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加

「 中 部 千 島 得撫島航記」

太平洋戦争さなかの 19年 7月のある

日、私は札幌郊外月寒にあった北部軍司令

部を出発し、小樽港から中部千島の得撫島

に向った。

軍の航空参謀、 M少佐と一緒である。

少佐は階級が大尉の私より勿論上だが、

年令は一つ若心酔うと私を兄貴と呼ぶ間

柄であった。

私の担当が飛行場の設定なので、よく 2

人で各地の飛行場に出張したものだ。

乗船は伏見丸といい 6千トンで、当時と

しては大型貨物船である。

日本の海を北上して宗谷海峡を荻け、敵

の潜水艦を避けてジグザグの変針をし乍ら、

得撫島の北端に向けてー路東進する。

出航以来 2日目だったか 3日目の朝だっ

たか、 ζの島の北端の東雲原に近い、岩礁

の海岸の沖K投錨した。

迎えの大発艇が暫くとないので、参謀は

船員から釣針を借りて、甲板の上で魚釣り

を始めた。

長さ印糎もある、今迄私が見た事もない

大きな油子が、面白いように釣れるが、

水深が海岸のすぐ近くなのに 2∞米もあっ

て、手応えがあってから吊上げるのに、随

分と時間がか与る。

海流が凄く早いので、釣糸には大きな鉛

の錘りをつけてある。

荘、が無理やりにその釣糸を借り、勢よく

海中に投げ入れたら、鉛が重いので糸がブ

ツンと切れてしまった。
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枝幸町新阿武彦

やがて迎えの大発艇がきて、岩礁の海単

につくと、とれは驚いたことに、浅瀬が隙

間もなくノミブンウニで堤っていて、 とても

素足で歩けない。

この島の別名は古来ラッコ(蝋虎〉島と

いうが、これはウニを大好物とするラッコ

が、沢山倭息したのでζの名がある。

言う迄もなくこの海獣は、世界で一番高

価な毛皮をまとっていて、ロシア人が幕末

千烏を南下してきたのは、この毛皮が大き

な原因である。

得撫島も火山性の島で、長さは約 120粁

もあるが、個は最大のところでも20粁くら

いしかない、細長い島だ。

中央部に沼を抱いた低地帯があり、その

南に標高1，4a3米の山が笠え、北にも1，328

米の山がある。

海岸には温泉から湧出した天然の湯が、

絶壁の上から滝になって、海に務ちている

ところもある。

東雲原は、昔同名の船が難破して、それ

を記念してつけた名前と記憶する。

ことは高さ 60米くらいのテーブノレ状の台

地で、北端は烏の尾のよう K尖って、沢山

のお礁となって終る。

こ与に北部軍は飛行場の設定に着手し、

南方戦線で米軍から奪った土工用重機を揚

陸し、兵力で設定にとりかかった。

特設の機械化部隊である。

ところが当時の日本人は機械に弱く、自

動車の運転も殆んど出来なかったので、始
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めて触るプルトーザとかスクレーパなど、

順調に動くと考える方がおかしい。

やっと動くと、折角の平地を目茶苦茶に

掻き廻し、とうとうどう Kもならなくなっ

て、北海道の土建業界で十八番の、タコ人

夫部隊に徴用をかけ、 トロッコと軌条を導

入して、漸く完成のめどがついた許りであ

った。

このタコ人夫部隊は、人夫もすべて軍属

として徴用され、その隊長はKという人で、

今も杭j幌に健在で、元樺太庁土木課員の連

絡などに協力している人だが、かつて私の

樺太庁時代の同僚で、その後退官して土建

業者として活躍し、北千島の幌蓬島北ノ台

飛行場で、アーチ式無筋コンクリートの飛

行機格納庫を沢山築造し、その手腕を買わ

れて、この島に来ていたのだ。

私達は符会を喜んで、具体的な仕事の打

合せもした。

さてこの地区の最高指揮官はuと言う大

佐で、海岸から台地K上る坂をU坂と呼ん

だが、その坂の名を書いた木襟は、人が見

ていないと、隊長のきびしさを恨む兵達が

足て協とばすので、いくら根元を閤めても、

いつもぐらぐらしていると言う話であった。

参謀と私は、この隊長と部下将校、それ

から本州から派遣された機械化部隊の隊長

も交えて会議を開き、結論としてタコ人夫

のトロッコ作業を主体にして、皆に協力し

て貰う事とした。

私は他にも仕事をもっていて、との海成

段丘の北端に数個ある、炭抗のボタ山に似

た砂山がどうして出来たのか、その原因を

探る任務も持っていた。
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始め私は、島の海岸に砂丘が出来て、そ

のま λこれを載せて、隆起したのでないか

と考えた。

然しこれでは、強風のもとで間もなく砂

はとばされて、何年も経たない中に消失す

るであろう。

私の行った時、空はよく晴れていたが、

南西の強風が吹き出してきた。

私が島を横断して南側の浜、つまり太平

洋側の海岸に降りてみると、難彼船の残骸

などが沢山漂着していて、北洋のIIIiの付わ

しさを物語っている。

その中に足元の砂が、地吹雪の時のよう

に、どんどん北東K向けて、移動している

のが見られた。

丘陵上の例の砂山の F迄行って見ると、

細い岩隙(チムニー〉を辿って、砂がどん

どん崖の上に走り登ってゆくのが宇11った。

成程これならば、砂山の砂がいくらとば

されても、後ろからどんどん補給されるか

ら、いつ迄も三角山の形のま入残ってい

たのである。この砂は、飛行場工事にいろ

いろと利用された。

砂山の蔭で、兵達が陣地を構築していた。

材料の椀給が間に合わないのか、海岸に

漂着した難破船の破片も使用している。

その中に、発動機船の船尾の厚板を、そ

のま L天蓋K使用していたところがあって、

それに北海道知来別港00漁場と需いてあ

った。

その時私は、自分では北海道を良く知っ

ている積りだが、知来別という地名はきい

た事がないな、とふと考え乍ら通り過ぎた。

私の仕事は末だ残っている。
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幸いにして天気もよく、千島の夏は陽が

長い。

次の仕事は、 U坂の上り口で見つけた、

ウニ殻の層を、発掘して見ることである。

円匙と兵 2名を借り、一生懸命これを発

掘した。

仲々人為的な遺物は発見されなかったが、

遂に数片の薄手素文土器の破片などを、見

つける事が出来た。大昔の人はこの島では、

ウニを常食としていたらしい。

次の仕事は、私の妻の弟が二等兵で、こ

の島にいる事が'!'IJったので、 1目会ってや

ろうと思った。

彼の中隊の三角兵舎K行って見ると、当

番兵は突然現れた大尉の来訪にびっくりし

て、直立不動の姿勢をとる。

来意をつげると、奥から見習士官がとん

できて、室内だから帽子をかぶっていない

のK、あわてて挙手の敬礼をした。

最近テレビや映画などで、昔の軍人が無

帽で挙手の敬礼をする場面をよく見か付る

が、室内では15度に上半身を傾げて、敬礼

するのが本当である。 ζの見習士官は恐ら

く学徒から動員された、幹部候補生あがり

のにわか兵隊で、末だ本物になり切ってい

ない。私も樺太庁の役人からの成上り者だ

から、始めはよく彼に似た失敗をしたから、

3年前の自分を見るようで、内心おかしく

て仕方がなかった。

あいにくこの時、義弟は演習に行って留

守だったので、伝言だけを残して兵舎を後

にした。

忙しい私達の 1日滞在も終って、翌朝多

勢の兵たち'が、資材の揚陸をしている海岸
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をあとに本船に戻り、甲板の上から荷役を

見ていると、戦病で北海道に送られる兵達

を満載した、大発艇がー娘近つ。いてきた

いよいよ本船に彼等を移す段になって、

引卒の下士宮が点呼をしてみると、いくら

数えても一人多い。

これは大変だ、脱走兵でも混っているの

でないかと、何度も何度も調べて、時間が

いたずらにか与る。

実はζの中に、私の義弟が混っていて、

彼は中隊長の特別の計らいで、私を訪ねて

きたのだが、 I名多い原因はこれであった。

やがて彼は、高級船室にいた私の前に現

れ、 8二等兵参りましたと、真面目な顔を

緊張させ、直立不動で申告をする。

私は内心少しおかしくもあったが、しっ

かり軍務に励めとか何とか上官らしい事を

言って、甘味品(お菓子の軍用語〕の落雁

や洋かんと、煙草などを与えて別れた。

やがて伏見丸は、南西に船首を向けて走

り出したが、退屈になった私は、船員から

本を何冊も借りて読み出した。

右門捕物帳など、面白くて夢中になって

いると、これも退屈した参謀が私の部屋に

やってきて、おい貴様何を読んでいると訊

くので、小説だと答えると、それは面白い

物かと言う。

私が笑って、まあ読んでみなさいと、一

冊を自室に持帰えらせたが、一時間もする

とまた現われて、自分は生れて始めて小説

という物を読んでみたIJ~， 世の中にこんな

面白い物があるとは知らなかった。

早く次のを貸して呉れという。

今度は私の方が驚いて、世の中に小説を
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読んだ事のない人がいるとは、夢にも知ら

なかったと言うと、実は俺は陸軍士官学校、

陸軍大学校を優等でとおし、恩賜の銀時計

を2つも貰ったが、その方の勉強が忙しく

て、とてもそれ以外の物を読む暇がなかっ

たと言う o

この人はベノレリンだったかのオリンピッ

クに、馬術の日本代表で参加した人で、あ

る時北部軍の司令部の門前に、一頭の暴れ

牛が走り込み、馬でやってくる高級士官た

ちは、この有様をみて立すくんでいると、

M少佐は乗馬のまっ暴牛の前に立ちふさが

り、牛がとびか与った途端に、ひらりとそ

の道をあけて、勢い余った牛が走った後に、

さっと門内に入った。

どうなるかと固唾をのんで見ていた我々

野次馬は、なる程オリンピック選手だけの

事があると感心したものである。

やがて濃霧がでてきた海上で、船は樺太

の中知床岬f中に差しかかり、僅かに顔をみ

せた太陽を捉えて、船員が六分儀で緯度を

測り、ここで西に向けて変針し、宗谷海峡

を真直ぐ横断する針路で航行していた。

読書の合聞をみて、私は侍々船長室に上

り、海図をみたり、船長の話をきいたりし

ていた。

漁場で育った私は、どんな時代でも砕わ

ないのだ。

昼食時間になり、参謀と私が高級船室の

食堂に入って、椅子にかけようとしたとた

ん、突然船に大きなショックが走り、私共

は危うく転ぶのを免かれたが、この瞬間私

は魚雷だと感じた。

船体はすぐ進行が止り、船尾があっとい

う問I'C下り始めた。

甲板に出てみると、魚雷ではなくて座礁

した事が判った。

島で荷を揚げて空になった船倉の底に、

直径 1米程の穴があき、海水が猛裂な勢い

で噴き出し、船尾はやがて海底に届いて、

沈降が止った。船倉内にあったサンパy船

が一般、まるで四角な池に浮いたように揺

れていて、なぜかこの情景だりが今でも目

に浮ぶ。

濃霧の下から南の水平線の方をすかして

見るとも意外K近，距離にかすかに海岸線

と、漁家らしい家並が見えてきた。
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知床例1中で天測を誤って、海峡の中心よ

り大分南の方を、全速で西に向けて走って

いたのだ。

やがて霧が少し晴れ、何lいた大きな船体

を発見した海岸では半鐘がなり、人々が海

岸を右往左往しているのが双眼鏡て唄見えて

きた。

一般の磯舟が近づいてきて、おーい日本

の船かと聞くので、日本の船だあと答える

と、安心して接舷してきた。

伏見丸は船首に口一 7 字で、 7ν ミマル

とかいてあり、日本語が一つも見えないば

かり方、陸の方に大砲の砲口が向いている

ので、或いは敵の米船かという心配があっ

たわけだ。

この漁師の人は、かつて中国戦線かに行

った時、この船に乗った事があるそうで、

どうも見た事のある船だとは思ったが、英

語しか書いてないので用心したと語ってい

た。

この磁船で浜に上ってみると、急報でか
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けつけた村長さんを先頭に、村民が沢山集

っていて、未就学の子供達もいる。私は土

産κ貰ったキャラメノレの大箱を 2箱あけ、

これを集った子供達に分けて与えた。

当時は言うまでもなく、キャラメノレも貴

重品である。

mてとの浜は、私が得撫島の北端でも難

破の船体で始めて地名を知った猿払村の知

来別で、運命の不思議な糸に私は驚いてし

まった。

そして私たちの乗船が座礁した岩は、か

つてソ連のインジギノレ力号が難破して、大

ぜいの死者を出した暗礁であったのだ。

M少佐と私、それに病気で帰ってきた数

名の中尉や少尉たちは、村長さんの案内で

トラックの荷台にのせられ、駅前の旅館に

つき、こムで大変御馳走になり、最後に参

謀は機密費(交際費)の中から、十円とい

う大金を出し、チップとして宿のおかみの

手に、無理矢理に撮らせた。

現在この宿は、駅前から姿を消している。

考えてみると、私はこの猿払村に不思議

な因縁があり、この前にも中尉時代に、と

与の飛行場工事(現在は牧場になっている

〉の検定官として米村し、数人の部下と一

週間も毎晩村長さんの接待をうけ、おまけ

に大風呂敷に一杯帆立の貝柱を、土産に貰

って帰った事がある。

浜は私からキャラメノレを貰った子供たち

は、今は40歳から50歳近くにもなり、或い

は記憶に残っている人もあろう o 島にあっ

た難破船の船体は、この部落のある親子が

乗って出漁して、そのま L行方不明になっ

たものだそうで、私はその遺族の家をたず

ね、防諜上今は話せないが戦争が終結した

ら、島の名と場所を知らせると約束したが、

その後私』坊位名も遺族の姓も忘れ去り、今

だに約束を果していないのが心残りである。

座礁した伏見丸は、サルベージがきて離

礁させ、小樽港に曳行して行ったとたん、

また別の船と衝突したそうだが、終戦迄生

き残ったかどうかはきいていない。

私の得撫渡航には、更にもう一つ後日露

カ1ある。

これから丁度一年後の20年 7月、私は名

古屋北方の小牧飛行場に、整備を指示する

ために出張し、犬山城の下にある鉱泉宿に

一泊した。

余り大きくない浴槽につかっていると、

上背の高い中年の人が入って来た。
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2人が顔を合せると、どうも前にどこか

で、一度会ったζ とのある人だ。

先方もそう思っているらしく、私の顔を

まじまじと見つめている。

とうとう若い私の方が、先K思い出した。

得撫島にいた、あの米軍からぶんどった

機械を使う、特科部隊長の中佐であった。

2人は奇遇vc.驚き乍ら、その後の身の上

話などをして別れたが、私の方はζの終戦

の年の 1月から、東京の陸軍航空本部に転

属となり、一週間に一度兼務の陸軍経理学

校の教官として、特殊飛行場の設定方法を

講義し、全国に約 200偲所あった本州の飛

行場を、東奔西走して整備に当っていた。

留守中に下宿が空襲で何回も焼かれ、私

は出張するときはいつも、軍用行李を土中

に埋めて出かけたものだ。

その中佐は、得撫の失敗以後、各地を転
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々として、今小牧の飛行場にやってきたも

のらしい。

私のような田舎者が、何故中央官衡の要

織についたかというと、私の前任者のM大

島}が、台湾に出張の前日、国鉄中央線の中

で、不注意にも網棚にあげてあった手提鞄

をスパイにすり替えられ、 ζの中に台湾の

全飛行場の青写真が入っていたので、彼は

大尉から 2等兵K降等されて、シンガポー

ルに追われ、その後釜を航空本部の経理部

で物色した揚旬、北部軍K少し変り者の大

量まがいて、圧雪飛行場とか板敷滑走路など、

人のやらない事にとり組むので、ひとつ使

ってみようという ζとになったものらしい。

私は防牒という点は前からやかましれ

北部軍時代も自分の女房に、出張先を告げ

て出掛けたことがなかった。

行先が必ず航空基地だから、三下り半で

いっ別れるかも知れない女房にも、迂澗に

言われないと思ったのだ。

ところが留居中に家内は、近所の官舎の

同僚の奥さん遠から、今度新岡さんは幌蓬

島に行ったそうで、大変御苦労様ですねな

どと言わ才、ちゃんと知ってしまう。

これでは何の為の妨牒かと、私はいつも

内心憤慨したものだ。
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前述のM大尉の事件も、余りスパイを甘

くみた結果である。

きて得撫に同行したM参謀は、私の転属

のあとを追うよう K、東京の大本営参謀部

付となり、懐しくて私が訪ねて行くと、部

屋の入口に「面談五分J:)，内」と札が下って

いて、一別以来の話を始めて間もなく、彼

は例のJ恩賜の銀時計を出し、おい新岡もう

五分経ったぞと言い、私は勿々に部屋を出

た。

次に会ったのは、終戦で米軍進駐後の10

月頃で、靖国神社下の九段坂の途中であ

る。

この時は 2人共軍刀を取上げられて、丸

腰であった。少佐は終戦処理に追われて多

忙らしく、私は現職のま L内務省国土局K

通勤し、隙軍K所属していた土木建築の技

術者 2，5∞名を、内務省経由で各都道府県

に売り込む仕事をしていた。

この時内務省担~から、この仕事に当った

のは技師の山内一郎さんでお年たった今は

政界でときめく郵政大臣である。

長生きをしていると、世の遷り人の変る

のが見られて、本当に面白いものだと思う

今日此の頃である。
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