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― 解 説 ―
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Ⅳ．幼少期

髙添一郎は１９２８（昭和３）年３月２３日横浜で出生，
父は直治１８９７（明治３０）年生れ，母は書子（ふみこ）
１９００（明治３３）年生れであった。４歳まで横浜に居住
したが，父の勤務する台湾銀行の人事により，新嘉
坡（シンガポール）に赴任することになった。幼な
かったせいか，横浜での生活は，ほとんど記憶が
残っていない。わずかに，ある時珍しく雪と霰の
降ったこと，友達の「ようちゃん」とお神輿をかつ
いだこと，母が折角張ったばかりの障子を，姉（優
子）と一緒になって丁寧に破いていたずらしたこと
位である。
ちなみに当時の台湾銀行は，台湾の貨幣の発行権

を持つ発券銀行で，日本統治下の台湾における最大
の商業銀行であった。父の場合シンガポールへの転
勤は大栄転に他ならないことは，後になって判明す
るが，子供には分らなかった。父の転勤に合わせて
一家も引っ越すことになったが，一郎は生まれつき
虚弱で，ひどく痩せており，体力の乏しい子であっ
たことから，周囲は一郎のひ弱さを心配し，きっと
白木の箱に入って帰ってくることだろうと口々に嘆
いた。
１９３２（昭和７）年一家は横浜港から日本郵船の靖国

丸でシンガポールに向った。この航海は，一郎に
とって今でも思い出深い「生活の大転換」となって
いる。デッキに出ればボーイがデッキゴルフの相手
をしてくれたり，午後３時になるとコンソメスー
プ，オレンジジュース，アップルジュース等とケー
キやクッキーを持ってきてくれ，空が茜色になるま
であれやこれやと世話をしてくれる。少年には欧州
航路は，とにかく驚きと歓喜の連続だった。
当時のシンガポールは英領で，１８２６年以降海峡植

民地であった。横浜の自宅は父の持ち家で，ほどほ
どの広さだったが，シンガポールではまさに御殿の
ような大邸宅が社宅としてあてがわれた。ところが
４歳の虚弱な一郎少年には，厳しい試練が襲う。ま
ず熱さがひどい。ただスコールのお蔭で日中とは
打って変わって夜はむしろ涼しく，そのせいか羽根
布団が備えられていた。もともと食の細い一郎は，
ますます体力を失っていく。まず腎炎に罹患し，安
藤先生というオックスフォード出の医師に診ても
らっていた。次は盲腸炎。これには冷罨法しかな
かった。続いてデング熱。さらに６歳になると大腸
カタルという有様であったが，白木の箱に入ること
なく辛うじて生き延びた。
一家の生活は父，母，姉，一郎の４人で，住み込

みの林ツルを含めてメードは４人もいた。サイス
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（運転手）の家族は裏庭の一棟に住んでいた。マレー
語でアヤと呼ぶ現地の女中さんは色々面倒を見てく
れ大変可愛がってくれた。家の中での会話は日本語
の他，英語，マレー語が飛び交った。一郎は朝４時
には目を覚まし，夜は８時頃就寝だった。大きなバ
スタオルとフレッシュなオレンジジュースは現代の
日本では珍しくもないが，当時の一郎にとっては大
きなカルチャーショックとなった。
父は毎朝，電報の有無を問い合わせ，為替取引の

処理のため早々と自家用車で銀行に出勤した。母は
日常，家事のほとんどを女中にまかせ，買物もアヤ
を連れて，店頭では品物を指示するだけだった。母
の生活の大部分は一郎の健康の管理だったと思われ
る。しかし，外地出向の主婦の任務なのか，母は
Lady’s Club の会合出席は殆ど欠かさなかった。
１９３５（昭和１０）年，一郎は７歳になり，新嘉坡日本
小学校（文部省管轄）に入学した。当時のシンガポー
ルは英国領であったためか，小学校は日本と英国の
二重支配のような状態が続いていた。英国の休日は
学校も休みだった。George６世のコロネーション
には記念の絵入りのビスケット缶やノート・鉛筆な
どが全員に配られた。英語が教科に組みこまれてい
た。英語教師の Mrs．ジョンソンは厳しかった。宿
題を忘れると，次の宿題は倍になるし，お仕置きも
加えられた。手の拇指，人差し指，中指の３本をつ
まんで，上に向けて差し出すと，先生は竹製の定規
で上から叩いた。爪が延びていると，とても痛い。
普段から爪は短く切っておくよう躾けられた。この
頃も一郎は相変わらず病弱で，アメーバ赤痢やトラ
ホームにも罹患した。
両親は一郎の健康をおもんぱかって色々と苦労し

た。母は父兄会の先頭に立って学童への暑さ対策，
昼食を定時に家から届けるシステムなどを提案し強
行した。父は日曜日早朝からゴルフに出掛ける事が
多かったが，必ず一郎を連れてコースを歩かせた。
そのうちジュニアーコースでプレーするように仕向
けられた一郎は，八歳の頃どうやらフェアウエイで
ボールを打ち続けられるようになった。朝露で靴が
濡れるのが嫌だったが，クラブハウスサンドウィッ
チはうまかった。
（註）１９３３（昭和８）年３月，新嘉坡日本小学校は，
開校２０周年を迎え，記念の祝賀音楽会や展覧会を開

催するなど，特に在住日本人にとって感慨深い時期
だったと思われる。
１９３５（昭和１０）年，即ち一年生の終りに，Commu-
nist という言葉をおぼえたことを記憶している。ま
たこの年には多くの大型ジャンク（帆船）が寄港し
て，支那服を着た集団が小走りでデモをするのを見
て驚いた。自宅の白壁に排日，抗日，侮日という大
きな黒文字が書かれていた時は，子供心に強い衝撃
を受けた。読めない漢字の意味を教わった時の複雑
な嫌悪感は，敵味方の見分け方へと成長した。これ
は後に歴史を参照すると，１９３１（昭和６）年９月１８日
の柳条湖事件に端を発する満州事変を背景とする変
化であろう。支那で騒乱が起っているという噂が駆
けめぐり，加えて１９３６（昭和１１）年２月２６日から２９日
にかけて，日本で起った２．２６事件も，シンガポール
の日本人達を動揺させた。事実この時期，日本人社
会には幾つかの事件と共に暗い影が忍び寄って来て
いた。
一郎の同級生西村君の父君も，悲惨な運命に巻き

込まれ，スパイ容疑で取調べを受けた後に自殺し
た。一郎は両親と共に遺骨を抱えた西村君一家を照
国丸まで見送った。日本人社会の信頼厚かった日本
人会会長西村吉夫の名は，シンガポール日本人墓地
公園の墓碑に刻みこまれている。同園には“ハリマ
オ”で有名な谷 豊（たに ゆたか）の顕彰碑もあ
る。
一郎一家の周囲にも，怪しげな人物が彷徨してい

た。一郎に多くの国の切手をくれる中国人，母のも
とに来て宝石の販売を兼ねて日本の事を色々と聞い
ていた背の高いセイロン（現スリランカ）人は，一郎
にもコタティンギ（ジョホールにある滝）の水晶やサ
ファイアの欠片を呉れたりした。ジョホールバール
にまつわる伝説など自慢話が多かったが，学校の先
生の様子をしつこく尋ねられた。彼らは皆スパイに
違いなかった。いつの間にか切手収集に凝って集め
た世界中の１，０００種程の切手は，後年台湾からの引
き揚げ帰国時に没収された。英国は，マレー人や支
那人を動員して，マレー半島からシンガポールまで
のコースウエイ橋水道配管を含む工事に当たらせ，
秘密保持のため完成すると全員行方不明になったと
聞いた。
父は毎水曜日午前に一郎の健康増進のため，チャ
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ンギーの海岸（現国際空港）で海水浴を楽しませてく
れた。一郎の健康問題が大きく変化したのは，この
頃である。食事にコロッケがしばしば出たが，これ
をつぶして米飯と混ぜ，スープをかけるとおじや状
になった。これが絶品のおいしさで，一郎にとって
食事の主流として確立した。招待されたカリーパー
ティがきっかけだったと覚えている。あまり好きで
なかった南国の果物も，旨く感じるようになった。
要するに食が太くなったのである。その結果，体
重，体格は勿論のこと体力も明らかに改善した。総
督官邸のプールにもしばしば出掛けた。英国人の少
女も泳いでおり，たまたま体が触れ合うとゾクゾク
としたが，「Sorry！」と声をかけてしのいだ。性
への「めざめ」でもあった。
日常会話の英語，マレー語にも大分慣れた。最大

の楽しみはターザンの活動写真であった。映画館で
は映写が終わると全員起立して英国国歌が流れる。
イギリス人は最後まで聴いている。一郎達もそれに
倣った。家では犬（サモイエード種）３匹，多種類の
熱帯魚を飼っていた。母はフランス刺繍など手芸を
楽しむゆとりも出来た。この頃，１００万ドル事件と
いわれるニュースが飛び交った。英国船から１００万
ドルもの積荷を下ろした中国人が，密かに売り払っ
たというものである（アドバニー事件）。父はその解
決のためコーラランポー（現クアラルンプール）に３
週間出張するなど多忙を極めていた。
１９３７（昭和１２）年，学校の遠足にも必ず参加出来た
し，動物園（Zoo）へも何回も行った。夕食をホテル
で楽しみ，夜の庭園で見た南十字星は素晴らしかっ
た。面白い事にこの動物園ではオランウータンが密
かに売却されるという事件が露見し，実態は “ani-
mal market”であることと説明された。George６世
の持ち馬だった“コロネーション”もいた。そのため
か，単に Zoo ではなく，「Zoological garden」とわ
ざわざ名称を変えているのは，動物が売り物ではな
いことを強調したものと思われる。
既述のように，一郎の食思は大きく変化し，数種

のものを混ぜて食べる習慣がついた。「カリー」こ
そは食への目覚めとなったのである。カリーには２
種あり，セイロン・インドネシアはウェット，イン
ドはドライが多いと心得た。専ら牛肉か鶏肉であっ
た。日本に帰国してどろどろしたいわゆる海軍カ

レーは一郎にとって初体験だった。１９３６（昭和１１）年
８月のベルリン五輪後，日本選手団はシンガポール
に立ち寄り，髙添の社宅にも来訪した。前畑秀子
（競泳女子２００m平泳ぎ），孫基禎（陸上男子マラソ
ン），小島一枝（競泳女子４００m自由形），香野夫佐
子（飛込み：ジャックナイフ），田島直人（陸上男子
三段跳び）らがいた（選手の名前は歴伝の会委員の調
査で判明した）。この頃から，ますます日本と中国，
英国のナショナリズムがうねるように勢いを増して
くる。
１９３７（昭和１２）年７月，父の台北転勤が決まった。
当然一家をあげての引越しである。ところが，７月
７日に盧溝橋事件を発端とする支那事変が起ってい
た。８月１０日シンガポールから諏訪丸に乗船したも
のの，途中で突然徴用船に指定された。香港で大量
の食料を積み込み，上海で大勢の日本人避難民を乗
船させて，台湾の基隆には寄港せず，直接神戸に向
かう事となったのである。上海では身近に銃声を耳
にし，ブリッジを駆け上がって乗船して来る人々を
見て戦争の怖しさをしみじみ味わった。やがて出港
し眼下に便衣兵などの屍体が沢山浮いているのを見
た。船窓から覗き見をしていると川幅が段々広くな
り，海の色が青色に変わって，どうやら東支那海に
出たらしく船の揺れが激しくなったのを覚えてい
る。この様にして恐怖と興奮の中で帰国，神戸に到
着した後，当時有名な後藤旅館に数日宿泊すること
になった。靴を履いたまま玄関から上り框へ上がっ
たため，宿の人から驚かれたり笑われたりして恥ず
かしい思いをした。ある日家族揃って宝塚のレ
ビューを見に行くことになった。これは母の宿願
だったらしいが，一郎は気が進まず機嫌を損ねた結
果，ダイアナ式の空気銃を買ってもらうことに成功
し，当日は銃を担いで宝塚に行った。空気銃は，中
学二年まで猟友と一緒に楽しんだ。戦後しばらくま
で，無免許で販売されていた経緯がある。神戸の食
べ物はシンガポールと殆ど変わらず美味しかった。
特にパンをはじめ洋食は素晴らしかった記憶があ
る。
やがて，神戸から高砂丸で台湾に向かい，基隆に

入港，台湾銀行本店のある台北に移動した。台北は
シンガポールに比べて暑くはないが，食べ物にはか
なり苦労した。特に菓子は美味しいと思うものがな
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いのである。もっとも，シンガポールには和菓子は
少なかった。帰国後唯一「すあま」が口に合った。
台北の家には女中，台湾人のアキンと日本人の二

人がいて，食事と家事・洗濯をやってくれていた
が，何となく生活レベルは，低くなったような気が
した。車がなかったせいかもしれない。１９３７（昭和
１２）年９月，台北高等師範学校附属小学校の第４学
年に編入し，第２学期を迎えた。この学校は日本人
エリートのための小学校で，一郎は自分よりも優秀
な生徒と，厳しい教師の多いことに驚いた。先生に
は，田淵武吉（歌人），野邊慶蔵（国語），折井英治
（絵本作家），勝山 久（音楽），瀬古喜三郎（体育）と
いった先生がいた。
一郎は国語を懸命に勉強した。“セコパン”と呼ば

れた瀬古先生の体育の時間は正に入魂のスパルタカ
スであった。友人も沢山出来て色々教わった。同級
生はその後も毎年一度は集まっていたが，同窓会
「榕蔭会」は２０１４（平成２６）年で解散した。

Ⅴ．中学・高等学校時代

１９３９（昭和１４）年，台北第一中学校（一中と呼ばれ
る）に入学したが，これも自宅からの通学であっ
た。中学で面白かったのは赤嶺日高の生物学，東
晋作の英語で，一郎がいずれも楽しく教室をリード
した。一中は日本人のみ，二中は本島（台湾）人主
体，三中は日台両方の生徒である。当時の修業年限
は小学６年，中学５年（または４年で修了）で，その
後高校３年と続く。
中学の第２学年時，道徳の授業中に国歌「君が

代」について問題が起こったことがある。「さざれ
石の巌となりて苔のむすまで」というのは理屈に合
わない，どういうものか，と教師に質問した生徒が
いた。教師は答えられない。教室は混乱したが，配
属将校の命令で，生徒は廊下に立たされ，ようやく
落ち着いた。問題がさっぱりと解決しないのを一郎
は真剣にいぶかったのを覚えている。後年フッ素の
研究中に文理科大学の先生に尋ねたところ，さざれ
石が巌となる事は“有り得る現象である，希ではあ
るが現にある”と聞いて今では落ち着いている。
また，授業に組み込まれていた軍事訓練では，配

属将校の指導で三八式歩兵銃をかついで行軍の他，
種々の訓練を受けた。空砲を撃ったこともある。こ

れは面白かった。空気銃の経験のせいであろう。射
撃訓練は５回経験した。終わると薬莢を回収させら
れたが，数が足りないと員数が合うまで大変だっ
た。世の中は軍事色が強まり，支那では戦争の拡大
が生活に陰を落とし始めていた。しかし，当時の中
学生には情勢の実態は殆ど理解できていなかった。
台銀クラブのコートでテニスを学友と楽しんだのも
その頃だった。中学４年修了で，一郎は台北高等学
校に無事合格し，４月に理科乙類に入学した。１６歳
であった。台北一中の同窓会「麗正会」は同級会３８
期会を除いて１９９３（平成５）年に解散した。
当時の高等学校についての補足説明が必要であろ

う。旧制高校，新制高校というのは，同じ高校の歴
史に新制と旧制があるのではなくて，全く異なった
学校制度である。新制高校（現在の高等学校）と呼び
分けているのは，アメリカの占領後，アメリカの制
度に倣って，六三三四という学校制度の下に出来上
がった高校であり，旧制高校は旧制度の下での学校
である。当時の学校制度は，六五（または四）三三と
いう制度で，中学校を中心として，他に商業学校，
工業学校など中学校レベルの職業教育学校を経る
か，あるいは医学専門学校，高等商業専門学校，高
等工業専門学校，高等師範専門学校などの高等専門
学校を経て社会に出る進路があった。三年制の高等
学校は三年制の大学への進学を前提とする高等教育
の学校であった。これに対して戦後の教育は，でき
るだけ多くの学生に大学教育を施すという考え方か
ら，新制高等学校と新制大学（４年制）数を格段と増
やしたのである。
旧制高校発足の頃は，大学予備門と呼ばれていた

事もあるように，旧制高校は帝国大学の予備課程で
あった。例えば台北高等学校の卒業生の多くは東京
帝国大学か京都帝国大学に進学した。従って，旧制
高校に入るという事は，旧制帝国大学に入学すると
いう事である。そのため旧制高等学校の入学試験は
かなり難関であった。４修での高校入学はなおさら
である。一郎本人はもちろん家族の喜びは一入だっ
た。実は高等学校の生活は，一郎の青春時代に一番
強いインパクトとエネルギーを与えたのであった。

Ⅵ．モラトリアムと戦争

まず学寮生活で始まった新しい毎日は，いずれも
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刺激が強く心に響いた。同級生には年寄もおり，タ
バコや酒をやる者も少なくなかった。寮は３人部屋
で，１人は先輩，２人が新入生という編成である。
入寮第一夜を思い出す。橋本先輩は穏やかに，新人
２人を迎えてくれ，今夜は楽しみだ，と意味不明の
笑顔を見せた。蛮声で寮歌を歌いながらの入浴の
後，６時から夕食で，終わった後は不気味な静寂が
訪れた。しばらくして分かった事だが，寮生はその
間，猛烈に勉強や読書をしていたのである。夜１０時
になると太鼓が鳴り響いた。消灯の合図である（図
１）。
すると直後，廊下に砲丸がごろごろと音を立てて

転がってきた。旧制高校寮生活の名物「ストーム」
の開始合図である。月刊誌「中央公論」（当時の本
誌は厚さ３cm程度と分厚い）をたきつけにして，
中庭で籐椅子などを持ち出して燃やし，寮歌を歌い
ながら乱舞するのである。嵐は部屋の中にも及ん
で，母から贈られた新調の布団が水浸しになった
り，正に散々であった。新入生は初め茫然としてい
たがやがて乱舞に仲間入りした。
先輩からは，まずこれを読み給え，と差し出され

た本がある。出家とその弟子（倉田百三），人生論
ノート（三木 清），哲学以前（出 隆），それから
（夏目漱石）の４冊だった。一郎にとって読書の習

図１ 旧制台北高等学校の禮堂（講堂）
旧制台北高等学校校舎は大部分が現存していて現在で

は国立師範大学として生きています。大門口から正面に
位置する黒褐色の荘厳な３階建て本館（現行政大楼）は現
在メインテナンス中で残念なことに網で全体が囲われて
いてその威厳をお見せできません。禮堂は本館の右やや
前方に位置しています。（撮影 蔡 函雅）

慣，学習力の秘密を垣間見る一日となった。当時母
からは２０円の仕送りを小遣いとして貰っていたが，
これはかなり高額であったと思われる。岩波文庫の
★一つが２５銭の頃である。
この国立台北高等学校の教授も，多士済々であっ

た。犬養 孝（１９０７（明治４０）年生まれ，万葉学者）
太田頼常（物理，線状加速器，戦後残留して装置再

，

建），高峯一愚（カント哲学者），中野好夫（１９０３（明
治３６）年生まれ，英文学者，評論家），嶺脇四郎（後
の東歯大教授，数学），石本岩根（獨文学），そして
島田謹二（日本の比較文学創始者，後の東大教授）と
いった人々がいた。入学後の初講義は，いずれも個
性的で授業毎に違った空間に連れ込まれた様な気が
した。猛スピードで喋りまくる太田教授の物理学，
抽象的な表現で細胞の話をする松本邦夫教授，
Der，Des，Dem，Den から始まると思っていたの
にいきなり，南，北ドイツでは発音が違うという例
外から講義を進めた石本教授など，理乙独特の授業
にまず圧倒された。午後の犬養教授の講義には全く
心を奪われた思い出がある。
「諸君入学御芽出度う。君たちの高校生活の船出
を祝って，万葉の女性歌人，額田の王のこの歌を贈
ります」黒板の中央に大きな字で縦書きの五行に素
早く書かれた。
“熟（“にぎ”）田津に 船乗りせむと 月待てば
潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな”
先生は朗々と歌いあげたのである。初めて聞いた

犬養
いぬかい

節（戦後阪大教授となった犬養先生は全国に万
葉ファンをつくりこの犬養節を広めた）の繰り返し
は，我々を忽然と別世界へ導いた。正に先生が万葉
の歌に込めた情熱の発露であり，万葉の人々の豊か
な心を我々に伝えたいという善意の爆発で，一時間
は呆気なく過ぎた。
島田教授の講義（文学）もそうだった。“トーマス

カーライルと杜甫”について，教壇を左右に往復し
ながらの静かな語りは，理科系の難しい講義の疲れ
を解きほぐしていく不思議な魅力に満ちていた。
授業はいずれも自由と夢に溢れていたし，宿題な

ど一切ない。しかし，ドイツ語は週１０時間（理乙は
ドイツ語，理甲は英語が多い），物理，化学，数学
（微積分，図学など）週４時間をこなすのは容易では
ない。読みたい本も増えた。デカルト，カント，
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ショーペンハウエルも途中までで，その頃からは乱
読に走った。時間が足りないとつくづく悩んだりし
た。寮生活での３時間以上の静寂の訳も頷けた。自
分が１週間前とは違った所に挙上した様な気がした
し，いつの間にか先輩の反俗精神にも徐々に傾倒し
ていった。一郎にとって高校生活はこれ迄になく充
実した毎日となった。台北高等学校は現在，国立台
湾師範大学になっている。台北高等学校の“栄光と
伝統”はその記念室に今でも光を放っている。
暫く続いたモラトリアムは，呆気なく一郎の白線

帽生活を完全に覆した。世の中はすっかり戦争色に
染まっていた。遂に高校生活にもその波が伝わって
来た。１９４５（昭和２０）年３月「警備召集」という名目
の学徒動員により，突如軍隊生活になったのであ
る。日常が学校の外になる。身分は陸軍二等兵で，
月給５円８０銭，身体検査はなかった。台北の街中を
展望できる七星山の竹子湖（陽明山，現国家公園）に
集められ，鞍部に当たる所に杉・竹や茅などで掘っ
立て小屋をつくり，野戦体制をとった。北部海岸の
金山方面からの上陸が予想されたアメリカ軍の戦闘
部隊を迎え撃つべく待機していた。食料は下から運
んだが，山で蛇を捕まえて釜飯に入れ，赤インキを
垂らして「赤飯」をつくったりもした。既に台湾に
はB２９による空襲があり，爆弾で都市部には被災も
広がってきた。生活すべてが正に一落千丈である。
やがて一郎は肺結核のため熱発を繰り返し，とうと
う陸軍病院に２か月間入院した。病院は台北市の南
西部にあり，毎日安静療法という治療区分で看護婦
は乳糖の粉末やゆで卵を薬袋に入れて持ってきてく
れたりして，何しろよく面倒を見てくれた。休養が
効を奏したのか，やがて軽快したので，髙添二等兵
は原隊に復帰することになった。退院命令が出たの
は５月３１日９時であった。“退院して速やかに原隊
に復帰せよ”といわれて病院の門を出たのは午前１０
時を少し過ぎていたが，既に空襲警報が発令され，
爆発音もかなり近い。爆震に動悸は止まらない。偶
然にも一級下の御竿昭二（文科）と会い，一緒に退院
するという奇遇を得た。彼はマラリアで入院してい
たが薬が効いて全快していた。二人で台北市の中心
部に向かったが，途中で銀色に輝く敵機を雲の隙間
に何回も見た。
同期，同科の川崎 健（東北大名誉教授）の詳細な

調査報告１）によると，当日５月３１日こそが台北に対
する大規模な空爆があった日で，台北大空襲と名付
けられている。１９３８（昭和１３）年２月２３日，１９４３（昭
和１８）年１１月２５日のアメリカ，ソ連，中華民国空軍
の空爆によって台湾新竹飛行場にあった日本軍の戦
闘機２３０機は殆ど破壊され，防空は対空砲火に頼る
しかなかった。その中での台北大空襲である。台北
市の城内（東西南北の門が残っている区域），即ち台
湾統治の中枢部，軍事施設，日本人居住区は５００ kg
の高性能爆弾２７９トン，２５０kgのクラスター殺傷破
片爆弾４０トンによって大きな被害を受け，重傷者の
数は３，０００人に達したといわれている。台北市の南
西部にあった陸軍病院から台北市の中心部を通らな
ければ市の東北部に有る，台北高等商業専門学校に
駐屯する原隊には行かれない。二人は，午前１０時か
ら午後１時までの間に続いた空爆の中を必死で駆け
抜けた。行程の途中までは殆ど被害はなかったが，
総督府に近付くと倒れた樹木や，瓦礫と屍体で中々
歩けない。病後のためか体力の消耗も激しく，喉も
乾く。何しろ無我夢中である。二人が原隊に辿り着
いたのは夕刻６時頃で，哲学の高峰一愚先生に会え
た時には，殆ど気が遠くなっていた。戦争の怖ろし
さというより地獄そのものを味わった一日だった。
台湾への上陸を諦めたのか（実は台湾はアメリカ

にとっては同盟国中国のものであり，占領する積も
りはなかったようである），アメリカ軍は沖縄に上
陸した。山の鞍部に伝令がきた。山の中腹にある広
場で通信隊への転属者を募るとのことで３小隊の全
員が集合した。短時間の訓練を受けた後，モールス
信号の試験が行われた。合格したのは一郎を含む６
名であった。通信隊本部のある淡水に移動した。直
接の指導者は軍曹だったが，医官は台北高校理乙，
京大医学部出身の医師で，６名は大事に扱われた。
軍務として７月１０日は，１日に発電機を８回回わせ
という命令だったが，８月になると１日中回わせ，
となり，８月１４日には通信の発信・暗号解読の一切
が中止となった。
この軍隊生活で，今でも気分が悪くなる辛い記憶

がいくつもある。望遠鏡で見ると港の沖には早くか
らアメリカの潜水艦が出没し，ハッチを開けて中か
ら水兵が現れ，艦上で体操している。これはまだし
も，ある日淡水の飛行場から３機の特攻機が飛び
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立った。かと思うと，そのうちの１機はぐるっと大
きく旋回し，万歳をしながら見送った味方の人の列
すれすれに接近し，何といろんな物を投下したので
ある。何が起こったのか，考える間もなく，その特
攻機は南方へ飛んで行った。この構図は今でも時々
夢に出て来る。“海行かば水漬く屍，山ゆかば草む
す屍……”という軍歌を聞くだけでなく，歌わなけ
ればならなかった時の惨めさは心の底に残ってい
る。戦争事は嫌いだ。
８月１５日戻った山の鞍部で正式の終戦を迎えた。
皆は野外でたゞ茫然と遠くを見たり，本をめくった
りしているが，話をする者はいない。不気味な重い
雰囲気の日が二三日続いた。一郎が持って行ったハ
イネの詩集は，雨に濡れてぼろぼろになっていた。
やがて，全員が一応隊列を組んで，山を降り台北高
等学校へ帰り着く頃，懐かしいマンチェスター製の
自由の鐘が，長く激しく鳴っていた。一郎には荒野
の廃墟に響く弔鐘に聞こえた。終戦で一郎は一等兵
になり，給金，強制貯金を含めて３５円を受け取っ
た。
日本の敗戦後，蒋介石の国民東軍が進駐してきて

武装解除を行い，戦後処理は１９４５（昭和２０）年１０月頃
まで続いた。父は引き継ぎに追われていた。しか
し，敗戦後の世間は虚脱状態が続いていた。何時ど
うされるかわからないという恐怖もあった。一郎も
１カ月はただ呆然としていた。そのため，その間の
確かな記憶は残っていない。結局１９４６（昭和２１）年３
月高校卒業までは台北高等学校七星寮にいた。学生
の一部は授業に出ていたが，全て空虚で学友との会
話も少なくなった。一郎は幼少年時代から多国籍の
人々と付き合い，相手が自分に好意を持つ人か，逆
に敵意を持つ人，何でもない人か，を鑑別する鋭い
感覚を獲得するに至る。
３月以降，父は高雄支店長から基隆に転勤となっ

たが，中国政府から徴用された。台湾銀行の役員で
金融部門の専門家であるという判断からであろう。
ところが，父は内耳炎に罹患，しばらく自宅（支店
長宅）に臥床した。父はもちろん，家族も日本本土
への引き揚げはできない。なにしろ，一郎は日本本
土を知らない，横浜に住んでいたといっても一郎に
とっては４歳までである。台湾では戦後，周囲から
何となく圧迫を受けたが，父の立場上，そんなには

ひどくはなかった。使用人の態度にも変わりはな
かった。台湾に中国大陸の国民党の軍人が続々と
やってきた。将校達は髙添の家にも勝手に何度も
やって来て，家の中に入り込んだ。日本人の元将校
も来て４本の日本刀を預かることになった。これに
は困った。思案の末，庭に穴を掘り，買ってきた油
紙でくるんで埋めた。ただその部分だけ草芝が枯れ
て，掘り返した事が歴然たる有様である。結局庭の
芝草を全部刈り取り，野蒜の種を蒔いた。
中国人からは，一郎の秘蔵の切手が没収された

が，貴重なものは予め秘匿しておいた。母は宝石を
要求された。戦時中，かなりの数を献納している。
台湾には，満洲から南方へ転進し，敗戦と同時に

引き揚げてきた多くの兵隊がいた。疲れ切った顔付
の兵士の姿は哀れで悲しかった。“敗残兵”と呼ばれ
たそれらの人々を見ると，自分も全く同じ身分で未
だ戦場にいるんだと身震いした。１９４６（昭和２１）年５
月頃から，基隆発の引き揚げが本格的に始まった。
アメリカの協力でフリーゲート艦によるもので，行
き先は長崎県の大村と聞いた。港へ行って引揚者の
様子を眺めていたら，何度も中国兵にひつこく咎め
られた。将校に会って英語で説明したりして，その
場を離れる事が出来た。
人並みの引揚げに加われず，一郎に自失の浪人生

活が続く。中里介山の“大菩薩峠”の全巻を一カ月か
けて読んだりした。しかし，段々と我にかえり，将
来を考える様になった。家族のために役に立つこと
を決意し，引揚の準備を開始する。
父の人脈で台湾の有力な財界人も多かったので

種々相談したが，引揚げ時の有効な手段は案出でき
ない。一郎の学友に文科の辜寛敏（グークアンミ
ン，こ かんびん１９２６．１０．１５－）がいた。彼に相談
したところ，思いもよらぬ奇策を授かる。ちなみ
に，彼は，実業家で日本の勅選議員だった辜顕栄の
三男で，台北高校で数少ない台湾人である。屈指の
資産家で戦後直ちにセントジョンズ大学に入学し
た。兄達は日本軍への資金援助を理由に中国国民軍
に逮捕・収監された。辜は，１９４７（昭和２２）年２月２８
日に台北で発生した２・２８事件で一時日本に逃れる
が，以後米国，台湾，日本等を駆け巡り，永く台湾
独立派として活動している。父君辜顕栄が生前日本
政府から贈られた稲毛海岸沖一帯は戦後買い上げら
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れて埋め立てられた。後から知った事だが，東京歯
科大学が入手したのはその一部だったのである。
帰国してからの資金作りに買い集めたのは，サッ

カリンであった。１kg入の缶５本をリュックに詰
めた。一人当たりの所持品は行李，リュックサッ
ク，手荷物各１個と千円紙幣１枚だった。切手は肌
身離さず，母の宝石はマッチ箱に入れた。
１９４６（昭和２１）年１１月２０日，何とか諏訪丸に乗船
し，大勢の引揚者と共に基隆を出港，長崎の大村へ
入港して上陸，いきなり DDTを全身に浴びせられ
た。大村で１泊，食事は玄米の“おじや”だったが，
食に敏感な一郎はこれで下痢をしてしまった。翌日
はトラックで驛まで運ばれ，汽車に乗せられたが，
すぐ眠ってしまった。列車は，広島に入るとゆっく
りゆっくり走行した。原爆で焦土と化した姿を，あ
りのままに見せようという意図だったかと思われ
る。大阪駅ではおにぎりが提供された。名古屋に着
いたところで，中央西線に乗り換えたが，ものすご
く寒かったことを記憶している。これも長年，南国
の生活に馴染んだせいであろうか。ただ，幸い風邪
をひくこともなく，塩尻を経由して無事山梨の韮崎
町，新府駅に着いた。
韮崎は髙添家の長男である父の生家で，新府（正

式には新府中韮崎城）という平城跡（１５８１年武田勝頼
が築城）のある町（現韮崎市中田町中條）である。こ
の地域には珍しく大きな桧が屋敷に生えて目印に
なっているところだった髙添家は，庄屋を務めてい
た家柄であった。しかし，終戦直後は引揚の親族が
大勢居住していた。父の母と父の妹，妹の娘夫婦が
いた。その夫はハルマヘラ島の生き残りで，後に富
士吉田の警察署長となった。父の弟は横浜の母の実
家を継いで佐々木英知となり，サイゴン，香港を経

て韮崎に引き揚げて来ていた。妻と子供がいた。父
の妹の長男，一郎にとって従兄弟の正猛は戦死し
た。
さて，問題のサッカリンは，まず神戸にいた父の

知人に相談し，３本を持ち込んで人を介してヤミ市
で捌いてもらった。１本３万円で，９万円になっ
た。これで一家の当分の生活費を確保できた。一郎
は，このままでは浪人である。幼少から病弱で病歴
の多い少年にとって医者になる事は中学時代から決
めていたし，高等学校も理乙に入ったのである。あ
くまで当面の目標は東京帝国大学医学部にある。
１９４７（昭和２２）年３月，韮崎から汽車賃，米を持って
東京に向かった。本郷の赤門の受付で台北高校下川
履信校長の証明書を提示したが，受付氏はなかなか
奥から戻って来ない。おかしい，旧制高校卒業は即
大学入学 OKの筈である。どうした事か。暫くして
当の受付氏が戻って言うには，学制制度が変わっ
た，東大でも駒場の方に行ってくれと言われた。
旧制高校は３年制だからという事で，編入試験を

受けることになった。試験は６月との事だった。一
高の寮に理乙で同級生だった５歳年上の井上一三が
いた。彼は一郎よりも半年早く帰国していた。その
ため，無事東大に入れたのであろう。理乙ではなく
文科法学部を卒業し，養子となって大原と姓が変
わった。大蔵省に入った後，熊本県から衆議院議員
に７回当選した男である。議員を引退後，大原財政
経済研究所を主宰した。駒場の寮室で彼から種々話
を聞いたが一郎の進路には役に立つ筈がない。
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