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. 海軍

二

砲 艦 勢 多 艦 長 ･寺 崎 隆 治 少 佐 のm 言
昭和十 二年'寺崎隆冶少佐 は海軍大学校 の教官をし ていた｡ 八月十三日'# 二次上海事
変が勃発す ると､寺崎少佐 は教頭 の佐藤市郎少将 (
岸信介､佐藤栄作両首相の長兄)に支 那 に
行かせ て‑れるよう に頼み'十月 に砲艦勢多 の艦長 に任命された｡

ここから の砲撃が徒烈 で､そ

上海方面 には長谷川晴中将 の率 いる第 三艦隊があり､勢多はそ の磨下 の第十 1戦隊 に属
して いた｡
‑‑⊥関東 に行‑ま で両岸から相当攻撃がありましたか｡
｢
十 二月九日､鎖江 の少し下流 に中国軍 の亀山砲ム
宗 あり
の三弾が勢多 に命中しましたが､死傷者 はありませんでした｡それ で いったん引き下がり､
飛行機 で砲台を爆撃しました｡
亀山砲台が静か になると､今度はそ の先 の都天廟から猛烈な射撃を受け･そ の後重 点ま
では両岸 から砲撃と機銃 ･小銃射撃を受け､水面下 にはたくさんの機雷が敷設され祉航し
ま した｡
十 l日夜鏡江 に突入した時ー勢多 の燃料 はほと んどな‑な っていましたがt直ち に散 の
そ の頃近藤 (
英次郎少将 ･第十 一戦隊)司令官はど のあた‑を進んで いた のですか｡

桟橋 に横付 けし て石炭を浦織し､遡江を続けることが できました｣
‑

十 二日は南京 の鳥龍山からも対岸 の劉子 口からも猛烈 に撃 ってき て'しかも烏龍山 の手

｢
安宅 に乗 って艦隊 の後方約十 マイ ルにおり'艦隊を指排 して いました｡

な いで沈めでありました ので､午後十 一時､勢多 は爆破隊を護衛し てワイヤーを爆破切断

前 には閉塞線が でき て いました｡ この閉塞線と いう のは､十 二隻ほど の船を ワイヤーで つ
し､十三日 の午前三時 に水路を啓開しました｡
十三日午前十時'勢多 は爆破水路を試航し､そ の啓開を確認後､保津 の後方百 メ‑ール
を南京 に進撃しました｡保津 の艦長 の上田 (
光浩)中佐が私より五クラス先輩 でした ので'
保津が先頭を進 んだ訳 です｡

どんどん増え てきました｡勢多 には二十五ミリ機関銃が四門ありました ので､ これを撃ち

南京 の手前 で揚子江は二手 に分かれ ており､左岸 の方を
進みましたが､両岸 から の中国
い
かだ
兵 の猛攻撃 は続 いて いましたQ この頃から､ジ ャンクや筏 に乗 った中国兵が流れ てき て､

中国兵と いう のは南京 から逃げ てきた兵隊 ですか｡

ながら進 みました｣
‑

｢
そ･
.
r
･
で
J
.
刀
〟
Lす｡陸軍が南京城 に入 った のは十三日ですから､揚子江 に逃げた中国兵がジ ャン
クや筏など に乗 って逃げたも のと思 います｣

‑ 下流から日本軍が遡江し てく ると考えなか った のでし ょうか｡
はこつ
｢
最初は対岸 の浦 ロに逃げた でし ょうが､まもなく浦 口にも 日本軍が来ました ので､ 上 流
か下流に逃げ るしか方法はなか ったと思 います｡
南京 に近づく に つれ てジ ャンクや筏だけ でなく'坂 や戸などにすがり つく中国兵もあ‑
そう いう中国兵 で揚子江が いっぱ いになりました｡下流から日本艦隊が遡江し て‑ るとは
全く考え て いなか ったよう です｣
ジ ャンクには何人位乗れるも のですか｡

｢
百人位だと思 います｣

‑
この時'ジ ャンク'筏など で逃げた中国兵はど の位 ですか｡

｢
何千人も いました｡勢多 は進みながら撃ちましたが､後 から来た艦も次 々撃ちましたO

‑
全部 で二十坐位 いました｡タイ ミングがよか ったと思 います｣
‑ 何時頃南京 に着 いた のですか｡
｢
十三日 の午後 三時十五分 です｡中興喝頭には日本陸軍が来 て いまして日の丸を撮 って い
ました｡南京 に着 いたら陸軍と連絡せよと司令官から命令 されて いました ので､中興鴨頭
に向おうと保津 に信号しましたら'先頭 の保津がすぐ に中興碩頭 に向 った ので'勢多 が先
頭 になり､さらに先 の下関桟備 に向 いました｡
下関桟橋 に近づきますと多く の兵が手を振 って いる ので､双眼鏡 で見ますと中国兵な の
ですO中国兵は日本 の鑑｢
鮭が こんな に早く来るとは思わず､中国 の軍艦だと思 って毛丁
を一
瓶
つiJ
のだと思 います○そこでまた 二十五‑リ横銃 で掘射し て近づきました｣
‑ ど のくら いの中国兵が いましたか｡
｢
五百人‑ら いで更 にそ の後方 にた‑さん いました｡掃射して近づきました ので､後 の方
の中国兵は上流 に逃げました｡
先頭 で南京 に突入しました ので 言 れ南京 に突入せり 妄 1重 と電報を打ちました｡
暗号 にしますと三十分もかかります ので平文 で打ちました｡ これは近藤司令官､撃 藤 隊'
十四日以降は7
盲 本官
義i
lよる米砲艦琴等 件)が起 きま した ので保津 な

軍令部'海軍省も直ち に受け取 って います｣
‑
｢

南京進出 の前 日にバネIn
万事 件

どが救援 に向 い'勢多はそ のまま南京 に残りました｣
‑‑ 当時 の ｢ニュー ヨーク ･タイ ムズ｣ に･勢多 が南京 に残 った外人記者を乗せて､十五
｢
そう いう ことは全然ありません｡私は外人記者と会 った こともありません｡十七日の入

日に上海 に向うtとありますが ･
･
‑｡

‑

城式ま では南京を練 れませんでした｣
‑ 同じ ｢ニュー ヨーク ･タイ ムズ｣ に'外人記者が南京から乗船す る時､岸壁 で､日本

‑

城内 の様子はどうだ った のですかO

｢
ず っと下関に いましたが･そう いう場面を見た ことは全‑ありません｣

兵が捕虜三百人を処刑して いるのを見た､とありますが
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｢
勢多 の先任将校 に関 口舗道大尉がおり､ これは私 の親戚 にあたりますが'十 四日,城内
の視察を やらせました｡そ の時'市内 は平穏 であ ると のこと で特別報告 は受け て いません｡
あとからも何も言 ってきませんでした｣
‑ 寺崎さんが城内 に入 った のは いつですか｡

｢
勢多はず っと下関 に いて'命 により対岸 の硫安 工場を占領しました｡
戦闘機 のベテラン岡村基暗 (
少佐)が同期 で､南京 に来ま した ので､下関 で ロー ソクを
ともし て祝杯をあげた こともありました｡
私がはじめて城内 に入 った のは十七日の入城式 の時だ ったと思 います｡
この時は国民政府 の広場 に参列して､松井石板大将 や長谷川清中将と万歳 三唱しました｡
比良 の艦長だ った土井中 二中佐 が隣 で､ この時'土井さんが作 った湊詩をもら いましたO

そ の死体 はどう いう死体 ですか｡

｢
四､五千人はあ ったと思 います｣

陸罪 の案内 で紫金山 や光華門なども見に行きましたが､死体はあ‑ませんでしたO死体
があ った のは揚子江 の沿岸だけ です｡下関と浦 口付近だけ です｣
‑‑ 揚 子江岸 の死体 は全部 でど の位ありましたか｡
‑

｢
中国軍が揚子江 に逃げる時､海草が来ましたし､浦 E
jに逃げた時は日本 の陸罪が来 てい
ましたからそ の時 の叔死体 です｣
‑ この死体が虐穀と青 われで いるも のですか｡
｢
膚敬と は戦後 の戦争裁判 で言われだしたも のです｡そ の時は戦争 ですから旗抗する中国
兵は射殺しましたし､混乱し てますから逃げまと って いる住民 や反抗す る市民も多少は い
たでし ょう｡それは峨争 の続き です｡ こう いう情況 のもと に起 こ った賊死体を峨後ー南京
虐殺だと言 って いる のだと思 います｡相手 は宣伝 のベテランですから､白髪 三千丈式 に取
できなか ったと思 って います｡

り上げたも ので'私が知 って いるかぎり､あ の狭 い南京城内 で三十万人も の大虐殺は到底
第六師防長 の谷好夫中将が南京 で死刑 になりましたが､谷中将は国際通で､国際法 に詳
し い人 ですから'それを考え ても

いつま で南京 に いました?
｢
昭和十三年 七月ま で南京 に いま

‑

ます｣

ら､相手も言 いだしたも のと思 い

と言 って焚き つけるも のがあるか

ざ行 って､南京事件はどう ですか､

後 El
十年を程 で､日本からわざわ

国も言わなくな った のですがー戦

あ の搬争批判が終 ってからは中

南京虐殺は間違 いだと思 いますO

丹陽付近の江南大運河には､戦禍をさL
l
るためか､
/
'
ヤンクに乗った市民が右往左往していたという｡
(
昭和1
2
年1
2
月2日)

ています｡

した｡陸軍 の人ともよく会 いました｡上海派遣軍司令官 の朝香宮中将に慰問品を いただ い
昭和十三年正月は鋲江 におりました｡砲兵旅団長 の内山英太郎少将が戯屯 されており､
互 いに往復し'内山少将も何度か勢多 に参りました｡
当時､上海派遣軍参謀 に大西 1大尉 が いて､陸罪と海軍 の連絡参謀を や って いましたo
いと思 います｡私が海罪大学 の学生 の時へ大西君は陸軍大学 の学生 で図上杭闇をや った仲

そ の後も南京特務機関長を や って いました ので'大西君が南京 のこと に ついては 1布詳し
です｡正義感 の強 い剛直な人間 です｡お世辞を言わな い人間ですが､彼 の1
P
TJ
1
う ことなら間
違 いはありません｡南京虐殺事件は いろ いろ言われて いますが､ぜひ真相を脈明し てはし
寺崎氏は明治三十三年十 一月 に生まれ､南京 に突入した時は三十七歳 であ った｡遡江作

いも のです｣
戟 の後､第五艦隊参謀として広東 ･海南島作戦に従事 して いるO大東亜戦争 には南遣艦隊
参謀として､ マレー作戦 に従事した のを はじめ､第 二航空戦隊参謀､連合艦隊参謀などを
つとめた｡終戦時は大佐 であ った｡
話をお聞きした のは昭和六十 一年 二月 で､寺崎氏は八十五歳 であ ったが､戦史 の研究､
水交会 の集まり'特攻隊慰霊穎彰会など のため忙し い日々を送 って いたCそ のため､わざ
わざ時間をさ いで いただ いたも のである｡話をうかがうと､日時 がすらすら出 てき て､そ
の記憶力 には筋‑ば かりであ った｡また､中国 の耳慣れな い地名が出 て‑ると､自 らペン
をと ると い った具合 であ った｡

砲 艦 比 良 艦 長 ･土 井 申 二中 佐 の 証 言
昭和十 二年､患溝橋事件が起きると､海草は､第三艦隊が､居留民保護と権益確保 のた
め,上海 に向 った･また､揚子江 で首備 にあた って いた第十 一戦隊は､重慶'喜 田､沙市､
浜 口など中国各地 に いた居留民 の引揚げを行な った｡ この時､重慶 から邦人を乗せて､最

構音を整 SJ･揚子江は完全 に閉鎖されて いた｡しかも'揚子江岸 には江陰､鎖江'烏髄

既 に中国は十 一月 二十八日'揚子江閉鎖を各 国に通告して いた｡要路 には閉組船を沈め､

1戦隊は揚子江を南京 に向け て遡江した｡

十二月 1日､近藤英次郎少将を司令官とし､ 二十四壁 の砲艦へ掃海艇などからなる第十

啓開を行 いへ耗 いて揚子江に向 ったO

十 l月中旬 になり､ほほ上海を掌中 にす ると'比良をはじめ第十 1賊隊は費浦江 の水路

全面的抗争 に入 ったO

比良が上海 に到着 した五日後 の八月十三日'1海 では､海軍陸戦隊が中国罪と楯突Lt

でしか戻 れなか った.間 l髪 の引揚げだ った.

出発し,八月八日に上海 に到着 したO数 日後 に浜 口から引揚げた五十 二人 の邦人は南京ま

後 に上海 に引揚げた のが比良 である｡土井中 二氏はこの艦長 であ った｡ 八月 一日に重慶を
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土井中 二氏から南京 の話をうかが った のは昭和六十 一年 一月 で､土井氏は八十九歳を数

山など の要塞がある｡第十 1戦隊はこのような揚子江を南京 に向 った0
え て いたO体は､ど こが悪 いと いう こともなく､好きな湊詩を つく って毎 日を送 って いる｡
海罪兵学校出身者 による水交会 の鵜 いがあれば出向くほど元気 である.
土井氏 の部屋 には'若 い海軍時代 の写共､軍艦加､天皇 ･皇后両陛下 の写真などが飾ら
れ'海軍に関する書籍'資料などが所狭しと並 べてあ る｡ これらに囲まれて生活をして い

土井氏は明治 二十九年生れ､海兵 E]
十五期O中尉'大尉時代は支那警備 にあたり､昭和

る ので､当時 のことは いろ いろと記憶し て いるが､遠 い昔 のこと でもあり､必ずしも定 か
でな いD
十 二年 1月'比良艦長とな った｡主 に長抄､宜昌'重慶など で邦人 の普備 にあたり'そ の
後'南京攻略戦 に参加した｡昭和十三年 二月 に短期現役兵 の教官として墾 兄に戻 ったが､
昭和十 四年 には嵯峨艦長とし て再び中国 に行き､南支作戦 に従事 した0
r
旧海軍中国関係者列伝J と いう小冊子がある｡支那姓在武官補佐官などを つとめ､海軍
の支那通 であ った神野亦男氏がまとめたも ので､ これによれば'土井氏は支那を愛した海
やされた跡美はし｣と紹介し て いる｡

軍 の支那関係者 であり'また､土井氏を､｢
長江勤務 五年､南 ･中支 の風光 に接し詩情を燃

揚子江を為江し て南京 に向う のですね ?

終戟時 には大佐 であ った｡

1

｢
そう です｡十 一月十日頃から黄浦江 の啓開作業を やり､そ の後､揚子江を遡上しました｡

十 二月 一日頃かと思 います｡途中､江陰 には上陸もしました｡そ の後､鋲江 に進み､ ここ
で比良 は天谷旅団 の渡河作戦を掩態すること になり'数日とどまりました｡保津 や勢多な
どはそ のまま遡江しました｣
‑ 勢多などが南京 に突入した十三日'比良 は鋲江 に いた のですか.
｢
日にちがは っきりしませんが'勢多などが南京 に行 った頃はまだ鋲江 に いたと思 います｡
比良 が南京 に着 いた のは､入城式 の前 日か前 々日頃 です｣
下関 に着 いた のですね?

｢いえ｡も っと下流 の中興砥頭 です｡→関な のかもしれませんが､下関とは言わず に'中

‑

‑ 宝塔橋街 に死体 はありましたか｡

｢いいえO多くはありま せんでしたが､既に陸軍が いました｣

‑‑ 宝塔構街 には海軍しか いなか った のですか｡

難民が保国寺 に六､七千人ほど いました｣

｢
そ のあたりは宝塔橋街と いい､中国罪 の軍需物資 の基地だ ったと ころです｡軍需物資が
たくさんあり'そ のため の引込線もあ‑ました｡

興砺頭と呼 んで いました｡勢多などは上流 の下関 に老 いたと思 います｣
･
⊥ T興砺頭 の梯子はどう でした?

2
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｢
陸軍が入 った時､戦があ ったと思 いますから戟死体はありました｡また'盗 みに入 った
十七日 の入城式は?

｡

者を射殺した､と言 ってましたが､そう いう死体 が十敬体ありました｣
‑
そ の時 の南京 の梯子はどう でした?

｢入城式 には私も参加しました｣

‑
下関 一帯 には死体があ ったと言われて いますが

｢
城内 はおおむねきれ いにな って いました｣
‑
｢
入城式 に参列する時､下関から拒江門に向 ったと思 いますが､門 の近く には死体が五ー
大体ありました｡
入城式 の時､近藤英次郎司令官 に'宝塔橋街 の整備'治安などが必安だと述 べ､許可に
なりました ので､ 二十六日に中興蒔頭 に戻り'宝塔橋街 の整備 にあたりました｣
‑‑ 宝塔橋街 には いつま で いましたかQ
この間'街 の整備 や橋梁 の復旧などをしました｡紅稚字会 の陳浜森が､難民収容所 の主

｢二十八日､烏龍山神 で沈没した第 l号掃海艇を助けるため出発するま で いましたO

難民を自分 の家 に帰すよう にしましたが'われわれが いる間に街も落着 いてきました の

任をして いて中心的存在だ った ので'彼を中心 に埋葬なども行な いましたO
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国され.+聯報告をされるが､なおご自身
の写共を私ともにお鮒 l
)になりました｡お
写真を壁に掛 1て､いつも御威容を拝見致
します と同時に､近隣であるE
l
中両国の親
善を祈断 したいと存 じております｡もとよ
り日中両国を満てる派はそれほど広からず.
魚や経などはいつも往来 しているにもかか
わらず.托念ながら.私は海を越えて･お
伺いすることができず･棒を眺めて咲 くし
かありません｡そこで､この粗末な文を贈
り､記念とさせていただきますo
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陳 漠束
元比良艦長土)I中佐
他郷i
ml
字会術束分会長

1
1
号一
･
弓

東7ジ7においで,戦火を交える時より､
取争の息巻が大掛 こT
lわれでおり､軍左が
絹子江を進一
tしている現今のご時世の中､
他下は姓陳を牢いて頼京に到着されましたo
この時掛 こ当たり､市丸 上海のK民が大
身集まってか ､りました○これら暮民放抗
のために.世界紅i
t
!
字南京分会が任国寺に
設立されて.私は恥ずかしながら･その貴
任者に旺ぜ られました｡閣下の早世は江浜
肝に断 白する軌 間下は民兼が飢えている
状況を崇され.小安61と食用油を粗 り､大
勢の民衆の命をお助けにか )ました｡また
道路の生す と壌軌 ナを合せ られ.且つ自ら
=指巷に当たられました.そして.そのIT

i 恕 言 望 ,苫
丁 7;一<'1･
人.
‑
.
長 与 壬 †仏

●陳 漢森よ り土井 中佐 への礼状

▲ 上は土井中佐への礼状のJ
F文.

で'陳漢森 に命 じて､宝塔橋街を平和街と改称させました｣
‑ 陳山
釈森は'鉦記事会 でど のような地位 に いた人ですか｡
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｢
社長と いう か､所有者 ですO世界紅F
E
t
字会南京分会長と言 ってました0
第 1号掃海艇 の負傷者を乗 せて上海 に戻 った時､私 は第 三艦隊司令部 に行き､人道上､
宝塔橋街をそ のまま にす ることが できな い､と言 いました｡す ると､長谷川清司令長官 は'
宝塔橋街 でや った ことを非常 に喜び'医療品 や食程を下さ いました｡そ こですぐ に戻‑､
昭和十三年 の元旦 には再び中興砺頭 に若き ましたが'そ の時'市民も陳洪森も喜び､爆竹
ま で鳴 らして歓迎して‑れました.翌日､眺溌森 はわざわざ礼状を持 ってきましたO
平和街が落ち着 いた頃､比良は碑湖 の警備を命 ぜられました ので中興喝頭を離れました｡
陳漢森はそ の後もわざわざ礼状をくれまして'終戦ま で手紙 のやりとりをしました｡よ っ
土井氏 の手元 には'今 でも陳漠森から の手洗'感謝状､領収書などがあ るOまた､陳涙

ぽど感謝したも のと思 います｣

｢

虐殺と いう ような ことはなか ったと思 います｡戦場 ですから死体はありましたが､虐殺

森がお‑ つて‑れた畳 一枚 ほど の苔 は'表装して部屋 に飾 ってあ る｡
‑‑ 南京 では虐殺 があ ったと言われ て いますが･ ･
｡
の死体と いう のは見た ことがありません｡私が支那人からもら った礼状もそう ですが､支
那人は誇張し て表現します｡南寮事件とはそう いうも のかと思 います｣
以上が土井氏 の証言 である｡
この証言 の発表 にあた って'土井氏 に証言内容を確認してもらおうと思 い原稿を送 ったO
と ころが御家族から連絡があ‑､私が会 って 一カ月もしな いうち に突妖::
亡くなられたと の
こと であ る.お会 いした時は萩に元気だ っただけに､本当 に残念 であ る｡

上海 海 軍 武 官 府 報 道 担 当 ･重 村 実 大 尉 の証 言
重村実大尉は前年 の昭和十 一年夏 から駆逐艦文月 の砲術長､続 いて軽巡天竜分隊長とし
て上海､青島方両 の警備任務 に ついて いた｡そし て韮巡 三関分隊長とし て いったん内地勤
務 に変 ったが､昭和十 二年七月八日､磯溝橋事件 の翌日､上海海軍武官府勤務 に変わ った｡
着任して武官肘 の二階 に 1室を与えられ住 み つく ことにな ったが'上海市内 では種 々の

軍令部出仕兼部員､第 三艦隊司令部付 (
上海駐在)と いう のが正式 の辞令 であ った｡
流言飛語が横行し､人心個 々と いう有様 であ った｡中国 の保安隊 の警備地区 にも正規軍 の
姿が隠見するよう になり'共同租界周辺 に公然と土嚢陣地が作られるよう になる｡ やがて'
揚子江上流 の邦人引揚げが実施 され'各地から引揚者が上海 に上陸し てくる｡武官府 にも
各地から引揚げ てきた武官が顔を見せるよう になり､そ の中に混 って､内地から国際法 の

八月九 日午 後 淑

混

警

備司令部 の陳副官から､

信夫淳平博士などが艦隊司令部 の要請 で来 て､数 日間逗留されると いう慌ただしさであ っ
た｡
｢
何 か事件が起きたらし い｣
と いう電話 で'神野補佐官と陳副官と共 に現場 に急行した｡そして'共同租界 エキ ステ

60

ンシ ョン路上 で､楼関銃 の銃撃 で舞 され て いる大山 (
勇夫)中尉 の死体を確認したO
ゆる大山事件 である｡
いわ

重.
T
千.
T大尉 は同夜遺体 の検屍､収容 に赴く陸戦隊 の l行を案内する時､内外 の新聞記者 ･
通信員を同行 し､ これを契榛 に以後､報道担当とし て任務 にあたること にな った｡まだ海
1等水兵 の葬儀 が行 なわれた翌十 三日から上海は戦場 にな ったa

軍省 でも報道部と いう名称 はな‑'軍事普及部と いって いた頃 である｡
大山中尉､斉藤 (
与撃
十 四日には中国側 の攻撃 は 1段と活発化し､そ の日帰 って見ると武官府 は砲撃 で焼け落ち

いつ南京 に行きましたか｡

て いた｡武官府は租界内 に移り､玉村大尉は租界内 のピ アスアバーーに穣泊りすること に
な った｡
‑
｢
十 二月十七 日､楊樹浦 から飛行機 で行きました｡本 田 (
忠雄少将)武官と 一緒だ ったと
入城式 のため行 った のですかC

思 います｣
‑
｢
そう です｡南京 では私も並びまし て､松井 看 板)大将や長谷川中将を迎えました｣

‑･
‑ 南京 には いつま で いましたか｡

｢
そ の日 のうち に飛行横 で帰‑ました｡ ですから慰霊祭 には出席してません｣
‑‑⊥岡♪
界の梯子はどうでした?
r
私 の見た範取 では変 った こと はあり Mせんでした｡城外 の飛行機から入城式 の現場まで
中 で行きましたが､途中､死体 は見かけませんでした｡城内 は鮭備された のでし ょうか､
きれ いでした｣
‑1 南京 で特別印象 に残 った ことは?

盲 に ついた のは､飛行場近‑ の城外 でしたが､支那人が民家 に入 って縫 みをし て いく こ
と です｡手あたり次第盗 って いるよう で･中 には便器ま で運んで いる中国人も いた のには
驚きました｡ l緒 に いた人が,宋美鈴 (
蘇介石夫人)の便器だろう､と言 ったくら いです｣
‑ 南京 で日本兵が残虐行為を や ったと言われてますが･ ･
噂話 に聞 いてませんか｡

｢
それはどう でし ょうか｡私は 一日しか いませんが見 てません｣

連れて いった ことがあ ったよう です｡
まだ上海 に いた時 のことですが､ l度 こう いう ことがありました｡陸軍 の兵隊が支那人

ので､憲兵隊 にそ のことを言 って,危う‑助け ても ら ったと いう ことです｡ いいかげ んに

です｡また､新聞記者から開 いた話 です が､新聞社 で仕 って いた中国人が逃れて いかれた

とです｡中 には指摘 された者 の家族が､うち の人は兵隊でな い､と いう こともあ ったそう

あと で聞きました｡ この時'兵隊な のか市民な のか'それは中国人 に指摘させたと いう こ

に紛れ こんだと いう こと ですねoそ のため'便衣隊を ひ っぼりだして､や ったと いう話は

｢
南京 では中国兵 の脱 いだ軍服 が多 か った､と いう ことは聞きました｡敗残兵が市民 の中

‑
2
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を つかまえ てました ので､どうするんだと閉‑と､怪しか ったらやりますと答え てました｡
どう して怪し いのがわかる のかtと聞‑と､面構え でわかると言 ってました｡
第 一次上海事変 の時､私は陸戟隊 の小隊長を や ってまし て､捕まえた中国人を両手を上
げさせ て検査した ことがありますO冬 でした ので中国人は厚 い中国服を潜 て いましたが､
手を下したとたんへ中国服からビ スールがころげ落ちました｡第 1次上海事変 の頃からそ

｢
質問された覚えはありません｣

う いう中国人が多か った ので､第 二次上海事変 の時は苦労したよう です｣
‑ 新聞記者から南京 でのこと で質問などあ‑ませんでしたか｡
‑ 記者 の中 には'日本兵 の残虐行為があ ったと言う人も います｡朝 日新聞 の今井記者 で
す｡
｢
今井記者とは今井正剛君 のこと でし ょうか｡彼 は名文家 でよく知 ってます｡しかし､今
では度 々会 ってました｡朝 日 1の文筆家 でね'昭和 二十 二年か 二十三年 の元日 の新聞 で､

井君からそう いう話は開 いた記憶があ‑ません｡今井君は東京から上海 に来た人 で､上海
日本 の最北端と口
砺南端を記事 にすること にな った時'そ の記事を昔‑ 一人に選ばれました｡
そ の頃 の最南端が屋久島 の方だ った ので彼は屋久島 のことを書きましたO この時､屋久島
は いい所 で魚もとれると いう ので､朝日を やめ てそれを商売 にしたと ころ､失敗し てます｡
しば ら‑ して'兵庫県 の阪本勝知事 の時 に広報課長を や ってました.兵庫時代も兵雄県 の
様 々な ことを啓 いてますが､すぼ らし い文 ですよ｡戟按も親し‑してましたが､彼から虐

戦 の.竜を聞 いた ことはありません｣
‑ 朝 日新聞 ではほかにど のような人と?
｢
今井君と 1緒 に中村正吾君が いましたOき‑ つとした いい男 でね｡中村君も今井君も南

l人 で､戦火が上海 に及んでから原四郎君､古 田徳 二郎君などが増派されたよう です｡

読売 は名前を大東亜支局と い ってたと思 いますが'名前 と違 って支局は田中 (
牽制)君

て いるのが多 か ったと思 いますo

られ反日を煽 ってましたが､戦後は この類 の写真が日本軍 の残虐行為 の証拠として使われ

斬 る｡そう いう映画 でした｡もちろん記録映画じ ゃありません｡当時' こう いう映画が作

ん大きくなる｡また､われわれから見 ると 日本人じ ゃな い日本人が中国人 の首を スパ ッと

映画館 は異様な雰間気 で､ スクリーンに ｢
殺｣と いう文字が映し出され､ これがだ んだ

ガーデンブリ ッジ の向う の映画館はよ‑そう いう のを や ってました のでね｡

と言 いまし てね｡林君は つき合 いが広 いので'た ぶん､情報部が大使館 の人 でなく彼 に栴
んだらしく,それで二人 でガーデンブリ ッジ の向う の映画館 に見 に行きました｡そ の頃､

当時,毎 日には林謙 l記者 が いまして'あ る時'彼が'中国 の反日映画を見に行きた い

朝 日は白川威海さんが支局長 で､森山喬 さん'斉藤寅郎君などが いて､各社 の上海支局
の中じ ゃ 一番 スタ ッフも多く車も持 って いてが っちりして いました｡

京 の入城式 の時会 って いますQ彼もず っと上海 に いて､第十軍が杭州湾 に上陸す ると いう
ので'そ の方 に行き'そ のまま第十罪に ついて南京 に行 ってます｡
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同盟は松本 (
考 だ)さ んが支社長 で､坂 田二郎君'堀 口瑞典君､殿木圭 l君､前 田雄 二
君などが いました｡坂 田君は海軍 の記者 クラブ の黒潮会 で来 てまし てね､戦後､坂 田君が
プだから'当時知 って いたら言うはずな のだが'彼から聞 いたことはありません｡

書 いた本には南京 で虐殺があ ったとありますが'彼は正義 の士 ですし､悲憤憤慨す るタイ
松本さんは当時 のことを ｢
上海時代｣ に書 いておられますが､報道 に従事す る人とし て､
ヨー実と感情とをよく書 いて いると思 います｣
r
上海時代｣ の中 には､松井大将が慰霊祭 で叱 ったとありますが ‑‑

｢
ええo私は上海 に戻 ってきましたが､あと で､慰霊祭 の時､松井大将が訓示をしたと い

‑

｢
誰から聞 いたか､そ のことは皆知 って いたと思 います｡そ の時'松井大将が叱 る位だか

う ことは聞 いてました｣
‑ どなたからお聞き にな った のですか｡
らE
Z
]
本革は相当 ひどか ったんじ ゃな いかと思 いました｡松井大将は'支那人をかわ いがら
なく ては いけな いと言 って いた人 ですから､
自分が 1番嫌が った ことを軍はや った のです｣
｢
便衣隊 の話を開 いて いましたから'便衣隊を や ったんだなと思 いました｡相当と いう‑

‑ 相当ひど いこととはどんな ことと考え てました?
ら いですから､何百人も｣
‑ 何万人とか いわれてますが･
･
･
･
⁚｡
T
賦後は何万人とか いわれでますが'何万人と いう ことでしたら､相当ど ころじ ゃな いで
すよ0相当以上にな‑ます･そ のころ考え ていたことは､戦後 いわれ ているようなことと
は全然遇 ってました｡また'戦後 いわれ て いること に､海軍が下関 で横鉄蹄射したことも
あります｡それは救 いですし､そ の数はたかが知れてると思 います｣

｢
上海 に いた時 一皮あります｡大言壮語す るタイプ の方 ではな いと思 います｣

1 松井大将とお会 いにな った ことはO
･

そ の頃'陸罪 の長弟参謀 のことをお聞き にな ってますか｡

‑ 外人記者から の南京 のこと で質問などありませんでしたか｡

談 に出 てく るような人と いう噂 でした｣

｢
私は会 ったことはあ‑ませんでしたが､噂 では聞 いてました｡稲田右術門 のような'誹

‑

陸罪は日本人そ のも のです｡あれが日本人な のでし ょう｣

広 い地域 にわたるので､命令 が行き届かな いこともあるでし ょうし､地がそ のまま出ます｡

わゆるプ ロです｡ しかし､陸軍はそう はゆきません｡召集兵が大部分 で､数が数 ですし､

あ の頃 の海軍は志願兵も多く訓練もよ‑ やり'少人数 で上 の命令 がよく行き届 いて､ い

私 の小隊 に いた大変勇敢な下士官 が･戦が終わ って引続き警備をし て いる時､部下が怪我
をした ので,手術 に立会 せますと'青 い顔をして琴 見て いました｡

｢
軍が 一概にやりすぎとは言えな いと思 います｡戦地 に いた人 の気特 は､そ の人 でな いと
わからな いも のですo例えば･ こんな ことがあります.第 一次上海事変 の時 のこと ですO

‑ 松井大将 の気持 が下ま で伝わらなか った のでし ょうか｡
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r
大山大尉事件 の時､現場 に外人記者を連れ て いきますと､日本軍 のやらせでな いとわか
って好評 でした｡ このため､武官室 に外人記者専任を置く ことになり､海軍機閑学校 三十
一期 の磯部太郎さんが赴任してきました｡彼と は同じピ アスアパートに住 み､夕食 は特別
な ことがな いかぎ‑毎 日 一緒 にとりますから､そ の時 いろ いろ雑談を してましたが､彼が
外人記者から南京 に ついて質問されたと いう話は 一度も聞 いた ことがありませんでした｡
あ ったら毎 日の雑談 ですから'言うと思 います｣
‑ ヒ ユーゲ ツ七 ン英国大使誤射事件やバネIロ
蚕 件が起 こ ってますが､そ の時は?
｢
そう いう大き い関越は､本田武官 や第三艦隊がや って いました｣
‑ いつま で上海 に?
｢
十三年 の三月､内地 に転勤 にな るま でです｣
以上が韮柑大尉 の証言 である｡
最初､イ ンタビ ユIを申込んだ時､断わられた｡自分 の見た範囲ではー南京 で変わ った
ことがなか った ので､お役 に立 つことはな いからtと のこと であ った｡しかし､当時､南
京 の情報 は上海を通し て日本 へ､世界 へ猛れて いた｡上海 にあ る海軍報道部 にも南京 の情
報が入 ったと思われるO海軍に入 った南京 の情報と いう のはど んなも のだ った のかOもし
かすると陸軍とは違うも のかもしれな い｡そう思 って改めて申し込 み､三度日に了承して
もら った｡昭和六十年碁 のことである｡
戟後ー ニッポ ン放送'山口放送､ ラジオ関東など放送界で活躍して いる｡

第 二連 合 航 空 隊 参 謀 ･源 田 実 少 佐 の証 言
当時第 二迎合航空隊 の参謀だ った渡 田実少佐は､昭和十六年 には竺 航空艦隊 の参謀と
し て真珠湾攻撃 に参加 し･また,昭和 二十年 には紫電故を率 いてB‑ 29を迎撃した三El
三
戦後は航空自衛隊 の航空幕僚長 のあと､昭和三→七年から昭和六十 1年ま で参議院議員

空 香 山)の司令として知られて いる｡

令官も公大基地 に残りました｣
･
･
‑ 南 京 の上流 でバネ1号轟 件が起きますが
撃したも のではありません｡

｢この事件は航空隊がバネ1号を中国 の軍艦だと思 ったために攻撃したも ので､故意 に攻

‑0

‑ 前進基地を常州 に移した時､源田さんも常州 に いら っし ゃいましたかO
J
t
つ
な
み
｢
私は公大基地 に いま して'常州 には要件 のあ る時だけ行きま した｡三姓 (
山三少将)司

行な った0第 二連合航空隊は連 日､南京攻撃 に向 ったが､十 二月十 二日､第 二迎合航空隊
きか
磨下 の第十三航空隊は揚子江 でアメリカ砲艦 バネ1号を誤爆した｡

十 二月三日には前線基地を常州 に進め'さらに陸軍 の南京城攻撃 に呼応して南京爆撃を

この話は,参議院議員会館 の源田氏 の部屋 でお開きしたも のである｡

を つとめた｡
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まさかあそ こに アメリカ の砲艦 が いるとはねえ｡南京は戟場 ですからね｡ アメリカもあ
あ いうと ころでなく､も っと上流に避難するとか いくらでも方法はあ ったと思 います｡南
京 に残 って いた のは半分嫌がらせがあると思 います｡
実際にバネ 1号を攻撃した のは､あだ名を ぷ っと いった村 田重治大尉 です｡被 は真珠湾
そ の時ーバネ1号が揚子江に いることを第 二連合航空隊は知 って いましたか.

攻撃 の時 の雷撃隊指揮官 でもあ ったが､立派な人 でした｣
‑
｢
たぷん､知 っていたと思 います｣
‑ 外交問題 にな って大変 でしたね｡
｢
それは大騒ぎ になりました｡そ のため三並司令官も液告を受けました｣

｢
特別なか ったと思 います｣

･
‑‑事 件調査 のため陸軍 の方から酉義幸中佐が行きましたが､海罪はどなたが いら っし ゃ
いましたか｡
翌日南京 が陥落しますが'航空隊はどうしましたか｡

｢
航空隊 の方は戦争 が続 いており､そ のまま常州 に いて､ 一週間ほどし てから基地を南京

‑
の飛行場 に移しましたO私も飛行横を操縦して南京 に行きました｣
‑ 入城式 に参加しましたか｡
｢
私はセレモ ニーには参加 しませんでした｡南京 に行 った のは入城式 の後 でした｣
･
‑L帝京市内 の様子はどうでした?

｢
飛行場 のそばに司令部をもうけ､私は飛行場と司令部 の往復だけ でした ので叩術地はほ
とんど知りません｡また,南京 に移 ってからはすぐ曹 日,洗 口 への爆撃が行われましたか
ら､そ の作戦に忙殺され てました｣
‑ 南京 には上海派遣軍や､海軍 の砲艦が来 てますが'お会 いにな った ことは‑

この頃,垂 兄虐殺があ ったと言われて いますが ‑

｢ 空隊は航空 に関す ることだけ にしか関係してませんでしたから'航空以外 の人とは会
航
った ことはありません｣
‑

｢ りません｡そう いう武士道 に反することは海軍に関す る限りありません｣
知
‑ 噂 で聞 いた ことは7

｢
全然ありません｣
陸軍 ではあ ったと亭 っ人も いますが ･

も のが いた ので,絶対だめだと言 った ことがあります｡

あれば厳重 に処罰す る,と言 ってます｡真珠湾攻撃 の時'市街地も攻撃しまし ょうと1
苛っ

しかし､海軍では,捕虜を殺したり､抵抗 のできな いも のを殺す ことは いけな い'もし

と言 ってました｡そう いう土壌 はありました｡

事件と い って昭和 二年 に南京 の日本領事館が略奪された事件が所 にありました｡また､中
国人と裁 ってましたから敵将 心は強か ったと思 います｡私もそ の頃'中国人をチ ャン コロ

｢
陸罪 のことはよ‑わかりません｡ 一般論 ですが､そ の頃南京と いうと､日本人 には南京

‑
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ま た､真珠湾攻撃 のあと '第 l航空艦 隊 は印度 洋 の英国艦 隊を攻撃 し､ セイ ロン島 の東
があ ります｡戦場 では海 に いる 一人を助け ると いう のは時 間も かかり大変 な こと ですOそ

岸 で空母 ハI ミ スを撃沈 させま したo そ の時 ､赤 城 の近く に敵 兵 が いた ので引揚げた こと

いる ので､ いじ める こと はなら んtと厳命 し て私が直撃 しの兵 を訊問す る こと にしま した｡

れ でもと にか‑助 けま した｡す ると兵 隊 の中 に'気 が立 って いて殴り かか ろうとす る者 が
よく調 べると ､ こ の兵隊 は カナダ の兵 で'最初 は何も食 べず断りま したが､そ のうち ライ
スカ レIは食 べるよう になりま した｡兵隊 の中 には こ の時 のよう に殴 ろうと いう気 杓 の者
も いま したが､海 軍 では いつも捕虜 に対 し てはは っきり し て いました｣
‑ い つま で南京 に いま したか｡
｢
第 二迎合航空隊 はしばら‑南京を基 地 にし て いま した が･私 は横須賀航空隊 飛行隊長を
命 ぜ られま した ので' 1月 に入 ってから 日本 に戻りま したOそ の時 は南京 から飛行機 を操
縦 し て帰りま した｡南京 には 三週間位 いた こと になります｣
‑ 基 地 の周り はどう でした→
｢
飛行場 の近‑ の市街 地 は特別破壊 がな か ったと 思 いますO普 通 のと おり で,昭和十三年
の正月 は南 京 で静 か に迎えま した｣
以上が源 田実少 佐 の証言 であ るO

同邑円
画家 ･
写真家 の
見た南京
この時取り残された中B
Z
I
兵は後で日本
軍を堪 ったりしてます｡ ･
また､南京か
ら揚子江を渡 って逃げた中国兵は四月の徐
州作戦には再び日本車と載 っています｡で
すから日本軍としては中国兵を残液しなけ
ればなりません｡それが戦争ですし､そう
しないと今灰は日本軍がやられてしまいま
す｡そう いう全体をわからなければ 一部分
をとりあげでも問追 いになります｡南京店
牧と宮われるのもそういうものです｡
(
海罪従罪絵画迎侶貝 住谷射収氏の革官
より)

道路沿いで白衣J
k取でとれたもの を売 っている市民もいた｡(
昭和1
2年 1
2月
1
5日)

