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資 料②

捕虜尋問調書 (情報関係)
翻訳 保坂贋志

出典 米国立公文書館所蔵-NARARG457Box929POWInterrogationReportsforPeriod
Nov.1944-June.1945 全12頁

氏名 T･T (個人情報につき割愛)

捕虜番号 77-004
身分 陸軍大尉

第 32軍 62師団歩兵第 63旅団

独立歩兵第 11大隊

勤務 大隊情報将校

年齢 31歳

教育 東京帝国大学卒

捕虜場所 TA8074G
捕虜にした部隊 第 77歩兵師団

捕虜 日 1945年5月 12日

尋問日 1945年5月 15日､同20日､6月 1日

2.評価

a捕虜の詳細 ;捕虜は､爆発で閉じられた壕を自力で這い出 し､進んで降伏 した｡彼が言うに

は､自分は少なくともこの一月間降伏する機会を窺っていた｡2冊の緊急計算表 (1945年
5月 051200効力発生) とともに､暗号解読に関係 した数種類の電文記録書が､彼が捕

まった時､捕虜その者から見つかった｡捕虜は､自分が捕虜になる前にこれら記録類を処分す

るに十分な機会があったに違いないが､そのような試みはしなかった｡

b.G-2 (諜報部)の尋問官は､限られた捕虜の知識内であるが､捕虜の情報は真実にたるも

のと考える｡

情報の技術的な詳細についてチェックする立場にある通信情報官の意見によれば､捕虜は､

総合的には真実っぼ く､首尾一貫 してお り､完壁である｡捕虜は､繰 り返 し日本陸軍戦場無線

機の質の高さを述べ､薗獲 した日本軍の情報機器の多 くは優秀な性能であったことが知 られて

いる｡彼の説明や陳述の幾つかの点では､完全に間違っていることは確かである｡質問が続 き､

再度同じ問題が持ち出されると､彼は自分のすべての言葉を否定 して､新 しい位置に戻る｡こ

れは､言語の違いに大 きく関連 しているかもしれない｡彼の確実なウソに関する頑固さは､あ

る種の無知によるが､ しか し少なくとも総合的には日本陸軍諜報に関する情報であるだろうし､

彼は､戟闘情報将校の一人であると考えられる｡

(2)彼は､総合的な暗号解読理論 と技術についてある程度の知識を持ってお り､知識におい

ては平均以上 と思われる｡

(3)捕虜は､全 く友好的で協力的に見える｡ある時彼は､自分はこんなに多 くの秘密の情報

を暴露 したので､国では反逆者 とみなされるだろう述べている｡ しか し､彼は､軍隊を好 きで

なかった｡

3.総合通信情報

a 敵の施設

(1)有線 ;彼のような下級の部隊は､作戦の初期段階で制限された範囲内で有線を持ってい
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たと述べている｡ しかし､現存 していた諸設備は､米軍の車両や砲撃等の作戟により細かく裁

断されてしまった｡修復作業は､司令部内の支線と､師団と上級司令部間を除いて､有線シス

テムの維持は不十分であった｡捕虜が言うには､米軍の螺旋 4の物理的外見と同様に､ラバー

で被膜されたケーブルが､首里の第32軍司令部の一円で使用されている｡彼は､沖縄ではな

んらかの恒久的な (有線)施設があったといういかなる知識をも否認 している｡

(2)有線 ;捕虜は､沖縄とその他の諸島間の有線施設について､何らの知識も持っていない｡

(戟前は､民間ケーブルが､ここに存在 していたことが米軍の上陸後明らかになっている｡)

(3)無線 ;

(a)ネット (網) :捕虜の証言によれば､彼の大隊は､戦闘のあいだ､上級司令部との通

信は完全に無線に依存 していたという｡彼が言うには､第62師団の全てのネットは､上級司

令部により指示されていたという｡例えば､彼の大隊は､第63旅団か､もしくは機銃部隊の

みで無線交信 していた｡独立歩兵部隊間の横の連絡はなかったし､彼が知る限り第63旅団と

第64旅団間にもなかった｡全ての交通は､司令部の回路を通 していた｡ (呼び出し符号)コ

ールサイン連環 (リンク)が用いられていた｡周波数とコールサインは､不定期間隔で変更に

なったO (歯獲 した通信作戦命令書では､正規の (暗号)効果期間は一月と二日､3月5日-

4月7日～5月9日を指示 している｡第 11大隊と第63旅団の (サーキット)に対する周波

数の特別割 り当ては､旅団命令によってなされており､それは､第62旅団 ｢連絡規定｣

(RENNRAKKITA-SOI)内の大隊に充てられたブロックによって割 り当てられており､同様に第

11独立歩兵大隊は､大隊SOI内に割 り当てられているブロックから機銃部隊に周波数と呼び出

し符号を割 り当てている｡捕虜の言葉によれば､無線作戦の担当者たち (暗号班のこと､一般

に電報班ともいった一保坂)は､ ｢自分たちがそのように感 じた時｣周波数を変更したという｡

しかし問題は､この主張を解明することが上手 く行かなかったことである｡

(b)上級司令部ネット:捕虜の証言によれば､第32軍司令部は､直接東京､上海､さ

らに各種の日本軍の通信所と無線交信 しているという｡しかし､陸軍の野戟有線機器と､民間

放送基地 (那覇や首里に位置 していた)でないものは､この目的のためには使用されていない

という｡

(C)複数 (交信) :当初､捕虜は､複数交信は劣った機器のため､日本陸軍は使用 して

いないと述べていたが､この点についてさらに質したところ､複数交信は､自分の部隊でも度

々なされていたと認めている｡

(d)機器類 :捕虜によれば､部隊と旅団司令部間では､最適な状況下であってもその管

理と維持は困難であったという｡これは､彼の機器の劣勢な質によるものだという｡その主張

によれば､彼の部隊の変圧器と呼び出し機 (94式マーク5)は､10年以上もたつもので､

全 くの使い古したものだったという｡かつて､彼のところで､壕内に無線機を据え付ける必要

にかられたが､それはほぼ完壁に機能を停止 してしまった｡明らかに湿気と洞窟作戦で他の気

に入らない (conconbitant)せいであった｡例えば隊内使用として､第 11独立歩兵大隊は､

10の小型携帯無線機を持っており､そのうち5つは､大隊司令部が所有 し､その他について

は､中隊(company)につき1つが基本であった｡これらのうち8台は､3000-4000キロサイクル

で操作され､他の2つは (94式M型)は､25-40メガサイクルであった｡

(4)伝書鳩 :伝書鳩は､限定的に使用 した｡というのも当初は､無線情報に依存 していなか

ったからである｡旅団は､8頭の鳩を大隊に割 り当て､これらは､中隊と大隊の情報のための

戦闘地域内に配置された｡毎晩､旅団は､数頭の鳩を情報のために大隊に放ち､旅団に戻らせ

た｡鳩の様子から､それらの多 くは､おそらく傷ついていた (腫癌か)｡

b.対抗手段.

(1)無線妨害 :捕虜によれば､我々の基地の 1つ (注一電波のこと)､彼らの周波の1

つに飛び込んだ場合､すぐに日本軍ネットは､我々の機器の高出力と良好な質のため､空中で

撃破されてしまうだろうとのことだ｡彼は､これは我が方の意図的な妨害だと考えている｡仮

に意図しない妨害が､捕虜が言うようにある種効果的だとするならば､計画的な妨害計画は､

高い成功をもたらし､確固とした価値をもって着手できるのも肯けるものである｡
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(2)方位測定 :彼の証言によれば､彼の最大の知るところ､日本軍が (米軍の)方位測定

を行なおうとするには､日本軍の道具は ｢最劣悪の道具｣であったという｡いずれにしても､

どんな方位測定作業も､第32軍司令部の統制のもと､直接に特別に訓練された人員によって

営まれていた｡ (これはたぶん十分正しい)

(3)捕虜は､いかなる有線 (電話)盗聴活動について知らないし､またそうした作業は､

低度の部隊司令官の命令によりなされることはないというが､一方､直接軍司令部の特別に訓

練されたものが行なっているかもしれないと述べている｡

(4)沖縄での日本軍の暗号解読作戦に関して質問された時､捕虜は､ここにはそうした仕

事に適したものが3-4人だけいるという｡また､彼らは全員第32軍司令部にいるという｡

彼が言うには､以前サハリンに彼が駐留していた時､日本軍暗号解析班が､そこに位置 してい

たということである｡ ｢非常に難しい｣ということを､彼は口にした｡それは､この部隊によ

って経験していたが､米軍の暗号解析システムを打破する彼らの試みについては難しいことで

あった｡

4.総合暗号解読情報

a.捕虜は､彼は自分の大隊では暗号作業の責任将校ではないと述べており､直接作業に任 じ

た将校と8人の下士官からなる電報班が､三浦大佐-大隊将校の下で指揮されていた｡

b.第62師団外で使用されている暗号システムに関する捕虜情報は､きわめて漠然としている

一般に､第24師団のような3つの部隊からなる師団内では､3つの総合的なシステムが使用

されているだろうと､彼は信 じている｡

(1)連隊から師団へ :一冊の加算書と一冊の暗号区別書とともに､4ケタの暗号書が用い

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､および地名符は､付録 1

に掲載されている)は､本システムに含まれていると思われる｡

(2)連隊から師団- :4ケタ暗号書が､4ケタ無限乱数書 (4 digit one-
time additive pad)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識別が､こ

のシステムで使用される｡上記 (1)の場合のように､同じ供給資料の場合､使用される｡

(3)中隊から大隊-､大隊から連隊- :3ケタ乱数表の複数のセットとともに､平均1000
グループの3ケタ師団暗号書 (を使用する)｡人名符と地名符が､使用される｡使用する際､識

別は容易にして送付する｡

C.62師団部隊暗号

(1)第62師団が使用 した完全な4ケタ暗号システムの説明は､付録 1に述べてある｡第6
2師団は､古いタイプの旅団規模の師団であるので､4ケタ暗号は､旅団や師団はもちろんのこ

と､独立歩兵大隊でも所有 していた｡捕虜として捕まった当時の第62師団の損傷 (消耗)は､

以下のようになっている｡ (注一第62師団組織図が掲載されている)

(2)部隊から独立歩兵大隊司令部への3ケタ乱数の使用は､通常通 りである｡

(a)4数字乱数書 (部隊特別付属計算表)もまた､第62師団部隊暗号書を使用する｡捕虜の

証言によれば､それは､通常使用されるとのことで､乱数表2の複数の複写の供給が必要にな

った場合の緊急事態には､交通を増やすことを明らかにするためや､その他の緊急伝達 (乱数

表2の使用よりもさらに緊急の使用)のため､第 11大隊により所有されているという｡

(3)全ての通信電文 (メッセージ ･テキス ト)は､暗号化する前に交差 (bisected､暗号

書との照応一保坂)され､翻訳される｡

(4)捕虜の説明によれば､単純な単一アルファベット的な転置形式の暗号は､カナと50
音順を含む10の正方形を基本にしているが､彼の大隊のような下級の部隊は､使用 しないと

いう｡そうした暗号は､砲兵隊のネットでも便うかという質問に対 して､彼はそうするだろう

と答えている｡

(a)彼がいうには､自分の大隊に派遣されていた砲兵隊連絡将校は､将校自身が無線

機､暗号および連絡者を持っていたという｡通常､3ケタ乱数書が使用されていた｡仮に､何か

自分の機器に不都合なことが発生 した場合､砲兵隊連絡将校は､暗号 (文)を使用 し､自分の
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(部隊との)交信のため､第 11独立歩兵大隊の通信施設を使用する｡

(5)彼は､単一複数交信を認めてお り､またその使用にも通 じていた｡ しかし､彼は､

日本陸軍が使用 していたかどうかについては知らないと述べている｡彼は､暗号理論に関心を

持った結果として複数交信に自分が精通するようになったと説明してお り､暗号に関する幾つ

かの総合教本を読んだ範囲で､それら知識が広がったと述べてもいる0

d.諸連絡暗号

(1)捕虜は､暗号化するための地名と時間に使用する ｢チアーツギ｣連絡暗号に通 じてい

る｡

(2)チアシステムは､現在地を移動するため､上級司令部に報告が求められた 1部隊に対

して､暗号化された地名を使用することである｡

(3)ツギシステムは､特別な放送計画を指摘するために､無線操作者 (暗号手)により使

用される｡それらは､通常の計画時間に付け加えられるものである｡仮に基地が､鮮明な巨大

交通道路を持っていれば､例えば通常の交信時間の 1430 (次の計画が 1700になって決

まっているのに)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 (放送)に戻っていく｡

(4)連絡暗号の写真複写は､既にSID-POAに送付ずみである｡

e.危険事態に対する手順 :捕虜の説明によれば､暗号システムが変更になり､新システムそ

れ事態が可能であっても､旧の暗号システムの中に交信情報の通常手順が含まれていたという｡

その部隊が効果的なシステムのために送信機を維持することが出来なくなった場合､旧の暗号

システムは､危機にさらされる事が予測されるので､そうすることが必要となってくる｡

(a)彼が指摘するに､乱数表の新版が出た時には､全ての大隊情報将校は､大慌てでそ

れらのコピーを旅団で入手することになる｡それというのも､いつも十分にそれが出回らない

からである｡

f.区別符乱数表3､同2､第62師団暗号 1のコピーは､すでにSID-POAに送付済みである｡

5月1El-5日の期間内の判別式一覧 (識別)と計算表 18は､本報告書の付録4と5に載せてあ

る｡コピーがないのは､地名符 (軍付録 1)､人名符､陸軍宛名暗号書､宛名乱数表等で､こ

れらはまだ入手できていない｡それゆえ､これら (暗号の)組み立ての詳細については､現在

のところ準備ができていない｡

g.師団内の区別符乱数表 と通信暗号の使用は､停止されていると捕虜は述べている｡という

のは､第 12独立歩兵大隊は､これらの記録類が危機にさらされていると信 じているからであ

る (間違いないと想定できる)0

h.特殊暗号入力システムは､DDライン (発一宛名箇所)で宛名を暗号化 して使用されている｡

(1)通常システムでは､第62師団の仝部隊の宛名は､陸軍宛名暗号書 (名宛)の中にあ

る4ケ夕晴号数字 として見出される｡これは､2分冊の暗号で､米軍が沖縄に上陸する前に効力

が発生 していたもので､現在 もなお有効であると信 じられる｡暗号書を使用するには､特別な

100ページの宛名乱数表が必要である｡宛名乱数表の (識別)指示者は､その数字の指数

(ページの指図)で､乱数表から選択 された2ケタの数字 (多分､2番目､4番目か､もしくは6
番目の数字であり､これらの数字は完全な周期を通 している数字のみである)を表す｡その平

易な宛名数字と加算数字は､その暗号入力された宛名を与えるのに､非算術的 (non-carryi
∩)加算により､足 し算されている｡

(2)5月10日､051500の期間の緊急システムの中では､宛名暗号書と宛名乱数表 3

が使用されたが､宛名と付属数字は､緊急宛名計算表 1 (付録 7)で使われている偽証区画

(false arithmetec)が使われた｡

(3)1945年5月11日の効力は､通常システムが再度使用され､同 じ暗号書と宛名乱数表4の

新版が使用 されている｡

(4)宛名は､DDラインに伝達される｡例えばDDアテ (宛) 5163とか､DDテナ (宛名)

のように｡
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i.第62師団部隊暗号からの特殊数字 (グループ)は､電文 (テキス ト)の最初のグループ

として転置されていると思われる区別符もしくは普通電報と見なされる｡

(1)グループは､区別符の親展､機密-シュニタン (Shunitan)､機密に関連 している｡

この区別符の情報は､大隊司令官によって個人が決定すべきであるが､捕虜は､実際の運用に

ついては暗号室の責任ある下士官によりこれがなされているという｡

(2)高度の区別符､軍機 (軍事最高機密)が存在するが､この区別符交通では下級の軍レ

ベルには送られない｡

j.付録類は､以下の情報源から情報整理 したものをベースとした｡

(1)歯獲記録類

(2)暗号解析推論

(3)捕虜によって裏付けされた証言

本報告書の基本に関するものは､捕虜証言の真実性に基づいており､そこで証明しなかった

り､出来なかったものについては､実際ある程度の割引は逃れられないだろう｡1つの試みとし

ては､互いの推論や考えを図解によってなそうとしたことである｡ しかしながら､本報告書の

資料類は､本司令部の最高の知識でもってひたすら事実に基づいてなしたものであり､また正

確を期すために､利用できた資料についても全てチェックを行なった0

付録類

1 通常暗号方法､第62師団部隊暗号

2 暗号緊急システム､第62師団部隊暗号

3 暗号解読記録類､第62師団部隊暗号

4 換字 (置換)暗号 (5月1日-5日)､第62師団部隊暗号

5 計算表 18 (5月1日-5日)､第62師団部隊暗号

6 緊急計算表 1 (5月5日-10日)､第62師団部隊暗号

7 緊急宛名計算表 1､ (5月5日-10日)､第62師団部隊暗号

8 種類別 (Procedence)リス ト

9 区別符リス ト
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付録 1

通常暗号解読システム

62師団部隊暗号

1 総合的説明

a.4ケタ暗号体系の基本要素は以下の通 り

(1) 第62師団暗号書 (第一版) ;2冊からなる4ケタ暗号書､約4000個 (グループ)を含

む｡グループは､各 (ページ)4列､25個のグループで 100グループから成っている｡ (略

称 :部隊暗号書)

(2)第62師団乱数表 (第2版) :2万の4ケタ数字グループから成 り､1ページ当たり1
00個､200ページの乱数表からなっている｡ (略称 ラ2)

(3)司令部 (要員)区別符乱数表 (第3版) :1000のグループの特別な100ページの

付属書｡ (判別式)識別を入力 (組立て)するためだけに使用する｡ (略称 ク3)
(4)計算表 (第 18版) ;偽 りの算術的平方 (区画)が､本文 (メッセージ)の最初と最後

のグループの暗号組立てに使用される｡ (略称 ク18)

(5)判別式 (識別)表 (substitution table) (?版) ;判別 (識別)を組み立てるのに使

用する (略称 サブ 1) (付録4)

(6)地名符 (軍付録 1) ;地名のみを含む追加 (supplement)暗号書｡従事者の指示番号

(グループ)が､部隊暗号書に示されている｡ (略称 軍 1)

(7)人名符 (?版) ;個人の氏名のみを含む追加暗号書｡従事者の指示数字 (グループ)が､

部隊暗号書に示されている｡ (略称 人)

b.敵暗号班によって使用された書式 (フォーム)は､彼らの送信所の標準的な書式である｡

仮に本文が"テナ"文章ならば､その後にくる送信所 (メッセージセンター)の番号は､それ

(宛名)を表 し､その前のところ (preanble)は､ (本来ならば発信元文章と同じ番号を表し

ているが)､ ｢ツ｣以外は､その電文様式の後ろに記述されている｡ (通信班の)無線手は､

それから送信所の一枚の複写から､2つの電文を送信する｡

C.電文は､以下の手順でもって送信される｡

(1)4ケタ数字グループでの種類別指定 (指定) (付録8参照)

(2)ツ ;この場合でのツは､ランダムに選択され､数字-乱数表とともに､それ自身で機

能する｡すなわち､メッセージの識別のため付属指示としてある｡ (これは､幾つかのメッセ

ージが､乱数表と同じ数字を指示するものであるので､必要なものである｡その時､暗号手に

よって乱数表は示され､彼は､暗号組立てとしてその責務を全うする｡暗号手は､しばしば2番
目のカコミ (CAT)の最初の3数字から"ッ"を選択 しがちだ｡そしてそれから"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､ローカルのみ使用され､番

号は送らないことになる)｡

(3)語数 ;平均的な命令 (指図)は､50数を越える文章は､情報を分けて部分的に送

られるべきである｡しかし､時として長さにして50数を越える文章が送られる場合がある｡

(4) 数字 (乱数)

(5) 第2行目に記載された数字グループは､上記 (1)から (4)の作業が乱数とし

て成文 (preamble)の第一行目に指定されている｡ ?
(6) 成文の2列目は､仮にそれが現れたすると､空自 (D･D)でなければならない｡

(7) 電文のテキス ト (軍用電報紙のこと)は､線で囲まれ､1行につき10のグループ

に分けられている｡以下のような内容を含んでいる｡

(a)暗号化された判別式 (識別) 1番目のカコミ (1st CAT)

(b)暗号化されたページの指定 (2番目のカコミ)

(C)暗号化されたロウ (横枠)コラム (縦枠)の指示 (3番目のカコミ)

(d)暗号化された電文 (4番目から､語尾から2番目のカコミまで)

(e)特別に暗号化された最後のカコミ (最終的なカコミ)

(8) 送信時刻 (暗号翻訳された時間を入れる)
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d. 暗号の組立て経緯

(1) 電文の平文テキス トは､2つに別れている｡

(2) 電文の組立ては､2つに分ける時に開始｡すなわち暗号グループと同じ物が､送信所

の書き込み用紙に､最初の平文線に4̀ケタの数字で記入される｡

(3) 例え､電文加法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

なわれる次の手順 (作業)は､乱数表の各々の数字に対する座標一覧表作製 (例えば､115
67は､115ページの横枠 6､縦枠 7と等しい)であった｡それらの作業により､1頁につき

100グループもの関連が含まれた200頁にもわたる非重複の表が作製されたのである｡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)加法電文の無作為抽出

を保証するものである｡なぜなら､ ｢72｣や 2000グループの各々は､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､これらの加法を指示したリス トを､

各部隊に示している｡必要なだけ (需要がある分)しばしば5枚のシー トの配布がなされた｡

(4) テキス ト加算の最初の数字は､ (最初の暗号数字と見せかけて)､送信所の用紙の

最初の暗号グループの真下に配置された｡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

で用いられた次の数字は､同じページ (どちらかといえば､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グループであり､どの電文も多くて50数字内

で送付せねばならず､同じ電文内で加算数字は繰 り返すことが出来ない｡)そこにあるように､

同じ番号の加算した電文の数字は､暗号電文の数字が転写されたものである｡

(5) 次に､最初の平文の2番目と3番目の数字が､挿入される｡

(a)第2数字は､"ラ2"のページであり､そのページからはその加算電文が乱数表2
のこの数字の選択されたものであり､最初の3ケタを足 したものである｡ (例えば､ページ1
15は､1157と等 しい)｡

(b)第3の数字は､加算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､最後の横 1､縦9ならば､第三数字は､6719になる)｡

(6)次のステップは､暗号電文と加算電文に加算することであり､非算術的加算を使用す

る｡その結果が第3であり､もしくは暗号化された行 (cipher)である｡第4の乱数から､語尾

から2番目の乱数まで､完壁になる｡ (最後の乱数を含んでいない乱数は､それは暗号化の中間

レベルにあるのだ)｡

(7)次の段階は､2つの加算電文を加算前の電文 2と3に対 して､平文で加算されていな

い2と3 (電文で加算 したものの指示)の数字を加算 した2つの数字を選択することである｡

これは､4数字乱数の0か 1の頭につけられている｡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 1かの選択鍵は､グループ数 (語数)の中に発見で

きる｡第2の数字が偶数ならば､0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ケタの数字のグループは､"ラ2"からその数字を決定し､"ラ2"は､第

2数字の加算数字となる｡"ラ2"内のそれに続 く数字は､第3数字の加算数字となる｡

(8)平文と加算数字の2と3は､2番目と3番目の乱数を生 じさせるために､次に非算術

的加算によって加算される｡

(9)判別された平文電文が､判別一覧表を使って組立てられる｡

(a)捕虜の証言によれが､彼は､換字一覧表の使用はよく知らなかったということであ

る｡また､一連の同じ識別が､第 11独立歩兵大隊では長期間効果を発揮 していたという｡判

別表は､計算表が変更になった時､同時に変更したことははっきりと理解できる｡もちろん､

その効力中､判別表は､平易な判別式について､一連の 10個の暗号化された識別を与えられ

る｡それからそれが､むしろ個々の本文 (メッセージ)とともにその過程を通 して行 くよりも､

互いの新判別表版の開始によってシリーズが変換になることで､第 11独立歩兵大隊用として

完壁に実行できるようになる (彼らの視点からすれば望ましい)｡これは､判別表の認識につ

いて捕虜の失敗を表すものかもしれない｡結局彼は､暗号作業についてのみ､監督管理上の関
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係をもっていた｡さらに､第 11独立歩兵大隊の暗号手が､彼の注意を喚起することなしに作

業の詳細を取 り扱う事ができたのである｡彼は､仮に第 12独立歩兵大隊が､判別表を使用 し､

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

は､第 12独立歩兵大隊がそれ (識別表)を使用 していないと確信 していた｡ (にもかかわら

ず､識別表の使用は､立証された事実である)0

(b)識別は､割 り当てられた一連のもの (付録 9)から特別暗号を選んでおり､それは

またローテーションで使用されている｡

(10) それから識別加算数字が選ばれ､そして第2 (加算)線の最初の数字として挿入さ

れる｡"ク3"でのページや横 ･縦枠の指示 (例 ;4982-49ページ､横 8､縦2)を使

って､最後の数字と電文の加算数字 (最後の暗号数字と電文の加算数字､非算術加算を加算 し

た結果)に属するものを選択することになる｡かくして､選択された"ク3"は､識別加算数

字となる｡

(ll) 暗号化された識別 (第-の数字､平文-節-行目の線のこと)､プラス識別加算数

辛 (第-の数字で加算線)は､それから"ク18"を使い偽証区画による加算をおこなう｡合成

数字が､最初の乱数である｡

(12) 暗号入力過程の最終段階は､識別された加算指示数字 (最後の暗号数字と電文の加

算数字､非算術加算を加算 した結果)を加算することであり､"ク18"を使用 して偽証算術に

より､最後から2番目の乱数を加算することである｡

e.暗号解読過程

(1) その過程は､上記で記述 した暗号入力過程を忠実に元に戻す事である｡

(2)要約

(a)第一段階は､"ク18"で使用 し､最後の乱数から語尾から2番目の乱数まで､偽証

区画を用いて引き算することであり､識別加算指示を決定することである｡識別加算数字は､

偽証区画によって最初の乱数暗号化された識別により与えられたものを引き算することであり､

それから平易な識別 (この場合､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)

に従って換字一覧表を使用 して解読される｡

(b) 次の段階は､指示された加算数字､その時非算術的減算 (subtraction)で､電

文の加算のための指示数字が引き出されるが､それを使用 した2番目､3番目の乱数から引き算

することでありる｡電文の加算は､本文 (メッセージ)の暗号電文に導かれ､変換されたメッ

セージの電文から減算される｡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)しっかり捕まえる (lock up)ことである｡

附録 2

暗号 (入力)緊急システム

第62師団部隊暗号

1.5月5日前に､ ｢乱数表 2｣のうっすらとした危険についての特別指示が､システムの全て

の所持者に告知された｡ (メッセージの複写は､第 11と第12の 11大隊 ?に送付されたが､

これらは薗獲 して読む事ができる｡第11大隊のそれらは､捕虜それ自身から発見できた)｡緊

急システムで､5月5日12時 (051200)から10日まで効力を発 したものは､以下の通 りで

ある｡

(a)区別符乱数表3､計算表 8､換字一覧は､電文の受領時に破棄すべきであった｡

(b)識別の暗号入力とその使用は､停止されるべきであった｡
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(C)使用中の ｢部隊特別加法一覧｣ (4数字乱数)は､いかなる時 も可能である｡

(d) ｢乱数表2｣から電文加算のため指示 された第 1と第2グループは､通常手段により選

択 された2つの指示加算数字により暗号化 されるべ きである｡

(e)第3グループは､電文の最初の数字になるべ きである｡

(f) ｢乱数表 2｣は､62師団暗号書 1とともに使用 して継続する｡ しか し､緊急計算表

1の偽証区画は､ ｢乱数表 2｣のあ りうべ き危険の観点から､緊急予備 として電文を通 して使

用されるべ きである｡

(g)最後の数字は､その他の電文同様に､同 じ手段で暗号化すべ きである｡ (しか し) ち

はや区別符乱数表に対する指示は機能 しなくなった｡

(h)軍附録 1と人名符は､通常方法で使用する｡

2.5月10日後は､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｡

(a)計算表の使用は､完全に停止する｡そ して､メッセージを通 して非加算加法の使用に

復帰する｡

(b)乱数表 2と計算表 1は､直ちに焼却せよ｡

(C)軍附録 1と人名符は､通常にて継続 して使用する｡

附録 3

暗号記録類の状況

第62師団暗号

4月1日 (およそ)-5月1日

効力

破壊 :計算表 17､換字一覧

5月1日-5月5日12時
(051200 May)

陸軍宛名暗号書 非算術加算

宛名乱数表 3 ,,

62師団部隊暗号書 1 非算術加算

乱数表 2

区別符 3
計算表 17
地名符 (軍附 1)
人名符

換字一覧

連絡暗号 (communication)

陸軍宛名暗号書 非算術的加算

宛名乱数表 3
62師団部隊暗号書 1 非算術的加算

乱数表 2

効力

区別符3
計算表18
地名符 (軍附1)
人名符

換字一覧

連絡暗号

破壊 :計算表 1 8､区 別 符 3､換字一覧､連絡 暗 号

051200-5月10日 陸軍宛名暗号書 偽証区画
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宛名乱数表 3
緊急宛名計算表 1

効力

62師団部隊暗号書 1 偽証区画

乱数表 2
緊急計算表 1

地名符 (軍附録 1)
人名符

破壊 :乱数表 2､緊急計算表 1､宛名計算表 1､宛名乱数表 3

5月11日 陸軍宛名暗号書 非算術的加算

宛名乱数表 4

62師団部隊暗号書 1 非算術的加算

乱数表3
地名符 (軍附録 1)
人名符
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