
千島の憶い出

1) 千鳥に花の咲く頃

私は第2次大戦中海上機動部隊(療部隊

〕に属し、或る任務で中部千島の松輪島以

南の各島々を隈なく渡り歩き、多彩な高

山植物を具さに観賞する機会中亡恵まれたこと

は、生涯の無形の財産として私の脳挫に深

く刻み込まれている次第です。

北国の植物はその成長の速いのには驚く

べきものがあるのです力主特に千島の植物

にはその感を深くするものがあります。同

じ植物でも一方では花を咲かせているもの

があるのに、一方では漸く芽を出している

ものもあり、それが一週間もすると見違え

る様に成長してるのに只々驚く外なかった

のです泊主脈々たる生命力の強さに陛目せ

ずには居られなかったものです。

僅かな夏期の間K花を咲かせ結実しなけ

ればならない種族保存の使命を負わされて

る植物としては当然の営みと想いますが、

還境に順応するその特性に深く心を惹かれ

るものがありました。

御承知の様に千島は平地に生えてるもの

総てが高山植物系の植物ばかりで、高山植

物の宝庫と言われる所以もここにあるので

す。従ってその群落の大きさも当然のこと

で、特に私の記憶に今尚生々しく焼きつい

ているものをし 3紹介する ζ とにします。

百花擦乱と咲き盛るお花畑の光景は千島

ならでは見られない此の世の楽園であり、

その規模の雄大さには只々感嘆するばかり

でした。此の中で特別大書に値するものが
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あるのです。私が新知l島に渡ったとき、遠

目で残雪とばかり眺めていたものが近づく

につれて、それが山の中腹の断崖を埋めた

イワヒゲPの真白v'lEではありませんか、私

は呆然と時間の経つのも忘れて見惚れてい

たのです。

次にはキパナシャクナゲの大郡落でした。

山の頂上附近は一面に真黄に彩られ、そ

の中を戦前農林省で飼育していたと言われ

る銀黒狐が、野良犬の様に悠々と花の中に

消えて行った光景はまるでお伽の国の様な

錯覚に焔入ったものです。我々の想像を絶

する風雪に耐えて来た、キパナシャクナゲ

の荒々しい幹と枝振りは、盆栽愛好家なら

ずとも垂誕三尺と言ったところです。

次に松輪島へ上陸した時のことですカL

私が上陸したのは松輪島が米軍の艦砲射撃

をうけた霞後のことで、守備隊の兵等はそ

の凄まじさを話してくれた点九手も足も出

ず只壕の中に潜むだけだったとのことで、

島の三方から艦砲が機関銃の様に撃ち込ま

れたとのことで、いかに松輪島が戦略的に

重要な地点であったかを雄弁に物語るもの

でした。

海岸には末だ砲弾の破片が散乱しており、

私は飛行場の方へ歩いて行くと生々しい弾

着跡の摺鉢型の穴が滑走路に等巨離にいく

つもあげられており、その一つの穴の縁に

ー輸のクロユザの花が無心に咲いてるでは

ありませんか。私は見た瞬間言知れぬ感動

に血が浄化されてゆく様な気がしたのであ
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ります。なんという植物の世界の清浄なこ

とよ・・…、それにひき換え今我々人聞は、

理由はともあれ戦争という血み泥の殺し合

いを、然かも大最殺人を犯している様は、

将に此の世の地獄ではなくて何んであろう

か。一花是禅、戦争と無縁に咲く黒百合の

花、これ程感銘をうけたことはなかったの

です。

1年余に亘る千島の生活の中で数多くの

ことを学んだ泊九私と高山植物との結びつ

きの図となったのもこうしたことがあり、

また野趣K富んだ可燐さも見逃すことが出

来ないし、更に故人となられた戸塚新太郎

さんの感化も大いにあったζとは事実です。

私は戸塚さんと知合ったのは戦後間もな

い昭和21、 2年と思います。仕事のことで

知合ったその時、戸嫁さんからタッタソウ

とコメツツジの鉢を載き、それを初めて手

がげたのですが、小鉢の中で生命を保ち花

を咲かせるこの植物K、真から魅了されて

しまったのです。タッタソウはその後の管

理が悪かったので絶えてしまったが、コメ

ツツジは今尚健在で、来る春毎1'C30年にな

んなんとする朝夕を、私と対談を続げてお

りますが、私は生命のある娘り植物との対

話を朝夕続けてゆくことでしょう o

植物は偉大な哲人だからです。

2) 秋の千島I'C想う

御承知の様に道東や千島方面の秋は、実

に素晴らしいものがあり、此の地方の人々

は我々が春を待ち焦れる様な思いで秋を待

つのである。 12月になっても外で夜具を干

せる様な天気が続くので、日本海に面して
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育った人には想像も出来ない程です。

澄み切った大空は、気の遠くなる程の蒼

さで無限に拡がり、雲一つない大気に只一

筋の噴煙が舞い上り、それが遠く地平線に

浮く島からだとなれば、一層その趣があり、

各島々夫れぞれ噴煙を上げているのだから

いかにも千島全島が活火山島であることを

雄弁に物語るものであり、この火山活動に

よって削り取られた荒々しい山々の姿、熔

岩が海へなだれ込んだ断崖絶壁はいかにも

男性的であり、その雄大な景観は私如き者

のよく表現出来ないのがもどかしい程素晴

らしいの一言に尽きる次第です。今記憶を

辿るだげでも胸の高鳴りを抑えるととが~\

来ない程です。

倦て限を下界K転ずると、青黒い針葉樹

林の中に点綴する広葉樹の紅黄色にí~ られ

た山々の紅葉はまた実K見事で、特にナナ

カマドの紅葉と真紅に熟れた突の艶やかな

色、岳かんばや白俸の黄色、その中から白

々と抜き出て見える白樺の木肌に、何か一

抹の寂しさを覚えたものでした。又渓谷の

清流には四方の紅葉が錦を映じ、その下に

は鮭が群れをなして測るのも千島ならでは

見られない秋の風物詩だと思いました。

私は衛生兵として野戦病院勤務をして居

りましたが、その時戦傷による出血多量の

兵に与える増胤剤赤酒リモナーJレという薬

剤が欠乏したとかで、これの補給を現地で

賄う様にとのζ とから、箭萄の代りに高山

楠物の実を採取することになり、毎日の様

に山野に出かげたのであるが、主としてガ

ンコウラン、コケモモ、ツノレコケモモ等の

実を採取して歩いたのですが、一面に拡が
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るガンコウランの群生には鈴なりに暗紫色

の実が熟し、凍土地帯にはツノレコケモモの

意外に大きい突の甘酸い味は郷愁をそそる

ものがあり、腹這いになったり或は大空を

仰いで寝転びながら、残して来た妻や子供

の話恋人の噂に花を咲かせたり、故郷の民

謡に戦争の憂きを晴らしたりして、一刻の

問を戦争の苦悩から離脱して、大自然の恩

恵に感謝したことも忘れ得ぬ懐かしい憶い

出の一つです。

本当に春のお花畑もさることながら、秋

の山野の紅葉も勝るとも劣らぬものがある

と痛感した次第です。今様に言うなれば、

毎日毎日が一大レジャーを楽しませて載い

たことになり、一生忘れられないよい憶い

出となりました。また海からは生活自活班

が獲って来る鮭、タラパカeニや鱈、鍋こわ

し〔カジカ〉等K食欲を満喫させたことも、

魚好きの私には此の上ないよい味の憶い出

です。

千島の秋の夜もまた捨難い風情があり、

病棟は大概幕舎でその幕舎の前に歩哨とし

て勤務していると、足許を狐が 2匹、 3匹

と通り過ぎたり、仲秋の明月が鏡の様に清

澄な円を中空にかかるのを見て、独り故郷

の妻や子供を忍んだりして、思いつくま与

に下記の様な俳句を作ってみました。

妻子も見ん露営の月さやかなり

又病棟の前に水を張った樽を置き、氷の

張るのを待って氷嚢に此の氷を詰めて患者

に与えたりしたものですが此の時の句に、

水凍る韻の幽そりき夜半の月

と詠んだもので、後日帰還して妻や子供達

と千島の話をした際、矢張り妻や子供達も

十五夜の月を見て、戦地でお父さんも此の

月を挑めていることでしょうと話合ったと

かで、正に偶然の一致とも言うべきでしょ

う。

只これだ貯の美しい夜に、虫の声が聴け

なかったことは何よりの物足りなさで、千

島にはコウロギやキリギリス等の昆虫は全

然いないのです。

此の戦争は残念ながら敗戦となり、千島

樺太は火事場泥棒的にソ連に掠奪されたの

であるが、此の千島樺太を失ったことは今

更ながら、我々日本人にとって計り知れな

い国益の損失と不幸を招来させたもので、

しかもソ連は国後、色丹島K軍備の士首強を

進めていることは周知の通りであり、喉元

にじ首をつきつげられている現実に鑑み、

一層その感を強くするものであります。

国防上の見地から又漁業資源の上からも、

或るいは観光的価値感からそして植物学的

にも、突に貴重と重要な国の宝を失ったの

でありますが、今声を大にして千島全島の

返還を叫ぶのは当然のことであり、 もしこ

れが不可能であるなら、せめて択捉、間後、

色丹、歯舞諸島の返還を、この戦争に参加

した者の悲願として、実現を期するのは当

然の義務だと痛感して止まない次第です。

3) 冬嵐の千島

千島の冬は渡島前に我々が想像していた

よりも遥かに厳しし想像を絶するものが

多々ありました。

台風一つを例に挙げてみても、 30、40米

のものは珍らしいととではなく、特には印、

60米の超大型台風が襲来することもありま
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して、私共が兵用地誌調査で松輪島に上陸

した持、守備隊の兵隊から開いたところに

よると、 2貫ほどもある石が浜をゴロゴロ

転げるとの ζ とで、又兵舎便所等の問には

至る所ロープが張ってあり、これが前記の

様な台風の時は人間が立って歩くことが出

来ないので、ロープを伝わって歩くのだそ

うで、それに夏季の濃霧の時には迷子にな

らない様に此のロープを伝わって歩くとの

ことで、一寸信じられないような本当の事

です。これは私も経験したことで海霧が来

ると 1米も離れると視界がOになる程で、

これには大変驚きました。

山々の樹々は一定の丈までは伸びるがそ

の上は勇定された様に芯止まりとなり、我

々が 2、 3人で抱える程の松の大木でもま

るで答の様な樹形で精々10米位のもので、

その代り枝は地面すれすれまでに伸びてる

姿は、何か異様な感じがしました。択捉や

国後烏の様な大きな島でさえこんな状態で

すから、他の小さな島では推して知るべし

でしょう。松と言っても千島では北海道や

本州にある黒松や赤松、五葉松とは違いエ

ゾアカ 7 ツ、 トド 7 ツ、グイマツそれにハ

イマツだけの様に孟癒しております。

高山植物は皆さん御承知の通り一般に媛

性のものでありますが、千島のものは特に

斯様な厳しい気象状況下に自生しているの

で、吏IC媛性になり詰った姿のものばかり

で、その上原生的で古木蒼然たるエゾアカ

マツやガンコウラン、キンロウパイ、ギン

ロウバイ等の樹形には見惚れるものが多々

あり、愛好家の垂涯の的となるのもうべな

るかなと思いました。
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軍のお偉方が此の老松の様なガンコウラ

ンの大木でたばこのパイプを作って自慢し

ていたが本当K情けない人達と心から苦々

しく思った次第ですo

私は衛生隊から戦車隊に転属したのであ

りますが、これは戦車隊の衛生兵が般病で

野戦病院に入院した為で、計らずも内地の

兵隊と起居を共にすることになりましたが、

この時の模様を少し紹介することにします。

此の戦車隊は!日盛岡騎兵連隊が今度の戦

争で軽戦車隊に編成替になったもので、戦

車の名前も東北 6県の名山の名をとって蔵

王、月山、鳥海、岩木、羽黒、それに隊長

の乗車する戦車は高千穂で、これは隊長の

仲間少佐の出身地が宮城県なので此の名を

つけたものと思われます。

千島IC於げる各隊の兵舎は真にお粗末な

堀立小屋で、屋恨も援も全部笹でした。

兵舎の周りは土畳で囲んで屋根だけ出る

様IC造り風当りの少ない場所に建てたもの

で、採光用の窓は硝子がないので障子張り

でしたが、結構明るかったのもこれは内地

風の構造で面白いと思いました。

只風の強い時は吹き飛ばされて、毛布の

上に雪が真白く積ってることも珍らしいこ

とではなかった次第でしたが、それでも他

の部隊には見られない電灯をつけて夜を過

しました。これは戦車のバッテリーで発電

してつザたものでしたが他の部隊の羨望の

的で、戦地で斯うした文化的な生活が出来

るなんて夢想だにしなかった事でした。

冬期間の戦車兵には特別の勤務があり、

それは何時出動命令が出ても即時出動出来

る態勢に置かねばならないので、戦車内は
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常に暖めて置かねばならないので、此の媛

房用の木炭を秋の中に兵隊達は這松で作っ

たのでしたが、此の炭がまたキンキンと金

属音を立てる程の堅炭が出来たのには驚き

ました。何十年もの歳月を強風と闘って来

た這松の木質がそれだけ堅く出来上ってい

たものと推察されるのですが、普通松の様

な俗に言う青木では木炭は出来ないものと

思っていたので、尊い経験をしたと、今で

も無限に拡がる人生の可能性を痛感して居

ります。 3時間毎の間欠始動にも此の炭が

大いに役立ったことは言うまでもないこと

でした。

陸軍では給与の良いのは飛行隊の次に戦

車隊だそうで、割合に栄養価の高いものが

食べられましたが、千島の冬は生野菜があ

りませんので、総て干燥野菜に頼らねばな

らないのでとれには閉口しました。

明けても暮れても干燥南瓜や馨でそれに

調味料も干燥味噌、醤油でしたが、或る部

隊で壊血病が出たとかで、茶殻を味噌汁に

入れて食べる様にとのことで、これを食べ

たが何かモソモソして本当に味気ないもの

でした。やがて千島にも春の季が巡り来ま

して、作業に出た兵隊達が雪を掻き分けて

了イヌネキ"を堀って来て、おしたしゃ味噌
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汁に入れて食べた時の味は生涯忘れられな

いものでした。

これに反し魚貝類は豊富に食べられ、そ

れに海苔などの梅草がありました。

海苔は10月頃が最上で、春のものは流氷

で岩函が荒らされてしまいその後生えた海

苔はし 6月頃採取されるので品質が患い

のです。

千島の交通機関といえば馬で、郵便物の

逓送も、部落から部落への連絡、荷物の運

搬も総べてが馬で、従って男は勿論、女達

も上手に潟を御して馳去る姿は、戦国時代

の野武士を紡織させるものがあり感心して

見送ったものでした。此の馬も山野K放し

飼いされて居り、春仔馬が親についている

のを見て飼主Jが財産が一つ増えたと喜んで

いる様な呑気なことも、その当時の千島な

らではの経済観念でしょう。

兵として苦しいことも悲しいこともあり

ましたが、今になってみると貴重な体験だ

ったと思います。

終りに一昔

高嶺草樹木を愛する人の輸の花咲き盛れ
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