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二度の戦争を経験して 

水口多喜男 

 

皆さんこんにちは！ 

90 歳になります。 

これからも平和が続くことを願って、戦争体験の話をさせていただきます 

大正 6年 3月生まれです。今申し上げましたように 90 歳を越しました。職業は西洋料理人

です。西山に住んでおります。 

 

2 回戦争に引っ張り出されました。運が悪かったと思います。私の年代ですと、20 歳にな

ると徴兵検査というのがありました。兵隊検査ともいいます。検査の結果、甲乙丙と 3ラ

ンクに分けられます。甲種合格が一番良い訳ですけど私は乙種、甲種はすぐに現役兵とし

て軍隊に入ります。乙種は補充兵、補う兵隊ですね。ある意味では待機させられる訳です

ね。 

ちょうど、私が軍隊に引っ張られた頃は、中国での戦争が拡大しつつあった時代です。総

力をあげて戦争に向かっていた時代で、戦争に反対するような事を言ったら、非国民だと

言われて、村八分にされた、そういう時代でした。 

私は昭和 13年の 8月に召集令状がまいりました。これは否も応もなく逃げる事は出来ませ

ん。兵役は国民の義務でしたから、召集令状に応じて入隊しました。翌月の 9月に、静岡

にある歩兵 34 連隊重機関銃中隊というところに入隊しました。 

入隊しばらくは、お客様扱いで大事にしてくれるんですけど、しばらく経つと手のひらを

返したようにビンタが始まります。いきなり殴られるんです。何で殴られるのか分からな

いんですね。「態度が悪い」。こういう理由。むちゃくちゃです。そういう時代でした。 

最初は、初年兵教育の最初は、まず姿勢からから始まります。直立不動の姿勢といって、

こういう姿勢をとるわけです。中指がズボンのすじのところへいくようにというふうな教

育を受けます。 

その次は敬礼練習です。何回も何回もやらされる訳です。「敬礼！」 

それから歩く練習もありますね。歩調をとって歩く。足を高く上げて歩く。 

4 キロ行軍。1時間に 4キロ歩いて 10 分休憩する。それから 6キロ行軍、半分駆け足です

ね。1時間に 6キロ歩いて、また 10 分休憩する。というふうな動きです。 

それから銃剣術ですね。敵を突き殺す練習をする。何回も何回もやらされます。 

それから後は実弾射撃。鉄砲の撃ち方、重機関銃の撃ち方、そういった実弾射撃の練習も

いたします。 

はじめて軍隊でもって馬と友達になりました。重機関銃は歩く時は馬に積んで歩くんです

ね。そんな関係で馬の扱いを教えられました。朝一番で、起きると厩へすっ飛んで行って

馬の手入れを始めます。その手入れはブラッシングをして、それから馬の足を一本一本持
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ち上げて足の裏側、蹄の裏側に付いている泥やなんか洗って落とすんですね。そういうこ

とをします。 

馬にはいろいろ癖がありまして、噛み付く馬とか蹴飛ばす馬とかいまして、それには赤い

札がついているんですね。噛み付く馬にはたてがみのところについています。蹴飛ばす馬

は尻尾のところに赤い紐がついています。それで注意しろということです。 

水をやって、餌をやって、それから自分達の朝食になる訳ですね。 

私は雨上がりの営庭
えいてい

で、馬が暴れだしたのを止めようとして、営庭の端から端まで引きず

られまして、泥んこになり 3日間の錬兵休といいますけれど演習に出なくてよろしいとい

う休みを貰いました。どんな事があっても手綱を放してはいけないというきつい教育を受

けます、ですから馬にしがみついて引きずられた訳です。そういう経験をしました。 

演習なんかでくたくたに疲れて、班にかえると整頓棚がひっくりかえされている。整頓棚

というのは、ひとり一人に置き場所が決められてありまして、下着とか背嚢とか、そうい

うものをきちっと整理し積んでおく棚なんですけど、その整頓棚がひっくりかえされてい

る訳ですね。そうかと思うとシーツに赤いチョークで魚の絵と「ああ、水が飲みたい」と

書いてあって、洗濯をしろという嫌がらせです。他に演芸会といっていろんなことをやら

されますけど、その中に「鶯の谷渡り」というのがある。これはベッドの下をくぐって、

時々ベッドとベッドの間で顔を出して「ホーホケキョ」とやるわけですね。また、柱に抱

きついて蝉の鳴き声「ミーン、ミーン」とか「ジージー」とか。声が小さいと「気合が入

っとらん」「ビシ！」とまたビンタを食うわけです。そういう虐め
い じ め

、嫌がらせを始めのうち

は厳しくやられる訳です。 

重機関銃は 1台が約 60 キログラムあります。 

1 台に 9人の兵隊が付くんですね。4人が銃手、4人が弾薬運び、1人は分隊長といって、

そのグループの長ですね。それで行動します。 

普段は、歩く時は馬に積んで歩きますが戦闘になると兵隊が担ぐわけです。手分けして銃

身と足とに分けて担ぎます。4人で担ぐ。2人は空いていますけれど、担いでいるのが疲れ

てくると交代するわけです。ところが距離が長くなると中々代わってくれない、何時まで

も担いでいなければならない。肩の皮が破れて血がにじむ。そういうことがあっても、す

ぐに手当てはしてくれない。そういうことも経験しました。 

軍隊は非常に厳しいところでしたけど、戦友という制度がありまして、自分より先に軍隊

に入った、いわゆる古参兵、それが 1人の新兵に１人づつ着いて、１対１でもって相談相

手になってくれるですね。ですから何でも相談できる。そういったことで、辛さをいくら

か和らげるというか、そういうことが出来たというふうに思います。 

時には、夜間演習が終わった後、民家に泊めて貰うんです。民家に泊めて貰うと「兵隊さ

ん、兵隊さん」と言って、非常に歓待してくれるんです。それが思い出に残っています。 

３ヶ月の新兵教育で体力的にも精神的にもギリギリまで絞られます。それが過ぎるとみん

な、入隊した時の顔つきと違う顔つきになっていますね。キリッと引き締った、ひと皮む
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けたようなキビシイ顔に出来上がっております。 

昭和１３年１２月に、戦地に向けて出発しました。近くの神社で武運長久を祈って親兄弟

と最後の別れをして、進軍ラッパでもって、私は静岡駅へ向かいます。 

士気を鼓舞する意味で・・、記憶に残っております。 

静岡から大阪まで軍用列車で運ばれて、大阪から輸送船でもって出発しました。着いた所

が中国のタンクー（塘沽）、割合に日本に近い所なんですね。大連に近い。そのタンクーか

ら屋根の無い貨物列車、無蓋貨車といいますが、それに乗せられて、１２月の寒空を移動、

震え上がったのを今も覚えています。 

１0 時間ちょっとだと思いますが、着いた所が山西省の太原
たいげん

という所。北京から五、六百

キロあるんではないかと思われます。山に囲まれた盆地にある、かなり大都市です。大き

な城壁に囲まれております。城壁の上を車が走れる大きさなんですね。非常に立派なもの

です。数年前に戦友会で慰霊の旅を兼ねて太原に行った時、その城壁が取り払われ、平ら

になっていました。びっくりしました。あの城壁が取り払われたのかと驚きました。 

ここで独立歩兵第 40大隊へ配属になりました。太原城の守備と付近の村落への討伐。 

討伐というのは近くの村に敵が現れると、それを除外するために出動する訳ですね。そう

いう作戦に携わりました。 

前線に向かうトラックに弾薬を積みまして、それに上乗りして行った時に、崖を踏み外し

まして、トラック、弾薬ごと放り出されたことがありましたけど、その時は幸い軽いケガ

ですみました。ひとつ間違えば大ケガで、或いは命を失うような場面に出くわしたんです

が悪運が強かったと思います。 

また、谷間を行進中に、山の上から一斉射撃をうけたことがあります。目の前に弾が落ち

て砂煙が上がるのが見えるのが一番怖いですね。やっぱりぞっとしますね。ちょっと間違

えば、まともにこっちへ来るわけですから。そういう経験もしました。 

背嚢に飯盒を着けて置きますけど、その中に入っているご飯が飛び出していることがあり

ました。これは戦友のですけど、この飯盒を弾が突き抜けたんですね。すぐ近くにいた戦

友ですけど。そうかと思えば、鉄砲の上帯・下帯という言葉を使いますけど、鉄砲と銃身、

木の部分と鉄の部分を繋ぐ帯があるのですが、その帯ことを上帯・下帯という。そこへ弾

が当たって弾けたこともありました。非常に運良くケガをしなくてすみました。 

山西省では、当時日本軍が優勢な時期だったものですから、特に私の場合、先ほど申し上

げましたように補充兵部隊で、一ランク下の部隊だったものですから、いわゆる敵と顔を

突合せて戦争するということは経験しておりません。かなり離れた所で鉄砲の撃ち合い、

機関銃の撃ち合いを経験したということです。 

昭和 16 年 11月、大東亜戦争が始まる直前に、召集解除になって日本へ帰ってきました。

甲府の第 63 部隊で召集解除になりまして、しばらく（1 年ちょっと）、元の職場に戻って

仕事をしました。 

（補足） ＊派遣は、北支派遣第１軍で太原に軍本部がありまた。 
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＊ 山西省での、いわゆる敵というのは、国民軍ではなく八路軍（パーロ）と呼ばれていた 

共産軍の前身です。山西省の省長はエン・シャクザン（閻錫山）という可なり有名な 

人だった。 

 

先にお話しましたように 2回軍隊に引っ張られました。 

前半は陸軍、後半は今度は海軍。こういう例は余り無いんですね。陸海軍をやったんです。 

昭和 18 年 2月に、徴用令という国家の命令でもって引っ張られました。 

行き先は横須賀の海軍１２１設営隊。設営隊というのは主に飛行場の整備、補修。そうい

ったことになっていた。我々は土方部隊と言っていました。 

その設営隊の調理要員として徴用された訳です。横須賀で訓練を受けて、私たちは調理要

員ですから、主に朝、昼、晩の飯作りを担っておりました。 

昭和 18 年 8月に、日本の旗色が悪くなってきた時でかなり敗戦になってきた時、横須賀を

出航いたしました。 

船団の数ははっきり覚えていませんけど、7、８隻だったと思います。貨物船で我々は蚕棚

というんですか、あの狭い、しゃがんで頭がつくくらいの狭いところへ押し込められて。

我々の船団には駆逐艦という軍艦、小型の足の速い軍艦ですね、それが２隻護衛でもって

付いてくれた。南太平洋のトラック島というところにまいりました。トラック島というの

は、当時日本の委任統治領、第一次大戦後、委任統治領になった。日本の領土みたいなも

のです。 

そこで、南方最大の軍港が出来ていたんですね。そこへ到着しました。はからずも、戦艦

大和をこの目で見ました。見たと言っても鉄の塊を見ているようなものです。余りにも偉

大でびっくりして声に出ない。そういう感じでした。 

トラック島で、数日間待機した後、ラバウルという所に向けて出航しました。もう、その

頃は制空権も制海権もない事態にはいりまして、ある意味では危険地帯ですね。敵の軍艦

に攻撃される、あるいは飛行機に攻撃される確率が非常に高い地域。そこをラバウルに向

けて進んだ訳です。幸い攻撃を受けずにラバウルに無事到着しましたけど、別の船団は攻

撃を受けて大きな被害を受けたという事を聞いています。 

ラバウルという所に数日間待機しましたけど、ここは活火山がありまして、したがって温

泉があったんですね。温泉に入って命の洗濯をさせて貰いました。 

ラバウルから最終目的地のブーゲンビル島に向かったんですが、ラバウルからは輸送船は

もう使えない。足が遅くて敵の餌食になっちゃいますから。 

駆逐艦「夕月」という名前の駆逐艦に乗せられて、ブーゲンビル島に向かいました。 

今でもはっきり頭に覚えていますけれども、駆逐艦が全速力で走る。水平線まであの白い

波（航跡）が見える。ものすごい勢いで走っているんです。 

真夜中に、ブーゲンビル島の沖合いに到着して、そこで上陸用舟艇に乗り移ったんですけ

ど、縄梯子で荷物を担
かつ

いで船を下りるというのは、並大抵のことではないですね。しかも
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暗い、波がある。本当に命がけの思いをしました。 

ブインの近くのトノレーというところで、しばらく待機しまして数日後にバラレ島という

ところに移動しました。 

申し忘れましたがブーゲンビル島は、昭和 18 年 4 月、連合艦隊司令長官山本五十六大将が

乗っていた飛行機が、敵の待ち伏せを受けて墜落して戦死した島です。 

バラレ島と今申しましたけど、その司令長官はバラレ島に下りる予定だったというふうに

聞きました。その島に行ったわけです。 

このバラレ島というのは、サンゴ礁で出来た、周囲３キロくらいの平らな小さな島で、半

分が飛行場になっていまして、年中空襲を受けていて滑走路に穴があくもんですから、そ

の穴埋めに、いわゆる設営隊が活動したわけです。 

ある時、大空襲を受けましてあわてて防空壕に逃げ込みまして、私が逃げ込んだ隣の防空

壕は直撃を受けて、十数名が吹っ飛ばされた。そういう怖い思いもしたこともあります。 

このバラレ島にいる時に、目の前の島の砲台と来襲した敵艦隊の撃ち合いをはからずも見

た事があります。友軍の砲台の陣地が砂煙でもって見えなくなるんですね。その中からパ

ッ、パッと大砲を発射する光が見えるんですね。そうすると敵艦隊の近くで水柱が上がる

んです。「当たれ！」「当たれ！」とこぶしを握り締めて応援するんですが、当たったか当

たらなかったのか分かりませんでした。その内に、日本軍の砲台が沈黙してしまったんで

すね。弾丸が尽きたのか、あるいはみんな戦死してしまったのか分かりませんけど、そう

いう現場を見たこともあります。 

それから艦砲も時々受けたんですが、艦砲があった時は逃げ込む木が決まっているんです

ね。南方の木は、木の股が屏風のようになっているんですね、ご存知の方もあると思いま

すが。その屏風のような木の股に逃げ込むんです。 

何時も逃げ込むところがあるのですが、その日に限ってどういうわけか違うところへ逃げ

込んだ。後で戻って来たら、何時も逃げ込んだところに、敵の弾が当たっていた。それま

で通り逃げ込んでいたら、今私はここに居られなかった、そういう思いがしております。 

 

昭和 19 年の後半になります。 

日本からの食糧や医薬品の補給が途絶えます。無くなってしまったんです。船も無くなる

し、敵の制空で輸送もできなくなる。そのためにジャングルを切り開いて、そこに畑を作

ってサツマイモを植えたりカボチャの種を蒔いたり、自給自足を始めたんですけど、サツ

マイモはご存知のように植えてからちゃんと実るまで 4ヶ月位かかりますね、すぐには間

に合わないわけです。そのために戦争そっちのけで食い物探しに走り回るような状況が続

いたんですが、その中で、フカ取り班という班を作りフカを専門に取る。ほかに、漁労班

という班を作って、アジとかサバの群れがわんわんと沸くようにして岸近くに来るんです

が、その群れを目がけてダイナマイトを投げ込んで、そのショックで浮いた魚を拾うとい

う作業。 
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そうかと思うと、ウナギが沢山いましてね、人間の太ももくらいの大ウナギがいて、それ

を鉄砲で撃って取ったんです。焼いて食べました、大味でしたけれど内地の香がして懐か

しいひと時でした。 

体の動く者は鉄砲を担いでジャングルの中を歩き回って、鴨とか鳩を撃って食べていまし

た。手当たり次第食べられる物は何でも食べるというふうなことで、ヘビ、トカゲ、ネズ

ミ、ムカデ。ムカデはこんなに（30 センチ位）大きいのがいるんですね。これに噛まれる

と 3日位ヒーヒー言って、薬がありませんから寝込んでしまいます。ムカデまで焼いて食

べようとした。さすが私は食べられませんでした。ただ、ネズミは結構うまい。肉は鳥の

肉に似ていますね。ナマケモノも食べたのですけど、これは異臭が強くてちょっとまいっ

たですね。そんな経験もしました。 

それから、サツマイモなんかと一緒に陸稲も蒔きました。多少の収穫はありましたが、脱

穀が出来ない。一升ビンで木をもって搗いたんですが、思うように出来ない。もみ殻つき

の玄米といったところ。これは口の中で、もごもごしてとても食べられるもんじゃあない。

そういったものを食べた経験もいたしました。 

向こうは、バショウというバナナに似た木がありまして、根っこが石油缶くらいの大きさ

の根っこでもって、殆どが繊維。それを掘って来て細かく刻んで水にさらして、大なべに

入れて炊きます。それにプラス浜昼顔。食べたことがあるか分かりませんが、生の時は軟

らかいのですが煮ると枯葉みたいになるんですね。ごわごわして。 

浜昼顔とか、それからサツマイモの茎と葉っぱ。多少太いのがあると、それを取る。 

それからお米。お米は何粒入っているか数えられる位の微量の米でした。そういったもの

を鍋に入れて炊いて、一人どんぶり一杯位づつ配る。1 日 2 回、これではとても栄養は取

れません。 

自給自足も追いつかない。補給は途絶えた。そのためにバタバタ死んでいきました。多い

時で 2,000人位の部隊でしたが、多い時は 1日 10 人位亡くなるんですね。ところが、この

10 人位の遺体の処理が思うように出来なかった。火葬は出来ない、飛行機に狙われますか

ら。そうかといって、墓穴は掘れない、残っている人間には体力が無い。 

やむを得ずリヤカーに丸太を積むように積んで、ジャングルの奥深くに運んで、木の葉を

掻き集めてベッドを作って、その上に横たえて、また木の葉をかけて、それで手を合わせ

るだけ。いわゆる英霊を送る儀式は全く行われなかったし、出来なかった。故郷の家族達

が、それを知ったらどんな思いをするかなと、本当に今でも胸が一杯になります。 

 

昭和 20 年 8月 14 日、私たちの場合、いわゆる終戦の日より 1日前、ビラが撒かれました。

「日本、降伏せり」。私たちはそれを見ても信じなかった。戦争の意欲を挫くためにそのビ

ラを撒いたんだろうと思っていました。 

翌日になって、隊長から「天皇陛下のご命令で、戦争は終わった」と聞き、ほっとしまし

た。なかには刀を抜いて半狂乱になって、やたら木を切りつけて、暴れまわっている者も
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いましたけど、大方は「やれ、やれ」という感じでした。 

戦争が終わってからは、私たちはオーストラリア軍の捕虜になりました。そこで武装解除

されました。持っていた武器弾薬全部出しました。 

私たちは小銃を持っていましたから、小銃には菊のご紋章がついているんですね。その菊

のご紋章をヤスリでもって削らされました。なんで戦争が終わってそんなことを言うのか

なというふうな気持ちもありました。上の命令です。ご紋章を削った銃や弾薬は海に沈め

ました。それで武装解除は終わったわけです。 

その後、私たちは原住民の首実検を受けました。戦争犯罪容疑者の摘発です。 

私たちの列の間を、一人一人の顔を見ながら、原住民と連合軍の兵隊がゆっくり歩いて行

くんです。自分の所へ近づいて来る時は、本当に身も心も凍る思いでした。指を指された

らお仕舞い。言い訳をするとか、そういうことは通じないでしょう。本当に何とも表現し

ようのない思いをしました。 

昭和 21 年 2月に私は、迎えに来てくれた日本海軍の武装解除された巡洋艦という中型の軍

艦ですが、やや大型ですがね。春日という名前の軍艦、それに載って広島県の大竹港に帰

って来ました、日本に帰って来て、日本の都市も大方が焼け野原となっているのを見たり

聞いたりしまして、「日本も大変だったな」ということをしみじみ思いました。 

 

戦争の辛さ、バカバカしさ、身をもって体験してまいりました。いま、日本が再び戦争に

向けて歩き出している、というふうに私は感じます。それで良いのか？  

その理由としては、防衛庁が防衛省になるとか、なんで格上げをして税金を余計につぎ込

まなければいけないのか、私には全く理解できない。防衛庁のままで良いわけですから。

それから、先月の新聞を見ますと、戦闘機の改良のために 1,123億円つぎ込むという事が

出ていました。また、ご覧になった方もあるかも知れませんが、航空母艦も造っているの

ですね。写真入で新聞に出ていました。この航空母艦１隻 1,000億円ですよ。何のために

１,０００億円もの金をかけて航空母艦を造らなければいけないのか。 

私は、自衛隊は最小限必要だと思っています。けれど膨らむことは反対です。 

今の力で十分なくらいだというふうに思います。自分の国を守るためだけですからね。 

非常に危険な方向に進みつつあると、そういった意味で、戦争体験者として少しでもブレ

ーキがかかればと願いを込めて、お話をさせていただきました。 

ありがとうございました。 

（補足）＊生きた人間にウジが湧くんです。戦友にゲンノウで頭を叩き割って「楽にしてくれ」 

と言われたこともありました。返す言葉の無い悲惨な思いもしました。 

 ＊食料調達の総責任者・主計大尉が「食料調達が間に合わない」と、責任を 

   取ってピストル自殺をしたこともありました。 

 
(平成 19 年 9 月 23 日、柏市南部 9条の会での講演から) 


