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はじめに

　2010 年 2 月にフィリピン北部ルソン、イフガオ州バナウエとマウンテン州サ

ガダを訪ねた時のことである。目的は、世界遺産になっている「棚田」やコル

ディリェラ・セントラルの自然を実際に見てみることとイフガオ語とカンカナエ

語の基本語彙を調査することであった。予定していたことを一通り終え、翌日に

はバギオに向かうその日の午後、サガダ中心部の小さな商店の 2 階にあるこぢん

まりとした「博物館」を訪ねた。小学校の教室ほどの大きさの博物館には、オー

ナーの老婦人が個人で収集したコルディリェラ地方の生活用品や農具、漁具、武

器、民族衣装、装身具などが分かりやすく展示されており、何よりもオーナー自

身が一つひとつの展示物を解説してくれ、質問にも適切に答えてくれるという

気持ちのよい博物館であった。見学を終え、他の見学者もいなかったので、オー

ナーに様々な話を聞かせていただいているうちに、サガダには日系人がいるので

是非一度会って行ったらどうかと勧められた。筆者はこの時サガダに日系人がい

ることは知らなかった。翌日早朝にバギオに向かうことにしていたので、残念な

がらその時は日系人に会うことができなかった。

　筆者はかつてバギオで、本稿第 1 章に登場するシスター海野からフィリピン日

系人の話を聞いたことがある。青年海外協力隊の隊員としてフィリピンに赴任し

ていた 1986 年に、ルソン島北部を任地とする隊員たちにより開催された「北部

ルソン大会」に参加したときのことである。ゲストスピーカーがシスター海野で

あった。筆者は、この時太平

洋戦争でフィリピンが戦場に

なったことは知っていたが、シ

スターの話は、ルソン島の山岳

地帯であるバギオに戦前から

日本人が住んでいたこと、戦後

その子孫たちが自らの出自を

隠して生きざるを得なかった

ことなど、初めて知ることばか シスター海野と協力隊隊員たち（1986 年）
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りであったと記憶する。

　それから十数年後、第 2 章に登場する尾辻ヨシさんがマネージャーとして世話

をしていた比日親善友好会館（アボン）に宿泊し、日本に滞在したことのある

フィリピン日系人の日本体験を聞き取り調査した時に、日本から帰国した日系 3

世・4 世の人たちに会って話を聞いたことがある。しかし、この時に会った人々

は戦後生まれの人々がほとんどであったので、また目的も異なっていたので、戦

争体験や戦後の早い時期の体験や思い出を聞くことはなかった。

　このような経験があったことから、是非サガダに住む日系人に会ってみたいと

思うようになり、翌 2011 年 2 月に再びサガダに向かうことにした。

　翌年、サガダに行く途中ベンゲット州ラ・トリニダッドに立ち寄った時、何人

かのマウンテン州出身の人に出会い話をする機会があった。彼らは、ボントック

にはヤマシタという日系人がいて、その人はジェネラル・ヤマシタの子孫だと言

うのである。山下大将の率いる日本軍はイフガオのキアンガンで降伏したはず

で、山下がボントックに行ったという話は聞いたことがない。とても信じること

はできないが、あるいは隠された真実があるのかもしれない。彼らはまた、サガ

ダ・ボントック地域には多くの日系人が住んでいるとも言う。フィリピン人は一

般に冗談好きであるが、冗談とは思えない表情である。これはぜひ確かめなけれ

ばならない。

　シスター海野から聞いたフィリピン日系人の話は、戦前バギオとその周辺には

多くの日本人が住んでいたこと、彼らとその子孫が戦争に巻き込まれ悲惨な体験

をしたこと、戦後日本人の子どもたちは日本人であることを隠して生きなければ

ならなかったことなどであった。その後に読んだ何冊かの日系人を扱った著作の

内容もほぼ同じ視点から書かれている。

　初めてフィリピン日系人の話を聞いてから 20 数年が経った。そして太平洋戦

争が終結してから 66 年が経った。日系 2 世の人はかなりの高齢になっているは

ずである。やがて彼らが体験したことを直接聞くことができなくなる。しかし偶

然にも、体験したことを本人から直接聞くことができる機会が与えられた。

　意外なことに、直接本人たちから聞いた戦後体験はインタビューする前に予想

していたこととは異なるものであった。筆者がサガダとボントックで会うことが
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できた「2 世」は 3 名であり、おそらくこの地域には日系 2 世はこの 3 名しかい

ないであろうことも分かった。本稿は、この 3 名から聞いたことを報告し、なぜ

予想と異なったのかを考察するものである。

第 1章　フィリピン日系人の戦後

　1990 年代以降、主にジャーナリストたちによってフィリピン日系人について

の報告がなされてきた。1990 年は日本の入管法が改正された年である。新たに

「定住者」の資格が創設され、これによりブラジル・ペルーなど南米の「日系

人」が日本で働けるようになった。しかし日系人は南米にだけではなく、フィリ

ピンにもいることが次第に明らかになってきた。働きに来た人々は南米からだけ

でなく、フィリピンからも多くの日系人がやって来たのである 1。

　筆者の手元に 1996 年 4 月 13 日、14 日に

マニラで行われた「第 5 回　フィリピン日系

人会連合会全国大会」のパンフレットがあ

る。ラモス大統領のメッセージを巻頭言と

するこのパンフレットには、「マニラ日系人

会」と「北ルソンフィリピン日系人財団」の

詳しい成り立ち、「イロイロにおける戦争の

記憶」が書かれた文章の他に、ルソン島南部

ビコール支部、ビサヤ諸島セブ日系人会、イ

ロイロ日系人会、東ネグロス日系人会、ミン

ダナオのカガヤンデオロ日系人会、コタバト

支部、イリガン市北ラナオ日系人会、ジェネ

ラルサントス支部、南スリガオ日系人会、サ

ンボアンガ市日系人会、南サンボアンガ日系

人会の幹部メンバーの写真および氏名が記載されている。

　「フィリピン日系人会連合会」は 15 の地方日系人会と個人を組織したもので、

1990 年に組織された。1995 年に連合会が実施した調査によると、2125 人が「日

「第5回フィリピン日系人会連合会
全国大会パンフレット」
筆者はこのパンフレットを、1999
年に当時マニラ日系人会会長で
あった吉田マリエッタ氏からいた
だいた。
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系 2 世」として登録されている。1995 年 7 月には 32 名の「フィリピン残留日本

人 2 世」が来日し、国籍回復問題の解決を促進するように日本政府に働きかけ

た。この時には、日本の戸籍に氏名が記載されていたり、親族からの証言などが

あったりして日本国籍が確認された 10 名に日本旅券が交付された 2。

　このように、1990 年代以降フィリピン日系人たちは自らのルーツをできるだ

け明らかにしようと努めている。そして、1990 年代は日本からフィリピンへの

移民 100 周年の年に当たる 2003 年へと繋がる 3。

　「定住者」ビザを持つフィリピン人は、1992 年には 2617 人であったが、1996

年には 5584 人と倍増し、現在（2010 年）では 3 万 7870 人に増加するまでになっ

ている 4。これは、就業難に苦しむフィリピン人が仕事を求めて海外渡航するひ

とつの形態であり、戦前に仕事と豊かさを求めフィリピンへと渡った祖父たちを

鏡に映したものとも言えよう 5。

ジャーナリストたちの報告

　フィリピン日系人の多くは、太平洋戦争のあと長い間「日本人の血」を持つこ

とを隠して生きてきた。冒頭にジャーナリストたちによってフィリピン日系人に

ついての報告がなされてきたと述べたが、ここで、彼らの報告により日系人たち

の戦前・戦中・戦後の体験を見ておくことにする。この報告により、私たちはな

ぜ彼らが「日本人の血」を隠さざるをえなかったのかを知ることになる。

ミンダナオとビサヤの日系人

アルツーロ・ハギオ（萩尾行利）のケース 6

　ユキトシは、熊本県出身の父と北ダバオ出身の母により 1926 年にダバオ州で

生まれた。このとき父はアバカ（マニラ麻）を栽培していた。ユキトシは 34 年

に地元の日本人小学校に入学し、39 年に卒業した。41 年 6 月に父が病死、半年

後の 12 月には太平洋戦争が勃発した。この時ダバオにいた 2 万人余の日本人は

米比軍の敵になったのである。ユキトシも「自警団」に加わり、「敵性フィリピ

ン人狩り」を行った。44 年 8 月には在留邦人も召集されることになり、18 歳で

あったユキトシも「日本軍人」になった。45 年 7 月に手榴弾の扱いを誤り、手
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元で爆発させ意識を失うほどの大けがをする。やがて米比軍の捕虜になり日本人

強制収用所に入れられ、敗戦を迎える。収容所では日比混血児であることから

あまり警戒心を持たれなかったようで、9 月のある日、米兵の目を盗んで脱走し

た。2 か月間ジャングルに潜伏したのち自宅に帰ろうとする途中、親しいフィリ

ピン人に出会った。この友人は、ユキトシの 2 人の弟がゲリラに射殺され、母も

それがショックで翌日亡くなったことを告げ、今自宅に帰ったら弟たちと同じよ

うに殺されると教えてくれた。悲しみとともに身の危険を悟ったユキトシはダバ

オ湾に浮かぶサマル島に逃げた。この島で彼は日系人であることを隠し、タオス

グ族の漁師の家で養子のような形で家業を手伝った。この漁師の夫妻には子ども

がなかった。この時に用いた名前が「アルツーロ・ハギオ」である。ここで土着

のサマル族の女性と結婚した。やがて可愛がってくれた漁師夫妻が亡くなり、8

年後の 1953 年に妻をともないダバオに戻った。しかし故郷には帰ることができ

ず、隣町に住むことにした。ハギオ夫妻は 4 人の子どもを持ったが、子どもには

母方の姓を名乗らせることにした。日本や日本人とまったく無縁の生活を送って

いたアルツールがその後日本人と接触するのは 1970 年代になってからである。

サルバシオン・モレノ（川上美保子）のケース 7

　ビサヤ諸島パナイ島のイロイロ市に住むサルバシオン・モレノは、日本人の両

親を持つ残留孤児である。

　美保子は 1940 年に熊本県で生まれた。父は 41 年に鉱山技師として、妻と 2 人

の子どもを連れてイロイロ市にやって来た。当時イロイロ市には、商店経営者・

漁民など約 250 人の在留邦人がいたという。川上家もそうした移民家族の一つで

あった。

　戦争が始まり、父は現地召集され、軍属として通訳や情報収集活動にあたっ

た。米軍がパナイ島に上陸すると、母は美保子と 2 つ上の長男・2 つ年下の次女

の幼い 3 人を連れて山に逃避行を始める。

　イロイロ市守備隊と邦人は 1945 年 3 月 21 日早朝、直線距離で 25 キロの行軍

の後、シティオ・スヤックの山林にたどり着いた。邦人、特に老人や婦女子は心

身ともに疲れ果てていた。幼い子どもたちは疲労と空腹で泣きわめいた。子ども
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を背負ったり、手を引いたりして助けた兵士もいたが、「子どもを泣かすな。住

民に居場所がわかってしまう」「子どもは殺してしまえ」とわめく者もいた。

　ゲリラの包囲網はせばめられ、やがて米軍の砲弾が炸裂し始めた。追いつめら

れた日本兵と邦人たちは混乱し、精も根も尽き果てて動けなくなった。その日の

夜、イロイロ日本人小学校の校長が約 40 人の邦人を前にして「これ以上、私た

ちが兵隊さんにご迷惑をかけては申し訳ない。ここで死にましょう」と呼びかけ

た。そして次々と手持ちの拳銃や手榴弾で自決した。

　美保子の母もこの集団自決者の一人であるが、子どもたちを道連れにはできな

かったらしく、子どもは 3 人とも助かった。美保子と妹は地元のビダル・モレノ

という農夫に拾われた。ビダルは「サルバシオン」という名を美保子に与え、2

人を養子にした。名前は変えていてもサルバシオンが日本人孤児であることは知

れ渡っており、地元の小学校に進学後、「お前はフィリピン人じゃない」「日本に

帰れ」「ハポン（日本人）、ハポン」と罵声を浴びせられたが、耐えた。別のフィ

リピン人農夫に拾われた兄は、この罵声に我慢がならず、小学校を 2 年で中退し

た。兄と美保子は拾われた後に再会した。初めは、日本名で呼び合っていたが、

周囲の反日感情に出会うなかで、フィリピン名のニックネームで呼び合うように

なったという。妹は 14 歳で病死した。美保子はその後、大学に進学し卒業して

いる。

　現地召集された父は生き延び、終戦後、郷里の熊本に引き揚げた。この時、子

どもたちは集団自決で死んだものと思い、48 年に子ども 3 人の死亡届を役場に

出していた。そして、63 年に子どもたちの生存を知らずに郷里の自宅で死亡し

た。

　戦前、ミンダナオ島ダバオは特に日本人の多いところであった。ダバオへの日

本人集団移民は 1904 年にマニラで日用品・食料品店を経営していた太田恭三郎

が日本人移民 150 人を引き連れてダバオに渡ったのをその嚆矢とする。麻挽き労

働に従事するためである。太田は 1907 年にフィリピンの会社法に則った「太田

興行株式会社」を設立し、ダバオで 1050 町歩の土地買収に成功した。やがて太

田は、ダバオに確固とした日本人社会を築いた人物として「ダバオ開拓の父」と
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呼ばれることになる。1914 年には古川殖産株式会社も設立され、日本人移民た

ちは本格的にアバカ（マニラ麻）栽培に乗り出した。1930 年には 7 万 5070 ヘク

タールの土地を日本人が事実上所有していた。フィリピン全土のアバカ生産量の

半分以上はダバオが占め、その大半は日本人が生産したのである。ダバオの日本

人人口は開戦前には 2 万人に達していた。

　ダバオ以外のフィリピン各地では農業移民は少なく、その他の土地では土建業

者や大工・左官・石工・ペンキ職などの職人、漁業・製塩業、会社員、銀行員、

商店員などに従事するものが多かった 8。

　ダバオのユキトシの父はアバカ栽培の農民であった。ミホコの住んでいたイロ

イロ市には、商店経営者、漁民などの在留邦人が 250 人ほどいたという。2 人と

も典型的な日本人移民社会に暮らしていたといえよう。戦争中にユキトシは 18

歳で家族全員（母親と 2 人の兄弟）を亡くす。5 歳のミホコも、終戦時には母親

を亡くし、父親とは生き別れ、きょうだいとも離れ離れになる。その後は日本人

名を捨て、できる限り日本人であることを隠して生き延びた。

　2 人が戦中・戦後に体験した、肉親の多くを亡くしたり離れ離れになったり、

自らの出自を隠して生きざるを得なかったなどのことは、2 人だけの体験ではな

かった。ダバオの 2 万人、イロイロの 250 人の一人ひとりも同じようにそれぞれ

筆舌に尽くし難い壮絶な体験をしている。次は、ルソン島北部に住む日系人の体

験である。

北ルソンの日系人

ジャニー・ダビット（長岡良男）のケース 9

　ヨシオの父は福岡県出身の「ベンゲット移民」10 であった。道路工事終了後

もバギオに残り大工として働き、ヌエバエシハの女性と結婚し 8 人の子をもう

けた。長兄はバギオ日本人小学校を卒業後、進学のため 1941 年に日本に帰国し

た。ヨシオ自身もバギオ日本人小学校で学んだ。戦争が始まると、父はヌエバエ

シハ州カバナツアンで憲兵隊の通訳になる。

　1945 年の米軍上陸後、家族は軍とともに疎開を始め、キアンガンへ行く途中

で父と再会することができた。しかしキアンガンで防空壕に隠れ住んでいたと
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き、ゲリラ 2 人がこの防空壕に入ってきた。家族は全員がイロカノ語を話せたの

でいったんそのゲリラは立ち去った。しかし翌朝、その防空壕目がけて砲弾が飛

んできた。父と姉妹 4 人は直撃弾を浴びて即死、母も 3 日後に死亡した。生後 8

か月だった末の妹は無傷だったが、やがて栄養失調状態で死亡した。同行の家族

7 人、つまり全員を一度に失ったのである。

　自身も大けがをした 14 歳のヨシオは、負傷した右足を引きずりながら逃げ

た。途中でゲリラに遭遇したが、イロカノ語とタガログ語で日系人であること

を隠し通した。ヨシオは母親の姓を使い、ジャニー・ダビットと名乗ることで一

命を取り留め、バヨンボンで米軍病院に運ばれた。その後 2 年間闘病生活を送っ

た。退院後は生きるためにできることは何でもやったという。靴磨き、ホテルの

ボーイ、大工の見習い。やがて車の免許を取りジープニーの運転手になったジャ

ニーは 1960 年に結婚したが、妻にも自分の日本人名はおろか日系人であること

すら明かさなかった。ゲリラに「ジャニー・ダビット」と名乗ってからは日本語

を口にすること、日系人であることを封じてきたのである。ジャニーが妻に自

らの名を「ヨシオ・ナガオカ」と名乗り、日系人であることを明かしたのはシス

ター海野に出会った翌年の 1973 年になってからである。戦前、進学のため日本

に帰っていた長兄から手紙が届いたのである。兄が親からもらった名前で生きて

いることが分かったのを機に、ジャニーはヨシオ・ナガオカに戻った。

ジュリエッタ・ロカノ（東地初子）のケース 11

　ハツコの父は和歌山出身である。母はフィリピン人で、1941 年 4 月に生まれ

た。生まれたときに母親の違う兄が 2 人いた。しかし、長兄はバギオ日本人小学

校を卒業した 1932 年に、進学のため日本に戻っていた。終戦後、父は捕虜とし

て収容され、その後日本へ強制送還された。その時ハツコは 4 歳だったので、父

の記憶はおぼろげで、長兄には一度も会ったことがなかった。

　住んでいたラ・トリニダッドの町が爆撃を受け、皆で山に疎開した記憶はあ

る。戦争を経験しているのであるが、幼かったため恐怖や悲しみの記憶はない。

終戦後、家に帰ってくると壁は破壊され、土地は没収され、他の場所に移動せざ

るをえなかった。ハツコの悲劇はここから始まる。
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　次兄が現地召集され模範的な通訳として憲兵隊に仕えていたのである。次兄

は、46 年 2 月に戦犯として山下大将とともにラグナ州・ロスバニョスで処刑さ

れた。ハツコは日本人の子どもで、悪名高い「ケンペイタイ」の妹であったので

ある。

　周囲からは、「兄が憲兵隊で人殺しをした。お前は、その妹だ！」と罵られ、

「学校では同級生と遊んでもらえず、家に帰っても周囲の大人からも、人殺しの

妹だ、と軽蔑され、敵視されました。一緒に遊んでくれる友達は、誰もいません

でした。いつも目立たないように片隅でおびえながら小さくなっている」といっ

たいじめを受ける。いじめは小学校時代が特にひどく、母方の姓を名乗り、別の

場所に引っ越さざるを得なかった。

　父の顔は覚えていない。戦争が始まった年に生まれたため、次兄にも会った記

憶がない。そのために辛い思いをしなければならない、と父や兄を恨んだことも

あるという。

　1979 年に、日本から長兄がハツコに会いにフィリピンに来た。父の写真を見

せ、父が 1967 年に死去したことを知らせてくれた。ハツコは「そんなに長く生

きていたのならば、なぜ私たちを捜しにフィリピンに来てくれなかったのか」と

思った。兄は、1984 年にハツコを和歌山に連れて行き、父の墓参りをさせてい

る。その時ハツコは、父が娘は死んでしまったと思いながら亡くなったことを知

るのである。

　北ルソンにもダバオのアルツーロ・ハギオやイロイロ市のサルバシオン・モレ

ノと同じように過酷な戦中・戦後を生きた人々がいた。14 歳であったヨシオは、

母親と 8 人きょうだいのうち日本にいた 1 人の兄を除く 6 人を亡くす。まだ 4 歳

と幼かったハツコは、戦犯として処刑された兄を持つ妹として戦後を生きなけれ

ばならなかった。2 人とも、戦後のフィリピンに生きるために、日本人であるこ

とを自らのアイデンティティーとすることはできなかった。自分の生まれを呪っ

たことは想像に難くない。
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シスター海野 12

　北ルソンのバギオやその周

辺に住む日系人は太平洋戦争

終結から 30 年近い 1972 年まで

は忘れられていた。ミンダナオ

やビサヤ諸島の日系人たちと

同じように自らの出自を隠し

て生きてきたからである。

　バギオには、北ルソンのフィ

リピン日系人を語るうえで避けて通ることのできない人物がいる。「マリアの宣

教者フランシスコ修道会」から派遣されていたシスター海
う ん の

野・テレジア・常
と こ よ

世

（1911-1989）である。

　マニラで活動していたシスターは 1972 年に静養のため避暑地バギオへ向か

う。偶然にこの地に日本人の子孫がいることを知ったシスターは、彼らを探し出

すことを心に決めバギオやその周辺のあちこちを歩き回ったのであるが、日系人

を知る者はほとんどいなかった。最初の日系人に出会うまでに 3 か月を要したと

いう。日系人たちはその姿を隠していたのである。

　しかしながら、シスターの献身的な働き

によって、翌 73 年に 28 人の日系 2 世がバ

ギオで終戦後初めて集まった。後述するオ

セオ・ハマダの自宅で持たれたこの会合がや

がて 83 年の社団法人「北ルソン日比友好協

会」の創設へと続いていく。そして同年「ベ

ンゲット移民 80 周年」を記念し「メモリア

ル」と題する記念誌を発行した。副題を「ケ

ノン・ロードの建設における日本人」とする

この冊子には「日本人移民とその子孫」「戦

前のバギオ周辺における日本人」「バギオ創

建」「北ルソン日比友好協会」などの記事と

この記念誌は、1999 年に比日親
善友好会館（アボン）でマネー
ジャーを務めていた尾辻ヨシさん
からいただいた。

シスター海野（1986 年バギオにて）
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ともに貴重な写真が多く含まれている。また、マルコス大統領を初めとする多く

の著名人からもメッセージが寄せられた。この間の日系人たちのダイナミックな

活動には、シスターや北ルソンの日系人たちの隠し続けてきた、押さえつけてき

た「熱い思い」のほとばしりが感じられる。

カタリナ・プーカイ（大久保さだえ）のケース 13

　サダエの父は 1894 年に広島県に生まれた。1926 年に来比し戦前 7 人の子をも

うけた。サダエはバギオ日本人小学校に 3 年生まで通った。米軍のルソン島上陸

後に大半の日本人家族が軍とともに避難するなかで、大久保家族は例外である。

バギオに留まったのである。しかも家の前に作った防空壕のおかげで家族全員が

戦争を生き延びることができた。しかし終戦後に、日本人である父は日本に強

制送還された。地元生まれの母は子どもたちに「いじめられても逃げたりしない

で。まっすぐに歩きなさい」と教えた。終戦時に 15 歳であったサダエは「オオ

クボ」の姓を使い続けていたが、そのために誹謗の対象になった。周囲からは軽

蔑の意味をこめて「ハポン（日本人）！ハポン！」といじめられた。「家に石が

投げ込まれたりしたこともあります。ドアや窓を閉めたまま、外へも行かずじっ

と家の中に隠れたりもしました。妹もただ黙って泣いていました」

　母は 1960 年に 51 歳で病死し、その 4 年後の 64 年に 70 歳を過ぎていた父がバ

ギオに帰ってきた。一緒に住めるように書類を整えたりし、半年間ほどバギオで

一緒に住んだが、結局一緒に住むことは叶わなかった。

　1972 年にサダエに僥倖が訪れた。「オオクボ」姓を使い続けたことによりシス

ターに「発見」されたのである。この「大久保さだえ」こそが、シスターが 3 か

月間歩き回って探し当てた最初の日系人だったのである。

　ほとんどの日系人は長い間悲惨な戦後を生きなければならなかった。しかしな

がら、重く苦しい戦後を過ごしてきた日系人のなかに例外的な成功者がいたこと

も事実である。成功者の報告には、重苦しい中に僅かではあるが救いを見る思い

がする。
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ハマダ兄弟のケース 14

　北ルソン・バギオのハマダ兄弟は成功した兄弟である。鹿児島出身の父親はベ

ンゲット・ロードの工事に従事し、工事終了後もバギオに残った。製材所で働

いていた 1912 年に労災事故に遭い 32 歳で死亡した。この時バギオのイバロイ

族の母親のもとに残されたのが 1 歳の長男オセオと生後 1 か月の二男シナイであ

る。当然のことながら、父親の記憶もないし日本語を習ったこともない。戦争が

始まっても、日本語ができなかったため日本軍に徴用されることはなかった。兄

弟はフィリピンの公立学校で教育を受けたため、自分はフィリピン人であると考

え、対日協力の意思はなかったという。しかし戦後、日系人であるという理由で

マニラのモンテンルパ強制収容所に 6 か月間収容された。その後バギオに戻っ

て来るのであるが、「当時もし日本語ができていたら、今ごろ首はなかっただろ

う」と言う。

　オセオは、戦後の 1947 年に『バギオ・ミッドランド・コーリア』を発刊し

た。北ルソンで最も歴史のある英字新聞である。また、「バギオ印刷出版会社」

を経営し、社会的にも経済的にも成功した人物である。シスター海野がバギオ近

隣で日系人を探し回っていたときには彼女を助けた。73 年に 28 人の日系 2 世が

終戦後最初に集まった会合はバギオのハマダの自宅で持たれた。その後初代の

「北ルソン比日友好協会」の会長を引き受け、これが 83 年の社団法人「北ルソ

ン日比友好協会」の創設へと続いていく。

　弟のシナイは国立フィリピン大学文学部と法学部を卒業している。弁護士であ

り同時に作家でもある 15。長年兄の『バギオ・ミッドランド・コーリア』の編集

長を務めたあと、1984 年に『バギオ・コルディリェラ・ポスト』という新しい

ローカル紙を発行した。

　ハマダ兄弟は、日本人の父親を持つ日系人ではあるが、父の記憶はなくフィリ

ピンの公立学校でフィリピン人とともに教育を受けた。そのことが、終戦直後に

は日系人であることが災いしたが、その後自らの能力を十分に発揮することがで

きたことに繋がっていると言えよう。
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まとめ

　現在ではフィリピン（日系）人が就業の機会と豊かさを求めて日本に

やってくる。しかし、戦前にはまったく逆の状況があった。日本の、仕事

が無く貧しい多くの若者が豊かさを求めフィリピンに渡ったのである。不

断の努力により、彼らの夢は実現するかに見えた。戦前のフィリピン日本

人社会を代表するミンダナオのダバオは、「満
マンチュウ

州国
クオ

」になぞらえて「ダバオ

国
クオ

」と呼ばれるほどにまでなったのである。ダバオには 2 万人を数える日

本人が家庭を持ち、仕事をし、自由な空気を吸って暮らしていた 16。日本

人の父親とフィリピン人の母親を持つ子どもたちは、日本人小学校に通い

日本人としての教育を受けていた。1937 年までに、ダバオには実に 13 も

の日本国外務省の「在外指定」を受けた日本人小学校があったという 17。

これは、ダバオに限ったことではなく、ビサヤ諸島パナイ島のイロイロ市にも、

北ルソンのバギオにも、ラ・トリニダッドにもあった。本稿に登場する日系人の

多くは日本人小学校で学んでいる。

　フィリピンに渡った日本人移民たちやその子どもである「日系人 2 世」たち

は、それまで自由に平和に日本人として暮らしていたのであるが、太平洋戦争の

勃発とともに、不本意ながら自らの意思とは無関係に戦争に巻き込まれること

になる。不本意ながら巻き込まれた戦争ではあるが、日本人である彼らは当然の

ごとく日本軍の指示に従い、協力することになる。ダバオのユキトシは「日本軍

人」になった。イロイロのミホコたちを導いて逃避行をしたイロイロ日本人小学

校の校長を始めとする 40 名は、集団自決をした。北ルソンのヨシオもハツコも

家族の大半を喪うなど壮絶な戦争体験をすることになる。夢は無残に打ち砕かれ

た。そして、生き延びた者には重く苦しい戦後が待っていた。

　次章では、彼らの悲惨な戦後人生を招いた太平洋戦争、特にルソン島北部山岳

地帯で戦われた「ルソン戦」とはどのような戦いであったかをみる。
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第 2章　ルソン戦

　太平洋戦争の終盤、フィリピン奪回を目指す米軍と山下大将を司令官とする日

本軍第 14 方面軍とは、ルソン島北部のコルディリェラ山脈からカガヤン渓谷に

かけての山岳地帯を舞台に死闘を繰り広げた。ルソン戦である。この戦いには兵

士だけでなく在留邦人や日系人も巻き込まれ、それ故にその後の彼らの人生は大

きく変わらざるを得なくなった。本章では、ルソン戦がどのように戦われていっ

たかをみて、その後に在留邦人や日系人がどのように戦いに巻き込まれていった

かをみていく。

ルソン戦まで

　日本軍は 1942 年 6 月の中部太平洋ミッドウェー海戦で敗退を喫し、これを機

に戦局の流れは一変した。同年 10 月にはガダルカナル島の攻防をめぐり南太平

洋海戦が勃発し、日本軍は 12 月 31 日にガダルカナル島から撤退することを決定

した。翌 43 年 4 月には連合艦隊司令官山本五十六がソロモン上空で戦死、5 月

にはアッツ島の日本守備隊が全滅した。1944 年になると、米軍は 6 月にマリア

ナ群島のサイパン島に上陸し、7 月には日本守備隊が全滅。8 月にはテニヤン・

グアムと日本守備隊の全滅が続いた。フィリピンにおいても 8 月にはミンダナオ

のダバオが初空襲を受け、翌 9 月にはマニラも初めての空襲を受けることにな

る。

山下司令官着任

　このように圧倒的に不利な戦局のもと、日本軍は 1944 年 7 月に「第 14 軍」を

「第 14 方面軍」に昇格させ、9 月には山下奉文陸軍大将を第 14 方面軍の司令官

に就任させる。山下は 10 月 6 日にマニラに着任した。山下が指揮する方面軍の

任務は、「第 14 方面軍司令官は南方軍総司令官に隷し、全比島の防衛に任ず。こ

れがため米軍の比島来攻を先ず南部比島に予想し、この際は海軍、空軍を以って

決戦し、次に米軍がルソンに来攻する場合は、陸軍を以って決戦し得る如く準備

す」であった 18。
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　第 14 方面軍の参謀長であった武藤章は戦後 A 級戦犯として処刑された。生前

巣鴨プリズンで克明に「比島戦の実相」を書き残しており、米軍の日本占領が終

結した後の 1952 年に刊行された。本稿では、「比島戦の実相」を基本的なテキス

トとしてルソン戦がいかに戦われたかを概観する 19。

　方面軍参謀長であった武藤は、「比島に於ける日本軍は、陸軍、海軍、航空軍

を合して約 38 万人であった。山下の指揮下部隊は約 22 万で、直接に指揮した

ものは、ルソン島に在る約 12 万人に過ぎなかった。陸軍と海軍は各々完全に独

立していた。陸軍の最高指揮官として寺内元帥がマニラに位置し、第 14 方面軍

司令官は……寺内元帥の隷下にあった。全比島の防衛任務を持っているにも拘ら

ず、海軍はもとより、航空軍も船舶部隊をも指揮することができず、何らかの作

戦考案を樹てても一々海軍長官や航空軍司令官や船舶司令官と協議したり、寺内

元帥の認可を得なければ実行不可能な組織であった」と、方面軍の矛盾した不利

な立場を指摘している 20。

台湾沖航空戦

　こうした状況の下に、10 月 12 日から 15 日にかけて台湾沖航空戦が行われた。

台湾から沖縄にかけての航空基地を攻撃した米海軍空母機動部隊を日本軍が迎撃

した航空戦である。大本営海軍部は戦果を次のように発表した。

（1） 我方の収めたる戦果、轟撃沈　空母 11、戦艦 2、巡洋艦 3、巡洋艦若く

は駆逐艦 1

 撃破　空母 8、戦艦 2、巡洋艦 4、巡洋艦若くは駆逐艦 1、艦種不詳 13

 その他火焔火柱を認めたるもの 12 を下らず。

 撃墜　112

（2） 我方の損害　飛行機未帰還 312

　この大本営発表に国民は狂喜し、小磯首相は「勝利は今やわが頭上にあり」と

叫んだ。この大勝利を信じた小磯は、「捷 1 号作戦」の決戦場を急遽ルソン島か

らレイテ島に切り替えて、「レイテは天王山」と絶叫した。しかし、事実は米軍

の巡洋艦 2 隻を大破させるために、日本軍はアメリカ側の記録では 350 機、日本

側の記録では 312 機を失ったのである 21。
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　これが、ルソン島にあった兵をレイテ島に送ることに繋がる。10 月 22 日に山

下は南方総軍司令官寺内元帥からの次の命令を受領した 22。

（1） 驕敵撃滅の神機到来せり。

（2） 第 14 方面軍は海、空軍と協力し、なるべく多くの兵力を以ってレイテ

島に来攻せる敵を撃滅すべし。

　この突然の決戦地変更は方面軍司令部を混乱させた。何しろ山下司令官は 2 週

間前（10 月 6 日）に着任したばかりで、武藤参謀長にいたってはフィリピンに

着いたばかりであった（10 月 20 日）。もともとルソン島以外の地域では海軍と

航空部隊で戦う方針であったのが、台湾沖航空戦の戦果を誤認した参謀本部と南

方総軍が、本来の基本方針であるルソン決戦案を「火が燃えている」最中でひっ

くり返し、現地の第 14 方面軍の反対を押し切って強行したのである。

レイテ決戦

　10 月 20 日朝、レイテ湾に陣をとっていた米第 7 艦隊が一斉に艦砲射撃を開始

し、その後第 6 軍がタクロバン・ドラグ地区へ上陸した。同日午後には南西太平

洋方面軍司令官マッカーサーも、ケソン死後大統領に昇格していたオスメーニャ

とともに上陸した。3 年前に「アイ・シャル・リターン」の言葉を残し、マニラ

沖のコレヒドール島から命からがら脱出したマッカーサーは遂に、フィリピンの

地に上陸し「アイ・ハブ・リターンド」と公約を果すことができたのである。

　レイテ島の陸上では日米双方による死闘が繰り広げられたが、日本軍は物量に

勝る米軍に徐々に追い詰められ、消耗戦になっていった。10 月 24 日から 26 日

までは、レイテ湾を中心としてルソン島東北方海上からスールー海まで及ぶ広大

な海域で、いわゆる「比島沖海戦」が行われた。日米海軍の最後の決戦であり、

世界の海戦史上最大のものであった。台湾沖航空戦の結果から、制空権を握って

いると誤認していた日本軍は、この海戦で戦艦「武蔵」を失うなど大敗北を喫し

た。連合艦隊は事実上壊滅した。

　米軍上陸 2 か月後のクリスマスの日に、マッカーサーは「日本軍の組織的抵抗

は終わった」と宣言し、タクロバン市にあるレイテ州庁舎前でオスメーニャ大統

領とともに民生確立記念式典を挙行した。しかしその後も日本軍の抵抗は続き、
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米軍のレイテ島での作戦は 5 月 8 日まで続くことになる。

　日本軍のレイテ島投入兵力 8 万 4000 のうち、戦死は 7 万 9261 を数え、生還者

はわずか 2500 であった。これに対し、米軍は戦死が 3504、行方不明 89 である。

米軍の死者数も決して小さい数ではない。米軍にとっても「死闘」であったこと

が窺える 23。

　

捷 1号作戦

　レイテ決戦に先立つ 10 月 10 日に、米機動部隊が沖縄を空襲した。また、11

月 11 日には B29 が日本本土の爆撃を開始した。こうした状況の下、10 月 18 日

には大本営がフィリピン方面の捷 1 号作戦発動を命令した。

　「捷号作戦」とは千島、本土、南西諸島、台湾、フィリピンを連ねる線で、来

襲の敵を撃破する総合作戦である。これは、7 月 18 日のサイパン島陥落、東条

内閣辞職、小磯新内閣組閣と続いた 1 週間後の 7 月 24 日に決定された。フィリ

ピンが捷 1 号で、台湾南西諸島が捷 2 号である 24。

　「比島決戦捷一号」とは、日本本土決戦を引き延ばすための決戦である。捷一

号作戦のために方面軍のとった「持久拘束戦」は、……一分一秒、寸余たりとも

米軍をルソン島に釘づけにし、本土進攻を「遅滞」させることによって、……本

土決戦のための時間をかせぎ、あるいは和平交渉を有利に運ばせようというもの

である。このため、死守命令を受けた部隊は、「玉砕」も禁じられ、食料弾薬の

補給もなく、悲惨な戦闘を続けなければならなかった 25。つまり、戦局はこのと

き既に「敗戦」への最終段階に入っていたことになる。

　なお、捷 1 号作戦発動命令の前日の 17 日には、寺内元帥はマニラ・ケソンシ

ティにあった南方総軍司令部をサイゴンに移動している。

　12 月 15 日頃方面軍に対して大本営命令が来た。

　（1）第 14 方面軍は依然中部比島に於いて米軍の進攻を撃破すべし

　（2）ルソンの防備を強化すべし 26

　大本営は依然としてレイテ島を含むフィリピン中部の作戦に固執していたの

である。しかし、これはいかにも現実的ではなかったので、山下は 17、18 日頃

にルソン防禦の作戦計画を決定した。山下は、米軍が 45 年 1 月上旬リンガエン
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湾・バタンガス・バタン半島に上陸しマニラを攻略すると考え、「方面軍はマニ

ラ東方山地、クラークフィールド西方山地及びバギオ・バレテ峠の山地の 3 大拠

点を形成し、ルソン中部に進入する米軍を各方面より呼応拘束して、米軍のルソ

ンより日本本土その他への転進を遅延せしむ」と決定したのである 27。

ルソン戦

　大本営は 12 月 25 日にレイテ決戦をあきらめ、方面軍の「ルソン持久作戦案」

を承認し、方面軍は「尚武」「振武」「建武」の 3 集団で防衛体制に入った。

　26 日に山下はマニラを撤退し、戦闘指令所をイポのマニラ市用水道のダム監

視小屋に移転し、さらに翌 1945 年 1 月 4 日には司令部をバギオに移転した。

　ここから終戦まで続く日本軍（第 14 方面軍）と米軍の壮絶な戦いがルソン戦

である。

　方面軍の兵力は、「米軍のレイテ来攻以前にルソン防備に配置せられた山下大

将の部隊は約 12 万を算したが、約 3 万を抽出してレイテに注入したので残りは

9 万とな」っていた 28。どうしても補充兵が必要である。

　11 月の前橋陸軍予備士官学校第 11 期歩兵生徒隊の 350 名がマニラに到着した

のを初め、12 月中旬から下旬にかけて学徒出陣組が陸続と加入し、生徒隊の数

は 1000 を超えた。1943 年 10 月に兵役法に基づき、大学、同予科、高専の在学

生の徴兵延期を停止することが勅令で決定され、教育を受けていた学徒たちであ

る 29。

　フィリピン国内でも 9 月と 10 月に、ルソン島で満 19 歳・20 歳の徴兵適齢者

と満 37 歳までの男子に対する徴兵検査が行われ、約 1000 名が召集された。さら

に 11 月から 12 月にかけては、45 歳までの男子 1000 名が臨時召集された。さら

に、約 1300 名の男女が生産確保や技術・看護など各方面に従事するために軍に

徴用された 30。

　また、大本営も 12 月には「ルソン防禦の為、11 月中旬、北部ルソンに上陸し

た第 23 師団の外に、別に 2 ヶ師団、即ち第 10 師団、第 19 師団を近々満州より

派遣」するなどの計画があった 31。

　このように増員した方面軍の兵力は、北部を担当する「尚武」が 15 万 2000、
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マニラを含む北東地区を担当する「振武」が 10 万 5000、クラークフィールドを

含む北西地区の「建武」は 3 万であった。

リンガエン湾、バギオ、バレテ峠

　1945 年 1 月、米海軍は第 7 艦隊が艦砲射撃でルソン島西部のリンガエン湾に

ある日本軍海岸陣地を攻撃し、その大半を破壊し、9 日に上陸した。1941 年 12

月に日本軍が上陸した同じ海岸である。上陸した米軍の一部は、クラークフィー

ルドを経由して 2 月 4 日にマニラに突入する。また、バタンガス半島に上陸した

米軍部隊も同日にマニラに侵入した。

　山下の率いる尚武集団は、バギオを中心に防衛戦を展開する。「ルソンにいた

在留邦人中、軍務に服せない老人、婦女子は約 8 千名を算えた。これらの人々は

カガヤン河谷の最も安全な地域に移すことにした。それはバヨンボン地区であっ

た。……1 月中旬頃までには予定地に集結できた」32。

　リンガエン湾に上陸した米軍の一部は、引き続きバギオの町を爆撃し、「一切の

建築物は爆撃された。美しい松林は焼かれた。日々バギオの町や周囲の林は荒涼

たる姿に変わっていった。比島人の大部分は何所へか避難して行った。……」33

　尚武集団はバギオとともに「カガヤン河谷」をも重視していた。それは、ここ

が「豊穣なる米産地」であったからである。「山下大将が決定したルソン防禦計

画に於て、日本軍主力を北部ルソンに置いたのは、当時の日本軍自体の配置や敵

情判断が基礎を成していることは勿論であるが、このカガヤン河谷の食料が大な

る要素をなしていた。在留邦人をマニラ東方拠点や、クラーク西方拠点に退避せ

しめず専らカガヤン河谷に移したのもこの理由からであった。……ルソン北部の

日本軍兵站基地はここに置かれた」34。そして、マニラからカガヤン渓谷へと向

かう 5 号道路上にあるバレテ峠が事実上の決戦の舞台となる。

　山下は、2 月にはラウレル大統領以下フィリピン政府要人をバギオからマウン

テン州のボントックに移す腹案を持っており、必要な家屋をボントックに準備す

るように内命していた。しかし、下旬にボントックがゲリラに占領され、米軍の

爆撃で 3 分の 2 以上が焼失し不可能になったため、3 月 24 日にラウレル大統領

を台湾へと移動させた。
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　米軍は、日本軍の「複廓陣地」に一進一退を繰り返しながらも 4 月にはバギオ

に迫っていた。そして、4 月 23 日に市内に進入しバギオは陥落する。

　バギオからの撤退時に起きたことを、学徒兵として召集され最前線の小隊長で

あった中村は次のように回想する。「私は直接この目で見たわけではないが、バ

ギオを撤退するとき、歩ける者から出していき、意識があっても歩けないものに

は捕虜になるとかわいそうだと、軍医などが消毒薬を注射して始末していったと

聞いています。撤退も最初の頃は、歩けない病兵には自決用の手榴弾が渡された

はずですが、弾薬が欠乏してくると、それもなくなり、置き去りにされていきま

した」35

　山下は、バギオ陥落に先立つ 4 月 15 日には司令部をバギオから移動させ始め

ていた。当初はボントック付近を計画していたのであるが、それが不可能になっ

ていたのでカガヤン渓谷からボントック方面へと向かう途中にあるキアンガン付

近にその場所を選定し、19 日にカガヤン渓谷バンバン戦闘司令所に到着した。

　日本軍は、バギオ方向から 5 号道路へと向かう途中にあるサラクサク峠や 5 号

道路のバレテ峠の山岳地帯で米軍との一進一退の激戦を繰り広げながらも追い詰

められていった。山下は、5 月中旬には司令部を移転することを決心し、21 日に

キアンガンに到着した。

キアンガン

　「（在留邦人は）マニラから転進後、バヨンボン付近に疎開して、食糧自給の途

を講じて一応落ち着いていた。この折角の努力の結果を棄てさせて、再び山岳地

帯の奥に移さねばならなかった」36。

　司令部はキアンガン到着以後降伏まで、米軍の爆撃を避けて付近の村々に移動

することになる。

　この時点で司令部は「複廓陣地に立籠もる前に、一度は米軍に一泡吹かせる必

要を感じた。何故ならば、もし素直に複廓に籠ったならば、米軍は遠巻きにして

攻撃せぬかも知れぬ。そして主力を日本本土に転用することになれば、複廓陣地

の防禦は意味をなさぬ。是非とも一撃を加え、米軍の報復心を煽り、山岳地帯ま

で攻撃して来させなければならなかった」と考えていた 37。
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　バレテ峠付近に配備された 1 万人以上の日本兵はほぼ壊滅し、5 月 30 日にバ

レテ峠は米軍に占領された。

　米軍の損害も決して小さなものではなかった。バギオ、バレテ峠の戦いで戦死

4035、負傷 1 万 2155 を数えている 38。

　もはや方面軍に戦闘能力はなくなっていたが、それでも司令部は「もし敵がカ

ガヤン河谷の征服に満足して、キアンガン盆地の攻撃を断念するならば、吾々の

生存はもはや今後の戦争に何等の価値も意義もないことになる。是非とも攻撃し

て貰わねば困る。それもなるべく多くの兵力で攻撃して来ることが望ましい」と

考えている 39。

降伏

　7 月 5 日にマッカーサーはフィリピン全土の解放を宣言した。

　この間、米軍は 2 月に硫黄島に上陸し 3 月 22 日には守備隊が全滅する。やが

て、4 月に入ると沖縄本島に上陸し 6 月 23 日に守備隊が全滅する。そして、7 月

10 日には米機動部隊が関東各地を空襲し始め、以後空襲・艦砲射撃で日本全国

各地を攻撃することになる。

　8 月 15 日の夜、司令部は東京放送で「停戦の大詔煥発」を聞き日本軍の敗戦

を知る。19 日の深夜に南方軍総司令官から停戦命令が到着し、翌日未明に第 14

方面軍の各隊に停戦命令を下した。やがて、9 月 3 日に山下司令官はバギオにお

いて降伏文書に調印し、直ちにマニラに連行されていった。こうして敵との戦闘

だけでなく、ゲリラやマラリア、赤痢、飢餓などとも戦ったルソン戦は終戦を迎

えた。

　1944 年 10 月以降のフィリピン戦参加兵力は 59 万 2000 人であり、終戦前・後

の米軍抑留者は合計 12 万 7000 人である。戦死者は 46 万 5000 人になる 40。ルソ

ン島とその近海での戦死者は 29 万人以上であると言われている。しかし、この

数字は机上の計算であり、しかも民間人は含まれていない。
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ルソン戦と在留日本人

　新美彰は 1943 年 6 月にフィリピンに渡り、9 月にマニラ在住の日本人と結婚

し翌年の 7 月に女児をもうける。しかし戦争に巻き込まれ、夫は日本軍にとられ

やがて死亡する。子どもとともにカガヤン渓谷に逃避行をするが、その子どもと

も死別するという悲劇的な体験をした。この時の体験を語っているのが『フィリ

ピン戦　逃避行』である 41。

　新美がフィリピンに渡ったころマニラには日本人が多く住んでいた。マニラの

在留日本人人口は、1943 年 7 月には、7376 人にまで増加していた 42。太平洋戦

争開始前の 1940 年のフィリピン在住日本人は、就業人口が 1 万 3840 人、家族人

口が 1 万 4891 人であり、3 万人近い人口を数えていた 43。

　44 年 9 月と 10 月にはルソン島で満 19 歳・20 歳の徴兵適齢者と満 37 歳まで

の男子に対する徴兵検査が行われ、約 1000 名が召集され、さらに 11 月から 12

月にかけては 45 歳までの男子 1000 名も臨時召集されている。新美の夫も 10 月

に召集された。夫の出征後、新美は子どもとともに日本に帰国することになっ

たが、12 月 14 日に乗船した「鴨緑丸」は空襲を受け、民間人はルソン島西海岸

スービック湾のオロンガポで下船させられた。しかし、その日に鴨緑丸は空爆を

受け沈没したので、結果的には命拾いしたことになる。新美は戦後、夫が 1945

年 2 月 4 日に戦死したことを日本で知ることになる。

　第 14 方面軍司令部にとって在留邦人のことは頭痛の種であった。武藤は、「11

月下旬……山下大将の認可を得て、最近便で娘たち（司令部で働いていた在留邦

人）を内地に環送せよと命じた」のであるが、12 月上旬に木原総領事からの抗

議があった。それは、東京から「南方戦線の在留邦人は環送せぬことに定めてあ

るのに、方面軍が勝手に環送することは怪しからぬ」という内容であった 44。こ

のような事情もあり、1944 年半ばから同年末にかけての日本帰還者は僅かに約

600 名にすぎなかった。

　「ルソンにいた在留邦人中、軍務に服せない老人、婦女子は約 8 千名を算え

た。これらの人々はカガヤン河谷の最も安全な地域に移すことにした。それはバ

ヨンボン地区であった。邦人の指揮監督は木下総領事が担当した、……。1 月中

旬には予定地に集結することが出来た」45。
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　新美もバヨンボン、ボンハルに移った。マニラ付近にいた在留邦人約 2000 人

が 1944 年 12 月下旬から 1945 年初頭にかけ、マニラを撤退してバヨンボン町付

近に移り、ここで約 1 か月集団生活を送り、1 月末にはバヨンボン町東北隣接地

のボンハル地区に移動したのである。

　また、4 月 23 日にはバギオが陥落するが、その直前にバギオの在留邦人約 500

人が「カガヤン河谷」に移ることが命ぜられ、マニラからの邦人たちと合流す

る。

　方面軍は在留邦人に更なる移転を命じた。「（在留邦人は）マニラから転進後、

バヨンボン付近に疎開して、食糧自給の途を講じて一応落ち着いていた。この折

角の努力の結果を捨てさせて、再び山岳地帯の奥に移さねばならなかった。なる

べく早くキアンガン盆地に引き越すように兵站監に命じた」46。

　新美はこの時のバヨンボンの暮らしを次のように語る。「わたしたちは、領事

館から野菜の種をもらってきて、フィリピン人の畑に勝手に植えましたが、なか

なか育ちません。やむをえず、夜になって、コソコソと住民の畑のサトウキビ・

イモ・果物・野菜・煙草などを盗むようになりました。……昼間でも平気で泥棒

をしてまわるようになった……。大きな母屋が憲兵隊の宿舎になっており、裏の

小屋にお年寄りと家主夫婦と子どもたちがちょうど食事をしていました」。何度

も頭をさげて謝ったのだが、逆に食べ物をだされ、もうどこにも行かずここにい

るように言われた。それを断ったところ、「たくさんのイモと黒砂糖のかたまり

を 2 個もくださいました」47。

　こうしてバヨンボンの在留邦人は、6 月初旬にキアンガン方面へ向かうことに

なった。在留邦人はキアンガンの数キロ先のバクダンに行くことになった。6 月

中旬バクダンに着き、その後、7 月以降、大多数の邦人はアシン渓谷へ、一部は

ホヨ渓谷に入り散在することになる。

　アシン渓谷にいた 8 月 7 日頃、新美は 1 歳になったばかりの娘「順子」を、お

そらく、栄養失調で喪う。

　このころ武藤は、在留邦人の指導に当たっていた西副領事の来訪を受ける。「彼

の訴えは、邦人の苦境であった。私は邦人が食糧不足と逐次の移動とに依って、

心身ともに困憊していることは知っていた。然し、彼の云うところに依れば、邦
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人たちの中には最近米軍側に引渡しを希望する声が生じたとのことであった」48。

　3、4 日空襲がない日が続いた。新美は「日本降伏」の文字があるビラを拾い

敗戦を知った。降伏の事実を軍の本部に確認に行った兵隊が、降伏したので皆こ

こで自決することに決まった、在留邦人も自決の用意をせよと命令されたが、在

留邦人の反対でおさまった。

　やがて、9 月 6 日頃、移動開始の命令が出た。キアンガン小学校で米軍の保護

下に入り、その後ラガウェの米軍の前線基地まで歩いた。新美は、9 月下旬か 10

月上旬ごろカンルーバン捕虜収容所に入り、10 月 27 日にマニラを出発し、31 日

に帰国した。

ルソン戦と日系人

　ルソン戦に巻き込まれた在留邦人の体験を新美彰の体験を通してみてきたが、

バギオに生まれた「日系人」である尾辻ヨシも悲劇的な体験を持っている。

尾辻ヨシのケース 49

　ヨシの父は鹿児島の出身で、1912 年にフィリピンに渡り農業などをして、マ

ウンテン州（現ベンゲット州）、アトックの娘と結婚した。ヨシは 1924 年に 3 女

として生まれるが、この時点で 2 人の姉と 3 人の兄があった。バギオ日本人学

校の高等科を卒業して家事手伝いをしていた 41 年に日本人と結婚し、翌年に長

女が生まれた。夫は、44 年 9 月にマニラで現地召集され出征した。ヨシは娘と

バギオに帰ってきたが、やがて疎開命令が出る。「老いた父と娘と 3 人でボンハ

ル、ソラノ、キアンガンと日本軍の後についていきました。移動は辺りが暗く

なった夕方から夜にかけて、1 日約 15 キロ程度のペースです。ただし、リュッ

クサックを背負い、まだ 3 歳の娘の手を引きながら山道を歩くのですから簡単で

はありません」。

　その後 2 人の姉とその子どもたちと合流したが、母は途中で事故死していた。

2 番目の姉の長男はアメーバー赤痢で死亡し、生まれたばかりの赤ちゃんは餓死

した。父も栄養失調とアメーバー赤痢で寝たきりとなり、やがて死亡した。父が

亡くなってしばらくしてから、今度は上の姉の長男が歩けなくなり、その長男を
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残して進まざるを得なくなった。

　やがて終戦になったが、今度は娘が栄養失調で亡くなった。山から出て行くこ

とになったが、悲しみのあまり歩く気力は残っていなかった。8 歳になっていた

姉の娘がしきりに「行こう」と誘ってくれなかったら、自分もその「山」で死ん

でいただろうと回想する。

　ヨシの弟も「通訳」をしていたが、抗日ゲリラに殺されていた。

　捕虜収容所に 1 か月ほど入れられた後、日本に行った。「船の中でお餅が出た

時はうれしかったのですが、体力が消耗していて、お腹が痛くなりました。避難

のあいだ、山の中では兵隊さんたちはヘビやサルなどを食べていたけれど、後を

付いていった私たちは、せいぜいさつま芋か雑草ばかり食べていたのですから。

塩分も取れず体が弱っていました」。

マリエ・エスカーニョのケース 50

　マリエの父は山口県の農家の出身で 1916 年に 16 歳でマニラに渡った。マニラ

で何年か働いた後バギオに移り住んだ。バギオではタルラック州出身の妻との間

に 4 男 2 女をもうけた。建築請負業で成功し財をなし、10 部屋以上ある 2 階建

ての家に住み、メードを 4、5 人雇い、車を 2、3 台所有していた。しかし、父は

戦争直前の 1941 年 8 月に病死する。

　戦争が始まり日本軍がバギオに進駐すると、マリエはそれまでフィリピン人

と一緒に通学していた英語教育の小学校を辞め、バギオ日本人小学校に入学し

なおした。日本語が多少できる長男と次男は日本軍の通訳や案内人として徴用さ

れた。ここから不幸が始まる。次兄が突然、行方不明になったのである。やがて

「抗日ゲリラに殺された」といううわさが聞こえてきた。長兄も通訳をしていた

が、45 年 3 月頃憲兵隊からスパイの嫌疑をかけられ憲兵隊本部に連行されてし

まったのである。このため家族全員が日本軍の取調べを受けた。長兄はこの時

銃殺されていたのだが家族には知らされておらず、マリエたち 4 人の子どもと母

親、それに父の実妹とその子ども 2 人の 8 人は、長兄のスパイ嫌疑を晴らすべく

日本軍に付き従って逃避行をすることにした。

　4 月 23 日の夜に逃避行を始め、バギオの北西 5 キロのラ・トリニダッドまで
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来た翌朝早く道端で休憩していると、米軍機が姿を現しすぐ近くで砲弾が炸裂し

た。この時、マリエの母親と叔母の娘は即死した。また叔母とマリエの妹と弟

も重症を負った。この 3 人も十分な手当てを受けることができずにその後死亡し

た。残ったマリエと 3 男の兄、いとこの 3 人は軽傷で済んだ。

　3 人はラ・トリニダッドから 90 キロ北のボントックまで 3 週間余り山道を歩

き続けた。この時マリエは 11 歳、兄は 14 歳、いとこは 9 歳であった。ボントッ

クまでの道中、子どもたちはヤマイモ、川魚、ヘビ、ノネズミまで食べ、飢え

をしのいだ。3 人はボントックで米兵に保護され、マニラに近いラグナ州のカン

ルーバン捕虜収容所に移送された。

　5 か月ほど捕虜生活を送った後、米兵から「日本に行きたいか、それともフィ

リピンに残りたいか」と訊ねられた。兄は、「バギオには家もないだろうし、家

族もいない。フィリピンにいたら日系人ということで殺される。日本に行こう」

と答えた。3 人は 10 月 20 日に引き揚げ船で、初めて見る日本に「帰国」した。

まとめ

　米軍がサイパン島に上陸し日本軍守備隊が全滅する 1944 年 7 月に、大本営は

「捷号作戦」を決定していた。「捷 1 号」は日本本土決戦を引き延ばすために、

米軍をルソン島に釘付けにする作戦である。大本営はもともとルソン島決戦を想

定していた。この時間稼ぎが「敗戦」後の交渉を有利に運ぶためにとられた作戦

であったことから、この時点で大本営は負けることを想定し、いかに少ない被害

で「負ける」かを準備しようとしていたことになる。

　しかし大本営は混乱していた。台湾沖航空戦の戦果誤認に始まる大本営及び南

方総軍の状況判断の誤りにより、急遽レイテ島での決戦に計画が変更され日本軍

は大敗を喫することになる。いわゆる「比島沖海戦」で日本の連合艦隊は壊滅し

た。山下司令官率いる第 14 方面軍は、このように更に悪化した条件の下で「ル

ソン持久戦」を戦わざるをえなかった。この悲惨な戦いは、実際に戦い生き残っ

た多くの人により記録されている 51。

　太平洋戦争、特に「ルソン戦」では、将兵だけではなく守られるべき一般民間

人までが強制的に巻き込まれていった。米軍のルソン島上陸とほぼ同時期に始
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まったマニラからの逃避行、バギオ爆撃から始まるバギオからの逃避行は 1945

年 8 月の終戦まで続いた。その間に何人の民間人が死亡したかは不明である。新

美は夫と娘を、尾辻ヨシは両親と娘、甥と姪 3 人を喪った。マリエも母親と 6 人

きょうだいのうち 4 人、叔母といとこ 1 人を喪った。これら一般民間人・日系人

の逃避行の記録はきわめて少ない。この点から新見の体験談は貴重な記録といえ

よう。

　しかし、忘れてならないのは、この戦争が日本とアメリカがフィリピンを舞台
4 4 4 4 4 4 4 4

に行った戦争であり、フィリピン人からすれば一方的に被害者であったという事

実である。戦後、フィリピン政府は損害を次のように計算している 52。

（1） 公共及び私的財産被害　8 億 741 万 1000 ドル

（2） 人員損害　111 万 1938 人（1 人当り 2000 ドルで 16 億 6789 万 2000 ドル）

（3） 日本軍徴発物資及び労働力　55 億 1432 万 1000 ドル

合計　79 億 8942 万 4000 ドル　

死者だけでも日本軍戦死者の 2 倍をはるかに越える。戦後フィリピン人が、日本

人は「破壊」をもたらすためにフィリピンにやって来たと考えたのも当然のこと

である。

　フィリピン在留「日系 2 世」は戦後、このように理不尽な苦しみと悲しみを強

制されたフィリピン人のなかで生き、翻弄された。彼らは「悪夢のような嵐」に

より傷つき、その嵐による傷が未だ癒えないフィリピンにその後の人生を生きな

ければならなかったのである。

第 3章　マウンテン州の日系人

　1896 年に勃発したフィリピン革命により、2 年後の 1898 年 6 月にはアギナル

ドがスペインからの独立を宣言した。史上初のフィリピン人によるフィリピン共

和国政府の誕生である。しかし 2 か月後の 8 月には米軍がマニラを占領し、同年

12 月にアメリカとスペインの間でパリ講和条約が締結され、フィリピンの主権

はスペインからアメリカへと移ることになった。この間、アギナルドは米軍に追

われ、イゴロットの民の住むコルディリェラ山中に身を隠し生き延びたと言われ
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ている。こうして 333 年間のスペイン支配の後にアメリカがフィリピンの支配者

になった。

　筆者は、2011 年 2 月にマウンテン州サガダ町で 2 名、ボントック町で 1 名

の「日系 2 世」に会い、話を伺うことができた。本章では、彼らが太平洋戦争

を、また戦後をどのように生きてきたかを報告する。現在バギオ市にある「北

ルソン比日基金」は 2004 年に“JAPANESE PIONEERS in the Northern Philippine 

Highlands: A Centennial Tribute 1903-2003”という優れた記録集を発刊しており、

この記録集も補助的に使用する。

　ベンゲット・ロードは「日本人移民」にとって特別な意味を持つ。また、ベン

ゲット州バギオとマウンテン州ボントックとサガダの位置は、太平洋戦争、特に

「ルソン戦」を体験した日系人にとっては重要な意味を持つと考えるので、イン

タビューの報告に進む前に、ベンゲット・ロードの歴史的背景を概観しておくこ

とにする。

　

ヒル・ステーション

　アメリカの植民者たちも、前任のスペイン人たちと同様に熱帯の高温と湿度に

は悩まされた。湿気が多い熱帯は瘴癘の地であり、西洋人は現地人よりも抵抗力

が少ないのであるから、きわめて健康に良くないと考えたのである 53。この問題

の解決策の 1 つが「ヒル・ステーション（夏季駐在地）」の導入であった。近隣

の南・東南アジアには、アメリカのフィリピン支配が始まる以前に既に多くのヒ

ル・ステーションが設立されていた。インド北部のシムラ、南部のコダイカーナ

ル、ジャワ島西部のバイテンゾルグ（現ボゴール）、バンドン、ビルマ中央部の

メイミョーなどである。こうした高原の駐在地は夏季の臨時政府、農産物市場、

教育施設、娯楽地など様々な役割を有していたが、西洋人にとっては健康を回復

させたり病気を予防したりする保養地としての機能が最も期待された役割であっ

た 54。

　1900 年 7 月にタフトを委員長とする第 2 次フィリピン行政委員会は、その委

員であったディーン・C・ウースターとリューク・E・ライトを指名し、ベンゲッ

トの山岳地帯に保養地として最適な場所を確定するために派遣した。
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　スペインは 1565 年のレガスピ遠征隊のセブ島征服以来フィリピン各地の支配

を開始していたが、最終的にルソン島北部のコルディリェラ・セントラルの山岳

地帯を、全体としては支配することができなかった。マニラの司法行政院はコル

ディリェラの住民・イゴロットたちを政治的に服従させ、キリスト教化し、スペ

イン文化化する「征服」を何度も企てたが、住民たちの強力な抵抗に会いその都

度敗退してきていた。スペインはこの抵抗を「違法」であるだけでなく「辱め」

でもあると捉えていた。この辱めを克服するべく、大いなる流血と犠牲のうえ

に、19 世紀の後半以降コルディリェラ・セントラルには行政単位としての政治・

軍事指揮区域がいくつか飛び地のように出来ていた。このうちの 1 つがベンゲッ

ト州のラ・トリニダッドである。

　ラ・トリニダッドはスペイン人が入る前は人口を約 2000 人有し、灌漑畑でタ

ロイモ・サツマイモ・サトウキビを作る栄えた地域であった。この地域はスペイ

ン人にとって、創成期のヒル・ステーションの役割を果した。スペイン人はここ

で温帯地方の野菜や果実を作り、コーヒーやカカオ・茶などの栽培の実験を行っ

ていた。ここは軍人にとっては小さな保養地になっていった 55。

　1899 年から 1913 年までフィリピン行政委員会の委員を務めたウースター

（Dean C. Worcester）はスペイン時代の 1887 年から 1893 年の間に合計 3 年間

フィリピンに住み、2 度に亘る大規模な動物学調査遠征旅行を行い、スペイン

語・セブアノ語を操るなどフィリピンに関して広範な知識をもち、フィリピン人

を十分に理解する人物であった。彼は、北ルソンの冷涼な山地にスペイン人が

持っていた創成期のヒル・ステーションのことも聞いていた。ウースターとライ

トは 1900 年 8 月の 1 週間をラ・トリニダッド、バギオ地域の探索に過ごし、バ

ギオがヒル・ステーションにとって理想的な位置であるとの結論に達した 56。

　ベンゲットは米国東海岸ニュー・イングランド地方の春や初夏の気候と極めて

似ており、しかもバギオはマニラからも比較的近く、新来者がフィリピンに順化

するのにも、熱帯の気候に病んだ人々が健康を回復するのにも適している。ま

た、家畜のための草地も豊富にあり、果物や野菜、穀物などを育てるのにも適し

ている、と考えたのである。したがって、ダグパンとバギオを結ぶ幹線道路をた

だちに作るべきである。さらに、可能な限り早い時期にバギオ・ダグパン間の鉄
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道も敷設するべきである、と報告している 57。この報告の背景には、スペイン時

代の 1891 年にマニラから南シナ海リンガエン湾に面したパンガシナン州ダグパ

ンまでのマニラ−ダグパン鉄道が完成していたことがある。

ベンゲット・ロード

　フィリピン行政委員会が新しい植民地で取り組んだ最初のプロジェクトがダグ

パン−バギオ間の鉄道敷設である。工事責任者に任命されたミード大尉（Captain 

Charles W. Mead）は、ダグパン・バギオ間の鉄道敷設には工事期間を約 1 年半、

総工費を約 2,600,000 ドルと見積もった。これはあまりにも高額であったため鉄

道敷設は延期され、当面は 75,000 ドルの低予算で可能と予想された「馬車道」

の建設が 12 月に承認された。工期は半年間であった 58。

　工事は 1901 年 1 月に始まった。当初は順調に進むかに見えたが、やがて頑強

な岩盤に突き当たり、労働者も思うように集まらなくなった。結局、工事終了予

定の 7 月になって漸く平坦部が開通しただけで、40,000 ドルも費やしていたこと

からミードは解任された 59。

　8 月には土木技師ホームズ（Norman M. Homes）が新工事責任者に任命され

た。しかし彼も、雨季の降雨量、台風、事故、病人の続出、労働者の死亡といっ

た問題を解決できず、工事は遅々として進まず道路開通を見るには程遠い状況で

あった。就任 2 年後の 1903 年 9 月にホームズも解任された 60。

　フィリピン行政委員会は工事を継続するか中止するかの決断を迫られたが、同

年 6 月にはバギオを「夏の首都」にすることを決議し、そのために道路工事の継

続を決定した。新しい工事責任者にはケノン少佐 （Major Lyman W. V. Kennon） が

任命された。ケノンは労働者の獲得に力を注ぎ、給料・労働条件・福利厚生など

にも心を配り、労働者の生活環境はかなり改善された。それでも病人は続出し、

病死・事故死を多数生み出す難工事であることに変わりはなかった。しかし、ケ

ノンの指導力は卓越しており、1905 年 3 月にベンゲット道路は開通した 61。

　このことから、ベンゲット・ロードは工事を成功させたケノン少佐の名前を冠

した「ケノン・ロード」とも称される。

　当初、期間半年・費用 75,000 ドルと見積もられた工事は最終的に期間 4 年、
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約 2,000,000 ドルの経費、工事責任者 3 人を必要とするにまで膨らんでいたので

ある。ミードとホームズは労働者をアメリカ人とコルディリェラのイゴロット

族・低地のキリスト教徒フィリピン人で賄っていたが、ケノンが責任者になると

広く外国からも労働者を募集することになった。日本人・中国人を中心とする

46 の国と地域出身の労働者がこの工事に従事したといわれている。

　日本人は、1903 年 6 月からこの工事に加わるようになり、常時 500 人から

1000 人近くが従事したと言われているが、正確な数は分からない。当時、アメ

リカ合衆国本土では「契約労働者移住禁止条例」及び「外国人移住条例」により

移民が制限されており、1898 年に殖民統治下に入ったフィリピンでもこの移民

制限条例が適用されていたため、契約移民の渡航は禁止されていた。このために

「ベンゲット移民」は日本政府にもフィリピン植民地政府にも正式な移民労働者

として扱われていなかったのである 62。

戦前のバギオ

　1905 年 3 月に工事が完了し、それまで道路工事に従事していた日本人の若者

は、ある者は帰国し、ある者はルソン島低地・ミンダナオ島ダバオへと散って

いった。そして工事終了後も大工や石工としてバギオや周辺地域に居残った者も

いた。さらにその後も、貧しい日本の若者が豊かで仕事のあるフィリピンへと

やってきた。彼らが後の「日系人」の第 1 世代ということになる。

　自身、日本人の父親とバギオ出身の母親を持つ「2 世」であるシナイ・ハ

マダは、移民 80 周年を記念して 1983 年に北ルソン比日友好協会が発行した

“MEMORIAL”という冊子に「戦前におけるバギオとその周辺の日本人（The 

Japanese In and Around Baguio Before the War）」という一文を寄せている。以下は

ハマダの文より引用したものである 63。

　戦争が始まる前、バギオとその周辺には 300 人余りの日本人移民がいた。バ

ギオ市内にいた日本人は、商店主、大工、職人、実業家などであり、郊外には

農民、大工、職人などがいた。また、鉱山で大工仕事をしたり、機械を扱う職

長などをしたりする者もいた。1920 年代の末から 30 年代の初めにかけてが最
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盛期で、市内には日本人が経営するバザール（デパート）が 3 つもあった。中

でもジャパニーズ・バザールは最もおしゃれで、贅沢で、最も儲かった。裕福

な避暑客や行楽客を相手にし、最大の繁華街であるセッション・ロードに店を

構えていた。他にも、中国人商人と覇を争った雑貨店、時計修理店、理髪店、

マッサージ店、写真館などがあった。レストランや宿屋も経営されていた。豆

腐・漬物・魚の練り物製造などをする日本人移民もいた。

　ハマダの父親は製材所で働いていたが、シナイが生後 1 か月のときに「丸の

こ」で体が真っ 2 つになるという大事故で死亡した。

　日本人たちは良く法を守り勤勉であり、不言実行を実践した。また、自分たち

だけの閉鎖的な社会を作ることがなく、大多数の男はベンゲット・ボントック・

イフガオ・カリンガなど地元のイゴロットの娘と結婚した。仕事の上でも、例え

ば、腕のいい大工の棟梁は高地のイゴロット族からでも低地キリスト教徒からで

も弟子を採り、その弟子は後に一人前になり独立していった。このように戦前、

日本人は地元の人々と理想的な関係を築いていたことがうかがわれる。

　シナイは、この一文の最後に悲しいエピソードを 1 つ置いている。

　戦前 2 人の日本人移民の兄弟がいた。2 人はベンゲットの娘と結婚し、ラ・

トリニダッドのタキャンのイバロイ族の中で長く暮らし、地元の人間のように

なっていた。戦争が始まり、日本軍がバギオにやってきて、やがてバギオから

山奥に撤退することになるのだが、民間人も撤退するように命じられた。この

時イゴロットの親族たちは 2 人に、お前たちは年をとっているのだから軍隊と

一緒に行かないようにと説得した。全ての住民が 2 人を守ることを、保証人

になることを、タキャンに居続けることを熱心に説いた。2 人は残った。しか

し、米軍が近付いてくるにつれて、しきりと洞穴に行くようになった。やがて

2 人は米軍に降伏するよりも洞穴の中で自爆し、命を縮めるほうを選んだ。

マウンテン州へ

　バギオ市からマウンテン州の州都ボントック町までの距離は約 130 ㎞である。
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1980 年代後半にバギオからボントックまでバスで旅した人によると、未舗装の

悪路を 13 時間かけて行かざるを得なかったとのことであるが 64、現在はバギオ

−ボントック道路（別名ハルスマ・ハイウェイ；Halsema Hwy）が全線舗装され

6 時間に短縮された。バスはバギオを出発して 2 時間ほどで休憩をとる。ここは

ハルスマ・ハイウェイの最高地点（2255m）のすぐ手前である。ここから東の方

角にコルディリェラ・セントラル山脈の最高峰 2922m のプログ山が見える。山

の民の最高神「カブニヤン」の住む聖なる山である。ハルスマ・ハイウェイは舗

装道路ではあるが、この最高地点を頂点としてバギオ市の標高 1500m からボン

トックの 1000m まで、連続するアップダウンを九十九折の坂道が延々と続くた

め時間がかかるのである。

　バスの窓から眺めるベンゲットの景色は、山また山であるが、この山がほぼ全

て野菜作りのための畑になっている。稲作風景は見えない。畑といっても構造は

棚田と同じであり、「棚畑」あるいは「段々山」とでも呼ぶべきであろうか。こ

の連続する野菜畑の山は、いったい誰が作っているのかと思えるほど人家が少な

い。道中数台の野菜を満載したトラックやジープニーとすれ違う。この野菜は、

ベンゲット州の州都であるラ・トリニダッドのパブリック・マーケットにある野

菜の集散地にいったん集められ、バギオやマニラ、他の低地の各都市に運ばれる

とのことであった。

　バギオからボントックまでの 6 時間のうち約 3 分の 2 の行程がベンゲット州内

であるが、この間断続的に「棚畑」が続く。やがて少しずつ「棚田」が姿を現

す。マウンテン州との州境が近い。道路がボントックに向けて下って行くと大小

の石を川原に敷き詰めたチコ川が見え隠れし、このチコ川とともにボントックに

入っていくことになる。

ボントック

　ボントックはマウンテン州の州都である。イフガオ方面からの道路がチコ川に

架かった大きな橋を渡り、教会を過ぎてバギオ方向からの道路と交わった辺りが

中心地である。ここにはマーケットがあり、そこから坂道を登ったところに大き

なホセ・リサールの銅像を中心に置いたタウン・プラザ（広場）がある。そこか
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らさらに階段を登ったところ

が州庁舎である。低地フィリピ

ンの典型的な町がプラザと市

場、政庁、教会のセットを中心

に広がっていくことからする

と、ボントックはフィリピンの

伝統的な町の構造を持ってい

る。ジープニーとトライシクル

が忙しく行き来する点でも、こ

こがフィリピンであることを

思い出させてくれる。プラザと州庁舎は最近大掛かりな整備を終えたらしく、明

るい色の新築の建築物が建ち並び、古い庁舎もきれいにペンキが塗られ、その一

角だけが町全体から浮き上がっているようであった。

　ラ・トリニダッドが 19 世紀の中ごろにはスペインの政治・軍事指揮区域の飛

び地になっていたことは既に述べたが、ボントックも 1859 年にスペインの駐屯

地・カトリックの伝道地になっていた 65。こうした事情がボントックの町に伝統

的なフィリピンの町の構造を持たせているものと思われる。しかし駐屯地はチコ

河の左岸の飛び地の狭い空間で、周囲にはボントック語を話し、灌漑された棚田

で米を作る原住民が取り囲んでいた。アメリカの時代になり 1908 年に旧マウン

テン州が創設されると、このスペインの駐屯地を中心とした町が州都の町とされ

た。したがって、20 世紀の初めには政府施設や道路・橋などの大規模公共施設

の建設が集中的に行われた。インタビューしたアポロニア　A．オルプレシオの

父ナオジロウ・アイハラは、こうした政府の行った公共工事でその能力を遺憾な

く発揮した。

アポロニア　A．オルプレシオのケース 66

　現在ボントックには、日系人は 1 家族しか（正確には 2 家族）残っていない。

1 家族という意味は、ナオジロウ・アイハラの家族という意味で、2 家族とはそ

の 2 人の娘のそれぞれの家族という意味である。

ボントックの中心にあるプラザ。
中央にホセ・リサール像がある。
高台にある建物が州庁舎である。
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　ボントックに着くまでは、未

だそこに日系人がいるかどう

かは分からなかった。とりあ

えずチェックインしたホテル

でマネージャーに日系人を探

していることを話し、もし知っ

ている人がいたらその人を紹

介してくれないかと頼んでお

いたことが功を奏した。アイ

ハラの 2 人の娘は結婚して夫の姓を使っているので、姓から日系人を探すのは無

理で、住民の記憶に頼るしか方法がなかったのである。Mrs. Apolonia A. Orprecio 

のミドルネームの A は Aihara の A である。フィリピンでは結婚後は独身時代に

使っていたファミリーネームをミドルネームとして使用する習慣があるので、ア

ポロニアは結婚するまでアイハラの姓を使っていたことになる。

　アポロニアの父ナオジロウ・アイハラは 1904 年にマニラにやって来た。神奈

川出身の 16 歳であった。マニラで米軍の大工として雇われ、半年後には求めら

れてミンダナオ島のサンボアンガに行くが、暑さとマラリア蚊に苦しみ、北に行

くことを決意し、1907 年にバギオに到着した。バギオでは、バギオの街を設計

した米人建築家バーンハム（Daniel Hudson Burnham）や米国フィリピン行政委員

会委員であったウースター（Dean Conant Worceter）の元で大工として働いた。

ナオジロウはよほど腕のいい大工であったらしく、1911 年にはマウンテン州の

州政府により州政府庁舎建築の監督として雇われている。その後も、「アイハラ

監督」として知られることになったナオジロウはマウンテン州政府の求めに応じ

様々な公共施設の建築に携わることになる。

　1921 年にボントック近隣の村に住む娘フェロメナと結婚したナオジロウは、

29 年に長女を 38 年に次女であるアポロニアという 2 人の娘をもうける。

　1942 年から始まる日本軍によるフィリピン占領期間中、ナオジロウは、初め

は建築監督として、後に通訳として北部ルソンで操業していた三井鉱山に採ら

れた 67。そして終戦の年の末には日本への強制送還になっている。この強制送還

アポロニア・オプレシオさん
（ボントックの自宅にて）
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は、ボントックにいた家族に知らされることはなかった。

　終戦の年には長女は 16 歳、次女は 7 歳だった。戦前「アイハラ監督」はかな

りの財産を有していたが、戦後には「大きな家」を含む財産が没収されることに

なった。しかし姉妹はこれに異議を唱え、結局半額の土地代を支払い「大きな

家」を買い戻した。

　この土地はボントックの中心部にあり、やがて姉妹は土地を 2 分しそれぞれの

土地に家を建て、現在は 2 家族が隣同士に住んでいる。

　何とか父と連絡を取りたいと考えた長女は、父の消息を尋ねるべく東京のマッ

カーサー元帥のもとに何度も手紙を出した。マッカーサーはこれに応えて遂にナ

オジロウを探し当て、50 年代に姉妹は父が生きていることを知り、手紙のやり

取りができるようになった。姉妹は何度かフィリピン政府に対して、父がフィリ

ピンに帰って来られるように申請したが、国交のなかった日本に住む父とは二度

と会うことができず、66 年に父は日本で亡くなった。

　アポロニアは戦後ボントックで小学校とハイスクールを過ごすが、ボントック

に大学がなかったこともあり、進学することは経済的に不可能であった。しか

し、成績が良かったアポロニアはハイスクールで成績最優秀生徒（Valedictorian）

になった。これが、不可能を可能にした。奨学金が得られることになり、学費不

要でバギオの大学に進学ができることになったのである。

　1958 年に大学を卒業してボントックに帰ってきたアポロニアは、マウンテン

州知事公館で職員を募集することを知り受験する。1 名の採用に対して 6 名の

受験者がいて合格は無理であると思っていたが、知事から直々に合格が告げら

れた。1964 年にはボントック・セントラルスクールの教師であったオプレシオ

（Claudio Oprecio）と結婚し、4 人の息子と 1 人の娘に恵まれた。姉とは最近死

別した。現在 4 人の息子のうち 3 人が日本で働いている。

　アポロニアは、日本人の父を持ったことを誇りに思い「アイハラ」姓を使い続

けた。そのことで時には辛いこともあったが、大きな差別を感じたことはなかっ

たと言う。その証として、ハイスクールで成績最優秀賞を貰ったことと、ただ 1

人州政府の公職に採用されたことを挙げた。州政府には定年まで勤め、現在は 9

人の孫の世話が生活の中心である。
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サガダ

　ボントックの町からチコ川

沿 い の 道 を バ ギ オ 方 向 に 戻

り、西に向けて標高差 600m の

未舗装の坂道を一気に登ると

サガダ町である。ジープニーで

1 時間揺られる。途中の松林は

バギオの公園を思わせる。サガ

ダには、ボントックと違い乗り

合いのジープニーもトライシ

クルもない。移動は徒歩が原則である。したがって空気がおいしい。観光地であ

るこの町は 20 世紀に入ってからエピスコパル教会を中心に作られた新しい町で

ある。教会とプラザ、市場、役場のセットを中心とするフィリピンの伝統的な町

の様相とは異なっている。

　現在の町の中心地は、教会（St. Mary the Virgin）とその付属の学校、病院や役

場・市場などがあり、観光地らしく宿泊施設や土産物屋などが並ぶ、メインロー

ド沿いの高台にある。しかしアメリカ時代以前はこの場所は単に山の一部であっ

たであろう。もともとこの土地の住民であるカンカナエ族の村は、現在の中心

地からチコ河の支流である小川の方に下り、川を渡ったところにあるデマン村

（barangay Demang）である。デマン村には現在も、住民が集会を持ったり宿泊

したりする小屋とその前庭に

石を環状に並べた、カンカナエ

族の政治・宗教・教育センター

の役割を果しているダプ・アイ

（dap-ay）と呼ばれる伝統施設

が 7 か所ある。

　アメリカ時代になると、エピ

スコパル教会はフィリピン北

部で伝道活動を始め、建築士 ダプ・アイ

サガダの中心部。
バスの発着所や商店などが集まっている。
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でもあったスタウントン師（Reverend John Staunton）を 1902 年にバギオに、さ

らに 1904 年にはサガダへと派遣した。このスタウントン師の下でサガダの町づ

くりに腕を振るったのが、インタビューすることができたヘンリー・ヤマシタの

父であるトクタロウ・ヤマシタであり、ドクター・カルリンの父であるマツタロ

ウ・ヨシカワであった。

ドクター・レオンシオ・カルリンのケース 68

　マウンテン州サガダ町の中心部から 1 キロほどボントック方向に離れたナンゴ

ノガン（Nangonogan）の静かな住宅地に建つドクター・カルリン宅は、オレン

ジ色の煉瓦の外壁に緑色の屋根、内部は地元の松材をふんだんに使ったアメリ

カ風の瀟洒な住宅であった。ドクター・カルリンは普段はアメリカに住んでいる

が、毎年 3 か月間は避寒のためにサガダのこの住宅に住むとのことであった。

この家の建つ土地は、養父であったギイチ・オクイが残したものであり、数 10

メートルにわたる道路沿いに親戚が数軒並んでいるとのことであった。キッチン

とリビングを分ける壁に、額に入れられた古い写真が数葉飾られてあった。イン

タビューはその写真の説明から始まった。

　父、マサタロウ・ヨシカワは長崎の出身で、ベンゲット・ロード建設のため

に来比した。道路工事終了後、教会（Episcopal Church ＝ The Church of St. Mary 

the Virgin）建築のためにサガダに来た。その教会完成の後、別の教会建築のた

めにサガダから 10 キロほど離れたブサオ村に行き、そこで後に妻となるカル

メ ン（Carmen 当 時 16 歳 ） に

出会う。2 人は 1913 年にマサ

タロウがブサオに建てた教会 

（St. Benedict’s）で結婚式を挙

げ、妻とともにサガダに帰って

くる。その後サガダに定住し、

子どもをもうけるが、6 人の息

子と 3 人の娘はすべてサガダ生

まれである。死因は不明である ドクター・カルリン（自宅居間にて）
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が、マサタロウは 1932 年に死亡した。

　レオンシオは 4 男で 7 番目の子どもとして 1928 年に生まれた。父が亡くなっ

たときは 4 歳だったことになる。父がサガダでどんな仕事をしていたかは詳しく

は分からないが、腕のいい大工であったことは知っている、と語る。

　マサタロウは教会に関連する大工・石工仕事に従事し、その後もサガダで家具

や棚の注文を受けたり、自宅で小さな商店を開きカルメンがボントックで仕入れ

てきた品物を売ったりした。また、釜を作り米のパンを焼き販売した。

　ベンゲット・ロードの工事が終わってからサガダやブサオなどの教会建築に携

わった日本人は何人かいたが、多くは各地に散らばっていくことになる。サガダ

にはヨシカワとヤマシタ、オクイが残った。

　戦前、サガダの教会の前にはニュー・イングランド風の大きな美しい家が多数

建っていたという。教会関係のアメリカ人の住宅であった。こうした住宅の建築

にもマサタロウたちは大きく貢献したことであろう。現在は、この住宅は残って

いないが、皮肉にもそれは米軍の空襲で爆撃されたためである。

　カルリン家の壁に掛けられた写真の一葉は、子どもを抱きかかえた 1 人を含

む 8 人の日本人が岩に腰掛けてポーズをとったものである。この写真には左下に

“Inauguration Mr. J.G.OKUY  Sagada mo. prov. 4. 5. 1931”の文字が見える。オク

イの家が新築されたのを記念して撮られたものであろう。現在のカルリン宅はこ

の岩の道路を挟んだ反対側に建っている。

　オクイはサガダ近郊の製材所に雇われたのを初めとして、1941 年に死亡する

までの約 30 年間を建築・家具

製造・農夫・橋や道路の請負人

などとして過ごし、財を成し

た。サガダのナンゴノガンに広

大な土地を持ち 3 階建ての豪華

な家を持っていた。ドクター・

カルリンの冬の家はこの土地

の一角にある。

　カルリン家の写真の 8 人の ボントック・サガダの 8人を写した写真
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日本人についてドクター・カルリンは次のように語る。サガダから 20km ほど山

を下ったボントックにも定住した日本人が 5 名いて、サガダの 3 名と合わせた 8

名はとても仲がよく、誰かが病気になったり、家族に不幸があったり、結婚した

り、子どもが生まれたときなどにはみんなが集まり、助け合ったり、喜びを共に

したという。このボントックの 5 名は、オオシロ、オダ、タカハシ、デキ、ヤマ

ネである。

　マサタロウは 1932 年に死亡するので、残された若い妻と子どもたちには決し

て楽な生活は待っていなかったが、2 年後にカルメンはギイチ・オクイと再婚す

る。オクイは 1941 年に死亡する。

　レオンシオは父がその建築に重要な役割を果した St. Mary the Virgin の学校で

教育を受ける。この学校は当時コルディレラ地域では最高の教育を提供した、と

レオンシオは語る。終戦後にはハイスクールの教育を受けるべく、レオンシオは

マニラに行った。サガダではヨシカワ姓は何ら問題がなかったが、マニラでは日

本人の姓では何かと不自由なことが多く、2 年生になる 1947 年にヨシカワの姓

を母の姓である Cal-ling を Carlin として使用することにした。その後、1949 年に

フィリピン大学医学部に入学し学業を修め、1963 年にサガダに帰ってきて、教

会に付属する病院（St. Theodore’s Hospital）で 1965 年まで主任外科医を務める。

　マニラ首都圏のケソン市にある St. Luke’s Hospital で専門医学実習生として訓

練を受けていた 1959 年に、後に妻となるサガダ出身の看護婦に出会い、結婚し

た。

　1965 年に、教会の推薦があり、更に高度な医学を学ぶためにアメリカ合衆国

に渡った。当初は学業を修めた後はフィリピンに帰ってくる予定であったが、

1972 年のマルコス政権の時代に戒厳令が布かれ、帰国を断念しそのまま米国に

留まることにした。

　現在は医師としては引退してオハイオ州に住んでいるが、米国が冬の寒い 3 か

月間はサガダに住むことにしている。

　ドクター・カルリンは、戦前も戦後も、マニラに行く前もサガダに帰ってきた

後も、サガダの人々のヨシカワに対する態度は変わらなかったし尊敬さえしてい

た、と語る。
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ヘンリー・ヤマシタのケース 69

　サガダの町役場がある中心地からレストランやゲストハウスが並ぶメインロー

ドを 300 メートルほど下っていくと、左手に“Yamashita’s Store”の看板が見え

る。この店の主人はフレデリック・ヤマシタといい、ヘンリーの甥である。ヘン

リーはそのはす向かいの崖の上にあるこぢんまりとした家に娘と 2 人で暮らして

いる。

　ヘンリーの父、トクタロウは 1881 年に福岡に生まれ、1902 年に来比しバギオ

のベンゲット・ロードの工事に加わった。道路工事の後、イフガオのキアンガ

ンでカトリック教会や準州政庁の建築に従事した。15 年ごろ聖職者であり建築

家であったスタウントン（John Staunton）とともにサガダにやって来た。おそら

くトクタロウの建築の腕前を見込んだスタウントンが誘って連れてきたのであろ

う。17 年にサガダで結婚したトクタロウは 4 人の息子と 5 人の娘に恵まれ、30

年ごろまで教会の敷地に家を持ち教会の庭園や学校の建築監督として働いた。こ

の間にサガダ近隣のスヨ、バグネン、バガアン、バンテイといった村々の伝道派

出所の建築にも携わった。サガダの伝道団はトクタロウにかなりの給与を支払っ

たらしく、トクタロウは定期的にまとまった金額を日本に仕送りすることができ

た。トクタロウは 32 年に脳卒中に襲われ 38 年に亡くなった。

　生前トクタロウは 17 年生まれの長男メレシオ（Melecio）と次男ヘンリー

（Henry）をはじめ多くのフィリピン人の弟子に大工仕事と石工の技術を教えて

いた。スタウントン神父とヤマシタ、ヨシカワといった日本人の大工が育てた弟

子たちは戦後になると北部ル

ソンだけでなく、マニラなど

フィリピン各地で多くの建築

に力を振るうことになる。

　ヘンリーは 1923 年にトクタ

ロウの次男、3 番目の子どもと

して生まれた。戦争が始まっ

た 1941 年にはサガダでハイス

クールの生徒だった。ハイス ヘンリー・ヤマシタ氏（自宅前庭にて）
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クールに入る前は大工仕事をしていた。44 年にフィリピン・ゲリラに捕まりカ

ガヤンのツゲガラオに連行され、その後ラグナのカンルーバン捕虜収容所で終戦

を迎えた。このカンルーバン捕虜収容所でヘンリーは特異な体験をする。日系 2

世であるヘンリーは当然捕虜として厳しい生活を予想していたが、収容所のアメ

リカ人士官が何かと彼に目をかけてくれ、やがて月に 80 ドルを貰い収容所内の

細々とした仕事を手伝うまでになったのである。収容所では、ヤマシタという姓

のために時々“ジェネラル・ヤマシタ”と冗談で呼ばれたりして、アメリカ人将

兵に可愛がられた。終戦になり、日本に行くかフィリピンに留まるかと問われ、

サガダに帰ってくることを選択した。

　ヘンリーは日系人ではあるが、サガダのミッション・スクールで教育を受けて

育ったので英語を自由に話すことができ、また大工として手先が器用だったこと

が、収容所での幸運な体験に繋がったのではないだろうか。

　47 年にボントック出身の教師ヘラリヤ（Herariya）と結婚し、5 男 1 女をもう

けたが、1964 年に一大決心をして、バギオの大学に入学し教育を学んだのであ

る。このことをヘンリーは、子どもはハイスクール、親はカレッヂだから変な

家族だった、と回想する。67 年に卒業し、ボントックで 1 年、サガダで 6 年の

教師生活を送った。妻は 2000 年に 81 歳で亡くなり、現在は娘と 2 人暮らしであ

る。孫が 23 人いてそのうちの 14、5 人が日本で働いており、時々手紙や電話が

あるのが楽しみだと言う。

　戦前と戦後でサガダの人々の態度に変化があったかとの質問に、「ハイランド

（山岳地方）では戦争の後も人々は態度を変えず、同じように接してくれた」と

語った。姓はずっと「ヤマシタ」であった。

まとめ

　旧マウンテン州は、アメリカ統治が始まった 1908 年以来 1966 年まで現在の

ベンゲット、イフガオ、マウンテン、カリンガ、アパヤオの各州を合わせ持つ広

大な山岳地帯であった。そこはコルディリェラ・セントラル山脈の中心であり、

高緯度であるだけでなく、傾斜度 14 度以上の急峻な土地が全面積の 92％を占め

る、大部分が森林と荒蕪地である 70。この急峻な土地をイフガオ、ボントック、
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カンカナイ、イバロイ族などの民が長い年月をかけて「棚田」に変え米を作り、

野菜を植え、森林産物を収集してきた。これらの民は他の低地フィリピン人とは

異なり、最後までスペインの支配を受けることに抵抗し、それ故に現在に至るま

でカトリックは中心的な宗教にはなっていない 71。

　アメリカは何とかしてこの冷涼な土地にヒル・ステーションを持ちたいと考え

た。低地に最も近いイバロイ族の住むバギオまで 4 年の年月をかけて道路を作っ

た。ベンゲット・ロードである。フィリピン日系人は、このベンゲット・ロード

の道路工事に参加した人々に端を発する。アメリカ人統治者たちは、バギオだ

けでなくコルディリェラの各地に道路を通し、橋を架け、教会・学校・病院を建

て、役所を作っていった。こうした社会基盤の建設に力を振るったのが、ナオジ

ロウ・アイハラやトクタロウ・ヤマシタ、マサタロウ・ヨシカワたち日本人移民

であった。

　彼らはアメリカ人行政官や教会関係者の信頼を獲得し、新しい州造りの第一

歩から関わることになる。アイハラは、バギオをヒル・ステーションにするこ

とに決め、フィリピン行政委員会委員でもあったウースターやバギオ市民の愛す

る公園バーンハム・パークに今もその名前を残す建築家バーンハムに腕を見込ま

れ、ボントックのマウンテン州政府庁舎建築の監督として雇われている。州政府

庁舎完成後もマウンテン州各地の公共建築物や住宅、道路、橋などの建築・建造

に携わった。ヨシカワはサガダの中心的存在である教会（The Church of St. Mary 

the Virgin）の建築に参加した。その後、近隣のブサオ村の教会（St. Benedict’s）

の建築にも加わった。サガダのエピスコパル教会の司祭は建築家でもあったジョ

ン・スタウントンであった。ヤマシタはイフガオのキアンガンでスタウントンに

出会う。彼はサガダの教会の敷地に家を持ち、長く教会に関係するさまざまな建

築に携わった。

　この 3 人は、アメリカ人統治者とだけ関係が良かったのではなくコルディリェ

ラの民イゴロットたちとも親しかった。3 人とも土地の娘と結婚し、子どもをも

うけ、その土地に根を張った暮らしをしていた。

　ヤマシタとヨシカワは息子たちに大工と石工の技術を教え、息子たちはその技

術を戦後の復興や教会関係の建築に力を尽くすことができた。戦後 1950 年代の



コルディリェラの日系人

− 55 −

初めに、ヘンリーの兄メレシオ・ヤマシタはサガダの大工集団を率いてケソン

市へ行った。エピスコパル教会の事業、聖アンドリュー神学校と聖リューク病院

の基礎敷設に雇われたのである。サガダに帰ってからは、伝道施設の再建築が始

まっており、孤児院や司祭館、付属学校、付属病院増築などを監督した。このと

きに彼とともに働いたのは、1920 年代にジョン・スタウントンと日本人大工た

ちに訓練を受けた同年代のフィリピン人兄弟弟子であった 72。

むすび

　筆者はボントックとサガダの 3 名の日系人 2 世の人たちにインタビューする

前、戦後に彼らが受けたであろう差別や経済的な苦しみの話を聞くことになるだ

ろうと予想していた。それまでにジャーナリストたちの報告を読んだり、バギ

オで何人かの日系人たちの話を聞いたりしていたことから、彼らも悲惨な戦後を

送ったであろうと想像していたのである。しかし、この予想は外れた。

　彼らが戦争により大きな労苦を背負い込んだことは事実である。アイハラの娘

たちは父と生き別れ、没収された「大きな家」を取り返すのに半額の土地代を支

払わざるをえなかった。ヤマシタの次男ヘンリーはカンルーバン捕虜収容所に半

年間収容され終戦を迎えることになった。ヨシカワの 7 男レオンシオは戦後ハイ

スクールで勉強を続けるためにマニラに行ったが、ヨシカワ姓をカルリン姓に変

えなければならなかった。しかし、その後は自らの才能と努力を十分に発揮して

生きることができた。これは第 1 章・第 2 章で見てきた他の日系人と大きく異な

る点である。

　アポロニアはハイスクールで成績最優秀生徒になり、奨学金を得て大学に進学

できることになった。さらに、マウンテン州知事公館での職員に唯一人採用され

た。レオンシオも戦後マニラでハイスクール、大学医学部で学び、その後教会の

推薦がありアメリカに留学している。3 人とも、戦前も戦後も彼らが生まれ育っ

たボントックやサガダの人々は彼らに対して態度を変えなかったと語っている。

これは、第 1 章で見たアルツール・ハギオやジャニー・ダビッド（長岡良男）、

オオクボ・サダエたちの戦後体験とは全く異なっている。この違いは何によるも
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のなのか。

　筆者は、次の 3 点が彼らの戦後体験の違いに大きな影響を与えたとものである

と考える。1 つは彼らが受けた教育であり、その教育の成果である日本語運用の

問題である。そして、ボントック・サガダとそれ以外の日系人たちが住んでいた

場所の地理的な位置である。

　戦前、一定程度の大きさの日本人社会には日本人小学校が生まれていった。

ミンダナオのダバオには 13 もの日本人小学校があった（第 1 章）、イロイロにも

バギオにもラ・トリニダッドにも日本人小学校が生まれた。もちろんマニラにも

あった。日本人移民である親たちは、子どもを日本人として育てたいと強く考え

たことは想像に難くない。長岡良男の兄はバギオ日本人小学校を卒業後、進学の

ために日本に帰国している（第 1 章）。ジュリエッタ・ロカノ（東地初子）の長

兄も進学のため日本に戻っている（第 1 章）。マリエ・エスカーニョは、それま

ではフィリピンの現地校に通っていたが、日本軍の進駐とともにバギオ日本人小

学校に入学しなおしている（第 2 章）。第 1 章・第 2 章に登場する 2 世たちは、

学齢に達していなかった川上美穂子（第 1 章）とハマダ兄弟を除いて、すべて日

本人学校の教育を受けている。

　これに対して、ボントック・サガダの 3 名は地元の学校でフィリピン人ととも

にフィリピン人としての教育を受けた。ヘンリー・ヤマシタとレオンシオ・ヨ

シカワはそれぞれの父親が建築に重要な役割を果たしたエピスコパル教会付属

の学校で教育を受けた。その後マニラのフィリピン大学医学部を卒業しサガダの

教会付属の病院で主任外科医を務めた後、米国で長年外科医として活躍したドク

ター・カルリンは、「この学校は当時コルディリェラ地域では最高の教育を提供

した」と語った。アポロニアは終戦時に 7 歳であった。仮に戦前に学齢に達して

いたとしても彼女が日本人小学校に通うことは不可能であった。この地域には日

本人学校を設けるほど多くの日本人はいなかったし、実際に日本人学校はなかっ

たからである。第 1 章で、例外的な成功者としてバギオのハマダ兄弟を取り上げ

たが、彼らもまた日本人学校では学んでいない。彼らに父親の記憶はないし、彼

らには自らが日本人であるという意識はなかった。戦後の日系人の活動を考える

ときに、戦前に日本人小学校の教育を受けたか、受けなかったかが大きく影響し
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たと言えよう。

　そして、日本人小学校では当然ながら日本語を学ぶ。ヘンリー・ヤマシタは

フィリピン・ゲリラに捕まり、ラグナの捕虜収容所に収容される。彼は日本語が

できなかったし、英語は自由に話すことができた。これが、かれが収容所で特別

な待遇を受ける理由となったと想像しうる。バギオのシナイ・ハマダも戦後マニ

ラの強制収用所に収容されたが、「当時もし日本語ができていたら、今ごろ首は

なかっただろう」と回想している。日本語能力の有無が日系人のその後の戦後人

生を大きく分けた。

　第 2 章では、ルソン島での日本軍と米軍との死闘をみた。この戦いは将兵と将

兵の戦いだけではなかった。日本軍将兵の周辺には常に一般民間人の姿があっ

た。マニラにいた人々は 1944 年末から 45 年初頭にかけて軍の命令によりカガヤ

ン渓谷へと逃避行する。バギオの民間人も 4 月には山を越えてカガヤンへと向か

う。やがてカガヤン渓谷から山下司令部の最終移転地であり、日本軍が敗戦を知

ることになるイフガオのキアンガンへ行く。この逃避行は飢えとの戦いであった

だけでなく、フィリピン人ゲリラから身を隠す戦いでもあった。この逃避行では

何人もの民間人が命を落とした。この逃避行により日本人移民と日系人たちは自

分たちがフィリピン人ではなく、フィリピン人を敵とする日本人であることを強

く意識せざるをえなかったことであろう。これは、フィリピン人として生まれた

2 世たちが「日本人」になったことを意味する。

　山下司令官はもともとバギオからボントックに司令部を移すことを考えていた

ようであるが、それが不可能になりイフガオのキアンガンへと目的地を変えたの

であるが、結果としてこれがボントック・サガダの 3 名には幸いしたと言えよ

う。ボントック・サガダの位置はイフガオから北へ大渓谷を跨ぐように 70 キロ

以上離れており、簡単に行き来できるところではない。ドクター・カルリンに、

日本軍からキアンガンに集合するような命令はなかったかと尋ねたところ、サ

ガダにはそのような命令はまったく来なかった、とのことであった。ボントック

周辺にいた日本人・日系人は数も少なかったので、日本軍は結果的に彼らを「無

視」したということであろうか。

　このように、日本人小学校で教育を受けたか否か、日本語ができたか否か、日
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本軍の命令が徹底されたか否かの違いが、ボントック周辺の日系人たちとそれ以

外の日本人移民・日系人たちが戦中・戦後に経験したことを大きく分けたと言え

よう。フィリピン人として生まれたボントック周辺の「日系人」は、戦争の全期

間を通じてフィリピン人の隣人であり続け、その後も再びフィリピン人として生

きたのである。
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