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海 軍 従 軍 絵 画 通 信 員 ･住 谷 磐 根 氏 の証 言
住谷紫根画伯が南京攻略城 の話をし て下さ った のは上野 の美術館 にお いでであ った｡昭
和六十 1年春､上野 の森 では､武者小路実施 が始めた大調和展 の二十五周年記念展覧会が
開かれて いた｡住谷画伯はこの日本画部 の委月 で'自身も出品されて いた｡私がイ ンタビ
ューを申込むと､絵を鑑賞しながら南京 の話をしまし ょうとお っし ゃって､美術館 で会う
こと にな った｡
住谷画伯は明治三十五年生れ で､ 二十 二歳 で二科展 に入選した｡大正十年代 のこと であ
る｡受賞しながら反 二科会 運動を起 こしもした｡昭和十 二年､支那事変が始ま った時,港
い､き っそく海軍省 に志願したoLかし､ この志願は簡単 に拒否された｡生家 は群馬県 の

軍が従軍画家を求 めて いると人伝 てに閃 いた｡住谷画伯はぜひ中国に行 って描きた いと思
素封家 であ ったが､長兄 (
住谷悦治｡当時同志社大学教授.のち学長)が危険思想 の持ち主と判
断されたためであ る｡そ こで改め て直接 ､米内海軍大臣 に手紙を書 いた｡九月八日には小
早川篤 四郎'吉原義彦､岩倉具方 の三画伯が第 一回 の従 軍絵画通信月として上海 に向 って
出発して いた｡手紙を吾‑だけ ではらちがあかず､結局､軍務局第 四課長 の森徳治大佐 に
直接談判して'よう や‑認めてもら った｡従軍画家 で八人目 であ った｡
湾 に上陸 し'上海 の形勢 は急速 に変

って いる時 であ った｡上海 で

この時､任谷画伯は三十五親 であ ったo上海 の海軍武官童 に老 いた のは昭和十 二年十 1
月 で 既 に妨十軍が杭州

は､海軍武官室 の報遭難を拠点にし て陸戦隊 や軍艦をまわ って いたが､十 二月 に入 って､
日本領事館 のそばに停泊し ていた出雲 に いた時､南京陥落間近と いう話を聞き､そこでち
とか
ようど出発しようとし て いた砲艦栂 に釆‑､南京 に向う こと にした｡
･
I･
⊥ 里見には いつ若 きましたか｡
｢
私 の来 った栂は第 十 一戦隊に属して いましたが'何か の都合 で遅れ て上海を発 ったよう
でした｡上海 の黄浦江を出 てから南京ま で二'三日かか ったと思 います｡
南京 に近づくと'遠く で南京 が燃え ており､さらに近づくと千五百 メIー ルか 二千 メー
ほこ
.
r
･
ト ル先 で､船 に乗 った中国兵 が揃 口の方 に逃げ て い‑ のが見えました｡そ こで栂は これを
ました ので'今度は小銃 で射ちました｡甲板から水面ま で四､五メ‑ー ルくら いですから

砲撃Lへしばらくす ると板き れなど に つかま った中国兵があ っちにも こ っち にも流れ てき
百発百中 です｡寒 い冬 ですから､そ のまま にし ても死んでしま った でし ょうO中 にはこ っ
南京 に着 いた時は夜 で'栂が着 いた下関喝頭 の上流 には､熱海が いましたO陥落 の臼 の

ちを見 ておがんで いる兵隊も いました｡
夜だと思 います｡そ の夜 はここに停泊し､私は翌朝'第十 1戦隊旗艦 の安宅 に移‑ました｣
･
‑⊥ 空涙に いつ上陸しましたか｡
｢
安宅 に移 った 日に上陸したと思 いますO南京城 に行 った時'城壁に純がすだれ のよう に
いっぱ いたれさが って いた ので解きました｡中国兵は この縄を使 って逃げた のだと思 いま

何本くら いの縄がありましたか｡

す｣
‑
｢
百か二百はあ ったと思 いますO城内 に獅子山があり､ ここに 一番近 い興中門から私は入
りましたが'門には中国兵 の鉄兜 や死骸がた‑さんあり'血 です べ‑そう になりました｣
‑ 死骸はど のくら いありましたか｡
｢
数十体 はあ ったと思 います｡ この辺でも戦 いはあ った のでし ょう｣
‑ 城内 の梯 子はどう でした‑
｢
そ の翌日か翌 々日だ ったと思 いますが､興中門から入 ったと ころに自紀解がありました
ので､ これを使 って城内を廻 ってスケ ッチしました｡城内 は野 っ焔や丘があり､ず いぶん

馬を外 におきますと日本 の飛行棟 にみ つけられますから､中にお いたも のと みえます｡

静かで､中国人は全然見かけませんし､日本兵もあまり出 て いませんでした｡市政会館 や
参謀本部などに入 ってみると'そ の二､三階は馬屋にな って いる のでび っくりしました｡
そ の時 でしたか､清水登之が写生し て いる のに出会 いました｡彼は私より遅れて南京 に
来たよう でした｡私は彼と違 って自転車がありましたから､あ っち こ っち行 って城外 でも
スケ ッチが できましたO
そ の頃'私は毛皮 に ニッカーボ ッカー のズボ ンをはき､肩からバ ッグをさけ ていました
から'正体不明 の人間 に見えたよう で､衆然'遠‑ からオーイと呼ばれました ので‑あわ
でで日の丸 の僻を取‑出 しで頼りま した｡そばま で行きましたら三人 の日本兵が いて､中

いるのも見ました｡

国典だと想 って射 つと こだ ったと言 ってました｡中国兵がど こから射 ってくるかわからな
い､と彼らは恐が って いました｡また'死んでる中国兵を 四､五匹 の犬が喧嘩して食 べて

い

ので

そ の日あち こち でスケ ッチしまし て帰 ろうとすると､星 に見た犬かどうか､五､六匹追
いかけ てきた ので必死 にペダ ルを踏 んで逃げました｡なにしろペダルが心棒しかな

大変 でした｡よう やく犬をま いたと思 ったら､あわでたも ので朝とは違 った門 に来た ので､
Ⅴ字形 に戻 って輿中門に向 いました｡そ の時､中国兵 に間違われな いよう にと､そ のころ

流行 って いた,天皇陛下 のためならばtと いう歌謡曲 のそ の節だけ気狂 いのよう に歌 いま
した｡案 の定､興中門近く に来た時･歩哨 の日本兵から､中国兵だと思 って射 つと こでし
たと言われました｡歌 のおかげ で助か った次第 です｣

で敗残兵を時 差 と いう ことを撃 一
艦隊 に聖 E て いたらしく､敗残兵はどうな ったかと

安宅 に戻‑ますと､参謀たちは食事が終り雑談して いると ころで'中国兵と間準 えられ
てやられた のではな いかと噂して いた､と言 ってました｡そ の後 ､参謀室 に いると'南京

そ の影を追 い越しましたが'そ の影と いう のは中国兵 の 1団で'ぞろぞろ歩 いて いくと こ
ろでした｡

な って帰 ったそ の日のこと ですが､興中門近‑ に来た時'向う に黒 い形が見え てき
ました｡道路は建物 の影 でなければ白‑見えますから何だ ろうと思 い､ち ょうど興中門で

･
･
‑ 南 京 には相当捕虜が いたと言われてますが･･

｢
噌
‑
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そ のうち 一人 の中尉が試し斬りをす ると､軍刀を持 って いこうとす るので私も ついてい

無線 の問 い合わせが来 てました｡そ の敗残兵とは,先 ほど見た中国兵だ ったらし いのです｡
きました｡行くと､埠頭 の突端 に鉄 の柵があり'そ こから先 は コンクリ1‑ で啓 拝され て
まし て' ここに‑.五人ず つ並 べて後から銃剣 で突 いて コンクリー‑に落とし ていましたo
日本兵は二十人ほど で､中国兵が千人弱 いました｡それを見 て いた中尉 は､試し斬りをす
る気も失 せてしま いました｡私が懐中電灯を つけ て見 て いましたら､兵隊から､そこに い
ると返り血を浴びると言われました ので､それをしおに帰りましたC
翌朝 '早‑起き て行 ってみると､ コンクリート の上は死屍累 々で,数え てみると八百人
ほど の死 体 があ‑ました｡中 には死にきれず に手を動かし ている者 や､ごそごそ動 いて い
る者も いました｡銃剣 で後から刺すだけ ですから死なな い兵も います｡揚子江はまだ増水
し ていませんでしたが､増水すれば護岸 コンクリ1‑ぎりぎり のと ころま で来ますから･
流れ てしま います｡ これがあと で南京虐殺と言われたも のだと思 います｣
‑ 敗残兵を捕えたらどうす るか'決ま って いなか った のでし ょうか｡

他 に方法 はなか った のですか.

｢
言 いた‑な いこと ですが､兵隊は戟友がやられ て いましたからや ってしまえ,と いう気
にな ったと思 います｣
‑

した. この時と‑残 された中国兵 は後 で日本軍を襲 った‑してます｡翌年 の三月,私が撫

｢
日本軍は南京 に向う時､ 一気 に進 みましたから'途中相当 の中国兵を追 い越し ていきま
鉛 に いた時､太湖に いた日本軍が 一万人 の中国兵に包即されたと いう ので豊橋 の部隊が急

そ の他処刑などはありませんでしたか｡

｢
私が見た のは埠頭 のそれだけです｣

‑

はありませんでしたから'喜ばれました｡食 べ物があ った のは海軍 の軍艦だけ です｣

て いた南郷,潮 E
F 和 田など の航空隊 の連中 に差し上げました｡航空隊も食 べ物は十分 で

ので断わると､持 って いって下さ いと亭 っので､もら って いって翌日'南京 の飛行場 に来

室 で参謀から､甘党なら羊轟 '辛党ならウイ スキー､と出されましたが'食郡 の後だ った

それと,あ の頃は食 べ物もなか ったから､他 に方法はなか ったと思 います｡安宅 の参謀

行 った時､決ま って中国兵は遺跡 に逃げ て いました｡中国兵 はそう いう兵隊な のです｡

重な遺跡があり､ これは守らなく ては いけな いと言 ってましたが'九江 や武洪三鋲など に

清中将)司令長官 は､揚子江沿 いには貴
私自身もそう いう のを何度も見て います｡長谷川 (

相当悪 い兵隊だけ で､それはバール ･バ ックの r
大地｣ に書 いてある兵隊 のとおり です｡

南京城 で最後 に戦 った中国兵は精鋭 で､ これらはた いて い戦死して います｡残 った兵は

いうも のです｡

をわからなければ 一部分を取り上げ でも間違 いになります｡南京虐殺と言われるのもそう

ん｡それが戦争 ですし,そうしな いと今度は日本軍がやられてしま います.そう いう全体

は再び日本軍と織 って います｡ ですから日本軍としては中国兵を破滅しなければなりませ

過,助けに行きました｡また､垂 兄から揚子江を渡 って逃げた中国兵は四月 の徐州作城 に
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←
‑ ‑

えるようなと ころに r
避難民区域‑と大きく書 いた看板がある のを発見しました ので行 っ

‑
‑市 民は城内 で 一カ所 にまとま って いたと言われ て いますが
｢
そう です｡最初は全然中国人を見かけませんでしたけれど､四､五月したら遠‑から見
日本軍が南京 に攻めてく るのを知 って残 った人 ですから､日本軍に殺されても いいと思 っ

てみると､市民がたくさん いました｡中に いる中国人は南京を逃げきれなか った人たち で､
た人たちばか‑ です｡ ここは厳重 にほか の中国人も入れな いよう にな って いました｡
南京 に拭 った市民は避難民区 に いましたし､兵隊は逃げ てほと んど いなか ったと言 いま
す｡ ですから南京 で虐殺があ ったと言われて いますが､ありえな いこと です｡私はそ の後ー
見 てません｣

自転車 で いろ いろなと ころを スケ ッチし て相当描きましたけれど､虐殺と いう のは 1度も

いつま で いましたか｡

｢
入城式も慰霊祭も出ました｣

‑‑‑
入城式もご覧 になりましたか｡
‑
｢
第十 一戦隊がしばらく下関に いました ので､私は名鑑 に行き'艦長 や副長など に色紙 に
署名し てもら いましたO これは戦後'東郷神社 に納めました｡
年が明け て 一月八日に上海と南京間 の列車が動 いてました ので' これで上海 に戻りまし
た｡途中 に殖敵が いると いう ので窓を全部閉めて行きましたが'慰問に来 て いた松井翠声
と いう漫談家が ノ緒 で 楽 しませて‑れました｡翌九日に出雲 の長谷川司令長官 に挨拶に
行きました○上海に戻 ってから今度 は海軍 の穐艇隊と r緒 に太湖に行きー日本 には四月 に
帰りました｡中支 には六カ月 いた ことになります｣
この後､住谷画伯は再び中国 に渡り､大東亜戦争 が始ま るま で中国で絵を描 いた｡大東
並搬争勃発後は昭和十七年 に大佐相当待遇嘱託 になり'南方 に行 って いる｡
上野 の美術館 での住谷画伯 の話 は四時間半 に及んだ｡住谷画伯 は八十四歳 にもかかわら

那事変が始ま ると･写真 は報道 の重要な手段とし て いっそう注目を浴び､兵隊たち の間 で

昭和十 t年 になり､ アメリカで写真雑誌 ‑
ライ ヱ が創刊され'爆発的人気を呼 んだ｡支

ドイ ツで学 んできた名取洋之助が､昭和九年 ､英文グ ラフ誌 r
NIPPON｣を創刊した.

昭和初期は新し いカメラ マンが陸鼓と生れた時期 である｡報道写真と いう言非 が生まれ､

外 務 省 情 報 部 特 派 カ メラ マン ･渡 辺 義 雄 氏 の 証 言

上 にあ ったと いうも のである｡

のであ るC 四時間以上 の話 の大部分は'戦場と いうも の､それに南京戦は上海戦 の延長線

いることを納得 できな いだ ろうからと､当時 の海軍 の様子から話され この時間 にな ったも

住谷画伯は,南京 のことだけを話すと誤解をまねき やす いし'巷 で南京事件と言われて

ったが､住谷画伯は夕食 の支度 があると いう ので日を改 めること にした｡

ず,疲れを知 らず･四時間半話し てもまだ話は充分 に終 って いな い｡私もも っと開きたか
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丁

そ の頃'支那は様 々な宣伝方法 により国際世論を支那に有利 に導 こうとして いた｡支那

80 はカメラが人気 の的 にな った｡当時､渡辺義雄氏は三十歳 であ ったが､名取洋之助ー木 村
伊兵衛らと並び'新進 のカメラ マンとし て名をなして いた｡

して いた｡ このため'外務省情報部 では支那事変 の実態を外国 に知 ってもらう必要 にせま

事変が始ま るや'反日をあおり'支那 に同情をひくような写真を世界 に流し､これが成功
られ､そ の方法として写真と ニュー ス Iフィルムの照影隊を組孤し､上海 ･南京 の梯子を
フィルムに収めること にした｡ この撮影隊 の写真カメラ マンとして選ばれた のが､水利伊
兵衛氏と渡辺義雄氏 であ る｡
1行は十 二月十 二日､長崎を出発'上海､南京を撮影して､翌年 1月十 凶日長崎 に戻 っ
てきた｡ 1カ月 にわたる撮影旅行 である｡ この間'渡辺氏は二度南京 に行 って柏影した｡
渡辺氏は明治 El
十年生れ｡昭和<年 に二十六歳 で個展を開き'昭和九年 には木村伊兵術
民らと国際報道写真協会を設立して いる｡戦前 の代表作 に ｢
文楽｣がある｡戟後は日本大
を受賞した｡そ の l方'昭和三十三年 には日本写真家協会会長 になり昭和 五十六年ま で つ

学 で教え ると共 に ｢
桂牡宮｣ ｢
伊勢神宮｣など建築物を撮り'｢
伊勢神宮｣ では毎 日芸術賞

を撮 ること でした｡

に､宣撫班 が難民を救済して いると いう ことがあ‑ました ので､私 の仕事 はそう いう場面

た｡特 にアメリカに聖 戦 の実態を知 ってもら いた いと いう ことでした｡聖賊 の実態 の 1つ

か ってもらうため'写真と映画を撮 って､それを世界 に配布しょうと いう こと になりまし

当時､中国はこう いう謀略をよくや って いました｡それで外務省も､本当 の日本餌をわ

日本大学 で報道写真 に ついて教え て いましたから'このことは印象的 でした｡

す｡修整 の技術は大正時代からありましたから､よ‑見ればわかるはず です.私は叔後､

城後 にな って' アメリカの写真雑誌が､父親も映 って いるオリジナル写真を戟せて いま

期だ った ので'ず いぶん効き目がありました｡

題になりましたDまたそ の頃は このような衝撃的な写真はありませんでしたし､搬争 の初

人 で泣 いて いる写真 にしたも のです｡それがどう いう ルートか アメリカに持ち込まれ､話

て いた のか､父親 らし い大人がそばに いたも のですが､父親をブラシで消し て赤 ん坊 が 一

と ころが この写真 は､もともと泣 いてる子供を砲 こうとし て いた のかそ こに置 こうとし

と いう世論 が アメリカに起 こり､ これがき っかけ でアメリカはそれま で以上 に中国 に同情
して'日本 に敵対す るよう になりました｡

カの新聞に載り､ これがず いぶん話題になりました｡ 日本はひど い､ こんな子供ま でも､

｢
支那群変が始ま るとすぐ に､上海 の倍率場 で泣 いて いる中国 の赤 ん坊 の写鼓がー アメリ

=
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z
z
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的はど のようなも のですか｡

ては現役 である｡写真 の話ならよくす るが'南京 のことはめ ったに話した ことがな いと い
そ のため'時 には額 に指を当 てながら思 い出して話 してくれた｡

現在､日本写真家協会 の名誉会長を つとめ､写真界 の大御所 であ るが'カ メラ マンとし

とめて いるO渡辺氏は顔も体も丸 々として いるが'人柄もそう であ る｡

写共家の見た南京
‑
d
l
儒
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以前チ ェコの臨時代理公使を や って いて､そ の頃は情報部 に いた小川昇 一等書記官が団
長とな って､上海と南京 に行く ことになりましたが'小川さんは芸人 で､浄瑠璃もうなる
人 でしたから､楽し い旅行 でした｡情報部 で写真などを扱 って いた事務 の後藤光太郎さん
･
.

が牡話役 になり'カメラ マン二人'映画撮影技師 二人 の計六人 で行きました｣
‑‑当時 の記録 には十 二人ほど で行 ったと いうも のもありますが

ルムは中山さ んと いう映画会社 の方ともう 一人 でした.当時 の写真を見 てもそう です｣

｢
たしかこの六人だ ったと思 います｡ カメラ マンは木村 さんと私 の二人 で､ ニュースフィ
すぐ に南京 に行 った のですか｡

｢
上海 に着 いてそ の日は旅館 に 一泊 し､次 の日に南京 に向 ったと思 います｡掃海艇 に乗 っ

‑
て揚子江を行きました｡西条 八十なども 1緒 で､他 にも多‑ の従罪作家 や従軍画家が いま
した｣
｢
掃海艇 で l晩過ごし'翌日'南京 に着 いたと思 います｡日にちがは っき‑しませんが､

･
‑⊥塑原に着 いた のは いつですか｡
入城式 の 一日か 二日位前 ではなか ったでし ょうか｣
ノ
十
‑カ′
下関に着 いた のですね ?

｢
そう です｡下関に着きましたら､そ こに いた兵隊がわれわれに､三百 メ‑ー ルか五百 メ

‑

ートル先 で首断りを や って いるから見な いか'川 べりで斬 って川に落とし て いる､と言う
のです｡間もな‑川が赤くなる､とも言 ってました｡ そう言われましたが'木村さんは死

1

写実家の見 た南京
画家

283 第三幸

285 第三幸 画家 写実家の見た摘京

と思 います｣

人が いますが'私はそう いう気持 はありませんでしたから'たとえ行 っても撮らなか った
斬ることは公然と行なわれ ていた のですか｡

｢
そ の兵隊は､見ませんか､擬‑ませんか､と言 ってましたから､全然随して いませんo

‑
兵隊たちは戦友がやられ て複響心が強か った ので'斬る のは当然だと思 って いたと思 いま
す｡兵隊たちは､ぎまあみやがれとか､せ いせ いした､仇はう ったと言 ってました｣
‑ 残虐な ことをし て いると いう気特はなか った のですね｡
｢兵隊たちは､仇をう った'怨 みをはらした､と いう気特 ですからそう いう気拘ちはな い

と思 います｡残虐とか虐殺と いう言葉は､戦後使われるよう にな った のです｣
｢
前 の日､私も上海 で'大場鏡 の激戦 の跡を見 て いますから､南京 では兵隊 のそう いう気

‑ 斬 って いると聞 いてどう思 いましたか｡

そ の時､中国兵が斬られるのは戦争 での当妖⁝
の刑罰だと思 いました｣

拝を聞くと､さもあ ろうと思 いました｡残酷だと思 いつつも､も っともだなと思 いましたO
I 斬られた中国人は捕虜だ った のですかO
｢ 日か翌 々日に南京城内 で将校と下士官 の二人が いました ので､ いろ いろ聞きますと､
翌

捕虜を つかまえ て南京 にある監獄 に入れたが入りきれな いし､食 べさせる食桂もな いtや
むをえず や ったと言 ってました｡ 二人は､私 に､それではどう や って食わす のだと言 って
ま した｡ それを榊 いて私はしょうがな いなと考えました｣
‑ ど の位 の数 の捕虜が いiJ
のでし ょうかE
'
｢
捕虜と犯罪人 で 1万人位 いたと聞きました｡そ のうち何人かを や ったと いう こと ですがI
犯罪人を や った のか､捕虜はど の位そ の巻き凍えをく った のかはわかりません｣
‑ 南京 に着 いた日はほかに何か見 てますか｡
｢
街 にある店 は戸が開 いて'ケー スの中は空 っぽでした｡中国人が持 って逃げた のだと思
います｡金を持 って いる中国人は既に逃げ て､金 のな い人だけが残 って いましたから､そ
日本兵と いう ことは?

う いう人が略奪した のでし ょう｣
‑

｢
日本人が略奪した のではな いと思 います｡日本兵は町にあ る家は空 っぽでした ので､そ
こを宿舎として使 って いました｡
また､私もそ の時知 った のですが､中国 には葬式用 のお札と い って'死んだ時 1緒 に棺
に入れてやるも のがあります｡実際は使えません｡ こう いうお札がばらまかれ てあ‑まし
た｡中 にはそれを知 らな いで大事 にしま って いる兵隊も いました｡
そ の日は大使館 に行き､中国人が三人管理し てまし て､ ここに泊 ること にしましたoと
ころが､大使館 に食糧がなか った ので､小川さんが知 って いる部隊長 のと ころに行きまし
て､そ こからもら ってきました｡われわれは南京 に行けば食様はあると思 って いましたO
行 ってみると'兵隊たちは飲まず食わず で入城し て います｡われわれは上海から自分たち
の食樺を持 ってく る気 になれば持 ってこれました ので､そ の時は持 ってくればよか ったと

2
87 第三幸 画象 写其家の見た南京

思 いました｡夜は大使館 の広 い部屋 に毛布を敷 いて寝た のを覚え て います｣
上海 から領事館員が来 て いませんでしたかO

｢
さあ､われわれ 1行 のほか いなか ったと思 います. いた のはl
屠 って いる三人 の中国人だ

I
けだ った気がします｡
次 の日 の朝 '難民区 の女 の人が､日本兵 が女を連れて いった'とわれわれに訴え に来ま
した｡大使館 に二日泊 ったと思 いますが' 二日とも同じ訴えがあ‑ました｡
兵隊は食うや食わず で来 てますから､部隊長 に言 ってもし ょうがな いし､そ の許を聞 い
て複雑な気拝 でした｣
日本兵 の残虐行為を直接ご覧 にな ってますか｡

｢
日本兵が実際残虐行為を行な って いるのは見た ことがあ‑ませんO

‑
死体は､大き い通‑ の交 叉する ロータリー の中央 に植込 みがあ‑' この植込みに､眉間
を斬られた中国兵と首を後から斬られた死体が 二､三体ありました｡顔はどす黒‑､もう

｢
私が直接見た死体と いう のは ロータリI の死体だけです｣

血は流れて いませんでしたが､それは凄か った ですO見ただけ でもび っ‑‑しました｣
‑ そ のほかには?
‑ 南京 ではど こに行 ってますか｡
｢
中山陵 に行きました｡市内 はあち こち歩き廻りましたが'車はありませんから'範 囲は
限られてましたし
‑ 写%
#
=.はと のようなも のを撮 った のですか.
｢
難民区 に行 って'日本兵が社民 に食篠を や って いる場面などを撮りました0日本鞘は占
領するとまず難民を助けなければと考え てましたから､南京 の難民区 でも l人ひとりに米
を配給 したり､慰問袋を手渡したりし て いました｡私はそ のような場面を撮りました｣

｢
昼は何もありませんでした｡係 の日本兵と難民が､よ‑話もしてました ので､そう いう

‑ さきほど､女 の人が連れさられると いう訴えがありましたが､撤民区は落ち着 いて い
た のですか｡
のを捉‑ましたCわれわれカメラ マンは入れましたが､ l奴 の兵 は入れませんでした｡夜
入城式も撮りましたか｡

こ っそり やる兵隊が何人か いる のでし ょう｣
‑

｢
松井大将が入城し て‑る のを撮りました｡私が中山東路 で木村 さんが国民政府 の式場 で
粒りました｡ この時'朝 日新聞 の小鳥 (
忠郎)カメラ マンと会 ってます｣
｢
入城式 の写真を撮 って､次 の日には上海 に戻 ったと思 います.上海 に戻 ってからはガー

･
･
‑⊥塑原には いつま で いました?
デンブリ ッジ の近‑ の､毎 日新聞 の記者たちも いたホテルに泊りました｡上海 では小川さ
んの知り合 いの中国人に 1度招待 された ことがあります｡ いわゆる大人 で､日本人 に全敗州
てましたが､共同租界 の中国人も戦争はまるで関係な いと いう ふう でした｡街 は賑わ って

敵意を持 って いな いのですo この戦争を'日本軍と蒋介石 の軍が戦 って いるだけだと言 っ

いて､私も木村さんもよく遊びに行きました｡
正月 にな ってからまた南京 に行 ってます｡ そ の時 は河相 (
達夫)情報部長が上拓 に来 て
いて'南京 に行くと いう ので' 1緒 に楊樹浦から将軍 の飛行艇 に乗 って南京 に行きましたO
この時木村さんは上梅 に残り､小川さんと後藤さんと私 の三人だけ で行きました｡飛行艇
に乗 ったら'と ても 巽か った のを覚え て います｣
そ の時も南京を掘 った のですかO
そ の時 の南京 の梯子はどう でした?

｢
撮りましたが､特 に何 かを掠 るために行 ったと いう こと ではありませんでした｣

I
‑
また､難民はまだ難民区 に いました｡中山陵 の方からたま に鉄砲 の音 が聞 こえる位 で'

｢
部隊はほとんど南京から去 って いました ので､振 るような兵隊は いませんでした｡
敵も ほと んど いなか ったよう です｣

ヨ時 の身分と いう のはどう いうも のでした?

報道 の重要性を説 いて､金子さんを説得した のです｡陸軍 の部隊長 の中 には従軍記者は い

で上海 の軍 の特務部 の諜報班 で対支宣伝を や って いた金子少佐 のと ころに話 に行き'宣伝 '

｢
最初名取が陸軍と海軍に話 に いった時､軍 の反応は木 で鼻を‑‑ つたも のでした｡そ こ

⊥

こと にな った｡小柳氏三十歳 の時 である｡

こで日本工房が損影を担当す ることにな ったOさ っそ‑名取洋之助と小柳氏が上海 に行く

じ主張を繰り返し､上海派近軍司令部 で宣伝を担当し て いた金子 高 車 少佐を説得し'そ

を説 いたが､軍 では名取洋之助 の話 に理解を示さなか った｡そ こで上海 に行きI ここで同

助は日本 の立場から支那事変を報道せねばtと主張した｡名取洋之助 は軍中央 にそ のこと

まもなく､支那事変 が起 こり､ち ょうどそ の頃欧米 での日本 の報道を見 てきた名取洋之

土門拳だけ で､ち ょうど藤本四人が入る頃であ ったO

日本工房を作り､海外 への日本紹介誌 r
NIPPON｣を創刊して いた｡ スタ ッフはまだ

本 工房 に行く ことにな った｡名取洋之助はドイ ツから帰 ってから報道写真 の重要性を説き'

(
現在の日本発済新開)の部長を し て いた和 田日出吉 から名取洋之助 に紹介され､そ こで'日

昭和十 二年三月､ フリーのカメラ マンとして活躍し て いた小柳次 一氏は､中外商業新報

陸 軍 報 道 班 員 ･小 柳 次 一氏 の 証 言

以上が渡 辺義雄氏 の証言 である｡

私 の撮 った写真は昭和 二十年三月九 日の空襲 で全部焼けました｣

か って いる写真 ですから､それは当然だと思 います｡

開きました｡そ の頃 には アメリカ の対 日感情がは っき‑し てましたし､日本が掘 ったとわ

各国 の外務省 や r
ライ フ｣など の雑誌 にも送‑ましたが' 一つも載らなか ったとあと で

｢
写真は三月に三越 で r
南京‑上海報道写真展｣を や‑､相当賑わ ったよう でした｡

‑ 撮 った写真はどうした のですか｡
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らな いと いう人が いたくら いですから'正式 の軍属だと命令 に拘束されて困 るので､蜂給
嘱託 にし てもら い'自由 に撮影 でき るよう にしました｡無給と い っても実際は軍 の機席費
から小遣 いをもら って いました｡そう いう ことは全部名取が決めてきました｡ ですから身
分は特務部 の報道班 で'日本工房 の社員 でもあ った訳 です｡
名取は当時世界 で名前 の売れ て いた唯 1のカメラ マンでした ので､根 った写真 は名取 の
名前 で世界 の写i
‑T
(
雑誌､新聞社､出版社 に売込みをしました｡
しばら‑し て撮 った人 の名前 で発表す ること になり'昭和十三年 三月頃､南京 でスパイ
を処刑した時 の写真は私 の名前 で r
ライ ヱ にも戦 ってます｣
･
･
‑⊥向京 には いつ行 った のですか｡
｢
名取が話をまとめ てきた ので'き っそ‑名取と私が昭和十 二年 の碁 に発 って､元旦 に上

海 に着きました｡従軍 のやり方など何も知りませんし､す べてが初めてでした｡
南京が陥落したばかり でした ので南京 に行く ことになり､ 二日に上海をた って､蘇州に

｢
南京 に着 いて最初 に目に ついた のは城壁 に純がさが って いた こと です｡城門は拒江門だ

寄 って南京 に着 いた のはたぶんEl
日の夕方だと思 います｡南京駅 のと ころに着きました｣
‑‑･
南京 の様子はどう でした?

したO私が行 った時は死骸はなか った のですが､陥落時 に門 の近くは死骸 の山だ ったそう

と思 いますがそ こから入りまして'入ると右側に大き い木 の中国軍 の慰霊碑が建 っていま
です｡軍艦は弾 のあるかぎり射 ったと言 いますし'日本軍からみれば敵と遭遇したので射

老 いた晩放火がありましたが'便衣隊がや って いるよう でした｡

った のですが､そ の死骸は大変だ ったらし いのです｡
翌日から早速私はカメラを持 って操りました｡中国人は戦争慣れして います ので､それ
ぞれ落着 いた生活をし て いました.そ の頃'難民区 に いた のは 二､三万 で'叫に若 い女 の
子を見かけませんでしたが'難民区 の中 の金陵女子大学 には若 い女性が いました｡写真を
掘 ろうとしましたが門に日本 の衛兵が いて､ ここは誰も入れた ことがな い､と入れて‑れ
ませんでした｡また'日本 の商人と いう のは凄 いですから､早速上海から来 て いました｣
日本軍 の残虐行為を見 てませんか｡

｢
南京 は落着 いて いて'見たことはありません｣

‑
‑ 噂などは?

｢
虐殺と いう話は開 いた ことがありません｡揚子江 の方 で三百人殺したとか､揚子江 に挽
したと いう話を開 いた ことがあるが'戦場だからそう いう話は い‑らでもあ‑ますLt峨
後言われ て いるような話 は聞 いたことがありません｡
私はそ の後本格的 に従軍して徐州'洗 口など前線 に行 って写共を根 ったが 南京と いう
こと でなければ､日本兵 の暴行がなか ったとは言 いませんが'そう いう ことを やる兵は決
ま って いたと思 います｣
‑ 南京 では名取さんも 1緒 でしたか｡
｢

名取は上海と南京 の間を行 ったり来たりして いました｡ 1月末 には自動車隊と南京 に釆
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てました｡名取は欧米 での日本 の報道 に驚 いて' このまま では いけな いと言 っていました｡
た のでし ょう｣

欧米 では宣伝報道 が行なわれて'やらせもあり'自分 の体験とし てそ の必要性を肌 で感 じ
‑ 有名な上海 での赤 ん坊 の写真などがありましたねO
職後 にな って朝鮮戦争 の時'京城に世界中 の報道 カメラ マンが娘まりましたoそこで国

｢
そう0 ヲ イ ヱ に 1貫大 で載 って有名 にな った写真 です｡世界中 に有名 になりましたo

報道 写真と い っても'あり のまま の報道 ではな いのですかO

連軍 のカ メラ マンに､あ の写真を樵 ったカメラ マンが いました のでそ のことを一
石いました
よ｡ ワンとか いって中国系 のカメラ マンでね'私より年上でした｣
‑
｢
もち ろんあり のままを写真 で報道する のですが､カメラ マンは自分 の国 の立場 で写茄を
撮りますし､やらせが世界中 でありました｡
戦後､ アメリカ軍が日本 に来 てすぐ' アメリカ人から､小柳､おまえは職争をず っと振
ってきたカメラ マンだが､キ ャパのスペイ ン戦士 の写真をどう思うか､と聞かれましてね｣
‑ あ のロバート ･キ ャパの有名な写真 ですか｡
｢
そう です｡アメリカ のカメラ マンの間では本当 に戦場 で掘られたも のか話題にな って い
たらしく､それで私 に開き にきた訳 です｡私も自分 の経験からああ いう写真 は梶れな いの
ではな いかと思 って いました ので'そ のことを言 いますと､おまえもそう思うかと納得し
て いました｡特 にアメリカ人と いう のは撮 られるのがうま いでし ょう｡ よ‑ポーズをと っ

｢
そうだと思 います｣

な

･
｡

いですか｡南京 にず っと い

たり｡それ でやらせと いう のがあ‑､それが話題にな っていたからだと思 います｣
‑ キ ャパの写真は故争中から疑問祝され てた のですね｡
･
‑⊥ 例京事件 に ついては今 でも いろ いろ言われ てますが

戦場 のことを今言 っても仕方な いこと ですがtE
I
]
本兵が特 に残虐だと いう ことはな いと

｢
磯場だから死体はあ ると思 います｡それを言 ってるのでは
た体験からそう思 います｡

思 います｡例えば､中国兵 は日本兵を蜂 の巣 のよう に刺し殺して います｡もち ろんみせし
めもあるでし ょうが'ああ いう のは日本 の感覚じ ゃな いですね｡
アメリカも比良攻略作戦 の時 こう いう ことがありました｡パター ンで捕虜 にな った アメ
リカの枚事 の兵士からわれわれ報道班が いろ いろ話を開 いて いますと､死んで いる日本兵
を蝶 いたと平気 で亭 っのですよOそれを聞 いて骨が' この野郎､と1
言ったことがありますO
峨後 にな って思 った のですが'日本兵は中国 の都市を占領した後､よく中国民衆 にも の
をあげ て いました｡戦後､ アメリカ兵も 日本に来 てチ r
nコレートをくれましたが､日本兵
は いとおしんで物をあげ ており'な つ‑中国人もよ‑ いました｡しかし､ アメリカ兵はく
れ てやると いう態度 で､な ついた日本人は いません｡
朝 日新 聞 の本多 (
勝 こ 記者が E]
本 が南京 で悪 いことを や ったと亭 っが､それは峨争 で
はよ‑あ ること で､それを言 ってるだけでね､戦争を知らな いから1
[
1
1
n
J
見るんですよ｡

‑

'
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最近も ｢
南京 への道｣ を書 いてます が､私 は日が悪‑ てめ った に本 は読 めな いが､ これ
はそうも いかず に､少 しず つ読 ん で います｡ r
南 京 への通し は火 野輩 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
イ デオ ロギI で事実を ゆがめ､そ れがま かり通 って いる世 の中 にな って います｣

芥川賞を杭 州 に持 ってき た時 一緒だ った ことがあります｡
まもなく 軍は報道 の重 要性を 認 めるよう になり ､また､中支派 遊軍 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‑り '
本格的 に外 国 へ写共 の捷 供をす るよう にな った｡ 小柳氏も そ のまま中B
j
l
で の仕串 を続 けた｡
大東 亜戦争後 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 に盃点を おく
よう にな って いる｡
小柳氏 は戦後も カ メラ マンとし て活躍 した｡小柳氏 から最初葉音 を いただ いた時､
｢
失 明 に近‑ ､ ほと んどけ んとうを つけ て書き ました｣
と いう禁書をも ら った｡ それ で'う かが って話 を閲‑ 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､終戦近‑
ら のようだ.既 に七十九歳 であ るが'年 に l皮 は上京 し､ 旧交 を暖 め て いると いう0

になり､九州 で特攻隊 の写真を撮 ったが､そ の人たち の霊をなぐ さめた い気符 があ ったか

･
･
･
$ 2S

外交官の見た南京
佐々木少将は陸軍き っての中国通で'薄介
石以下国民党領袖のほとんどと敦しく.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｡
その佐々木少将の記述こそ
当時の南京を軽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
省 いていることが事実ではなかろうかと思 って
います｡
(
朝堺官輔 ･岩井英 1氏の証言より)
南

