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東京大空襲を体験して 

日下部 ます子 （逆井） 

昭和 22年 3月 10日の東京大空襲を体験した者として、皆さんの前で、こういう形でお話し

するのは初めてで、ちゃんとお話しできるかどうか不安に思っていますがよろしくお願いします。 

ご存知のように戦争がはじまりまして、初め

のうちは学校で教育されても、戦争を実感

として感じられるようになったのは 20 年に

入ってからですね。頻繁に空襲になって来

るようになった、それも昼間は来ないという

記憶があるんですね。 

3 月大空襲までは、あんまり空襲の経験

がないんですね。3 月 10 日のちょっと前、

何日前だったかは記憶がないんですが、学

校にまだいる昼間、襲警報が鳴りまして、私

は江東区の清住町に ある学校に通学していまして、「警戒警報がなると、下校」ということにな

っていました。昼間は、あまり警戒警報は鳴りませんでしたが、その時は、襲警報がなり響いて、

下校させられました。途中までは友達と一緒だったんですが、小学校と違ってバラバラに離れた

ところから来ていますから、その内一人になりました。 

下校途中に空襲になりましたが、家へ帰るまでの途中には避難場所があるわけではありませ

んから、「とにかく、家へ戻らなくっちゃ」 という一心で急ぎましたが、家の少し手前にある橋の所

まで来たときには、もう B29が来て爆弾を「バー！」と落とされたんです。 

爆弾が、飛行機が進む反対側（後方）へ、流れて行っているのが見え、「あー、私の方へ落ち

てくる」 って感じたんですけど、そこで避難するという気持ちにはなりません。避難する場所もある

わけもないんですから。「とにかく家まで帰らなければ・・・」という一心でした。家に着いたか着か

ない時、「ダーン！！」という音がし、家に飛び込みました。そういう状況があったんですね。すぐ

近くの家の後ろ側に 50 キロ爆弾が落ちたんです。その振動でした。家から少し離れた所に 500

キロ爆弾が落ちたというんで、後日私も見に行きました。50 キロ爆弾は、家の傍だったけど、見て

いましたが、500 キロ爆弾はどれ位なんだろうと、皆もやっぱり見に行くんですよ。すると大きな穴

があいて湖かと思うような印象でした。近所へ爆弾が落ちたのはその時がはじめてでした。 

 

数日後、3 月 9 日を迎えまして、私は 1 年生で、学校には 1年生と 2年生しかいませんでし

た。3年以上はいろんな工場とかに、バラバラに学徒動員されて学校内にはいなかったんですね。

軍隊への糧秣（食べ物）を送る作業を私たちはやっていました。1 年生、2 年生は午後になると

解放されるんです。午後になるとそれぞれ部活をやるんですが、私はバレーボール部に入ってや

っていたんです。その日は校庭でバレーボールが出来ないほどの強風でした。これでは練習にな
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らないから止めようということになって、割合早く家へ帰れたんですね。その日の夜になりまして、

何時ごろだったか分からないんですが、空襲警報が出ていましたから、何もすることもできない、

みんな細々とした食事をとったら寝るしかしょうがなかったんだと思うんですよ。 

 

私は 13歳という年齢で、今の子供は成長していますけど、昔の子供は 13歳というのは、ぼん

やり育って本当に幼かった、まるっきり子供でしたね。ですから食事が終わってあとは寝るだけと

いうような時を過ごしていたんですけど、だんだん空襲が激しくなってきたんですね。でも、姉が二

人いたんですが姉たちは図々しく寝ているんですよ。「どうせそのうち解除になるんだから・・・」 ぐ

らいの気持ちだったんでしょう。父がその地域の郡長をやっていたもんですから、父は早速飛び

起きて見まわったりしていたんですね。 

その内だんだん激しくなって状態がおかしくなってきて、姉たちも叩き起こされまして、外へ出

たんですけど、あちらこちらというんじゃなく、あたり全部が真っ赤なんですね。炎は家の方までに

は、まだ少し距離があったので、下町でしたから家の周りにはかなり空き地があった、下町の中で

も家の周りは、かなり空き地は広くあったもんでね、「まあ、ここにいれば大丈夫だろう」という考え

方で、かなり遅くまでそこに留まっていたんではないかと思うんです。 

しばらく、荷物を外へ出したり、形ばかりの防空壕へ逃げたりしていたんです。防空壕といっても、

下町ですから、穴を掘れば水が湧くというような所なんですね、地下には掘れないもんですから、

掘立小屋みたいな、人間が 5，6 人は入れるような小屋のようなものを作って、その上に土嚢の

ようなものや土を被せただけという、爆風を避けられる程度の防空壕だったんです。その中に、

「女子供は入っていろ」ということで、しばらく入っていたんです。 

だんだん火が家の方に近づいて来たようなので、私と母と二人で逃げろというんですよ。そうい

う時は冷静な判断が出来なかったのか、弱いものを先に逃がそうと考えたのでしょうか。行李、柳

行李というのがあって、その中に衣類などを詰め込んで、母はリュックサックを背負って、二人で

行李を持って、決められているわけではないんですから，どこへ逃げてよいか分からない。とにか

く私と母と一緒に逃げろということだったので、逃げました。逃げる時、私は大事にしていた革靴が
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汚れちゃうと思って、行李の中へ入れ、絶対放すまいと持っていたんですね。先日バスでこちら

から赤旗まつりに行く時、その近くを通ったんですね。中井(居)掘りというところ、皆さんはお分かり

にならないと思いますが、私には「あー、中井(居)掘りだ」 という感じでした。 

資料の地図にありますように、小村井というところが地図の中央右寄りのところ辺りにあります。

そのちょっと下あたりに赤丸が付いていると思いますが、その辺に住んでいたんです。向島町とい

うところに交差点があります、そこいら辺が中井(居)堀になるんですね。中井(居)掘りのロータリー

と私たちは言っていましたが、この間、見た交差点は、幼い時見ていた交差点とは大分違うんで

すが、ここまで逃げて来ましてね、ご近所のご主人が勤めていた会社の防空壕がここにあるから、

ここだったら大丈夫だろうということで、その防空壕の中へ避難させていただいたんです。 

そしたら、だん、だん、だん、だん、火が迫ってきましてね、「ここも危ないから逃げろ」「人間は

危険だが荷物は大丈夫だろう」と言われたんですね。雪が降った時の吹雪、あれが火の粉なん

ですよ。私たちは、もう眼を開けていられないような状態なんです。ここも危ないから荷物は置い

て逃げようということになりまして、母と 2人そこを出まして、火を避けながら、グルグル回ってたど

り着きましたのが、今でいう東武の曳舟という駅があるんですが、そこのちょっと脇に大きな穴が

掘られていたんですね。穴を掘れば水が出てくるような所ですから、大きな池になっているんで

す。公園にはあちこち穴が掘られているんです。私の家の近くの小さな公園にも大きな穴が掘ら

れていました。「何する穴なんだろうね？」といって近所の人たちとも話し合ったのですが、分から

なかったんですね。 

ともかく、母と私は「火が迫ってきたらその池に入って火炎を避けよう、取りあえずここに落ち着

いていよう」と、そこにいたんですね。そしたら焼けていない家の方がいらっしゃいまして、「どうぞ、

家の玄関の所へ入ってください」 と声をかけて頂き、そこにずっと居たんですが、その内だんだん

火が鎮火してきまして、何とか夜が明けてきまして、家族全部ばらばらに逃げていますから、どう

なっているか分かりませんので、家に行く前に、焼け残った所の学校へ行って見ようということで

学校に行ったんです。私が出た学校じゃないです。焼け残った所の学校なんです。お手元の地

図で、亀戸線小村井って書いてありますね、そこと明治通りが並行していますね。そこは火が燃

え移らないで帯のように焼け残ったんですね。 

私たち家族は、たまたまこの帯状に焼け残った所へ逃げられたんで、死なないで生きられたん

だなと思うんです。小学校へ行って見たら多くの方がいらっしゃいまして、そこで知っている方にも

お会いしたんですが、私の父や 2 人の姉の姿もありませんので、とにかく家が焼けて無いかも知

れないが、行って見ようと行きました。母と 2 人で行って見ましたら、そこに佇んでいましたら、下

の姉が来まして、焼け残った所に、父の甥っ子が住んで居た所がありまして、荷物を置いたまま

疎開していて、そこが空いているから、そこに、とにかく避難して無事だったということで、「みんな

無事でいたなー」と私たちもそこへ行ったわけです。 

 

家族がバラバラに逃げたとき、姉 2 人はかなり酷くなってからにげて、さっきお話ししたように家の

近くに、川と言えないようなドブ川がありましてそこに 5，6 メートルくらいの橋があったのですが、そ

こを渡って中井掘りというところへ出るんですが、そこまで姉たちは行きましたが物凄い風ですか
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ら、自転車が飛んできたりして、転んだら立ち上がれない、電信柱に掴まりながら立ち上がったり

転んだりしながら、やっと中井掘りまで出たそうなんですね。 

上の姉が「とにかく今夜寝るところにも困るから」と、自転車

で布団をとりに行こうと思って、その橋まで行ったら「その橋

が落ちてた」 って言うんですよ。その話が今でも出ると、

「あの橋が落ちていなくて渡っていたら、今、生きていない

ねー」 って姉はよく言うんです。とにかく無事に姉たちも中

井掘りに佇んでいて、火の手が遮られていたって言うんで

すね。父は分長をしていましたので、自分はあたりを見回し

て 1人でも残っている人が無いように、ほかの人が残ってい

ないことを見届けて、最後に逃げなければ・・・と見回ってい

たら、うちの近くの奥さんがお腹が大きかったもんで、「絶対

ここから動かない」と動かなかったんです。爆弾が落ちた跡

が池のようになっていて傍らに塀のようなのがあって、そこに

家財を積み上げ、そこから動いてくれなかったそうなんです

ね。火の粉が降り注ぐ中で 「荷物・家財と一緒に死ぬ」とこ

の期に及んで、そこまで物に執着できるのかと思いましたね。

ご主人と 2 人だったんですが幸い荷物もあまり焼けずに済

み、その後疎開されましたが、罹災しない人の引っ越しかと

思われる大きな荷物を持って出て行かれたと、後で聞きま

しました。 

その頃うちの近くにミヨシ石鹸という石鹸工場があったんで

すが、それがどんどん原料などを入れたドラム缶が爆発して 

きていたんです。私なんかも逃げる時かなり大きな爆発音を聞いているんですが、それがミヨシ

石鹸の爆発だったですね。その中を父は潜り抜けて明治通りまで逃げてきたという話を聞かされ

ました。私たちは命からがら逃げましたから、持っていた柳行李は燃えてしまいました。一緒に避

難して知っている人は 「皮のカバンだったので燃えなかったんですよ」 と言っていまました。私は

大事にしていた靴も灰になってしまいました。悔しい思いをして何とかかんとか、鎮火まで生き延

びました。とにかく家族がみんな助かった喜びで一杯でしたね。 

それから 3 日ぐらいだったと思うんですが、下の姉が就職してちょうど 1 年ぐらいだったでしょう

か、事務所が日本橋にあったんです。私たちの学校は江東区住吉町ですから、姉が行って見よ

うと言うんで、今思うとこの距離をどうやって歩いたのか想像できないぐらいの距離を、地図を見

ても、なんで歩けたんだろう思うぐらい家から。曳舟のそばに避難場所がありましたから、それから

ずーっと、地図の下の方に清澄町というのがありますね。清澄町に学校があったんですけど、清

澄庭園というのが江東区にあるんですがその前に私の学校があったんです。そこに行きましたら

先生が 1人いらっしゃいまして、「私は生きているという証をして」来たのです。学校がここにありま

したから下町生徒が多く、知っている方も随分亡くなりました。 

明治通り 

（上）東京大空襲で被災した銀杏の木 

（下）湯川秀樹「御霊よとこしえに安

らかに われら守らん世界の和」 

【浅草・浅草寺境内】 
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上：言問橋（死体で欄干が見えなくなった） 

中：台東区側たもとにある碑「あゝ東京大

空襲 朋よやすらかに」 

下：碑のそばにある言問橋の縁石 

ここの清澄橋を渡りますと日本橋の方へ出られるんですね。日本橋の姉の事務所の一角だけ

が焼け残っていたんですね。ほとんど誰もいなかったんですけど、強風に翻弄されたというか、た

またま姉が勤めていた会社も焼けずにありまして、そこに姉が無事であることを告げる置手紙のよ

うなものを書いて、今度は浅草橋・馬喰町へ出て、浅草へ行きました。勿論、焼け出されてすぐ

ですから、電車やバスなど乗り物なんか何もありません。浅草からずーっと家へ戻ったんです。森

下から高橋、清住町というところは写真にあるような状態でした。本当に風の恐ろしさというのを

感じました。1メートル離れているだけで黒焦げになった人、そういう場面が沢山あったんですね。 

そんな中を私の学校へ到着したんですけど、軍隊は何のためにあったかというと、死体処理をす

るためにあったのではないか思うぐらい死体処理は素早かったですね。 

４日目に父の田舎へ行こうと上野へ出て並びました。今のように沢山汽車が出るわけではない

ので、朝から並んでやっと汽車の乗れたのは、夜かなり遅くですね。そういう形で１日中外に並ん

でいましたから、並んでいるうちに軍隊の自動車が死体を

載せてどんどん谷中の方向へ行くんです。それが 10台，

20 台じゃあないんです、よくもあんなに自動車があったも

のだと、子供心にそう思いましたね。 

やっと、夜遅く列車に乗れまして、座れるような状態で

はありませんで、子供だから席を譲ってくれるなんてのは

ありません。詰め込めるだけ詰め込んで列車の屋根の上

まで乗っていた、そういう状態でした。命からがら、田舎へ

逃げて行ったんですけど、「よく無事で帰ってきた」 と父の

兄弟がいましたから泣いて喜んで下さいました。本当に厚

くもてなしてもらい食べ物もたっぷり頂き生き返ったような

日を送ったんですが、父は軍需工場にいたもんですから、

このまま田舎にいるわけにいかないもんで、焼け跡を整理

して工場に入らなければいけないということになりまして、

私も転校の手続きをとったんですが、母が 1人になってし

まう。「家族がばらばらにいるなんてことはできない。死ぬ

なら一緒に死のう」 とまた汽車に乗って東京へ戻ることに

なったんですね。 

切符は売らないんです。普通の座席数の切符の枚数

しか売らない。改札も空きっぱなしですから乗せないとい

うわけではないんですね切符なしで入っちゃうんです。今

は考えられないでしょう、上野まで立ちっ放しで１昼夜汽

車に乗って帰ってくるなんて。そんな風に帰ってきました。

上野駅からどういう風に来たのか子供だったので良く覚えていないんですが、秋葉原の駅まで来

たんです。きっと亀戸から歩く積りだったのでしょうね。秋葉原の駅はほかの駅よりかなり高いんで

すね、東京中見わせたんですね。「あーこれが戦争か酷い」という思いで、みんな一緒に、いつ
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死ぬか分からないけど東京へ帰ろう

と、帰ってきたんですね。私なんか

子供でよく分からなかったんですけど、

戦争の苦しさというのは食べ物、そ

れと怖さというのは、いつ死ぬか分か

らないという怖さはあまり無かったで

すが、いつ死ぬのかなー、死ぬなら

みんな一緒がいいという思いでした。 

やっと、終戦になりまして嬉しかっ

たのは、電気が点いたということでし

た。「あ－今日から明るい電気で本

も読めるし何でも出来るなー」という、

本当に電気が点いたのが一番嬉しか

ったですね。長くなりましたが思い出しながらしゃべったので纏まりませんで、皆さんが、聞いて頂

いて少しでもその頃の思いが伝われば嬉しいと思います。どうもありがとうございました。 

 

 

日下部作次郎 （逆井） 

私は東京大空襲を体験していないのですが、皆さん東京大空襲の訴訟を起こしているのをご

存知でしょうか。東京大空襲にあった人たちが全国でやってるんですが、これに関連してちょっと

報告したいと思います。 

一般的に東京大空襲を考えると、沢山爆弾が落とされたなー、こういう風に思われています

が、平成19年に訴訟を起こしていますが、もう１１、２回やっていると思うんですが、この中でだん

だん明らかになっていることがあるんです。それを見ますと、東京大空襲は物凄く特異なんです

ね。特別に酷い爆撃が行われたことが明らかになっているんですね。世界の２大戦災、ご存知の

方いますか？原爆を除いてね。一つはドイツのドレスデン、古い文化的な町だったのですが、これ

が８割完全に破壊されました。もう一つが東京大空襲。それから日本の３大戦災といえば、広島

の原爆、長崎の原爆、それと東京大空襲。こういう風に世界史に残る大変な戦災だったというこ

とを先ず頭に入れておいてほしいんですね。なぜこういう戦災になったかというと、いろんな疑問

を皆さん持ってほしいんですけど、大変な戦争であったんですが、国際法というのがあるんです

ね、皆さんご承知なのは、「毒ガスは使わない」とか「ゼノサイドはしない。すなわち全員殺戮はし

ない」とかこういう戦争のルールがあるんですよね（これは大事です）。 

ところが、今回の東京大空襲を見ますと、それが一切ないんです。たとえばの話、なんで夜、

空襲を行ったか、なんで 345機も B29、あの凄い爆撃機が日本へ来たのか、合計で 3万発とい

われている焼夷弾が落とされたのか。その落とし方も逃げ道がないように、ぐるっ、と周りに落とし

て火を発生させ閉じ込めて、殺戮した。こういうことが裁判の中で明らかになってきた。ですから、

絵：吉野山隆英氏 「北十間側の惨劇」 

スカイツリー周辺の川は死体が一杯あったと言います。 
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そういうことを考えますと、東京大空襲というのは黙っていてはいけない、これからの時代にきち

んと訴えていかなければいけないんですね。 

こういう大きな使命がある裁判だということをご理解願いたいと思います。 

それから、まだ話が出て来ていないんですが、なんで焼夷弾なんでしょうか。これは考えてみ

れば、リンとか黄燐とか、油脂、油ですね。テルミットといってマグネシュウムですか、こういうのを

使った爆弾なんです。これはコンクリートの建物にいくらぶっつけても燃えませんから、どうってこと

はないですね。それをドレスデン爆撃の際、向こうなりに反省しているんですね、アメリカ軍が考え

たのは「日本というのは木造家屋だと、木造家屋はどれだけ燃えるのか、どういうように燃やしたら

最も効果的か」ということで、ネバダの砂漠の中に日本と同じような木造家屋を作りまして、そこへ

爆弾を何度も落とし実験しんですね。これは案外知られていないんですが今クラスター爆弾とい

うのが問題になっていますよね。１つの爆弾から束になって出てくるんですよね。この原型が東京

大空襲の焼夷弾なんですね。 

焼夷弾というのは１つがスーッと来て、ドカンと破裂するんじゃないんですね。あの中に38発入

っているんですよ。1個の爆弾の中へ38発入っていますから、B29１機に1300個積まれていま

すから、344機来ましたから、38個×1300個×344機ということで、何万発も東京大空襲で使

われたんですね。よく綺麗だった、と言われますが、これは 38 発束になっていて、それが中で紙

の紐で結わかれていて、それが投下されて地上 700 メートルのところまできて、自然発火して紙

が燃えるもんですから、38 発が中で散るわけですね、それが燃えながらチラ、チラ、チラ、チラと

落ちてくるもんですから、「東京の空襲は、綺麗だった、綺麗だった」と言い伝えられているところ

があるんですね。しかしこれは東京を全滅させるための向こうの武器だったということを覚えてい

てほしいですね。癪に障ることは、これを指揮したアメリカの指揮官がカーチス・ルメイという大将

なんですね。彼は原爆投下にも関与しましたし、東京大空襲の総責任者なんですね。これに戦

後、日本の佐藤内閣が勲一等旭日章をあげているんですよね。「自衛隊をよく育成して頂きまし

た」ということなんですね。その時の総理大臣が佐藤栄作、ところがこれはその前の池田内閣で

決定されて、その時の防衛庁官が小泉なにがしという小泉純一郎の親父なんですね。小泉純

一郎の親父さんが池田内閣の時、勲一等旭日章をあげるということを決めた親玉なんです。そう

いうことを考えますと、大空襲で散々痛い目に合わせられた、その張本人を表彰するという、これ

も極めて歴史的におかしなことで、表彰の親分の佐藤栄作はノーベル平和賞を貰う。どう考えて

も普通では考えられないようなことが、この東京大空襲には纏わりついているんですね。今、イラ

ク、アフガンで戦争をやっていますけれども、その65前の爆弾の本当のもとになったことが今も続

いているといえると思うんです。 

やはり、私たちは、東京大空襲というのは、何となく飛行機が沢山飛んできて、爆弾をいっぱい

落とされたということだけでなくて、被害者もどんどん亡くなっていまして、3 年前に訴訟を起こした

わけですね。今訴訟を起こして何を要求しているかと言いますと、米軍機が国際法違反をやった

んだということを明らかにさせるということ、それから受けた災害実態、お粗末なことに政府は何に

も手を付けていないですね。さすが東京各区はやっていますけど、3月10日の実態というのを発

表した公式文書というのはないんです。そいうことで公式文書をきちんと作れと、もう一つは戦時
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災害補償法というのがあるんですよ。私も、少しばかり恩恵を被っているんですが、軍隊へ行きま

すと軍隊加算というのがつきまして、年金に今でも跳ね返っています。1 年半ばかり付いていま

す。 

軍人にはその他遺族補償もありますし、家族補償もあります。ところがこういう戦災でやられた

人は何にも無いんですね。それを昭和 20年に終戦になって、21年まではそれを補償するという

法律があったんです。それを21年に急遽なくしてしまった。その辺の（政府の行った）経緯を明ら

かにせよ、それから戦争の責任をとらない、「この戦争が間違っていた。ごめんなさい」と公式な

謝罪は一回もしておりません。 

ですから当然調査もしていません。10 万人死んでも昔の震災記念堂の中に一緒に合祀する

ということだけの処置しかやっていないんですね。ですから、「これをきちんとさせる」。これがこれ

からの平和の礎になるんだということで裁判をやっているわけですけど、その辺も含めて理解し戦

争体験をお話しすることを続けていきたいなーと思っています。（終） 


