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 その年もまた、暑い八月がやって来た。この国の八月はことに地

方では総じて、祖先の霊を迎え、  

 一家が揃って過ごす慣習があった。そのために、帰省ラッシュが

ニュースになり、ラジオ、テレビはもとより、新聞紙面にも大きく

扱われる。実際にこの季節、労働や学習には向いていない気象が続

く。既に、学校は夏休みに入っており、多くの企業も連続して休暇

が取れる時代になっていた。  

 そうした中で、この国では戦争が終わってからこの方、八月には

国を挙げての行事が行なわれている。戦争が終わったのが、八月十

五日だったというのは何かに仕組まれた結果だったのであろうか。

それは奇しくも、祖先の霊を迎えている日だった。それより前、八

月六日には廣島に人類初の原子爆弾が投下され、続いて九日には長

崎に同じ爆弾が投じられ、多くの市民が殺傷された。戦争による惨

禍はそれだけではなかったのだが、原子爆弾という、これまでと次

元の違う兵器が使用されたために、その悲惨さが強く印象付けられ、

戦争終結の要因にもなったとの認識が内外に定着している。  

 以来、六日は廣島で、九日は長崎で平和を祈願する大会が開かれ

ている。それはそれでいい。例え、稔りのない祈りであっても、祈

りは一時、安らぎをもたらす。罪の意識から遠ざかれる。しかし、

幾ら原子爆弾による犠牲者を悼み、そこで平和を誓い、戦争の根絶

を謳ってみても、弱者が葬り続けられる人類の構図は変わらない。

変えようがない。そして、強者は常に弱者を切り捨てる行為によっ

て、自らの安泰を図って来た。その構図を変えようとするなら、強

者は自らを否定しなければならないだろう。弱者の側からはそれが

言えない。  

 廣島へはこれまでも、何回か行っている。しかし、いずれも仕事

で立ち寄っているので、市内を余り歩いていない。見ているのは原

爆資料館ぐらいだろうか。だから、御幸橋に就いてはつい最近まで



知らなかった。原爆資料館内に、その記述があったかどうかも定か

には記憶していない。それを知ったのは友人の絵による。彼の絵が

廣島にある造船会社のオーナーに気に入られていて、彼は何回か廣

島へ行っている。その折々に、広島市内を描いて来ていたのだが、

中に御幸橋があった。彼は言った。  

「原爆が落とされた後、被災者たちは暁部隊に助けられ、この橋を

渡って救護所に運ばれたそうだ。しかし、それよりも僕が堪えたの

は、明治以降、数十万人に及ぶ兵士がこの橋を渡って大陸に行き、

そのほとんどが再び、この橋を渡ることなくかの地で果てていると

いう話だ。それで、僕は御幸橋を描いて来た。橋そのものも老いさ

らばえているような気がしてね。程なく消え去ってしまうに違いな

い。いや、橋そのものは架け替えられるに違いないが、そうなって

しまうと、その橋が背負って来た重みも消えてしまうのではないか

と思えたからね。実際、今でももう、そんな話をする人は少なくな

っているそうだ」  

 調べてみると、友人が懸念していたように、彼が描いた橋は既に

消え去り、平成二年八月に新たな橋が完成していた。もっとも、友

人が描いた橋も、昭和六年に、広島市内で初の軌道併用橋として架

け替えられた二代目のものだったが、昭和六年という年代を思うに、

それはあの、日本の侵略を言われた時代のすべてを背負って、二代

目に架け替えられたようにも受け取れる。  

 最初の御幸橋は明治十八年五月に、広島市内と宇品港を結ぶ木橋

として造られている。同年八月、中国地方を巡行中の明治大帝が渡

ったのを機に御幸橋と名付けられた。宇品はもともと、廣島の産業

振興を謳い文句に建設が始まったものだが、日清戦争に突入して、

そこが軍港としての機能を負わされて行くのもまた、時代の流れだ

ったと言えよう。  

 明治大帝はその後、黄海海戦から帰還した艦隊を宇品に出迎えて

いるから、御幸橋は何回も渡っているのであろう。そして、宇品は

軍の要衝として定着する。以来、宇品港は兵士が大陸に渡る拠点に



なるのだから、数十万とも言われる兵士が御幸橋を渡ったとされる

のも頷ける。  

 友人の絵を見たのがきっかけとなって、御幸橋を一度、見ておか

なければならないとの気持ちを抱いた。自分自身も生きて来た昭和

を刻印するに欠かせない橋のように思えたからだった。もちろん、

大陸や南方の戦場に向かった兵士たちがすべて、御幸橋を渡って出

て行ったわけではなかろう。  

 日本の他の港からも、なお多くの兵士が海外へ向かっているはず

だった。しかし、その象徴として、御幸橋は見ておかなければなら

ないように思えた。しかし、ただ、それだけのために廣島まで行く

余裕がないまま、日を送っていた。たまたま、熊本に所用があり、

その帰りに寄る日程を考えた。熊本から空路帰京する予定を変更し、

鉄道で博多に出て新幹線を使えば、廣島で途中下車し、御幸橋まで

行って来ても、その日のうちに東京に戻れるに違いない。念のため

に、廣島市役所に電話を入れた。廣島駅から市電があり、三十分程

かかるとの答えだった。さらに、御幸橋には被爆地廣島とは別の意

味合いがあるように聞いているがと問い掛けると、廣島がかつての

時代、軍事拠点だったのを否定してはおりませんし、御幸橋に就い

ても、その旨記述してありますとの返事があった。  

 八月も終わりに近かった。旧盆を外しているからと安易に考えて

いたのだが、列車はいずれも、子ども連れの旅行者や若者たちで溢

れていた。確かに、まだ夏休み中だった。そして、それは平和な国

の豊かさを謳歌している光景でもあった。彼らに、御幸橋に就いて

問い掛けてみても意味はなかろう。座席指定が取れないまま、デッ

キの壁に背をもたせて、列車の振動を受け止めているしかなかった。 

 ふと思った。昭和十五、六年頃だったろうか。満鉄の話を聞き、

そのアジア号に憧れた時代があった。それは西欧列強の狭間にあっ

て、日本が手に入れた大陸への拠点に位置付けられていた。そして、

それを基幹とし、東京から本州を貫く弾丸列車が想定され、その鉄

道構想は朝鮮半島から中国大陸に及び、果てはシンガポールにまで



達するものだった。つまり、アジアを縦貫するレールが私たちの脳

裏にあった。ある詩人が、東京駅を出発するその特急列車を送る詩

を書いている。彼は戦後、自分の詩集から、その詩を削除してしま

ったが、今、新幹線が日本列島を貫いて走っているのをどのように

受け止めているのであろうか。新幹線が東京、大阪間を走り始めた

日、その詩人は東京駅を出発する車両にかつての日の思いを重ねた

ものかどうか。その間の推移は僅か二十年程でしかない。  

 熊本を午前中に出発しようと思っていながら、結局は昼過ぎの特

急になってしまった。それで、廣島に着いたのは四時を回っていた。

市電では時間が掛かりすぎるようだし、下車してあまりの暑さに辟

易もしていたので、直ぐにタクシーに乗った。御幸橋という僕の言

葉に運転手は頷いた。廣島でなら、誰もが知っている橋なのであろ

う。車は淀みなく市街地の中心部を抜け、僕を御幸橋のたもとに運

んだ。夏の午後の強い日差しを浴びて、その橋はあった。その上を

車が走り、人々がためらいなく渡っている。それが日常だった。そ

の橋の上を数十万の兵士が渡り、大陸や南方の島々に行き、かの地

で果てているからといって、その橋を回避するわけにはいかない。  

 汗を拭う。埃も酷い。タクシーを乗り捨ててしまったのを後悔し

た。暫く待たせておいて、そのまま廣島駅に引き返せばよかった。

しかし、せっかく来たのだから、その橋を渡ってみようとの気持ち

になった。資料によれば、確か百六十メートルとあった。それ程の

長さではない。渡り始めて、兵士を想った。彼らは多分、隊列を組

んで、この橋を渡ったに違いない。彼らは伏し目がちだつたろうか。

或いは昂然と目を挙げ、行く末を見据えていたろうか。そして、こ

の橋を渡って戦場に赴く自分の生命をどのように受け止めていたも

のか。いや、彼らは何も考えずに、ただ、黙々とこの橋を渡って行

ったのかもしれない。もちろん、私語は許されまい。橋は彼らの靴

音しか聞いていない。  

 渡り終えて、直ぐに向きを変える。廣島側の市街地に戻るためだ

った。再び橋の上にかかって気付いた。二、三歩後ろを同じ歩調で



男が着いて来ている。そんな気配を感じた。橋のほぼ中央辺りまで

行った所で立ち止まり、振り返った。男も立ち止まった。かなりの

年配に見えた。服装もみすぼらしい。  

「何か？」  

 後ろを付けられているような思いに駆られて振り返ったのだが、

男の表情には、そんな影が看取れなかった。  

「気を悪くなさったのなら、お許しください。自分はあなたが橋を

渡って来なさるのを見ていました。初めから気付いていたわけでは

ありません。この辺りですかね。あなたが俯いて歩いているのが目

に留まったのです。物思いに沈んでいるような歩き方でした。ふと、

自分がこの橋を渡った時の姿を想い起こしたのです。あの時、自分

も自分も俯いてこの橋を渡りました。前の戦友の軍靴の踵しか見て

いませんでした。そして、もう二度と生きて、この橋を渡ることは

あるまいと考えていました。自分にとっては、彼岸に渡る橋だとし

か思えませんでした。どうしたわけか、あなたが歩いて来る姿が自

分に見えたのです。いえ、あなたは軍服を着ているわけではありま

せんから、自分に見えたというのは全くの幻想でしかないのですが、

五十年前の自分はあなたに似て痩せていましたから、同じような体

形に想いが重なってしまったのかもしれません。そのあなたが橋を

渡り終えると直ぐに向きを変えて戻り始めたので、つい、後を追う

ようになってしまったのです」  

「そうでしたか。あなたはこの橋を渡って戦場に行かれたのです

か？」  

「そうです。そして、生き延びて帰ってきました。自分と一緒に渡

った戦友はほとんど戦死してしまいました。ここを渡って行った兵

士で、生きて帰還できたのは数えるほどしかいません。自分は病弱

だったために原隊を離れていましたので、幸運に恵まれたわけです。

それで、帰って来ましてからは毎日、ここを訪れて帰れなかった戦

友に詫びているのです」  

「あなたの幸運をお祝いしましょう。そして、そんなあなたに出会



えた幸運に驚いています。あなたがお感じになったように、この橋

を渡って戦場に赴いた兵士がどんな思いでここを歩いていたものか

を考えながら足を進めていました。それがあなたには判った。実は

この橋の由来を友人から聞いて、是非一度見ておきたいと思い、訪

れたわけです。やはり、ここを渡る時にはもう、生きては帰れない

とお思いでしたか？」  

「そうですね。自分が渡った頃はまだ、日本軍が勝っていると言わ

れていましたから、それ程、恐怖に駆られてはいなかったと思うの

ですが、それでも兵士たちは一様に、生きては帰れないととの思い

を抱いていたに違いありません。誰もそれを口にはしませんでした

がね。それがお国のためであり、親や子を生かすための道だと、自

分に言い聞かせていました」  

 五時に近くなった頃合いだったろうか。東京より西であるためも

あろうが、夏の太陽はまだ高かった。それでも、東京まで帰るとす

るなら、そろそろ、廣島駅へ急がなければなるまい。そんな思いで

男に別れを告げようとすると、男の方が先に言った。  

「こんな時刻でした。やはり夏の夕刻で、強い日差しを浴びて歩い

ていました。営庭に整列した時は暑さに参っていました。ですから、

行進が始まった時には全身が汗まみれで、それが気になっていたの

ですが、どうしたわけか、ここを渡る頃には汗を忘れていました。

それだけ、死への思いが募っていたのでしょうか。それで、自分は

この時刻に、ここに来るようにしているのです」  

 どちらからともなく歩き出した。肩を並べて歩いた。背格好は似

たようなものだった。一方で、急がなければならないと考えながら、

男の歩調に合わせて歩いていると、むしろこのまま、その男との語

らいを続けなければならないような気分にもなっていた。場合によ

ったら、寝台特急でもいいし、駅の近くにビジネスホテルがないわ

けでもなかろう。  

 しかし、歩きながらではこれ以上、話の進めようがないようにも

思えた。といって、近くに格好のティールームがあるようにも見え



ない。いや、そればかりではない。汗と埃で参っている。思いが交

錯する。  

「お近くですか？」  

「歩いて四十分程の所です。それで、往復二時間ぐらいのつもりで

出掛けて来ます。運動にも、ちょうどよい距離です」  

「そうですか。それは何よりです」  

 それで決心が着いた。これから、四十分も一緒に歩くわけにはい

かない。  

「それではここで失礼します」  

橋を渡りきった所だった。市電を待つ気はなかった。道路を突っ切

ってタクシーを拾おうと思った。  

「どちらへお帰りで？」  

「東京です。ですから、廣島駅まで行きます」  

「東京からわざわざ？」  

「いえ、仕事の途中で寄ってみたのです」  

「そうですか。それではもう、時間がありませんね」  

 東京行きの新幹線の発射時刻を確かめては来なかったが、東京着

を深夜の十二時近くとして逆算してみると、六時ぐらいに発車する

新幹線があるかもしれない。とにかく急いでタクシーを拾わなけれ

ばなるまい。  

 男は名残り惜しげに手を差し出す。握手をして別れようというの

か。荒れた手だった。しかし、温もりがあった。意外に強く握られ

た。  

「残念です。これから、自分の隊長の所にご案内しようかと思って

いたのですが」  

「隊長？」  

「いえ、部隊は違うのですが、引き揚げの時に一緒になり、面倒を

見てくれた士官です。それで、ずっと隊長と呼んでいるのです」  

「この近くに住んでいらっしゃる？」  

「近くと言っても、二十分ほど先になりますが、御幸橋に関心をお



持ちの方をお連れしたと申せば、喜んでくださると思いましてね。

隊長は現地で自決しそこなったのを悔やんでおりました。しかし、

帰ってみると、とても死ねないという思いになったそうです。それ

で、自分が戦友に詫びている気持ちが解ると申しまして、自分が寄

るのを心待ちにしているのです。隊長は車椅子でしか外出できませ

んから、月に一度か二度、自分が車椅子を押して、ここに来るよう

にしているのです」  

「お寄りしましょう。東京に帰るのは明日でも構いませんから」  

 せっかくの機会だった。士官というからには職業軍人だったに違

いない。兵士に御幸橋を渡らせた側の立場にある。戦友に詫びてい

るという、この男の心情をどのように受け止めているのか聞いてお

くのもいい。  

 訪れた隊長の家は二間しかない粗末な建物だった。庭とはいえな

いにしても、雑草の生い茂った荒地がかなり広くあり、それが救い

に見えた。妻であろう老女が男を迎えた。  

 縁先から上がった男が椅子に坐っている隊長を椅子ごと抱え挙げ

て、縁先に運んだ。  

「お上がりくださいとは申せませんで」  

 老女がひそやかに言った。  

「いや、ここで結構です」  

 男に従って、縁先に立つ。男が隊長の耳許に口を寄せ、何か言っ

た。隊長は頷くと、一度背筋を伸ばすようにしてから、頭を下げた。  

「耳が遠いので、大きな声で申してください。それでも、あまり聞

き取れないものですから、こちらの言うのに関係なく、自分の考え

だけを答える場合があります。自分の都合だけで返事をするのです」 

「お年を召しますと、皆さん、そうなりますよ」  

「自分が奔走しまして、市の施設をお勧めしたのですが、聞き入れ

てくれません。こんな所が自分には似つかわしいと。それに、年金

も断っているそうです。息子さんが大阪で事業をしているとかで、

その仕送りで何とかやっているのでしょう。もう、国家の世話には



なれないというのが信条のようです」  

「息子さんがしっかりしていて、よかったですね。もし、息子さん

がいらっしゃらなかったら、信条がどうあれ、ご夫婦だけで生活で

きるわけがありません」  

「そうじゃ。その通りだ」  

 隊長が笑みを浮かべて言った。しっかりした口調だった。それに、

こちらの言葉を聞き取った上での返事に違いない。  

「多くの兵士を殺しておきながら、その上に築かれた富を自分のも

のにして、ぬくぬくと生きている輩が許せん」  

 続けて言った。西に傾いた日差しが軒をかすめて、隊長の表情を

浮き上がらせている。しかし、気温はまだ下がっていない。夕凪と

いうのか、むしろ蒸れた大気が辺りを包み込んでいるようにも感じ

る。ハンカチを取り出して首筋を拭う。老女が、気付きませんでと

言って、濡れたタオルと座布団を持って来てくれた。それで顔を拭

い、座布団の上に腰を下ろす。  

「御幸橋に関心を持たれて、わざわざ来てくださったと聞きました

が、お若いのに、どうしてまた？」  

「若くはありません。昭和を生きて来て、もう既に平成ですが、自

分にとっての昭和とは何であったのか、それを知りたくて、多くの

所に出掛けています。その中で、御幸橋の話を聞きました。そこを

渡った数十万の兵士が死んでいます。昭和はそれを引き摺っていな

がら、それを消して平成を迎えています。だからといって、御幸橋

を葬り去ってはいけない。そう思えたからです」  

「今、この廣島では、アジア侵略の基地だった過去を問う声も挙が

っています。当然でしょう。御幸橋を渡った数十万の兵士がアジア

各地を蹂躙したのですから。しかし、彼らは侵略ために海を渡った

とは思っていない。すべて、お国のためだった。そして、お国のた

めに死んでいる」  

「そうでしょう。ですから御幸橋を見ておきたかったのです。多く

の兵士がそこを渡って死んで行ったという事実を忘れてしまっては



いけないのではないか、それを語り継ぐというと大袈裟になるかも

しれませんが、少なくても、数十万の全く無名の、誰にも顧みられ

ない男たちに、せめて同じように無名で、ただ、ひたすら昭和を生

きて来た一人として、敬意を表しておきたいと考えたわけです。同

時に、過去、何世紀にも亘って、戦い、そして死んで行った多くの

男たちを思い、そこに、人類のありようを感じておきたかったので

す」  

「そのように、御幸橋を見てくださった方が一人でも二人でもいな

さったのを知り、わたしは思い残すことなく彼岸に渡れます」  

「しかし」  

 言いかけて、言葉を切った。ここで、改めて彼の過去を問うまで

もないと思った。彼が将校であったというなら、彼は数十万の兵士

を死に追いやった一人ではなかろうか。それを思い、今は贖罪の念

に駆られているというのであれば、それを素直に受け止めなければ

なるまい。  

 差し込んでいた西日も薄れていた。辞去すべき頃合いだった。腰

を屈めて挨拶しようとした時に、さらに言葉を掛けられた。  

「ご迷惑でなかったら、もう暫く聞いてください。あなたのような

お方に、お話できる機会は二度とないように思えますので」  

 既に、その日のうちに、東京まで帰り着くのを諦めていた。急い

で、廣島駅に向かういわれはなかった。  

「どうぞ、おっしゃってください」  

 隊長は満足げに頷く。それからおもむろに口を開いた。  

「わたしは貧農の次男坊でした。しがない小作でしたから、外へ出

て生きなければならない。それで選んだのが、軍の学校でした。経

済的にも、それから、その後の身の処し方のためにも。ありていに

申せば、わたしたちの時代には、貧農の息子が世に出る唯一の道は

軍の将校になるしかなかったのです」  

 振り返って、老女に言った。  

「例のノートと鉛筆を持って来てください。なにしろ年ですから、



覚え書を確かめないと間違ったことを申してしまうかもしれません

からね。それから、あなたのお話もメモしておきたい」  

 メモに残されては困るとは言えなかった。隊長は受け取ったノー

トを開き、さらに、メモを取るためにか、便箋を添えた。  

「今、総じて軍事政権が非難されています。そして、独裁政権もね。

しかし、それも歴史の流れを見て参りますと、そこには避けられな

い要素もあります。我が国の近代化は明治の革命に拠るものだった

のはご存知の通りです。徳川という旧体制を崩壊させたのは時代の

趨勢でもあったのでしょう。そして、薩摩や長州が天皇を担いだ結

果でもありますが、実際に戦ったのは多くの農民だったのです」  

「それは存じております」  

「いや、それはそれでいいのだが、その流れの中で、天皇を頂点と

する軍事力が確立するという日本の歴史を語りたい。欧米の列強に

対峙するために、軍事力の強化が進められる。日本の近代化は軍事

力の増強に引き摺られたと言ってもいい。わたしも農民の出です。

しかし、三男坊でしたから引き継ぐ農地がない。それで、陸軍の学

校に入ったわけですが、そうしたひとたちを集めて、日本は国家と

しての地歩を築くわけです」  

 自分の立場を正当化しようとするための話かもしれない。それな

ら、それでもいい。この際、意見を挟まずに黙って聞くだけだと覚

悟を決めた。  

「いけないのは、何時の時代でも、また、何処の国でも同じでしょ

うが、軍事力がそのまま権力になってしまう恐ろしさです。軍事力

を誇示しなければ国家は成り立たない。それも、人間の性なのでし

ょうか。わたしはそれを知らずに将校になってしまいました。後に、

わたしなどがあらがってみても、国家を否定するわけにはいかない。

思うに、明治の変革がなければ、数百万の兵士が御幸橋を渡るよう

な事態にはならなかったに違いありませんが、そうなると、今日の

日本も存在しなかったでしょう。あの時代、東洋の各地は欧米の列

強によって蚕食されていました。そうした中で日本は開国を強いら



れ、国家としての対応を迫られました。歴史に仮定は許されません

が、日本の各地がそれぞれに対応していたらどんな結果になったか、

それはあなたたちに考えて頂きたい問題です。日本が欧米に対峙し

て、国家を維持するために、日本の軍隊は大陸に渡らなければなら

なくなってしまった。その時から、昭和二十年の敗戦に至る道筋が

出来上がっていたと言えましょう。それに就いても、わたしはあな

たたちに検証して貰いたい。それ以外の道筋が選べたものかどうか。 

一つには、アメリカが開国を求めた時に、すぐさま、アメリカの属

領になってしまえばよかったとの選択があったかもしれない。しか

し、それでは、国家としての日本は存在しない。何も百年に近い時

間を費やして、数百万もの男たちを生贄にして、いや、男たちばか

りではありませんね、戦闘要員でなかった女性まで巻き込んで、そ

の犠牲の上に今日の日本があるのだとしたら、わたしは目を閉じる

しかありません。愚かな百年だったのでしょうか」  

 彼はそこで、ノートのページを繰った。  

「わたしが、日本がアメリカの属州になっていたらと申した点に付

きまして、東南アジアに詳しい友人が話してくれました。それはつ

まり、あちらでは日本が逸早く英語のノウハウを消化したので、ア

ジアの他の地域に先駆けて豊になったと見ていると言うのです。明

治の近代化も、戦後の驚異的発展も、まさにアメリカ化によっても

たらされたと思われています。それなら、日本は早くに、アメリカ

の属州になっていればよかったと言えなくもありません。しかし、

そうでしょうか」  

 隊長はノートを閉じて目を瞑った。長い語りに疲れたに違いない。

今度こそ辞去する機会だと思った。腰を折って頭を下げる。彼には、

それが見えなかったのだろう。頭の上を彼の強い言葉が走った。  

「わたしは思い違いをしていたのかもしれません。愚かだったと言

うべきでしょうか。敗戦を知らされた時に、わたしは自決を図りま

した。国家に殉じるという思いだったのです。ところが、その時、

国体は護持されたと聞かされ、自決を思い留まりました。軍の尊厳



も維持されたと考えたからです。しかし、そうはならなかった。そ

れ以後の状況はわたしが申すまでもないでしょう。あなたはお若い

から、軍人勅諭というものをご存じないかもしれないが、それによ

ると、我が国の軍隊は国体の中核をなすとされていました。ですか

ら、国体が護持されたのなら、軍の尊厳も存在すると理解したので

す。天皇の問題ではありません。国家としての尊厳です。しかし、

それもアメリカの都合によって寸断されてしまう。それ以上は繰言

になりましょう。それが、あの明治の時代から日本の近代化向けて

組織され、挺身して来た若者たちへの仕打ちだったわけです。つま

り、国家である限り、多くの若者たちは国家の消耗品でしかないと

いう現実です。この御幸橋を渡って国家のために戦場に赴いた兵士

たちも消耗品でしかなかった。ですから、わたしはこの八月を迎え

ますとどうしても、その夏の先にありますものに、祈りを捧げるし

かないのです」  

 どのようにして眠ったものか覚えていない。もちろん、廣島駅の

近くまで戻り、ビジネスホテルに部屋を取ったのは知っている。だ

から今、こうして、その部屋で目覚めているのだが、夕食に出てか

らの行動が欠落している。いや、それを言うなら、あの隊長の話の

途中辺りから、記憶が混濁してしまっているようにも思われる。原

爆が投下された廣島の街。被爆した人たちがうめき彷徨った道筋。

そこを歩きながら酒を飲んだ。被爆者の肉体を血を飲み込んだ土壌

の上に、近代的なビルが建っている。そうした犠牲があって、近代

化は進んでいる。そして、国家にとっての消耗品は何時でも、消耗

品でしかない。頭が痛い。深酒の後遺症に違いない。一日遅れてし

まった帰京だった。  

 急いで新幹線に乗るまでもなかつた。  

 隊長が別れしなに言った。比治山に登ると御幸橋が見下ろせるし、

その向こうにある宇品港も見えると。  

 朝食は欲しくなかった。コーヒーを飲んだだけでホテルの清算を

済まし、タクシーを呼んで貰った。比治山と言うと直ぐに頷いた。



小高い丘の上は展望台のある公園になっていた。その辺り一帯も、

かつては軍の施設が連なっていたと言う。そして、あの被爆の日、

この丘は焼け爛れた人々で埋ったと運転手は語った。  

 見下ろすと、昨日歩いた御幸橋が川面に跳ねる陽光の中に浮いて

いた。その向こうが宇品港なのだろう。今ではもう、軍の拠点だっ

た港というイメージはない。ただ、もしまだ、戦いが続いていたと

したら、この丘の上から港を展望するのは許されなかったろう事情

は受け止められた。だから、この辺りには軍の施設が林立していた。  

御幸橋の向こう側には自動車会社の敷地が広がっていた。そこには、

輸出用の乗用車が整然と並べられている。雲が切れ、夏の強い陽光

が差し込み、それらの乗用車が輝いて見えた。彼らもまた、そこか

ら船積みされて海外へ渡る。日本の近代化を、そして豊かさを支え

る戦士は今も無言で、鋼鉄船の船倉に向かっていた。  


