五.そ の他
新 愛 知 新 聞 ･南 正義 記 者 の証 言
南正義氏にお会 いした のは'昭和六十 二年六月 四H であ る｡
南氏は､名古屋 にあ る東瀬 ラジオ の社長を つとめ ていた｡多忙な職務 のためー果たし て
お目にかかれる のかどう か､申込みを蹄拷して いたが､思 い切 って申込んでみると簡単 に
了解して下さ ったO
間もな‑南氏が現れた｡現れた南氏は六十歳過ぎにしか見えな い｡五十年前 に従軍し て
いるから少な‑とも七十歳を過ぎ ているはず である｡こ のイ ンタビ ューを行な っていて､
多‑ の人 に会 った｡まだ勤 め ている人も いたが'本当 の意味 の現役は両氏だけ である｡ま
た'若‑見え る人もた‑さん いたが､ やは‑現役 で働 いている人は輝 いている｡

両氏 は明治 四十五年 四月三重県伊勢市 に生まれた｡新愛知新聞 (
現在の中日新開)に入 っ

お目にかか った南氏 はきき‑な人 で'それま で三度手紙を差 し上げ て いて'南京城攻撃
の頃 の話を聞きた いと いう ことは十分ご存知だ った ので'積極的 に話し て下さ った｡
て社会部 の記者を つとめて いるとき支那事変が起きた｡事変勃発と共 に､新愛知新聞も何
人か の記者を派遣したが､十 二月 に人‑南京陥落が近 いと いう ので､改 めて四人 の記者'

カメラ マンを送 った｡そ の 1人が両氏 である｡
そ の頃､国民新聞は経営上 の問題から新愛知新聞 の系列 に入 った｡そ のためー南氏は新
愛知新聞だけ でな‑､国民新聞 の記者も兼ね て いた｡ 二十五歳 であ った｡

rl番最初 に入 った兵隊 しか知‑ませんからそう でし ょう0すぐ に日本兵を下ろしました

‑

‑ 何体‑ら いですか｡
｢
私が見た のは二､三体 です｡すぐプ ラタナスから下ろしました｡
それを見た兵隊たちはカー ッとなりまし てね｡それでな‑とも敵慌心がありますから｣
はじめ て聞く話 ですがo

｢
そう ですO後 でわか った のですが'通解門か光華門 で救 いがあ‑'そこで捕ま った日本
兵らし いのです｡それを中山未踏 に つれ てき て'殺し て'プ ラタナスの木 に吊 るしたも の
です｡下から火 であぶ ってあ‑ました｣

路樹 のプ ラタナスに日本兵が吊 るされて いて大騒ぎ になりました｣
‑ 日本兵 がですか｡

｢
中山門から人‑ました｡先顔 の兵隊と l緒 に進 み'暗 いうち に中山門ま で行きましたO
そ こから先 には進 めず'中山門上で城内 の様子をうかが いながら待機し ていました｡
十 二月十三日ですか､先頭 の部隊と共 に中山門から城内 に入り'中山東路を進むと､街

‑ 南京 にはど の方向 から行きましたか｡
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しね ｡南京城内 で私はこのことが 一番印象に残 っていた ので'戦後'南京に行 った時,そ
のプ ラタナスの所に行 ってみました｡四十数年た っていましたが'プラタナスはそのまま
ありましたO当時はこんなも の (
両手 の人差し将と親指で臓を作 る)でしたがうそ のとき
はひとかかえもある (
両腕 で輪を作る)ほど伸びていました｡ああ､これがあ のプラタナ
スだ ったなと恩 いました｡
日本兵を下ろした後は戦闘中ですからすぐ城内 の中心に向けて進みました｣
‑ 城内 で虐殺があ ったと言われていますが｡
｢
そう いうことはあ‑ません｡虐殺があ ったなど誰も言 っていませんし､見ていな い｡日
本が戦争 で負けてから中国がで っちあげ て言 い出したことです｣
城内 で虐殺らしきことは見 ていませんか｡
｢
見 てません｡す べて耽陶 です｡ l部 の兵隊がカー ッとな っていることはありますが戦脚
です｡
日本兵は食糧はな い'中国兵も銃刑がとれな いと いう ことがありー戦闘と いうも のは規
則どおり行なわれるも のじ ゃあ‑ませんがね｡夫子廟 のあた‑で各部隊を止めて･市民 の
いるところには行けませんでしたし｣
‑‑｣
捕虜をや ったと言われてますが｡
｢
その時 ﹃
決戦に捕虜なし﹄と いう言葉があ って'捕虜とう
い
脅えは日本軍にはなか った
物

と思 います｡もちろん中国だ って'逃げる時は家を焼き払 い' を壊して逃げ'便衣隊に

お互 い捕虜と いう概念がな‑､助かろうと いう気もな いから､捕虜をや ったと いう のも

な ってスパイをやるし､捕虜にな って助かると いう気はありません｡
変な話 ですoそれは､あとからこう いう国際法に照らし食わせればと いうことでねD戦場
を知らな い人がそれを虐殺だと言 っているだけです｡
便衣隊 のことを虐殺だと言 ってる人も いますが､それは虐殺ではありません｣
‑ 同じジ ャーナリズムでも朝日新聞は南京虐殺だと言 っていますが｡

ところが私も東轡 フジオでこう いう立場だから南京と友好をやらな いわけには いかな い｡

古屋市が南垂 巾と姉妹都市 にな って日中友好をやろうと いうことにな った時もそんな気 で
いました｡

｢
私は従軍記者をや っていて､日本が勝 った記革を書 いていたから､中国に行 っても嫌わ
れるだろうLt行‑気もなか った｡中国に負けて‑やし いとも思 っていましたからね｡名

敏も いました｣
‑ さきほど､戦後南京に行 ったとお っし ゃ っていますが' いつのこと ですか｡

｢
後 で名古屋 の第三師岡が南京 に釆ましたからそちらに行 ってます｡私は通信 のため南京
と上海を何度も往復して'年が明けてからも南京に行 ってますDともに上海に行 ったカメ
ラマンの川井克巳と 一緒 のことが多く 従軍記者 の中には'枚井大将 の親戚にあたる於井

あ
｢ あ'朝日新聞ね｡朝日新聞はモスクワででも発行すればよ い｣
‑‑ 南 京 ではどこにいましたか｡
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東海ラジオでも友好 のための何かをやろうと いう ことにな ったとき,私が塵尭 して南京
に行きました｡
南京に東海 ラジオの番組を持 っていって流すとー音楽など中国人は膏ぶんだなDそこで

とい

ぅち の番組を南京 で流すことにした｡また'揚子江に長江大橋と いう立派な橋があるロ何
う案を出して､ジ
キ ロもあるや つでね｡この橋を使 っ て日中友好ジ ョギングをしよう
ョギング大会を始めた｡今年は三回日で､十 一月三日にやる予定 です｡私も去年 Tシャツ
を着 て車 峯 叩長と 一緒に走 ったよ｣
⊥ 堕兄に行 って中国側から虐殺 のことを言われませんか｡

｢
一度もな い｣
‑ ⊥旦属に虐殺記念館ができてますが｡
｢

ほう､そうか｡私は中山門とか'中山通とか'思 い出 の場所には行 ったが虐殺記念館は
知らな い｣
‑ 江東門外にあると いう ことですが｡
｢
そ っちには行 ったことがな い｡南京市長も何皇 日わな いDそもそも南京事件と いう こと
を南京 では誰も言わ な いよ｡中国では当然私 の前歴など調 べて'どんな人間か知 っている
はずだ｡まあ､今ーお互 いにうま‑ い っているから何も言わな いんだろう｡
しかし南京事 件と い ってもありもしな いことだから'もし粕手が言うようだ ったら私も
言うよ｡南京市長より私が当時 の南京を よく知 っているからね｡

逆に､今､私が先頭で友好をや っているから､筒石事 件がなか ったと言うと問題がある ｡
影響があるからね｡私は昔 のメモなども っているので､今 の仕事をやめたら本当 のことを
書きた いと思 っているんだ｣
以上が南氏 の主な話 である｡
新愛知新聞はそ の後名古屋新聞と合 併して中郡日本新開にな ったo昭利二十八年'南氏
は中郡日本新間から移 って東野 フジオを つ‑りあげた｡現在'東海 ラジオ社長 のほか'東
轡 アレど の代表取締役などさまざまな役職を誰ねている｡
この両氏 のお話は,昭和六十二年にうかが ったも のであるけれど'その際､さしあたり

福岡日々新聞社は,塵肺檎事件勃発と共に北文に記者'カメラマンを派遣し'戦火が中
文に飛び火すると中立 にも派遣し､この年だけで十五人 の記苧 カメラマンを中国に派遣

聞社 (
現在の西日本新聞社)に入社したO昭和十 二年当時は'社会部編集記者 であ った.

福 岡 日 々新 聞 ･三苫 幹 之介 記者 の証 言
I‑
･
I
.
三苫幹之介氏は明治三十五年､福岡に生れ'垂 淋帝国大学を卒業後'地元 の福岡日々新

う要望があり 蘭 き香 車 事 件﹄に掲載はできなか ったO
公表は見合わせてはし いと い
将来は公表しても構わな いとお っし ゃっていた ので'今回 の文庫本化にあたり､当時ま
とめたままを掲載することにした｡
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中文 では､上海派遣軍を助けるため杭州湾上陸作戦が立案 され､昭和十 二年十月､第十

し ている｡ これは地方新聞社 の中 では最大 であ った｡当時 の福岡日 々新聞を見 ると､自社
の記者 による将報が大 々的 に載り'他 の地方新開には見られな い紙面構成 であ るD
軍が編成された｡そし て､第十軍 の隷→師団とし て'久留米 で特設第十 八師団が編成 され
た｡地元 の新聞社 である福岡日 々新聞社 では､そ のため三苫氏を従畢記者として特派す る
こと にな った｡当時'三賞氏は三十 四歳 であ る｡
昭和十 二年十月五日'第十八師 樹は久留米を出発ー門司港から乗船､約 言 月間,長崎
県 の五島列島 で訓練 ･待機 ののち'→ l月 五日､杭州湾敵前上陸概 に参加,部隊は銭塘江
口に近 い金山衛城付近 二町に上降したO
‑ 上陸 のときは第十八師団と 一緒だ った のですか｡
｢
そう です｡うす暗 い朝も やを ついて銭堀江→流 の濁水 の遠浅を,胸 のあたりま で塩水に
っかり､部隊と共にあが‑ました｡塵た いリ ュックを背負 い,カメラを構え て, でき る限
り撮‑まく った のですが'ず ぶ濡 れにな ってしま って､ボケ写真 一, 二枚がや っと使用に
たえた､と いう有様 でした｣
‑‑ 療 十八師団は卑 属攻略に参加した のですか｡
｢
僻設第十八師団 の任務は､攻略戦に際し ては串 兄城内万両から脱〜;してくる敵 の退路を
遮断Lt概滅す ること であ‑ましたDそ のため湖州が陥落し てから,南京を遠巻に太湖か

ら揚子江に いた る南西方面に布陣し て待機し て いました｡
南京 では中華門攻撃が開始され'大激戦 の様子 でしたが'陥落はもう時間 の問題とされ
ていました｡陥落したら入城式 が行なわれます｡師団司令部は'入城式 に部隊を代表し て
参列す るよう に命令を受け て いました｡そ のため司令部は前も って､南京城西側 の水 ,西門
から入城して'そ の日を待 つことにな って いました｣
‑ そうす ると,三苫さんは師団司令部と共 に入城された のですかo

でした｣
1 それから南京 に入られた のですか｡
T

した｡﹃
上から の命令 があ った ので'今Lがた英舵を や っつけ てや った﹄と'昂然たる態度

羽 の故事 で名高 いあ の土地 です｡
川中島 には右翼 の有名な橋本欣五郎大佐 (
野瀧垂砲兵第十三連隊長)が陣地を構築して いま

｢
揚子江を下る途中'川 の中 の 一つの島 にどう やら部隊が いるよう でしたから'艇を着け
てもら いましたO地図を按ず ると'左岸ちか‑ に良江と いう地名が の っていますO楚 の項

けば南京 に行く のだ と いうOそ こでこれ幸 いと頼みこんで便乗 しました｣
‑ ‑揚子江を下られた のですね｡

｢
いいえo私は車 属攻略 の華 々し い現場がどうしても見た いので'またしても部隊から離
れ て紡復 し て いると, ふと揚子江 のほとり に出ました｡そ )は太平 (
当聾 と いう所 でし
た｡粘町 の様 でした｡ やがてど こか の部隊 の鉄畑が上流から下 ってき て着岸しました｡聞
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｢
鉄舟 で揚子江を下りー南京 の表玄関であ
る 下 関

埠頭に上陸しましたo日にちは,は っ

の

きりしませんが'たぶん､十二月十三日 の午後 ではなか ったかと思 います｡日本軍が中華
門近くに突入した のが十二月十二日O十三日午前中まで城内外 で掃蕩戦が椀 いたと いいま
すから'私が入城した のは･
L二月十三日の午後だ ったと思 います｡戦闘はもうす っかり終
っていました｡
下関に上陸しますと､日本軍 のトラックが動 いていました｡空車だ った ので､何処 へ行
く のかと訊ねますと､南京城内を適‑抜けて'西側 の水西門まで行‑と言 いますDそこで
乗せてもら い'水西門に着 いた頃はもう夕碁で､あた‑は暗くな っておりました｣
,‑ 水 西門に着 いて'どうされましたか｡
｢
水西門を出たところに'鹿児島 の小原部隊が いました｡大隊副官 の話によると､その日
の午前中ま で敵味方入‑交り'血しぶきを浴びて断 ったと いうことでしたO
そこで小原 (
重孝少佐)部隊長に会 いました｡小原部隊長は'海外武官 の経歴があり､す
こぶる礼儀 のう るさ い人 の棟に見受けました｡ガランとした部屋 で､私と二人話しこんで
いる時に､ある新聞社 のガサ ツな記者がノ ックをしな いでのっそり入 ってきました｡カ ツ
と蛸にきた部隊長は'﹃
貴様は何者か'出 て行け﹄と大声 で怒鳴りました｡そして副官が飛
びこんで‑ると､扉 部 の者を入れてはならぬ﹄と命令を下しました｡私たちは部屋を山ま
したが､副官は気 の番 に塩 って'そ の夜は建物 の 一隅に､そ っと部屋を当 てが ってくれま
した｡

翌日'暗 い中に起きて道路に出ましたO道路 のわきを見 てごらんなさ いと言われていた
ので､気を つけてよ‑見ると､朝露 の中に'藍衣 の支那兵 の死体がゴ ロゴ ロ蔽 っていまし
た｡数が多 いので驚き､念 のため'何名ぐら いであろうかと数え てみると'概算五'六百

'

宿

でした｣
‑ 第十八師団司令部 の 舎 は見 つかりましたか｡
｢
城内はガランと静かで 住民 の姿は l人も見かけませんでした｡たまに人が いると､そ
れは日本 の兵隊が城内を見 て妙 いているのでした｡兵隊を つかまえ て'片 っ端から尋ね歩
いていると'案外容易に見 つか‑ましたD師団司令部は中華路 の宝慶銀横と いう垂 屋を宿
舎 にあてていました｡
牛島 (
貞雄中将)師団長は､私が畢と共に泥んこの悪路を何日も強行軍Ltまた原稿発逮
のため職地と上海間を駆け廻 っていたことをよ‑添加していたので､﹃
岩もず いぶん苦労し
たね﹄と言 って､すでに書 いてお いた 一枚 の墨書を‑れました｡昔へ職場で武将が部下に
与えた感状 のような意味あ いのも のだなと恩 いました｡牛島師団長はまた'私 のために取
って置かせた恩賜 の酒 1本と煙草 1箱をくれました｡親父 のような温か味 の感じられる人
柄 でした｣
‑‑‑
陥落後 の南京城内 の有様はどんなでしたか｡
｢
さぞ荒廃しているだろうと思 っていましたが､あまり荒れていませんので､意外に恩 い
ましたO激戦 のあ った中華門など城門 のあ った所は被害が大きか っただろうと思 いますが'

‑6

そ こま では遠‑ て見 に行 けま せ ん でしたO市街も道 路もき れ いにな ってましたD入城式を
ひかえ て'晴掃 された ことも事実 でし ょう ｡中山東路 の軍官学校 や,入城式 のあ る中山門
の下見 にも行 ってみま したoど こもき れ いに片づ いて､放置 された死体 などありませ ん で
した｣
‑ 南京 では大虐殺 が行な われたと言 われ て います が三･
･
･
O
｢
私 は陥落直後 の南京 を見 てお‑ます から ､自伝 を持 って言え ること です が,大虐殺 の話
な んか見 ても聞 いても お‑ま せ ん｡痕 跡す ら何 三 あ‑ま せ ん でした｡も っとも､私 は入
城式 がすむとすぐ上海 に特 派員交替 を し て､年内 に日本 に帰 ってきました ので,そ の後 の
こと は存 じま せ ん｡しかし､南京 が陥落 した後 にそんな虐殺行為を行 なう はず はありま せ
ん｡南京 の住 民 は'早‑ から難民区 に収容 され て保護を受 け ており､支 那兵 は南京 守備隊
を残 し て大部隊 は撤退 したも のと私 は考え ます ｡南京城内 に大部隊 の兵隊 が集 結 し て いた
ら' 日本 軍が包 囲態勢 で攻 め てき て いる ので全滅 す るしかあ‑ますま い｡中国 は広 い｡昧
傷を負 わな いう ち に部隊 は いち早‑奥 地 ･洪 ロ へ退 きました｡当然 な こと でし ょう ｡ まだ
昭和十 四年 の春 になり､私 は南京支局長を命 ぜられ て'再 び南京 に行 きま した｡支局 は

さき に垂慶もあり ます｡ 日本 軍 の戦線 を糸 の糠 に粥‑引き伸 ばす のが敵 の作戟 でし ょう ｡

召集解 除後 '南京居留 民 の 一万人と 一緒 に南京 城外 の旧

中 山北路 にあり 'それから南京 に足 かけ六年 いて､現地召集 で応 召し,洪 口 で入隊 ,長沙
半年 ば かり し て引揚 げ てきた のです が, こ の間 二皮も虐殺

方 面 に向 いました｡終 戦 になり
日本 革兵舎 に収 容生活を送り

の静を開 いて いま せん｡
虐殺 の静を知 った のは,例 の極東 軍事 裁判 で問題 にされたから です｡あ れは戦勝者 ので
そ のほか に何 か当時を知 る参考 にな る こと があ‑ま したら ‑ ‑ O

っち上げ です｡私 は全 ‑信 じ てお‑ま せ ん｣
‑

｢
そ れには これを見 て下さと
い
私
くo
.
し､
ゆ
つが南京支 局 に勤務 し て いる時 ' 南 京陥準 両 年 が めぐ っ
てきま したO本社 では記念聯 稗 を企 画 しま した｡禰 日商京支局 では中国人夫 妻をボ ーイと
し て雇 っておりま した｡ 二人 は戦争 中も南京 に いて'当時 のことを詳 し‑知 って いま したo

ます｡見出 しは'
恐怖 の枚夫 '掠婦 '

﹃
難民 に当時を聴‑､

で,封 の名前 は黄其 民 (
仮名 o ll
七歳) で､南京 よ‑南方

目 に余 る中央 軍 の暴虐﹄
中学卒業 の学歴 があへ 女 は陳美 君 (
仮名 ｡ 二六歳) で杜 は 蘇州 人 です｡

私達夫妻 は国 際委 員会 で設定された南京城内西北 の山西路からズ ッと入 った 和路

記者 日本軍が や って来 た時君達 は何 処 で如何していたか｡
哉

イ
ホロ
臨

十里 ほど距 てた郷土 の出身 で､

十 l万 十 口付第 七両 に戟‑ま したO難 民区 の有様 がよ‑ わ かると思 います ので'読 んでみ

私 は匿名 の条件 で いろ いろ聞きただ し て記事 にしま した｡ そ の記事 は福 日紙 の昭和十 四年
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の難民区 に いました ｡難民区には三→万人 の難民が混雑 して いました｡中央軍 の兵士が銃
槍を持 って夜とな‑ 昼とな‑交 る交 るや って来 て難民を検察 し､食糧 や哲 署 強奪し､お
金と見れば 一銭 でも 二銭 でも捲1げ て行きました｡最も恐がられた のは掠夫,粒婦 で独身
の男は労役 に使うため盛 んに粒致 され ていき､夜 は姑娘 が粒致 されて いきました｡中央軍
の横暴 は全‑眼に余 るも のがありました｡
記者 日本軍がや って釆たことはどう して知 ったかo
黄
戦争が非常 に重要時期 にあ‑危険を感じ て牡民区 に入 ってからは屋外 には l歩も出
ませんでしたが､たしか十 二月十 一日だ ったと思 いますO家 の中 で友達と蔚していると,
彼 の方 でパン〜 パンー と銃声が聞えましたDは てな‑ 可笑し い銃声だなと思わず朋
友と顔を見食わせました｡
記者 日本軍を見たか｡
哉
z
I
I
本革を見た のは十 二月十八日 でした｡日本 の窟兵が巡察 に来た のを始め て見まし
た｡
記者 難民区 の中には支那兵は居なか った のか｡
哉
居‑ましたOそれは骨発見され て呼 見られ ていきました｡
記者 君は支那兵と間違えられる様を )
とはなか ったか｡

す る 陳芙 は君
ね
嘩 せぬ様 に仲よ‑しなければ いかんよ ｡
調 べられる時は本当にどうな る事 かと憩うござ いました｡

と 君 の
生
命の
恩人
だー
喧

黄
手 や頭など調 べられましたが肌 の色 が兵士とはちがう し,又私には妻があ った ので､
中国兵 でな いと云う ことがすぐ諒解されましたQ

陳

記者

記者 郡民区 で君達 の食物はあ った のかO
寅
雄民区が設定されると同時 に私はデパート の方を退職し､米 二石､拙塩そ の他 の食
管 叫を買込んで秦と 二人粍民区 に避粍した のです｡最初'雑民区 には前 の居住者は逃げ て
しま って人は全‑居なか った のですが､後 には 一ば いに埋 ってしま いました｡ この事務塞

記者 それ で土匪 や中央軍が恐か ったわけだネ｡
黄
恐 いも のはも っとありますO

黄
私達は勤め て いる時空 家を準 えて いた ので家財道具が沢山あ‑ました｡それから
私は貯蓄して いた金を八百元､妻は四百元持 っていました｡

記者 君達は殺 されたり'強奪されたりす る程金銭 や品物を持 っていた のか｡

記者 中央 軍が居た方 が土匪が来な‑ て 都合がよ‑はな いか｡
賛
いいえ中央軍も土匪と同じ ですO金 や品物を持 って居れば､殺 したり､強奪したり
する のです｡
陳
それ で 1番安全な難民区 へ早‑から入 った のです｡

位 の部屋 に十 二人も 1緒 に膚ました｡
記者 君 の郷里は南京 からそう遠‑はな いじ ゃな いか､何奴郷里 へ避排しなか った のか｡
紫
それは途中 に土匪が多 いから です｡中央 軍も沢山 います｡
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費

記者

悪人 ですD支那には恋人が沢山 いますロ 一面識 のあ った私 の朋友 が,私に金があ る

それは何だ‑

記者
日本軍人進城 の時 ですOそ の悪 い朋友 は今 は何処か へ姿を晦まし て帰 って来ません

それは何時頃 のことかo

ことを羨 んで､悪人 に通じた のですOそれ でそ の悪人が私を捉え て懐中 の八百元を強奪し
て逃げました｡

洪
が､金を奪 った恋人はまだ南京 に いて時 々顔を合 せます｡そ の悪人 の被害者 は沢山ありま
すO
記者 何故警察 に届けぬ のだ｡
いいえ'それは無駄 です｡恋人は徒党を組んで いますo私から金を奪 った悪人は今
のがな‑ ひど‑貧乏をして いますD

天罰があた った のだネ｡陳 の四百元もそ の時 l緒 に奪われた のか｡

は 食うも

費
記者

水 西門､光華門､下関､掴江門だ ったと開 いていますD日本軍 の攻城は周囲から南

昧
私は浦田 の中 にシ ツカリ縫 い込 んでいました ので鬼付け出されませんでした｡
記者 城内 で職守 の激しか った のは何処だ ったか｡
黄

の遺棄死体 が散乱して いた｡そ の後僕が泊 った所 に中華路 の宝麓 標と

してこ の南京 へや って来 ていたんだ｡水西門外

戦意を失っ､
て 皆
武器を捨 た
て だ
のそ
うです｡

京を包囲Lt攻城法 が好 か った ので南京は早‑陥落しました｡何 でも水西門付近 では十 一
人 の日本兵 のため三千人も の支那軍が捕虜 にな ったそう です｡
記者 それは珍聞だ｡何故抵抗 しなか った のか｡

黄
には吾 も六官

記者 実 は僕畠 京攻城職 の時従軍記苦

り拭 って いる支那人が住 んで いたよ｡

云う建物があ った｡今鷺 京 に来 て如何な って いるかすぐ見 に行 ったが､あれは以前 の通
そう でしたか､少しも知‑ませんでしたO
へえ‑‑1 従軍は自分 で志威する のですか｡
｡

記者 中華 門攻略 の際 には僕 の新聞社 の従軍記者 が l人戦死したよ ｡

黄
黄

は重 量 局長時代,家族づれで南京 に赴任 して いた O お嬢さんが l人おり' 壷

記者 新聞社が派遣す る のだ｡私 のほかに南京 に七㌧人名来 て いた
こう いう内 容 です｣
三豊

の日本人小学校 に通 って いた｡お嬢さ んはこのイ ンタビ ュー の間'

,習 本新聞 の事業局長などを務め,規‑

,お警

遊びましたが,彼 らからもそ のような幡すら開きませんでした｣
と いう こと であ ったD
三苫氏 は,港

の大刀洗 に住 んで いるO八十三歳 であ るが,十歳以1は若‑見え､健康だけでな‑､頭脳

ん 表 と福岡架

｢
そんな話は全然開 いたことがありません｡あちらでは近所 の支那人 の子供たちとも よく

同席して いらした ので､南京大虐殺 の話を持ち出すと'

生 から蕃 生ま で票
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142 も明噺で､当時 のことを詳し‑覚え ておられ､このように菅

都新聞 ･小池秋草 記者 の讐 口

て下さ った｡

小池肇 氏から撃 つかが ったのは昭和六→ 毒 の祭 とれる前であ った ｡小池氏は前
震 '急性心臓疾患 のため倒れ､救急車で‑ に運ばれた｡退院したのは大 晦日であ ったD
私は委禁 わからず､家族 の方 の撃 は､年が明ければ大丈夫 でしょうとの話だ ったので､
轟る状
に態
イで
ンは
タな
ビか
ュー
を申
き
った
o込んだ｡訪れると,小池氏はまだインタビ ューに答 蔓 とので
が

それでもインタビ ューに応じて‑れたのは,か つて自分 ‑ だ ったことと,長年,棉
身だ ったための人恋しさかもしれない｡
小池氏は以祭 ら l日おきに腎臓 の透析 のため病院に通 っていたので､透析 の日以外で
したらtと了解して‑れたのである｡
この話は'そのような状況で革 して下さ ったも のである｡
小池氏は明治早 年生れ｡昭聖 年,都新聞 ‑ 垂 ‑
に入社し,哨空 二年､社
会部次長 の時､塚本政治‑ 長､青野カメラマンと共に‑ 壷 義 に従軍した｡
都新聞は東京 の地方新聞である｡上海農 のニュースは同‑ ‑ ら配管 受けていた｡
そこで小池氏たちは紙面に都新聞 のカラーを‑ ‑ を番‑ために派誉 れた｡

から'危険なのも当然です｡記念撮影をしようとすると､大砲 の音が凄‑､驚 いた慰問団
は 一時間ほどで帰 ってしま いました｡慰問団とちが ってわれわれは帰れませんから'その
まま第十六師団の司令部にいる
と
I
.こ
r
.
.･にしました｡
第十六師団の師団長は中島今朝吾中将で､貫通銃創をうけたといって歩けませんでした
が'それでも障頚油拝をしていました｡中島師団長にははじめてお会 いした のですが'そ
の時は'やさしいお爺さんと いった印象を受けました｡

‑･
‑
⊥塑月に向う のはいつですかo
｢
太湖から戻 ってきた のが十二月二日か三日です｡その頃､鳥淵 (
逸雄中佐)さんが陸軍
報道部 の窓口をや ってまして'そこに布‑と､十三'四人 の代議士 の慰問団が来てお‑
南京 の陥鮪が近 いので､南京にも行くという話をしていました｡その中には日本無産党 の
加藤軌十 (
十数日後に人民戦線グループ事件で検挙されるO戦後､労働大臣)なども いましたDそ
こで 1解に行かないかという話になり､われわれ三人も行‑ことにな‑ました｡
海を出発したのは十二月の五日か六日頃だ ったと思 います｡軍のトラックで､蘇州'
.
;上
I:
無錫'常州を通 って南京 に向 いましたo
十二月九日頃だ ったと思 いますが､馬秤鎖 の近‑にあ った第十六師団司令部に着きまし
た｡師団司令部ですから戦線 の後方ですが'紫金山の方からは中国軍が大砲をどんどん撃
ってきました｡このあたりは山もなく､紫金山に いる中国軍からはよ‑見えるところです

1
43 第一筆 ジャーナリス トの見た南京

轟 鏡 の近‑には､南蛮 に入 るま で,三日か‑ いましたが,そ の間､降篇 告 の伝
単がまかれた‑､また'近‑ では日本軍 の気球が1げられ､攻城砲 の射管 測 ったりして
いました｡ここから下関などを攻撃し ていたよう です｡南京 には二十五万から三十万 の中
国軍が いたが､こ の頃五万を残し て→関から逝 いた､と言われ ています｡

かは つき‑しませんが､たぷん,→三‑

ったと思 います ｡師団司令部

竿 六師団司令部から警 口戻 ったと ころに溢水鎖と いう温泉 があ った ので､何度かそ
こま で行 って温泉 にも入‑ました｣
‑ 南 京城に入る のは何 日ですか｡

｢
十三日か十皆
が南京 に入 ると いう ので,われわれも中山門から入りました｡既 に苧 六師 団 の糞 は残
敵掃討と いう こと で'中山門‑ から南語 街 地をしらみ つぶしにし て碧 だあと でした｡
ゎれわれも中山露 を行きましたが,城内 はど の家皇 家 で､物音 ひと つしな い死 の大
市街 でしたD犬､猫 の姿 Tつ見受 けられず,不豊 な変 が漂 い‑街路 は激戦 の跡とも見
受 けられな い栗 とした街並 で､び つ‑りし てしま いました0 11
､三百 メートルほど行く
と'前方から顔面から体 にかけ て‑ 浴びた､幽鬼 のような男が､ フラフラとや ってき て,

私たちとすれ違 っていきました｡中年 の男 の､兵隊ではな い普通 の市民らしか った のです

が､私たちはじめ日本側は彼を助けようとす畳 もな‑､またそ の余 もあ‑ません｡何
時､敗残 の敵が眼前 に突然現われるかも知らな い未知 の街な のです｡
ぁぁ､ や っぱり ここは靴場な のだと い った恐怖 が襲 ってきました｡

私たち記者団,すなわち,報知､読売､1栴日報､それと都 の l行六､七人は､重 点城
外到着以来､中島師団司令部から程食 の給与を受 け ておりました｡そ のなかに師団付 の従
軍僧と い､
久 物が 1<参加し ており 彼 が師団と の連絡係を や って いて‑れました｡
城内を記者団 右 は徒歩 で観察し ていましたが､そ の時'中山路と中正路と交叉 する中
央 ロータリーから少し離 れた中 正路 の奥 の方から火車 が起 こり'準 人 いな い空家街は'
濠 々たる黒煙 に包まれ､消火す る人も いな いまま に､燃え つの って､ い っそう凄まじきを
拡大して いました｡そこ へ二台 の自動車 に分乗 した外人たちがや ってき て'街を縦横 に疾
駆し て､ パチパテ とカメラのシャ ッタIを切 ってました｡そして'彼等 は 忘 の取材をす
ると疾風 のよう に現場を去 って いきました｡
後 に雪 て, この l布は､南京 における日本軍 の蛮行,と いう スクープを打電した ﹃ニ
ューヨーク ･タイ ムズ﹄ のティル マン ･ダーディン記者たち であ ったらし いことがわかり

た｡ l週間以上も城外 の激職場 で泥ま みれ の野宿を続け て いた 右 は思わず凱歌をあげた

宿舎 に決めました｡家具や室内装飾もす っかりそ のまま で､広 い応接室から日当り の好 い
リビ ング､洋式 バ ス ･トイ レも ついて います｡水道 の栓をひね ってみると水も出 てきまし

色すると,立派な南京政府高官 の官邸らし い 1軒を見 つけ'師団と の了解 のもとにここを

私たちは早速､今夜 の宿を決めなければならず､師団司令部 にすぐ近 い高級住宅筏を物

道記者 の勇敢な行動 に､私たちは東 が下がる気持ち でした｡

ました｡それにし ても この敵地 にも等 し い戦場 へ､ 右 のスキも与えず乗り込 んできた報
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州

も のです｡しかし'まも な‑､ こ の蛇 口 の水 は' こ の家 の水道 タンクに貯えられ ていた僅
か の水量 であることがわかり､が っかりしました｡
こ の家は 二階建 てで二階は家族 の些 止した寝室らしく 香水 の寧 っような華 やかな姑娘
の個室などは今 にも芙し い娘が現れそう で､体臭ま で残 って いるような跳めかしさ でした｡
たくさん の書籍 が整然と本棚 におさま っているこ の家 の主人らし い書斎もありましたDな
まなまし い住居は私たちも大変気 に入りました｣
〜 そ の時 の南京 の梯子はどう でした‑
｢
そ の時 のことだと思 いますが､難民区に行‑と､補助意兵と いう のが いて､難民区に潜
入し て いる敗残兵を連れだし てました｡連れ ていかれる中国人 の親か兄弟かが､兵隊 でな
い､と補助意兵 にすが っている のも いましたが'そ の光景 はまとも に見 ることが できませ
んでした｡それ でも補助憲兵は連れ てい ったよう です｣
‑ 何人位 の敗残兵を連れ て い った のですか｡
｢
十人か二十人かにまとめ て連れ ていきました｡たぷん射殺したと思 います｣
‑ ど こ でですか｡
｢
直接見 ていませんが､郊外 に連れ てい って射殺した のではな いでし ょう か｣
I そ の他 の難民区 の様子はどう でしたr
L
･
｢
敗残兵捜し の時は難民も動揺し ていましたが､ 一般 には平静 でした ｡
また'食糧がな‑飢催状態 で､食滞を‑れtとわれわれにすが‑ つく人も いましたD私
日 日
たち の聖 に は発見された米が何俵もあ‑ました ので､難民区 のリーダー を蟹 口
に連 れて
いき､米 や副食品などを大八車 二台分 やりました｡雛民区 には六､七万人 いた ので､ これ
だけ では九牛 の 1毛だ ったと思 います｣
1 難民区 の様子など記事 にして送 って いましたかO

｢ええ｡私なりに歩 いて見た誠を書 いてましたo私たちは無電は持 っていませんでしたの
で､上 海 から来 て いた軍 の報道部 の人に膿 んで軍 の鯉電 で送りました｣
‑ そ の後 の南京 の様子はどう でしたか｡
｢
城内はあち こち行きましたが､私たちは皐を持 って いかなか った ので､行動半径は限ら
れて いましたD入城式 の時は､私が松井大将 の入城す る様子を中山門 の上から ロング で撮
り､ カメラ マンの吉野はプ ロですから､近‑から松井大将 のア ップを撮りましたoF
Jの時

｢
虐殺されたも のか､戦死体かわか‑ませんが,中央 ロータリー のそばに つ‑‑かけ のピ

一 重 只では虐殺があ ったと いわれ て いますが'そう いう死体を見 て いますか｡

せてもらう こと にしました｡船 で 話 し て, 二→三日に上海 に着 いたと思 いますol‡ 四
日 のイブは上海 のフランス租界 で祝 ってましたから｣

｢
二十 四日には上海 に帰りたか った ので､軍 に許しに行き､ 二十 二日に上海行き の船 に乗

の写真は 表 で都新聞 の紙面を飾 って いますDまた､正月用 の写真と いう こと でt l個小
隊が紫金山 で万歳 して いる写真を撮りました｡これはやらせ です｣
‑ いつま で南京 に いましたか｡
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｢

糊

ルがあり､ こ の地 下に数体 の死体があ‑ました｡地下に水がたま って いて､ この水が血 で
赤‑な っており､青白 い死体を見た時はぞ っとしました｡
それと'把江門だ ったと思 いますが'軍 のト ラ ックでここに行 った噂､串 に何度も傑か
れ てせんべいの様 にな っていた死体が 7体ありましたo
下関から出発する噂は下関にあるド ック､それはグ ランド ･スタンド のような銅型 の造
船所 ですが'そこに累 々たる死体が投げ込まれ ていた のも目撃しました｣
‑ ド ック の死体 はど の位 ですか｡
｢五体 や十体 じ ゃなか ったと思 いますQ何十体かあ ったと思 いますDこれは戦死体だと思
います｣
‑ そ のほかに死体 はあ‑ませんでしたか｡
｢
ありませんでした｣
‑‑ 南京 で虐殺 の話を聞 いた ことはありませんかO
｢
ありません｣
･1
･
噂話と い った類 のも のはどう でした‑
｢
中国兵が食えな‑な って､自ら捕虜 にな ったと いう話 は聞きました｣
･
‑ 先 ほど の話 では､外人記者に会 ったと いう こと ですが‑‑

｢
彼らは l人が l台ず つ串を持 ってて､城内 の掃蕩作戦や火事 の現場を掘 ったり､難民区
にも入 って写真を扱 ってました｡あまり頻紫 に撮 って いる のでび っくりしたほど ですo

､

第

.
./ . . J:
.
.
I‑.
.
私は 壷
十六師団 の城内掃蕩作戦 で兵隊が掠奪し ている のを見 ていますLt食 べ物
の掠奪 は上が黙認し て いたような ので､ これらが記事 にな っては大変だと思 い､ このこと
をたぶん､馬淵 (
逸姉中佐)さ んだ ったと思 います が'報告 に行 きま した｡す ると.すぐ
調 べると言 って,各 城門 で外人記者をおさえようとしたらし いのです｡し かし､実際､ 守
ろうと した時 には記者 がもう 上海 に帰 ったあと でした｡そ れが ﹃
シ ャン ハイ ･イブ ニン
グ ･ポ スト﹄とか ﹃
ノースチ ャイナ ･デイリー 二 ニ ーズ﹄ に記事にな って山ましたQ先
ほど言 ったよう に 冒 ユーヨーク ･タイ ムズ﹄など の海外 の新開にも出た訳 です｣
｢
シ ャン ハイ ･イブ ニング ･ボ ス･
1｣ や ｢ノー スチ ャイナ ･デイリー ･1
1ユーズ｣な

ど を小池 さん自身ごらんにな った のですか｡

I

｢
ええ｡上海 に戻 ってから見ました｡そう い った中立国系 の新聞だけでな‑､中国 の新開
にも出 て いました｣
どう いう内容 でしたC
1
･

が､三人 では取材力が限られ て いました ので,前線 に行‑より英字新開から情報を得 るこ

ンドには英字新開や華字新聞が売 ってます｡われわれは軍 の報道部 に行 って収材しました

都新開は､上海 に行 った時,ガーデンブリ ッジ のそばにある アスター ハウスを宿舎 にし
て いました.ガーデンブリ ッジを 壷 越え ると､そこはイギリスなど の共同租界 で' スタ

｢
は っき‑覚え ていませんが,日本軍が南京 で掠率をや ったとかそう いゝ
‑ のだ ったと恩
います｡

I
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｢g

150 と にして いました ｡ですから,大場鎖攻略 の頃から､共同租界に行 って,新聞を読む のを

晶 にし ていました｡各社も少しはや っていましたが,外国 の新聞 には都新聞が 一番精通
して いたと思 います｣
‑ そう い った新開は反旦 且伝 の記事も多 か ったと思 いますが､どう判断なさ ってました
か｡
｢もち ろん共同租界 の方 に行 けば ,日本 人は危 険 です し,辻 には,親 日 の中国人 が臼杵 と
い って殺され て'さらし首 にされ ていました｡イギリ スも反日ですから,根締りもしな い

でそ のままにして います｡私がよ‑新聞を買 いに行 ったケリーと いう イギリ スの本屋 には
反日 の本がた‑さん売 っていました｡こう いうところですから,中立国 の英字新陳と い っ
てもー中国寄り の記事 で､そ のまま では使えません｡ でも中国側 の立場 がわかります｡私
はそれらを頚に入れ て記事を書 いていました｣
1 峨後'南京 では何十万人か の虐殺があ ったと言われて いますが･
･
･
･
･
･
｡
｢
私自身 が南京 で見た死体はさ っき雪 た適‑ ですDただ,私は,南京全体を見 ていた訳

報

有利

屈
験したこ

け です｣

にと いう気拝は私 にはあ‑ません｡今 日蔚

も､千人を殺 せば万人と言 ったり､と いう こと でしたから,数字はそう いうも のだと思 い
ます｡

でな‑､行動が限られ ていました ので,ほか のことはわか‑ません｡ ですから､私 の見 て
いな い場所 で虐殺があ ったと言われれば否定 はできませんQしかし､日本軍 の報告 の中に

な
よ
う
と
だ

日
本
に
て
体

中 国に有利なよう にとか､

h館

会津岩牧 ･新発 田 ･i
u
岡田で編成された｡ このうち､会韓若松 で編成された連隊が歩兵第六

団､垂藤部隊が派遣されることにな った｡ このうち､第十三師団は予備役を中心 に仙台 ･

しかし､中国軍 の激 し い抵抗 のため'九月 になりさらに第十 三師団'第九師団'第百 1師

昭和十 二年 八月､第 二次上海事変が勃発し､第三師団､第十 1師団が上海 に上陸した｡

福 島 氏 朝 ･箭 内 正 五郎 記 者 の証 言

の北文 での体厳と石仏 への想 いを ﹃
遥かなるモンゴ ル﹄ 冒石
岡石仏細ni
J﹃
竜門曳陀薙﹄ の三
Eにあらわし て いる｡

戦 後 は自分 で会社を設立し､実業界 に身を置 いたが'こ の間､昭和十四年から終戦ま で

だが'こ の六年間 の中国生活 で'自分 の希望どお‑雲岡､竜門 の石仏 に出会う ことがで
きた｡

し､五年勤めたあと､昭和十九年 には .L兵卒として現地 で召集 にな って いる｡

中国に行‑ ことにな ったQ伝手をたより に張家 口にあ る蒙涯寵業株式会社 に入 ったQしか

小池氏は'昭和十三年 二月ま で上海に いて東京 に戻 ったが､ この中国行きがき っかけ で'
それま で抱 いていた中国 へのあ こがれが 一挙 に燃えあが‑､昭和十 四年 には都新聞を やめ､

以上が小池氏 の証言 である｡

m .
｡m

したことは､南京 で自分で
見
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十五連隊 で､連隊長 には大佐 に進級したばかり の両角栄作大佐がな った｡
第十三師尚は十月上旬 に上陸し､老陸宅 ･馬家宅など で中国軍と戦 ったoそ の後､中国
軍を迫 って揚子江沿 いを北上し'揚子江最大 の要塞 ･江陰砲台を占領した｡江陰占領後,
新発田と高出 の連隊は揚子江を渡 って靖江 に向 い､仙台と会津若松 の連隊がそ のまま残り､
鋲江に向 った｡鎮江占領後'今度 は仙台 の連隊が揚子江を渡り北上し､壁 ハ十五連隊だけ
が揚子江 に沿 って南京 に向う こと にな った｡山田 (
栴l少将)旅団長が指揮をと っていたD
戦後 になり､秦賢助氏が ﹃
日本週報﹄に､｢
捕虜 の血 にまみれた白虎部轡 と退す る記事
を書 いた｡こ の中 で秦氏 は'昭和十 二年十 二月十五日､白虎部隊 は幕府山 で呼 見た捕虜 二
万人を虐殺 した､と伝え た｡
まもなく､福島民友新聞が 二年 にわた‑ ｢
郷土部隊戦記｣を連戦したO当時はまだ垂 加
戦に参加した兵隊が数多 ‑生き てお‑､山田旅団長'両角連隊長も健在 であ った｡こ の連

シ ョンであ ることを明らかにし て いるoLか し､ l庶流布 された話はなかなか聯 見るも の

戦は多‑ の証言 ･証拠を基 にし て､秦氏 の書 いてることは事実とは違うと反証した｡さら
にそ の十年後 にも鈴木明氏がー ﹃
〟南京大虐殺 ″のまぼろし﹄ の中 で､棄民 の証言が フィク
でなく'壁 ハ十五連隊は､J
J
B領後 の南京 に残 った第十六師団と共 に車 掌 件 では常 に話魅
にな っている｡
壁 ハ十五連隊 には禰島民報ー福島民友へ福島 の新脚記者が従軍した｡これら新聞社 は同
盟通信を通し て配信を受 け て いた ので､従軍記者 たちは第 六十五連隊何とし て､連隊 の兵

の消息を中心に報道した｡
三人 の記者 のうち､福島民友､禰島 の記者 は既に亡‑な ってお‑､健在な のは福島民報
やない
箭内正五郎氏 一人 である｡
の

許をう かが った のは暇型 ハ十年十 二月'福島i
=内 の箭内氏 の自宅 であ る｡福島市は架か
ったが､ セーターを着込 んだ箭内氏 は丸 々として､八十 一歳 であるが元気 であ ったD

長 の身分 のまま であ る｡戦後､追放 にな った時､堀切氏 の関係 の淡 い会社 に勤 めることに
な った｡

三年 に追放され退社す るま で局長を つとめて いた｡こ の間'昭和十 五年 から昭和十九年ま
で'イタリアに大使とし て赴任 した堀切革具栴氏 に乞 われて秘書として同行 した｡編集局

ある｡郷土部隊と共に派遣された唯 一人 の記者 であ るから､福島民報 のピ カ 一の記者 であ
る のは言うま でもな い｡従軍から戻 ったあと'昭和十五年 には編集局長 に就任'昭和 二十

内氏は この編集 にたずさわ‑'自分 で撮 った写真も健 った｡
箭内氏は明治三十七年 1月生 れ｡昭和三年､禰島民報 に入社し､昭和十 二年九月'第六
十五連隊 の出征と共 に上海に従軍した｡箭内氏 にと っては初め ての､しかも唯 一の従軍 で

当時,福島 には大小あわせ て五紙 の新開があ ったが､袖島民報 はこの中 で最大 の部数を
記録し ていた｡昭和十三年 には ﹃
支那事変郷土部隊写真史﹄を発行 して いる｡これは上海 ･
南京戦 における第六十五連隊 の戦 いぶ‑を写真 でまとめたも ので'従軍から戻 っていた箭
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桝 ‑ 鎮江攻略 の後'第十三師団 では第六十五連隊だけが南京 に向う のですね ‑
｢
そうです｡ほか の連隊は揚子江を渡り北に向 いました ので'六十五連隊だけが揚子江に

沿 って南京 に向 いました｡六十五連隊は上縮概 で大き い戦 いはほぼ終わりました｡そ の後､
大き い戦 いは江陰砲台を攻略した時だけ です｡江陰 の戦 いは大変 でしたが'戦 死者から い
えば'上海 での戦 いとは比 べも のにな‑ません｡鍍江に行 った時 は､既に敵 は退却 したあ
と でほとんど いませんでした｣
‑ そ のあと南京 に向う わけ ですが'そ の時ー箭内さんは連隊本部と 一緒 でしたか｡
｢いつもは連隊本部と 一緒 です｡私らは連隊付 で行 ってますから､食事 は連隊が残飯を給
与し て‑れますし､記事も連隊が上海 の軍報道部ま で持 って い って‑れます｡そ の代‑'
連隊本部をはなれる時は前も って副官 に言 っておかな いと いけな いのです｡朝 日や同盟 の
記者は食事も通信も自分 でや‑ますが'そ の代りど こで取材する のも自由 です｡そ こが違
います｡

二月十七日 の入城式を見 てますか｡

｢
検閲 のためと いう ことはあ‑ません｡書かなか った のは捕虜 の箭をあまり聞かなか った

った記事を書 いてました｡捕虜 のことは戦前 の ﹃
支那事変郷土部隊写真史﹄が正確だと思
います ｡ ﹃
支那事変郷土部隊写真申巴 は事 実どお‑書 いてますから｣
l t検閲 のため捕虜 のことを書かなか ったと いう ことはありませんか0

ト 捕虜 の話 は書 かなか った のですか｡
｢
書きませんでした｡捕虜 や戦蘭 の話 よりも兵隊 の消息 の記事 が好評だ った ので､そう い

言 って いたよう です｣

‑‑揃 虜はどう した のですか｡
｢
かかえ て いても面倒な ので逃がした のではな いでし ょう かOそ の頃捕虜 は追 い拳 っしか
なか った のですが'逃がしたと言うと､叱られましたから'退却させたとか､戟滅 したと

した｡捕虜を捕まえたことは連隊本部に着 いた時､聞きました｣

｢いま申 したよう に私は後方 の蛸壷部隊 に いました ので､捕虜を捕まえた時は いませんで

す ね｡

た｡私は南京城内 に入 ってません｣
I 十 二月十四日頃､第六十五連隊は 1万五千人とも 二万人とも いわれる捕虜を捕まえま

｢
見 てませんO ですから私は入城式 の終わ ったあと垂 加に着 いたと思 います｡第六十五連
隊は山田旅団長と両角連隊長'それに 一部 の兵だけが北門から入 って入城式に参加しまし

⊥

｢
は っきりしませんが､十 二月十七日か十八日頃 です｡南京城内 の北門から 二､三キ ロ離
れたところに連隊本郡があり､ ここで 1緒 にな‑ました｣

江陰ま では連隊本部に いましたが'あとは平和な職線 でした ので､連隊本部を離れて取
材し てました｡ち ょうど鎖江 から南京に行‑陶 は柏里部隊 の‑ ラ ックに乗 って進 みましたo
後方 に いましたから連隊本部には いませんでした｣
‑‑ 連隊本部と 一端 になる のは いつ頃 ですか｡

ジJ
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から です ｡それほど捕虜 の話 は話題にな ってませんでした｡
検閲 できびしか った のは場所と部隊名 で､特 に場所 は絶対00 の二文字 でしか書けませ
南京の
ん でした｡部隊名も やはり00 でした｡それ でも'第 六十五連隊がお正月を全枇 (
北西二十キロ)で迎え たと いう記苛 の時は許して‑れました｡地名が00 ではお正月 の雰囲
気 が充分に伝 わりませんからね｣
‑‑ 戦後'福島民友 新聞が連載した ｢
郷土部隊戦記｣ によ‑ますと､ この時 の捕虜 は大多
数が逃げ､残 った三千人ほどを放そうとした時､暴動が起き て射殺 した､と言われてます
め‑=･
0
｢
捕虜が暴れたと いう話を開 いた のは戦後 です｡南京 では捕虜と言 ってもあま‑話題 にな

｢
ああ｡秦賢助氏ねO秦賢助氏は第 六十五連隊が中国 で戦 っている時へ﹃
白虎部隊﹄と いう

‑ませんでした｡戦後 になり､虐殺だと いわれた ので改 めて捕虜 のことを聞 いた次第 です｣
･
･
‑ 案賢助氏が､白虎部隊は 二万人 の捕虜を虐殺 した'と言 ってますが･
‑⁚
本を書 いて､ これが売れ て有名 にな った人 です｡第六十五連隊 には最初私が従軍し昭和十
三年 の 1月末 '澱県ま で行 って確島 に戻‑ましたoそ の後､ 二月か三月頃､交代 で坂本六
良記者が行きました｡そ の頃'秦賛助氏はヒ海にも南京にも行 って いな いと思 いますが'
﹃
白虎部隊﹄と いう本を書 いたも のです｡
私 の兄も当時出征し て､第 一大隊 の機関銃隊 の小隊長 でした｡ この前ま で元気 でしたが
先 々月八十六歳 で亡‑な ってます｡兄は入隊して荷役を志聴 し ている時 の出征 でした ので

現役 でした｡予備役が多 い第六十五連隊 では第 l線 の中心だ った訳 です｡職後'捕虜を や
ったと聞 いた時､兄にそ のことをたずねたら､﹃
捕虜を やる撫駄な弾は持 っていな い﹄と言
ってました｡そ の頃 へ補給が充分 でな‑'本当 に職閲 にな った時困りますから無駄な弾は
使えません｡捕虜 が暴れてやむをえず使 ったと いう ことはあ っても'捕虜を殺すため射 つ
なんてあ‑ません｡
考え てごらんなさ い｡捕虜を捕まえ た のは先頭を行 った 1部 の兵隊 ですoLかも六十五
連隊 は上海 で粕当 やられて､途中 で補充を受け て いますが'定貝を割 ったはず です｡ い っ

ょう Lt当時 のことを知 ってる人はそ の話を侶用し てません｡秦賛助氏は福島 の人 で､福

た いそ の時'何人 で 1万五千人を捕まえた のかわか‑ませんが､例えば千人 で l万五千人
を捕まえたとし ても 一斉 に攻 められたらたとえ射 っても当たらな い方が多‑､ 日本人がや
られてしま います.人数から考え でありえな いこと です｡秦賢助氏は南京を知らな いでし
島 に住 んで います｣
1 もう何年か前 に亡くな ったと言 いますが･
･
･
‑･
｡
｢
そう ですかoず っと会 ったことはあ‑ませんでした｡素質助氏 の虐殺 の話 は自分 で見た
こと ではなくーたぶん'戦後 にな って兵隊たちが酒飲み話 に話したことを書 いた のでしょ
う｡戦争が終 ると'兵隊 は戦争 のことを耐自‑話しますからね｣
‑ 酒飲 み託 に話す ような何かはあ った訳 ですか｡
｢
捕虜 や便衣隊 の話 はあ‑ましたo特 に上沖 では いろ いろありました｡上海 で､昼お金を

rI

や って働かせていた捕虜が夜にな ると謀反を起こし､営舎に手相弾を投げたり火を つけた
りしたことがあ‑ました｡その時'火事 にな‑私も マントが燃えたことがありました｡ま
る者も いました｡こう いう話が口伝え で伝わ ったと いう ことはあると思 いますD

た'便衣兵が手棉弾を投 げた のを見 つけて殺してます｡ですから市民 の服を着 て死んでい
またこれもあ ったことですが'兎や鳥を捕 った話が戦後へ略奪したことにな ってます｡
戦争 の話と いう のは'良 い話は伝わらな いが'恋 い話は何十倍'何百倍にな って伝わりま
す｡そ の方が面白 いからです｡虐殺 の南もそんなも のでしょう｣
‑‑‑上から の命令と いう ことはありませんか｡
｢
両角連隊長を知 っていればそんなことは亭 見ません｡両角連隊長は常識 のある人で'涙
もろく'し っかりした人です｡陛大を附てませんが連隊長になり'最後は中将までな って

ますO立派な人だ った ので皆は当然陸大を出ていると思 っていたらし いのです｡
上船に上陸した時'埠頭で'﹃
兵器はすぐ作ることができるが､人間は兵器と適う'骨が
これまでになるには二十年､三十年とかか っている｡身体はそま つにするな｡そ のため‑
塑壕は完壁に掘れ﹄と訓示してました｡

ため命を捨 てようと いう気になりませんから､死傷者が少なくなります｡経験からこう い

上海で六十五連隊は死傷者が 一番多か ったはず ですOそれは連隊長に皆感激しまして'
両角連隊長 のためならtと勇敢に戦 ったからです｡ い ってみれば両角連隊長 の部下思 いが
かえ って部下を死なせることにな った のです｡連隊長に反感をも つ部隊は'誰も連隊長 の

〜
‑
う ことが言えます｡部下思 いの連隊長 の兵隊はた‑さん死んで､部下を叱る連隊長 の兵隊
は死なな いと いう ことです｡戦場 では人間は単純になるも のです｡兵隊を助けた いなら兵
隊に憎まれなくては､と両角連隊長は言 ってましたが'本当 です｡
私 のことでも両角連隊長 の思 い出があ‑ます｡私は連隊本部に いて､兄と会うことはな
か ったのですがへそれを知 っている連隊長は'お兄さんは元気ですとよ‑知らせて‑れま
した｡あとで聞 いたことですが'兄も'弟さんは元気でや ってますと知らせてもら ったそ

誰も信じな いでしょう｡戦争に行 った人は人 1人殺す のは容易じ ゃな いことを知 っていま
す｡戦争と いう のは小さ い観閲でも､大砲 の音がどんどんしてー銃声が激し‑､凄‑みえ

戦後､南京虐殺があ ったとかへ素質助氏が第六十五連隊が大虐殺をしたと言 ってますが'

｢ありません｡今 でも禰烏 には当時従軍した兵隊が何 十人か何百人か います｡聞けばわか
ることです｡

何年か前､通産事務次官をや った両角 (
良彦)さんはこの人 の長男です｣
‑ 六十五連隊 で軍紀 の乱れとかそう いうことが話題にな ったことはありませんか.

仮に上からそう いう命令があ ったとしでも断わります｡そう いう人です｡もちろん自分か
ら命令するはずがありません｡

江陰城を攻める時も､上から､何日まで占領せよ､と命令が来たらし いのですが'﹃
何日
までとれtLかしとれなくとも無理をするな､体が大切だ﹄と訓示していますOですから､

う です｡
ジャーナリス トの見た南京
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こ の凄 いと思 った時 の印象 の話 が広 ま って いる のでし ょう ｡

ます｡ でも､後 で職場を見 ると 'た いて いへ これがあ の戦場 かと思 ってしま います ｡戦後 ､

って いる のは上船 です ｡上海 ではよく

一部 の人 がイ デオ ロギ ー で職後何度も虐殺だと言 って､ そ の気 にな る人も いるよう です
揚 子江岸 など に死体 はありま せん でしたか｡

が､南京 の様 子からは考え られな いこと です｣
‑
｢南京 では見 てま せ ん｡私 が上帝 ､南京 で記憶 に残

戦 死体を見 ました｡戦場掃除を し てま せんから畑 の中 にも よ‑ありま した｡そ れが印象 に
墾 ハ十 五連隊 は十 二月 二十 日'
下関から捕 口に渡 るわけ です が､こ の時下関 に死体 は ?

残 ってます｣
‑

下
｢ 関 の桟橋 から海 軍 の砲艦 と か小 さ い船 に乗 って渡りま した｡桟橋 はた‑ さんあ るら し

いです が'死体 は見 ま せん でした｣
‑･
⊥ 岡山
事 件 は戦後知 った訳 です かo
｢
そう です｡戦後'南京 で虐殺 があ ったと聞 いてび っ‑り しま した｡ さ っきも言 いま した
よう に､ 上海と 比 べると南京 はあま‑激 し‑な い戦線 で'補島民友 と福 島新 聞 の記者 は十
二月 に帰 ってます ｡私 は揚子 江を渡 ‑瀧県ま で行 きへ 1月 ま で いましたが'そう いう 話 は
聞 いた こともありま せん でしたo

甑

以上が箭内氏 の証言 である｡

虐殺 はなか ったと思 います ｡戦後 ､噂話 が広 ま ってな ったも のです｣

撃 十

軍人の見た南京
‑‑私は正直言 って'中国びいきですO
満州国を つく ったのも賛成じゃない'
日支事変も日本がやりすぎたところが
あると思 っています｡しかし､南京の
降伏拒否は中国が悪 い｡しかも､粁局'
放拓司令官の府生智は逃げてますから
ね｡･
･
‑･
金村がつぶれる博と同じで'
責任者がいなければ会社は混乱して'
旬月は物を判 って逃げますよ｡降伏拒
否がなければ捕虜 の問題も起きなか っ
たと思 います｡国際法上tとよく言い
ますが､国際法上から一
,t
u
:
･
乙ば中国のや
‑方はまず いと塩います｡
(
松井軍司令官倒･
柵田尚氏の証言よ‑)
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