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聞き取り記録

嶋谷又三郎氏「学徒出陣」

［解説］

本稿は、京都帝国大学法学部在学中に海軍に入

隊し、インドネシアのマカッサルに赴任された経

験を持つ嶋谷又三郎氏に行った聞き取り調査の記

録である。

嶋谷氏の略歴は以下のとおり。

1922年 8月19日 大阪府堺市生まれ

1935年 4月

1940年 3月

1940年 4月

1942年 9月

1942年10月

堺市立堺商業学校入学

同上卒業

高知高等学校文科乙類入学

同上卒業

京都帝国大学法学部入学

1943年12月10日 海軍大竹海兵団入団

1944年 1月 第4期兵科予備学生として武

6月

山海兵団で士官基礎教育を受

ける

館山海軍砲術学校で対空戦闘

指揮官教育を受ける

12月25日 海軍予備少尉任官、即日召集、

セレベス島マカッサル第23特

別根拠地隊司令部勤務を命じ

られる
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1945年 1月初旬門司港からシンガポールヘ向

かう陸軍兵の輸送船団に便乗

1月25日 シンガポールから輸送機でマ

頃 カッサル到着

9月頃 武装解除

1946年 6月 和歌山県田辺港に到着、復員

9月 京都帝国大学法学部復学

1947年 3月 同上卒業

聞き取りは、 2014年8月22日、 9月29日、 10

月20日および11月24日の四回にわたり、東京都

大田区の嶋谷氏のご自宅で実施された。当日の聞

き取り及び録音、記録の文字起こし、註の作成は、

いずれも西山伸（京都大学大学文書館教授）が行っ

た。

なお、嶋谷氏は聞き取り実施以前から、自らの

軍隊時代について、原稿を作成されていた。また、

今回の聞き取りに当たっても、高等学校や大学時

代の経験について記した原稿を作成された。聞き

取り記録のところどころで、これらの原稿につい

て言及されている。本稿では、必要な範囲において、

註でこれらの原稿（公刊されているものではない

ので、「手稿Jと称した）を引用している。
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［聞き取り記録］

｛第1固】

西山 それでは、どうぞよろしくお願いします。

まずは高知高等学校志望の理由からお願いしま

す。

嶋谷堺に大阪府立の堺中という中学と堺市立の

商業学校と 2つあったんですよ。私は商売人の

家の人間だから、商業学校へ行ったんです。堺

中へ行った連中がおったんですけれども、旧制

高等学校へ誰も入らなかった。商業学校出た人

聞が高等学校ヘ行って、中学校へ行った連中は、

誰も高等学校へ行かなくて専門学校へ行きょっ

た。逆になっちゃった。

堺商から高等学校へ行った人が過去におった

かというと、私は15回卒業生ですが、第2回の

卒業生で1人大阪高等学校、大高ですね。大高

から東大の法学部出た人が 1人おる。それ以後、

誰もいなかった。

西山 では、もう十何年ぶりだと。

嶋谷 14年ぶりに出たわけです。学校では珍しい

存在だったわけです。

で、商業学校から高等学校へ行くのに入学試

験がありまして、今の入学試験と違って、私ら

の時分は、これはちょっと特色があるんですよね。

文科も理科も両方とも同じ試験問題なんです。

科目は、これは過去にもなかったことですけど、

物理、化学、それから数学は三角、それから代数・

幾何と。物理、化学まであったんですよ。商業

学校というのは簿記と、ご存じのように商事要

項とか実践とか、そろばんとか、そういうのが

中心ですから、勉強の科目が重なるわけです。

率直な話をしますと、 3年までは僕は商業学

校でトップだったんです、ずっと。 1年生から

3年までね。それで、学校の先生が14年ぷりと

いうので、私に特別目をかけて。京都高等工芸

学校を出た人が数学の先生をしてたわけです。
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それで僕に、特別教育してくれたわけです。堺

商は、卒業したら社会へ出ることを基本として

いますから、完成教育です。そこで出身小学校

別に人生相談の担当先生がおりました。手塚力

先生です。授業が済んで、から私を残しておいて。

その人は学生時代相撲の選手だったんですよ。

相撲の選手の養成に力を入れていたものだから、

近畿大会では堺商はいつも優勝してたんで、すね。

自分で胸を貸してやってた。薄暗くなるまで教

室に僕一人おいて、入学試験レベルの問題を与

えといてね、稽古の合聞を見て、戻って来て、

問題の解き方を教えてもらった。まさに個人教育。

一銭のお金もとらずね。そういうことなしに。

高知高等学校に入学できたのは先生のおかげで

す。そういう関係で、普通の中学校出と少し毛

色が違っているところがあります。

西山 そもそも、高等学校に行こうと思われたの

はなぜですか。

嶋谷やっぱり白線帽をかぶりたいんですよ。と

にかく白線帽にあこがれて、腰に手ぬぐいをつっ

て、下駄履いて、街を閤歩すること、あれが非

常なあこがれなんで、す。あの姿にあ乙がれて高

等学校に皆行ったんですよ。

僕は大阪高商とか神戸高商は無試験で、行けた

んです。推薦でね。堺商5年生までそのまま行っ

てたら何も勉強もしないでずっと行けた。それ

をやめて、そっちのほうヘ転向や言うて一人で

張り切り出したわけですよね。そういうのが当

時の高等学校の魅力ですよ。

西山でも、お宅は商売をやっておられていて、

ご家族は反対されませんでしたか。

嶋谷 いや、うちの母親は賛成なんです。それでね、

うちのおやじは無学なんです。

私の家は徳島県の出らしいんだけどね、足軽

程度のうちに生まれたんでしょうね。率直に言

いますと、そこで極道してたんでしょうな。そ

れで堺へ来て。堺というのは町人町なんです、



ご存じのように。私の家の近所、 2町ほど離れ

たところに与謝野晶子さんのうちがあった。老

舗のお菓子屋のお嬢さんです。堺には北旅篭町

と南旅篭町と二つあったんですが、私の家は南

旅龍町なんですね。南旅篭町というのは、南の

ほうの旅館の固まりなんです。ですから、裏は

次の町まで庭があったんです。僕のうちは鉄屋

ですから、その庭を潰して屑鉄を集めてきて、

庭いっぱい置いてあったから、非常に殺風景な

庭だったんですけども、その裏の向こうは室町
ちもり

時代からある乳守という日本で最も古い色街な

んです。遊廓じゃないで、すよ。風流なお茶屋だっ

たんですよ。私は南旅篭小学校なんですが、そ

の学校の生徒の中にはそういう旅篭屋とか、乳

守のお茶屋の子供とか、いっぱい来てたわけで

すよ。非常にお偉方がそのお茶屋に出入りして

たようですよ、千利休とか。そこで会合をやっ

てたんですね。だからかなりレベルの高い昔の

お茶屋です。そういう感じ。

うちの商売は戦争が近くなるとだんだん儲け

だしたわけですね。大正時代には非常に儲けた

ことがあるらしい。遊びほうけてすってんてん

になって。戦争が近づいてくると、うちのほう

は生活が楽になってきたらしくてね。

うちの隣は履物屋だったですな。履物屋いう

ても、これはやっぱり広くて旅館。それから、

隣が荒物屋ですね。一番向こうが印刷屋だったと。

僕はもう非常に記憶がはっきりしている。あと

米屋。それで、桶屋。それから向こうはかまぼ

こ屋とかね。それから、あと薬屋ですね。

西山 もうお店ばっかりですね。

嶋谷 うん、店ばっかり。向かいが医者です。そ

れで、堺市長はその当時は全国の市長の代表者

だったんです。なぜ堺市長が全国の一番トップ

で、おったかというと、そこの市長は東京高商を

出てね、醤油とそれから味噌かな、そういうも

のをつくっていたところなんですね。インテリ
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でしたね。だから、全国市長会ではその人が代

表者をやっていたように思いますよ。

西山 ああ、そうですか。

嶋谷私の家の裏はね、南宗寺。京都に大徳寺っ

てありますね。大徳寺の執事長になった人に立

花大亀（1）という禅師がおられた。中曽根康弘（2)

さんはこの方を自分の禅の師匠だというて新聞

に書かれていました。その立花大亀さんが堺の

出身なんですね。堺の小学校を出て中学校へ行

かずに南宗寺へ入るわけ。頭はよく、非常に聡

明な人だったらしくて。紙問屋の息子ですけど、

家がよくて、けれども勉強よりはお寺のほうへ

進みたいいうて。何か出家した理由があるらしい。

南宗寺を出た人が大徳寺の偉方になるという、

順序になっているらしい。なぜそういう順序に

なっているかといいますと、大徳寺の中に徳禅

寺というお寺がある。正面入口を入ると左側に

徳禅寺というお寺があります。これは沢庵和尚

がいつも住んでたところ。その沢庵さんは管長

になったけれども、私は大徳寺の管長という、

あんな堅苦しいことは嫌だからといって、南宗

寺へ。南宗寺もまた十何軒のお寺があるんです。

そこの一つのお寺に、いつも沢庵さんがおった

んです。立花大亀さんはその道の出世コースと

して、沢庵さんの入ってた南宗寺へまず、行って

修業して卒業できたというので、徳禅寺へ入れ

でもろうた。早く言えば、沢庵の跡を継いだと

pうことに。

その立花大亀さんが堺の商業学校へよく来て

たんですよ。堺中へ行かずに、堺商業へよく来

られた。先ほどお話しした東大へ行った人にも

禅を教えていた。その人は禅に凝ってね。私も

立花さんのところに、夏休みよく徳禅寺へ遊び

に行っていたんですよ。そしたらね、立花さんに、

おまえ、高等学校ヘ入ったら夏休み暇だから、

一回四国遍路へ行ってこいと言われて、「ああ、

そうですかJと言うて。鳴門の第 1番から歩き
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出して、土佐の高知まで遍路したことがある。

昭和15年の夏休み。高校1年の春。そんな関係

がありましてね、京大ヘ入ったときに、真人会（3)

という京大の教授とか、それから京大の医学部

の学生とか、ほかにもおったんですが、京大の

関係者が禅を勉強したいということで、立花さ

んのところへょう座りに来てましたよ。僕は世

話係になっ・てたんですよ、その真人会のね。

西山 お母様が高等学校に進まれることは賛成だっ

たと。お父様は反対でもなかったということで

すか。

嶋苔 うん。もう全く母親任せですね。

高等学校の入学試験の話で、僕は入試を受け

なければいけなL功ミら、調べたんですけど。た

しか僕の記憶では、総合800点取らなければい

けなかった。 200点の数学。それから、英語が

200点。それ以外に 100点が作文。歴史、地理

で100点。それから物理、化学100点。それと

国漢が100点。それから、各高等学校ごとに試

験問題は違う。統ーじゃなくて試験問題が違う。

入試を受ける資格者は、中学四修以上、商業学校、

農業学校、工業学校卒及び国の検定試験で中学

校卒業の学力を有する者。合格者は官報で発表

された。

それで、僕は弱点の代数・幾何・三角が一番

やさしいところ。物理、化学もやさしいところ。

僕は絶対浪人しないということに決めていた。

それは学校の手前できないと。家でも浪人する

かもしれないと思うのだったらやめとけ、絶対

通るところへ行けと。学校の先生もそう言うしね。

ところで、僕はあんまり体がよくなかった。

とにかく暑いところがええわ、辛抱できるけどと。

寒いところはかなわんから。その時分は流れ流

れて高等学校は北は弘前、南は高知という歌が

あった。だから高知にしようと。姫路もあかん。

近所だから。大高は数学は難しいし、都会の中

だから行きたくない。家から離れたいと。これ
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は皆、関西から来る人はそういう僕と同じよう

な気持ちを持っています。自分の家の近所から

一回離れたいという希望は皆共通として持って

いました。だから、高知へ入ってみると、土地

の人は5割、あとの2割5分は関東か周辺と。

あとの2割5分は関西。大体そういう分布でし

たよ。

西山 入学されたら、寮に入られたんですか。

嶋谷 1年間は必ず寮ヘ入らなければいけない。

これは規則として。土地の人は寮がいっぱいに

なると家から通えと。土地でも地方から来る人

ありますね。宿毛とか中村とか。

西山ええ、遠くから。

嶋谷室戸からも来る。そういうのが優先的に入

れるけれども、城下におる人はね、入れないと

いうようなことでした。 1年間は寮に入りました。

僕は特別室というところへ入って、普通は1

部屋2人なんだけども、僕は7人の大部屋に入

れられました。そこでみんなが夜中じゅう暴れ

るものだからね。上や下やでね。毎日、毎晩、

廊下も走り回ってね。寝られん。睡眠不足にな

るんですよ。体が弱pとね、もう神経質になるし。

1年でこれはもうとてもおれんと。寮を出てど

うしょうかということが一つ。

それから、私は初めは排球部へ入ったんです。

排球部を創立したのが京都ー中出た笠井晶二さ

んという人ですよ。彼は、インターハイで優勝

していますよ。僕は 1年で初め健康のために排

球部へ入ったんです。そして、 1学期でやめる

言うたら、えらい笠井さんに怒られてね。けし

からんと。もしもおまえ剣道部ヘ行ってやな、

途中でやめると言ったら殴り倒すからな。その

つもりで剣道部へ行けと。そしたら俺は許すと。

しかし、もしもあきません、また排球部へでも

言うたら張り倒す。ほかの部へ行つでもあかんと。

やめでもあかんと。絶対に剣道部へ行ったらや

り抜けと。



ついに僕は戦後の全日本剣道連盟の委員にな

るまで剣道続けましたけどね。 88歳までね。

西山 当時、剣道部は強くなってきた時期だとい

う資料を読んだことがあります（4）けど、そうだっ

たんですか。

嶋谷全国的に剣道部とか柔道部と、それからボー

ト部が盛んだった。あとラグビ一部。競技部も

盛んだったんですね。

西山陸上ですか。

嶋谷 陸上。それから、水泳部もなかなかやって

ましたね。排球部はできたところです。僕は 1

学期に入ったんだけども、やめて、さっき言う

たようにお遍路さん済ませて。 18年の3月卒業

するところを半年間繰り上げ卒業になった。今

までの3年間を、我々のときになって2年半に

なってる。半年間というのは非常に惜しかった

ですね。青春としては。

僕は、高等学校へ行くときに考えたことが一

つあって、東大か京大以外、ほかの九大とか東

北大とかへ行くつもりは全くなかった。僕はそ

のつもりで高等学校へ行ったんです。それは僕

がなぜそんなことを考えたかというと、京大の

その当時の教授の経歴を見ていただいたらわか

ると思うけども、昔は、旧制高等学校を卒業し

ないと東大や京大へ行けなかったんです。教授

自体もできなかったんです。ところが、途中で

選科コースというのができて、高等師範出た人、

あるいは後の京都府知事になった蛤川虎三（5）み

たいに水産講習所を出て、統計学をやってね。

ああいう経歴の人が昔はなかったわけです。あ

んなんやったら別に何也、俺、高等学校へ入る

つもりはないよと。

旧制の高等学校を出た経歴を持っているから

話がおもしろいと。例えば経済学でも高田保馬（6)

の話はおもしろい。石田文次郎（7）の民法の話は

同じ民法でもおもしろいということですよ。簡

単な理由はね。そんなことでね、東大か京大か
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どっちかの選択にすると。高等学校へ入ったと

きからそういうふうに決めていた。

西山高等学校で印象に残った授業とか、あるい

は先生とかはいらっしゃいますか。

嶋谷 おもしろい人だったなと思うのは、僕が入っ

たときの校長ですよ。 1年でかわりましたけどね。

山内雄太郎（8）という校長がおられました。この

人は非常に位が高かったんですね。祝祭日の儀

式にはいつも大礼服を着て講堂の祭壇に立つん

ですよ。高知にはご存じのように非常に勇敢な

連隊があって、ニューギニアでもフィリピンで

も勇名を馳せた連隊ですね。そういう連隊長、

大佐ぐらいが連隊長ですけど、連隊長や配属将

校が来て寮や教室の見学を申し込まれでも絶対

に見学をさせなかった。これは位が上だからね。

西山逆らえないわけですね、将校が。

嶋谷 それからもう一つおもしろかったのは、通

達を持ってくると全部はねのけた。知事より位

が高かったから。あの人は一番位が高かったから、

学校への通達は一切机の上ではねてしまったと

聞きました。そのおかげで、我々は 1年間は非

常に自由に過ごさせてもらった。これは，恩恵です。

見えざる庇護のもとにね。表向き口出さずにね。

位というものは大したものだなと。その人は 1

年間で転勤されました。

その後に佐野保太郎（9）という校長が来られた

んですけどね。さっきの山内雄太郎いうのは二

高を出た人ですけど、佐野保太郎さんはー高を

出て、非常に学者的だった。国文学が専門だっ

たんです。

私は剣道部員だけども、そのときの剣道の師

範が山内雄太郎校長と一緒に東京へ転勤したん

です。剣道師範というのは助教授ですね。佐野

校長が後任に連れてきた助教授の剣道師範が清

水忠博という人で、後にニューギニアで戦死を

するんですけれど、清水忠博さんが非常に禅を

やるという紹介があってね。助教授ですから官
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舎がなかったんですが、僕を下宿させてくれと

言いに行ったんですよ、自分で。清水師範の実

家が非常によくて、奥さんも奈良の女高師出身

でした。そして京都の成就院に住んでおられた

清水寺の管長さんの甥御さんだった。奈良の薬

屋さんだったんですね。普通は4月にこちらヘ

来られるのが、 6月の中ごろに来られた。そし

たら、しばらく考えて、「ああ、いいよJ言う

て許してくれてね。そこへ僕が下宿することに

なったんです。それで卒業まで置いてもらってた。

17年の9月まで。

西山 では、寮を出られてからそちらに下宿され

たということですか。

嶋谷 そちらヘ行った。それまでに2カ月合聞が

あって。そのときにどうしょうかと。もうとに

かく寮を出たんです。どこへ行こうかと思って

友達に聞いたら、ああ、ちょっといいとこあるぞ。

2、3カ月おったらどうやって。行ったところが、

おもしろいところがあってね。それは、万葉集

古義の著者鹿持雅澄の子孫でおばあさんの一人

住まい。そこの家へ1カ月聞置いてもらったこ

とがある。

そこで食事を出してくれなかったものですか

ら、ちょっと不便を感じて、また友達に聞いたら、

もう一軒おもしろいところある。行ったところが、

これもおもしろいところで、高知県庁の役人を

やってて、おばさんが毎朝裸で盟で行水する。

夏でも冬でも修業するという女性がおってね。

あそこ行け言うて、二つ教えてくれた級友が後

に沖縄で斬り込み隊の隊長をやって戦死した杉

本芳樹（1へ僕と同じ剣道部で、愛媛県川之江に

ある郵便局の局長の息子です。

西山 2カ月の聞にその2軒渡り歩いたという感

じですか。

嶋谷 うん。そんな因縁があってね。僕も人の縁

でなかなかおもしろいとこヘ行って世話になっ

た。
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また数年前に死んだ僕の友人の菊地という、

これも後で出てくる吉田満（日）と関係があるん

ですけれども。菊地というのが剣道部だったん

です。僕と一緒でね。仙台の通産局長をやって

いたんです。東北大学の理科系出身です。そこ

で日銀の監事で支店長をやっていた吉田満と知

り合ったんです。

西山戦艦大和の。

嶋谷で、菊地と吉田は仲よくなっていった。私

が吉田満に会ったのは戦後ですけどね。私は第

11分隊の4区隊の4班の班長をやっていたんで

す。班長になるのは海軍では帝大出か慶臆か。

私立では慶臆は特別扱いなんです。理由はよく

分かりませんが。

西山 ああ、そうですか。海軍で。

嶋谷 うん。これはいろいろ理由があってね。 11

分隊の4区隊で、隣に 5区隊があったんです。

そこに吉田満がおったんです。

西山 そのころは全然知らなかった。

嶋谷 そのころは、整列したら顔合わすだけであっ

て、テーブルが別で、仕切りがあったから。

それでね、もう一つ話が飛びますけど、ぜひ

あんたにも紹介して会ってほしいなと思ってた

人だけどもね。僕と一緒に高知を出た佐藤博之

という男が3班の班長をやっていた。対空も一

緒だった。彼は海防艦かに乗ったんだね。宮城

県に停泊してるときに機銃掃射を受けたんです。

彼は全身に銃弾を浴びて、擦過傷で全身に傷跡

が残り、片目飛んでね。彼とはず、っと仲よく、

僕やりとりしててね。いつも電話がかかってきた、

暇になったらね。彼は、お父さんが三高から京

大の工学部を出て京阪電鉄の副社長をやってい

たんです。ついこの間死んだ。一番仲よかった

のは佐藤博之だった。彼は京阪電車で常務取締

役やって、あと常勤監査役を長いことやってた

んかな。それで、ドイツ人なんかと仲よくなっ

てね。ドイツ語が非常に達者になった。我々、



文乙出たやつより彼のドイツ語のほうが非常に

文章もね。彼の書いて送ってくる手紙というのは、

もう模範的な、社会人として模範的な、雄i軍な

る言葉を使って書いてきて、とても学生上がり

の我々が書く子紙とレベルが違う手紙を書いて

いた。それを非常に印象的に覚えてますね。世

の中へ出たらこんな手紙が書けるのかと思って

ね。庶務部長もやっていましたからこういうこ

とができるのかと思ってね。偉い人に直される

そうですね。

西山 高校時代のお話に戻らせていただきまして、

高知高校の先生では塩尻公明（ロ）が有名ですね。

どんな先生だったですか。

嶋谷言うところの木村久夫 (13）さんが塩尻さん

を尊敬していたらしい。木村さんは文甲で 1年

上で、在学中のことは知りません。それからも

う一人、学徒出陣組とは言えないほどちょっと

古い人ですが、中村貞夫という、 6年ほど上の

人で、ピルマの作戦へ出て、中隊長になって、

退却、また退却。 244人の中隊長をやって、

225人が死んで、あと 19人引き連れて日本へ帰っ

てきたという人がおるんです。この人も同じく

塩尻公明さんのファンだった。後に中村貞夫さ

んは伊藤忠商事の副社長になりました。中村さ

んの記事（14）がここにちょっと簡単に。塩尻さ

んの話を聞いてておかげで助かったって書いて

ある。塩尻さんの講義を一生懸命に聞いていた

ので、これは死んではいけないということで助

かりましたと書いてありますね。

塩尻さんは、僕も講義を聞きましたよ。

西山 どんな授業でしたか。

嶋谷法制経済という科目で哲学的な話をされま

した。先生はまだ独身で、一燈園（日）におられ

た話を盛んにされました。一燈園は、西田天香（日）

という人が始めた修養団体ですが、その門下生

になられた。先生の説かれたことは「人生の生

き方の基軸は「利他心Jであって、利己心になっ

n
hリ
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てはいけなp」ということで、感銘を受けました。

神戸大学へ戦後移られて塩尻文庫というのがつ

くられています。この文庫をつくった提案者が

おって、僕の後輩ですけど、ここに遊びに来て、

塩尻文庫をつくるのにどういうような考え方で

いったらできますかいうて相談に来たことがあ

ります。

それから、おもしろい話をされる人に白石勉

という国文を教えてた先生がおられた。『源氏

物語』の研究に傾注されていましたが、この人

は夏目激石の松山中学時代の弟子です。白石先

生のお話によると、松山中学で夏目激石が 1年

間講義をされてますが、夏目激石いうのはかん

しゃく持ちだ、奥さんはヒステリックになって

いましたよいうて。そんな逸話をしていましたよ。

だから、ああいうものを書いたんだと。夏目激

石の家へ遊びにいってた話をしてたように思い

ます。

西山なるほど。

嶋谷 白石先生の他に『土佐日記』の講義をされ

た小倉正教授がおられた。その頃高知高校には

布目という、 2歳上の兄が後に学習院大学の教

授になった3人兄弟がおった。小田原中学から

来た3人兄弟の二番目が僕と同級生だった。そ

の兄さんが、後に学習院大学の教授になりまし

たが、在学中の勉強ぶりを見込まれて、小倉先

生の令嬢と結婚しています。

西山 もう一つ、高校時代のことでお伺いしたい

ことがありまして、高校にいらっしゃる聞に戦

争が拡大していって、在学中にアメリカやイギ

リスと戦争が始まりますけれども、そのニュー

スは当時どんなふうに受けとめていらっしゃい

ましたか。

嶋谷大東亜戦争が16年に始まって。

西山はい。 12月ですね。

嶋谷 日本は初め勝ち戦ですね。

西山 ええ、そうですね。
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嶋谷 ミッドウェーで負けましたね（17）。その負け

たというニュースをあからさまにf業は聞いたこ

とがあります。どこで聞いたかというと、 17年

9月に繰り上げで高等学校が済んで、 10月に、

僕は清水さんの家へ、奈良の家へ遊び、に行ってね。

西山大学に入る前。

嶋谷そやそや。遊びにいって、蜜柑の木をょう

けもろうて、担いで、そしてずっと行って。大

川のうちへ、名大でお医者さんになる大川とい

う剣道の僕らの大将のうちへ行って、そこから

中山道を抜けて家へ帰ろうという計画を立てた。

浜松のあたりへ出たと思う、浜松からちょっと

手前のところ。そこに海軍の下士官がいっぱい、

どういうわけか休憩してた。休養に来てたんで

しょうね。僕はもうそのときには海軍へ入ろう

と志望してた。陸軍じゃなしに海軍入ろうと思っ

てたからね。ひよこひよこつと入っていった、

グループへ。僕は今休暇でどうせ徴兵が近L功ミら、

入るんやったら海軍へ入りたいなと思う言うて。

そのとき、僕はどこの学校か、どこの出身なの

か聞かれたように思います。「海軍さん、何し

てるんねん」と気楽に僕は入っていったわけ。

そしたら、彼らは僕にミッドウェーの負けた話

をしてくれた。大敗戦。ああ、えらいことになっ

てるなと思った。そこでニュースを知った。

西山時期を確認しますと、高校を卒業されて、

大学に入る前という、その間ですか。

嶋谷そやそや。

西山では、昭和17年の9月か10月の問ぐらい

のところで。

嶋谷 10月ごろだという記憶が。

西山奈良から名古屋へ行って、浜松のほうに行

かれるところで。

嶋谷中山道を通った。木曽福島を通ったり、越

中おわら節の盆踊りを見た記憶が建ってきた。

西山 その海軍の人たちと会って。逆に言えば、

海軍の中ではもうすっかり知れ渡ってたという

ヮ“。。

ことですか。

嶋谷 いやそうではなくて、海軍は、あるーヶ所に、

外部との接触が少ない場所に彼らを閉じ込めた

んだと思います。恐らく、彼らは次の作戦に出

る前に待機していたのかも知れません。今から

考えると。戦艦大和が沈んだとき吉田満ほか全

員は高知県宿毛に閉じ込められて終戦まで、外出

禁止であつたそうですから（18)

西山最初戦争が始まつたころに何か学校の雰囲

気がちょっと変わるとか、あるいはお友達と戦

争について話をするとか、そういうことはあり

ましたか。

嶋谷高等学校でですか。

西山 はい。真珠湾を攻撃しますよね。その後、

東南アジアのほうもずっと攻め込んで。そのこ

ろ何か戦争について。先生が例えば何かおっしゃ

るとか、あるいはお友達と何かお話しするとか、

そんなことはありましたか。

嶋苔 あんまり話をしない人と、ちょっとヒトラー

にかぶれたみたいな話をした教授が 1人おりま

して。ヒトラーは、ナポレオンよりすごいなと。

これは僕あんまり名前言いたくないんだけどね。

一高を出た教授がおった。哲学を教えてもらった。

この人は哲学的な人ですよ。ドイツ語の古川充

二さんという五高を出た主任教授は、ヒトラー

の話なんか全然しなかったんです。宮田俊彦さ

んなんか東洋史やっているけど、そういうもの

のニュースが入ってくるらしくて、 1人だけそ

の方がぽつんと戦争の話をした。授業中にふっ

と言葉が出たんでね。ほおっと思うたことがある。

ほかの方は戦争についての批判は口にはあんま

りしなかった。教授たちは戦争の見通しはつい

ていたと思いますよ。この方たちはまた別の筋

から聞いてたんじゃないですか。というのは、

高知の連隊がニューギニアで苦戦してたという

ことがありました。ラパウルの航空隊のことも

矢口ってるでしょう。ほかの教授は、ニュースが



入ってたと思いますよ。彼らはナンパースクー

ル出た人ですからお偉方が中央に随分おられた

から。

西山友人同士の間では何かそういう話とかは。

嶋谷大局的に見てね、皆静かにしてました。高

知の高等学校はバンカラで。断髪令（19）という

のが2年か3年のときに下りましたな。それに

も反発してね、長髪を切らなかった男もおります。

それから、沢野章之助という漢文の先生は、こ

んなに長いひげをぱっと切ってきて、「これは

長髪と一緒ですj言うて、潔いところを見せま

したね。ああいう人はもうトップから聞いてた

んじゃないですか。僕はそう思いますよ。

僕のクラスにも、落第して、そのあとどうし

たのかわかりませんけどね、東京の立教中学を

出た西田という男がおったけど、中将の息子だっ

たんです。西田は変なことを言いましたよ、教

練で。査閲官に向かつて「おまえは誰だ」とい

うてやり出したんです。査閲官のほうがび、っく

りして、「あれは何だろうjなんて。これはえ

らいことになったというのでね。僕はそのこと

をはっきり覚えてないんだけども、隊列の前へ

進み出て、それで師団の査閲官に向かつて演説

した。査閲官の師団長に。査開官に「おまえは

何だ」と言うて。それで、教官が皆び、っくりし

てね。えらいことになってきたというので。し

かしそれが何にもならなかった。無事済んだの

が不思議な現象であるということは菊地君が書

いているけどね（2ヘ僕の推察だと、その西田と

いうのは神経衰弱ということにしたんじゃない

ですか。そうやって円満におさめたんじゃない

でしょうか。師団長の顔も立ててね。

あの時分は、まだ配属将校の目こぼしがあり

ました。教練するでしょう。そうすると、わら

じを履いてくるやっとか、そしてゲートルを巻

くやっ。下駄を履いてくるやつ。靴を履いてく

るやつ。 4通りあるんですよ。それは教練の教

qa 
cu 
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官がにやにや笑うてね。

西山怒らないわけですね。

嶋谷怒らない。あと、 1人僕らの時分満州から

来た、 3年浪人した豪傑が出征していきましたよ。

西山在学中にですか。

嶋谷在学中に。連隊旗手になって。体の大きい

やつでね。そういう豪傑もおりましたけどね。

西山 ここで切りましょうか、今日は。高校時代

の話を大分伺いましたので。

［第2回］

西山 高校時代にお付き合いされた友人のなかで、

印象に残る方はいらっしゃいますか。

嶋苔 1年のときは寮に入ってたから、わあわあ

言うて 1学期終わって、 2学期になって京極純

一（21）と一緒の部屋に4、5カ月入ったときに、

京極純一というのは後に東京女子大学の学長に

なったんだけども、僕は彼としゃべって印象づ

けられたことは、彼は時間というものに対する

考え方を、僕の頭の根底から変えよった人ですな。

時間を大切にということ。彼は、復習をしない、

予習はするけど復習はしないと。 1回聞いたこ

とがわからなかったら 2回か3回聞いても同じ

だ。あほはあほだと。心が入ってないからあほ

になるんだと。そういう言い方を、皮肉って言

うたのか、本気で言うたのか、両方入っている

と思いますけどね。後で考えてみると彼は大変

重要なことをしゃべっていたんですな、僕に対

して。本人は意識したかしないかは別にして、

僕が印象的に問いただけだから。俺はー高を受

けたら必ずパスできるんだが、家が経済的に困

るから高知で辛抱しているんだ、お前ら高知ヘ

来て何をしているのか、という話を聞かされた

ことがあります。

僕は、先輩に引っ張られて高知高校の共済部

の委員に、京極と一緒になったんです。彼は家

が困ってたから共済部の委員になって、そして
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アルバイトの口とか、いろんな教科書を手に入

れるのに楽な方法をとった。ノート 1冊でも安

く買えればいい、共済部で。

僕は簿記を知っていますわね。寮の委員だっ

たら簿記を知らなくてもいいんです。寮の経理

をやっている従業員がやってくれますが、学校

の共済部というのは独立して学校へ報告しなけ

ればなりません。そうすると、複式簿記の教養

がないとその仕事はできないんで、すね。だから

僕に仕事が回ってきたわけですね。その共済部

委員の仕事の素地をつくった人で、尾道商業と

いう商業学校を出た人が、 2年上級にいて、彼

がつくったんですね。その後を継ぐ者がなL功冶ら、

僕のところへ順番が回ったんですね。その人は、

東北大学を出て、広島高裁の総括判事になりま

した。それで退官しましたけれども。その人が

僕が高知に入学したときに、おまえしかおらん

からやれという命令で、僕が強引にならされた

んです。

そういう簿記の報告書をつくるときだけは僕

を奉るわけですね、京極は。

西山できなpから。

嶋益 できなLゆ冶ら。そのときだけは僕にお膳を

据えてね、ちゃんと丁寧に。僕にちゃんと礼を

して、お世話になりますみたいにやるんですよ。

僕らはそういうところはごっちゃにしています

が、友達ゃなpかということで。彼は非常にそ

のあたりがきちんとしてやる男でしたね。

後年、 70歳ごろかな。京極純一の中村中学の

後輩で、我々の同窓会の委員をやってて、僕も

大変親しい人聞が、京極は一つも会合に出ない、

講演を頼んでも何にも出てこない。俺は高等学

校のときはおもしろいことは一つもなかったと

いうのが彼の弁解らしいんだけれども、非常に

凡帳面に会費は一番先に納めるし、返事はちゃ

んと来るんですが、辞退いうて。それで、、京極

の中村中学の後輩が僕に、京極のところに2人

-64-

で行ったら会合に出るかもしれないというので

連絡したら、それじゃここで待ちましょういうて、

指定の場所へ行ったんです。京極は既に学長に

なっていて、社会へ出ていろんな人とつき合い

もあるし、文化功労者にもなっていましたね。

そこへ僕が行ったら、招待場所の玄関に夫婦

でちゃんと立って迎えてましたよ。これは、大

分やっぱり社会へ出てから人格ができたなと思っ

た。奥さんは故郷の小学校で一緒だったそうで、

小学校の先生をやっていたらしいけど。そのと

き京極本人から聞いたんですが、小学校の6年

生のときは校長に学校の代用教員を命ぜられた

ので5年生までしか小学校は行ってませんと。

6年生のとき何してたかというと、中学2年の

本を読んでましたと。物理の教科書など。

体の小さな人間だったけど、戦争中は陸軍に

入って、外地へ出ずにおったらしい。

西山 それでも軍隊には行っておられるんですね。

嶋谷そうです。軍隊には入っていますけどね。

そういう人でしたよ。

もう一つ、堺商のことを言うと、商業学校と

いうのは完成教育ですね。ある意味では。社会

へ出るわけですから。だから、小学校別に人生

相談相手の先生を決めていました。非常にいい

制度だったんですね。高等学校へ行ったら同じ

制度になっており担当教授がおられた。旧制の

高等学校全部そうだと思いますけれども、担当

教授があったんです。その先生には学校以外の

自分の家庭の打ち明け話とか全部して、趣味とか、

将来のことも。そうすると、その先生が、個人

的にいろいろ相談に乗ってくれました。

私は、当時のー高でボート部の選手だった宮

田教授が担当教授だったんですよ。この方は、

一高から入って、高知へ来たわけですね。

後年高知高校同期の文乙クラス会を東京でや

りましたが、いつも宮田教授はご夫婦で出席さ

れました。ほかに桜井国隆さんという八高出身



のドイツ語の教授もご夫婦で出席された。それ

から、古川さんというドイツ語の主任教授は、

お一人で出席されました。

18回文乙のクラスでは、 3回大臣をやった左

藤恵（22）がいます。左藤恵のお父さんは左藤義

詮（23）で、大阪府の知事やってました。左藤義

詮は京大の選科を出た人ですね。もともと大谷

派の西本願寺の筋なんですね。彼は筋がよいの

で法務大臣になったり、国土庁の長官や郵政大

臣になったりしました。彼は記憶力が抜群によ

かった人で、本を 1回読むと 2回も読む必要が

ないらしい。高等文官試験の司法科と行政科と

両方通っています。

西山 当時の高校生は読書を非常にしていたとよ

く聞きますけれども、どういう本を読んでおら

れたか、ご記憶ありますか。

嶋谷 『三太郎の日記』（24）とか、それから『出家

とその弟子』（25）『愛と認識の出発』（26）『善の研究』（27)

ですね。この四つだけは高等学校出た人は逃さ

ず読んでると思うんですね。ただ、僕は『三太

郎の日記』というのはあんまり後追いしてないし、

あんまりよく理解してない。『出家とその弟子』

は当たり前のことが書いてあります。しかし、

よく読んでみると親驚の小説みたいな感じで。『愛

と認識の出発』は倉田百三（28）の著書で、『出家

とその弟子』とともに読んで、いました。『善の

研究』は西田幾多郎（29）の著書で、文庫本では

ない。西田さんが四高教授のときに講義したも

のに、更に検討を加えて西田哲学という哲学的

体系に構築されたものだというので学生は腰を

据えて読んだ教養書です。

他にね、僕は当時右翼とかいわれた東大の日

本史を担当されていた平泉澄（却）教授の門下生

が主宰する講習会に参加したり、またその門下

生を訪問して指導を仰いだことがありました。

平泉さんはジャーナリストがいうような右翼で

はありませんよ。純粋な日本人の心の在りどこ

戸
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ろを学問的に追究していた学者だと思っていま

す。時勢が右翼だと色分けしたんでしょう。門

下生の人は立派な人格者の方々でした。私は高

知高校夏休みのとき講習会に参加しました。ま

た学徒出陣の前には、門下生のおられた楠木正

成が立て龍もった金剛山を訪ねて宿泊し語り合

l Eました。

最初講習会に出てび、っくり仰天したことは今

でも印象的ですけども、乎泉さんの座られる上

座の壇にすだれを下げているわけです。そこに

平泉さんが正座される。そして、講話が始まる

ときにすだれを巻き上げるんですよ。非常に厳

かに。古典の絵にあるようにすだれ越しに講義

する。そういう形式をとるところです。これに

私は出てます。そこへ高等学校の連中も来てま

すよ。浦和高校に熱心な人がいて、いろいろと

質疑応答があったことが記憶に残っています。

平泉さんには第四高等学校の弓道部の3人の

助手が門下生として常に付き添っておられまし

た。体のがっちりした人が3人おりましたよ。

1人は、陸軍少将かなんかの息子だった。挙措

動作が非常にいいんですな、弟子が。威張るこ

となく。そして、師に仕えるという動作が、実

に古典的で、いいなと思LEました。恐らく昔は師

弟聞はこうだったんだろうなと、そういう幻想

を起こさせる立派な立ち居振舞でした。

読書に戻ると、僕は『歴史的現実』（31)l Eう本、

薄い本ですけど、あれが一番いいなと思ってま

すけどね。

西山田辺元（32）ですね。

嶋益 『歴史的現実』というのは、あんまり深く

哲学的に読むとかえって昧がないような気がす

るな。非常にいい本だと思うけども、そのまま

素直に読むとよいと思いますよ。

それから、塩尻さんの話へちょっと入ります

けど、一番言いたかったのは塩尻さんの利他心

ということなんです。塩尻さんは法制経済とい
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う科目の授業で哲学の話をされました。法律の

前の、経済原論に入る前の教養哲学として。だ

から、今の大学の構成からいくと少し筋が違う

んですな。教養科目の取り上げ方が違うんです

よね。塩尻さんという人は、それを人生哲学の

ように我々に教えたわけですよ。その中に、僕

が印象的に一番残ったのが、利他心。これはあ

んまり塩尻さんの本に、僕が受けた印象ほどに

は書いてないんで、すね。塩尻さんが入られたー

燈園はあの時分は京都の鹿ヶ谷にあったはずな

んです。利他心という言葉についでですが、高

校当時は哲学的概念として、利己心、利他心と

いう分け方をしてなかったんです。

一燈園の思想というのは西国天香が始めた。

西田天香には、僕、戦後会っていますよ。立花

大亀さんの会合に出てるときに、西田天香が4、

5回来てましたから。その西田天香さんが、人

生の一番汚い仕事といえば便所掃除だ。それを

何十万軒やるという運動を起こしたらしい。発

心してやり始めた。そうすると、賛同者がだん

だん出てきて、そのうちに出版、教育、演劇活

動というように発展したらしい。出発点という

のは自分、すなわち利己心を全くなくすれば全

部奉仕になるわけですね。

僕は先生から利他心の話を聞いて感心しまし

た。お寺の坊さんよりももっといい話を聞いた

と思いましたよ。塩尻さんというのはー高で恋

愛に失敗するんですねひ愛するとは、私のすべ

てを全部あなたにささげることだという哲学を

持ったんでしょうな。ささげるためにはどうし

たらええかと。それでー燈園に入ったところが、

人間はその悩みだけじゃなくて、いろんな悩み

を持ってる人が自分の周辺におったことを知り、

哲学が非常に広がっていったんでしょうな。先

生は、僕が在校中は独身だったで、す、まだ。ずっ

と後年、結婚されたんだけど。

我々が高等学校を卒業する前に、一高を出て
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『徒然草』ではその道の第一の権威者の佐野保

太郎という方が、高知の校長として赴任された

んです。そのあと、塩尻さんと校長とのトラブ

ルを聞いたのでお話しします。昭和20年7月に

高知は空襲を受けたんですね。佐野保太郎さん

は官舎に住んでますね、校長ですから。自分の

官舎の中に『徒然草』とか古典の本がいっぱい

あったわけですね。焼くまいとして、火事のと

き自分の官舎を一生懸命に防いだ。塩尻さんは

自分の官舎じゃなく高等学校の校舎の火消しに

回ったんです。佐野保太郎さんは塩尻さんの一

高の大先輩なんですけれど、火事が終わったあと、

塩尻さんが佐野保太郎さんに怒りをぶつけた。

辞めろと言って。校長の値打ちがないと。なぜ

官舎を捨てて学校が焼けるのを防がなかったか

と言って辞任を迫った。そして、とうとう辞任

させたということです刷。塩尻さんは、気性が

激しく一途な方だったんですね。

西山 では、京大時代へ話を移らせていただきます。

前回伺ったときに、高知高校に入ったときから

大学は東大か京大かとしか決めてなかったとおっ

しゃっていましたけれども、その中で京大法学

部の政治学科を最終的にお選びになった理由は

何だったんでしょう。

嶋谷僕はね、すぐれた理論的な頭を持つてない

なという感じを自分で持っているわけです。僕

が話しているのは、直感的な話が多いでしょう。

こういう男は法律だけでうまいことできないだ

ろうなと。会社勤めも行く可能性を残しておか

ないとL功、ん。だから、法律学科はちょっと僕

には向かんなという感じは持ったです。

西山 それで選ばれたということですね。印象に

残る授業とか、先生についてお聞かせ願えませ

んか。

嶋谷一番雑談で人を笑わせて、おもしろかった

のは婚川虎三さん。ところが何を話したのか、

全く記憶に残っていない。ただ、蛤川虎三とい



う教授は水産講習所を出てるという一つの特徴

を生かして、いろんな方面の地盤を築いたんじゃ

ないかなと。そこから統計学へ入っていかれた

方でしょう。あの方は、我々がおるときから共

産党員だということは言われてましたよ。

西山戦争中からですか。

嶋谷 うん。うわさはあったです。高等学校でも

そういう教授はおられましたよ。ドイツ語の先

生で岐阜商業から七高を出て岩波文庫に3冊か

4冊ほどドイツ語で訳本がある伊東勉さん。き

つい近眼ですが、瓢々として学者とはこういう

人をいうのかと思う雰囲気を持った先生でした。

やっぱり高等学校にもあったんで、すよ。

西山 そういううわさが。

嶋谷 うん。高等学校の時分に、みんなもうわさ

していました。

西山蛤川さんも当時からそういううわさがあっ

たと。

嶋谷 うん、共産党と聞いていました。

京大の先生方は理論派のほうだと思います。

高田保馬さんみたいな教授がいて。先生は常に

和服で袴をはいてね。それで、お話される内容

は社会主義的ですよ。平等主義ですよ。大体均

衡論というのは、どうしたら均衡するかという

ことを先生は分析して、理論づけて、学識でそ

れを説いていくわけですね。それで先生の『経

済原論』という本を読むんだけれども、一生懸

命に講義を聴いている聞は、わかったような気

になるんだけど、あとで本を読んでみたらやっ

ぱりよくわからない。本があんまり要約し過ぎ

てる。あの本は、もうちょっと学生にわからす

ためには2冊か3冊ぐらいに増やして説明しな

いとね。高田先生は学者の上に立つ学者です。

学者の指導者だと思いますよ。それから、人品

がいい。教壇に立っている姿は踊りの師匠みた

いな。

西山姿勢がいいわけですね。
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嶋谷挟を持ってこうやっている姿ですよ。

西山学生の人気も非常にあったみたいですね、

高田保馬さんは。

嶋谷 ああ、それは尊敬されていた。恐らく学問

を志す人はああいう人を志す。

経済政策の谷口吉彦（34）さんの講義は少し聴

いたけど全然頭に残ってない。

それから法学部ですから僕も法律論のことに

は関心があった。石田文次郎さんという教授は、

高田保馬さんほど学問を追究していないと思い

ますが、時勢をよく洞察されていたと思います。

僕の旧友で九大で商法を教えていた男がいます

けれども、彼がいわく、石田文次郎さんが東京

へ行って、文部省に帝大だけは学徒出陣に出さ

ないでほしいと吏渉したと伝わっています。

西山 もう負けるとわかっているからということ

ですか。

嶋谷負ける予想、が強かったからということでは

ないでしょうか。本省の連中はほとんどナンパー

スクールぽっかりで、秘密’情報を知っていました

からね。友達ですから、会ったら何となしにわ

かるんじゃないで、すか。

そのときに文部省いわく、海軍は納得するだ

ろうが、陸軍は納得しないだろうと。もう僕ら

海軍で教育受けているときから海軍の上層部で

は、そういう推測はついていたのではないですか。

軍令部にも予備学生出身者は勤務していました

から。負けるかもしれない、危ないぞと。僕らも、

ちょっと質問したら、あんまりいい返事をせず、

お前ら察しろみたいな答え方をする教官や教員

がいましたから。

西山 ああ、はっきりとは。

嶋谷 そんな心起こすなとか、そういう言い方は

しません、教官は。

それから、刑法総論を担当された佐伯千伺（35)

教授の迫力のある講義は熱心に聴きました。情

熱がほとばしるような、学生にとっては魅力的で、
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心を傾けて拝聴しました。戦後は弁護士になっ

ておられます。先生は学徒出陣する最後の講義に、

余談として五高の後輩が故郷の大連から熊本ヘ

向かう船が機雷に触れて沈みつつあるなかでの

学生のとった処置を語られました。自分の乗っ

た船が沈んで、いくときに、先に他の乗客を避難

させて、自分は悠然と煙草を吸って皆さんさよ

うならと言って沈む船と運命を共にしたという

五高生の話を今でも思い出します。

それからもう一人、田岡良一（36）先生。

西山 田岡さんの国際法は本来受ける授業ではな

かったけれども、 1回生のときに傍聴に行った

ということでしたね。

嶋谷 はい、国際法は3回生になってから単位と

してとるものですが、面白そうだったから先生

の著書国際公法と私法の2冊を買いました。田

岡さんは渋い人でね。最後に民謡を歌われた。

奥津の民謡だったかな。渋い声や。

西山 国際法には本来出なくてもよかったのに行

かれて、それが海軍でたまたま役に立ったとい

うことになるわけですけど。

嶋谷 うん、たまたま、そうですね。

西山学生時代からご関心があったんですか、国

際法に。

嶋谷 そうそう。前回言ったでしょう。浜松かど

こか行ったときに聞いた海軍のミッドウェーの

話。

西山 ええ、負け戦を聞かされたと。

嶋谷 もうそのときはもう海軍のほうは感づいて

いたんだよね。感づいていると思いますよ。

西山 そうすると、田岡教授の国際法を傍聴され

たのは、負け戦になりそうだし、国際法がこれ

から役に立つかもしれないと思われたからだと

いうことですか。

嶋谷 それは勘ですよ。それは危ないないうこと

はわかりますよ。

西山 なるほど。こういう知識がこれから必要に
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なってくるだろうというわけですね。

嶋谷うん。

西山わかりました。

戦争が進む中で、先生方のうちで時局に便乗

するというか、戦争を正当化して後押ししてい

くような授業をされた方はいらっしゃいました

力、。

嶋谷大学時代で、戦争に一生懸命、戦争はええ

ぞと言うて積極的に言うた先生は、僕らの……。

西山特にご記憶はないですか。

嶋谷 ええぞ行け行けというて、そういう後押し

みたいな言葉を言うた先生はいないと思います

よ。生きて帰れという話ばっかりしょったね。

西山 そういうお話はありましたか。

嶋谷生きて帰れという話は。死んでこいとは言

わないですよ。どの先生も皆言ってくれましたが、

征く者にとっては、生き残りたいと思っても死

ぬときは死ぬのだ、そりゃ運命ですよ。死ぬと

きは、あんまり恥ずかしい死に方はしたくない

ということです。それだけです。予備学生の人

たちには、いろんな階級の人がおりますけども、

割合とおやじとか、親戚とかに、かなり偉い人

がおったわね。

西山 そこから’情報が入ってくるわけですね。

嶋谷うん。

西山 だから戦局の動向なんかもある程度は、新

聞なんかで見るよりも知ってた人が多いんじゃ

ないかと。

嶋谷知ってたんではなLゆミな。僕は皆知ってた

と思うよ。僕らの時分は。

西山 そういうお話は特にしなかったですか、友

達同士では。

嶋谷 うん……、あんまり否定的なことを言うた

らね、具合悪い。

西山誰が聞いてるか。

嶋谷触れない。触れないということは、さわり

たくないということやろうな。｛業ぐらいでもわ



かつてたんやから。僕の家はそんな教養のある

うちじゃないけど。

西山 あと、通常の授業以外で大学に特別に講演

に来られた方として、加藤完治（釘）について以

前伺いましたが、何か印象に残るようなお話は

ありますか。

嶋谷加藤完治さんという人が大学へやってきて

特別講義やっている。加藤さんは当時有名だっ

たから、内原訓練所の満蒙開拓では。特別講義

があるというので農学部へ行った。そしたら、

ぱーっと出てきた人が真っ白な医者の服装をし

てね。がっちりした人。柔道でもやってたかと

思われる人が教壇に立ってね。そして、何か下

げたものを持ってきて、広げた。こっちは何十

人か座っていましたね。学生、特に農学部の人

が多かった。法学部の人も聞いてたと思うけども。

僕もおもしろそうや思うて、何の話をするのか

なと。

そしたら、この袋の中身は1年以上たってる

が、これはもう無害ですという説明があって、

あけてね。ぱっと口へ入れて、なめて見せたん

ですよ。これは人間の糞ですよ。しかし、なめ

ても無害ですよ、安心しなさいと。学生に「君

たち農学部の人は順番になめてみなさLリと言

われた。農学部の学生もそう言われたらなめざ

るを得なかった。男として、聞きにくる以上は。

「では、私も」と言って順番になめたんで、す。「ど

うもないですなJって言って。それで、みんな

度肝抜かれた。それから、内原訓練所の訓練の

仕方を説明したんですよ。加藤完治がそういう

話をして、みんなひ守っくり仰天して。内原訓練

所が満州で開拓しているが、あの時分、化学肥

料が日本になかったし、恐らく人糞で、あそこ

で自給自足生活してたと思うんですよ。満州を

開拓して、今は満州は中国の手に渡ったけれども、

あそこの開拓した満鉄と満州の土地は、あれ日

本人がちゃんと整備したところですな。今から
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思うと。

話は飛びますが、昭和16年の高知高等学校に

おるときにさかのぼりますけども、昭和16年の

12月8日に大東亜戦争が始まりますね。そのと

きに石原莞爾（38）さんが高知高等学校へ来てい

ますよ。顔出してますよ。

酉山 それは何をしに来たんでしょう。

嶋谷何しに来たのかよくわかりません。校庭で

見ましたよ。同級の菊地が石原莞爾さんの顔を

知っていて教えてくれました。僕は剣道部だっ

たですから、稽古に行った。帰ってきたらおり

ませんでした。そのときの校長がはじめに話し

た山内雄太郎さん。

西山 もう一つ、大学時代のことでお伺いしたい

ことがあるんですけれども。大学時代の日常生

活について思い出すことをお聞かせいただけれ

ば。

嶋谷戦前ですか、戦後ですか。

西山戦前です。

嶋谷戦前は、僕は京都の冷や飯を食わされたん

です。それでおもしろくないんです。思い出は。

何をされたかというと、堺に玉圃寺という私

の家の菩提寺があります。あそこの和尚が仏教

専門学校出身です。今の仏教大学ですね。それで、

僕、京大へ入ったから下宿探してることを玉園

寺の和尚さんに話したら、私の友達に仏教専門

学校を出て少尉になったやつがおると。戦争に

行って。ただ、両眼失明しとると。寺町通りに

寺があるからそこ行けや言うて、僕紹介状もらっ

て行ったんです。そして、お寺の一室もろうて

寝起きしてた。そこのお寺に中学出た者が弟子

に来てる。それと一緒に拭き掃除をして機嫌よ

くやっとった、 1週間ほど。しばらくしたら、

その奥さんが今まで僕に普通の飯食わしておっ

たのに、急に変えて、その弟子と僕に冷や飯持っ

てきょった。僕はお米は家から持ってきていた

のに。



京都大学大学文書館研究紀要第13号 2015年

西山 これでつくってくださいということで。

嶋谷家から送ってくるわけ。おかしなことする

なと。ほんで、黙ってた。そしたら、 2週間、

3週間ぐらい続いたので、奥さんに、何で僕に

冷や飯食わすんやと真正面に言うた。「僕な、

弟子で入っているんじゃないんだ。拭き掃除は

手伝ってやっているんだ。僕の意思でやってい

るんだ。僕、京大生やで、何か勘違いしてへんか」

と言うた。そしたら、奥さん、はっと顔色変わっ

た。旦那がおる前で言うた。旦那うつむいて聞

いとるんだな。遠慮なしに言うた。「京都の冷

や飯食わすいうのはこういうことか。本で読ん

だことある。京都はよく他人に冷や飯食わすと

いうことわざがある。それを僕にやってるのか。

あかんわ。今から出ていくよJと、荷物片づけた。

僕は、その点は非常にはっきりしとる。片づけて、

運送屋呼んで、、これから剣道部の先輩おるから

そこへ行くよと。そしたら、奥さんが残りの下

宿代を「お払いできまへんけどJと。「ああ、

そんなもん要らんわ。割せするよjと出ていった。

それが一番嫌な思い出なわけ。それで、僕京都

へ行っても二度とそこの寺のところは通らない。

それから、僕、先輩の下宿へ行って世話になっ

ていたら、剣道部の集まりがあって「どこかえ

えとこなL功、いなJ言うたら、友人から「知っ

てるとこあるからそこ行くか」と言われた。そ

れで、修学院から二つ目の駅ゃったと思う。そ

こに2階建てのうちがある。「そこがあいてるよJ

と言うから、僕1人で2階に入れてもらった。

おばあさんともんペ履いた奥さんと子供が2

人。ちっちゃい子供がおって。せっせと畑仕事

に行くんだね。おばあちゃんが守りしてるんだね。

そこは、食事はできまへんと言うて断られたけ

れども、 2階が割合と広くて2間あった。そこ

におったら、剣道部の後輩で経済学部のやつが

訪ねてきて、「あそこ 1問あいてるなら僕もそ

こ置いてよ」というので、 2人でそこで住んだ。
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ここの主人は同志社出て戦地へ行っているとい

うことでした。だから、そういう時分には皆あ

いたところに。

西山 そこに学生を下宿させたりとか。

嶋谷 それを生活の補助にしていた。それで2人

の家賃で助かる。食事は、僕ら外食券が出てる

から、大学まで、行って食事したり、夜は近所の

食堂屋で食事して、 2人で仲よくやっていました。

西山 では、きょうはこの辺でとめさせていただ

いて。この続きはまた次回ということでよろし

いでしょうか。

嶋谷はい。

［第3回］

西山前回は大学時代の授業の話やお住まいの話

を伺いましたので、今回は大学時代の戦争との

関係の話を伺います。京大には昭和17年の10

月から、軍隊に行かれるまで、 1年あまりご在

学でしたが、その問、進行する戦争についてど

のようにお考えになっていたか、まずお聞かせ

下さい。

嶋谷僕はね、平泉さんの系統の、あそこは兵学

校と士官学校の教官をやる人ばかりを育ててい

て、その人たちとのつきあいが、この前申し上

げたように、金剛山で僕は確か2日間ぐらい一

緒に暮したと思います。平泉さんを紹介してく

れたのは、私の 1年上に石坂という先輩が東大

の歴史におりましてね、その人と私がつきあい

があったものですから、そういう人の紹介の関

係もあったんですけれども、ただぼんやり行っ

たわけじゃなくて、いろんな言古を聞きました。

何を具体的に話をされたか、一つ一つまでは覚

えていませんけれども、戦争の帰趨ははっきり

見えていたと、自分では思いますよ。もう負け

だと、これはあかんと。率直に知ってましたよ。

かなり具体的です。もうその人たちは、これは

いかんなということは、いろいろ矢口っていたよ



うですね。

西山平泉さんのお弟子さんたちが、陸軍や海軍

の若手ということで、戦争の動向は、これは勝

てないんじゃないかと。

嶋谷 それは分かっていたと。そういうことは見

えてましたから。他に、私の同級生で古賀とい

う柔道部におった人が、三高を出た自分の義兄

が戦地へ赴任する直前に、僕のところに連絡が

あって、これから兄貴と二人で食事をするから

来ないかと言って、僕が呼ばれて一緒に行った

ことがあった。その兄貴さんが、陸軍へ行って

いたんだろうけども、僕の同級の古賀も学徒出

陣で、陸軍ヘ行ってフィリピンで戦死したんだけ

ども、そのときに非常によく状況を話してくれ

ましたね。そういうこともありましたので、僕

はどういうわけかいろんなt情報が入ったように

思うな。

西山平泉さんのお弟子さんが、そのようなこと

をおっしゃっていたのは、まだ昭和18年の半ば

くらいですよね。当時、平泉さん自身もそのよ

うに思っておられたんでしょうか。

嶋谷 平泉さんはね、思っていたんじゃないですか。

私はそう思いますよ。僕らはね、あの人たちに

会っていると、肌で感じたですよ。口ではっき

り予言しないといっても。質問したら分かりま

すよ。ああいう人は。自ら進んで、説明はしない

ですよ。

西山平泉さんは、神がかり的な側面の強い歴史

学者ではなpかと私は思うんですけれども…。

嶋谷言うところの内容は、日本人の心を学問的

に説いているんです。あの人は知性があるんで

すよ。神がかり的っていうのはね、陸軍の話で

すよ。僕の感じているのは。結論から言うと、

海軍の人は非常に客観的ですよ。で、知性的で

すよ。平泉さんは知性的ですよ。頭から神がか

りじゃないですよ。

西山 しかし、平泉さんは陸軍ともだいぶ近かっ
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たように私は理解していますが。

嶋谷 そういうように人は言うけれども、僕はそ

う思いませんね。あの人の弟子はみんなそうじゃ

ないもの。あの人は神主として生きただけですよ。

あの人は本居宣長みたいなものですよ、もっと

言えば。冷静に言えば。僕は、皆さんが想像す

る神がかりとは遣うな。そりゃ、弟子がすだれ

を上げてやるから、神がかりだと思うけど、天

皇だって皆同じだもの。尊い人に対する礼儀で

すから、あれは礼儀ですよ。段を上にするとい

うことも礼儀だし。僕はね、今から学者がいろ

いろ言うようなものではないと思LEますね。

で、だいたい日本は負けるに決まっていると、

そしたら何をしたらいいんだというと、与えら

れた命令を受け取ってですね、自分の任務を果

たすだけですよ。生きるか死ぬかはね、それは

運命ですよ。運のある人は、天が［お前生きと

れよjと言って、運を与えてくれるだろうと。で、

「お前だめだjとなれば、天は運を与えてくれ

ないだろうと。だから、僕は運を与えられたから、

戦前戦後と、ちゃんと会社で、も通したわけで、すよ。

西山 もう負けるんじゃないかと思いつつ、徴集

猶予停止のニュースが入ってきたときはどんな

ふうに感じましたか。

嶋谷 それは当り前の話やと思ったね。当然だと

思いましたよ。僕は率直に言って帝大の学徒兵

として恥ずかしくない行動で、仕事の責任を果

たすと覚悟を決めてしまったですよ。率直に言

いますとね、僕が軍隊で教育を受けている問、

僕の上官は僕を教官にしたかったらしいですよ。

西山 次に入隊してくる人間の教官ということで

すね。

嶋苔 はじめから僕を教官にしたかったらしい。

教官にしたかったらしいんだけれども、僕は自

分で、進んで、出て行ったんだ。押しやられて、い

やいや出て行ったんだというのとは、僕は全く

違うんですよ。僕は、海軍は非常にいいとこやっ
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たなと。そういうと、皆奇妙に思うけども、僕

は人に訊かれると、いつもほめてるんです、海

軍を。教官がよかったしね。それから、手伝っ

ている教員がね、大変質がいい。我々をね、そ

んなに軽く扱つてなかったと思いますよ。で、

海軍はね、下士官もちゃんと知ってましたけどね、

帝大の学生は特別扱いしてましたよ。そりゃね、

今の国立大学の学生とは態度が遣うんですよ。

慶臆も不思議に尊敬されていましたね。そうい

うことを言うと差し障りが起ることがあります

けど。陸軍は全くそうじゃなかったと思いますよ。

海軍は帝大学生と慶謄には、特別に対応してま

したよ。

西山軍隊に入る直前のお話をもう少し伺いたい

のですが、先ほど当然だとおっしゃった徴集猶

予停止の報せがあってから、実際に軍隊に行か

れるまで2ヶ月くらい聞がありますね。その2ヶ

月で何か特別なことはされましたか。

嶋谷高等学校の同窓会はやりました。

西山 それは、京都でですか。

嶋谷 それは京都ですね。四固までは僕は出て行

かなかったな。 1年下の人は特攻へ行ったし、

1年上の人は陸軍へ行ってピルマで戦死しまし

たしね。何回かやったよ、 1回じゃないですね。

皆、しゃあないな、って。戦争で死ぬのはしょ

うがないですから。

西山 そこで、どういうお話が出ましたか。こう

いう状況になって当然というか…。

嶋谷 うん、ここまでやらせてもろうたんやから、

高等学校も大学も行かしてもろうたんやから、

ありがたいみたいなもんや、もう文句はありま

せんと。後で、知ったけど、アメリカでも、ケネディ

でも誰でも、潜水艦とか乗ってますね。向乙う

も志願してやって来るんだから、こちらが行く

のは当然じゃなLゆミと。それを忌避するという

ことはね、日本人としてまずいと。戦争になっ

たんやから、理由はいろいろあってもね、戦争
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になったんだから、そりゃ戦うのは当然よ、と。

その点は非常にはっきりしてましたね。それで、、

泣き言を言ってどうやこうやいうことは、高等

学校の連中は言わなかったな。で、割合と四国

の人間というのは、そのへんが明るいね。高知

の人間だけじゃなくて、四国の人間というのは、

あんまり未練がましいことをしないな。あれは、

やっぱり四国は…。

西山土地柄ですか。

嶋谷いいねえ。それで、高知へ行きたいという

人は、多少とも、坂本龍馬とかいろんな話を聞

いて行っているでしょ。だからあこがれを持っ

ていますわな。

西山前向きなわけですね。

嶋谷夢を追ってましたね。自由の発祥地だからね、

板垣退助とか。やっぱり自由とかそういうもの

に対するあこがれが入っていますよね。だから、

非常に明るかったですね。ちっとも暗い話は出

なかったですよ。

西山 ご家族とは何か話はされませんでしたか。

嶋谷そりゃあ、しゃあないなってなもんだね。

又ちゃんは商売向かんしなってなもんだね。そ

ういう感じやろうな。世間でおっしゃるような、

家への未練は全くない。そういうことは、ない。

そりゃ、老舗の家だったらありますよ。

西山家を継ぐとかという問題が出てきますから

ね。

嶋谷そりゃ、子を回したという人は、私も知っ

てる。しゃべっておきましょうか。

西山ぜひ。

嶋谷基礎教育では、 1分隊は約300人ですね。

その分隊が4つで1大隊、それが3大隊あるわ

けで、三千何百人かになりますね。そのわれわ

れの分隊300人の代表に最初になったやつがね、

いつの間にか消えたんですよ。一高を出たやつ。

それがね、有名な海軍の御用商人の跡継ぎだっ

たんですよ。それがね、入ってえらく元気がい



いんです。身体も大きいし。大きな声でね、やっ

てくれてたんですよ。で、 2ヵ月目だったかな、

ぱっと消えたんですよ。で、僕班長やってまし

たからね、「何で消えたんやろうなあ」と。で、

彼は、医者に診てもらうと肋膜であると。ま、

事実あったんでしょうな。仮病は許されないし。

それを理由に、軍籍を抜いてしまいよった。い

わゆる丙種にしてしまった。そして消えた。こ

れは、誰も語らん。海軍というのはね、長男は

残してくれたんですよ、跡継ぎがないのはLEか

んというので。で、僕は兄貴が2人おったんで

すよ。だから、残してくれと言うとお前は命が

惜しいのか、って言われるおそれがあるんですよ。

もし、長男だったら堂々と申請してよかったん

ですよ。それで、あんまり成績のよくないやつも、

内地に残ってますよ。

で、何でそんな裏表を知っているかというと、

僕は海軍の基礎教育のときに何をやっていたと

思いますか。教育隊長の野地宗助中佐が、あん

まりわれわれ4期の予備学生を明笑するような

叱り方をしたから、僕は腹が立って登ってみせま

しようと言って、登ったという話はしたでしょ倒。

あのあとから、僕に対する態度が変わったんで

すよ。軍障にも裏表があるなあと思ったのは、

そういうことがあってから、僕に「ちょっと仕

事を手伝ってくれ」と言うんですよ。で、「何

の仕事ですかjと聞いたら、僕にね「君、そろ

ばんができるそうだな、話を聞いたJと。「そ

ろばん出来る人は、他にもいるんじゃないです

かJって聞いたら「君は商業学校を出たらしいし、

東京まで行って試合に出たらしいじゃなpか」「あ

あ、出てますよ」と。僕のところの学校は日本

ーになったんですよ。

西山 そろばんでですか。

嶋谷 うん。僕はそのときの選手なんです。僕は

暗算がうまかったんですよ。その当時はね、 4

桁や5桁は平気でできた。それで、海軍という
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のは毎日座学で試験があるわけなんですよ。いっ

ぱい試験があって、毎日点数をつけなならんわ

けですよ。

西山 ああ、その答案の。

嶋谷 うん。そうすると、 3000人かそこら予備学

生がいるから、それを下士官が集まって計算す

るわけなんですよ。その時分、今みたいな電車

とかないですからね。それで、一回手伝ってく

れと。で、僕は手伝わされた。そうしたら、僕

の方がはるかにうまいんですよ。

西山なるほど。

嶋谷僕は、目をつぶって数字を聞いているだけで、

答えを出したんですよ。

西山暗算で。

嶋谷 うん。勝手にそろばんが頭に浮かんでくる。

で、なんぼなんぼって言って、控えておいて、っ

て。僕がじっと目をつぶっτいるだけで、みな

答えが出たんで、す。そしたら、これをやってい

る時聞がものすごく短縮されて。

西山なるほど。

嶋谷僕の分隊がそういうことでできたので、他

の分隊からもみな持ってきた。俺の分隊もやっ

てくれと。そしたらね、僕はあんまり演習に出

なくてもよくなったんですよ。僕はずいぶんこ

れで助かったよ。

西山 そうすると、そういう場で教官の人たちと

いろんな話をしたりということもあったのです

か。そこから情報が入ったりとか。

嶋谷 もう大抵。隣同士でしゃべっているのも聞

いています。

西山 そうすると、今戦況がどういうふうになっ

ているとか。

嶋谷おお、全部わかる。

西山一芸を持っていてよかったですねえ。

嶋谷 そりゃね、教官たちにとっては、貴重な人

材ですよね。僕はあれで非常に楽をしてね。だ

から、世にいう、銃を担いで10キロの駆足があっ
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た、あの訓練（制。大学時代に選手だった体のい

いやつが、みな先頭に立って、分隊ごとに。で、

後ろからみなついていくわけよ。 2、3人死ん

だんだよね、あれ。

西山 そうらしいですね。

嶋谷 あの駆足には、僕は出なかった。

西山 ああそうなんですか。

嶋谷教官が、お前中におっていてくれと。

それからね、もう一つはね、逃げたやつがおる。

訓練を逃げたやつ。乙れももう死んだ人だから

しゃべってもいいけど。就職してピクターに入っ

たらね、慶臆出たやつが僕のそばに来て、「僕、

逃げたの知っていますか」って。逃げてね、ど

こか行方不明になった。そういうの、何人か出

たんですよ、教育中に。厳しくて。で、その男

はね、もとへ戻してもらった。何で戻してもらっ

たかというと、この人の親父はね、偉い人だった。

実業界のお偉方だった。

西山 もとに戻すっていうのは、家に帰るんですか。

嶋谷 ちゃんと、世間に戻してくれた。

西山 そういうことがあるわけですね。

嶋谷 中には下士官になったり兵隊になったりし

たのがおりますね、それは、何ですね、そうい

う不都合なことをしたとかね。

西山軍隊時代のお話にだいぶ入りましたが、あ

と一つ大学時代のことでお伺いしたいのは、京

大のグラウンドで昭和18年11月20日に出陣学

徒の壮行会（41）が行われているんですけど、そ

のことについてのご記憶はありませんか。

嶋谷僕は出ていると思います。農学部から出発

したことは覚えています。

西山行進するわけですね。

嶋苔 どの道を歩いたか、とかそういうことはあ

んまり覚えていませんけど、農学部に集まって、

それからずーっと出ていって、平安神宮まで行っ

た。それから僕はまだ歩いていると思う。そこ

で終わった人もおるんだろうけども、僕の記憶
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では、あそこから、有志の人だけになったのか

どうか、その辺がよく分からないけどね。あの、

祇園の上に、杷つである場所があるでしょ、維

新の人を。

西山霊山ですね。

嶋苔 あそこまで行ってますよ。あそこに登って、

礼拝して、そこで別れた記憶がある。そのときに、

今日本を慕っている李総統・・・。

酉山李登輝（位）ですね。

嶋谷李さんは、 1年下の農学部におったはずだ

から。それからもう一人はね、僕はレコード関

係をやっていたから、神戸の営業所にいるときに、

あのときの行軍に参加したという、李さんと同

じ台北高等学校を出た人で、松竹へ行った人が

あった。その人が、僕に話をした乙とはね、私

はあの時に、剣で指揮をやりましたと。だから、

壮行会の写真を見たときに、剣を持って先頭に

行っている人聞は、内地じゃなくて台湾の人た

ちではなLEかと想像しているんです。

西山今おっしゃった松竹の方というのは、台湾

のご出身なんですか。

嶋谷 うん、台北高等学校を出てたのは確か。

西山戦後も日本にいらっしゃったんですね。

嶋谷うん。

西山 その壮行会のときに、総長が挨拶している

んですけど、ご記憶はありますか。

嶋谷羽田亨（必）総長が出られていたことは覚え

ています。あの人の発声は、普通の人と違うん

です。なんで印象が強かったのかというと、乙

の人は東洋史の専門家です。モンゴルの発声の

方法とかを知っているはずなんです。それで、

普通の声と違う。お経の声とも違う。僕はお寺

に行っていますから、坊さんの声をよく聞いて

います。あの人はきっとモンゴルの声を勉強し

ているはずです。音吐朗々とは、こういう声の

ことを言うのかと、合点がいったんです。

西山 そうしましたら、大学時代のお話はこれく



らいにしまして、軍隊時代のことをお伺いします。

まず、なぜ海軍を志望されたかについてお話し

いただけますか。

嶋谷 これね、簡単なんです。 10キロメートルの

遠泳試験に僕は合格していますので、泳げると

いうことが一つの理由です。それから、理科的

な科目の勉強は、海軍は多いと聞いていました。

船に乗るんだから、当然多いわけです。船は機

械の集まりですからね。一応基礎的な勉強は高

校入試で通過していると。このへんは、高商を

出た人とかは大変苦労していましたよ。

西山理科系の勉強で。

嶋谷 うん。大変苦労したと思います、かなり優

秀な人でもね。あと、僕は第二乙ですから、陸

軍へ行ったらこれはあかんと。銃を担がされて

歩かされたらね、僕はもたないと。陸軍へ行っ

たら、自分もだめになるし、国家にとっても損

やと。もう一つは、寒さに弱いというのは分かつ

ている。だから北はだめと。僕は船を扱うのが

下手である。あの荷物を運んだりする大発とい

うのは、扱うのがなかなか難しいんですよ、指

揮するのが。ああいうことはね、実務で鍛えな

いといけない。それが、実務する時聞を我々に

与えてくれなかった。教育中に大発の指導をし

てくれる時間はほとんどないんですよ。そうい

うのをできなかったら、恥をかく。それこそ、

下士官や兵隊の前で恥をかく。だから、そうい

うのがないところへ行乙うと。陸上勤務があれば、

希望するとはじめから決めていた。駆足とかそ

ういうものだと、僕は暑いところでも辛抱できる。

で、僕の見通しの通りになった。僕は行く道を

誤っていなかった。

西山そうですよね。

話を戻しますけど、徴兵検査のときに海軍を

志望しますとおっしゃるわけですね。

嶋谷 うん、そう。そりゃ陸軍は喜びました。第

二乙みたいのが来たら邪魔になるというわけで。
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甲種から取っていったらいいんですから。

西山実際に軍隊に入られてからのお話に移りま

すが、海兵団で訓練されて、その中で予備学生

の試験を受けることになります。予備学生以外

にも主計のような道もあったと思いますが、そ

こで予備学生を選ばれた理由は何だったでしょ

つ。

嶋苔僕は実はね、経理へ行けと言われたんです、

教官から。僕の履歴見て。僕は、経理を断わっ

たんです。なせ’断わったかというと、あの時分

はね、あとで改良されましたけどね、経理将校

と技術将校はね、指揮権がなかったんです。そ

の後改良されて、位が上ならば指揮権を持つよ

うになったんです。指揮権がない士宮て、あほ

らしいってなもので。で、僕が着任してマカッ

サルに着いたら、ある私大のやつが経理に入っ

てました。そんなことは今までなかったです。

西山 やっぱり主計は帝大が主流ということです

ね。

嶋谷 うん。それでね、経理でその男は何もでき

ないから、酒ぽっかり飲んでおった。

西山仕事ができないということなんですね。

嶋谷 できないんだろうなあ。戦後の会合にもー

切出てこないね。経理は、みな志願ですから。

中曽根さんも経理なんですよ。だからね、非常

に優秀な人が経理におったはずです。前線には

そういう人を出さなかったんじゃないですか。

僕は分かってたら、違うことをしていたやろうな。

西山 指揮権が与えられると分かっていれば、主

計に行っていたかもしれないと。

嶋谷 そっちのほうが楽だし、仕事もいいし、筋

のいいのがようけ来るし。だから、損な道は歩

いたけど、別に思い違いではなかったなあと。

しかし、僕は行ってから、案外主計の代わりに

頼りにされたんじゃなpかな。機密書類を僕に

みな見せてくれましたよ、マカッサルで。それ

で終戦は7月の上旬であるということを知った。
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だから終戦になったとき、全然驚かなかった。

西山 予備士官ならば、普通はそういうものは見

られないのですね。

嶋谷見られない。

はじめに首席参謀が、僕に国際法を勉強して

くれと言ったのは、暗示があったわけですね。

それは3000人オランダの女性と子供を預かっ

ていた。セレベス島のみならずパタピア、スラ

パヤ、ボルネオ島の出征したオランダ人の家族

でした。これの扱い方がはっきりわからないわ

けですね。マカッサルの近くで、海軍が預かっ

たわけです。陸軍の方は、阿南惟幾が司令官で

おったんですけど、海軍の司令官は大杉守一（叫）

という少将です。だから、位としては下につく

んですけど、国際的なことを知っているだろう

ということで、海軍に預けたわけですね。はじ

めは 1000人預けたんです。それで、どんどん

増やして3000人になったんです。で、預かっ

た3000人をどういうように生活をさせたらい

いか。国際法的に守らないとLゆミん。それで首

席参謀や司令官が頭をひねったわけです。それで、、

どうしたかというと、これがまた海軍のえらい

ところだと思うんですけど、宿舎を別にこしら

えたんです。自給自足できるような宿舎をこし

らえた。畑や学校も作った。小学校に入るよう

な子供もいるから。で、護衛もしなくちゃいけ

ない。士官を入れるとえらそうな顔をするやつ

が出てくるだろうから、この大杉少将と首席参

謀が何を考えたかというと、下士官の中から人

格者を選んで、それを監督者にしたんです。司

令官と首席参謀の直属にしたんです。この下に

部下を 2人つけた。 3人でやらしたんです。こ

れで、困ったことは全部司令部に直訴しろと、そ

ういう体制をとったんです。僕は、これね、す

ごい司令官と首席参謀やなあと思ったね。民間

人でもこういう着想はないなあと。で、ついに

これで通した。濠外｜軍が終戦の前にね、空襲した、
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間違えてね。で、焼けたんですけど、とにかく

日本がこれを守ったと。保護された女性でね、

守ってくれた人と結婚したいという志願者も現

われてね。で、この話が戦後、「白い肌と黄色

い隊長Jという映画（45）で紹介されたんです。

僕はね、一回か二回見学に行っていますよ。

西山 そうしますと、着任早々に国際法をやれと

言われたというのは、乙うpう収容施設があって、

近い将来の和平交渉とか、引き渡しとか、そう

いうときに国際法の知識が必要になるから、やっ

ておけという暗示だったわけですね。

嶋谷 そう。その首席参謀はたしか高松宮さんと

同級生だと言っていましたね。大杉少将という

のもなかなかの人柄だったね。毎朝、准士官以

上は司令官以下、朝食は一緒にするんですよ、

食堂でね。で、その日の状況を話してくれるん

ですよ。海軍というのは、なかなか開けたとこ

ろです。

西山率直なお話ができるわけですね。

嶋谷うん。

西山 ちょっと話を戻して、予備学生としての訓

練中のお話ですが、武山に来てからはやはり座

学が中心だったのでしょうか。

嶋谷座学が中心ですね。それは藤森さんが書い

ているとおりですね（刷。彼が書いていることで

僕がいちばん感心したのはね、術科学校で僕以

上に勉強していますね。僕は術科学校であれほ

ど勉強はしていない。僕は陸上に行くと決めて

いたから。対空というのは、船に乗せられるか、

陸上で砲台長になるかどちらか分かりません。

僕は、砲台長の方に、心の中で希望をもってい

ましたから。彼は必ずしもそうじゃなくて、教

官のつもりもあったかも知れないし、船に乗せ

られるかもと思ったのかも知れない。彼は時間

をかけてよう勉強しているわ。

西山 藤森さんの本の中で、私が印象的だったのは、

この時期になってくると対空とか、陸戦とか、



そういうものを実際に海軍の中で担っていたの

は、兵学校出身の人たちではなくて予備学生出

身者なんだと。同じ印象をお持ちになりましたか。

嶋谷 ああ、もう全くその通り。マカッサルへ行っ

て、士宮がおったけれども、海兵出身の人は一

人しかおらんかった。四十数人は予備学生出身。

兵学校出身の人はね、水上の勤務に就いていた。

それからね、特務士官が、僕の記憶では10人お

るかおらないか。

西山 あとは皆予備学生出身の士宮だと。

嶋谷そのとおり。どこも同じ。 3期と 4期。長

が1期。

西山訓練も終りに近づいてくると、赴任地を知

らされることになるかと思います。兵科の4期

でしたら、フィリピンが多かったと思いますが。

マカッサルであると聞かれたときは、何か感じ

られましたか。

嶋益 セレベス島というのは、大きいというのが

頼りでしたね。本州と同じくらいの面積があり

ますから。向かいのボルネオ島はタラカンで石

油が採れて、連合艦隊が頼りにしていたところ

だから。タラカンか、セレベスか、どっち先に

敵が来るか、まあどっちでもええわと。だから

そんなに他人様がおっしゃるような悲壮なる決

意とかいうのはないんですよ。淡々としていた

感じですよ。

西山訓練中のことに戻るんですけど、訓練中に

ご家族やお知り合いの人が面会に来たというこ

とはありましたか。

嶋谷面会には、うちは一度来たことがあります。

西山武山ですか。

嶋谷 いや、館山です。私の堺商の先生と母親が

来てくれました。それも訓練中に、面会所じゃ

なくて、裏で。もうほとんど面会はさせなかっ

たから。面会日何日とか、そういうことはなかっ

た、あの時分は。で、なんで裏へ回って会わし

てくれたかというと、堺で軍万を作って渡しに
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来ましたと。これは軍万を作ってくれと葉書で

書いておきましたので。それを持ってきました、

と言ったら、裏で訓練やっているから裏へ回れ

と言われたらしい。僕は鉄棒の上を歩かされる

訓練をやっていた。で、来たから「あれ、何し

に来たんや」って聞いたら、「これ持ってきた

んやJ「ああ、おおきに」と。それで僕は、そ

の訓練を止めて、教官が部屋の中におってその

場におらなかったから、それじゃあいつも外出

したときに飯を食わしてくれる家があるから、

同じ班のものに、あと頼むで、と言って、そこ

の家に行って。で、そこの家に牛乳があったから、

牛乳を温めてもらって。そしたら、 2人が何杯

も飲みよったんよ、おいしそうに。えらい喜んで。

で、飯も食わしてもらって。ええ気持ちになっ

ていたら、「白書谷どこへ行った、教官が怒って

いるぞ」と呼びに来た。で、先生と母親にはも

う帰ってもらって、僕は体育館の中に入れられた。

そうしたら、他にも勝手に面会したといって3

人ほどやられていましたね。

西山他にもいたわけですね。

嶋谷他にもいた。僕を怒った教官を覚えていま

すよ。文理科大学を出て、身体の大きな人でね、

よその区隊長です。僕が入っていったらね、「な

ぜ無断外出したJって言うから、僕は「軍万を持っ

て僕の郷里から恩師と母親がやって来たので、

やむを得なかったのです。申し訳ありませんJ

と言ったらね、うなずいて、「足踏ん張れ」っ

て言って、ぱーんと。僕、端から端まで飛ばさ

れた。ああいう人たちは、殴るこつを覚えてい

るのか、怪我もせずにね。僕は一発ですんだ。「よ

しJと。「先生がJと言ったのが効いたと思う。

僕は、殴る方にも温情があると思うね。他の者

はね、私的なことだったというので、大分殴ら

れていたな。

西山 その、殴るのは「修正」と言ったらしいで

すけど、訓練期間を通してそういう修正を受け



京都大学大学文書館研究紀要第13号 2015年

たことは他にはありませんでしたか。

嶋谷修正はね、いちばんしょっちゅうあるのはね、

1人が何か間違いを犯すと必ず班全体がやられ

る。

西山連帯責任ということですね。

嶋谷 だから、気をつけなければL功ミん。これは

教えられたね。だから、自分のことでないこと

でも、怒られないようにやらんとL功ミん、お互

いに。それで殴られたことはある。あとは、海

軍の厳として特に基礎教育の時に、階段の中頃

で教官が待ち受けているんですよ。それで降り

てくるやつ、登るやつ、駆足でないときは、ばー

んと、殴るわけですよ。

西山必ず駆足だと。

嶋谷必ず！駆足。これはね、一回も殴られたこと

がないというやつはいませんね。みんなね、ホッ

とゆっくり歩くことがある。そしたら、ぱーんと。

それも、必ずおるんですよ、教官が。それを、

非常に厳しく守らせたね。これが船乗りの原則

なんですよ。歩くっていうのは、悪なんですよ。

そうしないと、伝わらないし、助けに行けないし、

逃げられないし。絶対駆足なんです。これは僕

は海軍のいい習慣だと思いますね。

西山 ご経験の中では理不尽な修正はなかったで

すか。

嶋谷 それはね、隊長によるわ。そのときの区隊

長によるかもしれん。例えば、僕の知っている

人で、「タコjというあだ名の区隊長がおった。

いつも赤い顔で。これ、ある専門学校を出て、

頭が固定したみたいな感じだった。これ専門学

校を出た人かなと思うぐらい。この人が、何で

も真っ先にやらなきゃいかんという思想だった

らしい。タコにやられた、という人がずいぶん

いた。僕はね、区隊長によると思う。

ある時に、自分の区隊長だけじゃなくて、他

の区隊長も出てきて戦争の体験談を聞かしてく

れるという時聞があったんですよ。

。。
巧
d

西山訓練中にですね。

嶋谷訓練中に。その時に、非常に印象的に僕に

残ったのは、慶臆出身の通信士の話で。その通

信士は中尉で、兵学校出の同じ中尉と喧嘩をし

たと。兵学校出は偉いんだという観念があってね。

で、兵学校出は通信を軽視する。兵学校では昔

から砲術が伝統的にいちばんなんです。通信と

いうのは下に置かれているんです。そういうこ

とが基礎になっている喧嘩だ。ある時宴会をやっ

ていたら、兵学校出身の中尉が、足の指に杯を

はさんで、ぱっと自分の前に突き出しおった。

慶臆出た予備学生の前に。「この酒飲め。予備

学生ごときが何ができるかjと。この通信士語

るには「予備学生にはこういう悩みが起るぞ。

俺はこの時、こいつ殺してやろうかと思った。

そうか、黙って過ごすかどちらにしょうかと瞬

間的に思った。俺は慶臆の空手の選手なんだjと。

それで、「俺は喧嘩を売ってやった。杯を投げ

つけて、表へ出ろ、と。お互いに素手だぞjと言っ

たら、その体験談を語った上官が「待て」と。

兵学校出身のやつに、「お前謝れ。俺が謝れと

言うから謝れ」と言って済んだと。これが体験

談の中で痛烈に残っているね。吉田満の『戦艦

大和の最期』の中にも、予備学生と兵学校出の

士宮との問で、喧嘩が起ったことが書いてありま

すね、前の日に（47）。その時に臼淵大尉という人

が聞に入っておさめるでしょ。同じことが僕ら

の目の前で、起ってくるわけですね。予備学生は、

一時の使い捨てみたいなもので、兵学校出の人

を温存していくわけね。そこに問題が起きてい

るわけですね。ただ、兵学校出でも苦労してき

た教官は、常識があるわ。中学4年から行って

いるわけだし。陸軍の方は、中学 1年から行け

る幼年学校出身者が優位にあった。兵学校みた

いに4年から行ける制度だけにしておいたら、

兵学校ともバランスがとれて、それから戦争で

もね、こういうおかしな考え方の格差が出なかっ



たのじゃなpかと。僕はそのへんの教育制度に

大きな問題があったのじゃなpかと思うね。

西山 では、だいぶ時間も経ちましたので、今日

はこのへんで終わらせていただきます。

［第4固］

嶋谷壮行式の前後に、一回東大の講義を聞きに

行きたいと d思って、高知出身者は土佐塾という

のが東京にあったんで、すよ。京都にもありまし

たね。同期の剣道部の副将に西沢成祐という東

大に行った秀才がいて、兄上は高知高校から東

大を出て高知大学の学長になった人。その宿舎

である土佐塾に泊めてもらって、東大の末弘厳

太郎（48）先生の民法の講義を聴いたことがあり

ます。

西山 それは、昭和18年の秋、軍隊に行カ通れる直

前ということですね。

嶋谷 うん。 2日ほど泊めてもらった記憶がある。

その講義を聴く前に、私は高知高校剣道師範の

清水忠博さんに連れられて、足利在住の曹洞宗

の有名な沢木興道（49）禅師を訪ねて数日間参禅

しました。そのため、私は風目敷に座布団を包

んで持ち歩いていました。帰りは西沢君が東京

駅まで送ってくれたんですが、巡査に中身を見

せろと言われてとがめられたんです。周りの人

が変な兇器でも持っているのではなL功当と寄っ

てきたんですが、座布団だけということが分かり、

その理由を聞かれて、沢木興道さんのところで

参禅した帰りですと答えたら、逆にほめられた

ことを思い出しました。清水忠博師範は、この

あと再度の召集でニューギニアで戦死され、西

沢成祐君も学徒出陣で海軍に入りましたが、レ

イテ島で斬り込み隊長として戦死しました。

西山 ありがとうございます。これまで高校時代、

大学時代、軍隊に入られて訓練の話を伺いまし

たので、今日はマカッサルに行かれた後の話と、

それから敗戦時の話、日本に帰ってこられたと
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きの話、そして卒業まで。だいたいその辺のお

話を中心にお伺いします。

マカッサルに7人で行かれて、着いたときに

他の6人は任地が言い渡されて、嶋谷さんだけ

が国際法を勉強しろという指示があったという

ことですが、司令部におられて具体的にはどう

いうことをされていたんでしょうか。

嶋谷司令部に着任したとき、首席参謀から国際

法を勉強しておくようにとの指示があっただけ

で、特に教える上司はおらず、内容も具体的に

示されなかったんですよ。従って司令部での当

直勤務や、朝夕の下士官兵との接触を通じてマ

カッサル根拠地隊の情報を集積することに努め

ましたね。そのとき司令部内には3期予備学生

出身の高橋中尉がいました。彼は28歳で最初陸

軍にいましたが3期予備学生に採用されて内地

から派遣された人で、日大の夜間部出身で世間

ずれしていましたね。当時軍属として現地に勤

務していた20歳、 30歳代の人たちを召集して

防衛に当たらせるため訓練をやることになり、

高橋隊と称する司令部の守備部隊をつくり、 4

期の予備学生が小隊長になりました。 5小隊編

成されて、私は小隊長になりました。

西山要するに、敵が上陸してきたときに備えた

訓練だということですね。

嶋谷そうです。

西山 そうして召集して訓練して、使いものにな

るのですか。

嶋谷体はみないいですから。

西山 武器はありましたか。全員に行き渡るような。

嶋谷行き渡るほどの武器はないけども、小銃が、

何割ぐらいあったかな、全部はないですわ、も

ちろん。半分あったかな。

西山陸戦の訓練ですね。

嶋谷陸戦。

西山 それは、ご自身が館山とかで勉強してきた

ことを、召集された人にそのまま教えるという



京都大学大学文書館研究紀要第13号 2015年

感じですか。

嶋谷そうそう。

西山 そもそも、マカッサルの近辺に民間の日本

人がたくさんおられたということですね。

嶋谷たくさんおったですね。

西山 マカッサルは、空襲とか、敵の攻撃は受け

なかったのですか。

嶋谷時々来ていましたよ。

西山敗戦まで暮していかれるなかで、食糧とか、

他の物資とかが不足することはなかったですか。

嶋谷 そうねえ、終戦まではあんまりなかったな。

西山生活とか、訓練をしていくことに、比較的

不自由を感じられることはなかったですか。

嶋谷パパイヤでも植えると、半年足らずで食べ

られるからね。南方は、敵の攻撃さえなければ、

自給自足はできないというわけじゃないね。戦

後も、 21年6月に帰るまでに畑作りましたよ。

芋とか、菜っ葉とかやるのに、まず井戸を掘り

ますわね。井戸を掘るのも兵隊がみなやって、

自分で植えて、やりましたから。

西山 じゃあ、水も豊富だったわけですね。

嶋谷 ああ、水もじゃんじゃん出てくるし。とに

かく、食えるものがないということはないで、すね。

西山 現地のインドネシアの人たちとの交流はあっ

たのですか。

嶋苔 行ったらね、向こうの子供たちとか、ちょっ

と大人になるまでの人とかね、肌の色が似てい

るし、人なつっこいね。向こうから近づいてき

ましたね。煙草をあげると、何か持ってくるし：ね。

僕は物々受換はあんまりやらなかったけど、皆

やっていたわね。言葉もやさしく付き合ってく

れるし。

西山 では、割と友好的だったということですね。

嶋谷友好的ですよ。

西山戦局の動向について、例えば沖縄が占領さ

れたとか、原爆が落されたとか、そういう情報

は入ってきていましたか。
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嶋谷司令部では、毎朝司令官以下、准士官以上

が食事会をしていましたからね、そのときに差

し支えない程度の報告がありました。情報交換が。

だから、大体のことは皆知ってましたよ。

西山 はっきり言えば負けているな、と。

嶋谷 そんなことは、もう。負けているな、とは

言葉としては言わないけど。孤立してきたな、

あかんな、ということは皆知っているわけ。日

本がやられたら、こっちで残って長く維持する

だけだな、と。

西山 自給自足の態勢を作って頑張ると。

嶋益頑張る用意をせんとLEかんな、というよう

なものですよ。

西山いただいた文章の中に、「試し斬りJの話

がありました刷。私がまず思ったのは、「試し

斬りJ自体は珍しくなかったのかということな

んですが。

嶋谷 「試し斬りjという在り方は、日本人は中

国でもどこでも考えたでしょうね。日本人は白

兵戦を主としていましたから。

西山兵隊に度胸をつけさせるために、捕虜や、

スパイの疑いをかけた人たちを直接斬る経験を

つけさせるということですか。

嶋谷 そういう思想は、広く陸軍にはあったでしょ

うね。海軍は、白兵戦ではないし、船が沈んだ

ら全員もろともという根本思想でしょ。陸軍は、

それは学校の教練時代からありましたよ。配属

将校がちゃんと言ってますよ。もうちょっとそ

のへんは話をしないと、間違った洞察をされた

ら困るし。だいたい万を持つ、銃剣をつけると

いうことは、白兵戦をするということです。中

国も持ってますよ、やっぱり白兵戦が基本ですよ。

アメリカとかヨーロッパで、は基本で、はないよう

ですね。万を扱うということは、精神的な鍛錬

をしょっちゅう心がけないと、武士道としては

成り立たないというような教育をしていたんじゃ

ないですか。室町時代には戦乱で、平気で、日常ゃっ



てますから、それが平和になって治まってくると、

武士道を保つために。白兵戦で戦ったら、とに

かく勝たないといかんわけで。だから、僕らで

も剣道部に入って何を教えられたかというと、

昔の剣道の試合は全部三本勝負だったのが、僕

らの時分になってから一本勝負になってます。

試合は全部一本勝負。

西山 負けたら終わりということですね。

嶋谷 そうそう。一本勝負とpうのは、余裕を持つ

て捨て身になるということですよ。三本勝負と

いうのは、敵の術を全部知って。一本勝負は、

気迫において相手を圧倒できるかどうか。気迫

でのめるかどうかだと。

西山 そういう発想は、主として陸軍のものであっ

たと。

嶋谷陸軍には多かったと思う。

西山 ご経験されそうになったのは、海軍での話

ではないですか。海軍でもそういうこと…。

嶋谷敵前上陸するということになっていますか

ら。海軍も陸軍と同じような。

西山 そうすると、この3期の高橋さんが、異常

な性格の持ち主で「試し斬り」が好きだったと

いうことではなくて、いわば鍛錬のーっとして

やったんだと。

嶋谷教えてやろうと、そういうチャンスを与え

てやろうと、という自慢をしたいだけであって。

彼が、なんでにせものだと僕が思うかという理

由の一つは、彼が僕の上長だから、訓練をする

ときにその仕方を見ていたんです。彼は、銃剣

道でもちゃんと防具を着けるんですが面をかぶ

らない。［こうやったら突けるんだぞJって教

えているんですが、ご本人はちっともしない。

西山言うだけなんですか。

嶋谷 口だけ。それからもう一つは、マカッサル

の司令部に散髪屋があって、そこに 1人娘がおっ

た。それを妾がわりにしていた。

西山 え、そうなんですか。

。。
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嶋谷 それを僕らが知ったわけ。

西山 こいつは信用ならんと。

嶋谷信用ならんと。あまり下士官は世間を知ら

ないから、下士官に陸戦の経験があると言いふ

らしていたけど、実際には陸戦に出たことがな

かった。

西山 「試し斬りjの命令が高橋中尉から来たと

きに、もともと高橋中尉の普段からの振る舞い

が信用できないということと、読ませていただ

いた文章の中にありましたが、命令系統がおか

しいんじゃなL功ミということで、ご友人の方と

現場にわざと間に合わないように行った、とい

うことですね。

嶋谷 その通り。その友人は4期の機関科出身の

松田少尉で、 10年ほど前まで生きていたと思う

けど。僕は自分でものを考えて、おかしいと思っ

たときは自分で判断したらいいと思LEますよ。

彼も、僕と同じように感じたらしいよ。松田少

尉の車の処置で4期や 1期の予備生徒の5、6

人は助かったはずですよ。彼らには話をしなかっ

たから。

西山 なるほど。わざと遅れて行こうということ

は言わずに。

嶋谷僕が気の毒だなあと思ったのは、斬ってい

た人で、沢田っていったかな、非常に優秀な下

士官がおったねえ。

西山命令に従った人ですね。

嶋谷 おそらく死刑になったでしょう。

西山戦犯で。

嶋益 うん。なったと思いますよ。その人は、非

常によく勉強していたらしくて、僕が司令部に

いるとき、こんな質問に来たことがある。「八

紘一宇とはどうLEう意昧でしょうか」と言って。

僕は僕なりに解釈した話をしたら、「よく分か

りました。八紘一宇とはよく聞きますが、そう

いう意味だったんですか」と言って。

もう一つ、僕を斬りに来たという話をしたで
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しょ（51）。

西山 ええ、終戦直後のことですね。

嶋苔 そのときに万を抜いた者は高橋におだてら

れてね。僕は人の判断をするときにね、豪傑ぶっ

たりする人をあんまり信用しない。海軍の面白

いところはね、剣道の達人といっても、だから

といって取り立てたりしないです。野球やサッ

カーと同じだと。

西山剣道を特別扱いしないということですね。

嶋谷僕はね、それは一つの見方だと思っているね、

今でも。というのは、海軍というのは船で一心

同体で行くところですから、個人個人の武勇を

あんまり問題にしないところだったね。僕は海

軍の一つのいいところだと思うね。

西山 8月15日の「玉音放送」は、マカッサルで

直接お聴きになったわけですね。

嶋谷はい。

西山事前に放送があるという報せが当然あった

と思いますが・・・。

嶋谷ああ、ありました。

西山 どうLEう放送かという推測はされましたか。

嶋谷僕は知ってましたよ、どういう内容かとい

うことは。これはいよいよそうかいな、と思って。

あんまり緊張しなかった、僕自体はね。みんな

整列してちゃんと聴きましたよ。ざーっという

雑音が非常に多かった。

西山 では、聴かれての印象は、やっぱりそうか、

という感じでしたか。

嶋谷 うん、そうそう。

西山他の方たちはいかがでしたか。

嶋谷他の人たちはね、泣いている人もたくさん

おったけど。その時に、その後だったか、福留

中将（位）という人が話をしたように思いますね。

西山説明しに来たわけですね。

嶋谷 そうそう。僕は、乙ういうこと言ったらあ

れだけど、どうということはなかったな。

西山予備学生出身者とそうでない人とで、受け
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止め方に遠いはありましたか。

嶋谷下士官が騒ぎましたね。予備学生出身者は、

あんまり泣いている人もいなかったな。現地教

育の兵隊は黙って聴いていたな。大騒ぎで暴れ

回るようなことはないわね。

西山徹底抗戦とかいう人はおられませんでした

か。

嶋谷 その時には、誰もそんなことは言わなかっ

たですね。

西山 では、比較的平穏に受け止めたということ

ですね。

嶋谷 ただ、その後1週間ほどで、当直の時に手

向かってきたような人は、いつも酒を飲んでい

たね。

西山ああ、終戦後に。

嶋谷 それも一つの見極めですよね。そういう場

で騒ぐやつは。

西山 その後、武装解除があると思うんですが、

どういう段取りだったんで、しよう。

嶋谷進駐してきて、武装解除で銃剣等をみんな

渡したのは、 9月になってからだったかなあ。

西山半月ほどは、そのまま待機ですか。

嶋谷待機ですね。まだ敵が上陸してきてないで

すからね。

西山 過駐してきたのは、どこの軍隊ですか。オー

ストラリアですか。

嶋谷オーストラリア軍だね。

西山武装解除はスムーズにいったのですか。

嶋谷 うん、軍律は解いていないですからね。武

装解除の後も軍律は解いてない。復員するまでは。

西山場所によっては、秩序がこわれていくとこ

ろもあったように聞きますが、そういうことは。

嶋谷 もう全然。そのへんがしっかりしていたん

じゃないかな。おとなしかったんじゃないかな。

西山武装解除されてから、どこに収容されたの

ですか。

嶋谷 2回移動したと思いますが、地名が思い出



せない。 1回目は、マカッサルからそう遠くな

い平地を開墾して井戸を掘り、芋とか野菜など

を栽培して自給自足態勢を作りました。軍の組

織は継続して、軍属の男性と女性はそれぞれ別

集団を組織、現地の人からは隔離しました。私

たち高橋隊の小隊長は、日本人を警護する警戒

隊長になって、ピストルを携行してMP連絡将

校の任務についたので、農作業には直接従事し

なかったですね。 2回目は、やがて帰国が近く

なり順番が決まると、港近くに集まって何日か

過ごしました。そう遠くないところにケンダリー

の飛行場があって、例の「試し斬りJがあった

ところね、その近所に集合したね。飛行場の警

戒隊長がー高から東大を出た3期の予備学生出

身の大峡中尉、僕はその人と仲良くなって。専

門は何ですかつて聞いたらフランス語のなんや

らと言っていたけど、その人はドイツ語がえら

い達者で、ね、原語でたくさん歌ってくれたね。

さすが一高やなあ、と思ったね。その人は、僕

らが帰るとき「俺のところの近所で試し斬りが

あったんだから、そういう疑いを持たれたらし

くて帰れなL功ミら」と、僕に家族宛の手紙を託

して、僕は復員するなりその人の家がある山形

県にその手紙を出したことがある。そのうち、

僕は会社に入って、気になってしょうがなかっ

たから、 10年くらい前に一高出身の人に頼んだ

ら、あの人は無事帰ってます、戦犯にならずに、

ということで。それで連絡もしてもらったら奥

さんから手紙が来て、うちの主人はマカッサル

に行ってみたいといっているうちに、ついこの

間亡くなりましたと言ってこられましたけどね。

西山 集められたところでは、毎日どういう生活

をされたんでしょうか。

嶋谷食事はちょっと少なめだったけど、そんな

に不自由はしなかったと思うな。それから畑を

どうしたのか、そのへんは直接僕がやってなかっ

たから。

η
3
 

0
0
 

嶋谷又三郎氏「学徒出陣」

西山毎日何をしていたんでしょうか。

嶋谷 世間話ばかりしていたような気がするなあ。

西山 そこで労働を強制されるとかということは、

一切なかったわけですか。

嶋谷 ああ、ない。スポーツみたいやね、彼らは。

負けたら、もう済んだんだ、という感じで。

西山 オーストラリア軍の人としゃべる機会はあ

りましたか。

嶋谷僕に物をくれたことはある。飲み物の原液

を4種類か5種類くれたことがある。そういう

ことは彼らは平気だ。

西山 では、特に不愉快なことはありませんでし

たか。

嶋谷 そういうことは、あまりなかったね。会っ

たときに敬礼をしないと怒ったけどね、それ以

外はね、別にしつこくなかったな。

西山収容されているときに、日本の’情報は入っ

てきていたのですか。

嶋谷 あんまりd情報はなかったね。

西山 武装解除されてからは、通信はできないわ

けですね。

嶋苔うん。

西山 そうすると、留守のご家族がどうされてい

るかとかは全然わからない。

嶋谷 ああ、それは分からない。

西山 自分たちが今後どうなるかとか、いつ帰れ

るかとかという情報は、少しず、つ入ってくるも

のですか。

嶋谷 そのへんは、下士官などは所帯持っている

でしょ。彼らはそんな心配するけど、一人ぼっ

ちはそんな心配しないわ。どうせ出てきたんだ

からね。僕は全然、あっけらかんや。

西山気にしませんでしたか。

嶋谷 はじめから帰れるとは思ってなかったから

ね。あれは所帯持ちであるかどうかで全然違う

と｛業は思うね。

西山 そうしますと、逆にもう帰れると決まった
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ときでも比較的冷静でしたか。

嶋谷 そやそや。喜びもしないしな。帰って食う

のに困るようなことなら、帰らない方がいいん

じゃないかと思ったこともあるね。

西山復員の船に乗られて、和歌山県の田辺に着

くわけですね。

嶋谷着いたその晩にあったことが、この前書い

たように、陸軍の参謀が3人やられていたこと（53）。

どういう理由であったかは知らないが、どうも

あれは筋のいい男にやられたような感じではな

かった。妬みだね。あの日、参謀はこれから故

郷へ帰るんだというわけで、きちっとした正装

をしていたしね。

それを見て興奮したのか、 3期の予備学生出

身の中尉全員がさっき言った高橋というのを呼

び出して、四十何人おったけど、全員がなぐり

ょったね。高橋はそのまま病院行ったけど。

西山 田辺に上陸されて、そのまままっすぐ堺に

行かれたわけですね。

嶋苔そう。堺に帰って降りたら、夜ゃったな。

ちょっと昔の話をすると、この前から言ってる

南宗寺の隣りに萩の寺という禅寺があって、千

利休の先生の武野紹鴎がそこに住んでいたと言

われていてね、紹鴎の墓もある。そこは下宿屋

みたいなことをやっていて、僕も受験勉強やと

いって3ヵ月くらいおったことがある。ああ、

この寺焼けてないなと思って入っていった。そ

この娘が、ちょっとうさんくさそうな顔をした

んだな。で、親父さんや奥さんが出てきて「あ

あ嶋谷さんやjと。で、しばらく話をしていて、

うちはどこに疎開したんですかと聞いて。浜寺

のところからパスで 1時間近く乗ったら行けま

すと言われて。近所に泊るところないですかと

聞いたら宿屋を紹介してくれたね。

西山 ご自宅は焼けてしまっていたのですね。

嶋谷 焼けてた。で、宿屋へ行って泊めてもらった。

あくる朝起きて、疎開している家に帰った。ちっ
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ちゃいところで、家の前に畑があって。そこで

ちょっと畑の子伝いなんかしながら、 3ヵ月く

らいおったかな。そこから大学へは直接通えな

いんだよね。下宿探しに出なきゃいけないんだ。

それが第一。で、 9月頃になって京都へ出ていっ

たんです。下宿探しをしてたら、高校時代の友

だちに会った。名前は岩崎といって陸軍へ行っ

て早く内地に帰っていて、一緒に下宿探しに行っ

てくれた。銀閣寺から哲学の道をまっすぐ歩い

てたら、冷泉天皇陵があって、その前の四つ角

の所に大きい家があって、そこに桜橋って書い

であるんだな。そこまで行っても下宿が見つか

らないから、橋に腰かけてそこでじっとしてい

たら、その大きい家の勝手口から背広着た青年

が出てきて、僕の顔をしげしげと眺めて「嶋谷

じゃないかJって言うからね、見たら吉川圭三

という堺商の僕の同級生だった。「お前何して

んねんJって言いよるねん。「セレベス行って、

復員してきて大学に行こうと思ったけど、通え

ないから下宿探しに友だちと歩いているんだ、

どつかないかいな」て言って。「ああ、そうかJ
と彼はきびすを返してまたこの大きい家に勝手

口から入っていったんだ。で、 10分ほどしたら

こっちに戻ってきて、「叔母が呼んでる」と。

叔母っていうのは後で分かったんだけど、自分

の親父の妹さんの嫁ぎ先だったんだ、ここが。「圭

三の友だちだったら呼んでおいで」と言ってい

ると。それで、勝手口から入っていった。見れば、

庭だけで千二、三百坪の大きい家なんだ。二階

建ての母屋があって、庭の一番はしに小さな五

重塔が建ててあって、その横に茶室があって居

間もついていた。庭園の中央の小高いところに

四阿があった。「茶室が空いている」とpう。で、

叔母さんが応接間に座っておられて僕はその前

に立たされた。 10分ほど。早く言えば僕は面接

試験を受けたわけだな。娘がいるから警戒した

わけ。しかも復員兵だし。僕を上から下までし



げしげと見て、「はいよろしLE」と。日本髪を

シュッと結わえた人で、粋な人なんだな。未亡

人なんだよ。旦那さんは2、3年前に脳溢血か

なんかで亡くなったらしい。もともと、京極で

美術品とか時計とかの貴重品を扱うお店をやっ

ていたんだね。だからお金持ちなんだね。別荘

として持っていたんだ、そこは。京極の店は人

に貸して。息子が戦地から戻ってきたんだけど、

心臓病で死んでしまった。跡継ぎもおらないし、

困ってたわけ。まあ、心の内では跡継ぎを探し

ていたんだろうな。

西山なるほど。

嶋谷 で、僕は茶室に 1人入れてもらった。食事は、

学食の券をもらって大学に行っていた。その時

分に京大の外食のところで待ってると、法経文

の若い助教授の先生方が学生と同様に順番を待っ

ていましたよ。先生も気の毒ゃなと。こんなこ

とがいつまでも続くんかいなと思ったね。

僕は2、3ヵ月そういう生活をしていたと思

うよ。いや、もっと早く食事を作ってくれるこ

とになったかな。幼稚園に行っていた女の子、

小学生の男の子、女学校の2年生ぐらいの女性と、

もう 1人専門学校に行っていた人と、順番に僕

を偵察に来るわけ。向こうも慎重なんだ。乙れ

もお母さんが指示したわけだろうなあ。

西山見てこいと。

嶋谷 どういう応対をするかとね。お母さん大し

たもんだと僕は思うがね。で、見当ついたらし

いんだね、ある日「食事をうちでしてあげましょ

う」と。

西山合格したわけですね。

嶋谷そうやってね。

で、入社の話をしないと、後が続かない。僕

は22年の3月に卒業するわけね。 21年の6月

に戦地から還ってきて大学に行き、卒業前に入

社試験の案内を見ると、日本興業銀行から来て

いた。それから日紡、東洋紡といった紡績関係
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からも来ていたと思う。日本興業鋭子というのは、

日銀の次にできた政府の銀行だし、ええかもし

れんな、と思って受けてみたんです。卒業まで

に24科目くらい受けなきゃいけないんだけど、

僕は1年で出たときに6つしか取っていなかっ

た。民法とか憲法とか刑法とか総論ね。他に商法、

行政法と経済原論もとっていた。とにかく入社

試験は東京本店でやるというので、切符を無理

して取って。切符はね、予備学生でおったとき

に成際高校出た人で僕と仲良かった戦友が国鉄

へ行っていたから、その人に頼んだらすっと取

れた。で、試験の聞はうちに泊れと言われて。

試験官は数人の理事が担当されていて、中学、

高校、大学、戦地赴任先などの質疑応答の結果

採用された。それで、勤めるのは本店に勤めな

いとL功当ん。初めから地方にはやりませんと言

われた。興銀の証券部証券課。ちゃんと辞令く

れて、 3日ほど教育を受けて、家に帰った。そ

うすると、僕当分の間女房と一緒に住めなくな

るわけだね。

西山 東京に行かなければいけなL功冶ら。

嶋谷で、 5月に結婚しよう、というわけ。

西山 その、下宿先の娘さんと。

嶋谷 うん。先方は、保証人は自分の甥の吉川君

だと。娘は精華女学校の出で。そこの家はお金

持ちだったから、精華に寄付をしていて、娘は

皆精華だった。僕もすっと結婚した。誰も反対

する人いないしね。

西山でも、興銀の方は…。

嶋谷 その後ね、立花大亀さんに挨拶に行った。「興

銀に入りました。でもどうも一緒に住めんらし

いです。何かいい方法ないですか」って。そし

たら「人を紹介する」と。三高、東大から住友

銀行を経て、興銀に行って総裁になった宝来市

松（54）という人を紹介された。で、北鎌倉へ行っ

たんです、紹介の手紙を持って。そうしたら、会っ

てくれた。和服で袴を着用された古武士のよう
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な方で、僕の顔をしげしげと眺めて、ロンドン

駐在の若い銀行員時代の話をされて「勉強を教

えてやるから、 1週間に 1回来L¥jと。そう言

われてね、僕の方は支店にやってほしいなんて

言えなくなった。これはえらいことになったな色。

それでね、あっと思い出したんだ。前に堺商

から大阪高校に入って東大に行った人がいると

いう話をしましたね。袴谷太郎という河内の人。

この人がピクターの総務部長をやって、人事部

長も兼ねていた。この人のところに相談に行っ

たら、軽く引き受けてくれた。「すぐやって来い、

そのかわり来なけりゃあかんせ。、組合に言って

おくからJと言って、胸をぱーんと叩pた。あ、

こっちの方がいL功冶もしれんと、ピクターに入っ

た。ところがね、乙れが人生の大失敗だった。

その祷谷いう人が「大陸型」なんだか、豪傑で

いいんだけどね。この人は頼りにされていて、

一時ピクターでもこの人がピクターを背負って

立つと言われていた。期待された人間の一人で

すが、落ちるときも速い。その人は、ちょっと

金使いが荒かったのか、資金がないのにええかっ

こする人だったんだろうなあ。それが、だんだ

んばれてきて、ピクターから追い出されることに。

それで、そのつけが皆こっちにまわってきた。

これはしょうがない、運命だと思っているから。

ちなみにさっき言った宝来さんに、後でピク

ターに入社したことを報告したら「覆水盆に返

らず、人生は石橋を叩いて渡ってゆくべきもの

である。軽率な行動は慎むべしJという簡潔で

慈愛に満ちた訓戒を毛筆で書かれた手紙をいた

だき恐縮したことが今でも心に残りますね。

西山少し話を戻しでもよろしいでしょうか。戦

後は京大に通われたのは、事実上半年ほどですね。

21年の9月から翌年の3月ごろまで。その問先

生方の顔触れや授業の様子が戦争中とは変わっ

ていたことがあったのではなL功ミと想像します

が、そのへん何か印象に残っていることはあり
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ますか。

嶋谷 あんまり、言えるほどきちっとしたことやっ

てないもの。ょう卒業させてくれた、というよ

うなものですね。 18科目、誰が考えたって半年

ほどの聞に、本が揃っているわけじゃないしね、

無茶苦茶やね。よく卒業させてくれた。お慈悲

だね。今だったら卒業させてくれない。ああい

う卒業をさせてくれたのは、教授たちの「贈り物」

ですよ。期待を入れて卒業させてくれたんですよ。

西山 そうすると、この先生が印象に残っている

とか、この授業が面白かったとか、戦後はあま

りないですか。

嶋益戦後はねえ…。

西山滝川幸辰（日）さんが法学部に戻ってきてお

られましたが、何か印象は。

嶋谷 あんまり、期待したほどじゃなかった。僕

だけじゃなくて、 2、3人、滝川さんはもうちょっ

と覇気があるというか、言い切るというか、そ

ういうところがあってよかったんじゃないか、

と思った。滝川さんくらいの名声や実力があれば、

もっとはっきり言ってもおかしくなかった。物

足りなさやね。

話が飛んで申し訳ないけど、今の天皇の思い

出を一つだけ話しすると、京大の第一教室ある

でしょ、あそこの教室での授業が済んで、何の

授業だったか忘れたけど、外へ出たんですよ。

西山戦後ですか。

嶋谷戦後。戦争から帰ってきてから。僕は海軍

の軍服を着ていた。で、授業が済んで外へ出ると、

学習院の小学校ぐらいの生徒がね、ぱっと敬礼

してくれたんですよ、僕らに対して。今の天皇

ですよ。

西山京大に来学していたのですね。

嶋谷来られていた。あわててね、「あ、皇太子や」

というわけでね。僕らが答礼した形になった。

それが思い出です。

西山 では、最後に一つお伺いしたいのは、大学



から軍隊に直接入られたのは、他の時代に例の

ない特別な世代だと思うのですが、そのご経験

を振り返って、今どう思われるのかお聞かせ願

えませんか。

嶋谷 どう思うも、しゃあないな。

西山 「しゃあないな」というのを、もう少し。

嶋苔 これは時勢ゃからね。僕は、だいたいそう

いう方に片づけるようにしているんですけどね。

時勢だからしょうがない。誰も生まれたときに、

望んで生まれるようになってない。そうすると、

ある意味では大きな偶然やわな。しゃあないな

あと。そうすると、普段は何をするべきなのか、

という乙とゃな。まあ結局これをしたらいいな

と思うことは、任務っていうのかな、その時の

状況によって、会社や役所のお勤めだったらお

勤めしているときの任務や責任が自然に出てく

るし、お勤めしていなければ、それはそれで人

生の責任の一端を果たせる役割があるかな、と

思うだけです。僕は、臨済宗とか曹洞宗とか禅

的なものに興味を持っていたが、今はあんまり

興昧を持たないな。坊さんに疑問を持ち始めた

からね。戦争が済んだら坊さんはお説教してま

わったり、いいこと言ったりしているけど、じゃ

あ戦争中何していたんや、と。

ただ今は、他人様にお世話をかけないよう、

健康を保持したいと思いますね。

西山分かりました。長時間にわたってありがと

うございました。

［註］

( 1）立花大亀（1899～2005) 禅僧。大阪府生まれ。

1921年南宗寺で得度。 1931年大徳寺塔頭徳禅寺住

職。大徳寺宗務総長などを経て1968年大徳寺511

世住持。 1982年から 1986年まで花園大学学長。

(2）中曽根康弘（1918～） 政治家。群馬県生まれ。

静岡高等学校を経て東京帝国大学法学部卒業。

一 部 一
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1941年4月海軍経理学校入学、第6期海軍主計科

士官。戦後、警視庁勤務の後1947年4月の総選挙

で初当選。 1959年科学技術庁長官に就任、以後大

臣を歴任、 1982年11月総理大臣。

( 3）真人会 京都帝国大学の学生坐禅会。藤吉慈海『禅

者久松真一』（法蔵館、 1987年）によると、真

人会は1938年6月、当時京都帝国大学文学部助教

授だった久松真ーが創立したものだったという。

会の活動について、同書には「この真人会は久松

の他、石田文次郎法学部教授が指導教官になり、

学生たちは月に一、二回大徳寺で坐禅を組んだ。

毎回、二O人前後の参加者があったようである。

坐禅中、警策を持ってまわる直日を勤めたのは立

花大亀師で、坐禅の後、禅についての一般的な話

をされていた、と当時の参加者のひとりであった

広瀬長礼は述べている」（73頁）とある。また、

真人会がつくられた理由について、同書で藤吉は「世

の中は急速に戦争へ向かいつつあり、おそらく大

学側の発案としてこのような学生指導の坐禅会が

設立されたと推測されるJ(74頁）と述べている。

( 4）剣道部は強くなってきた……読んだことがあり

ます 旧制高知高等学校同窓会編『旧高知高等学

校五十年史』（1972年）によると、高知高校の剣

道部は「昭和十四年から十八年までを全盛期Jと

している（251頁）。同書では、部を全盛期に導い

た要因として1941年4月に師範として赴任してき

た清水忠博の存在を挙げている。清水については「極

めて自らにきびしく、また謙虚に身を持す乙とを

忘れず、禅の道にも通じて部員を教え鍛えたJ(258 

頁）と記されている。

(5）膳Ill虎三（1897～1981) 経済学者、政治家。

東京府生まれ。京都帝国大学卒業後、 1927年京都

帝国大学経済学部助教授、 1939年教授（統計学講

座）。 1945年経済学部長に就任するが、翌年辞職。

1948年初代中小企業庁長官、 1950年京都府知事に

当選、以後7期28年間革新府政を展開した。

(6）高田保馬（1883～1972) 社会学者、経済学者。

佐賀県生まれ。京都帝国大学卒業。 1930年京都帝

国大学経済学部教授（経済学第一講座）。 1944年

退官、 1951年大阪大学教授。著書に『経済学新講』
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『勢力論』など。

(7）石田文次郎（1892～1979) 法学者。京都帝

国大学卒業。 1934年京都帝国大学法学部教授（民

法第一講座）。著書に『財産法における動的理論』

など。

( 8）山内雄太郎（～1972) 教育者。 1939年9月水

戸高等学校長から高知高等学校長として来任。

1941年4月九州専門学校長として転出。

(9）佐野保太郎（1887～1950) 国文学者、教育者。

兵庫県生まれ。 1941年4月文部省督学官から高知

高等学校長に来任。 1946年3月辞任。徒然草や万

葉集の研究で知られる。著書に『徒然草講義』など。

(10）杉本芳樹（1922～1945) 学生、海軍予備士官。

徳島県生まれ。高知高等学校から 1942年10月京

都帝国大学経済学部入学。 1943年12月海軍入隊。

1945年6月15日沖縄小禄地区で戦死。やはり京大

から海軍に入り、フィリピンに赴任した赤松信乗

が著した『赤松海軍予備学生日記』（講談社、 1973

年）に、赴任途中に沖縄小禄基地に立ち寄った赤

松が杉本と束の間旧交を温める場面が記されてい

る（11頁）。また、海軍飛行予備学生第十四期会

編『あ h 同期の桜』（毎日新聞社、 1966年）およ

び同前編『別冊あ泳同期の桜』（海軍飛行予備学生

第十四期会、 1966年）に、杉本の入隊前における

日記が収録されている。 1943年10月19日付の日

記で杉本は次のように記している。

吾々はいうまでもなく学生兵士である。学徒と

して入隊するのである。帝国学生が祖国の難に

ベンをかなぐりすてて、戦場へ馳せ参ずるもの

である。吾々は断じて単なる兵士として、出で

たつわけではない。単なる一般兵としてではな

くて、「学生として」入隊することの特異性を忘

れではならぬ。実は自分はその学生たることに、

最大の誇りと襟度をおぼえるのである。自分は、

今更、この様な重大時局に、一般兵士と学生兵

士とをわざわざ区別して、前者をけなし、後者

をほころうという様な、狭量な内輪の葛藤をか

つぎ出そうという意図はもとよりない。そんな

ものは元来学生の中にはないものである。学生

たる以上、そんな狭量な片意地は初めから忘れ
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られているのである。だが自分は学生として、

学生兵士というとき、たとえ戦場において、今

まで吾々学生が心血を注ぎ、長年の日子と莫大

の経費とをかけて得てきた、僅かではありなが

ら尊い、そして恐らくは人生の他の経路を辿っ

て来た人ではもっていない所の教養、これが直

接に役立たぬとしても而も何等かの形において、

否間接のみならず直接に、一つの力強い戦力と

して働くことを信じ、又働かせる。そしてそこ

に自分はいいしれぬプライドと共に、独自の使

命をはっきり指摘したいのである。（前掲『別冊

あh 同期の桜』 55頁）

(11）吉田満（1923～1979) 著述家。東京府生まれ。

東京帝国大学在学中の1943年12月海軍人隊。第

4期兵科予備学生に採用、戦艦大和に乗り組み沖

縄作戦に参加。戦後、日本銀行勤務のかたわら、

体験記録『戦艦大和ノ最期Jを著わす。

(12）塩尻公明（1901～1969) 政治学者、教育者。

岡山県生まれ。東京帝国大学法学部卒業。 1930年

高知高等学校講師、同年教授。 1949年神戸大学教

育学部教授、 1965年帝塚山大学教授。著書に『イ

ギリスの功利主義』など。また、高知高校の教え

子であった木村久夫の遺書を紹介した『或る遺書

について』もある。

(13）木村久夫（1918～ 1946）学生、陸軍軍人。

大阪府生まれ。京都帝国大学経済学部在学中の

1942年10月陸軍入隊、インド洋のカーニコパル島

に赴任。通訳として勤務していたが、戦後戦犯の

指定を受け、 1946年5月23日シンガポールのチャ

ンギー刑務所で刑死。木村が獄中差し入れられた

田辺元『哲学通論Jの欄外余白に書き残した遺書を、

高知高校附吃の，恩師塩尻公明が「或る遺書について」

と題して『新潮』 1948年6月号に紹介した。また、

この遺書が日本戦没学生記念会編『きけわだつみ

のこえ』（東大協同組合出版部、 1949年）にも収

録され、木村の文章が広く知られることになった。

(14）中村さんの記事高知高校卒業生の中村貞夫が

塩尻公明について書いた記事。旧制高知高等学校

の同窓会報に掲載された。中村は次のように回想

している。



私は昭和9年、旧制高知高校ヘ入学し、全く

偶然に指導教官として塩尻公明先生を選んだ。

運命の出会いとでもいうべきものであろう。〔中

略〕

塩尻先生は、東大在学中から「真に生きること」

とは何かを執拘に追い求め、卒業後、京都一燈

闘に入って托鉢の生活を続け、さらに大阪天王

寺蜂屋賢喜氏の教えを受けつつ、親驚、道元の

教理を学ばれた人であった。

「徹底的に生きよ、人生はただ一度、繰り返す

ことは出来ない。人間の寿命とは生存期間の長

さでなく、いかに幸せに生きたか、その深さと

長さの問題である」、また「人聞は人格の向上の

ために努力すべきである。ただひたすらに。そ

ういう人は、今今死んでも、貧しくても幸せと

いうべきであろうJ

決して教えを諭す態度でなく、またてらいも

なく、広いオデコに手を当てて教祖的な風貌で、

時々白い歯を見せてニッコリ笑いながら、自ら

も考えるように語りかけられる。その面影は、

t Eまだに葬需として忘れ得ない。今にして思えば、

道元禅師の正法眼蔵の行授、仏性の教えであっ

たろうか。

その後私は、ビルマ戦線で、ー下級将校とし

て悲惨を極め絶望的な日々を送った。しかし「生

死は一つにして二つにあらず」と勝手に解釈して、

生きる意志を喪失することもなく、幸いにして

生還することの出来たのも、先生のおかげであ

ると堅く信じている。

(15）一燈園宗教的生活団体。 1904年西田天香によ

り開創。「無我」「離慾J「働悔jに徹する実践道場

を京都市鹿ヶ谷に設置。 1930年に京都市山科に移転。

演劇、出版、教育などの文化事業なども行う。

(16）西田天香（1872～1968) 社会事業家。滋賀

県生まれ。北海道開拓事業に携わったが、出資者

と現地耕作者との対立に悩み断念、 1904年一燈園

を創始。 1947年参議院当選。著書に『織悔の生活』

など。

(17）ミッドウェーで負けましたね ミッドウェーは

ハワイの北西にあるアメリカ領の島。 1942年6月
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5日にミッドウェー北西海域において日米機動部

隊による海戦があり、日本軍は空母4、重巡洋艦1、

航空機285を失って大敗した。日本海軍は、以後

積極的な攻勢をとれなくなった。大本営は海戦の

損害を隠し、国民に知らせなかった。

(18）戦艦大和が沈んだとき……そうですから これ

は正確ではない。吉田満は、沖縄作戦が終了して

帰還後、自ら希望して高知県須崎の人間魚雷基地

に勤務して敗戦を迎えている。そのときのことを、

のちに以下のように回想している。

大和の特攻出撃は、大きな旗じるしを掲げて

集団でやったことですから、その中で自分が不

当に生き残ったという感じの方が強くて……。

われわれ四期の仲間でも、生き残ったのは三人

ですからね。わずか。

それで呉の人事局へ行きまして、とにかく特

攻隊に勤務さしてくれということをいったわけ

です。そうしたら、人事局の少佐ぐらいの人が、

それは誰かにそういえといわれたのか、という

質問をしましてね。そういうことは、人にいえ

といわれていうようなことではない。これはわ

れわれの率直な気持だ。その方が、これから勤

務する気持としてですね、耐えやすいんだ、そ

ういう意味のことを意気ごんでいいましたら、

まあ、ご苦労だったから、しばらく休暇をやる、

ということでした。家に帰って、ゆっくり親の

顔でも見てこい、ただし急に任地が決まるかも

しれんから、電報の宛先だけははっきりしておけ、

そんな話がありました。

それで、一週間ぐらい休暇をもらってうちへ

帰りました。しかし、わたしの場合は電測です

から、特攻勤務にはつけにくい。それでも、一

応特攻基地の前掠のようなところへ配置してく

れた。（島尾敏雄・吉田満『対談特攻体験と戦

後』中央公論社、 1978年、 35頁）

(19）断髪令学生生徒の長髪を禁止する規則。日中

戦争以後、弊衣破帽という言葉に代表される高等

学校の生徒を中心とした異風の習俗への規制が強

まってp く。 1939年6月に国民精神総動員委員会

が決定した生活刷新案の中に学生の長髪禁止があり、
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この頃に各学校にその旨の通知があったものと思

われる。例えば、小樽高等商業学校の新聞『緑丘

新聞』 1939年6月25日付には「真実なる伝統固守

の為突如断髪令下る！ Jという記事があり、 6

月7日までに断髪するよう学校側から宣告があっ

たと記されている。その一方、高橋佐門『旧制高

等学校全史j（時潮社、 1986年）によると「長髪

禁止は必ずしも全高校一斉ということではなく、

昭和十三、四年頃を境に行なわれJ「ナンバー校等

伝統の古い高校程こうした規制に反携し、伝統的

習俗の殆んどが戦時中を通じ最後迄残された場合

が多LE」（929・931頁）という。嶋谷氏の高知高

校入学（1940年4月）以後も、断髪に関する規則

が繰り返し出されていたのかもしれない。

(20）菊地君が書いているけどね このときの査閲に

ついて、嶋谷氏と高知高校の同学年で理科甲類に

属していた菊地ー寛が書いた文章が旧制高知高等

学校同窓会報に掲載されている。それによると、

そのときの様子は以下のとおりであった。

各学年に分かれて然るべく実技教科を終えて

夕刻迫まる頃、全校生徒が校庭に集められて講

評の段取りとなった。厳粛な雰囲気の中で査閲

官の話が終わりかかった頃、生徒の中の一人が

突然、進み出て査閲官の前に立ちはだかり、く

るりとこちらを向いていきなり演説を始めた。

「我々の自治と自由は軍部如きの干渉を受けるべ

き筋合のものではないJという意味のことを激

烈な口調で絶叫し始めた。思いがけない場面の

展開に皆唖然としたが、一番驚いたのは査閲官

自身だったのは当然だ。憤然として「お前は何

者か？」と叫んだのに対して、その学生は蛇っ

とふり返って「お前こそ何者だ」と応酬し、同

じ趣旨の事を繰り返し叫び続けた。

その日の師団査闘がどう納まったのか記憶に

ないが、雰囲気が滅茶苦茶になったのは間違い

ないだろう。校長も配属将校も面子を失って査

閲官にどう詫びたのか、その困惑振りは察する

に余りある。〔中略〕

ところが何事も起こらなかった。

いま考えても不思議なのだが、何も起こらな
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かったのである。ただこの件については、その後、

校長も配属将校も生徒達も誰もいっさい口にし

なかった。誰かが一言でも口にすると、飛んで

もない結果が現われそうな危ない感じがあって、

全員でそっと卵でも抱いているようなとでもい

おうか、ただ息をつめて推移を見守っていた。

それが戦争が済んで、もはやなにもかも時効に

なった後も誰も話題にしない。あたかも一言で

もいうと不吉になる亡霊が現われるのを怖れる

が如くであった。

(21）京極純一（1924～） 政治学者。京都府生まれ。

東京帝国大学卒業。東京大学教授、千葉大学教授

などを歴任。 1988年から 1992年まで東京女子大

学学長。著書に『日本人と政治』など。

(22）左藤恵（1924～） 政治家。大阪府生まれ。京

都帝国大学卒業。大阪逓信局渉外室長などを経て、

1969年松山郵政局長を最後に退官。同年衆議院初

当選、郵政大臣、法務大臣などを歴任。

(23）左藤義詮（1899～1985) 政治家。三重県生

まれ。京都帝国大学卒業。神戸高等商船学校教授

などを経て 1946年衆議院初当選。 1959年から

1971年まで大阪府知事。

(24）『三太郎の日記』阿部次郎著。 1914年刊。

(25）『出家とその弟子J倉田百三著。 1917年刊。

(26）『愛と認識の出発』倉田百三著。 1921年刊。

(27）『善の研究J西田幾多郎著。 1911年刊。

(28）倉田百三（1891～1943) 劇作家、評論家。

広島県生まれ。 1917年戯曲「出家とその弟子」を

刊行、 1921年評論集「愛と認識の出発jを発表、

これらは当時の青年の必読書とされた。

(29）西田幾多郎（1870～1945) 哲学者。石川生

まれ。帝国大学選科修了。 1910年京都帝国大学文

科大学助教授、 1913年教授（哲学・哲学史第一講

座）。門下から研究者を輩出し、「京都学派」とい

われた。著書に『善の研究』「自覚に於ける直観と

反省』など。

(30）平泉澄（1895～1984) 日本史学者。福井県

生まれ。東京帝国大学卒業。 1926年東京帝国大学

文学部助教授、 1935年教授（国史学第一講座、

1938年から日本思想史講座）。 1945年辞職。著書



に『中世に於ける精神生活』『中世に於ける社寺と

社会の関係』など。

(31）『歴史的現実』 田辺元が1939年5月10日から

6月14日にかけて、京都帝国大学日本文化講義に

おいて講義した内容を収めたもの。 1940年に京都

帝国大学学生課叢書として刊行。

(32）田辺元（1885～1962) 哲学者。東京府生まれ。

東京帝国大学卒業。 1919年京都帝国大学文学部助

教授、 1927年教授（哲学・哲学史第一講座）。西

田幾多郎とともに「京都学派Jの双壁となった。

講演「歴史的現実」は戦時期の学生たちに大きな

影響を与えた。『田辺元全集』がある。

(33）とうとう辞任させたということです 中谷彪『塩

尻公明ー求道者・学者の生涯と思想－.］ （大学教

育出版、 2012年）によると、高知空襲の際に見せ

た佐野校長の態度に加え、日頃の佐野校長の姿勢

に不満を持っていた塩尻が、敗戦直後に浮上した

校地移転問題をきっかけに始まった校長弾劾運動

の中心となり、生徒が文部省宛に校長退陣要求を

提出したときにはその文章の起草にあたったとpう。

塩尻自身は、この事件について約10年後に次のよ

うに回想している。

私自身10年ほど前に、或る高等学校の教授を

していたとき、校長非難の演説をした乙とが

ある。学校が炎上して全校教官生徒の困りぬ

いていたときに、平素は理不尽の厳罰主義で

生徒達をしめていた校長が、身の安全と私財

を救うこととにかかりはてていたと認定した

からである。全校の教官生徒の面前でもやっ

たし同窓生の集りでもやった。生徒を扇動す

るものとして文部省に訴えられたらしいが、

私自身は扇動したという自覚はなく、 LEカミな

る場合でもいかなる人の前でも公然と彼を非

難したし、私一人でも排撃しとおすつもりだっ

た。（前掲『塩尻公明ー求道者・学者の生涯

と思想ー』 141頁より重引）

(34）奇口吉彦（1891～1956) 経済学者。和歌山

県生まれ。京都帝国大学卒業。 1925年京都帝国大

学経済学部助教授、 1928年教授（財政学講座）。

1946年辞職。著書に『商業組織の特殊研究ー米の

Q
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配給組織の研究』など。

(35）佐伯千伺（1907～2006) 法学者。熊本県生

まれ。京都帝国大学卒業。 1932年京都帝国大学法

学部助教授、 1933年滝川事件で辞職、翌年復帰。

1941年教授（刑法刑事訴訟法第二講座）。 1947年

教職追放により辞職、 1953年立命館大学教授。

(36）田岡良一（1898～1985) 法学者。高知県生

まれ。京都帝国大学卒業。 1940年京都帝国大学法

学部教授（国際公法第二講座）。著書に『国際法学

大綱』など。

(37）加藤完治（1884～1967) 農本主義者。東京

府出身。東京帝国大学卒業。 1926年茨城県宍戸町

に日本国民高等学校を創立（のち、内原町に移転）、

農本主義教育を行った。 1938年満蒙開拓青少年義

勇軍訓練所所長となり、多数の青少年を満洲に送っ

。
た

(38）石原莞爾（1889～1949) 陸軍軍人。山形県

生まれ。 1909年陸軍士官学校卒業（第21期）。

1928年関東軍参謀に着任、満洲事変を主導した。

1941年予備役。著書に『世界最終戦論Jなど。

(39）登ったという話はしたでしょ 嶋谷氏の手稿に

は武山海兵団時代のこととして次のようなエピソー

ドが記されている。

教育が始まった初期の頃、朝礼の整列、軍艦

旗掲揚が終わったあと、教育隊長野地中佐が朝

礼台に登壇して訓示を始めた。野地中佐は三期

から引き続き四期の基礎教育を担当しておられ

たが、説諭の仕方が上手でなくスマートさがな

いのできき辛かった。一期と二期は200名しか

採用しなかったので質もよかったと思われるが、

三期は3000余名採用され、四期も同様の人員で

あるから質が落ちているのは当然だろうが、そ

のことを嘆くのが常だから叱られている我々に

とっては余りいい気はしない。〔中略〕野地中佐

の前原を聞いていると、軍艦旗掲揚が終わったが、

その掲揚された箪艦旗の天辺から地上まで縄梯

子が吊されているが、その縄梯子を登り、軍艦

旗の頭部（丸い玉がある）にタッチして降りて

来ることができるかというのである。三期の者

は誰もいなかった。中には登れた者がいたが、
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降りるときにこわくなり、縄梯子にしがみつい

たまま降りられなくなって教員（下士宮）に降

ろしてもらった者がいた。兵学校にはこんな無

様な者はおらん、四期も三期と同様誰もおらん

のか、とどなりだした。私は船の訓練を受けて

いないのでその経験はないが、予備学生が瑚笑

されている様な気がして野地中佐に反擁した。

私がやります！と手を挙げ、分隊の列から走り

出て野地中佐の前に立った。他の分隊から誰も

出なく私一人である。 3300余名の中でただ一人

舞台に立ったことになる。縄梯子の天辺を目測

すると地上から約20m朝礼台から約15mだが、

当日は風が強く縄梯子の揺れがきついようだ。

登るときは何とか登れそうだが降りるときは余

程気をつけないと、縄梯子にしがみついて降り

られなくなり醜態を晒すことになるなと見当を

つけた。

私は高等商船出身でないが、彼等は卒業する

と帆船で遠洋航海に出てマスト（槽頭即ち帆柱

のさき）に登る実習が済んで一人前の航海土と

認められるときいていたので、それと同じこと

だと d思った。私は船の経験はないが坐禅の経験

はあるので、坐禅の気持ちでやってみればでき

るだろうと考えたのである。私は高知高等学校

時代一年生は寮生活をしたが、二年生と三年生

は清水忠博剣道師範（助教授）のお宅に下宿さ

せてもらったが、清水助教授（曹洞宗坐禅の只

管打坐に徹しておられた）との生活時代のこと

を想い出したら、急に心の緊張が解けて気が楽

になった。縄梯子を登り始めたがそれほど難し

い作業とは思わなかったが、ふと下を見下ろす

と降りは難事だと思えたので、一段ずつ足を踏

み外さないようにゆっくり降りたら足が大地に

ついた。ああいう時のことを心身脱落、脱落心

身というのであろうか。野地中佐のいわれる通

りのことを何気無く行い、ニッコリ微笑して中

佐に敬礼して第11分隊の列に戻った。この時私

なりに四期予備学生の面目を保つことができて

安堵した。朝礼解散後、 11分隊長の本荘分隊監

事（海軍機関学校）、渡辺第一区隊長（神戸高等
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商船）、杉本第二区隊長（東京高等商船）、木村

第三区隊長（神戸高等商船）、山本第四区隊長（一

期、早大）、難波第五区隊長（二期、東大）の教

官や教員の下士官から、船の経験が全くない私が、

どうして平然として何の苦もなく出来たのかの

理由を質問されたが、うまい答え方はできなかっ

た。ただ本荘分隊監事は私の答えをききながら、

一人で領いておられたことを覚えている。

(40）あの訓練武山海兵団において第4期兵科予備

学生を訓練中の1944年5月16日、武装駈足競技

が実施されたが、湿気の高い日であったため競技

中に倒れる学生が続出した。学生隊長だった野地

宗助中佐は次のように回想している。

各分隊は区隊ごとに隊伍をくみ、元気に出発

していったが、衣笠トンネルに達する前に、暑

気のため、学生は沿道の人々から水をもらったり、

バケツの水を身体にかけてもらうような光景が

みられるという知らせが、団内本部におった私

の耳に入ってきたので、様子を知ろうとすぐ出

かけた。みれば互いに激励しながら、弱った学

生の銃を強い学生がもってやり、全員一致して

走っている。なかには沿道の民間人がバケツの

水を隊列にひっかけ、学生たちを励ましている

光景も日に入った。そうとうに学生たちは無理

をしている様子なので、競技を中止させようか

とも考えたが、各区隊ともまことに熱中し、張

りきってやっているので、そのまま本部に引き

返えした。単独で、視察にいったので、伝令もおらず、

部長も同行していなかったので、独断で中止を

命ずることもできなかったので、ある。沿道に倒れ、

夢中で水田にとびこむ者などが相当数あった由

は帰国後にきいた。日射病のために半狂乱となり、

学生勝長を斬るのだとゴボー剣を抜いた学生も

あった。これらの者は学生の手で第二団の新設

の病室に担ぎこませるなど、一時は混乱したが、

競技はそうこうするうちに終わってしまった。

日射病で入室した者は五～六名ほどおり、急い

で手当てをしてもらったので、軽いものはその

夕刻から快方に向かったが、ついにー名の者が

三日後に死亡し、尊い犠牲者を出した。（野地宗



助『海軍兵科予備学生』 1977年、 173頁）

なお、後掲（註（46））の藤森耕介『ある学徒出

陣の記録海軍兵科予備学生jによると、競技2

日後に学生1名、 2ヵ月後に 1名の計2名が死亡

したという（同書155頁）。

(41）出陣学徒の壮行会京大における出陣学徒壮行

式は、 1943年11月20日に農学部グラウンドで催

された。式は朝8時半に開始され、開会の辞、国

民儀礼、総長の大詔奉読と続き、総長告辞、代表

学生答辞、海ゆかば斉唱、天皇および京都帝国大

学万歳を唱えて終了した。終了後出陣学徒は、北

部構内、本部構内を分列行進し、正門から平安神

宮へ向かい、必勝祈願を行って解散した。

(42）李登輝（1923～） 台湾の政治家。 1943年10

月京都帝国大学農学部入学、在学中陸軍に入隊。

戦後、台湾大学、アイオワ州立大学で学ぶ。 1996

年台湾最初の民選総統に就任。

(43）羽田亨（1882～1955) 東洋史学者。京都府

生まれ。東京帝国大学卒業。 1913年京都帝国大学

文科大学助教授、 1925年文学部教授（東洋史学第

三講座）。 1938年総長に就任。 1945年辞任。著書

に『西域文明史概論』『西域文化史』など。

(44）大杉守一（1892～1948) 海軍軍人。静岡県

生まれ。海軍兵学校第41期生。 1944年1月第23

特別根拠地隊司令官。戦犯指名され、 1948年8月

28日に刑死。

(45）「白い肌と黄色い隊長Jという映画 監督堀内真

直、 1960年公開。

(46）藤森さんが書いているとおりですね藤森耕介

『ある学徒出陣の記録兵科予備学生』（日経事業

出版社、 1989年）における記載のこと。藤森は京

都帝国大学法学部在学中の1943年12月海軍人隊、

舞鶴海兵団での訓練後、兵科予備学生に採用され

武山海兵団、館山海軍砲術学校と嶋谷氏と同じコー

スを辿って少尉に任官している。藤森は入隊直前

から敗戦までの日記を前記書によって公開していて、

武山海兵団における座学の様子も記されている。

例えば、 1944年3月5日には次のような記述があ

る。

教科内容についてはその幅が極めて広く、科
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目は多岐にわたっている。然も海軍士宮が必要

とする基礎知識の範囲は恐ろしく広範にわたる。

現在我々の教科のうち講義、座学の時間は三分

の二に及んでいる。数学、物理等の基礎学科は

中学校当時学んだのとほぼ同程度だが、専門教

程に入ると近代科学の粋を集めた兵器を理解し

駆使するためには、相当高度な数学が必要らしい。

「数学のできない者は海軍士官として使い物にな

らなp」と強調されるのもそのためである。と

ころが我々は全員が法文系の出身で、大学にお

いては数学との縁は全くなかったため、苦しん

でいる者がかなり多い。理数学以外の学科とな

ると、殆どは海軍に入って初めて学ぶもので、

かなり興昧が持てる。

予備学生専用講堂は飛行機格納庫を二つに仕

切ったもので、天井は張られているが恐ろしく

広い。通常は一個分隊単位で使用するが、時に

は二個分隊五百名を合同収容し、教官によって

は声が隅々まで届かないこともある。教官は専

門別に分かれ、それぞれ専門の区隊長や分隊監

事が当たるが、数学、物理等の基礎学科は専門

の文官教官の担当で、この時ばかりは我々にと

り極楽時間である。教科は予定表通り迅速に進

んでいくので、温習時間に頑張って復習しない

と後れを取る。軍隊は肉体を駆使する所という

観念を脱皮しなければならない。（前掲『ある学

徒出陣の記録海軍兵科予備学生』 116頁）

(47）吉田満の『戦艦大和の最期』の中にも……前の

日に吉田満『戦艦大和ノ最期』に、戦闘前日の

1945年4月6日、若手士宮の聞で強かった作戦の

必敗論をめぐって、兵学校出身の士宮と学徒出身

の士官とで激しい対立があったという描写がある。

その折に若手士官のリーダーだった臼淵磐大尉が

聞に入って、争いを収めたという。一連の描写は

次のとおり。

痛烈ナル必敗論議ヲ傍ラニ、哨戒長臼淵大尉（一

次室長、ケップガン）、薄暮ノ洋上ニ眼鏡ヲ向ケ

シママ低ク噛ク如ク言ウ

「進歩ノナイ者ハ決シテ勝タナイ 負ケテ日ザメ

ルコトガ最上ノ道ダ
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日本ハ進歩トイウコトヲ軽ンジ過ギタ 私的ナ

潔癖ヤ徳義ニコダワッテ、本当ノ進歩ヲ忘レテ

イタ 敗レテ目覚メル、ソレ以外工ドウシテ日

本ガ救ワレルカ 今目覚メズシティッ救ワレル

カ 俺タチハソノ先導ニナルノダ 日本ノ新生

ニサキガケテ散ル マサニ本望ジャナイカ」

彼、臼淵大尉ノ持論ニシテ、マタ連日「ガンルー

ム」ニ沸騰セル死生談義ノ一応ノ結論ナリ 敢

エテコレニ反駁ヲ加エ得ル者ナシ

出撃気配ノ濃密化トトモニ、青年士官ニ瀬漫セ

ル煩悶、苦悩ハ、懸シキ論争ヲ惹キ起サズンパ

ヤマズ

艦隊敗残ノ状スデニ蔽イ難ク、決定的敗北ハ単

ナル時間ノ問題ナリ一一何ノ故ノ敗戦ゾ如何ナ

レパ日本ハ敗ルルカ

マタ第一線配置タル我ラガ命、 Eタニ迫ル一一

何ノ故ノ死カ 何ヲアガナイ、如何ニ報イラル

ベキ死カ

兵学校出身ノ中尉、少尉、口ヲ揃エテ言ウ「国

ノタメ、君ノタメニ死ヌ ソレディイジャナイ

カ ソレ以上ニ何ガ必要ナノダモッテ膜スベ

キジャナイカj

学徒出身士宮、色ヲナシテ反問ス「君国ノタメ

ニ散ル ソレハ分ルダガ一体ソレハ、ドウイ

ウコトトツナガッテイルノダ俺ノ死、俺ノ生命、

マタ日本全体J敗北、ソレヲ更ニ一般的ナ、普

遍的ナ、何カ価値トイウヨウナモノニ結ビ附ケ

タイノダ コレラ一切ノコトハ、一体何ノタメ

ニアルノダ」

「ソレハ理窟ダ 無用ナ、ムシロ有害ナ屈理窟ダ

貴様ハ特攻隊ノ菊水ノ「マークJヲ胸ニ附ケテ、

天皇陛下万歳ト死ネテ、ソレデ嬉シクハナイノカ」

「ソレダケジャ嫌ダ モット、何カガ必要ナノダ」

遂ニハ鉄拳ノ雨、乱闘ノ修羅場トナル「ヨシ、

ソウイウ腐ッタ性根ヲ叩キ直シテヤル」

臼淵大尉ノ右ノ結論ハ、出撃ノ直前、ヨクコノ

論戦ヲ制シテ、収拾ニ成功セルモノナリ（吉田

満『戦艦大和ノ最期J講談社、 1994年、 46頁）

(48）末弘厳太郎（1888～ 1951) 法学者。山口県

生まれ。東京帝国大学卒業。 1921年東京帝国大学
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法学部教授、 1933年から 1936年および1942年か

ら1945年法学部長。著書に『労働法研究』など。

(49）沢木興道（1880～1965) 禅僧。三重県出身。

生涯寺をもたず道場を移動叢林と称して各地で参

禅を指導した。 1935年駒沢大学教授。

(50）「試し斬りJの話がありました 嶋谷氏の手稿に

は、マカッサルでの「試し斬り」について、次の

ように記されている。

私自身にも降りかかり危うく難を免れたこと

がある。この件については、作為的というべきか、

天運というべきか、事件に巻き込まれることを

逃れたことを知っているのは、四期のM少尉と

私の二名だけである。〔中略〕

この事件は終戦二ヶ月前と記憶するが、今始

めて括主することになる。勿論喋ったこともない。

ある夜、三期の隊長が、各小隊長を集めて日

く「明日ケンダリー飛行場跡で、捕虜の試し斬

りがある。若い成り立ての士宮は肝試しのため

にやってこい。俺は車で別に現場に先行するから、

お前達は車を用意して現場へ行け」と命じた。

小隊長をするまで警戒隊に所属していた他の

同期生はどう感じたか分らないが、司令部付で

勤務していた私は、この命令はおかしいと直感

して不審を抱いた。 M少尉も司令部付の勤務で

あったから同感だったに違いない。着任当時の

首席参謀が私に国際法を勉強しとくように指示

したことや、私が見聞した23特別根拠地隊司令

部内は、捕虜の扱いや待遇には極めて慎重に対

処している雰囲気であったから、一人の中尉が、

一期下とはいえ、士宮である我々に対して簡単

に発令できる命令ではない。

彼は私にだけ、次のように言った。「これから

司令部の機関科に行き、数人用の小さいトラッ

クを用意する。明朝迎えに来るが、それに乗っ

てケンダリーの現場にゆこう。他の小隊長にも

そうf云えてもらいたLリと。

ケンダリー飛行場跡へは相当な距離がある。

スピードを出しでも数時間を要する。我々数人

はトラックの貨物席に乗車、彼は運転する兵の

横に乗り、車の指揮は彼がとることになった。



出発する間際に彼はこっそり私の耳元に噸いた。

「良い車がなかったから途中で故障するかもしれ

ん。その時比騒がんように皆に言ってくれ」とpっ

て走り出した。二、三時間走った頃「車が故障

です」といって、運転する兵が降りて車体の下

へ潜り込み、道具を持ち出し修理を始めたがな

かなか直らない。彼は腕時計を見ながら修理の

状況を見守っていたが、一時間程経った頃「直

りましたJというので走り出した。が暫くして、

又「故障しました」といって停車した。彼はそ

の都度、困った顔をしながら腕時計を見つつ、

何かを思案している風であった。やっと現場に

到着した時は、試し斬りが終わった後であった。

そこには、水の入った桶や柄杓とともに、斬ら

れたり銃剣で刺されて処刑された捕虜かスパイ

か分らぬが数人の死体が鐘に覆われている生々

しい光景があった。

高橋中尉は、我々が遅れて到着したことを口

汚く怒ったが、彼と私は言い訳もせず謝りもせず、

無言で押し通した。併し、その後首席参謀から

も機関参謀からも、司令官からも何の叱責も受

けなかったのは、司令部の意志ではなかったこ

とは明らかである。あの時、もし彼との出会い

がなかったら、どうpう飴晶を辿ったかと思うと、

彼の臨機応変の対応に感心している。

(51）斬りに来たという話をしたでしょ 嶋谷氏の手

稿には、敗戦直後の当直時での出来事について次

のように記されている。

当直士宮としての勤務の夜のことであった。

上官の隊長であった三期の高橋中尉や四期の同

僚も上陸して留守であった。終戦となり空襲の

心配もないので宿舎には電灯がついた。巡検が

終わって、夜が更けてゆくが、酒を飲んで、騒が

しく寝ないようだ。而も騒いでいるのは兵では

なく、下士官や准士宮になったばかりの助教員

等で彼等は肩章を三本も四本も付けた強者である。

悲憤糠慨することはわかるし、内地に残した若

い妻のことが心配でたまらないであろうが、こ

の状態が何日も続いている。何時日本へ帰れる

か全く分らない状況なので、乙のまま放置して
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よいのだろうか……。私は甚だ心配になったので、

従兵を呼んで、毎晩こんな状態を続けると身体

に悪いから早く就寝するようにと伝えさせた。

ところが、この言葉が裏目に出たのである。暫

くして、従兵が真っ青になって飛んで帰ってきた。

「小隊長、逃げて下さい。当直の嶋谷少尉はけし

からん。俺達の気持ちが分からん奴だ。殺して

しまえといきりたって皆武装して此処へやって

きます」と云う。当直で軍装したままの私は、

はね起きた。何かの行き遣いらしいが、 H出嵯に

腹を決めた。話が通じなければ殺されでも仕様

がない。どうせ南方の果てまで死ぬつもりで来

たんだからよいわ、と思った途端、気が楽にな

り冷静になった。拳銃と軍万を付けて食卓の前

に立って皆が来るのを待った。十数名の下士官

と先任のH准士宮が食卓の周囲をぐるりと囲んだ。

そして、 Hは着剣！の号令をかけ、全員銃剣の

鋒先を私に向けて構えさせ、軍刀を抜いて振り

かざし食卓に突き立てて叫んだ。

「嶋谷少尉！静かにせよとは何だ。予備士宮ご

とき者に我々の気持ちが分るか、返答の仕方に

よっては殺す覚悟だ。返答せよ」と詰めよって

きた。

その言わんとすることは、敗戦となり永年猛

訓練で鍛えてきた海軍が消滅する悲しみや、内

地に残した可愛い妻子の消息の不安、或いは海

軍には素人というべき予備学生の短期教育で兵

科の士宮となり、自分達の上官となった制度へ

の憾み等あるのであろう。それを付度もできず、

酒を飲むな、騒ぐな、早く寝ろとは馬鹿な生意

気な若遣が何を言いやがる、と思って憤慨して

いると察しがついた。

私は一歩前に進んで、そして説いた。「お前達、

内地に残した妻や子が君らの帰りを待っている

んだろう、毎夜遅くまで騒いでいると病気にな

るよ、身体をこわすなよ、占領軍が上ってきて

突渉するまで何時帰れるか分からないが、いざ

帰る日が決まったとき元気で帰れるよう自重し

ろよ、私は海軍には何も尽くせなかったが、上

官だから皆を内地に無事帰還させる責任がある
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と思っている。私は京都帝大法学部で国際法の

講義も受けたし、英語も理解できると思うから、

これからは多少役に立つと思っているjと。

皆着剣して私の眼を喰い入るように見詰めて

いた。長い緊迫した沈黙が数分、いや十数分経

過したかもしれない。やがて私の言葉の真意を

汲みとったようだ。

突然Hがぱっと軍万を鞘に収めて姿勢を正し

て私に敬礼し、「嶋谷少尉、失礼いたしました。我々

無事日本へ帰れるよう、よろしくお願い致します。

今夜のこと、どうか内密にお願いします」と言っ

て、皆に引上げを命じ、静かに宿舎に戻っていっ

た。

(52）福留中将福留繁（1891～ 1971）のこと。福留

は海軍軍人。 1912年海軍兵学校卒業。聯合艦隊参

謀長などを経て、 1945年第十三航空艦隊兼第一南

遣艦隊司令長官。

(53）陸軍の参謀が3人やられていたこと 嶋谷氏の

手稿には、復員船が和歌山に着いた折に起きた陸

軍下士官兵による参謀への暴行について次のよう

に記されている。

復員船は、約二0日間北上を続け、和歌山県

の南田辺港に到着。陸海軍人、軍属を満載し、

すし詰めで横になる乙とも難しかった。殺虫剤

で劃消毒後、マラリヤ他病気検査、所持品の点

検を厳しく受けた。その晩は疲れ果て収容所で

全員寝ていた。ところが、真夜中、異様な岬き

声と叩く音がするので眼が覚めた。何とそこに

展開されている光景をみて、樗然とした。陸軍

-96一

の恥部を見たのである。ーくせありげな下士官

と兵三、四名がグループをつくり、三グループ

が連携して参謀肩章を付けた将校をー名ずつ、

連れ出してきでは、古参の下士官の前に立たせ、

取り囲み、あの時、貴様はこうしていた、ああ

したといって罪状を責め、木万で袋叩きにする、

血みどろになって倒れると、何処かへ連れてゆく。

この陸軍の兵達はど乙の部隊か全く知らないが、

恐らくはニューギニア等で、餓死状態で戦ってき

た兵隊でこの復員船に乗っていたのであろうと

推定された。セレベス島の北部メナドには、陸

軍が二万人駐留していたが、敵の上陸作戦を受

けずに済んだから、こんな悲惨な場面は起こり

得る筈はない。きっとニューギニアで苦戦した

兵士達がセレベス島へ編入されていたように思

われるが、栄光ある帝国陸軍の最後がこういう

姿であることを見た時の悲しい、形容できない

気持ちが、いまも腫る。

(54）宝来市松（1881～1956) 銀行家。大阪府生

まれ。東京帝国大学卒業。住友銀行を経て、 1937

年日本興業銀行総裁。

(55）滝川幸辰（1891～1962) 法学者。岡山県生

まれ。京都帝国大学卒業。 1918年京都帝国大学法

科大学助教授、 1924法学部教授（刑法刑事訴訟法

第一講座）。『刑法読本Jなどの著作がマルクス主

義的であるとして1933年休職処分となり、辞職。

1946年教授として復帰、 1953年総長に就任。著書

に『犯罪学序説』など。




