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（後編）

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）

◎レイテ沖海戦

〔承 前〕

次にレイテです。このレイテ
の時は、空母は瑞鶴ほかがいた
のですが、もう飛行機がありま
せんでした。あのマリアナの海
戦で、いわゆる「七面鳥落とし」
と言われるような状態で殆ど飛
行機がやられてしまったのです。
日本は一度大規模な作戦を行っ
て、艦が沈んだり飛行機がやら
れると後が続かなかったのです。
ところが、アメリカでは以前の
戦いで日本側が沈めたと思って
いた空母や戦艦が、次の戦闘に
なると、もうその倍くらいの数
になって出てくるのです。まる
で魔法の如くやればやるほど数
が増えてくるのです。マリアナ
の時の数の対比では、日本の全
艦隊の大体２倍の勢力を出して
おります。そして、日本側は、
殆ど戦わずして潜水艦にやられ
てしまいました。
レイテの時は、今度は飛行機
なしで全艦隊、大和、武蔵以下、
日本の持てる海上兵力を全部投
入して戦ったわけですが、敵は

更に日本の３倍以上の艦隊と航
空兵力を持っていました。これ
は、あたかも宮本武蔵が日本刀
で、ピストルや機関銃を持って
いる３倍の数の相手に対して立
ち向かうようなもので、初めか
ら勝負になりません。
武蔵はシブヤン海で戦いまし
た。シブヤン海というのは、フィ
リピン群島の真中あたりにある
海で広さはちょうど瀬戸内海ぐ
らいです。そういう余り広くな
い場所で、敵の飛行機が次々と
入れ替わり立ち代り攻撃をかけ
て来ました。

攻撃される側は投下される爆
弾や海面下を走ってくる魚雷か
ら回避運動をやるのですが、残
念なことに武蔵は、最初に艦橋
をやられたのです。艦橋には艦
の重要な機能と組織の中枢が集
まっていますから、敵は艦橋を
狙うのです。艦橋に当たると頭
脳をやられるのと同じで、体は
健全でも命令を出す機能が駄目
になりますから、艦の運動が極
端に鈍ってくる。すると、敵に
も運動性能が落ちたことが分か
りますから、次の敵機が皆そこ
へ群がってくるのです。回避運
動をうまくやっている所には、
なかなか敵は来ないのですが。
それで武蔵は犠牲になったよう
な感じでした。
ここでは矢矧も遂にやられま
す。前甲板の至近に爆弾が落ち
て錨鎖庫の外板に直径４ｍ位の
穴が空いて、そこから海水がど
んどん流れ込み、グーッと艦が
前の方へつんのめるように減速
してしまいます。スピードを出
すと水の入る量が排水する量よ
りも多くなる。一時は、６ノッ
ト以上出すと水が入ってバラン
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トラックでの武蔵と大和

スが崩れるという悪状況で、戦
闘の最中に一生懸命排水したり、
防水区画を補強したりの運用科
の必死の努力で、どうにか ～
３ノットまでは出せると、いう
ところまで立ち直るのですが、
少しでもスピードが弱まると、
たちまち、敵機が群がって来る。
それらの攻撃を回避する運動を
やるのですが、健全な時よりも、
ずっと回避運動が鈍くなるので
す。だからちょっとやられると、
加速度的に被害が大きくなる。
矢矧も一時非常に危険な状態に
なったのですが、どうにか応急
処置がうまくいって、 ノット
位までは大丈夫だというので翌
日の 日にはレイテの沖合で、
かなりの戦闘をやります。
30

22

この写真は武蔵か大和が攻撃
されている所です。大型戦艦は
飛行機から見るとスピードが全
然違って、運動は鈍重で、こう
いう場面になると、もう巨大な
大砲なんか意味をなさいのです。
飛行機に対して サンチ砲を撃っ
ても殆ど意味をなさない。遠く
の方で編隊を組んでいる敵機に
46

私の艦は、前甲板への至近弾で
錨鎖庫に浸水したのが最も大き
な被害ですが、度重なる空襲で
艦橋にも何人か死傷者が出まし
た。艦橋の床は人が滑らないよ
うに鋼板の上にグレーチングと
呼ばれる木材で組んだ格子を敷
き詰めてあるのですが、死傷す
ると多量に出血するものですか
ら、グレーチングの下に血が溜
まり、艦が舵を切って傾斜する
たびに、血がどどっと左右に流
れ動きます。
その血の生臭い臭いが強烈な
のです。それに硝煙の臭いが混
ざります。戦闘中の食事はおに
ぎりも作れませんから、昼時は
乾パンをかじるのですが、その
乾パンにも血が一杯付くもので
すから、その中からきれいなも
のを選んで食べるというような
状況です。しかも総員が戦闘配
置に付いていますから死傷者を
下に運び降ろす手がない。艦が
傾斜するたびに戦死した乗員の
遺体がころがって動き回ります
ので、脇に寄せて、何とか固定
するというような状況で、今こ

10

の場でいくら説明しても硝煙と
血生臭さが漂う艦橋の様子はな
かなか言い尽くせるものではあ
りません。

そういう状況で、レイテ沖海
戦には、武蔵、大和をはじめ重
巡が鳥海、摩耶、愛宕など、
隻、軽巡が矢矧と能代の２隻が
参加しているのですが、武蔵は
沈んで、それから重巡はわずか
に羽黒と利根が残っただけで、
あとは全滅です。軽巡の矢矧と

攻撃 を受 け る 武蔵

レイテ海戦での大和

対しては、三式弾が非常に有効
だったのですが、最初、編隊で
侵攻してくる敵機群を狙って大
和がいきなり撃って５～６機一
度に撃墜する、とたんに敵はバーッ
と拡がって編隊を解いて、全部
バラバラになる。そうすると、
もう大砲を撃つ意味がなくなっ
てしまいます。結局、巨大な大
砲は、航空攻撃に対して用をな
さず、遂に武蔵がやられました。
これらの写真は、敵機が上空
から撮ったものです。外から見
ても分かりませんが、実は、艦
の中は修羅場なのです。例えば
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25

能代は姉妹艦ですけれども、能
代は 月 日やはり爆撃で沈没
します。矢矧は生き残るのです
が、随分やられて、私のクラス
メートで矢矧に乗組んだ５人の
うちで２人だけ転勤を免れてい
た伊藤中尉は、右舷の高角砲指
揮官として戦闘中、 日に貫通
銃創を負い、 日に息を引き取
りました。クラスメートは私一
人になってしまいました。
艦の中は戦闘が終わって戦場
を離脱した後が大変なのです。
10

26

26

25

シブヤン海に沈む武蔵（S19.10.24)

際は「あ号作戦」の時には艦は
自信に繋がりました。もう俺は
殆ど被害を受けず、戦死者は出
大丈夫だという思いがしました。
ていないのですが、翔鶴や大鳳
最後の沖縄の時は、これはもう
の悲惨な状態を目の前で見て、
レイテなんかの比ではなく、艦
冷静さを失ってしまっていたの
そのものが沈没するのですから、
です。戦闘記録を清書する時に
ずっとひどいんですが、沖縄の
それに気付き、俺は何とだらし
時はレイテの時よりもずっと自
ないんだろうと、非常に反省し
分は色々なことを客観的に見る
た覚えがあります。
ことが出来たし、それから状況
に応じた指示もできたという感
それから３ヵ月後、またリン
じが致します。
ガ泊地で、それこそ昼夜を分か
たない訓練のあげく、このレイ
◎沖縄水上特攻
テに出てくるわけですけれども、
その時は「あ号作戦」より遥か
沖縄の時は、午前 時半ごろ
に艦内戦死者もあったし、クラ
から空襲が始まったのですが、
スメートも戦死するし、もう艦
橋は血の海で大変だったのです
が、後でその戦闘記録を見たら
誤字脱字がないのです。僅か３ヶ
月の間に、「やあ俺はたいした
ものだ。」と、自分でびっくり
する位非常に冷静にきちっと書
いているのです。このように二
十代の若い時に、そういう場を
踏むと平和な時には何十年かかっ
ても出来ないような修練を一挙
にやってしまうのですね。
空 襲に さ ら さ れ る 矢矧
私にとってこのことは大きな
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壁や天井にいっぱい貼り付いて
いる肉片をホースで洗うのです
が、眼で見える所は綺麗にして
も、穴の中に残った肉片が南方
の暑さですぐに腐敗して物凄い
腐臭がするのです。直ぐ腐敗す
る。その臭いがなかなか消えま
せん。
こういうふうに戦場における
艦内は、惨憺たる状態です。そ
ういう中で過ごすという体験を
二十（はたち）の時にしたわけ
です。二十というと兵学校で随
分訓練で体を鍛え、精神を鍛え
られているのですが、実際にそ
ういう修羅場に直面した時にど
うなるかということですが、こ
れは航海士として艦橋にいた私
の個人的な体験です。戦闘記録
を取るのも航海士の大事な仕事
ですが、「あ号作戦」の戦闘中、
自分は非常に冷静なつもりで全
部記録を取りました。後で戦闘
記録を提出するために整理をし
ていて非常に恥ずかしい思いを
したのは、自分では冷静に書い
たつもりが、誤字脱字の多いこ
と、あがっているのですね。実

11

航海長が物凄く優秀で適切に回
避運動を続けていました。とこ
ろが２時間ほど経った午後１時
半ごろに艦尾に直撃弾を受け、
スクリューと舵をやられて、艦
が止まってしまいます。
止まったとたんに今度は、も
う群がるように敵が襲いかかっ
て来ます。
矢矧は、第２水雷戦隊の旗艦
ですから古村少将が乗っていま
した。古村司令部が、この矢矧
は間もなく沈むと判断して、磯
風を呼びます。旗艦を磯風に移
すために左舷のカッターを降ろ
そうとしたのです。私は、その
時は測的長兼第４分隊長という
立場で、やはり艦橋にいました。
測的長は、レーダーと探照灯な
どの担当なのですが、レーダー
は真空管が全部すっとんで機能
しなくなる、昼間ですから探照
灯も要らない。もう測的長とし
ての用が無くなっていました。
それで艦橋から見ていると一生
懸命カッターを降ろそうとして
いるのですが、艦が傾斜してい
ることもあってなかなか降りな
いのです。上から見ると、ロー
プが絡んでいるのがよく見える
ものですから、怒鳴るのですが、
バンバン爆弾は炸裂する、大砲
は撃っているで声が全然届きま
せん。それで私は艦橋から下り
て、カッターの所へ行き、作業
を指揮してどうにかカッターを
水面に浮かべました。カッター
には兵隊さんが３人ほど乗って
司令部が乗り移るのを待ってい
たのですが、今度はそこへ爆弾
が直撃して炸裂し苦労して降ろ
したカッターが木っ端微塵になっ
てしまいます。それで司令部も
移乗することはできず、磯風も、

停止していると自分がやられる
ものだから、すぐに離れるので
すが、結局は磯風もやられて沈
んでしまいます。そういう状態
で矢矧はカッターを降ろそうと
した時から左に傾いていて、降
ろしたとたんにやられて、右舷
がお腹をグーッと出していたの
です。そこへ今度はとどめの魚
雷がお腹の側へ命中し、今度は
右舷にグーッと傾いて一挙に沈
んでしまいました。
これは、矢矧が横倒しになっ
た状態を米軍機が撮った写真で
すが、アメリカの解説に、『こ
の辺に楊枝のように棒が見えて
いる。』と書いてあるのです。
これが先ほど話したように艦長
の指示で後甲板に集めた角材が
全部浮かんでいる訳です。
この写真に、飛行機の日の丸
がちょっと見えています。飛行
機の１機は途中で九州に帰した
のですが、残りの１機は発艦で
きなくて搭載したままで矢矧と
共に沈んだのです。これがその
飛行機の日の丸だと思います。
こ の写 真 に 点々 と 見 え る白 い

〔点〕は全部泳いでいる乗員で
す。私もその中の一人でどこか
に写っています。
このときの戦闘は、大体午前
時半ごろから空襲が始まって、
矢矧が沈んだのは２時５分です。
その後私達が泳いでいるときに、
水平線で大和の爆発が見えたの
は２時 分です。大和よりもは
るかに装甲の薄い矢矧が、大和
が大爆発を起して沈む ～８分
前まで、ほとんど同じくらい最
後まで頑張ったということです
から、回避運動と応急処置の良
さは賞賛に値するのですが、そ
んな事も一切評価されないまま
矢矧は東シナ海に消えてしまっ
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11

横転した矢矧

横転直前の矢矧

23

17

捕虜に危害を加えたなどという
容疑で多くの日本の軍人が処刑
されていますが、彼らが海上で
行った虐殺行為も客観的に見れ
ば同じＢ級戦犯として訴追され
て良いはずです。
私達 期が兵学校に入った昭
和 年には世界一の実力を誇っ
ていた帝国海軍は、レイテ沖海
戦で殆ど全滅し、最後まで残っ
たのは、矢矧と大和、あと駆逐
艦で、その最後の最後まで私が
奉職できたということだったの
ですが、実は私は矢矧が最後に
被雷した右舷への魚雷の爆発で、
顔面全体に大火傷を負いました。
それを手で無意識に覆ったらし
く顔に手の跡がついて焼け爛れ
て眉毛は全部無くなりました。
そのあと総員離艦して重油が漂
う４月の海を漂流したわけです
が、結果的に見れば火傷した顔
面が海水で冷やされたことと、
重油にまみれて皮膚が空気から
遮断されたことが偶然の処置と
なって、火傷の痕は残っており
ません。
眉毛は、実は１年位生えてこ
15

72

なかったのです。眉毛の無い顔
というのはどうにも格好悪くて、
鉛筆で一所懸命描いておりまし
た。病院から出ても１ヶ月位は
同期に会うと、「おい池田、油
臭いぞ！」と言われました。風
呂に何回も入って洗ったのです
が、数時間重油漬けになると皮
膚に染み込んだ油の臭いは簡単
には消えなかったようです。そ
のお陰であとに傷が残らずに済
んだのですが・・・。

◎終戦前後のこと
海軍病院に入って一応傷も癒
えたのですが、水上艦がほぼ全
滅しているから次に乗る艦が無
いのです。だいぶ待たされたあ
との辞令は『潜水学校の教官を
命ずる。』でした。私は潜水艦
の経験はないのに何で教官にな
るのだろう、と思ったら、実は
特殊潜航艇で特攻に出撃する予
備学生の訓練隊長でした。そう
いう形で大竹の潜水学校で教官
生活を始めます。予備学生の６
期生約２００名に対する訓練を
５月から始めて１ヶ月位たった

ところで、全員に特攻を志望す
るか、しないかの調書を書かせ
ました。中央からの指令では調
書の選択肢が〔特攻大熱望〕、
〔熱望〕、〔望〕、〔否〕とい
う４ランクになっていました。
私は特攻に行くか行かないかだ
けでいいじゃないかと思ったの
ですが・・・。

明朝に提出せよ、と指示して
予備学生にその調書を書かせた
晩は、校舎の中はシーンとして
異様な雰囲気でした。
私は、もう戦場を散々体験し
て日本海軍の全滅も見ています
し、まして日米両国の科学技術
レベルの差や資源力の違いを肌
で感じているわけで、特殊潜航
艇ぐらいで日本がどうにかなるっ
ていうことはあり得ないと、非
常に虚しい思いを持ちながら、
それでも予備学生の訓練を続け
ておりました。

そのような中で、８月６日に
広島に原爆が投下されました。
大竹は広島から約 キロ離れて
います。ちょうど朝の８時、私

<水交 21－9･10>
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たのです。

その後、漂流中の乗員に対し
て米海軍の艦載機が反復して機
銃掃射を加えて来ました。総員
離艦の後、元気で泳いでいるの
が目撃されているのに最後は行
方不明という人がかなり出まし
た。海戦で生き残って漂流して
いた乗員がこの機銃掃射で随分
やられてしまったのです。これ
は、抵抗力を失った敵に対して
一方的に攻撃することを禁じた
国際法に完全に違反する行為な
のです。戦後、連合国側が行っ
たＢ級戦犯に対する戦争裁判で

30

大和の最期

アなどによ
には進学できないとされており
る病死で約
ましたが、当時一緒に住んでい
１万人にま
た 父 親 がそ の 指 令の 一 部 解除
で減少して
（全学生の１割以下であれば旧
いました。
軍人も入学可）を知り、願書を
その中から
貰って来て大学進学を勧めてく
自力歩行で
れました。
きる者を酒
そこで私は建築を将来の仕事
匂に収容し
と決め、 年の４月に東大の学
て内地まで
生になりました。わずか１年前
運んだので
には矢矧の分隊長として沖縄特
すが、航海
攻に参加していた海軍軍人が次
中に息を引
の年には大学生です。
き 取 る 方 や、
この急激な世の中の変化をま
内地への上
ともに受けて私の戦後が始まっ
陸を目の前
た訳です。
にして亡く
なる方を見
◎おわりに
て、戦争というものの実態を強
烈に感じました。
私のクラスメートは、半分以
その酒匂も 年の２月に米軍
上戦死しているのですが、更に
に接収されて、横須賀で生き残っ
調べてみると、海軍兵学校の
た戦艦長門と共にビキニ環礁で
期から 期までの出身者は、全
の原爆実験の標的となりました。 部戦死率が ％以上なのです。
期から 期というのは、大正
元年から大正 ～３年、ちょう
ど大正生まれです。大正生まれ
の男子は、ほとんど全員と言っ
て良いくらい戦場に行って高い
接収された酒匂

21

私はやむを得ず艦を下りて、
浦賀で復員官として復員事務に
当たりました。終戦後は占領軍
の指令で旧陸海軍の士官は大学

60

私には可愛いいひ孫が２人いる
のですが、このひ孫が大人にな
る頃、日本がどうなっているの
かと考えると敗戦間際に大竹の
子供達の将来を思った暗澹さと
変わらない想いが込み上げて来
ます。これは何とかしなければ
ならないと強く思います。
終戦を迎えた私は復員輸送に
従事しました。外地にたくさん
展開している兵隊さんを本土に
帰すための海上輸送です。その
時期に、たまたま矢矧の次の姉
妹艦である酒匂が佐世保で竣工
しました。酒匂は戦争に出ない
で終戦を迎えたものですから全
く新品のままなのです。それを
復員船に使うというので、私は
真っ先に酒匂の乗組みを発令さ
れ、分隊長として外地の兵隊さ
んを内地に帰還させる任務に付
きました。
最初に行ったのがニューギニ
アのウェワク島です。ここには
陸軍の部隊が 万人ほど展開し
たと言うことですが、ほとんど
戦争らしい戦争はしなかったの
に、終戦の時には餓死やマラリ
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72

72

は机に着いて仕事をしていて、
電話を掛けようとして受話器を
持ち上げたとたんにピカッと光っ
たので、てっきりこれは何かス
パークしたと思ってテーブルの
下を覗いて電線を調べているう
ちにズーンと大きな爆発音が聞
えました。私は即座に「ああ、
秋月の弾庫が爆発した！ 爆弾
ではなく火薬庫が爆発した。」
と思いました。私の原爆体験は
このような状況でした。
日曜日に外出すると大竹の周
辺の集落で子供達、幼稚園児や
小学生が嬉々として遊んでいま
す。私はすでに海軍が全滅した
ことを知っており、特攻をいく
ら続けても今から負け戦を挽回
できるなどと言うことは想像も
できませんでしたから無邪気に
遊ぶ子供達の姿を見ていると、
この子らの将来は一体どうなる
のだろう・・・と暗澹たる気持
ちにさせられました。８月 日
に戦争が終ったときには、子供
達の将来に対する不安が消え、
何かほっとした印象を持ったの
を覚えています。
15

10

60

そのことを申し上げてお話を
終らせていただきます。（完）
（いけだたけくに 兵 期）

私はそれを皆さんに伝えたく
て、長いことお話ししましたが、
人生で経験した事を大事にして、
そして次の世代に自分の価値観
をきちんと自信を持って伝える、
それを行って下さい。

率で戦死しているのです。
きり違う常識で、今の世の中は
ところが、戦後、この戦争は
動いているのです。
何故起こったのか、どれだけの
重ねて申しますが、その責任
犠牲が出たのか、その人達はど
は何も伝えなかった私どもにあ
んな気持ちで死んでいったのか、 ると思います。今ここにはかな
特攻はどうして作戦として定着
りの年配の方も大勢いらっしゃ
したのか、若者は何故特攻を志
るけども、やっぱり次の世代に
願したのか、そういうことにつ
嫌がられようが何と思われよう
いて誰も真剣に反省をしていな
が言うべき事は言わなければな
いのです。皆んな『臭いものに
らないのです。
蓋』で、日本の歩んできた歴史
それを聞くと若い者は、反発
を直視していないのです。
します。反発するけれど歳を取っ
てくると、必ずハッと気付くと
きが来る。『あの時俺はとんで
もないと思っていたけれど、やっ
ぱり親父が言った事は正しかっ
た。』と思うことは必ずあるの
です。
悲惨な戦争の時代を体験して
いるにもかかわらず、日本人は
歴史から教訓を学ぼうとしない。
しかも学校では縄文時代は教え
ているが近代史を無視していま
す。私も引退したあと 歳まで
大学で教えていましたが、今の
学生は明治以降のことは史実を
良く知らないのです。
太平洋戦争のことは少しは知っ
ていても日露戦争を知らないの
です。日露戦争は、どっちが勝っ
た？と聞いたらロシアと言うの
です。冗談ではなく、大学生が
その位近代史を知らないのです。
だから、私どもの常識とはまるっ
80

72
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