呉戦災

あれから六十年
――

はじめに

第一部 呉戦災六十周年記念募集体験記

手記

学徒動員の記憶 道
―路を炎が走った
人生を考えるきっかけをつくってくれた空襲

呉戦災の全てを体験した私の学徒時代

三上 勇夫

増田 恭人

斉藤久仁子

佐藤

Ⅰ 炎の嵐

ある郵便局員の回顧録

河上 利男

裕

私の戦時体験

神垣 増雄

九三式中練試飛行図

学徒動員による戦中体験記

紅の血燃ゆれど

杉野恵美子

藤井キヨ子

中西 弘子

大久保圭子

藤居 由和

昭和二十年の日記

広第十一空廠についての体験談

栗村 英子

Ⅱ 教室を追われて工場へ

学徒動員中の呉大空襲

動員と空襲

学徒動員から六十年

暑い夜

偶然が命を救う

学徒動員体験記

飢えていた私達

戦争中の生活体験

県立竹原高等女学校勤労動員

竹原高等女学校学徒動員について

学徒動員と二度の空襲

多田 静子

中島 澄江

住吉 典子

東林 英子

岸本 典子

奥本実和子

西迫マツ子

田中眞佐子

木原 芳枝

福岡都喜子

旅行証明書

学徒動員

山中 和子

田中 幸子

宮内後広子

山田ミサ子

呉湾の今昔

西田登喜子

私と戦争
――

大空寮

杉原 幸子

八月の手記

生き地獄

初空襲の日
――
呉初空襲

呉軍港の空襲

小瀬 利治

竹本 博治

木村フジエ

Ⅲ 銀翼の影の下で

呉空襲と父の死

広本

積

奪われた青春︑戦忘れない

150 149 147 146 145 143 142 141 140 137 134 127 123 119 117 115

157 154 153 152

6
75 67 59 45 35 28 14
114 113 112 108 96

Ⅳ 眠れぬ疎開の日々

断片
――

久万 正栄
優

工場死守のためのタコツボ入り

﹁タコツボ﹂に生きる
佐々木 茂

四宮 静雄

住原 哲二

朝倉 邦夫

岩方国民学校児童の集団疎開 ―
山崎
―

私の戦争 ―
学童疎開体験記
子供たちの太平洋戦争
哀れな記憶

爆弾と﹁タコツボ﹂
Ｓさん

Ⅴ 五月の黒い空

阿賀町での空襲

Ⅵ 工廠爆撃の恐怖
呉市街地と呉工廠の思い出

村上 久夫

松本 春義

呉工廠の空襲と市街地の焼夷弾空襲に遭遇して 藤久 常夫
呉海軍工廠砲熕部の空襲

呉市史を正す ―
吉浦地区の被害と体験
呉市における生活体験記

呉空襲の体験

炎の記憶

奥川

守屋

忠

優

信太サカヱ

濱本 義人

Ⅶ 焰にまかれて

戦災も原爆の延長線にある

中宗 洋子

中田 文芳

三世代に語り継ぐ

家族と家を焼かれて

呉戦災体験記

自分史上にみる戦災記

勤労動員と呉空襲の体験

防空壕の思い出

戦時中の思い出

呉空襲を顧みて

空襲

呉市街地空襲について

呉市街地の空襲

呉空襲と当時の生活風景

五十三年ぶりのいれいひ

呉空襲の記憶

中下 量人

蔵下 一士

村田 隆子

小川 宮三

岡崎 和子

真苗チヅ子

戸田 貞子

河野 久恵

中塩 寛治

吉原 忠司

藤川 順子

中宗 政成

中田 芳子

︿資料﹀空襲被害対策ニ関スル件

︿資料﹀呉空襲犠牲者数各種統計一覧表

︿資料﹀米国戦略調査団への提出資料 呉空襲被災統計
︿資料﹀爆弾投下統計

一信号兵の思い出

呉軍港戦闘記

﹁伏龍﹂特攻隊と戦艦﹁日向﹂の戦闘

浜 万寿生

大皿 俊治

黒永

石井

忠

康

Ⅷ 火の空と血の海のあいだ

﹁日向﹂軍艦旗返還の思い出

244 244 243 238 236 232 229 227 225 224 220 219 216 213 211 209 207

267 258 252 248

170 164 160
180 179 176 174
192 189 186
207 205 202 198 195 194

呉海軍鎮守府建設頃の挿話及び呉空襲を目撃
加納 清子

植田

Ⅸ 潤いなくして
戦時下の郷原・黒瀬
横間フキエ

盈

戦時中の生活について

海軍哀愁の栞
松岡 幸子

原田

Ⅹ 戦場の暮らし
戦火のなかの呉海軍病院
久保田哲二

初

加害の体験を見つめて
︿資料﹀布告 昭和二十年八月十五日 呉鎮守府

戦災死者名簿の公開
――
工僚神社 宮司

宮本 澄枝

横間フキエ

佐々木尚宏

朝倉 邦夫

︿資料﹀連合軍進駐地付近住民ノ心得 広島県警察部

Ⅺ 記憶と和解
弔意と平和を希求
祝 詞
祭神人名帳 工僚神社

殉国之塔について
殉国の塔殉職者名簿

お地蔵さん
地蔵尊建立趣意書
呉市空爆死亡者名簿 供養地蔵尊

土口

田巍彦 訳

神垣 惟秀

第二部 米軍による呉市民尋問録
米軍による呉市民尋問録
︿資料﹀回答者一覧

国立国会図書館 憲政資料室 蔵︶

︿資料﹀呉市への尋問調査

︵原典の出所

田 巍彦

土口

三月一九日﹁紫電改﹂と米海兵隊機の空中戦

敵機空軍パイロットは精鋭

敵機の強烈な印象

死闘三〇分 つ
―いにとらえた﹁紫電改﹂ のイラスト
報告に﹁紫電改﹂初登場

一九四五年三月一九日 呉地方攻撃 概要︵二︶

一九四五年三月一九日 呉地方攻撃 概要︵一︶

﹁紫電改﹂の邀撃で全身傷だらけの帰還

Ⅰ

米軍パイロットの呉空襲体験記

第三部 米軍パイロットの呉空襲体験記

Records of the Unitid States Strategic Bombing Surrey.(USSBS)
︵呉市民 尋問録︶
︵ USSBS Entry.41.
︶ USB-13. Rool.No.106. 14.e(18)
︵ Security
︶
Classiﬁed Paciﬁc survey Reports and Supporting Record 1928-1947
Resident interviews,by city (Kure)
︵呉市行政 特別尋問録︶
︵ USSBS Entry.41.
︶ USB-13. Rool.No.125A. 14.f(17)
Special interviews,by locality (Kure)

348 345 318

354

375 375 374 374 370 368 364

275 275 273 270
304 303 289 287 278
316 315 313 312 310 308 307 306

日本機の撃墜・損傷記録 十四機
米軍の損失も甚大
一機帰投なし 三名生死不明
六名が戦闘中行方不明
日本の空母﹁天城﹂を攻撃
﹁大和﹂攻撃誤認報告
カボット艦載機の写真撮影

Ⅱ 三月一九日 大和攻撃
大和をめぐって︵一︶
大和をめぐって︵二︶
大和をめぐって︵三︶
七万トン超の﹁大和﹂を四万八千トンの新情報で
大和をめぐって︵四︶
大和攻撃略図
広島湾においてベニントン艦載機ヘルダイバー︑大和型を攻撃

Ⅲ 四月七日 大和の最期
主砲による三式弾の砲火を浴びつつ
二回目の交戦
――

一九四五年四月七日﹁大和﹂攻撃抜粋

大和攻撃

Ⅳ 七月二四日 二
―八日
﹁天城﹂
﹁葛城﹂攻撃
偽装艦三隻発見︑次の攻撃目標に

一九四五年七月二四日 呉地方攻撃 概要

﹁利根﹂への攻撃
﹁日向﹂をめぐって

一九四五年七月二五日 呉地方攻撃 概要

一九四五年七月二八日 呉地方攻撃 概要

偽装した日本艦船を攻撃︵１︶
︵２︶

Ⅴ 撃墜されたパイロットたちの記録

呉海軍刑務所に収監された米飛行士一覧

国立国会図書館 憲政資料室 蔵︶

呉近辺の墜落米パイロットの公開調査

おわりに

Ⅵ 追記

Records of the Unitid States Strategic Bombing Surrey.(USSBS)
︵米空母 機動部隊 艦載機 戦闘報告︶︵ USSBS Entry.55.
︶ USB-06. Rool.No.3-28.
(Security Classified Carrier-Based Navy and Marine Corps
Aircraft Action Reports.
1944-1945.)

︵原典・写真出所

419 418 416 415 412 411 410 407

425 422

427

429

390 388 387 380 378 377 376
400 399 398 397 395 393 392
404 404 401

はじめに
呉戦災を記録する会

あれから六十年経ちました︒

代表

朝倉邦夫

六十年の時代を昔風に言えば︑二世代に当たり︑出来事も歴史の彼方へ
押し流され︑人々の記憶からも遠ざかるものです︒
しかし︑呉の歴史で空前の犠牲者を出した﹁呉戦災﹂は呉市が続く限り︑
市民の脳裏から忘れ去られることは無いでしょう︒
六十周年を節目にして﹁呉戦災を記録する会﹂が戦災体験記を募集する
時︑もう時代が移り代わり︑体験者も減少し︑記憶も薄れ︑応募する人は
少ないのではないかと危惧しました︒
この事業は呉市教育委員会や呉市老人クラブ連合会のご後援を賜り︑ご
協力を得たお陰で︑始まってみると︑前回の五十周年記念の時よりも多く
の体験記が寄せられました︒
しかも︑寄せられた体験記は︑今までじっと秘められていただけに思い
も深く︑お持ちの体験記録も驚くような詳しさと資料の豊富さに圧倒され
るものが多くありました︒
今︑ＮＨＫでも﹁昭和二十年の﹃記憶﹄
﹂を毎日放送していますが︑こ
れに劣らぬ日記や体験を提供していただき︑それを見ますと︑当時の市民
の生活や思いが切実に汲み取れます︒
どの人も戦争をしたくない︑平和であって欲しいと願いながらも︑国家
の行う戦争の大きな波に飲み込まれ︑苦しい耐乏生活を余儀なくされ︑自
由を束縛されて︑したいこともできず︑空襲の爆撃に怯え︑多くの人が戦

災死傷し︑財産を失うなど︑大きな被害を受けました︒

この体験記を読みますと︑困難の中でも全力を振り絞って生きた姿が

描かれており︑今を生きる人々に勇気と希望を与えてくれる貴重な資料
だと思います︒

多くの人が体験しているように︑戦時中の情報は誇張や虚偽に満ち︑
真相を隠して国民を誤らせました︒

しかし︑おかしいと気づき︑批判的に見ていた人も多く居たことが日

記や体験記の中で︑また米軍の市民に対する尋問録にも散見され︑どん

な困難な時代にも冷静に事態を見ていた人がいたことに︑改めて敬意を
表する思いです︒

今では︑騙されていた事を多くの人が知っていますが︑騙される状況

は現在もあまり変わりはなく︑この体験記を読みながら︑現在の世情を

見るとき︑もっと大きな目で世の中の動きを見ることの大切さを教えて
くれます︒

このことを考えると︑空襲被害の実態を掘り起こし︑その悲惨な体験

を伝ええる事は︑平和を願う気持ちを何時までも持ち続けるうえで大切
な役割を果たしていると思います︒

今回の体験記録集の大きな特色は︑六十年の歳月を経てもなお︑空襲

や戦争の忌まわしい記憶を持ち続けた人があり︑その体験を今になって

出さざるを得なくなった真情が良く出ていることです︒

ところで︑日本の戦争記録はたいへん不正確で︑多くの虚偽も含まれ

ていたり︑敗戦の混乱から多くの資料が消滅しています︒

この少ない戦災資料を補ってくれる資料に市民の空襲・戦災体験記が
あり︑また︑米軍の記録があります︒
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特に米軍の資料は極めて正確で︑しかも︑きちんと保存もされていて︑
呉戦災を記録する会は︑これまでに︑この米軍資料を利用して︑呉空

した︒これは︑戦災体験を風化させることなく︑正確に掘り起こして﹁記

昨年︑国連で︑第二次世界大戦の﹁記憶と和解﹂の推進が決議されま

を記載しました︒

襲の諸問題を解明し︑この成果を市民に還元するための活動をしてきま

憶﹂に留めると共に︑世界が﹁和解﹂に向けて努力し︑平和を目指すこ

空襲の実態を解明する上で欠かせないものになっています︒

した︒

とを求めたものです︒

に向けた平和への歩みに役立つかもしれません︒

載することにより︑
無残な戦争体験を双方の側から描き出すことで︑﹁和解﹂

呉空襲の日本側体験記録と共に︑米軍パイロットの空襲体験を併せ記

本を攻撃した﹁米軍兵士の体験記録﹂を出した例はありません︒

被災体験が殆どで︑たまに加害記体験が出されることもありますが︑日

日本各地の﹁空襲・戦災を記録する会﹂の﹁体験記録﹂は︑日本人の

呉空襲
﹂や写真画報﹁呉の戦災﹂
︑五十周年
映画﹁赤い月の街
――
――
記念の﹁黒い盆地 ――
呉市民の戦災応募体験記と資料 ――
﹂を出版したり︑
数多くの﹁空襲 ――
戦災展﹂を開催し︑市民の戦災体験や米軍資料を公
開して︑呉空襲の実態を解明してきました︒
今回出版する﹁呉戦災 あれから六十年﹂は新たに募集した体験記録
と共に︑今まで収録されていなかった﹁米軍による呉市民尋問録﹂や﹁米
艦載機の戦闘報告﹂を訳出し︑戦争の真実を明らかにする努力を試みま

本書の出版にあたり︑体験記をお寄せいただいた方々以外からも︑資

この米軍資料はタイプが潰れていたり︑癖のある筆記体もあり解読に

船津八幡神社︒満行寺・江口義男氏︒供養地蔵尊奉賛会・宮本澄枝氏︒

国立国会図書館︒広島県立文書館︒呉市史編纂室︒呉市議会事務局︒

した︒

苦労しましたが︑
会員の 土田
口 巍彦︵たかよし︶さんや神垣惟秀︵のぶひで︶

工藤洋三氏︒米山和也氏︒

料の提供やご助言を頂きました︒記して深く感謝いたします︒

さんのご尽力で解読できました︒
の資料しか掲載できませんが︑呉市民尋問録では終戦直後の市民の声を

ました︒

※編集にあたり︑内閣情報局発行の﹁写真週報﹂より写真を使用いたし

ただ残念なことに︑紙数に制限があるため︑全文が載せられず︑一部
聞くことができ︑
﹁米艦載機の戦闘報告﹂では統計資料化した戦闘報告や
撃墜米軍の捕虜の解明もあり︑共に貴重な資料となっています︒
特に︑
﹁米艦載機の戦闘報告﹂の記録は膨大で︑この英文を読み取るの
い視点で分類整理して表にまとめ︑日本海軍艦船・航空隊と米艦載機と

はじめに

が第一の関門で︑ついで︑五六四ページ︑九八件についての報告を新し
の戦闘を解読し︑
﹁米軍パイロットの呉空襲体験記﹂として興味深いもの
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１９４５年５月５日 写真出所 米国立公文書館 工藤洋三氏提供

１９４５年８月７日 写真出所 米国立公文書館 工藤洋三氏提供

第一部 呉戦災六十周年記念募集体験記

※体験記は、以下のようなよびかけと要項で募集されました。

２００４年９月１５日
戦災体験者の皆さんへ
呉戦災を記録する会

代表 朝倉邦夫

子や孫に伝えよう ! 祖父母の戦災・生活体験を聞いて、記録に残そう !
６０周年記念「呉の空襲・戦災・戦時中の生活体験記」を募集
来年は、呉がアメリカの爆撃機に空襲され、敗戦から６０年たちます。
あの時の恐ろしさや苦しみ、生活のつらさは、今となっては夢のようです。
しかし今、再び当時を思い起こさせるような戦争の足音が高まっています。
平和で豊かな日本の将来を築くためにも、かって、私たちが辛酸をなめた
戦争の体験を後世に伝えることが大切です。
戦争や空襲、生活の苦しみを体験した人も、今は記憶も薄れがちです。
いま体験記録を残しておかないと、もう記録を残せなくなります。
来年の、呉空襲記念日に、本にまとめて出版し、貴重な体験を子や孫に残したいものです。
最後の体験記をぜひお寄せください。
記

１、募集内容 「呉の空襲・戦災、戦時中の生活体験」
文章、または、絵に描いてください。
（体験を子や孫に話し、それを文や絵にしてもらって、両者で合作しても良い。
）
作品には、題名、名前（年齢）
、住所、電話番号を書いてください
字数や枚数は自由です。場合によっては、添削することもあります。

添削する場合は、ご相談し、ご同意を得て記載します。

２、締め切り 来年（２００５年２月末日まで）
３、出版予定 「６０周年記念呉空襲・戦災、戦時中の生活体験記」
２００５年 7 月 1 日刊行予定
４、あて先 呉戦災を記録する会（代表 朝倉邦夫方）
737-0024 呉市宮原 3 丁目４―２３ 電話・FAX23-0104
５、主催 呉戦災を記録する会
後援 呉市老人クラブ連合会
呉市教育委員会

Ⅰ 炎の嵐

ある日︑列車の窓の隙間から垣間みた戦艦大和︒しかし︑戦争

保＝売店で自由に買い物できたことだった︒当時は︑キャラメルも手に

訓練は苦しかったが︑何より楽しかったのは︑水交社にあった海軍の酒

局が厳しくなって行く気配を子供心に感じ取っていた︒

修理のために帰還したのである︒そうした光景をみるにつけ︑次第に戦

裂けてめくれ上がっていた︒恐らく︑
敵の空爆を受け被弾したのであろう︒

母艦がゆっくり呉軍港の方へ入ってきた︒よくみると飛行甲板の後部が

ているのは︑珊瑚海海戦の直後であったろうか⁝⁝︒沖合を一隻の航空

れを眺めながら︑艦種を当てっこして遊んだのを覚えている︒印象に残っ

洋艦・駆逐艦・航空母艦・潜水艦など様々な艦船が通るのが見えた︒そ

うに規制された︒それでも︑海水浴場で泳いでいると︑沖合を戦艦や巡

たが︑途中︑車窓は すべてシャッターを下ろし︑呉軍港内が見れないよ

夏休みには︑呉からガソリンカーで狩留賀海水浴場まで行き水泳をし

子が購人できることだった︒

がすすむにつれ︑街の様子は一変していく︒建物疎開では懐か

裕

入りにくかったが︑海洋少年団の団員は︑自由に水兵と同じようにお菓

佐藤

しい街並が壊され︑やがて重なる空襲で街は廃墟となった︒

呉戦災の全てを
体験した私の学徒時代

一︑ 呉軍港へ出入りする船

開戦当時︑私は︑呉市片山小学校の中学年であった︒男の子の将来の
夢は︑海軍兵学校予科か陸軍幼年学校に合格することだった︒
学校の名称は︑
﹃国民学校﹄に改称され︑鍛練方式の教育が導入され︑
授業では︑鉄棒運動・兵式体操・ラジオ体操・マット運動・相撲・騎馬

海水浴場で遠泳を行った︒体の弱かった私は︑先生の勧めで︑海洋少年

視された︒水泳は︑すべて臨海実習で私たちは︑
﹁狩留賀︵かるが︶
﹂の

徴兵制度のあった時代であるから︑なにより﹃強健な身体作り﹄が重

のも記憶に生々しく残っている︒また︑工場内を走る列車に乗ってドッ

被弾して飛び散った人間の肉の焦げたものだ﹂と聞かされて慄然とした

が焼け焦げた塗装を剥がしている時︑
水兵から﹁君達の剥がしているのは︑

ずんだ煤を落として新しくペンキ塗装をするのである︒しかし︑私たち

中学校の一年生になると︑勤労動員で呉海軍工廠の工場内の防空壕を

団に入った︒水泳は︑呉海兵団の施設を使い﹁水兵の訓練用のプール﹂

クのそばを通る時︑窓を閉めるよう厳しく指示された︒内緒でそっと隙

戦・棒上旗奪いなどや体力章検定種目の基本的なものが取り扱われてい

へいきなり二人の指導員︵水兵︶に放り込まれたのを覚えている︒背の

間から見て驚いたのは︑巨大な三本の砲塔と︑横に膨れた船腹と︑うね

掘る作業援助に行 った︒もっこを担いでヨロヨロしながら土運びした︒

立たない深い紺碧のプールの中でもがき苦しみ︑水面をみながらガボガ

り上がった甲板に針鼠のように並ぶ機銃を装備している大戦艦であった︒

た︒体育は︑当時︑
﹁体操科﹂と呼ばれていたが︑やがて︑
﹁体錬科﹂に

ボ水を飲み︑必死で犬掻きで泳いだのを覚えている︒この時︑初めて背

これが︑私の見た﹃戦艦大和﹄の姿であった︒後に︑見覚えの特徴ある

また︑戦場から帰還してくる軍艦の塗装剥し作業の奉仕活動をした︒黒

の立たない水の中で泳ぐことができるようになった︒また︑手旗信号の

戦艦が静かに航行して出港する姿を見た︒その姿をスケッチしたがスケッ

名称変更された︒

訓練やカッター訓練や甲板掃除やマストヘの登攀訓練なども行われた︒
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チブックは焼却し

二︑第二次世界大戦末期の呉

当時のことで印

ドウェー海戦当時︑叔父は︑航空母艦﹃加賀﹄の航海長であった︒その

く︑日本で最も防 衛の強化されていた都市であったためだと思う︒ミッ

日本本土の空襲が激しくなった頃︑まだ︑呉市は健在であった︒恐ら

象に残っているの

叔父が︑私たちに言った言葉が記憶に残っている︒それは︑出撃の時︑
﹃呉

てしまった︒

は︑飛行機雲の紹

になったら日本は戦争に負けるよ﹄と言った言葉である︒それから後に︑

は最も防備の堅い町だから︑大丈夫だよ︒もし︑呉が爆撃を受けるよう

爆撃機が

介記事である︒当
時︑Ｂ

は大型爆弾や焼夷

その東側に﹁浜田町﹂があり︑突き当たりは︑
﹁セーラー万年筆の工場﹂

呉駅から真っ直ぐに﹁今西通り﹂という真っ直ぐな幹線道路が走り︑

私たちは︑﹁強制疎開﹄という事態に直面した︒私の居住していた町は﹃浜

弾による重爆撃を

があった︒ ほぼ呉市の中央に位置していた町である︒米軍の日本本土へ

開発され︑日本の

受けていた︒大型

の焼夷攻撃が始まった頃︑類焼を防ぐための空き地を作るために︑軍が

田町﹄と言う町であった︒

化 し た 爆 撃 機 は︑

住民に強制的に疎開を命令した︒
す る こ と が で き︑
四発のエンジンで

高高度︵一万メートル以上︶を飛行し︑スピードも航続距離も一段と進
歩していた︒飛行雲を引いて飛ぶＢ は︑
﹃空飛ぶ要塞﹄といわれていた︒
地上からの高射砲の弾も届かず︑撃墜するには︑戦闘機で酸素マスクを
付けて高高度まで舞い上がり攻撃するしかなかった︒
この記事は︑日本の戦闘機の訓練中に出た飛行機雲を撮影したもので
ある︒

Ｂ の焼夷弾爆撃に備え︑強制的に建物疎開をさせられたのは︑昭和

強制建物疎開に消えた濱田町

◆閑話休題︵１︶◆

大量の爆弾を搭載

軍需工場や市街地

29

呉や広の爆撃時にも︑広島原爆投下のおりにも空には飛行機雲がかかっ
ていた︒

ニ幼稚園﹄に通った幼少時の思い出︑自動車の後を追いかけて︑
﹁片山

て家を壊すのだと言う事であった︒浜田町の家は︑私が生まれ︑
﹃ルンビ

記憶に残っている話では︑軍の戦車が来て︑ワイヤーロープで引っ張っ

疎開したので︑何故か︑この時期の事が克明な記憶として残っていない︒

に通っていたから︑終戦の年か︑その前年であったと思う︒夢中で緊急

ら黒い風呂敷の包や柔道着や剣道具を持って三津田の丘にあった呉一中

一九年〜二○年のことであった︒私が中学校へ入学した時は︑浜田町か

29

小学校﹂へ通った少年期の思い出︒呉で博覧会が開催された時︑家に従

第１部 記念募集体験記
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兄弟や祖父や伯父が来て泊まった思い出︑大演習の時︑路上で陸戦隊の
兵士が軽機関銃を打ち︑戦車が走った光景など思い出の詰まった場所で
あった︒その家が無残に倒される光景は観たくもなかった︒したがって︑
三津田町に疎開してからは一度もこの場所に行った事はなかった︒しか
し︑疎開して住所を変わったために︑焼夷弾による焼失を免れた︒いや︑
実際に呉市が焼夷弾の爆撃を受けた時には︑疎開先の三津田の家も焼失
していた筈であった︒焼け残ったのは︑親子爆弾のうち︑小型の油脂焼
夷弾︵六角の筒に爆薬の入った小型爆弾︶が町内に数発落下したのを隣
保班の大人達が必死で消し止めた事と︑小型焼夷弾が風に流され︑投下
数が少なかった事によるものだった︒事実︑走って五分程度の場所に
あった呉第一中学校は焼失した︒隣焼を防ぐために強制疎開させられた
が︑実際に爆撃を受けたら︑さっぱり役にたたなかったというのが実情
であった︒戦後︑呉市で同窓会があり︑すっかり様変わりした街を見て
驚いた︒思い出の浜田町も︑どの辺りか見当が付かなかった︒三津田町
の家の町並みはそのままで︑私の借家していた家も石垣など昔の面影を
残していた︒消えた浜田町の思い出や記憶をたどって描いてみたのが資
料の私の記憶図である︒どんな人達が住んでいたのか記憶を辿って再生
してみた︒生き残っている人達の記憶を辿れぱ︑完壁な町内図ができる
であろうが︑名字や町の漢字︑位置関係︑遣路の細かい図︑などには多
少記憶違いがあるかもしれない︒戦災で人々が離散した現在ではそこに
住んでいた人がどこに生きているのか探す術すら無い︒

私たちは︑あちこち借家を探し︑三津田町に疎開することになった︒
そこは︑小高い丘になっていて︑庭から佐久間艇長の記念碑のあるお宮
と両城地区の見渡せる場所で︑細い 石段伝いの紆余曲折した坂道の上に
あった︒当時︑私は︑呉第一中学校の一年生であった︒中学校までは︑

これは︑入廠証明書である︒広工廠では︑実際に武器生産活動に従事した︒

第１部 記念募集体験記
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電車通学のおりに使用した定期。西本通六丁目は、
二河川を渡つた三津田（地名）にあった電車駅。
交差点は、広の交差点にあった駅名である。

学徒動員令が発布されると、市内の中学生は呉海軍工廠
と広工廠へ勤労奉仕作業に動員された。

◆閑話休題︵２︶◆

上の図版は︑戦時中の呉線の時間表である︒当時は︑蒸気機関車が走っ

家から坂道を駆け降りると︑五
ら い の 距 離 で あ っ た︒ 当 時 は︑

ていた︒向洋・広島方面へは︑ガソリンカー︵ジーゼルエンジン︶も走っ

学徒動員の際利用した交通機関

既に食料難の時代に突入してお

ていたのが記憶に残っている︒中学校の頃の定期入れに入っていたから︑

分間くらいで正門に到着するく

り︑わずかな庭に芋や鶏頭や南

学徒動員中︑十一空廠への通勤に使用したものである︒

高角砲と機関銃の炸裂音が沸き立つ中︑灰が峰の稜線から蚊が沸き立

まれた荷物の間から生まれて初めての戦争の実態を目にした︒

私は︑友達と一緒に呉駅の構内にある荷物倉庫に逃げ込んだ︒菰に包

三月一九日の呉軍港の空襲

瓜を植え︑野菜の代わりにして
いた︒サツマ芋や南瓜はもちろ
んのこと︑芋蔓の茎や鶏頭の葉
を食ぺた︒南瓜の茎は︑表面の
皮を剥いて茹でて食べた︒配給
されるペッシャンコに潰れた家

など全く手にはいることは無い︒それでも︑ご近所の息子さん︵航空隊︶

その芋は︑蒸して塩や醤油を掛け︑お茶漬けにして主食にした︒
﹁おやつ﹂

にはサツマ芋がいっぱい詰まっていた︒農家に行き買ってきたのである︒

かぶって汗びっしょりになって息をついて帰ってきた︒リュックサック

ると︑夜の十一時ごろ︑玄関でドサッという音と共に︑親父が戦闘帽を

するためであったろう︒その弾幕を潜って一直線に艦載機が突っ込んで

たのは︑恐らく︑どこの高射砲陣地のものが敵機に命中したかの識別を

赤になり︑対空砲火の激しさを初めて眼にした︒弾幕の色が変わってい

まじいものだった︒
﹁灰が峰の稜線﹂も﹁石槌山の稜線﹂も瞬時にして真っ

れ︑絵の具をぶっつけたようになった︒胸を揺するような炸裂音はすざ

見る見る青空は︑高射砲の炸裂する赤・黄・茶・白・黒色の煙に覆わ

つよつに呉湾に向かってアメリカの艦載機が急降下して来た︒

が帰って来た時には︑航空兵用のキャラメルや葡萄糖のお菓子の裾分け

いく︒中には︑直撃弾を受けて木っ端微塵になる飛行機もあった︒翼が

畜用飼料の大豆は︑わずかの米に混ぜ︑麦の代わりにした︒勉強してい

を頂戴した︒
﹁欲しがりません︑勝つまでは⁝⁝﹂と言う標語の掲げられ

きりきり舞いながら落ちていく︑粉々になるのもいるが︑なかなか当た

に見渡せた︒

の下に掘ってある防空壕へ母親と避難した︒家の庭からは︑呉湾が一望

散に走って帰宅した︒予想通り︑敵機はやってきた︒今度は︑自宅の縁

家に帰るしかない︒しかし︑やがて第二回の空襲がある筈である︒一目

らないものである︒やがて静かになった時︑私たちは倉庫を飛び出した︒

た時代である︒

三︑ 初めての空襲体験
それは︑たしか︑三月一九日であった︒呉軍港が初めての空襲を受けた︒
当時︑私たちは広にある十一航空廠に学徒動員されていた︒
汽車通学で︑家から呉駅に到着した時︑最初の艦載機の空襲に直面した︒

第一回の攻撃で呉湾に停泊している艦船に被害が出ているようだった︒
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穴の中は轟々と音を立てて唸り︑岩の破片が爆弾が落ちるたびにボロ

弾と高角砲の射撃音が岩穴に響いた︒

湾の様子を見た︒家の屋根すれすれに艦載機が次々に通過していく︒上

ボロ落ちてきた︒腹の底を揺するような爆風に︑思わず口を開け︑目を

再び激しい対空砲火の轟音が上空に鳴り響いた︒防空壕から首を出して︑
空で炸裂する対空砲火の破片と︑急降下しながら敵機から射撃する機銃

押さえて小さくしゃがみ込むしかなかった︒爆風が人ってくるたびに︑

た︒女子挺身隊の女学生が悲鳴を上げ︑
防空頭巾を被った身を寄せてくる︒

のうち︑工場の電灯が消え︑闇の中で轟音と落石と爆風と戦うことになっ

内臓が外にはみ出てくるような振動を受ける︒生きた心地がしない︒そ

が一緒になって︑パシパシ音を立てて屋根に落ちてくる︒
艦載機が真っ直ぐ停泊している艦船に突入する︒真っ白い水柱が艦船
を包む︒水柱が消えた後には︑傾いた艦船の姿だけが残っている︒
ふと頭をよぎったのは︑開戦当初の日本軍の真珠湾攻撃の様子である︒
頭に浮かぶのは︑
﹁呉が空襲を受けるようになったら日本は負ける﹂と言

明りを頼りに︑恐る恐る外に出た︒驚いたことに分厚い鉄板の扉はひん

何時間も激闘した感じがした︒やがて静まり返った世界になった時︑

気を取り直して︑暗闇の中で﹁大丈夫！﹂と思わず叫んだ︒

い残した叔父の言葉だった︒数回にわたる空襲で︑呉湾に停泊していた

まがり︑大きな口を開いていた︒それを潜って外の光景を見た時︑唖然

それと全く同じ光景が︑今︑自分の前で展開されているのである︒ふと︑

艦船は壊滅的な打撃を受けたことは一目瞭然であった︒

としてしまった︒倒壊した工場に白煙が立ち登り︑その向こうに全く見

れたばかりの飛行機は吹き飛んで残骸だけを残していた︒工場内に入っ

えなかった海が見える︒そして︑隣の組み立て工場にあった組み立てら

広の十一空廠に通い始めて生まれて初めて︑一トン爆弾の絨毯爆撃を

てみると︑何時も逃げ込んでいた鋼鉄の常磐は︑真っ二つに割れ︑あち

四︑
二回目の空爆体験
受けることになった︒そして︑この時︑一緒に通勤した学友︑相馬君を失っ

物凄い爆撃である︒もし︑この中に逃げ込んでいたら︑と思うとゾッ

こちに大きなクレーターが口を開けていた︒

出し﹂する作業を行っていた︒通常︑これは厚い常磐といわれる鉄板の

とした︒散り散りになった学友があちこちから現場に帰ってきた︒皆︑

た︒この頃︑
私たちは︑
鋳物に青写真を見ながら烏口を使って加工する﹁芯
上で行っていた︒当時は︑Ｂ が飛行機雲を引いて単機で上空を偵察飛
しかし︑この日は︑警戒警報に引き続き︑すぐ空襲警報のサイレンが

う情報が入った︒その中に親友の相馬君がいた︒先生の指示で︑取り敢

皆で探す︒⁝⁝数名がどうやら防空壕に至近弾を受け爆死していると言

緊張のため顔色が変わっている︒人員点呼が始まったが人数が揃わない︒

鳴るという異常な 事態であった︒何時もは︑厚い鋼鉄の常磐の下に掘ら

えず三人の学友が相馬君の自宅へ行き︑彼が今日の爆撃で亡くなったこ

行するのは慣れっこになっていたので余り気にしていなかった︒

れた防空壕に避難していたが︑この日に限って何か嫌な予感がした︒
まっしぐらに走った︒そして︑工場の鉄の扉にたどり着いた時︑最初の

母さんの姿が脳裏に刻み込まれている︒そして﹁皆さんは無事でよかっ

﹁今朝は︑皆さんと一緒に元気に出て行ったのに⁝⁝﹂と絶旬されたお

とをお母さんに報告した︒

爆発音を耳にした︒逃げ込んだ工場は︑堅い岩盤の山をくり抜いて横穴

たですネ﹂と言われた言葉が胸に刺さった︒心に残る思い出である︒

友達と顔を見合わせると︑二人は一気に工場の道を隔てた地下工場へ

を掘った工場であった︒分厚い鉄の扉は固く閉じられ︑外で炸裂する爆

第１部 記念募集体験記

19

29

雑誌「若櫻」昭和２０年２年号

雑誌「海軍」昭和２０年新年号
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五︑焼夷弾爆撃を受ける頃
昭和二〇年呉市が焼夷攻撃を受ける頃︑戦局は末期的症状を呈してい
た︒艦載機が初めて呉湾を攻撃してきたのは︑三月一九日である︒
記録によれば︑艦載機約三五○機が数回にわたり一定間隔で飛来し爆
撃を行った︒続いて︑五月五日には︑Ｂ 約百二〇機が広の第十一空廠

になっていた︒

呉一中の場合は︑海軍兵学校予科は六十人の枠があったので︑海兵希

望の生徒は校内順位六十番以内に入ることを目標に猛勉強をしたことが
記憶に残っている︒

◆閑話休題︵４︶◆戦時中の中学生の進路

当時の教育制度は︑中学校を卒業すると︑高等学校進学︵⁝⁝帝国大

学または私立大学︶
︑
あるいは専門学校へ進学するのが一般的であったが︑

軍関係の諸学校は︑
別の教育制度があった︒
これを示したのが資料である︒

これは︑
﹃海軍﹄七月号に掲載された軍関係諸学校の教育制度である︒

だろうと覚悟していた︒帰宅して︑呉工廠から立ち昇る爆撃後の白煙を

そして︑恐らく父は今回の爆撃で︑生徒と共に生きて帰っては来ない

学力試験・体カテスト﹄が重視された︒したがって︑病弱な者は︑軍関係

予科が二年で受験できた︒とくに︑軍関係諸学校においては︑
﹃体格検査・

海軍兵学校は中学四〜五年生から受験したが︑終戦直前には︑海軍兵学校

昭和一九年当時は︑広島の陸軍幼年学校へは︑中学一年生で受験した︒

空しい思いで眺めていた︒しかし︑幸いなことに︑父は生きて帰ってき

の学校を敬遠して高等学校や専門学校を受験した︒しかし︑大学進学を果

毎日︑夜になると電気に黒布がかぶせられ︑わずかな照明を頼りに生

陸軍や海軍の軍人になることを希望していたようだ︒呉第一中学校の場

呉市は︑軍都であったため︑親が軍関係の子が多く︑多くの中学生は︑

たした学生も︑戦争末期には︑学徒出陣兵とし戦場に赴くことになった︒

活する暗闇の日々の連続である︒空襲に備えて︑貴重品を入れた鞄︑戦

合は︑江田島の海軍兵学校や広島の陸軍幼年学校や陸軍士官学校希望者

少年の読み物雑誌は︑この頃は配給制度で︑早く申し込んで置かなけ

種郵便物認可となっている︒ここには︑品不足のため︑一冊を回し読み

雑誌﹃若櫻﹄二月号の巻末ぺージである︒昭和一四年一〇月一四日第三

が多かったが︑
飛行予科練習生︵予科練︶希望者も多かった︒この資料は︑

れば手に入らなかった︒軍事一色になった頃であるから︑
﹃若桜﹄
︵陸軍

するよう書かれている︒

中で︑朝鮮・台湾・樺太・満洲・支那においては現地組合の公認販売を

また︑雑誌・書籍の直接販売を中止するとも書かれている︒こうした

なっていた︒軍関係の受験も空襲のため試験ができなくなっていたから︑

認めている︒とくに︑このぺージには︑陸軍の諸学校が記載され︑中学

全国が艦載機の爆撃範囲になってからは︑こうした雑誌も手に入らなく

進学向けの受験雑誌︶と﹃海軍﹄
︵海軍進学向け受験雑誌︶があったが︑

時でも退避できる態勢を整えて就寝した︒

闘帽︑防空頭巾︑ゲートル︑水筒を枕元に置き︑空襲警報が鳴ったら何

視することができた︒

たのでほっとした︒この三回の空襲で私たちは︑戦争の悲惨な現実を直

どのようになっているか︑想像することができた︒

に︑広十一空廠で爆撃を受けた体験をしていた私は︑呉工廠内の現状が

六月二二日には︑Ｂ 約一八〇機が呉工廠を目標に猛爆撃を行った︒既

員されていたので︑毎朝の朝食が別れの水杯同様の生活であった︒

挺身隊の引率教師として呉工廠へ 通つていた︒私は︑広の空廠に学徒動

を絨毯爆撃した︒私の父親は︑当時︑呉第一県女の教師だったので女子

29

各中学校へ受験人数が割振りされ︑各学校での成績順位と面接試験だけ
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生の受験入校を勧誘している︒大量の兵士を失い︑後続兵士として中学
生を用意することが考えられていたことを示す︒雑誌購入金額は︑五○
銭となっている︒

そして︑やがて呉市は︑七月一日未明に焼夷弾爆撃を受けた︒

六︑焼け野が原の呉

朦朧として縁端でゲートルを巻いていたら突然︑ザァッという雨の降る

空襲警報が鳴って母親に起こされた︒

ており︑同様の趣旨が書かれている︒巻頭のグラフには︑特別攻撃隊︵敷

ような音がした︒そして向かいの山裾に提灯行列のような灯が暗闇の中

雑誌﹃海軍﹄新年号は︑昭和一九年六月一六目第三種郵便物許可となっ
島隊︶の戦闘機が離陸し︑帽子を振って見送る出撃風景の写真が掲載さ

に浮き上がった︒

私は逃げかけたが︑物象の教科書と数学の教科書をそのまま机に置い

焼夷攻撃だと思った︒

その時︑
母が
﹃爆撃よ︑
早く用意して︑
皆逃げましよう﹄
と叫んだ︒咄嵯に︑

と思った︒

最初は︑何のことか分からなかった︒灯火管制の中で明りを点して︑

れており︑特別記事として︑山岡荘八の﹃神風特別攻撃隊敷島隊﹄が掲
載されている︒ここには︑スルアン島の東方沖のアメリカ機動部隊に特
攻機が突入し︑航空母艦一隻沈没︑一隻炎上︑巡洋艦一隻轟沈と書かれ
ている︒
広が空爆を受けてからは︑兵器関係の資材はすっかり来なくなった︒
そのうち︑円筒形 の資材を一定の長さに切断する仕事が入った︒

いう音が降ってきた︒

ていたのに気づき︑慌てて部屋に引き返した︒そのうち︑再びザーツと

行機の機体の一部にベニヤ板が使用されていたので︑どこの部品なのか

﹃何をグズグズしているの！ 早く！﹄という母親の叫び声を聞いた︒

その後︑ブリキの筒と木製の蓋を作る作業が入ってきた︒当時は︑飛
皆半信半疑で作業していた︒
上陸をして来た時に︑簡易迫撃砲を使うのだと言う︒鉄製の円筒は︑迫

して︑炸裂した油脂焼夷弾が燃えながら上空から降ってきていた︒外は︑

私は急いで階段を駆け下りたが︑その時︑既に上空ではパチパチ音が

石段を降りるとその下には町内の横穴式防空壕がある︒

撃砲の筒︒ブリキ円筒と木製の蓋は中に火薬を詰めて砲弾にするらしい︒

探照灯の光と︑高角砲の炸裂音と︑爆弾の炸裂音が混じりあって轟々と

技術主任から聞いた語では︑
﹃簡易迫撃砲﹄の部品らしい︒米軍が本土

信管は金槌で叩いて発射させると言う︒この語を聞いた時︑もう日本は

唸っている︒

防空壕の中には︑老人や親子連れの母親でぎっしり詰まっていた︒親

戦争に負けると直感した︒
猛烈な艦砲射撃を受け︑砲弾の炸裂音が鳴り響き︑敵の上陸用舟艇が

父は︑家に残っているが︑どうなっているだろう︒気に掛けながら暗い

炸裂音と共に壕の入り口が赤く燃えている︒気の弱い母親が悲鳴を上

波を蹴立てて突進 してくる︒それに向かって簡易迫撃砲を打つ姿を想像
をするしかない︒どうせ生きてはおれないだろうから⁝⁝︒当時の中学

げる︒気丈夫な老婆が﹃泣くぐらいだったら︑南無阿弥陀仏でも唱えと

壕の中で案じていた︒

生は︑そうした戦時教育を受け︑報国隊として社会的に位置づけられて

きナ！﹄と叫んだ︒

するのは余りにも惨めな光景であっ た︒その時は︑肉弾特攻攻撃の覚悟

いたように思う︒
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たが︑男達によって消火したらしい︒重苦しい恐怖の時間が経過し︑轟々

幸いなことに三津田地区は焼夷弾が風に流されたため︑数発落ちてき

上げます﹄と書いてあったと言う︒

らしく︑ビラには︑
﹃トラ刈りになっているので︑今度は︑丸狩りにして

上空を偵察した結果︑焼け残っている部分が航空写真で判明している

七︑敗戦末期の呉

避する行動が日課になった︒

それからは︑焼け残った町内の市民は︑警戒警報が鳴る度に山腹に退

音が響く中︑私は自宅に帰った︒
幸い︑隣保の親父たちは皆健在であった︒その頃︑呉の街は真っ赤な
炎に覆われ︑天を紅色に焦がしていた︒私は︑縁端に座って呆然とその
光景に見入っていた︒
すり鉢の底のような市街地は炎が渦巻き︑
轟々と燃え盛っていた︒一体︑
呉の焼夷弾爆撃は︑一般市民を巻き込んだ戦略爆撃であった︒最初に

の木を植えていた︒上から見ると︑偽装に使った木が枯れてくるのがよ

であった︒呉軍港 の島々に停泊している艦艇は陸地のように偽装し︑松

当時︑既に日本海軍の艦艇は重油が不足し︑動くことができない状況

焼夷弾が投下され たのは︑宮原・警固屋方面︒それから三津田・両城方面︒

くわかった︒人の噂では︑米軍機が﹃木が枯れたようなので︑そろそろ

街はどうなっているのだろう⁝⁝︒想像がつかなかった︒

そして広町に通じる呉越峠に投下された︒
弾を集中的に投下したらしい︒横穴式防空壕は︑火災の際に煙突の役割

場で細々とした生産活動を行っていた︒しかし︑米軍は︑この残存施設

空爆後は︑動員学徒たちは疎開し場所を変えるため︑荷物の運搬や工

植代えたらどうか﹄というビラを撒いたと言う︒

を果たしたようで︑ここに退避した市民が大量に犠牲となった︒火は一

や係留されて動けない航空母艦・戦艦・巡洋艦などを目標にして徹底し

これで逃げ道を全部塞がれたことになる︒その後︑中央市街地に焼夷

週間燻ぶり続けた︒あちこち︑煙が立ち上ぼり︑呉の町は完全に焼け野

た空爆を繰り返してきた︒

とＢ 爆撃機約一一〇機の爆撃を受け︑呉軍港施設と艦船のほとんど

二四日は艦載機約八七〇機の空襲︑二八日は︑艦載機約九五〇機︑Ｂ

これが︑七月二四日と二八日二回の空襲であった︒

が原になっていた︒
焼け焦げた水道から滴り落ちる水と焼け焦げた匂いが漂う︒わずかな
食料を土の中に埋め保存した物を掘り出している人もあった︒
被災後︑トラックで海軍の兵隊たちが握り飯を配ってくれた︒米と大

続けたと聞いた︒先生は落胆され放心状態だったと聞く︒呉一中は焼失

国語の岡田先生は︑大変な勉強家であったが︑先生の蔵書は一週間燃え

急降下して来た艦載機の機銃掃射の弾が打ち込まれて来たと言う︒Ｂ

てきた︒同僚の中には︑無掩蓋の防空壕に逃げ込んだが︑そのすぐ側を

その頃︑敵の艦載機は︑通勤している市民や学徒にも無差別に攻撃し

が壊滅状態になった︒

したが︑同じ三津田町の私の住家は︑風に流されて焼け残った︒この恐

と艦載機に追いまくられる日々が続いた︒

豆が半々の大きな握り飯であったが︑その時の味は忘れられない︒漢文・

24

怖感は︑一般市民に心理的ストレスをもたらした︒
焼夷攻撃をした後に︑米軍は 飛行機からビラを撒いた︒憲兵が諜報活
動を厳しく取り締まる中︑ビラの中身は口伝えで市民の耳に入った︒

八月六日︑工場内に紫色の閃光が走り︑耳を押し込むような爆風を感

29

じた︒慌てて機械のスイッチを切り︑同僚と横穴に退避した︒何事もな
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いので外に出てみたら広島方面の山の稜線から土色の雲が沸き立ってい
いた︒

ヒラと舞い降りてきた︒ビラを拾い上げて見たら︑次のように書かれて

海軍航空隊司令

あること火をみるより明らかなり︒

六︑ポツダム条約を受け入れば︑戦争当時の苦痛より︑百倍千倍の苦痛

五︑ポツダム条約を受け入れるは︑大和民族消滅を招くものなり︒

四︑天皇皇軍に︑絶対降伏無し︒

三︑わが海軍航空部隊に︑必勝の堅心あり︒

二︑わが天皇は︑絶対的の御方なり︒

出されるに至った︒

一︑赤鬼に惑わされた侍従どもは︑天皇をお騙し申して︑天皇が詔書を

た︒
一瞬︑瀬野の火薬庫が爆発したのだろうと思った︒帰宅を命じられ︑
呉駅に到着した時︑晴れ渡った紺碧の空に︑真っ白い巨大な茸雲をみた︒
笠の上はピンク色に輝きモクモクと広がっていた︒初めてみた原爆雲
であった︒

八︑終戦の時││学徒の記録││
ああ︑この日︵八月一五日︶
︑歴史的な敗戦を迎える︒我々学徒は︑勝
利を信じて血みどろの生産活動に従事し続けて来た︒
正午に︑重大ニュースがあるとの連絡があったので電車を下りてラジ
オを聞いた︒悲憤の籠った特徴のある抑揚の玉音を耳にし︑戦いに敗れ
その日︑工場の能率カーブは愕然として落ち込んだ︒今まで頑張って

があり︑第二次世界大戦の終結を巡って様々な情報が軍都呉を駆け巡っ

決戦﹂を主張する派と﹁ポツダム宣言受入れ﹂派との間に対立軋轢葛藤

註︶終戦直後の世相の混乱を示している︒とくに︑軍部の中では︑
﹁本土

きたが︑申し訳ない気持ちでいっぱいである︒今日︑出撃される特別攻

た︒

た無念の気持ちが湧き上がった︒

撃隊の人もおられるであろう︒将兵の心中を察すると絶句せざるを得な
い︒この日︑既に陸軍大臣は責任をとって割腹自殺された︒最後まで決

九︑終戦直後の呉 ――
進駐軍のサーバントに動員された中学生 ――
人間の記憶の曖昧さを補うために資料を確認すると︑呉に︑進駐軍が

戦を要請しての自殺である︒天皇陛下の心痛はいかばかりであろうか︒
皇国三千年年の歴史はここで一幕下ろした︒

進駐して来たのは 昭和二〇年︵一九四五︶一〇月六日となっている︒

当時は︑呉一中は焼夷攻撃で校舎を失い︑呉から広へ通じる俗称﹁呉

この時私は呉第一中学校の二年生だった︒

呉に到着している︒

二月一三日に第三四オーストラリア歩兵旅団など英連邦軍の主力部隊が

一万九︑
五〇〇人の米軍が上陸している︒そして昭和二一年︵一九四六︶

この日︑アメリカ占領軍の輸送船団約三〇隻が広湾に入港し︑翌日

学徒動員の指導員である井原中隊長・青野・西村小隊長は︑我々に︑
﹁こ
れからは︑お前達が日本を再建する力にならなけれぱならない﹂と言わ
れた︒
︵日記より︶
八月一六日︒日本軍の戦闘機が呉上空に飛来した︒新鋭の戦闘機﹁ゼ
ロ戦﹂や﹁月光﹂や﹁彗星﹂それに旧式の戦闘機も混じっていた︒
数機が我々の頭上を低空で爆音をとどろかながら飛び回る︒思わず︑
空を見上げると︑パッと真っ白いビラが薔薇の花びらが散るようにヒラ
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越え峠﹂の上にあった呉工業学校へ仮住まいして授業が再開されていた︒
学級担任から︑進駐軍が中学生にキャンバス内の労務奉仕の協力を求め
てきたという話があり︑希望者は申し出るように言われた︒

風呂の焚方と入浴方法を教えるのには苦労した︒

なにしろ︑風呂の浮き板を片脚で沈めてその上に体をのせて入浴する

技術は︑文化が違う彼等には無理である︒実際に実演して入浴方法を教

また︑大きなセパード犬に馴れるのにも苦労した︒寝具の清掃方法は

えるのに苦労した︒

所に︑英語の先生がおられたので応募してよいものかどうか相談したら︑

伍長が教えてくれた︒この時︑驚いたのは既に彼等は虫除けのスプレー

皆︑戦勝国の米軍の使用人になることにはいささか抵抗を示した︒近
会話の勉強にはなるだろうから行っても無駄ではないだろうと言われた︒

を持っていたことである︒

ンディー・インスタントコーヒー・レモンチョコレートなどの糖源がぎっ

詰にはコンビーフがぎっしり詰まっており︑もう一つの缶詰には︑キャ

キーストライク﹂
﹁キャメル﹂
﹁チェスターフィルド﹂だった︒一つの缶

また︑昼食とタ食には二つの缶詰と煙草が配給された︒煙草は﹁ラッ

私の記憶では︑二〇名数名くらいはいただろう︒各中学校から動員され
た生徒は海軍の鎭守府内の広場に集められ︑米軍の兵隊の指示に従って
担当場所に割り当てられた︒
大部分の生徒は︑一般兵卒の食堂の皿洗いの仕事になった︒運よく︑
私たち数名は︑昔の高官宿舎へ配属された︒

この時︑初めて彼等の﹃戦場での常備食の内容﹄を知った︒孤立した

しりと詰まっていた︒

絡員の伍長の兵士と︑通訳の兵士が配属されていた︒日本間の畳の上を

戦場で︑ジャングルを這いまわり︑木の根・草の根・野鼠や蛇︑皮バン

その高級官舎には一軒に四名の大佐クラスの高官が入居していた︒連
土足で歩く外国文化には違和感を感じたが︑彼等の生活からすれぱ畳は

ドを食べて戦った日本の兵隊と比較すると︑体力的にも摂取カロリーは

まれていた︒

今一つ驚いたことがある︒進駐軍の高級官舎には電気冷蔵庫が持ち込

格段の差がある︒食生活でも日本は米軍に負けたのである︒

絨毯と同じ感覚であったろう︒
私の任務は︑将校のベットの清掃と毛布の取替え作業︑バスを沸かし︑
洗濯すること︑将校の帰宅までの住居管理であった︒諸連絡は通訳を通
じて行うので心配はなかったが︑朝将校を送り出してからタ方までは︑

きながらの実践会話特訓となった︒お互いに言語の通じ合わない者同士

会語テキストを片手に︑身振り手振りの応戦︒最後は紙に横文字を書

本でも生活水準の高い家庭にしかなかったものである︒通訳は︑驚く私の

脚︵チキン︶がぎっしり詰まっている︒氷を入れた冷蔵庫は︑当時の日

トとキャンディーがぎっしり詰まっており︑下の段には︑冷凍された鳥

通訳は︑
冷蔵庫を開いて中を見せてくれた︒上段には︑
分厚いチョコレー

なので︑彼は︑私に︑
﹁君は英語が書けるか？﹂とメモを渡してくれた︒

顔を見てニッコリ笑いながら︑ベッドの片付けや洗濯がすんだら︑欲し

言語の通じない伍長とお互いの意思を伝えるのに苦労した︒

片言の言語を使いながら︑二人の筆談が始まった︒

兵卒の食堂の皿洗いに配置された連中が用事で来た時︑目を丸くして驚

い時には何時でも冷蔵庫の中のチョコレートを食べてもいいよと言った︒

放した︒会話能力が不足していたのもこうした国策が影響した︒しかし︑

いた︒連中が一本チョコレートを失敬した時︑
通訳に見つかった︒しかし︑

戦時中︑英語は敵国語だと言って︑時間数を減し︑外国人教師まで追
よい実践勉強になった︒シーツ洗濯は︑盥の中で脚踏み︒日本の五衛門
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米軍のジープに集まってチュウィンガムをねだっていた時期である︒

そして︑焼け跡には︑進駐軍の缶ビールが転がっており︑蹴飛ぱすと

通訳は笑顔でＯＫといって見逃してくれた︒
一週間ばかりの奉仕作業であったが︑思い出に残ることがあった︒将

戦い終わって︑平静に帰った時︑なぜ忌わしい壮絶な殺し合いが始まっ

コロコロ空しい音を立てて転がっていった︒しかし︑遊び用具を失った

彼は私に姓名・学校名・学年を尋ね︑年齢を尋ねた︒そして︑静かに

たのか︑思い起こさざるを得なかった︒私の叔父はミッドウエーで米軍

校の一人が帰ってきてから通訳が私を呼びに来た︒ダック大佐の部屋は

頷くと︑自分の息子と同じ年齢だと言って私をしげしげと見つめた︒そ

の爆撃で撃沈された︒私は米軍の爆撃を受け命を長らえた︒その米軍将

子供たちは︑
﹁缶蹴り遊び﹂を作り出した︒

の翌日︑再び私を呼んだ︒その後︑私︵ユタカ︶をユタコと呼んで︑声

校が私に数学を教える優しさを示す︒

洋室だった︒

を掛け︑数学はどんなことを勉強しているのか？ と質問するので︑二

戦死する︒そうした関係の中に何か不思議な因縁を感じ取る︒攻撃する

そして︑彼は再び戦火に引きずり込まれ︑私と同年齢の息子を残して

洋室で数学を教えてくれ︑課外学習が始まった︒言葉が十分通じないの

方も︑攻撃を受ける方も命を懸ける戦争︒

次関数まで習っていると答えたら︑明日から数学を教えてやるといって
で不安に思ったが︑心配はなかった︒彼が問題用紙に問題を書き︑私に

的システムの歯車の食い違いから生じる︒そして︑多くの国民が悲劇に

そこには︑
﹃空しい死﹄だけが残される︒戦争のひぶたは︑僅かな国家

私が解答して彼に渡す︒もし間違っていたら︑彼が数式を書きながら

巻き込まれて行く︒戦争の記録も悲劇の回想だけでなく︑その中に﹃平

渡す︒
私の側で説明しながら解方の手順を示してくれる︒お互いに納得したら

和の手段を発見する記録﹄でありたいと思う︒

弟も失うことはなかった︒

幸いにして︑私の家は︑焼夷攻撃を免れ︑原爆にも合わなかった︒親兄

と︑
この時︑﹃国際協調の意味﹄を教えられた体験であったのかもしれない︒

私にとって︑米軍への奉仕活動に参加したことは︑今になって考える

人間に接する時︑別の意味での﹁戦争の悲劇﹂を痛感ずる︒

彼等も狂った歯車に抗し切れず戦争に加わった︒しかし︑一人一人の

原子爆弾投下で生死を賭けた戦いは終わった︒

お互いに緊迫した国際関係の中で︑歯車が狂い︑真珠湾攻撃に始まって︑

投石したり︑やじったりしていた人もいる︒

洗脳教育︵鬼畜米英︶を丸出しにして︑進駐して来た︑米兵や豪州兵に

戦後︑日本の敗戦を素直に受け入れられない人々の中には︑戦時中の

握手する︒このコミュニケーションは︑私に数字は万国共通の記号で︑
理解し合う言語であることを認識させてくれた︒
私は︑終戦後︑家の都合で︑三年生から︑両親と郷里に帰り︑福山誠
之館中学へ転校した︒二人の関係はその後途絶えていた︒
その後︑彼の住所へ手紙を出したが︑住所不定で返送されてきた︒別
紙封筒には︑ダック大佐は︑朝鮮戦争で戦死したと書かれていた︒恐ら
く自分の息子を思いやりながら亡くなったのだと思う︒
進駐にともないべースキャンプは︑三津田町の焼け跡に黒人兵のテン
トが並んでいた︒夜︑外出禁止の伝達があった頃である︒時折︑揉め事が
起き︑銃声が聞こえる時もあった︒
占領後の不安定な時期がいつごろだったか︑正確な日時は記憶が薄れ
てしまったが︑どこの国の敗戦状況にも見られるように︑その頃の子供は︑
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したがって︒その体験認識は︑明らかに家を焼かれ︑原爆に晒され︑
親兄弟を失った人の苦渋とは異なる︒しかし︑
﹁戦争の悲劇を回避する願
い﹂は同じであろう︒記録を送ったことに戸惑いながら︑悲劇の事実と
未来の在り方を語るのも戦争体験をした私たちの使命だと思って記録し
た︒

一〇︑戦後処理と学徒
昭和二〇年一二月一日
今日は︑江田島へ作業に行くので七時三〇分︑船着き場に集合した︒
今日の作業は︑藁の運搬作業であった︒三崎先生が米兵と打ち合わせを
された︒流暢な会話能力に舌を巻く︒海軍兵学校もよく焼けていた︒飛

思わず︑呉軍港を見つめる︒

僅かな交流だったのに︑家には︑グリーンの彼の軍帽が記念に置いて
あった︒

数学を教えてくれた大佐といい︑一緒に下働きした伍長といい︑みん

な人間的ないい人物だったのに︒何で︑こんな人間と戦闘状態になり︑

殺し合いをしなけれぱならなかったのか⁝︒複雑な気持ちである︒

同一二月六日

朝︑少し遅かったので︑一二丁目行きの電車に乗って︑後は歩いて登

校した︒今日は四時間授業だった︒早く帰って勉強する︒

試験も近づいている︒もう一息で準備完了する︒今日は︑火薬庫の爆
破が三回あった︒家が揺れた︒

註︶日記は︑とぎれている︒学用品が不足していたので︑メモ帳に断片

行場に飛行機がおりたが︑発着距離の短いのに驚いた︒

同一二月二日

的に書き残されてい た︒

メモ帳の表紙には︑﹃紀元二千六百二年昭和十七年夏季錬成日誌﹄
となっ

午前十一時︒江田鳥の秋月の火薬庫が爆破された︒午後三時︑米兵の
ワイトが来た︒通訳と一緒だった︒彼は︑私が米軍キャンパスヘ奉仕作

郎の詩︶各ぺージの上段に︑大東亜戦史・大東亜戦争歌日記・七月八月

ているから︑
夏休み用の日誌に書いたものであろう︒表紙の絵は︑﹁マレー

ワイトは︑水曜日にアメリカヘ帰国すると言う︒彼は何も欲しがらな

の農芸・乏しきに耐える意義・十二月八日・日本を愛す・軍神を仰ぐ・

業にいった時︑一緒に高官の官舎付きで作業した兵士である︒彼等は︑

いおとなしい兵士︒帰国の土産に着物をプレゼントしたいが︑女姉妹の

昭南島小史・高岳親王の御偉業・蛍・旅行者の心得・大東亜圏を流れる

ピナン港﹂のスケッチが描かれている︒最初に﹁彼等を撃つ﹂
︵高村光太

居ない私にはどうすることもできない︒何かいい土産を考えてやりたい︒

油脈・ビルマ・落下傘部隊の話・バリー島人の信仰・名前で判断できる

私の机にある英語の教科書をみて﹁大変難しい本ですね﹂と言った︒

彼等は︑分厚いチョコレートとチュウインガムを一袋︑キャラメル一個

米国軍艦の種別・浄瑠璃に現れた大東亜構想・小人の島アンダマン・ニュー

ギニヤ・編隊飛行の話・空襲下の心得が書かれ︑末尾には︑夏季休業の

をプレゼントしてくれた︒

同一二月三日

二︶
―

回顧と日誌のまとめ方が記してある︒

︵深安郡神辺町東中条二四九三

今日は学校へ登校した︒五時間目の授業後︑家まで歩いて帰った︵呉
越え峠から三津田まで︶
︒ワイトがお別れの挨拶に来て︑
今先程帰って行っ
たのだと言う︒残念である︒午後六時に呉湾を出港すると言い残していた︒
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昭和二〇年七月二日午前〇時過ぎの大空襲の時も︑いつものよ

まれ呉市で育った私にとって︑灰が峰は︑懐かしい故郷の山だ︒

る街並みは︑海軍さんの街であり︑海軍工廠工員の街でもある︒呉市で生

れたり︑様々なことへの動員がなされた︒

会などが組織され︑防火訓練としてのバケツリレーによる消火訓練がなさ

隣組組織が機能しており︑回覧板が︑組内に回された︒防護団や国防婦人

罹災当時︑草里町に︑母と一つ違いの妹と住んでいた︒日常生活では︑

呉市蔵本通で生まれ︑神田町︑片山町︑胡町と移り住んだ私達一家は︑

うに︑我が家へ帰れると軽い気持ちで︑私達母子は︑近くの防
空壕に入った︒しかし︑防空壕の辺りは︑火の海となった︒

学徒動員の記憶

道路を炎が走った
―
由和

出征兵士を見送りに呉駅へ行き︑日の丸の小旗を振りながら﹁勝って

藤居
福山市で︑中学校の英語の教員を長くし︑定年退職︑現在七十五歳です︒

来るぞと勇ましく誓って国を出たからにゃ手柄立てずに死なりょうか﹂と

軍歌を歌い︑
﹁バンザイ！ バンザイ！ バンザイ！﹂と万歳を三唱して

か﹁天に代わりて不義を討つ 忠勇無双の我が兵は﹂などと誠に勇ましい

私は︑呉市で生まれ︑当時の町名・草里町︑沢原さんの別荘がありましたが︑
その近くで︑戦災に遭いました︒
海軍に応召されていた父親は︑敗戦の年の一月一七日に戦死︒母と妹

などに従事していました︒防空壕で作業していて︑閃光に驚いて外に出︑

呉港中学校の生徒で︑呉海軍工廠水雷部航海工場で羅針盤の調整︑修理

ている我が家に帰りました︒跡形もなく︑焼けていました︒当時︑私は︑

火用水の水を頭からかぶり︑山の方に逃げました︒翌朝︑未だ︑くすぼっ

トに火がついて︑見る見るうちに禿頭︑パーマネントは止めましょう﹂と

気ほど怖い物は無い︒髪の毛を縮らせた女性を見かけると︑
﹁パーマネン

ガンが巷に溢れ︑
﹁非国民﹂という言葉で︑服従を強いられた︒大衆の狂

方向に向かうことを強いられた︒
﹁鬼畜米英﹂
﹁贅沢は敵だ﹂などのスロー

戦争中は︑
﹁非国民﹂という言葉が大流行で︑すべての人が同じ一つの

見送った︒

暫くして︑耳が痛くなるような爆風を受け︑真っ赤な火柱︑黒くなり︑

誹謗した︒中学一年生の英語の授業をハワイ帰りの若い先生から受けて

を連れて︑初め︑防空壕にいましましたが︑息苦しくなり︑炎の中を︑防

白くなり︑キノコ状になりました︒グラマンの機銃掃射︑爆撃︑空中戦︑

いた最中︑校内放送で︑日米開戦を告げる真珠湾攻撃のニュースが流れた︒

そのうち︑英語という教科は廃止となった︒

やがて︑英語は敵国語となり︑英語の授業数が減り︑軍事教練の時数は増え︑

軍艦マーチの勇ましい音楽と共に︑大本営発表がなされ︑私達は歓喜した︒

軍艦内で修理中に空爆にあったこともありました︒
テレビで言っていましたように︑
﹁大和﹂だけがクローズアップしてい
ることに︑反対です︒
敗戦後︑学徒動員を解除され︑家を焼失した私達は︑母親の里である

そして︑街から︑カタカナ言葉が追放された︒現在のカタカナ言葉の

なった︒ドレミハは︑ハニホヘトイロハとなった︒英語を学習することは︑

福山市に︑移転しました︒とりあえずの報告です︒
呉市の朝は︑港に停泊する艦船から聞こえてくる﹁ウォーッウォー﹂と

非国民のすることであり︑同盟国であったドイツ語の学習は許された︒ラ

氾濫と反対の現象である︒ベースボールのストライキは︑野球の直球と
いう蒸気を吐き出す巨大な音で始まる︒灰が峰を背にして海に沿って広が
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英語関係の本が消え︑ヒトラーの﹁我が闘争・マイン・カンプフ﹂がベス

らの日本語放送が︑ヒットラーユーゲントの歌声と共に流れた︒書店から

ジオから﹁ニッポンのみなさん︒こちらはベルリンです﹂とベルリンか

イ帰りの灰田有紀彦が歌う﹁友と語らん 鈴懸の径﹂という甘い歌声が

を抱いており︑インドネシア語を囓ってみたりした︒工廠構内でも︑ハワ

やニュース映画で見たり聞いたりして︑美しい︑のどかな南の国への憧れ

に酔っていた︒この頃は︑東南アジアの国々からのニュース報道をラジオ

元は二千六百年︒あーあ︒一億の胸は鳴る﹂と歌った︒

紀元二千六百年は︑
呉海軍練兵場に集まって盛大な祝典が催された︒
﹁紀

聞かれた︒
﹁鈴懸の径﹂という歌だ︒

トセラーとなっていた︒
風雲急を告げる中︑ハワイから帰国した日系アメリカ人二世が同級生
や先生達の中にも何人かにいたことなどもあってか︑英語にひどく魅せら
れ︑英語という教科が大好きで︑英語ばかり勉強していた︒

それを求めて︑蓄音機で何度も何度も︑聞き惚れながら聴いて︑その英

日本人の吹き込んだ美しいイギリス英語のレコードが古書店にあり︑私は

プやつるはしで深い溝掘りををした︒食事は近くの小学校の講堂でした︒

暗渠排水工事を厳寒期で凍結した田圃に素足で入り︑雪が降る中︑スコッ

私達中学生は︑男手が不足している農村に動員され︑農家に分宿して

戦局が芳しくなくなると︑敗走を﹁転戦せり﹂と大本営は発表した︒

語を真似た︒英語の教科書を家で大声で音読することもあった︒すると︑

稲刈りなどで農村を訪れたこともある︒蒸かしたサツマイモを頂いたが︑

外国人が吹き込んだ英語の音声教材は︑どこにも無く︑井上十吉という

私は︑非国民呼ばわりされた︒

クトという女性は︑一度も日本に来たことが無いというのに︑
﹁菊と刀﹂

カの施策と大きな違いである︒文化人類学の分野でも︑ルース・ベネディ

でも理解でき︑どんなに崩された日本文字でも読める能力をつけたアメリ

国内に作った日本村に収容し︑日本語漬けにし︑あらゆる方言の日本語

いた軍人だって同じことで︑警戒警報のサイレンの音を聞くと︑彼らは︑

校防衛隊を組織していた︒停泊している軍艦から上陸して遊郭で遊んで

まった所にある職場から駆け足で︑私達の学校へと向かった︒生徒は︑学

れた︒しかし︑警戒警報が発令されると︑私達は︑呉海軍工廠構内の奥

中学三年生からは︑学校へは全く行かなくなり︑呉海軍工廠へ動員さ

とても美味しかった︒

という名著を著した︒日本人とは︑どんな民族なのかを分析し︑後に︑日

何をしていようと︑駆け足で自分の軍艦に駆けつけた︒

開戦と同時に︑敵を理解する為にと︑優秀な人材を集めて︑アメリカ

本占領に役立ったということである︒

そんな時︑父は︑応召兵として第十五輸送艦に乗り組み︑敗色濃い昭

和二〇年一月︑奄美大島北方で︑米潜水艦タグウッドにより撃沈され︑

また︑語学将校の中から︑日本文学や日本文化を広く世界に紹介したサ
イデンステッカーやドナルド・キーンなどが育った︒話はそれるが︑捕

戦死した︒

呉海軍工廠水雷部航海工場で︑計器員として様々な軍艦の羅針儀調

虜になったらどうすればよいのかを教え込まれた米軍と違って︑捕虜に
なることは想定できなかった日本軍の場合は︑捕虜になると︑いとも簡

を︑呉海軍基地で見送った︒その日の朝︑熱心な仏教徒だった父は︑私を

整・修理などの仕事に︑学徒動員で携わっていた私は︑父の最後の出航

閑話休題︒初戦は︑破竹の勢いで東南アジアの国々を占領し︑日の丸

仏壇の前に座らせ︑お経を挙げた後︑私に遺言を書いた紙の入っている

単に︑軍の機密になることも︑ぺらぺらと喋ったそうである︒
の小旗を打ち振って旗行列をしたり︑提灯行列を行ったりして︑戦勝気分
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どんなにか寂しかったことだろう︒申し訳ないことをした︒その父は︑白

たが︑私は照れくさくて︑父の申し出を断った︒今にして思うと︑父は︑

言った︒玄関を出る時︑父は私に︑
﹁呉海軍工廠まで一緒に行こう﹂と言っ

にして欲しい︒兄妹仲良くし︑親に心配をかけないようにして欲しい﹂と

封筒を手渡し︑
﹁この度の出航が私の最期になると思う︒どうか母を大切

すべて配給制だった︒不足する食糧は︑母がタンスから取り出した衣料品

れた︒みんな大喜びだった︒市民生活では︑
日に日に食糧や日用品は不足し︑

情が良かった︒学徒動員の生徒達には︑時々︑饅頭などの甘い物が支給さ

かった時だが︑軍隊内では違っていた︒特に︑海軍や空軍では︑食糧事

時になると︑軍艦内の食堂で乗組員達と同じ食事を頂く︒食糧事情が悪

米や芋に替えられた︒終いには︑食料と交換するための衣料が底をついた︒

をリュックサックに詰めて︑私達母子は︑山深い農村の知人宅を訪れて︑

私は︑草里町の家から︑毎朝︑未だ暗いうちに︑徒歩で︑呉海軍工廠

みんな飢えていた︒
﹁欲しがりません︒勝つまでは﹂というスローガンが

木の箱に爪と遺髪だけになって︑私達の所へ帰ってきた︒
構内の奥まった所にある私達の職場に通っていた︒工場に着くと︑白い

やがて︑グラマンの波状攻撃が始まり︑工場で仕事をしていた時︑近

あちこちに貼られていた︒

調整やメッキ作業などをしたり︑小型の船で沖に停泊している様々な軍

くの防空壕に避難していた私達は︑日本軍との空中戦を見たり︑撃墜され

作業服に着替え︑その日その日の指示に従い︑工場内でモーターのガバナ
艦を訪れ︑艦内の羅針儀室や艦内のあちこちにあるレピータのある所で

て落ちていく敵味方の飛行機を見たり︑花火の破裂のような大きな音を立
軍艦から火柱が上がるのを見た︒

て︑土煙を上げて地上を走る機銃掃射に震え上がったり︑被弾した日本の

仕事をした︒
時には︑試運転で近海を航海する軍艦に同乗して︑羅針儀の状態を調
べることもあった︒戦艦の時もあれば︑巡洋艦の時もあり︑航空母艦や

いた女子挺身隊員達が︑直撃弾を受け︑全員が亡くなり︑その棺桶が︑私

呉工廠大空襲の時は︑分厚い鋼鉄で覆われた巨大な防空壕に避難して

航空母艦では︑艦内が余りにも広く︑大きくて︑道に迷った︒戦艦大

達の工場の近くに積み上げられ︑工場前の広場で油をかけて何日もかかっ

駆逐艦︑そして潜水艦の時もあった︒
和のような巨艦になると︑艦橋から艦底まで往復すると︑息が切れた︒

て焼かれた︒

広島に原爆が投下された時︑私達は︑近くの防空壕内で仕事をしてい

潜水艦の場合は︑潜行試験などでは︑事故無く浮上できるのか不安に襲
われた︒同盟国として︑時々︑ドイツのＵボートが寄港し︑その艦内で
沖に停泊中の軍艦の艦内にいて︑米軍のグラマンの攻撃にあうことも

な火柱が上がり︑それは次第に色を変え︑やがてむくむくとした白い雲と

び出た︒鼓膜が痛くなるような爆風を感じ︑その方角を見ると︑真っ赤

た︒ピカッと青白い光で︑何かがショートしたのかと︑私達は︑外に飛

あった︒敵機来襲となると艦外に出るためのハッチやドアは固く閉じられ︑

なった︒私達は︑何処で︑何が起こったのか︑さっぱりわからず︑貯油

仕事をすることもあった︒

被弾する音が聞こえても︑どうしょうもない︒敵機が去り︑無事に艦外に

タンクかガスタンクか︑それとも弾薬庫か何かが爆発したのではと思った

らは︑空襲警報でなく︑警戒警報で︑防空壕に避難するようになり︑白い

りした︒何日かたって︑広島に特殊爆弾が投下されたと報じられ︑それか

出られた時には︑ほっとしたものだ︒
でも︑仕事で軍艦を訪れると︑乗組員達は︑私達にカルピスをくれた︒
当時︑甘い物に飢えていた私達には︑とても嬉しいもてなしだった︒食事
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道の両側の家々も紅蓮の炎を上げており︑猛烈に熱かった︒途中︑何

のまま防空壕の中にいても危ないと思った私は︑怯える母と妹を連れて︑

呉市大空襲で被災した私達は︑広島市白島九軒町にある親戚を訪れ︑

度か防火水槽の水を頭からかけながら︑ひたすら︑私達親子は︑山手に

物を着ていると良いと伝えられた︒私の体験でも︑あれは︑まさしく﹁ピ

広島は︑空襲が無くて良いなあと言ったものだ︒もう︑その頃になると︑

向かって逃げた︒当時︑資産家であったＳ氏の別荘前の広い通りは︑巨

防空壕を思い切って出た︒

呉軍港を出港する軍艦は︑帰港しなくなり︑険しい戦局が囁かれるよう

大な火災によって生じる強風により︑炎が走っていた︒上空では︑Ｂ の

カドン﹂である︒

になった︒アメリカの情報収集能力はとても優れており︑日本軍の動向

爆撃が執拗に続いており︑被弾する恐怖と炎に囲まれ焼かれる恐怖に怯え

当時︑呉港中学校があった丘の上辺りに辿り着き︑私達は︑燃え盛る

は︑すべて筒抜けにわかっており︑アメリカの潜水艦が待ち伏せしており︑
われ︑まるで島であるかのような偽装がなされた︒木製の飛行機が並べら

炎の中に消されていく呉の街並みを︑放心状態で見つめていた︒気が付

ながらの逃避行であった︒

れ敵の目を欺こうともした︒飛ぶ飛行機がもう作れなくなっていたのだ︒

くと︑周囲には︑逃げ延びてきた人達が大勢いた︒皆一様に︑眼下に広が

が暗闇に浮かんでいた︒夜通し街は燃え続け︑明け方になると︑炎はいく

射される弾丸は︑Ｂ の編隊の遙か下の方で炸裂していた︒当時︑こう
したアメリカ空軍の様々な機種のエンジン音を聴いて識別できるよう︑そ

私達は︑我が家があった辺りに行ってみた︒熱気で熱く︑傍には寄れ

らかおさまってきたが︑未だ︑あちらこちらで︑炎が見えていた︒

何度も聴かされた︒話が前後するが︑呉市大空襲までに︑毎晩のように空

ないほどだった︒何もかもが焼き崩れており︑灰がうずたかく積もって

いた︒不思議と︑悲しみとか怒りの感情は湧かず︑ひたすら︑ただもう︑

無心に︑
我が家の焼け跡を見つめ続けていた︒隣家の若い主が︑
幼子に︑﹁○

そうとした人達が負傷した︒私達の近所の人で親しくしていた男の人が︑

途中にいくつもの焼夷弾に分かれ︑着弾すると爆発し︑焼夷弾の火を消

夜空を焦がす炎と明かり︒呉市に投下された焼夷弾は︑親子爆弾で︑投下

頭巾を被っていた︒
暫くすると︑
いつもと様子が違った︒
爆弾の爆発する音︑

近くの防空壕に入った︒非常用持ち出しの品物を肩掛け鞄に入れ︑防空

た︒工場の一部は︑防空壕内に移された︒仕事始めに︑私達は︑要言と

の仕事が多くなった︒徹夜で防空壕掘りをエアガン片手にしたこともあっ

り長い間︑焦土の異様な匂いが鼻を突いた︒工場では︑次第に︑防空壕で

滞在し︑呉海軍工廠に通った︒一面の焼け野原になった街を歩くと︑かな

にある父の知人宅に身を寄せ︑そのご厚意に甘えて︑敗戦まで︑その家に

私達の家の辺りで焼失は止まっており︑私達は︑少し坂を上がった所

○ちゃん︑この仇は︑きっと取ってやるからな﹂と言っていた︒

投下された焼夷弾を消そうとして︑被爆し︑胸を血に染めていた︒防空

いう文章を唱和した︒

で︑いつものように︑また︑我が家へ帰れると軽い気持ちで︑私達母子は︑

昭和二〇年七月二日午前〇時過ぎの大空襲の時も︑空襲警報のサイレン

になっていた︒

襲警報のサイレンが鳴り響き︑私達は︑空襲警報のサイレンに慣れっこ

れらのエンジン音を録音したレコードが作成されており︑それを何度も

る火の海を︑呆然と見つめていた︒燃え上がる炎に照らされて人々の顔

飛来するＢ の編隊は︑かなり上空を悠々と飛び︑高射砲陣地から発

日本軍の艦船はすべて︑撃沈された︒停泊している軍艦は︑樹木や草で覆
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﹁我が工場はＺ旗の戦場にして／大和魂の道場なり故に我が勤労には厳

やむやになり︑やがて︑それらは闇市に並べられた︒

その頃︑
﹁闇屋﹂とか﹁ブローカー﹂が活躍した︒実直な裁判官が闇物

崇高な人はいるものである︒敗戦の夜から︑灯火管制は無くなり︑黒い布

信じられないような幸せ感であった︒でも︑敗戦後︑かなり長い間︑私は︑

君は︑これから家に帰ってよろしい︒もう工場に来なくても良い︒諸君

いるのか︑理解できなかった︒技術将校が︑
﹁日本は︑戦争に負けた︒諸

から連合軍による日本全土の占領が始まり︑ラジオが逐一︑その様子を

帥がコーンパイプを口にくわえて厚木飛行場に専用機から降り立った時

呉市は︑私にとって︑ほろ苦い街である︒ダグラス・マッカーサー元
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として礼あり／粛として和あり／御稜威︵みいつ︶のもと我が赤誠を帯し
私達学徒動員の生徒達は︑当時の工専の学生で技術将校扱い︵海軍将

で覆った電灯は︑覆いが取り除かれ︑家々から明るい灯りが辺りを照らし

資を手に入れず︑餓死したというニュースが︑報じられた︒いつの世にも︑

校の制服と制帽を身につけ︑将校食堂で食事をしていた︒
︶を受けていた

ていた︒怖かったＢ の飛行音も聞かれなくなった︒長い間︑
忘れていた︑

て一発轟沈の弾丸となし／百戦不沈の艦となさん﹂

人の指揮下にあり︑気持ちが弛んでいると︑全員整列︑脚を開け︑歯を食
い縛れと言われて︑全員︑拳骨で頬を叩かれたこともあった︒

探査するための電探
︵電波探知機︶
が設置され︑
立ち入り禁止地域だったが︑

サイレンの音や空を飛ぶ航空機の音に怯えた︒灰が峰頂上には︑敵機を

軍艦に使われている羅針儀は︑アメリカ製が多く︑その使用マニュアル

解除になった︒

呉軍港や工廠は︑外部から見えないように遮蔽壁が張り巡らされ︑呉

線の列車の海側の窓は板が打ち付けられていた︒それらは︑敗戦後︑撤

呉線を鉄道で通る時︑呉港や海岸線や停泊している自衛隊の艦船が丸見

去され︑長い間軍事機密とされていた地域は︑丸裸にされた︒今でも私は︑

﹁ 花も蕾の若桜／五尺の生命ひっさげて／国の大事に殉ずるは／我等学

えで︑呉海軍工廠跡に自由に入れ︑通行できることに︑奇異な感じがする︒

敗戦を機に︑価値観が百パーセント変貌を遂げる周囲の人間の器用さに︑

は︑自由である﹂と言った︒私達は︑小躍りして職場を離れ︑ゴリと言っ

報じていた︒それと共に﹁大男﹂
︵当時は︑占領軍による犯罪を︑このよ

私は︑付いていけなかった︒人間が︑信じられなくなった︒

て恐れられていた守衛のいる門を通って︑家路を急いだ︒道中︑銀行など

呉市に住んでいた私達も︑占領軍による犯罪を恐れていた︒男はすべて

うな表現で報じられた︒
︶による住宅侵入︑略奪︑暴行が新聞などで報じ

から解放された人達や軍人達は︑トラックなどにどっさり積み込み︑持

殺して︑女はどこかへ連れて行かれて︑暴行を受けるというような噂が

要所要所には︑剣付き銃を構えた海軍の兵隊が立っていた︒私達は︑仕事

ち帰ったという噂を耳にした︒どうせ占領軍の物になるのだからと︑罪意

流れた︒占領軍に﹁ホルト！ ホルト！﹂と三回言われたら立ち止まら

られるようになった︒

識は︑誰も持たなかった︒あちこちに分散保管されていた軍需物資は︑う

台の上にあったペンチや絶縁テープなどを持ち帰ったが︑その後遅く徴用

れる放送を聴いた︒それは︑天皇陛下の声であり︑私達には︑何を言って

そんなある日︑私達は︑工場前の広場に整列させられ︑拡声器から流

徒の面目ぞ／ああ紅の血は燃ゆる﹂

団体で行進する時には︑学徒動員の歌を歌った︒

技術力があり︑経験豊かな徴用工達には︑軽蔑されていた︒

姓の技術将校は︑仕事の合間に︑その原書の輪読をさせてくれた︒一方︑

や仕様書は︑アメリカの原書で︑すべて英語で書かれていた︒Ｋという

概してこれら技術将校は︑私達に対して︑理解があり︑親切だった︒
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なければならない︒そうしないと︑撃ち殺されると︑回覧板で伝えられた︒

中学生でも知っていることだが︑彼らは︑しきりに﹁ハーイ﹂と言う︒日

紙に書いて貰った︒それでも︑未だ︑わからないことがあった︒今では︑

それにしても︑彼ら占領軍の所持している物資の豊かさには驚いた︒

時の日本の辞書には出ていない言葉も︑頻繁に耳にした︒

か﹁サマ︑サマ﹂とか﹁チチ・パンパン﹂など︑どんなに調べても︑当

そして︑やっと﹁やー﹂と言う挨拶言葉だとわかった︒
﹁ハバ︑ハバ﹂と

でも︑辻褄が合わないので︑ある日︑日系アメリカ兵に尋ねてみた︒

本語の返事の言葉を彼らは知っているのかと思った︒

私達は︑占領軍を恐れた︒軍都・呉市から一日も早い脱出を私達は望
んだ︒焼け出された私達母子三人は︑父の出征時に﹁万一のことがあった
ら︑私達が︑責任を持って後に残った者を預かるので︑安心して戦地に行っ
て欲しい﹂と言ってくれた父の兄夫婦の家に転がり込んでいった︒
道中の列車の旅は︑天井のない貨物車であり︑米軍の爆撃を受けた国
鉄は︑未だ十分復旧しておらず︑目的地まで行けるのか不安を抱えての
旅であった︒

れていた米陸軍の携行食品の旨さ︑匂いの良いアメリカの石鹸︑そして︑

チョコレート︑チューイングガム︑濃度の濃い練乳︑レーションと呼ば

鉄骨はぐにゃりと曲がっていた︒当時︑鉄道を使っての移動は当局の許

街を走るジープから流れ聞こえてくるアメリカ音楽や耳に心地よく響くア

車窓からは︑一面の焼け野原が展望された︒勿論︑駅舎も︑焼けただれ︑
可書を必要とした︒本格的な農業を営む彼らの家での︑町育ちの私達の同

メリカ英語とガソリンの匂い︒

当時︑日本の車は︑木炭を焚いて走っていた︒とても臭かった︒私達が︑

居には︑少なからず無理があった︒母と妹は一足先に︑母の実母の里であ
る芦品郡新市町に移り︑従兄弟の家に間借りした︒その家の二階には従兄

ていたのに︑彼らは︑ブルドーザで︑あっという間に︑やり遂げてしま

つるはしやスコップで掘り︑
もっこや手押し車で土砂を運搬し︑
整地を行っ

私がおじ達の家から新市に向かった時︑新市は河川の氾濫による水害

う︑機械化された現実を目の当たりにして︑こんな彼らと戦った無謀さを︑

弟の子供達が住んでおり︑私達はその一階部分の六畳の間で暮らした︒
に遭っていた︒母が生活を始めるために揃えていた僅かな家財道具は︑す

呉市の近くに広という街があり︑戦争中は︑日本軍の飛行機を作って

思い知らされた︒

出る福塩線も︑途中で不通になっており︑私は途中の駅の土間で一泊し

いたが︑そこは︑爆撃で跡形無く破壊され︑
﹁虹村﹂という米軍家族の村

べて泥だらけになっていた︒軒下まで水に浸かっていたのだ︒福山駅から
て︑翌日︑泥だらけの我が家に着いた︒そして︑私達の貧しいその日暮ら

ができ︑そこには︑学校も作られた︒柵の彼方は︑まさに︑アメリカであり︑

私達敗戦国の人間には︑眩しかった︒

しが始まった︒
そのうち︑占領軍相手の商売に英語ができる私に手伝って欲しいと言

私は︑その後︑呉市にあった英連邦軍放送局でレコード仕分け作業に

携わったり︑福山市の大津野という所にあったオーストラリア軍将校食

われ︑私は︑英和・和英辞書を片手に︑初めて耳にする本物の英語に触れた︒
いくら英語が好きであったとはいえ︑中学二年生までしか学校で習ってい

は︑スコットランド兵やターバンを巻いたインド兵もいた︒バグパイプ

堂で勤めたりして︑様々な英語に触れた︒大津野のキャンプ︵兵舎︶に

しかった︒その上︑ＧＩ﹁ジーアイ﹂
︵その頃︑米兵のことを︑このよう

の演奏も耳にした︒ 廃墟の駅舎に︑ＲＴＯ︵米陸軍鉄道運輸事務局︶が

ない英語である︒語彙は︑話にならないほど少なかったし︑英文法力も乏
に呼んでいた︒
︶の話すアメリカ英語は︑俗語だらけで︑聞き取りもできず︑
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座席に対して︑クッションの良い座席の美しい︑綺麗な車両だった︒彼

あり︑米軍専用列車が運行しており︑板製の硬い粗末な座席の日本人用の

た運動靴が︑配給で与えられた︒

り︑軍靴を履いていた︒生徒は素足に草履を履いており︑ゴムと布ででき

字を消しても︑紙が破れた︒教員の多くは︑カーキー色の軍服を着てお

農繁期や村のお祭りの日は︑学校は休みとなった︒夏休みは︑四十日

ら米軍軍用貨物列車は︑荷物を車両に積み込む時︑荷物を停車している車
両の所へ持って行って積み込むのではなくて︑車両の方を荷物が置かれて
占領軍の特権であり︑日本は︑まぎれもなく占領されていることを実

ていた︒教員も︑この期間中︑学校へ行くことはほとんど無かった︒実に︑

れクラブが無く︑バレーボールぐらいが︑夏休み中に︑のんびりと練習し

間︑ほとんど学校に行くことが無く︑クラブ活動も︑今のように︑あれこ

感させられた︒当時︑日本の田舎町でも︑米軍の民間情報局事務所があり︑

のどかな時代であった︒今よりも貧しかったが︑豊かな時間が︑ゆったり

いる所へ移動させて︑積み込む︒

多くの場合︑日系アメリカ兵が勤めており︑情報収集と宣撫活動に携わっ

学の通信教育を受講開始︒夏には︑スクーリングといって︑大学で講義

と流れていた︒教員としての正式な資格を取得するために当時始まった大

り︑民主主義を定着する取り組みがなされた︒都市には︑アメリカ文化セ

を受けた︒

ていた︒ナトコの映写機が学校の講堂などに置かれ︑アメリカを紹介した
ンターが設置され︑英書に飢えていた私たちに︑アメリカやイギリスの原
禁じられていた英語であるため︑英語を教える者が少なく︑ある知人から︑

両は交通ストップさせられ︑彼の乗った高級車は︑先導車と共に︑ノンス

司令官ダグラス・マッカーサーがその建物に出入りする時は︑すべての車

東京滞在中︑連合軍総司令部がある宮城前に行ったことがあるが︑総

できたばかりの新制中学で英語の教員を募集している︑英語の教員になら

トップで全速力で走った︒総司令部前に着くと︑彼は︑車から降り︑大股

書︑雑誌︑新聞などを貸し出してくれた︒戦争中︑敵国語として学習を

ないかと勧められ︑昭和二二年八月三一日から︑深安郡の新制中学の英

で建物の中に入って行った︒

威厳に満ちており︑とても格好が良かった︒東京の街には︑占領軍の

語講師となった︒
私は︑未だ︑十七歳だった︒当時の生徒には︑お恥ずかしい限りの英

物資が売られており︑闇市が賑わっていた︒多くの日本人は貧しかった︒

﹁赤いリンゴに唇寄せて 黙って見ている青い空

語教員である︒指導法などの知識は無く︑文部省が作成した薄っぺらの︑
粗末な紙の教科書である︒学びながら教えるというお粗末さ︒情熱だけは︑

リンゴはなんにも言わないけれど

︵ 福山市草戸町一丁目一〇│一二︶

二○○五年一月一七日

でも︑どこか底抜けの明るさ︑開放感があった︒

リンゴ可愛や 可愛や リンゴ﹂

リンゴの気持ちは良くわかる

漲っていた︒
一般市民は︑自転車が唯一の乗り物で︑アメリカでは︑各家に自動車
があると︑夢のようなアメリカ文化を︑教科書を通じて生徒たちに語った
ものだ︒青年学校が併設されており︑中学校は︑小学校の校舎の一部を借
りていた︒
用紙は︑泉貨紙という極めて粗悪なもので︑鉛筆の芯も消しゴムも石
か砂が混じったような質の悪い製品で︑文字を書いても︑消しゴムで文
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照明弾を初めて見た︒と︑光の雨が降り出した︒爆撃が始まっ

表に出ると︑街の上の中空に光がふわふわ浮かんで揺れている︒

六年間であの年だけ三学級編成で︑男女組というのがあった︒私達の組

た︒小学校でも︑あの頃は男子組と女子組に編成されていたが︑私達の

はかなりの時間に思われた時︑誰かが﹁先生を見てみんさい﹂と言った︒

べり出し︑教室じゅうががやがや賑やかになった︒数え年十歳の子供に

言っているのかさっぱり分からない︒そのうちあっちでもこっちでもしゃ

して放送の始まるのを待った︒やがて音楽が鳴り話が始まったが︑何を

があると知らされていた︒その時間︑皆スピーカーの方を見ながら緊張

がその男女組であった︒あの日の午前中︑何時間めだったか大事な放送

久仁子

たのだ︒灰が峰からは高射砲を撃ち出し︑破片が降り注ぐ︒

人生を考えるきっかけを
つくってくれた空襲
斉藤

見ると︑教壇の真ん中だった先生は︑いつの間にか教壇の端っこ︑スピー

カーの真下で顔をひきっらしてじっと聞いていらした︒その顔を見ると

一人黙り二人黙り︑
ついに教室じゅうがしんとなった︒全体緊張の中︑
やっ

一︑開戦の日
一九四一︵昭和一六︶年一二月︑日本が米英をはじめ連合国を相手に

日本が戦争を始めたこと︵相手国の名﹁英米両国と戦端を開くに到れり﹂

と放送が終わった︒ゆっくり教壇の真ん中に戻ると先生は静かに今の放

た︒その間の三年八か月は私にとって私の七十二年の生涯の半分の重み

を知ったのはもっとあとからのことで︑その時は先生が国名をおっしゃっ

第二次世界大戦に参加した時︑私は小学校︵当時は国民学校︶三年生で

をもって私の中にずしりと存在する︒時間的には十八分の一でしかない

たかどうか覚えていない︶
︑太平洋︵この海は歌でよく知っていた︶の真ん

送の内容を話して下さった︒

のに︒その間は私の感性に重大な影響を与え︑何に目を向けたいかを自

中の島で日本の潜水艦が敵国の軍艦を沢山沈め︑飛行機でも爆撃したこと

あった︒一九四五︵昭和二〇︶年八月︑敗戦の時は女学校一年生であっ

分に分からせてくれたから︒あの四年問の出来事は不思議なくらいよく

動会の時︑日の丸の旗を持って﹁紀元は二千六百年︑あゝ一億の胸は鳴る﹂

気分を盛り上げるのに随分の力を払った︒私達尋常小学校二年生は︑運

開戦の前年︑つまり昭和一五年は皇紀二千六百年だとして国は祝いの

ろしい﹂で︑そうかと気付いた︒先生は仰った︒
﹁恐ろしいことはありませ

言いった︒遠くのことだと思って聞いていた鈍い私は︑井手本さんの﹁恐

もよくわかるように話して下さったのだ︒井手本さんが﹁恐ろしい﹂と一

ていない︶
︑日本の潜水艦五隻も乗組員とも犠牲になったことを︑三年生に

︵ハワイとか真珠湾とかの名が出たかどうか理解出来ていないのだから覚え

と踊った︒天皇中心の軍国体制が完全に出来上がっていたのである︒翌年︑

ん︒敵が攻めて来ないように守ってもらえます﹂と︒もっと詳しく話して

覚えている︒

昭和一六年から私達は国民学校三年生となった︒開戦の日の出来事をあ

くださったようだが︑とにかく恐ろしくないのだと納得出来る説明だった︒

とは児童は勿論のこと先生も想像だに出来ないことだったのだ︒

三年も経たないうちに日本の空から鉄と火の雨が降らされることになろう

ざやかに覚えている︒
あの日︑昭和一六年一二月八日︑私は何も知らずに︑いつもと同じよ
うに学校に出掛けた︒クラスの誰も︑先生までもいっもと変わらなかっ
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められることなくそうさせるだけの力を︑あの教科言は持っていたので

た︶は国語の教科書の最初からおしまいまで全部諳んじていた︒誰に勧

れているあれである︒多くの子供たち︵少なくとも私の友達は皆そうだっ

書である︒
﹁サイタ︑サイタ︑サクラガサイタ﹂で始まる︑文学的と称さ

私達が小学一年生の時の国語の教科書は︑あの有名な﹁サクラ﹂教科

何度も聞かされていたのである︒教育の徹底とは︑そこまで出来るもの

えた︒それだけでなく︑あの長い開戦の詔勅もかなり言えた︒それほど

方の天皇の名は数代まで言えるようになっていたし︑教育勅語は全部言

ることを中心にした︑数少ないやり方をした方だった︒それでも初めの

か︑教育勅語を覚えさせるとかはしなくて︑本当の学力を身につけさせ

ていただいた先生は︑あの当時多かった︑歴代天皇の名前を覚えさせると

て少しも感じなかった︒私達が国民学校三年生から六年生まで受け持っ

ある︒それが﹁紀元は二千六百年﹂から変わった︒国語と修身が戦時色

である︒わけも分からず覚えて︑
やがて思想の中心となっていくのである︒

二︑軍国乙女に育つ

一色になり︑国史は︑
﹁大東亜戦争﹂推進は﹁大東亜共栄圏﹂をつくるた

界地図が張られた︒地図には日本海から日本列島中央を抜けて太平洋の

が吹くと信じ込まされた︒戦争が始まって間もなく︑わが家の玄関に世

そして︑どんな試練にも耐えていると最後には元冠の時のような﹁神風﹂

日本は﹁現人神﹂
︵あらひとがみ︶のお治めになる﹁神国﹂であった︒

爆撃された︒この時︑呉にも空襲警報が出された︒近所のおねえさんが︑

が増え︑
﹁恐ろしいことはない﹂はずの戦争が始まって三年め︑北九州が

丸はそのままに︑アッツ島・キスカ島・サイパン島と次々に玉砕﹁転進﹂

んてことは知らされなかったのだから︒次々にふえていった地図の日の

られる﹂という実感がなかった︒空襲は報道されたが︑十万人死んだな

東京が空襲されたことはとっくに知っていたが︑私の心にはまだ﹁や

真ん中まで真っ直ぐに﹁大日本帝国﹂という文字が大きくあった︒当時︑

﹁空警讐報発令﹂とメガホンで触れて廻る声がうわずって震えていたのを

めの正義だとの理論の流れに持っていくためにあった︒

太平洋の西半分真ん中あたりのほぼ台形をした海に散らばる島々は日本

もんぺ姿となった︒母はもんぺの上から白い割烹前掛けをあて︑国防婦

して呉海軍工廠に出ていたが︑着物を着て紺の袴姿であったのが︑筒柚

あちこちは日の丸だらけになった︒叔母は結婚するまで︑女子挺身隊員と

撃した所には砲弾を貼り︑占領すると日の丸を貼っていった︒アジアの

地図の隅には小さな砲弾や日の丸が沢山準備されていて︑日本軍が爆

砲の破片は防げないことが分かってきたのである︒しかし︑二階建ての

るものになっていった︒掘り下げただけでは︑降ってくる焼夷弾や高射

引き落としに床が張られ︑椅子や布団が持ち込まれて︑長時間待機出来

が危機感を覚えた最初である︒そのうち︑わが家の防空壕は納屋の下の

壕と名付くものがあったが︑それに入ってがたがた震えていた︒私の体

うちでは庭に一メートルほど四角く掘り下げただけの︑青天井の防空

覚えている︒

人会のたすきを掛けて火消し訓練や︑横穴防空壕掘り︵各家の防空壕と

納屋の下では破片は防げても︑納屋が燃えたらおしまいだ︒たまたま我

の信託統治であったから︒

は別に︑共同の避難壕が︑横穴を掘れる場所には掘られていた︒
︶に出掛

が家では破片で屋根はがたがたに雨漏りするようになったが︑焼夷弾は

いつの頃からか︑わが家には兵隊さんが何日か置きに泊まりに来るよ

消し止められたので一家は助かったのだ︒

けるようになった︒
それらが至極当たり前のこととして次々におこっていくので︑大人は
ともかく︑子供の私としては︑そんなことは平常であって︑危機感なん
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おもしろいもので︑
山上の兵舎へ帰るのは﹁帰艦﹂だった︒兵隊さんは次々

兵舎から下山してくる兵隊さんである︒軍艦を住所とする海軍の言葉は

うになった︒それは敗戦まで続いた︒
﹁上陸﹂と称して︑休暇に灰が峰の

その日は夕方まで空襲が続いた︒この空襲で︑後に女学校でクラスメ

空襲警報が出ていても︑呉だけ警戒警報も出ていないことが度々あった︒

なっていた︒当時︑ラジオはつけっぱなしだったから︑まわりはすべて

イトのひとりになる人のお母様が亡くなられたとは︑入学後しぱらくし

て知った︒三月一九日から数日後︑ある私立女学校の入学試験があった︒

と人が替わった︒
ある時︑結婚式をうちで挙げた兵隊さんがいた︒式の様子を母が祖母

進学するところが決定していた私は担任の先生から連絡係りを頼まれた︒

日で空襲が日常化していたのである︒私は担任の先生と受験生のお母さ

に語ったのを私も横から聞いたが︑それによると︑出席者は新郎新婦の
ところが︑
﹁上陸﹂してくるはずの新郎が来ない︒床の間の前に椅子を

ん達といっしょに︑運動場で行われる体育の試験︑跳び箱や幅跳びを見

私達公立の試験の時にはまだそんなに切迫感はなかったのに︑ほんの数

置いて︑それに新郎の寝巻きを掛けて︑それを新郎に見立てて結婚式を

ていた︒試験が終わって帰ろうとしている時に空襲警報が鳴って︑すぐ

両親だけで︑そこにうちの両親が臨時仲人として座った︒

した︒その日から︑新郎が灰が峰にいた数カ月問︑新婦はうちの納屋で

に飛行機の爆音が聞こえた︒近くの防空壕に入って時を過ごし︑警報が

入学した女学校では︑雨天体操場が工場となっていて︑白鉢巻きを締

四︑動員

ていた︒

解除になると一人で家へ帰った︒一人歩きでも恐ろしいとは思わなくなっ

暮らしていた︒

三︑空襲が我身にも
大都会が次々空襲されるニュースを度々聞くうちに︑広が空襲された
のでは︑よその街がやられたくらい遠くのことのように感ずるほどにま
で私の感覚は鈍っていた︒

撃した︒高射砲はぼんぼん撃つし︑灰が峰山麓の惣付にあるわが家は破

格発表日であった︒ところが早朝から艦載機が何度も海軍工廠を波状攻

うにどこかへ運び出すのを見掛けた︒教室の一部︑北校舎は海軍の兵舎に

時々︑製品か部品か知らないが︑布で覆った物を手押し車に乗せて重そ

五年生の従姉がそこにいたので見に行ったら︑近寄るなと言われた︒

めた上級生が旋盤を回すなど︑工廠の仕事をしていた︒

片がばらばら落ちて来て︑防空壕から出ることが出来ない︒警戒警報が

なっていた︒この女学校の出身者である母が︑あそこ北校舎には階段教

国民学校卒業間近の一九四五年三月一九日は私が受験した女学校の合

解除になるとすぐ出掛けようとするのだが︑またすぐに空襲警報になる︒

室や弓道場もあると教えてくれた︒あゝ小学校にはなかったそんな設備

のある学校へ来たのだな︑という思いと︑見たことのない階段教室と弓

海の方︑工廠の上には艦載機がかなりの所まで下りて来て爆撃する︒
つい四︑
五か月前には︑北九州が空襲されてさえ︑防空壕に入って︑あ

道場に憧れる思いを持った︒その階段教室も弓道場も見ることなく三か

同じクラスに沖縄海軍の総指令官の五女さんがいたので︑彼女を交え

月後には焼失してしまおうとは︒

んなにがたがた震えていたのに︑もう目の前の空襲を見に出るほどに神
経が太くなっていた︒鎮守府の方でも︑北九州爆撃でさえ空襲警報を出
していたのに︑もう敵機が頭上に来てからでないと空襲警報を出さなく
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教科すべての先生が揃わなくて芸術科は何もなく︑国語は講読︑文法︑

工廠に働きに出ていた︒動員の引率で出ていらっしゃる先生もあるから︑

年生だけで︑三年生以上は動員で︑雨天体操場の工場で働く者以外は皆

が勝手に書いたのだと彼女は言った︒女学校では︑勉強をするのは一︑
二

母上の軍国の妻らしい発言に関しては︑お母様は何も言わないのに新聞

て︑沖縄戦のことは関心が強く︑かなり話題になった︒陥落に際しての

問題が書かれた時点で︑警報が鳴らないかな︑などとささやき合うくらい︑

は空襲だろうが何だろうが気にも止めない︒それからは︑試験になると

が読めるわけはないから︑わいわい試験問題の答えを言いあう︒壕の外

付いていらっしゃるに違いないが︑何も仰らない︒暗い防空壕の中で字

ないことになっていたが︑この時は皆教科書を抱えて駆けた︒先生も気

すぐに防空頭巾をかぶって防空壕へ駆け込む︒手には何も持ってはいけ

けを記入するのである︒ある時︑
問題が全部書かれた時点で警報が鳴った︒

空襲に慣れっこになって︑さして緊張感もなくなっていた︒

作文と週に七時間あり︑自習の時間もあった︒
私達も時々お菓子工場へ︑お菓子の袋詰め作業をしに出掛けた︒誰か

は言っても極度に食料難の時代︑お菓子なんてもう久しく見たこともな

た︒だから︑お国に役立っ仕事をしているのだという誇りがあった︒と

校の運動場にも防空壕は掘ってあったが︑生徒全員が入るにはほど遠い

は皆殺されて︑あの時いたので私が覚えているのは猿と小鳥である︒学

今アパートのある所は動物園だった︒空襲で檻が壊されたら危ない動物

私達の女学校は︑現在の二河中学校にあった︒道を隔てた東向かい︑

い︒おなかをすかせた数え年十三歳の子供にとって︑ふんだんにある

大きさのものだった︒防空壕は二河公園︑今の二河競技場の東の小山に

ら教えられなくても︑お菓子は前線の兵隊さんに送られるものと理解し

キャラメルやせんべいをただ袋に詰めるだけの作業を数時間続けるのは

入る穴が決まっていた︒生徒たちが壕まで駆け込むには何分もかかるか

横穴が掘ってあった︒兵隊さんが毎日まだ掘り進めていた︒二河国民学

まで の
―二〜三回は︑作業を終えて帰る時に一袋ずつお菓子をもらった︒
もらったお菓子は家への大切なおみやげだった︒みやげを家族に分けて

ら︑敵機が来てから空襲警報を鳴らすことが多くなっていた敗戦間際に

校︑五番町国民学校︑女子高等国民学校︑私達の第一県女と︑それぞれ

あげられるのは喜びだった︒お菓子の袋詰め作業より外に︑農作業の手

は︑集団で壕に到達する前に爆弾を狙い撃ちで落とされるってことがな

酷だった︒だが︑この作業の終わり頃 空
―襲でお菓子も工場も灰になる

伝いに出掛けたことがあった︒私の組の行った先は仁方の農家だった︒

かったのが幸いであった︒

ぎゅうぎゅう詰めの真っ暗い壕の中では︑算盤の上手な人が読み上げ

どんな仕事をしたか覚えていない︒今思うに︑農作業をしたことのない
女学生が大勢やって来て︑農家はかえって迷惑だったろう︒

算を唱えて︑私達は一生懸命暗算をやったり︑漢字当て︑つまり単語を

のことはあまり言われないで︑作業と避難ばかりに多くの時間をとる毎

言って︑何偏の何冠の何足のなになにという字などとやっていた︒勉強

女学校へ入ってからは︑毎日数回空襲警報が鳴った︒登下校は同じ方

日だつた我々仲間は結構勉強が好きだつた︒英語なんかは敵性語として

五︑避難
向の者が一緒にするようにと言われ︑単独行動は禁じられた︒とはいっ

教科書もなく︑
英語の先生は口でただ教えるだけ︒黒板にも書かれないし︑

ノートもとってはいけない︒頭の悪い私なんか覚えられはしない︒先生

ても一人歩きをしなければならない場合はかなり多かった︒
試験は白紙が配られ︑先生が黒板に問題を書かれたのを見て︑答えだ
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行雲を引いてＢ が日に輝きながら飛んでいた︒灰が峰から撃つ高射砲

めに後ろへ倒れかかって︑見るともなく木の間から空を見上げると︑飛

呼吸していると︑
﹁みんな山側へ︑へばりっいていろ﹂とどなられた︒斜

ので﹁外へ出なさい﹂と言われた︒外へ出て涼しい空気を胸いっぱい深

チをつけようとして擦りなさったが︑つかない︒何度か擦ってつかない

としていた︒誰かが気分が悪いと言った︒私の近くにいらした先生がマッ

しゃべり好きな雀娘たちもしゃべる元気もなくなって︑真っ暗い中でじっ

そんなある日︑五月だったか六月だったか︑空襲がいっもより長引いて︑

りそろえて︑綴じてノートにしていた︒
︶に書いて叱られたことがあった︒

ら︑行政が配っていた防空や戦争遂行のポスターは︑適当な大きさに切

の仰ることをこっそりポスターの裏︵当時はノートもろくになかったか

道路の私達がしゃがんでいた反対側に機銃弾が斜めにずらっと並んで突

相手から見た私も砂の中から蠢いていただろう︒砂を払って気付くと︑

ると︑相手の二年生は︑その大柄な体が頭から顔から服から砂まみれだ︒

れ続けていたように感じた︒やがて静かになったので︑そっと顔を上げ

たろうと思うのだが︑しゃがんでいる間は︑かなりのあいだ打ちつけら

がだだつと打ちつける︒あとから考えるとそんなに長い時間ではなかっ

さに二人は側溝へ倒れ込むようにしゃがみ入った背から小石混じりの砂

が始まった︒ばらばらっと︑
頬といわず頭といわず︑
砂嵐が当たった︒とっ

つかない︒お宮の松林を抜けて新道路への登りにさしかかった時︑爆撃

もないその道は︑飛行機から丸見えであることなんか二人の子供は気が

の横を登って︑二河上井手に沿った新道路を通って帰ろうとした︒隠れ

弾がはるか下でぱっぱっと炸裂した︒山に沿って防空壕の前にはもみじ

い打ちしたものだ︒ほんの数メートルの差で︑
手足の掠り傷だけで済んだ︒

き刺さっているではないか︒飛行機から明らかに私達二人の子供をねら

六︑
七月一日

の木がずらっと植わっていた︒もみじの青葉は互いに重なり合って︑日
に透けてうす黄色いのから濃い緑まで︑たくさんの葉が︑緑色ってこん
なに多くの変化色をもっているのかと驚くほど豊かな影を私達に与えて

一九四五年七月一日は日曜日だった︒なぜ曜日をはっきり覚えている

私が入学してから初めて全校生徒が運動場に並んだ︒学徒隊の結成式

くれていた︒そのはるかかなたに抜けるような曇りない青空が広がって

れいなものを見ようと思った︒脇を見ると︑今さっきまで私達が入って

を上げるためである︒沖縄が陥ち︑民間人は中学生・女学生まで軍人の

かというと︑あの日は︑日曜日なのに全校生徒が学校へ集まったからで

いた壕の口から白い靄のようなものがもくもくと出ていた︒あの靄のよ

もとで働いて大勢犠牲になった︒本土決戦に備えて女学校一年生まで

いる︒あゝきれいな青葉だな︑と思った時︑ふと私は︑最近きれいなも

うなものの中で死にそうだったんだな︑と︑まるで人ごとのように考え

すぐに出動出来る態勢を整えようとしていたのであるが︑戦勝気分の

ある︒日頃海軍工廠で兵器を生産している上級生も集まった︒

ながら出てくる気体を見ていた︒気分が悪いと︑自分の状態を敏感に感

一九四七年からもう敗退に向かっていたのだから︑じわじわとやって来

のを見ていないな︑と思った︒きれいなものを見なければいけない︑き

じて先生に告げた人のおかげで命拾いをした日に前後して︑私は同じ町

慣れていくほど恐ろしいことはない︒事態の変化に気付かないのだから︒

てことこゝに到ってもまだ私達は危機感を持っていなかった︒少しずつ

途中警戒警報が鳴った︒早く家へ着こうと急ぎ出した二人は︑町なか

防空壕の中の空気が︑マッチの火がつかないくらいにまで炭酸ガスが増

に住む二年生と二人で学校から帰っていた︒
を通って帰るより︑山側の道が危なくないだろうと判断した︒龍王神社
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29

て来るものは︑危機感どころか警戒感も抱かせないくらい︑人間に当た

えていても︑一人を除いて誰も気がつかなかったように︑じわじわとやっ

が落ちてくるのを避ける覆いとしていたが︑その夜の空襲はよほど大規

の上に︑裏の竹藪の孟宗竹で父が太い簾を造ったのを掛けて︑破片や物

身を竹の簾に巻いていた︒祖母は幼い弟妹を連れて入る︒私は裏の山水

模なものと父が判断したのだろう︑母をも防空壕へ運び込もうと︑母自

だから七月一日の学徒隊結成式でも私達は︑それぞれの担任の先生が︑

を引いた水槽からバケツに水を汲んでは家の縁側の前に並ぺていた︒燈

り前のこととして受け取らせてしまう︒
たぶん初めて掛けられるであろう号令
﹁右向けーみぎっ︒かしらーなかっ︒

飛行機の爆音が聞こえていた︒水滴のようなものが顔にかかった︒あ

火管制に慣れていたので暗くても仕事は出来る︒

先生はどんな調子だろうとおもしろ半分の期待をして待っていた︒専攻

とで分かったのであるが︑水滴と私が感じたのは街の上に米軍機が撒い

前へー進めっ﹂と声を上ずらせて掛けられるのを笑っては叱られ︑次の
科︵五年生︶から四年生と順々に下の学年へ︑それもイ組︑口組と一組

ばあっと光が広がって︑一瞬庭の木々の姿が黒い影として浮かび上がっ

た油だったのだ︒まだ警戒警報も出されていない︒その時︑空じゅうに

て来るのであるが︑一年ホ組であった私達は最後なので︑先生達一人ひ

た︒私は
﹁爆弾が落ちたー﹂
と︑
まだ家の中にいた父母らに裏口から叫んだ︒

ずつ歩調をとって歩いて︑正門から動物園前の道へ出て公園を回って帰っ
とりの号令のおもしろさを充分堪能したあと︑最初出た組が帰ってくる

一言も洩らさなかった上級生たちは︑この日の学徒隊結成を差し迫った

二十二日の空襲で潰滅的な破壊を受けているのを目の当たりにしながら

ぎの気分だった︒軍需工場で働いて日本の生産現場の実態を知り︑六月

少なくとも一年生の私達にとっても平素と違う︑ちょっとしたお察り騒

本土決戦に備えての自覚を促し︑態勢を整える目的の学徒隊結成式は︑

襲になると辰川小学校に集まり︑何かの役につくらしかった︒具体的な

時成人男子が少なかったので父は防衛部長と呼ばれていた︒防衛係は空

隣保班には防衛係が決めてあった︒うちの班では父とＳさんだった︒当

たのだ︒灰が峰からは高射砲を撃ち出し︑破片が降り注ぐ︒当時の隣組︑

ている︒照明弾を初めて見た︒と︑光の雨が降り出した︒爆撃が始まっ

が一望出来る︒表に出ると︑街の上の中空に光がふわふわ浮かんで揺れ

空襲警報が鳴った︒わが家は灰が峰の南西斜面にあるので︑旧呉市街

感で参列したのではないかと思う︒その夜︑私達きょうだいは父から起

ことを聞いていないので︑みんなあの世に行かれた今となっては聞きよ

頃に校門を出た︒

こされた︒父は寝ないでラジオを聞いていたのだ︒警戒警報も発令され

うがない︒ご主人が亡くなっていられたＳさんは︑警報が鳴ると幼い二

母は壕の入口の柱に縋って外を見ていた︒そして︑
﹁こっちへ落ちて来る︒

ていなかったが︑呉の周りはすべて空襲警報が発令され︑敵機はそこま
すぐにわが家の防空壕へ入る︒その頃のわが家では︑納屋の引き落と

しっかり伏せて﹂などと指示を出しながら私らの様子を見張り︑外の状

人のお子さんをうちへ連れて来ておいて役に着かれた︒立てないはずの

し︵昔︑祖父の時代︑牛糞などから堆肥をつくるために地下を掘って石

態を観察していた︒警報が鳴ると︑
﹁上陸﹂して街に散らばっていた兵隊

で来ているという︒

垣で囲んだ土間で︑数十年間物置として使っていた所を空襲が頻繁になっ

さん達がうちの前の道を急いで灰が峰へ﹁帰艦﹂する︒

しかし︑あの七月一日の夜は空襲が始まってから警報が鳴ったので︑

て床を張り︑布団類も入れてあった︒
︶を防空壕としていた︒その頃母が
腎孟炎を患っていて︑毎日高熱を出していたので︑空襲になるとベッド
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たりは焼けなかった︒

木に降りかかった火の粉をたたき落として消してくれたので︑うちのあ

なくて︑そこらの家の防空壕へ入っていた︒その兵隊さんたちが︑家や

鉄と火の雨が降る中だから︑上惣付の家のあたりまでたどり着くと動け

兵隊さんたちが飲みに来ていた︶
︑その人達が休むので縁側から座敷まで

れていて︑道路からかなり奥まっているのに︑通りすがりの人や訓練の

がって来て︑うちへ水を飲みに来られ︵わが家の出水はかなりの人に知

鉄の雨は降らなくなっていた︒その頃になると︑街からどんどん人が上

土を掛けた︒当時は油脂爆弾がどうの︑なになに弾はどうのと︑種類と

置いたバケツを持って行って水を掛けた︒兵隊さんが来て︑スコップで

りの幅の川向こうのわが家の畑で焼夷弾が火を吹いている︒私は汲んで

﹁ん？﹂我身は吹っ飛ぱない︒恐る恐る顔を上げると︑三メートルばか

んだ︒

落ちてきた火が︑真正面から私を目がけて来て︑もうだめだ︑としゃが

たりもうす明るく地面が見えるほどになった︒と︑シューと音を立てて

しばらくするとまっかになって燃え出し︑山の斜面に位置するうちのあ

何十倍も派手にした火の粉が光の糸となって降ってくる︒暗かった街は︑

母に叱られながらも母の横から外を覗いて見ていた︒空一面に︑花火を

何箇月も前から空襲中でもがたがた震えることはなくなっていた私は︑

つ音と︑破片が屋根に当たる音で︑少々の話し声は消えてしまう︒もう

兵隊さんたちがいたおかげでもある︒焼夷弾の落ちる音と︑高射砲を撃

期消火がよかったというか︑女・子供だけでなく︑
﹁帰艦﹂出来なかった

中を何度かうちへ帰って来ては声を掛け︑無事を確かめてはまた出ていっ

腹を立てたのを六十年経っても忘れない︒父とＳさんは︑火と鉄の雨の

合いの精神は子供だから素直に心に入っていた︒だから﹁うちだけ﹂に

んとんとからりと隣組﹂という歌がはやっていた︒その隣組精神︑助け

いた︒それが
﹁うちだけ残っていたら嬉しかろう﹂
とは何事ぞ︒あの頃︑﹁と

思うと同時に︑わが家が焼けていないことに子供ながら引け目を感じて

挨拶もなしに家へ入って︑疲れて横になっている人達に私は︑気の毒に

私は驚いた︒そして腹が立った︒今︑焼ける街から逃げて来て水を飲み︑

﹁こんな大火事で皆焼けたのに︑うちだけ残っていたら嬉しかろうね﹂
︒

ていた︒その時聞いた被災者の話し声︒

へ入る余地のない私達は︑ずっと庭をうろつくか防空壕の中にいるかし

除になる度に防空壕と縁側の間を行き来していた︒開けっ放しのわが家

常持ち出しのリュックサックはいつも縁側に置いて︑警報が鳴る度︑解

ように︑夜でも縁側の雨戸を締めることはなかった︒貴重品の入った非

毎日数回の空襲があるようになっていた当時は︑いつでも飛び出せる

いっぱいになった︒

その消し方がポスターで示されて子供でもよく見ていた︒しかし︑目の

た︒二人は別々に仕事をしていたらしく︑お互いのことを知らず︑私達

街の真ん中ほど多くの焼夷弾が落とされなかったせいもあろうが︑初

前に落ちた弾をとっさに見分ける判断力はない︒消されたり不発の弾は︑

が﹁さっき帰って来たよ﹂と言うので互いの無事を知るのであった︒

長い夜が明けた︒空気は焼ける臭気が漂っていた︒うちで休んでいた

あとで兵隊さんが集めて行った︒長さ五〜六十センチ︑太さ十センチく
らいの筒だったように覚えている︒敗戦後数カ月経って︑神山峠の畑を

まで行くという︒ほかに上げる食べ物がない︒祖母は大豆の煎ったのを

人たちはどこかへと出ていった︒中に知った家族がいた︒これから津江

どれくらいの時間が経ったか分からない︒街の火事は︑燃える火の明

上げた︒かじりながら出ていかれる汚れた姿を︑今は私達家族だけになっ

耕していて不発弾に当たり︑亡くなった人もあった︒
るさだけでなく音も聞こえるほど激しくなっている︒いつの間にか火と
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が収まってみると︑二河の我が校の校舎が三つ立っている︒呉じゅう焼

からだったろうか︑呉じゅう焼け野が原になったのが見渡せるほどに煙

て︑がらんどうに感じられる家の縁側から見送った︒何時ごろになって

同窓会に欠席したと思ったら亡くなったと聞いた︒

たりして︑
生きているかどうか確かめていたという︒そのＳさんも数年前︑

う︒外では︑男の人たちが︑連れ出した人達の頬をひっぱたいたりつねっ

いて︑おじさんのゲートルの足をつかんだら︑外へ出してもらえたとい

八月六日も焼け跡整理に運動場へ集まり︑朝礼が始まる前で︑生徒は

けているのに︒さすが︑兵舎になっていたから︑兵隊さんに守られて一
県女だけ残ったのだろうと気のいいことを考えていた︒

しゃべりしていた︒前で︑先生方が輪になって職員朝礼をしていらした︒

︵その時点では二年生も動員で出ていたから︑一年生だけ︶ほぼ並んでお

けたが︑下りるに従って︑くさいのなんの︒荒神町までいくと︑溶けた

その時︑あたりの空気全体がうす紫に光った︒おや︑と思っているとドー

行ってみたいが︑父がとても街へは行けないと言う︒二︑
三日して出掛
道路のアスファルトが靴にくっついて歩けなくなるので引き返した︒こ

入っていたが︑何事も起こらない︒学校へ帰ることになり︑気が抜けて

ンと音がした︒爆弾だと思った︒すぐ防空壕へ行け︑と言われた︒壕へ

とわが家から見えた校舎は︑全部焼け落ちて防火壁だけ残っているのが

ぞろぞろ帰って行くと︑校門のところでは後から登校してきた者達が︑

うして私の持っていた最後のぼろ革靴がだめになった︒三つ残っていた
見えたのだと知ったのは︑ずっと後になってからである︒

登校日を間違えたのだろうかと言い合っていたという︒と︑
誰かが﹁あれ﹂

てハンカチに包んでは口に当て︑何度も土を換えては口に当てしていた

で動けなく︑息がつらくてたまらなくなったので︑足元の冷たい土を掘っ

さんを亡くしたＳさんだった︒彼女の話によると︑ぎっしり詰まった人

多かった壕でである︒同じ壕で助かったのは︑三月一九日の空襲でお母

壕で一人死んでいた︒煙を吸ったのと︑蒸焼きになって死んだ数の一番

た︒家が焼けて親戚へ行った者がいる︒私達一年ホ組では︑和庄の防空

ていた︒学校へ集まったのは︑クラスの半数を少し越える人数だけだっ

二河公園隅︑防空壕のある山の端にあった衛生参考館は炊き出し場になっ

繁にあった︒動物園の焼け跡は炊き出しの食料を渡す所になっており︑

時問と防空壕へ入りに行く時問とどちらが長いか︑というほど空襲が頻

何日か経って︑学校へ毎日︑焼け跡片付けに通った︒跡片付けをする

河口で水中から遣体を引き上げる作業については︑
﹁女の人の細いはずの

ら毎日︑海軍のトラックで広島へ遺体収容作業に出かけていた︒宇品の

のだろうとは︑戦後になってからの我が家での話である︒父は翌七日か

の爆風が来たという︒白い煙のような一すじは︑開く前の落下傘だった

怯なやつだ﹂と言っていると︑ピカッと光って︑そのあと爆音とかなり

白い煙のようなものが一すじ下りて来たので︑
﹁毒ガスを落としたな︒卑

﹁上陸﹂の夜泊まられる兵隊さんが︑灰が峰から見ていると︑広島の上へ

と聞いたと言った︒新聞やラジオが新型爆弾と報じ出してから︑うちへ

輝いていた︒家へ帰ると︑父が広島駅の前に大型爆弾が落とされたのだ

なり宵闇に見えなくなるまで︑辺りが薄暗くなっても︑高い空で橙色に

もいた︒入道雲は︑少し揺れ︑形をいくらか変えながらも︑夕焼け色に

雲が出ていたのである︒坂の発電所が爆発したのだろう︑などと言う者

と西北の方︑吉浦の方の山の上を指差した︒その空には傘のような入道

のだそうだ︒そのうち︑懐中電灯を照らした警防団の人が来て︑
﹁生きと

腕が︑太股より太くなっていた﹂と言ったのがすべてで︑毎日多く見た

七︑焼け跡整理・原爆

る者は声を出せ︒声の出ん者は手でも足でも動かせ﹂と叫ぶので気がつ
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を知っていなかったのだ︒父はその後夏になると具合が悪くなり︑日に

と言ったそうだ︒おじも︑その時はまだ二次被爆による被曝症なるもの

祖母が︑鎮さんはよう診ると評判だが︑重雄の病気はよう治さんのかのう︑

もないので治療の方法がない︑お茶を飲んでいるしかない︑と言ったので︑

経ってから微熱が続き︑内科医の親戚のおじが︑風邪の症状だが風邪で

であろう惨状については生涯語ることはなかった︒父はその後しばらく

らない点に於いては四年前の十二月八日と同じ︒違うのは︑今度は雑音

と重大放送が終わったということだけは分かった︒重大放送内容が分か

るのだが︑雑音がひどくて言葉として聞き取れない︒時間が経って︑やっ

たが︑相変わらずジージーガーガーばかりだ︒声が出ていることは分か

も︑兵隊さんと生徒が近い所に並んだのは初めてである︒十二時になっ

んとラジオの回りを私達一年生と先生がとり囲んだ︒同じ敷地内にいて

ばかりが入る︒焼ける前に比べるとすっかり少人数になっていた兵隊さ

ませていたことだ︒しばらく誰もものを言わない︒やがて先生が﹁帰り

女学校一年になっていたので︑一言でも判るところがあるかと︑耳を澄

のせいで先生にも聞き取れなかったことと︑私達が小学校三年でなくて

当たるとよけい悪くなるので傘をさして歩いていた︒

八︑終戦
八月六日から一︑
二日して︑二河公園の衛生参考館に近い石碑の台の

わらず空襲警報が夜に入っても何回か響いたが︑夜中の零時︑十五日に

の連続の八月一四日︑明日は天皇の重大放送があると聞かされた︒相変

襲があるという︑非日常が日常化している毎日であった︒そんな非日常

理に通っていた︒もう焼くところもなかろうと思うのに︑日に数回も空

とを考えもしない毎日で︑相変わらず灰まみれになって学校の焼け跡整

かったが︑死は子供にとっても日常の出来事であった︒夏休みなんてこ

は一夜にして十万人が︑広島では一瞬にして三十万人が︑長崎では ――
と︑まさかそんな莫大な数とは︑報道されないせいもあって思いもしな

ていた︒何日もしないうちに︑その人は溝に入って死んでいた︒東京で

炊き出しを行っている衛生参考館に近いからだろう︑と私達はうわさし

てもいられなく︑とにかく何かをつかみたくて父は出て行ったのだろう

け跡を歩いてどれだけの情報が得られたものか知らないが︑居ても立っ

そこへ投げるなり︑街を見てくる︑と出掛けちゃったんよ﹂と言う︒焼

んはゲートル︵それは夜寝る時もはずしたことがなかった︶をはずして

だけでなく︑言葉が聞き取れるラジオもあったのだ︒
﹁それでお父ちゃ

ん﹂と言った︒母がどんなに驚くと思いきや︑
﹁ほうよ﹂
︑あれ︑ガーガー

ものが言えなかった︒走って家へ帰るなり台所にいた母に﹁戦争負けた

きのガーガー放送がそれだったのか︒私の頭は目まぐるしく回る︒私は

きていて︑
﹁戦争負けたの︑悲しいね﹂と言った︒え︑なにっ︑負けた？

家の近くまで帰ると︑坂道を近所の国民学校五年生の男の子が下りて

なさい﹂と言われた︒

なったかという時から警報が鳴らなくなった︒子供だから夜にはそんな

ことは︑今にして想像がつく︒晴天の霹靂とはこのこと︒

ほとりに︑濃い焦げ茶色の皮膚の腫れ上がった人が寄り掛かっていた︒

ことに気付くはずもなく︑学校へ行ってから﹁今日は空襲がないね︒ど

﹁神国︑国体の精華︑本土決戦︑神風︑欲しがりません勝つまでは﹂

たちの異常さには互いに気付いていない︒やがて昼前になると︑校庭の

たこれらの言葉は私の体に生きていた︒今また︑いきなりラジオで敗戦

いきなりラジオで開戦を知らされた国民学校三年生からたたき込まれ

私が知らないのに︑どうして私より小さい子が知ってるの？ あ︑さっ

うしてじゃろう﹂と話し合った︒空襲がないのを不思議がるという自分
防空壕の前で兵隊さんがラジオをいじり始めた︒ガーガージージー雑音
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を知らされる︒いつも結果を過去形で知らされる︒それを受け入れよう

そり座⁝⁝︒分かれていた懐かしい友に再会した思いだった︒たった二

それが今夜︑火の粉騒ぎは夢だったように︑ずっとこんなだったよ︑

年前にはあんなに感動して天の川が眺められたのだ︒以後まる二年︑星

たき込まれていた女学校一年生にとって︑敗戦はただの驚きだけでなく︑

と言わんばかりに静まり返っている︒
﹁星降る夜﹂という言葉を聞いたこ

と受け入れまいと︑厳然とそこに存在する事実に変わりはないのだ︒開

小学三年生の時とは比べものにならない痛みを伴った悲しみであり︑こ

とがあるような気がする︒星降る夜︑星降る夜と何度も繰り返した︒ど

どころか︑空から降るのは火と鉄の雨だった︒

れから生きていくことが出来るのだろうかという不安感であった︒その

こまで続く黒く深い夜の空だろう︒その大いさ︒そしてちっぼけな︑ちっ

戦の時の幼児だったのと違って︑聖戦ということが︑頭にでなく体にた

八月一五日︑疫痢にかかっていた従妹が死んだ︒私は従姉と二人で︑津

ぼけな人間︒広い夜空の星は全く変わっていない︒

だが私はこの四年間で全く変わった︒これからどう生きていくのだろ

で焼け出されて子供を連れて叔父の実家へ帰っていた叔母にそのことを
知らせに吉浦まで歩いて行った︒

とが日々生きていく目的だった︒それが︑殺される恐れがなくなった今︑

う︒戦争後半の二年間は︑死なないこと︑殺されないこと︑逃げ廻るこ

開通しないまゝ途中で作業が止められて︑防空壕として使われていたの

自分はこれから何を目的に生きていけばいいのだろうと思った︒この広

汽車もバスもなかった︒魚見山燧道は両側から掘り進められていたが︑
で︑海岸道路をぐるっと回って行くのである︒今海上保安大学校になっ

い夜空のどこもつかむところのない不安︒
﹁人生﹂ということを考えた最

あれから六十年︒老いを口にする歳になっても︑戦時中の四年間は濃

ているあたりの工廠から︑私達の学校の上級生が出てきた︒ネクタイで
であった︶
︒眉の上に真横に白鉢巻きを締めている︒歩調をとって歩き︑

密で重い︒窒息寸前の防空壕から出︑見上げた空に透ける新緑の瑞々し

初だった︒

門衛の前へ来ると︑ばっと止まって︑さっと挙手の礼をした︒兵隊さん

さに感動して︑美しいものを見なくてはならないと思った空襲の日︒私

それと知れる︒
︵私達の学年は物資の無い時に入学したので︑服装は自由

と同じように挙手の礼をするとは聞いていたが︑女学生がするのを見た

の星好き︑本好き︑書くこと好きは︑あの鉄と火の雨をくぐって育った︒

︵呉市東惣付町二│一〇︶

のは初めてである︒しかも敗戦数時間後に︒
その夜︑電灯の周りを覆ってぶら下げてあった黒布をはずして︑部屋
の隅まで照らせる明かりのもとで︑心はかぎりなく暗かった︒縁側の天
窓に張られた黒い紙が剥がされたのはもう少し経ってからであった︒そ
の夜︑縁側から眺めた空は︑燈火管制がなくなっても︑焼けて真っ暗い
街の上に広がり︑鉄も火も降らせなくて︑何の音も立てなく満天の星が
天の川を真ん中に収まるところに収まっていた︒小学五年生の時︑国語
でならった夏の星座︑二年前︑母が実際を見上げて教えてくれた︑もわっ
と広がる天の川を見た感動が蘇った︒白鳥座︑琴座︑鷲座︑大犬座︑さ
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動けない病人を連れて来たのだった︒

静 か に 空 へ 視 線 を 投 げ て い た︒ 十 七︑八 才 の 若 者 だ っ た︒全然

防空壕の入口の戸板の上の病人は︑青白い光茫に照らされて︑

最近は特攻隊の攻撃以外で︑戦果のあがる話を聞かない︒戦況は不利に

ものの由︑又人の話によると︑今日の敵機来襲は︑延千三百機にも及ぶと︒
︶

し我方の納めた戦果︑戦艦︑空母︑巡洋艦各一隻を撃沈︒
︵特攻機による

傾くばかりである︒

三月一九日︵月︶

夜間は第三警戒配備︒何事も無く夜が明ける︒七時十分︑朝礼中に轟音︒

耳をつんざく普だ︒高射砲弾の炸裂する白い煙が次々花のように開き︑

恭人

三月一一日︵日︶

見上げた視線の中に敵機編隊が飛込んで︑急降下してくる︒十八機︒艦

増田

はじめは地下工場拡張作業のハッパの音と思った︒サイレン︒空襲警報︒

黒田組長と二人︑大急で東門を飛出した︒

眠いのをこらえて︑
夜業︒
朝上り︒
昼間は馬鈴薯の植付︒︵腹が可愛いから︑

上攻撃機グラマンだ︒命中︒二機が火炎を吹いて落ちて行った︒敵機の

一︑敵機動部隊

協力するなり︶新婚羽田夫婦と一緒に夕刻から街に出る︒夜︒敵機大挙来

編隊は広方面に向う︒しかしどうも高射砲弾の破片が降つて来るので︑

東門から坂道を駆け登るうちにも︑対空砲火が︑熾烈の度を加えた︒

襲のおそれあり︑今夜は男子は服のまま脚畔着用のこと︑女子はもんぺ

坂道を途中から引返えし︑地下工場の横穴に待避した︒地下工場の中は

重く湿った空気が澱んでゐて︑砲声が重い空気の塊になって︑ずしんず

のまま寝につけとの通達がくる︒今日は無事だった︒

三月一五日︵木︶

しんと︑押寄せてくる︒少時︑砲声のおさまるのを待って︑地下工場を

一〇分︑空襲警報発令︒直ちに防毒隊員として部署につく︒
︵情報︑徳山

なので作業にはつけず︑いささか手持ち無沙汰に時間をすごす︒一六時

羽田君とも相談して一緒に出掛けた︒一二時五五分︑空襲警報解除︒非番

のこともなし︒今日は非番だから本来なら工廠に出る必要は無いのだが︑

報だった︒下宿に帰ってリュックに身のまわり品を詰めたが︑その後何

坂道を登りながら︑サイレンを聞く︒汽笛かと間違いかけたが︑空襲警

まだ爆弾を投下した気配はない︒軍港をかこむ山の砲台が一斉に砲門を開

ているそうだ︒砲声が熾烈を極める︒松山上空を北進して来た百機らしい︒

砲声高まる︒待避壕に入る︒羽田君の母︑羽田君の細君︑
敵機来襲 ――
羽田君︑私︑隣家の竹森さん︒おばあさんは︑早くから山の横穴へ行つ

ゐるようだ︒家では大事な物を待避壕へ入れる作業に大童だった︒

んでいる︒道の両側の家々では︑床を揚げて︑床下の待避壕に潜りこんで

で登ってゐると︑
﹁松山上空を百機が北進中﹂ラジオがせい一杯の声で叫

大急ぎで飯に味曾汁をかけて早飯をすます︒神原は坂の町だ︒急ぎ足

弾の破片で破れる心配はない︒

出て坂道を駆け登り︑神原食堂へ飛びこんだ︒この屋根は丈夫だから砲

その後もマリアナ基地のＢ は活発に動いているが︑ここではさした

時三〇分︑警戒警報発令︒八時頃︑朝食を済ましての帰途︑神原の

三月一八日︵日︶

ることもなし︒只毎夜のように一︑
二機が偵察に来ている︒

29

上空を二十一機が東に向う︑と︶ ――
間も無く解除︒ ――
敵機動部隊に対
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四

を出たところに砲弾の破片が三個落ちていた︒屋根に登ってみた︒灰が峰

激しい砲声だ︒三十分もつづいたろうか︒砲声が止み時避壕を出た︒壕

隻も見える︒戦艦の数も巡洋艦の数も少くなっているから︑空襲を受けて

損害は極めて軽微 ﹄と︑言ひたいところだが︑海上で傾むいている艦が何

た器 材のなかに防毒面が破損して飛んでいた︒海岸へ出て見た︒
﹃当方の

たことを出勤して知った︒受持の防毒器具格納庫を見に行ったら︑飛散し

の山腹と市内数か所に煙があがっている︒足もとを見ると︑砲弾の破片

いるうちに︑港外へ避難したのであろう︒守衛がやって来たので工場へ引返

医院の前を通り︑岩方通の堀内へ寄った︒どちらも無事で安心した︑宮原

関東地方へ千六百機来襲︒米軍硫黄島上陸を援護︒

敵機動部隊の行動調査

米軍の上陸はまだ先のことだ︒

三月 一日

九州︑四国︑中国︑阪神地方来襲︒千四百機︒

南西諸島へ六百機来襲︒

主として呉へ千百機が来襲︒

五月五日朝︑一〇時頃だったろうか︑警戒警報につづいて︑煙幕用意

六︑
﹃死の嵐﹄前秦曲

十九日

三月十八日

29
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いて射っている︒

で瓦が割れている︒灰が降って来る︒近所の家でも屋根にあがって壊れ

した︒爆弾は五〇キロだったと思う︒機銃掃射も可成なものだった︒

さすがだった︒ ――
誰もが自分の見たことを興 奮して話合った︒壊れてい
る工場の壁を︑トタン板と遮光幕で修理し︑夜業のあかりが外に洩れない

急降下しては艦めがけて爆弾を投下し︑さっと急上昇していく技 術も

た瓦を直している︒
また︑砲台が一斉に射ちだした︒空圧でズボンの裾が震え︑耳が
――
痛い︒
今日の目標は広航空廠であるらしい︒石槌山の向うに黒煙が︑あがっ

敵機動部隊の艦載機による本格的な空襲を︑初めて受ただけに︑これ

ようにして︑作業にかかった︒

声が止むと︑嘘のように︑静かになる︒何時も変らぬ朝にかえる︒服のま

から先の不安が誰の胸中にも︑重くのしかかっていた︒明け方から雨がし

ている︒黒煙はいつまでも消えなかった︒大分ひどい︒ 敵機が去り︑砲
ま床に入る︒読みかけている尾崎一雄の﹃暢気眼鏡﹄を読みかけた︒一〇

としと降りだした︒雨が︑気持を和ませてくれた︒構内も雨で︑煙ってい

る︒敵機動部隊の艦載機︵ヘルキャット︶による攻撃目標は︑広の航空隊

五〇︑再び空襲警報︒異状無し︒一二 〇五解除︒ 一六 二〇︑再
び空襲警報︒異状無し︒一七 〇〇解除︒

通では︑校舎が兵 舎と閤違えられでもしたのか︑被弾していたので︑少し

二月十六日

関東地方へ六百機来襲︒Ｂ と共同︒

と十一空敵︑そして呉軍港内の艦船 だった︒工廠の被害は軽微︒鉄 道には

気を揉んだのだったが︑市街は意外と︑平穏だった︒堀内では床下の待避

二月二五日

港内の艦船をねらったものとばかり思っていたが︑
工廠へも爆弾を落して行っ

に出あった︒焼夷弾五本を処理した﹀と︑自慢していた︒今回の空襲は軍

二百五十機︒撃墜︑三十機︑損害を与えたもの︑二〇機 ﹀
︿途中︑山根君

警 察 署のまえに︑
︿呉 市 空襲 情況 概 要 ﹀の貼 紙がある︒
︿来 襲 機 数︑

﹁当局発表以外の被害状況を書いた通信は受付出来ない﹂

でていた︒

壕のなかに︑兄さんが布団を敷いて寝ていた︒郵便局の前に大きを貼紙が

三月二〇日

‥

被害無し︒宣伝ビラを撒いたらしい︒人心は決して動揺などしていない︒

‥

昨日は︑あれから市街に出て︑原田綾子君が勤めている本通の泉眼科

‥

‥

音と地響きだった︒

矢庭に︑しゅるしゅるという爆弾の空気を切る落下音がし︑次には爆発

のサイレンが鳴り︑すぐ又空襲警報になったと思うと︑高射砲の音がして︑

載機がこぜわしく飛びまわった前回とは︑まったく趣がちがう︒何編隊

いから︑何回も旋回してきて︑何度も爆弾を落すようなことはしない︒艦

ものだ︒大型の爆弾を︑かなりな高度から投下して過ぎる︒爆弾が大き

山の向うに黒煙が空いっぱいにひろがって︑動かなくなった︒重い雲

来たか覚えなくなった︒

待避壕の中へ飛込んだ︒三月一九日︑艦載機二五〇機が一斉に突込んで

の様に見える︒今日午前の空襲時には工場に居た︒空襲警報が発令され

ノノノノォーン︒地軸をゆるがす不気味を音響だ︒私は拡張工事中の
来た時には︑聞かなかった音響だ︒五〇キロ爆弾は︑至近距離に落ちても

ると同時に待避壕に入った︒壕は防火隊員と共用で工場の床下一メート

のコンクリートがあり︑その上にニインチの鋼板が二枚敷いてある︒小さ

こんなに大きい音でも地響でもない︒これは︑漢口以来一年余︑御無沙
﹁危ない︑早く壕の中へ︒おばさん︑大至急だ﹂

い爆弾なら直撃弾でも心配いらない強度になっている︒円筒の直径はニ

ルに二二〇ミリ鋼板製の円筒を埋めてあり︑円筒の上には︑一メートル

少し空襲憤れして︑まだ家の中で︑なにかやっているおぱさんを呼んだ︒

メートル程もあって十人入っても窮屈さは無かった︒円筒の上部に監視

汰だった音と地響だ︒

壕内に居ても︑艦載機の時のように︑さほど喧騒さが無い︒敵機は︑機

軍港内に居る艦が主砲と高射砲を一斉に射ちだした︒地下に居ても監

塔があり︑床上に三十センチだけ頭をだしている︒

の機銃砲台が︑のべつまくなしに射ちまくったあの喧騒は今はまったく

視塔の覗窓から入って来る空気の振動で︑鼓膜がしびれるように痛い︒誰

銃の届かない高々度を飛んでいるのだ︒三月一九日のときのように山上
無い︒Ｂ がはるかを高空を︑ゆうゆうと飛んでいるに違いない︒壕内に

のようだ︑

落ちてこないようだ︒爆弾の落下地点はかなり離れてゐる︒山一つ向う

居て割と平気で居られるのは︑砲声が少ないからだ︒高射砲弾の破片は

爆弾投下は無いらしい︒砲弾の破片が落ちて来る様子も無い︒見張員が

見張員が便所へ走った︒また艦砲射撃が始まった︒一人が様子を見に出た︒

も口を利かないでいる︒爆弾は落していをないようだ︒砲声がやんで︑

隊が雲の彼方に消えていくところだった︒他には何も見えない︒再び高

一応の区切がついたと判断したあたりで︑屋根に登って見た︒敵機の一編

目無く聞えて︑ノノーン︑ノノノノーンと︑地軸をゆるがす爆発音が続く︒

知っている︒工場内に残っていた防火隊員の悲惨な死にようを人伝に聞

﹁なら︑今日も︑命拾いしたのおー﹂皆︑昨日の広工廠の被害の様子を

自分達の真上を通過したと言う︒

﹁多分︑今日も敵さんは広をねろうちょるらしいで﹂大型機が編隊で︑

帰って来た︒

射砲が鳴りだした︒屋根瓦を壊さないようにそろそろ歩いていたら︑巡

いているのだ︒酸鼻を極めたものだったらしい︒それにしても︑今日は︑

それにしても︑この地鳴りは︑ひどい︒しゅるしゅると弾道音が切れ

洋艦あたりの主砲らしいでかい発射音と共に︑あたりの空気がビリビリ

無事らしいと分って︑ふっと壕内の空気が弛んだ︒私は︑新聞を広げた︒

聞と取替えに︑岩波文庫のトルストイの﹁性欲論﹂を取出した︒

記事は︑ドイツ軍の降伏を伝えている︒詳しくは︑読む気になれず︑新

揺れた︒大急ぎで二階から駆け降りた︒
壕の入口に立って︑空を見た︒Ｂ だ︒九機︒高い︒綺麗な編隊を組
んで飛んでいる︒銀色に翼が光る︒一編隊の空襲時闇はせいぜい五分位の

29
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五日︑六日の来襲情況を︑呉鎮が談話で発表した︒
て︑岸本が心細がる︒

﹁なんやら︑よその方へもって行かれるようを気がするなあ﹂例によっ

﹁来たぞ︑来たぞ﹂又︑尻の下にぷすっ︑と来だした︒体が浮いて揺れる︒

るはずだ︒

て︑命ながらえて︑無事に此処から出られた場合の期待に心を遊ばせてい

西野が言うまでもなく︑誰もが頭の中に変り果てた地上の様子を描い

﹁出て見れぱ︑だいぶ世の中が変っとるだろう﹂

呉地区︵正しくは広︶にのべ百二五機が来襲︒損害は軽微なり︒広航
空隊と十一空廠がやられた︒沖縄を攻撃中の敵は︑特攻機の出撃を阻止
しょうとして︑飛行場と航空機工場をねらったのだ︑吾特攻隊は沖縄で︑
五百隻以上を撃沈破したと言うのだが︒
迫り来る﹁死の嵐﹂
︑無事で居られたら︑私は運の良い男だ︒
︵二〇年
六月六日︶

﹁これ︑これだ︒やだ︑どう我慢しても︑いい気持じゃないよ﹂
﹁大丈夫か﹂

﹁ああ︑整理つかんのお ――
﹂
いつもは剛毅なはづの澤川だ︒皆︑同感なのだ︒気持の整理が︑つき

七︑
﹁死の嵐﹂その一
待避壕に居る︒急降下の爆音 ――
轟音 ――
地鳴り ――
︒砲声が止んで
静かになったころ︑物を打壊す乱暴を音が聞えて来る︒先刻射った高射

機械工場の一般工員八百人は︑絶対安全な横穴の地下工場に避難して

ようが無い︒何か早く︿きり﹀がついて欲しい︒

軍港内にいる艦艇の全部が一斉に砲門を開き︑仰角いっぱいで射ちあ

いて︑工場内に残っているのは︑此処と他にニケ所ある待避壕の三十人

砲の弾片が落ちてきてトタン屋根を破る音らしい︒
げている様子を想像してみる︒主砲︑高射砲が︑天に向って︑噛みつく

足らずだけだ︒朝の九時に始った空襲が︑まだ続いている︒九時に始っ

た爆撃は︑一〇時三〇分になってやっとおさまった︒

ように咆吼している姿だ︒
敵機から投下した大型爆弾の爆発音は耳がしびれて聞えない︒地鳴り

は︑十一時少し前だった︒とにかく生残れた思いが︑皆の頬を弛めた︒声

不気味な静けさがしばらく続いた︒空襲警報解除のサイレンが鳴ったの

﹁地獄の門が開いたらしいぞ﹂

高に話しながら︑待避壕を這い出した︒私達の工場には︑何事も無かった

の振動の中にすべての音が掻消されて︑不思議を静寂の世界になる︒
﹁たしかに︑地獄の門が開く音だ﹂

ようだ︒屋根のトタンに穴が見える以外は ――
︒
﹁救護隊員︑直ちに集合︒救護隊員は︑直ちに工場南の所定の位置に集

爆弾が地面に到達する瞬間は︑尻の下に小さな小銃弾のようなものが︑
ぷすっと︑突きささるような感じだ︒尻が下から叩かれる︒体が少し浮

合して下さい︒大至急﹂伝令が慌しく駆けて行った︒

クが︑何台も走って行った︒遠くで︑二発︑三発時限爆弾の破裂するら

ていて︑建物の姿は見えなかった︒眼の前を︑救護隊員を載せたトラッ

口へ出て見た︒黒煙があがっている︒空全体に塵が舞上ったように煙っ

やられたのは工廠本部の向うだと︑早くも話が伝って来た︒工場の南

いたかと思うと︑持上げられ︑しこたま揺すられる︒
﹁三途の川は波が荒いぞ﹂
﹁うむ︑やつら︑モチアゲが上手になりやがったな﹂
言っているうちに︑生湿かい爆風が入ってくる︒大型爆弾の落下地点
がだいぶ近いようだ︒また︑地鳴りと︑大地震の襲来だ︒
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警報でひどい睡眠不足なのだ︒一二時少し前だ︒六月二二日のＢ によ

る工廠の空襲以来︑こんどは何時︑街に焼夷弾攻撃を受けるか分らない

しい音がしていた︒音は割と小さいようだった︒四時二五分の終業前に
なって︑工廠本部の手前にも一トン爆弾が落ちていると知らせる者があっ
と覚悟をきめてゐる︒

﹁豊後水道を北上する十二目標あり ――
﹂
これは来る︒起きあがって︑服を着た︒羽田君の母と祖母を︑先ず山

工廠本部の手前の工場は瀧口馨君の居る造船部の機械工場なのだ︒私
は︑
終業時間になるのを待たずに走った︒工場の壁が無くなっているのが︑

の横穴へ行かせた︒雨戸を繰り︑障子を外す︒Ｂ らしい爆音が聞こえ

閃光 ――
︒市街地の空が︑一瞬にして︑昼の明るさになった︒山︒す
ぐ眼の前の山裾にはげしい火花︑火花︒山裾から︑焼夷弾がまるで雨︑

てきた︒

惨憺たるものだった︒ところで︑これはどうしたことだ︒工場の中に直

にわか雨の走って来る勢で此方へ攻めてきた︒爆弾は混用していないよ

壁の無い工場は中がまる見えだった︒驚いた︒始めて見る光景だった︒
径五〇メートルもある大きな池があって︑一人の男がゆうゆうと泳いで

うだ︒庭の待避壕へ飛込んだ︒

驟雨のような焼夷弾の雨が︑通り過ぎた︒急いで壕を出た︒汚れた靴

下を脱ぎ靴をはく︒物干竿に私の作業服とシャツがあった︒まだ乾いて

いないがそのままリュックに詰める︒

羽田君と二人︑もうとても家を守ることは出来ないと判断して︑家の中

非常持出のトランクもまだ玄関にあったので一緒に待避壕へ投げ込む︒

向いて︑顔が合った︒

の物を可能な限り待避壕へ持ち込むことにした︒照明弾が中空にあつて︑

しかし︑時間は無い︒ザァーと不気味を焼夷弾の落下音が襲ってきた︒

﹁タキグチ︑オマエハ︑おどかすじゃないか﹂
東門を出たところへ︑工廠従業員の家族が大勢ならんで待っていた︒

羽田君につづいて待避壌壕へ潜る︒焼夷弾の一本づつの落下が確認出来

手元は真昼の明るさだ︒

退廠して来る人の中に自分の父や兄やわが子を見つけようと︑不安をな

﹁ちくしょう︑やりゃぁがった ――
﹂

出かけた私を︑羽田君が止めた︒身近に焼夷弾が降っている︒

﹁待て︑まだ危ない﹂

﹁おい︑出よう﹂

が燃えだした︒

るほど︑今度は近い︒ついに我家に二本の焼夷弾が落ちた︒眼の前で家

﹁やぁ︑ますださん︑すみません﹂

男は︑油の浮いている水で体を洗いだした︒褌一本のその男が此方を振

機械工場だ︒油が工場全体に染み込んでいるんだから当然のことだ︒

が破れたのだろう︒水面には油が浮いている︒

爆弾が作った大きな穴に水が一杯たまつているのだ︒おそらく水道管

いるのだ︑
︒爆弾は五百キロ以上だろう︒

場に近づくのが恐しくなった︒

遠くから見える︒やられたのか︑私の胸は激しく動悸がうちだした︒工

て︑私は︑不安になった︒

29

眼を注いで立っているのだ︒
犠牲者の数は例によって︑少く発表されるだろう︒

八︑
﹁死の嵐﹂その二
羽田君の声で眼を覚した︒生返事のまま私はまだ寝床にいる︒連夜の
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は捜してすぐわかったが︑母の方が見付からない︒

していたが︑隣家で叱り付けて︑連れて来たのだそうだ︒羽田君の祖母

に遮られて︑立ちすくんだ︒その瞬間︑私の眼に写ったのは︑つい先刻

土足のまま︑縁側にあがり部屋に入ろうとしたが︑火炎と熱風と黒煙
まで私が寝ていた布団だった︒

羽田君の母は気丈なひとだった︒焼落ちた家を自分の眼で見て来たと

﹁義信︑家は又建てりゃええけえの︒気を落すな﹂

あり︑その中に羽田君の母がいた︒

羽田君が駆出そうとしたところへ︑坂道をゆっくり登ってきた一団が

﹁家が心配で︑下の横穴に居るのかもしれん ――
﹂
﹁すぐ行け︑下の穴は煙にやられるかもしれんぞ﹂

私の枕を火炎の赤い舌がなめようとしていた︒その光景は︑はっきり
と眼底に焼付いた︒
︵何時︑夜間の焼夷弾攻撃を受けるかわからなくなっ
てから︑私は︑羽田君と相談の上︑二階から階下へ降りて寝ていた︶
庭に飛び降りた私は︑防火用水に頭をつっこみ︑傍らのバケツでもって︑
全身に水をかぶった︒羽田君も私にならった︒二人のバケツリレーで防

ぱりだして︑待避壕の入口に蓋をした︒山へ逃げることにした︒走りな

残念ながら︑
まさに﹁処置なし﹂であった︒燻っている私の掛布団をひっ

工廠へ出た︒罹災者は家事片付の為退廠してよいと通達がまわって来て︑

場だけが焼残っていた︒眠らぬまま朝を迎えたが︑七時の出勤時間には

まだ強く吹いている︒午前二時︒山を降りた︒家は全焼し︑別棟の風呂

言う︒市街地はまだ火の海である︒豪勢な仕掛花火を見るようだ︒風は

がら︑息苦しくなると︑立止ってふりむき︑燃えている市街地を見下した︒

一〇時に退廠した︒

火用水の水は直ぐ無くなった︒

家を焼れたと思うと何か気落ちして︑二人並んで小便をした︒

羽田君にことわって︑私は焼野原になっている市街地へ向った︒建物

ひとつ無くなった市街地は︑碁盤の目に走っている街路で自分の歩いて

﹁油の匂いがしないか﹂羽田君が言った︒
﹁やつら石油を撒いといて︑火をつけやがったらしい﹂

私は︑急ぎ足で︑岩方通をめざした︒しかし其処には堀内の兄さんの

いる位置が一目で分つた︒

いる︒風が出た︒摺鉢の底を成す市街地の火勢が風をおこし︑風は︑山

姿は無かった︒堺川通の藤本商会を目当に急いだ︒其処が堀内の兄さん

三方を山に囲まれた呉の市街地は︑今や全く火の海だ︒全市が燃えて
裾を這上っている住宅地を舐めるように︑山裾から上に向けて吹上げて

のかっての職場で︑ずっと以前︑私もそこの二階に間借していたことが

あった位置は︑今防空壕になっていた︒

ある場所であった︒建物疎開で藤本商会の建物は取り壊されて︑建物の

いる︒
敵機の爆音が聞こえ︑砲声がそれを追掛けるが︑疎らな砲声が頼りない︒
気がついて見ると︑何時か照明弾の照度が落ち︑空一面が曇って︑月が

に空へ視線を投げていた︒横穴の中の人達に声をかけてから︑戸板のま

壕の入口に下した戸板の上の病人は︑青白い光茫に照らされて︑静か

火炎は川と反対に向ったのだ︒すぐ近くに石鹸工場があって︑焼落ちた

の両岸の建物疎開後の空地が役立っていた︒幸いにも風が海から吹いて︑

あげて走りよった︒昨夜来の火の中で︑よく助ってくれたと思った︒堺川

その防空壕のそぱに堀内の兄さんは立っていた︒うれしかった︒声を

ま病人を担ぎこんだ︒十七︑
八才の若者だった︒全然動けない病人が︑こ

工場の下に大きな棒石鹸がそのままになっていた︒堀内の兄さんはその石

出ていた︒戸板が坂道を登って来た︒

のまま此処で死なせてくれといってきかないので︑家の者も諦めてそう
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スケットも今拾い集めた石輸も︑大事な貫重品であった︒ここで堀内の

た︒焼野原になつた今︑呉にはすべての生活物資が無くなっている︒ビ

際に堀内の兄さんは防空壕の中から︑ビスケットを持って来て私に呉れ

鹸を掘り出した︒私も兄さんにならって炭にまみれた石鹸を拾った︒分れ

不自由な家の中で︑間借人の立場の私は︑何時までも羽田君の好意に甘

難いとせねぱならない境遇であった︒しかし︑ひとまず落着くと同時に︑

の下と言うだけであったが︑とにかく寝る所があると言うだけでも︑有

移ることが出来た︒その家は︑電気も水道も駄目で︑雨露をしのぐ屋根

羽田君の家には借家があって︑どのような段どりでか︑近くの一軒に

に認められ︑証明書が必要だった︒

二時間残業が終るとその足で呉駅へ走った︒乗車は軍公務と罹災者だけ

四日︑罹災者に休暇が許可された︒私は独身なので三日の休暇だった︒

三日︑四日は平常通りに出勤した︒

二日︑三日とも夜中に空襲警報が出て︑睡眠はほとんどとれなかった︒

えていることは︑不自然と思はないわけにはいかなかった︒

兄さんに会えたことは︑此の上ない救いであった︒
焼跡の町には︑今迄お世話になっていた食堂が一軒も残っていなかっ
た︒完全な丸焼の町であった︒貰ったばかりのビスケットを食べながら
歩いた︒亀山神社前では︑屍体を集めていた︒硬直した屍体は︑棒切を
運んでいるように見えた︒気味悪かった︒
正午前に神原町の家︵と言っても焼跡なのだが︶へ帰った︒食事は︑
と羽田君が気を使ってくれた︒待避壕にわずかの食料が確保してあるの

れでも汽車に乗れただけは幸運だった︒罹災者ぱかり三十人が志和口駅

広島での乗換も時間が遅れ︑汽車は志和口までしか走らなかった︒そ

カンカン照りつける陽光の下で︑まだ熱い焼跡を掘り返す作業は楽で

でごろ寝した︒蚊に攻められて眠れなかった︒それでもくたくたに疲れ

は知っていても︑食事はまだだとは言えなかった︒
はなかった︒それでも弱音は吐けなかった︒家を失なった羽田君に比べれ

果てていたから一時間ぐらいは眠ったかもしれなかった︒

母に心配させてすまないと思いながらも︑
﹁ねむたいから⁝⁝﹂と︑一言

幸い汽車は早く出て︑九時に庄原へ着いた︒家へ着くとすぐ︑母と祖

ば︑
私はまだ気が楽な筈なのだ︒茶椀が出てきた︒それは昨夜の食事に使っ
た茶碗であった︒腹立たしさ悔しさがこみあげた︒羽田君には私の何倍
かがあると思った︒

今回の焼夷弾攻撃は︑七月一日︵日曜日︶夜半︑足摺岬を北上し来襲

言ってそのまま突込むように寝た︒

壊れて流れ放しになっている水道の水で洗って食べた︒炭が口の中で音

したＢ ︑八十機によるもので︑約二時間︑単機波状侵入し︑市街地の

焼跡から馬鈴薯の丸焼がでた︒沢山出た︒炭のくっついた馬鈴薯を︑
を立てた︒お美味しかった︒腹一ぱい食べた︒腹が一杯になった頃︑炊
日暮になり︑陽が落ちると︑疲れた体とともに気持も沈んで自然と身

と日本文学全集﹁一葉透谷集﹂
︑
水上滝太郎の﹁月光集﹂を消失した︒
︵二〇

した︒呉の市街は完全に焼失した︒昭和二〇年一月来の日記
﹁血奨の幕列﹂

外周を焼き︑逃げ道を無くしておいて中心部へと迫る惨忍なやりかたを

を投出していた︒風呂場が焼残ったのは幸いであった︒疲れた体をゆっく

年七月六日︶

出しの握飯が配給でまわって来た︒

り湯に沈めることが出来た︒
市街地はニ日︑三日とも夜になると︑赤い火がちろちろ燃えているの
が見えた︒
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29

九︑日曜日の一日︵焼跡風景︶ ︵七月二九日︶
散髪
正円寺前の坂道を登ったところにある銭湯の前の理髪店へ入り︑腰を
おろすことが出来たのは︑﹃休業仕候﹄と木札を掛けている店を三軒も﹃歴
訪﹄した後であった︒先客が二人だけなのも嬉したった︒いつもは亭主
とお内儀と娘三人の店なのだが︑今日は娘ひとりだった︒

﹁これだけあれば︑どこへ行っても︑御飯にありつけるんじゃ︒お客さ

んも︑早う逃げんさい︒おじさん︑ぐずぐずしよりゃＢにやられるよ﹂

白豚のようによく肥えた体に似合ぬすばしこさで︑駆け出した︒
︒
閉店 ――

食堂

どの行列に並べばよいのか見当がつかない︒

﹁定食の方はこちらへ﹂
﹁代用食﹂
﹁一品料理﹂
﹁清酒︵一級酒︶一合二円﹂

このあたりは運良く焼残った山の手の一帯だが︑丸焼になった市街地
に遠慮しているがのように︑ひっそりと静まりかえっていて︑表の戸を

これだけのはり紙がまづ目に入ったが︑さて︑そのはり紙の所へたど

の中も外も︑人間でいっぱいだ︒

タン板を拾い集めて屋根をつくっただけの堀立小屋の食堂である︒食堂

り着くためには︑いったいどの列の後へ並べばよいのだろう︒焼跡のト

締めたままの家もある︒二十才位の娘の白く太い首が汗をかいている︒
時刻は十二時を少し回ったところだった︒近所にあるらしいラジオに
中部軍情報が入りだした︒ ――
﹁防空壕に待避していたら︑壕のすぐ近
くに爆弾が落ちて︑出て見たらその辺の壁に︑人の肉が牛糞を投げつけ
ラヂオの放送に注意を向けて︑話を中断した︒

根の葉っぱの煮付︑二皿を受けとって﹃食卓﹄の前に立った︒勿論︑椅

尻に立ってから約一時間半の後だった︒西洋皿に盛った飯と︑小皿に大

食券に三十銭をつけて出して︑やっと定食にありついたのは︑行列の

﹁警戒警報が出たら︑わるいけど仕事中止です﹂娘は怒ったように︑ぶっ

子はない︒私はかつて︑これだけの蝿を一度に見たことがない︒長方形

たようにへばりついていた﹂と空襲の体験談に熱をいれていた四十男が︑

きらぼうな言い方をした︒

の食卓上は真黒だ︒食卓の木肌がまったく見えないのだ︒先刻︑この定

の後に砂塵が舞上るように︑蝿がわっと飛立っていた︒

食を受取つた調理場では︑人が動く度に蝿が︑トラックが走り過ぎるそ

﹁空襲警報になって︑頭半分刈ったところで止めるわけにいかんでしょ
﹂
――
神原町に居た頃はよくここへ来た︒しかし︑今居る西鹿田町からでは︑

の中から︑十匹︑二十匹の蝿は出てくるだろう︒すごい蝿だ︒蝿は体に

と知っているわけで︑皿の上も飯粒は見えはしないのだ︒箸を使えば飯

西洋皿に盛った飯と言ったけど︑実は飯を盛るところを見たからそう

せようと︑親切にボリュームを上げたらしい︒

もたかっている︒まず一人あたり五百匹は引受けているだろう︒箸を使

一時間も歩く距離だ︒ラジオの声が一段と大きくなった︒近所へも聞か
﹁豊後水道を北上する大型機十七機があります ――
﹂
﹁ちくしょう⁝﹂散髪中の男がうらめしそうに︑舌打した︒

どうにも口へ入れかねる︒

しかし食べないではいられない︒見ると︑先客達は食べている︒よく

つて飯を口に運ぶと︑その飯に蝿が五匹︑十匹はとまってついてくる︒

︒娘の敏捷さに驚いた︒椅子を
警戒警報︒追いかけて︑空襲警報 ――
持つて来る︒その上に乗る︒コードを外す︒手提袋を取る︒その中へ電
気バリカンを入れる︒かみそり︑せっけん︑その他もろもろ︑実に早い︒
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なるほどこれなら大丈夫なわけだ︒私もおそれず食事にかかった︒二た口︑

見ると︑飯にとまった蝿達は飯が口にはいる瞬閤にぱっと飛立っている︒

腹を空かしている男たちは︑少しの酒に溺れてむずかりだす︒ここは︑

金切声を上げる︒男たちを叱り付ける︒家を焼かれ︑妻子と離れて暮し︑

町中の飢えた人間が押し寄せて来る︒黒焦げた樹木と煙突が立ってい

焼跡の中心に位置している︒

埋没している蝿が飯といっしょに口の中へ闖入したのだ︒それに蝿の中

るだけで︑視界を遮る物はない︒罹災者が手製でつくったトタン葺の小

三口はよかったが︑そのうちひどく嫌な味になった︒正体は飯粒の中に
に死期の近い老蝿がいるらしく︑口に入れる瞬間に飛立つはずが︑その

その屋根のほとりから細々と白い煙があがっているのが見える︒この

屋の︑屋根の錆色が痛々しい︒

こいつは要注意だ︒先客達を注意して見ると︑彼等は︑皿の上から何

喧騒と盛況は何時果てるとも見えない様だが︑もうおっつけ静かになる︒

まま飛ばずに大人しく飯と一しょに口の中へ入るらしい︒
かを箸で飛ばしていた︒空腹を満すことに夢中で食べたが︑
考えてみれぱ︑

日没と共に静かになるはずだ︒

罹災地慰問団の車だつた︒
﹃歌う子芳演劇隊﹄と旗織に書いている︒角

で車をとめて焼跡を掘りかえしている市民に何か尋ねている︒

貨物自動車が一台︑街路だけになった町をゆっくり走って来た︒町角

移動演劇隊

なぜなら︑ここにはまだ電灯が点灯かないのだから⁝⁝︒

この蝿どもの﹃故郷﹄は︑せんだっての空襲の時︑堺川に浮かんだ死体や︑
横穴防空壕の中の何百人もの屍だったか︑知れないのだ︒しかしこんな
ことを︑気にしていては︑今のご時世を生きてはいかれまい︒市街地は消
失したが︑就業人口の数はさほど少くなっていないのだ︒
家族を疎開させて︑私が羽田君の家から今お世話になつている中村組
長の家へ移動したように︑彼等も﹁つて﹂をたよって知合いの家へ転り
込んでいるのだ︒転り込んだ家で食事の世話になれる御時世ではない︒

刈の男が口上をのべはじめた︒この場の情景を描写する必要はない︒中国

て︑腹立ち紛れの野次が飛び︑芸人達の方が︑おずおずと控え目なこと

どんなに親しい間柄であってもだ︒

大陸で︑日本の宣撫班がやったそれを思いだせば足りる︒

代用食 ――
勿論またもう一ど行列の最後尾について一時間の立ちんぼである︒米

だけだ︒日が暮れかかる︒こうして見ると︑失くなつったものが思いだ

違うのは︑中国の難民達が︑うづくまって︑おずおずと見ていたのと違っ

糠でつくった団子らしいものに野菜をたくさん入れた汁で一杯三十銭な

される︒

二〇年八月二日︶

暮れなづむ灰が峯を仰いで︑文字通り︑万感胸に迫る思いである︒
︵昭和

一番永く間借生活を送つた藤本商会の二階の部屋︑何も彼もが今は無い︒

呉に来て︑初めて映画を見た呉港館︑辛い見習工時代の寄宿舎明心寮︑

り︒給食係の女は︑釜の中から蝿の死骸を捨てるのと︑汁を食器に注ぐ
のと︑半々に杓子を使つている︒
一品料理は︑煮魚一尾に野菜サラダで五十銭だ︒蝿も減らなけれ
――
ば人間も減らない︒給食の女たちの化粧が気になる︒申し合せたように
紅白粉がやけに濃い︒何時死が迫って来るか分らない今に︑せい一杯抵
抗して生きている彼女たちの思いがそうさせるかに見える︒彼女たちは︑
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ている︒

算に走った︒六月の被爆以来︑工場内の待避壕は使用しないことになっ

きかけたパンツの紐を結びなおして便所を飛び出した︒地下工場へ一目

序不同は本物の空襲の前触れだ︒私は夜勤で工場の便所の中だった︒解

七月二十四日︑午前六時︑警戒警報が出ないまま空襲警報が出た︒順

になった︒彼は小さい声で︿ほんとのこと﹀を教えてくれた︒

たのを思いだす︒山の防空壕の入口で︑双眼鏡を持った海軍士官と一緒

最高だ︒漢口で空襲になると︑高橋二郎さんが︑屋上の露台へ駈けあがっ

山へ登って見た︒空襲のこわさは︑何も見えない待避壕の中に居る時が︑

の中の一機は︑高射砲弾が命中して落ちてきた︒午後の三波目からは︑

していたせいか気がついて見たら︑九機の編隊が頭の真上にいた︒九機

しつこく来たことは今までに無い︒午後四時に又やって来た︒ぼんやり

﹁江田島上空を艦載機十二機が呉へ向かう﹂マイクの放送を聞きながら

に︑吃驚した︒後で知ったのだが︑前の家では︑動かせない重病人がいて︑

﹁工廠の上で急降下していましたよ﹂と知らせてくれた︒先方が女だけ

にはそのまま海中に水煙をあげて突込むのがある︒港内の艦艇は砲火を吐

面から来る︒絶え間なしに来る︒急降下する︒かなり勇敢に突込む︒中

降下爆撃を繰返す敵機は︑次々と波状攻撃をかけてくる︒敵機は広島方

を見る思いである︒とてつもなく賑かだ︒壕内に居るより此方がよっぽ
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一〇︑戦爆聯合

走った︒

燃料が無くて動けない戦艦の﹁伊勢﹂
﹁日向﹂巡洋艦﹁青葉﹂
﹁利根﹂
――
﹁大淀﹂
﹁北上﹂空母﹁天城﹂
﹁葛城﹂
﹁阿蘇﹂
﹁竜鳳﹂らが江田島の島陰に

砲声も爆音も聞かないまま︑七時半︑待避元への指令が来た︒工場へ帰

身をひそめて隠れているのを狙つて来た今日の空襲だと言う︒

わが身を守ることだけを考えているタイプ︑もう総ての希望を失くし

りつくと又空襲警報︒それから何度か待避壕と工場の間を往復して︑無
駄足を踏んだ︒羽田君の家に厄介になっていた頃と違って︑西鹿田町は

て諦めている者︑いまなお神州の不滅を信じて︑悲観論を吐く者を国賊

今の日本人はこのいづれかだが︑自分は︑現実を冷静に見ていたいと思

歩いて小一時間かかる︒脚絆をつけ︑鉄帽をかぶって︑てくてく歩いた︒
空襲警報と同時に砲声と爆音︒庭の防空壕へ飛込んだ︒昼間のことだ

うと士官は言った︒敗色濃いことは︑呉に住む以上誰の目にも明らかだ︒

呼ばわりする者︑現実を冷静に受けとめてじっと推移を見ているタイプ︑

から民家を目標の焼夷弾攻撃はない筈だなど考えていたら︑すぐ解除に

しかしそれを口に出して言ふこの士官が不思議と頼母しく見えた︒

家に着いたのが一〇時だった︒

なった︒解除になって出てみると︑前の家の二階で︑若い女がふたり悠

娘さんがずっと付添っているのだと言うことだった︒私は︑ここに来て

き続ける︒空は弾幕で覆れてしまっている︒呉軍港全体が空も陸も海も︑

上甲板に樹を植えてカモフラージュしていると言う軍艦を目標に︑急

十日程にしかならないので︑近所のことは何も知っていない︒いささか

轟音と砲火と黒煙に包まれて︑身震いしている︒

然と空を見ていた︒

照臭い思をさせられたので︑防空壕へ入ることをやめた︒空襲慣れした素
自分の居る所が︑敵機の目標より大きく外れている場合は︑ゆっくり

ど面白くて気が楽だ︒自分達の上へ敵機が来る時だけは穴にひっこむ︒

呉軍港は苦悶し喘いでいる︒面白いでは怒られようが︑一巻の絵巻物

傍観するにかぎると思った︒午前中だけで︑大型︑小型合せて︑二千機

あまり面白いのでうっかりよそに気をとられていると︑知らぬ間に自分

太さも手伝った︒

は来たと思った︒大型はＢ ︑
小型は艦載機のグラマン︒今日ほど繰返し︑
29

﹁Ｐ ですよ﹂士官が教えてくれる︒

トな形の黒い奴だ︒

超低空で︑山の横をすれすれに︑右の方へ飛んで来る奴がある︒スマー

と閃光と砲声と︑山と海がぐらぐらゆらいでいる︒一機︑ゆるい速度の

上昇する奴︑上空を旋回している奴︑海へ飛込む奴︑まるで蝿だ︒爆音

経ったようだが︑敵機はまだ雲の向うからやって来ている︒突込む奴︑

達の近くに敵機が来ているから気をつけなくてはいけない︒随分時間が

﹁今の内に寝とこうや︒寝ただけ得じゃ﹂

﹁日本はもうおしまいだろう﹂

﹁江田島のとこに繋留しとった榛名は沈んだらしい﹂

﹁艦が大分やられただろう﹂

時迄つづき︑作業が出来ないまま︑莚を敷いてごろ寝して時間をつぶした︒

気のせいか空気が沈んでいた︒暗くなっても電気がこない︒停電は一二

とうとう昼間はほとんど眠れなかった︒工廠は狙われなかったようだが︑

ますよ﹂山裾をまわつて見えなくなった︒

﹁翼に陸軍機のマークがはつきり見えます︒おや︑まだ爆弾をもってい

二五日︒昨夜の夜勤は平穏無事だった︒艦載機の編隊がいずれも少数

口をきくのも憶劫だった︒疲れていた︒

若い士官が双眼鏡で見て教えてくれるので︑空襲慣れした連中があつ

見櫓の見張が半鍾を乱打して知らせる︒もう物憂いまま︑待避壕へ足を

れ目から︑黒い一団が急降下して機銃掃射をする︒その都度︑山の火の

機で三回来襲した︒爆音だけで機影が見えない︒見上げていると雲の切

まってきて︑畜生め︑とか︑やったぞ︑とか盛んに﹃声援﹄を送ったり︑

運ぶこともしない︒

﹁変でしたね︒今のはきっと︑墜落ちたでしょう﹂

地団駄踏んだりしながら︑山腹の道を行ったり来たりした︒多勢で賑か

日の戦果の確認だろう︒軍港周辺の艦はほとんど全滅らしい︒今までに

砲声も︑まばらにしかしない︒機銃掃射はおまけで︑敵機の目的は昨

りた︒

何回も偵察に来て︑主だった艦の情況を写真に撮っていたと言う︒

になったので︑もう︿面白い話﹀は聞けをないと判断して︑私は山を降
﹁やあ︑Ｂ が灰が峰の上で急降下しょる﹂ 子供達の声で目をさまし︑
窓から覗くと︑それらしい一機が山づたいに海の方へ回りはじめている︒

たこともあったそうだ︒マリアナ基地のＢ ︑沖縄のＰ ︑土佐沖の機

﹁上甲板の樹が枯れました︒早く植えかえなさい﹂とビラを撒いたりし

よく見るとＰ だ︒

低空でゆっくりしたものだ︒Ｂ では勿論ない︒ヘルキャットでもない︒

29

29

51

慣れしてしまっていて︑鈍感になっている︒明らかに敵機なのだが︑一

へ来襲たもののみ︶撃墜四十九機︒⁝⁝不眠の為すっかり神経が参って

来襲機数は今日が最高で︑大型機一〇〇機︑小型機六〇〇機である︒
︵呉

最近では︑
交通網の破壊にかかっているようだ︒日米最終決戦は後二︑
三

の来襲は頻繁で︑全国の主要都市は完全に焼野原と化した︒

機だけでは軍港中がだれきっていて︑何の反応も示さないかに見える︒
そう射︒砲声︑五︑
六発︒

いる︒ここ数日︑一日の睡眠時闇間は一時間ないし二時間である︒敵機

七月二八日︒今日も早朝六時から夕方まで︑サイレンが鳴りつめた︒

明治二二年来の呉軍港の栄光は消え失せた︒

動部隊の艦載機が総がかりで日本海軍最後の主力に襲いかかったのだ︒

29

敵機の飛び方ものんびりに見える︒変だ︑と目を向けたとたんに︑機銃

いるのかどうか︑はっきりしない︒今朝から続いた空襲で︑神経が空襲

一機だけで後からは来ない︒うたた寝していたので︑空襲警報が出て

51

その後は︑今日の一日が嘘だったように静かになって︑日が暮れた︒
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か月のうちであろう︒

ようなものが漂っていた︒ ――
軍当局が︑敵の新兵器について発表した︒
当局は︑防御策ありと言明し︑衣類その他白い布で躰を覆えば火傷をし

ないと教えて︑敵機の空襲をうけたら︑いち早く待避壕に入れと市民へ

い憤りに身がふるえた︒私は︑布団の敷布をはがして防空頭巾に縫いつ

落したな︒だいぶ近かった︒しかし一機だ︒敵機はもう私達の頭上をとっ

らしい︒しばらくして︑轟音と爆風が来た︒耳がじん︑と痛い︒爆弾を

日本が戦争を終結するの止むをきに至つた原因がこの新型爆弾に
――
ある旨︑政府が発表した時には︑国民は容易にうなづけなかつた︒政府

んだ︒

遠目でよくはわからないが︑広島の町にはなにも無くなっているという

﹁うちの家内が広島で火傷をしてもどった﹂と言う工員が何人かいた︒

へでた︒

の不思議な雲は︑火薬庫が爆発して立昇った雲だと聞いた︒夜勤で工廠

れたことを知った︒広島の火薬庫に爆弾が落ちたと言うことだった︒あ

は段々背を伸して︿きのこ﹀の形になった︒夕方になって︑広島がやら

け残して頭全部を包帯で包み母に手を引かれて歩いている小児を見た︒

広島は︑完全に無くなった︒二〇万の死傷者である︒傷者は絶対
――
に治癒らない︒火傷者は︑癩患者と同じように腐れて死ぬだけだ︒口だ

して今世界中から問題にされている︒

れず︑この新兵器をピカドンと呼んでいた︒ピカドンは︑全人類の敵と

ない死土と化したであろうことを知ったからである︒私達は何時ともし

若し戦いを継続すれば︑日本人は全滅し︑日本の国土は︑草木も生え
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空襲警報は毎日だ︒とても詳細に記録することは可能でなくなった︒
これからは簡単に書くことにしょう︒
︵昭和二〇年七月二九日︶
呼び掛けた︒
八月六日︑午前八時十分頃 ――
――
私は︑海工会館の食堂部︵と言っても︑焼野原の中の仮小屋で︶朝飯

けた︒敷布は広げると体全部をおおう広さがあった︒手に持つ時には敷

一一︑原子爆弾の恐怖

を食べていた︒味曽汁をすすっていると︑閃光が来た︒目の前が白く光

布を畳んで頭巾の中へしまうようにした︒

広島の被災者が帰って来て︑あまりのむごたらしさに︑市民は目
――
をおおった︒市民は改めて﹃鬼畜米英﹄の正体を見たと思った︒はげし

つた︒

さん入れてくれた母の思いに対しても私は死にたくないと強く思った︒

防空頭巾は綿をたくさん入れてあった︒貴重品の綿をこんなにもたく

﹁馬鹿を言え︑昼間になんで照明弾を落すんか﹂

新型爆弾のおそろしさを知った人々は︑何時も白い布を身に付けて歩い

くに通過している︒慌てることはない︒とにかく食べるだけ食べてゆっ

を罵り︑最後の一人まで戦うはずではなかつたのかと激昂した︒しかし

た︒そして︑警戒警報のサイレンの一声だけで大急ぎで待避壕へ駆けこ

くり席を立って外へ出た︒

るに及び愕然とした︒

ことだった︒人々の間に︑もうどうなるにしろ成行きまかせの倦怠感の

この新兵器が﹃原子爆弾﹄と呼ぽれ莫大な破壊力をもつことを知らされ

大勢が空を見上げている︒誰も不思議な雲を眺めている︒海田辺
――
だろうと誰かが言ふ︒もっと遠くに見える︒桃色が次第に濃くなる︒雲

微かに爆音が聞こえてくる︒皆が外へ走りだしていく︒一機︑雲の上

﹁何かなー﹂

﹁Ｂ が照明弾を落した﹂
29

この小児は︑二十四時間泣きわめきつづけていると言う︒

ン三日前の八月三日のことだったが⁝⁝︒

母に守られて︑生残ることが出来た︒私が広島へ本を買いに行って︑大

学前の古本屋で﹁露西亜三人集﹂と﹁ナナ﹂を買って来たのは︑ピカド

広島は︑永久の死土と化し︑草木も生えぬ土地だ︒健康者も広島
――
に永く逗まれば︑奇妙な症状を呈してくると言う︒あの熱光線を吸った
土地は︑あらゆる生物を寄付けないと言う︒

一二︑休戦

今日︑八月一五日︒正午 ――
昼食を食べて間も無く︑まだ休
――――
み時間中︑服装を整えて集合せよ︑と口伝が来た︒私達は︑ソ連との交

知らなかったのだ︒
――

に浴し身は︑言い残すべき片言もなし﹂であった︒特攻隊育ての親︑大

戦及び本土決戦近きを思い︑いよいよと︑緊張した思いで所定の場所へ

原子爆弾 ――
再び起るであろう世界大戦は︑一週間の日子をも要
――
しなくなった︒一五日︑大詔を拝した後︑一時ざわめき立った国内も︑

西中将も割腹した︒有為の人士が続々と死を急いだ︒思えば三千年の歴

あつまった︒地下工場前に集合した私達を︑夏陽が真上から照りつけた︒

今は鳴りをしずめた︒阿南陸相は自刃した︒辞世は︑
﹁大君の厚きめぐみ

史が我々の時代で終ったのだ︒二八日︑敵将マック・アーサーが東京へ

﹁正午より十分間︑重要放送があります﹂

工場主任が壇上に立った︒

機部長の放送があった︒一所懸命働いてくれたことを感謝すると結んだ︒

昨日︑八月一四日正午︑既に事は決せられていたのである︒次いで造

誰もが肩を落し︑涙を流した︒異様なざわめきが全体を包んだ︒
――
絶叫に似た泣声もまじった︒内閣総理大臣の訓諭も放送された︒

であった︒

たどたどしいお声であった︒マイクに雑音が入って︑聞取れない
――
部分もあった︒しかし︑戦争が終ったことだけはよく分った︒玉音放送

ただごとでない不安が人々の声を押えこんだ︒
――
﹁⁝⁝全国民ご起立をお願いします︒只今より⁝⁝﹂

拡声器が﹁国民﹂に向つて謹聴するように︑と注意した︒鉄道も
――
一斉に停車するようにと︑全国の駅向けの放送もマイクから流れた︒

来た︒連合国軍の日本本土進駐が進んでいる︒
呉工廠 ―――
︒
一六日早朝から特攻機が来てビラを撒いた︒戦争を継続する︑と言う
のだ︒軍港内の特殊潜航艇﹃人間魚雷﹄の乗組員が工場に来て︑土佐沖
へ出撃する︒部品の修理をせよと私達に軍刀を突きつけた︒一切の作業
を停止せよと通達は来ていたが︑応じないわけにはいかなかった︒
﹃菊水﹄
の印を司令塔に付けた潜水艦が幾隻も出港するのを見送った︒
晴天霹靂勿心虚 悲憤痛恨畷血涙 時佞奸排正気放光
臥薪嘗胆滅碧眼 神州護持道突入
一七日朝︑嵐部隊の士官が工場の洗面所の壁に白墨で書付けて行った
詩である︒

迄どうりに面倒を見る︒あくまでも日本国民としての衿度を失しないよ

工場主任も︑造機部長と同じ言葉を重ねた後で︑生活に関しては︑今

昭和一七年十一月から一九年二月の中支従軍中にも︑度重なる空襲を経

う︑軽挙せざるようにと注意した︒技手︑技師︑判任官以上が一団になっ

戦いは終った︒二十四才の男児︑幾度か死を覚悟しつつ︑遂に生残った︒
験し︑帰国して間もなく本土も空襲を受けるようになった︒運に恵まれ︑
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上の褐色の服︑工員の鼠色︑学徒の黒い帽子︑そして女子挺身隊の白い

ひとかたまり︑左手に女子挺身隊の女学生がかたまっていた︒判任官以

ていた︒工手︑組長以下の工員が七百人位居て︑その右手に動員学徒の

昼夜交替も無くなるだろう︒そしてその次ぎには工廠の門を出た︒数万

平常どおりに︑出勤するように︑言って来た︒今日限りに残業も︑夜業も︑

私達は定時の四時二五分まで︑何もせずに坐り続けた︒明日からも︑

松本組長は言う︒
﹁もうじたばたせんこっちゃ﹂

どっと歩いていく︒日本国全体に一大異変が起きた今日を︑まったく素

鉢巻と︑色分けされているそれぞれの塊りが︑今の放送に︑それぞれちがっ
﹁忘れるな︒絶対に忘れるな︑この仇を絶対に忘れるな⁝⁝﹂ 若い教

知らぬていの目の前の光景である︒短剣を吊った士官が歩いている︒兵は

の人が門から吐き出され︑広い道路を川の水が一つ方向へ流れるように

師の絶叫の後に少年達の慟哭がおこった︒セーラー服ともんぺ姿の女子

士官に敬礼をして行く︒誰かに何かを話掛けたい気持ちを誰もがもって

た反応をしているのが見てとれる︒

挺身隊の泣声は︑一段と高い︒

いながら︑それが言えないで黙って歩いているのかも知れない︒私のよ

うに⁝⁝︒中村組長は私より先に帰宅していた︒

工員はこれからどうなるかを一番不安がっているように見えた︒工場
長以下の技術士官は︑ある程度︑いまの事態を知らされていたのではあ

れや︒早い方がええ︑⁝⁝﹂

﹁増田君︑よかったじゃないか︒弟に切符を心配させるから︑くにへ帰

しかし︑これから先がどうなるかは︑誰にもわかってはいない︒つい

﹁ありがとうございます﹂

るまいか︒特に上級の佐官クラスは︑知つていたのではをいか︒
先刻まで自分達が動かしていた機械が目の前にある︒それをじっと見な

は死期の迫っている母の元へ帰つてくることが出来たのだった︒

心からお礼を言った︒呉駅に勤務している弟さんの配慮で︑先月も私

とするのだが︑ぼやけてしまって︑ただ︑戦争が終ったのだということ

がらだれも口をきかない︒先刻聞いた放送の中味をはっきり思い出そう
だけがはっきりしている︒工場内では︑各組毎に人が集まり︑物音ひと

︵ 庄 原 市 川 手 町一五九 ︶

庄原の家で︑母は︑病魔と闘いながら︑私の身を案じていてくれて
――
いる︒
︵昭和二〇年八月十五日︶

つせずひっそりと静まりかえっている︒工具類を片付けるように︑と指
示が出ているのだが︑
それに手をつけようとする者は居ない︒松本粗長は︑
隣の黒田組長と大分前からずっと立話をしていて︑時々此方へ心配そう
な視線を向けている︒
︒
戦争は終結った
――
休戦の条件は︑どうなっているのか
︒米軍は何時︑やってくるの
――
︒あの放送はアメリカが仕組
――

か ――
︒自分達はこれからどうなるのか

んだ課略だったのではないか ――
︒
﹁えらいひとがいうようにしとるより︑やりようがなかろうが︒これか
らさきのことは︑てんのおへいかさんでも︑知っとっちゃーないよ⁝⁝﹂
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い程膨上がって一見誰か判明がつかない︒私は暗然として思わ

私は思わず息をのんだ︒真黒くなった顔は人間の顔とは思えな

﹁あれは何だ﹂私は歩きながら彼に聞いた︒﹁見てやって下さい﹂

應召兵は次第に増え︑一時は三千名から五千名という膨大な人員となり︑

ややもすれば一回配達を欠くようになってきた︒ その反面︑海軍への

日夜苦心した︒ しかし︑集配員の軍需産業への流出は益々激しくなり︑

れを逓送する逓送自動車は小包を満載し︑郵便列車に積載するため主任

会議の結果︑やっと他課より若干の応援者を得てこれを捌いたが︑こ

に積み重ねられている︒しかし人員は不足し私は途方に暮れる︒

その都度︑入團時に着ていた衣服を家に送り返す小包が局内に山のよう

勇夫

ず涙が落ちた︒

ある郵便局員の回顧録
三上

以下全員が自動車に乗り込み駅に向かった︒逓送自動車は局から駅間を

汽車の発車時分は迫った︒停車時間の五分間に数十個の重い郵袋がど

幾度となく往復した︒駅では列車への積込み作業に全員懸命であった︒

俸四十七円である︒その頃の昇給は事務員が六か月に二銭︑書記補が一

んどん積み重ねられほとんど満載になっている︒最後の自動車が局を発

私は昭和一三年五月に通信書記となり︑郵便主事に任命せられた︒月
年に二円︑書記は三円であった︒煙草は敷島が十二銭︑朝日が十銭︑バッ

車したのは列車発車時分三分前である︒私は最後の逓送自動車に飛び乗

ケ︵不搭載︶
﹂した場合の後の処理を考えると︑どうしても積み込まなけ

り直接指揮をとった︒時計は刻々と時を刻む︒若しこれだけの郵便物を
﹁フ

トが七銭であった︒葉書は一銭五厘︑手紙は三銭であった︒

一︑呉駅改札口の突破

﹁駄目だ︑通用門を迂回していては到底間に合わない︒改札口を突破し

ればならない︒私の心は矢のように焦りが出る︒

呉海軍工廠では戦時態勢を強化し︑従業員を多量徴用した︒これに便乗

ろ﹂
と命じた︒
﹁改札口をぶっ壊すのですか﹂
と運転手は驚きながら云った︒

第二次世界戦争は益々急を告げ︑
局員はどんどん應召し行った︒その上︑
して集配員がどんどん工廠に工廠にと転出し︑仕事が滞るようになった︒

﹁かまわん︑改札口から入れろ﹂私は命令した︒

﹁ドタン﹂大きな音と共に改札口が破壊され︑
車はプラットホームに入っ

特に集配員の不足は日々の郵便物の配達に影響を生じ︑繁華街︑官庁中
心地は一日三回配達が二回となり︑二回が一回となる状態となり私等郵

た︒駅長や助役が飛んで来る︒

私は駅員の抗議を聞かず車から郵袋を降し郵便列車に積み込む﹁ワッ

便課主脳陣は頭を痛めた︒又︑内勤者も次第に減り今では内外共︑極め
て憂慮すべき状態に至った︒やむ得ず︑補充人員を上局に要請した結果︑

ショ︑ワッショ﹂と掛声もろとも積み込む︑一人が中に這入って積み重

積込み作業を続ける︒郵便係員は中から扉を閉める︑若い局員は無理矢

女給︑芸者︑人妻等を徴用し臨時者が雇用されたが仕事は遅々として捗
その内︑海軍は敗戦の色濃くなり︑何事にも神経質になって﹁郵便物

理に扉を開ける︒ベルはジャンジャン鳴る︒一分︑二分定刻は過ぎた︒

ねる︒郵便係員は﹁無茶だ︑これ以上積載はできぬ﹂と云うのを聞かず

が遅延する事は軍の戦略に非常に支障をきたすもの﹂と鎮守府副官部か

助役が飛んで来て﹁郵便物はまだ済まないのか﹂と云っている︒

どらなかった︒

ら抗議を受ける︒局長以下我々幹部は﹁如何に対処していくべきか﹂を
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トル姿で戦時態勢は漲ぎっていた︒私は暇があれば防空壕を掘った︒前

後配達させ︑また各隣保班長に自分の受持区内の居住者へ配達を行せ辛

を除いて学童配達する事とした︒小中児童に自宅附近を区域と定め放課

も不能になった︒そこで幹部が非常時宣言を発して海軍関係︑繁華街地

通りで何時も西北方面に姿を消した︒郵便配達はついに一日一回の配達

その頃から時々敵機が呉の上空を飛来することがあった︒しかし︑素

﹁月が出ているのに雨が降るなんて﹂と皆が不思議に思った︒その時︑

バラと雨の降るような音がした︒

の物を持って崖下の退避壕に入った︒所が私達が壕に入った途端︑バラ

非常袋を担いで出る妻は︑眞一郎︵長男︶を背負って両手に持てるだけ

重品や必要品を袋に詰め何時でも持出せるようにして退避の準備をした︒

警報には最早マンネリズムになっているため﹁またか﹂と思いながら貴
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庭から家の下を通って裏庭に出るように計画し夜遅くまでコツコツと掘
り続けた︒

また︑非番の日に青松葉を取りに山に登った︒青い松の枝を剪り取っ

て裏庭に積んでおき︑万一空襲があった際はこれに火を点け上空を煙幕

とした︒他愛のない児戯に等しいものであったとは後日実施した際はっ

きりした︒一時的には煙によって煙幕らしき状態となったが︑その上空

は晴々としており︑やがてこの煙幕は衰える︒このような幼稚な指導が公
然と行われていた︒

毎日︑戦災都市が局報で通知され︑その都度私は地図上の戦災都市に

三︑呉大空襲

﹁もう︑待てぬ﹂と発車させた︒郵便列車は郵袋を満載し扉を開けたま

赤丸を付けていたが︑もう全国で目星しい都市は幾等も残っていなかっ

﹁もう少しだ︑もう一寸待ってくれ﹂三分過超している︒
ま走り去った︒皆は汗を拭きながら安堵した心持で局へ帰った︒帰ると

た︒しかし︑不思議に廣島︑呉︑長崎︑京都︑奈良等は未だ戦災を受け

ていない︒私は戦災地に如何して郵便物を逓送するか心を砕いた︒

昭和二○年七月︑呉に爆彈が投下された︒それまでは敵機来襲があり︑

その都度燈火管制をし退避壕に逃げ廻った︒しかし︑数分後には敵機は
廣島方面に飛び去っていった︒

うじて一日一回の配達を保った︒一面︑市内では婦女子が竹槍の稽古や

ビカリと照明彈の光が周囲を眞昼のように明るくて照らしたと思った瞬

この日は午后九時頃急にケタタマしく空襲警報が鳴り響いた︒私達は

馬穴リレーが盛んに行われた︒服装は女子はモンペ︑男子は国民服にゲー

二︑国民への幼稚な軍部指導

段を取ったのだ︒責任は私が取ります﹂と答えた︒

﹁あれだけの郵袋の積込みは普通の手段では到底不可能である︒非常手

ていたのか﹂と云った︒

課長が﹁君︑駅の改札口を破ったと駅からひどい抗議があった︒どうなっ

寄付金付きの「愛国切手」をＰＲする「写真週報」
の広告。１９３８〈昭和 1 ３〉年に帝国飛行協
会による飛行場整備などの資金を集める目的で
逓信省から発行された。

はない︒

﹁防空壕を掘れ掘れ﹂ときつい通達によって︑身を隠すだけに掘った防

空壕は︑家が焼け落ち︑蒸し殺しになった人が幾百人いたことか︒

特に海軍から召集された日本赤十字の看護婦幾十人もが︑寺西町の明

法寺前の防空壕で蒸し殺しで︑窒息死した惨状は眼を伏うものであった︒

こうした状態で数週間過したが︑やっと火が下火になり我家に帰った︒

市中では︑戦火のため家を失った人々は︑跡形もない自分の家の前に︑

吊然とし放心したように佇んでいた︒

長かった一夜が明けた︒天野︵義兄︶はどうだろうか︑敏子︵妹︶の

ところはどうだったか︒私は焼け爛れた道を歩いた︒天野は無事︑敏子

の所︑附近は一物も無いまでに焼け失せていた︒無事で逃げてくれれば

よいが︑子供を二人抱えた敏子の身が案じられるが︑混乱した状態の中
間︑ドカンドカンと爆彈が投下され見る間に全市が火の海となった︒壕

何より幸いな事であったと思った︒

明した︒皆無事であった︒家は焼かれても︑
身体に異常がなかったことは︑

では探すあてもつかず空しく帰って来た︒数時間過ぎて敏子等の消息が判
には熱風が吹き込んで来る︒私達は壕の奥に播りながら不安な気持で肩
を寄せ合った︒見ると前の三宅酒造場が勢いよく燃え上がっていた︒暫

造の傍では︑男も女も馬穴リレーで長い列をつくって﹁ワッショイ︑ワッ

家は未だ異常は無かったが︑崖下から街の一面は火の海である︒三宅酒

るのだ︒私はバケツリレーに出ることにした︒そっと崖上の私の家を見た︒

が叫んで廻っている︒飛行機は逃げたらしい警防團があんなに云ってい

を意識しながら困難な道を歩く︒平坦部は全焼で︑町内の方向は見当が

が残り焼けていた︒私は焼け爛れたアスファルトの道に靴が粘り付くの

ンと焼野原の中に立っているのが見えた︒未だ︑市内のあちこちに余燼

とは思えない︒ただ電話課の︵当時は電話局でなかった︶鉄筋建はポッ

翌朝︑局に出てみることとした︒勿論︑家から見ても局が完全に在る

四︑呉郵便局の惨劇

ショイ﹂と掛声とともに送水をしている︒しかし︑猛火の前には馬穴一

たたない︒私はただ電車道に副って歩いた︒電車の軌道は飴のようにへ

くして﹁皆出て来て下さい︒馬穴リレーに出て下さい﹂と警防團の人々

杯や二杯の水ではシュンともいわず︑かえって火を呼び立てるようだっ

ふと︑人垣の間から見ると女の人の焼死体である︒小さい子供を両脇

し曲がり電車の残骸は所々に醜くい姿を止めている︒

長い間訓練した防火訓練も猛火の前には何の役にも立たない︒空襲の

に抱えて⁝⁝︒私は見てはならないものを見たという悪感がしてその場

た︒私は馬鹿らしくなってやめた︒
戦火を知らず幼稚な手段しか考えない軍上層部に対して我々は呆れる外
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から去った︒また︑道端に男の焼死体がある︒金庫を持ち出そうとした
を今更ながら強く感じた︒

﹁可哀想なことをしたなぁ﹂と私はその状況を想像しながら戦争の悲惨

五︑死体の当番

﹁△△君です﹂私は次から次と変り果てた部下の姿を見て合掌して回っ

になっていた︒私はたまりかねて庶務課長に喰ってかかった︒
﹁何時まで︑

と腐食していく死体はますます醜悪に変貌し凝視する事が出来ない状態
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ものらしく︑平棒金庫が死体の傍に転がっていた︒そうして次から次へ
と転がっている焼死体の間を通ってやっと郵便局跡に辿りついた︒来て
みると数人の局員の姿が見えた︒私か着いた途端︑若い局員が私の姿を

筵を覆ったまま並べてあった︒枕元には一枝の草花が供えられ︑半ば燃

線香が微かに細い煙をあげている︒死体は六月の炎天下に僅か一枚の

﹁主事さん﹂と泣き顔をして私に取り縋って来た︒
﹁無事であったか︑

え尽き︑夜は停電のため暗黒街となり︑町角の各所には海軍の警備兵が

見て走り寄って来た︒
よかったなぁ︑皆の消息は判らないか﹂と云った︒

武装して警戒し一層陰惨を極めた︒所々に餌を漁る野犬の群れの姿が見

燃えていた︒電話課に集まった幹部は協議の末︑一名づつ死体番をする

﹁よく判りません︑あれを見てやって下さい﹂と彼は指差した︒見れば
﹁あれは何だ﹂私は歩きながら彼に聞いた︒
﹁〇〇君も△△君も死にま

ことに決定し至急選衝するよう連絡があった︒むなく︑ここに集まって

られ︑焼け残った残り火は人玉のように青い光が暗夜の中にチロチロと

した︒見てやって下さい﹂筵を取って私は思わず息をのんだ︒眞黒くなっ

いる五人の者に話し︑午后八時から午前六時まで二時間交代で死体当番

疎開地跡の広場に幾つもの筵が並べてある︒

た顔は人間の顔とは思えない程膨上がって一見誰か判明がつかない︒私

をする事にした︒

私は晝間見た黒焦げになった異形の姿が頭に浮び思わず戦慄を覚えた︒

は暗然として思わず涙が落ちた︒
﹁これは誰なのか﹂
﹁よく判らないので持ち物を調べたら〇〇君でした﹂

た︒全部で七人である︒宿直者は十名と定めているので︑三人は助った

此の侭にしておく積もりか﹂と怒りを込めて抗議した︒

死体はその翌日もそのまま筵に覆ったまま放置されていた︒筵を開ける

ものと思えた︒

﹁警察に早く検視に来るように再三頼んだが︑警察では余り死者が多い

﹁あの日彼は宿直だったなぁ⁝⁝可哀想なことおした︒こちらは﹂

﹁どうして︑こんな事になったのか﹂と私は聞いた︒その時︑彼は目を

ので手が回らんと言っている﹂

火葬場は呉の西北の山の中腹

検視が終わった︒

硬に主張した︒やっと四日目に

談してみたらどうか﹂と更に強

か︑市役所の衛生課に行って相

﹁そんな事では困るではない

しばたきながら﹁空襲のサイレンが鳴ったので皆急いでこの防空壕に逃げ
込みました︒局は直撃彈を受けて見る間に火の海となり︑皆が退避して
いる防空壕に煙が入り込み呼吸が苦しくなったため︑反対側の出口から
飛び出して裏の溝に飛び込み三人は無事に溝に沿って逃げたが︑ 四人目
から熱風に耐えかね一度に溝︵この溝は幅三米︑深さ四米︶へ飛び込ん
だ途端︑裏の民家の土蔵が焼け落ちたため︑溝の中で蒸し殺しになって
しまったのです﹂

戦時中の切手。
「八紘一宇」などの文字が
記載されている。

に急造されていたが︑そこまでどのようにして運ぶかをいろいろ論議し

ら若干の消毒薬を貰って散布したが︑臭気に謂集するし青蝿は当分絶え

いく︒私達は死体が持ち去られた後を掃除した︒海軍病院︵仮病院︶か

戦争は益々苛烈を極め︑その後︑屡海軍基地の爆撃が行われた︒この

た︒勿論︑市内では車という車は殆ど無く︑僅か他の都市より流入した
ぶ運搬車が無いが︑逓送自動車に頼んでみたらどうだろうか﹂と云った︒

頃サイレンが鳴ると私は金庫にある過超金︵区内各郵便局より送られて

なかった︒

私は﹁逓送車に死体を載せることは嫌がるが︑一応話してみよう﹂と答

くる資金を一時郵便課で保管︶を袋に入れて防空壕に移し︑敵機が去る

車と海軍のトラックのみが動いていた︒庶務課長が﹁三上君︑死体を運

えた︒逓信会社に話をしたら案の定断った︒

とまた持ち帰る作業を毎日何回となく繰り返していた︒

叱驚して﹁どうしたんだ︑吉浦の火薬庫が爆発したんじゃあないか﹂と

掛けると同時に﹁ダァーン！﹂と大きな音響と共に校舎が揺れた︒私は

八月六日︒呉が空襲を受けて二カ月後︑私が出勤して自机の椅子に腰

七︑
八月六日からの廣島

﹁死体を車に載せると車が穢れ︑いろいろな事故が起ると云われている
ので辞退する﹂として応じてくれなかった︒私は再三頭を下げて頼んだ
ところ︑ようやく不承不承で了解してくれた︒そうして︑やつと荼毘に
付した︒

六︑仮局舎﹁片山小学校﹂の恐怖

﹁西の空から︑あんな雲が昇っています﹂指差す方向を見ると桃色の雲

皆と一緒に窓から首を出した︒

であり︑焼け落ちた家屋を整理して局舎を急造することは到底困難であ

が菱形に拡がっていく︒一時間位経って駅に行っていた逓信自動車が帰っ

それから間もなく各課が分散して仮局舎に移った︒勿論︑市内は全滅
るため︑各学校の教室の一部を借用して仕事をした︒郵便課は呉市の東

て来た︒

ないそうだ﹂私は直ぐ廣島駅前郵便局︵郵便の集中局︶に電話をかけた︒

北にある片山小学校に移った︒この小学校は戦災者の死体の収容所であ

カンカン照りの校庭には無数の青蝿が群がり飛び悪臭を発散し︑私達

廣島方面全部不通︑電報も駄目だ︒直ぐ本局にその旨を報告した︒廣島

﹁幾ら待っても郵便列車が来ないので︑駅に問い合わせたところ廣島が

は吐気を催す状態であった︒宿直の日は死体が各教室に収容されている

方面の様子が全く判らない︒

り︑校庭には筵や毛布をかけた死体が何列も並べられていた︒その内︑

ので︑なるべく便所に行かないようにしていたが︑偶々尿意を催すと身

﹁なんでも廣島は壊滅状態で多数の死傷者が出ているらしい﹂という漠

大変な事になっているそうだ︒今のところ列車の開通見込みは全然たた

が細る思いがした︒二〇觸の電燈が廊下の要所要所に点いており︑死体

然とした情報以外に入って来ない︒

校庭に収容し切れなくなった死体は各教室に収容されるようになった︒

が収容されている教室の前の廊下を怖る怖る通って行かねばならなかっ

どうか﹂と云うと﹁自動車は今連絡に行ったらしいが海田市から先は這

﹁当分︑状況が判るまではしかたがないが︑自動車を出して見てきたら

慄を覚えた︒その後︑次第に死体の数は減っていった︒海軍のトラック

入れんようです﹂と云っている︒不安な状態のまま午后になった︒午后一

た︒廊下には魂の抜けた死体から死霊が私達を取り巻いているようで戦
が数台来ては死体の頭と足を掴んで荷物のようにトラックへ投げ込んで
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裂ける音がして︑同時に全家屋が倒潰し死者累々となった︒

﹁廣島の上空から一発の爆弾が投下され﹃ピカッ﹄と閃光と共に地軸が

時頃から︑ぽつぽつ情報が入って来た︒避難民の話しによると

門は無事であった︒社の前は避難民の収容所であり多くの老若男女が色々

い石段のうえに朱塗の天満宮の門が見えた︒不思議なことに天満宮の朱

止められてあった︒私等は焼け跡の散乱した道を北に進んだ︒見ると高

ロに焦げ落ち殆ど半裸体姿となっており︑私等に向かって﹁水を下さい﹂

の方向に向かって坐っている︒皆頭髪は抜け身にまとった衣装はボロボ

その内︑続々と避難民が呉に来て次第に廣島の惨状が判った︒局では再

﹁お願いです︑水を⁝⁝﹂と取り縋って来る︒中には見る間に絶命する者

その惨状は全く眼を覆う状況である﹂と断片的に知ることが出来た︒
三幹部会議が開かれ対策が協議された︒三日目︑私は郵便課長から

私は逓信自動車に乗って廣島に向けて出発した︒呉街道を進むに従って

が貼り付けられており︑来意を告げると奥の方から局長以下幹部が出て

天満宮の石段を登ると右側に﹁廣島駅前郵便局避難所﹂と書いた紙片

や断末魔の苦痛に土をかいている者など全く静視が出来ない有様で有っ

避難民の行列は続いている︒避難民は何れも半裸体で顔や身体は黒ずんで

来た︒見れば局長は片足が靴で片方は下駄を履いている︒
﹁見られる様な

﹁ご苦労であるが廣島に行ってみてくれないか︑あらゆる通信機関が途

眞赤に赤チンなど塗り︑両手を前にぶら下げてとぼとぼと歩んでいた︒そ

状態ですから︑今はどうにも仕方がない︒一応落着いたら改めて当局の

た︒私な何を施す術も無くそのまま通り過ごした︒右側を見ると騎兵五

の姿は幽鬼のようである︒私達の車はこれら避難民の横を徐行しながら︑

方から連絡する﹂と云っておられ︑現状としては取るべき手段が無いと

絶し逓信局からも未だに何等の指示も無いしどうにもならない︒廣島に

大洲の入口に達した︒突然︑兵隊が車の前に飛び出し﹁待て⁝⁝君等は何

思った︒

聨隊は焼滅し厩舎の馬は幾百と死んでいる︒

処に行くか﹂と怒鳴った︒私は車を降りて説明したが﹁帰れ︑今︑廣島は

﹁逓信局の方はどうか﹂と聞いたところ﹁逓信局も被害が甚大で被災者

行って連絡を取ってみてくれ﹂と云われた︒

それ所では無いのだ﹂と言い張った︒私はこの兵隊に通信の重大性を説い

が多数出たと聞いるが詳しいことは判らない﹂と云っていた︒私は直ぐ

元呉局庶務課長であったＭ氏の姿も見かけられた︒

に呉に引き返した︒道筋は相変らず避難民が長蛇の列であり︑その中に

て特別に廣島に這入ることを許された︒
廣島に這入って第一に驚いたことは︑一面荒涼たる焼野原となっている
ことだ︒ただ︑ポツン．ポツンと鉄筋建の家屋の残骸が空しく残り︑電車
の線路は飴のようにヘシ曲がり焼けた電車の残骸が残っている︒

日々被災地が地図の上で赤丸を付けられた︒殆ど地図は赤一色に塗り

八︑終戦

る︒予想以上の惨害に私自身が地獄の底に落ち込んだような恐怖と錯覚に

潰されたが︑私はこれによって日本の敗戦に結びつけて考える事は無かっ

罹災者の死体は黒々と重なり河の橋架には筏のように死体が浮んでい
陥った︒アスファルトの道は溶け爛れ幾度か車を止めながら廣島駅前に出

た︒
思うようになった︒

しかし︑廣島の惨状を目の前に見たとき︑初めて﹁日本は駄目だ﹂と

た︒廣島駅は焼け落ち外核が僅かに残っていた︒
廣島駅前郵便局跡に行った︒未だ燻っていたが︑ふと見ると小さな板
に消炭で﹁廣島駅前郵便局はこの裏の天満宮の境内にあり﹂と柱に打ち
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戦に対する宣言ではないかと秘かに考えた︒私は﹁若し敗戦という事に

事務室に古いラジオを据えて皆定刻に集まって来た︒この時︑私達は敗

﹁八月十五日に陛下の重大ニュースを聞くよう﹂と本局から連絡があり︑

部処理した︒ここにはハイバーが若干残っているので︑これでも持って

と頼んだ︒その将校は私の方を向いて﹁見られる通り綿布もミシンも全

局員も被服類には非常に困っている︒綿布かミシン類を配給して欲しい﹂

当時︑市役所は敗戦と同時に軍から物資の一括交付を受け倉庫には物資

帰ってはどうか﹂と云ってハイバーを十個貰って帰った︒翌日︑
市役所︵焼

下の声は雑音の中でかすかに聞えてくる﹁堪え難きを堪え︑偲び難きを

が山積されていた︒課長は暫く考えていたが﹁被服工場に出された修理す

なれば︐我々はもはや生きる望は失い米英の何れかの下で呻吟するより

偲び⁝⁝云々﹂
︒私は頬から落涙するままに動かなかった︒
﹁戦争は負け

る衣服がある︒それで良かったら﹂と云った︒私は﹁それでも良い︒被

失︶の仮庁舎︵二河公園に平屋建のバラック︶に行って物資配給課長に

たのだ﹂私は所持した短刀を握って自決の用意をした︒しかし皆動く気

服の修理はやる﹂と云って貰い受ける事とした︒衣服といえばその頃︑全

は︑潔く自決をすべきだ﹂と皆に計ったところ︑皆私の意見に同調した︒

配は無い︒時刻は刻々と過ぎた︒皆当初の意気込みは消え失せ︑すごす

く入手が出来ない貴重品であり多少の破損の修理はやむ得ないものと考え

面接し海軍から払下げの衣類︑食糧品の特別配給を依頼した︒

ごと自分の職場に帰って行った︒

た︒更に食料品の交付を頼んだ︒最初は澁っていたようだが干パンを貰う

ガラガラ雑音がするラジオに身を寄せ眞摯な顔で耳を澄ませて聞く︒陛

﹁これからの日本はどうなるのであろうか﹂と私の心は千々に乱れた︒

ことにして帰った︒早速︑局員を連れて受け取りに行った︒修理を要する

た︒局長に報告し︑それらの物を局員に配給した︒

上着︑ズボン類八十着分︑干パン四包︵百二十袋︶を貰い小躍りして帰っ

自決する機会を失った私は全く虚脱の状態で瞑想した︒

九︑需物資の払下げ
郵便課の分室の同じ校舎に海軍の被服工場がある︒かっては海軍軍需

﹁どうせ米軍が進駐してくれば押収されるのだ︑米軍に渡すぐらいなら

私達は窓からこの状態を見ながら人間の浅間しさをつくづく感じた︒

に在庫品を窃取し︑山ほど積まれた綿布は見る間に無くなっていった︒

残存していた︒終戦後︑軍は解体し軍規は非常に乱れて従業員は我勝ち

て山野を巡り蓬つみをした︒雑炊に蓬を入れて嵩を多くし︑それで餓を

り尽くし僅かに蓬が生ているだけである︒宿明けの日にはリュックを負っ

をやったが︑それも行詰り野草採取を行った︒野草も喰われるものは取

出しをやらせた︒私は四粁もある山村の焼山に知人を訪ねて食糧の買出し

終戦後は食糧が著しく不足し局では﹁食糧休暇﹂を与えて物資の買い

一〇︑食糧不足と残飯雑炊

我ら日本人が取った方が良い﹂と中には大八車で運び去る者もある︒我々

しのいだ︒終わりは蓬も尽き︑中には鉄道草を喰べる者もあった︒家内

部として偉容を誇っていたが︑被爆を受け今では小学校の一部に僅かに

一般市民は衣服類の欠乏に堪えて来て︑そうした状況を見ると憎らしく

て闇の買出しは厳禁とされ︑偶々運よく大根︑人参などが入手できたと

も長男を背にしてよく山村に買い出しをした︒当時は食糧管理法によっ

出しているらしいが︑海軍に交渉して局員にも少し頒けて貰うよう話し

しても見張りの警察官に見付けられ没収される事が屡︵しばしば︶あった︒

もあり羨ましくも感じた︒二︑
三日後︑局長が私を呼んで﹁軍需物資を放
たらどうか﹂といった︒私は早速被服工場に出向いて将校に会い﹁郵便
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配給物資は︑旧来は牛馬に喰わせた飼料の大豆粕︑大根一本︑砂糖が若
干程度で一家の飢餓を救う事は出来なかった︒
この頃︑昼食に局員が多数外出した︒私は不審に思い︑或る日﹁何処
に行くのか﹂と尋ねた︒
﹁進駐軍の食糧が賣出されている︒貴方も一度︑
一緒に行って見てはどうですか﹂と云う︒私は不思議に思い﹁今時は︑
そんな処があるのか﹂と思いよく聞いてみると﹁進駐軍の残飯を業者が

はなくウヤムヤのうちに済んだ︒

一一︑広郵便局と進駐軍

広郵便局は木造二階建てで町の中心地にあり︑電信線一回線︑電話加

入者五百余りで眞に小さな局であった︒

当時︑広は進駐軍の駐屯地で︑米国︑欧州︑印度︑アイルランドと種々

街路には眞赤な口紅をつけネッカチーフをかぶった得体の知れない私

の人種が町に溢れていた︒

て行った︒飯盒を下げた行列が長く続いている︒長い間待った揚句よう

娼が昼夜の別なく公衆の面前で進駐軍を引く︒風紀がこうした環境の中︑

払下げを受け︑炊き直して売る﹂と云っている︒誘われるまま私も付い
やく一杯の雑炊に有り付いた︒炊き立ての熱い雑炊が飢えた私の喉を快

私は赴任した︒

或る日︑受付で豪州の兵隊三人来て何やら話している︒言葉は皆目判

く通る︒その時︑隣の席で雑炊を喰べていた者がスプーンで柿の種を取り
出した︒進駐軍の兵士がドラム餡の中に柿の種だけで無く︑柿のへたや

らない︒窓口では局員が手まねで対応していたが︑いきなり日付印と番

全体的に進駐軍兵士は程度が低く︑見るものが全て欲しいらしく何処

煙草の吸殻等色々なが捨てられ︑これを日本人が喰べるのだ︒敗戦国の
或る宿直日に郵便局の筋向いの民家から出火した︒私達は直ちに馳せ

でもそうした事件が発生していると云われている︒窓口員は叱驚りして

号器をポケットに入れ出て行った︒

つけて消火に協力した︒翌日︑火災現場を見ると未だに倉庫がくすぼっ

後を追ったが話しが通じず︑警察に届出ても何とも手の施しようがなく

惨めさがこうしたと所もあるのだ︒

ている︒その中で二︑
三人の男が頻りに袋に何かを入れている︒見るとそ

スゴスゴと帰って来た︒
知らされた︒

︵広島市安佐南区緑井四丁目二九│四│六︶

私は警察の無力を嘆くと共に戦争に破れた国の惨めさをつくづく思い

れは玄米である︒米の上側は焦げているが中程は僅かに鼠色に焦げてい
る程度である︒この倉庫は聞くところによると海軍が民家に米を分散保
管させていたものであり︑終戦後もそのまま保存されていたと云われて
いた︒私は局から郵便袋を持ち出し出来るだけ焼けていない米を郵便袋
に一杯詰めて持ち帰った︒家に帰って砂と選り分けるため家内と共に夜
更けまで選別を行った︒
それから後は一般市民も局員も群がって焦げた玄米の採取をするよう
になった︒余りにも人出が多くなり警察も厳戒を初めた︒やがてその騒
ぎも落付いたが︑警察では玄米採取の犯人捜査に乗り出したようだ︒私
も内心ビクビクしていたが︑終戦直後の混乱時であり︑それ以上の進展
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いった︒上空には火災に映し出された敵機の機体が︑次々と来ては焼

くっきりと浮かび上がり︑すぐ近くまで燃えて来た様子に変わって

火災は二河川を越えて三条方面迄来たらしく︑金比羅さんの屋根が

家族は勿論︑担任の先生を始め諾先生も喜んでくれた︒これで一生食い

思いもかけなかった採用通知が舞い込んだ︒私一人だけの合格だった︒

いなかったので︑失敗は覚悟で四名が受験した︒半月くらい過ぎた後︑

れて指定された日時に呉駅前に集合し︑共済病院隣の寄宿舎へ向かった︒

呉海軍工廠見習工宿舎に入寮する︒採用通知書を持ち︑兄に付き添わ

四︑昭和十三年三月末︵小学校高等科二年生卒業︶

外れはないと母が一番喜んだ︒

利男

夷弾を落として逃げて行く様子が見えた︒

私の戦時体験
河上

この寮で見習工の二年間お世話になったのである︒地方から出て来た者

にはこの外に二か所の寄宿舎があった︒吾が寮は小さく家族的で楽しかっ

一︑昭和七年︵小学校三年生︶
上海事件の爆弾三勇士の映画を見ていた折に︑フィルムに火が着いて

た︒他の寮は先輩が厳しかったり︑南京虫に襲われえて苦しんでいた︒

五︑昭和十三年四月一日

燃え上がり︑一時騒然となったが大事に至らず︑再上映したことが思い
出されます︒この三勇士の話を聞いて︑郷土の誇り︑木口小平と共に私の
胸に深く刻まれることとなった︒

朝八時火工部南門に集合︑三二名だったと思う︒人事課の人に連れら

が知らされて︑一二月には阜くも遺骨が送還され︑年末に小学校の校庭

止となる︒一一月には抗洲湾上陸作戦が開始され︑吾が町内初の戦死者

七月に支那事変が勃発︑楽しみにしていた運動会並びに修学旅行が中

となった︒一年生は全部で十三学級あったと思う︒時間割表︑
その他午前︑

思う︒学級編成で火工部員三二名と砲煩部の二〇名くらいで一年一学級

た︒約二〇分の後︑砲煩桟橋に上陸して一〇分余りで養成所に着いたと

明を受けた︒午後は火工桟橋から汽艇に乗り養成所のある本廠に向かっ

れて実習場に着いた︒見習工員としての徽章︑木札︑その他を受領し︑説

に於いて初めての町葬が行われた︒遺骨の帰還の阜かったこと︑祭壇の

午後交替の授業時刻等の説明を受け︑愈々見習工員としての生活開始と

二︑昭和十二年︵小学校高等科二年生︶

大きかったこと︑花輪の多かったこと︑会葬者の多かったこと︑私達小

なった︒

が満開で︑ここが兵器工場とは思われない風景であった︒また︑追い追

広い道路に松並木があり︑右沿いに点在する瀟洒なな工場の周囲には桜

火工部は現在の海上保安大学の敷地にあった︒門を入ると海岸沿いの

六︑昭和十三年当時の火工部の感想

学生一同驚嘆したものでした︒
︵今にして思えぱ︑終戦前後に南方やシベ
リヤ方面で死亡された方及び其のご遺族の方達の無念さは如何ばかりか
と︑悔やまれてなりません︶

三︑昭和十三年二月︵小学校高等科二年生︶
呉海軍工廠見習工員試験に合格︒これまで吾が校では一名も合格して
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上着︵俗に事務服と言われた︶に白足袋姿だった︒一割くらいは紺のセー

の送迎があった︒当時の女子工員の服装は和服が殆どで︑紺の袴と紺の

それに女性は海軍第一波止場︵現在の中央桟橋︶から汽艇で火工桟橋間

女性の入門は︑七時四〇分︑定時退廠は一六時〇〇分くらいだつたと思う︒

女子工員であった︒男子はすべて七時入門︑定時退廠は一六時二五分で︑

中の者が早く死ぬとの迷信があり︑中央は前後に二人並んで写ることに

仲良しだった同級生四人が写った写真がありますが︑三人並んで写れば

す︒
︵昭和一七年頃から帽章は全部﹁大日本帝国海軍﹂となった︶その折︑

ことは珍しく︑十七歳の小柄な男の軍艦扶桑の帽章に注目されたもので

週間の休暇があり久し 振りに帰郷した︒当時︑田舎町での水兵姿を見る

一二月から一月にかけては艦務実習として戦艦扶桑に乗っていた︒一

九︑昭和十五年末の休暇

ラ服にロングスカート姿があった︒作業着は上っ張りに白の割烹着を着

しました︒然し︑ほかの三人は後に南方へ出征し︑二人が戦死︑一人が

い解ってくるのですが︑昭和一三年当時この工場では三分の二くらいは

るだけの姿︑まるで宝塚の感があった︒

丸部品に少量の火薬を手作業で充填する作業が多かった︒原料︑製品の

あり︑リノリューム張りの床で長い作業台に並んで腰掛けて︑小さな弾

てきて︑スカートもズボンに変わるようになった︒工場内は暖房設備が

せず支えていると︑周囲には古い水兵がいっぱい居て私を見つめている︒

座っていて︑居眠りをしては︑私の肩に寄り掛かってきます︒悪い気は

を終えて帰呉する夜汽車は満員で混雑していた︒隣の席には若い女性が

戦死した内の一人の兄と︑妹はもう一人の弟と結婚しております︒休暇

戦病死をして︑生き残ったのは私一人だけとなっていた︒私の姉はその

搬入搬出は男性の仕事であり︑女性はあまり辛い作業ではないが︑慎重

私は古兵に席を譲る気にはなれず︑私も居眠りの振りをして支えあって

数年後︑防空演習をするようになってからは袴が﹁もんべ﹂に変わっ

にしかも辛抱を要する仕事であった︒手順を間違えると発火し︑怪我を

おりました︒呉駅に着いても古兵達が全部降りるまでそのままでおり︑

方面へ発車して行きました︒第一波止場からランチに乗って扶桑に乗艦

最後に後ろ髪を引かれる思いで降りて行きました︒彼女はそのまま広島

する危険性もあるのだ︒

七︑昭和十三年〜十四年の養成所の感想︵省略︶

すると︑帰艦者全員一列に並んで医務室に直行です︒下半身裸になり腰

掛けている軍医の前へ進みます︒軍医がゴム手袋の手で次々と目前の物

を検査しては﹁よーし﹂と︑大きな声を上げてはお尻をぽんと叩いて横

八︑昭和十五年四月 海軍工作科予備補習生として呉海兵団へ入団
軍隊生活は体力不足の面では苦労したが︑実技では負けなかった︒団

へ追いやるのです︒これから又︑厳寒の軍艦生活が始まります︒艦が岸

流す水がすぐに凍りだすのです︒氷の上を裸足で﹁モップ﹂を両手に持っ

体の罰直は受けたが︑個人での罰直は殆ど無かったように思う︒特に﹁腕
朝食後の掃除の際は窓硝子拭きが待ち遠しかった︒高い窓を拭いてい

て甲板を磨いていくのですが︑この時が一番辛い思い出として残ってい

壁に係留している時は陸の水遺水で掃除をします︒厳寒時の甲板掃除は

ると︑丁度窓の外は塀越しの道路で︑第一波止場へ向かう火工部の女工

ます︒両手をゆっくり動かしていると﹁モップ﹂が凍り付いてしまうの

立て伏せ﹂の罰直は何分やらせられても平気であった︒

さんが大勢通る時間であり︑知り合いの女性が手を振ってくれた︒

です︒ざらざらの﹁みぞれ﹂状になり汚れは取れませんが︑これも耐寒
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訓練の一つです︒こんな時に海水を流すと海水は湯のように感じられ︑

寮には吉浦地区の火工部︑砲煩実験部の見習工員と本廠の造船部︑造機

丘の上︵現在の両城中学校隣地︶に少し小さな両城寮とがあった︒両城

一二︑昭和十八年九月

嘱された︒再ぴ二年間︵補修科卒業まで︶規則に縛られる生活となった︒

部の見習工員が入っていた︒そして︑その火工部見習工員の指導員を委

しぱらく手も足も漬けて置きたくなります︒

一〇︑昭和十六年四月
厳しかった軍隊生活から開放されて︑工廠火工部に復帰することにな
りました︒入廠以来年問と海軍生活一年︑足掛け三年間ずっと︵二十四
ものです︒やっと下宿を見つけて入居して間もなく︑火工部人事係りに

腰を落ち着けて工員としての本職に励むようになった︒本職は火工部第

これで寮生活から開放されて川原石へ下宿をすることができた︒そして

補修科の二年間が︑一年半の九月に繰り上げ卒業となり卒業できた︒

呼び出され︑二河公園を埋め尽くしている徴用工員宿舎の指導員として

一装填工場工事班で図面係りの組長となった︒下宿して自由時間が増え

時間︶規則に縛られどおしだった生活から︑やっと開放されると喜んだ

住み込み︑寝食を共にし︑朝晩の点呼や隊列を組んでの出勤の指導に当

たと喜んだが︑その頃になると残業時間は多くなり︑諜報防止のため宿

直当番の回数が増え︑夜中の巡回回数も多くなった︒それに若い技術中

れとの命令です︒昼は各自の職場での作業です︒
火工部の工員が多く居たのは︑現在の二河球場の一塁側スタンド辺り
当時は現在の二河プール一帯に的場宿舎もあった︒的場宿舎は後に火

軍人︑軍属が前線へ送られ︑吾が工場も男性工員が続々と応召して抜け

ければならなくなった︒この頃︑日本軍の戦況は日増しに消耗戦となり︑

尉の防火隊長の下でポンプ長となり︑夜問警戒警報で工場へ駆け付けな

災発生で焼失したこともあった︒その年の七月︑吉浦町狩留賀に新しく

ていった︒九月頃全国に女子挺身隊が結成され︑
呉市内の女子挺身隊の内︑

で十三寮だった︒

工員宿舎が完成し︑十三寮の全員は狩留賀の五寮へ移転した︒狩留賀か

約二〇〇名︵概数︶が火工部に配属されてきた︒そして一二月には学徒

一三︑昭和十九年六月

出陣が始まった︒

ら隊列を組んで︑今度は工廠吉浦北門への行進です︒
下駄の音をがらがら響かせて吉浦駅裏の花街を通ると︑何事かと覗い
て見る者が多かった︒花街の邪魔になることと︑若者を刺激するので駅
裏は通らせないようにした︒

学徒動員が始まり呉市内はもとより︑中国︑四国地方の中等学校の男

女学生が動員されて呉に集まって来た︒呉市内の生徒は自宅から通勤し︑

市外からの生徒の大半は狩留賀の寮へ結集された︒以前から入寮してい

一一︑昭和十七年四月
四月から養成所補修科へ行くことになるので︑前年︵昭和一六年︶末

寮から隊列を組んで火工部北門から入廠し︑また︑一部は吉浦駅から汽

た男性を天応寮及びその他の寮へ移動させたあとに入ったのである︒この

戦に突入した︒一七年四月に補修科生として入学すると︑また人事係り

車で︑一部は吉浦桟橋から船で呉の本廠へ通ったのである︒この狩留賀

から呉共済病院の近くに下宿していた︒この昭和一六年一二月に日米開
に呼び出された︒当時は養成所隣地に忠誠寮という大きな寮と︑両城の
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学徒は錨印の入った白鉢巻を締め︑両肩には鞄と防空頭巾を掛けてモン

他にも数校︵倉吉高女︑増川学園他︶あったように思う︒これらの女子

内の高女十五校︑島根県四校︑愛媛県六校等の碑文が残されている︒その

動員学徒寄宿舎跡﹂の記念碑が建立されている︒この碑文によれば︑県

その他小艦艇多数︶に急降下爆撃を敢行しては︑江田島の小用方面の上

いた艦隊︵戦艦の伊勢・日向・榛名の他に︑空母三隻と巡洋艦の利根︑大淀︑

ラマンと思われる︶の大群が波状攻撃を仕掛け︑湾内いっぱいに停泊して

指揮所へ上がった︒問もなく左手背後
︵灰ヶ峰方面︶
あたりから︑
艦載機
︵グ

七時三〇分〜一一時頃︑作業開始間もなく警戒警報が発令され︑防空

一五︑昭和二〇年三月一九日 空襲時の思い出

ペ︑ズボン姿で隊列を組み高声で︑動員学徒の唄﹁花もつぼみの若桜五

空へ抜けて飛び去って行った︒私のいる防空指揮所の真向かい︵潜水学

大淀が火を吹き上げているのが見えた︒敵機は二波︑三波と襲い掛かっ

を目撃した︒この日は三永の水源地横の松林へ︑吾が工場の一部を疎開さ
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寮の跡は戦後吉浦中学校となり︑その校門内の左側に﹁呉海軍工廠女子

尺の命ひっさげて国の大事に殉ずるは我等学徒の面目ぞああ紅の血は燃

校沖合︶にいた空母︵龍鳳？︶は︑早々と甲板中央 に被弾し︑爆弾は甲

り火柱を高く吹き上げていた︒その他の各艦艇もそれぞれに多数の命中

ゆる﹂と︑斉唱しながら整然と市街行進する姿を見ては︑誰もが深く感
てきた︒これら学徒の作業は主として腰掛けて手作業でする仕事で︑そ

弾が爆発していた︒艦船からは猛烈な対空砲火を浴びせているが︑なか

板を貫通して内部で爆発し︑火災を発生した︒飛行甲板は高く跳ね上が

れ程力の要る仕事ではないが︑根気の要る作業で辛かったと思う︒作業場

なか当るものではない︒それでも数機は火達磨になり︑海中に突っ込む

動しながら見守ったものである︒吾が工場にも数百名の学徒が配属され

の一部には横穴防空壕に機械を据えて︑数十名の女子学徒が二班に分か

機もあり︑途中から落下傘で飛び降りる者も数人いた︒

たものと思う︒周辺の山からも︑
随分砲火を浴びせて弾幕を張っていたが︑

行った︒黒煙を吐いて逃げていく機もあったが︑それは間もなく落下し

すると︑警備隊方向からランチが現場に急行し︑救い上げて連行して

れて︑昼夜交替で作業をする組もあった︒

一四︑昭和二〇年 防空指揮所
昭和一九年末から二〇年にかけて空襲警報が発令されるようになり︑
空地区となり︑指揮官は江原工場長で︑私は指揮官付伝令に任命された︒

てきた︒数は定かではないが︑二〇〇〜三〇〇機くらいか︑他の艦の被

敵機も怯まず勇敢に突入するものである︒

指揮所は地区背後の高台の中腹︵高さ八〇メートルくらい︑旧国道吉浦

害状況は確認出来なかったが私達の指揮所は絶好の観覧席であり︑正に

火工部内の防区地域が 制定され︑第一装填工場︵一装︶東半分が第一防

峠の若葉バス停の海側で日新若葉寮入口の小山︶にあり︑背後から南側

高見の見物と言うものであった︒

一六︑昭和二〇年五月五日一〇時三〇分 広工廠十一空廠全滅

絶壁の中腹へ横穴を掘り︑呉湾一帯が見渡せる位置です︒すぐ西隣の高台
︵現在の日新若葉寮の位置︶には︑警備隊の高射機関砲陣地があった︒眼
下に受け持ち地区があり絶好の指揮所であった︒警戒警報発令の度にこの

この日の朝一〇時頃︑郷原村の浜田橋辺りで︑Ｂ の大群が南下するの

部への空爆は無く訓練だけで終わった︒物足りない思いもあるが幸せな

せるため︑分解した建物と機材を馬車五〜六台で運ぱせていたそれを私は

山の上へ駆け上り︑拡声器で防火指揮官の命令を伝える役だったが火工
ことだった︒

29

昭和 20 年の工場対抗の排球（バレーボール）大会記念写真。前列右端の中腰姿が当時２２歳で、製図の組長
をしていた筆者。工場の行事などには、なにかと狩り出されていた。

自転車で追いかけていた︒丁度浜田橋を過ぎた所で空襲警報となり︑道路

脇の防空壕へ入り様子を見ていた︒この辺りを爆撃することはないので安

心して覗いていた︒すると岡条上の︵火の用心と書いた︶岩山から高角砲

を撃ち始めた︒然し︑砲弾は敵機の遥か下の方で破裂していた︒Ｂ は今

東京空襲などでＢ の飛行高度に関する話は聞いていた︒

迄想像していた飛行機よりも数倍もの高度であり︑悠々と飛び去っている︒

29

海軍の四〇ミ 機関砲の打ち上げ高度を上げる為には︑現在の薬爽を

29

ていた︒私は︑その薬爽へ四〇ミ 砲弾を装着するプレス機を作るべく︑

倍以上にする必要があり︑そのための薬爽の図面が出来て︑私も受け取っ

リ

初めてＢ を見てその威力に驚き︑感心したものだ︒今から図面を書き

ので︑古いプレス機を探し改造できぬかと︑探していたところだった︒

新しく設計し︑外部へ発注して鋳物から作り上げるには長時問を要する

その設計図の作成を命ぜられていた︒そのプレス機を作るにしても全く

リ

てＢ を落とすことは出来ないのだ︒これでは全く太刀打ち出来る話で

を全部新しく作らなけれぱ︑その弾丸を撃ち上げることは出来ない︒従っ

上げてプレス機を作り機関砲弾を仕上げても︑それを打ち上げる機関砲

29

はない︒

そして今から三永水源地周辺へ建物疎開して︑工場を整備しても製品

の原材料やその半製品を他の工場へ運搬し︑完成させて納品する迄の運

搬を馬車で運ぶ以外ないようでは︑全く話にならない︒更に︑その日の

私の目的は三永水源地周辺の民家を尋ね︑女子工員︵学徒︶寮を借り上

げることだった︒一軒に一〇名づつにしても︑五︑
六軒は要るし︑風呂や

便所も増設しなけれぱならないのです︒それでも︑とにかく数軒の予約

を取付けて︑改造の見取り図も書き︑夜になって呉に帰ってきた︒翌朝

になって︑広工廠と十一空廠が全滅したことを知った︒
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29

九時頃警戒警報が発令され︑高台の防空指揮所へ上って待機していた︒

の手が上がった︒続いて︑両城尾根の蔭ながら休山の山麗らしきあたり

に飛ぴ散るように見えて落ちていった︒亀山神杜方面らしき辺りから火

で真っ暗な中空で︑一瞬花火が裂けたように明るくなり︑火の粉が四方

間もなく空襲警報となり︑
左側後方︵灰ヶ峰方面︶に気を取られていると︑

を︑次々と火の手が北方へ延びて畑方面へと拡がって行った︒私は港町

北半分の造船・造機方面は最後まで無傷のままだった︒右隣の機関砲は

と南下し︑工廠造兵地区︵砲煩・製鋼・電気・水雷︶への爆撃を始めた︒

初めの内は警防団の伝令が三条辺りから見た火災の様子を知らせてくれ

の人達は手荷物を提げて北塩屋の射的場辺りの畑や山に避難して行った︒

小学校の上に居たのですが︑数人の警防団員が残っているだけで︑殆ど

色から薄灰色に変わっていたように思う︒同時に米軍は良く考えて爆撃

思う︒唯︑遠目ながら建物は骨組みだけ残っているようで︑全体が薄墨

飛び去って行った︒土煙は立ち込めていたが火の手は上がらなかったと

えた︒愈々火災は両城を越えて川原石地区へ延焼して来ると覚悟しまし

れた敵機の機体が︑次々と来ては焼夷弾を落として逃げて行く様子が見

ぐ近くまで燃えて来た様子に変わっていった︒上空には火災に映し出さ

条方面迄来たらしく︑金比羅さんの屋根がくっきりと浮かび上がり︑す

だったと思う︒夜中の一一時過ぎに﹁足摺岬上空敵大型機編隊北上中﹂と

一日は日曜日で︑前日の宿直開けで湊町小学校上の下宿で一日寝た後

工員名簿を提げて︑班長に従って工員の安否確認のため焼け果てた市内

けた人でも出勤して来た人もいたように思いました︒私は︑吾が工場の

汽車が不通で︑出勤者は三分の一くらいだったかと思います︒自宅が焼

部の工員宅は皆焼け果てて︑本人に会うことは出来ず︑生死の情況も不
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一七︑昭和二〇年六月二二日 呉工廠爆撃

急に右側後方︵広島方面︶からＢ の大群が現れ︑頭上遥か上空を平然

もとより︑周辺の山々から盛んに砲撃を始めていたが︑何れも遥か下方

たが︑火災が市内中央部に延焼する内にその伝令達もいなくなり︑気が

したと感心した︒造船地区は残しておいても︑船を作るには相当の時間

たが︑私一人残っていたのでは︑次から次と落ちてくる焼夷弾は防ぐこ

付いた時は︑私一人だけになっていた︒やがて火災は二河川を越えて三

が掛かるので︑直ちに兵カ増強には繋がらないと思い︑占領後の米軍の

とは出来ないと思い︑ぼつぼつと︑射的場へ向かって上って行きました︒

中間頃迄行った辺りで爆音が消え︑火災の延焼も止まったようでした︒

山に避難していた人達もぞろぞろと降りて来て︑無事だった我が家へ帰

のラジオ放送があった︒間もなく警戒警報が発令された︒平素は︑警戒

へ出て行った︒街中は方々でまだ焼け残りの煙が上がり︑建物の残骸が

り着き喜びあっておりました︒翌朝︑工廠へ出勤しましたが︑電車・バス・

警報発令で火工部の防火隊長伝令として集合することになっていたが︑

道を塞いでいる所も多かった︒

﹁今晩あたり愈々呉に来るか︑焼夷弾なら消してやるぞ﹂と意気こんで

明な者ばかりでした︒それで主として市内周辺部を丁寧に探し︑家の存

夏の日差しの中︑余熱の残る道を回り道をしながら訪ね歩いた︒中央

待っていた︒間もなく空襲警報となり︑爆音が聞こえてきた︒灯火管制

うに思う︒

宿直明けの日曜日なので代役が決められていて︑集合は許されていたよ

一八︑昭和二〇年七月一日︑二日 呉市街︑焼け野原となる

たのである︒

利用を想定したものと思う︒この日の正午で呉工廠の息の根は止められ

爆撃は二時間くらい続いたと思う︒二波︑三波と襲い掛かり︑平然と

で破裂して︑その破片が海に落下して小さな飛沫を上げるのみだった︒

29

昼食をご馳走になった︒その頃では珍しく良く冷えたビールを戴いた時

開戦当時の真珠湾攻撃を彷彿させるようだ︒榛名も怯むことなく勇敢に

この日は主として榛名を目掛けて急降下している︒水煙が高く上がり

二〇︑昭和二〇年七月二八日 艦載機波状攻撃多数

の味は︑その後にも無い忘れ得ぬ味となって今でも喉の奥に残っており

砲火を浴ぴせていたが︑衆寡敵せず︑午後になって遂に大破︑着底した

亡と生命の安否を求めて廻った︒一四時頃︑上内神の班長宅へ立ち寄り︑

ます︒その後︑二河・両城と廻り︑一六時過ぎに工場へ帰着しました︒

らしく砲火は沈黙し︑敵機の襲撃も終わった︒

二一︑昭和二〇年八月六日 広島に原爆投下される

調査結果を整理するのに類焼家屋は早く解ったが︑生死の確認は数目後
になったと思う︒そしてその折の消失家屋数や死亡者の人数などは︑記
憶に残っておりません︒

朝︑女性の朝礼が終わった頃と思う︒事務所の中で図面を引いていた

艦船の移動ままならず︑損傷したままの姿で呉湾内外の島陰へ曳航︑係

水溝に落下していたのを見に行った記憶がある︒この爆雷と重油不足で

発の爆雷は︑食糧営団の川原石販売所︵当時は海軍工廠購売所︶裏の下

月始めに大型機数機が夜間に呉湾内に機雷を投下していた︒その折︑一

で呉湾停泊中の艦艇の大部分は︑戦カを消失していたようだ︒その後四

呉湾周辺に疎開係留していた残存艦船襲撃される︒三月一九日の被弾

な形︵例の茸雲︶の白い雲がむくむくと競り上がっていた︒人々は︑坂

行くとちょうど︑狩留賀のトンネルの上空辺りの山の向こう側に︑異様

工場で爆発でもあったのでは﹂と思い︑私もつられて走った︒西海岸へ

がしくなった︒大勢の人が西海岸の方へ走っていくのである︒
﹁西海岸の

た︒これまた︑その原因が解らなかった︒何分か経った頃︑外の方が騒

いた︒しぱらくすると今度は地の底から湧き出たような音と揺れを感じ

なった︒光の元は何処なのか︑皆んなが不審な顔をして周囲を見廻して

時に︑何処かで電線がショートした感じの強い光が射し込み急に明るく

留されていた︒岸壁から艦船へ網を張り︑その網や軍艦の甲板へ松や竹

か矢野辺りの陸軍の火薬庫か︑ガスタンクが爆発したのだろうと言う人

一九︑昭和二〇年七月二四日 艦載機五〇〇〜六〇〇機

などの枝を取り付けて迷彩を施していた︒二︑
三日すると変色してしま

暫くすると︑今度は火工部の本部の方が騒がしくなった︒何でも広島

もあり︑また︑他の人は︑軍用列車の火薬の爆発などと︑さまざまな議

早朝から夕刻まで六〜七回艦載機が来襲し︑残存艦船に集中攻撃を仕掛

へ新型爆弾が投下されたらしい︒広島の街が破壊されて燃えている︑
至急︑

う︑そんなことで米機の眼をごまかすことが出来るのかと︑疑問に思っ

けて来た︒爆撃と銃撃を交互に来襲した︒私の任地である第一防空指揮所

負傷者救助用のトラックに作業員を乗せて広島へ直行せよとのことだっ

論が始まっていた︒

から見られる範囲に︑七艦︵出雲・榛名・葛城・天城・龍鳳・青葉・伊

た︒丁度︑居合わせた空車が一台あったので作業員を乗せて出発して行っ

ていた︒二四日︑早朝から警戒警報・空襲警報が断続的に発令された︒

勢︶と係留地を知っていた二艦︵磐手・日向︶目掛けての猛攻撃である︒

空車が無くて後続の救助隊は出動できなかった︒後から感じたことです

た︒私も命ぜられたら直ちに出動する心算で心の準備をしていましたが︑

底したように見えた︒伊勢と青葉が盛んに反撃する砲火を望見することが

が︑これも重大な運命の分かれ道だったように思います︒

二四日の攻撃で︑青葉・天城・伊勢・葛城等が大破して転覆または︑着
出来た︒二四日の攻撃で殆どの艦が再起不能の状態になっていたようだ︒
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二二︑昭和二〇年八月一五日 終戦の日
この日の朝﹁我が工場を疎開させる為の防空壕が安浦方面に出来つつ

りの海岸で︑海から直接壕内へ進入出来るような大きな横穴が数本掘っ

てあり︑奥はかなり広く繋がっていたように思う︒簡単な見取り図を作っ

グリンピア安浦の手前の入り江︶に在るが︑船は一三時でないと出港し

視察を申し込んだ︒防空壕は船で二十分程南方の︑日の浦海岸︵現在の

海兵団の沖にある海軍施設部の現地事務所に着き︑完成間近の防空壕の

三人で出かけました︒吉浦駅から汽車に乗り安浦駅に着きました︒安浦

達は返す言葉に窮し︑唯々﹁家や学校に帰って本来の学生に立ち返り︑

らどうなるのか﹂
﹁これからどうすれぱ良いのか﹂などと訴えてきた︒私

ちを見つけて声を上げて泣きながら取り巻いて来た︒てんでに﹁これか

徒の最後列に出会った︒学徒達は眼を赤く腫らしていた︒工場長や私た

夕方一七時頃︑吉浦駅に着いた︒すると隊列を組んで帰寮する女子学

てその船で直ぐに帰った︒

ないということで待つことにした︒早めに昼食を済ませ待っていると︑

挫けずに元気を出して頑張ろう︒

あるので見に行こう﹂と言われ︑工場長の技術大尉と班長の技手に従い

ラジオで重大放送があるので一緒に聞きましょう︑と言ってくれた︒ど

とでした︒その後大多数の学徒達とは再会出来ない儘になっていますが︑

辛い仕事に研えてくれて有難う︑ご苦労さんでした﹂と言うのがやっ

一二時になっていよいよ

あの当時の動員学徒の真蟄な姿は︑私達おとなに深く︑大きな勇気と感

うせしっかり頑張れと言われることだろうと︑話しながら待っていた︒
放送が始まったが︑ラジ

八十歳を過ぎた現在でも︑私の胸の奥で燃え続けている感動なのです︒

動を与えてくれていたのです︒

悪いのか雑音が入って良

︵呉市阿賀北三丁目十八│十三︶

オが悪いのか︑テープが
く解らなかった︒唯︑な

た︒これが本当なら防空

託かなということだっ

工員養成所同窓会編集委員会／﹃呉の歴史﹄平成一四年 呉市史編纂委

六一年 研文書院／﹃呉海軍工廠見習工の記録﹄平成二年 呉海軍工廠

参考資料 ﹃呉空襲記﹄昭和五〇年 中国新聞／﹃解説日本史年表﹄昭和

んとなくポツダム宣言受

壕も何も要るものかと話

員会／ 体験手記集﹃呉を語る﹄平成一五年 呉市史編纂室

※長文のため︑一部を割愛させていただきました︒

したが︑降伏の真偽が解
らないので折負来たのだ
からと︑船に乗り込んで
日の浦海岸へ行った︒
場所はグリンピアヘ行
く途中の︑日の浦トンネ
ルを過ぎた下りの坂道辺
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が全責任を負う﹂と云ってゐるのも矛盾してゐる︒戦争犯罪人

新聞には毎日の様に大官の自刃が報じられる︒自刃を企てヽ﹁俺

に浸してゐる様である︒糸崎駅で四時間待たねばならないのだが︑念入

ねて尚ほゲートルを着用してゐるにも拘らず︑まるで膝から下部は水中

貰った︒朝来の寒気は夜に入って益々加はり︑車中︑ズボン下三枚を重

けた︒しかし汽車はまだ如何程も走ってゐない︒三ノ宮駅に着いたのは

たカバンと弁当をその場に投げて人の踏むに任せるより他ない︒夜が明

はとても入れそうにない︒入口に立ったまま身動きもならない︒手に持っ

な騒ぎである︒富川技手一行とは別に漸やく二等車に押乗ったが室内に

満員の二列車の客が三時十五分の満員列車を待つのだから地獄のよう

一月二十五日︵木︶晴

京行の列車も止められた︒

ても座ってもゐられない︒二十五日から汽車の時間が改訂になるので東

として自分一人が罪を負うと云ふ意味ではなかったのか︒それ

増雄

りに糸崎駅には未だ待合室が建築中でガラスがはめてないのだから︑立っ

神垣

なら堂々と法廷に立つべきだ︒

昭和二十年の日記
略歴
一九一〇年︑呉市広町生まれ︒家は代々岩樋水門の開閉に従事︒
一九二五年︑広海軍工廠航空機部機体製図見習工として入廠︑
一九四五年︑飛工研工手として終戦を迎える︒

ら叶はぬ︒川西社に着いた時は十二時過ぎ︒
︿中略﹀夜は工和寮と云ふ工

十一時過ぎだった︒走った時間より停車してゐる時間の方が長いのだか

一月八日︵月︶晴

員寄宿舎で厄介になったが︑風呂場で若い者達がしらみ退治してゐるの

一九九二年死去︒

大詔奉戴日に際し︑神風特別攻撃隊から贈られた鉢巻が手交された︒
週間締めることに定められた︒中央に日の丸が染め抜かれ︑その両端に

職員食堂とは名のみ︒全く箸もつけられないほどの粗食である︒平素

一月二十六日︵金︶晴

を見て急に気持ちが悪くなった︒八時過ぎ警戒警報に入る︒

黒字で神風と大書してある︒前線の特攻隊勇士から吾に続けと︑短刀を

自分の生活に兎角不平ばかり並べるが︑こうして人の生活を味合ってみ

九十％以上の勤務成績を有する者のみに渡され︑毎月大詔奉戴日から一

贈られたのと同じ意味であるが︑そうした精神を肝に銘じて締めてゐる

午後三時終了︒夕方迄休んで大阪に出た︒男も女も防空頭巾をかむり︑

て始めて有難味が分る︒会議は軍需省主催で七廠社の代表が会合した︒

一月二十四日︵水︶晴

鉄かぶとを背負ひ︑救急袋を下げて立派ないでたちである︒軍公用のお

人が︑幾人ゐるであろうか︒まるで運動会の様なにぎはひだ︒
朝からきつい寒さである︒中略︒新しくやる戦闘機﹁紫電﹂の互換性
持ち上り︑一日早く現地に出張して現物を見学しておく必要があると云

隣保班で︑アルミ貨の回収を行ってゐる︒五銭十銭は紙幣になるのだ

一月三十日︑火曜日︑晴

陰で帰りはキップも訳なく買へたし︑席も占められた︒

ふので︑俄かに今夜夜行で︑川西社へ出向くことになった︒九時時十六分

からいいとして︑一銭はどうするつもりだろう︒実際問題として一銭二

部分を決めてゐるうち︑二十六日の会議へ私一人で参加する様︑話しが

発の列車で︑富川技手一行六名が出発するので︑私もその仲間に入れて
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もあるが︑それはどうかと思ふ︒それよりもこの際昔に返って貝で作っ

抑圧する上にあった方がいいと思ふ︒一銭も紙幣に︑なるのだと云ふ噂

一銭なんてお金は当分造る必要はないかも知れぬが︑やはりインフレを

銭の品がある訳でなし︑四月からは葉書さへも五銭にはね上るのだから︑

地上の雪は今日も終日解けない︒早く日が経てばいい︒暖かくならね

二月九日︵金︶晴

級幹部はもましてゐる︒

の軍籍に入れば凡て階級で押されるからいやだとか︑何とかかとか︑上

一月三十一日水晴

よるとたかるとルソンの話だ︒たまに今に皇軍が大殲滅戦を展開する様

い続けてゐるルソンの決戦が何とか目鼻がつきそうに思へるからである︒

ば誰も仕事が手に就かない︒そして国民の一人残らず寝ても醒めても思

リンガヱン湾に上陸した敵はまるで無人の境を征くが如くマニラ目指

な話をする楽観論者がゐると︑皆で嘲笑する程︑もうさじを投げてゐる︒

たらどうだろう︒五銭も十銭もそれでいいと思ふ︒

して南下してゐる︒一体敵を食止める山下ルートとは如何なるあたりに

ゐるものと見えてマニラに迫るに僅か二三個師を向けてゐるのみで︑大

が︑我々も本統に作戦の為の柔軟戦と信じたい︒これは敵側も感付いて

当のかまへはあるに違ひない︒新聞ではこれを柔軟作戦とか言ってゐる

戦場となることは一年も二年も前から知られてゐたのだから︑吾方も相

軍にまるで無抵抗で押される訳がない︒フィリッピンが天下分け目の決

如何なる情報が入っているものか明らかでないが︑明日あたりが危険

二月十四日︵水︶晴

はまぬがれられまい︒後略

マリヤナの敵基地も吾手に帰する様なことがない限り今年の秋頃は疎開

ばならない情勢になった︒余程戦争が好転してルソンの敵も撃攘され︑

工場疎開が本格的に急がれ出した︒いずれ吾々も岩国方面へ出向かね

二月十日︵土︶晴

部分は上陸地点のリンガヱン湾を動かない︒相次いで有力部隊を上陸せ

な様子で︑今日夕方廠長が特に防空施設を巡視されたり︑重要物件は尽

布かれてゐるものか︒如何に飛行機のない戦争とは云へ僅か数個師の米

しめ︑それ等が先を競ってマニラへ侵入しなければ︑吾方の思ふつぼで

中略︒此の度陸海軍の召集延期

二月四日︵日︶晴

か気持ちが悪くなった︒明日から防空隊の第一小隊長を命ぜられた︒風

二月十五日午前六時に呉市を爆撃すると云いふるされたものだが︑何だ

庁することに定められた︒昨年末頃からコックリさんの予言だと云って

くトンネルに格納せしめたり︑大変な騒ぎである︒部署員も明朝四時登

扱ひが撤廃されるので︑幹部工員

邪が抜けないで弱ってゐるのだが︑仕方がない︒最近防毒隊の訓練が盛

はないであろう︒

を予備役海軍下士官に編入せし

んに行はれてゐる所を見ると︑愈々其の怖れがあるのか︑負けいくさに

二月十五日︵木︶晴

めることになったのだが︑これは
いと計ったまでのことで︑当局に

神戸の弘子君から手紙が来た︒中略︒もう遺言状も認めてあると云ひ︑

なれば必ず毒ガスは見舞はれるであろう︒
他意はないものと思ふが︑色々深

再会はおぼつかないからと細々生前の礼まで述べてまるで最後の手紙の

単に職場から技術工を動かすま

入って気を廻す人もあって︑海軍
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敵が東から来れば仁方峠で︑西から来れば呉越で此の子等と共に最後迄

ものはない︒三人の子供が頭を並べて食事をしてゐる姿を眺めながら︑

様だ︒日本は強いと思ふ︒女も男も年よりも子供も最後の決意をしない

た人間が日毎に増加してゆけば戦はずして本土は敵手にゆだねなければ

ある︒
﹁もう仕事どころではない﹂
﹁働く気がしない﹂そうした浮足立っ

にあまんじて一切無欲なるもいい︒だがそれは必勝の方法ではないので

年こそは真に皇国興廃の重大危機である︒伝家の宝刀を磨くもいい︑死

二月二十二日︵木︶晴

ならなくなる︒

戦ふのだと思ふ︒

二月十六日︵金︶晴
岩国地下工場へ疎開する話が各方面で噂されてゐるが︑何れも噂話で

五時から十時迄の間︑第二警戒配備となされることに成ったので︑今朝

とはあるまい︒来年の三四月頃となるだろう︒これから当分の間︑午前

迄には尚ほ相当の時日を要する見込みで︑早くとも年内には動く様なこ

れた︒大体噂通りのものであるが︑吾々の様な事務系統の者が疎開する

七時のニュースを聞かねば寝つかれないので︑活動見物は我慢したのだっ

なしと見ねばなるまい︒今夜は久方振りに活動見物に出掛けたかったが︑

島を思ってゐるのだ︒此処で敵を追ひ落さねば︑本土に上られても処置

﹁何とか打つ手はないものか﹂と国民の誰もが仕事も手につかぬ程硫黄

もなくとけるだろう︒硫黄島に神風特攻隊が現れた︒

昨夜は︑思い掛けない雪で今朝は美しい銀世界だ︒日和がいいから間

は早朝より起き出して直に当る︒敵の大機動部隊が本土近海に来襲し今

たが︑其の甲斐があって胸のすくようなニュースが聞かれた︒航空母艦

当てにならなかったが︑今日始めて係員以上を集めて其の計画が発表さ

朝より一千機の艦載機を以て関東︑静岡地方を空襲してゐる由︑岩国疎

二隻撃沈︑艦種不詳一隻撃沈︒艦種不詳二隻撃破炎上︑火柱十九を認め

病気になっても医者にかけることが出来ない︒医者はゐても︑注射や

二月二十三日︵金︶晴︒前略︒

たり︒

開迄此処でがんばられるかどうか︒

二月十七日︵土︶晴
今日も引続き朝から艦載機六〇〇余機が関東方面を空襲中との情報あ
り︑敵の航空母艦十数隻が近海に来てゐると知れながら︑それを一隻も

薬がない︒滋養をつけやうにも食物がない︒

第一線の将兵ですらそうした死を味わってゐるのだから︑吾々が国内

沈めることが出来ないとは泣くにも泣けない︒母は色々なことを気にさ
れる人だから此の頃︑夜もろくろく眠れない様子で︑今夜は石山合戦の

にゐて為政者を難じ立てることはつつしまねばならない︒吾々はこれま

で余りに他力依存の生活に慣れ過ぎて来たのだ︒太古の生活に復古すれ

話をして日本は絶対不敗の国であることを子供等と共に聞かせて上げる︒

二月十八日︵日︶晴

ば何の不平やある︒

二月二十四日︵土︶晴後曇

鎮守府よりの軍極秘書類で軍人軍属の武装に関する件が通達が来てゐ
る︒伝家の宝刀を充分使ひこなせる様に訓練せよと云ふのである︒敵の

れまで飛行機の飛べなかったのはガソリンが無いからであって︑飛行機

呉軍港へガソリンを満載した船団が昭南島から帰ってきたと云ふ︒こ

地方を占領され本州を東西に両断されたら日本本土はお終ひだ︒一億玉

が無かったのではないと云ふ者もある︒この度の入荷は実に六十万瓲の

本土上陸は必至と見られてゐるらしい︒もしも紀州方面に上陸して中部
砕かさもなければ︑遠く満州に移動して大陸に安全の地を求めるか︒今
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とではある︒

ことが出来たとか︒実に手に汗を感ずる程の危ない戦争を戦ってゐるこ

とも云うべき俄かの暴風により執拗に追ひすがる敵機の虎口から脱する

この護衛艦日向は実に数度の危機を脱して輸送を完遂し︑最後には神風

多量に登り一カ月二千機の飛行機を飛ばして一年間は大丈夫だと云ふ︒

支障を来たしたことか︒今又︑中心人物の八幡大尉を他に移せば紫電の

時になってシンガポールへやられて終った︒其の為立上りに如何ばかり

て治具整備に尽瘁されたものだが︑その時も愈々工事に着手すると云ふ

かと疑ひたくなる︒この前彗星の立ち上がりの時︑林中尉が中心になっ

とすれば︑全く十一工廠の上層部にはスパイが巣食ってゐるのではない

人を他に移して邪魔になる者を据えるのだからどう考へてもスパイであ

立上りは予定の半ばにも及び難いにきまってゐる︒必要かくべからざる

﹁今日程くだらぬ政治家が揃ってゐる時代はない﹂と蘇峰翁は新聞で歎

る︒

二月二十六日︵月︶晴
じておられるが︑誠にじだんだ踏んで泣きたい程情けない︒小磯首相は

国民に対して何等具体的な指導をやらない︒敵を瀬戸内海にでも誘導し

の為政者はまるで臭いものに蓋をする如く何もかもひた隠しに隠したて︑

ゆかなければ真の政治は行はれるものではない︒しかるに何事ぞ︑吾国

云へないのか︒為政者と国民はぴったり一体となって同じ方向に進んで

があるのだ︒工場内を歩いて見て誰も彼も敬礼をしてくれると︑
﹁アヽこ

行事を並べたてる︒これ以外に能率増進の道はないと信じ切ってゐる筋

云ってゐるが︑その具体案として相も変らず︑敬礼だ整列だとくだらぬ

い︒もう誰も言葉には誤魔化されない︒今月も決戦増産とか突撃何とか

突撃増産だ︑職場玉砕だと耳新しくもない掛声に何等の感動も覚へな

三月五日︵月︶曇後雨

やうと云ふのか︒政府がそうした無能だから新聞は勝手なことを書き立

れでよくなった﹂と肩をいからすくせ者がゐるのだ︒そして其のくせ者

何してゐるんだ︒米内海相は何してゐるんだ︒大本営はもう少し何とか

てゝ︑国民に竹槍を作れとか︑本土寸断を企てているとか︑みみずの様

三月八日︵木︶晴

達が皆を牛耳るのだから飛行機なんぞ思ひもよらない︒

り指導してゐるから︑戦場化とはマニラの如くなる怖れがあるのかだの︑

大詔奉戴日で職場総蹶起大会が催された︒また︑十三時より職員食堂

にどんなに小さく切られても生き抜かねばならぬとか︑負ける準備ばか
硫黄島の如くなるのかだの全く意気消沈︑為す所を知らない状態である︒

に於て廠の代表者がそれぞれ所信を披瀝して気焔をあげた︒が何にもな

ない︒廠長はじめ全職員の前で可憐な学徒や挺身隊の乙女達がよくも臆

三月一日︵木︶晴
らしくなって︑ひなたぼっこをしてゐると汗ばむ程だ︒

せず喋ったものだと感心すればする位ひのことで︑云ったことは男も女

らないことである︒二時間の間︑生産の手を休めた丈けで何等得る所は

﹁これでもう爆撃されても大丈夫だ﹂と皆云ふ︒春は百万の味方を得た

も同じ原稿をうけ売りしたと云っても過言ではあるまい︒廠長を始め上

朝の内はやはり手袋や首巻をおき度くないが︑午後はもうすっかり春

よりも力強い思ひを与へてくれる︒明日は愈々現在の工場を引払って︑

れるならば誠にお目出度い極みで生産はそんなことで向上するものでは

司の面々若しも彼らの熱弁に﹁吾が意を得たり﹂と満悦の笑みをもらさ

三月三日︵土︶晴

ない︒喋る者も嘘つきだが︑喋らせるものもうそ聞きだ︒工員のありの

五〇工場へ疎開することになった︒今日は終日其の準備に忙がしい︒
八幡大尉が転勤になるかも知れぬと云ふ噂がある︒それが若し本統だ
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ままの不満を云はせ︑彼等が心から喜んで働く様に計れば金も要らず苦

一億国民朝に夕に御酒を供へ御祈りしてゐさえすれば勝てる筈だ︒吾が

そんな御力添へを下さるものなら︑飛行機や艦を骨折って作らなくても

の神は一億国民の外にないのである︒

其のまま吾等の精神に通ひ給ひ︑吾々自身が神になることである︒護国

国は神の国だと自他共に許してゐる所の意味は︑吾等の御祭する神霊が

労も要らぬ方法がある︒
それを今では苦労していやがらせ︑金を費やして苦しめてゐるのであ
る︒

三月十二日︵月︶晴

とか︒国民が大切な家財道具迄献納して飛行機や艦船の増産を熱望して

派な鋼管の溶接で作られてある︒高遠に求めて卑近に失するとはこのこ

鉄板が敷きつめてあり︑工場内の掩帯も十一工廠の様に竹細工でなく立

呉廠に来て見れば材料は至る所に転がってゐる︒下水の覆も十粍位ひの

れないとか︑修理でさへ思ふ様に出来ないとか︑心細い噂を耳にするが︑

一回に五粍宛削られる旋盤仕事を一粍宛削る︒そうせねば仕事がなくな

て貰ふ仕事は幾らもある︒それが云ひ度くないのだから困ったものだ︒

る所が幾らもある︒仕事のないものはあっさり仕事がないと云へば手傳っ

外に敵に勝つ道はないのである︒呉廠にも広廠にも仕事がなくて困ってゐ

所でピリとも感じない程聞馴れてゐる︒而し要は幾ら聞馴れてもこれ以

滅私奉公と云ふ言葉はもう耳がたこになる程聞かされてをり︑聞いた

三月十六日︵金︶晴

ゐても︑現場で此の状態では折角の赤誠もオジャンである︒昨日の議会

るのだ︒それでは動力が五倍要る訳ですから︑一度に五粍宛削って他の

午後︑呉工廠造機部に委託工事進捗に赴むく︒材料がないから艦が作

では始めて首相を始め陸海両相が自信満々たる必勝の信念を語り︑意気

三月十七日︵土︶晴

四回分は遊んだ方がかしこい︒と忠告でもすると︑とんだお目玉だ︒

と迄云はれてゐる危局に際し︑一人隠忍自重を旨として沈黙を守るは国

日本の家族制度は非常に悪い反面を持ってゐる︒家には夫々祖先傳来

消沈の国民に光明を与へた︒既に或る都市では厭戦思想が横溢してゐる
民をあやまらしむる因をなすものである︒

其の道具たるや一生に二度か三度使用する丈けのもので不経済此の上も

の家財道具がある︒昔からの風習で慶弔のことがあれば親類縁者知己等

に野生している草を入れて雑炊をたいてゐると聞く︒

ない︒今頃の様に毎日空襲があると道具は一つでも少ない方がいい︒

三月十三日︵火︶曇後雨

貝殻はカルシウムを得る為とか︒其の人達は一か月も二か月も風呂に入

日本人は此の戦争で生活様式を一変する必要があるのではあるまいか︒

三十人も五十人も大きい家なら百人位の客を招く道具を持ってゐる︒

らないで︑あかにまみれてゐると云ふ︒銭湯は満員で入られず︑入れば

生活に必要な道具︑そう云ふ点で官吏の生活は吾々の模範とすべきであ

或る都市の徴用工員は貝殻を煎じてその中へ一握りの米を入れ︑山野

必ず衣類を盗まれるから自分の家から裸体素足で行くより外方法がない

ろう︒慶弔は料理屋へ頼めばよし︑植木が見たければ公園にゆけばいい

出勤間もなく空襲警報発令︑総員待避の令あり︒有力なる敵機動部隊

三月十八日︵日︶晴

のである︒

と云ってゐる︒

三月十五日︵木︶晴︑午前雨
皇大神宮も熱田神宮も宮城も敵弾をうけた︒
﹁神様は幾ら腹を立てな
いにも程がある﹂人々はそんな不満をもらしてゐる︒神様と云ふものが
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まま径った︒午後も亦待避だ︒夕方再度総員待避の令あり︒一同騒ぎ立っ

よりの艦載機が来襲中だと云ふ︒午前中は遂ひにトンネルに詰込まれた
ろう︒

食った︒こんなに揃いも揃って親戚ばかりが被害を蒙むることも稀であ

雨模様をおして屋根葺にかかる︒夕方よく降り出したが︑遂ひに葺き終

三月二十二日︵木︶曇後雨

いるのか︒工場には工場の指揮官がゐる筈だ﹂と 大
F 尉や 少
Y 尉にやか
ましくどなり立てる︒工場指揮官もこんな命令をあみ出す訳でないから︑

へた︒藁屋根は粗末ではあるが修理も簡単である︒近日中に藁葺は市か

大
﹁お前達は誰の令で動いて
Y 尉が﹁総員待避ではない﹂

文句を云ふ丈けやぼだ︒

ら取りこはすと云ふ噂がある︒何れにしてもせめて一日でも住む所を作

ていると検査の

三月十九日︵月︶晴

らねば落付かれない︒夕方本義技手が職員代表で見舞ひに来てくれた︒

意地の悪いもので何時迄も雨ばかりだ︒濡れた畳をかはかす時がない︒

出勤間もなく空襲警報発令︑第一待避令せらる︒昨日待避を早まって

被害者は五日間の休暇が許可されることになったと云ふ︒然し余り甘へ

てもおられまいから明日は一応顔出ししやうと思ふ︒

三月三十日︵金︶晴

大
Y 尉がどなり込んで来たので︑今日は腰を据えておろうと思ってゐる
と俄かに頭上で機銃掃射を仕掛けられ︑あわてて地上に臥す︒近くに小
さな待避壕が見付かったので︑其の中に這込むと数人あわただしく後に

硫黄島も全員戦死に終り今また沖縄に強行上陸を企図してゐる︒沖縄
悟しなければならない︒後略︒

が敵の手に入る様なことにでもなれば︑去る十九日の様な危険は常に覚

続く︒暫くして敵機が退ひた様子なので︑全員早駆けにてトンネルに待
避す︒
時を移さず再び敵機来襲︑トンネル入口並附近一帯に投弾︑敵機の脱

四月三日︵火︶晴

親心か︒何処の家庭でも子共に丈けは何か御馳走してやりたいと云ふ気

去を待って無理に駆出して見ると設計︑検査︑工作研究︑何れも爆弾で
く敵機来襲のデマに驚かされ︑トンネルに待避したことだった︒

持ちが︑遂ひ先日爆弾の洗礼を受けたばかりのほこりまみれの中からも︑

今日は工廠もお休みだ︒何はなくとも心ばかりのお節句を味合せたい

午後岩樋が焼けたと云ふ噂を聞いて心配してゐると︑設計の新名内氏が

やはり捨去らないで藷や豆で苦労している︒

吹飛んでゐる︒破壊された机や散乱した図面書類の整理中にも幾度とな

突然悔みを述べる︒急いで帰って見ると警防団の人達が多数出動して取

砂糖はもう何処の家庭にも無いのだから︑せめて藷や豆の甘味を借りて

もかもけしとんで終った︒

舞ひを頂いた︒節句には酔ふ丈飲んで見たいと楽しみにしてゐたが︑何

子どもが喜こばせたいのである︒警察から此の度の被害者へ酒一合宛見

片付けてくれてゐた︒
何で焼けたか不明であるが︑発見が早かったのと︑多数の人が消火に
つとめてくれたお陰で屋根を半ば焼いたのみで済んだのである︒

三月二十日︵火︶雨

前略︒Ｋ子君はこうした毎日の様に敵機来襲の中を結婚する気になれ

四月六日︵金︶晴

んの家へ直撃弾が落ちて家財道具を残らず破壊され︑隣りの間野︑畝本

ぬと云ふそうだが︑お互いが其の日一日を完成してゆく所に勝利の道が

うるさい雨が降る︒焼出された後の雨のうるささは又格別だ︒伯母さ
共に爆風でやられた︒神垣守氏の家は裏のたんぼに爆弾が落ちて爆風を
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あるのである︒敵弾雨飛の中にも真剣な生活は続けられなければならな

なってゐるのだ︒日本人にとって米人がけだものに見へ︑米人にとって

た神さんのような気持ちがあるのだが︑戦争の為にお互ひが鬼畜の心に

四月二九日︵日︶晴

日本人が鬼に見へる所に戦争が成り立つのである︒後略︒

い︒

四月九日︵月︶雨
明日から男子二名宛二日間︑海軍へ勤労奉仕に出ることになった︒軍

たそうだ︒私の家は第二期の組で五月十五日頃迄に移転完了の筈だとも

施設部から第一期︑第二期︑第三期に分けて愈々疎開家屋の検分に来

中略︒

らした由︑又皆がワイワイ云ひ出した︒出来ることなら此の度の疎開に

にも余りに無理な要求をすると思ふ︒今日何処に男の手間があるのだ︒
戦争がもっと深刻になれば軍政を布かれるかも知れぬ︒しかし其の為

本日海軍施設部より町内会長を招じ︑老婆心までに事前に知らせてお

四月十日︵火︶雨

下火になったので︑間もなく消えることだろうと思って寝に就いたが︑

昨日夕方野呂山の麓が燃えてゐたが︑山火事か何かはっきりせぬ間に

五月一日︵火︶雨

は余り体が動かしたくないが︑そう期日が短くなれば仕方がない︒

くと前置して︑近日中に名田三百戸全部立ちのきを命ぜられる筈だから

今朝見ると物凄い山火事になってゐる︒今朝は幸ひ曇天で雲が低いからい

に︑軍民離間が激化すれば却って有害である︒

各自準備しておく様申された由︒軍の要求とあれば︑仮令明日から野宿

いが︑こんなことから敵機を誘導せぬとも限らぬ︒後略︒

五月五日︵土︶晴

するとも直ちに立ちのかねばなるまいが︑扨て困ったことではある︒明
日有志の方が市長に色々嘆願に上ると云ってゐるが︑今日となっては何

久方振りに出勤して各方面へお礼に廻り︑八時過ぎ共済病院へ診て貰

ひに行く︒帰途家によって服薬し︑十時過ぎ工場に帰った︒

を願った所で云ふ丈け無駄であろう︒ましてや名田部落全部が一カ所に
纏りたいとか︑家を移動させるとか云ふことは許される筈がない︒
前略︒昼のラヂオでルーズベルトが死んだと云ふニュースを伝へたと

り早目に腰をあげた︒防空壕迄歩いてゐると途中でＳ技師に会ひ︑礼を

には馴れている皆は別にあわてる色もなかったが︑私は病人だから人よ

間もなく警戒警報発令︑五分も経たない内に空襲警報発令︑もう警報

か︑皆はしゃぎ廻っている︒ルーズベルトの死が直ちに太平洋戦に影響

述べてゐる間に高射砲を打ち出した︒防空壕の入口は押し合ひ︑へし合

四月十三日︵金︶

する様な甘い戦争を夢みてはならない︒次の大統領はマッカーサーか︒

れ︑引続き二弾︑三弾︑強烈な爆風に倒れ伏す人波を乗越えて壕に入る︒

ひ大混乱である︒其の人ごみにもまれてゐる間に早くも第一発を見舞は

四月二十日︵金︶雨

あちらにもこちらにも重傷者が倒れてゐる︒約一時間の後外に出て見る

誰か︒
たまに降る雨でも雨の日は心が暗い︒誰が置き忘れたか万次郎漂流記

と空廠は綺麗に焼払はれてゐた︒何たる適確な爆撃振りぞ︒一夫が頻り

又私の家はつぶされたらしい︒三時過ぎ家に帰ると家のつぶれたこと

に私を訊ねてゐたものと思えて︑私を見出すとほっとした様子だった︒

という面白い本があるので終日読みくらす︒日本の漂流者が米艦に助け
られて親切なもてなしに預る記事がある︒今日吾々が思ってゐる獣の如
き米人とは全く別物の天使の如き米人である︒誰だって人間にはこうし
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など口にもせづ︑唯皆の顔の揃ったのを見て﹁よかった﹂
﹁よかった﹂と

として心の許されない仕事である︒

百五十年の歴史を有する祖先承伝の家業であっても︑尚ほ怖るべき難業

百五十年の経験を一時間や二時間で引継がせやうとすることが第一無理

五月十九日︵土︶晴後雨

82
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涙ながらに喜こび合ふ︒今夜は家内全員相田の御厄介になる︒
折角端午の節句を期して出勤したが又数日休まねばならなくなった︒

である︒私に云はせるなら少なくとも一ケ年間見習として経験させなけ

私の家で女がやってゐたと聞いて直ちに女を派遣する所が可愛い︒

川口君次君が駅で死んだと云ふ話だが︑其の死体の中に狩山昭二君父子

れば自信はもてないと思ふ︒

五月六日︵日︶晴

が混ってゐると云ふから見に行った︒

多人数が長い間厄介になるのも気毒だから今日こそ横路に移ろうと

五月十日︵木︶晴

に名刺が残ってゐたのだ︒破れた名刺ではあるが明らかに狩山昭二と書

思ってゐると︑朝から空襲警報が発せられ︑多数のＢ が来襲したが︑

佛前に繰展げられた肉片は二目と見られぬ惨状である︒其の肉塊の中
いてある︒午近くトシミ君が来た︒私も一緒に長浜迄送って行ったが︑

而し高射砲が物凄く撃出され︑呉方面と思はれるあたりに空を覆ふ黒

他を爆撃しての帰途でもあるか︑投弾はしなかった︒

になったと云ってゐる︒

煙が認められたので︑テッキリ呉がやられられたと思ったが︑夕方聞く

長浜峠は憲兵が厳しくかためてゐる︒梨木には親子四人が駅で行方不明

五月八日︵火︶雨

所によると︑徳山燃料廠がやられたとか︒そんなことで︑午前中は何等

為す所なく過し︑移転ももう一日延期しやうとさへ思ったが︑午後三時

引き︑私と妻が大きい車を引いてゆく︒何となく自分達の姿が哀れに感

頃俄に思ひ立って引越して来た︒母と子供達が一団となって小さい車を

岡野さんが広廠の戦計係へ出頭するのだから同行して貰ひ度いと云はれ

じられた︒

五月十一日︵金︶雨

爆撃以来始めて出勤した︒破壊された工場の後へ掘立小屋が立てられ

てあった︒これが吾が工作研究係である︒

五月九日︵水︶晴

戦局が不利になると皆の気持ちをデカダンにして終ふ︒もう誰も一年

しとしとうるさい雨が降る︒皆仕事はなくても無い風をしてはいかぬと

正午一人の守衛と女の人が樋門開閉の技術習得にやって来た︒何れも

後のことなど思って見るものはゐなくなった︒今日一日さへもおぼつか

が︑既に海軍側としては引取る腹であることはよく分る︒明日正午私が

樋門には未経験の者ばかりで︑盲人蛇におぢずと云ふか︑何でもないも

ない時である

云ふので方々へ分散せしめてゐる︒

のの様に心得てゐる︒

技術的な指導をして引継ぎを完了することにした︒

帰途戦計主任に会ふ︒色々質問して樋門引取りにもったい振ってゐた

いて気の早い連中は早くも待避を始めてゐた︒

主任を二時間近く待ったが遂ひに帰らない︒大きな雷が突然唯一つ轟

るので雨の中をトタン葺の仮事務所に赴むく︒

それ丈けに今日の雨は悲しかった︒愈々樋門を海軍に委託したらしく︑

家でも屋根や立具のいたまない家はあるまい︒

此の度の爆撃では名田は全面的に被害を蒙った︒如何に被害の僅少な

29

近々岩国へ疎開しなければならないことが明らかになってゐても︑本統

沖縄の戦局が愈々重大段階に立至ったと云ふのに︑東京では焼野原で

六月八日︵金︶雨語晴

六月十三日︵水︶雨

国民は気をもみながら尚ほ必勝を信じてゐる︒

奉納大相撲が催され︑あく迄大国民の度量を示さんとしてゐる︒中略︒

に行く気になってゐるものはいない︒一か月先はどうなるか知れたこと
か︒

五月二十二日︵火︶雨
工員が好むと好まざるとに拘らず︑岩国にトンネル工場は急速度に進

貯へた金を此の戦争で全部使い尽すのだ︒

千円の金は瞬く間になくなって終ふ︒これ迄爪に灯をともす様にして

五月三十日︵水︶晴︒前略︒

吾々の様に土着の者はまだ恵まれてゐるのだが︑都市から疎開して来た

められてゐる︒現在では五百名の人が掘ってゐるそうである︒後略︒
昨日帝都には既に五百機のＢ が来襲したと云ふ︒沖縄最後の総攻撃

中産階級の不安は涙ぐましいものがあると思ふ︒中略︒吾々の疎開には

六月十四日︑晴曇勝

が始められた二十四日から既に一週間になるが未だ戦果は発表されない︒

六月一日︵金︶晴

六十才以上の年寄りと十才以下の子供を強制的に疎開させると云ふ総

先づ出来得る限り自活の可能な地を選ばねばならないと思ふ︒

朝からＢ が大挙大阪に来襲した︒この頃ではラヂオも大分変って被

此の生活が何時迄許されるものか︒

29

今日から朝の出勤が一時間早くなって門限時間が五時四五分︑そして晩

吾々には︑大阪の混乱状況が眼前に浮かんで来る様である︒

害の状況を刻一刻手に取る様に報導する︒爆撃の苦い苦杯をなめてゐる

い︒

招来するのではあるまいか︒家庭と云ふものはそんな簡単なものではな

の製作に専念せしめると云ふのがねらひらしいが︑却って反対の結果を

務部よりの書類が愈々出された︒家庭的に後顧の憂をなからしめ︑兵器

六月十五日︵金︶雨

の退廠が一時間早くなった︒食糧増産の叫ばれる折柄︑少しでも早く帰
して農作に当らせやうとの温いお心らしい︒

為︑折角の親心も代なしになるのである︒先づ第一の失敗は交通機関に

却て反対の結果に終らんとしてゐる︒それは事前工作が施されてゐない

食糧増産と能率増進︒そうした一石二鳥をねらっての勤務時間変更は

商業を営んでゐるのだ︒工廠一本では生活出来ない給与で︑如何に国体

云ふのである︒而し吾々の生活は工廠一本ではない︒家庭で夫々農業や

て︑最悪の場合はトンネル内に起居をせしめ︑トンネル内で働かせると

らしい︒それで其の頃迄に足手まとひになる家族を強制的に疎開せしめ

工廠の幹部級の間では七月中旬が最も危険だと云ふ見当を立ててゐる

対し︑何等交渉が行はれてゐないことだ︒其の為︑電車︑汽車︑自動車

を説き戦局を論じても工員は先づ食ふことを考えるであろう︒

六月二日︵土︶雨後晴

の利用者は従来通りの時間でなくてはならない︒そうなると極く一部の

疎開元より自分自身の為だから誰しも望む所であるが︑生計の不安をな

くしてくれない以上後顧の憂ひをなくすることは望まれない︒

徒歩通勤者のみが一時間早く来るのである︒それで帰りは皆一緒に一時
間早いのだから能率増進もくそもない︒後略︒
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六月二十日︵水︶晴

でゆく︒暫く置いて八機︑十七機︑又八機︑数ヘ切れない程西から東に

六月十八日︵月︶雨︒前略︒

戦争の為に故郷を追はれてゆく支那民衆の涙ぐましい映画を思ひ出す︒

更に又思ひもよらぬ所に疎開せねばならなくなるか誰も明日を予測する

する必要がある︒其の内情勢が変ればこのまま此処で働くことになるか︑

い︒差当り数名の先発隊を遣はして防空壕を掘ったり︑仕事の段取りは

84
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待避壕が漸やく完成した︒私の作にしては上出来である︒この家が明

日焼かれやうとも︑今日一日を忠実に生活すれば結構である︒諸行無常

は戦時のみの出来事ではないのである︒一日生きれば一日丈け生活の向

上を計らねばならない︒中略︒如何なる人も明日の命を知り得るものは

ないからである︒仮家に住む仮の生活そのままが人間の生涯なのである︒

六月二十二日︵金︶晴

昨日あたりから誰云ふとなく﹁明日はＢが来るぞ﹂と噂し合ってゐた︒

三月十九日︑五月五日と云ふピッチから割り出しても来そうな頃である︒

案の條九時過ぎ警戒に入る︒此の時間に警戒に入ると皆顔色を変へて浮

腰になる︒間もなく空襲に入った︒刻々のラヂオニュースが皆敵機の呉

方面に向ふと云ふ情報ばかりである︒空襲警報発令後三十分位経って向

ひの施設部の兵隊さんが退避を叫ぶ︒石鎚山の高射砲が物凄く打出され

る︒退避壕の入口から空を仰ぐとＢ 三十数機の編隊がゆうゆうと飛ん

六月十六日︵土︶曇時々晴

飛んでゆく︒呉廠の砲熕︑水雷︑電気の各部が徹底的に破壊されたとか︒

Ｄ氏はあれからずっと役所の方を休んでゐるらしい︒こんなことから

者はゐない︒宝徳寺裏の畠で女の人が語ってゐるのを聞くと沖縄戦が終

六月二十五日︵月︶晴

死ぬ様なことにならねばいいがと思ふ︒空襲に対する恐怖から︑何時死

了したとか云ってゐる︒大本営発表があったのであろう︒農夫の人達が

は感傷も何も忘れてゐるが暫らく落付いた日が続くと住みなれた昔の家

ぬやら分らぬと云ふ不安がつのり︑金も物も役に立たない︒何百円要っ

沖縄を語り︑爆弾被害の噂を交はし乍ら山へ家財道具を運んでゆく︒敵

愈々岩国行きが急がれてゐる︒何とかその準備だけは進めねばなるま

ても先づうまいものを食ふべきだと云ふ所から︑肉体的にも精神的にも

六月二十八日︵木︶曇

機は幾回となく呉を伺ふ︒

破ってはならない︒

破滅を招くのである︒人間は石田三成の最後の如く死の直前まで節制を

がたまらなく恋しい︒

前略︒空襲で家を壊され︑唯生きのびた悦こびのみに満されてゐる間

29

空襲にあって︑漸やく落付いたかと思ふと又疎開を考へなければならな

しなければならないのだ︒そんなことを思ふことさへある︒今迄二度も

床に入って色々ものを考へてゐると︑泣き度くなる︒何故戦争なんか

個人持の壕は僅かに三十円となってゐるそうだ︒後略︒

かと思ってゐたが︑案の條︑隣保班の待避壕のお金だそうで︑私の家の

るが︑此の待避壕︑水槽代が余りに値がいいので何かの間違ひではない

昨夜十一時半警戒警報発令︑間もなく空襲に入る︒待避準備を終へて

七月二日︵月︶晴

そんなことをためらって︑あゝしようか︑こうしようかと思っている

暫くすると︑敵は俄に照明弾を投下して来たので惟秀と鎮は達子さんに

い︒
間に又家を焼出される様なことにでもなったら今度こそ目も当てられな

連れられて横穴に待避︑母と真人と瑞江を背負った妻と私が前の待避壕
に入った︒

い︒
そうなっても尚ほ小屋を建て穴を掘って生活しなければならないのか︒

思はれるあたりが火災を起してゐる︒

愈々頭上に爆音がしはじめたので壕から首を出して見ると工廠方面と

六月二十九日︵金︶晴

其の次に首を出した時には二軒隣の桧垣さんの家が炎上してゐる︒急い

生きる勇気もなくなって終った︒
内憂外患と云ふか︑つきつめてものを考えると︑何れも手の施し様が

で母と真人に横穴へ行かせたが︑途中が火災でゆけないとて帰って来た

尚ほも敵機は次々に来襲する︒私は妻と家財道具を手当り次第外に運

ない︒Ｓ君が下黒瀬方面の疎開先を探してくれてゐるが仲々家はないら
灯に等しい︒家が見付からぬとすると差当り衣類丈けでも疎開させ度い

んだ︒裏の鮮人小屋も炎上する︒傍観して類焼を待つより勇戦敢闘敵弾

ので川へ逃げさせた︒

と思ってＳ君に語ると本家にいい倉が空いてゐるから幾らでも持って来

にぶっつかってゆかねば駄目だ︒

しい︒敵は既に中小都市の爆撃を始めたから呉︑広島などは正に風前の

いと云ふ︒これも余り話が軽過ぎるから当てにはならぬが︑布団一流れ

六月三十日︵土︶雨︒前略︒

出勤の途次横路丈けでも余りに被害の大きいのに驚いた︒宝徳寺は無事

時過ぎ漸やく敵機は去った︒雨後のお陰で類焼の少なかったのは有難い︒

先づ裏の鮮人小屋の消火に当り︑次は大家さんの家を消しにゆく︒二

愈々当地方も甲地区になって明日から国民学校が閉鎖されることに

だったが︑附近の郷町は目も当てられぬ惨状である︒呉市は尚ほ燃え続

にコーリ二個位ひなら大丈夫だろうと思ふ︒

なった︒そして惟秀は近日神石郡方面へ疎開すると云ふ︒一人でも少な

けてゐるそうだ︒

焼跡整理の人達は目に一杯涙をためてゐる︒泣くにも泣けぬくやしさ

七月三日︵火︶晴

くなる方が安全だから此の際思切ってゆかせやうと思ふ︒
明日から工研主任が 技
K 師になるそうだ︒砲熕設計でたたき上げた古い
中佐の技師だ︒仕事に熱心な人だと云ふから︑当分はかきまぜられるこ

殊に旧呉市の人達は焼出された上に肉身を失った人が多い︒八幡通の横

だ︒工作研究には実に二十四名家を焼かれた者がゐる︒

七月一日︵日︶雨

穴では実に六百余名の死者があると云はれ︑最近迄私の仕事をしてくれ

とだろうと皆取越苦労をしてゐる︒
先日疎開手当として七百円︑待避壕水槽代として別に七百円頂いてゐ
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た可愛い娘だったが︑数日の患ひで急逝して終ったのだ︒中略︒毎日苦

女子挺身隊の梶上君が死んだ︒クリクリとはちきれそうな健康美をもっ

主任も無一物になったそうだ︒此の度は立派な庭宅の家をねらひ打ちし

労して日記を書く︒此の頃のようにあわただしい日が続くと仲々容易の

てゐた角井君も夫婦諸共其の組に加はってゐる様子である︒
たのではないかと思はれる程︑横路でも阿賀でも大きな家がやられてゐ

ことではない︒而も此の日記は今夜にでも焼かれるか分らない︒近々岩

国の疎開工場にでも行くと全然書けなくなるかも知れない︒そんなこと

る︒今夜は必要な家財道具を縁に積み︑雨戸を開けたまま寝につく︒

七月四日︵水︶晴

を思ひながら書ける日迄書こうと思ふ︒今日漸やく馬車が来てくれて妻

七月十一日︵水︶曇雨模様

は下黒瀬迄行ってゐる︒

有難いことにはあれ以来快晴の日が続く︒早くも焼跡へ小屋を建てて
がんばってゐる人もある︒
私達も毎夜家財道具を気にしながら寝るのもつらいから︑今日Ｓ君に

の中には家財道具を疎開させないで文字通り無一物になった人が多い︒

出来れば明日にでも馬車を頼んで運ぶつもりだ︒此の度焼出された人達

く︒何時も警報に驚かされ︑食物は粗悪だし︑医者も仲々来てくれない︒

は待避しておられた様子だったが︑此の頃の病人は皆訳けなく死んでゆ

夕方お隣の増田さんには御主人がなくなったそうだ︒先日の空襲の時に

此の頃のように夜毎に警報が鳴ると疲れて寝るのが怖ろしい︒中略︒

これは決して自慢すべき話ではない︒私は先ず家を整理して第一線型に

薬も注射もすべて代用品と来てゐるのだから︑気の弱い者は健康な者で

頼んで必要なもの丈け預ってもらふこととした︒

しなければならないと思ふ︒老幼者の疎開と云ふこともやかましく云は

も病気になる︒まして病人はひとたまりもないのが道理である︒

七月十四日︵土︶曇後晴

れてゐるが︑生きてゐる者だから仲々簡単にはゆかない︒
本土は田舎も街も同様に戦場である以上︑田舎にゆかせても足手まとひ

日本の飛行機が米本土を空襲したという噂が市中ではひろまってゐる︒

始め二機征って一機還り︑次には十機征って八機還ったと云ふ︒その飛

になることは間違ひない︒皆が死ぬ迄戦ふのだ︒

七月五日︵木︶晴

行機は満州で作られてゐるとも云ひ︑岡山の某地で作られてゐるとも云

ふ︒デマにしてはまんざら悪い気のせぬデマである︒

此の度難を逃れた者丈が少し宛物を持ちよって戦災者に贈ることにし
た︒次第に無一物の者がふへていって︑皆の生活が原始的になると闇取

先頃新聞にも騒がれた気球爆弾も未だ当局の発表がないのだから︑真偽

七月十五日︵日︶曇後晴

でもいいから︑特筆大書の記事の現はれる日を待ってゐるのだ︒

来る日も来る日も泣く児をなだめる様な新聞記事は読みたくない︒何

する日があるかも知れない︒

れてゐることであろうから何か世界をあっと云はせる様な新兵器を発表

は計りかねるが︑日本の科学者達も躍起になって全智全能を発揮してく

引が自然になくなるであろう︒
何を得るにも物でなくては相手にされない今日︑物も金もなくなれば
皆素直な人間になることが出来る︒
本来素直なるべき人間が物質文明にわざはひされて︑心に曇が出来て
ゐたのを︑此の際一掃してお互ひが本来の姿に立返った時真実の力が出
せるのだ︒

七月七日︵土︶晴一時雨
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五十四才の生涯を閉ぢたのだ︒
﹁こんな惨めな葬儀に参列したことはない﹂

人の夫婦が歯痛の治療に来てゐたが︑医師がとても冷淡で見てゐても気

前略︒今日郷町の歯医者でセメンを詰めて貰った︒丁度其の時若い鮮

七月二十三日︵月︶晴

と山口中尉始め会葬の人々は異口同音にもらしてゐた︒先日の空襲迄は

の毒でならなかった︒今の日本にはこうした不徳がＢ 以上の危険性を

Ｔ君のお母さんが遂ひに逝くなった︒然も暗い横穴の待避壕内で

じん臓が悪くても未だ一人で医者通ひも出来︑家の仕事も出来る程度の

て横穴から明るい外部へはひ出たと云ふ︒材料が無くて棺が出来ないと

に悪化していったのも無理はない︒臨終には瀕死の重病人がたまりかね

寝込んで終った︒一晩経つと蒲団がしっとり湿ると云ふから病勢が急激

平洋岸沿ひに南下しつつ各地を荒らし廻ってゐる機動部隊が土佐沖にで

数の艦載機が行動してゐる様子である︒思ふに先般来北海道方面より太

久々に早朝より警報が鳴る︒まもなく空襲警報発令︒情報に依ると多

七月二十四日︵火︶晴

有ってゐるのだ︒

云ふから︑宝徳寺の有合せの板で作らせた︒いざ出棺と云ふ時になって

も現はれたものか︒主として在泊艦船を攻撃する目的と見へ民家に対し

ものであったそうだが︑あの夜家を焼かれて壕に入り︑それ以来其処で

空襲警報だ︒棺は其のままにして総員待避︑こうしたあわただしい仲に

ては投弾しない︒今日は各所の高射砲が今迄になく的確に而も激烈に打
上げられ︑実に勇壮である︒

寝に就いたが︑八時半から十時まで警報で起こされ︑一時間位ひまどろ

除にならなかったのだから︑身心共に疲れる︒家に帰っても恐らく夕食

朝六時から夕方の六時迄︑空襲警報実に八回︑警戒警報は遂ひに終日解

夕方最後の空襲の場合は危ふく機銃掃射をあびせられたが全員無事︒

んだと思ふと又二回目の警報で︑十一時から一時過ぎ迄起された︒

など出来ておるまいと思ったが︑案外御馳走が出来てゐた︒

七月二十五日︵水︶晴

だらしいものであるが︑毎夜空襲で起されるのだから身心共に疲れ切っ

毎日梅雨の様なうるさい日和が続く︒只でさへこんな天気の日は体の

七月十七日︵火︶雨

は二千機の多数に上ると報じてゐる︒昨日も今日も終日仕事は出来なかっ

が爆破されたと云ってゐる︒今朝の新聞で見ると昨日来襲した敵機の数

空襲警報も発せられない内の奇襲である︒人の噂では名田山の機銃陣地

ると︑仁方峠のあたりから低空で小型数機が矢の様に侵入して来た︒

今朝も払暁の四時には早くも警報が鳴る︒宝徳寺のけい内から見てゐ

てゐる︒ボンヤリ机に座ってゐると雨の小止みに蝉が鳴く︒過ぎた平和

七月二十七日︵金︶晴

た︒恐らく西日本は尽く手を拱いて傍観したことであろう︒

前の涼台に寝そべって︑金魚売りの声や︑向ひのたんぼから田草取る百

遠い松山方面に照明弾や焼夷弾を投下してゐるらしく︑まるで花火の様

昨夜二十三時︑空襲警報発令︒中略︒退避傍々裏の丘に登って見た︒

な頃の様々な夏の生活を思ひ浮べてたまらなく懐かしい︒名田にゐた頃

た︒

では体が続かない︒Ｂ がこう迄致命傷を与へるとは夢にも思はなかっ

﹁もう一度警報が鳴ったら工廠は休まうと思った﹂と誰も云ふ︒全くこれ

けだるい思いで今朝も長靴をはき︑傘をさげて峠を越す︒宵の内から

七月十六日︵月︶曇

葬られていったのである︒

29

姓さんのかん高い唄声を聞きながら︑夢ともうつつともなく暑い日さか
りを過した日もあった︒
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29

に綺麗である︒
月が登った︒今夜は十七夜の筈だ︒戦争でなかったら未だ此の時間に
は大人も子供も皆起出して芸南遊園地の花火大会を見物してゐることだ
ろう︒

ると自殺は我侭から生れるものか︒

八月一日︵水︶晴

一か月前の今夜呉市は敵弾で焼払はれたのだ︒あれからの一か月は本

統におびへた生活だった︒結果から云へば︑あんなに毎夜二度も三度も

ゐる︒その炎上してゐる上へ繰返し繰返し投弾してゆくのだ︒

ることだ︒子供達を起こすと必ず誰かが寝ぼけて困らせる︒
﹁空襲だ﹂と

なれない︒一番いやなのは九時十時頃の寝入って間もない頃に警報が鳴

逃げ出さなくても何のことも起らなかった訳だが今尚ほそう云う気には

これが軍人の為す行為か︒まるで憎悪にもへた女か子供が半狂乱でやっ

云ふ声を聞くと直ちに暗闇の中で身支度をして外に出る様に云ひつけて

松山は大火災を起こしてゐるものの如く︑空一面が夕焼の様に燃へて

てゐるとしか思はれない︒

あるのだが︑時によると一番兄貴の惟秀が寝ぼけて泣き出すのだから叶

はない︒お互ひ明日の知れない命だから子供達も成るべく叱らない様に

七月二十八日︵土︶晴
横路峠を登り詰めると警報が鳴る︒朝の警報は機動部隊からの小型機

し度いと思ふが︑こうした訓練丈けは冷酷に仕込む必要がある︒

八月二日︵木︶晴

の来襲と思われるので急いで登庁︑宝徳寺の山門をくぐると空襲警報発
令︑又今日も終日仕事にならない︒敵の目標は相変らず在泊船舶らしく︑

三人連れで広島市南観音町の旭兵器工場に行く︒市中は疎開で戦場の

様だ︒五日迄に一万戸倒すのだと云う︒家屋を三分の一にするのだそう

一波二波と波状攻撃を続ける︒呉に来襲したもの丈けでも七百機に登る
と云ふ︒

だから大変な騒ぎである︒中国第一の大都市でありながら︑不思議に今

日尚ほ敵機の来襲を見ないが却てやられた街の者よりおびへている様だ︒

かくして吾等の郷土が砲声に明け砲声に暮れる第一線と化したのだ︒
吾等は其処で︑年老いた母や︑幼い子供達を守りながら戦はねばならな

話に依ると広島の疎開は単に防空上の疎開のみでなく遷都計画だとか︑

近く大本営が移されることになるのかも知れない︒

いのである︒後略︒

七月三十日︵月︶曇

じ︑病人は全快の見込みがなくなってゐる筈である︒

平和な時代以上に年寄は生活を脅かされ︑貧しい者は衣食に不自由を感

件がなくなったのは如何なる訳か︒

ふ風な話が巷間に絶えなかったものだが︑此の頃とんとそうした自殺事

にして何人心中を遂げたとか︑病気を苦にして鉄道自殺を計ったとか云

が起ったものと思われる︒敵の新兵器の出現か︑火薬庫の爆発か︑慾目

見ると西北の空に入道雲の様な瓦斯体が渦まいてゐる︒広島方面に何事

襲だと云ふので防空壕に走りつけると入口で皆が空を仰いでゐる︒

な音がして耳にヅキンと圧力を感じた︒先の爆音と思い合わせてスワ空

ピカッと稲妻の様な光がさした︒それから一分位ひ経った頃バッと大き

朝八時頃敵機の爆音がしたが別に警報も鳴らなかった︒暫らくすると

八月六日︵月︶晴

にも拘らず年寄も病人も空襲となれば吾一勝に退避をあせるし︑不自由

に見て吾方の新兵器の実験か︒光と音の時間から見てかなり遠距離に起

平和な時代には年寄がよるべない身を悲観して死んだとか︑貧乏を苦

な配給の粗食にあまんじて兎にも角にも生き抜かんとしてゐる︒してみ
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こった出来事と思はれるが︑何れにしても随分威力のあるものに違ひな
い︒

帰途路上で新聞配達の女の人が通行人に取囲まれて︑無理やりに新聞
を売らされゐる︒私も一枚買った︒

した新兵器だと云ふ者もあり︑殺人光線だと云ふ者もある︒何にせよ広

広島の空襲は色々噂されてゐるが︑何れも信じられない︒独人の発明

らは︑まるで心臓が停止した様に一切の情報が入らなくなったのだから︑

な不安を抱いてゐるかが伺はれる︒中国第一の大都市広島がやられてか

も道ゆく人は皆新聞をむさぼる様に読んでゐる︒街の人達が如何に大き

中国新聞は未だ発行出来ないと見えて八日の大毎だ︒女も子供も年寄

島市内の建物は全部倒されてゐることは事実らしい︒

市民は徒らにデマに惑はされて既に死んだもののように気力を失ってゐ

八月七日︵火︶晴

夕方海田市方面から帰った者の話によると︑被害者は外部に露出してい

る︒

八月十一日︵土︶晴

る皮膚面を尽くやけどしてゐるそうで︑やはり殺人光線に近い新兵器だ
と云ってゐる︒火薬庫も揮発油倉庫も無事だし︑別に爆弾の落ちた跡も

今日始めて九日の中国新聞が配達された︒それに依ると先日の新型爆

恐れる程のものでもないらしい︒

これ迄目標になることを恐れて白衣の使用を禁じられてゐたが︑此の

色々正体をつかめれば余り

弾を更に長崎へ使用してゐる︒而し今度は広島程被害はなかったらしく︑

ないと云ふから空中でさくれつするものらしい︒而し吾々はあく迄火薬
庫の爆発と考へたい︒

八月八日︵水︶晴
広島の爆弾はまさか新兵器ではあるまいと思ったが︑やはり恐るべき
水素爆弾であるかは別として︑一瞬の間に広島全市を壊滅せしめ︑光線

めて冷静である︒聞く所に依ると既に浦塩は占領した模様である︒ソ連

ソ連との交戦も吾々が胸を痛める程重大事ではないらしく︑新聞は極

度の光線が現はれてから俄に白でなくてはならないことになった︒

に当った者尽くに強烈な火傷を与えたことは事実である︒あの時空中に

が米英と共同戦線を張るつもりか︑東亜の利害を考慮して独自の立場で

新型爆弾である旨︑大本営から発表された︒それが原子爆弾であるか︑

現れた瓦斯体からして水素爆弾ではないかと思われるが︑それが単に爆

挑戦したか明らかでないが︑恐らく後者ではあるまいか︒

今更死んだ子供の年を数える必要はないが︑ソ連は実に卑れつ極まる

八月十二日︵日︶晴

風のみでなく︑光線に依て人員の殺傷を可能ならしめると云ふのだから︑
国民の防空知識を一変せねばならなくなるであらう︒

八月九日︵木︶晴︒前略︒

り通し︑噂によれば苦しい食糧難にあへぎつゝ尚ほ多量の満州大豆を貢

奴だと思ふ︒盟邦ドイツの滅亡をまのあたり眺めながら不可侵条約を守

ると防空群長が︑日本とソ連が交戦状態に入ったと云ふ︒

いだとも云はれている︒日本人であれば男と見込んで頼まれたからは︑

帰途空襲に入ったので横路迄急ぎ帰って隣保班の横穴壕に待避してい
全くの寝耳に水である︒夕方本廠筋からの情報でそれがやはり事実であ

仮令自分の身を犠牲にしても︑相手を救ふのが人情であるが︑彼等には

八月十三日︵月︶晴

そうした義理人情のわきまへはないものか︒真に一億玉砕の秋は来た︒

ることを知る︒今日ソ連が日本の滅亡を希っていると考へるものは恐ら
くゐなかったであらう︒

八月十日︵金︶晴
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布告はない︒あく迄ソ連の袖にすがるつもりか︑何かの外交手段が打た

は何事ぞ︒陸相は断固撃壌の意思を明らかにされたが︑未だ対ソ宣戦の

受けられる︒然るに皇軍は何等為す所なく之を傍観してゐるかの感ある

ソ連は早くも北鮮に侵入︑満州方面も満州里より中央突破の態勢に見

れてある︒途中︑中黒瀬迄帰ると云ふ五十がらみの女の人と一緒になる︒

も当てられの惨状である︒市役所前には泥にまみれた死体が沢山並べら

思って七時過ぎ竹薮の工研を出発︑岩国駅付近は去る十四日の爆撃で目

どうせ大竹迄歩いて帰らねばならないのなら朝の涼しい間に歩こうと

今日から三日間岩国へ滞在することになったので四時五八分の一番列

八月十四日︵火︶晴

度いもの丈けが戦ってゆけばいゝのです﹂日本国民はなんと云ふ恐ろし

私は断じて戦ひます︒戦争を止めたいものは止めるがいい︒そして続け

明ければ休戦だと云ふのでしょう︒こんななさけないことがありますか︑

﹁家を焼かれたのは問題ではありません︒覚悟の上ですから︒それに一夜

車で発つつもりで暗い間から駅に出向いたが︑あひにく其の列車は運転

い国民であろう︒

れているものか︑国民は日毎に暗い影に襲はれてゆく︒

休止︑余儀なく六時三八分発でゆく︒
てゐる︒岩国駅に着くと間もなく警戒警報が鳴る︒藤生に降りると空襲

から出掛けて行った︒三時から高等官以上の会議が開かれ︑愈々各工場

午前中は家で寝てゐたが︑どうも工場の様子が気に掛るので︑一時頃

八月十七日︵金︶晴

警報︑Ｎ職手と挺身隊二名同伴だが︑兎に角工場迄強行突破するつもり

の処理案が決定したらしい︒
﹁皆泣いたよ﹂と前置きして︑山口中尉は会

此の客車は何処かで機銃掃射を受けたと見へて天井の方々に穴があい

で足を早める︒途中早くも敵機の編隊爆音が頭上に迫ったので︑あわて

て戦ふ﹂と云ふビラをまいたそうだが︑そんなことをしたのでは大御心

議の様子を吾々宿直の者に語ってくれた︒
﹁吾々が未だ戦へるとか︑戦へ

八月十五日︵水︶晴

を悩ますばかりである︒かくなる迄の断は聖上御一人の御信念によって

て農家の軒に身をひそめる︒敵は岩国駅か帝人あたりと思はれる地点に

昨日の空襲は岩国駅を中心に帝人町を盲爆した模様である︒私達と一

下されたもので︑吾々国民は只御示しになった方向へ進んでゆくべきで

ぬとか云ふべきではないとつくづく思った︒今日も月光が﹁吾空軍断じ

緒に来た設計の女工員が駅に降りてバスを待ってゐたらしいが三人死ん

ある﹂何も語らず五日の月を仰ぎつゝ寝る︒

物凄い投弾をなす︒

で終った︒朝の涼しい間にトンネル工場を歩いてゐると︑本日正午重大

八月十八日︵土︶晴

一切の図面や重要書類を尽く焼却した︒学徒や挺身隊は一両日中に帰郷

本日を以って工研を解散することになった︒今迄永い間掛って作った

﹁只今畏くも詔勅が渙発されました︒帝国は遂ひに米英支ソ四ヶ国に対

する筈であり︑増加徴用の人達も今月末迄には解除になる様子である︒

発表があると云ふ噂を聞く︒中食後待避壕を掘ってゐると設計の 中
I尉

し︑ポツダム宣言を承認する旨の通告を発し︑相互に攻撃を休止するこ

今日各自の身の振り方を色々訊した所殆んど帰郷して農業に従事すると

が呼ぶ︒

とになったのです︒此の上はお互ひ軽挙妄動を慎み︑大御心にそひたて

云ふ︒巷間には色々デマが盛んで気の弱い人は既に逃支度をしてゐる様
だ︒

まつらねばなりません﹂私は急いで 大
F 尉を訪ふ︒

八月十六日︵木︶晴
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八月十九日︵日︶晴
手持の器具や消耗品は︑全部必要な向きへ貸与することになった︒皆

今日限り宝徳寺を引払って︑何分の命ある迄自宅で静養することに定

められた︒私は製図道具一揃ひと︑机を一組頂いた︒何だか破産宣告を

である︒而し今各自の自由意思に依って就職させるのは一時的のことで︑

が重そうな風呂敷包を負って一升瓶を三本持っていたが︑吾々の車へ便

Ｋ工長と二人で重い車をひいて帰ってゐると︑海軍技手の正装した人

受けた人の競売品を手に入れた時の様な寂しさだ︒

間もなく徴用制度が設けられるものと思ふ︒でなければ現物ばいしょう

乗を請ふ︒呉廠の技手で︑今日解散に当り油を三升貰ったのだと云って

無に帰って再出発を始めるのだ︒自分の抱負に向かって邁進するのは今

に応じることが不可能である︒

美しい月が出た︒同じ様に暇を貰った三人が一つの車にそれぞれの荷

ゐる︒これから裸一貫農具の製造を始めやうと思ふと其の人は語る︒

各々自分のノートに寄せ書きを認め合ってゐる︒敗戦の国家は戦後が一

を積んで別々の将来を考へてゐる︒山口中尉が高田浪吉の﹁現代の名歌﹂

愈々挺身隊や学徒は今日限り引揚げることになった︒去る者︑
止まる者︑
番危険である︒殊に日本国民の様な性格では自ら破滅を招く恐れがある︒

をくれ︑岡崎久枝君が瑞江に服をくれた︒私は人に何を与へたか︒

昨日午後︑Ｂ 十三機低空でゆるく東に飛んで行った︒今日は神奈川

八月二十六日︵日︶曇

﹁今は只みことかしこみ大きみのへにこそ生きめかへり見はせじ﹂私は皆
のノートにそう書いた︒

八月二十日︵月︶晴

と云ふ一つの願ひに燃へて戦ひ抜いたのであるが︑そうした願ひがたた

へば故郷を失なった吾々である︒寂しい不自由な数か月を唯﹁勝つ為﹂

考えさされることは︑そうしたあわい願ひであった︒せまい意味から云

早くも二十四日あたりから貰った者もあると聞き︑散歩傍々出向いて行っ

列を為して貯金の払戻を受けた︒今日午後一時からと云ふことだったが︑

むかの如く激しい風雨が起った︒其の風雨の中を工員養成所の庭に延々

有史以来︑外敵に皇土を陵されるは始めてである︒昨夜はそれを悲し

県と鹿児島県へ先遣部隊が飛行機で降下することになってゐる︒

きこわされた今となっては急にたまらなく昔が恋しくなって来た︒既に海

たが︑折悪しく風雨に襲はれ二時間余りも立ちつくして︑漸やく貰ふこ

﹁又昔の名田に帰れるかもしれない﹂こう云ふ事態になって先づ第一に

軍当局の人もそうした意向をもらしたそうだから︑もうそれは単なるあ

とが出来た︒銀行預金七百円のみ︒明日給料三か月分を渡すと云ってゐた︒

八月二十七日︵月︶曇時々雨

退職金は据置貯金でくれるらしい︒

わい願ひではなくなった︒而し私にはそれさへも暗い将来を思はされる︒

八月二十一日︵火︶晴
連合軍の上陸で色々デマが飛び︑婦女子の疎開が急がれてゐる︒支那

もんでゐるが︑如何に負けたとは云へ︑あれ限りだらしなく解散になる

当局のはっきりした指示がないので︑夫々勝手な解釈をして色々気を

鬼畜米英と怒髪天を衝く思ひをしたのも昨日のこと︑何時迄もくだらぬ

ものとは思はれない︒退職金も﹁くれないらしい﹂と語り伝へてゐるが︑

で戦った兵士達が自分の影におびへてゐるのである︒
怒に身のたしなみを忘れると︑どちらが恥かしい心をしてゐるのか分ら

そんなことはないと思ふ︒ともあれ︑此の度の軍需工場関係のろうばい

振りは余りにあさましいありさまだった︒機械︑器具︑材料︑あらゆる

なくなる︒お互ひ腫物にさわる様な思ひで進駐の日をかぞへてゐる︒

八月二十二日︵水︶晴
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29

きかしていた上官なるものは何処に隠れて何を考へてゐるのか︒国破れ

帖の紙片でお払箱の人もある︒これ迄整列だ敬礼だとくだらぬいばりを

自動車を貰った者もあり︑二十年も三十年も務めて僅か数本の鉛筆と数

消耗品の分配でも上層部からして吾いちがちだった︒僅か数年の勤務で

高の教育を受けた上官が垂範したのではなかったか︒廠長は汗だくで長

求ではない︒無学だから道義心がないと云ふ︒此の度の官品持出しは最

のだ︒人心をしてうまざらしめんことを要すべきは︑明治維新丈けの要

持出すからだとも云ふ︒吾々に云はせば工員を働かさなかったのが悪い

九月七日︵金︶晴

弁をふるったが︑誰一人心を傾けるものはゐなかったであろう︒

八月二十八日︵火︶曇後晴

昨日の新聞に進駐軍の暴行件数六︑不法行為三十八と報ぜられ︑それ

て国民尽く盗賊となるつもりか︒
早朝からＢ が飛ぶ︒ロッキードも飛行艇も終日吾等の上を飛ぶ︒も
う日の丸の飛行機を見ることはあるまい︒
﹁敵機だ︑敵機だ﹂と子供達は

に対する当局の注意事項が発表された︒先般来新聞で頻りに進駐軍の信

達も次第に帰宅してゐる状態だが︑これで又動揺の色を見せてゐるもの

頼性を書き立てるので︑国民も当初の不安を一掃し︑田舎へ避難した人

からそんな気持ちを捨てねばならないのだ︒そう思ひながらも子供達の

がある︒昔比叡山で青年学徒が修道にいそしんでゐてさえも︑其の中の

ある者は麓の娘に悪戯して山を追はれるものが多かったと聞く︒

九月十日︵月︶晴

ましてや相手は勝ち誇って進駐してゐる部隊である︒それ位ひのことは

望まれない︒金は幾ら要っても今の間に食料を買い込んでおかねば︑間

お互の生活が次第に切り下げられて︑見へも体裁もなくなり食ひさえ

﹁今に食へなくなる﹂現在国民が一番深刻に考へてゐる問題はこれだ︒

もなく金の値打ちがなくなって千円や二千円持ってゐたって何の用にも

すればいい状態になると︑勤めに出て千金を頂くよりも土にまみれて一

当然である︒

立たなくなる︒ドイツの不安其のままを日本に取入れておびへてゐるの

はあるまいか︒自ら漁り︑自ら飼ひ︑自ら捕へるにあらざれば誰も売っ

升の米一貫の芋を手に入れた方が賢こい︒此処数年︑少なくとも吾国が

九月六日︵木︶晴

てくれるものはない︒金は只政府と国民の間に丈通用する︒配給物を受

ではあるまいか︒戦争一本に力を尽せば世界を相手によく善戦する日本

現員徴用並新規工員にして引続き勤務を希望する者は本日八時迄に弁

ける時︑納税の時︑汽車や汽船を利用する時︑そんなこと以外に金を使

独立国家として認められる迄はそうした生活をしなければならないので

当持参出頭すべしと云ふ書出があったので︑話がはっきりしたことと思っ

ふ時がない︒今日既にそうした生活が始まってゐるのである︒暫らくの

九月十一日︵火︶晴

て出勤したが︑一向にはっきりしてゐない︒朝とは云へ太陽は焼付つけ
く聞く︒敗戦の因は工員が働かなかったらからだと云ひ︑無学だったか

味噌も醤油も塩も一切の調味料が失くなった︒海水をたいて食塩を作

間冬眠だ︒

らだと云ふ︒工員の出勤を止めたのは︑食糧事情にもよるが︑皆が物を

る程いたい︒其の痛い陽光に焼かれながら︑廠長の訓示をいきどほろし

だ︒農一本に力を尽せば如何で飢餓に見舞はれることがあろう︒

政府は国民の此の不安を一掃しない限り︑インフレ防止も道義の確立も

九月五日︵水︶曇後晴

言葉をとがめ度くない︒

叫ぶ︒
﹁にくったらしい﹂とおかみさん連中もつぶやいてゐる︒吾々は心
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十月二日︵火︶晴

名の奉仕者が出て工員養成所の整理に当ることになった︒後略︒

日本は今一切をご破算にして零から始めるのである︒各人の力︑技︑智

前略︒今日進駐軍の先遣隊一千名が既に航空隊跡へ上陸してゐると云

らねばどうにもならない︒中略︒
恵の凡てを出惜しみせず︑真の人間の価値を測る時である︒政治︑経済︑

はれる︒町内会の方から進駐軍が家庭訪問して物品を強要した場合に先

方へ指示するように英語のプリントが回覧されたが︑各家庭に一枚宛な

思想︑教育凡てが一大転換だ︒うっかりしてゐると取残されて終ふ︒

九月十七日︵月︶強雨︒

ければ不便だから十数枚書いて配布した︒

これからは独学でもいいから英語を勉強し︑日々変化してゆく時の流

前略︒新聞には毎日の様に大官の自刃が報じられる︒東条大将は其の
後次第に回復して一命は取止めるらしいが︑最後迄汚名をさらすことで

れに取残されぬ様努めねばならぬ︒

十月三日︵水︶雨

はある︒第一家族を何時迄も疎開させて一人で留守番をしてゐたあたり
も堂々たる所がなく︑自刃を企てヽ﹁俺が全責任を負ふ﹂と云ってゐる

大広方面の人は進駐軍を怖れて食料や貴重品類を山の倉庫に隠匿して

化のいぶきにふれるべきである︒

けやうとするか︒中略︑それよりも門戸を開いて彼等との友誼を計り文

広に丈けでも一万人進駐して来るのである︒如何なる手段で彼らを避

ることが判ったらしい︒

いる人が多いが︑最近その隠匿してある食糧が何者かに尽く盗まれてゐ

のも矛盾してゐる︒戦争犯罪人として自分一人が罪を負ふと云ふ意味で
はなかったのか︒それなら堂々と法廷に立つべきだ︒

九月二十四日︵月︶晴
九時から工員養成所で︑共済組合の脱退一時金を貰ふ︒一千八百円だ
が一年間の据置貯金になっている︒後略︒

九月二十五日︵火︶晴

十月五日︵金︶晴たり曇ったり

る︒新聞も非常に活発になって来た︒あれを聞かされ︑これを聞かされ

進駐軍の上陸予定の本体一万九千名は十月三日に延期された︒後略︒
報国団と警察署の肝煎りで進駐軍の為にバザーを開催することになり︑

すればする程︑だまされていたことが国民の間にはっきりして来て︑最

言論の自由がやかましくなってラヂオの漫才に迄頻りにそれが云はれ

各戸から一品以上連合軍の為に記念品を贈ることになったが︑いざ品を

近迄日本の戦争犯罪人こそ真の忠臣であると尊敬の念を払てゐたが︑今

九月二十六日︵水︶鈍晴

出すとなると皆尻込みする︒家には来て貰ひ度くあるまいし︑物は出し

に値するものであることを痛感する︒これ等の人は今日では日本人の口

なって見るとそれ等の人は本統に国を滅ぼした犯罪者であり︑其の罪死

何れの国の人間でも人の誠意の解らぬ筈はない︒各自が誠意ある出品

から真の犯罪人と呼ばれていることも事実である︒今日東久邇宮内閣は

度くないのである︒
をすれば先方でも︑家庭の侵入を遠慮するであろうが︑廃品回収の様な

カーサー司令部から教へられ︑日米何れか︑日本国民の味方か分からな

遂ひに総辞職した︒物の分った様なことを云ひながら︑一から十迄マッ

九月三十日︵日︶晴

くなって遂ひに投げだしたのである︒

気持ちで出品すれば自ら禍ひを招かねばなるまい︒
愈々進駐軍の宿舎が決定して清掃に忙がしい︒今日は私の班からも三
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たちが次々に親にねだって︑チョコレートやチュウインガムを口にする︒

て歩く︒近所に賭博屋がゐて頻りにそうしたものを買ふので近所の子供

雨にぬれながらアメリカ兵が家々を訪れて煙草やチョコレートを売っ

十月九日火曜日︑雨

一千円︒

失った者へ五百円︑家族の死亡した者へ五百円︑自分の家を失った者へ

此の度市役所から︑吾々戦災者へ有難い見舞金を頂いた︒家財道具を

十月二十三日︵火︶曇

私も家財道具失った仲間で五百円頂いたのである︒二度も戦災にあっ

て大変なことではあったが︑立ち退き料の七百円と合せて一千二百円も

後略︒

十月十日︵水︶雨強風

頂いたのだから有難い話である︒後略︒

十二月十四日︵金︶晴

前略︒幹事会は進駐軍のための労務要員提供に就いての相談であった︒
これこれからの労務は進駐軍用としてのものが第一である︒

塩たきをしてゐると年の頃五十路を二つ三つ過ぎたかと思はれるきれ

私が色々親切に教へて上げるものだから︑その婦人も身の上話をして

いな婦人が︑工廠の残務整理は何処かと訊ねられる︒

何はさておいても彼等の要求をみたさねばならないのである︒仕事は雑
用で何を命ぜられるか分らないが働いたものには米四合の特配に日当も
相当出るらしいので中には喜んで働く人もあるのぢゃないかと見られて

くれた︒子供さんが工廠へ徴用で来てゐたが五月五日の爆撃で死に︑寮

の舎監から其の由一通の葉書を頂いたのみで遺骨も帰らねば︑ビタ一文

ゐる︒夜︑隣保班常会を開く︒

十月十一日︵木︶晴

お金を頂いてゐないと言ふのだからひどい︒

終戦のドサクサで随分出鱈目な整理がなされてゐるものであろう︒自分

進駐軍が要求してる労務要員の中には常傭のものもある︒仕事に依っ
ては住込みのものもある様だ︒これ等常傭労務者は凡て三食付きとある

の大切な子供を亡くした上に︑だまっておればそれが闇から闇に葬られ

︵呉市広横路二丁目八│五︶

敗戦犯罪者を徹底的に国民の前に引据へてやり度いものだ︒

るのだから冷酷である︒

からこれ丈けでつり込まれる︒
給仕は衣服も与へられ︑相当の教育も授けられるそうだから十六七才
の青年は中学へゆくよりも出世の近道になるかも知れない︒後略︒

十月二十日︵土︶曇後雨
大蔵大臣が此のままの状態が続けば来年は一千万人の餓死者を見るで
あろうと云ふ︒そうしたゆゆしき問題を聞かされながら︑まだ現実の安
生に馴れて自分達丈けはその一千万人の仲間に加はらないものと人事に
考えてゐる︒中略︒
吾等が生きる道は自力更生あるのみである︒自ら耕し自ら作るより外
道はない︒開墾は容易のことでないの︑耕作地が遠いのと贅沢なことを
云っていたのでは結局一千万人の仲間入りだ︒
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Ⅱ 教室を追われて工場へ

戦時中は︑全国の工場で勤労動員の学生が働いていました︒呉市やそ

の周辺の軍事工場では︑とりわけ多くの学生たちが動員されていました︒

呉海軍工廠では勤労動員の学生を含む約一〇万人︑広海軍工廠・第十一

海軍航空廠場では︑勤労動員の学生を含む約五万の人たちが働いていま
した︒

一九四五年︵昭和二〇︶五月五日午前一〇時四〇分からの︑広空廠に

対する空襲︑六月二二日午前九時三一分からの︑呉海軍工廠造兵部を中

心としたる空襲で︑多くの人々が命を落としました︒その中には︑呉市・

広島県内をはじめ中国・四国地方からの動員学徒︑女子挺身隊も含まれ
ていました︒

ある日︑突然空襲になり︑防空壕に入らないうちに爆撃され︑
飛行場の格納庫へ飛び込み隅の方にうずくまり︑敵機が去るの
を待っていた︒

紅の血燃ゆれど
大久保

圭子

第十一海軍航空廠補給部整備工場学徒動員日記

一︑はじめに
広島県西部に位置している佐伯郡津田町︵現在の佐伯郡佐伯町津田︶に︑

る︒

ふるぼけたザラ紙の帳面へたどたどしいことばで︑隅から隅までびっ
しりと書きつづっていた︒

それを読みながら︑なっかしさも︑悲しさも︑くやしさも︑みじめさ

もこもごもとなり︑四十九年前のことがきのうのごとく浮んでは消え︑
消えては浮んでくるのであった︒

おもえば︑動員先に着いたその日から︑一日︑一日︑日を経るごとに

故郷の家族のことが恋しくなり︑両親のことや弟のこと︑妹のことなど
を思い出さない日はなかった︒

家族の者からの便りを手にした時は︑泣けて泣けてしようがなかった︒

また︑食べ物が十分でなくて故郷の食べ物が恋しくて小包を首を長くし

一カ月余り立ってから面会が許可になり︑遠い田舎の不便な地よりは

て待ち続け︑届いた時のうれしさは例えようもなかった︒

当時十五才のわたくしはそこに在学していた︒わたくしたちのいなか

るばる呉市広町の宿舎へ両親が面会に来てくれ︑うれしくて︑とびっき

広島県立津田高等女学校があった︒
の女学校にも戦雲すでに低くたれこみ︑昭和二十年一月八日︑正月気分

たい思いだった︒

面会時間はあっという間にすぎ︑別れて家路にむかう父︑母のうしろ姿

もいまださめやらぬところへ学徒動員がくだった︒
動員先は広島県呉市広町第十一海軍航空廠であった︒出発前に身体検

寒入りした寒い日のきびしい訓練が特につらかった︒わたくしはしも

をいっまでも︑いっまでも立ちっくして見送り涙にくれたものであった︒

その時︑わたくしの指はしもやけで傷は大きく︑穴さえあいていたが︑

やけが一層悪化し膿がひっきりなしに出︑その痛さにたえかねて涙する

査があり︑病弱の者は出動できなかった︒
﹁このくらいの傷は関係ない﹂といわれた︒母校をあとに各自の荷物を積

ことが多かった︒

ぐりこみ声をあげて泣いたこともあった︒

夜になると特に故郷が恋しくなり︑窓から月を眺めては︑床の中にも

なられたことが幾度あったかわからない︒

手の振り方が足りないとか︑指先が曲がっているとか︑大きな声でど

敬礼の仕方︑歩調のとり方︑いろいろときびしく指導された︒

日曜以外は︑ほとんど五時起床でうす暗いうちから訓練がはじまり︑

みこんだトラックの上に乗り︑同じ県内とはいえ十五才のわたくしにとっ
ては初めての土地呉市広町に向った︒
今もなおその時の家族との別れのつらさ︑悲しさが脳裏に深く刻まれ
ている︒また︑しもやけの傷あとも六十才を過ぎたわたくしの左小指の
付根に残っている︒この日記は長い間わたくしの本棚の片隅にねむって
いた︒
九年前の引越しの際︑書籍の整理中におもいがけず出てきたものであ
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い道を︑朝は朝星をいただき︑白の鉢巻きを一文字にしめカーキ色の上

一週間の訓練期間を終えたわたくしたちは︑宿舎から航空廠までの遠

ろうか﹂
﹁大竹市の燃料廠が爆撃されたのだろう﹂といいあっていた︒

るきのこ雲の見えやすい場所をさがし口々に︑
﹁どんな爆弾が落ちたのだ

しばらくして︑みんなが医務部内を走りまわり︑もくもくと湧きあが

やがて︑広島市に大型爆弾が落ちたのだろうということが︑だれいう

衣とズボンを着け︑そして救急袋の中へは止血棒と防空頭巾を入れ︑そ
れを肩にかけ隊列を組んで軍歌を声高らかにうたいながら行進して︑往
忘れようとしても忘れられないことは︑空襲で死に直面したことである︒

して人類史上はじめて広島市に原子爆弾が︑落されたのだということは

めに︑特別休暇をもらって帰郷するものもいた︒そのときだれひとりと

となく宿舎内の話題となり︑友人のなかには︑被災した肉親の看護のた

ある日︑出勤途中突然空襲になり︑必死に走ったけれど防空壕に入ら

知るよしもなかった︒津里局女学徒報国隊の夏休暇が三組に分かれ︑各々

き来したものである︒

ないうちに爆撃され︑わたくしたちは飛行場の格納庫へ飛び込み右往左

五日間ずっ帰省がゆるされた︒

勤労動員解除政府指令は八月一六日であり︑休暇中のわたくしは︑岩国

わたくしは八月一一日から帰省し︑終戦は故郷の家でむかえた︒学徒

往していたら︑ガラス窓がこわれ落ちてくるので︑大きな箱が積み重ね
てある隅の方にうずくまり︑敵機が去るのを待っていた︒
機銃掃射をされたり︑すぐそばに爆弾を投下されたり︑戦場にいるの

補給工場での動員解散式へは出席できなかった︒

宿舎に残っていた友人たちが︑帰省者の荷物もまとめトラックに積み込

ではないかと思われるほどだった︒
今にも死ぬるのではないかと思い︑
﹁南無阿弥陀仏﹂と手を合せていた︒

み︑八カ月間の汗となみだのしみこんだ荷物と一緒に母校へ帰ってきた︒

を︑十五の春をおもいださせるよすがとなっている︒

字が︑たとえ︑それがどんな暗い過去であれ︑今では過ぎ去った遠き日々

三十センチメートルにたりない一本の棒切れが︑そこにしるされた文

字おさえるようにしてよみかえしているのである︒

型第十一海軍航空廠補給部整備工場学徒長尾圭子﹂という文字を一字一

そして時々そっとその止血棒をとりだして︑父が墨書してくれた︑
﹁Ｂ

血棒である︒いまもわたくしはそれを大切にしまいこんでいる︒

り落ちた︒それは動員中いっも救急袋の中に入れて︑さげ歩いていた止

受けとった荷物をひらいたわが家の畳の上に︑一本の棒切れがころが

﹁お母さんと叫ぶ者﹂
﹁大きな声で泣く者﹂いろいろだったが︑さいわ
いにもわたくしたちの学校の生徒はみな無事だった︒
そしてまた︑休暇の許しがでて郷里に帰る前︑航空廠の指導者から︑
﹁別
れの盃をしてこい﹂と言いわたされ︑思わず背すじに冷汗が走るのをお
ぼえた︒
わたくしたちは︑その年の五月二八日︑山口県岩国市の第十一海軍航
空廠補給部岩国工場へ転属になり︑故郷へいくらか近くなった安堵感が
みんなの顔をやわらげた︒
それと同時に緊張感がとれたためか︑多くの病人が続出した︒わたく
しも高熱にうなされ︑四︑
五日臥床した︒
たまたま︑八月六日航空廠の医務部へ診察を受けに行っていた︒
突然﹁ピカッ﹂と光り﹁ドーン﹂というものすごい音におもわず身を
伏せた︒
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二︑学徒動員日記の部
︵註︶︵小見出し︶は︑この日記を読みやすくするため︑この手記をま
とめるにあたってつけた︒

︵母校をあとに︶
昭和二十年一月八日 月
( )晴
今朝︑津田の母校を八時三十分トラックで出発した︒学校から約六キ
ロメートルくだったわたくしたち 友
( 和村永原︑峠集落 近
) 所の生徒は︑
山西商店前で荷物をつみこんだ︒別れを惜んで母達が見送りに来ていた

︵目をみはる工場のようす︶

一月十五日 月
( )晴
今朝七時半に工員養成所へ行って︑廠長の閲兵と宣誓があった︒みんな

が行進したのがとても勇ましかった︒この様子を祖母や︑父母に見せてあ

げたかった︒昼からは廠内見学に行き︑工場の中がすごく大きな音がする

のでおそろしかった︒廠内にはずい分大きな飛行機がたくさんあり︑家よ

りも大きくプロペラが四つついているのを見た︒飛行機を目前にしたのは

生まれて初めてだ︒弟や妹達に見せてやりたかった︒その後航空隊へ行っ

一月二十二日 月
( )晴
今朝は舎監に﹁津田高女は元気があってよろしい︒
﹂とほめられた︒朝

て話を聞き︑私は整備のほうになり︑そこは空廠の補給部である︒

時頃だった︒生まれて初めて遠く親もとをはなれたのでとてもさびしかっ

会がすんだ後工場主任のがあり︑
米︿アメリカ﹀の長所と短所を話された︒

ので涙が出て︑涙が出てしようがなかった︒呉市広町へ到着したのが一
た︒ご飯は大麦飯だった︒部屋は二段ベットで八人がいっしょだった︒

その後退避訓練があり︑防毒面をはじめてかぶった︒

かしい便りをいただき︑泣けてきた︒

ことで︑
今から心をおどらせている︒富貴ちゃんと私に︑
永田先生からなっ

会があり︑楽しいひとときを過した︒二月の初旬に慰労休暇があるとの

一月二十七日 土
( )晴
今日からボルト︑ナットの取り付け方を学習した︒午後一時から演芸

夜は十時に消燈だった︒

一月九日 火
( )晴
今朝五時に起床して︑その後︑長尾先生のお話を聞き︑十一時頃に航
空廠へ身体検査に行き︑私は甲に合格した︒今日警戒警報があった︒

一月十一日 木
( )晴
五時に起床し朝会のあと講堂で教務主任の話があり︑海軍の組織につ
いて聞いた︒その後他の人が海軍大臣は米内光政大臣といわれた︒

一月二十九日 月
( )晴
五時に起床して工廠へ六時半に行った︒いつも帰りたいとか︑お餅が

︵帰りたい︑食べたいのくりかえし︶

一月十四日 日
( )晴
七時に起床し舎監の話を聞いた︒舎監は鉢巻のことや︑工場にっいて

食べたいとか︑おはぎがほしいとか口ぐせのように毎日いっている︒ご

昼から教練があり︑なれないことでもありとてもつらかった︒

の説明をされた︒昼からは公休日なので五時まで自由に遊んだ︒私は洗

飯の時が一番楽しみだ︒ミカンが三十個と︑干し柿が十二個配給された︒

二月一日 木
( )雨
今日母と従姉妹の久江姉さんと妹から手紙がきた︒それを読むと涙が

濯をしたり︑手紙を書いたが︑その時故郷をしのんで涙が出てしかたが
なかった︒昨夜ズック 運
( 動靴 の
) 配給があった︒
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二月十一日 日
( )晴
今朝は六時に起床した︒朝から面会に来てくれるのを︑首を長くして

らないくらい速かった︒午後は二小隊で組立てゝいたらボルトを間違っ

三月十四日 水
( )雨
今日から飛行機の組み立てをはじめた︒午前中は時間がたつのがわか

︵心はずむ飛行機の試運転︶

待っていた︒朝早くから面会にこられた人があった︒富貴ちゃん︑谷ちゃ

て入れたので︑遂に片方の翼がだめになった︒大河原少尉におこられた︒

出てしようがない︒毎日便りを楽しみに待っている︒

ん方と父が十二時頃に来てくれた︒その時はうれしくて︑
うれし涙が出た︒

がいるのでかわいそうである︒今朝電気の試験があったが思ったよりみ

心がおどった︒飛行機を格納庫へ入れる時︑車輪で富貴ちゃんは足をひ

三月十六日 金
( )晴
今日は飛行機の試運転のため︑外だったので寒かったが試運転成功に

試験は案外みやすかった︒谷さんが今日帰った︒

やすかった︒今朝﹁ずい雲﹂という飛行機が︑工員養成所のところへ墜

かれびっこを引いていた︒

二月二十八日 水
( )晴
山口県から来ている学徒の中には︑私の胸の高さ位しか背丈のない者

落したそうだ︒戸島さん達は見たそうだ︒めちゃめちゃにこわれた飛行
機を補給部へ運んでいるのを見た︒午後は整備講堂の大掃除をした︒

三月十七日 土
( )晴
今日も試運転だった︒私達は浜風のビュービュー吹くなか︑じっとそ

藤ちゃんが飛行機に乗って試運転をしていたら︑突然飛行機が動き出し

ばで見学していた︒寒いというより︑顔や手足は痛かった︒

たら藤ちゃんの︑手袋が海へ落ちて流れてしまった︒午後は発動機の分

たので驚いた︒昼頃空襲警報があって︑みんな防空壕にかけこんだ︒

三月三日 土
( )晴
工廠へ行ったら︑海が干潮だったので海苔を取った︒海苔を取ってい
解をした︒軍歌の練習の時︑私達が﹁学徒の歌﹂をうたったら︑塚本少
尉が涙を流された︒

三月十八日 日
( )小雪のち晴
夜明けの四時頃︑警戒警報があってサイレンが鳴ったので︑飛び起き

︵空襲におびえる⁝⁝⁝︶

ンダーの洗浄手入れだった︒今日の補課は柔剣術の基礎を習った︒その時︑

て服に着替えた︒大変寒かった︒解除になってから服を着たまゝ寝た︒

三月六日 火
( )晴
午前中は発動機の整備にっいて︑清水少尉が説明された︒午後はシリ
きっい風が吹き私達がふっとびそうだった︒手が冷たくて泣きたいよう

工場へ行って学習をしていたら︑空襲になって三十分ぐらい防空壕の中

わたくしが飛行機の上へあがって見ていたら非常に寒くて︑あの寒さは︑

へ入っていた︒私は頭が痛くてたまらなかった︒今日試運転をする時︑

だった︒教師がとてもきびしかった︒

三月八日 木
( )晴
今までは服のままねていたのであるが︑タベはねまきを着てねた︒今

三月十九日︵月︶晴

忘れることができない︒試運転の仕方はよくわかった︒

に出発したので大変寒かった︒午前中は燃料ポンプにっいて学習した︒

五時に起床し六時半頃に出発して︑二級橋の所まで行った時︑十六機

日は大詔奉戴日なので︑いつもより一時間早く起きて︑月が出ている頃
午後は総決起大会があって︑津田高女からは︑中西さんと弘ちゃんが出た︒
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が鳴った︒みんな驚いて走り出した︒東の方の空から敵機が来るのが見

上った︒電車の線路を渡って坂のところへ行ったところ︑急に空襲警報

ほど飛行機がとんでいた︒その近くに高射砲を四つほど撃ち︑空に煙が
たそうだ︒

は卒業式だった︒きのうの敵機を百機撃墜し︑爆破したのが五十機だっ

少し大きい音がすればどきっとした︒午前中は講堂の掃除をした︒午後

えて恐しくなり︑必死で走った︒みんな裏門から入るのに︑富貴ちゃん︑

関銃を撃ったり︑爆弾を落しだしたので防空壕まで行けず格納庫の中を︑

り︑防空壕へ行こうと思って︑格納庫の中を通っているとき︑敵機が機

試飛行をした︒井手兵曹と塚本少尉が乗られ︑よく飛んだ︒さかトンボ

今朝警戒警報になり︑敵機が来るかなと思ったが来なかった︒一組が

四月二六日︵木︶晴

︵たびかさなる警報にうんざり︶

右往左往していた︒窓ガラスがこわれて落ちてくるので︑箱の積んであ

のように︑
宙返りをされたので︑
墜落するのではないかと心配した︒弘ちゃ

藤ちゃんと私と済美高女の人達十人位が︑正門から入って格納庫を横切

る隅の方でちぷこまっていた︒生まれてはじめて空襲にあい恐ろしくて︑

唱えたり︑
﹁お母さん﹂とさけんだ︒その時兵隊さんが来られたので︑敵

泣いていた︒
﹁お母さん！﹂と叫ぶ者や︑わたくしは﹁南無阿弥陀仏﹂と

た︒がんばっていたが︑もうこらえきれなくなって泣きだした︒みんな

たが︑いゝ具合に飛んだ︒今晩十八室の石けんが全部なくなったので︑

達が組み立てた飛行機の試飛行をしていたら︑ブレーキがきかなくなっ

今日三回警戒警報があり︑たびかさなる警報にうんざりする︒午後私

四月二七日︵金︶ 晴

んのご両親が面会にこられた︒

機は逃げたのか尋ねたら︑もう逃げたといわれたので︑みんな防空壕の

中隊長が探されたら︑ごみ箱のそばにあったそうだ︒どうしたことだっ

生きたこゝちはしなかった︒急に大きな音がして︑私はもう死ぬかと思っ

方へ走って行った︒行く途中また飛行機の音がしたので︑土手の所へ伏

たのだろう︒

四月二八日︵土︶ 晴

せていようかと思ったが︑防空壕が近くだったので走って防空壕まで行
き︑富貴ちゃんと二人でとびこんだ︒こわさのあまり二人で泣いた︒

部隊の方へ行った︒今日から以前と同じ飛行機を︑三機程組み立てにと

きょうは早出だった︒廠長の巡視があった︒一組と三組の飛行機は︑

う音は弾が飛ぶ音で︑シュッという音はすぐ近くへ弾が落ちた音である

りくんだ︒今日は警戒警報が一回と︑空襲警報が一回あった︒Ｂ が一

しばらくしたらまた︑ピューン︒シュッという音がする︒ピューンとい
ことを︑兵隊さんに聞いた︒この音を聞くたびに︑死ぬるのではないか
おそろしくてふるえていた︒防空壕から外を見ると︑いたる所が焼けて

と思い耳へ指でせんをしていた︒午前中敵機が三回来て︑午後二回来た︒

五月二日︵水︶ 晴

面会に来ておられた︒

機来たのを見た︒白く光っていた︒寄宿舎へ帰ってみたら︑津田の人が

いた︒午後は体重測定があって︑
私は四十四キログラムだった︒宿舎に帰っ

いるし︑爆弾で大きな穴があいていた︒男子学徒の一人が︑腹部へ破片

三月二十日︵火︶ 雨

てみると小包が届いていた︒十七日に出したものだ︒横中隊長は︑明日五

今朝も警戒警報で目がさめた︒今日は仕事がなくて困り遊んでばかり

昨夜二回防空壕へ入った︒一回は練習だった︒今日は空襲はなかったが︑

があたり亡くなり︑もう一人は足にけがをした︒他の者は無事だった︒
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中隊へ変られるそうだ︒

五月三日︵木︶ 晴
出勤中に警戒警報になった︒私達は五月中に岩国へ転属にならなかった
ら︑今月中に夏物を取りに帰らすといわれた︒休みは一日だけにするそ
うだ︒今日阿須賀さん達が︑私達の中隊へ遊びにこられた︒

五月四日︵金︶ 晴
今日は警戒警報が三回あった︒松山の方は空襲にあって︑大火災になっ
たそうだ︒工場から帰りに︑広の郵便局へ富貴ちゃんの小包をとりにいっ
しょに行った︒なぜか今日は頭が痛くてたまらなかった︒

行った︒工場から出たのでおこられるからと思ってすぐ帰った︒なぜ無
断で出たのかと︑きっく叱られた︒

午後も空襲があった︒今後は警戒警報になると︑すぐ退避することに

なった︒演芸会があるので定時間だった︒私は見に行かなかった︒

五月八日︵火︶ 曇のち雨

今朝警戒警報が二回あった︒午後雨が降ったので︑二時半頃から退庁

まで︑防空壕の中で塚本少尉と話をした︒神田さんのお父さんが︑父兄を
代表して面会にこられた︒

五月九日︵水︶晴

今朝も一回警戒警報になった︒午後もあった︒午前中防空壕の上に芝

生を置いた︒その時休憩でもないのに︑富貴ちゃんと谷ちゃんと私の三

五月五日︵土︶ 晴
毎朝のように警戒警報が出る︒今日も例外ではなかった︒午前十一時

人が︑海苔を取っていた︒その時塚本少尉が見られたので恐ろしかった︒

五月十日︵木︶ 晴

頃にも警戒警報になり︑しばらくしたら空襲警報のサイレンがなったの
時に︑大きな音がして機関銃をうったり︑爆弾を落したりするので︑耳

工場へ行ったかと思えば︑すぐ空襲になり退避した︒午前中はずっと

今日男子学徒が塚本少尉になぐられた︒

を手でおそった︒こわくって︑こわくって︑こん度は死ぬるのではない

防空壕の中にいた︒敵機が七十機ぐらい来たが︑補給部は襲わなかった︒

で︑外へ出て見ると敵機が三機通っていた︒急いで防空壕へ入ったと同

かと思った︒Ｂ と艦載機といっしょで三十機位い来たそうだ︒三回位
に分れて来た︒補給部は全然こわれなかった︒広廠と本廠は全部破壊され

午後も一回警戒警報になった︒

帰ろうかと迷っていたところへ︑清水少尉が来られ寄宿舎へ帰れといわ

五月十一日︵金︶ 曇のち雨

五月六日︵日︶ 晴

れ︑七時半から九時頃まで退避していた︒十一時頃工場へ行った︒午後

たそうだ︒五十キロの爆弾を落していた︒呉の航空隊の兵隊さんが︑多

六時に起床し︑朝から二時頃まで大掃除をした︒昨夜空襲警報が一時頃

から雨が降ったので︑食堂で話を聞いた︒檜田校長先生と︑新しい校長先

出勤途中警戒警報になったので︑工場へ行こうか︑それとも寄宿舎へ

にあり︑一舎の防空壕へ退避した︒昼頃にも空襲があり退避した︒午後

生と細田先生が来られた︒

く亡くなられたそうだ︒今日の空襲で二組の飛行機が傷っいていた︒

からも警戒警報があった︒今日︑
中畑さんのおうちの方が面会にこられた︒

一組の飛行機を試飛行したら︑海へ墜落した︒井手兵曹と桜井中尉が

五月十二日︵土︶ 晴

警戒警報のサイレンがならないのに︑多くの人が退避するので︑谷ちゃ

乗っておられた︒けがはなかったがずぶぬれになられた︒近所のおじさ

五月七日︵月︶ 晴
んと私はみんなの後をついて行った︒海岸沿いを通って横路の方の山へ
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29

んが︑広町の親類へこられ︑食べ物を頼まれたといって︑持ってこられ

昨夜警戒警報になった時︑私があわてゝ起きモンペをはこうとしても︑

五月十九日︵土︶雨

真暗なのでなかなかはけず︑よく考えて見ると服の柚に足を入れていた

大変うれしかった︒

五月十三日︵日︶ 晴

ので︑はけなかったのである︒今日飛行機を殆んど組み立てた︒
五月二十日︵日︶ 晴

七時に起床して九時頃に出勤した︒途中警戒警報になった︒三組の飛行
機が試飛行した︒明日五機ほど空輸するそうだ︒原さんのお家の方が面

今朝私が旋回計をこわしたので残念だった︒午後二期三期の卒業式だっ

昨夜警戒警報のサイレンが鳴ったのは︑知っていたが︑空襲のサイレ

五月二一日︵月︶ 雨

た︒済美高女の人は表彰された︒また警戒警報があった︒

会にこられた︒昨夜永田先生と妹から手紙が来た︒五日出しだった︒

五月十四日︵月︶ 晴
夜中に警戒警報があった︒空襲のおそれがあるというので四時に起床
した︒その後警戒警報が二回と︑空襲が一回あった︒私達の飛行機が試

ンは知らなかったので︑着替えをする時間がなくて︑ねまきのまゝ退避

した︒今日二回警戒警報があった︒転属の時荷物は︑船で岩国へ行くの

飛行をした︒
五月十五日︵火︶ 雨

だそうだ︒

五月二二日︵火︶ 雨

出勤途中警戒警報になったので︑横路の近くまで逃げたが︑また工場
へ行った︒今日は白菊の解体をした︒午後は九三中練の梱包をといた︒

今朝また警戒警報になった︒午後飛行機の組み立てがすんだので︑矢

アメリカの塔乗員は︑みすぼらしい身支度をしているそうだ︒宿舎に

野教員にいろいろな話を聞いた︒

初めて工場主任が︑私達に注意された︒

五月十六日︵水︶ 晴
防空壕の作業をした︒今朝私達が組み立てた飛行機が三機と︑工員が

帰ってみると︑常ちゃんと︑母と弟から手紙がきていた︒

五月二三日︵水︶ 晴

作ったのが二機の計五機が︑編隊を組んで飛んで行った︒この飛行機に
は特攻隊が乗るのだと思えば︑何ともいえない複雑な気持がした︒朝の

昨夜警戒警報になった︒今朝航空隊で︑慰問演芸会があり︑楽しい時

身体検査があった︒胸囲が七十七センチあった︒

その時大河原少尉が︑岩国は良い所だといわれた︒午後寄宿舎へ帰り︑

廠の焼け跡整理に行った︒

今朝もまた警戒警報になった︒試運転の方へ七人残って︑他の人は本

五月二四日︵木︶ 晴

間を過ごした︒午後試運転があった︒また警戒警報になった︒

食事が十銭で︑昼食が十五銭︑夕食が二十銭だそうだ︒

五月十七日︵木︶ 晴
一日中防空壕作業で︑土かっぎをし肩が痛くてたまらなかった︒昨夜
警戒警報があった︒午後も一回あった︒
五月十八日︵金︶ 晴
今朝も警戒警報になった︒午前中は工場主任の話があり︑戦争の話し
だった︒午後は九三中練の組み立てだった︒四組に別れた︒五月二十六
日から二十九日まで休暇があり︑その後岩国へ転属になるということだ︒
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︵農繁休暇⁝⁝敵機は執拗にせまりくる︶
六月十七日︵日︶ 晴
六時に起床した︒昨日Ｂ が︑家の上空を西へ向って低く飛んだ︒一

六月二十六日︵火︶ 晴

警戒警報が三回あった︒農繁期休暇で家へ帰ったのち︑むしょうに家

へ帰りたくて悲しい︒今晩映画会が私達の部屋であった︒

六月二十七日︵水︶ 晴

四時半に起床した︒午後分工場が焼けて︑飛行機が三機焼けたそうだ︒

日中一人で麦こぎをし全部すませた︒弟は腹が痛いといって寝ていた︒

六月二十日︵水︶ 晴

六月二十八日︵木︶ 晴

今朝方警戒警報になった︒総員起しを知らずに寝ていた︒今日はシリ

六時五十分に起床し︑午前中は田植えをし︑午後は麦刈りをした︒夕
方から近所の友達と蛍をとりに行った︒毎日のようにＢ が飛んでくる︒

たら︑またすぐ警戒警報になり︑続いて空襲警報になった︒岩国方面から︑

昨夜警戒警報になり︑作業服に着替えもせずに寝ていたら︑空襲になっ

六月三十日︵土︶ 晴

ンダーを分解した︒小林教員はとてもやさしい︒明日藤村さん︑
中井さん︑

次々と編隊をくんで呉方面へ向って行った︒広島や呉方面へ来たのが百

たので︑富貴ちゃんと私はねまきのまゝ救急袋を持って出た︒防空壕の

六月二十二日︵金︶ 晴

機位いだった︒高射砲をたくさん打ち上げ︑大きな音がして恐しかった︒

前へ行ったら禁止と書いてあった︒一中隊の人は出ていなかった︒昨夜

山根さん︑広兼さんの四人が農繁期休暇で帰られる︒

妹達は家の防空壕へ入り泣いていた︒私も大きな音がする時は︑防空壕

空襲に二回なったそうだが︑一回しか知らなかった︒富貴ちゃんは頭が
痛いといって寄宿舎へ帰った︒

七月二日︵月︶ 晴

つくった︒十一時頃に貨物に乗って帰る予定だったが︑十時のバスで帰

五時五十分に起床した︒いろいろと帰り支度をした︒今朝かしわ餅を

六月二十四日︵日︶ 晴

て頭が痛くてたまらないので︑九時の休憩がすんだ後︑火宮教員に許可を

な知らずに寝ていた︒昨夜防空壕で寒かったため風邪をひいた︒工場へ行っ

らないのに二時半頃寝た︒しばらくして解除のサィレンがなったが︑みん

広と呉へ爆弾を落し︑岩国の上空をせんかいしたそうだ︒空襲が解除にな

昨夜十二時頃空襲になり︑ねまきの上にモンペをはいてすぐに退避した︒

ることにした︒廿日市へ十一時頃につき︑十二時頃に汽車へ乗った︒岩

七月三日︵火︶ 晴

た︒近藤さんもかぜで寝ていた︒いっしょに二時間位ねていた︒

得て休んでいたが︑あまりにも痛いので︑山田さんに連れて帰ってもらっ

六月二十五日︵月︶ 晴

国へ到着したのが一時頃だった︒寄宿舎へ帰ったのが三時頃だった︒

︵重い足をひきずって岩国海軍航空廠へ︶

襲があったので︑働かないで午後麦刈りをした︒

へ入った︒広島はねらわれないで︑呉が襲撃されたそうだ︒午前中は空

六時二十分に起床した︒朝早く警戒警報になり︑解除になったかと思っ

29

今日から発動機の分解をはじめた︒総員起しの前に警戒警報になった︒

昨夜︑私達が以前いた広の宿舎が︑空襲にあい焼けたそうだ︒岩国も

空襲になったが︑すぐ解除になった︒今朝も頭が痛いので工場を休んだ︒
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29

午後空襲になり︑Ｂ が一機上空を通りよく見えた︒今日マキちゃんが
帰った︒

29

昨日から食事をしていないが︑今朝も食欲がなく食べなかった︒

なり︑加藤さんにいろいろと習った︒一日中机に向って書き物をした︒

弘ちゃんと正木のまとみさんと私の三人が︑同じ所で事務をとることに

七月十一日︵水︶ 雨
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昼も夜もオカユだった︒まずくて食べにくかった︒昨日妹と弟から手

七月四日︵水︶ 晴

今日も警戒警報になった︒毎日字を書いてばかりいるので早く時間が

なった︒午後警戒警報になった︒

昨夜空襲になったが退避しなかった︒今日は体の調子がよくなったの

立つ︒日比野工長が転属で岩国へこられた︒呉の方では︑空襲にあって

紙がきた︒二十七日出しだった︒

で出勤した︒工場から帰る前に︑山へ登って岩国の町を見おろした︒故

人がたくさん亡くなられたそうだ︒永田の先生と弟から手紙がきた︒

七月十四日︵土︶晴

がいもの煮物もいただいた︒その後酸素工場で映画があった︒

さん達が︑白いご飯をたいて︑カレーライスを一杯ずつくださった︒じゃ

昨夜空襲になった︒昼頃警戒警報になった︒退庁の前に事務所のおば

七月十二日︵木︶ 雨

郷の権現山と︑大峰山がうっすらと遠くに見えた︒小林教員は︑大変おも
しろい人だ︒今晩演芸会があるので楽しみだ︒

七月五日︵木︶ 晴
昨 夜 演 芸 会 が あ る 時︑ 警 戒 警 報 に な っ た の で す ぐ 中 止 し た︒ そ
の後空襲になった︒演芸会は楽しかったので残念だった︒今日から
九三中練の組み立てになり︑二組に別れた︒井出兵曹はＢ へ︑体

今朝は四時が起床だったので︑ねむくて︑ねむくてしょうがなかった︒

食事当番だったので忙しかった︒片山の寄宿舎は︑谷間で夜空襲になっ

ても退避しなくてもよいだろう︒森本高女が寄宿舎におられる︒

︵それでも父母は⁝⁝︶

明日と振り替えなので︑今日は出勤した︒

七月十五日︵日︶ 晴

九︑
十︑
十一中隊も全部焼けたそうだ︒呉も殆んど焼けているそうだ︒

今日空襲になり︑
Ｐ が十三機通過した︒普通の飛行機ぐらいに見えた︒

といいながら︑ご飯を運んでいる時だったのでびっくりした︒弘ちゃん

心して寝るからだ︒近頃は忙しくて疲れ︑
入浴の時間も知らずに寝ていた︒

最近は夜の空襲を全然知らないことが多い︒谷問に寄宿舎があり︑安

七月十七日︵火︶ 晴

七月七日︵土︶ 晴

昨夜警戒警報になった︒今朝から事務と整備に分れた︒私は人事係に

七月十日︵火︶ 晴

機嫌が悪かった︒富貴ちゃんは休業一週間だ︒妹と弟から手紙がきた︒

のお母さんと︑妹さんが面会にこられた︒

谷ちゃんと︑神田さんと私の三人が食事当番で︑長い道のりをきつい
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今日警戒警報になった︒火宮教員がチェンブロックで︑手を切られて

舎を変るそうだ︒

夕方になって中井さんや︑山根さん達が帰られた︒私達は近日中に寄宿

大江先生が帰って来られた︒横路の寄宿舎は炊事場が残っただけで︑

七月六日︵金︶ 晴

︵敗色すでに濃し︶

今日大江先生が呉へ行かれた︒

当りされたそうで気の毒なことだった︒広島も襲撃されたそうだ︒

29

務に二人ずつ残ることになった︒近頃ご飯の中ヘヒエがまじっている︒

今日も空襲になった︒書くことが多くて︑肩が痛い︒今日から舎内勤

七月十八日︵水︶ 晴

撃墜したらしい︒近頃は工場から帰る時︑ご飯を食べて帰る︒知ちゃん

沢山来て航空隊がやられた︒広島がおもに狙われたそうだ︒七十五機位

びっくりして山へかくれた︒今日は何もしないで退避していた︒敵機が

午後空襲になったが退避していなかったら︑急に機銃掃射を受けたので︑

出勤中空襲警報が出た︒午前中度々空襲になったが︑
一度だけ退避した︒

事務所の家主のおばあさんに︑オハギをもらった︒中本さんにみかんを

のお家の方が面会にこられた︒

富貴ちゃん達は演芸会を見に行った︒

もらった︒事務所というのは︑目立たないようにするため︑谷間にある

七月二十五日︵水︶ 晴

今朝は頭が痛いやら︑胃が痛むので工場を休んだ︒津田高女の人が七人

民家を借りているのである︒その家には︑おばあさんが一人おられる︒

七月十九日︵木︶ 晴

休んだ︒昨日富貴ちゃんも︑谷ちゃんも休んだ︒今日も度々空襲になった︒

七月二十七日︵金︶ 晴

午前も午後も警戒警報になった︒０戦が二機程ぶつかって︑牛野谷の
向うへ墜落した︒塔乗員の一人は落下傘で降りて︑一人は亡くなられた

昨夜空襲になって徳山へ焼夷弾を落したそうだ︒今日も警戒警報になっ

七月二十八日︵土︶ 晴

た︒今日谷ちゃんも富貴ちゃんも休まれた︒他の人も八人休んだ︒

そうだ︒九三中練も一機墜落した︒昨夜ミカンの配給が三つあった︒氷
で冷やしてあったので︑おいしかった︒今日藤ちゃん方のおじさんが︑
自転車に乗って面会にこられた︒私は手紙をことづけた︒

今日貨物に乗って行っていたら︑空襲になり敵機が四機通ったので︑

とてもこわかった︒一日中何もしないで退避していた︒事務所の隣の家へ

七月二十日︵金︶ 曇
四国は艦砲射撃をうけたらしい︒明日から健康券と旅行証明書を︑私

爆弾が落ちて焼けた︒裏山も焼けた︒四ノ谷の前へも爆弾が落ちていた︒

友和の方へ敵機が宣伝ビラを沢山落したそうだ︒家の前にも落ちてい

くれた︒朝八時頃に家を出て︑
増野さんの所を十一時頃に出発したそうだ︒

二時頃貨物に乗って二十三人程面会にこられた︒家のは︑祖母が来て

五時半に起床した︒朝は洗濯をした︒

七月二十九日︵日︶ 晴

が作ることになった︒今日工場で風呂へ入った︒昨日永尾先生と新井の
トシちゃんから手紙がきた︒

︵病いの床に伏すもの多し︶
七月二三日︵月︶ 晴
今朝は学徒報国隊の閲兵式があり︑津田高女の半分位いの人は気分が

て︑弟が拾ったそうだ︒四時半頃に祖母達が帰られた︒

八月三日︵金︶ 晴

悪くなった︒昨日面会に来てもらった人は気分が悪くなったが︑私一人
悪くならなかった︒午後は工場へ﹁きゅうり﹂や︑﹁なす﹂を取りに行って︑

今朝九時頃に寄宿舎を出発して医務部へ行った︒その後工場へ行った

ない︒帰りも後からゆっくりと帰った︒

が︑一日中寝ていた︒昼食は体の調子が悪くなってから︑全然食べてい

大前中尉と一緒にタクシーに乗って帰った︒私は初めてタクシーに乗っ
た︒きゅうりに塩をつけて食べた︒

七月二十四日︵火︶ 晴
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八月五日︵日︶ 晴
津田高女の半分が出勤で︑半分が休みだった︒私は寝ていた︒曽我部

なり︑恐しくて知らないお家へ飛びこんだ︒Ｂ が四機きて︑水野造船

を爆撃したそうだ︒私は歩くのがあまりにもきついので︑明石のあたり

で知らないお家へ︑荷物を預けて帰った︒陸軍の兵隊さんが︑津田の国

た︒家へ到着したのが午後二時半頃だった︒山崎の君ちゃん︑
柴田の京ちゃ

さん︑杉さん︑妹三人から手紙がきた︒

︵原爆そして敗戦︶

ん︑山西のが亡くなられたそうだ︒山西の菊ちゃんや小島の誠ちゃんは︑

民学校へ行かれるので一緒に帰った︒浅原の人と弘ちゃんは︑バスで帰っ

八月六日︵月︶ 晴

大やけどをされた︒

八月十二日︵日︶ 晴

今日も工場を休み医務部へ行き︑
二日間休業をもらった︒医務へいたら︑
急に大きな音がしてびっくりし恐しかった︒大竹の燃料廠が爆撃された

八月十三日︵月︶ 晴

八時頃に起床した︒今日警戒警報になった︒

八月八日︵水︶ 晴

八時半に起床した︒妹達は学校へ行っていた︒今日警戒警報になった︒

のだろうということだった︒煙がもくもくと沢山出ていた︒
今日は出勤した︒空襲がたびたびあり退避した︒事務所の疎開で︑海

八月十四日︵火︶ 晴

中西さん達が歩いて帰った︒

八月九日︵木︶ 晴

六時三十分に起床した︒午後Ｂ が百六十二機家の上の方を︑玖島方

土路の山の奥へ行った︒今日煎り粉と煎り豆を先生にあずけた︒
今日は工場の食事当番なので︑朝の間は何もしなかった︒今朝事務所に
いたら空襲になり︑退避していなかったら︑敵が弾を落しはじめた︒みん

面へ行った︒ずいぷん大きく見えて恐しかった︒音も大きかった︒岩国

六時三十分に起床した︒午後二時頃に岩国へ帰る予定だったが︑岩国

八月十五日︵水︶ 晴

市や大竹市が襲撃されたそうだ︒

ぐ退避した︒事務所の近くへ宣伝ビラを沢山落した︒一枚ほど拾った︒

八月十日︵金︶ 晴

だ︒今朝早く十五日に休暇をもらった人が︑帰ってきた︒九日にロシヤが

が焼けたので︑二︑
三日いることになった︒一年生が昨日動員で出たそう

その後正木のまとみさんと私の二人が︑牛野谷の方へ石けんと︑クリー

くそうだ︒十二時に天皇陛下が︑十分間ほどラジオで重大放送をされた︒

戦宣布告したそうだ︒今日大東亜戦争が終戦になり︑五カ国が会議を開

護に帰られた︒午後はずっと寝ていた︒

八月十一日︵土︶ 晴
八月十六日︵木︶ 晴

︵学徒報国隊解散︶

ので︑駅長さんが特別に︑七時半の汽車に乗せて下さった︒廿日市駅へ

今朝早く専攻科の人が歩いて帰校︒動員解除になったそうだ︒一年生

午前二時に起床し︑寄宿舎を出発した︒五時半に切符が買えなかった
着いたのが九時廿日市駅から友和村の家まで歩いて帰った︒途中空襲に
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29

な慌てゝ机の下にもぐりこんだ︒恐さのあまり机の下にいられないのです

29

ムを取りに行った︒帰りに空襲になり退避した︒阿部さんが弟さんの看

工場へ行ったと思ったらすぐに警戒警報になった︒Ｂ が一機通った︒
29

も動員解除になり母校へ帰ってきた︒

八月二十日︵月︶ 晴
六時三十分起床︒藤ちゃんのお父さんが︑岩国航空廠へ私達のことで

うて平穏に生きたい﹂と︑平和を願う心は洋の東西︑古今をとわずひと
しき心であろうと思う︒

いま︑過ぎし遠き日︑十五の春の学徒動員期間中の日記を読みかえし

六時十五分に起床した︒校長先生と中西さんが︑岩国航空廠へ交渉に

八月二十一日︵火︶ 晴

におもえる︒この世に︑この人類に︑きのうも︑きょうも︑そしてあし

の中になって欲しいという願いが︑そこ︑ここからにじみ出てくるよう

とから平和ということばすら使えないその時期に︑一日も早く平和の世

てみるとき︑暗い電燈のもとでかきとめたあの日︑あの時の︑鉛筆のあ

行かれた︒航空廠側はあまり︑好感をもたなかったそうだ︒帰省してい

たも︑平和であれと願うこと︑切なるものがあり︑ここに︑つたなき日

交渉に行かれた︒

た私達も解除になり︑第十一海軍航空廠岩国補給部に残っていた生徒だ

記をあらためて︑おおやけにした︒

︵廿日市市永原一二三五│六︶

けで︑解散式をして︑すでに帰省していた生徒の荷物をトラックにっん
で母校に帰ってきた︒

八月二十二日︵水︶ 晴
五時五十分に起床した︒午前中増野さんのお家へ行き︑午後津田の母
校へ荷物を受け取りに父と二人で行った︒
三︑おわりに
﹁学徒報国隊の歌﹂に﹁あゝ紅の血は燃ゆる﹂という一節があるが︑い
かに﹁血が燃えようと﹂
﹁生命燃えよう﹂と︑第二次世界大戦にとどめを
さされたのは︑広島市への原爆の投下であった︒
﹁燃える血﹂だけではど
うすることもできない科学戦争の結末をみることになった︒
こゝにしるした学徒動員日記をよみかえしてみると︑一時期の一日︑
一日をあますことなく純粋な心で
﹁故郷へ帰りたい﹂﹁家が恋しい﹂﹁父母が︑
兄弟姉妹が恋しい﹂
﹁腹いっぱいたべて︑腹が痛い﹂と泣いている︒たと
えいくさがきびしかろうと︑上官の叱陀があろうと︑人間の︑生きとし
生けるものゝ根元を︑そとからの力でかえることはそんなに簡単なもの
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ではないといまさらのように思うのである︒いずれにしても︑
﹁人はどん
なに富んでいようと︑貧しかろうと︑はらからが︑ともがらが︑よりそ

写真 上段右より、身分証明書、腕章・胸章。下は、止血棒。

に来ていた︒あのごま粒くらいに見えていた飛行機が︑大きな爆

をめざして逃げたけれども︑あっと言う間に︑多くの敵機が頭上

私達はみな必死になって︑ちりぢりぱらばらに走りながら防空壕

歩調のとり方等︑海軍軍人に準ずる基礎訓練をうけた︒毎朝五時︑横路

きた大勢の学徒や︑女子挺身隊の人達と合同で︑敬礼の仕方︑整列︑行進︑

寮し︑翌日から一週間︑弥生工員養成所に通い︑各学校より動員されて

御製の短歌朗詠をする︒
朝みどり澄みわたりたる大空の

ひろきを己が心ともがな

へ︑全員集合する︒国旗掲揚の後︑舎監の訓示があり︑続いて明治天皇

一日が始まる︒出勤は朝六時半︑冬の空はまだ薄暗い寄宿舎の入り口広場

リピリー︒総員起こしー﹂と中隊長の笛と号令で︑飛び起きることから

寄宿舎全棟に響き渡る太鼓の音を合図に︑各中隊︵各棟︶毎に﹁ピリピ

弘子

音をたてながら︑機銃掃射で私を追いかけてくる︒

中西

学徒動員による戦中体験記

一︑学徒動員出動まで
私の故郷は広島県西部に位置し山口県境の山村である︒
片田舎の小さな女学校で︑戦時教育を色濃く受け︑平和という言葉さ

声で挨拶をし︑歩調を取って出発する︒学徒及び挺身隊数百人の乙女が︑

二回続返して声高らかに合吟したあと﹁行ってまいります﹂と大きな

既に一年先輩のクラスは呉海軍工廠に動員学徒として出動しており︑

白い鉢巻をしめて﹁ドドッ︒ドドッ﹂と足音をひびかせ軍歌を歌いなが

え聞いたこともない戦時一色の時代であった︒
私達も後に続くことを夢みて︑ひたすら動員の命令の下る日を待ってい

この地でこの時間に︑間違いなく実在した私達の過去の姿であり︑私は

ら︑出勤する毎朝の風景であった︒今思えば︑この異様な光景は︑当時

昭和二〇年一月八日︑津田高等女

今鮮明に思い浮かべることができる︒そして︑あの足音が耳の底から重々

た︒
学校一年生に勤労学徒動員の命令が下

しく聞こえてくるのである︒

のであった︒

私ばかりではなく︑仲間のみんな︑家からの便りに泣きじゃくったも

く思い出す︒

流れる涙を拭いながら︑何度も何度も読み返したことを︑今でも切な

中で号泣したことが忘れられない︒

私は︑生まれて初めて母からもらった手紙を︑胸に抱きしめて布団の

日々淋しさが募るばかりであった︒

お国の為のご奉公と勇んで出て来た私達であったが︑寄宿舎の生活は

り︑呉市広町・十一海軍航空廠補給部
整備工場に配属されることになった︒
正月も明けたばかりの寒い朝︑トラッ
クの荷台に乗り呉市広町へと出発す
る︒現代の感覚では思い及ばぬ遠い道
のりであった︒

二︑寄宿舎に入寮して
呉市広町横路女子挺身隊寄宿舎に入
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今︑私の手元に︑学徒動
員出発の︑朝の風景を写し
た小さなスナップ写真が二
枚と︑作業服に白い鉢巻を
しめた私の写真が一枚︑
︵写
真参照︶更に当時私が多く
の方々から戴いた慰問と激
励の手紙︑そして︑母と私
が交わした手紙やハガキの数十通を保管している︒粗末な封筒︑便箋︑又︑
いろいろな紙の裏側に書き込まれた手紙などが︑古ぼけて変色し︑六十
年の歳月を物語っている︒それらは当時の﹃時代背景や︑戦争の悲しさ
を伝える資料﹄とも思い︑私は今大切に収めている︒

三︑工場における日々
私達が配属された補給部整備工場は︑飛行場の敷地内にあった︒
そこで︑これからの私達の仕事内容となる飛行機整備について勉強が
始まった︒安全線のくみ方・ボルトナットのしめ方・練習機の組立て・
発動機の分解・洗修・機体への取り付け・試運転など︑基礎から実務に
至るまでを︑毎日毎日習った︒
しかし︑十五才の少女に飛行機整備と言う高度な技術が︑短期間に身
につく筈もなく︑即戦力になったとも考えられない︒この様なことで戦
争に勝てるわけがないことは明らかなことであるにもかかわらず︑その
ことに気付く知恵も無く︑ただ一生懸命︑まじめに頑張っていた可愛ら
しい少女の私達であった︒

第１部 記念募集体験記

109

四︑艦載機︵グラマン︶の空襲

行場西側にある防空壕へ向かって︑死にものぐるいで走って逃げた︒そ

の途中︑すぐ目の前で爆弾が炸裂するのを見た︒

咄嵯に身を伏せ︑目と耳を押えたがその瞬間のすごさに身が震えたこ

とを思い出す︒それは︑絵本や写真で見たことのある絵図そのものであっ
た︒

﹁ドーン﹂と大きな音と共に三角形に火を噴きあげて﹁ドドー﹂と︑落

110

呉戦災 ―― あれから６０年

忘れもしない昭和二〇年三月一九日︑この日も朝早く︑横路寄宿舎から︑
勤務地補給部整備工場へ向かって︑何時ものように隊列を組み︑軍歌を
歌いながら︑元気よく行進していた︒
あともう少しの所︑あの桜並木の坂道へさしかかった時︑空襲警報の
サイレンが鳴った︒

ちてくる砂や石︑それはそれは︑恐ろしいものであった︒

この様な中を何度も這いつくぱりながら︑やっと防空壕に入ることが

その時︑工場の方へ向いて左側︑東の空を見ると︑ごま粒ぐらいの小
さな敵機らしき編隊が見えた︒私達はみな必死になって︑ちりぢりぱら

出来たことを思い出す︒更に︑空襲の恐ろしさで︑どうしても私の脳裏

空襲が解除になって防空壕より出て来た時︑格納庫が真っ赤な炎に包

から消えない場面がある︒

ばらに走りながら防空壕をめざして逃げたけれども︑気がついたら︑あっ
と言う間に︑多くの敵機が頭上に来ていた︒あのごま粒くらいに見えて
いた飛行機が︑数分数秒の間に︑数百倍の大きさに変身し︑大きな爆音

日だったのか︑五月五日のことだったのか︑日付けについては思い出せ

まれて黒い煙が立ち昇り︑メラメラと燃えていたこと︑それが三月一九

私は逃げ惑いながら︑少しでも低い所︑陰に隠れるところを探して︑

ないまま︑とにかく︑深い悲しみが心に深く染み込んでいて︑今なお︑あ

をたてながら︑機銃掃射で私を追いかけてくる︒
格納庫の狭い側溝へ身を潜めたりし

の時の悲しい気持ちがよみがえってくる︒

な穴は五〇キロ爆弾のあとで︑小さいのは二五キロ爆弾だと聞いた︒

爆撃を受けたあとの飛行場には︑大きな穴が数か所出来ていた︒大き

ながら︑何とか航空隊の防空壕へ逃
げ込むことが出来た︒壕の中には既
に避難している兵隊さんや動員学徒

舎より弁当持参の措置がとられた︒

空襲の翌日︑工場では給食が出来なくなった為︑当分の間︑横路寄宿
さまじい音と地響きで壕の中は揺れ

分自身でむすびを作り︑昼めしとして持って出るのであった︒一食分で

の人達も数人いたと思う︒爆撃のす
動く︒みんな
﹁ああー﹂
とか う
r うー﹂
とかうめき声をあげながら︑必死で

二個のむすびが出来たけれども︑何しろ食べ盛りの十五才︑いつも食事

豆をかじって我慢したことなど︑辛い辛い思い出の一つである︒

ちに腹の中へ消えてしまい︑工場での昼食は︑親から送ってもらった妙り

ると︑ついつい我慢が出来ず﹁一個だけ﹂と言いつつ︑むすびは朝のう

の量が足りず満腹感を味わったことのない私は︑朝二食分の配分を受け

寄宿舎で朝食の時︑二食分のごはんが配分される︒その一食分を︑自
恐ろしさに堪えた︒
五︑Ｂ の大空襲
納庫の中で作業中に空襲となり︑飛

昭和二○年五月五日︑この日︑格
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六︑寄宿舎における空襲警報
寄宿舎では︑夜中に警報が発令されると素早く起きて着替えをし︑裏
山の横穴防空壕へ避難する指導をうけていた︒
解除になればまた︑宿舎に帰り着替えをして寝る︒
夜毎の空襲には︑悩まされ︑後には作業服のままで寝床に入る生活を
していた︒
この横穴防空壕はトンネルの様に大きくて奥も深く︑幾台もの旋盤機
が据えつけてあった︒
そこでは︑他の女学校の学徒や女子挺身隊のお姉さん達が︑凛凛しい
鉢巻姿で働いておられた︒足下には︑
細い金屑がうず巻になって散らばり︑
大きな音をたてて︑何台もの機械がフル回転で作動していた︒
金屑と機械の異様なにおいが︑横穴工場内に漲り︑こんな所で真夜中
も働いておられる人達は︑本当にお国の為に頑張っておられるのだなと︑
心から思い︑間違った戦争であることなど知る由もなく︑当時の私は︑
素直に感動していた︒

七︑戦争の終わり
寄宿舎から工場へと毎日の生活を繰り返す中で︑定められた規則を精
一杯に守りながら︑
﹁家が恋しい︑帰りたい︑腹がへった﹂と心の中で叫
びつつ︑故郷からの便りや小包︑面 会を待ち侘びる日々であった︒
そうした中︑五月末私たちに岩国十一空廠へ配置替えが決まり︑様々
な思いを残して︑広を去る事になった︒
その際︑三日間の休暇が許されて後︑岩国飛行場へと勤務先が変わった︒
そこでも又︑度々の空襲経験を経て︑昭和二〇年八月一五日終戦の日を
迎えたのであった︒

八︑あとがき

この度︑機会をいただき︑この手記をまとめることになり︑薄れかけ

た記憶をたどりながら︑私の戦争体験を書き連ねてみました︒

先日︑朝倉様のご配慮で︑旧飛行場跡地や︑横路寄宿舎跡地へ案内し
ていただきました︒

六〇年ぶりに訪れた広町は︑あまりにも変わっていて︑タイムスリッ

プは不可能でしたが︑旧飛行場周辺の風景︑そして日々通い続けた横路

から工場までの道など︑舗装され︑拡張されながらも︑元のところを通っ

ていて︑河︑土手︑橋等からも当時を偲ぶことが出来ました︒

あらためて戦争の悲しさ︑平和の尊さ︑そして生命の大切さを︑しみ

︵廿日市市津田二〇八〇│一︶

じみ味わうことが出来ましたことを感謝申し上げます︒

わが裡に今なおひびくくつ音は

橋をわたりて河土手をゆく
爆撃に赤赤燃えたる格納庫

よみがえりくる幾星霜を

グラマンの機銃掃射に逃げ惑いし

少女の頭に今霜をおく
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九三式中間練習機は︑海軍で最も多く使用された複葉の練習機
で︑日中戦争から太平洋戦争の全期間にかけて練習機の主力の

キヨ子

座にあり︑戦争末期には特攻機としても使われた︒

九三式中練試飛行図
藤井

三月とはいえ︑海からの風が冷たく︑十五歳の少女には吹き飛ばされ
そうなきつい中での作業でした︒
九三中錬︵俗称は赤トンボ︶といって︑特攻兵士の練習用機と聞いた
様に思います︒機体︑翼等それぞれ梱包から出して組立て︑エンジン︑
プロペラ搭載︑試運転︒
最後の試飛行成功の時︑指導員の塚本少尉に︑
褒めてもらってうれしかった事忘れられません︒
厳しく優しかった塚本少尉︑清水少尉の顔が浮
かんできます︒
︵廿日市市津田二九〇一│一︶
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七月一日夜︑呉が空襲を受け︑呉じゅうが焼け︑防空壕に逃げた人も
大勢防空壕の中で亡くなった︒今まで︑警報が出ても空を見上げてい
た人もサイレンの音だけですぐ︑逃げるようになった︒

雅彦

恵美子

広第十一空廠についての体験談
杉野
紹介＝杉野

私が挺身隊に行っていた頃の話ですが︑もう六十年も前の事ではっき
り覚えているとは言えません︒
私は︑第二工場︑普通には︑ニ○︵ふたまる︶工場と云っていました︒
その事務所で工員の出面といって︑出勤簿を付けたり︑空襲の時には︑
書類を入れた箱を背負って︑防空壕に逃げると云った事です︒
ゼロ︵ 零 ︶戦を作っていたのは︑一○工場だと思います︒広十一空廠
の中だとは思います︒
二式︑九七大艇などは︑修理していたのだと思います︒海に向かって︑
滑り台と云って︑海岸線が有りました︒終戦の年には︑空高く︑いつも
となく︑Ｂ が飛んでいました︒でも︑来ても︑あまり爆弾を落とさない

していましたが︑やられてしまいました︒

五月五日の空襲の時は︑ものすごい数の飛行機でやられて︑跡形も無

い有様となりました︒広の黄幡山に高射砲が有って︑
迎え撃ったのですが︑

飛行機に当る様子は有りませんでした︒広全体が空襲に会い︑長浜に行

く道路にも爆弾の為に池の様な大きな穴があき︑呉に通っていた電車も

不通となって︑広交差点など食料庫も焼けくすぶっている中を歩いて阿

賀の郷︵宝徳寺の近く︶まで帰りました︒

七月一日夜には︑呉が空襲を受けて︑空は真っ赤に焼けて︑呉じゅう

が焼けました︒防空壕に逃げた人も大勢防空壕の中で亡くなりました︒

︵防空壕の中へ熱風・熱煙が入り︑ブロイラーの様に蒸し焼きになって窒

息死した︒
︶今まで︑警報が出ても空を見上げていた人もサイレンの音だ

けですぐ︑逃げるようになりました︒

八月六日︑原爆の日は工廠から︑にょきにょきと︑大きな雲が見えて︑

海田の方の油貯蔵庫がやられたなどと言っていました︒その頃には︑私

のいた工場や事務所からも︑岩国に出張していました︒阿賀の延崎と云

う所がありますが︑そこに︑九七大艇が繋がれていたのは︑よく聞きま
した︒

した︒虹村の呉航空隊には︑まともな飛行機が無くて︑例え︑飛行機は有っ

ので︑空襲警報が鳴っても︑みんな避難せずに︑空を眺めたりしていま

るのに松の根を掘りに行っていて︑終戦と聞いて︑へたへたとそこに座

今でも忘れません︒油が無いと言って︑黒瀬の曾祖母さんは松根油を取

人たちが︑とんちんかんちんと鍋を作り出したのを見て︑涙が出たのを

八月一五日︑終戦の日を迎えて︑私達の二○工場で部品を作っていた

ても︑練習機の﹁赤とんぼ﹂だけでした︒それで︑搭乗員は︑いつも工

り込んで泣いたという話も聞きました︒

︵旧姓・原田／広島市安佐南区相田七丁目四二│六︶

なくてごめんなさい︒

以上が︑覚えている事ですが︑六十年も経っているので︑よく覚えて

場の方に来ていました︒
三月一九日頃でしたか︑グラマンが沢山やって来て︑機銃掃射をやり︑
人が大勢︑パイロット達もやられて亡くなりました︒工場も焼けました︒
それからは︑すぐに逃げるようになりました︒広の工場で修理が間に合
わないと云って︑詫間に大勢の工員が出張していました︒松山にも出張
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間から入ってくる熱風︒十四︑
五歳の少女の﹁お母ちゃん︑
お母ちゃん︑

耳をつんざくほどの爆弾の音︒爆風に飛ばされそうになる壕の扉︒隙

有様を云うのであろう︒どのくらい時間が過ぎたか︑ずいぶん長い時間

ん︑助けて﹂恐怖の中の悲痛な叫びが聞こえる︒阿鼻喚叫とはこの様な

水漬く屍﹂を合唱し︑勝利を祈ったものでした︒その時聴いた話による

次の日︑
爆撃され︑
なすすべもない職場に出勤し︑
無念の涙で︑﹁海行かば︑

態でした︒長浜行きの電車も空廠前で黒焦げの儘でした︒

いらか並んだ飛行機部も︑発動機部も︑殆んど全てというほどの壊滅状

ようやく壕を出ると先刻まで働いていた職場は⁝鉄筋建築の総務部も︑

でした︒

英子

助けて﹂という悲痛な叫びが聞こえた︒

学徒動員中の呉大空襲
栗村
昭和一九年六月二八日︒私たち松永高等女学校四年生は︑
学徒動員され︑

浜田高女の人たちが思い浮かびます︒太鼓の合図で起床し︑初崎神社前

て十四中隊ある寄宿舎には︑比治山高女︑三次高女︑河内高女︑島根県

阿賀国民学校へ移動し︑講堂内での部品検査の続行︑厳しかった検査は

壕まで辿り着けなかったらしい︑
悲しい記憶です︒職場をなくした私達は︑

場の篠原さんが亡くなられたとか︒きつい近視の方で︑
爆風に飛ばされて︑

と︑五月六日の入隊を目前にして︑故郷へ帰ることになっていた同じ職

の寮から西大川を渡り︑広警察の前を通り︑交差点に出て︑十一空廠まで︑

殆んど良品となりました︒

第十一海軍航空廠︑呉市広町横路での生活が始まりました︒木造二階建

防空頭巾︑鞄を肩に軍歌高らかに隊伍堂々と往復したものでした︒そして
二〇年頃になると︑何となく慌ただしさを感じるようになり︑上空を

火の海︒日頃練習していたバケツリレーの消火では手の施しようもなく︑

穴式防空壕に避難しました︒解除と共に出ると︑木造建ての寄宿舎全て︑

そして七月一日夜︑今度は︑呉地区焼夷弾での大空襲︒寄宿舎裏の横

飛ぶ偵察機に届かない高射砲に悔しい思いをしたものです︒そしてほど

焼夷弾の威力を見せつけられた思いでした︒こうしてグラマンの攻撃以

飛行機部品検査係として主に購買部品の検査に励んでおりました︒

なく︑二〇年三月十九日︒艦載機グラマンの来襲︒機銃掃射︑小型爆弾

来︑職場も住むところも無くなった私達は第十一海軍航空廠岩国工場へ
と移動しました︒

での容赦なき攻撃で︑戦争の怖さの初めての体験でした︒
が︑それにも増して︑五月五日の大空襲のことは︑六十年経た今日ま

六十年が経過した呉︒戦後の復興は目覚ましく︑要塞地として目隠しさ

最近︑広島方面からの帰路︑回り道をして︑呉線を通ることがあります︒

黄幡随道入り口のバラック建て同然の職場で︑何時ものように仕事を

れていた沿線の景色はまぶしい位の平和の光が満ちあふれているような

でも目のあたりに思い出されます︒
していると︑突然の警報のサイレンの音で︑すぐさま退避しました︒学

気がします︒

︵福山市松永町二│二三│一〇︶

何時までも何時までも平和という日が続きますように︒

徒挺身隊︑工員の順に⁝⁝︒まもなく︑ドーン⁝⁝ドーン⁝⁝と︑耳を
つんざくほどの爆弾の音︒ 頑丈な防空壕も潰れてしまうほどの轟音︒爆
風に飛ばされそうになる壕の扉︒隙間から入ってくる熱風︒機械と機械
の間に退避している年少工︵十四︑
五歳︶の女の子の﹁お母ちゃん︑
お母ちゃ
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この度は︑とてもそういう状況ではなかった︒目前は火の海で︑

三月一九日の空襲の時には︑壕から出て︑一応職場に帰ったが︑

置かず︑退避命令が発令されて︑私達は防空壕に逃げたのです︒防空壕は︑

が真っ黒になるぐらいの編隊で︑旋回しているではありませんか︒間を

私達の入っている横穴防空壕の山の上は︑高射砲台になっているので

りの全然ない壕の地べたにペッタリと伏せて息をのんでいたのです︒

でもいいから休もうかとも思いましたが︑やっと壕にたどり着き︑明か

ているのですから︒走って走って︑息も切れんばかりでした︒途中死ん

地から道路の向こうまでの距離は長いものです︒ましてや敵機が上に舞っ

です︒現在も穴口をふさいで︑そのままあると思います︒広い工場の敷

道路︵広交差点から長浜に通じる道︶を隔てた小高い山に掘られた横穴

都喜子

そのまま家に帰りなさい︑という命令だった︒

学徒動員と二度の空襲
福岡
昭和一九年︵一九四四年︶学徒動員令によって︑私達女学生も︑兵器
増産のため軍需工場に学年ぐるみで︑動員されました︒当時︑呉市広町

ように揺れるのです︒敵機が落とす爆弾と高射砲の炸裂する音で︑命の

す︒そこから敵機に向かって弾を打ち上げる度に︑振動で土地ごと舟の

六月五日より一週間の軍事教練を受けて十二日︑各職場に割り当てら

縮むような時間を過ごしました︒昼頃でしょうか︑退避命令が解除になっ

の広海軍工廠に配属されたのです︒
れ︑黒い作業服を渡され︑それ以後は制服にお別れを告げたのです︒左

て壕から外に出ました︒その光景は筆舌に尽くしがたい惨状でした︒

それでもこの被害は後のＢ の爆撃に比べれば︑ほんの小さなものだっ

腕には菱形の布に︑
﹁学校報国隊﹂と﹁学校名﹂を書き入れ︑胸に氏名の
名札を付けて︑頭に白鉢巻き︑一目で動員学徒と分かるようになってお
りました︒
今こそ︑筆をハンマーに替えて⁝⁝︑と勇ましい文句に押されて︑苦

たのです︒当時広工廠では︑戦艦を作っておりましたが︑アメリカでは軍

艦の戦争より︑航空機の戦争の方が有利なのに気づき︑いち早く日本の

忘れてはいけません﹂と︑ともすれば環境が変わって︑投げやりになり

先生は毎日職場を見廻りに来られ︑
﹁貴方達は学徒です︒学生の誇りを

空廠と︑私達の勤務していた広工廠と合併し︑全部を第十一海軍航空廠

造に切り替えようと︑当時︑広工廠の南部に新しくできた第十一海軍航

遅ればせに気付いた日本は︑軍艦の製造をやめて︑急遽︑航空機の製

攻撃は飛行機に切り替えていたのです︒

勝な私達を叱咤激励されて︑その言葉に気を入れかえて頑張ったもので

としたものです︒以後︑私達の作っていたスクリューや軍艦の部品は︑

サイパン島が玉砕して︑米軍の航空基地になり︑直接日本へ爆撃機Ｂ

アルミ類の部品に変わって行きました︒

機が来るようになり︑警戒警報︑空襲警報︑退避命令と生産もままなら

が︑往来できる様になってからは︑空襲の規模は︑艦載機とは比べも

昭和二〇年になり︑戦争が不利になりだした頃から︑日に何回も︑敵

す︒

しい現場作業にも必死で耐えて行ったのです︒

29

ぬ毎日で︑工員も学徒もへとへとになって行きました︒
忘れもしません︒昭和二〇年三月一九日朝︑七時︑外で朝礼をしてい
る時︑突然高射砲の音がして︑上を見るとカラスの群れのような艦載機

のにならない程大きくなり︑被害も日本全土に広がりました︒

第十一空廠もＢ の標的になり︑五月五日︑一〇時半ごろと記憶して
29
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29

それはそれは大地を揺るがす様な爆撃が始まったのです︒Ｂ から落と

おります︒空襲警報から退避命令になり︑
例の横穴防空壕に避難した直後︑

内容については︑はっきり致しません︒しかし小さい声で︑どうも日本

きた人の顔は誰も浮かない表情で︑良い話ではないことは分りましたが︑

女子学徒の中には︑
﹁お母さん︑お母さん﹂と泣き叫ぶ人もありました︒

何時砕だかれるか︑何時吹っ飛ぶのか︑今考えても身震いがしてきます︒

す爆弾は︑一トン爆弾だと聞いておりました︒壕になっているこの山が︑

の襲来が一度もないのは︑何か不思議で︑気味悪い感じはしておりました︒

出すことは出来ない︑当時の軍の方針でしたから⁝︒ただ︑朝から敵機

は戦に負けたようだと囁きが伝わり始めました︒そういう話は絶対口に

後から後から︑時限爆弾が破裂するので︑壕の外へ出ることは出来ません︒

思いました︒受け持ちの先生も来て︑何とも言えない当惑な色を顔に出

グレンの音も全然耳に入ってきません︒やはり戦争は負けたのかと私は

明一六日は普通に出勤しましたが︑工場はシーンとして作業の音も︑

二時過ぎに退避が解除になり︑外へ出ると入り口には負傷した人が寝か

して居られました︒しばらくして︑学徒は焼け跡の広場へ集合する様に

実際の爆撃時間は︑一時間位だったと思いますが︑敵機が去っても︑

されており︑私は視線をそらして︑負傷者を避けて通りました︒

はそのまま家に帰りなさい︑という命令でした︒広駅には出ましたが︑

この度は︑とてもそういう状況ではありません︒目前は火の海で︑私達

活の人が大半でした︒
︶それからまた何かあったら召集をかけますので︑

ださい︒あれ程会いたかった両親のもとに帰ってください︒
︵当時︑寮生

徒の皆さん︑本当に長い間︑ご苦労さまでした︒学校に︑家に帰ってく

通達があり︑学徒全員を集めて︑廠長︵当時の海軍中将︶が壇上から︑
﹁学

もちろん汽車は運行しておらず︑私は川尻町の家まで歩いて帰りました︒

すぐに馳せ参じて下さい﹂と︑敬礼され︑私達の学徒動員は終止符を打っ

三月一九日の空襲の時には︑壕から出て︑一応職場に帰ったのですが︑

峠越しは遠いので︑鉄道線路を伝って︑
︑最短距離で我が家までたどり着

たのです︒

この体験はほんの短期間で︑一部の学生のみが経験したことで︑まし

名目で︑八月一五日まで来たのです︒

三月の卒業式も︑正式にはなく︑四月からは︑そのまま専攻科生との

きました︒後から聞かされたのですが︑相当の被害で︑多くの工員さんや
軍人さんが︑亡くなられたそうです︒その当時は︑被害の状況は全て秘
密で︑絶対公表してはいけなかったのです︒
﹁我が方の損害は︑きわめて軽微なり﹂と言うラジオ放送で片付けられ

す︒私の記憶にある終戦前の約一年間の思い出をたどりながら︑したた

てや動員中に空襲を経験した学生も︑またその一部ではないかと思いま

あくる日は異例の休日になり︑一日おいて︑五月七日に出勤しました︒

めてみました︒子供や孫達には︑こんな経験はさせたくない︒絶対させ

てしまったのです︒
さすが復興作業は目を見張るものがありました︒でもバラック建てで︑

てはいけないと︑今更気を引き締めて︑語り伝えていかなくてはならな

︵呉市川尻町久俊一│六│一一︶

いと思いつつ︑結ばしせて頂きます︒

壁面も簡単にトタンを打ちつけたものでしたが︑どうにか仕事は続ける
ことが出来ました︒
こうして八月を迎えたのです︒八月一四日の午後︑明日は大事な放送
があるので聞くようにとの報道が流れた流れ︑いよいよ一五日の正午︑
役付以上の人が広場で︑ラジオ放送を聞くため集められました︒帰って
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寮生活を襲った︑蚤の大群と南京虫︒粗末な食事︑地味な作業服︒
私達女学生は︑学徒動員令の下︑何の疑心も抱かず︑困苦に耐えた︒

木原

芳枝

竹原高等女学校学徒動員について

動員数 百三名
狩留賀寮へ入寮 昭和一九年六月一二日
配属場所 呉工廠製鋼部鋳造工場︑木型工場
一︑寮生活の不安と期待を襲ったのは︑蚤の大群と南京虫だった︒
一︑
一カ月後両城の寮へ︒
錨マークの鉢巻きを締め︑工廠への行き帰りに︑学徒動員の歌︑軍歌
を歌う︒
帰途の坂道は暑く︑足がだるかった︒
一︑
八月二〇日︑宮原寮へ︒
粗末な食事︑地味な作業服にて﹁欲しがりません︑勝つまでは﹂の合
言葉に頑張った︒
一︑昭和二〇年七月一日︑Ｂ により︑宮原寮炎上消失︒
日頃の一致団結と︑機敏さにより︑一人の死者もなかったことがあり
がたい︒
再度︑狩留賀寮へ八月一五日終戦解散︒学徒として一年有余生死を共
に乗り越えた絆は深く︑バラの青春ではなかったが︑心の通じ合うたくさ
んの学友に恵まれたことに︑感謝しながら心豊かに余生を過ごしている︒
︵竹原市東野町一〇八︶
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29

女子動員学徒記念碑建立 女子動員学徒記念碑
一︑昭和一六年︑女学校入学の年に︑太平洋戦争勃発
一︑
一九年六月︑学徒動員令の下︑呉工廠へ慣れない作業空襲など︑
生死を超えて一年有余過ごした︒
一︑平成七年五月︑狩留賀に寄宿した島根︑広島両県十二校二百名が︑
学徒動員五〇周年大会を警固屋公民館にて開催︒
この大会を機に︑寄宿舎跡に記念碑をと言う事になり︑小笠原市長配
慮のもと︑五カ月後に︑記念碑建立が可能となり︑題字も市長により︑
ご揮毫を戴き︑現在の吉浦中学校校庭寄宿舎跡に四千人の元女子学徒の
熱い平和への祈りを込めた碑が︑静かに時勢を見守っています︒

﹁碑文﹂
この地は︑昭和一九年六月から︑同二〇年八月︑終戦まで︑広島︑
島根︑愛媛三県の女学生︵現在の中学二年︑高校一年︶約四千名が︑
学業半ばにして︑呉海軍工廠に動員された際の寄宿舎跡である︒

短

歌
﹁動員学徒碑によせて﹂

五十年の歳月流れて古希近き 我ら発起せり学徒碑建立を

﹁ああ紅の血は燃ゆる﹂

隊列を組み︑意気揚々工廠への道高らかに唱いし

学び舎を離れて軍需工場へ 狂気の国策に操られし思春期

私達女学生は︑学徒動員令の下︑何の疑心も抱かず︑困苦に耐え︑
真摯な努力を傾けた︒この事は︑教育に及ぼす影響が大きなること

兵器増産に︑死線徨いたる日もありき 学徒碑建立す五十年経しいま

錨マークの鉢巻凛々しき亡き友の 面影偲び仰ぐ学徒碑

半世紀経て女子動員学徒寄宿舎跡 確かなる証の自然石なる碑

今此処に成りし学徒碑の綱引きぬ 三百余名の熱き瞳を背に

を痛感させる︒
よって︑平和教育の一助となることを願いここに記念碑を建立す
る︒
平成七年一二月

師走半ば寒空の下胸熱く 途切れつつ唱う学徒の歌を
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夜中に飛び起きて枕元に置いた靴を履き︑部屋だの窓から飛び

四国沖に来た空母からの艦載機の空襲に夜毎空襲警報が鳴り︑

ても一里の道程を私達は乗せて頂いた︒でも終戦まで甘えさせて頂くわ

な汽車があり︑女子学徒もその内乗せて頂くようになった︒速度は遅く

海軍工廠の本部の少し先の鋳造工場や︑検査場等へ通った︒廠内に小さ

の校庭の東に移った︒この頃になるとたまの日曜日には付添いの︑有田先

入寮一カ月すると︑両城の女子寮へ移る事になり︑高台の両城中学校

けには行かなかった︒又その内徒歩になった︒

出し防空頭巾をかばんに下げ壕へと走りこんだ︒

県立竹原高等女学校勤労動員
眞佐子

ととめ行きて／泪さしぐみ帰り来ぬ／山の彼方の空遠く／幸い住むと人

田中
私達女生徒に学徒勤労動員令が下ってもう六十一年がやってくる︒

の云う﹂とカールブッセの詩の歌を唄ったりした︒中山先生は竹原高女

生の音楽の授業で﹁山の彼方の空遠く／幸い住むと人の云う／ああ我人
昭和一九年女学校の四年生は動員学徒として呉の海軍工廠製鋼部の鋳
先ず︑呉市在中の人以外は寮に入る事になり︑私達は昭和一九年六月

を持った手がゆるみ︑本から手が開きとじの背表紙が机に倒れ﹁コツン﹂

生のお話しが遠くなったり近くなったり︑目はカッと開いているのに本

学校からはるばる私達の為に授業に来られて国語の授業が始まった︒先

一二日︑母校に昇り︑壮行式の後︑呉線竹原駅から先生方・町の有志の方・

と音を立てる︒それがあちこちで聞こえる様になると︑中山先生は﹁可

造工場へ配属された︒

父兄・下級生に見送られ吉浦の駅に降り立った︒有田先生︑半田先生に

愛そうだからやめましょう﹂と言われ︑それで国語の授業は終わった︒

職場から帰ると夕食後︑希望者は笛等の音楽の練習があった︒竹原高女

引率され狩留賀へと趣いた︒
狩留賀寮での初めての寮生活︒不安と期待と生産戦士になってこれか

校庭で盆踊りがある事もあった︵八月一五日︶
︒狩留賀寮より明るい感

からも四︐五人加わったけれど︑笛はスーというだけで音も出なかった

げ︑大騒ぎし︑蚕が居なくなるとやっと畳の上に座ることが出来た︒次

じだったが寮は高台なので︑そこまで辿り着くまで随分曲がりの多い坂

ら微力でもお国の為に頑張ろうと気迫に満ちた私達を襲ったのは︑寮の

は南京虫の襲撃︒点呼を終え︑やっと眠りに入った私達は︑悩まされる

道が続いた︒常には唄い乍らの行進も途切れ途切れだった︒大分仕事にな

ので︑二人くらいしか続けられなかった︒

事となった︒夜半に目が覚めた人がパッと電気をつけ︑皆が針を持って

れた頃︑今度は夜勤が始まるから︑工廠の中の工場に近い所へと又移る

部屋に一歩入ると両足にもぶれ着いた蚕の大軍だった︒モンペを捲り上

畳の合せ目や︑板壁の継ぎ目に潜む南京虫退治をして再び眠りについた︒

八月二〇日に宮原通り十三丁目の宮原女子寮へ移った︒眼下に工廠の

事となった︒

て毎日が過ぎてゆき︑その後作業部署の配属があり︑各班に分かれると

工場が建ち並び︑金属のカンカンという音︑真白い蒸気を吹き出すシュッ

入寮式︑入廠式︑身体検査︑知能検査︑体力テスト︑作業能力検査等があっ
勉強会等が何日も続いて︑先輩達の間に配られ︑仕事をさせて頂くよう

船の行き交う音︑遥か向こうの海沿いの山々の重なりに夕陽を見︑今日

シュッという音︑色んな音が上がって来る︒その向こうに呉湾が広がり︑

になった︒入廠初めの通勤は︑吉浦 呉
―間は汽車で︑あとは全部徒歩で
職場まで通った︒呉駅から眼鏡橋をくぐりそこからは南へ呉港に沿って
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一日の疲れが吹き飛び︑呉から竹原まで各自の故郷の風景を想い︑郷愁
の思いに浸った︒
三度目の寮に入ると︑いよいよ夜勤が始まった︒女子は一日を三つに

そのころ親達は︑大豆の炒り豆をせっせと運んできた︒それは異郷の

子の空腹を満たす為の幸せの豆だった︒どういう選別だったか私は︑昼

専のグループになった︒体の弱い人は昼専ということだった事しか覚え

堤に腰をおろし︑今日一日を思い遠い戦地に思いを馳せ故里を思った︒

冷たく頬をさし︑夕食前に寮に帰ってくる︒暗くなるまで︑海の方の土

もあり︑バッ缶の数も御飯︵大豆又はドングリのかす入り︶と︑おつゆ

事の当番は暗い夜道を朝食のバッ缶を取りに行った︒重さは重く︑道程

女子学徒は深夜業はなく︑一日を三分し︑早出の起床は朝またぎ︑食

ていないが︑宮原寮に行ってから程無く早出︑夜勤が始まった︒

最初の狩留賀女子寮ではこういう共同生活をした事のない私達は些細な

︵芋蔓の葉入り︶も一部屋に何個だか何人で取りに行ったのか朝のあわた

分け︑一と二との作業をする︒早出の日は夜景を頂いて暗い早朝の風が

事にも驚いた︒親しい友が﹁来て見て︑Ｎさんの食器洗いの早い事﹂と

だしさと︑重くつらい思い出だけが残って思い出せない︒食後すぐ工廠

へ出動︒大空寮の寮官室の東に集合︒各学校の生徒・挺身隊が続々と隊

いう︒友人と二人で目を瞠り︑愕然とした︒私達はろくに家事を手伝っ
ていなく︑
﹁今度からはＮさんのようにしようね﹂とこれからの寮生活に

伍を組み出発した︒赤松原林の守衛所の前で守衛さんに敬礼し山の中腹

から下へ降りていった︒一時山の尾根がカーブになった所を通り︑明け

緊張した︒
二度目の両城女子寮では︑工廠で身体検査があり︵その内夜勤が始ま

度は左手に松や広葉樹の切り開いたばかりのマサ土の山道を下り右手の

方の大きな空を眺めたら夜明け前の星の輝きに九月の気配を感じたら今

三度目の宮原女子寮は入った時は二十七畳に二十人余位が一部屋で急

講堂の真横に下りて行く︒そこからは舗装した坂道で眼下には工廠の様々

るためかしら︶
︑何人かの人達が動員解除になり女学校へ帰された︒
増の二階建てで︑中央に一本大きな廊下があり︑左右に二十七畳の部屋

その頃はまだ︑毎日工場の現場の入口へ入る所のスピーカーは大戦果

な建物が沢山見える所であった︒

に三室に分けられていた︒夜勤が始まり︑甲班と乙班と昼専の三組に分

を報じ︑私達の意気を鼓舞していた︒この坂道も尾根の下につれられ東

が十か十以上並んでいた︒私達の学校ではざっと百余名いたが二十七帖
けられた︒大空寮は長いバラック︑朝日寮は元技術員養成所の教室に真

十月十一日になると夜も明け難くなり︑朝は冷え冷えとしてきた︒そ

には手摺があり︑軍歌を歌いながら毎日通う道であった︒

枚︑その下は下駄箱の為の空間があり︑三十七畳で押入れと床の間があり︑

してだんだん夜明けが遅くなり︑尾根のカーブを下る頃は︑満天の星を

ん中に座敷︑左右に二段ベットがあった︒部屋は入口に横引きドアが四
座机と足の高い机がいくつかあった︒押入れに荷物と床の間に敷き布団

眺め夜明け前の風は冷たく頬を震わせるようになり︑講堂の横の坂道は

宮原寮に行って暫くして引率の有田先生が学校に帰られ︑交替に眞田

はそのまま︑掛け布団は縦二つ折りにして皆のを全部重ね上げた︒宮原
の綿が竿に干してあり︑綿は夜露をとるとふっくらと何日か干していた︒

先生が来られた︒戦局も厳しくなり︑下級生たちも半分は大久野島で風船

松 を開いたら足元に舞う落ち葉を踏みしめるようになった︒

セーターは解いて編み直し︑まるで家の日常生活が寮に引越ししてきた

爆弾の風船張り︑半分は仁方辺りの工場へ学徒勤労動員で出向いていっ

女子寮は季節が変わり春になると︑布団の側布を解き︑大きな敷き布団

ようであった︒
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「狩留賀寮」

たようである︒全校生徒が動員されるようになって︑半田先生や眞田先

生の交代の先生はなかなか呉には来られない日々が続いたと思う︒先生

と引率の先生方は本当に大変で︑ご心配を掛けたと思う︒学徒は︑下痢

が日常茶飯事で共済病院に入院したり︑生理不順で医務部の注射に行っ

たり︑肺浸潤で寮の医務室へ入室したり︒

また︑金属のとろとろに溶解したのをるつぼへ入れ工員さんが運ばれ

る時︑るつぼが割れ︑学徒の仕事をしている後ろで︑それが流れ出し火

の海となり︑数人の人が飛び散る金属の火の玉で大火傷をしたり︒電動

車に足を引かれたり︑木型でのノミでの怪我で二本の指の骨までとどき︑

工廠の医務部へ私も付き添っていったり︒先生方も大変御心配だったと

思う︒あの頃の事を思うと感謝に耐えない︒

それまでも度々空襲警報は鳴り響いたが︑昭和二〇年になると頻繁に

なってきた︒その頃は中山先生と眞田先生が引率の先生だった︒

中山先生は甲班の先生で︑昼専も夜勤の組に入れて頂き︑寮に帰って

早出の時は︑夕食後寮の前の土堤に友人と座って夕焼けの茜の空を眺め︑

きらきら輝く海や蒸気でかすむ交渉を眺めていた︒工場にも出征される

方が次々にゆかれ︑私達女子寮の谷を隔てた東南の男子寮から壮行式の

風景が遠く眺められた︒風を渡る歌声もはっきり聞き取れる︒

﹁足音も高らかに 高らかにいざ行かん 初陣の空は晴れたり 緑なす母

校の森よ なつかしの師よ友 さらばさらば競えこぞれ ああ栄えある学
徒ああ学徒﹂

学業半ばに勤労動員され︑今又兵役に︒私達は無言で感慨無量︑彼の

君の御無事を願った︒暮れなずむ谷間をふるわせて渡ってきた低い歌声

は何時までも何時までも心に残り惜別の思いを深くした︒夜の点呼が終

わると︑床に着くまでの二十七畳での三三五五お喋りが始まる︒毎日︑

中山先生が部屋を訪ねられ︑皆に一言何かを話して帰られる︒女の小学
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何となくお寂しそうで侘びしく見えた︒

生の子供さんが二人居られ︑物静かな奥様を残して呉の工廠での生活は

決まって色々な手続きをして頂き︑動員解除の日までの間︑あの呉市街

して頂いた︒何人もの人が一々お世話になった︒そして私の場合解除が

先生がハーモニカを吹いてくださるとは驚きであった︒一曲済み︑次は

下さった︒よく知っている曲で︑私達は一生懸命聴いた︒真面目一筋の

の現場の方や男子学徒も交替でハンマーを振るい細長い穴を何本も掘り︑

場の奥の山を削岩して作った防空壕に入らせて下さる様になった︒夜勤

空襲が頻繁になって今まで走りこんでいた現場のピットから︑木型工

の焼夷弾空襲に遭った︒

ベースを入れると言われ︑金属のピカピカした小さい筒をハーモニカに

昼勤の人が一番にその穴に火薬を詰め爆破して奥に掘り進み︑崩した岩

ある夜︑先生はポケットからハーモニカを出され︑私達の為に吹いて

セットされ︑吹き始められた︒何時か何処かで聴いたと思っても思い出

やがて土佐沖の米空母から艦載機が編隊で飛んで来る様になり︑三月

石をモッコで前後を肩に掛け皆で外へ運び出した︒手の空いた人は交替

生の優しさがひしひしと迫る一時であった︒吹き終わって
﹁御休み﹂
といっ

十九日の呉工廠の大空襲となり︑乙班と昼専が日出勤で︑防空壕に走り

せないが︑いま目の前で素敵なベースが入っているハーモニカの演奏を

て帰られた︒夢のような一瞬であった︒周囲との遠慮からかそんなに長

込んだ︒心の中を一瞬駆け抜ける風の様な遠い遠い悪夢のような出来事

でそれをし︑私達も呼ばれると喜んで参加した︒

くは吹いて下さらなかったけれど︑六十余年たった今も昨日の事のよう

が︑ふっと昨日の出来事のように心の底でうずく︒加齢と共に涙もろく

聴いて︑私達はビックリ︒あまりの美しさに我を忘れて聴き入った︒先

に思い出せる︒何時の頃か眞田先生は学校へ帰られ︑中山先生と安永先

なり︑涙する事柄だが︑絶対風化させてはならないと心の底でのたうち

楽しい事も苦しい事も一杯ある生活の中で︑あの戦いの日に私達を襲っ

まわる︒

生になった︒
三月一九日︑五月五日︑六月二二日と︑すごい空襲で不発弾で九死に
一生を得た私達鋳造工場の学徒は︑その頃︑四国沖に来た空母からの艦

た苦しさはもう二度と子や孫に味あわせたくない︒

人の命の尊厳を忘れず︑戦争は絶対にあってはならない︒綺麗な地球

載機の空襲に夜毎空襲警報が鳴り︑それに備えて着の身着のままで布団
にもぐり込んだ︒夜中に響き渡る警報で飛び起きて枕元に置いた靴を履

を守り︑戦争の悲惨さを語り伝え︑世界の人に真の平和になってほしい︒

︵旧姓・亀尾／広島市東区長尾東三丁目一│一︶

き︑一階の部屋だったので︑窓から飛び出し防空頭巾をかばんに下げ壕
へと走りこんだ︒
三月頃になると進学の入試が始まり︑七月までバラバラに進学︒父上
が出征され船舶要員︑農業要員︑日赤の看護学校へ︑科学技術員養成所へ︑
小学校の助教に︑女専へ︑女子師範学校へ︑広島女子高等師範学校へと次々
と動員解除になって工廠から離れることになった︒私達の班は中山先生
に解除の手続きをして頂き︑町の宮原通りの米穀配給所へ米穀通帳を作っ
て頂く為に工廠から寮に帰り︑それから又同伴してくださり︑手続きを
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江田島側に偽装していた艦は横転していて︑無残な様子に涙こ

西迫

マツ子

ぼ れ︑﹁ 大 丈 夫 な の か し ら︑ 神 風 は も う 吹 か な い の か ね ﹂ と︑
皆泣きながら話した︒

戦争中の生活体験

一︑身も心も捧げて
今日よりは︑顧みなくて大君の醜の御盾と出で立つ我は︑あぁすめら
ぎの昔より︑いかに神風吹かざらん︒困苦はものの数ならず︑必ず勝た
んこの戦︒
高らかに一生懸命歌った日々︒あのオウム事件で初めて聞く言葉マイ
ンドコントロール︑十六歳の日々の天下未曾有の学徒動員時代︑あれか
ら六十年︑歳月は瞬く間であったと思う︒

んに学徒動員令が下った︒

六月一二日は出発︒行き先は呉海軍工廠と伝達され︑翌日身体検査︒

そのまで残留の者︑動員の者と決まり︑寄宿生の私達は直ちに荷物を整

理し︑帰省してくるよう伝えられ︑ 急ぎその日のうちに友と山越えして︑

翌日モンペを作るための母の嫁入りの時の縞の着物を解いて︑急ぎ帰校︒

家庭科先生の指導で︑モンペを縫い上げ身につけて︑先生方︑残留の方︑

下級生に見送られ︑大きな工廠のトラックに乗り︑呉海軍工廠狩留賀︵現・

吉浦中学校︶女子寄宿舎に到着︒夕方までに県内外の各校の学徒続々と︑

あまりの多さに驚きながらもお国の為に負けないよう頑張らなくちゃぁ
と︑緊張のうちの入舎となった︒

三︑動員生活

寄宿舎では一斉に起床ラッパに始まり︑点呼︑清掃︑朝礼︑国旗掲揚︑

東方遥拝︑食事片づけ︑整列︑出発︒全て軍隊式で︑海軍マークの桜に

そしてやっと今年の農閑期︑一冊でも多くと︑男達の大和︑鎮魂戦艦大

列を整え︑学徒動員の歌︑数々の軍歌を歌いながらの行進で︑夕方帰舎

見送りは︑歩調とれっに始まり︑校名︑何名と︑隊長報告︒各校毎に隊

錨の縫いつけた白い鉢巻きをキリッと締めて︑舎監をはじめ︑職員方の

和などに始まり︑戦艦武蔵︑信濃︑陸軍︑満州の引き揚げ︑シベリア抑

も同じでした︒

あの苦しく厳しかった日︑昨日の事のように︑脳裏に焼き付いている︒

留など︑多くの戦記物を読むことができた︒あれ程一心に作った軍需品
惨な戦争だったことか︒そして生きたくても生きられなかった数多の犠

の為に働ける事を喜び︑頑張ろうねと話し合い︑また︑心引き締まる思

廠内見学︒特に初めて見る大きな工廠︑大勢の人々に驚きながらも︑国

初日︑本廠の大講堂で︑女学生︑中学生合同の入廠式︑講話︑適性検査︑

牲者︒幸いに︑健存のクラスメートは集まって︑呉海軍墓地慰霊式に参加

いでした︒

も届かず︑また皇軍の食料が送られず︑餓死した英霊たち︒何と何と悲

することに回を重ねている︒

それから配属は射的場︑ミシン場︑切串火薬工場と二転三転したが︑呉

火工部の営門を入ると︑波止場まで行進︑乗船︑うるめ島を廻り︑切

海軍工廠火口部︑第二装填切串火薬工場が長く︑最後の職場でした︒

昭和一九年︑さあ︑最高学年︑頑張るぞと︑張り切って進級した女学

串工場の波止場に到着︑下船︒また︑朝礼があり︑点呼訓示と東方遥拝︑

二︑訓示と出発
校四年生の六月始め︑校長は︑或る日︑国家の現状に鑑み︑今日は皆さ
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色のは爆雷で︑敵潜水艦を沈める弾で︑棒地雷は敵戦車が上陸してくる

して働いておられるのを垣間見て︑尋ねてみました︒大きくて︑ねずみ

続の作業で︑女工さん︑徴用工員さんにも慣れてくると手足を真黄色に

のが女学生の仕事で︑危険な為︑常に上官︑上司が見廻られ︑緊張の連

高い土手に囲まれた○印の作業に入り︑手榴弾︑棒地雷に火薬をつめる

に鮮明である︒翌日︑本堂で旧友Ｍさんへの読経を全校揃ってする︒

家には帰れなかったが︑下級生との一夜の思い出︑今も昨日の事のよう

徒歩で帰り︑それぞれ我が家へ︒私ども寄宿生は下級生が迎えてくれて

上の泣きながらの挨拶に共に涙する︒後日︑帰校の知らせで︑土曜日の夜︑

たが︑葬儀には参列できず︑通夜には許可が出て︑皆徒歩での往復︒父

は隣り合わせで︑色白き美人の上に心やさしい友で︑皆悲しい思いであっ

五︑出征兵士を送る

のを爆破し︑手榴弾は敵をやっつける為で︑皆︑そーっとこうして理由
を聞くと︑なお一層︑お国の為︑この聖戦に勝つ迄は︑本当に一心不乱︑
火の玉となって働きました︒

りの︑いつも空腹で︑
﹁先に水を一杯飲んで︑それから弁当を食べる﹂な

高粱入り︑塩昆布︑鰊︑平大根︑少々のたくあんが︑あったりなかった

Ｏ君に︑招集令状が来て︑送別会をする﹂と組長さんから聞くと︑食堂

面白く楽しく︑今で言う心のレクリエーションにもなったが︑
﹁今日は︑

めて接する異国の人のようで︑言葉のアクセントはそれぞれ国なまり︒

男工員さんは︑遠く︑石川︑京都︑滋賀︑山口各県下の方が多く︑初

どと話し合ったり︑それでも﹁欲しがりません︑勝つまでは﹂と︑身も

は俄に送別会場となり︑私ども女学生も一緒だった︒軍歌を歌い︑励まし︑

弁当は長方形の斑点のある汚ならしい木箱で︑米は数えるほど︑麦︑

心も捧げ尽して働いた事は︑今日まで生かされてきた中で︑他にないと

祝い細やかな見送る会が終わると︑そのまま波止場まで行き︑赤襷で手

を振られる姿が︑見えなくなるまで武運長久を祈りながら見送るのが常

今も思っている︒
今も思い出す朝の言葉﹁御陵威ノモト我等ガ赤誠ヲ込メテ︑一発轟沈

たが︑いつも修養︑士気高揚︒そして叱られたり︑その中︑音楽の先生

学校とのつながりは︑正規の先生も見えなくなり︑四︐五回学校に帰っ

の方針は︑野外授業が二度程で︑七月頃からすっかり実行されなくなった︒

軍墓地に足が向いているのです︒

風の便りに南方戦線で戦死されたと聞いた方三名ほど︒こんな事で︑海

うになり︑ご無事なら良いはねと︑そーっと友と話し合ったけど︑戦後︑

その頃は︑たいてい南方方面へということが多く︑戦雲急を告げるよ

でした︒明後日︑お里の連隊に入られるそうなと云う風であった︒

の僅かの時間の授業︑久しくぶりに在学中の気分に浸る︒

六︑皆で大和を送る

ノ弾トナシ︑百戦不沈ノ艦トナサン﹂学びながら兵器を作ると云う最初

四︑昭和二〇年一月一日
宿舎に帰った時は︑腕が動かなくなっていたが︑午後︑宝探し︑そして

皆一斉に岸壁へとびだしていました︒潜水艦︑駆逐艦︑巡洋艦に前後を

と自転車で事務所から知らせくださり︑厳しい掟もなんのそのとばかり︑

その日︑その時間︑必死で火薬を詰めていると︑
﹁今︑大和が行くんです﹂

各校の合唱など︒また明日から国の命に従い︑
頑張ることを心新たにする︒

守られて︑ひときわ大きな大和が︑もう眼前です︒そして甲板からマス

輝かしい元旦の朝︑鼓笛隊では横笛担当︒八幡社に行き︑必勝祈願︒

共に頑張っていた級友のＭさんが病気で亡くなり︑特にミシン場の時
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七月二四日朝︑いつもの様に軍歌を歌い︑隊列を組み︑行進で営門を入っ

八︑工廠空襲

いて︑懸命に振っておられ︑私どもも︑男女工員さん︑中学生と一緒に﹁我

て間もなく︑空襲警報︑即退避の指令があって︑我が校左手防空壕へと

トから前後左右︑ぎっしりと白い服で整列し︑白い帽子を皆こちらに向
が大君に﹂と出征兵士を見送る歌を声も届けと一生懸命歌い︑手を振り

指示してくださり︑すぐに駆け込んだが︑一番小さい私は最後尾︒

らっと機械が並べられ︑一人一人︑皆真剣に頑張っている学徒たち︒

最早敵機は頭上に急降下してくる危機一髪であった︒壕の中には︑ず

ました︒
広島方面に見えなくなった時︑
﹁もう大丈夫よね︒大和が行ったんだも
の︒皆頑張ろうね﹂と︑なお一層励みました︒

ほっと一息︑赤い毛が見えた︑青い目だった︑本当に鬼畜だねと言いあっ
ガダルカナル︑サイパン︑アッツ各島︑そして沖縄までも熾烈を極め

していた軍艦のあちらこちらから煙が上がり︑海には無数の魚が腹を返

つになく長く感じていたが︑解除になり︑波止場に行くと︑呉湾に停泊

た︒そして凄い地下工場に︑私達も絶対負けないぞと話し合う間も︑い

祈りもむなしく玉砕と知る︒もう何度か警戒警報や解除のサイレンには

している︒毎朝夕︑船から江田島側に偽装していた艦︵榛名と聞く︶は

七︑呉空襲

慣らされていたが︑食べ物も少なく︑心身の消耗からか︒疲れやすくな

横転していて︑それはそれは空爆の凄さを伺がわせ︑無残な様に涙こぼれ︑
ました︒

﹁大丈夫なのかしら︑神風はもう吹かないのかね﹂と︑皆泣きながら話し

り︑活字を追うこともなく︑少しお喋りするとすぐ寝入ってしまっていた︒
空襲があっても寝ていようね︑友と⁝⁝︒
昭和二〇年七月一日夜半︑
﹁一人足りんと思えば︑Ｕさんじゃが︒焼け
死んでええんね﹂と呼び起こされ︑ガバッと跳ね起き︑枕元の防空頭巾

迎えにより退舎され︑次つぎに入ってくる状況は︑多数の死者︑家屋の

の色は今も瞼に焼き付いている︒翌日︑Ｔ先生︑旧友五名は︑罹災され︑

の色︒そして次々と落下してくる照明弾︑焼夷弾︒あの夜の真っ赤な空

﹁あれを見て︑あの赤い空﹂と誰かが叫び︑振り向くと市内の上空は真紅

宿舎の西側へ一生懸命走り︑やっと追いついて︑防空壕へ入ろうとした時︑

車で︑
﹁海田の火薬庫が爆発したそうな﹂と知らせて下さり︑
﹁大変ね﹂と

がっていく︒何かね︑と口々に云っていると︑工員さんが事務所から自転

な感じ︑見ている間に散るのではなく︑きのこの様な形にまとまって上

して︑広場へ走って行くと︑広島方面の空に︑むくむくと煙が上がり異様

カッと光り︑ドンと鈍い音がして︑あれっ︑何っと皆作業舎からとび出

八月六日朝︑平常通り作業始めのエプロンの紐を後に結んでいて︑ピ

九︑原爆投下

被害であり︑なお一層米英に憎しみを増し︑それからの作業にもまた一

話しているところへ︑
﹁広島へピカドンと云う弾が落ちたそうな﹂と︑第

と救急袋を引さっげ︑駆けて行くと︑もう最後尾の者は門を出る所で︑寄

層心をこめて働きました︒狩留賀寮から吉浦寄宿舎には︑本年二月転舎

二の伝令︒

矢つぎ早やに︑第三の伝令は︑
﹁新型爆弾が落とされ︑広島の街は大ご

していて︑市内ではなかったことが幸いしているが︑後日談が書ききれ
ないほど状況を聞いている︒

とじゃ﹂と︑
﹁怪我人が大勢呉の方へもぞろぞろ向かっているそうな﹂
︑
﹁肉
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親が居るものは直ちに広島へ行くように﹂
︑と上官の命令を聞く︒
それでも誰一人早引きせずに﹁鬼畜米英をやっつけなくては﹂
︑と手榴
弾︑地雷に︑尚士気を高めて火薬詰め作業に精出しました︒

に帰れるのではの︑密かな望みも︑
﹁四年課程の卒業式は終了したが︑国

家の現状を鑑み︑明日より専攻科生として動員︑引き続き︑なお一層︑

心して頑張るように﹂
︑工廠長の厳かな言葉であった︒

﹁欲しがりません勝つ迄は﹂と︑なお︑心を新たに決起した事︑原爆投

我が子を抱き︑
﹁なんと我が子って︑どうしてこう可愛いのだろう﹂
︒
﹁こ

下の日︑保健婦受験の級友二名の即死を後で知らされたこと︒出産して

午前中の作業を終えると︑
﹁正午︑重大放送があるので︑全員宿直室へ

の子を戦場に送るような事があってはならない︒その時は︑母として絶

一〇︑
八月一五日
集合せよ﹂と伝達があり︑事務所職︑男女工員方︑中学生︑女学生︑巡邏︑

戦後三十三年ぶり︑手を尽くして探した上官方とクラス会をもち︑
﹁今

対立ち上がらねば﹂と︑出征兵士として送られたお母さんに想いを馳せ

びピュージャーよく聞こえないが︑初めて聞く天皇陛下の声に︑誰も無

日︑こうして元気で会えることは︑夢ではないよなっ︒あの詔勅を聞い

上官方が超満員︒正座でぎっしり緊張してるとラジオのスイッチが入れ

言で真剣でした︒しばらくして女工さん達がしくしく泣き出し︑何とな

た直後︑手榴弾を下さい︑私達は死にますと言ったので︑この学徒達は︑

たものです︒

く終戦敗戦をその場の様子で感じたが︑急に上官が︑
﹁学徒は直ちに乗船

これ以上ここに居ては何をするのか分からない︑折角︑今まで命あった

られ︑ピーピー︑天佑を保有しガーガー︑シャーシャー︑忍び難きを忍

せよ﹂と言われ︑その足で波止場へ乗船︒誰も黙して語らず︒
整理をし︑
﹁明日︑本当に家に帰れるのね﹂と︑ほっとし︑一六日早朝︑

まで胸につかえていたのだ﹂と︑Ｈ中尉殿︒

﹁また元気で︑いつの日か会おう︒さようなら︑の一言も言えず︑今日

ものを﹂と︑我が身の危険も感じ︑直ちに乗船退廠を命じたのだ︒

友と吉浦駅に行き︑やっとまた︑満員列車に乗り︑広駅で下車︒七キロ

﹁皆美しくなったなぁ﹂と︑Ｆ少尉殿の感嘆の第一声に一同泣いたり笑っ

また四列縦隊の行進で︑吉浦の寄宿舎に帰ったが︑放心状態で荷物の

の道︑友は十キロの道を︑お互いに母が待つ我が家へと歩きました︒

たり︑本当に生きていて良かったと喜びあい︑感激のクラス会でした︒
人それぞれにドラマを抱えて︑あれから六十年の歳月がたちましたが︑

れる︒満州事変︑支那事変︑太平洋戦争︒常に戦争と共に明け暮れた軍

しい動員の時を経たが故に︑この平和の六十年が尊く︑ありがたく思わ

身も心を捧げて︑一心不乱に働いた十六歳の戦時下の日々︒厳しく苦

あの動員時代ほど厳しく辛かった事は無い︒天下未曾有の有事と言われ

国少女の若き日々︒総じて無知で純粋で勇敢であったのだと︑ある紙上

一一︑あとに

る所以である︒衣食住みな不自由で︑特に食糧欠乏は耐えられず︑気も

で読んだことがあるが︑本当にそうであったのだと思う︒

あまたの犠牲の上にある平和に心馳せたい︒

︵呉市郷原町五五八︶

狂わんばかり︒それでも或る夜は︑講堂に座し︑
﹁ソ連の婦人でさえ草を
喰み︑また糠パンをかじって頑張っているのですぞ︒大和撫子が負けて
はなりません﹂と講演を聴き︑二〇年三月の卒業式は︑工廠の大講堂で
各校から届けられた卒業証書を全学徒一斉の授与式︒若しや︑ひょっと家
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一番下の赤ん坊は︑眼ばかり大きくて︑ある日︑母親の留守の
間に︑小学三年生の妹がおもゆをチューチュー吸わせていて︑

実和子

途中で吸う力がなくなり︑ポトッと口から離して︑そのまま死
んでしまいました︒

飢えていた私達
奥本
私の小学校︑女学校︑青春時代全て戦争と関わっていました︒
爆弾・空襲にも遭い︑幼い弟を体の下にして伏せ︑Ｂ から逃れたこ
ともありますが︑書き切れないので︑飢えていた事を主に書きます︒

母と妹や弟の飢え
母は私を頭に︑年子を含めて七人の子を持っていました︒
私が小学三年生頃にはもう食べ物がどんどん少なくなってきていたの
でしょう︑母は何か美味しいものが手に入っても︑食べようとしなかっ
たので︑
﹁大人は甘いものが嫌いなんだ⁝﹂と長い間勘違いして︑子共た
ちだけで分け合って食べていました︒私達小学生の﹁おやつ﹂は︑野山の
木や草で︑食べられるものは︑何でも口に入れていました︒
今︑食べられるものとして皆が食べている果物はもちろん︑次のよう
なものが当時の﹁おやつ﹂です︒
小学二年生くらいの時には︑まだ少しは︑甘いものがあって︑祭りに
はハマグリへ入れたニッケイや赤いひょうたんビンに入った砂糖水等を
買ったように思います︒その中︑支那事変が始まり︑遠足の弁当は﹁日の
丸弁当﹂ということになりました︒
梅干し一個ではおかずが足りないので︑隠して二個にした女親いて︑
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その頃からずるい女親の方が︑子共にとって得だった事が後になると分
かりました︒
﹁欲しがりません勝つまでは﹂
︑
﹁生めよ︑増やせよ︑子宝を﹂
国策で奨励しながらその子宝に飲ますミルクの配給は段だんと無くな
り︑横流しで赤ん坊の口まで届かなくなったのです︒乳の出ない母は︑
一握りの米を水に落とし︑薄白い︑重湯を作って赤ん坊に飲ませていま
した︒卵も牛乳も果物も野菜も何もない︒あの頃︑女親は一体赤ん坊に︑
何を飲ませることができたのでしょうか︒しかも︑ひもじがっている子
がその上に六人もいたら⁝⁝︒
幸いと言うか︑女学校の寄宿舎に入った長女の私は︑同室の者にいじ
められながらも︑口へ入れるものはどうにかありました︒母にとっては︑
口が一人減ったわけで︑後の六人のために︑多分︑あちこち頭を下げた
違いありません︒一人娘で育った幸せな女学生の頃の着物を米と取り替
えたのかもしれません︒
戦局が拡大するにつれて︑配給はますます少なくなり︑
﹁麦ごはん﹂の
中は良かったのですが︑米がほとんど配給されなくなると︑
﹁おかゆ﹂に
なり︑しまいには︑水ばっかりの﹁おも湯﹂それから︑
﹁草入り雑炊﹂
︑
﹁ヨ
モギの干したのが主食﹂となりました︒
当時︑ちゃんと食べていた人も居たらしく︑
﹁お百姓さん﹂と呼ばれる
生産者から︑いくらでもヤミ米︑ヤミ物資の手に入る特殊な人びととか︑
野坂昭如氏氏の﹁蛍﹂を見ると︑その頃の田舎の様子がよくわかります︒
この﹁分けてやるわい﹂
︑という感じは︑戦後もずーっと残っていました︒
七人の子供のうち︑下の三人が男の子で︑どこの家でも国防の兵士に
なる男の子は大切にし︑女の子は仕事をしっかりやらせて︑男の子には
真っ先に食べさせ︑我々女の子は残り物を食べるのが普通でした︒
それでも男の子の栄養は良くならず︑一番下の赤ん坊は︑眼ばかり大
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きくて︑ある日︑母親の留守の間に︑小学三年生の妹がおもゆをチュー
チュー吸わせていて︑途中で吸う力がなくなり︑ポトッと口から離して︑
そのまま死んでしまいました︒
私がおも湯を温めてやらんかったけん︑貴博が死んだ︑と泣いて妹は
その後も︑ずっと心の底で思い続けていたらしく︑我が子に貴の一字を
とって貴子と名付けました︒
あれからもう六十二年︑ひもじかった事もだんだん薄れましたが︑決
まってやって来る捨て犬が︑やせて尻尾をたれ︑おどおどと私を見あげ
るのを見ると︑哀れで︑何んとか﹁殺処理﹂から救ってやりたくて︑し
かも︑子犬を生んでいたりすると︑もう辛くてなりません︒七人の子を
抱えて飢えていた︑あの頃の母の姿と重なるのです︒

動員の私達の﹁飢え﹂
家族の﹁飢え﹂のことばかり書きましたが︑
動員に出ていた私も同じに︑
ひもじい毎日でした︒お弁当のおかずは︑芋のつると言っても葉柄でなく
横に這っている硬いほうのつるでした︒芋のつるの中にご飯粒と大豆の
搾りかすで︑太い茎以外には︑おかずは無かったように思います︒
塩味だけでも飢えていて︑しかも食べ盛りの私達には︑十分美味しかっ
たのですが︒問題はそれがとっても少なく︑木で作った丈夫な弁当箱の
厚さが︑学徒のは三センチ位しかなく︑一般のは︑それより一センチ以
上厚かったので︑中身はうんと違いました︒
中尉さん︑少尉さん達は﹁トンカツやオムレツなんだ﹂と︑弁当を船
で運んでくる係の人から聞き︑でも︑それは当たり前と思っていましたが︑
工員さんのことは︑同じ場所で同じ仕事をしているのに︑と時に思うこ
ともありました︒
しかも︑学徒は高い月謝を払って︑学問のために来ていて︑労働させ
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られ︑その上︑お金は一切支払われずに︑何処かへ貯金してあるという
ことでしたが︑終戦後︑
﹁取りに来るように﹂と通知があった時には︑ひ
どいインフレで︑お金をとりに行く汽車賃の方が︑貰うお金より多くつ
くので︑ばからしくて誰も行かなかったのではないでしょうか︒
我われ学徒が危険な毒ガスの島大久野島から︑これまた恐ろしい爆薬
の島江田島へ通って︑トロッコで運び出しては︑図面を見て装填し︑こ
れを三〇センチ以上から落とすと手首がもげる︑と言われる程の危険な
目にあっていた時︑不思議に女の先生の姿の記憶がないのです︒二〇代
の若い先生が多く︑工員さんたちと一緒にさせてはいけなかったのかも
知れません︒
この﹁腕にイレズミをした怖い工員さん﹂と思われていた人達は︑見
かけによらず優しく︑面白い人達で︑トロッコから火薬を下ろし終える
と︑よく休憩させてくれて︑話を聞かせてくれました︒顔がやけどを負っ
たような工員さんの話は特に面白く︑懐かしく思い出します︒
江田島兵器庫で︑火薬の装填をする第三装填の他に︑第二装填︑第一
装填︑会計と分かれていて︑第三が一番重労働で︑危険な仕事だと工員
さんから聞かされ︑何んとなく︑あらくれた感じのする人が多かったせ
いもあって︑私は︑その分け方を先生方に聞きたいと思っていました︒
成績の良い子が会計に行って︑後は順にということで︑我々第三装填
のものは︑一番頭のよくない︑体力だけではある者か︑或は親が出す米
や物資を持たなかったからかだ︑などと囁き合っていました︒
実際︑百姓でいろいろ持っている家の子は︑その頃︑見ることも出来
ないような甘いものを持っていたり︑お芋のゆがいて干したのを持って
いたりして︑我々をうらやましがらせました︒
寮での食事は︑茶碗に一ぱいの大豆カスご飯で︑大事に大事に食べて
もすぐなくなるくらい軽く盛り付け︑量に差が無いように︑当番は気を
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配りました︒
ある時︑
﹁泉に沿いて︑茂る菩提樹⁝⁝﹂と歌が聞こえて︑見ると︑そ
れは姉さんが専門学校に行ってるという子が歌っているのでした︒
私は体がビリビリとふるえたようになりました︒なんという美しい神々
しいような歌なのでしょう︒今までこんな歌は聞いた事がありませんで
した︒
﹁その次は？ その次を歌って﹂
︑するとその子は︑
﹁知らん︑教えん
⁝⁝﹂と意地悪に黙ってしまって︑何度もしつこくに哀願する私に︑
﹁今
晩のご飯をくれたらね﹂と︑見下ろした様子で言いました︒
今の人達にはばかばかしい話で︑笑ってしまうでしょうが︑あの頃ど
んなに飢えていたか︒働いて帰っての大切な﹁一膳飯﹂だったか︒
結局︑その夕食の代わりに︑曲の続きをさっと一回歌ってくれて︑そ
れで終わりでした︒
飢えていたのは︑体の食べ物だけでなく︑心の方も同じで︑終戦後は︑
さーっと︑何か自由な光が差し込んできたような︑解放された時代がし
ばらくあって︑食糧難は依然として続いていましたが︑心の方は幸せで
した︒
私達の憧れは︑凛々しく若々しい少尉殿で︑朝行進して仕事に就くとき︑
たまに出会うと代表が︑
﹁歩調とれ！﹂
﹁頭右！﹂と声をかけます︒
すると私達は一斉に頭を少尉殿の方に向け︑敬礼しながら︑足を高く
あげて歩きます︒
すると彼は日に焼けた︑引き締まった顔をすこしほころばせて︑白い
手袋の右手をすうっと美しい角度で︑紺の軍帽の前びさしに当て︑キリッ
としまった横顔とあごの線を残してすれ違って去ります︒
やがて神となられる方とのただ一瞬の出会い︑それだけでい私達はと
ても幸せでした︒
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天空に散って行った少年の思い出

１︑江田島動員中ジフテリーで入院︑

動員中及び動員後︑私のかかった病気は次の通りです︒

この笑い声が聞こえて︑背の高い少年が現れました︒遠い岐阜県から︑

２︑急性肺炎で入院︑３︑腸チフスで入院︑

ある夏の日︑小学校五年生の妹と︑海辺の家に来ていた時︑追いかけっ
兄のいる呉市近くへ来ていたのだと聞きました︒
ちゃんという子と三人で︑波止場に行き︑文学︑美術︑いろんな話をし

６︑しょう紅熱で入院︑

５︑腸結核で入院︑

４︑肝炎︑

ました︒
﹁荻原井泉水﹂という名前を﹁せいせんすい﹂と主張する私︒
﹁お

７︑慢性気管支炎で通院︑

当時は︑若い男女は話してはいけない時代だったのですが︑私達キリ

ぎはらい︑せいすい﹂だという少年︑遠く盆踊りの太鼓が聞こえて︑夜

８︑結核性腹膜炎で入院︑
︑白内障︑

９︑糖尿病︑

光虫がキラキラと輝いていました︒
何か月かたって少年は︑卵をいっぱい詰めた箱を持って︑私の家を訪
ねて来てくれました︒

︑くも膜下出血で入院︑
︑椎骨脳底動脈流不全で入院︑

航空隊へ入ることが決まって︑お別れにきたのでしょうが︒ちょうど
肺炎で入院していた私は︑会うことが出来ませんでしたので︑少年は︑

︑左顔面麻痺で入院︒

︵呉市安浦町安登西四丁目一三│一二︶

袋に塗りつけたのはシンナー系の臭いでした︒

か︑どうか分かりませんが︑イペリットやルイサイトとだという︑丸い

大久野島での毒ガスの作業が︑その後のこんな病気を引き起こしたの

四里の道をまた帰っていき︑その後︑航空兵になったと聞きました︒
終戦になっても便りがなく︑きっと若い命をお国に捧げたに違いあり
ません︒飢えていた幼い弟や妹に︑卵は宝で︑少年はどうやって︑その貴
重な卵を手に入れたのでしょう︒
今︑
私の手元には﹁世界美術全集﹂が二冊とトルストイの﹁復活﹂とが残っ
ています︒次の歌と共に︑彼のくれた大切な形見です︒
﹁寄る波を 石もて砕きし秋の夜の 夜光虫の光 懐かし⁝﹂
それをテラコッタとして︑この世に残しました︒
﹁ひとすじに思い定めて君は今︑幼き命 天空に断つ﹂
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﹁生きている人は居ませんか﹂︑﹁生きている人は返事をして下

きていました︒

私たち精華女学校のクラスの大部分︵約四十四名くらい︶は呉駅から︑

他の数名は阿賀︑広︑仁方駅から川尻まで通いました︒呉駅に朝七時頃

さい︒助けに来ました﹂大きな声に正気が戻りました︒救助の
人 が 手 を 引 っ 張 っ て く れ た︒ 気 が 付 く と 周 囲 の 人 は 皆 折 り 重

り︑大きなジュラルミンの板を二人がかりでピアノくらいの大きさの裁断

事でしたが︑その合間には部品の硬度を増すために溶鉱炉に入れに行った

一日の作業の半分は有機ガラス製の風防の面取りで︑ヤスリをかける仕

作るところでした︒

挺身隊二人の計八人でした︒飛行機の風防とその組立てに必要な部品を

私が配置された部署は年配の責任者の方と三人の職工さん︑学徒二人︑

せんでした︒この工場では飛行機の部品を作っていました︒

お国のためという気持ちと若かったせいで辛いと思ったことはありま

しながら川尻に通いました︒

日本の必勝を信じて満員の列車で︑時には窓から押し込んでもらったり

毎月八日︵大詔奉戴日・開戦の日︶には必勝と書いた鉢巻きを締めて

で通勤していました︒

急袋を携えていましたが︑その頃既に運動靴も無くなりかけていて草履

集合し︑木綿ガスリで作ってもらった防空服︑防空頭巾で身支度をし救

典子

なって死んでいて身動きできまなかった︒

学徒動員体験記
岸本
昭和一六年一二月八日︑大東亜戦争が始まったその年は︑私が女学校
に入学した年でした︒
開戦を報じるラジオ放送を聞いた時は大変なことになったと身の引き
締まる思いでした︒
女学校二年生までは何とか授業が受けられましたが︑三年生になると
一学期はほとんど近郷の農家の手伝いで田植え等の奉仕に出掛けていま
した︒昼食に白米のご飯やおはぎ等を出してもらって嬉しかったのを覚
えています︒
当時は段々と食糧事情が悪くなっていて︑甘いお菓子等はほとんど無

責任者の方や職工さんは学徒の面倒をよく見てくれて︑仕事の面でも庇っ

機を使って切断したりしました︒

田圃に入るのは生まれて初めてなので蚯蚓や蛭が吸い付くとキャーと

て頂いたので幸せでした︒学徒同士は大の仲良しでした︒昼食は工場の食

くなっていました︒
悲鳴をあげて稲の苗を拠り投げてしまい﹁農家の嫁にはなれないね﹂と

堂で職工さんたちと皆で一緒に食べました︒

で最初はなかなか喉を通らず︑先生に﹁家から弁当を持ってきたい﹂とお

大豆かす入りのご飯は変な匂いがし︑また金属製の食器に入っているの

笑われたりしたこともありました︒
二学期になると戦局もますます厳しさを増し︑学徒動員で川尻にあっ
た日東航空︵株︶の工場に行くことになりました︒

しかし︑そのうちにだんだん慣れてきました︒おかずは醤油で炒めたタ

願いしましたが許してもらえませんでした︒

中三年一クラス︑内海から県立内海女学校一クラス︑他に吉田︵広島県︶

マネギがほとんどでした︒三ケ月に一回くらい乾燥バナナの配給がありま

学徒動員で呉から私立精華女学校三年生Ｂ組︵進学クラス︶
︑県立呉一
から来られた女子挺身隊の人たち約三十人くらいが近くの寮から通って
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した︒

私たちの引率の先生方は三人交代でした︒広島女専を出られた若い素

敵な先生方で︑大変お世語になりました︒

また毎月一回だったか二か月に一回くらいだったか音大を卒業したば

かりの若い先生が来られて昼休みに屋外で先生の指揮によって︑ドイツ

民謡﹁バラ﹂
︑シューベルトの﹁野バラ﹂
︑ローレライ︑
﹁浜辺の歌﹂等を

合唱し︑それは夢のような楽しいひと時でした︒工場の人たちも大勢楽し
んで聴いておられました︒

若いい美人の先生が︑当時としては珍しい真っ白いワンピースで輪の

中心に立たれると︑それだけで絵になるほど眩しく感じられたものでし
た︒

川尻の工場に通い始めた頃は︑Ｂ組の進学組のクラスは呉駅から夕方

学校に直行し︑
用意して頂いたおにぎりを食べて︑
夜十時近くまで国語︵古

典︶
︑数学の授業を受けてから帰宅していました︒

授業を済ませて校門を出ると︑暗がりの中にただ一人︑母が迎えに来

てくれていました︒私の家は商家で忙しいのに母は毎回必ず校門の横に

立つて迎えてくれました︒本当に嬉しくて感謝の気持ちで一杯でした︒
最高の母でした︒

昭和二〇年︑戦争は一段と激しくなりましたが︑私の進学の決意は固く︑

二月には東京や横浜の親戚を頼って受験のために上京しました︒その機

会に靖国神杜にお詣りしましたが︑その日にもＢ 爆撃機の大編隊によ
る東京空襲がありました︒

その頃︑呉では時々偵察機が飛来する程度だったので︑母も私もびっ

くりして靖国神杜の防空壕に避難しました︒

私は東京女子歯科医専を受験したのですが︑当時︑既に大森の栄養学

校で寄宿舎生活を送っていた︑二歳年長の姉の意見もあり︑東京の食糧
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29

事情に鑑みて︑自宅から通学できる広島女学院に進学することにしまし
た︒
二〇年七月一日夜︑呉地域は焼夷弾攻撃による大空襲を受けました︒
当時父が軍関係の仕事で家にガソリン入りのドラム缶を何本か置いて
あったので︑我が家は真っ先に燃え上がったそうです︒
私たちの家族は︑
近くに設けられていた未完成の大きな防空壕︵近くの︑
六千人収容用︶に避難したのですが︑続々と詰めかける人たちに紛れて
いっの間にか家族はバラバラになってしまいました︒

一時間くらい経って︑姉が煤で顔が真っ黒になりながら出てきました

が︑母は見付かりませんでした︒昼近くになって救助の人から﹁今まで

に出て来なかった人はもう死んでいます﹂と告げられた時︑姉と二人で
泣き続けていました︒

その後︑姉と私は︑本家の防空壕に違れて行かれ︑休ませてもらいま

したが︑父はずっと壕の前で︑母が出てくるのを待ち続けていました︒

やっと母が担架で助け出された時︑母は硬直状態に近いような様子だっ
たそうです︒

父は救援に来ていた知合いのお医者さんに頼んで︑強心剤の注射を打っ

てもらい︑日陰もない真夏の炎天下で︑何時間も人工呼吸を続けて︑母

壕内は混雑を極め︑入口からは熱風や火煙が吹き込み︑酸欠状態になっ
て︑赤子や幼児が次々に死んでいきました︒私は三角巾をマスク代りに

はやっと息を吹き返すことが出来ました︒

母が生き返ったのはまさに奇跡的としか思えないほどですが︑父が居

り︑その後一ケ月くらいは声が出ませんでした︒

母は防空壕に入った時︑靴を履いていたのに足裏には火傷を負ってお

して︑身動きもままならない中でじっとしていました︒
酸素が欠乏して猟燭の火も消えてしまった真っ暗闇の中で︑小学校の
先生をしていた同じ町内の方が﹁日本人らしく潔く死にましょう﹂と︑
話されたことまでは覚えていますが︑その後はおそらく朦朧となってい

なかったら母は助からなかったでしょう︒
大事な大事な母です︒

たのでしょう︒
﹁生きている人は居ませんか﹂
︑
﹁生きている人は返事をして下さい︒助

それから間もなく︑八月六日︑広島に原爆が投下され︑十五日に終戦

慨無量でした︒

︵横浜市戸塚区鳥が丘九〇│一︶

何年か振りに︑灯火管制が解除され︑明るい電灯の点る夜を迎えて感

となりました︒

けに来ました﹂大きな声に正気が戻りました︒救助の人がそばに来て︑﹁出
ましょう﹂と手を引っ張ってくれました︒
気が付くと周囲の人は皆折り重なって死んでいて身動きできませんで
した︒救助の人に﹁その人たちを踏み越えて出て下さい﹂と励まされ︑
手を引いてもらってやっとの思いで壕外に出ることが出来ました︒
朝の五時半くらいとのことでした︒
見ると壕の入口近くにいた人たちは︑熱風に曝されたせいでしょうか︑
下着一枚の姿で焼け死んでいました︒
私は幸いなことに父が先に壕を出ていて見付けてくれましたが︑母と
姉はまだ出ておらず父と一緒に探し回りました︒
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防空壕に辿り着いた瞬間︑固く閉じられていた戸が開いて︑そ

英子

こから伸ばされた男の大きな手が私を力一杯壕へと引きずり込
んでくれた︒

偶然が命を救う
とうりん

東林
衣食足りて平和な社会を迎えたと言うものの︑私達の青春時代とは︑

うなことはありませんでした︒

同時期︑広工廠造船部配属の人もいて︑職場では︑学徒動員の方︑一

般の男女等多くの職工と呼ばれる方達と︑なんの疑いや不満もなく︑私

達一人一人動けば︑お国が守れる︑という意気込みを全員持って︑
﹁お国

のために︑銃後の守り﹂と自分に言い聞かせるようにし︑必死でござい
ました︒

朝出勤すると︑係官の指示で︑全員が工場の外に出て︑海軍体操をす

るのですが︑私達には︑過度な運動だったので︑毎日続けていると返っ

連日のように空襲は日夜激しくなるばかりで︑私達も三勤交代制で︑

て足や腰が痛くて︑階段の上り下りにも困難な時もありました︒

日々︑世の中は成長しているのでしょうが︑どこに向かっているのか

深夜も高らかに軍歌を歌い︑身も心も引き締まった思いの日々を過ごし

かなり違う平和社会の感覚です︒
と思う時があります︒私は夫と身の回りの事だけを守り︑好きな手芸を

ておりました︒

ありました︒

は事務所︑二階は作業所︑一階は奥に通じる通路と機械︑旋盤が置いて

穴壕に退避したことも度々ありました︒壕の中は三階になっていて︑三階

工場で空襲に遭い︑緊迫したときは︑防毒マスクを着用し︑黄幡の横

ておりました︒

宿舎は民宿でしたが︑休むときはいつも︑防空頭巾と靴は枕元に置い

楽しみ︑子供任せで安堵の生活をしております︒
昨日のことを思い出すのが少々困難を要する年となりましたが︑六十
年前の悲惨な体験は昨日のことのように脳裏に刻まれております︒以前
は︑子や孫に催促され︑度々体験を話してやっておりましたが︑私も年
には勝てず︑いつ話もできぬ生活を迎えるかもしれません︒
繰り返したくない体験とし︑この度の手記応募に︑書き残してみよう
と決心し︑乱文ですが挑戦してみることにしました︒

壕の扉はとっても大きくて︑厚さも二メートル位あった気がしますが︑

空襲も激しいときはその扉も倒れ︑戸口にいた人は︑目が飛び出して死

甲山高女を三月卒業したと同時に︑挺身隊として︑広十一空廠七十工
場に配属となりました︒まず動員され︑着いたところは︑広町の横路の

んでいました︒死体はトラックでどこかに運んだようでした︒

日本軍の撃つ高射砲の破片が炸裂し︑落ちてくることも︑とっても怖

寮でした︒
ここはあまり空襲を受けていませんでしたが︑しばらくして厳しくなっ
ここは今までは︑軍の練兵隊だったのでしょうか︑とっても長い兵舎

を殺すようにしていると︑一段と音が大きく聞こえてくるようでした︒

カチンと音がしたり︑薮に落ちると︑カサカサと音がし︑身をひそめ息

いものでした︒ピューピュー︑ポチャンと海に落ちる音や︑岩にあたって︑

が十棟以上もあり設備も整っていました︒たくさんの建物があっても︑

時には﹁お母ちゃん﹂
﹁お母ちゃん﹂と悲鳴も聞こえていました︒

てから広の中新開に移りました︒

三勤交代制であったようで︑空いた隊もあり︑顔見知りになるというよ
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「広第１１空廠」配置図 （第十一海軍航空廠発動機部之記録 檀 正二）

空廠も工廠も爆風で屋根が吹き飛び︑大きな鉄骨のみ残り︑そのよう
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な下での作業を続けておりましたが︑小さい移動可能な機械は︑横穴防

空壕に持ち込み作業を致しておりました︒

私の工場は︑長浜峠の対岸の小坪に疎開して︑鋳物の作業を致してお

りましたが︑これまで度々敵の標的と成っておりましたので広の造船部

に移り︑長浜の寮から通っておりました︒

空襲はますます激化していた頃︑確か五月五日の朝だったと思います

が︑次々編隊を組んだ︑いわゆるＢ が百三十機襲来と言われた時の時
です︒

突然力強い声で︑
﹁耳を押さえ︑口を開け﹂と言われました︒

した︒

まだ目も暗さに慣れぬまま手探りでしたが︑足元は水たまりのようで

あの一瞬︑今︑何が起こったのかと思う気持ちでした︒

体調悪くし意識もあまりはっきりしていなかった時でありましたが︑

きずり込んでいただいたのです︒

じられていた戸が開いて︑そこから伸ばされた男の大きな手で力一杯引

これで駄目なら︑半ば諦めておりました瞬間︑倒れていた私は固く閉

の力を振り絞り︑体当たりしました︒

ら爆音︑心も焦り力もなく引きずるようにして二番壕に辿り着き︑全身

き︑同室を願いましたが︑怒なられ︑入れてもらえませんでした︒空か

そこは三カ所の壕が並んでおり一番奥にやっとたどり着き︑戸をたた

工場西側の壕にかけ込みました︒

当日の朝は体調が悪く︑皆さんについて行けなく遅れ︑やむを得ず︑

した︒

穴壕で︑工場より百メートル余りあり走って行かなくてはなりませんで

出勤間もなくの事でした︒指定の待避する避難場所は︑広廠東側の横

29

力強く引き入れてくれた人と︑指示してくれた人が︑同一人物だとい
うことは直感しました︒
その時︑
﹁ドカーン﹂
﹁バリバリ﹂と体は跳ね上がり︑内臓さえ飛び出
した感じでした︒暫くし︑我に返り︑耳から手を離し︑口を閉じてゆく
うち︑自分の動作に︑身が守られていたことを認識しました︒
警報解除となったので︑中の人たち数人と外に出ました︒今度は逆に
まばゆくて︑すぐ外は確認されませんでしたので︑命の恩人とも思える
男性の姿は確認するこ事は出来ませんでした︒
が︑その時はっきり目に入ったのは︑私の入室を拒否した一番目の壕

数日後︑朝礼の時︑天皇陛下の玉音放送を聞き︑全員涙し︑終戦を迎

えたのです︒寮に帰ってもう全員涙するばかりです︒

心を一心にし︑全員目標に向かって頑張ってきた希望が破れ︑全員で

自決しようかとの声も出てきておりました︒

そんな折︑田舎から一番に駆け付けてくれたのは父でした︒

戦争も終わって︑用はなくなったであろうと︑すぐの列車を乗り継い
で来たそうです︒

父としてみれば︑一人娘が可愛くて︑一日も早く連れ帰りたかったの

でしょう︒田舎者であっても父は警察官をしており︑呉方面も転勤で行っ

﹁英子迎えに来たぞ﹂の階下からの声に︑今までの皆の決心は脆くも崩

ており︑様子は分っていたのでしょう︒

もしかしたら︑自分があの壕にいたのかもしれないと思うと︑あまり

れ︑父と帰宅の道につきました︒父からのむすびを全員でほおばり︑皆

が先ほどの爆風で壊されていたのです︒
にも激しい現場を見てからは︑その後どう歩いて︑どの様にし作業場に

も帰宅しました︒

おります︒
合掌︒

︵三原市大和町萩原︶

に身の幸せを感じ︑感謝の日々をこれからも過ごして行きたいと思って

お互い傘寿を間近にした夫と子や多くの孫達に囲まれて過ごせること

てはならないと思います︒

私達の思う平和は︑一重に尊い犠牲があっての事と︑日々感謝しなく

今日まで年を重ねてまいりました︒

その後故郷に帰り︑平凡な結婚をし︑家族と田舎で平凡な日々を過ごし︑

帰ってきたのかがまったく記憶がありませんでした︒
気がついた時︑規定の横穴壕から帰った仲間と作業していました︒ま
さに地獄を見た様でした︒
また︑その後五名で岩国工場に行く為︑制限切符を渡され︑早朝︑広
駅に向かったのですが︑何であったか︑手違いとかで五人はまた工場に
帰って︑その日は工場で作業を始める事になったのです︒
仕事を始めて間もなく︑西の空が明るく光りました︒誰かが写真のフ
ラッシュを向けたのかと思い︑皆︑その方向を見ました︒見る間に湧い
て出るかのごとく雲が現れました︒
その時は何のことか分かりませんでした︒が︑まさにそれが一瞬にし
て数万人を死に至らしめた原爆だったのです︒
しかし︑
その時もまだ原爆の恐ろしさは解っておりませんでした︒ただ︑
自分が再度死から逃れられていた事だけを︑偶然とは言うものの︑幼く
して死に離れた母が︑私を守ってくれたと思った気がします︒
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防空壕の入り口に近かった私は︑あまりにすごい爆風と熱風に
驚いていた︒外を見ると地面は紫色に燃えている︒先ほどまで

典子

いた寮も燃え上がって火の粉が飛んでいた︒

暑い夜
住吉
昭和二〇年七月一日午後一〇時︑夜勤を終えて寮に帰る︒
洗面所の水道はすでに断水していた︒同室の四人で暗い夜道を歩き︑
防火用水の溜まり水で体を拭いてから︑一二時やっと床につく︒
とろとろっとしただろうか︑
﹁空襲﹂と叫ぶ中山先生の声に跳び起きた︒
隣にいるＭさんをゆすり起こす︒
﹁今夜は体の調子が悪いけんおきられんから避難せんよ︒先に行きんさ
い﹂彼女はタオルケットを頭からかぶってしまう︒
﹁早ようせんと先生に叱られるよ﹂そう言いながら防空壕に入ったと
思ったら︑そこへ照明弾が落ちてきた︒
真昼のような明るさにびっくりしていると︑Ｍさんが座布団を頭にの
せて泣きながら入って来た︒
﹁よかったね﹂と言う︒
防空壕の入り口に近かった私は︑あまりにすごい爆風と熱風に驚いて
いた︒外を見ると地面は紫色に燃えている︒
先ほどまでいた寮も燃え上がって火の粉が飛んでいた︒先生が入り口
にいる私達を外へ押し出し︑その勢いで皆外へ出たものの︑錠前が閉まっ
たままである︒
如何んともしがたく︑先生は一人ずつ上から引っ張り上げてくださる︒
順番を待つあいだ自分が焼けてしまいそうに熱い︒

側にある下水溝にすべり込む︒長田さんが小さい声ではあったが﹁お

母さんこわいよう﹂と言って泣いている︒

下水溝は煙突の役目をして煙を吸い込み︑そのうち充満してきた︒呼

吸が苦しくなる︒急いでタオルを下水にひたしそれを口にあてる︒

そこへ数人の兵隊さんの声︑
﹁番号﹂全員で七十五名︑一人ずつ救出が
始まる⁝︒

はっと気付く︑私は自分がどこにいるのかわからなかった︒先生が側

におられる︑顔のあたりで酒かブランデーのような匂いがしていた︒多
分気を失っていたのだろう︒

先生が﹁おう︑気が付いたか︑元気を出せ︑皆元気だ﹂と言ってにっ
こりされた︒

焼け落ちた宮原の寮をあとにして狩留賀に移った︒夜中になると南京
虫との戦いが始まる︒

終戦︑寮の前の広場でみんな泣いた︒敗戦のその涙もいつしか帰郷で
きる嬉しさに変わった︒

夜中の帰宅であったが︑両親は起きて待っていてくれた︒何故だか佛

間に母と並んで寝床が敷かれている︒佛檀には灯明がともっていた︒

兄も学徒動員で出ており︑長崎の原爆投下後は全く消息がないとのこ

とであった︒明けて朝︑父はリュックを背負って長崎へと出発した︒そ

の後ろ姿を母と私は合掌して見送ったものである︒

十七才の暑くて熱かった夏の日のことである︒

︵広島市西区南観音四丁目一│一四︶
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同級生が見えないので︑一人で宮原十二丁目の寮に帰ってみる
と︑寮は全部焼けていました︒工場へ行くと工員さんが︑﹁宮

澄江

原に程近い清水通りの防空壕では二百人ほど壕の中でもむれ死
んだそうだ﹂と言われました︒

学徒動員から六十年
中島
花も蕾の若櫻 五尺の生命ひっさげて 国の大事に殉ずるは
我ら学徒の面目ぞ ああ紅の血は燃ゆる
学徒動員の歌を歌いながら︑呉線竹原駅で︑先生や下級生に見送られ︑
呉海軍工廠に入ったのは︑昭和一九年春のことでした︒
私の胸にいちばん深くのこっていることは︑終戦の年の七月の夜の空

少し行くと火の粉が飛んでくるので︑溝へ伏せました︒また走ってい

くと少し広い道に出ました︒沢山の人がざわめいていました︒

男の人がバケツで︑防火用水の水を頭からかけてくれました︒多分四

カ所くらいでかけて戴きました︒お蔭で火の粉が飛んできてもジュンと
はねて消えます︒

どんどん歩いてたどり着いたのが︑神原七丁目の観音堂でした︒三︐

四十人くらい集まっていました︒だんだんと夜が明け︑皆について少し

下におりると︑学校の校庭のような所に出ました︒同級生が見えないので︑

一人で宮原十二丁目の寮に帰ってみると︑寮は全部焼けていました︒

少し離れた所にあったバラック建ての浴場の隣に未完成のバラックが

焼けのこっており︑その前の方に少し級の人が集まっていました︒バラッ

ク建ての中を見るとお棺が置いてありました︒多分︑四棺あったように

思います︒こんな悲しいことは書きたくありませんが︑私の胸には︑今

も深く深く焼き付いて消えません︒私達のいた一段上にも寮があり︑そ

十一時頃︑眠っていると空襲のサイレンがなり︑防空頭巾をかぶって救

とがあります︒焼夷弾が投下された夜︑ここの兵隊さん達が防空壕口の方

時々海軍の作業衣を着て︑食事のバッグを運んでおられるのを見たこ

こには最近になって野戦帰りの兵隊さんがおられたようです︒

急袋を肩にかけ︑防空壕に走り込みました︒夏なのに︑なぜか私は一枚

に寮が倒れるのを防ぐ作業しをしておられ︑犠牲になられたのではと誰

襲です︒多い時は十九回も防空壕に避難したことがあります︒その夜も

の毛布を持っておりました︒防空壕の奥の方に入ってじっとしてると︑﹁皆

かが話していました︒

その壕の中でなくなられたそうです︒

︵呉市東畑町一丁目四│一三︶

岡山から来て︑清水通りに下宿して︑私達の職場の近く見た工員さんも︑

ほど壕の中でもむれ死んだそうだ﹂と言われました︒

工場へ行くと工員さんが︑
﹁宮原に程近い清水通りの防空壕では二百人

身隊・動員学徒︑合わせて二千人位︑ここの寮にいると聞いていました︒

戦時中には秘密が多く︑はっきりしたことは分かりませんが︑女子挺

外に出るのよ﹂と誰かが云いました︒皆について出ると︑前の寮が燃え
上がり︑その熱風が熱くてどちらへも逃げられず︑四︑
五人で又壕の奥へ
入りました︒
すると兵隊さんのような方が荒々しく入って来られ︑
﹁まだここに残っ
ている︒早く外へ出ないと死ぬぞ﹂と叫ばれました︒残った人と外に出
ました︒兵隊さんがすぐ壕の上に引っ張り上げてくださり︑壕の上は小
さな丘のようでした︒その下に民家がありまだ焼けてなかったので︑私
はそこを滑り下りました︒バス道路の方へ出ようとしました︒
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また︑睡眠不足で︑

体が常にだるい状況

昭和二〇年三月一九日︑夜勤明けで私は寮に居た︒防空壕に逃
げ込む途中︑来襲のグラマン機の機銃掃射を受けた︒途端に私

︵竹原市忠海町長浜三丁目一二│一四︶

を毎日しんどい思いをしていた︒

だからよく下痢をしていた︒体力も当然落ちて工廠から寮へ帰る坂道

そら豆︶をポリポリ食べて補食したものである︒

それも量は満足できるものではなく︑
親元から持ってきたいり豆︵大豆︑

せられた︒

の煮物を度々食べさ

大豆の入ったひじき

う が ん の 入 っ た 汁︑

水の中に大根葉やと

さん入ったご飯︑海

大豆粕や麦のたく

た︒

りたいばかりだっ

早く田舎の家に帰

気消沈したようだ︒

に死と直面すると意

分であったが︑現実

込んで動員された自

めに頑張ろうと意気

あれほどお国のた

であった︒

静子

は倒れた︒

動員と空襲
多田
昭和一九年六月一二日広島県立竹原高等女学校四年生百人余りは︑学
徒動員令によって呉海軍工廠で働くことになった︒
平素勉強嫌いな私はこれで直接日本国のために役立つことができると
喜び勇んで親元から離れていった︒
製鋼部の鋳造工場︑模型工場︑分析工場の三班に分かれて働くことに
なった︒
仕事は大変楽しいものであった︒しかし︑私たちのバラック建の寮は︑
宮原十二丁目にあった︒
昭和二〇年三月一九日︑来襲のグラマン機は空襲警報発令時にはすで
に上空に来ていて︑大きな機体を見せて急降下していた︒
夜勤明けで私は寮に居た︒防空壕に逃げ込む途中︑機銃掃射を受けた︒
途端に私は倒れた︒
﹁いや︑外傷はしていないぞ﹂と立ち上がろうとしても立ち上がれない︒
腕だけの力で体を引きずりながら︑防空壕にたどり着いた︒
耳をつんざく爆音︑胸を締め付ける爆風で︑生きた心地がしなかった︒
それ以後は空襲に敏感になり︑靴と防空頭巾は枕元に置いて寝るように
なった︒
また工場で仕事をしていても︑警戒警報発令時から︑気もそぞろで落
ち着いて仕事もできなかった︒

142

呉戦災 ―― あれから６０年

急いで壕を出た︒照明弾が空にあって︑手元は真昼の明るさだ︒

ミサ子

ザーと不気味な焼夷弾の落下音︒遂にわが家に二本落ちた︒目

私と戦争
――

の前で家が燃えだした︒

八月の手記
山田
今私は︑一冊の手記をめくりながら当時を思い出している︒それは父
方の親戚で︑私達兄弟がお兄さんと呼んでいた人によって書かれたもの
である︒
︵参照 増田恭人﹁手記﹂
︶
昭和一七年から二年間の中支従軍を経て帰国後は︑呉海軍工廠で︑艦
艇の修理作業の現場責任者として︑当時の軍都呉の緊迫した様子を克明
に記したものである︒
手記は昭和一九年当時︑十三歳だった私の記憶の中から欠落した部分
を思い出させ︑あるいは新たな事実を知らせ︑そのことから改めて︑戦
争の酷さ︑平和の尊さを考えさせるものとして︑敢えてここに引用させ
ていただくことにした︒
﹁昭和十九年八月二十日︑たまの日曜日︑映画を見てから堀内へ行
くが留守︒遠慮なく座敷へ上がり仮眠︑四時二十五分︑警戒警報︒
五時空襲警報発令︑
堀内の兄さんが帰ってきた︒十八時︑
西部軍情報︑
現在までに判明せる戦果︑敵機六機を撃墜︒モンペ姿のミサ子君が︑
漬物樽とボストンバックをさげて帰ってきた︒駅から駆けてきたと
言って︑息を切らしている︒堀内のお兄さんは︑長女のミサ子君を
残して︑下の三人とお姉さんを庄原へ疎開さしているから気が楽だ﹂
堀内と言うのは私の旧姓で︑兄さん姉さんとあるのは︑私の両親のこ
とである︒

母と幼い弟妹たちは︑庄原へ疎開して︑軍需産業の仕事をしていた父
と私は呉に残っていた︒

私は女学校の二年生になっていたが︑学校では授業はなく︑防空壕を

掘ったり︑炊き出しの訓練などに明け暮れていた︒

そして二カ月後の一一月一日には︑通年動員令により︑二年生全員が

吉浦の海軍工廠火工部へ出勤となった︒いわゆる学徒動員である︒

白い鉢巻きをして︑お腹をすかし︑寒さに震えながら軍港から船で吉
浦まで通った︒

辛かったが︑みんなが心を一つにして頑張っているという連帯感と︑

日本は必ず勝つと信じていたので空襲に怯えながらも︑翌二十年二月ま

での四カ月間を懸命に弾丸作りに精を出した︒

三月になると︑空襲も日増しに激しさを加え︑このままでは危ないと
思った父は︑私にも疎開を勧めた︒
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これは︑海軍工廠がやられたときの記憶だ︒なお追って手記は続く︒

うだ︒また地鳴りと大地震の襲来だ﹂

そしていよいよ明日は疎開という前夜︑母が残しておいてくれた非常

﹁十二時少し前︑Ｂ らしい爆音が聞こえてきた︒閃光︑市街地の空が

すぐ目の前の山裾に激しい火花︒焼夷弾がまるでにわか雨の走ってく

今回の攻撃は七月一日夜半︑足摺岬を北上したＢ 八〇機によるもの

と︑体に叩きこ込まれてい

﹁呉の市街地は完全に全焼した︒二十年七月六日記す﹂とある︒

しておいて︑中心部へと迫る残忍なやり方をした︒

爆風でやられた両耳を汚れたタオルで覆い︑熱風で目を真っ赤にして︑

でもそんな中を父は生きて帰ってきたのである︒嬉しかった︒

原の実業学校の三年生に編

背負えるだけの荷物を背中に︑敗残兵さながらの姿で帰ってきたのである︒

私達はそんな父に飛びついた︒たまらなく嬉しかった︒四十二年たっ

た今も︑あの時の父の姿は脳裏に焼き付いている︒

父三十五歳︑母三十四歳︑私が十四歳の時だった︒こうして私達一家は︑

そして今は亡き父の口癖は﹁げに酷いことをしたもんよ﹂であった︒

草深い備後庄原で終戦を迎えたのである︒
れて聞こえない︒
﹁地獄の門

︵広島市佐伯区五日市町上河八二二│八︶

ろう︒戦争とは本当に︑酷いものである︒二度としてはならない︒

若しあの時︑父が帰ってこなかったら︑この言葉は聞けなかったであ

の投下地点がだいぶ近いよ

風が入ってくる︒大型爆弾

ているうちに︑生暖かい爆

が開いたらしいぞ﹂と言っ

爆弾の爆発音は︑耳がしび

る︒敵機から投下した大型

﹁六月二三日︑退避壕にい

記も切羽詰まってくる︒

入した︒六月になると︑手

そして春︑四月︑私は庄

た時代であった︒

29
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父と別れるのは辛かったが︑母にも会いたかった︒意を決した︒
持ち出しの袋の中の︑とって置きの小豆と米で赤飯を炊き︑防空壕の中で︑
戦場で戦う夫や息子︑銃後を守る妻や母親の苦しみに比べれば︑私達

る勢いで︑こちらへ攻めてきた︒庭の退避壕へ飛び込んだ︒驟雨のよう

一瞬にして︑真昼の明るさになった︒

は恵まれていたかも知れないが︑昼夜を定めぬ空襲におののきながら︑

な焼夷弾の雨が通り過ぎた︒

急いで壕を出た︒照明弾が空にあって︑手元は真昼の明るさだ︒ザー

と不気味な焼夷弾の落下音︒遂にわが家に二本落ちた︒

して見せてはならないのだ︒

で︑約二時間︑短機波状侵入し︑市街地の外周を嫌焼き︑逃げ場をなく

目の前で家が燃えだした︒

それが戦争というものだ

のもとで戦場の男達のことを思って流す涙も︑明るい太陽のもとでは決

しかし︑私情は大きな声では言えなかった︒灯火管制の暗い︑灯かり

母や私︑当時は日本中がそんな思いで渦巻いていた︒

お国のために︑呉に残って働かればならなかった父︑そんな父を案ずる

父と子二人のささやかな別れの夕食をした︒

29

絣のモンペに藁草履で︑呉工廠に通勤するのに︑防空頭巾と布

広子

の救急袋は︑いつも肌身離さず肩にかけ︑夜は夜で︑枕元に草
履︑頭巾︑救急袋を置いていた︒

学徒動員
宮内後
一九四四年︵昭和十九年︶六月十二日︑県立竹原女学校の百十名が学
徒動員として︑狩留賀の寄宿舎に入り︑呉工廠の製鋼部鋳造工場にて男
子工員の中で︑鋳型の土固めばかりの毎日でした︒
今思えば︑まともな仕事をあの年でしたかしらと当時のことも思い出
されます︒
服装といえば︑絣のモンペに靴もなく︑藁草履で︑呉工廠に通勤する
のに︑防空頭巾と布の救急袋は︑いつも肌身離さず肩にかけ︑夜は夜で︑
枕元に草履︑頭巾︑救急袋を置いていました︒
警戒警報︑空襲警報のサイレンが鳴ると︑いつでも防空壕に入る準備で︑
毎日ぐっすり眠る日はありませんでした︒
ガダルカナル︑沖縄と︑玉砕のニュースをラジオで耳にしながら︑本
土に近寄るＢ が︑呉に初めて来たのが六十年前の三月十九日でした︒

専門学校︑代用教員︑保健婦と社会人になるため︑それぞれ社会にと

びたたれて行かれ︑残された私達は挺身隊として工廠に残りました︒

私は母に七歳で死別し︑姉二人は結婚し︑兄は兵隊で台湾に入隊︑父

一人ですので︑家庭の事情で母代わりとなるため︑安浦へ帰らしていた

だきたいと願い出ましたが︑この理由では許可にはなりませんでした︒

ようやく辛抱して︑八月六日に日帰り許可をもらいました︒
︑何時間も

前から駅に並び︑切符を求めるのも大変でした︒

防空壕に入っても爆風を体に感じた︑あの怖さも忘れることが出来ま

した︒友人は広島駅に着くなり︑ピカドンと一命を奪われ︑一七歳の若さ

窓より︑頑張ろうね︑と交わした言葉が最後になろうとは思いませんで

ようやく求め︑汽車に乗り︑友人と︑上り下りの汽車のすれ違いに車

せん︒遂に︑七月一日だったと思いますが︑焼夷弾が落とされ︑町中火

でこの世の人ではなくなりました︒

る生活にしたいものです︒

︵呉市安浦町内海北一│一│五︶

三十五年︒少しでも社会に役立ちご恩返しをし︑残された人生を意義あ

あれから六十年︑喜寿の年となって参りましたが︑朝起き実践して

の海と化し︑宮原の宿舎にいた私達も︑布団も全部焼け出され︑一目散
に水を浴びながら駅に向かって走り︑また狩留賀の寄宿舎に落ち着いた
ものです︒
昭和二〇年三月は卒業式で︑学校へ帰ることもなく︑工廠での卒業式
でした︒
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戦時中︑汽車の切符を手に入れるのさえ容易でなくなり旅行証

幸子

明書を持たない人々は発売口に並ばねばならなかった︒

旅行証明書
田中

母親の遺品の中に私のこの証明書が出てきたので︑当時の様子の一部
にと思い︑コピーを送ります︒

戦時中︑汽車の切符を思うように購入できなかったけど︑このような

証明があれば︑切符がすぐ手に入るようだった︒

︵旧姓・木地／竹原市竹原町三六二六│二四︶
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心がすさみはじめ︑いつしか風情︑情緒︑感動︑可憐さというも

吉浦の宿舎に一か月︑両域へ一か月︑そして宮原へと移転した︒

た︒時おり職場を見回る技術将校

別の言葉を受けていたこともあっ

軍隊に入隊するといって屋外で送

いていて︑埃の方が彼から逃げて

の服は︑糊とアイロンがピッとき

のが空の彼方へと失せて行った︒

呉湾の今昔

いる感じであった︒

ことが︑いく度もあったが︑そ

和子

﹁君︑今昔の感如何﹂音戸の瀬戸を見おろす小高い丘にある吉川英治の

の合間を縫って工場内のスピーカ

山中

Ｂ の襲来に防空壕へ駈け込む
句碑に刻まれた詞である︒瀬戸の海流は︑今日も渦を巻いて流れている︒

が︑戦果があがったと報道した︒

屋二十七畳に思える縁なしの畳を敷いたいくつかの部屋が私達を待って

三直制の深夜を除く二直制になる少し前から︑木造バラック建て一部

吉浦の宿舎に一か月︑両域へ一か月︑そして宮原へと移転した︒

通勤途上くぐる吉浦燧道にこだまする学徒動員の歌は勇壮であった︒

われた︒

吉浦は狩留賀の寄宿舎に入り海軍工廠の大講堂で入廠式というのが行

びあったものだ︒

入廠前︑動員が決まった時には︑団体生活ができるといって互いに喜

ていたものであろう︒

仕事自身は︑さして苦しくも易しくも思わない︒時節柄︑当然とでも思っ

蓋に呉海軍工廠と刻みがあって頑丈そのものの容器であると思った︒

る︒

んな廠内をガラガラゴロゴロと音を置きながら運ばれていく辮当箱を見

きしむ音︑溶接の紫を放つ色︑どこからか響くガンガンと鳴る音︑そ

を流されたものである︒

報道される前は必ず軍艦マーチ

私はいま︑この海を見つめて動員学徒以来のわが今昔を想い︑当時か
ら徐々に近代へと思いを馳せている︒
この碑が建てられた頃は︑単に彼の詞として読むだけであったのに︒
私たち動員学徒は︑あの第二次世界大戦たけなわな昭和一九年︑二〇年を︑
主として宮原十三丁目の学生寮に居をおいた︒
先生の引率で呉海軍工廠でひたすら軍需品生産に精を出し︑勝つまで
は︑勝つまでは︑のあいことばで励んだものである︒
職場は︑製鋼部鋳造工場︑私が属していたのは︑その工場の一角に柵
をめぐらして︑学徒向けに作られた鋳鉄班と呼ぶ部所であった︒学徒が
十人ほどで︑山下さん︑泉さん︑下村さんの三人の指導員が交互につい
てくださっていた︒
少し離れた本格的な現場とでも言おうか︑そこには︑大分師範の男子
学生が︑工員の方と肩を並べて働いていた︒
技手養成所在学中とやらの川本さんが昼時間を利用して海軍体操とい
うのを教えてくださった︒その体操の一部を今も覚えていてやってみる
ことがある︒
製鋼部のどこかで働いていた広島高等師範の学生の一部が︑ある日︑
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いた︒
寮名は大空寮と呼ばれていた︒
朝日寮へ移って行った人もあった︒
この辺から心がすさみはじめ︑いつしか風情︑情緒︑感動︑可憐さと
いうものが空の彼方へと失せて行った︒
霜柱の立つ黒土をふんでゴミ焼き場に立ちすくむ︒残り火をもとめて
寄せ集めた木切れを燃す︒頬をおもいっきりふくらませてフウフウと吹
く顔は真剣であるのに面白かった︒木はやがて炭火のように赤くなって
白くもなる︒
工場でもらって来た穴あきの鉄板を火に乗せて︑面会の時親が持って
訪れた︑
もう固くなった餅をそこで焼く︒こんがりと焼けた餅の匂い︑それは
久方ぶりに味わうぬくもりを甦えらせてくれた︒
ひとつの餅を三つにちぎってそばの人にあげることもあればもらって
食べることもあった︒
鉛色の海︑そこにはよく潜水艦が泊まっていた︒
その側に︑工業用水の廃水かあるいは汚水か︑休山に水源をなして流
れてきたのか︑岸壁の土管は海に向かって水を吐いていた︒
吐き出す水の圧力がかもし出すのか︑そこには無数の泡が上がってい
た︒泡のまわりに︑深海に泳ぐはずのチヌだか小鯛だかそう目に映る魚
たちが入り交じっている︒今にして思えば︑汚水に湧くプランクトンを
求めて集まってきた魚たちだろう︒
造船部の巨大なドックのサイドに立って︑空母の進水式に見入り感激
したこともあったが︑あの場所には今︑ＩＨＩのグレーンが空にむかっ
て聳えている︒
日がとっぷりと暮れて︑すべての窓に暗幕のたれる頃︑外を走る廠内

列車の汽笛が﹁ピーポー﹂とトーン高くひびく︒この音は︑郷愁といつ

晴れ間を見ることがあるのか予想もつかぬ沈鬱な悲しみの音でもあった︒

そんな心境の中に立ちながら︑錨マークの鉢巻をしめた同期の桜は︑

毎朝︑毎夕︑なにくそなにくそと大地をふんづけたものだった︒

あれから六十年を迎えようとしているが︑製鋼部鋳造工場のあの建物

はそのままに残って淀川製鋼とかに紛しているようだ︒

この今昔を知ってか知らないでか︑潮流は生きているかのように今も
動いている︒

文章を書き終えてから一年︑廠内を車で通り過ぎた︒アレッ︑ある筈

の建物が姿を消している︒事務所のあった三階建も︑現場のあったさび
色のあの建物も⁝⁝︒

歴史のべージにまた一筆増えていく︒

︵呉市広弁天町八│三三︶
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様子になって帰ってきました︒

それは悲しみで言葉も出ず︑本当に頬を伝う涙が出るばかりです︒

戦火もひどくなり︑一日に何回も空襲のサイレンで防空壕に走
り込み︑敵機が去ったら作業︒やがて怪我人も次から次へと出

たいと思います︒

︵竹原市本町三丁目一三│一四︶

本当に戦争は嫌です︒一日も早く世界平和のくる事をお祈り申しあげ

その度に涙が出てたまりません︒

か見学に行きました︒

た︒やがて世の中もやや落ち着きを取り戻し︑原爆資料館が出来︑何度

頑張ってと言って別れを告げ︑次の知人の怪我人のところへ走りまし

登喜子

て︑病院に運ばれるやら⁝⁝︒

大空寮
西田
今日まで戦後六十年︑早かったような長かったような︑自分ながら感
動しております︒
高女時代に︑何も詳しいことは知らず︑学徒動員として︑呉に行くと
命令を受けたことを先生より聞かされました︒
初めは不安一杯でしたが︑思い返し共同生活をするのだと︑軽い気持
ち国の為と張り切って出て行きました︒
最初は︑呉市両城町大空寮という学生寮から呉工場へ行くということ
で︑作業服を与えられ第一日目が︑始まりました︒
航空機の部分品︑船舶の部分品︑木型に詰め︑何も分からぬまま一生
懸命に︑早く慣れようと働きました︒
これが毎日毎日の繰り返しです︒やがて少しずつみんなも疲労の色が
見え始め︑仕事が終わって寮に帰るまでは︑軍歌其他戦争のイメージソ
ングに励まされ︑疲れた体にムチ打って寮につき︑風呂︑食事をとり休
みます︒朝起きて︑作業場に行く︑これらの繰り返しです︒
戦火もひどくなり︑一日に何回も空襲のサイレンで防空壕に走り込み︑
敵機が去ったら作業です︒やがて怪我人も次から次へと出て︑病院に運
ばれるやら︒そのうち遂に原爆落とされ︑それぞれの国なり︑家庭の方
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へ帰りました︒
一段落すると︑原爆による怪我人が︑親戚知人が見分けもつきかねる

「写真週報」３２８号 内閣情報局

空襲になると学徒は地下壕へ入った︒上に鉄板がかぶせてあり︑

幸子

二〇年八月六日︑広島に原爆が落ちた時︑三時間位は何が何だか分り

ませんでした︒その時上司が新型爆弾だと言って居られました︒
二日間ほど焼け続けました︒

私の友達に原爆が落ちた時のキノコ雲を見たので︑頭痛がすると長い

間言っていましたよ︒そんなことはないよ︒私達も見たでしょうとも言っ
ていました︒

島に行き︑レイテ島で戦死しました︒

その時兄がレイテへ行ったのが戦艦大和だったと︑生き残って帰られ
た戦友の方から聞きました︒

帰国された方にお会いした際に︑
﹁最後に︑家族によろしくと伝えてく

れ﹂と言われたと︑言われました︒その時戦死した兄の年は三十一歳で
した︒とても残念でした︒

二〇代から四十代までの働き盛り︒戦争は負けるのは解っていた︒食

料もない島へ行き︑玉砕し︑また︑二人の兄が戦死︒

後に残った子供と年寄りの両親︑姉など︑一生苦しい一生でした︒こ

の世の生き地獄とはこのことと思います︒

戦争は絶対にしてはいけません︒世界平和を祈って居ります︒

︵広島市南区的場三丁目︶

150

呉戦災 ―― あれから６０年

敵から弾が落とされるたびに︑ピューピューと音がし怖い思い
をした︒身が縮まる思いをした︒

生き地獄
杉原

は見てはいけなくて︑でも工廠から海の方を見ていると︑大きな島と間

何事も秘密で︑工廠の中の電車の窓も全部カーテンを下ろし︑海の方
兄が家族を残してい征った所はレイテ島でした︒

違えるような大和を見ました︒

圧でした︒
私達は助かりましたが︑三時間にわたる波状攻撃で︑多くの工場がや
られたそうです︒

戦艦大和はとても大きいものでした︒私の兄は海軍陸戦隊として︑比

終戦になって早いものです︒六十年が過ぎようとして居ります︒
思い出せば︑当時︑私達は︑学徒勤労動員として︑呉海軍工廠に行き
ました︒
国のためとはいえ︑その時十六歳でしょう︒両親は大変心配したこと
と思います︒
製鋼部鋳造工場に配置され︑度々の空襲を受けながら︑日夜生産に励
んでいました︒
現場に鋳型を作るための土込めをしたのを入れるピットと称する小さ
な地下があります︒空襲になると学徒はそこへ入って居りました︒
上に鉄板がかぶせてあり︑敵から弾が落とされるたびに︑ピューピュー
と音がし怖い思いをしました︒
一応無事でしたが︑身が縮まる思いをしました︒
Ｂ が来るとき︑横穴防空壕へ入りますが︑Ｂ は一トン爆弾を投下
29

凄まじい地響で︑近くに落とされた不発弾でも息が出来ないほどの風

します︒

29

Ⅲ 銀翼の影の下で ――
初空襲の日

フジエ

灰が峰の向こう側からクモの子をちらした様に艦載機が呉の軍
港に向かって来た︒

呉軍港の空襲
木村

この絵は呉の山の灰が峰の絵です︒

灰が峰の向こう側からクモの子をちらした様に艦載機が﹁あ

れっ！﹂と云うように呉の軍港に向かって来ました︒

その時の傷病兵を治療した者です︒

艦載機から兵隊を狙い撃ちされて︑背中を通って膀胱を突

き抜けて尿が出てくるのです︒治療室は防空壕です︒その中で︑

尿が出てもどうしようもないので︑何時までも付いて居れな

いし︑次の傷病者が来るので︑可哀相でした︒

﹁終戦﹂のラジオを聞くきく︑皆んなで﹁勝つ迄はと言って

いたのに﹂泣けてなけて︑悔しかったです︒

二度とこんな事があってはいけません︒

︵広島市南区向洋本町一│一五│二四︶
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突然︑空襲警報が鳴りき︑ふと見上げると︑野呂山の上空に黒
いものが︑ぐんぐん大きく迫って︑黒いパイロットの顔が見え

博治

るぐらいになった︒小さな退避壕に殺到︒ひしめく人々の膝は
がくがく︒声も出なかった︒

呉初空襲
竹本
この日︑昭和二〇年三月一九日朝︑私は当時︑広第十一海軍航空省︑
飛行機部の﹁四〇工場﹂にいました︒五〇〇メートルくらい先の海岸は︑
呉海軍航空隊でした︒突然︑
空襲警報が鳴り響いた︒一瞬︑
鳴りをひそめた︒
不気味でした︒裏に出て︑ふと見上げると︑野呂山の上空に黒いものが︑
からすかな︑とんびかな︑と見ているうちに︑ぐんぐん大きく迫ってきた︒
まだ実感は無かった︒いつも目の前で︑水上機の離着水訓練が行われ
ていましたから︒だが色が黒いパイロットの顔が見えるぐらいになった︒
その瞬間︑シューと二発のロケットが赤い炎の尾を引いた︒とたん︑
空襲と頭をよぎる︒ドーン︑もう足が地につかない︒小さな退避壕に殺到︒
ひしめく人々の膝はがくがく︒声も出ませんでした︒続く爆発音︑機銃
掃射に不安でいっぱいでした︒空襲の合間をぬって︑黄幡山の随道工場
に走り込みました︒空襲警報解除になり︑戻ってみると︑前の工場の入
り口付近の鉄骨は︑ひんまがり︑トタンも吹き飛び︑ぶら下がって︑風
にパッタン︑パッタン︒初の体験でした︒広湾の黄幡沖の海岸に︑撃墜
されたグラマンの濃紺の残骸が放置されていました︒呉・広地区の初空
襲は︑呉航空隊の庁舎︑水上機︑格納庫の第一弾からと思っており︑あ
のシューと赤い炎は戦争︑そして数次にわたる被爆の悲惨さを忘れるこ
となく︑今でも鮮明に覚えています︒
︵呉市広古新開七│五│一〇︶
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開戦当時︑私は︑呉市片山小学校の中学年であった︒男の子の

呉もやがて︑大規模な空襲を受けるだろう︒なにしろ︑呉鎮守府の軍

港だからなあと︑新聞を見ながら考えていた︒

当時の我が家は︑父が古物骨董の売買︑土地建物の仲介業を営んでいた︒

母は海軍工廠物資部に勤務︑姉は海軍軍属としてジャワのスラバヤに派
遣されていた︒

三月一九日の朝も︑母は五時半に家を出て海軍工廠に行つた︒私は︑

艦載機の大編隊が来襲するのだから︑今迄の空襲とは違うぞと覚悟した︒

敵機も速いはずだ︑早く避難しなければと考え︑サイレンを聴くと直

ぐ父に﹁防空壕に早く行こう﹂と強く言った︒

明治二四年生まれの父は︑気が強くて︑逃げるのは卑怯者のする事だ
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将 来 の 夢 は︑ 海 軍 兵 学 校 予 科 か 陸 軍 幼 年 学 校 に 合 格 す る こ と

利治

だった︒ 学校の名称は︑﹃国民学校﹄に改称され︑鍛練方式の
教育が導入された︒

呉空襲と父の死
小瀬
﹁西部軍管区情報︑西部軍管区情報⁝⁝多数の梯団よりなる敵小型機が︑

と思っている人だった︒

ぬ様︑言葉を選んだ︒然し︑生来の強気の上に︑海軍の防備の強固な呉

愛媛県南部を北進中 ――
﹂
昭和二〇年三月一九日朝︑我が家のラジオが緊追した声で敵機襲来を

軍港には︑そんなに易々と敵機も来襲出来ないだろうとの思いこみがあっ

私は︑一刻も早く危険から逃れて欲しかった︒それで︑逆効果になら
放送した︒私は直感的に︑今度は呉だ︑呉に来ると思った︒間もなく︑

たに違いない︒
﹁お前は先に行っとれ︑わしは後から行く﹂と慌てた様子

中に入ると︑奥の方は灯りが薄すらと見えたが︑私の周囲は人の顔も

容出来る横穴式の壕だった︒

防空壕は家から一〇〇メートル位の場所に在り︑三︑
四〇人くらいは収

それが父との今生の別れとなった︒

﹁そんならぼくは先に行くよ︒直ぐ来てよ﹂と防空頭を被り家を出た︒

に座布団や避難袋を持ってどんどん防空境へ急いでいる︒

もなく答えた︒そうこうする内に︑近所の人達は︑防空頭巾を被り︑手

空襲管報のサイレンが鳴った︒
二︑
三日前から︑米海軍五八機動部隊が︑土佐沖を遊弋しているとの報
道がなされていたので︑その名称はしっかり頭に入っていた︒
昨一八日のこの機動部隊の動向と︑今朝︵三月一九日︶の酉部軍管区
情報を重ねると︑多数の梯団とは大編隊︑小型機とは艦載機に違いない︒
つまり︑五八機動部隊の空母から発進した艦載機の大編隊が︑豊後水
道を北へ向かっているのだ︒小学校六年生の私も︑戦時下で生きていく
中で︑自分なりにそう判断した︒

かめ合っていた︒私は新聞紙を敷いて︑黙って腰を下ろした︒二〇分か

見分けがつがず︑声だけが頼りだった︒お互いに名前を呼ぴ︑無事を確

警報のサイレンが鳴った︒然し︑敵機は一万メートルの上空を︑一機で

烈な対空砲火の音が︑壕内に響いて来た︒四方八方から射っている感じ

三〇分位経った頃︑急に﹁ダダーン︑ダダダ︑ダダーン︑ダダダ﹂と猛

其の頃から他の主要都市は次第にＢ の本格的空襲に見舞われ始めた︒

飛んで来たので︑余り危険を感じなかった︒

昭和二〇年一月以降︑時折呉にもＢ が偵察に来襲し︑その度に空襲
29

29

銃を射っているのにと不安になった︒今迄︑言葉では胸さわぎという表

然し︑その中に父の姿はない︒どうしているんだ︑こんなに大砲や機

れて︑
三階の教室に垂れ下がっていた︒我が家や他の家ほ木造だったので︑

位の円形に吹き飛び︑内部が剥き出ていた︒四階の講堂の床の一部は折

鮮明になった︒我が家に面した鉄筋コンクリート校舎の壁面が二メートル

今は︑それが校舎だけ淋しく立っている感じである︒近づくと被害が

現は知っていたが︑この気持ちがそうなのかと実感した︒今は戦争なの

家の内部が吹き飛ぴ︑屋根がその上に覆い被さっていた︒ああ爆弾が落

だった︒息急き切って︑数人の男の人が︑壕内にころがり込んで来た︒

だとひしひしと思った︒五分か一〇分位︑
対空砲火が続いた頃︑﹁ドガーン﹂

防空壕でしゃがんでいると︑
﹁ドガーン﹂と物凄い音がして壕内が揺れ

ちたんだと判った︒

来た︒薄っすらとした灯りも消え︑壕内は真っ暗になった︒外は﹁ダダー

た時があった︒あれが爆撃の瞬間だったのだ︒まさか我が家に爆弾が落

という物凄い爆発音がして︑防空壕の天井から砂が﹁ドサッ﹂と落ちて
ン︑ダダダソ﹂という対空砲火の響きが︑益々激しくなっていく︒私達は︑

ちるとは⁝︒何と言うことだ︒

父はどんな怪我をしたのかと︑又不安になつた︒どうしようと︑周り

全員黙ってしやがんでいた︒灯りが又点されて︑ほっとした︒砲声がま
ばらになった頃︑又︑二︑
三人の人が壕内に入って来た︒

私の姿を見て母は﹁お父ちやんが死んだんよ﹂と言いながら︑父の死

をウロウロとしていると︑母が海軍工廠から帰って来た︒

同級生︶のお父さんがいた︒私は急いで︑
﹁父を見ませんでしたか︑まだ

亡診断書を見せた︒それには﹁小瀬音八即死︑死亡時刻︑昭和二〇年三

その中に︑我が家から三︑
四軒向かい側の︑田中の貞ちゃん︵小学校の
防空壕に避難して来ないのです﹂
と尋ねた︒貞ちゃんのお父さんは
﹁なあー

月十九日午前九時五分﹂と書かれてあった︒

壕内で︑貞ちゃんのお父さんが︑
﹁怪我をしたので学校へ行った﹂と返

に︑心配せんでもええー︑ちょっと怪我をしとるけえー︑学校へ行った﹂
と話して呉れた︒私はああー︑怪我の手当に学校へ行ったんか︑それで

事をしたのは︑私を心配させまいとする咄嗟のウソと気付いた︒

私は︑急に力が抜けてしまった︒体がフワフワして︑何も考えられな

防空壕へ来なかったんだと気持ちが落ち着いた︒
午前十一時︑敵機が去ったのだろう︑辺りが静かになった︒間もなく

くなった︒宮原小学校一階のコンクリートの土間までどの様に行つたの

菰を掛けられて横たわっている父の遺体のシーンに変わった感じだつた︒

我が家の瓦礫の山のシーンから︑次の映像が抜け落ちて︑いきなり︑

か︑全く憶えていない︒

警防団の人から︑私達の隣保班の者は︑全員帰宅する様にと通知があった︒
壕の外へ出て見ると辺りはシーンとしていて︑私達以外︑誰も歩いて
いなかった︒我が家の方角を見ると︑周りの様子がまるっきり変わって
いるではないか︒

菰を除けると︑防空頭巾を被ったまま︑顔を血だらけにした父の顔が

目に入った︒遺体は︑国民服に巻脚半の服装で︑叭︵かます︶の上に寝

二︑
三時間前に家を出る時は︑バス道路に面して我が家と数軒の家は︑
軒を連ねて建っていた︒今見ると無い︒どうなっているんだ︒一瞬︑全

かされていた︒何故か︑左足の靴が脱げていた︒駆け付けて来た親戚の

母は私に﹁利ちゃん︑一緒にお父ちゃんの体を洗おう﹂と言った︒最

人が︑学校からバケツを借りて来て呉れた︒

く訳が判らなかった︒
日ごろ見慣れた風景は︑数軒の家と塀を境に︑四階建ての小学校の枝
舎が親子の様に立っている構図だった︒
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初に防空頭巾の紐を解いた︒

翌朝︑父の棺桶の下を見ると︑隙間から滴り落ちたのだろう︑廊下にべっ

とりと血がついていた︒急いで布で拭いたが︑血の跡がなかなか消えず

困った︒他の方の遺体はどうなっているのだろうと思い︑そっと娘さん

頭巾を脱がそうとして内側を見ると︑ドロッとしたどす黒い血が大量
に溜まっているではないか︒私は怖くなり︑手が動かなくなった︒

の遺体を見た︒ちぎれた彼女の首の部分には︑薄茶色や灰色がかった緑

色等の何種類かの布地を丸めて︑顔の形に調えられていた︒

﹁血がイッパイ出とる︒ぼくはようせん﹂と母に任せた︒
母は気丈に頭巾をそっと丸め︑付いている紐を縛ったうえ布切れにく

て首の代わりを拵えてでも︑葬りたいとの親心が︑ひしひしと感じられた︒

悲惨な死に方をした彼女の御両親は︑さぞつらかったのだろう︒せめ

血だらけの頭や額を丁寧に洗うと︑普段と変わらぬ父の顔になった︒

合同の葬儀は︑通夜に引き継ぎ︑正円寺で行われた︒親戚の住職も参

るんで処理した︒国民服や下着も全部脱がせて︑遺体を水で洗った︒
よく見ると銀歯がのぞいて︑
﹁ニコッ﹂と微笑んでいる様に見えた︒母

列読経して呉れる等盛大だった︒後の空襲の場合に較べて︑有難いこと

に疎開してあつた我が家の品物を︑爆撃のどさくさにまぎれて大八車で︑

其の間に聞いた人の噂では︑私の家の親戚と名乗る者が︑離れた場所

家を借りることが出來︑やっと落ち着いた生活を取り戻せた︒

其の後は暫く︑親戚の家に母と二人で世話になった︒次いで︑近くの

だったと思う︒

も﹁お父ちゃんが笑っている︒楽に死んだんじゃね︒良かったね﹂と言
いながら父の体を洗った︒
爆弾の破片は防空頭巾を突き破り︑頭を貫通していた︒
小学校の防空演習では︑空襲警報がなったら必ず防空頭巾を被って退
避しなさいと教えられた︒
然し︑防空頭巾は何の役にも立たなかった︒敵に向かって竹槍の訓練

親戚の人々に真偽を確かめたが︑誰もそんなことはしていなかった︒

運び去ったそうである︒

破片は左足の膝を貫通し︑足がブラブラになっていた︒他に︑右の太

結局︑
事実は判らず仕舞いだった︒もし事実とすれば﹁火事場泥棒ならぬ︑

をしたのと同じことだったのだ︒
ももに一箇所小さな傷があった︒結局︑父は頭の貫通が致命傷だったの

空き巣泥捧﹂も現われたのかと︑一人苦笑した︒

抹の寂しさは禁じえない︒

︵呉市焼山東二丁目一〇│八︶

いまさら宮原小学校の卒業証書を貰っても仕方ないとは考えるが︑一

業証書も受け取っていない︒

うなうたのかは知らない︒多分行われなかったのではないかと思う︒卒

私は三月一九日の空襲後︑学校に登校していない︒今だに卒業式がど

だろう︒
隣保班の人の話では︑敵機の落とした爆弾で︑父を含め四人が死んだ
との事だった︒
気の毒なのは︑
その中の一五才の娘さんのことだった︒首がちぎれとぴ︑
両親がその首を探したが見付かっていないらしい︒
其の晩は急場のことでもあり︑
泊まる場所もない︒死んだ四人の通夜は︑
宮原の正円寺で行うことになった︒
警戒警報発令中でもあり︑真っ暗な中での通夜になった︒四人遺体は︑
本堂の回り廊下に安置された︒
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照明弾が投下され︑あたりは真昼のような明るさになった︒す

積

ぐ猛烈な爆風と共に︑ザーザーと空全体から︑雨︑霰のように
焼夷弾が落ちてきた︒
いくさ

奪われた青春︑戦忘れない
広本

下傘︑パイロットの肉片などが展示されていて無惨な光景がみられた︒

二︑呉市街の大空襲

灰ヶ峰の中腹に段畠がかさなっていて︑その麓に狭い横道が東西に長
く続いている︒

昭和二〇年七月一日の晩︑空襲警報が鳴り響き︑多くの市民や軍人︑

徴用工員等が狭い横道に溢れるほど避難して来ていた︒

生懸命に掘った段畠の︑横穴防空壕に退避した︒夜中から早朝にかけて︑

私は当時十四才で︑末の妹を背負い弟の手を引いた母と共に︑父が一

三月一九日︑朝から快晴の青空だったが突然︑空襲警報のサイレンが

米軍のＢ 爆撃機約八〇機が︑高度三︑
〇〇〇メートル位の上空を編隊を

一︑艦載機の空襲
鳴りつづき︑グラマン艦載機の大編隊が︑空が真っ黒くなるくらいに灰ヶ
峰を越えて︑超低空で攻撃してきた︒
呉港に繋留されている軍艦から撃つ高角砲や︑機銃が猛烈に火を噴き︑
上空が見えないほどの弾幕を張った︒
しかし艦載機はまるで鳥が舞い下りるように︑一機ずつ港の軍艦に向
かって機銃掃射をかけて飛び去る︒機上の若いパイロットはまるでスポー
ツ感覚で︑白いマフラーをなびかせながら降下していく︒
住んでいた東辰川町の家の庭の︑防空壕の入り口から空を見上げてい
る私に向かって︑瞬間︑トンボ眼鏡の兵隊が笑顔で手を振るのが見えた︒
怖かったが何か心が和んだ︒艦載機の大編隊︑
パイロットの白いマフラー︑
手を振ったトンボ眼鏡のアメリカ兵の様子は︑今でもありありと目にう
かべることができる︒庭にはレーダー妨害のスズの金属片がシュルシュ
ルと落ちてきた︒家の隣の地蔵堂には時限装置の付いたような小さい爆
弾が落ちて︑近所の皆が騒いだが不発弾だった︒
夕方︑潜水艦の将校さんから戦況を聞き︑尊い人命がたくさん犠牲に
なったことを知り︑戦争とは悲惨過ぎる悲劇だとおもった︒
翌日︑本通小学校の講堂だったと思うが︑米軍の艦載機の破片や︑落

組み︑ゆうゆうと飛来してきた︒

その光景は恐怖と憎しみを持って見上げる目に︑整然として美しくさ
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えあった︒照明弾が投下され︑あたりは真昼のような明るさになった︒
すぐ猛烈な爆風と共に︑ザーザーと空全体から︑雨︑霰のように焼夷
弾が落ちてきた︒高度三〇〇メートル付近で親爆弾が炸裂し︑子爆弾が
落下してくる︒六角形の弾尾にみどりの短い布をつけた焼夷弾が落下す
るのだ︒市内は忽ち火の海になり避難の人々が次々と山麓に逃げてきた︒
母は海軍工廠にいる兄の安否をしきりに心配し続けたが︑消息を知る手
だてもなく涙はとまらなかった︒
段畠には︑はずれた焼夷筒が幾本か落ちてきて︑子供ながら手を震わ

田舎まで買い出しに行ったが︑ゆずってもらえる物は少なく︑徒労にお
わることが多かった︒

三︑原爆︑枕崎台風

八月六日八時一五分︑呉の西側山稜に閃光が走り︑窓が音を立ててゆ

れた︒広島に原爆が投下されたのだ︒

広島の街は全滅したとの噂がたった︒午後三時頃︑近所の娘さんが全

身に包帯を巻いた姿で帰ってこられた︒女子挺身隊として広島駅で被爆

若い徴用工員が﹁帝国海軍軍人は下山して消火活動に従事して下さい﹂と︑

だった︒私は当時︑勤労動員で︑国鉄の広島機関区に行っていたが︑機

死体を担架で運んでこられた男の人の顔に涙が流れていたのが印象的

されたらしい︒

連呼しながら避難の人をかきわけて歩いていたが︑軍人で下山した人は

関車の連結棒が足に落ち︑自宅で療養していたが︑永くなったので一度

せ砂をかけて消した︒狭い横道は大勢の人々であふれるほどであったが︑

見あたらなかった︒暗い小道の隅で海軍の将校らしい人が︑煙草を吸う

職場に行こうと思っていた︒

︵呉市広石内三丁目一〇│二七︶

が懐かしく︑微々たる体験記を書いてみました︒

戦後の混乱期︑飢餓に苦しみ︑物資の欠乏に耐え抜いてきた青春の日々

様子は︑まるで地獄絵図のようだった︒

いる︒水死の遺体三体がトタン板にかさねられ︑河原で茶毘に付される

若い女の人の裸体に︑一筋の鼻血が流れていたのを鮮やかにおぼえて

が流出し︑上流の人や壊れた家︑家具などが押し流されていった︒

台風の余波がいたるところで山津波を起こし︑私の家も庭の前を鉄砲水

九月一九日︑戦災で壊滅的打撃をうけた呉の街に︑枕崎台風が襲来した︒

した街を彷徨しながら敗戦を知った︒

八月一五日︑被爆直後の広島はまだ瓦礫の山ばかりだった︒焦土と化

赤い火が点いたり消えたりしていて︑子供心にこの戦争は勝てないと痛
感した︒
辰川小学校のすぐ近くにあった我が家は︑屋根に落下した焼夷弾を父
の素早い処理で火災をまぬかれた︒
明け方︑荒神小学校付近まで行くと︑火勢が強く︑懸命に消火作業を
されている人々に感動した︒
一夜で焦土と化した市内をさ迷いながら歩いた︒二河川には不発の油
脂焼夷弾や︑焼夷筒がたくさん落下していて驚いた︒
市内にどれほどの焼夷弾が投下されたのだろうかとおののいた︒
罹災から一週間位経つと焼け跡にバラックが急造され︑日暮れには庭
で︑男の人が裸になって︑行水している異様な姿も見られた︒
焼け野原の街に︑食料が不足していて︑鉄道草や︑芋の葉︑脱脂とう
もろこし︑それに砂糖で作ったカルメ焼などを常食した︒
物物交換で母の着物などほとんど無く︑米やさつま芋などは︑遠くの
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Ⅳ 眠れぬ疎開の日々

学童疎開とは︑第二次世界大戦末期︑米軍による本土爆撃に備え︑大

都市の国民学校初等科学童をより安全な地域に一時移住させたことをい
います︒

一九四四︵昭和一九︶年六月三〇日︑政府は︑
﹁学童疎開促進要綱﹂を

閣議決定し︑同年七月二〇日︑学童集団疎開の実施区域として︑東京︑横浜︑

川崎︑横須賀︑大阪︑神戸︑尼崎︑名古屋︑門司︑小倉︑戸畑︑若松︑

八幡を指定しました︒九月末には八都市の約四一万人あまりの学童集団
疎開をほぼ完了させました︒

一九四五︵昭和二〇︶年三月九日にはさらに︑
﹁学童疎開強化要綱﹂が

閣議決定され︑三年生以上は強制︑一︑
二年生の希望者も参加の方針とな
りました︒

そして︑四月には京都︑舞鶴︑広島︑呉の四都市が追加指定されたのです︒

何分食料が乏しく︑ひもじい毎日でした︒学校はほとんど昼ま

学童疎開体験記
―
正栄

んと一緒に死にたいという思いでした︒

昭和二〇年︑戦争は益々激化して︑食料も乏しくなり︑四月から︑三

年生から六年生の児童が︑県北の山村に集団で疎開することとなったの
です︒

六人兄弟の内︑すぐ上の姉が六年︑私が四年なので︑二人で疎開する
こととなりました︒

四月三日といえば︑普通ならお花見の楽しい日なのに︑それどころか︑

朝早くから呉駅は旅立つ児童の群れと︑見送るお親でごった返していま
した︒

母と別れの言葉さえ交わす時間もなく︑わずかな着替えと︑勉強道具
を背負い︑汽車に乗りました︒

福山で︑福塩線に乗り換

え︑甲奴郡の上下駅に着いた

のは︑もう夕方でした︒そこ

から︑清岳村という山村に着
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でで︑午後は食用となる︒野草を摘み歩き︑おかずにしていま
した︒

私の戦争
久万
初夏の陽を浴びて︑つややかな緑の山椒の木の実が芽ぶく頃︑私はそ
の小さな芽をちぎって︑そっと香りをかぐのです︒
すると︑ある情景が浮かぶのです︒それは二十四人の少女が幸せそう
な笑顔で︑花の咲いた広い庭で遊んでいる姿です︒
六十年も前の遠い日のことを聞いてください︒
私は︑一九三五年︵昭和一〇年︶
︑軍港のあった広島県呉市に六人兄弟
の四女として生まれました︒
昭和一六年︑太平洋戦争が始まり︑その翌年の昭和一七年に二河国民

畑と田圃ばかりの中に民家が

く頃は︑すでに日暮れていて︑

一︑
二年生の頃は︑学校生活も楽しく︑授業も普通に出来ていたのです

あり︑天理教の教会に着きま

学校に入学しました︒
が︑三年生になると戦争は一段と緊迫して︑防空頭巾をかぶり︑絣のモ

榎本さんという寮母さんと︑

堂に︑引率の林先生︵女︶と︑

この日から︑天理教会の本

た︒

るとさすがに寂しい気分でし

気分だった私達も︑夜にな

汽車のなかでは遠足の様な

した︒

その時︑頭にあったのは︑どうせ死ぬなら︑家に帰り着いて︑お母さ

るな︒落ちるな﹂と言い乍ら必死で走りつづけました︒

今︑爆弾が落ちたら︑この坂で一人で死ぬかと思ったら怖くて︑
﹁落ち

同時にもう頭上で︑アメリカのグラマンが唸りを上げて飛んで来ました︒

家は山手町で︑急な坂があり︑途中で空襲警報のサイレンに変わり︑

散して︑家に向かって走りました︒

三年が終わろうとする頃︑ある朝登校してすぐに警戒警報となり︑解

ンペをはいて通学していました︒

疎開先の（清岳天理教会）寮

二十四人の女生徒が生活することになったのです︒

にびっくり︑中でも木の芽のかぐわしい散らし寿司のおいしかったこと︑

この手記の冒頭に記しましたのは︑この日のことです︒

食事後︑さんさんと陽の当たる庭に出て遊びました︒

勉強が始まりました︒疎開児は六年生が一〇人︑五年生が五人︑四年生

現在なら何らとりたてて言う事も無い日常のひとこまですが︑当時の

私達は︑清岳国民学校に学年ごとに編入し︑地元の生徒と混ざっての
が六人︑三年生は三人でした︒

子供にとって︑夢の様な一日だったのです︒

天国とか極楽とかは︑こんなことだと思えたのです︒防空壕もなく︑

四年の担任は︑木村清子先生で︑若くて美しく︑優しさと厳しさを備
えた先生で︑五〇人以上に増えたクラスを熱心に教えてくださいました︒

空襲のサイレンも聞こえないひととき︑ユートピアに住んでいた私たち

我が家からの手紙でした︒

﹁衣︑食︑住﹂すべてを堪え乍らの日々の中︑何よりの楽しみは︑呉の

湯の虱退場していました︒

とします︒外に大きなお釜をすえて︑湯を沸かし︑下着を入れ︑皆で熱

下着の縫い目に︑ビッシリ並んで隠れている虱︑いま思い出してもぞっ

白い虱がつくことを初めて知りました︒

虱の咬んだ痕があり︑皮膚はざらざらでした︒頭には黒い虱︑下着には

すき櫛で︑髪の毛をとかすと︑バラバラと虱が落ちてきます︒裸になると︑

で︑下着にも髪の毛にも虱がわき︑かゆくて眠れぬ日を過ごしました︒

六月ごろになり︑暖かくなった頃︑石鹸がないため清潔に出来ないの

は︑この日ばかりは幸せでした︒

小柄の大江奎子さん︑丸顔の沖田幸子さん︑麻生みどりさん︑福間富
美子さんと藤原千鶴子さんと私の六人は︑初めの内︑かたまっていまし
たが︑その内︑馴れて地元の同級生と仲良くなりました︒
生活面は︑大人二人では全員の面倒は見られず︑当然︑掃除︑洗濯︑
炊事も子供達で当番でやっていました︒
清岳は︑静かで穏やかな村で︑村人は親切でした︒村の人達の好意で
野菜などを頂いていましたが︑何分食料が乏しく︑ひもじい毎日でした︒
学校はほとんど昼までで︑午後は食用となる︒野草を摘み歩き︑おかず
にしていました︒
親と離れて急に環境も変わったため︑
﹁おねしょ﹂をする子もいたし︑
三年生は時々泣いていました︒
来る日も来る日も︑大豆や麦やジャガイモの混じったわずかな御飯に︑

母と二人の姉からの手紙で︑一年生の妹と︑三才の弟の様子を知り︑

会いたさも募りました︒誰かの家から時たま︑お菓子などが届くと︑先

少しの野菜でした︒おやつなど何もなく︑それでも︑
﹁欲しがりません勝
つまでは﹂と唱えて︑けなげな覚悟で励まし合い乍ら︑耐えるしかあり

生が二十四等分にして︑皆で分けあいました︒

良く気のつく︑しっかりした六年の姉が傍にいた私は︑他の子より幸

家恋しさと︑後ろめたさが交錯しました︒

ました︒その夜二人で布団をかぶって︑
真っ暗の中で口にほおばりました︒

皆に分けるのが無理で︑先生から︑
﹁内緒で二人で食べなさい﹂と渡され

ある日︑私の母から︑
﹁羊羹﹂が送ってきましたが︑少量だったので︑

ませんでした︒
朝と晩︑本堂に並んで正座して︑全員でお勤めをしていました︒見神
楽︵みかぐら︶歌も覚えました︒
五月のある日曜日︒村長さんが疎開児童を歓迎の意味で︑自宅に招い
てくださいました︒
広いお座敷には︑色々なご馳走が一杯並び︑久し振りの食事の豊かさ
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せだったのですが︑何故かよく熱が出ていました︒そんな日は︑皆が学
校に行った後︑本堂に一人で寝ていました︒
かなりの高熱でも︑薬も注射もなく︑ふらつく足で裏の台所で水を飲
むのがやっとでした︒抵抗力が弱まっていて︑度々夏風邪をひいていた
のでしょう︒そんな時︑いつも浮かんでいたのは︑呉市の町と︑我が家
でした︒
亀山神社の祭や鯛の宮の縁日︑家族で歩いた中通りの商店街︑本通りと︑
次々と楽しかった日が思い出されて涙が出ました︒でも夜になって︑天
理教の奥様が︑お加持祈祷して下さって︑少しずつ元気が出ました︒
そのころ︑村の人から沢山のトウモロコシの差し入れがあり︑皆大喜
こびで︑早速ゆでて食べました︒ところがその後が大変でした︒平素︑
栄養不良状態の胃腸が受け付けなくて︑皆で大下痢を起こし︑七転八倒
の地獄絵図でした︒私も姉もこの後何年も︑コーンが食べられませんで
した︒
七月一日の呉の大空襲は︑林先生を通じて知りました︒
﹁お母さんが
焼けて死んだかも⁝﹂と︑六年生の一人が泣き出すと︑次から次へと︑
二四人全員が声を上げて大泣きしました︒
それまで耐えていたものが一ぺんに吹き出したのです︒天理教の神様

夜が明けて︑明るくなって気が付いたと言っていましたが︑皆が立っ

ていた辺りに不発弾が落ちていて︑急いで連絡し︑撤去したそうです︒

父も母も兄弟も︑何時どこで︑どうなっていたか分からない時代で︑考
えると恐ろしいことです︒

八月六日の夜︑村の人たちが︑
﹁西の空が赤いよ！﹂と言って見ていた

ので︑
皆で出て見ると本当でした︒何かわからず︑
不気味な夜でした︒後日︑

広島市に強力な特別爆弾︵原爆︶が落ちて一晩中︑火の海だったと聞き
ました︒

八月一五日︑校庭に整列し︑ジリジリと照りつける陽の中で︑玉音放

送を聞きました︒しかし私達子供には︑言葉は聞き取りにくく︑意味もわ

かりません︒先生から日本が負けたことを知らされました︒

戦争に勝つために︑何もかも我慢してきたのにと思い︑信じられませ

んでした︒悔しがる気も起こらなかったのは︑まだ幼かったからです︒

戦争は終わった︒とにかく呉に帰れる︒そればかり考え︑皆で話して
いました︒

ところがすぐには帰れなかったのです︒先生が︑全焼した二河小学校

や︑一人一人の親の状況を調べ︑連絡を取っている間に︑不幸は重なり︑

九月一七日の台風で大水害が起こり︑道路の破損や橋が落ちたりで︑仲々︑
帰る目途がつかなかったのです︒

終戦の日から二か月近くたった一〇月一三日︑学校で疎開児童の送別

の前で︑長い間泣きました︒
後に聞いた話によると︑七月二日未明の呉市街の空襲の時︑父は呉海

式があり︑先生︑同級生︑お世話になった村の皆様に別れを告げました︒

翌一四日朝︑天理教会を後にしました︒私達は︑
﹁ラバウル小唄﹂を替

軍病院に勤めていたので︑七月一日に︑患者さんを連れて︑山間部に疎
開したそうです︒

え歌にして︑

﹁さらば︑清岳よ︑又来るまでは︑しばし別れの涙がにじむ﹂と︑歌い

引率して行って︑留守の間のことで︑母は心細かったと言っていたそ
うです︒山手町の山際に︑ちょっと大きな防空壕があって︑町内の人皆

乍ら清岳を去りました︒

バスやトラックに乗り継いだり︑途中歩いたりしながら広島を通って

が入っていたそうですが︑明け方まで呉市の中心が全部焼けるのを見て
いたそうです︒
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帰ったのですが︑広島市でトラックを待っていた時︑ジープに乗った三
人の外人を見たとたん︑
︑恐怖で全身がガタガタと震え止まりませんでし
た︒
﹁鬼畜米英﹂と教え込まれた言葉は︑潜在意識の奥まで︑しっかりと入
り込んでいたのです︒教育の怖さをつくづくと感じます︒幸いにして︑
姉と私はその夜暗くなって︑やっと家に帰りつくことが出来ました︒山
手町は焼けずに残っていたのです︒
半年ぶりに親︑兄弟に会えたうれしい夜でした︒次の朝︑明るくなって︑
窓から呉の町を見て唖然としました︒一面焼け野原でした︒
見慣れれた呉市︑ふる里のあの街並みは︑どこにいったのでしょう︒
疎開児の親や家族で︑焼け死んだ人は︑たくさんいました︒その子達は︑
どんな苦労して︑成人したのでしょうか︒
昭和四八年に︑呉市の小学校校長会で︑調査された記録に依ると︑私
達の様に︑お寺や︑学校や︑青年道場など一五○カ所に疎開していた児
童は︑約四︑
〇〇〇人でした︒
呉市だけでも四︑
〇〇〇人の児童が同じ様な体験をして生き残ったので
す︒広島市の疎開児童の終戦後はもっと︑もっと悲惨だったことは言う
に及びません︒
つい先日のこと︑両親の年忌の法事の日︑兄弟姉妹が集まって︑昔の
話をしていた時︑傍で聞いていた四年生の孫娘が﹁おばあちゃん︑それっ
て疎開の話でしょう︒
平和学習の時間に学校で聞いたよ︑
戦争は怖いよね﹂と言っていました︒
私には四人の孫がいます︒この子たちの今から始まる人生の道で︑ど
うか戦争に巻き込まれることのない様にと︑心から願っています︒

そして危機ははらんでいます︒戦争によって産まれるものは︑悲しみ︑
苦しみ︑憎しみだけです︒

戦争体験した私達が︑その恐ろしさ非情さを語り継いでいかなくては
ならないと︑心より思っています︒

︵旧姓・太治／広島市佐伯区五日市中央四丁目一四│三︶
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幸いにして今︑日本は平和の中にいますが︒いつの世も︑世界のどこ
かに戦火がもえています︒

写真 工藤洋三氏 提供

岩方国民学校の第一次集団疎開児童は︑昭和二十年四月十一日︑

国鉄芸備線と県道が走る︒村役場の屋根には︑敵機の襲来に目を光らせ

姿があった︒

の小西良三︑同じく六年の三木利枝子︑五年の稲田雅胤の何れも元気な

田茂︑浅野マキ子の二人︒寮母二人︒児童は五十人︒この中には︑六年

の四か村︒このうち︑三田村の三田西国民学校へ向かうのは︑先生の稲

百三十六人︒疎開先は︑広島県高田郡の三田︑秋越︑市川︑それに志屋

呉駅を出発した︒呉駅では多数の父兄や学校関係者が見送る︒児童数は︑

岩方国民学校の第一次集団疎開児童は︑昭和二十年四月十一日︑国鉄

るための防空監視所がある︒

優

中三田駅前広場で︑歓迎会が開催される︒村長や校長らに加えて︑こ

れから︑共に学び︑共に働き︑且つ︑共に遊ぶであろう三田西国民学校

の児童たちが出席︒六年の私もこの中に︒向かい合わせに並んで立つ岩

方国民学校の児童五十人の姿を︑
私は一人ひとりゆっくりと見渡す︒無論︑

里︵みたさんり︶
﹂と呼ばれるように︑村は東西に細長く︑三方を田んぼ

広島市から東北へ二十キロ︒三田村は︑人口二千人の純農村︒
﹁三田三

一挙に五十人の児童を受け入れるには︑二教室の増設が必要︒校舎近く

の複式学級があるので︑
教室数は四つしか無い︒二つの複式学級を解消し︑

児童数は︑一挙に百三十五人に膨れ︑九十年の歴史の中で最多に︒二つ
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国鉄呉駅を出発した︒児童数は︑百三十六人︒このうち︑三田
村の三田西国民学校へ向かうのは︑先生の稲田茂︑浅野マキ子
の二人︒寮母二人︒児童は五十人︒

子供たちの太平洋戦争
山崎

呉
―市岩方国民学校児童の集団疎開 ―

一︑プロローグ
昭和二十年三月に入ると︑﹁音楽﹂の時間は︑
卒業式歌﹁花かをる﹂の練習︒
文部省の制定歌だが︑戦争を忘れさせるような詞と曲である︒

集団疎開児童は︑男女を問わず︑総じて賢そうに見受けられる︒服装

相手も同じ仕草を試みるであろう︒

聞き分ける訓練︒敵性語廃止で﹁ドレミ﹂を日本語式に言い換えた﹁ハ

や履き物には︑天と地の隔たり︒集団疎開児童の履き物は︑申し合わせ

卒業式歌の練習が終わると︑ピアノの和音を利用して︑敵機の爆音を
ニホヘトイロ﹂から選んだ三つの音で﹁グラマン﹂
﹁Ｂ ﹂などと聞き当

たように︑真新しいズック靴︒

私を含む私達の履き物は︑手づくりの草履︒歓迎会を終わると︑私た

てる︒
三月十九日︑グラマン戦闘機多数が私たちの村の上空に現われ︑呉方

ちは集団疎開児童の荷物を持ち︑各々の宿舎の寺へと向かう︒足元に目

をやれば︑
﹁ズック靴﹂と﹁草履﹂の奇妙な歩み︒私自身︑誰とどんな言
葉を交わしたのか記憶がない︒

に囲まれた真宗福長山順覚寺︒その前方を太田川の支流三篠川が流れ︑

の職員住宅と︑福永荒神杜の拝殿を改装し急場をしのぐ︒

集団疎開児童が三田西国民学校への通学を始めた︒三田西国民学校の

太田川を通じて瀬戸内海へ注がれる︒この三篠川ともつれ合うように︑

三田西国民学校の六年であった︒

私は︑
広島県高田郡三田村︵現・広島市安佐北区白木町三田︶の小規模校・

載機延べ三百機が来襲した︒

面へ向かい︑金属音を残して急降下︒高射砲の炸裂音︒漂う弾幕︒敵艦

29

二︑集団疎開の日常生活
五十人の児童は︑二十五人ずつに分けられ︑宿舎としての二つの寺へ︒

順覚寺の一日の時間表もぽぼ同じであった︒

﹁西福寺では︑夕食後︑六年の小若博子さんが本堂で流行歌を歌ってく

岩方校五年 稲田雅胤

先生の稲田茂と児童二十五人は︑三篠川に架かる釣り橋の西詰めへ到

れました︒小若さんの十八番は
﹁花摘む野辺に日は落ちて︑
︑
︑
︑
﹂
で始まろ
﹁誰

その一つ︑小高い丘の上に建つ︑真宗経尾山西福寺︒
着︒ここで県道と別れる︒
︑無人踏切を渡り︑二十の石段を登ると︑真宗

か故郷を思わざる﹂
︒

いつの間にか﹁誰か故郷を思わざる﹂がみんなの愛唱歌になりました︒

経尾山西福寺︒寺の西側を流れる西福寺川の岸辺には︑計三基の︑米搗
き用の水車﹁そうず﹂があり︑辺りに︑のどかな音を聞かせていた︒本

ジーンときました︒当時︑ホームシックにかかり︑寺を何人かが抜け出

時には三篠川の川原に出掛けて︑思い切り歌を唄いました︒さすが私も

稲田茂が畳敷きの本堂に全員を座らせ︑
一目の時間表を述べ始める︒
﹁ノ

しました︒狩留家駅にいるところを見つかり︑追いかけた稲田茂先生に

堂が寝室︒食事は庫裏と決定︒
ミが跳んでいる﹂と女子児童の声︒
﹁先生が話しをしている最中に声を出

伴われて︑すごすごと寺へ引き返しました﹂
︒

食糧確保のため村︑先生︑児童︑寺が一致して努力した︒米は少ない

クであった︒

集団疎開児童の一番の悩みは空腹︒続いては親元を離れてのホームシッ

三︑空腹

してはいけません﹂と︑きついお叱り︒声の主は六年三木利枝子︒三木
は先生にひたすら謝ったが︑ノミやシラミは日毎︑増える一方︒ノミや
シラミに悩まされるのは西福寺だけではない︒

順覚寺住職の長女 楢崎綾子
﹁寮母さんが︑たびたび五右衛門風呂の

ながら配給に依拠︒

両寺とも副食物の確保に心を砕く︒決められた日程と当番に基づき集

熱湯の中に︑布団のシーツや枕カバーを浸
けていました︒でもノミやシラミが︑一向

団疎開児童が︑リヤカーか車力を引き︑村内の集落を回る︒一つの車に

﹁野菜を貰うため︑二︑
三人が一組となり︑大八車かリヤカーを引い

岩方校五年 稲田雅胤

くられる毎日だった︒

田三里﹂を動き回る今中肇の足は︑専ら自転車︒パンクの修理に追いま

と集荷に活動したのが今中肇︒常会会長や農家を訪問する日々が続く︒
﹁三

三人︒男子児童だけでなく女子児童も輸送作業に参加︒この野菜の確保

に減りません︒効果があったかどうか﹂
︒
稲田茂が説明した児童の一日の時間表は
次のようになっている︒
午前七時起床︒谷川の水で洗顔︒本堂で
の礼拝︒朝食︒午前八時登校︑二列に並び
学校へ︒昼食は寺で︒
︵粥は︑弁当に詰め
られないので︶午後六時夕食︒午後十時消
灯︒
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貰ったキャベツ︑ジャガ芋︑玉ネギ等の野菜をかますへ︒帰途︑喉が︑

が二十キロに及ぶ事もありました︒自分で編んだ草履を履いていました︒

との米は︑国の割り当て通り供出する︒三反農家の我が家では︑一握り

いた︒米を生産しても︑配給米と同量の保有米しか家には残せない︒あ

その当時︑私の住む広島県高田郡三田村でも︑食糧は極度に不足して

童が持っているビスケットや乾パンと交換しました﹂
︒

酷く渇くので︑田んぼの水を両手のひらで掬って飲みました︒腹痛は起

の米とさつま芋で炊いた芋粥が︑半ば常食︒

て︑決められた集落へ向かいます︒三田村は東西に細長く︑往復の距離

こしませんでした﹂
︒

三人の母子家庭であった私の家に︑昭和二十年四月︑遠戚の︑子供四

人を含む六人家族が︑広島市竹屋町から縁故疎開︒敗戦直後には︑五人

の子供のいる︑母子六人家族が南朝鮮から我が家に引き揚げた︒やがて

順覚寺住職長女 楢崎綾子
﹁ご飯は三升釜で炊きます︒薪は一週間に一度︑馬車で運ばれました︒

その夫がビルマから復員︒一時は︑一つ屋根の下に︑三家族十六人がひ

ぺらの新聞と︑感度超不良の三球式ラヂオ︒それに他人の噂話︒

飲み水と風呂水を桶を使って運ぶ︒ニュース源は︑
配達しながら読む︑
薄っ

しめく超過密状態︒照明は︑
十燭光が三灯︒五十メートル離れた井戸から︑

米と野菜に加えて︑調味料の︑醤油︑みそ︑酢︑砂糖が︑極度に不足し
ていました﹂
︒

岩方校六年 小西良三

集団疎開児童は︑食糧を他に依拠するだけではなかった︒自給にも立

ち上がる︒西福寺に近い弓場︵ゆんば︶の荒廃地五畝を借用︒私たち地

﹁西福寺の︑一日の献立です︒
朝食・・・野菜の沢山入ったご飯︒具の少々入ったみそ汁︒

元の児童が応援して︑開拓の鍬を振るう︒三田西国民学校校庭の種苗場

四︑里親と里子

収穫期を迎えようとしていた︒

で採取したさつま芋の苗を植える︒九月に入り︑早や物のさつま芋が︑

昼食・・・米粒の殆ど入っていない雑炊︒
夕食・・・野菜の沢山入ったご飯︒野
菜の煮付け﹂
︒

三田西校六年 梶山唯信

一泊二日の日程で農家へ預ける︒少しでも︑食い扶持を減らそうという

食糧対策としての﹁里親︑里子﹂制度が実施された︒集団疎開児童を︑
ちゅう寺へ遊びに行き︑疎開児童と雑魚寝

物悲しい制度であったが︑現実的には︑里親と里子がふれあう機会になる︒

﹁自宅は順覚寺と隣接しており︑しょっ
をしました︒疎開児童は私に︑空腹を訴え
ることは無く︑ギスギスした雰囲気もあり

﹁二度︑農家を訪ねました︒何れも︑お客様扱いでした︒ご飯を︑腹一

岩方校六年 小西良三
という児童もいません︒強いて言えば︑私

杯頂きました︒そのうち一回は西福寺に近い︑七十八歳の山出長太郎さ

ません︒学用品と︑食べ物を交換してくれ︑
が煎り大豆と煎りえんどうを持参︒疎開児
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印象がそれは強いです︒英雄さんは︑風貌といい︑語り口といい︑如何

国したばかりの︑三人兄弟がいました︒その中で中学四年の英雄さんの

んの農家です︒お年寄り夫婦に加えて︑昭和二十年三月︑満州国から帰

西福寺で夜︑映写会がありました︒映写会への参加者は︑集団疎開児童

した﹂
︒﹁一か月後︑
父は現像済みのフィルムと映写機を持ち︑
再び西福寺へ︒

西福寺と順覚寺の集団疎開児童や先生の姿を中心に︑フィルムに収めま

二十九歳の母ミサオ︑八歳で三年の 妹尚子を連れて西福寺へ来ました︒

﹁歯の治療のため︑呉市に帰宅中偶然︑空襲に遭遇しました︒長兄は既

岩方校六年 小西良三

け残っただろうと想像しました﹂
︒

になったよ﹄と言いました︒自分の家の事が気がかりでしたが多分︑焼

﹁西福寺にいる女子児童が︑僕に︑
﹃今度の空襲で自分の家が︑丸焼け

岩方校五年 稲田雅胤

六︑呉大空襲

度も繰り返して︑映写されました﹂
︒

と先生が殆ど︒画面は白黒︒時間は十分︒フイルムを巻き戻しては︑何

にも大陸的でした﹂
︒

五︑面会
集団疎開児童の悩みは︑慢性的な空腹と共に︑呉市に残している父母
に会いたい︑とのホームシックであった︒父母たちが残る呉市が︑アメ
リカ空軍機の空襲にさらされていることが疎開先の三田村から︑手に取
るように分かると︑疎開児童による父母たちへの思いは︑更に募る︒

岩方校六年 三木利枝子
﹁四十二歳の母松枝が︑面会に来てくれました︒モンペを履いていまし
た︒持参の土産は一旦︑先生へ渡した後︑先生から分けて貰います︒母
が持って来た煎り大豆が︑おいしかったです︒そして母に対して﹃いつ
もお腹が空くのよ﹄と︑つい本当のことを言ってしまいました﹂
︒

に熊本へ︒母と十五歳の次兄良治の二人が︑留守を守っていました︒空

兄が熊本の陸軍への入隊が決まったからです︒何故かこの日は︑母と兄

﹁五十二歳の母ミツ︑二十歳の長兄康雄の二人が︑面会に来ました︒長

伝えてくれました︒一夜が明けて︑自宅へ帰りました︒木造の自宅は焼

深夜︑自宅が全焼したと︑次兄が自転車を走らせ︑防空壕内の母と私へ

兄は︑一人で自宅の防備に当たりました︒壕内には︑薄暗い電灯が点灯︒

襲警報発令と共に母と私は︑自宅から三百メートル離れた防空壕へ︒次

に対して︑普段の思いを一気に喋りました︒来る日も来る日も︑お腹が

け落ち︑余燼がくすぶっていました︒家財道具を疎開させていた吉浦の︑

岩方校六年 小西良三

空いていることや︑母︑兄弟との離ればなれの生活が寂しくてたまらな

母の実家も︑焼夷弾の直撃を受け︑これまた全焼︒狩留賀の別宅を︑当
三田へ戻りました﹂
︒

面の落ち着き先にしました︒私は︑歯の治療どころではなく︑四日後︑

いことを﹂
︒

岩方校五年 稲田雅胤
﹁六月頃︑面会の名目で︑四十歳の父満治が十六ミリ・カメラを持ち︑
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岩方校先生 窪谷ミツ子
﹁空襲警報発令と共に︑六十歳の母︑十八歳の妹︑それに私の三人が︑
三軒共用の防空壕へ︒壕内は避難の人々で動きが取れません︒病弱であっ
た母は︑私と離れ︑壕の入り口付近にいました︒母は深夜︑窒息状態に

八︑
三田から呉へ 家路

昭和二十年九月二十四日︑呉の岩方国民学校の集団疎開児童を迎える

為のトラック一台が呉市を出発︒国鉄狩留家駅へと向かう︒

﹁枕崎台風の影響で三田村は︑県道の橋や国鉄芸備線狩留家駅ー中三田

三田西校六年 山崎 優

でした﹂
︒

駅間の鉄橋が落ち︑交通はマヒしていました︒集団疎開児童の荷物を運

陥りました︒海軍衛生兵により人工呼吸を受けましたが︑助かりません
﹁高台にある私の自宅から︑勤め先の岩方国民学校の校舎が焼け落ちて

ぶ私たちは︑宙づりの線路をはうようにして渡りました︒怖かったです︒

け野が原で再会を喜ぶ感動的な風景が展開された︒

を乗せ︑父母たちの待つ国鉄呉駅前に着いたとき︑日は暮れていた︒焼

狩留家村役場まで迎えに来たトラックの荷台へ五十人の集団疎開児童

疎開児童は大事をとって︑山道を通りました﹂
︒

いるのが︑一目で分かりました﹂
︒

七︑供出された梵鐘
既に︑呉市はアメリカ空軍機の空襲にさらされていた︒それに比べて︑
三田村は︑上空をアメリカ空軍機が飛行するだけで︑爆弾や焼夷弾を投
下せず一見︑のどかに見えた︒だが内実は姿︑形を変えた戦争が村に進
西福寺では︑住職の長男大内定麿が静岡県浜松陸軍航空隊へ︒順覚寺

二十九歳の母ミサオ︒尚子は︑七月空襲で家が焼けたのをきっかけに兄

その妹で三年の尚子の帰りを待っていたのは︑四十歳の父満治と

岩方校五年 稲田雅胤

では︑住職の娘婿楢崎正英が陸軍に応召するというように︒それだけで

のいる西福寺へ︒六月︑兄雅胤との面会のため︑両親と共に西福寺を訪

行していた︒

なく︑国の金属回収令により︑二つの寺とも︑梵鐘と︑喚鐘︵かんしょ

ねる︒

フィルムに収める︒その中に尚子が︑母ミサオと並んで写る︒

この時︑
父満治が動画撮影用カメラを持参︒集団疎開児童らを十六ミリ・

う︶を供出︒順覚寺の︑二階建ての山門の梵鐘と︑本堂の喚鐘が︑供出
されたのは開戦翌年の昭和十七年︒順覚寺は︑二つの鐘が鋳造される昭
和二十四年まで︑鐘の無い寺に︒

呉市の繁華街にあった稲田家の自宅兼写真館は︑七月空襲で全焼︒望

地町にある遠戚の納屋の二階へ引っ越す︒六月︑三田村で撮影・現像し

た集団疎開児童の十六ミリ・フィルムは︑被災以前に︑この遠戚に預け

岩方校の先生 浅野マキ子
﹁鐘が無いので︑体操用ホイッスルを使いました︒ピーと鳴る︑あの笛

ており︑焼失を免れる︒
始めた︒

稲田家が身を寄せる遠戚までニキロ︒四人は︑夜の焼け野が原を歩き

です︒集合や解散の合図の時に吹きました︒ホイッスルの音は︑寺の雰
囲気には︑合いませんでしたが︑やむを得ません︒結局︑私は寺でも︑
学校でも︑ホイッスルを常時︑携帯する事になりました﹂
︒

168

呉戦災 ―― あれから６０年

九︑エピローグ
昭和二十年四月十一日 呉出発︒来村︒ 昭和二十年九月二十四日
離村︒呉帰着︒
呉市岩方国民学校児
百六十六日に及ぶ﹁子供たちの太平洋戦争﹂ ――
童による集団疎開 ――
は︑いままさに終わろうとしている︒
友人長船友則さんから貴重な資料提供があった︒昭和十九年に政府情
報局が国民向けに発行していた﹁週報﹂四〇六号︑四〇七号の二冊︒
その中に学童疎開問答が掲載されている︒ 問﹁食糧は大丈夫ですか﹂
︒
答え﹁とにかく︑食糧については全く心配はいらないわけです﹂
︒
岩方国民学校の集団疎開児童が語ったこととはまるで違う︒この事実
をどう考えたら良いのだろうか︒
六十年前︑呉からやって来た児童の苦悩は︑﹁空腹﹂であり︑﹁ホームシッ
ク﹂であった︒どれ一つとっても手助けも救援もできなかった︒
好転しない世界の核状況︒平成十五年以来続くイラク戦争︒このイラ
ク戦争でも疎開︑避難があったのだろうか︒将来︑日本では︑戦争に伴
う疎開︑避難の心配はいらないのか︒
児童の集団疎開 ――
を再現させてはなら
﹁子供たちの太平洋戦争﹂ ――
ない︒
︵広島市安佐北区白木町三田五八九九︶
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三角兵舎は︑冬は隙間風が入り寒かった︒屋根のトタンを止め

毎日お寺で︑鬼畜米英撃滅のため︑モールス信号の訓練をさせていた先

たそうだ︒

ほど緊急に建てられた︒父は︑砲熕部の仕上げ工だったので︑家が貰え

いた簡易兵舎を海軍工廠の職工などのため︑九百戸︵計画は︑五千戸︶

簡易兵舎︵俗に三角兵舎︶は︑空襲直後の応急措置として︑備蓄して

二︑
三角兵舎

通小学校は焼失したので︑吾妻小学校を借りて授業が始まった︒

三角兵舎の家へ着くと︑父は空襲などで負傷して寝ていた︒母校の本

じられた︒

見渡すかぎり焼け野が原で︑なつかしい家までの距離は非常に近く感

﹁家がなかったら本通小へ帰ってこい﹂という声をきいて解散した︒

四丁目︶へ着いた︒

て長浜に上陸し︑トラックに乗って学校のある本通九丁目︵現在︑本通

断されたので︑十八日に山越えをして︑竹原に出て︑調達した漁船に乗っ

うやく帰ることになった時︑九月十七日の枕崎台風で︑鉄道と道路が寸

終戦になっても︑すぐには帰る態勢がとれず︑呉に帰れなかった︒よ

終戦らしいという話を聞き︑すぐ寮へ帰った︒

十五日の昼︑玉音放送があり︑何を言っているのかよく判らなかったが︑

言われ︑屈辱を感じた︒

だから感謝のため︶食べさすから︑労働していないお前は取るな！﹂と

た︒食べ終わり︑更に食べようとして手を出したら︑
﹁これは牛に︵お盆

美味しい柏餅が山ほどちゃぶ台に置かれ︑二つほどお皿に出してくれ

ごちそうしてもらった︒

八月十四日から一日︑お盆休みとして︑村人の家へ一日里子に出され︑

生も︑敗戦後には米軍の優秀性と原爆の科学を話しておられた︒

邦夫

た釘穴からよく雨漏りがしていた︒便所は︑大便をすると跳ね

断片
――

返りがひどく︑お尻に飛び散ってきた︒

哀れな記憶
朝倉
六十年前の記憶は︑殆んど消え失せ︑断片的にしか思い出せない︒
それでも強烈な印象は︑不確かだけど︑それなりに残っているものだ︒

一︑学童疎開
昭和二〇年三月十九日︑米軍艦載機による軍港攻撃が行われ︑これを
契機に呉市の学童集団疎開が始まった︒
私は︑本通小学校の集団疎開第一陣として四月七日︑三原市の北︑本
郷町の仏通寺へ疎開した︒
男女各二〇名ずつが二つの支坊に分宿し︑朝夕の食事前と就寝前に般
若心経を唱え︑また写経もした︒三年生には難しすぎる字で︑憶えるに
は大変でしたが︑集団疎開が私にもたらした効用は︑命が助かったことと︑
これを憶えたことにつきている︒
生活は︑村人の温い差し入れもあったが︑雑炊等を主にした︑少量で
常に空腹であった︒お昼の弁当も弁当箱に半分くらいの麦飯に梅干しだ
けで︑ワラ草履を毎日つくっては︑数キロ歩いて通った学校の帰りみち︑
野イチゴや野草をとって食べながら︑
﹁今に神風が吹いて日本は勝つ﹂と
いった話をよくした︒
呉の七月一日の空襲はラジオをつけていたので︑その日のうちに知っ
ていたが︑
家のことを皆が心配していた︒神風のかわりに原爆が落ちたが︑
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二間で左右両端は二尺︑床は地面から一尺の高さで︑縦面の二間半の中

三角兵舎は︑縦が二間半︑横が四間の長方形の家で︑高さは中央部が
で行きたくなかった︒

をしていた︒電気が点けてないので︑夜は真っ黒で︑特に冬は戸外なの

現代では考えられない臭さだった︒肥汲み穴が横についていて︑板で蓋

開校した︒

本通小学校は焼失したので︑吾妻小学校東側段上の校舎を間借りして

三︑戦後教育

央部に高さ一間で幅が半間の片開きの板戸の入り口がついていて︑他の
面は杉板張りだった︒縦から見ると三角形の形に見えるので︑この名が
ついた︒
入り口は反対側にも有り︑中に入ると︑半間四角の土間に︑上がり框
がついていた︒座の高さは︑一尺ほどで︑松板張りであった︒

進駐軍がジープやトラックで進駐してきた時︑本通の沿道で迎え︑投

まず最初の授業は︑教科書の中の皇国史観や軍国主義・封建思想の記

夏の強い日差しの時は︑トタン屋根のコールタールも半溶けで︑家の

げてくれるガムやチョコ︑キャンデーを拾い︑その後も︑鬼畜米英だっ

左右の横側は︑高さが一尺ほどで︑四間の横面全体には︑一間ごとに

中は大変暑かったが︑左右の板戸が開けられるので︑風はよく通った︒

た敵兵に付きまとい︑片言英語で物乞いをした︒そのうえ︑クリスマスに︑

述箇所に墨を塗った︒皇国史観や軍国主義教育で洗脳されていた私は︑

その代わり︑冬は隙間風が入り寒かった︒屋根のトタンを止めた釘穴か

学校を焼かれた代表校への慰問として︑進駐軍がプレゼントを持ってジー

半間二枚の板張りの引き戸がつけられていた︒屋根は︑コールタール塗

らよく雨漏りがしていた︒家の外に︑数軒で利用する共同利用の炊事場

プでやって来たとき︑美味しいスープやお菓子を貰い︑お礼に﹁リンゴ

先生のにわか民主主義の言行と共にいやな思いと不信感を持った︒

と便所を作っていた︒炊事のための釜場は︑縦半間に横一間︑高さ一間

の歌﹂を歌い交流した︒鬼畜米英への憎しみは︑何故か全く忘れていた︒

りの平トタン板が張られていた︒

の片流れのトタン屋根で︑囲いはなく︑右半分は︑二尺に三尺四方のト

敗戦で打ちひしがれた国民を激励するための天皇の行幸が有り︑引率

呉駅前沿線に級長を先頭に整列した時︑先生は私に︑
﹁お前の服装は汚

されて呉駅へ出迎えに行った︒

タン張り流し台があり︑左半分は石や煉瓦で竈を横長に作っていた︒キャ
ンプ場の炊事場の出来損ないと思えばよい︒
便所は︑半間に一間で︑高さは一間半の片流れトタン屋根︑地下三尺

尺に三尺くらいの板を立てすけたものがあり︑便所の右側の縦の半間側

幅一間の便所の左片側に︑入り口二尺の奥に︑男子小便器として幅一

するために︑私が良い教師になって︑不幸な思いをする子供を一人でも

私は︑怒りと悔しさに泣き︑このような先生に教育される教育界を改革

服装の子を先頭に並ばせた︒皇国史観で洗脳され︑天皇を神と崇めていた

いので天皇陛下に失礼だから︑後へ行け﹂と言って︑金持ちのきれいな

に︑二尺の片開き戸板の入り口があって︑板床に大便用の便器型穴が開

無くそうと決心した︒

の肥壷を掘り︑床の高さは地上一尺の板張りだった︒

けてあり︑穴の周囲は一寸の桟で縁取り︑前面に小便受けのキン隠しの
二尺の板が︑床面を境に上下一尺ずつ斜めについていた︒
大便をすると跳ね返りがひどく︑お尻に飛び散ってきた︒水洗便所の
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四︑海軍墓地の﹁赤とんぼ﹂と飛行機型﹁トロッコ遊び﹂
不思議なことに戦後すぐの時期には︑長迫の呉海軍墓地の広場西端に︑
通称﹁赤とんぼ﹂とよばれる垂木とケンパスで外装した練習飛行機が二
機置いてあった︒
そのうちに︑皆が︑部品を解体し持ち去りだした︒噂を聞いて︑私も
取りに行った︒
特に欲しかったのは後部車輪だったが︑これは上級生に先に取られた︒
そこで持ち帰ったのは︑方向舵や水平舵に付いていた部品のベアリング
だった︒
持ち帰った直径五〜八センチくらいのベアリングの中心軸の部分に木
を差し込み︑六〇センチくらいの板の両端に垂木で軸受けをつけて取り
付け︑それと十字になり︑動けるように太い釘一本で留めて重ねたもう
一枚の板の下端にもベアリングを取り付け︑まるで飛行機のような形を
した三輪車を作った︒
胴体部の後の方に腰掛け︑両足は︑翼部の両側に置き︑坂道を滑り降
りて︑戦闘機で急降下爆撃をするような快感︑スピード感を楽しんだ︒
操縦は両足で行い︑胴体部の板には太い釘一本で止めた木のブレーキをつ
け︑スピードが出すぎ︑怖くなると手で引いて木を地面にこすりつけ減速
した︒
この﹁トロッコ﹂はよく壊れ︑色々工夫をして改良し︑友達とスピー
ドやスタイルを競い合っていた︒
当初の車は︑引き戸のコロを利用したが︑弱くて廻りにくく壊れやすかっ
たので︑飛行機のベアリングを入手してからは丈夫で早い車になった︒
最も良い滑り場所は︑現・和庄中学と明法寺の間の長い坂道で︑一直
線で長いので︑ここが最も良い遊び場だった︒
︵呉市宮原三丁目四│二三︶
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Ⅴ 五月の黒い空

広方面地図（四宮静雄氏画）

耳の穴を塞げよ︑そして口は一文字にしっかり結び﹂
︑と︒

そして実際にこの訓練が試されるつらい日がやってきた︒

間髪入れず︑パン︑パン︑パーン︒タン︑タン︑ター

の一隅にえぐりぬかれてできた小池の凄さと陽光を遮えぎる砲弾煙幕と

よく整備されていない︒運動場と校庭に︑個人用掩体壕︵通称︑タコツボ︶

当時︑私は︑呉三中︵現広高︶のか弱い中学生の一人だった︒あまり

今まで体験したことのない道なる恐怖が︑少年たちを襲った︒

散った︒

を引き現れた！ 腹をえぐるような爆弾の破裂音と無数の光粒が飛び

た︒タコツボに入ったことが悔やまれた︒身動きのできない︑
﹁逃避﹂で

てきたら︑もし運悪く機銃弾が命中したら？ 致命的な恐怖におそわれ

逃れることはできたが︑この私のタコツボに爆弾炸裂の鉄の破片が降っ

蛸壷の入り口から約三〇センチ直下に私の頭があり︑この危機一
――
髪の状況下︑私の頭何を考え︑何を願っていたことか︒確かに爆風から

ルのように背を丸めて小さくなり潜み︑息を殺していた︒

﹁いつか空襲︑敵機が飛来したら︑爆風で飛ばされないよう身近のタコ

みがあることに気づき︑それを頭の上に置き被った︒三〇センチの空間

でも一つのひらめきが湧いてきた︒教科書の入ったカバンは相当な厚
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機銃掃射のけたたましい音が校舎近くの畑を揺るがせ︑名田︑
長浜方面の海軍工廠地帯をめがけて襲撃を加え︑通り魔のごと

敵機の見えない警戒警報に慣れっこになっていたが︑この日︑突如︑
注いできた︒敵機だ

空襲警報が発せられ︑校舎裏の山際から暗い点が黒い塊りとなって降り

く飛び去っていった︒

﹁タコツボ﹂に生きる

ンと機銃掃射のけたたましい音が校舎近くの畑を揺るがせ︑名田︑長浜

タコツボから這い出した私の目に映ったものは︑爆弾投下により校庭

哲二

︒
東洋有数の軍港都市と謳われた呉 ――
ここに生きた少年たちの小さな胸に何かしらの誇りがうごめいていた

舞い上がる砂塵がつくった暗い空であった︒二度とこんなことがないよ

方面の海軍工廠地帯をめがけて襲撃を加え︑通り魔のごとく飛び去って

輝かしい日々があった ――
︒
だが︑それ故に空爆の標的にされされた悲惨な歴史を背負うことになっ

う祈った︒そんなに長い時間ではなかったかも知れぬが︑この恐怖に耐

いった︒

たのも事実である︒私もこの激動・受難の時代を生き抜く為に必死にも

えた身には気の遠くなるほどの長い時間に感ぜられた︒タコツボの中の

が十数か所点在し︑ほかに︑ペンペン草が生えた掩蓋壕︵指揮所用で十

きない我が身がもどかしく震えた︒この頭上三〇センチの空間がとても

私は︑よく訓練されたポーズを取り︑最小限に身を縮め︑サッカーボー

人程度収容可︶が一か所︑これが防空避難施設の全てであり︑全校生徒

気がかりとなり︑怖かった︒一か所しか無い掩蓋壕に入れてもらえてい

ツボにとび込め︑そして両手の三本指で︑目玉が飛び出さないよう︑目

のおののきがホッと緩んだ︒今流行りの危機管理のノウハウの小さな一

たら︑こんな心配もしなくてすんだのに︑恨んだりもした︒

を押さえよ︑小指を鼻の穴に突っ込め︑親 指で鼓膜が破られないよう︑

常日頃︑対空訓練が次のように指導されていた︒

が血豆をこしらえて掘った苦心作であった︒

昭和二〇年︑初めて空襲警報が発令され︑美しい呉の空に敵機が閃光

がいた少年の一人であった︒

住原

!?

つの知恵であった︒私はかすり傷一つ大事もなく︑
タコツボから無事脱出︑
そして生還できたのである︒
タコツボは私にとって︑実に窮屈で︑恐怖の穴であったが︑こうして
生き抜く力を与えてくれた感動を溢れる生命の恩人であった︒
やがて中学生にも学徒動員令が下され︑私達は名田︑長浜地区にある
海軍工廠で働くことになった︒
旋盤の操作やグラインダー回し方を教えられたが︑まもなく工廠裏の
名田の山に防空壕を掘る作業に廻され︑連日︑血豆をこしらえながら︑
小さなスコップで掘り続けた︒
この山に穴をしかも頑丈な横穴壕だ︒力がみなぎった︒校舎のタコツ
ボに比べ︑安全度数千倍の威力を保証してくれる穴だ︒竹の根が縦横に
走り大樹が枝を張った自然の大掩蓋壕がここにあるのだ︒そう思うと︑

もらった︒煌々と電気に照らされた旋盤やフライス盤が︑休みなく鉄を

削っていった︒意気軒昂な工員さんたちが︑
﹁今度︑敵機が来たら︑ここ

に入れよ！何トン爆弾だってへっちゃらだ︒びくともしないぞ！﹂と励
ましてくれた︒
涙が出るほど嬉しかった︑
安堵の気持ちが溢れた︒

平和という甘ちょろい言葉は一度も語られなかったが︑どうしても！

生きたいと願う心の言葉が少年たちの胸の中で語り合わされていた︒

昨秋︑私が久方ぶりに呉を訪れ︑長浜の坂道を歩いてみた︒十一空廠

跡付近の山端に横穴式防空壕が残っていた︒

ここで頑張って生きてきたのだ！ だからこそ！ 今日の平和が
――
あるのだと思われた︒呉を離れて半世紀になりますが︑多感な少年時代

を過ごした日々は現在も鮮明に生きています︒

︵横浜市鶴見区東寺尾二│二〇│九│三〇五︶
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血豆もなんのその命ぜられた長さ以上のもの掘ろうと頑張った︒
一方︑建設機械で構築された巨大な横穴壕があり︑そこを見学させて

広第１１空廠門標

タコツボは︑直撃弾が落ち︑上下横揺れ︑眼球が飛び出すよう
で︑思わず耳と目を手で押さえ︑屈み込んだ︒体が跳ね上がり︑
内臓が掻き毟られるようでショックが続いた︒

四宮

静雄

工場死守のためのタコツボ入り

一︑広海軍工廠の空襲
昭和二〇年空襲で年明けし三月一九日︑三五〇機の米機が来襲で︑広
海軍工廠施設を機銃掃射で多数の死者が出る︒
その後︑我が溶接工場製缶部で三か所にタコツボを埋めて︑工場死守
の命が私四宮静雄に決定した︒外の工員は工場外の岩樋に横穴防空壕に
逃げ込んだ︒工場内には︑大型機械が多く︑疎開できず︑工場死守痛恨
の日がやってきた︒
五月五日︑大豆入りの弁当が運ばれた時︑空襲警報が出た︒弁当を横
目で見て︑取りもとりあえずタコツボに入ったとたん爆弾が落ち始めた︒
爆風でタコツボの上蓋が閉まった︒直撃弾はすごく︑シューン︑キュー
ン︑ドスンの音の繰り返し︒タコツボは︑直撃弾が落ち︑上下横揺れ︑
眼球が飛び出すようで︑思わず耳と目を手で押さえ︑屈み込んだ︒体が
跳ね上がり︑内臓が掻き毟られるようで︑ショックが続いた︒約三五分位︑
音がする毎にもう駄目かと︑蓋部からごみや音がする毎に落ちてくる︒
一寸音が止みツルハシやスコップの音が聞こえてくる︒九死に一生で
瓦礫を取り除き︑工場内に出てみると︑すぐ横に一〇メートル位の池が出
来ており︑トタン張り屋根の横張りトタンは吹き飛んで︑鉄骨がぶん曲が
り︑よく助かったと思わず涙が出る︒掘り出して戴き︑夕方まで工場内
に在って︑歩いて電車道を和庄の我が家に帰る︒
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て︑造機部製缶工二名募集表に早速願書を提出しました︒実地試験あり︑

父の公休日を利用して︑二人で広海工廠に出かけて︑募集表を見まし

よく助かったねと言われました︒一度死んだものが現在まで生きており

他の人は︑家庭持ちの普通の職人で︑二人試験を受け合格しました︒他の

女房が︑今日︑ラジオで広海軍工廠は全滅であったと話してくれました︒
ます︒今年︑九十歳に成りました︒呉には︑昭和七年八月より昭和二八年

人は︑藤田さんで︑日給一円六〇銭でした︒私は一円でした︒町工場時

早く次の臨時職工になるのが待ち通しかった︒そのため︑毎日の勤めが

も︑一二月より︑年明けで希望を持って暮らせる目標が立った︒一日も

昭和六年の満州事変以後︑拡張され︑昭和七年一一月までの不景気風

のあの日あの時が鮮明によみがえる︒

広工廠内の青年学校に入学する︒工員養成所︑ひもとけば︑涙と︑汗

呉市和庄通り四丁目三でした︒

いろいろな部署ありで驚きでした︒一カ月後家族を呉に呼び寄せました︒

から長浜行きに乗り︑
三門前で下車︒さすが海軍工廠です︒町工場に比べ︑

代の給料の二倍です︒採用は一一月一〇日でした︒通勤は電車で九丁目

まで居住する︒戦後︑進駐軍に勤める︒
広海軍工廠歌
一︑広湾端の朝日影︑津久茂が浜の潮ざえに 力をこむる槌の音
すめら御国を守るべく 至誠奉公一筋に 尊き使命いつくさばや
二︑朝したに星をいただいて 夕べに月の影ふみて
いそしむ技にこもれるは すめら御国を守るべく
世界平和のそれぐえに 尊き使命いつくさばや

二︑私の戦中・戦後体験の追伸

私は小学校五年始めより︑中国新聞を配達しておりました︒福山東尋

る︒昇給は年二回あり︑これで一人前になった︒少しずつレコードを集

月二一日︑嬉しいニュースが入ってきた︒職夫より︑臨時職工に進級す

大事で︑真面目に一生懸命働くのが近道で︑他の人に負けぬよう︑年に

常小学校高等科二年︑後︑就職する︒福山上西側に︑シボレ自動車工場

めをしてみた︒歌は世に連れ世は歌に連れで︑
一〇年には徴兵検査があり︑

不況の開幕した昭和元年底無しの不景気︒四︑
五年の金詰まり︑深刻な

に通いました︒友達二人で︑数か月で他の鉄工所に変わり︑父地勤務の

どこも悪いところがないのに︑丙種合格で銃後の第一線のみ︒一二年に

二回の昇給も五銭︑
十銭から十五銭です︒職夫の間のボーナスは無しです︒

町工場で働いておりましたが︑不振のため︑工場閉鎖に追い込まれました︒

は通常工員になる︒昇給も十五銭からで︑家で生花︑尺八を習うように

年︑六年︒失業者三〇万人とも︑八〇万人とも︑満州事変︒日中十五年戦

新聞配達は︑福山を出るまで続けました︒同じ職場の先輩の方が︑少し

なる︒一二年に︑ディーゼルエンジン工場が増設され︑続々工員が増員

工廠内に青年学校ができるとのこと︑二年間︑学科の由︒昭和九年一〇

早めに呉に行かれて︑海軍工員募集に合格し︑便りをいただき︑長年生活

された︒一四年七月︑国民徴用令が公布︒一五年には伍長進級で部下を貰

争︑本格的な全面戦争は︑銃後の国民全体を巻き込んだ︒総力戦︒

した福山を父子二人で︑呉に知人を便りに呉市和庄通り四丁目︑高日神

出張があり父︑
弟三人で呉廠通勤も楽しかった思い出になる︒一六年には︑

う︒呉海軍工廠造機部に︑ジゼルエンジンの本体造に実施研修一か月の

以上で︑私はまだ一七歳でした︒父は︑砲熕部にて試験を受け︑合格した︒

主タービンの大馬力を作り出す︒世界的にも珍しい陸上での実験装置を

社下横に訪ねて︑同居する父と︑私二人の願書を提出しましたが︑一八歳
︵日給一円九十五銭︶
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新設する︒復水器治具考案で︑海軍記念日に表彰を受ける︒他一回︒次
︽メモ︾

製缶工場隣にアスベスト︵石綿︶工場があり︑船の断熱材に使用する︒

女子従業員十数名が仕事をしておった︒工場では︑軍艦のボイラーやエ

ンジンの部品に︑
断熱材としてアスベストを張り付けていた︒
女性工員が︑

手製のマスクをかけ︑アスベストを素手でちぎっては束ねて︑座布団の

大きさにまとめていた︒窓を開ければ︑人が一人通れる間から︑アスベ

ケースが多い︒肺がんや中皮腫が多発し︑中皮腫の発症率は全国平均の
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は組長進級でした︒部下二八名領かる外に︑呉港中学・学徒も実地試験
等で週三回面倒を見る︒
昭和は︑私の人生そのもの︑苦労の多かった昭和も︑今ではやはり懐
かしい︒

三︑
七月一日の呉空襲

ストが飛んでくる︒その細かな繊維が体内に残存する︒吸った多数の工

落下してきた︒家々から猛火になり︑火の中を妻と二人で布団をかぶり︑

約一〇倍に上っている︒腹膜などにできる悪性腫瘍の中皮腫が効率で発

員は︑二〇年から五〇年にて発病する︒数カ月で︑呼吸困難で死亡する

高日神社横上に上りました︒山手も猛火になり︑青葉の茂った木の下に

生している︒異常に高い石綿がん死が現在続いている︒

でした︒
床下穴に︑ジャガイモが焼けており︑二人で食べました︒市役所に行き︑
配給課で握り飯を戴きましたが︑帰る家がなく︑畑の友達宅に二晩泊め

用工員用の家に入ることになりましたが︑八月

工廠総務課に行き︑事情を話して︑大広に徴

て頂き︑原の友達の家に行き一晩世話になった︒
復水機と石綿

九日の福山空襲で︑母と妹二人が福山中市町の
中心部で死亡していた︒八月一五日に︑妻と二
人で︑福山の知人宅を探すが判からず︑芦田川
土手で焼いてあった︒胸の名札で分かった︒
︵広島市中区舟入本町一二│一九︶

ジゼルエンジン

いましたが︑朝は明るくなったので下山してみたら家はなく︑まる焼け

亀山神社方面に照明弾が落下︑次から次に︑私の家にも焼夷弾が無数に

七月一日︑豊後水道から呉上空にＢ が来襲し︑午後一一時四〇分ごろ︑
29

上に出て火を消すために︑一時的に退避するものでしかなかっ

﹁タコツボ﹂は︑焼夷弾などで火災が起きたら︑まっさきに地

３︑竹ヤリに箒を取り付けたもの︑

２︑竹ヤリに︑縄の塵払いのようになった物︑

を準備していた︒

５︑格納してあるホース

４︑バケツ︵水掛用︶
︑

茂

た︒泥がかぶさって窒息状態になることもあった︒

爆弾と﹁タコツボ﹂
佐々木

造機部溶接工場︵五〇メートル四方くらい︶にタコつぼは三つ掘って
あった︒

タコつぼは︑軍艦の煙突︵直径は一・四メートル位︶を二メートルぐら

昭和一三年と思っていますが︑島根県松江市で︑志願して広海軍工廠
に入りました︒造機部溶接工場に配属になり︑製缶工になりました︒

い溶接で切って︑土の中に埋め︑上部は鉄板を溶接で︑蝶番に止めていた︒

︵兵庫県川西市下加茂一丁目一一│二三︶

１から５の備えや道具は︑実際には目的を達成できなかった︒

実習生の羽奈正雄である︒

別のタコつぼでは︑爆弾の破片で負傷し︑傷が浅かったので助かった︒

ろに︑頭を打って脳しんとうおこし︑浮いていた工員がいた︒

もう一つのタコつぼでは︑爆弾で大きな穴ができ︑海水が入ったとこ

掘り出して助かった︒

爆撃で︑組長の四宮静夫氏は︑爆撃で泥をかぶり︑窒息していたが︑

昭和一四年には学徒動員︑徴用工が入ってくるようになりました︒
私はそのころより︑素人に仕事を教えることになり︑指導員の立場に
なりました︒
昭和一六年に︑戦争が始まり︑私は学徒動員の宿舎の小隊長も朝夕勤
めました︒そして昭和二〇年に︑結婚することになり︑島根県に三月
一九日に帰りました︒
この日は米軍の空襲があり︑初めての︑通称﹁たこつぼ﹂に入り︑そ
の合間を見て︑火消役をするつもりでしたが︑私は休んでいたので︑代
わりに組長が入りました︒
爆撃で︑そのつぼの上に泥がかぶさり︑窒息状態になったが︑他の人
が棒で突付いて︑タコツボを見つけ︑泥をのけて助かった︑と田舎から帰っ
てから判りました︒
次からは︑この﹁たこつぼ﹂は使わなくなりました︒

■﹁タコツボ﹂と空襲について
空襲に備えて﹁タコツボ﹂を造り︑防火体制をとっていました︒
１︑焼夷弾などで火災が起きたら︑まっさきに地上に出て火を消す︒
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一九四五年五月︑阿賀駅前で︑空襲警報に遭い︑近くの盛り土
待避壕に入った︒凄い爆音と︑壕の入り口の戸が︑倒れるかと
思うほどの爆風で︑皆生きたここちではなかった︒

阿賀町での空襲
Ｓさん
私は︑大正一五年生まれ︑今年七九歳になります︒
戦時中のことと言っても六〇年も前のこと︑断片的にしか思い出せま
せん︒
ここに書きました広工廠・第十一空廠の空襲の時のことも︑正確なも
のかどうか︑よく分かりませんが︑書いてみました︒
原爆の時も︑八本松の火薬庫が爆発したとか︑広島駅に停車していた
爆弾を積んだ貨車が爆発したとか︑いろいろな話が出ていたので︒

空襲前
一︑阿賀町
二︑父が︑病弱だった為︑母が働きに出ていたので︑私は家にいました︒
働き手の長兄は昭和一四年一月︑次兄は昭和一七牢二月︑現役召集で
出征していました︒
昭和一八年五月︑長兄はソロモン群島で戦死︑一九年一月父も他界し
ました︒
私は一九歳︑戦時下で家に居られないので︑阿賀駅前にあった軍需工
場︵ビス・ナット等を作っていた︶へ働きに行く事にしました︒
︵その頃︑
阿賀尋常高等小学校の高等科の生徒さんも学徒動員で働いていました︒
︶
三︑隣組を通じて︑戦時貯蓄債券を割り当てられ買わされました︒戦
後それは皆反古となりました︒
︵今も家には五︑
六枚あります︒
︶
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これは呉港の軍艦が攻撃された時だと思います︒大入︑冠崎の沖にも

阿賀の人家にも被害があったとおもいます︒
︶

も防空頭巾を肩からさげて︑私が出ていました︒

軍艦は停泊していたと思います︒艦上にいた海軍の兵隊さんが機銃掃射

四︑防火演習には︑一軒から一人は出なければならなかったので︑いっ
五︑母は下士官兵集会所に勤めていました︒

で沢山亡くなられたと聞いています︒

爆発した為に爆風がひどかったのだろうと云う話でした︒

その時の話では広工廠・第十一空廠が爆撃され︑虹村の重油タンクが

たら火も見えて怖さも増していた事でしょう︒

外に出て見ると広の方は︑もうもうと煙が出ていました︒あれが夜だっ

きたここちではありませんでした︒

凄い爆音と︑壕の入り口の戸が︑倒れるかと思うほどの爆風で︑皆生

に入りました︒

一九四五年五月︑阿賀駅前で︑空襲警報に遭い︑近くの盛り土待避壕

海軍の兵隊さんが︑親から慰問袋を送って貰ったのだが︑かきもちが
入っていて︑焼くことが出来ないので︑おばさん食べて下さいと︑菓子
箱に入ったかきもちを貰って帰ったことがあります︒
︵その夜︑母と︑昭
和一四年︑長兄が広島五聯隊に入隊した時︑母と二人で面会に行った時
の事を思い出しました︒
︶
﹁ちらし寿司︑餅︑キンピラ牛蒡などなど﹂兄の好きな物をもつて︑行
きました︒
その時︑兄は︑
﹁おかあさん︑軍隊と言う所は︑辛い所だね﹂と言って
涙を流しました︒
残った餅を︑母は兄のズボン下︵軍隊のズボン下は足首の所が紐で括
るようになっていました︶の中に入れて︑
﹁夜食べるように﹂と︑││あ
れは食べられたかね︑などと思い出し││兄は︑それっきり私たち家族
の所へは帰って来ませんでした︒
六︑私たち庶民には何かを考えるとか︑言うとか︑出来ません︒ただ
お上の言う通りにするしかありません︒

空襲の状況
七︑
一九四五年︑空襲警報が鳴ったのに逃げ遅れ家のなかで布団をか
ぶっていました︒窓から首だけ出して覗いていると︑アメリカの飛行機
Ｂ ではなかったように思う？︶が大空山の上から大入の方向に急降下
で飛び降りていました︒
大空山の砲台からは大砲は打ち上げられていましたが︑ひとっも命中
していませんでした︒
︵でも命中しなくてよかったのかも命中していたら
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29

広地図 （第十一海軍航空廠発動機部之記録 檀 正二）
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Ⅵ 工廠爆撃の恐怖

空襲前の呉海軍工廠 写真出所 米空軍マクスウェル基地歴史資料室 工藤洋三氏 提供

空襲後の呉海軍工廠 写真出所 米空軍マクスウェル基地歴史資料室 工藤洋三氏 提供

逃げ遅れたのであろう丸焼けで黒焦げになった人︑殆ど焼けて

来ない︑本当に生きた気持ちはしませんでした︒

どの位続いたのか分かりませんが︑第一波︑第二波と次から次と爆撃

してくるので︑防空壕の入り口に爆弾が落ちればもう駄目だなと思いま

した︒私たちの工場には︑竹原高等女学校の生徒が五︑
六人︑三次地方か

ら三次技芸女学校卒業生中心の女子挺身隊五︑
六人の女の子が動員されて

来ていましたが︑それらは爆弾が落ちる度に︑キャーと悲鳴を上げ泣い

ていました︒男であり海兵団で軍隊教育を受けた私でも物凄い恐怖感を

茶で︑以前は私達の工場から海岸線は見えないくらい工場が建っていた

全然地形も変わって居ましたので︑何処をどう行ったかは覚えて居ま

たので防空壕は横穴式でした︒空襲警報が鳴り︑ただちに避難し︑私は

は殆ど毎晩の事なので私はなかなか起きませんでした︒義兄は軍艦に泊

工場の爆撃より約一週間後の七月一日深夜︑空襲警報が鳴った︒当時
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まだ動いている人︑死んだわが子をしっかり抱いて自分も焼け
ながら泣いている人等いっぱいいた︒

呉工廠の空襲と
市街地の焼夷弾空襲に遭遇して

持ったので︑一五︑
六歳の女の子では無理もないと思いました︒

私は︑昭和十三年三月︑当地甲奴小学校高等科を卒業し︑呉海軍工廠

のですが︑海岸線が見える位工場群が壊れており︑爆撃の凄まじさをつく

常夫

製鋼部見習工に採用され︑海軍工作科予備補習生︑工員養成所補習科を

づく感じ︑身震いしました︒私は工場長より伝令を申し付けられていま

藤久

卒業し︑製鋼部鋳造工場木型工場に終戦まで勤務していました︒昭和 二〇

した︒電話が不通になったので︑木型工場は人員︑建物とも被害がなかっ

爆撃がすんで空襲警報解除となり外に出て見ると︑それはもう無茶苦

年になってから︑呉も度々Ｂ の空襲を受けましたが︑私がよく覚えて
七月一日深夜の呉市街の焼夷弾空襲︑七月二四︐二八日の軍港内残存軍

せんが︑途中で養成所時代の友達に遭い︑この下に地下壕があり女子挺

たことを製鋼部の本部へ報告に行けと命じられました︒

艦の米軍艦載機による一斉爆撃です︒その内私が本当に九死に一生と言

だにこのことは脳裏から離れません︒

身隊二︑
三〇人が生き埋めになっているのだと言う所に出会いました︒今

撃です︒

当時私は︑呉市本通一一丁目の電車通りより山側に入って少しだらだ

最後の方だったので︑入り口の鉄の扉を閉めたのですが︑閉めるか閉め

まりの日で︑義姉は子供を背負ってすでに退避の格好で︑私がなかなか

ら坂になった所に︑義兄︵姉の夫の弟で海軍士官︶夫婦が乳飲み子をひ

ないうちに爆撃が始まり︑第一発目の至近弾で鉄の扉の蝶番が吹き飛ん

起きないので﹁常夫さん空襲ですよ﹂と私を起こし︑防空壕へ走って行

以上が波上攻撃してきて︑一トン爆弾を雨霰のように製鋼部・砲熕部を

でしまい︑ドカン︑バリバリ︑ズシンと音や爆風︑地響きが直接体に伝わり︑

かれました︒

とり連れて借りていた借家の一室に︑間借りをしていました︒

それは想像することが出来ないほど物凄いもので︑口では表すことが出

中心に落としました︒木型工場は海岸ばたより離れて山よりにありまし

六月二二日︑時間はよく覚えていませんが︑Ｂ の爆撃機が延べ百機
29

うか︑もうだめかと思いながら助かったのは︑工廠の大爆撃と焼夷弾攻

いるのは︑三月一九日の初空襲と六月二二日の呉工廠造兵方面の大爆撃︑

29

私は慌てて飛び起き︑服を着替え︑外に出ましたが︑もうその時は飛

く熱い︒両方が二階まで燃え上がったらとても生きては居れないだろう︒

もう逃げる所がない︒道路の真ん中に居ても両方が燃えているので物凄

もう駄目だ︒覚悟を決めた︒そして道路の真ん中を歩いていた︒

行機の音が真上でしていました︒私は必死になって防空壕へ走っていく︒
周りにどんどん焼夷弾が落ちて破裂し︑火のついた油のような塊が四
うそこらじゅういっぱいだから消すこともどうする事もできません︒そ

えた記憶がない︒と︑その時ひょっと見ると︑ずーっと向こうまで暗く

今度は落ちるかと思いながら歩いていた︒不思議とその時︑恐怖感を覚

まだ時どき飛行機が来て爆弾を落とす︒今度は︑自分の上に落ちるか︑

して今にも私の上に焼夷弾が落ちるような気がする︒私は必死になって

見える道路があった︒此処が何処で︑この向こうに何があるか考える暇

方に飛び散り︑戸袋や雨戸にペタッとひっつきポロポロと燃え出す︒も

走っていく︒
人がいっぱい居ました︒そして飛行機が私達の上を低空飛行でグワーン

急に襲う︒必死で走った︒どの位走ったか分からない︒橋に出た︒川に

後を追うように焼夷弾が落ちてくる︒今まであまりなかった恐怖感が

はない︒とっさにその道に走った︒必死に走った︒

と通って焼夷弾をバババーンと落とす︒すると外の人はワーッと中に押

飛び降りた︒溝だったかもしれない︒水はなかった︒橋の下に入った︒

ようやく防空壕へ着いた︒着いて見ると防空壕は満員で中に入れない

し入る︒今度は中からワーッと押し出される︒防空壕は住宅地のちょっ

ようやく助かるかもしれないと思った︒助かったとは思わなかった︒

夷弾が落ちれば助からない︒体をそばの石垣にピタッと付けていた︒

それは頭の上は楽になったが︑橋だから両側が開いている︒此処に焼

とした小高い丘の下に掘ってあったので回りは全部家が建って居り︑入
り口をほんの二︑
三戸︑建物疎開をしてあるだけだった︒
私は最後の方で防空壕へ入れそうになく︑外に居て周りが焼けたら助

思った︒橋から出て見ると︑さっき走ってきた道路の両側の家も全部火

どの位経ったか飛行機の音がしなくなったので︑ようやく助かったと

もう周りはどんどん燃えていく︒借家が密集している地域なので道が

の手が上がり︑どんどん燃えていた︒又橋の下に入り︑夜が明けるまで

からないと思い︑本通り九丁目の疎開の跡に逃げようと思いました︒
狭い︒どの道も両側が燃えており︑物凄く火を吹いていて通れそうにな

そこにいた︒そして戦争の現実をつくづく考えていたように思います︒

た呉の街の平野部はポツン︑ポツンとコンクリート造りの建物が建って

夜が明けて全てが燃えつくし︑川土手に上がってみるとあの大きかっ

い︒なんとかして電車通りまで出られないかウロウロして見るばかり︒女︑
子供が泣きながら後を付いて来る︒
そうこうするうち一カ所︑両側から火を吹いているがよく見ると︑そ

いるだけで︑ずーと向こうの海兵団の建物まで見えていた︒

まったく初めて見る光景︑本当に戦争の現実をつくづく感じました︒

の向こうが暗く見える所があった︒何とか火をかいくぐって電車通りま
で出られそうだ︒私はもう一人の若い人と顔を見合わせ︑阿吽の呼吸で

私は借家や義姉の事が気になり︑そこへ行ってみようと思った︒まだ

行く道では︑逃げ遅れたのであろう丸焼けで黒焦げになった人︑殆ど

いた木をよけながら飛び飛び走って行った︒

道路には建物の燃えかすがいっぱいで歩かれる状態ではないが︑火のつ

必死になって火をくぐった︒二人だったから潜られたのかもしれない︒
私たちは電車通りまで出た︒しかしもう火は全体に回り︑九丁目のほ
うは二階建ての二階が道路へ焼け落ちている所があり︑とても行かれそ
うにない︒この辺はまだ燃え上がったばかりだが全体はもう火の海だ︒
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焼けてまだ動いている人︑死んだわが子をしっかり抱いて自分も焼けな

全然思い出せない︒おそらく義兄の友達の処へ義兄が頼んでくれたので

七月三日︑午前中工廠へ出勤し︑休暇の手続きをして︑午後また防空

あろう︒食事は国防婦人会が炊き出しをしていたのを覚えているので︑

ぱい居ました︒私は殆ど焼けて目だけギョロギョロしている人と目が合っ

壕のところへ行って見た︒義兄は軍艦から灯油や遺骨箱を工面して帰っ

がら泣いている人︑大声で名前を呼んでいる人︑床下に掘った自家製地

た︒一瞬血の気が引いた︒ミズでもくれと言おうとしているのか︒むごい︒

ておられた︒市役所から調査をするので死体の始末は待てと通達があっ

その世話になったのだろう︒義兄は軍艦へ帰った︒

身の毛がよだつとはこのことか︒正に生き地獄︑しかしどうする事も出

た︒しかし夕方になると死体にウジがわきだしたので︑これ以上待たれ

下壕から半分身を出してそのまま焼け死んでいる人︑等あちこちにいっ

来ない︒

ないと︑燃え残りの木を集め︑灯油をかけてその上に死体をおき︑また

した︒七月四日朝︑火葬をした所へ行ってみると︑きれいなお骨になっ

借家付近は全部焼けて灰の山︒私は義姉を探して防空壕へ走った︒防
んでおり︑中の人は窒息死か圧死で︑海軍軍人が一人ずつ担架に乗せて

ていた︒しかしまだ手付かずの死体があちこちにいっぱいあり︑ウジが

木をかけて灯油をかけ︑焼け残りのトタンを拾ってきて上にかけ火葬に

出して並べて居た︒何処にも義姉の姿はない︒しばらくして義兄が軍艦

わき︑焼け跡の匂いと死体の匂いで︑なんともいえない異臭が漂っていた︒

空壕へ行って見ると︑防空壕へ入れなかった人であろうか︑外で焼け死

から上陸してこられ一緒に探した︒そして防空壕から出てくる死体をい

八月六日︑原爆を米軍は広島に落とした︒

人類最初の核爆弾による広島の被害︑今まで考えた事のないような想像

ちいち見ていたが︑なかなか出てこない︒他を探して見ようと山よせの
方へ行って見た︒防空壕の上には寺があったらしく墓地があった︒墓の

の出来ない甚大な被害︑そのあまりの悲惨さに日本はおろか世界中が驚

き︑その陰にかくれて︑日本中の主要都市の焼夷弾空襲の悲惨さは影が

陰には一人︑二人︑どの墓にも人が焼け死んでいた︒
防空壕へ入れない人が︑此処まで逃げて墓地まで逃げ込んだか︑はじ

日本の木造家屋を焼失するため特別開発されたのであろう焼夷弾に

薄くなり︑今まであまり語り継がれていないような気がします︒

ながら︑その内全体が焼け︑ついに行く所が無く焼け死んだのであろう︒

よって︑大きな都市が一夜にして灰になるのも︑悲惨この上ないものです︒

めから墓地へ逃げていたのか知れないが︑墓で周りの焼ける熱さを避け
死体に墓の影がくっきり付いて居た︒私はもうその頃は感覚が麻痺して

今でも地球上では戦争が行われています︒戦争がどんなに悲惨なもの
させていただきます︒

︵三次市甲奴町梶田一一三︶

であるか︑私達経験者は後世に伝える義務があると思い︑この稿を投稿

特別の感情は無く︑義姉は居ないか一人一人死体を見て歩いた︒しかし
何処にも居なかった︒
義兄とあちこち探したが何処にも見つからず︑前に書いたような︑生
き地獄が各所で見られた︒また防空壕の所へ戻って見た︒殆ど最後の方
に子供を背負ったまま出してあった︒苦しかったであろう︑顔は紫色だっ
た︒義兄は黙って見ていた︒なんと酷いことか︒
七月二日︑陽もようやく傾きかけた︒その夜私はどこで寝たか今では
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戦艦大和の試運転の立ち会いに行った︒砲熕部砲架第一工場に

春義

は旋盤︑ボーリング︑ミーリングなど︑あらゆる機械が揃って
いた︒

呉市街地と呉工廠の思い出
松本
海軍工廠では︑全国から徴用工員を動員され︑
戦艦大和などの建造などで︑町も映画館などたく
さんできて︑有名スターなどが︑多くさん来呉した︒
私は︑海軍工廠の工員で︑戦艦大和の試運転の
立ち会いに行きました︒
私は︑砲熕部砲架第一工場で旋盤︑ボーリング︑
ミーリングなど︑あらゆる機械が揃っていた︒
私は︑仕上員として︑水圧関係で︑起動弁︑水圧筒︑
バルブなどの製造を︑また︑軍艦の水圧関係の修
理専用で︑その関係で︑戦艦大和の主砲の試運転
に行くことができた︒
造船部第三ドックで︑トタン板で全部囲って︑
工員の出入りが厳しかった︒
弾薬庫から水圧筒により︑一メートルくらいの
弾丸が上がり︑ローラーにのて砲身のバルブが開
くと︑スーッと入り︑尾栓が閉まり︑砲身の下で
は︑二名の兵隊さんが︑羅針盤を大きくした計器で︑
青と赤の針を合わせる操作をする︒

その都度︑砲身が上がったり下がったりして︑赤と青の針が合うと︑

ブザーがなり︑テストを終了︒三回繰り返す︒

︵呉市東鹿田町二│一七︶

第１部 記念募集体験記
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呉海軍工廠をＢ 29 が猛爆撃 写真出所 米空軍マクスウェル基地歴史資料室 工藤洋三氏 提供
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挺身隊として工場に来ていた女学生が︑防空壕の入り口をつぶ

久夫

され︑窒息状態でほとんどの人が死んだ︒本当に可哀相だった︒

呉海軍工廠砲熕部の空襲
村上

勤務場所は砲熕部砲身工場です︒米軍の空爆で工場はめちゃくちゃに
なりました︒防空壕に入って居ましたので︑
命だけは助かりました︒当時︑
島根から女学生が挺身隊として工場に来ていましたが︑防空壕に入って
いたのですが︑入り口をつぶされ︑壕の中で窒息状態で可哀相にほとん
どの人が死にました︒山の中腹辺りの学校の校庭まで︑タンカで運んで
火葬をしたことは︑この年まで忘れられません︒本当に可哀相でした︒私
は元の砲身工場では仕事が出来ない状態でしたので︑岡山の庭瀬とか言
う所へ機材︵フライス盤・ミーリング︶を送って︑そこで仕事をして居
ましたが︑二カ月くらいで終戦となりました︒
今は平和な世の中で何よりですね︒戦時中︑苦労をしたことを思い出
しながらの毎日です︒
二度と戦争なんかするものではないですね︒
︵二○○四年九月二二日︶
︵尾道市美ノ郷町猪子通八四︶
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Ⅶ

焰にまかれて

日本の大都市のほとんどを焼き尽くしたＢ 部隊は︑六月中旬から中

Ｂ 部隊の﹁最大努力﹂による爆撃で︑ついに市街地が焼き払われてし

小都市の空襲を開始しました︒呉はその重要な目標の一つとして選ばれ︑

29

Ｂ が︑小雨空の呉上空に達し第一弾を投下したのは七月二日の午前

まいました︒

29

〇時二分でした︒燃え上がった炎を目印にしてＢ は次々と呉市街地上

29

げました︒

猛烈な火炎や吹き込む煙にまかれて蒸し焼き状態になり︑無残な死をと

辺部を焼かれて︑市民は逃げ道を封じられ︑防空壕に逃げ込んだ人たちも︑

すりばち状の呉市街地の周辺から中心部へと焼夷弾は投下しされ︑周

空に侵入し︑中心部に向かってレーダー爆撃をしました︒

29

炎の記憶
濱本

義人

緋の袴まとえる様に亀山の 社殿は炎に包まれて立つ
︵ひのはかま まとえるさまに かめやまの しゃでんはほのおに つつまれてたつ︶

呉空襲 防空壕に人満ちて 山路を逃れ命長らう
︵くれくうしゅう ぼうくうごうに ひとみちて やまじをのがれ いのちながらう︶

焼け焦げし丸太と紛う遺体在リ 焔に巻かれ逃げ遅れしか
︵やけこげし まるたとまがう いたいあり ほのおにまかれ にげおくれしか︶

鮮紅の炎は街を舐め尽し 無辜の人命奪い去リゆく
︵せんこうの ほのおはまちを なめつくし むこのじんめい うばいさりゆく︶

念仏を誦しつつ薦に巻く屍 炎暑に面差し変り初めたり
︵ねんぶつを じゅしつつこもに まくかばね えんしょにおもざし かわりそめたり︶

薪を積み骸数多を茶毘に付す 記憶は鼻腔に染みこみ残る
︵まきをつみ むくろあまたを だびにふす きおくはびこうに しみこみのこる︶

紙袋ひとつに変リ果てし姉 母の鳴咽を止める術なく
︵かみぶくろ ひとつにかわり はてしあね ははのおえつを とめるすべなく︶

焼夷弾が蒸し焼きにせし三百人 魂魄惑わん念仏坂に
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︵しょういだんが むしやきにせし さんびびゃくにん こんぱくまどわん ねんぶつざかに︶

梵鐘も火鉢も花器も召し出され 矢玉と化して四方に飛び散る

︵ぼんしょうも ひばちもかきも めしだされ やだまとかして よもにとびちる︶

きんろうがくとぞ じゅうごさい かいぐんこうしょう くうばくにちる︶

童顔の勤労学徒ぞ十五才 海軍工廠空爆に散る
︵ どうがんの

︵呉市宮原三丁目一七│五︶

焼夷弾に焼かれた亀山神社の狛犬

どの人も︑髪が乱れ︑顔も煤け︑中には服が焦げている人や裸足で泥

印象に残っております︒あまり大きな壕ではありませんが︑やがて大勢の

した︒壕の中で一つだけ懐中電灯の灯りが見えて︑後は真っ暗だったのが

その方がええで﹂と叫ばれました︒私も兄も壕の中から︑押しつぶされそ

壕の入口に立っていた男の人の声で︑
﹁ここは駄目じゃ︒皆︑山へ行けえ︑

と一緒に入り始めました︒

壕の周りの家にも︑攻撃を受け燃えだしたその煙が︑壕の中にも焦げた臭

雷のような音が響き渡り︑まるで地震のように揺れていました︒そのうち

空襲もだんだん激しくなり︑次々に落下する爆弾の衝撃で︑壕の中にも︑

るように奥へ詰めていきました︒

しゃがんでいた人達も満員電車に乗った時みたいに︑立って︑皆が入れ

避難者でいっぱいになりました︒

んこに塗れ︑目玉だけが異様に光っている人もいた︒

呉空襲の体験
信太 サカヱ
当時︑私は八幡国民小学校の五年生でした︒家は和庄通り四丁目で︑高
日神社の少し下にありました︒
私の記憶の中では︑当日昼間の空襲がなかったように思います︒梅雨も
まだあけきらず︑むし暑い夜でした︒
今のような冷房もないうえ︑いつでも逃げることができるような服装で︑

パチパチ音を立てて︑勢いよく燃えておりました︒降りかかる火の粉を浴

うになりながら︑
やっと外に出ました︒周りの家は真っ赤なし火に包まれて︑

やっと眠りについた頃︑
﹁サアちゃん！早よう起きんさい！ 逃げる用意

びながら︑ただ一生懸命︑大勢の人たちの後から必死の思いでついていき

枕元に防空頭巾を置いて寝るので︑なかなか暑苦しくて大変でした︒
をしんさい﹂という母の大きな声で目が覚めました︒すぐに防空頭巾をか

歩きました︒

丁度そこは呉の市街が一望できる場所です︒Ｂ からの攻撃は︑まだま

きない位の人が溢れておりました︒

そこはすぐ上が山になって一番安全な場所でした︒そこにも身動きので

した︒

坂道をドンドン上って︑やっと現在の法輪寺の横につながる道路に出ま

出なかったのか︑私に声聞こえなかったのか︑話し声は覚えておりません︒

それはそれはもう言葉にもならないくらいの恐怖でした︒どの人も声が

ぶって外に出ました︒空からキラキラ光るもの︵照明弾︶がたくさん舞い
降りて︑まるで真昼のように︑そこら中の景色が浮かび上がっておりました︒
その中をＢ から次々に焼夷弾が落とされてきます︒
その音はヒューン︑ドッカン︒まるでたくさんの雷が一度に落ちたよう
に響きわたっておりました︒
母は︑
﹁父ちゃんと家が燃えたら︑消さんといけんから︑一緒に火を消し
てから逃げるけ︑あんたらは︑兄ちゃん︵当時中学一年︶と高日神社の横
穴防空壕入って待つときんさい︒さあ︑早う用意しんさいと︑二人を押出
しました︒

だ続いて居りました︒爆弾が落下するたびに︑パッと火の粉が舞い上がり︑

皆一様に並んで︑真っ赤に燃えながら︑次々と崩れてゆく呉の街を放心

そこら中大きな炎に包まれる様子が︑手に取りように見えました︒

情でじっとしゃがんで居りました︒誰も沈黙ままでした︒多分︑下の町内

したように眺めておりました︒子どもだった私達は時計もなく︑どれ位の

私達はただ夢中で︑壕の中へ入りました︒もう沢山の人が不安そうな表
の方からも避難されてきたのでしょう︒顔も知らない人たちがほとんどで
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29

29

時間が経過したのか︒判明はして居りません︒
やがて激しい空襲も終わり︑夜が明けて︑周りが見え始めた頃︑やっと
人々の声が聞こえるようになりました︒﹁もう日本も終わりじゃのう︒
わしら︑
どうすりゃええんかのう﹂とか︑身内の安否を気遣う声が︑あちらこちら
で話し合っているのが︑見られるようになりました︒
空襲が終わり︑火の勢いもだいぶ落ち着いた呉の街は︑一面霞がかかっ

こへ行こう﹂と会長さんが︑居られる場所へ行くと︑父も母も私達を探す
ために尋ねて行たっところでした︒

本当に嬉しかったです︒母は︑
﹁ああ︑えかったね﹂と涙をこぼしながら︑
頭を何遍も何遍も撫でてくれました︒

父も母も髪の毛がすこし焦げて︑母はチリチリに舞い上がって居りまし

た︒顔も煤で黒くなって居り︑父の服もところどころ火の粉で穴が開いて
居りました︒

父と母は︑家の消火をするためにバケツで体に水をかぶって火を消して

たようになり︑所どころまだ黒い煙が立ち昇ぼり︑炎が上がって︑残った
電柱がくすぶりながら︑半分折れたりしたのが立っておりました︒
︒大きな

いたそうですが︒爆弾が︑次々落ちて途中で危険だと気づき︑掛け布団を

そして近所の人々の無事を確かめ合ったり︑逃げるときの話等をしまし

した︒

周りの人達も段々落ち着きを取り戻し︑下の高日神社の境内へ集まりま

それと︑濡れた布団一枚︑消火用に使ったバケツだけ持って居りました︒

ました︒

は持ちだせず︑少しのお金と︑預金通帳を風呂敷で包み︑腰に巻いて逃げ

水で濡らして︑二人で頭にかぶり︑火を避けて逃げてきたそうです︒荷物

コンクリートの建物は中が黒く焦げて︑少し崩れないで立っていたと思い
ます︒
辺り一面︑本当に何もない焼野が原になりました︒そして何とも言えな
い異様な臭気が漂って︑場所によっては鼻や口をふさぎながら︑通り過ぎ
る位でした︒
どの人も︑髪が乱れ︑顔も煤け︑中には服が焦げている人も居りました︒
また裸足で泥んこに塗れ︑
目玉だけが異様に光っている人もありました︒皆︑
火のなかを必死にれてこられたのでしょう︒荷物などを持っている人は︑

そのうち︑下の町内で︑壕の中で煙に巻かれて亡くなられた人︒逃げる

た︒

日が高く昇り︑辺りが明るくなるにつれて︑下の町内から︑戦災を逃れて︑

途中で爆弾にやられて亡くなった人の遺体が次々運ばれ︑境内を殆ど埋め

殆ど見かけませんでした︒
こちらへどんどん人が上ってこられて︑まるでお祭りのような混雑振りで︑

尽くしました︒

私は子供心に恐怖心も忘れ︑何か珍しい物を見るように︑皆と眺めてい

中には泣き叫んで家族を探している人もありました︒しばらく人々の様子
を眺めていた私達も︑やっと我に返って︑急に父や母のことが心配になっ

そのうち母が︑
﹁ここは︑あんたらが見るもんじゃないよ﹂といって︑呼

たように思います︒

兄と二人であちらこちら歩き回っては似た人が通れば︑顔を見たりして

びにきました︒そのうち胸につけた名札で︑身元確認をして︑またどこかへ

てきました︒
確かめました︒しかしどうしても見つけることが出来ないので︑不安な気持

運ばれたようです︒八幡国民学校の校庭で︑沢山の遺体が焼かれました︒

また︑大きな赤十字の旗を持った医師や看護婦の方が見えて︑火傷など

ちでいっぱいになり︑泣きべそをかき︑立ち止まりました︒
兄と二人で﹁どうする︒どこへ行ったらええんかね︒町内会長さんのと
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負傷された人たちの手当をされました︒
そのうち昼が過ぎても︑
皆︑
食べ物がなく︑
ただボンヤリと力つきたように︑
地面に座って居りました︒
大分時間も経った頃︑炊き出しの﹁おにぎり﹂がもらえると知らせが来
ました︒
場所は二河公園で︑何か入れ物を持って取りに来るようにと言われたそ
うです︒
皆何もないので︑父が消火に使用したバケツに竹竿をさして︑近所の男
の人と担いで﹁おにぎり﹂を貰いに行きました︒
まだ火の消えていない道路で︑火傷や怪我などしないように気を使って
持ってきたようです︒
﹁おにぎり﹂は一人一つ個で︑少し大きかった事︑中に梅干しが一つ入っ
ていた事を覚えています︒その日は食べ物がそれだけだったように思いま
す︒でも皆黙って我慢したらしいです︒
次の日は︑朝︑昼︑夕方に一個ずつでも三回食べられたから︑皆で話し合っ
て︑貰いに行ったのかもしれません︒
それから夜になっても私達の家族は︑
親戚が近くにないので︑
四︑
五日の間︑
和庄の山でゴザを敷いて︵テントがありません︶木の根元で野宿をしました︒
この後に︑父が海軍工廠に勤務して居りましたので︑その関係で︑当分︑
天応に工員の宿舎が空いているので貸して頂だけることになりました︒
四道路から︑幌もないガタガタのトラックに︑沢山の人達と揺られなが
ら乗っていきました︒
それは暑い暑い日でした︒私は悲しくて︑泣きながらトラックに乗せら
れた記憶が今でもはっきり胸の中にあります︒
それから先も多くの苦しみがあり︑やっと現在に至って次第です︒
思い出しているとだんだん胸が苦しくなって文がまとまりません︒

楽しい思い出と異なった精神状態になるのでしょうか︑

本当の私の気持ちがまだ伝わって居りません︒

︵東広島市黒瀬町楢原五六七│七︶
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六つ上の兄が︑焼けている家を見てくると家に向ったが︑焼夷

罹災者 合計 九十二名︒

二︑呉︵吉浦︶空襲の体験

七月一日夜︑呉の方の空を見たら真っ赤に見え︑呉が空襲を受け焼夷

弾で爆撃されて大変なことになっていた︒

親が早く防空壕に避難するように云い︑防空壕に着いたと同時に照明

は焼け落ちていて︑ビックリしました︒炊事場と便所だけが残っていま

が︑私の家の少し下辺りを中心に︑平林川と大川を挟む直径五〇メート
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弾が二発も落ちて︑家はアッと言う間に丸焼けになっている︑

文芳

吉浦地区の被害と体験
―

と言って防空壕に帰ってきた︒

呉市史を正す
中田

な音がして破裂︑爆風が来て︑一目散に穴の中に逃げ込みました︒姉兄

弾が落とされるや否や︑十三キロもある大きな焼夷弾が落とされ︑大き
呉市史第五巻︵および広島県戦災誌︶によれば︑昭和二〇︵一九四五︶

る時︑母は︑お父さんのおかげで命拾いしたと防空壕に逃げてきました︒

弟三人だけでした︒両親が来てないので︑心細い思いで大変心配してい

中恵﹁吉浦町空襲の記録﹂を引用︶されている︒また︑
﹁呉空襲記﹂
︵中

父が家で︑母が前の日貰ってきた給料を水屋の中に入れたと思い探して

年七月一〜二日の呉空襲時の吉浦地区の被害は︑
﹁七戸焼失﹂と記載︵山
国新聞社︶では︑
﹁十三軒とも︑十七から二十軒だったともいう︒調査は

いたら︑早く出てと急がされて︑裏から出たと同時に︑雨が降って来た

見ることは出来ませんでした︒六つ上の兄が︑焼けている家を見てくる

僕は十二歳の子どもでしたので吉浦が焼けているのを防空壕から出て

のかと思ったら︑焼夷弾が落ちてきたそうです︒

それらの家の確認も取れないまま現在に至っている﹂と記載されている︒
私が記憶を辿りながら︑個別調査をすると︑これらは誤りで︑次のよ
うに確認できました︒吉浦地区の空襲の事実を正確に記録し︑後世に記
録を残しておきたいと思います︒

と家に帰りました︒焼夷弾が二発も落ちて︑家はアッと言う間に丸焼け
被災地区 ︵現・吉浦中町三丁目︑吉浦東本町三丁目および四丁目︶

した︒家は大きく土間が広かったので疎開の為︑
呉にいた姉が荷馬車二台︑

になっている︑と言って防空壕に帰ってきました︒朝︑帰って見ると︑家

家屋 全焼 十六戸︵川原︑鎌井︑大年︑大年︑梅中︑中留︑大本︑橋本︑

四軒分の荷物を預かっていましたが︑跡形もなく奇麗に焼けていました︒

一︑吉浦地区の空襲被害調査

渡辺︑尾崎︑青井︑池辺︑石原︑中田︑高橋︑楠木︶

親爆弾が空中で破裂せず︑落ちて炸裂したのか︑屋敷跡に二か所︑大き

三戸︵吉田︑山中︑棚田︶

半焼

な穴が開いていました︒

筒の︑子爆弾が沢山刺さっていました︒この空襲は︑Ｂ 一機分の流れ弾

が開き︑親爆弾が直撃していました︒少し東側の畑には︑六角形をした

家のすぐ近くの平林川の橋の袂にも大きな穴︵直径一〜二メートル︶

合計 十九戸︵二十一世帯︶
︵其の内︑私の同級生で罹災したのは︑
二名︵大年・女︑鎌井・娘︶

全焼が男五︑女二︑ 半焼が男一︑計八軒︶
人員 死者

負傷者 四名︵梶山・女︑鎌井・女︑中留・女︑吉田・女︶

29

親爆弾も数発あり︑その内の二発が我が家に直撃して爆発し︑瞬時に家

ルと一〇〇メートル位の楕円形の中に落とされ︑空中で破裂しなかった

全国で同じように被災し︑その後の人生の不幸を背負った人たちの無念

人道的な無差別爆撃の︑気まぐれな︑とばっちりを受けた不運を思い︑

いました︒この空襲での死傷者六名は︑全員が女性で︑アメリカ軍の非

空襲後︑ウサギと鶏を飼っていたが姿が見えんといわれ︑可哀相なこ

さに胸を痛めます︒

を全焼させたようです︒
当時︑町内で皆さんは︑なぜこんな所を空襲するのか理由がわからず︑
少し上方五〇メートルの所にある変電所を狙ったのではないかと言って

とだと思いました︒今日からどこにも住む家

が無くなり︑途方に暮れているとき︑梅林さ

んがむすびを持ってきてくださり︑有難く食

べたのを今でも忘れることが出来ません︒近

くの小林さんの蔵の二階にきて住みなさいと

いわれ︑住むことが出来ました︒蔵の半分は︑

味噌の原料の材料の大豆と麦が疎開して有り
ました︒

その半分の空いているところに︑同じ焼け

出された鎌井さんが住まれることになりまし

た︒鎌井さんは娘さんを焼死され︑お母さん

も顔と手にやけどされ︑兄弟三人で住んでい
ました︒

七月二日の焼けた日︑親戚のおじさんが来

てフトンを上げるからと︑松葉の親戚の家に

母と二人で貰いに行きましたが︑お嫁さんが

出てこられ︒
︑何しに来たかといわれて︑さ

びしい思いで帰ったのを今でも覚えていま

す︒七月二四日の朝六時ごろから十二時ごろ

まで︑八百七十機の艦載機が来襲しました︒

其の時︑小林勝美さんが家の縁側で配給のタ
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艦載機から人が見えたのか︑機銃掃射してきました︒八畳の間で︑障

先生は坊主頭になり︑朝学校に行くと青い坊主頭で恥ずかしそうにして

益々きびしい日々になって来ました︒先生も長髪でしたが少しずつ男の

出征され戦死された先生も有りました︒この頃になると銃後の守りも

子に穴を開けて小林光春︵十二才︶君は新聞紙で兜に折った帽子をかぶっ
おられました︒

バコを分けて居ました︒

て見ていました︒本人は無事でしたが︑この時︑鎌井 清ちゃん︵十三才︶

フンドシをして相撲を元気よく︑大きな声を出して取っていました︒満

正門を入った学校の横に土俵があり︑高等科の男子が風呂井先生と︑

白い脳みそが出て︑即死したと聞きました︒後で小林光春君は新聞の帽子

州義勇軍の壮行式があり︑三人が頭に日の丸のはちまきをして朝礼の時︑

は︑屋根に機銃掃射した弾丸が︑顔の前から頭の後ろまで突き抜けて︑真っ
が一命を救うて呉れたと︑家の裏に流れていた川で︑血で染まった畳を

父兄と生徒一同の前で元気よく︑勇ましく行ってきますと送り出しまし

り︑
昼に家に帰って食べるようにということでした︒四時間目が始まって︑

川につけて洗い流していましたが︑一週間ぐらい真っ赤な血が流れてい
僕は防空壕に避難していました︒防空壕の上で木に登ってみている人が

先生が豆を食べたものは皆立てと言われましたが︑僕一人が教室に豆を

た︒六年生の加藤先生の時︑三時間目に塩豆をさかづき一杯ずつ皆に配

いて︑艦載機が機銃掃射した弾が︑頭の上でブスブスと音を立て︑生き

置いていたので食べていませんでした︒

ました︒この付近の山中さんちにも機銃掃射が有ったそうです︒この日︑

た心地がしませんでした︒

その頃には︑昼の弁当を盗まれて食べられている者がありました︒六
一年の入学の時は尋常小学校と尋常高等科と女子は実業補習学校で

んの所からと野兎と思うのですが︑茶色に鼻筋の所が白くかわいらしい

に野犬に襲われて皆殺されていたのを覚えて居ます︒その頃に︑細谷さ

年生のとき︑学校に白兎と白いアンゴラウサギを飼っていましたが︑夜

したが︑昭和十六年三月から国民学校に変りました︒初等科六年︑高

兎を二円で買ってきて︑子供を生ませて増やしていました︒

三︑戦時中の生活の記憶

等科二年︑特修科一年と変わりました︒昭和十五年十一月九日︑紀元
て有りました︒朝礼が毎日有り︑国旗を君が代にあわせて掲揚棒に揚げ

に喜んでもらった思い出が有ります︒もう一人︑江草君に︑映写機と子

仔兎とサツマイモを︑小さな竹かご一杯と換えてもらうことが出来︑親

この頃には食べるものが無いので︑山根君︑吉田君が農家でしたので︑

ていました︒記念日は教頭先導で校長先生が教育勅語をささげ上げ︑厳

供の兎が出来たら交換する約束をして︑先に映写機をもらい︑家で写し

二千六百年奉祝が有りましたが︑小学校の裏門の近くに御真影が奉移し

粛な学校の儀式が有りました︒式が済み次第帰れたのを思い出します︒

り︑食べるものがなくなったので︑着物と食べる物と換えたりしました︒

のを覚えて居ます︒昭和十七年頃から物は段々と無くなり︑配給制度に成

と忘れませんでした︒このウサギのことがあり︑どうしても探して会い

に急に帰り︑渡すことが出来ず︑ずっと交換できなかったことを悪い事

其のうち兎を渡そうと思っていた所︑お父さんの仕事のことで︑郷里

て喜んで見た覚えが有ります︒

先生も国防色の国民服に変わりつつ有り︑先生の中にも召集が有り︑出

たいと思い三軒ほど︑いろいろと聞きに歩き︑三軒目にようやく住所が

昭和十六年十二月六日︑朝︑学校に行って戦争が始まったのを知った

征されるのを見送りました︒
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福山倉光と判り︑ハガキを送りました︒

の日は呉ポートピアパークの開園の日で車がつかえて四時過ぎに着き︑
受付が遅れ︑大変忙しかったです︒

私たちが吉浦国民学校を卒業したのは昭和二〇︵一九四五︶年三月で

記念写真を撮りましたが︑肩を抱き合って皆んな楽しい宴会に成りまし

時の名前で︑ちゃんで呼び合い︑還暦ですので赤いタオルを首に掛けて

四十七年振りの修学旅行になり︑六年生になった気分に成り︑子供の

した︒当時は戦況が著しく不利で︑私たち六年の時から修学旅行がなく

た︒あくる日には宮島に渡り︑還暦のお祓いをしてもらって︑昼に宮島

四︑やり直し修学旅行と同期会

なり︑楽しみにしていた修学旅行に行くことが出来ず卒業し︑まもなく

で食事をして︑宮島港からクルージング船で宇品港に帰り解散しました︒

十二才で六年の時を思い出しながら書きました︒

︵呉市吉浦東本町一

四│五︶
―

この事を皆さんに伝え︑後世に語り継いでいただきたく︑六十年前の︑

た︒

呉空襲で吉浦でも爆弾を落され︑色々と苦しく困ったことが有りまし

よき思いでになり六年生が終わった気分でした︒

敗戦を迎えました︒
戦後の混乱期を生き抜いてきた私たちも還暦を迎える年になり︑同期
会の開催を呼びかけ︑遅ればせながら︑やり直しの修学旅行を計画しま
した︒
昭和四十七年四月十五日︑同期会の幹事に成り︑同期会を吉浦の元文
化ホールの二階で開催し︑男先生五人と女先生四人と男子三十七名︑女
子二十九名きてもらう事が出来ました︒六年の時に︑八組の受持の先生
でした赤坂先生が︑二十代校長として来られ大変喜ばれました︒
十三代土肥校長先生も次男さんが同級生だったので︑一緒に呼ぶこと
にしました︒土肥校長先生は︑同期会に呼ばれたのは初めてだと大変喜ば
れました︒
前の日︑電話が有り︑ハガキを見たが今は広島の会社にいて明日逢え
るので喜んでいるとのこと︑宴たけなわの時︑江草さんと逢い︑二人共
涙して抱き合いました︒
会が終わった後︑家に来てもらい︑朝まで色々話し︑兎のことを詫び︑
江草君も覚えていました︒
平成四年三月一五日︑還暦を迎えるのを期して四十年ぶりに﹁やり直
し修学旅行﹂を行い︑安芸グランドホテルに於いて一泊して旧交を温
める日になりました︒男先生二名︑女先生二名︑男子二十九名︑女子
三十七名︑この日は吉浦の駅前から一緒に十二時に出発しましたが︑こ
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止まらなかった︒警戒警報に慌ててトンネルに駆け込んだ老夫

空襲で戦争の恐ろしさが骨身にしみた︒体がブルブルと震えて

たので︑詳しいことはよく分からない︒すでに両親もいないので︑聞く

ほかに南京とか魚などが配給され︑隣組で分配していた︒まだ子供だっ

は実家の出身地である五日市の奥の田舎にお米の買い出しに行き︑祖母

苦労した︒戦況がだんだん悪化するにつれて︑物資が不足しはじめ︑母

〜六足位しかなく︑くじ引きをしたが︑なかなか自分の番が回ってこず

すべもない︒小学校で︑たまに運動靴の配給があったが︑一クラスに五

優

婦が列車にひかれて亡くなるという惨事も起こった︒

呉市における生活体験記
守屋

防火演習もたびたび行われるようになっていった︒男性は戦地に行っ

は阿賀大入の知人を頼って︑魚の買い出しに行った︒
私は︑岡山県笠岡市で︑昭和八年二月一一日に生まれ︑父が呉海軍工

たり︑徴用されて工場に行ったため︑婦人が国防婦人会を結成して︑もっ

をしたり︑竹ヤリで敵を突く訓練がなされていた︒

を水につけて火元にかぶせて︑上からモップでたたいて︑火を消す練習

ぱらそれに当たった︒班ごとに防火水槽を作り︑水を満たして︑むしろ

廠に勤務したため︑昭和八年から呉市の呉一中︵現・三津田高校︶の正
門にあがる坂の上り口近くに住んだ︒
やがて妹と弟二人が生まれ︑祖母と六人家族で生活していた︒空襲当
時は︑旧制中学一年生でした︒小学生の低学年までは︑まだ物資が豊富

また︑各家の床下に防空壕を掘り︑また崖に横穴式の防空壕を掘った︒

これも︑婦人と子供の仕事であった︒つるはしの先端がちびるので︑そ

にあり︑
西本通り六丁目︵西六︶の電停近くには︑
パン屋︑
餅屋もあり︑
チョ
コレートやキャラメルも自由に買えだが︑昭和一六年に︑第二次大戦が

れを焼入れして︑たたいて尖ぎらすのは︑職人さんが︑かかりきりで行っ

されており︑六号艇には︑佐久間艇長をはじめ︑各員の座席に名入りの

てもらったこともあった︒第五号潜水艇︑第六号潜水艇が︑校庭に展示

また︑海軍潜水学校︵現在・海上保安大学になっている︶を見学させ

たこともあった︒

呉一中に海軍の兵隊さんが駐屯しており︑松茸と砂糖を交換してもらっ

いであった︒

いだろうか︒呉の町は︑海軍の軍人であふれ︑中通りなどは︑大変な賑わ

そのため︑呉市の人口は膨れ上がり︑一時四〇万人を超えたのではな

れて収容されていた︒

軍需工廠にはたくさんの徴用工が集められ︑二河公園に宿舎が建てら

ていた︒こうした勤労奉仕を子供も駆り出されて行っていた︒

始まってからはだんだんと物資が不足してきました︒
隣組は︑今よりももっと緊密な連携を保っており︑
﹁トントントンから
りと隣組︑格子を開ければ顔なじみ︑回して頂戴回覧版︑知らせられた
り知らせたり﹂
︑という歌まであって︑結束を固めていった︒時々︑常会が︑
各家を回り持ちで開かれていた︒
議題はいろいろあっただろうが︑一番印象に残っているのは︑国債の
購入の割り当てがあり︑誰がいくら買うという相談であった︒なかなか
話がまとまらなかったようだった︒
その他防火訓練とか︑生活物資の配給のこととか︑日常生活に密着し
た事項が話し合われていたように思う︒今の自治会とは比較にならない
ほど緊密な関係にあったのではないだろうか︒
物資の配給は︑お米が大人一人︑一日に二合五勺と決められていた︒
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いた︒

木札が下げてあった︒家の床下防空壕には︑お米と缶詰などを保管して

した人はみな無事であったが︑翌日︑警戒

りの北側で鎮火したので︑トンネルに避難

た︒学校では軍国主義教育が徹底しており︑
﹁欲しがりません勝つまでは﹂

しかし日に日に戦況が悪化してくるにつれ︑ただ事ではないと思ってい

育を受けていたので︑子供のことなので︑単純にそう思いこまされていた︒

この戦争については︑日本は神国なので︑最後には必ず勝つという教

意してあげればと残念であった︒

車は止まらないからであった︒誰か早く注

う惨事が起こった︒空襲警報でないと︑列

だ老夫婦が︑列車にひかれて亡くなるとい

警報が鳴ると︑慌ててトンネルに駆け込ん

七月二日に我が家に行ってみたが︑もち

七月一日に︑近くの柔道の道場に︑月謝五円を持って入門した︒柔道

溶けてドロドロになっていた︒そのほかガ

さっていた︒飼っていた緋鯉が池の中で煮

ろん全焼で︑焼夷弾の筒が五︑
六本突き刺

着は当時手に入らないので︑友人のお兄さんのを借りていった︒その夜

ラス瓶が溶けて固まっていたり︑瀬戸物の

軍隊式の敬礼をするよう指導されていた︒

校︵小学校︶でも軍隊調で︑道で先生にあったら︑必ず不動の姿勢をとり︑

とか︑
﹁鬼畜米英撃滅﹂といった標語のポスターを書かされたり︑国民学

カケラが散乱していた︒

中︑時間を覚えていないが︑警戒警報のサイレンがなり︑すぐ空襲警報
が鳴ったので︑慌てて飛び起きて身支度をして︑すぐ下の弟を背負った︒

この町内に住んでいた人たちは︑最初は横穴防空壕に入ったそうだが︑

このままでは危ないというので︑壕から出て二河川に入り︑上流へと逃

母は︑末弟を背負い︑急いで︑両城トンネルに駆け込んだ︒西本通りの
家は︑隣まで建物疎開で壊されることになっていたので︑三条一丁目に

げたということであった︒

ただ︑老婦人がひとり︑皆については行けないというので︑壕の一番

ある︑叔母の家に一時避難していたからであった︒トンネルの入り口か
ら外を見ると︑市内は一面火の海︑真っ赤に燃えていた︒

助かったとのことであった︒この町内の人は無事に避難して︑死傷者は

奥でうずくまり︑タオルに水を浸たして口を覆い︑朝まで我慢していて

その時︑海軍の軍人が入り口から︑中に向かって大声で︑
﹁皆ここから出

出なかったが︑東側の山の手の人たちは︑防空壕の中で蒸し焼きになって︑

しかし不思議に︑自分の家が︑燃えているという感じはしなかった︒
ていって︑消火活動に当たれ︒今それをしないと戦争に負けてしまう﹂

多くの人が亡くなったとのことだが︑現場を見ていないので詳しいこと

この空襲を受ける前から︑米軍の艦載機がたびたび飛来し︑宣伝ビラ

は分からない︒

と叫んでいたが︑誰も怖くて出ていく者はいなかった︒
灰ヶ峰の頂上に︑高射砲陣地があったが︑そこからの砲声は一切なかっ
た︒撃ってもＢ までは届かず︑
上空で砲弾が破裂して裂片が落下すると︑

葉が︑枯れているので︑新しいのととり換えなさいと︑人をばかにした

を投下していた︒軍艦何々の上にかぶせてある︑ネットに差してある松の

この空襲で︑戦争の恐ろしさが骨身にしみた︒体がブルブルと震えて

ような文面があった︒戦争については︑子供心にも︑こんなに大きな被

避難している市民を傷つけるからであった︒
止まらなかった︒幸い家族に死傷者は出なかった︒火災は︑両城踏み切
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が進駐してきたが︑それらは仲が悪く︑よく喧嘩をし︑ＭＰが︑ジープ

自分も帰呉して元の学校に復学したが︑戦災で全焼していたので︑広

害を受けて︑日本軍は何の反撃もできないようでは︑もうだめではない
七月二日には︑炊き出しがされており︑おにぎりをもらったが︑何し

の町田にあった大きな倉庫を改修して授業を行っていた︒軍隊から復員

で飛んできていた︒

ろ暑い日のことでもあり︑糸を引いていた︒焼け跡はそのままにして︑

してきた人も復学し︑ずいぶん年齢の高い人もいた︒

かと感じていた︒

叔母の家からすぐ︑祖母たちが疎開している田舎へ家族全員が引き上げ
学校も全焼したので︑やむなく田舎の小学校・国民学校高等科一年に

またノートもないので︑印刷された不要の紙をもらって︑その裏を使っ

紙に︑印刷したものが配られ︑それを各自が切って製本して使っていた︒

とにかく物資が全て不足していたので教科書も新聞紙のような大きな

編入したので︑また来呉するまでの呉市の状況は分からないが︑海軍が

ていた︒

た︒

焼け跡に木造のバラックを立ててくれていた︒

た︒中には︑地下足袋を履いてくる生徒もいるといった状態だった︒オ

靴もないので︑復員してきた父が持ち帰った軍靴を貰らって履いてい

敗戦を聞き︑ついに来るべきものがきたなと思った︒日本は米軍に占領

ルガンもピアノもないので︑音楽の先生はヴァイオリンを弾いて授業を

終戦の日は夏休みで︑家に居たが︑天皇陛下の放送を聞いた大人から︑
され︑日本人は皆︑奴隷にされるのだというデマが流れ︑暗澹たる気持

しておられた︒

︵広島市安佐南区相田一丁目一六│一六│二十四︶

をよく理解して生きていってほしいということである︒

戦争は勝った方も負けた方にも︑何の利益ももたらさない︒このこと

のが無になり︑後には何も残らないということである︒

戦争は全ての物を破壊し尽くす︒人の命も物も︑人の心も︑全てのも

ことである︒

今の子供たちに伝えたいことは︑とにかく戦争はすべきでないという

ちにさせられた︒
終戦後︑父は復員してきて︑暫くは一緒にいたが︑生活のため帰呉して︑
叔母の家に下宿して︑建築会社に就職していたが︑工廠時代の上司に会い︑
工廠の跡地で操業していた造船所に転職させてもらった︒
しかし︑米軍からの指令で︑新造船の建造は許されず︑もっぱら船の
修繕だけの仕事で︑経営は苦しく︑給料の遅配や分割払いなどで︑家計
も苦しかったようだ︒
呉市全体が失業やインフレで病んでいた︒職についているだけでも︑
幸いな方であった︒アメリカから︑工廠跡地に進出してきたＮＢＣとい
う会社は︑日本でタンカーをどんどん建造して莫大な利益を上げていた︒
そこに勤める日本人は︑一般より高い給与を得ていた︒
終戦後︑黒人のアメリカ兵が最初に︑広駅前の広場にテントを張って
駐留した︒
その後︑白人兵︑英連邦軍兵︑すなわちインド兵︑オーストラリア兵
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えず考えていたようである︒その意味では今イラクにいる人々

当時私は十三歳で︑いつ戦争で死ななければならないかは︑絶

だった︒間もなくＢ の爆音が響くと︑待避という駅長の号令があり爆

る時だった︒少し曇っていたのでピカっと光った時は雷かなと思った具合

のようであったかもしれない︒

戦災も原爆の延長線にある
忠

音が消える迄かくれていた︒

そのあと学校︵現三津田高校︶へ行って見ると︑広島から三〇数キロ

離れているのに︑障子がそのままの形で天から降ってきた︒あとから原

爆と解ったのだが︑大爆発とともに障子から何から全部上空へ飛ばされ

三〇数キロも離れている呉まで飛んで来たのだから如何に大災害であっ

たか想像出来る︒この様な原爆の陰にかくれて︑Ｂ によってやられた

数年間も生活はくるってしまった︒両親も健在であったから︑被害者の

ため︑爆撃に直接会ったわけではないが︑自宅は全焼し︑それから先十

私は当日︑風早と言う呉より東三〇キロメートルの所に疎開していた

存在したコミュニティは崩壊し︑その当時の同級生が集まりたくても︑

いたことを忘れてもらいたくない︒戦後︑呉中心部も復興したが︑当時

戦災都市については忘れ去られようとしているが︑路頭に迷った少年が

広島の原爆の後の︑戦前の姿を再現する様なことを私達は考えている︒

人情はその土地と共に培われ私達の生活を心強いものにしてくれるに違

いない︒その意味で家は建て替えられても︑その土地に根づく心は容易

かし十三歳と言う青年前期で︑学校で︑家庭でも重大な障害を受けた者

かもしれない︒戦後の復興で経済的には豊かになったかとも言える︒し

えていたようである︒その意味では今イラクにいる人々のようであった

多数入港し︑町も広島より賑やかであったとは︑今は想像出来ないだろ

立病院︶へ収容されるため︑呉基地が最短距離であるため海軍の軍艦は

があやしくなりガダルカナルから命からがらで帰還し海軍病院︵今の国

呉という町は当時海軍の有数の基地であり︑特に敗戦直前には︑戦況

に再現できないことをつくづく感じている︒

にとっては人生を変えねばならぬ程の事件であったことを誰が理解して

う︒又海軍工廠で働く人が主に大阪から来ていたので︑大阪弁は第二の呉

生活が続けられただろうかと思うたびにアメリカに対するいやな感情を
最初に疎開したのは前述した風早だった︒かれこれ一時間以上かかる

けてしまった︒現在の市営駐車場のところは呉会館と言って海軍関係の

の労働者が近所の学校跡に住んでいたのを思い出す︒勿論この宿舎も焼

又私は今の文化ホール︵元の市役所︶付近に住んでいたが︑朝鮮から

汽車にゆられて風早に降りてから四〇分位歩かねばならなかった︒ そ

劇場があり︑戦争に協力するわずかな催し物が行われていた︒又国立病院

どうしても抑えることができなかった︒

言葉であったように思う︒

くれるだろうか︒あのＢ で自宅が焼けてなかったら︑どれだけ平穏な

当時私は十三歳で︑いつ戦争で死ななければならないかは︑絶えず考

書いておきたいと思って筆をとった︒

れを考えると何か私たちの経験は忘れ去られようとしているので一文を

うな目にあったものは︑せいぜい数パーセントではなかったろうか︒そ

懐かしい町並みがないのでどうもしっくりしない︒

29

奥川

29

中では幸せであったかもしれないが︑当時の私たちの年齢の者でこのよ

一九四五年七月一日︑呉市街地はＢ の爆撃により焦土と化した︒
29

れからすぐ後︑八月六日に広島では原爆が落ちた時は風早駅で待ってい
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ためき軍医にどうしたらよいかと相談したと言っていた︒又海軍病院

次にこの戦争をどの様に思っていたかであるが︑米国と戦争をするの

前の現在の幸宿舎は水交社と言って海軍の士官さんのクラブがあり︑当

焼け跡に立って見ると呉市中心部が如何に狭いかを知らされる様だっ

は大変なことだと思っていた︒今のブルネイにパレンバンと言う空軍基

では現在の女優森光子が若い姿で慰問の写真に写っている︵週刊読売

た︒家が建っているときはもっと広い感じがしたのだが︒間もなく敗戦

地があり︑これを日本の落下傘部隊が占領し﹁神の神兵﹂と言う歌が生

時の戦争慰問の芸能人が来ていて︑特攻前の一時を若き士官がすごして

がやって来たが︑私は呉一中︵今の三津田高校︶へ行っていたが︑それ

まれた︒そこには豊富な油田があり︑これが内地に輸入されれば戦って

一九七六年三月一〇日号︶

も焼けてしまい︑第一番目に行ったのが︑今の国際大学の跡地︑二番目

いけるのではないかと言う︑子供じみた考えを持っていたが︑その補給

いた︒

が横路小学校︑三番目が東畑中学校を経て昭和二二年︵一九四七年︶四

しかし日本軍が負けるのではないかと実感したのは呉空襲の直前にＢ

線を空軍で守れるかと言う所まで知恵がまわらなかった︒

その間私達家族は︑先述した風早から音戸町を経て一九五〇年︑五年

が呉上空を飛んでいて日本の高射砲が全然違う方向に撃っていたのを

月にやっと現・三津田高校の跡地に帰った︒
目にやっと呉へ住居を構えた︒その間学校も転々家族も同様であるし︑

見て︑これは負けるのではないかと思った︒私たちの中学生の勉強は一

中国や朝鮮に対する差別意識はたしかにあり︑現在の両国の発展を考

食糧難でもあり勉強どころではなかった︒一番勉強しなければならぬ時

今イラクの人々を思う時︑同じような共感を持つものである︒この様

えると感慨無量である︒先日も韓国の青年が外国人の中で日本が一番好

年の二学期までで︑それからは動員︑戦災につづき終戦後の混乱で高校

な体験をした我々の世代も次第に死んで行き忘れ去られようとしている︒

きとだと聞いて︑本当にありがたいことで︑我々の差別意識を乗りこえ︑

にこの様な状態だから︑同級生でも戦災にあってない人が本当にうらや

そして戦争が︑如何に弱いものの人生をメチャメチャにするかが看過さ

このように好意を持ってくれることに︑日本人は応えねばならないと考

卒業までに殆ど勉強らしい勉強は出来なかった︒

れようとしていることに︑当時の戦災者として是非言っておきたいと感

えている︒又呉は軍港の関係で中国との往来があったせいか︑中国服は

着物についで洋服より普及していたとは今の人では想像出来ないだろう︒

もあり︑別の稿で戦争体験を書いてもらっている︒
︵註・石井康さんの体

を感じたのかをまとめて言えば︑誰も信用できるものはないと言う︑世

最後にこの呉空襲に始まる戦後の混乱を通じて当時十三才の少年は何

それ位︑韓国北朝鮮・中国は呉と密接な関係にあった︒

験記︶父はガダルカナルから命からがら帰還した人と会っていたが︑彼

︵呉市清水一│七│八︶

間に対する不信感が根付けられたように思える︒

又戦局の転換期となったミッドウエーの攻撃でも艦長連中は慌てふ

では︑本当に人間らしくなるのかと不思議に思った︒

等は軍人と言うよりは仏さんの様であったと言っていた︒戦の極限状態

の国立病院︶に勤務していたので︑軍医の方とは一緒に寝たりしたこと

次に軍人とのつながりを述べてみると︑私の父が軍医で海軍病院︵今

じている次第である︒

ましかった︒
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母︑次兄︑妹と四人で防空壕へ避難しましたが︑焼夷弾の煙に

洋子

巻かれ息をするのも苦しくなり︑﹁もう私は死ぬんだ﹂と心の
中で思いながら意識を失いました︒

三世代に語り継ぐ
中宗
テレビで拝見し早速ネットで調べさせて頂きました︒
私ではないのですが︑私の実家の母︵現在七〇才で健在︶は昭和二〇
年七月一日の呉空襲に遭い 家族三人も同時に亡くしています︒
母のお母さん四三才︑お兄さん一三才︑そして妹は四才だったそうです︒
母も防空壕の中で気を失っていたそうですがたまたま軍医さんが通りが

呉空襲の記憶

私は︑昭和八年呉市で生まれました︒

中田

芳子 ︵旧姓・長重︶

父は︑当時呉海軍工廠の砲工部で工場長をしており︑母︑長兄︑次兄︑

妹と私の六人家族で︑古江町四四の二番地の借家に住んでいました︒

長兄は︑昭和一九年三月に学徒動員で阿賀の寄宿舎へおりましたが︑

工廠へ行くのには遠方な為︑宮原の寄宿舎へ移っていました︒

次兄は︑呉港中学商業科へ行っておりましたが︑学徒動員で自宅から
工廠へ通っていました︒

当時子ども心に覚えている事ですが︑本通国民学校一年の時︑確か運

住んでいた借家の近くに川上という店があり︑母からラムネを買ってき

動会が行われお遊戯やかけっこをし︑とても楽しかった記憶があります︒

当時のことはよく私の子ども達にも話してくれますが︑聞いているだ

てくれとお遣いを頼まれ︑当時母は妹を身ごもっていたので︑私は飲み

かって人工呼吸をしてもらい奇跡的に助かったそうです︒
けで胸が張り裂けそうな悲しい気持ちになります︒当時一二才の母が家

たい気持ちをグッと抑え︑母に飲ませた記憶があります︒

お正月には︑父の海軍工廠の人達が︑年始の挨拶に次から次へと来られ︑

族の骨壷を背負い﹁なんで︑私だけ残ってしまったんだろう⁝⁝？﹂と
途方に暮れたと言います︒母はあれから父方の実家の庄原へ帰り︑縁あっ

昭和一六年の頃︑太平洋戦争が始まってからは︑小学校では授業もロ

玄関に代わる代わる名刺を置いて帰られていました︒

も三人を育ててくれました︒呉の話はよくしていましたが︑なかなか呉

クに出来ないまま︑赤白旗で手旗信号や竹槍を習ったりしていました︒

て私の父と結婚しましたが私の父も病気で早く亡くなり一人で私達こど
へ行く機会もないまま月日は流れ︑今から五年前に五十四年ぶりに呉へ

配給される運動靴もクラスで二足くらいだったでしょうか︒

冬の寒い時季でも︑素足で運動場を行進し︑足が凍傷になり辛かった

全校児童二千人以上だったように思います︶

なみに本通国民学校では当時一クラス四十人前後が学年十クラス位あり︑

それも︑一クラス四〇人位いましたので︑当るはずはありません︒
︵ち

行くことが出来ました︒昔の面影はなくても今まで何十年も心に引っ掛
かっていたものがとれたような気がする⁝⁝と言っていました︒今日テ
レビに映っていた公園の慰霊碑にお参りして帰ったのです︒
以下に私が母から聞いた話を紹介します︒
︵二〇〇四年七月︶
︵三次市十日市南七│八│三八︶

思い出があります︒
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戦争が激しくなってからは︑学校の校庭にも防空壕が掘られていまし

寝ている私の側で父が︑
﹁この子一人になったので︑どうか助けてやっ

幸い︑消火活動をしていた父と宮原にいた長兄は︑何とか無事でした︒

煙も吸っていたので︑喉をやられ︑一カ月は声が出ませんでした︒

しく︑胸には傷痕がしばらく残っていました︒

たそうです︒防空壕から引きずり出された時︑うつぶせの状態だったら

私一人かすかに息をしていた為︑軍医さんに人工呼吸して助けて頂い

防空壕の中に一緒に避難していた母︑次兄︑妹は煙に巻かれ窒息死︒

す︒

気が付いたのは︑収容された片山国民学校の講堂だったように思いま

んだ⁝⁝﹂と心の中で思いながら意識を失いました︒

識が朦朧とする中︑
﹁お母ちゃん⁝⁝どこ？ 苦しいよぉ︒もう私は死ぬ

空壕へ避難しましたが︑焼夷弾の煙に巻かれ息をするのも苦しくなり意

29
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た︒

﹁警戒警報﹂のサイレン︑そして﹁空襲
Ｂ の飛行機が来ると︑まず︑

次から次へとやって来るＢ に怯えながら︑母︑次兄︑妹と四人で防

空中から石油をばら撒いて民家を焼く準備をしていたとか︒

その時︑雨が降ってきたのかと感じましたが︑後から聞いた話では︑

と一緒に横穴式防空壕へ走って 避難しました︒

夜もいつものように空襲警報が鳴り︑ただちに起き︑身支度をして家族

忘れもしない七月一日夜のことです︒私が︑初等科六年生の時︑その

を食べお腹を膨らませての生活でした︒

食糧も不足し︑大根の葉などを切り刻み︑お米を少しだけ入れる雑炊

まり︑生きた心地がしない毎日でした︒

ちに机の下に伏せて︑両手で耳︑目︑鼻を指で塞ぎビクビクし怖さのあ

警報﹂のサイレンが鳴ると近づいて来たという合図で︑授業中でもただ

29

て下さい ﹂と看護婦さんに話しているのを聞き︑
︵お母ちゃん達は
田舎へ帰ったのかしら？ よく切符が取れたものね⁝⁝︶と何も知
らずに思っていましたが︑後に聞くと︑ショックを受けさせない為に︑
母達が亡くなったことは知らされていなかったらしいのです︒
母タズミは四〇歳︑次兄元治は一六歳で予科練を受け七月二五日
に出征する予定でした︒
妹里子は四歳でかわいい盛りでした︒母︑次兄︑妹の遺体と対面
した父は︑髪の毛と爪を切り遺品に残しておいたそうです︒
その後︑父が市役所 へ行き︑三人の遺骨の頭だけ受け取り一緒に
桐の箱へ入れました︒
そして︑残された父と私は︑警固屋の親戚の家でお世話になるこ
とになりました︒

今︑振り返ってみますと波乱万丈の人生だったように思います︒

舅︑姑を看取り︑三人の子ども達も各々自立し︑娘と呉を訪ねた時は︑

あの空襲から五十四年の月日が流れていました︒

当時の面影はほとんどありませんでしたが︑寺西公園へたどり着き︑

立派な地蔵菩薩を建立し供養して下さっていることを知り嬉しくて涙が
あふれました︒

父も六十四歳で亡くなり︑残されたのは長兄︵庄原市で健在・七十八歳︶
と私だけになりました︒
あの空襲から今年で六十年︒

長兄と︑当時のことを振り返り話すことがありますが︑あの夜の悲し

くて辛い思い出はいつまでも忘れることが出来ません︒

この度︑お世話して下さる朝倉様より体験記のお話を頂き︑遠い薄れ

今の世代の人には︑想像もつかないかも知れませんが︑六十年前︑日

かけた記憶を辿りながら︑思いきってペンを執りました︒

ましたが︑私に﹁どんなことがあっても︑この三人の遺骨は肌身離

本ではたくさんの人が苦しみ︑悲しみ︑また多くの犠牲者を出しました︒

それからも毎晩のように続く空襲に︑父は消火活動にあたってい
さず一緒に持って避難してくれ⁝⁝﹂と言われていましたので︑空

それを年月と共に風化させないで︑次の世代へと伝えること⁝⁝︒そ

政成 ︵執筆当時︑小学校三年︶

和二〇年七月二日の呉の空しゅうにあい︑いっしょにいたお母さん︑お

今から五十四年前︑おばあちゃんは当時十二才で呉に住んでいて︑昭

呉に行くには︑理由がありました︒

に乗って行きました︒

ぼくは︑夏休みに呉へ︑布野のおばあちゃんとお母さんと三人で列車

中宗

五十三年ぶりのいれいひ

れが今︑残された私たちがしなくてはいけないことかと思います︒

襲警報が鳴ると︑三人の遺骨の入った桐の箱を背負い避難していま
した︒
真っ暗い防空壕の中で︑母達がいなくなった淋しさと︑どうしよ
うもない不安とが入り混じって身体が震えていた記憶があります︒
そして︑八月五日︑父に連れられ母の実家のある世羅郡徳市へ身
を寄せました︒
あれから歳月が流れ︑縁あってこちら県北に嫁いで来ました︒し
かし︑
結婚九年目にして夫に先立たれ︑
幼い三人の子ども︵八歳︑
六歳︑
一歳︶を抱え農作業と︑生きることが精一杯で呉を訪れてみたいと
いう思いがありながら︑一度も実現できないまま月日が流れていま
した︒
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兄さん︑妹たちは死んでしまいました︒

おばあちゃんのように命は助かっても大切な家族が死んでしまったら
一生つらい思いをするでしょう︒

ぼくは︑おばあちゃんのさみしさが分かるような気がしました︒

今日という日は︑おばあちゃんにとってもぼくにとっても心に残る日
でした︒

ぼくは︑今回おばあちゃんから空しゅうのいろいろな話を聞いて︑た

くさんの人びとがつらい思いや苦しい思いをしたせんそうはもう二度と

してはいけないことだと思いました︒

ぼくが大人になったらぼくの子どもにもこのことを伝えて行きたいと
思いました︒
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おばあちゃんは︑ぼう空ごうの中で気を失っていたけど︑軍医さんが
人工こきゅうをして︑きせきてきに助かったのです︒
今回呉の市役所の人に調べてもらって︑五十四年ぶりに家族のねむっ
ているいれいひをさがすことが出来たのです︒
呉駅からバスに乗って地図を持っていれいひのある寺西公園まで行き
ました︒
寺西公園に着くとまず︑いれいひにおまいりをして少し疲れたのでベ
ンチにすわってひと休みしました︒
その時おばあちゃんが︑
﹁長い間︑心に思っていたことが実現出来てう
れしいよ﹂と︑五十四年ぶりのいれいひを見つめてしずかに言いました︒
その時のおばあちゃんはなぜかぼくにはさみしそうに見えました︒きっ
と︑せんそうのことを思い出したのだと思います︒
それから︑ゆっくりおばあちゃんはせんそうの時の話をし始めました︒
おばあちゃんの話しでは︑せんそう中は毎ばんのように夜十一時ごろ
になると空しゅうけいほうのサイレンが鳴っていたそうです︒
サイレンが鳴り出すとすぐに起きて︑自分の身の回りのしたくをして
走って︑ぼう空ごうへかくれに行っていたそうです︒
ある時︑空から雨がふったかと思っていると︑それはアメリカの飛行
きＢ が空から石油をバラまいて家を焼くじゅんびをしていたそうです︒

しまったのです︒

ぼくと同じような子どもたちもせんそうのために大切な命を亡くして

ぼくはこの話を聞いて︑とても悲しい気持ちになりました︒

その時︑二千人あまりの人が亡くなったそうです︒

たそうです︒

それからしょういだんが落とされ︑家や学校はやかれ︑やけ野原になっ

29

私 は 夜 中 に 起 こ さ れ 眠 い 目 を 擦 り な が ら 着 の 身 着 の ま ま に︑

従兄弟が来て私の家での大家族となり︑寝泊りをしました︒

八月一五日︑国民の中から勝った負けたの大騒ぎとなった︒

にむしろをかけて行く人などがいました︒

それから数日後︑被爆者たちが呉の町に訪れては亡くなり︑その死体

が上がりました︒

た光︑入道雲が向こうの空に映り︑それから真っ黒い煙がたち︑火のて

広島の原爆が落とされた日は︑学校の二階に行ったとき︑
﹁パッ﹂と見

す︒

その間母は︑毎日家の中で押入れに入って家族の命を祈っていた様で

くとすぐに空襲警報となり︑家に婦ることが︑しぱしばありました︒

学校に通学している途中には何度か停電して電車が止まり︑学校に着

いました︒

私の家は幸いに鉄の大破片が屋根を突き抜けて畳の上に突き刺さって

順子

一〇分かかる電車通リの防空壕に走りました︒

呉空襲と当時の生活風景
藤川
私は一九三六年︑呉の両城に生まれ︑呉の畑の水源地近くの借家住ま
いで四年間暮らし︑平和な毎日でした︒
家の周りにはお堀があり︑何十匹かの鯉を飼っていました︒
近くには宮があり︑そこへ行っては遊んでいたようです︒また広っぱ
に無数の赤トンポがいて︑トンポを追いかけては遊んでいました︒
それから第二次世界大戦が始まったようです︒

一六目以降︑米軍の豪州兵が日増しに増えてきた︒

その後︑中畑の仙人風呂近くに家を買い︑住みました︒
父は呉海軍工廠に勤めていました︒

アーミーが呉に上陸して︑米軍のジープやトラックなどの往来と電車

また︑食料などは配給制で両親は子供に並んで買いに行くように命じ

から頭をさげて通ったことを覚えています︒

の守衛さんの如くじっと立ったままですが︑その前を幼い私はおびえな

道両サイドに鉄砲をもって四〜五メートル間隔で立っていて︑丁度英国

私は吾妻の国民学校に入学して電車で通学していました︒
その後呉の大爆撃があり︑私は夜中に起こされ眠い目を擦りながら着
の身着のままに︑一〇分かかる電車通リの防空壕に走りました︒
その時兄と二人でしたが︑私の下駄の鼻緒が切れて下駄を探していた
ら︑兄が私の手を離して一人で走って行きました︒

たので︑朝六時頃より並んで︑うどん玉買うのにも並ぴました︒
売り出すのは七時三〇分頃です︒

私は一年生でしたが︑泣き泣き一人で火の山を裸足で走りました︒
その時に︑私は一人で生きていかねぱならないと決心をしました︒

八時頃になってすぐ前で本日の量はこれで売り切れましたりとの報を

本通にリヤカーを押して調味料の醤油のもと︵もろみ︶をバケツに二

に行きました︒

聞き︑がっかりして帰り︑翌目はもっと早く並ぱなけれぽと思い五時頃

又壕の中から家を見ながら伯母が﹁自分の家が今燃えている﹂と言わ
れたことか印象に残っています︒
それから空襲警報が解除されて︑呉の町の焼け野原に︑私宅だけが焼
けないで残りました︒
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二里半の道のりを歩いて通いました︒

〜三杯買い︑持ち
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帰り︑絞って火入
れして︑塩で味を
調え︑お醤油を作
りました︒
このまま続くと
栄養失調症となり
︵飢え︶を迎える

︵広島県御調郡久井町下津︶

も藁ぞうりを履いて学校に行っていました︒

のくじ引きなどで何時も当たらず︑中学校二年生まで︑真冬の雪の中で

田舎の生活も︑着るもの︑履くものすべてが配給制で︑学校︑地城で

ました︒

駅構内では︑戦災孤児の︑靴みがきをして稼いでいる姿も多く見られ

たら︑真っ黒い手で﹁ちょうだい﹂
﹁ちょうだい﹂の連続です︒

また︑広島近くでは戦災孤児がいっぱいで︑おむすぴを食べようとし

いて︑検査に来られたら︑デッキより下に落としていたようです︒

また︑行きかう途中で︑汽車の中にヤミ米を持ったおばちゃんが沢山

それが発覚して家を出てもらうようにしたのです︒

くたぴに︑物が失くなるのに気づき︑盗んでは持ち出されていたようです︒

呉の家は幸いに借りたい人が出て︑家を貸しておりましたが︑時々行

にしました︒

ことにならないかと言うことで︑田舎︿旧・賀茂郡豊栄町﹀に帰ること

戦時中、男の子は、軍服姿で記
念撮影することが多かった。

両城トンネルの近くの防空壕に︑姉弟三人で退避した︒防空壕

忠司

の入り口のほうか中程か記憶にないが︑壕の奥のほうの子供が
窒息死したと聞いたような気がする︒

呉市街地の空襲
吉原
呉空襲の記憶と言っても︑断片的な記憶しかない︒

一︑呉市街地の空襲
何時何分か全く記憶にない︒警戒警報発令の声で起きたか︑ゆすり起
こされたか︑度々の警報で予行演習はできている︒すぐに道路に掘って
ある防空壕に避難した︒
内︵うち・私︶の家が燃え

しばらくたって街路樹のバカギ︵ニセアカシア︶の下で﹁きれいなのー﹂
と︑感心していると﹁なに言いよるんね
よるのに﹂と近所のおばさんに怒鳴られた︒
でも真っ赤な空ヘマチの軸のようなのが規則正しく落ちる様は見事で
あったとしか言いようがない︒それからしばらくして﹁内の家に燃え移
りそうなけん逃げんさい﹂といわれて︑両城トンネル︵ＪＲ︶の近くの
防空壕に︑十二歳の姉に手を引かれ︑十歳の姉と三人で退避した︒
退避場所が防空壕の入り口のほうか中程か記憶にないけど︑後の話で
は壕の奥のほうの子供が窒息死したと聞いたような気がする︒
薄明るくなって内の近くまでに帰って魂消た︒道路には電線が垂れ下
がり隣の家から先は焼け野原だった︒東側一間半︑北側半間位でよく焼
けなかったものだ︒
漆喰壁で北東側の露出した柱は真っ黒に焼け細っていた︒

焼け残ったのはいいけど消火作業で屋根を走り回ったのだろう雨の日

はたらい︑洗面器︑なぺの大合奏だった︒

二河川がどうなっとるか︵何かあるとそれとなく二河川に集まってい

た︶いって見ると︑のんびりと夜釣りをしていたのだろう釣り糸と鈴が

四︑
五本潮の引いた川に置き去りにされていた︒

また︑焼夷弾の不発弾もたくさん転がっていた︒その日だったか翌日

だったか覚えにないが︑西本通りの電車通で警防団の人か軍の人か︑た

くさんの大人が集まって︑焼夷弾に点火装置をつけて点火し︑濡れ筵を
かぶせるだけで消えてしまった︒

又これも当日か二︑
三日たってか定かでないが︑電車通を西六をとおり︑

五番町小をとおり︑二河公園へ行ってみると︑二河公園には避難した人

で足の踏み場もないようだったように思う︒

二︑戦時中の思い出

両城小の裏にある公共防空壕の掘削工事中︑発破をかけるのが早かっ

たのか︑逃げ遅れて沢山の負傷者が担架で運び出されたような記憶があ
る︒

発破をかける前にサイレンが鳴り︑竹矢来で二か所ぐらい爆風よけが
あったように思う︒

ある冬の寒い日でした︒数人の人と焚き火をしていると︑まだ若い海

軍の兵隊さんが﹁ここらで下宿するところはありませんか﹂と尋ねられ
ました︒

すると近所のおばさんが﹁Ｙさんのうちならええわい﹂と私の家を指
差されました︒

内の家は玄関一坪︑四畳︑六畳︑三畳の狭い家へ︑又下宿人が一人増

えました︒東北地方の方でしたけれど︑若くして親元を離れ嬉しかった
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ようでした︒
一度その人の弁当を見せてもらったけど中身は﹁大豆飯﹂でした︒
まだ﹁大豆飯﹂はいい方だ︒私たちは大豆の油を絞ったせんべいのよ
うなもの︵油粕・大豆の皮が口に残りまずかった︶米ぬかを炒ったもの︑
芋の茎の油炒め︑又ナンキンの葉や茎の煮物それにナンキンの種の炒っ

いだったようだ︒

終戦の詔勅︑
﹁今日は何か重大な放送があるんじゃげな﹂
︒うちにはラ

ジオのあるような裕福な暮らしではなかった︒

近所の家のラジオの前に沢山の人が集まって放送を聞いていたが﹁ピー

ピーガーガー﹂何の放送があったのかわからなかった︒

その前後だったと思う︒当時二〇歳の兄貴は海軍鎮守府勤務だったの

ただ大人の人たちが周りを気にせずないていたような気がする︒

小学校二年の時︑教室の戸棚に収められていた青年学校の教練用の木

で︑海軍の兵隊さん二︑
三人集まって内火艇︵小型船舶︶を盗んで︑瀬戸

たもの等︑いろいろ食べらされた︒
銃で︑クラスの悪餓鬼数名で兵隊ゴヅコをしていて︑先生に見つかり大

内の小島で徹底抗戦をするといきまいていた︒

︵呉市焼山中央四丁目一二│四︶

通船には沢山の物資が積み込まれていた︒

から日本海軍は負けたのだ﹂というようなことを言われていた︒

その帰り︑兵隊たちを甲板に整列させ﹁貴様たちのようなものが居る

ふく食べさせてもらった︒

一般市民は食べるものもないというのに︑銀シャリに肉の缶詰をたら

日あそばせてもらった︒

桟橋で海軍の兵隊さんと交渉し通船に乗せてもらって︑沖の本船で一

肩に担いだ外人を間近に見た︒

終戦後何日たってか︑川原石桟橋のほうへ遊びに行ったとき︑小銃を

説教を食らった︒
今思えば天皇陛下から授かったもので遊ぶとはぐらいの事だったと思
う︒終戦後の授業もまともでなかった︒
習字道具を持ってゆき︑習字をするのでなく︑戦争関連の言葉・絵は
墨で塗りつぶし︑両面が戦争に関連ある文・絵であれば糊付けし︑張り
合わせていた︒
又︑印刷された新聞紙のうな大きな紙を貰い︑折って切って︑折って切っ
て教科書を作った︒折りかた切りかたを間違えれば︑ぺ一ジの組変えに
大騒動をしたように思う︒
終戦後何日か記憶にありませんが︑海岸通八丁目あたりに上陸して︑
呉駅のキャンプ地へ行く途中︑連合軍の水陸両用車︵？︶から人影を見
るとチュインガムやチョコレートを投げてくれた︒
大豆油の絞り滓や米ぬかの炒ったものを食べていたので必死で拾いあ
さった︒
戦時中は夜回りするのに﹁米英蹴ってもコタツは蹴るな﹂とか﹁鬼畜
米英﹂とか教えられてきた︒
路地という路地には塀を作り︑門扉も作り施錠して入れないようにし
たりして︑進駐軍に対していろいろ対策がとられていたけど全然見当違
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誰かが﹁上が燃えているぞ︑近くが﹂との声に︑とっさに︑兄

寛治

ふと周囲を見ると︑十五︑
六人の集団になっていた︒小中学生︑中高年

の男女︑その他︑海軍の兵隊さんも居られた︒

中には︑片方の靴をはいていない人︑下半身フンドシ姿でズボンをつ

けていない人も居られた︒
︵後で︑夜明けに地域の人に中古のズボンをも

らっていた︶その間︑焼夷弾は山の中へも容赦なく落ちだした︒頭上︑

真上から︑真っ赤な火の粉になって落下してくる︒

やがて︑ダダ⁝バサバサと︑来る山中も危険そのものだった︒崖から

誰かが落ちた︒私達もお互いに助け合い︑励ましあいながら︑山中へ︑
山中へと歩を進めていた︒

ある時︑私の耳もとすれすれに︑サイレンのような音がする︑やがて︑

足元でダダバサバサ︑ダダバサバサとのめりこむようだ︒

していた︒深夜だった︒ダダダ⁝と腹がえぐられるような不気味なひびき︒

必死になって反対側へ反対側へと移動した︒

たりと出くわした︒中に焼夷弾がぎっしりと詰まっている不発弾だ︒私

はただボーとなって︑それを見つめ︑スレスレに体をかわした︒

前後で不発弾の爆発音が思い出したようにする︒やがて︑
夜も明けだし︑

下方を見ると︑阿賀の町々が見える︒火災の所もあった︒私らは︑こ

全てがおさまりだした︒

その間︑はるか前方に︑呉港中学校が燃えているのが見える︒近くで︑

どこかで﹁もう日本も駄目かのー﹂との︑
つぶやきが聞こえてくる︒
﹁ま

うして今を生きている︒この喜びが︑兄ともども内からこみ上げて来る︒

して︑無意識に山中へ︑山中へと歩を進めていた︒

長迫小学校がメリメリと燃えているのをすぐ右側に見ながら︑左に迂回

長迫方面へと走った︒

誰かが﹁上が燃えているぞ︑近くが﹂との声に︑とっさに︑兄と壕を出て︑

次々の波状攻撃の中︑一四丁目付近の横穴式防空壕に駆けこんだ︒と︑

た弾の炸裂が花火のように飛び散る︒

その間にも︑埋まっている︑羽の付いた大型の焼夷弾と目の前でばっ

反対側斜面に出ろ︵弾の落下角度から安全︶
﹂と叫ばれた︒

29
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と壕を出て︑長迫方面へと走った︒その間︑はるか前方に︑呉

中塩

港中学校が燃えているのが見えた︒

呉市街地空襲について

一︑呉市街地空襲
あの頃︑
私は旧制中学校︵呉市立工業学校生︶で学徒動員中︵広十一空廠︶
だった︒さらに︑昭和二〇年四月︑海軍飛行予科練に合格︑入隊待ちで
もあった︒

下方は田んぼのように思えた︒バサバサの音は前日は雨だったかもし
紙一重だった︒

れない︒あの耳もとの音は弾の通過のうなりだった︒

づける焼け跡にただ呆然となった︒近くを二人の女子挺身隊の人が体を震

上空のＢ の爆音が不気味だった︒執拗な攻撃や炸裂音の中で︑集団

内に居られた兵隊さんが︑
﹁ここに居たら死ぬぞ︑
︵Ｂ の旋回方向と︶

29

和庄方面が一瞬パッと明るくなった︒さらに︑旧一四丁目付近に落下し

その後の呉市街の焼夷弾による攻撃の折には︑旧本通一五丁目に居住

ど夢想だにしなかった︒

わせ︑泣きじゃくりながら通っていく︑この事態でも︑まだ祖国敗戦な

ン爆弾︶で︑ほぼ壊滅し︑変わりはてた工場の残骸︑熱風︑くすぶりつ

その空廠も昭和二〇年五月五日︑Ｂ 延べ一三〇機による爆撃︵一ト
29

た今後︑皆と一緒に助け合って頑張りましょうやのー﹂の声もする︒呉

市街における空襲は︑山中にあっても種々な苦難やドラマがあった︒

二︑空襲前の生活について

空襲前の住居は︑旧本通一五丁目一〇三番地︵中塩は旧家のため代々

呉市に居住︶
︒当時は︑旧制中学二年生で︵東畑高等小学校一年を経て入

学︶
︑その頃から振り返ってみると︑小学校その他︑地域には朝鮮の人が
よく見られた︒

一部のものが学校や通行人︵年配者女子︶に聞き出した朝鮮語で口汚
く罵倒するものも居た︒

中には︑小学校で人柄︑勉強︑スポーツすべてトップで︑カン君カン
君と先生や皆に慕われていた︒

また︵高小︶いつも喧嘩がトップで皆に恐れられ︑持ち上げられてい

た︒全体的には見下げられていたが︑人間的に尊敬されている事例も見ら
れた︒

また︑当時は防火演習や避難訓練があった︒
︵隣組による主婦のバケツ︑
ハタキでの注水訓練や大会等︶

三︑警防団による防空壕の点検

私の家では︑軒下に畳をはぐと芋釜があった︒スクモが入っている穴

を壕にしたいと︑点検を受け許可された︒

また︑横穴壕の入り口が家の傍だったり︑高小の時には校舎の真下に
壕が造られ避難訓練をしていた︒

当時は︑安易で無知だったのであろうか︑現実の空襲では何の役にも

立たなかった︒睡眠時には靴や衣類を枕元に置いて寝たが︑服だけ着る
のがやっとだった︒
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ていた︶語ったり︑海軍体操をしたりの日々が楽しかった︒現場で兵隊

や若者が︑がなっていた歌に﹁腰のバンドにしがみつき︑連れていきゃ

んせ何処までも︑連れて行くのはやすけれど︑女乗せないいくさ船﹂と
いうのがあった︒

自分が海軍に志願したのは︑あの勇壮な募集ポスターにつられたんだ︒

また︑この世で怖いものがない︑命が惜しくないからねー︑ユーモアたっ
ぷりだった︒

こうして語っているのが一番楽しかったとも言ってくださった︒

やがて︑あの日向も︑私らの眼前で︑三月一九日︑艦載機の攻撃を受け︑

一瞬水煙や煙で見えなくなったり︑現れたりで︑その頃からあの兵隊さ
んも見られなくなった︒

今も長迫町の海軍墓地に時々訪れ︑当時をしのんだり︑誓ったりする︒

要するに︑時代の流れに翻弄され︑いかに冷厳な世界であっても庶民の

やりくりしていた人間味やユーモアもあった︒

一日一日の営みはこつこつと逞しかった︒

例もある︒
︵和庄地区︶また︑避難の途中や壕内では︑ただボーとなって︑

兵隊さんを含め現場の人々と通じあえる本音の世界︑声なき声は昔も

家のすぐ前が横穴式防空壕の入り口だったため︑多くの被害が出た事
思考や体︑足がフワリ︑フワリと浮くようで︑本能的な惰性になりやすかっ

私らは︑この様々な体験や事例を今からの糧にしたい︒私は敗戦後︑

今も変わっていないと思う︒

勝敗よりも︑目的は靖国の神︵戦死︶
︑この覚悟が優先していた︒小学

学校に復学したが︑あれほど戦意高揚を叫ばれていた多くの先生方が︑

た︒本土決戦云々の頃も差し迫った恐怖はなかった︒
生から予科練合格時にも︑日本で生まれてよかった︑日本人でよかった

敗戦と同時にコロリと変わり︑民主主義云々とされていた︒

︵呉市焼山東三丁目一四│五︶

軸の確立︑中心が定まれば︑道理や正しさが見えてくるでしょう︒

より確かなものにしなさい︒

従って︑個々が持って生まれた個性を︑現実の過程を糧とし︑実践に

いし︑現実では主観は転倒しやすい︒

今の子どもさん達に言いたいことは︑誰でも自己保身に翻弄されやす

等の思いがあった︒

四︑軍人との交流について
学徒動員中︵広十一空廠︶の横穴工場︵今の長浜海岸︶の頃である︒
はるか前方に戦艦日向がいた︒昼休みに︑小高い丘からいつもこの日向
を目にしていた︒
ふとした事で︑この日向の兵隊さんとの出会いがあり︑
︵作業に来られ
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空襲

外は夜中なのに照明弾で︑真昼のような明るさだったと思いま

久恵

す︒私は火の中を一人で逃げ︑焼ける民家の裏庭に池がの水を
体にかけた︒

河野
一九四五年七月一日︑夜中空襲警報のサイレンに起こされ︑寮のみん
なが防空壕の中に避難しました︒

Ｂ２９に積まれようとしているＭ―４７集束焼夷弾（親爆弾）

今でもその時のこと︑目に浮かぶよ様で忘れることはありません︒
しばらくすると︑Ｂ の音が聞こえてきて︑近くに爆弾が落とされま
した︒
防空壕の中まで︑爆風や砂煙︑また︑大きな音がして︑耳が裂けるよ
うな痛さが何度もあり︑﹁このままではここで死んでしまう﹂と︑
先生が﹁出
ましょう﹂と云われ︑外に出てみると︑近くに大きな穴が開いていました︒
爆弾を落とした後だったのです︒今思うとぞっとします︒
外は夜中なのに照明弾で︑真昼のような明るさだったと思います︒
それぞれに別れ︑私は火の中を道路より上の山手に一人で逃げ︑焼け
る民家の裏庭に池があり︑丁度水が入っていたので︑その水を体にかけ
必死でみんなを探し︑どうにか会えることが出来ました︒
防空壕の中にそのままいたら︑今では生きていないでしょう︒
多くの犠牲者を出した戦争の怖さ︑空襲の怖さ︑この歳になっても頭
に残っております︒今思うと生きているのが不思議なぐらいです︒
ただただ平和であり︑みんなが幸せである事を祈りたいと思います︒
︵竹原市中央二丁目一一│四︶

第１部 記念募集体験記

219

29

日一日と戦時色の濃くなる当時の生活形態は︑町内には一定の間隔で

大きな防火用水が設置され︑水が満々と水を漲ってありました︒町内会

Ｂ の去った後︑造兵部の挺身隊の人々の遺体が︑積まれるように箱
に重なって︑電気設計部の山に運ばれていった︒夢かと思う一瞬の出

動員され︑鉛筆・ノートを切り替え︑各部署の軍事工場へと配属される

軈て︵やがて︶昭和十九年に入っては女子挺身隊︑また六月には学徒

て行くべき責任を強く感じました︒

て新しい時代の移りに生きる人達は︑次なる若き世代の人達に強く伝え

た時代ではあったけれど︑この事も歴史として刻まれ︑過去を教訓とし

立派な風土・文化を持ちながら︑自由な発想に生きることの出来なかっ

いと言うか︑寧ろ恥ずかしい思いがします︒

エイー﹂と敵を突く練習を行ったものです︒今にして考えれば馬鹿らし

の棒を各家庭に備え︑師範役の指示によって掛け声も勇ましい﹁エイー

れました︒一日でも不参加すると非国民呼ばわれしていました︒長い竹

長の指示により毎日防火訓練がくり返され︑バケツリレーの練習が行わ

貞子

来事にむなしい思いが胸を突いた思いは今も忘れるものでない︒

呉空襲を顧みて
戸田
昭和十九年に入ると戦は激しさを増して行った︒
国は物資難を象徴するかの如く︑各家庭にある鉄類や貴金属類にいた
るまで没収を始めた︒
また国民学校児童の集団疎開が強制されるにいたり︑嬰児や幼児を連
れた人は田舎に疎開を強いられる時代にまで緊迫していた︒
大学生は慣れない軍隊教練を短期間に終え︑戦場に赴かされる時世へ

こととなり︑私達学徒は毎朝予定の時刻までにはガード下に集合して︑

隊を組み本部近くの電気設計部に通ったものです︒後になって電気設計

と変わって行きました︒
今にして思えば当時の日本政府は次の世代を支えなければならない大

は警固屋に近い山の上に移転しま

その後︑小学三年生以上には集団

は不安な日々を送ったものです︒

入隊いたしました︒残された家族

に召集令状が来て九州の佐世保に

私の家では昭和二〇年五月︑父

した︒

切な人材をその場限りの考えで国が滅ぼしていったのだなと思いました︒
この大戦は年を追って緊迫の度が加わっているにも関わらず︑当時の
大本営発表は全く逆の内容が発表され︑寧ろ除な声は国民を沸き立たせ
る事実とは異なる内容だったのです︒
国民は戦いによって受ける苦しみを至同生命︑御国のためと我慢して
頑張っている心情を欺きつづけて来たのです︒
何事もお国のためにという言葉は︑幼い子供達にも侵み渡っていたの
軍国主義の怖さを思うに当たり現在の北朝鮮の在り方は残念です︒早

て愛媛県の小島に︑小さな妹や弟

その時母は︑故里の叔母を頼っ

疎開が始まりました︒

く自由の素晴らしさに目覚めて命を大切に生きていける国民になってほ

を連れて疎開しました︒長女の私

です︒

しいと願うものです︒
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やがて四度目の空襲に出会います︒

当時を考えれば︑知らない者の怖さを改めて認識させられました︒

たので︑三人で蔵本の家に残り︑毎日それ々の職場に通いながら︑不安

この時が︑呉市街地の空襲でした︒昭和二〇年七月一日二三 五〇〜二

と二女︵昭子︶は女学校へ︑長男︵弟治︶は高等科に通い︑学徒動員だっ
な日々を過ごして居りました︒この時は朝の来るのが嬉しかったです︒
夜が明けると早朝より︑三人のお弁当を作り︑救急袋と防空頭巾を肩

日二 三〇頃まで集中焼夷弾攻撃となります︒この夜は良く眠っていた

‥

子を被り︑三人でそれ々の仕事場に出かけます︒一度外に出ると多くの

と違った雰囲気を感じつつ︑支度を調えると︑妹と弟は何時もの防空壕

何となく︑ばた々と走り去る外の騒がしさを気にしながらも︑何時も

ので目覚めた時には︑空襲警報のサイレンでした︒

人に出会え︑仕事場では大人ばかりの中で︑学徒として特別な扱いで︑

に急いだ︒

私は町内の伝達を待つべく家の中から︑外を走り去る人々の地響きを

感じながら︑様子がおかしいと思い︑外に出ようとした時︑道路向こう

の池田米店前に照明弾が落ち︑辺りが真昼のような明るさに見えた︒

そこここと落とされる照明弾に︑辺りははっきりと照らし出された︒

良いのにと思っていると︑すかさず焼夷弾が所かまわず落ち始めた︒向

すかさずバラバラと音がして雨が降り出したのかと思い︑大雨が降れば

が集中的に攻撃の対象となりました︒

かい側の家々は炎を吹き出した︒

身隊の人々の遺体が︑積まれるように箱に重なって︑電気設計部の山に
夢かと思う一瞬の出来事にむなしい思いが胸を突いた思いは今も忘れ

だろうと茫然と佇んでいると︑隣の越智洋服店の小父さんが来て﹁貞ちゃ

家の前を走る人々は驚きと泣き声で走り去る︒いったい何が起こるの

ち上り始める︒

るものではありません︒思い起こせばこのときの空襲では警報が鳴って︑

私は促されたように外に飛び出したが︑町内は猛火に包まれ︑強風に

ん︑もう良いから早く逃げー﹂と異様な声を出して走り去った︒

間無しに兵器工場が爆破されたときは︑一山隔てた距離があったにも

煽られた炎が顔面に吹き付けて︑髪の毛がジリジリと音がする︒幸いな

その間もあちこちで焼夷弾のシュシュシューと落ちてくる音︑炸裂す

係わらす︑その爆風で耳は閉じられ︑顎が飛んだかと思うくらい凄まじ
気付いた折には足が震えて歩けなかったのでした︒初めて知った爆弾・

る音が︑耳を劈く恐怖感と孤独感に︑自分を見失いそうになる︒気づい

ことにまだその時点では私の家には火がついていなかった︒

爆風の怖さは︑
暫し皆んなの語り草になりました︒私達の成長の過程では︑

て外を見ると︑誰も通る人はない外の様子から︑到底走っても︑岩方の

い爆風に︑壕内は一瞬黙して語らず︑静まり返って居りました︒

追われるように壕内に逃げ込みました︒

運ばれていきました︒運ばれた遺体は一度に荼毘に付されました︒

見る見るうちに︑ばりばりと音を立て︑軒下を飛び出すように炎が立

Ｂ の去った後︑造兵部には挺身隊の人が多く配属されていました︒挺

次の呉空襲は六月二三日︑
今度は呉工廠でした︒主に造兵部︵兵器工場︶

五日︶

がＢ による爆撃を受け︑壊滅的な打撃を受けました︒
︵昭和二〇年五月

昭和二〇年に入ってから︑呉では初めて広海軍工廠第十一海軍航空省

ました︒

やさしくして下さるので︑家にいる不安は何時の間にか忘れ去っていき

に交わらせ︑モンペイ姿の妹と二人︑弟は足にゲートルを巻き︑戦闘帽

‥

﹁日本は神風の国だから負けることはない﹂という思い込みがあったので︑
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防空壕までは行き着くことは不可能だと思った︒

だった︒

﹁助かったー﹂と胸の中で思わす叫んだ︒自転車を乗り捨てると一目散
に目の前の防空壕に飛び込んだ︒

む︒熟睡したらしく気分ははっきりしているが︑全身に痛みを感じる︒
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風は以前より︑強く炎が舞い狂って車道が何処だか見分けも付かない︒
ふと入口を見ると自転車が目に入った︒

ていた︒側にいた小父さん風の男性が不思議そうに問いかけた︒

壕の中はいっぱいの人だった︒皆んな言葉はなく息遣いだけが聞こえ

大きな犬とともに引かせながら︑商いに廻っていたので︑車体が長く重

﹁あんた今頃になっ︑て良く怪我もせんと来られたね︒どこから来たん

この自転車は父が菓子を配達するときに側にリヤカーをセットして︑
量感があって扱うのには女性の力では大変だった︒

よ﹂と問いかけた︒

﹁蔵本から自転車で来たんよ﹂と答えるのがやっとで︑その場にしゃが

幸いにも私は二か月ほど前からやっと乗れるようになっていた︒咄嗟
に思いつき﹁よーし︑これに乗って行こう﹂と決心した︒自転車を押し

みこんでしまった︒疲れと気緩みで怖さを忘れそのまま眠りこんでしまっ

どのくらい眠ったか︑周囲の騒がしさに目を覚ますと︑壕の入口に夜

た︒

て外に出たものの︑熱気が強く顔を上げる事が出来ないので︑再び家の
中に後戻りした︒咄嗟の思いつきで水道栓を開いてみた︒勢い良く水が
飛び出した︒
で急ぎ自転車を押して道路の真ん中に出て︑乗ろうとしたが全身が震え

一人二人と外に出る︒私も後に続いた︒五時間程前に全身びしょ濡れだっ

明けの青空が覗いている︒朝の未だ冷んやりとした風が壕の中に流れこ

てペタルに足を踏み外して︑自転車と共にアスファルトの上に叩き付け

道路を歩くとアスファルトが溶け︑てやわらかくなっているので︑靴

させられた︒焼け跡の熱気が町中全体をかげろうの如く包んでいる︒

この時改めて呉の地形はすり鉢の底だと聞いていた事を思い出し納得

海が見えるのには驚きました︒土地だけになると意外に狭く感じる︒

こめ︑あちこち小さく火の手が見えている︒岩方の方からでも川原石の

目の前は見渡す限り焼け野が原で︑町中はいまだ燻って白い煙が立ち

思わず有難う︑と心の中で手を合わす気持ちだった︒

た︒でもやっぱり本当だった︒乗り捨てた自転車は壕の側にある︒私は

五︑
六時間前の悪夢のような出来事が︑嘘かと思うほど清清しい朝だっ

をした︒気分の良い朝だった︒

外はすっきりとした何時もと変わらない青空の下で︑思いきり深呼吸

た衣服がすっかり乾いているのに吃驚した︒

飛行機の音も遠くに聞こえる︒振り向くと蔵本筋や市の中心部は火の海

盛り土式の防空壕が其處彼處に点在し︑小さな出入り口が目に入った︒

暫らくすると︑何気なく様子の違っている事に気づき︑目前を見ると︑

を踏んでいる︒

その都度︑もうだめか！もうだめか！と思いつつも足は懸命にペタル

頭上を掠めるように近づいては遠くなる︒

俯き加減の姿勢で必死になってペタルを踏む︒飛行機の飛び交う音が︑

弾の炸裂の音を聞く度に全身が竦み上がる︒濡れた頭巾を深く被り︑

ちに落とされている様子だ︒

バリバリと崩れ落ちる音︑飛行機の飛び交う音︑焼夷弾はいまだあちこ

火は強風に煽られ︑風は益々火を煽り上げ︑風の轟音は︑焼け落ちる

られ︑再び起き上がり︑三度目にやっと中心を取ることが出来た︒

﹁助かった ﹂と思い︑防空頭巾の上から水をかぶり︑全身びしょぬれ
!!

さを︑身振り手振りで語っている︒

なので暫らくこの場所に留まる事にした︒周囲の大人たちはそれ々の怖

の裏に貼りついて靴が脱げてしまう︒逆に足の裏を火傷するほどな状態

これこそ不思議な出来事だと︑夢の中を彷徨しているように茫然と立ち

路上の残骸︑黒焦げで自転車と共に人の口上になっていたかもしれない︒

よくまあ弾の直撃を受けなかったものだ︒逆の事態であれば︑今頃は

その時誰かに肩を叩かれ︑我に返った︒見ると妹の笑顔が目の前にあっ

すくんでいた︒

んな知らない人ばかりなので︑離れた場所で腰を降ろし︑朝の青空を見

た︒共に感激の涙で目が潤み︑共に歓び合った︒暫らくすると︑心配し

不思議なことに皆んな笑顔はない︒昂奮未だ冷めやぬ表情だった︒皆
上げていると気持ちが落ち着いて来た︒その内誰言うとなく和庄の防空

ていた弟の姿を見ることが出来た︒

ます︒

︵呉市東辰川町三│二十︶

或る時︑ラジオからの投稿募中を聞き︑この機を得たるを嬉しく思い

でした︒

長い間︑誰にも話す気持ちがしなかった︑六十年も過去の人生の実態

六十年前︵むそとしまえ︶の記憶新らし

一︑長らえて 重ねし年をふり返︵む︶れば

二世代を歩︵ゆ︶く生活の智恵

一︑返り見て 後なき命︵よ︶とは思えども

﹁運﹂と云う言葉を心に強く感じた︒

三人全く怪我をせず︑
元気な笑顔を交わし合う事が出来た︒この時私は︑

壕が全滅で︑多くの死者が出たらしい︒話が口々に流れ出した︒忘れて
いた妹と弟のことを思い出して心配だった︒
二河公園に向かって逃げたのだから大丈夫だと︑心の中で打ち消した︒
やがて人々は目的の場所に向かって行動が始まった︒自分の家の様子
が気になっていたので早速行って見ることにした︒途中熱気を受けなが
らも歩ける状態だった︒
焼け跡に立って驚いたのは︑飴を練る釜と︑逃げる際に着替えを入れ
ていた電気の饅頭を焼く釜が︑そのままの姿で残っていた︒
私は早速蓋を開けてみようとしたが熱くて手を触れることが出来ない︒
周辺を見廻すと側で格好なアルミ棒を見つけた︒
片端をタオルで巻いて︑先端で蓋を開けると︑途端に顔を覆う熱気で︑
思わず顔を外向けた︒よく見ると︑逃げる際に中に入れて置いた︑着替え
の包みがそのままの状態で︑全く焼けてなかった︒
嬉しさについ大声で﹁よかった﹂と云いながら︑その包みに手を触れ
た途端に︑パラパラと崩れ落ち灰と化した︒
この現象には驚いて声が出なかった︒猛火の熱で蒸し焼きになってい
たのだった︒当然のことだと納得できた︒
焼け跡の前に立って︑つい六時間程前の猛火の中を自転車で走る自分
を思いながら︑今私は現実に生きているのだと喜びを感じながら︑片や
不思議だった︒
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義母と三歳半の次男は︑主人が負い︑私は一歳二か月の娘を背

チヅ子

負い︑外に出て防空壕のある所へ走った︒

戦時中の思い出
真苗

にいたら︑蒸し焼きにされたはずです︒

我が家は︑上の家がやられて︑燃え屑が屋根にたくさん落ちていまし
たが︑焼けずに助かっていました︒

その頃は食糧事情が最悪でした︒主食は勿論︑
副食物も一切が配給です︒
衣料品も切符制度でした︒

か︒商店街で︑とてもにぎやかでした︒カフェーも三軒あり︑仏壇店︑

私達が建物疎開をした町は︑海岸一丁目の半分ぐらいだったでしょう
あの頃を思い出すだけでもぞっとします︒

大きな菓子店︑呉服店︑下駄店は二軒︑肉屋さん︑本屋さん︑提灯屋さん︑

りましたが︑近頃は同時代の方に先に逝かれてしまって淋しい︑悲しい

しい方々ともチリジリになりました︒時には懐かしい方に会うこともあ

化粧品店も二軒︑そのうちの一軒が私方でした︒向こう三軒両隣︑親

ありました︒

洋品店︑風呂屋︑パン製造会社︵行列で買ったものです︒
︶ビリヤードも

昭和二〇年六月三十日︑当直明けで家に居ました︒主人が︑
﹁今夜は来
るかもしれんから︑ちゃんと用意を﹂と申しました︒
やっぱり予感通り︑空襲警報のサイレンで飛び起き︑戸を開けたら︑
三条通りの平地は︑あちらでもこちらでも火の手が上がり︑上からは焼
夷弾が雨のごとく降るのです︒
義母と三歳半の次男は︑主人が負い︑私は一歳二か月の娘を背負い︑

申し遅れましたが︑私達には長男が︑いるのです︒次男より四歳上で

日々でございます︒

私達は六月十五日までに立ちのくように︑建物疎開の命を受けて︑此

した︒小学生の三年生以上が︑学童集団疎開か︑親類があれば︑縁故疎

外に出て防空壕のある所へ走りました︒
処へ来たばかりでした︒ですから︑隣組の方たちのお名前も︑お顔もよ

開をせよとのことで︑私の実家の方へ預けていました︒

戦争は二度と嫌でございます︒

︵呉市三条一丁目九│一八︶

終戦で嬉しかったのは︑電気を明々とつけられたことでした︒

が防空壕で亡くなられたのを覚えています︒

身近には空襲で亡くなった人はいないのですが︑主人の親友のお母様

歳の私を幼い時と同じように︑母ちゃん母ちゃんと親孝行してくれます︒

今では︑昭和十二年生まれの長男と︑昭和十九年生まれの娘が︑九十

くわかりませんし︑まして防空壕の掘るお手伝いもしていませんから︑
入り口でうろうろしていました︒
その時︑一人の男性が︑女の方の名を呼んで︑
﹁ここは危ないから早く
出て来い﹂と叫ばれました︒
それを聞いた私達も︑また必死で︑高い方へと走りました︒
背の幼児が︑母親の恐怖が分かるのでしょう︒泣きもせず︑声も出さ
ないのですが︑胸の鼓動が母の私の背にドキドキと伝わるのです︒
何とも言いようのない︑つらいつらい時間でございました︒
そのうちに明け方になり︑攻撃も終わり︑そろそろ我が家のほうへ向
いて帰りました︒防空壕の前のお家は丸焼けでした︒このまま皆さん︑壕
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家 を 出 る 時 か ら︑ し っ か り 手 を つ な い で い た 弟 が︑﹁ 水︑ 水 ﹂

和子

と言った︒壕の中で︑﹁水︑お姉ちゃん︑つばでもいいけ﹂といっ
ていた弟が私の前から消えていった︒

防空壕の思い出
岡崎

が痛くなる程⁝⁝︒

少し元気出たのか
﹁母さんとこへ行く︑
母さん﹂
︒呼びとめる元気もなく︑
私は手を離しました︒

中学一年生の弟は私の前から消えて行きました︒素足に倒れた人の上
を歩いていたように感じました︒

どのくらい時間が経ったのか︑男の声で︑﹁名前︑年令︑住所︑言いなさい﹂

﹁水をください﹂
﹁それ以上飲んだらいけん﹂
︒滴があたったくらいだった

手を引っ張ってもらったようです︒
﹁軍が来て︑立派な防空壕だ︒これなら大丈夫﹂と︑汗水流して︑勤労

のに⁝⁝︒
り壕の出口に︑外でした︒

どのくらい時間が経ったのか︑立ち上がり歩くと︑目の前が明るくな

奉仕に出て掘った壕︒褒めてもらったと︑母が嬉しそうに話していた︒
その壕の中で︑父︑弟︑沢山の人が亡くなるとは︒
七月一日︑あの空襲の日︑母だけが知っている壕へと︑父︑弟︑妹︑

暑い朝でした︒

左の方にたくさん壕で亡くなった人の山がありました︒

私の五人︒
照明弾が落ち︑パッと明るい中を一生懸命走りました︒

妹に出会い︑人工呼吸をしてもらっていた母にも会えました︒
﹁お母さ

仮死状態だったそうです︒母の胸からしばらくの間︑手の痕が消えま

んか︑もう大丈夫だ﹂と︑男の人が言いました︒

電車通りを横切って︑法華寺の下とか？ 母の後に続いて中に入り︑
一安心と沢山の人が胸をなで下ろし︑名前を呼びあっていました︒
暫くすると話声もなくなり︑水を欲しがる人に︑母はバケツの水にタ

せんでした︒本通小学校でカンパンをいただききました︒

校庭には真っ黒くなった人が幾体もありました︒

オルを濡らして︑次から次へと︒口にあてていました︒
母が家を出る時︑バケツを持って出たなんて知りませんでした︒

父︑弟が︑どこかで生きていると信じ︑収容所に足を運びました︒山

手の方の知人の家に行っても居りませんでした︒
︵我が家に何かあった時︑

後から聞いたのですが︑あのバケツは︑ペシャンコになったそうです︒
入り口の方から煙が入ってきたらしく︑
﹁低くなれ︑低くなれ﹂と誰かが

決められていた家︶

遺骨を取りに来るよう通知をいただき︑母と呉に行き︑沢山並べられ

ました︒

手荷物一個を疎開先に届けて︑小三の弟が疎開していた母の里に行き

一週間以内は乗車賃は無料でした︒

やっと死亡確認されました︒

叫びました︒
少しずつ押されて進む中︑倒れる人︑
﹁しっかり﹂と抱き起こしながら︑
だんだん力が抜けていくようでした︒
家を出る時から︑
しっかり手をつないでいた弟が︑﹁水︑
水﹂
と言いました︒
どうすることも出来ません︒
壕の中は暗くて︑また弟が︑
﹁水︑お姉ちゃん︑つばでもいいけ﹂と口
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ている遺骨を見ました︒
蔵本通りに住み︑建物疎開でちょうど田舎に疎開される本通の家を買
い︑畳などをやり替え︑一年余りたった後の空襲でした︒
当時︑兄は東京の大学︑妹は女学生︑弟は三年生で疎開︒私は十八歳
でした︒
母は九十二歳まで頑張りましたが︑呉には行きませんでした︒
私と妹は呉に行くことがありましたけど︑呉を訪ねることも︑行きた
いとも思いません︒
父と弟の五十回忌︑母の三回忌を父の里・豊栄で︑私達四人が法要し
ました時︑兄の家族は︑壕の跡を訪ね︑線香を手向けて帰っていきまし
たが⁝⁝︒
あの時︑母に人工呼吸をして助けてくださった方︑壕から助け出して
くださった方︑避難先のおじさん︑おばさん︑皆さん︑呉を離れる時︑
手荷物に行き先を書いてくれた税務署の給仕さん︒
大変ありがとう︒沢山たくさんお礼申します︒
この場をお借りいたして︑胸の中がすっきりしたようです︒
六十周年の七月一日には壕の跡を訪ねて︑思いっきり︑父と弟の名前
を呼んでみたいと思っています︒
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母と子が共に並んで焼死していたり︑家の前にあったらしき深
さ二メートル足らずで畳一枚分位の地下式防空壕の中で命を

宮三

絶った人︑既にこもで覆ってある人︑様々だった︒

小川

勤労動員と呉空襲の体験

一︑旧呉海軍工廠に勤労動員
工員寮が安芸郡大屋村字天応の時代は汽車通勤だった為︑朝は四時半
に起床して点呼の後︑朝食でした︒
給食当番で割烹所に行ってみると︑なんと蝿が黒山の如くおり︑ワアー

爆弾攻撃にあっていました︒

作業中の履物は地下足袋でしたが︑なかなか配給が無いのでいっもボ

ロボロを履いていました︒工廠内の防空壕は巾約三メートル高さ約四メー

トルの横穴式で約一〇メートルおきに五︑
六個並んでいて︑内部は網目に

なっていたので市街地よりかなり安全と思いました︒

また︑工廠は敵の的なりだしたので部品工場や倉庫を廠外へ建て始め

だした頃︑大工経験の私は︑二河川の左岸の松林の場所に︑松の木を其

の儘にして︑溶接棒保管倉庫を建てる様にと命令がありました︒

其の作業中には度々敵機の機銃射撃を受け︑機銃の弾がすぐ目の前の

川端の石ころ当って火花が川上より川下に真一文字続いていました︒

公休日の或る日︑中通のお菓子屋さんで一人一袋の菓子を長い行列で

又宮原通りの海岸側は高さ二メートルぱかりの板塀で︑軍港が見下ろ

買った︒中身は糠だんごでしたが空腹でしたので全部食べました︒

天応駅から呉駅までは貨車にすし詰めの立ちどうしで︑トンネル内を

せない様に覆ってあり︑少しでも立ち止っていると直ちに憲兵がぞろぞ

ツと飛びたっていた光景は今でも忘れられません︒
通過する時は︑異臭の黒煙が入り込こみ降りた時は衣類は黒ススでした︒

ろやって来て尋間する様な︑うるさい場所でした︒

その防空壕は︑行止りの横穴式で真暗でありましので︑這って行ける

一メートル高さ約一メートル︶をめがけて走りました︒

﹃それ空襲だ﹄と叫んで着のみ着のまま二河公園の山際の防空壕︵幅約

袋を枕元に置いて寝ていると︑突然︑窓が異様な真赤になりました︒

こんな事は度々の事で慣れているので︑貴重品とドンゴロスの地下足

なくして︑空襲警報のサイレンが不気味に鳴り響きました︒

昭和二〇年七月一日の夜一二時前︑警戒警報のサイレンがやんでまも

た当時の記憶の儘を 筆に執りりました︒

旧呉海軍工廠の工員寮が二河公園にありました時︑呉空襲に出会っ

二︑
七月一日︑呉空襲の体験

履物は藁草履の裏に板を打ちつけ︑ゲートルを巻いての通勤姿でした︒
メガネ橋を潜り︑海軍衛兵の厳しい検閲を通り抜け︑暫く行き︑各自
の日給を書いた職札を取る場所で更に工廠守衛の検閲を受けていました︒
三〇分ばかり歩いて工員会食場に︑七時半までに職札を所定の位置に掛
けないと︑時間を過ぎると扉が閉まり鍵が掛かっていました︒
昭和二〇年春頃からは工廠内には︑昼間に度々爆弾攻撃を受けました
ので︑至る所に四メー
の大穴があいていまし
た︒特に屋外の船台に
トンボグレンの大きな
のがありましのが度々
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トル〜一〇メートル位

昭和 20 年 2 月工員時代
の著者。

所まで行き︑しゃがんでいました所へあとからあとから家族づれも詰め
て来ました︒子供は泣く︑大人は我が家の安否の話声で︑ざわめいてい
ました︒
時間が経つにつれてだんだんと空気が薄くなるので息苦しくなりまし
た︒このまま眠むってはならないと思いながら五時間ばかりして︑外が
だんだんと明るくなるにつれて入り口の者から外に出る気配を感じまし
た︒やっと私も外に出ました︒
そして先ず驚いたのは公園の向こうの市街地は火の海でありました︒
民家がある山際の防空壕には︑煙が中に舞い込んだ爲でしょう︑
多くの人が窒息死しているのを見て︑初め て私が生きているのに気が
付きました︒その夜は︑敵機が約七〇機呉上空を旋回して︑空中に照明
弾を落として明るくしては︑建物めがけて焼夷弾を落として︑市街地を
焼き払ったのです︒
その日からも︑二河寮より工廠まで市街地を対角線に毎日歩いての通
勤なので︑至る所 で遺体を見ました︒
母と子が共に並んで焼死していたり︑家の前にあったらしき深さ二メー
トル足らずで畳一枚分位の地下式防空壕の中で命を絶った人︑既にこも
で覆ってある人︑様々でありました︒
見渡す限りの焼け跡には大型の金庫と大木の幹と︑石門のみ残ってい
ました︒雨の夜は遺体の上を火の玉が飛んでいるのも見ました︒
また︑敵機は低空飛行で機銃射撃す る事も度々ありました︒
三角兵舎︵仮設住宅︶が建ち始めたのがこの頃からです︒
︵※写真について⁝屋外で写真撮影しているところを憲兵隊に見つかる
と即連行されて︑軍法会議に回される時代でした︒それで風景写真があ
りませんので︑こんな写真をお送りいたします︒
︶
︵広島市安佐北区安佐町小河内五六三九︶
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落ちた︒中風で︑体の不自由な父が寝ていた所だったので︑蚊

耳の傍を焼夷弾のシューという音︒我が家も西南部の方に四発

する晩餐会が行われた︒昭和一八年七月二三日︒次兄が戦死︒呉に帰る︒

校正事務に当り︑月一回水交社で︑これらの人達の一層の協力をお願い

私は同年一月から終戦まで︑日本通運に勤務︒

装されていると聞いたりすると寂しかった︒
﹁日本は負けるんだなぁ﹂と︒

の高度まで被弾することが出来なかった︒軍港の軍艦には植木などで偽

昭和二〇年になると︑呉の周辺の高射砲の音があまり聞こえず︑Ｂ

と母がカンテラを下げて迎えに来てくれる︒ほとんど毎晩で︑
体をこわす︒

警報がなれば夜間でも鉄兜を背負って飛び出して行く︒警報解除になる

昭和一八年九月から一九年八月︑召集された先生の代わりに教鞭をとる︒

隆子

帳を引き外し︑布団と父を反対側の防空壕まで引きずりこんだ︒

自分史上にみる戦災記
村田
私は職業軍人の父と専業主婦の母の長女として︑鹿児島県で妊娠腎の
母から生まれた超未熟児であった︒

一一月紀元二六〇〇年の祝賀会が皇居前であり︑友人と銀座に押し出し

私は昭和一四年四月女学校卒業すると同時に上京した︒昭和一五年

呉は温暖で物価が安く生活しよいと母が言っていた︒

れる︒従妹が挺身隊で行っていたので心配で︑疲れ切って帰って来た姿

と真剣に話していのを覚えている︒同年五月五日︑広の十一空襲がやら

てきて︑相手の顔が見える位近くて︑
﹁南無阿弥陀仏﹂も口に出なかった﹂

学徒出陣の従兄で︑寺の息子で兵学校で砲術の教官をしていた彼が訪ね

同年三月一九日︑グラマンＦ艦載機八〇機が編隊を組んで飛来した︒

た若い日の歓喜の一時であった︒昭和一六年三月︑神宮外苑で︑青少年

を見ると思わず泣いてしまった︒昭和二〇年六月二二日︑海軍工廠中心

呉に定住したのは︑私が小学校五年生の時で︑長迫町二〇番地に住んだ︒

学徒に賜りたる詔勅を拝受︒角帽︑ゲートル︑銃姿の男子学生達を私達

の爆撃の時は︑友人のことを思い無事を祈る︒私達も警報の時︑飛び込む

七月一日︑二三時五〇分から七月二日二時三〇分頃︑八〇機のの無差

女子学生が見送った︒国民勤労協会令で︑
︵男子一四歳から四〇歳︑女子

ぬ事︑和装の時は長袖を禁止︒洋服はスーツ︑いずれも紺または黒とい

別じゅうたん爆撃で︑我が家を含む市街地の大半が焦土と化した︒耳の

地下壕の中で中で︑ズシッズシッという音を聞きながら︑このまま埋まっ

うことであった︒昭和一七年学校の農園で自由学習中︑アメリカの飛行

傍を焼夷弾のシューという音︒我が家も西南部の方に四発落ちた︒中風で︑

未婚十四歳から二十五歳︶までの勤労奉仕義務化が現実のものとして打

機が私達の頭上を低空飛行︒空襲警報が鳴ったのはその後であった︒昭

体の不自由な父が寝ていた所だったので︑蚊帳を引き外し︑布団と父を

てしまうのかと思うと︑寂しくも淋しく感じた︒この日は一二九機だっ

和一七年九月三〇日︑私達は繰り上げ卒業で学業中途で卒業した︒同年

反対側の防空壕まで引きずりこむ︒火は先ず蚊帳に燃えうつったが︑叩

ち出された︒昭和一六年一二月八日︒学校長から日本海軍が真珠湾攻撃し︑

一〇月︑日比谷公会堂にあった海軍省外郭団体﹁くろがね会編集部﹂へ

いて消えない火ではなかったが︑不覚にも水道にホースを接続してなかっ

たとか︒

出勤︒退役海軍中将上田中将のもとで︑出征兵士への恤兵雑誌の原稿を集

たし︑バケツの位置が遠かった︒

日米は戦争状態に突入した事と色いろの訓示があり︑服装の華美になら

める為に︑
作家︑
作曲家︑
画家の自宅訪問︒大日本印刷への収集に廻ったり︑

第１部 記念募集体験記

229

29

隣家の火の粉は飛んでくる︒家族の安全が第一だと︑防空壕へ飛び込
んだ︒両親︑従妹に私︑隣保の人三人︒入り口の方にいた私は︑煙に巻
かれて窒息してしまった︒ 飛行機が去った庭に母は私を引きずり出し︑
口にウイスキーを割り込み︑頬を叩き︑連呼してくれた︒早く返事をし
なければと︑返事をしようとしても声が出ない︒やっと薄目を明けると︑

らない問題の一つであると思う︒

︵母あって︑私の命はあるのだと思う︒没日の焼跡に佇つ母偲ぶ︶

昭和二〇年八月六日︒この日私は広島の比治山の会議に行く為︑呉駅

に立ち︑遅れてくる汽車をイライラしながら待っていた︒約一時間︒

その時︑敵機一機頭上を通り魚見山トンネルあたりでパッという閃光︒

コ雲である︒何んだろうと騒然とする︒消防団の人が︑この列車は天応

思わず皆一斉に目で追う︒警報が鳴り︑列車が到着した︒いわゆるキノ

夜が明けようとしていたのだろう︒呆然とした人が座っているが見え

までしかいけない︒今広島方面から挺身隊が続々帰って来ているという

母の噛みつくような顔が目の前にあった︒
る︒私は母が引きずり出してくれた時︑
庭石の上に寝かされていたらしく︑

のホームで被爆しているのだと︑ゾッとする︒会社に帰ると︑今迄にな

事で︑吃驚する︒この汽車が遅れないで来ていたら︑私は間違いなく駅

いう事であった︒防空壕の近くには井戸もあり水道もある︒この思い込

い爆弾で︑今広島は大ごとになっているらしい⁝⁝という事だった︒私

お尻に火傷をして痛くて立てなかった︒一番の落第点は水が無かったと
みがよくなかったのだ︒防空壕は入り口半間︑奥行きは一間︑右に約一・五

は幸な事に︑被災者を見ることはなかった︒

昭和二〇年八月一四日︒四国の友達から火傷の治療に来いということ

畳を掘り込み︑入り口の左側のポケットには塩︑砂糖︑醤油︑梅干し︑油と︑
とっさに使える鍋︑米︑ウイスキー等を少しずつ入れ︑お皿等は土を掘っ

かった︒防空壕の中では︑醤油をタオルに浸し︑鼻を抑えたのだから︑

奥一・五畳には木製茶箱︑布団袋二︑柳行李六個︑なのに水が入れてな

ない白米を食べて︑こんなにも美味しかったのだとつくづく思い︑西瓜

んでいった︒助かったと思って︑その晩は久し振りで︑何んにも混ざら

この海に死ぬかと思うと︑思わず身を縮める︒ところが何事もなく飛

で︑船に乗って︑中村という島まで来たら︑突然︑敵機が一機飛んできた︒

なんとも大変だったことを思い出す︒はるかの市街地がまだ燃えていた︒

を頂く︒翌一五日︑天皇陛下の玉音を聞くために︑ラジオの前に正座する︒

て埋めてあり︑現在も使用している︒

母がおくどにしかけておいたご飯が出来ているというので︑焼け出され

一二時︑雑音に混じったが︑ポツダム宣言を受諾する︒

三角兵舎入居

私は色いろの物をもらって帰ったのを忘れない︒

忍び難きを忍び︑耐え難きを耐え⁝⁝あっ︑日本は負けたんだと思った︒

た隣保の人にも︑
少しずつ梅干しと塩を振って食べて貰う︒水道は出ない︒
井戸は綱が焼き切れて用をなさぬ︒お水の大切さをつくづく思った︒犬の
エムは放してやったが︑結局自分のハウスで死んでいた︒可哀相なこと
世話になる︒もう一つの失敗は︑焼け跡に残った五右衛門風呂の利用方

国破れて山河あり︒いまさら自分の土地に家を建てる力もなし︒

をした︒上長迫︑鹿田方面は何事もなかった︒夜は上長迫の知人の家でお
法であった︒男手がない︒これも悔いの一つである︒やむを得ぬ事だが︒

気力をなくし︑下に建てられた家に住み︑野菜を作ることとする︒

母は痩せて背をもむ手にも痛々しい︒白っぽい毛虱を殺す︒

訓練の時の焼夷弾の処理は︑訓練である︒恐怖心と頭巾︑モンペでは
話にはならない事だった︒中風の父のお世話︒これから考えなければな
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せたまま︑呉越からブレーキが利かなくなったらしく︑元の九丁目の派

の死を知らせに来られた︒戦争で何もかも傷んで︑電車は満員の客を乗

かけて行った︒私は会社で昼食をしようとしている時︑小父さんが︑母

し︑天ぷらにでもしてあげようと︑Ｔ家の小父さんと母と従妹が︑朝出

て来るというので︑せめて広の大川に行き︑貝でも拾い︑幸い油はある

二〇年八月三〇日︒母交通事故で死す︒崖下のＫさんの息子さんが帰っ

︵毛づくろいする猿にも似たる母子愛︶

為に災いに遇ったらしい︒良いものは頑丈にと言うのは︑反対であるこ

十分なためだったのだろう︒荷物は︑鹿児島本線は門司港で積み換える

吐いたら︑何んと回虫であった︒雑草に近いもの食べたり︑手洗いが不

闇の黒い海を見ていると吸い込まれそうになり︑思わず胸が気持ち悪く

が一行李届かなかった︒柳井から闇船が出るというので︑従妹と出発︒

通さんのお世話で︑防空壕の荷物を鹿児島の伯父に宛て発送︒この荷物

頃から占領軍の進駐が始まり︑家の周りを黒人がウロウロするので︑日

昭和二一年一二月二〇日︒私の知人のお世話で︑市役所に入ることが

とを思い知った︒

と押し出されて︑
圧死したようだ︒負傷者は阿賀の芸南病院に移送された︒

できた︒父の恩給の停止︑新円切り替え︑銀行封鎖など商才があったら

出所の前︑折り返し電車に追突し︑停止したとか︒非力な母は前へ前へ
病院に駆けつけたら一〇人余りの患者は椅子にかけ︑母は廊下に横になっ

と思う事だらけだったので︑ホッとする︒

昭和二四年九月一三日︒折角入れた市役所住宅がキジア台風のため︑

ていた︒
私は病院に︑母を別室に移し︑状況説明をしてほしいと言った︒母の

私は戦争は有ってはならないと思っている︒まして核戦争においてお

父の寝ている部屋の壁は落ちるし︑瓦は飛ぶし︒大変であったが︑友人

怒りがこみ上げてきた︒怒鳴りつけてやりたい行き場のない気持ち︒ モ

やである︒政治は政党同士の討論の上で決定すべきであり︑今回の戦争

胸に耳を当てると︑何か音がする︒私に医者は︑母は円筒形のブレーキ

ンペ姿で︑白髪の母が哀れで︑一時も早く家へ連れて帰りたかった︒父

のように︑政治に軍部が介入すべきではないと思う︒今回の戦争で︑原

が大工さんを連れて来てくれて助かった︒

がやってきたのそれから暫くしてからだった︒その日に死亡したのは母

爆がなかったら︑私達は生きていなかったろうと思う︒しかし︑それは

に押し付けられて︑胸部が複雑骨折したのだと言う︒私は言いようのない

だけだった︒終戦になったのにと悔しい︒翌日も事故で一人死亡された

竹槍戦争においての話であって︑肯定するものではない︒

︵呉市焼山宮ヶ迫一│一六│二︶

戦争で失ったものの大きさを︑国はよく考えてほしいと思う︒

ようだ︒隣保の人も︑二︑
三人しかいない︒淋しい通夜をすませ︑翌日︑
交通局の職員二人が棺を運び︑小父さんが木の箸を作ってくださり︑鹿
田墓地で火葬した︒遺骨を抱いて帰り︑
初めて涙が出た︒惨めで淋しくて︑
哀れであった︒すぐ側に母が居るように思えて︑つい母の姿を探してし
まう︒
昭和二一年九月一七日︒枕崎台風︒我が家の前面︑自治会が横穴を掘っ
てあったので︑そこを中心に約一〇メートル︑お隣までにかけて︑崖崩
れする︒市街地は二河川に家屋の流出など被害が酷かった︒九月二六日
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教育は恐しいものだと痛感する︒ほとんどの人が防空壕に逃げ

小山の北斜面に掘り貫かれた防空壕に︑逃げ込んだ︒今思えば︑

小山の南斜面下の防空壕へ逃げ込む︒これで助かったと安堵していると︑

りに出た後︑荒神小学校の西側の道を上がり︑郷町の山本の別荘のある

ほとんどの人が︑防空壕に逃げ込めば安全だという神話を信じ込んでい

防空壕に︑また︑逃げ込んだ︒今思えば︑教育は恐しいものだと痛感する︒

二〇〇メートルでも進んだろうか︑前述の小山の北斜面に掘り貫かれた

小道を西に数十メートル進む︒内神の縦道に出る前の小道を右に曲がる︒

る火の粉を払いのけながら︑来た道を少し下り︑現在の至心幼稚園下の

死で︑恐怖心は湧いてこなかった︒次は何処へ避難するのだろう︒燃え

に包まれ︑家全体が燃え盛っていた︒不思議なことに︑逃げることに必

外の方が急に明るく防空壕内まで熱くなった︒外に出ると︑前の家は炎

一士

込めば安全だという神話を信じ込んでいたのだ︒

呉戦災体験記
蔵下
はじめに
六十年前といえば︑六才で荒神小学生一年生の子どもだったため︑記
憶は断片的で系統だって記述できないことをお断りしておく︒

たのだ︒

それきりで解除になることが多かった︒その時はどうしたことか︑近所

ように﹁芋つぼ﹂に私を連れて入ったと言うことだ︒たいていの場合︑

寝ていた︒夜半に︑警戒警報が鳴った︒母の言葉を借りると︑いつもの

一九四五︵昭和二〇︶年七月一日の夜︑いつものように夕食を食べて

人生の中でも︑最も恐ろしく忘れ難い出来事である︒

き始めた︒途中通過した西辰川町︑東辰川町︑畝原町︑それに母の実家

なかった︒ようやく昼近くになって︑東惣付町の母の実家にむかって歩

家で夜を明かす︒恐怖と睡眠不足から︑明るくなっても動き出す気力も

されて︑防空壕を出る︒急坂を上がり切り︑左に曲がったところにある

先に︑またまた︑近くの家から火の手が上がる︒
﹁みな出ろ﹂の声にせか

いていったのかもしれない︒これで安心だと心が落ち着きかけていた矢

母も︑その一人だったのだろう︒群集心理から︑皆が逃げる方向へつ

の人のけたたましく甲高い声が暗闇を破る︒

のある東惣付町は攻撃を受けていなかった︒昼過ぎに︑実家に到着︒み

一︑戦火を逃げのびる

﹁くらしたさーん︑早く出なさーい﹂

急を伝える声にせかされて出る︒芋つぼから土間へ︑土間から玄関を通

同じ道が通っている︒車が二台ゆったりと通れるくらいの広い通りだ︒

と思った﹂と祖父が話していた︒

﹁西教寺の大屋根が赤くなって焼け落ちるのを見て︑母子は助かるまい

けていたところだ︒

なが︑
﹁よかった︑よかった︒逃げてくるのが遅かったので︑もう諦めか

り抜け︑門を潜って通りに出る︒注意深い人であれば︑また︑一定の年

﹁Ａさんから聞いた話だが︑夜中に雨が降ったと思ったが︑実は油︵ガ

当時自宅は︑蔵本通一四丁目一八番地にあった︒現在でも︑あの時と

齢に達していれば︑周囲の様子を見てとる余裕があったことだろう︒お

ソリンのことか︶だと分かった︒それで家がよー燃えたんじゃのー﹂

また︑
﹁Ａさんはの︑Ｂ が灰が峯の東の方から︑よけい飛んできよっ

そらく︑和庄方面は︑焼夷弾攻撃を受けて︑燃え上がっていたことだろ
う︒当時は︑敵の攻撃に備えて︑方々に防空壕が掘りぬかれていた︒通
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たわい︒和庄の方へたくさん焼夷弾を落としよったわい﹂
︵この二人の人
きる︒

いて歩いていた︒小さな流れを越え︑急坂を一〇〇メートルあまり登り

皆が止まる︒そこに農作業小屋があった︒それまで︑小屋の存在には

が誰だか︒祖父との関係は分からない︒
︶
その時︑荒神小学校一年生だった︒その校舎は全焼した︒授業が行わ

気付いていなかった︒次の瞬間体全体が石化してわっと泣き出した︒あ

とを何度も繰り返していくなかで︑徐々に恐怖感は薄らいでいった︒恐

れなくなった︒何日経過したのだろう︒辰川小学校で午後の授業を受け
ほどなく夏休みを迎えた︒その日︵八月六日︶は天気がよく︑何処ま

怖感の整理には長い時間が必要であったことを付け加えておこう︒戦火

の日︑燃え盛る火の中を逃げ回った恐怖の悪夢が蘇ったのだ︒そんなこ

でも青空が広がっていた︒にわかに﹁ピカッ﹂と閃光がはしり︑暫くし

や地震や津波などに遭遇した人たち︵特に子どもたち︶が︑後遺症で心

ることになった︒

て﹁ドーン﹂という音が静寂を破った︒西北方の山の遥か上空にピンク

のケアが必要だと聞くたびに︑他人事とは思えない︒

八月の夏休みも終わり︑朝からの授業になっていた︒母が転学の手続

三︑学校の想い出︵辰川小学校︶

色の雲が立ち上っていた︒カメラがあれば︑撮影したことだろう︒子ど
もだし︑当時カメラを所有している者はほとんど皆無だったろう︒大人
たちは︑その爆弾を﹁ピカドン﹂と呼んでいた︒
﹁広島にたいへんな爆弾
が落ちたげな﹂と話していた︒

きをとったのだろう︒辰川小学校の一年生のある組に組み入れられた︒
秋の収穫時︑
﹁やまじ﹂
︵灰ケ峯の麓 神
―山峠下の谷間に広がる水田地
帯がかく呼ばれていた︒語源は﹁山地﹂か︶で起こったことを今にも鮮

昔の新聞紙のように薄黒いざらざらした紙でできていて︑小さな活字が

ては︑
ほとんどの全体が黒くなっていることもあった︒二年時の教科書は︑

一年時の教科書のことを記憶している︒今に思えば︑軍国主義教育を

明に覚えています︒当時住んでいた官舎︵軍関係者のうち士官の宿舎で︑

ぎっしりと詰っていた︒名実ともに︑新聞紙のようだった︒しかも︑鋏

二︑焼けた山小屋を見てパニックに

東惣付町には二十数軒でもあっただろうか︒現在でも数軒は残っている︒

を入れて︑製本したと記憶している︒

中央？丁目︑長ノ木トンネル西側付近︶から畝原町︑惣付町を経て神山

行くと幅三メートルあまりの舗装道路に出る︒この道は草里町︵現在東

科書だった︒

用紙も印刷状況も決してよいとは言えなかったが︑それでもまさしく教

三年時︑教科書が配付された︒やっと教科書らしきものが配付された︒

助長したと思われる部分が墨で黒くぬりつぶされていた︒ページによっ

一戸建てもあり︑二軒長屋になったものもあった︒
︶を西に二〇メートル

峠に至るものである︒急坂を上りきり︑
西惣付町に至る道を左に見おくり︑
少し上って平坦な道をしばらく行くと︑辰川バス終点から西惣付町を貫

一九九四年七月七日︑父は口腔底癌にて死亡︒

四︑父のこと

となる︒最後の家︵今はない︶のところで︑急坂となる︒堰堤を越えた

退職記念に購入した小型カメラで孫たちを撮り始めた︒旅先へでも︑

いて上ってきた道と出合う︒一本になった道を少し行くと︑家もまばら
地点で︑右に入る小道が伸びている︒祖父母や︑義兄姉︑母のあとにつ
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そのカメラを持参しては︑記念撮影していたようだ︒死の数年前は︑休
みの日には様子伺いのために訪ねていた︒アルバムに貼つけていた写真
を剥がしている姿を見かけたこともあった︒今思えば︑死を覚悟しての

人︵八％︶
︑判読不能が一ページ分あって一五人︵五％︶である︒

四 二
―︑父の綴じ込みー﹁履歴書﹂
次に﹁履歴書﹂について見てみよう︒項目の最初の欄に﹁昭和一七年

齢は三〇才であった︒第二欄に︑
﹁昭和一八年三月一八日臨時⁝⁝隊に応

写真整理だったのだろう︒そんな父が捨てかねた書類綴じが土地購入の
今回の手記を書くことで︑改めて開いてみた︒中には従軍関係書類が

召︑第三中隊配属﹂
﹁同年七月一五日広島宇品港出発﹂が続く︒父から聞

一二月一日︑第二国民兵役の編入﹂と記載されている︒この時の父の年

ある︒この記録は父が語ろうとはしなかった空白の数年間を物語ってく

いた話︒台湾を目指して航行していた三隻の輸送船のうち︑最後尾を進

契約書とともに出てきた︒父がいかに大切にしていたものかわかった︒

れるはずだ︒想像も交えて︑その空白を埋めてみよう︒

には攻撃を免れた船が救助に向かうシーンが映し出された︒現実は異なっ

んでいた輸送船が魚雷攻撃を受けた︒前を進む二隻は救助にも向かわず

四 一
―︑父の綴じ込みー﹁戦友名簿﹂
書類綴じを開くと︑大見出しで﹁戦友名簿其他／陸軍一時恩給裁定通

ていたし︑戦友たちは命拾いして胸を撫で下ろしたと言っていた︒台湾

速度をあげて逃走した︒戦意高揚の映画を見る限りでは︑そのような時

知書﹂と記されている︒つぎに︑
﹁戦友名簿﹂がある︒名簿の大きさは︑

てから作成されたものか定かではない︒いずれにせよ︑
﹁官等﹂の欄が設

れた第三中隊が組織された時に作成されたものか︑南方への出征が決まっ

﹁本籍地／現住所／官等／氏名﹂がガリ版刷りされている︒父が配属さ

三〇日トアル島出発﹂
﹁同年六月一〇日和歌山田辺港着﹂本土に到着して

和二一年四月二七日ヴロワ島出発︑トアル島着﹂
﹁同年五月二九日乗船︑

ララット出発﹂
﹁ケイ諸島ヴロワ到着﹂
﹁昭和二一年ヴロワ島上陸﹂
﹁昭

島ケイ島ララットに上陸﹂
︑終戦を迎えたあと︑
﹁昭和二〇年一二月八日

︵昭南港︶
︑東南アジアの諸港を経由して︑
﹁昭和一九年六月一四日ケイ諸

けられているところから判断すると︑戦時中であることは間違いなかろ

どんなにか嬉しかったことだろう︒その後数日して呉に帰着したはずだ︒

Ｂ５判で二十一ページからなっている︒

う︒

呉駅に降り立つと︑
焼野原に呆然自失した︒遠方に大内山︵日本酒醸造所︶

バラックが建っていたと言う︒バラックは︑戦災で家を失った人たちの

戦後六十年が経過しようとしているのだから︑風化が激しくやっと判

初めにお断りしておくことがあります︒それは︑判別しがたいので︑

ために急ごしらえされた屋根だけと言ってもいいくらいの粗末な家のこ

の煙突が見えた︒家は焼け落ちてしまったことだろう︒妻子は亡くなっ

読み間違いがあるかもしれないことと︑百分率を出すのに四捨五入した

とで︑当時市内のいたるところに建てられていた︒当時を振り返る母の

読可能の状態も仕方ないことだ︒残されていただけでもよしとせねばな

ために︑全体が百％になってないことです︒戦友名簿に記載された名前

言葉を借りると︑父は北向きで日当たりの悪い家だったので︑
﹁焼ければ

ているかもしれない︒自宅のあったところに行くと︑やはり︑跡形もなく︑

は三〇〇筆でした︒出身県別に見ると︑広島県が一三〇人︵四三％︶
︑山

いいのに﹂とこぼしていたと言う︒後に残された母と子二人は病弱だっ

るまい︒

口県が九〇人︵三〇％︶
︑島根県が四〇人︵一三％︶
︑その他の県が二五
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に通院を繰り返していたという︒母のために︑
蔵の上に今でいう﹁テラス﹂

た︒母の話によると︑応召前に︑妹と私は百日咳にかかり︑近くの医院

﹁裁定年月日 昭和五二年一〇月二四日／恩給種別 陸軍一時恩給／番

て︑
﹁総理府恩給局長とその印﹂
﹁下記のとおり恩給法により給する﹂

を作りかけていた時に︑広島へ︑続いて戦地に行ったと言う︒病弱な三

一五〇円／支給郵便局 辰
号 第四六五〇六六号／給與金額 一五︑

‥

の母方の実家に到着︒

かるだろう︒二人が生きていることを知って︑姉に連れられて︑惣付町

遠くない内神町に長姉が住んでいた︒そこを訪ねれば︑妻子の消息も分

想像に絶するものがあったろう︒そこ︵蔵本通り一四丁目︶から︑ほど

才だ︒およそ一〇年前に就職していた︒初任給が︑一四︑
六〇〇円だっ

換算するといくらになるのだろうか︒その年には︑私の年齢は三十五

ている︒あと二年もすると三〇年経過することになる︒現在のお金に

五二年一二月一日となっている︒西暦で言えば︑一九七七年に当たっ

父が貼りつけたメモ風の紙を見ると︑給金を受け取ったのは︑昭和

川郵便局﹂

四ー三︑父の生還

たことを忘れていない︒父の戦地で過ごしたことに対する一時恩給は︑

認識證書 陸軍衛生上等兵 氏名﹂で始まっている︒次に︑
﹁右の者戦

﹁認識證書﹂が出てきた︒これはいったい何だろうか︒
﹁第一九七六號

場や攻撃で直接的に死亡する以外に︑栄養不良や疾病で間接的に死亡し

医療環境はよくなっており︑百日咳くらいでは死亡することなかろう︒戦

て母の献身的な看病も実らず︑一年数カ月の命を閉じた︒現在であれば︑

戦地にいた三年三ケ月の間に︑生まれて間もない妹が百日咳がこじれ

地軍隊二於テ傷者叉病者ノ状態改善に關シ條約ニ依リ専ラ群隊ノ衛生勤

た例も膨大な数にのぼることだろう︒それを伝える母の手紙で︑この娘

兵員の戦争中の任務を証明するもので︑占領軍による軍事裁判を用意す

は太平洋戦争最後の日︵終戦の日︶だ︒だとすると︑この證明書は︑各

だろう︒戦争がなければ︑夥しい数の命が無駄ににされることはなかっ

残っている︒子どもながら尋常でない事が起きたことに気づいていたの

私自身も︑葬儀の時だったのだろう︑大泣きに泣いた記憶がかすかに

の死を知った父の悲しみはどんなだったろうか︒

る基礎調査だったのかもしれない︒

たはずだ︒間接的な死も防げたはずだ︒

り上げられた﹁憲法﹂改悪の動きが活発化してきた︒憲法があっても︑

戦後︑まだ六十年しか経過してないと言うのに︑戦争犠牲者の上に作

四ー八︑父の綴じ込みー﹁身分証明書﹂

日本の現状はどうだろうか︒税金︑介護保険税︑医療費などは高く︑生

一三︶
―

︵以上の項︑省略︶

︵呉市畝原町七

活が圧迫されている︒

四ー七︑帰還後の父の仕事

四ー六︑父の綴じ込みー﹁身分證明書﹂

鰹第五一九一部隊 印﹂で終わっている︒昭和二〇年八月一五日とは

務ニ従事シアリタルコトヲ認識證明ス﹂続いて﹁昭和二〇年八月一五日

四ー五︑父の綴じ込みー﹁認識證書﹂

四ー四︑父の綴じ込み ﹁
―マラリア罹患證明書﹂

‥

一五︑
一五〇円だ︒大学での初任給の一ケ月分にしか当たらない︒
︵中略︶

‥

︵以上の項︑省略︶

人を残し︑テラスを作りかけの状態で故郷を離れて行った時の気持ちは

‥

四 九︑父の綴じ込みー﹁裁定通知書﹂
―
最後に残った書類は︑
﹁裁定通知書﹂である︒
﹁現住所︑氏名﹂に始まっ
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‥

した︒

入口は徴用工員でいっばいだったので︑壕のすぐ前の二メートルくら

母に弟のことを尋ねると︑
母は煙を吸ったせいか声が出ず︑
手真似で﹁苦

背負っていたはずの弟は︑見当たりませんでした︒

姉と私は︑母と弟を探しました︒母は見つかりましたが︑弟は︑母が

見ると︑三百人とも思われる死体の山でした︒

気がつくと︑消防団員に防空壕の外に運び出されていました︒辺りを

ぶ声が夢の中で聞こえてくるようでした︒

午前四時頃でしょうか︑誰か大声で﹁元気な者はおらんかー﹂とおら

意識はありませんでした︒

べたにつけたまま︑うつ伏せになったまでは覚えていますが︑その後の

姉と二人︑朦朧としながら壕の突き当たりまで追って行って︑顔を地

囲の悲鳴もなくなり︑私の膝に女・子供が横たわっていました︒

二︑
三十分も経つと布団は乾ききってしまい︑その頃になると︑もう周

当てて苦しさを凌ぎました︒

私と姉はもう駄目かと思いましたが︑どぶ川に落とした夏布団に口を

しました︒

聞もなく防空壕の中は煙が充満し︑周囲は女・子供の悲痛な叫びと化

二︑布団で生き地獄から命拾い

いたままでした︒

の方に行こうと言いましたが︑三才の弟を背負っていたため母は入口に

入口は避難者でいっぱいでしたが︑奥の方は空いていたので︑母に奥

持って︑やっとの思いで家族が防空壕に入ることができました︒

頭にかぶって移動中に︑どぶ川に落として︑ずぶぬれになった夏布団を

姉が︑五か所ある横穴のうち︑一番下のに入れると告げたので︑私は

防空壕の中は煙が充満し︑周囲は女・子供の悲痛な叫びと化し

量人

いのどぶ川に入ってコンクリートの蓋があるところに避難していました︒

中下

える低空から油脂焼夷弾を投下され︑命からがら防空壕にたどり着きま

29
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た︒もう駄目かと思ったが︑どぶ川に落とした夏布団に口を当
てて苦しさを凌いだ︒

家族と家を焼かれて

一︑
一夜にして焦土と化した呉市
私の家は七人家族でしたが︑兄は昭和十九年春に高等小学校率業と同
時に広島下祇園の三菱工作所に入杜︑工廠や民家への呉空襲が激しくなっ
た昭和二〇年のはじめに︑当時九歳だったすぐ下の弟が︑下宿していた
人の兵庫県揖保郡の里へ縁故疎開しました︒
私は十三歳で小学校を卒業し︑四月︑男子高等小学校へ入学しましたが︑
姉は海軍施設部へ︑父は富国徴兵保険会社へ勤務していました︒
昭和二〇年七月一日夜中に空襲警報︑間もなく警戒警報でひと安心し
た時︑また空襲警報が鳴りはじめました︒その時既に︑アメリカ軍の飛
行機Ｂ の爆音がウーウーウーと不気味に遠くから聞こえてきました︒

壕に避難することにしましたが︑途中Ｂ の翼が一メートルくらいに見

でした︒やむなく後戻りして和庄市場近く︵八幡町︶の石垣の横穴防空

油だと思いました︒家を出て畑の方へ急ぎましたが︑山の麓は一面火の海

外へ出ると雨は止んでいましたが︑濡れた所がぬるぬるしていたので

たところ︑雨が降り出したので傘を取りに引き返しました︒

に避難せよ﹂と告げたので︑私達家族四人︵母・姉・弟︶が玄関先に出

私がとっさに家の芋壷に入ろうとした時父は︑
﹁そこは危ない︑家の畑

29

しくて背負い紐を外したのでは﹂と涙を流しました︒
私達は弟を探しましたが見当たらず︑死体を連れ帰ることも許されな
いと言われ︑三人で畝原町の伯母の家で過ごすとになりました︒
旧呉市内は殆ど家が焼かれ︑山の麓に残っているだけで︑もちろん私
の家もありませんでした︒
私は父が元気でいれば伯母の家に来ることを信じて︑毎日探し歩きま
した︒その間︑親子の焼死体や︑電柱が焼けてトランスの下敷きになっ
ている姿を見るなど︑子供ながら戦争の悲惨さを強く感じました︒
呉空襲から一週間目に︑母が呼吸困難となって亡くなりました︒
その後も父の消息はないまま十日過ぎた頃︑近所の青木のおじさんか
ら︑父は町内の家の消火に当たるために︑家にある手押しポンプを二人
で持ち出していたが︑火の回りが早く︑おじさんは石垣を上って山に逃
げた︒父らはその石垣の防空壕に避難し︑そこで窒息死したと聞かされ
ました︒私達姉弟は︑この呉空襲で両親と弟の三人を失い︑姉弟はそれ
ぞれ親戚に引き取られて暮らしていましたが︑二か月くらいして︑姉弟
四人が貧しいながらも一緒に暮らそうと︑畝原町で家を借りて生活する
ことになりました︒
振り返ってみると︑戦争は罪のない国民を殺し︑幸せを奪うなど︑人
権侵害の最大の暴力は戦争です︒二度と戦争をしないと︑世界に誇れる
日本国憲法を守るのが政府でなくてはなりません︒
しかし︑今また︑戦争をする国に変える﹁有事法制﹂を制定し︑
﹁国を
守る﹂と称してアメリカの引き起こす正義もない戦争に協力しています︒
国民を犠牲にする憲法改悪や有事法制など︑戦争推進政策は絶対に許せ
ません︒
︵呉市阿賀南六丁目一七│三三︶
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出典＝広島県立公文書館 山岡文書

口頭指示︽の赤スタンプ印︾

昭和二〇年七月二七日

︿資料﹀警防第二七三七号
広島県知事
防空総本部次長 殿

罹災者

二︑応急措置

一棟

一二二︑
五三五人

空襲ヲ受ケタルヤ其ノ状況ニ鑑ミ広島県防空本部

︵広島県庁︶ニ於イテ︑呉市ニ於ケル被害ハ相当大ナルコ

トヲ予想シ之ガ援護措置ヲ各部班長ニ準備セシ

中国地方総監
︵県下各警察消防署長︶殿

メ状況ノ推移ヲ見守リツツアリシガ逐次詳報ノ至ル

︽丸スタンプ印︾

︽広島県西条警察署／二〇・七・三一第２２７５号／受付︾

急援護活動ヲ開始セリ

ト共ニ意外ニ被害甚大ナルコト判明直チニ左ノ如ク応

空襲被害対策ニ関スル件

︵一︶警備消防隊ノ応援 空襲火災発生ト同時ニ之ガ状況ニ鑑ミ消防力

︵三︶医療救護

二二五名
一︑
五〇〇名
一五台

一三九︑
五〇〇食

三四〇︑
〇〇〇食
ヲ急送ス

合計

二︑別ニ乾パン

ノ炊キ出シヲ命ジ六時右食糧ヲ搬送ス

合計

各警察署ニ対シ既定計画ニ基キ握リ飯

一︑
七月一日三時三十分 東︑西︑宇品︑海田市︑竹原︑西条

︵二︶応急給食

応援ノタメ急派ス

消防ポンプ

警防団員

警察官

部隊ノ応援命令ヲ発シ近接各警察署ヨリ

及警備

︵対号昭和二〇年七月十二日警防第二︑
五九五号︶
七月二日呉市ニオケル空襲被害ハ既報ノ通リナルガ
之ニ対スル応急対策並ニ之ガ経過概要左記ノ通及申 報候也
︵県下県下各警察消防署長ハ参考ニ資スベシ︶
記

一︑被害状況
男 七三七人 女 一︑
〇九四人 計 一︑
八三一人
三三七人

一一七人

男

一九九人 計

五九人 計

死者
男 一三八人 女

五二人

五八人 女

重傷
軽傷

二〇人 計

一一六戸

八一棟

二二︑
〇五二戸

三二人 女

行方不明 男
家屋
全焼
半焼
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被害状況ニ鑑ミ近接各警察署ニ指令シ管
内応援救護班ヲ即時編成セシメ之ヲ出動セシメル

下駄
ヲ急送ス

多数

三〇万円支出

︵五︶ソノ他ノ援護措置
罹災者弔慰金

一︑
〇〇〇枚

ト共ニ特設救護隊︑日赤広島支部救護班等

又屍体包装用莚

十九ケ班 ︵一二〇名︶

屍体収容所ニ於ケル祭壇ニ供ヘルタメ花輪一〇

合計
ヲ準備ノ整イ次第現地ニ急派死傷者ノ救済

弔フタメ回向挺身隊︵僧侶︶一〇名ヲ急派ス

個ヲ急送スルト共ニ不幸戦災死セル人々ノ霊ヲ

更ニ県備蓄中ノ医療資材ヲ補給シタリ
︵四︶生活用具ノ急援
罹災者ニ対スル一般生活用具ハ県備蓄中ヨリ衣料
毛 布
一︑
四四〇枚

一︑
〇〇〇枚

理︑罹災者ノ収容︑等ニ当ルト共ニ一方治安班︵特高係︶

ト協力罹災区域内ノ警備︑道路︑清掃︑交通整

応援警察官並ニ警防団員︑呉海軍︑憲兵隊

︵六︶被害当日ニ於ケル一般警備並ニ治安対策

タオル
二︑
〇〇〇枚

品︑照明具等ヲ初メ左ノ通リ被害当日午前十時迄ニ急送ス

手 拭

ハ民心安定︑士気高揚ノタメ時ヲ移サズ全市ニ亘

小箱︵モロブタ︶
八〇個

三〇個

一︑
二〇〇箱

斗せよ

言を慎しみ 各自の職場に落ち着け 二千年

２ 神国日本の本領を発揮するは此の秋だ 流

呉 警 察 署

広島県防空本部

三︑何処迄も頑張れ 落胆するな 敵撃滅に敢

二︑総て当局の指示に従ひ流言に迷ふな

一︑食糧は確保しあり 安心せよ

１ 市民各位ニ告グ

リ左ノ如キ壁新聞ヲ貼付ス

八〇箱

二︑
〇〇〇個
六〇〇︑
〇〇〇枚

マッチ
塵 紙
三二︑
〇〇〇本

石 鹸

ローソク

竹籠

二〇〇枚

食糧配給用トシテ

蓆
缶詰

一五〇屯

右の外
野菜

伝統の日本魂は今発揮するのだ

敵の謀略に乗って根も葉もない流言蜚語に

三︑
〇〇〇斤
八斗

砂糖
酒

迷はされたり 騒いだりしては戦争は負けだ
飽迄当局を信頼して落ち着け

七箱
四二︑
〇〇〇本

練粉乳
莨
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所ニ設置空襲ノ状況 当局ノ援護措置等ヲ

更ニ﹁ラジオ﹂班ハ電池式﹁ラジオ﹂四台ヲ携行市内要

チニ実施シ得ザルモ海軍ノ給水車ニ依リ給水ニ

等ガ損壊シ漏水シツツアルタメ全面的給水ハ直

幹線ノ破壊ハ極ク小部分ナルモ火災ニヨリ給水栓

次縁故先ヲ頼ラシメテ送出スコトトナシ一方当

シテハ二日ヨリ五日間鉄道無賃乗車ヲナサシメ逐

障ナク之等罹災証明書ヲ提示スル罹災者ニ対

〇名ヲ以テ編成シ之ニ警防団員等ヲ協力セシメ

ナリ 之ガ整理ハ回収整理隊ノ陸︑海軍ノ兵力一〇

交通上最大ノ支障ハ各種電線ノ垂下交錯セシコト

路線ノ復旧ニ依リ一部ハ三日ヨリ運転シ得ル見込ミ

電車ハ直接ノ被害ナシ

３︑電車

ハ支障ナシ

宣伝シ民心安定ヲ図ルト共ニ士気高揚ニ努メタリ
︵七︶罹災者ノ処遇
罹災証明書ハ県本部ニ於テ予メ準備スルトコロア

日午後ヨリハ疎開証明書ヲ提示スル者ニ対シ乗

テ作業開始ス

リ即日之ヲ携行シ各々手交シタルヲ以テ何等支

車券ヲ発給シ疎開セシムルコトトセリ

全面的復旧ハ相当時日ヲ要スルヲ以テ第一種加

５︑通信関係

入者︵一一八名︶ヲ対象ニ早急復旧工事ヲ開始

︵八︶罹災者相談所ノ設置状況
被害当日午後ヨリ近接 忠海︑竹原︑西条︑三

市内要所ニ開設セル救護所二於テ応急救護班

６︑医療救護

原各駅ニハ所轄警察署ヨリ警察官ヲ出張
セシメ罹災者相談所ヲ設ケ罹災者ノ受入ニ万
全ヲ期スルコトトス

呉市内ニ於ケル外科医中八名ハ罹災セルタメ医療救

等ニ依リ引続キ施療ス

三︑被害第二日目ノ措置状況

護ハ殆ンド応援救護班ニ依リ実施セル状況ナリ

配給モ概ネ円滑ニ運ベリ

所ニ於けケル炊出シニ依ル配給及衣料其他ノ生活用品ノ

食糧其他ノ援護物資ハ続々着荷シ罹災者収容

︵四︶食糧其他ノ援護

︵一︶第二日ニ於イテハ早クモ建設的復旧活動ヲ開始シ
道路︑電気︑水道︑通信︑交通等ノ重要ナルモノ
ニ対シ現地機関ハ元ヨリ来援隊及陸︑海軍ノ協力
ノ下ニ復旧活動ヲ開始ス
１︑電気

︵五︶治安状況

食糧ノ迅速ナル配給ニ依リ一般ニハ食ニ対スル不安ナク

電気関係ハ市内送電線ノ被害ガ主ニシテ復旧ハ
容易ナリ 海軍工廠其他重要施設ニハ三日朝ヨ

人心安定ニ大ニ利スル所アリ

一方警察︑憲兵︑海軍等ニ依ル警備員ニ依リ流

リ送電ス
２︑水道
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言ノ取締宣伝啓発ニ当リタルタメ一般市民モ勇気

一般ニ自由ニ焼跡地ヲ使用スルコトハ認メザル方針

ノ所有地ニ自力デ建築シ使用スルモノハ之ヲ認メルコト
ヲ以テ進ムコト

ヲ回復シ各々復旧ニ向ッテ活動ヲ開始シツツアリ
︵六︶鉄道ハ八時ヨリ開通ス
︵七︶鉄屑ノ処理

会社ノ所有ニナル故之ガ処理ニ付テハ二十万円

戦災建物中保険金ニ加入シテ居ルモノハ鉄屑等保険

七月三日呉第一女子高等国民学校ニ於テ陸︑海軍︑県︑

三︑空襲対策協議会

二十万円以下ノモノハ所有権ヲ放棄セシムルコトトス

以上ノモノハ保険会社ニ早急処理セシムルコトトシ

設関係者集会﹁呉市戦災対策連絡協議会﹂

個人ノ鉄屑ニ付テハ即金デ買上グルコト

広島︑呉両市︑其他電気︑通信︑瓦斯︑等ノ重要施
ヲ開催左ノ如キ復旧方針ヲ決定ス

所有者不明ノモノハ取纏メテ処理スル

自分ノ土地ヲ自分デ菜園トスルモノハ認メルコト

︵八︶焼跡ノ菜園化

外農機具︑軽車両ノ製作ニ利用スルコト

一般金属屑ノ利用ニ付テハ海軍ガ現金デ買上グル

︵一︶電気︑瓦斯︑通信︑交通︵道路︑電車を含む︶水道等は
重点的に能フ限リ速カニ復旧スルコト
︵二︶飲料水ハ一般市内ニ対スル給水ハ差当リ海軍ノ給
水車ニ依ルコト
︵三︶電話ハ第一種加入者ノミ差当リ復旧スルコト

但シ期日迄ニ作ラヌモノハ他ニ利用セシムルコト

官公衙︑会社︑工場︑学校︑団体︑町内会︑隣組等

︵四︶道路等ニ垂下セル電線ヲ至急整理スルコトトシ回収
サレタ電線ハ錬兵場ニ集結シ利用可能ナモノハ所有

ニ菜園ヲ作ラセルコトトシ自分デ使用セヌモノハ貸与

ヲ申出ル様公告スルコト 之ニ要スル種子ハ県デ斡旋ス

者ニ引取ラシム
︵五︶住宅問題

之ガ建築要領ハ旧道路端ヨリ三〇米ノ距離ヲ

五︑
〇〇〇戸ヲ建築シ之ニ一戸ニ二家族ヲ収容ス

ノタメニハ海軍ニ於テ三角式応急住宅ヲ差当リ

海軍ニ於テ電気関係会社ニ交渉市内一〇ケ所ニ至

ルカラ至急之ヲ相当数設置スルコトトシ之ニ関シ

報ノ流言ガ多ク人心ガ不安ヲ起シテ居ル状況デア

災害ニ依リ既設ノ﹁サイレン﹂ハ駄目ニナッタ故警

︵九︶
﹁サイレン﹂ノ設置

取リ一〇〇坪当リ一戸ノ割ニ建築シ以テ空地ヲ

急設置スルコトトス

兵員︑工廠工員及之等家族ヲシテ呉市ニ残ル者

相当保有スル如クス

︵一〇︶
﹁ラジオ﹂ノ設置

為﹁ラジオ﹂ヲ至急設置スルコト

敵機情報ヲ迅速ニ一般ニ報道シ人心安定ニ資スル

︵六︶焼跡地ノ利用ニ付テ
焼跡地ノ使用ニ付テハ戦争遂行上直接必要ナル
施設ニ対シ優先的ニ利用セシムルコト 但シ自己
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乗車券発売ハ罹災者︑軍人︑軍属︑公務ニ者ニ限
１︑罹災民ノ現状

︵二︶救恤︑救護活動

等治安ノ万全ヲ期シアリ

ル︑下車ハ来援者ニ限リ許可ス

罹災民中 戦災直後集団収容セルハ 片山︑吾妻︑

︵一一︶鉄道

三日中ニハ呉駅ヨリモ乗車出来得ル如クス

両城︑港︑神原各国民学校︑呉二中︑二河公園

等ニシテ其ノ数約五︑
〇〇〇人ナリシモ何レモ七月

貨物ハ四日ヨリ受付開始
避難者ノ荷物ハ制限セズ持テルダケ持タシメルコトトス
軍需管理司︑陸︑海軍︑工廠等協議シ至急存

外縁故者等ニ避難シ居リタルモ時日ノ経過ト共ニ次

民ナシ 集団罹災民ノ外ハ市内残存町内会及市

四日頃迄ニハ縁故其ノ他ヲ頼リ離散シ現在集団罹災

廃工場ヲ決定シ廃止工場ノ労務者ハ緊急工場又

第ニ復帰シ一日其ノ数約四〜五百人ニ達シ前記呉

︵一二︶工場ノ存廃ニ付テ

ハ戦災地ノ整理ニ振リ当テルコト

民ニ於テモ跡地ノ整理或ハ仮住宅ノ建設等ヲナシ再

海軍建設ノ三角兵舎モ既ニ一五︑
〇〇完了︑尚罹災
四︑其後ノ措置並ニ状況

五二︑
八八六人

残存町内会ニ居住スルモノ

目下ノ罹災民ハ

建ノ意気ニ燃ヘルヲ看取セラル

１︑道路ノ啓発

︵一︶警備活動
七月二日以来之ニ動員セル警察官︑警防団︑約

六︑
三三六世帯

防空壕及仮住宅に居住セルモノ

四︑
〇〇〇人ニシテ海軍方面ト協力ノ許ニ作業ニ着
手七月三日ニハ市内本通リ︑中通リ等ノ主要道

前記ノ如ク被害発生直後ヨリ宣伝ビラニヨリ或

察署︑市役所︑防空小区派出所等ニモ戦時罹

近接各駅ノ罹災者相談所ノ設置ト共ニ市内警

五︑
八二二人

一︑
八六八世帯
ナリ

路ヲ 其他ノ市内各道路モ七月六日啓発清掃
ヲ終了セリ

ハ集団罹災民ニ対シテハ﹁メガホン﹂
︑口頭等ニ依

災者相談所ヲ開設救済其他ノ相談ニ応ジ居

２︑罹災者相談所

リ宣伝ニ努メタル結果民心次第ニ安定シ現在

ルモ現在ニ於テハ食糧関係ヨリモ住宅並ニ之等ニ伴

２︑民心ノ動向並ニ警戒

ニ於テハ戦災地ノ復旧建設ニ努メツツアルモ特ニ

フ資材斡旋等多数ヲ占メ居レリ

食糧ニ関シテハ災害発生二日間ハ附近警察署

３︑食糧其他ノ配給

一応安定後ノ犯罪ノ予防及警戒ノ為市内警
察官ヲ以テ偵邏隊ヲ編成巡察ニ当ルノ外呉越︑宮原︑ 海岸通リノ三ヵ
所ニ検問所ヲ設置スル
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一、全国統計内
統計先出所
統計先出所
A、経済安定本部
（Ｓ、２４）

死者数

１、９３９

B、建設省戦災復興史
（Ｓ、３２）

２、０６２

C、戦災都市連盟
（Ｓ、３１）

２、０６２

D、第一復員省調べ
（Ｓ、３２）

１、９６７

E、米国戦略調査団報告
（１９４７）

１、９６７

F、国立国会図書館
（Ｈ、６）
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A、呉市
事務報告書
（Ｓ、２０）

二、呉市・県統計
死者数
合計死者数 １、９４９
空襲別死者数
3/19
5/5
6/22
7/1
１５
０
（欠） １、８６９

B、市勢要覧
（Ｓ、２４）
C、呉市
戦災復興史
D、広島県
警察史
E、空襲被害
対策ニ関スル件
（Ｓ . ２０. ７、
）
F、米国戦略
調査
提出資料

7/24
３５

２、０６２
２、０７１
合計死者数 ２、０６２
空襲別死者数
3/19
5/5
6/22
7/1
7/24
２９
２８
６９ １、８１７ １１９
7/1 死者数 １、８３１
行方不明者 ５２ 重傷者 １１７
（諸統計の中で、最も信頼できる基礎数値）
合計死者数 １、８８３
3/19
１９

5/5
３２

空襲別死者数
6/22
7/1
（欠） １、８１５

7/24
２１

七月四日ヨリ六日迄ハ市役所ニ依ル非常配給ヲ実

施シ迅速円滑ニ実施セル結果人心安定爾

後ニ於イテハ罹災地域ニ依リ班組織トシ通常

配給ヲ実施セルモ頗ル順調円滑ニ実施中ナリ

被害発生直後計画ニ基ク救護所ハ片山︑辰川︑

４︑救護

吾妻︑神原各国民学校︑正円寺支坊︑増岡組

事務所︑等ニ開設セルモ市内ノ医師九十名中六十

名罹災セルタメ県本部ヨリ救護班ヲ救援之

ガ万全ヲ期シツツアルモ現在収容者ハ片山校ノ一四

名︵男五名女九名︶ノミニシテ其ノ他ノ救護所ニ於けケル

︽以下は欠落︾

〈資料〉呉空襲犠牲者数各種統計一覧表

三、 米国戦略調査団への提出資料 呉空襲被災統計（呉市）
人口統計

６月

７月

８月

月別人口

２８５千人

１７５千人

１７５千人＝１１千人減

７月１日の空襲

死者＝１、８１５ 重傷＝１１８ 軽傷＝３３７ 罹災者＝１１８、３７５

他空襲と全計＝１、８８３ 重傷＝１４２ 軽傷＝３７９ 罹災者＝１２０、１１９
全焼家屋＝２１、４０８
半焼＝１３４
他全焼家屋全計＝２１、４４３
半焼＝１３９

水道局

戦災前

戦災後（疎開を含む）

総戸数

６８，
０９８

３７，
１８６ ＝３０，
９１２減・焼失

総人口

３７５，
１６２

１８６，
２５９

給水戸数

３０，
７５１

８，
５６３

給水人口

１５３，
７５５

４２，
８１５

給水栓数

３２，
０５１

８，
３００

電業局
家屋焼失

２１，
５３０

出所：ＵＳＳＢ―１３

呉市行政特別尋問録

〈資料〉爆弾投下統計
目標に爆弾を投下した機数
（B29、艦載機、その他）

爆弾投下トン数
（高性能爆弾、焼夷弾、破砕爆弾の計）
トン

名古屋

4、068

東京

16、561

東京

4、000

2、670

名古屋

14、689

大阪

呉

2、148

3、431

大阪

1、842

2、634

1、563

11、217
6、174
3、820

呉

鹿屋

大阪
神戸
呉

川崎

2、594

神戸

1、018

川崎

3、712

浜松

2、117

宮崎

737

尼崎

3、629

尼崎

1、856

浜松

700

浜松

3、176

鹿屋

1、652

熊本

674

横浜

2、605

宇部

1、595

川崎

595

宇部

2、317

下津

1、397

都市名

機数

東京

3、129

名古屋

都市名

（高性能爆弾
投下トン数）

出所：「太平洋における航空攻撃」 USB、3

米山和也氏による統計
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Ⅷ 火の空と血の海のあいだ

［７月２４日 １６：４０ 第３艦隊 ３８・４任務群塀空母「カウペンス」機の撮影による。
］（国立国会図書館蔵）
［註］至近弾と見られる多数の水柱と、カサだけを残して消えた水柱が見られ、攻撃の凄まじさがよくわかる。

［７月２８日 第３艦隊 ３８・３任務群「タイコンデロガ」機の攻撃を受ける重巡「利根」
。米空母「タイコンデロガ」
機撮影による。
］ （国立国会図書館蔵）／［註］写真上部中央にＦ６Ｆ攻撃機の翼が写っている。
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７月２８日１９５０時、
「サンヤシント」機撮影 高度 10.300 フィートからの写真（国立国会図書館蔵）
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艦橋は下からものすごい炎と共に燃えあがり︑脱出路を断たれた

に戦死した︒呉軍港に浮んだ大和の巨大な威容は︑私の脳裏から去らな

出港前夜呉病に最後の別れを告げに来た戦友東郷軍医中尉は︑艦と共

ていた日向に着任した︒

より迎えの内火艇に乗って音戸の瀬戸をとおり︑呉沖︑
﹁情島﹂に係留され

非常に大切な任務だからしっかりやり給えと福井病院長に言われ︑呉軍港

においては﹁伏龍隊﹂という特攻人間爆雷であった︒日向に行けば分るよ︒

その頃︑海軍最後の特攻兵器として︑若手の士官より考案されたのが呉

りつつあった︒

軍から︑もはや海軍ではないのだから︑陸軍の指揮下に入れとの言動も起

海権を失った海軍に残された戦場は︑本土海岸線だけとなり︑仲の悪い陸

思うような戦果を挙げられないうちに︑敵は本土上陸作戦を指向した︒制

回天の大業も︑すぐれた敵の電探によってイ号潜水艦が次々に撃沈され︑

人々が苦し紛れに海に飛び込もうとして︑途中の甲板か防潜網に

康

いが︑大艦巨砲主義の戦略的には古い考えの遺物でもあった︒人間魚雷

石井

頭を打ち付けて死ぬものが続出しても助ける術もなかった︒

﹁伏龍﹂特攻隊と
戦艦﹁日向﹂の戦闘

一︑日向に着任の頃
私は昭和二〇年一月二〇日︑戸塚の海軍軍医学校を経て呉海軍病院付
になり︑軍医中尉として勤務した︒
私が日向に乗艦すゐようになったのは︑
﹁伏龍隊﹂訓練の一環として︑
軍医としての研究及び︑隊員の健康管理のため︑呉海軍病院長福井中将

脱出不能の一人乗り人間魚雷の隊員には︑万一敵艦に命中出来ず︑散々

人間魚雷﹁回天﹂の打ち合わせ会︵イ号潜水艦より一端発進したが最後︑

航艇﹁蛟竜﹂の基地︵大浦崎の海軍第八十二嵐部隊︶
︑江田島の兵学校︑

私は︑日夜激動の勤務の傍らハワイ真珠湾に突入した九軍神の特殊潜

そハワイ真珠湾の米国のお返しだなと思った︒
﹁日向﹂は︑第一回呉軍港

空母﹁龍鳳﹂だけが無傷に残り︑後に復員船に使用された︒私はこれこ

﹁龍鳳﹂
︑
練習艦﹁出雲﹂
﹁八雲﹂
﹁磐手﹂
︑
標的艦﹁摂津﹂などが大破炎上し︑

重巡﹁青葉﹂
﹁利根﹂
︑
軽巡﹁大淀﹂
﹁北上﹂のほか空母﹁天城﹂
﹁葛城﹂
﹁阿蘇﹂

昭和二〇年三月一九日︑
第一回呉軍港空襲で戦艦﹁伊勢﹂
﹁日向﹂
﹁榛名﹂
︑

二︑人間爆雷﹁伏龍隊﹂とは

の苦しみの死を待つのみになった際には︑呉病特製の水溶性青酸カリ二

空襲で命中弾一発︑至近弾多数を受けて三十七人戦死︑重傷五十二人を

の命冷による軍事上の極秘行動であった︒

ミリリットル入り茶褐色のアンブルが支給され︑これを噛砕いて死にな

出した後︑呉の離れ小島・情︵なさけ︶島に保留されていた︒
﹁日向﹂は

国海軍も少々あやしいものでした︒艦内には︑大小三つの手術場︑ポー

日向の飛行甲板の機銃がフランス製なのには驚いた︒世界に冠たる帝

類を見ない航空戦艦に変貌していた︒

大正七年竣工︑昭和一一年第一次︑昭和一八年第二次改装で︑世界でも

さいという壮烈なものでした︶等に出張勤務した︒
幾多の海戦で艦艇を失い艦を動かす油さえ無くなった哀れな残存艦隊
︵潜水艦を除く︶は︑敵機の空爆を避けるため各地の軍港に分散係留され︑
呉には十七隻が集結し︑戦艦大和はこれら各艦の油を集めて︑沖縄の決
戦場に片道出撃した︒
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タブルレントゲン︑歯科診療室︑床屋まであり︑多数の医薬品及び一流

病院に劣らぬ手術器具を有り余るほど搭載し︑艦内入院室には特攻隊員
の病人も収容していた︒

当時呉軍港に在泊の艦船はＰ 偵察機の目を逃れるため︑思い思いの

迷彩をし︑俗にいう﹁菰被﹂
︵こもかぶり︶をしていた︒日向のマストに

は松の木が立ちスダレ状の大きな木片を被ぶせてあった︵このカモフラー

ジュ作業は大変なものでしたが︑敵のすぐれた深知機によって鉄の船形

ははっきり確認されておりました︶早速担当士官より示されたのが図の
様な兵器及び作戦であった︒

敵軍上陸予想地に蛸壺を掘りそこにかくれ︑敵艦が近ずいたらこの兵

器を着用して︑海の底を歩いて敵艦の下から浮上し︑弱い艦底を爆破撃

沈することで︑訓練は︑松本貴族院議員の別荘の裏手の湾で開始され︑

学徒出陣の士官及ぴ予科練出身の少年達が隊員で︑隊長は日向乗り組み

当時︑技術少佐 福井静雄氏であった︒

海底の自由行動を確保するために︑サルベージに使う潜水服から送風

管をはずし︑背には五〇〇ｃｃ入り酸素ポンベ二木を背負い︑腰のパル

ブを通して服内に酸素を送り服内に充満する炭酸ガスは︑服内に内臓し

たアルカリセルローズのフィルターで吸収させた︒

当時吾国の潜水艦には艦内温度上昇をすくなくするために︑今日使用

されているケイ光灯を装備し︑艦内に発生した炭酸ガスを除去するため

に︑床にアルカリセルローズをまいたので︑これにヒントを得て潜水服

内に応用した︒バルブコックの繰作はなかなか難かしいもので︑酸素を

送りすぎて浮上横転して︑アルカリセルロース液で熱傷を負う者︑送気

不足でチアノーゼになって仮死状態になって沈む者︑訓練は必ずしもう
まく行かなかった︒

一人が自爆すれば強烈な水圧で︑付近の水中に潜む隊員のほとんどを
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事前に発見されれば猛爆にあい︑先ず成功はないと思ったが︑軍の命令

年振りに再会した特攻長平山氏は︑米軍の本土上陸作戦で︑この特攻も

ないで︑敵艦に近づくことが出来るのだろうか︑私は疑問視した︒五十

深い海の底を長時間歩いて︑敵に発見されぬために︑排気の気泡を立て

犬死にさせる結果を招きかねない無謀な攻撃法だった︒本当︑にもっと

黒い形を頭上に見ては︑もう駄目かと部下としっかり抱き合って二番砲

はずれ弾の水柱︑敵の顔が見えるまで急降下してくる三〇〇キロ爆弾の

火のような小型ロケット砲の応射音︑日露戦争海戦の戦争画そっくりの︑

壮絶な一七・五粍高角砲︑二五ミリ三連装機銃︑ヒョロヒョロ打ち上げ花

ら︑かろうじて露見甲板に脱出し︑両国の仕掛け花火など問題にならぬ

げ飛ばされ︑全身に熱風を浴びた︒懐中電灯も透過できぬ爆煙の暗闇か

草川淳艦長︵少将︶は︑一波の一機目投下の爆弾が艦橋に命中炸裂した

塔の下でナムアミダブツと合唱して死との対決から精神的に回避した︒

では致し方ない無謀な攻撃法だと思ったと告白した︒

三︑呉空襲 ﹁日向﹂最後の日

浴びた︒敵機の三〇〇キロ爆弾の爆弾投下︑ロケット砲弾の炸裂︑水平

の第七艦隊発進のグラマン艦載機の三波にわたる延べ二六〇機の攻撃を

途中の甲板か防潜網に頭を打ち付けて死ぬものが続出しても助ける術も

燃えあがり︑脱出路を断たれた人々が苦し紛れに海に飛び込もうとして︑

撃を受けて百数十発の砲弾が爆発し︑艦橋は下からものすごい炎と共に

破片で全身から血を噴き戦死し︑二波で四番高角砲側の応急弾薬庫が直

攻撃が艦を襲い着底大破し︑第三波の攻撃で艦首の﹁菊の御紋章﹂に命中

なく︑艦橋の機銃は中国の爆竹みたいに火炎の熱で辺りかまわず炸裂し

七月二四日︑運命の日はやってきた︒朝七時頃から日没まで︑四国沖

し︑その所だけぽっかり穴が開いたのは皮肉でした︒戦闘能力を失った

だした時は︑味方の流れ弾でやられるぞと生きた心地はなかった︒

上陸用舟艇で重傷者を呉病に移送後︑私は再ぴ艦上の人となり︑満潮

にも拘らず敵は執拗に波状攻撃をかけてきました︒
三八糎の主砲は緒戦に電気回路を破壊され︑無用の長物となり近代兵

七月二五日惰島海岸で戦死者の茶毘が行われることになった︒誰も嫌

でひたひた甲板をたたく海水の音を聞きながら︑敗北の悲しい一夜をす

聞いた︒これは着底して不沈艦になったためと︑
応戦をするものですから︑

がって指揮する者がないので︑軍医の私が受持つはめになり︑艦長は黄

器の弱点を暴露した︒
﹁日向﹂には﹁大和﹂の生存者が多数乗艦していたが︑

敵から執拗に攻撃される破目になったのです︒勇敢なのは日本兵ばかり

色の将官旗に包み一体︑永島大尉一体︑他は三人づつ一組にして島の生

ごすことになった︒

と信じていましたが︑応射の雨の中に突っ込んでくるグラマンの急降下

木を積上げ艦の重油を注いで火を放った︒其の間︑敵機の機銃掃射が襲

日向の戦闘の烈しさは︑大和の戦闘など問題にならぬ程ひどいものだと

爆撃は敵ながら天晴勇敢なもので︑英知ある人間がどうして殺し合わね

い︑島の崖にイモリの様にへばりついたことを思い出す︒それでも伏龍

隊の訓練は続行され︑八月六日午前八時一五分︑特攻隊員の診療中︑突然︑

ぱならないのか自問自答した︒
乙種航海乗員一二〇〇余名中︑戦死一五九人︑重軽傷六〇〇余名でし

広島方面より広︑呉工廠のＢ の絨毯爆撃音より大きく長い︑インイン
たる大爆発音が聞こえてきた︒

た︒軍医は軍医少佐の近藤隆造先生と私の二人だけで︑私は艦内で最も
安全とされていた露天甲板より三階下の戦時治療室を担当していた︒隣
の小手術室に侵入爆発した爆風で厚いハッチは破れ︑私どもは空中に投
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れた︒広島の陸軍は全滅し︑生き残りの連絡将校二人が午後︑呉病に救

れている︑列車の広島通過時刻に近く︑中止になって被爆の難をまぬが

原爆投下の午前八時一五分頃は︑私が大竹の潜水学校に出張を命ぜら

﹁ピカドン﹂が落とされたのだ︵ピカッと光った後に爆発音がしたので︶
︒

これこそ誰しも想像のつかなかった原子爆弾の爆発音なのであった︒

か︑
と思いました︒私と同じくらいの年で死んでいった兵士達は本当に
﹃お

﹁遺書や戦闘機︑人間魚雷等を見て︑なんて無駄なことを行ったのだろう

特別攻撃隊で﹁特攻﹂と称された︒出口におかれた自由記述ノートには︑

姉妹の幸運を願って出撃即死の攻撃に参加され︑又参加せんとしたのが

は論外にして︑最愛の肉親への恩愛を断ち切り︑愛する祖国︑父母兄弟

十七︑
八歳から二十歳代の人々が︑そこに到るまでの精神的教育の背景

五︑
﹁特攻﹂について

援依頼に来た︒呉病院の士官室で被爆の状況と救援の依頼を受け︑宇垣

国のため﹄と思って死んだのでしょうか︒もっとやりたい事もあったと

四︑広島原爆と終戦

中尉を班長に︑病院の第一便のバスで夕刻︑広島に向かった︒勿論鉄道

思います︒今イラク問題が揺れています︒石油を輸入しているから兵力
︵Ｎ氏︶
︒

を出すのでなく﹁金で返す﹂という事だって立派な援助になります⁝⁝﹂

は不通であった︒
当時外泊で︑午後︑呉病に行った私は同乗することになった︒広島駅
より二つ手前の海田市街道に到着した時︑午前の爆発から約九時間も経っ

戦争がどうして起きたのか知っていますか︒いじめられても︑ただ相手

﹁前文のＮ殿︒貴方はなんという考えを持った人間ですか︒人間魚雷や

近所の開業医と共に近隣の人々にも応急の手当てを施こすことになっ

のいう通りおとなしく我慢していればよいのですね︒国のために死ぬ事

ているのに︑ボロボロの裸同然の熱傷を負った悲惨な被爆者の行列が延々

た︒情島に陸揚された艦の大型短波受信機︵当時でもロンドンの放送を

は日本人だけでなく︑
現在でもどこの国でも見られて来たのです﹂
︵Ｙ氏︶
︒

遺書を見て︑
﹃なんて無駄なことを﹄とは何事ですか︒自国を守るため敢

傍受することが出来た︶のスピーカーから︑ピカドンこそ米国の原子爆

現在の平和︑言論信仰の自由の下でのＮ氏︑Ｙ氏の考えはそれなりに

と続いていた︒バスを降りて船越町の妻の実家に到着した時︑知人の被

弾で︑
﹁日本の皆さん早く降服しないと第二の原爆投下があり︑日本は全

意味があるが︑お国のために戦死すれば︑九段の靖国神社に祭られ神様

然として死地に赴いた人に対してなんという言葉ですか︒貴方は大東亜

滅しますよ﹂と繰り返ししたにもかかわらず︑第二の悲劇は長崎に起こっ

となり︑一家の誉であると国家権力に悪用される靖国神社であってはな

爆者が難を逃がれていた︒

た︒もう少し日本政府の﹁ポツダム宣言﹂の受託が早ければ︑長崎の悲

らない︒

︵東京都足立区千住仲町︶

劇は避けられたわけである︒
短波は︑ポツダム宣言︑日本の敗戦処理交渉を遂次伝えて来た︒それで
も知らされざる国民は竹槍で︑伏龍隊員は死を覚悟して︑本土決織に邁進
していたのであった︒八月一五日︑大竹の潜水学校に伏龍隊兵器の打合せ
に出張︑昼食時︑ポツダム宣言受諾の玉員放送を聞き︑戦の終りを知った︒
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呉市全域が焼イ弾攻撃を受け全市に火勢がつのり火の海と化し

ち方始め﹂の号令が下され︑射手の三浦勲兵曹は︑
﹁目標よし﹂と報告︑

台が射撃開始︑つづいて在泊艦船が一斉に火蓋を切った︒艦橋から﹁射

死傷者が続出した︒一群機銃は射って射って射ちまくった︒

いて補機室で︑また一発は左舷缶室に︑一発は後部に鉄鋼弾が炸裂し戦

都度ズシンと異様な衝撃を受け︑一発は主砲二番砲塔左舷後部をつらぬ

在港艦船の被害も続出しはじめた︒日向も遂に三発の直撃弾を受けた︒

日向のカッターによって救助された情景もあった︒しかし敵機の攻撃で

傘で日向前方三〇〇米位の海面に降下し浮標につかまっていたところを

我方の対空砲火で敵機一機が火を吹き撃墜された︒その飛行士が落下

まじい弾幕を張った︒

た︒呉市の中心部山の手より燃え︑くっきりと﹁灰ケ峰﹂
﹁休山﹂

忠

鈴政少尉から﹁射ち方始め﹂が令されて一群三基九門の二五粍機銃は凄

黒永

の山影が見えた︒

呉軍港戦闘記

三月十九日の交戦
北号作戦の任務を果し昭和二〇年二月二〇日呉港に帰還した日向は︑
シンガポールにおいて生ゴム︑砂糖︑錫︑水銀など戦略物資を積んで帰っ

発射弾数は五千発以上であった︒敵ながら天晴れ︒山を背に高角五〇度

三基九門︑一門一分間に一二〇発︑九門で一〇八〇発が発射されるので︑

入港と同時に呉海兵団など各部隊から︑毎日数百人の作業員が荷降し

〜六〇度位で急降下し投弾する度胸たるや︑真珠湾攻撃の仇敵とばかり

た︒
作業に従事し︑四日間位で完了した︒当時︑私は酒保長をやっていたの

呉港在泊艦船と呉海軍工廠一帯を攻撃した︒戦後捕虜の話によると攻撃

目標は︑呉海軍工廠地帯であったが︑早朝のＰ の偵察によって呉港在

で砂糖︑コーヒー豆など降し︑次の機関科出身の酒保長と交代した︒
日向は呉港第一八番浮標に繋留されていたが︑交戦時は二一番浮標に
繋留換され︑艦首を﹁灰ケ峰﹂方向に向げていた︒
三月一九日早朝﹁空襲警報﹂が発令された︒〇七〇〇すぎ︑呉市広方
向から米軍艦載機口ッキードＰ ︑六機編隊で﹁灰ケ峰﹂上空すれすれ
に現れ︑江田島方向に飛び去った︒既に﹁総員配置﹂に付いて敵機の来

するとは残念でならなかった︒戦死者を荼毘に︑傷者は呉海軍病院に入

クに急きょ入渠した︒その他の艦船で沈没はまぬがれたが︑母港で被弾

艦体に塗装を施したり偽装のため松︑杉などをしばりつけた︒艦首を

四月二七日︑呉市広町情島二〇〇米沖合に転錨

空廠二一人︑戦艦日向三七人となっている︒
︶

襲を待った︒機銃第一群指揮官は鈴政章少尉︵七月二四日広沖で交戦中

方向から山を背に︑米軍艦載機グラマンが急降下をはじめた︒各陸上砲

左舷に第三番機銃が位置していた︒〇七三〇ごろ﹁休山﹂と﹁灰ケ峰﹂

第一番機銃は指揮所前の司令塔上部に︑羅針艦橋上部右舷に第二番機銃︑

第一群の位置は︑前艦橋の羅針艦橋前に一群指揮所と照準器があり︑

院した︒
︵県警察史によるとこの戦闘で死者・呉海軍工廠四〇人︑広十一

敵機の攻撃は一一〇〇ごろ終り︑軽巡大淀は被害甚大で海軍工廠ドッ

た︒

泊艦船多数入港中との報告で︑攻撃目標が在泊艦船に向けられたと聞い

38

戦死された︶
︑私は従動照準器長をしていた︒

38
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であったと思われる︒

不可能であった︒それは左舷の呉軍港方面の守りに主力がおかれた投錨

の射撃は高角三〇度以上は可能であったがそれ以下は︑惰島が遮蔽して

広十一空廠方向に︑艦尾を倉橋島方向に前後投錨していた関係で︑右舷

上り出し︑呉市全域が焼イ弾攻撃を受け全市に火勢がつのり火の海と化

ソリン﹂であったことを知った︒すると呉市方向のあちこちで火の手が

した︒その時特に気にしなかったが︑それが焼イ弾攻撃の前ぶれで﹁ガ

ろ高度三〇〇〇米位で敵機数機が投下した液体のようなものが顔に附着

影が見えた︒我々としてはどうすることもできず︑翌日の〇二三〇頃ま

した︒呉市の中心部山の手より燃え︑くっきりと﹁灰ケ峰﹂
﹁休山﹂の山

五月五日の空襲

で空襲が続いた︒

戦闘配置について水平爆撃を見るだけで︑主砲は広方面が死角になって

一〇〇機以上が数次にわたり広十一空廠地帯を爆撃した︒我々機銃員は

分隊員の手で荼毘にふされた︒井上先任下士官は妻をなくされ︑そのう

井上岩三郎兵曹の奥さんは︑市内清水通の防空壕内で窒息死され︑翌日

ながらかけつけたが︑我が家族全員無事であった︒しかし︑先任下士官

翌日︑呉市に家族をもつ者の特別上陸が許され︑家族の安否を気遣い

一〇〇〇ごろ日向電探が﹁敵大編隊︑豊後水道北上中﹂と探知︑総
員戦闘配置につく︒一〇三〇ごろから約一時間にわたりＢ の大編隊

いるめで射撃は不可能であった︒また高角砲射撃も射程がないためか射

え七月二四日の交戦で戦死されたが遺体が未発見のままであった︒

終戦後昭和二三年から始められた日向解体時︑防空指揮所の下で鉄板

迫海軍墓地に葬られた︒
︵県警察史によると死者一︑
八一七人︑重軽傷者

に巻かれたままになって白骨遺体で発見され︑呉地方復員部の手で長

六月二二日の空襲

四五六人となっている︶

につく︒〇九三〇ごろＢ の大編隊二〇〇機以上が高度八〇〇〇米位で

〇九〇〇日向電探﹁敵大編隊豊後水道北上中﹂と探知した︒戦闘配置

者一五四人となっている︶

撃はしなかった︒
︵県警察史によると呉市広町方面 死者一一二人︑負傷

29

投弾を始めた︒目標は呉海軍工廠地帯であった︒目標がそれた爆弾は︑

七月二三日は上陸が許され外泊していた︒翌二四日〇六〇〇呉鎮管内

七月二四日の交戦

﹁空襲警報﹂が発令され︑急ぎ中央桟橋に走った︒既に迎えの水雷艇がき

安芸郡音戸町︑呉市警固屋通一帯に落下︒爆発する度にドドドーと地響
がつたわり︑日向からは一発も射撃はなく︑なすがまに約一時間が終った︒

ており︑飛び乗って日向に全速帰艦した︒舷門を上ると同時に﹁配置に

米軍艦載機の第一波は〇八三〇ごろから始まり︑約一〇〇機が右

いながら待った︒

すぐ﹁戦闘服装に着換え﹂が発令され﹁今日の戦闘は手強いぞ﹂と思

〇七〇〇ごろ﹁敵機大編隊豊後水道北上中﹂と電探がキャッチした︒

つけ﹂のラッパがけたたましく鳴り響き︑
すぐ一群機銃戦闘配置についた︒

戦後︑
旧海軍工廠地帯から約三〇発の一トン不発爆弾が発堀された︒
︵県
警察史によると死者三二五人となっている︶

七月一日の夜間空襲
二三〇〇ごろ日向電探﹁敵大編隊北上中﹂をキャッチした︒総員戦闘
配置につく︒深夜であるため敵機の音はするが機影見えず︑二三三〇ご
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29

始︑既に対空指揮官から﹁撃ち方始め﹂が令され︑一斉に我々一群は射

方向へ︑一隊は日向目がけ右四〇度方向から高度六千米位で急降下を開

に迫ってきた︒距離一万米位から二隊に別れ︑一隊は呉港停泊中の艦船

一五〇度方向からゴマ粒をまいたように小さな大群がどんどん日向方向

直撃が致命傷であった︒

て機銃台に上って見ると艦橋作戦室前で既に戦死されており︑
﹁あご部﹂の

﹁班長班長︑鈴政少尉が戦死されました﹂と大声で叫ぶので︑防弾綱をつたっ

第二波の交戦で敵機が遠ざかり出した時︑第二番機銃の石原政人上水が

﹁コチコチ﹂と時をきざんでいたのが印象に残っている︒鈴政少尉は海軍兵

直ぐに遺体を作戦室に収容した︒その時持っておられた懐中時計のみが

更に高角砲︑各機銃群︑噴進砲も砲門を開き︑凄まじい弾幕を張った︒

学校特修科学生を優等で卒業され︑その時の恩賜の時計であった︒第三波

撃を開始した︒
敵機は弾幕におそれてか高度四千米位で投弾するので殆んどが至近弾で

交戦の際︑艦橋作戦室などの火災によって鈴政少尉の遺品は焼き去られて

第三波の敵襲に備え︑弾薬の補給﹁射ち空薬きょう﹂の処理を終え敵

あった︒至近弾は五︑
六〇米の水柱をあげ︑海水ともに﹁ヘドロ﹂が甲板
一波交戦の際︑電気系統が故障したため従動照準器による射撃は不能

襲に備えた︒一三三〇ごろ三たび来襲した敵機は約一〇〇機三波攻撃を

いた︒

となったので︑各機銃は砲側照準射撃に切替えられ︑指揮官鈴政少尉は

開始した︒第二波は高度三〇〇〇米位で爆弾︑ロケット弾を投下してい

上に落下し︑足場は悪くなる一方であった︒

第二︑
三番機銃の指揮をとられ︑私に第一番機銃の指揮をとるよう指示さ

た敵機も︑第三波では高度を下げ二千米位で投下してきた︒

﹁班長︑水を︑水を﹂と求めるので︑戦給品で配給になっていたサイダー

急袋から止血帯を取り出して当てた︒

見ると﹁拳大の大きさ﹂の破片がささり出血多量であった︒直ぐに救

胸部を直撃転倒した︒

続いて砲側二番員の榎哲郎上水が敵機の投下したロケット弾の破片が

射ち続けます﹂と持場をはなれようとはしなかった︒

止血帯で腕をしばりつけ︑三浦兵曹に交代をすすめたが﹁大丈夫です

腕部を貫通した︒

ん死﹂の重傷︑施回手を石原上水に交代︑また射手の三浦勲兵曹は左上

爆風で飛んだ破片が一番機銃旋回手須崎保兵曹の睾丸を打ち砕いて﹁ひ

クを受けた︒

収容甲板︶を貫き三番高角砲側に命中︑大轟音とせん光と強烈なショッ

その数機目かに︑急降下した敵機の爆弾が右舷最上甲板︵第一カッター

れたので︑急ぎ一番機銃の指揮をとって射撃を続けた︒第一波の交戦は
約四〇分で終り敵機は一たん去った︒直ぐに二波に備えて弾薬の補充を
終え︑第二波に備えた︒
第一波による直撃弾はなかった︒第二波の約百機は一〇〇〇頃︑広方
向で二手に別れ︑一隊は第一波と同じように呉方向へ︑残り一隊は数珠
つなぎになって機銃を射ちながら急降下をはじめた︒
攻撃の度合は一波よりもひどく︑高度も三〇〇〇米位で投弾するので
後部へ直撃弾の命中が多くなって艦の震動を感じだした︒数機目かに防
空指揮所は直撃を受け︑爆弾が炸裂し強烈な爆風が吹き︑我々一番機銃
に爆風で飛んだ破片や︑戦友の腕や足などがバラバラと降ってきて︑長
時間にわたる連続射撃で灼熱している統身にくっついて焼けるので取り
除いては射撃を続けた︒
上部艦橋二発目の直撃で羅針艦橋上で第二︑
三番機銃の指揮をとってお
られた鈴政少尉は即死されていた︒

254

呉戦災 ―― あれから６０年

左後方五米〜四米下方の位置︶側の応急弾薬庫が直撃を受け数十発の砲

を口に当てるとすぐに息を引取った︒突然︑左舷二番高角砲︵一番機銃

等に向って﹁この胸の上に飛べ﹂と機銃台から両手を拡げ胸を張って叫

たが火勢が烈しい為︑上甲板︑高角砲台に飛び降りようとするので︑彼

また艦橋にいた者で︑無傷の者は防弾綱を解き垂らして︑降りんとし

手を当てて見ると出血して上衣は血に染っていた︒

敵機は去り戦闘が終ったせいか︑急に腰背部に激痛を感じだしたので

んだが︑声が届かず空しく多数の死者を出した︒

弾が大音響とともに爆発し真赤な火柱が艦橋を包んで燃え上った︒
その爆風で私は機銃台に押しつけられ倒れたが直ぐに立ち上って交戦
した︒揚弾機から弾薬補給をやっていた藤田上水の姿が見えない︒ふと
背後を見るとさっきの爆発で全身火傷して即死︒

﹁やった撃墜だ﹂思はず射手の三浦兵曹の背をたたいた︒敵機の急降下

火を吹き真赤な玉になって海中に落ちる︒

ンウーン﹂と痛みを訴える者︑静かに眼をとじている者︑様々で治療を

板第一戦時治療室に運んだ︒見ると治療室は負傷者と死者で一ぱい︑﹁ウー

空薬きょう﹂の処理を頼んで︑ひん死の重傷の須崎兵曹を背負って中甲

しかし︑次の交戦に備え石原︑榊原両上水に﹁弾薬﹂の補給と﹁射ち

する前方に弾幕を張ったせいか艦橋前部には一発の直撃弾も受けていな

待っていた︒看護科先任下士官野津兵曹は部下をよく指示され
﹁てきぱき﹂

敵機は入れ替り立ち替り急降下爆撃を行なう︒敵機が五〇〇米前方で

い︒

そこで野津兵曹に﹁須崎兵曹をお願いします﹂と祈るようにして須崎

と治療に当っておられたのが印象に残っている︒

艦を持ち上げるようだ︒最後の一機が正面〇度から高角を六〇度位で急

兵曹と別れた︒須崎兵曹と別れて以来消息不明であったが︑後日呉病院

直撃弾は後部に集中しているらしく艦が前後に揺れ激しい衝撃を受け
降下をはじめた︒射手の三浦兵曹に﹁射て﹂の合図に肩を強くたたくと︑

で死亡されたと聞いた︒

既に戦死者は数十名となりの兵員浴室に収容安置されていた︒引返し

一斉射︑敵機の前方に弾幕を張った︒
敵機をもさるもの二〇〇〇米位で投下した︒肉眼でよく見える︒命中

て戦死者の収容と機銃手入れをすませて対空見張を続けていると︑上甲

と叫ばれ︑そこで上級指揮官は艦橋におられないことをはじめて知った︒

するな︑と思った瞬間︑艦首の菊の御紋章に命中︑大音響とともに艦が
一方︑艦橋の火勢はつのるばかりで羅針艦橋からも火を吹く︑ふと二

我に返り腰背部の痛みを感じるので治療室に赴き︑軍医中尉の応急治

板二番砲塔のところから軍医長近藤少佐が﹁戦闘は終った降りてこい﹂

番機銃台を見ると︑安井範行上水が火焔に包まれているではないか︑
﹁おー

療を受けた結果︑
﹁腰背部砲弾盲管破片創﹂と診断され︑即日呉海軍病院

前後に動揺した︒

い︑ここへ向って飛び降りろ﹂と 胸を指したが降りてこない︒艦橋はま

に入院を命ぜられた︒

院に転院を命ぜられ︑軽傷患者約三〇〇人の輸送隊長となって午前中に

患者が数百人入院加療を受けており︑私は七月二五日呉海軍病院賀茂分

その日一八〇〇呉海軍病院に入院した︒ところが他の艦船部隊の重傷

たたく間に火に包まれてしまい︑二︑
三群機銃の応急弾薬がドンドンと音
をたてて爆発する︒手のっけようがない︒艦橋各階の重軽傷者は﹁火だ
るま﹂となって張りヤードから海え飛び込む者が続出した︒
海へ飛び降りた数名の者は一週間位して対岸の大浦波多見海岸に打ち
上げられ︑これを収容した︒
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分院に入院した︒

壕で複製していた︒終戦を聞き直ぐ帰艦し転勤準備を指示されたので︑

身廻り整理︑残務処理員を残して八月一七日午後︑情島・松本別荘前に

整列して指示を受け︑各短艇に乗艇した︒

呉海兵団などに収容されていた捕虜は︑呉沖海空戦で撃墜された米飛行

りた米飛行士が︑警察の報告では﹁生きていたので呉憲兵隊に引渡した﹂
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午後軍医官の治療を受け腰背部などに入っていた破片五〇数個の摘出
を受けた︒軽傷患者であるところから七月二七日︑日向乗組員三名とと

別れ︑艦は見る影もない傷だらけ︑菊の御紋章もない︒前艦橋は火災で

思えば日向生活は四年六ケ月余︑悲しみも苦しみも一緒にした戦友と

帰艦して見ると上甲板は海水が洗っており︑水平のままで着底してい

赤茶け︑その上︑艦は着底し︑甲板は海水で洗われ︑軍艦旗は既になく︑

もに退院帰艦した︒
た︒この戦闘で敵機一三機撃墜したと呉地方復員局の資料に記されてい

静かな日向を一周して呉海兵団へと向った︒音戸の瀬戸を通る頃︑とめ

係を担当していた︒

昭和二〇年一〇月一六日︑広島県巡査を拝命し︑呉警察署警備課渉外

呉海兵団から復員したのは八月二八日であった︒

米軍進駐

どもなく涙がこぼれ敗戦の痛さに胸をうたれた︒

る︒

七月二八日の空襲
掃艦して戦闘配置についてみると︑一群機銃は生存者で整備され︑即
戦闘可能な状態であった︒
二八日早朝﹁戦闘配置につけ﹂が令され﹁配置につく﹂
︒再度︑敵艦載
機が来襲︑豊後水道方向から来た敵機は﹁灰ケ峰﹂上空四︑
〇〇〇米位

米軍の進駐は︑米第六軍第一〇軍団は軍司令部を呉鎮守府内に置き︑

一〇月六日︑呉市広湾に上陸した︒総員約二万人で約三千人が安芸郡海

を大編隊で呉軍港上空に達し︑戦艦伊勢︑榛名︑巡洋艦青葉︑利根︑大
淀などに急降下するのが遠望された︒しかし︑数機が日向に向っては上

田地区に進駐した︒

私は﹁呼び出し係﹂であったので︑第一に当時の呉憲兵隊長ら一六︑
七

れた米飛行士の捕虜問題で追及は特に厳しかった︒

最初に着手したのが戦犯の追及であった︒当然ながら呉空襲で撃墜さ

空を旋回するのみで攻撃をしかけて来ない︒敵機も日向は既に着底浸水
しており戦意なしと見たのか一︑
〇〇〇米位で旋回偵察するので小癩なと
ばかり︑一番二番機銃がその敵機に一連射した︒命中せず敵機は去った︒
更に艦載機に続いてＢ の大編隊が呉港を襲った︒他の在港艦船なども
それから元気な生存者は情島に幕舎を建築し︑そこに居住して毎日日

士四五人と記憶している︒ということは四五機以上が撃墜されたことに

人が米軍憲兵隊︵呉警察署内二階︶に呼び出され追及された︒終戦まで

向に通った︒そのころから情島山頂に高角砲台が据付けられることにな

なる︒

八月一五日終戦を迎えたのは呉鎮守府前広場であった︒当時︑日向乗

とあるのに︑呉憲兵隊の資料には﹁受領したときすでに死亡﹂していた

ＧＨＱに提出された書類には広島県安芸郡倉橋島町室尾に落下傘で降

組員の履歴表の複製のため毎日各分隊から派遣され︑呉鎮守府地下防空

て終戦となった︒

り︑毎日︑高角砲分隊を中心に作業が続けられたが︑据付けが終らずし

日向と同じ運命をたどった︒

29

と食い違い︑それから連日関係者が呼ばれ徹底的に調べられた︒
元憲兵隊員で調べ官に﹁けん銃﹂で顔面を殴られるものもいた︒室尾
駐在所警察官が渡した時﹁確かに生きていた﹂という証言が多くあり︑
当時の元憲兵隊員数人が﹁捕虜虐待﹂で東京米軍軍事法廷へ護送された︒
また護送される途中︑車中から飛び降り逃走する者も数名いた︒その度
に米進駐軍から日本警察に対し厳しい達しが出された︒

日向戦没者慰霊祭
遺体は情島の海岸で焼かれ︑分骨は相当に残ったので︑情島の畑に埋
められた︒
戦後︑週四︑
五回は戦死者の夢を見てうなされるので︑
﹁なんとかしな
ければいかん﹂と思い呉市内にいた生存者十四人に呼びかけ︑昭和二七
年七月二四日の命日に委員長玉木英太郎氏で呉長迫海軍墓地において第
一回慰霊祭を行った︒
講和発効前の慰霊祭とあって﹁米軍ＣＩＣ﹂に私は呼び出され︑
﹁お前
は軍国主義を復活する気なのか︑しかも警察官じゃないか﹂と一日中し
ぼられ釈放された︒
︵呉市焼山ひばりヶ丘九│三︶

第１部 記念募集体験記

257

なり前から燃えさかっていた︒私達も負傷者の救助どころか︑

火が︑足もとの鉄の甲板を︑じりじり焼き始めた︑天井は︑か

寂しい出港であった︒原速十ニノットで江田島の北を回り︑能美島︑倉

ひっそりと固まっているだけで︑見送りの帽を振ってくれる人もいない︑

五月五日︑Ｂ の編隊が飛来し︑七㌔ほど北方の広航空廠に白昼精密

底したものではなかった︒

付けたりして︑擬装にとりかかったが︑うわさに聞く他艦の擬装ほど徹

さっそく船体に迷彩塗装を施したり︑後檣のトップに木の枝をしばり

消費した︑と聞いている︒

も大分すぎていた︒この﹁航海﹂で︑わずかに残っていた重油の大半を

橋島を左に見て︑音戸ノ瀬戸の東南︑情島の東北に投錨した時には︑昼

俊治

生存者まで火に包まれそうな状態になっていた︒

一信号兵の思い出
大皿
私の脳裏に今でも深く刻み込まれているのは︑終戦直前に呉港外の情島
沖で米空母機の集中攻撃を受けて大破沈没した七月二四日の呉沖海空戦の
ことである︒

一︑情島へ
連日のように沖縄へ向かって特攻機が飛び立っていたころ︑内地の重
油タンクはすっかり底をついて︑生き残っていた十指にもみたない戦艦︑
巡洋艦︑航空母艦等の大型艦を動かすだけの燃料もないところから︑軍
艦を島陰に疎開させる計画が具体化しつつあった︒動けない大きな軍艦
を港の中につないでおいても︑格好の爆撃目標になるだけ︑というのが︑
追い詰められていた当時の実態であった︒事実︑三月一九日に呉軍港が
初めて米空母機動部隊の艦載機に攻撃されたとき︑沈没した艦こそなかっ
たものの︑戦艦日向︑伊勢︑榛各︑空母天城︑龍鳳︑巡洋艦利根︑大淀
など在泊大型艦のほとんどが︑大なり小なり損害を受けたのである︒伊
勢は倉橋島音戸沖へ︑榛名は江田島小用桟橋の近くへ︑そして日向も呉
港外の情島沖へ転錨することになり︑四月二七日一〇〇〇ごろ︑最後の
出港ラッパを鳴らして︑呉港二一番ブイを離れた︒
戦艦大和の巨体はすでに無く︑港内には数隻の小型駆逐艦と潜水艦が

台に使おうとする含みを持っていると聞かされていた︒
︵日向の場合は︑

備艦﹂という名称が与えられていたが︑これは︑擱坐したのちも海上砲

大型艦を呉港内からあちこちの島陰へ疎開させるに当たって︑
﹁特殊警

して使用できるはずであった︒

浸水着底したとしても︑上甲板から上は海面上に出ていて︑防空砲台と

の射撃角度の最も良い位置を呉軍港方面に向けており︑また爆撃されて

を打ち︑艦を固定した︒この方向は︑艦首正面を広工廠に︑左四十五度

トルほど離れた水深約十メートルの浅瀬に︑艦首を東に向けて前後に錨

来た数隻の曳船に引かれ押されて︑情島の北西に移動し︑海岸から百メー

なった︒五月七日︑自力航行する重油もすでになかった日向は︑呉から

北方へ望遠鏡を向けるたびに︑私達は責められているような気持ちに

航空廠は爆煙で覆われ︑やがで鉄骨の残骸だけになった︒

門の主砲も︑巨大な格納庫のため広の方向は死角になっていたのである︒

のとき日向は潮流の関係で艦尾を北に向けており︑後ろを向いている四

長い射程を持った日向の三式弾射撃が期待されていたのであったが︑こ

で届かず︑いたずらに弾幕を張るだけである︒こうした事態のために︑

爆撃を加えた︒陸上砲台や呉軍港方面から撃ち上げる対空砲火は編隊ま

29
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成功しなかった︶

爆撃で罐室をやられて主砲塔を動かす電力が失われたため︑この計画は

〇七〇〇︵午前七時︶を少し過ぎたころ︑見張り員が右一四〇度方向に

﹁今日は激しい戦闘になるぞ！﹂闘志と緊張感が背筋を走り抜けた︒

れて来たが︑海兵団で十分な訓練を受けないまま乗艦して来るので︑熱

行ったあとへは︑補充兵︑国民兵︑徴兵繰り上げの若年兵などが補充さ

航海科分隊の信号・見張りぐらいだったと思う︒優秀な下士官兵が出て

し︑艦内で定数に近い員数をそろえていたのは︑主砲︑高角砲︑機銃分隊と︑

からも︑応急員として全員残っていた整備科の兵隊たちも大部分は退艦

ても︑その程度の重油はまだ持っていたのである︒搭載機がなくなって

のに必要な人員だけ残って電気を起こしていた︒動けなくなったとは言っ

そり減り︑エンジン四基︑ボイラー八基のうち︑一基のボイラーを焚く

転属した︒再び航行することは考えられなかったので︑機関科分隊がごっ

はすでに二万メートルを割っていた︒上空にはほとんど雲もなく︑視界

近い方角から︑ゴマ粒をまいたような艦上機の大群が迫って来る︒距離

揮所へと一斉に散った︒○八四〇であった︒右一七〇度方向右舷艦尾に

﹁対空戦闘配置に就け！﹂
︒罰直どころではない︒戦闘艦橋へ︑防空指

戦闘ラッパが鳴り渡った︒

へ退散し︑あたりは静かになった︒最初の来襲は︑あっけなく終わった︒

身をひるがえして舞い降りる︒まもなく︑敵機は急に方向を変えて南方

た︒陸上砲台が発砲する︒弾幕の中を小さい機影がスーツと舞い上がり︑

編隊は日向を横に見て︑右四〇度方向の上蒲刈島の北方で急降下に入っ

﹁対空戦闘配置に就け﹂が︑かかった︒

敵艦上機八機を発見︒

意は人一倍あっても一人前の勤務には程遠い状態で︑失敗を繰り返して

は良かった︒編隊の真ん中へ︑三十六センチ主砲の三式弾を撃ち込むには

最盛時には二千名からいた乗祖組員の半数以上は︑本土決戦に備えて

は若い下士官の罰直の対象になっていた︒彼らに対して毎晩のように甲

絶好の日和である︒ところが︑敵も長射程の三式弾射撃の威カを警戒し

ているのだろうか︑情島を楯にとるような態勢で接近してくる︒四基八

板整列が行われ︑怒号︑罵声が艦内のあちこちで聞こえた︒
その間にも夜になるとＢ の編隊が現れ︑徳山︑岩国︑呉⁝といった

門の主砲は右舷に重々しく旋回したものの目の前に横たわっている標高

二︑第一波の戦闘 ――
米艦載機襲撃コース
七月二四日火曜日︑この日も晴天であった︒夜明けごろ﹁敵小型機の

伝令として︑その左後方でラッパを握りしめ﹁打ち方始め﹂の号令を待っ

鉄カブトをかぶった艦長は︑戦闘艦橋の羅針儀の前に立った︒私は艦長

なじみ深い街が次々に焼かれて行く火が︑遠くに見えた︒

大編隊︑豊後水道南方に接近中﹂の情報が入った︒三月一九日以釆︑久

た︒戦闘に傭えてガラス窓を一杯に下ろした艦橋の中を︑さわやかな朝

百メートルほどの稜線が邪魔になって︑
発砲できそうにもない︒どうやら︑

しく姿を見せなかった米空母機動部隊の来襲である︒高角砲も届かない

風が吹き抜けて行く︒敵編隊はじりじりと右前方へ移動し︑
右四五度方向︑

最初から機銃を主体とする近距離戦闘にもつれ込みそうな気配である︒

ような高空から爆弾をバラまいて行くＢ は︑軍艦にとってさほど恐ろ

左へ旋回して日向へ機首を向けた︒艦長が︑大声で﹁打ち方始め﹂を命

距雛五千メートルあたりまで来ると︑約四十機の一団が本隊から分かれ︑

して攻撃して来る空母機はわれわれの正面の敵という感じであったし︑

令した︒私は︑
回れ右をして︑
大支柱に取り付けてある高声令達器
︵拡声機︶

しい存在ではなく︑また敵としてもなじめなかったが︑目の前まで接近

29

過去の対戦の経験から彼らの破壊カの恐ろしさも熟知している︒
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29

も三番機も駄目だ︒艦橋よりも高い水柱が︑
次々と艦の左右に立ち上がり︑

腹を返して避退した︒当たらない︒左手の海面に水柱が上がる︒二番機

砲火にひるんだのか︑一番機は早々に爆弾をほうり出し︑きらりと白い

機銃も︑ロケット砲も︑おびただしい火箭を飛ばし始めた︒猛烈な対空

敵編隊は弾幕を突破し︑朝日を背に数珠つなぎになって突入して来る︒

﹁敵編隊︑急降下に入る！﹂頭上の防空指揮所で見張り員が絶叫した︒

に向かって︑ラッバを吹鳴する︒右舷の高角砲群が一斉に火蓋を切った︒

らず︑後ろを振り返るだけの余裕もない︒

中しているらしいが︑水柱と爆煙のため視界をさえぎられて様子がわか

げられるようだ︒そして︑命中また命中︒直撃弾は︑艦の中︑後部に集

が震動する︒至近弾も︑ぐっと近くなって︑爆発のたびに船体を持ち上

とない︒次は至近弾︒そして︑またもや命中弾だ︒三万八千トンの巨体

直撃弾だ︒後部に命中したらしい︒艦が前後に揺れる︒足もとが心も

から爆弾を投下した︒また一機︒たたきつけられるような激しいショック︒

舷側に大きな水柱が上がる︒だが︑今後の敵機は︑十分に踏み込んで

電気を送るためにボイラーを焚いているはずであった︒

なり︑中の乗員は脱出不可能になる︒そこで何人かの機関兵が︑艦内に

伝令が報告した︒爆発の衝撃で甲板や隔壁が変形すると︑扉が開かなく

﹁機関科指揮所︒火災︑機関員が閉し込められている﹂

不安の色がただよう︒大支柱に取り付けてある電話が鳴った︒

無限に続くかと思われるような爆弾の炸裂音︒互いの表情に︑ようやく

艦橋の中へ爆煙と哨煙の渦が流れ込んで︑
薄暗くなって釆た︒息苦しい︒

弾片がバラバラと降り注いで来た︒一機が黒煙を曵いて海中へ突っ込ん
だ︒また一機︒息もつかせぬ集中攻撃のため︑
歓声を上げる余裕などない︒
やがて︑敵機は潮が引くように一斉に姿を消した︒
直撃弾こそなかったものの︑連続して爆発した約四十発の至近弾のた
め︑艦の周囲は海底の泥がまき上げられて︑真っ黒な泥海となってしまっ
た︒
機銃台では︑足もとに散乱した空薬爽を片付けるのに忙しい︒まだ弾
幕の残っている上空を見上げると︑別の編隊が呉の上空で舞っている︒

﹁煙で窒息する︒あと数分⁝﹂火と煙に苦しめられている仲間の姿が目

るのは︑十二・七センチ高角砲だ︒またも右舷前方からの攻撃である︒後

赤い曵光弾の束を撃ち上げる︒やや間隔を置いて乾いた音を響かせてい

﹁敵編隊︑来襲！﹂
﹁打ち方始め﹂
︒二五ミリ機銃が︑甲高い音をたてて︑

である︒

りは日向に向かって来た︒進入コースも機数も︑判で押したように同じ

たのである︒先刻と同じ地点で二手に分かれ︑一部はそのまま呉へ︑残

だが︑いつまでも﹁観戦﹂してはいられなかった︒第二波がやって来

走って︑無意識に左前方へ一︑
二歩踏み出したとき︑張り裂けるように異

から︑あまり離れるわけにもいかない︒背筋のあたりに不気味な予感が

へ退避を始めた︒私も体を隠したいが︑羅針儀の前に立ったままの艦長

名ほどもいたろうか︑わずかな器具や壁を楯にとって︑少しずつ左舷側

来た︒鉄板に機銃弾がビシビシと命中する︒このとき艦橋の中には二〇

水柱が上がった︒爆弾を落とした敵機が︑再び昇して機銃掃射を加えて

にある︒被害は︑そこへまでも及んでいるのか︒海面に︑また至近弾の

く電話が途絶えた︒機関科指揮所といえば︑艦のいちばん底の罐室の中

に浮かぶ︒だが︑彼らに何をしてやることが出来るというのだ︒間もな

部と左舷の機銃︑高角砲は使えない︒一番機の黒い胴体が︑みるみる太

様な音響と衝撃を背後に感じて倒れた︒あるいは本能的に伏せたのかも

三︑第二波の戦闘

くなった︒
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橋後部の右舷機銃台を直撃し︑デッキを貫通してその下の無線電話室で

見えるようになってからである︒爆弾が八メートルほど右後方の︑戦闘艦

知れないが︑倒れているのに気付いたのは︑爆煙に吹き払われて周囲が

頭を真っ二つに割られて倒れていた︒

艦橋で勤務していたはずの一人が︑下部見張り所の前まではね飛ばされ︑

る同期の信号員を担って︑ようやく一段下のデッキまで降りると︑戦闘

で︑作業は思うようにはかどらない︒腹部に弾片を受けて︑苦しみ暴れ

羅針艦橋は︑戦闘艦橋から長いラッタルを三つほど降りた所に作られ

炸裂したのであった︒立ち上がったとき︑すでに敵機の姿は見えなかっ
たから︑おそらく最後の一機ガが投下した爆弾だったのであろう︒この

広さにゆとりがあるうえ︑航行することもないので仮包帯所になって

ていて︑航海用の器具や部屋の構造は︑戦闘指揮に使う上の戦闘艦橋と

負った︒薄れてゆく煙を透して私の目に映ったのは︑デッキに足の踏み

いたが︑私達が降りて行ったときには︑すでに各所から運ばれて来た死

とき︑艦橋内に約二〇名︑後部の左右機銃台に五︑
六名ずつの計三十名ほ

場もないほど散乱している死傷者と︑彼らの体の一部分であった︒ある

傷者で一杯になっていた︒死体は山のように積み上げられ︑うめき声︑

同じである︒平時の航海の際はここで操艦をするので︑航海艦橋とも呼

者は白い事業服を紅に染めて転げまわり︑またある者はすでに動くだけ

叫び声の間を衛生兵が応急手当てに走り回っている︒私が戦闘艦橋で見

どが同じデッキにいたと記憶しているが︑後下方で起こった爆発によっ

の力もなく︑血だまりの中で呻いていた︒直撃を受けた右舷機銃台では︑

た地獄の光景は︑艦内数か所いや十数か所で繰り広げられていたのであ

ばれている︒

徴兵前に同じ職場で働いていた同年兵が︑数名の兵と共に奮戦していた

る︒

て十余名が死傷し︑ことに右舷後部の配置員は︑全員戦死または重傷を

はずであったが︑機銃もろとも文字通り散華して︑近くの鉄板に肉片が
わずかにこびりっいているだけであった︒左舷側の機銃員もすべて打ち
にある航海長休憩室の厚い鉄の扉は無造作に裂け︑その向かい側︑艦長

守府へ連絡したいが⁝﹂と言われた︒あまりに負傷者が多く艦内だけで

死傷者の搬送がようやく終わると︑艦長が待ち受けていたように﹁鎮

四︑看護婦の救援看護

休憩室の鉄壁にたたき付けられて立ったままの姿で戦死していたのは︑

は手当て出来ないので︑呉海軍病院の応援を得たいのだが︑電信室もや

倒され︑一人は抱きっくような格好で銃床にめり込んでいた︒艦橋後部

確か機銃分隊長の士官だったと記憶している︒
ネルギーの逃げ場が少ないため︑かえって何もかも破壊せずにはおかな

依頼サレタシ﹂
︑と発光信号を送ったが﹁陸上電話線故障︑中継不能﹂の

私は︑対岸の倉橋島の大浦基地に﹁本艦死傷者多数︑鎮守府二迎ヘヲ

られて交信不能になっていた︒陸上を中継するよりほかに方法がない︒

い力で室内を暴れ回リ︑鉄板を引き裂き︑人体をむごたらしく傷つける

信号が返ってきた︒戦闘艦橋のリノリウムばりのデッキは︑赤い池のよ

鉄板で囲まれた狭い艦内での爆発は︑陸上や海面での炸裂と違ってエ

のであろう︒

電室をやられてから︑敵情は全く入って来なくなったが︑時刻からみて

うになっていて︑慎重に歩かないと血のりに足をとられて転倒した︒無

めて︑死傷者を下の羅針艦橋へ運ぶよう命じた︒だが︑生存者は十余名

もまだまだ攻撃は続くてあろう︒

艦長はしばらく呆然としておられたが︑上空に敵機がいないのを確か
しかいないうえに︑下へ降りるラッタルが破損して足場が悪くなったの
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戦友が残した血潮を洗い流し拭き取って︑次の来襲に備えた︒だれも

白衣を血に染めて手当てを始めていた︒移送作業の合間に︑交代で戦闘

数の配置員を残して︑
総出で重傷者から担荷に乗せた︒すでに看護婦達は︑

早朝から休みなく働いていたので︑疲れ果てて︑腰から膝にかけて力が

彼も︑自分の血︑他人の血で白い事業服を赤く染め︑黙々と作業をして
ふと海面を見下ろしたところ︑いつの間にか数隻の漁船が出て来て︑

入らない︒しかし︑あわただしい食事が済めば︑また死傷者を運搬しな

配食の握り飯を食べる︒手の汚れは︑
もう気にならなかった︒それよりも︑

至近弾の水中爆発のため白い腹を出して浮いている魚を︑競争のように

ければならない︒太陽は真上から照りつけ︑さざなみがぴたぴたと舷側

いる︒

網ですくい取っている︒艦内に多数の負傷者が苦しんでいるのとは︑あ

を軽くたたいている︒

風はない︒いつものように物憂いほど静かな夏の日の午後であっだ︒

まりにも対照的な光景であった︒あの漁船で負傷者を病院へ運べば︑助
かる者も多勢いるのである︒大声で呼びかける声もあったが︑生業に余

少なくとも七︑
八発の直撃弾を食ったはずであったが︑日向はがっしり

と浮いていた︒火災もすべて消し止められている︒ただ︑爆弾が集中し

念がないとみえて︑全く反応がない︒
一一三○ごろだったと思う︑音戸ノ瀬戸を抜けて三隻の曵船が近づい

﹁敵機来襲！﹂
﹁戦闘配置に就け﹂
︒曳船は死傷者の収容を中止し︑急い

た中部の上甲板から後部の射出甲板にかけては対空火器にかなりの損害

目を血走らせ黙々と血のりを拭っていた連中が︑腰を上げてどやどや

で舷側から離れた︒編隊は日向の右前方を通過して︑呉を目指している︒

て来た︒十二センチ見張り眼鏡の焦点を合わせると︑船上に白衣の姿が

集まって来た︒望遠鏡をのぞいて奇声を上げる者もいる︒それは︑危険

数機が本隊から離れて急降下態勢をとったが︑命中しなかった︒再び曵

をこうむっているらしい︒高角砲や機銃を︑なんとか直そうと︑手を油

を冒して呉海軍病院から負傷者の収容に来てくれたことに対する感謝と

船が寄って来る︒呉の上空は︑
はや対空砲火の弾幕で真っ黒になっている︒

見えた︒看護婦だ！

安堵の表現であったが︑半面︑久しぶりに女性の姿を眺めることが出来

爆撃を終えて帰る途中だったらしい二︑
三機が︑いきなり機銃を撃ちかけ

だらけにしている姿が方々に見られた︒一三〇〇ごろ︑南の空に編隊が

た喜びの声︑と言った意味も強かった︒私達は内海に停泊していたにも

て来た︒左舷の機銃台が応戦し︑曳船はあわてて避退して行く︒こんな

﹁曵船が来ます︒病院かららしい看護婦が乗っています︒本艦へ向かっ

かかわらず︑三か月以上も異性と接する機会がなかったし︑つい先ほど

ことが数回繰り返したように思う︒波状攻撃がある度に収客作業を中断

湧いたように姿を現した︒

地獄の業火をくぐり抜けて殺気だっていた時であっただけに︑白衣の乙

されはしたが︑一五〇〇ごろまでに収容者で一杯になったので︑艦内に

て来る﹂

女達の姿は天使のように見えた︒気のせいか︑今まで沈欝だった艦橋の

はまだ死傷者が残っていたが︑ひとまず呉へ引き返すことになった︒

手を振っている白衣の姿が︑レンズの中で小さくなって行く︒私達は

五︑第三波の戦闘

空気も︑ややほぐれて来たようであった︒笑顔を見せている者さえある︒
艦長も︑ゆったりと双眼鏡を下ろして︑穏やかに
﹁負傷者移乗の用意にかかれ︒信号員！ 曵船へ︒御苦労さん︒と信号
を送れ﹂と言った︒三隻が舷側に横付けしたのは︑正午少し前である︒少
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再び視線を空へ戻した︒しばらくは静寂がつづいた︒
やがて︑南の青空が一団のゴマ粒を吐き出した︑ゴマ粒は間もなく豆

かすかに︑明かりがさしてきた︒黒煙の切れ間から︑海が︑向こうの

山がぼんやり見える︒隣にだれか倒れている︒煙で息が苦しい︒左にかく︑

今朝から定期航路のようになっているコースを北上して来る︒どうし

艦長のそばに立っていたはずなのである︒爆風で吹き飛ばされて来たの

気がついた︒私は︑
その張り出しに倒れているではないか︒艦橋の中央で︑

左舷の張り出しまで出て︑空気を吸おう︒起き上がろうとして︑はっと

て彼らは︑こうも同じ接敵法を繰り返すのであろうか︒右前方四五度方
であろう︒

粒ほどの大きさになり︑数梯団の編隊にふくれ上がった︒

向︑五千メートルあたりで左ヘパンクして日向へ機首を向けた︒次の編

上がる︒新鮮な空気を一杯に吸い込むと︑胸がきりきりと痛んだ︒

艦橋の中にこもっていた爆煙が風に吹き流され︑明るさが戻って来る

まだ他人のもののように感覚のない手足を突っぱって︑ようやく立ち

隊も︑その次も︑旋回して態勢を整えている︒
﹁対空戦闘 ﹂
︒
! この甲高い︑
テンポの速いラッバを︑早朝から何回吹奏したことか︒またも︑右斜め
前方から爆撃コースに入った︒対空砲火の力が︑かなり衰えて来ていた

右舷前部の︑天井の分厚い鉄板が大きく裂けて艦橋の中に垂れ下がり︑

に従って︑被害の模様がようやくのみ込めて来た︒

に体当たりするのではないかと思われるほど接近して爆弾を放した︒エ

火の粉を降らしながら激しく燃えている︒前檣楼最上部の防空指揮所に

こともあったろうが︑今までの攻撃隊のうちでは最も勇敢であった︒艦
ンジンの轟音が︑
艦橋を揺するようにひびく︒至近弾だ︒その次も外れた︒

命中した爆弾が︑甲板二層を貫通して三層目の測的所甲板で炸裂したの

である︒測的所甲板は︑私達のいた戦闘艦橋の天井でもあった︒

艦は水柱で取り囲まれ︑
デッキの上にも︑
どっと崩れ落ちて来る︒ガンッ！
遂にやられた︒前檣楼全体が︑ぐらぐらっと揺れる︒命中の衝撃が続

右舷前部で十一センチ望遠鏡に就いていた見張り貝員は︑右大腿部を

そして艦橋の床では︑再び凄惨な情景が繰りひろげられていた︒第二

わずかに残っている機銃台は︑過熱した銃身に水をかけながら応戦を

根もとからもぎ取られて即死し︑その傍らに倒れていた三︑
四人の氏名は︑

いた︒艦橋の中を爆煙が吹き抜けて行く︑機銃の発射音が︑急に衰えて

続けている︒舷側から浸水が始まったのか艦が右に傾き始めた︒いきな

すでに判別し難かった︒艦長は︑全身に火傷を負って︑羅針儀の付近に

波の爆撃の際︑艦橋員は半数ほどが死傷して︑すでに十余名に減ってい

り頭上で爆発が起こった︒音︑というよりも圧力といったほうが正確で

倒れていた︒私は︑確かに艦長のすぐ左後方に立っていたのだ︒それが︑

来たようだ︒爆弾が当たると︑付近の対空火器は使えなくなるので︑全

あろう︒体が裂けたかと思われるような衝撃を受けて︑すべての感覚を

どうして助かり︑艦長が黒焦げになるほどの重傷を負ったのであろうか︒

たのだが︑生き残りの約半数がまた倒されたのである︒

失った︒しばらくは何も見えず︑聞こえない︒いや︑胸だけが押しつぶ

運命という一片の言葉だけでは片付けられない不思議である︒天井が︑

体の防御砲火が弱くなり︑爆撃はますます正確になってゆく︒

されるように痛かった︒痛いと感ずるのは︑まだ生きている証拠なのか︒

火の塊が降って来る︒下からも︑どっと煙が吹き上げてきた︒羅針艦橋

またたく間に火の海になった︒厚く塗ったペンキが燃え︑鉄板が燃えて︑

金魚が水面に口を出してバクパク空気を吸っているような格好だったで

からも︑激しい火炎が舞い上がっている︒あとで羅針甲板右側にも被弾

冷たい風が頼をかすめたような気がして︑
無意識に口を開いた︒おそらく︑
あろう︒
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から燃えさかっている︒防空指揮所から見張り員が六︑
七名︑転げるよう

に降りて来て︑
﹁上も火災だ︒負傷者が降りて来られない﹂というが︑私

があった︑と教えられたが︑いつ命中したのか覚えていない︒
呉方面から帰って来たらしい編隊が︑急に身をひるがえして接近しで

達も負傷者の救助どころか︑生存者まで火に包まれそうな状態になって

ラッタルは破壊され︑下も火の海であったが︑戦闘艦橋から脱出でき

来た︒戦闘艦橋で生き残っていた七︑
八名は︑ドラム罐や望遠鏡の架台を
残して次々に飛び去って行く︒爆撃の恐怖があまりに大きかったため︑

そうな方法が二つあった︒一つは︑マンドレッド︵弾片防御物︶として

いた︒

私達は敵機が接近して来るたびに︑右に左に逃げ回った︒しかも︑なる

吊るしてある口ーブを解いて︑艦橘の外側を二〇メートルほど伝って最

楯に姿勢を低くし︑デッキの血だまりに伏せた︒敵機はガーツと爆音を

べく集団の中心に自分を置こうとする︒そこには︑士官も︑下士官も︑

から︑揚艇用デリックのワイヤを伝って︑空中サーカスのように煙突の

上甲板まで降リる︒ただし︑途中で火炎の中をくぐり抜けねばならず︑

繰り返しているが︑機銃掃射も爆弾投下もしない︒

探照灯台までの約二〇メートルを逃げるのである︒気の早い者が︑ロー

兵隊もなかった︒自分だけは生き延びようとする︑赤裸々な人間本然の

﹁大丈夫だ︑撃って来ないぞ﹂大声で叫ぶと︑二︑
三人がつられたよう

ブを解くのを待ちきれずに︑二センチほどの太さがあるデリックのワイ

ローブが焼け切れてしまうおそれもあった︒もう一つは︑戦闘艦橋後部

に立ち上がった︒上空を見上げると︑一杯に広がっていた弾幕もきれい

ヤにぶら下がった︒うまく行けばよいが︑と見守っていると︑手を滑ら

姿があった︒そのうちに︑ふと気がついた︒彼らはしきりに攻撃のまねを

に拭い去られ︑青い夏の空に数機の敵機が︑日向の最期を見届けるように︑

防毒面を付けたので︑息苦しさからは解放されたが︑火はますます燃

せて十五メートルほど下の短艇甲板に墜落してしまった︒

日向は︑わずかずつではあったが︑傾いて行くようであった︒致命傷

えひろがり︑壁の鉄板が赤くなった︒ようやくロープの用意が出来ると︑

旋回を続けていた︒
になった一弾というものはない︒艦齢二十七年の老戦艦にとどめを刺し

だれかが﹁敬礼﹂と叫んだ︒それは︑艦橋を放棄する敬礼なのか︑艦

副長が﹁後艦橋で指揮をとる﹂と言い残して︑垂れ下がったロープを握っ

米戦略爆撃調査団の報告書には︑七月二四日︑〇九一五から一六三〇

橋に残して行かねばならない戦死者や艦長以下の重傷者に対する決別の

たのは︑十数発の直撃弾と数十発の至近弾の集積であった︒外板のリペ

にわたって約百機が呉地区を空襲し︑うち五︑
六十機のＴＢＭ︵アベン

敬礼なのか︑よくわからなかったが︑私は︑配置を守って戦死した同期

た︒

ジャー雷爆撃機︶が日向に約二百発の爆弾を投下︑直撃弾十︑至近弾

の鴨井水兵長に視線を送って敬礼を捧げた︒右舷側で倒れている彼の遺

ツトがゆるみ︑舷側が開いて︑徐々に浸水して行ったのである︒

二十ないし三十発を与えた︑と記されている︒しかし︑私は︑来襲機数

体は︑すでに炎の壁の彼方に在った︒

火用水を頭からかぶって︑順を待つ短い時間が︑実に長く感じられた︒

炎の中へ降りて行った︒火はますます燃えさかっている︒ドラム罐の防

副長が姿を消すと︑統いて航海長︑見張長と︑士官︑下士官の順で火

と命中弾は︑この数字よりもっと多かった︑という印象を持っている︒

六︑艦橋からの脱出
火が︑足もとの鉄の甲板を︑じりじり焼き始めた︑天井は︑かなり前
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ようやく順番が来て舷外に乗り出すと︑吹き上げてくる熱気に包み込
まれ︑下部見張り所の横を通過して羅針艦橋にさしかかるころには︑全
く火の中にのみこまれた︒思わず握りしめた手をゆるめると︑もんどリ

やがて長かった七月二四日の太陽が︑倉橋島の陰に沈んで行った︒暗

黒の中で前檣楼は燃え続け︑海面を赤く染めた︒

二〇〇〇ごろ︑航海科員に総員集合がかかって人数を調べたところ︑

信号︑見張り員など総数七十余名のうち︑集まったのはわずか十八名し

へ配属された同期の信号員五人のうち生き残ったのは︑私と浦野水兵長

打って下の甲板にたたきつけられた︒幸い距離が短かったので︑どこに
見上げると︑二︑
三人が団子のようにロープにつながったまま︑火勢に

の二人だけになっていた︒右肩に掛けていたはずのラッパが︑なくなっ

かいなかった︒犠牲者の多くは若い兵隊で︑航海学校を出て一緒に日向

ためらっている︒この連中もどうにか無事に降りられたが︑その直後に

ていたのに気付いたのは︑その時である︒空襲のたびに︑幾度も﹁対空

も傷はない︒助かった︒

ロープが焼き切れた︒残った者は︑再び揚艇用デリックのワイヤにすがっ

戦闘﹂を吹鳴したラッパがなかった︒取り外した覚えは︑全くないので

私のすぐ右にいた鴨井水兵長が戦死し︑艦長が瀕死の重傷を負ったの

て︑軽業師のように煙突へ渡り始めたが何名かは力つきて下の甲板へ落
戦闘艦橋より上の︑防空指揮所や測的所甲板から逃げ遅れた者は︑火

は︑全くの偶然であろうか︒これは︑ラッパが私の身代わりになってく

ある︒艦橋の真上で爆弾が破裂したとき︑
吹き飛ばされたのかも知れない︒

煙に追われて︑二︑
三十メートルの高所から海面めがけて身をおどらせた

れたのではないか︒そう思うと︑なくなったラッパに感謝する気持ちが︑

下した︒

が︑大部分は露天甲板に転落して即死した︒その中には︑私と同期の男

こみ上げて来るのであった︒

七︑ついに擱坐

前だった見張り員の姿もあった︒十名ほどの生存者は︑副長と共に誘爆
している銃砲弾の弾片を避けながら︑変わり果てた上甲板を走って後艦
橋へ移った︒後部見張り所に上がると︑数発の直撃弾を受け大きく崩れ

れて︑風に泳いでいた︒夜更けと共に火勢も衰え始めたが︑艦体の傾斜

後檣には︑日没時に降下するはずの軍艦旗が︑前檣楼の火炎に照らさ

エレベーターも陥没している︒艦の中央部︑第三︑第四主砲塔横のデッ

はますます激しくなり︑ギギーツと異様な音をたてながら︑艦尾から沈

落ちている射出甲板の全貌が見えた︒
キにも大穴が開いていた︒脱出してきた巨大な前檣楼は︑
真っ赤に焼けて︑

うである︒怪音は明け方まで続いた︒海底が浅いことは知っていたが︑

み出した︒怪音のたびに艦が震動し︑海面が泡立ち盛リ上がって来るよ

呉から数隻の消防艇が救援に来てくれたが︑高い前檣楼までは水が届

艦体の亀裂︑転覆という事態を想像すると︑疲れ切っていても眠る気に

数十メートルも黒煙を吹き上げている︒上空に敵機の姿はなかった︒
かない︒しかし︑日没までには︑上甲板や射出甲板の火災はすべて鎮火

はなれなかった︒

煙を風になぴびかせている︒主砲砲台の一︑
二︑
三︑
四分隊には死傷者はほ

で点呼が始まった︒前檣楼の猛火もようやく治まって︑暁の光の中で白

翌二五日〇四〇〇︑総員集合︒廃虚のようになった上甲板や射出甲板

した︒前檣楼は強い西日を浴びて︑南の風にあおられながら︑ますます
火勢を増して燃え上がっている︒
私は︑全身黒焦げになって戦闘艦橋で倒れていた艦長の姿を思い出し
ていた︒私は︑燃える艦橋から目を離すことが出来なかった︒
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きく︑機銃の応援に行っていた整備科員を含め︑この三個分隊だけで戦

とんどいなかった︒五︑
六︑
七分隊は高角砲︑機銃員だったため被害が大

て来たとき︑我慢しきれなくなった機銃員が引き金を引いたが︑後檣の

つわけにもいかない︒一度だけ編隊を離れた一機が︑機銃掃射を仕掛け

この日︑呉軍港周辺では戦艦伊勢︑榛名︑巡洋艦利根︑青葉︑大淀な

陰で機銃弾を避けていた副長が︑
発砲音に気付いてあわてて﹁打ち方止め﹂

の他の各科も相当の死傷者を出し︑戦死者の総計は艦長以下約五百名︒

どが日向と同じ運命をたどった︑と聞いている︒擱坐してからも︑私達

死三百名に上ったと記憶している︒十一分隊・通信科全滅︑十四分隊航

全員の半分近くにも達したろうか︒戦死者に黙濤を捧げたあと︑信号︑

は情島からボートで日向に︿通勤﹀して︑後檣に軍艦旗を掲げ︑機銃に

と怒鳴ったので︑あっという間に交戦は終わり︑敵機も飛び去った︒

見張り︑機銃︑高角砲員を残して︑他は情島に幕舎を建てて待機するこ

配員して警戒体制をとっていた︒

海科の信号・見張り貝も四分の三戦死︑残存していた機関科も全滅︑そ

とになった︒艦は沈んでも上甲板から上は海面上にあるので︑所期の目

日朝︑突然雷に打たれ薄桃色のキノコ雲が立ち上がるのを望見したのが︑

もはや戦闘はなかった︒そしてその状態が日常化していった︒八月六

ただし︑罐室が全滅して発電出来ないため主砲の発砲は不可能︑機銃

唯一の異変事である︒そのころ私達は︑八月十五日付で日向が第四予備

的どおリ海上砲台になったのである︒
や高角砲も手段をつくして修理を行ったが︑当面の戦闘に使用出来るの

艦に編入される︑という内報を知らされた︒
﹁予備艦船規則﹂に第四予備

戦艦日向の戦争は七月二四日で終わっていたのである︒

充ツルヲ例トス﹂と記されている︒

艦とは﹁船体等ノ現状如何二関セズ当分就役ノ目途ナキモノヲ以テ之二

は︑三連装二五ミリ機銃五基だけという心細い砲台であった︒
その後も日向は︑ゆっくり沈下を続け︑二五日夕刻には︑一四番砲塔
付近の上甲板を海水が洗い始め︑二六日早朝︑ほぼ水平の姿勢のまま全
着底した︒
日向が大打撃をこうむってから四日後の七月二八日に︑米航空機動部

八︑鎮魂への思い

七月二四日がめぐって来るたびに︑私は炎に包まれていた日向の姿を

隊は︑また呉軍港に攻撃隊を指向して来た︒敵編隊は赤褐色に焼けただ
れて擱坐している日向には目もくれなかった︒この日は艦載機ばかりで

思い出す︒かつての一兵士には︑正義の戦争と誤った戦争との間の明確

撃つな﹂と言い含めていたのである︒副長としては︑これ以上の犠牲者
を出したくなかったのであろう︒敵機の中には疑ぐり深いパイロットも
いたらしく︑︿死んだふり﹀をしている日向の上空を低く旋回する者もあっ
た︒
機銃員達は闘志をむき出して口惜しがったが︑命令が出ていては︑撃

︵兵庫県明石市西明石三│一一│二六︶

冥福を祈りたいと願っている︒

私は︑生き残った戦友とともに︑平和の日を見ずに倒れた戦友に対して︑

とは断言できる︒

ば︑どんな種類の戦争でも︑戦場は人間にとって地獄であろうというこ

な一線が理解し難いが︑乏しい戦闘体験に基づいて言わせてもらうなら

なく︑沖縄か硫黄島から飛来したのだろうと思うが︑双胴のＰ を伴っ
たＢ の編隊が次々に頭上を通過して行く間︑日向は沈黙を守っていた︒

38

艦長代行の副長が︑事前に機銃指揮官や機銃員達へ﹁撃つな︑絶対に

24
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軍艦旗だけは決して米軍に渡してはならぬ︑よいか︑わかった

万寿生

か﹂と二︑三回云われて︑私は二︑三日すぎて︑実家に軍艦旗を
家にもって帰った︒

﹁日向﹂軍艦旗返還の思い出
浜
日向は情島の西側に座したまま軍艦旗降下の日がやって来た︒
上甲板に整列して君が代の音も今は静かなうちに降下され︑全員情島
宿舎に戻り軍艦旗は正面の棚に置かれた︒
私は主計下士官で残務整理員に指命され︑日向乗務員の解散︑除隊︑
呉鎮転勤︑その他の手続︑書類の作成に約一ケ月間を作業して︑最後になっ
た方は一〇名程度となりました︒
その時の上司の方の名前は忘れましたが︵それは軍医長でした︶
︑初に︑
﹁浜二主曹︑この日向軍艦旗だけは決して米軍に渡してはならぬ︑よいか︑
わかったか﹂と二︑
三回云われて︑私は二︑
三日すぎて︑私の実家が江田
島町ヒトノセにありますので︑軍艦旗を家にもっ
て帰り︑母に紙に包んで︑これだけはたのむ︑と
云って︑情島に再び帰って来ました︒
私も数日後呉鎮に帰り︑残務整理をすませまし
て除隊になりました
その後昭和四八年︑大君の伯母より軍艦旗が
あったと云って︑私に届けてくれました︒
伯母の話では︑私の母が︑江田島には米軍がい
るので︑いつ調べに来るかわからん︑と云って︑
ふとんの中にぬいこんで渡したものらしいです︒

︵母は昭和二八年に死亡︶

その後私もよい機会にめぐまれず今日になりましたが︑丁度︑日向英

霊三十三回忌に返還出来たこと︑小生はこれ以上の事はありません︒

︵広島市東区愛宕町七│五︶

今日八月一五日︑英霊よ静かに眠り下さいと戦友の冥福を祈りながら
筆を置きます︒
合掌
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Ⅸ 潤いなくして

いて︑景観も抜群︑清潔感漲り︑その頃︑道端の共同丼戸の水を使って

の景色に魅せられて︑遠足の疲れもある程度癒されたが︑海田市駅から

親子三人での花見遠足の最後は︑呉駅迄歩いて﹁呉 海
―田市﹂間の切
符を手にして嬉しかったこと︑車窓から激しく移り変わる美しい海岸線

思い出語りを聞いた︒

で一休みし乍ら︑呉に移転した安芸郡役所に勤務していた頃の父の想い

昼食を早めに済まして︑相変わらず険しい山道を降り︑二河の滝の前

各地でも︑家財を田舎へ疎開し︑あるいは手近に所有する山林

盈

いた私達は︑呉市民の幸せに羨ましさを感じた︒

植田

へ避難小屋を建てる人が多くなった︒

呉海軍鎮守府建設頃の
挿話及び呉空襲を目撃
一︑呉海軍鎮守府を建設した頃の挿話

我が家まで一 キロの野道は遠かった︒

この呉線が開通したのは明治三六年で︑機関車も客車も山陽本線に比

政府は広島県安芸郡呉湾に海軍鎮守府を置くことを決めた︒
当時︑安芸郡役所は船越村にあったが︑早期にこの大事業を遂行する

べて小型であり︑何よりも車内に照明燈がないので︑トンネルに入ると

れた︒

た︒合格を確認しての帰途︑午前九時十五分頃︑突然空襲警報が発令さ

昭和二十年三月十九日︑長男︑植田寛治の広島一中合格発表の日であっ

二︑呉空襲の目撃体験

場を選んだものと思われる︒
︒

安芸郡役所は海田市町に再移転したが︑安芸郡役所を辞して出身地の役

とある︒明治二九年︑呉鎮守府建設完了をもって︑呉は独立市制を敷き︑

父が残した履歴書によると︑明治二九年八月一八日︑船越村書記拝命

折往時の厳しく苦しかった生活の語り種にされた︒

勤の頃に履いた稲藁で作った雪靴と﹁カンジキ﹂がぶら下げてあり︑時

大正一〇年に建て替える前の︑我が家の古い納屋の片隅に︑父が呉通

だ残っており︑
﹁マッチ箱車﹂とのニックネームがついていた︒

大正一一年︑私が広島へ通学した頃︑呉線に乗ると︑往時の車両がま

真っ暗くなり不自由であった︒

ため︑安芸郡役所を船越村から呉和庄村に移して︑この大事業を推進した︒
明治二五年四月二一日︑呉海軍鎮守府を開設することができた︒
︵因み
に海軍兵学校ができたのは明治二一年八月︶
明治一六年から安芸郡役所に勤務していた私の父も呉に移った安芸郡
役所に通勤することになった︒
当時汽車は未だ通っていなかったので矢野峠︑焼山︑二河の峠道等︑
可成り険しい山道を歩くしかなかった︒夏は藪蚊︑ぶよ︑蜂︑むかで︑
まむし等にも悩まされたらしい︒
服装も和服で袴姿に草履履き︑雪の降る日は自家製の稲藁で作った雪
靴を履いて︑片道五︑
六時間歩く︒
月曜日には午前三時に家を出て︑年前九時に郡役所出勤︑平日は故島
本静夫氏宅に下宿住まい︒土曜日の午後は逆路を急いで帰宅︒母が老父
母と二人の幼児を抱えて守る五反ばかりの棚田耕作を手救けした︒
私が小学校五年頃の桜の季節︑早朝両親は花見弁当を作って︑焼山の
海軍水源池に連れて行ってくれた︒
水源池は全周緑の渓谷の中に堰堤や管理施設などが程よく配置されて
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米国艦載機の大群が豊後水道上空を通り︑瀬戸内海に侵入︑広島湾上
空に来襲︑乱舞したが︑これに応戦する我が飛行機は殆ど見えず︑広島
湾岸の山地や島嶼に備えられた陣地から射ち上げる対空砲火は射てども
届かず︑親子二人で悔しい思いをした︒
昭和二〇年三月末︑沖縄を完全占領し︑制海権︑制空権を完全確保し

呉軍港上空は彼らの完全支配下に置かれ︑Ｂ 編隊は悠々上空を旋回し
爆撃を繰り返して引きあげる︒

軍港警備の高射砲陣地から︑対空砲火で応戦したと思われるが︑Ｂ
底敵機Ｂ に届くべくもない︒

は一万二千メートル上空︑陣地の高射砲の射程距離は八千メートル︑到

29

29

このようなＢ による呉空爆は七月二七日まで︑毎夜連続五日︑略同

時刻に行なわれ︑広海軍工廠や地下工廠等は徹底的に爆破され︑市街地

これに先立ち︑昭和一八年︑Ｂ 対策と帝都防衛に備えるとして︑陸

職場で或いは町で︑
﹁広島からは米国へ多くの診民が渡航して︑開発に

又軍都広島と呉が米軍の攻撃目標にならないのは何故か？

を推進した︒
︵因みに黒山大佐は鼻下に真黒い髭が似合う威風堂々の巨漠

広島製作所に派遣常駐せしめて︑設計︑製造︑組立完成迄共同して工事

した︒緊急且つ秘密保持のため︑当時部内で火砲の権威者︑黒山大佐を

には呉行バスの最前席に巨体を沈めて車外を展望するのが楽しみと聞い

貢献している︒その功績を評価して見逃すのだろう﹂等々勝手な甘えの
昭和二〇年七月二三日午後九時前頃︑警戒警報報が発令されて︑大本

た︒但その頃は汽車もバスも海岸側の窓は完全に遮蔽されて︑美しい海

長男と次男を下に呼び寄せ︑親子六人同じ蚊帳の中で耳を済ましている

盛夏の猛暑の夜︑雨戸を閉めて厳重な灯火管制を行ない︑二階にいた

湾に浮かぷ御台場に据付けたが︑実戦に使用する事はなかった︒この高射

内一基を最優先する事になり︑昭和二〇年七月一号基を納め︑陸軍は東京

ＪＳＷはこの高射砲三基製造に鋭意努力したが︑戦局の急変によりその

に向かうものの如し︑厳重注意すべし﹂とあった︒

と︑西方から異様なエンジン音が聞こえ︑忽ちの内に呉軍港上空を旋回

の脅威とされ︑終戦とともに米国が研究資料として本国へ持去った︒

砲は射程距離二万二千メートル ︑今次大戦中世界最大の高射砲としてＢ

市街地では火災も超こったらしい︑上空が赤く染まった︒

続き︑Ｂ の尾灯が旋回する︒

発の閃光が走り︑続いて爆発音が響きわたる︒閃光と爆音が絶え間なく

雨戸を開けて縁側から呉の上空を眺めると︑暗黒の夜空に大型爆弾爆

しながら猛烈な爆撃を開始した︒

岸側の景色を楽しむことは出来なかった︶
︒

営発表﹁敵機Ｂ の編隊が豊後水道上空を北上し︑瀬戸内海上空を東方

であり︑気も優しい紳士であった︒月二回の休日︵節電の為の停電日︶

軍兵器本部は一五センチ高射砲三基を緊急製造するよう︑ＪＳＷに指示

29

ひそひそ話しもあった︒

避難小屋を造る等︑慌ただしくなってきた︒

その頃から家財を田舎の親戚へ疎開し︑近くの自分の所有する山林へ

無差別爆撃︑焼夷弾攻撃をして︑

29

も大型爆弾や焼夷弾投下により漠大な被害をうけた︒

た米軍は︑Ｂ による本土爆撃を開始︒東京を始め各地の大小各都市を

29

全国民の心胆をさ寒からしめた︒

29

29

その爆撃時間は何時間だったか︑私の感覚では毎夜三〇〜四〇分位か︑

其の頃︑連合国で米︑英︑ソの三国首脳はポツダムで会談し︑七月二六日︑

三︑戦争の指導責任

29

我が国に対して︑無条件全面降伏を宣言し︑勧告した︒
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29

我が国の戦争指導者たちは︑全戦力を失いながらも︑なお本土決戦︑
一億玉砕などと国策を誤り︑無謀にも黙殺した︒
それにより一〇日後の八月六日に広島︒さらに八月九日には長崎と両
市は原子爆弾による攻撃を受けた︒
両市での被爆死者無慮三五万人余り︒今なお被爆による患者が後を絶
たぬ有様である︒
我が国の戦争指導者たちが勇気ある決断を持って︑即時ポツダム宣言
を受諾していれば︑あの忌わしい原爆投下は無かったはず︒ソ連の参戦
もなかったかもしれない︒
数多の学者の反対を無視し︑敢えて原爆投下を命じたトルーマンの責
任は永遠に責められるべきだが︑我が国の戦争指導者たちの責任もそれ
に劣るものではあるまい︒
全戦力失いながら︑己の責任も認めず︑無法な本土決戦︑一億玉砕な
どと唱え︑終戦の機を逸し︑多数の市民を犠牲にしたことを忘れてはな
らない︒

四︑戦後の混乱と広十一空廠の地下工場
終戦後︑財務局から︑広十一空廠の地下工場に保存されていた工作機
械活用の話があり︑広広町小坪の被爆工場を見るチャンスに恵まれた︒
よくぞ秘密裏に︑あれだけの大規模な地下工場を整備したものだ︑と
驚いたが︑戦後︑警察警備の混乱期に盗まれたようで︑特に直結モーター
など金目の部品や取り外しが可能の部品などが盗まれた機械が多く︑残
念ながら︑財務局の好意には応えることが出来なかった︒
昭和二十年八月一五日以降︑約二週間ぐらいは無法状態に陥った感じ
で︑各地の事業所︑工場︑倉庫︑防空壕などに貯蔵されていた物資︑食料︑
衣料品︑薬品等の盗難事件が続いた︒

終戦の詔勅が出てからは夜勤者が無くなり︑夜間の工場警備はわずか
な守衛だけに絞られた︒

それを承知の盗賊団は深夜︑海岸端の工場に小舟で乗り付けて︑各種

二一
―

一三︶
―

機械から小型モーターを外してもち去る︒それが次第に大胆になり︑大

型のものにエスカレートしていった︒

︵広島市安芸区船越二
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戒警報発令﹂と知らせが入った︒何気なく聞いていたサイレン

警戒警報や空襲の知らせは中黒瀬郵便局から︑﹁何時何分︑警

もなく二回目の空襲︑三回目の空襲の時︑野呂山麓の海軍演習場の兵舎

高射砲もどんどん打たれ︑黒瀬町に近い地区で一か所火災がおこり︑間

になった︒

四月十七日︑十一時ごろから一の松光山で火災︑野呂山も長谷も火災

松の根を掘るのは︑老人と小学生高学年の子供達でした︒

く山積みしてありました︒

工場は長谷の入り口付近の奥田橋の北側で︑工場の前には松の根が高

四月十五日から松根油工場の窯を作る︒

ていたのを見に行く︒

三月二〇日朝︑空襲 ――
︒
五区の農家の裏の田へ爆弾が落ちて︑池のように水がいっぱい溜まっ

二組に分かれて宿直することになりました︒

その頃の役場は︑お宮のすぐ隣にありました︒この日から女性職員も

の上に土を盛り︑一週間ぐらいで︑やっと出来上がりました︒

新堂平神社と役場の間に︑地面を長方形に掘り︑上に丸太を並べ︑そ

役場でも朝から防空壕を職員たちの手で掘りました︒

ジオニュースで放送︒

この日は呉と広へ空襲があり︑撃墜は三十機︑撃破二〇機と午後のラ

の上が火災になったが︑兵隊さん達ですぐ消されたそうです︒

清子

も︑経験して初めてその難しさを知った︒

戦時下の郷原・黒瀬
加納
長い間︑蔵の中で眠っていた︑昭和二〇年前半の日記を出して︑繰返
し懐かしく読んだりしています︒
昭和一〇年頃︑黒瀬川の改修工事がありました︒その時︑郷原婦人会は︑
会員一丸となって川工事で一日働き︑その賃金を出し合ってサイレンを
購入したそうです︒
その後︑大東亜戦争が勃発して︑昭和二〇年三月頃からは敵機来襲で︑
度々サイレンが鳴るようになりました︒
警戒警報や空襲の知らせは中黒瀬郵便局から︑
﹁何時何分︑警戒警報発
令﹂と知らせが入ります︒警戒警報と空襲警報解除は一分間鳴らすだけ
ですが︑空襲警報は左手で十回︑指を折りながら︑右手で間隔を同じよ
うに注意して︑サイレンのボタンを上下するのです︒
何気なく聞いていたサイレンも︑経験して初めてその難しさを知りま
した︒このボタン一つで︑村中の人が動くと思えば︑自然と手に力が入

四月三十日︑朝六時から︑一区と二区の境にある胡神社の境内で︑横

四月二九日︑松根油工場の火入れ式︒

昭和二〇年二月一日には中黒瀬で︑徴兵予備検査があり︑二月二二日

一列に並び︑女性十数人で竹槍の訓練をする︒小学生も体操の時間に習っ

りました︒
には︑竹原で徴兵検査がありました︒結果は甲種合格五名︑丙丁戊各一名︒

たそうです︒
招集令状が九枚来る︒

五月十一日十二時半︑突然郷原へ爆弾四発投下︒六月十二日︑郷原へ

後は乙種でした︒
三月一九日朝︑突然︑空襲警報になり︑大きな爆音にびっくりして外
に出ると︑郷原の空一面に敵機が︑呉市街に向かって飛んで行きました︒
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この頃になると︑男性職員も応召されて︑女性が自転車で招集令状を
持って行くようになった︒
新婚間もないに新妻の手に渡したことも︒またある時は︑胸の病で病
床から起きて縁側に受け取りに出られた本人に渡したことも︒
またある時は︑村の西側の高い集落へ自転車を押して上っていると︑
一人で畑を耕していた手を止めて︑びっくりして私の行方をじっと見て
居られました︒
令状を渡した家を出る頃には︑近所の人が大勢集まってきていました︒

兄嫁と子供二人は近くの防空壕に入っていたそうですが︑子供二人

が元気でいるのを見たとたんに︑兄嫁は三時間ぐらい気を失ったそう
です︒

兄は家族を連れて郷原へ帰りました︒

兄も招集令状が来て︑広島の原子爆弾の落ちた後へ入隊し︑終戦のた
め帰されたそうです︒

郷原からその日に三名入隊し︑三名とも若くして亡くなられたそうで
す︒

昭和十九年から二〇年にかけて︑安浦海兵団郷原演習場の兵舎ができ

たばかりで︑海軍用地の土地代が何回かに分けて支払われ︑そのうちの

出征兵士を送る前日は朝から酒盛りの準備をして︑夜は親しい人たち
で︑ご馳走を囲み︑軍歌や面白い歌など︑手拍子うって賑やかにしたも

一回分を呉市内の銀行へ先輩と二人で受け取りに行きました︒

︵東広島市黒瀬町兼沢一八八三︶

現在の平和のありがたさに感謝しています︒

所に住んでいるので︑毎日のように聞きながら︑いろいろ思い出しては︑

七十年近を知らせたり︑空襲を知らせてくれたサイレン︑呉市に近い

そうです︒

二人で十三万円余り持ち帰りました︒終戦後︑土地は地主に返された

のです︒
出征の日には村中の人が新堂平神社に集まり︑小学生が出征兵士を送
る歌をうたって︑親類の方や近所の人︑在郷軍人︑婦人会の方たちから
歓呼の声で送られて行かれました︒
終戦近くなるにつれ︑前日の酒盛りだけは今まで同様にしても︑出征
の日には親類の人や近所の人のみで︑バス停や村外れまで送るのがやっ
とのようになりました︒
その頃の小学生も本当によく働いたと思います︒
登下校も藁草履を履いて︑体操や遊ぶ時間には裸足で外に出て︑教室
に入る時には︑校舎の裏の足洗い場で足を洗って入っていた︒農繁期に
は麦刈や田植え︑稲刈りの手伝いなど︒
七月一日未明には︑敵機が頭の上を過ぎたようなので︑防空壕の外に
出ると︑呉市街地の空が赤く染まっていました︒
それが呉市大空襲の火災でした︒
その夜は︑呉市元町に住んでいた兄が︑呉の街も危なくなったので︑
郷原へ帰る相談や準備に帰っていたので︑すぐ呉に行きました︒
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夢に娘が寒い寒いと云って度々出るので︑不思議と思い今の殉国之塔

家族を守り︑男子の代わりに職場に出ていき働きました︒

に喘いでおりましたが︑それに堪えることが銃後の守りと信じ︑不平も

若者もいなくなり︑男子も益々減少︒家庭は淋しくなり︑困苦と欠乏

学徒動員︑挺身隊徴用︑次々と動員がかかっていきます︒

ますが︑その時の気持ちは何とも複雑なものでした︒

﹁元気で帰ってください︒私も頑張っておりますから⁝⁝﹂と心に誓い

お祝いを申し︑激励の歌と小旗を振ってお見送りしたものです︒

婦人会は国防婦人会と改名し︑召集令状で出征される家庭を訪問しては

フキエ

のところに行ってみると︑遺骨が土より出て雨ざらしになっていた︒

戦時中の生活について
横間
今年は︑戦後六十年を迎える節目の年となります︒
六十年前の戦争を生き抜き︑その恐ろしさを体験した者は︑現在の状
豊かとなった社会︑けれどもその反面の利己主義や不道徳など⁝⁝︒

ました︒主食は︑麦︑粟︑大豆︑とうもろこし︑コーリャンなどがほと

当時の食生活は総て配給制で︑一日につき一人の量も決められており

言わず︑隣組が一緒になって暖かい助け合いの心を通わせたものでした︒

ただひたすらに愛国心に燃え︑大東亜戦争に勝つためにと︑一生懸命個々

んどで︑米は時にほんの少々︒副食は木の芽や草の根など︑食べられる

況を想像したことがあったでしょうか︒

に励み空腹に堪えたあの頃︒
﹁一億一心﹂
とか
﹁欲しがりません勝つまでは﹂

ものは何でも野や山から持ち帰り︑主婦の智恵で補っておりました︒

精神力 根, 性︑努力の素晴らしさ︒

今考えれば︑よくも栄養失調にもならなかったものです︒当時の人の

行われており︑私たちは昼夜の境なく︑守りを固め頑張りました︒

空襲も度々ありましたので︑その目標になるからと厳しい灯火管制が

やりくり算段に苦心しました︒

こまめに繕い仕事︒生活費も制限されておりましたので︑当時の主婦は

二〇燭の電灯に布の袋をかけた乏しい明かりの下で夜なべをし︑針を

料も切符制で︑着るものも大切にしておりました︒

子どものおやつは芋飴︑はったい粉︑きな粉︑手作りのパンなど︒衣

酒も清酒ではなく合成酒を五勺︑一合といった具合︒

嗜好品もたまに配給︒例えば︑煙草は一箱でなく三本とか五本とかで︑

と分け合い食べたこともあります︒

一寸の空き地︑一粒の種も無駄にせず耕作しました︒その実りを知人

とか︑ことあるごとに教えられてまいりました︒
隣組︵戸数十五軒位の単位で一つの班を結成︶
︑井戸端会議︵各世帯に
水道がなく︑主婦が共同で一つの水道を利用し︑必要な水を持ち帰って
いた︒
︶などを通じ︑近隣とのふれあいを深め︑助け合い︑励まし合って︑
お互いを元気づけたものでございます︒
昭和一六年一二月八日︑日本は米英に対し宣戦︑その後昭和二〇年八月
一五日に終戦を迎えるまでの三年八か月というものは︑皆がただ勝利を信
じておりました︒
大方の男子には︑あそこにもここにもと召集令状が伝わり︑命を御国の
ために捧げることは男子の本望と︑誇りをもって家族を後に次々と出征さ
れました︒
残されたのは︑老人に婦女子でございます︒当然︑稼働カや収入は減少
しました︒
しかし︑主婦は下を向いてばかりはいられません︒
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そして︑暖かなふれあい︑助け合いに感謝の念が一層湧いてくるこの
頃です︒
六十年前戦死された多くの方たちの冥福を心から祈念いたします︒
戦争はあってはならないと世界中の人は平和を願っている筈です︒
今の社会は驚天動地︑混乱し︑何を信じて暮らせばよいのか分からな
くなってきております︒
親と子の絆のもろさを露呈する悲しい出来事も次々と起こり︑不安が
いっぱいです︒
戦時中を生き抜き︑敗戦後も困難辛苦を体験した者にすれぱ︑納得で
きないものを感じます︒
もっと昔を知り︑もっと人の道を守ってください︒
現在の豊かな杜会の礎には︑過去の偉大な方々の陰の力があることに
気付き︑感謝の心をもっていただきたいと切に願います︒
︵平成一七年一
月三〇日︶
︵呉市警固屋五丁目一一│一五︶
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Ⅹ

戦場の暮らし

残り家屋は次々焼け拡がり︑その猛火熱煙のため避難の人々は
壕の奥へ向け必死に人を押しつけるため︑叔母が抱きかかえた

初

三男と側にいた次女は押し倒され踏みつけられた︒

海軍哀愁の栞
原田
今日︑国の平和と安穏な日常を思い︑遠く過ぎし悲惨極まる敗戦前後
の体験は情感深く忘れ得ない事柄である︒

を回顧する︒

近親軍友の被災

昭和二〇年七月一日から二日︑深夜︑呉市街地および海軍主要施設の

全域爆撃の当日︑私は八本松の﹁原陸上演習場﹂に於いて︑同期士官の
特殊陸上戦闘訓練をしていた︒

これは日本軍の敗退多く︑米軍日本本土上陸戦の予想に対抗するため︑

海軍も︑陸上戦各種戦術訓練を実施していたのであったが︑私等は︑呉

被爆の翌日︑演習中止︑呉被爆の救援等の命により︑急遽呉に帰隊したが︑

施各部隊配属︒前述学校の教官に任命され︑特技指導教育に当たり︑各

学校での普通科︑高等科学生として︑それぞれ専技術の特技専修し︑実

実務精励または特技専修の為︑横須賀の海軍水雷学校および︑機雷対潜

近郷より海軍に入籍十有余年︒この間︑戦前戦中︑各種艦隊に乗り組み︑

らない悲惨さであった︒住宅は付近もろとも︑全焼し︑家族七人のうち︑

屋六室程度の家で︑被爆を心配し︑先ずもって︑伺ったところ思いもよ

居呉本通一一丁目︒現在五丁目付近の奥まった住宅地で︑一戸建ての平

状を述べる︒帰隊当日︑叔父︑池田鶴造呉海軍工廠砲工部主任技師︑住

この後︑救援援助に尽力したが︑まず呉在住していた︒叔父一家の悲

あの繁華街はほとんど悲惨な灰燼と化し︑哀れな惨状であった︒

技能習熟︑練習生の多くは︑艦艇部隊に配属︒あの海戦毎に力闘空しく

長次男は疎開していたが︑叔母﹁寿智美﹂三十五歳︑次女八歳と三男一

私は当時︑昭和九年︑岡山県津山の往古物語り・忠義桜の﹁院の庄﹂

没している︒思えばこれまた無念悲惨の至りである︒

ろ打撃大き南方海域の対潜水艦護衛任務に就き︑幾度にわたり︑対空︑

面艦隊第一護衛艦隊所属の最新鋭の駆潜艇︑水測員長として︑そのこ

空壕に急ぎ避難し︑奥まった所に身を寄せ合っていた︒そこへ次々詰め

人は自宅より︑かねて予想の小坂道上がり︑宅より百メートル余りの防

その時の惨状を助かった叔父から聞くと︑深夜の空襲警報で︑一家五

歳の三人は︑防空壕内で死亡していた︒

対潜戦闘を重ね︑この間敵潜水艦二隻を探知撃沈したことは︑戦記に

かける避難者で防空壕内は人で詰まったとき︑焼夷弾爆撃によって︑入

昭和一八年末︑当時︑対潜技術最高習得者として特命され︑南西方

も残り居り誇りにもしている︒

軍港在泊艦艇︑海軍工廠の多くは︑戦記録にも詳述の通り︑米軍特攻爆

呉海兵団長承命服務として︑懐かしの呉に帰任したが︑その時既に︑呉

られた由で︑叔父も長女と一緒にいたが︑暗闇の叫びの中事態分からず

ため︑叔母が抱きかかえた三男と側にいた次女は︑押し倒され踏みつけ

がり︑その猛火熱煙のため避難の人々は奥へ向け必死に人を押しつける

口付近の家屋は防災予測し取り除いてあったが︑残り家屋は次々焼け拡

撃による惨状を見聞きし︑非情を嘆きつつ︑我が母港呉軍港のその後の

後無我夢中時を過ぎ︑硝煙を漂う外に逃がれ出た後︑悲惨を知った由で︑

昭和二〇年五月︑準士官として︑呉鎮守府付を任命︑南方戦線より︑

戦乱の実情︑並びに︑私が対応した様々な実務体験の内︑情念深い想い
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力を出し尽くし︑悲しうも海洋の彼方に沈みし果てた幾十万の温情極ま

く︑過酷な軍律により︑切磋琢磨して︑国人を思う︑真心で︑己が身の

叔父に︑
﹁なぜ叔母さんが倒れた時助けなかったのか﹂と︑むなしい感

る忠魂の英霊に誠心何れを問わず︑かつまた正々道義尽きることなく我

叔母親子同様︑避難者も亡くなった方がいたと叔父から聞いた︒
情をもって咄嗟に言ったが︑
﹁助けられなかった﹂と従前︑帝国海軍あが

等共々永劫に本道を奉ろう︒

呉被爆市街地の救援の主要

りの海軍工廠重職で︑戦前︑戦艦大和の試験発射を担当したほどの︑心
身共に強く四十五歳の叔父が涙ぐむ︒
細目でその場の様子を情けなく︑親身の私に話し聞かせ︑悲しさに互

私は準士官室先任士官︑呉鎮付︑呉海兵団長承命服務として︑諸般指令

昭和二〇年七月三日︑前述の特命帰隊後︑呉海兵団士官宿舎に居住し︑

寂しさである︒その後︑ようやく求め得た火葬場で︑哀れ口裏のみの念

により︑軍事関連業務のほか︑当時市内戦災による呉市役所および警察

いに手を取り合って一時の嘆きを交わした想いは︑今にしも忘れ得ない
仏で︑叔母と︑幼児三人の遺骨を納め︑抱きかかえて︑丸焼けの長年住

等所管救難処遇事項の援助︑ならびに敗戦時︑呉海軍施設の一部整理等

七月一日から二日夜間︑米空軍焼夷弾爆撃による呉市街地は大被害を

み慣れた住宅の焼け跡の灰の上で深い思いを重ねて悲哀の念仏を唱え︑
の手荷物で︑着のみ着のまま︒叔父は気優しかった妻と幼い我が子の霊

受け︑海軍主要施設にも︑一部同様焼失したが所属隊員職員の奮起と一

直接関与協力実施したが︑これら事項の回顧を次に述べる︒

を風呂敷包に抱いて︑ようよう生き残った長女︑私の姪の小娘﹁政江﹂

般隊員の応援で︑万一を想定配備されていたせいか粛然と整理していた

つらい思いを残し︑岡山県の山奥・新見の里へ遺品もなく︑少しばかり

私を兄のようによう慕っていた︑と三人だけで︑
﹁ようもまぁ焼け残った

隊員と共に市街地救援援助の直接作業指揮指導を指令され︑連日多数の

のを当時傍見したが︑私は直接携わらず︑主として海兵団在隊中︵待命中︶

呉駅で︑煙吹く蒸気列車で帰り行くのを私はプラットで︑涙心に手を

隊員を伴い作業出動実施した︒なお︑この救援の根幹は市役所と︑呉鎮

もんじゃ﹂と言い居った︒
合わせ見送った思い出は︑これまた今にしても情けなく偲び居り悲哀あ

守府従前よりの親密な対応と戦時国家総動員法等の特例により︑また互

助慣例によって委託されたもので︑実情如何を問わず︑限りある全てに

る親身戦禍の一節であった︒
なお重ねての私事ながら︑あの大戦に身内の戦火があったので付加し
それは私が親族の別の叔父叔母一家の従弟四人が︑いずれも呉海軍兵

めて受け︑準士官室で︑在隊者に翌日の予定任務とそれぞれの指揮者を

救援内容は大要を鎮守府または海兵団総務部担当官により︑私がまと

当たったものであった︒

士として艦隊乗り組み︑海戦等において戦功これまた空しう︑それぞれ

指名表示し︑打合せ要望事項検討協議し︑翌朝︑通常通り軍艦旗掲揚︑朝礼︑

ておく︒

洋上に散華した︒このことはこれまた今にしても︑親愛の情念とともに

れる隊内所在の要道器具を配分持参︑各々指定現場に出動し︑現状によ

課業始め︑粛然と行い指示された隊員を各作業別に分隊し︑必要と思わ

この様なことは︑混戦により親身の多くに限りなく︑数々の戦火を受

り︑市役所または警察官︑地域指導者等と打合せ︑または要望を聞き︑

思い深う消えることはない︒
けた悲談の連鎖があり︑また翻って思うに我らが海の軍友も一点の誤りな
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て︑海の激戦を体験した若人も皆︑心根をつまされながらも︑指示に従い︑

それら要請を隊員とも話し合いし︑悲惨極まる救援作業に海軍軍人とし

ならぬ海軍兵として一斉に頭を深々と下げ︑皆者どもそっと両手を合せ︑

木などをかき集めさせ︑その上に皆でお抱えしてそっとお載せして念佛

らし︑悲しく舞う煙臭を避けて下の段に走り降り︑焼地の道端に寄り固まっ

指令出発前に小瓶に入れた情知らずの当時大事な石油を少し周りに撒き散

なお︑その処遇件数は指令事項または状況によって多少変動の日もあっ

て︑海兵団より持込まれた麦飯の昼弁当を汚れ顔で黙って食べながら時折

相協力し合って懸命に︑それはよく指揮処理した︒
たし︑当日の救援内容は帰隊後上部担当官にそれぞれ報告した記憶もあ

り上の煙をそっと眺めた︒
これ又哀れ惨めな思い出である︒

この時この頃のこと数多い惨状を手掛けた思い出話しにも︑いつも話す︑

る︒これら救援内容のうち︑私が担当した作業の一環などを回想する︒

被災者の救援

なお︑この様な悲事は混乱の極みのあの時縁者もなくその都度頼まれ作

業で今まで思いもよらぬ命令に隊員これもご奉公の一端と力合せて重ね重

救援の内︑特に悲惨だったのは︑海軍関連施設近隣市内の和庄町付近
の町民の多くの方々が防空壕に退避され︑爆撃家屋大火災により︑防空

声をつまらせて﹁どうもどうも﹂
﹁たびたび﹂と合悼の方々によりの礼言葉︒

ねやり通したが︑その悲哀の所・場所・手掛数などは今更と思い又不善お

この惨禍は防空壕入口が下方に二方面分かれて︑設備内部は奥で連な

こちらの気丈な隊員等の同じ様なこれ又情感あふれる受礼のお答えは﹁あー

壕内に入口より舞い込んだ熱煙ガスのため壕内で無惨にも︑多くの市民

り︑なおそれより上方に向けて緩やかな坂道のように湾曲して︑上の入

あー﹂とこちらも情けなくつつましく﹁お気の毒に﹂と一言付け加えるそ

悼みごとでもありお控えしますが︑その時その節深く頭下げてお情深く涙

口まで内部で連なり︑これは退避の入出を事態に応じ︑簡便にするため

の様な状景だったろうと去りし思いのみ付け加えます︒

の方が亡くなられた︒

特によく掘削されたものであったが︑防空壕を内部が煙突内の形状になっ
ていたので︑予想外の大戦災で無惨なものであった︒

胸迫る悲状の想いである︒なおこうした惨禍は市内全域に所状は種々あっ

でそれぞれ哀れ涙の親懇の方々に丁重にお渡しを重ねたが︑これ又今に

に主要道路の障害物の取除き作業及び公有地の整理不用品の焼却等こま

状で前述もその一端であったが︑他にも多く救援に携わった市街地は特

膨大悲惨な災害で多くの被災者の緊急援助処遇等それは惨めな限り情

呉市街地等の戦災応急援助

たであろうが︑幾多思いもよらぬ戦禍により嘆かわしい非情が限りなく

ごまとした整理作業も隊員の上校下士官五・六名を指導協力し各地区に分

この惨禍の壕内のご遺体の搬出を我隊員もお手伝いし︑入口外の広場

ありこれ又悔みの限りであった︒
それは﹁葬儀極度の混乱の為︑夏温の時季でもあり︑適宜処置差しつ

ぞれ良く片付けされていた︒こうした一体協力で膨大な残骸を処理した

なお市役所担当者・各地区住民方々︑個人・自宅特に商店の方もそれ

れ実施していた︒

かえない﹂との当局よりの法条例外の口頭伝達があった由で︑最早どう

のであったと思っている︒

こうした無情非情限りない惨状の内にも次の様な実態もあった︒

にもならないとご遺体を灰積の焼跡の上高地広場の片隅で焼けこげの柱
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仮設住宅︵三角兵舎︶設備

広島原子爆弾の被災時呉の現況

又は援助員︑海軍兵員の内工作員などにより︑鋲管の組合せし防水覆︵海

説応急住宅を横から三角型に見えるので﹁三角兵舎﹂と呼び役所の職人

保有物資又は市役所集積物件を海軍等の軍用特設野外兵舎を偽装した仮

これ等住居を失った主要人及び市民の困窮者の救援の為︑海軍軍需部の

呉海軍の対戦能力の保有の為︑残存の施設保持修復等の為︑被災により

れは先程の空爆で海田市の石油タンクが爆撃されたのであろう﹂と話し

の彼方に青空の中に白い大団塊の噴煙が上がっているのを望見し﹁あーあ

あり︑通常通り始業後連日通り市内へ向かわんとした時︑西方吉浦方面

ていた処︑ ピ
｢ カッ と
｣ 雷稲妻線の一光の後空襲警報が鳴ったので︑集り
居る隊員共々に隊門前の防空壕に向かった処︑入らない前に解除警報が

椅子に座し︑軍刀︵海軍士官用に改装した日本刀︶を前片手持ちして待っ

八月六日の朝も私は呉災害援助の現場指導の為海兵団の広場指揮台の

軍で﹁天まく﹂といっていた︶をかぶせ︑床は床板を並べ上に畳敷きし

合って市内作業中︑広島市内爆撃を聞き︑帰隊後︑広島に特殊爆弾らし

主要市内整理の一段落した頃︑戦中でもあり緊急事態発生も懸念され︑

たもので一戸の広さは六畳に入口に二畳位物置で一棟左右二戸で中が仕

く爆発のとき︑光が早く爆音が後にしたと︑当時この爆弾を﹁ピカドン﹂

と名付け︑当日呉駅に頭﹁ほうかむり﹂し︑手に包帯して帰った多く被

切られていたと大要記憶している︒
なお畳は主として戦災直前の広島市内等の疎開住宅のもの︑で炊事は
電灯中央一個取付で︑今思えばお粗末なものであったが︑当時私は二河

防空頭巾に夏季であったが手袋等と腕巻きをしろ︑の指令も伝えられ一

次の朝は亡くなった人も居たとの様々な悲報を聞き︑今後は空襲時は

災者を見たとの報もあり︒

方面の設置場所を市の主任係員と談合し焼残りの﹁かまど﹂の有る場所

般市民の人も同じ様な準備をしていた様であった︒この爆撃が原子爆弾

外の焼失前の住宅残り﹁かまど﹂を使用又は持込みの簡易なものを使用し︑

を指定し主要道路又は商店街跡等の用地附近を避けた他の用地は何でも

なお当日の午後︑呉海軍部隊の広島災害者の救出救援を要請され︑多

特殊性を知らされたのは後日のことであった︒

面設備され︑あの窮極を多くの市民の方が一時忍び住宅し諸難に対応さ

数の被災者を車輌で搬出し︑残存病院等は満席で呉の西方面海岸の砂浜

良いとの指示あり︑適宜設置場所指定標示し︑清掃指示しあと同様に多方
れたこと偲び当時としての対処理は誠に良かったを思うが詳細について

時の救援隊と同様海軍の出動要請によりわたしは救援隊の指揮者を同輩

にまで緊急退出させ後悲惨な状況は既報通りであったが︑その後呉被災

なお当時この頃はまた商店等の復興はなく︑一部商店の跡にテント張

の内より呉鎮の指令通り指令︒翌日七日より隊員多数救援に数日間出動

は私の残存資料の保有もなく概要を述べた︒
りの露天商で細々ながらもご精出して居られ︑私等もお励のたしにと買

を救助し︑その悲惨さを聞いたものであった︒

道線に沿って北側の被災地救援指定され救援援助に各種尽力した︒なお

なおその後も指令により海軍の指令救援区域は広島駅より山陽本線鉄

い物した覚えがある︒
が︑商店等は二河川以西は焼残ったのでこの方面の商店︑川原石︑吉
浦方面は呉の中心地を受けて繁盛していたようであった︒

陸軍は鉄道線南方の被災地大部分を担当した由である︒なおこの救援作

業に出動した隊員の﹁原子爆弾被爆者証明﹂の確認を私しかできず︑後
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隊内一般及び部内は比較的平然とし︑呉市内の方々も心寂しく此の後を

ので︑その後困窮みじめな時を迎えても精一杯勉め励み︑これら総力に

日多くの隊員に実施したが︑この件の証しでもある︒なお原爆の付随・
原爆投下の数日前︑私が郷里岡山の実家へ︑急用と戦中にこれで最期

よってかつて例なき発展を遂げたのは我々同胞の結局知能の優れた誇り

憂い居られたものと思われるが︑あまり変わりなく居られたと聞いたも

の決別を予断し︑三日間の特別休暇を得て後︑呉に帰隊の帰りの八月初

でもあるが︑あの敗戦の悲運を想い︑今にしても反省すべき事象もあり︑

参考として︑私が体験した件で次の事象があった︒

日頃︑山陽本線は空爆の恐れで芸備線で広島経由呉に帰る途中︑広島近

これからも己が身のそれぞれの立場を思い︑教えにもしたいものである︒

枕崎台風水害の救援

くの矢賀駅前附近で空襲警報により列車が田園地帯に爆撃回避の為急停
車したが︑その時米軍機一機より﹁ビラ﹂を撒き散らしているので同乗
者と共に列車より飛び降りて﹁ビラ﹂を拾ったところ︑広島市爆撃を予

し前日の雨と共に大洪水により戦災と共に大被害を受け︑みじめな惨状

敗戦の動揺・処遇・混雑の最中の八月二〇日︑九州の南端枕崎を襲来

されると思いつつも早く退避した方が良かろうと思いつつ﹁ビラ﹂を破

であった︒

告した退避を促す日本語の拙文のものであり︑広島も呉と同じ様に爆撃
り捨てたが︑当時あのビラを見て避難した人は助かったであろうと今に
なお現今も広島の原爆の惨状は幾重告げられているが︑当件ばかりで

中央の堺川︑西の二河川の主流に附近の流木土砂により埋没し︑溢れた

べると︑台風は直上を通過大雨によって︑呉市街周辺より流れ出る水は

全域の被災者は別途資料にあるが︑私の担当した救難作業の大要を述

なく全国に戦禍はそれぞれにあり近隣の我が呉市も深刻悲運を重ね︑親

水は市街地北方は一時道路焼地にも約三〇〜五〇センチ溜まり︑歩行も

しても悲惨な思いである︒

愛恩情深い多くの人を亡くし︑悲嘆悔念の想いは同様に変わることなく

出来ない処もあった︒

舎でようやく細々居住していた方︑天幕張りの商店も水に浸かり商品を

当時私は被害状況の調査の為市内見回りした時︑市内で仮設の三角兵

これ又真相共に広範永劫に伝承すべきと思う︒

終戦の残骸

欠く等悲惨であったが︑これらにも増した惨状があった︒

戦災をようやく免れた二河・片山・辰川・宮川等の谷川道沿いの家屋

昭和二〇年八月一五日終戦の日︑わが国の永遠に語りつぐ日である︒
この戦に軍の奮励による安堵の思いも得た時もあったが︑悲嘆の戦い

令により特に被災者救援を特命され︑残存の隊員を伴い要具持参し︑当

破損又は流破と幾多の犠牲者で︑戦災に続き誠に哀れな思いだった︒な

私は当日も救助活動に出︑正午帰隊時玉音放送を聞き︑つづくお言葉

初は灰ヶ峯下の辰川町方面の谷川道路沿いの濁流に家屋破滅と共に犠牲

多く︑とうとうこの日となり︑我が海軍の最良根拠地呉市も悲運な惨状

の要旨放送に敗終戦を知り︑海軍軍人として又この国の一人として悲嘆

の方々の救助をしたが︑余りにも惨事のため詳述は避けるが︑多くの我

お当時も前述の戦災救援と同様敗戦直後であったが︑実状の鎮守府の指

の極みで︑当日はその後隊内で同僚及び上下軍友集い︑夜中に至るまで

が隊員の尽力により土塗れの哀れな方を悲し涙の親縁の方に土手でお渡

となり眞に悲しい極みであった︒

国の将来を懸念し︑様々な思いを語り合った悲惨な思い出がある︒なお
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前述の状況で綿密に処理すべきと一部混乱もあり海軍の威厳を保つ為︑

呉海兵団の残存隊員も少数となったが海軍部内諸般整理作業があり︑

なお別に宮原地区の道路に流れた濁流に前述同様の惨状があり︑長時

私が呉の戦災時の救援等の処理を指令に従って懸命務めたことを認めら

しした等の悲状の数々の奉仕をした︒
間と困難を伴ったが救出し︑泣きの涙の親縁の方にお渡しし︑丁重な謝

れて︑残務処理保安第一小隊長に呉鎮守府呉海兵団の主脳幕僚協賛等に

隊員小隊で五〇名くらいでこれを上校下士官兵で班に分け︑それぞれ

意を受けたこともあり︑
関連しての同様の悲状であるが︑
当時海軍病院︵今
れ落ちた土砂が埋め込んだが︑同時に上流の被災者で行方不明の方が被

の班長を決めて作業の円滑を図るように定められた︒残務処理も逐次指

より特命された︵他に五小隊くらい編成されたと記憶している︶
︒

災して居られるのではないかと捜査救援を依頼されたが︑当時の器具能

令に依り︑それぞれ日毎に分けて実施したが大要は兵舎・庁舎倉庫など

の国立呉病院︶東側の真上の雑木林の斜面に上から道路づたいなどで流

力ではどうにも手出し出来ず︑残意を残し引き上げたがその後の処情は

物品ほとんど全てを焼却又は撤去し︑建物内空室にする様指令され処理

鮮明なものでは海兵団員の寝床︑海軍では﹁ハンモック﹂又は 吊
｢床

した︒

聞き及んでは居らず今だ慙愧の思いで回顧している︒
なおこの台風による災害は近隣各地区にも及び戦災のなかった地域に
も呉市の亡くなられた記録同様被災者が多く居られたのであった︒

の日まで精励しようやく生き残った戦友及びこの軍港の戦前戦中事大小

軍の主要基地呉の各軍用配備施設も予断又指定され︑我々苦難に耐え今

敗戦の悲報重なり占領軍の日本全国主要地域に進駐の報あり︒我が海

員を応援し部下に隊員共々手伝い︑数少ない自動車に運び込み︑一時鎮

二二年以来海軍入籍者兵員の経歴書永存保管資料の搬出を担当︒人事部

ガ建︵現海自総監部警務隊隊舎︶に収納してあった︑呉鎮守府開庁明治

他に主要作業で鎮守府応援処理には今も残る本館入口北側︑孤立のレン

の
｣ 処理で団内兵舎の毛布入りのまま持ち出し︑練兵場の広場に数か所
を別々に山積みし油を散らし焼却した︒これも数日要したと覚えている︒

を問わず︑様々な戦運を支えたにも拘らず︑戦禍の悲運に哀しむ善良優

守の仮庁舎としていた二河川西岸の旅館仮事務所に搬入した記憶がある︒

呉海軍残務整理

意の市民の方々も思わざる事態に共に限りなく悲嘆の思いであったであ

現今も別途保存されていると思うが膨大な大事な人事資料良くぞ残った

と当時安堵の思いと共に覚えている︒なお処理作業の応援援助は鎮守府・

ろう︒
でも我々残留軍人は︑前歴の武勇闊達な教訓を承受︑この海戦に散っ

こうして呉海軍の施設関係全域は残った建物のみで︑駐留米軍広湾よ

軍需部・集会所等および関係倉庫︑宿舎の整理を同様に分別処理︒

の終末に一点細微に至るまで︑誤状なく且つまた敵国の者どもに愚かさ

り上陸した同年一〇月六日であったが︑戦前中は連日数十万人の動員で

た勇猛義烈果敢なかけがえなき幾多の尽積報恩の忠意を想い︑海軍最期
を示さないよう精心もって広範にわたり協力一致残務処理に精励したが︑

溢れた海兵団前の十三間道路は人一人通らず哀れ涙の状景であった︒

軍工廠家屋宿舎の空家に海軍残務処理隊として数百名が呉海兵団より移

でも我等未だ残留の兵員は焼残った吉浦東部山沿いの︑戦中建てた海

でも私の担当した次の諸状事は今にし︑終戦後日︑九月上旬頃︑日本軍
の解隊で海軍残留兵もそれぞれの実情調査申告し﹁復員﹂と言って人事
部より認可受けた者より逐次隊を離れ帰郷した︒
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転居住し細々の生活でも︑残る残務に呉へ出動もしていたし︑米軍駐留後︑

らかい言葉で諭され︑再考を約して数日後決断し︑一〇月一六日付で呉

遠く赴任したが残存隊員は予想以上に多く︑中には海軍前記の学校で

海軍配属の大分県佐伯防備隊附を受命︒

米軍のいた海軍潜水学校︵今の海上保安大学︶上を徒歩で軍服で海軍士

教えた隊員が多く中堅として居り︑歓迎の宴までしてくれ︑その後の任

私が兵員数人を伴い呉の二河の鎮守府仮設事務所に向かう途中最早駐留
官の短剣︵軍正装のときは常時左腰に吊り下げ︑戦後使用禁止︶は持っ

爾来対機雷および掃海知能を以って︑国の復興の一助に役立てる為︑

務が円満に推移できた回顧もある︒

かって共に挙手の礼をしたので私もびっくりで答礼したが︑同伴した兵

掃海業務に率先して携わることとし︑報恩と思い戦中同様一触即発の身

ていなかったが︑道の上の入口の米陸軍の銃を持った番兵数名が私に向
員が下級仕官の私に向かった敬礼は後で大笑いした︒米軍に戦後あった当

命を賭しての作業に︑献身長期にわたり務めたが︑これら経由の想い深

く残った事柄など語りべの端にでも給うての想いで述べる︒

初の思いとして忘れ得ない一時であった︒
米駐留軍についてはその後も様々な対応事情もあったが︑特異な状景

づくと米兵がチューインガム状の飴玉をくれるとの噂話もあり︑米駐留

米駐留軍駐屯地として鉄条網で仕切られたが︑鉄条網近くで女子供が近

下関海峡及び近海の米軍が極度に投下した磁気機雷︵鉄船が直上を航行

の各種機雷の掃海︒処分完遂を手始めとして︑あと︑下関掃海部に転籍︒

米軍本土進攻第一予定地であった日向灘︑志布志湾一帯の我が防備設置

さて当初佐伯防備隊では残務隊員伴い︑残存の小艇を操り先頭指揮し︑

軍特段の事故は呉ではなかった様であり︑翌年英豪軍と入替駐留も比較

すれば爆発する︶
︑音響機雷︵船の通行音で爆発する︶等による通行不能

があった︒それは呉駅前から東へ大通りの眼鏡橋までの南面海軍施設は︑

的早く︑呉から撤退したのも良い環境だった為と思われる︒

の為︑
掃海に戦中作った哨戒特務艇及び同駆潜特務艇︵何れも小型木造艇︶

を磁気機雷掃海艇として転用︒各々副艇長として実技指導・掃海にあたり︑

多くの機雷処分と共に受難に耐え忍んでの後︑呉復員局に乗組のまま転

戦後の掃海任務の完遂
呉市内各段の戦災救援特殊作業及び敗戦による海軍関連処理業務など

これら掃海艇の生活の一端︑あれこれ回想すれば敗戦の悲嘆に加える

籍︒瀬戸内海主要航路掃海に引き続きあたり︑瀬戸内の港々を泊地また

て人事部長に面接し︑ご指名頂いた職責も一応完遂しましたので復員の

に︑船艇経歴および掃海そのものの知識の少ない若い乗員の相互協力の

多端な応急業務を︑当時誠意を持って務めたのであったが︑米軍駐留もし︑

許可を申し上げたところ︑人事部長と担当幹部士官が取出した私の前経

困難もあったが︑心の交流には良い伝統の海軍精神が互いに慰め励まし︑

は基地として転々としながら︑日のあるうちは艇隊を組んでの掃海作業

歴表を見て︑
﹁お前は機雷及び掃海の実務経歴及び海軍の水雷及び機雷学

いたわり合って円満そのものであったが︑日常生活では哀れなものであっ

残務整理も一応終わりの段階となったので二河の呉鎮守府終戦処理仮設

校の教官の経歴もあり︑その特技を持って戦時中米軍が日本の飢餓作戦

た︒夕方無事掃海が終わった掃海電纜︵特殊電線に電気を通し︑その磁

の日々であった︒

のために引続き主要港湾海峡に敷設した︑機雷掃海のため引き続き任務

気を持って磁気機雷を誘爆処分する︶を全員で力一杯素手で引き上げる︒

事務所︵その頃海軍残存隊員等の復員事務主要であった︶に私は出頭し

せよ﹂との主旨の厳命︒海軍常習の命令語とお前の力量を頼むぞ︑の軟
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れの顔をほころばせての乏しいものであった︒

は配給の古軍衣のまちまちで生活し︑たまに一本の配給酒を乗員で薄汚

素足には自転車の古タイヤで自分なりに作った履物で︑着ている衣服

より︑海上保安庁︑航路啓開部となり︑呉より神戸に転籍︒駐留米海軍と

でお答え頂いたと賜ったこともあった︒その後昭和二五年六月制度改正に

当日風雨で揺れる御召船﹁山水丸﹂で︑陛下はお濡れになりながら甲板上

との要旨を含め︑新聞記者でもあり幾分誇張的でもあったが︑海軍流に

任務を完遂し︑時に悲嘆な事象もあったが︑この出動の実情は当時吉田

なおこの特命は︑当時全掃海部隊が出動し︑それぞれ別働︒指令掃海

共に大阪湾紀伊水道掃海︒遠く宗谷海峡掃海及び朝鮮戦争勃発により米軍

一致協力︒意気揚々と命がけの掃海で︑せめて報告復興を願うなどと︑

首相了知の秘命で︑海上保安長官が指名し︑諸般の当時の事情略するが︑

でも良い思い出の一つに︑四国の丸亀港に揃っての入港時︑四国新聞

心情をこめてはなしたところ︑翌朝新聞に︑早期航路安全を願う一般多

本行動に於いて海上保安庁長官が米極東海軍司令官より﹁ウエルダン﹂

指定掃海厳命され︑私はＭＳ五号艇長として僚艦五隻と共に米軍敵前上陸

くの意向の反映もあって︑我々の掃海業務を絶賛し︑又一海軍兵が敗戦

米海軍の最高賞詞を受け︑講話条約が早まった︑と︒後この件の新聞報

の取材記者に苦難の掃海の現状を隊長が語ったあと︑私がその頃東京裁

の責務まで負うと︑大々的に報道され誇らしい気もしたが︑その後各港湾

道までされ︑我等の業績を讃えるほどであったが︑なおこのことばかり

予定の朝鮮北岸元山港の前路掃海等約一か月間無事任務を完遂した︒

での寄港時等︑我々掃海艇及び乗員に対する理解と︑好意による協力と

でなく︑戦後かかわった︑我々が危険海域の航路啓開にほそぼそと生活し︑

判中でもあったので﹁敗戦の憂き目は私ら軍人にも責務の一端があった﹂

多大な援助を頂いたことは︑香川県琴平神社境内に︑掃海殉職者大顕彰

のであった︒昭和二七年︑警備隊に変遷︒災害派遣や朝鮮戦争後︑日本

苦難の任務に耐え励み︑国の復興再建に尽くした嬉しく誇りに思ったも

なおこの碑について付記すると︑昭和二七年六月︑戦禍港湾関連の多

海に流入の浮流機雷防除処分︑瀬戸内海の戦後砲弾︑黄燐弾︑引揚処理

碑が建立された一端の縁しにもなったと思われる︒
くの市長発起により建立されたもので正面に﹁掃海殉職者顕彰碑﹂と吉

昭和二九年七月一日︑自衛隊隊法施行により︑戦後務めた掃海及び関

等さまざまな危険特殊業務を実施︒

あり︑慰霊祭は毎年五月︑海上自衛隊呉地方総監の主催により︑御遺族

連任務を離れ︑海軍より引続いた懇情をもって海上自衛隊開隊の先陣を

田総理大臣の揮毫してあり︑殉職者七十七名の尊名を裏石面に彫刻して
招待し︑当時の同僚・航路啓開隊・隊友会︵呉航啓会︶会員参列追悼式

務めた一人とし諸状責務これ又完遂したので略記する︒呉戦災還暦に至っ

た非情︑互助︑情感の変転を迎えたが︑末尾に至って不測にも情状の想

を挙行している︒
昭和二五年三月十五日︑天皇陛下の戦後国内御巡行のみぎり︑香川県高

いする︒

海上自衛隊では呉基地警防隊で米軍貸与の大型揚陸艇艇長として初期

松港より小豆島に向かれる︒御召船を編隊︑掃海実施中のまま遥拝し︑陛
下も実情を御見聞頂き︑その節御説明申し上げた呉航路啓開部長の池端鉄

にも︑特に防衛大学卒業の幹部乗員には︑海上勤務の戦前戦中の特例を

編成に入り︑あと掃海母艦艦長に転じ︑旧海軍の良い伝統を引き継ぐ為

由であった︒同年三月三十一日︑天皇陛下が淡路島洲本港をお発ち神戸港

語り聞かせ︑直の上下の交わり話し︑行末の参考にしてもらったりしたが︑

郎に対し︑掃海殉職者の遺族にも配慮するように︑との御仰せまで賜った
に向かわれるとき︑大阪湾で掃海艇三十二隻編隊航行し︑登舷礼をした︒
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後に海上自衛隊最高任務についてから︑
﹁我等当時知り得ない教えであっ
た﹂と謝恩の礼を尽くし︑互情長くつづいた者も居り︑後輩指導に専念
の時であった︒
あと︑江田島の第一術科学校管理課長として構内整備増設付属船艦艇
及び工作所︑消防隊の付属各指導指揮に当り︑こまごまとした校内全般
の管理業務に携わり︑今までの長い経験による︑海上自衛隊総合学校と
しての基礎充実に自我をも通し最善を尽くした三年間で︑海軍より引続
いた海上関係公務を︑昭和四十年万感の想いで佐官で定年退職した︒
その後海峡を隔てて江田島を望む呉天応に居を構え︑海軍よりの特技
を生かして︑会社務めの二〇年も遠く去り︑今はもう家の窓辺や老いを
楽しむ山畑で鍬を片手に︑今平穏に日毎行き来する様々な自衛艦艇を眺
め︑
﹁しっかりやれよ﹂と胸の内︑つらなる思いは遠く去りし今は昔︑あ
の日あの時︑この呉の母港に幾多の想いを残しつつ︑波乱渦巻く海戦に︑
二度と帰らぬ︑この水道の旅立ち︑艦命と共にした我が戦友などを慕う時︑
時を越えて積年の情︑胸迫ることこれ又しばしばである︒
ここに齢九十︑地域老人会長としても十三年︑人の世の酬を返しつつ︑
波浪の人生を越えて︑波静かな永遠の懐かしの母港に瞼を閉じようとし
ている︒永く積もりし想いを抱きつつ︒
︵呉市天応伝十原町一三│一四︶
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内で焼失を免れた病院は呉海軍病院だけなので︑負傷者救援の

衛生兵の人達は負傷者を救出し︑次々と病院に運んで行く︒市

ンプレッサー治療台も満員である︒

外科︑私の歯科も忙しく︑五台のコ

市街地や自分で病院に来る︒内科や

なるという︒約一カ月ほどの間に︑

長く潜水艦に乗っていると歯が悪く

中心となった︒

戦火のなかの呉海軍病院

治療を終えると︑今度入港する迄に

キャビネットには部隊名や艦名︑

幸子

日本国は︑昭和一二年の日華事変に続き︑第二次世界大戦へと突入し

氏名の書いた歯形が並んでいる︒し

松岡

ていた︒男子は次々と召集されて︑中国をはじめ︑シンガポール︑ラバ

かし︑いつまで待っても帰ってこな

と︑入れ歯の形をとっておく︒

ウル︑ニューギニヤ︑オーストラリア︑フィリピン︑タイなどの南方へ

だと聞かされる︒キャビネットに並んだ歯形は︑主を待っていると言う

い︑その潜水艦は先日の戦闘で沈ん

私は︑和歌山県生まれですが︑昭和一九年︑医学と救護を学び︑日赤

のに空しい︒これが戦争と言うものか︒以後も港に艦が入ると︑その繰

と拡大されていった︒
︒
病院を卒業し︑病院に勤めていた︒私の病院の先輩たちも︑中国を始め︑

り返しである︒

緊急連絡が入り︑衛生兵の人達が数台のトラックで次々と負傷兵を運

り︑その中で︑ある日︑呉軍港に病院船が入港した︒

戦局はますます激しさを加え︑太平洋上およびインド洋上の戦いとな

外地や病院船へと︑派遣されていた︒私にも招集令状と書かれた赤紙が
届けられた︒直ちに二五名が編成され︑
広島県の呉海軍病院に配属された︒
すでに他府県の人達が到着して居り︑これより合流して︑救護活動に入
ることになった︒

は外地の戦闘で負傷し︑戦地

れて病室勤務していた︒患者

治療を続けていた︒私は外来の歯科に勤務した︒他府県の救護班も分か

多く︑海上での戦闘の激しさを物語っていた︒数千人の負傷者である︒

するという使命感でいっぱいになった︒種々な外傷の中で︑特に熱傷が

めに命をかけて戦っきた人を見ると︑胸が熱くなり︑家人に代わり救護

た︒昨日まで元気であった人たちが︑召集という一枚の赤紙で︑国のた

んで来た︒病院のグランドは︑たちまち数千人の負傷者でいっぱいになっ

で治療を受けた後︑病院船で

無我夢中で処置に取り組んで行く︒一人一人の措置が終わり︑随道︵ト

呉海軍病院に配置されて︑しばらく私達は病室係と外来に分かれて︑

呉港に運ばれ︑呉病院に入っ

ンネル防空壕︶への誘導も終わった時は三日間を経過していた︒私達の

がまぶしく︑上空をアメリカの偵察機が二︑
三機旋回していた︒

体も︑血と油でぐしょぐしょである︒ホッとして随道の外に出ると太陽

てくるのである︒
潜水艦が入港すると元気な
水兵たちは︑
﹁上陸﹂と言って
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病院は大きな白亜建てで︑赤十字のマークが大きく描かれている︒国

である︒その中に踏み込み︑人が居ないか必死で探し廻る︒男子は皆︑

海軍病院だけなので︑負傷者救援の中心となった︒その中で同僚により︑

戦場に出され︑残るは女︑子供︑年寄りだけである︒衛生兵の人達は負

以後︑随道内での治療が続いていた︒病院で殆ど治療のメドがついた

子供が救出された︒母親らしき女の人が子供の上から︑かぶさるように

際法のジュネーブ条約により︑赤十字のマークのある建物には攻撃して

人達は︑海軍が接収した温泉地へ病院列車で搬送する︒私達も呉駅より

して︑既に息が絶えていたと言う︒やがて救護が︑一段落となり︑男の

傷者を救出し︑次々と病院に運んで行く︒市内で焼失を免れた病院は呉

湯原の温泉旅館へと護送して行った︒赤十字のマークが書かれた列車で︑

子を連れて病院に帰る︒その日より︑私達は男の子との生活が始まった︒

はならないと定められている︒

車内には畳が並べられ︑布団が敷かれている︒途中の駅では︑国防婦人

服につけていた名札に︑住所︑氏名︑年齢と父母の名前が書かれていた︒

呉港に入るとのことであった︒男の子は︑同僚の誰が縫ったのか︑病衣で

会の方達がお茶の接待をして下され︑水兵さん達も喜んで美味そうに飲
各旅館に搬送して行く︒旅館では治療の用意もしであり︑以後の治療は各

小さな着物を作り︑それを着ていた︒今も私の脳裏にあのかわいかった

六歳である︒軍の方で︑父親の所在が判明する︒整備のため艦が近日︑

班で受け持ってくれる︒私達も申し送りが

姿を思い︑胸が熱くなります︒一緒に食事をして︑一緒に入浴︑そして

んでいた︒目的地の駅に到着すると︑
救護班と衛生兵の人達が待っていて︑

すむと急ぎとんぼ返りで︑呉病院に帰って

一緒に眠ったことは︑私達の生活の中で︑束の間の安らぎであったと思

います︒その後まもなく父親が来て︑実家の方へ無事に行かれたと聞き

いた︒
やがて七月に入り︑その日は宵のうちよ

あれから六十年過ぎた今︑いろいろと多様化した社会情勢の中で︑私

ました︒

行機の轟音に空を見ると︑夜空の中を爆撃

は心の中で固く閉ざしていた戦争への思いの扉を開けて︑戦争の悲惨さ

り小雨が降っていた︒深夜になり︑突然飛
機の群れが︑まるで爬虫類が群がるように︑

もう二度とあのような経験を繰り返さないでください︒そのためには

を知って貰いたく筆をとりました︒

へと飛んでいる︒病院は高台にあるので市

一人一人が日本国の安全を考え︑何が大切なのか︑人の命が如何に大事

不気味に低空を通り抜けると︑市街地の方
街地が見える︒街全体が真っ赤な火の海で

であるか︑知ってほしいと思います︒

︵兵庫県三木市志染町広野五丁目八二︶

ある︒後で二〇〇機を超えていたと聞く︒
米軍機が飛び去ると早速救援作業に入っ
た︒用水槽の中に飛び込み︑全身を濡らす
と︑救急鞄をつかみ︑衛生兵たちのトラッ
クに次々と飛び乗る︒街は燃え盛る家屋と
瓦礫の山で︑紅蓮の海であり︑まさに戦場
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私は︑私の母親と同じ年頃の老婦人と幼な子を焼き殺した︒これは頭
に焼き付いて今でも離れない︒これが初めての殺人だった︒

哲二

加害の体験を見つめて
残しておきたい侵略戦争の真実
――
久保田

私の体験の中から証言したいと思います︒

戦前の﹁国定教科書﹂で教育された私達が︑天皇の軍隊︵皇軍︶とし
て何をしたか？
︵証言は︑私が撫順戦犯管理所で担白︵認罪︶した主なものです︶

年兵が殴られない日はない ――
と言
う程︑毎日が陰険なイジメの連続

で︑今まで社会で身につけていたと

思える一片の人間的良心も思いやり

も︑常識もそのすべてが剥ぎとられ︑

端的に言えぱ︑
﹁上官の命令は直ち

に朕︵天皇︶が命令と心得よ﹂の鉄

の掟のもと︑
﹁命令﹂の鶴の一声は︑

私達はそれに従う以外の道は有りま

せんでした︒
﹁天皇の軍隊・無敵皇

軍﹂はこの様にして創られました︑

私もその中の典型的な一員に変りま

が現役海軍少将︑主事︵教頭︶が海軍中佐あったことからでも推察でき

技術教育をうけました︒
︵半日学習︑半日実習︑夏・冬休み無し︶
︒所長

入廠し︑四年間徹底した﹁天皇中心の神の国﹂の精神教育と滅私報国の

校に進学出来ず︑官費で学べる﹁呉海軍工廠﹂に立身出世の夢を描いて

は想いながらも︑
﹁お国の為に頑張ります﹂と見送りの日の丸の波に応え

を目の前にして︑
﹁これで何もかも終わりだ︑然し死にたくない﹂と心で

三︑
一九四〇︵昭和一五︶年三月二四日︑宇品港から戦場へ ――
︒当時︑
宇品港には﹁白木の箱﹂
︵戦死者の遺骨︶が度々帰っていたので︑輸送船

世を計ろう﹂が本心であり︑敗戦までそうでした︒

しが︑この枠の中で﹁自身の立身出

ると思いますが︑軍隊に徴兵される前に︑私の軍国主義思想は十分出来

て乗船しました︒四月二日︑中国湖北省漢口上陸︑侵略の第一歩が始ま

一︑ 私は高等小学校卒業後︑貧しい農村育ち︑学費が無く︑上級の学

ていたと思います︒
徴兵検査で
﹁甲種合格﹂
になり︑
現役兵として軍隊
︵陸軍︶

りました︒

一︑私は中国で何をしたか︵第一部︶

に入営が決まった時は﹁戦死﹂が頭をに浮かび︑
難関の補習科も卒業出来︑
これで予定の幹部の道︵後二年で高専卒︶がすべて閉ざされると落胆し
たが︑当時は﹃兵役は三大義務﹄の一つであり︑避ける事は出来ません
でした︒

一九四〇年︵昭和一五年︶四月二日︑湖北省漢口に上陸︒それから間

︵１︶ 宜昌作戦時の三光作戦・毒ガス戦

連隊に入営しました︒軍隊は一般社会と全く違う別の世界で︑入隊の翌

もない︑四月二〇日︑
﹁師団司令部護衛中隊﹂配属の重機関銃手として﹁宜

一九三六︵昭和一四︶年一二月一日︑現役兵として︑広島歩兵一一
二︑
日から︑激しい訓練と精神教育一一カラスの鳴かない日があっても︑初
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傷者はでる︑次は自分の番かと﹁恐怖が襲う﹂
︒

身につけ︑苦しい行軍・戦闘の繰り返し︒戦死

せん︒頭に重い鉄帽︑全部で三〇キロの装具を

で観るような︑決して勇ましいものではありま

攻作戦に参加しました︒戦争は︑映画やテレビ

昌作戦﹂と呼ばれた︑三ケ月に及ぶ大規模な侵

れて上陸した時も︑まだガスは残っており︑付近に中国軍の遺体数十人

に凝りて︑この度は周到な準備をして行ったものです︒私達が二時間遅

と︑約三倍の負傷者を出し︑連隊の戦力の半数以上を失った︑苦い失敗

けて︑三時間余で歩兵二三三聯隊長神崎大佐を合む三六〇余名の戦死者

ミスで強行した為︑対岸の陣地と誤り﹁中州﹂に上陸し︑集中攻撃を受

日夜半からの﹁白河の渡河戦﹂で毒ガスが間にあわず︑また事前の偵察

六月三日早朝︑渡河後一時占領していた﹁宜城県北方高城鎮﹂一帯を

が残されていました︒

初めて出来る場所です︒また︑侵略される中國

放棄し南の﹁荊門県﹂方向に転進する時の︑師団の命令要旨は﹁一一師

戦場は﹁人殺しの修羅場﹂
﹁鬼﹂か﹁気狂い﹂で
人民にとっては︑
簡単に言葉で﹁災難﹂や﹁迷惑﹂

要するにこの付近一帯は︑作戦

団ハ転進二当タリ︑別命アルマデ付近一帯ノ軍事施設ヲ覆滅スベシ︑細

この作戦中︑私が直接関与した戦争狙罪の幾つかについて証言します︒

が終わったら占領せず︑撒退する

ですむ事ではありません︒戦火で部落を焼かれ︑

一九四〇年六月一日︑師団は﹁宜昌作戦﹂の前半を終え︑態勢を整え︑

予定だったので︑当面中国軍の追

多くの平和な住民が殺され︑残した財産も︑家

本命の﹁宜昌﹂侵攻作戦に入り︑最初は﹁漢水渡河戦︵揚子江支流︑河

撃戦に使用させない事と︑住民を

部ハ参謀ヲシテ指示セシム ︵注
﹂の内容でした︒その参謀指示とは﹁師
* １︶
団が反転する一帯の部落はすべて焼き払え︑残っている糧食や農具︑家具︑

巾一キロメートル︶でした︒その前夜︑師団は各種の砲︑約六〇門︵野

残して日本軍の兵力や移動する方

畜も食糧も総て略奪され尽くし︑私達が占領した地域の数百万人の避難

砲三九連隊主力︑各聯隊砲︑配属の山砲大隊等︶を︑対岸に砲列を並べ︑

向など︑中国軍にスパイされるの

鍋釜まで総て焼くか︑
又はブチ壊せ︑
残っている住民は一人残らず処分︵殺

薄暮一斉に砲撃を始めた︒常用の榴散弾︑焼夷弾︑毒ガス弾︵赤弾︶
︑発

を防ぐのが目的でした︒
︵軍事施

民は︑
日本軍の敗戦まで自分の家郷に帰れなかった︒たとえ無事帰れても︑

煙弾を混用し︑二︑
〇〇〇発以上を二時間ちかく撃ち込みました︒対岸一

設とは平和な町や部落であり︑日

すこと︶せよ ︵*注２︶
﹂の指示で

面をガスと煙幕で覆い︑平和な部落を火の海にし︑一帯を毒ガス地帯に

本軍が常時使う﹁軍事施設の覆

どうして生活出来たでしょうか︒私達日本軍が与えた災難の深さは言葉

し︑
これにより少ない損害︵鉄舟浸水の事故によって一〇余名の戦死︶で︑

滅﹂とは︑平和な町や部落を焼き

した︒

一︑
〇〇〇米の漢水渡河が出来ました︒防毒マスクの無い中国軍は︑退く

払い︑総ての﹁資源﹂を灰にする

や文字ではとても表現することが出来ません︒

以外に方法がなかったのです︒この作戦は師団が二週間前の︑五月一八
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うを日本軍でも︑まさか年寄りや幼子まで

乳飲み子を抱いていました︒いくら獣のよ

婆さんが残っており︑その一人は孫らしい

を襲った時のことです︒そこには二人のお

され︑一つの部落を終わり︑ニつ目の部落

輩上等兵から︑ニつの部落を焼くよう指示

火班﹂五名の一員として参加しました︒先

事でした︒
︶私はその時︑
中隊命令により﹁放

ています︒撤退する宜昌から荊門市まで︵約一〇〇キロ︶の道路の両側

十三日〜十七日︑宜昌を放棄し撤退する時も︑同じように三光作戦を行っ

を殆ど焼き払いました︒又この作戦中︑六月一二日︑宜昌占領後︑六月

思います︒宜城県高城鎮〜荊門県子綾鋪間の公路約八〇キロの両側村落

たので︑平和な中国の人達に与えた被害は︑計りしれないものだったと

穀物数トンを灰にしています︒約一︑
五万人の師団全体が︑
同じように行っ

んの罪のない三人の命を奪い︑二ツの部落︑戸数にして約二十戸を焼払い︑

体で三日間くらい続きました︒私の一回の﹁放火班﹂の犯罪だけでもな

この様な放火は後に続く﹁師団予備隊や担架隊﹂でも組織され︑師団全

する部落は焼き払ったので殆ど見あたらず︑途方にくれ︑天幕生活など︑

は殺さないだろうと︑不安におびえながら

い頭を地にすりつけながら︑涙声で何か叫び続けていました︒
﹁どうか止

ずいぷん不自由な数カ月を過ごす結果となりました︒この時焼いた﹁鎮

︵数百米︶の部落をほとんど焼き払い︑橋梁・通信設備まで徹底して破壊

めてください﹂の願いだと解っていましたが︑それに目もくれず︑三人

や集﹂と名の付く部落数は約四〇になります︒私はこの時﹁雑樹店﹂付

も︑祖先からの大切な財産を命を賭けて守っ

を小窓一つしかない奥の部屋に押し込め︑逃げられないように扉の前に

近の部落︵約一二戸︶を焼きはらい︑牛二頭を略奪しました︒その当時

しました︒それが急に﹁軍命令﹂が変わり︑この一帯を放棄せず︑私達

麦藁を積み重ね︑火をつけました︒火は瞬く間に出口いっぱいに燃えあ

の状況は︑
﹁昨日村落を焼け﹂と命令し︑
﹁今日その部落を占拠し警備せよ﹂

ていたのだと思います︒私達が草箒の﹁た

がり︑屋根にも広がりました︒引き揚げの合図で部落を離れる時振りむ

のチグハグな命令を出さざるを得ない︑当時の作戦参謀のボヤキを目に

の師団が占領し︑警備︵幡据︶することになりました︒その時︑兵舎に

くと︑煙の出る小窓から何とか外に出ようと︑片手を出し壁を引っ掻い

しています︒又彼が出した本にも記載しています︒

いまつ﹂で火をつけるのを見て︑二人は白

ていましたが︑間もをく消え︑煙だけとなりました︒私は︑私の母親と
同じ年頃の老婦人と幼な子を焼き殺しました︒これは頭に焼き付いて今

一九四〇年一一月〜一二月︑聯隊は宜昌侵攻の後︑六月末に荊門県に

︵２︶
﹁漢水作戦﹂時の﹁三光作戦﹂

り一面の麦畠は収獲期で︑黄金色に実った麦穂が風に揺れ波のようにう

反転し︑荊門北方の﹁黄家集﹂一帯の農村部落を占領しました︒その時︑

でも離れません︒これは私の初めての殺人であります︒又その頃︑あた
ねっていました︒残して置けぱ中国軍の食糧にをると︑その麦畠にも点々

いましたが︑戦況が落ちついても帰ることを許さず︑
﹁無人地帯﹂とし

約一〇キロ四方に住んでいた数千人の平和な住民は︑戦火から避難して

チと音をたてながら幾百米も燃え広がり︑あがる煙は空一面を覆い︑昇っ

ました︒田植が終ったぱかりの田圃を目の前にして︑遣い出された人々

と火をつけて回りました︒麦畠は日本の春先の野焼きのように︑パチパ
たぱかりの朝日がかすんで︑何だか薄気味わるい雰囲気に包まれました︒
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私達日本軍は﹁日本鬼子﹂そのままであり︑どんなに恨まれていたか当

から見れぱ︑住む自分の家に帰れず︑食べ物も無く︑悲惨な日々が続き︑

鶏など掠奪し︑牛は引いて︑その他のものはは駄馬に満載し︑帰隊しま

の中に隠していた牛四頭を奪いました︒中隊は食糧として米︑麦︑牛︑豚︑

難の遅れた農民︵男・五〇才位﹀一名を射殺しました︒又︑付近の竹薮

した︒その時の掠奪品は牛だけでも約四〇頭︑あまりにも多いので︑急

時の私達には全く解っていませんでした︒
こうして︑秋まで﹁中国軍﹂と数百メートルで対陣し︑毎日のように
戦死より戦病死︵荊門野戦病院では二︑
一〇〇名余がマラリア・栄養失調

くそ笑んでいました︒私も農家生まれで︑農家で牛一頭がどんなに貴重

私達は放牧場の牛の群を眺めながら﹁これで当分飢えずに済む﹂とほ

いで﹁放牧場﹂を造り︑飼育し︑逐次殺して食糧にしました︒

症で﹁戦病死﹂した︶の方が多い状態が続いていました︒又︑自動車道が

な財産であるかは知っていましが︑その事には全く無関係な悪魔の姿で

撃ち合いが続いていました︒宜昌作戦の後の疲れで︑病人が多くなり︑

無く︑食糧の補給も受けられず︑実りの秋が来ても︑田圃の稲は立ち枯れ︑

した︒

働き手の主人を殺され︑住む家も耕す農具も︑食べ物もすべてを焼か

付近の民家からの掠奪も底をつき︑飢じい日々が続いていました︒ヒジ
キ缶一つが八〇人の一食分でした︒
﹁漢水作戦﹂
︵師団作戦︶はこの様な
︵註１︶ 聯隊は︑正面から六〇キロ北の﹁栗渓﹂
︵抗日軍の拠点︶迄侵

も部落も︑実りの田畑も︑すべて軍事施設に見え︑平和に暮らしている

思うだけで身を切られる思いがします︒
﹁侵略者﹂の私達には︑平和な町

れ︑奪われ︑残された後の遺族の︑その後どんな悲惨な生活をされたか︑

攻しました︒引き揚げる時︑いつものように﹁敵の軍事施設を覆滅すべ

住民も︑みんな﹁敵﹂に見えたのです︒私達がやったことは︑このよう

中で行われました︒

し﹂の命令で︑
﹁放火班﹂を出し︑栗渓の街︵約八〇戸︶と︑あたりの数ヶ

今まで述べました幾つかの﹁三光作戦﹂に見るように︑当時私たち日

に惨酷でした︒侵略戦争ではないとか︑
三光作戦は無かったなどの発言は︑

河一原駐地︶の両側の部落は︑
すべて焼き払いました︒
︵部落数約二十余︑

本軍のやり方が︑どんなに

の農家部落︵推定六〇戸︶を焼きはらい︑
運べる目一ぱいの食糧︵家畜︑
米︑

戸数約四〇〇︶寒さに震えての作戦でしたが︑この時は﹁今日は暖房つ

惨酷なものであった理解し

全く詭弁で人騙しにすぎないことが解って貰えると思います︒

き﹂だと︑煙の中を汗ぱみながら帰って来ました︑
︵この時の写真が残っ

て下さい︒私はこのような

油など︶を掠奪し持ち帰りました︒帰り道の経路︵栗渓一王家傍一兆家

ています︶

江南作戦︶など一二回参

作戦
︵一六年 冬季山岳作戦・

馬二十余頭︶石板店付近一帯ヲ掃蕩スベシ﹂
︵陣中日誌に残っています︶

加しています︒これらの積

︵註２︶ 作戦が終わり︑もとの占領地に帰った翌一二月二日のことで

私は当時新品上等兵としてこれに参加しました︒中隊はこの時﹁石板店﹂

み重ねが﹁侵略戦争の実態﹂

一七年 長沙作戦・一八年

部落をはじめ︑付近の谷間に点在する農家を一戸も残さず︑
︵約一一〇戸﹀

であります︒当時の日本軍

す︒
﹁連隊命令﹂
により次の中隊命令が出ました︒
﹁元長小尉以下七二名
︵駄

を放火し︑焼き払いました︒私はその時︑離れた谷間の農家を襲い︑避
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が︑優勢な抗日部隊に包囲され全滅することも度々あり︑私達は敗戦の

の﹁分哨﹂
︵一〇名前後で︑本隊からはなれた地点を警備する拠点のこと︶

毎に脅かされ︑夜間は﹁線﹂は全く無いのと同じ﹁分駐警備﹂の小人数

などと恨まれ︑その怒りは自ら銃をとり︑
﹁抗日統一戦線 ︵*註１︶に参加﹂
︑
その拡大強化につながり︑日本は﹁点と線﹂
︵都市と軍公路︶の確保も日

は︑中国人民から﹁日本鬼子﹂
﹁東洋鬼﹂
﹁蝗軍﹂
﹁日の丸は悪魔の旗印﹂

動について次のように書いてあります︒

怒し︑事件を起こした機関銃中隊に︑その報復を命じた︒そのときの行

は各々銃と弾薬を積んだ馬のこと︶この大失態に︑大隊長杉山少佐は激

出来ず︑重機関銃の反撃は一時間後だったのが実情です︒
︵銃馬・弾薬馬

受け奇襲を受け︑各自バラバラに避難し﹁銃馬﹂と﹁弾薬馬﹂の掌握が

尾一等兵他三名が戦死し︑一名が片腕を無くする重傷者を出しました︒

この時の実情は︑日本軍が来る情報を事前に知っていた遊撃隊の︑待ち

泥道に急速に追い込まれていました︒

便衣混成隊︵機関銃一三名・大隊本部一〇名︶ヲ以テ趙家店二蟠踞スル

一九四一年九月九日︑
﹁大隊命令二基ズキ中隊ハ玉木少尉以下二三名ノ

自衛のため自ら武装した﹁民兵や遊撃隊組織﹂
︒広範な﹁抗日愛国の民間

敵密偵捕縛ノ為︑〇三 三〇中隊出発シ︑〇五 三〇奇襲ニヨリ︑敵密偵・

︵註１︶ ﹁抗日統一戦線﹂とは﹁八路軍︑
新四軍︑
国民党軍︑
各地の住民が︑

団体﹂などを合む巾廣い﹁全民族的抗日統一戦線﹂のことです︒

方亜全以下五名ヲ逮捕シ︑〇九 三〇帰隊ス﹂と書いています︒私は当

‥

抜けで︑大失態をやった討伐があり

織の主柱であり︑日本軍の情報は筒

をする︒然し本当は︑住民は抗日組

は日の丸を立てカツコウだけの歓迎

このような﹁抗日組織﹂を急襲しても︑行けぱ﹁モヌケのカラ﹂
︒住民

た書類の中に﹁古文﹂のものがありました︒古文は普通の中国語の出来

んほとても品格のある知識人で﹁保長︵村長︶
﹂だと聞きました︒押収し

言します︒
﹁敵密偵﹂とは﹁中国では尊敬される愛国者﹂です︒方亜全さ

上等兵と共に︑取り調べ︑拷間などをやっていたので︑其れについて証

通信兼伝令として︑この事件に参加し︑又その後に就いても︑通訳北村

﹁疑いのある古文の一枚﹂が無くなりました︒方亜全が隠したに違いない

る者でも意味がよく解りません︒方亜全さんを取り調べを兼ねて︑古文
一九四一年八月六日︑於︑湖北省

と︑
﹁風呂でも入って一杯やりましょう﹂と入浴させ︑衣類を調べたが見

ます︒その一つの例を﹁陣中日誌﹂

荊門県李家 第一機関銃中隊 湧田

当たらない︒
﹁方亜全が飲みこんだ﹂と断定し︑その旨︑師団司令部に報
三〇同部落で国民党軍三八師ノ特務

長・助手の私・通訳北村上等兵他︑五人程が立ち会い︑二日かけて拷問︑

のその後に就いては全く不明でした︒残りの四名は情報係新任の横田伍

告した結果︑彼は﹁首謀者﹂の疑いで師団司令部送りとなりました︒彼
遊撃隊の一部︵約一五〇名︶の待ち

十里岩付近の敵情を偵察中︑一一

中尉以下二四名
︵機関銃一ケ小隊︶
は︑

の翻訳を依頼したが︑簡単に応じてくれません︒その内ちょっとの隙に

時︑兵長で︑無線通信分隊長として大隊本部勤務・庶務の助手だったので︑

‥

の中から証言します︒

︵３︶討伐﹂の失敗と報復

‥

取調べましたが︑四名とも﹁私は老百姓︵農民︶です︑何も知りません︒

‥
受け攻撃を受け︑交戦約二時間︑神
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‥

しく証言します︒

残りの三人は﹁日本刀の試し斬り﹂にし殺害しました︒これに就いて詳

適当に処分せい﹂と殺害を命じました︒四人の内︑
一人を﹁生体実験﹂にし︑

ていました︶情報が取れないと知った大隊長杉山少佐は﹁処置なしじや

ていても死なない量の電気を流すと︑身震いして目をあけ︑恐怖に怯え

の時無線機用の発電機を使い︑電気拷問を行いました︒水拷問で気を失っ

命乞いを繰り返すぱかりで︑何一つの情報も取れませんでした︒
︵私はそ

家族が困っているから︑早く帰してください﹂と︑頭を地につけながら

獣医務伍長の手で︑一人ずつ試し斬りの犠牲にました︒遺体は穴に埋め

ら飛び込むように落ちました︒他の二名も︑同じように横田伍長︑増田

体は自然に立ち上がり︑首から血しぷきを吹きながら︑掘られた穴に自

れていた︶
︑一度失敗し︑二度目に︑どうにか出来ました︒ 首が飛ぷと︑

は又新谷見習士官でした︒彼は震えながら︵振り上げた刃先が小刻に揺

の前に座らせ︑目隠しをました︒
﹁一番は俺がやる﹂と日本刀を抜いたの

縄で後手に縛り︑本部南の小高い丘の畑に連行︑前もって掘っていた穴

日本刀で︑試し斬り︵首斬り︶にしました︒午後四時頃︑三名とも︑捕

グッタリ横になった姿は︑まるで異様な﹁紫のゴム人形の塊﹂のようで︑

空気の量を増やすと︑約三分程で全身が紫色にかわり︑もがきも止みます︒

苦しみます︒

ち小さな紫の血の塊の流れに変わり︑全身を駆けめぐり︑本人はもがき

けぬように戸板に縛り付け︑腕の血管に少しずつ空気を注射すると︑忽

﹁血液に空気をどれだけ注射したら死ぬか﹂の実験でした︒被害者を動

いました︒

数人が取り囲む中で︑新任の新谷衛生見習士官が︑自ら希望し実験を行

そのなかの一人を午後二時頃︑本部西側の空き地に連れだし︑私達十

をまとめ︑認罪したものです︒これは命令した杉山大隊長︵同じ戦犯︶

︵２︶この事件は撫順管理所で︑同僚の増村上等兵と共に︑薄れた記憶

ラにして数十日間︑離れませんでした︒

に散乱し︑目は赤く充血し肥え太った野犬の群が︑うろつき付近をネグ

が遺体を掘りだし︑屍肉を食べはじめて数日後には︑白骨があたり一面

マカシ追い帰していました︒帰るどころか数日後には︑飢えた野犬の群

部に送って調べている︑間もなく必ず帰ってくるから心配するな﹂とゴ

親の方々からの切実な直訴が数日間続きましたが︑私達は﹁荊門の司令

います︒このままでは私たち一家は飢え死にします﹂と被害者の妻や肉

︵１︶事件の翌日﹁夫を返して下さい︒家には子供がいます︒老父母も

ました︒
﹁報復﹂だと行ったこの事件後︑次のような問題が起きました︒

見ている私達が︑目をそむける程の無惨な姿に変りました︒
﹁もう止めろ︑

の裁判時に︑録音テープにより証言しました︵今でも管理所に保管され

生体実験

トドメをせえ﹂の横田伍長の指示で︑銃剣で心臓部を数回刺し実験が終

杉山大隊長︵戦犯時は関東軍参謀︶も﹁これはすべて命令した私の責

ていると思います︶

式の命令で行ったものでは有りません︒新谷見習士官の気儘な思いつき

任であります﹂と認罪しています︒また︑この事件は︑私が直接面接し

わりました︒遺体は前もって掘っていた穴に埋めました︒この実験は正
で行ったものです︒当時私達は︑中国人の﹁人権﹂を全く認めず︑まる

認罪を深める上で大きな転機となった事件であり︑忘れることができま

た数すくない被害者の心情に触れる事ができた事件であったので︑私の

斬首殺害

せん︒

で虫ケラのように思って居たから出来たと思っています︒
残りの三名は︑新任の見習士官・下士官に﹁度胸をつける﹂といって
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権を全く認めない﹁他民族蔑視﹂の天皇制軍国主義思想に﹁洗脳﹂され

ていたからこそ出来たと思っています︒これは︑この事件だけでなく︑

︵４︶避難民の群れに機関銃掃射
もう一件湖北省沙市占拠中の陣中日誌にある別の事件について証言し

私が六年間従軍中︑犯したすべての﹁戦争犯罪﹂の思想的根源だったと
認識しています︒

ます︒一九四一年六月二七日︑
﹁陣中日誌﹂記載文 ﹁裁縫店︑王家場付
近二蟠踞スル﹁鄭家良匪﹂ ︵*註１︶約三〇〇人ヲ覆滅スベク︑機関銃一
ケ小隊 ︵*註２︶
︵小林小隊︶ヲ第七中隊︵石田隊︶二配属︒六月二四日夜
出発︑同地付近ノ敵ニ痛撃ヲ終へ︑掃蕩シタル後︑二七日 全員無事帰

る人で︑自ら﹁住民﹂を組織し﹁抗日民兵隊﹂の先頭に立っていました︒

日本軍でした︒鄭家良さんは︑その一帯の抗日組識のリーダーで︑人望あ

︵註１︶﹁鄭家良匪﹂
とあるのは日本軍が使った差別語で︑
本当の匪賊は我々

この作戦は日本の劣勢を盛り返す為︑中國侵略軍の半数︵約五〇余万人︶

トナム﹂を結ぷ︑
陸路補給を確保する作戦﹂中の犯罪に就いて証言します︒

の占領地︑湖北省から湖南︵長沙︑衡陽︶
︑広西︵桂林︑柳州︑南寧︶
︑
﹁ベ

十一軍主力・独立重砲連隊︑戦車聯隊︑特別工兵聯隊など動員︶
︒今まで

二︑戦時国際法と謀略戦 ――
私は中国で何をしたか︵第二部︶
一九四四年四月〜月一九四五年二月の八ケ月間の﹁大陸打通作戦︵第

︵註２︶機関銃一ケ小隊；重機関銃二ケ分隊︵重機二機︑人員一小隊長以

を動員した︑最後の︿決戦﹀といわれた大作戦でありました︒

隊ス﹂

下二五名︶この掃蕩戦は︑他の部隊と同時に︑三つの方向から包囲攻撃

タバタ整れるのが双眼鏡ではっきりみえました︒現場を確認すると︑八

の射撃命令です︒水田の畦道を逃げ惑う難民に重機関銃の一斉射撃︑バ

ると︑みんな荷物を持った住民です︒射撃を躊躇していましたが﹁撃て﹂

ル付近を避難する十数人の群れを見つけましたが︑双眼鏡︵六倍︶で見

に急襲したが︑部落はいつものようにモヌケのから︑前方六〇〇メート

予定のとおり︑二五日早朝︑王家場付近で︑数発の銃声を聞き︑直ち

ることにありました︒その為私達は﹁中国人か中国軍﹂に偽装すること

い︑これらの特別の任務︵軍はこれを﹁裏戦﹂と呼んでいた︶に就かせ

などでしたが︑端的に言えぱ日本軍が︑国際法上も︑人道上も許されな

入すること︶
﹂
﹁偵諜︵スパイ活動︶
﹂
﹁後方撹乱﹂
︵奇襲︑
暗殺︑
謀略︑
爆破︑
︶

思います︒教育の内容は﹁欺騙潜行︵あらゆる手段を用い敵の背後に進

官は大本営情報部︵俗称中野学校︶出身の将校︑約一〇名位であったと

略﹂訓練を受けました︒それは﹁国際法﹂を公然と無視したもので︑教

四四年二月︑私達三九師団から派遣された六〇名の将兵は︑特別の﹁謀

体の老掃人の遺体が残っていました︒その一人は幼児を抱いていました︒

でした︒まず頭髪を伸ぱし褌をはずし︑服装は中国服に換え︑日本製品

する作戦でした︒私は機関銃分隊長として参加しました︒

この時の﹁中隊の戦果報告﹂は﹁敵の遺棄死体一〇名︑
押収兵器小銃三挺︑

は何一つ持つことが許されず︑武器も又同じ中国製か︑また中国軍が使っ

ている物に換えました︒また﹁絶対に捕虜になるな︒スパイは捕まると

小銃弾一⁝﹂でありました︒
この様に避難民と知りながら射撃したのは︑中隊の﹁功績︵手柄︶
﹂の

直ちに銃殺される︒これは国際法だ︒その前に必ず自決せよ﹂
と厳命した︒

四月一日︑
教育が終わり︑
私たち六〇名は﹁第一一軍直属挺進隊︵秘匿名・

これらはすべて国際法無視の責任から逃れる為でした︒

為でした︒自分達の功績の為には平和な住民もクソもない﹁逃げる者は
皆敵だ﹂と無差別に殺害する︑これが当時の我々日本軍の常識でした︒
これは﹁私達日本民族が世界で一番優秀な民族﹂と信じ︑中国人民の人
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本軍六五名︑南京政府軍二十名︑協力中国人一三名︶
︒この編成で前述の

桜隊︶
﹂に編成されました︒隊長・西田中尉︵中野学校出身︶以下九八名︵日

荷物の運搬に︑付近の農民を捕らえ強制使用していました︒
︵戦後出され

ろうと︑支給されていた﹁機密費﹂も使う機会が無く︑又移動する時は

勿論︑食料も略奪︒挺進隊は中国人が居るから徴発︵略奪︶が出来んだ

体的犯罪の主な事件に就いて証言を続けます︒

た︑移動中の多量の写真や︑画報を持っています︒
︶ 前後しますが︑具

作戦に参加しました︒
私は﹁指揮班長﹂として参加しました︒特に中国人協力者への欺隔工
作と︑大量の機材︵諜者用無線機・特種爆薬・放火剤・薬品などの謀略
資材・軍資金の紙幣など︶使用監視の責任を担当しました︒
︵この謀略資

︵１︶ 道案内の農民を刺殺

五月一六日私達挺身隊︵西川隊長以下約六〇名︶は︑湖南省長沙北方・

材は﹁謀略戦基地・登戸研究所﹂で﹁軍事機密﹂で制作されたものです︒
挺身隊に与えられた任務は︑時により違いますが︑多かったのは中国軍

中国軍の背後を襲い︑救出する任務で行動中︑夜になり︑道に迷い︑付

達磨山の山麓で﹁一一軍﹂の﹃砲兵隊群﹄の駄馬隊を包囲攻撃している

を撹乱することが主な任務でした︒
﹁國のため﹂と口先では言えても︑い

近の民家を叩き起こし︑五十歳くらいの農民を捕らえ︑一晩中道案内を

の背後に潜入し︑情報収集︑奇襲爆破︑逮捕︑放火などの方法で︑後方
ざ命を捨てるとなると︑そう簡単なものではありません︒全く背筋が寒

強制し︑翌朝︵一七日朝︶要らなくなったので︑私達はずいぷん助かっ

族のその生活を思うと胸が痛みます︒

出す時の怯えた家族の姿が思いだされます︒一家の大黒柱を失った遺家

き家につれこみ︑有無を言わせず後ろから銃剣で刺し殺しました︒連れ

たのに︑私達が日本軍だと知ったという理由で﹁企図秘匿﹂の為と︑空

くなる任務でありました︒
私達はこの任務のため︑平和な中国人民に︑何をしたか︑その幾つか
を証言します︒

日常の任務
挺進隊は軍司令部直属であっても服装が中国軍なので︑常に司令部か
や部落を偵察していましたが︑これには︑隊員は副収入︵略奪︶を主な

と思いこんで︑湯茶まで出して接待して貰った老婦人五名を宿営後の翌

七月一日︑湖商省来陽県来陽に向け潜行中︵地名不詳︶
︑私達を中国軍

︵２︶接待を受けた老婦人を惨殺

目的に積極的に参加した︒この時は部落や近くの避難民を襲い︑略奪は

朝︑出発時︑この時も又︑日本兵だとバレたと思い︑同じように﹃企図

ら少し離れて位置し︑
﹁敵情報収集﹂のため︑少兵力で度々︑近くの町

全く自由自在︑食料は勿論︑貴金属や貨幣︑特に﹁関金︵ドル＄を示し

秘匿のため﹄と︑五名全員をその井戸︵深さ一〇メートル︶に投げ込み

国軍が居るので﹁銃声をだすことも︑血痕も残せない﹂の理由で行った

二〇倍の価値があった︶や銀貨﹂を狙い︑
出て行く小隊長︵将校︶すら﹁お
帰っての話は︑戦果の事︒
﹁俺は銀貨五枚だ﹂
﹁お前︑あの時よいのを

ものです︒私達の﹁安全﹂のためには︑この様な残酷な事を平然と行っ

殺害し︑遺体は家具や麦藁を投げ込み隠しました︒この時は︑周囲に中

見つけたがヤッタんだろう︵強姦︶
﹂など︑略奪や強姦話しに花が咲く︒

ていました︒ ︵この事件は︑佐竹小隊の︑主な八名の古参兵で実行しま

い今日は銀貨一〇枚だぞ﹂と部下にふざけていた︒

当時の﹁精鋭挺進隊﹂も地に落ち全く﹁匪賊の群れ﹂に変身していた︒
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した︒
︶

犠性的行動に︑
全く驚き敬服しました︒所持品から本人は﹁新四軍 ︵*註１︶

治安の回復と維持︵抗日組織を壌滅し︑避難した住民を呼ぴ戻すこと︶

司令部﹂に予定していた︒挺進隊は﹁南岳憲兵隊﹂岡市少佐のもとで︑

院は大樹に包まれ︑爆撃を受けにくい所で︑軍は此処を﹁第六方面軍総

又富豪の別荘地・文人書画家が多く︑風光明媚な別世界です︒幾百の寺

一〇〇〇前後の連峰に囲まれた︑日本の高野山のような仏教の聖地で︑

九月一五日湖南省衡山県南岳市での事件です︒南岳は四方を標高

﹁学校で拷問は習っただろう︑二人で思いきりやれ﹂と指揮し︑殴る・

二人︵ＳとＷ︶がいた︒

指揮し︑担当しました︒下士官の中に中野学校を出たぱかりの新任伍長

取り調べを行いました︒これは︑私が指揮班の下士官三名と数名の兵を

当時宿舎にしていた南岳市﹁中正病院﹂に連れ帰り︑いつもの様に拷間

知りました︒残った捕虜三人は︑
急造の担架︵藤本兵長の遺体﹀を担がせ︑

戦陣訓にある﹁生きて虜囚の辱めを受けず﹂は日本軍だけで無い事を

幹部﹂であることが解りました︒

に当たっていました︒此処には日本留学経験がある何応欽︑何建︵いず

蹴る・水責めなの拷問を数時間続け︑南岳周辺の情報を少しでも探り出

︵３︶新四軍捕虜を拷問斬殺

れも﹁陸士﹂
︶等数人の知名人の別荘が点在し︑これらは徹底した家宅捜

そうとしたが︑既に死を覚悟しているのか︑三人共﹁知ちない﹂の繰り

返し︑何を尋ねても一言も喋らず︑結局何一つの情報も取れませんでした︒

査を行い︑多くの文書資料を略奪し上納した︒
余談ですがこの過程で︑懐かしい盆灯寵︑日本人形︑掛け軸など私達が︑

処分︵殺害﹀が決まった時︑
﹁俺が仇を取る﹂と言ったのは︑戦死した藤

薄暮を待ち︑近くのゴミ捨て場の穴の前に三人を座らせ︑佐竹が日本

久しく忘れかけていた品物にふれて︑ひととき現実を忘れ︑平和な故郷
ありました︒
この様な時期︑
九月一四日頃︑
南岳市祝融峰
︵標高約一︑
〇〇〇︶

刀で次々首をはね殺害し穴に埋めました︒これらの行為は﹁協力中国人﹂

本の小隊長佐竹少尉でした︒

山頂付近に﹁新四軍が出没している﹂との情報が入り︑真偽を確認のた

には絶対洩れないよう慎重にやったつもりでしたが︑数日後﹁日軍我が

を思いだし︑また持ち主のいまの心情など考え複雑な一時を過ごす事も

め﹁明日の朝は素晴らしい日の出が拝めるぞ﹄と隊員の好奇心を誘い︑

れ﹂と強よい叱りを受けた︒そう言えぱ当日現場近くで戦死した藤本兵

捕虜三名を生きたまま焼殺す﹂の中国軍の﹁無線電文﹂を傍受し解読し

夜明け前︑山頂近い所で突然︑遊撃隊の一隊と出会い︑戦闘になりま

長の遺体を火葬していたのがが誤認されたと思ったが︑それにしても新四

隊長西川中尉以下︵指揮班・佐竹小隊・協力兵等総人員約四五名︶夜半

した︒その時﹁友軍だ︑撃つな﹂と相手を騙し︑次々と九名を捕虜にし

軍の情報網の広さに驚いた︒私達が何をしても監視されていると思うと

た司令部竹内参謀から﹁本当にやったのか︑やるんならもっと要領よくや

ました︒武器を取り上げ︑逃げないように九人を囲んで休んでいた時︑

背筋に寒さを感じぞっとしました︒

出発し目的地に向った︒

捕虜の一人が﹁こいつらは日本軍だ︑早く逃げろ﹂と叫びながら︑身に

南北地域で﹁遊撃戦﹂を行っていました︒主力の﹁八路軍﹂は﹁延安﹂

︵註１︶﹁新四軍﹂は﹁八路軍﹂と同じ共産党の軍隊で︑主として揚子江

捕虜は逃げてしまい︑我が方も藤本兵長が戦死し︑二名の負傷者を出し

を根拠地にして﹁河北一帯﹂に﹁解放区﹂を持ち︑粘り強く抗日戦︵遊

隠していた手投げ弾に点火し自ら爆死しました︒この騒ぎの中で五人の
ました︒同志を一人でも多く助ける為に日本兵を道ずれに一命を捧げた
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撃戦争︶の先頭に立ち︑日本軍も大きな犠牲を出して居ました︒このニ
つが統一したのが︑現在の﹁中国人民解放軍﹂です︒

ここで︑
﹁どの様にして中国人を私達の協力者にしたか﹂に就いて話し
ます︒
﹁傀儡南京政府軍﹂の他はは大部分の者は﹁常徳作戦﹂中の中国軍の捕
虜です︒漢口の捕虜収容所に収容されて︑少ない食料で︑毎日の﹁埠頭
の苦しい荷役作業﹂で骨と皮に痩せ細り﹁何とか此処から出たいの一念
だった﹂
︵彼らの証言︶そうです︒軍情報部はこれを巧みに利用し︑一部

きました︒
﹁誰にも︵日本軍でも﹀口外してほならぬが﹂鉄則でした︒

三︑
﹁撫順戦犯管理所﹂の六年
鬼から人間回復

私達は自ら学習し苦悩の末人間を取り戻した︑

﹁報復の連鎖﹂は被害者・中国人民・自らの手で断ち切られ︑
許され帰国することができた︒

に軟禁し︑厚くもてなし︑阿片︑塩などの密売の特権を与える等で籠絡し︑

をアイマイに認めました︒然し私は心では﹁命令を実行しただけ︒私に

の調査では犯罪のほんの一部︵老婆を家に閉じこめ︑部落を焼いたこと︶

私は︑今まで述べたように︑重大な戦争犯罪を犯した鬼でした︑ソ聯

協力を強制した︒彼らは︑
家族を漢口に呼び寄せる者を優先し選んだ︒
﹁人

罪は無い︒罪は命令した上官にある﹂の軍国主義のままで︑撫順戦犯管

を連れ出し︑
漢口の高級住宅街にある﹁湖南公館﹂と名ずけた﹁軍情報所﹂

質﹂にする為である︒家族︵親・妻・子供など︶をこの﹁湖南公館﹂に

理所に移管されました︒管理所に着いて真っ先に﹁ギクリ﹂としたのは

﹁戦犯の二字﹂です︒前にも証言した様に﹁私は特務だ︒バレたら一番に

軟禁して︑軍の機密費でその生活を保証した︒
特に家族を大切にする中国古来の伝統を逆手にとり︑日本軍への協力

工作をやって居て︑多くの中国の愛国者や平和な住民まで騙して罪を重

白﹂した﹁供述書﹂の一部であります︒特に私は国際法を無視した特務

今まで話した事は︑私が犯した犯罪の中で︑私の自己の犯罪として﹁担

必ずこれらを含めて︑総ての侵略体験を記録に残したいと考えています︒

斬首殺害︵三名︶などありますが︑この度は省略しますが︑生存中には︑

欺瞞武装解除︑略奪・虐待︑
﹁柳州﹂での﹁抗日地下工作者﹂の逮捕・拷問・

﹁桂林﹂での中国軍負傷将校の爆殺︒
﹁桂林﹂撤退軍︵約六〇〇名︶の

言したいと思います︒中国政府の人道的寛大政策︵この政策は周恩来総

どんな過程をたどって認罪できたか︑是非聞いて貰いたい点に絞って証

離れず︑私が﹁担白﹂した日まで続きました︒此処でどんな処遇を受け︑

明し︑告白しました︒私が幾ら誤魔化そうとしても︑この不安は頭から

ついても聞かれたら︑部隊の行動や犯罪については地図入りで詳しく説

どんな指示にも従った︒生活組長として仲間の世話もやり︑犯罪行為に

表面は﹁良い子﹂に見せかける為︑監房規則をまもり︑看守に反抗せず︑

を隠す為に徹底した﹁ゴマカシ﹄戦術をとりました︒腹の中と違って︑

銃殺される﹂と︑不安の日々が続きました︒其処で私は︑この重大犯罪

ねていたので︑捕まったら私が一番先に無条件で﹁銃殺﹂されると覚悟

理を直接責任者として指導されていた︶

を強制していました︒以上は私が行った犯罪の総てでは有りません︒

していたので︑敗戦後は︑この件だけは絶対に黙秘しょうと心に決めて

︵１︶管理所に拘留された私達は︑色々な形で反杭しました︒

私のように﹁ゴマカシ戦術﹂や︑必ず報復される・死刑になると自分

いました︒事実︑私を挺身隊員として推薦した上級者にも黙秘しました︒
ソ聯の捕虜時代から︑中国に移管されても同じ考えで︑
﹁担白﹂の日迄続
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の注意があるくらいでした︒然し健康管理の面では︑全員の精密検査︵レ

者も居ましたが︑然し管理所からは何も処罰されず︑
﹁静かにしなさい﹂

で考え︑
﹁早く殺せ﹂と大声で怒鳴るなど︑監房規則は守らず︑反抗する
も居られました︒

皆殺しにされて一人残され︑その恨みをはらす為に八路軍に入った職員

した︒管理所の所長をはじめ︑職員の全員が被害者であり︑中には一家

ました︒また﹁入れ歯や︑眼鏡・義足の取り替え﹂などの健康管理の面

人は市内の病院にいれて︑ペニシリンなど高価を薬品を使い︑治療され

になりなさい﹂の励ましでした︒又全員の定期健康検査︑又難病や重病

不審に思い尋ねると﹁鶏は食べて良いです︒しっかり食べて︑早く元気

すが︑びっくりしたのは︑副食に﹁鶏の缶詰め﹂一缶が付いていました︒

貰いました︒退室してからの病人食は︑日本ならお粥と梅干しが普通で

室に運ぱれ﹁注射と下剤の処置﹈をうけ︑容態が落ち着くまで看病して

切に治療して貰った︒私が食べ過ぎで﹁胃痙撃﹂になった時︑直ちに病

人民日報の差し入れ閲覧︵要点翻訳︶で︑
戦後急速に変化する国際情勢や︑

に︑政治・経済・毛沢東全集など資料も巾広く準備され︑それに毎日の

二時間は体育︑残りは自由時間だったので︑時間は十分︑大講堂︵図書室︶

思で次第に学習に励むようになりました︒午前中は学習時間で︑午後の

か尊敬と信頼感に変わって行きました︒それに伴って︑私達は自分の意

次第に親しみを感じるようになり︑それが少しずつ深まり︑何時のまに

開けて呉れて︑何時も直接面倒を看て貰っている指導員・看守さんに︑

す︒この様な人道的配慮は︑私達の頑固な軍国主義思想の扉を少しずつ

憎しみ︑復讐の感情を押さへて︑私達は献身的な世話をして貰ったので

職員全員︑この人道主義を実践する為に︑私達に対する耐え難い恨み︑

だけでなく︑
﹁衣・食・住・文化・体育・娯楽活動﹂などの︑総ての面で

新しい中国の国内事情︑又日本の状勢も学習出来ました︒長い間活字に

ントゲン︶も行い︑毎日のように病人の有無を確かめ︑病人が出ると親

の﹁超人道的配慮﹂は︑私達が中国に移管されたその日に始まり︑帰国

飢えていた私は︑何でも貪るように読み︑多くの学習が出来ました︒こ

の学習の過程で︑
﹁私達が今まで身に着けていた旧い﹁天皇制軍国主義思

まで一貫して変わりませんでした︒
然し管理所では言葉では何一つ聞いたことがありません︒管理所職員

深く認識出来ないで帰国しましたが︑詳しく知ったのは︑大部分が帰

︵２︶私達は︑
この人道的政策がどうしてうまれ︑
どのように行はれたか︑

下さい︒私は今でも﹁覚醒﹄を何度読んでも︑読む度に感謝の涙がこぼ

員の手記︶
﹂や﹁人道と寛恕のビデオ﹂
︵六年間の実写の収録︶をご参照

出来て︑一歩ずつ本当の人間に近ずく事ができました︒﹁覚醒︵管理所職

想﹂を︑自分で批判出来るようになり︑
﹁その矛盾と罪悪性﹂を知る事が

国後のことです︒

れます︒これは又私の﹁認罪の道︵贖罪の道︶
﹂に勇気と力を与えて呉れ

全員は︑言葉で無く﹁実際の行動﹂で示して呉れました︒

﹁戦犯といえど人間である︑その人格を尊重しなさい﹂
﹁言葉使いは丁

ています︒

地の違いで私の考えも変って来ましたが︑どうしてもすべてを担白︵心

私が戦争中に行った行為と︑今受けている処遇を重ねて見ると︑天と

でした︒

︵３︶戦争犯罪調査の過程で︑私達は決して﹁自白﹂を強制されません

寧に﹂
﹁殴ったり侮辱してはいけない﹂
﹁病人は手厚く看護し︑一人も死なせ
てはならない﹂﹁日本人の生活習慣を尊重しなさい﹂などの戦犯処遇の大
原則が︑中央政府から管理所に措示されいたことを知りました︒
私達が管理所に到着前に︑管理所職員全員で︑学習された事も知りま
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たのは︑私が殺害した多くの被害者の方々と︑その遺族の方の心情︑
﹁私

ら諭して呉れました︒私も色々悩みましたが︑やっと担白の決心が出来

いのか︒中国の政策を信頼し︑自分の明るい道を探しなさい﹂と涙なが

からないのか︑誰が死ねと言ったか︒君たちは帝国主義のままで死にた

多くの自殺未遂者も出ました︒その都度指導員は﹁まだ中国の政策がわ

が続きました︒その頃︑私達はノイローゼで仲間から二人の自殺者や︑

から反省し自白すること︶が出来ず︑随分悩み続け︑眠れない苦悶の夜

ピン︑南は﹁漢口・南京・上海・杭州﹂
︑首都北京や周辺の農村を参観し︑

放された新中国の社会参観学習﹂が許されました︒北は東北三省︑ハル

が終わり裁判を待っていた時期︵五六年三月︶私達に四〇日余りの﹁解

任指導員︶
・ 関先生趨先生︵共に看護婦長現在は医師︶の五名です︒担白

金源先生︵後任管理所々長︶
・呉浩然先生︵教育科長︶
・催仁傑先生︵主

理所職員を日本に招待しました︒その中の五名は朝鮮族出身者です︒蓼

帰国後二八年目に︵八九年一〇月︶ 私達が感謝の気持ちで︑八人の管

苦力と言はれた労働者も見当たらない︒上海では︑船上生活者が無くなっ

この時受けた色々の感動︒解放され︑人民が主人公となって僅か六年余

せようとする︑命令を正当視する軍国主義思想ではないか︒殺された私

ている︑など生活環境が素晴らしく改善されている事 に驚いた︒又︑侵

達に対しての憎しみ・恨み﹂がどんをに深刻であったか︑少しずつ理解

には絶対に通じないぞ﹂
﹁命令でも︑お前は至極積極的にやったではない

略した私達﹁日本軍国主義の罪の深さ﹂について︑実りある学習が出来

の新中国の変化の素晴らしさ︒何処へ行っても人力車は見えない︒昔︑

か﹂と私が殺した被害者の﹁恨み﹂が︑私を締め付けている幻想に悩ま

ましたが︑その量も多くて︑纏めは後の機会に譲らせて頂きます︒

出来る様になったからです︒
﹁命令でやったは自分の罪を少しでも軽く見

され続けられた︒

な犯罪も︑包み隠さず総て担白しました︒担白の供述書を提出して私は

が出来たからです︒口を裂かれても黙秘しようとしていた挺進隊の惨酷

叩き殺すに違いない︒私が殺されるのは当然だ﹂と心かち受けとめる事

﹁私は実行者だ︑被害者と多くの遺族の方は実行者である私を一番先に

訴即時釈放﹂のとても寛大な判決でありました︒判決文には﹁私達があ

りました︒判決は﹁四五名の死刑なしの有期刑で︑残りの私達は﹁不起

一九五六年六月二二日︑中国最高人民法院特別軍事法廷から判決が有

れました︒こうして﹁最高人民法院特別軍事法廷﹂の裁判を待ちました︒

中国は積もる恨みをのり越えて自らの手で﹁報復の鎖﹂断ち切って呉

︵４︶
﹁日中友好﹂の為に﹁寛大な判決﹂

全身の重荷が取れた様にスッキリとしました︒指導員の先生ほ﹁よく頑

る程度反省している﹂こと︑それに﹁日本中国の友好を深く考慮した﹂

私は苦悩の末やっと決心できました︒

張った︒更に学習を深める様に﹂と︑まるで自分のことのように喜んで

と記載してありました︒

︵５︶判決文書にある﹁日本中国友好﹂

くれ︑励ましてくれました︒
この様な中で私達は一層学習に励むことが出来ました︒私達が︑今で

此処で皆様に是非理解して頂きたい事は︑判決文書にある﹁日本中国
友好﹂に就いてで有ります︒

も管理所の諸先生を﹁老師﹂と尊敬し︑撫順を﹁再生の地﹂
﹁心の第二の
ふる里﹂と忘れる事が出来ない﹁所以﹂が理解して頂けると思います︒

﹁友好は憎しみや恨みがある限り絶対に生まれません﹂
︒

中国政府は私達を﹁処刑﹂にするのは容易だが︑もし処刑にしたら︑

余談ですが私達が﹁再生の恩師﹂と尊敬している職員の中には︑多くの
朝鮮族︵韓国・朝鮮人民共和国出身者共︶の出身者がおちれました︒
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一九四一年に入り︑李家河に駐留中︑
﹁此処に近いうち︑慰安所を新設

︵１︶慰安所の施設に就いて

時まで経っても︑日中友好は望めない︒然し﹁中国は心から日中友好を

するから︑急ぎ準備が出来るよう﹂通報が入り︑本部は急遽︑各中隊から

日本に新しい遺族をつくり︑又︑新しい憎しみを生みだす︒これでは何
望んでいます﹂
と力説されました︑
︒私は︑
中国は自国の恨みを乗り越えて︑

此処は四周に友軍が配置してあり︑逃亡も外部からの侵入も出来ない位置

大工︑左官の全員︑又︑多数の使役兵を動員して突貫工事を行い︑短期間

私達戦犯への﹁寛大政策﹂は︑この原点から生まれた政策だったと思っ

でした︒施設は︑連行されてきた﹁被害者用﹂の個室数個と︑管理人用の

自国から報復の鎖を断ち切り︑友好の手を差し 出していることが心から

ています︒事実︑撫順管理所戦犯一︑
〇〇〇余名が﹁命令・指揮・実行﹄

部屋数個︵寝室・倉庫・炊事場・使用人室・受付など﹀と︑隅に便所・浴

で完成させました︒場所は軍が監視し易い本部近くの独立民家を選んだ︒

した中国側の被害者数は︑死者だけでも︑八五万七︑
〇〇〇人です︵管理

場があったと記憶しています︒変わった点は︑一部の広場を残して︑施設

認識出来ました︒

所資料︶
︒

略の銃を持たず︑平和に暮らして下さい ――
﹂の管理所職員の言葉は決し
て忘れず︑
﹁中国から頂いた後半生は︑平和と日中友好に捧げます﹂と誓っ

涙が止まりませんでした︒輸送船・興安丸に乗船前︑
﹁帰ったら二度と侵

備隊長を任命する﹂と示され︑直接経営は業者が独立して行っていたよう

助とする﹂と書かれていたと思います︒又﹁慰安所業務の監督指導は︑警

︵２︶
﹁慰安所の目的・管理について﹂

の周囲は外から見えない高い囲い︵柵︶が作られていました︒

た︑あの時の感激の言葉も忘れず︑及ぱずながら実践しています︒管理所

に見せかけていましたがたが︑真実は違っていた︒真実は﹁軍は業者の経

これにかへての死刑無しの
﹁寛大判決﹂
です︒私達には最高の感謝感激で︑

六年の生活は︑私を軍国主義の鬼から人間に帰し︑私の後半生の生き方ま

営権を握り﹂
﹁諸規定の履行︑不確実なものは営業停止し︑又は退去を命ず﹂

が行う定期の検診は拒否出来ない﹂などですが省略します︒

﹁本部に一表にして提出する﹂
﹁慰安婦の外出は部隊長の許可が必要﹂
﹁軍

務を強制していたか︑数例に就いて述べます︒
﹁巡察者に利用状況の報告﹂

かに﹁軍の命令﹂に依るもので有りました︒具体的に軍が業者にどんな業

と有るように︑慰安所違営は全面的に管理運営していました︒それは明ら

慰安所設置の目的は︑
﹁将兵殺伐の気風を緩和し︑軍紀︑戦意高揚の一

で教えてくれた素晴らしい学校だったと︑今でも感謝しています︒

四︑追記・
﹁従軍慰安婦﹂問題について
︵以後﹁従軍慰安婦﹂の言葉は﹁被害者﹂に変えます︶
︵１︶慰安所運営は総て軍管理で行った︒

︵３︶被害者の此処での生活

此処に強制連行された﹁被害者﹂五人は各人とも個室に監禁され︑﹁現

私は六年近い従軍中︑殆ど侵略の最前線でしたが︑湖北省での三年︑
荊門県の李家河・雑樹店・李家・江陵県沙市・宜昌県宜昌︿白雀寺︶の

の外出は許されず︑本当に奴隷以下の取り扱いで︑日本軍は﹁被害者﹂

地での長い屈辱の生活﹂は︑総てこの﹁個室﹄でで行われました︒柵外

箇所では︑慰安所を直接管理する﹁警備隊本部庶務係﹂の一部を担当し

を﹁性︵セックス︶用具﹂にしていました︒此処での︵最前線﹀生活用

五箇所では︑慰安所施設がありました︒特に︑李家河・李家・雑樹庸の三
ていたので︑この問題はある程度証言出来ると思います︒
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れていました︒発行当初は差額が無かったが︑儲備券の価値が戦況の悪

達の給科は︑日本円に換算した﹁傀儡南京政府発行の儲備券﹂で支給さ

国社会の実状を知るのを防ぐ︑重要な面があった﹂と思います︒当時私

逃亡や誘拐の防止﹂が目的ですが︑最も懸念したのは︑それ以外に﹁中

の外出は特別の場合を除き︑禁止されていました︒その目的は﹁防諜・

格差を悪用し︑管理人は莫大な利益を得ていました︒此処では﹁被害者﹂

委員から﹁売買﹂の形式で補給されていました︒安い軍と高い現地の価

品︵食料・燃料・日用雑貨品など︶の総てが︑警備隊︵大隊︶本部経理

暴言を粉砕し︑
﹁犠牲者の今後の人権回復の総ての戦い﹂の支援活動に協

本質を告発し︑暴露し﹁慰安婦は商売だ︑商売人が勝手にやった﹂等の

せん︒
﹁貴方がたの苦しみは決して忘れません︒せめて﹁慰安婦制度﹂の

奪い去り︑一生を犠牲にしました﹂
︒これはどうしても償うことが出来ま

します︒要するに﹁私達日本軍は︑被害者の貴重な人生の総ての権利を

いたし︑
﹁朝鮮人なんか抱けるか﹂
﹂が本心だったことを告白し︑お詫び

決して持っていませんでした︒当時の私は︑民族差別思想がしみ込んで

当時︑私に疲れた女の心情がわかり︑チツプを出すような優しい心など

一二︶
―

力することを誓います︒

︵呉市本町五

化につれて下がり︑それにつれて﹁円﹂の価値も一九四四年初め頃は一
月一〇％近く下がり︑私達は大変困りました︒私の月俸約二〇円を儲備
券換算で受け取ると︑町の中国食堂では﹁うどん﹂五杯くらいしか食べ
られませんでした︒敗戦時は﹁紙屑﹂同然でした︒
﹁被害者﹂の方々も
そうだったと思います︒長い間苦労に苦労を重ねて貯めた︑僅かな﹁お
金は水の泡﹂となり︑
﹁身も魂も奪い取り﹂その末︑敗戦時には︑何の
保障も無く放り出しました︒
︵４︶
﹁被害者﹂が︑どんなに﹁苦難﹂の生活であったか︑毎日繰り返
されていた多くの中から︑一つの実例で証言します︒
一九四三年五月︑宜昌南方で行われた﹁江南作戦﹂前の一周間︑
﹁宜昌
白雀寺慰安所﹂は多くの兵隊が並んで順番を待っ程混雑していました︒
慰安所の使用時間は︑兵が朝九時から五時︑下士官は五時から七時︑七
時以後は将校用と規定されており︑
﹁被害者﹂に十時間以上の苦役を強制
し︑又一人平均︑十数人の将兵の﹁性の相手﹂にされていたのです︒五
時から私達下士宮が行っても﹁被害者﹂は︑それまでの疲れで︑まるで
死人のように深い眠りに落ち︑どうしても誰一人起きて呉れません︒仕
方なく︑私たちは帰るしかありません︒
﹁こんな見苦しいやっが抱けるか︒
払った金は︑あいつらへのチップだ﹂と宣言し︑皆で諦めて帰りました︒
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出典＝呉市議会事務局
︿資料﹀昭和二十年︑呉市会協議会・議事録資料︵二十・八・十七︶
布告
一︑大詔既ニ煥発セラル
一億国民ハ大御心ヲ奉戴シ当局ノ指示スル所ニ従ヒ今後
試練ニ耐フベシ
二︑
一億国民ハ銃前銃後ヲ問ハズ力ノ限リ克ク戦ヒタリ徒ラニ他
ヲ責メ又ハ自暴自棄ニ陥ルガ如キ行動アルベカラズ安ンジテ
各自々業務ニ精励スベシ
三︑軽挙妄動ヲ戒メ秩序ヲ紊ルガ如キ言動其ノ他越軌ノ
行為アルベカラズ
当分ノ間左ノ事項ヲ禁止シ違反者ハ厳罰ニ処ス
︵イ︶許可ナクシテ職域ヲ離ルヽコト
︵ロ︶当局ノ許可ナクシテ集会ヲ開クコト
︵ハ︶当局ノ許可ナクシ印刷物ヲ配布スルコト
︵ニ︶戎器︑凶器︑火薬類ヲ携行スルコト
︵ホ︶用ナクシテ街路上ニ停止スルコト
︵ヘ︶午後九時以降翌午前四時半マデ特ニ要務ナクシテ外出スルコト
四︑停戦協定成立スル迄戦闘態勢ヲ堅持スベシ

昭和二十年八月十五日
呉鎮守府
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︿資料﹀広島県立公文書館 山岡文書
連合軍進駐地付近住民ノ心得
広島県警察部
来タル九月二八日以降︑米軍ハ呉地区ニ逐次進駐スル予定ナルモ従来

ノ物品ヲ好奇心ニテ強要スル事アルヲ以テ時計︑万年筆︑写真機
等貴重品類ハ彼等ノ目ニ触レ

ナイ様注意スル事ガ肝要デアル︒

ノ例ニ徴シ進駐ハ概シテ平和的雰囲気ノ中ニ取運ブモノト認メラルルニ

尚現金ハ可成手許ニ置カヌ様ニスル必要ガアル

四︑
万一暴行略奪等ノ事故ガ生ジタナラバ大声ヲ発シテ近隣ニ救ヲ求メ

付一般国民ハ無用ノ不安動揺ヲナスコトハ禁物デアル︒唯極メテ一部外
国兵士中命令不徹底又ハ好奇心出来心等カラ若干事故モ生ジ又言葉ノ通

特ニ婦女子ハ死ヲ以テ身ヲ守ル覚悟ガナケネバナラヌ︒
﹁ピストル﹂

ルトカ護身ノ為抵抗スルトカ等ノ自衛上必要ナ手段方法ヲ取ル事︒

我政府トシテハ不法行為ニ対シテ連合軍側ニ厳重申入レヲ為シ事故防

等デ脅ス様デアルガ単ナル威嚇デアルカラ少シモ恐レル必要ハナ

ジナイ所カラ一寸シタゴタゴタモ発生スル虞ガアル
止ニ努メル積リデアリ又連合軍側ニ於テモ善処ヲ約シツツアルガ一般国

イ

五︑外国兵ノ不法行為ニ就テハ政府トシテ厳重抗議ヲシ其ノ善処方法

民トシテハ此際更ニ自粛自戒特ニ左記諸点ニ留意シテ不祥事ノ発生セザ
ル様未然防止ニ協力セラレ度イ

ヲ求メル事ニナッテ居リ米国側モ事実ガ明白ナル場合ハ自ラ適当

ハ国民トシテハ犯行ノ場所︑時日︑犯行者ノ服装其他ノ特徴等証

ノ措置ヲ取ルノガ通例デアルカラ苟モ不法行為ガ行ハレタ場合ニ

外国人ハ我国ノ風俗習慣等ヲ理解セズ好奇心乃至出来心カラ種々悪戯

拠トナルベキ事物ヲ速カニ最寄ノ警察官又ハ憲兵ニ届出ルコトカ

記
ヲナス傾向アルヲ以テ国民側ノ態度トシテ最モ重要ナル事ハ彼等ノ不法

是非必要デアル

広島三三二〇︑
九一〇〇︑
〇〇〇

行為ヲ発生セザル様努メテ隙ヲ見セナイコトガ大切デアル即チ
一︑進駐地付近ノ町内会︑部落会︑隣組ハ皆デ相戒メ相助ケ合ツテ事
故ノ未然防止ニ努力スル様仕組ミ︵自衛組織︶ヲ必ズ確立スルコト︒
又町内ニ外国語ノ話セル者ガアル場合活用スルコト
二︑各人ハ成ベク外国兵士ト接触シナイ様注意スルコト︒又婦女子ハ
服装ヲ正シクシ独リ歩キヤ夜間ノ外出ヲセヌ事︒家ヲ留守ニシ又
婦女子ノミノ留守居ノ住家ハ戸締ヲ厳重ニスル事
三︑米国兵ノ習慣トシテ其ノ土地ノ品物ヲ記念品トシテ持帰ル為メ種々
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Ⅺ 記憶と和解

弔意と平和を希求

戦災死者名簿の公開
――
呉空襲を記録する会 代表 朝倉邦夫

国連総会は二〇〇四年十一月︑
﹁第二次世界大戦終結六十周年を記念す

調査は︑隣保班・町内会の警防団・町内会長を通して︑死傷者名・家屋

焼失の個別情報が登録され︑町籍簿に記載され︑その情報が消防署・警

察署・市役所・県に伝達・登録されました︒

それに基いて市役所︵町内会長︶が罹災証明書を発行したり︑補償見

決議は︑一九四五年にナチス・ドイツが連合軍に無条件降伏した五月

だのやら判らないままで漠然と行われ︑参加者も少なく﹁記憶﹂も薄れ

ささやかな民間人有志による慰霊行事が行われていますが︑誰が死ん

舞金が一〇月に給付されています︒
︵参照
﹁昭和二十年の
﹃日記﹄
﹂
神垣増雄︶

八日と九日を︑欧州での戦争終結だけではなく︑アジアでの戦争をふく

るばかりです︒

る決議﹂を全会一致で採択し﹁記憶と和解の日﹂を制定しました︒

め第二次世界大戦終結の﹁記憶と和解の日﹂にすると宣言しました︒

いま全国的に﹁記憶﹂をハッキリとよみがえらせ︑具体的に慰霊をし

ようとしています︒ヒロシマや沖縄のように戦災死者の名を明らかにし︑

﹁すべての加盟国と国連諸組織︑非政府組織︑個人﹂が﹁第二次世界大
戦の犠牲者に敬意を表するために︑適切なやり方で︑この両月の一方も

写真も掲げて身近に﹁記憶﹂を呼び戻そうとしています︒

広海軍工廠の空襲犠牲者 工僚神社

︵広 船津八幡神社内︶

呉海軍工廠の空襲犠牲者 殉国之塔

空襲地蔵

︵鍋峠 警固屋地区仏教婦人会︶

呉市街地の空襲犠牲者

︵寺西・八幡各公園 奉賛会・自治会有志︶

平和を求める努力を誓い︑
﹁記憶と和解﹂を目指したいと思います︒

のご冥福を広く皆さんと共に祈り︑この方々の無念の思いを受け止めて︑

ここに収められている犠牲者名簿を公開し︑誌上をかりて︑この方々

七月一日

六月二二日

五月五日

呉の代表的な空襲とそれに関わる慰霊行事を行っているのは

うか︒

呉でも︑
慰霊碑の傍に﹁戦災犠牲者碑銘﹂を建てることができないでしょ

しくは両日を︑毎年︑祝う﹂よう呼びかけました︒
﹁記憶とは︑まず歴史認識であり︑ファシズム︑軍国主義を明確に否定
する共通の認識と決意に立ってこそ︑未来に向けた協力を可能にする﹁和
解﹂がすすむのだ﹂と︒
同時に︑第二次大戦以来︑各国が過去の遺物を克服して民主的な価値
や自由を促進する成果をげたとして﹁和解﹂の意義を強調し﹁すべての
戦争犠牲者﹂を弔うよう求めています︒
旧軍港都市・呉における﹁記憶と和解﹂は不十分だと思われます︒
軍艦・軍人の﹁記憶﹂は︑旧海軍墓地などに記念碑を立てて荘重な慰
霊祭を行い︑過去の栄光を称え︑戦死者の名を刻んで明示し︑慰霊を丁
重にしています︒
しかし︑お国のために銃後で支えていた一般市民は︑無差別爆撃で無
残に殺傷され︑名も残されず︑慰霊も十分ではなく︑記憶も薄れ忘れ去
られようとています︒
戦災犠牲者の名が判らないからではありません︒
県警察本部の資料︵二三八ページ資料参照︶にもあるように︑当時の
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祝

詞

りし面影を偲び奉︵まつ︶りて高き尊き御偉業を慕い奉︵まつ︶

らんと御前に家族親族等︵うからやからたち︶を始め縁故︵ゆかり︶

深き人達参列︵まいつら︶なりて一年︵ひとせ︶に一度︵ひとたび︶

りなく︶も枉事︵まがごと︶に遇い大東亜の戦争︵たたかい︶の

元広海軍工廠の工場︵にわ︶にて勤︵つとめ︶の中に不意︵ゆく

船津山の緑の色深く此の斎場︵ゆにわ︶に鎮座︵しずまりま︶す

川山野の種々︵くさぐさ︶の物捧げ奉りて恐々︵かしこみかしこ

のふゆ︶を蒙︵かがう︶らしめ給い諸共に立ち栄えしめ給えと海

しめ︶して斯く仕え奉︵まつ︶る諸人等に広き厚き恩頼︵みたま

つり︶仕え奉︵まつ︶らく平︵たいら︶けく安らけく聞食︵きこ

工僚神社 宮司 佐々木尚宏︵船津八幡神社・初崎神社︶

爆撃に依り身罷︵みまかり︶給いし尊き神霊︵みたま︶を始め此

み︶も称辞︵たたえごと︶竟奉︵おえまつ︶らくと白︵もう︶す︒

仕え奉︵まつ︶る常の例︵ためし︶の慰霊祭︵みたまなごめのま

の郷︵さと︶の工業︵たくみのわざ︶に関係︵かかづ︶りて神去
り給いし三百九十三柱の神霊︵みたま︶を祀る工僚神社の御前に

軍航空廠戦災犠牲者の慰霊祭」の「祝詞」
（のりと）

謹み敬いて白︵もう︶さく︒

社（広高校前 船津神社内〉で行われた「広第１１海

今更に思い出奉︵まつ︶り偲び奉︵まつ︶るも悼ましの限りにこ
そ有れ家族親族︵うからやから︶の心の内や如何ばかりかも然は
有れども汝命等︵いましみことたち︶御国の為身も棚知らず一向
︵ひたぶる︶に大和心の利心︵とごころ︶雄々しく変わる事無く

をわかりやすく読み下したものです。

唯一筋に尽し給いて大き功芳︵いさおかぐ︶わしき御名とを現世
︵このよ︶に残し留めて身退︵みまか︶り給いぬるは尊き極みに
て千里五百里︵ちさといおさと︶何れの時か其の名を慕わざらん︒
千年五百年︵ちとせいおとせ︶何の時か其の名を慕わざらん︒
既に天の下の平和︵おだい︶立ち帰りたる今にして思い廻らせば
汝命等︵いましみことたち︶の遂行︵はた︶し給える働きこそ人
類︵ひと︶の福祉︵さち︶を齎し来れる大きな力となりて今将亦︵い
まはたまた︶何の辞︵ことば︶を以て称︵たた︶え奉︵まつ︶る
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べきと高く仰ぎ深く偲び奉︵まつ︶るにぞ在りける︒
故︵かれ︶汝命等︵いましみことたち︶の現世︵うつしよ︶に在

※これは２００５年５月５日の空襲記念日に工僚神

船越冨美子︵竹原町︶
松永 信子︵香川県多度郡善通寺町︶
岡畠 綾子︵呉市和庄通︶
土井清三郎︵比婆郡山内西村︶
重満チヨノ︵呉市本通︶
城
一男︵呉市八幡通︶
浜
豊︵呉市八幡通︶
藤井 昌信︵山県郡川迫村︶
宇根健太郎︵呉市清水通︶
神
俊子︵呉市蔵本通︶
明
次敏︵呉市八幡通︶
中村 政次︵呉市本通︶
美濃 満明︵呉市古江町︶
小川
実︵呉市八幡通︶
武田 政雄︵沼隈郡百島村︶
池田 正夫︵賀茂郡川尻町︶
今田 起三︵賀茂郡志和堀村︶
中山 治美︵甲奴郡甲奴村︶
富西佐太郎︵奈良県高布郡倉橋町︶
楠本 浅治︵和歌山県牟婁郡西冨田村︶
西光
登︵世羅郡廣完村︶
松本 孝子︵岡山県川上郡日置村︶
高橋 清徹︵呉市八幡通︶
鈴木 隆士︵広島市川原町︶
前本
甫︵岡山県真庭郡湯原村︶
坂野 権一︵豊田郡南方村︶
百林 逸雄︵賀茂郡安芸津町︶
細井
明︵沼隈郡山南村︶
沖口 末松︵呉市仁方町︶
栗田利太郎︵松山市萱町︶
岸田 政雄︵奈良県葛城郡掖上村︶
藤井 賢二︵深安郡山野村︶
下森 隆男︵双三郡三良坂町︶
近藤 正雄︵香川県綾歌郡坂本村︶
浅田 昭三︵呉市海岸通︶
川田 敏雄︵高知県高岡郡久礼町︶
戸尻 定司︵岡山県英田郡河合村︶

門田 利暁︵豊田郡椹梨村︶
森川 音吉︵佐賀県東松浦郡北波多村︶
小川 幸久︵愛媛県越智郡弓削村︶
斉藤 隆司︵山県郡都谷村︶
折重 正人︵高田郡向原町︶
有田
勝︵豊田郡中野村︶
岡本十四三︵岡山県後月郡高屋町︶
池神 有弘︵高知市小川町︶
倉本
登︵福山市郷合町︶
森
忠男︵呉市広町︶
西畑 福三︵賀茂郡郷原村︶
湊
知定︵佐伯郡上水内村︶
小林 幸男︵愛媛県岡桑郡壬生川町︶
東
豊明︵御調町木庄村︶
勝間健太郎︵呉市翠町︶
大谷
力︵岡山県真庭郡川東村︶
出雲 米蔵︵呉市下長木町︶
稲家 三次︵宇部市西区本町︶
加藤 直正︵岡山県吉備郡大和村︶
沢原 敏之︵賀茂郡乃美尾町︶
上野 好人︵呉市広町︶
門野 光義︵島根県那賀郡國府村︶
揚野信次郎︵呉市広町︶
原岡
渉︵賀茂郡安登村︶
姫田 春男︵徳島県板野郡松茂村︶
上田 芳男︵神戸市灘区灘北通︶
島袋 善榮︵兵庫県武庫郡良元村︶
五十嵐尚次郎︵津山市總社笠松︶
藤井 昌信︵山県郡川迫村︶
美濃 満明︵呉市古江町︶
宇根健太郎︵呉市清水通︶
神
俊子︵呉市蔵本通︶
明
次敏︵呉市川原石町︶
中村 政次︵呉市阿賀町︶
近藤 礼子︵住所無記入︶
藤村 敏子︵住所無記入︶
堺
春子︵住所無記入︶
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三木 栄蔵︵大阪市住田区大領町︶
本所 作衛︵高松市太田上町︶
児玉
豊︵岡山県邑久郡玉津村︶
光原 正明︵呉市宮原通︶
野呂山 兀︵高知県幡郡多三崎村︶
平岡 庄一︵呉市阿賀町︶
松本 和生︵愛媛県上浮穴郡面河村︶
岩井 光夫︵呉市広町︶
空垣内良信︵呉市阿賀町︶
木村
勉︵安芸郡下蒲刈島村︶
本田 敏雄︵安佐郡亀山村︶
金谷 範行︵呉市阿賀町︶
朝迫 卓夫︵呉市阿賀町︶
河野 虎芳︵愛媛県東宇和郡渓筋村︶
黒川 初雄︵今治市厩通︶
黒川チヨ子︵今治市厩通︶
坂本 亀一︵佐伯郡大柿町︶
増原
勉︵呉市仁方町︶
浜本 光雄︵賀茂郡川尻町︶
船越 又一︵安芸郡下蒲刈島村︶
管田 権一︵賀茂郡川尻町︶
森野 俊三︵賀茂郡安芸津町︶
船越 正光︵安芸郡下蒲刈島村︶
西端 藤楠︵呉市広町︶
山本 武次郎︵呉市本通︶
中村 静正︵長野県東竹馬郡黒山辺村︶
住田
實︵呉市登町︶
毛利 史郎︵比婆郡田森村︶
高尾美代子︵芦品郡栗生村︶
浅野アヤ子︵北海道壽却部町︶
藤田サワノ
︵京都市上京区小山北上總町︶
一瀬 國代︵島根県八束郡意東村︶
森本 厚子︵呉市登町︶
樽村十七吉︵呉市阿賀町︶
池田 八重︵豊田郡南生口村︶
斉藤 文子︵岡山県浅口郡寄島町︶
神田 ハツヨ ︵双三郡君田村︶

祭神人名帳 工僚神社

印平 聿二︵賀茂郡板城村︶
井村 光秋︵賀茂郡上黒瀬村︶
森岡 義雄︵呉市広町︶
土井 章一︵呉市広町︶
篠宮 太郎︵滋賀県伊香郡木本町︶
片岡 弥市︵呉市阿賀町︶
片岡
巧︵比婆郡山内西村︶
廣瀬 正美︵呉市阿賀町︶
信木 正幸︵山口県玖珂郡伊陸村︶
宮崎清次郎︵香川県大川郡相生村︶
吉川 盛三︵賀茂郡安浦町︶
中尾
定︵呉市東三津田町︶
田島 勝己︵山県郡殿賀村︶
松浦 三郎︵比婆郡庄原村︶
清水 出馬︵賀茂郡川尻町︶
作田 義昌︵沼隈郡藤江村︶
河合百合子︵徳島県勝浦郡小松島町︶
瀬戸
久︵富山県新川郡新保村︶
大成 静嘉︵賀茂郡安芸津町︶
小川 善吉︵大阪市旭区西園町︶
船越すみ子︵賀茂郡竹原町︶
部谷岡軍曹︵賀茂郡安芸津町︶
石橋 貞尾︵名古屋市熱田区︶
杉森 利廣︵高知県高岡郡能津村︶
藤原 正敏︵徳島県名西郡浦庄村︶
玉木 勝人︵呉市広町︶
田中
宏︵双三郡三次町︶
島田 治郎︵京都市伏見区鍵屋町︶
濱
光夫︵高知県高岡郡多ノ郷村︶
堀江 春夫︵双三郡三次町︶
岸
明徳︵出雲市小山町︶
田中 義記︵大阪市北区東寺町︶
梅本 義孝︵呉市吾妻町︶
松岡 悦哉︵和歌山県伊藤郡︶
重岡
薫︵岡山県後月郡三原村︶
磯野菊次郎︵和歌山県東牟婁郡古座町︶
有本 勝治︵和歌山県東牟婁郡三川村︶

昭和貳拾壹年拾壹月吉祥日
荒中宇一郎︵賀茂郡郷原村︶
山口
泉︵呉市仁方町︶
太平 円一︵呉市阿賀町︶
高村 高教︵安芸郡蒲刈島村︶
長田 宗勝︵呉市八幡通︶
松村 健次︵長野県上田市︶
藤井 政人︵呉市広町︶
波山 一夫︵呉市広町︶
山本 静馬︵賀茂郡三津口町︶
木平 元夫︵賀茂郡下黒瀬村︶
大朝 喜範︵山県郡大朝村︶
今岡 郁郎︵島根県数川郡上津村︶
渡辺
寛︵佐伯郡厳島町︶
笠屋 秋雄︵愛媛県上浮穴郡弘形村︶
永村 新一︵大阪市北区︶
藤沢 久太郎︵岡山県吉備郡惣社村︶
山田 久重︵岡山県児島郡郷田村︶
岡本 廣道︵山口県下関市長府町︶
岡本市之助︵呉市広町︶
岸谷 一男︵和歌山県牟婁郡敷屋村︶
榎木 勝行︵和歌山県牟婁郡請川村︶
堺
清信︵香川県絞歌郡三越村︶
川上 力三︵呉市広町︶
下岡 勝人︵呉市広町︶
胡谷 岩一︵賀茂郡郷原村︶
高田 金夫︵富山県射水郡浅井村︶
神田フジ子 ︵徳島県勝浦郡小松島町︶
森川
弘︵呉市広町︶
宮本 浅八︵香川県多度津町︶
森田
勝︵鳥取県日野郡根雨町︶
貞清
斉︵神石郡小畠村︶
片山 儀作︵呉市広町︶
藤原アイ子︵岡山県小田郡金浦町︶
岩城ハルコ︵呉市広町︶
濱田 鶴美︵高知県高岡郡久礼町︶
佐々木 武︵愛媛県岡桑郡桜木村︶
宍戸 節子︵沼隈郡柳津村︶
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木村 久子︵住所無記入︶
西岡 種松︵呉市広町︶
東風 榮吉︵呉市広町︶
羽田 重次︵大阪市東住吉区湯里町︶
河内 茂季︵呉市広町︶
隅谷
司︵呉市中通︶
山中 新平︵呉市阿賀町︶
中森 万樹︵呉市両城町︶
藤原 俊之︵呉市榮町︶
岩本 寶逸︵呉市広町︶
熊谷 春日︵敦賀市大島町︶
友野 嘉一︵呉市阿賀町︶
中山 國義︵住所無記入︶
藤原 光明︵豊田郡豊浜村︶
牧野 成良︵東京都杉並区荻窪︶
金子 芳夫︵京城府中津町︶
久守 村雄︵住所無記入︶
岸本 元次郎︵大阪︶
橋本
作︵広島︶
田口 克三︵住所無記入︶
山本 虎男︵岡山︶
景山
保︵岡山︶
土田 末一︵兵庫県揖保郡網千町︶
谷本
博︵呉市︶
馬場 幸俊︵豊田郡入野村︶
島田 勝美︵住所無記入︶
北 喜代一︵呉市阿賀町︶
立道 嘉一︵呉市阿賀町︶
藤森 友市︵住所無記入︶
方川
正︵住所無記入︶
中村
饒︵賀茂郡板城村︶
北沢清次郎︵滋賀県坂田郡息長町︶
樋原 和市︵双三郡君田村︶
井上 壽勝︵沼隈郡瀬戸村︶
中川 亀一︵倉敷市福島水門前︶
阿賀岡 明 ︵呉市清水通︶
出来田戒三︵呉市阿賀町︶
富田 恒夫︵呉市古江町︶
新宅 逸三︵賀茂郡御原村︶
守屋利三郎 ︵愛媛県宇摩町長津村︶
河野 義忠︵島根県那賀郡有福村︶
向本 忠臣︵賀茂郡安登村︶
大歳 金夫︵賀茂郡板城村︶
丸子 健三︵呉市広町︶
石本 高吉︵呉市仁方町︶
森永 英夫︵岡山県小田郡大江村︶
佃
功美︵岡山県小田郡陶山村︶
牧野 義正︵岡山県苫田郡泉村︶
田村耕一郎︵滋賀県大津市躾可本町︶
金平 丈一︵賀茂郡川尻町︶
川高 常夫︵沼隈郡水呑村︶
清水 清夫︵愛媛県松山市湊町︶
石丸
正︵愛媛県松山市苅屋町︶
吉村 源三︵高田郡志屋村︶
野上 秋夫︵双三郡八幡村︶
藤本
茂︵呉市阿賀町︶
平畠 廣三︵呉市広町︶
田中 孝一︵岡山県真庭郡八束村︶
平川 俊吉︵賀茂郡安浦町︶
小野長三郎︵岡山県川上郡手ノ庄村︶
新田 好蔵︵呉市阿賀町︶
中本 勝義︵徳島県美馬郡里町︶
安田 邦男︵世羅郡甲山町︶
堀川 勝見︵賀茂郡安浦町︶
森下 豊松︵呉市阿賀町︶
梶原 睦人︵賀茂郡下黒瀬村︶
森田 武雄︵呉市阿賀町︶
大西 金男︵新居浜市東町︶
石田 末信︵呉市阿賀町︶
菅
孟則︵愛媛県越智郡宮浦村︶
三木 保雄︵岡山県真庭郡勝山町︶
野間 秀雄︵山口県柳井新町︶
安東 東治︵岡山県英田郡河合村︶
森島
巌︵賀茂郡安芸津町︶
向山
尭︵呉市阿賀町︶
光吉 憲三︵呉市広町︶
吉田 正善︵呉市阿賀町︶
中島 春雄︵呉市広町︶
稲垣 一郎︵豊田郡高坂村︶
浜本 義春︵呉市広町︶
東松 信義︵岡山県久米郡神目村︶
石原 一功︵豊田郡南生口村︶

境
治男︵賀茂郡安芸津町︶
芳賀 嘉男︵岡山県川上郡︶
阪本 倫男︵住所無記入︶
今村 壽正︵愛媛県温泉郡石井村︶
管田 英幸︵賀茂郡吉川村︶
藤井 又逸︵深安郡引野村︶
柿葉
要︵呉市広町︶
小林 壽一︵比婆郡本田村︶
大野 悦夫︵住所無記入︶
蝉谷 益三︵住所無記入︶
藤井 戦雄︵呉市広町︶
曽和 留彦︵和歌山県那賀郡田中村︶
安藤
清︵岡山県小田郡北川村︶
村木
聰︵岡山県吉備郡総社町︶
石岡 清一︵福山市福徳町︶
入野 一夫︵神石郡長渡村︶
松本義太郎︵呉市本通︶
上岡 義則︵愛媛県喜多郡内子村︶
角
敏雄︵山口県玖珂郡坂上村︶
三好鹿次郎︵呉市広町︶
原田 政男︵住所無記入︶
田中 成雄︵住所無記入︶
車 弥十郎︵住所無記入︶
堀向
優︵呉市広町︶
葛西 元昭︵住所無記入︶
舛本 俊夫︵住所無記入︶
黒飛 光三︵尾道市栗原町︶
有居幸三郎︵安芸郡倉橋島村︶
三川 繁一︵呉市広町︶
繁本 春一︵呉市広町︶
新久
忍︵住所無記入︶
平岩
勉︵呉市広町︶
島田惣十郎︵住所無記入︶
能瀬 貞美︵住所無記入︶
野島
鼎︵住所無記入︶
原
貞行︵住所無記入︶
折見 辰夫︵住所無記入︶
金本 三郎︵住所無記入︶
川西 対助︵住所無記入︶
山崎 房平︵住所無記入︶
大橋 政一︵呉市広町︶

中谷 千吉︵住所無記入︶
前
龍二︵住所無記入︶
渡辺清一郎︵住所無記入︶
大見 政夫︵住所無記入︶
木村 政一︵住所無記入︶
宇野 正徳︵住所無記入︶
瀬川 京一︵住所無記入︶
木村 栄二︵住所無記入︶
新井田正雄︵安芸郡下蒲刈島村︶
大和 正春︵呉市広町︶
吉岡 新一︵呉市広町︶
山之平明夫︵双三郡川内村︶
鹿島 尊明︵賀茂郡安芸津町︶
石井 義雄︵住所無記入︶
西本 光雄︵甲奴郡清？村︶
古川 竹雄︵香川県大川郡小借村︶
松岡
進︵住所無記入︶
永田 俊人︵双三郡和田村︶
桜井 資郎︵竹原町新町︶
越智 義輝︵愛媛県越智郡大井村︶
花重 清人︵山県郡川迫村︶
石本 度三︵比婆郡庄原町︶
光宗 喜七︵松山市潮見町︶
呉田 昌三︵鳥取県日野郡山上村︶
岡本 千尋︵京都府綴喜郡田辺町︶
瀬戸 正治︵神戸市長田区駒ヶ森町︶
小林 季保︵大阪市東住吉区桑津町︶
永田 定治︵舞鶴市︶
本田
実︵賀茂郡竹原町︶
平野 順一︵呉市警固屋町大正町︶
菊地 康喜︵八幡浜市︶
南 作次郎︵大阪市比花区西九條下通︶
廣川
茂︵賀茂郡安芸津町︶
東本
積 ︵賀茂郡安登町︶
山下 穐久︵香川県三豊郡和田村︶
鈴木 一幸︵愛媛県東宇和郡野村町︶
岩崎 國登︵賀茂郡郷原村︶
石井正太郎︵東京都板橋区板橋町︶
原
仙︵長崎県南松浦郡有川町︶
北前 清一︵和歌山県那賀郡下？野村︶
堀川太次郎︵香川県仲多度郡垂水村︶

今川
明︵呉市阿賀町︶
星加養太郎︵愛媛県新居浜市角野町︶
一棟 次郎︵呉市広町︶
益井
務︵神戸市長田区日吉町︶
山田 正明︵徳島県阿波郡土成村︶
森田 政雄︵呉市広町︶
若林 正夫︵岡山県浅口郡寄島村︶
新内 貞夫︵呉市広町︶
福島喜三郎︵大阪市西成区柳通︶
西本 峯克︵徳島県三好郡三縄村︶
石田鳥三郎︵岡山県御津郡津賀村︶
日下 敏夫︵呉市阿賀町︶
森山
稔︵呉市八幡通︶
紀
鶴喜︵高知県安芸郡北川村︶
祖父江敬夫︵徳島県麻植郡川島町︶
石本 芳一︵呉市阿賀町︶
神垣 松一︵呉市広町︶
長尾
進︵岐阜県武儀郡美濃町︶
谷垣 安治︵京都府船井郡梅田村︶
半田
勲︵呉市広町︶
谷本
勲︵安佐郡飯室村︶
下岡 勝人︵呉市広町︶
細工健一郎︵呉市広町︶
東風 俊之︵呉市広町︶
伊藤 正一︵呉市広町︶
盛本マキヨ︵呉市仁方町︶
岩城
進︵呉市広町︶
尾茂 京一︵呉市広町︶
千崎 鉄夫︵呉市広町︶
三好 玉子︵愛媛県温泉郡中島町︶
永迫 雪枝︵豊島︶
茶山 軍二︵呉市広町︶
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国之塔のところに行ってみると︑遺骨が土より出て雨ざらしに

夢に娘が寒い寒いと云って度々出るので︑不思議と思い今の殉

を求めました︒各寺仏教婦

他団体にもお願いし協力

月でした︒

つて完成が昭和四〇年一一

目標の金額に達し︑願い叶

時問はかかりましたが︑

に歩きました︒

人会の役員は寄付をお願い

フキエ

なっていた︒

殉国之塔について
横間
古くから安芸門徒と申されて居りますように︑呉市の南端に警固屋町

除幕式には︑名簿により

近辺の遺族の方にはご案内

があります︒
お寺が四ヶ寺ありまして個々に仏教婦人会を結成して居ります︒

になりました︒

それを期に永く弔うために︑一ヶ寺仏教婦人会で当番制で務めること

成六年六月二二日五〇回忌を済ませました︒

途中︑一寺は住職様の不在により脱退されました︒其の後三ヶ寺で平

交代制で法要を頂くことに

をきめ︑各寺の住職様には

は各仏婦でお参りする人数

以後︑四ヶ寺仏教婦人会

人は僅かでした︒

致しましたので出席下さる

致しましたが︑年月も経過

しました︒

当時は親鷲聖人のご誕生目には花まつりや会員物故者の追弔法要等で
一年に二︑
三回は連合で行事をして会員の交流を深めて居りました︒
殉国之塔につきましては︑所在地︑呉市警固屋一丁目呉清光園老人施
設の真向うに当たり︑現在は目新製鋼の物置きの倉庫の裏に当たります︒
当時は空地の広場でございました︒
満行寺仏教婦人会の会員の中に︑挺身隊として旧海軍工廠に勤めて居
られた娘さんのお母さんが居られました︒
﹁夢に娘が寒い寒いと云って度々出るので︑不思議と思い今の殉国之塔
のところに行ってみると︑その周辺には︑当時遺骨の残骨を寄せ集め埋
めて木の目標が立ててあったのが︑骨が土より出て雨ざらしになってい
た︒
余りの悲しさに敗戦の残念さや︑娘達が可哀想でならない︒仏教婦人

地味な行事のため殉国之塔を知らぬ人もあります︒場所も辺地です︒

一ヶ寺ずつで寂しいと思って居りましたら︑平成一二年度より警固屋中

会の皆さん何とか考えて欲しい﹂と懇願されました︒
居合わせた仏教婦人会一同も人ごとではなく悲痛な思いで一杯でした︒

学校が平和学習を実習されることになりまして︑新生﹁殉国之塔﹂慰霊
祭と式典を行われました︒

それから役員は度々の話し合いの結果︑木の目標でなく石で永久に残
るようにと話はまとまりました︒
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女に捧げる歌﹂を合唱し︑一人づつの献花をされ盛大に供養が行われま

塔の前には記念として﹁ピースモニュメント﹂を供えられ﹁殉国の乙
あったと思います︒

は再建出来︑請負って下さった方も信心深い方で奉仕下さった点も多々

解下さいまして︑ダーナーより五万円の補助を頂き︑見事六月二二目に

感謝しながら法晃寺住職様に法要を務めて頂きました︒

お陰さまで心配の寄付もなく完成致しました︒多くの皆様のご厚意に

した︒
警固屋中学校では毎年二年生の平和学習として︑現在に至って居りま
す︒

きっと各寺の仏教婦人会と共に警固屋中学校二年生の平和学習に依り︑

今では殉国之塔を知って下さる人︑お参り下さる人も多くなりました︒

当番は法晃寺仏教婦人会です︒このままでは法要が出来ないので︑三ヶ

後世に伝承して下さることを信じ︑多くの皆様のいろいろな思いを偲び

平成一三年三月二四目︑芸予地震に依り殉国之塔が倒壊致しました︒
寺仏教婦人会の役員会を開催し︑いろいろ相談の結果︑必要経費は三ヶ

つつ︑末永く継続されますよう祈念致します︒

法正寺仏教婦人会

警固屋町仏教婦人会連合会

四ヶ寺仏教婦人会

法晃寺仏教婦人会 呉市警固屋五丁目一一 一
―五 横間フキエ

平成一七年二月四日

寺仏教婦人会で割当して修復するしかないとの意見が多うございました︒
ふと︑安芸南祖仏教婦人会にダーナーの有ることに気付き︑法晃寺住
職様にもお伝へし︑南祖の会長さんに早速くお電話で依頼致しました︒
﹁もうすぐ総会だからその席で皆さんと相談してみましょう﹂とのご返
事でした︒希望を持って総会に出席しました︒
議題の中で指名を頂きましたので︑明細に事情を説明し皆さんもご理

満行寺仏教婦人会

法晃寺仏教婦人会

︵一寺は途中脱退︶
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山本二三男

山本武次郎

小尻義夫

草間 尊

熊野稔人

倉谷清一

赤名富美子

山田テル子

山田 貢

山口光江

山口高市

山口誠一

山下悦二

山下敏夫

山内亀茂

山内亀義

山崎嘉明

山中新平

山根憲治

山根重蔵

佐藤隆志

佐藤俊雄

佐々木雪江

郷田文江

小市養次郎

小武家正義

小尻妙子

村岡佐代子

光原正晴

美濃満月

宮尾克士

増原 勉

松本和一

松本 巌

堀川 薫

本田知津子

兵等重喜

藤井里恵子

藤本多喜夫

藤原俊之

山本武男

平岡庄一

門田重一

元木熊一

森川義夫

森川淳子

森 ミサト

森島百合子

清水寿美代

下土井国一

新迫直一

新田知子

渡辺都様子

高橋 尚

高橋智子

高橋香松

高橋清徹

栄 菊次郎

桜木重吉

酒井幸雄

坂口栄一

坂原市太郎

坂本高蔵

白川 孝

白川房次郎

柴崎輝雄

島 舜

島田勇

重満チヨノ

大久保徳夫

大伴昌一

大谷仁郎

大下種夫

奥島 勇

奥平 忍

沖口米松

岡畠綾子

岡本ヒサノ

岡本俊治

横畠照子

吉岡キヨ子

桧村十七吉

桧垣シノブ

桧坦隆三

平田 実

神 俊子

神田政雄

神垣瑞徳

川崎高春

大橋益太郎

丹野龍男

樽村十七吉

武田哲也

玉木勝八

谷本博子

田坂一男

田村ラトウ

田辺ヨシヱ

田川秋子

田中喜代一

田中岩蔵

空垣内良信

曽根千鶴子

曽根初吉

篠原倉次郎

舌崎卓男

城 一男

堤 数雄

千原チヨ

脇屋文江

高下 勉

石原泰彦

石丸千代子

有安幾男

朝迫卓夫

明 次敏

揚野信次郎

勝 弘

勝間健太郎

梶原ヨシ子

加茂種代

加藤幸枝

加藤逸見

加藤清太郎

金森作右ヱ門

金田範行

河内志奈江

河内茂秀

片岡弥市

池田 清

池田義一

井出数雄

西本豊雄

波谷秋次

長原誠穀

長原八重子

長谷川舜

中尾正人

中尾 定

中塚兼一

中森健一

中森万樹

中島淳子

中本佐一

中村千之助

中村政次

得能京次郎

友永 績

坪田嘉市

坪岡孝光

堤 巧

信長 稔

西村正人

上原 功

上原育子

上田訓造

上野 淡

上野好人

梅木ヒサ

猪熊英子

今田精市

吉田吉郎

吉岡正隆

西村 学

北村清造

浦上鶴吉

伊藤禮二

岩代ハル子

岩城帯刀

岩井光夫

岩本寛逸

池上有弘

池田薫操

海田美智子

海田 国

上原 隆

上原梅子

村本規矩治

古林栄太郎

浜 豊

中村六助

吉永冨佐子

古本マサ子

黒田貞行

窪 貢

北村定一

木島義一

木原冷子

嘉治本国二

鎌田高一

宇根田誠

原 都

花岡武夫

木本禮一

木本忠八

地村佐津子

ト部数子

大段丸雄

尾崎道子

大段丸夫

近藤竹一

新谷 喬

芝 節二

和泉信夫

住田 実

菅野悦人

隅谷 司

宇根健太郎

植野弐枝

海岡孝彦

於 呉海軍工廠

山口広当義

坂本守雄

昭和二十年六月二十二日 殉国の塔殉職者二一三名名簿

山崎 守
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壕の入り口の側の川の中は死体でいっぱいだった︒道路にもず

壕の入り口の側の川の中は死体でいっぱいでした︒道路にもずらり死

お産もありました︒

近に﹁火の玉﹂が出るから何とかしてほしいと次々に来られました︒父

そして数年たった頃︑何人かの人が父︵原田一二︶の許に来て︑壕付

これらの死体は八幡小学校︵今は住宅地︶で焼かれました︒

体が並んでいました︒

らり死体が並んでいた︒これらの死体は八幡小学校で焼かれた︒

お地蔵さん
澄枝

通って通勤していますが私も何度か見ました﹂と︑快く供養の場所︵市

宮本
昭和二〇年四月︑呉市役所から六千人収容する防空壕を作る様にと命

有地︶を許可してい

はすぐ市役所にいきました︒応対にでた部長さんが﹁私は毎日壕の前を
があり︑県庁より高尾技手から説明指導があり︑人命救助︑人工呼吸の

ただきました︒

そこで町内の有志

講習がありました︒
呉市から田辺技手が監督となり突貫工事が始まりました︒本通り

数人が話し合いお地

養する事になりまし

六︑
七︑
八丁目︑中通り六︑
七︑
八丁目︑寺西町︑和庄一丁目の住人が入る壕
父はこの人達の家の世話︑又︑配給米では足りないので米︑その他の

た︒若かった私は火

蔵さんを祭り︑ご供

食料品など何度も役所に足を運び︑苦心して集め重労働する人たちに備

の玉を信じる事は出

でした︒朝鮮︵韓国︶から徴用された人達が穴を掘りました︒

えました︒各町内から当番で女の人たちが掘り出された土を︑赤ん坊を

来なかったのですが︑

です︒

りと火の玉を見たの

ある日の夕方はっき

背負い幼子を連れての作業でした︒
軍からは町内会に通達があり︑男の人は休山に松根堀に行く毎日でし
た︒これは飛行機の油不足のための松根堀でした︒
連日の突貫工事で四カ所の壕が出来あがり︑五番目の壕は未完成のま

それからは私も信

ずる様になりました︒

ま七月一日を迎えました︒
壕付近は強制疎開で家々は立ち退きましたが一軒だけどうしても立ち

寺西町内の松川石

多くの人達からご芳

を い た だ き ま し た︒

材店からお地蔵さん

退かぬ家があり︑その家がＢ の直撃を受け︑煙が壕内に入った為に阿
鼻叫喚の中で多くの人は苦しみ︑もだえてなくなりました︒
一番先に幼子が⁝そして老人達が水を求めつつ旅立ってゆきました︒
壕内の井戸に飛び込んだ人もありました︒
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29

志で昭和三八年七月一日︑
﹁戦災供養地蔵尊﹂として完成︑お世話する奉
賛会も出来て毎年︑盛大なご供養が行われ︑最盛期には数百人の参拝の
人が集まり︑大きなテントを張り︑提灯︑旗を立て賑やかでした︒
奉賛会では亡くなられた方のお名前︑ご遺族の住所を調べ︵最初の集
まり︶芳名録を作り遠近を問わずお知らせしたそうです︒
遠方から家族の人たちが︑もしや此処ではないか？ と探し尋ねて来
る人も多く︑今も解らぬ人もおられます︒
数年後も時折尋ねて来られました︒
当時︑日本人の徴用されて来た人達は和庄︑八幡地区に下宿されてい
ました︒家族は面会に来たくも切符は自由に買えず︑我が息子︑夫の住
む家もわからなかつたのです︒
﹁多分この壕では？﹂と探しに来られる人達は当分の間続きました︒壕
に入っていた人達はあの夜の思い出を語り合い︑読経の中で祈りました︒
然し︑時は過ぎ︑歳月の流れゆく中でご遺族の方は勿論︑お世話くだ
さる奉賛会の人達も年々老いて亡くなられていきました︒
今九十四才の方が一人だけおられます︒昭和も六十年過ぎる頃より七
月一目にお参りする人も減り続け五〜六人となりました︒

毎年︑お寺さんにお経を上げてもらいましたが︑戦災より五〇年たっ

た昭和七〇年七月一日︑お寺さんのご供養を最後とし︑あとは父の意志

を受け継ぎ細々とお世話させてもらっています︒

年月が立っにつれ︑風化されお参りの少なくなった頃のある日︑立正

佼成会の方達が多勢こられ︑ご供養して下さる様になりました︒

当日前後は梅雨時の事︑雨の日は教会に出向き︑ご供養の後︑あの日

の壕内の悲惨な出来事を話して︑改めて命の大切さを訴え︑平和の有り

難さを味わっていただければ幸せと思います︒

平和学習で小学校︑中学校にも話にいきました︒長年の皆さんの手厚

いご供養のおかげかその後﹁火の玉﹂は出なくなりました︒

生死をさまよった記憶は老いても忘れる事はなく︑何時までも鮮明に

思いだされます︒呉市の片隅でこんな悲惨な出来事があった事を知ってい
ただきたいと思います︒

︵呉市本町一│一〇︶
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地蔵尊建立趣意書

援助を賜るとゝとなりました

建立場所

の建立の趣旨に御賛同を賜り此の尊き犠牲者の霊を永久に安らかならし

位の御援助を相仰がねば最低完成致し難きことゝなりましたので何卒此

然る如何分にも多額な建設費を要しますので止なく今回大方篤志家各

落成予定日 昭和二十五年九月十七日

めらるゝ御思召を以って絶大なる御同情と御懇志を給はりますよう御願

寺西町遊園地︵元 三宅清一郎氏屋敷︶

入佛式稚児 稚児に出場希望者は衣冠借入費約一五〇円負担し
致します

赤川修一 笹川 造 大木 市

地蔵尊建立発起人
代表責任者

谷本信弘 久保久助 飯坂正一

牧野駒太郎 臼井 進 梶岡三平 厚井幸三

赤川安善

斉藤豊美

原田一二 水谷留吉 松島吉左衛門 湯谷道五郎
大塚万太

高サ地上ヨリ約十三尺

黒田住男
当時の設計イラスト

臼井又吉

小原春一

神垣 一

て申し出て下さい
申し込み期日 八月末日
︵趣意書 本文︶
趣意書
昭和二十年七月二日本市の戦災のため約二千名に近い死亡者が有りま
したことは皆様も今なほ御記憶新たなこととゝ存じます
中でも和庄地区では最も多悲惨を極め約千名余の犠牲者がありました
其の惨状は実に名状の出来ない惨憺たるもので今でも当時を追憶すれ
ば戦慄と落涙を禁ずる事が出来ません
之等気の毒な犠牲者の中には一家全滅の者又は乳幼児のみ残った者頼
寄る辺きなき老病人等多数あって死者の弔いも出来ない者さへ故なく無
縁の霊となった者さへありますので和庄地区の有志相諮り何とかして此
の犠牲者の霊を慰めんと爾来毎年七月二日此の地に壇を設けて犠牲者の
冥福を祈り供養法要会を営んで居ります
偶々此の事を見聞致された市民の中には斯る犠牲者の霊を永久に慰む
る何かを建立してはとの強い慫慂もあり且又地元住民よりも終戦以来熟
望もありますので今回和庄地区内関係各町の有志相集まりて種々協議を
重ねたる結果茲に聖地を選び﹁地蔵尊﹂像を建立致し年中之れ等犠牲者

第１部 記念募集体験記
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の供養と冥護を祈ることゝ致しました
就ては市御当局に於かれても此の趣旨に御賛同下され何とか多大の御

※出典（呉市史編纂室蔵 久保田哲二氏文書）

富吉
土居
富田
徳永
徳永
土居
富田
富田
富田
小野
大島
大島
大島
大島
大島
大島
大島
大本
岡本
大中
岡
大本
越智
越智
越智
越智
越智
越智
岡部
岡部
岡部
岡部
奥田
岡本
若木
和田

寿美枝
和子
テルエ
正勝
富美子
タサ
婦美恵
由紀恵
昭
ツナ
嘉壽男
ミサオ
章生
伊佐夫
花子
英彦
小代子
孫太郎
チセ
春吉
八太郎
末子
フジヨ
美代子
清美
博司
郁雄
忠年
亀吉
睦恵
幸子
典子
機
留吉
若松
ヨネ

片山
片山
金子
金子
神田
香山
香山
加納
蔭田
神垣
神垣
甲斐
甲斐
門井
横山
吉田
吉岡
吉岡
吉岡
吉岡
田淵
武田
樽村
樽村
谷本
谷本
樽馬
樽馬
樽馬
竹下
田中
高本
田坂
田坂
中塩
中塩

ウタノ
ミツヨ
洋一
ヨネ
英子
文枝
隆子
勇太郎
勇
チヨコ
貞子
正幸
千俊
卓夫
熊吉
智恵
ヒサヨ
房子
幸子
節子
弥太郎
正勝
十七吉
カノ
ナツヨ
博子
フサヨ
功
恭
篤
岩蔵
百太郎
春恵
為男
クミ
チト

中森
中尾
成川
中下
中下
中下
長原
長原
長原
長原
長原
長原
中崎
村岡
村上
内山
内山
梅本
後竹
白井
宇根
宇根
宇根
植村
植村
野村
野村
野本
野本
野田
野田
黒川
熊野
久保
久保
串田

百合子
佐平
シナエ
吉夫
日美
敦司
ミサオ
信子
八重子
文子
陽子
須磨子
貞茲
シズ
尚之
翔市
禮三
茂孝
寅一
安子
健太郎
タキノ
コト
ニラ
佳子
睦
アケミ
浩子
公子
憲郎
ツギ
ユキ
文子
春子
梢
ナラ

楠橋
山本
久保
久保
久保
山田
山崎
山崎
山崎
山崎
山内
山下
山下
山下
山下
山崎
山崎
山口
山田
山岡
山下
升川
松村
松田
松田
牧口
松室
松室
松野
古本
古谷
藤村
藤田
藤田
佛円
小坂

節夫
シズ子
昭苑
利雄
英子
テル子
迪子
薫
貴美子
勝
亀畿
敏央
阿嬉代
美代子
俊明
登喜枝
武宣
シツノ
浩子
シヅ
静雄
邦夫
功
ラタ
五二
文子
ツネ
ミサエ
サダ
健一
春子
トシ子
トメ
和子
正之
頼母

昭和二十年七月一日 呉市空爆死亡者名簿
浜 静子
浜 葉子
浜 亭枝
浜 豊
羽原 祥司郎
二家本 忠三
二家本節代
西村 ナエ
西村 ヨシエ
堀
五郎
盆子原 隆
盆子原幸子
井上 梅
井上 信栄
石風 正一
伊東 新二
井本 壽子
井本 繁子
井本 環
伊藤 フジ子
石井 セイ
畑本 ハル
畑本 房代
畑本 勉
畑本 幸雄
畑本 徹雄
原田 帝之助
原
利一
富永 チナ
富永 ヤエ子
富永 佐智子
富永 芙美子
富井 博
富吉 廣子
富吉 茂
富吉 文子

三島 武一郎
水落 之次郎
三好 イツ子
三好 俊之
水谷 ユサエ
水谷 良彦
三浦 三治
三浦 康範
宮原 省巳
三枝 清子
三枝 操
宮田 和夫
三島 勇一
三島 清志
塩谷 滋造
新村 真澄
城
芳子
城
一郎
城
直子
新村 ハナ
清水 ソノ
廣重 幸子
日野 勇一
森
マヤ
森
奨次
森川 弥一
森川 クニ
森川 高明
森川 淑子
森川 貫明
森川 千里
妹尾 登美子
菅野 悦人
菅野 キヨ
関 秋太郎
関
文子

供養地蔵尊 奉賛会
小畠 セイ
児玉 ハナヨ
小玉 眞一
小玉 紀美子
小林 ツネ
古武家 スミ
近藤 禮子
近藤 和子
近藤 美智子
近藤 喜一
小武家 正義
小島 イヨノ
江島 クノ
安藤 一
青木 信子
青木 紀代子
青木 恵美子
浅野 ハキ
佐々木ナチヨ
佐々木サヨ子
佐々木トシ子
佐藤 チセ
佐竹田 隆志
佐竹田 信
佐竹田 良喜
佐竹田 陽子
作本 季
佐藤 卓尾
佐藤 勝彦
佐藤 智恵子
佐藤 八千代
坂井 ツネ
木多 真木次
吉川 トウ
柚廣 リミ
弓手 春子

関 光可男
関
金助
川原 キク
戸井 ヨシ子
金井 琢爾
大西 遵
大西 定徳
大西 三亀
宮下 フミヨ
横間 邦江
横間 寿江
青木 ソノ
有田 キミ
田村 スエ子
田村 敏明
田村 禎子
田村 貞夫
大下 庄三
昭屋 ヤスノ
昭屋 馨
昭屋 マスヨ
昭屋 保守
白竹 イサ
山本 鶴治
土方 淑子
栄
菊次郎
神
俊子
神
清美
白木 房江
白木 俊子
白木 千壽子
白木 義明
白木 美弥子
白木 昭
宮田 米治
堀川 力

堀川 イチヨ
堀川 薫
大野 瀧蔵
秋川 キクエ
門脇 ツナヨ
門脇 房子
門脇 八重子
水沢 勇一
水沢 依子
本田 一郎
本田 トシコ
中野 栄
中野 寛美
中野 勲
杉浦 正二郎
田原 セキノ
田原 宏造
西本 豊雄
円山 智枝子
間下 省三
間下 宏之
西村 正人
西村 きみ江
西村 淳子
西村 季子
西村 邦彦
西村 一二三
西村 繁雄
藤岡 武子
枡田 ハル子
枡田 ユリ子
枡田 ケイ子
宮尾 英三
渡邊 駒吉
阿賀岡 逸男
沖本 朝香

梶原 ヨシ子
梶原 タキヨ
竹中 アサエ
平本 妙子
高橋 ハルミ
高橋 清徹
高橋 郁子
高橋 完二
高橋 久博
高橋 保博
中田 彰
丸沢 キミヨ
丸沢 ミツ子
佐々木 順二
佐々木 卓郎
北村 定一
入沢 光枝
入沢 和恵
石田 一雄
脇屋 シエ
脇屋 貞美
脇屋 文江
脇屋 和子
村上 歳三郎
奥田 キヌ
武坂 フミコ
武坂 靖博
石井 鷹二
原田 博文
西浦 静人
西浦 鈴江
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第二部 米軍による呉市民尋問録

兵士として太平洋戦争で日本人と戦い．焦土と化した父祖の地

尋問場所は米陸軍第一〇軍団幕僚部が置かれた旧呉海軍下士官兵集会

所 現
( 海上自衛隊青山集会所 で
) あったと考えられるが︑米陸軍第一〇軍
団司令部・参謀部の旧呉海軍軍法会議であった可能性もある︒

尋問調書は対象となったひとり一人についての面接記録﹁本文﹂
︑
﹁実

態調査票﹂と﹁人物メモ﹂の三部から成っている︒なお︑﹁本文﹂末尾に﹁疎

開表﹂があり︑疎開経験の有無が記録されている︒

尋問は日本語で行われ︑尋問担当者が英語訳をして前記三部構成の尋

問調書を作成している︒回答者七人については録音テープがアメリカ国

立公文書館に所蔵されているらしいが︑まだ入手していない︒

二︑尋問調書の質問項目

活状態︒
︵二︶どのような仕事に就いてきたか︒
︵三︶戦争を指導してき

部︵ＭＩＳ︶に所属︒専門的な教育訓練を受けた語学兵士である︒担当

尋問を担当したのは一〇名︒主にハワイ出身の日系二世で︑陸軍情報

と私に尋ねた﹂
︵Ｒ 男性四八歳︶
︑
﹁回答者はやられるのではないかと不

げると︒
﹁彼は自分が指名をされた理由は何か︒何もやってはいないのに︒

ようだが︑不安な気持ちの人が多かったようだ︒
﹁人物メモ﹂から例をあ

43

24

41

318

呉戦災 ―― あれから６０年

を踏んだ日系二世たち︒一方．召喚状を受けて．出頭させられ．

惟秀

不安で口ごもり勝ちな敗戦直後の日本人︒接見には種々の困難
があったと想像される︒

神垣

米軍による呉市民尋問録

一︑はじめに
アメリカ戦略爆撃調査団︵民間研究部門︶戦意部は一九四五年一〇月
から一二月にかけて︑
﹁戦略爆撃が日本人の戦意に及ぼした影響﹂につい
呉でも六七名が面接対象者に選ばれたが︑転居︑病気などの理由から

た政府への反応︒ ︵四︶戦争に対する意識︒ ︵五︶進駐軍の政策につ

尋問調書本文には質問項目が四一ある︒内容は多岐にわたり︑
︵一︶生

であろう︒実際に面接が行われたのは五六名であった︒面接は一二月七

いて︒ ︵六︶これからの日本の進路はどうあるべきか︒ ︵七︶天皇制

て︑面接による意識調査を全国で行った︒

日から一二日までの六日間に︑一人につき二時間前後の時間をとって行

について︒ ︵八︶米軍宣伝活動の効果︒ ︵九︶空襲について︵ａ．経

験の有無 ｂ︑空襲の状況 ｃ︑責任問題︶
︒ ︵一〇︶原子爆弾について︒

われた︒
なお原文英語の﹁インタビュー﹂は﹁面接﹂または﹁尋問﹂
︑﹁インタビュー

︵一一︶ 戦時中のラジオ・新聞報道について︒などと大きく分けるこ

とが出来よう︒
それぞれの質問項目については ﹇五︑
尋問調書から
︵七例︶
﹈

をする人﹂は﹁尋問者﹂と訳している︒ また︑面接対象者にはＲ７と
いう風に︑Ｒ番号︵ =Respondent
︶
︵応答・回答者︶がつけられているの
で︑引用の際などに利用したい︒面接・尋問を受けた人は﹁回答者﹂と

にＱ
Ｑ
― という形式で使っていますので︑ご覧ください︒
尋問に臨んだ人の中には︑はじめから協力的でフランクなひともいた

者の名前は後出の﹁回答者一覧表﹂に記してある︒インターネット︑
﹁第

安の様子であったが︑
説明をしたら落ち着いた﹂
︵Ｒ ︑
男性一七歳︶
︑﹁時々

呼ぶことにした︒

二次大戦軍歴﹂上にＭＩＳ兵士ケイ・カナガキ氏の名前があった︒これ

こわがっている様子が見られ︑
一度は泣き出した﹂
︵Ｒ ︑
女性一六歳︶
︑﹁こ

41

は呉地区を担当したケイ・カナガキ氏と同一人物と考えられる︒

1

わがっているので︑回答を得るのに苦労をした﹂
︵Ｒ ︑女性一八歳︶
︑
﹁彼
女は何も悪いことはした覚えがないのに︑何故呼び出しを受けたのかと
心配をし︑そのあまり︑眠れず︑食事も出来なかった﹂
︵Ｒ ︑女性五二歳︶

主婦 四一歳︶

から上の人︒若い人は﹁本当？﹂と首をかしげるかも知れない︒

．
︵質問項目 ． 現在の生活状態は？︶

﹁子供が多くて︑食べ物に一番気を遣っている﹂
︵Ｒ

﹁空襲で無一物になってやりくりが大変だ︒配給を増やして欲しい﹂
︵Ｒ︑

活が苦しい︑食べ物が欲しいと答えている︒

中をあげた人を合計すると四五名︑つまり八〇パーセントの回答者が生

敗戦に枕崎台風の追い打ちがあって︑呉市電はまだ復旧工事中で部分

三︑尋問調書翻訳について

．
︵質問項目 ．戦時中と較べるとどう？︶

の日本人との出会いである︒接見には種々の困難があったと想像される︒

世と︑召喚状を受けて︑出頭させられ︑不安で口ごもり勝ちな敗戦直後

情報部兵士として日本人と戦い︑焦土と化した父祖の地を踏んだ日系二

ススペルなどで判読に苦労はあったが︑まずは全資料が活字化できた︒

ものの︑殆どが付けペンによる流麗な細字で書かれている︒くせ字︑ミ

よい︒食糧事情は大して︑変わりはないが︑何しろ︑戦争が終わっても

の心配がなくなった戦後の暮らしの方をよりよいとしている︒
﹁今の方が

セント︶は空きっ腹をかかえながらも︑平和がよみがえり︑戦争︑空襲

すます悪化したことを理由に挙げている︒しかし︑
残りの四六名
︵八二パー

りも良かった﹂とした一〇名の内︑八名が食糧事情︑物価高が︑戦後ま

敗戦後︑食糧事情はますます深刻になった︒
﹁生活は戦時中の方が今よ

尋問調書の英文はタイプ打ちが一件︑他はすべて筆記︒個人差はある

ときには︑兵士側の語学力不足もあったことだろう︒英語表現︑特に日

回答者︵Ｒ番号で表記︶の職業︑年齢︑空襲体験︑尋問者と尋問日そ

族を失っている︒疎開をした人が七名︑家族を疎開させた人が四名ある︒

そのうち一二名︵二一パーセント︶は全焼である︒三名の方は空襲で家

の長男のことです︒この子に帰ってきて欲しい︑帰って来てくれた夢を

ので空襲の時は心配だった︒でも︑今一番の気がかりは︑中国にいる私

可哀想でならない﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁今の方が︑気が楽よ︒子供がたくさんいた

．
︵質問項目

14

戦時中何が 番心配でしたか？︶

て欲しい﹂
︵Ｒ ︶
︒

21

﹁この戦争は勝てるのか負けるのかをいつも気にしていました﹂
︵Ｒ ︶

一

48

3

尾に付けておくことにした︒

四︑質問項目から
当時の人々の生の声をひろってみた︒往事を懐かしむのは七〇歳前後

56

よく見るの﹂
︵Ｒ ︶
﹁灯りが街に戻って来たわ︒戦前のような呉になっ

かったら︑私は老後を楽に過ごせていただろうに︒戦災で亡くした妹が

59

の他を表にまとめた︒尋問調書を読み解く上で必要と考えて︑本稿の末

回答者のうち二三名︵四二パーセント︶が空襲で家屋被害を受けており︑

う殺しあいが無くなったもの﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁平和が第一だ︒この戦争さえな

2

んだのかも気になる︒

五三 主婦四四歳︶など食糧不足が最大の関心事である︒物価高︑失職

などである︒

1

運転しかしていない︒遠隔地の人は尋問場所までどのようにして足を運

55

付などでオヤッと思うことがある︒気付きの場合︹ママ︺と記入した︒

2

3
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21

1

54

ぬことを恐れないということです﹂
︵Ｒ ︶

が一番こわい︒私の一家は防空壕のなかで寝ていました﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁空襲

﹁戦争がどうなるか﹂を一番多くの人が心配をしている︵二一名︶
︒
﹁空爆

です︒人の話を聞くだけですが︑何がなんだかわからんのですよ﹂
︵Ｒ

﹁私のような年をとった者は日本のどこが強かったなど考えたこともない

しかし︑人々の本当の気持ちはどうだったのか︒ 次のような声もある︒

﹁戦争はいつ終わるのか︑それから私たちはどうなるのか﹂
︵Ｒ ︶など︑

は本当にこわかった︒他に気になることなどなかったわ﹂
︵Ｒ ︶など﹁空

20

せた子供が心配でした︒子供を疎開させてまで戦争を続ける必要があっ

襲﹂を挙げた人は一四名︒
﹁食料﹂八名︑
﹁家族﹂九名と続く︒
﹁疎開をさ

強い点かなど︑考えたこともない︒気にしていたのは食べ物のことだよ﹂

たと思うよ︒わしは食べていけるだけありゃあもう満足していた︒何が

主婦五七歳︑空襲で焼け出される︶
︑
﹁日本には強いところなどなかっ

︵Ｒ ︑労働者 五四歳︶
︑
﹁いつも日本には不敗の軍隊があると聞かされ

たのかしら﹂
︵Ｒ ︶
﹁何よりも家族のことを心配しました︒配給が厳し

29

はないよねと話していました﹂
︵Ｒ

女学生︑一六歳︶

ていました︒
︵それを信じていましたか︶いいえ︑家では多分そんなこと

63

兄の帰りを待つ人五名︑敗戦間際の三月に海軍にとられた父を待つ娘さ

二名︑空襲三名︒また︑戦地からの帰還を待ちわびる人が九名にも上る︒

︵なお︑
﹁回答者一覧表﹂では︑三七名となっているが︑これは︑
﹁実態

空襲を経験した人は四三名︵七七パーセント︶
︒

．
︵質問項目 戦時中︑日本の強みは何だと思っていましたか？︶

戦時中︑日本は何を最大の武器としていたか︒ 二九名︵五二パーセ
ント︶の人が神風特攻隊あるいは決死隊︵一四名︶
︑大和魂︵一一名︶
︑
天皇への忠節心︵二名︶上官への絶対服従︵二名︶を挙げている︒ ﹁私
は日本の強みは国民が神様である天皇をいただき︑その命令にはよろこ
んで従うという点にあると思っていました﹂
︵Ｒ ︶
︒
﹁大和魂と精神力︒
るのだ︑と私たちは習った﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁お国のために戦って死ぬのだとい

肉体は滅びても精神は永遠に残り︑我が国を守るために無限に戦い続け

7

魂とを固く信頼していました︒
︵大和魂というのは何ですか？︶それは死

う日本兵の覚悟が強みであった﹂
︵Ｒ ︶
︒
﹁私は日本の兵隊と彼等の大和

39

．
︵質問項目 空襲を予想していましたか？︶

人数︒
︶

呉海軍基地など︑⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一四名︵いずれも︑内訳は︑延べ

八月六日︵原爆︶⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝二名

五月五日広海軍工廠空襲⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝七名

三月一九日グラマン空襲︑⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝一〇名

うち︑家屋全焼被災者 一二名︵九名が転居した︶

内訳 七月二日焼夷弾空襲の経験者⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝二〇名

めに起こった異同である︒
︶

調査票﹂の﹁空爆﹂経験者数︵
﹁空襲﹂と区別をしている︶を採用したた

35

はい︑空襲は予想をしていました︒ 五一名︵九一パーセント︶

あなたの町の空襲を予想していましたか︒

26

とを念じるばかりである︒

ん︑さらに夫の復員を待つ人が三名ある︒方々が無事再会を果されたこ

．
︵質問項目 空襲の経験はありますか？︶

56

いので家族を食べさせることを一番に気にしていました﹂
︵Ｒ ︶

．
︵質問項目 〜 ︶
21

6

27

7

9
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49

59 42

14

18

2

五六名の回答者のなかで戦争で肉親を亡くした人が五名もある︒戦死

4
5

いいえ︑
空襲は予想していなかった︒五名︒
︵うち︑
二名は郊外の居住者︶

日本空襲の責任は日米いずれの側にあるか？︶

を繰り返す︶大変残酷です﹂と言った︒彼女について尋問者ホシデ氏は﹁面

接中緊張が見られた︒終わったとき︑
﹃私はずーと︑こわかったの﹄と言っ

た﹂と﹁人物メモ﹂に記入している︒

これら一〇人のメッセージ︑
﹁原爆投下はむごい︒人間のやることでは

．
︵質問項目

日本側に責任がある︒
︵三〇名︶

ない︒絶対に許せぬ﹂
こそが
﹁ノーモア・ヒロシマ﹂
平和運動の出発点になっ

対日宣伝ビラと放送について︒
︶

アメリカ側に責任がある︒
︵七名︶

．
︵質問項目 ／

たと思われる︒

両方に責任がある︒
︵一名︶
回答なし︒
︵一〇名︶

25

質問項目設定の意図を含めて内容の吟味がさらに必要である︒

にしなかった﹂から悪いのは日本だとするなど︑理由づけはいろいろだ︒

対日放送を聞いたことはない︒
︵五二名︶

ビラについては何も知らない︒
︵一二名︶

内容を人から聞いたことがある︒
︵三七名︶

一九四五年四月︑アメリカのＯＳＳ︵戦略諜報局︶がサイパンから﹁新

対日放送は聞いた人が皆無に近いことが分かる︒対日放送というのは︑

ビラについては︑四四名︑八割近くの人が何らかの情報を得ていたが︑

﹁指導者のせいで戦争となったのに︑アメリカは何故弱い立場の国民を

原爆をどう思いますか？︶

国民放送局﹂という名前ではじめた謀略中波放送︵五〇キロワット︶を
著︶
﹂に詳しい︒

回答者の多くは八月六日の朝︑閃光︑爆発音︑不気味な原子雲におの

れないと思った﹂
︵八名︶
︑
﹁日本はもう駄目だと思った﹂
︵九名︶に続い

．
︵質問項目 Ａ 天皇制について︒
︶

リカは何故原爆を使用したのか︒そのような爆弾は使用を禁止する︵国

してもらいたいと︑天皇制護持を表明している︒ 次に︑残り三名の意

五六名中︑五三名︑九五パーセントのひとが天皇には引き続き在位を

て︑一一名のひとが﹁残酷︑非人間的だと思った﹂と言っている︒
﹁アメ
際︶法があると聞いている﹂
︵Ｒ ︶
﹁私は何人かの被爆者にお会いした

見を記して置く︒
﹁自分のことがどうにもならないのに︑天皇どころでは

‥

とき︑目を背けました︒本当にむごい光景でした﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁戦争中とは

22

︶
︵Ｒ ︶
︒
﹁こわかった︑威力に圧倒された﹂
︵二五名︶
︑
﹁誰も生き残

指しているようだ︒
﹁ブラック・プロパガンダ 謀略のラジオ︵山本武利

43

のいた経験を持っている︒実際に広島で被爆をしたひとが二人もいる︵Ｒ

．
︵質問項目

ここには︑
﹁無差別爆撃﹂への抗議がある︒

対日放送を聞いたことがある︒
︵三名︶

宣伝ビラを見たことがある︒
︵七名︶

24

いじめるのか︒国民の家屋すべてを焼き尽くすなど嘆かわしい﹂
︵Ｒ ︶
︑

非常に答えにくい質問である︒
﹁本土の防御を日本政府が適切︑効果的

10

どちらとも言えない︒
︵八名︶

28
34

4

11

67

いえ︑こんな破壊力のある手段を使用するのはむご過ぎると私は思いま

天皇制はない方がよいと思います︒天皇崇拝が強制され過ぎますので﹂︵Ｒ

ないわ︒天皇がどうなろうと私はかまわない﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁
︵⁝⁝長い沈黙︶

53

した﹂
︵Ｒ ︶
︑一九歳の女性銀行員︵Ｒ ︶はひとこと︑
﹁
︵沈黙︶
︵質問
66

19

61
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8
9
40

﹁まだ制限はあるけれども︑言論の自由が進められているのは良いことだ︒

︵Ｒ ︶

まだ焼け跡で防空壕生活をする人がいた敗戦後三か月の呉︒市民が描

た連中がいる﹂
︵三八︶
︑
﹁金持ちは五〇円出して魚を買ったり︑一〇〇円

五︑尋問調書から︵ 例︶

く日本の未来である︒

で肉を買っていた﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁軍人は命令を出して欲しいものを手に入れ
ていた︒自分勝手な行為だと思った﹂
︵Ｒ ︶と不満を表明した︒ これ

． ﹇塗装工・大工／男性／ 歳︵Ｒ ︶

七

﹁階級差別をなくして欲しい︒上層階級︑下層階級の区別なく︑同じ扱い

糧不足のために闇市は値をつり上げ放題︒配給制度が乱れると︑事態は

価が高くて︑普通の生活が続けられるのかと︑よく不安になります︒食

24

28

53

58

れるでしょうが︑金のない者は大変に困っています︒

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

込みが薄らいで来るにつれて︑だんだんと苦しくなってきました︒食料

Ａ． 戦争の初め頃は生活は楽でした︒しかし戦争が長引き︑勝利の見

いた事実を考慮して検討をすべき数字である︒

空襲の恐怖や戦争のごたごたがないだけいくらか楽だと思います︒

が厳しく統制され︑闇市が巾を利かせるようになりました︒現在私達は
41

が﹁殺される︑奴隷的強制労働︑過酷な生活を強いられる﹂と覚悟して

︵質問項目二三︶で︑敗戦後の運命を問われて︑四三名︵七七パーセント︶

す﹂
︵Ｒ ︶他に一二名がアメリカの占領政策に好意的な意見だ︒これは

制に﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁私は日本はアメリカの政策に沿って進むべきだと思いま

7

﹁軍国主義を払拭して民主的な国にしたい﹂
︵Ｒ ︑ ︑ ︶
︑
﹁日本は平
13

ますます悪くなるでしょう︒お金のある者は欲しい物をわけなく手に入

を受けるべきだ﹂
︵Ｒ ︑ ︑ ︑ ︑ ︶
︑
﹁アメリカのように男女共学

Ａ． 体調不良のため仕事はずーとしていません︑
︵何かその他？︶諸物

Ｑ ．現在の暮らし向き︵生活状態︶はどうですか︒

れた︒
︶
﹈

︵
﹁人物メモ﹂回答者は協力的で︑私の分からない語彙の意味を教えてく

7

は︵質問項目一二︶で見られる多くの告発︑
﹁指導者は自己中心だった︒
47

今後日本がどう変わらなければならないと思います

31

56

配給を不正に受給したり﹂
︵Ｒ ︶などと共通するものである︒

．
︵質問項目

か？︶

1

1

40

︵統計を取ることが難しいので︑代表的な意見を記す︒
︶

22

和国家にならなくてはならない︒好戦的であってはならない﹂
︵Ｒ ︶
︑
18

8

2

25

30
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民意の尊重が第一だ︒平和に暮らし︑世界の他の国々と協力をして行き

たい﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁我が国の女性の地位を変えるべきです﹂
︵Ｒ ︶
︑
﹁二度

18

と戦争はしてもらいたくない︒女性はもっと自由に教育を受けるべきだ﹂

39

︶
︑
﹁今まで天皇を敬うようにしつけられてきたけれども︑天皇にいて

戦時中︑国民はともに苦労をしたか？︶

もらわなくっても変わりはないようね﹂
︵Ｒ ︶

．
︵質問項目

どを闇市や権力をかさにかけて手に入れていた﹂
︵Ｒ ︶
︑﹁戦争や闇で太っ

四一パーセントの人が﹁金持ちや上層部はいつも十分な食料︑衣類な

一部の者は得をした︒
︵二三名︶

国民はみんな苦労をした︒
︵三三名︶

15

質問項目は﹁Ｑ﹂
︵＝ Question
︶
︑回答は﹁Ａ﹂︵＝ Answer
︶と略記し︑
回答者は氏名に代えて︑
﹁Ｒ﹂
︵＝ Respondent
︶番号で表す︒

10

49

51

28

12
13

Ａ． 国のことでしょうか︑それとも家庭のことでしょうか︒政治を行
んでした︒

仕事といわれても︑性根が入らず︑生産は戦前とは較べようもありませ

自身の防空壕は自分で掘らなければなりませんでした︒このため︑いざ

う指導者については私はよく気になっていました︒日本国民をもっと親

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

Ｑ ． 戦時中どういうことで 番心配しましたか︒

身になってみてくれる立派な人が何故一人もいないのかが不思議でした︒

一

て︑家族をばらばらにしないようにいつも気を配りました︒我が国が他

家庭について云うと年初めに両親を失いました︒三人の姉妹の面倒を見

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

Ａ． Ｑ５参照︒

6

の国に較べて最新の機械類ではるかに劣っていることは知っていました︒

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

Ａ． 私は開戦以来︑
両親の死に際して二日か三日休みを取っただけです︒

ました︒やがて迎える日︑それは日本敗戦の日だ︒我が国が危機に直面

ました︒だから︑私はこの戦争がどのくらい続くのかなと心配をよくし

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

Ａ． Ｑ

参照︒

日本の軍艦は敵の航空機並びに潜水艦攻撃によって次々と沈められてい

7

8

ま私にははっきりと分かります︒天皇は一二年間︵ママ︶指導的立場に

をしていたのに政府は的はずれな政策を取っていたのだということがい

常に強いと思っていましたが︑米軍の近代的な機動力には持ちこたえら

いたと思います︒
︵その他に何か考えられましたか︶私は日本の軍隊は非

Ａ． ﹇沈黙﹈天皇を神としてあがめる国民の精神が最大の強みとなって

である天皇をいただき︑その命令にはよろこんで従うという点にあると

おられたが︑国民の現状や戦争についてどういう思いを持っておられる
いましたから︒

思っていました︒

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

程上必要とされた大工たちを監督することでした︒

に乗る前に戦争の方が早く終わりました︒造船所での私の仕事は生産工

後に︑材料不足のために工場は飛行機を造ることになりましたが︑軌道

あった︒日本の艦船にとっては目も見えず口も利けぬ人間が︑健康な人

うに近代科学が進んでいなかった︒例えば︑米軍にはレーダーの開発が

に大洋を航海する力を失ったことです︒もちろん日本ではアメリカのよ

Ａ． 日本の最大の弱点は海軍がやられて︑その結果︑兵力輸送のため

Ａ． 造船所で働いていました︒潜水艦と航空母艦とを造っていました︒

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

Ｑ ． 今年の初め︵正月︶から今までどんな仕事をしていましたか︒

れず︑ぺしゃんこにやっつけられました︒私は日本の強みは国民が神様

7

のかを私は知りたかった︒何故ならば私にはこれが負け戦だと分かって

9

10

移動しなければならなかったが︑これが仕事の大半となりました︒私達

した︒私達の防空壕は非常に不備なものでした︒私達は機械類を地下に

なりました︒もちろん材料不足のために私達の生産はかなり削減されま

この戦争にはもう勝目はないと知っていたので︑私はやる気が全く無く

Ａ． 肉体労働はあまりなく︑私の仕事は大工を監督することでした︒

たのです︒

に対して︑アメリカ側が六隻を失ったとしても︑日本は負けたことになっ

一〇隻撃沈しなければならない計算でした︒たとえ︑海戦で日本の四隻

舶があるのに︑日本は海軍力がないのだから当方の一隻で︑相手の船を

間を相手に喧嘩をしているようなものでした︒また︑米軍には無数の船
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3

4

5

Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

Ａ．
︵沈黙︶彼らは全力を尽くしていたと思いますが︑なかには職務に役

覚悟でした︒

Ａ． 私はそれについて考えたことはありません︒人々はいつでも死ぬ

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方︵施策︶をどう思いましたか︒

不足の人も居たようです︒あのように厄介な時期には仕事をさばける人

Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

定が出せたのではないかという場面はかなりありました︒

Ａ． みなさん全力を尽くしていると思っていましたが︑もっとよい決

どう思いましたか︒

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒

はとてもつらい思いをしました︒

ているという社説を載せていたのに︑突然に降伏をしたものだから︑私

が立ってきました︒
︵何故？︶新聞は国民が最後の最後まで戦う覚悟をし

Ａ． 私は国民は指導者たちにだまされていたのだと思うと︑無性に腹

Ｑ ． 戦時中︑政府︵内閣︶が変わる度にどういうことを思いましたか︒

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方︵生活についての施策︶を

など誰もいなかったと思います︒

18

19

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

した︒

深刻であるのに指導者たちは一般人よりもずーっと楽な生活をしていま

Ａ． 政府は国民へもっと配慮すべきでした︒税金は重く︑食糧不足が

Ｑ ． 今後 ︑ 年︑あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒

私たちはあまり難儀をしないでずっと早くに立ち直れると思います︒

てくれていることは確かです︒進駐軍から食料や必需品の援助があれば︑

Ａ． 進駐軍の政策は私にはよく分かりませんが︑私たちを大事に扱っ

20

時中ではあるし︑勝利を得るために苦労をするのは当然のことでした︒

Ａ． 戦時中人々の振る舞いや態度には変化がなかったと思います︒戦

いることは？︶そうですね︑私は家族や︑みんながこの難局を直視して︑

Ａ． これからは大変苦しくなると思います︑
︵その他にお考えになって

三

一生懸命に解決する努力が大切だと思います︒みんながお互いに助け合

二

Ｑ ． 戦時中︑ 般人は 様に苦しんでいたと思いますか︒

21

Ａ． そうは思いません︒大部分の国民は一様に苦労をしましたが︑飛

えば︑みんなもっと幸せになれると信じています︒

るのははっきりしていました︒委任統治領の島々が占領されたからには︑

Ａ． 前にも言ったように︑勝利は無理でした︒この年のはじめ︑負け

な生活水準で過ごせるように努力すべきです︒

差がでないような政策を作り出す必要があります︒私たちはもっと平等

Ａ． 今年の始めから︑日本はいつ降伏をしてもよいと願っていました︒
八月二〇日︵ママ︶私は日本が勝利を手にすることは不可能であると
感じました︒

Ｑ ． もし終戦になると︑どうなると考えていましたか︒

歴代天皇の系統をお継ぎになるべきだと思います︒

に教育をされてきました︒私は日本の歴史が示しているように︑天皇は

Ａ． 私は小さい時から︑天皇は私達の国の神聖な神様だから敬うよう

22

23

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

Ｑ Ａ． 天皇陛下をどう思いますか︒

Ａ． 指導者たちは協力をして︑金持ちと貧乏人の生活水準に大きな格

22

本土も間もなく爆撃を受けると思いました︒

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

一

び抜けて裕福な連中はますます儲けていました︒

一
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11

12

13

14

15

16

17

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

ばならないと考えていました︒

Ａ． 私たちは奴隷として酷使をされ︑非常につらい生活を送らなけれ

Ｑ ． アメリカがある町を空襲するぞ．と予告したことを聞いたことがありますか︒

聞には良いニュースがなかったので︒

きました︒戦争の終わる頃には新聞を見たいとも思いませんでした︒新

苦労をする必要はない︒というものでした︒私はそのような軍国主義者

はなくて︑軍国主義者たちだ︒だから︑国民が軍国主義者たちのために

争継続の努力を直ちにやめるべきだ︒理由は︑戦争を始めたのは国民で

Ａ． 私は紙に印刷された宣伝ビラを︑見ました︒ 内容は︑国民は戦

Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

ています︒

は本当とは思いませんでしたが︑今は︑あれが本当だったのだなと思っ

Ａ． アメリカが私たちの町を爆撃するということは聞きました︒最初

31

がこの戦争を遂行するために国民を誤った方向へひっぱていたのだとい

はいないと思いました︒ しかし︑戦争が終ってみると︑軍国主義者達

Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

くりさせるための空襲で︑本当の攻撃とは思いませんでした︒

Ａ． 最初の飛行機が東京にやって来たとき︑私はそれがただ人々をびっ

私たちには空襲に備えて適切な防空施設を作るには資金と装置がありま

Ａ． 私たちのまちは十分な防空施設がなかったと思います︒
︵何故？︶

Ａ． 反日放送については何も聞いたことはありません︒

せんでした︒

Ａ． 私は私たちの町が爆撃されるだろうと思っていました︒

疑いました︒私は広島へ行って︑惨状をまのあたりにしました︒私はたっ

Ａ． 初めは︑そのように大きな破壊力を持った爆弾があることを私は

Ａ．
︵註 記述なし︶
Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時．その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

た︒
Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

だったので︑爆撃は当然予想されることでした︒

Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

Ａ． 実際に呉と群馬県とで空襲を経験しました︒

Ａ． 責任はどちらの国にもないと思いました︒理由は私たちは交戦中

た一発の爆弾がそのような被害を引き起こすなんて信じられませんでし

Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

たか︒

Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

う思いがします︒

32

33

34

35

‥

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

そう考えるのは当然過ぎることでした︒

Ａ． 私はアメリカ軍が私たちの敵だと思っていました︒戦争中だから

マンがやって来て︑機銃掃射をしました︒
︵録音テープ取り替えのために

になると︑焼夷弾攻撃が幾度もありました︒ある時は︑二〇〇機のグラ

Ａ． 三月に空襲が始まりました︒彼らの標的は港湾の船舶でした︒後

36

本が負け始めてからは︑報道には細かい点が省かれているなと私は気づ

Ａ． 初めのうちは新聞には何でも載っていると思っていましたが︑日

た日︑呉湾には多数の空母︑巡洋艦がいました︒Ｂ が五月に飛来し︑

休憩／私たちは呉の降雪について話をした︒
︶大空襲で激しい戦闘があっ

29
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24

25

26

27

28

29

30

呉の主要な区域を攻撃しました︒鉄道駅の近くにも数発投下されました︒

． ﹇測候所／男性／ 歳︵Ｒ ︶
﹈

Ｑ ． 現在の暮らし向き︵生活状態︶はどうですか︒

13

も幾度か激しい空襲を経験しました︒すぐ近くに爆弾が落ちたときなど︑

六月のことだったと思います︒七月には私は群馬県にいました︒そこで

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

Ａ． 野菜やお米が十分ではないと思います︒

当時︑呉湾に大型戦艦が一隻いましたが︑猛烈な攻撃にさらされました︒

18

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

まるで地獄にいるような感じでした︒

れしいです︒

Ａ． 戦争に負けたのは残念ですが︑今平和な生活を送っているのがう

Ｑ ． 戦時中どういうことで 番心配しましたか︒

しい︒空襲がはるかに不安になります︒

Ｑ ． 今年の初め︵正月︶から今までどんな仕事をしていましたか︒

Ａ． あまり心配はしなかったです︒

Ａ．夜の爆撃の方がずっと怖いと思います︒暗闇では逃げるのがむつか
Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

一

Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

空襲の目標次第だと思います︒

Ａ．実際には分かりませんが破裂弾がひどいと思います︒たいていの場合︑

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

ていました︒

Ａ． 本部で係員をしていました︒四月からは天気予報官として勤務し

4

Ｑ ． 空襲の善後策︵救済策など︶はどうでしたか︒

やになりました︒

Ａ． どうとも言えません︒しかし終戦間際に私は焼出されました︒い

続行することは不可能でした︒
︵訳者註 呉鎮守府付属観測所はもとは城

事の能率は極端に低下しました︒私は屋上に留まっての仕事でしたから︑

Ａ． 四月まで変わりはありませんでしたが︑それ以降は空襲のため仕

5

めにバラックを建てたり︑食料︑衣類や必需品を配ったりしました︒私

Ａ．私達は呉にはなつかしい思い出があります︒焼け出された人達のた

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

山にあったが︑昭和一三年から呉鎮守府防空指揮所屋上に移っていた︒
︶

‥

Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

達にはこの人たちにまわす生活用品があったのです︒

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

Ａ． 六月頃になると︑仕事はほとんど出来ませんでした︒

6

Ａ．親戚の者は友人を助けました︒行くあてのない人々は他の人と寝る

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

Ａ． 休みも休日もありませんでした︒

てもいないので︑疎開表はつけなかった︒

※疎開表 地域に疎開をして来た者もなく︑回答者は家族を疎開させ

られました︒

場所をつくりました︒罹災者の必要を満たすために食料と生活用品が配

7

Ａ． Ｑ 参照︒

8

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

7

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

意志です︒

Ａ． 天皇陛下の影響力の強さと陛下のために戦い抜こうという国民の

9

10
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37

38

39

40

41

Ａ． アメリカ軍の装備と比較をして日本軍は不十分だと思いました︒

Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

からその時︑私は衝撃を受けました︒多くの人がその間中泣きました︒

Ａ． 前日まで新聞は日本は最後まで戦うのだと言っていました︒です

Ａ．私は彼等が正しいことをやっているのだと思っていました︒私は彼

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒

Ａ． 私がはじめ思っていたよりも︑うまく行っていると思います︒

Ｑ ． 今後 ︑ 年︑あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒

Ａ． 大きな約束をいくつもしましたが︑一度も実行をしたことはあり

ンにいる兄が帰って来てくれると︑うんと助かります︒

Ａ． 一生懸命やればどうにかやって行けると思います︒まだフィリピ

どう思いましたか︒

ませんでした︒

Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

三

Ｑ ． 戦時中︑政府︵内閣︶が変わる度にどういうことを思いましたか︒

二

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方︵生活についての施策︶を

らを信頼していました︒

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方︵施策︶をどう思いましたか︒

19

20

21

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

はしませんでした︒

Ａ．私はその職を捨てた連中は根性を持っていないからだと思い︑尊敬

Ｑ Ａ． 天皇陛下をどう思いますか︒

た日本の姿が見たい︒

Ａ． 軍国主義者たちが追い払われているのがうれしい︒私は民主化し

22

長引くにつれて人々はまとまらなくなりました︒

Ａ．日本が勝ち目の時は人々は一丸となって働いていましたが︑戦争が

Ｑ ． もし終戦になると︑どうなると考えていましたか︒

然ですから︒

Ａ． 私は天皇が留まられることを希望します︒天皇は私たちの父親同

22

Ｑ ． 戦時中︑ 般人は 様に苦しんでいたと思いますか︒
一

苦労をしませんでした︒

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

たら生き延びることは出来まいと思っていました︒

Ａ． みんな虐待を受けるぞという新聞記事のせいで︑私は終戦になっ

23

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

Ａ． 一般人は一様に苦しかったけれども︑指導者たちは我々ほどには

一

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

Ａ． そのように思ったことは一度もありませんでした︒

ビラなど読む価値がないと思っていましたので︑内容については知りま

Ａ． はい︑聞いたことはありますが︑実際に見たことはありません︒

24

空襲が続いたのでは︑結局は負けるかもしれないという感じはありまし

Ａ． 日本はきっと負けるぞ︑などと思ったことはありませんが︑こう

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

せん︒

た︒

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし

Ａ． 聞いたことはありません︒

25

Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

Ａ． はい︑一度もありませんでした︒私たちはみんな最後まで戦うつ
もりでした︒

たか︒

26

Ａ． 呉は海軍の軍事施設なので空襲が始まれば爆撃を受けることは知っ
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11

12

13

14

15

16

17

18

ていました︒

夜間ならば物につまずきます︒ですから私は昼間の空襲の方がよいです︒

Ａ． 昼間ならばどこにいるのか︑何をしているのかが分かりますが︑

Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

Ａ． 破裂弾が恐かったです︒焼夷弾では多くの死傷者は出ませんので︒

Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

ても勝手にしてくれという気持ちでした︒

Ａ． 空襲については詳細な報道をしなかったと思います︒

防空壕はなかったですが︒

Ａ． 食べ物の心配はあまりありませんでした︒食料の貯えがありました︒

本当だったと思いました︒

れば知らないふりをしていました︒

Ａ． ある程度の援助はしてくれましたが︑ときには親戚や友人でなけ

Ａ． 私はわが海軍の防衛力はどうなっているのかと心配でした︒戦争
が予想よりも早く終わるかも知れないと感じました︒

17

Ｑ ． 現在の暮らし向き︵生活状態︶はどうですか︒

21

Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

Ａ． 最初は大丈夫に見えたが体験してみると不十分なことが分った︒

とくに食料不足のことです︒
︵食料以外に何か？︶私は働いていますので︑

Ａ． 非常に不便をしています︒私たちが一番気にしているのは品物︑

Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

． ﹇事務員／女性／ 歳 ︵Ｒ ︶
﹈

Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

Ａ． はい︑聞いたことがあります︒実際に空襲があって︑私は予告が

Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

Ｑ ． アメリカがある町を空襲するぞ．と予告したことを聞いたことがありますか︒

40

41

3

1

Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

は何とむごいことをやったなと思いました︒

Ａ． 隣の広島に投下された後︑私は恐くなった︒そうして︑アメリカ

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

ん︒

食料のことが一番気になっています︒ほかのことはあまり気になりませ

Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

Ａ． はい︑呉空襲の時でした︒

けあって︑日用品は今の方が入手しやすい︒戦時中は外国から品物を輸

Ａ． 今の方が楽です︒
︵過去と現在とを比較すると︶戦争が終わっただ

2

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

もう終わりだと観念をしました︒

Ａ． 警報が鳴った時私は防空壕へ飛び込みました︒すごい物音で私は

ちがアメリカ兵のジープにわれ勝ちによじ登る姿を目のあたりにし︑彼

からは私たちの知識や視野も広がっていくと思います︑小さな子どもた

入することなど絶対に不可能でした︒空襲の恐れもなくなりました︒今
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Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

Ａ． 既述︒
Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時．その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

Ａ． これは戦争なのだから︑どちらの側にも責任はないと思います︒
Ａ． えらく進んだ連中だとは思いましたが︑嫌いでした︒

Ｑ ． 空襲の善後策︵救済策など︶はどうでしたか︒

Ａ． 私たちの家が焼けてからは︑
慣れてきました︒その後は︑
空襲になっ

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

38

39

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Ｑ ． 戦時中どういうことで 番心配しましたか︒

いう確信をもちます︒ご存じのように︑女性の地位はあまりに低いです︒

いる数々の話題を耳にするとき︑私はみんなが進歩をして行くだろうと

らが一生懸命で訴えているのを聴いたり︑最近︑しきりと議論をされて

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方︵施策︶をどう思いましたか︒

た︒経済の統制が厳しすぎたと思います︒

ませんが︑品物の質が低下してゆくのが家庭にあってもよく分かりまし

Ａ． 経済問題です︒
︵どういう意味ですか︶ 私は武器のことは分かり

入り込む隙はありませんでした︒
︵心配事は？︶ありません︒

Ａ． 私たちはみんな愛国心を吹き込まれていましたので︑個人主義の

思ってやってくれ︑私たちにやる気を起こしました︒しかし人の話では︑

意味ですか︶私たちの指導者についていえば︑彼らは全て私たちの為を

Ａ． 悪いとは思いませんでした︒ある面では悪かったかも︒
︵どういう

11

Ｑ ． 今年の初め︵正月︶から今までどんな仕事をしていましたか︒

一

装備はなんでも供給しました︒

Ａ． 軍装備品の仕事でした︒
︵どのような仕事ですか︶軍人が要求する

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方︵生活についての施策︶を

軍人の中にも私利私欲のために闇商売をした人が多くいたそうです︒

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

どう思いましたか︒

も一生懸命にやりました︒

Ｑ ． 戦時中︑政府︵内閣︶が変わる度にどういうことを思いましたか︒

知れませんが︑その成果は見えませんでした︒

Ａ． 私たちには不満がありました︒彼等は最善を尽くしていたのかも

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

Ａ． 仕事の段取りに無理がなくて︑いつもすることがありました︒私

12

Ａ． 装備品は豊富にありましたが︑終戦直前になると著しく減少して
きました︒
︵ Ｑ 参照のこと︶

Ａ． 不安でした︒
︵その他には？︶責任をとって辞職をするのだと云っ

ていましたが︑本当は責任を負うことを避けようとしているのだなと私
は思いました︒

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

けて人々の決意は強くなりましたが︑その決意の底に私は不安と不満を

Ａ． はい︑たいへん変化をしました︒
︵どのように？︶激しい爆撃を受

Ａ． 私が休んだ理由は病気でした︒戦災の後︑都合が悪くて休んだこ

感じ取りました︒ 何かが狂っていると分かりました︒

Ｑ ． 戦時中︑ 般人は 様に苦しんでいたと思いますか︒
一

強いのは軍事力のせいだと思っていました︒軍事力に頼りすぎていたか

Ａ． 海軍で働いていたのに私はあまり知っていませんでした︒日本が

物を入手することができました︒軍人もそうでした︒

楽な生活をしていました︒ ︵どのように？︶彼等は他の者には無理な品

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

Ａ． いいえ︒爆撃でみんな一様に苦しみましたが ︑上流階級の人は

一

も知れません︒私たち女性が銃後で頑張ったのも強みでした︒

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

ともあります︒

とがあります︒空襲の危険を避けて︑品物を疎開させるために休んだこ

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

Ａ． 私はよく体調を崩しました︒月に二日か三日くらいです︒

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

39

13

14

15

Ａ． はい︒新聞が撃沈を報道したときです︒ 海軍に勤めていたので︑

16
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3

4

5

6

7

8

9

10

ました︒ しかし︑確信があった訳ではありませんが︑私はいつも︑日

実状はある程度分かっており︑新聞の楽観的な報道を見抜くことが出来

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

るものといつも思っていました︒

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

本は勝つと信じていました︒

たビラもありました︒なかには日本が鎖につながれたところを描いたの

Ａ． 見たことはありませんが聞いたことはあります︒爆撃の予告をし

はなかったです︒

Ａ． 私は終戦の詔勅を聞くまで日本が負けるだろうと確信をしたこと

域の迷彩も変えなければならぬぞと警告をしていました︒ ︵あなたはど

もあったと︒夏の終わり頃︑ビラの一つは木々が紅葉し出したから︑地

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

う思いましたか︶

Ａ． いいえ︑ありません︒
Ａ． 言葉では言い表せません︒ 私は泣きました︒

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし

は？︶ーー ︵どう思いましたか︶ 私はあまり知っていませんでした︒

Ａ． 時々聞きましたが︑断片的な単語だけでした︒ ︵放送の内容

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒

Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

25

ありません︒

Ａ． 悪くないと思います︒これまで︑このことについて考えたことが

ので︑次はどうしても軍事基地のある呉の番だと確信をしていました︒

Ａ． はい︒呉が爆撃される前に周囲の都市が全て爆撃されていました

たか︒

Ａ． 私の兄弟達は召集されていますので︑彼等が帰ってくるまでは何
も計画が立てられません︒現在 私, はつらいことはありません︒これから
も苦しくはなるまいと思っています︒
Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

Ａ． 科学や政治思想はアメリカやヨーロッパから取り入れるべきです︒
わが国の女性の地位は変える必要があります︒
Ｑ Ａ． 天皇陛下をどう思いますか︒

Ａ． 天皇にご面倒を掛けるのは危険です︒国が不安定になります︒

Ａ． ︵質問はしなかった︒
︶

Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時．その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

Ａ． 日本側です︒︵何故？︶ 東条内閣はサイパンが落ちるまではよくやっ

ていましたが︑その後は軍隊が大混乱をして︑分散しました︒

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

Ａ． 非難をするのは嫌いですが︑ただ憎かったです︒

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

Ａ． 爆撃で大損害を受けた場合でも︑
﹁損害は僅少﹂と報道をするなど︑

不正確でした︒ 意図的に国民を鼓舞していました︒
︵Ｑ

参照のこと︶

Ａ． 命はないものと思っていました︒私たちはアメリカ軍の所有物に

Ｑ ． アメリカがある町を空襲するぞ．と予告したことを聞いたことがありますか︒

な平穏な生活は夢にも思っていませんでした︒私は降伏をしたら殺され

され︑彼等のいいなりに酷使されるものと思っていました︒現在のよう

Ｑ ． もし終戦になると︑どうなると考えていましたか︒

Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

Ｑ ． 今後二︑
三年．あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒

26

27

28

29

30

15

Ａ． はい︒私は不可能だろうと思いました︒しかし
﹁もしやる気ならば︑

31
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24

Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

17

18

19

20

21

22

22

23

Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

やってみろ﹂とも思いました︒

なりませんでした︒ 最後には仕事の大部分を防空壕内でやりました︒

仕事に戻ったと思うと直ぐに警報が鳴り︑また防空壕へと急がなければ

Ｑ ． 空襲の善後策︵救済策など︶はどうでしたか︒

Ａ． 七月の空襲以後は被爆区域の片付けばかりをやりました︒ 死傷

Ａ． ただ怖かったです︒
︵それについていろいろと覚えていますか︶
いいえ︒

者はほとんどありませんでした︒

Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

Ａ． 人によりけりでした︒ 私たちは人にあげることの出来るものは

Ａ． 不完全でした︒防空壕は造りましたが︑ちょっとした雨でつぶれ
ました︒ 軍人用は作りもよく︑山に掘った横穴は頑丈でした︒市民用

あげました︒ 私は衣服を寄付しました︒疎開表は使用しなかった︒

験だったので︑本当にびっくりしました︒

の大群が海軍基地上空を飛んだ三月の空襲を覚えています︒初めての経

Ａ． 私は防空壕に隠れていたので何も見ていません︒私はグラマン機

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

ほかのことにはあまり関心がありません︒

とが出来ますがお金のない者は弱っています︒
︵そのほかに何か？︶私は

私たちは困りました︒お金のある人たちは闇市から品物を手に入れるこ

Ａ． 戦時中︑配給の価格は低かったのに︑戦後になって物価が上がり

Ｑ ． 現在の暮らし向き︵生活状態︶はどうですか︒

密は絶対にに守るから︑と安心をさせなければならなかった︒
︶
﹈

︵
﹁人物メモ﹂回答者に︑質問一一︵指導者の批判︶について︑情報の秘

27

Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

Ａ． 非常に怖かったです︒爆発音が聞こえて︑振動が感じられました︒
目もくらむ青色の閃光ともくもくと上がる柱状の雲が見えました︒
Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

Ａ． 七月一日の焼夷弾夜間空襲です︒

21

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

． ﹇芸者／女性／ 歳 ︵Ｒ ︶

は粗悪でした︒

41

４

1

ときは︑はるか上空を偵察目的で飛んでいたのです︒

分に積んで来ました︒ ボーイングが昼間来たこともありますが︑その

来るだけで大した攻撃はなかった︒しかし夜間はボーイングで爆弾を十

Ａ． 夜です︒十分に休めないので︒ 昼間の空襲はグラマンがやって

という気持ちでした︒困難なんか眼中になかった︒しかし今となっては︑

生活は戦時中に比べてどうですか︶戦時中は勝つためには何でもやろう

ました︒しかし敗戦後︑私たちは生活をアメリカに頼っています︒
︵今の

Ａ． 戦時中私たちは戦争遂行のために喜んですべてのことに耐えてき

Ｑ ． 戦時中どういうことで 番心配しましたか︒

全ては無駄な努力でした︒

2

Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

Ａ． ︵註 記述なし︶
Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

‥

Ａ． 慣れてきました︒終わり頃は一日に二回も︑三回もありました︒

一

Ａ． 日本は領土を取られ続けました︒沖縄が落ちたときは本当に心配

3

でした︒ ︵なぜ︑沖縄？︶ 沖縄が本土だからです︒私たちは軍の指導
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40

32

33

34

35

36

37

38

39

り騙されていました︒国民のやる気も嘘のために弱められたと思います︒

砦になるのだと聞かされました︒ 私たちは新聞のウソの報道ですっか

だと信じ込まされてきました︒沖縄が陥落をした後には︑九州が最後の

者から︑沖縄はアメリカ軍を最後の決戦へとおびき寄せるためのおとり

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方︵生活についての施策︶を

方がまずかったのです︒
︵回答者はまだ不安の様子︶

ました︒しかし︑負け戦が続いたので︑希望は消えました︒戦争のやり

守られると説明をした︶ 戦争が始まった時︑私たちは勝利を強く期待し

Ｑ ． 今年の初め︵正月︶から今までどんな仕事をしていましたか︒

じなくなりました︒

は事実を隠し続けました︒しばらくして︑私たちは新聞の云うことは信

私たちは帰還兵から悲惨な事態を絶えず聞かされました︒しかし︑新聞

か？︶私は購入する余裕のある人と︑毎日の稼ぎでやっと生活をしてい

どの階層の国民にも国債を買わせました︒
︵そのことをどう考えました

Ａ． 戦争が進むにつれて配給を減らし続けました︒収入には関係なく

どう思いましたか︒

12

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

Ａ． 軍人の慰問でした︒

Ｑ ． 戦時中︑政府︵内閣︶が変わる度にどういうことを思いましたか︒

る者との間には区別をしてもらいたかったです︒

4

事でした︒仕事は同じようにありました︒

Ａ． 私は戦地から帰還してくる水兵さん達を元気づけてあげるのが仕

戦争遂行計画がもっと上手に立てられる人物を据えるために︑内閣を変

Ａ． 天皇陛下は戦争が激化するにつれて︑
能力不足の人間をやめさせて︑

Ａ． ︵質問はしなかった︒
︶
Ａ． ︵質問はしなかった︒
︶

んぺをはかなければならなくなりました︒ひとの態度も全く変わりまし

Ａ． ︵質問はしなかった︒
︶

一

一

Ａ． お国のために戦って死ぬのだという日本兵の覚悟です︒

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

ます︒

Ａ． 自分がつらかったので︑他の人もみんな同様につらかったと思い

15

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

Ｑ ． 戦時中︑ 般人は 様に苦しんでいたと思いますか︒

た︒ ︵お互い同士の接し方はどうでしたか︶

Ａ． もとはきれいな着物を着て楽しくやっていましたが ︑やがても

14

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

えてこられました︒

13

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

5

6

7

8

9

か文句を言ったら警察が来たり︑他の人達からこっぴどく怒られました︒

した︒もちろん︑これは私が心の中で考えていたことです︒戦時中は何

Ａ． 闇屋です︒彼等はお金の価値を紙切れ同然にまで下げてしまいま

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

島に投下されたとき︑日本はもう見込みがないと思いました︒

戸が爆撃されたときはまだ余力がありました︒ しかし︑原子爆弾が廣

Ａ． はい︑勝ち目はないと思いました︒
︵何故ですか︶東京や大阪︑神

16

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方︵施策︶をどう思いましたか︒

10

Ａ． そのような質問に答えても大丈夫なのですか︒
︵私は情報の秘密は

11

Ａ． 沖縄が陥落したときです︒
︵質問３を参照のこと︶

17
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うち︑戻って来るのはたったの一隻だけでした︒帰港できた船もひどく

Ａ． 呉を出港して戻って来なかった船がたくさんありました︑五隻の

日本は最後の最後まで戦っていく力があるわ︒私たちはおじいちゃんや

が﹁日本はもうどうにもならないのよ﹂と云ったら︑他の人は﹁いいえ︑

よというビラを落したと聞きました︒ ︵貴方はどう思いましたか︒
︶私

ビラを落さなかったけれども︑江田島には降伏をしても何も心配はない

損傷を受けていました︒

おばあちゃんまで戦場に出して︑最後の一人まで戦う覚悟よ﹂と云いま

Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

思ってはいましたが︑私には信じられませんでした︒ 天皇陛下が涙な

Ａ． 私は信じられませんでした︒ 日本が勝つという見込みはないと

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

した︒

がらに︑戦争継続を国民に要請することは出来ないとラジオ放送をされ

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし

Ａ． いいえ︒

最初は占領軍が怖かったけれども︑アメリカ軍の兵隊は思いやりがあっ

Ａ． どっちという気持ちはありません︒ 呉が占領されると聞いたとき︑

Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

よく知っていました︒

Ａ． はい︑私は情け容赦のない米軍から呉が逃れることはできないと

たか︒

て︑親切だとわかりました︒ 私たちは大変喜びました︒ 私は最悪の

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒

たのです︒

25

26

Ｑ ． 今後 ︑ 年︑あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒

事態を心配していましたが︑実際は非常に良かったです︒

はどうでしたか︒
︶ 私は国内にスパイがいたのを知っています︒私はス

Ａ． いま私はそれは東条が悪かったのだと思います︒ ︵しかし戦争中

27

Ａ． 私は良くならないと思います︒ 特に食料の支給が問題です︒

Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時．その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

パイが許せませんでした︒

三

Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

二

Ｑ Ａ． 天皇陛下をどう思いますか︒

政策は何であっても支持をしなければならないと思っています︒

Ａ． 日本は敗戦国だから︑治安を維持していくためには︑アメリカの

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

した︒ しかし︑戦争を仕掛けたのはアメリカだと感じていました︒

Ａ． 私はアメリカと日本は何故戦争をしているのかしらとよく思いま

28

Ａ． 天皇陛下は戦争の責任を問われるべきではないけれども︑指導者

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

Ａ．
︵註 記述なし︶

Ａ． 占領されて︑
ドイツと同じような運命をたどるだろうと思いました︒

えました︒ ︵貴方はどう思いましたか︒
︶ 私は多数の敵機が来襲して︑

Ａ． 八月一五日に米軍の飛行機が呉の上空を低く飛びました︒呉には

Ｑ ． アメリカがある町を空襲するぞ．と予告したことを聞いたことがありますか︒

そのうちのごく僅かしか撃墜しなかったのは残念だと思いました︒

Ａ． 新聞は東京の空襲を報道するに際して︑敵機を多数撃墜したと伝

‥

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

Ｑ ． もし終戦になると︑どうなると考えていましたか︒

たちは罰せられるべきです︒

29

30

31
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18

19

20

21

22

22

23

24

Ａ． いいえ︒
できなくなりました︒

していました︒このことがあってから後は︑私たちは軍隊をあまり信用

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

Ａ． 夜です︒昼間なら逃げ道が見つけられますが夜は困ります︒

Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

れてアメリカさんもご親切ねと云ったものです︒しかし︑焼け出されて

Ａ． 住まいをを建てるために私たちは木切れを集めなければならなかっ

Ａ． 焼け出されたとき︑人って本当に利己的なものだということが分

Ａ． どうにかやっています︒配給も以前ほどきつくはありません︒

Ａ． 私は戦前まで続けてきた仕事を失ったので︑今の方が良いとは言

2
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Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

Ａ． 米ドリットル機単独神戸空襲︒ 飛行機は撃墜したと聞きました︒
来襲してくる敵機を来る毎に落としてやったら︑米軍はそれ以上はよ
こさなくなるだろうと思いました︒

いやり方をやれば焼夷弾は消せます︒

Ａ． 破裂弾です︒私たちは映画で焼夷弾の防ぎ方は習いました︒正し

Ａ． 私は家の前に掘った防空壕が役に立つだろうかと心配でした︒

Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

Ａ． 恐ろしい武器だと思うのがやっとでした︒

弾が続きました︒ 焼夷弾が油に点火をしました︒

した︒着物を着る間もなく敵機の爆音が聞こえました︒階下へ降りた途

かりました︒近所から井戸水を汲み上げようとしたら︑
﹁台所は使ってい

なかった︒

﹁これは別のことに使うので要るのよ﹂と云われました︒疎開表は使用し

端に照明弾が落下しました︒ちょっと物を探していて︑気がつくともう

ませんでした︒私には二人友人がいました︒彼等は反対の方向へ逃げて

． ﹇海軍基地電気工／男性／ 歳 ︵Ｒ ︶
﹈

のために防空壕が入れきれなくなったということでした︒彼等が防空壕
たちは水兵︑兵隊は壕から出て︑防火の援助をしてくれるものと期待を

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

38

焼死してしまいました︒ ︵その時のお気持ちは？︶ 怖くて足がすくみ︑
何も考えられなかったです︒空襲がすんでから分かったのは︑私たちが

Ｑ ． 現在の暮らし向き︵生活状態︶はどうですか︒

29

の一番奥にかたまった結果︑私たち一般人が入れなくなったのです︒私

頼りにしていた人達ーー呉の水兵︑兵隊が一番先に防空壕へ逃げて︑そ

5

1

りましたが︑満員でした︒ 私は溝へ飛び込んで︑四時まで上がって来

るのよ﹂
と云われました︒住まいを建てるために木片を集めようとしたら︑

41

呉の本通りは火に包まれていました︒私は一番近くの山の防空壕へと走

Ａ． その時私は気分が悪くて寝ていました︒一時頃空襲警報が鳴りま

Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

たです︒
︵特別の援助策はありましたか？︶ なかったです︒

40

Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

Ａ． はい︒七月二日の夜でした︒ 照明弾が二発投下され︑油と焼夷

Ｑ ． 空襲の善後策︵救済策など︶はどうでしたか︒

以後は空襲を恐れるようになりました︒

Ａ． 慣れました︒朝の間の空襲については︑毎日私たちを起こしてく

39

Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

私たちは防空演習もやりましたが︑実地では全く役に立ちませんでした︒

Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

37

38

32

33

34

35

36

なくなりました︒したがって︑私は今の生活が以前より︑よくなったの

えないけれども︑それでも︑私は戦時中の抑圧された生活をする必要が

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方︵施策︶をどう思いましたか︒

つけた惨めな生活にうんざりして来たことも弱点でした︒

Ｑ ． 戦時中どういうことで 番心配しましたか︒

かどうかを判断しかねています︒

ついてはあまり知りません︒私たちは指導者たちの命じることをやるだ

Ａ． 新聞やラジオは厳しい検閲をされていましたので︑彼等の動向に

11

が仕事を十分に出来ないことも心配でした︒爆撃されるのが怖かったで

Ａ． 一番心配をしたのは戦後どうやっていくかということでした︒私

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方︵生活についての施策︶を

けでした︒

一

Ｑ ． 今年の初め︵正月︶から今までどんな仕事をしていましたか︒

す︒

Ａ． 食糧の配給が非常に厳格で︑時にはその配給も途切れることがあ

どう思いましたか︒

12

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

Ａ． 海軍基地で電気工をしていました︒

始めました︒

りました︑上の人はどのようにして暮らしているのかしらと疑問に思い

Ｑ ． 戦時中︑政府︵内閣︶が変わる度にどういうことを思いましたか︒

分に取れませんでした︒仕事に身が入らず︑能率も下がりました︒

のだと思います︒私たちは仕事が進まないからといって辞めはしません︒

Ａ． 計画通りにことが進まないので内閣は替わり︑そのために辞めた

Ａ． 爆撃で家をやられたので転居する羽目になりましたが︑休みが十
Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

13

れました︒仕事を中断して︑防空壕を作りました︒

Ａ． 仕事用の資材はたっぷりとありましたが︑空襲で絶えず邪魔をさ

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

彼等には私たちを代表する資格はないなと︑そのとき︑思いました︒

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

Ａ． 五日休みました︒二日は病気のため︑残りの三日は疎開をするた
めでした︒

Ａ． 戦前︑人々はもっと個人主義的でしたが︑開戦後は協力して物事

をやり遂げようと努めるようになりました︒

Ｑ ． 戦時中︑ 般人は 様に苦しんでいたと思いますか︒
一

Ａ．
︵Ｑ７を参照のこと︶

闇で金儲けをした連中がいました︒私たちが一番ひどい目にあったのは

ます︒

くなり始めました︒

Ａ． 呉の爆撃をこの目で見たときに︑戦争に勝ち目があるとは思えな

Ａ． 日本の船にはレーダーが装備してなかった︒このために海軍は負
けた︒ これが弱点だったと思います︒また︑国民が指導者たちの押し

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

Ａ． 海軍は真っ暗闇のなかでも戦えるという能力が強みだったと思い

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

こうした欠陥のためです︒

Ａ． 一般的にはみんな同様に苦労をしたと思いますが︑
なかには戦争や︑

一

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

14

15

16

Ａ． 戦争の詳細については私たちは何も知らされていなかった︒だか

17
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3

4

5

6

7

8

9

10

らいつからか︑と聞かれても思い出せません︒
Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

Ａ． いいえ︑それについて聞いたことはありません︒

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし

どうか知りません︒

考えたことはありません︒

たか︒Ａ． しょっちゅう心配はしましたが本当に爆撃されるとは一度も

Ａ． 疑いは持ちましたが︑詳しい情報がなかったので︑そう思ったか
Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

Ａ． 日本がやがては爆撃されると思っていました︒

Ａ． その時は戦争に勝ちたい一心だったので︑日本の降伏を信じませ
んでした︒ しかし︑敗戦が現実となったとき︑これから一体私たちは

Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時．その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

Ａ． 政治のことは分かりませんが︑私は大変に満足をしています︒

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

本が戦争を引き起こしたのだから︑空襲の責任は日本にあると思います︒

Ａ． 戦争だからアメリカが日本を爆撃したのは当然のことでした︒ 日

Ｑ ． 今後 ︑ 年︑あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒

どうなるのかと心配でした︒

27

28

Ａ． 一番の心配は食料だと思います︒なんとか凌げたらよいと思って

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

は敵だったので︑特別に好意は持っていなかったです︒

Ａ． 私はアメリカ人と交際をする機会はありませんでしたが︑戦争中

29

います︒二 三, 年したらずっと生活しやすくなっているでしょう︒

三

Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

二

り付けたりしない人を代表に選ぶべきだと思います︒そうしたら私たち

Ａ． 私は私たちのことを理解する人︑次々と法律を作って私たちを縛

Ｑ ． アメリカがある町を空襲するぞ．と予告したことを聞いたことがありますか︒

Ａ． 国民を刺激せぬようにと空襲は軽く報道をしていたと思います︒

30

Ｑ Ａ． 天皇陛下をどう思いますか︒

はもっと自由な生活が送れます︒

Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

Ａ． いいえ︑聞いたことはありません︒

31

Ａ． これまで通り︑天皇陛下には在位していただきたい︒

議でした︒

Ａ． 何故わが軍の飛行機が敵機迎撃のために飛び立たないのかが不思

Ａ． そのような大問題は考えなかったけれども︑日本が負けたら私た

かし︑爆撃が激しくなってくると︑この防空壕では役に立たないことが

Ａ． よくなかったです︒はじめは指示通りに防空壕を作りました︒し

た︒

分かりました︒

Ａ． 話には聞いたことがありますが︑見たことも読んだこともありま
せん︒だから︑ビラのことはあまりよく知りません︒

Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

ちはどうなるかと心配をし︑日本という国は壊されてしまうと思いまし

Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

Ｑ ． もし終戦になると︑どうなると考えていましたか︒

32

33

Ａ． 私はたった一発で引き起こされたひどい被害に驚きました︒

34
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25

26

18

19

20

21

22

22

23

24

Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

Ａ． 一度あります︒
Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

６． 飛行機工場・事務職／男性／三二歳 Ｒ
(

)

Ａ． 防空壕の中に入っていたので︑壕から出て見たひどい破壊の情景

していた︒ )

たとのこと︒大阪から広十一空廠へと徴用されたが︑仕事はほどほどに

Ａ． お金があれば何でも買えるが︑何しろ貧乏暮らしで︑何も買えま

Ｑ ． 現在の暮らし向き 生( 活状態 は) どうですか︒

Ａ． 私はどちらが怖いかと︑比較して云うことは出来ません︒

せん︒貯金が底をついたら︑どうやって行くかお先真っ暗です︒

Ａ． 戦時中の方が良かった︒ 何
( 故ですか？ 戦
) 時中は物価は固定をし
ていて︑高値での販売は禁じられていました︒

Ａ． 焼夷弾です︒
Ａ． 慣れてきました︒

Ｑ ． 戦時中どういうことで一番心配しましたか︒

Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

しか私は知りません︒

﹁(人物メモ﹂回答者は所用のため京都に行っていたところ︑本接見のた
めに帰呉せよとの電文を受け取ったが︑その際︑恐怖で身体がこわばっ

45

Ｑ ． 空襲の善後策︵救済策など︶はどうでしたか︒

2

Ａ． 私の町は空襲にあっていないので分かりません︒
Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

Ａ． ﹁赤紙﹂ 召
( 集令状 が
) いつ来るかと心配でした︒もし私が兵隊に取
られたら︑政府は家族へ十分な援助はしてくれない︒だから︑当然のこ

二︑私は特別気持ちが変わったということはなかった︒

一︑政府が私たちの家を買い取って︑私たちに移転を命じた︒

Ｑ ． 今年の初め 正( 月 か) ら今までどんな仕事をしていましたか︒

た︒このために私は気が気でなかった︒他の心配は思わなかった︒

をしたのです︒ そ( のほか何か心配だったことは 日) 露戦争以降ずーっと︑
政府は夫が戦死をした際︑ちょっとの間しか家族の面倒を見てくれなかっ

とながら︑自分の家族がどのようにして生きていけるだろうかと︑心配

三︑いいえ︒疎開してからは爆撃は経験しなかった︒

Ａ．

Ａ． おもに衣類の提供でした︒なかには宿泊させてあげた人もいました︒

四︑
︵Ｑ１︑を参照のこと︶

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

七︑私は両親と一緒に移転したので︑これといって変化はなかった︒

六︑はい︒みんな私について来た︒

も
( っと詳しく話してください 配
) 給が何しろ少ないので︑生きていくた
めには︑買い出しに出掛けて︑食べ物を買って来なくてはなりませんでし

Ａ． 私の仕事の能率は下がりましたよ？

海軍飛行機工場・第十一空廠に勤務していました︒

五︑家の代償として︑疎開手当︑交通費そしてお金を受け取った︒

八︑政府の命令なので︑仕方がなかった︒

た︒おまけに夜の十一時頃には空襲︑また空襲です︒十分な睡眠がとれ

何
)( 故？ 食
) 糧不足の為です︒

九︑ 私の生まれ故郷なのでみんな親切にしてくれた︒

疎開表 Ａ

3

4

5

ませんでした︒
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1

35

36

37

38

39

40

41

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

した︒ 例
( えば？ 私
) たちはいつも強制的に事をやらされていました︒彼

で︑我慢をするほかありませんでした︒連中は何をやらしてもまずいこ

私たちは徴用令状でこの飛行機工場へ連れてこられたのです︒だ

から働く気になどなれなかった︒ 何
(故 本
) 当に長い時間働かされ︑しか
も無理矢理に此処で勤務することになっただけの話︒どうしてやる気に

とばかり︒新聞が報じたり︑
政府が云うことなんか実現をするはずがない︒

Ａ．

なれますか︒工場の偉い人や上の人は私たちに四六時中働け︑働けとい

らには私達への思いやりがなかった︒ ど
( のような気持ちがしましたか )
上の連中を叱りつけてやりたい気持ちがしましたが︑私には力がないの

うのが口癖でした︒

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方 生( 活についての施策 を)

ところが︑どうだ︒今になっても差額なんぞ受け取ってはいませんぞ︒

例
( えば？ 給
) 料など︒呉へ徴用で引っ張られたとき︑連中は給料はこれ
まで通りだ︑低かったら差額は政府が支払ってくれるよ︑と云っていた︒

毎月一九日から二〇日仕事を休みました︒ 何
( 故？ 食
) 料の買い出

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

Ａ．
しに出掛けるのと過労回復のためです︒ 買
( い出しには何日くらい？ 毎
)
月およそ五日です︒ 残
( りの日は？ 多
) 分私は不精者でしょう︒疲れ切っ

前記参照︒

どう思いましたか︒

Ａ．

Ｑ ． 戦時中︑政府 内( 閣 が) 変わる度にどういうことを思いましたか︒

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

Ａ．
Ａ．

内閣改造が度重なってから私はこれは負け戦だと思い始めました︒

ご
( 出身は 大
) 阪から来ました︒
Ａ．

みんな気が立ってきました 人. の考え方もひどくなった︒ ど
( の様

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

に？ 非
) 常に狭量で︑どのように些細なことでも口論を始めた︒怪我に
ぶつかっただけで︑二人の間には︑必ず言い合いが起こりましたよ︒

Ａ．

Ｑ ． 戦時中︑一般人は一様に苦しんでいたと思いますか︒

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

く︒これだったかなあ︒

見て見ぬ振りをして︑ひたすら自分の日常業務を従来通りにこなしてい

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

に終わってくれるように願っていました︒

Ａ． はい︒ どのように？ 食
(
) 糧不足と爆撃です︒このために生活は無
茶にされました︒
︹どのように感じましたか︺私はこの下らぬ戦争が直ぐ

たかも︒ 説
どのよ
( 明をしてください 大
) 和魂のような︒そうだなあ ――
うな困難に出くわしても︑決してそのことについては文句を言わないで︑

非
( 常に長い沈黙︒質問を繰り返して︑促す︒ 国
) 民の意思であっ

前記参照︒

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

ていて︑回復するために︑休みを取っていました︒ も
( っと︑詳しく︒ )
そうですね︑
私たちの職場では交代制でした︒私には夜勤ができなかった︒

12

13

14

15

Ａ． 科学が立ち後れていたことだと思います︒敵のＢ やほかの武器
には太刀打ちが出来なかった︒
彼らの遣り方を見ていると︑とても指導者とは言えないと思いま

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方 施( 策 を) どう思いましたか︒

Ａ．

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

たのは何時ですか こ
) の戦争の始めっからです︒

Ａ． はい︑勝ち目はないと思いました︒ 何
( 故？ 私
) はアメリカのよう
な大国を攻撃するなど︑
背伸びのし過ぎだと思いました︒ そ( のように思っ

16

17

29
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6

7

8

9

10

11

Ｑ Ａ．

天皇陛下をどう思いますか︒

Ａ． 天皇には在位して欲しい︒ ど
( のように？ 英
) 国国王のようなやり
方で︒王座から外へもっと︑度々出てこられたらと思います︒天皇はこ

Ａ． 我が軍が撤退をさせられたガダルカナル島作戦直後からでした︒何(
故？ 敵
) に島から追い出されるなど︑これはもう見込みが無いなと思い
ました︒ 説
( 明をしてください 前
)( 述箇所参照 )

れまで余りに高い位置におられましたから︒

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

Ａ． はい︒ い
( つでしたか サ
) イパンがやられてからです︒ 何
( 故？ 何
)
故ならば︑空軍基地が我が国の本土にグンと近くなり︑昼夜を問わず爆
撃を続けることができるようになるからです︒ そ
( のほかには？ 軍
) 部の
発表と新聞が食い違ってきた︒
Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

Ａ． 爆撃についてのビラのことは聞いたことがあります ︹.それについ
て話してください︺ビラにはある町がある日爆撃を受けるだろうと書い

てあって︑いつもビラの通りになったと︒ あ
( なたはそのことをどう思い
ましたか 米
) 軍の軍事作戦は実に効果的で︑計画︑実行が的確だと思い
ました︒

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

Ａ．

Ａ． 満足でしたよ︒ほっとしたと言った方がよいかな︒ 何
( 故？ 何
)故
ならばみんな昔の生活が取り戻せるかも知れぬし︑それともう爆撃の恐
れがなくなったから︒

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし
たか︒

質
( 問されなかった

)

Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

Ａ． はい︑予想はしていました︒ 何
( 故？ 呉
) が海軍基地でしたから︒
それ故に︑呉は完璧に破壊されるぞと私は思いました︒

いや︑一度もありません︒

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒
Ａ． マッカーサー元帥の施策は良いと思います︒ 説( 明してください︒ )
米軍の占領前には︑何もかも悪くなって行くという噂があったけれどど
も︑実際は違っていた︒ 再
( 質問 今
) ︑私達は警察に引っ張られる心配を
しないで自由にしゃべることが出来る︒一言で云えば︑国民の自由です︒

Ａ．
Ａ．

Ａ． アメリカ人はこわいと思いました︒ 何
( 故？ 何
) 故ならばアメリカ
人は民間人を爆撃し続け︑大勢の女性や子供を殺したからです︒

日本が悪かった︒ 何
( 故？ 日
) 本が真珠湾を爆撃したからです︒

Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時︑その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

Ａ． きっと︑今とは違った生活をしていると思う︒ ど
( のように？ も
)
しも食料不足がずっと続くようなら︑私達は長くは生きられないと思う︒

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

Ａ． まず第一は内閣の大臣を全員首にして︑マッカーサー元帥を私達

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

私達の被害は極めて軽微であっとしか聞かされていなかったけれ

ども︑本当は新聞・ラジオの発表よりも遙かにひどくやられたのだとい

Ａ．

30

Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

食べ物だけは欠かせないから︒

Ｑ ． 今後二︑三年︑あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒

26

27

28

29

のトップに据える︒そうして元帥に色々な法律や規則を作ってもらうこ
とです︒ そ
( のほかには？ 何
) 人かの若い者を元帥のもとで仕事させて︑
彼らに政治のやり方を習得させることだと思います︒
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22

24

25

18

19

20

21

22

が起こったのですか あ
)( なたは何をしましたか︑どう思いましたか︒ こ
)
れはどうにもならぬと観念して防空壕へ逃げ込みました︒もう怖くて︒

私は東京空襲について聞いたときは︑被害は非常に少なくて︑大

私はこの戦争が一刻も早く終わることを祈りました︒敵機が思いのまま

に町を爆撃しているのが目に入って来るのに︑わが方はただの一機もこ

れらの敵機を迎撃しようと飛び立つものがいなかった︒私は大阪でも空

襲を何度も経験しました︒日(付は？ 忘)れたよ︒大(阪の話をしてください
前に述べたことと変わりはないさ︒
前記参照︒

Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

Ａ．

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

Ａ． 夜間爆撃だ︒ 何
( 故？ 夜
) は敵機が見えないから怖い︒見えないと
本当に怖くなるよ︒おまけに︑どこへ向かっているものやら︑何をして
いるやら見えないからね︒

Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

Ａ． 破裂弾だ︒ 何
( 故？ 爆
) 裂弾は多数の人命を奪うから︒焼夷弾なら
ば挑戦するチャンスがある︒火炎を消し止めて︑家屋を守ることさえも
出来る︒

Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

していたと思っています︒というのは︑原子爆弾を使わなくっても︑日

Ｑ ． 空襲の善後策 救( 済策など は) どうでしたか︒

Ａ． 私はますます恐ろしくなった︒ 何
( 故？ 爆
) 撃毎にその規模が大き
くなって行き︑町や人命への被害がますますひどくなって行ったからだ︒

本国民はもうやる気を無くしてしまっていたのです︒

Ａ． 不十分極まりなかった︒ ど
( のように？ 親
) 類や本当に親しい友人
でもいなければ︑みんな自分のことは自分で始末するか︑あるいはのた

Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

Ａ． はい空襲には遇いました︒ 日( 付は？ 一) 九四五年の 月です︒ 何(
六

れ死にするよりほかはなかった︒

40

)
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う噂が飛びかっていました︒それで︑ラジオや新聞はうそで固められて
いるなと思い始めました︒

Ａ．
したことはなかったと思いました︒
Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

Ａ． 私達の防空壕は非常に不完全で︑全く役立たずでした︒ 何
( 故？ )
それは耐爆壕とは言えぬ代物で︑
地中に穴を掘っただけでした︒もっとも︑
立派な壕をつくろうと思っても材料が手に入らなかったでしょうがね︒
Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

Ａ． 実に危険なものだと考えました︒ 何
( 故？ そ
) うして︑ちっとも好
きにならなかった︒アメリカは原子爆弾より他の何かを使用することが出
来たはずだと思いました︒それは︑原子爆弾があまりにも多くの人を殺

しかし︑いつものように敵機には全く命中せず︑私はがっかりしました︒

しかし我が軍の対空砲火の活躍ぶりを見ようと時々は︑外を見ました︒

参照︒

Ｑ ． アメリカがある町を空襲するぞ︑と予告したことを聞いたことがありますか︒

Ａ． Ｑ

訳
[ 者注 Ｑ: では︑回答者と尋問者の間で何らかの思い違いが生じたの
か︑尋問者ソノ氏が困惑している様子である︒筆記原稿をそのままを翻

﹁宣伝ビラについて聞いたことはない﹂と云った︒ )

回
( 答者が﹁私は宣伝ビラについて聞いたことはない﹂と答えた
ので︑再び︑Ｑ の質問をした︒しかし︑回答者は︑依然として
24

Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

訳しています︒ ]

31

すからです︒私は原子爆弾を使用しなくても︑日本は数日後には降伏を

36

37

38

39

24

31

32

33

34

35

少ししか援助しなかった︒まあ︑お金の五〇円︑お米︑しょうゆ︑

Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

Ａ．
それに多分衣類といったものだった︒疎開表 疎: 開報告無し︒理由は回答
者の地区へは疎開して来た者がいなかったので︒

． 遊郭娼妓／女性／ 歳 ︵Ｒ ︶

日本人は乱暴すぎますが︑アメリカ人は女性に非常に親切ですから︒

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の状態はどうでしたか︒

Ｑ ． 今年の初めから戦争が終わるまで休みはとれましたか︒

Ａ． 以前︑私はいつも病気をしていましたが︑今は元気です︒

6

Ａ． ︵質問はしなかった︶

Ｑ ． その休みをとった理由は何ですか︒

Ａ． ︵質問はしなかった︶

Ｑ ． 戦時中︑日本の強みと思う点は何でしたか︒

Ａ． その様なことについては考えたことがありません︒戦争について
考えたことはなかったです︒

Ｑ ． 戦時中︑日本の弱点と思う点は何でしたか︒

ています︒働く時間は長いし︑遅くまでかかります︒私は最初から働い

害をもたらしているのだと聞いたことがあります︒

Ａ． あなた方が有能なスパイを国中に配置していて︑日本に大きな損

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者のやり方︵施策︶をどう思いましたか︒

Ａ． はい︑ずうっと今の方が良いです︒いつも︑体中が踊っている気

スとは無縁でした︒私はいつも借金に追われていて︑その借金を返済す

Ｑ ． 戦時中︑戦争の指導者が生活上とっていたやり方︵生活についての施策︶を
どう思いましたか︒

Ａ． ここ五 六年間私はいつも病気でした︒今︑私が元気なのを見て︑
,
みんな驚いています︒
︵質問をくり返す︶私はその様な事柄に気をもむ時

Ａ． 空襲が心配でした︒呉の朝日町に住んでいました︒母と子どもた
ちのことも心配でした︒

しかしその後︑爆撃まで芸人をやりました︒爆撃後︑私は農業をしました︒

ると思っていました︒アメリカは格段に優れた設備を動員していたもの︒

Ａ． こわかった︒これから何が起こるのかと心配でした︒日本は負け

Ａ． ︵再度質問をした︶
以前に比べてずうっと楽になりました︒
︵何故？︶

Ｑ ． 戦時中︑人々の振る舞いや態度に変化がありましたか︒

Ｑ ． 今年の初めから今まで︑仕事の能率はどうでしたか︒

Ａ． 年はじめから︑
六月頃まで私は病気のため何もしていませんでした︒

Ｑ ． 戦時中︑政府︵内閣︶が変わる度にどういうことを思いましたか︒

間はなかった︒借金を返すために稼がなければならなかったの︒

Ｑ ． 戦時中どういうことで 番心配しましたか︒

でも今は好きなことが出来ます︒

ること以外何も考えませんでした︒
︵彼女からは何も聞き出せなかった︶

Ａ． ︵再度質問︶
戦時中私はいつも病気をしていましたので戦争のニュー

11

分です︒
︵例えば？︶以前は私たちは縛られていて何も出来なかったの︒

Ｑ ． 戦時中の生活に比べて現在の生活はどうですか︒

でくれるので︑私は満足をしています︒

ていますが︑みんな私たちの接待を喜んでいます︒兵隊さんたちが喜ん

Ａ． 私は広の遊郭で働いています︒進駐軍のために本当にお役に立っ

Ｑ ．現在の暮らし向き︵生活状態︶はどうですか︒

ようだ︒
︶

金を返済するために稼ぐことだけで︑世の中の出来事には無関心だった

︵
﹁人物メモ﹂非常に魅力的である︒／生活に追われ︑念頭にあるのは借

61

Ｑ ． 今年の初め︵正月︶から今までどんな仕事をしていましたか︒

一

12

13

14
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23

7

8

9

10

41

7
1

2

3

4

5

Ａ． ︵再度質問をする︶
︵お互い同士の気持ちに変化がありましたか？︶

これからも変わらず︑やっていくと思います︒

Ｑ ． 今後日本がどう変わらねばならないと考えますか︒

Ａ． 私には大きすぎる問題です︒私はあなた方の軍隊が言っているこ

私は農業が大嫌いなの︒

たので︑激しい爆撃に会いました︒だから︑私ははっきりと日本に勝ち

いたので数多くの破壊を目にしました︒私の島の周囲には多くの船がい

Ｑ ． 戦時中︑反日放送を聞いたことがありましたか︒

Ａ． いいえ︒

24

Ｑ ． 終戦前に︑このままでは戦争をやっていけないと思ったことはありませんか︒

目はないと思いました︒

Ｑ ． あなたの町が空襲されることを予想していましたか︑免れると思っていまし

Ａ． いいえ︒

25

Ｑ ． 日本が降伏したことを聞いてどう思いましたか︒

Ａ． 軍艦や他の船が沈められるのを見て︑
私はもう駄目だと思いました︒

Ａ． 空襲はきっとあると思っていました︒こわかった︒呉が海軍基地

たか︒

26

た︒そしたら︑一五日に降伏となったので︑まあ︑友達たちが驚いたこと︒

Ａ． 八月一一日に私は空を見て︑友達に日本は負けるわよといいまし

Ｑ ． 日本本土が爆撃されると思っていましたか︒

で軍艦もいっぱいいるので︒

Ｑ ． 進駐軍指令部のとっている方針についてどう思いますか︒

私は非常に悲しかったけれどもほっとしました

Ｑ ． アメリカが日本を空襲した時．その責任はどちらの側にあると思いましたか︒

Ａ． ︵質問はしなかった︶

27

Ａ． 非常に満足しています︒彼等が親切でやさしいので私はうれしい︒

Ｑ ． 戦時中︑空襲をしたアメリカ軍のことをどう考えていましたか︒

ち爆撃をしたのだから︑私たちも仕返しをされても覚悟をすべきです︒

Ａ． 私たちに責任があると思います︒これは戦争です︒日本はあちこ

28

Ａ．私は学校でアメリカ人については習っていたので︑彼等がどのよう

29

︵何故？︶全てが寛大で誠実だからです︒
Ｑ ． 今後 ︑ 年︑あなたの家族はどんな暮らしをすると思いますか︒
三

Ａ． 私の家族は音戸︵島︶の農家です︒今までどうにかやって来たので︑

二
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あったと思います︒人々は少し落ち着きが無くなりました︒着るもの
も変わってきました︒

とに満足をしています︒
︵再度質問したが答えてもらえず︶

どうして天皇のことが考えられますか︒天皇がどうなっても私には関係

Ａ．
︵再度質問︶分かりません︒私自身のことでも考えられないのです︒

れました︒

がないことです︒

Ａ． 私は思ったことがありません︒
Ａ． 七月です︒この月︑私の住んでいたあたりがひどく爆撃され︑船

Ｑ ． 戦時中︑アメリカ軍がまいた宣伝ビラのことを知っていましたか︒

Ａ． 私はこのような職業なので︑農業をやらされると考えていました︒

23

は全部撃沈︑何もかもが破壊をされたのでした︒私は呉沖の島に住んで

Ｑ ． 戦争に負けると︑いつからはっきり思いましたか︒

Ｑ ． もし終戦になると︑どうなると考えていましたか︒

Ｑ ． 戦争に勝ち目がないといつから思いましたか︒

金のない者がお金持ちと同じように寄付をさせられたり︑国債を買わさ

Ｑ Ａ． 天皇陛下をどう思いますか︒

Ｑ ． 戦時中︑ 般人は 様に苦しんでいたと思いますか︒
一

Ａ． 私は本当に困りました︒他の人は困らなかったのではないかしら︒

一

22

22

15

16

17

18

19

20

21

Ｑ ． その空襲の状況を詳しく話して下さい︒

友達はアメリカ兵に会って話してみたいと思っています︒

よくそのことを話しました︒

逃げました︒私は思いっきり泣きました︒私は借金で困り果てていたのに︑

はしなかったけれども︑ほとんどの者が火傷をしました︑みんな必死で

Ａ．焼夷弾が家を直撃しました︒全ての品物を失ったのです︒誰も死に

な国民かは知っていました︒今考えているのと同じでした︒私は友達に

Ｑ ． 戦時中︑新聞・ラジオはどういうふうに報道していたと考えますか︒

36

は将校に知り合いが何人かいましたが︑彼等は日本はさんざんやられて

Ａ．私は新聞・ラジオがうその噂を流し続けたやり方が嫌いでした︒私

Ｑ ． 空襲で恐かったのは昼ですか︑夜ですか︒

私達の家がなくなったからです︒

いるのだと︑いつも私に云っていました︒

私は火傷をしました︒戸外に飛び出して︑私達は六人で逃げ始めました︒

Ａ． 夜です︒寝ているときだから︑
大変です︒私たちの家は夜爆撃され︑

いいえ︑ありません︒
Ｑ ． 最初のアメリカによる本土空襲のことをどう思いましたか︒

私達に何か痛み止め用の薬をくれました︒

Ｑ ． 焼夷弾と破裂弾のどちらが恐いですか︒

の科学が進んでいることを学んでいたので︑私はこれまで見たこともな

Ｑ ． 空襲の度に恐ろしくなりましたか︑慣れましたか︒

Ａ． 破裂弾です︒焼夷弾よりも効力があり︑及ぶ範囲が広いから︒
Ａ． いつも怖かったです︒

Ｑ ． 空襲の善後策︵救済策など︶はどうでしたか︒

備をして欲しかったです︒

Ａ． 私達は準備を十分にしていなかった︒私達にもっと良い設備と準

Ａ．廣島が爆撃されたのは七月六日︵ママ︶でしたが︑私は私達の地区

Ｑ ． 空襲を受けなかった人々は︑罹災者に対してどの程度援助しましたか︒

Ｑ ． 原子爆弾のことをどう思いましたか︒

Ａ． 大したことはなかったです︒非常にお粗末でした︒

Ｑ ． あなたの町で防空設備はどうであったと思いますか︒

いような︑何が起こっても不思議はないという気持ちでした︒

Ａ．私はこれでおしまいだわと思い︑怖かったです︒学校ではアメリカ

途中で四人とはぐれました︒安全な場所に着いたとき︑ひとりの男性が

Ｑ ．アメリカがある町を空襲するぞ．と予告したことを聞いたことがありますか︒
Ａ．

37

38

39

40

が爆撃され︑船が全部沈められた時にもう勝ち目はないと考えていまし
た︒光が炸裂したときは怖かったです︒しかし爆発の後︑私の地区の頭
上を一機が廣島へ向かって飛んでゆき
ました︒写真撮影のためであったと思います︒
Ｑ ． 空襲の経験はありますか︒

Ａ．はい︒七月二日に爆撃に会いました︒次は私が畠に出ていたときの
ことです︒Ｂ が機銃掃射で急降下して来たのです︒私は二か所撃たれ
ました︒その時︑私にはパイロットの姿が見えました︒これは私が呉を

24

離れて音戸へ移った後の体験です︒

Ａ． みんな衣類や食物の援助をしてくれました︒

41

疎開表Ａ．

一︑焼け出されたので呉を出て音戸の母のところへ帰りました︒

二︑私は戦争がずーと嫌いでした︒

三︑
七月二日呉空襲の時︑私たちの家が直撃弾を受けたので引き上げまし

た︒疎開はこのとき一回きりです︒

四︑私は住むところがないのと︑体が弱っていたので母のところへ帰っ
たのです︒
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30

31

32

33

34

35

五︑
︵質問をしなかった︶
六︑呉には知り合いがいないので戻ってきました︒
七〜九︑農業です︒野良仕事をしなくてはなりませんでしたが︑これが
大嫌いでした︒近所の人はみんな親切にしてくれました︒昔からの知り
合いでしたから︒みんな戦争を嫌っていました︒
八︑そうね︑大嫌いだった︒呉を出たときは持ち物一つなく︑本当に身
ひとつでした︒

六︑お礼と今後の予定
◎﹁質問項目﹂には原文資料がなく︑
推定するほかありませんが︑
幸い﹁福
岡空襲とアメリカ軍調査﹂
︵アメリカ戦略爆撃調査団聴取書を読む会編・
海鳥社︶の立派なお仕事がありました︒
﹁読む会﹂の﹁推定﹂を殆どその
まま利用させて頂きました︒紙上を借りてお礼申し上げます︒
◎回答者の氏名住所を入手して︑連絡が取りたい︒ まだ︑大半の方
は七〇歳代から九〇歳代です︒当時のことがお聞きできればと願ってい
ます︒
◎尋問調書関係資料は︑みなさまの批判を仰ぎ︑正確を期すために︑︵一︶
︵筆記体原︶英文コピー︑
︵二︶活字化した英文︑
︵三︶試訳すべてをデジ
タル化して公開する予定です︒六〇年前︑自分の顔が茶碗の中に映るよ
うに薄い雑炊をすすりながらも︑日夜︑明日を想った呉市民の声を大切
にして行きたいと念じています︒
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9

8

7

5

4

1
造船所

測候所

町内会長

教員

エ ン ジ ン 取 付︵ 船
舶︶

農業

機械工︵造船所︶

塗装工・大工

製鉄工

失業中

菓子屋店主

女

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

男

性別

二一

二三

四八 ＊

一八

六九 ＊

三三 ＊

四三 ＊

六八 ＊

五二 ＊

三一 ＊

二八

二九

四〇 ＊

年齢

一三

八

七

一二

一一

四

八

一六

八

一〇

三回 中通一丁目

一一回 呉

五回 呉

三回
一二︵うち︑機銃 呉
掃射一回︶

八

五回 呉

三回 呉造船所

二回 下長ノ木︑呉 ＊

三回 呉

自宅損壊

主婦

女

三六 ＊

被爆場所

事務員

女

一九

四

空爆
経験
回数

主婦

女

五一 ＊

八

子供
教育歴
あり

銀行員

女

四一 ＊

八

六
一〇

負傷者
︵家族︶

全焼

きょうだい

三回 呉

全焼︵転︶

＊

＊

全焼

全焼︵転︶子供

子供

本人

全焼︵転︶

二回 呉︑群馬県

一回 呉

四回 呉

＊

一回 寺西町

一回 宮原通

花屋︵鉢物︶

女

一六

七

主婦

女

回答者
職業
Ｒ

︿資料﹀回答者一覧

Ｐ

Ｐ

Ｐ

工場労働者

リュート

ササキ

ニシムラ

ナンバ

カシマ

ヨシワラ

カナガキ

ホリバ

ナンバ

ニシムラ

カナガキ

リュート

ホリバ

ホリバ

九日

一〇日

一一日

九日

八日

八日

八日

一〇日

一〇日

一一日

一〇日

八日

九日

一一日

八日

尋問月
一九四五／一二

Ｃ

ホシデ

八日

Ｂ

Ｃ

リュート

八日

Ｂ

Ｂ

Ａ

ササキ

八日

死亡者
疎開表 尋問者
︵家族︶

母

妹

五人

ソノ
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10
11
16 14 13 12
17
20 19 18
21
24

回答者
Ｒ

修理班の組長

工場労働者

主婦

事務員

芸者

主婦

職業

男

男

男

男

女

女

女

女

一七

五四

六三

三一

一六

五七

一六

二一

性別 年齢

＊

＊

一一

八

一四

八

六

八

六

八

子供
教育歴
あり

一回

四回

一回

三回

吉浦

呉

朝日町

全焼︵転︶

全焼

Ａ

Ｃ

ササキ

ナンバ

リュート

カシマ

カナガキ

ヨシワラ

ニシムラ

ササキ

リュート

ヨシワラ

ソノ

ササキ

ヨシワラ

尋問者

一〇日

一二日

九日

八日

九日

九日

八日

八日

七日

七日

一〇日

一〇日

一〇日

八日

尋問月
一九四五／一二

負傷者 死亡者
疎開表
︵家族︶︵家族︶

建設業

男
二九

五回

広島

ホリバ

自宅損壊

支配人

男

一一

一回︵原爆︶

広一一空
廠︑広町

被爆場所

造船所
男

＊

八

三回

九日

空爆
経験
回数

ガス会社労働者

四二

＊

一〇

リュート

＊

＊

＊

四

一四

〇

一回

八回

一回

呉

呉︑博多

呉

＊

＊

広一一空廠 全焼︵転︶ 子供
全焼︵転︶妻︑子供
＊
Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｃ

海軍基地電気工
男

五〇

＊

広

＊

飛行機設計
男

三八

一回

男

八

飛行機モーター組立

＊

四〇

一〇日

男

カナガキ

モータ ー ボ ー ト 運 転 者

広

一七

七回︵機銃
掃射四回︶
男

七日

一一

学生

＊

Ｃ

ナンバ

一一日

三二

九

七日

ソノ

男

二九

ホリバ

呉︑大阪

飛行機工場・事務職

女

二八

四回
主婦・ 置屋女将

女

一〇

飛行機補給品係
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︿資料﹀回答者一覧

Ｐ

Ｐ

Ｐ

39 38 37 36 35 33 31 30 29 28 27 25
40
41
42
43
47 46 45

回答者
Ｒ
年齢

子供
教育歴
あり
被爆場所

自宅損壊

負傷者 死亡者
疎開表
︵家族︶ ︵家族︶

尋問月
一九四五／一二

性別

尋問者

職業

七日

女

吉浦

カナガキ

空爆
経験
回数
二回

主婦
四四

九

一〇

七日

＊

カシマ

七日

三八

︵１︶と同じ

一〇日

女

ササキ

一〇日

主婦

＊

Ａ

ソノ

女

八日

九日

ニシムラ

Ｃ
呉

全焼︵転︶

Ａ

二四
三回
呉

全焼︵転︶

女
八
一回

呉

主婦
＊
一〇
三回

阿賀︑広

一八

夫

︵１︶と
二九
同じ
＊
一〇
三回

女

九日

八日

ソノ

ホリバ

五二
＊

ヨシワラ

九日

Ｃ

一〇日

Ｃ

一六

九

一〇

ニシムラ

一一日

一〇

女
三二
＊

＊

主婦
学生
︵飛行機工場︶
主婦
女
一八

ヨシワラ

八日

Ａ

ニシムラ

八日

九日

女
四〇

呉︑音戸 全焼︵転︶ 本人
＊

︵２︶と
同じ

一〇日

学生
女

四
二回︹機
銃掃射一
回︶

神戸

カシマ

︵２︶と
同じ

一〇日

八日

ササキ

農業従事者の妻
女

＊

一〇

一回

＊

ホシデ

ナンバ

リュート

農業
六〇

＊

八

仁方

広工廠︑広
自宅

＊

Ｃ

Ｃ

農業
女
二三

＊

一回
八
一一
四回

広島

九日

Ｃ

主婦
女

二八

六
四六
＊

一回︵原
爆︶

ホシデ

八

娼妓
男

＊
男

四〇

一〇
八

Ｃ

一〇

機械工︵飛行機
工場︶

五四

女

ヤスリ工
家事

一七

一八
男

女
地主

事務員

九八 一 四 五 ︑
四五 一 ︵ ２ ︶

︵２︶と
同じ

九八 一 四 五
・四五一︵１︶

三〇
＊
一〇

︿資料﹀回答者一覧

Ｐ

Ｐ

Ｐ
Ｐ

Ｐ
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49 48
51
60 59 58 57 56 55 54 53 52
61
62
65 64 63
66
67

︿資料﹀

田巍彦

訳 ︵編集部＝抄出︑図表は大部分略︶
市街地地域調査担当部

工場や工廠を仮住居に利用した例はなかった︒家を破壊された者は︑他

︹斉藤氏︺

の地域に出るか︑親類や友人と同居した︒

新築建物の戸数と費用

この数字はすべて推定である︒一九四四年一二月以降は資材欠乏のた

め建造は行われていない︒工場の建物は呉市では建てられていないと考

︹斉藤氏︺

えられる︒その他の欄にあるのは倉庫である︒

修理建物の戸数と費用

費用金額は︑現在︵一九四五年︶評価に基づいた推定である．

︵林氏 および 出本氏︶

算出した凡その金額は屋根面積坪当たり二〇〇円︑平均一戸坪数は二〇
坪である︒

建物に対する爆撃による損害

この記録は家屋数の実数を把握していた警察署から得たものであるが︑

金額は推定︑建物の内容とは無関係である︒

坪価格は業者の代表および保険会社と協議した結果の推定現在価格に基

づいたものである︒屋根面積坪当たり凡そ五〇〇円とした︒各建物単位
は約二〇坪である︒

戦時中︑呉には多量の住宅が不足していた︒数家族が同居していた例

もある︒資材の欠乏︑特にセメント︑それに建てるために適当な場所さ
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土口

アメリカ戦略爆撃調査団

呉市への尋問調査

・
H Demoto 配給部長
・
M Saito人口統計関連部
・
M Hayashi町内会長

・
K Okimoto登記部長

一九四五年一一月二八 二
―九日 於 呉市役所

軍需補給調査部報告
海軍工廠造船部空襲被害訊問

呉市助役

地位︑職務

市街地地域部 呉市調査質問表
訊問対象者
・
H Mizobe
・J Kakutani 財政課長
・
U Kunihiro 国有鉄道貨物部︑呉
・
K Yoritsune 中国電力呉支店長

︹斉藤氏︺

・
H Nakamoto 呉ガス支店長
訊問担当者 ダニエル・Ｈ・ゲイガン 通訳 Ｍ・Ｈ・ファーバー中尉

概要
建物の数

家を建てるのに許可が必要で︑資材は配給ルートによらなければなら

えないというのが苦情のたねでもあった︒

住居数の中には︑倉庫︑店舗などの付属居住部屋︹住家兼用住宅︺も含

価格は戦時中に三倍にもなっていた︒闇価格はそれ以上に相当高くなっ

限られた範囲であった︒建築職人も特に不足していた︒建築資材の公定

なかった︒木材だけはなんとか手に入ったが︑これとてもその量は極く

爆撃後︑海軍はその一部従業員用に小屋住宅︵三角兵舎︶を建てた︒

建物は含まれていない︒

まれる︒一九四五年八月の建物の調査を特別に行った︒これには工廠の

この建物数は七月と一月︐年二回調査したものである︒

‥

‥
‥

ていた︒
爆撃の後︑政府は証住宅を一〇〇〇戸建てる計画であったが︑全く成

︵沖本氏︶

果は上がっていない

人口
各町内会や班から毎月記録が集められていたという申立てがあった︒

︵沖本氏︶

しかし︑出生︑死亡以外の記録は爆撃と台風で破棄されていた︒

雇用
市による雇用に関する記録の保管はなされていなかった︒関連の記録
類は呉労働事務所と一緒に爆撃で焼失してしまった︒労働事務所は政府

︵林氏︶

機関で調査員は本庁からの人であった︒記録によっては東京で入手でき
るものもある︒
︵註を参照︶

空襲による死傷者

この死傷者の数は各班から集められたもので︑信頼できるものと考え
られる︒死者の数には行方不明も含まれる︒
疎開した者は︑日本の他の土地に行って親類と暮らしている︒隣接市
町村もある︒田舎に疎開した者もいる︒
約五万人の老人と子供が︑爆撃の前に政府の計画に従って疎開した︒
爆撃後は︑市民は自由に自分の考えに従って市から転出した︒
空襲警戒体制については適当であったと考え︑死者の大半は防空壕で
死んだことも受け入れている︒
政府は空襲による被災者に手をさしのべる明確な計画をもっていたが︑
この計画は実際大して効果的なものではなく︑特に家を焼け出されたも
のには効果 はなかった︒

︵頼常氏︶

＊六月二二日の﹁死傷者﹂は不明である︒

電力

電力負荷が大きかったために︑電力不足が起こり︑工場はすべて月に
二回の停電日があった︒

爆撃の被害による電力不足はなかったが︑石炭が不足し︑しかも石炭

の質が悪く︑資材と熟練従業員の不足から発電機の手入れが不可能となっ

たことなどが電力不足の原因である︒

軍需資材生産工場に供給される電力には制約はなかった︒住宅用は日
本全国一律に制限があった︒

空襲警報時には通常電力消費の約一／一〇が消費されたに過ぎなかっ

たが︑空襲警報による電気の総節電量は僅かであった︒

絶え間のない灯火管制によって幾分節電になったが︑総計的には僅か
であった︒

︵中本氏︶

電力は電力供給網による他︑一部廣島に近接した坂発電所から供給さ
れた︒

ガス

家庭暖房用のガス使用は許されなかった︒家庭では調理用のみであっ

た︒石炭不足のため︑最近数か月ガスの供給可能量は減少した︒

ガス工場は一九四五年七月破壊され︑そのため︑七月の大量供給減と
なった︒

︵出本氏︶

呉工廠はガスの最大利用者であるが︑これは製鋼炉の利用が主体である︒

石炭

石炭は戦時中家庭では使用が禁止されていた︒石炭の在庫目録は各種

工場が保有していたもの以外にはなかった︒
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この地区の石炭は主に鉄道を利用して九州から入るが︑以前は船便で
入ったものもある︒各産業側にとっては石炭は通常不足していた︒軍用
品製造工場は石炭受給の優先権をもっていたが︑呉では海軍工廠以外こ
の優先工場は余り多くなく︑工廠の石炭受入れと消費の記録は市の吏員
には入手不可能であった︒
石炭のこの地区への輸送問題が石炭不足の最大の要因の模様である︒
石炭受入後の市内での石炭の移動には十分な輸送手段がある︒
石炭は全て石炭統制協会によって配分された︒木炭不足のため︑木炭
による石炭の代替も出来なかった︒これは木炭工場の従業員不足と︑あ
る程度輸送困難が原因であった︒
一九四五年八月には︑石炭は全く入手できなくて︑輸送機関︑公共サー

︵出本氏︶

ビスその他では用いられなかった︒

コークス

ここに示すコークスはすべて阿賀︵呉と広の中間︶から入ったもの︒
呉海軍工廠は他の入荷コークスを受け入れていたかも知れないが︑われ

︵出本氏︶

われには分 からない︒

木炭

各戸に年間六〇割当てられ︑工業的に用いられたものは殆どないとい
える︒実際には現時点︵一九四五年一一月︶配給はゼロである︒
戦時中の欠乏の原因は労務者の不足と非効率および輸送力の欠如のせ
いだといわれる︒
呉地区の木炭は八幡郡と佐伯郡が原産地である︒以前には山県郡から

︵出本氏︶

入ったものもある︒

貨物輸送

︵出本氏︶

呉における積み替えはほとんどなかった︒

卸売り業

卸売り業は流通が統制組合を経由して政府に代わって行われるように

なったので︑戦時は存在しないも同然になった︒町内会長が小店舗や家

︵出本氏︶

庭への配給の手助けをした︒

小売り業

日中は多くの小売り販売業の従業員も呉海軍工廠で働いた︒多くの店

舗は︑売る物が欠乏したためと︑従業員がいないため︑さらに︑多くの

店主が工廠に仕事に出かけたために廃業した︒販売金額は財務事務所の
記録から得られたものである︒

一九四四年八月︑小売店は政府から︑品不足と人員不足を理由に統合
を命じられた︒

呉市街地地域攻撃に関する概要並びに総体的結論
一九四五年七月一日爆撃
一．
︵爆撃による︶攻撃直前

呉には瀬戸内海における主要な攻撃目標近接集中地区がある︒地区の

攻撃目標はすべて巨大な呉海軍基地の一部であるか︑基地と関連する︒

海軍工廠はこの海軍基地内に位置して︑日本における最大の対空艦砲

の生産工廠である︒旧市内の住居密集地にある小工場は僅かであるが︑

海軍基地の従業員の住宅用予備地として旧市内はより重要であった︒

呉の人口の大半である二十万人以上の人々は二・五平方マイル超︵約

二・四キロメートル四方＝六・四平方キロメートル︶の地域に集中し︑人

350

呉戦災 ―― あれから６０年

ａ．海軍基地の生産施設に対する損害は軽微で︑主として倉庫類の損

害に留まった︒従って︑攻撃の直接的な影響としての生産の減は僅少で

口密度は平方マイル︵一・六キロメートル四方＝二・五六平方キロメート
ル︶当り七万人超と推定される︒
あった︒

効果的に破壊されていたので︑この市街地地域攻撃は海軍工廠の生産に

海軍基地の主要生産単位は︑前回の高性能爆薬弾の攻撃によって殆んど

ｂ．海軍工廠

︵註 一マイル＝一・六キロメートル︒一平方マイル＝二・五六＝約二・六
平方キロメートル︶

二．攻撃

対してほとんどまたは全く効果がなかった︒

ｃ．海軍基地外には重要な工業施設は存在しなかった︒

呉海軍工廠は六月二二日に七九五・八トンの高性能爆薬弾で攻撃され︑
その結果屋根面積の七二パーセントを大破するか︑重大な損傷を与えた︒

ｄ．破壊された四〇・五パーセントの住宅地域とは住宅戸数の極めて大

四〇・五

めの最大で効率的な施設の利用方法が講ぜられたはずである︒

十分に維持すべく︑残余の居住施設に主要な従業員を十分に収容するた

しかし︑海軍基地の焼け残り区域の操業を爆撃直前の生産率でかなり

ない︒

れた従業員を収容するために︑軍基地内の建物が利用されたかはわから

海軍は海軍関係者に九〇〇戸の小型の仮設住宅を建設した︒焼け出さ

の住宅を建築した︒

その他多数の従業員は瓦礫の中の破片や︑建築用に配給された材料で仮

多くの従業員は市の焼け残った地域か田舎の友人か親類の家に避難し︑

撃によって︑かなり減じられていた︒

しかし︑生産労働者に対する需要も海軍工廠に対する破滅的な精密爆

深刻な影響を与えた︒

この破壊は生き残った工場従業員が市内に住宅がもてる可能性に対して

きな割合を示すものである︒市内の住宅は不足していたのであるから︑

呉市街地域は七月一日に︑一︑
〇八一・七トンの焼夷弾で攻撃され︑写真
の推定による結果は次のとおりである︒
一・ 〇六

三六・五

パーセント

二・ 六一
〇 ・二四

四〇・五

壊滅

密集地︵住宅︶
〇 ・六五
一・ 三

合計平方マイル
密集地︵工場︶
三 ・二六
損害
三〇％

密集地計
産業攻撃目標
呉駅
呉海軍工廠
八〇％

八％

魚雷艇基地と機雷廠

九〇％

工廠造船地区
糧食︑衣料廠

三︑市街地地域攻撃の効果
呉に関する市街地地域担当部の資料が一部入手できないので︑次の結
論は個人的観測や写真に拠るものであり︑従って最終結論とは考えられ
ないものである︒

第２部 米軍による呉市民尋問録

351

‥

※註 単位は︑
﹁千人﹂ではなく︑
﹁一万人﹂
︒

呉市空襲被害調査表

︵出所 ＵＳＳＢ ― 呉市行政特別尋問録 国立国会図書館蔵︶

呉市月別人口

‥
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第三部

米軍パイロットの呉空襲体験記

色とりどりの弾幕をくぐってダイブしたパイ

ロットの多くは︑被弾して救助を求め︑原色

のダイマーカー︵目印染料︶で呉の海を染め
た︒

これは若い米パイロットたちの体験記 ――
﹁記録する会﹂が︑記念募集体験記を募集するに当たって︑会員の私は︑

﹁呉戦災を記録する会﹂が収集した︑
一九四五年三月一九日から七月二四日までの

その資料としてこの﹁戦闘報告﹂の紹介に当たることになった︒

巍彦

米パイロットたちの広︑広島︑岩国を含めた呉地域攻撃の隠れた体験記

そういう意味で︑
﹁記録する会﹂の﹁資料から見た呉空襲の真実﹂とは︑

彼らと同時代者の私には分かった︒

中から応募 ︶
―たちの﹁戦闘報告﹂に取り組んでみると︑これが報告と
いうよりは︑若い米パイロットたちの命をかけた体験記だということが︑

しかし︑米パイロット︵その殆どが二十歳前後の予備学生 大
―学の途

呉空襲に関する︑米空母機動部隊の艦載機パイロットたちの

田

土口

航空機戦闘報告の一部︑計五六四ページ︑九八件について︒

米軍パイロットの呉空襲体験記

まえがき

が語ってくれる当時の状況なのだ︒

して︑空母﹁赤城﹂
﹁加賀﹂のほか︑
﹁蒼竜﹂
﹁翔鶴﹂
﹁瑞鶴﹂
﹁飛龍﹂などの動

呉空襲
あれから六〇年
――
二〇〇五年三月一九日の中国新聞の﹁広場﹂の読者欄に︑
﹁広島空襲を

﹁一九四五年三月一九日︑広島市に最初の空襲があったことをご存知で

く飛行場六隻の空母を︑戦艦︵二︶
︑重巡︵二︶
︑軽巡︵一︶
︑駆逐艦︵九︶
︑

伝える好機﹂のタイトルで︑伊藤哲朗さん︵七四歳︶の投書があった︒

あろうか︒原爆と比べて︑あまり語られていない空襲だが︑あれから

潜水艦︵三︶が護衛した機動部隊が活躍して︑発想の効果を上げている︒

高速空母機動部隊︵以下︑機動部隊と略︶とは ――
機動部隊の発想はもともと日本海軍のもので︑一九四一年真珠湾攻撃に際

六〇年という節目でもあり︑この空襲の隠された体験を明らかにする良

北で︑
﹁赤城﹂
﹁加賀﹂
﹁蒼竜﹂
﹁飛竜﹂を失った︒その後も大型戦艦から

い機会だと思うのだが⁝﹂

呉空襲の真実とは
――
﹁呉戦災を記録する会﹂
︵以下︑
﹁記録する会﹂と略︶が今回収集した米

空母への造艦計画の転換も︑改修︑新造もままならぬ中︑ベテランパイロッ

日本の機動部隊はミッドウェー海戦以降壊滅した ――
しかし︑日本はパールハーバー攻撃六カ月後のミッドウェー海戦の敗

空母機動部隊の﹁戦闘報告﹂は︑一九四五年三月一九日︑呉軍港︑呉地

トを失い︑日本の機動部隊は壊滅するしかなかった︒

を生き永らえたものは一隻もなかった︒

機撃破﹂の戦果の発表をよそに︑当時のその他の空母で︑太平洋全海戦

その間︑軍令部の最後の期待や大本営海軍部による﹁戦艦撃沈﹂や﹁敵

域の艦船︑施設と飛行場の攻撃および︑四月七日︑九州沖の﹁大和﹂と︑
七月二四日︑二八日の呉港の艦船の攻撃に参加した米パイロットたちの
﹁戦闘報告﹂の一部である︒
報告の任務︑目標をみると︑この呉地域の中には呉軍港の外︑広島湾
の当日の﹁大和﹂
︑広︑広島︑岩国の飛行場が含まれている︒

354

呉戦災 ―― あれから６０年

日米機動部隊の戦力︑主客転倒 ――
一方︑一九四三年初期︑
﹁レキシントン﹂と﹁エンタープライズ﹂二隻

二一四機と言われ︑一般には総数三五〇機だとも言われてきた︒

略爆撃調査団が航空軍から受けた報告によると︑有効な爆撃機数は

には日本の空母の二倍を保有し︑その後︑撃沈その他による喪失はあっ

た︒この報告は﹁ワスプ﹂の資料など若干不完全なものもあるが︑最低

今回︑﹁記録する会﹂が収集した﹁戦闘報告﹂の合計機数は三六〇機になっ

三月一九日に来襲した合計機数は艦隊航空軍も発表していないが︑戦

の保有にすぎなかったニミッツ提督の米太平洋艦隊の空母は︑その年末
たものが︑新造艦を加え︑一九四五年三月︑スプルーアンス提督の第五

三六〇機が蚊柱を立てたように来襲したと言える︒まさに表紙カバーの

木村フジエさんのイラストそのものである︒

艦隊が世界最強の機動部隊に増強された︒
このような状況で︑三月一九日に︑第五艦隊の一部である三個機動群
が呉軍港︑広空廠︑柱島の﹁大和﹂
︑広島︑岩国を襲うことになった︒

た︒早朝︑警戒を解除したところを神風機の自爆を受け︑
﹁フランクリン﹂

特攻機は敵の空母機動部隊に突入し︑
﹁紫電改﹂は松山で邀撃決戦 ――
三月一九日の前夜︑機動部隊群は高知沖で厳重な警戒態勢に入ってい

第五八機動部隊の艦載機が灰ヶ峰上空から蚊柱のように近づいた ――
二〇〇五年三月二一日の中国新聞に先の三月一九日の記事を読んだ能

は大破炎上した︒その時呉に向かう﹁ホーネット﹂の雷撃機が上空にいた︒

所を経て帰国するのだが︑五八年後に述懐している︒

その一機の乗組員は数時間後︑呉湾で撃墜されて捕虜になり︑呉刑務

川賢さん︵七三歳︶がつぎのように投書した︒
﹁中学一年生だった私は勤労動員を受け︑
出勤途中の呉駅で空襲を受けた︒

﹁離艦したばかりの機動部隊の空母が︑
﹁神風﹂にやられて燃えている︒

母艦なら帰艦できなくなる︒それにしても離艦していてよかった︒空の

二〇人くらいが石炭がらの陰に身を潜めた︒北方の灰ヶ峰上空に見え
た蚊柱のようなものがしだいに近づき︑米艦載機の大部隊であることが

第三艦隊から第五艦隊への編成がえ︑司令官の配置替えに依る機動部隊

日本側も︑米機動部隊の本土近接情報は入手していたが︑何分にも米

部隊が︑神戸︑呉方面にいるとの情報によるものだった︒

三月一九日の第五八機動隊の来襲は︑
敗残の日本海軍のシンボル﹁大和﹂

航空部隊 通
―称﹁剣部隊﹂の三〇分間の反攻を受け︑剣部隊は海軍航空
隊最後の花を咲かせることになった︒

の手前︑松山で︑日本海軍航空隊最後の頼みである﹁紫電改﹂の三四三

邀撃能力はなしと見ていたが︑大編隊の一部︑少なくとも一二〇機は呉

彼らの母艦発進も容易なものではなかった︒その彼らも標的地・呉には︑

方がよほど安全だと思った﹂

――

分かった︒ ――
﹂

まず三月一九日に呉︑一部広島と柱島を襲った空母は
第一機動群

空母﹁ホーネット﹂
﹁ベニントン﹂
﹁ワスプ﹂ 軽空母﹁ベロー・ウッド﹂
第三機動群
空母﹁エセックス﹂
﹁バンカーヒル﹂ 軽空母﹁カボット﹂で
広を襲ったのは ――
第四機動群の
空母﹁イントレピット﹂
﹁ヨークタウン﹂であった︒

第３部 米軍パイロットの呉空襲体験記
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の名称がえなど︑情報の収集解読は困難を極めたが︑パイロット捕虜の

て︵二︶
﹂
︶をご覧ください︒

米軍内の混乱の原因は？

ところがこの﹁大和﹂に対する攻撃は︑
︿呉港﹀で行われていたという

され︑国際法違反の複雑な感応機雷が投下された︒これに対応する日本

けて︑開始されていた︒下関︑呉港︑広島水域にもこの機雷作戦が展開

ヒル機が﹁
﹃大和﹄を﹁
︿呉港﹀で撮影した﹂と写真報告をあげると︑狂

呉港と広島湾の二隻の﹁大和﹂？
もともと米側も誤認
――
米側も﹁大和﹂に対する艦載機の攻撃は最大の関心事で︑まずバンカー

年︶特集号掲載の︑
一九四五年三月一九日﹁大和﹂が在泊したという︿呉港﹀

今回︑
この写真を入手して精査したが︑﹁丸﹂スペシャル︑
五二︵一九八一

﹁
﹃大和﹄を攻撃︑ただし損傷を受けたとしても︑損害は軽微﹂と発表した︒
したものだ﹂と﹁戦闘報告﹂で抗議する一幕があった︒その抗議の詳細

中の﹁三月二八日﹂の写真を﹁三月一九日撮影﹂のものと錯誤したこと

戦後日本で起きた﹁大和﹂の位置誤報の原因は︑
﹁大和﹂が呉港に在泊

ところが今度はベニントン機が︑
﹁この写真は我々が︿広島湾﹀で撮影
はベニントン﹁戦闘報告ナンバー一五﹂
﹂
︵三九三ページ︑
﹁大和をめぐっ

写真には﹁大和﹂の艦影が認められる︒

喜したニミッツ提督は異例の速さで海軍部内の﹁諜報週報﹂に︑
︵呉港で︶
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尋問などで組織単位の概要は把握していた︒しかし︑それを邀撃する航
空機は来たるべき本土決戦に備えて温存するしかなかった︒

する写真の量が膨大であったためによくある話のようだ︒

このような問題が激戦の最中︑アメリカ側で起こるのは︑現場で処理

﹁剣部隊﹂は︑
緒戦の威力がなくなった﹁ゼ
松山の第三四三航空隊 ――
ロ戦﹂に変わる戦闘機と言われた﹁紫電改﹂の各部隊に生き残りのパイロッ

大規模な機動群が出撃すると︑数千枚の写真が︑写真を担当する各攻

撃群の艦船に集められる︒処理上の混乱が当然起る︒

トを配して︑編成︑訓練して呉に来襲する米機動部隊機を松山で邀撃す
ることを許された当時の日本空軍最後の切り札であった︒

戦後日本で起きた﹁位置誤認﹂の原因は ――
一九四五年三月二八日︒米陸軍航空軍第三写真偵察隊のＢ が呉港の

折しも︑日本本土の﹁経済封鎖﹂と沖縄作戦支援のためＢ による機

垂直写真を初めて撮影した︒

三月一九日の︿広島湾﹀での﹁大和﹂攻撃の位置を︿呉港﹀と誤認 ――
三月一九日の呉地方攻撃の目標には︑呉の艦船と︑広︑広島︑岩国の
飛行場のほかに︑
︿広島湾﹀の柱島にいた﹁大和﹂が含まれていた︒
このことは今回の﹁戦闘報告﹂の米パイロットたちの生々しい体験記

のが︑中国新聞の﹁呉空襲記﹂
︵一九七五年︶以来︑最近の﹁丸﹂スペシャ

海軍は世界に冠たる掃海海軍である︒これが今日︑海上自衛隊の基礎と

雷設置の作戦︵コードネーム飢餓作戦︶が三月二七日から同三〇日にか

ル五二︵一九八一年︶に見られるような︑日本の殆ど全ての戦記の報告

なった︒

それはそれとして︑前述したように︑三月二八日にＢ のＦ ―写真
偵察機が呉港上空に侵入して優れた垂直写真︵次ページ︶を撮影した︒

である︒これは米パイロットの体験記を見れば明らかに誤認であった︒

に見られるとおりである︒

29

29

の写真は︑
実は︑
この﹁３ＰＲ５Ｍ １
―０４﹂と任務ナンバーが印字された︑
﹁大和﹂が三月二八日に︿呉港﹀に在泊していた折の写真であった︒この

29

大和

３月２８日に写真偵察隊のＢ―２９（F-13）によって撮影さ
れた、最初の呉湾の垂直写真。
［１９４５年３月２８日、第２１
爆撃軍出撃命令（第３写真偵察隊 １９４５年任務 No.104 ―写
真上部に書き込み）にもとづく］ このことは、
４月１１日付「写
真諜報報告 N0. ５４２」により、
［３月２８日、
金剛クラス「大和」
８７０フィートその他の艦船 呉港に在泊］と確認された。

大和

第三写真偵察隊（3rd PRS）所属の B29、
F-13A の一機と搭乗員。ニッ
クネーム「東京ローズ」
。第三写真偵察隊は、全機で１９４４年
１１月の東京偵察行以来、計４６０のミッションをこなした。
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年二月︶があった︒

広島と呉の被爆前の次

ページの爆撃計画図をご

覧ください︒

説明によると︑呉市の

一九四〇︵昭和一五︶年の

人口は︑二三万八︑
〇〇〇人

で︑大部分が︑二・五マイ

ル平方︵二・五六平方キロ

メートル︶に住み︑人口

推定︑約七万人である︒ほ

密度は一平方マイル当り︑

る目撃情報があれば︑
﹁記録する会﹂までお知らせいただきたい︒

り高い︒同規模の他の都市

当日の工廠出勤者のうち︑死者三二五名ほか︑多くの市民の負傷者を

夷弾に特に弱い地帯︵ファイア・ゾーン︶の旧市街は居住地区であり︑狭い

通りが曲がりくねって山腹に通じ︑通路や溝は多いが︑天然の防火水路の役割

を果たしているのは堺川下流だけである︒
︿ファイア・ゾーン﹀近くの建て込

み度が異常に高い地帯に海軍刑務所があった︒

写真︵右︶は︑呉市の北西部にあった海軍刑務所の外観である︒米軍

イル二百トンの焼夷弾を投下 ――
最大努力せよ！ ――
﹁記録する会﹂が今回収集した資料の中に︑焼夷弾に対して最も弱い広

七月一日︑呉市街地の最大弱点の密集地に対し﹁一ケ部隊︑一平方マ

弾ではなく︑二〇キロトンの原子爆弾であった︒呉では︑上空三〇〇

もっとも︑広島の焼夷地帯上空五八〇メートルで炸裂したのは︑焼夷

ン︶の地図に︑広島と呉が併記してあるのは意味深い︒

﹁記録する会﹂が収集した資料の焼夷弾に特に弱い地帯︵ファイア・ゾー

が戦時中に入手していた呉市内の写真では修正して消してある︒

島と呉の地帯︵ファイア・ゾーン︶を目標とする爆撃計画図︵一九四五

出した︒

とんどの家が︑一 ニ
―階で︑
建て込みの度合いは︑かな

死せる﹁榛名﹂艦尾に被弾
――
例の﹁諜報週報﹂によれば︑
﹁榛名﹂は先のマリアナ沖海戦で︑コリン・

と比べ︑工場が少ない︒焼

されていたという︒
六月二二日︑不死身の﹁榛名﹂も︑Ｂ

が呉海軍工廠に投下した

ケリー海軍大佐が撃沈し︑大佐はその功によって︑追叙︵死後に叙勲︶

一九四五年六月二二日の空襲での米軍の損失機とパイロットに関連す

呉海軍刑務所に収監されていたのをご存知でしょうか︒

29

一二七一発の爆弾のうちの一発を艦尾に喰らう不運に泣いた︒

29
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にあったと考えられる︒

一九四五年六月二二日︑パラシュートを見た人はありませんか ――
一九四五年五月末︑第五艦隊と第三艦隊は再び名称を変え︑ニミッツ
提督は︑真珠湾の復讐を掲げるハルゼー提督の強腕に期待した︒
沖縄上陸作戦終了の翌日︑六月二二日︑第五八 七
―三航空団の一九五
機のＢ がマリアナを出撃︒一〇〇〇ポンド︵五〇〇ポンド︶通常爆弾
激烈︑正確な対空砲火を浴びてＢ の損失一機︒翌二三日に捕虜三名︑

七九五トンを投下し︑呉海軍工廠の建物面積の七二％を破壊した︒

29

焼夷弾に特に弱い広島と呉の地帯（ファイア・ゾーン）爆撃計画図（１９４５年２月）
広島の建て込みの度が高い地帯
呉の建て込みの度が高い地帯
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略爆撃調査団の調査によれば︑犠牲者は死者一︑
八一五名︒負傷者四五五

メートルでナパーム焼夷弾八〇〇トンの結束が解かれて投下された︒戦

一七︑ナンバー一八の六月二八日入所︒七月九日出所の三名以外から次

ナンバー一〇の片カナ氏名が不鮮明な一名と︑ナンバー一六︑ナンバー

一︑この四名以外は戦後︑全員無事帰国︒

のことが分かった︒

牲者数は当初︑七万八︑
一五〇人︒国連ＮＧＯの一九八七年の調査結果は

二︑東条陸相の﹁戦陣訓﹂
︑一九四一年の捕虜を労働力として使う政府

名︒罹災者一一万八︑
三七一名であった︒一方︑同調査団による広島の犠
一四万名であった︒

方針︵一九四二年︶などの国際法無視は︑Ｂ の無差別爆撃の中︑捕虜

ところが︑異常に建て込んだ呉の﹁ファイア・ゾーン﹂近くの海軍刑務

取扱の責任機関である陸軍憲兵隊の横暴を許し︑各地で捕虜グループの

ク︶作戦の準備が強化され︑西日本の海空残存戦力の一掃が始まった︒

功の情報を漏らした︒これに呼応するかのように︑
九州侵攻
︵マジェスティッ

七月二四日︑ポツダム会談でトルーマンはスターリンに原爆実験の成

﹁戦闘報告﹂による捕虜︵ＰＯＷ︶扱いをこの名簿で確認した︒

戦死
︵ＫＩＡ︶
扱い︒今最も権威のある同書の校正ミスだと思うが︑
当方は︑

六︑ナンバー一四は︑
﹁源田の剣﹂英語版︑
︵境田︑二〇〇二年︶では︑

同所から解放され︑連合国捕虜の解放第一号になった︒

五︑ナンバー一三は︑五月一一日︑大船収容所に転所させられたが︑戦後︑

実を知っていたのだろうか︒

を攻撃して撃墜された﹁ベニントン﹂爆撃隊員︒呉海軍刑務所はこの事

四︑代ってナンバー六︑ナンバー七は︑三月一九日に広島湾の﹁大和﹂

い込みに裏切られ︑気の毒だった︒

応したが︑雷撃したのが︑
﹁大和﹂ではなかったことを知って︑長年の思

リアム氏は︑
﹁これで日本に対する五八年間の敵意が消えて嬉しい﹂と反

た写真が二〇〇〇年に発見された︒訳者たちから写真を贈られたＲ・ウィ

来襲第二波のホーネット雷撃隊員で︑うち二名は︑当日江田島で撮られ

三︑ナンバー四︑ナンバー五︑ナンバー六の三名は︑三月一九日︑呉

斬殺処理が始まっていたが︑呉海軍は陸軍の斬殺指令を受けていなかっ
たようである︒

闘報告﹂と照合したものである︒

四二二〜四二三ページの表は名簿を﹁記録する会﹂のパイロット﹁戦

この種の報告の中では最も信頼がおけるものと考えられる︒

数だけのものであるが︑当時の看守長と看守全員が名前を連ねており︑

この名簿は︑読みづらい片カナの氏名のほかは︑入︑出所日と在所日

で無傷であった︒

二八人おり︑七月二日の爆撃の影響も写真に見られる通り︑山際のお陰

所には三月一九日から八月九日の間に収容された米パイロットの捕虜が

ところが︑上記のＧＨＱの戦犯調査資料の名簿によれば︑呉海軍刑務

だとようやく分かっている︒

持って進駐してきた第一〇軍団は︑一〇月一七日になって︑これが誤報

もっとも︑八月一五日時点でも二︑
〇〇〇人の捕虜がいるという情報を

六月二二日の工廠の猛爆撃は︑この情報におかまいなしのものだった︒

いた︒
︵ニミッツ総司令官 六月一二日付﹁通達﹂一〇四二︶

一方︑呉には二︑
〇〇〇人の連合国捕虜が海軍工廠に居たことになって

一二人が拘束されており︑全員原爆死した︒

なかったことになっているが︑米パイロット捕虜は八月︑少なくとも

所の捕虜は無傷だった︒ ――
広島を原爆投下の目標に選定した理由の一つは︑広島に捕虜収容所が

29
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第三艦隊のブル・ハルゼー提督は︑日本の降伏調印時に︑日本艦隊の
存在は許せないと︑七月二四日の呉港艦船の攻撃命令を発した︒

り重大で︑急速に降下した︒チュレクの先導機も被弾して多量の燃料を

失ったが︑緊急着陸用の中間位置である伊江島に帰着することができた︒

四番目の僚機は軽微な被弾︵複数︶であったが︑沖縄読谷の自分の基
地に帰投した﹂

爆撃と同時に被弾︑なんとも過酷な任務だった ――
彼の戦闘報告は︑ロンサムレディー号が被弾したのは︑爆撃﹁直後﹂

﹁日本戦艦戦史﹂
︵一九八三年︑木俣滋郎︶によれば︑
﹁第一編隊の爆弾

である︒

この報告書のコピーを︑なんと訳者は︑ＧＨＱ法務局の調査書類の中

は﹁榛名﹂を飛び越えて︑
皆海に落ちた︒午後は砲員が二番砲塔に集まり︑

砲台長は︑砲側照準によって三六センチの三式焼夷弾を打ち上げた︒ ―

六機のうち︑二機は出撃の途中で事故をしでかしていたからである︒先

﹁我々の爆撃戦隊は四機編成だった︒標的地域に近づくにつれ︑最初の

来襲したのは︑コンソリデーテドＢ 爆撃機リベレーターである︒先

に接近しようとはせず︑陸上に一トン爆弾を投下するやいなや逃亡した﹂

を発して墜落したのを目撃した後続機は震え上がった︒彼らは﹃榛名﹄

こ
―のとき見事に先頭の指揮官機に命中した︒
一九七八年八月に放映された﹁ＮＨＫ特集﹂によると﹁先導機が火災

導のチュレク機は乱層雲を通して榛

デイト﹂の入手ができた︒以下は著者による彼の戦闘報告である︒

訳者は昨年︑最大級に感謝され︑彼の近著﹁ロンサムレディー号との

ていると聞いたので︑二〇〇四年秋︑提供した︒

から探し出しており︑カートライト氏が報告書の控えがないので︑嘆い

ければならなかった︒

がない代わりに帰国後︑軍の尋問があり︑軍司令部に報告書を提出しな

差し向けた︒七月二八日のＢ 墜落機のパイロットには
﹁航空機戦闘報告﹂

カートライト氏のロンサムレディー号とのデイト ――
七月に入ってマッカーサーは沖縄を﹁不沈の空母﹂としてＢ を呉に
24

火にやられた︒我々の搭乗機が被弾

を投下した︒我々四機はみな対空砲

中︑二︑
〇〇〇ポンドの通常爆弾三発

対空砲火がはじけ︑硝煙が充満する

﹁ＮＨＫ特集﹂が地上で取材した﹁被弾したので爆弾を投棄した﹂とは

呉の海軍軍法会議に送致され︑呉の海軍刑務所を経て帰国した︒

帰国した︒後尾機銃士のエーベル軍曹は墜落後︑山口で捕虜になったが︑

になり︑広島で拘置された後︑七月三〇日︑参謀本部に送致され︑のち

ロンサムレディーのパイロット︑カートライト中尉は︑墜落後︑捕虜

導機が被弾したのを見て同時に被弾した二機も退避した︒その一機ロン

したのは爆弾三発を投下した直後で

順序が逆である︒チュレク機は先導機で︑編隊は何が何でも先導機の手

名を視認し︑同機の爆撃手は我々を

ある︒ジョセフ・ダビンスキーが操

本どおりにやらなければ違反なのだ︒先導機も被弾したが︑墜落はしな

サムレディー号は山口県で︑もう一機タロア号は広島県内で墜落した︒

縦するタロア機は我々が被弾した時

かった︒

榛名の上空に導いた︒我々各機は︑

24

とほぼ同時に被弾したが︑損害はよ
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24

ロンサムレディ（
「寂しいレディ」の意味）号の機
体のイラスト。出典＝カートライト元機長のホー
ムページより。

チュレクは︑伊江島まで辿りついて﹁なんとも過酷な任務だった﹂と

島入りした米兵捕虜に看取られて亡くなった︒

これがきっかけで原爆死した米兵がいたといいう︑軍が隠し続けてき

たマル秘情報が戦後の早い時期に白日の下にされるようになった︒

︵この種のマル秘情報で︑世界を驚かしたのは︑呉市焼山の住民で元

広島大学原医研助教授の宇吹暁・広島女学院大学教授だ︒宇吹氏は︑

一九七七年一二月に外務省が公開した資料の中から︑被爆米軍人捕虜の

名簿の一部を発掘︒世界に公表した︶

原爆投下の目くらましか︒Ｂ ﹁悲しきトマト号﹂出撃三五回目の捕

同じ爆撃機隊レイモンド・ポーター中尉とノーマン・プリセット無線士

の地獄図のような臨終に立ち会った︒その後︑処刑されるところをクリ

別名﹁ニップ・クリッパー号﹂乗員で︑米人初の被爆死第一号︑第二号

原爆資料館で見られる﹁ゲンバクシ﹂ ――
帰国した機長は歴史家のＭ・Ｊシャーウィン教授に︑二人の最後を報

焼失したという被爆兵の経歴ファイルのコピーを探し出して︑原爆捕虜
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公式の﹁戦闘報告﹂に書いている︒一方︑カートライト氏は︑広島の原
爆に関する尋問なので︑報告した事実は︑
﹁被爆した部下の家族にも漏ら
しません﹂と︑誓約している︒この点でも過酷な任務だったのだ︒

時間が憎しみを消し去ってくれた ――
七月二四日︑四国沖の﹁タイコンデロガ﹂から飛び立った爆撃隊のパ
イロットのブレム少尉は戦艦﹁日向﹂を攻撃した︒
﹁日向﹂は大破︒乗組員一一〇〇名のうち︑六〇〇人が負傷し︑二〇〇
人が死亡したといわれる︒

虜一〇人が︑投下直後︑広島入り︒ ――
一〇名の捕虜は︑八月六日以降も日本海で三五回目の出撃中のＢ ︑

の搭乗機が山口で撃墜され︑収容された︒ポーター中尉は中国憲兵隊司

ブレム氏は﹁残された二人の情報を確かめ︑これを正確に次世代に伝

告をした︒教授は彼の﹁破壊された世界﹂
︵一九八七︶に︑
急きょ﹁広島に︑

は﹁被爆死した米兵しのび戦友広島へ﹂のタイトルで彼を迎えた︒
えることが生き残った私の使命﹂だと話す︒彼は︑当時の日米の記録を

米被爆兵二名﹂の事実を初めて紹介して︑世界をあっと驚かせた︒

印字は黒くつぶれたコピーであったが︑訳者たちにとっては四月

さらに︑教授のアドバイスを受けた映画製作者のドゥワルドは︑軍が

二四︑
二八日の貴重な宝物であった︒帰国後亡くなったブレム氏が探して
いたのものだけに︑今回見つかったのは︑特別の巡り合わせと︑これを
何とか読みとり︑
四一二〜四一四ページ︵
﹁利根﹂への攻撃︶に紹介できた︒
ブリセット通信士は被爆後︑下水溜めに浸かって熱風をやり過ごした
が︑原爆の直撃を受けた彼は八月一九日︑折から日本海で撃墜されて広

﹁呉空襲体験記﹂で︑呉が世界に脚光を浴びるかも︒ ――
シャーウィン教授は︑米航空軍司令官が︑
﹁広島には︑捕虜キャンプが

実録一編を完成した︒
﹁ HIBAKUSHI
被爆死﹂のタイトルの彼の労作は︑
原爆資料館で鑑賞できる︒

が﹁記録する会﹂の収集資料の中にあった︒

集めていた︒その時︑
探しても手に入らなかった戦友の二人の﹁戦闘記録﹂

一九九九年五月ポール・ブレム氏が呉︑広島を訪れたとき︑朝日新聞

スチャンの福田信一大尉に助けられて帰国した︒

29

令部で︑ブリセットも近くの収容所先で被爆死したといわれる︒

四日後の二八日に︑再び呉の艦船を襲ったとき︑
﹁利根﹂を攻撃した︑

29

ないから︑原爆目標に選んだ﹂と︑軍本部とやりとりした記録を探し出
して有名になった︒

そもそ太平洋地域の最高司令官連中が︑命令に忠実な陸・海軍機を︑まっ

たく動けないとはいえ対空砲火がめっぽう強い呉港の艦船攻撃に出撃させた

のためではないかと︑事が元部下の犠牲に及ぶと彼の真実追及はますます

のは許せない︒海軍の鼻を明かすためでは︑戦略のためというより︑エゴ

都市だった呉市の戦災で︑当時︑ニミッツ情報で﹁捕虜二︑
〇〇〇人﹂と
厳しいようだ︒

今回﹁記録する会﹂が︑
﹁広島の破壊と人的被害の対照︵コントロール︶
言われた呉工廠に︑六月二二日︑八〇〇トンの通常爆弾が叩き込まれた
と発表したら少しは反響があるかも︒

﹁榛名﹂を沈めて︑陸軍のケリー大佐は︑海軍のケリー中佐を出し抜き

沖縄が攻略されると︑もう負ける︑広島に原爆が落ちるともう敗戦になる

で花街の海軍の慰安の仕事をした二三歳の女性が︑爆撃で呉の家が焼か

花街の水兵慰安を仕事にした女性の尋問回答が印象的 ――
﹁呉市民の尋問録﹂を訳者も一夜︑一気に読んだ︒回答者が︑音戸出身

たかった︒ ――
ところで広島の捕虜だったカートライト氏は︑彼の﹁ロンサムレディ

問時には︑海軍が去り︑花街も駐留軍の街︒占領地の基地の街になってい

次の﹁呉戦災 ――
あれから七〇年 ――
﹂で︑確認したいものだ︒

とデート
帰ってきた広島の捕虜﹂
︵二〇〇〇年︶に︑
広島を三回訪れて︑
――
ようやく広島市民に対して︑
﹁
﹃私も最愛の部下を原爆で失った原爆被害

たが︑彼女は健気に生きていた︒戦後を生き抜いた呉そのものではないか︒

トに︑呉空襲︑呉海空戦を体験して︑
﹁節目の六〇年︑今の呉︑日本や世

回答者や米軍パイロットと︑たぶん同年輩の私は︑彼ら米軍パイロッ

とを尋ねてみたい﹂と言われる︒

の戦後派︒尋問録の訳をまとめ︑
﹁今回︑回答した人を探して︑当時のこ

戦争の生死は紙一重 ――
﹁尋問録﹂の訳出を担当された神垣惟秀さんは︑私よりもひとまわり下

と見通し︑その通りになるので︑なんで分かるのかと友達に言われた︒尋

れて︑借金だらけになっていた︒彼女は海軍士官の情報もあったろうが︑

者です︒
﹄と言えるようになりました︒これからも自分の体験記をさらに
信頼できるものにします﹂と言う︒
時間と紙面がなくなった訳者に︑
﹁記録する会﹂から︑カートライト氏
のホームページが届けられた︒

Ｂ による呉空襲はエゴからか ――
ホームページによると︑最近︑彼の所属した四九四爆撃集団の元作戦
指導官が︑次の情報をくれたという︒

最初紹介した︑同時代者の能谷賢さんは︑
﹁いったん戦争なってしまえ

界をどう思われていますか？ ﹂と聞きたい︒

の二〇〇〇ポンド爆弾では﹃榛名﹄が沈められる訳がないので︑この仕事

ば︑人間の命など﹃風前の灯﹄
︑生死は紙一重である﹂
﹁教育の目的は国

﹁私は﹃榛名﹄爆撃の要旨を出撃するＢ 全機に伝える役だったが︑Ｂ

は嫌だった︒しかし上官の爆撃集団司令のローレンス・ケリー大佐が︑海

くない﹂という︒

のために死ねる人間を作ることだ︑などと︑今時の政治家から言われた

24

軍のコーリン・ケリー中佐が沈め損なった﹃榛名﹄を﹃Ｂ ﹄で沈めて︑
海軍の鼻を明かしたかったので︑止むを得なかった﹂と︒
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Ⅰ

三月一九日 ﹁紫電改﹂と
米海兵隊機の空中戦

﹁紫電改﹂の邀撃で全身傷だらけの帰還
﹇ 空 母 ベ ニ ン ト ン︵ Ｃ Ｖ ︑ 第 五 艦 隊 ／ 第 五 八・一 機 動 群 ︶ 艦 載 海 兵 隊 第
一一二・一二三戦闘機隊︑広島飛行場攻撃任務︑一九四五年三月一九日
〇五 四五日本時発艦﹈報告ナンバー二四・四五︵ＶＭＦ一一二 一
―二三︶

機動群は夜通し全速で︑空母の艦載機が今まで手をつけたことのない四

方の上空を舞台に繰り広げられた︒両者のこの空の一騎打ちとも言うべ

戦は︑一九四五年三月一九日︑日本本州南西部の呉の大軍港基地北﹇ママ﹈

ル戦隊︶一五機のパイロットと敵機三〇機の交戦の物語である︒この交

の一ページを加えた︒これは一二三海兵爆撃戦闘機隊︵別名エイトボー

逐艦が味方機のコルセア隊を撃ってきた︒被弾機はいなかったが︑数発

コルセア隊の苦難が始まった︒まず出し抜けに︑南よりの味方の哨戒駆

艦の哨戒ラインを外れたばかりの地点から高度を上げた︒その時点から

ンジンが不調のため︑離艦数分後に引き返した︒コルセア隊は艦隊駆逐

は︑方位三二四度︑一四八マイル先の広島を目標に離艦した︒一機はエ

わが艦隊の哨戒線近くまで辿り着いて不時着した︒残りは重傷を負った

の上ない試練であったが︑ほとんどがその試練に耐えたのだ︒一機は︑

全機が孔だらけであった︒確かにこれはアメリカの飛行機にとってはこ

たのがほとんど奇跡のようであった︒敵の二〇ミリ機関砲に見舞われ︑

フィート下であった︒そのとき︑ヘルキャットＦ６Ｆの一編隊が四国南

高度を元の一二︑
〇〇〇フィートに戻した︒この高度は雲層の三︑
〇〇〇

できないことが分かり︑また地上と絶えず接触を保つ必要から︑編隊は

薄い雲層が散らばっていた︒予定通り高度を二〇︑
〇〇〇フィートに維持

一五︑
〇〇〇フィートの上空一面に雲層が重なり合い︑さらにその上に
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国と本州の基地に向かった︒戦艦を含んだ日本海軍の大部隊が呉にいる

のがみとめられていた︒この艦船群以外にも付近の飛行場に飛行機がい

るという朗報があり︑第五艦隊のミッチャー提督はもうたまらなかった

のだ︒旗下の第五八・一機動群の海兵第一二三爆撃機隊の海兵隊飛行機野

郎に︑本州南西部の大都市広島に新しく設けられた﹇観音﹈飛行場の掃射

作戦が割り当てられた︒爆撃機隊の指揮官トーマス・Ｅ・モブリー二世

少佐が編隊長であった︒モブリー少佐は最初編隊を任されてはいなかっ

たが︑この攻撃目的の重要性を聞いて敢えてこの任務を希望したのだ︒

日の出三〇分前の〇五 四五時に爆撃隊のＦ４Ｕ﹃コルセア﹄一六機

き激闘は三〇分近くにおよんだが︑終わって見れば︑日本機九機を撃墜︑

と発信し︑誤射した味方の駆逐艦は﹃打ち方﹄を止めた︒これで︑コル

海兵隊大尉の編隊長に率いられて︑一四五マイル南の北太平洋水域の母

部上空を旋回しているのがみとめられた︒さらに︑もう一編隊が距離を

セア編隊は進路をようやく日本に続けることができた︒

艦に帰投した︒この空の戦記と︑まず海兵隊が帰属した第五八空母機動

心していると︑その一編隊もこちらをみとめたが︑
﹃敵味方不明機﹄ととっ

おいて飛んでいるのが見えた︒モブリー少佐が味方機だろうと思って安

前日の三月一八日︑敵の九州の動きを封じ込んだ後︑第五艦隊の高速

部隊の動きから始めることにする︒

ベニントンに帰還できたその他の編隊機も全身傷だらけで︑墜落しなかっ

海兵飛行隊の戦闘中の生死不明・行方不明は二機であったが︑母艦の

はかなり近いところで爆発した︒モブリー少佐が慌てて
﹃こちらは味方機﹄

海兵隊は︑華々しいアメリカ海兵飛行隊史に手に汗を握るような空戦

20

五機にダメージを与えるという戦果に輝いた︒

‥

‥

「アメリカ国立公文書館 80-G-309655 1945 年３月「空母、日本本土爆撃」
『１９４５年３月１８日（原文ママ） 米海軍空母が呉海軍基地と施設を襲った際、基地上空は満天対空砲火におおわれた。写
真はは空母「ホーネット」機による。中央に少なくとも戦艦一隻と重巡が認められる。右の艦の近くに落下する爆弾に注意』

愛媛県大島
愛媛県
柱島
柱島泊地
倉橋島
東能美島

西能美島
音戸

呉鎮守府

江田島

呉軍港

（１）

（２）

軍需部

（３）
吉浦

（１）重巡「大淀」
、
（２）空母「龍鳳」
、
（３）重巡「利根」
。
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トと海兵隊のコルセアの味方同士の二編隊は平行して四国を横切り︑呉

線封止中であったが︶発信して難を逃れた︒こうして︑このヘルキャッ

さに識別して発砲してきた︒少佐はただちに﹃こちらは味方機﹄と︵無

機がいて︑白︑黒の砲煙と赤い砲煙を参考にして︑観測パイロットが地

ロットでもあるモブリー指揮官の意見は違っていた︒
﹁上空には弾着観測

射隊が自国の反撃機に知らせるものだと考えられていた︒しかし︑パイ

この白と黒の砲煙は︑アメリカ機の予定のコースと高度を日本の対空砲

土の海岸を横切ったとき︑海兵コルセア隊は︑他の空母グループが﹁呉

を目標にして飛んだ︒しかし︑両編隊にとって︑目標の呉はまだはるか
四国上空でジョージ・デフォビオ大尉と列機のエド・ミーレム少尉が

港で攻撃されているので支援をたのむ﹂と発信しているのを聞いた︒コ

上の対空砲陣地に射程距離と高度の矯正連絡ができる﹂と言うのだ︒本

振り返ると︑約二〇機の編隊が見えた︒その編隊の位置は︑六時︵背後︶

ルセア隊が旋回して救援に駆けつけようとしたとき︵〇六 四五︵Ⅰ時︶
︑

先だった︒

の方向で︑約五マイル後方︑二︑
〇〇〇フィート︵約六〇〇メートル︶上

敵の約三〇機 ︵*註１︶が後ろから攻撃を仕掛けてきた︒
デフォビオ隊は直ちに旋回してこの攻撃隊機に向かった︒大尉は﹃ジー

空であった︒飛行隊形は小隊が連係した分隊編成であった︒デフォビオ
大尉は飛行隊形を見て︑これはてっきり他の空母グループ機だと思った︒

ク﹄
︵零戦︶が分隊を組んで攻撃しているのを見た︒ミーレム少尉は戦闘

この交戦を経験したモブリー少佐は︑日本の戦技がアメリカの戦技に

無線で自隊名を名乗ってから︑後続して来る編隊に所属を聞いてみた︒

瀬戸内海の大きな島々を航過した海兵隊のコルセア機隊は︑呉海軍基

全く類似しているのに感銘を受けた︒
﹃ジーク﹄
︵三菱零式艦戦 ゼロ戦︶

報告で﹁敵機はコルセア機にたいして︑二機ごとの小隊を組んで︑コル

地の東方の本州南西部の接岸点に到着した︒モブリー隊は︑攻撃計画に

ところが︑応答がない︒モブリーは旋回してこの敵味方不明の編隊を観

従って︑広島観音空港を北から南にかけて攻撃した後︑豊後水道を南下

のほか︑
︵註２︶
﹃トウジョウ﹄
︵中島二式戦闘機 鐘馗 しょうき︶や﹃ジャッ
*
ク﹄
︵三菱局地戦闘機 雷電︶
︑それにおそらく﹃フランク﹄
︵疾風︶も反攻

セア隊の左から右に急降下して挾叉攻撃を仕掛けてきた︒日本機の編隊

して退避をすることになっていた︒出撃前の要旨説明で︑指揮官のモブ

部隊の中にいた︒少なくとも︑日本戦闘機の新型機が二種類いた︒二種

察したところ︑飛行機隊がアメリカの隊形であったので︑矢張りこれは

リー少佐も﹃陸岸部と島々の敵の対空砲火の集中地はできるだけ避ける

類とも低中翼で︑菱形︵尾︶翼に星型エンジンを装備し︑両方の胴体の

は素晴らしく︑練達した戦技を展開した︒敵機は右からコルセアの左を

こと﹄と強調したとおりだ︒
﹃米海兵隊機﹄が本州の南岸を無事越えたと

長さはコルセア並であった︒両方とも速度は速く二〇ミリの機関砲を備

味方機だという印象を強くした︒このときまでに︑海兵隊のコルセア隊

き︑デフォビオ大尉は前方の空に大きな黒色と白色の対空砲火がいくつ

えている︒しかし︑どちらも空戦能力はゼロ戦並みのようには見えない︒

突き︑左からコルセアの右を突いた︒敵機の中には︑この攻撃が終わる

も上っているのに気付いた︒砲火は正確にコルセア機の高度とコースを

尾翼部の端部は直線で︑安定盤は頂部から底部まで真直ぐに伸びている︒

は四国を横切った後︑編隊機を退避させるためのウィーブをかけながら

測ったように三マイルから五マイル前方で炸裂していた︒コルセア機が

日本の編隊には︑これら数多くの戦闘機の新型機が見られた︒

と急激に離脱して引き起こすものもいた﹂と報告した︒

邀撃︵ようげき︶に合うと予想した場所に打ち上げられたものだった︒

瀬戸内海上空に向かっていた︒

‥
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新型機の初動の一突きでコルセア機が撃ちすえられた︒コルセア機は

激しい打ち合いのテンポは益々速くなった︒キャントレル大尉は︑最

クピットに赤い火花を散らして命中した︒大尉は引き金を引き続け︑気

たちまち煙を引いて九︑
〇〇〇フィートの高度から落下を始めた︒ミーレ

西部 ︵*註４︶
︵現呉市郷原付近︶に撃墜した︒ミーレム少尉は日本機が
一機炎上するのを見た︒スピエリング少尉は他に敵機が二機燃え上がる

が付いたら敵の射程範囲にあまりに近づき過ぎていた︒これでは敵機に

初の打ち合いのメドレーにたいしてサッチウィーブ ︵*註１︶をかけて
いたとき︑単機のコルセアの後ろに敵機二機が食い下がっているのを見

のを見た︒クルチンスキ少尉は︑火焔に包まれた敵機一機が呉の高射砲

衝突すると思った大尉は︑急激な反転をした︒最初の数連射で︑敵のパ

ム少尉は胴体の横にパラシュートが流されるのを見た︒少尉はパイロッ

陣地の近くに撃墜されるのを見た︒バーンヒル少尉とメイヨー少尉は︑

イロットは明らかに被弾死したが︑大尉はこの敵機の機種の識別はでき

た︒大尉は直ちに操縦桿をぐいっと引いて急上昇に転じた︒大尉の最初

敵機が一機 煙に包まれて操縦が効かなくなっているのをみとめた︒これ

なかった︒キャントレル大尉が攻撃を止めると︑敵機が大尉機の後ろを

トのラッセル少尉が落下傘で脱出したと思った︒ゴードン Ｋ・ウースター

で敵機の撃破は合計六機になる︒この戦闘を開始して数分の間に︑海兵

目掛けて降下を始めている︒これはどうにもならない︒大尉が旋回する

の一撃の照準点が低かったので︑敵機は上方に僅かに転回してから旋回

隊は数の上で優位な敵に攻撃されたにもかかわらず︑味方喪失機は一機

と︑今度は敵の三機がコルセア三機に銃弾をポンプの水のように浴びせ

した︒キャントレル大尉はそこを狙った︒焼夷弾が敵機主翼の根元とコッ

ごとに敵機二機撃破している︒この論法によれば︑海兵隊は一人も喪失

かけているではないか︒最も近い敵機は﹃ジャック﹄
︵雷電︶であったが︑

中尉 ︵*註３︶の操縦機のコルセアも被弾して︑おそらく呉海軍基地の北

しないことになるが︑一方︑敵は少なくとも余分にパイロット三人喪失

三〇〇ヤード前方にいた︒大尉はこれを照準器にとらえるやいなや二〇

かった︒弾丸が敵機の両翼と胴体に次々に命中するのが見えた︒敵機の

ミリ機関砲を発射し︑砲身が過熱して発煙するまで引き金の手を緩めな

したことになる︒
﹇訳者註﹈

エンジンの右側から火焔が噴き出た︒大尉は二分ばかりの間に敵の二機

︵２︶ ゼロ戦以外に︶ではなく﹃ジョージ﹄
︵紫電改︶ の登場︒全て
*
紫
︵参照 同上Ｐ六〇︶
｢ 電改 の
｣ 誤認であった︒

この時までに︑大尉機は編隊の右側に戻っていた︒他の敵機一機が味

﹇訳者註﹈ ︵*１︶ サッチウィーブ ジョン Ｓ・サッチ少佐が考案し
た﹁二機編隊の交差運動 に
｣ よる ゼ
｢ ロ戦 対
｣ 策︑ウィーブとも︒

を撃墜したのだ︒

︵３︶ 安浦海兵団に救出され︑呉海軍警備隊に護送︒軍医長の看護及
*
ばず︑翌日絶命︒
︵参照同上Ｐ六〇︶

二〇〇三︑東京︑Ｐ一四七︑
一四八︶

︵*１︶このとき︵〇六 四五Ⅰ時︶日本側の記録によれば︑三〇機では
なく︑
剣部隊戦闘三〇一管野隊の一〇機︵参照﹃源田の剣﹄
︑
ヘンリー境田︑
‥

︵*４︶ 安浦海兵団郷原兵舎付近︵参照 同上 Ｐ六〇︶

‥

方のコルセア一機の後ろについているのを見ると︑大尉は反転して上か

‥

ら発射した︒一〇度から二〇度の角度差で敵機の翼部と尾部に命中した︒
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第五八機動群 呉地方攻撃

広島湾
広島湾︑
﹁大
﹁大和﹂
和﹂

概要︵一︶
米軍機

日本機
観察
三〇

機種

鐘 馗 ︵* ２︶
〇 ／ゼロ戦／雷
電 ︵*３︶

六〜七

発艦 交戦 爆撃

ゼロ戦か
隼

一六 一五

一一

〇 一一

〇六四七発
一〇二〇 ―
ＳＢ２Ｃ
四五帰

航空機戦闘
発艦時刻
報告
隊名
攻撃目標
実際攻撃地
帰艦時刻
機種
ナンバー
ＶＭＦ※
広島観音飛
二四 四, 五 ︵１︶
呉港艦船
〇五四五発 Ｆ４Ｕ
行場
一二三
一五
♯七〇〜
♯八八

九

四

10

〇

〇

〇

二

二

八

損傷

日本機損害

八

一五

六

交戦 墜落

〇

一

〇

五〇

〇

一〇〜
一〇
一二

四

六

不時着三
損失三
修理五

損害機

米軍機損害

人員損傷

ＰＯＷ 二
呉刑務所に
収監

交戦による
ＭＩＡ※
︵９︶六名

︿ＶＦ一 ―﹀
五

四

一

二

四
ＭＩＡ一名

〇

ウェスト
モーランド
中尉︑ウェ
スト︑ウィ
リアムズ
ＭＩＡ三名
呉刑務所

四
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第一機動群︵ ・１︶
空母名
ベニントン

ベニントン

〇六三五発 Ｆ４Ｕ

九

一

二〇 二〇

五

四 一〇

九

〇

ゼロ戦

〇六一八発 Ｆ６Ｆ ５
―

五

一〇

ゼロ戦／飛燕
︵*６︶／隼 *
︵ ７︶ ／ 紫 電
／鐘馗 ／疾
風 ︵*８︶
５
―
５
―

九

二

一二 晴空 ︵* ︶

二

一六

一二

一六

五

〇六五五発 ＴＢＭ ３
―

三七

呉港艦船

呉港
〇六〇〇発 Ｆ６Ｆ ５
―
帰途 観音寺

五

〇六四五発 ＴＢＭ ３
―

単発と
双発機
ＴＢＭ ３
―

〇六五五発 ＳＢ２Ｃ

〇六四五発
〇九一五帰

八 鐘馗

呉︑吉浦︑
﹁大淀﹂

八

呉港艦船

ホーネット

ＶＢＦ ―
※︵４︶
呉海軍基地艦船
ＶＦ ―
※︵５︶

ＶＴ ―

呉港艦船
岩国飛行場
呉港艦船
呉港艦船

Ｆ６Ｆ ５
―

〇七〇〇発 ＳＢ２Ｃ

ホーネット

一二

ＶＢＦ ―

呉港艦船
﹁伊勢﹂

三八
広飛行場︑呉
Ｖ
Ｆ
〇六五五発 Ｆ６Ｆ
―
♯三六四〜
呉海軍基地艦船 港︑広島湾泊
一〇二〇帰
♯三六九 ＶＢＦ ―
地の写真
Ｆ６Ｆ

ホーネット

不明

♯一九〜♯
二五

ＶＴ ―
ホーネット 一五
ＶＢＦ ―
ＶＦ ―
ホーネット 三九
ＶＢＦ ―
ＶＴ
―
ベローウッド ＶＦ
―
―
ＶＴ ―
ＶＦ ―

ワスプ

17

82
17

17

17

ＶＴ ―
ＶＢ ―

10

58

註 ︵１︶ＶＭＦ⁝﹁海兵戦闘機隊﹂
︒
︵２︶
﹁鐘馗﹂
︵しょうき︶⁝米軍コード﹁トウジョウ﹂︑中島二式戦闘機 ︵３︶
﹁雷電﹂⁝米軍コード﹁ジャック﹂
︑三菱局地戦闘機︒
︵４︶ＶＢＦ ―⁝第一七戦爆隊 ︵５︶ＶＦ ―⁝第一七爆撃隊 ︵６︶
﹁飛燕﹂⁝米軍コード﹁トニー﹂
︑川崎三式・五式戦闘機︒ ︵７︶オスカー⁝中島一式戦闘機﹁隼﹂
︒
︵８︶
﹁疾風﹂⁝米軍コード﹁フランク﹂
︑中島四式戦闘機︒
︵９︶ＭＩＡ⁝戦闘中行方不明︒
︵ ︶
﹁晴空﹂⁝米軍コード﹁エミリー﹂川西二式大艇か︑輸送艇︒
17

1525

17

17

17

17

17

17

3030

86
86 86

45

17

ところがそのとき︑大尉は急に機体が激しくゆすられるので︑はっとした︒
自機が天空の真っ只中で止まっているようなのだ︒大きな爆発音が耳を
つんざいた︒黒煙がコックピットに充満して息ができない︒二〇ミリ機
関砲を装備した敵機が上方から襲ったときに被弾したに違いない︒大尉
はダメージを受けた自機を急いで点検した︒エンジンは異常なく動いて
いる︒左翼に大きな孔が開いて︑カウルフラップ﹇カプリングの冷却気調

ビル ロークス大尉は︑この殴り合いの中心から逃れたが︑危うく﹃ト

ウジョウ﹄一機にぶつかりそうになった︒

﹇訳者註﹈ ︵*１︶スプリットＳ⁝⁝横転︑反転して垂直に下降し︑敵
と反対方向に抜け出す︒

よく見れば︑敵機一機が味方の一機に上から攻撃を仕掛けている︒コル

線で救援を求めているのを耳にすると直ぐに三六〇度急速旋回をかけた︒

大尉は︑編隊に戻ると自分の列機の点検を始めたが︑味方機一機が無

もおり︑機銃もロケットもやられたらしく︑どうにも発射ができない︒

た時︑彼の後ろの敵機が急上昇して油圧系を撃ち砕いてしまった︒尾輪

を追い払うのを先にした︒大尉機が編隊を横切ってウィーブしようとし

かってくるのを見たが︑列機の後ろに食らいついているもう一つの敵機

大尉の最初の一連射で日本機のパイロットが被弾死したのは明らかだ︒

セアを敵機の前に出して発射した︒敵機が曳光弾の直撃を浴びながら飛

弾丸は無くとも︑日本機にたいして積極的な攻撃姿勢をとれば︑このコ

節開閉板﹈も吹き飛んでいる︒悪いことに︑大尉の右足が利かなくなって

び去るのを見た︒一方︑その他の海兵隊機も手一杯の敵機を抱えていた︒

ルセア機の後ろに食らいついている敵機にも充分効き目があると考えて︑

敵機は機体の右側から火焔を噴出しながら真直ぐに落下した︒ロークス

ジョージ・スピアリング少尉は︑ぴったりと後ろについてまだ気付い

その場に踏みとどまった︒それも長く続くわけがない︒メイヨーは基地

いる︒よく見ると︑靴に弾丸の破片が開けた孔がいくつもある︒油圧系

ていない敵機に向かって発射した︒驚いた敵機は旋回して逃げる間もな

帰投をきめて︑フランクリン・クチンスキー少尉とロバート・マキンス

大尉がそれを確かめる前に別の日本機が彼の後尾について︑二〇ミリ機

いまま焔に包まれた︒敵は胴体とエンジン部分から火を吐きながら︑ス

敵機は護衛機を攻め立ててきたので︑メイヨーは何とか退避しようとし

のパイプから噴出した液体がコックピット内に霧散して︑大尉の飛行眼

プリットＳ ︵*註１︶をかけ︑下降して抜け出した︒
ミーレム少尉は列機の救援に出かけると︑敵機一機が照準器に入った

て︑急激な旋回をした︒そのため水平舵が飛んだ︒その結果︑コルセア

関砲を連射し︑ドワイト・メイヨー少尉は︑この時までに両手に余る敵

ので自分の餌物にした︒その正面攻撃に﹃トウジョウ﹄
︵鐘馗︶は勝ち目

機は錐揉み状態で落下し始めた︒マキンスとクチンスキーは日本機二機

鏡が曇ってよく見えない︒エンジンを緊急全開にしても二一〇ノットに

がなかった︒
﹃トウジョウ﹄
は一瞬のうちに発煙し︑
次の瞬間に焔を吐いた︒

と共に脇によけ︑錐揉みするコルセアに取り付いて︑轟音を立てながら

機をものともせずに相手にしていた︒大尉は別の日本機が上から襲い掛

たちまち弾痕が﹃トウジョウ﹄の補助翼と翼の根元に刻まれていくのが

一緒に急降下した︒誰も発射しない︒ただ︑メイヨーがどうなるかと彼

しかならなかったが︑何とかして編隊に再び合流できた︒

見えた︒ミーレム少尉は自機を右脇に避け︑速度を三五〇ノットに上げ

のダイブを見守るしかなかった︒六︑
〇〇〇フィート近く錐揉みでダイブ

少尉が護衛についた︒ところが︑敵二機がメイヨー機の捕捉にかかった︒

て追跡する日本機の鼻をくじいた︒
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航空機戦闘
報告
ナンバー
隊名

攻撃目標

実際攻撃地

呉艦船と施
広空廠
設

発艦時刻
帰艦時刻

〇六二八発

米軍機
発艦
Ｉ
―
一六

爆撃

二 一六

交戦

概要︵二︶

機種
Ｆ４Ｕ
Ｄ

第五八機動群 呉地方攻撃

ＣＶＧ ―
第八三航空群

機種

ゼロ戦

飛燕

日本機

四〜
五

四

〇

〇

〇

日本機損害

観察 交戦 墜落 損傷

三

〇

a一二

二

損失八

損害機

米軍機損害

人員損傷

死亡四名
行方不明
二名

撃墜一

ＴＢＭ 三

損傷六機
損傷六機
戦死四名 行 方 不 明 一
機
投棄三機

戦死一名

〇

四

〇

二

〇

―一三

二〇

一

〇

ＳＢ２Ｃ
４Ｆ

二

〇

一

七 紫電

一

〇

三

疾風

〇

五

八 ゼロ戦

〇

〇 一三 隼

〇

一三

一二

〇

ＴＢＭ ３
―

一 飛燕

五

〇
〇

一 ゼロ戦

〇
一

〇

一五

三

一二

七

四

鐘馗

〇

〇

ＴＢＭ ３
―

一二
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一九四五年三月一九日
第三機動群︵ ・３︶
空母名

エセックス

ＣＶＧ ―
ＶＢＦ ―
ＶＢ ―
ＶＴ ―

海軍

〇六三〇発

〇

〇 一四 〇

呉艦船と広
呉港︑工廠
空廠︶

呉港
基地

〇九一五発 Ｆ６Ｆ ５
―
︵ 九
―︶

〇 一一 〇

一四

ＣＶＧ ―
第八四航空群

呉港早朝攻撃

〇六四五発
ＳＢ２Ｃ
一〇四五帰

〇六三〇発
一〇四〇帰 ＴＢＭ ３
―

ＣＶＧ ―
第八四航空群

呉港早朝攻撃

ＶＴ ―

一一六
バンカーヒル
♯一八二〜
♯一八四
ＣＶＧ ―
第八四航空群

84

ＣＡＧ ―
第二九航空群
ＶＴ ―
ＶＦ ―

Ｆ６Ｆ
―
広︑広島︵写
〇六三〇発
真︶
Ｆ４Ｕ ―
Ｉ
Ｄ

ＣＢＧ ―
バンカーヒル ♯一八五
〜
♯一八九

〇六四五発
一一〇〇帰

ＣＡＧ
ＶＴ ―
ＶＦ ―
♯一九六〜
♯二〇五

呉海軍基地
船舶・設備

ＶＭＦ
―
一一
ＣＡＧ ― ※
呉艦船か施
バンカーヒル ♯一八八
︵１︶
呉港船舶
設
〜
ＶＭＦ ―
♯一九〇

バンカーヒル

58

註 ︵１︶ＣＡＧ⁝⁝﹁空母艦載航空群﹂のこと︒

カボット

13

45

84

16

45

29
29 29

５

83

84

8383

8383

12

7432

したところで︑メイヨーはコルセアの機能を回復することができた︒メ
イヨーは両手両足を使って操縦桿をつかまえ︑超人的な力を振り絞って︑

負けじとこのように重砲火の弾幕を打ち上げたと考えられる︒

モブリー少佐も激闘の真っ只中にいた︒敵機が攻撃すれば︑自分の編

メイヨー機が回復するのを見極めると︑クチンスキー︑ノインスと二

制御が効かないまま︑激しく黒い煙を吐いて落下した︒数分後︑もう一

応酬しかできなかった︒もんどりうった敵機は錐揉みになって︑操縦の

隊に交叉してウィーブをかけ︑間髪をいれず発射した︒敵機は数連射の

機の敵機は戦闘を再開し︑メイヨー機は退避することができた︒メイヨー

機がモブリー少佐の小隊にパスを仕掛け︑この海兵パイロットの前で急

コルセアを引き起こし︑水平飛行に戻したのだ︒

機は︑最低空飛行で四国をようやくのことで横断した︒着艦時︑後輪も

上昇した︒これは︑最高の発射位置であった︒少佐は長い連射を浴びせ

モブリー少佐が攻撃を受けている列機の救援に駆けつけたのはそのあ

フラップ︵下げ翼︶も無いのに気が付いた︒素晴らしい胴体着陸で爆発

乗機は直ちに舷外に投棄されてしまった︒ところで︑メイヨーが錐揉み

と直ぐのことであった︒敵機のパイロットは︑モブリーが単機であると

かけた︒敵機は緩い半回転をし︑仰向けになったまま︑音を立てて錐揉

から引き起こしたのを見届けたクチンスキーとマキンスは敵機を追った︒

見て︑すばやく有利な位置を占め︑いつの間にかモブリーの後について

は逃れたが︑そのはずみでロケット弾が外れ︑甲板上を前方に転がった︒

二機はチームを組んで﹃トウジョウ﹄一機を煙に包み︑マキンスはもう

か自機を編隊の下に付けて姿をくらまそうとした︒ところが︑敵のパイ

みになり︑地表に落下していった︒

一機の後を追った︒彼の五〇︵原文のまま︶口径 ︵*註１︶の弾丸は﹃ト
ウジョウ﹄の機体を粉砕し︑その破片が空一面に飛び散ったが︑数秒後

ロットはあくまで執拗だった︒一瞬の後再び現れ︑また後ろに居座って︑

幸い︑これも爆発しなかったので︑危機一髪 難を逃れた︒爆破同然の搭

にはそれも撃破された︒数分後に︑クチンスキーもこれに負けじと﹃ト

二〇ミリ弾を手負いのモブリー機に文字通りポンプから水を吐き出すよ

たが︑落下タンクを落としたとき急に煙が消えた︒脱出しないで済んだ

コックピットが煙で充満したので︑初めて風防を開け︑脱出する気になっ

二〇ミリ砲を発射してきた︒尾部と両主翼に被弾したモブリーは︑何と

ウジョウ﹄一機に連射を浴びせた︒瞬時をおかず︑その﹃トウジョウ﹄

うに撃ち込んだ︒少佐も一瞬︑
このコルセアも
﹃もうこれまでか﹄
と思った︒

︵*１︶ 五〇口径＝五インチ︵一二・七ミリ︶の誤記︒

はばらばらになって落ちていった︒
﹇訳者註﹈

少佐は︑また編隊に合流できた︒コルセア機の全身を滅多打ちにされた

とりどりの砲火がアメリカ機にたいして打ち上げられたのは壮観であっ

艦と航空母艦が視認された︒対空砲は青︑赤︑黄と黒など数種類で︑色

呉海軍基地では︑対空砲弾が満天を覆っていた︒呉港湾内には︑大型軍

認済みの撃墜機の合計に︑明らかに操縦不能になって落下するのを見た

コルセアを一目見た飛行士官は︑これを舷外に投棄させた︒少佐は︑確

少佐がコルセアを母艦まで飛ばせたのは奇跡というしかない︒帰艦した

とが分かった︒正常の場合でも︑真直ぐ水平に飛ぶのは難しい︒モブリー

上︑補助翼も吹き飛ばされた少佐は︑両手で操縦桿を動かすほかないこ

た︒しかし︑コルセア隊はなんとかこの射程外に留まった︒呉の対空砲

敵機の様子から︑二機を報告に追加した︒

このように空戦が展開する中︑編隊は呉の海軍基地に接近していった︒

火は︑アメリカ機が呉基地の諸施設を攻撃することを推定して︑攻撃に
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実際攻撃地

発艦時刻
帰艦時刻
機種

米軍機
発艦

日本機

日本機損害

米軍機損害

〇 マイナー

損害機

〇

観察 交戦 墜落 損傷 人員損傷

〇

〇

機種

〇

〇

交戦 爆撃

四

〇

ゼロ戦

〇

〇

一一

〇

〇

〇

５
―

一〇

四

一〇

三

六

二
六

二

Ｆ６Ｆ ５
―Ｐ

５
―

ＶＢＦ ９
―

Ｆ６Ｆ ５
―

ＶＢＦ ９
―

ＶＢＦ ９
―

ＶＢＦ ９
― 写真と広空廠

九

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

Ｆ６Ｆ ５
因島︑
―
〇九〇〇発
帰途 高知飛
一三二〇帰
行場

〇

二

〇

〇

〇

行方不明
二
不時着二
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一九四五年三月一九日 第五八機動群 呉地方攻撃 概要︵三︶
第四機動群︵ ・４︶
攻撃目標

一一

隊名

広 空 廠・ 飛 行
因島
場

一〇

航空機戦闘
報告
ナンバー

ＶＴ ９
―

広 飛 行 隊・ 広 広 飛 行 隊・ 空 〇七一〇発
ＳＢ２Ｃ ４
―
空廠
廠 呉港艦船 一一〇〇帰

〇

〇

〇

写真一機

〇

〇

ＶＦ ９
―

三

〇

呉基地掃討

Ｆ６Ｆ
〇七一〇発
一一〇〇帰 Ｆ６Ｆ

三

三

〇

三

不時着一

撃破三
不確実七
三

〇

〇

〇

〇

〇
三
六

〇

一
一〇

一二

一〇

一一

〇九〇〇発 Ｆ４Ｕ １
―Ｄ
Ｆ４Ｕ １
―Ｄ

〇

一
八

Ｆ６Ｆ ５
―

因 島︑ 帰 途
高知

ＳＢ２Ｃ

三

ＶＢＦ ９
―

因島︑
高知飛行場

呉 港︑ 広 飛 行 呉 港︑ 広 飛 行
〇七〇〇発
場・空廠
場 帰途松山

一〇

三

Ｆ６Ｆ ５
―

ＡＧ ―

ＡＧ ―

〇五五〇発 Ｆ４Ｕ

鐘馗

ＶＢＦ ９
―

〇七〇〇発
ＴＢＭ ３
―
一一〇〇帰

一〇
ヨークタウン
四
―五
♯五五七〜
♯五六四

ＶＢ ９
―

ＶＦ ９
―
ＶＢＦ ９
―
ヨークタウン 二〇
♯五三九〜
♯五四四

ＶＦ ９
―

二一

一一
♯三九九〜
♯四〇四

一〇

VBF VF

ヨークタウン ＶＢＦ ９
―

イントレピッド

イントレピッド

ＡＧ ―※
呉 海 軍 基 地︑
︵１︶
広空廠
広空廠
ＶＢＦ ―

註 ※︵１︶ＡＧ⁝⁝﹁航空群﹂のこと︒

イントレピッド 九

10
10
10

10

ヨークタウン

九
♯五五一〜
♯五五五

空母名

58

ベニントン艦載機の広島湾接近コース

分隊長のクロード バーンヒル少尉は︑列機のラッセル少尉が初期に被

弾したと報告した︒ラッセル少尉を援護するために高度を下げると︑気

付かなかった敵機がバーンヒル機を撃ってきた︒少尉は被弾しながらラッ

セル機を攻撃していた敵機に偏角射撃を浴びせかけ︑そのすさまじさに

恐れをなした敵機を追い払うことができた︒バーンヒル少尉はまた被弾

したが︑ラッセルを見たのはそのときが最後であった︒

モブリー少佐は︑日本機二機がエンジンから黒煙を引きながら降下す

るのを見た︒コンパスをやられた少佐機は︑退避にあたって列機にコー

スの指示が出せない︒少佐は﹃南よりのコースをとれ﹄と指示するほか

なかったが︑全機はこれに従った︒日本機はもう追って来ない︒しかし︑

少佐は味方の駆逐艦哨戒ラインに漸く辿り着いたとき︑全機を母艦にリー

ドできないことが分かった︒キャントレルが負傷していることを知らな

いモービルは︑母艦にリードする任務を頼んだ︒キャントレルは何も言

わずにこれを受けて編隊をリードした︒

キャントレル自身のダメージも大きかったが︑損害の大きい機から先

に着艦させた︒自分が着艦しようとしたとき︑
敵機が付近に急に現われた︒

キャントレルは母艦が敵の攻撃を避けるために回頭するのを見た︒五イ

ンチ砲が空に打ち上げられたので︑編隊を射程外にリードした︒これが

三〇分もかかって収まったが︑その間︑彼の足の出血はますます激しく

なっていた︒着艦したときの燃料の残量は僅か二〇ガロンであった︒彼は︑

直ちに救急室に担ぎこまれ︑右足から弾片五ヶを摘出してもらった︒
単位の換算早見表
一ガロン＝三・七八五リットル
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翼端が丸い菱型翼

ずん胴機体

昇降舵は楕円形

ずん胴厚機体

重厚な胴体

昇降舵の前縁
三角の角型翼端
後縁はまっすぐ

下のイラストは︑尾翼︑昇降舵の特徴を強調している︒

電改﹂の登場を見抜いたパイロットのイラストによる急報である︒

ここに紹介したのは︑相手機の識別が困難な最中︑ついに﹁紫

ところがこれらは︑ほとんど﹁紫電改﹂であった︒

している︒

電﹂
︑
﹁疾風﹂など︑日本の海・陸の戦闘機のコードネームで報告

戦闘に参 したパイロットは︑対戦した相手を﹁ゼロ戦﹂
︑
﹁鐘馗﹂
︑﹁雷

菱形両翼―角型翼端

374
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報告に﹁紫電改﹂初登場

四角形の安定盤

死闘三〇分 つ
―いに
とらえた﹁紫電改﹂ のイラスト
﹇空母ベニントン︵ＣＶ ・第五艦隊／第五八・一任務隊︶艦載
海兵第一一二・一二三戦闘機隊︒広島飛行場攻撃任務︑一九四五年三月一九日
〇五 四五日本時発艦﹈報告ナンバー・二四・四五︵ＶＭＦ一一二・一二三︶
﹈

﹁航空機戦闘報告﹂作成者のパイロットによれば︑
﹃大きさはチャンス
ボウト社Ｆ４Ｕのコルセア並み︒両翼が菱形で︑翼端が丸く︑ずん胴重
厚な胴体︑
﹁ゼロ戦﹂型キャノピー︵風防︶と獅子っ鼻のカウリングと楕

ゼロ戦型キャノピー（風防）

﹇訳者註﹈

下目の中低翼

獅子っ鼻
カウリング
（エンジン覆い）

20

円形の昇降舵が特徴︒安定盤は四角であった﹄
︒この新型機は一九四五年

ずん胴機体

獅子っ鼻
下目の中低翼
カウリング
（エンジン覆い）

加 ‥

‥

三月一九日︑本州南西の呉海軍基地の近くで観察された︒略図はパイロッ

四角形の安定盤

トの﹁戦闘報告﹂による︒

ゼロ戦型キャノピー（風防）

敵機の強烈な印象

敵機空軍パイロットは精鋭

﹇空母ベニントン︵ＣＶ ︶第五艦隊／第五八・任務隊 艦載
海兵隊第一一二・一二三戦闘機隊︑広島空港攻撃任務︑一九四五年三月一九日
〇五 四五日本時発艦 報 告 ナ ン バ ー 二 四 ―
四 五︵ Ｖ Ｍ Ｆ 一 一 二・一 二 三 ︶﹈

今回の交戦における日本の航空戦術の性能は非常に高いものがある︒

回の能力では︑コルセアはこれにはかなわない︒しかし︑コルセアは︑

﹁ゼロ戦﹂と﹁鐘馗︵しょうき︶
﹂の性能については分かっている︒旋

点で優れた機能を持っている︒この新しい日本の戦闘機の速度はコルセ

外にいたときを狙って攻撃した︒敵機は海兵隊のパイロットが今まで見た

れは﹁ゼロ戦﹂ほどの機動性はない︒それに︑新型機の燃料タンクは︑

しかし︑コルセアはこの新型の戦闘機のふところにまわり込める︒こ

ア並で︑強力な二〇ミリ砲まで装備しているのにはおそれいる︒

中で最上クラスの技量と戦闘能力を持っていた︒敵機はわれわれのしんが

最新の日本の戦闘機と同様︑自動防漏になっていない︒タンクにうまく

この戦闘機のパイロットは︑明らかに日本空軍の﹃精鋭﹄だ︒飛行機

りに対して︑四機直列で攻撃を仕掛けた場合があり︑砲撃を受けると︑交
挟み打ちにして優位に立った︒わが隊機に発砲を仕掛けるとき︑敵は発射

乗りの腕は優れており︑その技量を十分に発揮した︒全体的な戦技も︑

当てれば簡単に燃え上がることははっきりしている︒

角を取ろうとして空一面を 飛び回ることはしないで曵光弾をまず発射した︒

アメリカの戦技とほとんど同じである︒

に︑新奇な彩色砲煙を使ったと考えられる︒この彩色砲煙の使用は続い

一三︑日本軍は︑わが隊機の高度とコースを邀撃機に分からせるため

一二︑彼らは︑わが隊機を敵の対空砲火の上空に引き寄せようとした︒

一一︑敵はわが損傷機と跛行機を狙った︒

転するのを報告している ――
われわれに追跡させようとしているように見
られる︒追跡の機会を与えるのは実際自殺的なのだ︒

から二〇ミリ砲の撃ち方を始めた︒モブリイ少佐は︑敵の一ケ分隊が緩横

敵は︑明らかに最初は七・七ミリの曳光弾を発砲した︒当たっていると見て

互に撃ちながら退避した︒敵機はわれわれの編隊の両向い側から攻撃して︑

されており︑殆どの場合二機分隊作戦によった︒敵機はわが隊機が旋回の

攻撃には︵二機︶分隊︵四機︶小隊戦術を用いた︒攻撃は全てよく連繋

第一二三海兵隊戦闘機隊のパイロット達は︑その強烈な印象を次のよう

20

海兵飛行隊のパイロットが呉の上空で始めて見た新型機に比べ︑多くの

‥

に報告した︒日本の戦技はアメリカの標準戦技とほとんど同じである︒

﹇空母ベニントン︵ＣＶ ―︶第五艦隊／第五八・一任務隊艦載海兵隊
第一一二・一二三戦闘機隊 広島空港攻撃任務︑一九四五年三月一九日
,
〇五 四五日本時発艦﹈報告ナンバー二四 四
一二三︶
﹈
―五︵ＶＭＦ一一二︑
20

ている︒ ・Ｔ４Ｕ Ｉ
―Ｄコルセアはやはり強力で︑簡単にはやられない︒
基地に帰投したコルセア機は︑ほとんどの場合︑極端な燃料不足状態で
あったが︑飛行は全うした︒
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14

雷
｢電
｣

｣

敵機種
撃墜か損害を
与えた敵機
識別不能

鐘
｢馗
未識別

鐘
｢馗

鐘
｢馗

鐘
｢馗

鐘
｢馗

鐘
｢馗

鐘
｢馗

｣

｣

｣

｣

｣

｣

｣

未識別

鐘
｢馗
不明

未識別

十四機

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

コルセア

機種

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

海兵一二三艦戦隊

隊名

Ｎ・Ｄ・シールド中尉

Ｔ・Ｎ・モブリー少佐

Ｎ・モブリー少佐

Ｒ・Ｗ・クルチンスキ少尉

マニキス少尉

Ｆ・クルチンスキ少尉
Ｗ・マニキス少尉

Ｄ・メイヨー少尉

Ｗ・Ａ・ラッセル少尉

Ｅ・ミーレム少尉

Ｇ・Ｈ・スピアリング少尉

Ｗ・Ａ・キャントレル大尉

Ｗ・Ａ・キャントレル大尉

Ｗ・Ａ・キャントレル大尉

Ｗ・Ａ・キャントレル大尉

パイロット 射･手

五インチ×六

五インチ×六

五インチ×六

五インチ×六

五インチ×六

五インチ×六

五インチ×六

五インチ×六

使用兵器

一〇度デフレクション︑胴体︑コックピット

後尾部︑アスターンから

翼根部︑エンジン︑デフレクション二〇

エンジン後部から

後部から胴体側面

胴体︑エンジン後部から

後尾より翼元

正面

正面からエンジン︑翼

エンジン

機隊各所

翼︑後尾部

両翼︑胴体

翼根︑コックピット︑デフレクション五〇

命中点・角度

撃墜

損傷

損傷

損傷

損傷

損傷

損傷

撃墜

撃墜

撃墜

損傷

撃墜

撃墜

申告
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日本機の撃墜・損傷記録
﹇ベニントン︵ＣＶ ︑第五艦隊／第五八・一任務隊︶艦載
海兵第一一二︑一二三戦闘機隊︑広島飛行場攻撃任務︑一九四五年三月一九日
〇五 四五 日本標準時発艦﹈ 報告ナンバー二四 四
一二三︶
﹈
―五︵ＶＭＦ一一二︑
20

海兵隊機の敵機空中撃墜または損傷

‥

米軍の損失も甚大
﹇空母ベニントン︵ＣＶ ︑第五艦隊／第五八・一任務隊︶艦載
海兵第一一二︑一二三戦闘機隊︑広島飛行場攻撃任務︑一九四五年三月一九日
〇五 四五 日本標準時発艦﹈報告ナンバー二四 四
一二三︶
―五︵ＶＭＦ一一二︑
20

味方機種類
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア
コルセア

一二三海兵戦闘機隊

一二三海兵戦闘機隊

一二三海兵戦闘機隊

一二三海兵戦闘機隊

一二三海兵戦闘機隊

一二三海兵戦闘機隊

一二三海兵戦闘機隊

敵機火器

敵機火器

敵機火器

敵機火器

敵機火器

敵機火器

敵機火器と二〇ミリ

敵機二〇ミリ砲

敵機二〇ミリ砲

右安定盤補助翼︑昇降舵

左右補助翼︑フラップ︑翼

左安定盤開口

右機内フラップ︑左翼︑左補助翼︑コックピット︑左側面︑配線︑燃料系統

翼︑胴体

各所

機隊各所

昇降舵開口︑翼

油圧系統︑昇降舵

後尾部︑機体前面

修理

修理

修理

修理

喪失

喪失

喪失

投棄処分

投棄処分

投棄処分

損害 損･失の程度

一二三海兵戦闘機隊
敵機火器

修理

被弾箇所 ア･ングル

一二三海兵戦闘機隊

左昇降舵

隊名

一二三海兵戦闘機隊
敵機火器

Ｇ・Ｋ・ウースター中尉

敵機火器

敵機火器

負傷入院

作戦中行方不明

作戦中行方不明 ※呉市・郷原で撃墜︒呉海軍警備隊に護送︒重傷のため看護むなしく翌日死亡︒

処置状況

Ｒ・Ａ・ラッセル少尉

敵機火器

理由

Ｗ・Ａ・キャントレル大尉

氏名 階･級

一二三海兵戦闘機隊

５ 一二三海兵戦闘機隊

４ 一二三海兵戦闘機隊

隊名

人的損傷︑喪失

コルセア

理由・敵機の種類
火器の種類 作･戦理由

海兵隊機の作戦中喪失または損傷 自隊所属航空機

‥

６ 一二三海兵戦闘機隊
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No

三名生死不明

報に接した第一七雷撃機隊︵ＶＴ ︶のアベンジャー雷撃機︵ＴＢＭ 三
―︶
一二機を始めとする第一七航空群の三九機は︑空母ホーネットから呉港
の日本艦船の攻撃に発進した︒

る砲火もあって注目される︒

敵の戦闘機による邀撃は全くない︒この港湾地域にたいして︑これに

先立って行われた戦闘機掃射作戦がこの減少の原因となったことは明ら

かである︒第一七雷撃隊が攻撃中に投下爆弾が命中した船舶は︑戦艦一

隻︵
﹃伊勢﹄級︶︑重巡二隻︑空母一隻︑軽空母一隻と駆逐艦二隻だと報
告されている︒

パイロットと戦闘乗組員が攻撃目標地域上空で消耗した砲弾の合計は︑

五〇口径 ︵註
〇〇〇発︑
三〇口径 ︵註
〇〇〇発である︒
* １︶弾二︑
* ２︶弾三︑
船舶にたいする機銃掃射は報告によると最低戦艦一隻と空母一隻︑そ

の他少なくとも軽空母一隻︑駆逐艦数隻︑小型商船二隻︑海防艦一隻に

サンパン数隻である︒小型商船二隻と砲艦に火災が発生し︑サンパン一

隻は機銃掃射後に爆発したとの報告があった︒

パイロットと乗務員は﹃対空火器がすさまじかった﹄と評した︒彼ら

トＡＯＭ三級とＲ・Ｈ・ウィリアムズＡＲＭ三級の三人が搭乗するアベ

タルマージ︑ウエストモーランド中尉と同機の機銃士Ｈ・Ｗ・ウエス

陸上施設にも機銃掃射を行った︒成果は確定できていない︒

の報告は写真によって裏づけられている︒対空砲火の砲煙は︑白から黒

ンジャー雷撃機は︑ただ一機基地への帰投ができなく︑乗組員は生死不

させたほか︑商船一隻に一発︑付近のドックと港湾施設にも四発命中の

の全般の範囲にわたって︑黄︑ピンク︑グリーン︑紫と多彩であった︒

小型商船二隻と海防艦一隻が呉港︵攻撃︶目標地域東の広湾で発見した︒

この対空火器については︑二説あってよく知られている︒その一説によ

明者としてリストアップされた︒ ︵*註３︶
Ｊ・Ａ・ティウ大尉は顔と頭に切り傷を受け︑無線士のＢ・Ｗ・スミ

成果を上げた︒港湾内のその他の多くの船舶は︑第一七雷撃機隊によっ

れば︑特定の高射砲陳地の砲火を識別するために用いられていると言う︒

スＡＲＭ三級は頭に切り傷を受けた︒写真係りで大尉機に搭乗していた

飛行機五機︑エミリーと呼ぶ二式大艇一一型を広港で認めた︒

もう一つの説によれば︑砲火の色が多いのは︑同じ高度で特定の色の爆

﹇訳者註﹈

︵*１︶ 原文の 五
五インチ口径の誤記か略記︒
｢ 〇口径 は
｣︑
︵*２︶ 原文の 三
｢ 〇口径 は
｣ ︑三インチ口径の誤記か略記︒

ランド少尉は右腕に軽い裂傷を受けた︒

Ａ・Ｅ・スタイン大尉は右目下に切り傷を受けた︒Ｊ・Ｅ・ストリック

一一︑
五〇〇フィートなどが観察されている︒黒い砲火は五インチ砲︑白

例 え ば︑ 黄 色 の 砲 火 で 高 度 六︑〇 〇 〇︑ 紫 色 で 九︑〇 〇 〇︑ 黒 で

という︒

発煙が多く観察されているところから︑高度別に用いられているからだ

て機銃掃射を受けた︒成果は︑
敵の損害甚大と考えられるが確定できない︒

第一七雷撃機隊は︑日本の軍艦七隻に五〇〇ポンド爆弾一四発を命中

弾による損傷を受けた︒

墜された一機が基地に帰投できなく︑その他四機は艦船と陸上の対空砲

い対空砲火が集中する弾幕を掻い潜って︑攻撃目標に襲いかかった︒撃

第一七雷撃機隊は︑パイロット全員が今まで経験したことのない激し

17

い砲火は四〇ミリの砲台から発射されたと考えられている︒黄燐弾によ

‥
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一機帰投なし
﹇アメリカ空母ホーネット︵ＣＶ ︶第一七雷撃機隊一九四五年三月一九日
〇六 五五 Ⅰ時発艦
任務；呉湾攻撃﹈報告ナンバー一二﹈
12

一九四五年三月一九日︑日本艦隊の残党が呉港に退避しているとの情

‥

︵*３︶ 三名は能美町内で撃墜︑落下傘で降下︑江田島兵学
校を経由し︑呉海軍監獄に収容され︑戦後開放された︒
一九四五年三月二〇日に江田島で撮影された二名の写真が
二〇〇〇年九月に発見された︒この写真が機縁でウエスト
モーランド中尉から礼状と彼の個人的 戦
｢ 闘報告 が
｣ 届けら
れた︒彼は五八年間︑呉港で戦艦﹃大和﹄を攻撃したと信じ
ていた︒訳者が母艦ホーネットの﹃戦闘報告﹄と彼の電撃隊
の前の爆撃隊が撮影した写真を送付し︑出撃の時間関係から
も﹃大和﹄の攻撃がありえないことを知って︑失望した模様
であった︒
・同氏の通信文によれば︑彼は呉海軍刑務所で同室の古
参の日本水兵の﹁牢名主﹂を一度かばった ――
巡察に対して
飯を取り上げられたことはないと嘘を言った ――
おかげで︑
以後﹁牢名主﹂から特別に目をかけられた︒他の米軍人捕虜
らは︑ほとんど看守のビンタを毎日喰らい︑劣悪な待遇に泣
いたが︑捕虜の中の一人︑ワイス大尉は︑日本人の美人の手
引きで︑岩国飛行場から﹁紫電改﹂を奪って逃走するという
夢を見るのが唯一の癒しとなったという︒
︵ワイス大尉の件
は境田氏﹁源田の剣﹂による︶

ヤード・ポンドなどの単位早見表
マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル
フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル
ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶
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米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶
一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

１９４５年３月の空母「ホーネット」National Archives

cf

めた︒四国西部の上空を航過して︑
四国の北西約六マイル地点の伊予灘で︑

前方南西寄りコースの一三︑
〇〇〇フィートの高度に︑主に﹃ゼロ戦﹄
﹃フ

ランク﹄か﹃ジョージ﹄などの戦闘機約四〇機︵註８︶ が飛行している
のをみとめた︒
﹇訳者註﹈

︵１︶戦艦﹃大和﹄を含む︒
*
︵*２︶広島新設の陸軍飛行場︵戦後の観音飛行場︶
︒
︵*３︶目標上空の制空権の確保︒
︵*４︶松山飛行場︒

︵*５︶ヘンリー境田によれば︑この段階で︑
﹁剣部隊﹂
︑
﹃三四三空の二
ケ飛行隊は︑空戦で飛行機九機︑搭乗員九名を失った﹄とある︒
︵ ・

あった︒ ︵*註３︶
攻撃隊の作戦の開始は一時間後に予定されていた︒ところが︑連繋す

する攻撃隊が到着する前に目標地域内の日本の空軍力を撃破することで

ト海軍大尉が司令を兼務した︒
﹃掃討﹄の目的は︑日本の海軍部隊にたい

︵８
源田実中佐が指揮する﹁剣部隊﹂
︵三四三航空隊︶の﹁紫
* ︶コナントは︑
電改﹂が相手だとは︑この時点ではまだ分からなかった︒
︵ ・
﹃源田の剣﹄

︵*７︶目標地点岩国飛行場か︒ＶＢＦ ︵第一七戦闘爆撃機︶編隊は四
国での反撃に会って︑目標の一つの岩国には到達できなかった︒

︵*６︶
﹃米軍の飛行機損失八機︑搭乗員未帰還六﹄
︵同上Ｐ一二〇︶

一二〇︶

が戦闘中行方不明である︒ ︵*註６︶
討掃隊が﹇四国の手前の﹈ランデブー地点に到着したとき︑ベニント

この邀撃による激闘の結果︑日本機が二四機 ︵*註５︶ 撃墜され︑アメリ
カ側も六機失った︒うちパイロット一名は駆逐艦に救出されたが︑六名

近するにつれ︑今度は日本機は︑一三︑
〇〇〇フィートより高度を僅かに

いた︒見ていると︑
︵後尾の︶分隊がやや高度を下げた︒二グループが接

ホーネットのヘルキャット機は︑北西寄りのコースを一二︑
〇〇〇

フィートで飛んでいた︒日本機は二機小隊による四機分隊編成を固めて

ンの﹇海兵隊﹈戦闘機群はランデブー地点から出発してもういなかった︒

上げて後尾の二分隊を残して雲の中に入って上空を航過した︒

cf
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第一七戦爆隊の二〇機は自隊だけで目的地 ︵*註７︶に向かうコースを定

Ｐ
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六名が戦闘中行方不明
﹇米空母ホーネット︵ＣＶ ︑第五艦隊 五八・一機動群
本州呉地域飛行場戦闘機掃討任務︑一九四五年三月一九日
〇六 一〇︵Ⅰ︶時出艦﹈報告ナンバー三七︵ＶＦ 一
﹈
―七︑ＶＢＦ 一
―七︶

空母ホーネットの戦闘機隊は︑日本の艦隊の主要部隊 ︵*註１︶が呉海
軍基地に碇泊しているという情報に接し︑二日目の攻撃作戦を呉地域に
振り分けられた︒一九四五年三月一九日︑〇六 一八日本時︑第一七戦
闘爆撃機隊のグラマンＦ６Ｆヘルキャット二〇機の戦闘機隊は︑母艦ホー
ネットを離艦して︑空母ベニントンの艦載ＦＡＵコルセア一六機とラン
デブーした後︑呉地域内の目標二一二号の岩国︑目標一五七号の松山西部︑
目標二八九号の呉と目標二一一号の広島 ︵*註２︶にたいする予定の戦闘
機掃討作戦に出撃した︒

﹃源田の剣﹄ヘンリー境田︑高木晃治著︑二〇〇三年︑東京︑ 一一九︑

る予定の討掃隊は目標地点の飛行場上空 ︵*註４︶には到着していない︒
それに︑瀬戸内海の上空には︑この空母航空軍がかつて経験したことの

︵同上 九六︑九七︶

この五八・一機動群の掃討隊は︑第一七戦闘爆撃隊長のＥ・Ｓ・ コナン

cf

12

ない最も恐るべき日本の邀撃︵ようげき︶布陣が待ち受けていた︒しかし︑

Ｐ

‥

‥

‥

する︒下方から負けじと反撃するのだ︒同時に敵の編隊は激しい攻撃に

入った︒一︑
〇〇〇フィートから一︑
五〇〇フィートの高度差で上方から

二機の小隊編成で固まって雲の中にかけ上がり︑攻撃を再び仕かけてき

た︒この時点 ︵*註１︶〇八 〇五時︵日本時間〇七 〇五時︶から〇八
三〇時にかけて︑両軍の死闘がこの一帯に続くことになる︒
‥

‥

とり作戦だと判断した︒思ったとおり︑一八〇度の旋回が終わると上位

上位を保とうとしている︒コナント大尉は︑この二機は明らかに敵のお

て降下して来るではないか︒一方︑残りの敵機は雲の上に高度を上げて

面からぶつかろうとした︒旋回していると今度は敵二機が編隊から離れ

のコナント大尉は︑すぐさま自分の隊も一八〇度旋回させて︑敵機に正

一八〇度転針して自分の編隊の後尾に付くつもりだなと判断した︒強気

コナント大尉は雲の下に残っている敵の二ヶ分隊を見て︑敵の編隊は

機の装備は使いものにならなくなった上︑油圧系統もずたずたにされた︒

撃で手ひどく被弾した︒識別不能の敵の戦闘機一機の二〇ミリ砲で大尉

明の行方不明になったのだ︒分隊の四番機プリンズ大尉は敵の最初の一

再び会うことはなかった︒マコーミック少尉とカー少尉は戦闘中生死不

﹃フランク﹄の最初の一撃でコナント分隊の乗組員二名が視界から消え︑

られている激戦の現場に引き返すことができた︒

は急旋回をして離れ︑コナントは一二︑
〇〇〇フィートの高度で繰り広げ

に視界から消えた︒この敵機を﹃不確実﹄ながら仕留めると︑他の二機

の左側に一連射を与えた︒敵機は煙を吐いて左に旋展していたが︑すぐ

をしながら高度を三︑
〇〇〇フィートまでとことん下げたところで︑敵機

三機に両側と上方を囲まれているではないか︒大尉はとっさに交叉運動

した︒大尉は攻撃が終わってはっとした︒なんと自分が他の﹃フランク﹄

に長い連射を浴びせた︒
﹃フランク﹄は前面と胴体一面火に包まれて爆発

急降下してこれを追い︑上方九時方向からコックピット前部の胴体左側

に後ろから撃たれながら目の前を急降下するのを見た︒コナント大尉も

のＦ６Ｆ一機︵列機のマッコーミック少尉機と考えられる︶が﹃フランク﹄

パイロットはパラシュートで脱出した︒その直後︑コナント大尉は味方

射程は約二〇〇フィートまで縮まっていたので左に回避した︒日本機の

る敵に立ち向かい︑二〇度下方からエンジンに一撃を与えた︒その瞬間︑

込みをかけて来た︒直ちにコナントは上昇旋回して︑二時の方向から来

最初の交戦で︑
﹃フランク﹄一機 が上方正面からコナントの小隊に殴り

‥

を保持した敵は上方正面から攻めてくる︒ホーネットグループも急上昇
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1945 年３月、日本冲で艦載機を発艦中のホーネットとペニントン。
National Archives photo

キップ大尉の分隊も︑最初の攻撃のとき敵戦闘機四機に襲われた︒大

ランク﹄を二機撃墜した︒二回とも﹃フランク﹄は第二小隊のハルーフ

この激戦中︑キップ大尉は第二小隊の後尾に食らいついた単機の﹃フ

二機と﹃ゼロ戦﹄三機︶に煙を吐かせている︒煙の量がすさまじかった

尉の分隊はウィーブをかけ︑一八〇度旋回した︒すると︑
﹃フランク﹄が

中尉とホレー中尉の後ろを優位な上方から攻撃した︒両方ともキップ大

大尉一人で何とか基地に帰投したが︑ノーフラップ着艦だった︒飛行機

単機キップ大尉の列機であるマシューズ少尉と同じ高度で降下から水平

尉はウィーブの右側にいたが︑水平から急上昇して小隊の頭越しに︑攻

ので﹃おそらく撃墜﹄と申告されている︒

に引き起こした︒マシューズの目の前だった︒マシューズはとっさに﹃フ

撃をしかけてくる﹃フランク﹄のエンジンに長い連射を浴びせた︒一機

はバリアに衝突︑転回して止まるさまだったが︑大尉は無傷だった︒

ランク﹄の尾部を至近距離から発射してこれを爆破した︒

ランク﹄にとりついたマシューズ少尉はその尾部に連射した︒
﹃フランク﹄

は全体が火だるまになり︑一機は爆発した︒この大乱闘に幕が下りる約

を通り抜けた﹃ゼロ戦﹄一機をホレーが追って尾部に発射した︒
﹃ゼロ戦﹄

が水面までダイブすれば︑
マシューズもそれを追った︒相手の﹃フランク﹄

マシューズが﹃フランク﹄を攻撃している間に分隊は近くに固まって

がフラップを下げ︑八︑
〇〇〇フィートで水平に転じたのを狙って︑ホレー

は湾内に激突する寸前に爆発したが︑この戦闘を最後にその後マシュー

一〇分前︑﹃フランク﹄
一機がキップ分隊のど真ん中を急降下した︒この
﹃フ

は近距離から九時の方向で発射した︒曳光弾が敵機の右側の翼根に撃ち

ズを見たものはいない︒

いた︒ホレー少尉がキップとハルーフの上方でウィーブした︒分隊の側

込まれた︒火焔がコックピットに広がり︑ダメージを受けた翼根︑機体

キップ小隊が﹃ジーク﹄四機に攻撃されたのは︑
この攻撃の最終段階で︑

小隊︵マシューズはもういない︶がまさにこの地を離れ︑母艦に退避す

もろとも﹃ゼロ戦﹄は松山西飛行場数マイル南の海岸に墜落した︒ホレー
少尉は上空の激戦の場に引き返すために上昇しかけたところ︑
﹃ゼロ戦﹄

るところだった︒

さて︑この交戦の現場には︑この小隊と他に多分もう二機しか残って

が単機上からこちらを目がけて降りて来るのでとっさに左に逃れた︒少
尉は今度は﹃ゼロ戦﹄の後尾にまわって︑ブローニングの一二・七ミリ弾

ロ戦﹄一機はキップ大尉とハルーフ中尉の間の後尾に降りて来た︒小隊

いなかった︒その中のホレーの小隊の高度は九︑
〇〇〇フィートで︑その

その後まもなく︑第二小隊長のハルーフ中尉は︑
﹃フランク﹄一機がキッ

はウィーブしてこれを防いだが︑敵の二〇ミリ砲がキップ機の右翼を連

の長い連射を浴びせた︒さしもの﹃ゼロ戦﹄も火焔に包まれて︑同じ松

プ大尉機に攻撃をかけ始めているのをみとめた︒ハルーフの小隊はウィー

射し︑キップ機は二〇ミリ弾が開けた大孔から火を噴き出し︑火焔が尾

上から敵機がダイブをしかけ︑同時に二機が両側から攻撃して来た︒
﹃ゼ

ブをキップ大尉機のビーム左側でかけているところであった︒
﹃フラン

を引いた︒小隊の右手上方にいたホレー少尉はキップ機に向かう攻撃機

山飛行場の南海岸に墜落した︒

ク﹄がキップの後尾に降りて来るので︑ハルーフはとっさに急上昇して︑

敵機はたまらず左に傾いて︑高度を次第に落とした︒カウリングと両翼

に回り込んで︑真横から連射した︒

二〇度下から連射した︒
﹃フランク﹄
は攻撃を止め︑
左に反転して爆発した︒

の根部が弾丸のフラッシュを浴びて燃え上がった︒敵機はむくむくと噴き

三〇〇フィートの至近距離から﹃フランク﹄のエンジンとカウリングを
ハルーフ中尉はこの激戦全体を通して他に日本の戦闘機五機︵
﹃フランク﹄
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ため︑一緒にキップ機を支えて西南に向かった︒キップ機の右翼は燃え続

出る煙の尾を長く引いた︒ホレーとハルーフは四国を横切って洋上に出る

を全開し︑高度を四︑
〇〇〇フィート上げ︑何とか二〇〇ノットでたので︑

ていると﹃ジョージ﹄一機がイードリングを追跡し始めた︒スロットル

れ以上攻撃をかけてこなかった︒母艦への帰路︑補助翼に頼って飛行し

﹃ジョージ﹄から逃げられた︒

けていたが︑大尉は真直ぐな水平飛行を二〇〇ノットで維持した︒ところ
が︑突然キップ機の右翼が折れた︒胴体もコックピットの真後ろで真っ二

ら﹃ジョージ﹄の攻撃にかかった︒大尉は曳光弾が敵機の胴体と右翼に

﹃ゼロ戦﹄を撃ち落してから約一〇分後︑ムーア大尉は﹃ジョージ﹄の

この戦闘で︑
ホレー小隊は敵機五機を撃墜した︒乱戦のしょっぱな近く︑

命中しているのをまず確かめた︒今度は右の翼根を六インチ口径
︵一二・七

つになって︑松山西飛行場南西五マイルの地点に焔に包まれて落下した︒

ムーア大尉は﹃ゼロ戦﹄一機がＦ６Ｆグラマン一機を追跡するのを見た︒

ミリ︶六丁で一斉に連射すると︑機体から破片が飛散するのが見えた︒

尾部にとりついた︒至近距離二〇〇フィートで︑五時の方向︵後方︶か

ムーア大尉の下方約一︑
〇〇〇フィートで横断コースを取っている︒大

さしもの﹃ジョージ﹄も右に傾いて次第に落ちていった︒ムーアはこれ

キップ大尉は﹃戦闘中行方不明﹄に列記されて帰らぬ人になった︒

尉はこれを狙ってすぐさま行動を起こした︒上から襲い掛かり︑八〇〇

を追えなかった︒丁度そのとき︑気付かなかった敵機からエンジンに連

帰路ムーアは二度攻撃を受けた︒一度は尾部から攻撃され︑錐揉みに

フィートから発砲した︒曳光弾が﹃ゼロ戦﹄のコックピットに撃ち込ま

このムーア大尉の攻撃時︑列機のイードリング少尉が敵機一機を撃墜

なった︒幸い九︑
〇〇〇フィートで回復した︒四国上空でもう一機に攻

射を浴びたからだ︒油が風防全面に霧散して前が見えない︒エンジンが

した︒大尉が上方の﹃ゼロ戦﹄の攻撃にかかったとき︑イードリングは

撃された︒両翼を連射され︑右翼から火が出たがやがて消えた︒機動部

れるのが見える︒たちまちコックピットから火が噴き出した﹃ゼロ戦﹄

ムーアの後尾についた︒すると︑突然︑
﹃ジョージ﹄二機がムーアとイー

隊の防御陣の視界に入る直前にムーア機のエンジンはパワーがなくなり

激しく震動し始め︑
﹃ジョージ﹄を追うどころではなかった︒

ドリングの間にダイブして︑イードリングが左に反転すると﹃ジョージ﹄

始めた︒それで︑防御陣を目の前にして︑不時着しなければならなかっ

は操縦性を失って裏返しになった︒

も左に反転した︒イードリングの後尾に四時の位置でついていることに

分隊長のチャップマン少尉は︑乱戦のさ中﹃トニー﹄二機を撃墜した︒

た︒踵を捻挫したが︑ムーアはノーフラップで何とか海上に不時着水し︑

イードリングは射角を上げてコックピットを連射した︒すると︑敵機は

二回とも敵機の後尾に食らいついて︑六時︵後方︶から平行で連射し︑

敵も気付いたからだ︒イードリングは九〇〇フィートの位置から連射し

左に傾いてから落下して行った︒イードリングはそれが水面に突っ込む

湾内に撃墜したのを見た︒列機もグロソ少尉も﹃トニー﹄を撃墜した︒

一五分後に潜水艦に救助された︒

のを見た︒この敵機を撃墜した後︑イードリングは分隊からまたはぐれ

一機は上方からエンジンを撃って発火させた︒もう一機は︑後ろから長

た︒曳光弾が敵の後尾部に撃ち込まれるのを見たが発火はしなかった︒

てしまった︒単機は危険なので母艦にコースを向けるしかないと思って

い連射を浴びせ︑四国の西海岸に撃墜した︒

ワイス大尉の分隊は︑敵機四機を撃墜したと報告している︒乱戦中︑

いると︑敵機に九〇度の射角で襲われた︒イードリングは旋転して敵機
に向かおうとした︒ところが︑なんと昇降舵が効かない︒幸い︑敵もそ
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日本の戦記に「壊滅した」と書かれたホーネットの「戦闘報告」を入手

これは、ホーネット艦載機第１７戦闘隊の戦闘報告書 1945 年 3 月 19 日の一般状況ページ。日
本側の戦後の戦記には、
「ホーネット壊滅」と書かれ、
「剣部隊」の成果が強調されているが、こ
の「戦闘報告」は、壊滅したといわれたホーネット第１７戦闘隊による「剣部隊」の被害１４機
の一覧の一部。今回、
「記録する会」は、散逸したといわれた、この報告ナンバー３９を入手した。
資料の印刷は、
ご覧のように真っ黒で、
簡単に読める代物ではなかったが、
「会」の努力で解読した。
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尉は三番目の﹃ゼロ戦﹄も攻撃した︒これは降下して煙を噴き出しなが

上からダイブした少尉は︑正面からこれを連射して海面に撃墜した︒少

エレミアン少尉は近くの他の小隊の横を通り過ぎた﹃ゼロ戦﹄を攻撃した︒

コナント︵ ・
︶大尉／ワイス︵ ・
︶大尉
E・
S CONANT
C ・
F WEISE

出撃パイロット名

﹇訳者註﹈ ︵*１︶東京地域で交戦した 一九四五年二月一七日の第
五八機動部隊艦載機による関東来襲︒

グロッソ︵ ・
︶少尉 ／ホレー︵ ・ ・
︶少尉
R
GROSSO
L
D
HOLLEY
ビオール︵ ・ ・
︶中尉／エバーツ︵ ・ ・
︶中尉
C
T
BEALL
B
A
EVERTS
エバンズ︵ ・
︶少尉／ハナー︵ ・
︶少尉
R ・
O EVANS
N・
L HANNAH

マシューズ︵ ・E・
︶少尉︵ ※三月一九日撃墜︑呉海軍刑務所に収監︶
W MATTHEWS
チャップマン︵ ・
︶少尉
F ・
R CHAPMAN
ハルーフ︵ ・
︶中尉
M ・
O HAROUFF

カー︵ ・ ・
︶中尉／エレミアン︵ ・
︶少尉
R
W
KARR
H
YEREMIAN
ムーア︵ ・ ・
︶大尉 ／ キップ︵ ・
︶大尉
R
W
MOORE
S ・
T KIPP
イードリング︵ ・
︶少尉
G ・
E EDLING

プリンズ︵ ・ ・
︶大尉
F
J
PRINZ
ユングハンス︵ ・
︶大尉
R・
L JUNGHUNS

マコーミック︵ ・F・E McCORMIC
︶中尉︵ ※三月一九日撃墜︑呉海軍刑務所に収監︶
クラーク︵ ・
︶少尉
R ・
A CLARK

ら視界から消えた︒少尉はその後︑九〇度の斜角で別の﹃ゼロ戦﹄を連
射するとパイロットの頭上の風防が粉々に砕け散った︒敵機は裏返しに
なり︑さかさまのまま海に突っ込んだ︒分隊長のワイス大尉はこの乱戦
中に姿を消し︑再び母艦に戻ることはなかった︒
この戦闘でビオール中尉の分隊は︑敵機を五機撃墜した︒
﹃ゼロ戦﹄一
機がビオール機に食らいついたとき︑分隊はウィーブをかけていた︒列機
のエバンズ少尉が急上昇しながら真横から連射すると﹃ゼロ戦﹄は傾いて
落下して行った︒ビオール中尉は﹃ゼロ戦﹄が水中に突っ込むのを見とめ
た︒その後︑中尉は雲の中から分隊に向かって降りて来て﹃ジョージ﹄を
撃墜した︒ビオールが敵機の後尾について四秒間連射すると︑風防の後ろ
あたりで機体が火を噴き水中に撃突した︒列機のエバーツ中尉が﹃ジョー
ジ﹄二機と﹃トニー﹄一機をこの交戦で仕留めたという︒最初﹃ジョージ﹄
に真っ向から向かうと︑エンジンから煙を噴出し水中に突っ込んだ︒
二番目の﹃ジョージ﹄と﹃トニー﹄は︑Ｆ６Ｆヘルキャットの後尾に
ついているのをエバーツ中尉に目を付けられた︒両方とも中尉は後ろか
ら接近して︑これを追跡した︒二機が火を吐きながら降下し︑松山西飛

フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル

マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル

ヤード・ポンドなどの単位早見表

乱戦に参加したこの攻撃隊のより経験を積んだパイロットたちの意見

ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶

行場付近の陸地に撃墜するのを見届けた︒
によれば︑松山で邀撃した日本のパイロットは東京地域で交戦した ︵*註
１︶パイロットより優秀だった︒飛行機の操作にも優れ︑攻撃性が抜群で︑

米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶／一ノット＝時速一・八五二キロメートル

‥

素晴らしい組織力と規律と戦技を示した︒彼らの戦技はアメリカ海軍の
戦技によく似ていた︒彼らは訓練が行き届いて︑戦闘飛行の経験が豊富
であった︒
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‥

空母「ペローウッド」
（CVL-24）艦載機から撮影された呉湾の写真 1945 年 3 月 19 日
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凡 例

日本の空母﹁天城﹂を攻撃

１、ＢＢ―「伊勢」か「日向」
２、ＣＡ―未確認
３、ＣＶＫ―「海鷹」クラス
４、ＣＶ―「雲龍」クラス
５、ＣＶ―「雲龍」クラス
６、ＢＢ―「日向」か「伊勢」
７、ＡＨ―未確認
８、補助艦船―未確認
９、ＢＢ―「金剛」
10、ＣＡ―未確認

﹇ＯＰＮＡＶ 一
―六 二
―二三書式 ＡＣＡ １
― 五枚のうちの三Ｂ﹈

呉海軍基地
１９４５年３月１９日

﹃呉︑一九四五年三月一九日︑とりわけ︑この新しい七五〇フィート
の前面の空母と後背部の﹃海鷹﹄型の軽空母は︑エセックス機の爆撃目
標であった︒最初︑空母の昇降機のように見えたものは作業小屋であり︑
新型艦の新装備であることがよく分かった︒奇妙なのは艦橋部の
﹃松の木﹄
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だ︒建造中にも拘らず︑空母からも軽空母からも激しい対空砲火が発射
された︒
﹄

エセックス艦載機からの攻撃を受ける空母「天城」

︵２︶ＶＦ 二九︵第二九戦闘機隊︶撮影のキャプションには︑
﹃呉港在
―
泊の日本の主力艦の残存艦﹄とあるのみ︒
﹃航空機戦闘報告﹄ナンバーＶ

の表示があり︒バシュロ機の報告に﹁大和型﹂とある︒

Ｆ三二／ＶＦ七四のⅪ︵第一一章︶︵九︶照準点の欄には﹃伊勢クラス戦艦﹄

﹁大和﹂攻撃誤認報告
目標上空の対空砲火は極度に激しかった︒しかし︑正確さは中程度に

とある︒Ⅻ第一二章︶
﹁対空防御﹂には︑
﹁戦艦三隻﹂
︑
﹁日本の主要艦船﹂

388
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﹇報告ナンバーＶＴ 三
―二︑ＶＦ 七
―四﹈

過ぎなかった︒艦爆撃隊も事前に情報を得ている一九三か所の陸上の重

とあり︑
﹃大和﹄か﹁大和型﹂の特定はない︒

﹃大和﹄
Yamato

※図版上の番号は、極端
に見え難いので、見やす
くするために編者がつけ
直した。

砲火の陣地 ︵*註１︶以外に︑戦艦三隻と重巡一隻を含む一三隻の呉港碇

透視図ナンバー Ｅ﹀
﹇訳者註﹈

‥
︵*１︶
﹃大和﹄の識別について 透視図の識別番号八に

識別
１、日向
２、ASHIO
３、ASHIO
４、阿賀野（?）
５、タンカー
６、利根
７、病院船
８、大和 *（註２）
９、雲龍か龍鳳
10、金剛
11、捷鷹
12、大鷹
13、天城（?）
14、
（?）
15、伊勢
16、那智

泊中の艦艇と多数の商船から砲火を浴びた︒
高度一四︑
〇〇〇フィートで炸裂する赤︑黄︑白の黄燐弾がみとめられた︒
連続照射も時折あったが︑全般的に弾幕射撃タイプ ︵*註２︶の対空砲火に
よる防御であった︒一四︑
〇〇〇フィートから一︑
〇〇〇フィートにわたっ
て全地区の上空は︑
高射砲から発射される砲煙に覆われた︒この飛行隊群は︑
一九四四年︵昭和一九年︶一〇月六日 ︵*註３︶以来︑第二次フィリピン沖
海戦︑マニラ湾の攻撃︑香港︑タカオ︑キールン︑台湾と東京水域での高
速空母の全作戦に参加している︒その中で︑呉における対空防御は今まで
遭遇した空戦の中で最強のものであったと考えられる︒

‥

他の小型商船への損傷は見られなかった︒
︵透視図や略図に記載なし︶

‥

‥

透視図は、第２９爆撃隊撮影の写真による。

﹇訳者註﹈ ︵*１︶一九三か所の陸上の重砲火の陣地 ニミッツ提督に
よる空港周辺の高射砲陣地の情報による︒

‥

‥

︵*２︶ barrage 砲火による弾幕︑阻塞︒
︵*３︶一九四四年一〇月六日以来 台湾沖航空戦︑
︵一九四四︑
一〇︑
一二
一五︶か︒
―
操縦士
バシュロ中尉

‥

‥

照準点 ﹃大和﹄ ︵*註１︶型戦艦 安芸灘における小型商船五隻︒
観察結果 戦艦に直撃命中一ヶ 小型商船エンジンルーム 破壊一隻︑その

‥ ‥

‥

（上の写真）１９４５年３月１９日、空母「カポット」の撮影隊が撮った、広方面の飛行場、空廠、
飛行機工場の写真。他の空母の撮影隊の写真もあるが、艦載機による垂直写真では今までにない優
れたものといわれた。
〈下の写真〉しかし、この地帯（特に飛行場、飛行隊）を撮影した垂直写真は、
４月１２日にＢ―２９のＦー１３写真偵察機によって撮影された下の写真を待たねばならなかった。
この４月１２日撮影の写真をもとに、５月５日の空襲目標が策定された。

写真 米国立公文書館蔵 工藤洋三氏提供
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した︒ ﹃敵機二〇〇機撃墜︑二五〇機以上を地上にて撃破︒小型貨物船

六隻撃沈︒戦艦一隻から二隻︑空母二隻から三隻︑軽空母か護送空母二隻︑

護送空母二隻︑重巡一隻︑軽巡一隻︑駆逐艦四隻︑ＳＳ潜水艦一隻︑護

衛駆逐艦一隻︑貨物船数隻に損害を与えた︒
﹄
﹇訳者註﹈

‥

三菱︑
﹃零式﹄艦上戦闘機﹃ゼロ戦﹄
︑連合国

390
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カボット艦載機の写真撮影
﹇空母カボット︵第五艦隊・第五八機動隊︶一九四五年三月一九日﹈
一九四五年四月一二日報告 自艦載機による活動︑戦闘を含む三月一九日分を抜粋﹈

一九四五年三月一九日早朝︑機動部隊は四国島南に位置していた︒国
籍不明機︵複数︶が現れ︑
部隊の二五マイル以内に接近して照明弾︵複数︶

︵*１︶陣型配列

配列した艦隊︒

を投下した︒国籍不明機一機︵方位二四〇度︑距離二五マイル︶は︑夜

‥

‥

︵*２︶ ZEKE
﹃ジーク﹄
側によるコードネーム︒

間戦闘機によって撃墜されたと報告あり︒
〇六 〇七時 ―
第一空中戦闘哨戒隊発進︒
〇六 四三時 ―
エーブル︵Ａ︶攻撃隊︵ＣＳＰ♯１︶と第一写真任務
隊発進︒呉港と海軍基地を攻撃︒﹁カボット﹂
の雷撃機ヘルダイバーは︑
ドッ
ク付近の重要倉庫群を直撃して︑炎上数か所︵写真の部を参照のこと︶
︑
さらに戦艦二隻︑空母一隻と駆逐艦一隻を直撃して損傷︒
写真任務隊は︑任務指定地域の写真撮影を終了︑
︵帰路︶四国松山
一五七上空で日本の陸軍機︑
﹃フランク﹄一機を撃墜︒
〇七 一〇時 ―
空母フランクリンが直撃されたと報告あり︒
〇七 四五時 ―
零戦﹃ジーク﹄が空母エセックスに特攻自爆を試みる
が︑陣型配備の対空砲火によって撃墜︒
もう一機の日本機が空母エセックスに急降下自爆を試
〇八 一五時 ―
みるが︑対空砲火によって撃墜︒
一二 〇三時 ―
第三次掃討隊
︵戦闘機隊一二機編成︶新田ヶ原︵三〇九︶
攻撃に発進︒九機を地上撃破︒他の一八機を撃破または損傷︒
一三 〇〇時 ―
陣型配列 ︵*註１︶にたいして﹃ジーク﹄ ︵*註２︶二
機が特攻自爆攻撃を試みるが︑一機は陣型配列の対空砲火によって撃墜︒
二機目はエセックスの哨戒機が撃墜︒
ニミッツ元師は二日間の攻撃終了直後に︑敵の損害を次のように報告

カボット艦載機が東京でまいたビラ

‥ ‥

‥ ‥

‥

‥

‥

『カボット 170: ３月１９日 ―― 『九州 （呉――）
』
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﹇報告ナンバー一五﹈

Ⅱ 三月一九日 大和攻撃
大和をめぐって︵一︶

主砲一六インチ︵四一センチ︑ママ︶の威力をみた ︵*註１︶
対空砲火は戦艦﹁大和﹂と直衛艦群︑それに同湾を射程範囲とする沿

少佐は急降下爆撃機による攻撃を観察している︒彼は︑
﹁大和﹂の主砲の

前部主砲塔一六インチ砲三門による高角発射の信管装置砲弾の威力が確

かにあったと主張した︒わが方の航空隊員が見た︑内側に火炎の塊をも

つ異常に大きい炸裂弾はこの威力のせいだったかも知れない︒主砲の仰

角とその練達ぶりは添付の写真で観察できるであろう︒その他の航空隊

員も︑主砲が砲口を上げ︑われわれの編隊に向けて発射するのを見たと
報告している︒

一 五︵ 日 本 時 間 ︶ に 始 ま り︑
爆撃機隊機の降下飛行は〇八 ―
一〇︑
〇〇〇フィートから六五・七〇の降下角度であった︒方向は北から

南の︑概して追い風であった︒降下飛行に入っても︑対空火器の強度も︑

岸砲台から火を吹いた︒対空砲火は︑われわれのパイロットが今まで遭
遇したものの中で︑最も激しく︑正確であった︒全員が集中射撃とその

退避に入っても止まなかった︒

正確度も落ちることはなかった︒対空火器は降下中の飛行機を追い続け︑

白煙を目にし耳にした ――
一人の航空兵は︑
﹃その音は︑まるで自分の座
席の真後ろで︑巨大な花火の環に同時に火がついたときのように響いた﹄

対空砲火が余りにも強烈であったため︑炸裂弾煙の雲に囲まれた雷撃

ウォードン中尉機は対空火器による喪失である︒中尉機は約九︑
〇〇〇

と述べた︒炸裂弾の中には︑その規模が異常に大きいものがあり︑炸裂

爆撃機隊の編隊が方向を転換して襲いかかろうとも︑対空火器の射手

る︒ウォードン中尉は急降下攻撃を完了後︑退避して編隊に合流しよう

機のパイロットは爆撃機隊を見失っている︒対空火器の正確度は︑一一

の決意は全くひるまなかった ――
最初の一斉射撃以来︑一瞬の休みもな
く炸裂弾を打ち上げ放しだった︒

としたが︑速度は極端に低下していた︒すぐその後︑中尉は電話で﹃不

した黒い環の中に巨大な閃光がきらめいた︒火薬のにおいも通常のもの

有色弾煙も︑フィリピン沖海戦で報告されたとおりのものが︑この攻

時着水しなければならないようだ﹄と言い︑ウキ島︵原文ママ︶の数マ

機中六機にたいする命中弾に示されている︒

撃でも特に目立った︒赤︑緑︑紫︑黄と黄燐の炸裂が見られた︒これは

イル西に無事着水した︒第八二戦闘機隊のパイロットは︑中尉と射手の

ではなかった︒

明らかに弾着観測砲弾である︒推測概算であるが︑有色弾の発射比率は

Ｃ・Ａ・ブラウン航空一等兵が救命筏に乗っているのを︵戦闘機が砲台

そうと機銃掃射した︒だが︑この努力によっても︑対空砲火の烈しさは

数名のパイロットは︑急降下飛行中にも︑戦艦上の射手の注意をそら

トが救命筏に接近する光景も眼にしている︒

からの攻撃で退避を余儀なくされる前に︶見ているが︑その後︑敵のボー

フィートの高度で左右の排気管から白煙を引いているのが観察されてい

一対五ぐらいであった︒
あるパイロットは︑黄燐曳光弾は﹃唐檜のしだれ枝のようだった ︵*註
２︶
﹄と言った︒曳光弾の中には炸裂してから上向きに発射されるものも

あった︒
特に興味のある観察を第八二爆撃機隊のドゥガルモ少佐が行っている︒
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一向に衰えることはなかった︒援護の直衛艦からの発射が莫大なもので
あったせいもある︒
特別任務飛行群の司令の指令によって︑攻撃機には︑一︑
〇〇〇ポンド

大和をめぐって︵二︶

﹇米空母ベニントン︵ＣＶ 第三艦隊︒第三八・一 任務群︶
第八二爆撃機隊 呉地域艦船攻撃任務﹈一九四五年三月一九日
〇六 四七 〇
―七 〇五︵Ⅰ︶時 発艦 海軍作戦一六 Ｖ
― ♯
―五三七
報 告 ナ ン バ ー 一 五 ︵ 第 八 二 爆 撃 機 隊 ︶﹈

爆弾を投下した︒急降下の飛行速度は三〇〇 三
―一〇ノットを示した︒
爆弾投下高度は︑五︑
〇〇〇フィートから二︑
五〇〇フィートの範囲にわ

四機にはレーダーが装置されていないので︑搭載した二五〇ポンド通常

余程︑
嬉しかったのか︑﹁ベニントン﹂艦載機が︿広島湾﹀で撮影した﹁大

は︑損傷を受けたが︑
﹃軽微﹄
﹂と冷静に受け止めたかのように見えたが︑

﹇訳者註﹈

半徹甲爆弾二発︵〇・一〇秒遅延弾底信管︶が搭載されている︒その他︑

たった︒フェリー中尉機のエンジンは高高度で急降下中に︑オイル漏れ

和﹂攻撃の写真を﹁バンカーヒル﹂機の報告をそのまま﹁バンカーヒル

﹇訳者註﹈

の損傷を受け︑六︑
五〇〇フィートでの爆弾投下を余儀なくさせられた︒

20,

機撮影と﹁週間情報﹂に臨時ニュースとして流してしまい︑これが大混

‥

ニミッツは︑︿広島湾﹀
で
﹁大和﹂
を
﹁攻撃した﹂
との報告に接して︑﹁
﹃大和﹄

乱を来すことになった︒

以下は︑
﹁ベニントン﹂機が﹁
﹃週間情報﹄が間違っている﹂と抗議し

マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル

ても軽微であった﹂と述べている︒この記事には︑攻撃にさらされた﹃大

︶第一巻︑
ナンバー三八︑
一ページは︑﹁第
﹁週間情報﹂
︵
Weekly
Intelligence
五八機動群の三月一九日の攻撃における︑
﹃大和﹄は︑損傷を受けたとし

た﹁戦闘報告﹂である︒

フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル

撮影したと発表されている︒しかし︑発表のこの後半部分は間違ってい

和﹄の写真が一枚添えられており︑写真は﹁バンカーヒル﹂の艦載機が

米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶

る︒というのは︑
﹁バンカーヒル﹂艦載機による写真と報告されているも

録してはいない︒したがって︑もし︑
﹁週間情報﹂の引用が︑
﹁ベニントン﹂

は︑損害報告の補足写真であるが︑撮影隊は投下爆弾の全ての命中を記

撮影したものだからである︒この写真に添付された他の二枚の垂直写真

撮影隊機から︑この戦艦にたいする第八二爆撃機の攻撃が完了する前に

のは︑第八二戦闘機隊所属のＳ・Ｐ・サージス少尉が︑
﹁ベニントン﹂の

一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

ヤード・ポンドなどの単位早見表

‥

ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶

︵註２︶
﹃唐檜のしだれ枝のようだった﹄＝花火の傘が開いたような状態︒

︵註１︶主砲一六インチ 一九インチとはまだ知らなかった︒
‥

風防から入るオイルの気流が顔に吹きつけたからである︒

‥

の写真だけを検討した結果であるとしたら︑修正報告の必要がある︒
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‥

スクリーンを見ているような印象であった﹄という︒
﹁爆撃による煙﹂の
大きな発生は観察されなかった︒

し︑艦は取り残されるが︑六 八
―ノットで航行を続けた︒正確な損害範

ベニントンの写真︵複数︶によって︑﹁大和﹂にたいする命中は一発︵右
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このような状況であるから︑複数の目視観察による攻撃の相互確認を
再検討すべきである︒目視観察によれば︑第八二爆撃機隊の﹃大和﹄に

に見ることができた︒
﹁大和﹂の速度はわれわれの攻撃を受けてから低下

発表がその情報に基づくものであれば︑われわれの目視観察の結果が否

囲の評価はできなかった︒

ムーレイ少尉は︑爆弾二ケが命中したときの爆発による発火を瞬間的

たいする命中総計は︑三 四
―発になるはずである︒もっとも︑第八二爆
撃機隊の攻撃の後﹃大和﹄にたいする別の攻撃があって︑
﹁週間情報﹂の
定されるのはやむをえない︒われわれは︑われわれの目撃証拠に関して
次のとおり報告する ︵第八二爆撃機隊の指揮官ドゥガルモ海軍少佐の
﹃私は︑
﹃大和﹄型の戦艦にたいするベニントン第八二爆撃機隊一一機

舷側︑後部砲塔の両方︶と数発の至近弾であることが明らかにされた︒

﹇訳者註﹈

の近接と攻撃を最初から最後まで観察した︒私は第八二爆撃機隊のうち

報告による︒
︶

第一次の九機の爆弾投下と爆弾三発が直撃したのを観察した︒最初の投

註 **
各攻撃機は︑一︑
〇〇〇ポンドＳＡＰ弾二個を一斉投下している︒
従って︑目撃者による﹁命中﹂一発の計算は︒事実は近接した二発の命

一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶

ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶

フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル

マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル

ヤード・ポンドなどの単位早見表

下爆弾は︑戦艦の中央部︑後部砲塔の前方に命中した︒その他の二発は︑

という︒それは︑
﹃フィルムがたまたま映写機のギアーから外れたときの

和﹂が爆弾が命中する度に身を震わせて急に向きを変えるように見えた

ウッド少佐は︑直撃弾を観察できるところまで機を引き起こして︑
﹁大

中後︑艦橋の区域から破片が飛散するのを観察した︒

立つものではない︒マックラブ大尉機の射手マック・コラムは︑一発命

われわれの爆弾は半徹甲弾であるため︑被害は空から見て際立って目

した︒

第八二爆撃機隊の乗組員は︑六 七
―発の命中か至近弾があったと報告

護飛行に当たったが︑戦艦の前部分に二発命中するのを観察した︒

第八二戦闘機隊のＬ・Ｂ・ムレイ少尉は︑第八二爆撃機隊の攻撃の援

中弾一発と︑艦中央に一発命中したのを観察した︒

ワイズ大尉︵同じく第八二雷撃機隊所属︶は︑
﹁大和﹂の前部甲板に命

中の観察であったかも知れない︒

‥

右舷側前部のやや前方と後部砲塔の左舷の向かい側に命中した︒
﹄

‥

大和をめぐって︵三︶
地区だと簡単に分かった︒

呉の南で︑他の隊群が艦船の攻撃にすでに入っていることを横目に︑

雷撃隊のド・ガルモ少佐と第八二空母航空群攻撃機隊の副隊長ウッド少
佐は広島湾に向かった︒

が見られる︒戦艦
﹁大和﹂
がその中におり︑﹁大和﹂
の主砲の施条砲をはじめ︑

﹇航空母艦ベニントン 広島湾 本州 日本
北緯三四度︑東経一三三度 一九四五年三月一九日
一九 一五︵グリニッジ標準時︶発艦 報告ナンバー一三ー四五﹈

﹂対空砲火が︑天を覆った︒広島湾の﹁大和﹂に対す
﹁もうダメだ ――
るベイカー攻撃作戦のパイロットたちが口にし︑
語り伝えた彼らの本音
﹁も

火器の砲門はすべて火を吹いた︒それに︑直衛艦九隻の駆逐艦と軽巡洋

広島湾のデルタ地帯の東方を見取り選り取りの艦船が移動しているの

うダメだ﹂ほど︑この場合にぴったりの表現はなかった︒

艦一隻が︑その火器の全力をこれに加え︑上空に厚く黒い防護幕が広がっ

ていた︒さらに︑広島湾周辺の小島のすべての高角砲に本土沿岸の各砲

彼らの報告をまとめてみると︑その時来るべきものがきた有様がよくわ
かる︒

炸裂した対空砲火の発煙の立ち込みが余りに厚かったので︑最初の戦

台が加わって︑発射しまくっていた︒

た︒かかれの号令が出たのは︑一昨夜のことで︑攻撃目標の要旨説明図

闘任務に参加したコッヘン少尉は︑この地域に侵入した際︑それを時化

﹁かかれ﹂の号令の下︑
なんとか飛び出したものの︑
これは大変なことだっ
を一目見ただけで︑パイロットたちは︑この目標への発進が大日本帝国

雲だと勘違いしたほどであった︒

日本はすべてを動員して︑敵飛行機の攻撃に向かった︒集中的で正確

の心臓部へ強行する苦しい旅立ちであるとあることを理解した︒そこで
は墜落しても救出されるレスキューの見込みは皆無なのだ︒

口径も大口径もすべて中断することなく火力を集中した︒

な弾幕射撃︑移動阻止集中射撃︑それに︑攻撃隊に向けられる砲火は中

に関して含みのある説明があった︒それは全員に対して最後の備えを整

高射砲弾の炸裂弾の色は︑黒あり︑白あり︑茶あり︑紫ありで︑パイロッ

要旨説明図の他に︑攻撃地域周辺の敵の防備や推測される艦船の所在
える日がきた︑と納得させるのに十分であった︒納得があって関わった

トが言ったように︑
﹁密集して﹂いるので︑
﹁その上を歩けるほど﹂であり︑

るために編隊を離れ︑ダイブに入る︒弾幕に突っ込むと︑実際に︑一時

﹁層が厚い﹂ので︑急降下爆撃は一〇〇〇ポンド爆弾を﹁大和﹂に到達す

から第六八雷撃機隊全員が無事帰投できたと考えられる︒
攻撃開始地点の四国の南海岸に接近していた︒ランデブー地点を出発し
て一一分後には海岸線 が視界に入った︒

雷撃機搭載の五〇〇ポンド通常爆弾では︑日本の戦艦の装甲甲板には

視界が遮られるほどであった︒

キャットの艦載機は対空砲火にもジャップの戦闘機にも阻まれることな

何ほどの被害も与えられない︒ド・ガルモ少佐は機中に間近に聞こえる

グラマン︑アベンジャー︑カーチス︑ヘルダイバーとグラマン︑ヘル
く︑高度一万三〇〇〇フィートで︑雲の底面を四国以西に横切って進行し︑

ほどの高角砲の炸裂音を耳にしながら︑自分の隊群機を先導して﹁大和﹂

広島湾上空の目標調整官ベイカー・ダグラスはタンカーへの命中は六ヶ

の西北一マイルの一万トンのタンカー船に急降下先を変えた︒

松山の上空から前に立ちはだかる困難が予見できるところに到達した︒
第八二雷撃機はこれまで敵の対空砲火を航法援助に利用したことはな
かった︒だが︑今回は違った︒対空砲火の層が特に厚いところが︑目標
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で︑隊群機が東南に進路を変えてから︑このタンカーの船尾に燃料が勢

関連情報︑

一︑
﹁大和﹂の主砲が対空火器ととして用いられたことは︑数人のパイ

mic

sec

一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶

ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶

フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル

マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル

ヤード・ポンドなどの単位早見表

信号弾であったかもしれない︒

これはまるで巨大な独立記念日のスカイロケットのように見えたが︑

白炎はすべてすぐに燃焼してしまった︒

その白炎から輝きのある小型の白炎︑丸い玉が飛行機を追って散開した︒

灰色の砲弾を噴出させ︑飛行機の手前で輝きのある白炎の丸い玉になり︑

と 227MCS
﹂
﹁ 115,137,146,180,190,195,205,220,
三︑明らかにロケット型の対空砲弾の炸裂が観察された︒この砲弾は

その他︑敵のレーダー信号が次の周波数であることが探知された︒

敵の射撃統制レーダーも︑目標上空での妨害二一〇ＭＣＳであった︒

‥

396

呉戦災 ―― あれから６０年

いよく火の手をあげるのを見た︑と報告した︒後で︑この進路変更は﹁地

ロットと航空兵が報告している︒

艦砲は七五度まで射角を与えられた様子である︒多数の特大の炸裂が

獄からの脱出﹂だったと評判になったが︑実に賢明な作戦だった︒
一方︑ヴィギー大尉とウオカー中尉は︑タンカーに対して正確な攻撃

攻撃機から見られ︑感ぜられたから︑明らかにある特殊の対空砲弾が使

二︑広島湾接近中に︑グラマン︑アベンジャーの一機に搭乗していた

を加える位置から外れることになったが︑その代わりに﹁大和﹂の直衛
投下した爆弾の爆発を観察することはできなかったが︑タンカーは発

ＲＣＭ装置担当員のマクリーンは︑北緯三三 一
―〇︑東経一三三 一
―二︑

用されている︒

煙しているように見えた︒二機がその他の雷撃機一〇機に合流するため

艦の中から駆逐艦を一隻目標に選んだ︒

に退避する時には︑長く油を引いているのが見えた︒

ノ
―オ岬に設置された敵機捜査レーダー一五〇ＭＣＳパルス繰り返し
用周波数 六五︑パルス幅一五 ・ を妨害した︒

対空射撃の集中と正確さにも拘らず︑雷撃機への命中は二発にすぎな
かった︒コーヘン少尉機の左翼は榴弾の破片で︑数カ所穿孔されたが︑
構造部に対する損傷はなかった︒一方︑レーム少尉と航空兵の射撃の結
果はそれほど良くなかった︒四〇ミリ砲弾が左翼の五インチ口径弾薬倉
を爆破したために︑火災を生じて翼の下面の表皮が溶け始めるまで火炎
は止まらなかった︒
最終的に火炎を鎮めたのが︑航空兵の努力のせいか︑少尉の実行した
横滑りと急降下のせいなのかは議論の余地がある︒
翼に込めた祈りのおかげで三人とも元気に帰投できたことに不足はな
い︒この目標には︑パイロットも︑かなりの先入観を持っていた︒だが︑
ほとんど全員が結果的には第八二爆撃機隊が残存日本艦隊の女王﹁大和﹂
に三カ所の直撃弾を命中させるのを誇りと満足を以って目にした︒
絶え間のない対空砲火の中を松山と八代島の中間点に向かって退避し
た︒ド・ガルモ少尉は︑そこから隊群を率いて西南に向かって︑一〇マ
イルのランデブー地点に進路をとった︒最終の合流を完了した後︑編隊
は基地に向け最短距離をとった︒

I

七万トン超の﹁大和﹂を四万八千トンの新情報で
﹇第五八・一任務群︹ＴＧ︺第一ベーカー攻撃隊
︵呉地域海軍艦艇目標一九四五年三月一九日
〇六 五五 Ｉ時発艦 報告ナンバー一五﹈

戦術上の組織

不完全であるが︑命中一発と至近弾数発があったことが分かる︒一機︵目

標近くに不時着水︶を除いて︑
わが方の全機は無事ベニントンに帰投した︒

第五八・一任務群第一ベーカー攻撃隊に参加した攻撃隊群の編成は︑戦

闘機一五機︑雷撃機一二機と爆撃機一一機であった︒この攻撃グループ

は︑五八・一以外の空母群の多くの艦載機と合流した後︑呉地域に向けて

昇限度約五〇〇フィート下げの約一一︑
〇〇〇フィートの高度に達するま

出発し︑四国の南端海岸線︑高知飛行場の西方に最初の接地をした︒上

で︑飛行中定常的に上昇を続けた︒四国の上空では︑北西の方向を取り︑

ウッド・ヒュー・ジュニア・少佐 リード・Ｈ・Ｈ ＡＣＲＭ︵ＡＡ︶
︵Ｔ︶
︵ＣＡ︶

シーカー・Ｅ・Ａ・中尉 サンタフェラ・Ａ・
︵Ｎ︶ ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

松山空港の北約五 六
˜ マイルの四国の北方海岸線を後にした︒四国上空
での飛行中は︑対空砲火は見られなかった︒

ウァーナー・Ｆ・Ｃ ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

マクレー・Ｈ・Ｒ・
・ジュニア少佐 マッカラム・Ｊ・Ｍ・ ＡＲＭ１Ｃ︵Ｔ︶
︵ＣＡ︶

フェリー・Ｆ・・Ｒ 中尉

カベラ・Ｄ・Ｅ ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

スィッツァー・Ｇ・Ｄ 中尉
グリース・Ｒ・Ｐ

艦載機群が呉に向って飛行中︑第八二爆撃機隊指揮官であり︑ベニン

中尉
ブラウン・Ｃ・Ａ ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

て︑広島湾の左舷側艦首の沖を航行しているのを認めた︒少佐の攻撃許

トンの攻撃隊群を率いるウッド少佐は戦艦一隻が九隻の援護艦を従え

ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

マンソン・Ｍ・Ｊ
ウォーデン・Ｄ・Ｄ 少佐
ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

可願は︑飛行調整官によって承認され︑第八二爆撃機隊と戦闘機援護隊

ヘクター・Ｊ・Ｔ

Ｒ・少佐

は攻撃のために展開した︒第八二雷撃機隊と援護戦闘機隊は︑われわれ

カヒル・Ｒ・Ｂ 中尉
レイプ・Ｅ・Ｊ

少佐 ピクラ・Ｗ・Ａ ＡＲＭ２Ｃ︵Ｔ︶
︵ＣＡ︶

デイビス・Ｇ・Ｍ ＡＲＭ２Ｃ︵Ｔ︶
︵ＣＡ︶

ノッフ・Ｒ・Ａ

たいするほうが明らかにより効果的であった︒

撃したが︑五〇〇ポンド通常弾は︑戦艦にたいするよりこの種の艦船に

フィートからの滑空飛行は一八〇 一
―二〇ノットを示していた︒
雷撃機と援護戦闘機は分散して一斉に戦艦の戦隊の北西部の艦船を攻

飛行機にたいする砲撃は直距離が約六︑
〇〇〇 八︑
〇〇〇ヤードに接近
―
するまで始められなかった︒爆撃機隊が高速近接に入った一一︑
〇〇〇

は一五 二
―〇ノットで︑駆逐艦七隻と巡洋艦二隻が戦艦を囲んで円形を
組んでいた︒この艦隊群は岩国川の河口数マイル東を航行中であった︒

る呉 広
―島地域に向かって飛行を続けた︒視認時には︑ウッド少佐は詳
細を把握するために双眼鏡を使用した︒戦艦は東に向かっており︑速度

の針路に従って北西に向かった︒残りの攻撃グループは当初の目標であ

中尉

ウィソッツァー・Ｃ・
︵Ｎ︶ ＡＲＭ３Ｃ︵ＣＡ︶

テストリン・Ｇ

これは一一機の急降下爆撃機による四八︑
〇〇〇トンの戦艦﹁大和﹂に
たいする攻撃の物語であり︑
﹁大和﹂はそのとき︑九隻︵写真判定報告に
よれば︑駆逐艦七隻と軽巡洋艦二隻︶の直衛任務群を従えて︑広島湾内
を航走中であった︒
ベニントン第八二爆撃隊の一一機と︑それに随伴する戦闘機隊援護機
二機だけが︑今回の攻撃対象になった巨艦とその直衛任務群を襲ったの
であるから︑この報告は︑
︵第八二戦闘機隊の報告も含めて︶交戦の全て
を範囲とするものである︒
目視観察によると︑第八二爆撃機隊所属機は︑この超大級戦艦にたい
して︑三︑
四発の直撃命中弾と数発の至近弾を浴びせている︒写真情報は
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大和をめぐって︵四︶
﹇報 告 ナ ン バ ー 一 五 ﹈

ノッフ中尉は巡洋艦と信じて急降下攻撃を行ったが︑
それは戦艦﹁大和﹂
の右舷ビームであった︒中尉は二〇ミリ機関砲でこの攻撃を遂行した︒
ベニントンの写真判定員はこの艦船の損害を損傷の項に分類した︒
攻撃隊群は四︑
〇〇〇フィートから一︑
五〇〇フィート間の高度で︑降
下姿勢から水平飛行に移った︒退避は西方向の八代島を越えて伊予灘に
入り︑その地点で︑わが隊群の爆撃機隊と援護戦闘機隊二機はホーネッ
トの爆撃機隊二機と合流した︒合流地点に退避中︑テストリン中尉とカ
ヒル中尉は八 九
˜ 隻の小型商船か小帆船を八代島の北側の港で機銃掃射
した︒ノッフ中尉は︑平郡島から数マイル西の伊予灘で小型商船一隻を
掃射した︒
この攻撃の成果は観察されていない︒
第八二爆撃機隊群︵戦闘機二機とホーネット艦載機二機共︶は︑三
四︑
〇〇〇フィートの高度で︑豊後水道をスウィングしながら帰投した︒
ヤード・ポンドなどの単位早見表
マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル
フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル
ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶
米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶
一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

˜

﹃諜報週報﹄掲載写真を本報告の前頁に表示された﹁空母ベニントン﹂
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の写真と比べると二枚の写真が同一のものであることがわかる︒

われわれがこの比較を提示する目的は︑これまで報告した通りである︒

すなわち︑われわれが示した予測が正しいとすれば︑大和はこの損害測

定写真が撮られてから後に直撃弾を受けたことになる︒

『１９４５年３月１９日、本州呉湾に対する空母機動部隊の攻撃の際、アメリカ空軍機の投下する
爆弾を回避するため全速航走する大和型の日本の艦船。写真は、アメリカ空母バンカーヒル艦載機
による』――〈発表時キャプション〉

﹇訳者註﹈ ︿キャプション２﹀の﹁本州呉港﹂のタイプ四文字は︑二

本線で消し︑
筆記で﹁ＮＯＴ﹂と添記してある︒米側の混乱がうかがえる︒

‥

空母ホーネット（CV-12）の艦載機の撮影による、この写真（NAVAER-452A NO.309662
１９４５年３月１９日）には公式キャプションが以下の通り、二例ある。
（キャプション１）
『１９４５年３月１９日、
〈広島湾〉で、空母機動群の攻撃を受け、投
下爆弾を回避するために全速航走する「大和」
。
』／（キャプション２）
『本州呉港において、
米空母機の攻撃を受ける日本艦船・写真は空母ホーネット（CV-12）の艦載機が撮影。
』

♯二区域

大和第三区域

大和

大和

ドゥガルモ少佐 命中一発を観察

ドゥガルモ少佐

ドゥガルモ少佐

ヴィーゼ大尉 命中一発を観察

命中一発を観察

命中一発を観察

ムレイ少尉 命中二発を観察

ヴィーゼ大尉
命中一発を観察
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大和攻撃略図

♯一区域

﹇ベニントン第八二爆撃機隊による日本の戦艦﹃大和﹄にたいする日本の瀬戸内海・
広島港における攻撃 一九四五年三月一九日﹈

空母ベニントン第八二爆撃機隊機による命中位置を示す図

１９４５年３月１９日 広島湾において
ベニントン艦載機ヘルダイバー、大和型を攻撃

写真は空母ベニントン機撮影によるもの。
『諜報週報』が誤って空母「バンカーヒル」機撮影と発表。

『空母ＣＶ２０ベニントン機 撮影』

『空母ＣＶ２０ベニントン機 撮影。

『空母ＣＶ２０ベニントン機 撮影』

（註）この写真は間違ってバンカーヒル機の撮影
と「週間情報」が発表。
』

「本州―広島湾、空母ベニントン、
１９４５年３月１９日 マル秘」という
説明が入っている。

呉戦災 ―― あれから６０年
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Ⅲ 四月七日 大和の最期
主砲による三式弾の砲火を浴びつつ
﹇第八二雷撃機隊︑米空母ベニントン︵ＣＶ ︶
︑
︵第五艦隊︑第五八︑
二機動群︶
︑
九州西部日本艦隊部隊攻撃任務︑一九四五年四月七日
一〇 一七︵日本時︶離艦目標上空一二 三五︵日本時︶
﹈
報告ナンバー三五︲四五︵第八二雷撃隊︶
20

第八二雷撃隊のうち一四機は︑火器の安全装置を外して出撃に備え︑

一四機の乗組員は攻撃前の要旨説明を受けた︒しかし︑迅速を強調しす

ぎたために格納甲板の飛行機の整備にまで充分気がまわらず︑発進した

のは一四機のうち一〇機だけであった︒それに︑一機は燃料系統の不具

合で最後まで甲板のロータリーから離艦できなかった︒

攻撃隊にとっては︑この拙速発進の結果︑編隊の戦闘機は機数不足︑

爆撃機隊は爆撃機不足に苦労することになるが︑ベニントン隊群は上手

に協力し合って︑第八二雷撃隊指揮官ドゥガルモ少佐の指揮の下︑無事
発進した︒

フィートの低空まで垂れ下がっていた︒そこで︑ドゥガルモ少佐は低空

七︑
〇〇〇フィートの上空は完全な曇天で︑散乱した積乱雲は二︑
五〇〇

を直撃するために先遣部隊を編成した︒

に留まって︑風の状態を見極める必要があった︒五八・一機動群のその他

その他の部隊も飛行につれて適当にこれに加わった︒乗組員たちの推定

の航空群は︑移動ランデブー地点のベニントン隊群の後尾に合流した︒

その前夜︑アメリカ潜水艦一隻から第五八機動群にたいして︑
﹃敵の海

によれば︑目標に到達するまでには︑視野に入った総機数は二〇〇以上

二隻が観察された︒以下は全員帰投後の戦果報告である

上一ケ部隊が九州東部海岸に近接して航行中﹄と警報が入っていた︒さ

攻撃編隊は︑目標に到達するまでに十分高度を上げていたが︑目標艦船

いからである︒それで両翼には投下可能な落下燃料タンクが取り付けら

駆逐艦八隻 ――
﹃照月﹄と﹃高波﹄型の日本帝国の残存主力艦の中で︑
最新で最優秀艦からなる戦意に充ちた直衛部隊の堅固な掩護編成に囲ま

視認範囲に入るまでは︑対空砲火には見舞われていなかったが︑攻撃

れ︑
﹃大和﹄は舵航速度で︑南下を続けている︒

遂に︑八マイル先の海上に強大な﹃大和﹄を見つけた︒巡洋艦二隻と

西の東支那海にあったエセックスの探索機が日本の機動部隊を再び捕捉
‥

準備とは︑魚雷を抱えたアベンジャーにとって︑この航程は特別に長

発進する準備に入った︒

が視野に入った時点での高度は六︑
五〇〇フィートであった︒

料を消耗する敵探索の労は全て省くことができた︒

装備した爆撃機隊による二五マイルレーダーによる探知が役立って︑燃

航走が順調で︑目標上空の探索機の報告が正確だった上に︑ＡＳＨを

に達したという︒

案の定︑〇九 〇〇時にはどの受令室にも要員が召集された︒九州真

支援は中止になった︒

拠とした海軍機による探索の情報を待って出撃することになって︑朝の

らに︑翌朝に予定していた雷撃機隊の支援任務は︑空母と陸上基地を根

‥

この九機のうちの四機の命中弾に被弾した︑敵艦の撃沈一隻と被害甚大

急降下雷撃機︵ＴＢＭ︶九機は︑九州西部における強力な日本の機動部隊

一九四五年︵昭和二〇年︶四月七日︑第八二雷撃機隊のアベンジャー

‥

したのだ︒雷撃機隊はこの日本の機動部隊にたいして︑一〇 〇〇時に

‥

れ︑通信士も︑レーダー対策装置を取り付けた雷撃機以外はこの機動作
戦から外された︒
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‥

れは壮観であった︒広島湾でこの空爆隊が三月一九日に﹃大和﹄に初見

門を開いた︒これに和するように︑自動高角砲も一斉に火を吐いたがこ

はドゥガルモ機に近接して追尾していたので︑そのまま西方の退避コー

不明の巡洋艦にたいして︑二機で一発の命中の成果を上げた︒この二機

ナウル大尉機とバーバー中尉機は︑それまで敵編隊の東側にいた識別

爆発を起した︒

参したときの状況そのままに︑黒やその他の色 とりどりの砲煙で︑一天

スに合流することができた︒

隊機が射程内に入るや否や︑敵は集中できる限りの全ての大口径砲の砲

はにわかに掻き曇るほどであった︒
たので︑ベニントン隊の先鋒を切って︑ドゥガルモ少佐は大きく旋回し

しそれは︑
﹃高波﹄型の駆逐艦の編隊の中を航走する巡洋艦一隻にたいす

突然視界が開けてみると︑巡洋艦の射程範囲よりはるか東にいた︒しか

ミニ中尉機は︑雲の中でナウル機とバーバー機とはぐれてしまったが︑

て︑ホーネットの攻撃隊に道を開けようとしたが︑この方向変換のさ中に︑

る理想的な位置であった︒魚雷を投下した後︑機銃座の射手が﹁やった﹂

当初の了解事項どおり︑ホーネット空爆隊が最初に攻撃する予定であっ

突然命令変更が発せられて︑ベニントン隊が最初に攻撃することになっ

うちに沈み始めているので︑中尉は大喝采を上げた︒基地に帰投した戦

と叫び声を上げた︒見れば敵艦の中央部が激しく爆発を起こし︑忽ちの

魚雷は浅深度に設定されており︑再調整に必要な無線士も搭乗してい

闘機隊と爆撃機隊のパイロットたちは︑
﹁本日最大の見せ場になった標的

た︒ドゥガルモ少佐は直ちに速度を上げて攻撃に入った︒
なかったので︑
﹃大和﹄の船体側面の重装甲ベルト部にたいする魚雷の消

の黒点命中だった﹂と確認してくれた︒

ない︒

た当の本人である︒彼がそれから回避できたのは奇跡としかいいようが

おそらくウィーゼは﹃大和﹄の自動高角砲の恐るべき砲火の洗礼を誘っ

一方︑ウィーゼ大尉の分隊は︑敵編成の東側から攻撃に入っていた︒

耗はしないことが決定され︑第八二雷撃機隊はこの極上の標的にたいす
る機会を逃さなければならなかった︒そこで﹃大和﹄の代わりに︑大型
戦艦の艦尾のどちらかの側の二隻の巡洋艦を攻撃することになった︒
ドゥガルモ少佐とナウル大尉は︑南進する敵部隊の西側面に向かって︑
分隊を率いて南下し︑一方︑ウィーゼ大尉はこれと離れて東側面に向かっ
ドゥガルモ機︑ウォルトン機︑ギルリース機は急下降旋回して︑彼ら

わたって薙射を受け︑貫通被弾した︒二五ミリ機関砲弾の一発が大尉の

巨大な戦艦の舷側をすれすれに横切った大尉機は︑魚雷投下時に四回に

六︑
〇〇〇フィートから降下に入った大尉は︑敵編隊の中心に直進した︒

の目標を遮蔽していた低く垂れた雲を迂回した︒ところが︑三︑
五〇〇

風防と計器盤を貫通し︑榴散弾の破片が頭皮に食い込み︑破損した燃料

た︒

フィートの高度で雲を脱出したこの隊機は︑眼前に編隊の後尾を機動し

圧計からガソリンが飛び散って一時失明状態になったが︑本能的に頭を

ウィーゼ大尉は慎重に照準を巡洋艦に定め︑その結果を機中で興奮し

た︒その他の二発は︑大尉機の垂直安定板と方向舵を寸断した︒

座席で爆発した︒無線士は片腕を盲貫した弾子の大きな破片で重傷を負っ

下げたおかげで一命に異常はなかったのだ︒もう一発の榴散弾は無線士

ている二隻の巡洋艦を認めたのである︒
手前の巡洋艦をナウル大尉の小隊に任せて︑その他の三機は西手の﹃阿
賀野﹄型の巡洋艦に全機魚雷の照準を定めた︒
八︑
〇〇〇フィートで投下された三本の魚雷が正常に一直線に熱走して
いるのが観察された︒一本の魚雷が命中して戦艦の右舷の真横に大きな
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て待ったが︑この魚雷投下の成果は確認できなかった︒しかし︑その後︑
目標を撮影した写真が精査され︑火災を起こした一隻の駆逐艦は︑彼が
照準点の目標にした駆逐艦であった可能性が多いことが分かった︒
マクダウェル中尉とウォーカー中尉は︑過激な回避運動を取ることに
よって︑南進する直衛の攻撃に入る最善の陣をしいた︒目標艦は西に方
向転換していたが︑分隊にたいして誘導弾を見舞った︒しかし︑分隊の
魚雷一発が艦の左舷艦尾部で爆発し︑蒸気と破片が空高く広がっている
のが観察された︒
その他の空爆機と合流するために西に旋回した際︑爆撃機一機が墜落
するのを目にしたウォーカーは︑引き返して救命筏を下ろそうとした︒
五〇〇フィートまで高度を下げたウォーカーは引き返しに入ったが︑敵
の対空砲火が激しくて退去を強いられ︑海上の生存者の確認は全くでき
なかった︒
強烈な対空砲火はこの交戦中も止まることなく︑爆撃隊が一〇マイル
離脱した時点でも継続していた︒
ランデブー地点での旋回飛行中にも︑特大の砲弾の炸裂が観察され︑
﹃大
和﹄に広島湾で前回遭遇した後に入手した情報 ――
﹃日本の兵器製造官
たちは︑大和の主砲による対空弾を開発した﹄ ――
が正しかったことを
確認した︒
ヤード・ポンドなどの単位早見表
マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル
フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル
ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶
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米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶
一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

１９４５年４月７日、日本の戦艦「大和」
。傾斜のまま航行中。写真番号 N H 6 2 5 8 0

大和攻撃

ために日本の機動部隊と最初に接触して︑おそらく捜索のために必要な

貴重な多くの時間を省いた︒というのは︑日本の艦艇は︑視界不良の上︑

もやの深い雲一面の状況下で予定の位置を二五マイルも外れていたから
である︒

︵二︶第八二爆撃機隊機は︑
戦艦﹃大和﹄にたいして︑
最初の攻撃を行った︒

巡洋艦か大型駆逐艦一隻にたいして不確実な命中弾︵ likely ︶
hitを与えて

︵三︶目視観測によれば︑わが隊機は﹃大和﹄にたいして最低命中三発︑

Ｂ八二﹈機との間で︑一か月の間に繰り広げられた二回目の交戦である︒

いる︒

柱島の 大和﹂はライトブルー︑九州の﹁大和﹂はダークブルー
{
これは︑
﹃大和﹄型戦艦および直衛隊とベニントン第八二爆撃機隊﹇Ｖ
一回目の交戦は︑
本土呉の近くの広島湾で行われた︒その時の攻撃機群は︑

一〇 一七時と一〇 四二時︵日本標準︶に発進した︒四月六日︑アメ

ベニントン艦載機︵雷撃機一〇機︑戦闘機八機と爆撃機一一機︶は︑

戦闘機隊︲爆撃機隊︵ＶＦ ＶＢ︶ヘルダイバー一一機と第八二戦闘機
―
隊のヘルキャット二機だけであった︒今回の第二回交戦の成果は︑
﹃大和﹄

リカ潜水艦テラオーフィンが最初に所在を発見した︵北緯三二度一八 東
́

航空機
戦闘報告
ナンバー

ＶＢ ―
一七爆撃隊

隊名

大和

大和

攻撃目標

発艦時刻
帰艦時刻

一〇三二発 ＳＢ２Ｃ
一五一五帰
Ｓ
Ｂ２Ｃ
一〇一七発
ＴＢＭ
一五〇一帰
一〇一七〜
一〇四二発 ＳＢ２Ｃ
一二〇〇帰

二五時︵日本標準︶に︑九州西方の位置︑三〇〇度のコース︑スピード

３
―
４
―

一〇

七
七

〇

九

七
七

機種

〇

〇

〇
〇

日本機損害
観察 交戦 墜落 損傷

日本機

損害機

行方不明二
全損一
名

投棄二
軽傷一名 不時着一
軽傷二名
投棄一
ＡＡ※︵１︶

人員損傷

米軍機損害

摘要

一三ノットで航走中を発見したが︑エセックス機は攻撃を行わなかった︒

３
―

一一

交戦 爆撃

４
―

発艦

米軍機

空母エセックスの捜索機隊は︑日本の艦艇部隊を再び四月七日〇六

型の戦艦一隻︑
﹃阿賀野﹄
︵型︶軽巡一隻と駆逐艦四隻の撃沈と︑巡洋艦

‥

一隻の損傷であったが︑これは︑第五八機動群から進発した約三五機の

‥

経一三八度一二 の
スピード二二ノットで航走中の︶
́ 位置でコース一六〇︑
日本の艦艇群を直撃するよう指令されていた︒

三九

ＶＴ ―
八二雷撃隊

大和

‥

統合作戦の成果であった︒
わが任務群が果した第二次会戦における役割のハイライトは次のとお
りである

三五︑
四五

ＶＢ ―
八二爆撃隊

機種

︵一︶ウッド少佐機に装置したＡＮ／ＡＰＳ 四
―型レーダーは︑攻撃機の

三七

一九四五年四月七日 第五八機動部隊﹁大和﹂攻撃抜粋
空母名
ホーネット
ホーネット
ベニントン

註 ︵１︶ＡＡ⁝⁝対空砲火︒

17
82
82
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二回目の交戦
――
20

﹇第八二爆撃機隊︑米空母ベニントン︵ＣＶ ︶第五艦隊 五八︑
一任務群 艦載︑
東シナ海 九州東部 日本艦艇攻撃任務︑一九四五年四月七日
一二 三〇︵Ⅰ︶時発艦﹈報 告 ナ ン バ ー 三 七︵ 八 二 ―
Ｖ Ｂ︶
﹈
‥

‥

接陸点は奄美大島で︑長距離飛行戦域の位置がここでチェックされた︒

度は三︑
〇〇〇から六︑
〇〇〇フィートの間で各隊各様であった︒初認の

た︒ホーネットの艦載機群は約二マイル後方にいた︒目標に近接する高

べロー・ウッドとサンヤシントの艦載機はベニントンの艦載機に合流し

わが隊は︑目標地区に向かった︒速度計は一四〇ノットを示していた︒

が小隊は毎五・六秒︑二〇度の旋回隊形で回避運動をとっており︑編隊を

選べるかどうかは︑その爆撃機が雲を突破して出て来る位置による︒
︵わ

ベイカー第一チャーリー隊 ――
ビッグボーイを攻略せよ﹄の指令があっ
た︒同じ目標が雷撃機隊にも割り当てられた︒戦艦﹃大和﹄を照準点に

観察することができた︒敵艦発見後︑
一息おいて攻撃指揮官から
﹃シュガー

れている︒これはこの地域一般の可視距離が約四・八マイル︑場所によっ

た︒このＡＢＭレーダーの利用ができて捜索の時間が省かれたと考えら

にと︶
︑南に向け︑前進に必要な最低速度で航行を続けていたときであっ

でその位置を突き止められたのは︑あたかも攻撃機に見つからないよう

ル手前の距離の位置であった︒敵の艦艇部隊が厚い雲に覆われた空の下

と返答した︒ベニントン航空群が日本の艦艇群を視認したのは約八マイ

して︑第八二爆撃機隊群の指揮官は﹃われ接触せり 二五マイル︑左二五﹄

レーダーに接触があったと報告済みであった︒ウッド少佐の通信にたい

した︒この通信の直前に通信士のリードは機長のウッド少佐にたいして︑

推定位置に到達すると同時に︑
﹃われ︑予定到着時点にあり﹄と無線発信

攻撃した︒第八二爆撃機隊の攻撃中︑日本の戦艦は一斉に左方向転換を

手の巡洋艦か大型駆逐艦を攻撃した︒一機は戦艦の西手の巡洋艦一隻を

右手に当たる巡洋艦か大型駆逐艦を攻撃し︑ほかの二機は﹃大和﹄の左

からは戦艦にたいする効果的な攻撃はできなかった︒二機は︑
﹃大和﹄の

がある︒ヘルダイバー攻撃機群のうち六機は雲を突破したが︑その位置

の一隊が第八二爆撃機隊のマーフィ中尉機より先に攻撃を行った可能性

機の中の最先峰であったことは間違いない︒ホーネット艦載機群のうち

ウッド少佐︑シーバー中尉とフェリー中尉は︑目標を大和に定めた攻撃

南進していた艦の長さ方向に沿って降下コースが北から南にとられた︒

角度は目標との各機の位置関係によって異なった︒次第に速度を上げて

第八二爆撃機隊の四機は降下して戦艦を攻撃する態勢に入った︒降下

意図的にやや崩していた︶

ては二マイルほどしかなかったからである︒雲高は約二︑
五〇〇フィー

開始した︒

ドゥガルモ少佐は︑ベニントン編隊を先導していたが︑日本艦艇群の

トで︑雲の隠蔽率は八／一〇︑雨雲であった︒この雨雲の裂け目は広

の高度差があった︒爆撃機の高度より僅か下方であった︒対空砲火は雲

た︒対空砲火の最初の集中射撃︵伝統的な黒色︶は約一︑
〇〇〇フィート

た︒対空砲火はわれわれが約五マイルの距離に達するまで開始されなかっ

フィートまで上昇し︑最終段階の近接飛行をほとんど計器に頼って続け

を約三︑
〇〇〇フィートの高度で発見したわれわれの隊群機は八︑
〇〇〇

の攻撃の最中に︑ワスプが呉港の﹃大和﹄型を攻撃した︑という報告︵こ

ところで︑三月一九日のワン・ベーカー攻撃隊による広島湾での﹃大和﹄

は塗装仕上げが違っていた ――
﹃呉大和﹄の塗装はライトブルーで︑
﹃九
州大和﹄はダークブルーであった︑と明確な発表があってけりがついた︒

の戦艦とは違うということであった︒この印象についてはその後︑これ

四月七日︑照準に最初捉えたこの戦艦の外観は︑広島湾で攻撃したとき

︵一︶
﹃大和﹄の攻撃に二回とも参加した操縦士たちの見解によれば︑

の内外を問わず爆撃機を追撃した︒敵艦に接近するにつれ︑三月に呉で

の時期の空母ワスプの戦闘報告を参照されたい︶があったのはおもしろ

がって︑約三︑
五〇〇フィートから一面の厚い雲の層になった︒戦闘艦群

同型の戦艦と掩護艦から発射されたものと同じ色とりどりの炸裂砲煙を
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い︒わが艦爆機は︑同じ攻撃時期に︑別の位置の広島湾で︑
﹃大和型﹄の

よる射撃統制は明らかに行われていたが︶
︑その上︑

︵ｂ︶雲が隠蔽したため︑敵の射撃統制がより困難になり︵レーダーに

︵ｃ︶海岸からの支援がなかった︒
︵広島湾では海岸からの発射があった︶
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戦艦一隻を攻撃したのだ︒当日︑
﹃大和﹄型が二隻いたかどうかは︑ワシ
ントンの航空諜報当局が判断すれば最善であろう︒

「一九四五年四月七日、九州沖の大和部隊の攻撃において、米艦載機の最終攻撃による五本の魚雷を
受け、転覆、弾薬庫が誘爆して沈没した大和。写真は爆発の数秒後（一四三〇時）に空母ヨークタ
ウン機が撮影」―― 一連の写真の公式キャプション

この観測結果は︑この二回目の攻撃にたいする敵側の対空反撃が最大

のレベルではなかったという意味では決してない︒

『爆煙に包まれ、船体のほとんどが海中に没した戦艦大和の最期。生存者救出に駆逐艦「冬月」が接近中』

︵二︶第八二 Ｃ
―ＶＧ隊のドゥガルモ少佐たちが︑一九四五年三月一九
日に観察したように︑われわれは﹃大和﹄にたいして︑直撃弾三︑
四発と
至近弾二︑
三発の成果を挙げたと報告している︵第八二爆撃隊ＡＣＡ 一
―
報告ナンバー︑一五︶
︒
わが艦爆機は︑〇︑
一〇秒遅延信管装置した一︑
〇〇〇ポンドの半徹甲
弾﹇ＳＡＰ﹈を搭載した︒同じ﹃大和﹄を九州沖で攻撃したと仮定すれば︑
︵二︶の仮定を承認しないパイロットもいるが︑この日本の戦艦は︑このよ
うな命中弾を受けようと︑致命的な損傷には至らない機能を明らかに持っ
ていると報告してよいわけだ︒ついでながら︑ベニントンは一︑
六〇〇ポン
ドの半徹甲弾を補給されたことはないことを付け加えておく︒
︵三︶九州の攻撃では︑一︑
〇〇〇ポンド半徹甲弾の命中効果が充分に
あったのは事実である︒
︵四︶両方の攻撃とも︑損害評価写真の必要を痛感する︒呉の攻撃の場
合には︑攻撃進行中に戦闘機哨戒隊が撮影したため︑投下全ての記録が
あるわけではない︒今回の攻撃画面の写真が不適当であることはご覧の
とおりである︒わが隊群は︑特別に翼に装置したＫ 二
―五カメラを使用
して︑優れた損害評価写真を手に入れてきた︒残念なことに呉攻撃の範
囲では︑カメラの搭載方法が不適切で︑この撮影は全くできていない︒
それに九州攻撃時の撮影は搭載機が墜落している︒
︵五︶わが艦爆機にたいして向けられた九州の砲火の量は︑呉の砲火の
場合よりはるかに少なかった︒この違いは明らかに次の理由による︒
た︒

︵ａ︶ほかの多数の飛行機をけん制するために敵の対空防衛力が分散し

‥

Ⅳ

七月二四日

﹁天城﹂﹁葛城﹂攻撃

二
―八日

第[ 四九戦闘機隊︑ 米( 空母サンヤシント︑ＣＶＬ三〇 第) 三艦隊／第三八・一機動弾︑
﹃日向﹄攻撃中に呉地域の対空防御カを減殺する任務 一九四五年七月二四日
〇七 五八 一( 九時発艦 ︵
]*１︶ナンバーＡＧ ︵*２︶Ａ 一
― 四
―二 Ｗ( 四
―九 ﹈)

第 四 九 空 母 航 空 群 の ヘ ル キ ャ ッ ト 八 機 と ア ベ ン ジ ャ ー 九 機 は︑
一九四五年七月二四日〇七 五八 日
(本 時
) ︑呉海軍基地攻撃の機動群
三
[ 八・一 に
] 合流するために︑母艦の空母サンヤシントを発進した︒ 第
(

尉も目標にたいして投下できなく︑松山西飛行場の西約二マイルの船尾

機関の大型貨物船一おそらく ――
ＪＭＳＴ貨物船に手動制御で投下した︒
大尉の爆弾は貨物船の左舷側近くに投下され︑同船が横転して沈没する
のが見られた︒

退避時に呉南部で全攻撃群が大量の敵船に遭遇した︒見当たる限りの

船に攻撃がかけられ︑一帯の状況は大変な混乱ぶりであった︒第四九戦闘

隊所属の隊群機は次の確かな敵撃滅の成果を上げた︒例えば︑
﹇Ｏ・Ｃ・ポ

メオ中尉による船尾機関貨物船 Ｊ( ＭＳＴ貨物船 一) 隻横島南での発火︑
︑
沈没確実﹈
︑
﹇Ｃ・Ｍ・ウィリアム中尉によるツアイ島南での貨物船もう一隻

の爆破撃沈﹈
︑
﹇リンゼイ大尉小隊の集中機銃掃射による佐田岬眞東での帆船

から入った︒海軍基地へは最終的に西北から接近し︑第四九戦闘機隊群

目的地へのコースは四国上空からで︑瀬戸内海へは松山西飛行場下方

四九 戦
) 闘機群は︑雷撃隊と爆撃隊の上空直掩と戦闘爆撃機隊としての
任務についた︒

と少なくとも小型商船二隻﹈
︑
﹇それに編隊長小隊の攻撃による目標の直ぐ南

て結果的に沈没﹈
︑
﹇Ｄ・Ｌ・ハセルハースト大尉の小隊による大型商船一隻

その中には︑次の船舶が含まれる︒
﹇護衛駆逐艦一隻︑これはこの攻撃によっ

損傷を受けていたその他多数の艦船が第四九戦闘機隊からも攻撃された︒

倉橋島の直ぐ沖で大きなダメージを受けた︒他の航空群によって攻撃され︑

一隻の撃破﹈
などである︒Ｗ・Ａ・ヤンシイ少尉によって貨物船一隻が発火し︑

は割り当てられた目標である﹃天城 あ
︑
( まぎ ﹄
)﹃葛城 か
( つらぎ ﹄)級の

爆弾投下は高度約三︑
〇〇〇フィート︑引き起こしの高度差はそれより平

と西北端に繋留されていた︒高度一二︑
〇〇〇フィートで降下を開始し︑

Ａ・ギブソン中尉は︑
﹃攻撃に入るぞ﹄と言ったという︒彼はその後の様

とき︑敵機が多数やって来るのに気付いた︒アーカンサス州出身のＪ・

この二小隊がランデブーし︑豊後水道を下って退避にかかろうとした

での大型貨物船一隻﹈などである︒

均一︑
〇〇〇フィートであった︒攻撃は激烈な重・中口径自動砲の砲火を

子について次のように報告している ﹃前方を行く味方の戦闘機隊から

南の工場地帯に投下した︒大きな爆発が少尉の照準点で一か所見られた

Ｅ・Ａ・ケース少尉は目標にたいして爆弾投下ができなく︑三ツ子島東

ム中尉とそちらに向かった︒その二機はウィングタンクを付けていたが︑

て来るのに気付いた︒敵味方を調べようとして列機のＧ・Ｍ・ウィリア

て︑支援に向かった︒前を行く編隊に近づくと︑二機がわれわれに向かっ

敵機が被さってきた︑という無線電話を受けた︒直ちに編隊を組み直し

‥

われわれが近づくとタンクを落として海面近くにダイブを始めた︒それ

数発直撃するのが見られ︑大損害を受けた飛行甲板が各所で爆発した︒

えないので︑爆弾投下はすべて南端の空母に直接向けられた︒

掻い潜って敢行された︒目標の北側半分は雲にさえぎられ︑はっきり見

二隻の空母は重々に迷彩をほどこされて︑呉港眞西の三ツ子島の南端

空母二隻には攻撃の殿をつとめた︒

‥

が結果の評定はできなかった︒戦闘機隊群編隊長のＡ・Ｗ・リンゼイ大

第３部 米軍パイロットの呉空襲体験記

407

‥

た︒すると︑敵は元に戻って水平になるしかない︒敵を有効射程距離に

旋回するが︑敵が旋回を始める度に︑私は敵の前方に短い連射を浴びせ

近づいた︒われわれのＦ６Ｆ ５
―は急急加速の噴射装置を使えぱ﹃フラ
ンク﹄に接近するのは訳はない︒敵機がこちらのふところにはいろうと

にした︒小隊は別れて︑私は一機を追い︑ウィリアム中尉はもう一機に

までに二機が﹃フランク﹄だと分かっていたので︑それに接近すること

したが︑激しい錐揉みに入って海中に突入した︒
﹄

度八︑
〇〇〇フィートから下降しながら長い連射を加えた︒敵機は急旋回

て短い連射を浴びせた︒相手は左に急降下旋回し︑私はこれについて高

緩旋回すると︑前面にもう一機の﹃フランク﹄がいた︒すぐさま接近し

私の眞下にいるではないか︒私はタンクを投下して相手に接近し︑長い

急降下で転進して逃げられた︒機首を下げてみると﹃フランク﹄一機が

連射を浴びせた︒相手は右に激しく上昇旋回した︒ところが︑私が左に

とらえたとき︑私の最初の一撃で敵の車輸は二つとも下りた︒私は敵機

敵機がもう一機近くで飛沫を上げた︒ヤンシィ少尉は︑近くに他の隊

尉は﹁おそらく撃墜﹂二機目の成果を手に入れた︒リンゼイ大尉は同じ

の前にのめったので急上昇して反転︑降下して敵機の後尾に戻るしかな
は不成功だった︒それまでに︑私の連射は敵機のコックピットに命中し︑

時刻ごろ︑別の﹃フランク﹄を追っていたが︑長い一連射を加えた︒こ

機が見当たらないので︑これは自分の最初の一撃の相手だと思った︒少

機体から煙が出始めていた︒最後に︑敵機は片側に傾いて裏返しになり︑

れが急旋回して逃避する前に大尉は自分の連射が機体に命中するのをみ

かった︒敵機はというと︑今度は横滑りの旋回をやろうとしたが︑これ

燃えることなく一直線に水中に落下した︒
﹄

目がくらんだのだ︒その前に私は三秒間も連射をかけている︒パイロッ

旋回した︒こちらも旋回しようとしたが︑これには失敗した︒一時的に

た一機に急接近した︒尾部について射程範囲にとらえたとき︑相手は急

して︑一機ずつ分けて追跡を始めた︒私は﹃フランク﹄に違いないと思っ

の下方の敵戦闘機二機を海上に追い出した︒われわれは一八〇度急旋回

闘機＝三機︵うちおそらく一機は撃墜 ︑一機は損傷︶
︑中型商船一隻 ︑

した︒不確実なものを含めた成果は︑海中に飛沫を上げて墜落した敵戦

ランデブーを終えて︑燃料タンクをほとんど空にして基地の母艦に帰投

砲火が発射されたが︑その量は限られ︑しかも不正確であった︒編隊は

径の自動対空砲火の弾幕に遭遇した︒呉の南部の艦艇からは軽量の対空

が上がるのは見ていない︒呉の主要な目標の上空では︑激烈な重・中口

とめた︒しかし︑敵機に間違いなくダメージを与えたにも拘らず︑水柱

トは被弾死したか負傷したと思っていたが︑こちらも目がくらんだ︒回

小型商船二隻＝沈没 ︑天城 葛
―城型空母 一隻＝損傷甚大︑小型商船一隻

ウィリアム中尉は次のように報告した ﹃ギブソン中尉は︑われわれ

復したとき︑相手が煙をむくむく吐きながら錐揉みで落ちていくのに気

＝損傷︒

語った ﹃後ろを振り返ると編隊の後方上方に識別不能機が七機飛んで

ンシィ少尉はもう一機別の敵味方不明機をつけていた︒彼は次のように

方戦闘機群がこれに発射していた︒豊後水道の対岸上空で︑Ｗ・Ａ・ヤ

付いた︒敵機が水面に撃墜する前︑これについてダイブしていた他の味

‥

は一八〇度急旋回して掃射を始めた︒少尉は単機の相手に接近したが︑

いる︒私が﹃敵がいたぞ﹄と発信すると小隊の長機Ｅ・Ａ・ケース少尉

‥
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『１９４５年７月２４日、呉湾で攻撃を受ける日本の空母。左手で主に爆撃を受けているのは、
「天
城」
。右下の艦はカムフラージュしている「葛城」
。写真は、サンヤシント（ＣＶＬ３０）機が撮影。
Ｋ１７焦点距離１２カメラ、1,000 フィート、三ツ子島沖。
』
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偽装艦三隻発見︑次の攻撃目標に︒
﹇ＯＰＮＡＶ

一
―六 二
―二三﹈

﹃本州︑呉 ―
村落の下方の海岸を背にした三隻の偽装した艦︵写真の右中
央部︶に注意のこと︒
七月二四日の攻撃中︑第八三航空群の機敏な写真班のメンバーがこの
写真を撮影し︑三隻は次の攻撃の目標にされることになった︒
﹄

一九四五年七月撮影のエセックスの第八三爆撃隊と第八三雷爆隊︒
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空母名

二〇

発艦時刻
帰艦時刻

米軍機
識別

一部の概要
日本機

一
三
六
一一
一〇
四

損

米軍機
人員損傷

撃墜三
破棄一
軽損三

損害機

害

撃墜三名

行方不明三
名

生死不明
一名ＡＡ

摘要

Ｗ・Ｃ・キャ
ロン少尉︑

Ａ・ ポ ー タ ー
機銃士︑Ｊ・Ｊ・
スコバ三級無
線士

Ａ・ Ｃ・ デ ー

マジェスキー機銃士

ンズ機銃士︑Ｄ・Ｊ・

尉︑
︑Ｖ・Ｅ・ジョー

Ｉ・Ｗ・ウィット少

チ ャ ー ル ズ・
ソーワーズ少
佐

士

行方不明二
ヴ ィ ス 少 尉︑
救命筏上
名
Ｊ・ Ｗ・ オ ブ
確認
救命
ライエン機銃

広飛行場

一機
二機
不確実一
発煙一機

疾風

日本機
墜落

︵収集した﹁戦闘報告﹂の分析による︶

一五
〜 一五 呉市
二〇

交戦地

疾風
雷電

観察 交戦

一二 一〇 一二

一

行方不明三
名

ゼロ戦
一機

播磨灘
備後灘

豊後水道
帰路
一
︵一〇四五
９
―Ｉ︶

五 豊後水道

一〇

四

〇
九

二

疾風

四

〇

三

ゼロ戦

八

八

一〇
三
七
一三
一一
二
四
四

九

三

一〇

ＶＴ６
一一
一四一〇発
ＶＢ６
一一
一八二〇帰 ＶＦ６
三
ＶＢＦ６
七
ＶＴ６
一三
〇七四五発 ＶＢ６
一二
八
一二二五帰 ＶＦ６
ＶＢＦ６
四

一一

ＣＡＧ
ＶＦ
一四三〇発
一八五一帰 ＶＢＦ
ＶＢ
ＶＴ
〇七四五発 ＡＧ
︵ 九
―︶
ＶＦ
一二一五発
ＶＴ
︵ 九
―︶

ＴＢＭ ―
３

一
三
六
一一
一〇

一一

〇七三〇発
Ｆ６Ｆ５
一三三六帰

発艦 交戦 爆撃 機種

第三八機動部隊 呉地方攻撃

ハンコック

ＶＦ ６
―
︵ＴＢＭ ３
―Ｆ︶
ＣＶＧ ６
― ︵
―ＳＢ２Ｃ４Ｆ︶ 呉港艦船
︵Ｆ６Ｆ ５
―︶
︵Ｆ４Ｕ Ｆ
―︶

呉海軍基地

呉 海 軍 基 地︑〇七四五発
ＦＧ
軍艦
一二三〇帰

隊
名
攻撃目標
︵機種名︶

一九四五年七月二四日
航空機
戦闘報告
ナンバー

第一機動群︵ ・１︶
ベニントン
ＡＧＡ １
ＶＦ ―
― ―
四九戦闘隊

ＶＢＦ ―
１
第一戦爆隊

サンヤシント

ハンコック

ＣＶＧ ６
―
︵ＴＢＭ ３
―Ｆ︶
ＣＶＧ ６
― ︵
―ＳＢ２Ｃ４Ｆ︶ 呉港艦船
︵Ｆ６Ｆ ５
―︶
︵Ｆ４Ｕ Ｆ
―︶
ＶＢ １
―

七二

ランドルフ

ＣＶＧ
︵Ｆ６Ｆ ５
―︶
ＣＶＧ 一
―六︵ Ｆ ６ Ｆ ５︶呉湾
― ﹁日向﹂
三一 四五
―
︵ＳＢ２Ｃ４︶
︵ＴＢＭ ３
―︶

呉海軍基地艦 一四一五発
ＶＢ１
船
一八四五帰

ベニントン

10
16
16

第三機動群︵ ・３︶

バターン

ＡＧ ―
第四七航空隊
ＶＦ ―
第四七戦闘隊
ＶＴ ―
第四七雷撃隊

ＶＴ︵Ｎ︶
︵ＴＢＭ ３
―︶

夜間
一八〇〇発
瀬戸内の艦船 二三〇〇帰

ＡＧ ―
ＶＦ ―
ＶＴ ―

四
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第四機動群︵ ・４︶
ボノーム・
リチャード

91

47 4747

16

49

16

47

47

47

47 16 16
47 47

38

42

39

38

38

38

災も鎮火したが︑陸の重砲と湾内の中小型艦の砲火の打ち上げもやや散
発になった︒

最後の雷撃機が攻撃した後︑最初のヘルキャット分隊が一︑
〇〇〇ポン

ド爆弾を抱えて急降下した︒船首をよけて艦の長さに沿って三〇度の急

降下を敢行したが︑パイロットはその成果を見届ける前に水平姿勢にか

機と雷撃機を護衛した︒一ヶ分隊は一︑
〇〇〇ポンド通常爆弾を搭載し︑

﹇訳者註﹈

えって飛び去った︒

二ヶ分隊は二六〇ポンドのフラーク弾を搭載した︒戦闘爆撃機隊の一ヶ

︵*１︶ ＣＶＧ ＶＦ︵艦戦︶
︑ＶＴ︵艦雷︶とＶＢ︵艦爆︶隊からなる
空母航空群︒

分隊は爆撃機が急降下攻撃する前に︑二六〇ポンドフラーク弾を投下し
て対空砲火力を抑えるよう命じられ︑もう一ヶの分隊は雷爆機に先行し︑
三ヶ目の分隊は護衛任務につく前に一︑
〇〇〇ポンド爆弾を外すように命
じられていた︒
爆撃戦闘機隊は︑高速で北方から高度一六︑
〇〇〇フィートで接近した
後︑濃い靄の層を突き破って一一︑
〇〇〇フィートに高度を下げ︑五〇度
の︵良好な︶急降に入った︒戦闘機隊が急降下に入るのを見極めるまで
は﹃利根﹄が発砲しなかったので︑最初の分隊は別の単艦︵おそらくは
駆逐艦︶と陸の高射砲陣地を呉湾を北方向に掃射し︑爆撃した︒パイロッ
トの一人は爆弾を投下できなかった︒四番機は高射砲に被弾した︒おそ
らくは急降下中︑
中口径砲に被弾して呉湾に墜落した︒
﹃利根﹄
はこの時点︑
多量の重砲を打ち上げている︒
第二次の爆撃戦闘機分隊のうち二機は︑ＴＢＭアベンジャー機が途中
不時着のおそれが発生し︑それに備えて分隊から離れてアベンジャーに
随伴していた︒残りの二機は五〇度充分とって︑﹃利根﹄
に急降下を敢行し︑
﹃利根﹄艦上と至近に急降下爆撃機の型通りの命中が見届けられた︒報告
によれば︑少なくとも﹃利根﹄の甲板上で一時火災が発生した︒その火

によるダメージという大戦果を

して︑直撃弾四発︑至近弾数発

に投錨した重巡﹃利根﹄にたい

呉の対岸︑江田島の北部海岸沖

は︑その第三次の攻撃によって︑

瀬戸内海での第八七爆撃戦隊

爆撃機隊︵ＶＢ︶逐次報告

いた︒

の砲火は射程︑高度とも外れて

時には重砲火に追われたが︑そ

きの弾幕のせいか︒編隊は接近

であったのは︑降下に入ったと

重口径と中口径の対空砲は激烈であったが︑目標周辺で一般に不正確

︵*２︶ グラマン艦上戦闘機︒

‥
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﹁利根﹂への攻撃
﹇空母タイコンデロガ︵ＣＶ ︑第三艦隊 第/ 三八・三任務隊︶艦載
ＣＶＧ ︵*註１︶ 八七︑呉地域 巡洋艦利根攻撃目標︑一九四五年七月二八日
〇七 四五︵Ⅰ時︶離艦﹈報告ナンバー三四︵ＣＶＧ 八
﹈
―七︶
14

戦闘爆撃機隊のＦ６Ｆヘルキャット ︵*註２︶三ヶ分隊が目標まで爆撃

戦闘爆撃機隊︵ＶＢＦ︶

‥

方不明になっている︒

ト一名と乗組員一名が対空砲火によって︑目標地近くの水面に撃墜︑行

挙げた︒一方︑
人的︑
物的損害が今回も大きかった︒二機の損失と︑
パイロッ

たかどうかについて何らの報告も受けていない︒もっとも︑各グループ

とめられている︒しかし︑当の攻撃戦隊は二人を救出する企みが成功し

士の二人は︑六時間後に救命筏に乗っているのが他の攻撃グループにみ

から位置関係については報告が種々寄せられ︑空・海救援部隊も情報を

把握したまま︑事件発生四日が経過した︒その他の母艦帰投は問題なく

〇七 五〇時に急降下爆撃機ヘルダイバー︵ＳＢ２Ｃ︶二機が母艦タ
イコンデロガを離艦して︑戦闘爆撃隊と雷撃機隊の航空群と四国の地域
行われた︒

の一発は船体中心部︑他の一発は右舷艦尾部に命中した︒一機は投下不

ハドソン少尉は︑
﹃利根﹄に一︑
〇〇〇ポンドの直撃弾を与え︑そのうち

外れるか至近弾であったが︑ダンカン中尉とキャメロン︑フィーラー︑

各機の投下間隔をほとんどおかないように投下した︒最初の数発は的を

一︑
〇〇〇ポンド半徹甲弾︵ＳＡＰ︶一発と二五〇ポンドのフラグ一発を

フィートで南南東の方向で急降下に入り︑各機は三︑
五〇〇フィートで

エベレット・Ｌ・ウィーラー少尉／ウィラード・Ｓ・クラーク三等射撃士

リチャード・Ｌ・デーニング三等射撃士

カーティス・Ｌ・キャメロン少尉

リチャード・Ｐ・ブルウィット少尉／Ｅ・Ｗ・マクロリン三等射撃士

ゴードン・Ａ・ダーナ中尉 ／ フランク・Ａ・ジョンソン二等射撃士

ラルフ・Ｆ・プッテ少尉 ／ デュアン Ｒ・リーゲンバッハ三等射撃士

ハロルド・Ｐ・ブレーム少尉 ︵*註３︶
ウィリアムＪ・トンプソン二等射撃士

レイモンド・ポーター中尉 ︵*註１︶
ノーマンド・Ｒ・ブリセット三等射撃士 ︵*註２︶

フランツ・Ｎ・カナダ少佐 ／アンドリュー Ｊ・Ｄ・ブラックＡＣＲＭ

この作戦に母艦から出撃したパイロットと乗組員は次のとおり

に向かって航行した︒途中︑プッチー少尉機のエンジンに異常が生じ︑
少尉機は空母哨戒機トムキャットの飛行位置まで引き返さざるをなかっ
たが︑不時着の前にトムキャット付近に辿り着いた︒少尉と乗組員の三
等通信士のリーゲンバッハは味方駆逐艦に引き揚げられた︒
攻撃編隊が本州上空の北よりのコース︑江田島の西方地域に接近する
につれて︑周辺に散開している高射砲陣地が編隊を捕捉し始めた︒爆撃

能であったが︑命中弾と至近弾は重大なダメージを与えたと考えられ︑

ヒュー・Ｈ・ダンクム中尉／ ウィルバート・Ｃ・パリッシュＡＣＲＭ

機は︑北面から高速接近を始め︑
﹃利根﹄の北方呉湾上空高度一一︑
五〇〇

報告によれば︑
﹃利根﹄は擱座して︑今後脅威的な戦力の対象から完全に

ラッセル・Ｓ・ヨークス少尉 ／ロバート・Ｊ・コリンス二等射撃士

‥

二五日は悪天候に阻まれたが︑第八二雷撃機隊は二八日に︑呉にたい

雷撃機隊︵ＶＴ︶逐次報告

ハロルド Ｇ・ハドソン少尉／ ロイ Ｒ・ディケンズ二等射撃士

ローン Ｊ・ベッセ中尉 ／アルビン Ｊ・レイゴ二等射撃士

外れたという︒
江田島上空南西への退避が予定されていた︒ポーター中尉は︑高射砲
弾に被弾したと思われるエンジンから煙が激しく噴出するヘルキャット
を集合地点まで引き揚げたものの︑直ぐに脱落して︑前もって指定され
ていた空・海不時着救援地区の瀬戸田︑伊予灘地域に着水するのが見ら
れた︒一一 〇〇時に不時着したが︑中尉と乗組員ブリセット三等通信
‥
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‥

して︵この三日間のうちの︶三次の出撃を行い︑日本の重巡の攻撃を支

︵*２︶ノーマン・Ｒ・ブリセット 同上

‥

一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶

ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶

フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル

マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル

ヤード・ポンドなどの単位早見表

︵３︶ハロルド・Ｐ・ブレーム タイコンデロガ航空群機のパイロット
*
︵１︶
・
︵２︶の二人を偲んで一九九九年︑呉︑広島を来訪した︒

‥

‥
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援して擱座させた︒一一機のアベンジャーは最初の規定爆装の攻撃を行
い︑呉港北面八マイルの江田島湾に投錨中の重巡﹃利根﹄に投下四四発
のうち一〇発の五〇〇ポンド爆弾を命中させた︒急降下爆撃機一〇機と
戦闘機六機と連繋した雷撃機隊は﹃利根﹄の﹁前部四主砲塔と後部のス
キー式滑走板﹂を爆撃︑発煙を伴う大きなダメージを与えた︒
︵この連繋
グループは七月二四日に﹃日向﹄にたいしても同様の攻撃による成果を
挙げている︒
︶
﹃日向﹄と同じように極く浅い水域に﹃利根﹄も徐々に着底︑
擱座したと考えられる︒午後の写真によれば︑﹃利根﹄
は前部を水面に傾け︑
第三八任務隊司令はこれを擱座と評定分類した︒
﹇訳者註﹈

︵*１︶レイモンド・ポーター中尉 日本側に救助されたが︑一九四五年
八月六日被爆し︑後死亡︒

‥

［ 1945 年 7 月 28 日「タイコンデロガ」第８７空母航空群の攻撃を受ける
重巡「利根」
、Ｋ― 20 カメラ］

﹁日向﹂をめぐって
︹空母エセックス︵ＣＶ ︑第三艦隊／第三八︑
三機動群︶艦載
第八三ＣＶＧ編隊︑呉地域日本艦船︑部隊と設備爆撃目標︑一九四五年七月二八日
目標上空〇八 〇〇日本時︺報 告 ナ ン バ ー Ｃ Ｖ Ｇ 八 三 ―
三﹈

第八三 ーＣＶＧ

全に基地に帰投した︒

第八三 戦
―闘爆撃機隊

キンケイド大尉が指揮するＦ４ Ｕ
―コルセアがＳＢ２Ｃヘルダイバー
とＴＢＭアベンジャーの戦闘機群を掩護した︒これを邀撃する敵機との
遭遇はまったくなかった︒

攻撃目標の三隻は︑呉の南西 倉橋町沖の入江の中で充分に擬装されて
いた︒

隊が七月二四日に発見した擬装した艦船三隻の要旨説明と爆撃指令を出撃

ことができた︒

Ｆ４ Ｕ
―コルセア群の一ヶ分隊は︑ＳＢ２Ｃヘルダイバーにさきがけ
て︑急降下爆撃を行い︑中央の艦に五〇〇ポンド爆弾二発を命中させる

直前に受けた︒二八日早朝の出撃編隊によって︑
﹃日向﹄が着底している
と報告されたので︑スチュアート少佐は︑編隊を先導して擬装した三隻の
艦船に向かった︒

央海岸の入江に位置した三隻の擬装した駆逐艦か軽巡洋艦にたいする第

第八三 戦
―闘機隊
モア大尉が指揮するヘルキャットの一ヶ分隊は︑呉地域の倉橋島の南中

艦名も識別されていなかったが︑駆逐艦か軽巡だと考えられた︒

第八三 爆
―撃機隊

ちらも場所は瀬戸内海であった︒

Ｆ４ Ｕ
―コルセア隊の一機は商船一隻を掃射して火災を発生させた︒三
機が他機と七〇フィートの貨物船一隻を掃射して火災を発生させた︒ど

対空砲火が目標の北方向でよくみられた︒

八三雷撃機隊による艦艇の攻撃を前方で低空掩護した︒
グラマンＦ６Ｆの編隊は︑攻撃中高度一五︑
〇〇〇フィートの上空を旋
回していたから︑最南端の艦から急降下して爆撃を行った︒
二六〇ポンドの破壊爆弾一発が艦尾張り出し部に命中するのが観測され
た︒しかし︑損害は判定できるものではなかった︒

ルが発進直後に二︑
九〇〇ＲＰＭで停止したため︑帰艦しなければならな

爆撃機編隊の指揮官ライナー大尉は︑プロペラ変速調整器のコントロー

う直前に要旨説明と指令を受けていた︒

それで︑パイロットたちは倉橋島 南海岸の擬装した三隻を攻撃するよ

航空戦艦﹃日向﹄は︑編隊が発進する一時間前に沈
第一目標の戦艦 ―
没したと報告があった︒

海岸を利用した三隻の擬装工作は極めて巧妙であった︒三隻とも形式も

三隻からの対空砲火は観察されなかったが︑微弱な重口径と中口径の

その他のＦ４ Ｕコルセア分隊の三機は︑ＴＢＭアベンジャー群といっ
―
しょに急降下し︑中央の艦に一︑
〇〇〇ポンド爆弾一発を命中させた︒

ただ︑
﹃日向﹄の現状が不明なので︑編隊は︑第八三航空群の写真撮影

た︒

に命中弾を浴びている戦艦﹃日向﹄であり︑﹃日向﹄の完全爆破が目的であっ

機隊のスチュアート海軍少佐の指揮下にあった︒第一目標は︑七月二五日

第八三航空群と第三四航空群の艦上機からなるこの編隊は︑第八三雷撃

19

攻撃隊のランデブーが終わって︑ヘルキャット隊は電撃隊を掩護して安
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空母名

『７月２４日、空母「タイコンデロガ」機の攻撃をうける「日向」
』
ＶＦ

二二

隊名
︵機種名︶

︵ＴＢＭ ―
３︶

ＶＦ
ＶＴ
︵Ｆ６Ｆ ―
５︶

呉艦船

攻撃目標

発艦時刻
帰艦時刻

呉地域の広島
ＣＶＧ ―
〇四四五発
湾と四国飛行
︵Ｆ６Ｆ ―
５︶
〇九三〇帰
場

〇七四五発
︵ 九
―︶
一四一五発
︵ 九
―︶

識別

米軍機
発艦

日本機
交戦 爆撃 機種 観察

一六

一二
一六

一五

一二

一六

交
戦

日本機

損

害
米軍機

摘要

Ｖ・Ｊ・モートン少尉
Ｊ・ Ｃ・ モ ー ラ ン ド 二
等機銃士︑Ｗ・Ｋ・モー
ル銃士

損害機

戦死三名

ポーター・Ｗ・マックス
ウェル中佐

人員損傷

﹁伊勢﹂
クラス
ＡＡ

戦死一名

墜落

『７月２４日、
致命的損傷を受けた日本海軍の誇りであった航空戦艦「日向」
が情島冲に着底。７月２８日、爆撃時に撮影』――この攻撃に参加し、半
世紀後に呉・広島を訪れたポール・ブレム氏の「数珠玉の連なるように『日
向』にダイプ」のキャプション。
新居浜
ＡＡ

交戦地

一九四五年七月二五日 第三八機動部隊 呉地方攻撃 概要 ︵収集した﹁戦闘報告﹂の分析による︶
航空機
戦闘報告
ナンバー

第一機動群︵ ・１︶
ベローウッド
ＶＴ

第三機動群︵ ・３︶
タイコンデロガ

3131

87

31
31

38

38

416
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かった︒第二分隊長のブレズラブ大尉が爆撃隊の指揮を引き継いだ︒
目標の南で機動部隊の攻撃調整官は︑空母エセックスの編隊にたいし
て擬装船三隻を攻撃するよう命令した︒
爆撃編隊の先導機は︑三隻が在泊する入江を西方の入江ととり違え︑
後に貨物船と判明した他の船に編隊を先導した︒
一︑
〇〇〇フィートの高度で機を急降下から水平に戻し︑左に回避しな
ければならなかった︒一機のパイロットはこの誤ちに気付いて︑三隻の
うち外側寄りの一隻を攻撃した︒
退避に際してその他の小型船を掃射したが︑成果は観測されていない︒

7/24 の攻撃

3/19 の攻撃

第八三 電撃機隊
―
第八三電撃機隊は︑一四︑
〇〇〇フィートの高度で︑投錨地の南と北か
ら目標に接近した︒
電撃機隊は︑急速で九︑
〇〇〇フィートに降下し︑とんぼ返りして滑空攻

日 向
7/24 の攻撃

撃に移り北から西に向けて離脱し︑三隻のうちの外側の艦に爆弾を投下し
た︒大がかりに擬装されているために艦の識別は困難で︑攻撃後撮影した
写真でも判定が容易でなかった︒直撃弾の判定もやっかいで︑どの場合も︑
直撃したという申告は︑下記のパイロットか︑乗組員が報告したものである︒
ヤード・ポンドなどの単位早見表
マイル ＝一・六〇九 キロメートル／ヤード ＝九一・四四センチメートル
フィート＝ 三〇・四八 センチメートル／インチ ＝二・五四センチメートル
ポンド＝〇・四五三五九二三七キログラム︵計算方法＝一割引いて二で割る︶
米・二〇〇〇ポンド＝一トン︶
一ノット＝国際ノットでは時速一・八五二キロメートル

第３部 米軍パイロットの呉空襲体験記
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3/19 の攻撃
7/24 の攻撃

7/24 の攻撃

（１）この図は、３月１９日と７月２４日の爆撃の効果を示す。

（２）７月２４日の命中弾は、致命的で着底した。

※出典「The Campaigns of the Paciﬁc War」 すでに着底していたため、命中弾（複数）は、図示していない。

（３）７月２８日の爆撃による損害は甚大なるも、

（４）１９４５年８月１日、同艦は完全放棄。

空母名
発艦

﹁伊勢﹂クラ
ス

Ｊ・Ｇ・コステイゲン大
尉︑Ｗ・Ｆ・コリンズ三
等通信士︑Ｎ・Ｃ・シム
ズ少尉︑Ｍ・Ｇ・クラー
レンス三等通信士︑Ｌ・
Ｈ・ホーン三等機銃士

生死不明一
名

戦死一名
ＡＡ

行方不明四
名
ＡＡ

Ｇ・Ｇ・ターン機銃士︑
Ｊ・Ｋ・ダニエル 無線士

Ｗ・Ｃ・マガイヤ少尉︑

ウ ィ リ ア ム・ Ｎ・
スタンリー少尉

Ｇ・トラセル少尉︑ミラー
機銃士︑ウイリアム大尉︑
Ｃ・Ｄ・ダーリング機銃士

Ｍ・Ｒ・ブラドショー通信士

Ａ・Ｂ・ハーン少佐

撃墜死二名

故障一

不時着
一

行方不明三
名
他に行方不 撃墜四
明三名︵戦 軽損二
闘外︶

行方不明二
名
ＡＡ

行方不明
五名
ＡＡ

損
害
摘要
日本機 米軍機
墜落 人員損傷 損害機

﹁伊勢﹂﹁大淀﹂
﹁青葉﹂
広島湾

交戦地

概要 ︵収集した﹁戦闘報告﹂の分析による︶
日本機

なし

なし

交戦 爆撃 機種 観察 交戦

第三八機動部隊 呉地方攻撃
米軍機
分類
八
四︑
四

発艦時刻
帰艦時刻

八
一〇
一二

隊
名
攻撃目標
︵機種名︶

Ｆ４Ｕ ４
―
ＳＢ２Ｃ ４
―
一三

〇七四五発
一二二〇帰
ＴＢＭ ３
―

ＶＢＦ ―
ＶＢ ―
日本艦船
ＶＴ ―

七

八

一〇

一〇

八

ＳＢ２Ｃ ―
４Ｅ

一二

一一
一一

一二
一五

七

Ｆ６Ｆ ５
―

一二一五帰 ＴＢＭ ３
―Ｅ

九

二
七
八
一
九
一五
一四
一〇

〇七四五発

呉 海 軍 基 地 一四三〇発
艦船
一八四五帰

呉地域
重巡﹁利根﹂

ＳＢ２Ｃ ４
―

九

ＳＢ２Ｃ ―
４Ｅ

ＶＢＦ ―
１ 呉 海 軍 基 地 〇七五〇発
ＦＧ Ｉ
―Ｄ
軍艦
一二三〇帰
ＶＢ ―
１

ＶＢＦ ―
ＶＢ ―
ＶＴ ―

ＣＶＧ ―
ＶＦ ―
ＶＢ ―
ＶＴ ―

三
七
八
一
一一
一五
一四
一〇

一二

八

一〇

九

一二

ＴＢＭ ３
―Ｅ

ＴＢＭ ３
―
ＴＢＭ ３
―
ＶＴ
―
Ｆ６Ｆ ５
―
〇七四五発
Ｆ
６
Ｆ
５
戦艦三隻攻
―
撃
―
一二一五帰 ＳＢ２Ｃ ４
ＴＢＭ ３
―
Ｆ６Ｆ ５
―
ＳＢ２Ｃ ４
―
Ｅ
ＴＢＭ ３
―Ｅ

呉港艦船

呉 地 域﹁ 利
ＣＶＧ ―
根﹂

ＶＴ ―

第五〇 撃隊

418
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一九四五年七月二八日
航空機
戦闘報告
ナンバー

ＣＶＧ

二七
七五

94

第一機動群︵ ・１︶
レキシントン
︵ＣＶＧ ―︶
ベニントン
ベニントン

第三機動群︵ ・３︶
タイコンデロガ 三四

エセックス

三七

ランドルフ ＣＶＧ
︵ＣＶＧ ―︶ 四〇 四
―五

タイコンデロガ

三二

第四機動群︵ ・４︶
カウペンス

83

94
16

94 94

87 87
87

838383

38

38

38

83

87

雷 50

94

16

偽装した日本艦船を攻撃︵１︶

﹇ＯＰＮＡＶ 一
―六 二
―二三 書式 ＡＣＡ 一
―﹈

偽装した日本艦船を攻撃︵２︶

ところ︒
﹄

﹃本州︑呉 ―
最初のページ掲載の三隻のうちの中央の艦が︑七月二八日朝
に︑第八三飛行群による攻撃をうけた後︑黒煙をはげしく吐き出している

﹇ＯＰＮＡＶ 一
―六 二
―二三 書式 ＡＣＡ 一
―﹈

﹃本州︑呉 ―
七月二八日︑前ページの船の近くの一隻が空母﹁エセッ
クス﹂の第八三 航空群機に攻撃されているところ︒擬装のため艦種
が特定できないが︑駆逐艦か軽巡と考えられる︒
﹄
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７月２４日と２８日の空母機による重巡「利根」と「青葉」の被弾損害の概要
※４２７ページの「追記」に解説あり。

（１）７月２４日と２８日、命中弾は、すべて空母発進機によるもの。
「利根」は、７月２４日の攻撃後も、浸水のままであっ
たので、浅瀬に曳航して船首を浜にのり上げだ。
（２）正確な直撃弾は、
７月２８日に測定できなかったが、
「利根」の水浸は甚大で救助の方法なしと判断。Ｂ 24 の編隊（複数）
も同日「利根」を爆撃したが、一発の命中弾もなかったとの報告あり。 ※出典「The Campaigns of the Paciﬁc War」

後部エンジン左舷 完全浸水 後部エンド右舷の浸水は７／
24
（１）略図は、7 月 24 日と７月 28 日に受けた損害を示す。
（２）7 月 24 日、至近弾（左舷）は、エンジンルームに重大浸水を発生。
「青葉」は 10：00 に座礁。
（３）多数の爆弾が艦尾に命中して、重大な浸水と艦尾破損のため着底となる。
（４）７月２８日に受けた損傷のため、艦の放棄止むなきにいたる。※出典「The Campaigns of the Paciﬁc War」

呉戦災 ―― あれから６０年
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『サンヤシント ７月２８日 0950 時 10,300 フィート Ｋ― 18 24″カメラ 呉海軍基地』
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報告

ホーネット

ＶＴ 一
―七

ＶＴ 一
―七

クロフォード・Ｈ・バーネット 三等通信士 イントレピッド ＶＢＦ 一
―〇

一二
一二

３／

３／

３／

３／

３／

３／

３／

３／

月日

撃墜状況
交戦 対空砲火
ＡＡ
伊勢クラス
ＡＡ
伊勢クラス
ＡＡ
伊勢クラス
ＡＡ
伊勢クラス
ＡＡ
伊勢クラス
ＡＡ
大和
ＡＡ
大和
ＡＡ
金剛クラス

場所

３／

入獄

呉港
呉港
呉港
呉港
広島湾
広島湾
呉港
呉港

３／

３／

３／

３／

３／

３／

３／

３／

呉港

一覧︵一︶一九四五年三月一九日関係
隊名

二等通信士
ホーネット

ＶＴ 一
―七

一二

一五

不明

３／
松山上空 ３／
松山上空 ３／
松山上空 ３／

五

移送後
解放

大船送致
五一 捕 虜 解 放
第一号

三

一一〇

一三

五二

五

五

五三

五三

五

五三

五三

日数

海軍刑務所入出

出所

３／

５／

５／

３／

５／

５／

３／

３／

５／

４／

７／９

３／

５／

摘要
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Ⅴ 撃墜されたパイロットたちの記録
呉海軍刑務所に収監された米飛行士
所属母艦

２
ロバート・Ｈ・ウィリアムズ

中尉
ホーネット

ＶＭＦ ― 一五
一二三

階級
資格

３
タルマッジ・ウェストモーラン
ド

三等機銃士

ベニントン

ＶＢ 八
―二

収監飛行士氏名

イントレピッド ＶＢＦ 一
―〇 一〇

４

ハロルド・Ｗ・ウェスト

大尉

ベニントン

ＶＢ 八
―四

少尉

５

ドナルド・ドリス・ウォードン

三等通信士

バーガーヒル

ロバート・ブリニック

６
クリフォード・Ａ・ブラウン

中尉

ワスプ

１

７
ジョン・Ｄ・ウェルシュ

少尉

一〇

８
ハロルド・Ｒ・アイヤー

３／
３／
３／

24

11

11

24

11

11

24

一二

９

ＶＢ 八
―六
ホーネット

ＶＢＦ 一
―七 三七 撃墜

21 21 20 20

No

ＶＢＦ 一
―七 三七 撃墜
ＶＢＦ 一
―七 三七 撃墜

不明
中尉

ホーネット

不明

フォレス・Ｅ・マコーミック

大尉

ホーネット

不明

チャールズ・Ｆ・ワイズ

大尉

ウィリアム﹇文字不鮮明﹈

エドウィン・Ｗ・マシューズ

21

24

20 11

24

11

19
19
19
19
19
19
19
19 19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

No、
12 11 10
13

階級
資格
所属母艦

隊名

呉海軍刑務所に収監された米飛行士

収監飛行士氏名

陸軍Ｂ
か？
不明

空母戦闘
報告８／
空母戦闘
報告８／

撃墜状況
交戦 対空砲火 月日
ＡＡ
３／
伊勢・日向
ＡＡ
３／
伊勢・日向

７／
７／
７／
７／
７／
７／

７／
７／

呉港

呉港

場所

入獄

３／
３／
６／
６／

西能美島
７／
上空

６／

西能美島
７／
上空
情島上空 ７／

７／

情島上空 ７／
呉港

呉港上空 ７／

呉港上空 ７／

８／４

東能美町 ７／
音戸町

８／９

出所

５／

５／

７／

７／

７／

７／

五一

五二

一一

一一

一一

一二

８／１

８／１

８／１

二

三

三

二

二

８／１

一

７／

８／１

二

八

８／１

８／

８／

摘要

９／
西部復員監部搭乗員
大船送り リストより

８／
西部復員監部搭乗員
大船送り リストより

海軍刑務所入出
移送後
日数 解放

一覧︵二︶ 一九四五年六月二八日〜八月九日関係
報告

ＶＢ ― ＣＶＧ 〜

エセックス
ＶＢＦ ―
ＣＶＧ 〜

二等機銃士
エセックス

チャールズ・Ｊ・リチャードソ
ン

中尉
不明
陸軍Ｂ
か？

ユージン・Ｊ・トーガス
アーヴィン・アインシュタイン

不明
不明

ランドルフ

ＡＡ

ＡＡ
ＡＡ
伊勢

７／

山口県

11

11

９

９

９

不明

スタンリー・Ｖ・ビートリアン

ＶＦ ―
？

二等機銃士

二等機銃士 シャングリラ

シャングリラ

不明
中尉

ジョン・ムーア
リチャード・Ｗ・マン
ロバート・Ｆ・ハナ
フランクリン・Ｂ・ミラー

七五
７／

ＡＡ
日向

７／

30

ランドルフ

ＶＧ
ＶＢ ―
四〇 四
―五
ＣＶＧ
ＶＢ
―
四〇 四
―五
ＣＡＧ
ＶＢ ―
九四〜一六

ＣＡＧ
ＶＢ ― 九四〜一六
８／２

ＶＢ １
―

不明
７／

ＡＡ

30

中尉

レキシントン

三等機銃士 レキシントン
大尉

ベニントン

ＴＢＭ
三座機

ＭＩＳ報告
７／

31

ガーランド・トラッセル
ウォーレン・Ｅ・コリンズ

ジョセフ・Ｇ・コステガン

通信士

ベニントン

第四九四
爆撃群
第八六六
戦隊

29
30

No

ＣＡＧ
ＣＡＧ ―
九四〜一六
８／２

ジョージ・Ｆ・ラムリル

パイロット

第七航空群
読谷

三等機銃士 レキシントン

ルーサー・Ｈ・ジョンソン

機銃士

オリバー・Ｌ・ホーン

ウィリアム・Ｅ・エーベル
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17

1

25
29
24

27

21
20
28
28
25

28

19

19

24

24

28

28

15
16

27

17

17

94

28

28

83

16

94

16
28
24
30

28

24
28

83

83

15

83
29
16

29

85

94

No、
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

赤十字がまとめた日本国内の捕虜収容施設（１９４５年９月）※収容施設があった呉は、記入されていない。
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―

機種

攻撃
目標
場所

二名

二名

二名

江田島町
単発二座
小用︑
﹁日
﹁日向﹂
二名
席
向﹂撃墜
︵一四時︶

呉港内

呉海軍 呉海軍
基地 基地

ＳＢ２Ｃ
呉基地 呉基地
４
―Ｅ

ＴＢＭ

ＳＢ２Ｃ
４
―Ｅ

呉市上空 一名

―

―ＦＧ Ｉ
―
Ｄ

呉港内

二名

一名

― Ｆ６Ｆ

呉海軍 呉海軍
― ＳＢ２Ｃ 基地 基地

せください︒

撃墜米機
氏名

アルフレッド・シモンズ

一等無線士

大尉

一名 撃墜 焼死
一名 パラシュート降
下 し た が︑ 地 区 爆 撃 で
焼死︒

エドワード・ヒック
クラーレンス・Ａ・ティージ

コパ・Ｌ・バノリン

二等機銃士

少尉

七一

ＣＶＧ

ＣＶＧ
少尉
ＶＴ
ＶＢ
ＶＦ
三等機銃士 ＶＢＦ

ケネス・Ｗ・グロート

少尉

ジャック・Ｓ・キーリー

フランク・Ｇ・リタ

少尉

少佐
ウィリアム・トロイアン

機銃士

チャールズ・ソーワー

ロバート・Ｗ・リチャード

備考

墜落炎上

﹁戦闘報告﹂で
６
― Ｍ Ｉ Ａ の 他︑ 一
６
― 名︑ ル ー タ ー・
６
― ポ ー フ・ ジ ョ ン
６
― ソ ン は︑ Ｐ Ｏ Ｗ
６
―︵呉刑務所収監︶

照合する
階級・資格 戦闘報告

六十年後の今ならと思われる方は︑
﹁呉戦災を記録する会﹂までお知ら

たようである︒

呉近辺の墜落米パイロットの公開調査︵一︶︵一九四五年七月二四日関係の九件分・占領軍総司令部︶

不明

ＶＢ

ＶＴ

ＶＢ
ＶＢＦ

人員

左の表は︑ＧＨＱが戦後︑新聞︑ラジオで公開調査を呼びかけた︑
一九四五年七月二四日墜落機パイロットの名簿である︒覚えている方も

♯一四一一
遺体未回収

♯二一三七
遺体未回収

遺体未回収

♯二一三六

遺体未回収

♯二一三九

遺体未回収

♯二一九四

ＶＢＦ

ＶＢ

―

ＧＨＱ
法務局 飛行隊名
調査報告

おられるので︑記載した︒もっとも︑敗戦国民から情報の提供はなかっ

空母

不明

シャングリラ

ハンコック

タイコンデロガ

ヨークタウン

♯二一九五

♯二一九三

85

6

１

２

３

４
５
ランドルフ

ベニントン

―
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６
７

16

88
16

1

1

No、

空母
ボノーム・
リチャード

ランドルフ

ＶＢ

ＶＢ

―

―

ＧＨＱ
法務局 飛行隊名
調査報告
遺体未回収

♯二二〇一

遺体未回収

♯二二〇四

ＶＢ

―

機種

Ｆ６Ｆ
５

機種
ＴＢＭ

Ｆ６Ｆ

攻撃
目標
広島湾

場所
二名

人員

場所
呉湾

人員
二名

撃墜米機
氏名

階級・資格
少尉

リチャード・Ｃ・アドルフソン 三等通信士

ジョセフ・Ｔ・ウィリアム

撃墜米機
氏名
Ｋ・Ｌ・ヤオリン
Ｋ・Ｗ・グロウト

照合する
戦闘報告

少尉

三四

なし

照合する
戦闘報告

二等無線士

階級・資格

備考

備考

山口県瀬
一名 ジョン・Ｊ・ハンシェル
少尉
戸内
︻ 訳 者 註 ︼﹁ 中 国 復 員 監 部 ﹂ が 一 九 四 五 年 七 月 二 九 日 に︑ 山 口 冲 を 漂 流 中 の 海 軍
岩 国︑
松 山 飛 少 尉 ジ ョ セ フ・ ダ ビ ン ス キ ー︵ 空 母 ラ ン ド ル フ 搭 乗 ︶ を 漁 民 が 救 助 し た と 報 告
行 場 駐︵一九四六年一月二八日︶した︒ただし︑ＧＨＱ法務局は︑ダビンスキー少尉が
機攻撃 七月二八日に広島県に墜落したＢ ﹁タロア号﹂のパイロットだったことから︑
山口県憲兵関係者を尋問︒ダビンスキー少尉ではなく︑ハンシェル少尉が捕獲さ
れ︑広島に送られたことを確認した︒

攻撃
目標

― ＳＢ２Ｃ 呉湾

ＧＨＱ
飛行隊名
調査報告
♯二一八九
遺体未回収

ＶＢ

︻訳者註︼七月二八日︑山口県海上で救助されたタイコンデロガ第八七爆撃隊所属の
― 伊予灘 レイモンド・ポーター中尉とノーマン・ブリセット無線士がこの♯二一八九の二名
と混同されているが︑左記の第八七爆撃隊の﹁航空機戦闘報告ナンバー三四﹂
︵
︵四一二
四
︶が入手できた︒
―一四ページ︶
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８

９

タイコンデロ
ガ

タイコンデロ
ガ

85

87

空母

呉近辺の墜落米パイロットの公開調査関連︵三︶︵独自調査による判明分︶

24

91

16

No、

Ⅵ

追記
あとがきにかえて
――

の表のナンバー九について ――
︒
﹁ランドルフ﹂艦載機のパイロット︑ジョン・ジョセフ・ハンシェルにつ

いては︑日本側が占領軍に対して︑多分︑Ｂ ﹁タロア号﹂のパイロット︑ジョ

翻訳し︑まとめた︒しかし︑紙数に限りがあり︑大半を割愛せざるを得なかっ

一︑
〇〇〇機以上の空母機の﹁戦闘報告﹂の一部を収集し︑訳者も記録の一部を

同月二八日の︑一︑
〇〇〇機以上の記録は︑結局﹁タイコンデロガ﹂機と﹁ラ

ンドルフ﹂機の﹁戦闘報告﹂も︑貴重なものだが︑割愛した︒七月二四日と

墜され︑海上から反射鏡を使って味方機に救難を依頼したと考えられる﹁ラ

セフ・ダビンスキーと誤ったまま報告したようである︒ハンシェル少尉が撃

﹁呉戦災を記録する会﹂は︑一九四五年七月二四日︑二八日︑呉に襲来した

た︒ 今回︑掲載した﹁戦闘報告﹂の中には︑
﹁日向﹂を攻撃したパイロットの

ンドルフ﹂機の各一機とその他一機︑
﹁ベローウッド﹂のものに絞りこんだ︒

ま た︑ 四 一 七 ペ ー ジ と 四 二 〇 ペ ー ジ に は︑
﹁日向﹂
﹁利根﹂
﹁青葉﹂が

ポール・ブレム氏︵一九九九年ほぼ半世紀ぶりに呉︑広島を訪れた︶の友人で︑

一九四五年三月一九日から七月二八日までに受けた損害の状況を図説したも

原爆死したブリセット飛行士が搭乗したヘルキャットのナンバー三四︵四一二
一九九九年にブレム氏と﹁日向﹂の生き残りの勇士たちの公開の対談が呉阪

のを掲載した︒これは︑アメリカ戦略爆撃調査団が終戦直後の一〇月一六日︑

これで﹁全体の話﹂がなんとか見えてくればありがたい︒

急ホテルであり︑彼を招待した広島の森重昭氏の依頼で︑訳者も通訳として立

〜四一四ページ︶もあった︒ブレム氏も探していた貴重なものだ︒

会した︒
﹁日向﹂の遺族から﹁グラマンが二〇〇機も三〇〇機も襲ってきたのに︑

ききながら︑彼は﹁
﹃日向﹄と自分のヘルキャット機との一騎打ちの体験記をま

ても︑全体の話がよう見えん﹂という苦情があった︒これに対する彼の答弁を

信頼性は高い︒これもひとつの﹁米軍による呉海軍軍人尋問録﹂といえよう︒

呉水域で被害を受けた日本艦船を調査した造船技官の松本大佐よるもので︑

調査団が呉鎮守府で関係士官を尋問した結果にもとづいており︑イラストは︑

﹃太平洋戦域における作戦﹄にまとめたものだという︒基礎的な情報は︑爆撃

とめたいのだな﹂とその時思ったのを覚えている︒帰国後︑二〇〇二年二月亡

ブレムさんの爆撃小隊の十二機のうち一機がやられ︑命がけだった﹂と言われ

くなったが︑遺書になった体験記が送られてきた︒前出の﹁数珠つなぎになっ

︒
四〇六ページの﹁大和﹂の最後の写真について ――
写真では︑生存者の救出に駆逐艦が接近中︑その一瞬後︑米機による生存

て﹃日向﹄にダイブ﹄である︒同じコンテキストで森氏がその後︑
﹃文春﹄の特

人語﹂が伝え︑
﹃戦艦大和ノ最期﹄の著者・吉田満と救難艦の生き残りとの論

者に対する無情の掃射があった︒このことを六十年後の今︑
﹃朝日﹄の﹁天声

一九四五年七月の艦載機の来襲には︑呉の艦船を守るため︑紫電改の﹁剣

集︿二〇〇二年九月号﹀に寄稿されている︒

生存者の一人︑福山の八杉康夫さん︵当時十七歳︶は︑高さ四〇メートル

争を呼ぶことになった︒
大和部隊の戦死者三︑
七二一名
︵大和の戦死者二︑
七四〇

の艦橋から弾き飛ばされたが︑
﹁雪風﹂に救助され無事呉に生還した︒八月七

部隊﹂は全機を投入した︒全機といっても︑もう二十一機しかなかった︒七
告されている︒しかし︑この生き残り﹁紫電改﹂の︑この日の最後の活躍と

名︶
︑大和の生存者は︑二七六名だけだ︒

犠牲の記録も割愛した︒代りにはならないと思うが︑
﹁記録する会﹂が収集し

日早朝には広島救援に派遣されたが生き残り︑以来︑死に損ないの引け目を

月二十四日朝一〇時豊後水道方面で六機を失ったが︑一〇機以上の撃墜が報

た﹁タイコンデロガ﹂と空母群の旗艦だった﹁サンヤシント﹂の写真数点を

︵よしだ・たかよし／呉市三条︶

感じていたが︑大和五十回忌を機会に大和の悲劇を若者に伝える語り部に転
じておられる︒

掲載することができた︒
さて︑前ページの七月二四日﹁呉近辺の墜落米パイロットの公開調査︵二︶
﹂

第３部 米軍パイロットの呉空襲体験記

427

24

おわりに
呉戦災を記録する会

代表

朝倉邦夫

あれから六十年も経つのに︑呉空襲・戦災の全貌が未だに︑特に︑被災数値や
被災者名が正確に分かっていません︒
再調査を行い︑資料を確認しようとして︑県庁・県警察本部・呉市役所・呉警察署・
呉消防署へ行きましたが︑全ての公文書が破棄されて︑記録が全く保存されてい
ませんでした︒
犠牲者名や人数︑被災家屋名や戸数︑罹災者名や罹災者数︑など基本的な資料
すら保存されていないことを不審に思います︒
法定保存期間が過ぎたという理由で廃棄したのですが︑そこに行政の空襲被災
に対する認識の甘さや︑被災者に対する支援の薄さを感じます︒
呉市は︑罹災証明書の発行や救援物資・見舞金を支給しました︒被災者名や被
災家屋名が明確に登録されていたから出来たことです︒
それに基いて作成された統計資料は︑時間の経過と共に︑転記・修正加筆・誤
記される中で︑その後の各種統計に表記されたが︑その根拠となっている資料が
一切ないので︑統計数値の信頼性を損ねています︒
調査の中で︑呉市議会の事務局に︑昭和二十年の議事記録と速記録が残されて
いるのが見つかりました︒読むと︑当時の議員の︑市民生活支援や呉市復興を望
む熱弁が見られ︑今後︑機会がありましたら︑市民の皆さまにご紹介したいと思
います︒
実は︑呉市は戦災死者名簿を持っているそうですが︑プライバシーを口実に見
せていただけません︒その名簿に基き︑
毎年︑﹁呉空襲犠牲者慰霊 恒･久平和記念の日﹂
の行事を行うための招待状を発送しているそうです︒
全国各地︑広島や沖縄などでも︑戦災死者の銘版を設立し︑具体的な死者名を

対象に︑犠牲となった死を悼み︑慰霊を行う中で︑平和への思いを深めています︒

呉でも犠牲となられた戦災死者名を明らかにし︑戦災の﹁記憶﹂を正確に蘇らせ
ることが︑今後の課題だと思います︒

新しい資料として︑県立文書館の﹁山岡資料﹂の﹁空襲被害対策ニ関スル件﹂

のように︑空襲直後の︑公文書の生資料が見つかることもあります︒個人の﹁神

垣日記﹂のように綿密な記録が出れば︑これまた︑具体的な状況が判明してきま

すから︑今後も気長に探して︑より正確な記録を残していかねばなりません︒

米軍の呉空襲の精密な記録が保存されていますが︑資料の発掘も︑翻訳も解読
も十分ではありません︒

今回︑空襲で焼失する前の︑昭和二十年四月十二日撮影の精密な航空写真を入

手しました︒立体写真で︑大きく引き伸ばしても鮮明な画像になり︑町並みもくっ

きりと再現できます︒何とか市民の皆さまのお目に掛けられるようにしたいもの
です︒

これ等の資料の空白を埋め︑呉空襲の実態を知るには︑何と言っても﹁体験記﹂

に勝るものはありません︒記憶違いはあるかも知れませんが︑多くの体験を付き

合わせていくうちに修正されて︑全体の状況が判明していきます︒

呉空襲・戦災の実状が﹁歴史﹂として定着していくには︑未だ当分の間︑資料・

体験記の収集が急がれています︒これからも多くの方が︑戦災体験記や資料をお
寄せくださることを期待しています︒

この﹁体験記﹂の不足を補う資料や︑かつて出版した映画︑体験記︑行政・米

軍資料を見たい方は︑呉戦災を記録する会のホームページをご覧下さい︒

http
//kure ― sensai.homeip.net/
お寄せいただいた体験記は︑このホームページで全国にお伝えしていきます︒

最後になりましたが︑この体験記の出版に関わりまして︑組版・制作では﹁ア

トリエ休山舎﹂に︑印刷・製本では大村印刷株式会社のスタッフの皆さまにご

無理をお願いし︑
たいへんなご苦労をお掛けしました︒厚くお礼を申し上げます︒
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