マリアナ、レイテ、沖縄の三つの海戦に

参加して思う６０余年（前編）

が、ちょうどガダルカナルが陥
落して、それまで優勢だった日
本が、大きく守勢にまわるその
時期でした。しかし連合艦隊は
殆ど健在。ミッドウェイで空母
がやられましたけれど、まだ日
本の帝国海軍は戦艦武蔵、大和
以下殆ど健在な時期でした。
私が兵学校に入ったのが開戦
前の昭和 年ですから、帝国海
軍は世界最強の実力を誇ってい
ました。また私が卒業した 年
でも武蔵、大和以下殆ど健在で
したので、その海軍がわずか数
年後に完全に壊滅して消滅する
佐世保海軍工廠

11

というようなことは想像もでき
ませんでした。私が卒業した時
は、矢矧が佐世保で艤装中で、
卒業と同時に私のクラスメート
５名が艤装員としての辞令を受
けました。
佐世保に着任しても、矢矧が
まだ工事中でしたので、私ども
は佐世保の水交社に泊まり、毎
日ドッグ（現在の佐世保重工業）
に通ったものでした。

10

16

◎巡洋艦 矢｢矧 に｣ついて

ようやく完成ということで艦
（ふね）に乗ったのですが、そ
の矢矧は開戦直前の昭和 年
月に佐世保海軍工廠で起工され、
翌 年 月に進水したのですが、
この艦の建造は高度の秘密とさ
れ、進水式の時にも１３４号艦
という番号で呼ばれて軍艦矢矧
という名前はいっさい伏せられ
ていました。わずかに進水式で、
関係者に贈られる杯に矢の絵と
それから萩の花をあしらったデ
ザインがしてありました。それ
で、矢矧という名前は全く出て
いないのですが、矢と萩のデザ

17

◎はじめに

45
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30
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只今ご紹介に預かりました池
田でございます。本日、この場
でお話しすることになりました
が、実は私は、今から 年前に
もこの場所で講師としてお話し
たことがあります。その時にお
集まり頂いた皆様の中に元軍艦
矢矧の艦長をしておられた吉村
真武大佐（兵 期）が聴講に来
ておられたことが非常に強く印
象に残っています。それはちょ
うど私が霞が関ビルや京王プラ
ザホテルの設計に携わっていた
時で「超高層建築」というテー
マでお話しました。その頃私は
～８歳、矢矧の艦長吉村さん
は ～５でした。他にも大勢お
られたのですが、話していると
私の眼中に吉村さんしかなくて、
吉村さんの風貌がそのまま今も
よく思い出されます。
吉村さんが矢矧の艦長をして
おられたのは、 ～６歳ごろだっ
たと思います。その頃私は 歳
から 歳まで矢矧に係っており
ました。私どもが兵学校を卒業
したのは昭和 年の９月でした
74

21

武 邦（元巡洋艦「矢矧」分隊長）
池 田

本稿は、平成20年11月27日に水交会で行われた第４０２回定例講演会での標題の講話内
容を、講師の校閲を得て前後２回に分けて掲載するものである。（文責：編集部）
47

15

18

インで、これは矢矧かなと・・・、
これほどに秘密のうちに建造さ
れ、沖縄特攻で最期を迎え沈没
して私が「冬月」に助けられて
佐世保に帰って来た時も、負け
戦なものですから沈没したこと
も全く秘密なのです。
そのときは多くの負傷者が、
私と同じように「冬月」にも助
けられたのですが、沖縄への途
中で救助されてから佐世保へ帰
る、わずか 時間位の間に大勢
の方が息を引きとって戦死され
ました。この方々を陸上に運ぶ
際にも、お棺に入れて運ぶと目
立つものですから、釘を保管す
る樽のような釘箱があるんです
が、その釘箱に御遺体を無理や
り屈める格好にして詰め込んで、
あたかも物資を運ぶような形で
上陸させました。このように全
く秘密のうちに建造されて、秘
密のうちに葬られておりますの
で、一般の方には軍艦矢矧とい
う名前は全くなじみのないもの
でした。
あれだけマリアナ、レイテ、
沖縄の海戦で活躍した軍艦矢矧
ですが、その名前が一般に知ら
20

30

37
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れるのは戦後しばらくたって、
海軍に興味ある方々が、戦史を
調べるようになってからです。
矢矧というのは非常に優秀な
軍艦で、私が初めて航海士とし
て取り組んだ公試運転では、佐
世保から関門海峡を抜けて周防
灘で諸々の試験を行いました。
その時に今でも非常によく憶え
ているのは、最大戦速で走って
・５ノット出るのです。 ・
５ノットで舵を一杯に取ると艦
がグーッと、本当に 度位傾い

その艦に私は少尉候補生から

て、とても立っていられず近く
時も戦闘開始から２時間以上頑
の手すりに摑まるのですが、そ
張って、沈みながらも大砲を最
ういう格好で面舵一杯、取舵一
後まで撃ち続けたというくらい
杯を繰り返しても、非常に操縦
訓練と応急処置が行き届いてお
性能が良くて、新鋭艦というに
りました。応急処置の一例です
ふさわしいと皆が誇らしく思い
けれども、沖縄出撃の時は、も
ました。非常に運動性能がいい。 はや沈むことを前提に準備を致
そのかわり、できるだけ軽くし
しました。出撃前に２代目の原
てありますから、防御が極めて
艦長が甲板士官に命じて、艦内
薄くて、満載で８，５００トン
に積んである応急用の大量の角
位になるのですが、外板は薄い
材（戦闘被害で生じた外弦の穴
鉄板みたいなものですから、台
をふさぐ目的で搭載している。）
風にも何回か会いましたけれど
を全部後甲板に並べてスパニア
も、大きな波にやられるとウォー
ンで結わえさせました。艦が沈
ターハンマーの力で、もう艦が
んだら、その近くに浮いて泳い
ひしゃげるんじゃないかと思う
でいる人が掴まれるように準備
ようなすごい音がします。そし
した訳です。出撃の前に、艦が
て、事実グッと波の力が加わる
沈むことを前提にそこまで準備
と閉めてあった扉が開ける時に
をして最後の最後まで頑張った
歪んでいるという、そのくらい
艦です。それにもかかわらず、
非常に軽くて薄い、防御を犠牲
全く名前が世の中に知られてい
にしてスピードと兵装に重点を
ない・・・、戦艦大和は非常に
置いた艦でした。
有名ですけど、大和以上に活躍
したと私は思っておりますが、
その誕生から最期まで全く秘め
られてしまった「悲劇の巡洋艦」
と言ってもよいかと思います。
私が経験した３つの海戦でも
矢矧の戦闘能力は本当に素晴ら
しいなと感じました。最後は魚
雷を７本、直撃爆弾 発を食らっ
て沈められましたけれど、沈む

11

37

公試中の矢矧（昭18.12.19)

分隊長になるまで、ずっと全く
近は物忘れがひどくて、さっき
転勤なしで乗組みました。戦後
言われた事をすぐ忘れてしまう
調べて見ると同じ艦に２年近く
のに、その５年の事は、まだ昨
ずっと転勤なしで少尉候補生か
日の事のように克明に憶えてお
ら少尉、中尉と昇任し、分隊長
ります。それだけインパクトが
になるまで同じ艦で過ごしたの
強かったのでしょう。
は、クラスメート６２５名のう
私は仕事がら色々な場所で講
ち私１人です。それから３つの
演を依頼されますが、一般的な
海戦全部に出撃したのも６２５
講演で私を紹介するのに、最初
名の中で私１人でした。これは
に『大正何年生まれ』、それか
恐らく人事部で最初に矢矧に乗
らいきなり『東京大学卒業』と
せたまま次の人事発令を忘れた
なって、自分にとって一番大切
のではないかと思う程です。他
な期間である戦争中のことは全
の連中は、必ず何回か転勤して
部省略されてしまいます。私が
いるのに私は全く転勤させてく
事前に提出する経歴にはちゃん
れなかったお陰で、３つの海戦
と書いてあっても一般では全く
を体験し、そして矢矧の生涯と
その事はネグレクトして大学を
共に過ごす、という非常に貴重
出てから、どういうことをやっ
な体験をさせていただきました。 たということしか紹介されませ
ん。
これは戦後の日本では、『戦
◎戦争体験と
争は悪いことだから二度とやっ
戦後の価値観
てはいけない。』『日本が戦争
をやったことは思い出したくも
ないし子孫に伝えるべきではな
い。』という偏った歴史観で近
代史を封印してしまった結果だ
と思います。
私自身、戦後全く戦争の話を
戦後 何年か経ちますが、私
の人生にとって一番ウェートが
あるのは、海軍の５年間です。
その５年間が私の戦後の人生の
殆どを決めていると思うくらい
とても重要な５年間でした。最
60

公の場でしたことがないのです。 ご遺族が泊まるのだということ
本日のような講話をするのも、
を懸命に説得して、やっと宿が
本当にここ２、３年の事で、そ
とれるという状態でした。
れまで海軍関係者以外の方に戦
それから私も結婚しまして、
争のセの字も話していないし、
戦後 年近く経ち、私の子供が
もちろん家族にも話しておりま
小学校３年生になったころです。
せん。
たまたまウィークデイに出張が
早く終って家にいたら、息子が
学校から帰って玄関を開けるな
り、私に向かって、「お父さん、
なんで戦争に行ったの、戦争っ
て悪いことなんでしょう、悪い
ことに何で行ったんだ！」とい
きなり質問をぶつけました。小
学校３年の息子から、いきなり
こんな言葉が飛んで来るという
ことは、要するに学校で、『戦
争はよくない。戦争なんかに行
く事は非常に悪いことだ。』と
いうふうに教えている訳です。
ところが、相手は小学校３年
生ですから、私がいくら説明し
ても理解できず、こちらはもう
何にも言うことがないのです。
それ以来、いくら私がちゃんと
したことを言っても、周りが、
「今どきそんな事を言って・・・」
という感じで、絶対に私の言い
分をサポートしてくれないので
私は、これは非常に大きな間
違いだったと思います。
それは何故かというと、私ど
もが兵学校を卒業した時は、ク
ラスメートが６２５名おりまし
て、そして僅か２年足らずの戦
争が終わった時には生存者２９
０名です。半分以上戦死してい
るのです。それで私達は戦争が
終わった翌年、まず真っ先に生
き残った同期がなすべき事は何
かを考え、戦死者のご家族、ご
遺族をお呼びして靖国神社で慰
霊祭を行うことを計画いたしま
した。そこでご遺族に連絡をし
て全国各地から来られる方々の
ために、靖国神社周辺で宿泊場
所を確保しようとしたのですが、
どこの宿もホテルも、「元軍人
お断り」なのです。我々は決し
て自分たちが泊まるのではない、

20
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す。これが日本の戦後社会なの
疑問に思うことが非常に多いの
です。
です。
私どもは終戦直後から、もう
最近では毎日のように、政治
本当に嫌というほどこういうこ
家や各界の責任者がテレビの画
とを体験しました。自分が子供
面でお辞儀をしている。新聞に
の頃から身に付けた価値観と戦
も頭を下げた写真がデカデカと
後社会の価値観がまるで正反対
出ている。こんな事は、私の価
ですから、自分の価値観で子供
値観では考えられないのです。
に何か言おうとしても、周囲の
責任者が何をもって自分の道徳
人々は「今どきそんなことを言っ
や倫理としているのか、謝れば
たって・・・」という反応しか
いいと思っているのか、現状は
示さないのです。こんなことが
余りにもひどい。日本がこんな
重なると、もうそれはそれでよ
姿になるというのは、私どもの
いと思い、こちらからはもう一
世代では考えられない事なので
切言わない、という気持ちになっ
す。
てしまいます。
このような世を嘆く想いは皆
自分が堅持している価値観と、 同じと見えて、私のクラスの会
戦後生まれの世代が築いてゆく
報にも同様の意見が一杯出てく
新しい価値観が大きく違ったと
るのですが、私は、よくよく考
しても、それはそれで何かいい
えると結局これは自分達の責任
こともあるのだろうと気持ちを
だったなと思います。
切り替え、若い世代への期待も
爺さんや親父からずっと伝え
生まれて、それからは一切関与
られ、幼児の頃から自分達がどっ
しませんでした。
ぷりと浸かって来た日本の価値
観というものを、いま改めて見
直してみても、全世界に誇って
いいものだと強く思います。
ところがそれを私どもはひと
つも次の世代に伝承しなかった。
ところが最近になって、色々
な角度から日本の社会現象を見
ていると余りにもおかしい、こ
れが日本人のあるべき姿か、と

80

18

たまたま、その日は矢矧が沈
んだ４月７日、あの東シナ海の
風景が、昭和 年の４月７日の
海とそっくりなのです。 ～２
メーターの風が吹く空には、ど
んよりと雲が低くたれこめ、本
当にあの日の風景と全く変わら
ない。陸上の風景は 年も経つ
と、がらりと変わってしまいま
すが、海の上は全然変わってい
ない。大自然にとっては 年な
どというのは、ほんの一瞬で、
そこでは何万年、何億年も同じ
ような営みが続いている。
その営みの中で、昭和 年に
ここで矢矧が沈んだ時と全く同
じ風景のなかに息子が立ったこ
とで歴史の重さを彼なりにイメー

11

60
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敗戦という大きな変節があった
番の若手であった私も 歳を過
とは言え、これを正しく伝えな
ぎ、もう最後になるかも知れな
かったことが、結局次の世代の
いと思いながら、平成 年の４
価値観がアメリカナイズされた、 月７日に私が団長となって、矢
ふわふわしたものになり、一時
矧が沈んだ海域で何度目かの洋
的な風潮に大きく流されてしま
上慰霊祭を行いました。その時
うという結果を招いてしまった
に息子に「お前、ともかく付い
のだと思います。
て来い。」と言うと……親父が
言うことだから……と嫌々なが
ら同行してくれたのです。
「戦争は悪いことなのになぜ
行ったんだ！」と私に詰め寄っ
た息子も小学校の先生になって、
もう 歳を過ぎました。ところ
が最近いろいろ話をしてみます
と歴史を全然知らないのです。
日本の近代史を作った日清戦争、
日露戦争という大きな出来事も
学校でちゃんと教わっていない。
余りにも歴史を知らな過ぎます。
息子が小学校の先生でありなが
ら、子供たちに戦争のセの字も
言ってない。ところが最近になっ
て息子はやっと、これは大変だっ
た、良くなかった、という風に
思うようになったのです。
このきっかけは、私が戦後ずっ
と続けてきた矢矧の慰霊祭に息
子を連れて行ったことです。戦
後 年を経て矢矧の生存者の一

50

60

ジしてくれたのだと思います。
数年前にこの海につながる太
平洋で、何万という自分の父親
の世代の若者が命を落としたと
いうことを心の底から実感した
ようです。それ以来息子の態度
がガラリと変わって、私から話
を聞いたり本を読んで勉強する
ようになり、いままでそういう
事に関心を持たず、自分が小学
校の先生でありながら、子供達
に戦争のセの字も話して来なかっ
たことを深く反省して、一生懸
命父親を理解しようと努めてく
れ、ようやく心が通じるように
なりました。
でもこれは例外的なケースだ
と思います。
このあいだ私の番組を作って
くれたディレクターも、実は息
子と同世代で、彼のお父さんも
戦争に行っているのですが、お
父さんは全く戦争のセの字も言
わないで、何年か前に亡くなら
れた。それでディレクター自身
が私を取材しながら、自分達の
世代は親父から何も聞いてこな
かった、しかし何かを聞いてお
けばよかったという想いに至っ
60

たのでしょう。非常に真剣に取
材してくれ、心のこもった番組
に仕上げてくれました。
これは、そのディレクター個
人の感性によるところが大きい
のですが、このようなことを色々
体験してみると、やはり私ども
は、伝えるべき事は伝えなくて
はいけないのだという思いを新
たにします。
我々の日本にずっと伝わって
いる文化とか価値観というのは
その中にどっぷり浸かって生活
している若いうちは良く分から
ないのです。若いころは大変に
非合理的に見えることは沢山あ
りますが、いわゆる近代技術文
明における合理性というのは、
こうすればこうなって、結果は
あーなると言う、理屈で割り切
れる目先の合理であって、文化
や伝統、日本の心などと言うも
のは、長い歴史の中での人間の
生活の知恵の重なりが色々な形
で実を結んだものなのです。
例えば『一寸の虫にも五分の
魂』という言葉があります。若
いときにこの言葉を聞いても・・・
あゝそうか・・・としか思いま

せんが、いま の半ばになって
から、千三百年前の崇神天皇の
時代の木簡にそう書いてあると
いう、『一寸の虫にも五分の魂』
という文字を見ると、これはこ
れで非常に深い意味を感じます。
このように日本の文化というの
は、実は若い頃には分からない。
価値観が理解できないのです。
したがって戦後は、「何のため
に命を捨てるのか、命が一番大
切なのだから自分の命をもっと
大事にしろ！」などと浅はかな
言葉が出て来るのです。生き物
は生まれたときから本能的に自
分の命を大事にします。その本
能を抑えて、自分の大切な命を
国家や世のため人のために投げ
出す・・・と言う行為には、実
は、とても深い哲学や意味があ
るのに、若い時にはそれが分か
らない。ある程度の人生経験を
経てやっと分かるのです。
若者達が、目先の合理だけで
判断することが、如何に浅薄で
あるのかに気付くには、「昔、
頑固親父が色々と訳の分からな
いことを言ってたなあ・・・」
という事に思いが至り、自分も
80

それに近い歳になることが必要
なのかも知れません。
本日はそういう事を含めて、
ちょっと自分の経験を話します。
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◎マリアナ沖海戦

これが矢矧です。私達は兵学
校を卒業するときに航空志望と
か砲術志望とか、配置の希望を
書くのですが、私は「水雷戦隊
志望」と書きました。矢矧は正
に水雷戦隊の旗艦として造られ
ているのです。私はこれ以上な
い配置だと思って、喜び勇んで、
矢矧に乗りました。
カタパルトの近くに、零式水
偵を２機積んでいますが、これ
は索敵性能が非常にいい飛行機
です。
私達 期では卒業と同時に、５
人の少尉候補生が矢矧乗組みを
発令され、マリアナ沖海戦（あ
号作戦）には、５人とも少尉で
参加しています。「あ号作戦」
が終わった直後に移動があり、
その内３人は、転勤して、私と、
伊藤少尉の２人が矢矧に残りま
した。
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昭和 年の「あ号作戦」では
散々やられました。やられて沖
縄まで逃げ帰って、それからも
う１回態勢を整えたのですが、
日本近海では、敵の潜水艦が一
杯いて、対潜警戒ばかりで訓練
になりません。加えて内地には
石油がないために南方、リンガ
泊地まで進出することになりま
す。
戦前は、わが国の石油は大部
分アメリカから輸入していたの
に、そのアメリカと戦争を始め
た訳ですから、一切石油が入ら
ない。内地の備蓄はどんどん払
底します。だから艦１つ動かす、
例えば、戦艦大和のような大型
艦は、ちょっと動いただけで、
何千トンも燃料を使うわけです
から大変です。それで、シンガ
ポールの南の赤道直下にあって
色々な島や珊瑚礁に囲まれて敵
の潜水艦が近寄れない、また敵
機の行動圏外にあるリンガ泊地
という南北が 浬、東西が 浬
位の、訓練するのに適した場所
に移動したわけです。ここはす
ぐ近くに油田があって訓練する
のに最適の場所なのです。した
19
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ていた艦隊がまずタウイタウイ
という前線基地まで出ます。５
月の初めにタウイタウイに集結
して、敵が攻めてくる状況に対
応して「あ号作戦」を発動する
という計画でした。この時は、
小沢長官が最高司令官で栗田さ
んが戦艦や重巡の第一前衛部隊、
空母部隊は大鳳を旗艦として、
翔鶴、瑞鶴、その他の日本の主
力空母群が本隊です。前衛であ
る戦艦や巡洋艦を前の方に出し
て、そこに敵を誘き出している
間に、後ろに配置された空母か
ら飛行機が出て、それをやっつ
ける。
日本の飛行機の性能が非常に
良かったものですから、大体３
００浬位の所から攻撃が仕掛け
られるのです。ところが、アメ
リカの飛行機は、非常に装甲が
重たいものですから、こちらの
弾が当たっても、なかなか落ち
ない代わりに航続距離が非常に
短い。２００浬位しか進出でき
ない。日本は、非常に軽快で航
続距離が長い、その代わり、防
御が少ない、矢矧なみの飛行機
なのです。

それで、アウトレンジ戦法と
いって、敵が届かない３００浬
位の所から、こっちは仕掛けて、
そして２００浬よりちょっと手
前の場所に戦艦や重巡を置いて、
そこへ誘きよせて、こっちがそ
の間に空母を撃つというアウト
レンジ戦法というのをやったの
です。
矢矧は、 戦隊の旗艦として、
大鳳、翔鶴、瑞鶴という空母群
を直衛する任務を付与され、順
調に行動していたのですが、ま
だまだ敵の飛行機は届かない距
離で潜水艦の魚雷攻撃を受けて
しまいます。潜水艦にやられた
のは、実は後で調べると、日本
の艦隊がタウイタウイを出たあ
たりから、散開潜伏していた敵
潜からの情報で、敵には日本艦
隊の動静が或る程度分かってい
たのです。
タウイタウイの沖合に敵潜が
居ることは分かっていたので、
同地に所在する駆逐艦を掃討に
出すのですが、逆に敵の潜水艦
に駆逐艦がやられてしまうので
す。６月７日に「早波」６月９
日には「谷風」が撃沈されまし

<水交 21－7･8>
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リンガ泊地における矢矧

がって、南太平洋やインド洋で
の１つの作戦が終るとここに引
き上げてきて、部隊を再編成し
て訓練を繰り返し、次の作戦に
備える訳です。
矢矧が竣工したのは、昭和
年の 月です。私の配置は艦橋
です。艦橋は、だいたい水面か
ら ｍ位で、この高さから水平
線を見ると、水平線までの距離
が大体１５，０００ｍ位になり
ます。
「あ号作戦」の時には、敵が
どんどんマリアナの方に来ると
いうので、リンガ泊地で訓練し
12

15

10

た。というのも敵潜のソナーの
方が日本のソナーよりも遥かに
性能がいいからです。さらに日
本のソナーは、艦隊で行動中は
味方の雑音が一杯入って、なか
なか敵潜水艦の見分けがつかな
いのです。そういう技術の差が
物凄くあって、残念ながら、日
本は潜水艦に対して有利な戦い
が出来ませんでした。
この作戦では、まず翔鶴が敵
潜の魚雷でやられました。私ど
もが目の前で見たのは、魚雷で
やられた翔鶴が、艦首の方が先
に沈んで艦尾が上がり縦に傾斜
してゆきました。そのうち乗員
が皆飛行甲板に出ます。翔鶴の
場合には、格納庫から飛行機を
飛行甲板に揚げるエレベーター
シャフトから炎が盛んに出てい
ました。そして、だんだん艦の
傾斜が増して行くと飛行甲板上
に大勢いた人が摑まる所がない
から、スベリ台を滑るように、
飛行甲板の上をずり落ちていく
のです。で我々は何とか矢矧を
接舷させようとしましたが、す
ぐに接舷するのは危険な状態に
なり１００ｍ位離れて、もうた

だ見守るしかなかったのです。
見守っていると、目の前で、ボ
ンボン火を噴き出しているエレ
ベーターシャフトの炎の中へ乗
員の方が、まるで、もう虫けら
のように落っこちて行くのです。
結局その火の中に落ちるか、さ
もなければ海の中ですから本当
に火責め水責めというのか、地
獄そのものですね。
この時点では、まだ敵の飛行
機は届かず空襲は全然ない、潜
水艦にやられただけなので味方
は健在なんですけれど、目の前
で我々が一番頼りにしている空
母がこういう状態です。
そして、正に火の中に生きた
まんまの健全な人間がぼろぼろ
と落ちていく様を目の前に見て、
初陣だったものですから、「あっ！
これが戦争というものか」、と
思いました。戦争のセの字も知
らないで出撃し最初に体験した
のが、こういう状態でした。
それから間もなく、今度は大
鳳が魚雷にやられます。で大鳳
は、魚雷にやられてもほとんど
ノットで走って、外観は全く
なんでもないのです。だから、
30

あ あ さす が 大 鳳 だと
思 っ て見 て い た ので
す が 、そ の う ち に大
爆 発 を起 こ し て しま
い ま す。 こ れ は 艦の
内 部 で飛 行 機 の 燃料
が 気 化し て そ の 蒸気
が 格 納庫 の 中 に 充満
し て いた の で 、 それ
を 排 気し よ う と して
排 気 ファ ン の ス イッ
チ を 入れ た ら し いの
です。その時のスパー
ク で 、充 満 し て いた
ガ ス に火 が つ い て爆
発 し たの で す 。 あっ
と い う間 に 巨 大 な大
鳳 が 爆発 を 起 こ して
沈んでしまいました。
大 鳳は 最 新 鋭 の航
空 母 艦で 、 そ の 年、
昭和 年の ３月 に竣
工 し たば か り で す。
出 来 上が っ て ３ ヶ月
た っ たば か り の 最新
鋭中の最新鋭で、しかも南太平
洋海戦で翔鶴、瑞鶴が爆弾で飛
行甲板をやられたために飛行機
が発艦できなくなったという戦
19

訓を生かして、飛行甲
板に 数センチの装甲
を施してありました。
上空からの爆撃にはビ
クともしない新鋭空母
に小沢長官が乗って
「あ号作戦」に出撃し
たのです。
その大鳳が１発の爆
弾も受けずに格納庫の
爆発でひとたまりもな
く沈んでしまった。そ
ういう現実が目の前で
起っても我々は傍観す
るほかありませんでし
た。そして矢矧は、負
傷したり、大火傷を負っ
て泳いでいる人をいっ
ぱい救助したのですが
艦の中で大勢亡くなっ
てしまうのです。自分
自身は爆撃を受けてい
ないのですが、これが
戦争だというのを、嫌
と言うほど味わったの
は「あ号作戦」でした。
（いけだたけくに 兵 期）

10

72

・・・以下次号に続く

タウイタウイ泊地における大鳳
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