丁
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･

以上が金子大尉 の聾 白である｡

企 画 院 事 務 官 ･岡 田芳 政 氏 の証 言
当時､企画院事務官 であ った岡田労政氏 の身分 は文官 であ った｡ しかし､正確 に言えば
もともと軍人で､陸軍省 から企画院 に出向 して いた のであ る｡
岡田氏は陸士三十六期､山本景裁著 r
陸軍収幣作峨｣ では岡田氏を次 のよう に紹介し て
いる｡
岡田氏は陸軍大学校を卒業後､参謀本部支那課 に配属になり､ 二年間勤務 ののち､胤在

｢
辻政信氏と陸士､陸大とも同期 で､辻と並 ぶ俊秀と称せられた明朗閥連な人物 であ った｣

は南京 に､ 二月から暮ま では広東 に駐在 した｡南京 に いた昭和十年 の秋 には蒋介石 の五十

月として中国 に渡 った｡昭和十年 1月から四月ま では北京 に､五月から翌十 l年 二月ま で

誰も いなくな ってしまう状態 でした｡上海は華 やかで､ 一方南京 には何もありませんから

中国 の中心地は上海 でした ので'政府 の部長 クラスは週末 になると､ みんな上海 に行き､

｢
私が いた昭和十年 から十 一年頃 の南京 は'城内 の北半分 に新し‑政冊 の鎚物などが建 て
られたばかり で､ほと んど の住民は南半分 に住 んで いました.国民政肘 の首都と いってもー

1 支那事変 刑､南京 に 1年間ほど いら っし ゃ った訳 ですが､そ の時 の南京 の様子はどう
でしたか｡

そ の名を東亜同文書院を作 った近衛霞山公からと っており'中国と緑 の深 い場所 であ る｡

たが,場所は いつも虎 ノ門 の霞山クラブ であ るO ここは東亜同文書院出身者 のクラブで､

めて元気 で'ほとんど毎 日外をかけずりまわ って いるほど であ るC何度かお話をお聞きし

岡田氏は明治三十六年生れで'お話をお開き した時は 八十 二歳 であ った｡しかし､きわ

二 (
情報)課長 であ った｡

報参謀とし て､ひき つづき謀略 工作 に従事 したO終戟時は大佐 ､第 六方面軍 (
洗口)の第

る謀略 に従事す ること にな った｡そして､昭和十四年九月 には支那派遊軍参謀 になり､情

l年数 カ月 の企画院出向 ののち､昭和十 四年三月､参謀本部第 八課 に戻り､中国 に対す

岡E
B氏 である｡岡 田氏が南京 に行 った のは この時 のこと で､三十 凹故 であ った｡

.㌔の研究 ‑
のため第 三委 員を日比谷公園 の旧懐会議部堂 の建物 の中に設け､ここに
陸鞘省 ､梅坪省 ‑外務省などか ら 一名ず つ211向したが､この時ー陸群省から川向した のが

立
案

になり'そ のまま軍務課付とし て企画院出向を命 ぜられたO当時ー企画院は重要な国策 の
企画 '立案を次 々と行 い そ のため各省 の エリーーが出向 して いた｡企画院 では中国線晴

で入学した｡しかし､入学早 々支那事変が起きたため､束京帝国大学 での勉強はれち切り

し て東京帝国大学 に派遣され て三年間聴講すること にな って いた｡岡田大尉も 三年 の予定

ら東京帝国大学経済学部 に入学した｡当時､陸軍から毎年'二'三人が陸軍省軍務課付と

歳 の誕生 日 のお祝 いが盛大 に南京 で行われ て いる｡昭和十 二年 一月 にE
I
I
本 に帰り､凹月か
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当然な のでし ょう｡蒋介石はそれを知 って､わきわき軍官学校 の中 に自分 の住居を つ‑り､
週末 でも南京を離れませんでした｡江兆銘 や何応鉄もそれを見習 って南京 に住 いを建 てま
したが'そう いう建物が原 っぱ の中 にボ ソンと建 って いるような有様 でした｡それでも部
長 クラスが週末 に上海 に行く のは続 いて いたよう です｣
翌年 の南京陥落直後 に南京 に行 ってますが､そ の日的は何だ った のですかO

｢
上海がわが軍 の手中に帰した時へ経済復興 の必要から､第 三委員が上海を視察すること

‑
になりました.私もそ の 1月とし て行きました｡ この時 の報告 に基き'翌十三年 に中支那
振興株式会社ができ る訳 です｡
上海付近 の視察が終 った のが十 二月 二十三日で､す でに南京が陥落して いました｡ ここ
で､私はか つて駐在員とし て 一年間 いた南京を見た いと思 い､正月休暇を迎え るので､南

｢
十 二月 二十四日 の午前 です｡

京行きを願 ったと ころ許可がおりまして南京 に行 った のです｣
‑ 何日ですかo
海軍省から出向し て いた佐 々木中佐 の口きき で､海軍 の水上艇 で南京に行きました｡佐 々
木中佐 の他 に他省 の希望者も何人かおりました｡着 いた のは南京 の揚子江上 で､水上艇 に

Tわれわれが着 いた揚子江 には戟死体が十政体浮んで いました｡そ の時 の話 では､前はも

はそ のまま待 ってもら いI翌 二十 五日 の午後 には再び上海 に向 いました｣
‑ 南京 の様子はどう でした?

門

が

っとあ ったか錬れ てしま ったと言 ってました.上陸した所に拒江
あり､軍から出迎え
の自動車 でこの門から南京 に入りました｡出迎え てくれた将校 の話だと､日本罪は抱江E
=
付近 1背 で中国軍を包 閃した ので最も多‑ の職死者を出し'以前 は相当死体があ ったと言
首都飯店 にあ った軍司令部を訪問し､ ここで占領当時 の話を聞きましたC

ってました｡しかしt私が行 った時はほとんどありませんでした｡
参謀本部 の支那課 の先輩だ った佐方 (
柴木少佐)さんが'南京 の特務機 関長とし て弟任
し てると聞きました ので､夕方 にな って特務機関 のあると ころに行きました｡中山路と中
山東路 の交わると ころに三階建 ての中国銀行があ って､相当荒 れて いましたが､佐方さん
は ここの二階を使 って いました｡軍司令部 から日本酒が届 いて いました ので ロー ソクを立
て' 二人 でちびちび飲 みながら夜半 過ぎま で語りましたO この日は クリ ス マス ･イブ で､
翌日は佐方さんの案内 で南京城内を自動車 で 一巡しました｡激戦 のあ った光華門や中華

あと で' この日佐方さんのお子さんが亡くな ったと いう のを聞きました｡

にもな った北部を見 てまわりましたが'日本兵 や 一般日本人､おそらく新聞社 の人 々だと

門にも行きました｡中華門 の方 では中国人 の露店が 二㌧三開 いて いました｡そ の後､戦場
思 いますが歩 いて いる のが見えました｡火災 で焼けた家も何軒 かあり､城内 では 一軒 ほど
‑す ぶ って いる家があ ったと記憶し ています｡
以前私が住 んで いた家 に行 ってみると'昔 のまま で､付近は のどかな風景 で戦場 であ っ
たと いう名残りは少しもありませんでした｡そば の金陵大学 にはたくさんの避難民がおり

26
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ましたが'す こぶる穏 やかで'顔見知り の門番 の中国人が 二コ二コして迎え てくれました｣
‑ 難民 の いる場所は自由 に出入りができなか った のではありませんか0

｢
揚子江岸と把江門外 で十数筒 の死体を見ただけ です｡市内を見 て廻 った時‑戟死体は l

｢
特別止められたりはしませんでしたo門番 が顔見知‑だから入れた のかもしれません｣
‑ 虐殺 があ ったと言われてますが そ のほか に死体など見 てませんか｡
体も見 ておりませんO街 は平静そ のも のでしたQ戟死体など のかたづけは終 ったあとだと
思 いますO
それにし ても日本邸が南京 に入 った のは十三日で､そ の日はまだ峨朋があ ったと言 いま
す｡私が南京 に行 った のはそ の十日後 です｡そ の間ーど の位 の死体をかたづけることがで

そ の後 '岡田さんは中国 で謀略などを や って いた ので'中国人と接触する機会 があ っ

きますか｡あ ったとし ても何百体とか何千体だと思 います｡紅稚字会 が埋葬したと いう何
万と いう死体もどう いうも のか｡疑わし いですよ｣
‑
たと思 いますが､南京 で虐殺があ ったと いう ことを開 いた こと はござ いませんかO
｢
ありません｡ただ の l度もありません｡はじめて聞 いた のは戦後 にな ってからですo聞
いてび っくりしました｡
私はず っと中国に いて中国人と いうも のをよ‑知 っていますし､陥落前 の南京も陥落後
の南京もよ‑見 てますから亭 えますが'垂 晶 丁
件とは中国 の宣伝 です｡戦後､ いちはやく
中国が'裁判 で何十万人が殺されたと言 って､それが世界 に伝わ‑ました.それが南京事
件と いうも のですOそ の時､世界 に与えた印象 はあま‑ にも敬か った のでーこれは簡単 に
消え るも のでありません｡南京事件と いう のは､中国がそれま でや ってきた宣伝職を峨後
も行な ったま でのこと です｡
中国は宣伝がうま い国ですし､日本人 には理祈 できませんが､白撃 二千丈 の国中国 では
こう いう ことは当然な ことな のですC 日本 は宣伝搬 に負けた のですo
当時から中国 の正確な人 口はわからな いし､誰が兵隊かもわかりませんから､正純な数
は数えられません｡ ですから､日本側が い‑ら部隊 の動き や､ 1部戦場 の思 い出話を狭 め
でも この大宣伝を否定することは不可能 です｡それに､中国人と いう のは面子を重 んず る
国 ですから' い ったん言 った ことを取消す ことは絶対ありません｡ ですから､ いま のまま
いくら争 っても南J
.
条 件は永久 に片が つきません｣
｢
宣伝 に負けたとあ っさり兜を脱ぐ こと です｡それしかありません｡数字 の討論は恩 の骨

‑ 南京事件 の真相をは っきりさせる方法はな いのでし ょうかO
張 です｣
以上が岡田芳政氏 のお話 であ る｡私が岡田氏から開きたか ったことは南京 のこと であ っ
たが,会 って話を聞くと､ いつも現在 の日中友好 の話 になる｡岡田氏 の頭 の中 には いかに
したら日中が友好を保 てるかしかな いよう で' ここに記した話をまとめるま で三回会 い､
五回手雛を いただき､電話は度 々必要だ った｡それほど いつも 日中友好 の話 になる｡
当時'中国攻略 の謀略担当 の 1人とし て'多く の軍事 横密費を使 い'組紙を動かす こと

2‑畠

の出来た であ ろう岡田氏が､今･同じ中国 のこと に ついて徒手空拳 でむなし い思 いをして
いるのが私もわかる｡当時から中国と 深 いかかわ‑を持ち､今なお中国問題 で飛び廻 って
いる岡田氏 であ った｡

参 謀 本 部 庶 務 課 長 ･諌 山 春 樹 大 佐 の 証 言

樹大佐が上海 に向 い､元旦 に南京

の 談 山 春

,l
･

1
1

昭和十 二年九月 の上締派遣軍上陸以降'打合せー視察など のため,度々､箪中央部から
現地罪に派丑があ った｡
昭和十 二年十 二月 の幕 には参謀本部庶務課長
に行 った. この時､陸軍省人事局長阿南惟蔑少将､補任課高級課月額田担中佐､軍事課高

昭和十 二年 の参謀本部庶務課 の記録 によりますと ｢
十 二月 二十六日'課長謙山大佐 は

級課員稲 田正純中佐､参謀本部作戦課員荒尾興功少佐らと 1緒 であ った｡健在な のは謙山
氏 1人 であ る｡そこで秋山氏 に罪中央部 は現地鞘や串 原をどう見 て いた のかをおたずねし
た｡昭和六十 二年九月 のこと である｡

‑

人

事及幕僚業務等 に関し各 軍及師団司令部と連絡 の為中支 那万両 に出張す｣とありますが,
この出張 は具体的 にどう いう こと ですか｡
T
現地 の輩 の状況がど‑ いうも のかー軍と師団と の関係 はうまく いって いるかなど視察す

阿南人事局長 や鶴田人事局高級課員も 1緒 ですが

･
｡

れ て いるような虐殺と いう こと ではなく､ l緒 に行 った人も虐殺と いうような ことを質問
したと いう ことはありませんでした｣

のため､そ の時はシ ョックをうけた事もな‑､漠然なる気特 で過ぎ て いました｡現在言わ

それ でも塚田攻参謀長 が松井 (
石板)軍司令官が暴行 に ついて非常 に心配し て いるとお
っし ゃいました｡ただし､具体的でな‑､また虐殺串件を思わせる様な文句 でもなく､そ

｢
元旦頃行きました｡市内 の各所を視察しましたが女 の死体を 一つ見た‑ら いでした｡

‑ 南京 にも行かれた のですね｡

せん｣

とは関係がある のです｡ただし､阿南人事局長とは 一緒 でしたが､額 田君 の記憶はありま

たうえ で､貴終的 に決定す ることになりました｡そう いう こと で庶務課長は陸軍省人事局

やること にな って､参謀 の人事 は参謀本部庶務課が原案を作り､人事局 に了解してもら っ

｢
もともと参謀 の人軒 は参謀本部 の庶務課がやり､そ のほか の人事は陸軍省人部局 でやる
こと にな って いましたOと ころが昭和十 1年 の二 ･二六事件後､す べての人事を人部局が

‑

めで'深 い意味はありません｡よ‑ある こと です｣

｢
そう いう こと ではありません｡軍 の状況を把握するためです｡参謀など の働きを知 るた

るためです｣
‑ 軍紀が乱れ て､そ のためと いう こと は'ありませんか｡
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それは軍司令部内 でのこと ですか｡

松井大将ともお会 いになりましたかD

｢
上海 の飯店 のようなと ころでの話だ ったと思 いますO塚E
E参謀長はまじめな方 で,深 刻
にな ってました｣
‑

軍
｢ 司令官とは軍司令部 で簡単 に挨拶した程度 でした｣
‑ 松井大将はど のような方 ですかo
｢
私が陸大をおえ て参謀本部 の第 二部所属とな った時 の部長 で､それから何度か接し て い
ます｡そ の時は建川 (
美次大佐)さ んが課長 で､建 川さ んは奔放な方 でしたが松井さ ん の
下 でしたから格別な串も見当りませんでした｡
松井さんは第 1次世界大我 の時､従軍武官として欧州 の職場 におり､当時 の活躍ぶりは

上海 では老練大人 の風 の感じを持ちました｣

凄 か ったと言われて いました｡第 二部長 のあとジ ュネーブ罪縮会議 の全権 でバリに来 てま
し て､私はパリに いました のでお世話し て います｡

ん ｣

‑ 上海 の軍 の特務部 には諌 山さ んと同期 の木村松次郎 (
大佐)さんが宣伝班長とし て い
ましたが ･
｢
会 ってませ

‑ 昭和十三年 1月四日に参謀総
長か
より軍紀風紀 の乱れに対し訓示が出 てt l月九 日に塚
き
田 (
衣)中支那方面軍参謀長より磨下野に通牒が出 で いますが ･･
･

｢
そう いう ことはありません｣

｢
記憶 にな いのです｣
‑ 参謀本部 に いて､現地軍 の軍紀が悪か ったとか話題にな って いませんかD
･
･
･
‑･
南 京事件 に ついて､籍 口令がしかれ て いたと いう ことは｡

｢
参謀本部 で受付ける望 昆 毎 日の電報などを含 めて庶務課が受付け'主務課 に渡す分と
関係課に渡す分を同時 にガリ版 で刷り､ これを配布しますCす べて私が目を通しますから
そ の間虐殺事件が話題にな ったことも､婚 口令をし いた ことも絶対ありません｣

私が知 らな いと いう ことはありません｡昭和十 四年三月ま で庶務課長をや ってましたが､
七月に旗満橋事件が起きた時 の参謀本部 の様子と いうも のはどう でした?

･

昭和十三年 1月 にアメリカから､日本軍が南京 のアメリカの権益を佼し て いると の抗

が､本間さんの出張は全く記憶 にありません.本間さんが琴 l
部長として出張するのに部

｢アメリカなどから当時抗議があ った事は言われてみると ぼんやりと思 い出されるのです

に行 ってますが｡

議があり,本間雅晴第 二部長が下志津飛行学校教官を や って いた広 田豊中佐ととも に南京

I

｢
さあ｡直篠 タ ッチして いませんからわかりません｣

楚歌 でした｣
‑ 支那課が簡単 に支那を 一撃 できると言 ってた様 でしたが

｢
作戦部長 の石原 妻 帯少埜 さんは不拡大方針 でしたが､全体と し て不拡大主轟 は凹面

‑
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㍑ 下を伴わず'広 田中佐を同行させた事も異例と思われます｡広田は陸士 の同期 です｣
‑ 第十六師E
E長 の中島今朝吾中将 の日記に ｢
捕虜 はせぬ方針なれば｣とありますが､ど
んな意味な のでし ょうか｡

｢
武器をとりあげ て釈放せよ､と いう こと でし ょう｡捕虜 は釈放すると いう ことな のです
が､そ のまま釈放すればまた散となりますから武器を取り上げます｣
‑ 捕虜 に対して諌山さんはど のような考えをお持ちでしたか.
｢

特に関心はありませんでした｡ 日本人は捕虜 にならな いと いう考えがあ った ので捕虜 に

ついて特別考え てなか ったと思 います｡私自身 '昭和十 四年三月､大同にあ る約 二十六師
団 の連隊長とし て行きましたが､捕虜 はあまり いなか ったと記憶して います｡また､捕虜
な のかどうか'中国人を使役として使 って いました｡私は前 の連隊長 のや ったとおり行な
うと いう考え でした｣
‑ 当時南i
孟 丁
件は全妖芸口
われ て いなか った のですね｡
｢
事件と いう ことは全然知りませんでした｡敗戦 の時'私は台湾軍 の参謀長を や っていてー
引揚げが終わ った時 B‑ 29搭乗員処刑 の件 でアメリカ の裁判にかけられ､終身刑となりま
した｡それで上海 にい
て後 で巣鴨 にかわりました｡ ですからそ の頃南京事件 が話題にな っ

鉢 山氏 には昭和六十年から度 々当時 の中央 の罪 の考え方 に ついて手練で数え てもら って

て いた ことは知りませんでした｡最近言われ てから知 るよう にな‑ました｣
以上が諌 山氏 の証言 である｡

いた.そのことを昭和六十 二年 に 両 き箸 南京畢生 を刊行した際 簡単に記した｡と
ころが本が発刊された直後､軍全体 のこと でしたらお話し できますと いう手紙を いただき､
そこではじめ てお目にかか った｡それま では垂 範 件 には何ら資料を持たな いので笹 吉は
できな いと いう こと でお会 いできなか った のであ るが､お目 にかかると 罪 の中央部 のこ
とと南京出張 に ついては知 る限り話 して下さ った｡南京 に行 った のはgl
十三鼓 の時 であり､

外,ず っと編制班 に いて昭和十五年からは高利班長を つとめる｡昭和十六年碁 に南方罪参

属す る｡それから昭和十六年 の戦争勃発ま での六年間へ中支那派道草 の参謀として出た以

当時少佐｡前年 の昭和十 l年 に陸軍省副官から罪務局軍事課 に異動となり､縮刷班 に所

大槻串氏 は､陸軍省 軍務局畢事課 の課員として､陥諮直後 の南京 に行 って いるo

陸 軍 省 軍 務 局 軍 事 課 編 制 班 ･大 槻 章 少 佐 の 証 言

ことからであ った｡昭和十 二年十 一月 には庶務課長となり昭和十 四年三月ま で つとめたo

庶務課高級部員を つとめた｡昭和十年 八月 に福岡 の連隊 に出たが､ l年後 に再び高級部員
として庶務課に戻 った｡公正､温厚 な人で'人事を つかさどるに余人 にかえがた いと いう

昭和八年,諌山氏は フランスから帰 って参謀本部 の第 二部 に配属 にな った｡少佐ながら

話をうかが った のは五十年後 で､諌山氏は九十三歳 であ った｡萩山氏は温厚な方として知
られて いるが'お目にかかると､ いかにもそうだと いう ことがわかる0
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どう いう立場 で南京 に いらした のですか｡

この話 は､平成 に入 ってから東京 ･八王子 の大槻氏 の自宅 でう かが ったも のである｡

謀として転出し､第十四軍 の参謀などを へて終戦時は内地 の第三十六軍高級参謀｡
‑
るし'支那 に行‑ こともあ る｡ それ で昭和十 二年 の番 に南京 に行く こと にな

｢
軍串誰 の課員は､罪冊を知 ると いう こと で出張 に行く ことがあるんです｡内地を見 てま
わ ることもあ
薯と いえば'陸軍省 の阿南 (
惟#)人事局長 が課員たちを つれ て南京 に行 って います

ったんです｡南京 の視察 ですな｣
I
が､それと 一緒 ですか?
｢いや､違 います｡ ひとり です｡そ のときは南京と杭州 に行き' いったん東京 にもどり､
それから北支 にも行 ってます｣
･
‑⊥ 岡京 ではど こに?
｢
昔 のことな んでは っきり覚え て いな いんだが､兵端旅館 に泊まりました.寝 ようとした
ら'寝台 はあるんですが'寝台と い っても鉄 の枠だけ で､藁布団もな い｡仕方なく毛布 一
虐殺があ ったと言われて いますが､何か聞 いたり見たりした ことがありますかO
･

枚 で寝ましたが､寒く て寒‑ て､それが 一番印象的 でした｣
‑

｢
そう いった形跡は全然ありませんでした｡何もな い｡軍司令部 の参謀と いろんな話をし
たんだが､話題 にな った ことも､脚 いた こともな い｡虐殺があ ったと いう のは嘘 ですな｡
そ のあと私は杭州 に行き 蔚十辞司令部 にも行きました｡杭州 に行 ったとたん大雪 にな
り ､交連機鞠は何も動かな‑な っ･
1
J
O飛行機を飛ばす ことも できずt司令部 にとじこめら
れ てしま ったん です.司令部 の参謀も動きがとれなか ったと思 います.
そ の第十軍に山崎正男 (
少佐)さんが作戦 の参謀とし てお った｡私 にと って山崎さんは'
同郷 の先輩 で,幼年学校から知 って いるんですcLかも山崎さんは軍事 課 に いて制度 の担
当を してお った.そ の後任として私が行 ったと いう関係なんですOそ んな こと で山崎さん
とは いろんな話をしました｡しかし､虐殺なんてま ったく話題 にならなか った｣
ほか の参謀から聞 いた ことなどは?

あ ったとしたら､そ のとき聞 いて いると いう ことですか7･
ハ
)大将 ですo私は

畑大将と･中支那派遣軍 で l緒 'そ のあと陸軍省 の軍事 課 に戻 ったとき の大臣oさらに昭

｢ う です｡南京を攻略したとき の松井 若 槻)司令官 のあと は畑 垂
そ

‑

京 に行 ったとき,話題 にな って いるでし ょう｡あ の話 は問題 になりませんな｣

がなければ できな いこと です｡戦後言われ て いるような虐殺があ ったなら､参謀とし て南

の参謀として南京 に行く んですがーそ こでも全‑聞 いて いな い｡虐殺な んて いう のは命令

｢
虐殺があ ったと いう のは､嵯ば っか‑｡翌年 の昭和十三年 にな って､私は中支那派池野

･
‑L虐殺はなか った9

谷田 (
功大佐)さんや幸 水 (
朴中佐)さんも いたo誰からも何も開 いて いな い｣

って いたo何もす る ことな いからねO寺 田 (
雅雄中佐)さんも いて話を したおぼえ があ る｡

｢
杭州 には 一週間から十日ほど閉じ こめられ て いたから､参謀とはくだらんことを話し合

‑

2
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236 和十八年 に南京 の近‑ の旅団参謀 にな ったとき鑑軍 の司令官 でしたD畑大将とはざ っ‑ば
らんな話をす るんですが､ 一度も開 いた ことがありませんでした｡あれは全く の嘘 です｣
以上が大槻少佐 の証言 であ る｡

野 砲 兵 第 二十 二連 隊 長 ･三国 直 福 大 佐 の証 言
三国直福氏は明治 二十六年生れ で､話をうかが った時は九十 二歳 である｡八十五憩ま で
東京 で会社勤めをし て いたと いう ほど の元気な方 で'しかも､七十九歳 で奥様を亡‑して
からは 1人 でや ってきた｡ 八十五鼓 になり､よう やく仕事を離れ､御子息 のいる千梨県 に
移 って いる｡話をうかが った のは このご自宅 であ った｡お年 ではあ るが､顔 つやはよく､
健康 である｡足は弱 って いるのであまり外山す ることはなく､東京 に行くような時は串 で
行くと いう｡三度 おう かが いし て'三回とも 二時間ほど話をおうかが いしたが､そ の間､
三国氏は座布団に座り､背すじをきち っと伸ばしたまま である｡年令が半分も いかな い私
が途中膝を崩したりす るが､三国氏は疲 れた様子を少しも見せな い｡終わ ってから感心し
た次第 であるが､同時 に､ 二時間も 三国氏 にそうさせた自分 に冷汗が出た｡

‑ 団参‑ ,南京特務機望 姦

てー大

三国氏 は記憶力もよ‑､南京 の頃 の出来事は月 日ま で覚え ており､また'陸軍省新聞班
に長く いた ことから'情報 ･マスコミに対 し今なお旺盛な知識欲があり'現在 の情勢 にも
辞 しか った｡私がたず ねた いことを前も って承知して いた こともあるがー積極的に詳しく
敬し て下さ った｡
野砲兵竺 十 二連隊長を つとめたあと,‑

霊 撃 監 時には陸軍省‑ ‑ として‑ 首相 の政治情報 のスタ ッフを つとめた｡終
磯は琴 一
十 1師団長として ハノイで迎え て いる｡

｢石 十吾

に行き､ 二→ 二日ま で いました｡ 一月十五‑ 夕方 に着きまして､二十 二日

‑･
去 京 に昭和十三年 1月 に行きましたね｡

私が師団司令部 に帰任 の挨拶 に行 った のは翌日ですog
r
E
i団司令部 は立派な国民政柄 の建
a

は朝から備次船 に乗りました ので,垂 畏 いた のは実堅 ハ日間 です｡

かかり,そ の時も師団長とは いろ いろ‑ しましたが,何も聞 いてません｣
‑ 琴 t
士 一
巡隊 の部下 の方 からはお聞き にな ってませんか｡
｢
例年 ですと十 二月 に将校 の考襲 ‑ く のですが･入院しましたも のですから､票

に

らも何も聞 いてません｡私が帰任した時,‑ 六師団は再び北文 へ行‑ ことが誓 ってま
した ので, 二,≡‑ てから､私 の連隊 に対す る師‑ の巡視があ‑ました｡半 見 盲

｢
話は何もありませんでした｡師‑ に会 ったあと､参謀長 に挨拶しましたが'参慧 か

てませんか｡

物 の中 にありまし て,師団長 に病気 で休 んだお詫びを申 し上げました｣
1 そ の時,師団司令警 ･軍紀 の乱れとかあ る いは南京事件 のこと で何かお聞き にな っ
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ら いろ いろ報告がありましたが'事件と いう ことは何も聞 いてません｣

行 ってから､南京 の戦闘 ぶりとか､そ のほか いろんな ことを聞きました｡ ですから部下か
旅閲長 や他 の連隊長などから軍紀など で話はありませんでしたか｡

十六師 団 に いまし

｢
師団長､参謀長とは話す摸会 があ っても､他 の連隊長'旅団長と話す横会 はほとんどあ

‑
りません｡軍とはそう いうも のです｡
第十六師団は昭和十 二年 <月 に動員され､私は昭和十三年七月ま で第
たが､搬場 に いる聞､野 田謙吾さ ん (
#三十三連隊長)
､助 川さん (
那二1
+八 迎隙妓)とは 1度
蔵と代 ってます｡片桐護郎さん (
#九連隊長)とは 1緒 にな ること が多か った のですがーそ

も会 ったことがありませんでした｡野田さんは私より 1和上で､途中､私と同期 の山田苔

た記憶はあ‑ません｡

れでも会 って話したと いう のは 二､三回です｡それと第 二十連隊 の大野宣明さんとも会 っ
旅団長とも大体同じ で､佐 々木到 一 (
第三十旅団長)さんとは 1度‑ら い､草城辰巳 (
第十
九旅団長)さんと は多 か った のです が､それ でも 二'三回と い ったも のです｡もち ろん南
京事件と いう ことは聞 いた こともありませんでした｣
師団全体 の動向はどなたが 一番把握して いるのでし ょうか｡

｢
参謀長 でし ょう｡中沢 (
三夫大佐)さんです｡第十 六師団は南京 のあと､再び北文 に行

‑

き'徐州近‑で二十九日間連扶戟脚と いう ことがありまして､各連隊からは在 日､前 日 の
夜ー副官が命令蓑 に参謀長 のと ころに行きます｡師団長名 の命令をもらう訳 ですO この

t月十五日に南京 に着 いた時､街 の様子はどう でした?

E
i
の=とは 1番
時 ‑叢 奪 は参謀‑ 渡します○このよ､
つな こと ですから‑ 参謀長が師E
知 っていたと思 います｡中沢三夫さんとは‑ に いる頃､‑ で 一軒お いて住 んで いまし
たが､おとなし い人 です｣
‑

｢
戦警 すからそう いうも のと思 って見 てました｡惨憤たるも ので,何もなか った ですね｡
そ の時､死体などはまだ街 にありましたか｡

ただ､私は､よう や‑部隊 に追 いついた ので･気拝は明るか った ことを覚え て います｣
‑

｢
あ ったかも しれませんが,見 てませんC観察すると いうような余裕があ‑ませんでした
から｣
｢
ええ｡雫

の戟警 見 て廻りましたからo中山陵 では観測係 の将校 から説明を受け､ 二､

‑ ･
南 京市内をよ‑ご覧 にな ってますかO

二十 二日に再び北文 に行く時,→関から出発したと思 いますが,そ の時､下関 の埜 丁

三日見 て廻‑ました｡しかし,虐殺と いうような死体は見 てません｣

｢
そう です｡上 の方だけ でな‑,→ の方からもそう いう話は開 いてません｡私自身見 てま

のですね?

｢
特別印象 になるような ことは残 ってません｣
‑ そうす ると,当時 の第十六師団 の幹部 の間で､南京串件 に ついては何も許がなか った

はどう でした?

‑
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24｡

せんしね｡
私は再び北支 に行 って戦 ってる途中'名古屋 の第十五師団 の参謀長を命ぜられました の
で'昭和十 三年七月に名古屋 に行きましたと ころ､ この師団が江寧 の警備 にあたること に
なり､八月にはまた南京 に戻 ってきました｡ この時も虐殺があ ったと いう話は聞 いてませ
てた頃 です｡もち ろん'軍に対して苦情を言う寡聞気 でなか ったかもしれませんが､南京

ん｡もう 日本人 の商人もた‑さん来 てまして､長崎県人が多く､長崎県南京市などと言 っ

そ の後､私は第十五師団参謀長として昭和十 四年八月 1日ま で南京 に いまし てーそれか

の街 は朗 らかでした｡

た｡特務機関長と いうと､今ま での軍と全く違 って'毎 日'中国人と接触､交渉があり､

ら南京特務機関長 にな った ので'さらに十五年 の五月ま で南京 にとどまること にな‑まし

そ の時も､中国人からそんな話を開 いた記憶はあ‑ませんでした｡

中国 の立場 に立 って考えなければなりませんO ですから町 の人とも親しく話しましたが､
維新政府 の行政院長 の梁鴻志氏とも ひんぽ んに会 ってますが'彼から聞 いたこともあり
ません｡梁鴻志氏は文人 で､書 いてくれた書 は今も持 って います｣
‑ 南京特務機関長と いうと､大西 (こ 少佐が特務機関長を や ってますが
｢
大西君 のあとは秋山義隆 (
大佐)さんがや って､そ のあとが私 です｣
こ
･
r
かん
ご
‑ そ の頃､南京市長 の高 冠吾氏が､南京郊外 に加'=
緑仏が三千ほどあ った ので埋辞し て碑
を建 てたtと昔日
われでます｡
｢そ､
つですか､それは知‑ませんでした｡高‑ 氏は酒 の強 い人 で‑よ‑会 ってましたが､
う らみごとを聞 いた こと はあ‑ませんでした｣
‑ 中島師翌 は いろ いろ言われて いますが､ど のような方 ですか｡

にありました ので,何度か 壷 にな った ことがあります･‑

の時､田舎 の宿屋

六師

｢一言 で言えば,我 に熱心 で,上手な人 です｡砲兵 の大家 でして,私は悪 い感 じは全然あ
りませんでした｡閣下とは何度 か 一緒 でして,昭和八年私が‑ 六師団 の第 二十 二連隊付

団 の雫

中佐 にな った時,中島‑ が舞‑ 塞司令官を や ってました｡‑ 墓 司令官 は竿

二 ･二六事件 の時､私は窪 司令部 の参謀 で､ この後､中島閣下は憲兵司令官 にな｡ま

に 一緒 に二,三日泊 った こともありました｡

に雫 ました｡ 八月 二十‑

にな って行き,‑ 二年八月 にな って中讐

んが

､
何も

の視 察 があると いう
の午前 =蒔 頃だと思 います･そ の時 いらした師団長が r
砲兵､

目 の晩,貿 命令 があ‑ましたO急速,演習をとり やめにして､私は 一足先 に師団司令部

1カ月もしな いうち に‑ 野 で連隊 の射撃‑ があり,あす師翌

わか っとらんだ ろう,心写 るな俺 が教え てやるーとお っし ゃ ってました｡

師翌 として来ました｡中島師‑ をお迎えした時,野砲兵連隊 のことを いろ いろ聞かれ
ました｡私は連隊長として赴任し て八カ月 でしたが･それを聞 いて'r
まだ八カ月か

私はこの年 の十 二月 に‑ 十二連‑

す｡そ の時･宇垣養 阻止 に中‑ んが行 ってます｡あまり にも有名な話 ですが､たまた
ま中島さんがそ の役をやらされたと いう ことだと恩 います｡
軍人の見た輔京
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心配するな｣とお っし ゃいましたOそれが印象的 です｡
戦場 に行 っても熱心 で､北支 では第 l線ま で来た のにはび っくりしましたDそ の時､私
は射撃は中隊長 にす べて任せ て いました のですが､師団長は中隊長 に向 って r
射表を出せ｣
と いって､ いろ いろ注意したりたずねたりしました｡たまたまそ の中隊長は砲兵学校 に行
ってきたばかり の人だ った ので'師団長 の質問 にす べて答え ることができ て私は助かりま
した｡
北支から中文 へ向う時もち ょ っと休 みがありましたら､師団長から射撃淡習を やるよう
にと いってきました｡師団長臨場 のもと に十 二中隊全部展開し てや った こともありますo
南京攻略 の時も前線 の砲兵陣地 に行 って､負傷し ておられます｡

中島師団長は砲兵 の エキ スパートとして有名 でしたが､と にかく熱心な方 でした｡
私が南京 に帰任した のは南京攻略戦が終 った後 でしたがt r
二十 二連隊は射撃が下手だ｣
とお叱りを受 けました｡砲兵 の大家 ですからす べてがわかるのでし ょう｡
作戦 にうるさ いので､歩兵連隊長 で不平を言う人も いたよう ですが､よ‑ いえばー気 の
つ‑人､悪‑ いえば､ やかまし い人と言え るかと思 います｡
1面､涙も ろ い面もありまして'北文 の順徳 で､私 の連隊 の兵に来た手紙をそ の上官 か
らみせてもら ったことがあ‑ます｡母親 から の手耗 ですから子供 のことばかり書 いてあり
ますQそれを師団長 に見せましたと ころ'ポ ロポ ロ涙を流し てましたO
また'台児井 の戟 いの時は'櫛重隊が鹿をやられて困 ってますと'わざ わざ師団長が私
のとJ
Jろに来 て､砲兵 の馬をまわし て‑れな いかと言われました○私 の方 の馬は砲弾も少
くな った ので六取 でひいて いる馬を El
薮 に減らして,何頭かや‑ました｡しばら‑してか
ら､輔韮隊が非常 に喜 んで いるtと師団長が言 いに来ました｡

ね ｡

私自身 のこと でも､痔 が悪か った のですが･演習に行 った時も親身 にな って心配してく
れました｡徐州 の戦 いのあと通信筒が投→され､そ こには第→五師団参謀長を命ず､とあ
りました｡そ こで戟 いが 1段落 した後,維任 の挨拶 に行きますと r
三国君は理 の人よ‑情
の人だね｣と言われましたが,私は師団長 こそ情 の人だと思 いました｣
同じ砲兵と いう こと で注文も多 か った代わり､話が合う こともあ った のでし ょう

｢
中島中将は今申 しましたよう に戦 に熟←な人でした｡それが戦 に卑 小をお いたやり方 に
な ったと思 います･また･師団長と いっても, こまごまと自分 でやる人でしたから､す べ

‑ 松井大将が南京 での中島師団長 の統帥 に ついて非難して いますが･ ｡

が いたから助か ったよ､とよ‑言われました｣

相手と いうか接待役を やりました｡そ のこと で中沢参謀長からは'徳とする'と言われま
した｡また,師団長 の身 の回り の世話をす る廿
還 副官 が私 の同期生 で'それにも'おまえ

参謀長は命令起案などがあ って忙 し‑､師団長は 一人 で いることが多 いので､よ‑話し

ような状況でした｡ ですから私はよ‑ 1緒 に いました｡私が 壷 そばに いたと思 います｡

｢
それもありますが､もともと軍 では,砲 主 兵連隊長は師団長 のそばに いる決まり に な
って いました｡実際,第十六師団 では旅団長とか歩兵連隊長 は遠‑ に いて撫線連絡と いう
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てが中島師団長だ､とな ったと思 います｡
これは 一般論 ですが､私が陸軍士官学校を卒業す る大正 二年頃は ｢
程は敵 に求む｣とか
つ
捕虜は適当な数だけ｣と言 ってましたから､そう いう考えが全然なか ったとは言えな いと
思 います｣
･
‑⊥ 里見の警備司令官を や って いました佐 々木旅E
E
j
長はど んな方 ですかo

年 ､済南蔀件が起きた時 です｡済南 で第六師E
E
S
と藤介石 の北伐罪が衝突しましたo私は陸

｢
知っておられるとおり'軍の支那通です｡私が佐 々木さんと初めて会 った のは､昭和三
の時､南京 に いた佐 々木中佐は藤介石と 1緒 に済南 に来ました｡当時､佐 々木中佐は弥介

軍省 の新例班 に いた のですが'急速､第六師団に行く ことを命ぜられ てま いりました. こ
石と親しく'顧問とし て南京 に いた訳 です｡それが昭和十 二年 には蒋介石を攻める立場 で

松井大将が東京裁判 で南京事件 のため死刑 になりますが

第十六師田に いた時､私は佐 々木旅団長とはあまり話す樺会 がありませんでした｣

南京 に来た訳 です｡そ の心境 は いかばかりだ ったか｡
‑
｢
戦争裁判は問題があ ると思 いますO
私は終戦時 に ハノイにおりまし て､船 に乗 って出発と いう時 に米軍将校 により船 から降
ろされ､宍戸参謀長と 一緒 に広東 に連れ て いかれ'戦犯 に指定されました｡ この時 の裁判
と いう のが目茶苦茶 で､私 の罪状が'江偽政権を作 った､私 の兵が市民に乱暴をしたと い
う のです｡確 か に証政権ができた時は南京特務牒関長 でしたが､深くかかわ ってません｡
兵 の乱暴 に ついても私 の師L
Z
Eは戦陶もあま‑なく 軍紀 に ついては強‑言 ってました ので
きち んとし てました｡軍紀がし っかりし ていた ので支隊に賞詞を与えた‑ら いです｡ です
から市民 に乱暴したと言われた時･証拠を見せ てほし いと言 った‑ら いです｡そうす るとI
綴りを持 ってきました｡見ると,証拠と いうも のは､中同罪が市民 に被害を翌 と命令 し
て山させたも のな のです｡綴り にはそ の命令まで書 いてあります｡ しかも､そ こに番 いて
とはこう いうも のでした｡

あることは旧暦 で,場所も 日も師団 の いたと ころとほとんど合わな いのです｡中国 の証拠
また､裁判を開 いても､検察官も弁護士も いな いこともありました｡あ る人 の死刑 の判
決文 には,容貌魁偉･とあ ったそう ですが,判決 に容貌 は関係がな いと思 います｡

以上が三国氏 の証言 である｡

｢
鵜鴨 から出 てき てからです｡ただ松井大将が死刑 にな ったと いう のは､上納 の庶獄 で聞
いたと思 います｡中国 の新開があり,支那語 のわかる人が読んで‑れて いましたから｣

‑1
･
南 京事件を知 った のは いつですか｡

戦後､中国が行な った戟犯裁判と いうも のはそんな類 のも のだ ったと思 います｣

年､上海監獄 に移され て 一年半,さらに二十七年ま での三年半鵜鴨 に入 ってました｡

の前 の人から無期徒刑 になり,結局,私も無期徒刑 になりましたOそれで広東 の監獄 に二

私も,周り の噂 では死刑だと いう こと でしたが,それに構わず黙 って いな いで全部反論
しました｡私 の裁判は最後 の方 でしたが､それま で将官 の死刑が多すぎたと いう ので､私
2
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