ガダルカナル島をめぐる攻防
―戦力の集中という視点から―
齋藤

達志

1 はじめに
ガダルカナル島は、アメリカ軍にとってはラバウル攻略の足掛かりとして飛行場を確保する
ために、日本軍にとっては、ポートモレスビー攻略と相俟って珊瑚海海域における有利な戦
略態勢を確立するために重要な島であり、どちらがこの島を確保しているかがじ後の作戦
及び戦争指導に大きな影響を及ぼした。そして、この島は、局地的に見ると、日本軍とアメ
リカ軍双方の最も近い北西方の日本軍基地ラバウルと南東方の米軍基地エスピリッツサント
のそれぞれからほぼ同じ、約 900 キロという距離に位置し、日本軍とアメリカ軍がこの島
の争奪戦に使用できる戦力も 1942 年 7 月の時点で日本側判断では日本（戦艦 12、空母（中
型 4、小型 2））、連合国（戦艦 9、空母 3）1 とほぼ伯仲していた。ただ異なるのは、アメリ
カ第 1 海兵師団が先にルンガ飛行場（アメリカ側はヘンダーソン飛行場と呼称）を占領し、
不充分ながら橋頭堡を設定していたことであった。
このように橋頭堡を有しているアメリカ軍とこれを攻撃する日本軍によるガダルカナル島争
奪戦の基本的構図は、橋頭堡を日本軍からのルンガ飛行場への有効な砲撃を阻止し得る
地域まで拡張しようとするアメリカ軍と、この拡張を阻止し、ルンガ飛行場を砲撃により有
効に制圧できる地域を確保し、ルンガ飛行場を奪回しようとする日本軍との攻防であった。
しかし、このような陸上における攻防戦を行うためには、日本軍とアメリカ軍双方とも敵に
優越する砲兵及び戦車などの重戦力及び各種補給品を海路によって、それぞれの根拠地か
ら運び込む必要があった。これは、日本軍にとっては、いわゆる水陸両用作戦の実践であり、
更に日本軍とアメリカ軍双方にとっては、それぞれの根拠地からの戦力集中競争を呈してい
た。そして、その海路を通じる戦力集中競争の中で、日本軍とアメリカ軍による制海空権
をかけた海空における攻防が生起するのである。そう考えると、この日本軍とアメリカ軍双
方の戦力集中競争がガダルカナル島争奪戦の中核ということができる。
ガダルカナル島をめぐる戦いに関する先行研究は、回想録、体験記、教訓なども含める
と多数存在するが、日本側の局地的な奪回作戦失敗の原因については、次の二つの先行研
1

淵田美津雄・奥宮正武『機動部隊』
（学習研究社、2008 年）24-25 頁。
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究が簡潔にまとめている。
『戦史叢書

南東方面海軍作戦〈2〉』2 は、主として作戦及び戦

術的観点から、ソロモン諸島方面の航空優勢を獲得できなかったこと、陸軍の戦力の過信、
連合国軍戦力の下算などから兵力が小出しであったこと、十分な増援輸送が出来なかった
こと、更には陸海軍の作戦指導に大きなずれがあったこととしている。また、
『失敗の本質』3
は、日本軍は太平洋諸島の攻防を如何にすべきかについてほとんど研究をしていなかった
ためにアメリカ軍の水陸両用作戦に関する理解がなく、更には統合作戦の考えがなかった。
また、作戦司令部の兵站無視、情報軽視、科学的思考方法の欠如など上級司令部の運用
に問題があったとしている。しかし、ガダルカナル島をめぐる戦いの中核が前述のように戦
力集中競争であるとした場合、陸海軍がどのように考え、ガダルカナル島に重戦力を輸送し、
かつ戦ったのかを分析することによって、更に本質に迫る具体的な問題点が浮かび上がって
くるのではないだろうか。
戦力集中競争について日本軍の行動を整理すると、アメリカ軍の勢力下にあるガダルカナ
ル島へ重戦力を輸送船をもって送り込む場面は 3 回あった。その第 1 回目（本稿では第 1
次船団輸送とする）は 8 月末における一木支隊第 2 梯団を上陸させるため、第 2 回目（本
稿では第 2 次船団輸送とする）は 10 月中旬の第 2 師団総攻撃のため、最後（本稿では第

3 次船団輸送とする）は 11 月中旬の第 38 師団総攻撃のためである。この間、アメリカ軍
は、主として 9 月 18 日に第 7 海兵連隊、10 月 13 日に陸軍第 164 連隊、11 月初旬頃に第

8 海兵連隊、第 182 連隊等の増援を行った。この船団輸送を中心とする戦力集中競争を
整理して日本陸海軍がどのように島嶼奪回作戦を考え戦ったのか知ることはガダルカナルの
陸上、海上の攻防を考える上での新たな視座として、また、島嶼作戦及びこのための防衛
力整備を考える上での資として十分な意義があるものと考える。
以上のことから本稿は、島嶼奪回作戦という範囲の中で船団輸送をもって日本軍が如何
にガダルカナル島に戦力を集中したかを戦力集中という視点から分析し、なぜ、同島を奪
回できなかったのかを具体的に明らかにすることを目的とするものである。そのために日本
軍が行った 3 度にわたる船団輸送を通じた重戦力の移動とその際に生じた陸上及び海上に
おける攻防を概観、整理分析することにより明らかにしていく。

2 アメリカ軍のガダルカナル島上陸と第 1 次船団輸送
1942 年 8 月 7 日、ガダルカナル島にアメリカ軍が上陸した直後、海上では第 1 次ソロモ
2
3

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』
（朝雲新聞社、1975 年）572 頁。
戸部良一・鎌田伸一・村井友秀・寺本義也・杉之尾孝生・野中郁次 郎『失敗の本質』
（中公文庫、1991 年）

135-138 頁。
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ン海戦（サボ島沖海戦）、陸上では一木支隊先遣隊のアメリカ軍橋頭堡への攻撃が行わ
れた。しかし、速度の遅い輸送船で移動していた一木支隊の第 2 梯団はまだ洋上にあった。
同梯団をガダルカナル島に揚陸しようとしたのが第 1 次船団輸送であった。第 1 次船団輸
送は、第 2 次ソロモン海戦（東部ソロモン海戦）を生起させ、その結果、揚陸は失敗した。
じ後、投入される川口支隊は駆逐艦輸送（鼠輸送）でガダルカナル島に上陸し、アメリカ
軍が構成した橋頭堡に対し夜襲を実施したが失敗する。この失敗がもとで大本営はガダル
カナル島奪回に本腰を入れることになる。ここでは、この第 1 次船団輸送失敗の経緯と、
じ後の第 2 次ソロモン海戦、一木支隊及び川口支隊の攻撃の意義とその及ぼした影響につ
いて考えてみたい。
（ 1 ）アメリカ海兵隊の橋頭堡
日本軍は、7 月 1 日、ガダルカナル島に海軍飛行場設営隊先遣隊を上陸させ、14 日から
設営隊本隊を以て飛行場建設作業を開始し、8 月 5 日には完成の予定であった。一方、ア
メリカ軍では 7 月 2 日、アメリカ太平洋艦隊司令長官チェスター・ウィリアム・ニミッツ大将
総指揮のもと、概ね 8 月 1 日を期して、サンタクルーズ、ツラギ、ガダルカナルを占領せよと
いう統合参謀本部（JCS）指令が下令された。担任はロバート・リー・ゴームレー海軍中将
が指揮する南太平洋部隊（SOPAC）、その支援はダグラス・マッカーサー大将が指揮する南
西太平洋方面部隊（SWPA）とされた。
ゴムレー中将の指揮下にある部隊は、第 1 海兵師団の外、基地航空 293 機、航空母艦
（空母）3 隻、戦艦 1 隻、巡洋艦 14 隻、駆逐艦 31 隻、輸送船 23 隻、その他で構成
されていた。ガダルカナル島及びツラギの直接攻略には上陸部隊指揮官リッチモンド・
ケリー・ターナー海軍少将が当たり、ガダルカナル島進攻部隊は第 1 海兵師団長アレクサン
ダー・アーチャー・ヴァンデグリフト少将が指揮を執り、上陸作戦部隊に対する支援はゴー
ムレー中将指揮下の基地航空部隊と、フランク・ジャック・フレッチャー海軍中将指揮下の
空母部隊が実施することとなった。この部隊はターナー少将が「（水陸）両用戦に適するよ
うに訓練されていない」4（（ ）内著者）と危惧した中、7 月 28 日から 4 日間、フィジー諸島
のコロ島で上陸演習を実施した後、ガダルカナル島に向け前進した。アメリカ側にとってこ
の作戦のための組織作りは決して自信があったものではなかった。

8 月 7 日早朝、アメリカ軍はガダルカナル島に上陸を開始、ガダルカナル島所在の日本軍
（主に飛行場設営部隊）を駆逐し、飛行場を占領した。これに対し大本営は、陸軍の一木

4

George C. Dyer Vice Admiral USN (RET), The Amphibians Came to Conquer: The Story of Admiral

Richmond K. Turner (U S Government Printing Office), p. 284.
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支隊（長

一木清直大佐、歩兵第 28 聯隊歩兵 1 個大隊、連隊砲 1 個中隊、速射砲 2 個

中隊、工兵 1 個中隊、通信隊、衛生隊等約 2000 名）にグアム島での待機を命令（10 日、
第 17 軍に編入）した。

9 日、ヴァンデグリフト少将が指揮する 2 個海兵連隊基幹の第 1 海兵師団が飛行場を含
むルンガ岬一帯の狭小な地域を橋頭堡として確保した。その橋頭堡は飛行場を中心として
海岸に対して重点を形成してルンガ岬一帯の平原を囲むように構築された。海岸には、対
舟艇用の火砲が配置され組織的火網を構成した。歩兵は橋頭堡の外郭上に蛸壺を掘って
配置され、予備隊が準備された。また、砲兵第 11 連隊は、橋頭堡の全周を射撃できる
ように飛行場の南側地区に陣地占領した 5。この橋頭堡は東西約 7 キロ、南北約 4 キロと
狭く、完全に飛行場の安全化を図るというには強度はもちろんその大きさからもほど遠いも
のであった。しかし、2 個海兵連隊を主力とする兵力ではこれがほぼ限界であり、ヴァンデ
グリフト少将としては、一刻も早く完全な橋頭堡を確立するために増援部隊と武器、弾薬、
各種資材、補給品等が必要であった。
一方、日本の大本営では、12 日になって陸海軍中央協定が成立し、そこで初めて陸海
軍が協同してガダルカナル島を奪回確保することが決まった。しかし、まだ陸軍の重点は既
に実施していた第 17 軍によるポートモレスビー攻略に置かれており、これに影響を及ぼさな
いようアメリカ軍の占領未完に乗じ、拙速の攻勢を以てガダルカナル島奪回の目的を達成し
ようと考えられていた 6。
翌 13 日には、現地の第 17 軍司令官百武晴吉中将と南東方面部隊指揮官（第 11 航空艦
隊司令長官）塚原二四三中将が現地協定を結び、一木支隊と海軍陸戦隊（横須賀鎮守府
第 5 特別陸戦隊（司令安田義道大佐、人員 616 名））で、速やかにガダルカナル島飛行場
を奪回することとした。しかし、一木支隊の乗船していた輸送船 2 隻は速度が遅く、これ
では戦機に投じることが困難であると考えられた。そこで先ず、速度の速い駆逐艦 6 隻で
支隊司令部、歩兵大隊を主とした約 900 名の人員及び歩兵砲 2 門を先遣隊として迅速に
輸送し（第 1 梯団）、連隊砲中隊、速射砲中隊等の火力部隊及び各種支援部隊等は輸送
船によって後から上陸（第 2 梯団）させることになった。第 1 梯団、第 2 梯団共に田中頼
三少将指揮する第 2 水雷戦隊に護衛され、8 月 16 日、トラックを出港、第 1 梯団は 18 日
夜タイボ岬（ルンガ岬東方約 30 キロ）付近に上陸、第 2 梯団は、グアムから前進した横
須賀鎮守府第 5 特別陸戦隊と合同し、輸送船 3 隻を以て 22 日、同じくタイボ岬に上陸す
る予定だった。聯合艦隊は、これらの支援部隊として近藤竹信中将指揮する第 2 艦隊を
5

Major John Zimmerman, The Gudalcanal Campaign (Historical Division Headquarters, U S Marine
Corps, 1949), pp. 55-57.

6

田中新一「田中新一中将回想録 其の四（戦争第二期・第四章）」
（防衛研究所戦史研究センター所蔵）184-185 頁。
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前進部隊、南雲忠一中将指揮する空母「翔鶴」、
「瑞鶴」、
「龍驤」を有する第 3 艦隊を機
動部隊として「ミッドウェーの復讐」を期してアメリカの敵機動部隊撃破を大きな目標として
瀬戸内海を出撃させた 7。翌 17 日、聯合艦隊司令長官山本五十六大将も柱島からトラックに
出撃した。第 6 艦隊の潜水艦も先遣部隊として小松輝久中将が指揮し、ほぼすべてが南
東方面に集中された 8。一木支隊先遣隊は、予定通り 18 日 21 時頃、タイボ岬の泊地に入り、

23 時には無事上陸を終わった。護衛をしていた第 2 水雷戦隊を妨害するものはなかった。
8 月 20 日、アメリカ海軍の護送空母「ロング・アイランド」によって輸送された海兵隊機
約 30 機がルンガ飛行場に配備された。これ以降、南太平洋への日本とアメリカの護送空
母による飛行機補給競争が開始される。また、ルンガ飛行場の周辺にはアメリカ海兵隊第

3 防御大隊の 90mm 対空砲が設置され対空火網が構成された 9。これ以降、日本の基地航
空部隊は、ルンガ飛行場攻撃は、
「敵の間隙のない砲弾幕のために突入攻撃の余地がない」
と苦戦を訴えるようになった。後の水上艦艇による夜間の飛行場砲撃はこれに起因する 10。
ヴァンデグリフト少将の橋頭堡は、強力な防空火網も整備し始めたのである。

8 月 21 日未明、一木支隊先遣隊はテナル川河岸から攻撃発揮、アメリカ軍橋頭堡東側
に突撃した。ここは橋頭堡の最も堅固に準備された正面であり猛烈な銃火を浴びた。ヴァ
ンデグリフト少将は、兵力の現状と飛行場を守ることが任務であることをよく理解していた
ため、一木支隊先遣隊の攻撃間は橋頭堡から陣外に出ることはなかった。
一木支隊先遣隊の攻撃が失敗した翌日の 8 月 22 日、ゴームレー中将は、空母「エンター
プライズ」、
「サラトガ」、
「ワスプ」の 3 隻をガダルカナル島の南に遊弋させており、更に 8
月 17 日には空母「ホーネット」をハワイより出動させていた。この時、日本の機動部隊は
ガダルカナル島の北約 600 キロに迫っていたが、ミッドウェー作戦の失敗は、ミッドウェー
島攻略と機動部隊対処という 2 つの目的を同時に求めたことが大きな要因と考えていたた
め 11、同様の失敗を繰り返さないよう、運用され始めたガダルカナル島飛行場からの発進す
る航空機を警戒していた。このため南雲中将は、3 隻の空母を二つに分け、第 2 航空艦隊
の「龍驤」はガダルカナル島爆撃に、
「翔鶴」と「瑞鶴」はアメリカ空母攻撃に専念させる
ことにした。
「龍驤」は本隊よりはるかにガダルカナル島に接近させ、いわば「餌」としてア

7

宇垣纒『戦藻録 前篇』
（日本出版協同会社、1952 年）154 頁。

8

防衛庁防衛研修所戦史部『戦史叢書 潜水艦史』
（朝雲新聞社、1979 年）180 頁。

9

Major John Zimmerman, The Gudalcanal Campaign (Historical Division Headquarters, U S Marine
Corps, 1949), p. 63.

10

福留繁
「大本営海軍部最高統帥回想
（主としてソロモン作戦の初期及び中期）」
（防衛研究所戦史研究センター所蔵）

12 頁。
11

水交会「元海軍中将草鹿龍之介談話収録 其二」
（防衛研究所戦史研究センター所蔵）24 頁。

91

平成 25 年度 戦争史研究国際フォーラム報告書

メリカ空母を誘き出す役割をも兼ねていた 12。その頃、一木支隊の第 2 梯団は、上陸を 24
日夜と予定していた。
（ 2 ）第 1 次船団輸送の失敗と駆逐艦（鼠）輸送の開始

8 月 24 日、第 1 次船団輸送掩護のため夜明けとともに「翔鶴」と「瑞鶴」を主とした機
動部隊及び空母「龍驤」を中心とした部隊はガダルカナル島に向け南下を始めた。この時、
アメリカ海軍空母「エンタープライズ」｢サラトガ｣ の 2 隻は、ガダルカナル島の東約 300 キ
ロにあった。先に空母「龍驤」を発見したのはアメリカ軍であった。ここに第 2 次ソロモン
海戦が始まる。南雲中将は 13 時から第一次攻撃隊、第二次攻撃隊を発進させた。日本
の第一次攻撃隊は「エンタープライズ」に 3 発の 250 キロ爆弾を命中させることが出来た。
一方、アメリカの攻撃隊は、
「龍驤」に集中しこれを沈没させた。聯合艦隊参謀長宇垣纒
少将は「飛行哨戒線を突破して敵を追求せよ」と機動部隊に積極的行動をとるように指示
したが、これを機動部隊は、現場指揮官の苦心を知らざる独善 13 と応じなかった。宇垣少
将は、
「絶大の収穫ありて然るべきに、反りて「龍驤」を失いて敵に与ふる損害の大ならざ
りし所以如何に在りや」14 と機動部隊の消極的行動に憤慨した。
輸送船団は、24 日、機動部隊及び前進部隊が戦闘を続ける間、引き続き南下していた
が、払暁以降、アメリカ軍飛行艇に監視されていた。第 8 艦隊司令長官は、18 時頃輸送
船団に対し、一時西北方へ退避するよう命じた。ほどなく聯合艦隊は「一木支隊の揚陸を

25 日に延期、24 日は聯合艦隊の全力を以て敵機動部隊の捕捉撃滅及び基地航空兵力の
制圧」と発令した。

25 日 06 時、輸送船団は再びガダルカナル島から約 300 キロの圏内に入った。その時、
ガダルカナル島から発進したアメリカ軍艦上爆撃機と B-17 が船団及び駆逐艦に爆撃を加
えてきた。軽巡洋艦「神通」は被弾、火災を起こし、輸送船「金陵丸」も被弾、後に沈
没した。第 2 水雷戦隊司令田中少将は、
「敵機がガダルカナル島から来たことは明らかで
ある。このまま進撃を続ければ、我が艦船の全滅は必至である」と判断してショートランド
に引き返して態勢を立て直すことにした。機動部隊及び前進部隊は、
「龍驤」が沈没したこ
とから前日夜半以降、アメリカ軍攻撃機の攻撃圏外へ北上を開始していた。輸送船団と支
援部隊は別々独立して行動していたため輸送船団は孤立していた。宇垣少将は、
「此の重
要時機に当たりて 11AF（第 11 航空戦隊）、8F（第 8 艦隊）のみに戦場を譲り大部の後退
は士気を喪失し、又敵の出様に即応し得ず」として、機動部隊に対し「極力戦場に居座る事」
12

木俣滋郎『日本空母戦史』
（図書出版社、1977 年）319 頁。

13

水交会「元海軍中将草鹿龍之介談話収録 其二」37 頁。

14

宇垣『戦藻録 前篇』160-162 頁。
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と指示した 15。
第 11 航空艦隊司令部では、じ後の船団輸送について第 17 軍司令部と協議し、空母兵
力の協力のもと速やかに輸送を再興するよう聯合艦隊に打電した 16。聯合艦隊は、ガダルカ
ナル島の基地航空兵力を制圧しない限り輸送船でのガダルカナル島上陸は極めて困難であ
るとし、じ後は輸送船から主として駆逐艦による輸送（鼠輸送）を行うと連絡してきた。ま
た、空母艦載機によるガダルカナル島飛行場の制圧については、
「本件慎重を要するヂレン
マあり。」17 と極めて慎重な態度を採った。というのもミッドウェー作戦の失敗からアメリカ機
動部隊に対し好機報復の挙に出ようとしていた 18 聯合艦隊にとっては、ガダルカナルの飛行
場の制圧には努めて関わりたくなかったのである。
アメリカ海軍はこの第 2 次ソロモン海戦で空母「龍驤」を撃沈し、かつ日本側の第 1 次
船団輸送の目的を挫折させることに成功した。大損害を受けた「エンタープライズ」は修理
のためにハワイに向かい、海軍工廠で 1 ヶ月にわたる修理を受けるのである。一方、第 17
軍司令部には「空母 3 を有する聯合艦隊が、
『基地未完成で大型機も飛びえないガ島の敵
に対し、上陸掩護能力なし』とは真に遺憾である」19 という空気が漂ったのであった。
（ 3 ）鼠輸送の限界とアメリカ第 7 海兵連隊等の増援
第 17 軍司令官は、8 月 19 日、歩兵第 35 旅団長川口清健少将に、自今、川口支隊（第

35 旅団司令部及び歩兵第 124 聯隊基幹）となり、海軍と協同して速やかにガダルカナル
島を確保することを命令した。この頃まだ大本営は、ガダルカナル島陸上兵力は 2 〜 3000
程度と判断していたことから川口支隊の攻撃について楽観していた 20。川口支隊の第 2 大
隊、一木支隊第 2 梯団が乗艦した駆逐艦による最初の鼠輸送は、28 日にガダルカナル島
上陸の計画であったが、ガダルカナル島飛行場から出撃したアメリカ軍機に妨害されて失敗
した。これに伴い第 17 軍内では軍司令官自らも含めガダルカナル島放棄論が出された 21 が、

29 日夜、ショートランドを出港した第 11 駆逐隊
（歩兵第 124 連隊第 1 大隊主力、人員 450 名）
及び第 24 駆逐隊（一木支隊第 2 梯団の一部、人員 300 名、速射砲 4 門）がタイボ岬に
到着し、この駆逐艦輸送が成功したことにより、放棄論は自然消滅した。

15

宇垣『戦藻録 前篇』164 頁。

16

陸戦史研究普及会『陸戦史集 22 ガダルカナル島作戦』
（原書房、1971 年）64 頁。

17

宇垣『戦藻録 前篇』164 頁。

18

同上、134 頁。

19

小沼治夫「ガ島における第 17 軍の作戦」
（防衛研究所戦史研究センター所蔵）77-78 頁。

20

田中「田中新一中将回想録 其の四（戦争第二期・第四章）」192 頁。

21

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」83 頁。
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川口支隊主力（歩兵第 124 聯隊第 3 大隊基幹）も 31 日夜、タイボ岬のタシンボコへの
上陸に成功した。その後、9 月 2 日、4 日、5 日、7 日と残りの部隊も上陸した。結局、8
月 31 日から 9 月 7 日の間に延 50 隻の艦艇で輸送したのは、人員は陸海軍約 5600 名、主
要兵器は高射砲 2 門、野砲 4 門、連隊砲（山砲）6 門、速射砲 4 門、糧食は総人員の約

2 週間分である。艦艇 1 隻当たりの輸送能力を計算すると、人員 110 名、主用火器 0.3 門、
糧食 2 週間分であった。これからもわかるように火力の骨幹である砲兵、戦車等は絶対的
に輸送船による必要があった。一方、舟艇機動で上陸を試みた歩兵第 124 連隊長岡明之
助大佐が指揮する第 2 大隊約 1000 名は、マルボボ付近（ルンガ岬西方約 50 キロ）に達
着したが、途中、アメリカ軍航空機の攻撃、荒天候等に見舞われ岡聯隊長が掌握した兵力
は全兵力の 3 分の 1 に過ぎなかった。
川口支隊長は、9 月 6 日、
「支隊は、12 日 1600 攻撃を開始し、主攻撃方向を南方ジャ
ングルより北方飛行場に指向して、13 日払暁までに全陣地を蹂躙する。岡部隊（舟艇機動
部隊）は、海岸方面より飛行場西側方向に攻撃させる」という構想を第 17 軍司令部に報
告した。川口支隊長は、更に聯合艦隊の協力について、
「支隊の攻撃に際しては、艦砲射
撃をやらないこと、海上から逃亡する米軍の殲滅をお願いする」と要請した 22。第 17 軍司
令部は、総攻撃を 9 月 12 日と聯合艦隊に通知した。
聯合艦隊司令部では、これを機会に囮の輸送船 2 隻を南下させ、アメリカ海軍の空母
「ホーネット」と「ワスプ」
（空母 ｢サラトガ」は、8 月末、伊号第 26 潜水艦が雷撃により約

3 カ月間使用不能にした。）とを北へ誘き出し、空母 3 隻で集中攻撃を加える計画を立て
た 23。更に潜水艦の大部をサンクリストバル島南東海面に散開、邀撃させ、敵支援部隊、特
に空母を、一部潜水艦をもってインディスペンサブル海峡東口を扼し、敵輸送船をそれぞ
れ捕捉攻撃することにした 24。
しかしながら、川口支隊の攻撃は 13 日に延期され、これにより聯合艦隊による輸送船
を用いての囮作戦も中止された。攻撃は、13 日 20 時を期して右翼隊、中央隊、左翼隊と
三方向に分けて実施された。右翼隊と左翼隊は鉄条網を有するアメリカ軍陣地の前に前進
阻止され、中央隊の攻撃は、飛行場を瞰制できる橋頭堡南側の要点であるムカデ高地南
側から 2 個大隊並列して行われ、縦深にあった青葉大隊（歩兵第 4 聯隊第 2 大隊）の突
撃は、ムカデ高地を越えて同高地北側の師団司令部付近まで進出したが、凄まじいアメリ
カ軍の火力に阻止され攻撃は中止となった。この中央隊の正面には空挺大隊、挺進大隊が
配備についていたが、橋頭堡南側の弱点補強として 9 月 9 日に配備されたものであった。
22

陸戦史研究普及会『陸戦史集 22 ガダルカナル島作戦』95 頁。

23

木俣滋郎『日本空母戦史』351 頁。

24

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』87 頁。
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川口支隊の攻撃失敗に伴い第 17 軍は、川口支隊長にマタニカウ川河口以西においてな
るべく敵飛行場に近いところに攻撃拠点を占領し、敵情を捜索するとともに、為し得る限り
敵航空勢力の活動を妨害することを命じた。

9 月 15 日、伊号第 19 号潜水艦はアメリカ第 7 海兵連隊等の輸送を護衛していた空母「ワ
プス」を撃沈した。これによってアメリカ軍が作戦に使用できる空母は太平洋の全域でわ
ずかに「ホーネット」1 隻のみとなった。これに対し、日本軍はソロモン水域に 3 隻の空母
（
「翔鶴」
「瑞鶴」
「瑞鳳」）を有していた。この時点でゴームレー中将もマッカーサー大将も
アメリカ軍はもはやガダルカナル島を保持できないと判断していた 25。ただし、第 7 海兵連隊

4262 名、戦車、武器・弾薬、糧食等を搭乗させた船団は無傷で、18 日、ルンガ泊地に
到着した。ヴァンデグリフト少将はこの増援及び後に予定されている陸軍部隊の増援などを
考慮し、防勢一方から逐次積極的行動に移行しようと考え始めていた 26。この第 7 海兵連隊
がじ後重要な役割を演じるのである。
第 7 海兵連隊の輸送は、日本軍の水上艦艇、潜水艦の危険を知りつつも、ヴァンデグリ
フト少将の緊急要請に基づいて空母「ワスプ」及び「ホーネット」を基幹とする機動部隊に
船団の支援を命じて南太平洋部隊指揮官ゴームレー中将が命じたものであった 27。この輸送
船団に対しては、15 日朝、日本の索敵機が発見したため、聯合艦隊司令長官山本大将は、
先遣部隊にこれへの接触攻撃を命じた。先遣部隊長小松中将は、インディスペンサブル海
峡南口に潜水艦を集中し、輸送船団の邀撃を試みたが捕捉できなかった。ガダルカナル島
に出入りする敵艦船は、同地飛行場の上空警戒が十分に得られる日の出以降に入泊し、日
没後は退避するのを例としていたため、海峡の通過は夜となり、更に通過当時この海峡の
天候は極めて不良で、しばしばスコールがあり、発見は夜間近距離とならざるを得ず、襲
撃の機会を得られなかったのである 28。
参謀総長杉山元大将は 9 月 5 日、
「今や南東太平洋方面における陸軍作戦としては、東
部ニューギニア方面を守勢に止め、軍の主力を以てガ島を中心とするソロモンに主作戦を指
向するほかなきこととなれり」29 と上奏した。これはラビを喪失し、ポートモレスビー攻略中
の南海支隊に対する連合国軍の反攻が逐次激化したため、同方面へ投入予定の第 2 師団
をまずガダルカナル島へ投入し、早期に決着をつけて二正面対処から脱しようとするもので

25

E・B・ポッター著・秋山信雄訳『キル・ジャップス』
（光人社、1991 年）262 頁。

26

Major John Zimmerman, The Gudalcanal Campaign (Historical Division Headquarters, U S Marine
Corps, 1949), p. 95.

27

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』125 頁。

28

同上、124 頁。

29

田中「田中新一中将回想録その四（戦争第二期・第四章）」231 頁。
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あった。このように、未だガダルカナル正面のアメリカ軍の反攻を安易に考えていた大本営
陸軍部は、川口支隊の攻撃が失敗して初めてその重要さを認識し、急遽、第 17 軍司令部
に大本営陸軍部研究班長小沼治夫大佐を先任として海軍、航空、船舶に長けた参謀を派
遣し、3 名だった第 17 軍参謀を 12 名に増員した 30。
小沼大佐は、ラバウルへの出発前、参謀本部の主要幹部から戦力を調整して正攻法でル
ンガ飛行場奪回に臨む必要があるとの指導を受けていた。そして聯合艦隊先任参謀黒島
亀人大佐からは、
「我が大規模の輸送及び敵の増援阻止の前提をなすものはルンガ飛行場
に対する砲撃なり。陸軍は是非これを実行せられたし」31 と要望された。ルンガ飛行場を砲
撃できる地域を日本軍が確保しているということは、アメリカ軍の橋頭堡がまだ不十分とい
うことで、ヴァンデグリフト少将としては飛行場の安全化を図るために必ず攻撃して、この
地域まで橋頭堡を拡張しなければならない。第 17 軍としては当面の処置として、戦力の大
半を失った川口支隊をもってじ後投入予定の第 2 師団の攻勢の支とうを確保させなければ
ならなかったが、既に川口支隊にはそのような力は残っていなかった。また、攻勢の支とう
となり得る地形、すなわちルンガ飛行場を砲撃できる地形がどこなのかという地形判断もラ
バウルにあった第 17 軍司令部には十分に出来ていなかった。

3 第 2 次船団輸送とガダルカナル島作戦の命運を決した攻防
川口支隊による攻撃の失敗は日本軍を本格的にガダルカナル島奪回作戦に投入させるこ
ととなった。また、皮肉にも川口支隊が転進の途中で通過したマタニカウ川流域高地が、
じ後の日本とアメリカ両軍の攻防に重要な地形であることを知らしめる結果となる。これを
きっかけとして、この地域を攻勢の支とうとして正面から正攻法をもってアメリカ軍橋頭堡を
攻撃するための重戦力を船団輸送をもってガダルカナル島に投入しようとするのが第 2 次船
団輸送であった。ここでは、その過程の中で日本とアメリカのガダルカナル島をめぐる攻防
の天王山、マタニカウ川流域高地の攻防と制海権獲得のための攻防（南太平洋海戦（サンタ
クルーズ諸島海戦））が生起する過程とその及ぼした影響について述べる。
（ 1 ）第 2 次船団輸送の決定と第 2 師団の正攻法による攻撃の前提

9 月 26 日、第 17 軍参謀越次一雄少佐から「マタニカウ川河畔に進出した。山には展望
点あり飛行場射撃可能」との報告が第 17 軍司令部に入った 32。この日、アメリカ第 7 海兵
30

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」129-130 頁。

31

同上、143-144 頁。

32

同上、152 頁。
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連隊の 1 個大隊、約 300 名が、海岸砲及び重火器の掩護下にマタニカウ川を渡河し、更
にこれと連携して、駆逐艦の支援下に舟艇 9 隻をもってクルツ岬の西部に上陸、これを岡
大佐が指揮する歩兵第 124 聯隊が撃退した。この戦闘は、日本軍にとってはガダルカナル
島における初めての勝利であった。マタニカウ川とコカンボナの間に日本軍は集結している
と見積もった 33 アメリカ軍は、準備した橋頭堡の陣地から出撃し、集結中の日本軍を攻撃し
ようと彼我ほぼ遭遇戦的な浮動した状況下で行った戦闘であったため、このようにガダルカ
ナル島では初めての成果を得ることができた。第 17 軍は、この戦闘でマタニカウ川河畔地
域がルンガ飛行場を砲撃できる地域であり、かつ第 2 師団が攻勢を発起するための支とう
となる重要な地域であることを認識した。
この時点では、10 月 20 日頃の総攻撃を予定していた第 17 軍司令部は、第 2 師団の
輸送を延期してはアメリカ軍は益々陣地を強化するので遅くとも 10 月 11 日頃には集中輸送
を行う必要を認め、具体策を研究していた。その時、偶々、この報告を受けたため、小
沼大佐は翌 27 日に参謀辻政信中佐をトラック島に派遣して大船団輸送を聯合艦隊に要請
した 34。これによって聯合艦隊は、
「主力でソロモン海域に出動して敵海空軍を牽制撃破し
ながら第 2 師団の輸送を同様に掩護し、なお有力な一部でこれを直接護衛すること｣ と
なった 35。聯合艦隊司令部は、基地航空部隊のガダルカナル島攻撃、陸軍砲による飛行場
制圧射撃を実施させることは勿論、兼ねて研究を進めていた高速戦艦による飛行場射撃を
実施してアメリカ軍機を制圧し、船団輸送を成功させようと企図した。また、そのためには
アメリカ軍機動部隊に対しても厳重な警戒を要するため、支援部隊を配備に付けた 36。
一方、9 月 28 日に第 17 軍は、敵兵力を人員約 8 千（実際は、約 1 万 8 千名）、戦車約

30 両、火砲約 150 門、飛行機約 60 機、高射砲約 20 門と見積もり攻撃計画を策定した。
攻撃要領は、先ずマタニカウ川東岸地区に攻勢の支とうを獲得、次いで砲兵の有力な一部
をもって敵飛行場に対し射撃を実施して徹底的に制圧、これに合わせ周密なる攻撃準備を
実施し、一挙に敵陣地、特に飛行場及び砲兵陣地を奪取し、続いて同島内の残存敵兵を
撃滅する 37 ものとした。第 2 師団の攻撃の前提はこの攻勢の支とうと砲兵陣地となるマタニ
カウ川東岸地区を確保していることであった。ガダルカナル島の陸戦は当面この地域が焦点
となった。

33

Major John Zimmerman, The Gudalcanal Campaign (Historical Division Headquarters, U S Marine
Corps, 1949), p. 96.

34

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」151-152 頁。

35

同上、153-154 頁。

36

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』
（朝雲新聞社、1975 年）168 頁。

37

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」154-157 頁。
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9 月 30 日、ニミッツ大将がガダルカナル島を視察した。その途中、ニミッツ大将は、ニュー
カレドニア島ヌーメアで疲労と不安でやつれ果てたゴームレー中将をみていた 38。ゴームレー
中将は補給問題の解決に非常な努力を傾けていた。一方、ガダルカナル島ではヴァンデグ
リフト少将以下の将校が橋頭堡の確保に断固とした決意と強い信念を保持していることを
知った 39。また、この視察を通じて SOPAC における補給問題の深刻さも初めて知り、じ後、
自ら積極的に補給問題に取り組むようになる。
（ 2 ）陸戦における転換点、マタニカウ川西岸地区における攻防
第 17 軍司令部は、川口支隊長に対し、
「速やかに、マタニカウ川右岸地区に攻勢の拠点
を占領し、10 月 8 日頃からの砲兵による飛行場砲撃を準備」するよう命じた。川口支隊長は、

9 月 30 日、歩兵第 124 聯隊にマタニカウ川右岸要地の占領を命じ、同連隊長岡大佐は 10
月 3 日、歩兵 1 個中隊をマタニカウ川にかかる一本橋東岸及び同川河口東岸高地に進出さ
せ陣地を確保させることに成功した。このことは、微弱な兵力ではあったが、じ後、戦局
を制する要点を川口支隊が先制していたことを意味する。
第 2 師団長丸山政男中将は 9 月 29 日、ラバウルの第 17 軍司令部に出頭した。小沼大
佐は第 17 軍のガダルカナル島攻略計画、特に飛行場砲撃の重要性を強調した。しかし第

2 師団長丸山中将には、
「至難の事故出来ねば止むなし」と飽くまで実行しようという意思
は見えなかった 40。第 17 軍司令官百武中将は、第 2 師団長丸山中将に速やかに鼠輸送でガ
ダルカナル島に上陸するよう命令した。海軍の計画によれば、鼠輸送で 10 月 14 日頃まで
に部隊、軍需品の輸送を完了し、20 日頃には第 2 師団による攻撃が開始される見込みで
あった。第 2 歩兵団長那須弓雄少将は 10 月 1 日、ガダルカナル島カミンボ（ルンガ岬西方
約 50 キロ）に上陸、第 2 師団長丸山中将も 10 月 3 日、歩兵第 29 聯隊、野戦重砲兵第

21 大隊第 2 中隊（九六式 15 榴 4 門）等とともにタサファロング（ルンガ岬西方約 30 キロ）
に上陸した。
第 2 師団長丸山中将は、4 日、第 2 歩兵団長那須少将に「那須部隊（歩兵第 4 聯隊基幹）
で、マタニカウ川右岸の要線を占領し、野砲、山砲、野戦重砲部隊をマタニカウ川両岸地
区に展開して、9 日（予定）からルンガ飛行場の制圧射撃を行う」よう命令した。那須少将
は、隷下部隊を以てマタニカウ川東岸への進出を試みたが、アメリカ軍の反撃にあい、マタ
ニカウ川を挟んでこれと対峙する形となった。更にアメリカ軍は、10 月 8 日夕からヴァンデ
グリフト少将が直接統制し、第 2・第 5・第 7 海兵連隊から抽出した 5 個大隊を第一線部
38

ポッター『キル・ジャップス』262 頁。

39

同上、263 頁。

40

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」163 頁。
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隊として、猛烈な砲迫射撃と航空機の支援のもとマタニカウ川西側地域に攻撃を開始して
きた 41。第 2 師団長丸山中将は第 2 歩兵団長那須少将に増援を送ったが、那須部隊はマタ
ニカウ川西側約 4 キロの百武台まで後退した。ここに、マタニカウ川東岸及び西岸地区は
完全にアメリカ軍の占領するところとなり、ルンガ飛行場に対するマタニカウ川付近からの砲
兵射撃は困難になった 42。9 月 18 日に増援されたアメリカ第 7 海兵連隊が大きな役割を演じ
たのである。
第 17 軍司令官百武中将は、東部ニューギニア正面も担当しているため、新参謀長宮崎
周一少将以下数名をラバウル後方司令部として残置し 43、10 月 9 日 20 時頃、自らは小沼
大佐以下を従えてガダルカナル島タサファロングに上陸し、第 17 軍戦闘司令所を開設した。
第 17 軍では、出発前、最小限マタニカウ川西岸を確保すれば次期攻撃は可能であると考え
ていた 44。しかし、上陸時に知った第 2 師団第一線のマタニカウ川西方の百武台への後退は、
第 17 軍の作戦指導上の眼目である攻撃の前提としていた攻勢の支とうと、飛行場砲撃の
ための砲兵陣地を喪失したことを意味した。船団輸送を目前にして第 17 軍首脳の受けた衝
撃は大きかった 45。この時、ガダルカナル島にある第 17 軍の兵力は、川口支隊、一木支隊
（歩兵約 1 大隊）、第 2 師団の歩兵 5 個大隊、射撃しうる火砲は、野山砲各 2 門、15 榴 4
門、迫撃砲 1 大隊、弾薬は微小というものでしかなかったため輸送船による増援の要望は
更に一層強くなった。

10 月 4 日、聯合艦隊は、飛行場の制圧、第 17 軍兵力の急送、敵の増援阻止、ガダル
カナル島奪回、敵艦隊対処を当面の作戦目的とした全般の作戦命令を発令し、船団輸送
は 14 日夜、タサファロング揚陸とした。この船団輸送は、高速力の優秀船を 6 隻（笹子丸、
崎戸丸、佐渡丸、九州丸、吾妻山丸、南海丸）選定、防空火器を増強し、歩兵第 16 聯
隊主力、歩兵第 230 聯隊（1 大隊欠）、10 糎加農砲 1 中隊、15 糎榴弾砲 1 中隊、高射砲

1 大隊、独立戦車 1 中隊、兵站部隊の一部、舞鶴鎮守府特別陸戦隊、弾薬、糧秣等を
輸送しようとするものだった 46。この時、聯合艦隊としては特に支援部隊を配備につけて敵
艦隊に備えるとともに、高速戦艦の主砲による飛行場砲撃を 13 日夜、巡洋艦による砲撃を

14 日と 15 日に計画した。
10 月 8 日には、空母
「瑞鳳」が、
9 日には角田覚治少将が指揮する第 2 航空戦隊が空母
「隼
41

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南太平洋陸軍作戦〈2〉』
（朝雲新聞社、1969 年）69 頁。

42

陸戦史研究普及会『陸戦史集 22 ガダルカナル島作戦』141 頁。

43

山本築郎『百武十七軍敗北の真相』
（山本築郎、1988 年）52 頁。

44

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」196 頁。

45

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南太平洋陸軍作戦〈2〉』67 頁。

46

同上、80 頁。
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鷹」
「飛鷹」の 2 隻とともにトラックに入港し、第 3 艦隊の指揮下に入った。これで聯合艦
隊は、
「翔鶴」
「瑞鶴」
「瑞鳳」
「隼鷹」
「飛鷹」と 5 隻の空母を保有し、
「ホーネット」
「エ
ンタープライズ」の 2 隻しかないアメリカ側よりも優勢となった。10 月 11 日 10 時、支援部
隊がトラックから出撃した。聯合艦隊司令長官山本大将は戦艦「大和」の後甲板に立って
出撃を見送った。宇垣少将は、
「之にして不成功に了らば又何の計画かあらん。即ち聯合
艦隊処置なしと云うに陥る」47 と万全の布陣を自負した。そして 12 日朝、船団輸送の主力は
第 2 駆逐隊に護衛されてラバウル港を出港した。
一方、第 17 軍司令官百武中将は、ガダルカナル島上陸後に知ったマタニカウ川西岸高地
の喪失、第 2 師団の戦力の低下、軍需品の海上輸送状況等に鑑み、攻撃計画の変更を研
究していたところ、第 2 師団作戦主任参謀松本博中佐から「山地の森林密度大ならず、迂
回作戦可能の如し｣ との報告を受領した。これを受けて小沼大佐が地形一般を確認した
結果、本来予定していた「正面による組織的な攻撃」を改め、
「奇道による迂回急襲攻撃」
を採用するに（10 月 12 日）決した 48。つまり、
マタニカウ川西岸高地を奪取されたこととアメ
リカ軍との戦力の格差を迂回によってカバーしようとしたのである 49。その前日の 10 月 11 日、
野戦重砲兵第 4 連隊長赤松友次郎大佐から「96 式 15 榴の最大射程をもって飛行場射撃
可能」の報に接していたため 13 日夕からこれを開始させ、14 日夜の船団揚陸を容易にさ
せた 50。
（ 3 ）アメリカ陸軍第 164 連隊の増援と第 2 次船団輸送の失敗
新たな攻勢を予期したアメリカ軍は、アメリカル師団の第 164 連隊約 6000 名等を搭載し
た輸送船団をルンガ泊地へ向けて 9 日ヌーメアから出港させた。ゴームレー中将は、
「ホー
ネット」を基幹とする空母部隊、
「ワシントン」を基幹とする戦艦部隊及び巡洋艦部隊にこ
の輸送船団の支援を命じた。特にノーマン・スコット少将の指揮する巡洋艦部隊に対して
は、
「攻勢的行動をとって船団を保護せよ」と日本軍艦船及び上陸用舟艇を積極的に捜索攻
撃する任務を付与した 51。
一方、日本軍においても第 2 師団の攻勢には多くの戦車や重火器を必要とし、高速船団
輸送だけでなく、11 日夜に揚陸する予定で、水上機母艦 ｢日進｣「千歳」等による重火器（15
榴 4 門、野砲 2 門、牽引車、弾薬車等）を主とした輸送も計画された。第 6 戦隊は、こ
47

宇垣『戦藻録 前篇』193 頁。

48

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」177 頁。

49

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南太平洋陸軍作戦〈2〉』100-101 頁。

50

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」196-198 頁。

51

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』196 頁。
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の輸送を掩護するべく 11 日夜、ルンガ飛行場の砲撃実施を命じられた。

11 日夕、サボ島西方約 180 キロに日本艦発見の報告を受けたスコット少将は、日本艦隊
をサボ島西方で捕捉しようと急速北上した。ガダルカナル島砲撃を任務とする第 6 戦隊が
サボ島南側に進入した時、両艦隊は遭遇し、ここにサボ島沖海戦（エスペランス岬沖海戦）
が生起した。海戦は約 1 時間続き、日本側は沈没 2、大破、小破各 1、アメリカ側は沈没

1、大破 2、小破 1 の損害を出した。同海戦の結果、日本海軍は、夜戦は既にレーダーを
装備しているアメリカ艦隊に対しては決して有効ではないことを知るとともに、第 2 師団の
攻撃阻止に大きな役割を果たすアメリカ陸軍第 164 連隊を 13 日にルンガ泊地に揚陸させる
ことを許した。一方、｢日進｣「千歳」は 10 月 11 日 20 時頃、海戦を逃れ、タサファロング
に到着して揚陸を開始、23 時頃には作業を終了して出港した。

10 月 13 日には、予定通りアメリカ陸軍第 164 聯隊が輸送船で増援された。それはガダ
ルカナル島に上陸した最初の陸軍部隊であり 52、アメリカ軍兵力は約 23000 名となった。こ
の上陸に対し、12 日 03 時頃、ラバウルの基地航空部隊にガダルカナル島からアメリカの船
団、戦艦 3、巡洋艦 3、駆逐艦 11、輸送船 11 がルンガ入泊という報告があり、同航空部
隊は、陸攻 19 機、零戦 30 機をルンガ泊地に突入させた。防空態勢を完成させた船団に
突入したため、帰投し得た陸攻は 2 機に過ぎなかった。与えた損害は、魚雷 1 本が重巡
洋艦「サンフランシスコ」の後部射撃指揮所に命中、他に輸送船 3 隻が小破、駆逐艦 1 隻
が相撃ちによって損傷した程度であった 53。
増援を得たヴァンデグリフト少将は、歩兵 2 個大隊と第 1 特殊兵器大隊をもってマタニカ
ウ川東岸地区を堅固に保持させた 54 ため、橋頭堡はマタニカウ川東側高地にまで拡大強化
された。
第 2 次船団輸送の掩護のため、13 日には基地航空部隊がガダルカナル島に対する攻撃
を実施した。また、陸軍の砲撃もこれに加わり、地上にあった敵航空機の多くに損害を与
えた。更に第 3 戦隊の戦艦「金剛」、
「棒名」の総計 920 発に及ぶ砲撃が夜間、実施され
た。飛行場は一面の火の海と化し、無数の誘爆を伴い、壊滅的被害を与えた。この日のア
メリカ軍は、航空機約 40 機が破壊され、B-17 の滑走路使用が制限され、大量の航空用
ガソリンが流出するという損害を被った。
輸送船団は、基地航空部隊、外南洋部隊水上機の上空掩護のもと、一意、ガダルカナ
ル島を目指していた。14 日は朝から 4 回の航空攻撃を受けたがいずれもほとんど被害はな
かった。船団は予定航路を経て無事 22 時頃、ガダルカナル島タサファロングに入泊し、積
52

松浦行真『混迷の知恵』
（情報センター出版局、1984 年）562 頁。

53

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』336 頁。

54

同上、90 頁。
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荷等の揚陸を始めた。これを掩護するため第 8 艦隊司令官三川軍一中将は駆逐艦等数隻
でルンガ沖に進入、飛行場の砲撃を行った。上空掩護は未明に水上機、次いで第 2 航空
戦隊戦闘機、更に基地航空部隊戦闘機という順序で行われた。第 2 次船団輸送は成功し
たかのように見えたが、アメリカ軍航空機は 15 日未明から 2 波にわたり襲撃を繰り返した。
最初に「笹子丸」が被爆し炎上を始めた。
「南海丸」の荷揚げは早く 07 時頃には終了し、
護衛隊指揮官の命令で離脱した。第 3 波の空襲は 10 時頃、B-17 が船団及び泊地警戒中
の駆逐艦を狙い、
「吾妻山丸」に爆弾が命中した。11 時頃の第 4 波の空襲は船団に加え
て揚陸点が目標になった。
「九州丸」が爆弾により大火災を起こし擱座した。この間、
「佐
渡丸」からの 15 糎榴弾砲、10 糎加農砲、戦車の各 1 個中隊の揚陸は完了していた。
遂に護衛隊指揮官第 4 水雷戦隊司令官高間完少将は 12 時になって、一端、サボ島北
方に向け各輸送船を全速力で退避させた。15 時以降、船団は三度反転し錨地に向かった
が、再び空襲を受け、第一船舶団長伊藤忍少将から「月明なるに付、入泊をやめショート
ランドに帰港せよ」という電報を受けた護衛隊指揮官高間少将は、16 時頃、反転してショー
トランドに向かった。聯合艦隊は、支援部隊に対して第 5 戦隊の飛行場砲撃任務終了後
「反転北上せよ」と下令した。その理由は宇垣日記によると「大物の収穫なかりしも輸送船
団揚陸掩護の目的を達したるに満足、燃料補給の要あり」ということになっている 55 が、掩
護が必要となったのは正にそれからであった。
輸送船 6 隻が揚陸した軍需品は海岸に山を為していた。トラックやクレーンが装備され
ていないため、船から降ろした荷物が何時までも放置されていたのである。16 日夜、アメ
リカ駆逐艦が沖からこれを砲撃、浜辺の弾薬箱、糧食等が破壊された 56。
ゴームレー中将は、15 日、
「日本軍から強力な圧力を受けているので、海兵隊がガ島を
持ちこたえることができるかどうか不安である」旨をニミッツ大将に報告していた 57。この
時、航空燃料及び爆弾が極度に不足したため輸送機や潜水艦によって少量ずつ補給した
が、これを増強するために、輸送船 2 隻、魚雷艇母艦 1 隻、艦隊曳船 1 隻、駆逐艦 2 隻
からなる輸送隊が編成され、エスピリッツサントを出港した。しかし 15 日、それらのうち
駆逐艦 1 隻、艦隊曳船 1 隻が日本軍の航空攻撃によって撃沈され、輸送船 1 隻が至近弾
を受けたためエスピリッサントに引き返し、目的を達成できなかった。翌 16 日には、他の
輸送駆逐艦とともに輸送任務中の水上機母艦「マックファーランド」が日本軍機の攻撃を
受けて大破した。このような状況から南太平洋部隊陸軍航空部隊先任士官ハーモン少将は、
「ガ島は現在以上の海軍部隊の支援がなければ保持できないだろう」と参謀総長に緊急電
55

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南太平洋陸軍作戦〈2〉』85 頁。

56

木俣『日本空母戦史』362 頁。

57

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』253 頁。
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を送った 58。
同じ頃、聯合艦隊も第 8 艦隊司令長官三川中将の指揮する巡洋艦 3 隻、駆逐艦 15 隻
を以て追加の輸送を続行していた。日本、アメリカ両軍それぞれ必死の輸送競争を行って
いた。第 17 軍司令部は船団輸送が突入、八部通り揚陸成功の報に歓喜した。しかし、揚
陸地点を実査した越次少佐の報告により、揚陸し得たのは、弾薬の 1 〜 2 割、糧秣の半
分に過ぎないことを知った。これでは師団の攻撃準備に不安であったので第二次輸送部隊
（歩兵第 228 聯隊）の他、追加の弾薬及び糧食等を海軍側に要求したが、聯合艦隊から
は、
「飛行場占領前再度実施に応じ難し」と一蹴された。その底流には第 1 船舶団長伊
藤少将の帰航命令に関する不満があった 59。この段階で、第 2 師団は、人員約 20000 名、
弾薬はわずかではあるが 15 糎榴弾砲 15 門、10 糎加農砲 3 門、軽戦車 10 両等となった。
この頃、既に第 17 軍司令官百武中将は、第 2 師団に対して「10 月 20 日頃までに主力
を以て『ルンガ』河右岸地区より飛行場方面の敵を急襲する如く準備すべし」と命令、第 2
師団は 16 日正午から機動を開始した。また、マタニカウ川東岸地区に対しては第 17 軍直
轄の住吉支隊（長

軍砲兵指揮官住吉正少将

歩兵第 4 聯隊及び軍砲兵の主力基幹）が

牽制攻撃を行うことになっていた。
日本軍の大攻勢が近づいたことを知ったニミッツ大将は、空母「エンタープライズ｣ の修
理を急ぎ、最近、太平洋艦隊に加わった戦艦「サウスダコタ」及び 9 隻の駆逐艦とともに

16 日、ハワイ真珠湾から出撃させた。この「エンタープライズ」と「サウスダコタ」は最新
式の 20 ミリ機銃と 40 ミリ大型機関砲を新たに装備していた。アメリカ海軍は防空を重視
し、戦艦を空母の防空艦にした。その戦艦「サウスダコタ」は、この後の南太平洋海戦で
は一日だけで日本機 26 機（非公式には 32 機）も撃墜したといわれる 60。一方、聯合艦隊
旗艦の戦艦「大和」
「陸奥」はトラック島に繋留され、前線から来る補給艦への燃料タン
クと化し 61、遊兵化していた。更にニミッツ大将は、ゴームレー中将を更迭、後任にウィリ
アム・F・ハルゼー海軍中将を任命した。ゴームレー中将では軍内の様々な問題を解決する
ことはできないとニミッツ大将は判断したのだ 62。ハルゼー中将は着任早々の 23 日、第 2
師団の攻撃が予想される中、ヴァンデグリフト少将をヌーメアに招致し、他の主要幹部を交
え会談を開いた。ヴァンデグリフト少将は、空襲と夜間砲撃により航空機のほとんどが破壊
され、増援された日本軍の兵力が、戦闘に疲れ果てマラリアと少ない食料、それに夜間砲
58

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』254 頁。

59

同上、88 頁。

60

木俣『日本空母戦史』387 頁。

61

宇垣『戦藻録 前篇』204 頁。

62

C・W・ニミッツ・E・B・ポッター著・実松譲・冨永謙吾訳『ニミッツの太平洋海戦史』
（恒文社、1966 年）129 頁。
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撃で衰弱しているアメリカ軍約 22000 人を凌ぐまでになっているため、素早い航空及び陸
上部隊の増援が必要であること等を報告した。ハルゼー中将はあらゆる面でヴァンデグリフ
ト少将を支援することを約束した 63。ルーズベルト大統領は、10 月 24 日、統合幕僚長会議
にガダルカナル島への増援を指示した 64。
聯合艦隊ではアメリカ艦隊をどのように撃滅するか考えあぐねていた。宇垣少将も「昨今
頭をひねりて敵艦隊撃滅策を研究す、参謀も良案無しと云う」65 というように良案は生まれ
なかった。なぜならばアメリカ艦隊が攻撃してくるのを迎え撃つという邀撃作戦を主に考え
ていたため、戦闘が生起するかどうかはアメリカ側の意思によったのである。この頃、第

17 軍は、第 2 師団の前進状況が困難を極めていたことから、攻撃開始を 10 月 22 日から
24 日に延期した。一方、アウステン山及びマタニカウ川東岸を攻撃して主力のための牽制作
戦を行う計画の住吉支隊も、戦車中隊が全滅するなど攻撃は進捗しなかった。24 日、第

2 師団は攻撃を開始した。25 日、外南洋部隊はこれを支援するため、ルンガ岬の敵砲兵
陣地に対する砲撃を開始したが、第 17 軍から、付近に友軍部隊が存在するとの通報が入
り夕方、砲撃を打ち切った。26 日になって、第 2 師団の攻撃は総ての正面で陣前に阻止さ
れたことを確認した第 17 軍司令官百武中将は、26 日 06 時、攻撃中止を命令した。
（ 4 ）海上戦力の転換点となる海上での攻防（南太平洋海戦）

10 月 21 日頃、聯合艦隊は、空母「飛鷹」が故障でトラックに帰還したため、空母は、
機動部隊に「翔鶴」
「瑞鶴」
「瑞鳳」、前進部隊に「隼鷹」の 4 隻となり、対するアメリカ海
軍の総兵力を空母 2 〜 3 隻、戦艦 2 隻、巡洋艦 6 〜 8 隻と考えていた 66（実際には空母は、
「エンタープライズ」
「ホーネット」の 2 隻）。この頃、聯合艦隊は、数日来、敵空母の所在
は不明であったことから、アメリカ軍はサンタクルーズ島方面より残存の空母を集結して日本
の機動部隊の側面を衝く可能性もあると考え、注意喚起をしていた 67 が、第 2 師団の攻撃
が 24 日に延期されたため、支援部隊は北上してアメリカ軍航空機の攻撃圏外で遊弋して
いた。
一方、24 日、空母「エンタープライズ」と「ホーネット」を指揮するキンケード少将にハル
ゼー中将は、サンタクルーズ諸島の北方海域に前進するように命じた。この態勢はガダルカ

63

ポッター『キル・ジャップス』270 頁。

64

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』255 頁。

65

宇垣『戦藻録 前篇』203 頁。

66

同上、268 頁。

67

同上、206 頁。
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ナル島に南下接近する日本艦隊の左側面を衝くものであった 68。翌 25 日夕、聯合艦隊の南
下せよとの命令により、南雲中将は指揮する機動部隊にガダルカナル島の北東 900 キロの
地点から南下を指示した 69。日本の機動部隊は、ハルゼー中将の待ちうけの罠に入り込んで
いったが、逆にこの態勢は聯合艦隊が待ち望んでいたものでもあった。一方、アメリカ空
母「ホーネット」と「エンタープライズ」は、サンタクルーズ諸島の約 450 キロ東にあった。

12 時、アメリカ索敵機が空母 2 隻からなる日本艦隊の一部を発見し、キンケイド少将は 1
時間に両軍の空母が約 90 キロずつ接近していることを知った。ミッドウェー海戦とよく似
た態勢がここに出来上がろうとしていた。アメリカ軍索敵機は 26 日 0 時頃に日本機動部
隊を発見し位置を報告、帰投前に空母「翔鶴」と「瑞鶴」との間に爆弾を落とした。これ
に驚いた南雲長官は 01 時頃反転北上を命じた 70。この時、ハルゼー中将はキンケード少将
に「攻撃せよ」71 と緊急打電した。
「エンタープライズ」は北西方向に日本空母を追跡した 72。
今度は、05 時頃に日本の索敵機がアメリカ海軍機動部隊（空母 1 隻他 15 隻）を発見した。
ここにサンタクルーズ諸島北方における南太平洋海戦（サンタクルーズ諸島海戦）が展開さ
れることとなった。
南雲中将が 05 時頃、第一次攻撃隊を発進させた 20 分後、キンケード少将も日本艦隊
に対する攻撃を発動していた。彼我攻撃隊は途中交叉する状況もあったが、最初に日本
機が空母「ホーネット」を攻撃し行動不能にさせた。第二波の攻撃では「エンタープライ
ズ｣ に爆弾 3 発を命中させ大損害を負わせ、戦艦「サウスダコタ」と対空巡洋艦「サンジュ
アン」に損害を与えた。一方、アメリカ攻撃機は空母「瑞鳳」に大損害を与え、
「翔鶴」に
は 500 キロ爆弾 4 発の直撃弾を見舞った。旗艦「翔鶴」の被弾は、南雲中将を慎重にさせ、
機動部隊本隊のみならず、西方の第 2 航空戦隊にまでアメリカ空母との距離を開き、北西
方へ一時退却するよう命じた。これは後に第三次攻撃隊を発進させる際、非常な長距離と
なってパイロットを疲労させ、更に「エンタープライズ」を戦場離脱させる原因となった 73。宇
垣少将は、
「一時の損傷に幻惑せられて機動部隊本隊及び 2sf 何れも北西に避退するは敵
との距離 300 浬以上となり之を逸するの惧あり」、
「此の精神を以ては必殺不能なり」とし
て、聯合艦隊は支援部隊に対し、厳たる攻撃命令を発した 74。

68

ポッター『キル・ジャップス』274 頁。

69

水交会「元海軍中将草鹿龍之介談話収録 其二」41 頁。

70

同上。

71

ポッター『キル・ジャップス』274 頁。

72

木俣『日本空母戦史』368 頁。

73

同上、382 頁。

74

宇垣『戦藻録 前篇』211 頁。
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聯合艦隊では機動部隊による最後の残敵掃討に期待を寄せた。しかし、南雲中将は、
「敵の母艦機は 26 日午後から全然姿を見せない。27 日早朝から四周の索敵をしているが
何等敵影を見ない」という報告を受けたことにより、戦闘を打ち切って北上し、洋上補給
を行った。これに聯合艦隊司令部は不満であった 75 が、結局、聯合艦隊は敵に与えた損
害を空母 3、戦艦 1、巡洋艦 2、駆逐艦 1 撃沈の大勝利と見積もった 76。実際には、
「ホー
ネット」撃沈、
「エンタープライズ」は大損害を受け戦場離脱したのであった。聯合艦隊は
戦果を過大に評価するという過ちを犯した。機動部隊参謀長の草鹿少将は、
「我々はミッド
ウェー敗戦の苦い教訓を十分に生かして大勝利を博した。私は久し振りで漸く溜飲を下
げた 」77 と回想している。これはミッドウェー海戦時、第 1 航空艦隊参謀長だった草鹿龍之
介少将が、ミッドウェー作戦での敗北後、山本長官に「南雲長官も私も現職のままとして、
今一度檜舞台で決戦をやらせてくださるよう、特別のご尽力をお願いいたします」78 と懇願し
た目的が第 3 艦隊参謀長として達成されたものである。彼らの作戦目的はミッドウェーの復
讐に帰一していたのである。一方、聯合艦隊が受けた損害も大きかった。南太平洋海戦に
参加した、4 隻の空母合わせて零式戦闘機 61、九九式艦上爆撃機 63、九七式艦上攻撃
機 49、総計延 173 機のうち、飛行機は自爆 69、不時着水 23、空母 2、巡洋艦 1 中破の
損害を被った 79。
山本大将は、当面するガダルカナルの戦闘と、空母部隊の再建に備えて、各部隊の艦
載機を「隼鷹」に補充してトラックに残し、損傷空母を含めた機動部隊を内地に帰投させ
た。じ後、南雲中将が更迭され、機動部隊は内地での整備と搭乗員の養成、訓練のため、
後のマリアナ沖海戦まで出動することはなかった。つまり南太平洋海戦は日本の機動部隊
の機能を約 1 年半の長期にわたり喪失させ、聯合艦隊を攻勢の艦隊から防勢の艦隊へと
転換させたのであった。第 6 艦隊の潜水艦で編成された先遣部隊の任務も敵空母の捕
捉撃滅からガダルカナル島への増援阻止へと変わり 80、聯合艦隊は攻勢的企図を示さなく
なった。

75

水交会「元海軍中将草鹿龍之介談話収録 其二」47 頁。

76

同上、46 頁。

77

同上、47 頁。

78

同上、19 頁。

79

淵田・奥宮『機動部隊』115 頁。

80

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 潜水艦史』204 頁。
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4 最後の攻勢企図と第 3 次船団輸送
南太平洋海戦により日本機動部隊の脅威を排除したアメリカ軍は、逐次、制海権、制空
権を手中に収めていった。これに反して日本軍は鼠輸送すら厳しくなり、ガダルカナル島
における両者の戦力の懸隔は広がる一方であった。そのような中でもう一度、第 38 師団を
もって正攻法で攻勢するために重戦力等を一挙に輸送しようとしたのが第 3 次船団輸送で
あった。この過程で第 3 次ソロモン海戦（ガダルカナルの戦闘）が生起し、陸上において
はマタニカウ川をめぐる攻防が行われた。ここでは、この船団輸送の意義と船団輸送がじ
後のガダルカナルをめぐる戦いにどのような影響を及ぼしたのかについて考える。
（ 1 ）アメリカ軍の攻勢と船団輸送の再興

10 月 30 日、アメリカ軍は、第 5 海兵連隊、第 2 海兵連隊の 2 個大隊及び第 7 海兵連
隊第 3 大隊をもってマタニカウ川西岸高地に攻撃を開始した。この攻撃は、戦車、装甲車
を伴い艦砲射撃も含めた熾烈な砲爆撃の下に行われた。第 17 軍は敢闘したものの、マタ
ニカウ川西岸の次期攻勢の支とうを失い、沖川西岸の台地（マタニカウ川西方約 4 キロ）に
後退した。マタニカウ川東方に唯一確保していた歩兵第 124 聯隊のアウステン山一帯の陣
地はそのまま維持していた。第 17 軍司令官百武中将は、11 月 5 日夜に駆逐艦により上陸
した第 38 歩兵団長伊藤武夫少将に配下の歩兵第 228 聯隊主力に住吉支隊基幹をあわせ
指揮させ、アウステン山、990 高地、903 高地の攻勢拠点及び沖川西岸の現陣地を確保す
るように命じた。
第 17 軍司令部では、先の第 2 師団による迂回奇襲作戦は止むを得ず実施したものであ
り、新たに攻撃を再興する必要がある 81 と考えていた。11 月 4 日頃における第 17 軍の構想
は、次期総攻撃開始を 12 月末と予定し、マタニカウ川方面から主戦力を統合して攻撃しよ
うとしていた。この頃のガダルカナル島に対する日本とアメリカの輸送状況は次のようであっ
た。日本軍は、11 月初旬、4 回にわたり駆逐艦延 20 隻で第 38 師団長佐野忠義中将以下
約 4200 名、糧食、弾薬等を揚陸した。一方、アメリカ軍も 11 月初旬、延 13 隻以上の輸
送船により新鋭の第 8 海兵連隊、第 147 連隊、砲兵部隊等を揚陸し、更に 12 日にはアメ
リカル師団 182 連隊の一部が増援される予定であった。
聯合艦隊は、アメリカル師団第 182 連隊の輸送船団をすでに 11 日から捕捉していたが、
発見してもどのように撃破するか容易に良案を得なかった。基地航空部隊は雷撃機 2 個中
隊、爆撃機、戦闘機 29 機をもって攻撃したが、船団は既に沖合に避航していたうえに、
アメリカ軍の対空火網により相当の損害を出し、成果はほとんどなかった。また、空襲が
81

小沼治夫「ガ島における第 17 軍の作戦」231 頁。
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去ると船団は再度入泊し、揚陸を開始した 82。ガダルカナル島守備隊から船団の入泊に関す
る情報が入るたびに、ブインにあった艦爆隊が零戦隊支援の下に発進したが、天候不良の
ために途中で引き返す 83 など、成果はほとんど見られなかった。反対に、アメリカ軍が魚雷
艇等を利用して警戒を強化するようになったこともあり、日本側は鼠輸送の実施すら次第に
困難になっていった。そこでこのような窮状を打開するため、次期攻撃のため 1 回だけ一挙
に大船団の輸送を 11 月中旬に決行することが陸海軍間で決定された。そして第 17 軍は第

1 次輸送の教訓に基づき、飛行場砲撃を強化するため砲兵陣地を推進すること、第 38 師
団の上陸に伴い主力をもってマタニカウ川以西の敵を撃滅することとした 84。聯合艦隊司令
長官山本大将は、船団輸送のガダルカナル島揚陸を 11 月 13 日と予定し、砲撃予定は 11
月 12 日夜、参加輸送船は 11 隻とした。11 月 9 日、支援部隊の空母「隼鷹」と前進部隊
はトラックを出撃した。この時、聯合艦隊は、アメリカ海軍には行動可能な空母はない 85 も
のと考えていた。
この間、マタニカウ川西岸のアメリカ軍は、突然、5 日に上陸した日本陸軍歩兵 228 聯
隊が側背に進出するのではないかと恐れ、マタニカウ川の線まで後退した。状況を承知し
た第 38 師団長佐野中将はこれを追尾し、小川（マタニカウ川西方約 1 キロ）の線に進出、
この線を確保した。第 38 師団長佐野中将は、アウステン山からマタニカウ川西岸陣地まで
の確保を決意し、アウステン山の拠点を強化するとともに指揮下部隊に対し、現地点の死
守を命じた。かくて突然のアメリカ軍の後退によりマタニカウ川西岸の危機は去り、第 17
軍は砲兵陣地及び攻勢の拠点を奪回した。アメリカ軍にとってマタニカウ川西岸は、突角を
形成し、同地部隊の過度な孤立化をもたらしていたのである。日本軍に正面から主戦力を
統合して攻撃するチャンスが廻ってきた。そして当然のように第 17 軍の次の関心は、大輸
送船団の成功に向けられた。
（ 2 ）第 3 次ソロモン海戦と第 3 次船団輸送の失敗
アメリカ軍は、暗号解読で日本軍が 11 月中旬に攻勢を計画していることを把握してい
た 86。ハルゼー中将には、
「我々は我が補給線を掩護せねばならぬとともに、来るべき敵の
攻撃に対して反撃を加える要がある。さもなければ南太平洋における我が位置は甚だしく

82

宇垣『戦藻録 前篇』224 頁。

83

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 南東方面海軍作戦〈2〉』255 頁。

84

同上、200-201 頁。

85

淵田・奥宮『機動部隊』122 頁。

86

ポッター『キル・ジャップス』283 頁。
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危殆に瀕するであろう」
という強い信念があった。こうした考えは彼の部下にも徹底されて

いた。第 182 連隊等の船団を 12 日に無事揚陸させたダニエル・J・カラハン少将の指揮す
る巡洋艦、駆逐艦計 13 隻は、接近する日本の砲撃部隊から飛行場を防御するという任務
に就いていた。11 日にはハルゼー中将は、修理中ではあったが航行可能な空母「エンター
プライズ」と戦艦「サウスダコタ」を直ちに出撃させるようキンケード少将に命じた。これら
の艦が 11 日早朝出撃した時、
「エンタープライズ｣ には、まだ修理作業員 85 人が乗艦して
いた。日本側では、
「翔鶴」の修理完成に 4 ヶ月、
「瑞鳳」に 2 ヶ月を要しているのに対し、
米国側はわずか 20 日ほどで「エンタープライズ｣ を戦場に復帰させた 88。
第 3 次船団輸送における唯一の空母「隼鷹」の任務は、掩護のため船団の後方（北方）
にあって、対潜警戒機、対空警戒機を飛ばすことであった。第 2 航空戦隊司令官角田覚
治中将は、
「『隼鷹』は今回、思い切ってガダルカナル島に接近、戦艦の上空掩護に当たる
から、戦艦はすぐ引き上げることなく翌朝まで止まって思う存分艦砲射撃をして欲しい」と
いう意見だったが、聯合艦隊司令部の会議では、
「それ程までにしなくても、陸軍は今度こ
そヘンダーソン基地を奪回できる強い自信を持っているから」と採用されなかった 89。

12 日夜、戦艦「比叡」、
「霧島」の 2 艦は、第 10 戦隊と第 4 水雷戦隊に守られて、ガ
ダルカナル島の北方から真直ぐにルンガ泊地に向かって突入しようとしていた。サボ島を
回った頃、カラハン少将の巡洋艦と駆逐艦部隊もそこに突入、両艦隊は突然暗闇の中で遭
遇した。ここに第 3 次ソロモン海戦が生起した。各艦入り乱れての 30 分にわたる激戦の結
果、戦艦「比叡」はカラハン少将指揮する艦艇からの砲撃により 50 発以上被弾し、更に
「エンタープライズ」の艦載機は、執拗に
「比叡」を攻撃し、遂には撃沈させた。また、
14 日夜、
戦艦「霧島」が再度の艦砲射撃を期してガダルカナル島に向かって南下したが、アメリカ戦
艦により撃沈された。わずか 3 日間で聯合艦隊は戦艦 2 隻を失った。
弾薬、糧食、第 38 師団及び海軍部隊約 1 万 3000 名を積載した 11 隻の輸送船団は、
田中少将指揮する第 2 水雷戦隊の駆逐艦 13 隻に護衛され、11 月 12 日、ショートランド島
を抜錨、南東に向かった。当初、突入予定は 13 日夜であったが第 3 次ソロモン海戦のた
め一日延期し、船団はひとまず北方へ退避して出撃地へ戻った。13 日 15 時頃、再度ショー
トランド島より南下した船団は、14 日朝、ニュージョージア島の北約 36 キロまで来たとこ
ろで、アメリカ軍の B-17 に発見された。目標は輸送船というハルゼー中将からの無線命令
に応えて、爆撃機は船団を攻撃し始めた 90。
「エンタープライズ」の艦載機は海兵隊機ととも
87

山賀守治訳『キング元帥報告書（上巻）』
（国際特信社、1947 年）100 頁。

88

木俣『日本空母戦史』410 頁。

89

淵田・奥宮『機動部隊』120 頁。

90

ポッター『キル・ジャップス』292 頁。
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に次々とガダルカナル島より発進した。日本の輸送船 11 隻は、早朝から連続 5 回の爆撃を
受け、その 7 隻が沈没又は落伍し、辛うじてルンガ泊地に突入したのはわずかに 4 隻に過
ぎず浜辺に擱座された。1 万名の陸兵の内、無事ガ島に上陸したのは僅か 4 千名、軍需品

5 屯、弾薬 260 ケース、米 1500 袋に過ぎなかった 91。宇垣少将はこの破壊された輸送船を
日記に「海軍の艦艇に非ざる故をもって関心薄き感ある」92 と記した。
聯合艦隊は、機動部隊に続いて主力艦を失い、これ以降この海域に主力艦を投入する
ことはなかった。日本軍によるガダルカナル島奪回の最後の企図は、失敗に終わったので
ある。聯合艦隊は、船団輸送を無事揚陸させることはできなかった。第 17 軍司令部では、
この船団輸送の大損害はガダルカナル島の命運を決した 93 と感じた。
この後、11 月 16 日、第 17 軍は、攻勢から防勢任務への変更を大本営から示された。

11 月 19 日、ハルゼー中将は、危機を乗り越えソロモンの制海空権を獲得した功績が大き
く認められ大将に任命された。この制海空権をもってガダルカナル島には続々と補給がなさ
れていた。宇垣少将は、
「手無し」94 とし、更には、
「元来軍艦の任務でもない輸送だけで
海軍が払った犠牲は、駆逐艦五隻、潜水艦二隻の喪失の外に二十一隻の艦艇を損傷し、
十六隻の輸送船を失い、爾後の作戦に重大な影響を及ぼしたのである」95 と記した。日本
軍がこのガダルカナル島奪回作戦で失った兵力は、陸軍約 2 個師団、海軍は、戦艦 2、
空母 1、大型巡洋艦 3、軽巡洋艦 2、駆逐艦 12、潜水艦 8、損害を受けたものは戦艦を
除きこの 2 倍以上で、両者を合わせると、実に聯合艦隊の総兵力の半ばにも匹敵するもの
であった。航空兵力に至っては、開戦時の母艦航空兵力の全部に近い数の搭乗員を失い 96
（基地航空約 600 機、母艦機約 250 機）97、聯合艦隊にとっては致命的となった。

12 月 9 日、アメリカ第 1 海兵師団はガダルカナルを去り、陸軍少将アレキサンダー・M・
パッチがガダルカナル陸上部隊指揮官としてバンデグリフト少将と交代した 98。海兵隊として
の任務を終え、陸軍にバトンタッチしたのである。
結局、陸上の攻防は、マタニカウ川両岸高地の争奪戦の繰り返しだった。ここはアメリカ
軍の橋頭堡が最終態勢を取れるかどうかの重要な地域であったのである。一方、海上の攻
91

木俣『日本空母戦史』415 頁。

92

宇垣『戦藻録 前篇』235 頁。

93

小沼「ガ島における第 17 軍の作戦」266 頁。

94

宇垣『戦藻録 前篇』240 頁。

95

同上、278 頁。

96

淵田・奥宮『機動部隊』154 頁。

97

桑田悦・前原透『日本の戦争―図解とデータ―』
（原書房、1982 年）45 頁。

98

ポッター『キル・ジャップス』312 頁。
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防は、主として海上輸送路の安全を確保するための制海権の争奪戦であり、中でも日本の
機動部隊に機能を停止させた南太平洋海戦がその転換点であった。またこの戦いは消耗戦
でもあり、より速く消耗した戦力を回復し戦場に復帰した方が最終的に勝つことを示した。
日本の潜水部隊は、アメリカ艦隊、特に空母に対する攻撃を重視したのに対しアメリカの
潜水艦は、日本内地からソロモン諸島に至る縦深な補給線に攻撃を指向した。その相違は、

1942 年 8 月から 11 月までの戦果に如実に表れている。日本の潜水艦は、対艦艇 撃沈
（空
母 1、軽巡 1、駆逐艦 1）、撃破（空母 1、戦艦 1、重巡 1）、対船舶（撃沈）6 隻（17113 トン）
に対し、アメリカの潜水艦の戦果は、対艦艇

撃沈（重巡 1）、対船 舶（撃沈）62 隻

（270319 トン）であった 。
99

5 結論
これまで述べてきたように、11 月中旬頃までガダルカナル島の争奪をめぐり日本軍とアメ
リカ軍は必死の戦いを続けた。結局、アメリカ軍は、マタニカウ川西岸高地まで橋頭堡を
拡大し、そしてこの橋頭堡に武器・弾薬、兵站物資等を継続して補給し、常に日本軍に勝
る戦力を維持し続けた。日本軍は、アメリカ軍の橋頭堡を破壊することができず、補給の
阻止もできなかった。これが日本軍がガダルカナル島を奪回できなかった大きな原因と言え
よう。そしてこれは、今回整理した戦史の中に幾つかの問題点を見ることができる。
まず、言えるのは、ガダルカナル島争奪戦の場合においては、不充分ながらも橋頭堡を
確立している強力な敵への対処を誤ったことにある。相手に橋頭堡の設定を許したガダル
カナル島の場合、まず第一に行うことは、陸上における橋頭堡の拡大を阻止する地域を占
領して、火力により橋頭堡を制圧するとともに、次に増援される主力のための攻勢の支とう
を確保することであった。しかし、日本軍は、川口支隊の攻撃失敗以降は、何のために、
いつ、どこに戦力を集中するのかという次の戦局の焦点をアメリカ側に先立って予測し、対
処することができなかった。橋頭堡がまだ不十分と認識しているヴァンデグリフト少将にとっ
て、川口支隊の攻撃を阻止した後に、最も苦痛とすることは、マタニカウ川付近からの砲兵
部隊によるルンガ飛行場への有効な砲撃及びここを支援基盤としての攻撃であった。従っ
て第 17 軍は第 1 海兵師団より先にこのマタニカウ川地域一帯を陸海軍一体となって占領確
保する必要があった。しかし、第 17 軍が 9 月 26 日にこの地域の重要性を認識した時には、
既にアメリカ軍の第 7 海兵連隊等が増援された後であった。第 17 軍が要請した 2 回目の
輸送は後手を踏んでいたのである。仮に第 17 軍が砲兵、戦車部隊等をもってマタニカウ

99

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 潜水艦史』
（朝雲新聞社、1979 年）217 頁。
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川一帯の高地を確保していたならば、この地域で勝敗を決する陸上決戦が生起していただ
ろう。
また、海軍は橋頭堡を攻撃するための戦力を確実に揚陸させる責務を果たさなかった。
ウィンストン・チャーチルは、ノルマンディー上陸作戦のとき「海軍の任務は、陸軍を安全に
海峡を横断せしめ、あらゆる方法をもって上陸を支援し、その後は敵と海との危険に拘わ
らず、増援軍と補給とが適時に着くことを確保することにあった」100 と述べている。聯合艦
隊は、陸軍をガダルカナル島に上陸させるための輸送船団の掩護にあたり、アメリカ機動
部隊の撃破と輸送船団の掩護という二つの目的を確立し、これを同時に追求しようとした。
しかし、実際には聯合艦隊が主な目的としたものはアメリカ機動部隊の撃破であり、輸送
船団の掩護という目的のためには聯合艦隊のあらゆる戦力を集中することはなかった。結
局、この二つの目的は何れも達成できなかった。実際に敵の勢力下にあるガダルカナル島に
砲兵、戦車等の重戦力を備えた陸軍を上陸させるということ、つまり、いわゆる水陸両用
作戦は、敵機動部隊の撃破という目的の片手間で済むような生易しいものではなかったの
である。
日本軍が次に行うべきことは、本来は速やかに行うのが望ましいのであるが、ガダルカ
ナル島の孤立化、つまり制海権の確保である。南太平洋海戦は、邀撃態勢を取っていた聯
合艦隊が待ち望んでいた形での海戦でもあった。しかし、優勢な戦力を有していた日本の
機動部隊は、劣勢だったアメリカ機動部隊を捕捉撃滅できず制海権を得るチャンスを逃し
たのである。それはガダルカナル島争奪戦の場合、日本とアメリカの指揮官のリーダーシッ
プの差に起因するところが大きい。ニミッツ大将は、悲観的なゴームレー中将を更迭し、ハ
ルゼー中将を登用した。ハルゼー中将は、積極的攻勢をもって南太平洋海戦において戦
力上優勢な日本機動部隊を機能喪失に陥れ、第 3 次ソロモン海戦では主力戦艦を喪失さ
せ、制海権をアメリカ軍のものとした。一方、日本の聯合艦隊司令長官山本大将は、ミッド
ウェー海戦以来の問題を不問にして南雲中将にチャンスを与え続けた。しかし、南雲中将は、
全力を尽くしつつも、アメリカ軍航空機を恐れ、自ら一歩踏み込むことをためらい、小成に
安じた。結局、ガダルカナル島の争奪戦の場合、受動的に敵の攻撃を待ち受けるという聯
合艦隊のとった邀撃作戦では制海権は得られなかった。よって、アメリカ軍の勢力圏内で
往復する増援の輸送船団に対しては、潜水艦もしくは航空機で対処するしかないのである。
ニミッツ大将が後で語ったように、日本の聯合艦隊には、アメリカ艦隊を珊瑚海に探し求め、
これを撃滅することによってガダルカナル島を孤立化させ、制海権と制空権を自らのものに

100 ウィンストン・チャーチル著・毎日新聞社翻訳委員訳『チャーチル回顧録

158 頁。
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（毎日新聞社、1954 年）
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しようとする 101 強い意志と実行力が必要であった。
ガダルカナル島のような彼我戦力伯仲する中で、かつ、一方が先に占領した島嶼の争奪
戦においては、橋頭堡をめぐる陸上及び島の孤立化をめぐる海上での攻防におけるそれぞ
れの戦局の焦点にいかに敵に勝る戦力を集中したか、つまり、いわゆる水陸両用作戦を成
功させたかどうかが死命を制したのである。
そして根本的に東部ニューギニアも含めた戦域全体でみると、日本軍は、ガダルカナル
島奪回を企図した時から東部ニューギニア正面との二正面作戦を強いられており、既に戦力
が分散していた。第 17 軍司令部が 10 月 9 日までガダルカナル島に進出できなかったのは、
東部ニューギニアのポートモレスビー攻略作戦に忙殺されていたためであり、第 3 次船団輸
送が失敗に終わった 11 月中旬以降は、マッカーサー軍の攻勢により東部ニューギニアの南
海支隊がブナ附近まで圧迫され、既にラバウルとガダルカナルの補給線は危機に瀕し、日
本軍の重点は逐次、東部ニューギニアに移行していたのである。
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