れが支那人 の常套手段 です｡ この白髪三千丈式 で言えば､南京大虐殺 の実数は三十人に過ぎな いの 5
です｡まさに嘘 でかためた嘘 の報道や､東京裁判 のまやかしに日本人はよくも ここま でたぶらかさ
れたも のだと思うも のであります｡
体 廉 者 の血 の告 白
そ こでこの通州事件 の生きた体験者佐々木 テンさんの話を申しておきます｡ この佐々木 テンさん
と いう方は大分県 の祖母山 の近くに生まれた方だ ったのですが, いろんな事情 で昭和七年 に支那人
の沈さんと いう男と結婚して大陸 に渡り､ いろんな変遷があ って昭和九年頃から通州に住むように
な ってお ったとのことです｡そして通州事件を体験し て､支那と いう国の恐ろしさに気付き･離婚
して昭和十五年 には日本 に帰り'あちら こちらを転 々とし てお ったが､晩年別府 に居を移し,最後
は大分県の南海部郡でその 一生涯を終わ っております｡ この佐々木 テンさんは自らが体験した通州
事件 のあまりの恐ろしさに'日本 に帰 ったのちも 口を喋 (つむ)んで語らず､通州にお ったと いう
ことも人には告げなか った のです｡
それが別府 に住み着くと いう ことにな って､西本願寺 の別府別院によく参詣す るようになりまし
たが､或 るとき思 いあま ったような表情 で次 のような実 に身 の毛もよだ つ通州事件 の真実を語 って
くれたのです｡
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支 那人と結婚 し支那に渡 る
私は大分 の山 の奥 に生まれたんです｡
すごく貧乏 で小学校を卒業 しな いうちにすすめる人があ って大阪に つとめに出 る
ことになりましたOそれが普通 の仕事 であれば いいのですけど､女とし ては 1番 い
やな つら い仕事だ った ので､故郷 に帰 ると いう こともしませんでした｡そしてこの
仕事をしているうちに何度も何度も人に編されたん です｡小学校も卒業していな い
私 みた いなも のはそれが当たり前だ ったかも知れません｡
それがもう 二十歳も半ばを過ぎますと､私 の仕事 のほうはあまり喜ばれな いよう
になり､私も仕事 に飽きが来 て､もうどうな ってもよ いわ いなあ､思 い切 って外国
にでも行 こうかと思 っているとき'
たまたま沈さんと いう支 那人と出会 った のです｡
'
｣の沈さんと いう人はなかなか面白 い人 で'し ょ っち ゅうみんなを笑わし ていま
した｡大阪 には商売 で来 ていると いう ことでしたが'何 回か会 っているうち,沈さ
んが私 に ｢
テ ンさん､私 のお嫁さんにならな いか｣と申す のです｡私は最初は冗談
と思 っていた ので､ ｢いいよo いつでもお嫁さんにな ってあげ るよ｣と申 し てお っ

たのですが'昭和七年 の二月､沈さんが友人 の楊さんと いう人を連れて来 て' これ
から結婚式をすると言うんです｡
そのときは全く驚きました｡冗談冗談と思 っていた のに友人を連れて来 て' これ
から結婚式と いうものですから'私は最初は本気 にしなか ったんです｡
でも楊さんはすごく真面目な顔をして言う のです｡沈さんは今まで何度もあなた
に結婚 して欲し いと申したそうですが､あなたは いつも､ああ いいよと申 していた
そう です｡それで沈さんはあなたと結婚する ことを真剣 に考えて'結婚 の準備をし
ていた のです｡それで今 日の結婚式 はもう何もかも準備が出来 ているのです｡と楊
さんは強 い言葉 で私 に迫ります｡
それでも私は雇 い主 にも相談しなく てはならな いと申すと､雇 い主も承知をして
今 日の結婚式 には出ると申すし､少しば かりあ った借金も全部沈さんが払 っている
と いうので､私も覚悟を決め て結婚式場 に行きました｡支那の人達 の結婚式があん
なも のであると いう ことは初め てのことでしたので､大変戸惑 いました｡
でも'無事結婚式が終わりますとへすぐに支那に帰ると いう のです｡ でも私も故
郷 の大分 にも 一度顔を出した いLt又結婚 のことも知らせなく てはならな い人もあ
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ると思 った のですが､沈さんはそれを絶対 に許しません｡自分と結婚したら これか
らは自分 のも のだから自分 の言う ことを絶対 に聞けと申す のです｡それ で仕方あり
ません｡私は沈さんに従 ってその年 の三月に支那に渡りました｡

通州 で日本兵と語る楽しみ
長 い船旅 でしたが'支那に着 いてしばらくは天津 で仕事をし ておりました｡私は
支那語は全然出来ませんので大変苦労しましたが､ でも沈さんが仲を取り持 ってく
れました ので'
さほど 困 った ことはありませんでした｡そのうち片言混じり ではあ っ
たけれど支那語もわかるようにな ってま いりましたとき､沈さんが通州に行くと い
うのです｡
通州は何が いいのですかと尋ねると'あそ こには日本人も沢山 いて支那人もとて
も いい人が多 いから行くと いう ので'私は沈さんに従 って通州に行く ことにしたの
です｡
それは昭和九年 の初め頃だ った のです｡沈さんが言 っていたとおり' この通州に
は日本人も沢山住んでいるし､支那人も 日本人に対し て大変親切だ った のです｡

しかし この支那人 の人達 の本当 の心はなかなかわかりません｡今 日はと ても いい
ことを言 っていても明日になると コロリと変わ って悪 口を 一杯言う のです｡
通州 では私と沈さんは最初学校 の近く に住んでいましたが' この近くに日本軍の
兵舎もあり'私はも っぱ ら日本軍のと ころに商売 に行きました｡私が 日本人 である
と いう ことがわかると'日本 の兵隊さん達は喜ん で私 の持 っていく品物を買 ってく
れました｡
私は沈さんと結婚し てからも､しば らくは日本 の着物を着る ことが多か ったので
すが､沈さんがあまり好みませんので天津 の生活 の終わり頃からは､支那人 の服装
に替 えてお った のです｡す っかり支那 の服装が身 に つき支那の言葉も大分慣れてき
ていましたO
それでもや っぱ り日本 の人 に会うと懐かし いので日本語 でし ゃべるのです｡遠 い
異国 で故郷 の言葉 に出合 う程嬉 し いことはありません｡ 日本 の兵隊さん の兵舎 に
行 ったときも､ 日本 の兵隊さんと日本語 でしゃべるととても懐かし いし又嬉し いの
です｡私が支那人の服装をしているので支那人と思 って いた日本 の兵隊さんも'私
が 日本 人とわか るとと ても喜 ん でくれました｡ そし て いろ いろ故郷 のことを話 し
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合 ったも のでした｡
そして商売 の方もうまく行くようになりました｡沈さんがや っていた商売 は雑貨
を主としたも のでしたが､必要とあらばどんな物 でも商売をします｡だから琴 っ人
にと ってはと ても便利なんです｡沈 に頼んでおけば何 でも手 に入ると いう ことから
商売 はだ んだ ん繁盛 す るよう にな ってま いりました｡沈さんも北 門 のあたりま で
行 って日本人相手 に大分商売がよく行くようにな った のです｡
この頃は日本人が多く住ん でいたのは東 の町の方 でしたO私たちは沈さんと 1緒
に西 の方 に住んでいました ので､東 の日本人とそうしょ っち ゅう会うと いう ことは
ありませんでした｡
この通州と いう町にはその当時糞東防共自治政府がありましたo これは般さんと
いう人が つく った政府 で軍隊も 嘉 人以上居 ったそう です･そして日本 に対しては
非常 に親 日的だ った ので'
私も日本人 であると いう ことに誇りを持 っていたのです｡

日本 の悪 口を言 いふらす朝鮮人
と ころが昭和十 一年 の春も終わろうとしていたとき､沈さんが私 にこれからは日

本人と いう ことを他 の人 にわからな いようにせよと申します ので､私が何故と尋ね
ますと､支那と日本 は戦争をする｡そのとき私が 日本人 であると いう ことがわかる
と大変な ことになるので'日本人 であると いう ことは言わな いように'そして日本
人とあまり つきあ っては いけな いと申す のです｡
私は心 の中 に不満が 一杯だ ったけど沈さんに逆らう ことは出来ません｡それ で出
来 るだけ沈さんの言う ことを聞くようにしました｡顔見知り の兵隊さんと道 で会う
とそ の兵隊さんが'沈さん近頃は軍 の方 に こな いようにな ったが何故と尋ねられる
とき程 つら いことはありません でした｡
そのうち にあれだけ親 日的 であ った通州と いう町全体 の空気がだんだん変わ って
来 た のです｡何 か日本 に対 し又日本人 に対 し てひんやりしたも のを感 じるよう に
な ってま いりました｡沈さんが私に日本人 であると いう ことが人 にわからな いよう
にと言 った意味が何となくわかるような気がしたものでした｡そして何故通州と い
う町が こんなに日本や日本人に対して冷たくな っただろうかと いう ことを いろ いろ
考えてみましたが'私 にはは っきりした ことがわかりませんでした｡
只朝鮮人 の人達が盛 んに日本 の悪 口や､ 日本人の悪 口を支那の人達 に言 いふらし
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ているのです｡私が 日本人 であると いう ことを知らな い朝鮮人は､私 にも日本と い
ぅ国は悪 い国だ'朝鮮を自分 の領土 にし て朝鮮人を奴隷 にし ていると申す のです｡
そして日本は今度は支那を領土 にし て支那人を奴隷 にす ると申す のです｡だから こ
の通州から日本軍と日本人を追 い出さなく てはならな い｡ いや日本軍と日本人は皆
殺しにしなく てはならな いと申す のです｡私は思わず そんなんじゃな いと言おうと
しましたが､私がし ゃべると日本人と いう ことがわかるので黙 って朝鮮人 の言う こ
とを聞 いておりました｡
そ こ へ沈さんが帰 って来 て朝鮮人から日本 の悪 口を 蒜 聞きました｡すると沈さ
んはあなたたちも 日本人じゃな いかと申 した のです｡
するとその朝鮮人は顔色を変え て叫びました｡ 日本人じゃな い朝鮮人だ､朝鮮人
は必ず 日本 に復讐す ると申す のです｡そし て安重根 と いう人 の話を滑 々と語りまし
た｡･
伊藤博文と いう大悪人を安重根先生が殺した｡我々も支 那人と 一緒 に日本人を
殺し'日本軍を全滅させるのだと申す のです｡
私は思わずぞ っとせず にはおられませんでした｡なんと怖 いこと空 ロ
う朝鮮人だ
ろう｡ こんな朝鮮人が いると大変な ことになるなあと思 いましたO沈さんは黙 って

この朝鮮人 の言う ことを聞 いて最後ま で 二言もしゃべりませんでした0
こんな ことが何 回も繰り返されているうちに､町の空気がだんだん変わ ってく る
よう にな ってま いった のです｡
でもそんな ことを 日本 の軍隊や日本人は全然知らな いのです｡私は早く こんな こ
とを 日本人に知らせねばならな いと思うけれど'沈さんは私が日本人と話す ことを
厳重 に禁止し て許 しません｡私 の心 の中 にはもやもやとしたも のがだんだ ん大きく
な って来 るようでした｡
道を歩 いているとき日本 の兵隊さんに会うと ｢
注意 して下さ い｣と言 いた いけれ
ど､どうしてもその言葉が出 てま いりません｡目で 一生懸命合図をするけど 日本 の
兵隊さんには通じません｡私が 日本人 であると いう ことは通州 で知 っているのは沈
さん の友人 二'三人だけ になりました｡ 日本 の兵隊さん達もだんだん内地 に帰 った
り他所 へ転属 にな ったりしたので､殆ど私が 日本人 であると いう ことを知らな いよ
うになりました｡

信 用 できな い保安隊
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そうしているうちに通州に いる巽東防共自治政府 の軍隊が 一寸変わ ったように思
ゎれる行動をするようにな ってま いりました｡大体 この軍隊は正式 の名称は保安隊
と い っておりましたが'町の人達 は軍隊と申してお ったのですo この町 の保安隊は
日本軍とと ても仲良くしているように見え ていましたが､蒋介石が共産軍と戦うよ
ぅにな ってしばらくす ると､ この保安隊 の軍人 の中から共産軍が支那を立派 にする
のだ､蒋介 石と いう のは日本 の手先だと､そ っとささやくように言う人が出 てま い
りました｡その頃から私は保安隊 の人達があまり信用出来な いようにな ってま い っ
た のです｡
行商 に歩 いていると日本人に出会 います｡私は沈さんから言われ ているのであま
り 口をきかな いようにし ていました｡すると日本人が通 った後ろ姿を見ながら朝鮮
人が ｢
あれは鬼だ､人殺 しだ'あんな奴らは いつかぶち殺し てやらねばならな い｣
と支那人達 に言うのです｡
最初 の頃は支那人達も朝鮮人達 の言う ことをあまり聞きませんでしたが,何 回も
何 回も朝鮮人が こんな ことを繰り返して言うと'支那人達 の表情 の中 にも何か険し
いも のが流れるようにな ってま いりました｡特に保安隊 の軍人さん達が この朝鮮人

と同じ意味 のことを言うよう にな ってま いりますと､もう町 の表情がす っかり変
わ ってしま ったように思えるようになりました｡
私はあまり心配だからあ るとき沈さんに こんな町の空気を日本 軍に知らせ てやり
た いと申 しますと､沈さんはび っくりしたよう にそんな ことは絶対に いけな い､絶
対 にし ゃべ ったら いけな いと顔色を変えて何度も言う のです｡それで私はとうとう
日本 軍 の人たち に こうした町 の空気 を伝 える ことが出来 なくな ってしま った ので
す｡

警告 の投げ紙 もむなしく
それが昭和十 一年 の終わり頃になると こうした支 那人達 の日本 に対しての悪感情
は更に深くな ったよう です｡それは支 那のあち こちに日本軍が沢山駐屯す るように
な ったからだと申す人達もおりますが､それだけではな いようなものもあるように
思われました｡
私は沈さんには悪か ったけれど､紙 一杯 に委しく こうした支那人達 の動き'朝鮮
人達 の動きがある ことを書きました｡そして最後 に用心して下さ いと いう ことを書
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いておきました｡ この紙を日本 軍の兵舎 の中 に投げ込みました｡ これなら私がしゃ
べらなく ても町の様子を日本 軍が知 ることが出来 ると思 ったから です｡ こうした こ
とを 二回､ 三回と続け てし てみましたが､ 日本軍の兵隊さん達 には何も変わ った こ
とはありません でした｡
これでは駄目だと思 った ので'私は この大変険悪な空気 にな っている ことを何と
かして日本軍に知らせた いと思 って､東町 の方 に日本人 の居住区があり､そ の中 で
も近水棲と いうと ころにはよく日本 の兵隊さんが行くと いう ことを聞 いたので､ こ
の近水楼 の惑 口のほうにも三回程 この投げ紙をしてみた のです｡ でも何も変わ った
ことはありません｡
これは 一つには私が小学校も出 ていな いので､字があまり上手 に書けな いので､
下手な字を見 て信用してもらえなか ったかも知れません｡ このとき程勉強 していな
いことの哀れさを覚えた ことはありませんでした｡

｢
日本人皆殺し｣ ｢
日本人は悪魔だ｣ の 声
昭和十 二年 になると こうした空気 は尚 一層烈し いも のにな った のです｡そし て上

海 で日本 軍が敗れた､済南 で日本軍が敗れた'徳州でも日本軍は敗れた'支那軍が
大勝利だと いうような ことが公然と言われるよう にな ってま いりました｡
日に日に日本 に対す る感情は悪くなり'支 那人達 の間 で､ ｢
日本人皆殺 し､ 日本
人ぶち殺せ｣と言う輿論が高ま ってま いりました｡その当時 のよく言われた言葉 に'
｢
日本人は悪魔だO その悪魔を懲らしめ るのは支那だ｣ と いう言葉 でした｡私は こ
んな言葉をじ っと唇をかみしめながら聞 いていなく てはならなか った のです｡
支那 の子供達が ｢
悪鬼やぶれ て悪魔が亡ぶ｣と いう歌を歌 い､その悪鬼や悪魔を
支那が滅ぼすと い った歌 でしたが'勿論 この悪鬼悪魔 は日本だ ったのです｡ こんな
耐え難 い日本が侮辱され ていると いう心痛 に毎 日耐えなく てはならな いことは大変
な苦痛 でした｡
しかし こんなとき沈さんが嵐 はまもなくおさまるよ､じ っと我慢しなさ いよと励
ましてくれた のが唯 一の救 いでした｡そしてこの頃になると沈さんがよく大阪 の話
しをしてくれました｡私も懐かし いのでその沈さんの言葉 に相槌を打 って 一晩中語
り明かした こともありました｡
三月 の終わりでしたが､沈さんが急 に日本 に行 こうかと言 い出したのです｡私は
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び っくりしました｡それはあれ程私 に日本人としゃべるな､ 日本人と いう ことを忘
れろと申 していた沈さんが何故 日本 に行 こうか､大阪 に行 こうかと言 い出したかと
いえば'それ程当時 の通州の' いや支那と いう国全体が日本憎Lと いう空気 で 一杯
にな ってお ったからだろうと思 います｡
しかし日本 に帰 るべく沈さんが 日本 の状況を いろ いろ調べてみると' 日本 では支
那撃 つべし､支那人は敵だ と いう声が充満していたそう です｡そんな ことを知 った
沈さんが 四月も終わりにな って ｢
もうしばらく この通州 で辛抱 してみよう､そして
どうし ても駄目なら天津 へ移ろう｣と言 い出しました｡それで私も沈さんの言う こ
とに従う ことにしたのです｡
何か毎 日が押し っけられて､押し殺されるような出来事 の連続 でしたが､ この天
津 に移ろうと いう言葉 で幾分救われたようになりました｡来年 は天津 に移 ると いう
こ七を決め て二人 で又商売 に励む ことにした のです.
でも この頃 の通州 ではあまり商売 で儲 かると いう ことは出来 な いような状況 に
な っておりました｡しかし儲かることより食 べて行く ことが第 一だから､兎 に角食
べるために商売しようと いう ことになりました｡そしてこの頃から私は沈さんと 一

緒 に通州 の町を東から西､北から南 へと商売 のため歩き回 ったのです｡

日本人 の支那人に対する侮蔑的態度
日本人の居留区にもよく行きました｡ この日本人居留区に行くときは必ず沈さん
が 一緒 に ついて来 るのです｡ そし て私が 日本人 の方と日本語 で話す ことを絶対 に許
しませんでしたO私は日本語 で話す ことが大変嬉し いのです｡ でも沈さんはそれを
許 しません｡それで日本人 の居留区 で日本人と話すときも支 那語 で話さなく てほな
らな いのです｡支那語 で話し ていると日本 の人はやはり私を支那人として扱う ので
す｡ このときはとても悲しか ったのです｡
それと支那人として日本人と話しているうちに特 に感 じた のは､ 日本人が支那人
に対して優越感を持 っているのです｡と いう ことは支那人に対して侮蔑感を持 って
いたと いう ことです｡
相手が支那人だから日本語はわからな いだ ろうと いう ことで'
日本人同士 で話し ている言葉 の中 によく ｢
チ ャン コロ｣だ とか'｢コンゲドゥ｣と
か いう言葉が含まれていましたが､多くの支那人が言葉 ではわからなくとも肌でこ
うした日本人の侮蔑的態度を感 じてお ったのです｡
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だ からやはり日本人に対しての感情がだんだ ん悪くな って来 るのも仕方なか った
のではな いかと思われます｡ このことが大変悲 しか った のです｡私はどんなに日本
人から侮蔑され てもよ いから' この通州に住んでいる支那人 に対してはどうかあん
な態度はと ってもら いたくな いと思 った のです｡ でも居留区に いる日本人は日本 の
居留区には強 い軍隊が いるから大丈夫だろうと いう徹りが日本人の中 に見受けられ
るようになりました｡
こうした日本人 の徹りと支那人 の怒りがだんだん昂じて来 ると､やが て取り返し
の つかな いことにな ると いう ことを沈さんは 一番心配していました｡
沈さんも大阪にいた のですから､ 日本人 に対し て悪 い感情 はな いし､特 に私と い
う 日本人と結婚した ことが沈さんも半分は日本人 の心を持 っていた のです｡それだ
けに この通州の支 那人の日本人に対し ての反日的感情 の昂ぶりには誰よりも心を痛
めてお った のです｡1日の仕事が終わ って家 に帰り食事をしていると､｢
困 った,
困っ
た' こんなに日本人と支那人 の心が悪くなると いつどんな ことが起 こるかわからな
い｣と言う のですo
そし て支那人 の心がだ んだん悪くな って来 て､日本人 の悪 口を言うようになると､

あれ程日本と日本人 の悪 口を言 っていた朝鮮人があまり日本 の悪 口を言わな いよう
にな ってま いりました｡ いやむしろ支那人 の日本人 へ対しての怒りがだ んだんひど
くな って来 ると朝鮮人達はもう言うべき悪 口がなくな ったのでしょう｡それと共 に
あ の当時 は朝鮮人 で日本 の軍隊 に入隊し て日本兵 にな っているも のもあるので､朝
鮮人達も考えるようにな って来た のかも知れません｡

銃剣と青竜 刀を持 った学生部隊
しかし五月も終わり頃にな って来ると､通州 での日本 に対す る反感はもう極点 に
達したようにな ってま いりました｡
沈さんは この頃 になると私に外出を禁じました｡今までは沈さんと 一緒なら商売
に出 ることが出来たのですがt
もうそれも出来な いと言う のです｡そして ｢
危な い｣
｢
危な い｣と申す のですO それ で私が沈さんに何が危な いのと申すと､ 日本人が殺
されるか､支那人が殺されるかわからな い､ いつでも逃げ ることが出来 るよう に準
備をしておくようにと申す のです｡
六月になると何となく轡陶し い日々が続 いて､家 の中 にじ っとしていると何か不
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安が l層増して来 るような こと で､とても不安 ですOだからと い って逃げ出すわけ
にもま いりません｡
そしてこの頃になると 一種異様と思われる服を着た学生達が通州の町に集ま って
来 て'日本撃 つべLt支那の国から 日本人を追 い出せと町中を大きな声 で叫びなが
ら行進をするのです｡
それが七月になると ｢
日本人皆殺し｣ ｢
日本人は人間じゃな い｣ ｢
人間 でな い日本
人は殺し てしまえ｣と いうような言葉を大声 で喚きながら行進をするのです｡鉄砲
を持 っている学生も いましたが､大部分 の学生は銃剣と青竜 刀を持 っていました｡
そしてあれは七 月の八日の夕刻 のことだ ったと思 います｡支那人達が大騒ぎをし
ているのです｡何 であんなに大騒ぎをしているのかと沈さんに尋ね てみると'北京
の近く で日本軍が支 那軍から攻撃を受け て大敗をし て'みんな逃げ出したので支那
人達があんなに大騒ぎをし て喜ん でいるのだよと申す のですO私はび っくりしまし
た｡ そし ていよ いよ来 るべきも のが来 たなあと思 いました｡ でも 二㌧三日す ると北
京 の近く の虚構橋 で戦争があ ったけれど､ 日本軍が負け て逃げたが 又大軍をも って
攻撃をして来たので大戦争 にな っていると言う のです｡

こんな ことがあ った ので七 月も半ば を過ぎ ると学生達 と保安隊 の兵隊が 一緒 に
な って行動をす るので､私は いよ いよ外 に出 る ことが出来なくなりました｡
この頃 でした｡上海 で日本 人が沢山殺されたと いう噂がささやかれ て来ました｡
済南 でも日本人が沢山殺されたと いう ことも噂が流れ て来ました｡蒋介石が 二〇〇
万の大軍をも って日本軍を打ち破り'日本人を皆殺しにして朝鮮を取り'日本の国
も占領すると いうような ことが真実 のように伝わ って来ました｡
この頃 になると沈さんはそわそわとして落ち着かず､私 に いつでも逃げ出せるよ
うにしておくようにと申すようになりました｡私も覚悟はしておりました ので､身
の回り のも のを ひとまとめにしていて' いつどんな ことがあ っても大丈夫と いう備
えだけはしておきました｡
この頃通州に いつも いた日本軍 の軍人達は殆ど いなくな っていた のです｡ど こか
へ戦争 に行 って いた のでしょう｡

七月二十九日未明 銃撃戦始まる
七月二十九日の朝､まだ辺りが薄暗 いとき でした｡

神
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突然私は沈さんに烈しく起 こされました｡大変な ことが起 こ ったようだ｡早く外
に出ようと言うので'私は風呂敷 二つを持 って外 に飛び出しました｡沈さんは私 の
手を引 いて町の中をあち こちに逃げ はじめた のです｡
町には 一杯人が出 ておりました｡そし て日本軍の兵舎 の方から猛烈な銃撃戦 の書
が聞 こえて来ました｡でもまだ辺りは薄暗 いのです｡
何がどうな っているのやらさ っ
ぱりわかりません｡只､ 日本軍兵舎 の方 で炎が上が った のがわかりました｡
私は沈さんと 1緒 に逃げながら ｢
き っと日本軍は勝 つ｡負け てたまるか｣と いう
思 いが胸 7杯 に拡が っておりました. でも明るくなる頃になると銃撃戦 の書 はもう
聞 こえなくな ってしま ったのです｡私はき っと日本 軍が勝 った のだと思 っていまし
た｡
それが八時を過ぎ る頃 になると'支那人達が ｢
日本軍が負けた｡ 日本軍は皆殺し
だ｣.
と騒 いでいる声が聞 こえて来ました｡突然私 の頭 の中 にカーと血が のぼ るよう
な感じがしました｡最近はあまり日本軍兵舎 には行かなか ったけれど､何 回も何十
回も足を運んだ こと のある懐かし い日本軍兵舎 です｡飛ん でい って日本 の兵隊さん
と 一緒 に戦 ってやろう｡もう私はどうな っても いいから最後 は日本 の兵隊さんと 一

緒 に死んでやろうと いうような気持ちにな った のです｡
それで沈さんの手を振りほど いて駆け出そうとしたら､沈さんが私 の手をし っか
り握 って離さな いでいましたが､沈さんのその手 にぐんと力が入りました｡そして
｢
駄 目だ'駄目だ､行 っては いけな い｣と私を抱きしめるのです｡それ でも私が駆
け出そうとすると沈さんが いきなり私 の頬を烈しくぶ った のですO
私 は思わず ハッとして自分 にかえ ったような気 になりました｡ ハッと自分 にか
え った私を抱きかかえるようにして家 の陰 に連れ て行きました｡そして沈さんは今
ここで私が 日本人と いう ことがわか ったらどうなるかわからな いのかと強く叱 るの
です｡それで私も初め てああそうだ ったと気付 いた のです｡
私は沈さんと結婚して支那人にな っておりますが､やはり心 の中 には日本人 であ
る ことが忘れられなか った のです｡ でもあ のとき誰も止める者がなか ったら､ 日本
軍兵舎 の中 に飛び込んで行 った ことでしょう｡ それは日本人 の血と いうか､九州人
の血と いうか､そんなものが私 の体 の中 に流れ ていたに遠 いありませんOそれを沈
さんが止め てくれたから私は助か ったのです｡
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日本人居留区から流れ る血 の匂 い
八時を過ぎ て九時近くにな って銃声 はあまり聞 こえな いようにな った ので, これ
で恐ろし い事件は終わ ったのかとやや安心しているとき です｡誰かが日本人居留区
で面白 いことが始ま っているぞ と叫ぶ のです｡私 の家から居留区ま では少し離れ て
いたのでそのときはあまりビー ンと実感 はなか った のです｡
そのうち誰かが日本人居留区 では女や子供が殺され ているぞ と いう のです｡何か
ぞ ー っとす る気分 になりましたが､恐ろし いも のは見た いと いう のが人間 の感情 で
す｡私は沈さんの手を引 いて日本人居留区の方 へ走りました｡そ のとき何故あんな
行動 に移 ったかと いうと'それはは っきり説明は出来ません｡只何と いうか､本能
的なも のではなか ったかと思われます｡沈さんの手を引 いたと いうのもあれはやは
り夫婦 の秤 の不思議と申す べき でし ょうか｡
日本人居留区が近付くと何か 一種異様な匂 いがして来ました｡それは先程銃撃戦
があ った日本 軍兵舎が焼 かれ ているのでその匂 いかと思 いましたがへそれだけでは
ありません｡何か生臭 い匂 いがするのです｡血 の匂 いです｡人間 の血 の匂 いがし て

来 るのです｡
しかし ここまで来 るともうその血 の匂 いが当たり前だと思われるようにな ってお
りました｡沢山 の支 那人が道路 の傍らに立 っております｡そしてその中 にはあ の黒
い服を着た異様な姿 の学生達も交じ っています｡ いやその学生達は保安隊 の兵隊と
一緒 にな っているのです｡

娘 をかば う父親を惨殺
そのうち 日本人 の家 の中から 一人 の娘さんが引き出されて来ました0
十五才か十六才と思われる色 の白 い娘さん でした｡その娘さんを引き出して来た
のは学生 でした｡そして隠れ ているのを見 つけ てここに引き出したと申 しておりま
すoその娘さんは恐怖 のために顔が引き つっております｡休はぶ るぶ るとれ
琴見てお
りました｡
その娘さんを引き出して来た学生は何か猫が鼠を取 ったときのような嬉しそうな
顔をしておりました｡そしてすぐ近くに いる保安隊 の兵隊 に何か話しておりました｡
保安隊 の兵隊が首を横 に振 ると学生は ニヤリと笑 ってこの娘さんを立 ったまま平手
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打ち で五回か六 回か殴り つけました｡そしてその着 ている服を いきなりバリバリと
破 ったのです｡
支那でも七月と言えば夏 です｡暑 いです｡薄 い夏服を着 ていた娘さん の服は いと
も簡単に破られ てしま った のです｡すると雪 のように白 い肌があらわにな ってま い
りました｡
娘さんが何か 一生懸命 この学生 に言 っております｡しかし学生は 二ヤ ニヤ笑うだ
けで娘さんの言う ことに耳を傾けようとはしません｡娘さんは手を合わせ てこの学
生 に何か 1生懸命懇願しているのです｡学生 の側 には数名 の学生と保安隊 の兵隊が
集ま っていました｡そし てその集ま った学生達や保安隊 の兵隊達は目をギ ラギ ラさ
せながら' この学生が姐 さんに加 えている仕打ちを見 ているのです｡
学生は この娘さんを いきなり道 の側 に押し倒しました｡そして下着を取 ってしま
いました｡娘さんは ｢
助け て‑｣と叫びました｡
とそのとき です｡ 1人の日本人 の男性がパ ア ッと飛び出して来ましたoそし てこ
の娘さんの上 に覆 い被さるように身を投げた のです｡恐らく この娘さんのお父さん
だ った でし ょうC

すると保安隊 の兵隊が いきなり この男の人 の頭を銃 の台尻で力 一杯 殴り つけたの
です｡何かグ シャッと いうような書が聞 こえたように思 います｡頭が削られた ので
す｡ でもまだ この男の人は娘さんの身体 の上から離れようとしません｡保安隊 の兵
隊が何か言 いながら この男の人を引き離 しました｡
娘さんの顔 には このお父さんであろう人 の血が 1杯流れ ておりました｡ この男 の
人を引き離 した保安隊 の兵隊は再び銃 で頭を殴り つけました｡パー ツと辺り 1面に
何かが飛び散りました.恐らく この男 の人 の脳源だ ったろうと思われます｡
そして二､三人 の兵隊と 二､三人 の学生が この男の人 の身体を蹴り つけたり踏み つ
けたりし ていました｡服が破けます｡肌が出ます｡血が流れます｡そんな ことお構
いなLに踏んだり蹴 ったりし続け ています｡
そ のうちに保安隊 の兵隊 の 一人が銃 に付けた剣 で腹 の辺りを突き刺しました｡血
がパー ツと飛び散 ります｡ その血はその横 に気を失 ったように倒されて いる娘さん
の身体 の上 にも飛び散 ったのです｡
腹を突き刺しただけではまだ足りな いと思 ったのでしょうか｡今度は胸 の辺りを
又突き刺します｡ それだ け で終 わるかと思 って いたら､まだ足りな いのでし ょう｡
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又腹を突きます｡胸を突きます｡何 回も何 回も突き刺す のです｡
沢山 の支那人が見ているけれど ｢
ウ‑ ン｣とも ｢
ワ‑｣とも言 いません｡ この保
安隊 の兵隊 のする ことをただ黙 って見ているだけ です｡そ の残酷さは何 に例えてい
いかわかりませんが'悪鬼野獣と申しますか｡暴虐無惨と申しまし ょうか｡あ の悪
虐を言 い表す言葉はな いように思われます｡
この男 の人は多分 この娘さんの父親 であるだ ろうが､ この屍体を三メートル程離
れたと ころま で丸太棒を転がすように蹴転がした兵隊と学生達は､ この気を失 って
いると思われる娘さんのと ころにや ってま いりました｡

女性 に加えられた陵辱
この娘さんは既に全裸 になされ ております｡そして恐怖 のために動く ことが出来
な いのです｡その娘さんのと ころま で来 ると下肢を大きく拡げましたOそして陵辱
をはじめようとするのです｡支 那人とは言 へ､沢山 の人達が見 ている前 で人間最低
のことをしようと いう のだから､ これはもう人間のす ることとは言えません｡
と ころが この娘さんは今ま で 一度もそうした経験がなか ったから でしょう｡どう

しても陵辱がうまく行かな いのです｡
す ると三人程 の学生が拡げ られるだけ この下肢を拡げ るのです｡そし て保安隊 の
兵隊が持 っている銃を持 って来 てその銃身 の先 でこの娘さん の陰部 の中 に突き込む
のです｡
こんな姿を見ながらそ の近くに何名も の支那人が いるのに止めようともしなけれ
ば､声を出す人もおりませんOただ学生達 のこの修行を黙 って見 ているだけです｡
私と沈さんは二十メートルも離れたと ころに立 っていたのでそれから の修行 の仔
細を見る ことは出来なか ったのですが､と言うよりと ても日を開け て見 ておる こと
が出来なか ったのです｡
私は沈さん の手 にし っかりとすが っておりました｡目をし っ
かり つぶ っておりました｡
するとギ ヤー ツと いう悲鳴とも叫びとも言えな い声が聞 こえました｡私は思わず
び っくりして目を開きました｡
するとどうでしょう｡保安隊 の兵隊が ニタ ニタ笑 いながら この娘さんの陰部を挟
り取 っているのですO何と いう ことをするのだ ろうと私 の身体はガタガタと善を立
てる程震えました｡そ の私 の身体を沈さんがし っかり抱きしめ てくれました｡
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見ては いけな い｡見ま いと思うけれど日がどうしても閉じられな いのです｡
ガタガタ震えながら見 ているとそ の兵隊は今度 は腹を縦 に裂く のです｡それから
剣 で首を切り落とした のです｡そ の首をさ っき捨 てた男 の人 の屍体 のと ころにポイ
と投げた のです｡投げられた首は地面をゴ ロゴ ロと転が って男 の人 の屍体 の側 で止
ま ったのです｡
若 し この男 の人が この娘さん の親 であ るなら､親 と子供がああ した形 で 一緒 に
な った のかなあと私 の頭 のど こかで考えていました｡そしてそれはそれでよか った
のだと思 った のです｡しかしあ の残虐極まりな い状況を見ながら何故あんな ことを
考えた のか私 にはわかりませんでした｡そしてこのことはずー っとあとま で私 の頭
の中 に残 っていた不思議 のことな のです｡

日本人だと気取られなか った理由
私は立 っていることが出来な い程疲れ ていました｡そして身体は何か不動 の金縛
りにされたよう で動く ことが出来ません｡ この残虐行為をじ っと見 つめ ていた ので
す｡

腹を切り裂かれた娘 さん のおなかからはまだゆ っくり血が流れ出 しております｡
そしてその首はな いのですD何とも異様な光景 です｡想像も出来なか った光景 に私
の頭は少し狂 ってしま ったかも知れません｡ただ こうした光景を自分を忘れ てじ っ
と見ているだ けな のです｡
そうしたとき沈さんが ｢
お い｣と抱きしめていた私 の身体を揺すりました｡私は
ハッと自分 にかえりました｡すると何か私 の胃が急 に痛 み出しました｡吐き気を催
した のです｡
道端 にし ゃがみ込んで吐 こうとするけれど何も出 てきませんO沈さんが私 の背を
摩 ってくれるけれど何も出 て来な いのです｡でも胃 の痛 みは治まりません｡｢
うーん｣
と喰 っていると沈さんが ｢
帰ろうか｣と言う のですC私は家 に早く帰りた いと思 い
ながら首は横 に振 って いた のです｡
怖 いも の見たさと いう言葉がありますが､ このとき の私 の気持ちが この怖 いも の
見たさと いう気持ちだ ったかも知れません｡私が首を横 に振 るので沈さんは仕方な
く でしょう私 の身体を抱きながら日本人居留区の方 に近付 いて行 った のです｡
私 の頭 の中はボーとしているようでしたが､あ の残酷な光景は 一つ 一つ私 の頭 の
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中 に刻 み つけられたのです｡私は沈さんに抱きかかえられたまま でしたが' このこ
とが異様な姿 の学生や保安隊 の兵隊達から注目される ことのなか った大きな原因で
はな いかと思われるのです｡
若 し私が沈さんと いう人と結婚 はし ていても 日本人だと いう ことがわか ったら､
き っと学生や兵隊達は私を生かしては いなか った筈な のです｡しかし支那人 の沈さ
んに抱きかかえられてよぼ よぼ と歩く私 の姿 の中 には学生や兵隊達が注目する何も
のもなか った のです｡だから黙 って通してくれたと思 いますO

｢
数珠 つなぎ｣悪魔を超える暴虐
日本人居留区に行くとも っとも っと残虐な姿を見せ つけられました｡殆ど の日本
人は既に殺され ているようでしたが'学生や兵隊達はまるで狂 った牛 のように日本
人を探し続け ているのです｡あちらの方 で ｢
日本人が いたぞ｣と いう大声 で叫ぶも
のが いるとそちら の方 に学生や兵隊達が ワ‑ ツと押 し寄せて行きます｡
私も沈さんに抱きかかえられながらそちらに行 ってみると､日本人 の男の人達が
五､
六名兵隊達 の前 に立たされ て います｡そし て 一人 又 一人と日本 の男 の人が連れ

られ て来ます｡十名程 にな ったかと思うと学生と兵隊達が針金を持 って来 て右 の手
と左 の手を指 のと ころでし っかりくくり つけるのです｡そうして今度 は銃 に付ける
剣を取り出すとその男 の人 の掌をグサ ッと突き刺して穴を開けようとするのです｡
痛 いと いう ことを通り越 しての苦痛 に大抵 の日本 の男 の人達が ｢
ギ ヤー ツ｣と泣
き叫ぶ のです｡と ても人間 のする ことではありません｡悪魔 でも こんな無惨な こと
はしな いのではな いかと思 いますが､
支那の学生や兵隊はそれを平気 でやるのです｡
いや悪魔以上と いう のはそんな惨 ったらし いことしながら学生や兵隊達は 二夕 二
タと笑 っているのです｡ 日本人 の常識 では到底考えられな いことですが､日本人 の
常識 は支那人にと っては非常識 であり､そ の惨 ったらし いことをする ことが支那人
の常識だ った のかと初め てわかりました｡
集 められた十名程 の日本 人 の中 にはまだ 子供と思われる少年 も います｡ そし て
｣
ハ十才を越えたと思われる老人も いるのです｡支那では老人は大切にしなさ いと言
われ ておりますが' この支那 の学生や兵隊達 にと っては日本 の老人は人間とし て扱
わな いのでしょう｡
この十名近 く の日本 の男 の人達 の手を針金 でくくり'掌 のと ころを銃剣 で挟 り
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と った学生や兵隊達 は今度 は大きな針金を持 って来 てそ の掌 の中 に通す のです｡十
人 の日本 の男 の人が数珠繋ぎ にされた のです｡
こう した ことをされ て いる間 日本 の男 の人達も泣 いたり喚 いたりし て いました
が'その光景は何とも言 い様 のな い異様なも のであり､五十年を過ぎ た今 でも私 の
頭 の中 に こび り ついて離れる ことが出来ません｡
そしてそれだけ ではなか ったのです｡学生と兵隊達は この日本 の男の人達 の下着
を全部取 ってしま った のです｡そして勿論裸足にし ております｡その中 で 一人 の学
生が青竜 刀を持 っておりましたが' 二十才前後と思われる男 のと ころに行くと足を
拡げさせました｡そしてその男の人 の男根を切り取 ってしま った のです｡
この男の人は ｢
助け て‑｣と叫んでいましたが､そんな ことはお構 いなLにグサ
リと男根を切り取 ったとき' この男の人は ｢
ギ ヤツ｣と叫んでいましたがそのまま
気を失 った のでし ょう｡ でも倒れることは出来ません｡外 の日本 の男 の人と数珠繋
ぎ にな っているので倒れる ことが出来な いのです｡学生や兵隊達 はそんな姿を見 て
｢
フ ツフツ｣と笑 っているのです｡
私は思わず沈さんにしが み つきました｡沈さんも何か興奮しているらしく'き っ
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緒に人 の流れに従 って日本人居留区 の方 へ近付 いた のです｡

旭軒 で起 こった陵辱と惨殺
日本人居留区に近付 いてみると いよ いよ異様な空気が感ぜられます0
旭軒と いう食堂と遊郭を 一緒 にや っている店 の近くまで行 ったとき です｡ 日本 の
女 の人が 二人保安隊 の兵隊 に連れられて出 て来ました｡ 二人とも真 っ青な顔色 でし
た｡ 一人の女 の人は前がはだけ ておりました｡ この女 の人が何をされたのか私もそ
ぅした商売をしてお った のでよくわかるのです｡ しかも相当 に乱暴に扱われたと い
ぅ ことは前がはだけている姿 でよくわか ったのです｡可哀想 になあとは思 ってもど
ぅす る ことも出来ません｡どうしてやることも出来な いのです｡言葉すらかけ てや
る ことが出来な いのです｡
二人 の女 の人 のうち の 一人は相当頑強 に抵抗したのでし ょう｡頬 っぺたが ひどく
腫れあが っているのです｡ いやその 一部からは出血さえしております｡髪はバラバ
ラに乱れているのです｡とてもまともには見られな いような可哀想な姿 です｡
そ の二人 の女 の人を引 っ張 って来た保安隊 の兵隊は頬 っぺたの腫れあが っている

女 の人をそ こに立たせたかと思うと着 ているも のを銃剣 で前 の方をパ ッと切り開 い
た のです｡
女 の人は本能的 に手 で前を押さえようとすると いきなりそ の手を銃剣 で斬り つけ
ました｡左 の手が肘 のと ころからば っさり切り落とされたのです｡ しかし この女 の
人はワI ンともギ ヤー ツとも言わなか った のです.只かすかにウ‑ ンと捻 ったよう
に聞 こえました｡そしてそ こにバ ッタリ倒れた のです｡
す ると保安隊 の兵隊が この女 の人を引きず るようにして立たせましたDそして銃
剣 で胸 のあたりを力 一杯突き刺した のです｡ この女 の人はその場 に崩れ落ちるよう
に倒れました｡すると倒れた女 の人 の腹を 又銃剣 で突き刺す のです｡
私は思わず ｢
やめ て‑｣と叫びそうになりました｡その私を沈さんがし っかり抱
きとめ て ｢
駄目'駄目｣と耳元で申す のです｡私は怒りと怖さ で体中が張り裂けん
ば かり でした｡
そのうちにこの女 の人を五回か｣
ハ回か突き刺した兵隊がもう 一人 の女 の人を見て
こヤリと笑 いました｡そしていきなりみんなが見 ている前 でこの女 の人の着 ている
も のを剥ぎ取 ってしま った のです｡そしてその場 に押し倒したかと思うとみんなの
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見 ている前 で陵辱をはじめた のです｡
人間の行為と いうも のはも っと神聖でなく てはならな いと私は思 っています｡そ
れが女 の人を保安隊 の兵隊が犯している姿を見ると､何と いやらし い､そし て何と
汚らわし いも のかと思わず にはおられませんでした｡
1人 の兵隊が終わるともう l人 の兵隊が この女 の人を犯す のです｡そして三人程
の兵隊が終わると次 に学生が襲 いかかるのです｡何人も の何人も の男達が野獣以上
に汚らわし い行為を続け ているのです｡
私は沈さんに抱きかかえられながらその姿を遠 い夢 の中 の出来事 のような思 いで
見続け ておりました｡それが支那の悪獣どもが充分満足した のでしょう｡
何人か寄 っ
ていろ いろ話しているよう でしたが､しばらくすると 一人 の兵隊が銃をかまえてこ
の女 の人を撃 とうとした のです｡
せすが に見 ていた多く の支 那人達がウオIと いう稔るような声を出 しました. こ
の多く の支那人 の吃りに恐れた のか兵隊 二人と学生 一人 でこの女 の人を引きず るよ
うに旭軒 の中 に連れ去りました｡
そし てしば らくするとギ ヤーと いう女 の悲鳴が聞 こえ て来た のです｡恐らくは連

れ て行 った兵隊と学生 で用済 みにな った この日本 の女 の人を殺したも のと思われま
す｡しかし これを見 ていた支 那人達はどうする ことも出来な いのです｡私も沈さん
もどうす ることも出来な いのです｡
もう こんなと ころには いたくな い｡家 に帰ろうと思 ったけれど沈さんが私 の身体
をし っかり抱 いて離さな いので'私は沈さんに引きずられるように日本人居留区に
入 った のです｡

最期に念仏を唱えた老婆
そ こはもう何と いうか言葉 では言 い表されな いような地獄絵図でしたO沢山 の日
本人が殺され ています｡ いやまだ殺され続け ているのです｡あち こちから悲鳴 に似
たような声が聞 こえたかと思うと､そのあとに必ずギ ヤー ツと いう声が聞 こえて来
ます｡
そんな ことが何 回も何十 回も繰り返され ているのでし ょう｡私は聞くま いと思う
けど聞 こえ て来 るのです｡耳を覆 ってみても聞 こえるのです｡ 又私が耳を覆 ってい
ると沈さんがそんな ことをしたら いけな いと いうようにその覆 った手を押さえるの
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です｡
旭軒と近水樺 の間にある松山楼 の近くま で来たとき です｡
一人 のお婆 さんがよろけ るよう に逃げ て来 ております｡す ると このお婆 さんを
追 っかけ てきた学生 の 一人が青竜 刀を振りかざ したかと思うと いきなり このお婆さ
んに斬りかか って来た のですC
お婆さんは懸命 に逃げ ようとし ていた ので頭 に斬り つける ことが出来ず､左 の腕
が肩近くのと ころからポ ロリと切り落とされました｡お婆さんは仰向けに倒れまし
た｡学生は このお婆さんの腹と胸とを 1刺 しつ つ突 いてそ こを立ち去りましたo
誰も見 ていません｡私と沈さんと このお婆さんだけだ ったので､私が このお婆さ
ん のと ころに行 って額 にそ っと手を当 てるとお婆さんがそ っと目を開きました｡そ
し て'｢
くやし い｣と申す のです｡ ｢
かたきをと って｣とも言う のです｡
私 は何も言葉 は出さず にお婆さんの額 に手を当 ててや っておりました｡ ｢いちぞ
う'いちぞう｣と人 の名を呼びます｡き っと息 子さんかお孫さんに遠 いありません｡
私は何もし てやれな いので只黙 って額 に手を当 ててや っているば かり でした｡
すると このお婆さんが ｢
なんまんだぶ｣と 一声お念仏を称えた のです｡そし て息

が止ま ったのです｡
私が西本願寺 の別府 の別院 におま いりするよう にな ったのはやはりあ のお婆さん
の最期 の 一声 であ る ｢
なんまんだぷ｣ の言葉が私 の耳に こびり ついて離れなか った
からでしょう｡

妊婦を引き出す
そうしてお婆さんの額 に手を当 てていると､すぐ近く で何かワイワイ騒 いでいる
声が聞 こえて来ます｡沈さんが私 の身体を抱きかかえるようにしてそちらの方 に行
きました｡
すると支 那人も沢山集ま っているようですが'保安隊 の兵隊と学生も全部 で十名
ぐら い集ま っているのです｡そ こに保安隊 でな い国民政府軍の兵隊も何名か いまし
た｡それがみんな で集ま っているのは女 の人を 一人連れ出し て来 ているのです｡
何とその女 の人はお腹が大き いのです｡七ケ月か八ケ月と思われる大きなお腹を
しているのです｡
学生と保安隊 の兵隊､それに国民政府 軍の正規 の兵隊達が何かガヤガ ヤと言 って
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いましたがへ家 の入り 口のすぐ側 のと ころに女 の人を連れ て行きました｡ この女 の
人は何もしゃべれな いのです｡
恐らく恐怖 のために口がきけなくな っている ことだろうと思う のですが､その恐
怖 のために恐れおののいている女 の人を見ると'女 の私 ですら椅麗だなあと思 いま
した｡
と ころが 一人 の学生が この女 の人 の着 ているも のを剥ぎ 取ろうとしたら' この女
の人が頑強 に抵抗するのです｡歯をし っかり食 いしば っていや いやを続けているの
です｡学生が 二つか三 つか この女 の人 の頬を殴り つけた のですが､ この女 の人は頑
強 に抵抗を続けていました. そし てときどき ｢ヒ‑ ツ｣と泣き声を出す のです｡
兵隊と学生達は又集ま って話し合 いをし ております｡妊娠をし ている女 の人にあ
んまり乱暴な ことはす るなと いう気運が､ ここに集ま っている支那人達 の間にも拡
が っておりました｡

抵抗した日本人男性 の立派な最期
とそのときです｡

一人 の日本人 の男の人が木剣を持 ってこの場 に飛び込ん で来ました｡そして ｢
俺
の家内と子供 に何をするのだ｡やめろ｣と大声 で叫んだ のです｡
これ で事態が 7変 しました｡若し この日本 の男 の人が飛び 込ん で来なか ったら'
或 いは この妊婦 の命 は助か ったかも知れませんが､ この男 の人 の出現です っかり険
悪な空気 になりました｡
学生 の 一人が何も言わず に この日本 の男の人に青竜 刀で斬り つけました｡すると
この日本 の男の人はひらりとその青竜 刀をかわした のです｡そして持 っていた木 刀
でこの学生 の肩を烈しく打ちました｡
学生 は｢
ウ‑ ン｣と言 ってその場 に倒れました｡
すると今度はそ こに いた支那国民政府 軍の兵隊と保安隊 の兵隊が'鉄砲 の先 に剣
を付け て この日本 の男 の人 に突きかか って来ました｡私は見ながら日本人頑張れ'
日本人頑張れと心 の中 に叫ん でいました｡ しかしそんな ことは 口には絶対 に言えな
いのです｡
七名も八名も の支那 の兵隊達が この男 の人にジ リジ リと詰め寄 って来ましたが'
この日本 の男 の人は少しも怯 みません｡ピ シリと木 刀を正眼に構え て 一歩も動 こう
としな いのです｡
私は立派だなあ､さすが に日本人だなあと思わず にはおられなか っ
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たのですO
と ころが後ろに回 っていた国民政府軍 の兵隊が､ この日本 の男 の人 の背 に向か っ
て銃剣 でサ ッと突 いてかかりました｡
するとどうでし ょう｡ この日本 の男の人は これも ひらりとかわしてこの兵隊 の肩
口を木 刀で烈しく打 ったのです｡ この兵隊も銃を落 としてうずくまりました｡
でも この目本 の男 の人 の働きも ここま ででした｡ この国民政府軍の兵隊を烈しく
日本 の男 の人が打ち据 えたとき､横 にお った保安隊 の兵隊が この日本 の男の人 の腰
のと ころに銃剣 でグサリと突き刺した のです｡ 日本 の男 の人が倒れると､残 ってい
た兵隊や学生達が集まりまして､ この男 の人を殴る蹴 るの大乱暴を始めたのです｡
日本 の男 の人はウ‑ ンと 1度喰 ったきりあとは声がありませんO これは声が出な
か った のではなく出せなか ったのでし ょう｡ 日本 の男の人はぐ ったりな って横たわ
りました｡ それ でも支那 の兵隊や学生達 は乱暴を続け ております｡そしてあの見る
も痛まし い残虐行為が始ま ったのです｡

頭皮を剥ぎ､目玉を挟取り､腸を切り刻む

それは この男 の人 の頭 の皮を学生が青竜 刀で剥 いでしま ったのです｡私はあんな
残酷な光景は見た ことはありません｡ これはもう人間の行為 ではありませんo悪魔
の行為 です｡悪魔 でも こんなにま で無惨な ことはしな いと思うのです0
頭 の皮を剥 いでしま ったら､今度 は目玉を挟り取るのです｡ このときま ではまだ
日本 の男 の人は生きていたようですが' この目玉を挟り取られるとき微かに手と足
が動 いたように見えました｡
目玉を挟り取ると'今度は男の人 の服を全部剥ぎ 取りお腹が上 になるように倒し
ました｡そして又学生が青竜 刀でこの日本 の男 の人 のお腹を切り裂 いたのです｡縦
と横とにお腹を切り裂くと､そのお腹 の中から腸を引き出 したのです｡ず るず ると
腸が出 てま いりますと､その腸をどんどん引 っ張るのです｡
人間の腸があんなに長 いも のとは知りません でした｡十メートル近くあ ったかと
思 いますが､学生が何か喚 いておりましたが､もう私 の耳には入りません｡私は沈
さんにすがり ついたまま です｡
何か別 の世界に引きず り込まれたような感じでした｡
地獄があるとするなら こんなと ころが地獄だ ろうなあとしきりに頭 のど こかで考え
ていました｡
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そうしているうちに何か ワ‑ ツと いう声が聞 こえましたO ハッと目をあげ てみる
と､青竜 刀を持 った学生がその日本 の男 の人 の腸を切 った のです｡そしてそれだけ
ではありません｡別 の学生 に引 っ張らせた腸を いく つにも いく つにも切 るのです｡
一尺づ つぐら い切り刻んだ学生は細切れ の腸を､さ っきからじ っと見 ていた妊婦
のと ころに投げた のですC このお腹 に赤ち ゃんが いるであろう妊婦 は､その自分 の
主人 の腸 の 一切れが頬 にあたると ｢
ヒI ツ｣ と言 って気を失 った のですo
その姿を見 て兵隊や学生達 は手を叩いて喜んでいますO残 った腸 の細切れを見物
していた支那人 の方 へ二 つか三 つ投げ て来ました｡そしてこれはお いし いぞ､ 日本
人 の腸だ'焼 いて食 べろと申し ているのです｡
しかし見 ていた支 那人の中 でこの細切れの腸を拾おうとす るも のは 一人もおりま
せんでした｡ この兵隊や学生達 はもう人間 ではな いのです｡野獣か悪魔か狂竜 でし
かな いのです｡そんな人間でな い連中 のやることに'流石に支那人達は同調す るこ
とは出来ません でした｡まだ見物 している支那人達は人間を忘れ ては いなか った の
です｡

妊婦と胎児 への天人許さざ る所業
そし て細切れ の腸をあちら こち らに投げ散 らした兵隊や学生達 は､今度 は気 を
失 って倒れ ている妊婦 の方 に集ま って行きました｡
この妊婦 の方 はす でにお産が始ま っていたよう であります｡出血も始ま った の
し ょう｡兵隊達も学生達 も こんな状況 に出会 った のは初め てであ った でし ょうが､
さ っきの興奮がまだ静ま っていな い兵隊や学生達は この妊婦 の側 に集ま って'何や
らガ ヤガ ヤ ワイ ワイと申 し てお ったよう ですが'どうやら この妊婦 の人 の下着を
取 ってしま ったよう です｡そし てまさに生まれようと準備をしている赤 ん坊を引き
出そうとし ているらし いのですo学生や兵隊達が集ま ってガヤガヤ騒 いでいるので
は っきりした状況はわかりませんが､赤 ん坊を引き出す のに何か針金 のようなも の
を探しているよう です｡
とそのとき この妊婦 の人が気が ついたのでし ょう｡フラフラと立ち上がりました｡
そして 一生懸命逃げようとした のです｡見 ていた支那人達も早く逃げなさ いと いう
思 いは持 っているけれど､それを 口に出すも のはなく､ 又助ける人もありません｡
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さ っきのこの妊婦 の主人 のように殺され てしまう ことが怖 いから です｡
このフラ フラと立ち上が った妊婦を見た学生 の 一人が この妊婦を突き飛ば しまし
た｡妊婦はバ ッタリ倒れた のです｡
す ると兵隊が駆け寄 って来 て､ この妊婦 の人を仰向け にしま した｡す るともう
さ っき下着は取られ ているので女性とし ては 一番恥ずかし い姿なんです｡しかも妊
娠七 ケ月か八ケ月と思われるそ のお腹は相当 に大き いのです｡
国民政府軍の兵隊と見える兵隊が つか つかと この妊婦 の側 に寄 って来ました｡私
は何をするのだろうかと思 いました｡そして 1生懸命､同じ人間なんだから これ以
上 の悪 いことはしてくれな いようにと心 の中 で祈り続けました｡
だが支 那の兵隊 にはそんな人間としての心 の欠片もなか った のです｡剣を抜 いた
かと思うと､ この妊婦 のお腹をさ っと切 ったのです｡
希 い血がパー ツと飛び散りました｡私は私 の目の中 にこの血が飛び込ん で来たよ

思わず 目を閉じました｡それ程 この血潮 の飛び散りは凄か った のです｡
うに思 って'
実際 は数十メートルも離れ てお ったから'血が飛んで来 て目に入ると いう ことは
あり得な いのですが'あ のお腹を切り裂 いたとき の血潮 の飛び散りはも の凄 いも の

でした｡
妊婦 の人がギ ヤーと いう最期 の 一声も これ以上な い悲惨な叫び声 でしたが'あん
な ことがよく出来 るなあと思わず にはおられません｡
お腹を切 った兵隊 は手をお腹 の中 に突き込んでおりましたが､赤ん坊を探しあ て
る ことが出来なか ったからでしょうか､もう 一度今度は陰部 の方から切り上げ てい
ます｡そしてとうとう赤ん坊を掴み出しました｡その兵隊は 二ヤリと笑 っているの
です｡
片手 で赤ん坊を掴み出 した兵隊が､保安隊 の兵隊と学生達 のいる方 へその赤ん坊
をま るでボールを投げ るように投げたのです｡と ころが保安隊 の兵隊も学生達もそ
の赤 ん坊を受け取るも のがおりません｡赤ん坊 は大地 に叩き つけられる ことにな っ
たのです｡何かグ シャと いう書が聞 こえたように思 いますが､叩き つけられた赤ん
坊 のあたりにいた兵隊や学生達が何かガヤガヤワイワイと申 していましたが､どう
も この赤ん坊は兵隊や学生達が靴 で踏 み潰してしま ったよう であります｡
あまりの無惨さに集ま っていた支那人達も呆れるようにこの光景を見守 っており
ましたが､兵隊と学生が立 ち去 ると､ 一人 の支 那人が新聞紙を持 って来 て' そ の
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新聞紙 でこの妊婦 の顔と挟 り取られたお腹 の上をそ っと覆 ってくれました ことは'
た った 一つの救 いであ ったように思われます｡

夫は支那人､私は日本人
こうした大変な出来事 に出会 い､私 は立 ってお る ことも出来 な い程 に疲 れ てし
ま った ので'家 に帰りた いと いう ことを沈さんに申 しましたら､沈さんもそれが い
いだろうと言 って二人 で家 の方 に帰 ろうとしたとき です｡
｢日本人が処刑されるぞ I｣ と誰かが叫びました｡ この上 に尚､ 日本人を処刑 し
なく てほならな いのかなあと思 いました｡しかしそれは支那の学生や兵隊 のやるこ
とだからし ょうがな いなあと思 ったのですが､そんなも のは見たくなか った のです｡
私は兎 に角家 に帰りたか った のです｡ でも沈さんが行 ってみようと言 って私 の体を
日本人が処刑される場所 へと連れ て行 った のです｡
このとき にな って私は ハッと気付 いた ことがあ ったのです｡ それは沈さんが支那
人 であ ったと いう ことです｡そして私は結婚式ま でして沈さんのお嫁さんにな った
のだから､そ ののちは支那人 の嫁さんだから私も支 那人だと思 い込ん でいた のです｡

そして商売をしているときも' 一緒 に生活をし ているときも､ この気持ち でずー っ
と押し通して来たので､私も支那人だと思うようにな っていました｡そして早く本
当 の支 那人になりきらなく てはならな いと思 って今 日ま で来た のです｡そしてこの
一'二年 の間は支 那語も充分話せるよう にな って､誰が見 ても私 は支那人だ ったの
です｡実際沈さんの新 し い友人はみんな私を支那人としか見 ていな いのです｡それ
で支那 のいろ いろのことも話してくれるようにな っておりました｡
それが今 目の前 で日本人が惨 ったらし い殺され方を支那人によ って行われ ている
姿を見ると､私には堪 えられな いものが沸き起 こ って来たのです｡それは日本人 の
血と申しましょうか､ 日本人 の感情と申 しまし ょうか'そんなも のが私を動かし始
めたのですO
それ でもう これ以上 日本人の悲惨な姿は見たくな いと思 って家 に帰 ろうとしたの
ですが､沈さんはやはり支那人 です｡私 の心は通じておりません｡そんな惨 いこと
を日本人 に与えるなら私はもう見たくな いと沈さんに言 いたか ったのですが'沈さ
んはやはり支 那人 ですから私程 に日本人 の殺されることに深 い悲痛 の心は持 ってい
なか ったとしか思われません｡家 に帰ろうと言 っている私を日本人が処刑される広
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場 に連れ て行きました｡それは日本人居留区にな っていると ころの東側にあたる空
き地だ ったのです｡

処刑された人々は ｢
大日本帝国万歳｣と叫んだ
そ こには兵隊や学生 でな い支那人が既 に何十名か集ま っていました｡そし て恐ら
く五十名 以上と思われる日本人 でしたが 1ヶ所 に集められております. ここには国
民政府 軍の兵隊が沢山おりました｡保安隊 の兵隊や学生達は後ろに下が っておりま
した｡
集められた日本人 の人達 は殆ど身体 には何も つけておりません｡恐らく国民政府
軍か保安隊 の兵隊､ 又は学生達 によ って掠奪され てしま ったも のだ と思われます｡
何も身に つけていな い人達は こうした掠奪 の被害者と いう こと でありましょう｡
そのうち国民政府軍の兵隊が何か大きな声 で喚 いておりました｡すると国民政府
軍の兵隊も学生もド‑ ツと後ろの方 へ下が ってま いりました｡す るとそ こには二挺
の機関銃が備 え つけられ ております｡
私 には初めて国民政府軍 の意 図すると ころがわか った のです｡五十数名 の日本 の

人達も この機関銃を見たときすべての事情がわか ったのでし ょう｡みんなの人 の顔
が恐怖 に引き つっていました｡
そし て誰も何も言えな いうち に機 関銃 の前 に国民政府 軍 の兵隊が座 ったのです｡
引き金 に手をかけたらそれが最期 です｡何とも言う ことの出来な い戦懐が この広場
を包んだ のです｡
そのときです｡ 日本人 の中 から誰かが ｢
大 日本帝国万歳｣と叫んだ のです｡する
と これに同調するように殆ど の日本人が ｢
大 日本帝国万歳｣を叫びました｡そ の叫
び声が終わらぬうち に機関銃が火を噴 いた のです｡
バタバタと日本 の人が倒れて行きます｡機関銃 の弾丸が当たると 一瞬顔をしかめ
るような表情をしますが'しば らくは立 っているのです｡そしてしば らくしてバ ッ
タリと倒れるのです｡ このしばらくと いうと長 い時間 のよう ですが､ ほんとは二秒
か三秒 の間だと思われます｡しかし見ている方からすれば'その弾丸が当た って倒
れるま でにすごく長 い時間がかか ったように見受けられるのですO
そして修羅 の巷と いう のが こんな姿 であろうかと思わしめられました｡兎 に角何
と言 い現してよ いのか'私 にはその言葉はありませんでした｡只呆然と眺め ている
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うちに機関銃 の書が止 みました｡
五十数名 の日本人は皆倒れ ているのです｡そ の中からは叩き声がかすかに聞 こえ
るけれど'殆ど死んでしま ったものと思われました｡
と ころが です｡その死人 の山 の中 に保安隊 の兵隊が入 って行く のです｡何をする
のだろうかと見ていると'機関銃 の弾丸 で死にき っていな い人達を 一人 一人銃剣 で
刺し殺しているのです｡保安隊 の兵隊達は､日本人 の屍体を足 で蹴りあげ ては生死
を確かめ､ 一寸 でも体を動 かすも のがおれば銃剣 で突き刺す のです｡ こんな ひど い
ことがあ ってよ いだ ろうかと思うけれどどうす ることも出来ません｡全部 の日本人
が死ん でしま ったと いう ことを確かめると'国民政府軍の兵隊も'保安隊 の兵隊も'
そして学生達も引き上げ て行きました｡
するとどう でし ょう｡見物 してお った支那人達がバラバラと屍体 のと ころに走り
寄 って行く のですO何をするのだ ろうと思 って見ていると'屍体を l人 1人確かめ
な がらまだ身 に付 いているも のの中から いろ いろのも のを掠奇を始めたのです｡

これは 一休どう いう こと でしょう｡私 には全然わかりません｡只怖 いと いうより'
こんなと ころには l分も 1秒も いたくな いと思 ったので､沈さんの手を引くように

してその場を離れました｡もう私 の頭 の中 は何もわからな いよう にな ってしま って
お ったのです｡
私はもう町 の中 には入りたくな いと思 って､沈さんの手を引 いて町 の東側から北
側 へ抜けようと思 って歩き始めたのです｡
私 の家 に帰るのに城内 の道があ ったので､
城内 の道を通 った方が近 いので北門から入り近水棲 の近くま で来たとき です｡

近水楼 の池を真 っ赤 に染 める
そ の近水棲 の近くに池がありました｡そ の池 のと ころに日本人が 四'五十人立 た
されておりました｡
あ っ'また こんなと ころに来 てしま ったと思 って引き返そうとしましたが､何人
も の支 那人が いるのでそれは出来ません｡若し私があんなも の見たくな いと いって
引き返したら､外 の支那人達はおかしく思うに違 いありません｡国民政府軍が 日本
人は悪人だ から殺せと言 っているLt共産 軍 の人達 も 日本人殺 せと言 っているの
で'通州に住む殆ど の支那人が 日本は悪 い､日本人は鬼だ と思 っているに違 いな い｡
そんなとき私が 日本人の殺されるのは見 ていられな いと いってあ の場を立ち去 るな
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ら､き っと通州 に住 ん で いる支 那人達 からあ の人はおかし いではな いかと思われる｡
沈 さんま でが変 な目 で見られ るよう にな ると困る のです｡ それ で この他 のと ころ で
又ジー ツと､ これから始 ま るであろう 日本 人虐殺 のシー ンを見 ておかなく てはなら
な いことにな ってしま った のです｡
そ こには 四十 人か五十 人かと思われる日本人が集 められ ております｡殆どが男 の
人 ですがへ中 には五十を越 したと思われる女 の人も何人 かおりま したOそし てそう
した中 に ついさ っき見た手 を針金 で括られ､掌 に穴を 開けられ て大 きな針金を通さ
れた十人程 の日本 人 の人達が連れられ て来 ました｡ 国民政府 軍 の兵隊 と保安隊 の兵
隊'それ に学生が来 ておりました｡
そし て 一番 最初 に連 れ出 された 五十才くら いの日本 人を学生が青竜 刀で首 のあた
りを狙 って斬 り つけた のです｡ と ころが首 に当 たらず 肩 のあたりに青竜 刀が当たり
ますと' そ の青竜 刀を引 ったく るよう にした 国民政府 軍 の将校 と見られ る男が'一
層
を斬 られ て倒 れ ておる日本 の男 の人を兵隊 二人 で抱き起 こしました｡ そし て首を前
の方 に突き出 させた のです｡ そ こに この国民政府 軍 の将校 と思われる兵隊が青竜 刀
を振 り下 ろした のです｡

この日本 の男 の人 の首 は コロリと前 に落ちま した｡ これを見 て国民政府 軍 の将校
は 二ヤ リと笑 った のです｡ この落 ちた 日本 の男 の人 の首 を保 安 隊 の兵 隊 が ま る で
ボ ールを蹴 るよう に蹴 飛ば します と'すぐそば の池 の中 に落 ち込んだ のです｡

この国民政府 軍 の将校 の人 は次 の日本 の男 の人を引 き出させ ると､今度 は青竜 刀
で真 正面から力 一杯 この日本 の男 の人 の額 に斬 り つけた のです｡す ると この日本 の
男 の人 の額がパ ック リ割 られ て脳源が 飛び散 りま した. 二人 の日本 の男 の人を殺 し
た この国民政府 軍 の将校 は手 をあげ て合 図を し て自分 はさ っさと引 き上げ た の で
す｡
合 図を受 けた政府 軍 の兵隊 や保安隊 の兵隊'学生達が ワ‑ ツと 日本 人 に襲 いかか
りま した｡ 四十人か 五十人か の日本 人が次 々に殺され て行きます｡ そし てそ の死体
は全部 そ こにあ る池 の中 に投げ 込む のです｡ 四十 人か五十人 の日本 の人を殺 し て池
に投げ 込む のに十分 とはかかりません でした｡
池 の水 は見 る間に赤 い色 に変わ ってしま いま した｡全部 の日本人が投げ 込まれた
ときは池 の水 の色 は真 っ赤 にな って いた のです｡
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支 那 人 への 嫌 悪 感 か ら 離 婚 ､ 帰 国
私はもうたまりません｡沈さんの手を引 いて逃げ るようにその場を立ち去ろうと
しました｡そして見たくはなか ったけど池を見ました｡真 っ赤な池 です｡その池 に
蓮 の花が 一輪咲 いていました｡そ の蓮 の花を見たとき､何かあ の沢山 の日本 の人達
が蓮 の花咲くみほとけ の国に行 って下さ っているような気持ち になさしめられまし
た｡
沈さんと 1緒 に家 に帰 ると私は何も言う ことが出来ませんO沈さんは 一生懸命私
を慰め てくれました｡しかし沈さんが私を慰めれば慰めるだけ' この人も支那人だ
なあと いう気持ちが私 の心 の中 に拡が って来ました｡
昼過ぎ でした｡
月本 の飛行機が 1機飛んで来ました. 日本軍が来たと誰かが叫びました｡ドタド
タと軍靴 の音が聞 こえ て来ました｡ それは日本軍が来たと いう ので､国民政府軍の
兵隊や保安隊 の兵隊'そしてあ の学生達が逃げ出したのですO
悪魔も鬼も悪獣も及ば ぬような残虐無惨な ことをした兵隊や学生達も'日本 軍が

来たと いう誰かの知らせ でまるで脱兎 のように逃げ出して行く のです｡その逃げ出
して行く兵隊達 の足吉を聞きながら'私 はザ マアミヤガ レと いう気持ち ではなく､
何故も っと早く日本 軍が来 てくれなか った のかと'かえ って版が立 って来ました｡
実際 に日本軍が来た のは翌日でした｡ でも 日本軍が来たと いうだけ で逃げ出す支
那兵｡とても戦争 したら太 刀打ち出来な い支 那兵 であるのに､どうしてこんなに野
盗 のように日本軍の目を掠めるように'このような残虐な ことをした のでしょうか｡
(
吐
)
このとき支那人に殺された日本人は三百数十名' 四百名近く であ ったとのこと で
回 の 事 件 を 通 し て支 那人が いよ いよ嫌 いになりました｡私は支那人 の嫁 に

す｡(
往)正しくは､二百数･
1
名｡
私は 今

な っているけど支那人が嫌 いになりました｡
こんな ことからとうとう沈さんとも別れることとなり'昭和十五年 に日本 に帰 っ
て来ました｡
でも私 の脳裏 にはあ の昭和十 二年七月 二十九 日のことは忘れられません｡今 でも
昨日のこと のように 一つ 一つの情景が手 に取るように思 い出されます｡そして往生
要集 に説 いてある地獄は本当 にあるのだなあとしみじみ思う のです｡

108
三､通州事件の目撃者 佐々木テンさんの証言

10
9

あとがき
本書 の内容 の中心は､故調寛雅氏 の著作を復刻 したも のであり､本来調氏 の著作として世 に出す
べきものであるが､諸般 の事情 で私 の編著として出版する ことにな った｡

が追
れ悼委員会を設立し'遺骨収集
慧と
燈
財団に引き継
や現地 の教育支援 に取り組む｡その事業は ▲
人
･
つ
役者

日示寂｡

皇さまが泣 いてござ った﹄を出版｡平成十九 (
二〇〇七)年 一月三
て十
いる｡平成九年､著書 ﹃
天

本
調書
光雅
の編集 の基本方針は'以下のとおりとした｡

そ の中 著 ﹃
天皇さまが泣 いてござ った﹄ (1九九七年､教育社刊､全 三四二ページ)を底本とし,
て載録 で通州事件を取り上げた l〇五ページから l五七ページま での文章を､本台 の､ 二､三とし
二､し
は調
た氏
｡が通州事件に ついて語
か った｡ただし､読者 の読 みやすさを
っ考
た慮
解説
しで
てあ
適 るので､改行を含め て､本文 には 一切手を入れな
三は､佐々木 テンさんの証言部分 である｡ ここ宜
で小
は､
見読
出者
しを
の読
附け
みや
た｡
すさを

すべて生かした0本文 の

けたはかへ段落変 えを細かく施したC その際､もともとあ った段落変えは 考慮 して小見出しを附
はや大きくした｡
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