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スマイル会 28 年 7 月例会 
平成 28 年 8 月 4 日 

梅 津 寿 一 
 
太平洋戦争――飢餓・護衛・情報 
 
はじめに 
28 年 1 月の例会で、昭和 11 年、二・二六事件頃までの日本の犯した過ちを、韓国・中国と

いう今次大戦の被害国の視点から報告したが、はたして十分な説明ができたか内心忸怩た

るものがある。本来なら昭和 16 年開戦までの日本の辿った過ちを述べるべきであろうが、

そこは添付の年表を簡単に説明することでご理解頂き、今回は戦争中の諸問題――飢餓・護

衛・情報をキーワードにして報告させて頂く。 
戦争中の問題としては、虐殺事件（南京、昭南）も避けては通れないが別途としたい。 
 
戦没者の過半数は餓死だった 
＊ 1977 年（昭和 52 年）厚生省が明らかにした太平洋戦争における戦没者数は 310 万人で

あった。内訳は： 
  軍人・軍属・準軍属      230 万人 
  外地での戦没・一般邦人    30 万人 
  内地での戦災死者       50 万人 
  合計             310 万人 
 
この戦争で特徴的なことは、日本軍の戦没者の過半数が戦闘行為による死者、所謂名誉

の戦死ではなく、餓死であったという事実である。「靖国の英霊」の実態が、名誉の戦

死ではなく、飢餓地獄の中での野垂れ死にだったのである。 
 

    注： 飢餓には、食物を全く摂取しないで起こる「完全飢餓」と栄養不足、栄養失

調による「不完全飢餓」がある。不完全飢餓のために体力を消耗し病気に対する抵

抗力を失くし、マラリア、アメーバ赤痢、デング熱などにより病死する。これらの

病死者も広い意味での餓死と言える。 
 
１．ガダルカナル島での戦い（1942 年 8 月から 1943 年 1 月まで） 
陸戦のターニング・ポイントとなったガダルカナル島攻防戦と相前後して戦われたニュー

ギニアにおける戦闘の問題点を見てみよう。 
＊ 米豪遮断作戦の一つ MO 作戦を 1942 年（昭和 17 年）5 月初旬に発動したが、米機動

部隊の反撃で珊瑚海海戦を引き起こし、ポート・モレスビーの海路攻略は失敗した。し
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かしツラギ島は海軍によって占領され、引き続き対岸のガダルカナル島に 7 月中旬より

設営隊（海軍陸戦隊 150 人、人夫約 2000 人）を送り飛行場を造成しつつあった。 
＊ 完成寸前の 1942 年（昭和 17 年）8 月 8 日米軍が上陸してきた。 

大本営陸軍部は、米軍反攻は早くても昭和 18 年以降という希望的観測により、敵の上

陸は偵察作戦か飛行場の破壊作戦で少人数との判断のもと、少数でも早く派遣できる部

隊を送る、と決定した。 
ミッドウェー島占領の要員として出陣した一木支隊（一木清直大佐・2000 名）が、ミッ

ドウェー海戦の大敗によりグアム島に待機していたところ、ガダルカナルに転用され 8
月 10 日奪回を命じられた。一木大佐は、実兵指揮に練達し、陸軍の伝統的戦法である

「白兵銃剣による夜襲攻撃」の信奉者であった。 
  8 月 18 日、駆逐艦 6 隻に分乗した一木支隊先遣隊 900 名（小銃弾 250 発、糧食 7 日

分）は、軽装備のまま米国海兵第一師団 13,000 人と立ち向かうこととなった。大型輸

送船 2 隻で送られる後続部隊が 22 日、増援の川口支隊（川口清健少将指揮・歩兵第 224
連隊）が 28 日に到着の計画であったから、それを待つのが常道だったかもしれない。 
8 月 20 日、先遣隊は全滅した。米軍はその日から飛行場の使用を始めた。 

＊ 一木支隊攻撃失敗後、米軍機の攻撃でガダルカナル島への船団輸送は出来ず、支隊の残

部、川口支隊の輸送は「鼠輸送」に頼らざるをえなかった。 
  注： 「鼠輸送」は駆逐艦による輸送――重火器が運べない。 

  船団輸送の失敗から、第 17 軍は「ガダルカナル放棄論」を大本営に報告したが、奪回

作戦をあきらめなかった。 
＊ 大本営は、10 月 24 日、25 日、11 月中旬と兵力をガ島に送ったが、いずれも失敗。兵

力の輸送ごとに、輸送に当たる駆逐艦、援護する海軍航空兵力も大きな損害を受けた。

増援兵力を送るのにも困難を極めていたのだから、補給物資を送る余裕などは無かった。

駆逐艦がコメなどの補給品をドラム缶やゴム袋に入れて海岸近くに投棄したり、潜水艦

で同じような方法を取ったりして、辛うじて僅かな補給を確保していたという。 
＊ ガダルカナル島からの撤退を決めたのは、昭和天皇の強い意志によって開かれた、1942

年（昭和 17 年）12 月 31 日の御前会議で決定した。撤収作戦そのものは、米軍に察知

されずに成功した。 
 
＊ 日本側の投下兵力： 約 32,000 人     米軍投下兵力： 約 6 万人 

戦死：   約 12,500 人        戦死：  1,000 人 
戦傷死：  約 1,900 人        負傷者：  4,245 人 
戦病死：  約 4,200 人 
行方不明： 約 2,500 人 

  撤収者―――陸軍：  9,800 名 
        海軍：  830 名 
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（この項「失敗の本質」記載の数字による） 
 
＊ 防衛庁公刊戦史推計の戦死者数によると――― 

陸軍上陸兵力：   31,400 
  途中離島者：   740 
  撤収者：    9,800 
島での喪失者：   20,860 
  純戦死： 5,000－6,000 
  栄養失調症による死：15,000 

 
ガダルカナル島における問題点 
＊ 南太平洋の戦略基地ラバウルから 1,100 キロも離れ、制海制空権を奪われていた日本軍

は、補給困難なことが分かっているにもかかわらず、3 万を超す将兵を送り込んだので

ある。持参した背嚢の食糧を食べ尽くした後は、現地での食料調達は不可能であった。 
補給を全く無視して陸軍部隊を送り込み、戦死者の 3 倍もの餓死者を出す作戦を強いた

のは、大本営作戦当事者の責任であることを強く言わなくてはならない。 
また、上陸してきた米軍兵力の情報収集も十分にせず、一木支隊の攻撃で銃剣突撃が無

意味であることを知りながら、第二、第三、第四と兵力を逐次投入し、同じ失敗を繰り

返した。 
＊ この状況の中で、辛うじて生き残った青年将校は次のように書いている――― 

1942 年 12 月 27 日「今朝もまた数名が昇天する。ゴロゴロ転がっている屍体に蠅がぶ

んぶんたかっている。どうやら俺たちは人間の肉体の限界まできたらしい。・・・（略）・・・

黒髪がウブ毛にいつ変わったのだろう。体内にはもうウブ毛しか生える力が、養分がな

くなったらしい。・・・歯でさえも金冠や充填物が外れてしまったのを見ると、ボロボロ

に腐ってきたらしい。 （以下略）  」  
小尾靖夫「人間の限界――陣中日誌」 中央公論社 1960 ｐ249 

 
２．ニューギニア島での犠牲（1942 年 7 月 21 日から終戦まで） 
補給無視または軽視の作戦がニューギニア島におけるポート・モレスビー攻略戦とその後 
のニューギニア島北岸での戦いに見られる。 
 
＊ ガダルカナルの戦いが米軍の上陸によって生じた受動的な戦闘であったのに比べて、こ

の作戦は日本軍が主体的に計画して実行した作戦である。モレスビーの地誌も、補給方

法も十分に検討して立てられた計画だった筈である。しかし、実際は補給皆無の飢餓地

獄が発生した。 
＊ 前項で触れたように 42 年 5 月に、米号遮断作戦の一環としてポート・モレスビーを攻
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略する MO 作戦を開始したが、日米機動部隊の最初の航空戦である 5 月 8 日の珊瑚海

海戦を引き起こし、ポート・モレスビーの海路攻略は失敗、延期された。 
＊ 5 月 18 日に大本営は FS 作戦要領を決定し、実質歩兵四個連隊からなる第 17 軍を編成

した。しかし、6 月 5 日にミッドウェー海戦で海軍の主力・空母 4 隻を失うに至り、FS
作戦は中止されたが、モレスビー攻略を大本営は諦めていなかった。6 月 12 日の指令

で、ニューギニア北岸から陸路でモレスビー攻略をする研究（リ号研究）を命じた。 
 
   注： FS 作戦は、米号遮断作戦の一つでニューカレドニア、フィジー、サモア群島

の要地とモレスビーを攻略する作戦 
 
＊ ニューギニア島東部の比較的南北部に狭い土地でも、北岸ブナからモレスビーに至る間

には、標高 4073ｍのヴィクトリア山を主峰とするスタンレー山脈が横たわっている。

次項に関係するが、ニューギニア島は総面積 77 万平方キロ、日本の本州の三倍半もあ

る大島である。中央山脈は標高 5000ｍを越え、全島熱帯性の密林に覆われ大河と湿地

が多く地上の通行は極めて困難である。 
＊ 6 月 30 日事前の調査に基づいて、陸路攻略は極めて困難で不可能であるとの意見具申

がなされたが第 17 軍司令部（百武晴吉中将）からは消極的として無視された。 
ブナからモレスビーまでの図上距離 220 キロ、実際距離 360 キロ。補給は人力担送に

よらねばならず、兵員一人の運搬量 25 キロ、一日平均担送距離 20 キロとして、担送者

の消費量を差し引き計算すると、第一線の給養人員 5,000 人、一日主食量 600 グラムと

して、実に 3 万 2000 人の担送者が必要になる。実際問題として陸路侵攻は不可能であ

るというものであった。（南海支隊長・堀井富太郎少将による説明） 
 

＊ 陸路攻略決行命令（大本営参謀・辻政信中佐の独断専行、7 月 15 日、ダバオで下達） 
辻参謀が持参したモレスビー攻略の任務を記載した大陸命第 588 号には、陸路、海路の

いずれにするかは示されてなく「リ号研究」の結果を待つとされていた。 
しかし、辻参謀は大本営では既に陸路攻略が決定しているので、速やかに実行せよ伝え

た。第 17 軍司令官・百武中将は 7 月 18 日ダバオでモレスビー陸路攻略の命令を出し、

その後の悲惨な犠牲へとつながっていく。 
その後の 7 月 25 日になって、大本営作戦課長服部大佐から派遣中の辻中佐宛ての電文

により、陸路攻略命令が辻の独断専行であったことが暴露されたが、中央の大本営も第

17 軍も取り立てて問題にすることは無かったという。それは作戦課長・服部卓四郎大

佐も同調、追認したからである。（高山信武：服部卓四郎と辻政信、芙蓉書房 1980） 
 
＊ 7 月 21 日、ブナに横山先遣隊上陸 

この時期、既にポート・モレスビーを基地とする米豪空軍の制空権下にあり、輸送船や
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護衛の駆逐艦が多大な損害を受けた。南海支隊の主力は 8 月 18 日にブナ南方のバサブ

アに上陸、上陸後一月で携帯食料は底をついた。9 月 14 日には、堀井支隊長は次のよ

うに言っている――「兵隊の飯盒を見て決心を変えた、兵隊で明日の昼まで飯を二合と

炊く者がない。殆どの兵隊がこれで米は終わりだといっていた。食糧の不足は分かって

いたが、これほどとは思わなかった。これ以上進出するのは、それだけ自殺行為をはや

めることになる・・・」（小岩井光夫：ニューギニア戦記 日本出版共同 1953） 
 
補給の困難、食糧の不足は初めから分かっていた。渋る南海支隊の尻を叩いて山系横断

の陸路侵攻作戦をかり立てた軍司令部や無謀な計画の実行を迫った辻参謀の責任は何

故問われないのだろうか？ 
 
退却戦―結末 
＊ 退却戦のさなか、山砲兵中隊長・高木義文中尉は砲を埋めた後、拳銃自殺。支隊長・堀

井少将も危急に駆けつけるさ中、カヌーで川を下る途中水死した。南海支隊は 42 年 11
月頃、ブナ周辺にたどりついた。 
制海制空権を失っていたにもかかわらず大本営は、新たに第 18 軍を編成しブナ付近の

要域確保を命じたのである――これが 1942 年 11 月 26 日。 
連合軍の圧倒的な航空勢力の前で輸送船は使えず、辛うじて駆逐艦の輸送で人員だけが

バラバラに上陸するありさまだった。補給が出来ないのに、人員だけ送り込んで確保せ

よと命じるのは、餓死せよというに等しい。 
1943 年 1 月 1 日、海軍の横須賀、第 5 特別陸戦隊指令・安田義達大佐、陸軍の歩兵第

144 連隊長・山本重省大佐の指揮するブナの守備隊は玉砕した。残る諸隊は 1 月中旬ま

で持ちこたえたが、全員が飢餓状態に陥っていた。 
同連隊の小岩井第二大隊長は、その回想録で次のように述べている―――「食糧の欠乏

は、敵弾以上の徹底的損害をわが軍に与えるようになってきた。・・・（略）・・・この栄

養失調の衰弱した体にひとたび下痢が始まりマラリアが頭をもたげると、血便を下し四

十度前後の高熱に襲われ、・・・・一滴の粥すら欲しなくなり、水ばかり飲んで喘いでい

た・・・。この作戦の終わった後で戦没者の統計を調べると、三割が敵の弾による戦死、

残る七割は病死だった。」（小岩井光夫：ニューギニア戦記） 
1 月 20 日残存部隊の一部はブナ西北のギルワを脱出したが、行動を共に出来ない患者

は陣地に取り残され多くは自決した。堀井少将後任の南海支隊長・小田健作少将も脱出

部隊を見届けた後自決した。 
 
作戦参加の人員 
  南海支隊：内地出発人員 5586 名 
       補充人員   1797 名 
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       損耗人員   5432 名 
       残人員    1951 名 
  歩兵第 41 連隊（小岩井少佐による） 
       戦死    約 2000 名（30％は弾丸、70％は病死） 
       負傷・病気 約 300 名 
       生存者   約 200 名 
今井均大将の回顧録では、「東南部ニューギニアの約 1 万 5000 の南海支隊の場合は、ガ

島よりは一層悲惨な運命に会い、大発動艇により救出された者は、僅かに 3000 名に過

ぎなかった」としている。（今村均：「私記、一軍人六十年の哀歓」 芙蓉書房 1971） 
 
＊ ガダルカナル島の場合は残存兵力救出の措置が取られ、撤退作戦の結果約 1 万の将兵が

栄養失調になりながらも、駆逐艦で救出された。 
ところが、このブナ地区の場合は、救出の策はとられず、バサブア、ブナの守備隊は玉

砕し、ギルワの守備隊だけが自力で撤退した。撤退は奇跡的に成功したが、南海支隊長

以下多数自決者を出すという悲劇を伴うものであった。 
＊ 撤退直後の 1943 年 4 月に、この作戦指導の問題点を指摘した「情報資料」が作成され

たが大本営の作戦当局者には生かされなかった。その後の 43 年 8 月の大本営陸軍部の

文書では、依然「精神力の重要性」を強調し、作戦の失敗を指揮官の精神的要素に原因

があるとしている。 
 
ニューギニア島での犠牲続く 
＊ 1942 年（昭和 17 年）11 月、編制替えによってニューギニア島を担当することになっ

たのは第 18 軍（司令官・安達二十三中将）であった。東部ニューギニアの守備隊を見

殺しにし、ますます状況悪化していたにもかかわらず、大本営はポート・モレスビー攻

略の希望を捨てなかった。 
陸軍は第 18 軍、海軍は第九艦隊を編成し、合計で 14 万 8000 人の大兵力を送り込んだ。

このうち戦後の生還者は 1 万 3000 人に過ぎなかった、実に 13 万 5000 人の戦没者を 
出したのである。司令官の安達中将は、戦後もラバウルに残って、残存将兵の帰還と、

戦犯容疑者の救援に尽力し、それらが終わった 1947 年（昭和 22 年）9 月 10 日に戦没

将兵の後を追って自決した。 
その遺書が今村大将（直属上官）、上月中将（復員局長）宛てに書かれている――― 
「十万に及ぶ青春有為なる陛下の赤子を喪ひ而してその大部は栄養失調に起因する戦

病死なることに想到する時御上に対し奉りなんとお詫びの言葉もこれなく候・・・

（略）・・・将兵に対し人として耐えうる限度を遥かに超越せる克難敢闘を要求致し候

之に対し黙々として之を遂行し力尽きて花吹雪のごとく散り行く若き将兵を眺める時

君国のためとは申しながら其断腸の思いは・・・」を読むと、戦没部下将兵に対して殉
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じた姿は立派なものといえる。それに引き換え、現地の実情や戦力の状況を無視して、

無謀な計画を立て、大部隊を餓死させた大本営、とりわけ作戦担当者の責任は重大であ

る。 
 

＊ 前項（ｐ４）でも触れたが、太平洋地区の地図だけを見ている我々はニューギニア島の

大きさが分からないが、日本本州の三倍もの面積を持ち、5000ｍを越える中央山脈、全

島熱帯性の密林に覆われていることを考えると、海岸線の拠点にたどり着いても、それ

は海の中の孤島に等しい。中国戦線と同じような軍隊の行動はできない。拠点から次の

拠点への移動などは、海での孤島から孤島への移動と同じで、人力以外の移動手段もな

く、制空権のない中での移動は徒に損害を増やすだけであった。 
＊ 2 月 27 日に策定された「昭和 18 年陸軍総合作戦計画」で、今後の太平洋方面の作戦の

重点をニューギニア方面におくとした。南海支隊の苦い経験があるにもかかわらず、こ

の段階でもモレスビー攻略を方針としていたのである。 
3 月上旬にニューギニア島東北部のラエへの上陸作戦が実施され、第 51 師団の主力を

ラバウルから送り込んだ。輸送船 7 隻、駆逐艦 8 隻の護衛で、3 月 3 日にダンピール海

峡を通過中米空軍の攻撃を受け、僅か 20 分で駆逐艦 3 隻炎上沈没、全輸送船 7 隻沈没

という全滅的打撃を受けた。 
全乗船者 6900 名中、生存者約 3900 名、そのうちの 1200 名がラエに上陸したという。

上陸した人員も、海没の際に兵器装備を失っており戦力にはならなかった。 
＊ 今村均・第八方面軍司令官は、戦後の 1959 年（昭和 34 年）に戦史室が行った事情聴取

に対し次のように答えている―――「大本営は全くニューギニアの地形を知らなかった。

地図だけで示してくるのである。道路構築も支那大陸と同じような考えを持ってい

た。・・・（略）・・・補給が極めて軽視されていたのである。当時辻参謀が既に東京に帰

っていたので、現地の実情は東京でもよくわかっているはずと思い、大本営の良心を疑

った。・・・補給を軽視する風潮は陸軍大学校の教育が誤っていたものと思う。」 
今村大将の指摘： 

① 作戦参謀の作戦第一 
② 補給軽視の考え 
③ 無謀な積極主義 
④ 攻勢主義の欠陥 

 
＊ 1943 年 9 月に第 51 師団の撤退、北岸への転進が命じられ、9 月 15 日のラエ、サラモ

ア部隊 8650 名は転進の途についた。地図上の距離は 100 キロ程しかないが、北方サラ

ワケット山系を越えてのキアリ向け転進は、標高 4000ｍを越える天険で道路はなく、

急流や密林が行動を妨げ、しかも糧食の補給が無いため、1 か月掛かってキアリに到着

した時には、4 分の１強の 2200 名が途中で命を失う有様だった。辿り着いた将兵も体
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力消耗し、戦闘勤務に堪え得ない状態であった。地図の上だけで転進を計画した参謀や

それを認めた上級指揮官の責任は、どうだったのか？  
 
この山越えをした部隊の一つである第 51 師団第三野戦病院の岩田亀策衛生伍長の戦後

の資料「ニューギニア、サラワケット越え さまよう英霊」（防研資料）に次のような記

事がある―――「ラエより（18・9・15 発）死のサラワケット越え（行程約 400ｋ）、前

半十日ぐらいは敵包囲の内の逃避行、虎の尾を踏む思いの暗夜の難行軍、谷へ転げ落ち

る者数知れず、キアリ着（18・10・15）。ラエ撤退時の兵力約 6000、どうにかキアリに

着いた将兵は半数の約 3000、熱帯とは云へ四千メートル以上の高山、寒さ、連日の行

軍、疲労凍死、餓死数十名が各所に枕を並べて無念の涙をのみ此の山の犠牲となる。今

もなほ白骨を晒す姿が目に浮かぶ」 
その後もこれら部隊はニューギニア北岸沿いに西へ西へと転進を強いられる。その状況

を続けて記載している―――「海岸あるいはジャングル至る所でプーンと鼻を突く死臭、

そこここに三人或いは五人と皮ばかり、或いはビヤ樽のようにむくみ、無惨にも餓死し

ている。中にはまだ生きて目をパチパチしているうちに、耳、鼻、口と蛆虫がわいてい

る・・・（略）・・・生死を分け合った戦友の死体に一寸の土をかける勇気ももはやなか

った。精神力に支えられ、ただ命令によって道なきジャングル・・・海岸・・・激流、

山また山と、ハンサ、ウエワクへと急がねばならなかった」 
 

＊ 米豪連合軍の「飛び石作戦、蛙飛び作戦」と言われるもの 
その当時の司令長官・マッカーサー大将が自賛していたこの作戦は、基地の推進に必要

な 1，2 か月のローテーションで、戦闘機による制空圏の範囲内で上陸作戦を行ってい

くもので、必要のない地点は素通りし日本軍を置き去りにしてしまう、というものであ 
った。 
日本軍がニューギニア北岸の密林の中を徒歩で移動しているときに、米豪連合軍は圧倒

的な海空戦力を武器として、自由に後方の要点に上陸することで、日本軍の行軍を徒労

に終わらせた。 
＊ 大本営参謀の堀栄三中佐はこの「飛び石作戦」を分析して「日本がニューギニアを東西

に連なる陸地と考えた時、米軍は地誌資料を豪州より得て、“これは陸地ではない、海

だ。点々と存在する猫の額の様な平地は樹海の中の孤島だ”とし、これを支配するのは

歩兵ではない。航空以外にないと判断していたのである。」と書いている。（堀栄三：大

本営参謀の情報戦記 文春文庫 1996） 
 
アイタベ作戦（1944 年 7 月 10 日） 
＊ このような状況であるにも関わらず、また連合軍が 44 年 4 月 22 日に日本軍の背後の

ホーランジア、アイタベに上陸し、日本軍は西に転進せざるを得なくなっていたにも関
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わらず―――第 18 軍（安達二十三中将）は「西部ニューギニア方面に転進し、積極的

に敵を牽制し、ホーランジアを奪回せよ」と第二方面軍司令部（司令官・阿南惟幾中将）

により命ぜられていた。 
    注： 第 18 軍は 44 年 3 月 25 日付で大本営により第八方面軍から第二方面軍に

移動させられた。 
＊ 戦闘は 7 月 10 日に始まり、1 か月の戦闘の末に撤退、第 18 軍の損耗は約 8000 名に達

したとされている。その後兵力をウエワク南方に結集した第 18 軍の 3 個師団は、負傷

兵を抱え、7 月で糧食が尽き、敵の後方に取り残される形となり、敵の攻撃に曝されな

がら終戦までの約 1 年間を地獄の苦しみを味わうことになる。 
＊ この 1944 年（昭和 19 年）8 月下旬は戦局の転換点で、サイパン陥落、マリアナ沖海戦

での壊滅によって、太平洋の決戦場はフィリピン方面に移り、ラバウルやニューギニア

に取り残された日本軍は、全体の戦局になんら関係のない遊兵となってしまった。 
 
極限下の第 18 軍 
＊ ラバウル周辺の第八方面軍直轄部隊は、現地自活体制を作り、米軍に素通りされた後も

生存する条件をある程度整えていた。 
ニューギニア北岸の第 18 軍は、比較的物資に富むウエワク南方アレキサンダー山系南

側に部隊を移し、自活圏を確保しようとした。しかし、44 年 9 月以降、連合軍の行動が

活発になり、海岸地区、山系南側ともに日本軍は追い詰められ、45 年 4 月にはウエワ

クが連合軍に落ち、玉砕決戦を考えざるを得なくなった。 
＊ その頃の第 41 師団歩兵第 238 連隊、小隊長・大塚邦男少尉の「回顧録：飢餓戦史」（1961

年 11 月）の一節をみる―――「陽光が輝く頃、川畔の密林内に休むことが出来た。寒

さのために生きた顔をしているものはいなかった。火を燃やして暖をとる事はできない

し・・・（略）・・・眠気は飢えと共に肉体をしめつけていた。陽光のもれる林の中に横

になると誰もが口を利かずに眠った。  （略）  軍及び師団司令部は各第一線将兵

が逃亡し投降する状態に、すっかりその名誉と威信を失っていた。之を防止するために

最後の玉砕命令を軍は各師団に与えたのである。 
 第一玉砕として我々河師団と朝師団があった。 
 第二玉砕と云って軍及び基師団がセピック河畔において最後の結末をつけると云う 
 事だった。 
もう逃げられない包囲された中に東部ニューギニア生き残りの人達がうごめいていた

のだ。   （略）    もう軍人でない人の集まりなのだ。生きる本能のみが肉体

を支配しているのだ・・・食糧探しに全員を差し向けた。」 
 
この手記は戦後 16 年経って書かれたものだが、極限状態に追い詰められながら、降伏

を選ぶことが許されない下級指揮官の苦悩が表れている。 
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組織的降伏事件 
＊ 45 年春の絶望的な戦況の中で、日本軍には珍しい戦場逃避事件が起きた。山系南側に

陣地を構築していた第 41 師団各隊の内、歩兵第 239 連隊第 2 大隊（竹永中佐、約 50
名）が 3 月 23 日以降行方不明となった。1 か月に亘る捜索も手がかりを得られず、同

隊の計画的戦場逃避が疑われた。 
終戦後豪州よりの俘虜送還によって団体投降の事実が確認された。 

 
降伏時点での第 18 軍残存兵力 
第 20 師団     1711 名 
第 41 師団     1147 名 
第 51 師団     4319 名 
セピック兵団    2619 名 
ムシュ、カイリル  1230 名 
その他部隊     2237 名 
総計        13,263 名 

 
第八方面軍死没者総数：  約 18 万 8000 名 
そのうち第 18 軍の死者：  約 10 万名 （90％の 9 万名が飢餓による死者） 

 
海上護衛という考えを持っていなかった 
＊ 日本の戦争指導者たちは、「海上護衛」という考えを昭和 18 年ごろまでは持っていなか

った。  
開戦初期に予想外の成功を収めたので、予定にはなかった遠隔地にまで戦線を拡大し

海上交通線を敵攻撃にさらして、予想外の船腹の損失をもたらした。これにより開戦

時に計画していた「経済計画」の実行に齟齬を来したが、作戦線の縮小・後退に踏み

切ることをしなかった。 
戦争遂行能力における米国との格差が年を追って開きつつあるにも関わらず、いつま

でも終戦に踏み切らなかったことは、国民の犠牲を増大させることとなった。 
これらのいずれもが、戦争指導者や継戦論者の「海上護衛」に対する理解度不足・欠

如からもたらされたものであると言える。 
 
＊ 日中戦争に始まるあの戦争は、民族生存・自衛のための戦争だったはず――それならば

国民経済のミニマムを確保するための海外物資の確保が不可欠であった。つまり「通商

保護」に万全を期すことが不可欠であった。「海上護衛」の必要性もそこにあったはず

である。 
そのためには「制海権」確保が必要となり、その確保のための軍事努力の一段階として
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決戦が起きる。流れとしては以下のとおりである。 
 
  民族生存――通商保護（海上護衛）――制海権確保――艦隊決戦 
 
しかし、現実には主客顛倒だった。艦隊決戦のための基地整備であり、兵力増員であり、

決戦用軍事資材造成のための資材を本土に輸送する、そのための海上護衛という考えで

あった。決戦兵力としての連合艦隊に、艦艇、航空機、兵器、人員のほとんど全部を注

ぎこんでしまっていたのが、昭和 18 年までの姿であった。 
 

＊ ここにも、「統帥権独立」の名のもとに、軍事作戦上の横車がまかり通っていた。 
広大な海域で作戦を展開するには船腹が大量に必要になる。大艦隊の行動には多数のタ

ンカーも必要である。他方、国民生活上にも産業上にも、多量の船腹が不可欠なことは

言うまでもないが、日本の保有する船腹量には限りがある。民需用を優先すべきか、作

戦用を優先すべきか、絶えず厳しい選択問題があり、「統帥権独立」思想から、作戦問題

に政府は干渉してはならない、と作戦要求を政府は飲まざるを得なかった。統帥部の思

い通りに作戦線を延ばすことになり、船腹不足の尻拭いは政府が行わざるを得なかった

が、政府とて、その実力者は軍事作戦重視の考えがもともと強かったので、「海上護衛」

に考えが及ぶことは無かったと言える。 
 
１．石油のない日本が何故開戦に踏み切ったのか？ 
＊ 開戦時の石油備蓄量 （コーエン博士著「戦時戦後の日本経済」による） 

昭和 16 年初頭：      全貯蓄量  780 万 kl 
昭和 16 年 12 月 7 日：   全貯蓄量   680 万 kl 
昭和 16 年国内生産 （天然油）     31 万 kl 
昭和 16 年国内生産 （人造油）     19 万 kl 

    注： 昭和 16 年当時の民間需要は年約 100 万―150 万トン。 
軍事用は海軍・200 万トン、陸軍・50 万トンを消費すると見込まれていた。 
すなわち、陸海軍がおとなしくしていても年に 350 万トン必要であった。そ

れに対して国内生産は、約 50 万トン。 
      南部仏印進駐に伴う米国・蘭印の石油全面禁輸により、石油は 700 万トン  

のストックと 50 万トンの国内生産とで二年分しかなかった。「このままでは

じり貧で滅びるほかない」との言葉が流行った。 
    注： コーエン博士（J.B. Cohen: Japan’s Economy in War and Reconstruction）

の資料は、日本陸海軍石油委員会、企画院、軍需省、人造石油については帝国

燃料興業会社の提出資料による。 
            この本の中でコーエン博士は次のように言っている―――「日本の戦争指導
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者たちが長期戦を予期していなかったことは、入手し得た膨大な資料からも

明らかだ。・・・開戦当初に百年戦争の備えがあると言明したのは、一方には

国内の士気を高め、他方にアメリカ民衆に日本の防衛力を打破する努力の無

駄を思わせて、和平受諾の期を早めようとするのが目的だった。 （略） 長

期戦を予期していなかった何よりの証拠は、経済部門でいうと、開戦当時、産

業の基礎と能力を拡大する何等かの努力をしなかったことだ・・・」 
 
＊ 蘭印の占領 

じり貧を免れるためには、武力に訴えても蘭印を占領しよう、国内に資源が無ければ他

国を侵略してでも資源地帯を占領すればいいではないか！ 占領後１年半もすれば、油

田や送油装置の修復ができ、石油が確保できる・・・。という議論が、昭和 16 年 10 月

頃にされていたという。途中の輸送に問題が無い、という前提でしかこの話は成り立た

ない。 
日本はどの程度のタンカーを作戦用に割き、どのぐらいの隻数のタンカーを蘭印からの

油輸送に使えるのか？ 輸送中のタンカーを敵潜水艦からの攻撃から護るために、どれ

ぐらいの海軍力を割きうるのか？ 敵潜水艦によるタンカーの被害はどれほど見積も

ればよいのか？ 等々。 
開戦前の海軍軍令部の計画者たちは、深く考えていた形跡は感じられない。 
 備考１： 軍令部による船舶被害見積もり  
   開戦初年度    80 万――100 万総トン（造船能力見込み 45 万トン） 
   戦争 2 年度    60 万――80 万総トン （        60 万トン） 
   戦争 3 年度    40 万――60 万総トン （        80 万トン） 
    （開戦当時の保有船腹量：   630 万トン） 

   備考２： 日本はどれだけの船腹があれば戦争が可能か？  
    合計         590 万トン 
      民需用      300 万トン 
      陸軍徴用船腹   110 万トン 
      海軍徴用船腹   180 万トン 
     （開戦初期 6 か月は、陸軍の上陸軍の輸送に 230 万トン要するが、それが過ぎ

れば 110 万トンで間に合うとした。） 
 
   備考３： 昭和 16 年 9 月 6 日御前会議、永野修身軍令部総長の言葉  

「対米戦は海軍作戦に関する限り二ヵ年の成算はある。それ以後のことはわから

ぬ。」 
 
   備考４： 昭和 16 年 10 月 30 日大本営政府連絡会議、鈴木貞一陸軍中将企画院総裁 
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    「いま国内に 840 万トンの石油が貯えられてあります。南方を占領すれば、（略）

やっととはいいながら、石油の自給態勢はできる見込みであります。」 
     軍令部による船腹被害の希望的観測を企画院はそのまま取り入れ、自給態勢可

としている。 
 
明治以来の海軍の伝統 
＊ 明治以来、日本海軍が学んだ英国海軍の戦略思想は、「海上交通線の維持」ないし「商船

隊の保護」ということが根本にあった。しかし、まだ農業国である明治日本は、四面環

海の島国とは言え、英国とは違って海外貿易などそれほど発達していなかったので、日

本ではこの考え方は受け継がれず、日本海海戦の成功などから、独自の戦略戦術的伝統

を造り上げていった。艦隊決戦思想といわれるもの、即ち連合艦隊一本槍思想と言われ

るものである。 
＊ また、アメリカ海軍も 1920 年代では商船隊攻撃など意図せず（Overseas Campaign）、

かの秋山真之参謀（少佐）が米国留学中に師事したマハン提督なども、海外通商保護を

強調したほうであるが、彼もアメリカ海軍の伝統に立っており艦隊決戦思想が強かった。

さらに秋山少佐が観戦武官として従軍したのは米西戦争で、海上交通保護などはあまり

問題とされなかった戦いであった。 
日本海軍の兵術思想の育ての親はこの秋山提督をもって随一とする。 

  
２．無制限潜水艦戦 
＊ 真珠湾攻撃に接したアメリカ海軍首脳部は、当日直ちに「日本に対し無制限の潜水艦戦

及び航空戦を実施すべし」との命令を発している。  
備考： 商船の船客・乗員は非戦闘員であり、攻撃する場合はその船客・乗員を安 
全な場所（ボートや陸地）に移さなければならないというのが、国際法上の規定で

あった。第一次世界大戦でのドイツの商船への潜水艦攻撃に鑑み、1930 年のロンド

ン条約第 22 条に潜水艦の使用制限に関する規定が出来た。主要国はこの規定を受

け入れ、軍縮条項が失効したのちも、この条項は有効に残されていた。 
 
＊ 昭和 16 年当時アメリカが保有していた潜水艦は全部で 111 隻、太平洋海域に配備され

対日作戦に使用されうる潜水艦は 73 隻（大型 55 隻、中型 18 隻）であった。ちなみに、

1939 年第二次世界大戦が欧州に勃発した時のドイツの潜水艦保有量は、作戦用として

は、僅かに 43 隻、しかもそのうちの 25 隻は小型沿岸用のものであった。 
（出典： 米国潜水艦：Vice-Admiral Lockwood, “Sink ‘Em All”, ドイツ潜水艦：Dr. 

Samuel Morrison, “Battle of Atlantic” による） 
これを見ると開戦時の米国の潜水艦勢力としては決して侮れない数量であった。 
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＊ 欠陥だらけのアメリカ魚雷 
マニラ方面における日本軍の緒戦の攻撃によって、潜水艦用魚雷 233 本が失われてしま

ったことがアメリカ軍の無制限潜水艦戦に大きな後れを生じさせた 
1942 年（昭和 17 年）10 月頃には、魚雷の数が極度に不足し機雷敷設に潜水艦を使っ

たりしていた。数の不足だけでなく、性能も非常に悪かった。 
  （出典： Theodore Roscoe, “U.S. Submarine Operation in World War II”） 
   
  潜水艦用魚雷は発火装置の種類によって 2 種類に分けられた。①衝突衝撃型（中型潜

水艦）、②船体磁気感知型（大型潜水艦）。 
  舷側に直撃しながらも爆発しなかったり、舷側に刺さっても爆発しないということが、

宇垣纏「戦藻録」（16.12.27 ｐ57）に特務艦「野島」の例として記されている。 
この不発魚雷の例は、戦局の進んだ昭和 18 年 7 月 24 日、タンカーに改造された第三

図南丸（19、000 トン）でも起きている。トラック西海域で、米潜水艦タイノサ（Tinosa）
による魚雷攻撃を受け 8 本の魚雷を受けたが、6 本は不発、船尾に当たった 2 本のみが

爆発した。タイノサは真珠湾に帰港後調べてると、それらの魚雷は舷側をコスルように

当たった時だけ発火装置がはたらく様になっていたとのこと。 
 磁気感知型も、初期は深度調停装置がでたらめなため、磁気を感知せず作動しなかった

ことが多かった。 
 

＊ 遅すぎた海上護衛総司令部設置（1943 年（昭和 18 年）11 月 15 日） 
及川古志郎大将のもと出来上がった護衛総司令部であったが、護衛対象船舶総数は約

2,700 隻、それに対する護衛艦は計 44 隻、内訳は海防艦 18 隻、旧式駆逐艦 15 隻、水

雷艇 7 隻、特設砲艦 4 隻であった。 
  ちょうどこの頃、米・英・ソ三国の巨頭会談がテヘランで行われ、その劈頭（1943 年

11 月 28 日）ルーズベルトは対日作戦についてスターリンに次のように言っている―

―「太平洋における連合軍の戦略は相手を消耗させるという主義に基づいています。 

（略） 日本側が補いうるよりももっと多くの船腹を沈めつつあるのです。」（Robert 
Sherwood: Roosevelt and Hopkins） 

 
＊ 第 901 海軍航空隊（1943 年（昭和 18 年）12 月 10 日） 

海上護衛のために従来から鎮守府にあった 10 の航空隊の他に、第 901 海軍航空隊と４

隻の改造空母が護衛総司令部に編入された。 
しかし、商船からの改造空母は飛行甲板が短く、速力が遅く第一線の作戦には使い物に

ならぬものであった。また運搬船として使っていたため、飛行甲板を使えるようにする

には半年以上かかるということであった。 
  また、航空隊に編入されたパイロット達は、護衛作戦・対潜作戦とは何なのか、ゼロか
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らの教育から始めなければならなかったのに、基礎訓練もできずに昭和 19 年 1 月中

旬、館山から沖縄へと進出していった。 
 
＊ 1943 年（昭和 18 年）9 月に米国潜水部隊は、「今後はタンカー攻撃を第一とせよ」と

の命令を受けており、その効果が翌 19 年 1 月頃になると現れ、日本のタンカー被害が

増えてきた。（Lockwood: Sink ‘Em All） 
アメリカ魚雷の性能も良くなってきて、魚雷の命中爆発率も緒戦期の 20％そこそこだ

ったのが、この頃には 45－46％の好成績となっていた。 
 
＊ 1944 年（昭和 19 年）2 月 17 日、連合艦隊泊地のトラックが米軍による攻撃を受け甚

大なる損害を受けた。連合艦隊旗艦「武蔵」は、マーシャル諸島（クェゼリン）を攻撃

されていた 2 月 10 日に横須賀へ向けトラックを離脱していた。これ以降は連合艦隊の

根拠地をパラオとした。 
備考：トラック泊地における船腹喪失（昭和 19 年 2 月 17－18 日）―――計 43 隻 

     民間 34 隻、20 万 4,696 トン（タンカー・5 隻、貨物船・11 隻他） 
     軍艦  9 隻（軽巡洋艦・2 隻、駆逐艦・4 隻、潜水艦・１隻、駆潜艇・２隻） 
   この著者は、海軍艦艇の損失よりも 34 隻の船舶を失ったことを、世界船舶史上最大 

の大被害と述べている。 
 
米軍による護衛船攻撃への変更（Lockwood: “ Sink ‘Em All”による） 
＊ 1944 年（昭和 19 年）4 月下旬、作戦部長キング大将は潜水艦に対し「商船よりもまず

護衛駆逐艦をほふれ！」という命令を出した。日本では、艦隊でも船団でも護衛艦が不

足していることを見抜いての命令だったという。 
この米国の新戦法によって、4 月以来 6 月 15 日までに駆逐艦 11 隻、海防艦 4 隻、その

他護衛艦艇 3 隻が潜水艦の餌食となった。この中で連合艦隊所属の駆逐艦 9 隻、（秋雲、

雷、天霧、朝凪、電、水無月、早波、風雲、谷風）が含まれており、来るべき連合艦隊

の行動に大きな制約を与えた。 
 
太平洋戦争の中で、その後の推移に決定的な影響を与えたマリアナ沖海戦を見る 
 
３．マリアナ沖海戦（昭和 19 年 6 月 19 日―20 日） 
＊ 小沢治三郎中将率いる第一機動艦隊の碇泊地をフィリピン群島南端の小島、タウィタウ

ィに置いた失敗。ボルネオ島東岸の石油積出港（パリクパパン、タラカン）に近いとい

うことで泊地に選ばれたが、この周辺はオーストラリア西海岸、フリーマントルを基地

とする米国潜水艦の集合場所のようなところであった。5 月 16 日に第一機動艦隊がタ 
ウィタウィに入泊するとすぐに米国潜水艦群が泊地を取り巻いた。 
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  機動艦隊には 9 隻の航空母艦を保有していたが、経験不足で未熟な母艦搭乗員のため

には、港外へ出ての着艦訓練を必要とした。しかし、敵潜水艦のため訓練が出来ないと

いうジレンマに陥り、駆逐艦での潜水艦掃討でも、逆に 6 月 6 日からの 4 日間で 4 隻

の駆逐艦（水無月、早波、風雲、谷風）が沈められてしまった。 
  錬度の高い母艦搭乗員を失ったのは、前年秋（昭和 18 年）以来、ラバウル方面陸上基

地での米陸軍航空部隊との消耗戦に、大切な母艦航空部隊を使い消耗してしまったこ

とによる。新しい搭乗員の訓練に取り掛かったのが、翌 19 年 3 月で、飛行時間 800 時

間にならないと一人前の母艦搭乗員になれない、と言われていたことから時間的に到

底間に合わず、また日本への油の輸入が思うに任せず、一番必要な航空隊にも厳重な消

費規制がかけられていた。油不足のため毎日の飛行時間が制限され、母国出陣前でも十

分な訓練は出来ていなかった。 
＊ 6 月 13 日タウィタウィを出た第一機動艦隊は、米国潜水艦隊に兵力の概要、出撃方向

全てを知られ、17 日には宇垣纏提督率いる武蔵・大和隊とパラオ北面海域で合同した

ところも、米潜水艦（Cavalla）に偵察されニミッツ、スプルーアンス両提督に把握され

ていた。 
   備考： 潜水艦の任務は、攻撃だけでなく出撃してくる敵艦隊の兵力・行動を報告す 
     ることも大切な任務。上記の報告を受けた潜水部隊司令官からは、直ちに「いま

までは報告第一、攻撃第二であったが、これからは攻撃第一とせよ！」との命令

が出された。日本艦隊の全貌が米軍に全て把握された証拠である。  
＊ 海戦での日本戦闘機の戦いは悲惨の一言であった。日本の航空機が米軍戦闘機と優位に

戦ったのは昭和 17 年末までで、昭和 18 年からは米軍の P-38 戦闘機の性能が急速に向

上し、また搭乗員の技量の違い、味方の母艦に帰る燃料が無いので、グアムの基地に帰

ろうとすると敵戦闘機に待ち伏せされている。米軍では、これを「七面鳥狩り（Turkey 
Shoot）」と呼んだ。 
6 月 20 日午後 9 時沖縄指して逃れる第一機動隊は残存航空機 35 機となってしまった。

そしてもし 20 日の朝、スプルーアンス提督が 1－2 時間早く第 58 機動部隊（ミッチャ

ー中将指揮）に追撃命令を出し、マリアナ西方海上に東風でなく、他の方向の風が吹い

ていたら、「大和」・「武蔵」の運命も、この時どうなっていたか分からない。 
   注： 東風のため偵察機を発進するたびに、艦隊を反転させねばならず、追撃に多く  

の時間が必要であったという。（Lt. Oliver Jensen, USNR: Crrier War ） 
 
４．終戦か本土決戦か 
＊ 西太平洋の制海権・制空権を失っているにもかかわらず、マリアナ沖で艦隊決戦を企て

惨敗を喫したことは、その後本土決戦を迎えるのか、終戦を企図するのか、戦争指導当

局は考慮していたのか、という疑問が残る？  
絶対国防線をマリアナの線まで後退するということを決した、前年、昭和 18 年 9 月 30
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日の御前会議でも、そのような大方針は議題にも上らなかったという。 
注： サイパン陥落（昭和 19 年 7 月 7 日）とほぼ同時に、陸軍の上層部に本土決戦 
  論が唱えられ始めた。（終戦時の陸軍参謀次長・河辺虎四郎中将、参謀本部情報

部長・有末精三少将、参謀本部作戦課長・服部卓四郎大佐――マッカーサー戦史

編纂過程での調査による。） 
 
＊ マリアナ沖海戦後の海軍当局は、同海戦敗北のもたらした決定的な情勢の変化にもかか

わらず、依然従来の戦闘様式を固執した。海軍の存在理由は、連合艦隊水上部隊の活躍

であるという固定観念を捨て去ることができなかった。 
海上護衛指令長官、連合艦隊司令長官の指揮下に入る。 
（昭和 19 年 8 月 9 日、大海令第 33 号） 

    備考： 「戦争は軍事作戦遂行と併行的に通商を続け得る側が勝つ」 
マハン（Alfred T. Mahan） 

   
このマハンの結論は、彼の逝去後に総力戦として戦われた第一次世界大戦で証明され 
た。日本の連合艦隊は、軍事作戦という任務のみに精力をそそぎ、「通商を続けさせる 
という任務」を顧みることが無かった。総力戦では「通商の継続」ということは、武力 
的作戦にも劣らぬ重要性を戦争遂行上に占めている。海上護衛総司令部を連合艦隊司 
令部の下に隷属させるということは総力戦における一大誤謬であった。 

 
南方資源ルート絶たれる 
＊ 1945 年（昭和 20 年）1 月 12 日、南部仏印サイゴン港が、ハルゼー提督麾下の米国機

動部隊に襲われ、以後香港、高雄と襲撃され、1 月中の航空機による被害は、83 隻、

283,000 トンに上り、20 年 1 月の総船腹喪失量は、125 隻、425,500 トン（内タンカー

18 万トン）という恐るべき数字となった。 
＊ 結局、護衛のための艦艇・航空機の不足により、南方資源航路は石油船団だけにして他

は止めざるを得なかった。年 350 万トンの石油が必要であるとしたことで、開戦に踏み

切り南方の油田を抑えたが、輸入実績を信頼すべき二つのソースで見てみると、とらぬ

狸の皮算用であったと言える。問題は、生産ではなく輸送だったのである。 
 
  日本海軍燃料当局者の資料    米国戦略爆撃調査団の調査 
17 年度    143 万キロリットル        160 万キロリットル  
18 年度    261 万              240 万 
19 年度    135 万              80 万 
    注： キロリットルは約 1 トン弱 
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情報軽視が国を亡ぼす 
戦争末期の台湾沖航空戦での戦果誤認情報やヤルタ会談でのソ連の対日参戦密約など、戦

争中の重大な情報もそれを受け取る側の意識、体制等によっては全然生かされず、その後の

国の進路を誤らせることになった。情報に無知な組織（国家、軍）が、人々にいかなる悲劇

をもたらしたのか、という観点から太平洋戦争を見る。   
 
１．米軍が見た日本軍五つの敗因 
＊ 米軍は 1946 年（昭和 21 年）4 月に「日本陸海軍の情報部について」という調査書を

米政府に提出し、その中で日本軍の情報活動についての総評をしており、堀栄三（元大

本営陸軍部参謀・中佐）は的確な指摘と評価し、戦後 40 年（出版した時期より）を経

った今でも教訓的示唆を得ることが出来ると述べている。 
 
「結局、日本の陸海軍情報は不十分であったことが露呈したが、その理由の主なものは 
① 軍部の指導者は、ドイツが勝つと断定し、連合国の生産力、士気、弱点に関する見積も

りを不当に過小評価してしまった。（国力判断の誤り） 
② 不運な戦況、特に航空偵察の失敗は、最も確度の高い大量の情報を逃す結果となった。

（制空権の喪失） 
③ 陸海軍間の円滑な連絡が欠けて、せっかく情報を入手しても、それを役立てることが出

来なかった。（組織の不統一） 
④ 情報関係のポストに人材を得なかった。このことは、情報に含まれている重大な背後事

情を見抜く力の不足となって現れ、情報任務が日本軍では第二次的任務に過ぎない結果

となって現れた。（作戦第一、情報軽視） 
⑤ 日本軍の精神主義が情報活動を阻害する作用をした。軍の立案者たちは、いずれも神が

かり的な日本不滅論を繰り返し声明し、戦争を効果的に行うために最も必要な諸準備を

蔑ろにして、ただ攻撃あるのみを過大に強調した。その結果彼らは敵に関する情報に盲

目になってしまった。（精神主義の誇張）」 
 
＊ 上記、米国の指摘に関する堀のコメントが大変参考になるので、以下に記す。 

① 寺本中将から読むことを示唆された「欧州戦史叢書」の中にも、第一次世界大戦当

時の米国は、英・仏・墺・土の各国に 100％近い軍需品を補給し、自国の軍隊 400
万人を動員させ、少なくとも四カ国分の補給生産の基地となって、当時の金で一日

100 万ドルの戦費を使ってきた超大国であった。 
太平洋戦争では、米国は英・仏・ソ・支を支えた五カ国分の国力を維持して戦った

のだ。こんな簡単なことが日本の大本営にどうしてわからなかったのか。 
② 次の制空権問題。太平洋を眺めて、青い水面と白い波だけを見ていたのが日本の戦

略立案者、あの空をとらなくてはこの海は取れないと、空を見上げていたのが米国
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の立案者だった。戦後発表になった米軍の資料では、1921 年（大正 10 年）すでに

西部太平洋の攻略作戦構想を、米海兵隊・エリス少佐が海兵隊司令官に提出してい

た。米軍の飛び石作戦は大正十年から練り上げられていたといえる。 
太平洋戦争初戦、日本軍は太平洋の島々に無血上陸をしていったとき、米軍は日本

が罠にかかったと内心ほくそえんでいたに違いない。飛び石作戦では防御よりも攻

撃が有利であったからである。 
米国通と言われた人々が中央部から疎外され、権力者に都合のよい者たちだけが中

央の要職を占めていた結果であった。 
 
    注： 飛び石作戦（空域の思想）： 庭にある踏み石の上を飛んで進んで行くよう

な戦法で、必要なところだけを蛙が飛ぶように占領していく方式。日本軍の

方で名付けていた。 
       太平洋の島々だけでなく、ニューギニアなども、東西 1,300 キロにわたる海

岸線と、2,000 メートルを越す脊梁山脈との間は、ジャングルに蔽われた前

人未到の土地で、これは土地というよりも海であった。僅かばかりの土地は

ジャングル海の孤島であった。日本がニューギニアを東西に連なる陸地と

考えていた時、米軍は点々と存在する平地は「樹海の中の孤島」と考え、こ

れを支配するのは歩兵ではなく、航空以外にないと研究し終えていた。 
 

③ 組織の不統一。米国のＣＩＡ，ドイツのＢＮＤ（旧ゲーレン機関）、ソ連のＫＧＢ，

等々国家単位で情報の組織を持つ国は枚挙にいとまがない。様々な機関から集めら

れた情報を一つの「完成された情報」にすることの重要性。もし戦時中に日本にこ

のような統一組織があったなら、「昭和 20 年 7 月 16 日ニューメキシコ州で新しい

実験が行われた」というわずか二行の外電は、他の何らかの諜報との関連付けから

「原爆」という字が出てきていたに違いない。 
しかし日本では、陸軍と海軍の連絡が円滑さを欠いただけでなく、陸軍の中でも作

戦部、情報部、技術本部、航空本部などが、全くばらばらの活動をしていた。 
④ 情報に人材を得ず。大本営作戦課に人材を集め、その中でも作戦班には、陸大軍刀

組以外は入れなかった。作戦課長の経験なしで陸軍大将になった者は、よほどの例

外であった。 
堀の在任中、作戦課と同席して個々の作戦について敵情判断を述べ、作戦に関して

の議論をしたことは一度もなかった。また作戦課の作戦室に出入りを許されるもの

は、大本営参謀の中でも一握りに限られていた。作戦と情報が隔離しており大本営

の中にもう一つの大本営奥の院があって、そこでは有力参謀の専断でかなりのこと

が行われていたように感じられる。大本営参謀の中に、別格参謀と一般参謀があっ

たのである。  
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⑤ 日本軍中央部の精神第一主義は、大陸での二流三流の軍隊には通用したものの、近 
   代化された米軍には通用しなかった。一例を挙げると、ブーゲンビル島での防衛戦

で米軍に関する情報のない中で、中支で成功した精神主義の戦いは米軍迫撃砲の

集中射撃の前にはいかんとも通用しなかった。 「鉄量を破るものは鉄量のみ」 
    昭和 14 年（1939 年）のノモンハン事件の戦闘で既に証明されていたにもかかわ

らず、大本営作戦課や上級司令部が、敵の戦法に関する情報も知らず、密林の孤島

に点化された認識もなく、増援隊、食糧も届けないで、一歩たりとも後退させない、

という非情さはどこからきたのか？ 上官の命令は天皇の命令と勅諭に示されて

いた。退却は大罪であった。 
 
２．米軍「飛び石作戦」による日本軍の犠牲 
＊ 戦後の資料によると、日本が守備隊を配置した太平洋の大小２５の島々、そのうち米軍

が上陸して占領した島はわずかに８島にすぎず、残る１７島はほったらかしにされた。

米軍にとって不必要な島の日本守備隊は、いずれも補給もない孤島で餓死をしいられた

のである。２５島に配置された陸海軍部隊は、27 万 6000 人、そのうち 8 島で玉砕した

人数が 11 万 6000 人、孤島に取り残された人数が 16 万人、そのうち戦後生き残って帰

ってきた人数が 12 万強、差し引き 4 万人近くは孤島で、米軍と戦うことなく、飢えと

栄養失調と熱帯病で死んでいった。 
＊ 上述の飢餓のところで触れた、ニューギニアにおける日本軍は、安達二十三（はたぞう）

中将麾下の第十八軍三個師団と海軍守備隊、約 14 万 8000 人。原始林を切り開いて西

へ進んだ第 18 軍は、米軍の飛び石作戦の方が先に進んでしまい、米軍の後ろに取り残

されてしまった。補給は完全に遮断され、太平洋と同じくジャングルの海の孤島の中で

飢えと熱帯病で命を落とした。戦後の資料では、生還して日本の土を踏んだのは１万

3000 人であるから、実に 90％の兵士が命を落としたことになる。 
＊ ブーゲンビル島で最後まで生き残って生還した神田正種中将は、「軍紀も勅諭も戦陣訓

も、百万遍の精神訓話も飢えの前には全然無価値であった」と述懐している。 
 
３．情報の重要性を顧みない組織――日本軍 
＊ 米軍が戦後発表した前述の調査書の中の「戦前における陸軍情報と戦時中における拡 

充」という項には、「戦前の日本軍の情報活動は対ソ連に指向され・・・支那事変は精

密な情報組織を必要としなかった。情報活動の大部分は、日本侵略軍に協力した支那人

や特務機関によっていた。その結果、真珠湾攻撃に至って、日本は初めて情報の元締め

である大本営第二部の陣容が貧弱なのに気がついた。また第二部には特別に情報訓練

を受けたものはゼロであった・・・」と述べてあり、戦前の情報活動は対ソ連に向いて

おり、太平洋には向いていなかったことを指摘している。 
  また、要約の中の次のような一節も現代の情報に資する重大な指摘と受け止めるべき
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である―――「このたびの戦争の全般を通じて言えることは、情報要員訓練計画の皆無

が、日本の情報活動を阻害していたことである。日本では、陸軍大学校や航空将校養成

学校にも、情報学級もなければ特殊な情報過程もなく、わずかに情報訓練が行われたこ

とがあったが、それも戦術や戦史、通信課程の付随的なものに過ぎなかった。従って情

報任務を与えられた将校たちは、戦塵の合間に自分で新任務を会得する以外になかっ

た。」 
  「こんな態勢で、よくも米国と戦争をしたものだ。情報なき国家の悲劇だ」と、米軍か

らあざ笑われているように思えてならない、と堀は述べている。 
 
＊ 米軍が日本との戦争を準備したのは、大正 10 年（1921 年）頃からであり、情報の収集

が行われていた。（ニューギニア・ウェワクでの寺本中将の米国駐在の経験からの回想）

日本とは 20 年の開きがあった。寺本中将は、「軍人には軍事研究という大変な仕事が

あったのに、軍中枢部の連中は、権力の椅子を欲しがって政治介入という玩具に夢中に

なりだした」、とも言っていた。 
   注： 大正 10 年（1921 年）はワシントン会議が開催された年。 
 

注： 寺本熊市陸軍中将： 堀の生家と十数分の距離にある橋本市隅田八幡社の神官

の次男で、航空兵としての堀の父（堀丈夫）の後輩であった。 
       陸士 22 期、大正 10 年陸大卒、大正 14 年航空に転科。参謀本部で米国研

究。三年間米国駐在武官。大正末期から昭和初期の米国研究の第一人者。 
元ニューギニア第四航空軍司令官、元陸軍航空本部長。終戦の 8 月 15 日に

割腹自決。「戦死陣没せる旧部下及び孤軍奮闘の将兵各位に深くお詫び申す 
（遺書一部）」 

 
４．日米における補給についての考え方の相違 
＊ 戦場における第一線部隊への補給の重視について、「（第一次）世界大戦における米軍の

数字的記録」によれば、日本軍には想像することもできない程の補給重視の思想が見ら

れる。例えば衣服の補給について、上着の戦場での命数三か月と計算され、兵員一名に

ついて現在着用している分を含めて、輸送中・フランス国内・米国国内の予備と四着の

上着が必要とされた。従って200万人の兵員には800万着の上着が準備されたという。 
＊ このような思想によって米軍の補給は考えられていたので、太平洋戦争時にも弾薬・兵

器・糧食・衛生用薬品など、戦場近くに常時 45 日分保持するのが最小限の標準として

いた。後方連絡線が潜水艦によって脅威にさらされる危険を伴った戦争初期には、90
日分を目標としていたという。 

  これに対し日本軍では第一線部隊は着たきり雀で、一食の糧食すら 1943 年（昭和 18
年）ごろからは途絶した日本軍の補給実態と比較すると天国と地獄の違いと言える。 
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＊ 米軍が当初最も警戒したのは、日本軍の潜水艦による米軍後方連絡線の遮断攻撃であっ

たが、日本の潜水艦は米軍後方連絡線の遮断や上陸部隊輸送船の攻撃に使われず、太平

洋の一部島嶼やニューギニアの残存部隊への夜間補給やドイツとの連絡など本来任務

とはかけ離れた任務に使われていたことは、米軍に何の脅威も与えなかった。 
＊ 米軍に制空・制海権を抑えられ海上輸送を早くに絶たれてしまったことが、そもそもの

原因であろうが、米軍にとって最大の脅威と関心が補給であることを日本は研究してこ

なかったことが最大の誤りであったと言える。これに対し、米軍の潜水艦は徹底して日

本の輸送船（兵員・物資）を狙って、太平洋上の守備隊を飢餓と熱帯病に追い込んだ。 
 
＊ 「兎の戦力は、あの早い脚なのか、あの大きな耳であるのか？」という、ドイツでの問 
  いがあった。 答えは耳である。 

いかに兎が早い脚を持っていても あの長い耳で素早く正確に敵を察知しなかったな

ら、走る前にやられてしまう。耳が兎にとっては自分を守る最重要な戦力だというので

ある。 
  複雑化する国際社会の中で、日本が安全にかつ確乎として生きてゆくためには、なまじ

っかな軍事力より、情報力を高めるべきではないか。 
 
５．ヤルタ密約緊急電 
1945 年（昭和 20 年）2 月 11 日調印され、ソ連の対日参戦を約束した所謂ヤルタ協定密約

を、スウェーデン駐在陸軍武官の小野寺信少将が亡命ポーランド情報官からいち早く入手

し、大本営へ送電していたにもかかわらず、東京で生かされなかった事件。敢えて事件と呼

んだが、これなど大本営で上層部まで上がった形跡がないところをみると、軍部内の組織の

問題であると言える。 
 
＊ 「戦時中のスウェーデン駐在陸軍武官の小野寺信少将が、開戦前からヨーロッパ情勢を

冷静的確に分析、対米開戦反対の意見具申電報を３０数通大本営へ送り続けたが、ここ

とごとく無視された。 
“ドイツ軍の英本土上陸は不可能”“ドイツの優勢を過信し、これと結んで英米を敵に

回してはならない。独ソ戦線のドイツ軍戦力は明らかに低下しつつある”など、今に思

えば貴重な正確きわまる情報を中央が無視した結果、真珠湾攻撃で戦が始まり、四年後

の日本の完敗」―――阿川弘之：巻末エッセイ、小野寺百合子「バルト海のほとりにて」

から 
＊ 阿川弘之が指摘しているように「ヤルタ密約」前から貴重な電報を送り続けていたが、

大本営では「不都合な真実」は握りつぶされていた。当時の大本営作戦課の一握りの作

戦参謀が関与していた疑いがもたれている。 
＊ 上述の堀栄三参謀中佐の「大本営参謀の情報戦記」のなかにも、そのことが指摘されて
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いるし、また情報部ソ連課でも、スターリンの各種演説の分析、昭和 20 年 4 月 5 日の

日ソ中立条約不延長の通告、クリエールにいった朝枝参謀の報告、浅井勇武官補佐官の

シベリヤ鉄道視察報告などで、極東に輸送されるソ連軍の物資の中に防寒具の用意が少

ないという観察などから、ソ連は８、9 月に参戦すると判断していた。 
しかるにそれらの情報が大本営内部で生かされなかったのは、何とも残念であったとい

う言葉だけでは済まされないと思う。 
 

＊ 本年 3 月例会で山本氏も触れているように、日清・日露の時代から積み重ねてきた陸の

白兵銃剣主義、海の艦隊決戦主義に表される軍の組織文化や陸士・海兵で培ってきた作

戦重視・情報軽視に見られる官僚主義など、現代の日本社会にも通じ、残っている問題

であると言える。 
 
最後に、ポーランドのノーベル文学賞受賞女性作家・W.シンボルスカの詩を： 
 
終わりと始まり 
  戦争が終わるたびに 
  誰かが後片付けをしなければならない 
  物事がひとりでに 
  片付いてくれるわけではないのだから 
 
  誰かが瓦礫を道端に 
  押しやらなければならない 
  死体をいっぱい積んだ 
  荷車が通れるように 
    （中略） 
  それがどういうことだったのか 
  知っていた人たちは 
  少ししか知らない人たちに 
  場所を譲らなければならない そして 
  少しよりももっと少ししか知らない人たちに 
  最後にはほとんど何も知らない人たちに 
    （後略） 
   （沼野充義訳：終わりと始まり  未知谷  1997（2011、5 刷） 

  
2016.08.02.了 
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