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資 料③

米軍の心理戦に関するレポー ト

解題 ･訳 林 博史

【資料 1】

戦時情報局海外情報部外国士気分析課 レポー ト NO.21

｢恐怖 を喚起するために宣伝 において日本が用いているアメリカの声明ならび

に行為 (事実かどうかに関わらず)｣1945年 6月 15日

【解題】

資料の原文は､ForeignMoraleAnalysisDivision,BureauofOverseaslntelligence,

OfficeofWarInformation,"JapaneseUseofAmericanStatementsandActs,Realor

Alleged,in Propaganda to Create Fear,"ReportNo.21,June 15,1945 で あ る

(RG208/Entry378/Box445､米国立公文書館所蔵)｡本文 は 11ページ､表紙 と日次 を含め

ると計 13ページである｡ ここでは本文計 4章の うち､最初の 3章分 を訳出する｡

【資料】

Ⅰ 主要な結論

1 投降あるいは捕獲 されて米軍の手 に落ちた場合の､拷問､死 な らびに冒涜-の恐怖 は､

戦場 において も銃後 において も日本 人の徹底 した抵抗 と奮闘 に とって きわめて重要

な心理的要因である｡

2 日本国民 自身に宣伝教化す るうえで､ 日本 当局は､戟場 における徹底 した抵抗 と銃後

における総力 をあげての奮闘 を鼓舞 しようとして､敗北や降伏 によって起 きることへ

の恐怖 を利用するために､アメリカ人の "残忍性" を強調 して きた｡

3 日本が､事実か どうかにかかわ りな く､アメリカの声明や行為 をそ うした宣伝 に利用

しようとして きたことは多 くの実例がある｡

Ⅱ 日本兵 による徹底 した抵抗 と奮闘の三つの原 因

外国士気分析課 によってなされた 日本人の士気調査 によって､ 日本兵が絶望的な軍事状

況になって さえ も投降 を蒔蹄す る主 な理由の一つが､投 降の結果起 こること-の恐怖であ

ることを示す多 くの証拠が明 らかになった｡ 日本人はおお よそ次の ようなことを言われて

きた｡アメリカ人は降伏 によって も満足で きない野蛮人である､ 日本の男は去勢 されるか

殺 され､女は強かんされ､子 どもは拷問 をうけるかあるいは もっとひどいことをされるだ

ろう､民族 としての 日本は政治的に も社会的に も抹殺の危機 に瀕す る､ と｡ この恐怖 は､

ほかの恐怖-すなわち､ もし投降 した場合 に国内において､そ して投 降を考 えていること

がわかった場合 に戦場の所属部隊 において受 けるだろう､恥辱の恐怖 と社会的圧力への恐

価- と結びつ くと､ 日本兵はたいていの場合､穴の中や洞窟､岩の割れ 目で一人ずつ殺 さ

れることを求める､徹底 した抵抗-の大 きな要因になるだろう｡
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もし投降 した場合 ､ 日本社会か らうける辱めや村八分-の 日本兵士の恐怖 には､さらに

彼の家族 に降 りかかる実際の復讐 に対する恐怖が加わる｡もちろん社会的恥辱への恐怖 は､

国家や祖先､現人神のために死ぬ とい う積極的な願望一戟場 において徹底 した抵抗 を動機

づける もの としてこれまで最 も広 く指摘 されて きた要因- とは逆の側面である｡ この積極

的な要因は効果があ り､個人的な恥辱や報復への恐怖 とい う否定的な要因一多 くの人々に

積極的に吹 き込 まれて きたわけではないが一 によって支 え られて きた とい うことは､ほと

ん ど疑いはない｡ 自己犠牲への積極的な願望あるいは自発的意思は､明治維新 に続いて導

入 された徴兵制の後 に始 まった綿密 な教化の成果である｡ この教化 は､ 日本人の生活のあ

る種の長い伝統 を利用 しなが らも､その方向や適用性 に手 を加 え､新 しい極度の強調 を加

えた ものである｡"万歳"突撃 に示 されるような 日本人の "狂信的な"抵抗 における積極的

な要因 と､最後の一人 まで戟 えとい う特別 な命令が しば しば出 されることを説明するもの

として､四十七浪士の物語 (いわゆる赤穂浪士-訳注) に象徴 される､かつての 日本人の

生活のこの側面が主 に使 われて きた｡ しか し､多 くの証拠が示す ように､投降の結果起 こ

ることへの恐怖 は､状況全体 において きわめて強い要因 として浮かび上がって きているよ

うに見える｡

これ ら三つの要因は､戦場での徹底 した抵抗 を支 える主要な柱 であった し､銃後の民衆

か ら総力 をあげた奮闘 を引 き出すために国内で も使 われて きた｡"神風"の搭乗員たちと同

じように､"神風"勤労集団が組織 されて きた｡こうした勤労者たちは､信 じられないほど

長時間にわたって厳 しい仕事 を倒 れるまで続 けるように決意 をもって働いて きた｡銃後 に

おいて自らの任務 を成 し遂げ られない者たちには恥辱 と罰が与 えられるとい う方法は､大

いに注 目を受 けて きた｡ 最後 になったが重要 な問題 として､ 日本の民間人たちもまた､か

れ らが米軍 に生 きたまま捕 らえられたな らば起 きることについて､ きわめて脚色 された話

を聞か されて きている｡

Ⅲ 恐怖 を喚起するために意図 された 日本の宣伝

戦場 にいる兵士 たちに対 して も､銃後の民間人に村 して も､恐怖 を吹 き込 むことが非常

に注意深 くおこなわれて きたことを示す､幅広い情報源 に基づ く証拠がある｡

(原注)た とえば､ある捕虜 は､尋問に対 して次の ように述べ ている｡対敵諜報 を担

当 していた 日本軍将校 たちは､ニュースで述べ られていることに反駁 しようと

しなかった｡そ うではな く､よい待遇 とい う約束は実行 されない､捕虜は尋問

をうける とす ぐに殺 されると部下たちに信 じ込 ませ ようと､多 くの時間を割い

た｡-- 日本兵たちはよい待遇 とい うアメリカが言 っていることを信 じたがっ

たが- - ｡生命の保障の不確か さや長 く引 き伸 ばされた死の恐怖 は､強かった｡

あ らゆる種類の話が この 目的のために利用 されている｡ もちろんあるものは､軍隊の兵

士 たちにこの種 の恐怖 を教 え込 むために作 られている し､ また別の ものは特 に銃後の者た

ち向けに作 られている｡ しば しば両方 に利用 されることもあるが｡ こうした話のなかで最

も効果的な ものの一つは､ガダルカナル戦 において負傷 した 日本兵たちがアメリカのブル

ドーザーによって生 き埋 めにされた とい う日本の主張が増幅 された ものである｡太平洋戟

線 においては､ブル ドーザーは､や っかいな抵抗が なされる洞窟や壕 を封印するために広

く利用 されたので､そ うした物語がいかに して生 まれたのかを理解す ることは難 しくない｡

しか し､そ もそ も最初の出所 はさてお き､それは､米軍の "残忍 さ" を言いたてる日本側

の示す例 として最 も広 く利用 されている ものの一つである｡ブル ドーザーを利用すること

は､絶望的な抵抗で きない負傷 した兵士 たちを処置す る､米軍では一般 に認め られたや り

方 だと日本側 は主張 している｡ この話 は広 く普及 してお り､ また多 くのバ リエーションが

ある｡時 には､利用 された と言われているのはブル ドーザー以外の戦車やほかの種類の車

両 になる｡ また時 には､負傷者は押 し潰 された り､生 き埋めにされた りする｡ある時には

不適切 な埋葬 によって死体が冒涜 された とい う話 になった り､押 し潰 されたことが強調 さ

れた りす る｡銃後 においては､アメ リカによる空襲や病院船 を撃沈 した とされることが米
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軍の "残忍 さ"の例 として強調 される｡

このキャンペー ンは､アメリカ軍が 日本本土 に近づ くほ ど､ また空襲が回数 も威力 も増

えるほど､強め られて きた｡わが軍が 日本本土 に押 し迫 るほ ど､そ してわが軍が よ り一層

強力な力 を見せつけるほ ど､敵の宣伝 において､ ます ます強調 される前述の三つの要因の

うち､恐怖 を植 えつけることが唯一の方法であるように見 える｡ このことは次の点か らも

事実であると思われる｡一つ には､ほかの二つの伝統はほ とん どすべ ての 日本 人にとって

生活の一部 となってお り､宣伝 において よ り強調す るとい うことはで きそ うにないか らで

ある｡ もう一つの理由は､米軍 と直面す るとい う緊急性が一層大 きくな り､新 たな空襲 と

前進がなされるたびに脅威が一層明白になるか らである｡

日本軍がすでに厳 しく圧迫 されている ときには､そ うした恐怖が全面的にあるいは部分

的にな くなることは､ 日本軍の士気 を大いに低下 させ､投 降者 を大 きく増加 させ るとい う

のは､戦場でかな りの実例がある｡

(原注)た とえば､ある捕虜集団の尋問についての最近の分析 は次の ように述べてい

る｡ 自決することが義務 だ と考 えていた､それ らの捕虜 たちは､捕 らえられた後でか

れ らの気持 ちが変わった最 も大 きな理由は何か と質問 された｡ 自決 しようとい う気持

ちを変えたのはよい扱 いだった と大部分が答 えたとい う事実 は､多 くの 日本兵 を自決

させ るのは "武士道" とい うよりは､死や虐待への恐怖 である とい う印象 を強めるも

のである｡ これ らの捕虜の うち多 く (84%)は､ もし捕 まった ら殺 されるか拷問 を受

けるだろうと予想 していたとい う､それに続 く箇所が もっと注 目されるべ きである｡

銃後 において も同様のことがい くらかは当てはまると考 えて よいだろう｡ この種の恐怖

を減 らす ことは､戦争努力 を弱めることになるだろう｡その恐怖が増大 した り維持 されれ

ば､戟争努力への 自己犠牲の レベルを強めることになろ う｡そ うした恐怖の程度 は､戦争

の結果 を変 えることはで きないか もしれないが､連合軍 にとっては､人や時間､物資 に関

して､勝利 を得 る うえで より多 くの犠牲 を出すのか､よ り少 ない犠牲です むのか､それを

変えることがで きる し､変えることになるだろう｡

そうした恐怖 を煽 ることによって抵抗 を鼓舞 しようとす る目的で 日本が利用で きる宣伝

方法は､降伏 は死 よりも悪い とい う恐怖 を日本の民衆のなかに強めるために､事実か どう

かに関わ りな く､アメ リカの声明や行為 を利用することである｡実際､い くつかの題材が

使われて きた｡次章 においてい くつかの例でそれを示そ う｡ 日本 は題材の民族的人種的側

面 を強調 してお り､そのことによ り､ どの 日本人 も､その人が何 をお こなったか どうかに

関わ りな く､ 日本人の血統であるとい うだけの理由でそ うした扱 いをうける対象 になるの

だか ら､ もし捕 らえられたならば "アメリカ人 とい う怪物"か ら誰 も逃れ られないだろう

という言い方 を強調 しているとい うことは興味深い｡

Ⅳ 恐怖 を喚起す るため に宣伝 において 日本が用 いてい るアメ リカの声 明な らびに行為

(事実か どうかに関わ らず) (略)
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【資料 2】

第 10軍参謀第 2部

｢琉球作戦 軍事情報についての論文 第 4部 心理戦ならびに士気｣

【解題】

資 料 の原 文 は ､G2,Tenth Army,"ⅠntelligenceMonograph,part4 Psychological

Warfare&Morale,"(RG407/Box2946､米国立公文書館所蔵 ､沖縄県公文書館 にも所蔵)

である｡ 作成 日は不明だが､沖縄戦の終了後 ､間 もない時期 (少 な くとも 1945年 中) に

作成 された と見 られる｡ この レポー トは計 5部か らなってお り､ここでは第 4部 を紹介す

る｡第 4部 は ｢沖縄 における心理戦｣と ｢敵の士気｣の二部構成 になっている｡前者の ｢沖

縄 における心理戦｣については､ほぼ同文が､『沖縄 県史 資料編 2 沖縄戦 2 琉球列島

の沖縄 人 ･他』(1996年) に翻訳 されて収録 されている (同書 145-152頁)｡同書 に収録

されているのは､第 10軍が作成 した ｢宣伝 ･心理戦｣ ファイルに収録 されているロジャ

ー ･レポー トである｡これが少 し修正 されてはいるが ほ とん どその まま､｢軍事情報 につい

ての論文｣に も利用 されている｡そ う した事情 か ら､｢沖縄 における心理戦｣はここでは省

略 し､｢敵の士気｣のみ を訳 出す る｡

【資料】

敵 の士気

沖縄作戦 に先立 って､米軍 によって攻撃 される 日本本土 の最初の地域 を防衛する敵軍の

士気 は､おそ ら くこれ まで に対戟 した どの敵軍 よ りも高いだろ うと考 え られていた｡鍛 え

られた敵第 32軍の部隊が､沖縄 を防衛す るにあたって､ギルバー ト諸 島やマーシャル諸

島､マ リアナ諸 島､パ ラオ､ フィリピン諸 島 を防衛 したほかの 日本軍 よ りも熱烈でな く､

粘 り強 くもな く､狂信 的で もない と信 じる理 由はなに もなか った｡沖縄守備隊の士気や決

意 になにか違 いがある とすれば､かつては島峡部 だけ､あるいは征服 した土地 だけが防衛

されていたの に対 して､ 日本帝国の 46府県 の うちの一つの防衛が危機 に瀕 しているか ら

には､ よ り一層質の高い ものであろ うと想定 しなければな らなかった｡

しか しなが ら､米軍が沖縄 に- その前 に慶 良問列 島に一 上陸 して数週 間以内 には､第 32

軍の将兵 たちの士気 は予想 よ りも低 いか もしれない とい うことが明 らか になって きた｡何

人 もの将校 ､そのなか には前線 の機関銃 中隊長 もいるが､早 々に公然 と脱走 し米軍 に投降

して きた｡い くつかのケースでは､投 降 して くる将校 はい く人 もの下士官や兵 を連れて き

た｡

さまざまな敵部 隊か ら捕虜 になった将校 や下士官兵 らへ の尋 問 に基 づいて次 の ような

暫定的な結論が 5月 1日ごろには導 き出 された｡

1 米軍の上陸が差 し迫 る前で さえ も､わが軍の上陸 について敵将兵 たちは しば しば考

えをめ ぐら し､多 くの将兵が守備軍 は侵攻 を撃退す ることはで きないだろ うとい う

懸念 を表明 していた｡

2 米軍の上陸以来 ､多 くの敵守備軍将兵 は､沖縄 でわれわれは負 けるだろ う､そ して

日本 は戦争 に負 けるだろ うとい う結論 を下 していた｡

3 多 くの敵将兵 たちは早 くか ら戟闘 をやめる準備がで きていた｡ しか し投降は二つの

要因によって阻 まれていた｡

a故意 にせ よ偶然 にせ よ､味方か らも敵か らも撃 たれることな く､ 日本軍の戦線か ら

脱走 し､米軍 に投 降す ることの物理的困難 さ｡

b た とえ うま く米軍 に捕 まえ られた と して も､捕虜 と して拷 問 された り､不具 にさ
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れた り､殺 された りす るのではないか とい う恐れ

C 投降す ることは､兵士 に とって もその家族や先祖 に とって も､拭 い去 るこ とので き

ない汚点 になる とい う事実｡その ことは戟後の 日本 においてその兵士 や家族 を立場

のない状態 に追いや って しまうだろ う｡

敵部隊の比較的低 い士気 の有様 は､ 日本軍司令官 たちの注意 を惹か ないわけにはいかな

かった｡第 32軍司令官の ような高級 レベ ルか ら発せ られた ものか ら中隊長の ような下級

レベルか ら発せ られた もの まで､押収 された敵の指示や命令か らは､敵将兵 たちは攻守 に

わた りよ り強固で決然 と した精神 を示 し､"積極 的な勝利 の信念 を持"たせ ようと､絶 えま

な く駆 り立て られていたが､いつ も "殉難 と国のために死ぬ精神 を思 い出す" ように駆 り

立て られていたことが示 されている｡

3月 25日以来､沖縄作戦の全期 間 を通 じて､米軍の宣伝 リーフ レッ トや信頼 で きる事実

に基づいた新聞が敵後方 に投下 された｡当面 の敵の士気 についての情報が測定 される と､

敵のなか にある明 らかな裂 け目を広 げる ように計算 された宣伝がお こなわれた｡以下 に述

べ るように､敵の司令官 たちは米軍の宣伝が広が るの を防 ぎ､その 目的 に対抗す る手段 を

採 るために米軍の宣伝 に非常 に注意 を払 っていた と推測 された｡現在 ではその こ とは知 ら

れている｡

沖縄 の守備軍の状況が どん どん悪 くなっていることは､米軍の宣伝 では繰 り返 し使 われ

たテーマだった｡ なぜ な らその こ とは敵軍 にかんたんに示す ことので きる事実 だったか ら

である｡敵の司令官たちはこの こ とに気がついてお り､米軍の宣伝 に対抗 しようと した｡

と同時 に､沖縄 にいる部隊か らはわか らない ところで､米軍が損害 を受 けている とい う偽

りの報告 を公式 に広 めることによって､ 日本軍 の抵抗 を鼓舞 しようとした｡ た とえば､ フ

ィリピンで米軍の 5個師団が残滅 された とい うことが､第 32軍の将兵 たちに語 られた｡

また何百隻 もの米軍の戦艦や輸送船 ､補給船が､ 日本軍の飛行機や潜水艦 ､小艦艇 による

特攻隊によって破壊 された し､い まも破壊 されつつあるのだか ら､米軍の沖縄 に対す る圧

力 は､す ぐに弱 まるだろ うとい うこ とが祈 りに触れ､保証 された｡ 5月 11 日ごろには､

船舶への被害が甚大 なので米軍では沖縄作戦 を放棄す るか どうか議論 されている と語 られ

た｡

第 32軍司令部があ り敵軍の防衛線 の要衝 である首里 に対す る米軍の圧迫が極 限 に達 し

た とき､ 5月 20 日に 日本軍の総攻撃が沖縄 の外 か ら､守備 隊 を支援す るため に実施 され

るだろうとい う話が敵軍の間では広 く普及 した｡ 5月 24 日夜､読谷飛行場へ の敵航空機

による攻撃が失敗 に終 わ り､米軍の飛行機や施設､人員 には大 した損害 を与 えなか った｡

しか しその後､読谷飛行場 は 日本軍の手 に落 ち､飛行場 を維持す るために周辺部が固め ら

れ､読谷飛行場の 日本軍の橋頭壁 を拡大す るため に九州 か ら増援部隊が空輸 されるだろう

ということが第 32軍将兵 に語 られた｡

戟関が終わ りに近づ くころには､士気 の増幅器 として意図的にお こなわれ始めたかの よ

うに､同 じようなうわ さが敵軍の間で広 まるのが見つか った｡ 6月 10日ごろには､ 6月

20 日に沖縄 で 日本軍の陸海空か らの総力 をあげての反攻がお こなわれ る とい ううわ さが

広 まっていた｡ 日本海軍の艦砲射撃 と空軍の支援 の下 に､台湾か ら 1個 師団 と中国か ら 1

個師団､計 2個師団が落下傘部隊の降下 とともに､嘉手納飛行場の近 くに上陸す るこ とに

なっているとい うことだった｡

こうしたウソの うわ さが､敵軍の士気 を高める うえで 目に見 えるような効果 をもったか

どうかは疑問である｡ 米軍の宣伝 は､沖縄守備軍 に増援 を送 る能力 は敵 にはない とい うこ

とを強調 して､敵将兵内 におけるその ような うわ さの流布 に先手 を打 った｡ 継続 して くり

かえ し増援部隊が来 る とい ううわ さが流 れたの ち､結局､それ らが実現 しなか ったが､そ

うするとアメ リカが言 っていることへの信頼が増 し､逆 にその後､敵軍内で広 まっていた

日本軍の報告や うわ さへの信頼が減少す る とい う効果 を もた らせ た｡ こう した展 開の必然

的な結果 として､ 日本軍兵士 の士気 は低下 し､それに関連 して､抵抗 をやめ投 降 しようと

す る意志が増大 した｡ 最 も忠誠心が強 く､決然 とした敵将兵のなか において さえ､見捨 て

られた とい う感情か ら士気 の悪化 と､その結果 として戦闘能力の低下が起 きたに違いない ｡
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敵軍司令官たちは､戦闘のかな り早い段階か ら､い くらかの将兵たちが脱走 し米軍に投

降 していることに気がついていたのは明 らかである｡公 にこの事実 を公表することは､ 日

本軍の士気の低 さを公式 に認めるになって しまっただろう｡5月 5日に押収 された､｢極秘｣

と打たれた発信者不明の敵軍文書 の次の一節 は､投降 を防ごうとする巧妙 な手段であった

か もしれない｡

欺隅

イ 敵 は前線 で沖縄 人 に 日本兵の ような格好 をさせ るな ど他 に も卑怯 な方法 を使 って

いる｡注意せ よ｡敵対行為 をなす者はすべて殺せ｡

ロ 投降す るふ りを して (米軍 に)白旗 を振 る者がいるか もしれない｡前線の部隊はそ

うした者 を例外 な く殺せ

米軍が沖縄 人 をその ように使 っていることは事実ではないので､敵がある日的のために

そ うしたウソを思いついたに違いない｡ さらに第 2パ ラグラフに関 しては､その ような投

降するために日本軍陣地 に近づ く者がいるとい う証拠 はないので､それは投降のために米

軍陣地 に近づ く日本兵の ことを言 っているように思われる｡だか ら､い く人 もの 日本軍兵

士が米軍 に投 降 し､戦闘 を止めたがっている とい う事実 を日本軍司令部は知 っていたよう

である｡ しか しなが ら､その事実 を日本軍将兵 に公表す ると心理的に悪影響 を与 えただろ

うか ら､ 日本兵の服装 を装 った沖縄人が米軍のために働 いてお り､白旗 を持 って投降する

振 りを して米軍陣地 に もどるとい うこと､それゆえにかれ らは射殺 さるべ きであるとい う

フィクシ ョンをでっち上げたのか もしれない｡

米軍が上陸す る前か ら､沖縄人の防衛隊員たちやほかの徴兵 された者たちは､士気が比

較的低 いので､アメリカの宣伝 には弱いだろうとい うことが推測 された｡ この推測には多

くの根拠があった｡本土の 日本人以外の徴兵者 を日本軍 に十分 に統合することが通常難 し

いこと､そ うした徴兵者の軍事訓練 は比較的不足 していること､正規兵 による徴兵者への

虐待､沖縄人に対する過去の差別のために沖縄 人が本土の 日本人に対 して長い間抱いて き

た恨み｡

何万人 もの沖縄の民間人がかな り自発的に早 くか ら米軍政の下 に入 って きた とき､沖縄

人は概 して 日本の宣伝者が言 っているほ どには､進攻 に抵抗 しないだろうとい う疑いが早

期 に確認 された｡戟関の初期 に押収 された敵の諸文書 によって､沖縄防衛隊は主要には米

軍の進攻のたった一月前 に編成 され､その編成が性急 におこなわれたことが証明 された｡

そ して､沖縄 島を防衛 している仝兵力中､防衛隊は四分の-ほどしかいないのに対 して､

作戦の初期段階において捕虜 になった者の半数以上は防衛隊員であった｡

日本軍将校 は一般 に部隊の なかで米軍 の宣伝 リー フ レッ トを読 んだ り回 され るの を抑

えようとしたが､ リーフ レッ トを処分するように直接の行為がなされた と報告 されたのは

たった一例 しかなかった｡その ときには､防衛隊員たちに直接､脱走 と投降を呼びかける

リーフレッ トが､例外的 に高い比率で防衛隊がいる とわかっていた前線部隊の地域 に落 と

された｡日本軍将校 は沖縄人たちがその リーフレッ トを読んで話 し合 っているのを見つけ､

｢それ らは士気 に悪い｣ と言 って､ リーフレッ トを処分するように直 ちに命 じた｡

投降 して きた防衛隊員 に対す る尋問によって､かれ らの士気が比較的低い とい う推定が

正 しかったことが十分 に証明 された｡かれ らに戦いたい とい う意思がないこと､あるいは

戦 う能力が欠けていることは､ 日本軍の正規兵 を特徴づけている同 じ精神 とともに､い く

つかの要因の産物であった｡歩兵 としての十分 な訓練の欠如や､不十分 な武器あるいはま

った く武器がないことによって､ 自らの戟 う能力への 自信が欠けていること､精神的侮辱

と身体的処罰の両面 を含めて 日本軍正規兵 による虐待､配給食糧や水､宿舎 について正規

兵 に有利 な差別､"国家の誇 り"の欠如､がその要因 としてあげ られる｡

(原注) しか しなが ら日本本土の 日本人防衛隊が同 じように士気が低 く戦 う意欲がな

い と想定 してはな らない｡"内地人"は沖縄 人 よ り "国家の誇 り"意識 はよ り強いだけ

でな く､アメリカ人 について沖縄人 より知識が少 な く､それゆえ､米軍は捕 まえた 日

本人に拷問 を加 え､切 り刻み､すべて殺 して しまうとい う日本の宣伝 をよ り信 じやす
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い｡40年 間にわたって､何千 人 もの沖縄 人はハ ワイの家族 と密接 なつなが りを有 し､

あるいは自らがハ ワイで暮 らしていた｡ だか ら､沖縄 人 を "野蛮 なアメリカ人の侵略

者"に対 して最後 まで戟 うように仕 向け られた 日本 の宣伝 を信 じに くかったのである｡

米軍の宣伝 を読み議論 しようとし､それ を信 じようと し､そ して脱走 ､投 降 しようとし

たことは､ 日本軍の低 い士気 の表れその ものであ る｡特 に､第一義 的 な生理的要求､す な

わち食程 と水､が戟関の最後 までめ ったに不足 しなか った とい う事実 を考慮 す る と､ これ

らの基準か ら判断 して､正規兵 も防衛隊員 も日本軍の士気 は通常 よ りも低かった｡

日本軍の士気が この ように低 か った理由は何 だろ うか｡敵軍が最後の防衛線 にまで押 し

込 まれて絶望的になる以前 において さえ も､以下の主 な要因によって意気消沈 していた｡

1 米軍の陸海空か らの攻撃 によって増大す る脅威の効果｡

2 守備隊 を支援す る 日本軍の艦 隊 も航空部隊 もなか ったこと､そ して期待 していた援

軍が来なか ったこと｡

3 日本軍の戦略全般 に対 し批判的 な考 えが強 ま り､その結果､沖縄 が陥落す るだけで

な く戦争 自体 も負 けるだろうと考 えるようになったこと｡

ほかに敵の士気 を低下 させ た要因 として壕生活 も指摘 される｡ しか しその効果 は十分 に

はわか っていない｡押収 した敵の文書 による と､敵の司令官 たちは壕生活 による隊員たち

の肉体的精神 的状態 について注意 を払 っていた｡将兵 たちは暗 い環境 のなかでほ とん ど太

陽 にあたることもな く､衛生環境 も悪 く､睡眠や食事 の施設 も不十分 ななかで生活 してい

た｡

自分 たちの軍隊 に対す る信頼が着実 に減少 してい くなかで､多 くの 日本軍の正規兵 たち

は米軍の宣伝 を信 じるように､あるいはなかば信 じるようになった｡つ ま り投 降 した者へ

の人道的な取扱 いの約束､戦争が終 わった後 に国の再建 を助 けるため に命 を大事 にせ よと

い う日本の青年 に対するア ピールである｡

沖縄 における敵軍将兵 たちの比較的低 い士気が最終的 に軍事 的 に どの ような影響 を与 え

たのか を合理的 に推定す ることはで きない し､そ う した推定 はない ｡ そ う した低 い士気 を

生み出す うえで､米軍の武器の効果 と心理戦の効果 を別 々に判断す ることもで きない｡ し

か しなが ら､作戟の終盤 において､非常 に強力 な与座岳の防衛線の推定 4万名 の敵軍の抵

抗が比較的弱か ったこと､1万名以上の捕虜 を得 た こと (その うち 7千 人以上 は武装 した

軍人)は､最後 まで戦 うとい う通常の 日本軍の意志が欠けていたことを証明 している｡
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資 料④

沖縄戦における米軍による押収文書-い くつかの日本側文書

解説 ･訳 林 博史

【解説】

沖縄 戦 にお いて米軍 によって押収 された 日本側 の文書 には､英訳 されて米軍 の各種 レポ

ー トに収録 されている ものが た くさんあ る｡ その中で 日本語 の現物 が残 ってお らず (ある

いは見つか ってお らず)英訳 しか残 ってい ない文書 のなかか ら興味深 い もの をい くつか紹

介す る｡

ここで紹介す る資料 7点 はいず れ も米 国立公 文書館所蔵 であ る｡ なお資料 7の前半の文

書 のみ イギ リス国立公文書館 に も所蔵 されてい るの を確認 した｡

資料 3につ いては､『沖縄 タイムス』2003年 5月 12日と 『朝 日新 聞』2003年 6月 24

日で紹介 されてい る｡ これ につ いて は､訳 者が ｢発掘 沖縄 戦 の新資料 上｣(『沖縄 タイ

ムス』2003年 6月 18日)で紹介 してい る (訳 者 の ウェ ッブサ イ ト ｢日本 の現代 史 と戦争

責任 につ いてのホームペ ー ジ｣で も読 む こ とが で きる httT)://www32.ocn.ne.iD/～mOdernh)

なおNHK番組 ｢その時歴 史が動 いた さとうきび畑 の村 の戦争一 新 史料 が明かす沖縄戦

の悲劇｣(2004年 3月 31日放送) は､ この資料 を手がか りに作成 された ものであ る (N

HK取材班編 『その時歴史が動 いた 27』 KTC出版､2004年 ､参照)｡

資料 7につ いては､『琉球新報』『沖縄 タイムス』各 2004年 4月 25日､『沖縄 タイムス』

2005年 6月 5日､『朝 日新 聞』2005年 6月 25日でそれぞれ紹介 されている｡

なお翻訳 にあ たって､ 日本軍文書 で は､部 隊名 は通称号 だけで記 されてい るこ とが多い

が正式 の部隊名 を記 した｡ また原文 は カ タカナ表記 と思 われ るが ひ らが な表記 に､漢字 も

新字体 に､年号 は英文表記通 りに西暦 に した｡

【資 料 1】徴 用 労務 者 数 とそ の配属 先

(出典)CINCFAC-CZNCPOABulletl'n(『米太平洋艦 隊司令長官兼太平洋地区最高司令官

会報』)No.161-45(TranslationsandInterrogationsNumber34),27June1945.

(訳注)原 資料 の表 は複 雑 なので ､整 理 して下 記 の よ うに ま とめ た｡/ で 区切 った数字

は､順 番 に､｢主 要 労 務 者 / 補助 労 務 者 / 学 徒 労 務 者 / 合計｣の 人 数 を示 してい る｡ な

お ｢主 要 労 務 者 ｣ と ｢補 助 労 務 者 ｣ の 区別 の仕 方 は､ 男 と女 で は ない か と も思 われ る

が ､不 明で あ る｡
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第 32軍参謀部 ｢徴用労務者の配属 1945年 2月現在｣ 1945年 1月 30日付

担当部隊 受領部隊 割 当て 合 計島尻郡 中頭郡 国頭郡

山 (第 24 4292/2400/933 4292/2400/933

師団) 7625 7625

石 (第 62 3563/2055/966 6042/4375/525 9605/6430/1491

師団) 6584 10942 17526

球 18800 1262/1295/55 1262/1295/55

(独 立 混成第 44旅団) 2612 2612

球 7071(第 7224/4290/465 7224/4290/465

2歩兵隊) 11979 11979

合計 9117/5750/1954 6042/4375/525 7224/4290/465 22383/14415/294416821 10942 11979 39742

第 62師団 500/700/150 1000/1300/105 1500/2000/255

1350 2405 3755

第 24師団 1125/1300/380 375/200/0 1500/1500/380

2805 575 3380

独 立 混 成 600/700/0 200/300/100 800/1000/100

第 44旅団 1300 600 1900

第 2 歩 兵 700/550/100 700/550/100

隊 1350 1350

南飛行場 1000/500/0 1000/500/0

(牧港) 1500 1500

中飛行場 900/500/100 900/500/100

(嘉手納) 1500 1500

北飛行場 900/500/100 900/500/100

(読谷) 1500 1500

伊 江 島 飛 2500/1000/0 2500/1000/0

行場 3500 3500

第 29野戦 900/500/100 300/100/100 1200/600/200

飛 行 場 設定隊 1500 500 2000

材 木 徴 発 2950/2000/300 2950/2000/300

隊 5250 5250

道路建設 100/100/85 230/150/0 400ノ250/0 730/500/85

285 380 650 1315

第 32軍経 3000/400/221 3000/400/221

理 部 平 松隊 3621 3621

第 32軍直 2892/2050/1018 1137/825/20 674/490/65 4703/3365/1103

(訳注)材木徴発隊の うち 300名は､山原船の建造などに従事 と注記 されている｡
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【資料 2】 防衛 召 集 の動 月 数 と配属 先

(出典 )IntelligenceServiceOrganization,G-2,OfficeoftheAssistantChiefofStaff,

Headquarters XXⅣ Corps,"DocumentcapturedTA8175by96thlnfDiy.26April

1945,"3May1945 (第 24軍 団参謀副長 オ フ ィス参謀 第 2部情報機 関 ｢第 96歩兵師団が

1945年 4月 26日に押収 した文書｣1945年 5月 3日)

(訳注)1945年 4月 26日に米 第 96歩兵師団が押収 した､独立速射砲 第 22大隊の ｢作戦

命令綴 り｣ か ら抜粋 ､英訳 した報告｡

石兵団作 戦命令 甲第二一号

1945年 3月 3日2000 首里

1 軍 は､ ここに本 島の在郷軍人 を防衛召集す る｡

2 師団 は管轄地域 において防衛召集 を実施す る｡石兵 団命令 甲第 20号 によって指示 さ

れた ｢召集準備｣ に従 って､防衛召集任務 の各将校 は付録 1に沿 って任務 を遂行せ よ｡

3 独立 中隊は付録 2に示 された ように編成配属 さるべ し｡ 4 (略)

付録 1 帝 国在郷軍人召集名簿

召集 日時 1945年 3月 6日 0900

防衛召集担当部隊 在郷軍人会名 待機者 召集人数

石 3590 西原 461 400

(歩兵第 63旅団) 宜野湾 742 650

中城 599 500

石 4280 那覇 525 300

(歩兵第 64旅団) 浦添 472 400

石 4283 真和志 343 270

(独立歩兵第 22大隊) 首里 601 300

南風原 413 340

石 3593 北谷 497 400

(独立歩兵第 12大隊) 越 来 346 280

読 谷 山 624 550

美里 502 420

具志川 561 470

勝連 126 100

与那城 128 100

計 6940 5480
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付錬 2 召 集 者 の配属 計 画

統揺那隊 防 衛 召集 担 当将校 召 集 地 区 人員 配属 部 隊 召集所召 集人数 割 当人数 原 部 隊 通称号

第62師団 歩 兵 第63旅 団 西原村 400 200 第 5砲 兵 司令 部 球 9700 浦添村国民学校

200 歩兵 第 63旅 団 石 3590

宜 野 湾村 650 270 歩 兵 第 63旅 団 石 3590

100 第 32野 戦兵器廠 球 18812

280 第 5砲 兵司令 部 球 9700

中城村 500 400 第 32野戦兵器廠 球 18812

100 歩兵 第 64旅 団 石 4280

歩 兵 第64旅 団 那 覇市 300 250 第 11船 舶 団司令 部 暁 2952 県 立 第 1高等 女学校

50 第 7野 戦 船 舶 廠 第1支廠 暁 19808

浦添村 400 400 歩兵 第 64旅 団 石 4280 浦添村役 場

独 立 歩兵 第 22大 隊 真和 志村 270 270 独 立歩 兵 第 22大 隊 石 4283 首 里 市 平 良地 区第 3国民学校

首 里市 300 200 第 5砲 兵 司令 部 球 9700

100 独 立歩 兵 第 22大 隊 石 4283

南風 原村 340 100 独 立 歩兵 第 22大 隊 石 4283

240 第 5砲 兵 司令 部 球 9700

独 立 歩兵 第 12大 隊 北谷 村 400 200 電波探 知警報 部 隊 球 1616 北 谷 国民 学校

200 第 32軍経理部 球 1616

越 来村 280 280 第 5砲 兵 司令 部 球 9700 越 来 国民 学校

読谷 山村 550 400 第 21野 戦高射砲 隊司令耶 球 12545 読 谷 山村 役場

150 独 立 歩兵 第 22大 隊 石 4283

美里村 420 400 独 立 混成 第 44旅 団 球 18800 越 来 国民 学校20 独 立 歩兵 第 22大 隊 石 4283

具志 川村 470 400 戦 車 第 27連 隊 球 12102 具 志 川 村 国民学校70 独 立歩 兵 第 22大 隊 石 4283

勝 連村 100 100 電信 第 36連 隊 球 18830

歩兵 第 63旅 団作 戦命令 甲第 22号付錬 1945年 3月 4日付

表 防衛 召集 者 の配属計 画 (第 22号付録)

召集 地 区 人月 配属 部 隊

宜野 湾 1個ノJ､隊 通常 64名 石 3591(歩 兵 第 63旅 団司令 部 )

1個小 隊 通常 64名 石 3592 (独 立 歩兵 第 11大 隊)

中隊長 指揮 下 の 2個小隊 通常 142名 石 3594 (独 立 歩兵 第 13大 隊)
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【資料 3】今帰仁 防衛義勇 隊動月報告

(出典)G-2Section,6thMarineDivision,"TranslationReport,"No.24,3May1945(莱

海兵隊第 6海兵師団 G2による翻訳 レポー ト､No.24､1945年 5月 3日付)

(訳注)｢防衛義勇隊｣ と訳 した ものは英文では ImperialVolunteerDefenseUnitとなっ

ている｡今帰仁村 だけで 4000人以上 とい うのは防衛隊 としては多す ぎるので､村単位で

編成 された義勇隊 と思われる｡

今帰仁村 帝 国 日本 防衛義勇 隊長 よ り､国頭郡帝 国 日本 防衛義勇 隊長宛 ｢帝国防衛義勇

隊 の動 月 のための人月調査 報告｣ 1945年 3月 21日

辛 日付 人月総計 動員人負 不参加者 備考
労務動員人月 病気 .不逮合

今泊い まどま り 17 60 58 2 2人病気18 60 58 2

親泊おや どま り 17 112 66 40 6 病気18 112 65 40 7 病気

兼次かね し 17 81 74 5 2 病気18 81 76 5 0

諸志しよし 17 163 162 ll 10 病気18 163 124 ll 48

与那嶺よなみね 17 280 330 40 3 避難民 103人追加18 270 320 40 4 他地域 よ りの避難民 90人

仲尾次なかお し 17 90 85 5 018 90 85 5 0

崎山さきや ま 17 84 105 9 0 避難民 30人18 84 97 9 0 避難民 22人

平敷へ しき 17 71 81 4 1 15人18 71 71 4 0 4人

謝名じゃな 17 95 95 15 5 病気18 95 95 15 5 病気

越地こえち 17 73 68 7 0 病気18 73 63 7 3

仲宗根なかそね 17 185 168 10 718 185 164 10 ll 病気

玉城たま しろ 17 138 121 12 618 138 127 12 10

呉我山ごがや ま 17 50 45 5 018 50 48 5 0

みなと 17 70 83 0 0 他地域 か らの避難民 13人

18 70 83 0 0 避難民 13人

湧川わ くがわ 17 111 90 19 2 病気
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めい じゃ ま 17 53 50 3 0

18 53 50 3 0

天底あめそこ 17 96 9618 96 96

勢理客せ りきゃ く 17 56 52 418 56 52 4

渡喜仁ときじん 17 45 40 518 45 38 5 3 病気

上道天かみ うんてん 17 120 110 10
18 120 110 10

運天うんてん 17 150 113 19 6 病気18 150 135 19 6 病気

古宇利こうり 17 215 21518 215 115

1日計 17 2458 2307 223 61 動員 された避難民 153人

18 2458 2246 223 104 動員 された避難民 115人

(原注)

信頼で きる と思われる民間人たちの陳述 によると､動員 された民間人の多数 は､竹槍 だ

け､あった として もナイフ しか武器 を与 えられていない｡かれ らは動員 されたに もかかわ

らず､米軍が上陸 して くる とほ とん どは逃げて しまった｡陳述者たちは､約 500人が まだ

武器 を持 っているか もしれない と推定 している｡今帰仁地区の人口は､1万人 と推定 され､

16歳か ら 60歳の男 はすべて動員 された｡

(訳注)字名は米軍資料 のアルファベ ッ トの表記か らその まま起 こ したが､現在 とは少 し

違 っている｡今泊は､当時は正確 には字今帰仁 であったが､その後､親泊 と合併 し､現在

は字今泊 となっている｡ したが ってこの資料 の親泊は現在 ､字今泊 に含 まれている｡ ひら

がなで表記 した ｢みな と｣ は､今帰仁村 には字 としてはなか った｡ また ｢めい じゃ ま (明

治山 ?)｣は名護市 にある山 と同 じ名前であるが､今帰仁村ではこの名前の字 は確認で きな

い｡ したが ってこの二つについては未確認である｡

なお今帰仁村 の字 については､今帰仁村歴史文化 セ ンターの仲原弘哲館長 にご教示いた

だいた｡記 して感謝 したい｡ただこの記述 に不正確 な点があるとすればすべて訳者の責任

である｡
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【資料 4】作 戦 命 令 ｢民 間人 の振 りを して夜 襲 をか け よ｣

(出典 )IntelligenceServiceOrganization,Gl2,OfficeoftheAs sistantChiefofStaff,

Headquarters XXⅣ Corps,"DocumentcapturedTA8477Uby96thlnfDiv.17April

1945,"22April1945(第 24軍 団参謀 副 長 オ フ ィス参謀 第 2部情報機 関 ｢第 96歩兵 師団

が 1945年 4月 17日に押収 した文書｣1945年 4月 22日)

(訳 注) 1945年 4月 17日に米 第 96歩兵 師団が押 収 した 日本軍文書 を英訳 した報告｡

西原 地 区 にお け る戦 闘実施 要領 (日付 な し)

1-4 (略 )

5 最大 限迅速 に奇襲攻撃 の ための準備 を完 了せ よ｡

イ 常 に 2- 5名 で戦 闘班 を組織 せ よ｡ (陣地戟 において も)常 に組 になって戦 え｡

ロ 斬 り込 み攻 撃 に際 して は､特 別 な個 人 の技術 を活用 し､ それ に応 じて任 務 の分担 を

決 め よ｡

ハ 敵 を欺 け､ しか し敵 に欺 かれ るな (陸軍教令 第一二)

二 服装 において も話 し方 において も現地住民 の ように見せ か けるこ とが必要であ る｡

住 民 の服 を借 りてあ らか じめ確 保 せ よ (第一 中隊 に よって な されてい る準備 を承認

す)0

一案 と して方言 を流暢 に話 す若 い兵 を各 隊 に一人 を割 当て よ｡

ホ 攻撃 や侵 入 ､偵 察 に出 た際 ､班 あ るい は隊 か ら離 れて しまって も､希望 を捨 てず ､

むやみ に 自決す るな｡た とえ- か 月や二 か 月 になろ う とも､忍耐 強 く生 き続 け よ｡そ

して敵 の前線 を突破 して帰 還せ よ｡食糧 は どこで で も手 に入れ られ る｡帰還 の途 中､

敵 に奇襲 をか け る機 を逃 す な｡

へ 絶対 に捕 虜 になるな｡た とえや むな く捕 虜 にな った と して も､むやみ に 自決す るな｡

時 を稼 ぎ､機 会 を うかが い､噛 み つ いてで もよいか ら敵 に打 撃 を与 え よ｡逃 げ る機会

を うかが い､そ して敵 司令部 や高級 将校 を襲 え｡味 方 につ いて は一切何 も しゃべ るな｡

敵 を欺 け｡

チ 敵 の装備 ､弾薬 ､食糧 を奪 い ､ それ らを活用 せ よ｡攻撃 の案 内 と して現地住民 を連

れて行 け ｡

【資料 5】捕 虜 に な った際 の心 得

(出典 ) C/NCA4C-CINCPOABulletl'nNo.140-45 (Translationsand Interrogations

Number31)～7June1945.

(訳 注 )第 62師団会報 1944年 12月 30日付 か らの抜粋 ｡この米軍 の会報 の編集者が この

資料 につ いて次 の よ うな コメ ン トを付 してい る｡｢日本 軍兵士 が捕 虜 にな ってい るこ と､な

らびに全 軍 に対 して捕虜 にな った ときに して は な らない こ とを指示 す る必 要があ るこ とを

認 め ている とい うこ とは､ 日本 軍 の伝 統 の重 大 な変化 であ る｡｣

石部 隊 (第 62師団) 情報記録 (付 録 ) 1944年 12月 30日

一 対 間諜

ィ､敵 は､ わが軍 の陸軍航 空部 隊 の配 置 や編 成 ､装備 ､移動 につ いて きわめ て詳細 な情報

報告 を受 け取 ってい る｡以下 はその例 であ る｡

(略)

上述 の よ うに､敵 は､戦 闘 の最 中 に､ あ るい は沈 んで い る船 か ら､ わが軍 の秘密文書

を捕獲 してい る｡ また さらに高級 司令 部 の将校 の個 人 の 日記 が没収 され た り､捕虜が情

報 を漏 ら した可能性 もあ る｡

二 対 策

- 184-



ィ､秘密文書の配布上の機密保全

(四項 目略)

ロ､完壁 な精神教化

1 防諜 を真剣 に遂行す る能力 を育成す る とともに､鋭 く徹底 した防諜観念 を植 え付 ける

こと｡

最近､航空機 の性能や名称 ､部隊の移動 な どの機密事項の情報が､それ らの飛行場 に

駐屯 している兵士 か ら､飛行場管理 にあたる労務者や新兵､学徒 の中に伝 わっている｡

そ うした情報が郵便で送 られる手紙 のなか に書 かれている｡ さらに軍人や軍属 らが地元

住民の名前 を使 って､検 閲を逃れた手紙が多数､投函 されてい る｡ これ らの手紙のなか

に軍事機密 にかかわることがた くさん含 まれている｡

この ことは､防諜教化 における弱 きと機密保持意識 の欠如 の結果であ り､ これ らの課

題 について徹底 しなければな らない｡

2 捕虜 になった際 における精神教化

最近の敵の情報 によると､捕虜が情報 をもらした例が大変多い｡

戦争の激 しさが さらに極端 にすす むにつれ､敵の手 に落 ちた り､捕虜 として捕 まる者

が出て くるだろ う｡ それゆえ､特 にこの点 についての精神教化が考慮 されなければな ら

ない｡ また兵士への教化 はで きる限 り完聖でなければな らない｡

上記の点 に関連 して､万一敵の手 に落 ちた場合 ､私的な手帳や 日記 な ど､わが軍の状

況が敵 に知 られるような物 は携行 してはならない とい うことは緊要である｡

さらに､敵の航空機搭乗員 を尋問す る際 に注 目すべ きこ とは､かれ らは自分 たちの戦

闘任務 について最低限の必要 な知識 しか与 え られていない とい うことである｡

精神教化 とい う点では本質的 に異 なっている敵 に とっては､そ うした指示 は適当 な方

法である｡ これはわが軍では訓練 とは呼ぶ ことがで きないだろ うが､場合 によっては､

考慮する価値があるだろう｡

【資料 6】｢投 降す る者 は殺せ｣

(出 典 ) CZNCFAC-CZNCPOA Bullet)'n No.212-45(Translations and Interrogations

Number39),30August1945.

(訳注)沖縄 の 日本軍の戟訓や戟闘指針 を集めて英訳 した文書であ り､原文書 の作成者､

日付 は不明｡TenthArmyG2作成の RyukyuCampal'gD:IDtelll'genceMonograph,Part4

PsychologJ'calWarfaz･e&Moraleに も若干､文が違 うが同 じ趣 旨の文書が引用 されてお り､

それは 1945年 5月 5日に押収 した とある (本書の資料③ 資料 2参照)｡ この MonogTaPh
編集者は､ 日本軍 は投 降す る者がいることを認める と士気 に悪影響 を与 えるので､ こうい

う表現 を しているのではないか と推測 している｡

極秘 攻撃 に際 して遵守すべ き注意事項

攻撃 に際 し遵守すべ き注意事項

(一二項 目 略)

欺臓行動 について

1 敵 は卑怯 に も､この県の人々に 日本軍の軍服 を着 させ るな ど､前線で利用 している｡

そ うい う時 には必ず､敵 と交戦 している者 は蒔措 な くそ う した者 を射殺せ よ｡

2 降伏す る振 りを して白旗 をふ る者がいるか もしれないので､前線の部隊はそ う した

者はすべて殺せ｡
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【資料 7】沖縄 警察文書 ｢米軍 に協 力す る者 は殺せ｣

(出典)IslandCommand,MilitaryGovernmentHeadquarters,Okinawa,"Intelligence

Report,"MilitaryGovernmentCircular,No.87,29June1945.(沖縄島司令部軍政司令部

が作成 した情報 レポー ト)

(訳注)第 3水陸両用部隊の情報 レポー ト (1945年 6月 21日付)に掲載 されていた日本

文書 を転載 した もの｡ この二点の文書の 日付 ならびに没収 した 日は不明｡両者 とも沖縄県

警察部が作成 した文書 と見 られ る｡前者 については､第 10 軍司令部 G-2 が作成 した

Tl･anSlatl'on No.172,1945.6.19 に記載 された内容 の抜粋 が ､南西太平洋方面軍 Gl2,

Dal'1ySummaryolEnemyZntellI'gence,No.1187､1945.7_5,に掲載 され､そこか らの抜

粋が イギ リス国立公文書館 にも保存 されている｡

(タイ トルな し)

1 軍 に入 っていない民間人 と同様 に警察官 も､緊急事態 において自らの命 を国家に捧げ

ることは臣民の国家 に対する偉大 な義務であることを認識 しなければならない｡ この訓

示は完全 に履行 されなければならない｡

2 警察官はいかなることがあって も敵 に捕 らわれてはならない｡

3 遊撃戦への協力

(イ)変装 した警察官あるいは民間人か ら選抜 した密偵 は､敵 に占領 された地域 に潜入 し､

敵の状況 を偵察すべ し｡而 して､陸軍部隊 との連絡 を確保 したのち､遊撃戦が有益か

つ効果的に遂行で きるように努力すべ し｡

(ロ)警察官 ならびに民間人の中か ら適任者 を選抜 し､陸軍部隊 とともに遊撃戦 に活用す

べ し｡

(ハ)警察官は軍 に協力 し､最後の一人 まで戟関に参加すべ し｡ また国や県市町村の官吏

ならびに民間人は 日本人 としてこの精神 を示 し､栄誉のために戦 うべ し｡

4 現在敵の掌 中にあるわが国民 を利用 して､かれ らとの接触体制 を確保 し､わが遊撃隊

と密かに連絡すべ し｡それ らの者たちは敵幹部 を暗殺 し､敵兵舎 を破壊 し､さらに敵陣

営 を混乱 に落 としいれ よ｡ この者たちを上述の 目的のために徹底 して訓練 した後､敵地

域へ深 く潜入 させ るべ し｡

5 敵 占領地域 にいる者たちについて秘密裏 に捜査 をお こなうべ し｡ もし敵への協力者 を

発見すれば､殺すか､あるいは然 るべ く処置すべ し｡

6 特 に敵 占領地域 にいる民 間人にとっては､敵の宣伝 に打 ち勝つ努力が なされなければ

ならない｡

7 各守備隊長 は､村内の官吏 に対 して と同様､部下 に対 して も厳格 な命令 を発すべ し｡

そ して危険に陥った ときには､任務 を断固 として遂行すべ し｡ 日本人の特徴 を体現する

とい うことは､ 自らの命の危険 を顧みず､敵 と戦 うことである とい う旨の徹底 した指示

がなされなければな らない｡

8 皇土 を防衛す るために､兵士 だけが命 を捧げる義務があるのではな く､すべての 日本

人は命 をかけて皇土 を防衛すべ し｡ この精神 を持 っては じめて､われわれは高慢 な米軍

兵士 を一人残 らず殺す ことがで きる し､皇土 を防衛することがで きるのである｡

9 国頭か ら島尻へ小船で進入す ることが不可能なので､情勢報告 は状況が許 されるとき

にせ よ｡

戦闘活動要綱

要旨

各市町村の警察管轄区域 は警部補あるいは巡査部長が長 となるべ し｡その長は､警備隊

を配置 し､町村内での戟関の結果 を報告せ よ｡ この ように長の任務 は､わが部隊 と戦 って

いる敵部隊に対す る行動の確固 とした指令 を出す ことである｡ また長 は戦闘地域での情報

連絡の任務 を与 え られる｡

一 警察部の制度 と組織
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(イ)警察警備隊本部 警察部長 ならびに若干の職員

(ロ)各町村の分遣隊 警部補あるいは巡査部長 と五人で分遣隊を編成する｡

(ハ)その他の隊 隊長 と二人か ら五人で一班 を編成する｡数班 を編成する｡

(注)補強は必要 に応 じて､警察本部か ら供給する｡

二 活動の 目的

戦場生活 な らびにその 目的の実際の状況 を把握す ること､同時 に情報の確 固 とした速や

かな連絡 を先ん じておこなうこと､住民の戦闘意欲 を一層高めること｡ このため敵 に対す

る活動 を全力 をあげて実施すべ し｡

(イ)活動 を遂行す る具体的な方法

(1)ガマで生活 を している家族たちの組織 を確立すること｡

(2)敵 と戦 うための組織的な訓練 を確立すること｡

(3)竹や りや鎌 などの､武器の装備､使用､検査

(ロ)陸軍部隊にな らった訓練 まず何 よりもすべ ての警察官が訓練すべ し｡ついで民間

人 も訓練すべ し｡

(1)攻撃 して くる敵兵 に対処す る方法

(2)パ ラシュー トで降下 して きた敵兵 を急襲､対処する方法

(3)敵の野営地への夜襲の方法

(ハ)警報 敵の航空機や戦車､地上兵力 による奇襲攻撃の ような緊急事態の場合､

鐘や笛の ようなものの音で警報 を出すべ し｡

≡ (イ)情報網

町村の各隊長は､警察警備隊長 に毎 日あるいは隔 日で報告すべ し｡

(ロ)警察警備隊の各隊長 は､管轄区内の状況 を報告せ よ｡ またすべての情報報告 を収集

せ よ｡情報が入 り次第､警察本部 に報告せ よ｡

(注)各警備 隊長 は､それぞれの隊員 ごとに地区を割 り当て､正確 な情報 を収集せ よ｡

警備隊長は管轄区の責任者あるいは適当な○○ (*判読不能) を任命 し密接 な連絡

を維持せ よ｡

(ハ) interviewing(*この項､意味不明)

インタビューの方法 は次の通 りである｡戟場生活 をよ りよ くするために､個 々の鐘状の

たこつぼは､重要な交通地点 に直ちに建設せ よ｡

(注)避難壕 は､地形の必要 に応 じて配置せ よ｡一人をこの建設の担当者 として任命せ

よ｡

(ニ)特別行動隊の活動

(*直訳すると ｢特別活性化部隊｣ だが､『沖縄県警察史』 を参照 して訳 した)

特別行動隊は､それぞれの分遣隊相互の連絡 を維持 し､活動 を容易 に しなが ら､各町村

のそれぞれの地区 を組織的にパ トロールせ よ｡同時 に特 に防諜 に従事 し､民間人の行動 に

警戒せ よ｡ さまざまな防衛情報 を収集せ よ｡

特別行動隊は､常 に内密 に活動せ よ｡警察部長 は､ 自身で活動の概要 と連絡方法 を計画

し､それを最大限活用するように努めなければならない｡
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