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資 料 編



資 料①

沖縄の日本軍暗号作戦の全容

解説 ･翻訳 保坂贋志

資料の原文は､米国立公文書館所蔵-NARA RG457 Box928 HistoricalNSACollectioll

FlnalAnalysisReportforOkinawaOperation:PreparedSignalIntelligenceServiceOfficeof

theSignalOfficerHeadquaterTenthArmy 15July1945仝 146頁｡

本翻訳は､NARA 所蔵の国家安全保障局 (NSA)資料の中から､｢沖縄作戦最終分析報告

書 1945年 7月 15日｣を全訳 したものである｡本書記載の ｢陸軍暗号書五号 (略称陸五)｣

は､沖縄作戦で米軍が現地で押収 したものであ り､1945年 2月から効力が開始 されてい

る｡また同 じく本報告書に掲載 されている ｢乱数表 乙 13｣は､沖縄戦で米軍が捕獲 し

たものである｡これは､全体で 500頁に及ぶ ものである｡当初の計画では日本軍は､45

年 7月 1日から ｢乙 13｣の使用開始を指示 していたため､沖縄現地軍は ｢計算表 18｣

を使い､暗号作戦を展開 している｡

翻訳に際 して､次のような取 り決めを行った｡

(∋ ｢沖縄作戦最終分析報告書｣の図表類の扱い

オリジナル資料では､図は 1- 28､付録は 1- 24､封入図は 1- 8が入っていた｡ しか

し､原本が不鮮明のため､以下のもののみを採用 した｡

図 1,2,5,6,7,12,13,14,16,17,24,25の合計 12

付録 1-24の全て

封入図 8のみ

そのため図についての翻訳では､表記上､一連番号綴 りとなっていないが､それは原文の

判読不能によるものであることを断ってお く｡また､本書では､封入図 8(日本軍呼出符

号一覧)を独立 した資料 として扱った｡

② 呼出符号の表記については以下の通 りとした｡

日本軍呼出符号は､本来はカタカナ表記 とすべ きものだが､英文から採用 したこともあ り､

英文表記を優先 した｡ちなみに､日本軍呼出符号は､｢組成表｣から組み立てるのが一般

的である｡

具体例

カ キ ケ コ

ア

イ

ウ

エ

オ

ク



例は､10個のカタカナを用い､3数字の部隊等の呼出符号を作成する方法を示したも

のであり､3数字の中心はクとして定めたものである｡カクキ カクケ カクコ キクカ

キクケというように72個が組成出来ることになる｡

師団や旅団では､同種のカタカナ組成を元に数千個の呼出符号一覧表を組成し､各部

隊に割 り当てることになる｡なお､沖縄作戟に際して日本軍は､各師団等に事前にカタカ

オ割 り振 り､(第 62師団の場合ム､ ト､カ､ル､ハ､ス､ン､モ､工､ユ､二の 11個を

割当)､配当表にそって番号を配当している｡

③ 無線通信機の周波数割当は､事前に周波数にそって水晶片が切られているものを使用

した｡各部隊では､割当られた周波数に基づき､昼夜等に水晶片を入れ替える等を行い､

無線交信を行った｡

(む 日本軍の沖縄作戦では､各師団､旅団等は部隊用暗号書 (参謀本部第三部通信課暗号

班作成)を使用 し､陸軍暗号書第 5号は使用 していない｡同 5号は､第 32軍と台湾第 10

方面軍や大本営等､高級部隊や上級機関への連絡交信として使用された｡

⑤ 本文に出てくる日本軍の地名表記TA7572 とかTA7558とは､米軍が戟術用に作成し

た地図番号を指 している｡地図には､地形や 海岸､道路､日本軍施設等が描かれ､地理

的位置や攻撃目標が各メッシュ図の中にはめ込まれている｡

ちなみに 1万分の lの縮尺では､1000ヤー ド(約 915メー トル)四方を5等分し一辺 200

ヤー ド (約 180メー トル)正方のメッシュを入れ､各メッシュには起点 (ポイント)が示

され､高低､兵器､目標角度等が地図から一瞥できる地図となっている｡

(む 翻訳に当たり､英文表記ではGATというものを ｢空欄｣と訳 した｡日本語では ｢枠｣

と言われるものだが､理解を容易にするため､一部日本語を訂正 した｡また通信に関わる

専門用語は､NARA RG457 Box841 Japanese-English Code Tems Dictionary Prepared

undertheDirectionortheChief SignalOmcer,1October1944を参照した｡

⑦ さらに､訳出にあたっての文章形式は､原文表記の形式を優先 した｡

⑧ 米軍は､日本軍暗号を解読 (いわゆる暗号破壊)出来たか否かについては､論議が分

かれるところである｡本報告書の場合､暗号解読班の主任務は､現地日本軍の交信網の解

析にあり､呼出符号から通信基地を割 り出し､部隊名を識別するこについては成功を収め

たといえる｡ただし､部隊暗号を全て解読 したかどうかについて､本報告書からだけでは

判然としない｡ただし､2桁数字､3桁数字､かな暗号については原資料から､ほぼ完壁

に解読していたことは事実である｡4桁数字についても第 62師団､第44旅団等の暗号関

係書は入手 したことが明らかとなっており､仮に日本軍が継続 して暗号作戟を実施出来て

いたならば､確実に解読されていたであろうことは間違いない｡しかし現実には､日本軍

は米軍により軍事的に制圧されてしまい､戦術 として暗号使用の要求は排除されていたと

認識すべきであろう｡
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｢沖縄作戦最終分析報告書 1945年7月15日｣

第 1章 : はじめに

1.2人の将校 と7人の下士官で編成 した臨時無線情報隊交信分析班は､1945年 4月 5

E=こ沖縄本島に上陸 した｡直ちに低編成部隊 (現地 日本軍部隊のこと一保坂)の交信分析

(トラフィック ･アナリシス)に着手 し､戦術的交信など最大限の情幸則文集に当たるとと

もに､1945年 6月 12日に米太平洋区域司令部 (smcpAC)チームが加わるまで単独で従

事 した.米太平洋区域司令部チームは､戟略的な交信情報の即時開発 と､将来の作戦に備

えた新交信分析技術の開発の二つの任務 を割 り当てられていた｡第 10陸軍通信情報機関

がチームに加わり､すべての情報収集 と情報精査 を行った｡傍受 した交信情報､方位測定､

交信分析報告書等､さらに様々な情報源からの類似情報など､多 くの情報が集められた｡

2 .6月初旬 までに低編成部隊の通信量がかなり落ち込んだため､臨時無線情報隊の

情報源は､ しだいに高編成部隊 (上級部隊のことで､第 32軍 と第 10方面軍､東京等交信

を指す-保坂)の交信傍受 と分析 とに転換 していった｡また無線情報′ト隊は､残余の低編

成部隊の情報収集を継続 した｡低編成部隊の全ての分析情報は 米太平洋区域司令部チー

ムが管理をおこない､陸軍分析班には､単独で戟略種類の活動情報について管理が許可 さ

れた｡

3.米太平洋区域司令部チームは､到着が遅れたために現行の交信情報を開発できず､

分析技術の開発に従事 したと考えられる｡本報告書は､沖縄作戟期間中に傍受 した仝交信

復元分析､暗号組立復元､方位測定､情報部 (G-2)とG-3報告書､さらに作戦の初

期段階で直ちに活用できなかったが､後の追加情報の照合 とによって完成をみた｡本報告

書に含まれる評価 を行 うに際 しては､正確な情報源への接近の遅 くれを考慮 した方がよい

だろう｡最終分析は､これら情報源 と照合 したものであ り､本技術 (交信や方位測定分析

のこと-保坂)が有効であることが兄い出された｡

第 2章 :情報 ･交信網 (ネット)の復元

1.第 32陸軍

1.概 略. 第 32陸軍は､元来 3つの主要戦術部隊から成 り､第 24師団､第 62

師団､第 44独立混成旅団の約 35,000人の通常の連合勢力から構成 されている｡さらに 15

の独立大隊と特別に編成 された沖縄方面 (海軍)根拠地隊に含まれる 25､000人以上の兵

力､さらに沖縄防衛隊が加わ り､総勢およそ 10万人の勢力を誇る軍隊である｡作戦の初

期から中盤までの間､陸軍司令部は首里にあった (TA-7572)が､1945年 5月 28日にそこ

を離れ､最終的には真壁へ移動 した (TA-7558)｡

-79-



2.交 信. 通信情報部 (SIS)が決定する限 り､これら3つの主力戦闘部隊を連

環する第 32軍の無線交信網の指示はなかったといえる｡無線連環の欠落は､以下の事実

が確認されるまで不明であった｡作戟当初において無線は､第 32軍と主力部隊の主たる

通信手段であったが､首里から真壁にかけての作戟最終段階において第 32軍司令部は､

これら第 24師団､第 62師団､44独立混成旅団と近接 した位置に布陣したため無線交信

の要求は除去された｡

3.認知理論.

a.1945年 5月26日､5019キロサイクルで､KOROO (第 10方面軍-台湾一保

坂)は､KOROME (第 32軍司令部一保坂)と 3845(未確認)に対 して地名略 (電文の発

信地と受信地の略号で､英文では DD と表記する一保坂)交信 3508(台北)を使用 して

二つの電報を送った｡双方の電報ともチャ (着)として 5982が指定された｡KOROME

は､事前に第 24師団と確認されていた KOMEKA (第 89連隊-保坂)と交互に交信 してい

た KOMOMO (第 24師団司令部-保坂)と交信を持った｡第 24師団やその連隊と台北間

の仲介の交信から､第 10方面軍は､第 32陸軍を傘下においていたに違いない｡一人の戦

争捕虜によると､第 32軍は唯一沖縄から島外へ無線交信を行っていた戦闘司令部であっ

た｡それゆえ､KOMEKAは第 24師団または付属部隊､KOMOMOあるいは KOROMEが

第 32陸軍､KOROO が台北であるはずである｡KOMONO が第 32陸軍であるならば､

KOROMEは､それと第 10方面軍との間に位置する中間部隊であったにちがいない｡第32

陸軍と第 10方面軍が直接交信をもっていたことは周知のことなので､これは単なる予測

ではない｡唯一論理的な結論は､KOROME は第 32陸軍で､KOMONOは同陸軍の前線部

隊､もしくは第 24師団の司令部完成網を確認するもう一つの呼出符号である｡(図 1参照)

図 1

第 32軍

第 24師団

(司令耶)

第 89連隊

b.5月 14日､5019キロサイクル上の YARJNA (第 32軍空対地ネットー保坂)｡上記の

ネットは､第 32陸軍､第 62師団､同師団の旅団が布陣していた首里にて方位測定 (D/F)
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によって観測された｡同EI､第 62師団の第 64旅団として確認されたNEWOKE (第 64旅

団前線一保坂)と､事前に62師団の旅団であるとして確認された呼出符号 FUNAYU (第 63

旅団前線一保坂)が同 じ位置か ら聴取で きた｡YARINA は､交信の基礎ではそれまで

KOROME, NEWOKE もしくは HUNAYU としては認識 されていなかった. しか L

YARINAは､高 レベルの部隊とABC交信の双方で､また暗号組立と888暗号双方の着信

地と発信地として確認されている｡ここから､別々の管理ネットの存在を認める結論が引

き出された｡対空ネットに関する情報については､第 2項 5を参照のこと｡

2.第 24師団

1.概 略.

a.米軍が沖縄島に上陸するのに先駆けて､第 24師団は前線に出動するまで与

座 (TA-7661)に布陣していた｡師団は､敵の攻撃を受けた4月23日に前線に動員された｡4

月26日､師団の本隊は (首里市)大名にいた｡第 89歩兵連隊は､南風平村に布陣 してい

た第 24師団と第 44独立混成旅団司令部の機動予備部軍として運用 され､5月 5日まで前

線に出動 した｡5月4日には､以前は第 5海上挺進基地隊に所属 していた第 26と第 28大

隊の両隊が､第 24師団に充てられた｡5月 10日､師団は仝部隊で首里を守備することを

命 じられ､真壁に撤退する6月9日までそこに止まった｡6月 16日､師団は (沖縄本島)

最南西海岸に添って分散配置された｡

b.第 24師団は3つの主要部隊､歩兵第 22､歩兵第 32､さらに歩兵第 89連隊

から成っている｡通常兵力は､およそ 1万4､000人であった｡

2.交 信.第 24師団の交信網は､分析するに際 して最 も興味を引 く一つである｡

この交信網は､次の幾つかの点で特に興味を引いた｡まず交信量と正確な測定不足のため､

従来十分に開発されなかった技術を明確に破ったことと､捕獲 した記録書類 と相互に関連

のある情報を戦闘に生か し.た点である｡識別できたすべての交信記録の時系列一覧が作成

された｡ しか しそれらの確証は､その時期に利用できる資料の範囲に限 りがあ り､暗号推

論は､確実な証拠が収集されるまでなされなかった ｡ しかし現在では､完全かつ論理的に

行われ､厳密な交信網の構築が確定できた｡

3.認知理論.

a.基本ネット機構 (すべての交信の中心 となる)上に現れ､作戟上の伝達 (時

刻予定表の設定)を行っていたYASOTI (図2)は､当初から第 24師団の司令部として認

識された｡5月6日の方位測定 (図 3-割愛)-当日の情報部 (G- 2)位置観測地図に

記されているように､第 24師団司令部はYASOTIと認識できた0
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図 2

第 24師団

b.KOMEKA とsoTTNE は､両者ともに第 89連隊であるという確証は以下の

物証で証拠づけられている｡捕獲 した第 89連隊の電報記録書には､KOMEKA から交信

された棚番号 (NR -整理番号)､語数､交信種類､ファイル､日付 と時間などが記録さ

れていた｡呼出符号無 しで､SOTINEの周波数 1740キロサイクル操作は､TA-7661(大

里地区)にて傍受された｡捕虜尋問調書と情報部 (G - 2)報告書は､第 24師団の予備

部隊が与座付近の地域に配備されていたと報告 している｡また､その周辺に配備されてい

る部隊を連続 して撮影 した写真があることと､89連隊は第 24師団と第 44独立混成旅団

の機動予備部隊として配備されていたことから､SOTINE は与座に布陣 していた第 89連

隊であると考えられた｡ しか し､5月 11日 (図 4-割愛)になされた SOTrNEに関する

その後の測定で､部隊は首里にいることが分か り､それにより soTrNEが第 89連隊であ

るという推論は排除された｡

C. その後､第 24師団砲兵隊ネットの認識 (第 2項4)から､KOMEKAが第 89

連隊の予備部隊であるという仮説がさらに強まった｡予備の連隊として予定 されていた

KOMEKA が､師団砲兵隊と連絡をとっていないことは､周知のことであった｡そのうえ

KOMEKA は､師団の作戦ネットとしてあるYASOTIとは逆に､KOMONO (司令部一保

坂)に連携 して通信を行っていた｡

d.NOWENE は､同様のネットで明らかに下位部隊への接触が欠如 している
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ため､大隊としての通信基地としての認識を排除した｡NOWENE は､特別に現地部隊と

の交信を持つ別部隊と交信を行っており､そのため本交通は､何 らかの高編成の部隊だと

考えるべきである｡それらの交信先が､YASOTlにある事実をもって､その部隊は､第24

師団司令部の前線部隊であるといえる｡

e.KOMONOは､第44独立混成旅団から第24師団に任務を引き継いでお り､

KOIRE (図2)(第44独立混成旅団の分析参照)に交信を行っていたことは事実である｡

そのため､KOMONOは､KOMEKA とも交信する司令部ネットであり､YASOTlの上部

組織であることが判明した｡

4.第24師団砲兵隊

a.傍受 したARATAから HAYAKA 宛の電文翻訳では､砲撃手順を指示 して

おり､HAYAKA は､上級部隊であるARATAの前線砲兵隊の構成部隊であることを示 し

ている｡特に第24師団だと確認されているYASOTIにあって､ ARATA は第24師団の

砲兵隊であると指摘できる｡YASOTIとその配下部隊も､ARATAと HAYAKAの両者と

交信があることがわかっており､そのためこれらの砲兵隊が師団の配下にあることがわか

る｡

b.以下はこのネットを確定するのを可能にした交信例である｡

(1)6月 (15日午後 7時 9分)- (15日午後 9時 45分)- ARATAから

HAYAKA､ 1480キロサイクル上で傍受｡

HAYAKA に対 して､標的の指示と発射の種類に関して､砲兵隊へ指示

情報を伝えた｡

(2)6月 (16日午後 4時 21分)-(16日午後 9時45分)-YASOTl から

HAYAKA､1720キロサイクル上の交信｡

両通信で､YASOTlが HAYAKA へ高射砲 (AA)の送達を示 した｡

(3)YURlからYASU､2142キロサイクル｡

電文は､オクヤマ (奥山)に直ちにこの場所-戻ることを要求｡

(4)ARATAから HAYAKA-1818キロサイクル｡ARATA は第-

砲撃の位置と角度 に関する情報を提供｡さらに同じ情報をHAYA

KA-も提供｡

3.第 62師団
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1.概 略 作戦初期に第 62師団は､仝前線を守備 していたが､死傷者多数のため

他の部隊が動員 され､第 62師団は那覇 と首里の間の北側地域を守備 した｡この防衛地区

の配備は､作戟最終まで続けられた｡首里では､第 44独立混成旅団が左側面を守備 し､

第 62師団は市の北部地域の防衛に集中した｡首里での敗北後､部隊は南-下 り司令部は

第 32陸軍 と同 じ場所に止 まった｡6月25日ごろに､戟闘部隊としての機能を終えた｡第 62

師団は通常の勢力を保持する､兵員およそ 1万3000人の編成師団である｡彼 らの 2つの

旅団､第 63と第 64旅団はそれぞれ第 11､第 12､第 13､第 14独立歩兵大隊､それから

第 15､第 21､第 22､第 23独立歩兵大隊から編成 されている｡後に､(第 45独立混成旅

団傘下の)第 272と第 273独立歩兵大隊が第 63旅団に編入された｡

2.交 信 第 62師団の交信網は､呼出符号の変更が図解できるなど､交信網編成

の良い見本を教えて くれた｡

3.第 62師団の交信網 (ネット)識別

a.どの部隊の最初の確認 も､呼出符号 TUWEKOで電文が送 られる｡第 14独立歩兵大

隊を中継 して､呼出符号 TUMUYU (第 11大隊) と TUNATO (第 13大隊)が確認でき

た｡TUWEKO もまた旅団や師団司令部､第 11と第 14独立歩兵大隊へ個々の電文を送っ

た｡情報では､第 11､12､13､14独立歩兵大隊が､第 63旅団に配属 されていることにな

ってお り､既知の戟闘命令により認識できた｡この師団のネットの復元は､この くさび型

の編成を解 くことから開始 された｡

(1)TUWEKO は､第 11､14独立歩兵大隊にはな り得ないため､第 12か 13

独立歩兵大隊にちがいない｡それから石 12部隊は､第 12独立歩兵大隊として確認されて

いる｡

(2)同 じくTUMUYU (第 11大隊)と TUNATO は､第 12や第 14独立歩兵

大隊ではあ り得ないので､第 11か第 13独立歩兵大隊を指 しているに違いない｡追加の交

信不足のために､この 2つの部隊を区別することはできない｡

(3)SANAWE(第 63旅団本部)とも交信のある呼出符号 TURUI(Ⅰはかな

の最初のイ)は､第 12独立歩兵大隊 (TUWEKO)､第 11独立歩兵大隊 (TUMUYU)､

第 13独立歩兵大隊(TUNATO)であるはずがない｡それゆえ第 14歩兵大隊に違いない｡

(4)交信網構成では､呼出符号 FUNAYU(第 63旅団前線)､SANAWE(第 63

旅団本部)､NEWOKl(第 62師団)は､TUWLEKO より上部の部隊であると指摘でき､

呼出符号 FUNAYUは､最上級部隊であると指示できる｡FUNAYU は第 63旅団と認識す

ることができる｡このように最初の確認は完成 された｡(図 5参照)
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図 5

b.この時点で､交信網理論は再度生きてきた｡すなわち sANAWEとNEWOKIは､単

に FUNAYUに対 して接触するのみならず､FUMIWEとともに単独で構成された交信網と

してもあることである｡これは､FUMIWEが FUNAYU とともに同等の線に位置 している

ことを物語るもので､それゆえ残ったのは第 64旅団か､第 62師団のどれなのかというこ

とである｡交信と方位測定の不足とによって､この旅団の特殊な部隊識別は､不可能であ

った (図6参照)｡

C.部隊の交信網決定に対する最後の段階は､師団司令部の位置であった｡sANAWEは､

NEWOKlから TUWEKO に電文を送達 しており､FUNAYU は師団司令部に直結 した呼出

をしているので､SANAWEは､第 63旅団の本部であり､NEWOKlが第 62師団司令部だ

と明白に決定できる｡

d.この点で､この交信網に送られた周波数と交信は､さらなる示唆を与え､次なる情

報に光明をもたらした｡

(1) 本交信網 (旅団から部隊)の低編成部隊割当は､常時周波数 1640が使用され､

その交信性質としては､最初の数字が 3数字の数字認証のものだった0

(2) 本交信網 (旅団から師団)の高編成部隊割当は､周波数 2673 (2672の誤 りか-

保坂)が使用されていることであり､その交信性質として､4数字交信の 1番目､2番目,3

番目の枠の最初の 3空欄 (枠 と称 し､英文では GAT と表記する｡ここでは理解を容易に

するため､空欄と表記を統一 した一保坂)が 3数字であり､この場合棚番号 (整理番号-

NR)が反復 して使用されていることである｡

(3) TUWEKO (明らかに第 12独立歩兵部隊として識別される)は､高周波数と高
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度の交信の双方を持ってお り､旅団と師団の二つに責任を持っていた｡

a, こうして､5月 12日､呼出符号が変更になった時､重要となるべき真偽のほどが立証

され､戦術網と司令部網間の違いが明らかになった｡呼出符号が変更となり､多分交信種

類を変更 したが (図 7)､これは､呼出符号の完壁な仕切 りなおしにより (交信)任務を

遂行 しようと試みたことがうかがえた｡

ところで､1640キロサイイクルの研究によれば､TAHOTE(第 63旅団前線)は､暗号

の空欄交信 (CAT traffic)では､最初の空欄に 3数字識別を使用 していた｡同種の周波

数 2673(2の誤 りか-保坂)の研究でも､その交信種類は､同じく3数字反復であった｡

図6
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図 7(5月12日より変更開始)

(l)これを基本に､交信網が再構築 された｡TAHOTEは､第 63旅団の前線

呼出となる｡HUTARUは､sANAWEにとって変わ り､第 63旅団の本部呼出に変更 とな

った｡NEWOKEは､第 64旅団になり､TAHOTEは､TAHOYO (周波数 1203キロサイ

クル)となる｡

(2)第 63旅団の本部 と第 64旅団司令部は､首里の第 62師団司令部 とともに､

首里の同位置にある洞窟に移動 した｡同位置のため､無線交信は必要 とされない｡

(3)第 62師団司令部は､首里を出発 した 5月 27日までそこに布陣 していた

ことが認識されていた｡SAWIYOは､HUTARUすなわち第 63旅団の本部 とNEWOKEの

第 64旅団前線宛に再び電文を送付 した｡

4.電文翻訳

a)

発 TUWEKO (注 第 12大隊 賀谷興吉中佐)

宛 第 14大隊司令官 (注 内山幸雄大尉)

軍機電報 (ライ電) 505番､39語､031700(3日午後 5時)

1825(翻訳時間 午後 6時 25分)

4154 7304 8 893 73255272 8127 2127 7851 7622 2 33 8
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9292 3834 8635 4189 7068 0618 6982 9237 99014435

6045 2311 2230 5071 8233 8770 4314 7638 0965 6776

0402 2516 0137 0764 7638 2026

)

発

宛

b

TUWEKO (第 12大隊)

師団長 (注 藤岡武雄中将)･旅団長 (注 中島徳太郎少将)

通常 204番 51語､031240(3日午後 0時 40分)1325(午後 1時 25分)

1531 3103 9421 6952 9885 9619 7418 2841 9275 2137

1259 7849 1098 0734 5493 7922 0657 3677 2305 7719

8456 2568 4189 7068 9934 1132 1022 2173 4060 5350

8053 8106 1076 5513 9319 1076 0383 1076 1497 4383

9075 2710 2270 7093 5579 6961 8530 1306

C)

発 TUWEKO (第 12大隊)

宛 旅団長 (参考 師団長)

軍機電報 (ライ電)43番 一連番号 196番 040706(4日午前 7時 6分)

石 12部隊 406番

(1) 賀谷部隊の 18人と ･- 本官は､砲撃開始の 5時には､･ ･できるだけ ･

･･さらに俄烈な戦闘に従事中なり｡

(2)(空白)地区の稜線にいる友軍は､前進出来ず｡援護射撃を要請す｡

(3)第 32連隊の一部が前進 したことは確かだが､状況は詳細ならず｡

d)

発 TUWEKO (第 12大隊)

宛 第 14大隊 内山大隊長

軍機電報 (ライ電) 347番

041530 (4日午後 3時 30分)

石 12部隊 0415番

多 くの兵士が､現在地に踏み とどまっているが､(空白)ずっと耐えている｡敵は､

前後に迫撃砲を落とし続けている｡本官は､あらゆる場合に自隊が制圧される懸念があ

るので､内山部隊戦闘指揮所 (のある)ヒコウ (飛行)岩の両側の敵に対抗砲撃を要請

する｡
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e)

発 TUWEKO (第 12大隊)

宛 第 14大隊長

軍機電報 (ライ電) 958番 041545 (4日午後 3時 45分)

石 12部隊 0419

0146.03 稜線 を強襲する大砲 と手相弾 を持 っているか｡

f)

発 TUWEKO (第 12大隊)

宛 司令官､師団参謀長

軍機電報 (ライ電) 002番

041915 (4日午後 7時 15分)

石 12部隊 0422番 (-)第 24師団参謀長宛

(1) (空白)大隊は､28日に到着 した｡十分なる偵察の後､第 6部隊は､29日

に攻撃 した｡ しか し､その行状はつぶ さにならず｡

(2)本官は､偵察 を行ったが､何 らの結果 も判明できず｡我々は､ もっか第 6部隊 と

全 く通信 をとれず｡現在､戦車 7- 8両に支援 された 2- 30人の敵により､洞窟陣

地が攻撃を受けている｡

(3)近 くの壕に布陣する賀谷司令官は､ もし (第 24師団の)第 32連隊が前進する

ようであれば､後方に下がることを考えている｡両部隊は､位置 を再構築 したが､敵

の巨大な砲撃のため､疑い もな く彼 らは ･･ ･であろう｡

(4)どの部隊 も､他の部隊を支援 している｡ しか し全ての部隊は､大損害を被 ってい

る｡第 7部隊は､人員の半分 を失い､ある部隊は集中砲火を浴びて､7人を残すのみ

である｡

(5)賀谷部隊は､今朝 ヒコウ岩 まで突 き進んだが､今は敵に包囲されている｡第 3

2連隊の主要部隊が攻撃 を始めたら､直ちにすべての大隊が一致 して参加する｡攻撃

はこの部隊防衛区か ら始める｡

5 第 64旅団砲兵隊交信網 (SENI)

a.4月27日､SENI は IWA とYAIに連絡 をとり､幾つかの暗号電文 を送っ

た｡解読の内容は､(浦添村)仲西での砲撃 (TA - 76750) と (浦添村)仲間付近に敵軍

の存在 (TA - 76781) を知 らせるものであった｡SENI自体は､TA - 7975U (浦添村前

田)で方位観測 されていた｡唯一 4月27日にその地域に存在 していた日本軍部隊は､第 62

師団の第 64旅団であった (図 8)｡この図によれば､おそらく TA - 7774地点付近の敵

砲兵陣地に再移動 したものと考えられる｡そこは TA- 7975U(浦添村前田)のおよそ 2000

ヤー ド南西に位置 し､SENIは､189高地の砲兵隊観測位置か らわずか 300ヤー ドの前線

地点で測定 された｡
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b. しか し決定的な証拠は何 もない｡唯一の論理的な仮説は sENI砲兵隊ネッ

トは､第 64旅団 もしくは第 62師団の構成要素であるということだけである｡この証明は､

間接的に次の事実か ら補強 された｡TOU-OKA 砲兵隊交信網は第 44独立混成旅団 と認識

され､また ARATA-HAYAKA 砲兵隊ネットは､第 24師団 として認識 された｡第 62師団

の残った砲兵隊についてはまだ認識 されていない｡

c l960キロサイクル.SENIからYAI 宛 10 62ラ43 45年4月27日

OI II KIIKAHO IHA EIKUNIKAHA IRO KUNIORO

NA KA MA/HO KU TA N /HU KI N /NI

NAKAMAtown/Northemtlp /lnth eneighborhood or

な か ま は く た ん ふ き ん に

KIIIRO KJRO OIEHO KAHO AHA IHO AHA KUHO KERO

MA KI MI NA TO /HO U KO U /YO RI

Makiminato /Direction /From

ま き み な と ほ っ ｣ つ よ り

ENI IRO KORO KOHE KOIOIKUNITIURO AHA rNI

TE Kl/ 1 5 0 NA N KA/ SI U /KE

Enemy / 150 /Concentration/

て き 1 5 0 な ん か し っ け

EHA UI KEIORO EHA UTII‖A KIHO KUHO AHA

TU /SA RA/NI/TU ZU KU/MO YO U

つ さ ら に つ ず く も よ っ

翻訳 (保坂)

(浦添村)仲間北端付近に牧港方向より敵 150

南下集結 更に続 く模様

(図8は割愛一判別不能)

4.第 44独立混成旅団

1.概 略.第 44独立混成旅団は､1944年4月か ら5月にかけ､沖縄 に到着 した｡

部隊司令部は大里村 (TA - 8266)に設置 され､そこを拠点に本島南西部の防衛に当たっ

た｡1945年4月 1日の時点では､その勢力は 2つの独立歩兵部隊 (1つは 3大隊を持 ち､

もう一方は 1つの大隊か らなる) と 1つの独立歩兵隊か らなっていた｡4月から5月の数

日まで､部隊は知念半島に残 り､敵増援軍の上陸から後衛の 日本軍 を守る任務にあたった｡
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敵が (日本軍のこと-保坂)､その主力をアサカマ線 (安里川か-保坂)と首里に向かった

時､第44混成旅団は前線へ呼ばれた｡部隊は首里に司令部を移 し､第 32軍と同じ洞窟に

位置 した｡

5月 7日頃､部隊の独立歩兵部隊の lつが､第 24師団に配属された｡もう一方

の歩兵部隊は当初､第 15独立混成連隊が加わり､後に第 6特別編成連隊が加わって増強

され､敵軍の最 も左側方､那覇のアサカマ向け (安里川)北側の守備についた｡5月 15

日､部隊は首里地区の防衛に専念 し､会戦後敗北 した｡残った部隊は､6月 1日- 15日

の間にユザ (与座)に退却 し､最終的には全滅 した摩文仁に集結 した｡退却後､司令部は

第 32軍の司令部とともに再配備についた｡6月 16日､無線通信が破壊された｡

2.第44独立混成旅団の戟術交信網の識別

a.NEWOKl交信は､第 62師団として､ YASOTI交信は第 24師団として認

識され､唯一未確認であった TENASトAIWE が第 44独立混成旅団として認識される｡5

月23日､呼出符号 RAKUSE は､いくつかの緊急かな電報を送った｡翻訳 ;｢昨夜､敵は

第 52高地■(正 しくは51高地一保坂)の安里川に架かる2つの橋付近の北翼付近に (不明)

両で 2度目の攻撃を行なった｣｡5月 21日- 24日､第 44独立混成旅団はその戦線に布陣

していた｡(図 9-割愛)

b.方位測定 (図 10-割愛)では､(AIWEとTENASIの両方)は､(TA7770K)

地区 (識名近辺)の (RAKUSEネット)の後方､2140キロサイクル上に局 (基地)を設置

していた｡それで RAKUSEは､第 44独立混成旅団の予備 として認識され､AIWEは第44

独立混成部隊の前線 ･後方の両者､一方 TENASI はAIWE と連絡をとりあうその他の部

隊として認識できる｡方位測定では､TENASlは､戦闘地域から遠 くに設定されているた

め､混成旅団本部だと考えられる｡(図 11-割愛)

C.5月26日､RAKUSE交信は絶えて､6月 11日AWOWI 交信が同一の構造

(図 12-割愛)で､似たような交信を行ってきた｡ TENASIより下位だが､AWOWIは

まだTENASIと交信を続けていた｡これは､この 2番目の従属部隊が､その予備任務から､

RAK.USEが敗退 した後の退却を援護する任務へ転化 したか､もしくは前線と後衛部隊の

崩壊に伴う戟闘部隊の変化を表 している｡AWOWI は RAKUSEと同一部隊をさす｡確認

とこの交信上の作戦情報の欠落のため､この変更が実際行われたのか､それとも論理上だ

けのことだったのかは証明されていない｡筋道の立った3番目の仮説はAIWEと TENASl

は､5月 12日に呼出符号を変更 し､同日日本軍の通信運用指令 (sol)が効力を開始 した

ことである｡
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図 12-a 第44独立混成旅団 (無線)編成表

本部

==

図 12-a 第 1期 4月13日-5月5日
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図 12-b 第 2期 5月5日-5月 13日

図 】2-C 第 3期 5月 13日-5月26日

図 12-d 第 4期 6月 11日-6月21日
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d.RAKUSEからNILへ

2143キロサイクル 5月23日

(棚番)096番.69語.

D(〕(空白一保坂)

翻訳 昨夜 敵は第 2攻撃 安里川の線に進出｡2橋 第 51高地

南側来襲｡西北地区戟車あ り｡

3.第44独立混成旅団本部交信の確認

a.第 24師団と第 62師団の戦術的交信同様､本部交信 を所有 していることは

確認されていたが､第 44旅団については､捕虜尋問で､呼出符号 KOTIRlと KOJKEが

同じ第 44旅団に属 している事が判明するまでは確証されなかった｡

b. KOIKEの扱う交信が､ KOTIREのそれに類似 していることに気づいてい

たが､問題は KOIKEが第 24師団の交信構造の並外れた量 を占領 してお り､その中で

KOROME(第 32陸軍)と KOMONO (第 24師団本部呼出符号)と直接交信 しながらも､

作戦的な分野のネットには交信がないために混乱 したことである｡第 44独立混成旅団が､

第 24師団に配属されたときに､このユニークな呼出符号 KOIKEの疑問が解けた (図 13)｡

その始発にさかのぼると､KOIKEは､最初 KOTINE もしくは KOTIRlであった｡両者は

全 く同 じ電文構造 を持っていた｡KOTIRIはその交信構造上 sEIMO に従属 し､従って

sEIMOは､第 44独立混成旅団司令部として認識 される｡TENASトAIWEが事前に第44旅

団の戦略的交信 として証明されているので､それゆえ sEIMO は司令部交信網にちがいな

い (図 14)｡この推測は後に捕虜尋問によって事実が確認された｡
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図 14

C.傍受できる範囲の限界のため､仮定は次のものに許 された｡NARISU の下

の MENAKA は､MAOMEそ して SOYORAに変わった｡sEORU の下の KOYAYA は､

wAIRU､そして WIOKA に変わった｡高編成部隊の呼出符号はそのままだった｡

d.このネットの最終確認はwIHASU が､方位測定によって第44旅団の編成

部隊がいるはずの TA-8160L (具志頭付近)で見つか り､6月 13日に (交信が)終了 し

た (図 15)0

(図 15 G-2状況図一割愛)

5.その他の通信網

1.TOU=OKA砲兵隊交信

a.5月26日､OKA は TOU に 1962キロサイクル上で午後 4時 29分､第 44

旅団についての電文を送信 した｡ TOU はこの日､志多泊に布陣 していた｡2時間後の午

後 6時 26分､同周波数上で HAMAが KAWA に トラクター (牽引車)を松本大尉の前

線から内山大尉の前線に送るべ きだと指示 した｡6月 10 日､砲兵中隊の香村見習士官配

下の中隊は､真壁に布陣 してお り､同日 TOU は OKAから陣地を奪取されたか否かを報

告するよう交信を受けた｡これに加え､他にも対空射撃に対する砲撃制御､対戦車砲に関

するいくつかの電文があった｡

b.第44独立混成旅団について言うと､TOU=OKA 交信は､一時第 44旅団の

基幹に編成され (図 16)､内山部隊は､第 62師団と相互に連携 していた｡ しか し､傍受

した交信の大半は､対空射撃､対戦車砲､武器の使用に関するものであ り､最終報告 とし

て TOU=OKA 砲兵隊交信 とは､砲兵中隊司令部として対空射撃を行 うTOU と､その観

測所であるOKAからなるものであったことが判明 した｡
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図 16
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C.以下はTOU=OKA 交信上で傍受 した電文翻訳である｡

(l)5月26日 OKAからTOUへ一第44旅団へ牽引車 (トラクター)を運んだか｡

(2)5月 26日 HAMAから KAWAへ-HAMAが内山部隊への牽引車の移動に関 して

附録 1によりKAWAに交信の仕方を指導

(3)6月 10日 TOUからOKA へ-香村見習士官は､砲兵中隊が配備 されて以来真壁に

布陣 している｡

(4)6月 10日 OKA からTOUへ-田中中尉は､127地区へ偵察に発ったか ?敵はす ぐ

近 くまで進撃 してきているので､我々は第 2段階-進む準備をしている｡そちらが 157の

新垣 (アラガキ)の好位置にいるのなら､本官に報告するように｡

(5)5月 24日 OKA か らTOU--OKA は砲撃 もしくは対空射撃のため方位観測をと

る｡

(6)5月24日 OKAからTOUへ-OKAが対空砲撃の状態を尋ねる｡

(7)5月 24日 TOUか ら OKA --TOUは飛行観察の結果を報告 しているが､雲によ

る視界不良のため詳細は不明｡

(8)5月26日 OKAからTOUへ-OKA が TOUに､現在の迎撃 より右 1600に当たる

よう射撃角度を変える準備 をするよう指導 している｡
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(9)6月4日 OKAからTOU--敵機の飛行状況に関する情報を要求 している｡

(10)6月4日 TOUからoKAへ- 4機の敵飛行機 (グラマン)と､観測機一機が上空

旋回と報告｡

(ll)5月31日 OKAからTOUへ- OKA が敵戦車 4両を発見､TOUに射撃するよう

要乗o

2.放送交信網

a.作戟初期段階から､B,0 か HANI(かなに当たる-はに)に送信する放送

ネットが､毎日特定の 5308キロサイクル上で聞こえた｡この通信網上 (図 17)で天候､

呼出符号､地名略 (DD)を含む天候の標準 4数字文､対空警戒放送パターンに似た電文

など幾つかが交わされた｡気象交信は､毎時間ごとに定期的に送られた｡

図 17

b.通信網構造の基礎で､呼出符号 H汀ONO は通信基地として確認され､最終

的に首里 (TA- 79720)で 5月22日確認された｡HITONOは､第 32軍司令部にあり､

その地域で唯一放送設備を持っていた部隊だと思われる｡この通信網で未確認呼出符号と

知られる SORA宛送信所は､階層二点観測で 5月20日､TA7970Ⅰに位置 していた｡この

通信網特有の奇妙な点は､傍受 した全情報の中で SORA は一度も交信 (trafic)を送信 し

ない点である｡いつも DD (地名略)として送信 されたが､SORA という送信記録は残っ

ていない｡同様な方法で､ネット基地は､HITONO に送信 し､ HITONO はそこで変換 し

てSORAに送信 していた｡呼出符号 ASOO が最も頻繁に交信 しており､気象パターン電

文を H汀ONOに送信 し､ H【TONOから4数字交信で､SORAへ発信された｡

C.本周波数で聞かれた音声通信 も､この周波数では聞かれなかった｡また､

日本海軍交信は､5308キロサイクル上で交信 されていたが､ここでは聞かれなかった｡
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d.この仮説は､soRA が実際には局の呼出符号ではないが､KANlもしくは

KAKU に似た意味を持つ手続き指示であるという点まで進められた.KAKU が一度もこ

の交信上で聞かれなかったという事実に注目することは､興味がそそられる｡

3.空対地通信網

a.ときどき､A.B.C.10平方暗号 (プレインコー ド-成文)として認識できる

交信が､5019キロサイクル上で交信された｡この周波数は､実際に司令部として認識さ

れたが､時として 2つの別々の交信として認識することに困難があった｡しかし､2つの

異なる交信は､単一周波数として認識すべきである｡特にこの交通を傍受する呼出符号

YAR【NA が､首里で確定できたのはとりわけ重要である｡あいにくYASOTlに追加変更

はなく､残 りのすべての連絡は､NILから5019へ､もしくは NILから平文暗号へであっ

た｡ しかしその痕跡のおかげで､第 32陸軍司令部は､主要ラインの中央拠点であり､全

島を巡る交通の司令部であることが分かった｡すべての空対地の交通設備は､この地域に

あり､第32陸軍が直接指揮をとり､指定された周波数 5019キロサイクルを利用するので

ある｡

b.7月 16日の捕虜尋問によって､敵部隊は､以前北読谷に空対地交信の基地

を置き､後に首里に移 り第 32軍と共に配備されていたことがわかった｡これにより､空

対地交信の司令部が首里にあり､第32陸軍と共にあったことが補強された｡

6.万位測定により示された部隊の移動と配置

1.部隊の配置と移動を想定するための方位測定の利用と価値は､以下の例によっ

て説明される｡

a.5月 11日､IWAIは､前線のすぐ後方に配備され､予備部隊として待機 し

ていたようだ｡5月 12日､部隊は動き始めた｡lWAlは5月 13日､前線に動員され､14､15

日は､首里防衛地区に戻 り始めた｡

b.5月 14日､RASEWEは前線で測定され､部隊の南-の移動にともない､

呼出符号も変更されているのが､5月 18日と24日の固定観測に示されている｡

C. 幾つかの防衛地区の部隊編成の配備が､首里防衛地区で AIWEと TEMASl

の測定によって示されている｡

d.この図表は5月 14日-20日のTANOTEと5月 13日-25日の NU HlHl

の静的配備を示 している｡これらの部隊は戦闘部隊であるより司令部であることが指摘さ

れる｡
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e.方位測定固定法の正確な評価の必要性は､明 らかにこの図表で満たされて

いる｡5月6日-11日と29日､SOTINEとYASOTIは前線の後ろでかすかに測定された｡5

月 24日には､SOTINEは前線上ではっきり測定 されたが､精査ではあまり信頼できない

と出ている｡

F.図にはもう一つ別な部隊の移動 も示 していた｡5月 24日-6月 10日の間

に前線が南に移動すると､呼出符号 oKA も同時に動いた｡

(図 18- 23-割愛)

第Ⅲ章 暗号解読

Ⅰ.(第 62師団)第 11大隊第 11中隊使用の 4数字暗号構成

1.概 略

a.5月 12日､約 120枚に綴 じられた通信所の電報用紙 と､(解読に)必要とされる全

ての (暗号)資料 とが､首里付近で捕獲 された｡暗号化作業を解析する分析作業が始めら

れ､ある程度の成功を収めた｡この時点で､完全な暗号化構成の解説は､捕虜である〇〇

〇〇大尉から得 られた｡彼は､第 62師団配下の第 63旅団第 11大隊第 11中隊の通信将校

である｡全ての捕獲 された電文は事前に傍受 されてお り､その他の電文を含めて同 じ様式

によってなされていたことが､交信ファイルの調査 により確認 された｡電文解読が直ちに

行われ､(付録 2)その結果は情報部 (G - 2)に送 られた｡第 10陸軍の翻訳担当官が入

念に調べ､どんな暗号 もすべて翻訳 した｡全ての暗号解読作業は少なくとも4日間遅れた｡

この捕獲 された資料 と捕虜からの情報により､暗号解読構成が再構築された｡

2.暗号構成の説明

a.暗号構成の基本資料は以下の通 りである｡

(1)第 62師団暗号書 (第 1号);2冊制､4数字暗号書､約 4千語 (グループ)から成る｡

数字は 25語づつ 4段に 100個書かれている｡(略称 :部隊暗号書 ;付緑 S)

(2)第 62師団乱数表 (第 2番);2万個の 4数字グループから成る 2百ページ乱数書｡1

ページに 100語(グループ)が書かれている｡(略称 :ラ2 付録 4)

(3)司令部区別符乱数表 (第 3番);特別区別符｡(略称 :ク3番 付録 5)

(4)計算表 (第 17);区別符暗号に使用する座標｡非算術加法が利用 されている｡(略称

:ケ 17)

(5)計算表 (第 18);最初 と最後の暗号数字を転換する座標｡非算術加法が使用 されて
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いる｡(略称 :ケ 18 付録 6)

(6)換字 (置換)一覧表 (版不明);区別符の組み立てに使用｡(略称 :"副 T"付録 7)

(7)地名符軍付録 1;地名のみを含んだ付録暗号書｡使用のための識別数字は､部隊暗

号書に掲載｡(略称 :軍 1)

(8)人名符 (第 2);個人名のみを含んだ付録暗号書｡使用のための識別数字は部隊暗号

書に掲載｡(略称 :人)

(9)10の平方に記載された乱数加算制御グループリス ト｡師団によって 5枚に分配され､

暗号文を組立する際に､ラ2から加算数字を選ぶ時のチェック-オフ表として利用された｡

制御は､暗号表の再使用を避けるために利用された｡(付録 8)

(10)区別符一覧 ;何度か繰 り返 し出てくる区別符の一覧表｡一度でてきたものを確認で

きるもの｡連続発生用｡(付録 9)

b.敵の暗号部隊で使用されていた書式 (フォーム)は､彼 らの送信所の標準的な書式

からなっている｡仮に電文がテナ (注一送信先指定)電であれば､次に送信所 (メッセー

ジセンター)の棚番号 (NR)が配置されるが､これは事前に送信所の電文から指定され

る｡オリジナル電文のテナの箇所に他の識別があるならば､その電文形式の後ろに電文番

号 (ツと表記 し整理番号 もしくは棚 ともいう一保坂)と入れ替わって配置される｡それか

ら無線通信士は､送信所の一枚の用紙から､二本立ての電文に組み立てる (送信所の電報

用紙の見本は､傍受 した電文と共に付録 10に示 してある)｡電文は以下の方式で送信され

た｡

(1)電文の第 1行線 (preamble Line):4数字での種類別指定 (付録 11参照)｡この

方式のツ番号 (電文番号)は､無作為に選択され､電文識別のための付加的要素としてあ

る日付 ･時間グループ (DTG)とともに､それ自身で機能する｡(ある種の電文の場合､

指定された日付 ･時間グループ-DTGをもっているので､これは必要なものである｡日

付 ･時間グループ-DTGは､暗号化作業の組立時間として､暗号手によって記入される)0

暗号手は､しばしば2番目の空欄 (箱ともいい､英文ではGATと表記-保坂)の最初の3

数字から､電文番号 (ツ番号)を選択 しがちだ｡それから宛先 (テナ)暗号の場合の番号

を転送することになる｡(それゆえ､送信所の番号は､ローカルのみ使用 し､自分の (逮

信所)番号は送らないことになる)｡

語数 ;平均的な指示は､50語を越える文章は､電文を区分 して送られるべ きである｡

しかし､時として長さ50語を越える文章が送られる場合もある｡

(2)前段の第 2行線に記載された数字 (仮にそれが現れたとすると)は､休止 (Dq)

に続 く発宛 (DD-電第もしくは電信住所)でなければならない｡

(3)電文本文 (軍用電報用紙)は線で囲まれ､1行につき 10の空欄 (グループ)に

分けられている｡以下のような内容を含んでいる｡

第 1空欄 (箱) 一 暗号化された区別符

第 2空欄 (箱) 一 暗号化されたページの指定

第 3空欄 (箱) - 暗号化された横枠と縦枠の指定

第4空欄から語尾から2番目の空欄 (箱)まで 一 暗号化された電文
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最後の空欄 (箱) - 特別に暗号化する最後の空欄

C.暗号化の過程は以下のように完成される｡

(1)暗号書は､その半分で2等分されている (数字順とアイウ順)0

(2)電文の組み立ては､2つに分ける時に開始｡すなわち (原文の)暗号数字と同じ

ものが､送信所の書き込み用紙に､最初の平文線の4番目の空欄から記入される｡

(3)例え､乱数の選択が純粋に無作為になされるべきであったとしても､実際に行わ

れる次の手順 (作業)は､乱数表の各々の数字に対する座標 (例えば､11567は､115ペ

ージの横枠 6､縦枠 7と等 しい)をリス トから採用することである｡これは､送信所の電

文番号用紙のような確認体制を採用することにより運用されている｡一覧表自体が､ラン

ダムに作製されたものであるという事実は､(必然的に)乱数電文の無作為抽出を保証す

るものである｡なぜなら､｢ラ 2番｣や 2万個の数字の各々は､始点の反復が起こる前に

使われなければならないからである｡第 62師団は､これらの乱数制御を指示 したリス ト

を､各部隊に配布 している｡必用なだけ､しばしば5枚の乱数制御グループリス トが配布

された｡

(4)暗号書にある数字から選択された最初の数字 (グループ)は､送信所の用紙の最

初の第 1線の 4番目から転写される｡次の数字は､｢ラ 2｣で左から右に､さらに上から

下にかけてから転写される｡転写された ｢ラ 2｣のページの最後の数字が使用された時､

そこで用いられた次のグループは､同じページ (どちらかと言えば､むしろ次のページで

あるが)の最初の数字である｡(そのページの加算は 100語-グループであり､どの電文

も多くても 50語内で送付せねばならず､同じ電文内で乱数数字は繰 り返すことができな

い)｡ここにあるように､同じ番号の乱数電文の数字は､暗号電文の数字が転写されたも

のである｡

(5)次に､平文線の2番目と3番目の数字が挿入される｡

(a)第 2番目は､｢ラ2｣のページであり､乱数表は､乱数表 2の数字から選択され

たもので､最初の (ページの)3数字を足 したものである｡(例えば､115ページを使用す

ると､1157と等 しい)0

(b)第 3番目は､乱数表で選択された最初と最後の数字の横 ･縦枠の指示である (例

えば､加算が横 6､縦 7､最後 (の暗号が)横 1､縦 9ならば､第 3番目の数字は6719に

なる)0

(6)次の段階は､第4番目の数字から本文の最後まで､非算術加算を使い暗号数字 (第

一次暗号)と乱数数字を加算することである｡その結果が第 3(の数字)であり､もしく

は暗号化された線である｡これで､第4番目の空欄から､語尾から2番EIの空欄まで完壁

になる｡最後の乱数を含んでいない暗号文は､それは暗号化の中間レベルにあり､この形

では決して送信はしない｡最後の空欄は､区別符乱数表 3 (区別符番号を暗号化するのに

使用)の乱数表の位置を指示するのに残されている｡最後の空欄の組立は､このポイント

で発生する｡

(7)次の段階は､第 2番目と 3番目 (乱数表指示)を組み立てるため､2つの空欄の

加算数字を選択することである｡これは4番目の電文数字の冒頭に0か 1をつけることで

ある｡こうすれば､5ケタ数字を表す数字が生 じてくる事になる (接頭語としての 0か l
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かの選択は､電文語数の中に発見できる｡第 2の数字が偶数ならば､Oが接頭語である｡

かりにそれが奇数ならば､1が接頭語である)｡この 5ケタの数字は､｢ラ2番｣からその

数字 (ページ､横 ･縦の数値のこと-保坂)を決定 し､(新たに選択 した)｢ラ2番｣の数

字は､第 2数字の加算数字となる｡｢ラ2番｣内のそれに続 く乱数数字が､第 3番目の乱

数数字となる｡

(注 保坂- 2番目の数字は乱数開始ページ､3番目の数字は乱数開始の数字とその

終了数字を指す｡この数字の組み立ては､以下のようになっている｡仮に4番目の乱数が

3687とすると､この数字の頭に0か 1を付けることになる｡仮に電文語数が 48語とする

と､1けた目の数字は 8であるため偶数となる｡そこで 3687の頭に 0を付け 03687とい

う5けたの数字が発生する｡これは､｢乱数表 2｣の036､すなわち36ページ､横 8､縦 7

を意味する｡それから乱数表の該当個所を選択 し､仮に 1234 という数字が現れたらそれ

が第 2番目の数字一例文の場合 1157である-の加算数字となり､1157に 1234を非加算

算術により加算すればよいことになる｡また､3番目の数字の加算数字は､前記 した ｢乱

数表 2｣の 1234の次の数字､仮に 4567とすると､これに例文の通 り6719に非算術的加

算により加算すればよい｡ちなみにこの場合は､6719 + 4567 -0276という数字が発

生することになる｡)

電文箇所の最後の平文数字は､区別符識別のための区別符乱数表の開始ページと横 ･縦

枠の開始を指示するものである｡

(8)2番目の平文と加算数字の 3番目の乱数とが､非算術加算によって計算される｡

(9 判別された区別符が､換字一覧表を使って組み立てられる｡(付録 7)

(a)捕虜の証言によれば､彼は換字一覧表の使用についてよく知らなかったとい

うことである｡また一連の同じ区別符が､第 11独立歩兵大隊では長期間効力を発揮 して

いたという｡区別符は､計算表が変更になったとき､同時に変更されたことははっきりと

理解できる｡もちろん､その効力中､区別符は平易に判別できる一連の 10個の暗号化さ

れた区別符 (番号)を与えられていた｡それが､個々の本文 (メッセージ)とともに､従

来の番号を通 して送信 されるよりは､新区別符表の開始により､一連の区別符が変更にな

ることで､第 11独立歩兵大隊として完壁に任務を実行できるようになる (彼らの立場か

ら判断すれば望ましいことだ)｡これ (区別符の長期間使用)は､区別符の認識について

捕虜の失敗を表すのかもしれない｡結局彼は､暗号作業についてのみ､監督管理上の責任

を持っていた｡第 11独立歩兵大隊の暗号手は､彼の注意を喚起することなしに､作業の

詳細を取 り扱うことができたのである｡暗号手は､仮に第 23独立歩兵大隊が､区別符を

使用 し､師団内の外の誰かが同様にそれを行えば､その効力について自分の発言を強めた

わけである｡ちなみに捕虜は､第 12独立歩兵大隊は､それ (区削符)を使用 していない

と確信 していた (にもかかわらず区別符の使用は､立証された事実である)0

(b)区別符は､割 り当てられた一連のもの (付録 9)から特別な暗号として選択

され､それはローテーションで使用されている｡

(10)それから区別符乱数字が選ばれ､第 2(Additive Line-第2段 とも呼ぶ一保坂)

線の最初の数字として挿入される｡それは､最終暗号組立 (最後の平文線と乱数線の数字

を非算術加算するもの)に従事するものによって選択 されるもので､｢ク 3｣でのページ
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や横 ･縦枠の指示となるものである｡

(ll)暗号化された区別符 (第 1の数字､平文-第 1行目の線のこと)､プラス区別符

乱数字 (第 1の数字､乱数線)は､それから ｢ケ 18番｣を使い偽証算術による加算を行

う (非加算加)｡合成数字が､最初の乱数である｡

(12)暗号組立過程の最終段階は､区別符乱数指示グループ (最後の暗号数字と電文の

乱数､非算術加算で計算 した結果)と最後から 2番目の数字を ｢ケ 18番｣を使用 して非

加算加により､加算することである｡その結果生 じるのが､最後の乱数である｡

d.暗号解読過程は､上記で記入した暗号入力過程を忠実に復元する事である｡

(1)第 1段階は､区別符加算指示を決定するめに､｢ケ 18番｣を使用 し､偽証数字と

してある最後の乱数と ｢語尾から2番目｣の数字を計算 し､区別符乱数表の指示 (ページ

と横 ･縦)を決定することである｡それから､区別符乱数字は､暗号化識別のため偽証算

術によって最初の空欄 (CAT)に指示されているが､その数字を取 り除 くことである｡

次に､平文箇所にある区別符数字を換字表 (第 62師団部隊 4ケタ数字暗号の従事者によ

り指示される)を使用 して翻訳することである｡

(2)次の段階は､乱数表の指示グループを決定することである｡ちなみに乱数表から

指示され数字にそって､第 2番目､第 3番目の空欄 (GAT)を非算術減法 (subtraction)

を使い引き算することである｡最終段階は､部隊暗号書にある暗号数字のカナと漢字に相

当するものを (解読 し)復元することである｡

e.暗号緊急構成についても､万が一のために概説されており､実際､5月5日-10

日の間に効力を発揮 した｡

(1)100ページの区別符乱数表 3番､計算表 18番､換字一覧表は､破棄された｡区別

符の暗号入力は完全に停止され､この期間､師団では4数字構成のみが利用された｡

(2)部隊特別乱数表 (4ケタ使い捨て乱数表)が､緊急時のすべての交信を請け負 う

ことが望まれた｡2番目､3番目､4番目の乱数 (枠-空欄)は､それぞれ 1番目､2番目､3

番目に移動 し､通常どおり使われた｡乱数表 2と本文をつなぐため､緊急計算表 1が利用

された｡最後の数字は､最初のグループの区別符乱数表に対する指示機能がもはや失せた

ため､他の数字から同様に組立られた｡暗号書と補足事項は通常通 り使用された｡

(3)5月 10日以降は､乱数表の新版 (第 3)が､第 62師団暗号書の旧版 (第 1)とと

もに効力を発生する｡計算表の使用は完全に停止 し､電文を通 して非算術加算法の使用に

復帰する｡

F.暗号作成追加情報

(1)捕虜の証言によると､第24師団は3つの標準暗号構成を採用 していた｡

(a)連隊から師団へ ;通常､一冊の乱数表､一冊の区別符と共に 4数字の暗号書が

用いられた｡通常の供給資料 (いわゆる区別符乱数表､計算表､人名符､および地名符な
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どは､上記の2aに掲載されている)などが本構成に含まれていると思われる｡

(b)連隊から師団へ ;4数字暗号書が､4数字使い捨て乱数表とともに使用される｡

通常手段により暗号化された異なる区別符が､このシステムで利用される｡この場合､上

記 (1)の場合 と同じ供給資料が使用される｡

(C)中隊から大隊へ､大隊から連隊へ ;3数字乱数表の複数のセットとともに､平

均 1000語 (グループ)の 3数字師団暗号書 (を使用する)｡人名符と地名符が使用される｡

使用する際､区別符は簡単にして送付する｡

(2)通常､中隊から旅団司令部への交信に 3数字使い捨て乱数表を使用する｡4数字

使い捨て乱数表 (部隊特別乱数表)もまた､第 62師団暗号書とともに使用された｡また

捕虜の証言によると､第 11独立歩兵大隊によって 2枚に複製された ｢ラ2番｣が､必要

になった場合だけ､交信記録を明白にするため､もしくは緊急の情報を暗号化 し直ちに交

信するために､特別に利用された｡

(3)すべての電文は､暗号化される前に､2つに分け翻訳された｡

(4)捕虜の証言によると､大隊所属のある 1人の砲兵隊通信将校は､彼個人の無線機

と暗号､そして通信要員を持っていた｡通常､3数字使い捨て乱数表を使用 していた｡仮

に彼の無線機に異常が現れた場合､砲兵隊通信将校は､第 11独立歩兵大隊の通信機器を

暗号とともに使用 し､自分の通信にあてた｡

(5)(チャ)TIYA - (ツギ)TSUGl交信暗号は､地名と時間を表す暗号として利用さ

れた｡これまでこの暗号の複写は､一つも発見されていない｡

(a)チャは､部隊がその移動中に､仮の所在地を上級司令部に報告する場合に､

地名を示す暗号として利用された｡

(b)ツギは､通常の計画時間に加え､特別な放送計画を指摘する際に利用され

た｡例えば､ある基地が鮮明な巨大交通道路を持っている場合､通常の交信時間の 1430

(次の計画が 1700と決まっているが)の最後に､ツギ 1500 と送信する｡その結果､彼

は自分の交信を明らかにするため 1500にその発表を行う｡

(6)通常古いシステムによって､新 しいシステムとその変更を広める手順になってい

る｡

(7)地名略 (DDライン-連絡方)にある宛先は､特別な構成によって暗号化された｡

(a)通常の構成では､第 62師団の仝部隊の宛名は､4数字暗号 として､陸軍宛名

(名宛)暗号書に記されていた｡これは2分冊からなる暗号で､我々 (米軍)が沖縄に上

陸する前に効力が発生 していたもので､依然として (7月現在 も)効果があると信 じられ

ている｡この暗号書とともに使用されるべ く､100ページの特別な宛名乱数表があった｡

電報用紙への指示は､おそらく2番目､4番目､もしくは 6番目の数字にあり､これらの

数字は完全に反復 した数字のみを表 している｡その平文の宛名数字と加算数字は､暗号入

力された宛名を与えるために､非算術加算法により､足 し算されている｡

(b)5月 5日 1200 (12時) から5月 10日までの間､緊急システムとして､宛名

暗号書と宛名乱数表 3番が使用された｡所在地と乱数表は､緊急乱数表 1番を使って､偽

証算術 により使われた｡

(C)事実上､5月 11日から再び同じ暗号書と新版の乱数表 4番とともに通常のシ

ステムが運用された｡
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(d)宛名はDD (発宛)線に示され交信 された｡(例)DD ATE(宛て) 5169 ま

たは DDTENA (宛名) 5169

g.要 約

(1)捕獲 と解読は､情報部 (G - 2)にとり作戟的価値を持つ情報 と見なされる程､

迅速には起こらなかった (4日以上の遅滞)｡資料の捕獲 と､捕虜からの情報があるため､

このシステムの再構築はそれほど必要とされなかった｡4数字構成について､その手順 と

方法に関する詳細な情報は､同レベルの交信に使われている他の 4数字構成の着手に､極

めて貴重な背景的情報 となった｡すべての電文はローマ字に変換 され､それからかなり改

善された言語統計が編集された｡最後にこれらの電文は､独立歩兵大隊の旅団､さらに師

団との交信の状況に関する十分な知識を与えて くれた｡それゆえ､かなり進んだレベルで､

交信傍受の基礎を形成することができた｡

2.4数字対 2数字

1.概 略

a.交信の視覚検査で､幾つかの 4数字暗号は､実は 2数字ではないかという

疑いが浮かび上がって来た｡それを確かめるため､テス トが試みられた｡複写電文の分類

が行われ､一致する指標が確認された (実際に打たれた暗号の数を､予期できるランダム

な数で分類 した)｡3つの高度な指標 を持つ暗号の分析が行われたが､何 らの有用な結果

は得られなかった｡電文表が用意され､個々の数字の有用性 と､枠を使っての暗号形式の

有[=馴生の双方について､多数の仮説をたてたが､暗号の数が極めて限られているため､解

決は困難であった｡これらの電文の暗号化は､(暗号数字の一保坂)拡大であることは確か

である｡同様に､同じ方法､枠､もしくは鍵で暗号化 されたものは､(あったとしても)

かなり少ないことも明白である｡偶然であろうが､意図的にであろうが､敵は (暗号)煤

全のためによく知れわたった主要な暗号を利用 していた｡すべての4数字電文の分析を終

えて､それらが実は2数字構成であることが検討 された｡これによって解答が得 られた｡

傍受通信士が､与えられたシステムを 2数字､3数字､もしくは 4数字に転写 したのは､

そのシステム自体が本質的に､2数字､3数字､4数字構成であることを意味 しているの

ではない｡実際､2つの 4数字として転写された電文が､2数字構成であったことが確認

され､2数字の交信が 3数字構成で送信 されていた｡

2.1111交信

a.最初の空欄 (CAT)が 1111で始まる4数字交信が､かなりの量傍受 され､

このシステムについて限られた範囲であるが研究がなされた｡項目は短縮され､3数字の

棚番号､語数は､平均 40から50語､さらに日付 ･時間が連続 して運行 している｡まだ暗

号化されていない指示が､交信分類を簡単にしている｡この種類の交信は､1860キロサ
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イクル (例 ;soRIROから RENIKO)へと､1869キロサイクル上 (例 ;NILから NIREKE

へ､KENIRE と NIKOTEから YATEUへ)で傍受された｡電文の視覚調査により､かな

りの数の2数字電文が反復使用されていることが明らかになり､以前のこの構成が拡大形

式であるという仮定を導いた｡この構成は､おそらく2つからなる代用であって､最終的

に対が結合され､4数字として送信されている｡二字一昔分類は､その項目としてはほぼ

確実に 1つであり､仮定が誤っていることを示した｡これから導かれた明白な結論として､

構成は確かに4数字暗号であり､乱数構成は分析班の資料としては適切ではないことが言

える｡この後､同構成に関して何らの研究もなされていない｡

3.7777交信

a.6168キロサイクル上で､5月 16日に 3つの電文が､5月 17日には 2つの

電文が､未確認呼出符号で傍受された｡しかし､すべての電文の最後の空欄 (CAT)は7777

であった｡4数字交信として転写された多量の 2数字交信の反復は､明らかに2数字交信

の偽装であるという仮定を導いた｡17日に傍受された2つの電文の前文は､種類別電報､

棚番号,語数,そして日付 ･時間などを含んでいた｡4数字の数字がそれに続いた｡5月16

日の電文には､前文はなかった｡分離された二字一昔分類 (付録 12)は､それぞれの電

文に見られた｡17日の 2つの電文は､両者とも2つ以上の項目を示している｡16日の電

文は 1.5以下の項目を持っており､明らかに偶発的ではないが､結合 した分類では明ら

かに偶発的で､この報告書で多く論 じられているような 10× 10の表を示している｡表全

体について試みが行われ､平文を導いたが､3つの電文では表の再構築に十分な情報が得

られなかった｡このタイプに関する資料からの調査では､これ以上の交信は明確にならず､

解析作業は中止を余儀なくされた｡この構成が解決につながるのであれば､さらなる解析

が必要となる｡

4.指示なしの二字一昔構成

a.5月 18日､3810キロサイクル上で､大量の2けたの反復を伴う4つの電文

が傍受された｡仮定では､4数字として送られた 2数字暗号の代用であろう｡周波数区分

は偶発的であると決定された｡何の指示もされず､明白な指示も全 くなかった｡前文は､

優先権のある4数字で構成されていた｡棚番号は連続 して見られ､日付 ･時間も見られた｡

これらの電文は ｢テナ (TENA)シリーズ｣ として注目されるべきものである｡カナ枠と

通常の同等枠からなると考えられ､イロハもしくは五十音アルファベットを様々に組み合

わせて､構成要素を埋める多 くの試みが行われた｡

次に､高周波数のカナ音節が､枠内にて価値があると思われた｡電文用紙では､これら

の価値に基づき平文が枠を埋めるのではないかとの試論がなされたが､失敗 した｡結局､

試みはあきらめた｡ひとつのラインについては､失敗はしたが､その挑戦は価値あるもの

であった｡ほとんどの高周波数の数字は､他の高周波数の逆である (38と 83､03と 30

キロサイクル)｡これで 01や 10のような異なる組み合わせは､同等の価値を持つことが

明らかになった｡これによって興味ある結果が導き出された｡10× 10の基盤と高さによ
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ってできる文字の組み合わせ (トライアングル)は､合計で 55組になる｡現在 48の基本

カナ音は､日本人によって､ウイやウェ､ウオなどの頻度の低い語が､ィ､工､そしてオ

に変えられている｡りはハに変えられている｡さらにウェは工に､ヤはアにも可能である｡

このような短縮によって､43の文字と 10の数字､さらに濁 りや半濁音の分まで､十分お

さまる枠が供給されている｡この考え方に関して多数の系統的､またランダムな組み合わ

せが考えられ､試 してみたが､なんの平文も収穫はなかった｡それで､やはり2けた構成

である可能性が大きい｡分類で最も説得力があるのだが､交信の欠如や仮説のための基本

的な知識の不足から､解決は不可能であった｡この構成に関して､さらなる多量の電文に

よって､満足できる解決が得られるだろう｡

3.3数字構成

1.111構成

a.5月 23日､1820キロサイクル上で､合計 264語 (CAT)に上る 10の電文

が傍受された｡呼出符号はNILからRJNIlであった｡傍受記録調査によると､追加交信は

見られなかった｡電文の前文は棚番号 (NR)と語数が含まれている｡棚番号とは､論理

の一貫 した推論の命令であり､最初の空欄 (CAT)が 111で始まっているものを示す｡

一元的アルファベット分類では､確認した視覚的調査で既に指摘されていた実際の暗号数

は､ランダムに予期されていた数をはるかに越えるものであり､従ってシステムは暗号化

されていないことを確証 した｡不十分な交信にもかかわらず､多くの時間がこの研究のた

めに費やされた｡予想と一致する交信が発見できることを願っていたが､深度の不足のた

め､交信を解読することはできなかった｡一時的だが､わずかの有用性は認められた｡

2.無限乱数表-一枚使い捨て用紙 (one-timepads)

a.低編成部隊の膨大な量の交信は､すべて乱数を使用 して傍受された｡これ

は､ほぼすべての周波数と呼出符号によって扱われていた｡前段部分は､形式によって異

なっていたが､ほとんどの電文は､棚番号､語数､月日･時間 (時々省略される)から成

っていた｡電文は､最大 50語まで語数に幅があり､たいてい最初の空欄 (CAT)は棚番

号の繰り返 しか､置換である｡捕虜の証言によると､最初のかこみを棚番号のために選び､

｢テナ電文｣に対 して､棚番号はランダムに選ばれ､加算として使われた｡また月日･時

間とともに､棚番号は連動 して使用される｡

b.外見的な性質から､本官が試論を行うことを許可されたが､ほぼ同じ番号

を繰 り返さない棚番号は､最初の空欄に等 しいということである｡実例によると､高い割

合で､最初の空欄 (かこみ)は確証を約束したものであるが､必要というほどのものでは

なかった｡これ以上の性質が見られなかったため､無限乱数と他のシステムの区別をつけ

るのは困難だった｡

C. 沖縄作戦で､暗号解読作業は制限されていたが､敵の作戦に対する研究で
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最大の効果は､3､4数字乱数の使用であろう｡現在利用できる情報で考察するに､本構

成の防衛は絶対的であることを意味する｡この構成が広範囲にわたって利用されているこ

とは､敵 (日本軍)はこの構成自体に内在する､次の障害を見事に打ち破ったことを意味

する｡その問題点とは､編集物 (暗号書や乱数表等一保坂)とその配布にある｡これらは､

軍隊から中隊レベルにまで達成された｡

d.交信のほとんど (約 70%)は､乱数使用であった｡重要なことは､サービ

スの最も少ない番号が､本構成に要求されたことである｡第 62師団通信将校である捕虜

は､乱数について次のような証言をしている｡｢これは他の手書きの暗号入力構成と同様

に､迅速であった｡これは我々の最も安全な構成であった｡譲歩の危険はなかった｡2つ

の部隊が同じ乱数を所持 しているため､どちらか一方の禁止によって損失 しても､残 りの

乱数が使用できる｡その他の部隊に対 して､明らかな送信により､新 しい乱数が使用され

るまで､送信を停止する｡乱数表は､戟地で使われ､暗号手がランダムに容器 (コンテナ

ー-表)から取 り出している｣｡彼はさらに､情報将校は､軍より規定されていた 4数字

加算乱数を繰 り返 して使用することを好んでいたと付け加えた｡

e.失敗を最小限にするため､地対空のチャンネルは､無限非算術減法を使用

していた｡

例 ;

暗号入力 乱数 9185 暗号解読 乱数 9185

平文暗号 2479 暗号 7716

暗号 7716 平文暗号 2479

すべての繰 り上げを省略 し､暗号手が誤った過程を踏まないように､両者ともに減算の

みを使用 している｡

3.321構成 (システム)

a.この構成のおよそ 24個の電文が傍受された｡最も明らかな特徴は､すべて

のかこみの最後の 2けたの数字が似ているということである (例.322､755)｡3けた目

の数字は､3数字の暗号と見せかけるための､2つ目の数字の反復である｡どの電文も前

文は送信されず､いくつかの電文は､指示もなかったが､2数字日と3数字目の反復が各

空欄に見られたため判別できた｡

b.頻度分類を電文で行なったところ､単一のアルファベットの置き換えによ

って暗号化されたのが発見できた｡頻度分類を五十音順にならべたものと､Oから9まで

の普通の組み合わせを示 した2つの表 (square)から成る仮説を立てた｡横配列の9には､0

から 9の数字が含まれている｡｢W｣の列は省かれている｡｢わ｣は､｢や｣ と ｢ゆ｣の間

に記されている｡終わりの ｢ん｣は､｢ゆ｣と ｢よ｣の間に置かれている｡縦列の 0- 4

は､通常の配列になっている｡組み合わせの05は濁音が当てられており､｢が｣｢ざ｣｢だ｣

はそれぞれ 15､25､35にあると予想される｡このような変化のある音は､そのもともと
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の音と同じ列に配列されている｡半濁音はおそらく､4番目 (な行)の横に配列されてい

る (付録 13の再構築された表を参照)｡

C.使用周波数と呼出符号は以下の通 りである｡

周波数 呼出符号

1813.1820kcs RINIIからNIL

1819 kcs RIWAUからNIL

2135 kcs TOHIKIからNIL

2140 kcs KAWIKIからNIL

d.11の電文の解読がなされ､その翻訳を見ると､中隊と大隊間の戟術的レベ

ルの交信であったことが分かった｡解読と翻訳を掲載する (付録 14)｡

4.000交信

a.この構成の電文は､1205キロサイクル上で､呼出符号 sERENAとMASUNU

を使用 し､傍受された｡1つの電文だけが､3数字で送信 されている｡この 3数字は､電

文本体に先立って､000電文の指示が示されていた｡前文は棚番号､語数､日付 ･時間､

そして､ウナ電文であるという分類の指示から成っていた｡頻度識別では､2数字交信で

あること示 している｡また 8数字 2字一昔の反復が､42の 2数字で見られた｡十分な量

の交信が得られなかったため､暗号化の再構築は実際に不可能である｡

5.捕獲 した一枚使い捨て (無限)乱数表交信

a.2枚の3数字加算乱数用紙が､賀谷部隊で使用されていた｡一つは受信用､

もう一つは送信用で､暗号解読資料に混 じって首里付近で捕獲された｡傍受 した約 6個の

電文は､以下のものを基礎として一枚使い捨て乱数表によって入力されたものと考えられ

る｡傍受 した複写にある電文の指示は､用紙の-カ所にある連続 したページの乱数の最初

の空欄 (CAT) と同じ順序になっている｡最初のかこみの指示数字は､総計を示 してい

る｡非加算減算方式を使用 した直接暗号は､反復 とおそらく暗号数字であるパターン数字

を組み立てるに違いない｡暗号書がないと､どの電文も解読することはできない｡また限

られた量の交信では､こういう暗号書の解析は出来ない｡この乱数表は､中部太平洋通信

情報班に送付された｡元々の乱数数字を示す傍受交信の見本は､付録 15に掲載 してある｡

(例文の場合､ページ 336とは 33ページを指 し､3ケ夕日の 6は最初と2番目の 3と3

の合計 6を意味する｡乱数表の 33ページを開くと､第-の乱数- 338が出てくる｡一保

坂)

4.2数字構成
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1.444構成

a.2数字構成としては､約 40の電文が手に入っている｡これらの電文は､本

来 3数字として識別される444として確認されている｡ しかし電文の暗号は､2数字とし

て送信されている｡44を最初の空欄として､そしてさらに 4をもうーっ第 2空欄の接頭

語として持っているため､二字音字を割いて2つの数字にするのである｡電文の前文は棚

番号と語数から成っており､空白線 (Dq)と電文本体が続いている｡電文は 10- 15ま

での長さの幅で変化する｡この構成の交信は､その外見から容易に判別でき､最初と最後

のかこみはほとんど常に､444 となっている｡交信は以下の呼出符号とともに､次の周波

数で受信された｡

周波数

1412kcs

1412/ 1427kcs

1427/ 1412kcs

1480kcs

1960kcs

呼出符号

SAKURAからSOWEI

SAKURA からTISATO

SAKURAからTISATO

ISHIROからTISATO

KOMONOからKOIKE

TOUからOKA

b.交信の分析は､幾分簡単であった｡五十音順でつ くられた表の仮説が､頻

度分類なしで立てられた｡この仮説に基づいて､明解な結果が得られた｡

C.平文は 10× 10の平方箱を利用することによって解読される｡縦座標の上

から下には､0- 9の連続 した数字になっている｡横座標の左から右にも同様に､0- 9

の連続 した数字になっている｡数字は箱の外側 (がいそく)に記入されておて､中は以下

の様に構成されている｡

(1)まず､母音である ｢あ｣｢い｣｢う｣｢え｣そして ｢お｣が最初の列の左

から右に記されているO その下には 2番目のかなグループである ｢か｣｢き｣｢く｣｢け｣

そして ｢こ｣が記されている｡このように､すべての五十音が順に並んでいる｡｢わ行｣

だけには､0- 9の数字が並んでいる｡｢や｣と ｢ゆ｣の間には ｢わ｣が入り､｢ゆ｣と ｢よ｣
の間には ｢ん｣が記されている｡このようにして､箱の左半分と右半分の一番下の列が構

成されている｡

(2)箱の右半分は､濁音の ｢が｣｢ぎ｣｢ぐ｣｢げ｣そして ｢ご｣が ｢か行｣
の列に並んでいる｡濁音は､｢さ行｣｢た行｣そ して ｢は行｣の後にも並んでいる｡そし

て半濁音はおそらく ｢な行｣の列に続いている｡箱の中の残 りの枠は､軍隊用語や､｢し

ょ｣や ｢ちょ｣のような特別な組み合わせの語が記されたと思われる｡またカタカナがロ

ーマ字に変換された際の組み合わせ方が記されていた (付録 16)0
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d.444交信の暗号解読は付録 17に掲載されている｡

(1)88構成

(a)5126キロサイクル上で､88(もしくは 888)と指示された 3つの 2数

字電文が傍受された｡呼出符号は ROMESU から WANANIであった｡二字一昔分類によ

って､2つの平方箱が利用されていることが分かった｡箱は五十音順を利用 し通常の組み

合わせからなり､さらに残 りの枠を､複数の付加的要素も一緒に組み込み､特に0の列に

多く集中している (付録 18に示されているように)｡最初の 3つの電文の他に交信が受信

されなかったため､すべての枠は分かっていない｡

(b)暗号化されていないこの (888)電文の暗号指示の測定には､驚いてい

る｡そしてすべての8の指示の分析は､実は暗号化されていないのではないかという疑い

が起こった｡しかし､これは誤ったものであり､888交信は明らかに暗号化されたものだ

った｡

5.かな構成

1.かなに関連 した五十音の平方箱

a.1960キロサイクル上で､呼出符号 sENl､IWA､そして TOU によるかな電

文が傍受され､かなを組み立てた 10× 10の箱を利用 して暗号化されたことが分かった｡

部分的に再構築された箱は､(付録 19に)掲載 してある｡これ以上の完成のためには､更

なる交信情報が必要である｡仝暗号解読と翻訳も､(付録 20に)掲載 してある｡

b.1つの頻度分類によって､16 (後に 19と判明)の有用性が極めてよく発生

していることが分かった｡次に､｢いろは｣ と ｢五十音｣(両者は似た文字を持つ)の頭

文字 しか表示されてなく､2つから成る代用を意味 していることも､注目できる｡二字一

昔頻度からは､不定期の分類を表 している｡次のような敵の過去の 10× 10五十音平方箱

利用の傾向に気づいた｡平方箱は略図であり､｢いろは｣と ｢五十音｣の横と縦の組み合

わせが決まると､すぐに平文が現れた｡半濁音はおそらく ｢な｣の横列の ｢お｣の列に記

されたと思われるが､この事実を確立する再度の交信はなかった｡残 りの枠は空白のまま

残されたか､もしくは特別な意味の語句が入れられたであろう｡

C.しかしこの構成は実に簡単である｡ここに込められた情報は､情報部 (G

- 2)にとって非常に価値あるものである｡というのも､時間の要素とさらに限定された

問題についての情報が含まれているからである｡2つの暗号化されたかなの性質によって､

平文の性質もきまってくるので､これはあまりいい構成ではない｡特に安全性も低 く､こ

の構成本来の欠点である｡

2.国際モールス相当"かな"

a.かな電文の2つが､5月 14日に 1209キロサイクル上で､5月21日には6167

キロサイクル上でそれぞれ傍受された｡調査によって､これらはかなと国際モールス信号
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に相当するものが利用されてお り､文字表記のため2つの国際文字が必要とされるが､そ

れは欠けていた｡かな構成では一つだけ例外があ り､｢も｣は休止の合図の役割をなして

いると思われる｡単独で発生する 1､2のかな文字については､我々のアルファベット分

析やその後の研究でも省略された｡

b.分散頻度数は､正規頻度をもっていることを示 してお り､他のものはラン

ダムであることが明らかになった｡従って､このような非常に近似 した電文は､同一構成

によって構成されたのではないかとの当初の仮説は否定され､ここから電文の半分にあた

る不適切な部分は排除された｡ しかしそれでも､ランダム分類では一致させることが困難

な4文字反復が､双方の電文に見られた｡おびただしい数の二字一昔反復 も､両者で見つ

かった｡

C.可能な暗号組立を再現するため複数の試みがなされたが､どれも成功 しな

かった｡座標として完竪な国際モールス信号とともに 26文字の平方箱､さらに平文組立

として日本のかな文字と2字 1音､氏名､濁点等を照合 しようとしたが､上手 くいかなか

った｡

3.4文字グループ

a.2240 と 4300キロサイクル上で､何日かにわたって次のような外見的特徴

のある､複数の電文が傍受された｡通常､明確な前文があったり､電文本体が読点で区分

された4文字かなグループとして現れることはめったにない｡

b.仮に構成が本当の 4文字かなグループ暗号であれば､可能なグループ総数

は484であり､明らかに通常必要とされる数を超えている｡論理的に考察すると､これは

暗号であり､たとえ2文字のかな暗号が独自のグループを可能にしようとも､実際必要と

する量以上になるからである｡

C.時折､4つの仝かなグループが本文の中で繰 り返されており､一度は 3つ

の異なるかなの 5グループが反復 されていることもあった (誤解の可能性あり)｡交信量

の不足と､担当兵員の限界から､解決は阻まれた｡仮にこれらが同じシステムであれば､

音節を省 くタイプか､多様に変化するタイプでないかと思われる｡

4.かなの置換

a.4月7日､60文字を含む 10の電文 (もしくは 10の部分からなる 1つの長

い電文)が､3330キロサイクル上で傍受 され､大変興味深い結果が得 られた｡最初の電

文は明らかに外から入ったもので､最後の電文は原型をとどめていなかったため､始まり

と終わりの両方とも､不確かである｡

b.視覚的調査によると､｢なり｣や ｢終わり｣といった2つか3つの文字が反

復 して発見できる｡無線手順と解読識別を発見するための視覚的調査は､何らの成果もも

たらさなかった｡3文字識別が､アルファベット一文字識別と､ひとつの不審な結果を明

らかにした｡｢な｣は 78に位置 し､2番目の ｢れ｣より､2.5だけ高いところにあった｡
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電文用紙はタイプで打ち出され､反復の部分には下線が引かれていた｡2個の4文字反復､

21個の 3文字反復の合計 256の 2文字反復があげられていた｡これは確かにまれなこと

である｡｢な｣がそこらに普通に現れているのに加えて､ 10文字ごとに現れていることに

注目したとき､その説明がついた｡｢な｣は本文箇所 (ライン)を中断するためであ り､

それを取 り除けば､1文字のアルファベット識別になる｡反復の部分に下線を引いた新電

文用紙が用意された｡総計で現在 7個の 4文字暗号､23個の 3文字暗号､通常の 2文字

暗号が見られる｡4文字暗号の一つと､2つの3文字暗号は3回現れた｡

C.この構成は短期間の間だけ見 られたが､これまでにアルファベ ット一文字

と思われる組み合わせの通常でない反復のパターンのみ､強制的に放棄された｡このシス

テムに関しては､さらなる努力により､より有益で､より確実な解決がもたらされるであ

ろう｡付け加えるに､価値ある一つの問題は､結果的に単一アルファベットや文字状態の

確立に向けての電文の失敗である｡強力な暗示が､両者の見地より立証可能なことを伺わ

せている｡

6項.パターン､画一 (ステレオタイプ)電文

1.490パターン電文

a.490指示の構成で､雑多でパターン化 された電文交信が見られた｡これら

の電文は､天候､気象観測､砲撃､地対空､もしくは空襲や (飛行一保坂)進路の連絡を

制御 している｡帝国日本では､上限 200まである気象パターン範囲､6- 7ケタから無限

の長さの数字が使用されていることが分かっている｡短いパターンの飛行進路暗号が受信

されていたため､進んだ分析や二次的な交信情報なしに多 くの仮説が､論理的に発見でき

た｡このようなパターン電文の大半を解決するには､多 くの時間と努力､そして補足情報

が必要とされる｡

b.パターン化された電文の翻訳方法は､以下の通 りである ;電文の深度は明

らかに多くの点で類似 しており､それら (周波数､呼出符号､指示､冒頭､電文の型､特

別な性質､反復性など)が電文用紙 (付録 21)の上に置かれ､明らかに無関係な電文は

排除された｡縦の列ごとの整列を検査すると､制限が課されている｡例えば､6番目のか

こみの最後のけたは0か 5だけを含み､7番目のかこみの 2番目の数字のけたの低い番号

の方が優勢である｡

C.次に､異なったタイプの調査が始まった｡縦軸は 3- 4の対として考えら

れ､総数に注意が喚起され､可能な関係がすべて求められた｡多数のパターンによって､

傍受時刻の縦軸などの適当な時間グループとの比較によって､容易に見分けることのでき

る時間グループが得られた｡風速は期待 した単位で示すことができた｡例えば ;01- 10､01

は無風で､ 10 は暴風｡このような組み合わせの場合､′トさな数字で示すときは､強風や

台風の時以外､Oの列は省略された｡風向きや飛行進路は同じようにコンパスの単位で示

された｡このシステムの場合､359を越えない 3段の列が使用された｡最初の縦枠は､o
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- 3の数字の変化があり､2番目の縦枠は0- 5に集中した低い数字が支配 しているのが

見えた｡3番目の縦枠には制限はなかった｡

d.経験 と仮定とにより､制限にさまざまに似通った説明がついた｡時刻と空

襲に関わる飛行機数などの情報が得られた｡その時間の交信はそれと照合 し､空襲警戒ネ

ットと電文は見分けられ､その他考えられる問題がパターン化され､システムの有効性を

与えた｡通常､気象交信では､天候基地の番号が最初の3ケタに示された｡

e.このタイプの分析例が示されている｡7月6日に､5748キロサイクル上で､

ほとんど連続 して 4時間以内に送信されてきた 20個の 3ケタ交信 (付録 21､22)が掲載

されている｡呼出符号は､TEMARIからAKA で､注目すべき研究成果を残 した｡そのう

ち 15の電文は酷似 している｡抜粋 した 5個の電文は後ほど分離 して考察 したが､パター

ンとしては関係を持っていた｡事前に想定されたものではないが､資料をもとにある種の

可能性を提示する｡

IM■nu

Gi-

1

0
2

(

～つ
(

最初のかこみは､15の電文すべて､490で開始 しており､おそらく基地識別であろ

2番目のかこみは､(13と14番目の電文以外)途切れる事なく連続 して､800- 202

の数字が並んだ｡2ケ夕日と 3ケ夕日は決 して 49を越えなかった｡傍受 した時間が平行

なため､2番目のかこみは､明らかに時間を指示 していると思われる｡

(3)すべての3番目のかこみは､404であ り､総計を表す｡これは日付を表 しているか､

もしくは ｢敵｣のような一定の言葉を指 していると思われる｡

(4)4番目のかこみは､033 (03は 3である)- 30までの数字である｡033と示される

のはおそらく飛行コースであろう｡もしくは､同様な主題に開通 した砲撃目標かもしれな

い｡
(5)5番目のかこみは､150､160､170､そして 180であり､これは数百メーターとかフ

ィー トといった高度を意味する｡

(6)6番目のかこみは､(文字不鮮明)‥.で､方位をあらわすべ きである｡

(7)7番目のかこみは､通常とは違う｡どの数字も､1ケ夕日+2ケ夕日-3ケ夕日-5

になる｡換言すると､1ケ夕日から5を引 くと､残るグループは､A + A - Bの形式に

なる｡例えば､948(8回現れた)の 1ケ夕日から5を引くと､448になり､4が 2つの有

用性を持ってくることになる｡まず反復されて 2ケ夕日になり､2ケ夕日に加算されて 3

ケ夕日になる｡1-4の数字は 10段階で風速もしくは風向､雲の種類を表 している｡

(8)8番目のかこみは､均等に 454であった｡これは最初のかこみ 490と関係のあるも

のと思われる｡その意味については､何らの仮説も立てられていない｡

(9)9番目のかこみは､13個の例で 000であり､おそらく何か否定的な報告だと思われ

る｡2回は340として現れた｡

r.このようなパターンが解読 され､判読される前に､長期間の交信テス トや

調査がなされるべきである｡仮に､最終的に縦枠の制限と性質が仮説と一致すれば､二次

的情報が内容を指示 し､多 くの仮説は排除され､残 りは強化されるだろう｡傍受 したその

他の情報によって､報告されたパターンの確認が行われた｡例えば､天候や空襲に関する

交信で､その情勢や状況がパターン化によって確立された｡
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2.927画一 (ステレオタイプ)交信

a.暗号化された電文は､時々パターン電文に似ている｡解読されていないが､1

個の 3数字空襲警戒電文で､5つか 6つの連続 した電文を送信 しているのが観測された｡

それらの電文は､飛行機の数と種類､そして攻撃の方角のみを指示 した数字だけで構成さ

れていた｡電文の長さは､明らかに他のパターンに対する仮説を否定するものであった｡

b.分析手順では､疑わしい電文は､すべて厳 しく排除され､電文用紙にはグ

ループの周波数と反復が記入され､準備された｡次にコメントの一覧表と､数字の発生順

や提携観測結果などが用意された｡

C. 厳密に言えば､これは問題打開のための教科書であ り､各グループの入力

用カー ドファイルを整えるべきである｡すべての暗号書は､番号 と綴 り字あるいは音節文

字を持っており､これは暗号の最弱点でもある｡これらの一つでも確定されれば､他の暗

号の識別は容易になる｡挿入語句､時間､日付､番号､場所､そして適切な名前はその連

動から､かなり明確な数字であることが分かる｡この種の最初の明確な有用性を含む分析

を行うには､言語に対する知識が必要である｡一方､実際に番号や綴 り字の識別に必要な

のは､言語と敵の暗号化の傾向に精通 していることである｡

d.5月 6日～ 8日の間に3310キロサイクル上で､13個の画一 (ステレオタイ

プ)電文が傍受された｡使用 された呼出符号は､HUTISA から NITOYO､SOSATIから

HUTISA､AUROからNIYOTO (付録 23)であった｡2個 (実際は 3個-保坂)以外すべ

ての電文は927の指示を持っていた｡識別は特有の送信頂 (ピーク)の箇所を示 している

(付録 24)00シリーズでは6個､500シリーズでは 1個､900シリーズでは l個が最高で

あった｡700シリーズの進歩には注目すべき､701､723､745､756､767､778などの番号

の提示が見られる｡さらにこのシステムで明らか事は､たとえ低度の電文でも､完全に解

読できるという点である｡これは､彼らの (日本)本土､本州でも警告や飛行進路ネット

として使用された011空襲警報暗号と非常に類似 している｡927は､システム指示であり､

003は ｢敵の飛行機｣､000､001､そして002は飛行機の種類である｡700シリーズで注目

された一連番号の進歩で､その番号は次の事を示すと思われる.;

700-0 756-5

712- 1 767-6

723-2 778-7

734-3 789-8

745-4 790-9
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