ部隊により射殺された。貧弱な防空網が破られ、イタリアの爆撃機

と戦闘機が要塞内のスリムの兵士を襲った。彼の旅団に新規に投入されたエセックス連

隊はパニック状態に陥って逃亡した。エセックス連隊の将校はスリムの企画不備を非難

し、彼に対する悪感情が尾をひいた。1943 年にビルマでノーエル・イルビン将軍がスリ

ムを旅団の指揮から外そうとして果たせなかったが、これはそのときの事情によるもの

であった 10。スリムは彼の下の上級将校と相談してメテッンマの攻撃を避け、ガバラバ

ットを制する高地に撤退し、イタリア軍の進撃を阻止した。この責任はすべてスリムに

あった。彼が攻撃を中止したことでメテッンマ守備隊が降伏する寸前に追い込まれたと

ころからその責任は重大と受取られた。彼は以後、大胆でより攻撃的となる決意を固め

た 11。 

その後一連の出来事によって彼は、1941 年 5 月に第 10 インド師団の指揮官に昇進す

る幸運に恵まれた。劣悪な連絡網と深刻な補給問題を抱え、ビシー政権のフランス植民

地軍よりも困難な状況の中で、危険な 2 方向からの攻撃を考案し、シリア東部でデエレ

ゾールを攻略した。砂漠の中で広範な掃討を行っている時に燃料が切れ、危機にも見舞

われた。時は刻々と過ぎたが、彼は動揺することなく、攻撃を続けて成功を収めた。ス

リムは自信を強め、ペルシアの占領でさらに指揮の経験を積んだ 12。 

オーヒンレック将軍が彼を「有能な 2 流師団の指揮者」とみなしていたこともあり、

スリムの高級指揮官としての将来は 1942 年初めには保証されていなかった。しかし、

第 6 グルカ師団の元同僚 2 人（スコット少将とコーワン少将）の進言により、スリムは

新任のビルマ防衛軍司令官サー・ハロルド・アレキサンダー将軍の下でビルマ軍団司令

官に任命された。  

これはスリムにとって輝かしい機会となったが、当初、彼のキャリアに終止符を打つ

と思われた。マレー、シンガポール、南ビルマはすでに失われ、急速に前進する日本軍

は絶対的な航空優勢の下に止まるところを知らぬ勢いだった。このため、有能な参謀長

トム・ヒュートン大将は野戦指揮の失敗で失脚し、シッタン橋の悲劇の責任者ジョン・

スミス准将など他の将軍も敗退の責任を問われた。 

スリムが直面した困難は他の指揮官よりも著しかった。彼の退却中の部隊は敗北によ

り意気消沈し、一方、優勢な敵は主導権を握りその士気は旺盛であった。スリムの 2 つ

                                                 
10 Lewin, Slim , pp. 53 -54 . 
11 Anderson, Churchill’s Generals, pp. 304 -305. Geoffrey Evans, Slim as Military Commander 
(London: Batsford,1969), pp. 38-41 . 
12 Evans, Slim , pp. 51 -52 
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の師団は訓練と調整に欠けており、彼等の退路を遮断する日本軍の敏速な戦術には打つ

手がなかった。 

当時、アレキサンダーは困難な状況下に英雄的撤退を成し遂げたと賞賛されたが、歴

史的評価は厳しい 13。彼の作戦は一貫性を欠き、その軍団長に明確な指示を与えなかっ

た。スリムは反撃し、中部ビルマの油田を含め、できる限り多くの領域を確保するべき

だったのか、それともビルマ軍団を無傷に保つべきだったのか？スリムは攻撃したかっ

たが、現実としては 2 個師団を引き揚げて合体させる他なかった。しかし、アレキサン

ダーが東部ビルマの中国軍を支援する目的で繰り返し部隊の分派を許したため、これは

不可能になった。何度か攻撃が失敗したり、延期された後、アレキサンダーは 4 月 25

日、インドへの撤退を命じた。  

『敗北から勝利へ』の中で、スリムは幾つかの作戦上の誤りを認め、日本軍の進攻で

チンドウイン河を渡る撤退路が遮断されそうになった重要な時に優柔不断であったこと

すらも認めた。それでも撤退は見事だったとされている 14。例えば、スリムはモニワと

シュエギンで交戦を避け、兵力を巧みに温存し、優れたリーダーシップを発揮した。敵

ばかりでなく雨期に対しても辛うじて勝利をおさめ、疲労し飢えて病にかかった部下を

比較的安全なアッサムへ導いた。ビルマ軍団は軍紀と士気を保持したが、先に越境した

部隊ではインド兵が暴徒化して集団逃亡した。スリムは「彼等は行く先々で強盗、略奪

を行い、村人を殺害することもあった」と記述している 15。 

スリムは最悪の時も希望を失わず、平静さと自信を保ち、あらゆる機会を使って部下

と接触し、種々異なる集団と人種にさまざまなやり方で深い印象を与え、士気を保つこ

とにより軍事的悲劇を避けた。レビンは「彼は師団をよく統率し、部下を精神的な仲間

とした」と記述している 16。同様に、ゲオフレイ・エバンズもビルマ軍団の将兵はスリ

ムが彼等のためできる限り尽したことを知っていたため、彼がインパールで指揮権を譲

った時、別れを惜しんだと述べている。さらにエバンズは「これはスリムにとって戦場

における偉大な試練であった。そして 2 ヵ月にわたる作戦は、日本軍に対する最終的勝

利に輝かしい貢献をした」とすら述べている 17。 

スリムが敗北を勝利に転じた第 1 歩は、1942 年の敗因の分析であった。その大部分

の責任は、彼の管轄外のことであった。第 1 にビルマ進攻を予測していなかったため上

層部は全く準備に欠けていた。このため守備に当たる地上軍は経験と編成において全く

不十分であった。一部は砂漠戦用の装備ですらあった。連合軍の空軍に頼ることもでき

                                                 
13 Anderson, Churchill’s Generals, pp. 307-310. 
14 William Slim, Defeat into Victory (London: Cassell, 1956), pp. 102-110. 
15 Ibid, p. 90. 
16 Lewin, Slim ,  p. 90. 
17 Evans, Slim , pp. 82 -84. 
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なかった。しかし、スリムは陸兵対陸兵で敵と戦うことにより最終的な勝利に達すると

確信した。だが、スリムにとって連合軍と敵軍の指導部の差が悲劇であった。日本の指

導部は自信をもっていた。｢ばかばかしいほどに大胆で攻撃的であり、主導権を失ったこ

とは 1 日もなかった｣のである。連合軍の情報不足が日本軍の戦術的優位を決定的にし

た。敵が迂回したり、ジャングルを突破して連合軍の補給路を遮断したりすることに成

功したため、英軍は劣等感を抱くようになった 18。 

スリムは自分自身を厳しく批判した。敵の攻撃をかわして主導権を奪回しようと試み

たが失敗した。優勢な敵でも予期せぬ出来事で混乱に陥ることがあるのだが、彼はそれ

を知らなかった。苦い敗北の経験からこうした教訓を学び、将来はもっと大胆に振舞う

ことを決意した。 

1942 年中頃と 43 年末の間にスリムは最終的な勝利への理論上、実践上の基礎を築い

た。彼の原則と方法は、軍のリーダーシップと考える上で重要だが、ここでは略述する

に止める。彼が学んだ戦術の教訓は次の通りであった：個々の兵士はジャングルでの移

動の仕方、戦い方を学ばなければならない。敵が後方に浸入した時パニックに陥らず、

包囲されているのは日本軍だと信じることだ。正面攻撃は稀であり、狭い前線では正面

攻撃は行われない。戦車は沼地以外のどこでも使用できる。最も重要なのは、「ジャング

ルでは誰もが戦闘員である」こと。看護兵でも自分を守らなければならないのである 19。  

彼は食事の多様化、医療施設の改善、ジャングルでの病気（特にマラリア）の治療法

の充実、重傷者の航空機による送還など兵士の健康改善のための措置を詳細に記述して

いる。彼は士気の複雑な要因を精神的、知的、物的の 3 要素に分けて分析した。正義が

連合軍にあることを疑わず、将校だけでなく、一般の兵士もリーダーシップと最終的勝

利に関する合理的アピールに応じると固く信じた。そして兵士が何よりもまず生活条件、

設備および兵器ができる限り良好であることを望んでいる点を理解した。士気を著しく

高揚させる新企画は戦場ニュース（Seac）の発行であった。若手ジャーナリストのフラ

ンク・オーエンを編集長に起用したのはスリムよりもマウントバッテンの功績だが、ス

リムはこの出版物の発行を全面的に支援した 20。 

他の軍も屈辱的敗北から著しく立ち直ったが、ダンカン・アンダーソンが 1942 年と

43 年のスリムの偉業を強調したのは正しい 21。これほど厳しい戦場は他に類をみなかっ

た。数百マイルにわたり事実上、道がなく、ジャングルで覆われた山系、半年続く雨期

の泥沼。軍の任務が不確定であったため、補給と人員配置の優先順位は低かった。一番

                                                 
18 Slim, Defeat into Victory, pp. 11 -12. 
19 Ibid, pp. 146. 
20 Ibid, pp. 182-187. 
21 Anderson, Slim , pp. 301-302. 
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の問題点はスリムの戦力が人種の寄せ集めで、動機付けに欠けていたことである。英本

土人、インド人、グルカ族、東アフリカ人、西アフリカ人のなかで英国のビルマ支配回

復に献身する者は少なかった。そして 1941～42 年の経験を経て、スリムの混成部隊は

無敵と思われた日本軍を畏敬していた。  

スリムが士気高揚のため取った最初の措置は日本人が超人ではないことを軍に確信

させることであった。彼はインドに実戦的で厳しい訓練学校を設立し、訓練部隊を数週

間、ジャングルの中に送り込んだ。防御よりも攻撃に重点を置いた。次に補足的な措置

として、長時間を費やして部下のところに赴き、誰もが分かる平易な言葉で彼の目的と

理念を説明した。これは 2 度の大戦を通じて英国の将軍としては稀なことであり、スリ

ムの比較的質素な生い立ち、高等教育の欠如、若い頃のバーミンガムの金属工場での経

験によるものと思われる。彼はこのような実際的改革､訓練の改善､規律、そして個人的

意思疎通の才覚の組み合わせによって第 14 軍を再生し、誇り高い自覚を与えた。「アン

クル・サム」という彼のあだ名はその偉業がにじみ出ている。  

スリムはその個性と思考を第 14 軍に徹底したが､彼は連合軍の大戦略には口出しせず、

ビルマ戦線の作戦展開にのみ影響を与えた。軍司令官としての彼の主要任務は連合軍（特

にスティルウエル）と指揮下の上級部隊（特にウインゲート）との関係を保持すること、

そして何よりも、攻撃および敵の行動への反応の時期と場所、増援部隊の要請などにつ

いていくつかの重要決定を行うことであった。 

マウントバッテンは 1943 年 10 月以来、東南アジア連合軍総司令官として、スリムを

ロンドンの政治的干渉から遮蔽した点で賞賛に値する。この種の干渉は中東などの前線

指揮官に問題を引き起していた 22。ジョージ・ギファード将軍もマウントバッテン指揮

下の地上軍司令官としてスリムと意気投合したが、1944 年 11 月にオリバー・リーズ卿

が彼と交代したとき困難が生じた。リーズはモントゴメリー指揮下のイタリアの第 8 軍

司令官であった。  

スリムの人柄とリーダーシップは中国-ビルマ-インド戦線の米国軍司令官、「バインガ

ー・ジョー」スティルウエル将軍との関係から多く知ることができる。後者を「トゲが

ある」と評するのは手ぬるい。彼は英国の高級将校を軽蔑して「 limeys」と俗語で呼び､

ギファードの下で働くことを拒否したが､スリムの作戦調整は受け入れた。このためスリ

ムがギファードの頭越しにスティルウエルの米軍と中国軍についてマウントバッテンに

直接報告するという「軍事的ナンセンス」が生じた。この非論理的な指揮関係はスティ

ルウエルがスリムを尊敬し、大筋の目的で彼と一致していたために機能を果たした。困

難が生じると､スリムはスティルウエルの本部に駆けつけて、彼とさしで討論して解決し

                                                 
22 Rupert Smith, ‘Should Generals be “Slim ’’ Today?’, Lecture at the Imperial War Museum, 9 
February, 2002. 
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た。スティルウエルはこの特異な指揮調整方法を公表しないよう主張したが、やがて彼

はこの戦域から転属していった 23。 

スリムの軍司令官としての日常はモントゴメリーのそれに似通っていた（その他の点

では著しく異なっていたが）。彼は午前 6 時 30 分に起床し、ニュースに目を通し､高級

幕僚､空軍司令官､連合軍代表と会議を開いた。3 時頃には執務室を去って 1 時間小説を

読み､夕方には幕僚の 1 人と散歩､7 時半に夕食をとった。9 時半まで雑談し､作戦室を訪

れて最新の報告を読み、10 時に就寝した。その後起床時間まで本当の危機が生じない限

り起こしてはならないとされていた。考える余暇とエネルギーを取り戻すための中断さ

れない睡眠という選択は全く賢明であった。将軍が日夜絶え間なく忙しくしていると「部

下ばかりでなく自身をも消耗させる」と彼は言った 24。そうなると真の非常事態と取り

組む精神的､肉体的な活力の貯えがなくなる。スリムもモントゴメリーもチャーチル式に

高級将校をあごで使うことはしなかったことは明らかだった。アランブルックはこのよ

うなやり方に耐えたが、それは著しい緊張を伴った。  

スリムの参謀組織も特筆に価する。高級参謀が他の参謀や支援部隊の指揮官に司令官

の代理のように命令する参謀長制は採用せず、個々の参謀と直接協議する旧方式を好ん

だ。自分の意図を伝えるためにそれが必須と考えたからである。スリムはビルマのよう

な戦場では管理部門の職務の方が戦略､戦術関係よりも多いと考えたため､管理担当に高

級参謀の少将をあてた。 

 マウントバッテンは東南アジア連合軍（SEAC）司令部に到着後間もなく、スリムを

新設の第 14 軍司令官に任命した。作戦全体を通して､彼の継続的な支援は重要だった。

スリムはマウントバッテンがこれ以上退却しないこと、危機の場合には輸送機を探して

補給を続けることを言明したのを聞いて喜んだ。2 人は空中補給が雨期の間にも作戦継

続を可能にする点でも意見が一致したが、このことはギファード大将を含む高級将校か

ら不承不承承諾された。ギファードはこのためマウントバッテンとスリムの双方の信頼

を失った。マウントバッテンとスリムの関係は前者の際立ったエゴと芝居気にもかかわ

らず、親密だった。スリム夫人によると、マウントバッテンが臨終のスリムを訪れた時、

「旧友よ、私たちは一緒にやったね」と語りかけた言葉を､スリムは聞かされた 25。 

軍指導者の重要な資質の一つは忠実で能率的な部下を選び、チームとして団結させる

ことにある。スリムは昇進時にすべての幕僚を連れてゆけると思ってはいなかったが､

ビルマ入りした時､スコットやコーワンのようなグルカ部隊の同僚数名を「継承」した。

彼の参謀と戦闘指揮官の選定は見事だった。勝利へとつながる英雄的防御が自信とチー

                                                 
23 Slim, Defeat into Victory, pp. 207-208. 
24 Ibid., p. 213. 
25 Lewin, Slim , pp. 128-129. Evans, Slim ,  p. 105. 
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ム精神を育成し、高揚させていったことは言うまでもないが、1944～45 年にスリムが

ストップフォード、メサービー（第 8 軍から転入）、リーズ、コーワン、ロバーツ、エ

バンズ、クリスティソンなど一流のチームを集めてその補佐を受けていたことは疑問の

余地がない。彼の傑出した参謀としては、スネリング、ハステッド、ステーブ・イルウ

イン、レスブリッジなどもいる。 

スリムはウインゲートを選んだわけではなかった。彼のすべての上司のようにスリム

も彼を統制することに手を焼いた。『敗北から勝利へ』の中で、スリムはウインゲートに

特定の分野で衝突しその考えをはねつけることもあったが、大筋で彼の考えを受け入れ、

その想像力に富んだ計画とダイナミックなリーダーシップを賞賛する印象を記している。 

しかし､ロナルド・レビンはスリムの伝記の中で、第 14 軍の司令官はウインゲートに

対して意図的に敵意を抱いていたと述べている。スリム自身も個人的な手紙の中で、ウ

インゲートは「ことさら信じ難いようなことを言ったり､一部の指揮官の陰口を言った」

と書いている 26。 

数多いウインゲートの支持者達は､スリムは彼等の英雄に不公平であったが 27、軍司

令官としてのスリムの所見は理解できると主張している。自身の長距離挺進隊を拡大し

ようとするウインゲートの野心は、ビルマ奪回の主役を自分等に与え､残りの第 14 軍に

は事実上支援の役割しか与えないというに等しかった。スリムは自己の権威に対するこ

の挑戦を許容できなかった。空輸と補給の流れを変えることは彼自身のプランを損ねる

と信じたためばかりでなく、原則として「特殊部隊」に反対していたからである。敵の

背後に空輸作戦を展開する必要があれば、通常の師団でも可能であると考えた。チンデ

ット部隊の貢献が効果的ではなく、投入された兵力とバランスがとれていなかったとい

うのがスリムの戦後の判断だった。  

顧みると、インパール平野とそのインドへの生命線における消耗戦での第 14 軍の勝

利と、それに続くイラワジ河を越えた輝かしい攻勢は、まさに必然の関係があった。し

かし､当時は事態の推移とそれらのタイミングは明確ではなかった。特にスリムはマウン

トバッテンおよび河辺（正三）の決定に大きく左右される立場にあった。スリムは他の

戦略立案者と同様に､連合軍の主力をビルマ南西海岸の水陸に展開し、彼の軍とスティル

ウエルの軍は北から南へ前進して支援の役割を果たすにとどめることを望んだ 28。しか

し、1943 年末にはマウントバッテンが必要な艦船を利用できるかどうか極めて疑問であ

った。その結果、スリムの戦略目的は､ビルマにおける日本軍殲滅というまさに全面的な

                                                 
26 Slim, Defeat into Victory, pp. 216-220. Lewin, Slim, pp. 142-144. 
27 Sheffield, headership and Command における David Rooney, ‘Command and Leadership in the 
Chindit Campaigns ’, pp. 120, 126-127 を参照。  
28 Anderson, Churchill’s Generals,  p. 314. 
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ものになったのである。 

1944 年の前半において、守備側の将軍としてのスリムの能力は厳しい試練に立たされ

た。2 月にアラカンでの日本軍の攻勢は英軍を驚かせたが､今回は、パニックもみられず、

拙速な退却もなかった。後方部隊の補給を基地周辺で決定的な戦闘が行われた。新編の

英 2 個師団が北部から前進し､日本軍に死者 5,000 人以上の打撃を与えた。しかし、こ

れは第 2 戦線で、スリムは日本軍の目標変更に備えその正面に 4 個師団の投入を考えて

いた。情報部の報告は敵の攻撃の主力は守りの薄くなったインパール戦線に向けられる

と数週間にわたり示唆していた。 

スリムの戦略は第 4 軍団が装備と戦車で優勢を占め､日本軍の補給路が危険なまでに

伸びきっていたインパール平野の消耗戦に敵軍をおびきだすことであった。しかし､スリ

ムは、南に伸びる山岳地帯で離れ離れになっている第 4 軍団の主力 2 個師団の南下集結

に関する重要な決断を下さなければならなかった。撤退が早過ぎると、日本軍司令部に

彼等の計画が予知され､敵の補給能力を超える地点で決定的な戦闘を行うことができな

くなる。他方､撤退命令が遅過ぎると、攻撃に曝された英師団は遮断されて粉砕される恐

れがあった。  

日本軍の攻撃が彼の予期したように 3 月 15 日ではなく､3 月 4 日に開始されたため、

スリムは撤退命令を誤ったように見受けられた。『敗北から勝利へ』の中で彼が認めてい

るように、この重大な誤りは、スリムの方が全体的な状況をよりよく判断できる立場に

あったにもかかわらず、決定を第 4 軍団司令官スクーンズに委ねたことであった。その

結果は惨憺たるものであった 29。インパールの南 70 マイルに位置した第 17 インド師団

はティディム道から遮断されたが、激戦のあと、インパール守備隊の支援を得て辛うじ

て脱出できた。インパールの東 50 マイルにあった第 20 インド師団は、遮断はされなか

ったが、戦いながらタム道沿いに退却を余儀なくされた。  

スリムはさらに重要な判断の誤りを認めている。敵軍はコヒマとディマプールへの進

攻に旅団以上を派遣できないというのがそれである。実際には日本軍第 31 師団の全軍

が長距離進攻を行ったことが明らかとなった。コヒマは装備の劣る少数の守備隊によっ

て守られていたに過ぎなかった。ディマプールには当初、守備隊がいなかった。連合軍

の作戦はコヒマが一時的に陥落しても支障なかったかもしれないが、ディマプールの基

地と鉄道ターミナルが失われれば、大損害を被るところであった。その損失はインパー

ルの救援を遅らせ、ブラマプトラ渓谷を通る英軍の補給路と飛行場が脅かされ、レド戦

線でのスティルウエルと中国軍の作戦行動が遮断されただろう。 

後にビルマ奪回に際し､スリムの下で師団長となったゲオフレイ・エバンズ卿は､『敗

                                                 
29 Slim, Defeat into Victory, pp. 294-308. 
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北から勝利へ』の中でこのエピソードに関し､スリムの自己批判が厳し過ぎると述べた

30。この状況は､第 5 インド師団の歩兵が装甲車などの装備と共にアラカンからインパー

ル平野に空輸されたことでようやく救われた。第 2 英師団は鉄道で遅れて移動したが、

第 5 インド師団の空輸は､マウントバッテンが米軍輸送機を中国戦線からまわすことを

単独に決定したことによって可能となった。インパール平野の危機が高まる中、スリム

は日本軍第 31 師団の佐藤師団長がディマプール占領よりもインパール攻撃を主張した

ため図らずも窮地を脱した 31。 

1944 年 3 月と 4 月のこの重要な数週間にスリムの個人的リーダーシップの質が厳し

く試され､証明された。彼はインパールとコヒマばかりでなく、アラカン､レド戦線、そ

してその頃日本軍の後方にいたチンデット部隊に関しても状況把握のため乗り心地の悪

い航空機で広範に散在する司令部間を行き来し､肉体的な緊張も大きかった。情勢悪化の

折は平静さと自信を保つ必要があったため、精神的ストレスはもっと大きかったに違い

ない。スリムは軍指導者最大の試練に打ち勝った。すなわち敵軍が主導権を握る戦場を

受け持ち、既存兵力と予備軍を賢明に配置して危機を一転有利と化した 32。 

4 月から 5 月にかけて消耗戦が続く中､スリムの当初の戦略的誤りは敵側の失策に補わ

れて余りがあった。より高次の指揮レベルで敗北を認めたがらない牟田口が彼の第 15

軍が食料と医療の不足する中、雨期に悲惨な撤退をしたことを非難している間に、佐藤

がコヒマをかまうことなく攻撃し続けたためスリムはディマプールを救う機会を得た。 

インパールは最終的に救援されず、ディマプールとの連絡も 6 月 22 日まで再開され

なかった。しかし、スリムは 5 月中旬に敵師団が撤退を開始する前に実質的に壊滅する

と認識し、勝利を確信するに至った。スリムは彼の部隊が現実に戦場を支配したことを

強調しながらも、彼の戦略も基本的に正しかったと主張した。「情報伝達は敵方よりわが

方が優っており、日本軍を思い通りの戦場に迎え撃つことになった。アラカンとインド

からの優秀な戦力を集中し、敵が消耗し疲れきった時に攻勢に転じて殲滅した」という

のである 33。 

スリムの部隊はマウントバッテンの強力な支援の下に、雨期の中を中部ビルマ平野へ

徐々に前進した 34。第 33 軍団の 2 個師団だけがこの自然との戦いを展開し､第 11 東ア

フリカ師団はタムからチンドウイン河のシタウングへ東進し､第 5 インド師団は同様に

困難なティディム道沿いにカレワに向かった。両師団ともに空中補給に大きく依存し、

                                                 
30 Evans, Slim, pp. 155-157. 
31 Slim, Defeat into Victory, p. 310. 佐藤はコヒマに固執し過ぎた。彼の部隊をインパールに転じる

ことを拒否し、彼の残りの師団を退却させなければならないと主張して指揮権を喪失する結果となっ
た。Lewin, Slim , pp. 185 -187 を参照。 
32 Lewin, Slim ,  p. 176. 
33 Slim, Defeat into Victory, pp. 366-369. Lewin, Slim , p. 184. Evans, Slim, pp. 176-177. 
34 Lewin, Slim , pp. 198-201. 
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病気により多大の損失を被った。初期の段階で、全天候性の道路に修繕できるのは 1 本

のルート（カバウ渓谷を下ってタムからカレワに至る）しかないことが判明していた。

ティディム道はインド師団が前進するにつれて崩壊するにまかせた。1944 年 12 月中旬

までにチンドウイン河の橋頭堡は確保されており、カレワではすばらしいバイレ橋が完

成していた。  

スリムと彼の幕僚が中部ビルマでの決戦を企画し始めたので、兵站が決定的要因とな

った。幕僚の研究によると、チンドウイン河（ディマプールの鉄道ターミナルから約 400

キロ、最前線の空中補給基地から 200 キロ）を越えて支援できる最大兵力は 4 個師団と

2 個旅団および 2 個戦車旅団であった。アラカンとスティルウエル戦線の日本軍の態勢

からすれば、敵は中部戦線に少なくとも 5 個師団と多くの攻勢部隊を投入する公算が大

きかった。連合軍の優勢な空軍力が威力を発揮することは明らかたったが、第 14 軍の

地上機動戦力が試されようとしていた。  

スリムは新任の日本軍司令官木村（兵太郎）がイラワジ河北方の中部平野での決戦に

兵力を集中すると推定した。しかし､スリムの第 33 軍団（ストップフォード指揮下）と

第 4 軍団（メサビィー指揮下）が急進撃すると、スリムが戦略的に重要な誤算を犯して

いる恐れが出てきた。空軍の偵察により日本軍が前進する英軍に向かってではなく、イ

ラワジ河を渡河して東方へ移動していることが判明した。その他の情報源から、この恐

れが現実のものになった：敵はイラワジ河ループ内に布陣する意図はなく、彼らの前方

の大河を障壁としてマンダレーを守備しようとしていた。スリムは、マンダレーの戦い

を開始する前に広大な天然要害を渡河する時、敵の正面攻撃に遭遇しかねない巨大な袋

小路に軍を投入する寸前だった。スリムはこの日本軍の作戦変更は木村の指揮が前任者

（河辺）よりも柔軟で想像力に富むためと考えたが、後に東京の大本営が南ビルマの死

守を決定したことが分かった。それ故、イラワジ河ループ内の陣地を犠牲にしたようで

あった 35。 

スリムがこの未然の危機に対処するため行った抜本的計画変更（暗号名「キャピタル」

から「エクステンデッド・キャピタル」への）は戦略家としての彼の最もすばらしい成

果であった。  

新計画はスリムの参謀により詳細に討議されたが、ALFSFEA（東南アジア地上軍司

令部）や SEAC（すなわちリーズまたはマウントバッテン）に事前に明らかにされてい

なかった。ロナルド・レビンはこの計画を「彼の軍人生活中、最もきめ細かく、大胆不

敵で複雑な作戦であった」と評した 36。同計画の本質は全軍団による主力攻撃がマンダ

レーを目的としてイラワジ河を渡河するよう敵に思い込ませることであった。この偽装

                                                 
35 Lewin, Slim , pp. 208-209. Evans, p. 184ff. Slim, pp. 390 -393. 
36 Lewin, Slim , pp. 210-213. 
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工作の下で、他の軍団が前進を隠すため小道を使って南下して河に接近し守備の弱い地

点で渡河して中部ビルマの日本軍補給路の中枢神経であるメイクティラを強襲するとい

うのである。この危険な計画の第 2 段階は、5 月中旬の雨期がスリムの補給戦を脅かす

前に、海岸に向けて進撃し､南ビルマの港（ラングーンかモールメン）を占領することで

あった。マウントバッテンは後にスリムの卓越した作戦を「機密、速度が満たされ、な

おかつ､管理面での多大なリスクを伴う大胆な計画」と述べた 37。 

この計画はいかに輝かしいとはいえ、すべてはここに要約するその実施細目にかかっ

ていた。1945 年 2 月 12 日、第 19 師団は第 33 軍団に支援され、一連のイラワジ河渡河

を開始した。これはマンダレーに対する主力攻撃であると日本軍に思わせるものであっ

た。1 月と 2 月初旬には第 4 軍団が約数百マイル西へ移動し､日本軍守備隊主力の南 50

マイル付近のパコックへあまり知られていない小道を南東に進軍した。第 33 軍団のマ

ンダレーに対する攻撃の翌日に始まったその攻撃は､計画どおり円滑には進まなかった

が 38、3 月 4 日までに先鋒の機甲部隊がメイクティラに入った。木村は驚いたが、メイ

クティラへの脅威が明らかとなると、部隊を南下させてこの重要道路と鉄道中心地を確

保しようとした。日本軍は両都市の防衛に全力を尽したが、マンダレーは 3 月 21 日、

メイクティラは 1 週間後に陥落した。スリムの部隊は数日の休息と再編の後､雨期が始

まる前にラングーンに到達しようと南下した。残念なことに先頭部隊が同市の北約 50

マイルにある時、雨期が通常より早く 5 月 2 日に始まった。しかし､アンカラから発進

した第 4 軍団の水陸両用上陸作戦によりラングーンが占領されたため、これが支障とは

ならなかった。英軍は 5 月 6 日頃、ビルマ奪回作戦を終了した。  

以上に要約したラングーンへの勝利の前進直後のエピソードには信頼できるものが

乏しい。スリムの直属の上官である東南アジア地上軍司令官（ALFSEA）オリバー・リ

ーズ大将は、スリムの任務を解き、ビルマの日本軍の抵抗を「掃討する」という平凡な

任務を与え､彼の後任者がマレー進攻を計画した。スリムはこの驚くべき一撃を平静に受

け止め､抗議することもなく、戦場や本国で個人的な抗議活動を行うこともなかった。し

かし､彼は部下の将校に1943 年にイルウインが彼を解任しようとした時のことを引用し

て、「心配するな。前にもこんなことがあったが、クビにしたやつに一泡ふかしてやった。

今度もそうなる」と述べた 39。この予言は的中し、第 14 軍とインドでスリムに味方す

る議論が巻き起こり、アランブルック（C.I.G.S）が介入して､リーズは解任され、若干

                                                 
37 Evans, Slim , pp. 187-188, 214 -215. Anderson, Churchill’s Generals , pp. 318-319. 
38 Slim, Defeat into Victory, pp. 428-429.イラワジ河を渡る最初の試みは完全に失敗したが幸い、日

本軍は対岸のペーガン市を放棄していた。これは第 2 次大戦中に渡河した最長の河であった。  
39 Lewin, Slim , pp. 237 -246. ルパート・スミスは前記の講演の中で、スリムは「政治好き」ではな

かったが､政治的に抜け目がなかったことを示唆している。最初に軍団司令官､次に軍司令官を「クビ」

になり、しかしいずれの場合も彼の解職を謀った将軍の地位にとって変ったというのは驚きだ。 
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の期間を置いてスリムがその後任におさまった。  

結論としてビル・スリムはタフで成功した軍司令官であった。チャーミングで人間的

なところもあった。この点で彼はいかめしい将軍達とは違っていた。そして賞賛すべき

多くの特性があるところから、｢信じ難いほどの好人物｣だったといえる。職業的､個人的

に優れた資質が問題視されたり、「馬脚を現した」ことはなかった。彼は職業的によく教

育され､高度の訓練を受けた兵士であり、参謀と管理の名人であった。部下を賢明に選び、

誠意をもって彼らを支援した。上司である司令官（特にマウントバッテン）とは良い関

係を保ち、トゲのあることで悪名高いスティルウエルを含む連合軍将兵と良く協力した。

人の話に耳を傾け、決定に誰が責任を負うかを曖昧にせず、幕僚と計画を練る時は打ち

解けた民主的ともいうべき態度をみせた。スリムは気取ったところがなく、階級、国籍

を問わず､誰からも信頼を受けた。中国人の将軍すらも例外ではなかった。彼の最も重要

な資質の一つは、平易な言葉で将兵に語りかけ、実務的､軍事的な問題を説明するばかり

でなく、もっと微妙な発想と理想についても話し合う能力であった。このような個人的

な意思疎通の才能が忠誠心、親愛感を育み､軍レベルでの「団結心（esprit de corps）」

を生み出す偉業に寄与した 40。 

戦略家としてのスリムは判断を誤ることはあったが、言い訳をしたり、他人に責任を

転嫁することはなかった。モントゴメリーと違って、自分の計画が戦闘で完全に機能を

果たしたと自慢することもなかった。彼は、肉体的な強健さと､個人的に抱く疑問や危惧

を現さずに危機を克服する精神力を備えていた。  

作戦の面では、スリムはリーダーシップの質を 3 つの異なる状況において具現した。

第 1 は、質の劣る指揮官なら全滅していたような悲惨な退却の間に士気と軍紀を維持し

た。第 2 に長期の消耗戦で戦略目的を保持した。最後に恐るべき敵に対し最も困難な地

形で勝利の前進を演出し、大胆不敵な即席の計画で輝かしい成功を収めて作戦を飾った。 

スリムはモントゴメリーと第 2 次大戦が生んだ「（英国）最高の将軍の名声」を分ち

合った 41。だが、軍指導者となるべき者が模範とするべき真正の素質では彼は断然優っ

ていた。  

 

 

                                                 
40 G.D. Sheffield, Leadership and Command , pp. 120, 126-127 のマイケル・ホワードのコメントを

参照。 
41 マウントバッテンはスリムが最高の将軍であったことを疑わなかった。Evans, Slim , p. 225 を参照。 


