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篠田恭一戦争回想録
岳麓山の攻撃 (昭和十九年六‑)

著者の軍隊歴

中尉当時の著者
昭和7年2月1日､中部第22部隊(八連隊)に入隊｡同年4月甲種
幹部候補生採用試験に合格､ 5月久留米予備士官学校に入学を命じら
れた｡ 10月､見習士官となって原隊に復帰｡翌18年2月､椿部隊(節

34師団)歩兵第216連隊に転属｡同師団司令部は中華民国江両省高畠
にあり連隊本部はその西北30杵の安議県城内にあった｡

連隊では第5中隊に配属された○同中隊の小隊長として常徳作戦､
カンシ‑

湘桂作戦に参加､広西省全県(県城は仝)まで進出した｡ 19年12月暗

号教育のため遠く北京まで派遣された｡翌20年4月前線に復帰して敬
ろざん
中突破作戦に参加｡同年8月15日麗山の麓で終戦をむかえたo
終戦後は南京の揚子江対岸で帰国命令を待ち､部隊は21年2月1日
上海から乗船した｡乗船の前日著者は大隊長から下士官7名兵20名ど
ウ‑スン

共に呉減第五兵端勤務隊要員として残留を命じられ同年6月10日まで
同部隊副官として勤務した0 10日佐世保に上陸､部隊は復員を完了し
たが著者は人事係曹長と共に一週間残務整理に従事した｡
昭和22年11月､大阪府立池田高等学校教諭となって今日に至ってい
る｡担当科目は英語｡
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椿部隊は直接八連隊とは関係がなか

なかったといわれている｡

予備隊でまともな戦争はさせてもらえ

で清洲やシベ‑アに出兵してもいつも

るところ)にあった八連隊は日露戦争

阪市束区法円坂町(現在日赤病院のあ

余程不名誉なことがあったようだ｡大

は日本全国に広まったらしいから何か

る｡日清日露の戦役の頃からこの言葉

とっては耐えられない屈辱の言葉であ

｢また負けたか八連隊｣とは大阪人に

が大阪府の出身者で編成されていた｡

師団長は伴健雄中将｡将兵の殆ど全て

防諜名で正確にいえば第三十四師団｡

私は椿部隊に所属していた｡椿とは

椿

ペさすい

一緒に参加するとあっては絶対に負け

繭洋の島々には鉄をはじめとして錫､

に及ぶ鉄道を完成するためであった｡

半島の釜山にまで達する､延々六千杵

シンガポールから大陸を北上して朝鮮

れた｡その目的はマレー半島の南端の

湘桂作戦は昭和十五年五月に開始さ

湘桂作戦

羅の淵の故事で世に知られている｡)

憂国の情を抱いて身を投げたという泊

むかし楚の屈原が患諌容れられず遂に

南へと進軍を開始した｡(この油水も

そこから部隊は泊水を渡河して南へ

んでいる｡

甫も｢昔聞洞庭水､今上高陽楼｣と詠

の地を訪れた文人墨客は多いらし‑杜

湖にのぞんだ景勝の地である｡古来こ

出した｡岳州は岳陽とも呼ばれて洞庭

に一先ずスタートラインの岳州まで進

辺であった｡それが湘桂作戦開始と共

椿部隊の警備地区は江西省の南島周

あった｡

を出発する前から全員士気頗る旺盛で
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られないという意地も手伝って馨僻地

部隊､広島の開部隊など古豪猛者連と

部隊､四国善通寺の鯨部隊､京都の嵐

ほか鹿児島都之城の光部隊､熊本の檜

州大会戦の立役者仙台の鏡部隊､その

初｢麦と兵隊｣でその名を知られた徐

を生んだ名古屋の幸部隊､日支事変当

殊に今度の作戦は日露戦争で橘中佐

である｡

つもの作戦を立派にやりとげてきたの

作戦､湖北残滅作戦､常徳作戦など幾

十四年師団創設以来'宜昌作戦､漸韻

せつかん

あった｡それが椿の精神となって昭和

の汚名をそそぎたいという願いが常に

いう経歴があるだけに､明治以来のこ

連隊の飯を食ってから転属してきたと

いるか'または半年や一年‑らいは八

した時に一度八連隊の営門を‑ぐって

また負けたか八連隊

ソヴイエート社会主鵜共和国連邦

ったが'それでも将兵の多‑は､応召
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開戦当初における東亜の国際勢力と
湘桂作戦当時の大陸縦貫鉄道の構想

が無尽蔵に眠っている｡アメ‑カの豊

大砲へ爆弾などを造るに不可欠な資源

銅､アンチモニー'石油など飛行機､

である｡

しく南太平洋の藻屑と化していったの

餌食となりはじめ貴重な軍用資源は空

の輸送船団は次々とアメ‑カ潜水艦の

るものかとその鉄道の大部分を自ら破

んでいた蒋介石は日本軍に使わせてな

いたのであるが､アメ‑カと同盟を結

呼んだ鉄道が桂林まですでに完成して

地を築き日本軍の進馨を待ち構えてい

飛行機も弾薬も不足してきた｡そして

に立った日本民族の運命を担っている

壊してその地域の要所要所に堅固な陣

遂に昭和十九年五月､日本がとった起

戦況不利のうちに昭和十八年がすぎ

世にハワイ･マレー沖海戦と称され

死回生の作戦が湘桂作戦であった｡こ

ていった｡資源が乏し‑なった日本は

富な軍用資源に対抗して戦争を続けて
いくためには､日本はどうしてもこれ

ているように､日本がアメ‑カと開戦

ているという自負もまた強かった｡幸

という責任感と共に郷土の名誉をかけ

らの南洋の資源が必要であったのだ｡

すると同時に､いち早‑これらの島々

の作戦が成功した暁には､大陸を南北

海運国日本は姥大な船舶の数に物を
は第二次世界大戦の勝利の女神が再び

まで運ぶことが出来るのである｡それ

物資は船舶ではな‑陸路によって日本

を､鏡は伊達政宗の城下町仙台を､そ

は金のシャチホコで有名な尾張名古屋

椿､槍､幸､鏡､‑どの部隊も岐路

た｡

に進駐したのはこの緻密な計画にもと

に貫く長距離鉄道が実現して'南方の

云わせてこれらの資源を北九州や東京

の名残りかもしれないが､甲子園の野

識した｡父祖の代から伝わる幕藩体制
球にさえ郷土のチームが出場すれば血

道をあげる日本人である｡戦場では尚
更のこと､ほかの師団に負けるものか

思議ではない｡

という功名争いに駆立てられたのも不

連日行軍をつづけているそれらの部

込まれて大打馨を蒙ったと云われてい

攻撃命令はどの部隊に下るか｣の一事

隊の将兵の念頭にあるのは｢岳麓山の

歴史に残る岳麓山攻城戦を花と飾って

る｡町は殆どの家がその時の砲撃で無

その岳麓山攻馨の命令が大阪編成の

山勇中将の英断である｡師団長伴健雄

椿部隊に下ったのである｡軍司令官横

残った大きな黒い煉瓦塀一ばいに｢仁

るのが残っていてまだ両国が平和な関

丹｣という広告文字が白‑書かれてい

係にあった時代の面影をとどめている
さて軍は従来の経験から岳麓山の攻

のが印象的であった｡

馨は歩兵だけでは無理だと考えたのか
ことにした｡そして私たちが湘江を渡

航空隊､戦車隊へ砲兵隊を協力させる
河した日､新たに師団に配属された山
砲隊から次のように申し入れてきた｡
わが山砲の威力がどのようなものであるか実
弾対韓をしてご覧にいれるから本日午後二時将
校金員は見学に乗除されたい｡
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づいたものである｡

湾沿岸をはじめとする軍需工業地帯に
日本に微笑みかける瞬間であった｡も

湘江に沿って南下する日本軍は五十

して椿は八連隊で有名な大阪を当然意

昼夜兼行で輸送した｡戦争の見通しは

一万｡迎え撃つ中国軍は百万といわれ

五十一万人の進撃

本の敗戦を意味した｡

し失敗すれば｡それはまざれもな‑日

明る‑日本人の顔は輝やいていた｡
一方アメ‑カにしてみれば､ただ手

なかった｡劣勢を挽回するために彼ら

を漂いてこれを見ているわけにはいか

のである｡彼らは仝エネルギーを潜水

がとった対抗手段が潜水艦作戦だった

艦の建造とその乗組員の養成に集中し

山

中将は｢岳藤山は必ず取ってお目にか
けます｣と感涙にむせんで答えたとい

残に破壊されたままであったが‑ずれ

郷土の名誉を高めたかったのである｡

湘江ぞいには､中国側が官漢鉄路と

ていた｡まさに世紀の大決戦である｡

年ばかりした昭和十七年秋頃から日本

た｡この作戦は図にあたって開戦後一

であった｡

どの部隊も緒戦に参加したかった｡

麗

命令､椿部隊に下る
高

さて岳麓山であるが､確かにこの山

は今度の作戦の第一関門である｡敵は

る好機到来とばかりに意気まさに天を

う｡師団の将兵もまた部隊の名を拳げ

いた｡蒋介石は外人記者団に対して､

節‑ものがあった｡

この線で日本軍を残滅できると信じて

岳藤山は東洋のスター‑ングラードで

う

岳麓山は湘江の西岸にある｡昭和十
こ

ある､絶対に日本軍にこの陣地を抜か

ぎ

を前進していた師団は霞凝港で西岸に

九年六月十一日､それまで湘江の東岸
か

は決して空威張りではなかった｡日本

れることはないと断言していた｡それ

行ってみると山の頂上に､いつも見

師団山砲隊

戦のとき敵はこの町を長沙の如‑に偽
馴れている歩兵砲とは比較にならない

のところにある古い町で第一次長沙作
装した｡日本軍はその計略にまんまと

どっしりとした山砲が直門ならべてあ

渡河した｡霞凝港は長沙の北方十五杵

あったが三回とも長沙の対岸にある高

ひっかかりこの町に攻めこんだため砲

軍はそれまでに三回(蒋介石は九回と

麗山から雷のように撃ち下ろして‑る

弾を周辺の陣地から雪崩のように叩き

いっている)長沙作戦を試みたことが

のである｡

巨砲のために残念ながら全滅している
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り双眼鏡で見ると二粁ばかり谷を距て
々と五つの砲弾が同時に炸裂して巨大

操作され仮設された五つの敵陣地に次
た｡いわば軍隊の中の学校である｡将

育するための教育隊であるときいてい

すから岳麓山なんか恐るるに足りませ

行軍が始まった｡草原の中の道を歩

巻

が多‑なった｡

鉢

山

であるかのように､急にあたりに丘陵

ていた｡そして恰も巨峰岳麓山の余波

日晴れてみると驚‑ほど近‑にせまっ

雨で前日見えなかった岳麓山はその

師団山砲は来なかった｡

六月十四日｡空は再び晴れた｡然し

のことしか出来ないのかもしれない｡

いうところはどこもせいぜいこの種度

のあざやかさと実戦のもろさ｡学校と

調が出たものと思われる｡そして演習

校連の口が達者なのは平素の講義の口

校は教官であり兵は生徒であった｡将

た正面の山には点々と赤旗が立ててあ

｢繋てIL

師団山砲の将校は自信たっぷりにそ

ん｡歩兵さんは安心していて下さい｣

｢今度の作戦は偵らがついて行‑んで

な火柱を噴き上げるのであった｡

と指揮官の将校が号令を下すとその

実弾を打ち込もうというわけである｡

る｡それを敵陣地と看倣してこれから

瞬間正面の山に砲弾が炸裂した｡見事
向うで砲弾が炸裂するのとが同時であ
兵は一列従隊になって進んだ｡すこし

う去って笑った｡

る｡弾丸が飛んでゆ‑のに何秒かかか
離れて､平行した道を山砲隊が進んで

に命中している｡号令を下すのと谷の

ると思っていた私は驚いた｡矢継早や
いく｡砲車の音がカラカラとひびきそ
れをひ‑馬の蹄も軽ろやかだ｡

遥か彼方の地平線上に雲のように岳

勝山が見えてきた｡故郷の六甲山に何
となく似た感じだ｡空は美し‑晴れて

兵士たちも笑っているように見える｡

その日の午後三時頃､師団の先頭を
行手を低い山にはばまれたのである｡

進んでいた歩兵第猶連隊の第二大隊は

高さは古米あまり､奈良の若草山の

の背のように稜線が二つのコブにほっ

ように全山芝草で掩われているが騒擬
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に五円の砲が火を吐いて谷向うの山に

は演じい砲煙が次々と上った｡見学者

｢これは序の口です｣

の間に感嘆の声が洩れた｡

指揮官は得愚そうに笑って今度は五

門の砲を同時に繋たせた｡五つの砲煙
った｡道は泥の海となる｡馬は倒れ砲

しかし次の日から天候は突如雨に変

｢驚くのはまだ早い｡次は五門で一地

が五両の山で一度に噴き上った｡

車は車軸まで粘土の中に埋まって動か
れて､遂にその翌日には､その姿さえ

なくなった｡山砲隊の行軍は遅れに遅

点を馨ってお目にかける｣
指揮官がそう去って号令をかけると

歩兵第2‑ 7連隊 (編成は歩兵第21 6連隊に同じ)

‑/連隊砲中隊･通信中隊 ･乗馬小隊

第 二 大 隊 ( 第 5 ､ 6 ､ 7､8中隊と第二機関銃中隊)
第三大隊(第9､10､ H､1 2中隊と第三機関銃中隊)

､ 第 一 大 隊 ( 第 1 ､ 2 ､ 3"4中隊と第一機関銃中隊)

この山砲隊は元来下士官候補者を教

見えなくなってしまった｡

五門の砲は同時に火を吐き正面の山に

歩兵第獅連隊へ

が立った｡砲は兵士たちの手で素早‑

は天地を震動させて一本の巨大な火柱

第34師団 (椿部隊)

歩兵第郷連隊 (編成は歩兵第2‑ 6連隊に同じ)
工兵隊･聯重隊･通信隊･野戦病院･靖安隊(元中国兵を含む工作隊)

歩兵第補連隊第五中隊編成表(高麗山攻輩当時)

隊本部命令受領者､通訳要員などを含む

編成は第一小隊に同じ

博軍曹

第三小隊
小隊長･仲森三郎増長

長･田村

兵20名｡中隊長伝令､衛生兵､連絡兵'大
班

指揮班

‑
5
‑

一‑＼

＼一

/一一一‑ノ/

して恰度鉢巻をしたように中腹のあた
伏せたままじっと見つめていた｡

をしめたこの異様な形の山を､地面に

工事が施されているのだ｡頂上には敵

あった｡勿論日本軍が登れないように
岳麓山を攻撃するといっても､それを

講義をしてお‑必要がある｡椿部隊が

さて､ここでちょっと作戦要務令の

作戦要務令寸話

ていて左側が大き‑右側が小さい｡そ

りに横に太い線が入っている｡双眼鏡
で見ると三米ばかり土が垂直に削りと

が陣地を敷いているのが肉眼でもはっ
構成している三つの連隊(歩兵第2‑6連

られて黄色い地肌が露出しているので

きりと見える｡今度の作戦で始めて見
隊へ第2‑7連隊､第218連隊)の総勢一万

なって攻めよせられるものではない｡

余人が運動会の棒倒しみたいに一団と

る敵の姿である｡

岳麓山まで進出するためには､鉢巻
の向って右の

隊､第二大隊､第三大隊と三つある大

になって進めるわけではない｡第一大

三少佐は陸士の51期で発刺たる二十七

大隊を前衛という｡第二大隊長山口薪

ンを彷彿とさせるような風貌をそなえ

才の好漢､馬上の姿はどこかナポレオ
ていた｡恐ら‑三人の大隊長の中で最

前衛第二大隊を構成しているのは第

も信任が厚かったのであろう｡

五､第六､第七､第八中隊と第二機関
銃中隊､この五つの中隊である(一箇

中隊の人員は約二百人)｡前衛が行軍
するときは機関銃中隊を除いた四つの

出る中隊を尖兵中隊という｡そして六

中隊が毎日交替で先頭に出る｡先頭に

月十四日'鉢巻山を正面に見たときの

は幹部候補生五期の松下中尉である｡

尖兵中隊は第五中隊であった｡中隊長

さて､中隊は更に三つの小隊にわか

つの小隊のどれか一つを三百米前方に

れる｡中隊が尖兵中隊になるとその三

日本軍の最先端である｡前にはもう日

出して行軍する｡その小隊が文字通り

本軍はいない｡その小隊のことを尖兵

作戦要務令第一部の第百六十二条は

という｡

てあとにつづく｡ダダダダダ‑｡待っ

の中へ走り出た｡四つの分隊が疎開し
てましたとばかりに足元に機銃弾が飛

んで来た｡止まると当るのでただ我武
後方からは歩兵砲が援護射撃をはじ

者らに鉢巻山めざして駆けつづける｡

めてくれた｡二十秒おき‑らいに鉢巻

山のてっぺんで砲弾が轟音をたてて炸
しい｡おかげで敵の機関銃は鳴りをひ

裂する｡山砲ほどではないが実に頼母

陣取った敵を撃破しなければ椿部隊は
どうしても岳麓山に進出することが出

である｡距離は約五百米｡攻馨せよと

班をつれて到著し私のすぐ横に位置を

せて呼吸をととのえる｡中隊長も指揮

るので敵からは見えない｡草の間に伏

山麓に到著｡そこは死角になってい

そめ小隊は演習の様に走りつづけた｡

来ないのである｡

第二大隊長山口少佐は尖兵中隊であ

いうのは此方から鉄砲をボンボンうて

る第五中隊に鉢巻山の攻馨を命じたの

ということではない｡敵陣地の敵を殺

機をもってついてきている｡

第二小隊､第三小隊も左手に散開を

占めた｡通信隊の兵が一人､六号無線

終った｡歩兵砲の砲繋がやむのを待っ

すか追っ払うかしてその陣地を占領せ
第一小隊が第一線を命じられた｡私

よということである｡

は分隊長を集めて指示を与えると草原
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山(誰もがそう呼んだ)

連隊が前に出なければならない｡その

道は一本道である｡まずどれか一っの

を通過するよりほかに道はない｡しか

先陣を承ったのが石川明大佐の率いる

端､つまり西麓の幅一米ばかりの陸路
しその際路は鉢巻山の上からまる見え
第郡連隊であった｡

隊のうちどれか一つの大隊を先頭にも

そして第2‑6連隊と艶も細い通を団子

になっている｡そこを通過することは

さに岳麓山要塞の前哨陣地として重要

しい愚行と思われた｡敵からすればま

って来なければならない｡石川連隊長

勇敢というよりむしろ自殺行為にひと

な拠点である｡日本側としては'何と

は第二大隊を攻馨のとき第一線に使う
予定だったので行軍も第二大隊に先鋒

わぬ限り前進できないのである｡

を命じていた｡行軍間先鋒をつとめる

かしてこの山上の敵をやっつけてしま

前進を阻まれた第二大隊の将兵は､

もう一度繰り返すと､六月十四日午

断崖の下で

第五中隊鉢巻山を攻撃せよ

背に大小二つのコブをもち巨大な鉢巻

次のように説いている｡

尖兵は通常将校の指揮する歩兵一

主として進路上の捜索に任ぜしむる

小隊以下の兵力を以ってこれに充て

ものにして尖兵長は通常尖兵主力の
前方に在りて行進し前方に発生する
撃件を速かに判別するを要す｡

て行進｣すると定められたその尖兵長

後三時頃､第五中隊が尖兵中隊のとき

前衛(‑箇大隊)

‑

｢尖兵長は通常尖兵主力の前方に在り

をその日つとめていたのが幹部候補生

500メ‑ i､ル(

った｡鉢巻山は戦術上の要所でそこに

鉢巻山に突き当った｡尖兵長は私であ

300メ十ル(

7

七期の篠田少尉つまり筆者であった｡

尖兵(一箇′出家)

‑

これでやっと､篠田恭一戦争回想録
｢岳麓山の攻馨｣の筆者の位置に焦点

d

尖兵長

をあてることが出来たわけである｡

†敵の加

て私たちは草の間を何句で前進した｡

｢崖の前に深い壕あり攻撃前進不能｣

出している｡本部はすぐに出た｡

｢大隊本部､大隊本部｣通信兵が呼び
を据えつけられたら此方から歩兵砲で

らしかった｡しかし山の裏側に機関銃

を歩兵砲でたたいてやるといっている

｢夜襲にしましょう二枚だったら行け

長は行けといっているらしい｡

らいことになってきた｡それでも大隊

者続出ということになりかねない｡え

馨つことが出来ない｡第五中隊は戦死

目の前に高さ三米ばかりの断崖が壁の

した顔になって中隊長を振り返った｡

二'三度そう繰返したあと急に緊張

ように立ちはだかっている｡おまけに

｢大隊長殿が出ていられます｡中隊長

その手前に深い壕が掘ってあって跳び
は出来ないだろう｡そしてその壕の底

下りたら最後ふたたび上って‑ること
殿と替るように云われています｣

私は思わず後ろから叫んでいた｡ふ

ます｡意見具申して下さい｣

になって口から飛び出したのである｡

と頭に閃いたのだ｡閑‑と同時に言葉
｢夜襲､夜襲させて下さい｡少し時間

二言三言はなしていたがだんだん大

｢もしもし松下でありますが｣

をとった｡

松下中尉はひった‑るように受話器

から前の崖を上るとすれば更にその高

さは増加するわけで肩車はおろか梯子

ではなかった｡

をもってさても登れるようなシロモノ

｢こんなもん登れるかい｣

｢中隊長殿､敵に聞こえますよ｣

声になってきた｡

功してみせます｣

は遅‑なりますが夜襲でしたら必ず成

中隊長はそう去って口をつぐんだ｡
向うからは返華がないらし‑中隊長は

受話器を鷲づかみにしたままだ｡しば
らくしてから大声で答えた｡

くらいあってもよさそうである｡私は

思議に思えた｡特に夜間はバ‑ケ‑ド

に冷‑光った｡

けられた剣が黒い斜面の上で氷のよう

図ででもある｡兵士たちの銃の先につ

クリートを固めて作った道であったた

れる恐れは十分にある｡誰しも命は失

る敵陣の中へ飛び込むのである｡殺さ

く｡かりそめにも必殺の準備をしてい

め地雷を埋めることが出来なかったの

いたくない｡なるべ‑人のうしろから

ついていくか､出来ることならやめて

であろう｡

流れの音が激しいので日本軍の通過

‑
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松下中尉はぶりぶりして云った｡

｢俺には始めから分ってたんや｡大隊
｢そりゃ裏側は崖になっていないと思

私はうしろから注意した｡

確かにこの巨大な鉢巻が何であるか
います｡然し裏側にまわる道は右側の

長が行けいうさかい来てはみたけど｣

分っていたら危険を冒して接近するだ
陸路しかありません｣

示しているらしかった｡

にっこり笑って振返った松下中尉は

｢分りました/そのようにしますッ｣

大隊長は山の裏側へまわるように指

け野暮だったと云えそうである｡

｢地雷があると思います｡それに上か

｢崖の前に深い壕があって行かれへん

ら丸見えです｡⁚･歩兵砲からは死角に

云うて‑れ｣

中隊長は六号無線機をもった通信兵
なります｣

中隊はもとの位置へ戻っていった｡

｢夜襲を認めて‑れたよ｣

白い歯を見せて私に去った｡

に命じた｡六号無線機は現在のトラン

だ｡上から敵が撃つ､大隊長はその敵

中隊長はこの際路を通りた‑ないの

シーバーに似た性能をもっていて電話
と同じように送話器と受話器があり一

粁位の距離なら楽に通話が出来た｡

を恐らく敵は気付いていないだろうと
たよりに斜面を見上げる｡黒々とした

思われた｡山の裏側に出た｡星の光を

の当初から部隊に寄せられていた｡

昼のように疎開して走る必要はなか

上が頂上までつづいている｡中隊長が

った｡こっそりと田圃の中の細い道を

鉢巻山西側の陸路に向って進んだ｡敵

予想した通り山の裏側には鉢巻はなか

襲

は気付いていないらし‑陣地の上は静

夜

薄暮までの三時間余りを中隊は森の
まり返っている｡

てシルエットとなってよ‑見える｡そ

と歩いている敵兵の姿が空を背景にし

ったのである｡頂上の稜線を右に左に

暮れる｡全員鋲が音をたてないように

かげに入って複製準備に質した｡日が

いよいよ陸路に差しかかった｡左は

ののんびりとした動作から判断すると

肩がふれるほどに山の斜面が迫ってお

どうやらわれわれの接近をまだ知らな

光を反射しないように草で蔽うか泥を

の山の上に陣地を構えた理由が今更の

じりじりと山を登りはじめる｡敵前

り右は深い水流になっている｡敵がこ

三十米‑らいまで来ただろうか｡もう

いらしい｡

らなければならないのだ｡しかし何故

寄せて来ようと､皆この狭い場所を通

抜いた｡それは兵に着剣せよという合

突馨しなければならない｡私は軍刀を

ようによく分った｡日本軍が何十万押

軍靴を藁で巻き､鉄帽も月の光や基の

塗りつけるかして道路上に整列した｡

お互いに前の者を見失わないように背
嚢のうしろに白い布か紙をつけ'小隊

この道路上に敵は軽機関銃の一挺‑ら

長は白いたすきをする｡

を呼んで小声で云った｡

いは備えておかなかったのだろうと不

二小隊と三小隊を指揮して大きい方の

小隊の先頭になってその場所を通過し

十文字のたすきをかけた中隊長が私
｢篠田君､きみ一小隊を指揮してあの

コブを取るさかい｡それから､きみ､

た｡心配していた地雷はなかった｡山

小さい方のコブを占領して‑れ｡俺は

すまんけど先に行って‑れへんか｣

の側面と水路のあいだに人工的にコン

ここで少し突撃について説明してお

私は第一小隊を率いて先発した｡
｢地雷に気をつけて行けよ｣

中隊長がうしろの闇の中から注意す
雷が埋められているという情報が作戦

る｡岳麓山の前面の道路には無数の地

‑
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ではないのである｡それで大抵は歩兵

機や大砲はそう簡単に来てくれるもの
っても無理なのだ｡

ていないのだから敵憮心に燃えろとい

〇

神力が充実していないと兵士があとに

不可欠の原動力だがそれでも小隊の精
騨箇分隊といって大砲を超小型にした

銃分隊であるが第三分隊第四分隊は撒

来ている｡第一分隊第二分隊は軽機関

それに､いろいろな事情で夜間は榔弾

筒をうつにはもう距離が近すぎるし､

も見殺しにされる可能性がある｡榔弾

このぶんでは私が真先さに突馨して

突輩を決意

おきたいのが人情であろう｡それを軍

ヽ 一

が自力で突馨の機会を作らねばならな

人精神で克服して飛び込んでい‑｡こ
の時はずみとなるものがあれば大いに

縮かないで小隊長を見殺しにすること
ようなものを四簡もっている｡一人の

歩兵の一箇小隊は四つの分隊から出

ー>

がある｡これを突繋頓挫といって､一

兵士が片手で運べるほど簡単なものだ

に猛然と先頭を切って突込む｡これは

助かる｡小隊長が軍刀一閃､号令と共

度そうなると全員が気後れして攻撃は

が敵陣めがけてぶっ放せば大砲のよう

な‑なったので突撃ラッパは使わな‑

んはラッパで鼓舞されるほど単純では

志気を鼓舞した｡しかし昭和の兵隊さ

テクル敵ハ､､､ナ､､､ナ殺セ｣を吹奏して

日清日露の戦役では突繋ラッパ ｢出

に突入すべLLと歩兵操典は教えてい

の機運を作り｢最終弾と同時に敵陣地

るには充分である｡これを使って突撃

大砲かと錯覚を起させて戦意を失わせ

る｡敵を渡すことは先ず無理だが一瞬

な轟音を立て黒煙を吹き上げて炸裂す

いく｡手楢弾の爆発と同時に敵中に突

二人は山腹を飼うようにしてのぼって

栖弾を投げこめと命じた｡うなずいた

二人に斜め右に登っていって敵陣に手

の古参兵で沈着且つ勇敢である｡私は

を小声で呼びよせた｡二人とも五中隊

私は水崎上等兵と次山上等兵の二人

筒は使わないことになっている｡

非常に困難となる｡

なった｡一番よいのは､飛行機で敵陣
る｡

りで見るにどうももう一つ冴えていな

米まで接近したが兵隊さんの顔を思明

鉢巻山の裏へまわった私は敵前三十

敵に拾われて投げ返される憬れがある

する｡だから発火してすぐに技げると

ではない)

チ‑ユウダンと読む｡シュ‑ユウダン

もよいほど成功率は高い｡しかし飛行

から信じられないという風に焦立たし

水崎上等兵と次山上等兵が頂上近‑

ではまだ一度も小銃をうつことさえし

そんなわけで私も率先して賊声をあ

理的に無理である｡

城声をあげずに突撃せよといっても心

あげてはいけないことになっているが

は発火してから四秒で爆発

(手投げ楢弾の略で

が心理的に動揺しているから必ず成功

る｡終った瞬間に突馨する｡これは敵

い｡緊張していることは確かだが恐怖

日本軍の手棺弾

する｡砲兵が後方から支援射馨をして
心がありありと窮われる｡今度の作戦

入する､これが私の計画であった｡

地を銃馨又は爆撃してもらう方法であ

にやられる危険はあるが必ずといって

くれることもある｡これも味方の砲弾

ら三で投げることになっている｡しか

このまま突輩

二'と腕を前後に振ってか

しこれが守られているのは初年兵の演

｢手栖弾を投げるな/

く怒鳴り返す｡

ので､二

火したらすぐに投げる｡弾丸雨飛の中

習の時だけぐらいで戦場では誰でも発

もう敵は一人もいなかった｡隊長もろ

げながら敵陣地へ駆け込んでいったら

その時､山の上で物凄い動揺が起っ

まったあとである｡

とも大きい方のコブへ逃げていってし

する/｣

し事実爆発寸前の火をふいている手櫓

しかも二カ所で聞えたからである｡そ

た｡不憲に闇の中から日本語の大声が

でそんな悠長なことはしていられない

は気特のよいものではないからだ｡

物足りないなどと去ったらバチがあ

弾をいつまでも手の中で握っているの

れも自分達の陣地の後ろからである｡

巣をつついたようだとはこのことだろ

よくつれていってもらった宝塚の遊園

深い壕が結んでいる｡それが子供の頃

陣地配備をする｡大きいコブとの間を

い幸運であった｡敵の逆襲にそなえて

う､戦争経験のない年少の兵士たちと

地の滑り台のように見える｡戦場では

たるだろう｡無血占領とは願ってもな

私は二人の上等兵が手相弾を投げる

思われる｡叱りつけている隊長らしい

フワフワフワフワフワ/

のを待っていたが､ふとこんなことが

人の声もするが聞かばこそ､シルエッ

思いがけないことで幼年時代とか故郷

敵前で大声

頭にうかんだ｡二人は当然発火したら

トになった稜線の上の人影が入り乱れ

何を云っているのか分らないが蜂の

れは火を噴きながら山腹をころがり落

の山川とか優しいものが連想されてセ

すぐに山頂めがけて投げるだろう｡そ

て右に左に走り出した｡

三小隊が突撃したのだ｡チェッコ式軽

大きいコブで城声があがった｡二へ

ンチメンタルになることがあった｡

ちてくるだろう｡そしてわれら第一小

は来ないだろう｡

機関銃の音｡手相弾が相次いで炸裂し

この機会を逸しては二度とチャンス
｢突馨にイ進め｣

隊がいるあたりへ来た頃に丁度四秒が

たって爆発するのではないか｡そう思

軍刀をふるって山頂めがけて駆け上

｢おい､待てえ/｣

｢敵がまた此方へ来るかもしれんぞ｡

た｡

射撃の準備をせよ｡友軍を間違えて撃

がった｡小隊全員が｢うわ‑ツ｣と賊

にこちらの人数を知られるから賊声を

声をあげて敵陣に飛び込む｡夜間は敵

うと気が気でな‑なった｡

手櫛弾待つんです

私は思わず大声で叫んだ｡
｢待つんですか?
か?｣
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つな｣

になってるねん｣

隊長やはかの兵隊さんに聞こえないよ
｢堅城坂には敵がうじゃうじゃしとる

うに小声の早口で云った｡

ような姿勢になって大隊本部の方へ懐
んだら俺は心配で行かれへんがな｣

らしいんや｡君が先頭行って‑れへな

中隊長はそう云いながら背伸びする

いた｡然し敵は来なかった｡
中電燈をぐるぐると廻した｡夜の十時

私は一番前へ出て壕の中を凝視して
｢おい､一小隊は異常ないか｣

ねばならないとはあまり有難い話では

敵がうじゃうじゃいるから私が行か

頃だった｡中隊長のあとから指揮班の
五人ばかりの捕虜をつれている｡

兵隊がつづいてきた｡灰色の服を馨た

足音がして､松下中隊長がおりてき

｢占領したら懐中電燈を丸う振ること

た｡

ないが岳麓山を目前にしたこの大事な
ときに中隊長の期待を裏切っては申し

山を下った｡

訳ないと思って決憲を新たにして鉢巻

従来の習慣から今夜はこの陣地で眠

麓山を､第58師団(檜部隊)は長沙市

山勇中将は｢第34師団(椿部隊) は岳

あとで分ったのであるが軍司令官横

るものとばかり思っていた私はうんざ

堅城坂まで引続き尖兵長
地雷を踏むな

の午後五

すべLLとその日

街を､それぞれ六月十六日に攻撃開始
(十四日)

てきて体はひど‑疲れている｡そこへ

りしてしまった｡一日中尖兵長をやっ

時命令を発していたのであった｡その

やがて大隊長が無表情な顔で陣地へ
夜大隊長が前進を急いだのは当然であ
鉢巻山から聖域披までは地図による

った｡

｢中隊は聖域坂に向って前進する｡第
一小隊尖兵/｣

もってきて松下中尉が去ったのだ｡

｢また一小隊ですか｣

のに外套を着ている｡壕の中へ入って
ら中隊長に命令を与えはじめた｡

地図上では二条実線路となって水田の

っと一列縦隊になって歩ける細い道が

と一本道である｡相も変らず中隊がや

｢たまには二小隊か三小隊に‑｣

間をまっすぐ南に向って続いている｡

思わず去ってしまった｡

坂という部落がある｡第五中隊は置ち

中隊長は私のそばへ走ってきて､大

の尖兵長はだれや｣とぶつぶつ云い始

｢そんなこと云うたかて｣

める｡もし同じ将校の名前がそんなと

よ｡道路上の地雷に気をつけろ｣

て踏んでいくより仕方がなかった｡

な土の上を全身の神経を爪先に集中し

少尉か｣ということになって｢ポッサ

き何度も出てくるようだと｢またXX

の若い将校にとっては敵の弾丸に当る

れはプライドを重んずる二十四､五才

‑将校｣の熔印をおされてしまう｡そ

私の前で突然通が二つに分かれた｡

尖兵長の胸中

ことになる｡従って行軍中の兵は前の

では聖域坂まで一本道になっている｡

予期しなかったことである｡地図の上

と､こんなとき極度に緊張した神経が

しなくても何年か作戦を経験している

ことにもなりかねない｡そんなことを

って行軍中に部下より先にアゴを出す

でもある｡第一に体力が消耗してしま

という手もあるがみっともないし危険

めて一人で百米ばかり走って見て‑る

くのはせいぜい十米である｡部隊をと

ない｡しかし月のない夜は見通しがき

も道の曲り工合で判断するに困難では

米先まで見通せたらカンに頼らな‑て

を勧かせて右の道をえらんだ｡もし百

かりそめにも古参少尉である｡カン

この道､違うやないか

よりも幸いことなのである｡

踏まない｡そこだけが安全地帯だ｡み

道を間違えることは尖兵長の恥であ

尖兵長として嫌な一瞬だ｡

を凝視しながら一歩一歩を踏みしめて

歌

る｡ほかの中隊の兵までが疲れている

んなが夜の闇の中で前の者の靴のあと

者が踏んだ地面以外のところは決して

あとにとどめない悲惨な最期をとげる

兵は身体が微塵に砕けて一片の骨さえ

が地雷を踏めばそのあたり四､五名の

た｡いつ地雷を踏むか分らない｡一人

私は一歩一歩注意してあるきはじめ

に前進して聖域披南側の高地に進出せ

｢ここから南方約十粋のところに望城

地図を扱げると懐中竃燈で照らしなが

上ってきた｡寒いのか､六月だという

隊

いく｡しかし先頭を行‑私には安全地

中

のに遠廻りさせられる不満から｢今日

五

作詞

帯がなかった｡運を天に任せ､不気味

第

初代中隊長･友松大尉

境野転戦幾千里

聖りの詔かしこみて

軍旗を奉じ堂々と

決死男児の征‑ところ

我らは精鋭の第五中隊

亜細亜の正気燦然と

雨も嵐も何のその

断じて照らす八紘に

我らは無敵の第五中隊

進む二百の健男児

一思えば還し十四年

三

大和魂火と燃える

(二番省略｡作詞者友松大尉は漸畿作戦で戦死)
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に歩きはじめた｡

に気付いたら､大隊長が中隊長に注意

注意するのが普通である｡大隊長が先
する｡ところが中隊長を無視して副官

触覚のように延びていって不思議と闇

が尖兵長のいる先頭の位置まで飛び出

｢あかん/｣

副官は私の腕をつかんで引きもどし

の中を採れるようになるものである｡

右側の道をえらんで前進を続ける｡

して来てあっちの道を行けなどと指図

た｡そんなことまでしな‑てもよいと
固いナウ｡

歩きながら'時計にならべてはめた磁
するのは前例のないことであった｡

石の針を何度も見た｡夜光塗料をぬっ

｢篠田君､副官がこない云うとるねん

｢篠田君へ止まって‑れ｡やっぱりさ

けてきた｡

その時また副官がうしろから追っか

きりしてきた｡

違いであることがもう誰の目にもはっ

ばかり歩いた頃にはそれが完全に方角

道はますます束へ曲りはじめ一時間

た磁石の針は道が間違いな‑真南に向
さかい､さっきの道を行けえや｣

松下中隊長までが先頭に出て来て副

ってのびていることを示していた｡矢

官の味方をする｡

｢この道を行ったら間違いな‑聖域坂

堵した｡そして二百米ばかり歩いたと

張りこの道が正しかったのだ｡私は安

きだった｡

へ出ます｡敵前で道に迷うなんて嫌で
すよ｡この道を行きますよ｣

｢篠田君､君どこへ行‑ねん｣
いきなり後ろから呼びとめられた｡

た｡私より一期上のへ幹部候補生六期

私は立ちどまって三谷中尉と相対し

すよ｣

｢どこへ行くって､聖域坂へ行‑んで

のまにか追いついてきている｡

かり歩いた頃から道は次第に東へより

の方へとぼとぼと歩き出した｡十分ば

れ道になったところまで戻って反対側

るだろうか｡然し仕方がないから分か

敵と戦火をまじえる､そんな悲劇があ

みす間違った道を前進して必要のない

の上官の云う通りに折り返した｡みす

に出る筈です｣

に行きましょう｡さっきの道の延長上

｢無理です｡水田の境遇を西南の方向

｢引返すのは無理やろな｣

つけたかもしれない｡

たら｢馬鹿野郎｣の三高ぐらいは叩き

してやがるんだ｡これが軍隊でなかっ

涼しい顔で､今頃ぬけぬけ何をぬか

っきの道でよかってんわ｣

である｡

はじめた｡誤りと知りつつも命令通り

私は主張したが遂に容れられず二人

｢この道､違うやないか｡さっきの左

危険に向って進まねばならない｡これ

振り向‑と大隊副官の三谷中尉がいつ

｢そんなことありません｡方角はきち

聞達いないのだがどうしても錯覚をお

く見える｡黒いところを踏んでいけば

間は昼間と反対で水が白く見え土は黒

や排水溝へ転げこむ兵が続出した｡夜

私は腹が立ったので副官にかまわず

える｡白洲兵長は中西軍曹に､中西軍

小声でうしろにいる白洲兵長につた

｢後ろへ逓伝｡尖兵は聖域被に到着｣

だ｡いよいよ聖域被へ来たのである｡

だ｡部落の屋根か城壁にちがいないの

た｡凹凸はあるが輪廟がすべて直線的

尖兵長が道を間違えた場合中隊長が

に認める心理現象であった｡三叉路に

れは私だけではない､古い将兵が一様

予感を抱‑ようになってきていた｡こ

てからいつの間にか敵に対して一種の

る｡私は､戦場で生活するようになっ

を予知する能力を養ってきたといわれ

闘争の歴史の問に本能的に天敵の接近

陸運は歩きに‑かった｡滑って水田

こして白いところへ足先が向‑｡黒い

曹は藤崎兵長に､藤崎兵長は西尾上等

側の道やぞ｣
が軍隊の掟であるのか｡

副官は苦しそうに笑って領いた｡

んと合っています｣

の若o

になるのも本当だし､ある種の鳥類や
動物達と同じように'人間も必要に迫

立って進路を決定するカンが勧‑よう

は角野一等兵に､というふうにして中

られると方向を探知したり危険を予感

兵に､西尾上等兵は田所一等兵に､田

隊長､大隊長にまで逓伝されていった

る｡

したりする力が発達して‑るようであ

門のようなところへ来た｡城門では

筈だ｡

所一等兵は足立一等兵に'足立一等兵

ところは穴があいているようで不安な

堅城坂に到着
悪戦苦闘すること二時間あまり､や
っと道路上に出た｡先種の道の延長で
あることは確かだ｡また地雷に注意し

私はこの門を入ってほならないと思

が見えてきた｡森だろうか､丘だろう

やがて､前方に黒い森のようなもの

とがないが門がある以上それを通らな

門があるのだろうか｡あまり聞いたこ

開いているようである｡村へ入るのに

って進んでいった｡うまく部落の外郭

る細い道があるのに気付きその道を辿

必要はない｡私は門の手前に左へ折れ

出せよ｣である｡別に部落の中へ入る

った｡命令は｢磐城披南側の高地に進

か､それとも部落だろうか｡私は地面

る｡背筋に悪寒が走るのだ｡

ければならない｡しかし妙な予感がす

ない｡二本の太い柱を立てた門で扉は

の上に伏してみた｡空を背景にして前

ながら一歩一歩を踏みしめて進む｡

方にある物体の輪廓を見ようとしたの

れに似た気特に襲われたことがある｡

家並みがとぎれて右手に池があらわ

りだ｡

か､それは分らない｡運に任せるばか

に沿って南側へとつづいているかどう

夏なのに背中がゾクゾクして仕方がな

れた｡道は池の堤防の上にと続いてい

私は子供の頃､裏の畠に出ていてそ

の何物よりも明るい｡空を背景にして

い｡ふと気がつ‑と足元で凄‑大きな

である｡どんな闇夜でも空の方が地上
見れば地上にある物体の輪廓は逆光線

蛇が鎌首をもたげていた｡人類は長い
前方に見えるのは森や丘ではなかっ

になって必ずつかめるのだ｡
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る｡敵の指揮官の号令らしい｡あとで

怒鳴りつけるような声が混ってきこえ

しい機関銃の銃声が起った｡中国語で

る｡提院の上を進む｡不意に後方で激

りようと思ったが崖のようになってい

れは踏んでは危険だ｡堤防を左側へ下

指先の届く限り瓦がつづいている｡こ

うなものだ｡手を伸ばしてさぐると､

を集めて小声で指示をあたえた｡

静まり返っている｡私は廟のかげに兵

かいないのか仝‑分らない｡寂として

ばよいのである｡敵が山の上にいるの

た｡門の正面に敵のトーチカがあった

班が真直ぐに門の中へ入ったのであっ

を左へ折れたのに気付かず､中隊指揮

分ったのであるが第一小隊が門の手前

上の瓦をそっと撫でながら進むと三米

た｡腰まで水につかる｡左手で堤防の

ない｡ジャブジャブと池のなかへ入っ

て下りられない｡右側は池だ｡仕方が

一つや二つの機関銃では小隊は絶対に

上るんだ｡上から敵が撃ってさても絶

ろ｡ここから頂上まで全力疾走で駈け

そっと鉄帽をかむって､銃に剣をつけ

｢いいか､みんな｡あの山に登るぞ｡

全滅しない｡生き残った者が頂上を占

対に止まるな｡止ったら死ぬと思え｡

らしながら前進する｡後ろにつづ‑小
領せよ｣

あがって服からびしょびしょと水をた

む者は全身を神経にして警戒している
隊の兵士もみな私がしたようにしてつ

暴に思われるかもしれないがこれが未

ソレッとばかりに発進した｡少し乱

が後続する者はそれに較べると緊張し
いてくる｡

明攻馨の常道だろう｡朝の冷気の中を

池を廻り終えて聖域坂の南側へ出た

てみて驚いた｡磐城坂から岳藤山一帯

まりで駈け上った｡そして頂上に立っ

堅城披南側高地

ていてもその度合は浅い｡前を戦友が
いったという安心感があるから敵の存
在を察知する本能もはたらかないので

頃には夜がほんのりと明けはじめてき

いつくようにして息もつがずに十秒あ

六十名の小隊全員が百米の急斜面に吸

池の端まで来た｡堤防は池に沿って
た｡堅城坂の規模はかなり大き‑て､

あろう｡

きだ｡気をよ‑して歩いてい‑と靴の

右へ･曲る｡即ち南へ曲るわけで誹え向

にかけて同じ様な形をした山が幾つも

◆

村というよりは町といった方がよさそ

ヽ I 攻藻響l篠田小網び尖兵となる南

輩力蝶隊.

主小:

‑

下でメ‑メ‑ツと音がした｡

嶋

剛霊鉢巻靴

ている｡どの山にも交通壕が何本とな

.,'ていると一芸耕して反転

ならびそれがみな中国軍の陣地になっ

､一一大隊副官来り､また元
̀､､の道に戻れという｡

うであった｡南側には椀を伏せたよう

∴∴十㌧∴ 一一難行を極める○

はっとして思わず足を反射的に撥ね

u

く掘ってあり灰色の服をきた中国兵が

iI

な高さ百米ばかりの山が黒々と幾つも

I JLI
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ばかりでなくなった｡再び堤防の上に

I

らしくその機関銃に肩を撃たれて指揮

I

班の中村一等兵が負傷した｡先頭を進

I

上げる｡何か変な物が堤防の上に敷い

I

その間を縫うように動いているのが漸

瀧擦Lf..Q'..I

重なるようにして並んでいる｡そのう

⊥L

ちのどれでもよいから一つを占領すれ

千二二聖㌔

こんで手でさわってみると薄い瓦のよ

堅

城

披

てある｡暗いから何も見えないが屈み

+...rI,
..,,
ヽ′
ヽヽl
I
ヽI
I
ヽI
ヽI
I
I
･⊥し′

"､.､､､､一一一一､､..大綱二道が醒つ
ヽ
､｣⊥

/言辞/含ヽ
第5中隊
篠田小隊

6月15日早朝

く明けそめた光の中に辛うじて見るこ

写しているが､長沙も湘江も岳麓山も

しばらくしてその兵の中の一人が引返

数人の兵に聖域坂へもっていかせた｡

まる思いであった｡

られているような気がして身の引き締

の攻撃もしてきたのである｡私だけで

て以来十八時間歩きつづけまた鉢巻山

おぼえた｡前日 (十四日) 昼食をとっ

ーし｣私は立ち上がった｡｢各分隊一

それを聞いて私はアタマへ来た｡｢よ

ます｡はかの中隊も飯を食べてます｣

揮班も民家へ入って飯を炊いて食べて

してきて白く'｢二小隊も三小隊も指

その筆は実に正確無比である｡

伝令を出して陣地占領を中隊長に報

はない､小隊全員腹がへっているはず
へ下りろ｡歩哨はすぐに交替してやる

名ずつ歩哨に残してあとは全部聖域坂

それはそれとして私はひどく空腹を

とが出来た｡私がえらんだこの山にだ

告する｡円匙(小型の組立式になった

いているらしい｡白い煙があがってい

だ｡中隊は堅城坂の中へ入って飯を炊

け敵はいなかったのだ｡私は何かに護

を背嚢からはずしてとりあ

えんび

シャベル)

からな｣

に溢れた商店街だろうと思われる｡あ

てはいないが平素は随分賑やかな活気

堅城坂はなかなか堂々とした町であ

一小隊の兵もその店の一つに入って竃

ちこちの店の土間に腰をおろして各中

がある｡あの物語も長沙､湘江､岳藤
った｡石で舗装した広い道の両側に煙
を借用して飯を炊‑｡

戦争は人生の縮図

岳麓山の前面に進出する

る｡そこで分隊笹に飯食と米を集めて

えず掩体(射撃用の個人壕) を一人一

箇ずつ造った｡岳麓山の山肌に斜めか

の地は奈良や京都に似て名刹古刹が多

ら朝日がさして素晴らしい眺めだ｡こ

‑また｢湘西の古渡より岸に上がれば
喬松径を挟みさながら仙境の如し｣と

いない｡末代に建てられたという有名

漢籍にあるのもこの近辺の風景にちが

な岳麗書院もそう遠くない筈である｡

山周辺を舞台にして展開する｡竜之介

などを売る店が大きい看板をかかげて

草､菓子､薬､加工食品､反物､穀類

ひしめくように並んでいる｡勿論店の

一等兵が負傷した地点を確認した

の門のところへもう一度引返して中村

飯が出来るまでの間､私は町の入口

隊の兵が旨そうに朝食をとっていた｡

が大正年間この地に遊んだときに想を

芥川竜之介に｢湖南の扇｣という小説

得たものらしい｡竜之介は二十年のの
者は戦争が始まると知って一人も残っ

(中

も知らずさりげな‑その山容水態を描

ち数十万の日本軍がこの地を訪れると

Wず

るが攻撃をしかけて‑る様子はない｡

灰色の服を惹た中国兵がたむろしてい

em帆

｢中隊長殿です｣

この山へ今にも上って釆そうだなんて

鱒

村一等兵はすでに大隊本部の患者収容
｢いっぺん二小隊か三小隊に云うて貰

A e 婦

班に引き取られていた)｡門から十米

真赤なウソだ｡中隊長の伝令に一ばい

けなさそうに云っている｡

歩哨に立っていた兵に分隊長が申訳

｢ワシらも飯まだやねん｣

食わされたのである｡

えよ｡昨日の朝から何ぞ云うたら一小

小隊の兵が可哀そうだと思った｡い

隊やないか｣

ないようにトーチカのまわりを開み､

くら何でもまた第一小隊に戦闘を命ず

があった｡太い柱を何本も打って入れ

大きな銃眼が私達が歩いてきた一垣線
るのは酷である｡

ばかり入ったところに堅固なトーチカ

の道路を真正面から睨んでいる｡もし

空中にゴーッという異様な飛翔音が

とどろいたのはその時だ｡思わず地面

｢そんなヒマありません｡もう敵が来

に伏せるとすぐ目の前に砲弾が落下し

私が堅城被へ蕃くまでに夜が明けてい

｢そんなこと云うて､お前見てきたん

た｡轟音と共に視界が真晴になり全身

ます､もう来ます､もう来ます｣

な｡俺､嫌やぞ｡一小隊はまだ飯食う

か｡兄もせんと､ええ加減なこと云う

一面､日本軍の陣地にも望城坂のぎっ

に土砂をかぶる｡それからは､あたり

たらとてもこの道を歩いて‑ることは

‑り'それを受けて私の小隊が第一線

凄い威力を発揮して重機関銃を馨ちま

てへん｣

出来なかっただろう｡このトーチカが

となり'聖域披争奪の大攻防戦が展開

しり建てこんだ家なみの間にも砲弾が

北側へ

息つぐひまもなく炸裂した｡望城坂の

｢そんなヒマありません｡もう来ます

｢しゃ‑ない'ぽんなら行ったるわ｣

きたあたりには広々とした水田が見渡

もう来ます｣

待望の飯が出来た｡飯倉のふたに飯

全員飯の入った飯食をぶらさげてま

されたが的をはずれた敵弾は時にはそ

されたことと思われる｡時間にして約

を入れてまさに口へはこぼうとした時

の上にもいつのまにか日本軍が上って

た山の上へあがった｡右の方のどの山

こにも落下して白い水柱を空中高く吹

十五分間の差ではなかっただろうか｡

である｡道路上を中隊長の伝令が大声

いる｡あれから各中隊が攻馨して陣地

｢篠田少尉殿/篠田少尉殿/｣

中隊らしい｡第一小隊長の寺見豊少尉

を占領したらしい｡すぐ右の山は第七

き上げた｡

即ち前の夜わたしたちが歩いて

をあげて走っているのが聞こえた｡

｢なんだ｡ここにいるぞ｣

て敵弾がいちどさに集中して‑ること

い｡私達が占領している山を目標にし

何分たっても砲馨は衰えようとしな

｢さっきの山へもう一度あがって下さ

前面につづ‑敵陣地には依然として

(幹部候補生九期)の顔が見える｡

｢誰が云うてはるねん｣

い｡敵が上ってきます｣
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争はたった一日に凝縮して見せて‑れ

ることがある｡特にこの岳麗山攻馨の

中隊本部から連絡に数人の兵が上っ
てきた｡

も何度かあった｡そんなときには山全
体が地響き立てて揺れた｡

であった｡

松下中隊長も陣地にあがってきた｡

梅渓河

数日間は私にとって貰重な教訓の連続

｢五人負傷しました｡大隊本部で治療

｢一小隊､異常ありませんか｣

をうけています｡そやけどよその中隊

｢異常ない｡二へ 三小隊はどうや｣

の兵のあいだを飛ぶように交錯する｡

戦友の安否を気づかう声が掩体の中

地響きが腹にこたえて内臓が千切れそ

では仰山死んでまっせ｡大隊本部は運

｢おい大丈夫か｣

うに滴い｡断腸の思いとは正にこのこ

の数が減ってきた｡敵も交替で食事と

とはかの一人が云う｡｢あさ一小隊が

｢篠田少尉殿､えらいことでしたで｣

名であった｡私は暗い気特になった｡

条の水路がわれわれ日本軍と岳麓山と

二人で双眼鏡をのぞきながら敵情を調

いうところだろうか｡それで此方も飯

つしてその幅三十米もあるだろうか｡

を距てている｡きらきらと空の光をう

中隊で負傷したのは吉良軍曹以下五

ばれてきた戦死者で一杯です｣

食をひら‑ことにする｡残念ながら大
上りはったすぐあとに吹っ飛んでしま

飯をたべかけてはった家ね､この山へ

地図に梅渓河と記されているのがそれ

昼頃になって､やっと飛来する砲弾

とであろう｡

部分の飯食は飛んでしまったり泥をか

いましてん｡ほんまに出はったすぐあ

｢命令が出るまでどっちになるか分れ

も師団工兵が架橋しますかな｣

｢敵前渡河になりそうですね｡それと

である｡

前方の丘陵の間を縫うようにして一

べる｡

むったりしていて食､べられる飯は少‑

冒言∴∴言闘

なっていたがそれでも粉醤油をふりか

私は絶句した｡

とでしたで｣

事中も時々砲弾はあたりに炸裂したが
もしあの家に残って食華をしていた

けて久しぶりの食事にありついた｡食

そろそろ馴れてきた私たちは掩体の中

らどうなっていただろう｡私は他の小
｢まさかあの橋を渡るということはな

へん｣

る｡橋の向うにはまた小高い丘があっ

川の下流の方に小さい石の橋が見え

いでしょうね｣

たたなければ分らない深遠な真理を戦

と証言したらしい｣

戦争は人生の縮図である｡何十年と

をおこしたことを反省した｡

隊に代ってもらおうと手前味噌な考え

であぐらをかきそっちの方は見向きも
しないで冷くなった飯をかきこんだ｡

よく掩体を掘っておいたものだ｡地
面に飼いつ‑ぼっているだけなら飛ん

をとどめてはいなかっただろう｡

｢二股道があったやろ｡あの分かれ道

でしまった飯食同様､人間の体も原形

て橋を渡る日本兵を整ち下ろすのにま

から真直ぐに二百米ほど此方へ来たと

云葉を口に出せば士気が浬衷したにち

はなかった｡あのとき｢地雷｣という

はしなかった三谷副官の気迫は尋常で

かまえて､どうしても前進させようと

私の気特は複雑だった｡私の腕をつ

さに格好の地形である｡
こらしい｣

｢そしたら尖兵が引返したあたりとい

がいない｡だから大隊長は道が間違っ

｢すれすれの所まで行ってたかもしれ

これは憶測にすぎない｡偶然そんな結

わせたのではなかっただろうか｡勿論

ているなどと見えすいた嘘を副官に云

たり､こんなことは戦車には向きませ

ませんね｡それとも跨いで立ってたか

ない｡ただ､それによって､私の命が

果になったというだけのことかもしれ

と､中隊長も私の顔を見つめた｡

｢そうやがな｣

うことになりますが｣

私はぞっとした｡

｢水田が多いさかいに戦車隊は参加せ
んらしいわ｣

中隊長は昨被歩いてきた方をふりか
えりながら去った｡

｢そんなことやろと思うてました｡梅

んね｣
な｣

渓河をわたったり､岳藤山をよじ登っ

｢砲兵も来んし戦車もけえへん｡大抵

｢危いとこやった｡後ろから来た部隊

いつの間にか敵は目の前の丘からは

は当然前衛はあの道を通ったと思うて

助かったということだけは確かなので

航空隊もげえへんやろ｣

ある｡

た道を大隊長は間違うてると云うて来

｢それにしてもへ何故あんな分りきっ

びせていった｡

舐めるように飛びながら機銃掃射を浴

が五機ばかり現れて日本軍陣地の上を

た｡おまけにアメ‑カ軍の戦闘機まで

午後になってまた砲馨は激し‑なっ

るさかいに平気で真ン中を歩いて来よ

撃に巻き添えを‑うのを恐れたのだろ

られたんでしょう｡副官が来られまし

ったんやろ｣

退いてしまったらし‑全然姿が見えな

う｡われわれが地面に伏せている間に

たが勿論大隊長の命令なんでしょう｡

くなっていた｡多分､岳麓山からの砲

例の石の橋を渡って梅決河から南の地

地雷の予感があったものだからわざと

砲撃は夕方の六時頓まで殆ど絶えま

｢忍に云わんならんことがあるねん｡

なったらしくお互いに物を去っても口

なく続いた｡炸裂音で鼓膜がおかしく

区に移動したものと思われる｡

しょうか｣

聞こえてこない｡炸裂音の方もだんだ

ばかりが動いているようで声は一向に

あんな風に去って迂回させられたので
｢俺にはよう分らんけど､鉢巻山でつ

ってな､うしろから来た部隊の兵隊が

かまえた捕虜が､あの道に地雷がある

鉢巻山から此処へ来る途中に地雷があ

五人ほど死んだそうや｣
｢はう｡どのあたりでしたか｣
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ぐそばで爆発してもブ‑キ缶を敲いた

ん聞こえに‑くなってきて､砲弾がす

膨しい数の空軍が近づきつつあるに違

る｡二十機や三十機ではない｡これは

なのだ｡それもかなりの多数と思われ
の大スペクタクルが今にも眼前に展開

山に雨のように爆弾が投下される世紀

って航空部隊を激励した｡痛恨の岳麓

ピタ‑と止んだのである｡日本軍陣地

絡ど絶え間なく続いていた砲繋が急に

そのとき奇妙な華が起った｡今まで

｢来たぞ､来たぞ､航空隊が来たぞ｡

である｡

が私の双眼鏡の中へ飛び込んできたの

の丸をつけた二百機の日本空軍の勇姿

と何と驚いたことに二伸戦隊､翼に日

く裏切られて航空隊は一個の爆弾も落

上部隊の将兵｡しかしその期待は空し

汗を握って岳鷺山の上空を見つめる地

って旋回をはじめた｡今か今かと手に

やがて荒鷲部隊は岳藤山の稜線にそ

すると思ったからだ｡

た｡

位の音にしか感応しなくなってしまっ

いない｡双眼鏡で北の空を見る｡する

に馴れていない耳はジーンと鳴りはじ

私は聴覚が異常をきたしてはいたが
ち肉眼でも見えるほどに接近し兵達は

た｡文字通り雲霞の如き機影はたちま

でいたが私たちの胸の中には寒々とし

口は暮れかかっていた｡砲撃はやん

わらわし部隊だ

である｡

さないでそっけな‑引返していったの

は突如不気味な静寂に包まれた｡静寂

めてかえって兵たちは不安そうに顔を

空気を震動させて伝わって‑る航空機
それを迎えて小躍りして喜んだ｡当時

私は､興奮しないではいられなかっ

陸の荒鷲が来たんだ/｣

の爆音を不思議に聞きとることが出来

形であった｡

空軍は荒鷲部隊と呼ばれて日本軍の花

見合わせた｡

た｡ゴッゴッゴッゴッとそれは大気を

故引き返したのだろう'こんなに地上

た風が吹きぬけていた｡荒鷲部隊は何

圧するかのような重量感で後方から次

爆音をとどろかせて日本軍陣地の上

山を下りて中隊のいるところへ行っ

第にしかも着実に近､̀つていくる｡

と涙でにじむほどに印象的であった｡

まで来たその輿の赤い日の丸がジーン

てみた｡中隊の兵たちはみなやつれた

部隊は苦戦しているというのに｡

私は思わず大声で叫んだ｡まだ機影

｢友軍機だ/｣

間違って爆撃されてはたまらないから

ろに無言のままですわっていた｡

は見えないが､アメ‑カ軍の飛行機な

いた私たちは何時間ぶりかに全身を伸

顔をして反対斜面の死角になったとこ

ばして陣地の上に突立ち力一杯手を振

｢第五航空軍はなぜ何もせずに帰った

あった｡

る｡朝から敵の砲繋下に身をすくめて

まさに日本軍の空冷式のエンジンの音

音がする筈だ｡いま聞こえてくるのは

いの人で私はゆっくり話をしたことも

あちこちに日章旗をひろげて目印にす

家に入ると砲馨の的になるので､大隊

なかったがあの年令では奥さんも子供

フワ‑ンフワーンという軽いプロペラ

長以下村はずれの牛小屋みたいな納屋
さんもあったことだろう｡私は心から

ら水冷式のエンジンを使っているので

の中に入っていた｡三谷副官が私を見
冥福を祈らないではいられなかった｡

揮して大奮闘である｡林軍医は有限右

軍医中尉へ岸川軍医少尉が衛生兵を指

小屋の奥の方に沢山負傷者がいて林

を死なしてしもうたなあ｣と皆で私の

尉だろうということになって｢ええ男

ているので誰か分らない｡多分篠田少

まじっていたというのだ｡顔がつぶれ

私と同じ革脚艦をつけた将校の遺体が

いう｡沢山運びこまれた戦死者の中に

と幽霊でも見るような表情になって

のである｡担架で運ばれていった中村

その地雷の破片で右目右腕を負傷した

の前で三人が戦死した｡そして軍医も

た第二機関銃中隊の兵が地雷を踏み目

って止血を終った直後に､前進してき

まらず軍医を呼んだ｡林軍医が出てい

衛生兵が手当してもどうしても血が止

等兵が負傷したが (右肩貫通銃創)､

また聖域被の入口で第五中隊の中村一

軍曹以下九名も戦死したそうである｡

弾の直撃にあわれたもので同時に別所

歩兵砲の観測隊長として奮戦中に敵砲

林軍医の話をつづけると川口少尉は

け撃ったら雨になっても不思議ではな

降ると昔から云われているが､あれだ

雨が降ってきた｡大砲を繋つと雨が

ってますよ｣

隊は荒鷲やないワラワンや云うておこ

れが遅う来すぎたとは何事ですか｡兵

は十分間で飛んで‑るんでしょう｡そ

卜月かかって歩いてきたところを奴ら

｢馬鹿にしていますね｡われわれが一

あさもう一ペん来るそうや｣

よう見えなんだという返事や｡明日の

たらな､遇う来すぎて敵陣地の様子が

｢師団司令部から無線で漢口へ連絡し

私は副官にたずねた｡

んですか｣

大隊本部へ行ってみた｡望城坂の民

て､

腕をやられて丹下左膳みたいになって

一等兵はその時は地雷の破片にあたら

｢うへえ､君､生きてたんか｣

いたが自分は休息するひまもないらし

ずにすんだが後に敵砲弾の直馨をうけ

それにしても､また砲声がしはじめ

どうも私には信じられない｡岳麓山か

た｡日本車の重砲だという者もいる｡

なお林軍医は無理をして負傷者の治

死を惜しんでいたのだという｡

く大声で衛生兵に指示を与えながら治

て彼も戦死したそうである｡

こえない｡しかし日本軍陣地に少しも

ら馨ってくる砲声と同じようにしか聞

林軍医にきくと'餓死した､私と同

いと思う｡

癒に専念している｡

て遂に野戦病院に入院､部隊に復帰す

療に専念していたが自分の傷が悪化し

砲弾が落下しないところをみれば本当

じ革脚群をつけていた将校というのは

るまで一カ月半もかかるという重傷で

歩兵砲中隊の川口清志少尉であった｡

作戦直前に召集で来られた四十才‑ら
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に山崎清次少将がひきいるという日本

箪重砲が到着したのかもしれない｡

喧嘩する巨獣､岳麓山

がどれだけはしかったか分らないが唾

をぬって我慢した｡ところが不思議な
ことにそれで血がとまってしまった｡

傷のほうが気をきかせて‑れたという
痛みの方も楽になった｡

感じである｡紐で腕を首から吊るすと

た｡然しまたもや陸の荒鷲は一発の爆

隊が飛来してきたのは六時単項であっ
も晴れあがって爆撃を遮るものは何も

地であることを明示する｡さあもう霧

地上部隊は日章旗をひろげて日本軍陣

午前十時､第五航空軍三たび飛来｡

弾も投下せずに煽っていった｡当方か
その稜線に沿って低空を飛ぶ偵察機｡

ない筈だ｡沈黙してしまった岳麓山｡

び唸りはじめた｡第五航空軍の二箇戦

らの無線竃信に答えて､｢岳麗山には

敵'卑劣な戦法
再び中隊のいる崖の下まで戻る｡兵
まだ朝霧が垂れこめていて目標が確認
となった｡決定的瞬間が刻々と迫って

爆撃機は速度を落とし'何列かの縦隊

うに肩をよせあって眠っている｡

出来なかった｣という返車が来たそう
くる､と思ったのはまたしても地上部

は雨にうたれながら砲声におびえたよ

｢えらい負け方や｡もうこんだけ負か

いうのである｡ワラワンの声さかんに

である｡つまり今度は早‑来すぎたと

私が聞いているとも知らず伍長勤務

されたらしまいや｣

隊の希望的観測にすぎなかった｡彼ら

うたわれている｢必勝の信念｣が脆‑

いたのは始めてである｡作戦要務令に

る｡日本兵がこんな掲音を吐‑のを聞

生兵/｣と叫ぼうとしたが手や足がと

と服が破れて血が吹き出ている｡｢衛

瞬間左腕上勝に激痛をおぼえた｡見る

る｡私もすぐ横の谷に敵弾が炸裂した

砲弾雨飛｡遂に小隊にも負傷者が出

染めて苦痛に耐えているときに航空隊

また政をひいた兵士たちが地上を血に

かわった｡傷ついた腕を三角巾で吊り

の空へと消えていったのである｡

れわれの上を飛ぶのをはばかる如く北

は今度も逃げるように遠‑迂回してわ

起る｡

も壊滅しようとしているのである｡何

んだ者が多いという現状でこんな擦り

の五年兵の兵長が隣の者と話をしてい

くそ､と自分に云いきかせながら陣地
傷で騒ぎ立ててはみっともないという

いた｡その空気を震わせて岳麓山は帝

翌朝へ雨はあがって空は青く澄んで

くになると前日同様敵の砲撃が閑散に

気がして思いとどまる｡一滴の赤チン

とも吹きとばされはりました｣

の行動はあまりにもお粗末すぎはしな

ワラワン部隊への嘲笑は遂に怒りに

に上って壕の中で浅い眠りに入った｡

いか｡一体本気で戦きをしているつも
なってきた｡

約二十分ののち椿部隊と第五航空軍
｢篠田少尉殿､中隊長殿の命令であり

中隊長の伝令が陣地へ上ってきた｡

大きな爆発音がしたはずだが砲弾の炸

ものが敷いてあったところだ｡かなり

私にはすぐ分った｡あの瓦のような

りなのか｡

との間に次のような無電のやりとりが

った｡伝令が帰ったあと私は一人で考

裂音にまざれてか私たちは気づかなか

えていた｡この二日間に私は何度命が

ます｡今夜二十一時大隊は梅渓河を渡

小隊は中隊の第一線になってくれとの

あった｡これは命令受領者の松田兵長

何故に岳麓山陣地を攻撃されざり

河して高麗山攻撃を開始します｡第一

間

助かったことだろう｡鉢巻山を出発し
て､正しい進路を誤っていると奇妙な

たあと､副官がわざわざ追っかけてき

ことを去って引返させていなかったら

を踏んだかもしれないのだ｡それから

私は数分のちに､否､数秒のちに地雷

まっすぐ進んでいたらひとたまりもな

堅城坂の入口で左へ折れたこと｡もし

｢堅城坂の東側に池がありましたでし

て雑談をはじめた｡

け上った山だけに偶然敵がいなかった

のようなものを敷いた場所｡また､駈

がいない｡そしてあの池の堤の上の瓦

く敵トーチカの餌食にされていたにち

ょう｡あの堤防の上でさっき地雷が爆

こと｡朝食をとろうとした家が陣地へ

伝令はちょっと安堵した様子になっ

人間の運命と死

と云った｡

｢承知したと中隊長殿に伝えて‑れ｣

して'

私はまたかと思った｡しかし考え直

ことであります｣

からきいた情報である｡

信じられず｡昨日来岳繍山からわ

岳麓山上には既に敵影なし｡

しや｡

間

岳鰭山上には到るところ日章旗ひ

が陣地への砲撃しきりなり｡

答

答

その返答は私達を驚愕させた｡敵は

ろげられありて我を歓迎す｡

何枚もの日章旗を予め用意していて恰
も日本軍陣地の如くに見せかけ我が航

にも未だ例をみないところである｡い

いやり方だ｡そんな戦法は古今の歴史

発したんです｡乗馬小隊の将校の人が

か私自身が気付かずに見えざる力で護

上った直後に爆破されたこと｡そのほ

空隊の爆撃をまぬがれたのである｡汚

かに戦争とはいえ自ずから人間性に塞

してね､池のかどのところを此方へま

あの堤防の上を連絡か何かで来られま

んだんです｡物凄かったです｡馬もろ

がられたと思った瞬間､馬が地雷を踏

とだろう｡いや数限りな‑などという

られていたことが数限りなくあったこ

昼になったが飯をた‑ことは出来な

いたルールがある筈だ｡

なるからだ｡ただ有難いことに正午近

かった｡炊煙をあげると砲壁の目標に
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表現は間違っている､四六時中､絶え
私たちは山を下りて反対斜面に身を

斉にこの陣地に集中したのである｡地

いことには､その垣後'敵の砲火が一

して黒煙のために太陽が一時視界から

震の如‑落雷の如‑､まさに泰山鳴動

伏せた｡山砲の一門が引きあげられて
いく｡

ず護られつづけていたような気がする
のである｡

消えた｡やがて硝煙が薄れていくと目

れた砲車のかけらが転がっていた｡将

さあ､お望みの

｢我々が来た以上はもう大丈夫だ｡何

校も兵もみな戦死していた｡ここまで

処を馨ってほしい?

勿論私は厳粛な運命に甘えてはいけ

将校が私の小隊の山中兵長に去って

ないと思う｡多くの戦友が死んでいる

いる｡遅れてきたにしては馬鹿に鼻息

の前に‑の字に曲げられた砲身と千切

る告がない｡しかしまた'絶対に､こ

ことなく潰れたのである｡

砲を運んできた労苦は殆ど報いられる

ものを馨ってやるぞ｣

の厳蔚な運命に対して不遜であっても
｢うん､あのへんの松は色が赤い｡枯

が荒い｡

のである｡私だけに護られる資格のあ

ならないと思うのである｡人間の怨態

壮烈な最期とか名誉の戦死とかいう

選手と何ら変るところな‑フィールド

れているのだ｡監視蛸の位置をかくす

から姿を消すのである｡人の死を冷や

った｡戦死者は野球でアウトになった

誰に聞かせるためか知らないがよ‑

かに正視するこの態度は'戦後三十年

粉飾は戦場にははじめから存在しなか

口のまわる人だ｡目標と距離を示して

物質文明の中に生れ育ってきた人達の

ために立てかけたものと判断する｡あ

や祈りを超越した力にあ‑までも敬虔
でありたい｡

陣地の後方に何か歓声のようなもの
の師団山砲がやっと到着したのであっ

早‑馨てばよいのにと思う｡然し苦し
目には悪魔のそれとしか映らないであ

のド真ん中へ一発お見舞いするか｣

た｡到着したといっても二門だけだが

い行軍のあと疲労困悠しているにも拘

ろう｡然し､人間の精神はこのような

があがるのがさこえた｡振り返ると例

が分解して運んで‑る｡

敵の目をさけるためか馬を使わずに兵

らず休憩もせずにすぐ射撃にとりかか

しばらくしてその山砲隊の伝令が私
る熱意には心をうたれた｡

号令一下､岳麓山の頂上に初めて日
目覚めるものをもっている｡物質文明

窮極の地に立たされた瞬間､はじめて

｢隊長殿がこの陣地を譲って‑れと去
本軍の砲煙がパッと上った｡ところが

態度というものを教えられるような気

では得られない､運命に対する敬虔な

のところへやって来て去った｡

っていられます｡目標を的確に撃つ必

らった時よりも砲煙が一まわりも二ま

がする｡それは東洋の哲学の前提とな

期待に反して四日前の演習で見せても

わりも小さ‑思われた｡そして更に悪

要がありますので一番良い陣地を優先

す｣

させた｡この間慮は恐ら‑どの陣地の

そんな白布を多数調達しようとしても

フンドンを使わない｡だから敵が急に

無理なのだが､戦争ではどんな時でも

指揮官もしたことと思う｡(中国人は

いで陣地を下りていった｡幅三十糎長

私が云うと松田兵長も笑いながら飼

さ一米の白布のことである｡よ‑考え

企図は厳重に秘匿しておかないと思わ

｢なるほど｡フンドシだね｣

官ハ一兵二至ルマデ徹底シオクベン

的に使わせていただきたいのでありま

るものではないかと私はひそかに思っ
ているのである｡

たものだ｡これだったら如何に敵の砲

ぬ不利を蒙ることがあるのた｡)

請願'四たび飛来
十二時半頃(六月十六日)､中隊の
分隊長を集めて指示する｡

輩下にあっても調達は容易である｡各

｢習慣になっているからうっかり日章

として近づきつつあった｡そして､運

な､溺れてしまいそうな苦しい静寂で

士たちも､湖水の底に沈められたよう

本軍陣地を包みはじめた｡空も山も兵

に散発となり､例の不気味な静寂が日

命を予告するように､敵の砲馨は次第

｡つておかないと危いL

旗だけを拡げる奴がいるぞ｡喧しく去

このようにして正念場の二時は刻々

がってきた｡

命令受領者である松田兵長が陣地へあ
｢重要な命令がありますのでお知らせ
に参りました｣

いつもは大隊本部から帰ってさても

私は標識が正しく置

かれているかどうかを調べるために陣

Lばら‑してへ

山兵長が特に小隊長のところまでやっ

地のすみずみまで見て廻った｡各分隊

中隊長だけにしか命令を報告しない松

みあげる｡

てきたのである｡通信紙をひろげて読

時岳麓山ノ敵陣地爆馨ノタメ飛来ス

の念が立派に表明されているのを見て

らされたさなかにも国旗に対する尊敬

ドンはみな真新し‑､生命の危険にさ

時を指していた｡

ある｡時計を見ると針は正しく午後二

空軍二百機の空冷式エンジンの爆音で

のように､遠雷を思わせる爆音が後方

一'各中隊ハ日本軍陣地ナルコトヲ明

襟を止す思いであった｡しかし岳麓山

ある｡やがて､その静寂を確かめるか

示スルタメ､少クトモ一簡分隊ニッ

双眼鏡で北方の牢を探す｡一機､二

て整然とおかれている｡さすがにフン

長の位置に'日章旗はフンドンと並べ

キ一ヶ所､日章旗ノ右横に幅三十糎

の上から望遠鏡で敵がこの新しい標識

影はまたた‑うちに数十機となって黒

機､とレンズの中に飛びこんできた機

｢第五航空箪ノ二箇戦隊ハ本日十四

長サ一米ノ白布ヲ置クベン

いだろうか｡私はふとそんな気がして

を見ているとしたら何か感づきはしな

‑視界をうずめつ‑した｡やがて轟々

の空からつたわってきた｡わが第五航

隊ヲ敵卜者倣シテ爆馨スルヲモッテ

標識を岳麓山から見えない斜面に移動

一､友軍機ハ日章旗ノ‑ヲ拡ゲアル部

対空標識ヲ誤ルコトナキヨウ各指揮
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と天地を圧する爆音と共に編隊は私た
い胸腔で機首を再び上に返した｡うし

るとバ‑バ‑ツと銃馨を加えて､あわ

馨だと明らかに危険は伴うけれども命

常に微妙になって‑る｡然し急降下爆

らないから爆弾投下のタイ､､､ングが非

中は絶対に確実である｡航空部隊は敢

や山頂に激突するかと見えた瞬間､鋭

ろの爆撃機に爆弾の投下目標を示した

のである｡攻撃清福が旺盛であったこ

て危険を冒してこの攻撃方法をとった

ちの陣地の西方に進出してきた｡どの

のである｡爆肇磯は､丁度その目標の

陣地からも､じっと唇をかみしめた日

真上に来るまで糸を引いたように同じ

本兵の目が､無言でそれを見守ってい
って手を振ったりする者はいなかった

る｡もう始めの時のように､躍り上が

好のチャンスででもあっただろう｡ま

にして荒鷲の本領を発揮してみせる絶

とは勿論であるが､蓋し歩兵部隊を前

高度を維持して水平に進んだ｡
石のようにへまっすぐ目標めがけて急
して再三にわたるエラーの後である｡

火山の様相を呈しはじめた｡もう爆弾

が深々と天高‑立上り宛ら怒り狂う噴

岳鱒山上には五ヶ所にわたって黒煙

降下した｡墜落かと疑うほどの思いき

そして目標の真上まで来ると､突然

が､今度こそ､という期待が祈るよう
なまなざしとなって､静かに翼に日の

丸をつけた空軍の姿を見守りつづけて
いた｡

だけが投下され､機体は鮮やかに身を

標にぶつかりそうになったときへ爆弾

った急降下である｡そして､まさに目

り､隼(はやぶさ)､飛燕(ひえん)､

浩8‑十､十
◆‑

詰.

騒蟻､.‡' ‑,. a. ,､.二. .‥蘭,冒:綴感電第°.〝調‑｡ 器一､.,:顔.L'.怒懇霧諒闇..騒. .,鸞繋類瀦1.,. "̲

‑28‑

空軍はいつのまにか数列の縦隊とな
疾風(はやて)などの戦闘機がスピー
度も新しい爆発が起りそのたびに真赤

投下は終っているのに黒煙の中から何

な火炎が噴出した｡多分弾薬庫が燃え

ひるがえして飛び去っていた｡それは

った｡空を引裂‑ように稜線から黒煙

で帰っていった｡銀色の翼と赤い日の

私たちの陣地の上を､ゆっ‑りと低空

爆撃を終った第五航空軍は､今度は

ているのだろう｡

て同じ動作を繰り返した｡他の縦隊も

たちは総立ちになり夢中で手を振り日

通っていく｡感激した地上部隊の将兵

丸が手を伸ばせば届‑ようなところを

上空を飛びながら爆弾を投下するの

爆弾を投下していった｡

また別の攻馨目標に向って同じ方法で

った｡二番機が三番機がそれにつづい

が噴き出し真昼の空に赤い火柱が立上

稜線すれすれに､燕のような早業であ

ドを増して先頭に出ていった｡戦後の
今日もなお､プラモデルや‑モコン模

型機にその花やかなイメージをとどめ
る｡しばらく間をおいて爆馨機があと

ている､世界に誇る日本の滞鋭機であ

につづ‑｡

遂に彼らは岳藤山の上空にさしかか

そめた岳藤山要塞｡翼に日の丸をえが
いるそのスピードを考慮しなければな

では､高度と風向きと爆撃機が飛んで

った｡かなりの高度である｡鳴りをひ

いた日本空軍｡先頭の戦闘機が機首を

録.

章族を振ってみせた｡誰もが二日にわ

下げた｡さっと斜めに敵陣地に突入す
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岳藤山

I.鷲

ていながらも｢有難う､有難う｣と絶

の二日間であった｡聞こえないと分っ

を失い部下を失い自らも傷ついた地獄

たる苦戦を反舞していた｡多数の戦友

らにレラックスしていたわけではない

四十時間ぶりに味わう平穏の中で､徒

び込んでいった｡私たちは'しかし､

し‑､砲弾は途方もない水田の中へ飛

は､たまに撃っても盲繋ちしているら

藤山夜襲の準備に忙しかった｡

る梅渓河の敵前渡河とそれにつづ‑忠

ろであったが'その夜九時に迫ってい

のである｡出来たら一眠りしたいとこ

空軍は岳麓山を爆韓して巨砲の威力

第七中隊は石の橋へ

松下中隊長は首からつった私の左腕

｢あっ､篠田君､君やられたんか｣

仲森曹長が集合していた｡

既に第二小隊長西川准尉へ第三小隊長

い崖の下である｡中隊長のところには

行く手を阻む梅漠河

叫する者もいた｡航空機はそれに答え
るように左右の翼を交互に振りながら

に対して感謝の気特をあらわしたもの

帰っていった｡彼らも地上部隊の労苦

と思われる｡翼を振るのは平素なら地
上部隊の連絡に対して承知したという
合図なのである｡

爆音は次第に北の空に遠ざかりやが

を消滅してくれたけれども中国兵その

て機影も見えな‑なった｡それ以後は

私たちの戦線にあれだけの数の空軍が
ものを消滅したわけではない｡機関銃
を見て大声を出した｡

当時日本には殆ど航空機が残っていな

姿を見せることは遂になかった｡終戦

｢そんなことないやろ｣

｢いや､大したことはないんです｣

｢砲弾のかけらがかすっただけです｡

っていて､われらの行手から繋ち下ろ

かすりきずです｣

や小銃をもった敵兵は堅固な陣地に伶
してくるのに違いなかった｡その夜は

かったことを考えると'あの二百機の

山岳地帯での手棉弾戦や白兵戦も覚悟

｢そやけど片手で突馨は出来んぞ｡西

うちの大部分が､のちに沖縄その他南

加したものと思われるのである｡

方の海上で自爆したか特別攻繋隊に参

しなければならなかった｡

わけではないだろうが'監視所を破壊

殆ど無力化した｡砲が全部破壊された
置へおりていった｡聖域坂の部落に近

た｡私は中隊長に呼ばれて指揮班の位

あたりにはすでに夕闇がせまってい

えた｡大隊長山口少佐は第七中隊に､

｢いやへ 行けます｡肝心の岳麓山に入

てくれ｣

川准尉､今夜は第二小隊が第一線に出

されて目標を指示するすべを失った敵

めるその直前に､敵に気付かれぬよう

荒鷲部隊が去ったあと'敵の重砲は

るんじゃありませんか｡今頃になって

二十一時を期してその無名高地 (地図
のように呼ぶ) に進出せよと命じたの

上に名称が記載されていない要点をこ

である｡第七中隊長山崎喜一中尉 (幹

に､闇の中で手際よくかけなければな
すさまじい砲撃のさなかを､全身頭の

らない｡工兵小隊長は昼の間に､あの

私は本気で抗議したが中隊長は認め

先から足の先まで草や木の枝で蔽った

の前までは大隊副官をつとめていた人

部候補生四期｡現役志願) は常徳作戦

で生粋の軍人気質の持主であった｡

よしかず

のち､架橋が比較的容易に出来そうな

第一線をゆずるのは嫌ですよ｣

てくれなかった｡

それから中隊長は地図をひろげてそ

地点を探し出してきたのであった｡

その夜の大隊の第一線は第六中隊が

栴渓河には一つの石橋がかかってい

の夜の攻撃計画を説明しはじめた｡

る｡ほかに橋というものはない｡敵は

いよいよ日が暮れてきた｡敵がこち

渡河点で待機

しかし､日本軍が石橋を通過せぬと
らの行動を観察出来な‑なるのを待っ

の土肥正雄中尉である｡

備をいているにちがいない｡大隊長山

分ると､敵は当然他の方面の警戒に全

て私たちは第七中隊に別れを告げると

命じられた｡中隊長は幹部候補生正朔

口少佐は敵のうらをかいてその石橋は

力を注ぐことであろう｡とすると､工

日本軍がその石橋を通過して‑ると予

渡らず､遥か上流の一地点で夜陰にま

兵隊の架橋作業が発見される可能性が

想して､対岸の高地から完壁な射繋準

ざれて渡河しようと決心していた｡梅

の細い道をとおって渡河点に向う｡月
の出はおそいらしく､忽ちあたりは夜

そっと陣地をはなれた｡丘陵のあいだ

のとばりに掩われてしまった｡先ず第

要になって‑る｡敵の判断を誤らせる
ためにへ

十分にある｡こんなとき陽動作戦が必

の注意をその方にひきつける作戦であ

‑らいの小さい川で､川幅はよくあっ

いて渡れるしろものではない｡

て三十米ばかりと思われたが､勿論歩

中隊､第五中隊､第八中隊の順でそれ

六中隊が進み､大隊本部､第二機関銃

渓河は大阪の北方を流れている神崎川

大隊長は配属の工兵隊長に命じて､

せるか､或いは実際には通過させない

る｡大隊長は一箇中隊に石橋を通過さ

けておいたのでは敵に企図を見破られ

を渡すのである｡勿論昼間から橋をか

了させていた｡急造の橋をかけて歩兵

すでに昼のあいだに撤退したように見

ぐ手前に高地がある｡そこにいた敵は

動を起させようと決心した｡石橋のす

までも､恰もまさに通過するが如き行

も介抱のために後に残ることは許さな

い｡敵情が緊迫しているから戦友と灘

｢負傷しても衛生兵を呼んではならな

はつづ‑｡口をきく者は誰もいない｡

ことさらに別の行動に出て敵

昼の間に､すでに架橋地点の偵察を完

てしまう｡二十一時に歩兵が渡りはじ

‑30‑
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い｣出発のときに中隊長が去った言葉
かし戸板だったらまず水中に抗を打っ

ったような集中射馨である｡第七中隊

はない｡石橋の手前の､例の無名高地

しく射撃をする筈がない｡撃っている

が撃たれている｡攻薬草があんなに激

の方向である｡重機関銃をまじえた狂

工兵隊が通ったあと､あたりは再び

てその上に橋桁をわたすのだからかな

静かになって前進の命令が伝えられて
のは敵に遵いないのだ｡しかも敵がい

り工事は困難になると思われた｡

‑るのを誰もが観念したようにじっと

ないとされていた無名高地に於てであ

ということなのだ｡渡河する順序は先

にばらばらになって､さらに小隊や分

頭でな‑ても､向う岸につけば中隊毎

待っていた｡私は正直去ってあまり気

が誰の心にも重‑沈んでいた｡決死隊

進入しなければならない｡頂上までに

隊に分れて複雑な岳麓山の地形の中へ

時のようなファイトがどうしても湧い

只事ではない｡夜間とはいえ'あれだ

も何分も､止まるところな‑続いた｡

息つぐひまもない集中射馨が'何分

る｡

先頭が渡河点に誉いたらし‑前進が
てこない｡対岸の地形も分らないとこ

けの銃弾を受けて一箇中隊が耐えぬ‑

がすすまなかった｡鉢巻山を攻撃した

とまった｡橋がかかるまで細い道の上
てはなれなかった｡禁じられていたか

ろを敵前渡河する不安感が全身を掩っ

は無数の敵陣地が待構えているのだ｡

｢工兵隊が通るから道路脇によって通

に腰を下ろして待機する｡

ことが出来るだろうか｡誰もが闇の中

作業が手間どっているのだろうか｡

らではあるが全員が無言である｡

うしろから逓伝が来た｡おやっと一

二時間以上そのようにして過ぎていっ

にひろがってきた｡不気味な静寂であ

となり､そして遂に静寂が再び闇の中

をあけよ｣

瞬変が気がした｡工兵隊はてっきり先

の不安感をますますつのらせていくの

た｡そしてあたり一面の闇と静寂がそ

斜面に背嚢をもたせかけていると工兵

少し長すぎはしないか｡二十一時に渡

であった｡作業が手間どるといっても

不可解な逓伝がその不気味さを裏付

｢工兵隊が通るから道をあけよ｣

やがて夕立がやむように銃声は単発

で第七中隊の運命を気遣っていた｡

いる頃だと思っていたからだ｡丘陵の

頭にいてもう架橋作業にとりかかって

隊が足音をしのばせてやってきた｡空

に二十三時をまわっているのである｡

河する予定なのに夜光時計の針はすで

そのとき｡

った｡

をバックにして見上げると黒い大きい

･､̲一一/以下lO名
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ものを幾つも担いでいる｡折畳み鉄舟

＼/rli巾少尉

けるかのように前方から風のように流

｢何だろう?｣

･.ー6冊t=,夜の極主力艦経帥一一,.:‑‑‑‑'一､′離籍擬死

れてきた｡

寺見小隊

そのとき悲劇が起ったのだ｡突如､

窒7中濃系. ヽ ↑ 1 ‑i I I ､I I 総鯵,'ノ,,,,,,'' l I ､､､ l ヽI I I I I I I ､..I I l I lヽ 謀輔強練駿第7中隊繍隊観殿)

だろうか｡戸板だろうか｡折畳み鉄舟

..a‑‑,B.a̲B鵬≡/＼繚

い｡実に激しい｡前方の渡河点からで

苧字ヽ

闇を貫いて激しい銃声が起った｡激し

位

で結び合わせてその上を渡るのだ｡し

/､轟yZ岳‑

だったら岸で組み立てて川に浮かべ鎖

宙

そして私たちがつ‑った狭い空間を工

思わずささやく声があちこちに起り
ってきた｡そんな風にして兵から兵へ

第七中隊は全滅したという噂がひろが

壕の中で墓室を仰いでいるところへ

ばかりである｡

地は今はひっそりと静まり返っている

ていた｡第七中隊だ｡しかし主なき陣

は､昼のあいだ'寺見少尉の顔が見え

つ聞こえては来なかった｡隣の陣地に

そして岳麓山も､森閑として風の音一

兵隊が二時間前と同じように黒い大き
とどこからともな‑伝わって‑る情報

え覚えるのであった｡

いものを担いで戻っていった｡工兵隊
は大抵あたっていることが多かった｡

｢どうしたのだろう?｣

に問いかける者もいたが工兵隊は二言
後に角のようにのぼるのを見ながら､

細い上弦の月が'立哨している兵の背

だのだろうか｡第七中隊にはまた半島

死を思った｡その人たちは本当に死ん

から聞いてきたばかりの第七中隊の昨

陣地へあがってきた｡中隊長は大隊長

焦燥の一夜が明けて､松下中隊長が

その夜は一睡もしなかった｡

第七中隊の戦闘

も口をさかず黙々と影のように去って

(現在の韓国或いは北朝鮮)出身の特

あちらこちらから静かな霞息がきこえ

おかしいな､そんなところに日本軍が

れILと大声で叫ぶ者がいたという｡

き前方の闇の中から｢七中隊左へまわ

第七中隊が目的の高地に到馨したと

夜の戦闘ぶりを話して‑れた｡

てくる｡しかし私は眠ることが出来な

小隊の兵は壕の中で眠りはじめた｡

る｡

別志願兵武山畑夏上等兵もいるのであ

私は山崎吉一中隊長や寺見豊少尉の生

いった｡何か予期しないことが起った
のに逮いなかった｡

十分ばかりすると中隊長の伝令が私
のところへ来て小声で告げた｡

｢引揚げです｡第一小隊はもとの陣地
へ戻って下さい｣
｢どうしたんだ?｣

私はたずねた｡
｢分りません｣

伝令は第三小隊の方へ小走りに急い

かった｡どんな作戦の馳擬があったの
いつつも､一箇小隊が左の方へ迂回し

いる筈はないのだがと誰もが不審に思

でいった｡

その後どんな行動を起しているのだろ
ていった｡すると､突然､真正面から

だろう｡そして､無名高地にいた敵は

重機関銃が火を噴いた｡まともに銃弾

何も知らされなかった｡そして私た

いのだろうか｡

う｡この陣地を製薬してくる公算はな

ちは､もう帰ってこないつもりで二時

い戻ってきたのである｡悪戦苦闘した

間前にあとにしたその陣地に､また舞

れた｡敵の重火器は更に数ヶ所から闇

を浴びてバタバタと兵は将棋倒しに倒

長が､中隊長に攻撃を見合わせられて

私は陣地の前端まで行って韓をこら
した｡しかし､無名高地も梅渓河も､

はと意見具申したという｡そのとき山

陣地であったが､二日間しがみついて

きたその小山にはほのかな親しみをさ

上終了したのである｡

山攻馨に於ける第二大隊の任務は事実

梅渓河は前日と同じようにキラキラ

いきったというのだ｡

崎中尉は｢命令だから攻馨する｣と云

を見透すような正確さで撃ってきた｡

私は明けそめてい‑岳鷺山の山肌を

高地は忽ち修耀場と化し､敵は信じら

れないことであったが幾度も日本語を

の上に戻っていった｡

ながめていたが'また思いは第七中隊

と空をうつして光っていた｡石の橋は

突入すると､必ず五両から側面から銃

山崎中隊は本当にあの高地を攻撃す

き起したとはとても思えない孤独な姿

数百の敵が夜の間に通過して惨劇を惹

使って攻馨してきた｡一群の敵の中に

弾は闇の中を至近距離で飛んできた｡

撃を敵にさとらせぬために犠牲となっ

る必要があったのだろうか｡主力の攻

をボツンと丘陵の間からのぞかせてい

つも､圧倒的に優勢は敵と血まみれに

て仕掛ける悲壮な攻馨､これは陽動作

三つの小隊は､はなればなれになりつ

なって奮戦した｡突韓に次ぐ突馨､そ

第七中隊が悲壮な最期を遂げた無名

る｡

そうであるように､激戦の跡と思われ

高地も見わたせたが､全ての古戦場が

法にも説いているところである｡しか

しこの場合､大隊長はその高地に敵が

るものは双眼鏡でい‑らのぞいてもも

戦の中でも特に助攻作戦とよばれて兵

いないと判断していた'そこに錯誤が

う認められなかった｡そこには平凡な

して白兵戦'戦死者は続出したが､し

なかった｡生き残ったのは三谷兵長以

あったのではなかろうか｡また､昼間

丘があるのみである｡このようにして

かばねを乗り越え乗り越え､第七中隊

下わずかに七人であったが､この七人

見て敵がいなかったとしても､日没後

戦いの悲惨さは忘れられていくのであ

の将兵は文字通り高地を死守して譲ら

で最後まで高地を確保したのである｡

ことである｡

侵入して‑ることは極めてありがちな

松下中隊長は話し終えるとしばらく

本軍の背後へ迫ってくるのを防ぐため

攻作戦ではな‑て敵が石橋を渡って日

想像しうる唯一の慰みは､あれは助

‑涙がこみあげてきて目の前の岳麓山

まうに違いない｡そう思うと柄にもな

全ての日本人の心から忘れ去られてし

ている湘桂作戦そのものさえ､やがて

ろう｡この､自分達が命をかけて戦っ

うつろな目で岳競山の方を見ていた｡

｢第二大隊は今日から予備隊や｡第三

去った｡

の歯止めの布陣と解釈できなかったか

がうるんで見えた｡この時代に生れ合

それから立上るとひとりごとのように

大隊が第一線に出てきて､十時から岳

ということである｡山崎中尉もそう解

わせてきた青年たちのこれが宿命とい

釈していたかもしれない｡高地に､予

中隊長はそう去って陣地の前の方へ

期していなかった敵を発見した一分隊

焼山を攻繋するねん｣
出ていった｡六月十七日｡これで高麓
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うものだろうか｡

の中隊もどんどん石橋をわたり岳麓山

して占領したのであろう｡そして後続

の尾根や渓谷へと進撃していったもの
と思われる｡しかし懸崖による敵の抵

まで続いた｡

抗はすさまじく攻撃戦はその日の夜半

ると頭は再び冴えていった｡岳懲山前

夕刻になって私は目覚めた｡目覚め

壁の複雑な地形をぬって進展してい‑
戦闘の推移が､山腹に館する銃声や手

｢石の橋の向うに丘があるやろ｡その

なかった｡

岳麓山頂､想いは尽きず
第三大隊攻撃開始
こっちからも撃ちよるわ｡ゆうべ七

に察知されたからである｡

櫓弾の炸裂音によって､手にとるよう

丘から物凄う馨って来よる｡

ャン墜ち返しよる｡その下を‑ぐって

中隊がとった陣地から重機でジャンジ

私は壇の中で腰を下ろすと､急に眠
りたいという猛烈な欲望に襲われたし

折角の中隊長の実況放送もだんだん

と思う｡あの夜､二十一時に渡河点ま

第七中隊全滅前後の模様を分析したい

さて､ここでもう一度､十六日夜の

声が遠のいていってとうとう私は前後

歩兵が行きよるわ｣

た｡十四日の夜､鉢巻山を攻撃したと
ていないのである｡第二大隊が交替し

きから十七日の今日までほとんど眠っ

て予備隊になったときかされ､中隊長
不覚に眠ってしまった｡

馨については私は一行も書‑資格がな

読者には申し訳ないが第三大隊の攻
けるのに二時間とは長すぎはしないだ

架橋作業とはいえ僅か三十米の橋をか

ればならなかったのか｡如何に困難な

で進出しながらなぜ二時間も待たなけ

が陣地にいてくれると思った瞬間､緊

がってきたのだ｡

い｡生きて帰って三十年後の今日こん

張がほぐれてどっと波労が全身にひろ
｢おーい､篠田君へ一寸見に来いよ､

ていたあの状況の下に於てである｡無

ろうか｡まして､特に迅速を要求され

を経過した二十三時であるから'第七

名高地で銃声が起ったのは既に二時間

な戦争回怨録を書‑ことになると知っ

いてでも観戦したことと思う｡見なか

ていたら責任観念から険を指で押し開
ったことを見たようには書けないが､

第三大隊が右の橋を渡って攻馨しはじ

中隊長が呼んでいるのが遠‑できこ

やがて石橋の向うの丘も日本軍が突撃

めたぞ｣

えたが私は霧のようにしのびよって‑

｢架橋作業をしていた工兵小隊長が分

浦中尉は話してくれたのである｡

れはし‑じったぞ､資材が足りないよ

隊長を振り返って云うんだ｡おい､こ

｢そんな大隊はいらん!｣

渡河点反転の真相

ガチャンと受話器をおろした｡

中隊の全滅が原因であったとは考えら

る睡魔にはどうしても勝つことが出来

れない｡

また何故突然反転の命令が出たのだ
ろう｡第七中隊全滅の報をきいて大隊

そんな生易しいものではない筈だ｡岳

長は気後れしたのだろうか｡戦争とは

何故大隊長はそこまで強硬に連隊長

な例をきいたことがない｡まして敵前

は異例中の異例である｡私は他にそん

米､然し入って渡れる水深ではない｡

彼らの前にひるがっていた｡わずか五

ったのだ｡嘲笑うように､黒い水面が

五米というところで資材が足らな‑な

その夜､運命はどこまでも中国軍に

の命令を拒否したのか｡帝国陸軍の厳

の作業を手伝っていた｡そして､あと

味方したのである｡杉浦小隊も工兵隊

ってね｣

隊はおろか一箇大隊が全滅しても取っ

藤山攻撃の最初の意気込みでは一箇中

正な軍紀の下で命令に背‑ということ

大隊副官三谷中尉が後に語ったとこ

における攻馨命令である｡陸軍刑法で

てみせるだけの気概があった筈だ｡
ろによると､大隊長はあの渡河点のと

は敵前に於ける命令違反は銃殺に処す

この五米の誤差のために､此処まで来

ころで､通信中隊が仮設した野戦電話

と決めている｡大隊長が軍法会議にか

べての努力は水泡に帰したのである｡

ていながら第二大隊の岳麓山攻馨のす

を使って連隊長に報告したという｡
｢第七中隊が全滅しました｡今夜の攻

ある｡

けられなかったのが不思議なくらいで

｢一箇中隊が欠けた‑らいで攻撃中止

月だったと思う｡その頃私たちは敵中

ことであった｡たしか昭和二十年の五

それから一年近‑もたったある日の

命の五米､これが第二大隊反転命令の

連隊長は勿論承知しなかった｡

撃は中止します｣

とは何事だ｡骨法手段をつ‑して攻繋

突破作戦という次の作戦に入っていた

候補生六期) と一緒になった｡あの夜

部落を通過するときに杉浦中尉

のであるが､たまたま広西省の小さな

法会議を覚悟の上で攻馨命令を拒否し

れたからだ｡部下の苦境を察して､軍

にして連隊長に攻撃中止を申し出てく

んだ｡大隊長が第七中隊の全滅を理由

しかし工兵小隊長は腹を切らずにす

｢出来ません｣

｢命令だ｡攻馨せよ｣

最初に渡河することになっていた第六

工兵小隊長は悲痛な声で云った｡宿

｢俺は腹を切らねば｣

｢出来ません｣

せよ｣

真相であったと思われる｡

押し問答が続いた｡敵前である｡両

中隊の第一小隊長である｡その時､杉

(幹部

後に連隊長は怒鳴りつけた｡

者のあいだに苛立ちが見えてきて､最

36

‑37‑

台に見るような絢爛とした古えの武将

た山口少佐の貫録は､恰も歌舞伎の舞
れていた｡屋根のように網を張り上に

の､日本軍から見えない場所に据えら

数十門のそれら重砲はことこと‑谷間

る｡しかし､此処に'大陸を縦貫する

既に幾多の日本兵の骨が埋められてい

ように思われた｡この湖南の平野には

てどこまでも続き遂に天に注いでいる

の風格を偲ばせてなお余りがある｡

りて石の橋を渡り常態山へ登っていっ

私たちは四日間世話になった陣地を下

山は完全に日本軍の手に帰していた｡

を合わせるだけで砲弾を日本軍部隊の

与えられている上下左右の角度に砲身

となく､寓話で命令を受けると､予め

れていた｡砲手は画接日本軍を見るこ

無数の電話線が樹木の根をぬって敷か

から電話線で下達されていたらし‑､

ろう｡射撃命令はすべて頂上の監視蛸

を売り渡そうとする蒋介石を先ず討ち

の利益を護るためにアメ‑カに亜細亜

めの戦いであった｡そのためには己れ

た｡白人の亜細亜支配の野望を砕‑た

が完遂される日のことを私たちは夢み

ガポールに遷して､いつか大東亜戦争

う｡それが広西省､マレー半島､シン

カ ン レ ‑

鉄道が敷設される日も遠‑ないであろ

た｡軍靴の下でカツカツと音を立てる

‑航空機からも発見されなかったであ

蔓草を匂わせたそれらの陣地は､恐ら

遂に山頂に立つ

石の橋を渡る時は思わず胸が熟‑なる

のである｡

真申に正確に落下させることが出来た

六月十八日の夜が明けた時には岳麓

のを禁ずることが出来なかった｡正直
‑カ大陸侵略をやってのけた白色人種

滅ぼす必要があったのだ｡争ってアフ

に去って､生きてこの橋を渡れるのが

出来なくなり徒らに無用の鉄塊と化し

ためそれらの砲は命令を受けることが

まで彼らの植民地にされてたまるもの

に企てている｡われわれの亜細亜大陸

が阿片戦争以来亜細韻大陸侵略を執拗

山径は生い茂る松の幹の間をジグザ

た｡亜細亜を護り得るものは私たち日

か｡それが私たちの戦いの理念であっ

わが荒鷲部隊に監視所を爆破された

グになって頂上まで続き､その至ると
たのであった｡一升壇のような砲弾が

何よりも嬉しかったのである｡

ころに敵の射繁用掩体がつ‑られてい

わなかった｡

終

やり甲斐のある仕事だと圃‑信じて魔

心があった｡命をかけてやるだけの､

本軍をおいて他にないのだという自負

れていた｡壇径は十五糎あるという｡

随所に高く積み上げられたまま放置さ

頂上に立って北を振り返ると､湘江

一郎であったろう｡多‑の中隊は道の

が竜のような雄大な姿を湖南の平野に

た｡然しこの道を行った日本兵はど‑

困難な地形を克服しながら､山頂めざ

ない谷に分け入り尾根を越えて､更に

なかったが､湘江の水だけは沌洋とし

き

横たえていた｡地平線はかすんで見え

が

驚いたのは敵の遼砲の位置である｡

と

し死闘をつづけて進んだに違いない｡

め

歩兵第二百十六連隊は岳麓山攻略の功績で軍司令官から感状を受領した｡｢また負けたか八連隊｣の汚名を立派
に雪いだのである｡岳麓山陥落と同時に檜部隊が長沙を占領した｡それから約五十日後の八月八日(昭和十九年)

槍､嵐､広の三部隊の前に衡陽の中国軍が投降してきた｡衡陽には米空軍の大飛行場があり当時米軍機は日本本土
カ ン ン ー ぜ ん

を爆撃するときはこの飛行場から飛び立っていたので､同地が日本軍の手に帰したことは国民の生活を非常に明る
いものにしたのである｡そして九月三十日'椿部隊は常蜜を占領､部隊は更に前進して十月下旬には広西省の全に
歩兵第二百十六連隊の第二大隊は全の市街からかなり離れた山麓に半年ばかり駐留することになったが'ここで

進出した｡そして十一月十日には鯨部隊が主力となって桂林を､鏡､幸両部隊が柳州を占領するのである｡

である｡そして同年十二月の未､命をうけて急遽北京に向って単身出張することになった｡暗号教育のためであっ
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筆者は復興隊長という新しい任務を与えられた｡そのときのことは｢復興隊長奮闘記｣の中で稿を改めて書く予定
たが､束の間の平和な生活を味わい左下のような写真をうつす余裕もあった｡
北京へ行くときは岳州まで軍用トラックを何台も乗りついで苦心惨憺の末たどりついたのに､翌昭和二十年四月

再び前線へ戻るときには桂林まで既に鉄道が完成していて思い出多い戦場のあとを新幹線のように一路全まで突っ
走ることが出来た｡もっともレールも車軸も新幹線の比にあらず軽便鉄道の域を出ないものであったが､兎も角も
本文中にも書いたが､第七中隊が全滅した翌朝､私達が命をかけて戟

大陸縦貫鉄道の夢は一歩実現に近づいていたのであった｡
っているこの湘桂作戦さえやがて日本国民から忘れられるときがくるだ

ろうと､何故かふとやるせない気がしてきて不覚にも涙がこみあげてき

たことがあった｡しかし､私たちの行動が'次の世代の青年たちから倭
略ときめつけられる日が来ようとは夢にも考えてはいなかった｡それは

たとえ､日本を占領しに来た敵国の将軍によって巧妙緻密に計画され改
韻された学校教育の結果であったにせよ､戦場で日本をはじめ亜細亜氏
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族の平和を願って死んでいった人たちへの冒涜ではないだろうか｡もう一度第一頁の前の地図を見てはしい｡彼ら

私はこの華美を声高‑叫びたい｡しかしその声が政治的に､また思想的に利用されることを極度に恐れるもので

白色人種こそが亜細亜の侵略者だったのだ｡そして今なおその野望は平和に名を薙りて絞猫に進められつつある｡

ある｡民族の理想のためには､自分の貴い生命をさえ一瞬の火花と散らせて死んでいった人たちのいたことを忘れ

ないでほしい｡私の願いはただそれだけである｡敵国の将軍が､征服者の権力にまかせて作りあげた偽りの歴史の
されていることを､ただただ知ってほしいのである｡そのために私は戦争の回想を書きつづるのである｡
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背後に､レジャーも知らず恋愛も知らず膏春の情熱をひたすら民族の理想にかけた､君たちの前の世代の希求が隠
昭和五十年四月十九日
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