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最近も r
南京 への通し を書 いてます が'私 は日が悪‑ てめ った に本 は読 めな いがー これ
はそうも いかず に'少 しず つ読 ん で います｡ r
南 京 への道｣ は火 野孝 平 が従 軍した コー ス
だから､火 野輩 平が生き て いれば面白 い論争 にな ったと思 います よ｡火 野と は小林秀 雄 が
芥 川賞を杭州 に持 ってきた時 1緒 だ った こと があります｡
イ デオ ロギ I で事実 を ゆがめ､ それがま かり通 って いる性 の中 にな って います｣
まも な‑ 軍は報道 の重 要性を 認 めるよう になり ､また､中支派 遣軍 の馬淵逸雄 中佐 のお
かげ で報道部 が でき た｡ 日本 工房も 上海 にプ レ ス ･ユニオ ン ･フォト ･サ ービ スを つくり､
本格的 に外 国 へ写共 の提供をす るよう にな った｡小柳氏も そ のまま 中国 での仕郡を続 けたo

小柳氏 は戦後も カ メラ マンとし て活躍 した｡小柳氏 から最初発音を いただ いた時､

大東 加織争 後 は海外 への アピ ー ルの必要もな‑なり ､報道 写真 から記 録写真 に重点を おく
よう にな って いる｡
｢
失 明 に近 く､ ほと んどけ んとうを つけ て書きま した｣
と いう葉書をも ら った｡そ れ で､う かが って話を 聞く のは い った んあき らめた のだ が'
しば らく し て意を決 し て申込 むと了解 し てく れた｡
小柳氏 は宮崎県 の川南 町 に住 ん で いた｡ 五十年 以上東京 ､鎌倉 に住 ん で いたが､十年 ほ
ど前 '宮 崎 の知 人から来 るよう に薦 められ て' ここに移 って いる｡ 移 った のは､終 城近く
になり､九州 で特攻隊 の写真を撮 ったが､そ の人たち の豊をなぐ さめた い気特 があ ったか
既 に七十九歳 であ るが'年 に 一度 は上京 Lt 旧交 を暖 めて いると いう ｡
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外交官の見た南京
佐々木少将は陸軍き っての中国通で'蕗介
石以下国民党領袖のほとんどと親しく'国民党
の革命にもよく理解を示していた｡中国に愛情
も持 っていたQ
その佐々木少将の記述こそ
当時の南京を穀も正しく伝えているのではなか
ろうか｡私は南京虐殺と言われているものを見
たことも､開いたこともなかった｡南京ではい
ろいろあ ったと言われているが､佐々木少将の
甘 いでいることが叩炎ではなかろうかと想 って
います｡
(
節中富補 岩井英 1氏の証石より)
南

外交1
7の見た絹京
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領 事 官 補 ･岩 井 英 一氏 の証 言
岩井英 1氏は東錐同文書院を出た外務省 の中国通 で'軍に多‑ の人脈を持 って いたと言
われる人 であるoまた'成都事件'興亜建設運動など中国を舞台 にした出来事 に登場し て
くるのでよく知られて いる｡
昭和十三年はじめ頃上海 に いた､と いう ことをたよりに'南京事件 に ついて話を聞きた
いとうかが いをた てると､思 いもかけず､長文 の手紙を いただ いた｡手紙 には前も って問
会う のは次 の週 にしまし ょう､と いう こと にな った｡昭和五十九年 のこと であるO

詰を ほし いとあ る｡き っそく電話を差し上げると'あすから名古屋方面 に旅行 に行‑から､
岩井氏は明治三十 二年生れで'お会 いした時は八十五歳 であ ったがと にか‑元気だ｡甘､
柔道を や って いたと いうだけあ って'体はが っちりし て いる｡記憶力もすばらし‑､戟前
の対中国外交を こと細かに覚え ており､そ の頃 のことを 1時間にわた って話し て‑れたo
外務省はも っと平生から陸軍と つき合 って情報交換する必要があると考え て いた岩井氏

岩井氏 には r
回想 の上海｣と いう 回顧録があるが､回新緑に書けな い話ま で話して‑れたO

は河相情報部長､田中重徳情報部第 1課長､それに岩井氏o陸軍側からは影佐禎昭支那課

は､河相 (
達夫)情報部長 に相談し'月 1回陸軍と食事会を開く こと にしたC外務省 から
長｡影佐氏以外 は影佐氏 の人選 に任せられたO第 一回目が八月十三日､赤坂 の料亭 で予定
されて いた｡そ の日'東京 では二個師団 の上海派遣が決ま‑' l方上海 では中国軍と陸械

隙が ついに交戦した｡陸布省も外勅省も大嶺ぎ である｡どうかと思 って いたが､形佐氏は
や って来た｡影佐氏 の人選 による川本芳太郎少佐 (
軍務C
E
罪赦課月)も来たが､予定 され て
いた岩井氏を前 に'影佐氏は こう言 った｡

いたもう 1人 の渡左近中佐 (
参謀本部支那課長)は来なか った｡ この席上､僻懲を主張 し て

それを開 いた岩井氏は反論した｡

｢
上海 に二個師団､青島 に 1個師団を派遣します｣
｢
派遣 でき る師団はす べて上海 へ派遣す べきだOそして南京を攻略せよ､そうすれば講和
が来 る｣
岩井氏は南京を攻めれば中国は参 るのではな いかと思 って いたO影佐氏もR
爾後 はそれに
同調したQ この後'八月､九月と岩井氏は北京 ･天津 に出張 し､十 二月 には上海 ･南京 に
出張した｡
｢
私はそ の前 の年'成都総領事館 に赴任す るため､南京 から量産ま で船 で行 った｡韮腹 に

‑‑当時 は南京を落とせば中国は参 ると考え て いましたか｡

んでるような気 にな ってしまう こともあ る｡あれ これ 1週間 の船旅だ｡成都はさらにそ の

行くま で'何度か船を小さ いのに乗りかえ る｡江は蛇行し ており､昨 日と全‑同じ所を進

から､中国と戟争 になれば大変だとは思 って いた｡だから影佐さんと会 ったときーすぐ に

奥 にあり､気が遠‑なるほど遠 い｡そ の頃す でに､中国は奥地 に逃げ ても呼 っと いってた
は戦争 は終わらな いと思 って いた｡しかし､相手 の首都を落とす のは戟争 の 一つのやり方
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だからね｡
十三日､私 の言 った話が影佐支那課長より上海派遣軍司令官 の松井大将ま で伝わ った の
ではな いかと思 って いる｡松井大将が行く時'東京駅頭 で'近衛稔理に､南京ま で行‑I
と言 ったと いう｡ これは影佐さんが松井大将 に言 ったからで､それはもともと私が影佐さ
んに言 ったことだO戦後､近衛総理 の手記を読 んだ時そう思 った｡まあ､ これは自分中心
にみえる ので､私 の本 には啓かなか ったが'充分 にありう ることだ｣
昭和十 二年 の巷 になり上海 ･南京 に行きますね｡

｢
河粕さんが占朝地視察 に行くと いう ので随行しました｡大晦 日の日に東京を･肘ました｣

‑

この後岩井さんは南京 へ行く のですか｡

｢二人だけです｣

‑ 他 にどなたか随行しました?
‑
｢
河相さんと行きました｡南京 には二日ほど泊りました｡陥落後三週間後だ った のでまと
もなホテルや旅館もなく'城内 のど こか に泊 ったような気もするが､下関に 1軒‑ら い旅
館があ ってそ こに泊 ったような気もします｣
･
‑⊥里見の総領事館 に行かれた のですかO
｢
そうじ ゃな い｡そ の時稔領事館 はどうだ った のかな｡総領事館 に行 って何をす ると いう
のでな‑､と にか‑占領地視察と いう ことです｣
‑‑南 京 の梯子はどうでした?
｢
職場 にな った都市だからこんなも のだと思 いました｣
‑ 虐殺 の現場を見たとか､ある いは虐殺 の話を開 いたとか･
‑･
｢
見た ことはな い｡聞 いた こともなか った｡垂 兄に いた時もそう いう散は聞 いた ことはな
か った｡河相さんは皇軍 のそう いう噂 には神経をとがらせて いた正義派だから､南京祝祭
上海 に戻 ってからだと思 いますが､河相部長は ｢ニュー ヨーク ･タイ ムズ｣ の ハレ ッ

は自分 で確かめる目的もあ った のかもしれな い｣

石井さんは外務省 の情報部 に いた訳 ですが､垂 只に戻 ってから'外務省 の内 で､虐殺

佐 々木少将が南京攻略戦 に参加し､陥落後は南京 の警備司令官を つとめた訳 ですo陥落前

んどと親しく､国民党 の革命 にもよく理解を示し て いた｡中国に愛惜も持 って いた｡そ の

が発表 にな ってます｡佐 々木少将は陸軍き っての中国通 で､蒋介 石以下国民党領袖 のほと

昭和 四十年､
南京攻略軍に旅団長とし て活躍した佐 々木到 1少将 の日記 (
r
ある罪人の自序J
)

関心がなく て､開 いたがへ記憶 に搾 って いな いのかもしれな い｡

｢
約 二週間支那に いて､ 1月十三日に畢 兄に戻 ってきたが､東京 でも聞 いた記憶がな い｡

に ついて何 か聞きましたかO

l

は英語はわからな いし､中国語だからそ の時は別行動だL

｢
私は知らな いな｡河相さんは英語が でき るから外人記者と会 って話をした でし ょう｡私

をしてます｡ご存知 ですか｡

ー ･ア‑ ベンド記者'｢ロンド ン ･タイ ムズ｣のデビ ッド ･フレーザー記者などと会 って話

‑
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処理にあた った｡

いたと言われた時期 でもある｡粕谷領事官補は この車 兄に行 ってアメリカなど の棉益問題

事を殴 ったと いうも のであ る｡また' この時期 は､東京裁判 で日本軍 の残虐行為 が続 いて

にこの事件 は起きた｡日本兵と アリ ソン領事 の間 に言 い合 いがあり､日本兵が アリ ソン領

うと､ アリ ソン領事､リグ ス金陵大学教授､日本 の老兵らと 日本 の兵舎 に入ろうとした時

館 から､日本兵が アメリカの建物 に無断侵入し て いると抗議 があ った｡また､ 一月二十六
日には アリ ソン領事殴打事件が起きた｡ 日本兵 に強姦されたと いう中匡‑女性が犯人を捜そ

昭和十三年 l月 の南京 では アメリカと権益開通が起き て いた｡ 1月中旬､ アメリカ領事

れ南京 に行 ったO 二十 八歳 の時 である｡

人かが陥落と同時 に南京 に入 ったが'年が明けると､粕谷氏も南京総領事館勤務を命ぜら

上海総領事館勤務 にな って五カ月日に南京が陥落した｡上海 に いた総領事館員 のうち何

間もなく上海 でも 日中は衝突する時期 である｡

粕谷孝夫氏は明治四十 二年生れで､昭和九年 に外務省 に入省し､昭和十 二年 の七月 にな
り､ ロンド ンの大使館勤務から上海 の絵領事館勤務 にかわ った｡す でに畿満橋事件が起き､

領 事 官 輔 ･粕 谷 孝 夫 氏 の 証 言

以上が岩井氏 の証言 であ る｡

｢二月 二十五日に東京を出発して二十<日に上海 に行きました｡何皮も亭 っが聞 いた こと
はなか ったし

‑ 二月 に改めて上海籍領事館 に副領事とし て行 かれますが､ この時､上海 で虐殺 に つい
て何か聞 いてますか｡

て いました｡中国が勝 ったから､戦後は日中が中日に逆転した のでし ょう｣

も違 ってました｡外務省が いわゆる枢軸派が多くな って いく中 でも､そう いう人とも違 っ

右肘さん自身は自分 で中国通と思 ってました｡ただし考えが軍と対立して､私なんかと

東銀同文書院 の大内院長が宴席を設け て､大騒ぎ でした｡

｢
石射さんも東亜同文脊院卒業 で'私 の学校 の先輩 です.右肘さんが総領串 にな った時は

けられた､と書 いたり､日本と中国 の関係を'中日とか中日紋争と沓 いてます｡石別 さん
はどんな つもりな のでし ょうか｡

は直ち に千里を走 って海外に大セ ンセ‑シ T
T
tンを引き起 こし'あらゆる非靴が日本罪に向

‑‑当時東亜局長だ った右肘猪太郎氏が'戦後､回顧録 で'南京 7‑ ロシティーズ の悲串

って います｣

ろ いろあ ったと言われて いるが'佐 々木少将が脊 いて いることが事実 ではなかろうかと思

私は南京虐殺と言われれて いるも のを見た ことも､聞 いた こともなか ったD南京 では い

300 の南京と'陥落後 の南京を最もよ‑知 る立場 に いた人 です｡そ の佐 々木少将 の記述 こそ当
時 の南京を最も正し‑伝え ているのではなかろうか｡
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粕谷氏は戦後､ ベルIやタイなど の大使を つとめたO昭和四十六年 に退官し てから松下
電器に入 って いる｡お話をうかが った のは昭和六十年秋､世界貿易セ ンタービ ルにある松
下電器 の梅谷氏 の部屋 であ った｡粕谷氏は七十五鼓' ロマンス ･グレーの品 のある方 で'
終始 にこやかに話をし てくれた｡
･
‑⊥ 問京が占領された時は上海 に いちした のですね｡
｢
そう です｡上海 には大使館と捻領事錨がありましたが'建物は 一緒 で､仕節も特別分か
れ て いると いうも のでありませんでした｡
岡本 (
季正)さん'田尻 (
愛#)さん､曽称益さん､奥村 (
勝#)さん'倭趨 (
些1
)さん
などが いまし てね､私は上海地区 の問題 で忙殺されてました｣
‑ 日本罪が南京 に入ると虐殺事件が起きたと言われてます｡そ の時､上海 の総領事館 に
いらした訳 ですが､事件 のことをお聞き にな ってますかO
｢
直接聞 いた ことはありませんでした｡虐殺事件とよく言われますが'私 にはよくわから
な いのです｡上海 に いて上海自体 のこと で手 いっぱ いでしたから｣
‑‑‑当時､｢ニュー ヨーク ･タイムズ｣ や中国 の新聞が南京 のことを書 いて いますが
｢
そう ですか｡ rニュー ヨーク ･タイムズJ や中国 の新開は読 んで いませんでした｣
･
‑‑南 京 に いた アメリカ人 やドイ ツ人が国際雛民委員会を つく って'日本 の領事館 に安里､
杭譲を出 しております｡それは上海経由 で外務省 に送られました｡上海総領事館 でこのこ
とを開 いた ことがありましたか｡

どが部屋に山積 みされた､と回想録 に書 いてます｡

｢
そう いう ことも聞 いたことはありませんでした｣
1‑義 時,本省 の東亜局第 1課長 であ った上村伸 l氏が､南京から の抗議､聖 旧
､写共な
｢
ほほう､そう書 いてますかOそれは初めてです｣
‑ 年 が明け てから南京 に いら っし ゃいますね｡
｢1月 です｡正確な日は草 を いませんが'南京 にはそ の年 の十月ま でおりました｣
‑･
･
南京捻領事館 にはどなたが いら っし ゃいましたかD
｢
福井 (
辞)さん｡福井さんは稔額事代理だ ったと思 います｡あと で花輪 (
発散)さんと代
りました｡田中空 さんと福 田篤秦さんも いました｡田中さんは支那語 の得意な人 でしたD

日高倍六郎 さんは いら っし ゃいませんでしたかo

それと若 い人が 二､三人 いたと思 います｡領事館は'領事館と館邸があ って 1つのコンパ
ウンドにな ってました ので､私はそ の館邸 の方 に住みました｣
‑

｢
八月 に南京 の領事館が閉鎖 にな った時には いましたが'そ の後は上海 の大使純 に戻 って
いたと思 います｡ 日t
桝さんは私が入省 した時 の人事課長 です｣
I
‑‑南 京 の梯子はどう でした?

した｡虐殺とかそう いう ことはありませんでした｣

｢
普通でした｡特別なことはありませんでしたO店は開 いていますし､日本 の商人も いま
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‑‑ 南 京 でのお仕事 はどんなも のですか｡
｢
外国と の交渉､折衝 ですねO南京 には各国 の諾領事館 があり∵ )こと の折衝 ですo外国
人が いて､権益があり､そうす ると当然ト ラブ ルがありますから｡ アメリカ領事だ った の

アリ ソン領事殴打事件が 1月下旬 に起きますねー

が アリ ソン氏 で､あと で日本 の大便 にな った人 です｡流暢な日本語をし ゃべる人 でした｣
‑ 南京 には第 三国人 の国際難民委員会 があ って'ラーベ氏' ベイ ツ氏などが いましたが,
彼らとお会 いにな ってますか｡
｢
全然知‑ません｣
‑
｢
与 え｡ アリ ソン氏が日本兵 の宿舎 に抗譲 か確認かに行 って､歩哨 の制止を振‑蜘 って妙
哨線を越えようとした ので殴られたと言 ってました｣
‑ 相当な問題 でしたか｡
｢
日本 に抗議したとは言 ってましたが､本省 のほう でや ったらしく､すぐ に解決しました｣
〜 アリ ソン領事 はど んな人 でした? 親 日とか反日とか｡

｢
軍 の情報担当 に本郷 (
忠夫少佐)さ んがおら れ て､こ の方 が渉外 の仕事を や ってました｡

｢
知日派だと思 います｡そ のこと で特別感情を悪くした ことはなか ったよう です｣
‑ 領事官補とし て､軍とも様 々な交渉があ ったと思 いますが･
･

‖

ギ ｡‖

くな‖

たが､

外国 の領事館から軍 に対す る問題があ ると私 が この方と交渉しましたO本 郷 (
房太郎)大
いい人でしたO
吊 =

あと で､広 田 毒 大佐)さんが渉外部長とし て来ました｡広 田さんは上海 に節務所を お
いてまし て､穏 やかな人 でね｡英語をし ゃべれ て､ アメリカに いた ことがあると いう こと
で, いわゆる国際派 でした｡ アメリカをよく知 って いたんでし ような｡常職派と いう のか
な｡航空 の方 にかわ って､師団長を や ってます｡
それと､ 一度 でしたが･武藤 (
車大佐)さんとも会 ってます｡話を聞 いて‑れ る人 でね｡

‑

偉か ったからだろうが､肩 で風をき って歩‑ような人ではなか った ですね｣
1 1月末から二月はじめにかけ て､東京 から本間雅晴少将が上海､南京､杭州を訪 れて､

｢
そう いう ことはありませんでした｡外務省は自分 のを持 って いたと思 います｣
以上が粕谷氏 の証言 である｡

まをす る､と言 ってます.実際'南京絵領事庵 ではどう でしたか｡

｢
ありません｣
‑ アメリカの鮭華大便ジ ョンソン氏が'日本 の大使館が電報を打とうとすると非がじ ゃ

｢
そ の頃本間さんは参謀本部 の第 二部長 で'本間さんが来たと いう のは聞 いて いました｡
現地 の視察と開 いて います｡広 田さんがそ の時 一緒 に来たとは知‑ませんでした｣
‑
1 広 田大佐から南京事件 に ついてお開き にな った ことは?

その時'広E
B大佐が随行し てますが

3
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生存者 のなかで､約半数 の方とは会う ことが できなか った｡ほとんど の人が病気 であ っ
たからであるOそれでも､多‑ の方 は手款な‑葉書なり で､南京 の梯子を知らせ て下さ っ
た.数年間にわた って､度 々手萩 のやりとりをした方も いる.会えなか った人と､そ の人
たち の見た南京 の様子は'次 の通り であ る｡
中支那方面軍参謀 ･吉川猛少佐
中支那方面罪 には六人 の参謀が いたが' 1赤岩 か った吉川猛氏だけが存命中 であ る｡イ
ンタビ ユIを申込 んだ時､入退院を繰り適し ており､会 って話を聞く ことはできなか った｡
三年 ほど の間に八度 の手親 のやりとりがあり､そ のなかで次 のよう に答え てくれた｡

しかし､質問に対しては手紙 で丁寧 に答え て下さ った｡病気 で中断す ることもあ ったが･
｢l大嘘を吠 ゆれば万犬実を何と やら､ l度世に宣伝 せられし事 はこれを反論し世 に正し
く了解を得 ることは難事中 の難､第 1印象 の刻 みは人間感情 の心 の奥 に深く食 い入るも の
ですQ
昭和十 二年十 二月 に中支那方面軍司令部を蘇州 に推進した時'庶務参謀 の小生と後方主
任 の二宮参謀 が松井大将 に呼び つけられ'屍体 の始末が悪 い､日本軍 のだけ整理し敵罪 の
は放置とは何事ぞと小 っぴどく叱られた事があります｡松井閣下はそう いう御方 でした｣

第+軍参謀 ･寺 田雅姓中佐
寺 田雅雄中佐は第十軍で作戦主任参謀を つとめ･ のちノモン ハン邸件時 の閲束罪作搬瓢
長とし て知られ て いる｡
イ ンタビ ユIを申込 んだ時･九十歳を超え ており･お目にかかることはできなか ったが､
｢
上海方面 の作戦が豚著してどう にも進展しな いため･大本営が第十軍 の杭州湾上陸を企

手紙 で何度か答え て下さ った｡主な内容は次 のとおり である｡

のならお会 いした いと思 ったからである｡しかしやはり病臥中 で会う ことはできなか った｡

寺 田氏は福井県小浜市 にお住 いで,福井 に行 った時,思 い切 って電話をした｡会え るも

当時､南京事件を聞 いた ことはありません｣

でし ょうか｡第十軍 の軍紀がそれほど悪か ったとは思わな い｡

軍紀 に関し て言われて いるとすれば横を現地 に求 めたため､悪 いと言われた のではな い

とからこそ,上海方両 の敵軍が 一挙 に撤退 した のです｡

これがため,程は現地 に求 めること にした｡事実'第十罪 の作戦が猛烈果敢 であ ったこ

受けることは不可能だとわか って いた｡

上陸するとま っしぐらに前進す ると いう やり方をと ったため､最初から後方から の補給を

画した｡第十軍は上海方面 のよう にな っては大変だ った ので作戦本位 であ った｡第十軍は

補過
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第十軍参謀 ･仙 頭俊 三大尉
第十軍には国崎支隊 (
第五師団歩兵第九耗用基幹)が いたo国崎支隊は燕湖付近 で揚子江を
渡り浦 口付近に進出し て南京付近 の敵 の退路を道断す ること にな ったD第十軍 の作戟参謀
であ った仙頭氏は国崎支隊と行動を共 にした｡
仙所俊三氏は､病気 のためお目にかかることはできなか ったが､手紙 での問 い合わせに
は答え て下さり､また'当時 のメモも見 せて‑れたO当時 の梯子は次 のよう に鞍 いて下さ
った｡

｢十二月十 二日､浦 ロ (
揚子江をはさんで蒜 の対岸)に進出した時､浦 口には味方 の十五柑
(
+五サンチ将弾砲)が盛 んに落 下し て いました.揚 子江両岸 に浮遊した敵 の死体 は目撃した
と ころ数百 でし ょうか'中流にはあま‑死体は認めませんでした｡下関 の岸壁が鮮血に典
っていた のを目撃し､か つ死体は手足をしぼられ て いたよう でした｡
虐殺と いう ことは当時は全‑知りませんでした｡畢紀 に関し て国崎支隊 に関す る限り悪
か った ことはありません｣
侍従武官 ･後藤光歳中佐

忘れる有様 ですからお話は無理 です､と のこと｡仕方な‑空港から引揚げた｡

約束 の日､福岡空港から電話をす ると､家族 の方 が電話 に出られて､朝 百
一
l った ことを畳

と了承し て下さ った｡

も っと詳しく聞きた いと思 って'何度か の手萩 のやりとり の後電話 で申込むと'それなら

意兵だけ に日本軍 の軍紀 に ついてよ‑知 って いたと思われるので､是非お目にかか って

日本軍が威張 って いると いう ことは開きました｣

丈大尉などから'日本軍 の軍紀 に ついて特別開 いた ことはありません0

上海派遣軍憲兵隊長 ･横田昌隆中佐､第十軍憲兵隊長 ･上砂勝七少佐'副隊長 ･藤野鷲

｢
当時南京事件 に ついては開きませんでしたO

に書 いて下さ った｡

老人性虚血症と いう こと で話をうかがう ことはできなか ったが､質問 に対し､次 のよう

岡村道 三氏は上海事変当時から上海 に いて､陥落直後 の南京 に入 った｡

上海憲兵隊 ･岡村道 三大尉

昭和六十 一年十 二月 に亡‑な って いる｡

せんでした｣と書 いて下さ った｡

t ンタ=
｢
南 京 は人 一人 いな い街とな ってお‑､小生はそ の 一軒 に泊 った のですが､何歩もありま

‑はできなか ったが､南京 に入 った時 の様子を‑

後藤光蔵中佐は侍従武官とし て第十軍 の前線ま で行き'南京 にも入 った｡最後 の近衛師
団長としても知られて いる方 であ るO
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同盟通信 ･堀川武夫記者
第十六師団に従軍した堀川武夫氏は敢後'広島 の大学 で教鞭をと った｡
病気 で寝 て いると いう こと でお目にかかることは できなか ったが,｢
お問 い合わせ の件
格別確かな ことは見開し ておりません｣と のこと である｡
朝日新聞 ･藤本亀記者
藤本亀氏は十三日､光牽門から南京城内 に入 った｡
搬後､山桜新=3取締役､山陽放送社長などを つとめた人 である｡体がよくな いと いう こ
と で会う ことはできなか ったが､｢
従軍 の間､特別に何 の串件も見た‑問 いたりはしません
でした ことをお知らせ いたします｣と いう遁事 であ った｡
東京日 々新聞 ･浅海 一男記者
浅海 一男氏は十 二月十三日､中山門から南京 に入城した｡
昭和六十年初めイ ンタビ ユIを申込むと､記憶が不鮮明な のでとお断わり にな った｡そ
の際､｢
この世紀 の大虐殺事実を否定Lt軍国主義 への合唱､伴奏とな るような こと のな い
よう切望します｣と いう返事 であ った｡

西野源氏は名古屋稔局から従許し､第九師団と共 に光華門方面から南京 に入城した.
｢
お聞合わせ の件'残念ながら開 いた ことがありません｡戟場 では幾多 の流説があ るのが
当然 のこと です｣と のこと であ る｡
西本願寺 ･大昔光照法主
大谷光照法主は十 一月 に上海 の皇 軍慰問 に向 い'やがて南京 に行き､十 二月十七日 の入
城式 に参列した｡翌十八日､城内 の飛行場 で行なわれた慰霊祭は革 王のもと に行なわれた｡
南東 の様子 に ついては､
｢
完全占領 の翌日 の十 四日夕刻'南京 に着き､城内 に宿営し っつ四日間滞在し､城内 にも
数回入りましたが､もち ろん虐殺を見 ておりませんLt噂も開きませんでした｡もうそ の
時は観閲は全く終息 し て いて､市内 は平静 で'市民 の姿もほとんど見かけず､虐殺 の起 こ
るような環境 ではありませんでした｡ 日本軍は城内城外 に適宜宿営し' のんびり休在をと

従軍作家 ･石川達 三氏
石川達三氏は昭和十年 r
蒼空 で第 1回芥川賞を貴賓,昭和十 二年､陥落直後 の南京 に

って いました｣
と いう こと であ る｡

中央公論社から特派された｡十 二月 二十 1日東京を発 って､上海､蘇州､南京をまわり､

逝

川

揃
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t月下旬 に東京 に戻 った｡ この時'主 に第十六師団 の兵士 に会 い'これをもと に F
生き て
ゐる兵隊]を書き' 二月十八日発売 の r
中央公論｣ に発表した｡と ころが r
中央公論｣ は
即日､新聞紙法 により発売禁止 になり'石川氏 は起訴され､九月 に禁鋼四カ月'執行猶予
磯後 になり､ r
生き てゐる兵隊｣ は南京事件を扱 った小説と言われるよう にな ったo

三年 の判決がおりた｡
昭和五十九年十月､イ ンタビ ューを申込 んだが､会う ことはできなか ったO理由 は後 で
わか ったが､それから三カ月後 の昭和六十年 1月 に石川氏は肺炎 のため亡‑な った｡イ ン
のである｡しかし､そ のお‑'次 のような題串を いただ いたO

タビ ユIを申込 んだ時は胃液痕 が良くなり つつあ ったが'会えるような状況 ではなか った
｢
私が南京 に入 った のは入城式から 二週間後 です｡大殺戦 の痕跡は 1片も見 ておりません｡
何万 の死体 の処理はと ても 二'三週間では終わらな いと思 います｡あ の話は私は今も信
じてはお‑ません｣
連絡を取 って いる途中 に亡くな ったり､病気 のため返事を いただけなか った人たちは､
次 の人たち であ る｡
上海派遣軍参謀 ･松 田千秋大佐

日
月
班鳥 日 宇T 少佐
上海派遣軍写真班長 ･ 一色達夫氏
南京特務機関 ･小島友宇氏
南京特務機関 ･馬淵誠剛氏
第十 軍参謀 ･清水武男大尉

第十 軍参謀 ･山崎 正男少佐
中部防衛軍参謀 ･宮本清 一中佐
南京領事館 ･福 田篤秦領事館補
外務省情報部 ･後藤光太郎氏

不動健治 写真部長

同盟通信 前 田雄 二記者

内務省内務事務官 ･池 野清窮氏
同盟通信
同盟通信 加藤松記者
同盟通信 蔽川親茂 カメラ マン
同盟通信 高崎修 カ メラ マン
同盟通信 菊地久太郎無電技師
朝 日新聞 田畑雅 カ メラ マン
運輸 通信長官部野戦高等郵便長 遠藤毅氏

