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刊行に寄せて 

 

「満洲の歴史を語り継ぐ高知の会」（以下「語り継ぐ会」）は、高知県内の旧満洲（中国東北

部）帰国者、大学教員、マスコミ関係者らが、体験者が次々と逝去し歴史の継承が難しくなる

現状を危惧して、2018 年 9 月に結成されました。以前高知にあった「満州会」などの体験者の

懇談会という形でなく、次の世代に歴史を語り継ぐ組織です。高知県から満洲へ渡った人の実

数は正確に分かりませんが、「満洲開拓団」「満蒙開拓青少年義勇軍」で渡満した人数は１万人

を超え、人数では全国 10 位ながら、人口比では全国 3 位の 1.4％となっています。戦前の高知

県民にとって満洲は、多くの県民が移民した非常に身近な地域だったことが分かります。 

語り継ぐ会では活動として 2019 年 7 月 13 日、高知大学人文社会科学系プロジェクト「地域

における平和学研究」と連携してシンポジウム「第１回満洲の歴史を語り継ぐ集い」を高知市

で初開催しました（内容は『第１回満洲の歴史を語り継ぐ集い記録集』として 2020 年 3 月に

刊行）。2020 年度のシンポジウム「第２回満洲の歴史を語り継ぐ集い」（「満州国の建国に迫る」

がテーマ）は台風の影響で中止になりましたが、名古屋大学名誉教授の川田稔先生や国文学研

究資料館准教授の加藤聖文先生が予定していた報告を『第２回満洲の歴史を語り継ぐ集い記録

集・2020 年度事業報告』に収録しています。 

2021 年度は、シンポジウム「第３回満洲の歴史を語り継ぐ集い」を 2021 年 7 月 4 日高知県

立高知城歴史博物館で開催し、約 50 人が参加しました。第 3 回の集いでは、高知の研究者 2 人

を迎え、「満洲と高知の部隊について学ぶ」をテーマに講演いただきました。 

今回の記録集には、「第１部 満洲と高知の部隊」として、公文豪さんの「『歩兵第四十四聯

隊歴史』を読む」の講演要旨とレジュメ、岡村啓佐さんの「「満州事変」と 731 部隊―そこに高

知の兵士が多数いた―」の講演録を収録しています。公文さんは高知市朝倉地区にあった郷土

部隊「陸軍歩兵第 44 連隊」が参戦した日露戦争、日中戦争の様子、満州国・虎林に駐在した時

の様子などを連隊の公式記録から読み解き、その成立背景も推測しています。レジュメは公式

記録『歩兵第四十四聯隊歴史』の主要部分の翻刻版であり、今後の研究に寄与すべきものとな

りそうです。岡村さんは、満洲で人体実験を行った関東軍防疫給水部（731 部隊）と高知の人

たちが多く従軍していた 731 部隊ハイラル支部（543 部隊）の実態について、現地調査や高知

在住の元隊員の証言から明らかにし、戦犯免責された 731 部隊幹部の戦後と現代史との関わり

も考察しています。また、「第２部 満洲の歴史を語り継ぐ」には、江川崎満洲開拓団に参加し

た武田邦徳さん、父が南満洲鉄道職員だった明神輝男さん、満洲で暮らし、青島の野戦病院で

看護助手をしていた堀江通子さんの 3 人の聞き取り記録をテープ起こしして資料化しました。 

記録集は、高知の兵士・部隊と満洲の関わりを学び、高知県人の満洲での暮らしや引き揚げ

体験を学ぶテキストとして仕上がっています。今後、様々な形でご活用いただけましたら幸い

です。 

 

                         満洲の歴史を語り継ぐ高知の会・会長 

                                      大野正夫 
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第１部 満洲と高知の部隊 

  

第１部では、2021 年 7 月 4 日に高知城歴史博物館で開催された「第３回満洲の歴史を語り継

ぐ集い」の講師の講演を収録した。公文豪「『歩兵第四十四聯隊歴史』を読む」は講演要旨とレ

ジュメ、岡村啓佐「「満州事変」と 731 部隊―そこに高知の兵士が多数いた―」は講演録を掲載

している。講演要旨、講演録の作成は楠瀬慶太が行った。 

 

【講演要旨】『歩兵第四十四聯隊歴史』を読む 

                                     公文 豪 

44 連隊前史 

明治 6 年、徴兵令が施行されると満 20 歳の青年は徴兵されて軍籍に入ることになった。熊

本、広島、大阪、名古屋、東京、仙台に６つの鎮台が置かれ、最初、高知など四国４県で徴兵

された若者達は、広島鎮台支配下の香川県丸亀市の歩兵第 12 連隊に入った。明治 17 年、松山

に 22 連隊が新しく設置されると、愛媛と高知の若者は松山へ配属されることになる（丸亀の

12 連隊には香川・徳島から）。明治 29 年には、善通寺に第 11 師団が置かれ、朝倉の兵舎がで

きていないため、松山において歩兵第 44 連隊が編成された（徳島にも歩兵 43 連隊）。三国干

渉を受けた日清戦争後の日本は、ロシアを仮想敵国に 10 年間の大軍備増強計画を立て、連隊を

全国に増やしていく。この時、高知にも 44 連隊が設立されたのである。これによって四国４県

それぞれに「郷土部隊」と呼ばれる連隊が置かれることになった。 

 

44 連隊の設立 

『歩兵第四十四聯隊歴史』（以下『歴史』）は高知

県立歴史民俗資料館に所蔵されている連隊の公式

記録である。 

歩兵第 44 連隊の設置に際して、高知県民は猛烈

な誘致運動を行った。県知事石田英吉は大山巌陸

軍大臣に要望書を提出。県民は各市町村ごとに競

い合って寄付金を募集し、兵営敷地を購入して陸

軍省へ寄付したのである。 

戦争というものは、政府の決断だけで起こるものではない。民衆が戦争を熱狂的に支持し、

政府に圧力を掛けて誘導していく。そういうことでも、戦争は起こってくる。 

1945 年に日本は敗戦の日を迎え、二度と戦争はイヤだ、44 連隊なんて思い起こすのもイヤ

だという状況になったが、実はその 44 連隊は、明治 29 年に県民がこぞって軍隊誘致運動に取

り組んだ結果、設置されたという歴史をもつ。高知だけでなく、全国各地で兵営敷地献納運動

が展開され、次々と郷土部隊が設置された。 

明治 30 年、朝倉に兵営が完成すると、前年松山で編成されていた部隊は、行進して兵営に入

った。当時の新聞には、それを高知県民が国旗を掲げて熱狂的に歓迎している様子が挿絵で描

かれている。 

明治 23 年の陸軍定員令によれば、連隊は１本部と３大隊で編成される。１連隊 1721 人と定

講演する公文豪さん 
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められているが、これは戦争もない平時の定数を定めたもので、有事には大幅に増え変動する

ので、44 連隊の総人数は 1700～2000 人くらいと考えてよい。 

 

日露戦争と 44 連隊 

明治 37 年に日露戦争が勃発する。44 連隊は初めて外地へ出征し、３回の旅順総攻撃などに

加わった。大江志乃夫著『日露戦争の軍事史的研究』によると、日露戦争における 44 連隊の戦

死者数は 2566 人、県内男人口の比率 7.72％で全国１位。四国の第 11 師団の犠牲者が多い。報

道管制が敷かれていたので新聞報道には伏せ字も多い。しかし、第 1 回旅順攻撃から２ヶ月ほ

どすると、連日、続々と遺骨が送られて来る模様が報じられる。『歴史』には戦死者戦傷者の数

は書かれていないが、武市佐市郎の「歩兵第四十四連隊史」によると、一番犠牲が大きかった

のは第１回総攻撃で 988 人、第２回は 254 人、第３回 41 人、次第に戦死者は減っている。 

44 連隊は有名な二〇三高地とは別の所、東鶏冠山の砲台を攻め落とすため肉弾戦を展開した。 

第１回総攻撃で負傷した兵士が郷里の春野村の祖父に宛てた手紙が『高知新聞』に載ってい

る。これによると、ロシア軍は周到な防御策を講じていて、鉄条網を張り巡らせ、物は刈られ

て上からは丸見えの状態。頑強な砲台を築いていた。突進すると「雨が降るように、水が散ら

すがごとく弾丸がおそいかかってくる」「大砲の音は雷のごとく」「小銃の弾は雨のごとくふり

そそぐので、一面の隙間もなく、弾丸を浴びせかけられたら、瞬く間に死屍累々たる死体の山

を築いてしまった」「私の中隊にても中隊長を始め将校、准士官ことごとく戦死、または負傷致

し候。下士卒以下の戦死その数を知らず、一中隊の戦死３分の２以上だ」と書いている。44 連

隊が全国で一番の死傷者を出したのもうなずける。 

ところが、公式記録の『歴史』には兵士の実感のこもった記述など一切書かれていない。戦

争の実態に迫っていくという上では、兵士の手紙などの軍事郵便を丁寧に掘り起こし、公式記

録は戦闘の日付、時間などの根拠となる資料なので、これらを合わせて戦争の実相に迫ってい

くことが必要だろう。 

 

戊申詔書と『歩兵第四十四聯隊歴史』 

『歴史』はいつから書かれたのか。冒頭には連隊の創設について書かれているが、日露戦争

の戦闘場面の分量が少なく、明治 42 年から非常に詳細な記述になるのが特徴。 

当時、日露戦争の膨大な犠牲をつぐなっていない講和条約の内容に民衆が憤った。日比谷焼

き討ち事件など講和反対の民衆運動が起こり、これが後の大正デモクラシーの運動につながっ

ていく。日清・日露戦争で資本主義も発展し、貧富の差が広がる。農村では戦争で働き手を失

い、社会不安も強くなっていた。そういう状況を建て直すため、勤勉、倹約など国民道徳の基

本を天皇の名前で出したのが「戊申詔書」。教育勅語とならぶ国民教化の基本方針で、明治 41

年 10 月 13 日に出された。 

その 1 カ月後の 12 月 1 日に改正された陸軍の内務書に、各連隊歴史の記載凡例が示される。

この凡例が、『歴史』の冒頭に書かれていて、公式の 44 連隊歴史が明治 42 年から書き始めら

れたことが分かる。当初は戊申戊辰証書における国民教化策の一環として着手されたと思われ

る。多くの犠牲を払った戦争後に、非戦・厭戦気分が兵士の間に広がることを警戒し、常に輝

ける連隊の歴史をもとに忠勇の精神を涵養する兵士教育の拠り所とするため、『歴史』編纂が重
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視されたのだろう。 

 

羅店
ら て ん

鎮
ちん

の戦い 

大正 9 年、44 連隊はシベリアに出兵した。ウラジオストク近くの湖の東側に２年間駐留し、

パルチザンと若干の戦闘を行い、大正 10 年 6 月朝倉に戻ってくる。 

昭和 7 年上海事変が起こり、2 月 28 日に連隊は本営を出発、須崎港から船に乗って上海に行

ったが、復員の命令が出て 3 月には高知に戻っている。この第１次上海出兵の時、毛利孟夫・

山崎小糸さんたちが連隊兵舎に侵入して反戦ビラを撒いたのは有名な話。 

続いて昭和 12 年 8 月、連隊は第２次上海出兵の下命を受けた。直前、広島出身の和知鷹二が

連隊長に任命され、出兵部隊は和知部隊と呼ばれた。 

川沙
せ ん さ

鎮
ちん

から敵前上陸作戦（5 頁）では、一斉の艦砲射撃を行ったあと、船艇で上陸。着岸する

や全員が川の中へ飛び込んで水際の敵陣に突入して占領する白兵戦をやった。この日だけで戦

死 10 人、戦傷 33 人。80 日間にわたって上海の羅店鎮周辺で毎日のように戦闘を繰り広げるこ

とになる。最もひどい 8 月 28 日の羅店鎮占領の日には、1 日で 71 人の戦死者、198 人の戦傷

者を出している。 

羅店鎮南側 150 ㍍の斎場を使った臨時要塞「白壁の家」の攻防でも多くの戦死者を出した。

和知の手記によると、陣地と家の間にクリークがあり、双方で戦闘を繰り返す。攻略するため

クリークの下に 9 月 17 日から 2 組に分かれて２つの坑道を掘り進め、トンネルをくぐって対

岸に渡り爆弾で吹き飛ばし、家を攻略した。連隊の戦死者 752 人、戦傷者 1676 人で、日露戦

争に次ぐ大きな犠牲を出すことになる。 

その後、中国軍を追って上海から蘇州、無錫
むしゃく

まで行ったが、あまりに犠牲が多く、22 連隊と

交代して 44 連隊は上海に戻り台湾へ。昭和 13 年に復員の命令が下って 3 月 27 日に高知へ戻

ってくる。凱旋にはたくさんの人が出迎えたが、700 人以上の遺骨が白木の箱に収められ、戦

傷者１千人が白衣姿で帰ってきた。『歴史』や新聞も報じていないが、これが実態。新聞報道で

は、戦場の真実が伝えられていない。 

 

北満出兵 

連隊は帰高後、昭和 13 年から 7 年間満州虎林などで国境警備にあたった。さしたる戦闘は

行われていない。 

戦局が厳しくなると本土防衛の指示がおり、昭和 20 年 4 月に高知へ戻って吾南平野へ進出

し、塹壕などを掘る。 

5 月 15 日作業を開始した際、部隊長が作業上の心得を兵士達に５つ指示している。「魂を打

ち込む陣地に血は通う」、「1 本の木、１本の草、陣地を守る、拝む心でこれを育てよ」「一瞬の

休む暇無く火花を散らせ作業頭」「一瞬の不手際や掘った土の不始末は敵を利するからちゃんと

始末せよ」「資材はちゃんと手入れせよ」というもの。炎天下、連隊兵士は本土防衛の作業に従

事した。8 月 15 日敗戦。同 18 日、連隊は春野の高森山で軍旗を焼き、9 月 10 日仁淀川大橋の

南側で復員式を行い復員が完結する。 

創設から 50 年におよぶ連隊の正史。戦後は『歴史』の存在さえも知られてなかった。これか

ら県史をまとめる上でも、欠かすことのない基本文献である。 
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【レジュメ】『歩兵第四十四聯隊歴史』を読む 

                                      公文 豪 

一、はじめに 

 

二、『聯隊歴史』の編纂 

 

凡 例  

一、聯隊歴史ニ記載スヘキ件概ネ左ノ如シ 

一、將校同相當官士官候補生ヲ含ムノ敍位、敍勲、進級、賞罰、出入、分遣派遣等 

二、准士官以下ノ叙位、敍勲、勤功章、旅團長以上ヨリ褒賞セラレタル者、處罰セラレタル者、在隊中死亡セ

ル者其他之ニ準スヘキモノノ氏名 

三、准士官、下士、兵卒、馬ノ増減、出入及勤務演習應召者ノ員数 

四、戦役經過ノ概要 

五、廉アル檢閲演習等經過ノ概要 

六、兵營ノ移轉、増築、改築ノ主ナルモノ及天災、火災等 

七、兵器、被服其他給與上ノ著シキ變化 

八、右ノ外廉アル事項 

二、年末ニ於ケル將校同相當准士官下士ノ職員表ハ本歴史ノ附録トシテ添付シ置クモノトス 

三、聯隊副官ハ前項ノ要旨ニ依リ毎月上旬ニ於テ前月分ノ歴史ヲ起草シ聯隊長ノ校閲ヲ受ケタル後本歴史ニ浄

書スルモノトス 

四、聯隊歴史ハ聯隊副官之ヲ保管シ永久保存スヘキモノトス 

 

明治四十一年十月十三日「戊申詔書」渙発 

 

三、歩兵第四十四聯隊の創設と日露戦争 

 

明治二十九年    明治二十七八年戰役ノ結果軍備ノ擴張ニ伴ヒ二十九年十二月一日松山兵營ニ於テ聯隊本部及 

聯隊創立     ヒ第一大隊ヲ編成ス盖シ高知朝倉ノ兵營未タ竣工セサルカ爲メナリ陸軍歩兵大佐西島助義聯隊長  

トナル同少佐平井信義第一大隊長タリ 

御真影下賜      十二月二十九日 両陛下及皇太子殿下ノ御真影ヲ下賜セラル 

明治三十年   三十年二月聯隊長西島助義陸軍教導團長ニ轉シ陸軍歩兵中佐中岡黙聯隊長トナル 

西島聯隊長ノ轉出 

兵營移轉     七月二十七日高知兵營粗等落成ニ付兵營移轉ノ爲メ松山出發 

七月三十一日高知朝倉兵營ニ着ス 

明治三十一年聯隊 三十一年二月聯隊長中岡黙陸軍省人事課長ニ轉シ陸軍歩兵中佐石原廬聯隊長トナル 

長ノ交迭軍旗拝受 三月二十四日宮中正殿ニ於テ軍旗御親授アラセラレ勅語ヲ賜ル 

勅語拝受            勅  語 

歩兵第四十四聯隊ノ爲メニ軍旗一旒ヲ授ク汝軍人等恊力同心シテ益々威武ヲ宣揚シ我帝国ヲ保護 

セヨ 

軍旗授與式    三月三十一日軍旗聯隊ニ到着シ直チニ式ヲ擧ケ旅團長坂井少將ヨリ 勅語ト共ニ聯隊長石原 

中佐ニ授與セラル是レ軍旗拝受ノ紀念日ナリ 

聯隊長ノ奉答    聯隊長ノ奉答左ノ如シ 

敬テ 

明勅ヲ奉ス臣等死力ヲ竭シ誓テ國家ヲ保護セン 
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明治三十七年   三十七年二月左ノ勅語ヲ賜ハル 

勅語拝受         勅  語 

朕ハ東洋ノ平和ヲ以テ 朕カ衷心ノ欣幸トスル所ナルカ故清韓ノ両國ニ關スル時局ノ問題ニ付  

朕カ政府ヲシテ昨年来露國ト交渉セシメタリ然ルニ露國政府ハ東洋ノ平和ヲ顧念スルノ誠意ナキ 

コトヲ確認セシムルノ止ムヲ得サルニ達シタリ盖シ清韓両國領土ノ保全ハ我日本ノ獨立自衛ト密 

接ノ關係ヲ有ス茲ニ於テ 朕ハ朕カ政府ニ命シテ露國ト交渉ヲ断チ我獨立自衛ノ爲メニ自由ノ行 

動ヲ執ラシムルコトニ決定セリ 

朕ハ卿等ノ忠誠勇武ニ信頼シ其目的ヲ達シ以テ帝國ノ光榮ヲ全クセムコトヲ期ス 

       第十一師團長土屋中將ノ奉答左ノ如シ 

                              臣光春 

土屋師團長ノ奉答 謹ンデ奏ス 

陛下優渥ナル 

勅語ヲ賜フ臣等感激ノ至ニ堪ヘス誓テ聖旨ヲ奉體シ皇威ヲ發揚センコトヲ期ス臣光春部下ヲ代表 

シ誠恐誠惶 謹ンテ奉答ス 

動員下令     四月十九日第十一師團第一動員（野戰隊補充隊海岸監視哨）ヲ命セラル 

四月二十七日動員完結ス 

屯營出發     五月七日高知屯營出發 

五月十一日伊豫國三津ヶ濱町ニ集中ス 

高濱出帆     五月二十二日第三大隊并第七、第八中隊高濱港出帆 

五月二十五日聯隊本部並第一第二大隊（第七、第八中隊欠）高濱港出帆 

清国上陸     五月二十八日第三大隊並第七、第八中隊清國盛京省張家屯ニ上陸ス 

五月二十九日聯隊本部並第一第二大隊（第七、第八中隊欠）清國盛京省張家屯ニ上陸ス 

五月三十一日馬關溝周家屯附近ニ到着シ師團總豫備隊トナル第二大隊（第七、第八中隊欠）ハダ 

ルニー支隊トナリ西ダルニーヲ占領ス 

｛六月七日後備歩兵第四十四聯隊第一大隊動員（第十一師團第六動員）ヲ命セラル｝ 

乱泥橋附近ノ戰鬪 六月二十六日乱泥橋附近ニ戰鬪ス 

聯隊ハ師團ノ右翼隊トシテ旅團長山中少將ノ指揮ニ屬シ乱泥橋東方一帶ノ高地ヲ占領ス當日第一 

大隊ハ右翼隊長山中少將ノ直轄トナリ午前五時利家屯出發右翼第一師團ト連絡シ花紅溝方向ヨリ 

其西方高地ニ向ヒ前進シ第三大隊ハ午前五時鐘花屯ヲ發シ乱泥橋東方高地及其東南約二千米突ノ 

高地ヲ占領シ両翼部隊ニ連絡ス第二大隊（第七、第八中隊欠）ハ聯隊豫備トシテ第三大隊ニ續行 

シ第七、第八中隊ハ右翼隊豫備隊タリ此日我ト對戰セシ敵ハ歩兵約一中隊砲二門機関砲若干ニシ 

テ之ヲ撃退シ午前八時十五分聯隊ハ所命ノ各線ヲ確實ニ占領セリ負傷下士卒九名 

大石洞附近ノ戰鬪 七月二十六日大石洞附近ニ戰鬪ス 

第一大隊（第二中隊欠）ハ大石洞東北方約千五百米宊ノ南方ニ灣入セル谷地ヲ大石洞方向ニ對シ

テ占領シ第二大隊（第五中隊欠）ハ劍山西南宊稜中央ヨリ南方ニ走ル稜線ヲ大石洞方向ニ對シテ

占領ス第五中隊ハ劍山ノ頂ニ在テ第九師團ト連絡ニ任セリ第二中隊ハ聯隊ノ豫備タリ 

第三大隊ハ師團総豫備隊トシテ大石洞東北約千五百米?道路南方高地ニ位置シ後チ右翼隊豫備隊 

トナル 

大石洞附近戰鬪  七月二十七日大石洞附近ニ戰鬪ス 

龍頭附近ノ戰鬪  七月三十日龍頭附近ニ戰鬪ス 

當日第三大隊竝第三中隊ハ第一線トシ第三大隊ハ傳家屯東方鞍部ヲ越ヘ龍頭北方高地ニ向ヒ第三

中隊ハ蘇家太嶺ヲ經テ龍頭ニ向ヒ前進ス自餘（第五第六中隊ハ尚右翼隊豫備隊タリ）聯隊長之ヲ

率ヒテ第三大隊ニ續行ス 

我ガ正面ニ在リシ敵ハ其兵力約三千砲六門ニシテ猛烈ナル銃砲彈ヲ發射シテ我レニ抵抗セリト雖
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モ我第一線部隊ハ奮進シテ先ツ龍頭北方ノ高地ヲ占領シ更ニ梨嵐子南方高地ニ向ヒ前進ス此ノ時

第一大隊ヲ第三大隊ノ左翼ニ増加シ第二大隊ハ第三大隊ノ後方ニ續行ス而シテ聯隊ハ遂ニ梨嵐子

南方高地ヨリ龍頭西南約九百米宊ノ高地線ヲ堅固ニ占領ス 

當日敵ノ主力ハ殆ント旅順要塞内ニ退却シ各砲臺殊ニ東鷄冠山旧砲臺ヨリ猛烈ニ我カ第一線ヲ射 

擊シ晝間ハ工事ニ着手スルヲ得ズ 

本夜當聯隊ハ旅團ノ右翼部隊トシテ第三大隊ハ右翼第九師團ニ連繋シ王家甸ヨリ揚家屯ニ通ズル 

小径ヨリ龍頭ノ西南約八百米宊ノ鞍部ニ至ル間ヲ第一大隊ハ第三大隊ノ左翼ニ連絡シ龍頭西南約 

九百米宊ノ高地南麓ニ至ル間ヲ守備ス 

第二大隊（第五、第六中隊欠）ハ聯隊豫備トシテ旅團豫備隊ト共ニ龍頭西方ノ山麓ニ位置ス 

        戰死 下士卒一 負傷 將校准士官二、下士卒二一 

勅語拝受     八月九日左ノ勅語竝ニ令旨ヲ傳達セラル 

            勅 語 

第三軍ハ旅順要塞ノ前進陣地ニ對シ屢々嶮要ヲ犯シ激戰数次数日ニ亘リ遂ニ敵ヲ基本防禦線内ニ 

擊退セリ 

朕深ク其勇武ヲ嘉ス 

       乃木軍司令官奉答シテ曰ク 

旅順要塞攻擊ノ準備戰ニ於ケル戰捷ニ對シ特ニ 

優渥ナル 勅語ヲ賜ヒ感激ニ堪ヘス希典等益々奮勵誓テ軍ノ任務ヲ達成センコトヲ期ス 

右謹テ奉答ス 

第一回総攻撃   八月二十一日ヨリ同月二十四日ニ亘リ総攻撃ヲナス 

八月二十一日未明第二大隊ヲ宊擊隊トシテ東鶏冠山北砲臺ニ第一大隊ヲ突?援助隊トシテ同砲臺

東南堡壘ニ突擊セシム 

第十二中隊ハ突擊隊通路開設隊トシテ先行シ第三大隊（第十二中隊欠）ハ豫備隊タリ 

當時敵ハ熾ンニ光彈ヲ發射シ或ハ探照燈ヲ照シテ我軍ノ前進ヲ阻害シ且ツ猛烈ニ銃砲火ヲ集中シ 

瞬時ニシテ多大ノ損害ヲ蒙リシモ屈セス先ツ援助隊タル第一大隊ハ堡壘内ニ突入シ接戰格鬪大ニ 

占領ニ努メ一時其目的ヲ達シ宊擊隊タル第二大隊モ亦大ニ努メタルモ未タ占領ヲ見ルニ至ラズ両 

翼隊ノ支援ヲ缺キ両大隊ハ遂ニ三面ヨリスル敵ノ銃砲火ヲ蒙リ益々悲惨ノ状况ニ陥リ一時堡壘脚 

ノ地隙内ニ退避シ再興ノ機ヲ待ツコトニ晝夜終ニ二十二日夕ニ至リ突擊中止ノ命ニ接ス 

而シテ豫備隊タル第三大隊モ亦敵彈ヲ冒シ両大隊ニ續行シ敵壘ヲ去ル約三百米宊ノ線ニ達シ両大 

隊何レニテモ成功シタル大隊ニ援助シテ其功ヲ全フセント期シタリシモ両大隊ハ已ニ砲臺下ノ斜 

面ニ退避シ聯隊ハ全ク孤立ノ状况ニ陥リ到底之ヲ回復スルノ見込ナキヲ以テ好機ヲ俟テ更ニ突擊 

ヲ試ントシ爾後数時間ニ亘ルモ両翼隊ノ前進ヲ見ス徒ラニ損害ヲ蒙リツゝ二十二日夕刻ニ至リ突 

擊中止ノ命ヲ受クルニ至レリ 

第二回総攻撃   十月三十日第二回總攻擊ニ際シ聯隊ハ東鷄冠山北砲薹東南堡壘ニ向ヒ突擊ス 

第二大隊及第二中隊ノ一小隊ハ??隊第一大隊ハ??援助隊トナリ第三大隊ハ師團豫備隊トシテ第一 

陣地附近ニ位置セリ 

                      當日戰死將校 

                                                                少  佐 香坂 仁介 

                                                                大  尉  隅田戫次郎 

                                                                少  尉 平野豊之助 

                                                                同        土方  拳 

                                            當日生死不明トナリシ將校 

                                                                少  尉 伊東南海士 

                                                                少  尉  田村  等 
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第三回総攻撃   十一月二十六日第三回総攻擊ニ際シ聯隊ハ東鷄冠山北砲臺東南堡壘ニ向テ突擊ス 

第一第四中隊第一線突擊隊第三中隊作業隊第二第九第十第十一中隊ハ第七陣地附近ニ在テ突擊援 

助隊トナル當時第二大隊第五、第六中隊ハ青木隊ニ増援シ東鷄冠山北砲臺ニ突擊シ更ニ第九第十 

中隊モ亦青木隊ニ赴援セリ 

                                            當日戰死將校 

                                                                大  尉 平田 重敏 

                                                                少  尉 西村 晋三 

                                                                同    西本守太郎 

                                                                同        有光 寅吉 

                                                                同        依岡喜代馬 

                                            當日生死不明將校 

                                                                中  尉  荒尾 和駿 

北砲台ノ占領   十二月十八日第三大隊（第十一、第十二中隊欠）及第五中隊ハ東鷄冠山北砲臺ニ向テ突擊シ自餘 

ハ同東南堡壘ニ對シ牽制攻擊ヲナシ遂ニ北砲薹ヲ占領ス 

第一大隊及第十一中隊ハ第七陣地附近ニ在リテ東南堡壘ニ對シ牽制攻擊ヲ行ヒ第三大隊（第十一、 

第十二中隊欠）及第五中隊ハ青木隊ト命シテ北砲薹ニ突擊ス 

                                            當日戰死將校 

                                                                中  尉 杠 佐五郎 

                                       將校准士官八 

        戰死 下士卒四四 負傷               生死不明 下士卒一 

                                        下士卒一四五 

満洲軍総司令官  此ノ戰鬪ニ依リ満洲軍総司令官及第三軍司令官ヨリ左ノ感狀ヲ附與セラル 

ノ感狀            感 狀 

                    歩兵第四十四聯隊第三大隊（第十一中隊、第十二中隊欠） 

                                同          聯隊第五中隊（他隊省略） 

右諸部隊ハ第十一師團長鮫島中將ノ指揮ニ從ヒ十二月十八日東鷄冠山北砲薹ノ胸墻ヲ爆發シ同時 

ニ突擊ヲ行ヒ奮戰摶鬪最後ニ師團長ノ自ラ率ユル豫備隊ノ突進ニ依リ遂ニ頑強ノ敵ヲ擊退シ確實 

ニ同砲薹ヲ占領シ得タルハ最モ勇敢ナル動作ニシテ其功著大ナリト認ム仍テ感狀ヲ附與ス 

         明治三十七年十二月十九日 

                          満洲軍総司令官侯爵 大 山  巖 

第三軍司令官        感 狀                   歩兵第四十四聯隊第三大隊（第十一、第十二中隊欠） 

ノ感狀                                 同          聯隊第五中隊（他隊省略） 

明治三十七年十二月十八日東鷄冠山北砲薹正面胸墻ノ爆破ヲ行ヒ直チニ第一突?隊ヲ以テ突擊ヲ 

實施シ第二第三第四及総突隊師團総豫備隊之レニ継キ恊同一致猛火ヲ冒シテ奮鬪シ鋭意工事ヲ施 

シ遂ニ克ク同砲臺ヲ占領ス其功績大ナリトス 

         明治三十七年十二月十九日 

                  第三軍司令官陸軍大將正三位勲一等功三級 乃木 希典 

明治三十八年   三十八年一月一日夜第一大隊ハ東南堡壘正面ヨリ第九中隊ハ怪物堡壘ヨリ東南堡壘ヘ第十中隊ハ 

同堡壘右肩角ヨリ何レモ相前後シテ突入シ殆ント敵ノ抵抗ヲ受クルコトナク之ヲ占領シ併テ富士 

形砲臺ヲモ占領シテ速カニ防禦工事ヲ施シ其占領ヲ確實ニセリ 

         一月二日旅順要塞陥落 

旅順陥落戰    旅順陥落後一月十八日ニ至ル間第一大隊及第二大隊（第八中隊欠）ハ旅順砲臺竝ニ諸建築物等ノ     

守備ニ任セリ 

鴨緑江軍戰鬪序列ニ入ル 一月十三日當師團ハ第三軍戰鬪序列ヲ脱シ鴨緑江軍戰鬪序列ニ入ル 
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旅順出發北進   一月二十二日第三挮團トシテ聯隊本部竝ニ第一第二大隊旅順出發北進ノ途ニ就ク 

一月二十三日第四挮團トシテ第三大隊旅順出發 

福成峪附近ノ戰鬪 二月二十三日ヨリ同二十五日ニ亘リ福成峪附近ニ戰鬪ス 

二月二十三日師團左翼隊長山中少將ノ指揮ニ属シ午前二時三十分馬家城子ヲ出發ス 

第九､第十中隊ヲ第三大隊長ノ指揮ニ属シテ前衛ニ任シ聯隊本部竝ニ第十一中隊ハ本隊トシテ續 

行ス 

第一大隊ハ今午前三時迠ニ福成峪附近ノ敵ヲ擊攘シテ該地附近ヲ占領シタル後巖家嶺及賽梨塞 

ニ對シ左翼隊ノ前進ヲ掩護スベキ任務ヲ以テ前夜宿營地ヲ發ス午後三時本隊ニ合ス 

當日福成峪附近ヲ占領シ敵ト相對峙ス 

二十四日當聯隊第一大隊竝ニ歩兵第二十二聯隊第二大隊ヲ合シテ石原技隊ヲ編成シ福成峪北方ノ 

高地ヲ奇襲シ之ヲ占領スヘキ目的ヲ以テ前進ス進路殊ニ嶮悪未タ豫定ノ地点ニ達セスシテ天明ト 

ナリ敵ト戰鬪ヲ交ユルニ至リシガ地形上大ニ利アラス敵ハ三面ヨリ我ヲ狹?シ技隊長以下多大ノ 

損害ヲ被リタルモ不屈終日苦戰ヲ継續シテ夜ニ入リ一ト先ツ福成峪部落ニ後退セリ第三大隊ハ石 

原技隊ノ苦戰ニ陥リタルニ依リ福成峪北方高地ノ敵ヲ其正面ヨリ攻?スヘク前進シ之亦多大ノ損 

害ヲ蒙リシモ屈セス該高地ノ半腹ニ達シ夜ヲ徹ス 

二十五日未明當方面ノ敵ハ退却セリ聯隊ハ左翼隊本部ノ先頭ニ在リテ福成峪ヲ發シ敵ヲ追擊ス 

                                   将校准士官六 

         戦死 下士卒六一 負傷              生死不明 卒一 

                                   下士卒一三一 

八盤嶺附近ノ戰鬪 二月二十六日八盤嶺附近ニ戰鬪ス 

聯隊（第二大隊欠）ハ師團本部ノ先頭ニ在リテ行進ス八盤嶺ニ達セシ時同地西北方ノ敵ヲ擊攘ス 

ベキ任務ヲ以テ第一大隊ヲ該方向ニ派遣ス 

         負傷 准士官一 下士卒九 

 

馬群丹附近ノ戰鬪 二月二十七日ヨリ三月八日ニ亘リ馬群丹附近ニ戰鬪ス 

二月二十七日第一大隊ハ前衛司令官山中少將ノ指揮下ニ属シ五百牛?附近ニ前進シ爾餘ハ師團本 

部トシテ板成峪附近ニ停止ス 

二月二十八日聯隊（第二大隊欠）ハ中央隊長山中少將ノ指揮下ニ属シ五百牛?北方高地ニ位置ス 

此ノ戰鬪ニ於テ聯隊（第二大隊欠）ハ五百牛?西北方最高地占領竝ニ守備ニ任シ八晝夜間斷ナク敵 

ノ猛烈ナル銃砲火ヲ受ケ多大ノ損害ヲ蒙リシモ其任ヲ完フセリ 

第二大隊ハ二十八日朴家堡子ヨリ前進シ左翼隊長前田少將ノ指揮下ニ属シスイチャリン方向ノ敵 

ト對峙シ三月八日ニ亘ル間奮戰セリ 

                                               三月三日戰死將校 

                                中  尉 三浦 壽驍 

                                少  尉 吉村 重成 

         自二月二十七日                           将校准士官一〇  

                     戦死 下士卒一五四 負傷                生死不明 下士卒三五 

         至三月八日                               下士卒四六四 

平和克復勅語拝受 十月十六日平和克復左ノ 勅語ヲ拝受ス 

 

明治三十九年 大連出發 三十九年一月一日第一大隊仝二日聯隊本部竝第二大隊仝四日第三大隊大連出發 

高濱上陸     一月五日第三、第四中隊仝六日聯隊本部第一大隊（第三、第四中隊欠）及第二大隊仝八日第三大 

隊高濱上陸 

凱旋帰着     一月十三日聯隊（第三大隊欠）仝十四日第三大隊凱旋屯營帰着 
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補充大隊復員完結    ｛一月十六日補充大隊復員完結ス｝ 

聯隊復員完結   一月十七日復員完結ス 

三月朝倉練兵場ニ於テ明治三十七八年戦役ニ際シ縣下戰傷病者ノ爲メ臨時招魂祭典ヲ擧行ス 

凱旋觀兵式参列  四月西山聯隊長以下百四十六名凱旋觀兵式ニ参列シ左ノ 勅語ヲ拝受ス 

                 勅 語 

朕茲ニ凱旋軍ヲ集合シテ親シク觀兵式ヲ擧ケ軍紀大ニ振ヒ隊伍克ク整フヲ認メ 

朕深ク之ヲ懌フ汝等益々奮勵シ以テ帝國陸軍ノ發達進歩ヲ期セヨ 

        大山諸兵指揮官奉答シテ曰ク 

陛下茲ニ凱旋軍ヲ親閲アラセラレ特ニ優渥ナル 

勅語ヲ賜フ臣等感激ノ至リニ堪ヘス益々奮勵努力以テ聖旨ニ副ヒ奉ランコトヲ期ス臣巖凱旋 

軍ヲ代表シ謹ンテ奉答ス 

 

四、シベリア出兵 

 

大正九年     同年九月十七日 

第十一師團（歩兵第十旅團輜重監視隊歩兵第十二第六十二聯隊留守隊缺）ノ編成ヲ令セラル編成 

第一日ハ九月十八日トス 

同月二十六日 

聖旨傳達ノ爲侍從武官陸軍少將渡部爲太郎ヲ當隊ニ被差遣編成ノ狀況ヲ實視セシメラル 

           御沙汰書 

天皇陛下ニ於カセラレテハ第十一師團ノ大部西伯利派遣ノ趣被聞食本職ヲ被差遣其ノ狀況ヲ實視 

セシメラレ尚將校下士卒一同攝生ヲ重ンシ其ノ任務ヲ完フセヨトノ 

御沙汰ニアラセラル 

           聯隊長奉答 

謹而 聖旨ヲ奉體シ聯隊長以下奮勵努力以テ其任務ヲ全ウセンコトヲ期ス 

聖旨傳達後第一大隊ヨリ順序ニ隊伍ヲ巡視セラレ聯隊將卒一同聖旨ノ優渥ナルニ感激シ志氣爲ニ 

一段ノ緊張ヲ加フ 

同月二十七日 

午前五時四十分營庭ニ東面整列シ御眞影奉拝式ヲ施行シ大元帥陛下ノ萬歳ヲ三唱ス意氣衝天ノ概 

アリ 

午前六時聯隊ハ西伯利派遣ノ爲屯營出發多數官民ノ熱誠ナル歓送ヲ受ケツツ吾桑ノ險ヲ踏破シ午 

後五時四十分萬歳聲裡ニ須崎町到着同夜須崎町及其ノ附近ニ宿營ス 

同月二十八日 

朝來須崎港ノ乗船業務ニ着手ス然ルニ風浪高漲セル爲已ムナク計畫ヲ變更シ午前十一時荷物及馬 

匹ノ搭載午後二時人員ノ乗船ヲ開始シ午後四時三十分全部終了ス午後五時過歡呼ノ聲ニ送ラレテ 

須崎港ヲ抜錨セシモ天候益々險悪ヲ加ヘ野見灣内ニ假泊シテ天候ノ恢復ヲ俟ツ 

同月二十九日 

天候恢復ノ模様アリ午前八時半野見灣ヲ出帆セシモ佐賀村沖ニ出テシ時波浪益々高ク船體ノ動揺 

甚タシク遂ニ再ヒ野見灣ニ避難ス 

同月三十日 

天候依然險悪ナリシモ夕方ニ到リ稍々平穏午後六時半愈々同灣抜錨豊後水道ヲ經テ翌十月一日 

午後一時門司ニ寄港ス 

午後九時同港出帆馬関海峡ヲ經テ日本海ヲ北進ス波穏カニシテ將卒ノ志氣旺盛ナリ 

十月四日 
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午前三時二十分浦潮港着午前七時浦潮軍用埠頭ヨリ揚陸ヲ開始シ午前十一時人馬ノ揚陸終了埠頭 

軍隊集合所ニ集合ス 

同時師團命令ニ基キ浦潮派遣司令官ノ隷下ニ入ル 

同月二十一日 

「オケアンスカヤ」附近〔浦潮東北方約四里）匪徒ノ出沒頻々タルニ鑑ミ師團ハ西部守備隊長ニ 

命シ同地附近ヲ掃蕩セシム 

 

大正十年     同月(（三月）)三十日、三十一日 

當地ニ於テ左右兩黨政爭ヲ惹起シ浦潮市ノ安寧秩序ヲ害セントシタルヲ以テ師團ハ軍命令ニ基キ 

左右兩黨ノ武裝ヲ解除ス聯隊ノ行動左三十日夜來當地ニ於テ左右兩黨不穏ノ形成ニアリシヲ以テ 

聯隊ハ一般ニ警戒ヲ嚴ニシ諸偵察ヲ實施ス 

三十日夜半乗馬セル「カ」軍約百名ハ「セダンカ」方面ヨリ前進シ二番川民警署ヲ襲ヒ之カ武裝 

ヲ解除シ其武器ヲ携帯シテ浦潮ニ進入シ浦潮ニ在ル同志ト相策應シテ同市民警ヲ襲擊セリ然ルニ 

浦潮政廰ハ豫メ之ヲ探知セシヲ以テ直ニ兩者衝突シ銃聲所々ニ起リ市中騒然トシテ革命的氣分充 

溢ス 

三十一日午前五時三十分聯隊ハ西部守備隊長ノ命ニ依リ各部隊ニ出動準備ヲ命シ待機ノ姿勢ニ在 

ラシム 

午前七時三十分聯隊〔第一大隊（第三、第四中隊缺）第十一中隊缺〕ハ西部守備隊長ノ命ニ依リ 

南區隊〔隊長歩兵四十四聯隊第三大隊長藤山少佐、歩兵第四十四聯隊第三大隊（第十一中隊缺） 

歩兵砲二門〕北區隊（長歩兵第四十四聯隊第二大隊長石川少佐、歩兵第四十四聯隊第二大隊）總 

豫備隊（歩兵第四十四聯隊本部、第三、第四中隊、機関銃中隊、歩兵砲隊及山砲小隊）ノ區分ヲ 

以テ應急戰備計畫ニ基ツキ東區隊（歩兵第十二聯隊ノ一部）ト相協力シ直チニ武裝解除ニ著手ス 

然ルニ三十一日朝「カ」軍ハ戰況不利トナリ北方ニ退却シ左黨モ亦其影ヲ沒セシヲ以テ我各部隊 

ハ民警署ヲ包圍シテ署内ヲ捜索シ以テ其武裝解除ト隠匿武器ノ押収ヲ行フ 

午前九時三十分西部守備隊長ノ命令ニ接シ民警ノ武裝解除ヲ中止シ已ニ武裝解除シタル民警ノ武 

器中日本軍舎營司令部ノ証明證アルモノハ直チニ之ヲ返還シ其他ハ押収セリ 

我聯隊輕傷者一、又我聯隊ニ収容シタル「カ」軍負傷者ハ大佐（「ラズドリノーエ」「カ」軍歩兵 

第二聯隊長）一、大尉一ナリ 

同月(（六月）)二十三日、二十四日 

二十三日夜約二百名ノ馬賊及「パルチザン」ノ聯合隊「チエルニコフカ」村落ニ侵入シ民警署ヲ 

襲擊セル急報ニ接シ之カ掃蕩ノ爲メ「チエルニコフカ」駐屯第四中隊長ハ中隊全員ヲ以テ直ニ出 

動シ「チエルニコフカ」部落ヲ捜索セシモ馬賊已ニ退却セルヲ以テ直ニ之カ追擊ニ移リ二十四日 

朝「ルンザ」西北方高地（「チエルニコフカ」東南方約二里）附近ニ達スルヤ約八十ノ馬賊ト衝突 

シ激戰約四時間半ノ後之ヲ擊退ス仍テ午前十一時戰鬪ヲ中止シ歸還ス途中「チエルニコフカ」村 

落内ニ於テ前述ノ狀況ニ依リ旅團命令ヲ受ケ二十四日朝「スパスカヤ」發ノ列車ニテ第一大隊ヨ 

リ増派セラレタル渡部小隊ヲ合シ該村落内ノ家宅捜索ヲ實施シ夕暮歸營セリ 

此戰鬪ニ於テ我軍ニ於テ第四中隊兵卒二名（歩兵一等卒公文貞敏、同山﨑繁廣）戰死シ五名負傷 

ス敵ハ死者二十、負傷二十四餘ニシテ俘虜九其他武器若干ヲ鹵獲ス 

同月(（八月）)二十三日 

第十一中隊岡村特務曹長以下二十五名（機関銃一ヲ附ス）ハ警備列車ニ搭乗シ本早朝「エフ」驛 

出發「ウスリー」ニ向ヒ北進セシカ午前七時四十分「シマコフカ」北方約十露里附近ニ於テ「パ 

ルチザン」ノ爲メ突然鐵道ヲ電氣爆破シ列車ヲ粉碎セラル同時ニ線路両側地區ヨリ急襲ヲ受ク我 

軍直ニ之ニ應射シ勇戰奮鬪約一時間半ノ後敵ヲ擊退セリ 

聯隊ハ旅團命令ニ基キ第九中隊長吉松大尉ヲシテ歩兵一中隊（第九、第十一中隊ヨリ成ル）及警 
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備列車要員ヲ指揮シ警備列車ニ搭乗シテ「エフゲネフカ」驛出發直チニ之ヲ救援セシム 

該隊ハ午後二時戰場ニ到着セシモ敵已ニ退却シテアラス即チ遭難地東方約千五百米間ノ掃蕩ヲ行 

ヒ一方戰場ノ掃除及死傷者ヲ収容シ夜半十二時「スパスカヤ」ニ歸還セリ 

此戰鬪ニ於テ聯隊兵卒四名（第十一中隊歩兵上等兵尾崎教茂、一等卒川村亀吉、同谷脇林、同芝 

岡晴義）戰死シ下士一名、兵卒六名及臨鐵小隊下士一、同傭人一名負傷ス 

敵ノ兵力ハ約五十名内外ニシテ死者七､負傷二十アリ銃器、彈藥、電氣點火器、宣傳文等ヲ鹵獲ス 

       

大正十一年    二月十八日 

西侍從武官ハ聯隊ヲ巡視セラレ 聖旨並令旨ヲ傳達セラル 

        聖 旨 

天皇陛下ニ於カセラレテハ軍司令官以下一同克ク艱苦ニ堪ヘ其任務ニ服スル段深ク苦勞ニ被思特 

ニ現下ノ狀況ヲ實施シ且酷寒ノ砌各自一層自愛スル様申傳ヘヨトノ 

御沙汰ニ被爲在 

        令 旨 

皇后陛下ニ於カセラレテハ殊ニ氣候風土ノ異ル所ニ勤務スル軍司令官ヲ始メ一同ノ衛生上ニ深ク 

御心ヲ懸ケサセラレ寒サモ劇シキ折柄各自一層身體ヲ大切ニスル様又傷病者ニハ能ク氣ヲ著ケ遣 

ハス様宜敷申傳ヘヨトノ 

令旨ニ被爲在 

両陛下ヨリ特別ノ御思召ヲ以テ將校以下一同ニ御絞附紙巻莨及砂糖ヲ傷病者ニ御菓子料ヲ下賜セ 

ラル 

        聯隊長奉答 

今般特ニ侍從武官ヲ差遣ハサレ優渥ナル 聖旨及令旨ヲ賜ハリ且御下賜品ヲ拝受ス臣等一同感激 

ノ至リニ堪ヘス益々奮勵努力以テ 聖旨並令旨ニ酬ヒ奉ランコトヲ期ス 

同月(（六月）)六日 

午前七時三十分内地歸還ノ爲人馬荷物ヲ萬世丸ニ搭載シ正午其搭載ヲ終了在浦潮部隊ノ將卒及多 

数居留官民ノ萬歳聲裡ニ浦潮港ヲ出帆ス 

同月九日 

午前六時似島着檢疫ノ後午後六時三十分出帆ス 

同月十日、十一日、十二日、十三日 

十日午前七時上陸開始軍旗ハ午前八時上陸シ聯隊ハ午前八時三十分人員ノ揚陸ヲ正午全部ノ揚陸 

ヲ終リ同夜須﨑町ニ宿營ス 

十二日午前六時須﨑川出發午後二時高岡町到着同夜聯隊主力ハ高岡町一部ハ弘岡村附近ニ宿營ス 

十三日午前八時宿營地出發、午前十時屯營ニ歸着ス志氣旺盛ナリ 

聯隊長ハ歸還將校下士卒ニ對シ一場ノ訓示ヲ爲シタル後聯隊長ノ發聲ニテ 大元帥陛下ノ萬歳ヲ 

三唱ス次テ派遣及留守隊戰病死者ノ慰靈式及除隊式ヲ行フ 

同月十七日 

復員完結ス 

今回聯隊ノ凱旋ニ對シテハ上陸地宿營地行軍ノ沿道及兵營附近ニ於ケル一般官民並各學校各團隊 

ノ歓迎ハ盛大ヲ極メ未曾有ノ盛儀ト稱セラル蓋し軍隊駐外ノ辛勞ニ對シ同情心ヲ喚起シタル結果 

ニシテ國家ノ爲慶賀スヘキ現象ト謂フヘシ 

 

 五、上海出兵 

 

昭和七年     二月二十三日 
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應急動員ヲ令セラル 

二月二十八日 

軍旗ヲ奉シテ屯營出發高知驛ヨリ汽車輸送ニ依リ須崎ニ至ル 

二月二十九日 

筑波丸  聯隊本部 通信班 第一大隊 

           第三大隊（第十一中隊、機關銃中隊缺） 

八雲丸  第二大隊 第十一中隊 

           第三機関銃中隊 歩兵砲隊 

両船ニ便乗シ午前九時須崎港出帆 

三月一日 

午前五時門司港ニ於テ八雲丸石炭船ト衝突人馬共ニ異常ナシ 

茲ニ於テ筑波丸ニ第十一、第三機関銃中隊、歩兵砲隊ヲ収容シ午后三時筑波丸門司出帆全速力ヲ 

以テ揚子江ニ向フ 

三月二日 

午前四時第二大隊ノ乗船セル浦塩丸門司出帆 

三月三日 

筑波丸午后四時呉淞鐵道棧橋到着 

同時筑波丸乗船部隊ノ中第九中隊ハ直チニ上海ニ至リ軍直轄トナル 第十一中隊ハ棧橋ニ在リテ 

兵器馬匹材料ノ守備及重砲兵隊ノ掩護ニ任ス主力ハ午後十時呉淞砲台南側地區ニ上陸 

三月四日 

午前八時浦塩丸呉淞鐵道棧橋ニ到着第二大隊ハ直チニ上海軍司令部ニ軍直轄トナル 

午後一時聯隊ハ呉淞砲臺南側地區ヲ發シ寶山城西側部落ニ到リ村落露營ヲナシ残敵ノ掃蕩ニ任ス 

同日獅子林砲臺占領 

三月十四日 

復員ノ命ニ接ス 

三月二十五日 

安南丸  聯隊本部、通信班 

            第一、第二大隊（各機関銃隊欠） 

浦塩丸  第三大隊、第一第二機関銃中隊 

            歩兵砲隊 

午前十一時浦塩丸ハ呉淞鐵道棧橋ヲ午后一時安南丸ハ上海ヲ出帆 

三月三十日 

須崎入港 

三月三十一日 

須崎ニ上陸 

汽車輸送ニヨリ高知驛着 

無事軍旗ノ威風ニヨリ屯營ニ歸還 

四月五日 

復員完結 

 

六、日中戦争、和知部隊と羅店鎭の戦い 

 

昭和十二年   八月四日 

定期異動     定期異動ニ依リ左ノ如ク發令セラル 
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      歩兵第四十四聯隊長 大迫 通貞 關東軍司令部附ニ 

      支那駐屯軍司令部附 和知 鷹二 歩兵第四十四聯隊長ニ 

八月十四日 

動員下令     動員下令 動員第一日ハ十六日ナリ 

八月十六日 

多度津港出帆   應急動員完結同夜屯營高知駅出発多度津ニ到リ、二十日巡洋艦六隻ニ分乗シテ多度津港出帆一路

上海ニ向フ 

八月二十一日 

十八時揚子江口馬鞍群島ニ假泊ス、此日天氣晴朗ニシテ水波平穏濁流ノ中我海軍ノ精鋭夕陽ヲ浴 

ヒテ威容四辺ヲ壓シ將兵ノ意氣軒昂ナリ 

八月二十二日 

正午過キ聯隊ハ三十数隻ノ驅逐艦ニ移乗軍旗モ亦ゆふぐれニ遷リ十八時馬鞍群島出発艦ハ黄濁ノ 

揚子江ヲ遡航シ二十四時川沙鎭沖ニ投錨ス陰暦十四日ノ月皎々トシテ江上ヲ照シ海水引潮ニ乗リ 

テ流レ速ク波高シ江岸ヲ望見スレハ微カニ懐中電燈ノ轉滅ヲ認ムルノミニテ敵陣寂トシテ聲ナシ 

聯隊長ハ上陸ニ関スル師團命令ニ基キ聯隊命令ヲ下達シ第一大隊ヲ右第一線、第二大隊ヲ中第一 

線、第三大隊ノ主力ヲ左第一線トナシ聯隊長ハ第二大隊第一回上陸部隊ト共ニ上陸ノ部署ヲ採ル 

時ニ八月二十三日二時兵艦共ニ皎々タル月光ヲ浴ヒ凄愴ノ氣江上ニ満チ艦上ノ將兵戰ハスシテ既 

ニ敵ヲ呑ムノ慨アリ 

川沙鎭附近   四時一齊ニ砲門ヲ開キ艦砲射擊開始セラレ砲聲殷々落達スル砲丸江岸ニ炸裂ス此ノ間各隊ハ逐次 

敵前上陸    舟艇ニ移乗シ四時三十分完了同時發進ノ信號旗艦ニ上ルト共ニ勇躍敵岸ニ向ヒ一齊ニ驀進ス江岸 

ヲ距ル約二百米俄然敵兵射擊ヲ開始シ彈雨舟艇ノ周辺ニ落達シ舟艇中機関ヲ射貫セラレ漂流スルモ 

ノヲ生セシモ將兵ノ志氣益々旺盛全速ヲ以テ着岸一齊ニ跳込ヲ實施シ敢然水際ノ敵陣ニ突入シテ之 

ヲ占領シ引續キ川沙鎭附近堤防上ノ堅陣ニ對シ猛烈ナル敵側防火ヲ排シテ全線猛攻遂ニ之ヲ占領セ 

リ聯隊本部川沙鎭ニ進出時ニ十時三十分ナリ 

此ノ間敵飛行機ハ数機ノ編隊ヲ以テ我ガ第一線部隊ニ對シ爆彈ヲ投下シ戰鬪激烈ヲ極メタリ 

此ノ戰鬪ニ於ケル死傷左ノ如シ 

        戰 死   歩兵少尉 安岡 茂雄 

              下士官兵   十名 

        戰 傷   歩兵大尉 竹内 徳恵 

              下士官兵  三十二名 

戰鬪經過ノ概要圖第一ノ如シ 

第二大隊羅  八月二十三日十二時第二大隊ハ旅團直轄トナリ羅店鎭方向ニ前進シテ敵情捜索ニ任シ聯隊主力ハ川

店鎭ニ先遣  沙鎭ヲ確保シ爾後ノ前進準備ヲ爲ス此日日沒頃ヨリ終夜ニ亘リ羅店鎭方向ニ猛烈ナル銃砲聲ヲ聴キ 

第二大隊ノ安否ヲ案シツゝ拂暁ニ至ル 

未明第二大隊トノ連絡ノ爲第十一中隊ヲ派遣ス 

八月二十四日師團命令ニ基キ聯隊主力ハ十二時川沙鎭出發羅店鎭ニ向ヒ前進ス編成上輸送機關ナク 

銃砲彈其他ノ重材料悉ク臂力運搬ニ依ラサルヘカラス悪路ニ加フルニ炎熱焼クカ如ク將兵疲勞ト渇 

ニ惱ミツゝ而モ志氣益々旺盛行軍ヲ強行シテ十六時隆家村北方顔宅ニ達シ第二大隊ノ無事ナルヲ知ル 

羅店鎭北側  第二大隊ハ前夜數回ニ亘リ優勢ナル敵ノ包圍攻擊ヲ受ケシモ防戰克ク力メ隆家村ヲ確保シテ爾後ノ

ニ前進    攻擊並ニ主力ノ進出ヲ容易ナラシメタリ 

偵察ノ結果敵ハ羅店鎭北側ニ堅固ナル凹形陣地ヲ占領シアルヲ知リ聯隊ハ上司ノ企圖ニ基キ二十四 

日夜第一大隊ヲ正面ニ殘置シ主力ヲ以テ西朱宅方面ニ轉移シ敵ノ右側背ヲ攻擊スルニ決ス 

羅店鎭附近  諸隊ハ正子行動發起ノ豫定ナリシモ二十一時以後數回ニ亘リ猛烈ナル敵ノ逆襲ヲ受ケ轉進行動ハ拂 

ノ戰鬪    暁前ニ變更ノ止ムナキ情況トナリ八月二十五日三時二十分聯隊本部ハ隆家村ニ至ル此頃ヨリ前面一 
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帶敵ハ活氣ヲ呈シ銃砲彈ノ飛來激烈トナリ四時第二大隊ハ第一大隊ノ一部ト交代、集結シ正ニ前進ヲ 

起サントセシ時優勢ナル敵兵南方ヨリ逆襲シ來リ既ニ至近ノ距離ニ近接シアリシ爲第二大隊長恒岡 

少佐ハ獨斷殺到スル敵大部隊ニ對シ直チニ右轉反擊シ自ラ陣頭ニ立チ白兵ヲ振ツテ突入セリ敵ハ前 

後七回ニ亘リ喇叭ヲ吹奏シテ突擊ヲ反復シ來リ混戰亂鬪約三十分ノ後遂ニ此レヲ擊退シ潰走スル敵 

ニ尾シテ一擧ニ羅店鎭東北方集團部落ヲ越ヘテ其ノ南側ニ進出ス此ノ間戰鬪最モ激烈ヲ極メ鶴、河原 

兩大尉以下死傷續出シ聯隊本部亦迫擊砲彈ノ爲軍旗護衛小隊ヨリ死傷者ヲ出スニ至ル 

第一大隊ハ同時頃優勢ナル敵ノ逆襲ヲ受ケタルモ猛射ヲ浴セテ是ヲ突入シ敵營長以下多數ヲ殪ス 

聯隊ハ交戰約一時間ニシテ敵ノ猛襲ヲ擊退シ更ニ張宅、郭宅ノ敵ニ對シ攻?ヲ續行セリ朱家宅、隆家村 

一帶ノ地域ニ於ケル敵ノ遺棄死體ハ三百ヲ下ラス而モ其ノ大部ハ白兵創ナリシヨリ判斷シ以テ其ノ戰 

鬪ノ如何ニ激烈ナリシカハ思ヒ半ニ過クルモノアリ 

第三大隊ハ豫定ノ進路ヲ前進シ拂暁頃南曹北方ニ進出スルヤ退却中ノ敵ヲ發見シ此レヲ攻擊シテ潰亂 

セシメ馬匹及砲車等ヲ鹵獲ス大隊ハ更ニ羅店鎭方向ニ前進中背後ヨリ優勢ナル敵ノ攻?ヲ受ケシモ直 

チニ反轉攻擊ス此戰鬪ニ於ケル藤原准尉ノ活躍ハ最モ目覺シキモノアリ 

此夜第三大隊正面ノ敵ハ益々増加シ反復攻擊シ來リタルモ將兵力鬪克ク此レヲ?退セリ 

八月二十五日夜迄ニ於ケル死傷左ノ如シ 

        戰 死   將校 歩兵大尉 宮本 武雄 

                 同    朝山  忠 

              下士官兵      四十名 

        戰 傷   將校 歩兵大尉 河原 久彦 

                 同    鶴 素茂雄 

                 歩兵少尉 宮内 賢一 

                 同    北村 政喜 

                 同    光富準一郎 

              下士官兵     六十九名 

敵ハ昨夜來ノ戰鬪ニ依リ大ナル打擊ヲ受ケタルモ兵力ヲ集結シテ羅店鎭ニ據リ盛ニ工事ノ補強ニ努メ 

ツゝアルヲ見ル晝間炎暑嚴シク將兵ノ苦艱言語ニ絶ス 

二十五日ニ於ケル戰鬪經過ノ概要要圖第二ノ如シ 

羅店鎭ニ對 八月二十六日聯隊ハ明拂暁ヨリ敵ヲ攻擊スルニ決シ第一大隊ヲ羅店鎭東北側ニ殘置シ主力ハ二時三十

スル拂暁攻擊 分羅店鎭東北方集團部落出發、南長溝、西朱宅ヲ經テ七時北曹ニ前進シ同夜第三大隊ハ猛宅ヲ、第二 

大隊ハ馬橋ヲ占領シ拂暁攻擊ヲ準備ス 

八月二十七日五時攻擊ヲ起シ第三大隊ハ當面ノ敵ヲ擊破シテ七時頃羅店鎭東南側堤防ノ線ヲ占領シ 

飛行機ノ恊力ヲ得テ「クリーク」對岸ノ敵ヲ攻擊ス敵トノ距離近ク死傷續出スルモ屈セス攻擊ヲ續行 

ス此日第二大隊ハ馬橋ヲ確保シ七時五十分頃聯隊本部及第一大隊續イテ馬橋ヲ進出ス九時頃三千ヲ下 

ラサル敵ノ一縱隊馬橋南方約千五百米附近ヲ西進スルヲ發見シ一齊ニ猛射ヲ加ヘタルニ敵ハ金家村附 

近ニ停止シテ工事ヲ實施スルト共ニ迫擊砲ヲ以テ猛射ヲ開始ス 

二十七日十三時聯隊ハ明拂暁攻擊ノ命令ヲ受領シ部隊ヲ整理シ薄暮迄ニ土竹閣附近ニ集結シ攻擊準備 

ニ着手ス 

同夜敵ハ土竹閣附近ニ迫擊砲ヲ集中シ來リ砲擊終夜ニ及フ 

本日糧食既ニ盡キ補給至ラス僅ニ「メリケン粉」高梁ノ汁ヲ啜リテ飢渇ヲ醫ス加フルニ上陸以來連日 

不眠不休ノ戰鬪ヲ繼續シ將兵ノ疲勞其極ニ達ス 

八月二十六日、二十七日ノ戰死傷左ノ如シ 

         戰 死   下士官兵     四十六名 

         戰 傷   將校 歩兵少尉 大倉 明由 

               下士官兵     三十九 
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羅店鎭攻擊再興  八月二十八日 

聯隊將兵ハ糧食彈藥ノ缺乏ト極度ノ疲勞トヲ克服シテ態勢ヲ整ヘ羅店鎭總攻擊ヲ再興ス 

聯隊〔第一大隊（第二中隊欠）〕ハ左翼隊左第一線トナリ五時藩宅西側ヨリ孟宅ヲ經テ小竹閣西側 

ニ亘リ展開シ七時二十分飛行機ノ爆撃開始ニ續キ山砲ノ集中射擊ヲ俟チ七時四十分攻擊前進ニ移 

ル前日占領セシ羅店鎭西南端ヨリ馬橋ニ至ル間悉ク敵ノ占據スル所トナリ陣地ヲ増強シアルヲ見 

テ將兵悉ク切歯扼腕ス 

聯隊ハ攻擊前進ヲ發起セルモ敵ノ抵抗極メテ頑強ニシテ特ニ左第一線タル第二大隊ハ馬橋附近ヨ 

リ馬路塘「クリーク」堤防ノ線一帶ニ亘ル敵陣地ヨリ猛烈ナル斜射側射ヲ受ケ加フルニ羅店鎭東 

方「クリーク」堤防上ノ獨立家屋附近ニ掩蓋機關銃火ト相俟ツテ全ク十字火ヲ蒙リ大隊長以下死 

傷續出シ光景摻憺一時甚タ苦戰ニ陷リシモ健鬪約二時間遂ニ獨立家屋ヲ占領ス 

右第一線タル第三大隊方面ノ攻擊モ亦羅店鎭東側ノ既設陣地意外ニ堅固ニシテ死傷多發シ攻擊ノ 

進展意ノ如クナラス左翼隊右第一線タル第一大隊ハ張宅及其以南ノ陣地ニ對シ猛火ヲ冒シテ奮進ス 

聯隊長ハ戰況進展セサルヲ見ルヤ□(欠字)時頃豫備隊タリシ第二中隊ヲ正面ニ増加シ軍旗モ亦第 

一線ニ進出シテ一意攻擊前進ヲ繼續ス 

我ガ猛攻ニ次ク猛攻ニ九時頃ヨリ敵線ニ同様アリ各隊ハ機ヲ失セス果敢ナル突擊ヲ敢行シ軍旗ヲ

羅店鎭占領   先頭ニ十一時羅店鎭東部ニ進入續イテ殘敵ヲ掃蕩シテ十五時完全ニ羅店鎭ヲ占領ス 

此ノ日ノ戰鬪ハ激烈ヲ極メ豫備隊ハ悉ク第一線ニ使用セラレ一兵ヲ殘サス本部書記、傳令、通信 

兵ヲ以テ突擊スルノ狀況ニシテ軍旗亦三彈ヲ受ケ死傷甚タ多シ 

俘虜將校以下四、馬四、重機五、砲車一、輕機三〇、小銃一三〇、迫擊砲、重輕小銃彈無慮數萬 

發ニ上ル 

         戦 死   歩兵少尉 弘末 眞二 

               主計少尉 水口 補男 

               歩兵准尉 正岡 一虎 

               下士官兵 六十八名 

         戰 傷   歩兵少佐 恒岡小文吾 

               軍醫中尉 太田 順一 

               歩兵少尉 岩元 和夫 

               同    岡  利治 

               主計少尉 近森 三男 

               歩兵准尉 篠原久壽清 

               歩兵准尉 梅原 豊治 

               同    松崎 末猪 

               同    稲谷 久茂 

               下士官兵  一八九名 

二十八日ニ於ケル戰鬪經過概要要圖第三ノ如シ 

八月二十九日 

羅店鎭守備   昨夕來聯隊ハ西方及南方ニ對シ羅店鎭ヲ堅固ニ守備シ警戒ニ任シアリシカ拂暁ニ至リ敵ハ猛烈ニ 

迫擊砲、野砲等ヲ集中シ來リ停止スル所ヲ知ラス十三時旅團命令ニ基キ別紙要圖第四ノ如ク配備

ヲ更シ羅店鎭ヲ堅固ニ守備スルト共ニ前面ノ敵情地形ヲ捜索シ爾後ノ攻擊ヲ準備ス 

            戰 死   歩兵少尉 岩井  實 

               歩兵准尉 藤原  茂 

                  下士官兵   十一名 

            戰 傷   下士官兵   十九名 

                  歩兵少佐 金山  均 
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聯隊副官職務代理ヲ命ス 

           歩兵少佐 淺間長之助 

       第二大隊長職務代理ヲ命ス 

當面ノ敵主力ハ一時西方及南方ニ退却セルモ八月三十日有力ナル一部ハ羅店鎭近郊ヲ占據シテ撤 

退セサルノミナラス却テ我ニ近接シ所々手榴彈戰ヲ演シ敵ハ終日工事ヲ増強シ其ノ行動漸次活潑 

トナリ兵力亦逐次増加シツゝアルヲ認ム 

八月三十一日四時敵野山砲、迫擊砲ヲ羅店鎭ニ集中スルト共ニ全線ニ亘リ喇叭ヲ吹奏シツゝ猛烈 

ニ逆襲シ來レルモ悉ク之ヲ擊退ス敵ハ死體數十ヲ遺棄シテ退却セリ 

三十日、三十一日ニ於ケル戰死傷左ノ如シ 

          戰 死   下士官兵    九名 

          戰 傷   下士官兵   十三名 

九月一日敵ハ逐次兵力ヲ増強シツゝアルモノノ如ク夜來ノ銃砲ノ射?息マス第一大隊正面ニ在リ 

テハ羅店鎭南側百五十米白壁家屋ノ銃眼ヨリスル重機ノ射?猛威ヲ逞ウスルヲ以テ聯隊砲小隊ヲ 

以テ顚覆ス 

九月二日本動員部隊第四、第八、第十二中隊及機關銃小隊ノ外各中隊ノ増員到著、新鋭ノ威力ヲ 

加ヘ志氣大イニ昂ル、日沒ト共ニ各方面ニ逆襲アリ 

九月二日正子頃ヨリ敵ハ迫擊砲ヲ以テ我陣地ヲ射擊シアリシカ四時全線ニ亘リ猛烈ナル射擊ト共 

ニ攻擊シ來レルモ各隊克ク之ヲ擊退シ益々守備ヲ堅ム、日出後依然敵ノ行動活潑ニシテ漸次其ノ 

右翼ヲ延伸シ南長溝北側ニ重機ヲ有スル敵現出シ我左側背ヲ窺フニ至リシ爲第二大隊ハ第五中隊 

ニ重機一小隊ヲ附シ此レカ掃蕩ニ任セシム該隊ハ日沒後陣地ニ歸還セリ 

九月二日、三日戰死傷 

          戰 死   下士官兵    四名 

          戰 傷   下士官兵   十二名 

九月四日前夜二十三時半以來南方ノ敵陣地ヨリスル射擊猛烈ヲ極メ殊ニ嘉定方向ヨリ十五糎級長 

射程砲ノ終夜ニ亘ル猛射ヲ受ケ爲ニ第二大隊方面ニ於テ人馬材料ノ損害多大ニシテ歩兵砲中隊被 

害最モ多シ 

各大隊正面何レモ二、三百ノ敵ノ逆襲ヲ受ケシモ悉ク此レヲ擊退セリ 

          戰 死   下士官兵  二十四名 

          戰 傷   歩兵准尉 岡林 盛馬 

                下士官兵   十八名 

頃日來ノ戰鬪ニ於テ馬匹ノ損傷甚大ニシテ第二大隊ハ殆ント半數ニ減セリ 

羅店鎭東北方   九月六日第一大隊正面ニ於テハ敵ハ最モ近接シアル白壁ノ家屋附近ノ兵力ヲ集結シ數回ニ亘リ逆

地區ニ對スル   襲ヲ企テタルモ之ヲ擊退ス五時白壁家屋ノ焼打ヲ行ヒ一部ヲ清掃ス 

威力偵察     夜半敵ノ砲擊熾烈トナリ左翼第二大隊正面ニ於テハ韓宅、五斗涇方面ノ敵稍々減少ノ兆候アリシ 

爲聯隊長ハ第二大隊長ヲシテ晝間威力偵察ヲ實施セシメタルニ砲兵モ亦適時恊力シテ効果大ニ上 

ル大隊長淺間少佐ハ呉宅附近ノ敵ヲ攻擊中ナル第八中隊ノ位置ニ進出シ呉宅西側ニ於テ敵情視察 

中敵ノ狙擊ニ遭ヒ壯烈ナル戰死ヲ遂ケ第八中隊長吉井大尉モ亦同時戰死ス 

越智大尉大隊長代理トナリ威力偵察ノ目的ヲ達シ日沒後陣地ニ歸還ス 

該戰鬪（威力偵察）ハ大隊長以下ノ適切勇敢ナル行動ニ依リ其目的ヲ達ス即チ前面一帶地區ニ於 

ケル敵兵力ハ毫モ減少セサルノミナラス寧ロ東北方ニ戰線ヲ延伸シ益々陣地ヲ鞏固ナラシメア 

ルコトヲ知ル 

二十三時約三百ノ敵兵自動火器多數ヲ以テ第二大隊ニ對シ攻?シ來リタルモ直チニ之ヲ?退セリ 

          戰 死   歩兵少佐 淺間長之助 

                歩兵大尉 吉井 清之 
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                歩兵少尉 松澤宇太郎 

                下士官兵    五名 

          戰 傷   歩兵准尉 竹本 敏治 

                下士官兵    六名 

九月七日ヨリ同月十一日ニ至ル間戰線ニハ特別ノ變化ナキモ敵ハ全線ニ亘リ瀕リニ鐵條網ヲ構築 

シテ陣地ノ補強ニ力メ兵力モ亦逐次増強セラレ砲擊間斷ナク特ニ十五糎加農砲射?ニ惱マサル 

          戰 死   下士官兵   一三名 

          戰 傷   歩兵少尉 山之口寅雄 

                下士官兵    七名 

九月十二日師団ニ於テハ月浦鎭方向ニアリシ天谷、淺間兩支隊ハ逐次西方ニ向ヒ攻擊進展シツゝ 

アリ二十時師団命令ニ基キ左地區隊タル當聯隊ハ敵ノ包圍セル右翼ヲ攻擊シ淺間支隊ト恊力之ヲ 

泉南方ニ擊攘スルニ決シ一部ヲ以テ羅店鎭南端ノ守備セシメ主力ヲ以テ明十三日拂暁迄ニ呉宅附 

近ニ攻擊ヲ準備シ當面ノ敵ヲ擊破シテ練塘「クリーク」ノ線ニ進出スルノ企圖ニ從ヒ行動ヲ開始 

ス第二大隊ハ薄暮一部ヲ以テ南長溝ヲ夜襲占領シ聯隊ノ展開掩護ニ任ス 

羅店鎭東北方   九月十三日□(欠字)時頃聯隊本部ハ羅店鎭東北方千米集團部落ニ至ル 

地區ニ對スル   十三日拂暁迄ニ第二大隊ハ集團部落ヨリ南長溝ニ亘ル線ニ、第三大隊ハ頤家油車附近ニ攻擊準備

威力偵察     ヲ完了シ十時攻擊前進ニ移ル至近距離ヨリスル猛烈ナル敵火ヲ制壓シツゝ第二大隊ハ韓宅ニ向ヒ 

第三大隊ハ西朱宅ノ線ニ向ヒ攻擊前進ヲ繼續ス兩大隊共十時三十分豫メ準備セル渡河設備ヲ利用 

スル外一部ハ上半身ヲ沒スル頤涇「クリーク」ヲ渡河シ孫宅、許宅附近ニ進出ス五斗涇及陳宅附 

近ノ陣地ハ堅固ニシテ頑強ニ抵抗シ殊ニ第三大隊正面ニ於テハ掩蓋銃坐ヨリスル敵火熾烈ニシテ 

前進意ノ如クナラス大隊長陣頭ニ立チテ克ク督勵シ日沒ニ至リ一部ヲ以テ陳宅ヲ占領、第二大隊 

モ亦力戰ノ後翼宅ニ相對峙シ夜ヲ徹ス 

此ノ日朝來細雨霏々戎衣悉ク濡レ泥濘愈々深ク攻擊動作ヲ妨害スルコト甚タシク壕内ニハ溜水ヲ 

生シ炊爨保温共ニ何等ノ處置ナク將兵一同雨中戰鬪ヲ繼續シ各大隊共ニ死傷多發セルモ相當ノ戰 

果ヲ収メ將兵ノ志氣ハ高揚セラレタリ 

十四日雨止マス終日敵ト近ク相對シテ爾後ノ攻擊ヲ準備ス 

九月十二日、十三日、十四日ノ戰死傷者左ノ如シ 

          戰 死   歩兵少尉 門田 東雄 

                下士官兵   三〇名 

          戰 傷   歩兵大尉 下村菊太郎 

                歩兵准尉 澤田 悦馬 

                同    又川 義國 

                下士官兵   七一名 

九月十五日攻擊ノ爲待機セシ第一線兩大隊ハ十時前面ノ敵陣同様ノ兆アルヲ見ルヤ一齊ニ攻擊ニ 

移リ第二大隊ハ十四時五斗繼、宋家橋ノ堅陣ヲ抜イテ一擧ニ土竹閣小竹閣ノ線ニ進出シ第三大隊 

ハ十七時一部ヲ以テ北曹ニ進出ス 

同時歩兵第四十三聯隊ノ一部南曹ニ進出セルヲ知リ茲ニ初メテ淺間支隊トノ連絡ナレリ 

各大隊ノ攻擊前進セル地域ハ八月下旬攻擊前進セシ地區ニシテ今日攻擊ヲ反覆スルニ當リ悉ク鞏 

固ナル陣地ト化シ犠牲者尠カラサルヲ見感慨無量ナルモノアリ 

聯隊ハ第三大隊ヲ北塘口ヲ經テ南塘口ニ、第二大隊ヲ馬橋ノ敵ヲ攻擊シテ奚家宅、李家宅方向ニ 

攻擊前進ヲ命シタリ 

第二大隊ハ一擧ニ馬路塘「クリーク」ノ線ニ進出ヲ企圖セルモ敵陣頑強ニシテ而モ堤防一帶ハ三、 

四米ノ高度ヲ有スル丘阜狀ヲナシ我部隊ハ敵ノ瞰制下ニ立チ不利謂フヘカラス敵陣ハ鐵條網ヲ構 

築シ附近一帶ニ手榴彈ヲ連結埋沒シ地雷トシテ爆發セシムル裝置アル等其防備堅固ヲ極ム此ノ間 
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聯隊乙副官近森少尉歩兵第四十三聯隊ト連絡途中戰死ス 

九月十五日ニ於ケル聯隊ノ損傷左ノ如シ 

          戰 死   歩兵少尉 近森 實貴 

                下士官兵    五名 

          戰 傷   下士官兵   一三名 

九月十六日第一線兩大隊ハ依然攻擊ヲ續行シ歩々敵陣地ヲ攻略シ第一大隊ハ羅店鎭南側ニアリテ 

攻擊準備ヲ繼續ス 

天候不良疲勞多キモ聯隊將兵ハ志氣旺盛十六時第二大隊ハ初メテ戰車ノ恊力ヲ得テ山砲隊支援ノ 

下ニ勇躍攻擊前進ヲ起シ十八時馬橋東方突角陣地ヲ占領、更ニ馬橋東側「クリーク」屈曲點南側 

ノ一角ヲ占據シ凱歌ヲ擧ク 

此ノ陣地ハ附近第一重用據點ニシテ制高地點タリ聯隊ハ曩ニ八月二十七日之ヲ占據セシモ羅店鎭 

ニ入ルニ及ヒ再ヒ敵手ニ入リタルモノニシテ今昔ノ感ニ堪ヘサルモノアリ 

第二大隊ハ大隊長代理タル越智大尉ノ外現役將校ハ一名モナク中隊長ハ孰レモ准尉、小隊長ハ上 

等兵タルノ狀況ニシテ戰力ノ低下寒心ニ堪ヘサル時機ナリシニ拘ラス不撓不屈克ク堅壘ヲ突破ス 

ルヲ得タリ此ノ戰鬪ニ於テ第五中隊ノ如キハ首ヲ沒スル馬路塘「クリーク」ヲ一擧ニ渡河シ敗走 

セル敵ヲ斬殺刺膚其数百五ニ達セリ第六中隊正面ニハ屋根形鐵條網ニ條アリ工兵輕破壊筒ヲ以て 

爆破セシモ意ノ如クナラス円匙ヲ以テ強行破壊シ突入セリ 

第三大隊正面ノ敵モ亦頑強ニシテ前進困難、第一大隊ハ聯隊主力ノ攻擊ヲ容易ナラシムル爲夜襲 

ヲ敢行セシモ成功スルニ至ラス聯隊主力方面ニハ敵兵大擧逆襲シ來レルモ力戰ノ後擊退ス 

此ノ日ノ戰鬪ニ於ケル死傷左ノ如シ 

           戰 死   歩兵中尉 濱田  保 

                 下士官兵   一四名 

           戰 傷   歩兵准尉 馬詰 茂員 

                 同    木原 徳重 

                 同    奥野 常吉 

                 下士官兵   六一名 

九月十七日九時五十分第三大隊ハ朝來ノ攻擊功ヲ奏シ南塘口ヲ占領ス此ノ戰鬪ニ於テ敵ハ主トシ 

テ三ヶ月教育ノ新募兵ヲ第一線ニ立タシメ督戰隊ノ監視射擊頗ル嚴重ナリシト云フ 

聯隊本部ハ羅店鎭ニ移動ス 

          戰 死   下士官兵    六名 

          戰 傷   歩兵少尉 近森 正治 

                下士官兵   一九名 

師團總攻擊    九月十八日ヨリ漸ク快晴トナル敵ハ依然陣地ノ増強ニ努メ障碍物ヲ構築シ移動頻々降雨續キ至ル 

所泥濘化シ行動困難特ニ戰車ノ行動ニ影響尠カラス師旅團ノ命令ニ基キ聯隊ハ右翼隊右第一線 

トナリ現在ノ隊勢ヲ以テ九月二十一日ヨリ上海街道以西小堂子ノ線ニ進出スヘク攻擊ヲ準備ス 

九月二十一日ハ師團總攻擊ノ日ナリ數日來ノ準備ヲ以テ此處ニ初メテ師團ノ總攻擊ヲ行フニ至ル 

八時三十分ヨリ飛行機ノ爆擊及砲兵ノ射擊ヲ開始シ九時一齊ニ攻擊前進ス 

第二大隊ハ九時過キ昨夜來近迫セル敵ヲ擊破シテ馬橋ヲ確實ニ領有シ主力ヲ以テ其ノ北側「クリ 

ーク」ニ沿ヒ西方ニ進出シタルモ巽家宅ニ在ル敵兵極メテ頑強ナル爲羅店鎭東南突角部守備中ナ 

リシ第九中隊ヲ右ニ連繋攻擊セシメ十四時二十分第二大隊ハ巽家宅西側突角ノ丘阜ニ突擊之ヲ占 

領ス 

第一大隊ハ右側方ヨリ萩涇「クリーク」兩岸地區ニ蟠居セル敵ニ對シ重火器射擊ヲ以テ第九中隊 

及第二大隊ノ攻擊ヲ援助ス 

第三大隊（第九中隊欠）ハ前日來丁家宅ニ對シ攻擊準備中ナリシカ九時攻?前進ヲ開始シ第一線丁 
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家宅東方「クリーク」ノ線ニ進出スルヤ馬橋西端附近ノ殘敵及丁家宅ヨリ猛烈ナル射擊ヲ蒙リ前 

進漸次困難トナリ第十二中隊長山南中尉以下死傷續出ス大隊長ハ直ニ第十一中隊ヲ第一線ニ投入 

シ前進ヲ督勵セシモ「クリーク」ノ幅十米、深サ身ヲ沒シ渡河シ得サルノミナラス陣地前ニハ鐵條 

網アリテ至近ノ距離ニ於テ前進ヲ阻止セラレ第十一中隊長堀内中尉以下多數ノ犠牲ヲ出シ夜ニ入ル 

二十二時半左隣接部隊タル歩兵第四十三聯隊ノ一部周家宅ニ對シ夜襲スルコトヲ知リ大隊長ハ直 

ニ第十一中隊ヲ以テ丁家宅ヲ夜襲シ之ヲ占領ス次テ第十二中隊ヲシテ丁家宅北側「クリーク」ニ 

沿ヒ前進セシメ歩兵第四十三聯隊ノ一部ト共ニ周家宅西端ノ線ヲ占領ス 

當日ノ戰死傷者左ノ如シ 

          戰 死   歩兵少尉 穂岐山 拓 

                同    伊藤 信男 

                下士官兵   二二名 

          戰 傷   歩兵中尉 山南 俊夫 

                同    堀内 泰三 

                歩兵少尉 乾  基郎 

                同    江渕加壽夫 

                下士官兵   八四名 

九月二十二日三時第三大隊ハ李家宅方向ヨリ約三百ノ敵兵逆襲シ來リタルモ直ニ擊退シ第三大隊 

ハ九時攻擊前進セシモ敵ハ「クリーク」ヲ利用セル堅陣ニ依リ頑強ニ抵抗シ攻擊進捗意ノ如クナ 

ラス十五時二十分第十中隊松尾軍曹ハ小隊ヲ率ヒテ不意ニ敵ノ側面ヨリ李家宅ニ突入シ狼狽セル 

敵ト格鬪ノ後先ツ此ノ一角ヲ奪取シ次テ村落ヲ占領シ迫擊砲其他多數兵器彈藥ヲ鹵獲ス 

羅店鎭南方ニ進出 此ノ日聯隊ニ於テハ上海街道以西ノ地區ニ向ヒ部署ヲ考慮シ部隊ノ配置ヲ變更スルニ決シ聯隊命 

令ヲ下達ス第二大隊ノ一部ヲ最右翼ニ進出セシメ第九中隊ヲ大隊長ノ指揮下ニ復歸シ第二大隊ノ 

主力ヲ豫備隊トシテ控置スル等全般ニ亘リ夜暗ヲ利用シ移動セシムルト共ニ極力萩涇「クリーク」 

ノ渡河準備ヲ急カシム 

次テ旅團長ヨリ砲兵恊定及二十三日攻擊ニ關スル命令到著セルヲ以テ第二大隊ノ一部ヲ右第一線、 

第一大隊ヲ中第一線、第三大隊ヲ左第一線、第二大隊主力ヲ豫備隊トシテ攻擊ヲ準備ス此ノ日午 

前中敵兵約千二百逐次東方ニ移動セルヲ見ル 

（八月二十九日以来ノ戰鬪要圖ヲ附ス） 

九月二十三日八時ヨリ攻擊開始ノ豫定ナリシモ重砲兵トノ連絡十分ナラサリシ爲正午迄延期シ〇 

時四十分ニ至リ砲兵ハ羅店鎭南方無名部落及奚家宅ニ對シ集中射擊ヲ開始ス 

小野少佐ノ率ユル第一大隊正面ニ在リテハ十四時十五分砲擊終了ト共に攻擊ヲ發起シ戰車中隊モ 

亦敵ノ據點タル白壁家屋ニ驀進ス此レヨリ先數日來準備セシ坑道ニ依リ工兵小隊ノ爆破班ハ逐次 

白壁家屋ニ近迫シ煙幕ヲ構成シテ爆破作業ヲ行ヒ二個ノ破壊孔ヲ圍壁ニ開設シ戰車中隊モ亦圍壁 

ニ突進シテ此レヲ壓倒シ第一大隊各中隊相次イテ突擊ニ移リサシモノ頑強ヲ誇リシ白壁家屋モ遂 

ニ十六時四十三分完全ニ我手中ニ陷ル斯テ附近ノ殘敵ヲ掃蕩シテ二十時上海街道ニ進出シ全ク之 

レヲ確保ス彼ノ有名ナル白壁ノ家屋ハ八月二十八日以來敵カ堅固ニ陣地ヲ編成シ不落ヲ誇リシ據 

點ニシテ數回ノ夜襲功ヲ奏セス遂ニ坑道作業ニ依ルニ至リシモノニシテ我ヲ惱セシコト大ナリキ 

白壁屋占領左一線坂口少佐ノ率ユル第三大隊正面ニアリテハ二十三日拂暁迄ニ「クリーク」東岸 

ノ敵陣ヲ奪取シ工兵ト恊力シテ應急諸材料ヲ以テ渡河設備ヲ急キ第一大隊ノ獨立家屋攻略ト連繋 

シ十六時五十分煙幕展張ト共ニ敵前強行渡河ヲ決行シ大部ハ「クリーク」ニ飛込ミ對岸ノ敵中ニ 

突入茲ニサシモノ頑敵モ敗退シ全ク敵據點ヲ占領セリ 

此ノ間左方面ヨリ熾烈ナル側防火ヲ蒙リ攻擊大ニ阻害セラレタリ此ノ攻擊奏功ニ依リ上海街道ノ 

線ニ進出シ得タルト共ニ敵ニ與ヘタル損害亦頗ル大ナリ 

白壁家屋ノ奪取及萩涇「クリーク」強行渡河ノ成功ハ共ニ諸兵恊同連繋ノ密接良好ナリシト歩兵 
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火器ノ運用適切ト必勝ノ信念ニ燃ユル攻擊トニ存ス 

          戰 死   下士官兵   二七名 

          戰 傷   歩兵准尉 中村 正兼 

                下士官兵   五三名 

九月二十四日連續セル雨ノ爲メ戰場一帶ハ泥濘化シ行動極メテ不便ナリキ聯隊ハ引續キ當面ノ 

敵陣地ニ對シ重點ヲ第一大隊方面ニ指向シ上海街道ノ線ニ攻擊ヲ準備シ正午ヨリ砲兵（重砲及山 

砲）ハ小堂子ニ對シ集中射擊ヲ行ヒ飛行機モ亦高家宅方面ニ對シ爆擊ヲ行フ 

第一大隊ハ逐次敵ニ近迫セシカ十四時四十五分頃敵ハ俄然猛射ヲ開始シ前進稍々停頓ノ狀ヲ呈ス 

時ニ戰車中隊果敢ニ前進シ小堂子ニ對シ射擊シツゝ歩兵ノ前進ヲ援護ス茲ニ於テ第三中隊先ツ 

「クリーク」ヲ徒シ十七時三十分頃小堂子突角ニ突入敵ヲ驅逐シテ之ヲ占領シ志氣頗ル昂リシモ 

中隊長田上大尉以下死傷甚タ多シ第三中隊ノ進出ト共ニ兩翼中隊亦猛烈ナル敵彈ヲ冒シテ前進セ 

リ第三中隊ノ東部小堂子西端附近ニ進出スル頃敵兵約三百日沒ニ乗シ西方ヨリ突如逆襲シ來リ彼 

我混戦ニ陷リシモ須臾ニシテ敵ハ百數十ノ死體ヲ遺棄シテ潰走ス夕陽全ク落チ暗黒トナリタルヲ 

以テ東部小堂子ノ線ヲ確保シ至近ノ距離ニ對峙シ夜ヲ徹ス西部小堂子ニハ鐵條網及外壕ヲ有スル 

堅固ナル陣地アリ退却セシ兵ヲ収容シ射擊スルコト猛烈ナリ 

右第一戰タル第二大隊（歩兵砲中隊ヲ屬ス）正面ハ羅店鎭西端ヨリ第一大隊ノ攻擊ニ連繋前進セ 

シカ沈家灣ノ陣地堅固ニシテ且ツ小堂子方面ヨリ側背ニ射擊ヲ蒙リ爲ニ前進困難トナリシモ躍進 

ヲ續ケ敵陣ニ近迫夜ニ入ル 

左第一線タル第三大隊ハ前日來奚家宅附近上海街道ノ線ニ攻擊ヲ準備シアリシカ第一大隊ニ連繋 

シ張家宅高家宅方面ニ對シ攻擊前進ス張家宅方面ヨリスル敵火劇烈ニシテ一進一止攻擊ノ進展ヲ 

見サリシモ交戰三時間ノ後斷乎突擊ヲ敢行シ第一大隊ノ小堂子奪取ト時ヲ同シクシテ張家宅西端 

ニ進出ス 

此ノ夜聯隊ハ左聯隊トノ戰鬪地境ノ關係上三ヶ大隊ヲ一線トスルハ却テ混淆ノ虞アリト認メ第三 

大隊ヲ豫備隊トシ拂暁迄ニ羅店鎭ニ集結セシム 

此ノ日ノ戰鬪ニ於ケル死傷左ノ如シ 

           戰 死   歩兵少尉 谷内 清一 

                 下士官兵   一三名 

           戰 傷   歩兵大尉 川村 三吉 

                 同    田上  均 

                 下士官兵   二九名 

九月二十五日右第一線タル第二大隊ハ沈家灣及其南方無名部落ニ對シ攻?ヲ開始シ八時頃同部落 

ヲ完全ニ占領シ第二大隊ハ十時全ク豫定線ニ進出シ得タリ 

左第一線タル第一大隊ハ第二大隊ニ連繋シ攻?一擧ニ小堂子ニ突入敵ヲ擊退シテ之ヲ占領セリ此 

ノ日師團ハ豫定線ヲ占領シ得タレハ專ラ陣地ノ補強ニ努ムルト共ニ前面ノ敵情地形ヲ捜索シ戰場 

掃除ヲ行フ 

八月二十八日以來羅店鎭附近一帶ニ亘リ晝夜ヲ問ハス間斷ナキ敵ノ銃砲射擊ヲ蒙リ爲ニ人馬ノ損 

傷尠カラス聯隊本部モ亦數次ノ敵彈ニ完膚ナキ迄ニ破壊セラレタルヲ以テ羅店鎭南側附近ニ移動 

セリ沈家灣ヨリ小堂子ニ亘リ陣地ヲ占領セシ敵ハ二十三日以來ノ果敢ナル攻撃ニ依リ敗退シ揚家 

村ヨリ周家橋ニ亘ル線ニ監視兵ヲ配置シアリテ我斥候ノ近接ヲ阻止ス 

本日旅團ハ第一線ヲ西方ニ推進セシムル師團ノ企圖ニ基キ所要ノ命令ヲ下達ス聯隊ハ第一線兩大 

隊ヲ以テ現在線ニ於テ攻擊ヲ準備シ本二十七日十八時兩大隊連繋シテ攻擊前進セシム 

第二大隊ハ重藤支隊ノ左翼田中大隊ト攻擊ニ關シ恊定シ金家村及其ノ南方「クリーク」ノ線ニ在 

ル敵陣地ヲ奪取ス 

左第一線タル第一大隊ハ十八時主力ヲ以テ揚家宅南方三軒家及周家橋ニ對シ攻擊前進ス左第一中 
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金家屯周家橋   隊ハ周家橋南方杜家宅東側部落方向ヨリ側射ヲ蒙リ前進一時停頓セシモ薄暮ヲ利用シテ近接十九 

ノ線ニ進出    時三十分一部ヲ以テ周家橋東端ニ突入漸ク一角ヲ占領シ第四中隊ノ一部ハ三軒家東側二百米ニ接 

近シタル儘夜ニ入ル九月二十五日移行戰死傷者左ノ如シ 

           戰 死   下士官兵   一三名 

           戰 傷   歩兵准尉 和田 年春 

                 下士官兵   四二名 

九月二十八日依然攻擊ヲ續行シ第一線ヲ推進ス七時第二大隊ハ右ニ増加セル第五中隊ヲ以テ揚家 

村、金家宅中間北側橋梁付近堤防ニ沿フ敵掩蓋銃坐ヲ有スル陣地ヲ逐次攻略シツゝ歩々前進シ第 

八中隊モ亦金家宅西方ニ進出ス同時頃左第一線タル第六中隊ハ挺進シテ揚家宅ニ突撃□□(不明) 

頃ハ敵數十ノ死屍ヲ殘シテ揚家村北周宅ノ線ニ潰走セシモ此ノ間三回ニ亘リ敵兵猛烈ニ逆襲シ來 

リ擊退スルモ敵勢侮ルヘカラサルモノアリ 

左第一線第一大隊ハ黎明一齊ニ敵陣地ニ突入周家橋及北方村落ヲ占領シ直チニ敵ニ尾シテ周家橋 

勢南方約二百米ノ線ニ進出セリ 

此日ノ戰鬪ニ於ケル死傷左ノ如シ 

          戰 死   下士官兵     三 

          戰 傷   歩兵少尉 中澤 正壽 

                下士官兵     九 

九月二十九日第一大隊ハ前夜來陳家宅ニ對シ攻擊準備中ナリシカ六時二十分頃敵ノ不意ニ乗シ突 

入之ヲ占領ス右第二大隊ト連絡ヲ確保ス 

第二大隊ハ前夜來揚家村ニ對シ攻擊ヲ續行中ナルモ敵陣地意外ニ堅固ニシテ抜ク能ハス山砲兵第 

四中隊ヲ歩兵第一線ニ推進シ其恊力ニ依リ戰鬪ノ進捗ヲ期シタルモ死傷徒ニ多ク遂ニ奪取スルニ 

至ラス 

九月三十日聯隊ハ一擧ニ當面ノ敵陣地奪取ヲ期シ攻擊ヲ續行ス 

第二大隊ハ拂暁攻擊ヲ開始シ敵ノ堅陣ヲ蠶食シツゝ前進中十時三十分頃揚家村附近ノ敵兵喇叭ヲ 

吹奏シツゝ猛襲シ來タルモ之ヲ迎撃シテ破摧シ更ニ薄暮攻擊ヲ準備シ敵前七十米ニ近迫セシモ敵 

頑強ニ抵抗シ突擊ノ機ナク夜ニ入ル第一大隊ハ六時頃攻擊前進ヲ開始セシモ敵ノ猛射ト縱横ニ錯 

綜セル「クリーク」ニ阻害セラレ損害多ク攻擊意ノ如ク進捗セス 

二十九日及三十日ノ戰鬪ニ於ケル死傷左ノ如シ 

           戰 死   歩兵少尉 森  亀樹 

                 下士官兵   一二名 

           戰 傷   下士官兵   四四名 

十月一日五時第二大隊ハ揚家村方面ヨリスル斜射側射ヲ浴ヒツゝ前進シ逐次敵陣ヲ奪取シ呉家宅 

ニ接近ス敵ハ盛ニ手榴彈ヲ投擲シ頑強ニ抵抗シ加フルニ側射斜射猛烈ナル爲僅ニ壕ヲ掘開シテ彼 

我五十米ヲ隔テゝ相對峙ス十七時砲兵ノ恊力ノ下ニ更ニ近迫セルモ直前ノ「クリーク」ノ側防火 

ニ妨ケラレ爾後ノ前進愈々困難トナリ日全ク沒ス第一線中隊ハ既ニ疲勞其ノ極ニ達セルモ志氣極 

メテ旺盛勇ヲ鼓シテ明拂暁ノ攻擊ヲ準備シ壕ノ掘進ニ努ム第二大隊長必成ヲ期シテ自ラ第一線中 

隊ニ到リ督勵セシモ敵ノ施相公廟附近ノ橋梁ヲ渡リテ續々來援シ此ノ方面ニ對スル防備嚴重ナル 

コト歴然タルモノアリ死傷多ク攻擊進展セス 

左第一大隊ハ黎明第二大隊ト連繋シ北周宅ニ向ヒ攻擊セシカ附近ノ陣地ハ揚家村ニ連續セル堅固 

ナル陣地ニシテ敵前約百米「クリーク」ノ前岸附近ニ前進シタル儘對峙スルニ至ル 

聯隊ハ敵陣地ノ堅固ナルニ鑑ミ山砲兵ノ一分隊ヲ第二大隊第一線ノ位置ニ推進セシメ十月二日五 

時三十分不意ニ射擊セシメ歩兵砲中隊又全力ヲ擧ケ恊力シ同時歩兵ハ前進ヲ起シタルモ砲彈少ク 

シテ十分ナル効果ヲ得スシテ止ム十時聯隊ハ當面ノ敵陣地ヲ突破シ速ニ揚家村北周宅各西端ノ線 

ニ進出スルニ決シ重山砲恊力ノ下ニ十七時ヨリ第一線兩大隊ニ攻?前進ヲ命シ更ニ第三大隊（二ヶ 
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中隊欠）ヲ以テ第二大隊ノ右ニ連繋ヲ戰鬪加入セシムルノ企圖ノ下ニ攻擊前進ヲ命ス同大隊ハ十 

八時頃第七中隊ト交代シ敵狀地形ヲ偵察シ攻擊ヲ計畫ス揚家村西側ニ於ケル督戰隊ノ活動見ルヘ 

キモノアルニ依リ此ノ方面ヨリ戰果ヲ擴張セントシ第二大隊ヲシテ益々近迫セシメタルモ敵陣地 

愈々堅ク第一大隊ハ敵陣地ニ近接シタルモ友軍砲兵ノ射擊ノ危害ヲ稽ヘ僅カニ後退セシメ北周宅 

ニ對シ山砲兵二ヶ大隊ノ集中射擊ヲ、一部ヲ以テ呉家宅西側附近ニ制壓射擊ヲ實施シ其ノ効果ヲ 

利用セントセシモ掩蓋堅固ニシテ破壊十分ナラス砲兵ノ射擊中止ト同時敵ハ猛射ヲ開始シ敵前ニ 

近迫シタル儘突擊ヲ敢行スルニ至ラス夜ニ入ル二十三時頃敵ハ大擧逆襲シ來リシモ第一線部隊ノ 

沈著ナル射擊ニ依リ突擊シ得スシテ退却セリ十月一日二日ニ於ケル戰傷死者左ノ如シ 

          戰 死   准士官以下   八一名 

          戰 傷   將校以下   一〇九名 

十月三日第三大隊ハ拂暁ヲ期シテ攻擊ヲ開始シ前夜來準備セシ所ニ基キ第十中隊及機關銃ノ各一 

小隊ヲ練祁塘「クリーク」北岸嘉定街道上ニ出シテ側防陣地ヲ攻擊セシメ第九中隊ヲシテ發煙ト 

共ニ攻擊ヲ敢行セシム此突 擊ニ於テ刹那中隊長澤本大尉手榴彈側防機關銃ノ集中火ヲ浴ヒテ斃 

レ小隊長モ亦死傷シ之ニ從フ部下モ亦相續テ死傷シ突擊成功セス中隊ノ豫備隊ヲ以テ現地ヲ固守 

セシメ隊伍ヲ整理ノ止ムナキニ至ル然レ共敵ニ與ヘタル損害多大ニシテ揚家村奪取ノ動機トナレリ 

第二大隊ハ昨夜來陣地ヲ構築シツゝ歩々前進シ前面ノ敵情ヲ捜索シアリシカ第八中隊池内少尉ハ 

小隊（總員十名）ヲ指揮シ敵掩蓋銃座前ニ巧ミニ潜伏（約三時間）シ好機ヲ見テ突如白刃ヲ揮ツ 

テ奇襲シ敵側防機關銃ヲ撲滅シタルヲ以テ第八中隊長ハ主力ヲ提ケテ突入シ第五、第六中隊モ亦 

揚家村一部占領  同時「クリーク」ヲ越テ其ノ左ニ突入シ揚家村東部落ヲ完全ニ占領スルヲ得タリ本戰鬪ハ實ニ悪 

戰苦鬪一週日漸クニシテ揚家村占領ノ端緒ヲ拓キタルモノト云フヘク聯隊全員萬歳ヲ唱ヘ歡喜ス 

十四時頃第二大隊ハ三軒家ヲ占領シ大隊長ハ直チニ第一線ニ至リ薄暮攻擊ニ關スル計畫ヲ考案シ 

命令下達ノ爲各中隊長招致ノ傳令ヲ派遣セシ直後傲然敵砲彈炸裂シ大隊長池田少佐、副官手島少 

尉、工兵中隊長唐澤大尉及下士官兵五名ヲ失ヒ戰傷亦多發シ摻狀云フヘカラス大隊本部ハ一時其 

ノ機能ヲ失ヒ攻擊頓挫ヲ來サントス然レ共附近ニアリシ小栗大尉直ニ大隊ノ指揮ヲ執リ部隊ヲ整 

理シテ攻擊ヲ續行ス敵ハ揚家村、三軒家ノ守リヲ失スルヤ施相公廟方向ヨリ頻リニ増援シ必死防 

戰ニ努メ又同方面ニ新ニ敵砲兵及迫擊砲ヲ増加シ來リ集中スル砲彈夥シク死傷續出惨憺タル景況 

ヲ呈ス第一大隊ノ攻擊モ亦進展セス聯隊ハ貴重ナル犠牲者續出セシモ斷然攻擊ノ進展ヲ期シ第一 

線各部隊ヲシテ現在線ニ於テ更ニ攻擊ヲ準備シ好機ヲ看破シ戰果擴張ニ努ム 

          戰 死   池田少佐以下  一五名 

          戰 傷   准士官以下   三六名 

十月四日攻擊ノ爲戰車、砲兵、工兵等ノ恊力ヲ得テ攻擊ヲ準備シアリシカ第一大隊ノ正面ニ於テ 

ハ第四中隊ハ敵ノ炊煙ヲ見テ此ノ機逸スヘカラストナシ十八時一齊ニ「クリーク」ヲ渡リ突入ス 

此情況ニ誘發セラレ各第一線中隊相次テ突入シ第一線陣地ヲ奪取ス第二大隊ハ薄暮揚家村西部々 

揚家村完全占領  落ニ突擊ヲ敢行シ十九時全ク揚家村ヲ占領、其ノ西端ヲ確保シ敵情ヲ捜索ス此ノ夜半周宅姚家宅 

及其ノ附近ニ在リシ敵ハ八回ニ亘リ猛襲シ來ル特ニ姚家宅方面ヨリセシ逆襲ハ兵力一ヶ大隊以上 

ニシテ之カ爲第二中隊ハ中隊長以下戰死戰傷夥シク一時危殆ニ瀕セシモ我兵防戰克ク力メ何レモ 

之ヲ擊退ス陣地前敵屍累々算ナシ 

聯隊ハ夜半各所ニ火災ノ起ル是レ恐ラク敵退却スル爲ナラント判斷シ直チニ追擊ニ關スル命令ヲ 

下達シ敵ヲ急追シ、捕捉殲滅センコトヲ企圖セリ各隊ハ未明追擊前進ニ移リシモ敵ハ揚家村西方 

地區及呉家宅西方ヨリ姚家宅ニ亘ル線ニ停止シ既設陣地ニ據リ頑強ニ抵抗スルノミナラス續々此 

ノ方面ヨリ増援シ來リタルヲ以テ止ムヲ得ス該線ニ於テ攻擊ヲ準備セサルヘカラサルニ至ル 

          戰 死   准士官以下   二三名 

          戰 傷   准士官以下   四七名 

十月五日二十二時豫備隊タリシ第十一中隊ヲ第三大隊長ノ隷下ニ復歸セシメ第三大隊ヲシテ第二 
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大隊ト交代呉家宅以北ヲ占領セシメ第二大隊ヲ羅店鎭西側附近ニ集結豫備隊タラシム 

第一台地阿方面ハ鋭意攻擊ヲ續行セシモ敵頑強ニシテ進展セス第三大隊ハ逐次敵陣地ヲ蠶食シ揚 

家村西北側ニ進出ス、第一大隊ハ不眠不休攻擊ニ専念セシカ十月六日黎明不意ニ全線同時突擊ヲ 

敢行シ混亂セル敵中ニ突進白兵ヲ振ツテ格鬪シ遂ニ北周宅姚家宅ノ線ヲ一擧ニ領有スルヲ得茲ニ 

全ク豫定線ニ進出スルヲ得タリ敵ハ恰モ朝食準備中ナリシモノノ如ク飯盒炊飯全部ヲ散亂シテ敗 

走セリ敵ノ遺棄死體数百鹵獲兵器彈藥多數ニ上ル 

聯隊ハ七日間不眠不休食フニ飯ナク飲ムニ水ナク而モ縱横ニ走ル「クリーク」ニ行動制限セラレ 

敵巨砲ノ集中火ヲ受ケツゝ力攻遂ニ成リ豫定線ヲ完全ニ占領セリ我カ戰死傷者左ノ如シ 

          戰 死   下士官兵     八名 

          戰 傷   准士官以下   三一名 

十月七日旅團命令ニ基キ第一線守備ニ要スル兵力ヲ以テ現在地ヲ確保セシメ主力ヲ羅店鎭附近ニ 

集結シ續イテ重藤支隊ト守備線ヲ交代シ雨中粛々二十四時徹底ヲ了シ集結地ニ至ル將兵一同繼續 

セル苦艱力鬪ヨリ休宿ニ移リ家屋半壊雨露ヲ凌クニ足ラサルモ尚初メテ喜色アリ、八月二十三日 

以来初メテ夢郷ノ一夜ニ入リタリ然レ共敵ハ全線ニ亘リ晝夜陣地構築中ニシテ砲擊止マス亦敵機 

度ヲ増シ飛來セリ 

九月二十三日以來ノ戰鬪要圖ヲ附ス  

十月九日新ナル方面ニ向フヘキコトヲ承知シ各隊ニ轉進準備ヲナサシム 

十月十日聯隊ハ師團命令ニ基キ南方ニ轉移シ左翼隊左第一線トナリ翌十一日拂暁迄ニ南梅宅西端 

ノ線ニ展開、呉家宅ノ敵ヲ攻擊シ續テ其ノ西南方三神宅附近ノ敵攻擊ヲ企圖シ第一大隊右第一線、 

第二大隊左第一線、第三大隊ヲ豫備隊トシ展開位置後方ニ推進ス數日來ノ豪雨ニ依リ行路泥濘化 

シ各部隊ハ艱苦ヲ嘗メツゝ終夜偵察ヲ續行シ豫定ノ如ク攻擊準備ヲ完了シ得タリ 

十月十一日初メテ天日ヲ仰キ碧空白雲ノ去來スルノ間我飛行機ノ活動ヲ見テ志氣大ニ昂リ聯隊本 

部ハ邵家宅ニ到ル、敵ハ北梅宅南梅宅西側「クリーク」ノ線ヨリ呉家宅迄概ネ三線ニ亘リ陣地ヲ 

構築シアルモノノ如ク聯隊ハ明十二日ノ攻擊ヲ準備ス 

十二日拂暁前ヨリ微雨アリ天候陰鬱友軍機ヲ雲間ニ隠見スル程度ニテ視野良好ナラス七時山砲先 

ツ射擊ヲ開始シ第一線大隊モ亦前夜來逐次第一線ヲ推進セシメアリシヲ以テ八時三十分豫定ノ如 

ク攻擊前進ヲ開始シ敵前概ネ百米内外ニ達シタルモ敵砲火正確熾烈ニシテ前進容易ナラス彈藥ノ 

缺乏ヲ告ケツゝアルノ時師團ヨリ彈藥ノ補充ヲ受ケ大ニ安堵ス然レ共左第十三師團トノ間隙大ニ 

シテ敵ノ一部所在ニ出沒シ之ヲ掃蕩スル必要アリ爲ニ戰況十分發展ヲ見ス 

十月十三日航空冩眞ヲ分配セラレタルヲ以テ直ニ第一線大隊ニ回附セシカ今迄ニ偵察シタル陣地 

ト概ネ一致セルヲ以テ薄暮ヲ利用シ一擧ニ第一線陣地ヲ奪取スヘク配屬砲兵ト恊定シ突擊準備ヲ 

急キ各大隊ハ第一線ニ兵力ヲ増加シ障碍物破壊準備ヲ終リ十六時三十分砲擊最後ノ記號タル煙彈 

ト共ニ突擊ヲ敢行シ一擧ニ「クリーク」ヲ渡河ス、敵ハ煙幕内ニアリテ尚正確ナル射擊ヲ行ヒ兩 

大隊共ニ猛烈ナル十字火ノ裡ニ死傷續出シ突擊効ヲ奏セス拂暁迄突擊ヲ反覆セシモ成功セス涙ヲ 

呑ンテ後圖ヲ策スルノ止ムナキニ至レリ 

夜半第三大隊ノ一部ヲ第二大隊ノ左翼ニ増加シ攻擊ヲ準備ス 

          戰 死   將校以下    二〇名 

          戰 傷   將校以下    三九名 

十月十四日雨大隊ノ態勢變化ナク薄暮攻擊ヲ準備シ砲兵恊力ノ下ニ突擊ヲ決行セシモ死傷徒ニ多 

ク攻擊再ヒ頓挫シ夜半機會ヲ覘ヒタルモ月明皎々晝間ノ如ク恨ヲ呑ミテ止ム、此ノ日第二大隊長 

只友少佐著任シ志氣大ニ昂リ一同期スル處アリ 

          戰 死   准士官以下    六名 

          戰 傷   准士官以下   一五名 

十月十五日稍々冷氣ヲ覺ユ敵ハ依然警戒嚴重ナリ夜間特ニ兵力ヲ前線ニ増加シ晝間後方ニ於テ休 
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憩シアルコトヲ察知ス又鐵條網ハ補修増強怠リナク實施シツゝアリ 

十三日以來ノ攻擊未タ成功セサルニ鑑ミ第一線部隊ノ地形偵察ヲ詳密ナラシムルト共ニ各大隊長 

及砲、工兵隊ヨリ恊定者ノ來隊ヲ求メ旅團命令ニ基キ十六日拂暁ヲ期シテ攻擊ヲ再興スルニ決シ 

日沒後豫備隊タル第三大隊主力ヲ第一線ニ進出セシメ左側ヲ掩護ス、尚師團ヨリ飛行機ノ爆繋ヲ 

實施セラルゝ旨通報アリシニ依リ攻擊計畫ヲ樹立シ砲、工兵ト密接ナル連繋ヲ行ヒ第一線各大隊 

ニ攻擊準備ヲ爲サシム、此日夜半第一大隊ヲシテ陽攻ヲ行ハシメ頗ル効果アリタリ、左隣接第十 

三師團竝右隣接歩兵第四十三聯隊共ニ明拂暁攻擊スル旨通報ニ接ス 

十六日天氣晴朗ナレ共西北ノ風強ク夜來氣温頓ニ低下シ夏服ニテ皆慄フ、六時迄ニ第一線各大隊 

ハ逐次攻擊陣地ヲ推進シテ準備全ク成リ爆擊及集中砲擊ノ効果ヲ待ツ 

七時豫定ノ如ク飛行機飛來シ呉家宅一帶及廣福ニ對シ爆擊ヲ開始ス命中良好ナリ續イテ山砲兵聯 

隊主力集中射擊ヲ開始シタルヲ以テ第一線歩兵ハ突擊發起點タル鐵條網前概ネ七十米ニ近迫機ヲ 

待ツ、第二大隊ハ近迫突擊準備完了ト共ニ工兵破壊筒ヲ携ヘ集中射擊ノ終了ト同時挿入スヘク點 

火シタル瞬間射程ヲ延伸スヘキ筈ノ集中射擊ノ射彈ハ友軍ノ線上ニ落下シ始メタルヲ工兵ハ點火 

セル破壊筒ノ導火索ヲ切斷スル等ノ愁嘆場ヲ演ス第六中隊山脇少尉以下ハ決然鐵條網ヲ越ヘテ突 

擊ヲ決行シ一角ヲ占領シタルモ突擊部隊及工兵分隊ハ共ニ悉ク壯烈ナル戰死ヲ遂ケ第一線部隊モ 

亦須臾ニシテ死傷續出シ竟ニ挫折ス 

第二大隊長ハ直チニ豫備隊ヲ第一線ニ補塡セシモ此ノ時敵ハ既ニ一齊ニ熾烈ナル射擊ヲ開始スル 

ト共ニ手榴彈ヲ亂投シ占據セシ敵陣又敵手ニ歸シ突擊遂ニ成ラス此ノ攻擊ハ突擊直前迄順調ニ實 

施セラレアリテ其ノ成功疑ヒナカリシモ錯誤ノ爲聯隊全正面ニ亘リ攻擊中止ノ已ムナキニ至リ數 

日來艱苦ヲ忍ヒテ努力セシ成果モ九仞ノ功ヲ一簣ニ缺カシメタルコトハ痛恨ニ堪ヘス 

攻擊頓挫セシモ第一線各大隊ハ志氣旺盛飽ク迄成功ヲ期シテ不屈ノ突擊ヲ準備スル處アリ十五日 

十六日ニ於ケル死傷者左ノ如シ 

          戰 死   將校以下    六七名 

          戰 傷   將校以下   一〇一名 

十月十七日黎明第二大隊ハ殘存者ヲ以テ攻擊ヲ實施シ九時突擊ヲ敢行セシモ死傷多ク再ヒ成功セス 

聯隊ハ十九日攻擊ヲ復行センカ爲各大隊長ヨリ意見ヲ具申セシメ爆擊及砲擊等ニ關シ師團長ニ要 

求スル所アリ一日中攻擊準備ニ沒頭ス連日ノ戰鬪ノ爲敵前至近ノ壕内ニ在ル第一線中隊ハ疲勞ト 

給養ノ圓滑ナラサルト非衛生的ナル環境ノ爲病者續出セシモ之ヲ後送スル餘裕ナク病苦ヲ忍ヒテ 

戰鬪ニ從フ其ノ艱苦筆舌ニ竭シ難キモノアリ 

聯隊ハ最後ノ成功ヲ期シ明十九日拂暁ヨリ重點ヲ新宅方面ニ指向シ一擧ニ新宅南北ノ陣地ヲ突破 

スヘク第一線大隊長以下悲壯ナル決意ヲ以テ攻?準備ヲ進ム日沒後敵銃砲火熾烈ニシテ前面ノ敵ハ 

活氣ヲ帶ヒアルト共ニ敵機亦夜毎襲來ス十七、八日ニ於ケル死傷者左ノ如シ 

          戰 死   將校以下    二〇名 

          戰 傷   同       五五名 

十月十九日天氣晴朗ナルモ拂暁前ヨリ靄深ク砲擊ヲ實施シ得ス八時砲擊開始九時飛行機亦爆擊ヲ行 

フ聯隊ハ九時三十分砲兵ノ集中射擊終了ト共ニ一齊ニ攻擊前進ス敵ハ意外ニ頑強ニ防戰シ我主力砲 

兵ノ集中火ノ下ニ於テ尚猛射ヲ繼續ス其ノ側防火ト狙擊下ニ第二大隊ハ突擊ニ移リ先頭部隊續々斃 

ルゝモ屈セス大隊長只友少佐陣頭ニ立チ部下ヲ叱咤督勵シ率先突入セントシテ壯烈ナル戰死ヲ遂ク 

第一大隊モ同時突擊ヲ決行シ第三中隊ハ強行渡河シ敵火ヲ冒シテ敵陣ノ一角ニ突入占領セシカ敵ハ 

必死ニ防戰シ同中隊ハ敵銃砲火ノ集中ニ遭ヒ僅ニ殘員八名トナル頑強ナル敵モ我猛攻ニ支ヘ得ス一 

角崩ルゝヤ附近一帶ノ敵兵退却ヲ開始セルモ我第一線ノ兵力尠ク接踵追擊ヲ決行スルニ至ラス且我 

豫備隊ノ増援セントスル狀態ヲ見タル敵ハ大擧逆襲シ來リ混戰亂鬪トナリ辛シテ一角ヲ固守シ得タ 

呉家宅附近  リ第三大隊ハ第二台地阿ニ連繋シ右中隊ヲ以テ突擊シ敵陣ノ一角ヲ奪取ス然レ共全線ノ敵頑強ニシ

ノ苦戦    テ廣福、新木橋方向ヨリノ側射熾烈ニシテ死傷續出シ攻擊意ノ如ク進展セスシテ午後トナル聯隊ハ 
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此ノ機ニ乗シ一擧ニ當面ノ敵ヲ擊滅スルノ決意ヲ以テ續イテ薄暮攻擊ヲ準備ス十四時四十五分旅團 

命令ニ依リ全般ノ狀況上攻擊ヲ斷念スルノ已ムナキ情況トナリ攻擊成功ノ端緒ヲ得タル現狀ニ於テ 

恨ヲ呑ミテ此ノ攻擊ヲ中止ス 

第一線各大隊ハ薄暮數次ニ亘ル敵逆襲ヲ擊退シツゝ戰死傷者ヲ収容シ夜暗ヲ利用シテ歩兵第二十二 

聯隊ト交代セリ 

羅店鎭附近戰鬪後歩兵第二十二聯隊ト交代今又該部隊ト交代スルヲ遺憾トス 

第二十二聯隊        戰 死   只友少佐以下  四四名 

ト交代           戰 傷   将校以下    四七名 

（戰鬪經過要圖ヲ附ス） 

十月二十日聯隊ハ後圖ノ爲郭家宅前王宅附近ニ集結シ戰死傷者ノ整理ヲ行ヒ數日來艱苦力鬪セシ疲 

勞ノ恢復ニ勉ム 

十月二十六日軍方面ノ戰況著シク進展シ大場鎭方面ノ敵退却ヲ開始シ軍ハ蘇州河ノ線ニ向ヒ前進ヲ 

開始シタルヲ以テ師團ハ第九師團ノ右翼ニ連繋進攻スルニ決シ第一大隊ヲ先頭ニ行軍部署ニ從ヒ零 

時出發ス、途中第九師團第十二師團等ノ砲兵及行李等相混淆シ行進稍々遅滞セシモ十七時除家巷ニ 

前進ス、第九師團ハ攻擊ヲ連行シアリ銃砲聲劇烈ヲ極ム 

此ノ間第九師團ノ一部ト交代セリ 

當時敵ハ羅店鎭西北方地區ヨリ南翔東側ノ線ヲ固守シ其ノ南方蘇州河ニ亘ル線ニハ堅陣連續シ恰モ 

障壁ノ如シ 

十月二十七日動揺セル敵ヲ壓迫攻擊スル爲京滬鐵道線路ニ沿フ地區ニ對シ攻擊ヲ準備ス十時前進ス 

京滬鐵道線路  ヘキ旅團命令アリ十一時攻擊前進ヲ開始ス十三時甘沙子巷ニ前進セシ第三大隊ハ第九師團ノ右翼 

方向ニ前進   ト連絡スルヲ得タリ十五時左翼隊命令ニ基キ更ニ浪江橋方面ニ攻擊前進スルコトトナリ第二大隊 

ハ一時天谷旅團ノ指揮下ニ入リタルヲ以テ第一、第三大隊ヲ以テ轉進ヲ開始セシカ第一大隊ハ敵前 

ニ於ケル移動甚タ困難ニシテ夜暗ヲ利用シテ漸ク洛陽橋ニ轉進第三大隊ハ十七時二十分頭橋ニ轉進 

シテ各々攻擊ヲ準備シツゝ夜ヲ徹ス 

二十八日第一大隊ハ頑強ニ抵抗スル敵ヲ攻擊シツゝ陸家巷ヲ經テ斗門橋ニ前進シ聯隊本部モ亦其ノ 

後方ニ續行林家木橋ニ達ス死傷多出セシモ志氣極メテ旺盛ナリ 

第三大隊ハ敵ヲ驅逐シツゝ十三時陸宅ノ一角ヲ奪取シタルモ「クリーク」前岸ノ部落附近ヨリ猛火 

ヲ浴ヒ小隊長以下多數ヲ失ヒ十五時漸ク之ヲ占領シ敵ノ逆襲ヲ擊退シタルモ郭家宅范家宅方向ヨリ 

スル側射ノ爲前進困難トナリ攻擊進展セスシテ夜ニ入ル、十六時旅團命令ニ依リ第二大隊ヲ復歸セ 

シメラレ後備歩兵第三大隊指揮ニ入リ俄ニ活氣ヲ帶フ 

航空冩眞ニ依レハ南翔以南江橋鎭附近ニ亘ル眞ノ敵陣地ハ數線設備セラレ極メテ堅固ニシテ單ナル 

追擊前進ヲ以テスルヲ得サルヲ察知シ再ヒ攻擊ヲ準備ス夜ニ入リ兩第一線大隊正面共ニ數十回ノ逆 

襲アリタルモ之ヲ擊退ス 

敵ノ死體三百ヲ算ス二十六、二十七、二十八日ニ於ケル戰死傷者左ノ如シ 

         戰 死   將校以下    一七名 

         戰 傷   同       七七名 

十月二十九日七時ヨリ友軍飛行機盛ニ爆擊ヲ行フ聯隊ハ第一線ヲシテ范家宅以北ニ推進スル爲鋭意 

攻擊ヲ續ケタルモ敵頑強ニシテ進展ヲ見ス又後備大隊ノ一部ヲ以テ西沙ヲ占領スル目的ヲ以テ先ツ 

第九師團ト連絡ヲ取ラシメタルモ西沙、劉家巷方面ニハ機關銃ヲ有スル新ナル敵占領シアルヲ知リ 

西沙ハ江橋鎭攻擊ノ據點ナルニ稽ヘ直ニ攻擊セシム 

         戰 死   將校以下     九名 

         戰 傷   下士官兵    二九名 

十月三十日拂暁一齊ニ攻擊ヲ開始シ西沙ノ一部及范家宅ヲ占領ス范家宅ノ敵ハ頑強ニシテ第一中隊 

ハ力戰奮鬪小島准尉以下兵員ノ三分ノ一ヲ失フ聯隊ノ現役小隊長ハ殆ント空シク此ノ日ノ戰鬪ニ於 
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テ戰死傷者五十六名ヲ出シタリ 

三十一日攻擊ヲ續行シ西沙及范家宅西北方部落ヲ占領ス十五時旅團ヨリ軍ノ作戰方針ニ基キ聯隊ハ 

現在ノ線ヲ確保シ軍ノ右側掩護ニ任シ機會ヲ索メテ前進スヘキ命令ニ接シ各隊ニ所要ノ命令ヲ下達 

シ敵情ヲ捜索ス 

十一月一日第一線方面ハ比較的穏ナルモ銃砲彈ノ爲死傷者絶ヘス此日補充員到著シ活氣ヲ呈シタル 

モ一兩日後方ニ於テ教育シ第一線ニ配賦スルコトゝセリ第九師團方面ハ砲聲殷々トシテ斷續ス 

聯隊本部ハ新屋頭ニ前進ス 

二日ヨリ敵ハ上行上附近及江橋鎭一帶ニ於テ活氣ヲ呈シツゝアルヲ知リ我飛行機ノ爆擊及砲擊ヲ行 

フ夜間敵ハ數回ニ亘リ逆襲シ來リタルモ擊退ス又敵ハ迫擊砲及野山砲ノ集中射擊ヲ以テシ死傷者多 

數ヲ出シタリ 

十一月三日明治節數日來ノ雨尚ホ止マス早朝各隊ハ銃砲彈ノ飛來スル裡ニ於テ遙ニ東天ヲ拝シ征戰 

途上皇室竝國家ノ隆昌ヲ祈念シ萬歳ヲ三唱シ將兵一同感激亦其ノ極ニ達シ一層ノ殊死奮勵ヲ誓フ 

附近ノ砲兵ハ十二時ヲ期シ皇禮砲ヲ實彈ニ代ヘ敵陣地ヲ射擊ス第二大隊ヲ以テ石橋ニ前進セシムル 

コトトシ二十二時後備歩兵大隊ト交代陣地ヲ構築ス 

十一月四日第一線及鐵道線路付近竝砲兵陣地近傍一帶ニ亘リ敵ノ砲擊熾ナリ此日第二大隊ニ對シ石 

橋以南蘇州河支流ノ渡河ニ關スル詳細ナル偵察ヲ命シ土嚢ヲ配給シテ攻擊ヲ準備ス補充員到著シ漸 

ク戰力ヲ回復シタルモ中隊長ノ缺員多ク戰力低下シ憂慮スヘキモノアリ 

五日十二時後備歩兵大隊ハ明後七日迄ニ他ニ轉進ヲ命セラルゝ豫定ナル旨旅團ヨリ通報アリ直チニ 

準備ヲ命シタル處十六時ニ到リ師團ハ軍命令ニ基キ有力ナル一部ヲ以テ江橋鎭方面ヲ攻擊シ軍主力 

ノ渡河ヲ容易ナラシムヘキ任務ヲ受ケ後備歩兵大隊ノ轉進ヲ中止スルト共ニ該大隊ト第三大隊ヲ交 

代セシムル爲第三大隊ヲ江橋鎭北方西沙附近ニ、後備歩兵大隊ヲ聯隊ノ最右翼ニ轉移ヲ命ス豪雨ノ 

爲通路氾濫泥濘ト化シ敵彈ヲ蒙リツゝ行動困難ヲ極ム 

六日朝迄ニ豫定ノ如ク展開シ攻擊準備ヲ整フ、十月三十日ヨリ十一月六日迄戰死傷者左ノ如シ 

         戰 死   將校以下    一六名 

         戰 傷   同      一一〇名 

十一月七日風雨烈シク飛行機戰車共ニ使用シ得サルヲ知リ重砲モ亦泥濘ノ爲陣地ニ進入スルニ至ラ 

ス第一線ハ敵情偵察ヲ繼續シツゝ攻擊陣地推進ニ努ム各大隊長ノ意見ヲ聴取研究ノ結果爆擊砲擊及 

戰車ノ有力ナル恊力下ニ依ラサレハ成功極メテ困難ニシテ死傷者ノ多發ヲ慮リ極力火力ノ増大ヲ圖 

ル、第一線各隊ハ更ニ敵情ヲ捜索シ渡河準備ヲ行ヒツゝ益々推進ス、江橋鎭北側及東側ノ戰車壕竝 

「トーチカ」ノ數等稍々具體的ニ判明セリ 

十一月八日十一時三十分ヨリ砲擊爆擊ヲ行フ十七時豫定計畫ノ如ク集中射擊ト共ニ戰車ハ驀進シ敵 

銃眼ニ對シ射擊ヲ行フ此ノ間待機セシ第二大隊先ツ勇躍前進ニ移リ輕渡河材料ヲ以テスル架橋、鐵 

南翔東南方江  條網ノ爆破、突擊路ノ開設、飛行機ノ爆擊ニ引キ續キ戰車ニ蹆随セル第一線中隊ハ期セスシテ突入 

橋鎭東角占領  シ混戰亂鬪ノ結果江橋鎭東端ノ一角ヲ奪ヒ凱歌ヲ擧ク、第二大隊長ハ自ラ此一角ニ身ヲ以テ挺身一 

擧ニ敵陣ノ掃蕩ヲ命シ西端ノ線ニ進出セントセシモ敷設セル地雷ノ爆發及西側一帶ノ掩蓋陣地ヨリ 

ノ敵火ノ爲攻擊意ノ如ク進捗セス敵ト近ク相對シテ夜ニ入ル左第一線中隊ハ煙幕ノ展張ト共ニ江橋 

鎭東南側「クリーク」ニ三條ノ通路ヲ架設シテ強行渡河シ敵ヲ強襲シテ之ヲ占領ス、第三大隊ハ頑 

強ニ抵抗スル敵ニ對シ突入十八時三十分第一線陣地ヲ奪取シテ「クリーク」ノ線ニ進出セシモ「ク 

リーク」南側ニハ障碍物ヲ有スル陣地アリ抵抗頑強ニシテ攻擊頓挫ス敵ハ二十時以降第二大隊ノ占 

領セル陣地奪回ヲ企圖シ四回ニ亘リ猛烈ニ逆襲シ來リ大隊ハ一時苦境ニ陷リタルモ將兵一致恊力克 

ク死鬪ヲ以テ之ヲ擊退ス聯隊ハ全線ニ亘リ終夜銃砲聲劇烈ヲ極ム 

         戰 死   下士官以下    五名 

         戰 傷   將校以下    三六名 

十一月九日第三大隊ノ一部ハ江橋鎭北側ノ敵ニ對シ「クリーク」ヲ強行渡河突入シテ之ヲ占領シタ 
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ルモ隣接セル市街ノ屋内ニ設備セル銃眼ヨリ猛射ヲ受ケ掃蕩中夜ニ入ル尚ホ正面攻擊不利ナルニ稽 

ヘ第二大隊方面ヨリ側方ニ侵入ヲ企圖セシモ敵前ニ於ケル移動困難ニシテ十分ナル成果ヲ得ス第二 

大隊ハ蘇州河支流江岸ニ沿ヒ攻擊前進中ナルモ進捗意ノ如クナラス 

前夜來攻擊續行中ナリシ第二、第三大隊ハ十日拂暁煙幕展張ト共ニ敢然家屋櫛此ノ間ニアル敵陣地 

ニ突入一擧ニ市街中央ヲ流ルゝ大「クリーク」以北ノ敵ヲ掃蕩シ八時四十分江橋鎭西端ノ線ニ進出 

ス聯隊本部ハ此ノ捷報ヲ得テ第一線ニ蹆随シテ江橋鎭西端ニ進出ス然ルニ敵ハ更ニ江橋鎭西方ニ準 

備セル陣地竝ニ刘家坆ニ據リ抵抗シ攻擊ノ迅速ナル進展ヲ見ス第二大隊ハ猛火ヲ意トセス顧家宅ニ 

突入占領第三大隊モ亦煙幕下ニ刘家坆ニ突入之ヲ占領シ夜ニ入ル、第一大隊ハ再三突擊ヲ敢行セシ 

モ障碍物前ニ於テ頓挫シ成ラス、此ノ夜旅團ノ南翔ニ向フ追擊命令ニ接シ直ニ所要ノ準備ニ着手ス 

江橋鎭ノ戰鬪ハ歩戰砲、工、航各兵種ノ恊同連繋良好ニシテ戰車ニ蹆随スル突入及戰果ノ擴張、至 

難ナル敵前架橋作業ノ成功及間髪ヲ入レサル強行渡河突入等勇敢ナル行動ハ以テ此ノ成功ヲ齎シ得 

タルモノト認ム 

敵ノ陣地ハ其ノ編成強度豫想以上ニ堅固ナルニ一驚ヲ喫セリ敵ニ與ヘタル損害モ亦大ニシテ死體七 

百ヲ下ラス又敵ノ團長戰死シアルヲ發見ス之レ團長自ラ戰鬪指導督戰シアリシモノニシテ江橋鎭一 

帶ノ陣地ヲ如何ニ重視シ固守シアリシヤヲ知リ得ル所以ナリ九月十日ニ於ケル戰死傷者左ノ如シ 

         戰 死   下士官兵    一六名 

         戰 傷   將校以下    四九名 

十一月十一日第一大隊ハ拂暁一齊ニ攻擊「クリーク」ヲ渡河シ突角陣地ヲ占領更ニ第一線陣地ヲ突 

南翔ニ向テ追擊 破シ張家宅、許家宅西端ノ線ニ進出ス第二、第三大隊ハ敗敵ヲ追躡シ逐次抵抗スル敵ヲ攻擊シツゝ 

前進ス敵ハ南翔方向ニ退却セシモ各村落ニハ悉ク既設陣地アリテ抵抗シ榴散彈熾ニ頭上ニ炸裂ス第 

一大隊ハ磚橋頭ヲ第三大隊ハ丁家港ヲ、第二大隊ハ李家宅ヲ各々奪取シ日沒トナル聯隊ハ夜間追擊 

ヲ企圖シ第一大隊先ツ翟家宅及其東北方四百米二軒家附近ニ突入シ之ヲ占領更ニ唐家宅附近ニ對シ 

夜襲ス 

（戰鬪經過要圖ヲ附ス） 

十一月十二日一時三十分各大隊ハ一齊ニ前進ヲ開始シ漆黒ニシテ敵情判明セス而モ道路 

極メテ不良ナリシモ逐次捜索シツゝ抵抗スル敵ヲ擊破シ勇敢ニ前進ス南翔ニ至ル間各所ニ多数ノ地 

雷埋設シアリテ危險極リナク多少損害ヲ受ケタルモ敢然鐵道線路ヲ越ヘテ五時三十分突入市街中央 

ニ國旗ヲ掲ケ凱歌ヲ擧ケタリ十三時三十分師團命令ニ依リ聯隊ハ師團主力縱隊前衛トナル 

南翔占領    十六時第二大隊ヲ前兵トナシ南翔出發 鐵道線路ニ沿ヒ外崗鎭ニ向ヒ前進ヲ開始ス雨益々烈シク道 

大倉ニ向テ追擊 路忽チ泥濘トナリ特ニ北揚村附近ヨリ道路愈々不良ニシテ田畑、水壕ノ別ナキ迄ニ泥沼ト化シ難行ス 

十三日四時万泰鎭ニ達シ附近ノ殘敵ヲ掃蕩ス、十一、十二日ノ戰死傷者左ノ如シ 

             戰 死   准士官以下    八名 

         戰 傷   同       二二名 

十三日十四時部隊ノ先頭ヲ以テ沙岡鎭ニ達シタルモ該地附近ハ殘敵潛入尠カラス掃蕩ニ着手ス 

此ニ於テ旅團長指揮下ニ復歸シ追擊隊トシテ直路大倉ニ向ヒ前進中張家閣附近ニ敵陣地ヲ占領シア 

ルヲ知リ第二大隊ヲ以テ之ヲ攻擊シ續イテ急追ス葛隆鎭附近ノ敵ハ早クモ退却ヲ開始セルヲ知リ聯 

隊ハ軍旗ヲ先頭ニ前進ス然ルニ敵ハ南碼頭橋梁ヲ爆破シ約四百ヲ以テ河岸ヲ占領シテ頑強ニ抵抗シ 

前進頓挫セントシタルヲ以テ第一大隊ヲ右側ニ進出セシメ砲兵ノ恊力ヲ得テ十四日二時三十分先頭 

タル第二大隊先ツ突入占領ス、當時第一大隊ハ橋梁ナク渡河不能トナリ引返ササルヘカサル狀態ト 

ナリタリ 

第二大隊ハ更ニ勇躍追擊シテ大倉城壁ニ迫リ執拗ニ抵抗スル敗敵ヲ猛攻シテ四時五十分先頭ハ敢然 

城門ヲ排シテ之ヲ占領セリ聯隊ハ十一日以來眞ニ不眠不休悪路悪天候ヲ征服シテ連續追擊シ南翔ニ 

先登シ更ニ大倉ニ先驅ス城壁高ク飜ル國旗ヲ見テ將兵悉ク涙アリ軍旗一層ノ光彩ヲ放ツ 

大倉占領          戰 死   下士官兵     四名 
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         戰 傷   准士官以下    八名 

旅團命令ニ基キ十四時西碼頭附近ニ集結ス本追擊間各所ニ遺棄セル敵死體ハ七百ヲ算ス又遺留セル 

武器彈丸ハ無數ニシテ敵ノ狼狽振ハ大ナルヘク各所ノ橋梁ハ一トシテ焼却準備セサルモノナキニモ 

拘ハラス石油ヲ撒布シタル儘點火シ得スシテ放置シアリ我カ間髪ヲ入レサル急追ニ依ルモノナルヘ 

シ、十一月十五日師團本隊ノ行軍序列ニ入リ前方ニ砲聲ヲ聞キツゝ十九時支塘鎭南側村落ニ入リ該 

地ニ露營ス 

十六日前進命令ナク將兵ノ疲勞稍ゝ恢復ス 

支塘鎭ニ露營 十七日支塘鎭ニ入リ警戒竝宿營地内秩序維持ニ關スル部署ヲナシ各隊ハ人馬ノ給養及諸整理ヲ行ヒ 

前進ヲ準備ス久方振リニテ銃砲聲ヲ耳ニセス物不足ノ感アルモ將兵一同稍々落付ヲ見セタリ 

十一月二十一日師團ハ陸路常熱ー蘇州ー無錫道ヲ無錫ニ向ヒ追擊スルノ命ヲ受ケ十三時三十分聯隊 

無錫ニ向ヒ追擊 ハ師團本隊トシテ支塘鎭出發雨後泥濘ノ路ヲ車馬ト入亂レツゝ前進中古里村東方橋梁焼失ノ爲前

進不能トナリ夜ニ入ル加之寒氣強ク南湖ニ宿營ス焼ケ殘リタル家屋ニ軍旗ヲ安置シ將兵ハ僅ニ雨ヲ

凌キツゝ露營ス 

二十二日夜來ノ雨晴レ聯隊ハ十時本隊ノ先頭ニ在リテ前進ス常熟西方ノ山ヲ重見シ上陸以來初メテ 

故山ヲ懐シム十七時三十分呉塔市ニ達シ宿營セリ 

二十三日依然本隊ノ先頭ニアリテ前進蘇州ヲ經テ鐵路ニ沿ヒ前進シ十六時朱家灣ニ達シ露營ス 

二十四日再ヒ鐵路ヲ北進望亭ニ達シ爾後ノ前進ヲ準備シツゝ露營ス連日ノ行軍ニテ部隊ハ相當疲勞 

シアリ、然レ共志氣旺盛ナリ馬匹ノ斃ルゝモノ多シ此ノ日歩兵第四十三聯隊ハ石家上及東亭鎭附近 

（無錫東方）ニ於テ敵ノ抵抗ヲ受ケ相當ノ損害ヲ受ケタルモ強行之ヲ突破セルヲ知ル 

二十五日師團命令ニ依リ即時出發鐵路ヲ石家上ニ至ル西北方ニ當リ銃砲聲熾烈ナルヲ聞ク此ノ日聯 

隊ハ追擊隊トナル豫定ナリシモ天谷旅團ト交代シ歩兵第十二聯隊ヲ以テ追擊セシメラレ亦村落露營 

トナリ石家上附近ノ土民ハ我ニ好意ヲ有シ宿營ノ爲好都合ナリキ 

無錫ニ入城     十一月二十七日九時石家上出發十二時無錫ニ入城城内掃蕩ノ後配宿セリ、無錫城内ハ一般ニ建物堅 

固ニシテ豪壯且ツ各家屋毎ニ掩蔽部ノ設備アリ 

二十八日ヨリ攻ヲ準備シツゝ戰死傷者ノ整理ヲナス 

聖旨傳達       十一月三十日畏クモ侍從武官ヲ御差遣遊ハサレ師團ノ御實視ト共ニ 聖旨傳達式アリ准士官以上及 

下士官兵各階級ノ代表者一名参列ス、一同 聖慮廣大無邊ナルニ感激ス 

十二月五日聯隊數次ノ勇敢ナル戰鬪ニ對シ軍司令官松井大將ヨリ感狀ヲ授與セラレ記念式典ヲ擧行ス 

               感  狀  （冩） 

感狀ヲ授與セラル                 歩兵第四十四聯隊 

第十一師團ハ八月二十三日拂暁揚子江岸川沙鎭附近ニ壯烈ナル敵前上陸ヲ敢行シ速カニ戰略上ノ要 

點タル羅店鎭ノ奪取ヲ企圖セリ歩兵第四十四聯隊ハ歩兵第二十二旅團長ノ終始適切ナル指揮ノ下ニ 

師團ノ羅店鎭攻略作戰ニ從ヒ酷烈ナル炎暑ト補給ノ困難トヲ排除シ途中屡々優勢ナル敵ノ重圍ニ陷 

リシモ常ニ神速果敢ナル攻撃ヲ以テ之ヲ壓倒擊破シ任務ノ命スルトコロニ從ヒ一意羅店鎭ニ向ヒ邁 

進シ以テ師團ノ同地占領ノ根基ヲ確立シ軍將來ノ作戰ヲ容易ナラシメタリ 

爾後師團ノ羅店鎭西方ニ向ツテスル作戰ニ方リテハ地形ノ障碍ト堅固ナル工事トニ依リ頑強執拗ニ 

抵抗スル優勢ナル敵ニ對シ多大ノ損害ニ屈スルコトナク諸兵種ト恊同シ悪戰苦鬪十數日鬪志愈々旺 

盛ニシテ一意任務ニ邁進シ軍旗ノ向フトコロ堅壘破ラサルナク常ニ第一線ノ中核トナリ戰勝獲得ノ 

樞軸ヲナセリ 

以上聯隊ノ行動ハ克ク軍旗ヲ核心トスル鞏固ナル將兵一體ノ團結ト旺盛ナル攻擊精神ノ發露ニシテ 

勇猛果敢且任務ノ達成ニ忠實ナルヲ以テ全軍ノ模範トスルニ足ル 

仍テ茲ニ感狀ヲ授與ス 

                 上海派遣軍司令官陸軍大将 正三位 勲一等 功四級 松井 石根 

隊長和知大佐ノ訓示左ノ如シ 
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聯隊ハ八月二十三日揚子江河岸川沙鎭ニ敵前上陸以來幾多ノ艱難辛苦ヲ重ネ敵ヲ突破シ奮鬪邁進シ 

來リタルヲ以テ今日名譽アル感狀ヲ軍司令官ヨリ授與サレタリ之實ニ諸士カ凡有困難ヲ打破シ軍旗 

ヲ中心ト聯隊長ヲ親トシ鞏固ナル團結ヲ以テ與ヘラレタル任務ニ忠實ニ勇進シ生死ヲ超越シテ奮鬪 

セル賜モノニ外ナラス此ノ名譽ヲ荷ヒ感慨無量ナルモノアリ只其ノ任務ニ忠實ニ邁進シ決死奮鬪セ 

ル戰死者カ此處ニ此ノ喜ヒヲ頒ツ事ヲ得サルハ殘念ニ堪ヘサルモ彼等英霊モ此所ニ髣髴トシテ來リ 

喜ヒ居ルナラン扨此ノ名譽ヲ受ケタルト共ニ愈々責任ノ重大トナリタルヲ痛感スル吾等ハ此ノ名譽 

ニ反セサル如ク愈々團結ヲ鞏固ニシテ任務ニ最モ忠實ニ邁進シ責任ヲ全ウセサルヘカラス 

十二月六日寒氣加ハルモ將兵一同疲勞漸ク回復シ志氣旺盛ナリ師團長ノ閲兵式アリ、十五時師團ハ 

上海北側附近ニ兵力ヲ集結シ爾後ノ作戰ヲ準備スルノ命令ニ接ス 

上海ニ集結     十二月八日七時三十分聯隊ハ無錫出發無錫ー蘇州ー崑山ー南翔ー上海道ヲ徒歩行軍ニ依リ泊ヲ重ネ 

十二月十二日上海ニ到著ス此日通過スル南翔、江橋鎭附近ニ於ケル既往ノ戰跡ヲ回顧シ感慨無量ナ 

ルモノアリ 

部隊上海ニ入ルヤ在留邦人熱狂シテ歡迎ス其ノ感激ハ戰争中ノ軍人ニシテ初メテ味ヒ得ルモノタリ 

台灣軍司令官ノ 十二月十四日南支作戰ノ爲臺灣軍司令官ノ隷下ニ入リ出發ノ爲呉淞ニ集結 

隷下ニ入リ呉淞 十五日軍旗ハ東京丸ニ乗船シ各隊ハ數隻ノ運送船ニ分乗ス 

ニ集結          

呉淞出發       十七日呉淞出帆將兵ノ志氣旺盛、作戰ヲ準備シツゝ航海ヲ續ク 

二十日十時三十分臺灣高雄州枋寮沖ニ威風堂々假泊ス 

此日高千穂丸ニ各團隊長集合セシメラレ作戰ニ關スル重大ナ訓示及打合ヲ實施セラル 

次テ各隊ハ上陸戰鬪ノ錬成ヲ要求セラル、補充員吉本大尉外二十二名到著シ部隊ノ志氣昂揚ス 

臺灣上陸      十二月二十五日軍ハ潮州附近ニ上陸待機スルニ決シ師團命令ニ基キ聯隊ハ枋寮ニ上陸シ林邊街付近 

ニ集結待機ス 

潮州街付近ニ集結 十二月三十一日更ニ潮州街附近ニ轉移ス 

 

昭和十三年     昭和十三年一月一日ノ新年ヲ異境ニ迎ヘ出師以來ノ戰歴ヲ偲ツゝ聖壽無窮ヲ壽ク 

慰霊祭         一月十日十時ヨリ今時事變ノ聯隊戰病沒者ノ慰霊祭ヲ潮州神社前ニ於テ擧行ス式典ハ最モ嚴肅ニ行 

ハラ聯隊長ノ祭文朗讀ニ移ルヤ其言ゝ句々聲涙共ニ下リ肅然タル將兵ノ心肝ニ徹スルモノアリ地方 

參列者亦嗚咽ノ聲久シク英霊滿悦瞑目ノ態ヲ拝想セラル 

臺灣上陸待機間次期作戰ノ爲ノ訓練、死沒者ノ手續及功績事務整理ニ着手ス 

一月三十日軍參謀長秦少將（元當聯隊長）宿營地ノ巡視アリ再會ヲ喜ヘリ 

復員下令    二月二十六日復員下令 

聯隊長更迭  聯隊長歩兵大佐和知鷹二三月一日附臺灣軍司令部附兼大本營附トナリ三月十一日潮州出發赴任セラル 

赫々タル武勲ニ輝ク隊長ヲ見送リテ將兵一同唯感慨無量ナリ 

聯隊長著任   三月十四日新聯隊長歩兵大佐河田槌太郎著任セラレ聯隊ノ志氣更ニ揚ル 

三月十六日聯隊ハ次期作戰準備ノ爲一時内地ニ歸還ヲ命セラル 

聯隊ハ三月十九、二十日ノ兩日ニ亘リ潮州附近駐留地出發高雄港ニ於テ乗船（聯隊本部ハ十九日能 

高雄港出發   代丸ニ搭乗）シ同日出帆歸還ノ途ニ就キ二十三日拂暁豊後水道ヲ過キテ瀬戸内海ニ入ル風光明媚、 

光輝ヲ擔ヒ父祖ニ見ユル歡喜絶頂ノ凱旋ノ將士モ江南ノ亡キ戰友ニ思ヲ馳スルニカ船上聲ナク肅然タリ 

             兵 馬 歸 休 度 海 山 

             片 帆 東 指 四 州 灣 

             景 光 随 所 今 猶 昨 

             聖 戰 秋 冬 幾 士 還  

坂出港上陸   三月二十三日能代丸坂出港外ニ歸着シ二十五日迄ニ逐次順ヲ追フテ榮光滿載ノ運送船入港シ坂出 

港頭ヲ壓ス 
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二十五日朝第一船團將兵ハ軍旗ヲ奉シ多数官民ノ歡迎裡ニ堂々上陸ス 

聯隊ハ二十六、二十七日ニ亘リ鐵道輸送ニ依リ屯營歸還ノ途ニ就キ先頭部隊ハ軍旗ト共ニ二十六日 

七時五十分高知驛ニ歸着ス 

征戰半歳死線ヲ超越セル戰士ヲ迎フル父母妻子兄弟ノ會見ハ感激ニ滿ツ「・・・・我等ノ歸還ハ凱 

旋ニアラス、彈藥ヲ取リニ歸ツタノテアル軍服ノ綻ヲ繕ヒニ歸ツタノテアル・・・・」ノ聯隊長ノ 

挨拶ニ驛頭ヲ埋ムル官民朝野ノ群衆感激嗚咽ス、聯隊旗ヲ先頭ニ行進ヲ開始スレハ市民熱狂シ人垣、 

旗旌沿道ニ揺曳シテ軍民一心歡喜感激ハ正ニ絶頂ト見エタリ 

屯營歸着    二十六日十時四十分屯營ニ歸着、補充隊將兵ノ歡迎ヲ受ク茲ニ聯隊長ハ野戰、留守兩隊ニ對シ一場 

ノ訓示ヲナシ聖壽萬歳ノ劇的記録ヲ止ム 

二十七日午後ヲ以テ聯隊ノ歸還輸送ヲ完了ス 

四月六日應召將校以下大部ノ召集ヲ解除シ茲ニ干戈鞘ニ収マリ兵馬常態ニ歸ス 

 

七、北満出兵と国境警備  

 

九月二十五日 

編成第一日滿洲派遣歩兵第四十四聯隊及同留守隊ノ編成ニ着手 

十月二日 

編成完結      編成完結 

十月八日 

屯營出發    一時五十分皎々タル月光ヲ浴ヒテ第一次輸送部隊屯營出發 

聯隊長河田大佐以下海南ノ健児聖戰下ニ邊境守備ノ大任ヲ拝シ光輝燦然タル 

軍旗ヲ奉シ勇躍出發ス 

衛戍地及沿道縣民ノ歡送熱烈ヲ極ム征ク者皆秩序整然トシテ無言ノ裡ニ答ヘ堅ク生還ヲ期セサルコ 

トヲ誓ヘリ 

第一次輸送部隊ハ九時九分坂出驛ニ到著 

第二次輸送部隊以下發着時間次ノ如シ 

          第二次 五時三十分   朝倉發   十一時三十五分  坂出着 

      第三次 九時五十二分  朝倉發   十六時三十分   坂出着 

      第四次 十二時二分   朝倉發   十八時三十分   坂出着 

     第五次 十八時二十二分 朝倉發   二十一時五十分  坂出着 

第一次輸送部隊以下聯隊（第三大隊欠）ハ八日坂出町ニ於テ舎營ス 

十月九日 

坂出港出帆     第一次船舶輸送部隊ハ十六時御用船「ぶりすべん丸」ニ乗船完了シ十六時三十分解纜熱誠溢ルゝ銃 

後國民ノ歡送裏ニ故國ヲ後ニ出發ス第六次第七次輸送部隊相續イテ屯營ヲ出發シ坂出町ニ舎營ス 

第七次輸送隊ヲ殿リトシテ聯隊全員懐シノ屯營ヲ離レ兵營ヲ留守隊竹内部隊ニ申送リ完了ス 

十月十日 

第二次船舶予想部隊乗船出帆ス 

第一次船舶輸送部隊釜山入港船内ニ宿泊ス 

十月十一日 

釜山上陸       六時ヨリ第一次船舶輸送部隊揚陸ヲ開始シ午前中ニ馬匹材料全部ヲ揚陸完了シ釜山府ニテ舎營ス 

滿鮮鐵道ニ於ケル輸送區分左ノ如シ 

       十二日 第一次列車 44i（Ⅲ7.MG／Ⅱ 荷物、缺） 

               第二次列車  7／44i  本部及Ⅰ、Ⅱノ荷物 

               第三次列車  Ⅲ／44i Ⅱノ荷物、iA irL ノ荷物 
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       十三日  第四次列車 Ⅲ／44i 

第二次船舶輸送部隊釜山入港船内ニ宿泊ス 

十月十二日 

第一乃至第三次鐵道輸送部隊釜山驛出發鐵路平安、内鮮人ノ盛大ナル歡送裏ニ北上ス 

第二次船舶輸送部隊揚陸完了シ釜山府ニテ舎營ス 

十月十三日 

釜山出發       第四次鐵道輸送部隊豫定ノ如ク出發北上ス 

十月十四日 

奉天到着       第一次鐵道輸送部隊奉天郊外舊東北大學跡ニ到著兵舎ニ入ル 

關東軍司令官   部隊ハ滿洲國領ニ入ルト共ニ關東軍司令官ノ隷下ニ入ル 

ノ隷下ニ入ル  十月十五日 

早朝第二、第三次鐵道輸送部隊來著 深更第四次鐵道輸送部隊來著シ聯隊ハ集結ヲ完了 

十月二十八日 

師團長移駐後ノ初度巡視並随時檢閲ヲ實施サル 

十一月二十一日 

第三補充兵教育隊ヨリ滿洲駄馬二〇頭ヲ受領ス 

十一月二十二日 

第三軍司令官   師團ハ第三軍司令官（陸軍中將多田駿）ノ隷下ニ入ル十二月上旬移駐ノ豫定 

ノ隷下ニ入ル   十一月二十九日 

密山縣ニ移駐ニ關スル師團命令ヲ受領ス 

十二月一日 

牡丹江省密山縣新密山ニ移駐ノ爲第一次先發員増田中佐以下將校三名出發ス 

十二月二日 

第二次先發員將校以下約三百三十名移駐地新密山ニ出發 

十二月十一日 

移駐地ニ向ヒ  第一次輸送部隊第三大隊移駐地ニ向ヒ進發ス 

奉天出發    十二月十二日 

十時五十分第二次輸送部隊タル聯隊主力（聯隊本部、第一大隊、歩兵砲隊、通信隊）軍旗ヲ奉シ、 

滅私奉公ノ決意彌々堅ク志氣燃ユルカ如ク次期作戰ノ國軍主決戰正面タル東滿國境ニ向ヒ勇躍進發ス 

十六時四十分第三次輸送部隊（第二大隊）出發ス 

十二月十三日 

第四次輸送部隊（荷物及所要人員）出發暫駐セシ奉天舊東北大學跡兵舎ヲ全ク去ル 

第一機關銃隊歩兵上等兵近藤政行奉天陸軍病院ニテ病死ス 

十二月十四日 

新密山到著     第一次輸送部隊九時五十分密山驛ニ到著シ夕刻古志部隊（歩兵第八聯隊）ト交代完了シ第九中隊ハ 

舊密山ニ分駐ス 

十二月十五日 

六時三十分第二次輸送部隊タル聯隊主力密山驛ニ到著ス 

軍旗ハ今嚴然トシテ國境ノ一角ニ記念スヘキ第一歩ヲ印シ光輝燦然ト朝陽ニ映シ威風堂々兵營ニ入ル 

寒威凛烈骨髄ニ徹スルヲ覺ユルモ將兵一同彌々志氣旺盛ナリ 

八時第三次輸送部隊密山驛ニ到著兵營ニ入ル 

十二月十六日 

第四次輸送部隊到著シ茲ニ聯隊移駐ヲ完了シ國境ノ要線ニ一大威力ヲ加フ 
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昭和十四年   十二月九日ー十一日 

虎林移駐       左記輸送區分ニ依リ虎林ニ移駐ス 

移駐完了ニ先チ應急派兵態勢ヲ執ル場合ヲ顧慮シ周到ナル計畫ノ下ニ輸送ヲ實施シ十一日ヲ以テ輸 

送ヲ完了待望ノ虎林新兵舎ニ集結ヲ終ル 

 

八、本土防衛と敗戦、聯隊の解散 

 

昭和二十年   四月一日 

師團ハ皇土防衛ノ第一線ニ立ツベキ命下リ初年兵ニ對スル對戰車肉攻、實彈射?等ノ必須課目ノ教育、 

出動準備ニ徹宵ノ努力ヲ續ケ意氣軒昂タリ 

自四月二日至四月十五日 

部隊ハ左ノ如ク逐次出發シ高知平地ニ向フ 

          二日  第二大隊 

          三日  第三大隊 

          四日  聯隊本部、歩兵砲大隊、通信中隊 

          十四日 第一大隊 

四月十日 釜山着 

四月十二日 積込開始、軍紀嚴正積込乗船ニ関シ最高記録ヲ樹立ス 

四月十三日 早朝釜山出發 

四月十四日 西舞鶴着 

輸送宿營間ニ於ケル部隊將兵ノ行動ハ軍紀嚴正眞ニ皇軍ノ眞姿ヲ顯現シ國民ニ大イナル信頼感ヲ與フ 

四月十五日 早朝西舞鶴発 

帰県      四月十六日夕 高知着 

約十日間主力ヲ城東中學、高知高校、一部ヲ伊野町ニ分散宿營シ訓練ニ精進ス 

四月二十七日 吾南地區ニ前進ス 

五月一日 後發第一大隊弘岡着、茲ニ聯隊全將兵郷土ニ集ヒ敵?滅ヲ期ス 

五月一日以降 

部隊長自ラ駒ヲ陣頭ニ進メ連日細部ノ陣地偵察ヲ行フ此間敵機ノ來襲少シ 

五月十五日 

各隊一齊ニ皇土必勝築城作業ヲ開始ス 

部隊長作業上ノ心得左ノ如シ 

        一、魂ヲ打込ム陣地ニ血ハ通フ 

        二、一木一草陣地ヲ守ル拝ム心デ之ヲ育テヨ 

        三、一瞬ノ休ム暇ナク火花ヲ散セ作業頭 

        四、不手際ヤ堀土ノ不始末敵ヲ利ス 

        五、資材ヲ生シ手入セヨ器具 

梅雨陰慘ヲ極メ連日ノ降雨ニ將兵ノ勞苦言語ニ絶ス、サレド南冥ノ偉烈ヲ偲ビ沖縄ノ奮戰ニ興起シ 

晝夜兼行一日ノ休ミナク全山深夜十字鍬ノ音絶ユルナシ 

六月一日 

各隊現地路營主義ニ徹シ逐次陣地附近ニ分散宿營、晝夜兼行作業ヲ續行ス此頃漸ク敵ノ來襲機数日 

ト共ニ増加スト雖モ偽裝秘匿ニ徹底シ未ダ一兵一物ノ損害ナシ 

六月四日 

深夜Ｂ29 高知地區ニ來襲執拗ニ高知市街地ヲ焼爆ス損害意外ニ大ナリ部隊被害皆無 

自六月二十九日、至七月一日 
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第一次初年兵第一期本業基本教育檢閲ヲ實施ス皇土決戰ニ鑑ミ不滅ノ戰訓ヲ樹立スベク訓練ハ一擊 

必滅ノ肉攻、一發必中ノ射擊、一突必殺ノ突擊ニ徹底シ皇土決戰必勝ノ自信満々トシテ眉宇ニ漲リ 

鬪魂烈タリ各隊陣地附近ニ實物大ノＭ４模型戰車ヲ設置シ日夜零細ナル時間ヲ利用シ隊長以下全 

員特攻、肉攻必成訓練ヲ實施ス 

敗戦     八月十五日 

此處ニ築城配備ノ態勢全ク整ヒ俟ツアルヲ恃ミ敵來ルヲ樂シムノ境地ニ到達ス 

（一）八月十五日 陛下御自ラ御放送遊バサルゝ由承リ此ノ未曾有ノ御行事ニ對シ將兵衷心ヨリ感 

激益々勇奮健鬪ヲ期シ教育、訓練、築城作業ヲ中止シ正午謹ミテ拝承ス 

（二）嗚呼、天ナル哉四國共同宣言受諾ノ大命下ル將兵肅然トシテ聲ナシ未ダ鬪魂尚烈々タルモノ 

アルヲ 

八月十六日 

（一）然レ共未ダ停戰ニ關スル命令ナキヲ以テ聯隊ハ変ニ應ジ斷乎敵擊滅ノ準備ヲ整ヘアリシ處、本 

日敵艦船土佐沖ニ侵入セリトノ報ニ接シ勇躍敵?滅ノ配備ニ就ク、將兵ノ志氣既ニ敵ヲ壓ス 

（二）警急戰備下令 

益々警戒ヲ嚴ニシ邀擊態勢ノ完璧ヲ期シ將兵一同驕敵ヲ太平洋ニ殲滅スベク満ヲ持ス 

八月十七日 

米、英、蘇、支ト媾和ニ關スル勅語ヲ賜フ 

八月十八日 

（一）遂ニ停戰ノ大命下ル 聯隊ハ萬斛ノ涙ヲ呑ミ、忍ビ難キヲ忍ビテ即時戰時行動ヲ停止シ直チ 

ニ利敵物件ノ處置ニ着手ス 

軍旗奉焼   （二）聯隊ハ歴戰ノ武勲ト傳統トニ輝ク軍旗ヲ奉還スル心持ヲ以テ萬斛ノ涙ヲ呑ンデ奉焼ス高森山 

東方一二〇高地、此ノ日天氣晴朗遙カニ東方ヲ拝シ七生報國ヲ誓ヒ神州ノ不滅ヲ信ジ軍旗ニ訣別ス 

一四〇〇師團長侍立ノ下謹ミテ奉焼ス 

八月十九日 

（一）御紋章ハ〇七三〇吾川郡上ノ村聯隊砲陣地附近洞窟内ニ於テ奉爆ス 

（二）當時ニ於ケル聯隊編成別紙ノ如シ 

八月二十五日 

復員ニ關スル勅語ヲ賜フ 

九月三日 

大命ニヨリ聯隊ハ復員ヲ命ゼラル 

九月十日 

仁淀川大橋南側ニ於テ復員式ヲ擧行シ復員完結ス 
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「満州事変」と 731 部隊―そこに高知の兵士が多数いた― 

                                            

岡村啓佐（平和資料館草の家副館長） 

 

皆さん、こんにちは。ご紹介いただいた岡村と言います。歴史研究家の公文さんのお話しの

後で、私が雑ぱくな話をさせてもらうことお許しください。 

タイトルにありますように「「満州事変」と 731 部隊」ということで、そこに高知の兵士が

たくさんいたということでお話しをさせていただきます。実はこの 731 部隊というのは戦後、

戦犯免責をされ、日本の戦後社会に重大な影響をおよびしていることから、その辺りも後半で

ご紹介をさせていただこうかと思っています。 

 

満州事変の企て 

公文さんのお話をお聞きしまして、改めて私も満州事変を理解するには、明治の初めから、

特に日清戦争、日露戦争の歴史から満州事変を捉えることが非常に重要だと改めて勉強させて

もらいました。 

柳条湖事件ですが、1931 年 9 月 18 日に関東軍が柳条湖で小さな爆破を起こし、これを発端

にして満州を支配していくわけです。この柳条湖事件を企てた人物は誰なのかというと、資料

で紹介しています石原完爾という関東軍の作戦参謀です。石原は張作霖の殺虐の失敗から学ん

で次はどのように仕掛けるかを考えた人物です。 

同時に作戦に加わったもう一人の重要な人物がいます。それは板垣征四郎という関東軍高級

参謀です。余談ですが、小澤征爾さんという方がいます。有名な音楽家です。彼のお父さんが

満州で歯医者さんをやっていて、石原完爾と板垣征四郎を大変崇拝していたそうで、板垣征四

郎の「征」と石原完爾の「爾」を取って、小澤征爾と付けたそうです。小澤さんはそういう時

代に生まれた方だというご紹介です。 

 

平頂山事件 

1932 年に、柳条湖の爆破事件後の翌年に満洲国が建国されます。中国国内では当然の如く抗

日組織が無数につくられ抵抗運動が大きな高まりを見せることになります。 

柳条湖事件から 1 年後「遼寧民衆自衛軍」という抗日組織が撫順の炭鉱を銃撃する事件が勃

発します。中国の人々にとっては、日本が侵略者であったわけですが、日本軍は抗日組織に南

満州鉄道が経営する撫順炭鉱が攻撃をされ日本人側に死傷者が出たことを理由に、反撃という

形で３千名を超える中国人を無差別に虐殺するという平頂山事件が起きました。 

皆さんのお手元に「戦争と平和を考える資料展」のチラシをお配りしています。草の家が 7

月 2 日から、高知市の自由民権記念館で開催しています。今年が満州事変から 90 年というこ

とで、平頂山事件を含めて詳しい資料を展示していますので、ぜひ足を運んでいただけたらと

思います。 

 

石井四郎と板垣征四郎 

柳条湖事件の 1 年前に石井四郎（帝国大学医学部出身）が留学先から帰国し、当時毒ガスと
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生物兵器の使用を禁止していたジュネー

ブ条約を逆手に、生物兵器の効果の有用

性と、その研究をすすめる事を軍の上層

部に促し、生物兵器を開発することを主

張し軍医の地位を高めながら、軍事医学

研究機関のネットワークに着手すること

になります。 

関東軍が満州事変で中国東北部を支配

下に治めたことで、石井はここで細菌戦

の準備の構想を練ることになります。そ

して、1932 年には東京の陸軍軍医学校に

防疫研究室を設立します。 

1933 年にはハルピン南東の背陰河
ベイインホー

という所に秘密部

隊「東郷部隊」を設け、そこで細菌兵器の開発のための

生体実験を始めることになります。しかし秘密裏に人体

実験を行う施設としては限界があるということで背陰

河を放棄し、ハルピンの南東にある平房という所に、住

民を強制退去させ、牢獄と生物兵器生産施設を備えた大

規模な研究施設群の建設を計画します。 

1936年 4月 23日付で板垣征四郎が陸軍次官梅津美治

郎宛に「在満兵備充實ニ對スル意見」を極秘で提案し、その二十三項目に「関東軍防疫部の新

設増強」を提案します（資料１）。 

板垣征四郎は、柳条湖事件の仕掛け人の一人であり、731 部隊の産みの親だったのです。 

そして同年 8 月に軍令陸甲第 7 号として正式に関東軍防疫部が発足し、彼はその後 1938 年 6

月に第 46 代陸軍大臣となり、1939 年には第 47 代陸軍大臣となります。 

板垣の提案した関東軍防疫給水部は 1940 年、平房に６平方キロメートルという膨大な敷地

を使って完成します。広さは高知市内を含めたぐらいの広大な基地となります。これが通称 731

部隊で、正式名称は関東軍防疫給水部と言い、部隊長が石井四郎であったことから、別名石井

部隊とも言われます。 

731 部隊が完成した翌年の 1941 年 7 月 7 日には、板垣征四郎は陸軍大将にまで昇進します。 

本部の建物です（写真 1）。これは私が 1997 年に 731 部隊本部を訪れた時に撮影した写真で

す。この時は地元の中学校として使われていました。現在は「侵華日軍第 731 部隊遺址」の施

設群として保存され、さまざまな資料が展示されています。石井四郎部隊長の部屋もこの建物

の２階奥に復元して展示されています。 

生体実験を繰り返した 731 部隊の医学者たちはどこから集められ、細菌兵器や化学兵器を作

ったのかについて、NHK が特集で報道しました。一番多く集められたのは京都帝国大学（現京

都大学）、それから東京帝国大学（現東京大学）、その他の大学から優秀な学者、研究者をハル

ピンに送っていました。部隊は、技師、軍医が一番上にいて下士官がいてその下に衛生兵とか

少年兵もいました。 

資料１ 板垣征四郎「在満兵備充実に対する意見」（抜粋） 

写真 1 731 部隊本部跡（1997 年） 
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大きく言えばピラミッドの形がつくられておりま

した。天皇の元に参謀本部、陸軍省があり、その下に

関東軍防疫給水部(731 部隊本部)と 5 つの支部があり

ました。南方にも防疫給水部がありました。日本の国

内には、陸軍軍医学校防疫研究室が新宿にあり、ここ

がこの部隊全体の研究を把握していたという説が強

くなっています。これが大体の組織編成図です(図１)。 

1937 年 7 月 7 日、盧溝橋事件が起きます。関東軍

はこれを発端にして中国大陸への侵略が本格化し日

中戦争へと突入します。1939 年のノモンハン事件の時

には、石井四郎は野戦防疫給水部長として出動し、石井が開発した濾水機が陸軍で正式採用さ

れ、これを契機に陸軍の中にさらに深く入り込んでいくことになります。そして、防疫給水部

を表の部隊名に、様々な生体実験を繰り返しながら、軍事医学研究機関のネットワークを広げ

ていくことになります。 

 

陸軍と医学界の関係 

陸軍と医学界がどんな関係であったのか簡単に紹介します。 

軍部の方は憲兵隊を使って、731 部隊に抗日運動家の中国人とか朝鮮人、ロシア人を捕まえ

てきて、裁判を受けさせる権利など関係なしに、実験材料として 731 部隊に提供していく。そ

して軍部は、生物兵器、細菌兵器の開発。新しい病原体発見で新兵器開発。凍傷実験・ワクチ

ン開発で味方兵士の防御の研究。毒ガス兵器など経済的な兵器の開発などを要望しました。 

731 部隊の医学者、研究者は、提供された実験材料で、日本でできない人体実験で速やかに

効果確認して軍の要望に応えていく。日本では出会えないペスト・コレラなどの研究、流行性

出血熱など新発見の病気の治療法の開発。凍傷やワクチン研究で新しい治療法を開発する、毒

ガス実験等で病理データの蓄積。こういう様々なことを人体実験によって完成させようとしま

した。ここに陸軍と医学会双方の利害が一致し、悪魔の所業が突き進むことになります。 

 

特移扱とマルタ 

731 部隊では、人体実験される者たちは「マルタ」と呼んでいました。川島軍医少将はソ連

によるハバロフスク軍事裁判で、特設監獄には、女性や子供も収容されていたと証言していま

す。これらの人々は憲兵隊によって 731 部隊に送られ、その手続きは軍が特別に定めた「特移

扱」と呼ばれていました。 

証言によると 731 部隊には年間約 400 名から 600 名、

敗戦までの 5 年間に「少なくても 3000 名」の人が実験材

料として送り込まれたとの事です。 

 

どんな実験がやられたのか 

 ペスト菌、コレラ菌、チフス菌、炭痕菌、マラリアなど

あらゆる病原菌を、注射や食物に混ぜるなどして「マルタ」

図１ 731 部隊全体図 

写真 2 罪証陳列館につくられた解剖室 
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に感染させ、細菌の効果やワクチンの効き目などを研究しまし

た。 

細菌が生きた人間の臓器にどのような影響を与えるのかを

調べるために ｢マルタ｣が死ぬ前に生体解剖も行なわれまし

た。 

また、細菌に感染した「マルタ」の血液を全て取り出す「全

採血」や、生体に感染させることを繰り返すことによって、高

い毒性をもつ細菌を作り出して細菌兵器の開発を行ないまし

た。写真はハルピンにある、侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館

につくられている模型です（写真 2）。例えば、731 部隊の解

剖の名手と呼ばれた岡本耕造（731 部隊病理研究班班長）とい

う人物は、50～60 人を１人で解剖したと自ら語っています。

岡本は戦後、兵庫医大教授、東北大・京大医学部病理学主任に

なります。 

 

水だけ飲ませる耐久実験 

 栗原義雄という人は、1935～1936 年にかけて水だけで何日生きられるかの耐久実験をやっ

たことを（戦後）証言しています。「実験では、普通の水だと 45 日、蒸留水だと 33 日生きまし

た。蒸留水を飲まされ続けた人は死が近くなると『味のある水を飲ませてくれ』と訴えた」と

証言しています。 

 

ペストワクチン実験と生体解剖 

 731 部隊の少年隊員だった田村良雄は「自己罪行」で証言しています。 

「苦心してつくった細菌も感染力がなければ使いものになりません。また殺傷力がなくても

使いものになりません。通常ではマウスとかラットを使って実験を進めるのですが、手っ取り

早い方法として人体をもって行ったのです」「細菌の毒力をテストするという名目で 5 人の中

国人を使って人体実験と生体解剖を行いました」と、731 部隊罪証陳列館からいただいた資料

の中にあります。田村自身が実験の内容を詳細に書いています（資料 2）。 

 

性病実験と女性マルタ 

性病は陸軍内部で深刻なほど拡大していました。日本兵が現地の女性を強姦して性病が蔓延

し、1 個師団（８千～２万人）相当の兵力が失われたとされ、軍は 731 部隊にこの問題の解決

を求めました。 

これに応えて技師や医学者が行った実験方法は、男女の「マルタ」に強制的に性行為をさせ、

次に梅毒に感染した男女を別々に小部屋に入れて、再び性行為を強制し感染を拡大させた。そ

して「マルタ」が性病に感染すると、その経過を丹念に観察して、1 週間後、3 週間後、1 ヶ月

後における病気の進行状態を、外部的兆候の観察だけでなく、生体実験（解剖）を行い様々な

内部器官の病気の進行などを調べています。 

 

資料 2 田村少年隊員の証言書 
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毒ガス兵器の野外実験 

 731 部隊では生物兵器だけでなく化学兵器や毒物の開発実験も行われました。1940 年 9 月

「きい弾」（イペリットガス弾）の射撃実験が行われています。実験台にされた人たちは、服装

や装備などの条件、壕や休息所や観測所に配置されイペリットガス（皮膚に付くと水膨れ化膿

し糜爛
び ら ん

をおこし、吸込むと呼吸器、消化器を冒す）にさらされました。 

 

731 部隊衛生兵 尾原竹善証言 

731 部隊の本部に配属され、衛生兵だった尾原竹善

さん（Ｔ.8.1.27 生）の証言をお聞きすることができま

した。今から 20 年以上前の話になりますが、大豊町角

茂谷の山奥で、奥さんと二人で隠れるように暮らして

いた尾原さんが重い口を開いて証言してくれました。 

尾原さんの詳しい証言は資料に入れていますので、

後でお読みください。 

 

凍傷実験の尾原証言 1 

写真は、屋内の凍傷実験室です（写真 3）。尾原さん

が聞いた仲間の会話のやりとりを紹介します。 

「俺の所は凍傷実験だ。被験者を極寒の野外にしば

りつけ、腕や足に塩水をかける。ハルピンの冬は氷点下

20 度以下、棒で腕をたたいてかんかんと乾いた音がな

ると、湯につけて回復具合を見る実験だった。ずるり肉

が落ちて骨はむきだし、ここは恐ろしい所ぞ！」と。 

吉村壽人（凍傷研究班班長）は凍傷実験を繰り返した人物です。戦後吉村は、京都府立医科

大学の学長になり、学術会議のメンバーとなって、南極の特別委員として南極の調査に参加し

ています。 

 

安達の実験場での尾原証言２ 

尾原さんが直接参加した野外実験場での証言を生の声で紹介します。 

「飛んできた飛行機がぐるりーと一度旋回して、そしてその中心へ爆弾を落とすわけよ。そ

したら、かわいそうなのはね。破片が当たったのが、あがくから分かる。たまらん、痛いけに

ね。その実験の時に生き残ったマルタは、そらあ～また連れて戻って別の実験に使うわけじゃ

から」（2000.2.12 録音記録）と、証言しました。 

 

安達の実験場 

安達
アンダー

という所に、私も行ってきました。非常にのどかな所で 360 度ぐるりと見渡しても山は

見えません。写真は実験場跡です（写真 4）。 

マルタを等間隔に数列縛り付け、様々な実験を重ね、細菌爆弾には陶器が良いという結論に

なったそうです。つまり爆弾の爆発で細菌が死んでもダメで、細菌が死なずに感染させるには

写真 3 凍傷実験室 

写真 4 安達実験場 
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陶器爆弾が一番良いという結論になったそうです。 

炭疽菌の培養に従事していた尾原さんが、1996 年に中

国の新聞社を訪ねた時、新聞記者から問い詰められまし

た。それは 1995 年の松本サリン事件と関連して「あれ

（炭疽菌）をつくる方法をお前（尾原）が教えたんじゃな

いのか」と随分攻められたそうです。 

写真は、ネズミにペスト菌を植え付け解離して攻撃す

るためのネズミをたくさん集めて飼っていた飼育室です

（写真 5）。 

細菌弾を装填した建物（写真 6）。兵器班の兵器研究所

址（写真 7）。ハルピン中心部には、石井四郎部隊長の私

邸がそのまま残っており、現在民間人が暮らしていました

（写真 8）。4、5 年前に行った時に撮影したものですが、

その時に私たちが日本人であることはすぐに分かります

から、先の戦争での加害者として厳しい言葉を浴びせら

れました。しかし、なぜ私たちがここに来て、731 部隊を

調べているかを説明して納得をしていただき、最後には記

念撮影をしたことでした。 

 

731 部隊を支えた四国４県の部隊 

731 部隊には、日本全国から兵隊が集められましたが、

調べてみると、四国４県が特に多いという事が分かりまし

た。 

ハイラル支部（543 部隊）は、主に高知県人で編成され

ていました。後で紹介しますが、ねずみを捕獲、飼育する

ことが任務だったとの証言あります。 

林口
りんこう

には「162 部隊」があって、主に香川県人を中心に

して編成されていました。孫
そん

呉
ご

には「673 部隊」と言って、

主に徳島県人で編成されていました。牡丹
ぼ た ん

江
こう

には「643 部

隊」が、主に愛媛県人で編成されていました。主にという

のは名簿が正確につかめないという事ですが、平成に入

った頃の戦友会の名簿を見るとだいたい 50～60％

がその県の出身者の人たちでした。 

部隊の位置図（図 2）のように、平房の 731 部隊

本部、安達実験場、そして各支部です。高知県人を主

に編成された 543 部隊（ハイラル支部）は内モンゴ

ルにありました。 

543 部隊が部隊前で撮った集合写真です。慰問団

が来て記念撮影をしています（写真 9）。これは元部

写真 5 ネズミの飼育室 

写真 6 細菌弾装填場所 

写真 7 特殊兵器研究所 

写真 8 石井四郎私邸 

写真 9 543 部隊本部前での記念写真 
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隊員の方からお借りした写真です。戦後もずっと（ハイ

ラル支部の）戦友会が開かれ、記念写真も預かり保存し

ています。その方たちを訪ね歩きましたが、中々口を開

いてくれることはありませんでした。それでも 10 名近

くの方々から話しを伺うことができました。 

 

谷崎等（543 部隊）の証言 

数少ない証言者の一人である谷崎等さん（四万十市）

は「ネズミを捕獲し飼育して本部（731 部隊）に送った」

と証言をしました。 

「昭和 19 年４月の始め、ハイラル部隊への転属後は、

毎日毎日衛生教育を受け、衛生教程を暗記させられた後、

看護実習を受けました。半年くらい立ってからは細菌の

勉強です。培養する培地を作る事も始めました。私はこの頃（昭和 20 年）、野ネズミの飼育係

をしていました。オスが何匹生まれたか、メスが何匹生まれたか、

そして何匹死んだか、毎日毎日、日報に書いて報告するのです。

こんなことがありました 731 部隊本部から『600 匹のドブネズミ

を送れ』と言う命令が出て、こりゃ困ったことになった、600 匹送

ったら後がいなくなる。もしばれたらえらい事になることから、

初年兵にスコップとブリキ缶に穴の空けた入れ物と弁当を持た

し、毎日野ネズミの捕獲をやらしました」と語りました。 

 

731 部隊の留守名簿 

3 年前に、関東軍防疫給水部留守名簿が国立公文書館で開示さ

れ、名簿が全 2 冊となって出版されました。１冊が 19,800 円もし

ますので、オーテピア高知図書館で購入してもらいました。興味

がある方は是非ご覧下さい（写真 10）。 

留守名簿は、昭和 20 年 1 月 1 日段階での名簿で

す。今日紹介しました尾原竹善さん、谷崎等さんの

名前もありました。本部に配属されていた人も支

部も配属されていた人も全部この中に入っていま

す。 

名簿に載っている部隊総数は 3576 名です。その

うち、四国４県で 864 名、24.2％が四国で占めて

います。特に多かったのが愛媛で 329 名、高知は

164 名。164 名全員がハイラル支部かというと、

本部に配属された人もいましたので全員ではあり

ません。各県の人数調べると、３桁の人数になっていたのは広島で 170 名、四国四県だけなぜ

３桁の関係者となったかはまだ調べ切れていません。 

図２ 731 部隊位置図 

写真 10 留守名簿 

図３ 四国の 731 部隊従軍者 
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15 年戦争の終結と原爆投下 

1931 年の満州事変から始まった 15 年戦争は、1945 年 8 月 15 日をもって敗戦を迎えま

す。そこで、731 部隊が戦後どうなったのかということが、私の大きな関心事でもありまし

た。歴史というのはある部分だけを切りとって理解しようとしても不十分です。今生きる私た

ちとの関係で学ぶことが大事だと思います。特に歴史認識の危うい日本においては、この学び

こそ歴史の過ちを繰り返さない力になると考えます。731 部隊という「悪魔の部隊」が満州事

変と共に登場し、戦後処理の過程でどうなったのか紹介していきたいと思います。 

アメリカは 3 発の原子爆弾を完成させ、1945 年 6 月 30 日に１発をニューメキシコ州で人類

初の原爆実験を行いました。残ったウラン型とプルトニウム型の原子爆弾を、日本のどこで実

験するかは 4 月の段階で既に 17 都市が選ばれましたが、6 月 30 日には広島、京都など数カ所

に原子爆弾投下目標地を絞り込み、そして投下予定地には焼夷弾爆撃を禁止しました。これは

爆撃をして焼け野原にしたら実験にならないからです。 

1945 年の 7 月 4 日未明、高知大空襲がありました。本日、慰霊式に出てきましたが、高知市

長は 434 名の方が亡くなられたと紹介していました。高松、徳島も同日に空襲を受けました。

別の見方をすれば、高知、高松、徳島は、原爆投下地域の対象でなかったということです。 

７月２５日にトルーマン大統領が原爆投下を承認します。翌日 26 日にポツダム宣言が発せ

られます。アメリカ、イギリス、中国で宣言をつくって日本に降伏を求めました。でもこのポ

ツダム宣言には、天皇制存続の保障条項も、降伏を求めながら回答期日も意図的に明記されま

せんでした。 

日本側は、天皇制を存続し国体を保つ思惑でぐずぐずするわけです。トルーマン大統領はそ

の様は既に見込んで時間稼ぎをしたのです。8 月 6 日、アメリカは広島にウラン型の原爆を投

下します。９日の午前０時ソ連が満州に入るなり同日、長崎にプルトニウム爆弾を投下し、そ

して日本が敗戦の日を迎えることになります。 

つまりアメリカの３つの原子爆弾は全て実験だったという事です。これは私の見方です。皆

さんで違う見方をされる方もおいでかもしれません。あの原爆で早く戦争終わることができた

という説を私たちも随分聞かされてきましたけれど、そうではないのだというのが私の見方で

す。それはこれからお話しする内容でさらに解明していきたいと思います。 

広島に（原爆が）落とされました。地上ではどんなことが起きていたのか、ご存じのように

悲惨な状況でまさに地獄でした。広島では 12 月末までに１４万人が亡くなりました。 

この写真は長崎で米兵が撮った写真です。地上で何があったのかよく分かります。12 月末ま

でに 7 万３千人以上が亡くなりました。広島・長崎で２１万人以上が亡くなったのです。強調

したいのが、21 万人のうち、その７割が女性と子どもでした。アメリカは日本への原爆投下に

ついて、自国民には日本軍の基地に落とす、事前に通知してから落とすと言っていました。し

かし、実際は事前警告もなくほとんどが女性と子どもなど非戦闘員が犠牲となりました。 

生き残った人たちのその後の人生は原爆症によって苦しむことになります。５年以内に 34 万

人がなくなりました。2019 年の８月現在亡くなった方々は 50 万人を超えています。未だに「黒

い雨裁判」のように被爆者の方々は国を相手にたたかい続けなければならないという状況が続

いているのがこの原爆、核兵器の問題です。核兵器は人間の尊厳を奪う、非人道的兵器だとい
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うことで、広島・長崎の原爆被災者と支援者が世界に発信を続け、やっと今年 1 月 22 日に核兵

器禁止条約が発効し、核兵器は国際法違反の兵器となりました。しかし、唯一戦争被爆国であ

る日本政府が核兵器禁止条約を批准するのではなく、背を向ける態度にいら立ちを覚えるのは

私だけでしょうか。 

 

731 部隊幹部の戦後を追う 

731 部隊幹部の戦後はどうなったのか、時間が許す限り紹介させていただきます。 

1945 年 8 月 30 日マッカーサーが厚木基地に降り立ちます。その最初の言葉が「ジェネラ 

ル・石井はどこにいるか」だったそうです。①731 部隊の細菌兵器の実験データを手に入れる

②原爆投下実験の効果を極秘裏に調べる。これが重要な極秘任務としてあったと思われます。 

 

原爆投下実験の調査 

1945 年 9 月 2 日、ＧＨＱは広島・長崎の原爆被爆者調査を日本に命令します。9 月 19 日に

はＧＨＱは軍事的効果を隠蔽するために、プレスコード（報道規制）を発し、原爆に関する報

道を全面的に禁止し、原爆被害の全資料は最高軍事機密としました。同時に調査を続ける体制

づくりに着手します。いろんな国から様々な学者が調査に来て、広島・長崎での原爆の被害を

調査されたらアメリカは困るわけです。ですからプレスコードを早々と発したわけです。 

 

ＡＢＣＣ設立と 731 部隊 

1947 年 3 月に ABCC（原爆障害調査委員会）がつくられます。ABCC は被爆者の治療は全

くしませんでした。目的は、原爆の兵器としての威力を確かめること。特に原爆が爆発した時

に中心部から発せられる高線量の中性子線とガンマー線が人体に及ぼす影響を把握すること。

これはアメリカ軍が原爆攻撃を受けた時、どれだけの兵士が生き残って反撃できるかという放

射線のダメージ対策をとる研究だったと言われています。そして全てのデータを軍事機密とし、

この機密を長期間にわたって機密性を確保し、全面協力させる医師・研究者の組織をどうして

も日本側につくる必要がありました。 

GHQ がここで利用しようとしたのが 731 部隊です。1947 年 4 月 28 日、731 部隊が秘匿し

た細菌・生物兵器のデータを手に入れるという重要な目的と、同時にアメリカの原爆障害調査

に協力させることを目的に９項目からなる密約を「鎌倉会議」で結び、極秘裏に戦犯免責が成

立しました（アメリカの公文書館資料発見される）。 

フェル博士と亀井貫一郎による「鎌倉会議」９カ条の密約について、内容をいくつか紹介し

ます。「１条．この秘密調査報告書の閲覧はフェル博士、マックェール中佐、GHQ のアメリカ

人、そして石井と約 20 名のみに限定されている」。「２条．日本人研究者は戦犯の訴追から絶対

的な保護を受けることになる」、つまり戦争犯罪には問われないことを明記しています。「４条．

ソ連の訴追、及びそのような（戦犯を問う）行動に対しては、絶対的な保護を受けるものであ

る」、アメリカが絶対守ることを約束しています。「６条．研究者はアメリカ合衆国の保護下に

あるという事実が明らかにされないよう注意が払われる」、つまりアメリカが守っているという

事が国際社会には絶対バレないようにするという約束をしています。びっくりしたのは「８条．
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細菌戦実験室が作られ、必要な経費が支給される」、731 部隊研究者たちは戦後もアメリカの実

験室長の下で庇護され、実験室と研究費が支給されていたのです。戦前は天皇の軍隊の下で、

戦後はアメリカの下で働く事を約束したのです。 

1947 年 5 月 21 日には、GHQ は日本政府に、東京帝国大学付属伝染病研究所内に、独立の

体裁をとった国立予防衛生研究所(以下略称「予研」)を設立させます(現在の国立感染症研究

所)。 

そして初代所長には、小林六造を据えました。小林は戦前、陸軍軍医学校防疫研究室の嘱託

で、731 部隊に優秀な若手研究者を送り込んでいた張本人です。副所長は、小島三郎が就きま

した。小島は 731 部隊病原菌製造部隊におり、サルモネラ菌の研究実験を行っておりました。

後に第２代予研所長になります。戦犯免責した 731 部隊の医師・研究者を原爆被爆者の調査に

参加させる体制をここでつくりあげました。 

予研は国の機関ですので、年度ごとの冊子を残していると思って調べました。保存している

図書館が１カ所ありました。コピーをしたものから紹介します。 

昭和 28 年度版ですが、予研の研究所員名簿 11 名中、赤い線を引いている 6 名が、731 部隊

の関係者です。次に予研が原爆被災者を調査した数字が出ています。妊婦（登録数）70307、遺

伝学的（調査数）72960、小児発育関係（調査数）11486、成人（調査数）は 61541、このよう

に 3 年間で 22 万人近い人たちを治療されることなく調査をされていたのです。 

この冊子には、最後のページに全職員の名簿が記載されていました。私は当時、731 部隊の

学者、研究者たちが発表した数々の本から名簿を PC の Excel に落としていましたので、職員

名簿と一人一人突き合わせました。驚くことに重要な部署には 731 部隊のメンバーを責任者と

して配置させていました。つまり戦犯免責された 731 部隊の幹部たちは、アメリカに生体実験

のデータを渡すだけでなく、広島・長崎の原爆症の調査をアメリカの意向に沿って行いデータ

をアメリカに提供することで、戦後社会を生き残ってきた事になります。 

予研は現在の国立感染症研究所ですが、第３代所長を除く第８代までの所長はすべて 731 関

係者だったのです。第８代の所長はいつごろかというと 1980 年代です。あのエイズ事件があ

った頃です。このように予研のトップには 731 部隊の関係者が就き、日本の医療界に大きな影

響を持っていたことが分かります。 

 

戦後の東西冷戦と核開発競争 

戦後東西（米ソ）は冷戦時代に入ります。アメリカは、広島・長崎への原爆投下後も核実験

を繰り返し、核兵器の開発においてしばらくは優位に立てると思っていた。しかし、1949 年 8

月にはソ連（現ロシア）が原爆実験を成功させます。驚いたアメリカは、水爆の開発に急ぎま

す。1952 年に水爆実験を成功させますが、重さが 65 トンもありとても兵器として使えないも

のでした。ところが 1953 年にソ連が戦略兵器として使える水爆実験に成功します。 

慌てたアメリカは、1954 年 3 月 1 日から 5 月 14 日に、ビキニ環礁とエニウェトク環礁で水

爆実験を 6 回にわたって行います。その後も核実験を繰り返しますが、この時この海域で、日

本のマグロ漁船が延 1000 隻もが被ばくすることになります。これが所謂｢ビキニ事件｣です。 
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3 月 1 日の水爆実験「ブラボー」で第五福竜丸が放射線降下物で被ばくし、14 日に焼津に帰

港後、乗組員に被ばく症状が現れ、16 日の新聞で大きく報道されます。アメリカは水爆実験と

被害が世界に明らかになると大きな反発を招きかねないと慌てます。 

日米両政府は 3 月 24 日、日米合同委員会が非公開で開催され、日本政府は原爆症調査研究

協議会に対応させることにします。アメリカ側からは、モートン博士（ABCC の所長）、アイ

ゼンバット博士（米原子力委員会）、米極東軍陸軍大佐、海軍大佐などが参加します。 

日本側からは、小林六造（予研所長）、小島三郎（予研副所長）と政府高官らが参加するわけ

です。そして、原爆症調査研究協議会の委員長に小林六造をあてることを発表します。  

昭和 28 年度の「国立衛生研究所年報」には、3 月 25 日の第 3 回原爆症調査研究協議会で、

「米国側との学術的接触を今後如何にするかについて、原爆症調査研究協議会に関する業務に

ついては、同協議会委員長を通じて行うものとし、個々に接触することは避けることとした」

とあります。つまり小林六造委員長以外の者が、ビキニ事件に関わることでアメリカと勝手に

接触してはまかりならんという内容の議事録が残っていたのです。 

3 月 30 日、日本側の責任者が、戦犯免責した小林六造がなったことで「有利な体制をつくっ

た。彼らの調査と研究の最終報告は大きな効果がある文書であることが期待される」と、米本

国の作戦調整委員会に電報で報告しています。  

 1954 年 4 月 22 日には「ビキニ事件」に関して、アメリカの対日政策が出されます。いくつ

もの項目がありますが、その中の４つを紹介します。①「日本で平和的原子博覧会」を開くこ

と、②「日本における原子エネルギーの平和的な応用の可能性を検討する」こと、これは原子

力の平和利用（原子力発電所建設）ですね。③マグロ漁船員らに症状がいろいろ出てきたら「珊

瑚の粉塵の科学的な効果のせいにすること」、つまり水爆実験ではなく、珊瑚礁がまきちらした

サンゴの粉塵が原因であること。④「水素爆弾開発に関する日本人の態度の問題を監視してい

く」こと。以上のような対日方針をアメリカがたてたのです。 

「ビキニ事件」発覚から 9 か月後の 12 月 27 日、日米交渉に極秘で臨んだ重光葵外務大臣

は、アメリカの水爆実験によって日本のマグロ漁業は、21 億円の被害を被っているにもかかわ

らず、アメリカに大規模な戦犯の釈放を条件に、200 万ドル(当時７億 2000 万円)で手打ちし、

1 月 4 日に日米が政治決着することになるのです（2018 年 10 月外務省秘密指定解除し開示）。 

 

「ビキニ事件」と 「原子力の平和利用」  

1954 年 3 月 21 日「ビキニ事件」発覚からわずか 5 日後、「原子力を平和に」という記事が

読売新聞一面を飾ります。 

「原子力の平和利用」を推進してきたのが、正力松太郎です。正力はＡ級戦犯ですが、アメ

リカの CIA 手先となることで戦犯免責され「ポダム」という暗号名で、100 万ドルの資金提供

を受け、この資金で日本テレビをつくります。そして読売新聞と両方を使って親米・反共のプ

ロパガンダを流す役割を担っていきます。 

正力松太郎は初代原子力委員会委員長です。そして正力の片腕となったのが中曽根康弘元首

相です。中曽根は 1954 年 3 月 2 日、初の原子力予算確保を狙って 2 億 3500 万円の修正予算
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を国会に提出し、4 日には修正予算を衆議院で通過させます。ここで疑問です。水爆実験「ブラ

ボー」は日本時間の 3 月 1 日で、アメリカは 2 月 29 日です。米原子力委員会は 3 月 1 日に実

験を発表します。第五福竜丸が水爆実験によって被ばくしたのが明らかになったのは 3 月 16

日です。中曽根が修正予算を出したのは 3 月 2 日です。アメリカが日本で「原子力の平和利用」

推進していくためには、水爆実験の被害が公になる前に中曽根に実験の情報をリークし、原子

力予算の実績を狙ったのではないか、というのが私の仮説です。 

中曽根自身が、「原子力予算 2 億 3500 万円は何の根拠もないウラン 235 をもじっただけの

ものだった」。と言っていることからその慌てぶりが見えます。第五福竜丸の被ばくの発覚後

だと、国民の反対世論で原子力予算確保は厳しくなると判断したのではと想像します。 

その年の 7 月 2 日、毎日新聞が「原子力発電の時代がくる」と大きく記事を掲載しています。

記事は、原子力発電所ができたら「電気料がだいたい２千分の一になる」と書いています。ま

た、原子力発電は火力発電のように「大工場を必要としない。大煙突も貯炭場もいらない。ボ

イラーの水すらいらないのである。水力発電所のように山間へき地を選ぶこともない。ビルデ

ィングの地下室が発電所という事になる」と書いているのです。だったら東京に原発を造った

らいいわけです。東京で消費する電力をなぜ福島に原発をつくるのですかということです。こ

うして「安全神話」が「ビキニ事件」をきっかけに国民の意識を覆い始めます。 

原子力平和利用博覧会が 1955～57 年に開かれ、全国 11 か所で入場者が 300 万人越えたそ

うです。広島でもやっています。そして、1966 年に東海村で日本初の原子力発電所が動き出し

ました。しかし、1999 年 9 月に深刻なレベル 4 の臨界事故が発生し、２名が死亡して１名が重

傷、667 名の被爆者を出しました（資料 3）。 

原発「安全神話」のもと、都市部を避け海沿いの過疎地を選ぶかのように日本全国に原発が

できてしまいました。そして 2011 年 3 月 11 日東日本大震災が東北地方を襲い、福島第一原発

事故が発生します。福島第一原発爆発事故によって 250 ㎞圏内が放射能で汚染されました。私

も７回撮影取材に通いました。双葉町には「原子力明るい未来のエネルギー」と書いた大きな

看板が道路上に掲げられていました。この写真は道路が半分横揺れで動いています。すごい地

震です。私はこれを見て原発事故は津波が先ではないかと思いました（写真 11）。 

原子炉の中が最初に地震でやられた。そして津波に襲われたと思います。津波を原因にすれ

ば堤防を高くすれば再稼働ができると考えたのでしょうか。自然の力はそんなに甘いものでは

ないないことを知らされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真 11 大地震跡の浪江町請戸

 

資料 3 東海村施設の臨界事故 
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私たちの身近には伊方原発があります。ここは中央構造線が走っていますのでその上に伊方

原発があるのです。伊方原発上に福島原発事故で放射能汚染された 250ｋｍ圏を置くと、四国

４県は 250ｋｍ圏内にすっぽりと入ってしまします。 

福島原発事故を忘れたかのように、政府は 40 年経った原発も動かすと言っています。南海大

地震は必ず来ます。人間が造った原発も必ず事故を起こします。南海大地震で生き残っても、

原発事故が同時に起きたら私たちは住むところはありません。それでも原発を動かしますか、

と言うことが問われていることを真剣に考えたいと思います。 

 

IAEAと WHOの協定 

核兵器と原発に関連して、IAEA（国際原子力機関）が必ず動きます。IAEA といったら正義

の味方のような組織に見えますが、実は IAEA の目的は原子力の平和利用の促進と、原子力の

軍事利用の転用を防止し、米・ロ・中など核兵器保有 5 カ国以外に核兵器を保有させないのが

目的です。しかし原子力発電所を各国で促進し建設すると、厄介なことに原発（原子炉）から

必ずプルトニウムができるのです。元々原子炉はプルトニウムつくるための装置ですから、原

発を建設してプルトニウムから核兵器をつくることに転用されると困るので監視、管理する。

そのための組織が IAEA なのです。 

IAEA を調べていくと、WHO（世界保健機関）と協定を結んでいることが分かりました。

WHO は国際連合の専門機関の一つで、人間の健康を基本的人権の一つと捉え、その達成を目

的として設立された機関です。ところが IAEA と WHO が、「IAEA の許可なしに、放射線の影

響における科学論文を WHO に対して公表してはならない」という協定を結んでいたのです。

（IAEA と WHO の協定 1 条 3）。だから広島にしても福島にしても WHO は全然関与しようと

しないのです。おかしいと思いません？ 

1988 年のチェルノブイリ原発事故（1986 年）後に協定を改定します。ここでは原発事故の

際は、IAEA が先頭に立つと明記されました。福島と IAEA の間でも同じような協定（2012 年

12 月 15 日覚書）が結ばれ、福井県でも 2013 年に協定が結ばれました。 

1990 年、IAEA がチェルノブイリ原発事故調査の責任者に任命したのが重松逸造（放影研理

事長・元海軍軍医）です。重松は、731 部隊幹部である福見秀雄（陸軍軍医学校防疫研究室・

長崎大学学長）と知己の仲にあり、他にも林一郎（731 部隊技師・京都帝国大学）などがいま

した。 

重松逸造は ABCC の日本側の代表です。一方、予研（国立予防衛生研究所）の方の責任者は

小林六造です。二人は繋がっていたのです。この重松が IAEA の代表としてチェルノブイリの

調査に行きました。同行したのが、長瀧重信（重松の直弟子、現長崎大学名誉教授、国際被曝

医療協会名誉会長）です。チエノブイリ原発事故による小児の甲状腺がんはたいしたことはな

い。それ以外の健康被害も過小評価しました。 

なぜか？それは IAEA が各国へ原発建設の促進する目的の組織ですから、事故を過小評価す

ることになります。 

長瀧重信の愛弟子が山下俊一（現長崎大学理事・副学長、福島医科大学副学長）です。福島 
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の原発が爆発したときに「放射線の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨク

ヨしている人に来ます」と言って講演をしています。今でもインターネット上で講演を聞くこ

とができます。山下俊一の愛弟子が高村昇です。全て長崎大学です。長崎大学は 731 部隊の巣

窟というふうに言われていた大学です。 

敗戦後の日本は、ドイツの戦後処理と違って、侵略戦争という加害責任を曖昧にして今日ま

で続いています。戦犯免責された 731 部隊はその典型で、生体実験を行った悪魔の所業はアメ

リカの保護下で、過ちを清算することなく戦後政治の中で生き続けてきたのです（図 4）。 

 

国際核管理「ムラ」の組織図 

戦後、核開発競争を実質容認する「核」管理システムが作り上げられ、核による被害は小さ

く限定的であるかのように、また内部被ばくにあたってはほとんど無視されてきたに等しい状

況の中で 1990 年代まで 2000 回を超える核実験が行われました。 

歴史的に整理すると、被爆者を治療するのではなく研究調査の対象として、1947 年に ABCC

（原爆障害調査委員会）と、予研（国立予防衛生研究所）がつくられます。そして「ビキニ事

件」後の 1955 年、アメリカの強い意向で放射線による被ばくのレベルとその影響を評価する

UNSCEAR（アンスケア、国連科学委員会）が国連総会で設立されます。 

1975 年には、ABCC と予研が、日米両政府によって合併し、放影研（放射能影響研究所）が

図４ 731 部隊と戦後の系譜（岡村啓佐作成） 
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設立されます。そして放影研と

UNSCEAR が広島、長崎そして「ビ

キニ事件」による被ばく調査のデー

タを ICRP（国際放射線防護委員会、

1928 年設立・民間組織）に報告し、

ICRP が放射線防護の原則を決めて

います。ICRP は外部被ばくのガン

マー線（γ）の基準を作成して、内

部被ばくのアルファ線（α）を無視・

軽視した勧告を IAEA（1957 年設

立）に提出し、先に紹介したような

国際「核」管理体制がつくられたの

です。 

この IAEA が放射線影響調査を統制していますので、チエノブイリ原発事故後の調査を統制

し、2005 年には、放射能汚染された食品の輸出入問題まで IAEA が関わりはじめるようにな

り、安全基準を緩くする流れがつくられます。 

IAEA と放影研・放医研は設立の歴史的経緯から、福島原発事故に関与することになるし、

「ビキニ事件」にも関与し、高知で起こした「ビキニ核被災国家賠償訴訟」にも「ビキニ労災

訴訟」にも関与してくることになります。 

以上が日本の戦後の核被害を巡る流れになりますが、この流れは満州事変、板垣征四郎の「関

東軍防疫部の新設」（731 部隊）という侵略戦争の流れの延長線上にあるという事を強調させて

いただきたいと思います。 

（＊放影研は日米が設立した機関。放医研は日本政府が設立した機関） 

 

終わりに 

 「満洲の歴史を語り継ぐ集い」の前半は、公文豪さんから高知の部隊であった「歩兵第四十

四聯隊歴史」の前史、日清戦争、日露戦争そして満州事変と侵略戦争に突き進む歴史を時系列

で学びました。 

 私の話しは、皆さんにとっては唐突な内容だったかもしれません。お許しください。 

歴史は一本の道のように繋がっていますが、歴史を創るのは人間です、その道には多くの過

ちがあります。過ちを犯したときに、過ちを繰り返さないための人間の知恵がどれだけ働いた

かが、その後の社会（道）を形成することになります。 

 今の日本社会を東アジアの歴史から考えた時、未だに歴史認識で大きな隔たりがあり、度々

国家間の政治問題になっています。歴史の真実はひとつであるはずなのに悲しいことです。 

 満州事変を契機に、悪魔の部隊が誕生しました。その部隊が戦争犯罪を免れ、戦後社会に大

きな影響を及ぼしてきた事実をどうしても伝えたい。それは今を生きこれから「道」を創る者

の責任のように感じるからです。 

 本日は長時間お付き合いいただきありがとうございました。 

図５ 国際「核」管理ムラの組織図（岡村啓佐作成） 
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＊パワーポイントを利用してのお話でしたので、掲載にあたって可能な限り読みやすくするた

めに文脈の整理や、時間の関係で割愛しました後半部分に加筆をさせていただきました。 
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第２部 満洲の歴史を語り継ぐ 

2013 年から満洲引揚げ者の崎山ひろみさん（満洲の歴史を語り継ぐ高知の会・副会長）や高知県立高知城歴

史博物館の渡部淳館長らが高知城歴史博物館の事業として定期的に続けている高知在住の満洲引揚者への聞き

取りの会。2021 年までに約 60 人に聞き取りを行い、音声と映像データで満洲での体験の証言を記録している

（高知城歴史博物館でデータ保管）。こうしたデータは、満洲での体験を語り継いでいくために欠かせないもの

だが、今後の活用のためには証言の資料化（文字起こし）と映像データの編集作業が必要である。この作業は

まだ『第２回満洲の歴史を語り継ぐ集い記録集・2020 年度活動報告集』（2021 年 1 月発行）に収録した故高橋

猪利さん（大正 9 年生）のみであるが、今回高知大学人文社会科学部の大学生の協力を得て新たに 3 人の証言

を資料化することができた。2015 年 5 月 31 日に聞き取り（22 回目）を行った武田邦徳さん（昭和 4 年生、旧

西土佐村出身）、2015 年 7 月 13 日聞き取り（24 回目）の明神輝男さん（昭和 6 年生、高知市出身）、2015 年

10 月 18 日聞き取り（28 回目）の故堀江通子さん（昭和 4 年生、撫順市出身）の証言を文字起こしした（いず

れも高知市鷹匠町 2 丁目の山内会館に於けるインタビュー）。一部発言を修正して掲載している。 

 

 

聞き取り記録「江川崎開拓団の記憶（武田邦徳）」 

 

文字起こし：谷亜央唯 

 

（話し手：武田邦徳、聞き手：渡部淳、中村茂生、吉尾寛、上野（NHK 記者）） 

 

渡部：満洲に行かれて引き揚げた方たちは色々持って帰れなかったじゃないですか。だから、なかなか資料が

なくて。 

武田：はい。 

渡部：写真もあまりないですよね。 

武田：はい。 

渡部：そうしますと、経験された方が何を見たのか、何を考えたのか、どういうこと

が起きたのかというようなことを、記憶を記録するしかもう満洲の現実を後世に残す

ことがなかなか厳しいもんで、お聞きをしてます。2 年ぐらい前から、もう二十何人

におうかがいしてます。中には新京とか奉天だとか、都市で育った人もいますし、開

拓団の方もいらっしゃったり、それとか職業も、協和会とか、管理部門の方もいらっ

しゃれば、看護婦で行ったとか、色々いらっしゃいます。で、いろんなことをお聞き

したんですけど、私たちから、何をお話してくださいということはあまりありません。

例えば、満洲の関係となると、必ず、戦争がどうだとか、あるいは引き揚げの時がき

つかっただとか、こういうとこばっかりに話しがいきますけれども、特に、都市で育

った人なんかは、近代的な生活を送って楽しかっただとか、おいしかっただとか、そのようなこともあったわ

けですから、その時の気持ち、その時見たものをそのままお話していただきたいと思ってます。だから、今か

らおうかがいしますけど、お生まれから、満洲に行く経路から、満洲でどういう生活をされたのか、日本を出

発してから戻ってくるまでに、武田さんが見られたもの、経験されたものを、こんなことは役に立つろうかと

かいうことは思わなくて、色々思い出すことを全部お話していただければいいと、私は思ってます。で、まず、

私、崎山さんからおうかがいしたんですけど、昭和 4年の 4月の 10日のお生まれで、生まれた場所は。 

武田：場所はね。現在で四万十市、西土佐、西ケ方という、いや、方の川というとこです。方角のほうに、平

仮名の「の」、さんぼんがわ。 

渡部：ご家族はどういう構成でした？ 

武田邦徳さん 
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武田：ようけおったので、ぱっとこう、でませんけど。両親、それから兄、私の上兄、ほんで私がおって、下

に妹が２人、ほれから弟が２人、ということは８人かの。家族８人。うん。ほんで、中国へ行くのがね、兄の

ほうは、あの、先遣隊いうて、開拓団の一番最初に行くメンバー、その中に入って、先に行っとりましたもん

で、後残った私以下のこどもを連れて、父親が渡っていったわけです。 

渡部：それいつ．．． 

武田：19年の。 

渡部：昭和 19年ですか。 

武田：はい。来年負けるいうとき。うん。19年の 4月。終り頃ですので、向こうへ着いてから 5月に入りまし

た。ほれが 4 月の終り頃ですね。あの、満洲いうところ、ご承知のはずです。説明いらんかと思いますけんど

も、イメージ。満洲というイメージ。当時の、今と違って、当時の日本人のイメージいうのは、こう、お粗末

なところ。極端に言いますと。なぜお粗末、いいますとね、群雄割拠しとるところ。豪族が。争いごとの絶え

んところ。それで、治安の悪いところ。文化の遅れたところ。それで住んどる人も遅れとる人、いうところか

ら、あの、失礼な言い方で、軽蔑しとる。うん。ほんで、明治になってから、ブラジル、あちらの方へは移民

がいっぱい行きますけんど、ここだけは…。それで、満州事変、昭和 6 年の。満州事変が終わってから、日本

がここへテコ入りして、国を作った。いわゆる自分の自由になる国。朝鮮半島は植民地ですので、地図でも赤

に。ところが、あそこはそうはいかんとみえて、中国人の国。満洲の国、いう風に作りましたけんども、後ろ

で操るのは関東軍ですね。うん。そこで、国を作ってからテコ入れせないかんので。日本人の移住を進める。

その時に兵隊が関東軍だけでは収まらんので、開拓団二通り、一つは若い人の集まりの義勇軍いうので、もう

一つは私たちのような農民を入れる。そして、全国へと張り巡らして、日本の国と同じような形を作りあげる、

いわゆる自由になる国を作り上げる、いうのがねらいであったわけです。ほんで、開拓団にも二通りありまし

てね。開拓団作りますけんど行きませんか？募集する人。募集する方。もう一つは、あの、村を二つに分けて、

分村。この二通り。西土佐の中でも私の住んだ江川崎村という小さな村、ここは産業いうのが、これといった

のが、山の中ですんでね、ありませんで、蚕、養蚕、これを主にして。ほんで私たちの子供んときはどこもか

しこも畑、桑畑が多かったんですね。、蚕作って、それをどこへ売るかいうたらアメリカ。うん。アメリカ、お

得意さん。ところが、昭和 4 年の恐慌。ウォール街の。あれのとばっちり、力が、日本のお金の、資本主義の

力が弱いもんだからもろに受けましてね。ほんで貧乏になっちゃったわけです。それに追い打ちをかけるよう

に、昭和９年じゃったかな、大洪水があって。四万十川があふれちゃって、家も田んぼも流されちゃったです

ね。それから立ち上がるのが難しいいうて。財力がありませんで。四苦八苦しとる時に国からの分村いう話が

出たんです。村長、当時の田村村長という人が大変りこい人で、200年に一人しか出てこない言われるほどの名

村長であったわけですね。そこで、考えたあげく、本当はあれ行きとうなかったんじゃろうと思いますけんど

も、どうしても逃げる道がありませんで、満洲行こう、いう話になったわけです。そこで、行くなら行きませ

んか、いうてやったら、先ほどのような、満洲のイメージがありますので、望む人おらんわけですね。それで、

分村、いう形をとったら、命令と服従ですので。分村いう形にして、200戸、あの、400戸ある戸数の中で、半

分の 200 戸、これを満洲へ送り込むいう方針を立てたわけですね。それが 16 年。昭和 16 年。1 年かけて、あ

れ慎重な人ですので。ここの満洲へ直接行って、現地を調べて、で、どこでこしらえたらいいか、それも慎重

に調べた挙句、大清
だいせい

溝
こう

いう所、あそこがよろしかろうと、いうことが決まったわけです。それで、あくる年、1

年間準備して、あくる年、17年の 3月からスタート。ほんで、行けですので、各集落ごとに、区長がおります

がね、その区長に選考…。田んぼ、畑を持ってない人が一番先、やり玉にあがるわけですね。ほんで、東北の

ような大地主のでる素質が、西土佐の山の中にありませんで。うん。ほんで、そういう制度は、東北の制度と

は全然違いまして、貧乏の塊。ほんで当然、その少ない、家督の少ない人、が、行くことに決められたわけで

すね。えーっとね 19 年、私が 4 月に行ったんですけどね、、18 年の暮れかは記憶がありませんけども、あの、

集落での会、これを部落会といいますけんども、いわゆる県でいうたら県議会、あれに親父がついてこいって

言われて。あの頃は私は子供なのに、なんでついていかないかんのじゃろうと。大人の戸主の集まり、なんで

いかないかんのじゃろうと、思いながらついていったら、ええ参考になったわけですけども。聞いとったら、

この部屋のね。一部屋の真ん中。村長。隣が県議会の議長。ほんで地域の長。区長。ほれからメンバー。あの、

主なメンバー、こちら側に集落の人が座っとるわけです。私は行っただけですので、ここ、一番隅っこのとこ、

座って、聞いとったら、このいわゆる田村村長、高飛車。「行け」いわゆる極端に言うたら「行け、お前とお前

と行け」いうような感じの高飛車、うん。あの、覚えているのはですね。「お前ら、偉そうなこと言うたってい
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かんぞ」とか、そんな言葉で、高飛車じゃったですね。ほんで行かなくてもいい人、おりますわね。ご指名の

ない人。財産のある人。前向いたわけ。村長、ね。向いとるわけね。ご指名があるかもしれんいうメンバーは、

下向いとるわけです。お通夜。ね。葬式の前のお通夜。あんな感じ。すごいな、雰囲気がすごいな、思いまし

た。そんな感じで、満洲分村へ進んでいったと私は思うとります。ほんで、行きとうない人もおったんですけ

んども、この前中村でね、新聞記者の方、竹中さんいう人が来られて、お話ししとる時に、新聞に下の小さい

欄のところ、あそこ私の名前出しといてたら、国策いう、命令ドクショ（？)、聞き取ったんだろうと思います。

それ、まったく同じ。ので行かないかん人は、行きというない思うても言えれんわけ。私は行きとうないって。

後から私は『さいはてのいばら道』という分村集を作って、記録に残さないかん、思うて、それ調べとる時に、

各地域の区長のところ、これなぜか言いますと、村の役場が丸焼けになってですね、当時の資料が全部焼けま

したもんで、どこへ行って資料集めるかいうたら、その当時、区長しとった人、写しをもろうとるわけですの

で。ほれで、それを頼りに、各区長のうちを訪ねて行きました。その時の資料、区長の持っとる資料を見たら、

行きとうないいう人が。嘆願書みたいな。親が悪いけん、母親がこうじゃけん、こらえてほしいいうような、

嘆願書が出てきたですね。こんなこともあったんかな、うん。思いました。その人、『さいはてのいばら道』、

載せていません。なぜか言いますと、まだ生きちょった。この人が。 

渡部：載せれんですね～。 

武田：子も孫もおる。ですね。ほんで、これには載せたらいかん、思うところがだいぶありましたけどね。な

けんど、精一杯、載せれるところは精一杯、載せてきました。あれが私が書いた唯一の、満洲にかかわる資料

ですね。細かい資料も全部集めて、載せました。誰と誰が行った、誰と誰がどこでどうなった、いう、細かく

記録しました。うん。それで。私ばっかり、話しとってもいかんよなぁ。 

渡部：どうぞどうぞ。 

中村：あの一つ、お聞きしたいんですけど、その、部落会にお父さんが武田さんを連れていかれたのはどうい

う理由で連れていかれた。 

武田：それがわからんのよ。聞きたかったけんども。聞いてないもんじゃから。 

中村：他の同年代の子供さんたちと。 

武田：その、雰囲気を。何回かくみ取る、その、17年から、16年から始まっとるわけですから、私行ったのが

18年の暮れか 19年のはじめですのでね。何回か経験しとるわけ、その場を。親父が。それで、私も行って、そ

の雰囲気を見せたい思う、何がために見せたいのか、それも私はわかりません。まだ、現在でいうたらまだ中

学の 3年生。いや違う、2年生。うん。ほんじゃから、子供と一緒ですからね。なんで連れて行ったんかね。聞

いてないのでいまだに疑問。うん。 

中村：でも、後々、武田さんがそういう本をおまとめになった。 

武田：その時のええ参考になった。 

中村：やっぱりそういう場を見たというのがやっぱり一つのきっかけにはなっているんですか？ 

武田：いわゆる、それまでは、全然、その、あの、指名をしとるいうことも知らない。あの、その 200 戸行か

ないかんということも知らない、その大人の世界のことは知らなかったわけですので、それが知る足がかり、

みたいなものですかね。いい勉強になったと思っています。 

渡部：分村しようといったときに、じゃあこれを機会にもう満洲に行こうか、という人もおるのはおったんで

しょうね。 

武田：うん、だからそれはね、二通りあるわけ。貧乏ですから、みんな。一旗あげろうか、いう、あの、変な

言い方ですけんど、向こう行ったら何町もいう、ここでは何反いう田んぼ、向こう行ったら町が単位、何町も

の広い土地がもらえる、ただでもらえる、家ももらえる、うん。そんな、よく、一旗あげろうか、そういうの

が一つ。もう一つは、あの、そんな一旗あげるところまで行かなくても、この貧乏から抜け出る、いう、とこ

ろ、それも、よそのここの近く行った、高知行った、春野町じゃなくて。遠い満洲行って、誰も見たことない

満洲行ってやるわけですから、思い切ってできりゃせんかと、そんなところがあった、欲が出てきた。ほれで、

行きとうない、思うとっても、行こうかいう、人があったと思います。それは、私の感じではあの人この人い

う風に、思い当たるところがありますので。うん、ほいたらもう一つが、行きとうないな、泣き泣きながら行

った人もおります。うん。いろいろ。 

渡部：じゃあ、お兄さんが先遣隊で行くというのは、いつ頃の？ 

武田：あれはね、その、ぶっつけ本番、ぱんって行ってもだめで、あの、向こうで下調べをして、ほんで、あ
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る程度のおぜん立てしといて、この、行くのは男ばっかりじゃなくて女も子供も、家族連れて行かないかんの

んで。一つまちごうたら大変なことになるので、それで、向こうでおぜん立てしといて、どうぞいらっしゃい、

いう体制をとりたいために、その先遣隊いうのを作って送る。その先遣隊を送る時も、えーっとね、あれは何、

何県じゃったかな。長野県じゃなかったかな（※茨城県）。内原いうところ。あの、満洲へ行って訓練するとこ

ろ、内原訓練所いう、あれ、長野県じゃなかったかな、思いますけんど、そこで、あの、教育を受けて、その

先遣隊の者が。 

渡部：先遣隊の？ 

武田：教育受けて、満洲ではこんな生活しますよいう教育を受けて、送り込んだわけ。それで、その時に、お

前とお前行けいう、あれは、希望者もありますけども、お前行け、お前行け、いう、半ば強制的なところがあ

ったわけで。それも、ええ加減な人物送ったんじゃいかんわね。下準備せないかんから。それで、あれじゃっ

たらできるじゃろう、いう人物を選んだんじゃないかと思います。あれはね、ちょうど大正 12年、11年ぐらい

の生まれの人、兵隊へ行った、その、2年、3年前くらいに。あれ、20歳になったら、検査受けないかんね、男

は全部。ほんで、当時は、あの、明治健軍以来のその、かっちりとしたその、軍隊の体制いうのが維持されて

おったので、甲種合格いうたら立派なものですわね。ところが、その、甲種合格でも、10人おったら 10人、朝

倉の兵舎へ行くか言うたらそうじゃないですよ。その 10 人の中の 6 人とか、あるいは 7 人とか、あとの 3 人、

4人は来年いうて。オビットされる。そういう厳しい制度がまだ維持されておったんですね。そんで、戦争間際

になると、兵隊足らんもんだから、誰もかれも、うん、なりました。その当時はまだ、厳しかったので、兵隊

にとられない人が、おった、（自分の）兄貴もその一人です。それで、兄貴の同級生なんかほとんど選ばれて、

先遣隊へ回されました。ほんで、昔のね、私の子供のころ、子供でない、少年のころですね、まだ不思議かも

しれませんけど、あの、藩政時代の人がいた、私の祖父は文久三年の生まれ、あの、祖母は、慶応元年の生ま

れ。それがですね、いちばん古い人で、嘉永四年の人がいた。おばあさん。うん。それが一番年上。ほとんど

がじいさん、ばあさん、私の。いうたら藩政時代の人。親になるのは明治の人。ほんで、兄貴になるのが大正

の人。そういう、あの、システムなっとったんですね。それで、あの、明治の人の考え方いうのは、侍の時代

の、そのじいさん、ばあさんの生まれて育ったあの藩政時代のあれが引き継がれてきとるわけ。それで、長男、

あの、一家の中の長男、絶対家
うち

を継ぐんだというあれがあるわけ。教育してもお前がうちとりぞ。という教育

しとるわけ。兵隊に取られるのは待ったなしですけんども、それは言わん。長男じゃから家継げよ。次男三男

坊は養子に行けと。女の人は嫁さんに行けと。これでもかと枠にはまったような生活だったわけ。それで父親

は兄貴を重視しちょったがですね。私は二番目じゃから、どうでもええみたい、よそへやるんじゃけどうでも

ええみたいなあれですけんども、兄貴を大切にしちょった。ほれで、あれ、村長がですね、制度を作る時に、

中国行く時の。どうしても嫌いう人が中におりますわね。行け言われても嫌、その人の逃げ道として、あの、

藩政時代、15歳以上いうたらあの、元服いうて、大人の仲間入り、戦場へ行く制度があったでしょ。あれがそ

のまま引き継がれてきちょって。15 歳になったら大人いう風に、今は 20 歳ですかね。15 歳になったら大人い

う風にみなされとった。それで、15歳以上の人が、男の人、例えば、8人おって、家族が、ほんでその中に 15

歳の男の子が一人おったら、その人が満洲行く仲間に入れ、出したら、後の人はね、お役御免。そういう、村

長はね、りこい人なんで、そういう逃げ道作ったんだと思いますけんども、それで、あの、兄貴が 15歳んとこ

じゃない、兄貴が行っとるわけですから、うちはいごかなくても良いわけ。ところがさっき言ったようなその、

長男重視の頭なもんじゃから、長男が満洲行ったんじゃからおらもついていかないかんと。こういうあれで、

行かなくてもえかったんですけんどね、うちは。うん。ところが、それで親父は、私は全然知らんし、ほの、

町行くいう話は全然知らんかった。行く、出発する、う～ん、一カ月ぐらい前になってから、満洲行くって知

らされました。ほんで、そうかな～思うて、行かないかんのかなぁ思いながら荷造り手つどおたんですね。ほ

んで、結果的には、あれ、行かなくても良かったのになぁと、思います。うん、思います。ほんで、あの、家

庭によってはその、嘆願書の出た家庭の、その、子供を抱きしめて、その難を免れた、いうところがあります。

私が今住んどるところ、西ヶ方という小学校のそばですけんども、そこでも 4 件、男の子を出して、一人出し

て、うん。ということをね、私のおったその西ヶ方いうところは、私のおじきになる、母親の兄ですけんども、

旧組合長やったり、議員やったり、その地域のボスみたいな人じゃったですね。その人が、策を練ったんじゃ

ろうと思います。その『さいはてのいばら道』書く時に、その資料を全部見せてもろうて、読みよったら出て

きとるわけ。いわゆる出しとうないもんじゃけ。男の子をずっと出して、ほんで、家族出さん。一回も家族出

してないんです。ほんで、犠牲者が出てないん。家族行ってないから、男の子、兵隊からもんてきて、無事に
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もんてきて、それも私たちのところに帰ってくるんじゃなくて直接兵隊から、戦地から、西土佐の自分ところ

の家に帰って来とるから犠牲者がおらんとに、戦死した人がおらんとに、満洲での犠牲者は一人もでてないの

で、おかしいなと調べよったら、そのわしのおじきが。だけどそんなこと書けませんで。 

渡部：そうですよね～。 

武田：その集落だけ犠牲者は一人も出てないですね。上手いこと逃げとったなぁ。うん。(笑う)住民をかぼう

とるわけ。村長に盾突いたわけじゃないけんども、かぼうとるわけ。 

渡部：みんな色々工夫をしたんですよね～。 

武田：上手いこと逃げる人おるもんじゃな思うて。世の中あんなもんじゃろうか思うて。(笑う) 

渡部：武田さんところは昭和 19年の 4月に出発をしてどういうルートで行きました？ 

武田：あの。う～んと、あれ、久礼坂いう、あの、バスしかありませんで、あの、江川崎からバスに乗って、

私どもだけじゃなくて、あそこでも、ここでもここでもいう風にこの、出発する人が待っちょるわけですね。

私たちの、私の行く年月日に指名された人が、駅で待っとるわけですね。バスの駅で。ほんで、一緒に乗って、

土佐久礼を。土佐久礼まで行ったら夜になりまして、ほんであそこで、あの、海の見える旅館で一晩泊まって、

あくる日、あそこから汽車があそこからしか汽車がありませんで、あそこから汽車に乗って、乗り換えなしで

ずーっと、乗り換えじゃない。あの、連絡船、高松の、あそこで汽車から降りて船に乗って、宇野で、再び汽

車に乗って、それから乗り換えなしに山口県の、あれは下関かな、下関じゃの。 

渡部：下関ですね。 

武田：うん。あそこで降りて、あそこから朝鮮行の連絡船。連絡船初めて、初めて連絡船じゃなくて、よそ行

くの初めてですけんども、あの、連絡船乗っとる時、あの、潜水艦にね、アメリカの、潜水艦に沈められて、

その、連絡船が、殺気立っとる時。それで、船員、若い船員をね、こう、何かな、けんか腰みたいな感じのあ

れやったですね。ほんで、乗ったら、ピ。あの、この、救命胴衣、あれ付け方をちょっと声の聞こえるような、

あの、体の見えるところへ、階段の真ん中ぐらいのところ、みんなに説明するわけね。ほんで、説明が終わっ

たら、うん、今度、みんな付けとりますわね。ほれで、ピ。上向いて走り上がるわけ。赤ちゃん連れとろうが、

年寄りじゃろうが関係ないわけ。ピ。あの、甲板へ、上向けて上がる甲板へ、甲板へ上がったら、ほんだらま

た、ピ。下へ向いておりて、席へ着いたらほんだらまた、ピ。上がってくる。最初の時ですね、私が、あれ、4

列くらいになってこう、階段上がるんですけんど、私の前がね、ここに腕章付けた、何とか報国隊いうて書い

ちょったから、女の人、20歳前ぐらいな、う～ん、何報国隊だった、記憶、ありません、うん、腕章付けた人、

ほんで男の人が、あの、リーダーの人が、男の人、その集団がですね、私の前をきよる。4列になって。ほんで、

私の、一般ですから、おばあさんもおる、あの～若い人もおる、赤ちゃん連れた人もおる。私の二つ前の女の

人、うん、船員がこの上がったとこで、こう一人ずつ見とるわけね。ほんで、この広っぱがあって、たまり場、

ほんで、そここのところにまだ、階段上がるところに、船員が上にあがったらまた船員が見とるわけ。その私

の目の前の船員がですね、私から 2人前の女の人、肩つかんで引っ張り出した思うたら「ぱーん」、ほっぺた「ぱ

ーん」って、叩いちゃって、叩いたんだけじゃなくて、右足でバターン、その女の人、その上あがる階段の元

のところへ転げちゃったですね。ほいたらね、当時としては、あの、軍国主義が徹底しとりますので、女とい

えども、私らも少年ですけども、軍国少年ですけどもね、あの女の人、しっかと教育受けたんだろうと、パー

ンと転がって頭がこっち、足がこっちでパーンと転がったけんどね、すぐにピャンと立ち上がって、立ち上が

ると同時に、こう、くくりめのとこ、直しとった。ほしたらその船員が見とって、一切口出ししない、手も出

さない、いわゆる私の叩いた意味が分かったいう風に思たんでしょうね。その女の人も「りこいな」思いまし

たけんどね。あれ、ぽけっとしとったらまた叩かれるでよ。うん。ほれで、倒れた瞬間に、こことめてなかっ

た、いわゆるあの、蝶々結びいうやつを、あれやったらいかんいうて教育受けとった。ほいたらその人、それ

やっとったんじゃと思います。うん。また、ようあの、プロじゃけ、見つけたもんですわね。うん。(笑)あの、

一歩外へ出たら、国から、外へ出たら、戦場。うん。鉄砲の玉いつ飛んでくるかわからん戦場、いう風に。す

ごいな、思いました。その訓練の手間もなしですよ。まだ出航しない時に、下関の港で。まあ。やっと、船に

ついた時に、これから、いわゆる自分と、それぞれの目的地へ、朝鮮半島か、満洲大陸か、分かりませんけど、

それぞれの目的地へ行くわけじゃけんど、元気で頑張れ。うん。船員が。言われました。ほんで、朝鮮半島へ

渡ったら、今度お粗末千万なのが食事。うん。駅弁。あれ出したら小豆、小豆の飯。日本が炊くような小豆、

赤飯じゃないわけです。一般の米の中に小豆が入っとる。それから、トウモロコシが入っとると。そんなご飯

じゃったですね。なかなか食べにくいやつの、口の中もぐもぐと残るような感じの。ほんで今度、朝鮮の国境
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超えて満洲に入ったら今度、大豆が入っとるんですよね。大豆飯。コロコロ、それも味噌に使うような柔らか

い炊き方しとれば良いんですけれども、中途半端なあれで、コロコロ口ん中に残る。その大豆が。いよいよま

ずかったですね。ほら、往生しました。米だけよって食べて。うん。 

渡部：それじゃあそれは朝鮮からずっと、どこに入る？アントンとか。 

武田：ここ？ 

渡部：アントンでない？ 

武田：こっちは東でしょ。ウラジオストクでしょ。うん、ここ。これ通って。 

渡部：新義州ですね。 

武田：うん、そうじゃ。新義州。これを通ってね。奉天。 

渡部：はい、奉天に行きますね。 

武田：今の新京。それから北へ行って、長春。長春。 

渡部：新京。 

武田：うん。新京。ここで降りて、ホテルへ泊まって。ここで。えーっとね。あれはね。名前忘れた。あの、今

でも変わりありませんけども、長春の駅の前。あれ、あの、日本人が作った町ですので。狐が走り回るような

のっぱら。あそこへ計画的に作った町ですのでね。駅をまいますね、真ん中にこう、ロータリーがあって。こ

この中に大きな道路があって、こういう風に四方へぶわーと広い道路が、あの、何であんな広い道路作っとる

んだいうぐらい、広い道路が、ぶわーと、それがまた、40キロも 50キロも向こうまで、ふわーんと、平坦です

のでね。遠いところまで、もう、かすんで見えなくなるくらいまで、長い道路がこう、あったのを記憶してお

ります。今行ったら、その道路も、その、ロータリーもそのまま、昔のままでした。うん。ほんで、ほんでお

りて、一晩泊まって、ほれから今度、牡丹
ぼ た ん

江
こう

いうところがありますでしょ。 

渡部：牡丹江。ええ、ここですね、新京からこう。 

武田：東向けて。 

渡部：はい。ハルピンを通って行くんですか？これは 

武田：牡丹江いうてね。 

渡部：牡丹江、ここですね。 

武田：あの、高知の朝倉の連隊がおったところ。この牡丹江向けて行く鉄道の側に吉
きつ

林
りん

。吉林あります？吉林

は今でも吉林です。ない？ないはずないで。名古屋の三倍ぐらいの大きな町。 

渡部：あ、チーリン。ここ、ここですね。 

武田：ここ。うん。 

渡部：あ、チーリン（吉林）。吉林を通って行く。 

武田：うん。こっから吉林。ほんで、吉林から、東行くとね。蛟河いうところがある。蛟河。 

渡部：蛟河、これですかね。 

武田：あの、この、虫偏に。 

渡部：あ、これ、ここ、ありました。ありました。 

武田：蛟
こう

河
が

。虫偏に交わるという字。それに三本川じゃなくて、さんずいのかわ。蛟河。ここで降りて、ほん

で、今度、南に向けて、これはね、歩かないけんわけ。200キロくらいある。こっから高知いって戻るぐらいあ

る。うん。ここ行ったら、ウンドウシ、ウンドウシいうとこないですか。横。横の道。ウンドウシじゃない、

黄色い道かな。これ、目が悪いけんようわからんのよ。ウンドウシ。なぜウンドウシ言うかいうたらね。そこ

にあの、日東義勇隊いう、日本の日という字に東と書いて、日東義勇隊。この、ここはね、愛媛県と、ほれか

ら、大分県の出身者で編成した義勇軍がおったとこ。うん、そこで大変世話になったのでね。私たちは。ほれ

で、それがウンドウシ。 

吉尾：あ、ありました、あります。 

武田：ウンドウシいうところが 

吉尾：横道、ワンダオツーっていう、あの。 

武田：ないかの。 

吉尾：えっとね、 

武田：長春。 

吉尾：ここにはあるんですけど。 
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武田：盤石
ばんせき

じゃない。こっち。 

吉尾：これ。これこれ。 

武田：蛟河から南へ下がった所。これ樺甸
か で ん

いうたら、私たちの樺甸県

の県庁所在地。これがね。ここのあたり。 

吉尾：あ、そうですね。 

武田：あ、ここにある。これ。八
はち

道
どう

河子
が し

。これ八道河子の開拓団の隣。

こちらがね。 

渡部：コクアンドンコウ。あ、ニットウとかありますね。 

武田：これ、なんの、 

渡部：日東の義勇軍とかですか？ 

武田：うん、うん、これじゃ。これを超えたら、 

吉尾：だからですね、あの、ここと、先ほど言った、 

武田：これ、なんて書いてます？ここ 

吉尾：このあたりです。 

渡部：大きい青、溝の江
え

で、たいせい、こう、こう 

武田：うん、ここがね、私たちのおった開拓団。これ。 

吉尾：あ～そうですか。 

武田：これ。これ名前がね、「だいせいこう」いうのは私たちがつけた名前ですので。この、開拓団の名前とし

ては載っとるかもしれん。これなんて書いてある？ 

渡部：大清溝。で、江戸の江が書いてありますね。ダイセイコウコウと書いてますね。 

武田：大きいという字に清い。清い。 

渡部：あお、あおいになってます。ここは。 

武田：あ、青い。 

渡部：うん。ほれで溝、に江戸の江です。 

武田：大清溝。これ、名前が違うけど、あの、これ、ここが、私たちのおったとこ。ここに一つ、山があるん

ですね。山超えたらこの日東義勇隊ゆうところ。ここから降りて、歩いて日東義勇隊超えて、ほんで、私たち

の開拓団へ。それで、これ、庿嶺
ミョウレイ

（廟嶺）と書いてますね。 

渡部：廟嶺。 

吉尾：ええ。 

武田：これが京都の開拓団のところ。ここ。これ、おかしい。こんなはずない。廟嶺いうのはここんなか、樺

甸のここの側になからないかん。これこれ、ここの開拓団はいないですね、これ。この開拓団じゃなく、ここ。 

渡部：ちょっとこっちに 

武田：大体ね、90キロくらいある、こっから。私たちのとこから、この、京都の開拓団まで。90キロある。ほ

んで、ここじゃなくて、こっちですね。 

渡部：じゃあ、こういうところは高千穂だとか、佐賀だとか、色々地名があるのはそういうところから来た開

拓団ですね。で、この名前も、 

武田：名前はね。大清
だいせい

溝
こう

いう名前、あそこの、あの、すぐ近くにね、すぐ近くに、私たちのおったところのす

ぐ近くに、あの、中国名で大清溝いうところがあります。それはどっかに 20軒ぐらいしか家のないところです

が、集落ですけども、そこの名前をとったんじゃないかなと思いますけんどね、定かではないんです。私たち

の大清溝いう名前は、私たちがつけた名前ですので、先遣隊の人が、つけた名前です。多分、その近くに大清

溝いう名前がありますので、それをとってつけたんじゃないかと思います。私たちのおったところは 4 つ、あ

りますけども、4つとも名前が大清溝じゃないんです。あの、日東の義勇隊のおるところ、峠超えて、下へ降り

て行ったら、こちらかわ、北、川の上流になるわけですね。それでね、大胆不敵いうか、明治の人は大東亜戦

争もやるぐらいじゃけん、あの、じゅう、じゅう、十五年、十五、十六、十七、十五年、えーとね、私たちがい

た一番奥の端の集落、日東義勇隊から山越して、降りたところ、そこの集落、中国人はおらんわけですよ。ず

ーっと。おらん、その、侍の、ちゃう、中国人のおるところの、家を、買収しちょいて、田んぼも畑もとって、

ほんで、入っていくようなことをしてないわけ。中国人のおらんところへ、行っとるわけですね。それで、そ

こへ行ったときは、そこからね、4 キロほど、奥へ行ったところ。そこで、中国人のような感じでね、あの、
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色々と編成される、匪賊
ひ ぞ く

いうて、聞いたことあります？匪賊。 

渡部：匪賊、はいはい。 

武田：匪賊、あの、集団、武力集団。あの、匪賊いうのはね、土匪とか、共産匪とか、馬賊とか、色々な表現が

ありますけんどね、共産匪賊いうのは、共産党主義、共産主義者、が集まってできたのが共産匪と言います。

これはね、あの、命乞いをしてもだめ、あの、モノもいらん、金もいらん、日本人をこっから抹殺する、いう

のが狙いですので、待ったなしね。うん。それがやってきたら怖い。～。ほれで、何しよったいうたら、営林

署。現代で、ここ、日本でいうたら営林署。この奥にはね、私たちがおったとこが、こんな大きな木が、いっ

ぱい生えとったですね。それを、関東軍の軍用資材に使うために、こう、伐採にはいっとるわけ。200人。うん。

ほんで、中国人も使ってやっとる。その、男も女も含めて、200人、全滅したところ。そこが。そのわずか 2年

の間に。15年ですから。うん。まだ血生臭いとこ。そこをね。あの、あれは、私が行ったときは十九年ですけ

んども、馬に乗ってね。どんなところか話聞いたことはあるけんど、行ってみないかん思うて、馬走らして行

ったら、まだ、あの、焼けた柱がね、黒焦げの柱が、立っとりました。ここでやられたんかぁ思いながら、ず

っとあたり近所見て、ほんで、ちょっとやばいかね、いつ出てくるかわからんで、ほんで、急いで戻ってきま

したけんども、そのわずか 4 キロのところ、そのやられとるにもかかわらず、あの、開拓団をそこに、江川崎

開拓団を送りこんどるわけね。それで、日東義勇隊を通って行きますので、あそこに行ったときに、その先遣

隊が行く時、鉄砲持たんと何しよんぞいって言われて、あの、あんなところに行くのに丸腰で行って何をする

ぞいって言われて鉄砲借りて、そこで。弾、何千発か知らん、弾も借りて。ほんで武装していったんですけん

ども。それからのち、何の音沙汰もなしで、終わったんですね。ほんで、あたしらがいたところにね。4つあり

ましてね。ほれはね、一番奥がね、これじゃないな。この日東いうところ。これ日東、義勇隊、この大けな山

脈を、ここの山脈を超えたら、これを超えたらね、峠を降りたとこが。これ、川、四万十川みたいな川がこう、

奥向けて行っとります。ほんで、やられたところがこっから 4キロ離れたここ。これ、八道河子という名前は。

八道河子。八道河子いう名前は他にもありますけんど、これ、八道河子いうたらここから川へ下
しも

、下ったらね。

中国語ですよ、全部。ほれから、もう一つ、ここ。ここがね、暖木条子
ナ ム チ ョ ウ ズ

、これは腰甸子
ヨウデンズ

。シャン。シャの、こ

れ、うえ、これ上海のシャン。シャモール。ここがね、あらみぞ(荒溝)とかいて、ホアン。これ、コウはやっ

ぱりこうですのでね。荒溝
ホアンコウ

。この 4 つの集落。なぜか言いますとね。江川崎村いうのは学校が 4 つあるわけ。

私んとこ、西ヶ方。その次が江川崎。川崎。その次が本村。その次が奥へ入ったら権谷。４つありますんでね。

学校が。これも同じように、分村ですから。うん。ほんで、4つ集落をつくる、いうことで、これが奥の端の人、

権谷小学校がここ。ほれから、本村小学校がここ。ここが役場のあるところ。川崎小学校。ここは私が今住ん

でいる、荒溝いうところのこれが西ヶ方小学校の校下。4 つ作る。分村ですから。ほんで、4 つ作るために、4

つ向こうで、集落をつくって。うん。開拓団、としたわけですね。それで、行くにも、権谷小学校の配下の人、

ここ行くんですよ。ほれから、役場のあるところ、川崎、江川崎というところの小学校下の人はここ行くんで

すよいうて、決められとったわけ。ほんで私は、西ヶ方小学校でここへ行っとるわけ。ほんで、あれねぇ、村

長は、あの、こんな大きな木があるわけですから。それ切り開いて、田んぼ畑、作らないかんわけですね。だ

けど、それをやっていっきょったら、広い土地、ここの、ここまでが、ここまで、いうてやっていっきょるう

ちに、この、おそらく、欲が出たんじゃろうと思います。ここ、はみ出ちゃったわけですね。ここ。ここで終

わっとればいいんじゃけども。ここ、はみ出ちゃって、ほんで、ここだけ、私たちのおるとこだけ、中国人の

おるとこへ迫りこんじゃったわけです。ほんで、集落の中のね、道路がこうついとる、ここの半分は私たちが、

半分は、あの。 

渡部：中国人。 

武田：中国人と、一部朝鮮人という、3つの集落が、人物がここん中に固まっちゃったわけ。そんな形になりま

した。だけどね、江川崎の人、お人好しはなんとかなんち言いますけんど、この、人がええもんじゃから。中

国人とこう、一切ありませんで、ほんで、この、あの、ごたごたが一切ありませんでした。4年の間。ほんで、

ここ出るときにね、これ、一本道でよ。広い、こで、ここで伐採した品物を、こう、送らないかん、トロッコ

で。そんで、広い国道を作っとったですね。これ。この、関東軍が作ったのか、満洲国、政府が作ったのか、

わかりませんけんど。これ、広い国道がずーっと奥まで、こっち。ほんで、峠超えて、日東義勇隊から、駅の

あるところまで、広い道路ができとりました。ほの、道路のね、このかどっこ、ここだけね、警察署がありま

して、で、6人もおった。警察官が。所長以下 6人。朝鮮人が一人、ほれから、中国人が 5人。ほんで、日本人

の警察いうのは、これはね、刀つっとる。うん。一目見たらぴゃっとわかる、あれ、日本人。ほれは、ここに
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置いてない。ここ、あの、ここからね、何キロか離れたところに、ちょっとした町がありましたけんどね、そ

この町に、朝鮮人、中国人で、編成された警察署があるけんど、ここへ日本人が入った、いうところで、日本

人の警察、ここへ一人、～、これ、行ったときにね、奥さんがおった。23か 4の奥さん。赤ちゃん連れて。男

の子。抱っこして。見たことあります。これはね、あの、戦争が終わったときに、襲撃されて、その、官舎。

奥さんと、ここの日東義勇隊の幹部が。嫌煙しちょって、帰りがけに、私だけ通って、帰るのに、ここへよっ

たわけですね。よって、夕食をごちそうになっとる時に、中国人の襲撃うけて。旦那さんの方はいわゆる日本

人の警察。中国人がね。ちょっと用事があるけんでてきてくれいうて、言われて。戦争に負けたこと知らんも

んじゃから。いつもの通りのあれで、気軽にパッと出て行った。この、官舎の門のところいた瞬間に、ここの

ところに 4人くらい構えて、バコン、ほいたら、あれ、やっぱお巡りさんじゃけん、あれね、あのお巡りさん。

私が、二・二六事件いうて、関東、あの、あそこの、東京で、あの時の下士官。クビになってる、あの、将校は

ね、全部銃殺されたけんど、下士官、兵はクビになって、中国へ飛ばされたり、これ、満洲へ、その時に下士

官がようけ辞めてね。兵隊を。やめて、ここの警察を希望しとるわけ。行っとるわけね。その中の一人じゃと

思います。体格のえい人じゃった。その人がやっぱそういう職業じゃけぇ、ピストル向けてパァンとやられた

時に、こう、パーっと地面へ伏せてね。うわぁいうて。伏せたその時に、相手はここを確かめないで、中へ走

りこんだわけ。奥さんと、その、この日東義勇隊の幹部が食事しとるところ。部屋へ走りこんだ。その間に立

ち上がって逃げて、野超え、山超え、逃げて、私んとこ、ここの、私んとこの家、逃げてきて。親父がびっく

りして、警察の服装じゃないわけ。ほんで、シャツとズボンだけ。ほんで、泥まみれんなって、ほんで、靴も、

あんまり履いたり履かんかったりみたいな感じの、ほんで、普通の集落歩っきょったら殺されるけぇ、警察じ

ゃけ、顔、知っとるから、ほんで、野超え、山超えして逃げとるうちに 3 日かかって、私のうちへ、後ろから

やってきた。そんで、親父がびっくりして、ほんで、急いで隣近所の人に連絡してね、ここに向けて伝令走ら

せたわけね。本部へ。それで、戦争に負けた。ほんで、大騒ぎになった。ここが。その、奥さんいうのはね、

走りこんできたその中国人に血祭りに、奥さんも子供も、その、ここの幹部一人も、3人が。血祭りに上げられ

とるわけ。ほんで、私はそれからのちにね、8回行きましたけんども、ここへ行って、その人の霊をとむろおて

(弔って)やりたい、思うけんど、よう行かんが。ちょっと、監視が悪い。その、3人だけが、血祭りに上げられ

たいう、他の日本人、2人おったけんど、夫婦が。川の中飛び込んで、対岸へ泳ぎ着いて、夫婦が逃げとるわけ

ね。そんなところじゃからちょっと気色が悪うて、よう行きませんけんど、行けたら、もし行けたら、今でも

とむろおて(弔って)やりたいな、いう気持ちはあります。ほんで、その警察官は、私らと一緒に、こう、逃げ

る時に、顔見られたらやられるから、ほんで、ぼろ着せて、親父が。破れたような、わざとぼろを着せて、ほ

んで、ほうかぶりしてやって、ほんで帽子着せてやって、ほんで、みんながこう、並んどるとこの真ん中へ、

きて、ここの警察や通る時のように、ここに警察官も並んどきゃ当然、顔見たらわかりますからね。ほんで、

かばうようにして、そこを出て行って途中の町もその人、絶対外へ出さんかったですね、そのグループから。

外へ出さんようにして連れて帰りました。吉林へ着いた時に、吉林に警察の本部がありますがね。ほんで私達

と離れて、そこへ、行きましたもんでね。後はどうなったか知らんけんど。関東の人やった。うん。名前は『さ

いはてのいばら道』に載せてますけんど、名前、今は頭に出てきませんけどね。いずれにしても、あの、ここ

で戦争に負けたいうことが分かったので、もう、戦争が、負けても勝っても、戦争が終わったら、特に日本の

ように負けたら、ここの朝鮮から、中国大陸から、全部日本へ帰らないかんから、これ鉄則ですからね。それ

で、自分で帰る。自分で帰ることできんかったら、政府が、ほんとは政府が連れて帰るんじゃと。政府が連れ

て帰ることができんかったら自分で帰るんじゃと。自分が連れて、力がなかったら、そこの人に言いなりに、

ということは捕虜。うん。収容所入れられようが、殺されろうが自由ですから。ただし、戦争に負けた国は、

粗末にしたらいかんいう、国際的な法律があるわけね。ほれで、殺されることはないけん。でも、自分で帰る

ことはできんから。ほんで、その中国人の言いなりにならないかん、いうのが私達の立場じゃったわけ。これ。

ほんで、うーん、いずれにしても、中国出ないかん。いうことで、ここ、22日ですよ。18、15日に戦争に負け

とるのに、22日までもたもた。その警察官が逃げてくるまで知らんかったわけですのでね、この、戦争に負け

たいうことを。 

渡部：ソ連とかも、ここら辺には？ 

武田：うん、ソ連、ソ連軍が攻めてきて、あの、飛行機がね。日の丸の旗じゃ、日の丸じゃなくて、ソ連の星

のついた飛行機、頭の上、スレスレくらいに低く、飛んできたですね。飛んできたけんど、ありゃ、関東軍が

ね、秘密保持するために色塗っとるがじゃいうことで、ほんで、日の丸の旗も消しとるがじゃなんて言うから、
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そうじゃろうかな、思うて、思うとった。そうじゃなくてソ連軍、攻めて来とるがじゃ、ここ。ほんで、私ら

がこんなかにおるのに、ここの国境、ソビエト軍、攻めて来とるわけね。ほいたらドカーンいうて、体に響く

ような大きな音、これ、大砲の音、ほれから爆弾の音、ここにおる時に聞こえるわけ。ほんで夜になったら、

この山の稜線が真っ赤んなって、バーンと赤んなって、夕焼け、みたいに、焼けとるわけ。この町が。ソ連軍

に、爆撃されて。その人らも、ソ連軍、攻めてきたいうのも知らんわけで、ソ連軍と戦争しとるいうことも、

関東軍が演習しとるいうて。そうじゃろうかな思うて。うん。そんな程度やったけ。山ん中じゃけ、新聞はな

いし、電話線はね、切られちょったんじゃと思います。電話通じんし、うん。置いてけぼりくっとったわけ。

ほんでお巡りさんが逃げてくるまで、戦争に負けたいうことを知らんで、遅くなっちゃったわけ。ほんで、こ

こをとにかく出ないかん。うん。どこい逃げる？いう、今まで通っとった蛟河いう、ところ、うん。あそこへ

行くのにね、200キロの道を歩かないかんわけ。車がありませんで。歩かないかんのよ。子供連れて。赤ん坊背

負うて。歩かないかんでしょ。ほんで、ここの日東の義勇隊のおるところ、ここを頼りに、若いもんがおるか

ら。歳いたいうても、二十歳超した人は全部兵隊に取られて、奥さんだけが残っとるわけ。あと、14歳から 19

歳までの青年がここへおりますので、頼りになりますのでね。ほんでそこを頼りにして行く、いう。峠まで行

ったときに、伝令がいっとるときに、中国人に出おうたわけ。ほいで日東義勇隊どうしてます？いうたら、あ

そこはやられたいうて、全滅したいうて、嘘ばっかりで、あれ、中国人、えいかげんなこと言うたんじゃとう

と思う。それにびっくりして、こっちの道選んだらえらい目に遭うぞいうて、報告したもんじゃから、その斥

候が。ほれで、方向変えて、反対側の京都の開拓団のおる、樺甸へ向けて、歩くことにした。うん、ほんで、

ここの奥におる人から、順番にずーと来て、私たちのおるところまで来るのを待ちよって、ほんで全部揃っと

ったきね。ここ出発して。 

渡部：全部で何人ぐらい 

武田：ん？ 

渡部：全部で何人ぐらいの、あれですか？ 

武田：聞かれるじゃろうな思うて、準備はしてきた。これね、江川崎開拓団が 365 人。京都の開拓団 497 人。

ここの樺甸という、ここでいうたら高知。ね。ほんで、高知が県庁の人もおるし、満鉄公社いうのがあった。

満洲鉱山。ほれから、満洲炭鉱いうのがあった。ほれから一般の人と。合して 600 人。おおよそですよ。合計

したら 1500人がここの廟嶺いうとこで、京都の開拓団へ集まって。 

渡部：あ～みんなで。 

武田：うん。 

渡部：動き始めたわけですね。 

武田：うん。江川崎開拓団はね。ここにある。日本から送り出した 118人。118戸。433人。ほんで戦争に、が

終わった時にはね、104戸。で、413。この間に 104に減っとるっていうたら、途中で逃げたんじゃなくて、先

ほど説明した一人、で一戸、いう風にして、家も田も畑ももらう、その制度を利用した一人の人が、兵隊に取

られとるわけ。うん。 

渡部：招集されて 

武田：昭和 19年。この中に、独身者がおるわけ。ほんで、この一戸二戸いうやつが減りますわね。それでこれ、

減っとるわけ。ほんで 413。これが終戦の時。ほんで、開拓団へ行ってから生まれた赤ん坊がおるで。33 人。

これを含めてこの。やから復員して帰ってきた人がね。京都の開拓団へ追いついた人が 5人おります。そんで、

日本へ戦地から直接もんてきた人が 37人。ほんで、私たちが 99 人。ほれから、残留孤児が 2人。高知におり

ます。今。ほんで 40 年経ってから、生きとるいうんが分かって、これ足して、ほれから復員した人を足して、

138人が中国からもんてきた人、いうことになります。今は何人おるいうていうたらね。これ、名前挙げて、計

算してみました。24 人。残留孤児 2 人入れて 24 人おります。県外にこんだけ。あの、四万十市の中にこれだ

け。合計 24人おります。この、この 138人の中の、今生きとる、70年経って、22人。うん。 

渡部：この、大正 11年生まれの方もまだ？ 

武田：うん、ここへ年月日、参考のために入れてきましたけんど、女の人二人、男の人は一人、大正生まれが、

うん。大正生まれがもう、ほとんどその、兵隊からもんてきた人がほとんど大正ですわね。その人全部、もう

おらんなったいうことです。その中でその、兵隊からもんた人がここに、一人だけ。後はここに女の人がおる

はずですね。一人、大正。うん。愛媛県におる。 

渡部：あ～、タケオさん。 
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武田：女の人が二人、ほんで男の人が、この男の人がもう、ダウン寸前じゃけんど、健在な男の人は、大正生

まれの人、おりません。うん。 

渡部：じゃあ、それでずーっと、京都開拓団と一緒になって、えーっと、どのルートで 

武田：こっちに向けて逃げて、京都の開拓団へ行って、一緒におる時にね、やばい、危のうなってきて、県庁

所在地におる、町の中におる人も、山超えてここへ、京都の開拓団へ、その人数がこれです。600人ぐらい。そ

れで、600 人ぐらいの、1500 人ぐらいににわかにこの京都の開拓団、膨れ上がった、その時にね、山の上、あ

の山、ほれから、こっち側の山、山の上ね、こんな風に木が茂ってないわけ。低い木。ほんで、中国人が動く

んが見える、山。あの大きな火焚いてね。グループごとにこう、たむろ。 

渡部：監視してる？ 

武田：うん、ほんで声も聞こえてくる、そこの中に、この、1500人、えーとね、夕方、大体集まってきたんが

夕方、そろってきたんが夕方、それで、あの、どこの団長か知らんけんど、うちの団長じゃなかった。京都の

開拓団でもなかったけぇ、どこの人だか、とにかく、音頭取りをする人。うん。その人がね、朝礼代の上へ立

って、今から逃げる。夜ですよ、もう、夕方になってから。逃げるって。ところが、方々かしこからね、まだ

戻ってきてない子が。集合地点が学校。京都の開拓団の学校いうのが、逃げてくるところ。そこへ逃げてきて

ない人がね、まだ大分おるけん、せめて、夜が明ける明日の朝まで待ってほしい、いう意見が、方々かしこで

でました。出ましたけんど、あの時に、その、どこの団長か知らんね、大の、あの、小の虫を生かして、大の

虫を殺すわけにいかん、あれ、頭から離れませんけんどね。上手いこと言うな、思いました。いわゆる、ここ

におったら、こっちからもこっちからもおりてきたら、袋たたきにあって全滅しますわね。それで、まだ戻っ

てこないいう人を待ちよったら、ここにおる、1500人が全滅する、それで、今から逃げる、いうふうに決断さ

れたですね。ほんで、まだね、夜中になってなかった。9時か 10時じゃなかったろうかと思う、時計持ってな

いけんわからんけんども、その時刻に出発、うん。もう、ぶわーと行くわけにいかんわけね。二列か一列か二

列ぐらいにになって。ほやから最初が行ってから終いの端が、時間がかかるわけ。ほんで一列みたいになって

ずーっと、時によったらね、こんなんなった山通る時があった。ここ。切り株につかまって。うん。あれ、あ

の時にね、あら、赤ちゃん連れとる人がおる、兵隊に取られて、赤ちゃん抱っこしとるよちよち歩きの子供と

奥さんが、若い奥さんがおった、どんなにしてあの道あがったろう、今、思いますけんどね、いずれにしても

この山超えて、川を、水の少ない谷川を渡ったこともあります。それも夜ですからね。夜が明けたら、大きな

ここの、川みたいなん、大きな、これよりかもっと大きな、川の淵へ出て、川を渡ったら県庁所在地。県庁所

在地のその堤防の上に、中国人、槍と鉄砲、あんなもの持って、中国人、いっぱい、こっち見とるわけね。ほ

んで、渡ったらやばいけぇ、渡らんとにこっち逃げる、ほんだら県庁所在地の町をよけて、行くって言われて、

堤防の上通る時にいっぱい並んで見とるんですね。渡ってこれん、橋がないけん。ほんで、よけて、その蛟河、

いうところ目指して、あそこ行ったら汽車に乗れますのでね、とにかく日本に帰るには汽車に乗らないかんの

で、ほんで、汽車のあるところを目指して、その蛟河いうとこ目指して、歩いた。まあ、一週間、六日間、食

事ないんです。そんな、1500人の食事いうたら誰からいうたら、中国人からもらわにゃ、日本人の町行ったけ

ん日本人が飯構えて、そんな、日本人の町なんかありゃあせんで。逃げて。うん。ほんで朝鮮人の町もありゃ

あせんで。ほんな、飯食わしてくれんけどそんなこと、これから先も袋たたきにおうて命取られるがで、駅ま

で。ほんで飲まず食わず。あの、えーっとね、ここに、あの、八道河子いう開拓団の名前ありますが、そこへ

行ったとき、うん。初めて、開拓団が逃げておらんわけです、八道河子の開拓団。ほんで、私たちは道路の左

っかわの学校のあるとこ。ほんで他の人は住宅。きれいにね、日本人町を作るみたいにきれいに並べて家建て

とんですね。そこへいって、泊まるのに私たちは学校じゃった。左側の。ほいたら、男は外で寝よ。女、子供

は中で寝よと。いっつも、そりゃ家のあるとこ行っても、男外、いうて言われて、いっつも草の中で、枕なし

で布団もなしで、そん中で座って、座って寝れんから、横になりますけど枕ないからね、そんな生活、六日間。

食べてないんじゃからとにかくお腹が空いてたまらんけんど、命が落ちるかもしれんいう状態じゃから。 

渡部：その間にもうずっと、脱落する人も出る？ 

武田：ん？ 

渡部：脱落する人も出るんですわね。六日間歩くので、もうようついてこんなる人もおるんでしょ？ 

武田：何の人？ 

渡部：あの、ようついてこんで、脱落していく人も。 

武田：うん、あのね、当然。私のおるところ。江川崎。京都の人は前行きよる。ほんで京都の人は良く知りま
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せんけんどね、私たちのおばあさん。当然。ね。名前もわかりますけんど、その、おばあさん。歩けんなっち

ゃったわけ。ほいたら、かばいよる暇ないわけ。ついてあるかんかったら置いてけぼりくったら殺されちゃう

け。あそこへ降りて行ったら、川へ降りて行ったら水が飲める、思うても行けれんわけね。あの、あれ、昔の

ね。軍隊の残りですけんども、歩くいうたら大抵四列。ね。四列になって歩く。ほんで、広い道路を四列なっ

て歩いたらね、片一方、道が広いから、トラックが一台通るくらい道が空いとるわけ。ほんで、右っかわを四

列で行きよるわけ。その時にダウンして、おばあさん。連れて、おんぶして行くと、おばあさんおんぶして行

っ。兵隊からもんた人、パラパラおりますけんども、わずかでしょ。あと私らが少年。当時の。少年いうのが

いごかないかんほうで。ほんな、おばあさん、重たいおばあさん、背負うて歩く人おらんわね。ほからなしゃ

あない。うん。あとは想像に任せますけ。さっき言った赤ちゃん、抱っこした人、ほれから、その子供がね、

私らのような少年が背負うてやったり、うん、して、かぼうてきましたけんど、いずれにしても飯食べとらん

わけね。ここの中にね、タケムラいう人が、この下の端の女の人。この人。あの当時、22、あの旦那は兵隊に

取られておらんわけ。赤ちゃん連れて、その赤ちゃん背負うとんが隣に、私の隣におるわけ。ありゃ、あの、

ここでは水のことをぶんぶいうて、言いませんか？水、赤ちゃんに水、いうて教えないで、ぶんぶ。言わない？

その赤ちゃんが、おそらくね、「ぶんぶ」いうて教えられとったんじゃろう、水のことを。ぶんぶ、ぶんぶ、言

うとるわけ。いわゆる、水飲みたい。あの。おっぱいでりゃせんから。食べとらんで。水もないけんど、おっ

ぱいもでんわけ。んで、赤ちゃんも飲まず食わずで、その時に、水飲みたい、よう言わんから、あの、ぶんぶ、

ぶんぶ、ぶんぶ言うて、ありゃ、水飲みたいいうとる、そのうちに言わんなっちゃった。ご臨終。背中で。だ

けど、さっきのおばあさんみたいに道端にほかる、忍びないわけね。のうなった。ずーっと、あの、吉林の収

容所へ着くまで、他の人も、亡くなった赤ちゃん、背負うて、六日間、吉林の収容所へ着くまで。うん。今考

えたら、ほんとかわいそうな。その子供ね。うん。今は平和そのもので、水飲みたかったら 100円、ちゃりん。

なんでも、うん。手に入るけんど。道歩いて、そんな、中国人に、ご飯くれんかいう、物乞いもできりゃせん

で、うん。列離れたらとにかく、命ない、思うとかないかん。その、4列になって歩くときね、空いとるところ、

中国人が歩きよるわけ。これね、ここへ通りかかったら、この周辺の中国人が日本人が来たぞ。ほんで、通り

すぎたら、今度、むこっかわの集落、日本人が来よるぞ。ね。ほんで、絶え間ないわけ。その、歩いても歩い

ても中国人、切れ間ないわけ。行く先々でやってくる。ほんでね、女の人が、ここの髪の、あの当時の女の人

いうたら、今のような、こう、きれいな髪じゃないわけ。たーっとなごうにして、ここでこう、やるのが流儀

ですのでね。髪の毛なごうしとるでしょ。ほいたらここんなか隠しとるわけ。その円札を。それを恐らく見つ

かったんじゃろうと思うんじゃ。ほんで、夜の、夜は私達は寝ますのでね、道端で。その時に中国人が、女の

人の髪の毛の中にあった、ほんで、ほいたら、あくる日になったら髪の毛片っ端からやられよるけん。ほんで

ズボンの、この、昔はね、ここのズボン、こんなんじゃなくて、こういう風にして降りたたんじょった、ここ。

うん。ここへ縫い込んどるわけ。ほんで、どこへやっても、隠しとっても、襟のこんなところ、縫い込んじょ

っても、だめ。徹底的にやられたですね。うん。あの、中国を今度帰る時に、私のその経験が生きたわけ、な

んてかいた、その、撫順いうとこで、収容所で、明日帰れ、いう命令が出た。明日帰れいうたところで大騒動

じゃないわけ。私や着の身着のままじゃけ、なんちゃ、トランクもなんちゃないけ、着るものもない。ほんで、

明日言われてもぱっと、明日出発できる、状態。だけど、あれはね、撫順いうたら治安の良いとこで、襲撃さ

れてないわけ。ほいで、あそこの事業家が、成功しとる事業家が、金持ったまんま奥におった。あれね、名前

は分村誌には書きましたけんども、あの、本州の方の人。その人がね、奥さんと、子供二人おった。男の子。

小学生の男の子、うん、その家族がね、帰るのに私たちが一番先で貧乏しとるから。収容所で哀れな生活しと

るけ、一番先に、命令が出た。ほいたらこの人帰りたいもんじゃけ、私たちの仲間に入れてほしいって、来た

んですよ。で、私の、道路に立って隣側ね、永安小学校いうて、赤レンガの立派な、今でも使われてます。90

年経っても。こないだ新聞に載った、李香蘭いう、映画俳優。あの人の母校、いうことで名の売れとる小学校。

永安小学校。うん。あそこにおった人と、あたしとらが一番、ひどい目におうとるから。ほんで、一番先に命

令が出たわけ。その人、仲間に入れてほしいって。図々しいやってきて、金持っとるんじゃから。一人に千円。

一人千円って。決められとるわけ。ほんでその他一切だめで。その、ところが、その大金持ってやってきて、

その、私達の責任者のところへね、これ持って帰ってくれいうて。一人二千円ずつ。この八十何人おる、子供

おりませんで。もう、小さい子供。ちょっとしかおりませんで。あとは大人です。私らのような青年と。その

一人に千円ずつ、いうて、命令出て。それ以外だめ。そこへね。持って帰ってくれ。いうて。ところが、貧乏

人だけ、千円持っとる人おらんわね。百円札もない時に、千円いうたら、あそこでは大金ですけども、だれっ



 

 

 

 

64 

 

ちゃ持ってないもんで。で、その責任者がなんちゃもってないけ、途中で食事代に使うようにって。言う。つ

こうてもかまんから、九州へ上陸したときに、残った分でかまんけん。そんなん言うはず、全部取り上げられ

る。千円以外は。それだったら、すんなりと、九州で、もらえたら、そんだけ得いうことですからね。千円ず

つ、持ってきました。責任者の人が。ほんで、食べてかまん、つこうてかまんよ、いうことで。ところがね。

私は妹連れて帰って来とるんで、妹と二人で二千円もろうたわけね。他に自分の金いうんはあんまり持ってな

いわけ。ちゃりちゃりとちょっとしか。そこで、その中国人にやられた時の経験を生かして、缶詰のカンカン。

私達あの、食器にしとったわけ。この、針金、穴開けて、針金で、こう、とって作って、それで火の上へのせ

て、炊いて食べる。それ、茶碗の代わり。ね。鍋の代わり。茶碗の代わり。それをね、新しいの拾うてきて、

その缶詰の底へ、千、百円札を手で詰め込んで、チンチンチンチン、チンチコチンチコ。あの、なんちゃそこ

に用事ありませんで。うん。端の突先に、チンチコチンチコ、叩いてね。この、底へ。ぴたーっと、引っ付け

て。ほんで、もらった千円、私の分。ほんで妹の分、ほんで途中で食べることにして、それを上へね。味噌を

入れて。いっぱい詰め込んで、味噌を。ほんで、中国人、味噌を食わんのね。それ、日本人だけですけんども。

それ、それがね、検査するときに、収容所の隣が、関東軍が使っとったいう、練兵場があるわけ。広い。そこ

へ全部並ばされてね。両手間隔いうていうから、隣の人のこのくらいね。隣の人のこのくらい、前の方くらい、

そのくらいにあらいとるわけ。ほんで、これボタン、ズボンのボタンも全部はずせいって、いうて。ここのボ

タンも全部はずせい。ほんでズボン、あの、だんだんはずしたらストンと落ちますわね。こうして持っとって、

品物全部前へ。ところが品物がないわけ。かんかん。その味噌の。ほいつをとって。ほいたら警察官がね。女

の人はその、パンツの中も調べられますので、女の警察官が二人。ほんで男の警察官が二人、四人。前からず

ーっと、私の列を。隣の人にこう、検査していくわけ。ほしたら警察官がきて、これなにぞ言うけん、味噌で

すいうて。ほいたら、指突っ込んで。引っかかるようにやっとるわけ。かからんわね。ほんで、向こうに、何

人か向こうに行っとる時に、もう一人の男も、やっぱりやばいな思うたのか、舞い戻ってきて。あの中に、こ

のくらいの小さい宝石でも入れたら、わからんでしょ。千円札入れとるとは思わん、おそらく、宝石包んどれ

へんか、思うたんじゃないかと思う。舞い戻ってきた。もう一人の人が。こうやって。やったけんど引っかか

らんわけ。ほんで、途中、九州へ上がって、日本人ばっかりのとこへもんてくるまで、一切それ触らんとに。

味噌も。触らんとにもんてきました。ほんで、九州へ上がってから、洗面所であろうて。その千円札。へへへ

へ(笑う)。千円、無傷で持って帰ったですね。うん。ありがたいこと。それはね。やられた道中で、六日間。

やられよるときの、経験が。うん。今でも忘れんですね。何かあったらやりますよ。(笑う) 

渡部：撫順を出たのは、何月ぐらいですか？撫順を出発したのは。 

武田：6月 1日。あくる年の。46年かね。21年の 6月 1日。えーっとね。あちこちき、じゃないけんど、あの、

葫芦島いうところがある。北京のこっちに。海の側に。葫芦島。あそこまで汽車で送られて。ほんであそこへ

日本の船が迎えにきちょった。 

渡部：え、じゃあ、撫順にどれくらいおったんですか？撫順には数カ月？ 

武田：えーっとね、全部で 8カ月のうち、6カ月、2カ月はあっちうろうろ、こっちいうろうろ。うん。7か月、

ぐらいかな。あ、8月に終戦なって、9月に撫順へ来たから。一か月。あっち逃げ、こっち逃げ。うん。これ私

の～？ 

渡部：あ、そうです。どうぞどうぞ。 

武田：ええわけ？ 

渡部：で、撫順から葫芦島に行って、葫芦島でちょっと、まぁ待って 

武田：葫芦島行く前にね。着く前に、錦州いうところがあります。あそこがね。昔の兵隊のおったところで、

あの、宿舎がそのまま残っておりました。たくさんの戦車が。ほんであそこで、足止め。うん。葫芦島いうと

ころまで行ったら寝るとこないもんじゃけ。あそこの葫芦島いうところの、でない、錦州いうとこで。足止め。

3日間。足止め受けて。その時に、食事せないかんわけね。上から支給されるいうことは絶対ありませんで。米

粒の一つも支給されることはないで。自分で食べないかんですから。ほいたら妹と二人、外へでてね。町の中

で。レストランに行って座って食べる、そんなことはできませんで、日本、ここでいうたら日曜市。あんなと

ころへいて、ほんで、売っとるやつを。パンをこうたりして。それが缶詰の中の百円じゃ、お金じゃなくて。

妹に持たしとった百円で。うん。3日間。おって。そこで。ほんで船の準備が、おそらく、できたんじゃろうと

思う。ほんでまた汽車で。葫芦島いうところへ。葫芦島へ着いたら、もうとまらずに、そのまま桟橋へ、行き

ましたね。船へ乗せてくれました。その時に、港が、桟橋のとこを歩きよるときに、船の帆先へね。真っ白の
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新しい、日の丸の旗が、見えました。その八か月間いうたら、日の丸の旗どころじゃないわけね。あの、やら

れっぱなしで。それがその、旗見たときに、日本は戦争に負けても、自分の祖国健在。頼もしい感じがしまし

た。その船に乗ったらね。小さいお椀ですけんど、米のご飯だしてくれました。味噌汁。おかずないわけ。味

噌汁だけ。ほら～米のご飯食べたことないんじゃけ。八か月間食べてないし。ほんでまぁ、とてもじゃないが、

うん。あの、嬉しい。その気持ち。うん。なにものにも代えがたいその、米の味。今でも忘れんですね。うん。

嬉しかったですね。一膳しかもらえんかったけん、ちょっとしか、もらえんかったけんど、この味噌汁も、何

ともいえん、ありがたい、生き返ったような感じがしました。うん。 

渡部：じゃあ、撫順とかで数カ月、過ごす時にはみんな、働くんですか？ 

武田：うん。働かなかったらね、銭がなかったら食べていけれんので。えーっとね、ありゃ、居留民会か、な

んか、そんな感じ。居留民いうたらあの、そこに居留しとる、うん。居留。居留民会いう、撫順にずっと昔か

らおる人。お金持っとる人。そういう人が居留民会いう。それと、そこへ集まってきた人の、おもだった人も

交えて、そういう組織作ったわけね。それで、その人たちが、集めた、これ、衣服。それを収容所へもろてき

て、みんなに配って、私や着の身着のままで。それをもらって、ほんで布団も。毛布いうたらね、今のような

立派な毛布はありませんで。あの、軍隊が使っとった毛布。うん。あれもらいました。それも、その撫順にお

った人、が、出してくれましてね。ようけ抱えて、帰ってきてね。あの、吉林におる時はね、そんな組織があ

りましたけんど、まだね。治安が悪うて、そこに一週間くらいおりましたけんどね。日本人が襲撃された、そ

の家。柱だけがこう、立っとる。畳もふすまも障子もなんちゃない。吹きさらしの、屋根と柱とだけがある、

ところが、私たちの収容所やった。そこにおるときにね。あの、私たちの、作業員として、呼ばれて。その居

留民会いうところへ、食料をもらいに。ほしたら、あの、あの当時や、ビニール袋いうて、ないでしょ。あの、

布で作った袋。ね。あれに入れてもろうて、持って帰る。ところが、状況、私ら疎いもんですから。下げたと

ころが、もんてきた途中、中国人に捕まっちゃって。ほんで、ばらーっと、ふりまかれて、大豆も、小豆も、

米も。収容所へ帰ったらみんな、待っとるわね。それを。拾うて、これ、石がまじっとっても、向こうへいっ

て拾うたら、ね。時間かけて拾うたらええけん思うて、集めよったら、足でこんなに、手を踏んだりしてね。

さあ～始末ないとこやった。吉林いうところ。ほれで、収容所で、腹は減ってたまらんし、垣根がある。日本

でいうたらアカメガシみたいな感じの。垣根のある家じゃった。家はもう、さっき言うたように、何にもあり

ませんで。その家で、炊くのにね、鍋も、何にもないわけ。ほいたら、そこが、あの、日本人の住宅ですから、

五右衛門風呂があった。風呂場に。その五右衛門風呂をあろうといてね、そこでご飯炊くわけ。その、もろう

た。ところが、この、十分なあれ、ないので、汁がいっぱい、中にね、米粒がポロポロポロ、入っとるくらい

の、汁が、ほとんど。それが五右衛門風呂やったきね。昔の風呂じゃけんいうて、そんなこと、言うちゃおれ

んわけ。釜ないけ。うん。ほんでその時にね、お腹空いてたまらんし、町歩っきょったらやばいし、垣根のと

ころへ座ってね。四人。仲のええ友、四人がですね、座って話しよったら、パーン、鉄砲の音がした。そん時

はもう、腹減って立ち上がったらめまいがするような体ですけんどね。パーン、鉄砲の音がした思うたらピュ

ーン。すぐにピャーンと四人がそこの地べたへ、伏せたですね。どっから飛んできた、思うたら、向こうから。

ほしたら、男の人がね、ここあの、包帯、右手。ここをね、包帯でこう、つるした人が、走ってきよった。ほ

れで私たちのおるこの十字路の、十字路でない、三叉路。三叉路のこちら側が私たちの垣根のとこにおる、ほ

んでむこっかわのとこから走って来よるって。ほしたら私たちのおる目の前を～と、横通って行った思うたら

すぐに、中国人が二人。一人がこう、曲がり角を曲がった思うたらね、向こう向いて走っていっきょる日本人

めがけてパーン。あの当時の彼ら、警察のピストル。日本軍のピストルがね、警察のピストルが。こんなね、

銃身が長いやつを。あれをこうやっとったから。おそらくね、警察が持っちょったピストルじゃ思いますけん

どね。長ーく突き出して。パーン、パーン。二発撃ったんですね。倒れたかどうか知りませんけんど。ほした

ら、二番目の男が走ってきたがですね。ピストル持ったまま。走って一緒になった思うたら、追いかけていっ

て。あんな昼の日中、あんなみじかなところで、ねぇ。距離が短いのに。命ないだろうなぁ、思うた。うん。

遠く行かんうちに、ダウンじゃろうなぁ、思うたですね。鉄砲の弾いうのはね、ご存じかと思いますけんど、

三つあるわけ。音が。『さいはてのいばら道』いう本を書く時に、高知新聞社の方が、3人来られちょった。面

倒みてくれました。その方がね、私が書いた銃の音いうて。弾の音いうて私書いとんのに。銃の音いうて、書

き直しとるわけね。赤字で。これどなたさんが書き直したんだか知りませんけんども、私は銃の音じゃなくて、

弾の音いうて、書いとりますので。弾の音と銃の音とはね、受け取る人の感じが違いますので。直さないでく

ださいいうて、言うたところですがね。三つあるわけ。一つは「ピン」いうてくる。ピンいうて、くるがね。
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頭の上。身に危険のない音。ピン。その次は「パチン」という、それは、身の回りのね。この薄いティッシュ

ペーパーに当たっても音がする。ほんで木の葉っぱ。ほれから枝。あんなところへ当たったら「パチン」と音

がします。三つ目はですね、ポーン、ポーン、ポーンいうのがね、あのこの、地面へ当たった、道路。土に当

たったときにはブーン。これは敵の狙いが定まって来とる。次の飛んできた弾当たるいう、最も危険度の高い。

その場を、移動せな。へへへへ(笑う)。うん。弾の音に、三つありましたね。 

中村：そういうのはもう、自分の経験で、そういうのが聞き分けられるようになったんですか？ 

武田：経験者でなかったら。鉄砲の音を知らん。鉄砲の音いうたら、遠くでドカーン、こっちでドカーン、空

へ向けてドカーン、これも全部鉄砲の音。うん。弾の音はそれじゃない。殺しちゃろう思うて狙ってきよる弾

ですから。これ、危険千万。その中でも三つあるのでね。うん。それを使い分けて、身の置き所を決めていく。 

渡部：ほれじゃあまぁ、吉林はまぁ治安が悪かったけど、撫順に行ったらまぁ、あれですか。撫順はなんか、

働く場所も多かったとか言いますよね。 

武田：あの、撫順はね。名前を覚えとるんですけんど、イナバさんいう人がね。事業家。その、私たちにその、

金持って帰ってくれたいう人みたいに、あの、撫順で成功しとる人。その人がね。出張で吉林へきとったら、

戦争に負けちゃって。帰れんなって。うん。うろうろしよる時に私たちにでおうた。その、あの、開拓団とで

おうたんでない。開拓団。うちの、開拓団か、八道河子か、金沙
キンシャ

か。その樺甸内にある三つの開拓団。ほれか

ら、その中の指導者。うちの開拓団長はそんな、あの、あれはないけん。おそらくその、他の 2 人のどっちか

じゃろうと思う。そのイナバさんいう人とかちおうたわけ。ほいで、私が撫順へ帰りたいけんど、帰る手段は

何とか考えよるとこで、に、一緒に行かんか、誘いがあったんです。それで、吉林の治安が悪いし、なんとか

して逃げたい、思うとるところじゃったので。一緒に連れて行ってくださいって。撫順へ行ったら治安がいい

から。絶対、安泰しておれるから。いうふうに、ソ連軍に交渉して、汽車だしてもろうた。いう風に聞いてお

りますけんど。(笑う) 汽車に乗せられて。うん。で、撫順へいた。降りたら、日本人が商売いっぱいやっと

るわけ。なんでこれ。ほかのとこじゃったらねぇ、血祭りに上げられとるのに、ここへ来たら日本人、全然昔

と変わらんとに生活しとるがぁいうことになっちゃって、ええとこへ来たね。ほんで、収容所、あっちこっち

行き、変わるうちに、最後が、その一番その、ゆったりした、工業学校いうた、おっきな学校。これはあの、

満鉄いうて、満洲鉄道。あれが作った。技術者がいるから。ほんで、工業学校を作って、その、技術者を養成

しとった。その学校は。大きいもんですからね。そこへ、私たちの開拓団と、隣へ京都の開拓団と、もう一つ

その、樺甸の方から来た、町の中から来た人のグループが、三つおったですね。そこで、あの、こう、もうい

ごかんでもええいうことになって、ここで年を迎える、日本へ帰る時期を待つ、いうことになって。いつかわ

からんけんど、ここに長いことおらないかん言われた。うん。そこで、本格的に、あそこで生活するために、

その、交渉して、炭鉱。そこで、この、お金もらえるから、いう。ほいたら日本人がね。経営しとるっちゅう

けんど、中国人とかわるためには日数がかかるわけね。技術者ですので。ほれで、中国人の、当時、下っ端じ

ゃった人。の、目ぼしい人を吸い上げて、教育しとる、その、ときじゃったのでね。ほんで、日本人が経営し

とったわけ。ほいで、働かしてもろうた。ところが、一般の労働者じゃけ。ええとこじゃないわけ。その、エ

レベーター。あれで 300 メートル。ずーっとまっすぐ下降りて。ほいたら、300 メートル降りたら、あそこは

ね。大阪の梅田みたいな、線路がいっぱいあるとこ。広いとこ。そこへ降りて、自分らの行くとこの線路。そ

こを行って。そこから今度、斜めへ向けて 300。合計 600。地の底へ。ほんで、この、降りるとね。後ろ、この、

ケーブル、エレベーターが降りたところから今度下へ向けて、降りる、ここからね。いち、に、さん、しとか

って、10人。こう。うん。うん。うん。 

武田：一桁、二桁いうて、言いますけんど。10人。こういう風に、道路掘っていっきょるわけ。ほんで一番下

の端の、から 2 番目。11 いうところまで。下の端が 10 人。下から二番目の 11 いうとこが私ら。一番下の端。

うん。頼りとするのはね。ここへ入れとる、バッテリー。ずーっと線引いて。ここのところ。ライト。しとる

わけ。後は真っ暗。何の明かりもないですよ。とてもじゃない。地の底へ入ったら、モグラいっつも地の底じ

ゃけんど、右も左もなんちゃわからんわけね。真っ暗がり。そこん中で、ライト。これが命綱。これ、24時間

しか、電池ありませんでね。24時間過ぎたら消えちゃうんで。消えたらどっち行っていいかわからん。あれは、

ほんとに真っ暗がりいうたら、真っ暗がりいうたら、空見たら何か明るいところがあるでしょ。あんなん。 

渡部：ほんとの真っ暗やね。 

武田：ほんとに真っ暗がり。どげしていいかわからんなるとこ。それの 12 番目の、下から 2番目の 11 番のと

こで。これは、レール敷いとるわけね。レール敷いとるけんど、掘っていったら、ダイナマイトでどがん。こ
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っち向いて逃げとって、どがん、ってやったら、崩れ落ちるわね。それをこのトロッコに積んで、スコップで

すくうて積んで。ずーっと送って、上へ向いて上げるわけ。この、こうなった、斜めなっとる、上向いて。こ

こまで上がったら今度、ここから上へ上げる機械があるわけ。ほんで、地上へ上げる。ほったらと思うけんど。

それがね、ソ連兵の管轄じゃけ。この当時は。何トン掘らにゃ上がらさんとか言われて。～されて。へへへへ

(笑う)。 

渡部：それ、一日のどれくらい、時間はどれくらい働いてました？ 

武田：八時間。 

渡部：八時間。 

武田：うん。朝行ったら晩方まで。それがありがたいことにね。ここに出てきたら。ここの、あの、くろんぼ

言うたらあかんかな。あの、南洋の人。アフリカの人。顔黒いでしょ。どこもかも。この、目と歯だけが白い

わね。あれと全く同じで、泥被った、粉被っとるから。石炭の。ほんで、どこもかも真っ黒。うん。全部真っ

黒で、目と歯だけが白いん。誰かわからんみたいなもん。ほんで、上がってきたら、大きなあの、風呂場があ

る。そこで体あろうて、ほんで、着替えて、収容所へ帰ってくる。そんで、そこへ使う、服と、ほれから、収

容所でと、一緒にできんわけ。汚い、服になりますのでね。ほいで、そこの分だけは、服。違っとったから。

それだけ助かりましたけんど。うん。その、ありがとうございます。（お茶変える） 

渡部：それで、どれくらい給料、もらってたんですか？ 

武田：ん？ 

渡部：給料はどれだけもらってたんですか？ 

武田：おった期間？ 

渡部：いえ、あの、手当はどれくらい出てたんです？その、炭鉱での給料は。 

武田：あ、それがね。全然思い出せん。この前から、聞かれたら言わないかん思うて、思い出せ、思い出せん、

あれ。その、あの、百円。百円ね。当時の百円いうたらね。これくらいありますよ。大きいですよ。金に値打

ちがあったから。えーっとね、誰かな。武内宿禰かなんか。これね、私達んとこではイノシシいうて。イノシ

シ。なぜイノシシ、言うたらね。あの、西土佐、山ん中でしょ。イノシシがおるわけ。今じゃったら玄関先ま

でイノシシ来ますけんど。あの当時、腕の確かな猟師が、犬を連れて、三日間。腰に弁当付けて、山ん中歩い

ても、イノシシに出会うことなかった。うん。ほれで、それだけ、イノシシ、とれんかった。私がね、昭和 4年

生まれでしょ。ほんで、戦争が終わるまで、二十年。その間にね。イノシシとれたのは二回だけ。二匹だけ。

その、物心ついてからですから、十何年の間に、二匹だけ。うん。それを捕れた、いうことになったら、その

地域の人、男も女も全部集まってきて、谷川で、料理するわけね。大けな火焚いて。ほしたらね。ここ、竹の

小さいやつをね。ちくちくちくと刺したやつを、四つほど、刺したやつをね。おじさんの人にもろたことある。

イノシシの肉いうたら、こんなん、柔らかいおいしい肉じゃった。それ、よう忘れませんけんど。そのイノシ

シの肉いうのは私も十何年の間に、二回。二回だけ。二匹だけですよ。捕れてね。だまっておることは絶対で

きません。周囲の人が全部、ぴゃーっと集まることになっとるけん。ほれが二匹だけですよ。それだけね。イ

ノシシが捕れん。それで、その百円も、当時は男の日当が一円。女の日当が六割ですので六十銭。ほんで、一

円もらって、一カ月働いて、一円もらっ、あの、一円を貯めたら、30円かね。ほいたら、百円いうたら、三カ

月。九十円で。百円にちょっと足らんわの。四か月、ずっと働かにゃ、百円札にいきあたらん。ところが、三

カ月貯めて、百円札かいうたらそうじゃない。一か月働いてそれ、食べていかないかんのやから。減ってくる

わね。ほんで、百円札に出会ういうことはないわけ。それで、イノシシと一緒で、この百円札に、イノシシ。

言われとった(笑う)。 

渡部：葫芦島から、博多ですか？葫芦島から戻ったのは博多です？佐世保です？ 

武田：あれ、黄海いうんかな。東シナ海。ね。あそこをね。どれくらいあるかな。とにかく一日にでて、えー

っとね。西土佐村へ帰ったのが 17日。17日。6月 17 日。ほいたらね。途中、汽車が走らん。あの、のと。ほ

れから、橋が落ちて。県境のとこで。橋が落ちて。具合が悪いからいうて、松野町いうところで、県境超えた

ところで、学校で泊めてもらったんですね。それで、あそこへ 16日に着いとるわけ。宇和島へ着いて、着いた

のがその前の日か。着いてから、宇和島に着いてからね。船ん中にはおらんかった気がしますので。15日。宇

和島へ 15日。ほしたら、別府でも泊まった記憶はありませんで、あそこからすぐに船に乗って、ほんで、八幡

浜経由して、宇和島へ。15日、14日かね。13日。福岡でも、泊まることはなかったような気がするなぁ。十何

日か、港へ着いてから三日間。博多の港で。船ん中で。あの、降りることなしに、船ん中で、寝泊りしました。
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三日間。ほんで、十日くらいかかっとるんかなぁ。葫芦島でも泊まらんかった。錦州いうところで三日間泊ま

って。あとは泊まってないから。うん。いずれにしても帰ってきたのは 17日。西土佐へ帰ってきたの。 

渡部：それは、あれですか。ご家族みんな戻れました？ 

武田：ううん。私と妹だけ。 

渡部：だけですか。 

武田：うん。あとはみんな満洲へ残りました。うん。骨埋めとるわけ。せっかくの機会。うわ。3時すぎちゃっ

た。もう帰らないかんな。あの、一つだけね。私は生まれて、初めてですけんども。中国人の、襲撃、受けた

いうのは。何べんもあってほしいないけんど、その、生まれて初めてですわね。これは、京都の開拓団へ行く

までの間。江川崎開拓団を出て、それはね。団長の人。主だったその人が、その、兵隊に取られて。男の人で

動っきょるいうたら私らのような、もの。少年。19歳以下、の、少年。ほれから、40歳以上、兵隊に取られん

わけで。兵役免除になってますけんども。そんな、当時いうたらね。老いぼれ、いう感じね。ほんで、あまり

当てになりませんで。そこで、団長はほとんどが女子供。うん。ですし、襲撃されたらおしまい、いう、気持

ちがあったんじゃろうと思います。ほんで、三日間、夜休まないで、三日間。ほんで、食べるもんはありませ

んで。飲まず食わずで三日間、歩き通し。ほんで、着いたところが、京都の開拓団の、近くの山へ、行ったと

きに、遥か向こうに、明かりが見えて。あれが樺甸。いわゆる県庁所在地へ行ったら、県知事もおる、ほんで、

みんな、日本人、ようけおる。ほんで、頼りになる。そういう気持ち持って、一所懸命であるいてきたのに、

途中でもたもたしとったら中国人にやられたら困るので、団長としては、心細いから。ほんで、休まずに、歩

いたんじゃと思いますけんど。その、峠ついた時に遥か向こう。夜ですよ。見えとるわけね。あれがカデンの

町じゃ、言われた。ほんで、そのまま行かないで、用心棒がこう、三人。斥候出して。集落へ生かしたら。た

またまそこ、警察署じゃ、があったとこ。警察署のあるとこじゃって。ほんだら、ほこへいったら、行かれん

ぞ。いうて。あそこいったら、県知事も、主だった日本人も、全部刑務所へほかりこまれとる、いうて。あそ

こへ行きよったら大事じゃいうて、言われたもんじゃから。ほんで、団長が向こうへ向けて、予定のコース変

えて。左むけて。二つ、山超えて。降りたら京都の開拓団じゃったわけね。うん。ありがたいことですけんど

も、京都の開拓団いうのは、あの近くに二つある。八道河子と金沙いうの、開拓団が二つあるいうて。馬走ら

したら、一日でもんてこれる距離ですね。ほんで私んとこから 90キロあるわけね。ほんで、連絡とるいうても

なかなかおいそれていかんとこです、ここは近いのに。その三つの開拓団が話おうてぴゃーっと逃げとれば。

これ空っぽ、のところへ、私達降りていったら。もう全滅しとると思います。ところが、ありがたいことに、

京都の開拓団、ここにおったもんで。ほんで、米の飯炊いて、まかのうて(賄って？)くれましたけんどね。こ

れ、なんでかいうて聞いたら、京都の開拓団の人がこの前おうた時に、ここのね、団長がおらんかったいうて。

その、京都の人、あれ、高校の教師。定年なった人。その時に小学、中学生じゃった人。ほれからもう一人は

女の人。その人は五年生じゃった、いう人。その二人。もう一人、男の人。あの、4つじゃったいうて。収容所

で、母親、のうなっとりますけんども。旦那さんは兵隊に取られて。30 歳で母親のうなったいうて。4 つ。そ

の、あの、あれは、修道院。小さいもんじゃから。修道院へ預けられて、生きて帰ってきとる。この三人に私、

でおうたわけね。最近になって。ほんで、その人が、言うとるのが、団長逃げたんじゃ、いうて。その、自分

の息子が、吉林の中学校、行っとるいうて。息子迎えに行く、言うて。迎えに行くなら一人が行ったらええも

のを。子供も奥さんも、全部連れて。おらんなったわけ。そこで、どげしてええかわからんなったもんじゃか

ら、もたもたしよって、私らが、降りて行った。ありがたい、私らにとってはありがたいことですけんども。

それから、九州へ、上陸するまで、京都の開拓団と行動を共にした。ね。命の恩人みたいな。うん。ありがた

いことですけんどもね。それで、あの、京都の開拓団とは、それ以来。九州で別れてから。一切音沙汰ありま

せんで。私が信太山いうところがありますけんど。宇治の、ちょっと南下がったとこ。あそこへ転勤していっ

た時に、京都に近いから思うて、たずねていて。日曜日に。京都へいった。どこへいっても知らん、いうて。

あれ、「深い」という字に「草」という字が。深草いうところ。一番最初。あそこであっちこっち、京都の開拓

団の人で、おりませんか。知らん言われて。これ、箝口令が出て知らんいうことになっとるのじゃろうか思う。

どこ行っても知らん、言われて。会うこともできませんでしてね。それから私は名古屋へ転勤なりましたので。

うん。一切京都の人とは音信が絶えたまま。九州で別れたまま、じゃった。それが、最近なってから、おるい

うことがわかって。ほんで交流した。始めたんですね。ほんでその人から聞いたら、団長逃げた。ほんで、ど

っち行ってええかわからん、いうことじゃったですね。ほれで、吉林へ。私達が行ったときに、吉林におるわ

けですけど、その団長。ほんでそこで一緒んなって(笑う)。うん。まあ、あの、その、話もとへ戻ってね。京
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都の開拓団におる時に、来年の 3 月まで、動くことできんだろうという、噂じゃったですね。それで、食事が

問題で。ほんで、節約しなさいいう、御触れがきました。京都の開拓団の飯、食べないかんわけですから。倍

んなっとるわけですからね。私らが来て。それで、節約して食べなさいいう、指示が来とった。それでね。私

が考えるのは、日本人がまた増えてきた。ね。いつかやっちゃらないかんのやって。いわゆる、満洲全部が、

治安の悪いところでしょ。そこへ日本人がやってきて、国作って。大けな顔して、住んどるわけですから。日

本人このやろういう。片一方では蒋介石軍と、長年にわたって戦争しとる国ですからね。日本人この野郎いう、

あれは、あるわけね。そこで、やっちゃろうじゃないかいう、おそらくあの、各豪族、が、ね。やっちゃろう

じゃないか、いう。協議をしとったんじゃ、それが、まとまらんもんじゃけ。その間、襲撃がなかって、私ら

は方位安泰、なんていう気持ちでおった。うん。ところが、おおよそ話がまとまって、儲け。いわゆる、日本

人は、当時は中国人貧乏でしょ。金ないわけね。日本人、金もちじゃけ。ほんで、着るもんも、中国人は着の

身着のまま。冬一枚。夏一枚しかないわけ。これが。それで、日本人のとこへ行ったら、皆さん一緒でしょ。

奥さん。箪笥の引き出し。何年も袖通したことのないような、あれ、いっぱい持っとるでしょ。日本人それと

一緒で。あそこ行ったら、服がいっぱいある。ほれから、金もいっぱい持っとる。うん。やっちゃる。ほんで、

お前はどこそこへ攻めていけ。どれくらい。自分ばっかり、ええことすなよ。いう、話し合いがまとまったの

が、その十日経ってから、だろうと。こっちの集落で。こっちの集落で。襲撃が始まったです。ほんで、私達

の集落。私の、よりにもよって、一番遠いところ。4キロ。その学校から離れたとこへ、一番遠いとこにおって。

他の集落は近いとこで。ほいで、あの当時ね。あの、木銃いうてご存じですかね。銃のつけて、こう、つく練

習するときの。あの、ブングつけて。あの、さきっちょに、あの。 

渡部：丸いあの。 

武田：うん。白い、タンポ、いいます。あれ、ついとる。ほんで銃の形した、木で作った、鉄砲の形したやつ。

あれを持たされてね。不審番いうて、歩哨。その、集落の、道路の、こっちが入口、こっちが入口、こっちが

入口、向こうが入口、四つある。そこのとこに立っとる人があれ、立哨と言いますけんど。歩哨に立つ。これ

何人。ほんで、集落、回るのが何人。そとっかわを回るのが何人。決められとる。私や中。うん。京都の人と

二人で。中を回る。うん。これで一回りもうたら、真ん中あたりにね、ちょっと盛り上がったところがあった。

京都の人が、ここで一休みするかいうていうもんじゃけ、はい、いうて。四十ぐらいな人だったですね。座っ

とったら、パーン、パーン、鉄砲の音がした。振り向いたら本部、の役場のところ。あそこで音がしよるわけ

ね。ほいたら、やがてしよったら、家に火がつけられて。大けな火になった、そこの下をちょろちょろ走りよ

る、人影が見えるわけ。黒いのが。こりゃ、本部やられたな。けど、明日来るいうことじゃったんじゃが。い

や、今晩。来るいうとこじゃったんじゃけんど、本部がやられたなら、うちは明日じゃね。なんて、京都の人

が、言うとったですね。そうかのぉ、思うとったら、こっちの方で、ポコポコポコポコいうて。あの、坊さん

の木魚。木をたたく音。こっち側でね。カーンカーンいうてバケツたたく音が。何か知らんもんで。何だろう

かなぁ思いよったら、それが合図。中国人の。今から攻めるぞ。合図。終わったとたんに。ぴゃーん。鬨の声

上げて。ほいたら、見たら、京都の人、おらんなんだ。女房、子供、大事じゃけんじゃろうね。その京都の人、

おらんなって、ほんで慌てて自分の居った家へ、走って行ったら、そこがね京都の人のお家を借りとるわけで

すので。三十ぐらいな、女の人。旦那さん兵隊に取られて。男の子二人。小学生の男の子二人。連れて、おっ

た人。そこにお世話になっとたですね。ほしたら玄関の戸が、開いとった。走って行ったら。上がり框いうて

ね。座敷上がる際のとこね。あそこへ私、リュックサックをぴょん、目に留まりやすいところへポンと、置い

てくれとったので。そのリュックサックを、帰ると同時にきゅーんと、座敷のとこいって、中窓。リュックサ

ックを抱えたまま、中窓へ体当たり。外へ転がり落ちて。ほいで、畑が。トウモロコシ植えたり、なすび植え

たりしとる、そこい横切ったらね。真ん中の、中学校の真ん中通っとる道路。その道路がね、ここの溝がね。

人間が隠れるくらいの溝が。むこっかわも。ほんでそこを飛び越えて、道路へ横切った。右っかわの門を出て

きた中国人、槍や刀も持ったまま、集団が来よるわけね。う～わと思うた。そこへ来た。もうこっから向こう

向いていっきょったら間に合わん思うて。そこの溝の中へ、走りこんでね。ほんで、リュックサック抱えたま

ま、耐え忍んだ。ほこにね。柳の木をこう、切ってね。溝の上、こう、のせて。こう、柳の枝を。束ねたのを。

こう置いて乾かしとるわけ。そこの間へ、入り込んで。ほしたら入り込んで間もなしくらいに、たー、頭の上、

走り出して。門を出た。入ってきた。中国人。うわ～、これ、見つかったら、昼じゃったら、見つかったら死

ぬ。息殺して、じっとしとったら、あの、恐ろしいもの見たいいう、気持ちあるでしょ。外どなになっとるん

だろう。右の方でも、左の方でも、女の人の叫び声、子供の泣き声。男の人の叫び声。聞こえるもんで。どな
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んなっとんじゃろう思うて。ここの、杭をこう、もたしとる、この、間がね。10 センチくらいすいとるわけ。

そこのところをこうして、覗いたら、ちょっと、中国人がなんと、私の目の前に。地下足袋の後ろが、かかと。

二つあるわけ。こう。うん。うわ。立っとる。中国人が。ほんで、槍をね。こう、穂先をこういう風にもたん

で、こう、下げて持っとるもんじゃから、そのかかとの横のとこにこの、ぴかぴかに光った槍がこう、あるわ

け。うわ、こりゃたまるか、目の前におるわ、思うて。うん。ほんで、息殺してじわっと下がりよって音でも

したら大ごとじゃから、下げないで。顔下げないで。そのままこうしてじーっとしとったですね。ほいたらあ

っち行けとかこうせいとかいうて言いよるから、あ、これ親分じゃなぁ思うて。リーダーがここにおるもんじ

ゃ、思いよった。ほいたら、歩いて。右向いて。ほいて、右左見たら、おらんわけね。向こうの方で走っとる

けんど。ほんで、反対側向けて。草、こう、じわっとあげといて。ほんで、這い出てきて。きょろきょろ見た

ら、その物取りが主ですからね。家でが入っとるわけ。こう、中国人何人も。家ん中でガタガタ音がする、声

がするんで、外におらんわけ。ありがたいことに。それでリュックサックひこずって、隣の、農家、農家じゃ

ない。隣の人の、畑。きゅうり、植えるのにね。柳の木をこう、屋根型にして。きゅうり、這わしとるわけね。

これ。ほんでナスも、ここの間をリュックサックひこずって。出て行って。擁壁のところ。あそこの破れとる

ところがあるわけ。あそこへたどり着いてね。暗がりじゃけ。ありがたいことに真っ暗がりじゃけ。そこへい

て、外へ出たら、柳の、じゃない、ヨモギの、いっぱい生えとるそのヨモギ、踏み倒してね。こう、獣道みた

いになって、そこを通っていっきょったら、女の人が主ですけども、子供連れて。この、輪になって座っとる。

ほんで、これ、ありがたいところ、日本人ようけおるな思うて。そこで一緒に、一緒にいうてもそんな、横っ

ちょにおるぐらい。端っこんとこに、リュックサック抱えて座っとったら、家に火つけられてね。あたり近所

明るんなった、これいかんで、慌ててまた向こうむいて逃げて。遠いところへ。逃げて、一晩そこで、過ごし

た。夜が明けてから、夜が明けはじめてから、日本人、出てこい。声がするもんで。かんまんのじゃろか、思

て。のこのこ出て行ったら、京都の人が、日本人出てこいいうて、もんてこいいうて、言うとったですね。行

ったら、出て行ったら、なんとまぁ、京都の人、この、日本、この、江川崎の人も殺されとるわけですもん。

倒れとる。ほんで、私が出て行ったとこがね。女の人。どれくらいだろうかね。ハタチになってない、人。娘

さん。あれ、中国人はこれほしいんじゃけ。あれ、ポスっとやったら血が、破れたり血が付いたりするでしょ。

大量の血が出るから。ほんで、はがしといて、ほんでぷすっとやるわけね。その女の人、裸んなっとるが、歩

けんなって。半分から上、溝ん中へ頭落ちかかっとるわけ。歩けんなって倒れとるわけ。うわ。ここでやられ

とる。あれね、胸のこっち側のとこ。あの傷跡。あれ、槍で突かれたんじゃと思うんですがね。あれが致命傷

じゃなかろうか、どこ突かれとるか、そんな、念入れてみる暇もないけ。気色悪いで。恐ろしいで。ほんでそ

れ、通り越して、行ったら、あっちこっち、いっぱい。死者が出とりました。傷ついた人もおったですね。傷

ついた人は逃げっとって帰ってきた人が、傷ついた人が。あの、フォーク。農作業で使うフォーク。あれ持っ

てきて、あれをね。こうなっとるやつを、槍のように、こう、金づちでたたいてこう、まっすぐに伸ばしちょ

いて。それで突かれとった人、おったですね。あれは、あの、刀で切られるよりか痛みが強いわけね。痛いぞ

～痛いいうて、子供泣いとったですがね。あんなんやから、傷ついた人、ほれから殺された人もようけおった、

傷ついた人がようけおったですね。うん。ほいて、こんなんなったら、もう、米の飯、節約せいたっちいかん

で、米の飯、たーんと食べさせないかんいうことんなって。昼の食事。ご飯炊きよった。女の人は。ぐつぐつ

ぐつぐつ。あともう五分、あったらね。ご飯炊けれるいう時に。11時過ぎてから。ほんで、外にやってきたわ

けよ。鬨の声上げて。こんな昼日中じゃから、そこへ隠れとったっちいかんわけ。遠方の方、狙い撃ちがきき

ますのでね。とてもじゃない、で、必死んなってみんな逃げたですね。まあ、生まれて初めて。それから後の、

あれが、悲劇があって。5 人、10 人、一緒んなって逃げとって。あの、半分でも、一人でもええ。この集合地

点が学校。あそこへ逃げ帰ったら、誰それさんはこうじゃったいう、情報が入ってきますのでね。わかります

けんども。全部やられたら、情報入ってきませんわね。ほんで行方不明、いう。特に京都の人が。多かったで

すね。行方不明。私んとこが 3 人。ほんで、やられたという情報はありますので。一家全滅、いう、家庭もあ

りましたし。いずれにしても、あの、京都の開拓団でえらい目におうたですね。うん。その、傷ついたがため

に、歩けなくなって、途中でほからないかん人が。えーっとね。あれは四人かな。担架、担架いうてもね、担

架いうてもまともな担架、ありませんで。あの、棒。この上着を脱いで、こちらから、あの、通すわけ。棒を。

こちらから、通して、むこっかわへもう一つの上着。両方合したら、袖通したら、このボタンを閉めたら、あ

の、にわかの、担架ができるわけ。それで、担架に乗せて、担いどったんじゃけんども、あの、とてもじゃな

い。気の毒で。乗っ取る人も、大変じゃったんじゃろうと思うんじゃ、殺してくれいうて、言い出したわけ。
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私がその、休憩しとる時にね。ちょっとした丘へ小道があって。そこ上がったら、たまり場みたいな、ちょっ

としたとこがあって。ほれから、山ん中ですよ。ほんでそこに大きな木が、四本ほど生えとった。そこへ向け

て担架、担いで上がっていっきょるのにね。こんな偉い時になんであんな横道にそれるところ行って休憩せな

いかんのじゃろう思うて。ここ行ってそのまま休んどったらええのになんて思うとったら、そうじゃないわけ

ね。連れて行っきょるわけ。うん。ほいたら、とろいけ、わかりませんけども。戻ってくるときに、担架だけ

担いで、降りてきたんですね。ありゃ～思うて。そん時初めてピンときた。うん。そこで、四人。ほんで、一

人だけはね。男の子。小学生の男の子。う～ん、背負うて、上がっていっとったら。やっぱ、男の子じゃけん

ど、腹突かれて大けがしとるので、ピンときたんですね。あの、連れて行ったときに。ほいたらね。僕を殺さ

ないで。連れて帰って、言うて、近所の背負うて、行っとった人の、足にしがみついて、泣いちゃったわけ。

ほいたら、その親父。その、担架に乗っとる人。その人の親父。はよやってくれって。おらよりか先、おら、

こう、見届けちょいてから、いくけん。おらよりか先にやってくれい、言うけんど。その背負うとった人、だ

まーったまま、一切もう、手を付けずに、だまーって立っとったわけね。ほんで男の子はしがみついて。足に

しがみついて泣いとったね。ほんで、もたもたしとる暇ないけん。もう出発言われたら困るから。ほんで、出

発した時に、その男の人。再び背負うて。降りてきた。ほんで、腹突かれとるもんじゃから。こっちから。こ

こ、腸がはみ出るぐらいやられとるわけね。だから、収容所へ行った時にね、きちんとした病院へ連れて行き、

ちゃんとした手当すれば、生きてもんとれるやろうと思うけんど、そんなあれはないから。薬もない。そのま

までしょ。病気になった。そのまま。ほんで怪我したのも一切、医者に見せとらんわけですから。こう、庇う

けんかしらん、こういう風に体がねじれて。こんなにして歩いとったですね。あの、治っても。こんなにして。

廊下歩いとんのに。うん。3月。私達が 6月でしょ。あの人 4月まで生きちょったから。その人。ほんでまとも

に世話しとったら、元気で戻って来とったかもしれんけど。うん。その家は、両親、親父はそこで。ほんで母

親は、収容所で。一家全滅しました。その男の子亡くなってから後に、母親が亡くなりましたので。一家 6 人

おったのが全滅しました。その、そんな風に、一人でもええから、戻ってくれば。情報が入りますので、どう

なったいうのが。わかりますけんど。情報が入らん、家庭が。ようけありましてね。特に京都の人。うん。私

たちのおった、私がおった、その 4 キロ離れたところ。最も被害の多かったとこですね。話しよったら 4 時に

なる。うん、これくらいで、あれしとりますけんど。あの、中国人に見つかって。ジャングルん中で。ぴゃー

んと。もう突かれたと思うて。はっと。10センチ。槍の。顔が映るぐらいのぴかぴかに光った槍、二人おるわ

け。二本。すんごいの、これ、やられた、思いました。仏さん、守ってくれとるが。神霊の加護は、あるとは

思わんかったけんど、うん。守られたんだろか。ありがたいことに、その人、突かんかった。後から、実は、

見たら、大勢の人がやられとるわけ。出会い頭にぷす。あの、京都の人。その中に、うちの家族がひとつだけ。

一家族だけ。一緒に逃げた。30人。逃げる時に、突かれちゃって。固まっておる時にね。着物脱げ。言われた。

ところが、京都の、その、奥さんがね。なんで着物脱がないかんの。出た瞬間にぶす。即死。うんともすんと

も言わんでばたんと倒れた。そのまんまで。後の人びっくりして、急いで、着物脱いで。それもね、中国人は、

あの、丸裸にするわけね。全部とってしまうわけ。日本人この野郎いう、恨みがあってかどうか、知りません

けど。ほいたら、その中におった一家族。うちの家族だけがね。あの、奥さんが、パンツを脱いでほかったら、

槍の先ひっかけてぺー。パンツだけ戻してもろうて。私一人だけパンツはいて逃げてきた。笑いもんにはなら

んけんど、そんな情報もあってね。その、京都の人は、奥さんが殺されたけんど。もう一人のね。その、旦那

さんの方。男の子二人連れとったわけね。頼りにするものは、京都の開拓団はあの、こう、私達みたいに、隣

近近所じゃないわけ。あの、高知、高知県下で集めた。京都府で集めとるわけ。見ず知らずの人がいっぱいお

るわけね。ほんで、頼りとするのはその奥さんですよ。その奥さんがやられたもんじゃから。ほんで、旦那さ

ん、ぱっとその、判断したんじゃろうと思う。二人の子供を手掛けちょいて。ほんで、奥さんのところ、寝さ

しちょいて。自分も、その、自分でようやらんもんじゃから。隣におる人のズボン、つかまえて。足の。ズボ

ンつかまえて。その男の人、つかまれた男の人、やっぱそういう状況じゃから、ピンときたんじゃろうの。あ

の、その男の人の望み通りに。ほんで、奥さんと子供と一緒にして、寝さしといて、逃げてきた、いうのがう

ちの家族の、パンツ一つで逃げてきたいう人が、語っとるわけ。うん。そんな風にして、情報が入れば、良い

んじゃけど。入らない家族は行方不明。どんな状況でのうなったか、わからんわけね。私たちのところは 3 人

だけですけんど、たいてい逃げて帰って来とるで。一人か二人は。それで、行方不明が 3 人で、終わっとりま

す。うん。いずれにしろ、ひどいね。京都の開拓団と一緒んなったところでは、ひどい目におうたでね。これ

はたまるかいうほどの。うん。ほの、京都の開拓団が出発して、四列んなって、長い道のりを歩いとる時も一
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か所だけ。襲撃されたですね。これはね、あの、警備についとる警察がおった。鉄砲持って。ところがね。あ

れ、中国人じゃけ。全部。話おうたんじゃろう多分。豪族が。ありゃ日本人じゃ。まだ荷物持っとるやつも、

あの着いとるもんも取り上げる。ほんで、県境超えたら、よその人でしょ。よその県。おらの県のおるときに、

おらんとこでやらせ。多分。ほんで、警察が。おらが県境まで行ったら、手引くけ。向こうの警察はちょっと

ストップさせとくけ。空白なったときにやれ。多分、話おうたんじゃろうと思うんじゃ。警察がここで任務終

わり、言うて、帰っていっちゃったですね。おってくれいいうて、言うたけんど、まだ向こうから来ないけ、

おってくれ言うたけんど、ここでわしらの任務は終わりじゃけんいうて、引き返して。ほいたら向こうの、来

ないわけ。なかなか来ないわけ。ほんで、待っておるわけにいかんから、出発したとたんにぴり。集中的にや

られて。そこでもようけの犠牲者がでた。私たちはあの、コウリャン畑の襲撃いうて、言いますけんど。コウ

リャン畑、大豆畑、粟畑。ほいでその次に、小川が流れとるとこ。そこの広い農場いうか、田んぼ。じゃない、

畑で。1600人の。一度に。ぶわー。鬨の声あげて、襲撃されて。うん。その時に犠牲者はようけでました。犠

牲者が出ると、剥ぎ取とられちゃって。私がね。パンツ一つ。あの当時は男はふんどし、女はパンツいうて決

まっちょったけんど、ズボンだけ戻してくれて、2枚はいちょった。ええやつを。ぼろいやつを。ええやつをと

られて。ぼろいやつを戻してくれて。ほんで上はシャツだけ。うん。歩いとる時にはぎとられたりして。女の

人はパンツだけの人がようけおったですね。男の人、ふんどしだけの人も。吉林向けて歩くのに、夜も寝るの

に、はだか。女の人も、何じゃ着るもん、ありませんで。裸のまま。赤ん坊。おむつまで取られちゃって。赤

ん坊も裸で抱っこしとるわけね。まあ、赤ん坊は長持ちしなかったけ。吉林行くまでに、ほとんどの赤ん坊、

亡くなっちゃったけんね。うん。いや～あの、これがたまるかいう。あの～、西土佐の、歴史始まって以来、

こんな日があってほしいないけんど。米を食べるようになったのは平安の昔言われておりますけど。あの、西

土佐。田んぼ作って、本格的に米食べるようになった。平安の昔。その昔、以前から、あんな小さい村で。300

人近い人が命を落とすいう、大悲劇があった、ないわけですからね。どうしても記録にとめたい。あの悲劇。

二度と繰り返してほしない。平和のありがたさ、かみしめてほしい。命の尊さもしっかりと、頭に刻んでほし

い、いう、願いを込めて、本を書いたんですけんど。『さいはてのいばら道』。私は書けるような能力のある男

じゃないんですけんども、300人の仏さんがね。この男を生かして帰ったら、私らの生きざま、死にざま、活字

にして残してくれる。そんなところから申し合わせて、助けてくれたんじゃないかと思う。あの、今度こそ命

落ちたな。思たん、5 回くらいありましたけんど。それをすり抜けて来とりますので。しかも、戻ってきてか

ら、86いうて、私の前に誰っちゃおらんわけ。生かしてもろうとるん、仏さんのおかげじゃろう、思うとりま

す。感謝しとります。だけど。時間が。申し訳ないね。長いこと時間とってすみません。 

渡部：いや、まだ色々。そうですね～。 

武田：なんちゃお役に立ちゃせんで。 

吉尾：一つ質問して、一つ質問してよろしいでしょうか。 

武田：はい。 

吉尾：あの～、襲撃をね。中国人から襲撃をされたときに、その襲撃を何かこう、指揮しているのは、例えば、

国民党だったのか、例えば、共産匪だったのか、例えば土匪だとか、なんか、そういうようなことはどっかで

感じられました？つまり、そうではなくって、もう、みんなが、中国人はみんな、とにかく、日本人を襲撃を

すると、その地域の人。そのバックっていうか。誰かが指示してるんじゃないかとか。で、そういうようなこ

とは、ありませんか？ 

武田：総元締めはね、蒋介石です。日本が戦争に負けた時。当時、共産党の、今の共産党の、ずーっとこの満

洲の北の方へ追いやられちょったわけね。そこで、共産党軍が出てくる、まだ、余裕がなかったんですね。北

の方の。それで、配下には、旗は、あれ、青天白日っていう、蒋介石の。あの旗。うん。ほんで、蔣介石の配

下。だけど、この満洲いうとこは、さっきあったように、豪族が、蒋介石の側。おおまかに、きとるだけで。

こまごましたところは全部豪族。ほんで、日本人やっちゃえっていうの、その地域の。 

吉尾：なるほど。 

武田：ここじゃったら、春野町の人、高知市の半分こっちの人。半分向こうの人。そんな風に、豪族が競りお

うとるとこですから。日本人やっちゃれ。色々剝ぎ取ってしまえ。いうのが、そのとこの、豪族の指図。ほん

で、中国人はね。その昔からですけんども、豪族のいうことは絶対。豪族によって支配され、豪族によって治

安が維持されよった。警察は問題じゃなかったわけ。豪族が一番偉い人。日本でいうたら、群雄割拠しとる戦

国時代の殿様みたいなもの。うん。ほの、競りおうて、殿様が負けたら、その国おしまい。うん。そんなあれ
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で、私たちがやられたのは、蒋介石軍じゃなくて。蒋介石軍はね。絶対に害を与えんですよ。日本人に害を与

えない。与えるな、いう指示がきとったようですのでね。だけど、蒋介石軍の細かい指示がここまで、政治が

届いてない。戦争に負けたどさくさですから。ほいで、豪族の言いなり。いうところから。〇〇いう人は豪族

です。悲劇受けたのも豪族です。豪族の指図です。 

吉尾：ありがとうございました。 

渡部：満洲に行くときは、西土佐の土地とかは全部売っていったんですか？ 

武田：あの、売ってきた人と、貸しといて行った人と。私んとこは、貸して行っとったですね。帰ってきたら

戻してくれました。田舎ですから。取りっきり、いうようなことはしませんでした。それで、兄貴が跡継いで、

百姓をやっとりました。今は兄貴居りませんで、息子が跡を継いでやっとります。先祖さんからの引継ぎの田

んぼ、そのまま使っとります。売ってしもうた人もおりますよ。一家全滅したところは親戚が持っとります。 

吉尾：そうすると、行くときに、行くときにですね。満洲の方に行くときに、例えば、何年後には帰れるとか、

そういう話はあったんでしょうか。 

武田：いや、あの、当時の日本人いうのはね。戦争に負ける。これから先も思ってないですね。誰も思うてな

いですね。それで、向こうへ渡ったら、何年かのうちには帰ってくるかもしれんけんど、それは遠い昔の話で。

遠い向こうの話で。帰ってくるいう気持ちで行った人は、おそらくおらんと思いますね。何年か先には、子の

代、孫の代んなったらもんてくるかもしれんけんど、近々もんてくる、里帰りする、いうことは聞いたことな

いですね。 

渡部：武田さん、日本に戻ってきてから、あれですか。あの、お仕事でずっと県外においでたんですか。 

武田：うん。あの、こないだ、高知新聞社の人が来られた時に、何で自衛隊入ったん、聞かれた。 

渡部：あ～そうですか。 

武田：言われた、うん。あの、本音。本音ですけんども。あの当時ね。あの、私この、高知、中島町いうとこあ

ります。 

渡部：あ～すぐそばです、 

武田：帰ってきた時にね。兵隊に取られて、大工さんが、ほとんどもうおらん。ほんで、焼け野原。この中島

町にね。あれ、県が作って。あれ、二階建ての家。宿舎。作っとったですね。その二階からこう見た。とんと

向こうのあの、菜園場町から遥か向こう、全部丸見え。こっちは五丁目のところ。あの、旭駅のところが爆撃

されてなかったので。あそこだけ残ってですね。手前。全部、焼け野原で。このお城だけがぽこん。後ろがお

城の近所。みな言えないわけ。電車だけがちんちんって走っとっただけですね。そんな時ですので。大工さん

がいる、いうて。ほんで、各市町村に県が号令かけて。若い人集めいいうて。ほんで、役場から言われて。行

けいうて。で、4人が。西土佐から。そんで、その中島町いうとこの、宿舎へきて。えーっとね。一年で卒業で

すけんども。私が二期生で。で、一期生の人がちょっとだけ指導する立場で残っちょった。3人ぐらい。あの、

私らも一年おったらそれぞれ帰っていきましたけんどね。もうちょっと習いたい思うて。20、21、22、23、23

年まで、ここにおったですね。この中島町に。ほんで、遠くあの、一宮いうとこが。あそこから方々かしこ仕

事へ行ったことがあります。桂浜の行く道中のとこも、行きましたしね。あの、その菜園場いうとこへも何軒

か、家建てに、行ったことあります。ここしばらくおりました。ほんで、自衛隊ができるいうもんじゃから。

故郷へ、帰っとる時に。自衛隊ができるいうもんじゃけ。ここ行ったら。その当時ね、大工さんじゃったら、

自分の腕が悪かったら、女房子供養うことできませんけんど、あの自衛隊入ったら、月給、毎年。毎月。で、

ボーナスくれるし。ほんで退職金もね。2年、約束で。2年経ったら 6万円やるいうて。当時、さっき言ったよ

うに 100 円札が手に入らんような時代に 6 万いうたら、とてもじゃないけど大金ですよね。ほんで、これええ

な思うて。ほんで、入っていきました。(笑う) ほこで、家内から、けつ叩かれて。あの、あの当時、今のよ

うな制度じゃなくて、警察官とか、県の職員、役場の職員いうたら、恩給いう、今の年金。ところが、その他

の人は一般の会社、何年勤めても年金はないわけね。恩給ないわけ。それで、殖産住宅いうとことがあって。

名古屋におる時に。自衛隊と警察官と学校の先生と。引き抜かれたわけね。とくにあの、航空自衛隊のパイロ

ットが。あれは航空会社ができた時に、パイロットいうたら 2 年間、教育せないかん。高額な銭出して。特に

自衛隊から引き抜いたら、戦闘機乗り。特にあの、上へあがって下へ降りるだけじゃない、上へあがって戦闘

せないかんわけですから。高度な技術者。世界一、高度な技術者。あの人、引き抜いて。大きな金で。防衛庁

官、怒っちゃって。会社へ対してね。抜くないうて。怒ったけんども、当時の、会社には、航空自衛隊の隊員

が。パイロットで、いっぱいおりましたんでね。ほんで、私らは、安もんの方ですけ、ほんなけ高い給料じゃ
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ないですけんども、殖産住宅から。声がかかって。ようけ変わっていったですね。高度成長のちょっと前。う

ん。私んとこは殖産住宅いうたけど、家内が今までおったんじゃけ、年季が付くまでおれって、けつ叩かれて。

ほんで、おじゃんになって。自衛隊におりました(笑う)。かっこ悪いけんど、自衛隊に。だけど、今は。その

おかげで、うん。年金。(笑う)うん。ありがたいことですけんど。 

渡部：いや、どうもありがとうございました。 

武田：とりとめがないのに。 

渡部：いやいやいやもうちょっと。 

武田：ほんくらいすごいことでした。 

中村：お菓子を… 

渡部：どうぞどうぞ。 

武田：崎山さんいう人、この、名刺もろうた人。この地図もらったんですね。資料館かどっかで、展示しとる

時に。新聞で見て。見に行ったら。この地図が貼ってあった。ほんで、私あの、西土佐で資料館作っとるんで

すけんども。なんちゃないわけで。裸でもんてきとるけ。なんちゃないわけ。ほこで何をする、いうたら、え

ーっと、長野県の、谷地村いうところ。あそこができた。聞きましたので。あそこへ 2回行きました。ほんで、

ゆっくりと見せてもろうて。あそこも写真しかないわけ。資料はなんちゃないわけね。ほんで、着いとるもん

も、着の身着のままで、帰って来とるけ。当時の着いたものいうたら、ありゃせんで。残しとらんで。何にも

ない。ほんで、写真しかない。ほんで、帰ってきてから。こう、写真を集めるのに、当時の写真がなかったら、

値打ちありませんで。中国へ渡って開拓者やっとる時に、自分の身内へ、写真を。 

渡部：送ってた。 

武田：うん、ありゃせんか思うて。親戚を頼って。ずーっと各家家、回っていきました。ほしたらありがたい

ことに、持っちょったですね。ほんで、一家全滅した家の、写真も。ありましたので。ほんで、それを、集め

て。ほんで拡大して、資料館へ。展示してあります。まぁ、あの、色々、あれを、努力しても、それ以上のモ

ノは集まりませんけんども。精一杯のものを、集めれるだけのものを、集めたつもりです。うん。まぁ、活字

に残すよりか。あれだったら、箪笥の底へしまい込まれたらおしまいですけんど。あれやったら常時こう、見

れますので。どなたさんが来ても、目にとめることできますので。資料館、どうしても欲しい。思うて。廃校

になった校舎の一室、使って、作りました。仏さんに対する供養の一つ。思うて。作りました。 

渡部：今日のお話自体がまた、大変な資料ですので、またちょっと、聞きながらずっと、カードにしたりして、

みんなに後々、記憶がずっと伝わるようにしたいなぁと思います。 

武田：ほお。あの、崎山さんいう人、この地図くれた人、から電話がきたんですね。ここ来てくれいうて。31

日の午後 1時いうて、場所も時間も指定されて。 

渡部：崎山さんとはお会いになったことはないんですか？ 

武田：いや、おうた。その、地図の時に。 

渡部：あ～地図の時に。あ～はいはい。 

武田：うん。あそこ行ったら、資料館へ行ったら、ありゃ漫画で、漫画を描いて。 

中村：去年の、はい。自由民権記念館の。 

武田：うん、展示しとった。そこへ行ってみたら、この、満洲の地図があって。これは珍しいところで手に入

れたかしらんけどほしい。って言うたら、くれた。その時に、それをね。えーっとね、その時は郵便で送って

くれたような気がする。お会いしたのはあの、西土佐で、シンポジウムを開いて。あれは高知県、じゃない、

高知の新聞社。あの、楠瀬さん。 

中村：はい。 

武田：窪川におる人。 

渡部：はいはい。 

武田：あの人が中村におってね。シンポジウム開くいうて、言われて。ほんで、その時に、その崎山さんいう

人。遠く、あの、東洋町。あっちの方の人まで、来てもらいましてね。その時に崎山さんいう人がおられて、

その、今日の名刺くれました。それで、その人がおそらく私の名刺持っとったんじゃろうと思いますけども、

あの、電話が来まして。ここへ来てくれいうて。(笑う) 

渡部：いやでも、お待たせして、どうも、失礼しました。 

武田：あの、お会いできるかと思うてもその人、入院しとるいうて。 
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渡部：そう、そうなんですよ。 

武田：具合悪いの？ 

中村：ちょっと、はい。もう、一週間くらい前から。 

渡部：疲れが出たん、です。色々飛び回ってます。満洲のことをとにかく、後に伝えんといかんいうことで、

いろんな人に会ったり、いろいろこう、段取ってくれたりして、昭和 6年で。 

中村：のお生まれ。 

渡部：昭和 6年の人です。 

武田：うん、私よりか 2つ下じゃったと思う。 

中村：いや、お元気ですね。 

武田：(笑う) うん。 

渡部：もうほんとこの頃、あれですね。小学校 2 年生の時に敗戦だったとかいう人で、なーんとなく見たこと

があるという感じですけど。 

武田：だけどね。あの人は満鉄でしょ。来られたのが。満鉄いうたらとてもじゃないが、天皇陛下の次に偉い

人。うん。戦争に負けてもあの人、負けた体験はしてないはず。聞いてないけんど。(笑う) 殿様じゃけ。 

渡部： なかなか、引き上げは大変だったみたいですよ。やっぱり、 

武田：そうかね。 

渡部：ええ、で、撫順におったんです、やっぱり。 

武田：あの、私の収容所。うん。前が電車が走っとって。その前を広い道路があって。その向こうがビル街が

あって。そのビル街の向こっかわね。あの、とおーくに、あの、駅が見えるんですよ。あの、撫順駅。その駅

のすぐ前がね。大和ホテルいうて、立派な。とてもじゃないけんども、偉い人達が泊まるとこ。そのホテルの

前、私の収容所の近くまで、広い土地ですよ。ずーっと、この、円形を。でね、住宅が、並んどるわけ。真ん

中に。どーんとこう。あれ、おそらくあの、偉い人の住宅じゃろうと思うんじゃ。その、いつも見るのにね。

きれいな服着て、お米の飯食べて。これ、うなるほど持っとるですけんね。満鉄いうたら。とてもじゃない、

満洲の金全部集めとるみたいな、ところじゃけ。(笑う) それで、おそらくその、戦争に負けても、米の飯食

べて。あれ、私ら帰るときは、一切。ええとこにおるから。そういうとこに、満鉄引き上げたら。中国人はま

だ教育してないでしょ。列車止まったら具合悪いでしょ。それで炭鉱におる人も、炭鉱がつぶれたら困るから。

動かさないで。日本人は。ほいで、米の飯食べてずっと、おいでたんじゃなかろうか思うて。その崎山さんい

う人。 

渡部：いや～。新京で、解散して。それから、なかなかですよね。はい。 

武田：あ～。 

渡部：それから一回、奉天くらいまで行って、また、新京に戻って缶詰状態になったりして、やっと戻ってき

て、全部丸刈りにして。 

武田：ほう。 

渡部：あの、無蓋の貨車で帰ってきて、今度、崎山さんの話を、聞かんといかんのですけどね。 

武田：話聞いてみたいな、思う。(笑う) 

渡部：ぜひぜひ。そう思います。 

武田：ほうかね。 

渡部：今日ほんと、崎山さんがおったら、、同じ時期のことが、お分かりやと思って、よかったんですけどね。 

武田：う～ん。う～ん、私やとてもじゃない、雲の上の人で、もう。 

渡部：そんなことないです。まぁまた、崎山さんがあれですわ。元気になったらぜひ、一緒にまたお話をして

もらうという。 

武田：うん。うん。いや、私の話は大したことないじゃけん。 

渡部：いやいやいや 

武田：(笑う)うん。 

中村：いやあのほんと、気を付けて。おかえりください。 

渡部：ありがとうございました。 

武田：何はともあれ、結論で、一言でいうたら西土佐の山ん中のイモ食いですけんね。イモ食い。米の飯食い

じゃなしに、イモ食い。大した事ないですよ。満洲行ってもイモ食いじゃけ。 
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渡部：周りにあれですか。ブラジルとか、ああいう、南方に行った人とかは、いる、いますか？ 

武田：ん？ 

渡部：ブラジルとか。 

中村：パラグアイとか。 

渡部：パラグアイとか、そこらへんに移住した人とか、周りにはおいでませんか？ 

武田：うん。うん。 

渡部：あまりおらんですか？ 

武田：うん。まぁ、いずれにしても、今考えたらえらい目におうたな。(笑う)うん。生きとるけ。生きとるけ、

笑いながら話できるけんどね。人間死んだらおしまい。うん。おるかたも言うてもらえんで。イモ、イモ食い

ながらでも生きとったら、うん。 

 

【補足】 

なお武田邦徳氏の満洲での体験については、『さいはてのいばら道 西土佐村満洲開拓団の記録』（西土佐村満州

分村史編纂委員会編、1986年）、高知新聞の連載「分村 絶望の地で 江川崎満州開拓団の記憶」（全７回、2011

年 8月 15～22日）に詳細な体験記が記されている。また、四万十市の木工作家・映像作家、村井洋平が武田氏

のインタビューを映像化（DVD）しているので、参照いただきたい。 
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聞き取り記録「満鉄と五常からの引き揚げの記憶（明神輝男）」 

 

文字起こし：後藤美和 

 

（話し手：武田邦徳、聞き手：渡部淳、崎山ひろみ、中村茂生、吉尾寛） 

 

渡部：まず明神さん、もともと高知のどちらでお生まれの方ですか？ 

明神：昔、上半山村言いましたがね、今の津野町です。 

渡部：そちらでお生まれになったと？ 

明神：はい。 

渡部：満洲行く前のご家族はどういう構成だったんですか？ 

明神：祖父、祖母、それと母ですね。母は結核で隔離小屋みたいなところでとう

とう死にましてね。それが小学校の 5 年のときかなあ。それで後妻を父がもら

いました。そのときすでに父は満州に行ってましたけどもね。 

渡部：単身で？ 

明神：ええ、先行っちょりまして。それは、父はね明治 38年生まれです。五反

百姓ですから、山のね、ほんで早く見切りをつけて手っ取り早い海軍のほうに

志願しまして、水兵でちょっと写真がありますがね。それで上海陸戦隊に入っ

ちょったらしいです。そこでちょっと苦い目におうたんだろうと思いますがね。

解除されて帰ってから、結局志願して行きゃあ徴兵でやまんなるわけよね。そ

んでこの一宮（高知）でね、線路坑夫やりよったのは僕知ってます。ちょいちょ

い父と一緒に遊んだりもしましたし、線路の工事しゆう最中に横で見に行ったこともありますしね。それで、

そうやなあ、これへも書いちゅうけども 36年頃ですね、満鉄の募集話に飛びついて、それで向こう行ったわけ

です。まあ召集も免れそうだと、満洲に行ったらね、それで満州行きまして。向こうで保線の仕事しよりまし

た。満鉄のもう下のはしです。下っ端のはしですよ。ほんで現場へ行ったら、僕もしょっちゅう行きましたけ

どね、満人と言いよりました、中国人の人、だいたい 20人ぐらいおったと思いますよ。現場のね、責任者みた

いに一緒に生活してね。 

渡部：それは満洲のどこです？ 

明神：ハルピンからちょっと南へ行った、五常
ごじょう

というところです。これで見ますとハルピンはどこだね？ 

吉尾：ハルピンがここですね。 

明神：これが拉
ら

賓
ひん

線ですね、これ拉法
ら ほ う

行ってますでしょ。この間に五常があります。 

渡部：五常、はいはい。 

明神：父はね、ここから長く小城子
しょうじょう

というところがありますよね。小城子が駐在で。 

渡部：あ、小城子。 

明神：ええ、ええ。五常になんていうか国鉄のなんというかな、国鉄の事務所みたいなのがあって、こっから

しょっちゅう給料もろうて行きゃあ、小城子に行ってそこのあの雇いの人に給料渡したりしよりました。雇っ

た中国人なんかにね。現場ではもう一緒に汗まみれになってこうやってやりよりましたよ。昔はこれやからね。

ってね。 

渡部：ちょっとお話戻りますけど、お父さんが海軍にいつ行ったとか年代はわかります？海軍に志願で。 

明神：それは推測ですが、わかるはずもないですけどもね、私の生まれる前のことですからね。ほんで 38年生

まれですから、20歳頃だと思いますよ。多分、志願して行ったのは。20歳前に行ったと思います。私のいたら

ちゅういんにかかるかな。ちゅういんにかからんときに行っているわけですから。 

渡部：上海の陸戦隊に？ 

明神：陸戦隊でね、ええ。 

渡部：それで戻ってきて。 

明神：ええ。 

渡部：じゃあそのときはもう一宮のほうにお家を、みんな、家族みんなで移られたんですか？ 

明神：おじいおばあはね、向こうで百姓をしよりましたからね。夫婦と私と、3人でね、一宮によりました。一

明神輝男さん 
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宮に家を買って。 

渡部：じゃあ、それから満鉄の募集があったもんで、まずお父さん一人で満洲へ。 

明神：そうです。ええ。 

渡部：それが 36年？ 

明神：36 年ごろ…。僕らが行ったのはもっとあとですけどもね。えっと何年になるのかな。31 年生まれで、

30．．．、そうやなあ．．． 

渡部：明神さんが 31年生まれですよね？ 

明神：31年生まれです。31年生まれで、小学 2年になった瞬間に行ったわけですから。そのときに後添えをも

らいまして、父がね、日本で後添えを。その新しいお母さんと一緒に行ったわけです。小学校 2 年になったば

っかりですから。多分、そうやなあ 38年ごろかなあ。38年ごろだと思います。7年か 8年か。 

渡部：満州では、こう官舎みたいなものが？ 

明神：そうです。 

渡部：それは五常にあるわけで。 

明神：五常にね、満鉄の官舎がありまして。 

渡部：明神さんたちはみんなで五常に住んでて、お父さんがときどき小城子
しょうじょうし

に行く？ 

明神：そうです。休みのたんびに僕がひとりで遊びに行きよりました。小城子へね。 

渡部：五常の小学校に入るわけですね？ 

明神：そうです。満鉄の社宅は、たぶん 20軒くらいあったかな。鉄条網で囲んでました社宅はね。それでね学

校は社宅から１キロくらいのところありました。中国人の多くは城内いうて、そこから社宅からやっぱり 2 キ

ロくらい向こうのところに。昔は城壁で囲んでね、ずうっとぐるりを、その中でおりましたよ。今もどこっち

ゅうたね、もうそんな城壁も壊されてやね、本当に、ものすごく発展してますけどね。あとで見てもろうたら、

それは最近のやつはこっちに書いてますが、私の引揚の記録、後で見たもらったらよくわかると思いますけど

も。小学校は複複式、複式複複式であんまりようけおらんかったですね。20人おったろうか。20人か 30人か、

ちょっと人数の変動もありまして。卒業する時分には 30人くらいになっちょったような気がしますけどね。最

初はうんと寂しい感じで。それから朝鮮人の人は、近所におらんけども１人だけ、卒業する時分にはね来て一

緒に勉強しました。本当に頭のええ、うんとスポーツ万能の男やって、一緒に中学校に行こう言うてから言い

よったわけですけれどもね。 

渡部：それは満鉄の子どもたちだけでなくて、もう五常全体で小学生はそれくらい？ 

明神：そうなんです。だけどね、あのほとんど、開拓団の人はおらんざったからね。そこらへんのひょっと社

宅以外では商売の人がおったかなあ、あんまりはっきり記憶はありませんけどね、忘れてね。それから守備隊

がちゃんと駅の横にありましてね、当時はね。私らの卒業する時分にはね、もうそこには誰ちゃあおらざった

けどね。守備隊の司令部があって、どっか近所にね兵舎があったと思います。その兵舎のほうは知らないんで

す。よく通るので、印象に残っちゅうのは、その１つ向こうに安家
あ ん か

という村があるんですがね、そこに鉄橋が

かかっちゅうわけです。鉄橋のたもとにね、トーチカをこしらえてね、日本の兵士が 5 人くらい、銃剣持って

練習やったりおりましたよ。けど、しまいにはおらんなったね。治安は良かったですからね。治安は良かった

です。けどそういう必要があったということはやっぱり若干危険性あったということでしょうね。こんなこと

がありました。守備隊の連中がね、馬賊を１人やっつけたいうてね、馬賊のバセンガン言うたかね、それの一

味の城をやっつけたいうてね、自慢話をしよりましたよ。ほんでねそれを殺した人を見世物にして、みんなが

見に行きました。英雄になった人がね、学校へ来てね、お話をしたことを覚えちょります。たった一回だけで

すけども。そんなことがあったというくらいでね。きわめて、何です、社宅の中っていうのはもう隔離されて

ますからね。わたしどもみんな中国語もできるろ言うけど中国語の必要はないんですよ。ときどきね行商の人

が豆腐売りと甜瓜売りがね来ますけどね、「まくは新鮮だ」言うて来ますけどね、豆腐は「とうふぁ」言うて来

ますけどね。朝方。その人と話しするくらいのもんでね。 

渡部：学校に朝鮮人が最後の頃に１人おって、中国人は全く．．．？ 

明神：そうです。中国人はぜんぜん別です。もう。別の学校がありました。立派な学校が。 

渡部：学校だけじゃなくて、住むところももう全然日本人と満人の差があったんですね。 

明神：そうです。ええ。その城内へね、行くこともめったにないですがね。父が召集されて後、城内にある日

本人が経営する旅館がありまして。そこの旅館の経理を母親がアルバイト代わりにしよったんですが、そのと
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きにちょいちょい城内も行ってたりしますけども。店が並んじょったり、家がいっぱいありました。城内の方

には。ほんでシュウエはね、こないだ、いまから 10年前にちょうど行くときですよ、それまとめてますけれど。

そのときにはもう城内城外あふれるような家が立ち並んでね、元の学校みたい思うたけどね、懐かしいからね。

学校は、全然検討がつかないですよ、家が立ち並んでね。それから社宅の辺もね、ずらり家が並んでね、けん

どよう見よったらね、古いレンガ建てのね残骸がありました。残骸がね、ぼつぼつありました。だけどここが

俺の家やったかなというようなそんな感じじゃないでしょ。わからんなっちょりまして。通訳を介してから、

この辺に社宅があったの知らんかい言うたら、この辺がそうだ言うてから、言いましたけどね。わかりません。 

渡部：五常という街は、戦前はそう大きな街ではなかったですか？ 

明神：五常県というね県都やったんですよ、一応。県都やったですよ。だけど人口は多分 5000人くらい、5000

人ではなかったろうかと僕は推測してますけどもね。今はもっと何万の都市になってます。 

渡部：学校では、内容としては内地と同じような？ 

明神：そうですね。ええ。そうです。東方遥拝をするし、ええ。それは式のときにはちゃんと教育勅語を恭し

く、奉安殿から持ってきて読むしね、ええ。一緒です。 

渡部：五常にずっとおいでだった？ 

明神：小学校 2年生から卒業するまでおりました。それからハルピン中学校へ行きました。 

渡部：ハルピン中学校。 

崎山：ハルピン中学。 

明神：ええ。 

渡部：学年から中学に行くといったらほんとに数えるくらい？ 

明神：ん？ 

渡部：一学年が少ないうえに中学に行くといったらもうあまり行かないですか？ 

明神：そうです。私 1 人やなかったかな。受けたのはね、朝鮮人の人も受けたけんど、朝鮮人の人は通らんか

ってね。そうです、私 1人でした、中学校に行ったのは。 

崎山：ハルビン中学は一組です？ 

明神：一組です。ハルビン中学校はね。 

崎山：そうですか。 

明神：高等学校かなんかあったみたいですけどね。僕はよう知りません。 

渡部：それから寄宿舎になりますか？ 

明神：ええ。中学校は寄宿舎ですね。だいたい 200キロありますからね。五常からハルビンまでは。 

崎山：100キロ？ 

明神：200キロ。きちんと数え、当たったわけではないですけど、200キロくらいあります。ほぼ。200キロ．．．、

うーん 250 くらいか 200 キロくらいか、とにかく離れ離れてます。ほんで中学校の試験はね、簡単な、推薦入

学みたいなものだろうと思うんですがね、体育の試験があっただけです。物投げらしたり走らされたりしただ

けでね。中学校へ行きまして、寮がね特徴がありました。寮はもう軍隊の兵舎と一緒でね。作りから生活から

ね、全部上級生が幅を利かせてビンタぶったつ、そんな状態でね。全部合図はラッパだったんです。食事も就

寝も起床も何もかもラッパでやりよりました。 

渡部：中学入学が 43年か 4年くらいですか？ 

明神：31年生まれだから、そうだね．．．13歳の時だからね。 

崎山：44年．．．。 

明神：そうそうそうそう。44年です。終戦の前の年だと思います。 

渡部：あれですかね小学校、国民学校だったんだ。 

明神：ええ。国民学校です。 

渡部：そこからの推薦とかもありながら集まってくるんですか？ 

明神：そうです。寮はね 20 人から 40 人くらい、人数がかなりいごきよりましたので。全部ね、だいたい将校

の子どもやったですね。将校でしたよ。開拓団の子どもなんか１人もおらんかかったです。 

渡部：１学年どれくらいでしたか？ 

明神：それがね、50人くらいはおったと思います。２学級、３学級があったかよう覚えてませんけどね。その

中学校もね、それから寄宿舎もね探して行きました、10年前に。けんど全然検討もつかんかったですね。もう
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60年も、変わりますね。 

渡部：学校の建物もない．．．？ 

明神：建物もね、わかりませんでした。 

渡部：そうですか。 

明神：一切わかりませんでした。もうたいてい探すことは探したけども。 

渡部：中学での勉強というか授業は．．．？ 

明神：授業がね、1年生のときはね普通にありました。ほんでね、英語の教育までありましたよ。英語まで。発

音記号をうんと重視する先生がおって、覚えています。ところが 2 年生になって、2 年生はもう 1 学期だけで

すきね、終戦になりましたから。2年生になったらね、様変わりしましてね、もう全部変わって、1学期から勤

労奉仕。それぞれ行く先が違うて、僕は農村へ手伝いに行きましたけどね、農家の家に。 

渡部：もう 2年生から授業と言うよりももう全部？ 

明神：そうですね。授業がない感じやったな、もう 2 年になったら。あんまり記憶がないですね。たった一学

期だけやったからね、あんまり。1年生のとき、配属将校なんかちゃんと来てね、訓練、体育のときはみっちり

軍事訓練ばっかりだったですけどね。だけど他の授業もやりよったきね。それからサークル活動はね、部活動

は忙しいのはグライダー、やりよったのは。僕は通信に憧れてモールス通信を一生懸命練習しよった。それか

ら手旗信号がありましたからね。こうやってやりゆう。そんな時代ですよ。 

渡部：崎山さんはモールスは？ 

崎山：モールスはね、しませんでした。手旗はしましたけども。モールスはもう、学徒動員で上級生たちがそ

ういうところへ入った人たちがやってましたから、すごく強い人もいましたけどね。私は風船爆弾でしたけど。 

渡部：風船爆弾ですか。ハルビンはハルビン中学と女学校はもちろん違う？ 

明神：女学校は２つありましたね。富士と朝日と。 

崎山：そうかもね。2つあった。中学 1つ．．．？ 

明神：多分ね、工業があったように思うんですけど、私自身が疎かったと思います、多分。 

渡部：専門学校とか高等学校はハルビンにはなかったですかね？ 

明神：なんかありましたよ。専門学校も。あったけんどやっぱ知りません。 

渡部：2年生の１学期くらいでソ連侵攻ということで？ 

明神：そうです。その話しますとね、勤労奉仕そのものは非常に僕にとっては面白かったんですけども。それ

こそ五常の隣の隣か知らん、ヘイジョウ？平安か、平安という駅がありましてね、そこへ行ったんですよ。僕、

友達と２人で行ったんです。そこへは。ほんで私は背が低いきあんまり使い物にならんと思うたか知らん。み

んな大きい工場が行ったのもおるろと思いますけど、開拓団へやられまして。迎えに来たのが、若奥さんが赤

ちゃんを抱えて迎えに来てね、馬引いてきて馬に乗りなさい言うて、家まで乗せてってもらってね。僕は大喜

びやったんですよ、ほんとに。けんどね悲惨なもんですよ。向こうは旦那さんが召集で取られてね、乳飲み子

抱えてよね、随分寂しかったと思います。新しい家族ができたように本当に喜んでくれてね。仕事は畑の草ひ

くくらいのもんでね、小麦畑のね青い花が、紫色の花の咲く草があります。それを 1 本１本抜くようなことで

ね。それも何日もやらんうちにね、その年うんと雨が多うてね、ろくに仕事もせんかったですよ。ほんでそう

いう日を暮らし持って１学期が終わって帰ってきた、というようないうことで。僕はそのそこらへん荒れてま

すからね、たぶん長野県からおいでちょったですが、あの奥さん、かなり厳しい目におうたんじゃないろうか

というふうに思います。夏休みになりましてね、まさか夏休み中に戦争が終わると思いませんからね。その軍

人の子どもなんかも含めてね、10人くらい寮でごろごろしよりました。家帰ったらまたやかましい親のとこに

行くのが嫌やき、ここで遊びよるわという感じでね、おったんですよ。宿舎にね。ほしたら情勢が変わってき

て、まずハルピンの街の大きな街路樹が切り倒されてね、その陰にぼつぼつ兵隊がおるようになりました。市

街戦に備えちょったと思うんですけどもね。けんどね、その後にそれが消えていきましたがね。それから軍隊

の移動なんかがあって地下の、寮の地下に中国人の学校がありました。そこへね、部隊が入ってきてね一泊し

たんですよ。みんな喜んでね、寮の子どもらは私らは喜んでからね。日本の軍人が来た頼もしいと思うてね。

鉄砲を触りに行ったり銃剣を見たりしよりましたけどね。なんのことはない、にわか仕立て軍隊やったらね、

あとで知ったところに、すんぐに消えてどこかへ移動していきました。国境の方へ行ったのか南方へも随分行

きましたからね、あの当時、満洲から。どこ行ったかはわからんけどね、現地召集の人らがね、訓練がてらに

移動しよったと思うんですよ。それで 15日になりました。15日の、情報としてはね、ロシア軍が攻めて入りゆ
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うらしいという話は聞きましたけども、あんまり深刻な話はないんですよ、戦線が遠いからね。かなりソ連が

大きい戦車持ってね、入ってきたらしいという話は聞きました。聞いたけどもハルピンの町は静かでね、戦争

はなかったんですよ。 

崎山：9日にも空襲はなかったんですか？ 

明神：空襲はね、いっぺんありました。それもね、空襲というほどでもないですよ。私の経験したのは曳光
えいこう

弾

がバーッと空を明るく照らして落ちたと。それからどんどんいうか思ったらいいもせん。それで、僕は聞いて

ないです。空襲の話は。ただし機銃掃射は受けました。機銃掃射は受けて、これもね、たった 1 機やったです

よ。何機か前におったかも知りませんけど、私らはね、私らがやられたと思ったのは、たった 1 機で、街路を

パチパチパチパチ、銃弾がね弾くわけですね。その音を聞いたぐらいでね、別に恐怖感も起こらん。終戦にな

りまして、いよいよソ連軍が入ったらしいと。あちこちで略奪だ言いよると。夫人が暴行を受けゆうと、いう

話を噂では聞きました。噂では聞いたけど僕らが目にしたものは別のものでした。15日の終戦までは私たちは

ソ連軍の姿は見ていません。それで噂は聞いたけども。けどもうすでにハルピンの街の中に入ってきてね、悪

いことをしよったわけですよ。重大放送を聞いて終戦だということになって、これは大変なことになったがじ

ゃないかと思うんですけど、全然想像がつかんですよ。私どもには。敗戦がいかなるものかと。その瞬間に言

うたら我々はおる場所を失ったわけですけどもね。満洲におる人、中国におる人、みんなね。最近この間の葫

芦島の映画を見たら東久邇宮内閣は当時の方針としては、軍人は帰国させるけども、駐留する、おる、在満あ

るいは外国の人らについてはもう方針がないわけよ、ほら。もう現地で居住せよという方針じゃったらしいね。

そんなことは全然知るわけもないわけよ。けんど、そういう事態に瞬間的にはなったわけですね。それからね、

深刻な問題はね、その瞬間から起こっちゅうわけですね。日本のお金は使えんなるしよね、買い物できんから。

寮長先生が一番困ったわけですよ。寮長が困ってね、この子どもたちを親元へ返すわけにはいかん、かえらす

わけにはいかんということでね、ほんで困ったところに助け舟がきましてね。それは高知県出身の西内薫先生

がね、ハルピン中学校の音楽の先生やって、それがね助けてくれました。ほんで終戦の 2、3日した後に、やっ

ぱり学校の近くにおったらしいですね、西内先生の。近頃、最近になってケイロウさんいう人が学校の先生し

よりまして、その人に会うたわけですけれども、その人に会うて話聞いたけんど。薫先生がおったということ

が助けの神やって、西尾寮長と西内薫先生と 2 人でね、ソ連軍の司令部へ、何とかしてくれいうてね、陳情に

いったわけよ。勇気あると思いますけどもね。行ったところがね、それが思わぬ成果をあげてから、大きなプ

ロパンをね大きなやつを抱えて帰ってきましてね。ニコニコして持って。それで食料問題解決ですよ。そのあ

くる日から、私たちはソ連軍のところへね、仕事に行くがです。それでね、ソ連軍のところにいってじゃがい

もの皮むきをしました。それからソ連のジープに乗ってね、若い兵士の運転するんですけどもね。ずーっと行

って畑広いもんですから、じゃがいもを掘ってくるわけです。そんなことをしました。そうこうしゆううちに

8 月の末頃、五常から迎えが来ました。五常からね、母親とそれから当時 3 歳になったばかりの弟がおるんで

すよ。なんぼか心細かったと思うんですけどもね。叔父が、叔父夫婦が隣の棟におりまして、その叔父が迎え

に来てくれたわけです。私は叔父と一緒に帰りましてね。他の子どもらはどうなったろうかということは全く

知らないわけです。ほんでね誰かおるはずじゃ、元ハルピン中学校の生徒はと思ってからね、いろいろインタ

ーネットで調べたりもしましたけどね。１人、手掛かりに近いのが北海道の方に１人おったんですけど、連絡

はつきませんしね、それっきりです。 

崎山：同窓会もないですか？ 

明神：同窓会はもう全然ないです。小学校の同窓会もない。高校の、中学校の同窓会もない。私は同窓会はね、

こっちへ戻ってから市商にも行きましたけども、市商もろくに行かなかったもんじゃから。同窓会は全くない

です。 

渡部：それじゃ、別れてハルビン中学校はもうそれっきり？ 

明神：それっきりです。 

渡部：ええ。そうなんですか。 

明神：それっきりになりました。 

渡部：いったん五常に戻ったわけですか？ 

明神：はい。五常に帰りましてね、それからがね、またいろいろあります。五常でもう日本人、お金がないか

らね、現物を売りに出したりね、それから中国人のところへ仕事に行ったり、みなしよりまして。僕も子ども

やけども、中国人のところへ仕事に行きました。中国人の家庭の、何て言うかな、家の手伝いですよ。薪を割
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ったり、そんなことをしましてね。しかし冬が近づくわけですよね、次第に。ほんで当時はね、この引揚話と

いうのはもう噂としてすぐに出るわけ、日本人の間ではね。すぐに帰れるような噂もね出てくるわけです。け

んどなかなかわからんわけね、真相は、情報源がないから。それでね、母はねできるだけ港に、南のほうに、

近い方へ移ったがええという、そういう考え方を持っちょりましてね。これはもう決断ですよ。叔父夫婦と別

れてね、9月の末にね、私たちはリュックサックと、いっぱい詰めて、それから弟と 3人で汽車に乗ったわけで

す。1グループおりましてね、それからハルピンへ行ったわけですが。ところがね、1グループおるわけですよ、

引揚の、帰ろうとゆうのが。それからおるのも恐らく半分くらいは残ったと思いますよ、五常にね。全体の数

がどれくらいばあ言われても私は全然見当もつきません、それは。ところがね、乗った汽車は客車と思いよっ

た、僕子どもやきほら、いつもの客車に乗れるもんだと。叔父が迎えに来たのも客車で帰ったわけですから。

ところがね、よく動物を運ぶ有蓋の貨物列車ですよ。これかー、と思ってびっくりしたけんど、あんまりみん

なが知っちょったか知らん。それほどびっくりせんかった。そこに詰め込まれてからね。それからですよ。ひ

とつ駅を行ったところが雪が降りだしてね。出発のときからもうぼつぼつ降りよった、初雪ですよ。初雪がね、

積もり出してね、1つ駅向こう行ったところで、坂がありましてね、山みたいなっちょてから、その山をよう上

がらんがや。上がったり下がったり上がったり下がったりしてね。それで結局次の駅で降りることになりまし

た。人は客車の中で、苦労話言いやせんけど、客車の中で母親がね血便こしらえて、汚い話だけど下痢になっ

てから。夜中に何回も。これは動かんかもしれん、僕はどうしようか思うてね、と思うたこともありましたが、

何とかもちこたえて。それからあくる日、宿舎をね学校、中国人の学校がありまして、ちょっと行ったところ

に。そこが臨時の収容所になって、そこでちゃんとストーブもあって火も焚いて、そこで 1 週間くらいおりま

した。そのうち、ハルピンの日本人会と連絡が着いたのか、トラックが来まして。それでトラックでハルピン

へ行くという、こういうことでハルピンへ無事着きました。無事着いて、おる先は言うたらちゃんと国鉄、じ

ゃない満鉄の関係でね、そこは上手にやっちょったから、満鉄の官舎に入ることができました。満鉄の官舎も

しかしもう満員ですよ。どこもね。ほんで、ハルピンの西の方に中学校がありまして、その反対側、ハルピン

はね真ん中に中央寺院というのがありまして、目立つね、それから西東にわかれちゅうわけです。ハルピンの

駅から真南へ行ったところに中央寺院がありまして、そこに神社も日本人の神社も当時は作っちょりましたけ

どもね。中央寺院からちょうど中学校へ行く反対側の方、極楽寺という、チュロスと中国語では言いよりまし

たが、極楽寺というところの社宅に１年間おりました。 

渡部：１年ですか？ 

明神：ええ。そこで１年間過ごしました。冬の辛いこともいろいろありました。水道も電気もありました。あ

ったけどもね、水道だけは断水があるんですよ。満洲というのはよくね。断水があったら、もうやばいですよ。

つるべのある井戸まで、水汲みに行かないかんわけよ。その周辺ってのは、井戸の周辺、もう水で凍ってもう

つるつるになって、もう本当に危なかったんですがね。そこへけんど、そこだけですから水があるのは。そこ

へよく水を汲みに行った記憶があります。そうは言うてもわりに平和でね、開拓団の人が苦労したようなこと

は私たちはありませんでした。 

渡部：その１年間はどこかで働いたりするんですか？ 

明神：それもねお話せないかんですが。食べるものは一応ね、日本人会から来よりました。日本人会だろうと

僕は思うんですが、満鉄の方ということはないと思います。日本人会の方からね、こごめ言うてね、米を砕い

たやつ。なぜこんなに砕いてくれるものか、僕は知りませんけどね。米を砕いたようなものをね、配給があり

ましたよ。それからキビを粉にしたやつとかね、コウリャンの粉にしたやつとか、いろいろ混ぜて。それなり

に食べる物にはねありました。野菜はないけんどね。食べる物はありましてね。だけどそれじゃ生活できませ

んから、私は母と一緒にね、街頭へ立ってて物を売りよりました。街頭へ立ってて売りよったら中国人が来て

買うてくれるわけよ。いろいろ売りよりましたよ。たばこ売ったり、餅売ったりね。いろいろ売りよりました

けど、僕はね、僕もやっぱ売れ残ったら困るから、ややこしいものは嫌ぞ言うて。ティッシュと、こういう大

束のティッシュペーパーがありますが、それを小分けにしてね、売るわけですよね。小分けにしてね。それと

石鹸です。石鹸はそれなりに売れました。ティッシュペーパーと。それで結局商売をなりやったですね。仕入

れ先は道外というところがありますがね、ハルピンに。そっからそこの中国人の卸屋から仕入れてくるのは母

親がやりよりまして。私は売るだけでしたけどもね。ええ。けんどわりに平和やったですね。ほんでね、もう

終戦直後からですが、ロシアの兵隊がね、若い兵隊が街頭を行進するわけです。歌を、陽気な歌を歌うてね。

本当に自動小銃を肩にしてね、行進するわけです。その姿はね、ずーっとね見かけました。やっぱりそれなり
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の士官学校からの生徒らが多かったという話ですがね。そういう組とそれから野蛮なことをする連中と２通り

おったもんですね、それの中には。話を聞いてみると。僕らが一緒に寄宿舎の当時にじゃがいもの皮を剥ぎに

行ったり、一緒にジープに乗ってじゃがいもを掘りに行ったり。そのときの若い兵隊、見たいからそのマンド

リンを打ってみてくれ言うたらね、打ってみせてくれて。喜んでから。きわめて平和な１年だったと思います。 

渡部：中国人とかは日本人に対してどういう態度とか．．．？ 

明神：別にどうということはありません。当たり前やったです。ほんで危害を加えたりとかね、そんなものは

全くなかったですよ。僕らの場合にはね。開拓団の中で荒れたのも一時のことですきね。それから中国の国軍

が来たり、八路軍が来たり、上の方の支配体制はちょいちょい変わりゆうけんど、市街戦が起こることわけで

もなしにね。全然わからんのですよ。今八路軍がやりゆうらしいとかね、2回くらい変わってます、多分。ソ連

が来てそれから八路軍に代わって、それから国軍になっちょって、また八路軍になったか。そこがねよくわか

らんのですよ。わからんずくとにかく中国そのものは内戦状態でね、前線ではかなり厳しいやりとりがあった

んだろうと思うんですけどもね、ハルピン市街に限っては静かなもんだったですよ。そうやって１年ばらばら

と。けんど冬が厳しかったなあ。冬はね、面白いときありましたよ。ハルピン駅へ行ってから石炭の積み替え

やったことを記憶しています。撫順から、だいたい撫順、奉天からも来よったんかなあ。石炭をね、そのシベ

リア鉄道へ乗せ換えるわけよ。ソ連がね。どうにかして向こう持っていくわけですよ。その積み替えを軌道が

違うんでしょう、多分。あそこでハルピン駅で積み替えやるんです。その積み替えの労役をね日本人がやりよ

りました。日当円もらえないです。日当はもらえないけんど石炭がもらえるわけよ。みんな袋を持って行って

袋いっぱい詰めてね、帰って来よりました。お前子どもじゃき危ないきやめちょけって言われたけども、僕は

友達が１人来てから、一緒に行ってからね、やりましたけどもね。ほんなことをやりました。そのわりにね、

子どもでもあったからのんきなもんじゃったですよ。実際言うと、引揚の見通しが立たんわけですから、心細

いのは、大人は心細かったと僕は思うんですけど。 

渡部：どうしようということですよね。 

明神：ねえ。始まったのは 5 月ですからね、引揚は。引揚はやがてくるようになりました。引揚は私らはずー

っとハルピンから新京、奉天、大連、ほれで大連から船に乗ると。こういうふうに覚えよったと。 

渡部：そうですよね。 

明神：覚えてたところはね、引揚はね汽車じゃない、トラックに乗せられました。トラックに乗せられてね。

何十台もおったと思うんですがずーっとね、新京じゃないですよ、こっちの拉法へ行きました。こっちへ。五

常のあったところへ。 

渡部：これをこっちに。 

明神：そうです。ここへ行きましたよ。これをね線路沿いに行ったんです。こう道路がついてると思いますが。

こう行ってね、途中に川があって、それを渡って。どこへ行くか知らんけれども着いた先は拉法だった。それ

で大回りですよ。それからこっちへ来ましてね。 

崎山：拉法までトラックで？ 

明神：拉法の手前で降ろされました。だいぶ手前で。 

崎山：それがトラック？ 

明神：それがね、中国軍と八路軍の境界だって危ないからね、走って行けって言われてね。小さい川があった

けど、川をぞぶって渡ってからね、拉法まで歩きました。それほどなかったかな、長くても 2 時間くらいの距

離やったからね。拉法では貨車に乗って。 

渡部：それから新京まではもうずっと貨車で？ 

明神：そうです。吉林のへんで１泊したかな、車中泊をしたように思います。割に順調だったです。それから

葫蘆島向いて、それで奉天から錦州へ別れるわけですけどもね、そこらへんがね、もう車の中、貨車の中です

から、そこから先は全部無蓋貨車やったですよ。拉法から先は。最初は有蓋の貨車でハルピンまで行く予定や

ったけんど、有蓋の貨車に乗せられた。全部無蓋貨車ですよね、引揚列車は、ほとんど。割に順調。あの他の

人の話を聞くと、なかなかね、何日もかけて降ろされてとまってという話を聞きますけんど、私らはもうだい

ぶなんですからね、9月の末ですから、もう引揚。10月に入ちょったかな、引揚の時は。10月に入ちょったと

思います。だからわりに三者委員会で話し合うたかなんか知らんけど、ほとんど整理されちょったですね。順

調に行ったと思います。そんなところですね。大雑把に言うて。 

渡部：錦州まで行く？ 
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明神：錦州を経由ですね。葫蘆島は。あとはどこに寄るろうか。最近まであんまり知らんくて。大連の横の方

にあるずーっともう行ったところ。とっとなんじゃね。 

崎山：お父さんはその間どうしてらっしゃいました？ 

明神：父はね、もう召集されて上海におりました。やっぱり。ええ。上海におってね、やっぱり兵隊は早う帰

らされたわけよね。 

崎山：上海は良かったですね。そりゃ。 

明神：ええ。兵隊はよう帰らされて。帰ってから、故郷の葉山でおじいと薪切りを、なんかをして暮らしてお

りました。まあ、けんど、帰る家もあったしね、幸せなほうだろうと僕は思ってますけどもね。まあ、けんど

自分の生涯について考えてみると、母親は私は医者にしたい思うてから一生懸命貯金しよったらしいけども。

もう本当に日本に帰ってからね、何をするというあてはないわけよ、ほら。軍国少年で育ってますからね。と

にかく、目標がないわけよ。ほんでね、無理して学校に行こうという向学の希望も何もないし、いろんなこと

をやりました。炭焼きをやったし、土方仕事、建設労務者やね、あれも行ってから、山ん中で堰堤造りなんか

もやったこともあります。ほんといろいろとやって。ちょうど母の里が介良やったもんで、介良から市商へ行

きよりましたけどね。市商行っても、言うても当時の市商はちょうど学制の代わり目でしてね。 

崎山：ええ。そうですね。 

明神：ええ。ほんで新制、旧制中学校の、ハルピンでは 2年のなったばかりだったんですけど、1年に編入させ

てから 1年からやり直しですよ。 

崎山：中学で？ 

明神：市商へね。1年へ移されて。それから学制改革にあって。定時制へ行きました、僕は、それから。大雑把

に言うてそんなことです。 

渡部：葫蘆島を出発したのはいつ。 

明神：ん？ 

渡部：葫蘆島を出港したのは何月とか。 

明神：正確に記憶はありません。10月だと思うんですがね。葫蘆島の記憶というのは本当にね、残っちゅうの

は中国人が市を出してね、芋のふかし芋と、それからマントウ言うんですがね、肉が入った饅頭ですよ。あれ

をふかして売りよったです。日本人は買うでな。ないけんどあるもんもあったか知らんで。だいぶ商売になり

よったみたいでね。それを思い出します。それと DDT を頭からぶっかける。これは博多へ降りてからもかけら

れましたけどね。 

崎山：あ、博多でした？ 

明神：ええ。両方で DDT かけられましたよ。それから嬉しかったのは日本の船が迎えに来ちょってね、そこか

らね、流行歌をねばんばん拡声器で流します。りんごの歌ですよ。並木路子の。あれが忘れられないですね。 

崎山：そうですね。 

明神：ええ。りんごの歌。 

渡部：博多からずっと広島通って高松経由？ 

明神：そうです。博多から一昼夜かかったですね、当時は。ほんでね、忘れんですが引揚の汽車の中でね、も

う満員ですろ。だいたい窓から出入りですよ。そしたらね女学生みたいな女の子が泣き出してね。おしっこが

したかったもんようだ。そしたらね、これでやれというてからね。復員兵の人が鉄兜を出してね、それでおさ

まってね。トイレもあることはあるけんどトイレも人が入ってね、いっぱい、ある状況じゃないですよ、もう。

きしづめですからね。出入れも窓からやったから、ほとんど。それと「広島だー」言う朝の、朝らへんに広島

通ったですかね、早朝に。覚えちょります。広島でどんなことがあったのか、私は馬鹿だから、新型爆弾とい

う話もね聞いちゅうくらいにはね、町は悲惨な状況、焼け野原だったですけどもね。みんなが騒ぎよりました。

「広島だー」言うてから。そういう思い出があります。 

崎山：浮浪児がいっぱい．．．。 

明神：ん？ 

崎山：汽車に窓のところに浮浪児がいっぱい来ませんでした？そんなには覚えてない。 

明神：そんなにはない。そんなにはなかった。 

崎山：私の時は浮浪児がいっぱいたかって来て、なんかくれって言ってみんな手を出すんですよ。辛かった。 

明神：それがどこ？ 
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崎山：広島で。 

明神：広島で。 

崎山：駅で。駅の中やか。 

明神：あのとにかくね。 

崎山：中へ入ってきてですよ。 

明神：多分ね、恐らくあったかもしれんけど早朝だからね、とにかく。もうね明けきってないですよ、夜が。

早朝に通ったわけですから 

明神：崎山さんは何年に帰られたんですか？21年の何月ごろ。 

崎山：一緒です。 

明神：10月頃？ 

崎山：高知に着いたのが 9月の 12日でした。ちょっとハルピンより早いですね。 

渡部：お父さんは先に帰ってて、あとはみんな無事で帰って葉山に。 

明神：そうです。ええ。 

崎山：お父さん運がいいですね。上海なんかに選ばれて。あそこが一番早く帰れたんですもんね。満洲にいた

らそれこそソ連の。 

渡部：そうですね。シベリア行きが。 

明神：そうですね。 

崎山：それこそ南方とか沖縄に行かないで、上海というのがね、そういうケースははじめて私聞きました。 

渡部：だいたいみんなソ連に？ 

崎山：うん。満洲からだったらね。だいたいソ連に。本土へ行った人は幸せでしたけどね。 

明神：海軍、陸軍という問題があったんじゃないかな。 

渡部：そうですか。 

明神：海軍の特殊なね、海戦隊ですかね。そんなのがあったやね。 

崎山：え、陸軍じゃなくって？ 

明神：陸軍じゃなく、海軍の海戦隊言うてね。アメリカ海兵団いうのがあるろ、あれに似たようなじゃがね、

上海圏についたら前もそうやったし。痛い目にはおうちゅうもんじゃ。鼻がまがっちょりましたからね。 

渡部：戦後、何度かは行かれました？ 

明神：1回だけ行きました。 

渡部：1回。 

明神：須崎に僕と同姓ですが、明神よしてるさんという方がおりまして、１つ２つ上かな。その人もね、ちょ

うどそのへんにたった 1 年ですけどもね、それこそ私より大人やから 2 つ上って言うのは。その時期に過ごし

たんですよ。吉林からそこらへんに。その人は鮮明に覚えちゅうわけですよ。だから私より詳しく。その人ち

ょいちょい行きゆうらしいから、ちょっと僕らより裕福な家ですから、彼は。ちょいちょい行きゆうみたいで

す。今も行きゆうかどうかは知りませんけど、一緒に行こうか言うてからね連れて行ってもらってね。向こう

ではハルピン大学の女学生が 2 人、通訳やってくれて。雇って、ほら。私の知る限りのところを一緒に旅して

もらいました。うん。彼には彼の思い出があって。いろいろな資料も、これはこの間西内薫さんの息子の西内

けいろうさんいう人にもらいました。ハルピンの回想いうんがね。 

崎山：見ていいです？ 

明神：どうぞ。昔はね、これ写真持ってきたつもりがないな、ないですね。写真が本当にのうてね、今はもう

みんなポピュラーで、ほらだいぶ撮りよりますけどね。昔はプロじゃなけりゃ写真撮りませんもんね。記念写

真みたいなのが一枚だけねあります。ないなあ．．．。 

崎山：10年前ですか？ 

明神：あるある。ここにある。これが五常の忠霊塔です。そこは。忠霊塔の横です。なんか書いちゅう隣にな

んか．．．。 

崎山：私、明神さんの似たりよったりの頃行ってますよ。8年ぐらい前かな、10年になるかな。 

明神：そうですか。 

崎山：うん、行きました。７３１部隊とかあちこち。 

明神：７３１いた。僕もいった。 
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崎山：行きました。私ほら偶然．．．。 

明神：前の橋にほら白い登山帽着いちゅうのが僕です。11歳のときかな。11歳のとき。母親が僕の弟を抱いて

後ろにおります。1歳の、10歳違いやから弟と。 

中村：この第五組結成記念、この第五組というのは？ 

渡部：隣組の隣保班の。 

明神：隣組でしょ。 

渡部：隣組の第五組。 

明神：そういうこともあったもんやね。知りません。 

崎山：言ってましたね。隣組のこと隣保班言うてね。 

渡部：僕ら隣保班、隣保班今でも言いますけど、それが戦争中作られた言葉が続いてるんですね。 

崎山：あ、五常から？ 

渡部：五常から。 

崎山：どれくらいあるの？明神さん。 

明神：これです。これです。うん。 

渡部：中学に行ったら大都会。 

明神：え？ 

渡部：大都会、五常からハルピンに。 

明神：そうですね。うん。 

渡部：ロシアの雰囲気ですかね？ 

崎山：だから、学校なんかも早くから壊されてるはずですよね。わりと新京は新しいですからね。わりと戦後

もかなり長いこと置いてあるんです。ハルピンは古い街ですからね、奉天とか。だからわりにね早くから日本

人の中学校とか。 

渡部：満鉄が。 

崎山：壊されて。 

渡部：早いうちから。 

崎山：うん。だいたいはそのまま町そのものはロシアが作った街でしょ。だから建物なんかは古いですしね。

ハルピン女学校なんてのは満洲で一番古いんじゃないかな。すごく古い女学校はねあります。女学校がだから

２つあるんです。おそらく新京にも。 

明神：これは持ってきましたので、また見ていただいて。 

崎山：商業学校とかこれとかありましたからね。そういう専門学校があったんでしょうね。 

明神：これが五常の町の略図です。南北が逆になってますけども。 

中村：これみなさん日本人ですよね？ 

明神：そうです 

中村：なんかすごい日本人ぽくない。 

明神：ふふ。 

中村：彫りの深い人。 

明神：彫りが深い。ふふ。 

崎山：城内とか城外とかお城の中は、結局大きな囲いが、高い塀の囲いがあって、その中で中国人とかそれか

ら漢人、中国の昔ね日本になる、満洲になる前の官吏の人とか偉い人たちが住んでいるようなところが城内だ

ったんですよね。 

明神：昔馬賊がよく出よったらしいね。 

崎山：そうそう。 

明神：それから守るためにね。 

崎山：門番がちゃんとあって稽古してるっていう。日本人の町はその城外に作ったんですよね。新しく。ロシ

ア人も多分そうだと思いますね。 

吉尾：さっき日本人会のお話を、ハルピンに行かれた時に、食料は日本人会から支給されたと。 

明神：ええ。 

吉尾：日本人会ってのはやはりいろいろな場面、そのときも動いているんですね。 
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明神：そのようです。ええ。日本人会なのか、あるいは満鉄のほうの別の組織があったのか。私はそこはわか

らんのですよ。わからんのです。どっからかね、食料来よりました。ほんで開拓団の人が収容所に、有名です

が桃山小学校いうところ、たくさんの人が死にましたけどもね。桃山小学校というのはハルピンの北の方です。

北の小学校の近くなんですけどもね。そこでたくさんの人が死んで。そこからも含めてねそれなりの組織から、

やっぱり食料はいっていたはずですよ。なんかね、なければね生きていけませんからね、それくらいののなに

がしかのものは支給されよったはずです。ただね、その満鉄は社宅があって電気も水道もあったけども、そこ

らの収容所の中は、僕らは噂に聞いたり想像したりするばあのもんでね、わからんのですよ。暖房はね、なか

なかなかったんじゃないかなあと。それから私らもね、シラミはいっぱいたかるんですよ。多分ね、もう汚い

身なりですからね、私どもはねそれなりに洗濯もしよりましたからね、あれですけども。宮尾登美子さんの『朱

夏』なんか見てみると、もう悲惨そのものですよね。日本へ帰ってきてからこじきが来たって言うてね、いろ

んな役場でね、言われたいうか。ほんとにひどい身なりで帰ってきて。もうシラミだらけ、まともな恰好しよ

ってもシラミたかるがですからね。べったりかるわけよ、こんなところへね。 

崎山：ハルピンとか新京とかで違うと思いますけどね。日僑俘、華僑なんていう。 

渡部：はいはい。日僑俘。 

崎山：日僑俘、ふは俘虜の、捕虜のふですよね。人偏に、浮くという字が人偏になる。日僑俘連絡所というの

ができましてね、私らなんかはめんどくさくて、日本人会日本人会言うてましたけど。それはだいたい満鉄の

お偉い人とか政府におった人たち。まあ、みんなもみんなお暇になったもんですからそういう人とか、ジャー

ナリスト、いろんな、学者もいましたね。いろんな方が集まって、日本人をどうやって保護していこうか、ど

うやって日本に帰していこうか、とかいうそういう組織があったんですよ、新京には。それは新京が中心にな

って、ハルピンのことは私聞いたことないですね。やっぱり奉天だとかほかの都市にも連絡があって、そうい

う団体をこしらえて。特にその開拓団の方、開拓団だけじゃないんですけど、避難してきた人の受け入れをど

うするか、その人たちの食料をどうするかといったことをそこで話してたらしいですね。結局最終的には引揚

の事務と言いますかね、そういう手続きを。今日は持ってきませんでしたけども、それはねあのどさくさの中

で、２カ月 3 カ月くらいでよくあれだけの準備ができたと思います。すごい準備をして、そういう手引書を作

って、引揚の段取りをしたんですよね。中国人の今の政府の人たちが、東北の方ですけどね、さすがは日本人

だった、あの組織力とか統制力とかそういうのがすごいって言ってね、すごい関心してた。それまた、私たち

は軍国主義で、もうばっちり鍛えられているわけですから。それこそ今の言葉で言ったら粛々とみんなが規則

に従って、誰一人文句も言うわけなし、暴れる人もいない、みんなが整然と引き揚げてった。それはね、驚嘆

に状況みたいでね。それはあとで、最近、最近といっても 10年くらい前ですけど、中国が出している本を見て、

ああなるほどって思いましたけど。やっぱりそういう組織は作ってますね。私、今のお話聞いてて、明神さん

たちは、私はその日本人の組織がいわゆる開拓団なんかのああいう、本当に着の身着のままで何にもなしで、

転がり込むような感じで来た人たちと違うって。やっぱり社宅に入れてもらってるわけですから。私は多分他

の、満鉄の支援があったんじゃないかと思いますね。日本人会はもうそういう避難者のことで本当に手一杯で

したから。私も終戦後すぐ、ソ連が暴れだすちょっとの間です、ほんと 1週間くらい、10日もなかったと思い

ますけど。その間その組織でいろいろお手伝いしてましたからね、わかりますけど。多分、明神さんは満鉄関

係が、やっぱ満鉄の職員として支援の手を差し伸べてくれたんじゃないかと思いますね。なかなか．．．。 

明神：なんかそういう話ね。ちらっと聞いちょります。もっと、満鉄というのは、必要とされちょったわけよ、

終戦後もね。 

崎山：そうですよね。 

明神：その汽車よう動かさんとねいかんわけでね、ソ連軍にしても中国の国軍にしても八路軍にしても、大事

な交通の組織ですから。そういうもののために日本人の手を必要としちょった部分があって。それの恩恵が若

干ね、来よった可能性があると僕は思ってるわけでね。そういうものかもしれません。上のほうはどんなにな

っちょたのかほんまにわかりません。話を聞いたくらいのもんで。 

崎山；あの、お金のことですけどね。表面的にはソ連が入ってきて、ソ連の軍票があるんですよ。中共が入っ

てきたら中共の軍票があるとかと、軍票がたびたび来ますけどね。これはソ連引きあげてきたらそれっきりで

しょ。中共も、その当時はあれほど中共、共産党があれほど伸びてくるとはみんな思わないわけですから、す

ぐに紙幣はだめになるだろうと。やっぱり一番信用されたのは満洲紙幣ですね。さっき日本紙幣とおっしゃた

ですけど、日本紙幣じゃなくて、満洲国中央銀行ってのがありまして、そこが発行している満洲紙幣が一番信
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用があったんですよ。だからその当座の出し入れは軍票、なかなか、私もそうですけど出し入れしましたけど、

満州紙幣だけは大事にして、いざというときは満洲紙幣じゃないと。プシュップシュっとだめだめって言われ

るんですよね。そのお金は。嫌がって取らないんですよ、軍票は。だからそのときは満洲紙幣使ったら、一番、

朝鮮でもそうでしたと。朝鮮も朝鮮紙幣が一番信用があった、最後まで、だったということですね。だから満

洲国の中央銀行はなくなったわけですけどね。やっぱりかなりぎりぎりでいっぱい放出してるから、持ってる

人は持ってるわけですよね。だからそれで、帰ってくるときは満洲紙幣でお買い物しながら帰ってきましたか

らね。日本で１人千円ずつ両替してもらったのも、満洲紙幣で両替してもらいましたからね。軍票なんかで両

替できるわけないですからね。だから、多分ソ連なんかは満洲紙幣使う側、不本意だったらしいけど、私らは

そうでしたね。 

渡部：やっぱ新京と状況がだいぶハルピンは違うんですか？ 

崎山：ん？ 

渡部：敗戦後の状況というのは新京とハルピンはだいぶ違う．．．？ 

崎山：そうでもないと思いますけど。 

明神：ましやと思いますよ。多分。 

崎山：ただ、なんていうんですかね、ソ連の本部というのは新京に来たわけでしょう。だからハルピンもそう

ですけど。ハルピンはソ連がつくった、ロシアが作ったきれいな街だから、あんまり爆弾落とさなかったんで

すよね。新京ももう満洲、日本、関東軍はもう負けることがわかっているわけですから、なるべく爆弾を落と

さない、あとで利用できるように。関係ないような郊外に落としたり、それからさっき言ったい、わゆる城内

に皇帝の宮廷府が城内にありましたから、その城内の皇帝の建物からちょっとはずれたところに落としたりと

かいうくらいでね。やっぱり考えてますよ。そんなにめちゃくちゃ日本のようにあんな無差別爆弾してません

ね。目の前にね負けることがわかってる、あれだからでしょうね。だから都市ごとにうんと違う、大都市の場

合はね、そんなに違わなかったと思いますけどね。ハルピン、新京、奉天あたりやったら、似たり寄ったり。

だから今おっしゃてらしたように満鉄は、あっ、どうもすみません。満鉄はもうやっぱりやったあとも来てま

したっていうかね。 

渡部：やっぱり恐ろしいですよね。 

崎山：その技術が欲しかったでしょ。ただ部長とかみんな偉い人は中国人になりましたけど、その下で働いて

いる技術者ってのは日本人じゃなければできないから。それは日本人大事にされましたし。撫順がすごかった

ですね。撫順は炭鉱があるでしょ。今でこそもう撫順炭鉱落ちぶれているらしいですけど、あの頃は炭鉱がも

のすごく盛んにやってたわけですから。みんな雇うから、避難民を雇ってくれるから、働き口があって収入が

あったから助かったよって。だから撫順で苦労した方は苦労してますから、そんな話も聞きますけど。わりに

撫順は働くところがあって良かったらしいですね。鞍山の製鉄所なんかも、満鉄の人たちだって。あそこはも

う、撫順もあとのほうはそうですけど、徹底的に機械を壊して持っていきましたからね。ソ連が。だから鞍山

は何かあんまり動かせなかったようなふうに聞きましたけどね。どこまでかはわかりませんが。撫順炭鉱もそ

うですってよ。かなり機械とか持っていったらしいです。それこそ 10年くらい前ですか。行ったときに、撫順

にも行ったんですけど、そこの案内してたガイドさんが言ってましたね。もう古い機械しか残ってないので、

だから生産量がガタ落ちをしてって言ってましたね。あの頃、最近読んでるあれなんだったけ、満洲、あれ、

満洲避難民、満洲何とか。井上卓弥っていう人がね、最近書いて出した 5 月に出版された本ですけどね。それ

読んでたら、本当にソ連は徹底的に取っていってますね。満洲から。あれ、日本が負けたから日本の物を取っ

ていくという感覚でしょうけど、日本が負けたって中国の物ですからね。だからね、中国を取らないのってい

うふうに思ったけど、それも中国人が書いた、もう２年くらい前か知らん。日本にいる中国人の学者が中国に

帰ったら、捕まえられてしばらく行方不明になってた方がいらっしゃいます。その方が翻訳した中国人が書か

れた本見たら、やっぱりそうやって言ってますね。あれは中国の物なのにって。取っていって。 

明神：ふふふ。そうですね。 

崎山：それから日本人やら中国人やら、顔見たってわかんない、ソ連にしてみたらわからないから。中国人も

略奪、暴行もう一緒、おんなじ目にあって大変だったということを、それを中国人の作家が書いてらっしゃい

ますね。だからそれも盗人猛々しいっていうか、もう本当にソ連はそれだけ貧しいというか。いろんな文明が

ね、貧しかったんでしょうね。だから技術者も連れていかれてますからね。だから満鉄の人たちなんかも随分

行ってますでしょ。その軍人じゃなくっても。だって壊したけど、今度それを立ち上げないと。 
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渡部：動かさんといかんですしね。 

渡部：満鉄関係とか五常の関係での集まりとか連絡網とかはないんですか？ 

明神：ないですね。 

崎山：ハルピン中学校なんかは同窓会してる。 

明神：え？ 

崎山：女学校なんかは同窓会してるから中学校もきっとあると思いますよ。今度ハルピン会の浜田さんにちょ

っと聞いてみます。あると思いますよ、きっと。 

明神：聞いてみてください。 

崎山：どこもやっぱり呼び掛けてやってましたからね。やってました、で過去形だから。もうほとんど終了し

てますけどね。 

渡部：うちは大連だったんですけど、大連の中学の同窓会はみんなで大連に行ったりしてますからね。 

崎山：そうですよね、うん。 

渡部：昭和 20年に大連一中から海兵に入るんですよ。でもぶん殴られて終戦だったというような。何のために

行ったかわからんなと。それで大叔父は放り出されて、家族はみんな大連にいて、１人 13，4 くらいでしょう

か、中等出たくらいですよね。それがこれだけやると言われてこんなに長い海軍の服だけもらって真夏に放り

出されて。わからんで、なんか昔聞いたことがあるというので、九州のうちの実家まで来て。 

崎山：よう帰れたことですね。 

渡部：幸いみんな大連から無事に引き揚げてきたんですけどね。 

崎山：大連は港が近くだからね、移動しなくてよかった。その移動部分だけが助かりましたね。一般の人は大

連は、22年に引揚げてきてますからね。22年、山田先生なんかも 22年にですもんね。 

明神：ああ、そうです。 

崎山：うん。 

明神：大連遅いやって。 

崎山：ソ連兵があそこ治めてたので。だから普通はほら言ってましたように大連から帰ると思って、私なんか

も大連から出入りしていたわけですからね。それが大連の港が使えないので、葫蘆島なんていうところを、中

国とアメリカとかが話し合って、あそこを引揚港にしたわけですよね。22年だと、ソ連がいなくなったからか

な、なんか 22年になってから、大連の人は大連港から出たわけですよ。だから、葫蘆島からは 105万人、引揚

げてますけど大連からは 24万人くらいの人が。 

明神：ああ。そうかそうか。 

崎山：安東なんかでも、ソ連の国境、ソ連じゃない、朝鮮の国境のね。 

明神：ええ。朝鮮のね。ええ。 

崎山：安東の人でも葫蘆島まで行ってますからね。でも関東州にいた人たちは大連から帰った。翌年に。だか

らひょっとひょっとソ連がおってもそれができたのか、ソ連が引きあげてアメリカがお世話したのか。そこま

で私は知りませんけど。ともかく、それこそ山田先生に聞いたら良かったけど。 

渡部：うちもそこらへんを聞いたらよかったと思う、本当に。うちも一応満鉄だったんですよ。 

崎山：大連にいた人はそれなりに、日本の関東州にいたというプライドが。 

明神：ねえ。そんなもんなんかなあ。 

崎山：またね、そのほんとにね、山田一郎さんてね、ここの前の館長さんだった方ですけども。大連が大好き

でね。満洲文化の花開いたところって。ほんとにね穏やかな素敵な街でしたからね。おおかた、全部じゃない

かもしれませんけど、おおかたロシアが作った街なんですよ。それを日露戦争でぶんどったわけですからね、

日本の土地にしたわけで。日本の土地ってこれだけしかないのに、鉄道だけは、鉄道の両側 1 キロずつを、鉄

道を敷いてそれを守るという意味でもって、独立守備隊ってのをずーっと置いたんですよ、ハルピンまで。け

どその独立守備隊はもともとはこの、だからみんな言うんですよ、なんで満洲は関東軍なんですかって。その

関東州でできた軍隊だから関東軍なんですよ。それが独立守備隊って言いながら、ずうっとその鉄道の両側 2

キロの守備をしながら、だんだんだんだん関東軍って言ったら満洲の軍隊みたいな。 

渡部：イコールって。 

崎山：100 万とかね、あれ最終的には 100 万以上の兵隊を置くつもりだったらしいですけどね。よく若い人な

んかにもね関東州って関東軍って、日本の関東州、関東平野がある関東のところから。 
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渡部：ああ。行ったと思われる。 

崎山：行ったんですかとかね。わけわからんとかって言われたんですけどね。最初に言われたのは追手前高校

の生徒に聞かれたの。それで、あ、そうなんだと思ってね。初めて気が付いて。私なんか関東軍って言ったら

満洲の軍隊って頭に入ってますからね。 

渡部：それはそうですよね。 

崎山：もう考えたこともなかった。 

中村：それくらいの子たちってそこまで理解できてるのはもうあまり多分いないでしょうね。 

崎山：おかげでほら、満洲の会をしているおかげで、満洲にいたいろんなところにいらした人たちの話を聞く

でしょ。みんな聞きかじりばっかり。本はね、山田先生にすごく薦められて、いい本も読ませていただいたけ

ど、本なんて 3分の 1も残ってない。 

明神：ほんとにね。 

崎山：やっぱりね、皆さんの体験を聞いてるうちに、ああ、だんだんだんだん全体像が見えてくるんですよね。 

明神：なるほどね。 

崎山：おかげでね、ほんとに。 

渡部：地域が違うと全然違ったりするとか。 

崎山：そうですね。 

渡部：どちらの鉄道に行くかで、もう人生全然違ったりしますね。 

明神：そうですね。まあけんど崎山さんみたいな人がおるき、なんじゃね、ほんとうに。だいたいそんなとこ

ろですかね。 

渡部：ありがとうございました。 

明神：できたらイシモトさんからも話を聞いちゃってもらいたい。そんな話すわけでもない言うたかな。ふふ。

苦労した人の話がありますよ。 

渡部：それはそれで。 

明神：それはそれでね。それから、西内ケイロウさんか。薫さんの息子さん。なんかもね、あれは、主に錦州

だった言うたのはあの人だったかな。終戦の直前にね、直前にハルピンから来て、お父さんがハルピン中学校

で先生になったわけで。だからね、多分、1年もおらなかったと思うけど。あの人なんかもお話いっぱい持っち

ゅうと思います。 

渡部：ちょっといろいろ聞き書きしてるんでそこらへんの情報をまた教えてもらいながら。 

明神：またわからんところがございましたら．．．。 

崎山：安東で、あ、違う。通化で、山田先生が通化事件書いてるって言ってたけど、通化事件に関わった人、

憲兵 1 年生なんですよ。関東軍で、新京の関東軍で教育受けて、帰ってきて、通化に赴任したのは終戦の年で

すからね。本当に。で、郵便、軍事郵便が来たらそれを選り分けているようなそんな仕事していた人が、憲兵

っていうだけで通化事件に巻き込まれて。左手やったかな、リンチにあって、叩き潰されて、骨がぐちゃぐち

ゃでね。佐賀の、佐賀町ですかね、あれは、あそこ。町会議員もしてらっしゃいましたけどね、引揚げてきて

から東京へ行って東京の病院で、大きな病院で、ちゃんと手がある程度。もう砕かれているわけですから。け

どもう腐ってきてね、ひどいのをある程度治療して１年くらいたって高知に帰ってきてらっしゃるんですけど

ね。だから憲兵って戦後．．．。 

明神：中国人にやられたの？ 

崎山：え。 

明神：中国人に。 

崎山：あのね、あれは。 

明神：日本人にやられたの？ 

崎山：違う違う違う。中国の軍隊。多分通化事件は共産党でしたかね。八路軍でしたね、確か。八路軍が攻め

てきたときに、それ逆かもしれないけど、日本人の元軍隊がまだ軍人のあれが抜けなくてね。それで共産党軍

でしたら国府軍におべっか使うみたいなね。こちらを立てるために策略していろいろやったらしいです。それ

がばれて、全部つかまって放り込まれて、そこで白状するのにリンチを。 

明神：ああ、リンチを受けたのか。 

崎山：みんなものすごい、そのだから共産軍だったと思いますけど、ものすごいリンチだったらしいですよ。
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もうだからあそこで亡くなった方たくさんいらっしゃいます。通化事件を起こしておかげで、一般の日本人も

すごいやっぱ非難受けて、あ、非難じゃない、被害受けて大変だったんですよ。通化事件って有名なんですけ

どね。もうね、だから決起したんでしょうね。まさか中国が悪いことこんな起きると思わないで。確か国府軍

のスパイみたいなね、なんかそういうことして。それこそ将校がそういう軍をまとめて。ちょっとの人数じゃ

ないですよ。何百人もの人たちが襲ってったらしいですね。でももうあっという間にやられて。 

明神：通化事件は聞いたこともあるけども、中身はちょっと覚えてないな。 

渡部：どうもありがとうございました。 

明神：そうしたらいいですかね。どうも、面白い話ももって。 
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聞き取り記録「撫順での暮らしと青島・野戦病院の看護助手生活（堀江通子）」 

 

文字起こし：平岡恋 

 

（話し手：堀江通子、娘、聞き手：渡部淳、崎山ひろみ、中村茂生、吉尾寛、朝日新聞記者） 

 

渡部：それでは、まず何年生まれでしょうか。 

堀江：昭和 4年です。 

渡部：昭和 4年。何月？ 

堀江：1月 19日生まれです。 

渡部：19日ですか。どちらでお生まれになりました？ 

堀江：撫順市です。崎山さんと本当同じ近くなんです、戸籍を見ます

と。南台町何丁目というとこまで一緒なんですよ。 

崎山：ここに出てますけど、満鉄の社宅なんです。 

渡部：じゃあ、その時もみんなで満洲に行ってたことですよね、当然。 

堀江：母は、奉天の桂小学校が初めてできた時の入学生・卒業生なん

です。 

崎山：大正何年…。 

堀江：それで、女学校がなかったので、愛媛の方へ女学校帰ってきたりしてますけど、母自体が満洲育ちなん

です。 

渡部：一番最初に、満洲と関係を持ち始めるのは、どういう関係で満洲においでになりました？ 

堀江：父が満鉄へ入社したので、撫順へ最初に赴任して、奉天にいる母が満鉄のタイピストで勤めてたらしい。

それで結婚したということで聞いています。 

渡部：お母さんは愛媛出身だったんですか？ 

堀江：ええ、愛媛の人です。 

渡部：ちなみにお父さんは何年生まれの？ 

堀江：何年生まれか、ちょっと忘れましたけれど。 

渡部：もともとは、お父様は高知？ 

堀江：富山です。 

渡部：富山！ 

堀江：富山の高岡で、医学博士の高峰譲吉の子孫になります。 

娘：この人が先祖になります。日本で唯一の母が子孫になります。 

渡部：ああ、そうなんですか。 

娘：ルーズベルト大統領の親友で。 

堀江：タカジアスターゼっていう。 

渡部：ええ、教科書で習いました。 

娘：この方の関係で、たぶん私は祖父が満鉄に入れたんじゃないかなっていう。こちらを調べていくともっと

面白いと思います。 

渡部：じゃあ、富山からもう満鉄に？ 

堀江：満鉄に入った。当時は、後継ぎを何とか生き伸ばすために、招集を受けたが死んでしまうかもしれんと

いう、1つの逃げ場として満洲を選んだのだろうと思いますけど。 

渡部：撫順の満鉄に？ 

堀江：はい。 

渡部：そうですか。お母様は、どうして奉天の方に？ 

堀江：祖父が、憲兵隊かとかに務めてたので、台湾にいたのは満洲を開拓するということで、満洲の奉天の方

へ赴任というか、移ったらしいんですけれど。それで古くから奉天にいたらしいんですわね。 

渡部：じゃあ、奉天生まれ。 

堀江：奉天育ちというか。 

堀江通子さん 
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渡部：奉天育ちですか。 

堀江：小学校も全部奉天、母が。 

渡部：じゃあ、桂小学校を出て、今度愛媛の女学校に。 

堀江：女学校はまだできてなかったんです。で、愛媛の女学校に行ってまた帰ってきて奉天にいたらしいです。 

渡部：それで、満鉄のタイピストになって。 

堀江：そうです。 

渡部：お父さんは、ですか。 

堀江：はい。 

渡部：そうですか。で、お姉さんは撫順でお生まれになるということですか。 

堀江：生まれました。 

渡部：ご兄弟は？ 

堀江：兄弟は、7人です。 

渡部：皆さん、撫順でお生まれになるんですか。 

堀江：いえ、長女に私に弟に妹、弟…、5人までは撫順生まれです。6人目が煙台というところで生まれました。 

渡部：煙台、はい。 

堀江：遼陽のちょっと手前なんですけど。煙台っていうところ。で、最後の 7 人目は、北支の青島で生まれま

した。転勤で移ったもんですから。 

渡部：満鉄の転勤で青島に移るんですか。 

堀江：はい。 

渡部：じゃあ、撫順にお生まれになって、ずっと撫順ですか？ 

堀江：小学校の 4年生まれで撫順でした。 

渡部：それから転勤に？ 

堀江：それから煙台へ移って、煙台で 5年、6年とおりまして、女学校は奉天のナニワに入りましたけど。その

後、北支の青島で転勤になるので、女学校３年生から、青島の女学校へ移りました。 

渡部：家族で全員で移るんですね。 

堀江：そうです。 

渡部：これは、やはりあれですか。撫順とか満洲の学校と青島の学校は雰囲気が違うんですか。満洲の学校の

雰囲気とかあり方と北支の学校とでは？ 

堀江：多少違ったと思いますけれど。まあ、参考までに、なぜかこういうものを持って帰っているんですわね。 

崎山：おお、卒業式…。 

堀江：これは、煙台小学校の。 

崎山：そんなの持ってらっしゃる。 

堀江：なんでか、リュックサック 1つというのに、この中に入ってるんですね。 

崎山：よく持っておいでましたね。 

堀江：これがエイアン幼稚園。 

吉尾：あ～幼稚園。 

崎山：引揚は、どっから引き上げました？青島、青島ですか。 

堀江：これは、もうよかったらここへ置いていきます。 

崎山：青島から引揚られたっていうから、持って帰れたんですね。満洲だったら絶対ダメ。 

堀江：そうです。これがあの青島からの乗船表です。これは、青島で女学校を卒業したのが、昭和 20年ですか

ら、沖縄のひめゆり部隊と一緒で青島の女学生も全部野戦病院に行きました。その時の従軍証明書なんです。 

渡部：報国看護婦。 

堀江：はい。 

崎山：こんなの初めて見ました。 

渡部：市の派遣官…。 

崎山：ミチコさん…。 

堀江：これが軍隊、最後に日本への輸送を終わって除隊するっていうか、海外にいた時の証明書です。 

渡部：報国看護婦…。食料と日用品 10日分支給。 
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堀江：そうです。 

渡部：どういうものをもらったんですか、この時。 

堀江：どうも記憶にないんです。 

渡部：そうですか。 

崎山：髙峰さんよね、この頃は。 

堀江：はい。 

崎山：旧姓が髙峰さん。これ山が横についているのと上にのっているのとありますよね。どちらが本当なんで

すか？ 

堀江：横です、はい。 

崎山：私はこちらを覚えてた。髙峰博士は。 

娘：山がついてます。 

崎山：こちらは。 

娘：間違ってるんですよね。 

崎山：こっちが正しいのね。 

渡部：撫順での生活とか、そこらへんでなんか思い出深い話とかいろいろありますか？ 

堀江：撫順は、日本人の住宅区域に中国人が入れないようになってたんです。渾
こん

河
が

という川がありまして、そ

こへ平安橋という立派な橋が架かってるんです。橋の両脇に衛兵がいつも立ってたんです。ほとんど通る人が

ないんですけど。日本人側の方へ立派な土手ができてる川。反対側の撫順城というお城があるんですけど、そ

っち側のグラスの方は堤防がないもんですから、雨が降って水が出るとは部落は全部流れていく。こっち側の

堤防の上で我々は見ていると、板切れの上に豚やら鳥やら、それから満人の人やら朝鮮の人やらが「アイゴー、

アイゴー」って泣きながら川を流れていくんですよね。そういう光景は思い出します。 

崎山：なんですっけ。何とかという川。渾河。 

堀江：渾河。 

崎山：渾河ね。大きな川があるんですよ。ここが高台になるんです。だから、撫順の影響ここで。ここからず

っとこの辺坂です。坂を上がっていって中央広場が昔あったんですね。こちらが北台町、こっちが南台町って

いって、全部斜坑高台のところ満鉄の社宅です。私が生まれたのはここですけどね。中央広場から、1丁目、2

丁目、3丁目、こっちもホクダイ町も 1丁目、2丁目、3丁目と離れていくんですね。中央広場に近いところが

高級所。２丁目、３丁目といくほど…。 

堀江：偉い人のお屋敷がこの周りにあったんですね。 

崎山：そうですね。で、端っこほど下級職員です。 

堀江：中央広場で、夏は盆踊りがありましたよね。 

崎山：そうですよね。 

堀江：撫順音頭とかのね。輪になってみんなで踊るんですよ。そういうのはよく覚えていますね。 

渡部：もう町の中は完全に日本人の世界なんですね。 

堀江：日本人だけ。うっかり中国人が入ってくると、すぐに捕まえて処罰するというか。柱に括り付けて、水

かけたりとかね。そういうことしてました。冬なのにね。だから、ほとんど中国人は日本人街に入ってきてま

せん。で、この中央広場、冬はスケートリンク全部凍りましてね。当時は、今の浅田真央ちゃんみたいな方で、

稲田悦（子）ちゃんっていう人がいました。稲田悦ちゃんが来てね、滑ってね、いわゆるフィギュアの踊りを

見せてくれました。その踊りが何かっていうと、「私 16満洲…」。あれを踊ったんですよね。そういう記憶があ

ります。 

渡部：満鉄はどこにあるんですか。 

堀江：満鉄の事務所は、そっちの方よね。 

崎山：駅をまっすぐ南へ下ると、こちら側に満鉄病院がある。そこが、私が生まれたところです。あなたもそ

うでしょ。 

堀江：立派な病院ね。 

崎山：その向こう側が満鉄の炭鉱事務所です。 

渡部：撫順中学ですか…。女学校…。かなり整備されたきれいな町なんでしょうね。 

堀江：もう家がね。当時の設計士が楽しみにそれぞれ設計したというんで、1軒ずつ違う、外観も違うんし、お
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洒落なんですよね。くっついた 2軒立ちとか、4軒立ちとか、８軒立ちとか、地位によって大きさが違っていく

んですけどね、それぞれ恰好が違って、素晴らしいお屋敷なんですよ。 

崎山：この満鉄病院でお生まれになりました？ 

堀江：生まれたところ？ 

崎山：生まれたところ。 

堀江：生まれたところは…。 

崎山：その社宅で？北台町か、２丁目かね。 

娘：出生、戸籍謄本に載っているのは…。 

堀江：後住んでたところ。 

崎山：あ、そうですか。 

堀江：住んでたところは、北台町から南台町変わりましたけどね。中央広場からちょっとこっちへ来たところ

だった、確か。 

崎山：昭和の初めにできた町ですから、ここ。私前言いましたよね、３キロぐらいあっちは西ですか、西のと

ころに千金
せんきん

塞
さい

という大きい撫順の町があったんですよね。ここに炭層があるというので、そこを全部壊してし

まって、こっちの永安
えいあん

台
だい

という地区へ引越ししたんです、町ごと。だから、きれいですよね。 

堀江：きれいな街ですよ。 

崎山：新しいから。昭和の初めですもん、できたの。 

渡部：じゃあ、新京の次に新しい町という感じですかね？ 

堀江：新京よりは古いですよ。 

崎山：古い、古い。だって昭和の初め。 

堀江：その後、新京ができて。 

崎山：新京は 11年。満洲国ができてから 7年とか 8年とかやき。 

渡部：それでも新しい町ですよね。 

崎山：そうですね。 

渡部：小学校というのは 1学年にどれくらいいるのですか？ 

堀江：3クラスありましたかね。150人ぐらいだったと思います。 

渡部：そこで、全く日本の教育ですか？中国語とかそういうのを習うとか。 

堀江：中国語は、4年生から正課にありましたよ。 

渡部：正課に。 

堀江：だから小学校で 3年ぐらい、女学校で 4年ぐらい。だから、卒業するときは通訳の資格を取りました。 

渡部：そうですか。 

堀江：北京官語ですけどね。 

渡部：それは、先生はやはり日本人が中国語を教えるんですか？ 

堀江：日本人でも労務関係の方なんかは、ほとんど中国人相手に話してますね。労務の方が来て、中国語を教

えてくれたりしました。 

渡部：そういうことですか。撫順には女学校はなかった？ 

堀江：ありました。けれど、煙台というところへ移ったので、それで奉天の女学校。 

渡部：煙台には女学校がなかった？ 

堀江：煙台には小学校が 3クラスしかないんですよ。1年、3、４、5、6年と。それで学校そのものがロシアの

兵舎だったところで。だから、壁が厚くて二重窓で。ちょっと変わった学校で。日本人が少ないもんですから、

中国人と朝鮮人と日本人と、一緒の学校で。リさんとかワンさんとか一緒でした。結構みんな仲良しでね。け

ど、6年生の頃、朝鮮の人みんな日本名に改正しましたでしょう。だから昨日まで、リ・キョウとかリ・ユウフ

クだったのが、松原さんとかになってね。それで 1クラス、私が５年の時多いクラスと少ないクラスがあった。

6年生は 3人しかいなかった。5年生が 10人くらいいてね、それが一緒だったんですけどね。 

中村：同級生と遊ぶ時は、言葉は何語で？ 

堀江：だから、喧嘩するとき…。朝鮮語、中国語やらでね。悪口だけは覚えているんですけどね。結構仲良し

でしたよ、みんな。 

渡部：町ももう日本人も朝鮮人も中国人も一緒にこう…。 
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堀江：日本人のとこでは中国人、入ってこれないんですよね。その時、石炭掘るのに、中国人「クリー」言っ

てましたけどね。クリー、たくさん使ってますがね。一度、そっちの部落でコレラが発生したんですよね。そ

したら、その部落全部を鉄条網でパーと囲ったと思ったら、出入りできなくて、全部焼き払った。生きてる人

も何もかも。それはひどいなと思いましたね。 

渡部：子供たちはもうあれですよね。それも関係なしに学校へ集まったら仲良し。 

堀江：やっぱりそういう恐怖感というのは伝わってきますよね。 

娘：ヒトラーをお出迎えした話…。 

堀江：撫順にいるときに、ヒトラーが来たんですよ。みんなが嘘じゃないかというんで、歴史を調べたら、日

独伊の三国同盟を結んだ後、満洲国は建国されてドイツからヒトラーが満洲国を訪問してるの。そのヒトラー

の記事が出てくるんですよ。みんなが嘘じゃないって言ったけどね。ドイツの旗と日本の旗をもって、駅前で

国防婦人ら全部が集まって、万歳万歳ってお迎えしたんですよ。ヒトラーがあれ程有名で悪くなる前でした。 

記者：ヒトラーの顔とか姿は覚えてるんですか。 

堀江：それほど当時有名じゃない。ただドイツから有名な人が来るから、小学校 4 年生ぐらいだったと思いま

すよ。みんなで歓迎しましょうというんで、行ったと思いますけどね。 

渡部：それは奉天ですか？ 

堀江：撫順で。そのころ生まれた子供に、「イツコちゃん」とかいう名前、ドイツのところがありましたからね。 

崎山：都会じゃなくて撫順にいらっしゃるということは、撫順炭鉱でも見学にいらしたんでしょうかね、その

ヒトラーがいらしたというのは、来たんでしょうね。 

渡部：ですね、撫順にわざわざ…。 

崎山：首都とかだったら、ホテルとかになったら、わかるけどね。撫順っていうのは、おそらく炭鉱が凄いで

すからね。 

渡部：炭鉱施設…。 

堀江：露天掘りなんか、夏休みに化石を拾いによく行くんですよね。琥珀はごろごろあるし、化石なんかいろ

んなものがありましたけどね。 

渡部：じゃあ、まあ、撫順できれいな町から煙台に行くと、ちょっと田舎という感じ？ 

堀江：そう、田舎です。あの遼陽の 1 つ手前の駅なんですけど。そこから、あのケイユウドウサ、ケハってい

うのが、電車みたいなのが 1時間ほど入って、それであの煙台炭鉱があったんです。モギ山という山があって、

そこへ日本人はいったらまず神社を建てますよね。山の中腹に神社を建てて、下までずっと石段をね、広い石

段を作って、それから小学校ができ、社宅ができるという形だったと思いますけど。 

渡部：じゃあ、お父さんは満鉄でもそういう炭鉱関係の責任者だったんですか？ 

堀江：そうです。炭鉱の経営って言いますかね。それを撫順で学んで、それで煙台。炭鉱の副炭鉱長で行って

たんですけど。で、戦後、煙台の小学校を同窓会で訪れたりね、してたら教室が 3 つしかなかった学校が３階

建てとか 4 階建ての大きな学校になって、子供が溢れかえってるんですよ。そのころ、中国人の子供なんか見

たことないですからね。本当驚きでした。だいたい中国人追い払って、日本人が住んだところだと思いますか

らね。で、教室なんかもきれいにできて、みんなきれいに着飾ってね、中国人の人が。我々が来たら「ファー

ニン、ファーニン」言うてね、歓迎してくれたりしてましたけどね。 

渡部：煙台って、今は割と大きい町ですか？ 

吉尾：いや、煙台は今観光地です。 

渡部：観光地。 

吉尾：ええ、すごいリゾート地なんですよ。中国人がちょっと休暇取るときに、北の人はそこへ行って、バカ

ンスをするっていうね。だから今、その当時の煙台を今聞かせて頂いているんですけど。一応有名なね…。 

堀江：モギ山もね、戦後 3 回か行ってるんですけどね。モギ山は崩れて、神社の階段も何も崩れ落ちて、下の

セクターも掘りつくしたもんですから、山そのものが沈没してきてるんですよ。 

渡部：ああ、そうですか。なるほど。じゃあ、ご家族は煙台にいて、女学校の関係でお 1人奉天に行く感じ？ 

堀江：奉天にその母の里っていうか、祖父と祖母が奉天に住んでましたから、そこへ下宿するとかいう。それ

で、奉天のナニワの女学校へ姉と 2人で通ってました。 

渡部：ああ、お姉さんと一緒に。女学校は、授業とか学生生活はどうでした？ 

堀江：女学校はね、1学年 4クラスぐらいあって、日本と違って満洲小学校も、国語の本ありましたね。なにや
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ら満州っていう。 

崎山：満洲読本？ 

堀江：満洲読本。別のものを、満洲独特のものを使ってたようですね。ちょっと、青島とは違う教科内容のも

のが、たくさんありました。 

渡部：やっぱり満洲…？ 

堀江：満洲独特の教育法だったと思うんですけどね。 

渡部：それ女学校もやっぱりみんな日本人ですか？ 

堀江：あのラストエンペラーの溥儀さんの姪とかいう人もね、1級上に入ってましたよ。 

渡部：ああ、そうですか。 

堀江：だから、ちょっと位の高い中国人の人も日本人の女学校に入ってたんじゃないかと思いますけどね。 

崎山：そうなんですよね、新京なんかもそうです。大臣の娘さんとか息子さんとか、なんかそんな高級官僚で

す、満州の、は来てました。で、日本語もそこそこできてましたよね、その人たちは。 

堀江：うん。 

崎山：あの、まあある程度はね。あんま上手じゃないけど、日本語しゃべってましたよ。 

渡部：奉天はやっぱり撫順よりもさらに大きくてという感じですか？ 

堀江：奉天は、やっぱり古いですね。 

渡部：古いですか。 

堀江：それから、あのロシアの貴族が流れ込んできて、ハルピンやらあちこちにいたけど、奉天も八卦老人が

たくさんいて、喫茶店はほとんどバイカルとかね、ロシアの名前でね。 

崎山：アルメニアとかね、いろいろなそんなね。 

堀江：バイカルとかいろいろあったけど、アイスクリームとかね、美味しかったですよ、ロシアの。 

崎山：そうね。 

堀江：お菓子もね。ビクトリア！ 

崎山：あ、ビクトリアとかね。 

堀江：ビクトリアさんじょうじね。 

崎山：そうですね。やっぱり、ロシア人でもね、八卦ロシア人とはね、位が高くて、革命で逃げてきた人たち

だからね、割とみんなプライドがあるし。 

堀江：そう、プライドがあるというかね、お金もなくて、みんなすぐなんかロシア乞食というね、乞食なくせ

に気品があって格好がいいんですよね。 

崎山：あの着てるものなんかも凄くいいものを着てましたよ、乞食でもね。 

渡部：今まで奉天の方は、お話どなたか聞きましたかね。 

崎山：第 1 回の時に桑原さんという人いらしたじゃない？あの人が奉天ですね。あの時は、奉天の人が 1 人と

撫順の人２人が来てましたかね。でも、まあ奉天の人 1人だけですね、そういえば。あ、瀬戸さん！ 

堀江：奉天小学校は、春日
か す が

とかシシマ、千代田
ち よ だ

、ずいぶんありましたよ。 

崎山：ありましたね。 

堀江：小学校。 

崎山：奉天はね。晰子
せ い こ

さんという人がいらっしゃいました、1人はね。奉天はもう、いわゆる満洲の古い都です

からね。古都だからね。古い町だけど歴史のあるね、清の出身地の…。 

堀江：城内とか城外とかね。 

崎山：そうそう。故宮があってね。 

堀江：で、北陵
ほくりょう

っていう大きな公園ね。北陵なんか遠足で行くときは、軍隊がちゃんとどこでどうしてるかを

守ってくれてるので、女学校全部歩いて北陵まで行きますよね。で、北陵行ったら誰もいないんですよ、公園

に。だから、当たり前みたいに思って、自分たちだけが北陵で遠足を楽しんで、また帰ってくる。戦後行った

ら、もちろんそんなことないよね、人であふれかえってますもんね。なんとなく驚きですよね。 

吉尾：私も 92年に行きました、北陵は。 

堀江：北陵はね、広くてきれいなね。 

吉尾：すごいにぎやかだったんです。 

崎山：今はきれいな公園になってるんですよね。私、2回目に行った時は、改築してっていうか、広い広い公園
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をリニューアルしてたんでしょうかね、入らしてもらえなかったんですよ。だから、今は何とかきれいになっ

てるんでしょうとか思いますけどね、今から 5、6年、もうちょっと前かな、なんですけどね。 

堀江：撫順もなんか、撫順城は遠足で行くときも、我々だけだったんですよ。どう警備してくれてるかは、中

国人の部落を通り抜けて撫順城に行くけど、誰もいなくて当たり前だったんですよ。戦後行ったら、きれいに

なった代わりに、入場料を取ってるんです。 

崎山：ね、日本人は特権階級だったね。 

渡部：女学校で、満洲で生まれた人と内地から来た人とか…? 

堀江：やっぱり違いがありましたね。なんとか満洲生まれ育ちは、のどかで楽天的というかね、日本から来た

人はなんとなくこせこせして、成績にこだわったりとかね、いろんなグループ作って固まったりとか、やっぱ

りありましたね。「ボンボゴネハンネンファージュ」とか言われたら終わりですからね。割合のんびりしてまし

たね。 

崎山：大陸生まれでね、大陸育ちといわれてましたもんね。 

堀江：「アイアンマンメハンネンファージュ」とか言われたら終わりやもんね。 

渡部：じゃあ、もう言葉もずっといわゆる共通語ですもんね、満洲の人たちは。 

堀江：そうですよね、今でもこの人、アメリカの人と結婚して暮らして一緒に暮らしてたけど、英語を習いに

行っても身につかないけど、中国語はすぐに「ニーハオ」とかね、「・・・」、「・・・」とか、なんでも出てく

るんですよね、中国語で。 

渡部：そうですか。 

堀江：だから、中国旅行しても、買い物するんでも、いろいろな特定の店じゃなしに、道端の人で「チェゴト

ルチェン」とかね、交渉して買い物できるというね、利点はありますね。 

渡部：撫順の女学校に 3年生までおいで？ 

堀江：いや、奉天のナニワに 2年まで。 

渡部：2年ですか。 

堀江：3年、4年は青島です。今度、青島行けば、満洲港じゃなしに、青島港がありますわ。青島丸の青島育ち

というか。それがまた違うんですね。あそこあのドイツ人を追い払って、ドイツ人の家いっぱい、日本の軍艦

とかいう札立てて、日本人が住んだりしてましたけどね。もう全部、ドイツの大学校の跡が日本の陸戦隊とか

が入ったりとかね。ドイツ風な風潮がずっと残ってたんだと思いますよ。 

渡部：満洲の中国語は、北京官話？ 

堀江：北京官話です。 

渡部：青島は訛るんですよね。 

堀江：青島は北京官話を教えてくれてます。 

渡部：で、そちらの女学校で 2年間？ 

堀江：2年間です。 

渡部：そこの同級生というのは、どういう出身？ 

堀江：終戦の年の卒業ですから、卒業旅行もないし、卒業写真もないし、卒業した２、３日後には野戦病院に

動員で送られたから、あんまりそういう意味で、野戦病院で苦労したというんで青島病院会とかいうのは、戦

後も日本へ帰ってきてずっと続いてましたけれどね。とにかく国府軍と共産軍と日本軍と三つ巴でドンパチド

ンパチやるので、私らも体験ずったりね、実砲射撃、鉄砲も打ちました。手りゅう弾の練習もしました。歩伏

訓練もしました。軍隊の陸軍の衛生兵教育を受けてましたから。 

渡部：それも女学校の時から、受け始めるんですか？ 

堀江：女学校の時から、もうそういう方針だったんでしょう、文部省だがどっかが。だから、女学校の時から

看護学を正課の中に組み込んで、卒業と同時に看護学を修了したっていう修了証をくれて、そのまま野戦病院

に行って、今度は陸軍の衛生兵訓練を受けて、それで野戦におりました。野戦病院ですから、本当に前線から

傷病兵とか伝染病とかの患者をトラックにいっぱい積んでトラックが４、５台連なって入院してくるんですけ

ど、昼間走ったら打たれますよね、国府軍やら共産軍に。で、夜中に走って、昼間どっかに隠れてるらしいん

ですよ。で、夜中に非常召集ってかかって、トラックで患者さんをどっと運んできて、死んでる人と生きてる

人と分けたりとかね、相当ひどい状況でね、もう蛆がわいて、血便だらけでていうんでね。すさまじかったで

すね。 
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渡部：それはどこの場所の、青島の？ 

堀江：青島です。青島からちょっと離れたところに大きな野戦病院、何百人も収容できるような野戦病院があ

りましたからね。 

渡部：それは、敗戦後の混乱の状況？ 

堀江：はいはい。 

渡部：3つの軍隊がお互いにやって…? 

堀江：終戦になる前から三つ巴のドンパチはありました。で、終戦になったとたんに地域の人には戦撫班が行

って、目薬を差してやったり、お腹の薬をやったりしてたので、地域の中国人は何人か病院の下働きに来てく

れてました。それが終戦と同時にぴったり来なくなった。で、仕事が増えるね。それから鉄条網の向こう側か

ら「馬鹿野郎」なんだので石を投げ入れて…。大変なことは大変でした。 

渡部：野戦病院の中では、みんな泊まり込みで働くということですか？ 

堀江：そうです。宿舎もなにも立派なものはありました。 

渡部：要するに女学校の皆を…? 

堀江：全員です。逃げた人もありましたけどね。親が連れてどっかへね。それで、専攻科言うのがあって、専

攻科を志望すれば野戦病院を逃れるっていうんで、専攻科を 2年出ると学校の先生になる資格があるんですよ。

その人たちも海軍の経理部とかね、海軍の司令部とかね、そういうところへ働きに出るようになりましたけど。 

渡部：終戦はどうやってお知りになりました？8月 15日というか。 

堀江：15日はね、何か放送があるから集まりなさいと言うんでね、野戦病院のちょっと山の手にずっと病舎が

あったんですけど、一番上に神社があるんです。その周りにみんな集まったけど、何を来てたというと国防職

になった、百位なんかないですからね。タイペイモツって集まって、放送聞いたけど、全然わかりませんがね、

何を言っているか。軽挙妄動だけが頭にある。軽挙妄動はどういうことかが感じに直すまではちょっと訳が分

からなくって。「何だろう、何だろう」ということでした。すぐに兵器返納とかね、いろんなことが、貨物商と

かいろいろ閉鎖になって、食べるもんも入ってこなくなった。そういうことで、倉庫にあるものだけ、今日は

ピーナッツだけとかね、洗面器にいっぱいピーナッツ持ってきて、部屋が 5 人なら 5 人分の食料だったりとか

ね、そういう時期もありました。 

渡部：それも戦争が負けたということは誰かがこう言葉で…? 

堀江：それは、なんとなく伝わりましたね。それからは、患者さんの内地遣送が始まったんですよ。それで、

次から次へ輸送船で送り出すのに、私らのおむすびをね、一晩中おむすびを作って。それで、青島の野戦病院

からずっと海が見えるんですよ、向こうに。そしたら、輸送船が帰っていきますわね、日本に。魚雷に当たっ

て沈むんですよね、最初のうちは。それで、前線から患者さんが送られてくる、日本向けの船は送り込む、そ

ういうので病院が空になるまで働いてたんです。日赤の看護婦さんは、メイアイ班と岡山班と朝鮮班と、班で

移動してましたからね。1 班が 10 人から 15 人ぐらいだったと思います。私らは三重班にくっついてたんです

けどね。命令 1 つでソ連の国境に行った班もありました。それも帰ってきてません。で、岡山班と三重班は帰

ってきたんですけどね。 

渡部：じゃあ、北支にいる兵隊をもうとにかく引き揚げさせる…? 

堀江：もうどんどん帰しました。帰す後から、前線から送られてきますからね。終了するまでだいぶ何か月も

かかりました。 

渡部：その間、まわりの中国人とか、いろいろ石投げたりとかあるんでしょうけども…。 

堀江：多少はありましたけどね。それまでの親しくしてたっていうか、よくあの目が悪いから目薬さしたら、

目薬をくれとか言って、どんぶりを持って出てきたりとかね。その程度だったけれども、いろんなことはして

ました、病院側がね。 

渡部：そうすると、えらいきつい攻撃があったとかいうことはなく…? 

堀江：なかったですね。 

崎山：陸軍病院が、兵隊さんたちが日本へ帰っていくと、あと普通の病院みたいな形で、その陸軍病院は、野

戦病院ですか？それは普通の病院みたいな形の役割をしてたんですか？ 

堀江：野戦病院は、戦地の兵隊さんだけでしたね。手術台も 10台ぐらい並んで、もうウジがわいてますからね、

すぐ足の切断なんかもう簡単にチョンチョンチョンチョン切ってましたね。麻酔なしで。もう材料、衛生材料

もない。それから薬もない。 
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渡部：命だけを助けようということでしょうね。 

堀江：そうでしょうね。あのやり方だとね。当時、あの抗生物質もないし、私、伝染病棟にいた、宮殿にね。

この列は赤痢患者、こちらはチョウチブス、パラチブスという風に、一緒に感染しないようにはなって、よう

うつらなかったって思うんですけどね。もう赤痢なんか血便の垂れ流しですからね。それで、あの水分がない

からっていうんで、今じゃ点滴がないんですよ。ゴム管も煮沸消毒するからプチプチ破れて使えないから、ほ

とんど大量の皮下注射ですか、リンゲルをガラス瓶のゴルベンに入れて、ゴム管を 2 つに分かれて、太い針を

こういっぱい穴が開いているのを大胆にさして、そして針を刺してあげてみたらさーって落ちてないんですよ。

いや、もう干からびてしまってるから、水分欠乏で。リンゲル液か生理的食塩水、ブドウ糖液は病院で製造し

てたけど、他の注射液はカンフルですか、狭心で、カンフルしかなかったんです。それで、サルファ剤が初め

て出てきた時で、サルファ剤は効くだろうというんで、サルファ剤を飲ませますよね。そしたら、軍隊のあれ

命令で「死亡した場合は、必ず解剖せよ」っていう指示が出るもんですからね。日に 4 人も 5 人も亡くなりま

すよね。それを解剖室へ入れます。解剖室に解剖人をずっと書いてあるんですよ。皮膚のカンケツジョ、心臓

がどう、肺、右肺何グラム、なに何グラム、全部。それで日本の医学は発達したとも言われてますけどね。そ

れで、腎臓を取り出すと、そのサルファ剤が真っ白い粉が腎臓にカチカチに詰まってるんです。腎臓を開いて

みるので、それだけは私自分が透析を受けてますけどね。腎臓のあの白いサルファ剤だけは鮮やかに覚えてる

んです。それぐらいしか薬はありませんでした。 

中村：その薬が何の薬なんですか？ 

堀江：あの抗炎症剤言いますかね。それでサルファ剤は、そういった副作用が多いからというので、それを以

後だんだん使われなくなったといいながら、戦後、市民病院、私勤めてる頃、伝染病棟でサルファ剤を出して

ました。出してたけど、そうだ腎臓に詰まってたね、あの白い粉だと思ってね、恐怖感じましたね。 

渡部：その野戦病院は軍医が何人ぐらい？ 

堀江：お医者さんです？ 

渡部：はい。 

堀江：何人くらいでしょうね。20人近くいたね。 

渡部：20人近く…。 

堀江：あの医大から学徒動員令が出た時に、医大の生徒さんらが全部招集受けましたよね。その時は見習士官

という名前でした。私は、見習士官殿ってこうやってました。それで、戦後引き揚げてきて、その時に伝染病

棟の医長をしてた先生は福岡の、福岡大の病院の院長先生になってましたかね。それから、東京のどこやらで

開業医してるとかね、いろいろその当時の先生方は。外科の簡単に足を切断してた、ものすごく腕のいいね、

先生は中国側に引き留められました。引き揚げできないんですよ。中国の病院でしばらく仕事をしてらしたよ

うです。 

渡部：そこに日赤からの看護婦…? 

堀江：日赤の看護婦さんはグループで次々来て、またあの命令を受けて、ソ連の国境へとかね、移動してまし

たね。 

渡部：で、そこに女学生がずっとまあ補助で…? 

堀江：下にくっついて、見習みたいにね、仕事をしてましたから。日赤の看護婦さんは立派でしたよ。日赤の

方いろいろおられました。山崎ミツコさんとかね。あの人なんかも、中共軍にとらわれて、何年も中共軍で働

いたりしてましたね。 

渡部：それで野戦病院が閉鎖するまで、ずっとおいでたんですか？ 

堀江：私ら、自分の家が青島にあるので、ある程度片が付いた時点で自宅へ返されました。残りは、最後は日

赤の看護婦さんが一緒に輸送船へ日本に帰ったようです。 

渡部：おうちに帰ったのは昭和 20年…? 

堀江：20年の 11月ごろじゃなかったでしょうか。 

渡部：じゃあそのころはもう中共軍と国府軍がピリピリ…? 

堀江：ドンパチはどうでしょうね。あんまりやってなかった。共産軍の方が勢いを得てたんじゃないんですか。

国府軍は北京から宝物積んで、台湾に逃げましたから。 

渡部：おうちに帰った時、ご家族は…? 

堀江：一緒にいました。けど、あのインフレがひどくてね。私ら病院の給料は 120円でした。120円で飴玉 1つ
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買えないですよ。それで「給料いらない」って言ったら、あの庶務がね、みんなの貯金通帳を作って、毎月 120

円ポンポンポンポン押してくれてたんですよね。今それをもらって帰ったりとか、市なんかは何百万か知らん

けど、給料が入ってるらしい。まあそういう、そういったら何百円とか一度新聞に投書してることありました

けどね、生活できなくなっていきますよね。物価がどんどん上がるので、それで我々は 2 回目の LS っていう

の、上陸用舟艇で引き揚げてきたんですけれど、青島に住んでる日本人は早く日本に帰すと。その家に奥地か

ら出てきた人、順番に割り当てて入れようっていうんでね、何もかもそこにおいて出てください、食べるもの

も皆。置いて家を出たとたんに、中国人がワーって入り込んで、目の前で色んなもの担いで逃げましたからね。 

渡部：その時、満鉄はすでに？ 

堀江：満鉄は傍系の会社になりますからね、北支の。 

渡部：その会社はだんだん閉鎖の方向に？ 

堀江：三東工業っていって、青島からちょっと入ったところにありましたけど、市なんかは鉄道乗ってたんで

すけど、歩いて青島に帰ってきましたけどね。 

渡部：青島からこっちへ引き揚げたのは何年？ 

堀江：20年の 12月です。早々に引き揚げてくれっていうんで。それで、なんとなくこんないろんなものを、リ

ュックサックへ詰め込んで。なぜこんなものを持っているのかわからないんですけどね。 

渡部：リュック 1つということ？ 

堀江：と言われたけど。青島では、もっと荷物を持ってたんですけどね。けれど、それはあんまり言えません

よね。鹿児島に上陸したんですけどね、鹿児島が津波かなんか空襲かでやられて何にもないんですよ。学校の

門の石だけが残ってる。そこへテントを張って、避難民の生活みたいに 2日ぐらいいたんですけどね。 

渡部：それは鹿児島市ですか？ 

堀江：鹿児島市です。鹿児島市なんにもなかった。その 20 年の 12 月ですけど。そしたら、引揚者が荷物を持

ってるでしょう。で、我々よりもいいじゃないかと言うんで、反感を買いますよね。それで、伝染病を持って

るかみたいに、DDTという、頭から体中振りかけられたりして、まああとは無蓋車に乗って、それぞれ自分の故

郷へ向かったんですけどね。途中広島を通るときは、みんな窓を下ろしくれ、カーテンを、見ないでくれって

いう放送がありましたけどね。大阪に親戚がいるから着いた。大阪も梅田の駅からずっともう見通しですよね、

なんもない焼け野原。大阪の駅も壊れて、地下道も水浸しでね。 

渡部：満洲でお生まれになって、青島で育った時、内地に来た経験はあるんですか、戦前？ 

堀江：幼い頃に、親が連れてきた。それは、記憶にないんですよ。あと小学生の頃は、船が危なかったです、

魚雷で沈むからと言って。卒業、小学校の卒業旅行も日本内地だったけど、それも取りやめでした。だから、

日本の内地は見た記憶はありません。 

渡部：じゃあ、鹿児島付いたときは、ほとんど初めて日本に？ 

堀江：びっくりしましたね、焼け野原でしたから。 

崎山：鹿児島も？ 

堀江：鹿児島、何にもなかった。 

崎山：あら、そう。空襲だったんですね。 

堀江：空襲と水害やったと思いますけどね。 

崎山：広島で窓を閉めなさいと言ったのは、まだ 12月だったら放射能の影響でもあったんでしょうかね。私な

んかの時は、夏ですからね、窓を開けて、浮浪者がいっぱいたかってきて、手を出してたっていうそういう状

況でしたからね。12月ごろ、見せないためでしょうか、放射能の関係でしょうかね。 

渡部：鹿児島からずっと門司までずっと上がっていくんですか？ 

堀江：そう、無蓋車でね。それで、鹿児島通り抜けるとき、どっかの駅へ止まったりすると、みんなトイレへ

行きたいですよね。それで、ドア開けてもらって、飛び降りて、駅の人に「トイレどこですか？」って言った

ら、「なかなか」って言う。ないって言うでしょう。笑いました。 

渡部：返ってきた日本語がそれやったらびっくりしますよね。 

崎山：言葉が違うから。 

渡部：その時は寒い時期ですよね、12月。 

堀江：寒いですよ。 

渡部：無蓋車でずっと。 
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堀江：それでもう大阪の駅で親戚を焼け野原で探すまで、地下道の水たまりの水がないところで歯の根が合わ

ないんですよ。カカカって鳴り通しなんですね。それで梅田の周りへ行ったら、人がいっぱい集まって焚火を

してます。あたりに行ったらね、「金払え」って言うんですよ。「誰の薪やと思うてんねん」ってね。あたらし

てくれないんですよ、火に。だから、日本に対して、あんまりいい印象は受けてないですよね。 

記者：それ断られるのは、中国からの引き揚げが分かってるってことですか？どうして断られるんでしょう？ 

崎山：引揚者ってわかってて断られたんでしょうかね、焚火のところを。 

堀江：高知へ。それから弟が予科練で日章の航空隊にいたんですよ。 

渡部：そうですか。 

堀江：そういうツテで、海軍が経営してる塩を取る浜に海軍用の塩の製塩所があったの。そこを引き継がない

かって言われて、そこはその土地の人から勝手に海軍が取り上げた土地だったらしいんですよ。そこへ行った

ら、みんな返してもらえんから、1 つ反感ありますよね。なんであの引揚者があそこにいるんだっていうんで

ね。そんなことで、高知でも岩坂と浜田との境目にその塩田があったんですよ。そしたらこっちの部落は、岩

坂の部落は、「あんたくは浜田じゃよ」、浜田の人は「あんたく岩坂じゃろう」ってね、配給品を分けんといか

んのですよ。芋でもなんでも来たら、人数家族で分けて、しばらくどっちへも入れてもらえなかったことがあ

ります。高知弁がわからんしね。「どっからきちゅうぞね」とか言われたらね。わかりませんよね、最初ね。外

国に来たみたいな感じがしますね。 

渡部：大阪でいったん親戚のところに？ 

堀江：そう、親戚のところへ行っておりましたけどね。大阪じゃ餓死者がどんどん出て、もう食べていけない

わけですよ。そんなら高知の足元その辺の草むしってとかの方が食べていけると、あったかいし。で、富山の

高岡に土地も家もあるんですよ。だけど、雪で寒いところでね。裸ひとつで帰ってきて、仕事もなくて、子供

も 7人いて、どう考えても生きていけんと。そんなら、あったかい高知に行こうかと。 

渡部：で、予科練で日章の航空隊に？ 

堀江：そう、日章の航空隊の子供たち、ほとんど外地の子供だったらしいので、みんなそれぞれ親もとへ引き

取って、うちの弟は最後まで私たちが引き揚げてくるのを待ってたんです。そういう関係で高知へ来ました。 

渡部：その海軍が持ってた塩浜というのは、どこですか、その岩坂？ 

堀江：浜改田。 

渡部：浜改田！へ～持ってるんですね。じゃあ、内地にやっと戻ってきたところが言葉もわからんし、火にあ

たるお金もないし。 

堀江：火には入れてくれんし。 

渡部：こちら高知においでてから、お父さんはこっちで仕事を探し始めるんですか？ 

堀江：そこで、塩取ったり、網引いたりしてました。偉かったと思いますよ。 

渡部：そうですか。お母様もご家族みんなでこっちへ？ 

堀江：そうです。 

渡部：そこでもう、こっちでおうちを建ててずっと？ 

堀江：その塩を焚くかまどがある部落の片隅に一部屋ありましてね、そこで暮らしてました。だから、あの 24

年かなんか地震がありましたよね。あの時、大きな屋敷は全部潰れたのに、バラックで屋根側のトタンですか

ら、何の被害もなく。 

渡部：その後、富山のおうちはどうなったんですか？ 

堀江：父がそのままんね、放棄したっていうかね、なんというかやっぱり名家で来てるから、いまさらそのボ

ロを引っ下げてその屋敷へ帰りたくないと放置しちゃったんです。そしたら、後見人か親戚らが市へ寄付しち

ゃったんです。で、髙峰公園っていう公園になってます。 

娘：譲吉さんがこう銅像が立って。あの一緒に家、見に行ったんですけど、それで言えば戻してくれるんじゃ

ないかっていうので。でも戻してほしいっていう人が家族に誰もいなくて、おじいさんがいらないって言った

ので、そのまま髙峰公園ってなって。でも本籍は同じにやっぱりなってます。 

堀江：私の主人が司法書士、行政書士してたもんですからね、お前ら金もないくせにね、今なら土地と家取り

戻せるからね、わしは高岡に行ってね、アパートでも借りてでもね、その手続すると言ったけど、どうかもう

やめてくれって言うて。 

渡部：じゃあ、こちらに戻っておいでて、お父さんはそういう仕事して、ご兄弟はその後どうですか？ 
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堀江：まあ、叔母が下関に、そのご主人の方が水産会社をやってたんで、そこへ姉やら弟やら行って世話にな

りながら、いろいろ仕事に就いてます。弟は、あの何石油？ 

娘：三井石油。 

堀江：三井石油の就職試験に通って、三井石油の技師でずっといました。姉は、日本無線でずっとやってまし

たしね。私は、たまたま国立療養所に勤めて、そういう関係で主人と知り合って、結婚しました。 

渡部：国立療養所って？ 

堀江：池にありました。仁井田の池に。 

渡部：ああ、昔の病院ですな。 

堀江：それで、もうとにかく死んでいく、病気で。何の手当もないときに、ストレクトマーシンができて、プ

ラスヒドラ―ができて、やっと生きる希望ができたんですよね。そのちょうど時点で仕事をしてたもんだから、

あの薬は本当驚異的でした。「生きていけるんだ」っていうね。 

渡部：それ以前に死んだのが、可哀想すぎる話。 

堀江：そうですよ。 

渡部：それは、看護婦さんとして勤められてたんですか？ 

堀江：看護婦の資格です。あの国家試験受けました。 

渡部：たまたま日章航空隊ということなんですよね…? 

堀江：それで高知来て、助かりました。本当に。 

渡部満洲から青島のものとしては、先ほどの書類が残った訳ですね。 

堀江：そうですね。 

崎山：それもきれいにね、汚れてないでしょう？ 

渡部：そうですね。 

崎山：リュックサックに入れてきたにしては、きれいですね。うちなんかしみだらけになってね、もう。 

堀江：なんであんなものをね、リュックサックに入れてたか、わからないんですけどね。それから女学校に入

って、初めて家庭科があって、母があのかのこの絞りの針刺しを縫ってくれた。それをわきに、それもリュッ

クサックに入ってる。いまだに持ってます。わかりませんね。 

崎山：やっぱりそのころの年齢の、自分の思い出のものなんですよ。 

堀江：思い出がね。 

崎山：私なんか、泣く泣くおいてきましたけどね。やっぱり、手放したくない。 

堀江：雨が降れば、あの私赤いレインコート持ってたのにとかね。雨靴だって持ってたのにね。何にもないか

らね。お箸一本ないでしょう？お茶碗一つないでしょう、海軍のアルミの食器だったけど、今その話をしたら

「あの頃知ってたら、あなた食器ぐらい分けてあげたのに」なんか言ってくれるけど、誰も食器くれませんで

した。 

崎山：ねえ。 

渡部：写真とか、向こうの写真はあるんですか？ 

堀江：写真はないです。 

渡部：ないですか。 

堀江：そのまま国交回復して、同窓会全部中国でやってましたからね。その煙台小学校行ったり、撫順小学校

行ったりね。青島行ったりとかね。この人も青島連れてったりしましたけどね。で、この中央広場っていうと

ころ、もういっぱい建物が建ってね。広場なんかないんですよ。 

崎山：今ね、共産党の撫順支部が建ってますよ。 

堀江：アパートなんかいっぱい建って。社宅はだいたいそのままありましたよ。自分が住んでた家に行ったら、

５所帯ぐらい入ってるんですよね。お茶の間とか、客間とか、2階も全部、別所帯がいっぱい入ってました。 

崎山：いつ頃、いらっしゃいました？いつ頃、撫順にいらっしゃいました？ 

堀江：撫順に行ったのは、3回ぐらい行きましたけどね。いつ頃かちょっと忘れました。 

崎山：そう、私が行った時は、そこ南台町も北台町も全部新規の新しい建物が建って、もう全然なかったです。

ああ、そう 8年ぐらい前。 

娘：じゃあ、戦前 30年ぐらい前から。 

崎山：もっと前から、いらしてるのね。 
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娘：まだ日本人があまりよこしてない頃に、30何年前、青島行った時も、もう珍しがられて。 

渡部：ああ、日本人、そうですよね。 

娘：そういう観光旅行でもなくって、取るのが大変で、最初の青島は 36年前ですね。 

吉尾：いわゆる 1980年代ですから。 

娘：30…。 

吉尾：改革開放がもうしばらく後ですから、なかなか行けないですよね、まだね。 

娘：一緒に連れてってもらったのが、その。 

崎山：よういらっしゃったこと。 

娘：だから、どこ歩いても人が寄ってきて。「どこから来たんだ？」っていう感じでした。 

吉尾：その時は、行く時に何か特別な手続きはされたんですか？ 

娘：えっと、青島行った時は…。 

堀江：青島市と下関市が兄弟都市なんです。 

娘：それでか。 

堀江：それで、下関に姉がいたので、まあ友達もいましたね。「青島行きの団体募集してるよ」っていうんでね、

「行こう行こう」っていうんでね、それであの船で行きました。そしたら、塩をあげて「ファインファイン」

ってね。船が着いたときは、ジャーンジャーンって、みんなが踊ってね。大歓迎でした。 

娘：家もみてきました。映画に出てくるような大きなお屋敷で、なんかお城みたいなおうち。で、そこにやっ

ぱり 1部屋に 1家庭ずつ住んでて、「私の家だったんです」って言ったら、あの親切に入れてくださって、中を

見せてくれました。豚も住んでたね。家から豚が出てきた。素晴らしい、その名残っていうかね。海岸が見え

て、やっぱりプライベートビーチなんかがあったり、テニスコートがあったり、そういう時代の名残がありま

したね。 

渡部：中日友好とかそういうのがあったり…？ 

吉尾：ちょうど最初頃ですよね、いろんなものが始まるところは。 

娘：今と全然違います。なんか雰囲気が。その 5年後、10年後って多分行ってるんで、それでも 20年以上前で

すかね。 

崎山：国交回復した後で、ですね。 

渡部：そうですね。 

崎山：38年ぐらい前だったらね。 

娘：トルファン、ウルムチから敦煌も全部、三蔵法師が。すべて行ってますよね。 

崎山：そしたら、国立療養所はもうなくなってるけど、その後市民病院にいらっしゃったんですか？ 

堀江：そうです。 

崎山：何年頃ですか、市民病院にいらっしゃったのは？ 

堀江：昭和 24 年から療養所にいて、27 年に市民病院の看護婦養成所に選任教育長で来てくれないかという話

があって、27年から 7年ぐらい準看で養成所でやってました。 

渡部：市民病院っていうのは、僕ら知ってるのはあそこでしたけど。 

堀江：もう今違いますよね。 

渡部：ですよね。準看の養成所を持ってたんですか？ 

堀江：そうです。 

吉尾：中国に行った時に、日赤の看護婦さんのことをお話されましたけど、すごく立派だったと言われたお話

を、なんか印象に残っていることありませんか？ 

堀江：そうですね、とにかく毅然としてましたね。態度がね。今の看護婦見てると、情けないですけどね。 

崎山：訓練がね、違うんでしょうね。 

吉尾：私の妻の祖母が、日赤の看護婦で中国に武漢でしたけど、長くいたんですね。で、ちょっと様子が聞き

たかったもんですから。 

渡部：そうですか。 

堀江：婦長さんらピシッとしてましたね。 

吉尾：玉音放送、清掃が終わったという。その後は、あの急激に戦闘というか、戦争の状況はひきましたか？

なくなりました？ 
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堀江：いきなり変わりましたね、雰囲気的に。 

吉尾：ああ、そうですか。特に日本軍が戦争するとか、戦闘するってことは全く？ 

堀江：どうでしょうね。兵器はすぐに返納式がありましたね。私は全部、ピストルやら鉄砲やら、鉄砲はしょ

っちゅう実砲射撃やってましたね。 

吉尾：ということは玉音放送が 8月 15日にあった、例えば翌日ぐらいにはもうそれがは始まるんですか？ 

堀江：放送を聞いたすぐ直後から、いったいこれは何だろうというね、思いは湧き上がるもんはありましたね。

なんだかわからんけれど。 

吉尾：それで武器なんかを返すというは、翌日ぐらいから始まるんですか？ 

堀江：だったと思います。それから、急に食べ物がなくなったということですね。 

崎山：武器を渡した先は、中国の？ 

堀江：それはもう、我々一番下っ端だからね、上の方がすることで、兵器返納したよとかね、ことは聞きまし

たけどね。短剣つってましたから、私ら。それで、放送聞いた帰りに、刀を抜いて、その辺の草を薙ぎ払った

覚えがありますね。草のにおいがぷーんとした、そういう記憶だけが切れ切れに浮かんできます。だから、な

んか負けたかなんかわからんけど、とにかくもう戦争は終わったんだっていう印象はありましたね。 

娘：やけになった？悔しくなった？ 

吉尾：なんか草を…。 

堀江：クソっていうみたいな勢いでね。ここへ剣をつってました。よくあの匪賊というかね、中国人が襲って

きたりするので、自分のあれ用に、護身用に剣をつってました。 

吉尾：8月 15日の玉音放送を聞いた後に、こう草をバッてやったというのは若干悔しいっていうあれですか？

中村：うん。その時までは、負けるっていう予想は全然なかったんですか？ 

堀江：あんまり感覚的に毎日追われてるもんだから、そういうことならある年齢の人なら冷静に考えたでしょ

うけどね。生まれた時から戦争ばっかりの時代を過ごして、小学校からもね。「日本が、日本が」言ってね、「日

本は神の国」だの。そういうことしか教わってないから。 

渡部：でもその日本の内地というのは、戦後初めてという？ 

堀江：そうですね。 

渡部：満洲からでも宮城遙拝はするんですか？ 

堀江：やってますね。それから、同窓会で中国に行った時、中国人の友達もいますわね。それがね、「覚えてる

よ。宮城遙拝したね」って言われてね。ええ～！私たちは忘れてましたけど、中国人に言われました。 

中村：じゃあ同窓会は、本当の同級生、中国人の人なんかも普通にこう？ 

堀江：一緒に。けど、ほとんど大半は文革の時に日本人と親しくしたっていうんで、たぶんひどい目にあって

行方知らずです。大半が、たまたま容量のいいのが、どっか居残ったというかね。出会えたというか。 

記者：短剣は軍から配給されたんですか？短剣は軍が支給したんですか？ 

堀江：そうそう、軍からだと思いますね。 

記者：それは、どの看護婦さんもみんな一本？ 

堀江：一本ね、帯革をしてね。剣を下げてました。 

記者：それは、日赤の看護婦さんも？ 

堀江：一緒です。 

記者：銃もですか？ 

堀江：銃はね、普段持ってないけれど、銃の手入れとかね。 

記者：お医者さんも短剣ですか？ 

堀江：なんかはっきりね、しないんですね。白衣からね、国防色へ変わったりね。あの日赤の高い帽子だった

のが、丸い帽子になって、それも白から国防色へ変わったりね。どこがどう支給してくれるかわからんけど、

どんどん変わりましたね。 

記者：それは、敗戦を機に変わったんですか？ 

堀江：私ら、女学校を卒業して、20 年の 3 月に卒業して、3 月から野戦病院に行ってますからね。とにかく混

乱の真っ最中で、その国府軍と共産軍と日本軍がドンパチする中だったのでね、何が何だかちょっとわかりか

ねるっていうのはありますね。一体あれは何だったんだろうと。 

吉尾：青島で、あの匪賊ですね。 
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堀江：匪賊、匪賊。 

吉尾：ええ、あのよく出るっていうのは、結構言ってから、匪賊がたくさん出るっていう風に聞いてました。

あるいは最後の方にいっぱい出るっていうふうに。 

堀江：匪賊が一番出るっていう噂は、撫順にいたころだと思いますよ。匪賊、匪賊って騒がれたりね。あっち

へ出た、こっちへ出たね。匪賊という名前は、撫順で聞いてました。 

吉尾：例えば、青島だとか、にはあまり匪賊ってのは？ 

堀江：匪賊というのはなかったね。共産軍だの、国府軍など、もっと組織のあるもっと泥棒みたいな悪党じゃ

ない。 

崎山：匪賊とかね。 

堀江：ねえ。 

崎山：軍隊よね。 

吉尾：匪賊はやっぱり悪党？ 

堀江：悪党。 

吉尾：ああ、なるほど。 

崎山：いわゆる匪賊っていうのは、抗日軍ですもん。だから…。 

堀江：匪賊って何だったんでしょうね。しょっちゅう匪賊って撫順でね。 

崎山：匪賊とか馬賊とか言ってたでしょう。あれは、みんな抗日軍。 

吉尾：土地の人だと思いますけどね。ああ、そうですか。ということは、撫順よりも、例えば青島比べた場合

は、治安は青島の方がいいと思われますか？ 

堀江：どうでしょうね。確実に守られてるというのは、満洲の都市では軍隊。どういう形で守られたかは、わ

かりませんけど、中国人が一歩も踏み込まないという地域でしたね。 

吉尾：だから、青島に出てきたときは、少し治安は心配ということは思いませんでしたか？ 

堀江：いや、もっと平和でしたね。 

吉尾：ああ、そうですか。 

崎山：そのはずですね。 

渡部：青島っていうのは、結局中国人の領土だけれども？ 

崎山：そうですね。満洲と違うわけですからね。だから…。 

堀江：ドイツがね。 

娘：景色が全然違います。もう東洋のナポリと言われてるところですからね。 

吉尾：統治は、全然違う。 

崎山：今でもそうですけど、やっぱりドイツの名残りがまだ建物とかいろんなところにあるから、今でも観光

地になって、その観光地らしいです。私、行ってないけど、妹が言ってね、本当に昔のドイツの建物今でもあ

るっていう。そういう文化都市って言いますかね、その文化水準はおそらくよかったと思いますね。 

堀江：まだ、あの国家ができた時、満洲国のね、我々満洲国だからですって、満洲国の国歌を覚えてましたけ

ど、「テンティ…」、その歌をね、式の時に君が代を歌うように、満洲国の国歌を歌ったりしてました。 

渡部：それは、日本語ではないですよね？ 

堀江：中国語です。 

渡部：それは、北京官語で歌うわけですか？ 

堀江：そうです。天地なんかに満洲っていう国があるっていうね。 

崎山：シンマンリョウっていう、新しい満洲をたてる。 

堀江：レンミンサンチエンマン… 

崎山：人民が三千万人っていう。 

中村：せっかくなので、最初から歌っていただけないですか？ 

娘：最初から覚えてる？ 

崎山：国歌。 

娘：満洲の。 

崎山：私全部覚えてない。 

娘：歌ってみて。 
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堀江（と崎山？）：（満洲国家歌う） 

崎山：すごい！ 

堀江：なんで覚えてるか、わかりませんけどね。 

崎山：小さいときに覚えたのって、割と覚えてるんですね。 

記者：これは卒業式とか、卒業式で歌うんですよね？ 

崎山：これは、卒業式というか。 

娘：卒業式、歌うの？ 

崎山：そんな時、歌わないよね？なんか式典の時。 

渡部：満洲建国の？ 

崎山：なんか式典の時にね、歌うの。普通そのいわゆる卒業式とか、入学式とかそんなときは、歌わないよね。 

渡部：それは日本人と？ 

崎山：うんうん。 

吉尾：相当、練習を練習をって、ずっとやってたんじゃないですか。それで頭に。 

堀江：しみ込んじゃうんですね。 

崎山：終戦後、中央軍、今の台湾のね、兵隊が来て口移しで、三民主義の今の台湾の国家を教えてくれてね。

それをたまたま台湾行って、コーラスの時に歌わなきゃいけなかった。私、もちろんみんな知らないわね。私

一人、「サンミンズーイーウータン…」って知っててね。自分で、「あっ、覚えてるんだ」って思ってね。よく

今みたいに、全部は私は覚えてないけど。よく覚えてらっしゃる。 

渡部：それは、学校でみんなでかなり練習を？ 

堀江：したでしょうね。だから、漢字で天地の中にある満洲ね、ユウリョウ。シンアンジョウも新しい満州。

全部、多分黒板にずっと書いてあったんだと思いますよ。 

崎山：漢詩ですよね？ 

堀江：レンミンサンチェンマンで人民は三千万だったなとね。 

崎山：だから満洲国にいたころ、とかく全国民が三千万いたというんですよ。今ものすごい増えてますよね？ 

堀江：今は増えちゃってね。 

崎山：すごい。 

堀江：十何億だけど、中国。 

崎山：単位が違うでしょうね。 

記者：歌は小学校の頃に覚えたんですかね、一番。 

堀江：小学校 3年か 4年の時だったと思います。 

記者：時に覚えた？ 

堀江：覚えた。 

記者：練習した？ 

堀江：満洲国を建国をされてね、溥儀
ふ ぎ

さんがよくね、現れてましたね。 

記者：どこにですか？ 

堀江：ラストエンペラーの。 

記者：現れているのは、学校に？どこに？ 

堀江：なんかあちこち訪問されてたんじゃないです？ 

記者：お姿をご覧になりましたか？ 

堀江：あんま、そのヒトラーと一緒でね、あんまり見たっていう覚えはあんまないけど、とにかく旗降ったり

ね、したので記憶に残ってます。 

崎山：新京ではね、皇族、宮様なんかがね、満洲にいらしたときには、皇帝が一緒に馬車に乗ってね、市内を

ちょっと行進するわけではないけど、その時は溥儀皇帝も見ることができましたけどね。だいたい天皇陛下な

んか、見たらいけないんですからね。こんなにしてみたら、しわいこと怒られるから、だから顔を見るってい

うことはまず。皇族なんかあんまりじろじろ見るってことはなかったですよね。 

渡部：満洲国軍の馬というのは、大きい、小馬です？ 

崎山：満洲馬です。ね？あのそんなに、日本の馬みたいに、足が長くないんですよ。足が短いんです。だから、

だけど、皇帝なんかの馬は、それから宮様なんかがいらしたときの馬は違いますよ。だから、もう日本の馬で
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す。だけど、普段満洲国軍が使っている馬は、満洲馬ですね。足が短い。 

渡部：その撫順とか、奉天とかにも満洲国の軍隊とかもいるんですか？ 

堀江：いました。戦争中は、日本軍しか見てませんけどね。戦後行った時は、満洲国の軍がちゃんと護衛につ

いてくれたりしましたね。 

崎山：だから、共産軍でもない、国府軍でもない、満洲国軍が終戦と同時に反乱を起こしてね。すごい、だか

ら、その人たちが、その軍隊がどうしたでしょうね。国府軍か共産軍にみんな入ちゃったんでしょうけどね。

一時もう反乱軍って言って、私なんか新京に戻ってきたら、大変でしたよ。 

堀江：けど、国府軍も共産軍も、もうぼろぼろの乞食の集団みたいでしたよ。南京虫やシラミいっぱい連れて

ね、ぼろ着てね、どっちかというと、共産軍の方がうけが良かったですね。規律があってね。けど、毛沢東偉

いですよね。文化革命は大変でしたけどね。 

崎山：最初の共産軍はね、よかったわね。針一本取ったらいけないってね、ものすごい厳しいね。 

堀江：あの城壁でも全部ぶち壊したでしょう？北京のね。あの城壁があるまで、風情があったんですけどね。 

吉尾：撫順とか奉天とか、住まいがある、生活していた時にはどっか中国の国内旅行はされました？ 

堀江：国内旅行は。 

吉尾：中国の中の。旅行だとかは、されました？例えば、北京へ行ったりとか？ 

堀江：ええ、ええ。大連、旅順とかね。旅順の戦跡巡りとか、新京、公
こう

主
しゅ

嶺
れい

、牡丹江とかね、小学校のころは

まだ修学旅行がありました。女学校に入った時点で、そういう危険なことはできなくなったっていうかね、危

なくて中止になりました。 

吉尾：そうですか。 

記者：小学校の頃に、北京に行かれてるんですか？ 

堀江：北京に行ってます。 

記者：その時は、どんな町並みでした？北京の町並み。 

堀江：北京の町はいいですよね。やっぱり古くて、趣があって。 

記者：小学生の記憶として、そういう町並みが覚えてる？ 

堀江：ええ。 

渡部：大連もやっぱり大きな町なんですね？ 

堀江：大連はね、あの夏休みなんか、星ケ浦とか海水浴に行ったり、印象深のは旅順ですね。水師営
すいしえい

とかね、

乃木将軍とステッセル将軍もあって、その家もちゃんとありましたしね。その周りの棗
なつめ

の樹もあったし、棗の

お菓子も売ってたしね。 

渡部：ああ、そうですか。 

堀江：二〇三高地とかね。 

中村：女学校でも先程、歌っていただいた満洲国の国歌というのか歌ってらっしゃったんですか、女学校で。 

堀江：それはやりませんね。 

中村：女学校でも。 

堀江：小学校の建国間もないころに、あの日独伊三国同盟がどうこういう時に「満洲国、満洲国」どうこうい

うときに、その国歌を歌ったんだと思いますね。それ以来は、もうほとんど歌ってないです。 

中村：そうですか。女学校はだいたい日本人の学生が？ 

堀江：そうです。 

崎山：今度青島に行ったら、違うからね、満州じゃないから。 

中村：そうですよね。奉天よね。 

崎山：そう、奉天のナニワ女学校ね、いらっしゃるからね。新京、修学旅行に新京にいらしたとき、新京の感

じどんなんでした？まだそんなに町ができてなかった頃やないですか？ 

堀江：青島？ 

崎山：新京！ 

堀江：新京はまだできたてやったね。 

崎山：まだ並木もそんなに。 

堀江：駅もつくって、鉄道を敷いて、神社を建てて、学校を建ててっていう手順だったみたいですね、日本が。

それから、居住地を決めて、中国人を追っ払ってっていう。 
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渡部：じゃあ、ご覧になった時は、作り始めたなっていう感じを受けて？ 

堀江：そうですね。 

崎山：私が 11年に新京に行ったんですけど、その時でもまだ建設途上でしたからね。官公庁はもう全部できて

ましたけど。木植えてるけど、本当苗木を植えたぐらいのね、短い、低い木でしたからね。今はもう森みたい

になってますけどね。 

堀江：侵略の手順ですよね。 

吉尾：私、大連に 2005年くらいに行ってて、海水、いわばロシアの方の避暑地ですよね。もう全くその人たち

がバーッている。 

崎山：最近？ 

吉尾：ええ、最近です。 

崎山：あら、そう？ 

吉尾：すごい有名なビーチになってます。ロシアの人たちばっかが集まってますね。 

崎山：どこでしょう。星ケ浦、星海
せいかい

公園？ 

吉尾：あのあたりだと思います。 

崎山：昔は、星ケ浦って言ってたんですね、私ら。 

吉尾：ああ、そうですか。 

崎山：だけど今は、同じ星は一緒だけど、星海公園って今は言ってますよね。おお、そうですか。なんか私、

その近くに住んでたんですけどね。あそこ星ケ浦でよく泳いでたんですけど、水がきれいだったと思うんです

よ、私の子供の時はね。けど、後に戦後、もちろん戦後ですけど、大連行った時は。あの星海公園の海は汚か

ったです。「あんまりこんなところで泳ごうと思わないね」って、話したんですけどね。 

吉尾：ひょっとしたら、場所が違うかもしれないけど、大連は今ロシアの人たちのバカンスの場所ですから。 

崎山：もう一つね、あのずっと東の方にロウコタンっていう海水浴場があるんですよ。2つ大連にはありました

けど、ホシガウラのもう少し旅順よりにもありましたね。あれなんだったっけ、カガカシっていうあの海水浴

場。ひょっとそっちの方でしょうかね。ロウコタンは、そんな雰囲気じゃないですからね。 

吉尾：ああ、そうですか。あと、野戦病院のことで、とにかく解剖しなくちゃいけなかったって、亡くなった

人をですね。解剖する、あれはどういう意味で、必ず解剖しなくちゃいけなかったんですか？ 

堀江：軍の命令だったそうです。 

吉尾：なんかこう伝染病とかそういう関係？ 

堀江：伝染病も全部です。 

吉尾：全部解剖するわけですよね？ 

堀江：もう、あの手順が書いてありますからね。解凍して、右肺やら心臓、腎臓やら。コレラなんかになると、

腸を全部切って出しますね。管になりますね。それを流す、水道の下で、シャーってしごいていきます。寄生

虫なんかがいっぱいいますよね。だから、コレラなんかになると腸壁がひっかき傷になってますよね。そうい

うのは、今時医学生が解剖の遺体をもらって、するのと違ってちょっと手荒いけれど、頭も皮をはいで、ここ

骨をこう切って、ポっとのけて脳が何グラムまで全部、手順で終わりまでやらんといかん。で、忙しいからあ

とポポっと中へ入れたら、看護婦は後、縫い合わせていかんといかん。もう最初のうちは、卒倒しそうになっ

てましたけどね。何回もやってると、慣れてきますよね、悪いけれど。 

崎山：731部隊となんか関係があったんでしょうかね。 

渡部：なんかこう医学のデータを取ってくんでしょうね。 

堀江：全部取った。それは、日本の医学を進歩させた。普通の肺は、右肺はどうなって、何グラムあるかは、

そのデータから出てきたらしいです、標準値がね。 

記者：なんか明確な目的として、言い渡されてたことはあったんですか？ 

堀江：それは我々。 

娘：知らないね、女学生だから。 

堀江：ただとにかく命令だから、亡くなった患者さんを必ず解剖して、するって言ってましたね。 

渡部：やっぱ野戦病院のそういうシステムなんでしょうかね。 

崎山：けど、青島だからそういうゆとりがあるけど、実際の戦場ではそういうことする暇がないから。だから、

青島だから、そういうことができたんでしょうね。 
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堀江：大きな野戦病院でしたからね。 

記者：それはそのカルテみたいなものは日本語で書くんですか？英語で書くんですか、何グラム。 

堀江：なんでしょうね。その解剖のは、日赤看護婦さんが全部、医者が「右肺何グラム、心臓がなにやらなに

やら」、パッパパッパメモしてましたね。 

記者：そういうなんか用紙は、何語なんですか？ 

堀江：あったと思いますよ、書き込んでくね。 

記者：言語は？ 

崎山：だいたいはお医者さんは、ドイツ語よね？ 

記者：ドイツ語？ 

崎山：ドイツ語か日本語か。英語っていうことは、あんまりないでしょう。 

渡部：ないでしょうね。 

吉尾：あのほとんど、お医者さんは日本から来た若い人？ 

堀江：そうです。 

吉尾：あの中国の、例えば満洲医科大とか当時あったと思うんですけど、満洲の医科大。 

堀江：満医大。 

吉尾：そこの人たちは、来ませんでした？ 

堀江：どうだったか。女学校のナニワの隣が医大でしたけどね。あんまり何にも感じてませんね。 

吉尾：そういう出身の日本人が、例えば野戦病院に来るようなのはあんまり？ 

堀江：野戦病院に来てたお医者さんは、ほとんど日本から学徒動員だったと思いますよ。ちょうど時期的に。 

吉尾：ああ、そうですか。 

堀江：学徒動員があって。だから、あの軍隊の基礎訓練を受けてないから、我々は見習士官殿、困ったみたい

にね、啓礼してましたけどね。面白いから余計にね。「見習士官殿」ってね。子どもだから、まだ。 

渡部：そうですよね。 

崎山：満洲医大をね、卒業した人わね、そら青島まで行く余裕ないですよ。みんな満洲へ散ってるんですよ、

卒業した人は。満州は、お医者さん足らなかったわけですからね。だから、青島までは、とてもいかないと思

いますよ。 

吉尾：私の家内の父親が満洲医大卒業なんですよ。あ、卒業できなかった。中等までそこでいたんです。だか

らと思って。 

堀江：広い敷地ですからね。その隣にナニワがあって。それで、今度その医大、病院がね、建って、ナニワ高

女られてね、一体。それで、伝染病棟があるから、ちょっと覗いてみたけどね、ちゃんと衛兵が入り口に立っ

てますね。ちょっと清潔になったのかなと思うけど。 

崎山：新京には新京医大があって、満洲医大は奉天にあって、まあ奉天には薬科大学もあったんですよね。 

渡部：なんか高知で奉天の満洲医科大行った人、割と聞くんですよね。 

崎山：新京にあった医大は、新京医大って言ってた。満洲医大とは言わなかったと思いますよ。 

渡部：なんか松江の高等農林に行って、それから奉天の医科大に行ったとか。いわゆるスーッと行くんじゃな

しに、高知農学校から三重の高等農林で、それから思い立って医者になろうと思って、奉天に行くという。内

地の医科大じゃないんですよね、満洲に行くんですよね。 

崎山：どうなんでしょうね。入りやすかったろうか、なんでしょうか、知らないですけどね。 

吉尾：うちの家内の父親は、錦州の生まれなので、錦州で生まれて、それでこうすぐに診療室に行ったんです

けど。それでやはりあの同窓会が、今もうなくなりましたけど、同窓会でもういろいろとあっちこっちでやっ

て、中国の人が来るとかいって、話を聞きましたね。 

崎山：私なんか同窓会を現地でするなんていうこと、全然なかったですよ。ね、煙台なんか青島なんか行って

同窓会、びっくりしたけどね。全然そういう経験は、ないですね。同窓会で新京へ訪問したとかいうのはあり

ますけどね。むこうへ、同窓会をするために新京へ集まるということは、一度もないですね。だいたい東京で

集まってましたね。 

吉尾：家内の父の場合は、台湾で、台北でやったことがあるみたいですよ。 

崎山：そうですか。 

吉尾：なんかそこで集まるということ、そこまで。 
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中村：その病院で働いていた方たちで、病気に感染したりとかは、やはりそういうことがある方はいらっしゃ

ったんですか？ 

堀江：それはいないですよね。今考えたら、あんなね、菌だらけですよね。それで、便器にまあ血便出ますよ

ね。患者も満杯ですから、廊下にアンペラひいて寝かして、名前を書いてあるんですけどね、便器をいくつだ

った、10個ぐらい重ねて持って処理しないと間に合わないんですよ。それから、尿器のね、おしっこは四等分

あるんですか、一等分あるんですか、あれに紐付けて、部屋から出して、それを引きずって。それは終戦後、

中国人でそういう仕事をしてくれる人たちがいなくなってから、全部。私たちの仕事になりましたからね。だ

から、便器を 10個ぐらい重ねて持っていく、尿は、全部缶に入れて運ぶとかいうようなこと、大変なことやっ

た。よくうつらなかったと思います。 

崎山：本当ねえ。 

中村：どんな病気があったんですか？ 

堀江：チョウチブス、パラチブス、発疹チブス、それから赤痢、コレラ、そんなとこですかね。 

中村：そういう患者さんが常時何人ぐらい？ 

堀江：え～一病棟で 50…、10、20、30で 50人くらいですかね。 

崎山：なかなか大変。 

渡部：割と亡くなります？  

娘：死んでいくんですかって。 

堀江：死んでいきます。薬がないですから。とにかくチョウチブスなら発病して何時間以内に、40度以上の熱

が出て、それが 3週間か 4週間定量熱。それから急激に下がる。下がった時には、脳症を起こしやすいとかね。

今度熱が高いときには、脳漿起こすとか。典型的な形で治っていかん限りは、治療がないんですから。見守る

だけ。 

渡部：で、それでなくなると全部解剖に？ 

堀江：解剖します。だから、腸なんか大腸やら小腸やらね、開膜で小腸らむちゃくちゃありますよね、あらさ

いて一本の管にサーっとしますよね、それを全部開いてしごきますからね。腸なんてもう嫌というほど見まし

た。それから、脳脊髄膜炎、流行性脳脊髄膜炎も多かったですよ。背中ね、ひっくり返して、背中を丸鋸でシ

ャッシャッと、脊髄を開いたりしましたね。 

渡部：それはどうしてそういう病気になるんですか？ 

堀江：全部感染症ですから、病原菌がある。それで、国府軍と共産軍が逃げたり、あっちこっちするときに、

移動の中にそういうものをばらまいて行ったりとか、お互いにそういうことするから発生率が多いんですよ。

すごかったですね、今考えたら。もう血便だらけで、ぼろを着てね。便やら衣類やら何やらわからんところに

トラックに一杯ね、ケガしたのから一緒くたにね、現地の衛生兵が札つけてますよね。伝染病は P とかね、記

号があったね。トラックから降ろすときに、それを分けていくわけですよ。傷はほとんどウジがわいて、ウジ

がぶわーっと噴き出して。よくあの汚い着物をはがしてね、白衣に着せ替えて、あれどんなことをしたんだっ

て今思っても何したか覚えてません。 

吉尾：でもそれは、本当は嫌だけども、しかしなんかこう自分がやらないといけなくてはいけないと思ってた

んですよね？ 

堀江：そうでしょうね。必死でやってたと思いますよ。きれいにして、ベッドへ寝かして、ということですね。 

崎山：16歳ですよね？ 

堀江：シラミやら南京虫やらね、うじゃうじゃおりましたからね。 

渡部：それで治癒をすると、内地へどんどん帰す？ 

堀江：そうです。だから、赤痢なら何回検便して菌が出なくなったら治癒とね。で、すぐ原隊へ戻しますよね。

だから、今と違って寒天培養の便を全部、培養するのも仕事でした。だから、入ってきた時に赤血球とか白血

球とか、今機械へ入れたらパーっと出てきますよね。あれ全部顕微鏡で、耳たぶから血取って塗布して、顕微

鏡で計算して全部やりましたからね。ものすごく忙しかったと思いますよ。 

崎山：本当にもう。今の 16歳の人とだいぶ違う。 

吉尾：そういうような仕事をしていて、それでさっき言った玉音放送が入って負けたという風に聞いたら、や

っぱり言いようのない気持ちになりますよね。 

堀江：あります。 
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記者：堀江さん、戦争についてはどんな？ 

堀江：戦争はただの殺し合いに過ぎないということですよね。なんにもないですよね、殺し合い以外に。 

崎山：本当にね。 

記者：満洲国はどういったものと受け止めてますか？ 

堀江：日本が勝手に中国人を追い払って、好きなように手を伸ばしていったというでしょうね。まず鉄道、で

拠点、拠点しか守れないから、間はもう匪賊・馬賊のね。昔の西部劇みたいなもんですよ。 

渡部：それが満洲人の国家ですからね、一応。でも実際日本の話ですよね。 

崎山：私だから、満洲で生まれて満洲で住んでたから、満洲国人と思ってたけど、そのころ国籍という制度は

なかったんですからね。で、私はあくまで日本人の日本国籍なんですよね。私もてっきり、満洲国の満洲国籍、

2重国籍があるぐらいに思ってたんですけどね。 

記者：当時ですか？ 

崎山：いやいやいや、帰ってきてからの話ですけどね。そしたら満洲に国籍なんか、ましてやそういう法整備

ができてなかったんですってね。だから、あくまで日本人、日本国籍だけだったという、「ああ、なんだ」と思

いましたけどね。 

吉尾：でも僕あの、自分は少し中国史を勉強してるので、あの今言った満洲鉄道があって、駅と駅があるけど

も、いわゆるその間は匪賊だとかいろいろなのがあると。で、私達は、僕なんかはそれをまあ後の者として勉

強して初めてわかるんですけど、でもやっぱり当時そちらにその中で暮らしていた方もそういう認識ですか？

やっぱり町があって、鉄道を繋いでいるけど、その後は、その間のいろんな農村だとかいろんなのは、日本が

治めている、必ずしもいるわけじゃないというか、そういう感じです？多くの方が思ってたということですね。 

崎山：そこまで手が届かなかったんですね。 

渡部：そこで開拓団を。 

崎山：そうね。 

堀江：我々はまだよかったけど、開拓組は大変よね。もうちょっと気の毒でね。 

崎山：まだね、満洲国を出てきて、14 年ぐらいですもんね。まだ、1 つの国という形にもなってない。まして

や、傀儡国家だったんだから、なかなかね。 

渡部：どうも今日は、ありがとうございました。 

崎山：お疲れだったでしょう？ 

渡部：お疲れでしょう？ 

崎山：大丈夫ですかね？大丈夫？ 

堀江：大丈夫。 

娘：お話を聞いていただけてものすごく声に張りが出てきてると思います。やっぱり、あのたくさん母から、

私今までに一緒に暮らしていて戦争の話を聞かない日が一日もないんで、あの疑似体験者と言われてるくらい、

全部毎日戦争の話を聞いてるので、自分も行ったぐらいの感じなんですけど、これは「書き残した方がいいん

じゃないの」って言ったら、「言わざるがなきがごとし」ということを言われたんですね。言わなければ無いと

同じって。で、私は言わないと無いと同じって感じて、「全体何か残すべきだ」って言ったんですけど、「言わ

なくて死んだらないでしょ」って。で、言わなくて死んでいった人がたくさんいて、ということですよね。だ

けど、言えない、言うことすらも苦しくって、だから私たちの世代は温度感がないから、その気持ちがわかっ

て聞いているのと、わからないで聞くのとではしゃべれないって人っていうのはいるんですよね、やっぱり。

それがわからないことが怖い、慈悲の気持ちが、今学校では教えてないから、なんかそれが怖いなって話を聞

きながら、私より若い人に今度伝えてあげるのに、なんやわからんって言われても、そう人の痛みがわからな

いということは年代関係なく、子供でもわかるわけで、いまそういう人が、人間が少なくなっていることが、

人を刺しても。感じないっていうことが怖いなって、だから、伝えるべきはやっぱり痛みを継承していくって

いうこと私は大事だなって、いつもそういうお話を聞いてて感じますけど。こうやって、なかなかタイミング

が合わなくてご迷惑をおかけしたんですけど、一昨日は吐いたりしてたんですよ。やっぱり透析ですから、今

日どうなるのかな、今日終わりかなっていう日が週に何回かあるんです。もう起き上がれない、口もきけない

から、もうほっといてくれっていう。顔も見れない日もあるんですね。でも、こうやって今日はよろよろしな

がら、こちらに来させて頂いても、やはり聞いていただけるということが生きる活力っていうか、ですよね。

聞いていただけるだけで、なんかものすごく元気が出たと思いますね。 
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崎山：胸に持ってるんですもんね、いろんな体験をして。 

渡部：今まで聞いてきた方もほとんどの人が人には言うたことがないとか、子供とかにも話したことがないと

いうことが、多いですね。 

娘：その家庭の在り方がものすごく問題なんですよね。そこがルーツですから。一番たくさん暮らしてる人の

息子、娘、家族が孫とかが知らんって戦争のこととか。そこが一番大変なことなのに、やっぱりそこ理解して

話を聞くっていう、相手の身になれるっていうエクササイズですよね、それが。その勉強ができないことが怖

いですよね。 

記者：なみさん、どうしてお母様は、毎日戦争のお話をされる？ 

娘：聞きたいから。 

記者：なみさんが？ 

娘：いや、普通に自然にそういう話です。 

記者：どちらからともなく？ 

娘：ご飯の時も、起きても。で、いまだに何万回聞いたかわからないですけど、全部初めでのことなんです。

全部初めてなんです。またこの話っていうの無いんです。だから、もう悔しくて、「え、そんなすごい話、それ

今までない」って。で、ヒトラーの話もごく最近で。で、私が戦争の勉強をしてるもんですから、こうやって

やったら「会ったわよ」っていうのも、「えーそれって」、でも 1940、母が 4 年生だったら 10 歳だから、41年

か 2年、1941年か 2年って、え、そんなときに訪問してるっていろんなことが。で譲吉さんもあの最近研究さ

れてた、で母の看護婦時代の話、いろんなことが政治とか戦争と結びつくと、もうワクワクするっておかしい

んですけど。 

崎山：これが聞く姿勢を持ってる人と、全然関心なくてうるさいという人とでね、こうやって娘の同じ同僚の

人でお母さんが 91 歳言ったかな。で。満洲から引き揚げてきたんだってって言うから、「えー！話聞きたい」

って言ったら、その人お母さんから満洲にいたということは聞いてるけど、他何にも知らないって。全然話さ

ないかね、聞かないかねって言ってるけど、全然知らないって。あんまり聞こうとしてないんじゃないかしら

って思うんですよ、その方はね。だからね、やっぱり伝えてないんですよね、自分の声、孫に。 

娘：子がちゃんと育てば、孫が育つはずなんですけど、その子がちゃんと戦争の話を聞いてないのか、とても

大事なこと、受験より大事なことを伝えることをやめてますよね。だから、人の痛みがわからない。何それっ

て言えることが恐ろしい、自分がその身にならないとわからない。 

渡部：うちの叔父が北支で憲兵してましてね、で戦後戻ってきてずっと戦犯で捕まると思ってびくびくとした

生活を送ってたんですよ。で、ある時にその叔父に憲兵時代の話を聞かせてくれと言ったら、言えないって、

涙を浮かべて聞いてくれるなというで話は終わりました。言えないことはあるんだなとは思いますね、なんか

ね。もう絶対言えないということでした。 

崎山：言えるということはまだ幸せなのかもしれないね。 

堀江：憲兵さんも兵隊さんもヤンチョウ（洋車＝人力車）ね、「ヤンチョウ」と呼んで、「カイゾウ、カイゾウ」

（快走＝速く走れ）って背中をぶったたいてね、ヤンチョウって一緒になって走るでしょ。降りて、お金払え

ませんもんね。 

崎山：そうそう、私もそれ見た。見たことあります。 

堀江：しょっちゅう見てたからね。 

崎山：本当にね、中国人をそういう風にして。 

堀江：ラオシャオが『ロウドウシャンジュ』って小説書いてますよね。ある洋車引きの物語。日本兵にやられ

てるところをね。ねえ、見てますからね。 

記者：これまでどこかでお話されたことはないんですか？戦争体験のお話を。 

娘：母がですか？ 

記者：はい。 

娘：代わりによく私がしゃべってます。べらべらしゃべってます。あの終戦見学とかね。聞いたことを、平和

の日とかね、そういう時に。彼女は、私以外にお話したことはないですけど。 

崎山：ちゃんと今日は記録して頂けてね。 

娘：ねえ、良かったですね、本当に。 

渡部：満洲国歌まで。 
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堀江：今だけ歌えるとは思わない。 

崎山：全部歌ったんで、すごい。私は途中までしか歌えない。 

記者：今日みたいな取り組み、後世まで伝えることについてはどんな風にお考えですか？ 

堀江：やっぱり伝えてかないけないと思います。日本が何をしたか、中国で何をしたかっていうことをですね。 

崎山：1 人 1 人体験が違うように、やっぱりその中国人にしたこともというか対応したことも違ってくるわけ

ですからね。 

堀江：ちゃんと認めんといかん、したことはね。 

崎山：ね。あんなことを私らは見聞きしたけど、私らなんかはまだ生ぬるいね、そんなあまり厳しいことは見

てないし。 

渡部：うちは一族がみんな大連にいたんですよ。そこで、満鉄でした。で、満鉄の本社に、それと大和ホテル

にいたんですけど。 

堀江：一流でしたもん、あの頃から。 

渡部：で、1人が大連の一中から最後の海兵に行って、それで終戦になったんですけど。 

娘：最後の海兵って。 

堀江：うちの主人、海兵の。 

娘：67期です。 

堀江：67期の。 

渡部：最後です？ 

娘：あ、同じですね。 

渡部：だから、あの本当に殴られに行っただけで終わったという感じでした。あ、そうですか。 

崎山：弟さん。 

堀江：あの特殊潜航いうてね。旧軍人、あの時も同期なんですけどね。 

娘：選ばれたんです、旧軍人の。 

堀江：背が高くて、特殊潜航じゃ入れなかった。 

崎山：あら、弟さんの写真？ 

堀江：はい。 

崎山：あら、本当。 

娘：で、結局海軍時代に結核になって、祖父の母と知り合って結婚したんです。 

渡部：そうなんですか。 

堀江：その療養所で命拾いをして、それで一緒になったんですよ。 

記者：野戦病院でってこと？ 

娘：違います。海洋兵学校ですから。戦後。 

渡部：それで、敗戦になって、兵学校が閉校になって、それで 1 人だけ江田島にいるわけですよ。家族はまだ

大連にいるもんですから、行き場所がなくなって。辿って辿って。自分の両親が生まれたうちの家へ来ました。

夏ですよね。その時「こんにちは」とか言うんで、うちの祖母が出てったら、海兵で海兵の服を着てぼーっと

立って、「あんた誰かね」と言ったら、「トシロウです」っていうんで、「どうしたん」って言ったら、「戦争が

終わったもんで行き場所がないもんで」っていうもんから、うちにあずかってました。そしたら一家が順番に

大連から戻ってきたということでした。しかし、本人からその話をほとんど聞かないままだったんですけど、 

娘：海兵の本がありました、うちに。67期が出した。 

渡部：ああ、そうですか。 

娘：こんな厚い、それに全部その時の戦争、だから機密事項が全部載ってる。 

堀江：江田島も行きました。同期があそこの校長先生になってましてね、自衛隊の。 

渡部：そうなんですね。なんか戦後は教員をしてて、海兵の話をしなかったですけど、定年退職になったとた

んに、海兵時代の同窓会に行き始めて。 

娘：同じぐらいですね。 

渡部：で、退職してから、また中国語を自分で文化サークルでやって、中国からの留学生の通訳をするように

してました。今から考えたら中国できついことを日本もしたんだなっていうことで、できることせんといかん

わということでやりながら、もう一方で海兵の同窓会も行って、軍歌を歌うという。複雑な新京だったんだな
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と思って。 

娘：私も軍歌、全部歌えますよ。 

堀江：もう主人の兄弟はね、全部東大出てるんですよ。うちだけよ、戦争中で、海兵の方が人気があったんで。

海兵ね、どうしてって言ったらあの格好にあこがれただけじゃ言うて。 

渡部：いや、戦後教員になった時も、元々は数学の教員なんですけれども、海兵なら英語もできるろうという

ことので、無理やり英語も持たされて、独学で英語の教員免許も。英数を担当しとって。何でというたら海兵。

でも海兵と言ったら何か月しか行ってなくて、殴られるだけみたいで全然やってないのに、「海兵、海兵」言わ

れて苦労もすると言ってましたが。いとこ同士で、1人陸士に行って、1人が海兵に行って。戦後共に教師にな

って生涯ライバルだったんですけど。 

娘：超エリートですよね。 

堀江：かっこよかったですよね。 

娘：繋がりますよね、いろんな話ね。 

渡部：そんじゃあ、最後の海兵を卒業した？ 

娘：そうです。父が背が 180センチ以上もあったんで、入らないし、それで人間魚雷に入らなかったって。 

渡部：そういうこともあるんですね。最後はどこでお知りになったんですか？ 

娘：終戦は江田島ですよね？ 

渡部：江田島で。 

娘：乗船中じゃないよね？ 

堀江：上海のね、上海上陸の時になんか巡洋艦かなんか乗ってて、上海の戦争に参加して、その後発病して、

上海の海軍病院から日本の嬉野の海軍病院に移って、そこで終戦になって高知へ帰ってきてるんですね。 

渡部：少尉でした？ 

堀江：大尉です。 

渡部：大尉まで行きました？ 

堀江：船の勤務って大変なんですよね。 

崎山：何年に結婚なさったんですか？ 

堀江：昭和 30年頃じゃないかな。あんた 32年生まれ？ 

娘：そうそう。 

堀江：30年頃です。命拾いをして、胸部の手術 3回か 4回ぐらいやってますからね。 

渡部：いろんな出会いがありますね。 

堀江：あります。市民病院、主人が入院してきてる頃に、外科の先生が海兵で在学中に終戦になったっていう

人がお医者さんになってわけですよ。それで、元海軍大尉が入院してるっていうんでね、江田島のようかんを

持って病室を訪れたらこれですわな。 

渡部：そうですか。市民病院にいらした秋澤先生、あの人が陸軍です。名古屋陸幼でしたけど、割とポツポツ

と戦前の軍関係の学校を出た医者がおりましたよね。 

崎山：知寄町の方でも開業してましたでしょ。 

渡部：そうです。なんだかんだいろいろお話しいただきありがとうございました。 

堀江：ありがとうございました。 
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