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平和研究ノー トー戦時下の沖縄定期航路船舶遭難に関わる実相

保 坂 廉 志

は じめ に

本稿は､第二次世界大戦下の沖縄県民に関わる戦時遭難船舶のうち､沖

縄定期航路遭難について論述するものである｡

本県は､古来より ｢海邦養秀｣の精神を掲げ､海路を以て広く諸国 ･地

域と交流 ･共存をはかってきた｡県民にとって海は､生活 ･文化 ･交流等

の ｢海之道｣であるとともに､厳しい自然環境の中で時としてそれは､外

部との交易 ･交流を遮絶させる防壁ともなった｡それだけに海は､県民に

とり特別な感慨をもって受け入れられてきたといえる｡

今次世界大戦下でも､沖縄近海領域は､県民の生活物資をはじめ､兵員

･兵器 ･戦時物資の輸送､海外植民地 ･占領地への中継路等､平時より一

層盛況を呈した｡ただし､戦時にあっての沖縄近海は､平時の海道とはお

よそ様相を異にしており､日米開戦から3カ月余にして両国の職烈な海上

戦が繰り広げられることになり､戦時下の魔の海域､海の戟場であった｡

事実､沖縄定期航路の嘉義丸が米潜水艦攻撃により沈没 (1943年 5月26日)

する以前に､同海域では既に12隻の輸送 ･貨物船が沈没しており､民 ･官

･軍人多数がここで海没している｡

ところで､海上での撃沈､漂流､死亡という一連の海上惨状を見るにつ

け､戦時船舶遭難死は､沖縄地上戦のそれと比肩しうるものがあったとい

える｡ある意味で､それは残虐の限りを極めた死であったともいえる｡死

没者を看取るものとて誰もなく､しかも遭難後は国家総動員法の下､軍事

機密の保持のため徹底的な籍□令が敷かれ､生存者は悲嘆に暮れつつひた

すら口を閉ざし､深く内向せざるを得なかった｡多くの証言 ･記録類が公

刊されている沖縄戦の中にあって､沖縄戦に至る戦時海没死は今も等閑に

付されているのが現実である｡

そこで本稿では､今次大戦下での沖縄定期航路遭難に関わる実相の解明
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を計るべく､現在入手可能な関係資料 ･関係者証言でもってその考察を行

なおうとするものである｡

2 第二次大戦下沖寿朝㍊名をめぐる諸問題

(1) 沖縄一本土間の定期航路の実態

本県において沖縄一本土間の航路が開設されたのは藩政時代にさかのぼ

る｡日本政府は､琉球藩に ｢大有丸｣(5-600屯)を下付し､那覇一大阪

間に就航させた｡その後､1879(明治12)年の琉球処分に伴い､大有丸は

沖縄県に引き継がれ､三菱会社が業務委託を行なった｡しかし､大有丸は

1882(明治15)年､民間会社に移譲され､先島航路に用船されている｡そ

の後､沖縄航路には､鹿児島県に本社をもつ沖縄親睦会 (鹿児島汽船の前

身)と､国内に定期航路多数を開設している大手の大阪商船が参入し､さ

らに旧王家の尚家が､海運会社 (広運社)を創業するなどしたため3社競

業時代を向かえた｡

遠洋航路に実績をもつ大阪商船は､1885(明治18)年 9月､国内では最

長の大阪沖縄定期航路を開設し､1916(大正 5)年 3月には地元資本の沖

縄広運を買収し､ここに沖縄定期航路は､大阪商船､鹿児島商船 (鹿児島

汽船の後身) 2社のみとなった｡次いで､1925(大正14)年10月､大阪商

船は日東汽船 (鹿児島商船の後身)と航路協定を締結し､同汽船所有の2

隻の船腹を大阪商船が用船として借用し､沖縄航路の独占を成し遂げた｡

大阪商船は､大阪沖縄線以外にも､横浜基隆線 (那覇経由)､沖縄経過

大阪基隆線､大島各島線の4航路を持っていたが､1916年 4月には鹿児島

一那覇線を新たに開設し､5線の定期航路をもつに至った｡ (1) その後､

大阪沖縄線は､経営及び乗客輸送の安定を図る目的から､1924(大正13)

年には大型船による定期運航 (甲方式)と､本土各地を経由する延航方式

(乙方式)に改組されるに至ったが､1941(昭和16)年 6月､定期船が軍

事用に徴用されたり､他に配船されたりしたため用船維持が困難となり､
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ついに休航となってしまった｡

一方､逓信省命令による大阪那覇線は､1926(大正15)年4月､定期航

路として運用が開始され､毎月5航海 (名瀬に寄港)し､用船として台北

丸､大球丸の2隻が割り当てられてた｡1928(昭和 3)年 6月には､台南

九､台中丸が大阪那覇線に配船され､1937(昭和12)年 1月には新たに波

上丸､同3月には浮島丸の新造船も就航をみた｡ところが日中戦争の拡大

に伴い､37年8月､最新鋭の波上丸は陸軍が徴用するところとなり､さら

に浮島丸も1941(昭和16)年 9月､軍が使用することになり､同航路より

撤退した｡新造船 2隻の代船として新たに配船されたのが､開城丸､湖南

丸､湖北丸､嘉義丸であった｡これら4隻の船舶は､船齢がかなり高く､

戦時体制のもと船舶需要が逼迫しているため､かろうじて解体が免れたと

いう代船であった｡後述するように､これら商船も､1942(昭和17)年 5

月には､船舶運営会に移管され完全な国家管理に移行することになる0

一方､鹿児島那覇線は､1916(大正 5)年 4月､逓信省命令航路として

発足し､1932(昭和 7)年以降は首里丸､開城丸の2隻で月9回の定期航

海をおこなった (いずれも大阪商船が運営)｡同航路は､日中戦争の開始

以後､沖縄から九州への就職 ･出稼者が急増し､これに対応するため大阪

商船では1940年 8月からさらに琉球九､度門丸を就航させ､これにより同

航路は4隻を数えるに至った｡しかし､1942年 5月､本航路も船舶運営会

に移管され､ (2)ここに沖縄定期航路は事実上消滅してしまった｡

ちなみに､1938(昭和13)年12月末現在の沖縄一本土間の定期航路は表

1のようになっている｡
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蓑 1 沖縄定期舶航路一覧

1938(昭和13)年12月末現在

琉球航路 使用隻数 使 用 船 名 渡 航 度 数 主要寄港地

大 阪 那 覇 線 2隻 浮島丸湖北丸 毎月 5回 阪神､名瀬那覇

那 覇 基 隆線 2隻 湖南丸慶運丸 週 1回 八騒茜裏

大 阪 沖 縄 線 2隻 宮古丸菅山丸 月 5回 阪神､名瀬徳之島､与論島那覇

出典 『大阪商船株式会社八十年史』94頁より作成

表 1からも判断できるように､本土一沖縄間の定期航路はかなりな繁忙

をきわめ (那覇一基隆間も含む)､常時 8隻の定期船がほぼ連日のように､

那覇港に往来 していたのかわかる｡ここから､県民生活にとり海とは､政

治 ･経済 ･社会 ･文化 ･教育等全般にわたる一大生活水脈であることが理

解される｡

ちなみに大阪商船は､1885(明治18)年 9月､大阪沖縄線の航路開設と

ともに那覇市で営業を開始 し､1910(明治43)年 4月には同市に在勤員を

派遣､さらに1912(大正元)年 8月には那覇市西新町に支店を設置する等

事業拡大を行なったが､那覇市が戦禍で崩れ去った1945(昭和20)年 4月､

ついに支店を閉鎖 した｡ (3)
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(2) 舶舶運営会の発足

そもそも日本海運業は､平和時には交易の担い手とし国家の手厚い保護

･監督を受け､戦時にあっては兵員 ･物資輸送等の重要任務をおびるなど､

政府の国策遂行と表裏一体の関係にあったO

事実､太平洋戦争の勃発以前から海運業は､政府の有形 ･無形の指導を

受けていた.その出発となったのが1940(昭和15)年11月､海運統制国策

要綱に基づく ｢海運中央統制輸送組合｣の結成である｡同要綱には､ ｢海

運ノ統制ヲ更二強化シ企業組織ノ合理化ヲ促ス ト共二船腹ノ徹底セル拡充

計画ヲ実施シ以テ強カナル国家管理態勢ヲ確立｣(4)することが謡われて

いる｡これは､戦時下の船舶運航は､国家がこれを管理し､船舶および船

員は船主に帰属するという変則的なものであったが､爾後に続く組合国家

統制の重大な布石であったといえる｡

政府が､船舶運営を最終的に国家管理下に敷いたのは､翌41年 8月のこ

とである｡この年 7月､日本軍はフランス領インドシナ南部に軍事侵攻し､

米 ･英諸国は､対日資産の凍結､航空機用燃料の輸出禁止等の対抗措置を

講じるなど国際関係は緊張の度合を深めた｡同措置の発動により､日本は

戦時重要物資不足の危機にさらされたわけだが､こうした激動のさなか､

近衛内閣は閣議決定により､戦時海運管理要綱を取り決め ｢海運業全般の

国家管理による一元的統制｣ (5) の方針を明らかにした｡本要綱は､ ｢政

府-戦時海上輸送完遂ノ為船舶ヲ徴用｣ (第二要領 -)するとともに､

戦時にあって危険区域､すなわち戦争地域へ乗組員がこれに応じない場合

のことを考慮に入れ､ ｢船員ハ政府之ヲ徴用ス｣ (第二要領 二)と規定

し､船員の一元管理をも図ったものであった｡

同綱領は､国家による巧妙な海運業管理の開始であったが､また戦時に

名を借りた海運業の統廃合を強力に推し進める布石ともなった｡すなわち､

国家の代行機関である法人組織が､船主から船舶 ･船員を借用し､船舶の

一元的管理 ･運営を為し､これに国が全面的に肩入れを行なったからであ

る｡

ところで､これに先だって政府は､日中戟争の勃発に伴ない､1937年 9
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月､臨時議会を召集し､莫大な戦費を臨時調達する臨時軍事費特別会計を

設けるとともに､ ｢輸出入品等臨時措置法｣ ｢臨時資金調整法｣ (同年9

月10日公布)等を立法化させ､軍需産業の保護 ･育成に最大限の努力を払

うことになった｡これと軌を一つにして政府は､翌38年4月 1日､ ｢匡l家

総動員法｣を勅令によって公布､以後45年 8月の終戦まで同法により国内

外での人と物との根こそぎ動員体勢が出来上がった｡同法は､戦争動員に

必要な物資の統制 ･運用､国民の徴用､労働 ･言論の統制等を綿羅し､戦

争完遂を図る ｢総動員法｣であった｡

この国家総動員法に基づき､1942年 3月25日､政僻は勅令により ｢戦時

海運管理令｣を公布した｡同管理令は､国家総動員令第4条 ｢政府ハ戟時

二際ン国家総動員上必要アル トキハ勅令ノ定ムル所二依 り帝国臣民ヲ徴用

シテ総動員業務二従事セシムルコトヲ得｣に基づくもので､船舶 ･船員の

徴用及び徴用船の船舶運営会による運航を規定している｡同令により ｢船

舶運営会｣が発足を見たが､この法源は ｢国家総動員法｣であることが明

確化されている｡

ところで､ ｢戦時海運管理令｣の ｢第-章総則｣では､徴用､使用等の

文言は以下のように述べられている｡

｢国家総動員法第四条ノ規定二基ク船舶運営会ノ運航スル船舶二乗組マ

シムベキ船員ノ徴用､同法第六条ノ規定二基ク被徴用船員二解雇､従業､

退職又-給与二関スル命令､同法第八条ノ規定二基ク船舶運営会ノ運航ス

ル船舶ノ使用二関スル命令､同法第十三条ノ規定二基ク船舶運営会ヲシテ

運航セシムベキ船舶ノ使用及船員ノ衛生及教育訓練二関スル施設ノ管理並

二同法第十八条ノ規定二基ク船舶運営会ノ設立二間スル命令及船舶運営会

二関シ必要ナル事項二付テ-本令ノ定ムル所二依ル｣

これによれば､ ｢船員｣は ｢徴用｣､ ｢船舶｣は ｢使用｣と分けて使わ

れていることが解る｡同管理令の上位の法源は ｢匡l家総動員法｣であるが､

前述したように同法第4条では､ ｢帝国臣民ヲ徴用｣すると規定されると
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ともに､第10条では ｢政府ハ戦時二際シ国家総動員上必要アル トキハ勅令

ノ定ムル所二依 り総動員物資ヲ使用若ハ収用シ又ハ総動員業務ヲ行フ者ヲ

シテ之ヲ使用若ハ収用セシムルコトヲ得｣とあることから物資､すなわち

｢船柏｣の徴用は ｢使用｣という文言を用いていたことが理解される｡第

13条においても同様に ｢使用｣という文言が使われている｡

さらに､同管理令の中で､逓信大臣は命令をもって船舶､船員の徴用が

できる (第二章 第二条)とともに､別途に作成された ｢戦時海運管理令

施行規則｣では ｢逓信大臣令三条ノ規定二依 り使用令書ヲ送達シタル トキ

ハ船舶運営会二之ヲ通知ス｣とあり､船舶使用 (徴用)が､完全な戦時国

家管理であることを定めている｡

さて､ ｢戦時海運管理令｣に基づく船舶 ･船員の使用令書が逓信大臣よ

り船主に送達された後は､ ｢船主は100総屯以上の汽船､150総屯以上の

機帆船とその船員の全てを国家使用に提供 し､以後船主は法定船柏使用料

を受け取るだけの貸船業者｣ (6) となり､産業としての海運業は完全に姿

を消してしまったOすなわち､船舶運営会は､国家の代行機関として一元

的に船舶管理を行なうことになったが､運航実務は逓信大臣が任命する運

航実務者によって遂行され､しかも運営会が担当できたのは配船業務だけ

という全くの国家管理になってしまった｡この後も政府は､ ｢船舶運航体

制緊急整備要綱｣ (1943年 7月)を発表 し､船舶運営会の改組､海運業の

整備統合､船員の募集養成機構を整備する等､強固な国家管理体制を押 し

進めた｡

(3) 舶客の戦時輸送調整

今まで船舶徴用に関する各種法制と､その内答について考察してきたが､

関係法令と条文を見る限り､民間人の戦時遭難に対する補償 ･措置条項は

見あたらない｡もちろん､船舶及び船員については ｢戦時海運管理要綱｣

の中で ｢政府ハ船舶管理二因 り生ズル損失ヲ補償ス｣ (第 2要領 船舶管

理 1-6) ｢政府ハ船員ノ公務死､公務傷病死及公務傷病二対スル扶助ヲ

行フ｣ (第 2要領 船員管理 2-3)と定められ､それなりの措置が講 じ

ー2 3 -



平和研究ノー トー戦時下の沖縄定期航路船舶遭難に関わる実相 (保坂)

られている｡

戟時下の民間人死亡の法的措置は､一般に ｢戦時災害保護法｣ (1942年

4月30日施行)が知られている｡戦時遭難に関わる補償は､当初から同法

を念頭に置いていた可能性が高く､それ故､政府は特段の法的措置､もし

くはそれに類した法律を準備しなかったものと思慮される｡

一方､船舶運営会では､海上遭難に対しては当初より､旅行制限､輸送

抑制等により対処し､計画輸送を打ち出していた｡例えば､船客の戦時輸

送調整について船舶運営会では次のように記している｡

本会創立早々戦時危険に因る犠牲を最小限度に止める為め適当なる措

置を講ずる必要が痛感されたので､万一に備へ婦人､小児､老人､病弱

者等の渡航は出来る丈自制せしめ又婦人及び小児船客は定員の一割五分

程度に抑制する措置を採った｡･･-その後輸送力が愈々逼迫し来れる情

勢に鑑み十八年十二月には運輸通信大臣の指定に従い一般旅客に対し全

航路に渉り輸送規制を実施するにいたった｡即ち､其の目的とするとこ

ろは一般旅客輸送を抑制し事故発生に伴う被害を可及的に少なからしめ

るとともに重点旅客輸送の円滑化を図るにあった｡ (7)

1943年3月当時､船客輸送の規制は､満州､北支方面へ旅行する官庁､

国策会社､団体旅客等に制限されていたが､同年12月には運輸通信大臣の

指令により､全船舶輸送客､すなわち一般旅客にまで拡大されたわけであ

る｡これに対処するため､船舶運営会では､独自に規則を定め渡航制限措

置を取ることにした (ただし､瀬戸内海､東京湾､日本海の各航路は除外

した)｡ちなみに戦時輸送調整は､以下の通りである｡

二 規制方針

旅客の身分､渡航日的等に基づき要輸送旅客を認められたものに付

き希望渡航時期､経路等を指定し渡航引受を計り､右以外の者は引受

抑制或は禁止の措置を為す｡
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三 規制要領

(イ)甲種旅客

範囲及輸送順位標準左の通り

(1)公用にて渡航する軍人 (入学者､応召者､簡閲点呼､徴兵検査

等を含む)

(2)公用にて渡航する軍属及官公吏又は之に準ずる者

(3)公用にて渡航する五大重要産業及船舶運営会 (運航実務者を含

む)

従業員並船員

(4)労務者及開拓者 (婦女子を含む)又は之に準ずる者

(ロ)乙種旅客

輸送力に余力ある場合に渡航引受を為す旅客で其範囲及輸送順

位標準左の通り

(1)入学又は受験の為め渡航するもの

(2)特に運輸通信大臣に於て渡航の要ありと認める一般旅客

(ハ)前掲の範囲に属せざる旅客は渡航､乗客の情勢に応じ船客引

受を抑制叉は禁止する

備考

(イ)前記輸送規制は個人又は責任ある引率者無さ集団客について

のみ実施する｡橡め計画輸送の措置を講じ得る団体客は除外す

る｡但団体客相互については本要領による順位標準を準用する｡

(ロ)旅客の引受査定は運航実務者の本店及支店に於る責任者が其

任に当たる｡

(-)本要領の運輸通信大臣の権限は外地発渡航についてはその所

管地域に従ひ大東亜省支那事務局長､同南方事務局長 (在外帝

国大使を含む)南洋庁長官､朝鮮及台湾総督府交通局長､関東

州海務局長等にて代行し得る｡ (A)
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船舶運営会の輸送調整内規によれば､各人は乗船切符を購入する際に､

最寄りの船舶会社 (本店 ･支店)に身分､旅行目的等を明らかにして許可

を受けなければならなかったOその際､旅客の範囲は甲乙2つに分けられ､

甲種旅客は､軍人 ･軍属､船舶運営会､労務者､徴用 ･開拓者等公務性の

高い順に許可された｡また乙種旅客は､入学 ･受験者､公務性の高い一般

旅客等に制限された｡また､団体客にあっても､ ｢予め計画輸送の措置を

講じ得る｣者､すなわち国策上の措置から団体旅行を余儀なくされた者は

本内規から除外されている｡文面から判断する限り､個人的旅行は勿論の

事､公務性の範噂におよそ該当しない者は､規制の対象になっていたとい

える｡

ただし､本内規にはある種の陥斉があった｡すなわち､旅客の引受査定

は､ ｢運航実務者の本店及支店に於る責任者｣が当たるとされていたこと

である｡このため､各船舶会社の本店 ･支店では､かなりな自由裁量でも

って発券が可能であった｡

これとは対象的に､日本本土より南方方面渡航者に対する輸送調整は厳

しくなされた (1944年 1月実施)Oそれによると､一般乗船希望者の乗船

資格は､国策上緊急用務を帯びる旅客に限り､しかも船舶運営会が資格､

渡航日的等について審査することになっていた｡また､軍人 ･軍属にあっ

ては大東亜省が調整 して決定するという､厳密な輸送規制が行なわれた｡

船舶運営会は､1943年 4月､船客調整と連動 し､ ｢遭難船客救護措置内

規｣を設け､遭難船客向けの救護策を講 じた｡ ｢本措置は､戦争危険によ

るものと､普通海難によるものとを不問適用することとし､戦争危険によ

る場合は戦時災害保護法により処理されるが､本会においては法の適用と

別途に本措置により処理 した｣(8)という｡

｢遭難船客救護措置内規｣

第- 救助

- イ (2行印刷不鮮明につき判読不能)
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(戦時災害救助法の決定するところ･-)之に密接なる協力を

なす｡

ロ 地方長官に於て戦時災害保護法の定むるところの救助の実施

なき場合は専ら本会の責任と費用に於て実施する｡

遭難が戦争危険を直接の原因とせざる海難事故に因る場合

専ら本会の責任と費用に於て之を実施する｡

本会に於て実施する場合に於ける救助は現に応急救助を必要

とするものに対して之を行い概ね宿泊所の提供､食料品の給

与､応急被服､寝具､其他生活必要品の給与､及貸与､医痩

及助産､埋葬､救助船の差立送還の手配､其他救助の目的逮

成に必要欠くべからざるものを其の範囲とする｡

四 救助は運航実務者に於て船主の緊密なる協力の下で実施する｡

五 本会の責任に於て救助を実施せる場合之に要したる費用にし

て三に属するものは遭難の原因が戦争危険に基づくものたる

と否とを不問本会に於て其実費を査定し之を負担する｡

第二 見舞金

海難事故に因り遭難せる船客中生存者中傷害を受けたる者に対し

て見舞金を支給す｡

- 生存者に対し見舞金一人に付金壱百円を支給す｡

二 生存者にして傷害を受けたる者に対しては其程度に応じ見舞

金を支給す

第三 弔慰金

海難事故に因り遭難せる船客中死亡したる者に対しては弔慰金杏

支給す｡

- 死亡が戦争危険を直接の原因とする海難事故に因る場合金壱

千円

二 死亡が戦争危険を直接の原因とせざる海難事故に因る場合金
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壱千五百円 (10)

以上から判断すると､同じ海難事故でも船舶運営会が保障する額は､海

難事故の方が､戟時遭難より高くなっている｡これは､海難事故の場合､

その直接の原因が､船舶運営会所属の船舶にあるとの判断が働いたものと

考えられる｡それにしても論理矛盾のある内規と言わざるを得ない｡とい

うのも､船舶運航の一元的国家管理を行ないながら､一方において船客の

戦時遭難に対する保障は､ ｢戦時災害法｣に委ねるべきだとして､その扱

いを地方長官に委ねているか らである｡戦時遭難災害には､軍機保護演

(昭和12年 8月施行)による厳密な籍口令が敷かれており､とても法律の

適用を受ける余裕などなかったのであるO (1L'とりわけ船舶輸送は､最高

の軍事機密扱いをされており､救助された者はもちろんのこと､遺家族が

それについて口を開くことは不可能であった｡結局､戦時遭難については､

｢戟時災害保護法｣や ｢遭難船舶救護措置内規｣等それなりの援護措置が

あったが､実際としては軍機保護法や遭難者に関わる名簿等の不備のため､

法の適用は殆ど不可能であったというのが実状であった｡卑近な言葉でい

えば､戦時下において政府 も船舶運営会も一般船客にたいする補償 ･配慮

は無さに等 しかったのである｡

(4) 戦時下沖縄航路の実績

船舶運営会 (実際は大阪商船の単独配船)の手になる戦時下沖縄航路の

配船実績については､戦前 ･戦時下を通 して大きな変化はなかった｡それ

は､沖縄が本土より遠 く海によって隔てられ､海上輸送による交通手段し

かなかったことが最大の要因であった｡沖縄航路について､ 『船舶運営全

史』では以下のように述べている｡

南西諸島方面は､其の地理的環境より海上交通の確保は絶対条件であ

り､従而定期船配船上極力現状維持乃至増強の努力が続けられたが十九

年サイパン失陥後同方面配船には次第に脅威が加わり､配船量に於ては
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大なる変化は無かったのであるが､運航能率は極めて悪化した結果実績

は十九年度に急減し其後サイパンに次で米軍の比島奪回により同方面が

戦場化するに及び､同方面就航船の沈没相次ぎ二十年に入るや配船皆無

となった｡ ('2)

船舶運営会によれば､沖縄航路は地理的環境のため配船については現状

維持か､もしくは増強の努力がなされてきたという｡しかし､サイパン島

の失陥後米潜水艦による沖縄近海域の脅威が増大し､船舶量すなわち航海

船舶数については大きな変化はなかったが運航能力､いわゆる航海回数で

大きな制約を受けたと述べている｡とりわけ､1944年7月以降は､沖縄近

海での船舶遭難があいつぎ､1945年に入ると定期航路は皆無となっている｡

ちなみに表2は､1942年から同45年にかけての沖縄航路の旅客乗船内訳

及び収入内訳である｡

蓑2 沖縄航路の乗船人員及び収入内訳 (1942年-45年度)

沖 縄 航 路

乗 船 人 員 合計人数 収入合計

一 等 二 等 三 等 人 円

1942年会計年度(1942.4-43.3) 1,518人 5,994人 109,332 116,844 817,128

1943年会計年度(1943.4-44.3) 1,109人 7,984人 90,130 99,223 735,635

1944年会計年度(1944.4-45.3) 186人 2,047人 28,128 30,361411,893

出典 『船舶運営全史 (前編)』556-560頁より作成
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表 2から､輸送実績は､年々減少 し､44年度会計年度は42年度実績の3

分の 1弱の乗船人員 しかいないことがわかる｡ただし､これは乗船者が減

少したというよりは､船舶の配船が危険水域のため十分展開できなかった

ことを意味している｡また､軍による定期航路船の徴用､米潜水艦攻撃に

よる沈没､運航遅延等の理由が重なった結果と判断できる｡

また､沖縄航路の利用については前述 したように､軍人 ･軍属 ･準軍属

等の公用優先方式が上げられ､さらに徴用等の団体客優先の輸送調整が図

られたことも輸送実績を減少させた原因である｡もっとも､乗船希望者は､

那覇もしくは最寄りの大阪商船の出先さで渡航目的を記入し､許可を得さ

えすれば乗船切符が入手可能であり､また船室 ･船席の予約がなくとも乗

船切符は一ケ月間 (往復切符にあっては2カ月間)有効であり､乗船に際

しては大阪商船の裁量が大きかったといえる｡それにしても､前述したよ

うに人々は､旅客取扱規則等の規定により自由に乗船できたわけではなか

った｡

結局､乗船者は､身分 ･渡航目的等を厳重にチェックされ､輸送力に余

裕があっても公務性､運輸通信大臣の認める用件 (徴用工がこれにあた

る)､団体等に制限されており､通常での単なる旅行者はいなかったと判

断される｡

3 沖縄定期航路遭難の実相

戦時下の沖縄定期航路に関わる遭難船舶は､現在 5隻が確認されており､

そのいづれもが船舶運営会の運営 ･管理下にあり､船主は大阪商船であっ

た｡

船舶遭難の発生順に､各船舶要目について見た結果が表3である｡
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戦時徴用船のC型貨客船の船齢比較資料が入手できないため､単純に船

齢の老若を論じられないが､1943年12月現在の貨物船船齢の場合､徴用船

舶数が1､212隻､船齢10年未満が443隻 (36.6%)､10年以上25年末満が542

隻 (44.7%)､さらに船齢25年以上は227隻で全体の18.7%を占めている｡

沖縄航路で遭難したいづれの船舶も船齢25年以上であり､かなりの高齢の

部類にはいる｡

ちなみに､昭和10年代に､老齢船は逐次解体され､新造船が建設される

運びになっていたが､船舶需要が逼迫し､その都度解体延期がなされてい

る｡また､太平洋戦争の発生とともに､陸海軍は船足の速い新造船を相次

いで徴用し､軍需用に使用したため､結果的に老齢船が漸次定期航路に配

船されたともいえる｡

以下､船舶遭難発生順に考察を行なうことにする｡なお､事故報告書は

全て防衛庁防衛研究所蔵の 『遭難船舶事故海難報告書』による｡

(1)嘉義丸 (1943年 5月26日沈没)

嘉義丸は､1886(明治40)年 9月20日､大阪商船貨客船として川崎造船

所で製造された｡総屯数は2､343屯､速力は航海時10.4ノットであった｡

同船は､政府による造船奨励法による造船であり､大阪大連間の定期貨客

船として就航を見た｡1923(大正12)年 4月､同船は大阪青島線に就航し

たが､1937(昭和12)年 7月､日中戦争の発生に伴い､それまで大阪那覇

繰用として運航していた波上丸 (1937-昭和12年就航､4､731屯､高速ジ

ーゼル貨客船)が､陸軍徴用船として使用されるに伴い､同船は波上丸の

代船として大阪那覇線に配船された｡

さらに1942年 5月､船舶運営会の発足にともない､大阪商船所属の嘉義

丸は､国家使用船となり船舶運営会の指定のもと同海域にC型船舶として

航海を行なった｡嘉義丸は､1943年 5月に米潜水艦ソーリーの魚雷攻撃に

より沈没したが､遭難当時の船齢は36.8年でかなりの老旧船の部類には

いる｡

以下､嘉義丸事故報告書を中心に考察を加える｡なお､沈没位置につい
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ては､日米の記録に差があるが､ここでは日本側の事故報告書に記載され

た位置を示すことにした｡

事 故 原 因 米潜水艦ソー リーによる魚雷攻撃

航 行 区 間 神戸一鹿児島一那覇

発 生 年 月 日 1943年 5月16日

位 置 北緯28度45分

東経129度45分

航 行 区 分 船団 6隻

護 衛 有り (船名記載なし-護衛艇)

本 船 命 令 運営会使用船

積 荷 記載なし

記載なし

嘉義丸事故報告書

1.総屯数及機関

2.事故の種別及程度

3.航行区間

4.発生年月日

5.位置

6.航行区分 (船団又は単独)

7.護衛の有無

2,344屯

敵火のため沈没

鹿児島～名瀬

昭和18年 5月26日

東経129度39分 北緯28度45分

船団

育

8.当時の本船任務又は命令 (積荷屯数 ･輸送員数)

陸軍使用船 海軍使用船 運営会使用船

其他

運営会

9.搭載人馬物件損害の有無 戦死 29名 戦病死 1名

10.本報告書届出先 神戸海務局大阪支局
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ll.事故の顛末 別紙の通り

別 紙

上記船団計画にて昭和18年 5月25日8時30分鹿児島を発し名瀬に向う｡

当時天候陰曇にして時々堺雨南西の至微風なりO同日11時20分山川沖にて

第 2航行隊形となし｡ □ く二王:〕 ①

@
匝 家 臣覇音 酢

針路南28度西に定針同日17時40分屋久島灯台南62度東の2浬に並行し針

路南35度西に変針 し間もなく第 1航行隊形となす｡

く:璽ロ く:⊂コ q q Q くここつ く:五つ

東方海流に圧流されながら日没となりたるを以て灯火管制を厳重にせる

も時々堺雨を伴う暗夜にして視界不良先航船影の認識困難なるを以て各船

共に所定の方向性管制船尾灯を点 じたり｡同23時20分頃雷光降雨と共に西

の疾風となり加うるに南方のうねりありて船体動揺 しために速力減退して

測程器 5浬乃至 6浬を示 し各船共に速力不揃にて隊形乱勝ちにして常に速

力を修正 しつ 航ゝ行す｡翌26日0時30分頃同 2時頃左舷正横附近約 1､2

浬の距離に数秒間隔にて白灯を 2､3回認めたるも方向変転を確認する程

の時間の予猶なし｡同 7時頃護衛艇は舵機故障にして左列外に出て機関停

止せるも船団は 1番船を基準船として其のま 続ゝ航｡同 7時30分雨雲の問

より悪石島宝島を認め基準針路より東偏せる｡

北緯29度13分東経129度44分なる船位確認せるに昨夜山川沖よりの実速

力6.45浬なり｡当時右舷正横後約 2点位の地点に南下する機付漁船らしさ

もの2隻を認む｡同 8時40分頃護衛艇より1番船 4番船は列を解き先航せ

よとの命令にて両船共に信号了解と同時に即ち 1番船は8時50分頃4番船

は交信に時間を要 し9時10分頃共に列を離れたり同10時頃護衛艇先導列に

入り各船常距離に結め正位置につく｡同10時20分サンドン岩を南55度東7.5

浬にて並列す｡同10時33分先航中の 4番船に瞬時問の火花を認めると同時
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白煙上り数秒を出でずして黒煙を認む直後船体に軽さ ｢ショック｣並に音

響を数秒間隔にて2回聞き間もなく船体を認めたるに該船は船尾横並に後

横を認めず船首東方に向い左舷に傾斜せるを以て左舷よりの雷撃なるもの

と認定し主に汽笛短声連発して右舷転約90度回頭して各船共に散解せり｡

雷撃直前の隊形

くエコ 35Ylu

く:三つ

雷撃直後の隊形

二 ∴

8 8 8 〔 白

直に戦闘配置に就き無線受信機は船団命令による425の波長にて待受け

各員非常部署に付万全を期 したるに雷撃を受けし4番船は船尾より没し初

め､船首を上に垂直となり沈没す､呼鳴時に本船時計10時41分直視黙頑を

捧げたり｡当時天候薄曇り西の軟風海上南方よりの軽さうねりあり｡其の

後3番船と連絡をとり蛇行運動 しつ 名ゝ瀬に向う｡散解直前の本船位置北

緯28度47.5東経129度39分 4番船沈没概位置北緯28度45分東経129度38分散

解後約30分にして船団命令により救助船現場に引返 したるに先に附近航行

中の海軍徴傭漁船 (北洋 ･南海)現場に急行救助に求めたり｡解散後護衛

艇より何等の特令なく同日13時10分名瀬に投錨せり｡

備考

1.天候不良にして視界不良なる際､船尾灯を点し､5浬位の速力にては､

夜間浮上敵潜に吾が､針路並に速力を探知され待受けられる虞れあり｡

2.遭難の場合｡

端艇に主に船客を乗込ますは危険多し､依って一先ず救命胴衣着用し

て海中に飛込ましその後端艇に収容するが可ならん｡
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3.乗船中の船客に付いて

今回の溺死者殆んど住所氏名不明とのこと｡今度は乗船前､女はモン

ぺ､男は洋服にて住所姓名の記入せる布地を衣服に撞着さすこと｡

4.奉公袋位の袋に重要なものを常に納入して肩にかけ置くこと｡

5.10尺位の細紐を常に腰に用意 し置くこと｡

昭和18年 6月 1日

嘉義丸は､1943年 5月20日､神戸港を出港 し､鹿児島にて船団編成を行

い同月25日午前 8時30分､同港より那覇港に向け出港した｡船客は551人､

乗組員は81人､さらに軍の便乗者70人が乗船 していた｡6隻の船団に対し

護衛艇 1隻が付いた｡奄美大島名瀬北東11浬付近を航海中の同月26日午前

10時33分頃､船体左舷に潜水艦魚雷 2本を受け､約 8分後に船首を上にし

て垂直となって沈没 した｡

死亡者には､339人の船客以外に軍の便乗者70人がおり､合計すると409

人が海没している｡さらに､船客名簿に未掲載の者の内､死亡が確認され

ている者が42人おり､これらを合計すると死亡者は451人に上っている｡

ところで､米潜水艦哨戒日誌と照合すると､日本側の報告書にはかなり

な脱落があるように見受けられる｡たとえば､事故報告書では､遭難現場

近くに全隻がいたことになっているが､米軍報告書を見ると､ 1番船と嘉

義丸を含む後続の船Ef)にはかなりな距離があり､米潜水艦は 1番船は困

(decoy)ではなかったかと記録 している｡さらに嘉義丸が沈没後､いかな

る救助活動を行なったのか､あるいは民間人の死亡等について､報告書で

はなんら言及がない｡ある意味で､事故報告書は懇意的に事実を隠ペいし

ているかのように思われる｡

ちなみに､日本損害保険協会の職にあって､民間船いわゆるC船舶遭難

事件の審査に従事 していた妹尾正彦は自著の中で次のように記している｡

陸海軍徴用船にあらざる非徴用船即ち民間船 (C船と呼称されていた)

に就いては平時同様その普通海上危険を保険者が補填することは勿論､

戦争危険も国営再保険法によって之を補填 していたのである｡そして海
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難事実の秘匿に関しては徴用船程厳重ではなかったが､戦争危険に関す

る限りやはり遭難年月日､地点､原因等を機密保持上海難報告書面より

一切削除して公表を避け僅かに海務院 (後海運総局)がその戦争危険た

るの認証を極めて小範囲の必要関係部面にのみ極秘に公布 して処理の便

に供していたのであった｡

-･そして終戦の混乱時陸海軍はもとより､官公庁は是等幾多の資料

と文献を急速焼即 してしまったのである｡ (】3)

嘉義丸事故報告書の場合､最小限の事実関係は記載されているものの､

肝心の人命及びその救助に関わる内容は欠落 しており､事故後も機密保持

に努めようとした軍および警察関係者の対住民対策がうかがわれる｡

ところで､一般乗客の死亡者のうち､性別 ･年齢構成は衰4の通りであ

蓑 4 嘉義丸遭難者性別 ･年齢別一覧

男 女 汁 割 合

0-5歳 21 人 22人 43人 14.3%

6-10歳 12 9 21 7.0

ll-15歳 1 4 5 1.7

16-20歳 4 36 40 13.3

21-25歳 32 43 75 24.9

26-30歳 13 29 42 14.0

31-35歳 2 12 14 4.7

36-40歳 8 8 捕 5.3

41-45歳 8 I 9 3.0

46-50歳 6 9 15 5.0

51-55歳 1 2 3 1.0

56-60歳 2 5 7 2.3

61歳以上 2 4 6 2.0

不 明 4 1 5 1.7
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嘉義丸の一般乗客の死亡者のうち､男性の死没者が 116人 (38.5%)に

対して､女性は 185人 (61.5%)であり､女性の死亡者がかなりな割合を

示している｡また､年齢構成では､男女とも21歳から25歳の範EE)にあるも

のが最も高い割合を占めている｡男性では､本ブランケットに32人が該当

するが､さらにその年齢を 1歳刻みで見ると､21歳の者が20人にも及んで

いる｡これは徴兵検査､もしくは現地入隊に伴う帰省と考えてよいだろう｡

年齢を考慮すると､ある意味で公務旅行に近似すると言えるだろう｡一方､

0歳から15歳未満の年少の死亡者は69人､23.0%にも及んでいる｡これら

は､当然保護者同伴の旅客であり､いたいけで､しかも残酷な死であると

いえる｡また51歳以上の死亡者も21人 (7.0%)を数えている｡

船客の戦時輸送調整 (1942年に実施)では､老人､婦女子､小児､病弱

者の渡航制限が打ち出され､止むをえない場合には､婦人､小児の乗船は

定員の15%程度に制限されていたが､こと嘉義丸の死没者の場合､女性だ

けで全体の6割を占めており､5歳以下の乳幼児も全体の14.3%に上り､

戦時危険に因る犠牲を最小限に止めるための適正な措置が講じられたとは

いえなかった｡

なお､嘉義丸遭難者の手記には､乗船客が救助されたのは遭難当日 (5

月26日)の午後 4時頃だったという｡手記によると､救助にやってきたの

は朝鮮人の乗っている漁船 1隻となっているが､事故報告書では2隻 (北

洋九 ･南海丸)となっている｡これら2隻は､海軍徴用漁船であり､朝鮮

人漁夫は危険海域で操業を続けていたことが理解される｡

(2)湖南丸 (1943年12月21日沈没)

湖南丸は､1915(大正 4)年 9月23日､大阪商船の貨客船として大阪鉄

工で製造された｡総屯数は2,627屯､速力は航海時8.3ノットであった｡同

船は､1943年】2月21日､米潜水艦グレイバックの魚雷攻撃を受け､口永良

都島西方約10浬地点で沈没した｡沈没時の船齢は､26.3カ年で､沖縄航路

に関わる遭難船としては最も若い部類に入っている｡同船は､1915(大正

4)年､大阪天津航路の定期船として､特に海水域を考慮に入れた浅喫水
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線設計で造船された大阪商船自慢の船であった｡1928(昭和 3)年10月､

同船は､日本フィリピン間の定期貨客船として就航､1931(昭和 6)年 8

月以降は､那覇基隆線に配船されたが､大阪那覇問の定期連絡船浮島丸が

1941年 9月､海軍により徴用されたためその代船として同線に配船された｡

1942(昭和17)年 5月以後は､大阪商船に帰属 したまま国家使用船とな

り､大阪那覇線として航海を続けた｡

以下は､湖南丸事故報告書に基づいて考察を加えるものである｡

事 故 原 因

航 行 区 間

発 生 年 月 日

位 置

航 行 区 分

護 衛

本 船 命 令

積 荷

米潜水艦グレイバ ックによる魚雷攻撃

台湾一那覇一神戸

1943年12月21日

北緯30度26分､東経129度58分

口永良都島西方約10浬

船団 6隻

有り (第二新東丸､相丸一護衛艦)

運営会使用船

積荷 ･雑貨 (1,647屯)､郵便物

船客568名

湖南丸事故報告書

1.総 屯 数 及 機 関 2,627.35屯

2.事 故 の 種 別 及 程 度 魚雷による沈没

3.航 行 区 間 名瀬～鹿児島

4.発 生 年 月 日 昭和18年12月21日

5.位 置 北緯30度26分 東経129度58分 口永

良都島西方約10浬

6.航行区分 (船団又は単独) 船団

7.護衛の有無 有
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8.当時の本船任務又は命令 (積荷屯数､輸送員数)

陸軍使用船

海軍使用船

運営会使用船一 積荷1,647屯 船客568名

其他

9.搭載人馬物件損害の有無 戦死69名､戦傷死 l名､計70名

10.本 報 告 書 届 出 先 海務局長

Il.事故の顛末 別紙の通り

別 紙

護衛艦第 2新東丸艦長海軍中尉出島三郎氏､船B]僚船大信丸､船長土井

京平氏､鹿児島海上交通保護部海軍大尉古川為一郎及び生存者操機手山畑

英吉氏より遭難当時の状況を聴取せり｡

坤 横 列

く工 〕湖南L

く:ロ 大信

① 延方

く:互⊃#山

二新車

く:=⊃

柏

く=⊃

li旦 縦 列

く工つ くコ=⊃ ① くコ=〕

く:=⊃ く二二〕
二新東 柏

本船は昭和18年12月19日11時頃船客568名､積荷雑貨取合せ1,647屯郵便

物 (個数不詳)を搭載 して那覇出帆僚船大信丸､及那覇沖にて船団に加入

せし延寿丸の3隻船団を編成 し護衛艦第 2新東丸及協力護衛艦柏丸に護衛

せられ名瀬港に寄港船客15名､積荷雑貨取合せ119屯郵便物若干個を積載

12月20日17時頃同港を出港､港外にて慶山九を船団に加入 し4隻の単横列

にて護衛艦第 2新東丸の指示に従い之字運動C法を施行し厳重なる見張の

許に警戒運航 し同月20日19時悪石島に到達 して之より単縦陣となし鹿児島

に向いたるが21日1時38分口永良那島西方約10浬 (北緯30度26分､東経

129度58分)の地点に於いて右舷側に敵魚雷 2発命中せり､魚雷命中と同

時に上甲板に点灯 し規定の汽笛信号をなし船客の退避に懸命の努力を払う
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と共に敵潜に対し2発の砲撃を加へたるも約 2分にて沈没せり｡本船が悪

石島到達以前に古志岐附近に敵潜在りとの確報ありLを以って万一に備え

船客の退避準備を整へ居たるものの如く遭難者は3隻の救命艇其の他多数

の救命筏及浮遊木材等により漂流し居りしか沈没直後約400名の避難者は

相丸 (海軍協力艇)に救助せられたり｡然るに避難者は寒気の為相丸に救

助せられるや機関室温室に蛸集し居りたるが本船披雷撃約 1時間にして遭

難者救助中の相丸が再び襲撃を受け敵魚雷は相丸の機関室に命中して轟沈

し且つ同船装備の爆雷又誘発して湖南丸遭難者は勿論相丸乗組員とも殆ん

ど全員爆死したるものの如く (船客683名中576名､乗組員72名中69名､警

戒隊員4名中3名､計648名)行方不明となりたり｡当時天候は月明静穏な

りLが月が雲間に隠れたる瞬間雷撃を受けたるものなり｡

救助情況

湖南丸沈没するや協力艇相丸は直ちに遭難者救助に勉め約400名を収容

したるが引き続き相丸が雷撃を受け轟沈したるを以って護衛艦第2新東丸

は折好く附近に出漁中なりし数隻の漁船に救助を命ずると共に関係海軍部

隊に救助を要請 し自船は敵潜を制圧 しつつ､夜明と共に現場に来着せし海

軍協力艇4隻並に飛行機 3機と協力し三昼夜に亘り遭難者の捜索収容に勉

みたるも遂に砲員 1名､船客7名､乗組員 3名､死体 1体計12名を収容し

得たるのみにて25日佐世保警備隊より捜索打切の指令に依り捜索救援隊は

引揚げたり｡

湖南丸遭難後の処置

本船雷撃を受くるや予て船団打合せ要領に基き汽笛信号 1声を吹鳴して

護衛艦をして敵潜制圧に遺憾なからしめ又非常灯を点灯し約 2分時にして

沈没したるにも不拘殆んど全員退避の機を失せざらしめたると共に此の間

敵潜水艦に砲撃を加えたるは共に平素の訓練宣敷く且つ沈着にして敢闘精

神に徹し機宜処置を講じ得たるものにして､柏丸披撃轟撃沈のことなかり

せば人命の被害を極少ならしめ得たるものなるべLと痛恨の極なり｡

避難者収容状況

鹿児島23日21時海軍協力艇姫島丸帰着 (砲員 1名､船客 1名､死体 1体)
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鹿児島海軍航空隊軍医官宮入大尉は豪雨中の夜更に不拘看護兵と共に出張

し重傷者2名に機宜の注射を施し応急手当を加え内湖南丸乗組砲員薄田清

治は直ちに海軍航空隊病院に収容 (後刻隼人海軍病院に転送)船客我那覇

生裕20才は応急手当の後鹿児島県立病院に収容極めて重体なりLも同病院

長自ら深夜なるに当直医貞と共に懇切なる処置を講ぜられ遂に危機を脱し

経過良好なり｡死体 1体は ｢清松｣の印を所持するのみにて身分判明せざ

るを以って市役所に於いて引き取り一応仮埋葬をなしたり｡

右及御報告候也

昭和19年 1月2日

湖南丸 (船長 里 嘉七)は､台湾を始発に､石垣､那覇､奄美大島､

鹿児島､大阪 (神戸)を結ぶ航路をとり､1943年12月の中旬 (日不詳)台

湾基隆港を出航した｡同年12月19日の午前11時､那覇港で船客568人 (202

人の海軍少年飛行兵第二次試験受験者を含む)､および積荷 ･雑貨 ･郵便

物等を積み込み船団で出航した｡船団は､一番船に湖南丸､二番船に僚船

の大信丸､三番船に那覇港沖で船団に加わった延寿丸の3隻で､これに護

衛艦第二新東丸 (船長 海軍中尉中島三郎)と､協力護衛艦相丸とが加わ

った｡船団は､名瀬港に寄港し船客15人､積荷雑貨取り合わせ119屯､郵

便物若干個を積載し､同月20日午後 5時頃出港､港外にて慶山九が船団に

加わった｡翌21日午前 1時38分､湖南丸は､口永良都島西方約10浬地点で

右舷に2本の魚雷攻撃を受け､2分後に沈没した｡

遭難後､乗客約400人は3隻の救命艇や救命筏､浮き遊木等につかまり

漂流していたが､沈没から約 1時間後に海軍協力艇の相丸に救助され､遭

難者は九死に一生を得た｡救助された船客のほとんどは､船底にあった機

関室で濡れた衣服を乾かしていたところ､同日の午前 6時4分､さらに相

丸の機関室に魚雷が命中し､同船に装備してあった爆雷に引火 ･誘発し､

湖南丸救助者､相丸乗組員､警戒隊員のほぼ全員が爆死した｡湖南丸の乗

客､乗組員のうち､生存者はわずか10人であった｡

ちなみに､湖南丸死亡者の内訳は､船客583人のうち576人､乗組員72人中
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69人､警戒隊員 (軍人)4人中3人の合計648人の多数に及んでいる｡た

だし､沖縄県調査によると､この他にも36人の死亡が確認されており､現

在判明している死亡者総数は､684人である｡

ところで､事故報告書の見舞金支払簿 (死亡者名簿)には､地域毎 (那

覇､神戸､門司､鹿児島､大阪の各地)に氏名が掲載されているが､合計

253人分しか氏名掲載されていない (海軍少年飛行兵第二次試験受験者を

含まず)｡残りの 123人については､死亡が未確認か､もしくは何らかの

都合により氏名が確認されず､未処理ということが考えられる｡さらに名

簿確認を行なったところ､死亡者 253人中､8人の氏名が重複して記載さ

れており､名簿そのものに不備があったと思慮される｡見舞金支払簿番号

のうち､連番扱いは 1番から 314番までで､その後は704番から783番が連

番となっている｡ここから､315番から600番台が空番なのか､それとも団

体か機密扱いの乗客なのかは判然としない｡同船に乗り込み死亡した海軍

少年飛行志願者 202人についての死亡名簿は､別途出ているところから､

この空番は団体客扱いであったと判断してもよさそうである｡

ところで､湖南丸には一般民間人や商人の他､軍需工場へ向かう者や女

子挺身隊志願者､満蒙開拓団も乗船していたという｡ `川 確かに戦時遭難

船柏遺族会連合会が編纂した 『海鳴りの底から』には､大阪の川西軍需工

場を志願して死亡した者 (我如古弥通証言)や大阪の軍需工場への赴任途

中死亡した者 (仲村元喜証言)等が散見される｡

一般に徴兵が赤紙であったのに対して､徴用は白紙であったため ｢白紙

召集｣と呼ばれている｡男子徴用にあっては､1939(昭和14)年 7月に

｢国民徴用令｣が勅令により公布され､ ｢国ノ行フ総動員業務又-工場事

業場管理令二依 り政府ノ管理スル工場事業其ノ他ノ施設二於テ行フ総動員

業務二従事｣ (同令第四条)することが徴用と定められた｡沖縄県では､

1940(昭和15)年12月10日､長崎県佐世保海軍工廠に配属工員76人を送っ

たのを初めとし､以後約 2年半にわたり 2,510人 (1943年 5月末現在)に

のぼる男子徴用工を送出している｡

= )本県徴用数と配置先内訳は､表 5のようになっている｡
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配属作業庁別に徴用人員を見ると (1943年 5月末現在)､佐世保海軍工

廠に866人､佐世保海軍建築部に157人､第21海軍航空廠大村工場に300人､

同日芋補給工場に200人､川南工業香焼島造船所に296人､三菱重工業長崎

造船所に691人の総計2,489人に上っている｡表7には､送出人員が2,512

人いることになっており､数字に食い違いがあるが､これは配属作業庁別

徴用人員に未充足人員36人が計上されていないことと､さらに東部軍司令

部に通訳として徴用された者が含まれていないためである｡

ところで､1942年現在､沖縄県には男子青壮年国民登録数は44,455人に

上るとされていた｡しかし､徴用詮衡状況調査の結果､実際に徴用適格者

は､そのうちの8.3%の3,689人と推定されている｡入営 ･応召､遠隔地居

住者等を除いた徴用不適当者の中で､その割合が最も高いのは農業従事者

･家庭事情要考慮者の25,184人 (56.2%)､次いで身体検査不合格者の

8,535人 (19.2%)､将来徴用可能者の3,689人 (8.3%)という順になっ

ているOこれ以外には陸海軍学校 ･上級学校出願中の者がl,244人 (2.8%)

に上っている｡

沖縄県警察部の調査によれば､本県徴用工の長所は､ ｢素朴二シテ従順

ナリ｣とあり､短所としては ｢寮二於テ教エル事-最初好ク実行スルモ簡

日ニシテ放漫ニナリ勝デアリ不整頓ノ気味アリ｣ (16) とされている｡

徴用で本県より赴任する際は､被徴用者は船待待機中に一定期間団体生

活に必要な ｢三川育｣を受けている｡表 5からも判明するように､1942年末

からは､船舶配船の遅延や陸海軍の船舶使用等により､徴用工が予定通り

配属先に出頭することは不可能となり､徴用予定者は那覇においていわゆ

る船待をせざるを得なくなっていた｡この期間を利用 して､沖縄県では

｢訓育｣と称して事前集団生活訓練を行なっていたのである｡

一方､1944(昭和19)年 8月23日､ ｢女子挺身勤労令｣が公布されたO

これは､国家総動員法の第5条､同6条に基づく勅令による公布であった｡

徴用に関わる適用法規は､ ｢国民徴用令｣や ｢女子挺身勤労令｣等があっ

たが､実際には ｢女子挺身勤労令｣が公布される以前から ｢徴用｣に名を

借りた職業斡旋が先行していた｡すなわち､女子挺身隊にあっては､1943
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年9月の ｢国民徴用令｣の第二次改正によって､自主的参加という形で勤

労動員が可能となり､本県においても県出身者を介して多くの婦女子が軍

需産業関連企業に就労していた｡

またこの時期､女子挺身隊を自主的に編成することが始まり､ ｢新規女

学校卒業者は同窓会を単位として､その他の一四歳以上の未婚の女子は部

落会 ･町内会 ･婦人会などを単位として､それぞれ勤労挺身隊を編成し､

軍需工場などに出動した｣という｡ (17)

湖南丸が戦時遭難したのは､同令公布より約 8カ月前であり､仮に遺家

族や本人が ｢女子挺身勤労令｣により徴用されたと考えても､法律的には

地方長官の命令の及ばない施行以前という範時に入るのは確かである｡し

かし､上記したように､実際には､戦意高揚と勤労意欲の向上を目指し､

県下の市町村では自主的に婦女子を勤労動員していたのである｡

ちなみに､以下の記録は､湖南丸遭難者遺族のうち､軍需工場や入営途

上者､いわゆる ｢途上遭難者｣に関わるインタビュー記録である｡

1 いわゆる軍需工場への途上遭難者

被聴取者 照屋 松氏 (明治43年 3月 1日生まれ､現在85歳)

アパー ト経営

湖南丸にて遭難した者は､照屋喜春さん (当時17歳)といい､照屋 松

氏の弟にあたる｡照屋さんが､母カメさん (1985年､96歳で死亡)から聞

いた話では､ ｢軍需工場に働きにいくといっていたが､どこの何という工

場かは知らない｣とのことである｡

なお､喜春さんの戸籍末梢は､1990年ごろであり､法務局に自分が出向

き訂正を行なったという｡
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2 いわゆる女子挺身隊として工場赴任途上遭難した者

被聴取者 石川マカ トさん (大正元年10月10日生まれ､現在82歳)

長男夫婦と同居

遭難者は､石川千代さん (当時19歳)といい､当時首里の自宅でパナマ

帽を編む仕事をしていたという｡被聴取者のマカ トさんは､石川家の長男

太郎と結婚しており､遭難者の千代さんからすれば､マカ トさんは叔母に

あたる｡千代さんは､5人兄弟の末子にあたり､しかも長女が早逝したこ

とから両親はいつも手元においておき､大切に育てたという｡千代さんが

遭難した時､夫の太郎さんは東京に働きにでており､義父の摩仁 (まじん)

さんは首里で働いていた｡

ある時千代さんは､内地に働きに行きたいと父の摩仁にいったが､反対

されたという｡しかし千代さんは､ ｢自分で行きたい行きたいといい､い

っぺんは内地にいきたい｣といって父を説得したという｡仕事先は､ ｢大

阪かなんかの軍需工場といっていたが､よくわからない｣とマカ トさんは

いう｡

3 いわゆる入営途上遭難者について

披聴取者 真書志千恵さん (大正15年 8月生まれ､現在69歳)

食堂経営者

湖南丸で死亡した仲宗根克明さんは､真書志千恵さんの兄 (次男)にあ

たる｡克明さん (大正13年生まれ)は､1939(昭和14)年､尋常高等小学

校 (現在の那覇市にあるワシントンホテル近く)を首席 (千恵さんによる)

で卒業､那覇尋常高等小学校の真壁教師の紹介で､大阪府岸和田市にあっ

た大和機械工作製作所に働きに出た (昭和14年､17歳の時)｡

21歳の時､大阪で徴兵検査を受け､合格したという｡ ｢兄は､軍隊に入

ると親にも会えなくなるのでといって､神戸にいる姉の所に立ち寄ってか

ら沖縄に向かいました｣｡神戸には既に嫁いでいた姉がおり､親しくつき
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合っていたとのことである｡沖縄に戻った兄から､神戸で働いていた千恵

さんのところに手紙が届き､そこには ｢君の好きなあめ玉いっぱいもって

いくよ｣と書いてあったという｡それで､兄が戻る予定の1943(昭和18)

年の12月25日､ ｢兄さんが立ち寄る神戸の姉の家に行くと､皆んな沈んで

いました｣ ｡ ｢どうも船が沈んだらしい｣と｡

以上3人の関係者証言からは､女子挺身隊､徴兵検査のための途上遭難

とは判定し難いといえる｡ただし､遺族からすれば､死亡した者の名誉の

ためその原因を考究し､さらになんらかの形の国の責任を問うのは自然の

摂理ともいうべきものである｡ただし､調査が余りに遅さに失したきらい

があり､事実の解明には陸路がありすぎるといえるO

なお､湖南丸遺族の内､ ｢海軍少年飛行志願者｣ 200人については､

1944年 1月28日付け ｢官房人第九四号｣にて､ ｢準軍属｣として一人500

円の見舞金が ｢贈呈｣されている｡これに先立ち､同志願者に対 しては

｢佐世保海軍人事部ノ雇員二準ジ｣て一人200円が遺族に対して ｢贈呈｣

されており､当時国としては特段の配慮でもって遺族に対応していたこと

が理解される｡見舞金贈呈の根拠として､第二次受検者は､準軍属と見な

し得ることが上げられるが､その他に少年飛行兵採用200人の遭難は､

｢県民二甚大ナル衝撃ヲ与へ将来募兵上影響スル所ナルヲ｣ ('8)憂い､取

られた措置であったことが明らかになっている｡戦後､同少年兵志願者の

遺族に対し､援護法の適用による補償がなされているが､少なくとも遭難

当時政府が ｢県民への衝撃｣や ｢募兵への影響｣を考慮して援護措置を行

なっていることは重要である｡すなわち､補償の基本は､戦時下も戦後の

現在も､国との雇用関係の有無以外に ｢世論に対する配慮｣が大きく影響

するということである｡

(3)台中丸 (1944年4月12日沈没)

台中丸は､1898(明治30)年 6月､英国ジェームス･レイング社が製造

した貨客船を大阪商船が購入した船舶である｡これは､日清戦争の結果､

日本が台湾を領有し､中国沿岸及び揚子江の航海権を取得したのに伴い､
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大阪商船は急増する船腹の需要に対処するため､当時最も進んだ造船技術

をもっていた英国に船舶を発注 したことによる｡台中丸は､1899(明治31)

年から台湾総督府命令航路として､神戸基隆線の最新鋭貨客船として就航

した｡

1905(明治38)年 1月､日露戦争の結果旅順が開港､大阪商船は直ちに

同航路に運航を開始 した｡満州地域の発展に伴い､大阪商船は船舶数､船

型を増加 ･改良 し､1911(明治44)年からは､同商船保有船のうち最大級

の台中丸を大阪大連線として船客の運送にあたらさせた｡その後､台中丸

は､1928(昭和 3)年に大阪那覇線に優秀船として配船され､沖縄航路に

従事することになった｡ しか し､1937(昭和12)年､新造の波上丸の就航

に伴い同線を撤退 し､以後貸船として登録されるに及んだ｡1942(昭和17)

年 5月､戦時海運管理令の公布にともない､台中丸は船舶運営会による国

家使用船となり､1944(昭和19)年には嘉義丸､湖南丸が米潜水艦によっ

て沈没させられたため､その代船として那覇基隆線に配船された｡

ちなみに､同船は､総屯数3,213屯､速力は航海時9.7ノットであり､遭

難当時の船齢は46年10カ月､大阪商船にとって最長齢の船舶であった｡台

中丸は､1943年 4月､米潜水艦- リバットの魚雷攻撃を受け沈没している｡

以下､台中丸事故報告書を中心に考察を加えるものである｡

事 故 原 因 米潜水艦- リバ ットによる魚雷攻撃

航 行 区 間 神戸一鹿児島一那覇

発生年月日 1944年 4月12日

位 置 北緯28度08分

東経128度57分

奄美大島西方 (曽津崎灯台通過後)

航 行 区 分 船B]6隻 (内一隻は途中名瀬港に入港)

護 衛 有り (護衛艦 燕)

本 船 命 令 運営会使用船

積 荷 積荷一記載なし

船客259名
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台中丸事故報告書

1.総屯数及機関

2.事故の種別及程度

3.航行区間

4.発生年月日

5.位置

6.航行区分 (船団又は単独)

7.護衛の有無

3,213.743屯

敵潜水艦の雷撃に依り沈没

鹿児島～那覇

昭和19年 4月12日

北緯28度 8分､東経128度57分

船団

育

8.当時の本船任務又は命令 (積荷屯数､輸送員数)

陸軍使用船

海軍使用船

運営会使用船一運営会

其他

9.搭載人馬物件損害の有無 戦死 普通10名 戦病死 上級 1名

10.本報告書届出先 大阪海運局

ll.事故の顛末

別紙の通り

別紙

1.鹿児島海上交通保護部に於ける打合せ事項 (4月10日)

1 敵状 我偵察機の報告に依れば､南西諸島並に沖縄列島東方海面を

敵潜水艦北上 しつつあるも､同諸島西方海面には情報なし｡

2 船団編成 台中丸(1)神祥丸(2)慶門丸(3)第12南進丸(4)以上 4隻とし内

原門丸は名瀬港沖より船団を離脱 し名瀬港に入港す｡護衛艦燕護衛に

任ず｡

3 航行隊型 第 1航行隊型単縦列とし船番号順に占位す｡
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讃衛鑑 台中丸 神祥丸 屈門九 第12IbA進丸

:二二 :∴二二】 ト二二 :一二二】 十二二〕
l l l I l
l I I l l
L<-1--1,000m一一lJ叫･-I-600m----～ --一一 600m一一一一◆}ト1--600m一一-◆11 1 1 1 1

台中丸 神祥九

第 2航行隊型 イ⊂二二⊃ く=⊃
讃衛鑑 I I

くつ 8竿Tl一一一一一 - .
l

r"-…~--1と ヒ=⊃
層門丸 12南進丸

特令無さ限り船団は第 2航行隊型にて航行し､屡門丸離脱後は第4番

船は第3番船の位置につくものとす｡

4 速 力 原速 9節 半速 7節 微速 6節

5 航 路 略図の如し
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6 之字運動 C法を実施す (但し時隔を5分とす)立目崎通過後最初

の0分時より開始す｡

7 通 信 無線電信は波長KOを使用す｡輸送船団並に通信規定に

依る旗流信号並に手旗信号を用ふ､夜間の発火信号は之を行わず必要

なる指示は昼間之を為し置く｡

8 会 敵 昼間処置

昼間敵潜水艦を発見せば各船は直ちに輸送船団並に通信規程による緊

急信号を掲示し左記音響信号をなす｡

右舷に発見････--長符連吹鳴 左舷に発見････--短符連吹鳴

夜間処置

右舷に発見･･･-緑色信号拳銃数発 左舷に発見･--紅色信号拳銃数発

右信号に引き続き汽笛信号右舷は長符左舷は短符を連吹鳴､右信号杏

受けたる各船は令無くして同方向に回避運動に移るものとす｡

一斉回頭 第 1代表旗 右45度 第2代表旗 左45度

護衛艦､爆雷攻撃を行う場合

昼間 B旗2流速掲す 夜間 紅燈2個連掲す

2.見張配置

会敵当時の配置次の略図の如し
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見張配置図

当直士官二等運転士 竹 口 信 造

実線 船橋屋上

点線 船橋甲板
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以上 8名の外船尾砲塔にて警戒隊員兵長竹越貞蔵船尾見張に任ず｡

3.遭難当時の船団及隊型

第2航行隊型にして台中丸(1)神祥丸(2)12南進丸の3隻

I.･:コ

i

."
"

+
.
.

∴ 三 ､

ぎ 仙 :く=⊃
12摘進jL

約1,200米--一一日>r<一約300米

4.之字運動 C法 (但し時隔を5分とす)実施中にして被雷当時原針路

より30度変針中回頭正に終わらんとせる時機なりき｡

5.航海状況 4月10日23時20分鹿児島港出港す.吃水哨4米60舵 6米55､

鹿児島湾にて第2航行隊型となし立目埼通過後11日3時00分より之字

運動C法 (時隔を5分とし)実施し協力艇 1隻船団後方に就き橡定針

路上を航行す｡

4月11日16時16分悪石島に並航方位北50鹿西距離13浬､同日17時35分

針路を南15度西に変じ､同18時00分針路を南に5度西に変ず｡

22時30分党論瀬沖通過方位南65度東距離約 3浬にて針路南70度西に変

ず｡

第3番船屡門丸及協力艇離脱 し3隻船団となり4番船12南進丸は第3

番船の位置に就く｡23時35分戸倉埼並航方位南20度東距離約 2浬にて

針路を南40度西に変ず｡翌12日0時55分曽津高埼灯台に並航す､方位

南50度東距離約 2浬同2時 3分被雷｡当時天候曇り海上薄霞あり､視

界良好ならず月明により薄明あり､風向北西､風力2､波浪2､北西

のうねり2｡

6.会敵状況 2時00分より右舷30度 (之字運動のため)変針を開始し回

頭正に終らんとする削那､左舷側船橋屋上見張員甲板員豊里友得 (行

方不明なり)至近の距離に雷跡を発見し ｢魚雷｣と報告すると殆んど
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同時に左舷側第 2絵後部 (船橋下にして2等船客宣下に当る)に魚雷

1本命中爆発し船体は同所にて折損す｡上甲板の被害状況不明なるち

遊歩甲板は左舷側より右舷側に亘り大破粉砕され端艇甲板折損し前後

2尺余り喰違いを生じ海図室､船長室並に船橋左舷側は破壊さる｡披

雷と同時に船体右舷に約20度傾斜し第 2番胎前部石炭庫及汽缶室に浸

水せるt)のの如く蒸汽噴出し甲板上RB尺を桝ぜず､船体は中央部より

沈下し始む｡最初の披雷後約 2分時と覚しき頃前記位置の後方約10米

附近に更に魚雷 1本命中爆発し船体急速に沈下し約3分にして全く汰

没せり｡披雷に際し当直2等運転士竹内信進は衝撃により顔面に打漢

裂傷を受けたるも垂も屈せず､直ちに非常警笛を吹鳴せんとせLも汽

笛引綱切断し､目的を果さず､直ちに船長に報告のため船長室に赴き

たるも､船長室は破壊し其の姿を発見出来ぎりLを以って､直ちに全

員上甲板に集合､続いて退船を命ず｡披雷当時護衛艦は本船前方約

900米に在りたるも時を移さず紅燈 2個連掲攻撃に移り爆雷を打下

せり｡

7.披富と同時に消燈し船体は披雷個所にて折損大破したる為め船首船員

室に在りたる甲板部員並に機関部員は､後部との連絡不能となり沈没

に際し前部より海中に飛込み､後部に於ては事務部員を主体となし船

客の救出誘導並に端艇の降下に当りたるも､被雷後僅3分時にして汰

没せるため､遂に端艇の降下途中にて全員海中に投出さるるに至れり｡

幸い本船搭載の端艇 (索具を取り外しチョック上に据え置きたる分)

3隻､台湾製竹筏4隻､本船製竹筏 8隻は浮上其他浮遊物多数ありL

を以って､之等に取付きたる遭難者を鋭意端艇にて救助し､現場に漂

流したる救助艇の来場を待ちたり｡同日未明大島防備隊より海軍所属

艇 3隻来着し､内 1隻は護衛艦と共に敵潜水艦掃討に向い､残り2隻

にて救助作業を開始し､日出後更に水上機の来援を得て､同日16時頃

迄捜索に努めたるも､船客78名､乗組員66名､警戒隊員3名のみ救助

され､船客約150名 (人員不詳)乗組員9名､警戒隊員4名は船と運

命を共にしたるものの如く行方不明となれり｡
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8.機密書類 機密書類中商船体運動並に通信規定 1冊船橋にて使用中船

橋破壊され､海図帆と共に飛散せるを以って鋭意捜索せるも遂に発見

するに至らず､亡失せり｡

其他は､非常の際確実に沈下するに足る重錘を附し準備せし帆布製秦

2個に収め､無線関係書類の内使用中のものは､無線室に､其の他は

船橋に保管しありLを以って､無線関係書類は､主任無線通信士山内

一男､次席無線通信士小野英太郎立会の下に､其の他の書類は1等運

転士岡崎三治､2等運転士竹口信造立会夫々海中に確実に沈下せしめ

たり｡

9.警戒隊員の状況 本船に配乗中の警戒隊員2等兵曹大田勉外6名は､

乗船以来規律厳にして備砲訓練並に見張警戒勤務に克苦精励､其の行

動は船中の範たり｡

遭難当時2等兵曹秋場裕吉､1等水兵伊藤吾作は船橋屋上にて見張警

戒に勤務中なりLが､披富に際し､船橋破壊飛散と共に行方不明と皮

り､水兵長竹越貞蔵は船尾砲塔にて警戒勤務中なりしか､船体沈没と

共に行方不明となりたり｡

2等兵曹大田勉､同中井欽二､水兵長関原悟､1等水兵小野津昌英は

非直にして､兵員室に在り被雷に際し､兵員室破壊され､出入口より

の脱出不能なりLが､2等兵曹大田勉､同中井欽二､水兵長関原悟は､

上部採光窓より脱出し､直ちに船底砲塔に砲撃配置に就かれたり､其

の勇敢にして責任感の旺盛なるは誠に驚嘆に値すべきものなりき｡ 1

等水兵小野津昌美は兵員室破壊のため脱出出来ざりしものか､行方不

明となりたり｡

10.遭難者上陸後の状況 12日夕刻大島防備隊に到着したるも同隊には全

員収容能力なき為め､警戒隊員3名を収容其の他の船客及乗組員は同

地より交通船にて古仁屋陸軍病院に向い18時全員収容さる｡陸軍病院

にて船客乗組員の区別なく重傷者は別室に､其他は健康者､軽傷者及

婦人船客別に別け､4室に分宿し病院規則に従いて起居し､負傷者は

治療を受け全員静養に勉む｡
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古仁屋町上陸後直ちに同地憲兵隊より通信及び外部との連絡並に文通

を禁止され､公用者に限り憲兵隊の許可を得て外出せり｡4月15日11

時頃突然東行者の出発用意を通告され､同地憲兵隊より重ねて防諜上

の注意を受け､海軍所属艇に便乗 し14時頃古仁屋出発名瀬港に向ふ｡

便乗に際し防備隊より名瀬港にて台南丸､開城丸に便乗方手配せLを

以って､同地にて両船々長と交渉の上鹿児島に向ふべき旨通告に接す｡

同日17時過名瀬港に到着 し大阪商船名瀬代理店と打合せの上､船客 7

名は台南丸､乗組員52名は宮古丸に便乗す｡

16日4時名瀬港出港､18日早朝鹿児島港に到着､同地小田旅館に投宿

し服装を整備 し､20日10時00分鹿児島発列車にて21日大阪に帰過す｡

西航者並に大島帰還者は海軍防備隊にて適宜送遇する故なりさ｡

ll.連絡始末 12日被雷撃と同時に消灯 し無線アンテナ切断したる上､急

速に沈没せる為､無線通信不能となる｡

台中丸は､1944(昭和19)年 4月6日､婦女子､病人､家族､帰省客等

260人余を乗せ､神戸港を出港 した｡途中鹿児島港に寄港し､同海上交過

保護部との打ち合せを行ない､台中丸､神祥九､度門九､第一二南進丸と

護衛艦 燕の五隻からなる船団編成を行なった｡このうち厘門丸は名瀬港

沖より船団を離脱 し､名瀬港に入港することになっていた｡4月10日午後

11時20分､鹿児島港を出港 し､同11日夜半奄美大島北西を横切り､徳之島

古仁屋に一時停泊の後､ ｢夜十時過ぎから台中丸と護衛艦だけが船団を離

れて出港｣､ (.9)翌12日午前 2時､奄美大島曽津高崎の沖合いを航行中米

潜水艦- リバットの魚雷攻撃を受け､そのうち2本が船体左舷に命中､船

体は爆発し3分後に沈没した｡同日未明から夕方にかけ海軍所属艇による

救助活動がなされ､ ｢船客78人､乗組員66人､警戒隊員3人のみ救助され､

船客150人､乗組員 9名､警戒隊員 4名は船と運命を共にしたるものの如

く行方不明なり (｢台中丸事故報告書｣)0

台中丸乗組員による事故報告書は以上の通りであるが､油膜の広がる海

原に投げ出され一命を取り止めた生存者の貴重な証言があるので､それを
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紹介する形で遭難状況について再考してみたい｡ (20)

台中丸は､婦女子､病人等300人余を乗せ神戸港を出港した｡各自乗船

切符を手にしていたが､如何なる方法で購入したか定かではない｡出発当

日､神戸港には竃が垂れこめ､今にも泣きだしそうな天気だったという｡

出発当日の午前10時頃､多数の飛び乗り乗客 (一説には乗船者は千人とも

言われる)を乗せ一路鹿児島港に向け走りだしたo鹿児島でも多くの乗船

客を乗せ､船内は老若男女でごったがえし､足の踏み場も無いほどだった｡

4月11日､船団は古仁屋港に着き､しばし停泊の後､一路沖縄本島を目

指し航海を続けた｡船内では､恒例の演芸会がもたれ､参加者約二百人程

は､思い々に琉舞､空手､三絞､独唱を披促し､しばし旅の疲れを癒した｡

やがて､人々が寝静まった夜中の二時､一発の魚雷が船の左舷中央に命中

し､その直後ほぼ同じ場所に2本目が命中した｡救命ボー トはあっても正

常に起動せず､魚雷命中後わずか3分にして沈没したため､ほとんどの人

は船体に閉じこめられた｡ほうほうの体で命が長らえた人々は､どす黒い

油膜の広がる海上に投げ出され､あたり一面に流失している浮き袋､筏､

木片等につかまり救助をまつことにした｡ところが救助船はすぐにはやっ

てこず､遭難者達は寒さによる筋肉の硬直と戦いながらしばし海上をさま

よった｡同日未明､生存者は那覇からやってきた駆潜艇に救助された｡約

80人の生存者たちは､命からがら奄美大島の古仁屋に上陸したが､男は直

ちに当地の陸軍病院に収容され､女は部落内の西本願寺に収容された｡現

地到着後､直ちに憲兵がやってきて ｢遭難したことを口外するな､外出も

まかりならん｣と強い口調で言い渡され (籍口令)､外部との文通も一切

禁止されている｡

その後､生存者は､男女とも同地で2カ月間はど ｢軟禁生活｣に近い足

止めを食い､鹿児島港から那覇港に向かう途上の宮古丸に便乗し､6月に

なって沖縄に到着した｡台中丸乗船者は死亡したものと判断､ほとんどの

家では位牌を作り､亡き人に哀悼の意をあらわしていたが､突然の生還に

生存者家族は一様に驚いたという｡
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ところで､遭難者の証言によると､大阪商船は､遺家族に見舞金40円程

度を支払い､残りは一切不問にしたという｡しかし､遭難者 ･遺家族の悲

嘆 ･漸悦の念は留まるところを知らない｡なかには奇跡的に生還したもの

の､沖縄に帰還後子供を流産 してしまい､悲しみの余り死亡した子供をミ

イラ化したまま庭先に ｢鎮座｣させ､亡骸を日々供養する母親もいたとい

う｡ (2】)この話は､戦後になって､台中丸生存者から聞き取りを行ない､

遭難記をまとめようと思い立った生存者の一人の証言によるが､少なくと

も子を失った母親にとって､戦後もつらい追慕の日々が繰り返されていた

ことが解る｡ ミイラを奉る母親に狂気があるのではなく､それを惹起させ

た時代に､戦争に狂気があったのである｡

ところで､台中丸では､県人156人の死亡が確認されているが､その内

には警防団員の遭難､いわゆる ｢途上遭難者｣についての証言がある｡本

遭難について調査した結果､以下のような事実が判明した｡

これは､ ｢昭和19年 4月12日､奄美諸島近海で米潜水艦の攻撃により沈

没した台中丸の遺族-屋良朝松さんは､警防団研修で福岡に渡り､研修の

帰途遭難しており公務災害と見なし得るのではないか｣との指摘を受け調

査に入ったものである｡その後､新聞紙上に ｢警防団集合写真｣ (｢琉球

新報｣1994年 6月10日)が掲載されたが､当日の新聞を読んだある人が､

｢自分もその時研修に参加 し､新聞に載ったのと同じ写真を持っているが､

研修目的は軍需工場に行く前の集団訓練であった｣と証言するものが出て

きた｡一枚の記念写真をめぐって､異なる2つの証言が出てきたわけであ

る｡さらに同8月12日 ｢父は戦死 突き止めた｣ (日本経済新聞掲載)と

いう新聞記事が掲載されたが､そこには新聞社独自の調査により､研修所

の施設跡や地元関係者へのインタビュー等がなされている｡

そこで､その異同を明らかにしようと関係者へのインタビューを行なっ

た｡
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いわゆる警防団員の帰途遭難に関する聞き取り調査

披聴取者 上江洲盛吉さん (大正13年11月25日生まれ､現在70歳)

元警察官

披聴取者の上江洲盛吉さんは､台中丸遺族の屋良朝松さんと同じ研修所

(福岡県津屋崎町在)の集合写真を持っており､ ｢研修は軍需工場に行く

前の職業訓練であった｣と証言している方である｡

上江洲さんは､久米島仲里村の出身で､当地の小学校高等科を卒業後､

家業の農家を手伝っていた｡都合二度ほど､県内の農事試験場で研修を受

ける (津裏山農事試験場等)などして農業に勤しんでいたが､村で小さな

雑貨店 (マチグアー)を営む母親の勧めもあり､ ｢転職｣することにした

という｡1943(昭和18)年には､徴用工として本土の軍需工場で働きたい

と希望し､村役場に申し込んだが､何かの都合で順延になったという0

昭和18年の碁か同19年の初頭､最初から軍需工場へ行くよりは､ ｢言葉

も標準語を覚えたかったので福岡にできた職業訓練の研修に応募したのを

覚えている｣という｡

織業訓練施設とは､福岡県津屋崎町に建設された (1943年-昭和18年12

月8日に工事が開始) ｢九州国防訓練所｣のことである｡上江洲さんは､

出発に先立ち那覇の簡易旅館で一泊し､同道者約10人ばかりで那覇港を出

発したという｡船は､鹿児島に到着､直ちに夜行列車に乗り換えて､赤間

という駅に到着した｡その後徒歩にて目的地に向かったという｡この間一

行を引率したのは､ ｢25-26歳位の青年で､この人は本土と沖縄を行った

り釆たりしていた人だ｣という｡また､同道者は､沖縄全域から集められ

た人達で､ ｢職業訓練を受けた後は､関西の西宮方面の軍需工場へ働きに

いく予定｣だったという｡

研修内容は､ほとんど覚えておらず､ ｢行軍か､竹槍訓練か､講話か何

かをしたのだろう｣と語っている｡ ｢毎朝行軍して､歩け､歩けして､行

軍中に雪が降ったのを覚えている｣ 0 ｢研修先の人々は旧正月をやってお
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り､新生活運動をしているさなか自分はびっくりしました｣ともいってい

る｡研修期間は､ ｢長くても一月程度と覚えている｣0

さて､1944年のまだ寒い頃､上江洲さんは ｢自分はすぐ徴兵検査を受け

ねばならず､本土で働いてもすぐ戻らねばならないので沖縄に戻ることに

決めた｣というo ｢沖縄では､ブタノール工場か､那覇の飛行場で働くつ

もりだ｣と研修所で話し､それで沖縄に戻ることができたという｡本人が､

本土の軍需工場に派遣されなかった大きな理由は､帰郷後も県内の軍需工

場で働くという条件があったからだと考えられる｡上江洲さんが､沖縄に

戻った後､集合写真が久米島に送られ､それを本人が持っていることが明

らかになった｡

ちなみに､上江洲さんは､1944年10月に徴兵検査を受け､そのまま同月

15日第九師団 (武部隊)に現役入隊した｡同年12月､武部隊の台湾転出に

伴い､本人も台湾の基隆に転属 し､当地で終戦を向かえた01946(昭和21)

年12月､台湾から宮古島に行く引き揚げ船に便乗し､宮古島を経由し久米

島に無事帰還 した｡

その後､1950(昭和25)年､琉球警察に入り､以来1981年に勧奨退職す

るまで警察署勤務についた｡

なお､上江洲さんとともに､福岡で共に研修を受けた友人に､南風原町

の津嘉山出身で金城昇次さんという人がいたことも判明した｡

聴取者 金城菊子さん (大正13年12月 2日生まれ､現在71歳)

津嘉山タクシー専務

帝都交通専務

上江洲盛吉さんの友人であった金城昇次さんは､1972(昭和47)年 3月

7日､肺水腫のため48歳で亡くなっていたoそこで､妻であった金城菊子

さんから､証言を伺うことになった｡

昇次さんは､1925(大正14)年 7月 1日､南風原村津嘉山で生まれてい

る｡亡くなる時は､南風原村にてタクシー会社の社長をしていた｡
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昇次さんは､地元の小学校を卒業後､慶良問諸島にあった炭坑に働きに

出た｡15-16歳のとき､大阪の鉄工所 (個人経営)に働きにでて､そこで

3年間ほど働いた｡その後沖縄に戻り､菊子さんと結婚 した (1943年-昭

和18年頃)という｡

結婚後､しばらく夫の実家で生活 していたが (農業)､福岡に研修に行

く前の2-3カ月間､昇次さんは読谷村にあったブタノール工場へ講習を

受けに行くことになったという｡研修は､泊り込み (住み込み)であった

ため､その間菊子さんは自分の実家に戻ることになった｡

ある日昇次さんは､津嘉山の実家に戻り､ ｢明日本土に行く｣と話し､

なにやら ｢ゴソゴソしていた｣という｡また､ ｢研修から戻ったら､ブタ

ノール工場の監督になる予定だ｣とも話 していた｡出発は､少 し涼しい季

節で､港には夫の母が一人見送りにいったという｡

1944年の ｢そんなに寒くなかった頃｣､昇次さんは福岡から沖縄に戻り､

すぐ徴兵検査を受け､現地入隊で石部隊に歩兵として配属になった｡沖縄

戦では､浦添の攻防戦に出かけ､左足首付近に大怪我をし､南風原陸軍病

院に転送された｡その後､病院は解散することになり､昇次さんは自力で

這って南部まで下がり､九死に一生を得たという｡

上江洲盛吉氏に関わるインタビュー内容は､かなり正鵠を得たものと考

えられる｡というのも､上江洲氏の証言は､もっかのところ唯一の現地体

験者の証言であり､それ以外の証言は傍証と考えられるからである｡また､

金城菊子さんの証言も､ ｢研修から戻ったらブタノール工場の監督になる｣

ということから､本土研修は､職場の指導者研修 ･育成という意味が含ま

れていたと思慮される｡

ただし､沖縄から10人程度のものが研修にいったことから､研修目的が

単一 (いわゆる職業訓練のみ)ではなく､複線 (複数の研修内容)であっ

た可能性も残っている｡すなわち､本土に派遣された者のうち､あるもの

は徴用工としての訓練を受け､あるものは職場を代表 して研修に参加､あ

るものは警防団派遣の軍事訓練であったということが十分考えられる｡
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さて､沖縄県では本土他府県同様に､戦時にあっては防空監視通信を固

め､警防団を強化するなど非常事態に対応する体制をとっていた｡特に防

空監視については､ ｢沖縄県ハ地理的関係ヨリ我国南方生命線ノ要衝ニシ

テ防空監視及之二伴フ情報通信-極メテ重要性ヲ有スル｣ (22)として､県

内11箇所に監視咽を設けるとともに､特に海上監視の必要があるとして県

有船 ｢図南丸｣を就役させていた｡これら防空従事者には､県知事が発行

した ｢防空従事令書｣が交付され､県下の在郷軍人､青年学校生徒､会社

員､店員を初め医師､看護婦､薬剤師等588人が本任務に従事した (防空

従事者数は､1943年 3月現在)0

一方､防空業務の実施に当たっては､特別の訓練を受けた警防団員が従

事した｡警防団員は､知事から ｢防空従事令書｣の交付を受け､各市町村

毎に編成されていた｡沖縄県にあっては､57市町村 (戦前の行政区割)に

団長 1(那覇市､首里市は各2)､副団長 1を配し､その下に分団長､部

長､班長､警防員を割り振り合計12,087人が本業務に従事した｡ただし､

防空監視咽の場合､哨舎はもちろんのこと､電話､ラジオ､航空機識別図

等各種の機器類を装備 していたのに対して､警防団の場合､その職務内容

が限定されていたこともあり､消火ポンプ程度しか装備していなかった｡

ただし､警防団にあっては､日常的に部落会､町内会､隣組などの隣保組

織に関わり､それら関係機関を通して防空演習等を実施し､県民への警察

補助的機関となって活躍 していたことは重要である｡

沖縄戦では､米軍の陸海空からの攻撃に遭い､警防団組織は本来の活動

を何等無しえず壊滅し､さらに殆ど全ての記録類も消失したため､当時の

陣容 ･組織等について言及することは不可能である｡現在解り得るのは､

戦時下の沖縄県にあって12,000人余の人々が､本任務に励んでいたという

事実だけである｡

(4)宮古丸 (1944年 8月 5日沈没)

宮古丸は､1914(大正 3)年 9月 2日､大阪鉄工が製造した銅製の貨客

船であり､船長は58メー トル､総屯数971屯､速力9.5ノット､レシプロエ
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ンジンで､燃料は石炭､沖縄近海を航海するには小型の船舶であった｡船

齢は､29.11年であった (沈没時)0

宮古丸は､大正3年に就航しているが､1923(大正12)年までの足どり

は不明である｡同年12月､那覇基隆線の定期航路 (那覇､平良､石垣､基

隆の各港に寄港)に就航し､八重山丸とともに月5航海していたことが確

認されている｡1935(昭和10)年には､国内航路の整理に伴い大阪沖縄線

として就航し､1939(同14)年に同航路より撤退した｡その後､沈没時ま

での運航 ･用途等は不明である｡宮古丸については､資料不備のため多く

の点で不明があるが､沈没時点では､鹿児島那覇問の定期航路に使用され

ていたことは事実である｡

事 故 原 因 米潜水艦バーベルによる魚雷攻撃

航 行 区 間 鹿児島一那覇一基隆

発生年月日 1944年 8月5日

位 置 北緯27度34分

東経128度55分 (徳之島南方 6浬)

船 団 なし

護 衛 有り (海軍漁船艇第25号､同第27号､同第43号)

本 船 命 令 船舶運営会

(軍需品輸送)

積 荷 船客343人

軍需品44屯

郵便物120個

宮古丸事故報告書

1.総屯数及機関 970.74屯

2.事故の種別及程度 敵潜水艦の雷撃に依り沈没

3.航行区間 鹿児島～那覇
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4.発生年月日 昭和19年 8月 5日

5.位置 徳之島南方 6浬北緯27度34分東経128度55分

6.航行区分 (船団又は単独) 単独

7.護衛の有無 有

8.当時の本船任務又は命令 (積荷屯数､輸送員数)

陸軍使用船

海軍使用船

運営会使用船一軍需品輸送

其他

搭載人馬物件損害の有無 戦死計15名

10.本報告書届出先 海務局長

ll.事故の顛末

別紙の通り

別紙

1.航海中特に留意せし事項

奄美大島 (倭)を出帆後は昼間のみ航海故特に見張員を増員し厳重警戒

す｡

非常訓練を実施す｡

2.航行実施及警戒の状況

(イ)航行の情況 本船は船客343名積荷軍需品44屯郵便物120個を搭載し

8月5日6時50分奄美大島 (倭)を出帆本船 l隻に海軍漁船艇 3隻

を護衛させ航海速力 6節半を以て那覇港に向へり航行隊形左図の如

し｡

宮Ll''丸く=:⊃

43I,] 251J]

q-くS≡コ q-く空耳

こし= {':
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航路は､主として徳之島東岸を接岸航行し之字運動C法 (5分間隔)

を実施し続行中同日午前11時12分徳之島喜念埼を右舷 1浬に並行し

針路を南西4分の 1西に変針し同夜は輿論島に仮泊の予定なりき｡

(ロ)警戒の状況

奄美大島皆通埼航過後左の通り見張員を配置す｡

前 橋 甲板員一名

船橋右舷 " 一名 警戒隊員一名

′′ 左舷 ′′ 一名 ′′ 一名

砲 船 尾 陸軍便乗者 二名

尚当時船橋には船長河野芳蔵､3等運転士向窪武穏､ 1等操舵手山

田金五郎､2等甲板員長嶺慶造当直中にして厳重見張並に警戒中な

りき｡

3.合戦の概況

8月5日12時35分直前前橋見張員より左舷約40度の近距離に魚雷発見

との報告に接し間髪を入れず取舵一杯前進全速力を命ずると共に汽笛を

以って敵襲撃報を発し護衛艦に通知せり｡依って本船は桐舵効の生じた

る頃 (12時35分)敵魚雷は中央部より梢後方に命中と同時に爆音水中と

共に浸水急激にして後部大半は直に沈没を始め到底沈没は免れざるもの

と認めたるを以って船長は全員退船を命令せり｡船体は後部より急激に

沈下し直立の状態となり12時36分全く海中に没したり｡沈没位置北緯27

度34分東経128度55分当時本船救命艇は4隻とも本船沈没と同時に自然

浮揚する如く準備しありたるも内2隻は破壊され端艇2隻と救命筏8個

竹筏20個以上浮遊し居るため海中に跳込みたる者は生存者多し｡

4.被害の概況

左舷中央部より相後方に命中せる1発の魚雷にて大爆発と共に甲板上

にありし備砲端艇等は破壊され､機関室後部より船体は切断したるもの
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の如く短時間にて船尾は沈下せり｡

5.合戦後の処置及行動味方への報告

船体の沈没急なりし為め船室に至るものは離船の暇なく船と運命を共

にせしもの多く､跳込みたるものは2隻の端艇､救命筏､竹筏にそれぞ

れ取口りたるも竹筏に漂着せるもの成績最もよし｡遭難後2時間にして

漁船艇 3隻に各救助され同日17時徳之島亀津に上陸せしめられたり｡当

時本船には船客343名乗組員52名警戒隊員7名合計402名乗船し居りたる

も現在迄に救助せられたるもの船客73名乗組員37名警戒隊員4名計114

名なり｡無線電信は雷撃と同時に空中線切断し通信不能となりたり0

6.護衛艦の処置及行動

本船を護衛せる漁船艇は雷撃と同時に爆雷攻撃にて敵潜制圧に趣き5

日14時半頃3隻共現場に帰来し遭難者の救助に当れり｡

7.手抜かり又は過誤なりLと認めらるる諸件

見張警戒を厳重に航海したる外船客の非常訓練は度々行い､亦救命艇

は万一の場合浮揚せしむる様に配置し､且つ竹筏多数積載しありたるを

以って航行並に救助に関しては手抜りなし｡

8.其の他参考となるべき事項

ィ.本船は航海速力9浬半なるも当時の漁船艇は6浬半の低速力なりし

ため敵潜水艦に乗せらるるの機を与えたるが如き感あり｡

宮古丸 (河野芳蔵船長)は､船客343人､軍需品44屯､郵便120個を搭

載し鹿児島港 (月日不明)から出港し､途中奄美大島の俵港に接岸､8月

5日午前 6時50分､快晴 ･微風の中同港から那覇港に向け出発した｡宮古

丸以外には船匡=ま無く､護衛として海軍漁船艇3隻が随行した｡航路は､

特に徳之島東岸を航行し､5分間隔の之字運動を実施した｡同日午前11時

には徳之島喜念崎を進行方向右舷に並行し､同夜は与論島に仮泊の予定で

あった｡ところが､午後 0時35分､船体左舷中央部付近に魚雷が命中､約

1分間で船体後部から沈没した｡救命艇4隻が据え付けられていたが､2

隻は破壊され､端艇 2隻と救命筏 8個､それに竹筏20個ほどがかろうじて
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海上浮遊し､船客はそれにつかまり､救助を待つことになった｡事故報告

書によると､船体の沈没が急であったため､船室にいた乗客はほとんど退

船できず､海没したという｡遭難後､2時間後に護衛艦 3隻が事故現場に

到着､救助活動を行なったが､乗組員18人 (生存者41人)､軍人等便乗者

199人 (生存者58人)､県外師範学生28人 (生存者 2人)､船客43人 (生

存者13人)の合計288人が死亡した｡生存者114人は､同日午後 5時に徳之

島亀津に上陸した｡

ここに記した遭難状況は､事故報告書からのものであるが､同報告書の

中で参考として ｢本船は航海速力9浬半なるも当時の漁船艇は6浬半の低

速力なりしため敵潜水艦に乗ぜらるるの機を与えたるが如き感あり｣と述

べている｡宮古丸の速力よりも､護衛艇の速力が遅いため､米潜水艦に捕

捉一攻撃を受けたということを暗に示している｡

ところで､宮古丸の乗船客は､事故報告書では､船客343人が乗り込ん

でいたことになっているが､同報告書表題部分の ｢本船任務又は命令｣の

項では ｢軍需品輸送｣となっており､軍人 ･軍需貨物を中心に搭載し､そ

の他に船客を乗せたというのが正鵠を射た表現であり､定期航路遭難とい

うには無理がありそうである｡事実､軍人 ･軍属の便乗者の内訳は､海軍

工員 (15人の台湾人軍属を含む)､陸軍将兵､船舶通信部隊､沖縄球部隊､

防衛通信特別工作隊､南日本汽船船員等広範囲に及んでおり､かろうじて

一般船客､師範学校生等が乗船したといえるだろう｡結局､本船は､本来

は貨客船であったものが､船腹や特殊な戦時状況下にあって ｢軍人多数｣

が乗り組み､結果的に ｢軍需品輸送｣として処理されたものと思慮される｡

ところで､宮古丸を攻撃した米潜水艦バーベルは､哨戒日誌のなかで攻

撃目標は ｢とね丸｣に似た中型軍用貨物船で､総屯数は 4,070屯と記録し

ている｡実際の宮古丸の総屯数は970屯であることから､本船がかなりな

積載オーバーで航海していたのか､それともバーベル側の敵船判断に誤認

があったのかのいずれかであろう｡また､米攻撃型潜水艦バーベルの他に､

周辺海域にはボウフィン号､ソーリー号の2隻の潜水艦が哨戒活動を行な

っており､沖縄近海周辺の制海権は全く米軍に握られていた｡この時期､
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無傷で目的地に到達できる可能性があったのは､漁船などの小型船か哨戒

艇等の特殊な船舶に極限されており､その他はほぼ絶望的であったといえ

る｡

宮古丸生存者に関わる手記では､台湾人軍属で､台湾帰省途上に遭難し

た朱潤水氏 (当時の日本名は赤盛洋輔)の記録が唯一である｡朱氏の記録

によると､米潜水艦が宮古丸を攻撃した時刻､乗船者の多くは船内ではち

ょうど昼食を取っており､しかも魚雷命中後約 1分にして船体が沈没した

ため､退避出来なかった者が多いという｡生存者は､海軍漁船艇に救助さ

れ､その後俵港に運ばれ､数日たって今度は徳之島に搬送され､最後に海

軍艇により那覇港に運ばれたという｡ (23)

(5)開城丸 (1945年 3月24日沈没)

開城丸は､1905(明治38)年11月 8日､大阪商船が川崎造船所に発注 ･

製造させた貨客船である｡同船は､満州開拓の先駆として開設された大阪

大連綿 (1906-明治39年逓信省命令航路となる)の大型貨客船として新造

された｡前述した嘉義丸は､同航路に明治40年就航している｡1915(大正

4)年4月､開城丸は基隆香港線に配船となり､翌16年5月に､鹿児島那

覇線に移っている｡1923(大正12)年12月には､基隆香港線に就航してお

り､1932(昭和 7)年 5月には再度首里丸を含め鹿児島那覇線に配船され

た｡以後同路線で運航をしていたが､1941(昭和16)年､それまで大阪那

覇線で活躍していた波上丸､浮島丸が軍徴用船となったため､開城丸はこ

れら2船の代船として同路線に配船されるにいたった｡

ちなみに同船は､総屯数2,025屯､船長85メー トル､速力は航海時10.41

ノットであり､遭難当時の船齢は38.4カ月であった｡大阪商船所有の商船

として開城丸は､3番目に古い船舶であった｡なお､開城丸の沈没原因は､

米海軍艦載機による爆撃である｡

以下は､開城丸事故報告書にもとづく考察である｡
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事 故 原 因 米機による爆撃

航 行 区 間 鹿児島一那覇間

発生年月日 1944年 3月24日

位 置 北緯30度28分

東経125度57分

航 行 区 分 単独

護 衛 有り

本 船 命 令 運営会使用船

積 荷 記載無し

開城丸事故報告書

1.総 屯 数 及 機 関 2,025屯

2.事故 の種別及程度 敵機による被襲撃

3.航 行 区 間 鹿児島～那覇

4.発 生 年 月 日 昭和20年 3月24日

5.位 置 支那東海 北緯30度28分 東経 125度57分

6.航行区分 (船団又は単独) 単独

7.護 衛 の 有 無 無

8.当時の本船任務又は命令 (積荷屯数､輸送員数)

陸運使用船

海運使用船

運営会使用船一運営会

其他

9.搭載人馬物件損害の有無 戦死 71名

10.本 報 告 書 届 出 先 門司海運局鹿児島支局

ll.事 故 の 顛 末 別紙の通り
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別紙

本船は昭和20年 3月13日22.00時兵貞510名､一般乗客73名､海運警戒隊

員13名､乗組員65名､貨物約1,200屯を搭載し船団に加入○○港を発し○

○港に向う途中天候其他の事由により3月15日08.00時○○港に避泊す｡

同17日22.00時同港抜錨目的港に向ふ途次同18日13.00時烏島南西約30浬の

海上に於て敵機 1機本船団の上空を旋回投弾することなく脱去せLが同日

17.00時本船左舷後方約120度に敵潜水艦の魚雷発射による気泡発見と共に

雷跡 2本を認め直ちに面舵 1杯となし危難を免れ得たり｡

而して○○方面は敵潜水艦伏在の公算大なる故を以て命に依り○○島に

避泊の針路を採る｡同20日13.00時○○島に著す｡同22日17.00時同島抜錨

目的港に向いLが23日24.00時命に依り急速針路を北20度東に転針○○

港に向う｡超へて24日08.30分頃支那東海に於いて敵機 2機編隊本船団

上空に来襲せしにより敢然交戦之を撃退 し続行中敵幾再び2､3､4､5

回に亘り波状攻撃を加え来り就中5回目に達するや機数約120機位雲霞

の如 く前後左右より械たん爆撃 し来り同17.20時頃不幸本船は船尾と船

体中央部の2ヶ所に命中禅を受け沈没の危機に瀕したるを以て直ちに救命

艇の降下及救命機の投下を命ずると共に全員に退船命令を発し更に本職保

管中なりし重要機密書類は裸而船橋上に用意せる ｢マ-ネン｣製の網袋に

収納重鎮を附し海中に沈下す｡尚無線通信士に保管せしめたる海軍暗号機

密書類も帆布製非常袋に収納同様重鎮を附し確実に海中に沈下せり｡時に

17.22時頃本船 も沈没す｡斯 くて鬼畜の如き敵機は執柳に救命筏等に群

れる海上の漂流者に尚はも爆弾機銃掃射の暴行を冒したる後東方に脱去せ

り｡ (当時天候曇天 ･北東の強風海上浪高し)

而して漸く日没前に到り救命艇に泳ぎ着きたるもの13名にして翌25日遭難

現場を発し○○港に向いLが風潮のため4月4日09.00時揚子江河口の余

山鳥に漂着､この間暴風に遭遇すること2回､全員は寒気と飢餓と疲労困

悠其の極に達し遭難 1週間目頃より或いは精神に異常を呈し或いは海水飲

用のため腹痛下痢又は持病の再発等の為艇中にて死亡者続出し余山鳥に漂

着当時の生存者は僅かに6名を算するものにして更に 1名は上陸 1時間後
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絶命し上海陸軍病院に収容されたる者は5名なり｡如上状況なりしため､

他に生存者あるや期し難さも不明なり｡

因に上陸後死亡せる警戒隊員塩月長一の死骸は余山島にて納棺上海陸軍

病院を経て海軍当局に引渡し各死亡者の遺留品は同病院に善処方依頼し置

きたり｡

開城丸は､1945(昭和20)年 3月13日､兵員510人､船客73人､貨物約

1,200屯を搭載し､僚船 4隻と共に ｢カナ304船団｣を編成､鹿児島港を出

港した｡同月15日､奄美大島の古仁屋港に避泊した｡それから2日後の17

日午後10時､船客36人を同地で乗船させ､古仁屋港を出港した｡18日午後

5時､開城丸は米潜水艦の魚雷攻撃を受けるがからくも回避し､沈没は逃

れたが､僚船の第 3筑紫丸 (貨物船､1,012屯)は､攻撃潜水艦 トリッ

ガー (24)の魚雷攻撃を受け､沈没している (沈没位置北緯28度05分､東経

126度44分)0

さて､開城丸は､沖縄方面に米軍が迫っているとの連絡を受け､舟山島

に避泊しようとして針路を変更､同月21日は○礁島に投錨した｡翌22日､

針路を変更し再度那覇港に向け航路を取ったが､日が変わった翌23日の午

前零時､命令により針路を北20度に変更､九州の三池港に戻ることになっ

た｡

船団は､一路三池港に向かったが､24日午前 8時30分､第一波の米海軍

艦載機の攻撃を受け､からくもこれを回避した｡船団は､海峡周辺には危

険が迫っていると判断､再度舟山島に戻ることに決定したが､時既に遅く

第2波の米艦載機の攻撃 (約120機)を受け､開城丸は同日午後5時20分､

船尾及び中央部に直撃弾を受け2分後に沈没した｡この時､開城丸ととも

にコシュー丸 (貨客船､2,812屯)､ソーカ丸 (貨客船､2,813屯)の2隻

も同位置で沈没した｡これで鹿児島港を出港した4隻の船団は､全て海没

してしまった｡

さて､開城丸は､沈没直前に2隻の救命艇をかろうじて降下できたため､

一部の者はそこにたどり着き､他のものは救命竹筏にとりつくなどして自
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軍の救助を待ったが､艦載機は攻撃の手を休めず､さらに機銃掃射により

漂流を続ける生存者を襲撃した｡このため､海上に投げ出され､奇跡的に

一命を取り止めた者も相次いで死亡し､最後に残った者はわずか14人であ

った｡

ちなみに､ 2隻の救命艇のうち1隻は悪天候の中漂流を続け､遭難から

約10日後の4月4日､中国の揚子江河口にある余山島に漂着､5人が奇跡

的に救助された｡他方､もう1隻の救助艇は､舟山島に漂着､9人が救助

された｡救助されたのは14人 (船員が 6人､船客 1人､軍関係者6人､1

人は救助後死亡)のみで､戦時遭難の中でも､その悲惨さ､残虐さにかけ

ては特異なケースであった｡また､鹿児島港を出港する際､4隻の護衛艦 ･

艇が付いていたが､このうち友鶴丸 (527屯)と第68沿岸警備艇 (800屯)

の2隻は､3月24日に沈没している｡

結局､開城丸遭難は､米軍による無差別攻撃による破壊と殺数の結果で

あるが､他方それは､一般住民を戦場へと導いた帝国日本の断末魔の姿で

もあった｡

まとめ

太平洋戦争開始から､終戦に至る沖縄県民の動向については､現在かな

りな量の著書が公刊されているが､船舶遭難の実態を扱った書物は皆無と

いえる｡ある意味で､沖縄近海に関わる海上遭難は､空白のままにあると

言っても過言ではない｡この原因の一つに､戦時の海上輸送が軍の最高機

密扱いとされ､厳重な行口令が敷かれていたことが上げられる｡そのため､

民間人多数が乗船していた定期船遭難であっても､生存者に対しは特高を

初め警察 ･憲兵等が厳しい指導 ･監視を行ない､事実が全く封印されてし

まったのである｡また､沖縄戦とそれに続く米軍占領のなか､人々は生き

るに懸命であり､戦争を反趨する余裕がなかったというのが正しいだろう｡

さらに､戦後補償問題が､沖縄地上戦に制限され､多くの戦時遭難船舶問

題が等閑視されたきらいがある｡

ところで､戦時下の海運状況を委細に分析 ･検証してみると､そこには
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確固たる国家意志が存在 したことが解る｡海運界は､近代日本の海外進出

と軌を一にして成長を遂げ､しかもその都度国家の保護の下におかれ､帝

国日本と運命を共にし､あげく崩壊 したともいえる｡事実､沖縄航路につ

いても船舶運営会による厳格な管理下におかれ､航路 ･護衛 ･船客にいた

るまで陸海軍の指揮 ･監督がなされている｡

分析の結果､判明出来たのは､沖縄近海での船舶遭難は､海上戟閥を含

む戦時体制下での遭難であったことである｡住民を巻き込む戟争は､陸上

戦闘のみに制限されがちであるが､海また戦場である｡老幼婦女子を含む

海上遭難､漂流､死亡という一連の事態は､地上戦と何等変わることなく､

看取るものすらない海上遭難はある意味で陸上戦より悲惨だと言える0

開戦当初より､沖縄近海は､日米彼我をかけての制海権争奪戦がおこな

われており､海路より交通手段がない県民にあって､そこは文字どおり死

の海であった｡選択の出来ない航海が､結果的に県民多数の人命を海底へ

とつれ去ったといえる｡

脚 注

(1) 日本経営史研究所編 『創業百年史』152頁参照､ (大阪商船三井船

舶株式会社､1985年)｡ちなみに大阪一沖縄問での物流の移動は次のよ

うなものであった｡ ｢大阪一沖縄間は､往航は四国 ･九州各港に寄港 し

て塩 ･木材 ･九州炭などを積取り､乗客は直行便で運んだ｡復航は3-

6月の疏粟､1-5月の黒糖 ･分蜜糖が主要貨物であったが､疏菜出回

り期には船客スペースを一部荷物室に変え､また黒糖のためにはしばし

ば数隻の臨時船を配 した｡また基隆一那覇問は､先島諸島問の船客と､

沖縄特産泡盛の原料の輸入外米が主要貨客であった｣｡同上152頁｡ま

た､鹿児島沖縄航路の主たる積荷は､往路は木材､食料品､雑貨､復路

は砂糖であった｡

(2) 『大阪商船株式会社八十年史』272-273頁参照､ (大阪商船三井船

舶株式会社､1966年)｡

(3) 同上､61卜612頁参照｡
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(4) 船舶運営全編 『船舶運営会史』 (前編)31頁 (未公刊-手書き原稿､

1947年)0

(5) 『創業百年史』 341頁｡ちなみに戦時海運管理要綱の方針は､以

下の通りである｡ ｢戦時海上輸送ノ完遂ヲ期シ本邦全船舶ノー元的運航

職員ノ臨時態勢ノ確立及船腹ノ急速且大量拡充ヲ図ル為船舶船員及造船

ハ戦時中国家二於テ之ヲ管理ス｣ ｡ 『船舶運営会史』 (前編)54頁｡

(6) 同上､342頁｡

(7) 『船舶運営会史』 548頁｡

(8) 同上､547-549頁を参照｡

(9) 同上､550頁｡

(10) 同上､550-552頁｡

(ll) ただし､鹿児島港を出港し､1943年 5月26日､米潜水艦攻撃により

奄美大島名瀬北東50キロ付近で沈没した嘉義丸遺族について､沖縄県で

は同年 7月 1日､県下の各市町村長あてに被害状況調査を指示している｡

これは､遺族給付金の手続き､生活困窮者に対する扶助､治療費の支給

等を考慮したものであった｡ 『沖縄県史料』 (近代 1 昭和18年知事事

務引継書類)159頁 (沖縄県教育委員会､1978年)を参照｡

(12) 『船舶運営会史』､553-554頁｡

(13) 妹尾正彦 『日本商船隊の崩壊』7頁 (損害保険事業研究所､1949

年)

(14) 詳しくは､大域敬人 ｢戦時遭難船舶と遺族補償｣ 『海鳴りの底から』

58-67頁を参照されたい｡ (戟時遭難船舶遺族会連合会編､1987年)

(15) 『沖縄県史料』､657-658頁を参照

(16) 同上､656頁を参照

(17) 北河賢三 『国民総動員の時代』52頁 (岩波書店､1989年)

(18) ｢官房人第九四号 昭和一九年一月二八日決裁 乙種飛行兵採用予

定者ニシテ第二次検査受検ノ為出頭ノ途次遭難セル者ノ身上取扱ノ件仰

栽｣

(19) 那覇市企画部市史編集室編 『沖縄の働実』87頁 (那覇市､1981年)
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(20) 同上､87-102頁を参照

(21) 村信松 ｢ああ､台中丸｣ 『海鳴りの底から』 77-74頁参照｡

(22) 『沖縄県史料』 631頁

(23) 朱 潤水氏より､戦時遭難船舶遺族会事務局に送られた私信｡

(1994年 6月 消印)

(24) 攻撃潜水艦に関する資料は､THEJOINTARMY-NAVYASSESSMENT

COMMTTEE,JAPANESENAVALANDMERCHANTSHIPPINGLOSSESI)URING

YORLDYAR□ BYALLCAUSES,FEBRUARY1947,U.S.GOVERNMENTPRINT-

INGOFFICE,P.52.を参照した｡
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