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本報告書は、沖縄県立埋蔵文化財センターが文化庁の補助を受けて平成 22 ～ 26 年

度にわたって実施した、戦争遺跡詳細確認調査の成果をまとめたものです。

　沖縄県の戦争遺跡は、今次大戦の日本国内における最大の地上戦となった主に沖縄戦

の際に構築されたものを中心に、現在も県内各地に数多く残されています。その保存・

活用については、特に平和学習の観点から注目されてきました。

　文化財保護行政としては、広島県に所在する「原爆ドーム」が平成 7 年に国の史跡

に指定、平成 8 年に世界文化遺産に登録されたことを契機として、近代の戦争遺跡に

も注目され、文化財の範疇として認識され始めました。

　当センターにおきましては、これら戦争遺跡の分布状況を把握するために、平成 10

～ 17 年度にわたって戦争遺跡詳細分布調査を実施し、地域ごとにその成果をまとめて、

６冊の調査報告書をすでに刊行しています。

　今回の調査では、県内の戦争遺跡についてその性格・内容をより詳細に把握し、今後

の文化財指定も念頭に置いた保存・活用の取り扱いを検討するために、より詳細な考古

学的調査を実施することにしました。

　この調査を受けて、改めて県内の戦争遺跡を確認すると、1,076 か所（うち消失した

と思われるもの 13 か所）にのぼります。本報告書では、沖縄戦の際に構築・使用され

た遺跡とそれ以前のものに大別し、さらにその性格で細分して概要を記述しています。

今回、個別に解説した 145 遺跡については、現時点で一定の情報が得られていますが、

さらに詳細な調査を行っていくことも必要と考えられます。

　戦争遺跡詳細確認調査の成果をまとめた本報告書が、今後の戦争遺跡を含む様々な近

代遺跡の保存・活用、また調査・研究に活用されるとともに、本県にとって避けて通る

ことのできない歴史の大きな変換点である沖縄戦を理解する一助になれば幸いです。

　最後に、本事業において文化庁をはじめ、様々な御指導・御助言・御協力を戴きまし

た諸機関及び関係各位に心から感謝申し上げます。

　平成２７（２０１５）年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県立埋蔵文化財センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所長　　下地　英輝　



例　　言
１．本報告書は、沖縄県内の戦争遺跡について、その性格や時期等の内容を詳細に確認するために行った「戦争

遺跡詳細確認調査」の成果を記したものである。

２．本調査は、文化庁の補助（８／ 10）を受けた沖縄県内遺跡発掘調査事業に伴うもので、沖縄県教育委員会

の指導のもと、沖縄県立埋蔵文化財センターが実施した。

３．現地調査・資料整理を平成 22 ～ 26 年度、報告書作成を平成 26 年度に行った。

４．本書の編集は、当センター職員の協力を得て、瀬戸哲也が行った。執筆は下記の者により分担した。なお、

　執筆者は各分担の文末に記した。

　　當眞嗣一・吉浜忍・村上有慶・池田榮史（戦争遺跡詳細確認調査検討委員）、伊波直樹・上地克哉（同調査協力員）、

　　宮城弘樹（名護市教育委員会）、崎原恒寿（恩納村教育委員会）、宮城伸一（うるま市教育委員会）、

　　渡久地真（中城村教育委員会）、佐伯信之（浦添市教育委員会）、山田浩久（西原町教育委員会）、久貝弥嗣

       （宮古島市教育委員会）、瀬戸哲也・山本正昭・新垣力・仲程勝哉・井上奈々（沖縄県立埋蔵文化財センター）

５．目次（概略）と要旨については、英文翻訳を付した。なお、翻訳は、石村智（独立行政法人国立文化財機

　構　奈良文化財研究所）が行った。

６．本書に掲載した写真は、別に記したもの以外、埋蔵文化財センター職員が撮影している。

７．本書に掲載した図面は、別に記したもの以外、埋蔵文化財センター職員が作成した。

８．現地調査で得られた実測図・写真等の記録は、全て沖縄県立埋蔵文化財センターにて保管している。

９．附録として、本報告書のＰＤＦファイル、戦争遺跡一覧表（Excel）、遺構写真画像を DVD-R に所収した。

10．戦争遺跡は、個人所有のものが大半であるため、平和学習等の利用・見学についても所有者・当該教育委

　員会等の許可が必要とされるものも見られるので、関係者との事前の相談・調整を行うなどの留意をされたい。

１．本文中の用語・用法については、下記のとおりである。

　　・数字は、原則的に算用数字と常用漢字に統一した。ただ、史料名称は原本どおりに表記するように努めた。

        ・軍と称する場合は、日本軍を指している。

　　・「集団自決」は、近年の研究や書籍では、集団強制死や集団死などの用語も見られるが、最も広く知られ

　　　ている本語を便宜的に使用する。

　　・年号は、各項で最初に出てくる場合に、西暦（和暦）で記しており、後出のものは西暦のみの場合もある。

　　・「南風原陸軍病院壕」は、南風原町の指定文化財で、2007（平成 19）年６月９日の同町文化財保護委員会で「沖

　　　縄陸軍病院南風原壕」に改めている。そのため、時系列により混在している。

　　・今回個別に報告した戦争遺跡は、原則的に名称の最後に「跡」を付すことにしているが、一部統一できて

　　　いない所があるが、それについては第６章第 2 節で説明している。

２．遺構図の多くは、簡易な測量機器を使用したもので、その精度は略図である。なお、北の方位は、特に断ら

　ない限り、遺構図は方位磁針による磁北、地形図については真北である。

３．各節の文末に引用及び参考にした史料と文献を記してある。その際、史料とは主に日本軍関係の当事者及び

　関係者が当時もしくは終戦後に作成したもので、大半は原本が防衛省防衛研究所所蔵資料である。これらは、

    国立公文書館アジア歴史資料センターにより公開されているものである（同センターホームページ　URL//

    http://www.jacar.go.jp）。なお、他より出典した史料はその都度示してある。一方、文献とは地方自治体誌、　　

　調査報告書や一般出版物などを示す。
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第１章　調査の経緯・経過

第１節　経緯
　沖縄県内には、近代以降の戦争、特にアジア・太平洋戦争の経緯の中で日本国内における最大の地上戦となっ

た沖縄戦の痕跡である様々な戦争遺跡が、現在も数多く残されており、その保存・活用については特に平和学習

の観点から常に関心・要望がある。

　全国的にも、近代以降の戦争遺跡の注目は高く、文化庁は 1995（平成７）年に「近代の文化遺産の保存・活

用に関する調査研究協力者会議」の報告を受け、『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』

を一部改正し、「史跡」の指定基準に「戦跡」を加えることとし、対象年代を第２次世界大戦終結頃までとその

範囲を広げることになった。その流れで、広島の原爆ドームが国の史跡となり、1996（平成８）年にはユネス

コ世界遺産に登録され、戦争遺跡を文化財として保存・活用される必要性が広く認知されたものと捉えられる。

　沖縄県でも、戦争遺跡の保存・活用を図るために、沖縄県教育委員会（以下、県教委）・沖縄県立埋蔵文化

財センター（以下、当センター）が文化庁国庫補助事業として 1998 ～ 2005（平成 10 ～ 17）年度にかけて、

県内の戦争遺跡の実態を把握するための地域ごとの悉皆的な分布調査（以下、前回調査）を行い、最終的には

979 か所の戦争遺跡の所在を報告した。

　この報告前後には、戦争遺跡の周知が進み、市町村による文化財指定、文化財保護法に基づく記録保存も含め

た発掘調査も行われるようになった。しかしながら、報告された戦争遺跡を埋蔵文化財として捉えるのかどうか

は、県教委や各自治体でも様々な検討は行われているが、個々の事例により対応しているのが現状であり、統一

した見解を明示するには現時点でも至っていない。そのような中、諸開発により諸種の戦争遺跡が発掘調査等が

行われずに消滅していった戦争遺跡も数多くあるのも事実である。また近年、遺骨収集事業がこれまでの重機に

より遺骨や遺留品を収集するのに留まっていたものが、発掘調査に類した手法で行うＮＰＯ法人等のボランティ

アによる事業が実施され、メディア・県民の注目を浴びている。これらの事業を支援推進するために、沖縄県

が管轄する公益財団法人沖縄祈念財団分室　戦没者遺骨収集情報センターが 2011（平成 23）年度に設立され、

情報共有や活動拠点の提供、活動資金交付などを行っている。しかしながら、この事業は文化財保護法に基づい

たものではなく、その記録方法も一律ではない。

　このような現状の中、当センターでは、主管課である沖縄県教育庁文化財課の指導を受け、今後の文化財指定

も念頭に置いた戦争遺跡の保存活用を検討するために、より詳細な戦争遺跡の考古学的な調査を「沖縄県戦争遺

跡詳細確認調査（以下、本調査）」と称して実施することにした。戦争遺跡については、先述のように、本県で

も文化財の取り扱いとして定まっておらず、調査方法やその評価についてもまだ不十分な面があるため、戦争遺

跡における有識者で構成された調査検討委員会を組織し検討を行うことにより、より広い視野で本調査が実施で

きるように努めた。なお、現地調査に際しては、戦争遺跡の考古学的な調査経験者を調査協力員とする他に、必

要に応じて戦争遺跡の土地所有者や体験者などの関係者、戦争遺跡や証言などに詳しい研究者、各教育委員会職

員に協力を仰いだ。この調査の目的、調査検討委員会（以下、委員会）・事務局の設置などは、調査開始の 2010（平

成 22）年度当初に「沖縄県戦争遺跡詳細確認調査実施要項」を策定し、2012（平成 24）年度にはその一部を

改正している。

　調査の方法や経過については後述するが、開始より２か年間は、詳細な調査を行う戦争遺跡の対象を選定する

ために、主に調査検討委員（以下、委員）同行の現地確認を行い、委員会ではその成果を元にどのように戦争遺

跡を捉えていくのかが議論され、戦争遺跡をその性格や沖縄戦の経過などにより幾つかのグループ分けを行い、

その中で代表的な遺跡を取り上げることが基本的な方向性となった。それを受けて、３年目以降は、現地確認も
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並行しながら、委員会の議論を踏まえて事務局である当センターが略図作成を主眼とした測量調査を行っていっ

た。その調査は、基本的には遺構の現況図、その遺構の周辺地形を把握できる位置図などを作成することを第一

の目的とした。砲台などの一部の遺構については、表土を部分的に掘削し、その構造を確認することができた。

しかし、人工・自然を問わず、壕については、安全面を第一に優先することから今回は掘削を伴う調査は行わな

かった。遺物は、文化財として一律に取り扱うことが現時点では困難と判断したため、基本的には採取しなかった。

　今回の調査において、戦争遺跡の調査方法や評価について検討を深めるために、県外での戦争遺跡の調査研究

を取り組んでいる研究者の指導を仰ぐことにした。具体的には、後節で記述するが、特に軍事的な遺跡の類例や

評価などについては、現地調査や委員会での指導、県内市町村文化財担当者向けに事例報告を通した意見交換な

どを行った。

第２節　体制
沖縄県戦争遺跡詳細確認調査は、当センターが県教委の指導の下に平成 22 ～ 26 年度に実施した。実施体制

は以下のとおりである。

事業主体　沖縄県教育委員会　教育長…金武正八郎（平成 22 年度）・大城浩（平成 23・24 年度）・諸見里明（平

　　　　　成 25・26 年度）

事業主管　沖縄県教育庁文化財課　

　　　　　課長…大城慧（平成 22 年度）、長堂嘉一郎（平成 23・24 年度）、新垣悦男（平成 25 年度）、嘉数卓（平

　　　　　　　　成 26 年度）　副参事…島袋洋（平成 23・24 年度）　

　　　　　記念物班長…島袋洋（平成 22 年度）・盛本勲（平成 23 ～ 25 年度）・金城亀信（平成 26 年度）　

　　　　　調整担当…伊禮良栄（指導主事・平成 22 ～ 24 年度）・山本正昭（主任　平成 24 年度、主任専門員　

　　　　　　　　平成 25 年度）・富田志恒（指導主事　平成 25・26 年度）・上地博（主任専門員　平成 26 年度）

調査所管　沖縄県立埋蔵文化財センター　所長　守内泰三（平成 22 年度）、大城慧（平成 23 年度）、崎濱文秀（平

　　　　　　　　成 24 年度）、下地英輝（平成 25・26 年度）

　総務班　班長…嘉手苅勉（平成 22 年度）、荻堂治邦（平成 23・24 年度）、新垣勝弘（平成 25・26 年度）

　　　　　総務担当…恩河朝子（主査　平成 22・23 年度）、西島康二（主査　平成 24・25 年度）、比嘉睦（主

任　平成 26 年度）

　調査班　副参事…島袋洋（平成 25・26 年度）　班長…金城亀信（平成 22 ～ 25 年度）、盛本勲（平成 26 年度）　

調査担当…山本正昭（主任　平成 22・23 年度）・瀬戸哲也（主任　平成 24 年度、主任専門員　平

成 25・26 年度）　

文化財調査嘱託員…山口こずえ（平成 22 年度）、仲程勝哉（平成 23 ～ 26 年度）、井上奈々（平

成 23・26 年度）、平田拓也（平成 24 年度）、新垣有一郎（平成 25 年度）

　埋蔵文化財資料整理嘱託員　

       平成 22 年度（杉山弘美・城間裕子・松堂恵美・謝花恵子）

　　平成 23 年度（謝花恵子・新川さつき・與古田光平・赤嶺恵子）

　　平成 24 年度（上原美保子・大村由美子・久保田由美・後田多昌代・野村知子・又吉志麻子・宮里絵里・向

           井洋子・島袋久美子）

　　平成 25 年度（比嘉なおみ）

　　平成 26 年度（赤嶺恵子・上田麻紀子・慶田秀美・野村知子・東仲千夏・又吉志麻子・宮里絵里・赤嶺雅子・

           池原直美・石嶺敏子・伊藤恵美利・瑞慶覧尚美・石嶺敏子）　　　　　　　　　　　　　　　

　資料整理作業員　平成 24 年度（嵩原美千代・立津尚美・仲里由利）
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   トレース・編集補佐　安次嶺沙織・有光綾子・伊藝由希・幸地麻美・砂川美樹・津多恵・仲里由利

沖縄県戦争遺跡詳細確認調査検討委員会

　委員長　　　當眞嗣一（沖縄考古学会）

　副委員長　　吉浜忍（沖縄国際大学）　

　委　員　　　村上有慶（沖縄職業能力開発大学校）、池田榮史（琉球大学）

　調査協力員　上地克哉（南風原町立南風原文化センター）、伊波直樹（株式会社　島田組）

調査指導・協力者

　団体　文化庁記念物課・県内各教育委員会

　個人　伊藤厚史（名古屋市見晴台考古資料館）、江浦洋（公益財団法人大阪府文化財センター）、大城和也、

　　　　菊池実（公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団）、地主園亮、出原恵三（公益財団法人高知県文化

              財団　埋蔵文化財センター）、張本文昭（沖縄キリスト教短期大学）、古堅実吉、山口剛史（琉球大学）

第３節　経過
　年度ごとに、現地調査や委員会での議論についてその概略をまとめる。なお、各遺跡の調査年度やその内容に

ついては、第１・２表にまとめた。

2010（平成 22）年度

　委員会を３回、委員同行の現地確認を８回実施した。

　まず、本調査に際しては、調査目的や委員会・事務局設置などについて、「沖縄県戦争遺跡詳細確認調査実施

要項（以下、要項 p.352）」を策定し、それに基づき実施することとした。本年度は、まず主要な戦争遺跡を委

員同行の現地確認を行うことで、県内に多数ある戦争遺跡をどのように評価するかについて検討することになっ

た。対象とする戦争遺跡は、前回調査で確認されたものを元にその後の情報も加味することとした。委員会及び

現地確認を経ることにより、戦争遺跡を種別ごとにまとめていく方向性が確認された。なお、市町村教育委員会

と連携した調査の必要性、具体的な調査方法、戦争遺跡の活用状況の把握などの必要性も指摘された。

2011（平成 23）年度

　委員会を３回、委員同行の現地確認を８回実施した。

　戦争遺跡の種別について議論が深まり、臨時要塞、住民避難壕、海軍砲台、防空監視哨、特攻艇秘匿壕、病院

壕など、戦争遺跡として形態・内容を具体的に押さえられるジャンルごとに整理していく方向が定まった。その

一方で、今回の調査は文化財指定候補を選定することが目的ではなく、前段階として県内の戦争遺跡の理解を進

めるために、遺構の特徴を把握するための詳細調査であり、委員会は調査主体である当センターを学術的な側面

から指導助言を行う機関であることが再確認された。次年度以降はこれまで議論された戦争遺跡について、事務

局である当センターが測量を主とした詳細な調査を行っていくことが確認された。その際に、文化庁が予定して

いる全国を対象とした戦争遺跡の調査報告書で県内でリストアップされた 40 遺跡もその対象とすることになっ

た。また、市町村へ戦争遺跡の調査・活用についてのアンケートを行った。その時点で、何らかの文化財として

取り扱っているのは 28 市町村、教育委員会として活用を行っているところが 20 市町村となっている。

2012（平成 24）年度

　委員会を３回、委員同行の現地確認を６回、測量調査を６遺跡で実施した。

　前年度の委員会で確認された調査の主旨、委員会・事務局の役割に関する事項について、要項の一部修正を行

った。それに基づき、今年度から委員会で議論された戦争遺跡のうち、新たな情報が得られる可能性があるもの

について、これまでよりも時間をかけて踏査を行う数週間程度の測量調査を実施することにした。その成果とし

ては、これまでも大規模な防空壕として評価された前川の防空壕跡群ではより詳細な分布・形態が把握でき、ま
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No 遺跡名 所在地
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

No 遺跡名 所在地
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

1
崎枝海底線陸揚室跡（電
信屋）

石垣市 ● ◎ 38 首里司令部壕跡 那覇市 ●

2
佐敷海軍水溜(給水タン
ク)跡

南城市 ○ 39 摩文仁司令部壕跡 糸満市 ●

3 喜屋武海軍望楼跡 糸満市 ●◎ 40 鏡水海軍司令部壕跡 那覇市 ●

4 西表海軍望楼跡 竹富町 ● 41 豊見城海軍司令部壕跡 豊見城市 ○

5 上田森海軍特設見張所跡 久米島町 ● 42 西更竹司令部壕跡 宮古島市 ○

6
平久保崎海軍特設見張所
跡

石垣市 ● 43 山グシの砲台跡 伊江村 ◎

7 平敷屋砲台跡 うるま市 ● ●◎ 44 都屋の砲台跡 読谷村 ◎

8 伊計砲台跡 うるま市 ● ◎ 45 楚辺海岸の砲台跡 読谷村 ◎

9 ウローカー砲台跡 南城市 ● 46 ウカマジー海軍砲台跡 北谷町 ●

10 祖納砲台跡 竹富町 ● 47
津堅新川・クボウグスク
の砲台跡(陣地壕群)

うるま市 ● ◎

11 内離島砲台跡 竹富町 ● 48 当間海軍砲台跡 那覇市 ● ◎

12 外離島南砲台跡 竹富町 ● 49
鏡水海軍砲台跡・らくだ
山陣地壕跡

那覇市 ●

13 船浮臨時要塞司令部跡 竹富町 ● 50 クラシンジョウの砲台跡 八重瀬町 ●

14 外離島の小野隊兵舎跡 竹富町 ● 51 ピンフ嶺の砲台跡 宮古島市 ◎

15 外離島の弾薬・兵器庫跡 竹富町 ● 52
於茂登前山の砲台・弾薬
庫跡

石垣市 ◎

16 サバ崎の建物跡１ 竹富町 ● 53 ギナン原のトーチカ跡 恩納村 ○

17 サバ崎の桟橋跡 竹富町 ● 54 川田・塩屋の銃座跡 うるま市 ●

18 サバ崎の偽砲台跡 竹富町 55 大城の銃眼跡 北中城村 ●

19 本部防空監視哨跡 本部町 ● 56 津覇のトーチカ跡 中城村 ● ◎

20 嘉手納防空監視哨跡 北谷町 ● 57 嘉数のトーチカ跡 宜野湾市 ○

21 与那城防空監視哨跡 うるま市 ● ◎ 58 久松のトーチカ跡 宮古島市 ◎

22 糸満防空監視哨跡 糸満市 ◎ 59 タカシカバーの銃眼跡 宮古島市 ◎

23 旧美里村の忠魂碑 沖縄市 ○ 60 渡喜仁の陣地壕跡 今帰仁村 ●

24 旧読谷山村の忠魂碑 読谷村 ○ 61 前田高地の陣地壕跡群 浦添市 ○

25 座間味村の忠魂碑 座間味村 ○ 62 我如古の陣地壕跡群 宜野湾市 ● ◎

26 美里小学校の奉安殿 沖縄市 ○ 63
楚辺一丁目（城岳）の陣
地壕跡

那覇市 ○

27 登野城小学校の奉安殿 石垣市 ● 64 ことぶき山の陣地壕跡 那覇市 ●

28 旧謝花小学校の奉安殿 本部町 ● 65 ウフグスクの陣地壕跡 南城市 ●

29 座喜味の掩体壕跡 読谷村 ○ 66 座波の迫撃砲陣地跡 糸満市 ●◎

30 白川の桜花掩体壕跡群 沖縄市 ● 67 賀数の陣地壕跡群 糸満市 ●◎

31 高良の掩体壕跡 那覇市 ● ◎ 68 北山の陣地壕跡群 渡嘉敷村 ● ◎

32
陸軍宮古島中飛行場戦闘
指揮所跡

宮古島市 ● ◎ 69
東仲宗根(第313設営隊)の
陣地壕跡群

宮古島市 ● ◎

33 野原岳の電波探知機壕跡 宮古島市 ○ 70 保栄茂の監視所跡 豊見城市 ◎

34
平喜名飛行場跡の電波探
知機壕跡

石垣市 ● 71 与座の監視所跡 糸満市 ◎

35 大浜の掩体壕跡 石垣市 ● ◎ 72 大田の戦闘指揮所跡 うるま市 ●

36
フルスト原の無蓋掩体壕
跡

石垣市 ◎ 73
161.8高地の戦闘指揮所・
陣地壕跡群

中城村 ● ◎

37 津嘉山司令部壕跡 南風原町 74 大里城跡の戦闘指揮所跡 南城市 ○
※平成18・19年度の発掘調査のため、現地
確認できず

※日程調整つかなかったため、現地確認で
きず

凡例　●調査検討委員同行の現地確認　○事務局のみの現地確認　　◎測量調査

第１表　現地確認・測量調査年度一覧（１）
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No 遺跡名 所在地
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

No 遺跡名 所在地
2010
年度

2011
年度

2012
年度

2013
年度

2014
年度

75 弁ヶ嶽の通信所跡 那覇市 ○ 110 前川・山川の防空壕跡群
南城市・
八重瀬町

●◎

76
首里ハンタン山の通信所
跡

那覇市 ● 111 喜久村家の防空壕跡 久米島町 ●

77
比謝川沿いの特攻艇秘匿
壕跡群

読谷村 ○ 112 金田家の防空壕跡 竹富町 ●

78
渡嘉志久海岸の特攻艇秘
匿壕跡群

渡嘉敷村 ● 113 アハシャガマ 伊江村 ◎

79
古座間味の特攻艇秘匿
壕・関連壕跡群

座間味村 ●◎ 114 ニィヤティヤガマ 伊江村 ◎

80
阿嘉の特攻艇秘匿壕・関
連壕跡群

座間味村 ●◎ 115 チビチリガマ 読谷村 ○

81
慶留間の特攻艇秘匿壕跡
群

座間味村 ●◎ 116 シムクガマ 読谷村 ○

82 大浜の特攻艇秘匿壕跡群 宮古島市 ● 117 ヌチシヌジガマ うるま市 ○

83
狩俣ヌーザランミの特攻
艇秘匿壕跡群

宮古島市 ● 118 我如古のチンガーガマ 宜野湾市 ●

84 宮良の特攻艇秘匿壕跡群 石垣市 ● 119 潮平権現の壕跡 糸満市 ●

85 川平の特攻艇秘匿壕跡群 石垣市 ○ 120 轟の壕跡 糸満市 ●

86 留魂壕跡 那覇市 ●◎ ● 121 新里壕跡 八重瀬町 ●

87
沖縄師範健児之塔付近(の
壕跡

糸満市 ● ◎ 122 石川岳の住民避難地跡 恩納村 ○

88
牧原（鉄血勤皇農林隊）
の壕跡

読谷村 ○ 123 北山の住民避難地跡 渡嘉敷村 ●

89
沖縄陸軍病院南風原壕跡
群

南風原町 ○ 124 白水の住民避難地跡 石垣市 ●

90
沖縄陸軍病院山城本部壕
跡

糸満市 ● ◎ 125 真鼻毛の偽砲台跡 粟国村 ◎

91
沖縄陸軍病院伊原第１外
科壕跡

糸満市 ● 126 公益質屋跡の弾痕 伊江村 ○

92
沖縄陸軍病院伊原第３外
科壕跡

糸満市 ● 127 斎場御嶽の爆弾穴 南城市 ○

93
沖縄陸軍病院糸数分室跡
（アブチラガマ）

南城市 ○ 128 黄金森の爆弾穴 南風原町 ○

94
ナゲーラ(第62師団野戦病
院)壕跡

南風原町 ○ 129 大浦崎収容所跡 名護市

95
第24師団第１野戦病院壕
跡

八重瀬町 ○ 130 具志堅洞陸軍本部壕跡 南大東村 ● ◎

96
第24師団第１野戦病院新城分院壕
跡（ヌヌマチガマ・ガラビガマ）

八重瀬町 ● ○ 131 山下洞陸軍本部壕跡 南大東村 ● ◎

97
第62師団野戦病院棚原分
室壕跡

西原町 ○ 132 大東神社の海軍本部壕跡 南大東村 ● ◎

98
第24師団第２野戦病院壕
跡（糸洲の壕）

糸満市 ○ 133 小沢洞砲台跡 南大東村 ● ◎

99
県庁・警察部壕（シッポ
ウジヌガマ）

那覇市 ◎ 134 漁港付近の弾薬庫跡 南大東村 ◎

100
旧真和志村役場・那覇警
察署壕跡

那覇市 ◎ 135 万座毛の銃眼跡 南大東村 ◎

101 旧西原村役場壕跡 西原町 ○ 136 塩屋の銃眼跡 南大東村 ● ◎

102 旧佐敷村役場壕跡 南城市 ○ 137
亀池港北東の海軍監視所
跡

南大東村 ● ◎

103 大湿帯の御真影奉護壕跡 名護市 ○ 138 日の丸山電波探知機壕跡 南大東村 ● ◎

104
恩納ガーラの御真影奉護
壕跡

恩納村 ○ 139 秋葉神社の海軍通信所跡 南大東村 ● ◎

105 野原の御真影奉護壕跡 宮古島市 ○ 140 黄金山の陸軍本部壕跡群 北大東村 ●

106 白水の御真影奉護壕跡 石垣市 ● ◎ 141
掲揚台の監視所・砲台・
コンクリート製壕跡

北大東村 ● ◎

107 伊地鉱山の防空壕跡群 国頭村 ○ 142 見張海岸の銃眼跡 北大東村 ◎

108 根路銘の防空壕跡群 大宜味村 ◎ 143 黒部岬の壕跡 北大東村 ◎

109
愛楽園の防空壕跡群(早田
壕)

名護市 ● ◎ 144
長幕北方の陣地壕(大正村
の壕)跡

北大東村 ◎

145
長幕南端(山上隊)の陣地
壕跡

北大東村 ◎

※日程調整がつかなかったため、現地確認
できず

凡例　●調査検討委員同行の現地確認　○事務局のみの現地確認　　◎測量調査

第２表　現地確認・測量調査年度一覧（２）
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た存在は知られていた平敷屋砲台では、砲台４基の他多くの関連遺構が残存しており、1つの陣地として評価で

きることが分かった。

　また、沖縄本島のうるま市・南城市の戦争遺跡について、文化庁記念物課埋蔵文化財部門の文化財調査官の現

地指導をいただき、遺構実測図の作成に努めていることには一定の評価を戴き、出来るだけ座標値などの絶対的

な位置関係を記録するように助言戴いた。

2013（平成 25）年度

　委員会を４回、委員同行の現地確認を２回、測量調査を５遺跡で行った。

　委員会では、来年度刊行予定の調査報告書の構成・目次についての検討を開始した。まず、吉浜委員の構成案

を叩き台として、事務局が案を作る形で検討を進めた。吉浜委員案は、県内の戦争遺跡を沖縄戦へ至る過程で捉

えており、それに基づき沖縄戦以前と沖縄戦の戦争遺跡に分ける方針が固まった。掲載する遺跡としては、これ

まで議論されてきたように具体的な形態・内容が捉えられる遺跡のジャンルごとに代表的なものを取り上げてい

くことになった。当初事務局は、前年度以降実施している幾つかの遺跡を重点的に測量調査を行う予定の 20遺

跡程度を中心に報告書をまとめていく方向を提示した。しかしながら、今回の報告書が、今後の県内における戦

争遺跡の調査・保存にとって基礎的な資料となるため、現時点では新たな情報が把握できない遺跡についても重

要なものは取り上げるべきとなった。そのような視点から考えると、数としては 100 程度の遺跡を取り上げる

必要が指摘された。

　また、本年度は、県外における戦争遺跡の研究者に県内の戦争遺跡の現状について視察していただくことで、

今後の戦争遺跡の調査方法や評価、保存の方向性などについて指導助言をいただくこととした。その中で、本年

度 11月 14日に開催した戦争遺跡調査報告意見交換会では、伊藤厚史氏（名古屋市見晴台考古資料館）、江浦洋

氏（公益財団法人大阪府文化財センター）は各自の地域における戦争遺跡の考古学的な調査事例を紹介し、本県

側からは、当センターの瀬戸哲也、調査協力員である上地克哉（南風原文化センター）が事例報告を行った。伊

藤氏からは、戦争遺跡の軍事的な評価については、遺構実測は当然のことながら略測でも良いので地形をおさえ

た遺構図を作成する必要性を指摘いただいた。江浦氏は、沖縄では各壕のように膨大な遺物の対応は非常に難し

いが、戦争遺跡においても遺物がもつ意味は大きく、その分析は考古学の本領が発揮できる重要な調査課題とし

た。

　また、本年度の第４回委員会では、先の２氏と同様に各地で戦争遺跡の調査研究が豊富な菊池実氏（公益財団

法人群馬県埋蔵文化財調査事業団）、出原恵三（公益財団法人高知県文化財団埋蔵文化財センター）にオブザー

バーとして参加を戴いた。両氏は、本土における戦争遺跡の調査研究は業務として実施できている事例はほとん

どなく、前回調査を合わせ本県の試みが国内において先駆的であり、今後の方向性を位置づけるものとして評価

をいただいた。また、出原氏には、自身が記録保存調査された高知県南国市向山戦争遺跡は本土決戦に向けた迫

撃砲陣地であり、今年度測量調査を行った座波迫撃砲陣地跡の遺構と類似性があることをご指摘いただいた。当

然のことであるが、戦争遺跡のうち軍事的な遺構については、沖縄のみで評価されるものではなく、本土決戦に

向けた歴史的な流れで検討する必要性があるということが示された。

2014（平成 26）年度

　委員会を５回、測量調査を 47遺跡で行った。

　委員会では、前年度の議論を元に作成した事務局案が検討され、最終的には報告書において 143 遺跡につい

て掲載を行うことになった。遺跡数は前年度案より多くなったが、文化庁刊行予定報告書の対象遺跡を全て取り

入れたことと、住民避難を壕だけではなく山間部の避難場所も含めたこと、その他事務局の調査で新たな情報が

得られたものを積極的に取り入れたためである。原稿の執筆であるが、各遺跡の解説は基本的に事務局が取り組

み、一部協力員と委員にも分担していただき、更に名護市・恩納村・うるま市・中城村・浦添市・西原町・宮古
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島市の各教育委員会の文化財担当職員に執筆の御協力を戴いた。また、各委員についてはそれぞれの専門性を活

かし各論に取り組んでいただくことになった。委員会の議論では、本報告書は海外にもアピールすべきという意

見があり、その要約と目次を英文翻訳することになり、考古学関係の英文化に精通し、南洋群島の戦争遺跡の調

査経験もある石村智氏（独立行政法人国立文化財機構　奈良文化財研究所）の御協力を得ることが出来た。

　同時に、補足調査として、遺構図が作成されていないものや、既往図の追加修正を行う測量調査、これまで確

認していない遺跡についても事務局による現地確認を行った。特に、宮古島市西更竹司令部壕跡は、近年把握さ

れたもので、非常に大規模で保存が良好な戦争遺跡であることを確認し、本報告書でも取り上げることが出来た。

　報告書作成については、文化庁記念物課埋蔵文化財・史跡部門の両文化財調査官に指導を戴き、その構成や用

語を一般に分かりやすくすることなどの助言を戴いた。

　以上、検討委員会と補足調査を経て、原稿は事務局により図面の多くは作図ソフトイラストレーターで作成し、

編集ソフトインデザインにより DPT 印刷用に編集作業を行った。最後となる 2015（平成 27）年２月 24日の

本年度第５回委員会で原稿案が了承され、３月初旬に入稿し、同月末日に報告書を刊行した（瀬戸）。　

写真１　調査検討委員委任状公布（平成 24年度） 写真２　調査検討委員会の様子（平成 24年度）

写真３　調査検討委員会での現地確認１（平成 23年度）写真４　調査検討委員会での現地確認２（平成 24年度）

写真５　事務局による現地調査（平成 24年度） 写真６　事務局による測量調査（平成 26年度）
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第２章　沖縄戦概説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

１．第 32軍配備以前の軍備
　明治政府は 1879 ( 明治 12) 年、軍隊と警察官を派遣して琉球藩を廃止し沖縄県を設置した。いわゆる「琉球

処分」である。その後も分遣隊は首里城に一時駐屯していたが、真和志村に施設 ( 兵舎・練兵場・射撃場 ) がつ

くられため首里城から撤退した。「琉球処分」後の分遣隊は「治安維持」を目的に駐屯したが、1896( 明治 29)

年に本土に引き揚げた。

　1894( 明治 27) 年日清戦争に勝利した日本政府は、1898( 明治 31) 年に沖縄に徴兵令を施行させた。日本本

土に遅れること 25 年であった。徴兵令施行に伴って、徴兵検査・徴集業務を行う沖縄警備隊区司令部 (1926 年

に沖縄連隊区司令部に改称 ) が那覇市松山に設置された。沖縄から徴兵され、戦場に出兵したのは日露戦争が初

めてであった ( 日清戦争では沖縄出身兵は志願兵として参戦していた )。徴兵検査の合格者が召集され、軍事教育・

訓練を行ったのは九州各県の連隊であった。「郷土部隊」と言われる連隊は設置されなかった。しかし、沖縄を

管轄する熊本第６師団の軍事演習が度々実施され、沖縄県民の軍事意識・国防意識を高めた。

　第 32 軍沖縄配備以前の沖縄の軍備は、沖縄連隊区司令官が乗る「軍馬一頭しかない」と揶揄されているが、

事実はそうではなかった。中城湾は海軍艦隊の寄港地となり、海軍兵が頻繁に上陸行軍した。旧佐敷村津波古・

新里には 1896( 明治 29）年、石炭や水の補給施設として海軍需品支庫が建設された ( 同様な施設は今帰仁村運天・

西表島船浮にもあった )。さらに、同年には海軍望楼が糸満の喜屋武や西表島崎山に建設された。県防空課管轄

の監視哨も本部村谷茶・北谷村浜川・与那城村屋慶名など県内 11 か所に建設され、民防空の体制も構築された。

日露戦争後、戦死した兵士を祀る記念碑として忠魂碑が在郷軍人会が中心となって各市町村に建立された。忠

魂碑は、地域住民や児童生徒を参加させ、愛国心高揚・戦意高揚の場となった。さらに皇国民としての意識を育

成するため学校敷地には奉安殿が建設された。県内市町村では大正天皇・昭和天皇の即位にかかわる御大典事業、

皇太子の誕生日を祝う事業、皇紀 2600 年祭記念事業が本土同様に展開された。

第 32 軍が配備される 3 年前の 1941( 昭和 16) 年には、与那原に中城湾臨時要塞部隊が配備された。本格的

に日本軍が配備されたのである。与那原には司令部が置かれ、伊計島・旧勝連町平敷屋・旧知念村の斎場御嶽周

辺には砲台が築かれた。西表島にも西表臨時要塞部隊が配備され、中城湾臨時要塞部隊と同様な施設が建設され

た。なお、この両要塞部隊は沖縄戦時には第 32 軍に吸収され、重砲兵第７連隊・重砲兵第８連隊と改称し、地

上戦闘に参戦した。　

２．第 32軍配備
第 32 軍創設と飛行場建設

　1944( 昭和 19) 年３月 22 日、南西諸島防衛を目的に第 32 軍が創設された。第 32 軍の防衛地域は奄美諸島

を含む広大な海域から成る島嶼であった。第 32 軍の当初の任務は航空作戦を準備するための飛行場建設であり、

そのためいち早く沖縄に配備されたのが第 19 航空地区司令部や指揮下の第 50 飛行場大隊などの飛行場建設部

隊であった。飛行場建設は当初民間会社に請負をさせたが、工事が予定通り進捗しなかったため、戦闘部隊も飛

行場建設に転用した。それでも完成の目途が立たなかったため、住民を動員する人海戦術をとった。当時東洋一

と言われた伊江島飛行場では１日 6000 人の住民が動員され、完成にこぎつげた。

　沖縄本島には、陸軍北 ( 読谷 ) 飛行場・陸軍中 ( 嘉手納・屋良 ) 飛行場・陸軍南 ( 城間・浦添 ) 飛行場・陸軍東

( 西原・小那覇 ) 飛行場・陸軍首里石嶺飛行場・海軍小禄飛行場、宮古島には陸軍東飛行場・陸軍西飛行場・海

軍飛行場、石垣島には陸軍東飛行場 ( 白保 )・海軍南飛行場・海軍北飛行場（平喜名）、南大東島には海軍飛行場、
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奄美の喜界島には海軍飛行場・徳之島には陸軍飛行場が建設された。飛行場には、滑走路をはじめ整備施設や給

油施設、戦闘指揮所、掩体壕などがつくられた。南西諸島は「不沈空母」と化したのである。

３．戦闘部隊配備
全島要塞化

　絶対国防圏の一角であるサイパン島が米軍に占領された 1944( 昭和 19) 年７月７日、大本営は「捷号作戦」

を策定した。この作戦は、米軍が沖縄に上陸することは必至であると判断し、上陸した米軍に決戦を挑む内容で

あった。そのため、沖縄には中国北部や旧満州から転用した部隊が次々と配備された。南部には第９師団 ( 武部

隊 )、中北部には第 24師団 ( 山部隊・第 62師団 ( 石部隊 )、宮古には第 28師団 ( 豊部隊 ) などの戦闘部隊がそ

れである。八重山諸島や大東諸島、本島周辺の離島にも第 32軍 ( 球部隊 ) 麾下の部隊が配備された。

これらの部隊は配備された地域で防衛態勢を構築した。部隊本部・倉庫・兵隊宿泊などは学校・公民館などの

公共施設、さらに民家を接収して使用した。海岸線や山頂にはトーチカ、内陸部には戦車壕や陣地壕などを構築

し、戦闘に備えた。こうした軍事施設構築には住民を徴用し、小学校高学年生までもが勤労奉仕として動員され

た。また、食糧や資材などの供出も頻繁に行われた。部隊が駐屯した地域には慰安所も開設された。こうして沖

縄は「全島要塞化」していった。

疎開

　日本政府は 1944（昭和 19）年７月７日、沖縄から日本本土へ８万人、台湾へ 2万人を疎開させることを閣

議決定した。このなかに集団学童疎開も含まれた。疎開といっても希望者は自由に行くことができなかった。軍

が必要とする年齢の男女は制限されていた。疎開の目的には、軍の食糧確保と老幼婦女子は軍の作戦上足手まと

いになるということが考えられる。

　絶対国防圏が崩壊したこの時期、南西諸島周辺の制空権・制海権は米軍の手中にあった。こうした中で、1945（昭

和 20）年３月までに九州に約６万人、台湾に約２万人が疎開したが、米軍潜水艦によって撃沈された対馬丸や

武州丸の悲劇は忘れてはならない。すでに、制空海権は米軍の手中にあり、海も戦場化していたのである。

　米軍の沖縄上陸が必至となった 1945 年２月、軍と県は沖縄本島中南部から北部への 10万人疎開を決定した。

疎開地は各市町村に割り当てられた。疎開先での食糧確保の不安や年齢制限があったため、実際に疎開したのは

約３万人であった。

10・10 空襲

　1944（昭和 19）年 10 月 10 日早朝、米軍艦載機が南西諸島を攻撃した。沖縄本島は午前６時から午後３時

45分までの５次にわたり空襲された。第１次から３次までは飛行場や港湾施設が攻撃され、４次から５次は那

覇の町が焼夷弾攻撃され、火の海となり 90％が灰燼に帰した。被害は甚大であった。人的被害は、戦死者は軍

人 218 人・民間人 330 人、負傷者も軍民あわせて 600 余人に及んだ。物的被害は、航空機の焼失、滑走路や誘

導路への被弾、船舶の沈没、それに軍の１か月分の糧食の損失などであった。

　被害以上に県民に衝撃を与えたのが、沖縄の上空を縦横無尽に飛び回る米軍機の姿であった。日本軍の応戦の

効果がほとんどなかったことや初めて敵の攻撃力のすさまじさを見たことであった。数日前から敵機動部隊接近

の情報があったにもかかわらず、十分な警戒を怠った第 32軍に対する失望感も生まれた。ちなみに、敵機襲来

の第一報が警備本部に打電したのは屋慶名の防空監視哨からであった。

　この空襲後、県庁・市町村役場、それに民間でも区や家族単位で横穴の防空壕を造る動きが加速した。

部隊配備変更

第 32軍は度々部隊の配備変更を実施した。第９師団が台湾に抽出された 12月には、水際決戦を放棄し、徹

底した持久戦を策定した。すなわち、米軍上陸予想地である沖縄本島中部西海岸には飛行場関連部隊を新編成
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第１図　第 32 軍主要部隊配置図　1945 年３月末の段階（沖縄県 2012 所収図より修正して再トレース）
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した特設第１連隊を配置した。第 32軍は司令部を首里に置き、主力である第 62師団は宜野湾・西原・浦添に、

第 24師団・独立混成第 44旅団は南部に、沖縄方面根拠地隊 ( 海軍 ) は小禄半島に配置した。

本島北部には伊江島に第２歩兵第１大隊、本部半島には第２歩兵隊、今帰仁村の運天には海軍第 27魚雷部隊・

第２蛟龍部隊、金武と屋嘉には海軍の特攻艇部隊の震洋隊、恩納岳には第４遊撃隊 ( 護郷隊 )・多野岳には第３

遊撃隊 ( 護郷隊 ) を配置した。

慶良間諸島、沖縄本島の糸満・具志頭・玉城・北谷・与那原には陸軍の特攻艇部隊の海上挺進隊を配置し、敵

艦船への攻撃に備えた。

首里に司令部を置いた第 32軍は、敵の沖縄本島中部西海岸への上陸に備えて、首里を同心円状に囲む形に複

郭陣地を構築し、そのなかの主陣地として嘉数高地・前田高地などには強固な地下陣地を築いた。

沖縄戦前夜

　大本営は 1945（昭和 20）年１月 20日、「帝国陸海軍作戦計画大綱」( 以下、「大綱」と略 ) を発した。「大綱」

には、沖縄作戦を「皇土防衛ノ為ノ縦深作戦遂行上ノ前縁」と位置付け、米軍が上陸した場合には「極力敵ノ出

血消耗ヲ図」るとしている。大本営にとって沖縄作戦は、事実上本土決戦準備の時間稼ぎ作戦であり、沖縄を捨

石にする作戦であった。

　第 32軍は、兵力補充のため県民を根こそぎ戦場動員した。「防衛召集規則」により 2万数千人の青壮年男子

を防衛隊として召集し、各隊に配置した。男子中学生を鉄血勤皇隊・通信隊として召集し、陣地構築・伝令・通

信などの任務に就かせ、また女学生も学徒看護隊として動員し病院勤務に就かせた。さらに、市町村単位の義勇

隊を結成させ、各隊では青年女子を救護班・炊事班として動員した。

２月 14日、第 32軍は戦闘指針「一機一艦船、一艇一船、一人十殺一戦車」( 標語 ) を軍官民に示し、軍と協

力して特攻精神を発揮することを煽った。

４．沖縄戦経過
米軍上陸前

　３月 23日から米軍機動部隊による空襲、24日からは艦砲射撃が加わり、いよいよ沖縄上陸は時間の問題と

なった。第 32軍は 25日、「甲号戦備」を発令し、各部隊は戦闘配備についた。同日、米軍艦船が停泊している

慶良間諸島に対して海上挺進隊の出撃を命じ、運天港の蚊龍隊も出撃した。26日、米軍は座間味島に上陸。同

日、「天一号作戦」が発令され、沖縄出身の伊舎堂用久大尉が米軍艦船に特攻する。27日、米軍は渡嘉敷島に上

陸。座間味島・渡嘉敷島では、「集団自決」が起こった。30日、第 32軍は読谷・嘉手納・浦添飛行場の滑走路

の破壊を命令した ( 伊江島飛行場は３月 10日に破壊命令 )。米軍は 31日、慶良間諸島の占領を宣言する。この

間、米軍は、沖縄本島周辺離島も含めた南西諸島への空襲を徹底し、さらに本島の中南部には艦砲射撃が実施さ

れ、沖縄は米軍上陸前から「鉄の暴風」が吹き荒れた。こうしたなか、日本軍は地下陣地、住民は避難壕やガマ

( 自然洞穴 )・墓などに身をひそめていた。

中部戦線

　4月 1日、米軍は沖縄本島中部西海岸に「無血上陸」した。日本軍からの反撃はほとんどなかった。それもそ

のはず日本軍は持久作戦をとっており、米軍上陸地には、戦闘経験のない航空関係部隊を急きょ編成した特設第

１連隊が配置されていたため、上陸する米軍に反撃する戦力はなかった。米軍はその日のうちに６万人の兵が上

陸し、次々に軍事物資を陸揚げするとともに、すぐさま橋頭堡を確保し読谷・嘉手納飛行場を制圧した。また、

米軍は本島南部海岸で陽動作戦を展開し、日本軍を翻弄した。３日には、早くも本島東海岸に到達し、本島を南

北に分断した。

11



日米主力攻防戦

　上陸後の米軍は破竹の勢いで侵攻し、８日には第 32軍が主陣地を構築していた嘉数高地に達した。嘉数高地

で米軍を待ち受けていたのは、日本軍が主陣地として構築していた反斜面陣地であった。そこは地下陣地やトー

チカが無数に張りめぐらされ、全方位の火網が米軍を待ち受けていたのである。米軍が１日に 100 メートルし

か進めなかったと言われるほどの主力攻防戦が展開された。この戦いで、日本軍の初年兵が急増爆雷を背負って

肉弾攻撃を展開し、米軍戦車 22輌を擱座・炎上させる「戦果」があった。この肉弾攻撃は戦訓として 1945( 昭

和 20) 年６月 29日に大本営陸軍部が作成した「沖縄作戦ノ教訓」に掲載されている。

一方、米軍は４月 10日、中部の離島である津堅島に上陸した。米軍が津堅島に上陸したのは、島に重砲兵第

７連隊 ( 中城湾臨時要塞部隊を改称 ) 第１中隊が地下要塞を構築していたからである。中部の他の離島である平

安座島・宮城島・伊計島・浜比嘉島には日本軍がいなかった。11日には日本軍は壊滅し組織的戦闘が終了したため、

米軍は一旦島から引き揚げたが４月 23日に再上陸し、島を占領した。

攻勢失敗

　５月３日、牛島満第 32軍司令官は、各部隊長に「全員特攻忠則尽命ノ大義ニ徹シ醜敵撃滅ニ驀進スヘシ」と

訓示し、積極攻勢に出た。逆上陸部隊として船舶工兵第 26 連隊・海上挺進第 27 戦隊・海上挺進第 28 戦隊・

海上挺進第 29戦隊が出撃した。５月４日、第 24師団歩兵第 22連隊・歩兵第 32連隊などは西原方面、独立混

成 44旅団・軍砲兵隊・戦車第 27連隊は首里方面に投入した。しかし各部隊とも苦戦したため、５日には攻撃

中止を命令した。この時点で第 32軍の戦力は、第 62師団が４分の１、第 24師団が５分の３、独立混成第 44

旅団が５分の４、軍砲兵隊が２分の１に低下した。

　米軍の圧倒的な戦力に第 32軍の攻勢は失敗した。その後、米軍は第 32軍の主陣地である前田高地・棚原高

地・幸地高地などを占領し、第 32軍司令部のある首里に迫った。米軍は正面から首里に侵攻する部隊、右翼 (

東側 ) のコニカル・ヒル ( 運玉森 ) に侵攻する部隊、さらに左翼 ( 西側 ) のシュガーローフ・ヒル ( 日本軍は 52

高地と称す、現在の新都心方面 ) に分け、首里を側面、背面から攻撃する作戦をとった。これに対し、第 32軍

は、首里正面には５月４日の攻勢で敗走した部隊を配置、左翼には旧玉城村に駐屯していた独立混成第 44旅団

第 15連隊や海軍部隊を移動させ、右翼には旧東風平村・旧具志頭村に駐屯していた第 24師団歩兵第 89連隊

を移動させた。両部隊は新駐屯地に移動する際、それぞれの駐屯地ですでに壕に避難していた青壮年男女を義勇

隊として動員し、弾薬・食糧運搬、戦闘参加を強制した。両戦場とも頂上争奪をめぐる白兵戦を展開したが、結

果日本軍は壊滅した。米軍もシュガーローフ・ヒルの戦いで戦傷者 2662 人、戦闘疲労者 1289 人を出した。結

局５月 18日、米軍はシュガーローフ・ヒルを占領し、那覇に侵入した。米軍は運玉森も 21日に占領し、南風

原に侵入した。

南部撤退

　首里防衛が風前の灯となった５月 21日、第 32軍司令部は各兵団の参謀長・参謀を司令部壕に招集し、①首

里決戦案②知念半島撤退案③喜屋武半島撤退案の三案について各兵団の意見を聞いた。第32軍司令部は翌22日、

喜屋武半島撤退案を決定し、残存兵力で八重瀬岳・与座岳を中心とした地域を防衛する新たな作戦計画を策定し

た。撤退方針の議論には住民の避難地域の指示はなかった。すでにこの時点で、住民約 10万人が南部に避難し

ていたのにもかかわらず、住民を安全な地域に避難させる考えはなかった。第 32軍はあくまで軍事作戦を遂行

するのが第一義であったのである。すなわち、南部撤退は持久戦の一環であり、時間稼ぎ作戦の一環であった。

しかし、住民にとっては軍民混在の戦場のなか、右往左往せざるを得ず、結果多くの住民の尊い命が失われた。

　５月 27日、第 32軍司令官らは首里をあとにして南風原の津嘉山に移動し、29日には摩文仁司令部壕に到着

した。

　首里は５月 29日、米軍に占領された。古都首里は首里城も破壊され、地上には首里教会と県立第一中学校の
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弾痕がある建物が残っているのみで、見渡す限り瓦礫と化していた。首里城・守礼門など８件の国宝級文化財も

焼失した。

小禄半島の海軍

　小禄半島を防衛していた沖縄方面海軍根拠地隊 ( 海軍 ) は、第 32軍の南部退却命令の日にちを誤解し、５月

26日に携行困難な重火器を破壊して糸満の真栄平に移動した。第 32軍はこうした動きを知って驚き、28日に

は小禄地区への復帰を命じた。重火器の大部分を失い、すでにシュガーローフ・ヒルなどの戦場に部隊を派遣し

た海軍の戦力は低下していた。

　海軍は、沖縄根拠地隊 ( 司令部 )・巌部隊 ( 航空部隊 )・護部隊 ( 航空部隊 )・山根部隊 ( 設営隊 )・第 27 魚雷

艇隊・第２蚊龍隊・第 22震洋隊 ( 金武に配備 )・第 42震洋隊 ( 屋嘉に配備 )・海軍砲隊・射堡隊などに編成され、

兵力は 1万人であったが正規兵は少なく、80％が防衛隊で構成されていた。陸上戦闘用の武器も少なく、レー

ルで戦闘用の槍を造るという状態であった。

　６月４日、米軍は小禄飛行場北部海岸から上陸を開始した。同日、米軍は日本軍が破壊した真玉橋に架橋して

渡った。両部隊の中心部隊は豊見城の司令部壕に侵攻した。米軍に包囲された海軍は、主に斬り込み戦術で応戦

したが、６日には司令部壕が米軍に馬乗り攻撃されたため、大田實司令官は訣別電報を打電。さらに同日の夜に

は海軍次官宛てに「沖縄県民斯ク戦ヘリ　県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」を打電し、13日に司

令部壕内で自決した。

北部戦線

　上陸した米軍は４月７日には名護、13日には沖縄本島北端の辺戸岬に到達した。14日からは本部半島に布陣

している宇土部隊 ( 国頭守備隊 ) への攻撃を開始した。激しい攻防戦が展開されたが、１週間後の 21日には米

軍に占領された。宇土武彦隊長は本部半島から敗走し、遊撃隊も指揮命令を失い、北部一帯の日本兵は敗残兵と

化した。

北部一帯を制圧した米軍は田井等・辺土名・大浦崎などに難民収容所を設置した。多くの住民が山中に避難し

ていたため、食糧難やマラリア罹患に苦しめられていた。住民は山中で米軍に保護され、あるいは自ら山を下り

て収容所に入った。しかし、北部一帯には敗残兵が跋扈し、住民に対して食糧強奪やスパイ嫌疑による虐殺が相

次いだ。

　一方、米軍は 4月 16日、当時東洋一の飛行場が建設された伊江島に上陸。伊江島には飛行場防衛を任務とす

る井川部隊が伊江城 ( 伊江島タッチュー ) を中心に強固な陣地を構築していて、上陸した米軍に急造爆雷での肉

弾戦や手榴弾を持っての白兵戦を展開した。学校のある丘は「血ぬられた丘」と称されるほどの激戦であったが、

１週間で米軍に占領された。日本兵約 3000 人、住民約 1500 人が戦死、生き残った住民は渡嘉敷島に移動させ

られた。なお、伊江島では米軍従軍記者アーニー・パイルも戦死している。

　伊是名島と伊平屋島には残置諜報員がそれぞれ１人ずついるのみであった。米軍は、上陸前の熾烈な艦砲射撃

と空襲を行い、６月３日伊平屋島に上陸した。住民の抵抗はなく、その日のうちに米軍の管理下に置かれた。伊

是名島では、米軍の伊平屋島上陸を見たハワイ移民帰りの青年が伊平屋島に渡り、島に日本軍がいないことを伝

えたことで、米軍の上陸はなかった。

宮古・八重山

宮古島には３か所の飛行場が建設され、第 28師団 ( 豊部隊 )・独立混成第 59旅団・独立混成第 60旅団・海

軍警備隊が持久戦を想定して陣地を構築していた。海岸線には海上挺進第 4戦隊・第 41震洋隊が秘匿壕を構築

し戦闘訓練をしていた。英国軍機動部隊による空襲が頻繁にあり、飛行場・船舶・家屋が破壊された。そのため

軍人や住民の死傷者も出たが、それ以上に日本兵約３万人・住民約６万人の食糧確保が困難となり栄養失調死や

マラリア罹患死による被害が大きい。宮古の日本軍は、8月 25 日に戦闘停止を命令、翌 26日には米軍に武装
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解除されたため、無傷のまま生き残った。

　八重山には、３か所の飛行場が建設され、独立混成第 45旅団・重砲兵第８連隊・海軍警備隊が持久戦を想定

して陣地を構築していた。海岸線には第 19震洋隊・第 23震洋隊・第 26震洋隊・第 38震洋隊の海軍特攻艇部

隊が配備されていた。八重山諸島も断続的な空襲に襲われ、飛行場をはじめ地上建物が破壊され、住民の被弾死

は 178 人であった。八重山では日本軍が住民をマラリア有病地に強制移動させ、そのため被弾死の 20倍近い

人命が失われた。なお、石垣島ではＢＣ級裁判で知られる米軍パイロット兵殺害事件も起こった。八重山の日本

軍は、８月 25日に戦闘停止を発し、９月１日から米軍によって武装解除が開始された。

久米島・渡名喜島・粟国島

久米島には 30人程度の海軍通信隊が配置されていた。海軍通信隊は、住民から「山の部隊」と呼ばれ、恐れ

られていた。米軍は、1944（昭和 19）年 10月 10日の空襲から連日島を空襲した。米軍は 1945 年６月 26日、

イーフ海岸に上陸した。海軍通信隊の応戦はほとんどなく、早くも 28日には久米島占領を宣言し、占領支配に

入った。悲劇は米軍が上陸した後に始まった。海軍通信隊鹿山正隊長がスパイ嫌疑で住民 20人を殺害したので

ある。久米島には海軍通信隊の他に、島に流れ着いた敗走兵や偽名を使い小学校に勤務していた残置諜報員２人

もいた。残置諜報員の住民殺害への関与や住民監視・ゲリラ訓練などについての真相は明らかでない。

　渡名喜島には１人の日本兵もいなかったが、久米島同様に断続的な空襲があった。島には、10・10 空襲後に

那覇にいた島出身の被災者が戻り、人口が約 800 人から約 1300 人に膨れ上がっていた。島と沖縄本島を結ぶ

船が空襲で沈没したため、島は食糧難に陥り、飢えと病が蔓延した。米軍の戦闘部隊の上陸はなかった。米軍の

慶良間地区隊長が９月９日に上陸した。島は米軍の占領支配下になった。

　粟国島には日本軍部隊の駐屯はなかった。唯一の日本兵と言えば残置諜報員１人がいた。しかし、偽名を使っ

て島の学校の先生をしていたため、島民は彼を日本兵とは思っていなかった。島の兵備と言えば、在郷軍人会や

警防団が設置した擬装砲のみであった。島の人口は、引き揚げ者や那覇空襲の被災者で膨れ上がった。島はたち

まち食糧危機に陥った。食糧難は、本島と島を結ぶ連絡船が米軍に轟沈さたため、さらに拍車がかかった。６月

９日、米軍の上陸は突然の出来事であった。島民はたちまちパニックに陥り、米軍の攻撃で住民 56人が死傷、

住民４人は日本兵と間違われて米兵に銃殺された。米軍は上陸日には住民を収容所に移動させ、占領支配を開始

した。

大東諸島

　大本営は大東諸島を軍事戦略上重視した。1944 年３月 24日、第 85兵站警備隊を創設したばかりの第 32軍

に編入し、大東支隊と改称した。７月 11日には歩兵第 36連隊を派遣し、司令部と第１大隊・第３大隊は南大

東島、第２大隊は北大東島に駐屯させた。さらに９月には海軍部隊と飛行場設営隊が配備された。沖大東島 ( ラ

サ島 ) にも前述した第 85兵站警備隊の１個中隊が派遣された。このように大東諸島は軍備が強化され、住民の

人口を上回る兵隊が駐屯した。日本軍は、兵舎確保や食糧確保のため住民を島から強制退去させた。しかし、軍

に協力可能な青壮年男女は島に残らさせた。軍は持久戦を想定し複郭陣地を構築、さらに島を取り囲む珊瑚礁の

崖には渚陣地を構築した。

　大東諸島には米軍は上陸しなかったが、空襲や艦砲射撃が繰り返し展開された。８月 16 日には守備隊長が

部隊を集め、「戦争終結詔書」を奉読し、25日には戦闘停止を命令した。31日には軍旗奉焼式を挙行し、９月

９日には兵器弾薬の集積や機密文書の焼却が行われた。14日には米軍調査団が来島し、武器弾薬・装備の引き

渡しが行われ、その後爆破処理・海中投棄された。このように大東諸島の日本軍は粛々として戦後処理を行い、

10月から 12月には全員復員した。

南部戦線

　第 32軍は、残存部隊を整理編成して与座岳・八重瀬岳に防衛線を構築し、米軍を迎え撃った。米軍は戦車を
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先頭にして猛攻撃を展開した。八重瀬岳を陥落させた６月 14日、米第 10軍バックナー司令官は、牛島満司令

官宛てに再び降伏勧告した ( 降伏勧告の最初は６月 10日。牛島司令官は 17日受け取ったが拒否した )。16 日

には与座岳が陥落し、国吉丘陵・玻名城丘陵も米軍に突破された。15日、バックナー司令官は「沖縄戦は峠を

越した。あとは最後の追い込み戦だけだ」と戦局を観測した。

日本軍は喜屋武半島南端に追い詰められた。この時点での日本軍は夜間斬り込みを散発的に行うことしかでき

なかった。一方米軍は、馬乗り攻撃を主とした徹底的な掃討戦を展開した。第 32軍司令部壕のある摩文仁 89

高地に米軍戦車が砲撃するようになった 19日、牛島司令官は参謀次長・第 10方面軍司令官宛てに「訣別電報」

を打電した。同日、バックナー司令官が真栄里で戦死する。

軍民混在となった南部戦線では多くの住民の命が失われた。砲弾が雨霰と降る戦場で「安全地帯」を探して彷

徨する住民。どこが安全でどこが危険なのか、確かな情報はあるはずがなかった。ガマや家畜小屋、岩や樹木の

下、溝などに避難したが、どこも命の危険に晒されていた。住民の被害で最も多いのが被弾死であったが、その

他には「集団自決」死、日本軍によってスパイ嫌疑されての虐殺、食糧難による栄養失調死、衰弱死などがあった。

沖縄戦終結

６月 23日、第 32軍牛島満司令官と長勇参謀長が自決し、ここに組織的戦闘は終結した。牛島司令官は自決

に先立つ19日、「爾今各部隊ハ各局地ニオケル生存者中ノ上級者之ヲ指揮シ最後迄敢闘シ悠久ノ大義ニ生クヘシ」

を各部隊に下達した。この命令は残存部隊に対して戦闘の継続を意味していた。第 32軍司令官・参謀長らは自

決したが、戦闘停止命令は出さなかった。結果、残存部隊が小グループ単位での夜間斬り込み、国頭でゲリラ活

動するための戦線突破などが継続して展開された。米軍は６月 22日、沖縄作戦終了を宣言。一方、大本営は６

月 25日沖縄終戦を発表した。ここに３か月余にわたる沖縄戦は終わったが、兵士個人や住民のなかではこの後

１～２年間も「戦争」が続いた人もいた。第 24師団歩兵第 32連隊が米軍に降伏したのも８月 29日であった。

　9月７日、越来村森根 ( 現嘉手納基地 ) の米軍司令部前広場で降伏調印式が行われた。署名したのは米軍ステ

ィルウェル将軍と南西諸島の日本軍を代表して宮古の第 28師団長納見敏郎中将・奄美の独立混成第 64旅団長

高田利貞少将・沖縄方面海軍根拠地隊加藤唯雄少将であった。調印式に参加した後宮古に戻った納見中将は 12

月 13日に自決した。なお、沖縄での降伏調印式が行われた５日前の９月２日には、東京湾停泊の米ミズーリ号

艦上で日本政府代表と連合国代表が降伏文書に調印した。

収容所生活から帰村

　米軍に保護された住民は収容所に送られた。中部地区では多くの住民が４月初旬で米軍に保護され、野嵩 ( 現

宜野湾市 ) や島袋 ( 現北中城村 )、嘉間良 ( 現沖縄市 )、高江洲 ( 現うるま市 ) などの収容所に送られた。この時、

中部地区では戦争と戦後が同居していた。北部でも次々と収容所がつくられた。南部では６月初旬には百名収容

所が開設されたが、時が経つにつれて収容人数が増加したため、知念や佐敷にも収容所を開設した。中部や南部

の収容所に入っていた住民のなかには北部の収容所に移動させられた人も少なくない。

　収容所では米軍の監視下に置かれた。食糧配給はお腹を満たすほどの量ではなかった。学校も開校したが、教

室・教科書・学用品のない「青空教育」であった。米軍は 1945 年９月、各地の収容所をまとめ 12の市を誕生

させた。市制に伴って、市長・市会議員の選挙が行われ、史上初の婦人参政権も与えられた。ところが、米軍は

10月 23 日、「移動計画案指示要綱」を発し、帰村を許可した。このことにより市制は終わり、旧市町村が復活

した。そして帰村の準備が進められたが、すべての市町村が一斉に帰村したわけではなかった。帰村の時期が早

いか、遅いかは米軍の意向、すなわちすでに建設あるいは建設計画していた米軍基地に関係していた。米軍は住

民を収容所に囲い込むことで、勝手放題に基地を建設していたのであった。すべての市町村が戻ることはできた

が、現在でも元の居住地に戻ることができない字 ( 地区 ) が少なくない（吉浜）。

15



　参考・引用文献

沖縄県教育委員会 2011『沖縄県史　各論編５　近代』

沖縄県教育委員会 2012『沖縄県史　資料編 23  沖縄戦日本軍史料』

瀬名波栄 1975『先島群島作戦 ( 宮古篇 )』

瀬名波栄 1996『石垣島方面陸海軍作戦』

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社　

　

第２図　沖縄本島における米軍進攻図
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第３章　戦争遺跡の考古学的調査および研究史

ここでいう戦争遺跡とは、近現代の戦争にかかわる遺跡のことである。こうした戦争遺跡が考古学の対象とし

て国内で初めて調査報告された事例は、1974（昭和 49）年に浅川利一らが実施した東京都町田市の田中谷戸遺

跡であった。その後 1976（昭和 51）年伊藤玄三らが多摩送信所跡の発掘調査を実施している。これらの調査

はいずれも考古学研究者による専門分野からのアプローチであった。

ここ沖縄県では、沖縄戦に関わる戦争遺跡と遺物を調査・研究・保存していくことの重要性を訴える活動は

1970 年代後半にはじまった。その活動の主体は沖縄戦や沖縄の近現代史を研究する人々が中心となった。

長い祖国復帰運動の結果、1972（昭和 47）年にやっと「復帰」が実現し沖縄県になった。その後沖縄県は、

急激な開発の波にさらされるようになり沖縄固有の文化や風土および自然、さらには埋蔵文化財等が消滅してい

くという危機に直面するようになり、沖縄喪失の危機とさえいわれるようになった。また 1977（昭和 52）年は、

沖縄戦で亡くなった人々の33年忌にあたる。沖縄では33年経つと「ウワイスーコー」と言って死者が神様となり、

それを機に過去のすべてを捨て新たな出発をするという風習がある。そうしたことから、33年忌を境に戦争遺

跡や遺物が急速に失われていくのではないかという危機意識が研究者の間に高まった。

沖縄戦終結から 33年目にあたる 1977（昭和 52）年５月 15日「沖縄戦を考える会」が発足する。その発足

総会で同会は、「沖縄県戦争遺跡・遺物の保存について」を決議した。その中には「沖縄県民が、戦場の中を彷徨し、

そして死んでいき、あるいは生き残ったその体験の場所、あるいは沖縄戦の特徴を呈している戦跡、戦闘行動の

破壊のすさまじさの痕跡を残す建造物などの戦争遺跡・遺物は、沖縄の歴史の重要な資料であり、また沖縄県民

の戦後の思想と行動の原点としての戦争体験を具体的に物語る物的資料であります」と記し、初めて戦争遺跡や

戦争遺物という用語を用い、その保存を訴えた。

また、沖縄県北部の伊江村教育委員会では、今でも無数の砲弾痕を残し、激戦地伊江島を無言で語ってくれて

いる伊江村公益質屋跡を、「かろうじて原型を保つ戦争遺物として戦争の恐ろしさを後世に伝える貴重な資料」「戦

前の貧民を救う唯一の村営金策機関として記念すべきもの」という理由を挙げて 1977 年 12 月 14 日付けで村

の文化財に指定している。伊江村の場合には、この段階でまだ戦争遺跡としての文化財概念を使用してないもの

の指定物件の内容説明では「かろうじて原型を保つ戦争遺物として戦争の恐ろしさを後世に伝える貴重な資料」

だと説明している。

沖縄県における戦争遺跡の保存・活用の初期の動向については以上の経緯を有しながらその取り組みは次第に

周辺へと広がっていった。

戦争遺跡や遺物を考古学の対象として調査する必要性を訴えたのは、1984（昭和 59）年に當眞嗣が提唱した「戦

跡考古学のすすめ」によってであった。當眞は「戦争遺跡や戦争遺留品という過去の物質的資料を認識の手段と

して沖縄戦の実相に触れていくということ」が必要だと指摘した上で、沖縄戦における戦争遺跡や戦争遺物のあ

れこれを対象に考究していく分野を戦跡考古学と呼称し、その実践を考古学研究者に呼びかけた。こうした戦跡

考古学提唱の背景には、沖縄の現実を直視し、沖縄戦の実態をいかに科学的に記録しなければならないのかとい

う問題意識があった。當眞の提唱は西原町史づくりのなかで実践されていく。

西原町は、沖縄戦で亡くなった人々の 33年忌にあたる 1977 年西原町史編纂委員会を発足させ、「西原町の

歴史を、町民的立場からとらえ、科学的かつ客観的に記述することによって、現在の西原町をつくり、未来を展

望する基礎資料とする」という基本方針のもと、翌 1978（昭和 53）年から本格的に町史編纂事業に取り組む

中で戦争編として第一巻発刊の計画を盛り込んだ。戦争編における編集の具体的な方針は、

１　住民にとっての戦争の実態を明らかにする。
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２　戦争への批判、反省がどのようになされたかを明らかにする。

３　沖縄戦を広い視野からとらえる。

４　戦争体験を正しく後世に伝える。

ということであった。そうした基本方針を踏まえ戦争体験の聞き取り調査、戦争被災状況調査、避難壕、防空壕、

陣地壕などの確認調査を実施していくことになった。こうした町史編纂作業の過程で町史編纂委員会の委員であ

った當眞を中心に旧西原役場壕、小波津陣地壕、棚原観測所壕の考古学的調査が実施されることになった。また

一方では森川陣地壕、上原砲兵観測所壕の調査が沖縄自動車道建設や都市区画整理事業などの開発事業に伴う事

前調査の一環として町教育委員会によって実施されることになった。これらの壕の調査には戦跡考古学の提唱者

である當眞も加わり考古学的調査が実践された。当時は戦争遺跡を文化財として取り扱うという規定がない時期

でもあり、工事主体者との交渉に時間を要したにもかかわらず一応の決着がつき実施されたものであった。いず

れも、測量調査など費用の一部を原因者が負担するなど文化財保護法に準拠したかたちで進められ、その成果が

西原町史編集の過程で活かされていった。

なお、西原町においてはその後、町制施行20周年記念事業の一環として戦争を伝える遺跡の保存整備を目的に、

西原村役場壕跡保存整備検討委員会からの答申を受け、壕外壁の保存修理や説明板を設置するなどの整備工事を

竣工させ 2000（平成 12）年に平和教育のために活用・公開を行った。当時の町長は、「戦争体験者が年々減っ

てきている。我々は戦争の悲惨さ、平和のありがたさを伝える責務がある。戦争の風化を防ぐため、21世紀に

語り継げる戦争遺跡を残したかった」と語っている。

沖縄北部の宜野座村は、村中央体育館建設に先立って 1983（昭和 58）年宜野座米軍野戦病院集団埋葬地の

収骨作業を実施している。

沖縄本島北部の町村は、沖縄戦直前から戦中にかけて住民避難地域となった。沖縄戦が始まる直前になると沖

縄県は北部の各町村に中南部の疎開民を割り当てた。そして現在の宜野座村でも米軍上陸直後から各区単位で民

間人の収容地区がつくられ中南部からの避難民が受け入れられた。現在の宜野座村字宜野座・惣慶・福山管内の

難民の数は最終的には約４万人に達したといわれている。避難民の中には栄養失調による衰弱、マラリアなど

の病気、また鉄の暴風の中を生きのびてきたものの砲弾による中南部からの負傷者も多かった。宜野座には米

軍の野戦病院が置かれていたが、その治療の甲斐もなく毎日のように死者が出、集団埋葬地に葬られていった。

1983 年この集団埋葬地に村の中央体育館が建設されることになり、それに先立って実施されたのが収骨作業で

あった。収骨作業は村教育委員会文化財担当者である知名定順があたり考古学的手法によってなされた。そして

最終的に発掘された墓域は 168 か所、161 人分の遺骨とともに鑑札、コーラ瓶、薬莢、米軍毛布の一部、眼鏡、

缶詰缶、煙草ケース、墓碑等が掘り出された。1985（昭和 60）年には『宜野座米軍野戦病院集団埋葬地収骨報

告書』として収骨作業の調査結果が宜野座村誌編集委員会から刊行され、収容所内における生活の様子や収容所

の実態が明らかになった。

沖縄陸軍病院南風原壕跡群が所在する南風原町では、文化庁が 1995 年（平成７）３月に『特別史跡名勝天然

記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』の改正をする５年前、つまり 1990（平成 2）年、文化財保護条例の

指定対象に「沖縄戦に関する遺跡」という項目を加えることで、壕群の中でも比較的保存のいい第１・第２外科

壕群を町指定の文化財にした。そして 1993（平成５）年にはこうした戦争遺跡を文化財としての保存活用を図

るべく「南風原陸軍病院壕保存活用調査委員会」を設置し、その中で南風原陸軍病院壕群に関する考古学的調査

が 1994 年度から池田榮史教授を代表とする琉球大学考古学研究室と合同で実施されることになった。池田らに

よる南風原陸軍病院壕群の調査は以後も 2005（平成 17）年度まで継続的に続けられその調査成果が報告書と

して刊行されている。南風原町では、こうした考古学的遺構調査の成果をもとに整備を進め、壕群の中の第 20

号の壕について 2007 年（平成 19）６月一般公開を行った。現在では平和学習の場として町民をはじめ多くの
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人たちが訪れている。

沖縄県教育庁文化課では、1998（平成 10）年度から全国に先駆けて県内の戦争遺跡についての悉皆調査を実

施した。この事業は「沖縄県戦争遺跡詳細分布調査」という国庫補助事業として実施されたものであり、2006（平

成 18）年３月に終了した。その成果は沖縄本島南部編、中部編、北部編、本島周辺離島及び那覇市編、宮古諸島編、

八重山諸島編として６冊の報告書にまとめられ、沖縄県立埋蔵文化財センターから発行された。これにより、沖

縄県内では 979 か所の戦争遺跡の所在が明らかになった。

ところで戦跡考古学が沖縄から提唱されたときには、その対象も沖縄戦に限定した内容であったのが、現在で

は「近代日本が繰り返した戦争全体に焦点をあてるべきであり、日本全域を対象とし、さらにかつて日本が侵略

したアジア諸国までも視野に入れていく必要がある」と言われるようになってきた（菊地実 1996 年 )。今では、

戦跡の意味・内容も単に「戦闘のあった跡」という意味にとどまらず、戦争に関係する一切の遺構や事件の跡地

といった、広く戦争にかかわる遺跡を対象とすべきだということが確認されつつある。そして、戦争遺跡につい

ても、「近代日本の侵略戦争とその遂行課程で、戦闘や事件の加害・被害・反戦抵抗に関わって国内国外で形成され、

かつ現在に残された構造物・遺構や跡地のこと」と定義されるようになった（『戦争遺跡は語る』かもがわブッ

クレット 128　戦争遺跡保存全国ネットワーク編　1999 年）。

このように社会的関心が高まりつつある戦争遺跡に対して、今日では我々の関わり方も多岐にわたってきてい

る状況にある。たとえば、これまで戦争遺跡に対しては平和教育等を中心に「平和学習の場」として保存・活用

の側面から語られることが多かった。ところが、「戦跡考古学」の提唱を機に戦争遺跡や遺物を「もの＝文化財」

として捉え、調査・研究していくことの重要性も認識されるようになり、今日では一定の成果が見られるように

なってきている。

日本における戦争遺跡調査の発展の経過については西川宏が次の第１期から第３期に区分して概観している。

第１期が 1970 年代で、その時期を戦争遺跡調査の始まりとした。第２期は 1980 年代で、戦跡考古学の提唱と

反核運動の展開の時期として区分した。第３期は 1990 年代で、15年戦争への関心の高まりの時期として区分

した。この３期区分に続く現段階の動きを加えるとすれば、1998 年に日本考古学協会沖縄大会で「戦争・戦跡

分科会」が設けられたことである。そのことは、日本の考古学研究者たちが研究者集団として戦争遺跡の考古学

を初めて認定したことになる。つまり日本の考古学が現代の考古学、特にアジア太平洋戦争をも対象にしたこと

を意味し、戦争遺跡調査の発展を考えるうえで特筆すべきことであった。そのことをもって第４期とし、「考古

学研究者による戦争遺跡調査認知の時期」として区分しておきたい。

文化財としての戦争遺跡がこれまでどのような形で取りあげられ、調査・研究が推し進められてきたのかその

動向について今一度素描してみよう。

沖縄県における戦争遺跡の取り扱いは、沖縄戦で犠牲となった戦死者の遺骨、遺品等の収拾のための戦争遺跡

の掘り起こし作業から始まった。こうした動向は、沖縄戦の戦没者の遺骨を１日も早く収集し供養したいという

県民の願いがあり、戦後間もない頃から戦没者の遺骨収集がはじまり、現在では数多くの慰霊塔が建立されるに

いたっている。

こうしたことから、戦争遺跡をいたずらに学問的対象にすべきではないとする考え方があるのもまた事実であ

る。しかし、戦没者の遺骨収集の名目では、遺骨や戦争遺留品が収集されることはあっても、戦争遺跡や遺物を

歴史的資料として取り扱い、これを検証し、資料化する視点はなかったといえる。そうした流れの中で南部に集

中する戦争遺跡を観光資源として活用するための戦跡の整備等が行われ、戦跡観光が定番になっていったという

経緯がある。戦争遺跡に対するこうした動きを総括的に取りあげた池田は、「これらの行為には、沖縄戦を語り

継ぐこと、戦争犠牲者の慰霊を行うことに主たる視点が置かれており、戦争遺跡、遺物を歴史的資料として取り

扱い、これを検証し、資料化する視点は大きく欠落している」として、現代史における戦跡考古学の役割の重要

19



性を強調している。このように、現在では戦争遺跡の考古学的調査も次第に増加してきている。たとえば、県内

の教育委員会が文化財保護法の手続きに基づいて実施した戦争遺跡の考古学的調査の動向をみると、その数は増

加の一途をたどっている（第７章第２節１　戦争遺跡における文化財保護行政の現状）。

ここで沖縄県での文化財としての戦争遺跡に関する動向について、箇条書きにまとめると概ね次の通りとなる。

● 1960 年代　観光を目的とした戦争遺跡の活用。

・この時期は、ひめゆりの塔や摩文仁の丘などに建立された各県の慰霊塔を巡る戦跡観光が定番となる。

1962 年　那覇市が首里城跡の第 32軍司令部壕跡を観光資源開発の目的で調査。

（壕内崩落が激しいとの理由で資源開発を断念）

1968 年　沖縄観光開発事業団が首里城跡の第 32軍司令部壕跡を観光資源開発の目的で調査したが、那覇市と

同様な理由により開発を断念。

1969 年　沖縄観光開発事業団が豊見城市内の海軍司令部壕を整備し、南部の観光コースとして活用する。

● 1970 年代　戦争遺跡を通して沖縄戦を追体験する平和教育を中心とした「戦跡めぐり」が開始される。

1971 年６月『沖縄県史　第９巻　沖縄戦記録１』発刊（編集発行琉球政府）

1972 年５月　日本復帰

・復帰後の急激な開発による埋蔵文化財の危機と戦争遺跡の危機に直面する。

1974 年３月　『沖縄県史　第 10巻　沖縄戦記録２』発刊（編集発行沖縄県教育委員会）

1977 年　「沖縄戦を考える会」の発足（沖縄戦終結から 33年目）。

　　　　発足総会で、「沖縄県戦争遺跡・遺物の保存について」を決議し、沖縄県の所管課長へ要請。要請の中　

　　　で、「・・・沖縄県民が、戦場の中を彷徨し、そして死んでいき、あるいは生き残ったその体験の場所、

　　　あるいは沖縄戦の特徴を呈している戦跡、戦闘行動の破壊のすさまじさの痕跡を残す建造物などの戦争遺

　　　跡・遺物は、沖縄の歴史の重要な資料であり、また沖縄県民の戦後の思想と行動の原点としての戦争体験

　　　を具体的に物語る物的資料であります。・・・」と記述する。

1977 年　西原町が町史編纂委員会を発足させ、「西原の考古」資料編の中に戦跡考古学の手法を取り入れて戦

　　　争遺跡の調査を実施し、その成果を取り入れることを決める。その後旧西原役場壕、森川陣地壕、小波津

　　　陣地壕、上原砲兵観測所壕、棚原観測所壕の考古学的調査が随時実施される。そのうちの森川陣地壕と上

　　　原砲兵観測所壕については、沖縄自動車道建設や都市区画整理事業など開発事業に先だって行われるいわ

　　　ゆる事前調査の一環としての調査であり町教育委員会主体で実施された。この時期には戦争遺跡を文化財

　　　として取り扱う規定がなく、工事主体者との交渉では時間を要したが話し合いの結果一応の決着がつき調

　　　査されたものであった。

1977 年　伊江村が弾痕を残す公益質屋跡を文化財として指定する。

● 1980 年代

1982 年　高校日本史の教科書で日本軍による住民への虐殺を削除。検定に対する抗議運動がひろがる。

1983 年　『観光コースでない沖縄』が刊行される。

1983 年　宜野座米軍野戦病院集団埋葬地収骨作業が行われる。

1984 年　當眞によって「戦跡考古学」が提唱される。

1985 年　西原町史編纂事業で戦跡考古学が実践される（旧西原役場壕の発掘調査）。

1985 年　「沖縄戦を考える会」が再び「戦争遺跡・遺物の保存について」を沖縄県知事・沖縄県教育委員会委員長・

20



沖縄県議会議長・各市町村長等へ要請する。

1986 年　『歩く・みる・考える沖縄』が刊行される。

1986 年　平和ガイドの会が結成される。

1986 年　石垣市が元海底電線陸揚室（電信屋）を史跡として文化財指定を行う。

● 1990 年代

1990 年　南風原町が町の文化財保護条例の改正を行い、指定対象に「沖縄戦に関する遺跡」を加えることで南

風原陸軍病院壕を史跡に指定する。

1992 年　１フィート運動の会が「第 32 軍司令部壕の保存について」要請する。

1993 年　南風原町で「南風原陸軍病院壕保存活用調査委員会」が発足する。

　　　　　1994 年　南風原陸軍病院壕が考古学的手法によって調査される。

　　　　　1996 年「南風原陸軍病院壕の保存活用」の答申が出る。

　　　　　1997 年「南風原陸軍病院壕整備検討委員会」を発足。

　　　　　2003 年「南風原陸軍病院壕の整備公開」の答申。

　　　　　2005 年　南風原町　壕フォーラムを開催。

　　　　　2006 年　壕の整備工事が始まる。

　　　　　2007 年　南風原町が沖縄陸軍病院南風原壕を整備公開する（同年６月 17 日）。

1994 年　沖縄平和ネットワークが「糸数壕の保存整備について」要請する

1995 年３月　「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」の一部が改正され、史跡　二の中

　　　に官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡が加えられる。

1995 年 12 月　沖縄県指定史跡名勝天然記念物指定基準が改正され、１　史跡の（３）として「古戦場、戦災

　　　跡、戦跡その他戦争に関する遺跡」が加えられた。

1995 年　南風原町が「壕シンポジウム」を開催する。

1995 年　沖縄平和ネットワーク「戦争遺跡の保存と活用」について沖縄県・各市町村に要請を行う。

1995 年　沖縄市が「忠魂碑」「奉安殿」を戦争遺跡として指定する。

1996 年３月　西原町史編纂事業の過程で実施された戦跡考古学の実践的成果が『西原町史　第五巻資料編四

　　　西原の考古』として刊行される。

1996 年　沖縄県が沖縄戦終結 50 周年事業として首里城跡の地下にある第 32 軍司令部壕の保存公開を発表し、

　　　検討委員会を発足させる。

1996 年　沖縄地区史跡整備市町村協議会第 20 回大会で「第二次世界大戦の戦跡をはじめ近代の文化遺産につ

　　　 いて史跡整備を進めること」が決議。

1997 年　「戦争遺跡保存全国ネットワーク」が結成される。

1997 年　第１回戦争遺跡保存全国シンポジウムが長野県長野市にて開催される。

1997 年　沖縄県が第 32 軍司令部壕の保存公開基本計画書を策定する。

1997 年　沖縄市が奉安殿と忠魂碑を戦争遺跡として、史跡指定を行う。

1997 年 10 月　沖縄平和ネットワーク第４回総会「戦争遺跡の保存と平和教育への活用のための具体的調査に

       ついて」を沖縄県教育委員会に要請。

1998 年　沖縄県教育委員会では、全国に先駆け戦争遺跡詳細分布調査を実施する（2006 年３月終了）。

        この事業は「沖縄県戦争遺跡詳細分布調査」という国庫補助事業として実施されたものであった。その

      成果は沖縄本島南部編（2001 年 3 月報告書発行）、中部編（2002 年３月報告書発行）、北部編（2003 年
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      ３月報告書発行）、本島周辺離島及び那覇市編（2004 年３月報告書発行）、宮古諸島編（2005 年３月報

      告書発行）、八重山諸島編（2006 年３月報告書発行）として６冊の報告書が沖縄県立埋蔵文化財センターに

      よって刊行され、これにより 979 か所の戦争遺跡の所在が明らかになった。

1998 年 6 月　第２回戦争遺跡保存全国シンポジウムが南風原町にて開催される。

1998 年 10 月　考古学協会沖縄大会で『戦争・戦跡の考古学』の分科会がもたれ、学会として戦争遺跡の考古

　　　学をはじめて認定。

● 2000 年代

2001 年　宜野座村が沖縄戦関連宜野座村資料として「古知屋第１共同墓地死亡者名簿１冊」「福山共同墓地志

　　　望者名簿１冊」を歴史資料として指定する。

2003 年　沖縄県教育委員会では県指定戦争遺跡選定作業を検討するための臨時専門委員会を発足させる。

2004 年　勝連町が「新川・クボウグスク周辺の陣地壕跡」を史跡（戦争遺跡）として指定する。

宮古島市が海軍特攻艇格納秘匿壕を史跡として指定する。

2005 年３月　渡嘉敷村が旧日本軍特攻艇秘匿壕を史跡として指定する。

2005 年 11 月　渡嘉敷村が集団自決跡地を史跡として指定する。

2006 年　沖縄県教育委員会では埋蔵文化財発掘調査基準を示し、地域の判断のもと戦争遺跡の発掘調査が可能

だとした。

2008 年　読谷村がチビチリガマを戦争遺跡として史跡指定を行う。

2008 年　石垣市が旧登野城尋常高等小学校の奉安殿を歴史資料として文化財指定を行う。

2009 年　読谷村が掩体壕と忠魂碑を戦争遺跡として史跡指定を行う。

2009 年　石垣市が名蔵白水の戦争遺跡群を戦争遺跡として史跡指定を行う。

2009 年　本部町が本部監視哨跡を戦争遺跡として史跡、旧謝花尋常高等小学校跡奉安殿を歴史資料として文化

財指定を行う。

2010 年６月　第 14 回戦争遺跡保存全国シンポジウムが南風原町にて開催される。

2011 年　沖縄県教育庁文化財課は、先に実施した沖縄県戦争遺跡詳細分布調査によって確認された戦争遺跡に

ついて、原則として埋蔵文化財発掘調査手法で実施するよう県下各市町村の担当者に指導を行う。

2013 年　沖縄県教育庁文化財課では、従来からの遺骨収集作業については文化財課と連携し、埋蔵文化財とし

ての取り扱いが行えるような方針を確認する。

2014 年　中城村が 161.8 高地陣地を戦争遺跡として史跡指定を行う。

2014 年　うるま市平敷屋製糖工場跡が、国の登録記念物として答申される。

2014 年　沖縄県教育庁文化財課では、戦争遺跡についても周知の埋蔵文化財として取り扱う方針を確認する。

　　　この段階で県内の 17 の戦争遺跡が各市町村で文化財として指定される（第８表「沖縄県内戦争遺跡関

連遺跡指定文化財一覧」を参照）。

以上であるが、戦争遺跡の調査および保存・活用の先進地であるここ沖縄県では、今回の戦争遺跡詳細確認調

査が契機となって各市町村で負の遺産である戦争遺跡の調査や保存・活用が図られていくことが期待される

（當眞）。
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第４章　戦争遺跡の保存の現状

１．沖縄戦直後の戦争遺跡・遺物
　沖縄戦の際、沖縄本島は日米両軍にとっての主戦場であった。このため、戦闘によって戦前の景観は見る影も

ないまでに失われた。戦後、間もなくして海上から眺めた沖縄本島中・南部は激しい砲撃とその爆風で石灰岩の

白い地肌がむき出しになり、まるで雪が降ったように見えたという。戦後の沖縄本島は沖縄戦の爪痕だらけだっ

たのである。

　このような沖縄戦の最中、米軍の支配地域の拡大とともに、戦場をさまよい、生き延びた多くの沖縄本島の人々

は米軍に保護され、米軍が設置した収容所に入れられた。これらの人々は日本の無条件降伏後、徐々に戦前の居

住地へ戻ることが許され、沖縄戦で破壊された地形や自然、集落、街並みを再生させる営みを始めた。一方、琉

球列島を管理下においた米軍は、米国が指向する戦後世界秩序の構築に向けて、沖縄を含む日本の政治体制や軍

事施設の廃棄と再構築を進めた。その過程で、沖縄本島をはじめとする琉球列島では、米軍によって旧日本軍が

設置していた飛行場や軍港などの接収とその後の継続使用が行なわれるとともに、あらたな軍用施設の建設も進

められた。これら沖縄本島を中心とする琉球列島の米軍施設は、1952（昭和 27）年 4月のサンフランシスコ

平和条約発効後も、引き続き米軍による継続使用が行なわれることとなり、さらに米ソ冷戦の進行とともに新た

な施設の設置を含む拡充が図られていった。

　このような戦後の動きは、戦争の痕跡（戦争遺跡）を文化財として捉え、保護・活用する発想を生み出すこと

はなく、これを早期に清算し、新たな施設や景観に造り替えることを是とする価値観の下で、多くの戦争の痕跡

（戦争遺跡）が破壊されていった。

　なお、一方で沖縄本島の中・南部には沖縄戦で亡くなった人々の遺骨や遺品がいたるところに残されていたこ

とから、これを収納し、慰霊する営みが始められた。中でも糸満市米須地区では米軍の命令で戦後間もなく、知

念半島からこの地域に移動させられた旧真和志村の人々が散乱していた無数の遺骨を収容し、1946（昭和 21）

年 2月にこれを納めた「魂魄の塔」を建立した。また、同年４月にはやはり真和志村の人々によって、沖縄陸

軍病院第３外科の壕として利用された糸満市伊原の自然洞穴の前に「ひめゆりの塔」が建立されている。糸満市

伊原や米須は、沖縄戦末期に第 32軍沖縄守備隊が司令部を置いた摩文仁の丘に近く、民間人、軍人を含めた犠

牲者が多かった地域であり、遺骨や遺品の収容は人々の自然な発意の下に始められたという。その後、沖縄の各

地で遺骨や遺品の収容作業とこれを収めた慰霊塔の建立が進められることとなった。

　また、米軍統治下の 1957（昭和 32）年から糸満市摩文仁の一角で、平和祈念像の建立が始まった。これを受け、

1965（昭和 40）年に平和祈念像を中心とする摩文仁一帯を「平和祈念公園」として整備することを目的とした

平和祈念公園建設協会が設立された。さらに、同年 10月には琉球政府によって、沖縄本島南部の沖縄戦の激戦

地を中心とした、旧具志頭村（現八重瀬町）から糸満市にまたがる一帯が「沖縄戦跡政府立公園」に指定されて

いる。この「沖縄戦跡政府立公園」は沖縄の施政権が日本へ返還（以後、本土復帰とする）された後、日本政府

によって「沖縄戦跡国定公園」に再指定された。その後、沖縄戦跡国定公園の中の摩文仁周辺では沖縄県が中心

となって「平和祈念公園」の整備を進めており、1995（平成７）年には「平和の礎」も設置された。現在、平

和記念公園は沖縄戦の犠牲者を慰霊し、平和を祈念する象徴的な場所となっている。

２．日本復帰前後の戦争遺跡・遺物
　1969（昭和 44）年 11 月佐藤栄作首相とニクソン米国大統領との会談を踏まえた日米共同宣言が発表され、

1972（昭和 47）年に本土復帰されることが明らかとなった。これを受け、沖縄では日本本土からの渡航者（観
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光客）の増大を予想したさまざまな施設の整備が進められた。その一環として、沖縄戦で亡くなった旧日本軍人

を慰霊に訪れる旧軍関係者や遺族への対応のために、各地の戦争遺跡が注目されることとなった。

　1970（昭和 45）年 2月には沖縄観光開発事業団によって、旧日本海軍沖縄方面根拠地隊の司令部が置かれ

ていた那覇市小禄の壕の一部が整備され、「旧海軍司令部壕」として公開された。旧海軍司令部壕が位置する丘

陵の頂部には 1958（昭和 33）年 10月に沖縄海友会によって「海軍戦没者慰霊之塔」が建立されており、旧海

軍関係者による慰霊祭が行なわれていた。本土復帰を前にした旧海軍司令部壕の整備は、このような旧海軍関係

者とその遺族を含めた人々の訪問増加を見据えるとともに、日本復帰後の観光地化を念頭に置いたものであった。

公開に先立って、壕内に流入した土砂の排除と沖縄戦末期の戦闘で破損した主要部分の補修が行なわれ、この際

の採集資料の一部は公開に当たって慰霊塔の傍らに設置された「海軍資料館」の中に展示された。戦争遺跡の公

開と戦争遺物の展示を行なった先駆け的な施設であったが、観光を主目的としていたことは否めず、戦争遺跡を

文化財として捉える視点はほとんどなかった。なお、旧海軍司令部壕は現在も沖縄観光コンベンションビューロー

（旧沖縄県観光開発公社）によって、壕の管理と公開が行なわれ、2010（平成 22）年には壕内の改修とともに

周辺施設の再整備が行なわれ、ビジターセンターと資料館の設置が行なわれている。

　また、沖縄県では本土復帰を前に、全国の都道府県に対して、「平和祈念公園」内の摩文仁の丘一帯に沖縄戦

で亡くなった戦没者の慰霊塔の設置を呼びかけた。これに応えた都道府県の多くは摩文仁丘陵上に振り分けられ

た敷地や、公園近くの糸満市米須地域などに慰霊塔を設置した。また、旧陸軍部隊は出身地を単位として編制し

た戦闘部隊が多かったため、それぞれの部隊の犠牲者が多かった沖縄本島各地の陣地壕や戦場の周辺に慰霊塔を

建立することも行なわれた。

　1972（昭和 47）年 5月沖縄が本土復帰した後には、戦争遺跡と関係するさまざまな動きがあった。1975（昭

和 50）年には平和祈念公園内に「沖縄県立平和祈念資料館」が設置された。しかし、開館当初の展示内容は戦

争遺品を並べた戦争顕彰館的様相が強く、沖縄戦を経験した沖縄の人々の沖縄戦に対する認識とは大きく異なっ

ていた。このため、県民の批判を受け、展示替えが行なわれることとなった。その結果、1978（昭和 53）年

に沖縄戦体験の証言を文字や映像として用いる手法を駆使することによって、沖縄戦を体験した一般住民の目

線から沖縄戦の実態を伝える展示内容に改めた「沖縄県立平和祈念資料館」が再開館した。1995（平成 7）年

には沖縄県立平和祈念資料館の北側に「平和の礎」が設置されたのに伴い、資料館のリニューアルが計画され、

2000（平成 12）年に平和の礎を挟んだ北側に新館が建築されて移転が行なわれた。移転前の資料館には、戦争

遺跡から収集された戦争遺物が多く展示されていたが、展示室の解説キャプションの取扱い名称は「遺品」とさ

れており、これを戦争遺物として取り扱う文化財的視点は未だ共通認識とはなっていなかった。しかし、2000

年に開館した新館においては、戦争遺物を文化財として取り扱う視点が少しずつ見られるようになっている。

３．戦争遺跡・遺物に対する文化財的視点の芽生えと展開
　1972 年 5月の本土復帰以降、日本政府の厚生省は沖縄戦で亡くなった方々の遺族や関係者の求めに応じて、

沖縄における遺骨収集事業を開始した。この際に収容した遺骨の納骨については沖縄県内の中央納骨所に委託し

ていたが、1979（昭和 54）年には「沖縄戦跡国定公園」内に「国立沖縄戦没者墓苑」を設置し、ここに一括し

て納骨することとした。

　厚生省による遺骨収集事業の一環として、1973（昭和 48）年から南風原町津嘉山・喜屋武の間にあった黄金

森丘陵での遺骨収集作業が行なわれた。黄金森丘陵には第 32軍沖縄守備隊直属の病院部隊である沖縄陸軍病院

が使用した地下壕群があったことが知られており、厚生省による遺骨収集事業は翌 1974（昭和 49）年および

1985（昭和 60）年と 1987（昭和 62）年にも実施された。これには地元である南風原町（1980 年より町政施行、

それ以前は南風原村）も協力しており、1987 年の遺骨収集作業後、南風原町教育委員会では沖縄陸軍病院南風
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原壕群、そして遺骨収集作業に関する調査記録をまとめた冊子『南風原陸軍病院』（1987 年 10 月）を刊行して

いる。冊子『南風原陸軍病院』の刊行は遺骨収集が進む中で、遺骨収集作業で掘り出された壕の記録化とその後

の保存の必要性を痛感した南風原町文化財保護委員会が緊急会議を開催し、刊行を決定したものであった。

　この決定の背景には、厚生省による遺骨収集作業の在り方に疑問を抱いたことがあった。すなわち、厚生省に

よる遺骨収集作業では壕があったと推定される位置の周辺を重機で掘り下げ、陥没した壕の床面を探し出して遺

骨や遺品を収集し、再び重機で埋め戻すことが行なわれた。その際、遺骨や遺品の収集は行なわれるものの、壕

があったと考えられる周辺地形の測量や掘り出した壕の構造、壕群全体の配置、遺骨や遺物の検出状況などにつ

いて、記録化することはほとんど行なわれなかった。このことからすれば、遺骨収集作業によって壕は破壊され、

壕内に残されていたさまざまな情報も記録されることなく、失われてしまう状況だったのである。

　そこで、南風原町文化財保護委員会が刊行した冊子では、遺骨収集の際の壕の状況をできる限り記録化すると

ともに、陸軍病院関係者や壕の掘削に関わった人々の聞き取り調査と文献資料調査を行なって、沖縄陸軍病院の

構成や南風原壕群の配置と構造、病院活動の状況などについて明らかにすることを試みている。また、冊子の刊

行を契機として、南風原町では遺骨収集が行なわれなかった未確認壕を含めた壕群の保存と、将来的には戦跡公

園として保全・活用する方針を表明した。その上で、1990（平成２）年 6月には遺骨収集が行なわれた黄金森

丘陵に残る未確認の壕を含めた沖縄陸軍病院第１・第２外科壕群について、南風原町文化財保護条例に基づく文

化財（史跡）に指定している。

　この文化財指定に際しては、当時の国における文化財保護法の指定基準では歴史的に 100 年以上を経たもの

であることを目安としていたのに対して、南風原町では 1988（昭和 63）年に町文化財保護条例の指定基準を

改正し、「沖縄戦に関する遺跡」を加えることによって指定に至ったものであった。その後、文化財保護法の

指定基準は「広島原爆ドーム」の世界遺産登録を契機として、「戦跡その他政治に関する遺跡」を加えた改正が

1995（平成７）年に行なわれることとなるが、南風原町による文化財保護条例指定基準の改正は国を含めた全

国の行政体に先立つ画期的なできごとであった。また、南風原町による「沖縄陸軍病院第１・第２外科壕群」の

町文化財指定は、戦争遺跡を文化財として取り扱うことの必然性を全国的に知らしめる役割を果たした。以後、

沖縄を含む全国各地で、戦争遺跡に対する関心が高まるとともに、戦争遺跡の保存や活用、文化財指定に向けた

取り組みが展開して行く契機となった。

　なお、陸軍病院南風原壕群第１、第２外科壕の文化財指定以降、南風原町では 1993 ～ 96（平成５～８）年に「南

風原陸軍病院壕保存活用調査研究委員会」、1997 ～ 2002（平成９～ 14）年に「南風原陸軍病院壕群整備検討

委員会」を設けて、町文化財に指定した第１・第２外科壕群の調査と保存・整備・活用に向けた方針の策定を行

なった。その結果、沖縄陸軍病院第２外科壕群第 20号壕については、保存修復と安全対策工事を施した後、平

和学習施設として公開することが決定された。また、委員会による調査の一環として、1994（平成６）年から

は第１・第２外科壕群が構築されていた黄金森丘陵での考古学的調査が開始され、地形測量や各壕の試掘確認調

査が行なわれた。この成果を踏まえて、保存修復と安全対策工事が施された第 20号壕は 2007（平成 19）年 6

月に一般公開が行なわれ、今日に至っている。

４．戦争遺跡の保存と活用の現状
　21世紀に入り、日本は高齢化社会化が急速に進むと同時に、アジア太平洋戦争終結から 50年以上の歳月が

流れる中で、戦争体験者の減少も着実に進行しつつある。その中で、戦争の実態を後世に伝える場として、戦争

遺跡の存在は大きく注目されるようになった。戦争遺跡を訪ね、証言や説明を聞くとともに、戦争遺跡について

のさまざまな情報を調べ、そこで起こったできごとを学ぶことは、平和学習の上できわめて大きな効果をもたら

すことが広く認められてきたのである。このため、戦争遺跡を見学することや、壕の場合には内部へ入って戦争
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時の疑似体験をすることなどが、修学旅行を含む学校教育や生涯教育の中で積極的に試みられるようになった。

　このような戦争遺跡の見学や疑似体験学習に際しては、その前提として戦争遺跡の現況が保全されるとともに、

見学者や学習者の安全を確保することが求められる。このためには戦争遺跡を管理・所有する側とこれを利用す

る側双方の共通理解と、相互の配慮や準備が欠かせないことは言うまでもない。しかしながら、現実的には戦争

遺跡を管理・所有する側とこれを利用する側の相互理解はなかなか進んでいないことが多く、中には八重瀬町ガ

ラビ壕のように、公開されていた壕への出入りが地権者によって拒否される事例も起こっている。

　また、それぞれの戦争遺跡については、聞き取り資料や文献資料の収集、考古学的調査情報など、戦争遺跡に

関するさまざまな情報の蓄積量には、多寡の相違が見られる。さらには、建造物や壕などのように構造が目に見

え、実際の出入りが可能な戦争遺跡と、地下に埋もれていたり、崩壊の危険性が高くなっていたりして、出入り

が不可能なだけでなく、構造が目に見えない戦争遺跡がある。当然、戦争遺跡を利用する側、中でも修学旅行生

の戦争遺跡学習を手配する旅行社の場合には、戦争遺跡に関する情報の蓄積状況よりも、構造が目に見え、なお

かつ実際の出入りが可能で、交通の利便性が高く、服装にとらわれず、多数での同時見学が可能な戦争遺跡を対

象とする傾向が高くなる。前述した旧海軍司令部壕や平和祈念公園、さらには旧玉城村（現南城市）が整備・公

開したアブチラガマ（糸数壕）などは、そのような視点からの選択が働く戦争遺跡であろう。

　これらのことからすれば、戦争遺跡の調査と保存、整備、活用については、それぞれに関わっている人材や組

織が異なっていることが多く、それぞれが相互に連携を取りながら、情報を共有化する体制がなかなか整わない

状況にあると言ってよい。この背景には、戦争遺跡について歴史的価値をもつ文化財と位置付け、その調査や保

存、さらには情報の発信を含めた活用を図るべき文化財行政の仕組みが各市町村で構築されていないことが挙げ

られる。南風原町における戦争遺跡に対する先駆的な取り組みは、沖縄県内各市町村の規範ではあるものの、す

べての市町村がこれに倣っている訳ではないのである。

　しかしながら、そのような中でも次第に戦争遺跡を文化財として扱い、市町村文化財としての指定化を図る動

きも増加しつつある。第８表に掲げたが、史跡として南風原町沖縄陸軍病院南風原壕群（第１・第２外科壕群）

の他、伊江村公益質屋跡、本部町監視哨跡、読谷村（旧日本軍北飛行場）掩体壕・忠魂碑・波平チビチリガマ、

うるま市津堅島新川・クボウグスク周辺の陣地壕群、沖縄市知花奉安殿・忠魂碑、中城村北上原 161.8 高地陣地、

渡嘉敷村旧日本軍特攻艇秘匿壕、集団自決跡地、宮古島市狩俣海軍特攻艇格納秘匿壕、石垣市名蔵白水の戦争遺

跡群、崎枝元海底電線陸揚室（電信屋）など、歴史資料として宜野座村沖縄戦関連宜野座資料、石垣市旧登野城

尋常高等小学校の奉安殿などが各市町村文化財として指定されている。読谷村（旧日本軍北飛行場）掩体壕につ

いては、従来 3基存在していたのが近年では１基となってしまったが、現在は文化財指定により保護されている。

　また、戦争遺跡を文化財に指定するだけではなく、戦争遺跡を文化財保護行政の対象遺跡として取り扱う県下

の市町村も次第に多くなっている。本章の冒頭でも述べたが、沖縄県内各地、とりわけ沖縄本島は沖縄戦の主戦

場であったこともあり、島内のいたるところに戦争の痕跡が残っている。戦後、その多くは無くなっていったが、

沖縄戦の際に破壊された上で地下に埋められてしまったり、戦後に埋め戻されたりした戦争遺跡はまだまだかな

り存在することが明らかである。これらの中には、近年の開発の際に再発見され、調査の対象となることも充分

に推測される。この場合、これを文化財として扱う市町村が少しずつ増加しており、その取扱いの中から、保存

の対象となる戦争遺跡が検出されることも遠からず出来すると考えられる。

　戦争遺跡の保存のためには、聞き取り資料や文献資料の収集、考古学的調査情報など、戦争遺跡に関するさま

ざまな情報を蓄積した上で、その歴史的な位置付けを明らかにするとともに、これを周知化するさまざまな機会

を設けて、広く提供することによって、地域の人々が活用できる仕組みを作ることが重要である（池田）。
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第５章　戦争遺跡の利活用の現状

　1990（平成２）年の南風原町条例による「南風原陸軍病院壕群」の文化財指定が、日本全国で初めての戦争

遺跡の文化財指定であった。国が、1995（平成７）年 3月に「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念

物指定基準」の改正を行ってから、全国へと広がっていった。2013（平成 25）年現在で、国・県・市町村の指定・

登録を合わせて約 200 か所が文化財として指定されている。市町村の指定・登録が 98件と最も多く、次が国の

指定登録が 86件である。都道府県で見ると北海道が 23件と多く、続いて千葉 19件、東京 16件、沖縄 15件

と続く。文化庁は、1997（平成９）年に分布調査を行うように各都道府県へ連絡をし、2003（平成 15）年段

階での集約では、全国に 544 か所の戦争遺跡があることを公表した。これは、あまりにも少ない。これに従って、

文化庁は詳細調査をするように各都道府県へ連絡をし、その候補を 51件だけ選定した。2007（平成 19）年に

は、その報告が全国から上がってきて、報告書が発刊されることになっていた。文化庁がこれを公表することに

よって、各都道府県教育委員会も文化財指定へ向けての取り組みも加速化すると考えていた。ところが 2014（平

成 26）年になっても、これが発刊される見通しは立っていない。すでに、原稿は集まっていると聞いているが、

何らかの理由で発刊が見送られている。

　無為に時間が過ぎて行けば、開発が進むとともに戦跡は次々に破壊されて行く。広島や長崎、沖縄では、文化

財指定よりも先駆けて、その活用が先行してきた。「負の遺産」を観光資源として活用というが、史跡の現状を

大きく変更してしまうことにもつながっている。観光利用することも必要だとは考えるが、地元の住民が、自分

の町にある歴史的・文化的な遺産をどのように引き継いで行くのかを主体的に考え、それを今後どのように保存

活用して行くのかという視点を持つことが大切だ。

　ここでは、国の指定基準ができる前から地域で取り組んできた広島・長崎と南風原を取り上げ、どのような経

過があって文化財指定を行い、世界遺産登録に至ったのかを見てみる。また、長い間、地元での市民運動で戦跡

の保存と活用に取り組んできた、長野県松代と神奈川県日吉の取り組みを紹介する。最後に、行政と連携しなが

ら、立山まるごと博物館の取り組みの中に戦跡の保存活用を入れた千葉県館山の取り組みから学んでみる。

１．広島・長崎の被爆遺構
原爆ドームの世界遺産登録

　1996（平成８）年に原爆ドームが世界遺産に登録された。原爆ドームは同時に国指定文化財に指定された。現在、

戦争文化財指定登録されているものは 12件にすぎない。広島市によると 2002（平成 14）年現在、爆心地から

半径５キロ以内の被爆建造物は 95件、被爆橋梁は 6件、被爆樹木は爆心地から半径２キロ以内に 53か所、約

150 本あるという。

　広島では、戦争直後から、この象徴的な原爆ドームの存廃について議論がされてきた。1946（昭和 21）年 2

月 22 日に県庁で行われた「広島復興座談会」の中で、当時の呉市助役だった高良富子さんは、『あの渺々たる

焼け跡を世界平和永久維持のための記念の墓場として、そのままそっとして残して置いてはくれないだろうか。

多くの人々の死んだ土地の上に街をつくるのはどうかと思う。』と述べている。広島市は、1949（昭和 24）年

10月「広島原爆体験者についての産業奨励館保存の是非と希望に関する世論調査」を実施した。その結果では、

残骸の保存を望むが 62%、取り払いたいが 35%だった。取り払いたい理由は「惨事を思い出したくない」だった。

その後、1966（昭和 41）年 7月 11日、広島市議会は原爆ドーム保存を要望する決議を満場一致で可決した。

　現在、広島市内には被爆地についての説明版が立てられている。1980（昭和 55）年以降、広島市の事業とし

て「被爆の実相をより多くの人に理解いただき、被爆体験の継承を図っていく」ことを目的に、1995（平成 7）
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年までに 40 基が設置されている。

長崎の被爆遺構

　長崎市では 1992（平成４）年 9 月に原子爆弾建造物の取扱基準を定め、被爆建造物を 640 件リストアップした。

そのうち保存の必要のあると思われる建造物 140 件について詳細な調査を行った。その後、大きな動きはなく、

2004（平成 16）年になって、旧城山国民学校・旧浦上天主堂鐘楼・旧長崎医科大学門柱・山王神社二の鳥居の

4 件を国指定史跡としての申請をした。戦跡保存全国ネットワークが、2005（平成 17）年に長崎シンポジウム

を実施した際にも、戦争遺跡の指定を申し入れていたが、その段階では市指定はなかったが、現在では 6 件が

長崎県内で指定登録されている。

　2004 年から長崎新聞社が、「消えた証人―長崎の被爆遺構」という連載を組んで、開発の下で取り壊される

遺構を取り上げている。広島の原爆ドームと対比して、浦上天主堂が取り上げられるが、破壊がひどく 1958（昭

和 33）年に様々な存廃議論の末取り壊され、新しい聖堂が建設された。しかし、周辺には多くの関連遺物が残

されている。

原爆資料館と今後の平和教育

　日本中の子どもたちが、広島を訪れ、長崎を訪れて平和学習を行ってきた。直接、被爆者の方々から体験を聞

き、資料館に入って原爆の恐ろしさを学んできた。広島平和記念資料館には、毎年 100 万人近くが訪れ、原爆

の悲惨さを学んでいる。世界中で原爆が落とされた街は、ここにしかない。被爆者が高齢化し、直接お話を伺う

ことは難しくなってきている。戦後、70 年が経過しようとする中で、資料館を訪れる人も減少しつつある。現

場を訪ねて、直接原爆の惨劇を学ぶために、被爆遺構をどう保存し活用して行けば良いのかを考えなければなら

ない。広島で 12 件、長崎で 6 件の文化財指定は、あまりにも少ない。

２．沖縄陸軍病院南風原壕群
全国初の文化財指定

　1990（平成 2）年、南風原町は沖縄陸軍病院南風原壕群を町の文化財に指定した。指定の理由は「陸軍病院

壕は沖縄戦の生き証人であり、町民のかけがえのない共有財産である」としている。当時、国の文化財保護法で

は近代の戦跡を文化財として指定する規定がなかったため、町の文化財保護条例の文化財指定基準を改正し、「沖

縄戦に関する遺跡」を追加することによって戦争遺跡を文化財として指定した。国は、1995（平成 7）年 3 月

に文化財指定基準を改正して近代の遺跡を文化財として指定できるようにした。翌 1996（平成 8）年広島の原

爆ドームが世界遺産登録されるのに先んじて国指定の文化財として指定した。

　しかし、突然、沖縄陸軍病院南風原壕群が文化財指定されたわけではない。南風原町では、12 か字ある集落

毎の戦時体験記録を悉皆調査という形で採ってきた。それは､ 1983（昭和 58）年の「喜屋武が語る沖縄戦」に

始まり、1996 年の「神里が語る沖縄戦」まで 14 年を要している。地元、南風原高校の生徒たちが、自分の祖

父母の戦争体験を聞き取ったり、青年会が地元を訪ねて聞き取りを行った。南風原町全体の戦死率は 42% と極

めて高いものだった。また、その成果を地元の小中校生が、町内を歩きながら平和学習をするという、町内あげ

ての取り組みに広がっていった。自分が生まれ育った町の歴史体験を、世代を超えて伝えて行こうという地道な

取り組みが、南風原陸軍病院壕群を全国に先駆けての文化財指定することになったといえよう。

　沖縄県内で戦跡文化財に指定登録されたのは 18 件である。分布調査で集約した件数が 979 件、本調査では 

1,076 件が確認されたので、あまりにも少ない。

20 号壕公開の取り組み

　南風原陸軍病院のある黄金森の土質は、クチャと言われる軟弱な粘土質土壌である。したがって、手掘りの

40 あまりあると言われた壕のほとんどは崩れてしまっている。20 号壕は、南風原陸軍病院第２外科の中心的な
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壕である。長さ 70mの人工の横穴壕で、高さは約 1.8m、幅 1.8m の狭い壕だ。中央部分で隣の 19 号壕と 21

号壕を連結した貫通壕である。その中央部の十字路が手術場となっており、21号壕につながる通路が、ひめゆ

り学徒隊の休憩所であった。通路に沿って２段寝台がかけられており、十字路近くの上部にベン上等兵と名乗る

朝鮮出身兵が寝かせられており、「姜」の文字が天井に刻まれていた。

　入壕の案内は町で養成されたガイドが当たり、ヘルメットや懐中電灯を準備して、１組10人以下で入って行く。

崩れ易い土壌の部分は鉄骨で補強し安全対策をとっているし、地盤の動きを感知する各種センサーも装備してい

る。多数の観光客を入れることよりは陸軍病院壕内の実相を正しく伝えることを重要視している。年間約１万人

が入るため、風化が進んでおり、いつまで公開が可能であるか心配だ。

３．松代大本営壕の保存と公開
松代大本営保存運動のきっかけ

　1985（昭和 60）年、長野の篠ノ井旭高校が沖縄に平和学習の修学旅行に訪れた。沖縄県平和委員会のメンバ

ーたちがガイドに立って、具志頭にあるガラビ壕に入った。当時の高校生が感想を述べている。『やはり一番印

第３図　沖縄陸軍病院南風原壕群 20 号壕（南風原町作成パンフレットより引用）
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象に残ったのはガラビの壕だった。２か月もあのまっくらの中でくらすとは信じられなかった。骨があった。人

間のものだが思わず目をそむけたくなった。そむけても骨があった。これが現実だと思いカメラにおさめた。ほ

んとうに信じられなかった。』

　沖縄修学旅行でガラビ壕の戦跡に衝撃を受け、さらに地元にも戦争の大きな傷跡があるのを知って、地下壕の

史跡として保存するようにと、長野市長に手紙を出した。翌 1986（昭和 61）年 12月に「松代大本営の保存を

すすめる会」が結成された。その後、長野市松代象山地下壕保存等対策委員会が設置され、部分的に安全対策工

事が施され、1990（平成 2）年 8月から一般に無料公開が開始された。

松代大本営とは

　1943（昭和 18）年 2月のガダルカナル敗走以降、9月には「絶対国防圏」を設定したが、米機動部隊の侵攻

はとどまることはなかった。1944（昭和 19）年 5月頃には、本営の移転計画が浮上した。まず第一に、空襲を

避けて安全に指揮を執れる防空壕を準備する必要がある。また、本土決戦が迫った段階で、大本営とともに昭和

天皇を移す御座所が必要となる。そして、「国体護持」が絶対条件である。そのために、山に囲まれ小盆地があり、

しかも硬い岩盤のある信州が選ばれることになった。イ地区として象山に政府機関やＮＨＫが入り、ロ地区とし

て舞鶴山には、大本営と天皇・皇后の御座所、ハ地区の皆神山は食料庫として計画された。1944 年 10 月には

第１期工事命令が出された。周辺の田畑が買い取られ、西松組・鹿島建設などが工事を担当した。労働力の足り

ない分は、強制連行された朝鮮人労働者が多数投入された。最初の発破は、1944 年 11 月 11 日午前 11時にか

けられたという。

保存公開にあたって

松代大本営工事は、ポツダム宣言受諾の前日まで行われたという。しかし、実際には使用されなかった壕であ

る。沖縄戦が戦われ、広島と長崎に原爆が投下されるという大きな犠牲は、この工事の時間稼ぎであったともい

える。結局、本土決戦は実施されることはなかった。いま、松代大本営壕に入って何を学ぶべきだろうか。松代

大本営保存を進める会は、その意義を３つにまとめている。

第１に、太平洋戦争末期の天皇、政府、軍部など、当時の支配層の動向を学び知るための最良の史跡である。

第２に、朝鮮人強制連行の実態をあますところなく示している。日本の戦争責任を明らかにし、将来の日本と韓

国、朝鮮との信頼と連帯をつくる場となるだろう。第３に、日本人もまたこの工事で多くの犠牲を払わされたこ

とを知ることができる。（ガイド

ブック松代大本営 P21 より )　

見学ガイドの取り組みと文化財保

存

　松代大本営の保存をすすめる会

では、象山地下壕の一般公開が始

まって以後、平和講座を組み、ガ

イドの養成を行って、訪れる人々

に松代の真実を伝え続けている。

現在では、年間 10万人余が入壕

し、15 ～ 6 名ほどのガイドたち

が見学案内を引き受けている。ま

た、会では学びの場である平和博

物館を作る運動も合わせて取り組

んでいる。長野市に対しては、大

第４図　松代大本営概念図（青木孝寿『松代大本営　歴史の証言』新日本出

　　版社より引用）
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本営壕を戦跡文化財として指定し、保存活用をより一層進めることを申し入れている。しかし、長野県内の文化

財指定は松本の１件にすぎない。

４．日吉・帝国海軍大地下壕
日吉台地下壕保存の会の発足

慶応義塾の下に大きな地下壕があったことは多くの人に知られており、以前から慶応義塾高校の生徒たちが興

味を持って調査をしていた。自分たちで測量をし、当時の関係者の方々の証言も聞き取っていた。慶應義塾の教

員や生徒たちが、沖縄への修学旅行を実施し、当初から壕における平和学習を視野に入れて交流をしていた。

1989（平成元）年 4月 8日、慶應義塾をはじめ地域の市民たちが集まって、地下壕の保存を取り組んで行こ

うということで、「連合艦隊日吉台地下壕保存を進める会」を結成した。これが現在の「日吉台地下壕保存の会」

である。運動開始当初から目的は明確だった。１つは、平和を祈念する史跡として保存する運動をしようという

事だ。運動のはじめから国指定の史跡を求めて行くという方向性を持っていた。２つは、なぜ地下壕を保存すべ

きなのか、どのような価値を持っているのかを調査研究して行く事も運動の主要な内容だ。そして３つは、それ

を市民に広く知らせていく事も大事な活動の取り組みである。４つは、戦争と平和の問題を考え、学習できる平

和資料館の建設も目標にした。「会報」を年４回発行し、情報を共有し、地下壕の見学会の取り組みも行い、年

間約 2,500 人ほどを案内している。そのための平和講座も開いて、広く市民に知らせていく取り組みも行って

いる。壕は、慶應義塾が管理する敷地内にあるので、一般公開はしていないが、大学としても文化財として保存

し、日吉台地下壕保存の会が案内する入壕には協力的である。

第５図　日吉台地下壕配置図（日吉台地下壕保存の会「戦争遺跡を歩く　日吉」より引用）
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陸に上がった連合艦隊司令部

　1944（昭和 19）年 6月のマリアナ沖海戦は、日本海軍の大敗北となり多数の艦船が沈んだ。1944 年 3月、

軍令部第３部が慶応義塾の第１校舎に入った。サイパンが陥落すると日吉台国民学校の学童たちも集団疎開を命

じられた。子どもたちが出ていった後は、海軍省人事局功績調査部が使った。連合艦隊司令部が、学生たちが使

っていた３棟の寄宿舎に入ってきたのは、9月 29日になってからだ。ここから、レイテ決戦や神風特別攻撃隊

などの作戦命令を発した。連合艦隊司令部の地下壕をはじめ海軍省航空本部などの地下壕が掘られ、アーチ型の

コンクリートで固められた壕が造られて行った。翌 1945（昭和 20）年 1月に入ると大聖院の裏山に艦政本部

が入る予定の地下壕が掘られ、屋敷塀などに使われていた大谷石を壕の内側に積んで補強していった。

明治大学生田校舎に登戸研究所資料館を保存設置

　同じ神奈川県にある明治大学は、2010（平成 22）年 3月に戦争中は登戸研究所第２科の生物化学兵器を研

究してきた鉄筋の 36号棟を改修し、「登戸研究所資料館」を開館した。日吉も登戸も民間である大学が保存に

協力をしている。しかし、神奈川県内の文化財指定は 11件にすぎない。その大半が横須賀市の指定登録文化財

である。住民の運動から活用されてきた文化財が、行政とはうまくかみ合っていない状況がある。

５．館山まるごと博物館の取り組み
エコミュージアムの取り組みによるまちづくり

　1970（昭和 45）年、フランスのアラン・ジュベールは、『エコミュージアムは、住民行政と住民が一体とな

ってつくりあげるものであり、住民を除いては成立しない。この大切な構成要素としての住民は、エコミュージ

アムの運営や活動、研究に関わる全ての人々を表すものである。そして、住民の意義ある活動は、単なる文化の

消費者ではなく、企画に参加する立場になることであり、自らの地域遺産を確認し、それを保護し、未来に責任

をもって受け渡すという役目を果たしている。』と述べている。これは、高度経済成長の弊害として、急激な都

市化と農村の過疎化、環境破壊と人間性の喪失感、精神的荒廃現象を目の当たりし、ありのままの地域の姿を見

直し理解するという価値観から生まれた。

　戦争遺跡は、野外博物館的な性格を持ち、他の自然・歴史・文化遺産などと切り離さずに理解しようと言うエ

コミュージアムの発想とピッタリと合致するものだ

った。

館山市のヘリテージまちづくり

　館山では、1996（平成８）年に「里見氏稲村城

跡を保存する会」が結成された。15 世紀半ばから

安房の国を治めた歴史を学び、道路工事で破壊され

ようとした城址を守り、国指定の史跡として保存し

て行こうという市民運動があった。それを受けて館

山市は 2011（平成 23）年に文部科学省へ国史跡

指定意見具申書を提出し、2012（平成 24）年 1月

には念願の里見城址群の国指定史跡が実現した。

　戦跡については、1980 年代に市立博物館が戦

争体験者の聞き取り調査を実施している。その後、

1997（平成９）年には戦争遺跡の所在調査を実施

した。2003（平成 15）年に「戦跡調査保存サークル」

が結成されると同時に、館山市教育委員会は『平和・

第６図　館山まるごと博物館の構想（NPO法人安房文化遺　

　　産フォーラム「館山まるごと博物館　二冊」より引用）
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第７図　南房総の主な戦争遺跡　（NPO法人安房文化遺産フォーラム「館山まるごと博物館　二冊」より）
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学習拠点形成によるまちづくりの推進に関する調査研究―館山市における戦争遺跡保存活用方策に関する調査研

究』を実施し報告書を出している。翌 2004（平成 16）年には館山海軍航空隊赤山地下壕跡の整備・一般公開

を行い、20～ 30人のガイドで、年間 3,000 人近くを案内している。その年のうちにNPO法人安房文化遺産フ

ォーラムとして運動を再編し、行政機関と協働しながら市民参加の地域活性化を取り組んできた。フォーラムが

提唱する安房まるごと博物館の活動は、「南総里見八犬伝のふるさと」・「戦争遺跡と平和学習」にあわせて、「海

辺の文化」・「太平洋アジアの交流文化」・「安房ゆかりの画家文人」など地域文化財の掘り起こしと保存・活用を

住民主体で取り組んでいる。多くの講座を開き、フィールドワークを通して学んだ若者は『生まれ育ったまちな

のに、活動を通して学ぶことは初めて知ることばかりで、新鮮な驚きと感動を得ている。』と述べている。

館山の戦争遺跡

　館山は、帝都防衛のために明治から昭和初年にかけて「東京湾要塞」が建設された。30 センチカノン砲が

置かれた洲ノ埼砲台である。1930（昭和５）年には、横須賀・佐世保・霞ヶ浦・大村に次ぐ、全国で５番目の

館山海軍航空隊が開隊した。高性能な艦上戦闘機・攻撃機の開発に伴う航空母艦のパイロット養成を行った。

1941（昭和 16）年 12 月 8日の真珠湾攻撃には、「館空」で養成されたパイロットたちが空母「加賀」に乗り

込み投入された。1940（昭和 15）年になると海軍大臣訓令により「第 1001 実験」が発令され、空挺部隊の研

究が始まる。精鋭 1500 名が「館空」で高度 300 ｍ上空からの降下訓練を行っている。その後、セレベス、チ

モールなどへの奇襲攻撃に参加している。現在の海上自衛隊館山基地のすぐ南側に通称「赤山」と呼ばれる標高

60mの小高い山がある。基地の司令部・奉安殿・戦闘指揮所・兵舎・病院・発電所・部品格納庫・兵器・貯蔵庫・

燃料貯蔵庫などの施設があったと思われ、きわめて珍しい航空要塞機能を持った地下壕といえる。「赤山地下壕」

は 2004（平成 16）年、平和学習の拠点として館山市により整備・一般公開され、翌年には館山市指定史跡と

なった。また、1941 年には館山海軍砲術学校が開隊された。陸戦・対空・化学兵器の３科に分かれて訓練は実

施され、細菌戦の実地訓練は全国でもここだけで行われていたという。15,000 人いたと言われる訓練生たちは、

高度な陸戦技術と技能を身につけて出撃していった。1943（昭和 18）年には、全国唯一の兵器整備養成学校と

して洲ノ埼海軍航空隊が開隊する。全国から理工系学生らが集められ、射爆・無線・写真・光学・電探・雷爆な

どの専門分野を学んだ。洲ノ埼には「128 高地」と呼ばれる地下壕がある。中には、「戦闘指揮所」、「昭和 19

年 12月竣工」の額がかかり、見事な昇り龍のレリーフが天井に描かれている。

　1945（昭和 20）年 9月 2日、東京湾上の戦艦ミズーリ号の艦上において、降伏文書調印が行われた。翌 3

日の午前 9時 20分に、カニンガム准将に率いられた米陸軍第 8軍第 11軍団の 3,500 名は上陸用舟艇を使って

上陸してきた。占領軍は、首都東京を制圧するため、対岸の横浜から上陸した部隊とともに挟み撃ち作戦を実施

した。わずかに４日間ではあるが「直接軍政」を行った。日本本土の戦後軍政はここから始まったといえる。

　千葉県では 19件が文化財指定されているが、そのうち 12件が館山市である。市町村別で言うと最多である

（村上）。　　　　　　

　引用・参考文献

歴史科学協議会「歴史評論　2014 年 8月号」校倉書房

広島市「ヒロシマの被爆建造物は語る」広島平和記念資料館

十菱駿武・菊池実他 2002・2003『しらべる戦争遺跡の事典　正・続』柏書房

南風原文化センター「沖縄陸軍病院南風原壕群」

松代大本営の保存をすすめる会「ガイドブック　松代大本営」新日本出版

日吉台地下壕保存の会「戦争遺跡を歩く　日吉」

「史学　第 80巻　第二・三号」キャンパスのなかの戦争遺跡」

NPO法人安房文化遺産フォーラム「館山まるごと博物館　二冊」
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第６章　沖縄県の戦争遺跡

第１節　戦争遺跡の種類・分類
　戦争遺跡の定義としては、「近代以降の日本の国内・対外（侵略）戦争とその遂行過程で形成された遺跡（菊

池 2002）」が一般的に普及しているものである。本調査においても、上記に基づいて、沖縄県内の近代以降の

戦争に係る現在に残された構造物及び遺構や跡地を戦争遺跡として調査対象としている。このように定義された

戦争遺跡を、日本国内において、①政治・行政関係、②軍事・防衛関係、③生産関係、④戦闘地・戦場関係、⑤

居住地関係、⑥埋葬関係、⑦交通関係、⑧その他の８種類に区分する考え方も提起されている（菊池 2002）。

　沖縄県においては、前回分布調査では、戦争遺跡の種別として、住民避難、陣地、政治・行政、記念碑等、砲台、

トーチカ、交通関係、秘匿壕、監視哨、銃座、掩体壕、指揮所、不明、その他に分類している。前述の国内にお

ける分類に比べると、地上戦が行われた沖縄県の実態を理解するために、より具体的な種類を提示している。そ

れらの具体的な形態として、自然壕、人工壕、構築物（主に軍事的な構造物）、建造物（軍事目的以外の構造物）

の４つを示されているが、これらが複合されているものも多い（沖埋文 2002）。

　この前回調査の分類は、単体の戦争遺跡を示す意味では非常に有効であるが、今回の調査では沖縄県の戦争遺

跡の性格・時間的な経緯を踏まえた分類が必要と考えた。そのため、まず大分類を時間軸で捉え、沖縄県の戦争

遺跡は、沖縄戦のものと以前のものに分けることとした。その時間的な契機として、第２章で述べた南西諸島防

衛を目的に第 32軍が創設された 1944（昭和 19）年３月 22日とした。時間軸により、沖縄戦以前と沖縄戦に

分けた中における細分は、現在確認されている遺跡の中でその目的・築造者・形成原因などにより分けることと

した。一方、戦争遺跡の形態としては、前回調査の分類は有効であるので、必要に応じて使用している。

　沖縄戦以前の戦争遺跡の細分として、（１）海底線関係施設、（２）中城湾海軍需品支庫、（３）海軍望楼・特

設見張所、（４）中城湾臨時要塞、（５）船浮臨時要塞、（６）防空監視哨、（７）戦争に関連する施設・記念碑の

７ジャンルに分けた。後述するが、沖縄最初の近代軍隊である 1876（明治９）年に派遣されたいわゆる沖縄分

遣隊の兵舎などは現時点では確認されていないので、今回取り上げたジャンルからは外してある。

　沖縄戦の戦争遺跡の細分として、（１）飛行場、（２）司令部壕、（３）陣地、（４）特攻艇秘匿壕、（５）学徒隊壕、（６）

病院壕、（７）官公庁壕、（８）御真影奉護壕、（９）住民避難地、（10）偽陣地・偽兵器、（11）被災・破壊痕跡、

（12）収容所の 12ジャンルに分けた。これらを、前述した細分に照らし合わせると、（１）～（６）が軍事・防

衛関係、（７）・（８）が政治・行政関係に相当できるが、他は明確に当てはめるのは困難と考えられる。例えば、

（10）は軍事・防衛関係に含まれるが、民間で造られたものも多く、前述の（１）～（７）とは意味合いが異な

る。これらの細分類の順序として最初に飛行場を挙げているが、第２章で前述したように第 32軍の当初任務は、

航空作戦を準備するための飛行場建設であったため、飛行場を細分類の筆頭に挙げている。実際に司令部は軍発

令時に発足されているが、遺跡として残存する司令部壕の建設は飛行場よりも遅れている。以上のほか、県内に

は各部隊が、民家・公民館などの建物を接取することにより慰安所として利用していた。

　なお、これら 12ジャンルとは別枠で、南北大東島を一つの地域としてまとめて取り上げている。その理由と

しては、この地域では重要な防空拠点として陸海両軍が配備され、戦後の開発状況によるためか他地域に比べて

多くの戦争遺跡が残存していることから、陸軍と海軍の特徴を抑えることができると考えたからである。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査報告書（Ⅱ）－中部編－』

菊池実 2002「近代遺跡としての戦争遺跡」『しらべる戦争遺跡の事典』柏書房
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第２節　対象遺跡の選定・調査の方法・遺跡名称

対象遺跡の選定　今回の調査では、沖縄における戦争遺跡の実態を把握するために、特に必要なものを選定する

ことにした。そのため、各地域の戦争遺跡を調査検討委員と共に現地確認を行い、議論を進めてきた結果、第

32軍創設時で沖縄戦以前と以後に分け、さらに形態・性格ごとにジャンル分けすることができた。

　一方、ジャンルごとに本報告書に掲載する遺跡の選定についてであるが、現時点での保存状況、史料・証言で

の裏付け、構造的に特徴があるものなどに着目することにした。その中で、具体的に遺跡解説を掲載した戦争遺

跡は 145 遺跡となった。しかしながら、これはあくまでも今回の調査における現時点での位置づけであり、今

回掲載できなかったもしくは十分な調査ができなかった遺跡も多い。

　今回の調査を行う中で、当センターや市町村教育委員会が把握している戦争遺跡は 2014（平成 26）年時点

で 1,076 遺跡で、開発等により完全に消失したと考えられるものは 13遺跡である。また、遺骨収集が行われた

壕や古墓群などがは充分に把握しきれていない。県内の戦争遺跡については、過去消失したものやまだ把握され

ていない、もしくは埋没しているものなど、その実数について確定することは難しい。

現地調査の方法　現地調査の方法としては、まずは踏査を行った。戦争遺跡の多くは、木々で生い茂っているた

め、伐採を行いながら現地を確認することになった。前回の分布調査では、顕著な遺構に注目して調査を行って

いたが、今回は周辺に関連する遺構がないか、踏査を広く行うこととした。そのような視点で行った結果、例え

ばうるま市平敷屋砲台跡では、砲台跡以外にコンクリート製杭など周辺遺構を確認することができた。

　記録方法としては、写真撮影の他、平面図を中心とした略測図をできるだけ作成するように努めた。略測図は、

遺構の主軸を基準として作成し、縮尺は 1/100、1/50 を原則とした。複数の遺構がある場合については、沖縄

県地図情報システムの地形図の縮尺1/2,000のものを使用し、この図のレベルで位置関係を落とすことに努めた。

しかしながら、できるだけ絶対的な位置を記すことに努めたが、木々が生い茂るところも多く、その精度として

は中世城館研究で作成する「縄張り図」程度と思われる。壕内においては、赤外線レーザー距離計で長さや高さ

を測ることができ、その誤差は 10㎝以下の精度は確保するように努めた。

資料調査の方法　資料調査として、戦争遺跡については、体験者等の証言の聞き取りが重要視される。今回は、

時間等の制約により、新たな聞き取りができたものは少ないが、主に軍・行政関係の史料については『沖縄県史　

旧日本軍史料』、国立公文書館アジア歴史資料センターのデータベースを使用することにより、捜索に努めた。

本章の記述方法　先述した分類により、ジャンルごとに分けて、今回選定した各遺跡について記述していく。まず、

ジャンルごとに概要もしくはリード文を配し、概略が分かるように努めた。各遺跡の解説については、「所在地」「立

地・現況」「歴史状況」「遺構の特徴」「まとめ」に分けて記述した。なお、「歴史状況」とは、その遺跡に関する

史料や証言などをまとめ、その歴史的背景や評価などを記すことにしている。

遺跡名称　前回の分布調査では、地元での呼称をもとに遺跡名称としていた。ただ、部隊名などを付する場合は

築造者か使用者が統一されていなかったり、砲台などの機能についてもその根拠が薄弱なものなどが多い。今回

の調査では、基本的には頭に「場所の名称（字や通称）」を付すこととし、根拠が明確でない場合は陣地壕やト

ーチカ、砲台などの一般的な用語を使うようにした。ただ、明確に築造主体が分かる場合や、地元で通称されて

いる名称も、「崎枝の海底線線陸揚室（電信屋）」などと括弧書きで併記することにした。しかし、遺跡分布図（第

172 ～ 187 図）に記されている名称で今回詳細に調査ができなかったものは、前回調査時の名称のものもある。

　また、今回の報告書では、歴史上の戦争遺跡という観点から、将来的には文化財保護法に基づく文化財の中で

は史跡として取り扱うことが望ましいと考えられることから、原則的には「跡」を付すこととした。しかしなが

ら、忠魂碑や建造物などで原型に近い形が保たれているものについては、「跡」を付していないものもある。
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第３節　沖縄戦以前の戦争遺跡

　本章第１節で述べたように、第 32軍創設時の 1944（昭和 19）年３月 22日以前の戦争遺跡を取り上げる。

1　概説
　沖縄戦以前の軍備や軍事施設などの研究は、資料的制約のためか、防衛庁防衛研修所戦史室がまとめた「沖縄

方面陸軍作戦」でわずかに触れられているのみで（防衛庁 1968）、これまで調査研究はほとんどなかった。そ

の中で、吉浜忍は与那原町史における中城湾臨時要塞の資料調査（吉浜 2011 ａ）、近代沖縄の軍事施設に関す

る研究（吉浜 2011 ｂ）を行っており、本節でもその成果を大いに参考して記述した。

　明治政府は、1876（明治９）年７月、熊本鎮台歩兵第 13連隊の一分隊を派遣したが、日本政府の軍隊が沖

縄の地に踏み入れた最初となった。その後、1879（明治 12年）の沖縄県設置の事前に、熊本鎮台第 14連隊第

３大隊麾下の鹿児島分遣隊右半大隊が派遣され、その１中隊が首里城に駐屯させた。その後、半年もしくは一年

交代で沖縄分遣隊として派兵されたが、1896（明治 29）年に廃止された。この分遣隊関連施設としては、首里

城には分遣隊官舎、兵営が 1875（明治９）年に真和志間切（現那覇市）古波蔵村、射的演習場は同国場村より

1890（明治 23）年ごろに移動されたが、現存していない。その他、陸軍墓地は当初、国場村に造られ、次に安

里村へ、1934（昭和９）年には真和志村に移転したが、これらも現存していない。また、陸軍省が日清戦争後、

日本の領有となった台湾の監視と軍事上の目的から、1895（明治 28）年に海底線陸揚室を建設し、石垣市崎枝

のものが現存している。

　分遣隊廃止後は、1898（明治 31）年に、那覇市松山に徴兵検査・募集を業務とする沖縄警備隊区司令部が設

置され、1926（大正 15）年には沖縄連隊区司令部と名称が変わった。この官舎は、1944（昭和 19）年 10月

10 日の空襲で焼失した。連隊区司令部は、住民に外敵防衛のため義勇隊の結成を進め、軍事演習を行うなどの

活動も行った。ただ、本格的な部隊配備は、太平洋戦争開戦直前の 1941（昭和 16）年となる。

　一方、明治期における海軍の動向はどうであろうか。1895（明治 28）年に、中城湾に日清戦争によって割譲

された台湾・澎湖諸島占領に向かう近衛師団長北白川宮能久親王率いる艦隊が寄港し、南城市佐敷の旧町役場庁

舎内に、その記念碑が現存している。1896（明治 29）年には、佐敷間切（現南城市）津波古・新里に寄港停泊

する海軍の艦船への燃料等を補給するために中城湾需品支庫が建設されており、関連する給水タンクが現存する。

これらの他、1902（明治 35）年に西表島船浮、1904（明治 37）年に今帰仁村運天港には、水雷艇炭水庫が建

設されているが、現存していない。また、海上の見張や付近を通航する艦船との通信及び気象観測を任務とした

海岸望楼は、年代の検討の余地はあるがおそらく 1914（明治 37）年に糸満市喜屋武、竹富町西表に開設され

たと考られる施設跡が現存している。開設年は不明だが国頭村辺戸崎、宮古島市平安名にも設置されていたよう

だが、確認できていない（吉浜 2003、山本ほか 2013）。このように、海軍は明治期より沖縄を南海の軍事的要

衝地として認識していたことが分かる。

　1922（大正 11）年には有事に際して、沖縄では本島中城湾、宮古島狩俣、西表島船浮に臨時要塞建設計画が

なされたが、同年締結されたワシントン条約の軍縮により中止された。その後、1939（昭和 14）年の第二次世

界大戦が勃発すると軍事情勢が緊迫し、日中戦争が長期化し、その打開のための南進政策を進めたが、米国との

戦争必至を招いた。太平洋戦争の開始となる真珠湾攻撃の半年前の 1941（昭和 16）年７月に、中城湾と船浮

に臨時要塞建設が発令され、９月には要塞司令部、要塞重砲兵連隊、陸軍病院などの編成がなされた。これらに

関連する戦争遺跡としては、中城湾では幾つかの砲台跡のみであるが、船浮では様々な施設が残されている。

　軍事施設の他には、1941（昭和 16）年の「防空監視隊令」により整備された沖縄県警防課管轄の防空監視哨

や、忠魂碑や奉安殿などの戦争に関連する施設・記念碑が、沖縄県において現存している。
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　以上、沖縄戦以前の軍備配備についての概要と、現存する戦争遺跡についてまとめた。前節でも記したように、

中城湾海軍需品支庫、海軍望楼・特設見張所、海底線陸揚室、中城湾臨時要塞、船浮臨時要塞、防空監視哨、戦

争に関連する施設・記念碑の７ジャンルについて、その概要、個々の戦争遺跡について説明する（瀬戸）。

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書　沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

山本正昭・伊波直樹・山口剛史 2013「西表島における望楼跡について」『南島考古』第 32号　沖縄考古学会

吉浜忍 2003　「『公文備考』にみる沖縄の海軍施設」『史料編集室紀要』第 28号　沖縄県教育委員会

吉浜忍 2011 ａ「中城湾臨時要塞」『与那原町史　戦時記録編　与那原の沖縄戦』与那原町教育委員会

吉浜忍 2011 ｂ「近代沖縄の軍備－軍事施設を中心に－」『沖縄県史　各論編５　近世』沖縄県教育委員会

２　海底線関係施設
　海底線（電線・ケーブル）は、近代の発明の一つである電気による通信つまり電信が海洋を越えさせるために、

開発されたもので、1851（嘉永４）年にイギリスのドーバー海峡間で最初に敷設された。日本では 1872（明治５）

年に現山口県の赤間関海峡間において和船数隻により敷設された。

　沖縄県では長らく内地間の通信は船便しかなく、電信の開設が長らく待たれていた。その中、1895（明治

28）年４月に日清戦争後の講和により台湾が日本の領有となっため、政府は陸軍省に臨時台湾電信建設部を設け、

内地と台湾間に軍用海底線を敷設させることにした。事業内容は、海底線敷設船の建造、貯線槽築造、電線購入、

海底電線敷設、各島陸上線の建設であった。電信の業務は逓信省に属するために、工事施行は同部建設部長指揮

下に逓信省職員が当たり、完成後はこれらの施設は陸軍より逓信省に移管されることになっていた。

　この臨時台湾電信建設部により、1896（明治 29）年７～９月に鹿児島県南大隅郡小根占村（現・南大隅町）

字大浜より、奄美大島を経由し沖縄本島まで、翌 1897（明治 30）年４～５月には石垣島を経由し、台湾基隆

まで合計1794.6㎞（969海里）の海底線が敷設された。総工費は当時の金額で3,226,972円余である。ちなみに、

この海底線は 1896 年にイギリスに発注し建造された日本最初の海底線敷設専用船「沖縄丸」によって敷設され

た。この船名は、この開設のために建造されたことにもよるが、ケーブルの意である縄に由来するという説もある。

　この海底線敷設に際して、鹿児島県大浜、種子島、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部、沖縄本島、石垣島、

西表島、台湾基隆に海底線陸揚室と通信所が整備された。海底線陸揚室とは、その字のとおり、海底線つまり電

線を陸上の通信所につなげるために海岸沿いに設けられた陸揚げする施設である。この建築は大倉土木組が請け

負い、各所同時に 1896（明治 29）年３月４日に起工し、同５月及び７月に落成した。

　海底線陸揚室は合計 10か所で、沖縄本島では読谷山間切渡具知村（現・読谷村）、石垣島では石垣間切崎枝

村屋良部（現・石垣市）、西表島では船浮港外離島（現・竹富町字西表）に設置された。現存しているのは、後

述する石垣市崎枝のみである。読谷村の渡具知陸揚室は、戦後海没したとされるが、敷地は 433.75 坪、原史料

は不明だが土地間取り図がある。これによると、建物は 31.75 坪で、長さ約 20ｍの長方形のプランで、機械室

の他、３部屋と台所と倉庫が見られる。建物の規模がやや異なるが、建物を囲う石垣があり、砂浜に近接するな

どは、崎枝のものと同様である。

　一方、通信所は合計 16か所で、沖縄本島では那覇と首里、石垣島では大浜間切大川村（現・石垣市字大川）、

西表島では船浮港内離島（現・竹富町字西表）に設けられたとされるが、現存していない。那覇通信所は、郵便

局に増築する形で、1896（明治 29）年 9月 29 日起工し、1897（明治 30）年２月 27日に落成した。その敷

地面積は 6,106.42 坪、建物面積は 622 坪であった。八重山通信所については、後述する。通信開始は、八重山

・基隆通信所以外は 1896 年 10 月 16 日、全ては 1897 年７月 16日に行われた。当初は、軍用のみに使用する

予定を変更して、公衆報も同時に取り扱うことになった。
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　海底線の敷設により、軍事的利用のほか、県外通信が可能となり沖縄も日本の情報網に組み込まれたこととな

り、電信陸揚室はその歴史的意義を伝えるものと評価されよう。

　

　石垣市崎枝の海底線陸揚室跡（電信屋）（石垣市指定文化財：史跡）

所　在　地　石垣市字崎枝 574 －１番地（第 185 図　石垣市⑦ 21）　

立地・現況　崎枝半島のほぼ南端枝屋良部崎の海岸沿いに位置し、海岸線までは 50 ｍほどである。建物の入り

口は西向きで、それを囲うように東・南・西の三方に石垣を設けている。現況は、建物には多くの被弾痕が残る

が、構造自体は比較的良好に残存している。地元では、電信屋と通称されている。日本電電公社より建物だけで

なく敷地ごと石垣市に寄贈され、1986（昭和 61）年９月 25 日に石垣市指定文化財となった。

歴 史 状 況　陸軍省臨時台湾電信建設部により計画された鹿児島県大浜から台湾基隆までの海底線敷設に伴うも

ので、海底線陸揚室は当地を含めて 10 か所が設置され 1896（明治 29）年３月４日に起工し、同５月及び７月

に落成した。当陸揚室は、敷地 420 坪、建物約 8.75 坪とされるが、実際の建物面積は 34㎡で 10.3 坪である。

　海底線は、鹿児島県大浜より沖縄本島までは 1896 年７～９月に敷設されたが、その南方の台湾基隆までは天

候不良のため一時中断された。石垣島については、翌 1897（明治 30）年５月６日には台湾基隆、５月 30 日に

は那覇、６月 29 日には西表間に各々敷設された。同年７月１日は、石垣島大川村に八重山通信所が設置され、

７月 16 日に通信開始が行われた。同通信所は、９月 1 日には八重山電信局と改称され、翌 1898（明治 31）年

11 月には郵便局と合併し、八重山郵便局電信局となった。また、通信所設置直後は、地元の人々は、「長命しな

い」とか「手足がしびれる」などと噂され、寄り付かなかったと伝えられる。

　西表にも海底線が敷設された理由としては、この島では採炭が行われていたからと考えられている。ちなみに、

陸揚室や通信所の建築に携わっていた大倉土木組は、西表での採炭にも関わっており、この海底線敷設に明治政

府の殖産興業政策の一環として、何らかの関連性があったものと考えられている。

　なお、宮古島の海底線敷設は、1912（大正元）年９月６日の石垣－宮古間開設と非常に遅れたが、その理由

は良く分かっていない。そのため、日露戦争最中の 1905（明治 38）年５月 25 日バルチック艦隊が宮古島の西

北を洋上通過したことを、いわゆる久松５勇士と称賛された宮古の漁師が石垣島に刳船（サバニ）で渡り、八重

山電信局より打電したという逸話が生まれたと言える。

遺構の状況　レンガ造りで壁・床・屋根などにコンクリートを使用した平屋建て。平面形は 6.8 ｍ× 5.0 ｍの長

方形で、高さは外観 4.2 ｍ、室内 3.1 ｍである。レンガ積みの玄関が２つあり、各々に１部屋ずつあり、室内で

つながっている。正面から左の部屋は、床面積 14㎡で、左壁中央に暖炉が設けられている。右の部屋は床面積 7.7

㎡で、手前に流し台を設けた土間 2.2㎡、左奥に和式便所があり、本来は板囲いがされていたものと思われる。

　屋外には、壁に取りつく形で正面左隅と背面右隅に 50 × 100㎝の長方形、深さ 70㎝のコンクリート造りの

水槽がある。便所の位置には、70 × 130㎝の便槽が取り付けられている。これらの施設の周囲、南西２方面に

幅 0.8 ｍ、高さ 2.6 ～ 3.0 ｍの石垣がみられる。また、弾痕は石垣がない北東の壁部分に多く見られる。

ま　と　め　1896（明治 29）年に造られた沖縄県で現存する戦争遺跡で最も古いものであり、日清戦争後の台

湾経営など近代日本の政策・軍事利用だけでなく、沖縄県が近代の情報網に組み込まれたという歴史的意義を示

すものとして重要な文化財と言えよう。

　引用・参考文献

島田勝也 2012「明治政府の沖縄への海底電信線敷設に関する考察－沖縄丸の軌跡」『地域研究』10 号　沖縄大学 

日本電信電話公社海底線施設事務所 1971『海底線百年のあゆみ』

三木健 1992「「電信屋」の歴史的考察－明治期沖縄－台湾間の海底電線敷設問題－」『八重山近代史の諸相』南山舎

琉球電信電話公社 1969『沖縄の電信電話事業史』
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写真７　崎枝の海底線陸揚室跡全景　　　　　　　　　　　　　　　写真８　同　トイレ

第８図　崎枝の海底線陸揚室跡　略測図
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３　中
なかぐすく

城湾海軍需品支庫

　1890（明治 23）年に、海軍需品庫条例（勅令第 203 号）が発令され、艦営需品の準備・保存・供給のために、

各軍港に海軍需品庫が置かれる。更に、軍港以外でも臨時的に寄港する艦船のために必要な港湾には需品支庫を

置くとある。また、1893（明治 26）年には、海軍工廠条例（勅令第 171 号）より本条例自体は廃止されたが、

需品庫は海軍工廠に置かれ、需品支庫も同様に継続して置かれたものと思われる。

　この海軍需品支庫は、今回確認できた範囲であるが海軍省文書の『公文備考』によると、1892（明治 25）年～

1914（大正３）年間の文書に、室蘭、鳥羽、兵庫、門司、鹿児島、大嶋（鹿児島県大島郡瀬戸内町）、台湾基隆

仙洞庄、韓国仁川、朝鮮金山などには存在していたようである。詳細については検討できていないが、門司海軍

需品支庫では構内に石炭庫があったことが記されている。

　海軍需品支庫に関連する戦争遺跡は沖縄県外では、確認できていない。ただ海軍需品庫については、京都府舞

鶴市に現存する「舞鶴赤レンガ倉庫群」と通称されている海軍舞鶴鎮守府倉庫施設のうち３棟が需品庫とされて

おり、約 40× 15ｍの規模を測るレンガ造りのものである。

　中城湾海軍需品支庫の遺跡としては、南城市佐敷の水溜跡が現存している。

　引用・参考史料　

海軍省　明治 37年『公文備考』巻 30土木３

　南城市佐敷の水溜（給水タンク）跡

所　在　地　南城市佐敷字新里 205 番地（第 178 図　南城市① 1）

立地・現況　新里集落が立地する緩斜面地の比較的上方に位置し、宅地に取り囲まれている。なお、前回調査で

は、佐敷の給水タンクと称したが、後述するように史料で見られた水溜と考えられたので、後者を付した。

歴 史 状 況　海軍省は、1896（明治 29）年に佐敷間切（現南城市）津波古・新里の民有地を海軍用地として取

得し、中城湾需品支庫を建設した。5,000 坪余りの敷地に木造平屋の兵舎・便所、木造平屋石炭庫２棟、木造の

周囲柵、木造の門、鉄製の水道管、石造の水咄下水、煉瓦石造の水溜、石造桟橋、煉瓦石造屋根付きの水源地と

沈澱池などがあったとされる。この目的としては、1894（明治 27）年の日清戦争後の台湾以南の戦略に備える

ために海軍艦船の補給等のために寄港停泊できるようにすることと考えられる。

　その後、1903（明治 36）年には奈良原茂沖縄県知事から海軍大臣あてに、施設の一部の無償使用が申請され、

寄港艦船への給水や必要時の使用を条件に許可され、1906（明治 39）年には焼酎製造会社へ賃借、1912（明

治 39）年には佐敷尋常高等小学校の校舎に利用されるなど、海軍需品支庫としての利用は短期間であったと考

えられている。（吉浜 2003、2011）この場所を地元では、「海軍省の敷地」または「海軍省の施設」として呼

ばれていたようである（佐敷町 1999）。

遺構の特徴　遺構は、レンガ造りの方形の水溜で、その内壁面はモルタルが塗られ、床面は砂利敷きとなっている。

形状は、平面形が正方形で内法が一辺約 190㎝で、高さは外面が地上より約 250㎝、内面が約 210㎝、壁面の

幅は上段が 35㎝、下段が 40㎝である。壁面の高さ 150cmの地点に径約６㎝のパイプが壁面を突き通してあり、

取水口と考えられる。床面下方から地中を通し外側へ突き抜ける径約 15㎝のパイプがあり、送水口と思われる。

外壁面には、弾痕が残っている。

ま　と　め　以上のことから、本遺跡は、1896 年に建設された中城湾需品支庫の煉瓦石造の水溜と考えられる。

現時点では、軍需支庫全体の様相を窺えるわけではないが、後年本格的な軍事施設として中城湾臨時要塞が建設

されるように、当地域が軍事的な要衝として認識されていたことが分かる点で重要と思われる。周辺はまだ原野

であるので、他の遺構も埋没している可能性は残っており、今後の開発計画等には留意したい（瀬戸）。

41



　引用・参考文献

佐敷町史編集委員会 1999『佐敷町史　戦争』佐敷町役場

吉浜忍 2003　「『公文備考』にみる沖縄の海軍施設」『史料編集室紀要』第 28号　沖縄県教育委員会

吉浜忍 2011「近代沖縄の軍備－軍事施設を中心に－」『沖縄県史　各論編５　近世』沖縄県教育委員会

写真９（上）　佐敷の水溜跡

　　全景

写真 10（下左）　同　壁面

写真 11（下右）　同　内部

第９図　佐敷の水溜（給水タンク）跡　略測図
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４　海軍望楼・見張所

　沖縄県内において、最も古い戦争遺跡の一つとして海軍による洋上監視施設を挙げることができる。その嚆矢

は 1904（明治 37）年の日露戦争開戦時にまで遡ることができる。当時における海軍省編纂の『公文備考』に

よると 1902（明治 35）年、喜屋武村（現糸満市）にて海軍望楼の設置が検討され、そして 1904 年 8月 9日、

内令第 325 号によって全国 79か所に望楼が開設された中に喜屋武と西表が含まれている。このことから設置

年代を 1904 年にまで遡ることができる。その設置目的としては日露戦争開戦に伴う、東シナ海及び太平洋の洋

上監視であったことを窺うことができる。日露戦争終結により、これら２か所の望楼は翌 1905（明治 38）年

に廃止され、一端その機能が終焉する（原剛 2002）。

　しかし、1914（大正３）年 8月の第一次世界大戦の対独参戦に伴って再度、喜屋武と西表に望楼が設置され

ることとなる。政営第一二号『訓令工事要領書』所収「皆通、辺戸崎、喜屋武、平安名、西表、南三山特設望楼

設備工事要領書」にて、先の２か所の望楼の再設置に加えて、新たに辺戸崎、平安名、皆通の２か所の望楼設

置されたことを確認することができる。ここに記載される辺戸崎は国頭村辺戸岬、平安名は現在の宮古島市の

東平安名﨑もしくは西平安名崎と考えられることから 1914 年の段階で沖縄県内では 4か所の海軍望楼が設置

されたこととなる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　これら沖縄県内に設置された 4か所の望楼のうち、西表は『佐世保海軍人事部戦時日誌』によると翌 1915 年

1月に撤収の指示が下り、その役割を終えることとなる。廃止の理由は第一次世界大戦終結により、その戦略的

意義の低下によるものであると考えられる。また他の望楼においても同様の理由により、その前後に撤収作業が

行われたと考えることができる。

　そして、太平洋戦争開戦に伴い３度、沖縄県内に洋上監視施設が設置されることとなる。それは恒常時に設置

されたものから、地上戦に備えて臨時に設置された施設もあり、その全体数と実態は記録類に見えてこない。よ

って聞き取りや陣中日誌などから部分的にしか把握されていない。沖縄県内で遺構として確認できる戦争遺跡は

上田森海軍特設見張所跡と石垣市平久保﨑海軍特設見張所跡の２か所のみである。他にも聞き取りなどでこの時

期に海軍特設見張所が設置されていたとされているのは西表と喜屋武の２か所のみである。

　次に各時期の施設の状況について概観したい。1904 年並びに 1914 年に設置された海軍望楼は、航空戦によ

って戦況が左右される以前であったことから、洋上監視の占める戦略上の重要性は多分に有していた。そのため

例えば、喜屋武望楼について言えば無線機器や信号竿、見張り所は当然の設備であることに加えて、物置や水溜

といった諸施設が『極秘明治 37.8 海戦史』に見ることができる。また、政営第 12号『訓令工事要領書』では

上記に施設に加えて望楼員詰所、発電機室、電信線架設といった記載が見られる。その後の太平洋戦争時には、

戦闘の主力が航空機に移行したため、洋上監視の占める戦略上の重要性は低下することとなる。このことを反映

するように太平洋戦争時に設置された上田森海軍特設見張所跡と石垣市平久保﨑海軍特設見張所跡では正八角形

の平面を有する建物跡が 1棟のみ確認されており、1904 年と 1914 年の海軍望楼の施設では複数棟の建物や施

設が配置されている状況と比べて、洋上監視施設の小規模化あるいは簡略化されていくことが窺われる。

　まとめると日露戦争以降、東シナ海を戦略上において捕捉する目的で海軍関係の洋上監視施設が設置され、そ

して戦略上の位置付けが低下すると即座に撤去されるという、臨時的な性格を有する施設であったと言える。あ

わせて、戦闘の主力が戦闘機に移行していくことで小規模、簡略化していくことも窺える。以上のことから 20

世紀前半における沖縄県を取り巻く戦時状況を示し得る戦争遺跡として位置付けることができる。
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　糸満市喜
き

屋
ゃ

武
ん

海軍望楼跡　

所 在 地　糸満市喜屋武具志川原（第 180 図　糸満市④ 136）

立地・現状　西は喜屋武岬の展望台から東は喜屋武岬灯台にかけての平坦地で、現在は下草が繁茂する荒蕪地と

喜屋武展望台に隣接する駐車場となっている。

歴 史 状 況　日露戦争開戦を契機に東シナ海を航行する船舶の監視を目的に『海軍望楼』として 1904（明治

37）年 8月 9日に設置された。『極秘明治 37.8 海戦史第八部　会計経理巻六、七、八別冊』に仮設位置図が所

収されており、この中では望楼建物以外に物置・厠所、見張所、貯水池 2か所が描かれている（第 11図）。ま

た、主要な建物の囲繞するように区画が描かれている。これらの施設は翌 1905（明治 38）年に廃止されており、

『琉球新報』の「喜屋武岬の現状」という記事中に建物が荒廃した状況が記されている。その後の 1914（大正

３）年に第一次世界大戦によるドイツ参戦により、再び同じ場所に『海軍望楼』が設置される。『官報』の佐世

保海軍港務部戦時日誌では翌 1915（大正４）年 1月に廃止されたことが記されている。そして、1942（昭和

17）年に海軍特設見張所がかつての海軍望楼の諸施設が所在していた場所の東隣に建てられることとなる。こ

れは太平洋戦争における南方進出を展開していく上で航路を確保することを目的とした洋上監視施設として設置

された。この施設も 1944（昭和 19）年に艦砲射撃を受けて徹底的に破壊された。その後は再建されることなく、

戦後は米軍により周辺一帯が接収されることとなる。

遺構の特徴　戦後、米軍よって一帯区域が接収され、まもなく返還に至った後は喜屋武岬展望台として、一部整

備されていく。また、喜屋武集落住民は喜屋武岬展望台一帯を「ボーロー」と称しており、その範囲内にかつて

第 10 図　喜屋武望楼跡　略測図

区域１

区域２

貯水池遺構

コンクリート製遺構

柱跡
八角形建物基礎

枡状遺構

喜屋武望楼跡
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の海軍望楼の遺構が点在していることが今回の調査で確認された。

　残存している遺構は、喜屋武岬展望台の駐車場として利用されている区域（以下、区域 1）と、駐車場に隣接

する雑木林内（以下、区域 2）の２地区に分かれる。

区域 1 の遺構は基本的にコンクリートで構成されている。北東－南西方向に走る幅 20cm 前後の建物の基礎

枠が軸となり、断続的に約 4m 残っている。基礎枠の北東側に長方形（1.5m × 1.1m）のコンクリート張りの

床となり、段差を有している。また、張り床に並行して北西－南東方向に延びる基礎枠が一部残っている。そし

て、軸となる基礎枠の南西側には 1 辺約 0.9m の八角形を呈する基礎が残り、その八角形の基礎から北西－南東

方向に基礎が分岐して延びているのが窺える。八角形の基礎から約 3m 北西には 0.4m 四方の枡状遺構が配置さ

れている。枡の周辺は床状に舗装され、枡の内部から鉄筋が 1 本露出している。先述した八角形の基礎から南

東に約 8m の位置には、約 2m 四方の規格で舗装された遺構が配置される。四方の中心からやや外れる形で直径

約 0.6m の円形の窪みが見られるが、駐車場利用のためバラスが充填されており、窪みの内部の状況は確認する

ことができない。その他には、軸となる建物基礎枠に隣接して直径 12cm を測る陶管の断面が確認できた。

区域 1 では駐車場として利用するために、コーラルやバラスが敷かれており、現況で建物等の間取りが把握

できる状況には至っていない。また現状で確認できる遺構も近年の駐車場利用により、表面の摩耗が進んでいる

ため、遺構の保存状況は良好とは言い難い。

  区域 2 は先述したように現在は雑木林となっており、区域 1 の遺構から約 20m 北東に位置する。残存する遺

構は、方形の孔が開けられたコンクリート製遺構と貯水池と思われる枡状遺構の基礎枠との 2 か所である。コ

ンクリート製遺構には先述したように方形（11cm × 12cm）の孔が開けられ、穴の周囲をコンクリートとブロ

ックを敷いて補強している。特徴的なのは孔が斜め下方向に入り込んでいることである。孔の上面は周辺よりも

高くなっているため、排水溝であることは考えにくく、柱等を差し込む孔の可能性も考えられる。一方、貯水池

と思われる枡状遺構は、先のコンクリート製遺構から北東に約 7m に位置する。枡状遺構の基礎枠はブロック等

の資材が散乱し、途切れる部分も見られるが幅 23cm を測る。残存状況から内径 2m × 4m の長方形を呈してい

ると考えられ、北東－南西方向に長軸を有する。基礎枠は北側が残存状況が良く、北角から南西に約 3.1m と、

南東に 2.2m 残存する。枡状遺構の中心から南東に約 2m の位置には、半円状で最大径約 5m の陥没穴が見られ、

戦時中における爆破痕の可能性が考えられる。注目すべきは基礎枠の材質がコンクリートではなく、灰色のブロ

ックを煉瓦状に立ち上げており、現地表面から少なくとも 3 段積み上げている状況が窺えた。この灰色のブロ

第 11 図　喜屋武崎仮設望楼位置図（JACAR( アジア歴史資料センター )Ref.C05110175100、「極秘 明治 37．８年海

戦史 第８部 会計経理 巻６．７．８別冊」防衛省防衛研究所蔵より）　　

望楼部分拡大
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写真 13　同　区域１枡状遺構　　　　　　　　　　　　 写真 14　同　区域１建物柱跡　　

写真 15　同　区域２貯水池遺構　　　　　　　　　　　 写真 16　同　区域２コンクリ－ト製遺構

写真 12　喜屋武望楼跡　区域１全景　　　　　　　　　
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ックについてであるが、鉱滓煉瓦である事が明らかとなった。

ま と め　現地で確認された遺構については、『極秘明治 37.8 海戦史第八部　会計経理巻六、七、八別冊』

所収の仮設位置図とは建物規模並びに配置状況と全く整合しないことから、1904（明治 37）年時の海軍望楼で

はないことが考えられる。そして、鉱滓煉瓦の製造時期が 1907（明治 40）年であることから、1914（大正 3）

年時の海軍望楼に関係する遺構であると思われる。

　本戦争遺跡はかつての建物上屋は完全に失われ、建物基礎と貯水池の下部が残存しているのみであるが、沖縄

県内で大正期まで遡る戦争遺跡の遺構としては、残存例がかなり限られる。このことから極めて貴重な遺構とい

える。また、構築資材も沖縄県内ではあまり普及していない鉱滓煉瓦を使用していることから、特殊な構造物で

あったことが窺える。また断続的にではあるが、当該地において同じ機能を有する施設が 3 度にわたって設置

されたことも他の戦争遺跡では見ることができない特徴と言える。

　引用・参考史料

極秘明治３７．８年海戦史　第八部　会計経理巻六、七、八別冊

佐世保海軍人事部戦時日誌大正 3 年 8 月 18 日～ 31 日

　引用・参考文献　

糸満市喜屋武自治会 2013『喜屋武字誌』喜屋武字誌編纂委員会編

防衛庁防衛研究所戦史室編 1969『戦史叢書　沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社

吉浜忍 2003「『公文備考』にみる沖縄の海軍施設」『史料編集室紀要』第 28 号 　沖縄県教育委員会

　

    竹富町西
いりおもて

表海軍望楼跡　

所 在 地　竹富町西表崎山（第 186 図　竹富町① 34）

立地・現状　西表島の最西端に位置するパイミ崎東側の丘陵最頂部とその西側丘裾の平坦地に立地している。一

第 12 図　西表仮設望楼配置図（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref. C05110172300、「極秘 明治 37．８年海戦史 

第８部 会計経理 巻６．７．８別冊」防衛省防衛研究所蔵より）

帯は雑木や下草が繁茂している。

歴 史 状 況　日露戦争開戦を契機に東シナ海を航行する船舶の監

視を目的に『海軍望楼』として 1904（明治 37）年 8 月 9 日に

設置された。『極秘明治 37.8 海戦史第八部　会計経理巻六、七、

八別冊』に仮設位置図が所収されており、この中では土塁に囲繞

された中に望楼、物置・便所、見張所、貯水池が、南側と南東側

に発電室、電信室がそれぞれ独立して配置されている状況が描か

望楼部分拡大
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れている（第 12図）。これらの施設は翌 1905（明治 38）年 10月 19 日に廃止されたことが海軍省編『海軍制

度沿革』に記されている。その後、1914（大正 3）年に第一次世界大戦によるドイツ参戦により、再び『海軍望楼』

が設置される。しかし、この時の海軍望楼も翌 1915（大正４）年 1月には廃止されていることが『官報』の佐

世保海軍港務部戦時日誌で窺うことができる。そして、1942（昭和 17）年に海軍特設見張所がかつての海軍望

楼の諸施設が所在していた場所近くに設置されることとなる。1945（昭和 20）年の沖縄戦終結までの間に空襲

もしくは艦砲などによる破壊を受け、戦後はそのまま放置されることとなる。

遺構の特徴　今回の調査において、２基の建物跡が確認された。いずれもコンクリート基礎が残存しているが、

建物の平面形状、立地等異なる特徴が見られたため、ここでは仮称で建物跡①、②として各詳細を述べる。

　建物跡①は先述した川筋を登坂する丘陵の頂部付近に立地する（第 13図）。現在はコンクリートの建物基礎

のみを見る事ができ、地表面から 10cm～ 20cmほど露頭する。しかし、雑木の繁茂による樹根の張り出しで

ヒビ割れ、剥離が所々に見られ、残存状況は良好とは言えない。また、コンクリート枠の幅は 25cmで一定し

ている。

建物の平面形状は 9m× 6mの長方形を呈し、北東－南西方向に長軸を有する。内部空間は長軸の梁を丁度半

分に区切り、北東側の半分はさらに 2分しているため、3つに部屋割りされている事が窺える。また、建物のコ

ンクリート基礎が無くなる形で 2か所陥没穴が見られる。陥没穴はいずれも建物の北東側に位置している。１

つは直径約 4.5m× 4mのやや楕円形で、もう１つは直径約 3mのほぼ円形を呈する。前者の陥没穴では、建物

の東隅が、後者では北西側の外枠がいずれも破壊され、コンクリートの残骸が散乱している状況が見られる。

建物跡①周辺の状況としては、後述する建物跡②より１段低い場所を平場造成しており、北東側が浜から建物

跡①に至る下り斜面となる。また、南東側の一部では、建物建設時に伴う法面を成形した形跡が見られたが、南

西側は雑木が繁茂し、海を望めるような状況にはなかった。

　建物②は建物①から約 30m南東に位置する丘陵の頂上部に立地する（第 13図）。この建物跡②も基礎のコン

クリート枠とその周辺に礎石のみが残存している。コンクリート枠は地表面から 10～ 25㎝ほど露頭しており、

ヒビ割れや崩壊は一部確認できる。またコンクリート枠の幅は 20㎝で全体的に一定となっている（図版７，８）。

現状においては全体的な平面形状は窺うことができる。

建物平面形状は 12.5m × 7.3m 長方形を基本とするが、南西部分のみ南側へ張り出している。内部空間はコ

ンクリートの梁からおおよそ４つに部屋割りされているのを窺うことができる。そのうち南西側の部屋が八角形

構造となっているのが特徴的であると言える。建物の基礎枠が八角形構造となる事例として八重山諸島では平久

保の海軍特設見張所跡（石垣市）が挙

げられるが（沖埋 2006）、八角形の

単独建物であることから、建物跡②と

は形態を異にする。現段階において

類似建物は管見の限りでは見られな

い。この西端には 1.5m × 2.4m 深さ

約 40㎝のコンクリート製の半地下式

の枡が見られた。この貯水池の北東隅

には下水管が残っており、東方向に伸

びていくのが確認された。　

南東の部屋は４ｍ×３ｍと最も狭い

空間となっており、南東隅のコンクリ

ート枠が 1.2m途切れている部分が見 第 13 図　西表望楼跡建物跡　略測図（山本・伊波・山口 2013 より）

建物①
建物②
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られた。おそらく外へ通じる出入口であるものと思われる。また、西側のコンクリート枠上には金具が残存して

いるのを確認した。

北側の２部屋は特に広く部屋割りされており、北東側の部屋は最大面積を有している。この部屋の北側に１か

所、東側に 2 か所のコンクリートが凹状に１段低くなっている部分が見られる。幅は 50㎝と狭いことからこの

機能としては床下の風通しを考えた通気孔、もしくは排水用の孔であると想定される。

北西側の部屋は北東側の部屋に比べて一回り小さい。北西隅にはコンクリート部材を煉瓦状に立ち上げた２m

× 1.5m の枠組を確認することができた。コンクリート枠の内側面に接して立ち上げており、コンクリートブロ

ックが 10 段組み上げられていた。更にコンクリートブロック相互の目地はコンクリートで埋めているが、特に

表面の処理はなされておらず、雑な仕上げとなっている。内部は東西方向に仕切られており、北側は残りが良好

である。天井部分までは残存しておらず、周辺にコンクリート部材が大量に散乱している。残存高は約１ｍとな

っている。一方で南側はコンクリート基礎枠程度の高さしか残っていない。この枠組についての用途は不明で、

今後において更なる検証を加えていく必要がある。

それぞれの部屋相互を繋いでいた出入口の痕跡は全く確認できなかったため、建物内部の動線については不明

である。また上物についてはコンクリート壁と思われる痕跡やその廃材が周辺に見られなかったことから、木造

であった可能性が高い。

この建物跡②一帯は下草が繁茂していたため人力による伐開作業を行った結果、上記の様相を把握することが

できた。しかし周辺状況については調査時間の都合もあり十分な伐開作業を行うことができなかった。よって今

後における補足調査の必要性を認識しつつ、今回の調査で判明できた範囲で建物跡②の周辺状況について記して

おきたい。

まず周辺施設であるが、南西側の部屋から更に南西側へ 2.1m の位置に砂岩の石積み台座を 1 基確認すること

ができた。90㎝× 70㎝で高さは約１ｍ、上面はコンクリートが貼られており、中央やや手前に 15 センチ四方

の孔が１つ下方に向かって開けられている。コンクリートはヒビ割れや崩落などは全く見られなかった。この遺

構については具体的にどのような用途であったのか特定することはできなかった。

この建物跡②及びその周囲は平場造成がなされており、すぐ西側と南側は急斜面となっており、海を望むこと

ができる。北側も平場が続いていくが、その範囲については確認することができなかった。東側は緩斜面となっ

ており南東方向には建物①が位置する。このことから建物②への進入路は東側に取り付いていた可能性が指摘で

きる。

ま と め　今回確認された建物跡に関しては建物跡①の平面形は長方形状となることから、その形態的特徴を

見出すことはできないが、建物跡②では特異な全体平面形状や複雑な部屋割りといった、先島諸島に見られる他

の近代の建物とは明らかに異なる様相を示している。また鉱滓煉瓦を用いてるのも建物跡②の特徴であると言え

る。鉱滓煉瓦が製造されるのは 1907（明治 40）年であることから、1914（大正３）年時の海軍望楼に関係す

る遺構であると思われる。

更に建物①ではコンクリート基礎を破壊する形で陥没穴が 2 か所見られたのに対し、建物①及びその周辺で

は陥没穴が確認されていない。この建物跡①に見られる陥没穴についてであるが、川平永美氏による太平洋戦争

時の体験記録（石垣市史編集室 1983）の証言があり、「年月は忘れましたが…この日の空襲で海軍の見張所は

爆弾で全滅し、…崎山を撤収していきました。」と述べていることや、建物の基礎が破壊・散乱するほどの状況

が陥没穴に見られる現状を踏まえると、2 か所の陥没穴は空襲による爆撃痕である可能性が高いと考えられる。

建物跡②より建物跡①の方が集中的に空襲を受けていることについては、建物①が 1942（昭和 17）年に設

置された海軍特設見張所の施設で太平洋戦争時に、集中砲火を受けて壊滅したと考えられ、更に建物②はすでに

上屋が失われていたことにより攻撃目標から外れたものと考えらえる。以上のことから、建物②が 1914 年に配
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置された海軍望楼に伴う施設で、建物①は 1942 年に配置された海軍特設見張所の施設の遺構であることが想定

される。

最後に、『極秘明治 37.8 海戦史第八部　会計経理巻六、七、八別冊』所収の仮設位置図に見られる 1904 年に

配置された海軍望楼の施設については現在、関係する遺構が未だ確認されていない。建物①、②とは離れた別の

地点に設置されていた、若しくは糸満市の喜屋武望楼と同様に 1914 年の海軍望楼建造時に全て撤去された可能

性が挙げられる。周辺区域は山林が広がり、開発が全く及んでいないことから、前者であれば建物基礎等が良好

に残存している可能性が高い。　

写真 17　西表望楼跡遠景　　　　　　　　　　　　　　 写真 18　同　建物跡②鉱滓レンガ積み　　　

写真 19　同　建物跡②コンクリート基礎　　　　　　　 写真 20　同　建物跡②枡状遺構　　　

写真 21　同　建物跡①　コンクリート基礎　　　　　　 写真 22　同　建物跡②付近の石積み台座　　　
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　引用・参考史料

海軍省「極秘明治３７．８年海戦史　第４部防備及ひ運輸通信巻４／第３編通信／第４章望楼」

　引用・参考文献　

石垣市市史編集室編 1983『市民の戦時戦後体験記録第一集』石垣市役所

海軍省編 1971「海軍制度沿革」巻三（１）原書房

竹富町史編集委員会編 1996『竹富町史第十二巻資料編戦争体験記録』竹富町役場

竹富町史編集室 2001「『鉄田義司日記』補遺」『竹富町史だより』第 20 号　竹富町史編集室　

原剛 2002『明治期国土防衛史』錦正社

防衛庁防衛研修所戦史室 1969『戦史叢書　沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社

吉浜忍 2003「『公文備考』にみる沖縄の海軍施設」『史料編集室紀要』第 28 号 沖縄県教育委員会

山口剛史　田中洋　島袋純　全炳徳　近藤寛　松元浩一 2007『離島における平和教育教材開発研究Ⅰ―戦争遺跡 “ 西表

　　島船浮・対馬要塞跡 ” の実態調査から見る教材の可能性―』『琉球大学教育学部実践総合センター紀要』第 14 号　

　　琉球大学教育学部実践総合センター

山本正昭・伊波直樹・山口剛史 2013「西表における望楼跡について－崎山望楼跡の調査研究報告－」『南島考古』第 26

　　号　沖縄考古学会

　久米島町上田森海軍特設見張所跡　

所 在 地　久米島町字上江洲 191 番地（第 182 図　久米島町４）

立地・現状　上田森と呼ばれる低丘陵の頂上部（標高 100m）に立地している。上田森は久米島町指定名勝のため、

現状としては山林として保護されている。また、丘陵北麓は慰霊碑が立ち並ぶ祈念公園として整備されている。

歴 史 状 況　1942（昭和 17）年頃、海軍の見張り部隊が久米島にも派遣され、その部隊宿舎と事務所の計 2 棟

が現在の大岳小学校学校プールから水道タンクがある一帯に建設された。上田森の海軍特設見張所もこの時期に

設置されたと考えられるが、記録類には見ることができないため、詳細な設置時期は不明である。1945（昭和

20）年 5 月の空爆により、全壊した後は再建されることなく、放置された状態で終戦を迎えることとなる。監

視所建物は平面が八角形を呈したコンクリート造りで、内部は南側に監視用の窓があり、設置式の双眼鏡が据え

られてあった。入り口は北側で、建物内部には地元民も立ち入りできたという聞き取りから、制限は緩かったと

の聞き取りが得られた。また、聞き取りでは監視哨へ至るルートは山道でとくに舗装などはされていなかった。

ちなみにこの上田森に海軍特設見張所が設置される以前は上田森北麓（現在の慰霊碑あたり）に忠魂碑が建てら

れていたが、戦後になって撤去されている。

遺構の特徴　上田森の頂上部にコンクリート張りの箇所が見られる。当時における監視所建物本体の床面であり、

平面形状は略円形となっている。かつては正八角形の平面形状であったと思われるが、縁部が破損しており、コ

ンクリート床面の下部が観察できる。コンクリート床面下部は人頭大の安山石を敷き詰めているのが確認できた。

コンクリート床面はほぼ平坦で、弾痕と思われるくぼみが 7 か所以上見られる。また、この建物本体北側に隣

接して安山岩が露頭しており、その上部にコンクリート張りがなされている。上面は平坦に仕上げており、一部

破損が見られる。さらに安山岩の北側に隣接して、旗立て（信号竿か）の基礎が残っている。この基礎は正方形

状にコンクリートを張り、中央に直径約 15cm の孔が２か所開けられている。これらの監視所以外に上田森の

斜面部には円形の穴が確認されている。緊急避難のためのタコ壺であると思われる。

ま と め　建物本体の遺構としては残存状況が良好とはあまり言えないが、建物本体以外に諸施設が配置され

ていたことが周辺に残る遺構から確認することができる。また、建物床面にも弾痕が複数見られることから、相

当な集中砲火を受けたことが窺える。また、コンクリート床面に確認できる弾痕の径が小さいことから、戦闘機
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からの機銃により当該監視所は壊滅したものと思われる。

　引用・参考文献　

沖縄県立埋蔵文化財センター 2004『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－本島周辺離島及び那覇市編－』

具志川村教育委員会 1983『具志川村の文化財』同村教育委員会

仲間智秀 1957『具志川中学校 10 周年記念誌』具志川中学校　

　石垣市平久保崎海軍特設見張所跡　　

所 在 地　石垣市平久保（第 185 図　石垣市⑤６）

立地・現状　石垣島最北端の平久保崎灯台の南に隣接する標高 88m の独立丘陵に立地する。丘陵頂上部一帯に

遺構が見られる。現在は平久保牧場の一画となっており、牧草が繁茂している。　　

歴 史 状 況　聞き取りによると当該監視所の設置については、1943（昭和 18）年に海軍の大島防備部隊古仁屋

隊により、伊原間、平久保住民を動員させて建設にあたった。また同時期に監視所以外にも丘陵北西麓の平場、

現在の平久保崎駐車場あたりに 10 人ほどの兵隊が寝泊まりできる規模の兵舎が建設された。その後に同部隊が

安良岳に移動して以降の動向については不明である。

遺構の特徴　確認されている遺構については平面形が八角形を呈する、コンクリート製の基礎枠がほぼ完全な形

で残存している。一辺が 2.6m の正八角形で南東編にはコンクリート張りの床面が見られる。この建物跡以外に

建物遺構が見当たらないため、見張り所の本体施設の基礎である可能性が高い。コンクリート基礎枠には金具が

打ち込まれた状態で残存しているのを確認することができる。この基礎枠内には花崗岩をバラス状に砕いた礫が

第 15 図　平久保崎海軍特設見張所跡　略測図（沖埋文 2006 より）　　　　　　　　　　　　　　

第 14 図　上田森海軍特設見張所跡　略測図　

　　（沖埋文 2004 より）

写真 24　同　旗立て基礎　　　　　　　　　　　　　　 写真 25　同　床面の弾痕　　

写真 23　上田森海軍特設見張所跡

充填されている。そして、この建物跡の周辺には、建物上

屋を支えていたアンカーの基礎を 3 か所を確認すること
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ができる。アンカー基礎は岩盤上にコンクリー

トを直接張り、中央にU字状の金具が付属する。

金具の上端は 3か所共に建物跡へ向けられて

いる。この建物跡から西側に約５ｍほど距離を

置いて、中央に 2か所の孔を有する平面形状

が円形となるコンクリート張りが確認できる。

その位置と形状から信号竿の基礎であると思わ

れる。

ま と め　当該監視所は八重山諸島の最北端

に位置している。その頂上部に立つと、現在で

も東から西にかけて石垣島の北海岸と東シナ海

と太平洋を一望することができる。このように

洋上から格好の標的になるにもかかわらず、周

辺には弾痕や爆撃痕が全く見当たらないのは他

の監視所跡と比べて状況を異にする。このこと

から、すでに太平洋戦争末期に当該監視所は廃

写真 26　平久保崎海軍特設見張所跡遠景　　　　　　　 写真 27　同　近景

写真 28　同　アンカー跡　　　　　　　　　　　　　 　写真 29　同　信号竿基礎

第 15 図　平久保崎海軍特設見張所跡　略測図（沖埋文 2006 より）　　　　　　　　　　　　　　

棄されていた可能性も指摘できる（山本）。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－八重山諸島編－』
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　第３表　臨時要塞装備一覧（浄法寺 1971 より作成）

５　中城湾臨時要塞

　中城湾臨時要塞の建設は、1922（大正 11）年に西表島船浮湾と同時に計画がなされたが、同年に締結された

ワシントン条約の軍縮によって中止された。しかしながら、1939（昭和 14）年の第２次世界大戦の勃発により、

軍事情勢の変化に合わせ、第６師団が「昭和 14年度奄美大島及び沖縄海運地防衛計畫」を策定し、沖縄におけ

る海運地の防衛として中城湾・狩俣・船浮が記された。その後、真珠湾攻撃の半年前の 1941（昭和 16）年７月、

西部軍指揮下の中城湾臨時要塞部隊と船浮臨時要塞部隊が大阪で編成された。両部隊とも司令部・重砲兵連隊・

陸軍病院から構成された（吉浜 2011 ａ・ｂ）。

　一方、当時陸軍築城部本部の技師であった浄法寺朝美によると、これらと狩俣を合わせた３つの臨時要塞は

1940（昭和 15）年 10月に着工されたとして、第３表のような具体的な装備、人員数が記されている（浄法寺

1971）。ただ、臨時要塞部隊の発令の年月が大幅に異なっており、他史資料による検証が必要だと思われる。い

ずれにせよ、これらの臨時要塞は、沖縄における近代史上初めての外敵防衛の常備軍の駐屯地として評価される。

　中城湾臨時要塞部隊は中城湾の警備を任務として、1941（昭和 16）年 10 月 12 日に那覇到着後、同月 14

日に与那原浜田区に要塞司令部・連隊本部、津堅島に第１中隊、伊計島に第２中隊、平敷屋に第３中隊、那覇に

第４中隊が置かれ、11月 15 日準戦備が完結した。この建設においては、伊計島では「10,808 坪」、平敷屋で

は「6,332 坪」、津堅島では「23,582 坪」の用地接収が、1941（昭和 16）年に行われたようである。

　本部隊の装備としては、加式 12センチ速射加農砲２門・38式野砲 12 門・３式機関銃 12丁（「陸支密受第

10883 号「臨時要塞建設作業基幹要員ノ復帰の件」昭和 16年 11 月２日）とされるが、浄法寺は 38式野砲応

用の臨時高射砲４門、105 センチ探照灯１基も付け加えている（浄法寺 1971）。なお、７センチ高射砲２門が

第３中隊の平敷屋に配備されていたという証言も見られるように（知念村 1994、琉球政府 1971　17 ｐ）、装

備については諸種の資料があり、更なる検証が必要である。

　本部隊は、1942（昭和 17）年９月には中城湾臨時要塞重砲兵連隊に編成されたことに伴い、第３中隊が小禄

に移動、第４中隊が廃止された。また、津堅島第３砲台が撤去、38式野砲２門が返納された。1944（昭和 19）

年３月に第 32軍編成後は、４月１日に同軍直属の独立混成第 44旅団の指揮下に入り、要塞陸軍病院も沖縄陸

軍病院に吸収された。その後、５月 15日には重砲兵第７連隊とし改称し、連隊本部と第３中隊を与那原江口区

に移動した。米軍の上陸前空襲が始まった 1945（昭和 20）年３月 23日に連隊本部は大里城跡の陣地に移動し

た（吉浜 2011 ａ・ｂ）。

　本項では、中城湾臨時要塞部隊及び同重砲兵連隊が築造したと考えられる遺構のうち、現存している砲台跡に

ついて説明したい。また、うるま市津堅島新川・クボウグスクの砲台跡は、現存している遺構は第 32軍編成後

の重砲兵第７連隊の際に築造されたと考えられるため、後節で記述したい。

　先述したように、中城湾臨時要塞部隊は、砲兵が主力であり、各種大砲・機関銃が配備されていた。現在、本

部隊が構築した砲台としては、うるま市平敷屋、同伊計、南城市久手堅の３か所が残存している。これらの砲台

名　称 陣地・装備の内容 兵員

中城湾

カ式12センチ速射カノン砲２門砲台・38式野
砲12門の砲床陣地、38式野砲応用の臨時高射
砲４門陣地、高射機関銃12門陣地、105センチ
探照灯１基

約100名

狩俣
クルップ式12センチ速射カノン砲１門、38式
野砲10門、臨時高射砲２門、高射機関銃４
丁、90センチ探照灯１基、無線電信機１基

約80名

船浮
38式野砲８門、臨時高射砲２門、高射機関銃
８丁、90センチ探照灯１基、無線電信機１基

不明

の特徴として、原則２基セットで構成され、砲座、

周壁と弾薬庫がコンクリート製で規模も概ね共通し

ており、コンクリート部分に黒色の塗料が付着して

おり、偽装の痕と考えられる。置かれていた大砲は

野砲の可能性が高いが、平敷屋砲台のみは弾薬庫の

レベルが砲座と同じであることから高射砲も置かれ

ていた可能性が高い。
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　うるま市平
へ

敷
しき

屋
や

砲台跡

所　在　地　うるま市勝連平敷屋（第 175 図　うるま市⑤８）

立地・現況　勝連半島のホワイトビーチが望める標高約 80 ｍの東西に延びる丘陵平坦部の東西約 350 ｍ、南

北約 50 ｍの範囲に、４基の砲台跡と関連すると思われる土坑や壕、盛土、杭などが残存している。現在は、米

軍施設内として占有されているが、フェンス外のいわゆる黙認耕作地となっている。ただ、現時点では耕作が行

われていない。また、字共有地もあり、西の御嶽と呼ばれる拝所がある。

　今回の調査では、2012（平成 24）年 12 月に部分的に表土を剥ぎ、遺構を露出させることとした。

歴 史 状 況　当砲台跡が位置する平敷屋には、1941（昭和 16）年７月に発令された中城湾臨時要塞部隊の第３

中隊が同年 10 月に配備された。ただ、1942（昭和 17）年９月には中城湾臨時要塞重砲兵連隊に編成されたこ

とに伴い、第３中隊が小禄に移動したとされ（第三十二軍残務整理部 「沖縄作戦に於ける重砲兵第七聯隊史実資

料」）。当砲台がその後どのようになったのか、またその装備についても明確な資料は残っていない。一方、1945（昭

和 20）年１月には独立歩兵第 12 大隊第５中隊井上分隊が敵部隊の警戒を任務とする平敷屋分遣隊が編成され

たとある（『石 12　５中作命令第３号　第５中隊命令』）が、当砲台を根拠地にしたのかどうかは砲弾痕なども

ないことから不明である。ただ、約 500 ｍ南東に位置する平敷屋製糖工場跡の煙突には砲弾痕が多く見られる

ので、当該地にも攻撃自体はあったと考えられる。

遺構の特徴　砲台跡は４基見られ、基本的な構造は共通している。切石で胸壁を作り、平面が円形で径６ｍを測

り、胸壁の内際には幅 0.3 ｍ、深さ 0.1 ｍの周溝が巡り、内法１ｍ四方、高さ 0.8 ｍのコンクリート製の弾薬庫

が原則３か所取りつく。砲座は径 1.5 ～ 1.7 ｍ、深さ 0.1 ｍほど凹んでおり小礫が敷き詰められたようになって

おり、その外側には厚さ１㎝のコンクリートが貼られ、全体としては径 3.7 ｍを測る。コンクリート部には放射

状に幅 0.3 ｍ、深さ 0.05 ｍの溝が５本有する。砲座外縁には、黒色の顔料がランダムに塗布されており、偽装

の痕跡だと思われる。入口は胸壁に取りつくような形で北側にあり、幅３ｍで、残存している砲台２では中央部

が幅１ｍのコンクリート床で 0.05 ｍほど高くなっており、車輪が通りやすいような役割が考えられる。

　以上のように、各砲台の共通性は高く、おそらく同型の大砲を使用することを念頭において造られたものと考

えられる。砲座外縁の状況からは、88 式７センチ高射砲など５脚のものを配備することを意識して造られた可

能性が想定される。しかし、後述するように、資料からはどの大砲が配備されたのかについては、確証出来てい

第 16 図　平敷屋砲台跡遺構分布図
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ない。

　砲台ごとの相違点や特徴についてまとめる。砲台１には、その周溝東側に内法四方・深さ 0.6 ｍの方形枡が作

られ、排水が砲台の東側に流れるようになっている。砲台２には、南側が岩盤が表出し下方に自然壕が展開して

おり、胸壁が岩盤に取りつく形となっており、弾薬庫も２基しかない。また、砲座外縁のコンクリート床が北側

において幅 0.5 ｍで舌状に周溝が伸びている。これは、砲台は規格性をもちつつ、地形に即して造られたことが

窺える。この砲台２の周溝に貼られたコンクリートには、「十六年霜月」と刻まれており、要塞部隊が築造した

と証明できる重要な資料と思われる。砲台３は弾薬庫と砲座外縁のコンクリート床しか存在しておらず、胸壁の

切石を何らかに再利用されたと考えられる。

　これらの砲台は砲台１・２、砲台３・４と、約 50ｍほど離れて東西に並ぶように幅 1.4 ｍの一部切石を積ん

だ通路で繋がれており、２基ずつセット関係にあったものと思われる。各々の砲台間に５ｍ四方に高さ１ｍの盛

土を通路側を入口として、平面コ字状に積み上げた土坑が見られる。入口には、1.3 ｍの間隔を空けて２本のコ

ンクリート柱が見られ、ホゾのような孔が見られるため門柱と考えられる。ただ、現状では土坑の底面にコンク

リートの基礎などはないので、屋根や骨組みがあったとしても簡易な建物であっただろうと考えられる。そのた

め、一時的な待避所などが思い当たるが、類例や関連資料の検討が必要であろう。

　砲台３・４の 20ｍ北側には、径６ｍ、高さ 1.5 ｍの円形の盛土が見られる。西側半分には高さ 50㎝ほどの

石積みがあり、東側中央は同様の高さの盛土が積まれるが、両端が途切れ石積みの間には１ｍほど間隔がある。

先述の土坑とは違い、屋根などがあったとは考えられないので、砲兵を指揮する小隊長の指揮所などが考えられ

るが、やはり検討が必要である。

　砲台群の南側、つまり海側の丘陵の南端に、幅１ｍ、深さ 0.5 ｍの交通壕が約 100 ｍ見られる。この交通壕

は砲台４南側の崖上部から始まっており、丘陵下段より上ってこられるようになっていた可能性もある。また、

クランク状に蛇行している部分や若干のスペースもあり、敵の侵入を妨げるような造りであったと考えられる。

　これらの砲台の西側にも様々な遺構が見られる。まず、南方の視界が広がる丘陵西端に石杭がある。これは、

第 17 図　平敷屋砲台跡　砲台１・３略測図
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第 18 図　平敷屋砲台跡　砲台２・４略測図
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第 19 図　平敷屋砲台跡　その他の遺構略測図
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写真 30　平敷屋砲台跡　砲台４

写真 31　同　砲台１　枡状遺構　　　　　　　　　　　 写真 32　同　砲台４弾薬庫

写真 33　同　砲台２砲座　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 34　同　砲台２刻銘（十六年霜月）　
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１面に「陸」、その裏面に「防二○」、

上面（四方 17㎝）には２方向の矢印

が刻まれている。石材は、やや気密性

が高く感じられるが、石灰岩と考えら

れる。このような杭は、長崎県対馬要

塞、東京湾要塞などの各地の要塞跡で

も確認されている。その用途について

は、明確な資料は現時点ではなく、要

塞用地の境界を示すものか、測量の基

準杭などと考えられる。この他、原位

置を保っていないが、「陸」「防二五」

と刻まれる石杭（長さ１ｍ）もある。

また、砲台４近くの通路では、内法長

16㎝、幅 12㎝を４つの礫で囲いコン

クリートで固めたものがあり、石杭を

据えたような根石跡の可能性がある。

写真 35　同　杭（陸防二〇）　　　　　　　　　　　　    写真 36　同　土坑１コンクリート構築物　

写真 37　平敷屋砲台跡周辺　米軍 1944 年９月 29 日撮影

　　（国土地理院空中写真　赤太線は砲台跡、青細線は兵舎跡か）

ただ、通路上に位置しているので、先述の石杭を据えていたとは考えにくい。さらに、丘陵南端の崖上には、岩

盤を整形し十字の線刻を施しており、現在の感覚では測量のベンチマークと考えられるものもある。

　壕は２基ある。１つは、丘陵中央部に位置し、ヒージャーガマと呼ばれる長さ 35 ｍ、幅 10 ｍ、高さ４ｍの

南北方向に各々開口する自然壕で、墓として利用されていた部分も見られる。南側の開口部には中央部がやや低

くなった高さ１ｍの石積みが見られ、何らかの陣地としての利用も考え得る。また、この壕に至る道は幅２ｍで

比較的平坦であり、一部コンクリートが貼られている部分もある。この道が大砲を運んだ道の可能性もある。

　もう１つの壕は、先述の丘陵西端の石杭から約 100 ｍ西側に位置する人工壕である。壕口は現状では２か所

あり、中央部が崩落しているが、本来は平面がＦ字形、全長 10 ｍの貫通壕であったと思われる。崩落部分の北

側には、上部に幅 1.2 ｍ、高さ 0.6 ｍのコンクリート部が載せられ、銃眼状の窓となっている。

　コンクリート囲いは２基あり、岩盤を加工し、縁辺にコンクリートで段を造り、現状での深さ 0.5 ｍの方形の

落ち込みを造ったもので、その規模は約４×３ｍである。コンクリートの段は１が四方、２は一辺のみという違

いがある。その用途は確定できないが、何らかの簡易的な建物の下部構造であった可能性が想定される。

　1944（昭和 19）年の米軍撮影の航空写真には、この砲台跡から約 500 ｍ北西、平敷屋集落から少し離れた

畑地に長方形の建物が２棟見られる。明確な根拠は少ないが、地元の古老からはこの一帯に兵舎があったという
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話もあり、その可能性も想定される。また、この一帯に当たる場所において、高さ 2.0 ｍの頂部が四角錐の一辺

15㎝の方形の石柱が数本あり、ほぞ穴と考えられるものも見られる。戦後の米軍基地に関する可能性も高いが、

先述した兵舎の門柱や柵などの可能性がある。

ま　と　め　本砲台跡は、証言なども少ないが、「十六年霜月」の刻銘から考えると、1941（昭和 16）年 10

月に配備、11 月には準戦備が完結したとされる中城湾臨時要塞部隊第３中隊によるものと考えられる。配備さ

れていた大砲は、先述したが砲座外縁に５本の溝があるという状況と一部の証言より、88 式７センチ高射砲の

可能性が考えられるが（知念村 1994）、38 式野砲応用の臨時高射砲が本部隊に配備されていたことという資料

もある（浄法寺 1971）。また、防衛研究所が所蔵する日本政府での復員並び残務処理機関で史実調査に従事し

た当事者が作成した要塞配備図では、小禄に移動した第３中隊が 38 式野砲４門を配備していたようであるので、

平敷屋にも配備されていた可能性も高い。いずれにせよ、配備された大砲については更なる検証が必要である。

　砲台だけでなく、関連遺構も多く見られる点から、遺構の残存状況が良くない沖縄本島では非常に貴重な遺跡

と言える。

　

　うるま市伊計砲台跡

所　在　地　うるま市与那城伊計（第 174 図　うるま市②１）

立地・現況　伊計島北側の伊計灯台の約 30 ｍ北側に位置し、標高約 20 ｍで現在は木々が生い茂っているが、

比較的平坦な地点である。砲台間はほぼ東西に約 60 ｍ離れて位置している。

　今回の調査では、2013（平成 25）年 12 月に部分的に表土を剥ぎ、遺構を露出させることとした。また、砲

台１では３つのトレンチを設定し、遺構の状況を確認した。なお、前回の報告では、伊計島大砲陣地跡と称して

いたが、一般的な名称としては単に砲台跡が望ましいと考えた。

歴 史 状 況　当砲台跡が位置する伊計島には、先述の中城湾臨時要塞部隊のうち第２中隊が配備された。この第

２中隊は、1942（昭和 17）年９月の中城湾臨時要塞重砲兵連隊に編成後には知念半島へ移動になったようであ

る（第三十二軍残務整理部 「沖縄作戦に於ける重砲兵第七聯隊史実資料」)。前回調査時での地元への聞取りに

おいては、1941（昭和 16）年頃に構築され、1945（昭和 20）年には軍の命令で土と松で偽砲を作り、米軍上

陸時には日本兵はおらず防衛召集隊だけが残っていたとある。

遺構の特徴　砲台跡は２基確認されており、西側に当たる砲台１の残存状況が良好である。砲台１は、径 1.6 ｍ

の砲座をもち、径 5.9 ｍの周壁があり、共にコンクリート製である。砲座は厚さ 18㎝のコンクリートで、中央

は径 10㎝の孔が貫通しており、現状では下辺径 3.9 ｍ、高さ 0.6 ｍの貼り石された盛土に乗せられている。入

口は南側で、西側の排水溝しか残存していないが推定幅２ｍの通路が取りついていたものと思われる。周壁の南

側は、破壊されているが、コンクリートの周壁が北側に幅 35㎝、厚さ 40㎝で張り出す部分があり、砲脚の支え

などの役目を意図していた可能性もある。周壁の床面には、平敷屋砲台で見られたような黒色の顔料が塗布され

ている。この部分の上面には鉄筋の痕が見られる。弾薬庫は、東西に大きく攪乱されていた場所があり、ここに

砲座より低い位置に２か所据えられていたものと思われる。

　砲台２は、大半が破壊され、岩盤の上に据えられた砲座の一部と、北側の周壁が残存している。砲座のコンク

リートは鉄筋が抜かれた痕が残っており、先の砲台１と同様な状況であり、沖縄戦時ではなく戦後に再利用する

ために破壊されたと考えられる。周壁北側の床面には、長 50 ×短 40 ×深さ 35㎝のコンクリート製枡が設けら

れ、陶器製の排水管が砲台北側へ向かって設けられている。弾薬庫は残存していない。

　以上、遺構から置かれていた大砲を考えると、砲座中央に穴があること、弾薬庫が砲床より下に位置すること

などから考えると、ボルトで固定する必要がある 12 センチ速射加農砲よりも、38 式野砲が最も可能性が高い。

　砲台１周辺では、径 10㎝の穴が開けられた１ｍほどのコンクリートの塊が見られ、信号竿の基礎であったの

61



第 20 図　伊計砲台跡　略測図

であろうか。また、砲台１と砲台２の間に

は、東西方向の石列が２ｍほど見られ、そ

れに長さ４×３ｍ、深さ 0.2 ｍの方形の落

ち込みを確認した。これらは通路に関連す

る遺構かもしれない。

ま　と　め　本砲台跡では、中城湾臨時要

塞部隊第２中隊が関係していた以外は明確

な資料はなく、配備された大砲の種類と以

後の状況は不明である。しかし、先述した

ように、遺構からは 38式野砲の使用が最

も可能性が高いことが指摘でき、中城湾臨

時要塞の遺構としては重要である。
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写真 38　伊計砲台　砲台１

写真 39　（中央左）

　同　砲台１周壁

写真 40　（中央右）

　同　砲台２枡状遺構

写真 41　（下）

　同　砲台２
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　南城市ウローカー砲台跡

所　在　地　南城市知念字久手堅長堂原（第 179 図　南城市⑦ 10）

立地・現況　知念半島の東端にあたる知念岬より北方約 600 ｍの丘陵中腹の標高約 40ｍの地点に位置し、北

と東に中城湾が見通せる。世界遺産である斎場御嶽のバッファーゾーンにあたり、拝所の１つであるウローカー

に近接する。前回調査時においては、砲台３基が確認されたとあるが、現状では２基しか確認できていない。こ

の砲台から、約 400 ｍ離れた知念岬北側の丘陵には、大城原の陣地壕があり、後述するように砲台との関連性

が指摘されている。斎場御嶽の整備の際に、知念村教育委員会が 2000（平成 12）年度（知念村 2002）、南城

市教育委員会が 2013（平成 25）年度に発掘調査を行い、砲台跡の遺構を検出している。

歴 史 状 況　伊計島に配備された中城湾臨時要塞第２中隊は、1942（昭和 17）年９月の中城湾臨時要塞重砲

兵連隊に編成後には知念半島へ移動になったようである。知念半島のどこに移動したかの明確な史料はないが、

1944（昭和 19）年５月 15 日の重砲兵第７連隊へ改称する以前に、38式野砲４門が安座真の第２中隊（隊長

亭島大尉）に配備されていたという記述が『知念村史』にある。しかし、同資料には 1945（昭和 20）年４月

１日には、第２中隊が安座真及び久手堅大城原に配備されたとされる。この部隊は吉岡部隊とも呼ばれ、本砲台

及び先述の大城原の陣地壕を構築したとされるが、先の記述とやや矛盾している。沖縄戦時の４月にこの第２中

隊が知念半島の海軍砲台で米軍艦船相手に応戦したとあるが、本砲台との関連性は明確ではない。

　現時点では、本砲台の構築年代と、壕と同時期に作ったのかは確定できないと考えられる。ただ、砲台跡の遺

構は伊計砲台との類似性は高く、諸種の資料からも伊計砲台より後に作られたのはほぼ確かだと思われるので、

1942 年９月に比較的近い時期ではないかと推察される。ちなみに、防衛研究所が所蔵する日本政府での復員並

び残務処理機関で史実調査に従事した当事者が作成した要塞配備図でも、久手堅周辺に 38式野砲２門が記され

ている。

遺構の特徴　現在確認されている２基の砲台は、約 60ｍ離れて位置しており、その間をコンクリート敷きの通

路でつないでいる。砲台の構造は共通しており、径 1.6 ｍの砲座と、径６ｍに排水できるような貫通孔が設けら

れる。床面には、先述の２砲台と同様、黒色の顔料が塗布されており、やはり偽装痕と考えられる。これらの構

造は、先述の伊計砲台と共通しており、相違点は砲座は礫貼りではない盛土の上に置かれている点のみである。

弾薬庫の破壊が激しく、おそらく鉄筋を再利用するためと考えられる。

　砲台間の通路の幅約 1.6 ｍで、両側に排水溝が設けられているが、砲台に近づくと通路が折れ曲がりその幅は

約 2.3 ｍと広くなっている。この通路間の砲台１よりに、北西側に張り出すように 2.5 × 4.1mの平面が長方形

の部屋が設けられ、入口には平敷屋砲台で見られたようなコンクリート製門柱があった。部屋は斜面を掘り込ん

で造られており、床面と壁下方にはコンクリートが貼られており、ある程度の気密性が想定される。そのため、

待避所、指揮所、または弾薬庫

の可能性が考えられる。

ま　と　め　本砲台跡は、遺構

の特徴からは伊計砲台跡と非常

に類似しており、配備された大

砲としては 38式野砲が最も可

能性が高い。関係していた部隊

としては、中城湾臨時要塞部隊

及び重砲兵第７連隊の第２中隊

で、構築年代は確定できないが

同部隊が伊計砲台より移動して 第 21 図　ウローカー砲台跡　略測図（沖埋文 2001 より）

64



きた 1942 年９月に近い年代を想定したい。また、沖縄戦時に使用されたかどうかについても、前回報告書では

そのように記してあるが（沖埋文 2001）、それは海軍砲台のことであるので、不明と言わざる得ない。しかし、

中城湾臨時要塞の遺構としては、砲台だけでなく、その通路も明瞭に残存してあり、貴重な遺跡である（瀬戸）。

　本項全体の引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査－南部編－』

浄法寺朝美 1971『日本築城史』原書房

知念村史編集委員会 1994『知念村史第 3 巻 戦争体験記』知念村教育委員会

知念村教育委員会 2002 『斎場御嶽 整備事業報告書 ( 工事・資料編 )』知念村教育委員会

吉浜忍 2011 ａ「中城湾臨時要塞」『与那原町史　戦時記録編　与那原の沖縄戦』与那原町教育委員会

吉浜忍 2011 ｂ「近代沖縄の軍備－軍事施設を中心に－」『沖縄県史　各論編５　近世』沖縄県教育委員会

琉球政府文教局　1971　『沖縄県史　第９巻　各論編８　沖縄戦記録１』琉球政府

写真 42　知念ウローカー砲台跡（南城市教育委員会調査）

写真 43　同　通路　　　　　　　　　　　　　　　　    写真 44　同　コンクリート製平場
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６　船
ふなうき

浮臨時要塞

　船浮臨時要塞の建設は先述した中城湾臨時要塞と同様、1941（昭和 16）年に建設され、天然の良港である

船浮湾を囲うように北から西表島西部の祖納半島、外離島、内離島、サバ崎の 4管区に設置された。要塞の中

核となる司令部は第 1区の内離島に設置、司令官は下永憲次（陸軍大佐）であった。その他、重砲兵連隊本部、

高射砲隊、歩兵隊、陸軍病院も同島に配備された。第 2区は祖納半島で、重砲兵連隊の第 2中隊、第 3区は外

離島で同連隊の第 1中隊、サバ崎はサバ崎守備隊がそれぞれ配備された。先の中城湾臨時要塞の概要で先述し

た浄法寺朝美によると、船浮臨時要塞では 38式野砲が 8門、臨時高射砲 2門、高射機関銃 8、90 センチ探照

灯 1基、無線電信機 1の微細な装備であったとしている（浄法寺 1971）。そして、船浮臨時要塞重砲兵連隊に

配属された鉃田義司氏が記した『鉃田日記』（竹富町役場 2000）によると、重砲兵連隊で使用された兵器は以

下の装備とされている。内離島：加式 12センチ加農砲 2門、祖納半島：38式野砲 4門、外離島：加式 12セ

ンチ加農砲 2門、サバ崎：38式野砲 2門。要塞の主な任務は、南方から石油などの資源を運ぶ艦船・船舶の待避、

停泊などを守備することであった。しかし、これらの施設は要塞配備当初には完成しておらず、先述した各部隊

が陣地構築を継承していくこととなった。

　1942（昭和 17）年 10月、重砲兵連隊交代によって、新隊長による連隊編成の変更が命じられ、主に以下の

内容で実施された。祖納半島の第 2中隊は外離島北岸に陣地兵舎とともに移動。サバ崎のサバ崎守備隊は外離

島南岸に移動。中隊規模を 235 人から 105 人に削減。

　これらの戦備体制の変更を受けて、外離島が防備の中心になっていく。また、この頃から半数に減った連隊で

の陣地構築ということで、要塞地域周辺の集落（北から干立、祖納、白浜、船浮、網取、崎山）の住民を動員す

るようになった。

　1944（昭和 19）年 3月の第 32軍編成後は、同年 5月 15日に重砲兵第 8連隊と改称された。その後、米軍

の沖縄侵攻に備えて八重山諸島の防備の中心となった石垣島へ、重砲兵第 8連隊の主力を同年 9月 8日に移駐

させた。それに伴い、要塞に装備されていた加式 12センチ加農砲など大砲も一部を船浮に残して石垣島に移設

させ、船浮要塞は事実上無力化されていった。

　1944（昭和 19）年の 10・10 空襲以降、船浮臨時要塞がある西表島西部にも空襲が断続的に行われるように

なるが、要塞の陣地から応戦することはほとんど無かった。外離島では弾薬庫が爆発し、サバ崎では監視所が破

壊されるなどの被害があったといわれる。

　戦後、要塞施設があった各地域は、内離島・外離島が約 30年間放牧地として利用されてはいたものの、開発

行為等による破壊をほとんど受けることは無かった。そのことによって、各施設の痕跡はほとんど残存してお

り、2004（平成 16）年度の分布調査で 15か所、2007（平成 19）年に山本正昭（県立埋蔵文化財センター）、

伊波直樹・伊藤圭（同センター、当時）、山口剛史（琉球大学教育学部）、山本正昭が行った追加調査で 4か所、

2010（平成 22）年度の本確認調査で 3か所の計 22か所の遺構が確認されている。特に外離島、サバ崎では未

踏査部分が残っており、今後において新たに遺構が確認される可能性は高いと言える。

　以下、本報告では砲台、建物、渡航施設、偽陣地の順で各遺跡を紹介したい。
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第 22 図　船浮臨時要塞戦争遺跡群分布図
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凡例　船浮臨時要塞関連のものがゴシックで表示し、本項で説明したものは四角で囲んだ。
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（１）砲台

　船浮臨時要塞の主力は中城湾臨時要塞と同様、砲兵が主力であり、各種大砲が配備されていた。祖納半島、外

離島、内離島、サバ崎の 4管区にはそれぞれ砲台跡が確認されているが、ここでは構造が特徴的な 3か所の砲

台跡を詳述する。

　祖
そ な い

納砲台跡

所 在 地　竹富町字西表（祖納半島）（第 186 図　竹富町① 39）

立地・現況　本砲台跡が所在する祖納半島は、西表島の祖納集落の西側に６角形状に突き出た小半島で、海岸か

らすぐ約 10ｍ以上の断崖となる。内陸部は標高約 20～ 30mの緩やかな丘陵で低地に位置する祖納集落を背

にする形となる。砲台跡は上村と呼ばれる丘陵の西端に位置し、ほぼ南北方向に並んで 4基残っている。現在、

砲台跡一帯は竹林及びアダン等が密生した原野となっている。

歴 史 状 況　本砲台跡が所在する上村と呼ばれる地域は、祖納集落が現在地に形成される以前の集落跡地で、戦

前には畑作地として利用されていた。しかし、要塞建設に際して旧陸軍省は当該地域を強制的に接収。建設用地

には監視兵を置き、住民の立入りを禁止した。重砲兵連隊が組織された 1941（昭和 16）年には、連隊の第 2

中隊（隊長：北村杢角中尉）が配備され、38式野砲 4門が設置された。本砲台跡はそれに相当する。1942（昭

和 17）年 10月、重砲兵連隊は第 2区（祖納半島）と第 4区（サバ崎）の全部隊を外離島（第 3区）に集結さ

せたため、以降祖納に設置された砲台が使用されたかは不明である。

遺構の特徴　4基の砲台跡はいずれもコンクリートで円形の胸壁を構築し、その直径が 5.2mと共通している。

外枠の内部には同じくコンクリートで構築された直径 2mの円形の砲座が設置され、砲座の中心には大砲を据え

写真 45　祖納砲台跡近景

写真 46　同　周壁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 写真 47　同　砲座・弾薬庫
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付けるための直径 15cmの孔が空けられている。また、胸壁に接する形で周溝を走らせている。異なる特徴と

しては、南側の 2基は外枠の内壁に面する貯蔵穴が 3か所造られているが、北側の 2基は貯蔵穴が 2か所で対

角線上に配置している。ただし、貯蔵穴の規格は幅 120cm、高さ 85cm、奥行き 95cmですべて共通している。

　最南の砲台のすぐ東側には弾薬庫と思われる構築物があり、砂岩をブロック状に加工し、セメントで繋いで壁

面を立ち上げ、方形の部屋を造っている。また、砲台の周辺には交通壕と思われる掘り込みが見られ、交通壕の

側壁は先述した弾薬庫と共通する方法で壁面を造っている。

ま　と　め　本砲台跡は、要塞配備段階で構築された大砲陣地であり、3基構築された⑦外離島砲台跡や 2基構

築されたサバ崎砲台跡は、いずれもコンクリートを貼った砲座を有する砲台であることが共通する。そして、砲

台周辺に造られた弾薬庫はブロック状に加工した砂岩で構築した点は類似しているが、平面構造は各弾薬庫で異

なることから、砲台跡に隣接する弾薬庫は、各管区に配置された重砲兵連隊が独自で構築した施設の可能性が考

えられる。

　内
うち

離
ぱなり

島砲台跡

所 在 地　竹富町字西表（内離島）（第 186 図　竹富町① 35）

立地・現況　本砲台跡が所在する内離島は、西表島の白浜集落の南西約１kmに位置し、現在は無人島である。

本砲台跡は内離島の北西側に位置する標高約 120mの独立丘の頂部一帯に砲台跡が 2基、弾薬庫跡が 1基所在

する。現在はアダン等の樹木が密生しているが、内離島は約30年前まで放牧地として利用されていた。2004（平

成 16）年度の分布調査時に同行していただいた城間良昭氏によると、本砲台跡が所在する独立丘一帯もかつて

はススキに覆われており、容易に登坂できたとのことである。

歴 史 状 況　本砲台跡が所在する内離島は、1920（大正 9）年に廃絶されるまで、島北部の平地に成屋集落が

形成されていた。内離島にはその後、船浮臨時要塞の司令部や陸軍病院といった要塞の中枢施設が建設されてい

った。「鉃田日記」によると、要塞配備段階で内離島には其加式 12cmカノン砲を 2門装備しているとされ、本

砲台跡はそれに相当するものと考えられるが、重砲兵連隊ではなく高射砲隊が使用した大砲陣地と思われる。高

射砲隊に関する記述は少なく、使用時期についても不明な点が多い。

第 23 図　祖納砲台跡　略測図（沖埋文 2006 より）
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遺構の特徴　2基の砲台跡はいずれも同規格でコンクリートの胸壁の厚さが20cm、高さ120cmで平面形状が「C」

字状に立ち上げられている。胸壁の内径は 6m で内壁には貯蔵穴が 3 か所造られており、幅 1 ｍ、高さ 80cm、

奥行き 1m で共通している。大砲を設置したと思われる床面にはコンクリートが貼られず、直径約 5 ～ 10cm

の砂岩をバラス状に敷き詰めている。2 基の砲台跡はほぼ東西方向に約 50m 離れて立地し、2 基の砲台の間に

弾薬庫が造られている。

　弾薬庫跡は幅 25cm、もしくは 30cm のコンクリートブロックで構築され、北西－南東方向に壁面を両側に立

ち上げ、長さ 7.4m、幅 1.5m の通路が作られている。通路内のほぼ中間点に幅 1.4m の入口を設け、2.8m × 4.2m

の弾薬を保管したと思われる長方形の部屋を構築している。また、入口の両角には扉として使用する蝶番の心棒

を差し込む円形の金具が残っている。通路の西側一帯、弾薬庫の南側は法面形成されているのが窺えるが、土砂

が通路内から弾薬庫内に流れ込んでいる。通路の壁面と法面の間には土留めの石積みが埋め込まれている。

ま　と　め　本砲台跡は、要塞配備段階で構築された大砲陣地であると思われるが、先述した祖納砲台跡や外離

島北砲台跡、サバ崎砲台跡とは砲台の形状・構造が明らかに異なっている。また、弾薬庫においてもコンクリー

第 24 図　内離島砲台跡　略測図（沖埋文 2006 より）

写真 48　内離島弾薬庫跡　　　　　　　　　　　　　　 写真 49　同　入口蝶番部分

写真 50　内離島砲台跡

写真 51　同　砲台跡よりサバ崎を臨む
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トブロックで構築しており、祖納やサバ崎の砲台跡で見られるような在地で取れる砂岩をブロック状に加工して

構築したものとは異なっている。高射砲部隊が使用したと思われる本砲台跡は、砲台及び弾薬庫も同時期に構築

されたものと考えられる。

　外
そと

離
ぱなり

島南砲台跡

所 在 地　竹富町字西表（外離島）（第 186 図　竹富町① 46）

立地・現況　当砲台跡が所在する外離島は、祖納半島の南西約 3kmに位置し、現在は無人島である。半円状の

主要部と東に突き出た半島部からなる。低地は半島部南側と主要部南側のみで、それ以外は切り立った崖や急斜

面の山地が大半を占める。砲台跡は南部低地帯の東側斜面の途中に立地する。2004（平成 16）年度の分布調査

時によって所在は確認され、防空壕と報告したが、2007（平成 19）年の追加調査によって大砲を設置していた

壕であることが明らかとなり、名称を砲台跡と変更し、図化等の記録作業を行った。

歴 史  状 況　当砲台跡が所在する外離島は、要塞建設時に重砲兵連隊の第 1中隊が配備されていたが、概要で

先述した戦備体制の変更によって、外離島が防備の中心となっていった。高台に設置され、上空からは露出する

形となる祖納砲台跡や外離島北砲台跡などの要塞建設初期に配備された大砲陣地と、当砲台跡は立地・構造が異

なっており、後に移設した大砲陣地と考えられる。

遺構の特徴　当砲台跡はほぼ直立に露出する砂岩崖を掘削した約 25mの長さを有する貫通壕で、南側の開口部

に重砲が設置された痕跡が窺える。開口部はコンクリートで側壁、天井を階段状に枠を構築している。開口部か

ら内部直下は約 1m下がっており、底面からは鉄筋が何本も露出している。露出している鉄筋の全景を見ると、

直系約 90cmの円形をなしており、ここが大砲を据え付けた砲座と考えられる。砲座の周辺はコンクリートの

床面が貼られているのが見える。砲座を設置した内部は空間を広く掘削しており、最大幅 4.7m、最大高 3.2m、

0 1m
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第 25 図　内離島弾薬庫跡　略測図（伊波直樹作成）
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第 26 図　外離島砲台跡　略測図（伊波直樹作成）

写真 54　同　開口部内壁モルタル

写真 55　同　砲座鉄筋露出状況

写真 52　外離島砲台跡開口部

写真 53　同　内部通路

開口部立面図
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奥行きは 5mである。また、開口部の外側は約 8mにわたって切り立った砂岩の岩盤を半円状に掘削しており、

壁面にはいたるところに掘削痕が見られる。

　砲座を設置した空間から奥は通路となっており、緩やかにカーブしながら北西向きに開口する壕口へと至る。

通路の側壁には坑木痕が見られ、床面には幅約 10cmの溝が約 5m残っている。また、北西側開口部付近には階

段が 3段造られている。通路部分は幅 2.2 ～ 2.5m、高さは 1.8 ～ 2.5mで推移する。

ま　と　め　当砲台跡は先述したように、時期は未確定であるが後に移設した大砲陣地と考えられる。しかし、

砲座からの射程先を見る水平視界は南方にサバ崎一帯を窺うことができるが、開口部前に岩盤が迫り出ているた

め、大砲の発射時における仰俯角（上下角）はかなり制限され、対空戦闘に対応できるとは考えにくい。このこ

とから、実戦における戦闘に対応することよりも、実弾装備の兵器が攻撃を受けないように秘匿することを目的

とした陣地である可能性が高いと考えられる。

（２）建物
　船浮臨時要塞に関する遺構の中で、建物跡は 9か所と最も多く確認されている。当時における建物は基本的

に木造であったため、現在はコンクリートの基礎のみ残存している。本稿では残存状況が良好で、特徴的な 4

か所の遺構を詳述する。

　船
ふなうき

浮臨時要塞司令部跡

所 在 地　竹富町字西表（内離島）（第 186 図　竹富町① 50）

立地・現況　船浮臨時要塞司令部は、内離島の北側海岸付近に広がる低地帯の一角に所在する。2004（平成

16）年度の分布調査時に報告されていたが、建物の図化記録を 2007（平成 19）年の追加調査にて実施した。

要塞指令部が設置された当該地は、大正期に廃絶した成屋村の集落跡で、司令部跡の周辺では旧成屋村の御嶽が

現在も使用されている。

歴 史 状 況　船浮臨時要塞は要塞司令部、重砲兵連隊、陸軍病院などと共に 1941（昭和 16）年 9月 25 日に

は大本営陸軍部から編成編入が下令された。要塞司令部は内離島（第 1区）に設置され、司令官は下永憲次（陸

軍大佐）であった。1944（昭和 19）年 4月 1日、船浮臨時要塞は南西諸島の守備軍・第 32軍の指揮下に入り、

同年 5月 8日には船浮臨時要塞司令部は解消されている。

遺構の特徴　司令部跡の建物はコンクリートの基礎が北棟、南棟の２棟残り、ほぼ並列している。いずれも長方

形で北東－南西方向に長辺を持つ。南棟は 7.5m× 27mの外枠のみで、内部の間取りを示す基礎枠は見られな

い。基礎の幅は 30cmで統一され、東端の角付近には半円状に鉄筋が露出している。南棟から約 5m離れた北棟

は 7m× 18.5 ｍの外枠を基本とし、西角に 1m× 2.5mの規格で外枠に敷設している。内部の間取りは東西の

2部屋に分かれ、西側の部屋には一部コンクリートの床面が残る。一方、東側の部屋には北東隅にトイレが敷設

され、南東隅にも仕切りが見られるが、用途は不明である。また、北側の建物跡にはトタンや戦後のガラス瓶が

散乱しているが、これは戦後に内離島で放牧場として使用していた時期があり、当該の建物基礎を利用して牧場

の管理小屋等を構築していたものと考えられる。

　北棟の西隣には濾過槽と思われるコンクリートの構築物があり、最大高 137cmの方形枠組みで枠組みの内部

からホースの管が 2本外へ突き出ている。また、2棟の建物から北東へ約 20ｍの位置には、北西－南東方向に

走る土塁が高さ約３ｍ、長さ約 30ｍにわたって残存している。土塁は海岸に近い位置に配置され、海岸からは

司令部の兵舎が見えないような位置関係となっている。聞き取りによると、戦後しばらく土塁には人が往来でき

るよう 1か所掘り抜かれた通路があったとのことだが、牧場で使用する際に通路が埋められてしまったとのこ

とである。
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写真 56　船浮臨時要塞司令部跡　建物基礎外枠  写真 57　同　トイレ

写真 59　同　土塁

写真 60　同　アンカー

第 27 図　船浮臨時要塞司令部跡　略測図（伊波直樹作成）

写真 58　同　濾過槽
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ま　と　め　船浮臨時要塞司令部跡は、要塞配備段階で構築された建物であり、現段階で確認されている建物の

規格としては最大である。司令部周辺には慰安所もあったと言われ、分布調査時には五右衛門風呂と思われるレ

ンガ製の遺構も確認されている。しかし、1944（昭和 19）年 5月の要塞司令部解消後、当司令部の建物が継

続使用されていたのか等、不明な点も多い。

　外離島の小野隊兵舎跡

所 在 地　竹富町字西表（外離島）（第 186 図　竹富町① 45）

立地・現況　小野隊兵舎跡は、外離島南部に形成される低地帯に立地する。兵舎跡一帯はアダン等の雑木の繁茂

が著しく、実測等の記録は行えない状況であったが、少なくとも 2棟確認されている。

歴 史 状 況　本兵舎跡は、要塞使用時において、外離島に配置された重砲兵連隊第 1中隊（隊長・小野藤一）

の軍事活動拠点として使用された施設と考えられる。『鉃田日記』では、当時の兵舎と思われる写真も掲載され

ており、2棟以上建物がある状況が見受けられる。

遺構の特徴　兵舎跡の 2棟の建物は、隣接するトイレの規模などから、下士官クラスと上官クラスがそれぞれ

使用した兵舎と考えられる。下士官が使用したと考えられる建物跡は北西－南東方向に長方形で配置されており、

長辺部が約 30ｍ、短辺部が約 6.4 ｍである。建物の内部は中心に通路を十字に作り、面積が同等の 4か所の部

屋を有している。基礎の幅は 30cmで統一されている。兵舎の周辺には通路を中心に左右対称に 6か所ずつ便

器を配したトイレ跡や井戸跡も見られる。一方、上官クラスが使用したと思われる建物跡は下士官の兵舎跡から

南東へ約 50ｍに位置する。先の建物跡と同様、北西－南東方向に長方形に配置されており、長辺部が約 13ｍ、

短辺部が約 6.5 ｍである。建物の内部は、面積の異なる 4か所の部屋を有している。上官兵舎の周辺にもトイ

レ跡が残存し、L字型で便器を 1個設置している。

ま　と　め　小野隊兵舎跡も要塞配備段階で構築された建物であり、他に管区内の軍事活動拠点となる施設は、

サバ崎兵舎跡がこれにあたる。しかし、サバ崎兵舎跡はコンクリートの残骸が散乱し、建物全体の形状を窺える

状況には無かった。当兵舎跡は、1944（昭和 19）年 9月に船浮臨時要塞重砲兵連隊を改称した重砲兵第 8連

隊が主力を石垣島に移設した後も、船浮に残った残存兵力の活動拠点として、終戦まで機能していたものと推測

される。

写真 61　小野隊兵舎跡　下士官兵舎通路跡 写真 62　同　上官兵舎用トイレ跡

75



　外
そと

離
ぱなり

島の弾薬・兵器庫跡

所 在 地　竹富町字西表（外離島）（第 186 図　竹富町① 43）

立地・現況　外離島の南部低地帯は東西両側に急斜面が迫り、先述した小野隊兵舎跡から北へ進むに従って漸次

狭まっていく。当弾薬・兵器庫跡は南部低地帯の東側斜面中腹に立地する。2004（平成 16）年度の分布調査時

には⑨兵舎跡と報告されていたが、建物の図化記録を 2007（平成 19）年の追加調査にて実施した際に、他の

兵舎跡の構造とは異なることから、弾薬・兵器庫跡とした。その理由を歴史状況にて後述する。

歴 史 状 況　『鉃田日記』の 1941（昭和 16）年 10 月 13 日付の記述では、重砲兵連隊編成後、外離島に初上

陸した鉃田氏の手描きによる外離島の概要図と施設が描かれている。小野隊兵舎跡とともに概要図に記された「弾

薬・兵器庫」は、その位置関係から本弾薬・兵器庫跡に相当するものと思われ、外離島に駐屯することになる重

砲兵連隊第 1 中隊の編成（昭和 16 年 10 月）以前に構築されていたことが窺える。

遺構の特徴　弾薬・兵器庫跡は南側に 1 棟、約 30 ｍ北側の位置に 2 棟の計 3 棟残っており、いずれも急斜面

が連続している当該地にわずかに残る平場を造成して構築したと考えられる。南側の建物（建物 1）は 5.8 ｍ×

11.2 ｍの長方形で北西－南東方向に長軸を有する。外枠に接する形で西側と南側の 2 か所に出入り口と思われ

る階段が設けられる。内部は土砂を被っているものの、床面にコンクリートが貼られており、外枠と床面の隙間

には 10cm の隙間が空けられている。一方、北側の 2 棟（建物 2、3）はいずれも長方形で東西にほぼ並列し、

建物 1 と同じく北西－南東方向に長軸を持つ。この 2 棟は高さ約 1.5m の段差を造って構築され、2 棟の間を行

き来する通路や造成時に砂岩を積んだ土留めの石積みが見られる。また、建物の外枠に接する形で張り出した施

設を建物 2 に１か所、建物 3 に 2 か所設けている。張り出し施設にはほぼ正方形の空間を中心に、片側あるい

は両側に階段を有する構造となる。この張り出し施設は形態で見ると、建物への出入り口としての機能も有して

第 28 図　外離島陣地配置図（『鉃田日記』より）　　　　 第 29 図　同　弾薬・兵器庫跡位置図

写真 63　外離島弾薬・兵器庫跡　張り出し施設　　　　写真 64　同　　土留め石積み
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いるが、中心の空間に何らかの機材を設置していた可

能性も考えられる。

ま　と　め　弾薬・兵器庫跡は、要塞配備段階で構築

された建物であり、『鉃田日記』にも記載されている

施設である。大砲陣地である外離島砲台跡で使用する

弾薬等が当地で保管されていたものと思われ、建物の

外枠と床面の間に隙間を作る構造は、保管されている

弾薬が何らかの原因で爆発した際に建物が致命的な破

壊を受けないよう、壁面が 2重構造になっていた可

能性が考えられる。

　サバ崎の建物跡１

所 在 地　竹富町字西表（サバ崎）（第 186 図　竹

富町① 52）

立地・現況　建物跡はサバ崎のサバ崎の兵舎跡が残る

低地帯の西側斜面途中に立地する。サバ崎は、1971

（昭和 46）年に廃村になった網取集落跡が所在する網

取湾の東側に面するほぼ南北に細長く突き出た半島の

先端部を指し、半島自体は無人区域である。

歴 史 状 況　船浮臨時要塞において、サバ崎は第 4

区としてサバ崎守備隊が配置された。サバ崎では 38

式野砲が 2門設置され、2007（平成 19）年の追加

調査よって 2基確認されたサバ崎砲台跡はそれに相

当すると考えられる。しかし、1942（昭和 17）10月、

重砲兵連隊の再編成によって「サバ崎守備隊は外離島

南岸に移動」とされており、以降サバ崎での活動につ

いては不明な点が多い。

遺構の特徴　建物跡は斜面が連続する当該地を 2か

所平坦に造成し、その平坦地に 1棟ずつ建物を構築

している。２棟の建物は立地関係から北棟（外枠 4

ｍ× 5.7 ｍ）と南棟（外枠 5.7 ｍ× 11.2 ｍ）に分かれ、

いずれも北西－南東方向に長軸を持つ。南棟の建物内

には地下に構築された出入り口となる 70cm× 80cm

N

0 ５m

〈凡例〉

コンクリート

石積み (砂岩）

N

0 ５m

〈凡例〉

コンクリート

石積み (砂岩）

の外枠が見られる。内部に入ることはできず、幅、奥行きの計測値は不明であるが、地上からの深さは約 1.8 ｍ

を測る。また、地下に昇降するための鉄製の昇降段を 5段作っているが、腐食により折れている。北棟と南棟

の間には斜面を往来する道路の跡が見られ、両建物の西側には造成時に法面を構築しているのが窺える。

ま　と　め　船浮臨時要塞の戦争遺跡で建物内部に地下構築物を備えた施設は、現段階でこの建物跡 1以外確

認されていない。地下構築物の性格としては貯水、貯油、武器・弾薬の保管などといったところが考えられるが、

弾薬保管については外離島の弾薬・兵器庫跡に地下構築物は無く、貯油については壁面等に油の付着痕が見られ

ないことから、貯水施設の可能性が高いと考えられる。

　第 30 図　外離島弾薬・兵器庫跡　略測図（伊波直樹作成）

　写真 65　サバ崎の建物跡１　南棟基礎枠

　写真 66　同　地下施設昇降部
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（３）渡航施設

　船浮臨時要塞の活動において、第 2

区の祖納半島以外の各管区の往来手段

は基本的に船舶であり、各管区の海岸

には船舶を停泊するための桟橋を築い

ていた。桟橋に関する遺跡はサバ崎で

確認されたのみである。

　サバ崎の桟橋跡

所 在 地　竹富町字西表（サバ崎）

（第 186 図　竹富町① 48）

立地・現況　桟橋跡は、サバ崎におけ

る軍事活動の拠点となる⑮サバ崎の兵舎跡が立地する低地帯の東海岸に残る。

歴 史 状 況　船浮臨時要塞の各管区を往来するために、船舶を停泊する桟橋等の施設は、要塞配備段階で構築さ

れているものと考えられる。桟橋を建設する場所は、基本的に各管区の軍事活動の拠点となる兵舎が建てられた

低地の海岸に構築されている。第１区の内離島では⑯船浮要塞司令部跡が建てられた海岸に桟橋があったことが、

戦争直後の米軍撮影航空写真から見て取れるが、聞き取りによると、内離島に構築された桟橋は戦後に海岸の浚

渫工事で破壊されたとの事である。

遺構の特徴　桟橋跡は干潮時のみ確認することができ、遺構としては桟橋として利用された基礎部分の石列が残

存する。幅は約 3mで北西方向に延びており、石列は砂岩の切石を使用している。桟橋の付け根部分には、地中

に埋め込まれた突起物が 2か所見られ、金属製と木製である。

ま　と　め　船浮臨時要塞の戦争遺跡で、渡航施設に関する遺跡はサバ崎の桟橋跡のみ確認されている。桟橋跡

が残る海岸は砂よりも小礫が多く、海岸の幅も狭いため、基礎の石列が現在も埋まらずに現在も見ることができ

ると思われる。一方、外離島で桟橋があったと思われる島南部低地帯の海岸は、海岸の幅も広く砂が主体となる

ため、桟橋の痕跡が時間の経過によって海からの砂の供給により、埋まってしまった可能性も考えられる。

（４） 偽
いつわり

陣地
　船浮臨時要塞で確認された偽陣地は、内離島の成屋山、外離島、サバ崎の３地点において偽

いつわり

砲台跡が確認さ

れている。船浮臨時要塞では地面を円形に掘り込んで、在地で取れるリュウキュウマツなどを砲身に見立てて偽

砲台とした。本稿ではそのうち、サバ崎の偽砲台跡を詳述する。

　サバ崎の偽砲台跡

所 在 地　竹富町字西表（サバ崎）　（第 186 図　竹富町① 47）

立地・現況　サバ崎の偽砲台跡は現在のサバ崎灯台の後背部（南側）にあたる丘陵の中腹に立地する。偽砲台跡

一帯はススキに覆われており、判別は困難であった。

歴 史 状 況　『鉄田日記』の記述によると、陣地の擬装を行う作業は 1944（昭和 19）年 1月ごろから始められ、

砲台や探照灯の擬装、偽陣地の構築などを行っている。特に擬装について同年 3月ごろから砲台の擬装に主力

を注ぐなど、その重要性を増しているのが窺える。

遺構の特徴　偽砲台跡は 2か所造られ、地面を円形とドーナツ状にそれぞれ掘り込まれる。円形の擬砲が標高

写真 67　サバ﨑の桟橋跡
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の高い位置に設置されている。偽砲台跡の規模は直径約 3.0 ～ 3.4 ｍ、深さ約 50cmを計る。偽砲台跡の円から

外側に一直線状に掘り込まれているのが窺える。他の成屋山、外離島の偽砲台跡もほぼ同様の規模で構築されて

いる。

ま　と　め　サバ崎では先述したように、1942（昭和 17）年 10月の段階でサバ崎守備隊が外離島南岸に移動

して以降、実質的な軍事活動を行っていないものと考えられる。『鉃田日記』の記述どおり 1944（昭和 19）年

ごろから偽陣地が構築され始めたならば、外離島からサバ崎に移動して構築していった可能性も考えられる。い

ずれにしても調査によって確認されたこれらの

偽砲台跡は、船浮臨時要塞における防衛戦略の

変化を示す戦争遺跡として認識できると言える

（伊波）。

　本項全体の引用・参考文献

浄法寺朝美　1971『日本築城史』原書房

竹富町史編集室　1996『竹富町史　第十二巻　

　　資料編　戦争体験記録』竹富町役場

竹富町史編集室　2000『竹富町史資料集①　

　　鉃田義司日記－船浮要塞重砲兵連隊の軌跡

　　－』竹富町役場

伊波直樹・山本正昭　2006「船浮要塞の実態

　　と現状」『沖縄埋文研究 4』沖縄県立埋蔵　

　　文化財センター

写真 68　サバ崎の偽砲台跡（前回分布調査時撮影）

写真 69　外離島の偽砲台跡（前回分布調査時撮影）

写真 70　成屋山の偽砲台跡（前回分布調査時撮影）
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７　防空監視哨

　防空監視哨は、1937（昭和 12）年の「防空法」により敵機を早期発見する防空監視隊が組織化され、1941

（昭和 16）年の「防空監視隊令」により、立哨の頻度が臨時から常時（24時間体制）へ変わり、設備や人員も

強化されたことを契機にして整備された見張所である。1943（昭和 18）年には、糸満・那覇・与那城・金武・

本部・国頭・嘉手納・宮古島・八重山島・西表島・久米島の県下 11か所に沖縄県警防課管轄の監視哨が設置され、

監視隊本部は沖縄県庁におかれた。

　この防空監視哨が、沖縄県警警防課の管轄となっているのは、1939（昭和 14）年 1月 25 日の「警防団令」

に基づき８月までに全市町村域に発足された警防団が、本来の業務は消火や防火にあったが、青壮年をもって組

織された団はそのまま戦時下の国家総動員体制の一環として防空業務に携わったからと思われる。

　防空監視隊の組織は、幹部には在郷軍人などの地域の有力者、隊員は青年学校生徒や役場職員などが任務にあ

たった。通信手段においては、糸満と那覇監視哨は直通警察電話、金武と本部監視哨は警察署又は駐在所を中継

した警察電話、国頭・嘉手納・与那城監視哨は逓信電話、宮古島・八重山・西表島監視哨は海底電信（故障の際

は無線電話）、久米島監視哨は無線電話を利用し監視隊本部に連絡をした。

　なお、防空監視哨とは、軍の監視哨とは区別して、上記のような県警防課管轄の監視哨のことを示す用語とし

て使用したい。

　現存する防空監視哨の構造が認識できるものとしては、本部、嘉手納、与那城、糸満のものがあり、その構造

はコンクリート製で、平面が六角形及び八角形となり、多方向に監視できるような構造と言える。また大きさも

床面の径では約 2.5 ～５ｍとばらつきがある。以下、先述の４か所の防空監視哨跡について、その構造・現況を

記述する。

　引用・参考文献

沖縄県沖縄史料編集所　1978　『沖縄県史料　近代 1　昭和十八年知事事務引継書類』沖縄県教育委員会

沖縄県警察史編さん委員会　1993　『沖縄県警察史　第二巻（昭和前編）』　警察本部

　本部町本
もとぶ

部防空監視哨跡（本部町指定文化財：史跡）

所　在　地　本部町字谷茶 205 番地（第 173 図　本部町 17）

立地・現況　標高約 50～ 55ｍの丘陵に位置している。現在は、特養老人ホーム本部園隣接地にあり、1997（平

成９）年頃に監視哨跡の柱の部分などをモルタルで全て塗り直し、監視哨跡までの道をセメントで敷設し整備し

ている。現況は１階部分は造成土により埋まっており、表土上にあるのは当時の２階部分である。谷茶の集落か

ら監視哨跡に至る里道は現存している。2009（平成 21）年に、本部町の史跡（戦争遺跡）として文化財指定さ

れている。

歴 史 状 況　本部監視哨は、当初、谷茶の大瀬で立哨したが、1943（昭和 18）年に現在の場所にコンクリート

造りの監視哨が造られた。監視哨の製造者は、証言によると警察署の管轄下に置かれていたので、警察署の指示

でコンクリート部分はセメント大工が請け負ったと言われている。当時の本部監視哨の班長をの証言によると、

監視体制は、双眼鏡を使い 4～ 5人交代で 24時間監視し、電話は渡久地警察署に取り次ぎ報告していたという。

監視隊は、監視哨長の下に、﨑本部、健堅、大浜（当時辺名地）、谷茶、渡久地、浜元、浦崎地域の優秀な若者

を 6班に編成し（1班は 6名程度）、1週間に 1日ずつ勤務していた。

遺構の特徴　平面においては、一辺約 1.8 ｍでほぼ正六角形を呈し、高さは屋根の厚さも含め約 2ｍである。入

口部を含む 6面に約 1.3 ｍ規格の窓枠が施されており、多角的に監視できる造りになっている。

ま　と　め　集落へ至る里道も現存しており、遺構の残存状況も良好で、監視哨に携わった人々の証言も残され
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ている。沖縄本島北部に残された唯一の防空監視哨

跡で重要な戦争遺跡である。

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　2003　『沖縄県戦争遺跡

写真 71　本部防空監視哨跡　

写真 72　同　監視窓より伊江島を臨む　

（沖埋文 2003 より）　

　　詳細分布調査（Ⅲ）- 北部編‐』

町民の戦時体験記編集委員会　1996　『町民の戦時体験記』　本部町教育委員会

本部町史編集委員会　2001　『本部町史　資料編 3　大正～昭和戦前・戦中期の本部　新聞集成』本部町役場

　

　北
ちゃたん

谷町嘉手納防空監視哨跡

所　在　地　北谷町字浜川 271 番地（米空軍嘉手納飛行場内）（第 176 図　北谷町２）

立地・現況　半安山ヌ上集落の南側、北谷役場の北西に位置するグシクンニーの小高い丘の上に位置している。

また、建物の階段の左側には大きな自然壕があり、当時は勤務中の空襲時にはそこに避難していた。現況は、監

視哨の基礎部分と爆風返しと思われる塀の一部が残存している。

歴 史 状 況　　嘉手納防空監視哨は、1940（昭和 15）年以前に設置され、当時の名称は 21番嘉手納監視哨と

される。証言によると、建物を作る際は北谷国民学校の生徒が砂運び等勤労奉仕に駆り出されたという。当初は

組立式のテントで作られていたが、風が強いため木造に造りかえられ、更にガラス張りの窓を持ち、アダン葉で

屋根を偽装したコンクリートの建物に改築されたとあり、これが本遺跡であろう。

　なお、元哨員の証言によると、監視哨の証言は六角形であった。面積は 15坪程で、哨内には敵の飛行機や艦隊、

潜水艦の絵が貼り付けられていたが日本軍のものは無かった。ガラス張りの室内には哨長及び副哨長が居る事務

所に通信を行う場所があり、下の階には休憩所（仮眠室）が設けられ、事務所とは外階段で結ばれていた。後述

する「爆風返し」とされたコンクリート塀の上には、監視哨員が見回りの為に歩くこともあった。

　監視体制は、監視哨長は退役軍曹、副哨長は退役伍長など３人の在郷軍人が任命された。また、哨員は役場職

員が兼任していたが後に青年学校生徒が動員された。米軍上陸直前まで嘉手納監視哨に勤務していた方の証言に

第 31 図　本部防空監視哨跡　略測図
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よると、監視体制は１人の哨長の下に 3個班が編成され、1個班は副哨長 1人と哨員 6人であったという。２

人１組で立哨は１時間、事務所での通信業務１時間、休憩１時間を繰り返して、24時間体制で監視にあたった。

勤務体制は、3日勤務して 3日休む 3交代制であった。手当は、哨長が月に 7円、副哨長が 5円、哨員は 3円

支給され、監視哨員の朝昼晩の 3食は平安山ヌ上の金城（商店）が請け負っていた。勤務内容としては、週に

一度監視業務を本部へ報告する義務があり、監視記録をまとめた報告書を軽便鉄道で司令部へ送付した。監視哨

には各地域の婦人会などから慰問があり、菓子等の差し入れもあった。1943（昭和 18）年には、敵の潜水艦を

発見した功績により東京で内務大臣賞を受賞し、功績のあった哨員に、1944（昭和 19）年 1月に県知事賞が

授与された。

　1944（昭和 19）年の 10・10空襲では機関銃の攻撃を受け、以降の空襲を想定し施設内にサイレンを設置し、

敵機発見と同時に鳴らし村民への警報の周知を図った。また、監視哨内では頻繁に歩き廻るのを禁止し、監視哨

への出入りも控えるように呼びかけられた。この空襲により、コンクリート塀に弾頭を 2発命中された。

　1945（昭和 20）年 3月末には、米軍の艦砲射撃により破壊されたが、その後下勢頭の岩山（トゥクガワジー）

に移動し監視活動は続けられた。証言によるとそこでも下の方には広い壕があり、移動の際は畳や米を 12俵程

運び入れたという。上陸前の空襲が開始されてからは、哨員は 4～ 5人しか残っておらず、空襲が激化した 3

月 25、6日頃哨長が解散命令を出したので、証言者の哨員は自分の防空壕に避難した。４月１日の沖縄本島へ

の米軍上陸直前には自然解散した形となった。

遺構の特徴　監視哨には、「爆風返し」と呼ばれる高さ約 150cm、厚さ約 16cmの周りを取り囲んでいたと思わ

れるコンクリート塀が一部残存している。監視哨本体は、現在、基礎部分のみ残存し、約５cm程表土を除去す

ると底面が露出する。床面全体は依然未確認だが、2001（平成 13）年の当センターによる踏査により一辺と一

角を検出している。一辺約 270cm、幅約 30cm、内角が約 125°であることから六角形であると推測できる。

ま　と　め　嘉手納防空監視哨跡は、沖縄戦時の艦砲射撃により破壊され残存状況はやや不良である。しかし、

監視哨に勤務していた方の証言も多く残っており監視体制や当時の様子を多く知る事が可能である。

　引用・参考文献

沖縄県警察史編纂委員会　1993　『沖縄県警察史　第 2巻（昭和前編）』警察本部

川元哲哉　2002　「嘉手納監視哨跡」『しらべる戦争遺跡の事典』十菱駿武・菊池実

上勢頭誌編集委員会　1993　　『上勢頭誌　中巻　通史編（Ⅱ）』　旧字上勢頭郷友会

北谷町役場企画課町史編集委員会　1995　『戦時体験記録　北谷町』北谷町役場

平安山ヌ上誌編集委員会　2010　『平安山ヌ上誌』　平安山ヌ上郷友会

読谷村史編集委員会　2002　『読谷村史　第 5巻　資料編 4　戦時記録　上巻』読谷村役場

写真 73　嘉手納防空監視哨跡周囲のコンクリート壁の弾痕第 32 図　嘉手納防空監視哨跡　略測図　　　　　　　

（川元 2002 より）
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　うるま市与
よ な し ろ

那城防空監視哨跡

所　在　地　うるま市与那城屋慶名 2683-1（第 175 図　うるま市③８）

立地・現況　屋慶名集落のイシガー（井泉）付近の標高約 15 ｍの丘陵頂上に位置している（うるま市　2010）。

現況は、建物周辺は樹木の繁茂により近づくのが多少困難になっている。建物自体は、多少損壊しているが比較

的良好な状態である。

歴 史 状 況　与那城防空監視哨で防空監視の任務に就いていた方の証言によると、当監視哨が最初にできたのは

1938（昭和 13）年頃である。その当時は、雨戸を 6 枚立てただけの簡単な作りであった。

　1943（昭和 18）年頃には、建物がコンクリ―ト製に建て替えられ、窓枠にはガラスが填め込まれた。哨員は

全部で 31 名であり、青年学校生徒を中心に 6 人 1 組で交代で監視していた。哨員は 240 名の与那城警防団を

中心に構成されていた。監視哨内には、電話機、双眼鏡、時計、方位板、防寒具、航空機器識別飛行機の模型、

羅針盤等の備品が国の負担で設置されていた。

　1944（昭和 19）年の 10・10 空襲では、敵機来襲をいち早く発見したとして当時の泉沖縄県知事から感謝状

が贈られた。

遺構の特徴　正八角形のコンクリート製で、入口がある壁以外の 7 つの壁面には１つずつ窓枠があり 360°見渡

せる構造になっている。屋根の１辺は約 1.9 ｍ、径 5.0 ｍ、内法は一辺約 1.5 ｍ、径 3.8 ｍ、高さ 2.5 ｍである。

外側は窓枠から下の部分が土に埋もれている。コンクリートには、貝や珊瑚・石灰岩礫が混じり、鉄筋では無く

鉄線を数本束ねている。外壁の厚みは約 15cm。コンクリートの支柱は、高さ 1.7 ｍより下の部分は欠損してい

るが、鉄線は確認できる。また、床には支柱の折れた痕跡が確認出来た。

　天井部分には、軒先の一部と弾痕かもしれない凹みが見られるが顕著ではない。また、天井のほぼ中心付近に

釘が見られた。軒先にあたると思われる部分には、厚さ８cm のかえしがあった。西側の一辺の天井部には、縦

20cm ×横 15cm、深さ 5cm の凹みが見受けられた。南側（入口部分）の一辺の天井部には釘、北側の一辺の

天井部にはネジが見られた。北東の一辺の軒の部分にはボルトが 2 本刺さっていた。

　壁面には沖縄戦当時銃撃を受けた時の跡が所々に残っている。入口付近の東南の内壁には弾体が 30°の角度で

刺さっていた。東側の外壁部分には縦 3.5cm ×横 5cm の貫通している孔が見受けられた。監視隊本部との通信

手段は逓信電話で、この穴は電話線を通したものだと思われる。

ま　と　め　現在、遺構の残存状況が良好で、弾痕も多く残されており、沖縄戦時の様子を実感できる重要な遺

跡である。

  引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　2002　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

うるま市教育委員会　2010　『うるま市の戦争関連遺跡と慰霊塔－うるま市文化財調査報告書第 12 集－』

写真 74　与那城防空監視哨跡　　　　　　　　　　　   写真 75　同　天井より金武湾を臨む

83



　糸満市糸満防空監視哨跡

所 在 地　糸満市字糸満 739 番地ほか（第 180 図　糸満市④ 137）

立地・現況　糸満防空監視哨は、糸満市字糸満新組地内にある山巓毛と称される標高約 20ｍの丘陵頂上にあり

現在は公園である。監視哨のほかに、この公園内には御大典記念山巓毛改修碑、国旗掲揚台、鳥居基礎部分と公

園周辺の弾痕の残る壁、丘陵地下の陣地壕があり、山巓毛戦争遺跡群と呼ばれている。

歴 史 状 況　糸満監視哨は、1941（昭和 16）年～ 1943（昭和 18）年頃に造られたとされる。北東側にあっ

た糸満警察署との間に直通電話が通じていたという。1944（昭和 19）年の 10・10 空襲では、敵の艦載機の大

編隊を発見し監視隊本部に報告したが空襲警報の発令がない為、許可なしで備え付けの手動のサイレンを鳴らし

て住民に空襲を知らせた。

遺構の特徴　建物本体はなく、コンクリート製の床面が残っており、その平面形は八角形である。一辺 1.0 ｍ、

径 2.65 ｍである。本来、８方位に窓があったとされる。

ま と め　基礎部分が現存するのみで、証言も少なく監視体制や当時の様子を知ることは難しい（井上）。

  引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　

　　2001　『沖縄県戦争遺

　　跡詳細分布調査（Ⅰ）

　　－南部編－』　

糸満市史編集委員会　1998　

　　『糸満市史　資料編 7　

　　戦時資料　下巻　－戦

　　 災 記 録・ 体 験 談 － 』

第 33 図　与那城防空監視哨跡

　　略測図
写真 76　同　内側壁面の弾痕　　　　　　　 写真 77　同　内部

写真 78　糸満防空監視哨跡　　　　　　　　　  第 34 図　糸満防空監視哨跡　略測図
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８．戦争に関連する施設・記念碑

　日清戦争・日露戦争後、戦死した兵士を祀った忠魂碑が全国的に建立された。沖縄では日露戦争後、とくに大

正期と昭和初期に盛んに建立された。忠魂碑は建立地域での戦意高揚の場として利用された。県内の忠魂碑は、

沖縄戦で破壊されたのも少なくないが、戦後意識的に破壊されることもなく残存しているのも多い。

　沖縄でもほとんどの学校で奉安殿が建設された。奉安殿は皇民化教育、軍国主義教育の場として使われた。沖

縄の奉安殿は沖縄戦で破壊されたものが多いが、戦後意図的に破壊されたのも少なくない。残存する奉安殿は忠

魂碑に比べて圧倒的に少ない。

　御大典・皇太子誕生・御成婚・紀元二千六百年を記念しての行事や事業も全国的に行われ、沖縄でも例外では

なかった。各地域での事業では、後世に伝えるため記念碑を造った。事業の全容や記念碑の実数は明らかではな

いが、現存する記念碑は少なくない。

( １) 忠魂碑
建立年

国のため忠義を尽くして戦死した兵士を祀った記念碑が忠魂碑である。忠魂碑が全国的に建立されたのは日露

戦争後であった。沖縄での忠魂碑は、徴兵で県出身兵士が出征・戦死したのが日露戦争であったため、日露戦争

後から本格的に建立された。沖縄で最も早く忠魂碑が建立されたのは旧美里村と思われる。1912（明治 45）年

６月３日『琉球新報』の記事によれば、忠魂碑を建立した場所は「石川」で、建立者は「在郷軍人会一同」とな

っている。この忠魂碑は現存していない。美里村は 1937（昭和 12）年に建立場所を変えて、新たな忠魂碑を

建立している。

その後の忠魂碑建立の年を現存する忠魂碑から見ると、1912（大正元）年旧佐敷村、1914（大正３）年旧

伊良部村、1915（大正４）年中城村・旧本部村、1917（大正６）年旧具志川村、1918（大正７）年旧石垣村、

1920（大正９）年旧竹富村、1921（大正 10）年大宜味村、1923（大正 12）年旧読谷山村字渡慶次・大宜味

村字塩屋、1924（大正 13）年旧平良町、1927（昭和２）年旧城辺村、1932（昭和７）年旧下地村、1933（昭

和８）年国頭村字奥、1935（昭和 10）年旧読谷山村、1936（昭和 11）年旧金武村・粟国村、1937（昭和

12）年旧美里村・旧勝連村字平安座、1938（昭和 13）年旧大浜村、1939（昭和 14）年渡嘉敷村、1940（昭

和 15）年旧大里村、1941（昭和 16）年旧座間味村となっている。

現存するが、建立年が分からないのは首里市・羽地村の忠魂碑である。また、現存もしてないが、資料・写真

によって忠魂碑はあったが建立年が不明なのは、豊見城村・浦添村・那覇市・旧名護町である。

建立場所

　忠魂碑の建立場所は、公園・神社・役場敷地・学校敷地が多い。日露戦争後、全国的に神社などに忠魂碑や戦

没者個人碑の建立が盛んとなったため、内務省は県知事宛てに「国家ニ功労アルモノ及頌揚スヘキ事蹟アルモノ」

の通牒を出し、建碑や建碑者を規制した。さらに、1906( 明治 39) 年には建碑の許可を内務大臣から県知事に

移すことで、建碑がたやすくなったが、同一記念碑の１市町村１基の原則も示した。一方、文部省は支障ない限

り学校敷地を建碑用地として認め、さらに 1916( 大正５) 年、忠魂碑が学校敷地に建っていることで軍人の忠勇

を永く伝え登校する児童に忠君愛国の精神を涵養することができるという、忠魂碑の教育的価値を示した。この

こで、多くの忠魂碑が学校敷地に建立されるようになった。

建立者

　大正期の建立者は、「村民有志」( 旧伊良部村 )、「村民一同」( 大宜味村・旧具志川村 )、「在郷軍人並びに村内有志」

( 中城村 ) となっているが、一部には「軍人優待会」( 旧竹富村 ) がみられる。「優待会」は軍人後援組織である。

昭和期の建立者はほとんどが在郷軍人会である。1910( 明治 43) 年、帝国在郷軍人会が発足。同年には帝国
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在郷軍人会沖縄県支部も発足したが、市町村で組織する在郷軍人分会の発足年はバラバラであった。在郷軍人分

会は発足したが、名前だけの分会が多く、大正期には忠魂碑建立の主体にはなれなかったと思われる。昭和期に

なると、分会の組織も強化され、在郷軍人会の事業のひとつである「戦役没者の祭典の執行」の場として忠魂碑

建立の主体となった。

揮毫者

　市町村で建立した忠魂碑の揮毫者は、大物軍人がほとんどである。残存している忠魂碑に実際に刻まれている

揮毫者は、山縣有朋 ( 大宜味村・旧平良町・旧城辺村・旧石垣村 )、鈴木荘六 ( 旧金武村・旧読谷山村・旧下地

村 )、東郷平八郎 ( 旧具志川村 )、井上幾太郎 ( 旧美里村・座間味村 )、大久保利貞 ( 旧佐敷村 )、荒木貞夫 ( 粟国村 )、

松井石根 ( 旧大浜村 ) である。沖縄は例外ではなく全国的にも前述した揮毫者が多い。こうした大物に揮毫を依

頼する方法は分かっていないが、おそらく帝国在郷軍人会がかかわっていたと推測する。

かたち

　大まかに言えば、大正期の忠魂碑は自然石に「忠魂碑」と刻んだだけの素朴なかたちが多い。昭和期に入ると

コンクリート造りがほとんどで、かたちも階段を備えた基壇、基壇には親柱を並べ、中央には碑身が立っている。

基壇や碑身の中央に軍のシンボルである星印☆や海軍の錨
いかり

（碇）マークを取り付け、砲弾を基壇の周辺に飾った

忠魂碑もあった。昭和期のコンクリート造りの忠魂碑は大きさ、かたち、意匠などからして建立者が自前で建設

するのでなく、建設業者に請負させた可能性が高い。その証拠のひとつに座間味村の忠魂碑には、土木建設会社

の名前が刻まれている。

忠魂碑の戦後

　ＧＨＱは 1945( 昭和 20) 年 12 月 15 日、いわゆる「神道指令」を発令した。これを受けて内務省は 1946（昭

和 21）年 11月 27 日、全国の「忠霊塔・忠魂碑等」の破壊を命じた。結果、措置 ( 破壊 ) 対象の「忠霊塔・忠

魂碑等」7,411 基のうち 5,613 基が破壊され、890 基が目立たない場所に移動、908 基が模様替えしている ( 大

原康男『忠魂碑の研究』192 頁 )。この「神道指令」は、日本本土と分離した沖縄には適用されなかったため、

沖縄には残存する忠魂碑が多い。

　では、沖縄の忠魂碑で残存していないのはどうしてか。地上戦の中で粉々に破壊されたため残存していない(旧

浦添村・那覇市・旧豊見城村 )、ある程度残っていたが慰霊の塔建設などで戦後破壊された ( 旧南風原村・旧西

原村・旧玉城村・旧名護町・旧仲里村・旧具志川村 )、戦後残存していたが戦後建てられた慰霊の塔の場所に移

動された ( 旧羽地村・旧具志頭村・粟国村 ) などが考えられる。沖縄本島の中南部では残存していない忠魂碑が

多いが、宮古・八重山・離島ではほぼ残っている。残り方で、ユニークな忠魂碑は、「忠魂碑」の文字が刻まれ

た表を裏返して「慰霊之塔」「靈魂之塔」の文字に変えて再利用している忠魂碑もある ( 大宜味村・旧大里村 )。

また、全体の形を保てないほど瓦礫と化したまま残存している忠魂碑もある ( 旧首里市 )。

　沖縄の忠魂碑は、忠魂碑が建立された場所に建っているものが多いが、なかには移動された忠魂碑や横倒しに

なっている忠魂碑もある。もちろん、現在では、建立された時期のような「戦意高揚」「武運長久」などの儀式

は行われていないが、「負の遺産」として文化財に指定され、平和学習の場となっている忠魂碑も少なくない。

　沖縄市旧美里村の忠魂碑（沖縄市指定文化財：史跡）

所 在 地　沖縄市知花弁当原５２５番地の３（第 175 図　沖縄市４）

立地・現況　1934( 昭和９) 年旧美里尋常高等小学校敷地内に建立。沖縄戦の戦禍を逃れたが、戦後はキャンプ

ヘーグ米軍基地内に存在していた。1975（昭和 50）年に同基地が返還され、現在はみさと児童園の敷地内にある。

歴 史 状 況　本忠魂碑に関する史料は残されていない。

遺構の特徴　正面に「忠魂碑」の文字、その下に☆星形が刻まれている。基壇に上がる階段が設置され、基壇に
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は球形を乗せた箱状の親柱が並び、それぞれの親柱を鉄鎖で結んでいる。基壇の中央には砲弾状のコンクリート

製碑身を設置している。基壇の側面には一部亀裂やずれがあり、一部には鉄筋が露出している。

碑身の裏は鉄版らしきものが剥がされている。建立者や建立年が記されていたと思われる。碑身の高さ約４ｍ。

揮毫者は井上幾太郎陸軍大将。

ま と め　市指定文化財として 2014（平成 26）年度に修復工事を実施している。「負の遺産」として平和学

習にも活用されている。

　

　読
よみたん

谷村旧読
ゆんたんざ

谷山村の忠魂碑（読谷村指定文化財：史跡）

所 在 地　読谷村座喜味（第 175 図　読谷村②５）

立地・現況　1935（昭和 10）年に在郷軍人会読谷山分会が

読谷山尋常高等小学校敷地内に建立した。現在は読谷村運動

広場の北側の一角に立っている。この場所は読谷山尋常高等

小学校の敷地であった。

歴 史 状 況　この忠魂碑の建立時が分かる史料が残ってい

た。それは海軍省の公文綴りである「公文備考」である。「公

文備考」の文書番号「官房第 3382 号」の「廃兵器無償下付

ノ件通知」によれば、在郷軍人会読谷山分会長が海軍大臣宛

てに、建立中の忠魂碑に「忠魂碑備付用記念品」として「40

口径通常弾４個」を「廃兵器用無償下附ノ出願」したので下

付した。ということは、建立時の忠魂碑の基壇には４個の

40口径砲弾が飾られていたことが分かる。

遺構の特徴　基壇に上がる階段が設置され、基壇には箱状の

親柱が並んでいる。台座の上には碑身がそびえている。碑身

第 35 図　旧美里村の忠魂碑　見取図　　　　　写真 79　旧美里村の忠魂碑

（沖埋文 2002　原図沖縄市指定文化財資料より）

写真 80　旧読谷山村の忠魂碑
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には「忠魂碑」の文字と揮毫者である鈴木壮六陸軍大将の名前が刻

まれている。現在、「忠魂碑」の文字部分を含めて周辺の剥離が甚

だしい。碑身には沖縄戦での弾痕跡も残っている。

ま と め　県内で唯一文書資料が残っている。平和学習の場とし

て活用されているが、劣化が進んでいるのが現状である。早急な修

復対策が必要である。

　座
ざ ま み

間味村の忠魂碑

所 在 地　座間味村座間味（第 181 図　座間味村４）

立地・現況　沖縄県で最後に建立された忠魂碑である。座間味小学

校の裏手にあり、残存度が良いコンクリート造りの忠魂碑である。

歴 史 状 況　本忠魂碑に関する史料は残されていない。

遺構の特徴　階段を備えた土台の擁壁には弾痕がある。土台の上に

は階段を備えた基壇がある。基壇の周囲には鎖を通したと思われる

親柱が造られている。基壇には、「忠魂碑」の文字が刻まれた尖塔

形の碑身が聳えるように立っている。碑身は２層の台座の上に造ら

れ、下の台座には陸軍大佐松田元冶書の「海ゆかば」の歌詞が刻ま 写真 81　同　頂部

写真 82　座間味村の忠魂碑

写真 84　同　表面

写真 83　同　裏面

写真 85　同　基壇の「道ゆかば」の刻銘

写真 86　同　前面階段の弾痕

写真 87　同　土台の製造業者の刻銘
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第４表　沖縄県内の忠魂碑一覧（１)

No 名称 所在地 建立場所 建立年 建立者 揮毫者 特徴（法量等）

1 字奥の忠魂碑 国頭村字奥 神社 1933 在郷軍人会 不明
表には忠魂碑の文字。裏面は建立年と建立
者が記されている。

2 大宜味村の忠魂碑
大宜味村字大
宜味

不明 1921 村民一同
元帥公爵
山縣有朋

忠魂碑を裏返し、現在は慰霊碑となってい
る。

3 字塩屋の忠魂碑
大宜味村字塩
屋（現在不
明）

御嶽 1923 不明 不明 不明

4 旧本部村の忠魂碑 本部町字東 御嶽 1915 不明 不明
階段を備えた基壇を持ち、その上に２層の
台座有り。

5 旧名護町の忠魂碑
名護市字仲尾
次

神社 不明 不明 不明
表には忠魂碑の文字と星印があり。裏面は
削られており、建立年や建立者は不明。戦
後この場所へと移設された。

6 今帰仁村の忠魂碑
今帰仁村仲宗
根

神社 1921 不明 不明
出兵兵士の壮行会を撮影した写真に写りこ
んでいる。現在、跡地には慰霊塔がある。

7 旧金武村の忠魂碑 金武町 役場敷地 1936 不明
陸軍大将
鈴木荘六

不明

8 旧美里村の忠魂碑
沖縄市字美里
528番地

学校敷地 1937 不明
陸軍大将
井上幾太郎

報告書内で記述。

9 字渡慶次の忠魂碑
読谷村字渡慶
次

御嶽 1923 在郷軍人会 不明
階段を備えた２層の基壇をもつ。台座には
碑文が記されている。現在は忠魂碑を慰霊
碑と見なし地域で再利用されている。

10 旧読谷山村の忠魂碑
読谷村字座喜
味

学校敷地 1935
在郷軍人会
読谷山分会

陸軍大将
鈴木荘六

報告書内で記述。

11 字平安座の忠魂碑
うるま市与那
城平安座

不明 1937 不明 不明
1924年「招魂碑」として建立、1937年「忠
魂碑」に改修、1951年「慰霊塔」に改修。

13 中城村の忠魂碑 中城村字泊 役場敷地 1915
在郷軍人並
びに村内有
志

不明
基壇の上には２層の台座あり。台座の上に
は碑身がそびえ、表には「忠魂碑」の文字
あり。

14 旧佐敷村の忠魂碑
南城市佐敷字
佐敷

役場敷地 1912 不明 大久保利貞 忠魂碑の右側面の破損が著しい。

15 旧大里村の忠魂碑
南城市大里字
古堅

不明 1940 不明 不明
忠魂碑を裏返し、現在は慰霊碑となってい
る。

16 旧首里市の忠魂碑
那覇市首里当
蔵町

城敷地内 不明 不明 不明 上半分が破損し、全体的に損傷が激しい。

17 旧具志頭村の忠魂碑
八重瀬町字具
志頭

学校敷地 不明 不明 不明
基壇上には箱状の親柱が並び、台座の上に
は碑身がそびえている。戦後この場所へと
移設された。

18 旧具志川村の忠魂碑
久米島町（現
存せず）

不明 1917 村民一同 東郷平八郎
ある程度残存していたが、建設等で戦後破
壊された。現存はしていない。

19 旧平良町の忠魂碑
宮古島市平良
字下里

馬場 1924 不明
元帥公爵
山縣有朋

不明

20 旧下地村の忠魂碑
宮古島市下地
字洲鎌

神社 1932 不明
陸軍大将
鈴木荘六

不明

21 旧城辺村の忠魂碑
宮古島市城辺
字福里

学校敷地 1927 不明
元帥公爵
山縣有朋

基壇上には箱状の親柱が並び、台座の上に
は碑身がそびえている。表には「忠魂碑」
の文字と揮毫者が記されている。

22 旧伊良部村の忠魂碑
宮古島市伊良
部字長浜

公園 1914 村民有志 不明 不明

23 旧石垣村の忠魂碑 石垣市字石垣 不明 1918 不明
元帥公爵
山縣有朋

基壇の上に碑身がそびえている。碑身表に
は「忠魂碑」の文字。

89



写真 88　国頭村字奥の忠魂碑（吉浜忍提供）　　　　　　　　　　　　　写真 89　大宜味村の忠魂碑　現・霊魂の塔（吉浜忍提供）

写真 90　旧本部村の忠魂碑（吉浜忍提供）　　　　　　     写真 91　旧羽地村の忠魂碑（吉浜忍提供）

第５表　沖縄県内の忠魂碑一覧（２）

No 名称 所在地 建立場所 建立年 建立者 揮毫者 特徴（法量等）

24 旧大浜村の忠魂碑 石垣市字大浜 学校敷地 1938 不明
陸軍大将
松井石根

コンクリート製の２段の基壇の上に、石が
埋め込まれた？台座があり。台座の上には
碑身があり、表には「忠魂碑」の文字と揮
毫者が記されている。

25 旧竹富村の忠魂碑 竹富町字竹富 公園 1920 軍人優待会 不明

忠魂碑左側面には工匠の名前が記されてい
る。鉄筋コンクリート造り。基壇の上には
２層の台座有り。２段目の台座には碑文が
あるが、抉り取られている。

26 渡嘉敷村の忠魂碑
渡嘉敷村字渡
嘉敷

学校敷地 1939 不明
陸軍大将
井上幾太郎

165×90×15（㎝）。碑の材質は砂岩。基
壇は礫混じりのコンクリート製。基壇の上
には４段の台座有り。碑表には「忠魂碑」
の文字と「陸軍大将井上幾太郎書」の文字
あり。忠魂碑の前方には社あり。

27 字新東の忠魂碑
南大東村字新
東

神社 1945 不明 不明
階段を備えた基壇を持ち、その上に２層の
台座あり。表には青銅製の「忠魂碑」の文
字あり。

28 字池之沢の忠魂碑
南大東字池之
沢（未確認）

不明 1945 田村権一 不明
塔の側面には田村氏による詩が刻まれてい
る。

29 粟国村の忠魂碑 粟国村字東 学校敷地 1936 不明
陸軍大将
荒木貞夫

階段を備えた基壇をもつ。戦後この場所へ
と移設された。

30 座間味村の忠魂碑
座間味村字座
間味

学校敷地 1941 不明
陸軍大将
井上幾太郎

鉄筋コンクリート造り。階段を備えた２層
の基壇をもつ。基壇の上には２層の台座あ
り。詳細は報告書内で記述。

※３・18・28 は現存していないか所在地不明なものなので、分布図には掲載せず、遺跡数にも含めていない。
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写真 93　旧勝連村字平安座の忠魂碑　現・慰霊塔

写真 95　旧平良町の忠魂碑（吉浜忍提供）　 写真 96　旧石垣村の忠魂碑

　　（吉浜忍提供）　

写真 97　旧城辺村の忠魂碑

　（吉浜忍提供）　　

写真 98　旧下地村の忠魂碑

　（吉浜忍提供）　　

写真 100　旧大浜村の忠魂碑

　　（吉浜忍提供）　　写真 99　粟国村の忠魂碑

写真 92　旧金武村の忠魂碑（吉浜忍提供）　

写真 94　渡嘉敷村の忠魂碑
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れている。松田大佐は沖縄連隊区司令官である。さらに「忠魂碑」の文字の下には、揮毫者の「陸軍大将井上幾

太郎書」が刻まれている。

　県内に残存する忠魂碑で、「海ゆかば」の歌詞が刻まれているのはこの忠魂碑だけである。碑身の裏には、「紀

元二千六百年記念」の文字が刻まれている。さらに土台の裏の最下部には石版が嵌められていて、「昭和十六年

七月　土木建築請負業合資会社宮本　那覇市西本町五町目一番」と刻銘されている。このことにより、この忠魂

碑は、1941（昭和 16）年に那覇の建築業者に請負させて建立したことが分かる。

ま と め　県内では最後に建立された忠魂碑であり、揮毫者・「海ゆかば」の歌詞・請負業者の情報が刻まれ

ている。また座間味村で起こった「集団自決」と関連する場所でもあり、歴史的な価値が高い忠魂碑である。

( ２) 奉安殿
歴史

1879( 明治 12) 年「琉球処分」によって、琉球王国が解体され沖縄県が設置された。その８年後の 1887( 明

治 20) 年、沖縄の尋常師範学校 ( のちの沖縄師範学校 ) に対し、他県に先駆けて御真影が下賜された。このことは、

天皇への関心の薄い「化外の民」である沖縄に対して、明治政府が皇民化教育を急いだためである。1889( 明治

22) 年には全国の小中校に御真影が下賜され、沖縄の学校にも随時下賜されるようになった。

　1890( 明治 23) 年には「教育勅語」が発布され、さらに翌 1891( 明治 24) 年には「四大節」( 紀元節、四方節、

天長節、明治節 ) における教育現場での儀式を定例化した「小学校祝日大祭儀式規定」が制定された。この「教

育勅語」と「小学校祝日大祭儀式規定」は、天皇制教育推進の重要な役割を果たしていくことになる。

　当初、下賜された御真影と「教育勅語」は校長室や職員室の近くに部屋を設け納められていた。奉安室、奉安

庫である。火災によって御真影が焼失する「事件」が起こり、校長の責任が問われるようになった。御真影は身

を賭して守らなければならなかったのである。沖縄でも 1910( 明治 42) 年、佐敷尋常高等小学校が火事になり、

御真影と教育勅語が焼失。校長と宿直教員が懲戒処分された。1922( 大正 11) 年、金武尋常高等小学校の火事では、

教員が命を顧みず火中に飛び込み御真影・教育勅語を無事に運び出した。この教員は、「忠君愛国の鑑」として

知事から表彰された。

当時、沖縄をはじめ全国的に木造校舎が一般的であった。そのため、常に火災の危険性があった。そこで登場

したのが奉安殿である。奉安殿は、独立棟として、しかも耐火構造 ( 鉄筋コンクリート造り ) であった。さらに

奉安殿の構造で重要なことは通気性であった。なぜなら、学校長は御真影・教育勅語の破損、シミや斑点、色あ

せなどを県に報告する義務があるため、とくに湿度の高い沖縄では奉安殿内部の通気が重要であった。

奉安殿建設

　沖縄の奉安殿は昭和初期から建設が始まった。建設年が判明している小学校の奉安殿を、建設年順に紹介する。

その際、校名は、尋常高等小学校や国民学校を省略して、小学校とした。

1928（昭和３）年…池間小学校、1929（昭和４）年…真壁小学校・喜屋武小学校、 1930（昭和５）年…石

垣小学校、1931（昭和６）年…登野城小学校、1932（昭和７）年…本部小学校・名護小学校、1933（昭和８）年…

具志川小学校、1934（昭和９）年…知念小学校、1937（昭和 12）年…首里第二小学校・大宜味小学校・屋我

地小学校、1938（昭和 13）年…天底小学校・渡慶次小学校、1939（昭和 14）年…普天間小学校・久米島小学

校、1942（昭和 17）年…今帰仁小学校・佐敷小学校

では、奉安殿はどのようにして建設されたか。奉安殿のかたちや構造からみて学校関係者が自前で建設した可

能性は低い。建設費用にしても現在の価格に換算しておそらく数百万円を要しただろう。そこで、多くの学校が

奉安殿建設にあたって、学校・役場・同窓会などで「期成会」を組織し、地域ぐるみで建設を推進した。これを

証明する文書が「久米島小学校学校日誌関係書類」の中にある「親展書類昭和二年以降」である。この文書によ
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ると、「奉安殿建設期成会」が県知事宛てに奉安殿建設の位置・図面・経費・工事期間の伺いを出している。ま

た寄付金集めの許可や菊紋章の使用許可を那覇警察署長に求めている。このことから奉安殿を建設する場合には

県や警察の許可が必要であり、学校が勝手に建設することはできないということが分かる。さらに同文書には、

請負業者との契約書があり、このことで奉安殿建設を専用にする業者の存在が分かる。

現在の価格に換算して数百万円の建設費がかかる奉安殿の建設は、建設費用をまかなうためにも学校沿革の節

目に実施されたものが多い。前述した久米島小学校の奉安殿は神社風の壮麗なもので創立 50周年記念事業、当

時県内に知られていた今帰仁村の天底小学校の奉安殿も創立 50周年記念事業の一環として建設されている。

奉安殿の構造は鉄筋コンクリート造りが一般的であるが、かたちは大きく分けると神社様式と神殿様式がある。

それぞれにもさまざまなバリエーションがあり、県内学校の奉安殿には同一のかたちはひとつとしてない ( 残存

奉安殿や残存はしていないが学校記念誌などに掲載された奉安殿の写真から判断 )。これらのことから、奉安殿

の建設には請負業者が深くかかわっていた可能性が高い。請負業者は、多様な奉安殿のサンプルを持ち、依頼者

側の要望 ( 金額・規模・デザインなど ) と相談して奉安殿建設を契約したのだろう。

沖縄のすべての学校に奉安殿があったのではない。奉安殿を建設するには前述したように「期成会」を発足さ

せ、資金を集め、県や警察署に許可の手続きをするという組織的な取り組みが必要になる。創立記念事業に奉安

殿建設を位置付けて建設した学校もあるが、県内の学校創立の記念誌を見るかぎり創立記念事業に奉安殿建設が

ない学校も少なくない。奉安殿を建設しなかった学校は、従来通り校舎内に設置された奉安室があり、そこに御

真影・教育勅語を保管していた。

奉安殿の戦後

　ＧＨＱは 1945( 昭和 20) 年 12 月 15 日、いわゆる「神道指令」を発令した。これを受けて、日本本土の奉安

殿はほぼ解体された。「神道指令」がなかった沖縄でも、奉安殿破壊の指令があった。1946( 昭和 21) 年９月３

日、志喜屋民政府知事が各市町村長に「奉安庫撤去方ニ関スル件」を通達。通達内容は、奉安庫 ( 奉安殿 ) の撤去、

撤去の際には爆薬を使用すること、撤去後は報告することであった。この通達を受けて、各市町村で奉安殿を撤

去し、民政府に報告したことになっているが、残念ながら報告書が残っていないため、どの学校の奉安殿があっ

たかは分からない。しかし、宜野湾村長の報告文書は残っており、そのなかで普天間小学校と嘉数小学校の奉安

殿を撤去したと報告している。報告書が残っていたら県内の学校の奉安殿の数が分かったはずである。

　沖縄の奉安殿は、校舎が日本軍の本部や兵舎になったため沖縄戦で破壊された、沖縄戦後も残っていたが民政

府の指示で破壊された、民政府の指示が行き届かなかった離島では学校関係者が破壊した、ということが考えら

れる。現在、残存している奉安殿は、美里小学校、登野城小学校、旧謝花小学校、池間小学校の４つである。

　沖縄市美里小学校の奉安殿　（沖縄市指定文化財：史跡）

所 在 地　沖縄市知花弁当原 525 番地の３（第 175 図沖縄市３）

立地・現況　建設年は証言によると、1935 ～ 1938（昭和 10～ 13）年、美里村尋常高等小学校敷地内に建設

された。ところが小学校が沖縄戦後、米軍のキャンプヘーグ基地となったため、奉安殿の残存の有無が分からな

かった。1975( 昭和 50) 年に返還されたことにより、奉安殿の存在が明らかになった。現在、沖縄市知花のみ

さと児童園の一角にある。

歴 史 状 況　本奉安殿に関する詳細な史料はない。

遺構の特徴　奉安殿は、参道・階段が設置され、鉄筋コンクリート製で、屋根は切妻式のかたちをしている。側

面の一部分はコンクリートの剥落や亀裂が生じている。沖縄戦時の銃痕も見られる。正面鉄塀と床下にある換気

口の鉄製ネットは戦後取り付けられた。内部に木製の棚が設置されていたと思うが、現在は撤去されていてない。

撤去時期や理由は不明である。
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　正面にある菊花紋は銅板で、下地は木製板に釘止めされている。現在、沖縄戦時の銃弾を受けた影響によって

３分の２ほど破損しており、銃弾の跡も見られる。床から屋根までの高さは４ｍ。

かたちは西洋風神殿造りで躯体は鉄筋コンクリート、外壁面はモルタルと寒水石洗い出しで仕上げられている。

ま と め　市指定文化財であり、2014（平成 26）年度に修復工事を実施し、沖縄戦当時 ( 建設年ではなく )

のかたちが見える。「負の遺産」として平和教育の場に活用されている。

　石垣市登
と の し ろ

野城小学校の奉安殿　（石垣市指定文化財：歴史資料）

所 在 地　石垣市登野城小学校内（第 185 図　石垣市⑧ 20）

立地・現況　1930( 昭和５) 年に登野城尋常高等小学校の奉安殿として建設された。1975（昭和 50）年頃に現

在地に移動している。

歴 史 状 況　本奉安殿に関する詳細な史料はない。

遺構の特徴　かたちは西洋風神殿の鉄筋コンクリートで造られている。正面に鉄製の扉があり、アーチ状の屋根

には菊花紋、櫛形破風には桐紋と唐草模様がレリーフされている。床下に換気口が見られる。内部は檜張りが施

され、奥には木製の両開きの扉があり、天井板が張られていて棚が設置されている。天井には通気口が見られる。

高さは約４ｍ。

ま と め　移動はしているが、

建設当時と同じ学校敷地内にあ

る。県内に残存する奉安殿では、

内部の棚を含めて唯一完全なかた

ちで残っていて、歴史的な価値が

高い。劣化が進んでいるため、早

急な修復が望まれる。

（沖埋文 2002　原図沖縄市指定文化財資料より）

写真 101　美里小学校の奉安殿　　　　　　　　　　　　　　   第 36 図　美里小学校の奉安殿　見取図

写真 102　登野城小学校の奉安殿　　　　 写真 103　同　内部
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所 在 地　本部町謝花　謝花団地内

（第 173 図　本部町６）

立地・現況　1932( 昭和７) 年、謝花尋

常高等小学校の奉安殿として建設され

た。現在、同敷地には町営団地が建設さ

れているため、小学校があったことが分

かるのは運動場と校門の門柱だけであ

る。学校が移転し、建設当時の風景が失

われている。奉安殿は団地の内にあるた

め、見つけるのが難しい。

歴 史 状 況　本奉安殿に関する詳細な史

料はない。

遺構の特徴　かたちは西洋風神殿の鉄筋コンクリート造りである。

外部や内部のコンクリートには、鉄筋が膨張し剥離が見られる。菊

花紋はない。内部には板材が取り付けられた跡がある。正面の扉や

屋根にある十字のコンクリート構造物は戦後造られた。

ま と め　歴史資料として町文化財指定されているが、町営団地

内にあるためアクセスが難しい。改変や劣化もあり、早急な修復が

望まれる。

  引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）　　

写真 104　旧謝花小学校の奉安殿　　　

　　－中部編―』

沖縄市郷土博物館 2013『奉安殿・忠魂碑保存修理調査設計報告書』

大原康男 1984『忠魂碑の研究』 暁書房

清水啓介 2010『現存奉安殿調査』

吉浜忍 2004「沖縄の忠魂碑調査・研究」( 沖縄国際大学南島文化研究所紀要第 26 号『南島文化』)

吉浜忍 2010「沖縄における御真影と奉安殿に関する文書資料」『久米島調査報告書』沖縄国際大学南島文化研究所

吉浜忍 2009「沖縄の御真影と奉安殿」『沖縄タイムス』　2009 年２月２~ ５日 ( ４回 )

読谷村教育委員会 2003『読谷村の戦跡めぐり』

( ３) 天皇関係記念碑
　戦前の日本は天皇制国家であった。天皇は現人神として崇められ、天皇に関する儀式や行事が国家行事として

行われた。とくに天皇の即位や皇太子の誕生・「御成婚」、さらに紀元 2600 年を祝賀する行事は全国的に催され、

あわせて記念事業も実施された。このことは沖縄も例外ではなかった。ちなみに昭和天皇の即位を「奉祝」す

る記念事業は全国で１万 2447 件に及んだ。ここでは、御大典、皇太子の誕生・「御成婚」、「紀元二千六百年祭」

を祝って、沖縄で行われた事業と現存する事業の記念碑を紹介する。

御大典記念関係

　御大典とは天皇即位儀礼であり、戦前では 1915( 大正４) 年大正天皇即位と 1928( 昭和３) 年昭和天皇即位の

第 37 図　謝花小学校の奉安殿　略測図

　（沖埋文 2003 より）　　

写真 105　同　内部　　　

　本部町旧謝
じゃはな

花小学校の奉安殿

　（本部町指定文化財：歴史資料）
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２回あった。御大典では、国民は天皇の「聖恩」に応え

るため奉祝行事と記念事業を全国的に実施した。沖縄で

も、県は昭和会館の建設、那覇市は海水浴場建設・奉安

所設置、首里市は道路改修、市町村では奉安所設置・校

舎建設・道路建設や改修・橋梁架設・公園建設・消防施

設の整備・植樹 ( 造林 ) などの事業が行われた。

また、県は 1928（昭和３）年、御大典記念事業として、

「勤勉奨励」を趣旨とした民謡を広く民に募集した結果、

選ばれたのが具志頭出身の仲本稔が作詞した「汗水節」

( 作曲は宮良長包 ) であった。

　これらの施設や記念碑は沖縄戦でほとんど焼失・破壊

された。中には戦後破壊もある。現在、現存しているの

は次の通りである。なお、年代がはっきりしないものに

は、「？」を付けた。

・東村高江の御大典記念造林碑…1916（大正５）年

・大宜味村字喜如嘉の橋建設碑…1928（昭和３）年

・豊見城市字保栄茂の運動場整備記念碑…1928 年

・本部町字伊豆味の神社改修碑…1930（昭和５）年

・名護市勝山の道路碑…1928 年

・南城市字冨里の水道工事竣工記念碑 ( 大正？ )

・糸満市字糸満の白銀神社改築碑…1932( 昭和 7）年

・糸満市字糸満の山巓毛の改修碑 ( ？ )

・石垣市の観音堂の参道拡張…1928 年

・久米島町字比屋定の比屋井の改修点 1928 年

皇太子誕生・御成婚記念関係

　皇太子の誕生や御成婚を記念して、御大典ほどではな

いが全国的に記念行事や事業が行われた。ちなみに、昭

写真 106　糸満市白銀神社改築碑（吉浜忍提供）　

写真 107　久米島町比屋定井の改修（吉浜忍提供）

写真 108　大宜味村字喜如嘉の橋建設碑（吉浜忍提供）

写真 109　本部町字伊豆味の

　　神社改修碑（吉浜忍提供）

写真 110　豊見城市字保

　　栄茂の運動場改修碑 写真 111　糸満市山巓毛の改修碑 
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和天皇の御成婚は 1924 年 ( 大正 13)、皇太子誕生 ( のちに平成

天皇 ) は 1933 年 ( 昭和８) である。こうした記念事業は沖縄各

地でも行われたと思うが、現存するのは次の通りである。

・名護市字仲尾次の簡易水道竣工記念碑…1934（昭和９）年

・名護市安和の神社改修碑…1934 年

・玉城村字前川のお宮新築碑…1924（大正 13）年

・糸満市字糸満の山巓毛の国旗掲揚台碑…1934 年

紀元 2600（二千六百）年記念関係

　1940 年 ( 昭和 15) は神武天皇即位から 2600 年に当たる年

であった。政府は 11 月 10 日、皇居前広場で政府主催の「紀元

二千六百年式典」が盛大に開催された。式典には、近衛文麿首相

ほか他大臣、外国使節、全国代表５万人 ( 沖縄からも渕上知事以

下百余名が参加 ) した。式典にあわせて「皇紀２６００年奉祝曲」

がつくられ、記念切手も発売された。全国的に記念行事や神社の

整備・記念施設の建設や記念碑の建立などが進められた。記念碑

で知られているのが、宮崎県が建立した「八紘一宇之塔」である。

　沖縄では、護国神社の建設、県が羽地村嵐山に造林、那覇市が

奥武山運動公園の整備、中頭郡教育部会が教育会館の建設、波之

上宮が道場の建設、県警防団が本部建物の建設、大里村と座間味

村が忠魂碑の建立などを計画実施した。各町村では御嶽の改修や

写真 112　糸満市山巓毛の国旗掲揚台碑 

写真 113　豊見城市字保栄茂の国旗掲揚台 

写真 115　豊見城市字平良のデークカーの改修　　　　　 写真 116　伊江村字川平のミンカザント（貯水施設）

水道施設の整備など、学校では奉安殿の建設や二宮金次郎銅像の設置などという

ように、多彩な事業が展開された。

　紀元 2600 年記念で行われた事業の多くは沖縄戦で破壊された。現在、県内に

残っているのは次の施設や碑である。

・豊見城市字保栄茂の国旗掲揚台　・豊見城市字平良のデークカーの改修

・名護市字嘉陽の上城改修碑　・伊江村字川平のミンカザント ( 貯水施設 )

・那覇市奥武山の護国神社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉浜）。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2003『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査 ( Ⅲ ) －北部編－』

田中伸尚 1993『「御大典」の裏側で』第三書館

写真 114　名護市字仲尾次の簡易

　  水道竣工記念碑（吉浜忍提供）
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第４節　沖縄戦の戦争遺跡

　

１　概説
　沖縄戦の戦争遺跡は、第 32軍が創設された 1944（昭和 19）年３月 22日以降のものを指す。しかしながら、

飛行場についてはそれ以前から構築されたものも、沖縄戦時にも使用していることから、本節に含めてある。

　沖縄戦の戦争遺跡として、本章第１節で定義した 12 ジャンルに分けられ、その詳細は後述するので、ジャ

ンルごとの遺跡の数とその傾向をまとめておきたい。なお、県内の戦争遺跡は総数 1,076 遺跡で、沖縄戦以前

の遺跡は 89遺跡なので、沖縄戦時のものは 987 遺跡となるが、時期が限定できないものも含んでいる。また、

ジャンルは複合しているものが多く、この数は単体と別に出しているので留意して頂きたい。

飛行場　単体で 12遺跡を数え、その多くは掩体壕である。それ以外での遺構では、陸軍宮古島中飛行場の戦闘

指揮所跡とされるコンクリート製構築物が特徴的である。

司令部壕　単体が９遺跡、病院壕なども複合するものが１遺跡を数える。沖縄本島の第 32軍や海軍司令部壕の

ほかに、宮古島や石垣島で各旅団・師団の司令部壕が良好にみられる。

特攻艇秘匿壕　単体で 20遺跡を数える。沖縄本島上陸の前哨戦としての慶良間諸島の特攻艇秘匿壕跡が、歴史

的にも重要である。残存状況としては、宮古島において特に良好であり、海軍震洋隊の秘匿壕である狩俣ヌーザ

ランミの特攻艇秘匿壕跡群は、その複雑な構造が窺える点でも重要な遺跡であろう。

陣地　単体が 309 遺跡、住民避難地などと複合しているものが 43遺跡を数える。大多数は人工壕で、単体で

は 188 遺跡が相当する。一方、砲台やトーチカなどに多い主にコンクリートで作られた構築物は 53遺跡を数

える。他のものは自然洞穴を利用したものなどがある。

学徒隊壕　今回取り扱った３遺跡のみである。学徒隊が掘削した那覇市留魂壕跡、読谷村牧原の壕跡と、第 32

軍の南部撤退と共に行動した行先である糸満市摩文仁の健児の塔付近の壕跡がある。

病院壕　単体が 13遺跡、南城市糸数分室壕跡（アブチラガマ）のように陣地や住民避難地と複合しているもの

が３遺跡ある。

官公庁壕　単体が９遺跡、八重瀬町翁長小の壕跡などのように住民避難地としても使用されていたものなど複合

的なものは４遺跡を数える。

御真影奉護壕　単体が４遺跡、住民避難地や陣地と複合した石垣市白水のものが１遺跡ある。また、北大東島黄

金山の陸軍本部壕跡のように、陣地壕の中に御真影を奉護する場所を設けたものもいくつかあるが、ここでは数

に入れていない。

住民避難地　単体が 407 遺跡、陣地などと複合するものは 38遺跡である。単体のもののうち、260 遺跡は自

然洞穴を住民避難地としたもので過半数を超えており、本県の地質的な特徴を示すものと言えよう。一方、山間

部の避難地は、今回報告した恩納村石川岳、渡嘉敷村北山、石垣市白水のものとなるが、本来的にはさらにあっ

たと思われる。

偽陣地　報告した粟国村真鼻毛のもの１遺跡であるが、前述した船浮臨時要塞関連では、３遺跡確認されている。

被災・破壊痕跡　弾痕・爆弾穴等の被災痕跡は 63遺跡、そのうち３遺跡が爆弾穴で、他は建物や石垣に残る弾

痕である。破壊痕跡は、現存しているものは全て橋跡で、４遺跡を数える。

収容所　遺跡として窺えるのは名護市大浦﨑の収容所跡のみである。

その他　石垣市八重山神社などの建造物や竹富町西表島の南風見田の忘勿石などの碑銘などで16遺跡を数える。

不明　性格が不明な自然洞穴と人工壕が大半で、71遺跡を数える。今後の調査によりその性格が検討されるこ

とが望まれる。
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２　飛行場

　沖縄県内における飛行場は、1933（昭和 8）年 8 月に海軍によって沖縄本島南部の旧小禄村鏡水・大嶺地区（現

在の那覇市）に建設された小禄飛行場（現・那覇空港）が沖縄で初の飛行場とされている。また、同年に海軍が

小型機用の簡易飛行場として石垣島にも平喜名飛行場（現在の独立行政法人国際農林水産業研究センター）が建

設された。

　1942（昭和 17）年末頃から、陸軍は航空部隊の補給中継地として南西諸島に航空基地を新設すること決定し、

翌 1943（昭和 18）年には沖縄北飛行場（読谷飛行場）、伊江島飛行場の建設が着手された。1944（昭和 19）

年 3 月に創設された第 32 軍は、創設当初の主目的が「航空基地の建設」にあり、同年 4 月から 6 月にかけて

多数の航空地区部隊が沖縄に送り込まれた。以降、沖縄県内では陸軍が建設した飛行場が先述した沖縄北（読谷）、

伊江島の他に沖縄中（嘉手納）飛行場（現・米空軍嘉手納基地）、沖縄南（仲西）飛行場、沖縄東（西原）飛行場、

先島諸島では宮古島西飛行場、宮古島中飛行場、石垣島飛行場（白保）の 8 か所で、その他に秘密飛行場が首

里の石嶺にも建設されている。一方の海軍は先述した小禄飛行場の他に、宮古島飛行場（現・宮古空港）、石垣

島北（平喜名）飛行場、石垣島南飛行場（旧石垣空港）、南大東島飛行場の 5 か所で、秘密飛行場が糸満にも建

設された。また、各飛行場の建設において、実際の土木作業に携わったのは大半が地元沖縄県民である。伊江島

飛行場の建設では沖縄本島全域から人員が集められ、滑走路の砂利を運ぶなどの作業に従事し、ピーク時には 1

日約 7000 人も動員される状況が沖縄北飛行場でも見られた。

　1944（昭和 19）年 10 月 10 日、米軍機によって南西諸島全域で行われたいわゆる「10・10 空襲」では、5

次にわたって攻撃が行われた。第 1 次攻撃では沖縄北、伊江島、小禄といった主要な飛行場は空襲を受け、滑走路、

掩体、兵舎といった飛行場の施設は破壊され、犠牲者も続出した。空襲によって破壊された各飛行場は、防衛隊

を組織して飛行場の修復作業を行うも、翌 1945（昭和 20）年初頭からの断続的な空襲によって、使用不能の

状況に陥り、同年 3 月、沖縄北、中、南、そして伊江島飛行場は破壊命令が下され、事実上放棄する形となった。

　1945（昭和 20）年 4 月 1 日、沖縄本島中部西海岸に上陸を開始した米軍は、その日のうちに沖縄北・中飛

行場を制圧すると米軍は両飛行場の整備拡張を行い、4 月 3 日には自軍の航空機が離発着できる状況にしている。

同年 5 月 24 日、陸軍は義烈空挺隊を用いて、米軍に使用されている沖縄北・中飛行場の爆撃を目的とした「義

号作戦」を決行し、北飛行場では日本軍の攻撃で米軍機が破壊を受けている。

　飛行場関連の戦争遺跡は、飛行機を格納する掩体壕や電波探知機壕といった軍事施設であり、現存しているも

のはかなり少ない。しかし、近年海軍小禄飛行場跡の滑走路と思われる石灰岩礫敷きの広がる遺構が、那覇市教

育委員会による試掘調査（那覇市教育委員会 2012）によって確認されるなどの成果が上がりつつある。

　沖縄戦の開始以前に建設されたこれらの飛行場は、沖積層の地盤に建設された海軍小禄飛行場と沖縄東飛行場

を除き、いずれも琉球石灰岩の地盤に建設されている。とりわけ、広大な琉球石灰岩台地が展開する沖縄本島中

部の読谷村、伊江島、宮古島では大規模で複数の滑走路が建設されるなど、南西諸島において戦争への脅威が高

まる中で、航空基地として戦略的な重要度を増していったことが窺える。そして、これらの航空基地の存在が、

その後の沖縄戦の展開に大きな影響を与えたことは言うまでも無い。各航空基地がある地域で起きた沖縄戦は、

飛行場周辺に見られる琉球石灰岩の自然洞穴、いわゆるガマが各地域住民の避難壕として利用されるなど、琉球

石灰岩という地質の存在が航空基地、そして沖縄戦のあり方にも密接に関わっている事に注目していただきたい。

　引用・参考文献

大城将保 1999「第 32 軍の沖縄配備と全島要塞化」『沖縄戦研究Ⅱ』沖縄県教育委員会

沖縄県教育委員会 2000『沖縄県史ビジュアル版 5　空から見た沖縄戦　沖縄戦前後の飛行場』沖縄県教育委員会

那覇市教育委員会 2012『那覇空港内大嶺地区埋蔵文化財分布調査報告書』那覇市文化財報告書第 92 集
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　読谷村座
ざ き み

喜味の掩体壕跡（読谷村指定文化財：史跡）

所 在 地　読谷村字座喜味 2943、2948（第 175 図　読谷村①４）

立地・現況　読谷村字座喜味の現在の読谷村役場北側、標高約 80ｍの琉球石灰岩台地上に位置する。本島中部

地区の分布調査時　2000（平成 12）年度には 3基残存し、農具等を入れる倉庫として利用されていたが、２

基はその後壊され、2009（平成 21）年 1月に 1基が読谷村の史跡（戦争遺跡）として文化財指定された。現

在は崩落防止のため、壕内部を鉄骨等で保護し、入口はフェンスが張られている。内部に入ることは出来ないが

外部からの観察は可能である。

歴 史 状 況　座喜味の掩体壕が位置する読谷村の中央には広大で平坦な琉球石灰岩台地が形成されており、陸

軍は当地に飛行場を建設する計画を立てていた。1943（昭和 18）年 7月から陸軍航空本部経理部が主体とな

り、地元の国場組が請け負って工事を開始した。後に沖縄北飛行場と呼称される飛行場は第 32軍が創設された

1944（昭和 19）年 3月の段階では、滑走路 1本のみという進捗状況であった。同年 4月 25日から第 32軍は

第 19航空地区司令部を設置し、さらに満州から第 50飛行場大隊、第 3飛行場中隊、九州から要塞建設第 6・

7・8中隊を編入して飛行場の建設を急いだ。第 32軍は米軍のサイパンにおける飛行場攻撃の結果を教訓に、6

月 29日から誘導路、掩体、弾薬及び燃料集積所等の施設の設営に全力を注入する方針を打ち出した。当掩体壕

はこの時期から築造されたと考えられ、掩体壕を含む飛行場設営の労働は、沖縄本島全域から集められた住民が

担っていた。

　第 32軍による「沖縄北飛行場構成（進捗状況）計画要図」（『昭和 19年度沖縄県防空計画』）には、飛行場に

関する諸施設の配置計画が記され、当掩体壕は特殊掩体として記載されている。また、1945（昭和 20）年 1月

3日の米軍撮影の航空写真にも当掩体壕が確認されている。同年 3月 30日、上陸を目前にした米軍の艦砲射撃

と艦載機による攻撃によって、沖縄北（読谷）飛行場及び沖縄中（嘉手納）飛行場は滑走路の破壊命令が下された。

　4月 1日の米軍上陸によって、沖縄北飛行場はその日に米軍に制圧された。直ちに米軍は滑走路の修復整備及

び拡張工事を開始し、本土攻撃のために沖縄北飛行場を使用した。5月 24日、陸軍は義烈空挺隊を用いて、米

軍に使用されている沖縄北・中飛行場の爆撃を目的とした「義号作戦」を決行し、北飛行場では日本軍の攻撃で

米軍機が破壊を受けている。

遺構の特徴　当掩体壕の構築は周辺の土石による土盛りをした上にコンクリートを流し、固まった時点で内部の

土石を取り出して掩体壕とする工法を用いたとされる。掩体壕は正面から見ると北西方向に開口し、高さ約 4.6

ｍ、幅約 20ｍのかまぼこ型を呈しており、正面搬入口の部分に中央部で高さ 50～ 60cm、裾部で 1.5 ～ 2.0 ｍ、

厚さ 20cm程の縁取りがされている。

ま　と　め　座喜味の掩体壕は、10・10 空襲より沖縄戦時における艦砲射撃等からの破壊を受けずに、現在ま

で良好に保存されている。飛行場設営に勤務していた方々の証言も多く残されており、当時の様子を多く知るこ

とが可能である。

　引用・参考史料

第 50飛行場大隊　1944「陣中日誌　自昭和 19年 6月 1日至昭和 19年 6月 30日」

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター　2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部資料編集室　1999『沖縄戦研究Ⅱ』沖縄県教育委員会

財団法人沖縄県文化振興会公文書管理部資料編集室　2000『沖縄県史ビジュアル版 5　空から見た沖縄戦　沖

　　縄戦前後の飛行場』沖縄県教育委員会

100



第 38 図　座喜味の掩体壕跡　略測図（県埋文 2002 より　前回調査時点　現存しているのは西側のもの）

　

　沖縄市白川の桜
お う か

花掩体壕跡群

所 在 地　沖縄市字白川白川原（米空軍嘉手納基地内）（第 175 図　沖縄市５）

立地・現況　沖縄市字白川白川原の米空軍嘉手納基地内に位置する。当掩体壕群は現在、嘉手納町、沖縄市、北

谷町にまたがる広大な米空軍嘉手納基地の北東側に位置し、基地に関する建造物が多く配置された複数の丘陵地

帯の一角に残存する。米軍による滑走路管理用道路が周回しており、掩体壕はこの管理道路に沿って、背後の小

丘陵斜面に向かって並んで構築される。掩体壕はほぼ原型をなすものが 3基、土砂に埋没しているものが 3基、

半壊されているものが 1基、掩体壕と断定できないコンクリート製構築物 1基の計 8基を数える。現在、全形

を窺える掩体壕については、米軍によって内部に支柱を施した上で、開口部に金網を張るなどの保存策が講じら

れており、正面には米軍が設置した説明版にて史跡として紹介されている。

歴 史 状 況　桜花の掩体壕群は、陸軍の沖縄中（嘉手納）飛行場の建設に伴う付帯施設として構築されたものと

考えられる。1944（昭和 19）年 4月から同年 9月にかけて、第 19航空地区司令部配下の第 44飛行場大隊に

よって整備されている。当時の沖縄中飛行場には桜花が 10機配備されていたとの事だが、1945（昭和 20）年

写真 117　座喜味の掩体壕　正面　　　　　　　　　　 写真 118　同　側面
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4 月 1日の米軍上陸と同時に破壊命令が下され、第 44飛行場大隊警備中隊によってそのうちの 6機が爆破され

ている。また、米軍は上陸後に第 7歩兵師団によって確認されるまで、当掩体壕の存在を知らなかったという。

遺構の特徴　当掩体壕の構築は、座喜味の掩体壕と同様、周辺の土石による土盛りをした上にコンクリートを流

し、固まった時点で内部の土石を取り出して掩体壕とする工法を用いたとされる。掩体壕はすべて滑走路側（西

北西方向）に開口し、切妻型の屋根を有する。ほぼ完全な形で残っているもので、幅約 7.4m、側壁高 1.8m、

中央部の高さ 2.8m、奥行き 14mを測る。コンクリートの厚さは 40～ 50cmであり、表面に木枠の板目が残る。

この掩体壕が桜花のものであるかは明確ではないが、規模が比較的狭小であることと、聞き取り調査により桜花

のものと判断されている。

ま　と　め　桜花の掩体壕群は、米軍基地内に残存するため、見学等は困難であるが、米軍による保存策によっ

て現在まで良好に保存されている。航空特攻兵器である桜花の掩体壕としては県内唯一であり、重要な戦争遺跡

といえる。

　参考証言

沖縄市史による倉敷郷友会への聞き取り

　那覇市高
た か ら

良の掩体壕跡

所 在 地　那覇市字高良（航空自衛隊那覇基地内）（第 177 図　那覇市② 63）

立地・現況　高良の掩体壕は、現在の航空自衛隊那覇基地内に位置する。当掩体壕は、1基のみ現存するコンク

リート製の構築物で、掩体壕の周辺は北側に訓練等で使用されるグラウンド、南側に貯油施設と思われる円形の

構造物を見ることができる。

歴 史 状 況　当掩体壕は、1933（昭和 8）年に建設された海軍小禄飛行場の付帯施設として構築されたもので

ある。掩体壕の建設は、小禄飛行場の基地整備が本格化した 1943（昭和 18）年以降に行われた可能性が高い

と考えられる。1945（昭和 20）年 6月 4日に海軍小禄飛行場北部に米軍が上陸すると、小禄地区の守備軍は

後退し、6月 6日に海軍小禄飛行場周辺陣地から豊見城 74高地（旧海軍司令部壕）へ撤退していった。

遺構の特徴　当掩体壕はほぼ北側に開口する。掩体壕の北側に隣接するグラウンドと並行するように高さ約 3m

前後の段差を造成しており、外壁、内部も含めて掩体壕使用時の床面は埋められている。正面から見ると、上面

の幅が極端に狭い台形を呈しており、開口部の内壁は一面にコンクリートが剥がれた痕跡が見られる事から、本

来の形状から欠損しているものと思われる。先述したように内部は造成で埋められ、床面の状況を窺うことはで

きないが、開口部の残存幅は約 11m、奥行きは 4.7mを測り、造成土で埋められている開口部の推定最大幅は

約 15m前後と推測される。奥壁は一番高い天井から 2.7m下までしか構築されておらず、現状の床面からわず

かに隙間が開いているのが見える。また奥壁は格納部から約 40cm外側に張り出しており、壁面を補強するた

写真 119　白川の桜花掩体壕跡群　正面　　　　　　　 写真 120　同　埋没状況
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めに半円錐状のアンカーを 4か所設置している。

ま　と　め　当掩体壕の現況については、開口部の内壁にコンクリートが剥がれた痕跡が窺えることから、掩体

壕本来の形状は、飛行機の正面形状に切り取られた壁面を呈していたか、飛行機の後部を格納する部分にあたる

のか、2つの可能性が考えられる。高知県南国市の史跡に指定されている前浜掩体壕群の調査を行った、高知県

文化財団埋蔵文化財センターの出原恵三氏に所見をいただいたところ、当掩体壕の現況は後部が残っているので

はないかとのご指摘を得た。先述した前浜掩体壕群の形状（凸形）を見ると、後部に対して前部は約 2倍の長

さを有しているものが主体となる。当掩体壕の現況が後部であった場合、機体の前部を格納する部分は前浜の例

に当てはめると、約 30m前後の長さを有していたこととなり、県内で現存する掩体壕の中では最大級の規模を

有していた可能性も指摘される（伊波）。

　引用・参考文献

伊藤厚史　2003「飛行場施設から見た本土決戦準備の様相」『続文化財学論集』文化財学論集刊行会

出原恵三　2011「高知海軍航空隊と関連遺跡」『臨海地域における戦争・交流・海洋政策』高地大学人文学部

写真 121　高良の掩体壕跡　遠景　　　　　　　　　　 写真 122　同　正面

第 39 図　高良の掩体壕跡　略測図

N

０ 5m

点線は推定

103



　宮古島市陸軍宮古島中飛行場戦闘指揮所跡

所　在　地　宮古島市上野字上野（第 183 図　宮古島市④１）

立地・現況　陸軍宮古島中飛行場戦闘指揮所跡は、野原集落の南西側に位置する。周辺はサトウキビや、タバコ

の畑が広がり、当時の中飛行場の様相を知る遺構などは、本遺構のみである。周辺の畑地よりは、やや小高い丘

に位置しているが、周辺は雑木林に覆われている。本遺構にも、樹木の蔓や根が絡み付くような状況が見て取れ、

今後の遺構の保存に影響を及ぼす可能性がある。内部には、コンクリート片が非常に多く散乱し、足場が悪い部

分も多いが、コンクリートの保存状態自体は、それほど悪くはない。

歴 史 状 況　中飛行場戦闘指揮所跡は、1944（昭和 19）年から建設が始まった旧日本陸軍中飛行場の東西滑走

路西端付近の高台に造られた鉄筋コンクリート造りの壕である。この壕が設置された目的は、宮古島での地上戦

が激化することを想定し、非常時には指揮官がその中に入って指揮をとるために造られている。しかし、宮古島

における戦闘はそこまでには至らず、指揮所として機能していない。当時は、建物の上に盛土をして植物を植え、

あわせて周囲の土塁にも植物を植えて、空から見て建物があることが判らないようにカモフラージュしていた。

中飛行場には、旧陸軍 205 飛行場大隊が駐屯し、戦闘が激しくなるまでは同大隊のうち約 20人が指揮所に常

駐していた。戦闘が激しくなると、指揮所には独立機関銃第 18大隊山内小隊が応戦し、やがて終戦をむかえた。

1945（昭和 20）年 4月 22 日に米軍の双発爆撃機により 250 キロ爆弾の直撃を受けたが、上部に小さな穴が

開いた程度で大きな被害がなかったというほど強固な造りであったといえる。

遺構の特徴　戦闘指揮所跡は、鉄筋コンクリート造りで、15ｍ× 15 ｍの方形状の構造をなしている。その外

側には、もう一回り擁壁を巡らしており、南西側の入口部分はコンクリート造りであるが、それ以外の部分が土

塁で構築している。この２つの擁壁の間は、約 1.2 ｍほどである。外側部分の入口は、幅が 1.3 ｍ前後、高さは 1.6

ｍほどである。天井までの高さは約 3.0 ｍであり、天井部分のコンクリートの厚さが約 1.4 ｍの強固なつくりと

なっている。天井の一部は崩落し、床面にその残骸が散乱している。中央部分には２本の柱が残されている。壁

面部分などは、戦後鉄筋を取り出すためにコンクリートをはがし取った痕が、ほぼ全面に見られる。

ま　と　め　飛行場に付設する戦闘指揮所跡としては、県内で唯一の遺構である。周囲よりも小高い丘に位置し

ているため、中飛行場はもとより西飛行場まで一望できたという。そのような立地からも、沖縄戦時においては

宮古島の防衛戦略上重要な位置を占める戦争遺跡であるといえる。

       写真 123　陸軍宮古島中飛行場戦闘指揮所跡
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写真 124　同　出入口　　　　　　　　　　　　　　　　 写真 125　同　内部

第 40 図　陸軍宮古島中飛行場戦闘指揮所跡　略測図
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　宮古島市野原岳の電波探知機壕跡

所　在　地　宮古島市上野字野原（第 183 図　宮古島市④２）

立地・現況　本壕は、宮古島でも有数の高地である野原岳 ( 最高標高 108 ｍ ) の頂上部付近に位置している。現

在は、航空自衛隊宮古島分屯基地の敷地内にあり、現在の自衛隊レーダー施設北側に 1基 ( 陸軍 )、その南西側

に 1基 ( 海軍 ) 設置されており、一部が資材置き場として利用されている。本壕は、現況として保存状態は非常

に良い。

歴 史 状 況　本壕は、野原岳の頂上部にあることから宮古島全体に眺望がきく。この立地状況をいかして、旧日

本軍のヤグラ型の野戦警戒器、即ち野戦乙警戒器と呼ばれる電波探知機が 1944（昭和 19）年に 2基設けられた。

本壕に関連する施設として、電波探知機壕の西側に発電機施設壕が設けられている。この発電機壕は、東上方に

ある電波探知機壕に電気を供給するために構築されたものである。

遺構の特徴　2基の電波探知機壕は、いずれも半円筒型の建物を 2つ並べ、その中間を通路で繋ぐ鉄筋コンク

リート造り半地下式の施設である。北側の電波探知機壕は、北側に開口しており、外側入口近くにコンクリート

造りの遮蔽物を設けている。遮蔽物のコンクリート内には、レールのような鉄骨も含まれているのを確認できる。

開口部は幅約 3.0 ｍ、高さ 3.3 ｍで奥行は 7.3 ｍとなっている。壁には弾痕も一部みられる。壁面沿いに深さ約

30㎝の溝を設けている。南西側の壕は、東側に開口しており、北側の電波探知機壕と異なり遮蔽物は設けられ

ていない。2つある構造物の南側の天井部分は、横幅 2.3 ｍほどの幅で開いている。このような開口は北側部分

には見られなかったが、後の段階で塞いだような痕跡はみてとれ、本来は同様に開口していたことが想定される。

ま　と　め　野原岳一帯は、第 28師団の司令部が設けられたこともあり、本壕の他にもトーチカや地下壕群な

ど数多くの施設が残されている地域である。本壕も、司令部に付随する施設であり、コンクリート造りの当時の

数少ない構造物の１つである。現在も、航空自衛隊宮古島分屯基地内で適切に保存されており、遺構の残りも非

常に良好である（久貝）。

　引用・参考文献

写真 126　野原岳の電波探知機壕跡

写真 127　同　内部

第 41 図　野原岳の電波探知機壕跡　略測図

　　　（沖埋文 2005 より）

沖縄県立埋蔵文化財センター 2005『戦争遺跡詳細分布調査

　　（Ⅴ）－宮古諸島編－』
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　石垣市大浜の掩体壕跡

所 在 地　石垣市字真栄里（第 184 図　石垣市①５）

立地・現況　旧石垣空港滑走路北西側に位置する。当掩体壕は、2013（平成 25）年 3月まで八重山地域の空

の玄関として使用されていた旧石垣空港の滑走路に並行する農道から入った原野内に 1基のみ現存するコンク

リート製の構築物である。掩体壕の前面（南東側）は平坦であるが、農道に並行するように背後は比高差約３ｍ

前後の段差を有しており、この段差は掩体壕建設時に造成された可能性が考えられる。

歴 史 状 況　先述した旧石垣空港は、もともと海軍南飛行場として、1944（昭和 19）年に建設されたもので、

当掩体壕は飛行場の建設に伴う付帯施設として構築されたものである。飛行場設営の任務には 1944（昭和 19）

年 6月 15 日に編成された海軍第 322 設営隊（通称・荻原部隊）が同年 8月上旬に沖縄本島から漁船や機帆船

によって石垣島に派遣され、滑走路や防備施設の設営にあたった。1945（昭和 20）年 1月中旬、緊急整備工

事の指令が出され、2月末をめどに小型飛行機 50機分の掩体壕建設が急ピッチで進められた。そのため、当掩

体壕を含む飛行場周辺や北方のフルスト原、タナドウ原周辺の高台には土を盛り上げた「コ」の字型の無蓋掩体

壕やコンクリート製の有蓋掩体壕が多数構築された。当掩体壕は有蓋掩体壕として分類できる。

遺構の特徴　掩体壕は滑走路側（南東方向）に開口する。平面で見ると、凸字状で、機体の主翼格納部と尾翼

格納部を有し、壁面・天井は鉄筋コンクリートでそれぞれ 2か所の格納部をアーチ状に覆う構造となっている。

掩体壕の計測値は主翼格納部が幅 15m、奥行き 5.7m、最大高は 3.9m、また尾翼格納部は幅 5.5m、奥行き 4.2m、

最大高 2.9mをそれぞれ測る。また、主翼格納部の奥壁や天井の一部は格子状の溝に鉄筋が露出している状況が

見られるが、これは戦後のスクラップ回収の際に、鉄筋を取り出すためにコンクリートを剥がし取った痕といわ

れる。

ま　と　め　大浜の掩体壕は、戦後に鉄筋が剥がし取られるなどして、決して保存状況は良好とはいえないが、

先島諸島に残る唯一の有蓋掩体壕として、石垣市民の文化財めぐりや戦跡学習に活用されている。

　引用・参考文献

瀬名波栄　1970『石垣島防衛戦史』先島戦記刊行会

大田静男　1996『八重山の戦争』南山舎

     写真 128　大浜の掩体壕跡
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　石垣市フルスト原の無蓋掩体壕跡

所 在 地　石垣市字大浜（第 184 図　石垣市①１）

立地・現況　石垣市字大浜の旧石垣空港滑走路北東側に位置する。フルスト原の無蓋掩体壕は、国指定史跡でグ

スク時代の遺跡であるフルスト原遺跡の史跡範囲内に 1基残存しており、掩体壕の南東側は復元整備されたフ

ルスト原遺跡を見ることが出来る。掩体壕は旧石垣空港から展開する琉球石灰岩台地の縁辺部に当たり、当掩体

壕から北東側は程なく段丘崖が形成される。掩体壕はフルスト原遺跡の史跡範囲としては北端に位置する。現

況は樹木に覆われているが、戦時における空襲や、戦後の開発等の破壊を受けることなく現状保存されている。

2004（平成 16）年度の分布調査後に、石垣市教育委員会によって発見され、今回初めて報告する戦争遺跡である。

歴 史 状 況　フルスト原の無蓋掩体壕は、先述した大浜の掩体壕と同様、海軍南飛行場の建設に伴う付帯施設と

して構築されたものである。当掩体壕を含むフルスト原、タナドウ原周辺の高台には土を盛り上げた「コ」の字

型の無蓋掩体壕やコンクリート製の有蓋掩体壕が多数構築された。当掩体壕は無蓋掩体壕として分類でき、当時

の海軍南飛行場の滑走路からは離れた位置に構築されている。

遺構の特徴　当掩体壕はほぼ南北方向に伸びる石灰岩崖を利用して、その東側を L字状に土盛りを形成し、無蓋

掩体壕の体裁をなしている。滑走路に対しては反対方向（北側）に開口する。石灰岩崖下は約 40mにわたって

斜面を形成し、土盛り部分は東側に約 30m、ほぼ直交して北側に約 25m伸びる。土盛りは底面の幅が約 8m、

上面の幅が 1.5 ～ 2m、高さは約 3m前後で推移する。掩体壕内部、いわゆる飛行機を格納できる部分は 28m

× 22mとなっているが、石灰岩崖斜面の 5m東に斜面に並行して幅 2m、長さ約 38mの石積みが見られる。こ

第 42 図　大浜の掩体壕跡　略測図

凡 例

N

０ 5m

A A’

A’A

B
’

B
’

B B

ｺﾝｸﾘｰﾄ

岩　盤

108



の石積みが掩体壕建設時に構築されたものかどうか明確ではない。また、石灰岩崖には岩陰が何箇所か見られ、

墓として利用されている状況が窺える。

ま　と　め　フルスト原の無蓋掩体壕は、国指定史跡であるフルスト原遺跡内に現状保存されたまま、近年発見

された戦争遺跡である。戦後に石垣空港としての整備や、空港周辺が開発されていく中で、戦時中に多数構築さ

れた無蓋掩体壕や有蓋掩体壕はその姿を消していったものと思われる。県内においても、無蓋掩体壕が残存して

いるのは、当掩体壕だけであり、大浜の掩体壕とともに、かつての海軍飛行場の痕跡を示す重要な戦争遺跡とい

える。

　引用・参考文献

石垣市教育委員会　1991『史跡フルスト原遺跡保存整備基本計画策定調査報告書』石垣市教育委員会

大田静男　1996『八重山の戦争』南山舎

第 43 図　フルスト原の無蓋掩体壕跡　略測図（石垣市教育委員会提供地形図を参考に作成）

写真 129　フルスト原の無蓋掩体壕跡　　　　　　　　 写真 130　同　土塁
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　石垣市平
へ ー ぎ な ー

喜名飛行場跡の電波探知機壕跡

所 在 地　石垣市字真栄里（第 184 図　石垣市① 14）

立地・現況　平喜名飛行場跡の電波探知機壕は、石垣市字真栄里の現在は独立行政法人国際農林水産業研究セン

ター（以下、研究センター）熱帯・島嶼研究拠点の広大な敷地内の一角に位置する。研究センター一帯は琉球石

灰岩台地が展開しており、台地の北側は宮良川に浸食された河岸段丘を見ることができる。電波探知機壕は研究

センター敷地内の北東縁辺部にあたり、電波探知機壕の元の出入り口は埋没が著しく確認できない。2004（平

成 16）年度の分布調査時においては、天井が落盤し周辺が陥没している場所からしか進入することが出来なか

ったが、本調査時ではかつて進入できた場所も埋没して進入不可能となっていた。

歴 史 状 況　当電波探知機壕が所在する研究センターの広大な敷地は、1933（昭和 8）年から海軍が平喜名飛

行場として幅500ｍ、長さ550mの簡易飛行場が建設された。1943（昭和18）年 12月には佐世保海軍航空隊（通

称・観音寺部隊）が平喜名飛行場に駐屯。翌年には海軍北（平喜名）飛行場として飛行場の拡張工事とともに飛

行場の北東に位置する宮良川上流地域に沿って弾薬や燃料倉庫、発電室などにあたる壕を多数構築した。

遺構の特徴　電波探知機壕の内部は、西に進むにつれて通路と部屋を交互に有する構造になっている。天井はコ

ンクリートで壁面はレンガで構築する。床面は場所によって差があるものの、全面に土砂が流れ込み床面の状況

を確認することが出来ない。通路は幅 1.2mで奥に 7m進むと幅 3m、奥行き 4mの部屋になっている。部屋に

は天井に 2か所の通気孔と幅 60cmの横穴も確認できる。部屋から西側は奥の通路を経てさらに規模の大きい

部屋を有しているが、通路から土砂で埋没し奥に進むことは不可能となる。聞き取り調査によると、埋没した大

部屋には、かつて 3基の発電機が設置されており、発電機の台座が大部屋に最近まで残っていたとのことである。

ま　と　め　平喜名飛行場跡の電波探知機壕は、現在内部に進入することが出来ない。しかし、分布調査時に確

認した内部の構造を見ると、同じ電波探知機壕であ

る宮古島の野原岳頂上の電波探知機壕とは立地・構

造とも明らかに異なる。内壁にレンガが使用されて

いることなどを考えると、1933（昭和 8）年の簡

易飛行場建設時に構築されたと推測される（伊波）。

　引用・参考文献

大田静男　1996『八重山の戦争』南山舎

沖縄県立埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦争遺跡詳

　　細分布調査（Ⅵ）－八重山諸島編－』

瀬名波栄　1970『石垣島防衛戦史』先島戦記刊行会 第 44 図　平喜名飛行場の電波探知機壕跡　略測図

写真 131　平喜名飛行場の電波探知機壕跡　　　　　　　　　　 写真 132　同　通路

（沖埋文 2006 より）
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３　司令部壕

　司令部とは旅団以上の規模の部隊が指揮下部隊を指揮統制する組織で、部隊の最高指揮権をもつ司令官をはじ

め、司令官を補佐し作戦や用兵の計画・指導を行う参謀長や参謀などの幕僚を中心に構成される。司令部は各部

隊との連絡や情報収集、命令を行う通信能力、作戦研究や作戦評価を行う能力があり、文字通り部隊の頭脳とし

て機能する。

　平時における司令部は指揮下部隊の所在地に建築された司令部庁舎に設置された。例えば 1871( 明治４) 年に

創設された大阪鎮台を前身とする第４師団は大阪城に司令部を設置していた。1928( 昭和３) 年に大阪市が御大

典事業で天守を復元し大阪城の一部を公園化する際、その交換条件として司令部庁舎の建築が企画された。司令

部庁舎は敷地面積 2247 坪、地上３階地下１階の鉄筋コンクリート製で、大阪城内に散在する司令部機能を集約

することになり 、工事は 1929( 昭和４) 年に開始された。内部には応接室、新聞記者室、会報室、書類収蔵庫など、

他の行政機関庁舎にもあるような部屋がある一方、弁護人控室、証人控室、取調及予審廷など、軍法会議に関わ

る部屋も備わっていた。

　戦時における司令部は基本的に指揮下部隊と共に戦場に進出する。司令部が敵の攻撃を受けて損害が出ると部

隊全体の戦闘行動に支障を来たし、全滅となると命令系統不全状態となるため、司令部は交戦地帯の後方に設置

される。この際司令部は野営もしくは既設の建造物に設置される。特に攻勢が主体の場合は迅速な移動が重要な

ので、壕などの構築物をあえて作成することはしない。日本軍は太平洋戦争の序盤では攻勢が主体であったが、

ガダルカナルの戦いや第１次ソロモン海戦が起こった 1942( 昭和 17) 年 8 月以降は守勢に転じ、海軍が第６特

別陸戦隊をギルバート諸島に配備するなど、島嶼防衛の強化に着手し各地で砲台などの防御施設が構築された。

そして部隊の指揮を執る司令部も司令部壕に設置されていった。

　司令部壕は敵の攻撃から司令部を守るために地上に堅固な構築物として、あるいは地下にトンネル状に構築・

設置された施設である。第一線の各部隊との戦闘指揮を行うための施設であるため、第４師団司令部庁舎のよう

な行政機関庁舎としての側面は無い。また、司令部の位置が部隊の配備地区変更と共に移動するため、司令部壕

が１つの部隊で複数存在する場合もあるほか銃眼や砲門などの防御設備を備えたトーチカや砲台、陣地壕とは異

なり、司令部壕は直接的攻撃能力を有していない特徴がある。

　現在資料によって存在が確認できる司令部壕で最も古いものは 1943( 昭和 18) 年に構築されたタラワ環礁ベ

ティオ島の第３特別根拠地隊司令部壕で、地下２階、鉄筋コンクリート製の司令部壕が構築された。この司令部

壕は構造の一部は地上にも設置されているため完全な地下壕ではない。太平洋戦争中の日本軍部隊全体で地下壕

として司令部壕が構築されはじめた明確な時期についてははっきりしていない。

　陸軍と海軍はそれぞれ別の指揮系統を持っていたため、沖縄方面では陸軍部隊を指揮する第 32 軍と海軍部隊

を指揮する沖縄方面根拠地隊がそれぞれ司令部を持っていた。さらに、その指揮下には司令部を有する部隊が

10 以上あり各司令部ごとに司令部壕が構築・設置されたが、本項では主に沖縄方面に配備された陸海軍の最上

位部隊である第 32 軍と沖縄方面根拠地隊の司令部壕を、師団・旅団司令部壕として宮古島市の西更竹の旅団司

令部壕について取り扱う。また、資料によっては「戦闘司令所 ( 戦斗指令所 )」「指揮所」と表記されているが、

本報告書では便宜的にすべて「司令部」に統一した（仲程）。

　引用・参考史料

第四師團経理部長 1928 「大阪城内第４師団司令部敷地一部を公団として市に準貸付の件」

第四師團経理部 1929 「第４師団司令部庁舎新築其他工事実施の件」

　引用・参考文献

児島襄　1966 『太平洋戦争 ( 下 )』中公新書
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（１）第 32 軍司令部壕

　第 32 軍司令部壕は、当初南風原町津嘉山に構築され、その中途で那覇市首里城下に移動し、最終的には糸満

市摩文仁に撤退したため、合計３か所存在した。以下、その変遷を概略する。

　第 32 軍司令部は 1944( 昭和 19) 年 3 月 25 日に福岡県で編成され、その所在は 4 月 2 日に那覇市安里にあ

る蚕種（史料では蠶絲）試験場に置かれた。それから間もない同年 4 月 22 日から、津嘉山において司令部壕の

構築が行われた。その理由としては、人口が集中する南部地域において、最も内陸部に位置したこととされる。

しかしながら、10・10 空襲以後、津嘉山司令部壕は軟弱な地質であったため、更なる強固な壕を構築すること

が検討された。同年 12 月３日には津嘉山を放棄し、首里城下の司令部壕の構築が決定され、1945( 昭和 20) 年

１月中旬には幕僚や管理部が使用できる段階まで構築することが命令された。

　1945（昭和 20）年１月 10 日には、軍司令部は、構築が始まった首里司令部壕付近の沖縄師範学校とその付

属国民学校に移転したとされる。そして、軍経理部などは津嘉山へ移動することになり、第 32 軍司令部は首里

と津嘉山に分かれて配備されたとされる。米軍上陸が間近となった同年３月 24 日は、首里司令部部壕には第

32 軍参謀長長勇中将が首里司令部壕の壕口に「天ノ巌戸戦斗司令所」と書かれた木札を掲げていることから、

この頃に本格的な使用されたものと思われる。その後、戦況が悪化し、第 32 軍が南部へ撤退することになり、

５月 30 日に司令部は摩文仁 89 高地の陣地壕へ移動することになった。

　以下、第 32 軍司令部壕として、津嘉山司令部壕跡、首里司令部壕跡、摩文仁司令部壕跡として解説を行う。

　引用・参考史料

第 32 軍参謀部 1944「陣中日誌案 昭和 19 年 3、4 月分 (2)」

第 32 軍残務整理部 1947 「要塞建築第 7 中隊」

第 32 軍残務整理部 1947 「第 2 野戦築城隊」

　引用・参考文献

防衛庁防衛研究所 1968 a『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

八原博通 1972『沖縄決戦　高級参謀の手記』読売新聞社

　南風原町津
つ か ざ ん

嘉山司令部壕跡 ( 第 32 軍司令部津嘉山壕群 )

所 在 地　南風原町字津嘉山（第 178 図　南風原町５）

立地・現状　津嘉山集落北方の丘陵高津嘉山とチカシモーの内部に所在し、第３紀泥岩 ( クチャ ) の地層を掘り

込んで構築されており、その壕口は全て埋没してしまい、長らくその実態は不明であった。そのような中、南風

原町教育委員会が 2005 ～ 2006（平成 17 ～ 18）年に本司令部壕が想定された範囲において道路建設に伴う緊

急発掘調査を行うことになり、その位置が確定することができ、多くの調査成果が得られている。

歴史状況 　津嘉山司令部壕は 1944( 昭和 19) 年 4 月 22 日から要塞建築第 7 中隊が構築を開始し、第 2 野戦

築城隊の第 1 中隊が 9 月 3 日から、第 3 中隊が 9 月 7 日から構築作業に加わっている。11 月 9 日に第 32 軍は

球作命甲第 72 号により、津嘉山司令部壕の構築推進の延期を決定し、12 月 3 日に新司令部壕の位置を首里に

変更することを決定した。第 2 野戦築城隊の第 1 中隊と第 3 中隊は 12 月８日に構築作業を終了し、新司令部

壕構築のために首里へ移動した。その一方、要塞建築第 7 中隊は 1945( 昭和 20) 年３月 23 日まで構築作業を

続けた (「要塞建築第 7 中隊」)。このほかに民間企業の國場組が請け負う形で徴用された住民が構築作業に関わ

っている ( 南風原町教育委員会 2008)。また、第 32 軍司令部高級参謀の八原博通の手記によると、総延長 2,000

ｍのものが完成に向けて構築されていたが、指揮連絡上の位置は悪くないが、展望がきかないこと、地質の強度

に不安があったため、首里へ移動を計画したとのことである。

112



　津嘉山司令部壕は第 32 軍司令部の中枢が使用する目的で構築されたが、司令部の中枢は首里司令部壕に設置

され、結果的に津嘉山司令部壕は第 32 軍司令部の経理部、法務部、軍医部などの部隊が使用していた ( 南風原

町教育委員会 1990)。1945( 昭和 20) 年 5 月 27 日から 29 日には第 32 軍司令官牛島満中将や参謀長長勇中将

らが南部撤退の途中で津嘉山司令部壕に立ち寄っている ( 南風原町教育委員会 2008)。結果的に津嘉山司令部壕

が完成したのか、構築中の状態で使用されたのかは明確な史料や証言は得られていない。

　南風原町により確認された範囲は、証言では軍医部か要塞建築第７中隊が使用していたことが想定されている。

遺構の特徴　全体の平面形は１本の本線壕とこれに交差する複数の支線壕を有するムカデ形を呈し、総延長は約

2000m とされている ( 南風原町教育委員会 1990)。南風原町の発掘調査では、幅２ｍ、高さ２ｍの南北方向の

坑道が長さ 34 ｍ確認された。この坑道は本線壕と交差する支線壕の一部分であると考えられ、平面で見ると緩

やかに湾曲しており、底面は平坦ではなく入口側である南端から奥側である北端に向かって高くなっている。両

壁には縦に掘り込まれた溝が等間隔で南端から北端まで並んでおり、補強のための坑木をはめた跡だと考えられ

る。また、中央付近の床面には東西方向に長さ２ｍ、幅 0.2~0.3m、深さ 0.1~0.2m の溝が１ｍの間隔で 26 条見

られ、その溝内には多くの丸太材が確認されている。これは、左右壁面の溝の下端に連なるため、坑木を支える

ための横架を通した跡であると考えられる。床面には、瓦が敷き詰めつられている場所が随所に見られ、この西

端には幅 0.2~0.3c ｍ、深さ 0.1~0.2cm の排水溝も設けられており、水はけが悪かったことが窺える。西壁には

部屋状の掘り込みが２か所あり、南側が長さ 2.1m、幅 2.3m、高さ 1.7m で、北側が長さ 1.55m、幅 2.2m、高

さ 1.4m となっている。

　遺物には総数 1425 点が検出され、カスガイや瓦などの建築資材、ツルハシやスパナなどの工具、槍先や銃砲

弾や薬きょうなどの兵器類、このほか軍装品や医療用品などが検出されている。総重量は約 245kg を量る。

ま と め　これまで埋没しその実態が明確でなかった津嘉山司令部壕の位置が、発掘調査により明らかにされ

た点で、考古学的手法が戦争遺跡にとって重要であることが改めて認識された。軟弱な地盤ではあるが、壁面の

坑木と床面の丸太材で連結させることで強度を高め、排水対策も行われており、丁寧かつ堅固に作られているこ

とが窺える。しかしながら、10・10 空襲以後に司令部の

中枢が首里司令部壕に移動することになったのは、やはり

地盤自体の軟弱さが不安視されたのであろう。

　引用・参考史料

第 32 軍参謀部 1944「陣中日誌案 昭和 19 年 3、4 月分 (2)」

第 32 軍参謀部 1944「陣中日誌案　昭和 19 年 11 月分」

第 32 軍残務整理部 1947 「要塞建築第 7 中隊」

第 32 軍残務整理部 1947 「第 2 野戦築城隊」

　引用・参考文献

南風原町教育委員会 1990 『津嘉山が語る沖縄戦』南風原町教

　　育委員会

南風原町教育委員会 2008 『第三二軍司令部南風原壕群津嘉山

北地区旧日本軍壕群』南風原町教育委員会

八原博通 1972『沖縄決戦　高級参謀の手記』読売新聞社

写真 133　津嘉山司令部壕跡　発掘調査状況

写真 134　同　坑木列検出状況
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　那覇市首里司令部壕跡

所 在 地　那覇市首里当蔵町、金城町地内（第 177 図　那覇市①１）

立地・現状　首里城及びその周辺の直下に構築され、現在は国営沖縄記念公園首里城地区（通称・首里城公園）

及びその周辺に当たる。その地盤は、琉球石灰岩や第３紀泥岩 ( クチャ ) である。第５坑口が標高 72ｍと最も

低く、それか北側に向かって高くなり、第１～３坑口は標高 90～ 100 ｍ前後だったと思われる。首里城の最

高所は 140 ｍであるので、地中深く構築されたようである。。内部は崩落が激しい部分が多く、近年鉄骨やコン

クリートなどで補強された部分がある。現在は、沖縄県こども生活福祉部平和援護・男女参画課が管轄している

が、その安全性のため公開はしていない。今回の調査では、同課の協力により、一部ではあるが現状の確認が出

来た。周辺のハンタン山や真珠道周辺には通信所やトーチカと考えられるコンクリート製構築物が現存する。

歴史状況 　1944( 昭和 19) 年 11 月 9日、第 32 軍司令部は津嘉山司令部壕の構築延期を決定し、同年 12月

３日には司令部の位置を首里に変更し、1945( 昭和 20) 年１月中旬には幕僚や管理部が使用できる段階まで構

築することを命令した。第 2野戦築城隊の第１中隊と第３中隊は 1944 年 12 月 8日に津嘉山司令部壕の構築作

業を終了して首里司令部壕の構築を開始し、12月 25 日からは同部隊の第 2中隊が構築作業に加わった。さら

に 1945 年 3月 23日からは要塞建築第 7中隊の主力が構築作業に加わった。構築作業には軍関係以外にも師範

学校生徒も動員されていたようである。壕内の壁面と天井は太い材木を坑木として使用し、坑木と坑木の間は板

で覆われていた。1945 年 3月 24 日、第 32軍参謀長長勇は司令部壕の壕口に「天ノ巌戸戦斗司令所」と書か

れた木札を掲げられ、この日以降の第 32軍司令部の命令文ではこの名称が使用されている。

　当初、首里司令部壕内には部隊ごとに配置が決められており、1945( 昭和 20)年４月９日の段階では、第１坑口、

第２坑口、第３坑口付近には、衛兵や警備中隊、機関銃中隊などの守備部隊が、その南側の中央部に司令官、作

戦参謀、電報班、電波警戒隊などの司令部中枢や情報関係部隊、さらに南側には軍医部、患者収容室、寝室が、

第４、第５坑口付近に野戦築城隊、管理部、炊事室などが配置されていた。しかし、４月 29日には第 24師団

司令部が移動し首里司令部壕の司令官室や作戦参謀室のある位置に配置され、第４坑道と第２坑道の間に沖縄県

首脳が使用する坑道の増設作業が県職員主体で開始された。続いて 5月 2日に独立混成第 44旅団の司令部が移

動し、第 24師団司令部が配置された場所の南側に配置された。さらに海軍沖縄方面根拠地隊司令部も 5月中旬

に首里戦線の指揮のため首里司令部壕に移動し、5月 24日まで壕内の一部を使用していたなど、４月後半から

は戦況の変化によって首里司令部壕内の配置が著しく変動していることが分かる。

　このほか現在確認できる各史料・資料では、それぞれ首里司令部壕内部の概念図が掲載されているが、各部隊

の配置や壕の構造にある程度の差異が見受けられる。

　壕内では、敬礼の徹底や方言の使用禁止が行われたほかに、所属や階級によって使用する出入口や浴場の使用

時間などが細かく決められていた。また、第 32軍高級参謀の八原博通の手記には、司令部内は多数の事務室や

居室が配され、「かつての銀座の夜店もかくや」「一大地下ホテル」というほど、灯りは煌々とした非常に豪勢な

つくりだったことが浮かばれる。また、司令官以下約 1,000 人の将兵の他に、多くの沖縄出身の良家の子女が

世話役となり、他に内地から渡来した芸者、辻町の遊女が各 10 数名などもいたが、彼女たちも軍作業の手伝い

を行ったとする。

　首里司令部壕は第 32軍司令部が 1945( 昭和 20) 年 5月 27 日に南部撤退するまで使用されたが、撤退時に坑

道の一部が爆破されている。

遺構の特徴　総延長は 1,000 ｍ以上とされ、北側に東から第１坑口～第３坑口、南側に西から第４、第５坑口

と呼ばれる壕口、そして垂直坑口の計６つの壕口があったが、現在確認できるのは第３坑口、第５坑口とそこか

ら続く一部の坑道のみで、他の坑口は埋没や崩落で確認できない状態にある。

　第３坑口は城西小学校の南側に位置する。現在の出入口は近年の現状調査によって掘り込まれたもので、本来
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の坑口は埋没している。内部は第３紀泥岩を掘り込んでいることから崩落が著しい部分もあるが、一部では掘削

痕が確認できる部分もある。坑道は複雑に折れ、床から天井の高さも一定していない部分が見られたが、明瞭な

部屋状の遺構は確認できない。床面は所々ぬかるんでおり、一部水没している。崩落防止のため近年設置された

鉄骨が組まれている部分があり、その脇にビール瓶や薬瓶が並べて置かれていた。このほか、直径約 0.2m 長さ

約 1.5m の坑木が数本残存している場所がある。

　第５坑口は首里金城町にある沖縄県立芸術大学の南側崖下に所在している。内部は手前側は琉球石灰岩を、奥

側は第３紀泥岩を掘り込んで構築されており、北側へほぼ直線状に約 150m 伸び、上部に傾斜した後に最奥部

は崩落している。入口付近の西側壁面には約 10m 続く通路状の遺構があり、さらにその奥側の東側壁面には部

屋状の遺構が２か所構築されている。部屋の内部には機械類や銃器類、ガラス瓶などの遺物が並べて置かれてい

る。全体的に壁面の崩落が激しく、近年鉄骨などで補強した部分がある。特に琉球石灰岩と第３紀泥岩の境目に

当たる区間は崩落防止の為コンクリートで補強されている。第５坑口脇にはかつて壕内に設置されていたとされ

るレールの部材が１か所に集められている。

ま と め　沖縄戦における最高指導機関である第 32 軍司令部が最もその構築に力を注ぎ、米軍上陸直前から

南部撤退まで使用していた司令部壕であり、その歴史的価値は最も重要なものの一つである。しかしながら、今

回は何とか内部へ入り一部の現状を確認できたが、崩落の危険性のため、詳細な調査ができないのが現状である。

　引用・参考文献

沖縄平和ネットワーク 1997『新歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版

防衛庁防衛研究所 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

第 32 軍司令部壕保存 ･ 公開基本計画検討委員会 1997 『第 2 軍司令部壕保存 ･ 公開基本計画』

豊見城村史戦争編専門部会 2001『豊見城村史 第 6 巻戦争編』

沖縄県教育委員会 2012『沖縄県史 資料編 23　沖縄戦日本軍史料 沖縄戦 6』

八原博通 1972『沖縄決戦　高級参謀の手記』読売新聞社

　引用・参考史料

第 32 軍参謀部 1944 「陣中日誌案　昭和 19 年 11 月分

第 32 軍参謀部 1944 「陣中日誌案　昭和 19 年 12 月分」

第 32 軍司令部参謀部航空 1945 「球日命第 99 号　４月 29 日　

　　球軍日々命令」

第 32 軍司令部参謀部航空 1945 「球日命第 102 号　５月３日　

　　球軍日々命令」

第 32 軍司令部参謀部航空 1945 「天ノ巌戸闘司令所取締ニ関ス

　　ル規定」

第 32 軍残務整理部 1947 「要塞建築第七中隊履歴並戦闘經過概

　　要」

第 32 軍残務整理部 1947 「沖縄戦ニ於ケル第三十二軍第二野戦

　　築城隊史実資料」

第 32 軍残務整理部 1947 「要塞建築第 7 中隊」

第 32 軍残務整理部 1947 「第 2 野戦築城隊」

G-2 Tenth Army 1945『Intelligence monograph PART II 

　　SECTION D HEADQUARTERS JAPANESE THIRTY-SECOND 

　　ARMY』

写真 135　首里司令部壕跡　第５坑口

写真 136　同　第３坑口内部
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　糸満市摩
ま ぶ に

文仁司令部壕跡

所 在 地　糸満市摩文仁（第 180 図　糸満市④ 132）

立地・現状　糸満市南東部に位置する台地状の丘陵である摩文仁丘の西端、最高地点である標高 89mの琉球石

灰岩の岩山の頂上付近南側斜面に所在する。南側の海岸までの距離が約 250mであり、海にかなり近い場所に

位置する。岩山頂上に設置されている黎明の塔から壕口付近まで遊歩道が整備されていて、壕口には鉄格子の扉

が設置されており施錠されている。南西側には鉄血勤皇師範隊などの学徒が避難していたとされる沖縄師範健児

之塔付近（健児隊）の壕がある。

歴 史 状 況 　摩文仁司令部壕は当初、丘陵最高地点の標高から 89 高地と呼称されていた。1944( 昭和 19) 年

12 月 8日、第 9師団の転出に伴い島尻地区に第 24師団が配備され、摩文仁周辺には歩兵第 89連隊第 2中隊

が配備された。1945( 昭和 20) 年 1月には、摩文仁丘の西側 89高地周辺に複数の坑道式機関銃陣地を構築する

ことが計画された。

　米軍の前線が首里に迫った 1945( 昭和 20) 年 5月 22 日に第 32軍司令部の南部撤退が決定し、先遣隊を摩文

仁に派遣した。第 32 軍司令部首脳は 5月 27 日首里司令部壕から津嘉山司令部壕に一時立ち寄った。5月 29

日に先遣隊から「摩文仁の洞窟は軍司令部としての機能を発揮せず」と報告を受けたが、第 32軍司令部は予定

通り津嘉山を出発し 5月 30日に摩文仁 89高地に到着した。また、同日から第 2野戦築城隊第 1中隊と同第 2

中隊が摩文仁 89高地南麓の既設洞穴を司令部壕として使用するための作業を行っている。

　八原博通の手記では、この摩文仁司令部壕にも世話役と思われる多数の女性もいて、八原は付近一帯の洞穴に

分散するように指示した。そのうち、副官部には辻町の妓女もいたが、八原は最後に直面した人々の心理は理解

できると記しており、戦闘指揮の場としてよりも最後の場所として本壕が選ばれたことを窺わせる。

　その後、摩文仁司令部壕周辺は 6月 20日に戦車数十両を含む米軍に包囲され、6月 23日午前 4時頃に第 32

軍司令官牛島満と第 32軍参謀長長勇は摩文仁司令部壕開口部付近で自決した。

遺構の特徴　琉球石灰岩の自然洞穴を加工した壕で総延長は約 100mである。内部は途中でほぼ直角に曲がっ

ており、全体は「く」の字型となっている。開口部は 3か所確認でき、そのすべてが南側を向いている。西側

開口部は鉄格子の扉が設置されるなど周辺が整備されているが、東側の開口部付近は草木に覆われた状態である。

中央付近にはフィッシャー状の開口部があるが、外に行くにしたがって急斜面となっている。内部は壁面や天井

の崩落が激しい所があり、底面に岩石が散乱している。天井の高さは一定ではなく、低い所で約 1.6mだが高い

所では 5m以上の高さがある。遺物は瓶や金属片などが確認できる。

　機関銃陣地として見た場合、海岸に近く、南側全体を見通せる高所にあるため、上陸中の敵部隊を頭上から攻

撃するため水際防御陣地として計画的に構築された陣地壕であると考えることが出来る。しかし司令部壕として

見た場合、壕の開口部がすべて南側を向いており、内陸部である北側は一切見えないため戦況を把握できるよう

写真 137　摩文仁司令部壕跡　壕口　　　　　　　　　   写真 138　同　内部
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な位置には無い。

ま と め　第 32 軍司令部が、首里からの撤退により最終的な拠点とされた壕であるが、司令部としての機能

を果たせる立地ではないものと思われる。つまり、当初から第 32 軍司令部首脳の玉砕、つまり終焉の地として

選ばれたことがその立地からも窺える。

　引用・参考史料

第 24 師団歩兵第 89 連隊第 2 中隊 1944「陣中日誌 自昭和 19 年 12 月 1 日至昭和 19 年 12 月 31 日」

第 24 師団歩兵第 89 連隊第 2 中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 1 月 1 日至昭和 20 年 1 月 31 日」

第 32 軍残務整理部 1947 「第 2 野戦築城隊」

荻之内憲兵大尉 1945 「沖縄作戦における牛島、長両中将の自決状況」

　引用・参考文献

防衛庁防衛研究所 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

八原博通 1972『沖縄決戦　高級参謀の手記』読売新聞社

　

（２）海軍沖縄方面根拠地隊司令部壕
　沖縄方面根拠地隊は、1944( 昭和 19) 年 4 月 10 日に佐世保防備戦隊下の海面防備部隊として編成されていた

大島部隊と沖縄部隊を一括して新編されたもので、当初司令部は奄美大島に設置されていたが同年 8 月 9 日に

小禄飛行場に移動した。この海軍部隊の司令部壕として構築された壕は、鏡水司令部壕と豊見城司令部壕の２か

所で、最初に構築が始まったものは鏡水司令部壕である。明確な構築時期は不明だが、小禄村字鏡水と字安次嶺

の境界付近に設置された司令部兵舎周辺にコンクリート製の壕が複数構築された。1944( 昭和 19) 年 10 月 10

日の 10・10 空襲の際に使用されたが、至近弾を受けた際に壕が揺れ電灯が消えるなど防御力に問題が発覚した。

　その後新たに構築されたのが豊見城司令部壕で、鏡水司令部壕から南東に約３㎞の位置にある 74 高地、現在

の海軍壕公園のある位置に構築された。最高機密の壕であったため、構築は専属部隊のみで行われ、民間人が徴

用されることは無かった。いつ頃から豊見城司令部壕を使用したのか明確な時期は不明だが、少なくとも米軍が

沖縄島に上陸した 1945( 昭和 20) 年 4 月 1 日には使用されたと思われる。豊見城司令部壕は大田實少将が自決

する 6 月 13 日まで長期間使用された。ただ、第 32 軍首里司令部壕の一部や那覇市赤嶺の第 951 海軍航空隊小

禄派遣隊戦闘指揮所を一時的に司令部壕として使用していた期間もあるため、連続して使用していた訳ではない。　　

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社

豊見城村史戦争編専門部会 2001『豊見城村史 第 6 巻戦争編』豊見城市役所

　那覇市鏡
かがんじ

水海軍司令部壕跡

所 在 地　那覇市鏡水・安次嶺（第 177 図　那覇市② 59）

立地・現状　那覇市の陸上自衛隊那覇駐屯地敷地内の訓練地域に所在し、現況は草木が繁茂した原野となってい

る。地形的な起伏のあまりない平坦地で、地上にコンクリート製構築物を載せる形で壕を造っている。内部は、

英字の落書きや様々な工作物や便器が設置されているなど、戦後米軍が使用した痕跡が見られた。前回調査では、

戦闘指揮所壕としてプロットされていたが、今回は『豊見城村史』等の資料を再検討することにより、海軍部隊

の司令部壕として位置付けた。

歴史状況 　1944( 昭和 19) 年 8 月 9 日沖縄方面根拠地隊司令部が奄美大島から小禄飛行場に移動し、小禄村

字鏡水と字安次嶺の境界付近に、司令部を含むバラック兵舎が構築された。この兵舎付近には、司令部を含め
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た避難用として、地上に構築されたコンクリート製の壕が複数あったとされ、本壕はその一つと考えられる。

1944( 昭和 19) 年 10 月 10 日の 10・10 空襲の際に司令部は壕に待避したが、至近弾を受けた際に壕が揺れ電

灯が消えたことで危機感を感じ、豊見城に新たに司令部壕を構築することとなった。現存する壕は、証言により

通信科が使用していたとされる。

遺構の特徴　起伏の少ない平坦地に、地上にコンクリートで構築された総延長約 76m の壕である。外観は草木

が繁茂しているために判別しにくいが、地上に設置された構築物の上部に土をかぶせて盛り上がったような形状

をしている。内部の床面は外部の地表面とほとんど同じレベルであり、階段を含む目立った段差はほとんどない。

壁面、床面は全てコンクリートで構築されている。内部は幅約 1.5m、長さ約 47m 程の直線通路が両端で別方

向に 90 度折れ曲がり約 4m 伸びたクランク状の通路を持つ。通路の天井部は開口部付近は門型、それ以外は全

てアーチ型で、先端は両方とも開口している。

　通路に取りつくように部屋が東西に 1 か所ずつあり、いずれも一番近い開口部から約 20m 進み左側に続く通

路の先にあり両部屋の入口は約 16m 離れている。部屋は両方とも幅 5m、奥行き 10.5m で、壁面は照明を反射

させるための漆喰で塗られている。床面には溝があり通路を通じて南西側開口部に伸びている。各部屋には、壁

面に直径 1m の穴が 1 つ、直径 0.3m の穴が 2 か所あいている。また、部屋及び通路には防水コンセントがあり、

各天井・壁面には電線が巡らされ、開口部の配電盤に繋がっている。この部屋の穴のうち小さなものは電線など

を配するものと思われる。所々コンクリートが剥がれ、鉄筋が出ている箇所はあるが、崩落は少ない。

ま と め　鏡水司令部壕は床面が地表面と同じレベルであり、全体が地上に盛り上がった形をしているため、

地下に掘り込んだ壕ではなく、地上に構築された構築物に土を被せて偽装したものと考えられる。アーチ状に成

形されたコンクリート製の天井は豊見城司令部壕やことぶき山の壕にも認められる特徴であり海軍部隊が構築し

た壕であることが分かる。

　壕の通路は直線的であり、この場所で応戦する機能はあまりなかったものと思われる。一方、東西の部屋内部

壁面にある直径 1m の穴は換気用の通風装置、0.3m の穴は電線を敷設したものと考えられ、換気が必要な大型

の発電機や通信機などの機器が設置されていたと推測できる。そのため、司令部に必要な通信的な機能は有して

いたと考えられる。

　引用・参考文献

豊見城村史戦争編専門部会 2001『豊見城村史 第 6 巻戦争編』豊見城市役所

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

写真 139　鏡水海軍司令部壕跡　壕口　　　　　　　　   写真 140　同　通路

118



　

　豊見城市豊
とみぐすく

見城海軍司令部壕跡

所 在 地　豊見城市字豊見城 236-1 番地（第 178 図　豊見城市１）

立地・現状　小禄半島を見渡せる丘陵である豊見城市字豊見城火番原地内の頂上付近に所在する。通常、海軍壕

や海軍司令部壕と呼ばれており、周辺は海軍壕公園として整備されており、壕内は一部が改修、補強されて一般

公開されている。

歴史状況 　豊見城司令部壕は、先述のコンクリート製地上式であった鏡水司令部壕が 10・10空襲で防御力に

問題が生じたため、その代りとして構築されたと考えられている。しかし、1944（昭和 19）年８月 10日に着

工していたという説もある。最高機密の壕であったため、構築は海軍の築城部隊である第 226 設営隊のみで行

われ、民間人が徴用されることは無かった。

　陸海軍中央協定に基づき沖縄方面根拠地隊は 1945( 昭和 20) 年 4 月 1日の米軍上陸と共に第 32軍の指揮下

に入り、陸戦部隊として地上戦に加わることとなった。5月中旬には首里戦線の指揮のため沖縄方面根拠地隊司

令部は第 32軍の首里司令部壕に移動していたが、5月 24日に豊見城司令部壕に戻った。第 32軍司令部の南部

撤退に伴い、海軍部隊も 6月 2日に撤退することとなっていたが、連絡の行き違いで 5月 26日に真栄平に撤退、

28日に第 32軍命令で小禄地区復帰を命じ、29日に再び豊見城司令部壕に司令部が設置され、陸軍部隊の輸送

支援を行った後に撤退する予定であった。しかし 1945( 昭和 20) 年 6 月 4日早朝に米軍が小禄飛行場北部から

上陸して交戦状態になり、翌 5日には米軍に包囲されて撤退が不可能となり、6日に「沖縄県民かく戦えり」の

電文を発した。6月 11日には豊見城司令部壕は米軍から集中攻撃を受け、13日の午前 10時に沖縄方面根拠地

隊司令官大田實少将は司令部壕内で自決した。

遺構の特徴　総延長は約 450 ｍあったとされるが、現状で公開されている範囲は 300 ｍである。砂岩の岩盤を

掘り込んで構築されており、直線的な通路が１本ありそれに取りつくように屈曲した他の通路があり、内部は網

の目のように複雑に入り組んでいる。通路は、幅 2.2 ｍ、高さ 2.0 ～ 2.5 ｍのところが基本だが、各部屋を結ぶ

通路は狭く１ｍぐらいとなっている。天井部の一部はアーチ状に成形されており、コンクリートや板材で補強さ

れている部分もある。岩盤がむき出しになっている壁面には掘削痕が認められる。

写真 141　同　アーチ型の天井　　　　　　　　　第 45 図　鏡水海軍司令部壕跡　略測図（前回分布調査時作成）
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　部屋は 15 程度見られ、大小のサイズがある。大きなものは、長さ５～９ｍ、幅２～３ｍで、司令官室、作戦室、

暗号室、信号室などがある。これらの部屋は作戦室、司令官室などにみられるように、全面がコンクリートで構

築されており、壁面や天井に照明を反射させるための漆喰が塗られている。また狭い通路から連絡するようにつ

ながっている。小さなもののは、１辺２～３ｍのもので、発電室や医療室などとされ、これらは広い通路に面す

るように造られる。発電機室は床面に発電機を設置した台座と固定用のボルトが残存している。全体的に高低差

が激しく、通路にスロープや階段が多用されている。

ま と め　通路の幅は広いが、各部屋はより狭い通路で連絡され、先の鏡水司令部壕よりは非常に複雑な構造

である。また、直線的な通路でもゆるやかに屈曲しており、見通せないような構造となっており、防御的な機能

も考慮されている。また、周囲にトーチカなどの防御施設は見受けられないが、海軍沖縄方面根拠地隊の守備担

当地域である小禄半島を見渡せる戦況の把握がしやすい場所に構築されているため、当初から陸戦を意識した壕

であると考えることが出来る（仲程・瀬戸）。

　引用・参考史料

G-2 Tenth Army 1945「Intelligence monograph PART II SECTION A OROKU HANTO」

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書 沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社

豊見城村史戦争編専門部会 2001『豊見城村史 第 6 巻戦争編』豊見城市役所

沖縄コンベンションビューロー『壕は語る　戦争の悲惨と平和の尊さを～平和学習のために～』

写真 143　同　通路　　　　　　　　　　

  写真 145　同　作戦室　　　　　　　　　　

写真 142　豊見城海軍司令部壕跡　案内図　　　　　　　　　　

写真 144　同　部屋を結ぶ通路　　　　　　　　  　　
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（３）師団・旅団司令部壕

　沖縄県内で確認されている師団・旅団司令部壕とされているものは、糸満市与座の第 24師団司令部壕、石垣

市於茂登岳と大川に独立混成第 45旅団司令部壕があり、宮古島市タキグスバルの地下壕群は第 28師団司令部

壕の可能性が想定されている。

　今回は、近年確認され、やや証言等の資料は弱いが、非常に画一的な部屋が多く構築されるという特徴的な構

造をもち、独立混成第 60旅団司令部壕と考えられる西更竹の司令部壕を取り上げる（瀬戸）。

　宮古島市西更
さらたけ

竹司令部壕跡

所　在　地　宮古島市城辺字長間（第 183 図　宮古島市⑦ 27）

立地・現況　本壕は、宮古島市城辺字長間の更竹丘陵地に位置する。宮古島には、北西 - 南東に 3つの丘陵地

が連なっているが、更竹丘陵地はその最も東側に位置する丘陵地である。丘陵の最高標高地は、88.7 ｍであり、

司令部壕は、この丘陵の中ほど部分の標高約 60ｍに位置している。この司令部壕の位置する更竹丘陵地のさら

に南側には、アーリヤマ戦争遺跡群が位置する。標高の低い宮古島においてこれらの丘陵地は、戦時中の旧日本

軍の壕が多く形成された地域でもある。司令部壕の位置する丘陵地は、原野であるが、壕の近くまで植林が行わ

れている。そして、その植林地の東側部分はサトウキビ畑として利用されている。この司令部壕は、2012（平

成 24）年に近接する長南陣地壕群の発掘調査時の聞き取り調査で、宮古島市教育委員会によって新発見された

壕跡である。更竹周辺の住民の多くがこの壕の存在を知っており、戦後この壕を訪れた人も多かったようである。

なお、本壕は「吉田の陣地壕」として一度報告されている ( 久貝 2012) が、地域名の誤認とその構造から「西

更竹司令部壕」として報告を行うこととした。

歴 史 状 況　本司令部壕は、明確な利用部隊が明らかにされていない。西更竹の位置する城辺地域は、戦時中は

東地区と位置付けられ、独立混成第 60旅団の管轄地区である。独立混成第 60旅団は、1944（昭和 19）年 8

月 10 日満州牡丹江で編成された。昭和 19年 9月 23 日に釜山港を出帆し、10月 30 日に宮古島に上陸してい

る。宮古島においては、城辺一帯の東地区の防衛を行い、司令部を長間の西城小学校に置いている。独立混成第

60旅団の通称は駒部隊であるが、本壕に関する聞き取り調査の中では、駒部隊が使用していたとの話もあった。

遺構の特徴　本壕には、現在 3つの壕口が確認されているが、内部の構造から土砂で埋まった状態の壕口がも

う 1か所あることがみてとれ、4つの壕口が連結した構造をなしている。確認できる 3つの壕口は、長さに若

干の違いがみられるものの、複数回折れ曲がる複雑な構造をなしており、いずれも同一の構造で規則的である。

この入口の途中部分には、約 2㎡の掘り込みを有しており通行の際の一時的な待機所としての機能が想定される。

現在では、この入口付近に、くるぶしまで浸る程度の水が常時たまっているような状態であるが、連結した通路

部分には水がたまっているような場所はみられない。この 3つの壕口を連結する通路は、断面の形態が馬蹄形

を呈し、幅が約 1.5m、高さが約 1.5 ～ 1.8m ほどの人ひとりが通れる程度で、それほど大きな形態をなしてい

るものではない。4つの壕口をつなぐように構築された通路は、最も南側の壕口側からは北進し、2つ目の壕口

部分から、最も北側にある壕口部分にむけて北西方向に延びている。また、この連結部の通路と交叉するように、

南側から数えて 3つの目の壕口から南西側に延びる通路が構築されている。この通路は、交叉部分からやや湾

曲するものの南西方向に 58ｍ続いている。そして、交叉部分から 48ｍ進んだ辺りで基盤が、クチャ層から琉

球石灰岩へ移り変わっている。この基盤の変化のためであろうか、さらに南西側に 6ｍ進んだ時点で、この通

路は行き止まりとなっている。

　本壕の大きな特徴として、約 10㎡ほどの面積を有する脇部屋が通路の左右に数多く設けられているという点

がある。脇部屋の総数は、18に及ぶ。いずれも、天井までの高さが約 2.2 ～ 3.0 ｍほどと通路部分と比べ高い
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造りとなっている。その用途を推し量る資料が現在のところ確認できないものの、倉庫や小部屋としての利用が

推察される。本壕における遺物の出土は、非常に少ないものの、脇部屋部分で、薬瓶と思われる瓶類が僅かに散

乱する箇所がみてとれる。その他、壁面部分には、ランプをつるすためと考えらる釘などが打ち込まれている箇

所が複数みてとれる。

　ここまで記述した壕跡とは別に、もう 2 つの別途の壕口が確認されている。これらの壕口は、石を積んで入

口をふさいだ状態にあるため、その内部の構造を確認するに至っていない。しかしながら、これらの壕口と、司

令部壕との間には、それぞれの壕口を結ぶような形で交通壕が構築されている。また、その通路の中間部分には、

長さ 10 ｍ、高さ 3 ｍほどの盛り土を行い、塹壕を構築している。これらの状況から、司令部壕を含めた丘陵地

一帯を一つの要塞として構築する意図がみてとれる。

ま　と　め　本壕は、総延長が 224 ｍにも及ぶ宮古島市内では最大規模の壕跡である。『先島群島作戦 ( 宮古篇 )』

では、城辺字長間に旅団司令部が置かれていることが分かる。独立混成第 60 旅団の本部は、西城小学校に置か

れており、本壕はその後背の丘陵地に位置する。その規模などや位置的な関係、聞き取り調査の成果を踏まえる

と、本司令部壕が独立混成第 60 旅団の司令部壕であった可能性は非常に高い（久貝）。

　参考・引用文献

久貝弥嗣 2012 年 「( 仮称 ) 吉田の陣地壕について」 『宮古郷土史研究会会報№ 191』 宮古郷土史研究会
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第 46 図　西更竹司令部壕跡　略測図（宮古島市教育委員会作成）
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写真 146　西更竹司令部壕跡　遠景　　　　　　　　　   写真 147　同　壕口

写真 148　同　通路　　　　　　　　　　　　　　　　   写真 149　同　分岐点

写真 150　同　通路　　　　　　　　　　　　　　　　   写真 151　同　直角に曲がる通路

写真 152　同　小部屋　　　　　　　　　　　　　　　   写真 153　同　遺物出土状況
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４　陣地

　陣地とは、上陸戦における地形の優位を得ることを目的とし、あらかじめ適所に障害物や塹壕などを設置した

り、火砲などの装備を配備した場所を指し、この構築を築城とも称する。

　本報告書では、沖縄戦の陣地として、砲台、トーチカ・銃眼、陣地壕、監視所、戦闘指揮所、通信所の６つに

細分類して説明している。それぞれの内容については、後述する。

　ここでは、今回、単独で細分類に入れてはいないが、陣地にとって重要な要素であるタコツボ・塹壕について

触れることにする。

　沖縄県内の戦争遺跡で、タコツボや塹壕がまとまって確認されている遺跡として、名蔵白水の戦争遺跡群が挙

げられる。この遺跡については、御真影奉護壕と住民避難地において後述するが、ここではタコツボと塹壕で構

成される陣地という観点でみてみたい。ここでは、タコツボとされる一辺約１ｍの土坑が 26基、塹壕とされる

約２～３ｍのＬ字形や長方形の土坑が 10基、山道に沿って確認されている。そのうち、最も集中して見られる

範囲では、遺構群が径約 20ｍの範囲に２か所に分かれて配置されている。おそらく、小隊ごとで持ち場所が決

まっていたのではないかと考えら

れる。

　県内の陣地では、壕が注目され

がちだが、その周辺にタコツボや

塹壕も当然見られる。161．8高

地陣地では戦闘指揮所と本部壕の

ほかに、塹壕が確認されている。

北山の陣地壕跡群では、壕の上方

にタコツボ、進行方向と想定され

る道筋に向かって造られた長方形

の石積み土坑などもある。今後は、

タコツボ・塹壕についても注意を

払っていく必要があろう。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2006

　　『戦争遺跡詳細分布調査（Ⅵ）

　　－八重山諸島編－』

（１）砲台
　砲台とは、大砲などの火器を設

置するための台座である。ちなみ

に、大砲とは銃よりも大きな重火

器のことであるが、口径のサイズ

は時代や軍によって異なる。砲台

は、コンクリートや石積みなどで

大砲を配置する空間を造り、これ

を掩体と称する。また、陸軍では

第 47 図　名蔵白水の戦争遺跡群　タコツボ・塹壕分布図

　　（沖埋文 2006 より）
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海岸の沿岸砲台を「砲台」、陸戦砲台を「 堡
ほうるい（ほるい）

塁 」と区別されるが、ここでは共に砲台としている。

　沖縄戦においても、様々な砲台が構築された。特に、那覇港や小禄飛行場周辺では、４門もしくは６門で構成

される高射砲陣地が多く造られたが、現在これらの遺構は確認されていない。

　これまで、砲台と認識されていたのは、那覇市当間の海軍砲台のように大砲が現存しており、コンクリート製

の掩体が見られるものが多かった。しかし、これまでコンクリート製の銃眼を持つトーチカとして報告されるこ

とが多かった読谷村都屋や楚辺、うるま市津堅新川・クボウグスクなどのものは、その構造から砲身のみを突き

出す砲口と考えた。また、これまで大規模な陣地壕として捉えられていた八重瀬町クラシンジョウのものは、陸

軍の築城マニュアルの一つである「坑道式陣地ノ参考」に掲載されている坑道式砲台と考えられた。

　このように、今回、証言や史料があまりないものでも、構造から砲台と考えられるものを積極的に拾い上げる

こととした。

　伊江村山グシの砲台跡

所 在 地　伊江村字東江上（第 172 図　伊江村３）

立地・現状　城山の南西側の麓に位置する独立した東西方向の低丘陵に所在する。砲台は、岩盤を利用し部分的

にコンクリートを用いて掩体を構築しており、砲口は南東を向く。砲台より南西 20 ｍには、丘陵の南北を貫通

する人工壕が位置する。南方約 500 ｍの地点、川平区の公園の一画に陣地壕（第 172 図　伊江村５）が見られる。

歴史状況 　伊江島では、1943( 昭和 18) 年秋頃から陸軍飛行場の建設が進められていた。翌 1944 年３月末に

第 32 軍が編成された後、住民の徴用や沖縄本島周辺に配備された部隊からの増援によって飛行場建設は強化さ

れ、城山周辺には堅固な複郭陣地が構築された。1945( 昭和 20) 年３月下旬の段階では独立混成第 44 旅団第２

歩兵隊第１大隊（伊江島支隊）とその配属部隊、飛行場大隊が配備された。山グシの砲台付近には独立速射砲第

７大隊第１中隊が配備された。米軍は４月 16 日に伊江島に上陸し、４月 22 日まで激戦が繰り広げられた。

遺構の特徴　砲台は、掩体部分の内側が長さ６ｍ、幅 3.5 ～４ｍ、砲口が幅、高さ共に 1.5 ｍとなっている。掩

体部分を西側は岩盤を利用し部分的にコンクリートで壁面を作り、東側は石積み及びコンクリートで構築する。

砲口と対向する壁面は、現状では２つの開口部があるように見えるが、東側は砲撃によるものと思われ、西側が

幅、高さ共に１ｍで、人が出入りできる入口であったものと思われる。西壁面には径 15cm、深さ 30 ～ 50cm

前後の穴が見られ、東壁面には外側に屈曲する部分があり、幅は４ｍと広くなっている。この掩体に大砲を置き、

壁面の穴や屈曲部分に固定し、砲口から砲身を出すような形態であったと考えられる。掩体上部には現状では、

50cm ほどの表土と木々が生い茂っている。

　南西側の貫通壕は、壕口を北と南南東にもち、緩やかに屈曲しており、全長 30 ｍ、幅 1.8 ～ 2.2 ｍ、高さは 1.2 ～

1.9 ｍを測る。お互いの壕口は見通せない。１ｍほど外側に張り出す部分と、２×３ｍのコーナーを礫混じりの

セメントで加工した部屋も１つ見られる。東西方向の小丘陵を突き抜けることができ、南は海岸に抜け、北は当

時伊江島飛行場が位置していた。なお、川平の陣地壕は、現状で長さ約 18 ｍ、幅 1.8 ～ 2.0 ｍ、高さ 1.7 ～ 2.0

ｍ、わずかに西側にカーブを描き途中分岐しており、坑木痕も有しており丁寧な作りで、先の貫通壕と類する。

ま と め　砲台の特徴からすると、壁面に脚部を固定させる必要がある速射砲が置かれていた可能性が高く、

配備部隊から裏付けられる。丘陵から南側の平地に撃ち下ろせるような位置にあり、上陸してきた敵を迎撃する

役割であったものと思われる。近接する貫通壕は南北の往来ができ、短期もしくは少人数の棲息も可能であり、

複郭陣地とした大隊本部があった城山の麓に位置し、その前線陣地であったと思われる。また、川平の陣地壕は、

独立混成第 44 旅団第 2 歩兵第３中隊第２小隊が使用したとされる。

　引用・参考文献

防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書 沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社
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第 48 図　伊江村山グシの砲台跡　略測図

写真 154　山グシの砲台跡　砲口
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写真 155　同　北側の出入口　　　　　　　　　　　　  写真 156　同　砲台内部　　　

写真 157　同　貫通壕内部　　　　　　　　　　　　　  写真 158　同　貫通壕コーナーセメント補強部分　　　

第 49 図　伊江村川平の陣地壕跡　略測図

写真 159　川平の陣地壕跡
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　読谷村都
と や

屋の砲台跡

所 在 地　読谷村字都屋 463-1（第 175 図　読谷村②９）

立地・現状　都屋漁港の南端に位置し、海岸の岩盤に掘り込まれた人工壕に砲口が設けられている。埋没してい

るが開口部は５つあり、大砲の砲口と考えられるものは、中央部の南北の２つである。東側の壕口は本来のもの

ではなく後世に削平されたもので、かつては東方にあったアブドゥガマと呼ばれる自然洞穴と繋がっていたとさ

れる。さらに、アブドゥガマから北側約 100 ｍにあったノッチガマまで交通壕が巡らされていたとされる。

歴 史 状 況 　構築部隊や構築時期を示す資料もなく、この読谷村一帯の西海岸においては、米軍上陸時には全く

応戦しなかったとされる。

遺構の特徴　砲台跡は、全長 50ｍの人工壕で、30ｍある東西方向の直線的な通路に南北方向の通路が２本取

りつき、それぞれその南北が開口部となる。通路は、幅・高さ共に２ｍ程度である。東西通路の西側は、坑木痕

が見られる。現状で、明確な砲口は中央部の北側のもので、岩盤に壁面・天井をコンクリートを用いて外に向か

第 50 図　読谷村都屋の砲台跡　略測図

写真 160　読谷村都屋の砲台跡　砲口　　　　　　　　   写真 161　同　内部より
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って４段に開いている。砲口は床面より 0.4 ｍ高い位置に設けられており、内側の幅 1.4 ｍ、高さ 0.6 ｍ、外側

の幅 3.0 ｍ、高さ 0.8 ｍとなっている。この形状から考えると、野砲、山砲、機関砲や速射砲などの歩兵部隊で

も有していたような大砲が配備されていたのであろう。西側の南北の開口部は、幅 0.8 ～ 1.0 ｍ、高さ 0.6 ｍで、

大砲の砲口とは考えにくい。小銃や軽機関銃の銃眼としてなら可能と思われる。

ま と め　海岸に突き出る岩盤を掘り込み、南北に砲口を設けた砲台で、小銃や軽機関銃も構えられる開口部

もある。米軍の上陸想定地点であり、上陸しようとする敵を側射する水際陣地として構築されたものであろう。

　引用・参考文献

新垣義夫ほか  1982「読谷村の洞窟調査中間報告」『読谷村立歴史民俗資料館紀要』第 6 号  読谷村教育委員会

読谷村役場総務部企画課 1995『平和の炎 VOL.8 第 8 回読谷村平和創造展』読谷村役場

　読谷村楚
そ べ

辺海岸の砲台跡

所 在 地　読谷村字楚辺 1925-2（第 175 図　読谷村② 10）

立地・現況　楚辺浄化センターの北西約 200m の砂丘に突き出た石灰岩断崖に位置し、南面するノッチ状の岩

陰を利用したトーチカである。干潮時は歩いて渡れるが、満潮時はトーチカ目前まで潮が満ちるため歩いて渡る

ことは出来ない。北側約 500m 先の都屋漁港内に都屋のトーチカがある。

歴史状況 　楚辺付近には、戦高射砲第 81 大隊第２中隊が 1944( 昭和 19) 年 8 月 20 日から 1945( 昭和 20)

年 1 月初旬まで、機関砲第 105 大隊が 1944 年 8 月 20 日から 1945 年 3 月 26 日まで、それぞれ配備され同

地で陣地構築を行っている。また、米太平洋艦隊・太平洋地区総司令部が作成した図ではトーチカの目の前にあ

る浜は、米軍の上陸予定地点で「BEACH RED NO.2」という名称が用いられている。米軍が沖縄上陸後に撮影し

たトーチカ入口付近と砲門の写真も存在する。ただ、一帯の西海岸においては、米軍上陸時にはほとんど応戦し

なかったとされる。

遺構の特徴　岩陰内部の空間を陣地として利用するために、厚さ約１ｍの鉄筋コンクリートの壁を構築している。

東側に幅２ｍ、高さ３ｍの出入口を設け、その内部は 12 ｍ四方の空間が広がる。出入り口東側には、幅 70㎝、

高さ 20㎝の銃眼を設け、その後方は座って銃を構えるように１人用のベンチが設けられている。また、内部奥

には幅 2.5 ｍ、奥行き 5.0 ｍのコンクリート床が貼られていた。その西側には幅・高さ 0.6 ｍほどの石積みが２

か所の隙間を空け設けられ、前面のコンクリート壁に至る。この石積みの西側には、高さ 1.2 ｍ、幅は内 0.8 ｍ、

外 1.5 ｍの砲口が設けられ、正面から見るとクランク状に屈曲している。この形状からすると、正面右側に照準

器、その左側に砲身が突き出るような形で大砲は据えられたと考えられる。現状の砲口には礫が込められセメン

トで固められた状態となっているが、米軍撮影時の写真では開口しており、戦後なされたものであろう。

これらの空間より東側に５ｍほど伸びる通路があり、行き詰まりはＴ字路となり、南側には高さ 50㎝ほどの隙

間があり、銃を構えるもしくは監視程度の窓状となっている。

ま と め　本砲台跡は、遠浅の砂丘海岸に突き出た東西方向の断崖に位置することから、南側に上陸しようと

する敵に側射するための水際陣地として構築されたものであろう。西側の砲口に大砲が置かれたと考えられるが、

サイズからは山砲や野砲も可能ではあるが、立地からは機関砲や速射砲が妥当と考えられる。

　引用・参考史料

第 32 軍残務整理部 1947「沖縄作戦ニ於ケル機関砲第百五大隊史實資料」

第 32 軍残務整理部 1947「沖縄作戦ニ於ケル野戦高射砲第八十一大隊史實資料」

　引用・参考文献

読谷村役場総務部企画課 1995『平和の炎 VOL.8 第 8 回読谷村平和創造展』読谷村役場

読谷村史編集委員会 2002『読谷村史第五巻 資料編 4 戦時記録上巻』読谷村役場
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第 51 図　読谷村楚辺海岸の砲台跡　略測図

写真 162　楚辺海岸の砲台跡　遠景　　　　　　　　　 写真 163　同　南側出入口付近　

写真 164　同　西側の銃眼内部　　　　　　　　　　　 写真 165　同　東側の銃眼　射撃姿勢想定状況　
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　うるま市津堅新川・クボウグスクの砲台跡（陣地壕群）　（うるま指定文化財：市史跡）　

所 在 地　うるま市勝連 1393-3　他　（第 175 図　うるま市⑥ 10）

立地・現状　津堅島南東部の台地端部に位置する標高 30ｍ前後の新川グスクとその 200 ｍ北東に位置するク

ボウグスクに構築された砲台跡群である。この一帯は、クボウグスク周辺の植物群落として勝連町天然記念物と

して 1997( 平成 9) 年に指定されていたが、2004( 平成 16) 年には新川・クボウグスクの陣地壕群として、町史

跡として指定され、現在うるま市史跡となっている。今回は、残存している遺構は壕であるが、その開口部の多

くは砲口として考えられるもので、史料からも野砲陣地として位置づけられていることが窺えるので、本報告書

では砲台跡と呼称している。

歴史状況 　津堅島には、1941( 昭和 16) 年 10 月 14 日に中城湾臨時要塞重砲兵連隊第１中隊が配備されてい

たとされ、明確な時期は確定できないが、防衛研究所所蔵の要塞配備図では、西方向に 38式野砲が４基、東方

向に 12cm速射加農砲が配備されていたようである。第 32軍配備後の 1944( 昭和 19) 年 4 月に、同連隊は独

立混成第 44旅団指揮下に入り、同年 5月には名称も重砲兵第７連隊と改称となり、津堅島の第１中隊はそのま

ま移行したようである。証言では、同年 10月の 10・10 空襲以後に島の防衛は強化され、重砲兵第７連隊第１

中隊の他、独立混成第 15連隊第１中隊第３小隊、防衛隊津堅独立中隊、補助看護婦、島民女子からなる津堅地

区隊が編成されたようである。

　米軍上陸に備えて津堅島では多くの陣地が構築されたようで、新川グスクにはその標高から呼称した 36陣地

が、証言では本部と病院壕の機能を有していたとされる。戦後作成された重砲兵第７連隊の史実資料には、沖縄

戦時の津堅島の陣地配備が要図も含め、記されている。証言から本部と考えられる 36陣地に近接して野砲が２

門配備され、東側は南東、西側は南を向いている。また、36陣地から北東の集落はずれには、12cm速射加農

砲が２門配備され、北方向のイ陣地、南方向のロ陣地が構築された。また、集落中央に旧海軍兵舎があり、その

北西はずれには棲息所であったハ陣地、島の南北両端には偽陣地も配備されている。

　証言によると、1945( 昭和 20) 年 4 月 10 日、津堅地区隊は上陸してきた米軍と交戦し、11 日には 36 陣地

を除く陣地のほとんどが破壊されるが 12日に米軍は津堅島を撤退した。津堅地区隊の残存兵力もクリ船で勝連

半島に撤退するが、その後水路で与那原へ移動する途中で米軍に発見され一部は再度津堅島へ上陸した。脱出の

機会を窺っているところ、4月 23 日に再び津堅島へ上陸した米軍に 36陣地は急襲され、爆弾や火炎放射器で

馬乗り攻撃を受けて 30名あまりが戦死した。

遺構の特徴　新川グスクにあったとされる 36陣地は、現在の最高所である展望台付近が想定され、一帯の断崖

には巨石が落盤しており、壕口の可能性と思われるところもあり、本来は自然洞穴を利用した壕であった可能性

写真 166　同　西側の銃眼外面　 写真 167　楚辺海岸のトーチカ　米軍海兵隊撮影

　　（沖縄県公文書館蔵）　　　　　　　　　　　　　　　
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がある。現在確認できた遺構としては、新川グスク麓のホートゥーガー（井泉）に砲台１、北西 70 ｍに砲台２

と人工壕、北 50 ｍのクボウグスクの出入り口に砲台３がある。

　砲台１は、湧水が見られるフィッシャーの奥まった位置に砲門が設けられ、その内部は幅３ｍ、全長 12 ｍの

自然洞穴を広げた人工壕となっている。砲口はほぼ南向きで、コンクリートで整形され、高さ 1.0 ｍ、長さ 1.2 ｍ、

幅が内 1.0m、外 1.2 ｍと大きくは開かず、床面から 0.2 ｍ高い位置にある。壕内に大砲を据え置く形となろう。

砲口の上方は長さ２ｍ、幅 0.3 ｍほどの「自然の裂け目があり、通風孔の役割があったものと思われる。砲口内

側の東側に幅・奥行き３ｍの部屋があり、必要な物資の保管や若干の棲息機能が考えられる。壕内には、陶磁器

等の遺物が見られる。なお、砲口の前面は湧水による湿地的な状態となっているが、爆風による埃が立ちにくい

という利点が考えられる。

　砲台２は、四方に開口する長さ 10 ｍの岩陰を利用し、その南側に砲門を設ける。砲口は自然の開口部を利用し、

西壁にコンクリートを貼ることで、高さ２ｍ、幅 1.5 ｍの空間を造る。方向は南より西 20°で、大砲を北側の岩

陰内に置く形であろう。この岩陰の東方より急斜面の壕口があり、幅 2.4 ｍ、高さ 2.4 ｍ、全長 24 ｍの坑木痕

を有し直線的な人工壕がある。岩盤を丁寧に掘りこみ、坑木も多く配しており、非常に堅固な印象を受ける。

　砲台３は、自然の岩盤の落ち込みを利用した幅３ｍ、長さ８ｍの人工壕の開口部を利用し砲門を設けている。

砲口は、コンクリートを用いて

幅・高さ・長さ共に１ｍで、そ

の方向は北より東 15°である。

砲口の外側は岩盤を削り、30°

で開く形としている。壕内は、

幅 2m、奥行き 2.5 ｍの部屋が

ある。

ま と め　砲台３基は砲口の

特徴が共通しており、史料で言

われる野砲陣地であったのは確

かであろう。上陸してきた敵を

目標とするのには海岸から近い

ため、砲台１は北、砲台２・３

は南への中城湾内に侵入する艦

船への攻撃を念頭においたもの

と思われる。

　要図と比べると、推定される

Ａ１陣地は南向きで、砲台１・

２の可能性はあるが、断定でき

ない。A ２陣地は南東向きで、

確認された砲台とは合致しな

い。要図の陣地と厳密に当ては

めるのは現在の情報では困難で

ある。

　引用・参考史料

第三十二軍残務整理部 1947 「沖

推定Ａ１陣地

第 52 図　津堅島要図（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref. C11110162100(17

画像目 )、「第 32 軍　軍直部隊史実資料（６）」防衛省防衛研究所蔵より）

Ａ２陣地

36 陣地

イ陣地

ロ陣地

ハ陣地

偽陣地

偽陣地
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第 53 図　津堅新川・クボウグスクの砲台跡　略測図
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　北谷町ウカマジーの海軍砲台跡

所 在 地　北谷町字浜川　（第 176 図　北谷町１）

立地・現状　砲台は、米空軍嘉手納基地内のゴルフ場に囲まれた丘陵「ウカマジー」東側の中腹に所在する。こ

の丘陵頂上には、コンクリート製構築物が２基見られる。砲台の掩体内部には土砂が堆積しているほか、英字の

落書きが多い。

歴史状況 　当時は、「平安山砲台」や「海軍第 11 砲台」とも呼ばれていたようである。構築した時期は不明

だが、1945( 昭和 20) 年 1 月 8 日に独立混成第 15 連隊が出した命令の配布先の中に「海軍第 11 砲台」とある

ことから、この頃はすでに完成し陸軍部隊の指揮下に入っていることが確認できる。海軍電報により、1945 ( 昭

和 20) 年 4 月 1 日、西川兵曹長以下 30 名が 12 センチ砲で上陸中の米軍に砲撃を行ったが、反撃を受け同日に

全滅した。証言によると、この砲台には海軍兵の他、弾薬運びとして喜友名から 14 名下勢頭から 54 名の青年

　　縄作戦に於ける重砲兵第七聯隊史実資料」

　引用・参考文献

うるま市勝連地区戦争体験記録編集委員会 2006『勝連町の

　　戦争体験記録』うるま市教育委員会

防衛庁防衛研修所戦史室　1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作

　　戦』朝雲新聞社

外間愛子 1999 「津堅島要塞調査ノート」『具志川市史だより 

　　第 14 号』具志川市史編さん室

写真 168　津堅新川・クボウグスク砲台跡　砲台３　　

砲台１

砲台２

砲台３

推定 36 陣地

第 54 図　津堅新川・クボウグスク砲台跡位置図　

　　　（沖埋文 2002 所収図を一部改変）　　　

写真 169　同　クボウグスク一帯（北より）　　　　　　　写真 170　砲台２近くの人工壕　　

砲台？
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第 55 図　ウカマジーの海軍砲台跡　略測図（沖埋文 2002 より）

写真 171　ウカマジーの海軍砲台跡　砲口　　　　　　 写真 172　同　砲座　　

写真 173　同　コンクリート製構築物①出入口　　　　 写真 174　同　コンクリート製構築物②　観測窓　
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女子が挺身隊として徴用された。この女子挺身隊員らは、他の兵士及びおそらく徴用された挺身隊員とともに撤

退したが、米軍からの銃撃や軍から支給されていた手榴弾による「自決」によって多くの犠牲者が出た。米軍が

沖縄上陸後に砲台付近のコンクリート製構築物で撮影した写真がある。

遺構の特徴　砲台は、鉄筋コンクリート製の掩体とそれに繋がる坑道が確認されている。掩体は、コンクリ－

トが貼られた床面が水平、上部がアーチ状のかまぼこ形、幅 5.0 ｍ、奥行き 4.2 ｍの方形のもので、砲座前方の

開口部の幅は内側が約 1.3m、外側約 2m で内側から外側に広がっている。砲座は、径約 1m、現状では深さ 0.1

ｍの円形の凹みで、その内側に鉄製ボルト 16 本が打たれ、さらに内側径 0.4 ｍの範囲は土砂が堆積しており、

ここが砲床と思われる。南側壁面には上部がアーチ状の幅約 0.5m 高さ約 1.7m の出入口がある。さらに、この

壁面の天井側に、0.4 ｍ四方の方形の穴が２か所開口しており、通風孔の役目をもっているものと思われる。

　また、西側壁面は南側へ続く坑道への接続口がある。坑道は、幅３ｍの岩盤を掘り込んだ人工壕で、途中落盤

しており現在確認できているのは約 20 ｍである。この坑道がある丘陵の反対側には、急傾斜で下る自然洞穴が

あり、本来ここに繋がっていたものと思われる。外観は、上部に土が載っており、外壁に多数の弾痕が残ってお

り、所々鉄筋がはみ出ている。

　ウカマジーの頂上付近にあるコンクリート製構築物は２つあり、共に窓を有しその方向は砲口と同じ北西を向

く。①は、砲台のほぼ直上に位置し、平面形が方形で、内法約 1.5 ｍ四方で、出入口が南東側に１か所あり、そ

の反対側に幅 0.4 ｍ、高さ 0.2 ｍの窓があり、大砲の照準を観測する機能が考えられる。②は、南西約 30 ｍに

位置し、平面形が台形で窓がある長辺は３ｍ、出入り口がある短辺は２ｍ、奥行き３ｍを測る。窓は３つが凸形

連なった形で、下方が幅１ｍのものが２つ、その上方中央に幅 0.3 ｍのものが見られ、高さはいずれも 20㎝で

ある。この形状からすると、測距儀と言われる左右に対物レンズを有した棒状の距離計を使用し観測する機能が

考えられる。なお、米軍撮影写真には、迷彩塗装が施されている。

ま と め　北東方向を指向する砲台で、その丘陵上には観測所と考えられるコンクリート構築物が２つある。

この観測所は、砲口と同じ方向を観測し、照準と距離を測る役割が分担されている。このようなセット関係がつ

かめる砲台跡は非常に貴重と思われる。据えられた大砲であるが、ボルトで固定するタイプのもので、その砲座

のサイズから口径 10 ～ 15㎝の艦載砲の可能性が考えられる。

　砲門が嘉手納・読谷の海岸線を射界に収める方角に向いていて、なおかつ砲台の位置が西側の海上から見えに

くい丘陵の東側に立地している。このことから、沖に停泊している艦船からは反撃しにくい位置から、上陸行動

中の敵部隊を側面から攻撃を行う目的で構築された砲台だと推測できる。

　引用・参考史料

独立混成第 15 連隊 1945「陣中日誌　自昭和 20 年１月１日至昭和 20 年１月３１日　独立混成第 15 連隊本部 ( ３)」

「海軍電報昭和 20 年４月２日　受信 0030 機密第 012234 番電」『沖縄県史 資料編 23　沖縄戦日本軍史料 沖縄戦６』

　　沖縄県教育委員会 p531

　引用・参考文献

北谷町史編集事務局　1985『北谷町民の戦時体験記録 ( 第一集 )』北谷町役場

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

　那覇市鏡
かがんじ

水海軍砲台跡・らくだ山陣地壕跡

所 在 地　那覇市字鏡水、（第 177 図　那覇市② 55 ～ 57）

立地・現状　鏡水海軍砲台とらくだ山陣地壕は、陸上自衛隊那覇駐屯地敷地内にある「らくだ山」と呼ばれる丘

陵に所在し、拝所「ミーヌシン」の南側に位置する。海軍砲台とらくだ山陣地壕の北側の入口は約 20 ｍほど離

れているが、現状ではせり出す斜面により見通せない。砲台内部は立ち入りできないが、南側に坑道が伸び陣地
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壕の方向に向かっており、行き来できた可能性も

ある。砲台と陣地壕は、コンクリートを多く使用

しており、共に海軍部隊の構築と考えられるため、

関連性が強いと考えたため、併せて説明する。

歴史状況 　1933( 昭和 8) 年に設営された海軍

小禄飛行場 ( 現那覇空港 ) は、1941( 昭和 16) 年

から 1944( 昭和 19) 年にかけて拡張された。砲

台が設置されている場所は拡張された小禄飛行場

の北東に位置する。構築時期は不明だが、米軍資

料「Intelligence monograph  PART II  SECTION 

写真 175　鏡水海軍砲台跡　砲口

写真 176　鏡水海軍砲台跡　米軍海兵隊撮影（沖縄県公文書館蔵）
第 56 図　鏡水海軍砲台跡　略測図

　　　（前回分布調査時作成）

第 57 図　鏡水海軍砲台跡・らくだ山陣地壕跡の位置図（沖埋文 2004 を一部改変）
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A OROKU HANTO」にはこの砲台の写真があり、当砲台には北東向けの射界 40°の口径 12cm の平射砲が設置さ

れており、鏡水一帯には平射砲 5 門、高角砲 8 門からなる海軍砲台群があるとされる。一方、海軍電報によると、

鏡水にあった第２砲台の 12cm 砲２門で、1945 ( 昭和 20) 年 5 月 13 日には泊方面に上陸した上陸用舟艇・戦

車に対して、6 月 4 日には鏡水海岸から上陸してきた米軍と交戦したとある。当砲台跡が海軍第２砲台を指すの

かは不明であるが、鏡水にあった海軍砲台群の１つであることは疑いがない。

遺構の特徴　砲台は鉄筋コンクリート製で、砲門部分が観察できる。砲門は、幅 4.7 ｍ、奥行き 4.0 ｍの長方形

の部屋で天井がアーチ状を呈する。砲口は北壁に取りつくように、幅が内 2.0 ｍ、外 4.6 ｍ、奥行き１ｍ、高さ 0.9

ｍの長方形の開口部で、平面形はラッパ形に開く。長方形の部屋に大砲を置き、北側の砲口に向けて砲身を出す

という形態となる。部屋の左右の奥壁には、幅約 0.9m、高さ約 1.6m の坑道があるが、鉄筋コンクリート製で

はなく、素掘りの岩盤がむき出しとなっている。

　らくだ山陣地壕は第 3 紀砂岩 ( ニービ ) の岩盤を掘りぬいた陣地壕で、現在確認できている範囲では総延長約

200 ｍである。開口部は 4 か所確認できるが、落盤によって陥没口を形成したり、延長部が塞がれている状況

が確認できるため、正確な壕口の数と位置は不明である。内部は方形の回廊状の部分に南北の坑道が取りつくよ

うな形で複数の通路が交差し、部屋が 6 か所構築されている複雑な形状である。内部はカマド跡がありその周

辺の壁面は煤がついている。また、部屋や通路の交差地点周辺の壁面には坑木跡が集中している。

ま と め　砲台はコンクリート製のアーチ形の天井をもった砲門で、北側に砲身を向ける平射砲を配したもの

である。南側の坑道の先にらくだ山陣地壕があるため、本来は両者がつながっていたと推察できる。また、陣地

壕の規模が大きく内にカマド跡や部屋があるため、長期戦を意識した棲息機能を有した前線指揮所として構築さ

れたと推測できる。

　砲門は那覇、浦添の海岸線を射界に収める方角に向いていて、なおかつ砲台の位置が西側の海上から見えにく

い位置に立地している。つまり、先述のウカマジー海軍砲台と同様な立地で、沖に停泊している艦船からは反撃

しにくい位置から、上陸行動中の敵部隊を側面から攻撃を行う目的で構築された砲台だと推測できる。

　引用・参考史料

「海軍電報昭和 20 年５月 25 日　受信 0155 機密第 241640 番電 ２分ノ１、２」「海軍電報昭和 20 年６月５日 受信

　　1803 機密第 051102 番電」『沖縄県史 資料編 23　沖縄戦日本軍史料 沖縄戦 6』沖縄県教育委員会 p577,p584

G-2 Tenth Army 1945「Intelligence monograph  PART II  SECTION A OROKU HANTO」

　引用・参考文献

沖縄県総務部総務課 1978『旧日本軍接収用地調査報告書』沖縄県総務部総務課

沖縄県立埋蔵文化財センター　2004『沖縄県戦争遺跡詳細確認調査（Ⅳ）－本島周辺離島及び那覇市編－』

写真 177　らくだ山陣地壕跡　通路　　　　　　　　　　 写真 178　同　カマド跡
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　那覇市当
とうま

間海軍砲台跡

所 在 地　那覇市字当間　（第 177 図　那覇市② 62）

立地・現状　航空自衛隊那覇基地の敷地内にある丘陵「前又毛」の頂上に所在し、非常に見晴らしがよい位置に

当たる。砲台には、赤錆が全体に発しているが、その掩体部分にほぼ完全な状態の大砲が据えられている。その

砲身は海側の南西を向いている。300 ｍ南側には、高良の掩体壕跡がある。

歴史状況 　1933( 昭和 8) 年に設営された海軍小禄飛行場 ( 現那覇空港 ) は、1941( 昭和 16) 年～ 1944( 昭和

19) 年にかけて拡張された。砲台が設置されている場所は拡張された小禄飛行場の南東の誘導路付近である。砲

台前の説明版によれば、小禄飛行場防衛のために 1943( 昭和 18) 年 6 ～ 10 月の間に、海軍施設山根部隊によ

って設置されたとされる。

　「Intelligence monograph  PART II  SECTION A OROKU HANTO」では、当間周辺には平射砲台 3 門、高角砲台

4 門、高角機関砲 4 門からなる海軍砲台群があるとされている。海軍電報では、1945( 昭和 20) 年 5 月 18 日に

は野村兵曹長指揮下の海軍第３砲台が小禄飛行場付近で座礁した駆逐艦と油槽船、運送船を砲撃し撃沈したとあ

り、これが当間の海軍砲台群に当たる可能性がある。『Dictionary of American Naval Fighting Ships Volume 4』

によると、撃沈された駆逐艦はロングショーで、その座礁位置は小禄飛行場の南側と見られる。

遺構の特徴　砲台は鉄筋コンクリート製の掩体が構築されており、開口部以外はその上部に土が載っている。開

口部側は縦砲弾痕が確認されており、北西側が特に激しく損傷している。掩体の外観は、土に埋もれているが、

その平面形は中央がくびれた台形状で、長さは開口側が 12 ｍ、対向側は 11 ｍとなっている。開口部は、幅が

内側 4.5 ｍ、外側 10 ｍ、高さが 2.8 ｍとなっており、ラッパ状に約 90 度開いている。掩体部内部は、平面形

が梵鐘のような形をしており、奥行き９ｍ、開口側の幅が８ｍとなっている。床面は開口部より、1.0 ｍ下がっ

ており、さらに砲身を支える基塔部が径 4.5 ｍで、その範囲は床面より深さ 2.5 ｍの掘り込まれた形となってい

る。掩体の後背部である北東側には、幅 1.0 ｍ、高さ 1.1 ｍの開口部が２か所あるが、東側は埋没している。壁

面には水平や垂直にバリが約 20㎝間隔で走っており、コンクリートを流し込むための枠板と考えられる。

　据えられている大砲は、砲身から口径 20㎝砲と思われ、重巡洋艦の主砲を転用した可能性と考えられる。砲

架と基塔の間には踏
とうばん

鈑があり、その前方を覆うように鋲止めされた鉄製の防盾が設置されている。砲身は上向き

で後座した状態で停止している。砲身を支える後方の揺架上には発射時の作動を制御するピストンの機能を持つ

駐退機がある。砲架の左右砲耳接続部後方には水平面があり、ボルトで照準器などの機器を設置した跡がある。

砲尾の右側面には「NO 12-2 砲身砲架」左側面には「No
＿

 12 砲身砲架」と刻まれている。砲身後方にある弾を込

めた後塞ぐ閉鎖機は螺（ネジ締め）式で、閉鎖機の転把（ハンドル）は砲尾右側面に位置する。

ま と め　本砲台跡は、唯一沖縄戦で使用されたと思われる大砲自体も現存したもので、極めて重要な遺跡で

ある。その位置からは、当間の海軍砲台群の平射砲の一つで、丘陵頂部に位置し、豊見城、糸満方面に上陸行動

中の敵部隊を側面から砲撃する目的としていたことが推

測できる。

　引用・参考史料

「海軍電報昭和 20 年５月 25 日　受信 0155 機密第 241640

　　番電 ２分ノ１、２」『沖縄県史 資料編 23　沖縄戦日本

　　軍史料 沖縄戦 6』沖縄県教育委員会 p577

　引用・参考文献

James L. Mooney1969『Dictionary of American Naval 

　　Fighting Ships Volume 4』Navy Dept., Office of the 

　　Chief of Naval Operations, Naval History Division 　 写真 179　当間海軍砲台跡　北側出入口
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写真 180　同　砲門

写真 181　同　掩体内部鉄筋の露出状況

写真 182　同　設置大砲の細部第 58 図　当間海軍砲台跡　略測図
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　八重瀬町クラシンジョウの砲台跡

所 在 地　八重瀬町具志頭字具志頭 1434 ほか（第 179 図　八重瀬町③ 12）

所 有 者　

立地・現状　具志頭グスクが位置する丘陵中腹標高約 40 ｍ地点に構築された砲台跡で、自然洞穴を利用し掘り

込んだ人工壕である。周辺にも人工壕が確認されている。クラシンジョウの壕と通称されるが、後述のように典

型的な坑道式砲台であるので、砲台跡として位置づけた。現在は、ＮＰＯ法人による平和学習に利用されている。

歴史状況 　本砲台跡を構築した部隊を示す史料は明確ではない。ただ、具志頭地域は、台湾に転進した第９師

団指揮下の歩兵第 19 連隊が配備されており、その後は第 24 師団指揮下の歩兵第 89 連隊第５中隊が配備され

陣地構築を行っていた。日本軍は、本壕より１㎞西側の港川一帯を米軍上陸地点として想定しており、海岸一帯

に多くの部隊を配備していた。本壕には、歩兵第 89 連隊第２機関銃中隊が配備されていたようである。

　1945( 昭和 20) 年 3 月 24 日に具志頭周辺は米軍の艦砲射撃を受け、同年 3 月 27 日と 28 日には港川から摩

文仁の間の海岸で陽動上陸が行われた。摩文仁へ司令部を移動させた後は、独立混成第 15 連隊が使用したとさ

れる。

遺構の特徴　東西方向の自然洞穴を利用した通路に、南北方向の人工壕を２本配したもので、総延長約 150 ｍ

を測る。東西方向の通路部分は、石積みで区画を幾つか作っており、カマドなども見られ、長さは 80 ｍある。

南北方向の通路は、幅 1.6 ～ 2.0 ｍ、高さ 1.5 ～ 1.8 ｍ、壁面・天井共に坑木痕が約１ｍ間隔で見られ、途中東

西の連接する通路や部屋もあり、２か所ある北側の出入口は見通せないようになっており、非常に堅固で丁寧な

つくりとなっている。通路の随所に灯り取りの窪みがある。出入口は共に、その長さは５ｍほどで、幅は通路側

からラッパ状に開き開口部は５ｍとなっている。出入口の外側はすぐ断崖となっており、港川一帯が見える北東

側の見通しは非常に良い。この２つの出入口は 25 ｍ間隔である。このような構造・立地からは、開口部に大砲

を置くことが可能な砲台陣地と考えられる。置かれた大砲としては、野砲や山砲などが考えられよう。

　砲台の 10 ｍ南に岩陰の隙間に海側の南を向く積石とコンクリートで壁面を作った銃眼、50 ｍ南には幅２ｍ、

総延長 15 ｍの「コ」の字形の壕がある。

ま と め　壕の構造と立地から、北東方向へ大砲を向ける砲台と考えた。陸軍における坑道つまり陣地壕のマ

ニュアルを集めた『坑道式陣地ノ参考』によると、斜面に砲門を設ける坑道式陣地として、ほぼ同方向の砲門を

20 ｍ以上あけて２つ作る例が示されている。この理由として、伊藤厚史氏より予備として砲門を 2 つ以上作る

ことがあるというご意見を戴いた。また前掲資料によると、各部屋は弾薬庫であったり、幅が広い通路部分を棲

息範囲とするなど、壕内には諸機能があったようである（仲程・瀬戸）。
　引用・参考史料

歩兵第 89 連隊第５中隊 1945「陣中日誌 自昭和 19 年

　　12 月 1 日至昭和 19 年 12 月 31 日」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける歩兵第

　　八十九聯隊史実資料」

教育総監部 1945『坑道式陣地ノ参考』防衛研究所図書

　　館所蔵資料

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作

　　戦』朝雲新聞社

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分

　　布調査（Ⅰ）－南部編－』 写真 183　クラシンジョウの砲台跡　付近の銃眼
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　宮古島市ピンフ嶺の砲台跡

所　在　地　宮古島市平良字西原（第 183 図　宮古島市② 11）

立地・現況　ピンフ嶺は、宮古島北東部の海岸線に面した丘陵地で標高は 95.4 ｍである。標高の低い宮古島に

あっては、有数の高地の１つである。嶺の頂上部付近は琉球石灰岩で形成されるものの、嶺の下部においては、

島尻層との不整合面も露頭している。この不整合面からは、水が湧き出ており、コンクリート製の舛に水をため

ている。また、その脇には、小規模な池も形成されている。ピンフ嶺の壕の構築には、韓半島から強制連行され

てきた軍夫や近隣の福山集落在住の少年隊も駆り出されている。軍夫達は朝夕に「アリラン」を歌っていたこと

からこの湧水地をアリランガーと称している。

　トーチカは、本砲台の西側約 50ｍに位置する標高 94ｍのパナタガー嶺の頂上部付近に設けられている。こ

写真 184　（上）同　砲口

写真 185　（下）同　通路

第 60 図　急峻な斜面を利用した砲兵陣地の一例

　（『坑道式陣地ノ参考』防衛研究所戦史研究センター蔵より）

第 59 図　クラシンジョウの砲台跡　略測図

　　　　（沖埋文 2001 より）

142



のパナタガー嶺の頂上部には、ピンフ岳ファームポンドが設置されており、本トーチカは、このファームポンド

の施設に隣接しているが、施設周辺に鉄網が設置されており、トーチカ周辺が雑木林になっていることから、立

ち入りにはやや困難である。トーチカは、コンクリート造りで、遺構の保存状態は非常に良好である。

歴 史 状 況　ピンフ嶺の砲台の壕を構築したのは、海軍第 313 設営隊の第二中隊である。同部隊 ( 部隊長吉丸

藤吉技術少佐 ) は、1944（昭和 19）年 7 月 15 日に呉で編成され、8 月 31 日に呉軍港を出帆し、9 月 14 日宮

古島に上陸している。本部は現在の植物園の場所に位置しており、本砲台の他、平良砲台、城辺砲台、狩俣の特

攻艇秘匿壕 ( ヌーザンミ特攻艇秘匿壕 ) の構築を行っている。本砲台には、戦艦の副砲を外した 14 インチ（セ

ンチの間違いか）砲が据え付けられていた。なお、ピンフ嶺の砲台を含む海軍砲台は、山砲兵第 28 連隊の指揮

下となり先島集団砲兵隊となる。

遺構の特徴　本壕は、琉球石灰岩を掘り込んで構築されている。壕口から砲門設置部分までは、約 30m 北へ直

進した後、北北東に方向を変え約 19 ｍ進む。その先は砲門の設置のために壁面や天井部分がコンクリート造り

になる。通路部分は、幅が 3.1 ｍ、高さが 2.7 ｍ程と大砲を入れるために大きなつくりとなっており、床面も

丁寧に整地されている。この通路部分の途中には、左右に奥行 2 ～ 3 ｍ程の小部屋が 4 つ設けられている。そ

の内の 3 つの小部屋は、通路部分よりやや地下に下がるかたちで構築されている。コンクリート造りの部分は、

ドーム型の形状をなしている。コンクリート部分は、戦後鉄筋が抜かれたために壁面が破壊を受け、床には、コ

ンクリート片が散乱した状態にある。コンクリートの壁面や天井部分には、構築時の板材の痕跡が明瞭に残され、

当時の構築の様相をうかがい知ることができる。壁面の板材の幅は、0.25㎝である。天井部分には、0.3 ｍ四方

の方形と径 0.3 ｍの円形の２つの空気坑が丘陵の上まで突き抜ける形で設けられており、その途中までは壁面を

コンクリートで固めている。砲台は、東側、つまり白川浜を向いて設置されている。砲台が設置されていた場所

の北側には、コンクリート造りの 17 段の階段が設けられ、着弾地等を確認するための窓へと通じている。

　2 基のトーチカは、共に外径が 1.2 ｍ、内径が 1.0 ｍの円筒型の形態をなしており、内部は人が一人入れる程

度の規模である。いずれもコンクリート造りであるが、壁面部分は、空隙もみられるなど粗い造りで、天井部分

は丁寧なつくりである。北側のトーチカ１は、１つの出入り口と、３つの窓（銃眼）が設けられている。出入り

口部分は、幅が 58㎝、高さが 52㎝である。内部の天井までの高さは約 137㎝ほどと膝を曲げた状態で立つ姿勢

となる。南側のトーチカ２についても、同様に１つの出入り口と、4 つの窓 ( 銃眼 ) が設けられている。出入り

口部分は、北側のものよりやや大きく幅が 64㎝、高さが 74㎝ほどである。内部の天井までの高さは、約 148

㎝である。窓は、円をほぼ均等にわるように設けられ、外側部分で 40㎝、内側部分で 30㎝の幅を有し、高さは

15㎝ほどである。内部は狭く、実際に小銃等を構えて射撃できるかは疑問があり、監視もしくは観測所的な性

格をもっていたものと思われる。

ま　と　め　砲門は、白川浜の方向をむいている。これは、米軍の上陸予想地とされていた佐川根湾方面からの

侵攻に備えるものである。また、現在ではその跡が確認されていないものの、与那浜崎に設置された 14 センチ

加農（？）砲や、平瀬尾神崎に設置された 12 センチ榴弾砲などの海軍砲台も、それに備えるためのものである。

本壕は、これらの当時の戦闘指導要領を窺い知る上で重要な砲台跡であるといえる。円形の小規模なトーチカも

監視的な性格などが考えられ、砲台と共に機能することを目的としてしていたものと考えられる。このような歴

史背景や、良好な保存状態の点から宮古島市内の平和学習で訪れる機会も多い遺跡である（久貝）。

　引用・参考史料

山砲兵第二十八連隊 ( 宮古島 ) 調製官 陸軍大佐 1946「山砲兵第 28 聯隊戦史資料」　

　引用・参考文献

大下繁樹『海軍第三一三設営隊戦記と思いで』 

　※本項の大砲の名称は、上記の資料によるが、通例のものとやや異なる表現が見られるが、そのままとした。
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第 61 図　ピンフ嶺の砲台跡　略測図

写真 186　ピンフ嶺の砲台跡　遠景

写真 187　同　掩体内部の空気坑

写真 188　同　砲門掩体内部　　　　　　　　　　　　   写真 189　同　上方の小部屋への階段
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　石垣市於
お も と

茂登前山の砲台・弾薬庫跡

所 在 地　石垣市字開南（第 184 図　石垣市①８）

立地・現状　石垣島の於茂登岳南東の山麓である於茂登前山の中腹の標高 150 ～ 160 ｍの地点の斜面下端の見

晴らしが良好な南側に構築された砲台跡である。砲門は南東向きで、6.5㎞先には宮良湾に至り、その方向を見

通せる。砲台跡は、後背に弾薬庫とされるコンクリート・石積みによる２基の壕があり、石積みに囲まれたその

前面に砲座があったとする構造で、２門現存している。砲座跡の明確な遺構はなく、弾薬庫も一部土砂で埋没し

ている部分があるが、全体的には良好に残存している。

歴史状況 　西表島に配備されていた船浮臨時要塞重砲兵連隊は 1944 年 ( 昭和 19) 年 5月 15 日に重砲兵第８

連隊に改変された。同年 9月 8日に主力部隊が石垣島へ移駐、陣地を開南の於茂登前山に構築した。当砲台に

は 12センチ加農砲が設置されていたとされている。

遺構の特徴　砲台跡は、東側の砲台１と、約 20ｍ離れた西側の砲台２があり、その前面が幅約２ｍの山道と繋

がっている。その構造・規模は共通しており、南向きの斜面下端を利用し、北側に弾薬庫とされる人工壕２基を

掘り込み、前面に平坦部を設けている。人工壕は共に人頭大の石で積まれた壁面で、天井は厚さ 80cmの礫混

砲台１砲台１

砲台２

60m0

じりのコンクリートでアーチ状に

構築される。西側は、幅 1.8 ｍ、

高さ２ｍ、奥行きは土砂が堆積し

ているが約７ｍあると思われる。

東側は、壕口が幅 0.8 ｍだが、奥

側0.5ｍほどで1.8ｍと広くなり、

中には入れないが奥行きは距離計

で約７ｍ測る。壕の前面は石積み

の壁面により平坦面が囲まれ、そ

の範囲は幅が奥 11 ｍ、前８ｍ、

長さ８ｍの平面が台形状となって

おり、石積みは前方で屈曲し幅が

12 ｍと広くなる。この平坦地中

央には幅３ｍ、長さ６ｍの長方形、

深さ 0.2 ｍの浅い落ち込みが見ら

れ、ここに大砲が置かれたものと

写真 190　同　トーチカ１　　　　　　　　　　　　　　写真 191　同　トーチカ２内側より

第 62 図　於茂登前山の砲台跡の位置
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思われる。

ま と め　砲台跡は、山麓中腹の見晴らしが良好な南向きに構築され、12 センチ加農砲が置かれていたとされ、

その射程は 10 ～ 20㎞と考えられるので、南東には飛行場が３か所作られた一帯である宮良湾方向の海上へ砲

撃することが考えられる。ただ、本砲台は上方に遮るものもないので、高射砲など対空砲の可能性もあるのでは

ないか。重砲兵第８連隊の前身である船浮臨時要塞重砲兵連隊には、12 センチ加農砲以外に 38 式野砲を転用

した臨時高射砲も配備されていたので、後者の可能性も考えられよう（瀬戸）。

　引用・参考文献

大田静男 1996 『シリーズ・八重山に立つ No.1 八重山の戦争』南山舎

沖縄県立埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅵ）－八重山諸島－』

浄法寺朝美 1971『日本築城史』原書房

竹富町史編集室 2000『竹富町史資料集① 鉄田義司日記―船浮要塞重砲兵連隊の軌跡―』竹富町役場

第 63 図　於茂登前山の砲台跡　略測図（砲台２は沖埋文 2006 を一部改変）

写真 192　於茂登前山の砲台跡　砲台２　　　　　　　  写真 193　同　砲台１　弾薬庫内部
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( ２) トーチカ・銃眼・銃座

　トーチカとは、鉄筋コンクリート製の防御陣地を指すロシア語の軍事用語で、日本語では特火点と訳される。

トーチカには、小銃や機関銃などの小型火器が構えられる銃眼と監視を兼ねた窓が設けられる。砲台のところで

述べたが、これまでトーチカとされていたものも大砲の砲身を出すことが可能な開口部があるものは、本報告書

では砲台として取り扱った。

　銃眼としたものは、全体がコンクリート製の構築物ではないものや、銃眼が１つしかないものを便宜的に称し

た。なお、銃座とは、うるま市川田・塩屋の護岸で見られるように、銃身を通す溝が掘られているが、窓ではな

いので、このように呼称した（瀬戸）。

ギナン原のトーチカ

所在地　恩納村瀬良垣ギナン原　大屋バナリ島

所有者：民有地

立地・現況：恩納村瀬良垣ギナン原の海岸に大屋バナ

リ島とマチバナリ島の二つの離れ小島があり、大屋バ

ナリ島の琉球石灰岩の岩盤地域の標高１ｍに位置して

いる。島には、古墓群や先史時代から近代までの遺物

が確認されている。

歴史

　1944 年 8 月 5 日、満州から沖縄島に上陸した第 24

師団（山部隊）は、師団司令部を嘉手納農林学校、恩

納村立山田国民学校には第 32 聯隊本部を置き、恩納村各字と美里村伊波に指揮下部隊を分散して配置し

ている。主な任務は、「防衛の重点は、西及び北海岸正面」、「敵が上陸した場合は、師団主力をおうむね

一夜にしてその方面に増強し、海岸地帯に阻止して、軍主力の攻撃を容易にする」、「他師団正面に敵が上

陸した場合は、師団主力を持って随時、その方面に機動して戦闘に参加しうるごとく準備する」とされる。

1945 年 4 月には恩納岳一帯に、山部隊、護郷隊第 4 遊撃隊が配置される。

遺構の特徴

　恩納村内では、現在のところ字真栄田で２箇所、字仲泊１箇所、字瀬良垣１箇所の計４箇所のトーチカ

が確認されている（第２図）。立地としては、丘陵上及び丘陵斜面に構築されるのが２箇所、その他の２箇

所は西海岸の海岸線に位置する。戦略としての立地及び配置について検討するには、個々の調査が途中で

あり、今後の調査及び情報収集が必要となる。

　今回の報告する瀬良垣ギナン原のトーチカは、恩納村字瀬良垣ギナン原に所在する大屋バナリ島の南東

側に位置する。琉球石灰岩の岩盤と転石との間にできた地形と空間を利用し、南東側に石とセメントで壁

を造り塞ぎ、銃眼を２基つくり出入口を１箇所造っている（第３図）。トーチカ内部から島の北側へ向けて

抜ける空間があり、後背へ登れる

ようになっている。避難路として

利用したと想定される。トーチカ

のある海岸一帯は、干潮時には干

上がり歩いて渡ることができる。

　構造上からみるとトーチカを形

成する壁面には、20 ～ 30㎝のサ

ンゴ石灰岩、風化千枚岩、砂岩な

どの石を利用しセメントで固めて

いる。使用される石は大屋バナリ

島周辺及び海岸で採取することが

可能な石材であった。銃眼は、板

を利用して木枠を造り銃眼の屋根

の部分を構築している。銃眼１で

→→

→　銃眼から見える方向
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第１図　ギナン原のトーチカ位置図

第２図　恩納村のトーチカ

　

　恩
おんな

納村ギナン原のトーチカ跡

所 在 地　恩納村瀬良垣ギナン原　大屋バナリ島（第 174 図　恩納村②３）

立地・現況   恩納村瀬良垣ギナン原の海岸に大屋バナリ島とマチバナリ島の２つの離れ小島があり、大屋バナリ

島の琉球石灰岩の岩盤地域の標高１ｍに位置している。島には、古墓群や先史時代から近代までの遺物が確認さ

れている。

ギナン原のトーチカ

所在地　恩納村瀬良垣ギナン原　大屋バナリ島

所有者：民有地

立地・現況：恩納村瀬良垣ギナン原の海岸に大屋バナ

リ島とマチバナリ島の二つの離れ小島があり、大屋バ

ナリ島の琉球石灰岩の岩盤地域の標高１ｍに位置して

いる。島には、古墓群や先史時代から近代までの遺物

が確認されている。

歴史

　1944 年 8 月 5 日、満州から沖縄島に上陸した第 24

師団（山部隊）は、師団司令部を嘉手納農林学校、恩

納村立山田国民学校には第 32 聯隊本部を置き、恩納村各字と美里村伊波に指揮下部隊を分散して配置し

ている。主な任務は、「防衛の重点は、西及び北海岸正面」、「敵が上陸した場合は、師団主力をおうむね

一夜にしてその方面に増強し、海岸地帯に阻止して、軍主力の攻撃を容易にする」、「他師団正面に敵が上

陸した場合は、師団主力を持って随時、その方面に機動して戦闘に参加しうるごとく準備する」とされる。

1945 年 4 月には恩納岳一帯に、山部隊、護郷隊第 4 遊撃隊が配置される。

遺構の特徴

　恩納村内では、現在のところ字真栄田で２箇所、字仲泊１箇所、字瀬良垣１箇所の計４箇所のトーチカ

が確認されている（第２図）。立地としては、丘陵上及び丘陵斜面に構築されるのが２箇所、その他の２箇

所は西海岸の海岸線に位置する。戦略としての立地及び配置について検討するには、個々の調査が途中で

あり、今後の調査及び情報収集が必要となる。

　今回の報告する瀬良垣ギナン原のトーチカは、恩納村字瀬良垣ギナン原に所在する大屋バナリ島の南東

側に位置する。琉球石灰岩の岩盤と転石との間にできた地形と空間を利用し、南東側に石とセメントで壁

を造り塞ぎ、銃眼を２基つくり出入口を１箇所造っている（第３図）。トーチカ内部から島の北側へ向けて

抜ける空間があり、後背へ登れる

ようになっている。避難路として

利用したと想定される。トーチカ

のある海岸一帯は、干潮時には干

上がり歩いて渡ることができる。

　構造上からみるとトーチカを形

成する壁面には、20 ～ 30㎝のサ

ンゴ石灰岩、風化千枚岩、砂岩な

どの石を利用しセメントで固めて

いる。使用される石は大屋バナリ

島周辺及び海岸で採取することが

可能な石材であった。銃眼は、板

を利用して木枠を造り銃眼の屋根

の部分を構築している。銃眼１で

→→

→　銃眼から見える方向
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第１図　ギナン原のトーチカ位置図

第２図　恩納村のトーチカ

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年 8 月 5 日、満州から沖

縄島に上陸した第 24 師団（山部隊）は、師団司令部を嘉

手納農林学校、恩納村立山田国民学校には第 32 連隊本部

を置き、恩納村各字と美里村伊波に指揮下部隊を分散して

配置している。主な任務は、「防衛の重点は、西及び北海

岸正面」、「敵が上陸した場合は、師団主力をおうむね一夜

にしてその方面に増強し、海岸地帯に阻止して、軍主力の

攻撃を容易にする」、「他師団正面に敵が上陸した場合は、

師団主力を持って随時、その方面に機動して戦闘に参加し

うるごとく準備する」とされる。1945 年 4 月には恩納岳

一帯に、山部隊、護郷隊第 4 遊撃隊が配置される。

遺構の状況　恩納村内では、現在のと

ころ字真栄田で２か所、字仲泊１か所、

字瀬良垣１か所の計４か所のトーチカ

が確認されている（第 65 図）。立地

としては、丘陵上及び丘陵斜面に構築

されるのが２か所、その他の２か所は

西海岸の海岸線に位置する。戦略とし

ての立地及び配置について検討するに

は、個々の調査が途中であり、今後の

調査及び情報収集が必要となる。

　今回の報告するギナン原のトーチカ

は、恩納村字瀬良垣ギナン原に所在す

る大屋バナリ島の南東側に位置する。

琉球石灰岩の岩盤と転石との間にでき 第 65 図　恩納村のトーチカの分布（恩納村教育委員会作成）

第 64 図　ギナン原のトーチカの位置
　　（恩納村教育委員会作成）
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た地形と空間を利用し、南東側に石とセメントで壁を造り塞ぎ、銃眼を２基つくり出入口を１か所造っている（第

66図）。トーチカ内部から島の北側へ向けて抜ける空間があり、後背へ登れるようになっている。避難路として

利用したと想定される。トーチカのある海岸一帯は、干潮時には干上がり歩いて渡ることができる。

構造上からみるとトーチカを形成する壁面には、20～ 30㎝のサンゴ石灰岩、風化千枚岩、砂岩などの石を利用

しセメントで固めている。使用される石は大屋バナリ島周辺及び海岸で採取することが可能な石材であった。銃

眼は、板を利用して木枠を造り銃眼の屋根の部分を構築している。銃眼１では、屋根を構築する際に使用される

板の規模が幅 22㎝×長さ 100㎝×厚さ 3㎝を使用しており、銃眼２では幅 19㎝×長さ 55㎝×厚さ 3㎝の規格

であった。

　銃眼の向きについては、銃眼１、２ともに沖縄本島側の西海岸砂浜を向いている。このことから海から上陸し

た場合の敵の後背を攻める、もしくは西海岸の道または海岸線からの侵攻中を攻めるなどの戦略が想定される。

ま　と　め　村内に配置されたトーチカをみると銃眼の向きが海上に面した海岸線に向いているのがほとんどで

あり、ギナン原のトーチカのように現在の国道 58号側または陸地側の西海岸線を見渡せる位置に配置している

事例として貴重な戦争遺跡といえる。構築年代や構築者は不明であるが、保存状況が良好であり構築過程を知る

ことのできるトーチカといえる。

　ギナン原のトーチカのように個々の構造を把握することで戦争遺跡の戦略的な解釈ができるものと考えられる

内部～外部　石積み
つなぎにコンクリートを用いている
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第 66 図　ギナン原のトーチカ　略測図（恩納村教育委員会作成）

写真 194　ギナン原のトーチカ後背

　　出入口（恩納村教育委員会撮影）

148



が、全体的な戦略を解釈する上で課題として県内全域の

トーチカの配置及び銃眼の向いている方向等の基礎的情

報収集が必要である（崎原）。

　引用・参考文献

仲松弥秀　1980『恩納村誌』恩納村役場

沖縄県立埋蔵文化財センター 2003「ギナン原のトーチカ」

　　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅲ）－北部編－』

恩納村教育委員会 2012『恩納村内遺跡分布調査報告書』

「恩納村民の戦時物語」編集員会　2003『恩納村民の戦時物

　　語』恩納村遺族会

写真 195　同　近景（恩納村教育委員会撮影）　　　　　  写真 196　同　内部（恩納村教育委員会撮影）

写真 197　同　銃眼１（恩納村教育委員会撮影）　　　　  写真 198　同　銃眼１上部構造（恩納村教育委員会撮影）

写真 199　同　銃眼２（恩納村教育委員会撮影）　　　　   写真 200　同　壕口３（恩納村教育委員会撮影）

写真 201　同　前面構造　内部より（恩納村教育委員会撮影）　
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　うるま市川田・塩屋の銃座跡

所 在 地　うるま市字川田～字前原（第 174 図　うるま市① 13）

所 有 者　沖縄県

立地・現況　うるま市字川田～字前原の中城湾に面した護岸に構築されている。これまでの調査で 115 基（第

６表）を確認しているが、護岸改修工事に伴い徐々に消滅している。

歴 史 状 況　護岸は大正時代末から昭和の初期にかけて工事が実施されたとみられる。字前原の護岸には昭和７

年と刻まれており、護岸の構築年代を裏付けるものである。銃座は、その護岸に米軍の上陸を想定して 1944（昭

和 19）年頃に日本軍第 24師団歩兵 89連隊山部隊によって構築されたといわれている。護岸のコンクリートを

兵士が大ハンマー等を用いて打ち欠いて造作し、その後方（陸側）に住民を動員して掩体壕を掘削したといわれ

ている。

遺構の特徴　銃座は底面の平面形状が、陸側から海側に向けて先細りする台形状を呈しており、横断形状は U

字型を呈している。底面の勾配は、高低差がほとんどない平坦なもの、陸側から海側に向けて高くなるもの、海

側から陸側に向けて高くなるものの３種類に分けることができるが、使用する銃器の形状に合わせたものか、大

まかに打ち欠いただけで成形しなかったためなのか、不明である。銃座の間隔は、短いところで 7.50 ｍ、長い

 
●うるま市護岸の銃座 
所在地 うるま市字川田～字前原 
所有者 沖縄県 
立地・現況 うるま市字川田～字前原の中城湾に面した護岸に構築されている。これまでの調

査で 115 基（第○表）を確認しているが、護岸改修工事に伴い徐々に消滅している。 
 
歴史 護岸は大正時代末から昭和の初期にかけて工事が実施されたとみられる。字前原の護岸

には昭和７年と刻まれており、護岸の構築年代を裏付けるものである。銃座は、その護岸に米

軍の上陸を想定して 1944（昭和 19）年頃に日本軍第 24 師団歩兵 89 連隊山部隊によって構築

されたといわれている。護岸のコンクリートを兵士が大ハンマー等を用いて打ち欠いて造作し、

その後方（陸側）に住民を動員して掩体壕を掘削したといわれている。 
 
遺構の特徴 銃座は底面の平面形状が、陸側から海側に向けて先細りする台形状を呈しており、

横断形状は U 字型を呈している。底面の勾配は、高低差がほとんどない平坦なもの、陸側から

海側に向けて高くなるもの、海側から陸側に向けて高くなるものの３種類に分けることができ

るが、使用する銃器の形状に合わせたものか、大ま

かに打ち欠いただけで成形しなかったためなのか、

不明である。銃座の間隔は、短いところで 7.50ｍ、

長いところで 44.50ｍを測る。ただし、一部の護岸

は改修されており、銃座が消滅した箇所も考慮する

と、銃座の間隔が約 10ｍのものと、約 20ｍのもの

に大別される。 
 近年の護岸改修工事に伴う緊急発掘調査で、銃座

の内側（陸側）にあったといわれている掩体壕の確

認調査も実施している。しかし、これまでの調査で

は掩体壕の遺構は確認できていない。残念ながら戦

後の土地造成等により攪乱を受けていると思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第○表 護岸の銃座（字川田～字前原）集計

表 

  確認数 推定数 計 

川田 42 6 48

塩屋 14 － 14

豊原 10 － 10

前原 49 － 49

合計 115 6 121

ところで44.50ｍを測る。ただし、一部の護岸は改修されており、

銃座が消滅した箇所も考慮すると、銃座の間隔が約 10ｍのもの

と、約 20ｍのものに大別される。

ま と め　近年の護岸改修工事に伴う緊急発掘調査で、銃座の

内側（陸側）にあったといわれている掩体壕の確認調査も実施し

ている。しかし、これまでの調査では掩体壕の遺構は確認できて

いない。残念ながら戦後の土地造成等により攪乱を受けていると

思われる（宮城伸一）。

護岸の銃座（字川田～字前原）位置図

喜屋武城跡

大田坂

勝連城跡

護岸の銃座

第６表　護岸の銃座数（字川田～字前原）

　　　集計表（うるま市教育委員会作成）

第 67 図　川田・塩屋の銃座跡位置（うるま市教育委員会作成）
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第 68 図　川田・塩屋の銃座　Ｍ－ 10 地点　実測図（うるま市教育委員会作成）

写真 202　護岸の銃座前原地区（うるま市教育委員会撮影）写真 203　同　近景　南より（うるま市教育委員会撮影）

写真 204　同 Ｍ６地点完掘状況（うるま市教育委員会撮影）  　写真 205　同　Ｍ－７地点近景（うるま市教育委員会撮影）
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　北中城村大城の銃眼跡

所　在　地　　北中城村字大城 205 番地（第 176 図　北中城村７）

立地・現状　  大城の銃眼跡は、大城集落の北側の丘陵の標高約 160 ｍの頂上付近にある。この丘陵は大城グス

クとも呼ばれている。前回調査では、丘陵裾部には、陣地壕と考えられるものも確認されている。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年８月 21 日より、独立歩兵第 23 大隊が、この大城に本部を置き普天間北側高

地東正面を防御する準備のため、大城グスク周辺に機関銃陣地を構築した。12 月 6 日には、この大城一帯は独

立歩兵第12大隊および独立混成第44旅団の守備範囲となった。その後、独立混成第44旅団は知念半島に移動し、

米軍上陸前には中頭郡一帯が独立歩兵第 12 大隊と同第 14 大隊の守備担当になった。

　1945（昭和 20）４月１日に米軍が嘉手納・読谷の海岸に上陸し、３日には現在の北中城村の島袋を制圧し、

翌日には喜舎場・仲順を突破し東海岸に至り、大城で独立歩兵第 12 大隊と対戦したとされる。

遺構の特徴　　銃眼跡は、石灰岩の岩盤に石を積み、平面が五角形で幅 3.0 ｍ、奥行 2.5 ｍ、高さ２～３ｍ

の空間を造る。出入口は南側にあり、銃眼を北、西、東の３方向に設ける。北と西の銃眼は高さ 20cm、内側

60cm、外側 40cm とする。東側の銃眼は、内側にコンクリートで上辺が２方向に伸びる 20cm 四方とし、外側

は 40cm とする。これは、機関銃などの銃身を通し、上辺の突き出た部分に照準器が設置されたことが想定される。

ま　と　め　石積みで造られた空間に銃眼を配したもので、特に東側の銃眼はコンクリートで成形され照準器を

設置できるようにしており、県内では類例は見られない （瀬戸）。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

第 69 図　大城の銃眼跡（沖埋文 2002 より）

写真 206　大城の銃眼跡

写真 207　同　東側の銃眼

写真 208　同　西側の銃眼

Ｔ字形
の銃眼
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　中城村津覇のトーチカ跡

所　在　地　　中城村字津覇 508 番地（第

176 図　中城村５）

立地・現状　  津覇のトーチカは、津覇集落

の南東側にある村指定文化財「津覇のテラ」

の敷地内に所在する。周辺は平坦な耕作地が

広がっており、トーチカのある場所も拝所と

なっていることから遺構の保存状態は良好で

ある。なお、中城村教育委員会は、遺構の

状況を把握するために、平成 26（2014）年

12 月にトーチカの壁沿いにトレンチを設定

し、試掘調査を実施した。

歴 史 状 況　　構築した部隊や時期については、記録がなく詳細については不明となっている。1945（昭和

20）年４月６日から７日にかけてトーチカ周辺で日米両軍による戦闘が行われている。

遺構の特徴　　トーチカは平面形が六角形状となっており、コンクリートで構築されている。各側壁の幅は約

150㎝、高さは地表面より上が約 75 ｍ、埋設部約 45㎝で合計 120㎝前後を測る。壁の厚みは 25㎝となってい

る。側壁には幅 20 ～ 28㎝、縦 17 ～ 19㎝の大きさの長方形状の銃眼が、北・北西・南・西南西向けに４か所

設けられており、各銃眼の外側には、周囲からの土の流入を防いで射界を確保するための石列みが設置されてい

る。屋根は緩やかに盛り上がりドーム状となる。屋根の上には厚さ約 20㎝の土が被せられていることや、周囲

の状況等から本来は秘匿目的で開口部以外のトーチカ全体に土が被せられていたと考えられる。平成 26 年度の

試掘調査では、トーチカの壁沿いにトレンチを設けたが、出入口を確認することはできなかった。

ま　と　め　トーチカの銃眼は、平野の北側や津覇集落、国道 329 号 ( 旧 : 軍道 13 号線 ) の方向に設けられており、

海岸線へ向けられているものが無いことや、トーチカから海岸線までは約 350m、国道 329 号まで約 450m、

津覇集落まで約 200 ｍの距離に位置していることなどから中城の平野部を南下してくる敵を迎え撃つために設

けられたものと推察される。

　なお、鹿児島県南九州市の陸軍青戸飛行場跡では、約 2.1 ｍの六角形のトーチカが見られ、銃眼に庇がある点

では異なるが、全体の形状・規模は津覇のトーチカと酷似する。約２㎞南と距離は離れているが、陸軍沖縄東（西

原）飛行場が位置しているので、飛行場防衛と関連する可能性もあろう。

今回は時間の都合で、トーチカの出入口の確認と内部の調査が行えなかったためこれらの解明は、今後の課題で

ある。この津覇のトーチカは、造りが非常に丁寧

で、保存状態も良い事などから日本軍のトーチカ

の築造技術をうかがい知ることのできる貴重な遺

構となっている（渡久地）。

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書　沖縄方面

　　陸軍作戦』朝雲新聞社

南日本新聞社 2006『記憶の証人　かごしま戦争遺跡』

写真 209　津覇のトーチカ跡　遠景　北東より

　　（中城村教育委員会撮影）

第 70 図　津覇のトーチカ跡位置図（中城村教育委員会作成）

153



第 71 図　津覇のトーチカ跡略測図

写真 210　津覇のトーチカ跡　上面　　　

　　（中城村教育委員会撮影）

写真 211　同　南西より　（中城村教育委員会撮影）

写真 212　同　内部　　 　　　　　　　　　　　　　　　写真 213　同　北西より　　（中城村教育委員会撮影）
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　宜野湾市嘉
かかず

数のトーチカ跡

所 在 地　宜野湾市字嘉数（第 176 図　宜野湾市① 47）

立地・現状　牧港湾から南東に流れる宇地泊川の南側段丘に位置し、当地は嘉数高台と称された米軍との激戦の

地の１つとされる。当時の嘉数集落の北側に当たる。トーチカの銃眼は北方向を向いており、海岸までは約 1.5

㎞であり、見晴は良好である。ただ、トーチカ自体は地中に埋没したような形となっている。現在は、嘉数高台

公園内に位置し、やや下った南側斜面には陣地壕も現存するが、現在安全のため柵が設けられ、立ち入りできない。

　公園内には、これらの遺構や周辺の壕などを説明する案内板が建てられ、近隣の民家にあった弾痕の残る壁が

設置されているほか、慰霊碑が建立されている。また、普天間飛行場が良く見通せる場所でもあり、平和学習や

米軍基地の現状視察の場として利用されている。

歴 史 状 況　嘉数地域には、その立地から日本軍にとって重要な地域とされ、様々な部隊が配備された。まず、

1944( 昭和 19) 年 8 月 19 日沖縄に来着した第 62 師団は中頭郡を守備範囲として、嘉数には同年 8 月 22 日に

独立歩兵第 22 大隊第１中隊、第３中隊が配備された。同年 12 月６日には大規模な配備変更があり、独立歩兵

13 大隊第２中隊、第５中隊、機関銃中隊が嘉数に配備された。さらに 1945( 昭和 20) 年 2 月 1 日には一部の配

備変更があり、独立歩兵第 13 大隊第５中隊が転出となった代わりに歩兵砲中隊、通信小隊、作業小隊が新たに

嘉数に配備された。この時点の配備要図では、嘉数集落北側の丘陵に重機関銃陣地４か所、歩兵砲陣地１か所が

構築され、集落の東側に第２中隊本部が設置されている様子が確認できる。なお、この第 13 大隊は嘉数集落内

の民家に駐屯し、その数は 60 戸、1,200 人にのぼったとされる。部隊は嘉数区長を通じて、陣地構築に協力させ、

輪番制で動員させたとのことである。

　史料では歩兵部隊の他に、迫撃砲部隊が嘉数で陣地構築を行っている様子が確認できる。1945( 昭和 20) 年

１月 17 日、独立迫撃砲第９中隊の第１小隊は迫２作命甲第 14 号に基き嘉数陣地の構築作業に着手した。１月

31 日には新たに嘉数北方高地南側陣地の陣地構築を開始し、計画要図では嘉数集落北側の丘陵で陣地構築を行

っている様子が確認できる。この要図によると、南側に壕口を４つ設け内部でつながり北側は地上に表出する部

屋があり、位置的には観測所や監視所の可能性がある。陣地構築作業は２月７日に終了し、２月８日には第１陣

地がある高嶺に帰隊している。

　嘉数集落北側の丘陵付近では、日米の戦史によると米軍上陸後の 1945( 昭和 20) 年４月８日から４月 23 日

の間、独立歩兵第 13・22 大隊を中心とした部隊が米軍と激戦を繰り広げた。しかし、４月 19 日ごろより嘉数

南西の伊祖高地に米軍が侵入し前線を南下せざる得なくなり、第 62 団司令部は 23 日夜に砲兵部隊の支援を元

に仲間、前田地区に撤収させた。

遺構の特徴　トーチカは、外観が北側の銃眼部分の角が掛けた変則的な５角形となっており、2.5 ｍ× 3.5 ｍの

規模がある。コンクリートの厚さは 60cm である。南辺中央部には開口部があり、内部は 1.9 ｍ× 1.8 ｍの広さ、

高さは現状 1.2 ｍだが床面が埋没しているので、推定 1.6 ｍ程度と思われる。北辺には銃眼が２つあり、高さは

共に内 15㎝、外 5㎝で、幅が北側は内 100・外 40㎝、西側は内 80・外 50㎝だが、その平面形は外に向かって

窄まるが中央で一度屈曲する砂時計のような形となる。その方向は北側が西に５°、西側が西に 30°を向く。銃

眼がある壁面の内部は角材を入れる穴が４つあり、台状のものが設定された可能性もある。

　トーチカの外側は一部埋没しており、銃眼は地上より 0.2 ｍから表出した形となっている。銃眼のトーチカ外

部は北側が激しい損傷を受けているが、上面と南西・南東側の側面は若干損傷している。また、トーチカの開口

部の外面両際には高さ 0.5 ｍの石積みが設けられ、南側に交通壕が続いていた可能性が高い。

　トーチカの南方約 50 ｍには陣地壕があり、コンクリートの柵があり内部に進入できないが、約 6 ｍ下方向に

傾斜した後、右側に折れ曲がっている様子が確認できる。

ま と め　トーチカは、銃眼の規模・形状から重機関銃を置いたものと考えられる。ただ、当トーチカと陣地
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壕が独立迫撃砲第９中隊の要図に相当すると考えるならば、観測所的な部屋の位置にあるとも考えられる。現状

では、当トーチカは、重機関銃陣地か迫撃砲陣地のどちらかの可能性があるという評価に留めておきたい。

　一方、トーチカは北側が激しく損傷しており、南下してくる敵に対して激しい応戦があったことを示している。

先述のように、どの部隊が構築もしくは使用したか確定するのは困難であるが、南方約 1.2km には激戦地であ

った前田高地も望める位置でもある。また、周辺には我如古の陣地壕群など多くの戦争遺跡があり、日本軍がど

のような戦略を計画していたのか、また米軍との応戦状況を戦争遺跡の観点からも考えていくことができる遺跡

と言えよう（仲程・瀬戸）。

　引用・参考史料

第六十二師団司令部 1944「昭和 19 年度　師団歴史」

独立歩兵第十三大隊 1944「独立歩兵第十三大隊歴史　昭和 19 年度」

独立歩兵第十三大隊 1945「独立歩兵第十三大隊歴史　昭和 20 年度」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 1 月 1 日至昭和 20 年 1 月 31 日 (1)」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 1 月 1 日至昭和 20 年 1 月 31 日 (2)」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 2 月 1 日至昭和 20 年 2 月 28 日」

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

宜野湾市教育員会　1998『ぎのわん市の戦跡』

宜野湾市史編集委員会　1982『宜野湾市史　第３巻　資料編２　市民の戦争体験記録』

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書　沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

0 2m

嘉数高台のトーチカ

内部平面 天井部稜線

0 2m

嘉数高台のトーチカ

内部平面 天井部稜線

第 72 図　嘉数のトーチカ跡　略測図（沖埋文 2002 を一部改変）

写真 214　嘉数のトーチカ跡　南より　　　　　　　　　写真 215　同　銃眼　内部より
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　宮古島市久松のトーチカ跡

所　在　地　宮古島市平良字久貝（第 183 図　宮古島市②５）

立地・現況　本トーチカ（前回分布調査では機関銃壕と称した）は、久松五勇士の碑の建つ小丘陵地の緩斜面に

位置し、眼前は、道路をはさんで海に面している。この緩斜面に 2 つの開口部が確認でき、雑草で覆われてい

る時期もあるが、道路に面しているということもあり、伐採が定期的におこなわれており、比較的確認しやすい。

しかし、道路に面していることもあり産業廃棄物の投棄も激しく 2005 年の調査段階と比べ、明らかにその量は

増加傾向にある。

歴 史 状 況　本トーチカを含め、久松の大浜からパイナガマ、そして平良港においては、海軍沿岸警備隊が、

1944 年から 45 年にかけてトーチカや砲台、特攻艇の秘匿壕を構築しており、これらと連携する形で配置され

ていたものと想定されている。

遺構の特徴　現在、開口部が東と西の２か所ある。東側は、幅 1.5 ｍ、高さ 1.2 ｍほどあるが、本来は後述する

銃眼のコンクリート部分でふさがれていた可能性が高い。西側は、幅３ｍと広いが、高さ 0.8 ｍほどで奥行は埋

没しており確認できないが、ここが本来の出入口で西側に屈曲し、銃眼がある空間へつながるものと思われる。

　トーチカの内部は、天井の高さは 1.5 ｍほどで、西向きと南向きの２か所の銃眼が設けられている。南側の銃

眼は、壁面や天井部分をコンクリートで作り、うつ伏せになって機関銃が撃てるるように、1.3 × 0.8 ｍのコン

クリートの台が設けられている。0.42 × 0.26 ｍの銃眼は、海側である西を向いている。もう一方の西側の銃眼は、

銃眼を設ける正面部分のみをコンクリート造りとしている。ここでもうつ伏せになって機関銃を撃つための 1.25

× 1.0 ｍのコンクリート台が設けられている。このコンクリート台には、0.1 × 0.85 ｍの細長い溝と、0.1 × 0.28

ｍの溝が設けられている。銃眼の設けられたコンクリート造りの面は、縦が 1.9 ｍ、横が 1.8 ｍである。ここに、

0.28 × 0.2 ｍの銃眼が南側を向いて設けられている。この銃眼の左側には 0.11 × 0.11 ｍの方形状の銃眼と思

第 73 図　嘉数陣地要図（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref.C11110191900( ６画像目 )、「独立迫撃砲第９中隊 陣

中日誌 昭和 20 年１月１日～ 20 年２月 28 日」防衛省防衛研究所蔵より）
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われる穴も設けられている。南側の銃眼と異なる点

は、爆風よけと考えられている縦 0.5 ｍ、横 1.07 ｍ、

高さ 1.36 ｍの分厚いコンクリートの壁が設置され

ている。

ま　と　め　本トーチカは、海軍機関砲陣地の１つ

であると考えられる。『宮古島建築兵始末記』によれば、与那覇湾に面する久松から川満にいたる海岸線沿いには、

同様の海軍機関砲陣地がマークされている。本トーチカ以外は、未発見のものばかりであるが、与那覇湾側から

の侵攻に備えるための水際作戦の１つであったことが想定され、その作戦を伺い知る上で重要な意味を有してい

る。

　宮古島市タカシカバーの銃眼跡

所　在　地　宮古島市上野字宮国（第 183 図　宮古島市④ 10）

立地・現況　本銃眼跡（前回分布調査では機関銃壕と称した）は、博愛漁港の南東側の海岸線沿いの岩礁地帯に

位置している。標高は約1～2ｍである。ドイツ村から博愛漁港にむけては、散策のための歩道が設置されており、

この歩道からのアクセスが可能である。壕周辺は、自然の岩礁地形をよく残しており、壕の残存状況も良好である。

歴 史 状 況　本銃眼を設置した明確な軍隊の名称は分かっていないが、海軍機関砲陣地壕に想定されるものと考

える ( 野口退蔵 1972 年 )。本銃眼の位置する宮国地域中心とした南海岸一帯は、米軍の上陸が想定される地域

の一つでもあり、それに備えるために宮国や友利地域には、砲台や山砲陣地が構築されている。本銃眼も、その

上陸に備えての水際作戦の１つであったといえる。同様ない遺構として「新里の機関銃壕（銃眼）」がある。

遺構の特徴　本銃眼は海岸線の岩礁の中に築かれており、自然の岩盤の空洞部分を利用し構築されている。壕口

部分からは、南東へ約 2.9 ｍ直進し、北東側へ進路をかえる。そこから約 5.2 ｍほど進むと銃眼にいたる。通路

部分の高さは約 1.3 ｍほどで、幅は約 1.2 ～ 1.0 ｍほどである。通路部分には 2か所ほど、小部屋状に一部壁面

が掘り込まれた部分もみられる。銃眼の大きさは、55㎝× 25㎝で北東方向、つまり現在の博愛漁港部分を向い

写真 216　久松のトーチカ跡　外面より

写真 217　同　西側銃眼　内部より

第 74 図　久松のトーチカ跡　略測図
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て設置されている。銃眼の前には、機関銃を据え付けて構えるための棚が設けられ、床面より 15㎝ほど高くな

っている。銃眼は、これよりも約 20㎝上に設けられている。この棚の中央部分には、機銃を備え付けるための

直径 10cm、深さ 15cm の穴がセメントにより造られている。また、この銃眼に隣接する西側部分には、同様の

銃眼を設置したと想定されるセメントづくりの遺構が確認されている。現在は天井を有しておらず、自然の地形

を利用して構築されている。現況として銃眼などは確認されていないものの、同様の北東方向を向いていること

から同様の機能が想定される。

ま　と　め　本銃眼は、米軍上陸に備える、当時の日本軍の防衛方針を窺い知ることのできる戦争遺跡である。

機関銃設置のための器具が固定されている状況で確認された銃眼は、宮古島市内では本遺跡のみである。保存状

態も非常に良いが、周辺の岩礁地形は危険性も高く、学習活動などで利用される機会はほとんどない（久貝）。

　引用・参考文献

野口退蔵 1972 年 『宮古島建築兵始末記』

写真 218　タカシカバーの銃眼跡　外面より　　　　　　   写真 219　同　銃眼の内部

写真 220　同　銃座

写真 221　同　銃眼より海を臨む
         第 75 図　タカシカバーの銃眼跡　略測図

N

０ 5m

台座

海
面

０ 30cm
台座 (拡大）

B’

B

B

B’

A

A’

A
A
’

159



（３）陣地壕

　沖縄戦で最も特徴的な陣地の遺構としては、自然洞穴を利用したり、地質に合わせてダイナマイトやまたは削

岩機やツルハシなどで壕を掘った陣地壕であろう。沖縄戦の前に上陸戦が行われた硫黄島でも、非常に大規模な

陣地壕が掘られていたが、沖縄はその最たるものと言える。

　ただ、一言で陣地壕といってもその形態は様々であるが、大よそ陸軍と海軍でその特徴が窺える。陸軍のもの

は、通路幅が１～２ｍ程度のもので坑木を入れたものが多く、一方の海軍は通路幅が２～３ｍと広く、天井がア

ーチ状もしくは台形になっており、コンクリートを使用することも多い（瀬戸）。

　浦添市前田高地の陣地壕跡群

所 在 地　浦添市仲間 2-53　他（第 177 図　浦添市① 17）

立地・現状　南東－北西方向に延びる浦添丘陵と通称される石灰岩堤の南東端に位置し、浦添市で最も標高が高

い場所である。前田高地の南西側（以下、南斜面）はやや傾斜のきつい斜面を形成しており北東側（以下、北斜

面）は断層地形のため切り立った崖と急峻な斜面になっている。北西側へは浦添丘陵が延びており比較的なだら

かな地形である。前田高地の厳密な範囲は明確にしがたいが、現在一帯は国指定史跡浦添城跡でおおよそこの範

囲に重なると考えられる。それに基づけば南東－北西方向は約 650m、北東－南西は 250m前後の区域で、標

高はおおよそ 120 ～ 140mである。周辺との比高差は南斜面は約 20～ 40m、一方の北斜面は 40～ 60mを測

るが目の前の谷底低地まで範囲に含めると 80m以上の高さになる。眺望は良く東の太平洋に西は慶良間諸島の

浮かぶ東シナ海、北は北谷町・読谷村・北中城村など、南は第 32軍戦闘司令所のあった首里城、知念半島など

広範囲が望める。戦後の採石により北斜面は大規模な地形改変が行われた。一帯には複数の戦没者慰霊碑が建立

されている。点在する壕は落盤の危険性が非常に大きいため全て入口を封鎖している。

歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 8月 23 日に第 62師団司令部が前田高地麓の仲間集落に戦闘司令所を開設、25

日以降司令部管理班の指揮の下師団工兵隊も加わり仲間周辺で陣地の構築が行われたが、前田高地では南斜面裾

の一部に司令部経理部の陣地を構築している。一方で前田高地は師団予備隊（師団直轄部隊）となった独立歩兵

第 22大隊の防衛地区に含まれており、同大隊は仲間付近でも陣地構築を行っている。更に同大隊は 12月末と

みられる時期に前田高地にあった前田監視哨で哨戒を行っていることも合わせ、同大隊が前田高地での陣地構築

を行っていた公算が高い。11月には「築城用木材」として北斜面 200 本、南側師団司令部付近の 50本の伐採

命令が出されており、資材調達の場でもあった。

　その後第９師団の台湾抽出による配備変更により12月 6日以降前田高地は第63旅団司令部直轄地区に編入、

仲間の諸施設は師団司令部より旅団司令部に移譲される。1945（昭和 20）年 1月 11日に旅団直轄中隊である

八木隊（原隊：独立歩兵第 12大隊）が前田に移駐し陣地構築を始めるが、中隊長の所在から構築場所には前田

高地も含まれていた可能性がある。また同中隊はやはり師団から旅団に移譲された、前田高地にある「前田対空

監視哨」（「前田監視哨」とも）での監視任務に 17日から就いているが、29日に同監視哨は旅団直轄岩瀬隊（原隊：

独立歩兵第 11大隊）に引き継がれた。これに先立つ同月 19日に旅団司令部が南斜面麓の浦添国民学校に移転、

以後旅団隷下の各部隊はそれぞれの防衛担当地区において「主陣地の画期的強化に邁進」することとなるが、お

そらく前田高地でも陣地構築が行われたはずである。しかし配備部隊が度々交代されたこともあってか、後に前

田高地に立てこもった志村大隊々長をして「肝心の防禦陣地が殆ど構築されて」おらず物資用の壕が主体であっ

た、と言わしめている（沖縄山三四七五部隊戦友会ほか 1986）。

　1945（昭和 20）年 4月初旬には頂上近くの壕に第 63旅団戦闘指揮所が置かれ旅団長が拠っていたが（八原

1972）後に移転、第一線より後退してきた独立歩兵第 12大隊（賀谷支隊）が独立歩兵第 14大隊を配属下にお
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いて配備された。4 月 25 日、南下する米軍は砲撃と飛行機からのナパーム攻撃を敢行、翌 26 日以降高地頂上

の争奪戦が繰り返される。米軍は正面からだけではなく前田高地南側の前田集落に回り込んで背後からの攻撃も

行った。28 日、第 24 師団歩兵第 32 連隊第２大隊（志村大隊）が合流、30 日には独立歩兵第 273 大隊が賀谷

支隊の指揮下に入った。日本軍は、米軍の砲爆撃を受ける間は壕内に立てこもり、米軍歩兵が頂上に近づくと反

撃するという作戦で戦ったが、この連日に渡る頂上争奪戦は一米兵に「ありったけの地獄を一つにまとめた」（米

国陸軍省編・外間訳 1997）と言わしめるほど熾烈なものであった。5 月 4 日には頂上付近は米軍が占拠したよ

うで、6 日には米軍に完全に制圧され日本軍は壕内に閉じこめられてしまう。そして 9 日に前田高地撤退の第

62 師団長命令が出され、10 日未明に独立歩兵第 23 大隊・第 62 師団輜重隊の掩護のもと賀谷支隊は脱出する

ものの被害が大きいために志村大隊は脱出を中止し約 200 名の兵が多数の壕内に立てこもった。志村大隊は 5

月末頃に前田高地を脱出するが、連日の米軍の攻撃により脱出できたのは 100 名ほどであった（防衛庁防衛研

修所戦史室 1968）。

   一方前田高地には住民も避難していた。避難先は当初軍が利用しておらず、より集落に近いシーマヌ山の壕や

６班の壕と呼ばれる自然洞穴である。死ぬなら自分のシマで、と疎開せずにいた仲間集落の人たちが中心であっ

たが、やがてシーマヌ山の壕は軍民混在となる。落盤もあり多くの被害が出たが頂上争奪の激戦期間を生き延び

5 月上旬に脱出あるいは捕虜になった人たちもいた（浦添市史編集委員会 1984、字仲間誌編集委員会 1991）。

　なお「前田高地」という名称は各手記には普遍的に現れているものの、当時このような固有名詞はなかった（沖

縄山三四七五部隊戦友会ほか 1986）。現に第 32 軍残務整理部による各部隊の史実資料には「前田北側高地」、「為

朝岩西側高地」ほか様々な名称で現れており「前田高地」と記したものが見あたらない。また陣中日誌には標高

（146.3m）を基にした「146 高地」、「146.3 高地」があり、一部の手記でも「146 高地」とみえる。特に陣中

日誌のものは 1944 年 11 月の師団命令（石作命丁第 30 号）、翌年１月の直轄中隊命令（「石六三旅直中作命第

10 号」）写しにみえることからこれらが少なくとも命令の出された時点での公式名称であったが、これらが各種

の記録にほとんど登場しないのは仲間南南東２㎞の「146 高地（146.2 高地とも）」との混乱を避けて使用され

なくなったためであろうか。

遺構の特徴　現在前田高地には 14 か所に壕などの遺構が残されているが、うち少なくとも３か所が天然の洞窟

（ガマ）である。この他に北斜面にある中山王の墓・浦添ようどれを陣地としていた痕跡が発掘調査で確認され

た（浦添市教委 2002）。崖崩れ等により存否が明確ではない箇所もあるためさらに増える可能性もあるが、自

然壕は高地北西側に分布し、人工壕の多くは地形がより峻険な東南側に集中している。

　現在確認されている壕のほとんどは南斜面に存在している。このうち頂上付近（標高 120 ～ 130m ほど）に

掘られた壕は南北両斜面を貫通しているものもあるが、大半は戦後の北斜面での採石の影響を受けており当時も

貫通していたのかを含めその原形が不明なものが多い。残されている部分をみると基軸となる直線的な本坑道と

それから分岐した枝坑道で構成され、地質は石灰岩のため頑丈であったようで天井を支える杭木の痕跡は少な

い。賀谷支隊本部壕と考えられそれ以前は第 63 旅団戦闘指揮所であったとみられる壕は他と異なり、平面形は

コ字型を基本としており何本かの枝坑道が延びる。拡張中（掘削中）の坑道頭（坑道末端）があり、未完成のま

ま地上戦に突入したことがわかる。一方南斜面裾部分の壕は曲線を描く坑道もあり平面の形状も一定ではなくい

ずれも複数の出入り口が設けられており、このあたりの地質は泥岩であることから杭木を多用している。これら

南斜面裾の壕はカンパン壕や缶詰壕などと呼ばれ食糧や物資が集積されていた（沖縄山三四七五部隊戦友会ほか

1986）。尾根続きの高地北西側には岩盤とコンクリートで作った銃眼が残されているが壕本体は失われている。

　なお賀谷支隊本部壕近くの頂上には「監視所」として厚さ１ｍものセメントで造られた、四方に銃眼のある円

形のトーチカがあったというが（松木 2012）、採石箇所に存在していたのであろうかその痕跡は一切残されて

いない。このトーチカは先述の「前田対空監視哨」の可能性も考えられる。

161



0

人工もしくはガマを加工したとみられる壕

天然洞窟 (ガマ )の壕

200m

0
10
m

賀
谷
支
隊
本
部
壕
と
み
ら
れ
る
壕

0
10
m 缶
詰
壕

詳
細
分
布
調
査
(Ⅱ
)-
中
部
編
-』
掲
載
図
を
ト
レ
ー
ス
）

（
沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
20
02
『
沖
縄
県
戦
争
遺
跡

0
10
m

賀
谷
支
隊
本
部
壕
と
み
ら
れ
る
壕

0
10
m 缶
詰
壕

詳
細
分
布
調
査
(Ⅱ
)-
中
部
編
-』
掲
載
図
を
ト
レ
ー
ス
）

（
沖
縄
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
20
02
『
沖
縄
県
戦
争
遺
跡

0 10m

賀谷支隊本部壕とみられる壕
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缶詰壕

詳細分布調査(Ⅱ)-中部編-』掲載図をトレース）
（沖縄県立埋蔵文化財センター2002『沖縄県戦争遺跡

第 76 図　前田高地の陣地壕跡群の遺構分布図（浦添市教育委員会作成）

第 77 図　前田高地の陣地壕跡群　略測図（浦添市教育委員会作成）

賀谷支隊本部とみられる壕

（沖埋文 2002 を再トレース） 缶詰壕
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ま と め　当初、南風原村（当時）津嘉山で進められていた第 32軍戦闘司令所の構築が、1944（昭和 19）

年 12 月に首里へと変更されるが、この目と鼻の先への軍司令所出現は前田高地の性格を変えてしまう。前田

高地は首里の第二防衛線の一角を占めることとなり、かつ重要拠点として位置づけられ（八原 1972）、また南

下する米軍にとってもこの防衛ラインを突破すれば一挙に首里の軍司令部に肉迫できるため（浦添市史編集委

1989）、この地の攻略は重要なものとなった。しかしながら第二防衛線は「組織的陣地構築」が出来ておらず（沖

縄山三四七五部隊戦友会ほか 1986）、先述のように前田高地もその例に漏れてはいなかった。にもかかわらず

米軍は４月 26日から５月６日の制圧まで実に 11日間を要している。いかに峻険な地形であったか、そしてい

かに日本軍が死守しようとしていたかが窺われる。

　この文字通りの激戦においていくつかの壕は破壊されており（外間 2006）、また戦後の採石で失われたもの

もあると思われ前田高地陣地の全容はつかめていない。しかしながら多くの手記に前田高地での激戦下の様子が

記録されており、残された壕のいくつかについてはその具体的な利用状況が明らかとなっている（佐伯）。

　引用・参考史料

第三十二軍参謀部 1944「陣中日誌案」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける独立歩兵第十二大隊史実資料」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける独立歩兵第十四大隊史実資料」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける歩兵第三十二連隊史実資料」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける歩兵第六十三旅団戦闘経過の概要」

第三十二軍残務整理部 1947「第六十二師団司令部戦闘経過概要」

第三十二軍残務整理部 1947「第六十二師団独歩第二十二大隊戦闘経過の概要」

第三十二軍残務整理部 1947「独立歩兵第二十三大隊戦闘経過概要」

第六十二師団工兵隊 1944「陣中日誌」

第六十二師団司令部 1943 ～ 1945「第六十二師団歴史」

第六十二師団副官部 1945「陣中日誌」

独立歩兵第十二大隊第五中隊 1945「陣中日誌」

歩兵第六十三旅団司令部 1943 ～ 1945「旅団歴史」

　引用・参考文献

字仲間誌編集委員会 1991『字誌なかま』浦添市字仲間自治会

浦添市教育委員会 2002『蘇る琉球国中山王陵浦添ようどれ』

浦添市史編集委員会 1984『浦添市史第五巻資料編 4戦争体験記録』

浦添市史編集委員会 1989『浦添市史第一巻通史編浦添のあゆみ』

写真 222　前田高地からの為朝岩の眺望　 　　　　　　写真 223　賀谷支隊本部壕とみられる壕内部
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沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

沖縄山三四七五部隊戦友会・満州第八〇三部隊戦友会 1986『沖縄戦記 われらどさんこ兵士　かく闘えり』

地図資料編纂会 1999『大正・昭和 琉球諸島地形図集成』柏書房

米国陸軍省編・外間正四郎訳 1997『沖縄 日米最後の戦闘』光人社

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

外間守善 2006『私の沖縄戦記　前田高地・六十年目の証言』角川学芸出版

松木謙治郎 2012『阪神タイガース 松木一等兵の沖縄捕虜記』現代書館

八原博通 1972『沖縄決戦』読売新聞社

　

　宜野湾市我
が ね こ

如古の陣地壕跡群

所 在 地　宜野湾市字我如古（第 176 図　宜野湾市② 55）

立地・現状　宜野湾市字我如古の国道 330 号線付近、牧港を河口とする比屋良川沿いの北岸の斜面に所在する。

その上方は断崖となっており周囲には大きな土砂崩れが起こった場所がある。現存する壕は４基で、クチャ層を

掘り込んでおり、その崩落が激しい。そのうちの２基はコンクリートブロックで封鎖されていたが、2013（平

成 25）年にはそれが破壊されていた。

歴 史 状 況　1945( 昭和 20 年 ) 年１月 17 日、独立迫撃砲第９中隊の第二小隊は迫２作命甲第 14 号に基づいて、

第 78 図　我如古の陣地壕跡群　略測図

第 79 図　我如古陣地進捗状況（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref. C11110191900(34 画像目 )、「独立迫撃砲第

９中隊 陣中日誌 昭和 20 年１月１日～ 20 年２月 28 日」防衛省防衛研究所蔵より）

N

０ 10m

崩落土

埋設

埋設

埋設
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我如古陣地の構築作業に着手している。「我如古陣地構成要図」では総延長約 330 ｍの坑道と連接する観測所と、

壕口が並ぶ北岸平坦面に迫撃砲が 12 基配備されたことが窺える。なお、1 月 29 日の進捗状況を示した図では、

観測所と坑道の一部が完成している様子ができる。陣地構築作業は 2 月 3 日に終了し、2 月 8 日には第一陣地

がある高嶺に帰隊している。

　米軍は我如古地区には４月７日より侵入を開始したが、独立歩兵第 14 大隊を中心に激戦が繰り返されたが、

４月 19 日は当陣地壕が位置する丘陵と考えられる我如古東側高地は占領され、翌日の奪還攻撃も失敗し、南方

の西原高地（浦添市）へ戦闘は移っていった。なお、当丘陵は米軍に「墓のある丘」や「墓石高地」と称された。

遺構の特徴　現存する４基の壕は真北に開口し、概ね 15 ｍの間隔を空けて分布する。各壕は、幅 2.0 から 2.4 ｍ、

高さ 1.5 ～ 2.1 ｍで、その規模は共通している。東側のものは、壕口が４ｍ間隔で設けられ内部でつながり平面

がＨ形を呈しており、坑木痕も見られる。この壕内には当時の陶磁器やアンプルなどが多く見られる。この壕口

付近には英字や「入口」「出口」といった文字が掘り込まれている。

　各壕は奥側が激しく崩落し前面に土砂が大量に堆積していることから、おそらく掘削途中だったものと思われ

る。陣地壕が連接した北東側の丘陵頂部に位置したと思われる観測所も確認できなかった。

写真 224　我如古の陣地壕跡群　　　　　　　　　　　  写真 225　同　内部より壕口

写真 226　同　内部の埋没状況　　　　　　　　　　　  写真 227　同　壁面の坑木痕

写真 228　同　壕内散布軍靴　　　　　　　　　　　　  写真 229　同　壕内散布アンプル等
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ま と め　史料では 1945( 昭和 20 年 ) 年 1 月 17 日の我如古陣地構成要図と 1 月 29 日の我如古陣地工事進

捗状況の図では壕のレイアウトが異なり壕口から約 10m 程度まで構築が進んでいる様子が確認できるが、２月

３日に陣地構築作業が終了したとある。現況で確認できる壕も奥行きは 10 ｍ前後であること、本来は総延長約

330 ｍが計画されていたことからすると、本壕群は何らかの理由で構築途中で打ち切られたと推測できる。つ

まり、当陣地壕が位置する我如古東側高地では、激しい応戦が行われているので、平面Ｈ字形の壕については遺

物も多いので、棲息壕や一時的な病院壕として使用されていた可能性もある。

　また、前回分布調査時の平成 12 年には、37・47・75 ミリ砲弾など多くの不発弾が見つかっている。特に多

く見つかっている 37・47 ミリは速射砲の砲弾で、我如古周辺には独立速射砲第 22 大隊も配備されていたこと

を裏付けよう。ただ、この陣地壕自体からはこれらの砲弾を打ち上げることは難しいので、本来あったものかど

うかも分からない。

　引用・参考史料

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 1 月 1 日至昭和 20 年 1 月 31 日 (1)」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 1 月 1 日至昭和 20 年 1 月 31 日 (2)」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 2 月 1 日至昭和 20 年 2 月 28 日」

　引用・参考文献

米国陸軍省編・外間正四郎訳 1997「沖縄 日米最後の戦闘」光人社

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

　那覇市楚
そ べ

辺一丁目（ 城
ぐすくだけ(じょうがく)

岳 ）の陣地壕跡

所 在 地　那覇市楚辺 1-4（第 177 図　那覇市② 36）　

立地・現状　現在は城岳公園となっている標高約 30 ｍの独立丘陵の東と西斜面に位置する墓口を利用した陣地

壕である。現在は、多くの開口部は閉じられており、通常の立入は困難である。この城岳頂上からは周辺を見通せ、

径２㎞の範囲に北には若狭のセイコウジヤマ（旭ヶ丘公園）、北東には牧志の緑ヶ丘公園と希望ヶ丘公園、西の

国場川南岸の垣花台地（ガジャンビラ公園）とそれぞれ丘陵を利用した陣地壕が残されている。

歴 史 状 況　証言では、城岳には、旧県立２中（現在那覇高校）付近に県職員の避難壕があったとされている。

10・10 空襲以降、壕の一部が通信室にあてがわれ、県警本部が管轄していた防空監視哨の監視隊本部があり、

３月 23 日以降は県職員や周辺の住民も避難したとされる。その後、海軍部隊が使用することになり、３月 25

日の緊急部長会議で、真地（繁多川）の県庁壕（シッポウジヌガマ）に移動することになったとされる。

　本壕の複雑な構造から、当初は軍によって構築されたと思われるが、構築部隊を示す史料は得られていない。

城岳を含む那覇市街地は、本来第９師団の守備範囲であったが、台湾へ転出後には第24師団の担当となっている。

米軍上陸後は、那覇地区は激しい艦砲・空襲を受けているが、米軍が那覇北側の安里付近には５月 12 日に侵攻

した後には独立第 15 連隊を中心に応戦したが、第 32 軍司令部の南部撤退後は５月 30 日に與儀付近での戦闘

が行われ、随時撤退していったようである。

遺構の特徴　開口部の多くは、丘陵の東と西の斜面に位置する墓口を利用しており、総延長は 300 ｍを測る。

開口部の標高は東側が高くなっており、東側中央の開口部①で上下に坑道が分かれる部分があり、ここで大きく

２層に分かれる。南東側の開口部②からは西側に大きく下っており、縦穴と示した位置でここも２層に分かれて

いる。南西側の開口部③は 60°程度の傾斜で下っていく。通路幅はおおよそ２ｍで、高さは 1.5 ～２ｍと基本的

には立って歩けるところが多い。部屋と考えられるものは、長さ３～５ｍ前後で通路の行き止まりとなっている

部分や、通路幅が３～５ｍと広くなっている部分が何らかの機能をもっていた可能性は考えられる。軍靴、擲弾

筒や陶磁器などが至るところに見られた。前回分布調査では、南側の開口部④でコンクリートの溝があったそう
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だが、今回は分からなかった。

ま と め　本壕が県職員の避難壕であって

も、上・下層に坑道が交差する複雑な構造から

は軍の構築壕と考えられる。見晴らしがよい丘

陵に造られ、東西方向へ貫通でき、様々な部屋

状の空間があることから、長期の棲息も可能で

前線の指揮所的な性格もあった陣地壕と考えら

れる。また、墓を利用した開口部は一定の空間

があるので、野砲・山砲などを構えることも可

能とは思われる。前線での戦闘も想定した中隊

レベルの拠点的な陣地壕であったのであろう。

　引用・参考文献

沖縄県高教組教育資料センター　2013『沖縄の戦

　　跡ブック　ガマ』（改訂版）沖縄学販

沖縄県立埋蔵文化財センター 2004『沖縄県戦争

　　遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－本島周辺離島及び

　　那覇市編－』

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書 沖縄方

　　面陸軍作戦』朝雲新聞社

　

　

第 80 図　楚辺１丁目（城岳）の陣地壕跡　略測図

　　　（沖埋文 2004 を一部改変）

写真 230　楚辺１丁目（城岳）の陣地壕跡　壕口　　　   写真 231　同　壕内部　壁面・天井の坑木痕

写真 232　同　上下の２階に分岐　　　　　　　　　　   写真 233　同　遺物散布状況

A’A
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開口部①

開口部③
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開口部④
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167



　南城市ウフグスク陣地壕跡

所 在 地　南城市知念久手堅チンジ原（第 179 図　南城市⑦ 13）

立地・現状　知念岬より北東 600 ｍにあるウフグスクと称される独立した丘陵裾部、標高約 60 ｍの地点に貫

通するように掘削された人工壕である。北東 500 ｍ先には、ウローカー砲台跡がある。

歴 史 状 況　ウローカー砲台の解説において先述したが、中城湾臨時要塞部隊から改称した重砲兵第７連隊第２

中隊、通称吉岡部隊が構築した陣地壕とされる。吉岡部隊は、ウローカー砲台も構築したとあるが、砲台自体の

年代は中城湾臨時要塞部隊時の 1942（昭和 17）年頃と考えられるので、陣地壕のみの構築と思われる。沖縄

戦時の４月にこの第２中隊が知念半島の海軍砲台で米軍艦船相手に応戦したとあるが、本壕の使用については定

かではない。

遺構の特徴　壕は第３紀砂岩 ( ニービ ) の丘陵を掘りぬいて構築された人工壕で、開口部は南北にあり、北側の

ものは断崖壁面に位置する。現在は埋没しているが本来は西側も開口していたと思われる。現在確認されている

範囲では、総延長 80 ｍであるが、本来は西側も開口していたと思われるので、約 100 ｍはあったと思われる。

幅 1.6 ｍ、長さ 40 ｍの南北に貫通する通路を中心に２か所分岐点がある。西側へ曲がる分岐点は西へ一直線に

進むが、途中幅２ｍと広くなり坑木痕が配され、その西側に幅約 2m 長さ約 4m の部屋が南北に２か所配される。

その先は下っていき約 25 ｍで埋没しているが、本来は続き開口していたと思われる。東側へ曲がる分岐点は北

東側に大きく湾曲し、５ｍ地点で南東側に 1.0 × 1.5 ｍの楕円形の小部屋、その５ｍ先は 1.5 × 2.2 ｍの部屋と

なって行き止まりになる。この部屋の北壁面には幅 0.5 ｍ、高さ 0.2 ｍの長方形の窓と、その上部に径 10㎝の

楕円形の窓がある。また、南北通路には部屋が２か所あり、北側のものは 2.5 × 4.0 ｍと比較的広い。

ま と め　本壕の性格としては、棲息的な機能は当然有しているが、北側の部屋の窓からウローカー砲台を見

ることができ、機関銃を据えた銃眼か、機能は不明だが楕円形の小窓もあり観測的な機能もあったと考えられる。

また、伊藤厚史氏からは、西側の通路は幅が広くなっており、南北に配された部屋が大砲の方向を変えるための

場所と考えられるというコメントを戴いており、北側の開口部に大砲を据えた可能性も考えられる。いずれにせ

よ、ウローカー砲台と一体的に機能した陣地壕であったのであろう。

　引用・参考史料

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける重砲兵第七聯隊史実資料」

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査報告書（Ⅰ）－南部編－』

知念村史編集委員会 1994 『知念村史第 3 巻 戦争体験記』知念村役場

第 81 図　ウフグスク陣地壕跡　略測図（沖埋文 2001 より）　　　　　写真 234　ウフグスク陣地壕跡　窓
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　糸満市座
ざ は

波の迫撃砲陣地跡

所 在 地　糸満市字座波（第 180 図　糸満市①７）

立地・現状　座波集落の北側の標高約 60ｍの東西に伸びる丘陵に、迫撃砲掩体３基、人工壕２基が確認されて

いる。この丘陵には、周囲には「みるく神うたき」や「かにまん門」といった拝所があり、住民の立ち入りは多

くない。

歴 史 状 況　本陣地の構築にかかわる史料として、一番古い日付は、1944( 昭和 19) 年 10 月 26 日から同年 11

月 30日の間に独立迫撃砲第８中隊が行ったとする記事で、戦後まとめられた史実資料である。一方、独立迫撃

砲第９中隊作成の陣中日誌には、第８中隊が構築した座波迫撃砲陣地の要図が陣地擬装の例として描かれており、

座波集落北側の丘陵の斜面中腹に 12か所の迫撃砲掩体を構築している様子が確認できる。そして、第８中隊は、

1944( 昭和 19) 年 12 月に座波陣地から移動したが、1945( 昭和 20) 年 2月 14 日に第９中隊が高嶺から座波迫

撃砲陣地へ移動、翌 15日に擬装強化と坑木補給作業を行っている。このように、本陣地の構築には、独立迫撃

砲第８及び第９中隊が関係していたことが考えられる。なお、前回分布調査の報告書では、第９中隊の陣中日誌

で賀数陣地要図（第 88図）が本陣地のものとして紹介していたが、地形的には非常に類似するのだが方角が異

なっていた。今回、新たに史料検索を行ったところ、先述のように座波集落北側の陣地構築の記事と要図（第83図）

が見つかったため、賀数陣地要図は別の陣地と考えられる。

　米軍上陸後、座波陣地は５月 28日に繁多川から撤退した独立迫撃砲第３・４中隊が６月１日に前者が大里、

後者が与座東側に移動するまで使用している。その後、独立迫撃砲第８中隊は６月６日から 10日の間に座波陣

地で米軍と交戦し、１名戦死している。６月 11日に同部隊は新垣に移動している。

遺構の特徴　迫撃砲掩体とした遺構は、その構造が共通しており、一辺３～４ｍ、深さ２ｍの円もしくは略方形

の土坑に、標高が低い南東に幅１ｍの出入口を有し、東側には北東方向へ急傾斜で下る幅１～２ｍ、長さ６～７

ｍの坑道が設けられる。坑道部分には、その脇や奥側に小部屋があったり、若干の違いが見られる。土坑の構築

N

０ 100m50m

第 82 図　座波迫撃砲陣地跡の遺構分布図

砲掩体１

砲掩体２

砲掩体３

壕１

壕２
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第 83 図　座波陣地要図（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref.C11110191500(21 画像目 )、「独立迫撃砲第９中隊　

陣中日誌　昭和 19 年 10 月１日～ 19 年 12 月 31 日」防衛省防衛研究所蔵より）

は、標高が高い北西側は岩盤が露出しており、出入口側は礫混じりの盛土となっているため、掘った土を利用し

たものと思われる。また、出入口への通路は東側に屈曲しており、掩体には直進しないで入るようになっている。

今回確認された掩体は 10 ～ 15 ｍの間隔で分布している。

　人工壕はこの掩体群から約 50 ｍの北と西に１基ずつ確認されている。どちらとも南東から北西へ抜ける貫通

壕となっているが、その内部は幾つか支道が見られるが、おそらく構築途中で終わったものと思われる。通路幅

は１～２ｍ、高さは 1.5 ～２ｍである。なお、北側の壕口１か所は埋没している。

　砲掩体の坑道及び人工壕ともに、軍靴、陶磁器などが散在している。

ま と め　迫撃砲は掩体内に置かれたものと思われるが、基本的には出入口と反対側へ向けたものと思われる

ので、北西側への攻撃を想定したものと考えられる。そう考えると、標高が高い北側に観測所が設けられたもの

と思われ、北側の貫通壕がその一部に相当する可能性がある。第９中隊の陣中日誌には掩体の図（第84図）があり、

坑道にはなっていないが出入口側に突き出る小部屋があり、本陣地の場合は坑道が当たるものと思われる。この

坑道部分は、兵の一時的な避難、弾薬などの置場などの機能があったのであろう。また、高知県向山迫撃砲陣地

でも、こちらは坑道にはなっていないが、略方形の土坑に長方形の突出部が貼りついるのが非常に類似しており、

調査者の出原恵三氏にも確認いただいた。

　当陣地跡では、迫撃砲掩体が並ぶような形で３基残存しており、周辺の地形も良好に残存しているので、迫撃

砲部隊の前線陣地として非常に貴重な遺跡と考える。
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第三十二軍残務整理部 1947「沖縄ニ於ケル獨立迫撃砲第三

　　中隊史実資料」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄ニ於ケル獨立迫撃砲第四

　　中隊史実資料」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄ニ於ケル獨立迫撃砲第八

　　中隊史実資料」

第84図　砲掩体設計図（JACAR( アジア歴史資料センター ) 

　　Ref.C11110191500(29 画像目 )、「大城森陣地作業計画　

　　独立迫撃砲第９中隊　陣中日誌　昭和 19 年 10 月１日

　　～ 19 年 12 月 31 日」防衛省防衛研究所蔵より）

第 85 図　座波迫撃砲陣地跡略測図
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　引用・参考史料

独立迫撃砲第九中隊 1944「陣中日誌 自昭和 19 年 12 月 1

　　日至昭和 19 年 12 月 30 日」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌 自昭和 20 年 2 月 1 日　

　　至昭和 20 年 2 月 28 日」
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写真 237　同　砲掩体３　北より　　　　　　　　　　　写真 238　同　砲掩体３坑道開口部　西より　

写真 239　同　砲掩体３　坑道内部　　　　　　　　　   写真 240　同　壕２開口部　

写真 241　同　壕２内部より開口部　　　　　　　　　 写真 242　同　壕２内散布軍靴等遺物

写真 235　座波迫撃砲陣地跡　遠景　　　　　　　　　   写真 236　同　砲掩体２　西より
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　糸満市賀
かかず

数の陣地壕跡群

所 在 地　糸満市字賀数（第 180 図　糸満市④ 133）

立地・現状　賀数集落北側の賀数グスクである丘陵の北側斜面、標高約 60 ｍ地点に所在する。現状では、壕４

基と、円形の落込み１基がある。

歴 史 状 況　嘉数では、独立迫撃砲第９中隊が 1945( 昭和 20) 年 3 月 6 日までは陣地構築を行っていたことが

陣中日誌により確認できる。陣中日誌には迫撃砲掩体 12 基、棲息壕４基、観測所・指揮所が配備された賀数陣

地要図（第 88 図）もあるが、前述したように座波のものとしたが、方位・地形からは異なるものと考えた。し

かしながら、今回の陣地壕群は北斜面に造られており、この陣地要図とは位置が異なるのではないかと思われる。

米軍撮影の空中写真では、賀数集落の北東側に大きく凹んだ地形が見られこの一帯が要図が示す範囲（第 86 図）

と考えられるが、現状では大半が私有地でもあり確認できなかった。

　その他の部隊では、1945( 昭和 20) ３月 25 日には第 24 師団歩兵第 32 連隊に配属された独立第 26 大隊第３

中隊が賀数に配備され、陣地強化を行っている。

遺構の特徴　人工壕４基は北側斜面裾部に構築されている。壕１は、総延長 40 ｍ、通路幅約３ｍ、壕口は３か

所あり平面形がＦ字形となる。西奥には高さ 20㎝ほどの棚、その南隣には幅 1.5 ｍの掘り込みがあり、何らか

の機器を置くスペースかもしれない。壕口は墓を利用したものと思われ、北西側は墓室を広げた形となり、約

60°の急斜面となっている。この壕口からは、北側の見晴らしが非常に良い。西に 50 ｍ離れた壕２は、全長 12

ｍの人工壕で貫通していない直線的な壕で、２か所若干広げているところがあるが部屋にしては小さい。壕内に

はロット穴が見られ、ダイナマイトが使用された可能性もある。さらに西 50 ｍ離れた壕３は、自然洞穴を広げ

た形の総延長 24 ｍの平面形がコ字形で、東奥が広げられ４ｍ四方の部屋となっており、さらにその奥壁は３ｍ

ほど掘られている。壕４は、壕１の東約 20 ｍに位置しているが、埋没しており、その形態・規模は不明である。

　円形の落ち込みは、径・深さ２ｍぐらいのもので、当初は迫撃砲掩体と想定したが、座波と比べると規則性は

なく、樹木の倒木痕などの可能性もある。

ま と め　当初、迫撃砲部隊の要図に描かれた賀数陣地と考えたが、その位置・地形からすると本陣地壕群の

東側と考えられる。遺構から見ると、壕１は通路幅が３ｍと比較的広く一定の棲息スペースがあり、何らかの機

器を置く棚も見られ、北西の壕口はスロープ状の構造となり見晴らしがよく、監視・観測的な機能を有したもの

と考えられる。ただ、特に迫撃砲部隊に限るものとは言えず、どの部隊の壕であるかは不明と言わざるを得ない。

　引用・参考史料

独立迫撃砲第九中隊 1944「陣中日誌 自昭和 19 年 12 月 1 日至昭和 19 年 12 月 30 日」

独立迫撃砲第九中隊 1945「陣中日誌　昭和 20 年 1 月～ 20 年 3 月 (2)」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける歩兵第三十二連隊史実資料」

写真 243　賀数の陣地壕跡群　　　　　　　　　　　　 写真 244　同　壕１東側開口部　
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第 86 図　座波迫撃砲陣地跡と賀数の陣地壕跡群の位置関係

第 87 図　賀数の陣地壕跡群遺構分布図

写真 245　同　壕２内部　　　　　　　　　　　　　　   写真 246　同　壕２ロット穴

西崎病院

座波追撃砲陣地跡

※○は円形の落込（タコツボもしくは掩体）

壕３
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壕１

壕４

落込１

賀数の陣地壕跡群

賀数陣地要図推定範囲
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第 88 図　賀数陣地要図（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref.C11110191500(28 画像目 ) 、「独立迫撃砲第９中隊　

陣中日誌　昭和 19 年 10 月１日～ 19 年 12 月 31 日」防衛省防衛研究所蔵より）

第 89 図　賀数の陣地壕跡群　略測図
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　渡嘉敷村北
にしやま

山の陣地壕跡群

所 在 地　渡嘉敷村渡嘉敷　（第 181 図　渡嘉敷村１）

立地・現状　渡嘉敷集落より北約 1.5㎞の北山（にしやま）と呼ばれる山間部中腹、標高約 180 ～ 190 ｍの小

川が流れる谷地形の両斜面に、長さ約 100 ｍ現在 22 基の人工壕が確認されている。軟質のクチャ層を掘り込

んだ壕であるため、非常に崩落が激しく、斜面に位置するため、土砂の流入により埋没したものもある。この谷

地形は集落方面に南へ下っていくのだが、他にも壕が分布していると言われている。現在は、国立沖縄青少年交

流の家に隣接しており、この敷地内から入ることが可能である。また、渡嘉敷村によって、平和学習の利用のた

め遊歩道が造られている。ただ、一部の壕はその開口部を鉄枠で補強しているが、かえってそのため壕内が崩落

しているところも見られる。また後述するが、本壕群よりも北側一帯には住民が避難させられ、「集団自決」も

その地周辺で行われたとされる。

歴 史 状 況　渡嘉敷島には、特攻艇を使用する赤松嘉次大尉指揮下の海上挺進第３戦隊が配備されていた。この

戦隊本部は現在の渡嘉志久海岸に置いており、上陸戦時に備えて 234.2 高地とした北山地区を複廓陣地とする

ことを計画していた。米軍が上陸した 1945( 昭和 20) 年３月 27 日には、本壕群が位置する北山の複廓陣地に

移動した（第 107 図）。ただ、この時点では木々が生い茂っており、それを利用し大急ぎでタコツボ陣地を構築

したようである。28～ 29 日には北山複郭陣地に米軍による銃撃・迫撃砲の集中火が浴びせられ、同部隊は米

軍陣地に斬り込みを行ったが戦死者が出た。この米軍上陸により、住民もこの北山に避難してきて、部隊の指示

でフィジガーと呼ばれる北方の谷あいなどに避難したようである。その後、陣地構築と自活の強化に努めて、長

期戦に備えることになった。

　米軍は５月 10日以降あから６月 23日頃に、渡嘉敷島の掃討作戦を実施し、部隊は斬り込みによる応戦した。

８月上旬に米軍の攻撃を受け、12日は降伏勧告のビラが撒かれたが、部隊が武装解除を受けたのは８月 24日

だった。その間、北山では住民の「集団自決」による多くの死者が生じ、生き残った住民も食糧難で苦しんだ。

遺構の特徴　壕は、幅１ｍ、長さ３～５ｍ前

後の貫通しない人工壕で、数人が潜むという

ものがほとんどである。その配置は谷地形の

南北斜面に５～ 10ｍの間隔をあけ、時には

上下に配するように掘り込まれている。一見、

民間の防空壕にも見えるが、急斜面に築かれ、

複雑な形態のものも多く、陣地壕群として捉

えている。

　特徴的なものとしては、壕内に径 1.5 ｍの

カマドがあり壁面に煙道を有したものや、総

延長約 20ｍのコ字形の壕で幅・長さ１～２

ｍの小部屋が７つぐらいあるものがある。後

者の入口には、径１ｍの土坑があり、歩哨用

の可能性もある。また、長さ２ｍ、幅・深さ

１ｍの斜面側には石積みがなされた長方形の

土坑があり、ここで敵を待ち伏せすることも

想定される。

ま と め　本壕群は、複廓陣地とされた北

山の谷地形の両斜面に数多くの小規模な壕が 第 90 図　北山の陣地壕跡群周辺図

集団自決跡地の碑

フィジガーへの道

北山の陣地壕跡群

N

100m0
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見られる。その構築時期については、明確な資料はないが、北山複廓陣地の移動後である３月末以降に構築され

たと考えられる。その多くは小規模な盲貫壕だが、カマドや小部屋のある壕などの機能の違いが想定され、海上

挺進第３戦隊の本部であったものと思われる。一定の間隔で配された壕は、戦略上の配備かもしれないが、部隊

員が長期に棲息する自活のための配慮であったことも考えられる。

　引用・参考文献

謝花直美　2008『証言　沖縄「集団自決」－慶良間諸島で何が起きたか』岩波新書

防衛庁防衛研修所戦史室　1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

写真 247　北山の陣地壕跡群　遠景　　　　　　　　　  写真 248　同　壕３周辺　

写真 249　同　壕 12 内部　　　　　　　　　　　　　　写真 250　同　壕９カマド跡

写真 251　同　長方形土坑　　　　　　　　　　　　　  写真 252　同　射撃
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第 91 図　北山の陣地壕跡群遺構分布図（渡嘉敷村教育委員会提供地形図をもとに作成）

第 92 図　北山の陣地壕跡群略測図
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　今帰仁村渡
と き じ ん

喜仁の陣地壕跡群

所 在 地　今帰仁村字渡喜仁（第 173 図　今帰仁村②９）

立地・現状　運天港より約１㎞北西に位置する標高約 20 ｍの台地上、渡喜仁集落の南に広がる畑地を横切る南

北方向の細長い丘陵裾部の南東に掘り込まれており、２か所の人工壕が南北に約 50 ｍ離れて分布している。

歴 史 状 況　本壕は、長さ約 40 ｍの潜水艇である蛟龍秘匿壕と呼ばれているが、海岸から離れた平坦な台地上

にあることからその可能性は考えにくい。この他、明確な資料はほとんどないが、ただ南東に位置する運天港に

は海軍部隊の水上基地が設置されているため、

これらの関与を考えたいところではある。

　運天港には海軍の第 27 魚雷艇隊（白石部

隊）と第２蛟龍隊が配備され、1944( 昭和 19)

年 8 月 20 日から設営隊によって基地設営が行

われている。第 27 魚雷艇隊の陣中日誌による

と、このうち発電機室と魚雷調整場以外の設備

は人工壕として構築が進められ、10・10 空襲

後には 25 名収容可能な病院壕と３か所の治療

品格納用の壕、２か所の魚雷格納庫をはじめ、

５か所の燃料格納庫壕などが構築されたことが

窺える。運天港には、蛟龍エンジン調整壕があ

ったとされるが港湾整備のため現在は確認でき

ず、第 27 魚雷艇秘匿壕は現存しているが長さ 第 93 図　渡喜仁の陣地壕跡群　南の壕略測図

写真 253　渡喜仁の陣地壕跡群　南の壕　壕口　　　　 写真 254　同　南の壕内部

写真 255　渡喜仁の陣地壕跡群　北の壕　内部　　　　   写真 256　今帰仁村運天白石部隊陣地壕跡

（沖埋文 2003 より）　　　　　
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15 ～ 20 ｍの魚雷艇を収めるには小さな壕である。現存している白石部隊防空壕については、後述する。

　第２蛟龍隊は、19 年８月下旬に 11 隻で運天に進出してきたが、その後空襲等で減っており、20 年 3 月 25

日の出撃前は６隻であった。数度出撃を行ったが、ほとんど空襲などで沈没し、４月７日には基地を処分し、陸

戦に移ったとされる。第 27 魚雷艇隊（白石部隊）は 19 年８～９月に進出し、魚雷艇 18 隻、隊員 360 名を有

していた。数度の空襲を受け、20 年３月 27 日の出撃時には 15 隻であった。数度出撃を行ったが、４月６日に

はほとんど使用不可能となり、陸戦に移行し、八重岳等の前線に加わり、最終的には北部山中にひそみ９月３日

に収容所に入ったとされる。

遺構の特徴　南の壕は、壕口が３か所あり、幅 1.6 ～ 2.0 ｍの曲線的な通路が複雑に分岐しており、総延長約

60 ｍを測る。一辺２～４ｍの部屋が４か所、通路幅が広くなった２～４× 10 ｍの部屋が比較的奥側に固まっ

ている。北の壕は、全長約 40 ｍ、幅約２ｍの直線的な壕で壕口が３か所あり、平面はｈ字形を呈して、高さは

２ｍ前後で土砂の流入が激しい。共に壁面や天井が非常に丁寧に加工され、その立ち上がりは全て直角に近い。

ま と め　本壕群と類似しているものとして、運天港の白石部隊防空壕があり、全長約 15 ｍと小規模である

が本壕の北側のものと同様に平面ｈ字形を呈し、天井と壁面の加工も酷似している。そのため、同一の海軍設営

隊が構築したものと考えられる。また、海岸からやや離れた独立丘陵に様々な壕を配する点は、南大東島の大東

神社の海軍本部壕とも類似しており、本壕群も第 27 魚雷艇隊など運天港を拠点する海軍部隊の本部的な性格も

あったかもしれない。

　引用・参考史料

第 27 魚雷艇隊 1944「昭和 19 年 7 月 15 日 ~ 昭和 20 年 1 月 31 日 第 27 魚雷艇隊戦時日誌 (3)」

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2003『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅲ）－北部編－』

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書　沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社

　那覇市ことぶき山の陣地壕跡

所 在 地　那覇市字田原 3 － 4（第 177 図　那覇市② 49）

立地・現状　那覇港より約１km 南方の標高約 40 ｍの地元でカテーラムイと呼ばれる丘陵の掘りこまれた人工

壕である。現在は田原公園の敷地内で、現存する壕口は 10 か所ほどあるが、内部への立ち入り出来ない。

歴 史 状 況　海軍沖縄方面根拠地隊の巌部隊本部壕として 1944( 昭和 19) 年 8 月から 12 月にかけて部隊と徴

用した住民による突貫工事によって構築された。この丘陵を高いところから見ると、「寿」の字に見えることか

らことぶき山という名称は軍が付けたものとしている。

遺構の特徴　第３紀泥岩 ( クチャ ) と第３紀砂岩 ( ニービ ) の層を掘り込んだ壕で、現在開口している壕口は４

か所である。坑道は網の目のように入り組んだ複雑な形状をしており総延長は 350 ｍを測る。坑道全体の底面

の高さが一定しないためスロープや階段で構成されている部分が多い。基本的に壁面や天井面は基本的に岩盤を

掘り込んだままの状態であるが、中央部付近はコンクリートやレンガで構築され、天井はアーチ状に成形されて

いる。軟弱な地盤に掘りこまれた本壕のうち、この部分は重要な機能をもつ場所であったと考えられる。

　この他に特徴的な遺構として造りかけの階段があり、上方の坑道を垂直に交差する下方の坑道の壁面手前まで

水平に掘り込み、その後に階段を成形しながら真下に掘り込んでいる。両通路は連結してはいるが床面に約１ｍ

の高低差があるため通行は困難である。

ま と め　コンクリートにより天井をアーチ状に成形した場所があり、近接する海軍部隊の壕である鏡水や豊

見城司令部のものと類似している。約１km 南には豊見城司令部があり、海側から上陸してくる敵に対して防衛

する陣地の１つとして構築されたと想定できる（仲程・瀬戸）。
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　宮古島市東仲宗根 ( 海軍第 313 設営隊 ) の陣地壕跡群

海 所 在 地　宮古島市平良字東仲宗根（第 183 図　宮古島市②８）

立地・現況　本壕は、前回分布調査で 34か所確認されているが、本調査では確認できていないものもある。こ

れらの壕跡は、大きく現在の宮古島市熱帯植物園西側の丘陵地 ( 標高 45 ～ 21 ｍ ) と、宮古少年自然の家の南

東側の小丘陵地 ( 標高 40 ～ 20 ｍ ) の 2 地区に分けられる。壕口㉕の側には、1980（昭和 55）年に有志によ

って慰霊碑が建立されている。熱帯植物園側の一部の壕跡については、一時期見学施設として利用されており、

壕内にはその当時の配線跡などが残されている。多くの壕で一部崩落も見られるが、残存状況は良好である。

歴 史 状 況　海軍第 313 設営隊は、1944（昭和 19）年 7月 15日に呉で編成され、8月 31日に呉軍港を出帆し、

9月 14日宮古島に上陸している。吉丸藤吉技術少佐を部隊長とし、機銃隊、勤務中隊 ( 第 1～ 3)、医務隊、主

計隊から編成されている。勤務中隊は、主にピンフ嶺の砲台や、城辺砲台、平良砲台の構築にかかり、本部がお

かれたのが、本地下壕群である。この本部では、10月 15日に大規模な空襲があり、13名が犠牲となっている。

海軍第 313 設営隊は、1945（昭和 20）年 6月 30日に海軍宮古島警備隊へ編入されている。

遺構の特徴　前述したように本地下壕群は、34もの壕口が確認されている。壕口は、丘陵に沿うように東西方

向にあけられたものが多い。これらの地下壕は、直進的な形態はなく、いずれも複数の壕口が連結している。特

に壕口㉘～㉚の壕跡は、非常に複雑な形態をなしており、今回の確認調査で、北側で確認されている壕口㉜・㉝

の壕口と連結していることが確認された。しかし、その連結路は、非常に高さが低く、人が這って進まなければ

いけないほどのものである。この㉘～㉚の壕は、宮古島市内で確認されている最長の壕跡で、総延長が約 500

ｍにも及ぶものである。壕の中には、床に枕木を篏めた痕が残る発電室や空気孔を有する小部屋といった空間が

5か所みられる。これらの空気孔の１つと考えられる孔が頂上にある展望台のすぐ下にみることができる。通路

には、当時使用したと思われるガラス瓶が散乱したいる場所も見られ、麻袋の型が付いたコンクリート塊も散乱

写真 257　ことぶき山の陣地壕跡　開口部　　　　　　写真 258　同　内部

写真 259　同　コンクリート部分のアーチ型天井　　　写真 260　同　階段
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しているのが確認された。壕口近くには、柱や梁を嵌め込んだと思われる蛇腹状の痕跡が壁に見られ、内部の壁、

天井は丁寧に削り込んでおり、部屋また壁を棚状に掘り込んだ部分も見られる。小部屋を有する壕は概ね内部を

丁寧に削り込んでおり、部屋は通路片側を掘り込んで作り出すものと、通路を分岐させてその奥に部屋を設置す

るものが見られる。この他、壕口⑫は、その形態的な特徴から、山砲が設置された可能性も考えられる。

ま　と　め　本壕は、海軍第 313 設営隊の本部がおかれた地下壕群である。海軍第 313 設営隊は、ピンフ嶺や

友利の砲台、狩俣の特攻艇秘匿壕の構築を行うなど、壕構築の専門集団である。本壕の複雑な構造は、その技術

の高さを伺いしることができる。また、各壕の残存状況は比較的良好で、熱帯植物園側の壕跡は、学習活動や文

化講座などで使用されることも多い場所である（久貝）。

第 94 図　東仲宗根（海軍第 313 設営隊）の陣地壕跡群　遺構分布図（沖埋文 2005 を使用し作成）

第 95 図　同　壕 11・12・13 略測図

推定砲門位置

壕口 12

壕口 11

壕口 13

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2005『沖縄県戦争遺跡

詳細分布調査（Ⅴ）－宮古諸島編－』

（沖埋文 2005

を一部改変）

写真 261　東仲宗根の陣地壕跡群　壕 13 開口部（砲口か）

写真 262　同　壕 13 砲座推定位置
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（４）監視所

　丘陵頂部など見晴らしが良い位置に立地し、監視窓などを有するものを監視所とした。今回、取り上げたもの

以外では、南城市糸数の美田部隊の監視所が断崖に監視窓を設け、約 50 ｍという長い坑道が続いたものがある。

これは棲息的な機能も十分考えられ、戦闘指揮所的な性格も考えられるが、現在立ち入り禁止のため調査は出来

なかった。また、後述する南大東島の海軍監視所は鉄筋コンクリート製の六角形を呈したもので、陸海軍の違い

である可能性がある。

　豊見城市保
び ん

栄茂の監視所跡

所 在 地　豊見城市字保栄茂 766-1 ほか（第 178 図　豊見城市 28）

立地・現状　保栄茂集落の東側の丘陵の頂上付近（最高所標高 105 ｍ）に位置し、南側に開口部があり、監視

窓は西を向く。この開口部からは与根、瀬長方面を見渡すことができる。

歴 史 状 況　保栄茂において、陣地構築は史料では、次のように確認できる。1944( 昭和 19) 年 10 月 30 日、

臨時軽迫撃砲第３大隊は独立軽迫撃砲第３中隊、第４中隊、第５中隊、第６中隊に対し、同年 11 月 11 日から

30 日までの期間に 12 月下旬までに完成させる旨の命令を出し、実際の作業は 12 月 9 日に終了した。

　保栄茂を含む豊見城一帯は、本来第９師団の守備範囲であったが、その転出後は第 24 師団に代わった。その

指揮下である歩兵第 22 連隊本部は、本監視所より北東約２㎞の宜保付近に置かれたとされる。また、その南方

の糸満市域には、座波や賀数など迫撃砲部隊が多くの陣地を構築している。また、約 400 ｍ西方の標高約 70 ～

80 ｍのイリウタキがある丘陵にも、同様の監視所があったとされる。一方、海軍部隊もこの地域には豊見城海

軍司令部壕を中心に多くの施設を構築している。本監視所より西 1.5㎞には海軍糸満（与根）秘密飛行場、北東 1.5

㎞には平良にある現在の豊見城インターチェンジの近くに海軍砲台があったとされる。

　米軍上陸後は、第 32 軍の南部撤退を始めた５月下旬以降に、首里より南方が前線となり、保栄茂北方の小禄

・豊見城一帯では海軍部隊を中心として、大田司令官が自決した６月 12 日前後まで激戦地となった。

遺構の特徴　本監視所は人工壕で、開口部より５ｍでほぼ直角に屈曲し、その３ｍ先に厚さ２ｍのコンクリート

で壁面を造り監視窓を造っている。開口部は幅 2.0 ｍで、土砂の流入もありその高さは 0.7 ｍと低いが、全体的

には高さ 1.5 ～ 2.5 ｍとそれほど窮屈ではない。コンクリート壁面に設けられた監視窓は床面から 1.5 ｍの高さ

で、外側が部分的に欠損しているが、本来は長さ２ｍ、高さ 0.35 ｍ、幅は内側 1.8 ｍ、途中で屈曲し開き外側 4.0

ｍとなる。壕部分の成形は、至る所にロット穴が見られることからダイナマイトによる発破と考えられる。また、

監視窓の外面のコンクリートは 50㎝ほど大きく破損している。

ま と め　コンクリートで成形された開口部は天井付近の高い位置にあることから、小銃、機関銃を構えるこ

とは困難であり、角型の筒がある砲隊鏡などの観測機器は使用可能であるので、監視所として構築されたと考え

られる。監視窓外面が大きく破損しているので、米軍の艦砲などの銃砲撃を受けたものと思われる。

　史料では迫撃砲部隊が保栄茂で陣地構築を行っているとされるが、現時点では他の遺構や周辺の遺跡も確認で

きないので、確定は出来ない。一方、監視窓の方向には海軍糸満秘密飛行場があることや、小規模な監視所だが

厚いコンクリートを使っていることなどから、海軍部隊の構築であった可能性もある。

　引用・参考史料

臨時軽迫撃砲第三大隊大隊長 1944 「迫三作命甲第二号 臨時軽迫第三大隊命令」

仮編軽迫撃第一大隊大隊長代理  1944 「迫一作命第十九号 臨時軽迫第一大隊命令」

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室　1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社
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写真 263　保栄茂の監視所跡　監視窓　　　　　　　　   写真 264　同　東壁面

写真 265　同　天井のロット穴

第 96 図　保栄茂の監視所跡　略測図
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　糸満市与座の監視所跡

所 在 地　糸満市与座 1795 －１（第 180 図　糸満市① 37）

立地・現状　与座岳の最高地点（168.4 ｍ）より南西 500 ｍに位置する標高約 130 ｍの中腹に当たる断崖頂部

に監視所跡と考えられるコンクリート製構築物が所在する。南側部分は欠損しており、北側もおそらく砲撃によ

り部分的に破損している。この頂部からは周囲四方の見晴らしは非常に良く、西側は海上まで見通せる。北側

600 ｍには、第 24 師団司令部壕と同部隊のトーチカなど多くの壕などが分布している。現在は、パームヒルズ

ゴルフリゾートのゴルフ場内に位置し、かつては構築物の西側がティーグランドであったが、現在はコース外の

小山となっている。

歴 史 状 況　与座は第９師団が転出後に第 24 師団司令部が所在した地域で、与座岳を中心とした複郭陣地とさ

れた。しかしながら、その構築・配備部隊などが分かる明確な資料は見られない。第 32 軍南部撤退後には、第

24 師団司令部は南方約 2.5㎞の宇江城、首里南東の歩兵第 89 連隊が与座への移動が開始され、６月５日頃に配

された。米軍は、小禄・豊見城の制圧と共に、６月 10・11 日は与座周辺に迫った。歩兵第 89 連隊は応戦したが、

６月 19 日には南方約１㎞の新垣まで撤退したようである。

遺構の特徴　岩盤を利用し、天井壁面を厚さ 40 ～ 60㎝のコンクリートで覆った構築物である。南側が大きく

破損されているが、平面形が北辺は３面となっており、南辺も同様なら八角形の形状を呈していた可能性がある。

立面の形状は、天井が２段に造られており、床面も同様に掘り込まれている。現状の規模から、内法は1.5×1.1ｍ、

高さ 1.5 ｍを測る。出入口は西側にあり、幅 0.4 ｍ、高さ 0.8 ｍを測り、内側の床面までは 0.8 ｍの高さがある。

天井及び壁面には、現存しているもので８か所の四角形の窓がある。その規模の多くは１か所を除き、高さ 10㎝、

幅 35㎝で、北面方向の２か所は縦位だが、他は横位に配されている。径 10㎝の円形の穴が北面の天井側に見ら

れる。

ま と め　四角形の窓は、破壊している南辺以外の東西北と天井側にも配され、内部からも各方面を見通せる。

この窓から小銃を構えることは可能だが、欠損している南壁が直角に立ち上がると考えると非常に窮屈であろ

う。北側の窓からは、第 24 師団

司令部付近が良く見える。北面

天井の穴は、可能性として信号

弾を送ることが考えられ、ここ

で周囲四方の監視を行い司令部

へ連絡する役割が想定はできる。

しかしながら、この構築物の類

例は見つけておらず、その性格

は確定できない。

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室　1968『戦

　　史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝

　　雲新聞社

　第 97 図　与座の監視所跡　略測図
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（５）戦闘指揮所
　戦闘指揮所は一定の形態で捉えることは出来ないが、立地的には丘陵頂部や先端部に位置し、周辺の陣地の中

心的な場所に位置する戦闘時の拠点と捉えられるものである。今回は、史料より前線の戦闘指揮所として使用さ

れたうるま市大田、中城村 161.8 高地陣地、南城市大里城跡のものを取り上げる。

　うるま市大田の戦闘指揮所跡

所 在 地　うるま市字大田 811（第 174 図　うるま市① 10）

立地・現状　勝連半島へ伸びる付け根にあたる大田地区の金武湾と中城湾を望む丘陵の頂上（標高約 70 ｍ）に

戦闘指揮所と考えられるトーチカ状の構築物が見られる。丘陵北側の裾部斜面には比較的大きな亀甲墓が見られ、

戦闘指揮所にはこれらを登っていく形となる。北西約 500 ｍには具志川の海軍砲台跡がある。

歴 史 状 況　構築された時期については不明であるが、米軍沖縄島上陸後に同指揮所を調査した際、勝連半島南

側の中城湾を射界に収める大田砲台と北側の金武湾を射界に収める具志川砲台両砲台の射撃管制を行う戦闘指揮

所であると想定している。内部には目標までの正確な位置を観測する測距儀と呼ばれる装置の台座が確認されて

いた。このほか、戦闘指揮所に付属する地下通路末端には指揮所の北側に向けた銃眼が構築されていた。

　また具志川地域は、歩兵第 89 連隊が陣地構築を行い、対空、中城・金武湾海域の監視のために伊計島・勝連

半島に監視隊を派遣しており、これらの情報は大田付近へ報告されていたとある。つまり、陸軍部隊にとっても

この大田地域には中城・金武湾一帯の拠点的な地点であったと考えられていた。

遺構の特徴　トーチカ状の構築物は鉄筋コンクリート製で、頂上の比較的平坦な場所に建てられ、出入口は北側

にある。その平面形は３つの部屋が連なった L 字形である。出入口を入ったすぐの部屋は 1.7 × 1.0 ｍの空間で

高さ 1.5 ｍがあるが、通路側の床面が開口しており、地下通路となっている。その次の部屋は、2.0 × 2.5 ｍの

写真 266　与座の監視所跡　南より　　　　　　　　　  写真 267　同　西より

写真 268　同　東より　　　　　　　　　　　　　　　  写真 269　同　内部から北側の監視窓
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空間で高さ 2.0 ｍがあり、北東、南東、南西方向に窓が設けられる。奥の部屋へは幅 0.7 ｍの通路で繋がってお

り、その長さが 2.5 ｍ、幅が手前 1.0 ｍ、奥 1.5 ｍと細長い台形状の空間で、天井が 0.8 ｍ低くなっており現状

の高さは 1.2 ｍである。長辺側の両壁面の下端には、高さ 0.5 ｍの開口部となっており、この部分に米軍資料で

確認できた測距儀の台座があったが、現存しない。

　出入口の部屋の地下通路は、反対方向に伸びる幅 0.8 ｍの急傾斜の通路となっており、天井と壁面はコンクリ

ート製だが、床面は岩盤が露出している。この下る通路は長さ４ｍほどで、全て素掘りの部分となり、その幅 1.2

ｍ、長さ５ｍの地点では西側に長さ 2.5 ｍ、奥行き 3.8 ｍの部屋が設けられる。通路はその先も２ｍほどの長さ

が見られるが、埋没している。米軍資料ではその先に銃眼となっているとあるが、これは地上にある亀甲墓へつ

ながっているものと推測される。

ま と め　トーチカ状構築物は丘陵頂上の目立つ位置に立地しており、銃器を発砲すれば発砲炎によって簡単

に位置が露呈し反撃を受ける危険があるためトーチカとしては不向きである。そこで、金武湾と中城湾が望める

位置であるため、両方向に対する目標の観測や火砲の射撃管制を行う場所としては最適であったため、米軍資料

にあるように戦闘指揮所として位置づけられる。地下通路には比較的大きな部屋があるため棲息的な機能も十分

有し、周辺の亀甲墓につながっている可能性が考えられ、丘陵一帯を利用した当地域における拠点的な場所であ

ったのであろう（仲程・瀬戸）。

　引用・参考史料

  G-2 Tenth Army 1945「Intelligence monograph PART II SECTION O KATCHIN HANTO」

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

写真 270　大田の戦闘指揮所跡　出入口　　　　　　　 写真 271　同内部　北より

写真 272　同内部　地下通路への降り口

　　 第 98 図　大田の戦闘指揮所跡略測図

（沖埋文 2002 より）
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　中城村 161.8 高地陣地の戦闘指揮所・陣地壕群

　（中城村指定文化財：史跡）

所　在　地　　中城村字北上原 195 番地（第 176 図　

中城村４）

立地・現状　 161.8 高地陣地は、中城村北上原の沖

縄県消防学校の北側にある標高 150 ～ 160m の独立

小丘陵を中心に、戦闘指揮所、壕、塹壕等で構成され

た陣地である。そのうち現存している施設としては、

奥間集落発祥地とされるキシマコノ嶽の琉球石灰岩の

大岩の上に設けられたコンクリート製トーチカと、そ

の岩の根元の陣地本部壕、大岩の 50 ｍほど南側に設けられた塹壕を確認することができる。後述するが、トー

チカとその下層の陣地本部壕を合わせて、前線の戦闘指揮所と捉えられるため、161.8 高地陣地の戦闘指揮所・

陣地壕群として呼称したい。

歴 史 状 況　陣地の構築については中城村教育委員会による地域住民の聞き取り調査により、1945( 昭和 20)

年１月頃に独立歩兵第 14 大隊により前進陣地として築かれたといことが判明している。同陣地では、昭和 20

年４月５日から７日にかけて陣地を守備していた第 62 師団所属の独立歩兵第 12 大隊 ( 賀谷支隊 ) の一部の部

隊と米軍との間で激戦が繰り広げられた。米軍側はトーチカと本部壕のある大岩を「ピナクルロック」と称して

攻撃を行っている。米軍資料「Intelligence monograph」によると、トーチカを戦闘指揮所として呼称しており、

この場から現場の指揮を行ったものと思われる。

遺構の特徴　琉球石灰岩の大岩の上に設けられたトーチカの構築においては、北上原の石工５～６人と住民

20 ～ 30 人が動員され、日本軍からできるだけ自然の岩に似せて造るように命じられたため、セメントと琉球

石灰岩を使用して擬岩風に仕上げたという。屋根のコンクリートには、軽便鉄道の鉄材や周辺から切り出した松

を補強材として使用している。トーチカには、出入口と北東、南東、北西 ( ２か所 ) の方角に向けて４つの銃眼

が設けられている。そのうち３か所の銃眼は崩れており正確な大きさは不明であるが、保存状態の良い北東側の

銃眼では縦 30㎝、幅 55㎝を測ることができた。縦約 180㎝、幅約 90

㎝の入口を入ると内部は高さ 170 ～ 190㎝、床面積４㎡程の広さとな

っている。銃眼からは、機関銃を構えることが可能と考えられる。

　大岩の根元にある壕は、トーチカ構築時に岩盤を割った際に偶然発見

された自然の洞穴で、出入口２か所と銃眼が２か所設けられ、当該陣地

の本部壕として使用された。内部の詳細な調査は実施していないため広

さ等の詳細は不明となっている。

　また、大岩の 50 ｍ程南側に設けられた塹壕についても大半が土に埋

まり、未調査であるため現在のところ詳細は不明である。

ま　と　め　トーチカからは、北は読谷－石川方面、南は浦添－知念半

島方面、東は中城湾、西は宜野湾市までの範囲を見渡すことができ、米

軍の進攻状況や海上の動きを監視できる重要な場所となっている。トー

チカと下層の本部壕による前線の戦闘指揮所として位置付けられる。

　また、防御上も新垣グスク付近に設けられた前進陣地とともに、東海

岸側の重要な防衛拠点を構成していた。当該陣地は戦後の造成等により、

丘陵麓の防御施設の大半が破壊されてしまったが、米軍進行時は強力な

第 99 図　161.8 高地陣地の位置（中城村教育委員会作成）

第 100 図　161.8 高地陣地要図

　（防衛庁 1968 より）
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防御力を発揮したと考えられる。現在残されている遺構は比較的

良好な保存状態ではあるが、トーチカの屋根の補強材として使わ

れている鉄材の錆による劣化が著しく、屋根の一部が崩落してい

るため早急に保存処置を講ずる必要がある（渡久地）。

　引用・参考文献　　

中城村役場 1991　『中城村史』第 4 巻戦争体験編　　

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査

　　( Ⅱ ) －中部編－』

防衛庁防衛研修所戦史室　1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲

　　新聞社

　

第 102 図　米軍作成 161.8 高地俯瞰図（「Intelligence monograph」より）

第 101 図　161.8 高地陣地のトーチカ略測図

写真 273　161.8 高地陣地のトーチカ　出入口（中城村教育委員会撮影）

写真 274　同　出入口より内部　（中城村教育委員会撮影）　　　　　　     写真 275　同　トーチカと本部壕
（中城村教育委員会撮影）　　　　　　　　
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　南城市大里城跡の戦闘指揮所跡

所 在 地　南城市大里字大里（第 178 図　南城市②１）

立地・現状　大里城跡北側の丘陵中腹標高 130 ｍ地点に位置し、岩陰を利用した人工壕となっており、北西側

の開口部からの見晴らしが良好である。従来、砲座跡と称されていたが、その遺構から大砲を据えることは難し

く、立地・資料から戦闘指揮所としての性格が考えられる。

　大里城跡一帯は、戦後は採石に伴い城壁も持ち運ばれ、農地や琉球政府や個人により公園造成となされたが、

1994（平成 6）年からは大里村（現南城市）による大里城址公園計画事業が進められ、本遺跡のすぐ東側もパ

ークゴルフ場となっている。このゴルフ場脇から階段を下りて行くことができるが、階段の構築時期は不明であ

る。周辺には墓口を利用した壕や自然壕の奥を人工的に加工した壕がある。また、大里城跡は「島添大里城跡」

として 2012 年に国史跡となった。

歴 史 状 況　中城湾臨時要塞重砲兵連隊を前身とする重砲兵第七連隊は、1944( 昭和 19) 年 5月 15 日から雨乞

森にあった本部を、1945( 昭和 20) 年 3 月 23 日に南方約１㎞の大里城跡に移設したとされる。また、同第３中

隊は、大里城跡すぐ南方の大里村西原に配置されていた。証言として、本部壕内部は 3階建てで 300 人以上が

収容でき、壕内には重砲兵第７連隊だけではなく知念支隊の各部隊の通信隊も集まっていたとされる。また、壕

内の建物は、２階建ての隊長用の家屋であったという証言もある。

　米軍上陸後、大里城跡一帯に配備されていた重砲兵第７連隊本部や第３中隊は４月３日頃には、北方約３㎞離

れた小那覇付近で戦闘していたようである。その後米軍は、５月 11日頃から激戦が行われた運玉森付近の戦闘

を終焉した頃には、５月 22日には雨乞森まで侵入し、５月 23日には大里西側高地に至った。大里城跡周辺は

５月 27日頃には、大里城跡の重砲兵第７連隊も南へ暫時撤退することになった。なお、証言では大里城跡本部

壕において 5月 20日頃には米軍と交戦状態になり、5月 28日頃まで戦闘を続けていたとされる。

遺構の特徴　石灰岩のフィッシャーを利用し構築された人工壕で、天井部の一部は開口していたがコンクリート

で塞いでおり、元々洞穴であったような雰囲気を窺わせる。開口部が北西と南東にあり、幅３ｍ、長さ 30ｍの

直線的な壕となっており、断面形状は三角形である。北西側の開口部には、両側壁面を幅 0.8 ｍの出入口を残し

て、石積みにより高さ３ｍの壁のような形で造られる。この石積みの中央上辺に、幅 1.0m、深さ 0.8 ｍの溝状

の凹みをつくりその表面をコンクリートで丁寧に成形している。この開口部の前面は平坦地となっており、その

西側約 10mに東西方向の石積みが設けられている。南東の奥壁手前は、石積みにより雛壇状の平場が２段構築

されており、奥壁は天井際高さ５ｍまで石積みがなされる。その位置から天井の北西側を見ると、抉れて４ｍ四

方程度の空間となっており、奥壁の石積みから梯子などで繋がるとすれば、十分部屋として利用できる。その部

分の天井にはコンクリートで成形され、15cm四方の穴が設けられ、現在は埋没しているが開口していた可能性

もあり、通気坑の可能性が考えられる。南東側の開口部には、石積みによる階段が設けられ、外部に通じている。

その先は岩盤を掘りぬいた通路につながり、上方約 15ｍほどで現在のパークゴルフ場、下方へは北側丘陵の麓

への道に至る。この階段は石積みで造られその隙間をセメントで埋めており、壕内に見られたものと同様の印象

も受ける。ちなみに、壕内の石積みに利用された石は人頭大の石灰岩の切石で、大里城の城壁に使用されていた

ものと思われる。

　従来、前回分布調査でも北西側開口部の石積みに設けられたコンクリート溝に砲身を通した砲座とされている

が、現状では内側の床面までの高さが２ｍあり、その後方に大砲を据えたとすると、野砲や山砲ならマウンドを

造れば置けると思うが非常に不安定と思われる。それ以外の可能性としては、監視・観測的な窓が考えられるが、

今のところ不明とせざる得ない。

ま と め　砲座と考えられていた本遺構であるが、それについては明確に出来ないと考える。一方、壕内は天

井をコンクリートで丁寧に塞ぎ通風孔を設けたり、部屋状の凹みも見られることから、証言にあるような２階ま
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たは３階の構造が考えられることと、大里城跡が本部であったことからすると、前線の戦闘指揮所としての性格

が最も妥当と考えられる。大砲については、大里城跡の正殿など、城壁に囲まれさらに見通しもよい場所に配置

されていたことも考えられよう（仲程・瀬戸）。

　引用・参考史料

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける重砲兵第七聯隊史実資料」

　引用・参考文献

大里村教育委員会 1998『大里城跡－都市公園計画に係わる緊急確認発掘調査報告書（１）－』大里村文化財調査報告書

　　第３集

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

平和祈念事業特別基金編 1996『軍人軍属短期在職者が語り継ぐ労苦 6』平和祈念事業特別基金

（６）通信所

　通信所とは、電気信号を送受信する施設のことである。これまでは、コンクリート製の構築物のため、トーチ

カと称されることが多かった。今回、取り上げた那覇市弁が嶽、那覇市首里ハンタン山については、その窓は銃

眼にしては大きく、監視所としては見通しが良くない場所に立地することから、通信所として取り上げた。

　那覇市弁ヶ嶽の通信所跡

所 在 地　那覇市首里鳥堀４丁目（第 177 図　那覇市① 12）

立地・現状　弁ヶ嶽は、第 32 軍司令部であった首里城から東方約１km に位置する独立丘陵で、頂上からの見

晴らしが良好で標高 165.7 ｍと首里周辺では最も高い地点である。元来は、嘉靖 22 年（1543）銘の国王頌徳

第 103 図　大里城跡の戦闘指揮所跡　略測図（沖埋文 2001 より）

写真 276　大里城跡の戦闘指揮所跡　天井部　

写真 277　同　開口部側の石積　　　　　　　　　　　   写真 278　同　石積上部のコンクリート製の溝

191



碑にも登場する首里王府の祭祀の場所の１つでもあり、現在、弁ヶ岳公園となっている。この弁ヶ嶽の中腹にあ

る拝殿のすぐ西側の標高約 150 ｍの地点で、周囲からやや窪んだ場所に通常トーチカと称されるコンクリート

製構築物がある。拝殿からは南側の見晴らしは良好であるが、本場所からは四方の見通しはほとんど利かない。

出入口は南側に１か所あり、その外壁には弾痕が見られる。現在は、構築物の下部が埋没しているが、窓だった

部分も塞がれているので、本来は地上に構築されたものと思われる。

歴 史 状 況　弁ヶ嶽には、1944 年 10 月の段階で第 32軍の電波警戒隊の島村隊が配備され、野戦電波警戒機

が設置されていた。1944( 昭和 19) 年 12 月１日、第２野戦築城隊第３中隊の１個小隊は、軍命により津嘉山

司令部壕の構築を中止し、同日弁ヶ嶽へ移動、通信所構築作業を開始した。第 32 軍総攻撃直前の 1945（昭和

20）年 5月 3日には独立混成第 44 旅団の一部が配置され、その後米軍の前線が首里に迫った 5月 26 日から

30日までの間は第 24師団歩兵第 32連隊が弁ヶ嶽に配備されていた。証言では、本通信所の構築には周辺の地

元住民が徴用され、気象台（首里にあった簡易気象観測所か）近くから砂を運んだが、その用途や使用者などは

分からないとのことであった。

遺構の特徴　コンクリート製構築物は、平面形が凸字形で、長さが７ｍ、幅が出入口側２ｍ、中央側が 5.5 ｍ、

奥側４ｍである。出入口を入ると、3.5×4.0ｍの方形の部屋となり、その奥壁には幅0.7ｍの通路を介し1.5×2.8

ｍの長方形の小部屋となる。窓は北以外の壁面に合計６か所あり、50ｍ四方で内外の大きさも同じで、銃眼と

いうよりも建物の窓というべきである。コンクリートの厚さは 60cm、成形時の仮枠は 0.15 × 1.0 ｍの板材を

使用したことがその痕跡から窺える。

ま と め　これまで強固そうなコンクリート製

構築物であることから、トーチカと呼ばれていた

が、窓の形状・規模は銃眼とは考えにくく、見通

しも効く場所ではない。構造からは明確に用途は

 第 104 図　弁ヶ嶽の通信所跡　略測図（前回分布調査時作成）

写真 279　弁ヶ嶽の通信所跡　近景

写真 280　同　内部天井の鉄筋部分
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確定できないが、史料からは弁ヶ嶽には野戦電波警戒機があり、また通信所が構築されたともある。そこで、通

信に関する何らかの施設ということで、通信所跡としておきたい。

　引用・参考史料

第 32 軍電波警戒隊 1944「警戒月報（10 月分）　昭和 19 年 11 月　第 32 軍電波警戒隊」

第 32 軍残務整理部 1947「第 2 野戦築城隊」

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

　那覇市首里ハンタン山の通信所跡

所 在 地　那覇市首里（第 177 図　那覇市② 65）

立地・現状　第 32 軍首里司令部壕の第１坑口周辺、首里城の久慶門付近の北側斜面、ハンタン山と呼ばれるか

つての琉球国王の尚巴志が作ったとされる龍潭と呼ばれる人工池のふもとの築山の中腹にあるコンクリート製構

築物が３か所みられる。これらは、池である龍潭の奥まった位置にあるため、見通しはよくない。また、南方約

200 ｍの金城町の石畳の入口付近には、道路に埋没し天井部と銃眼がわずかに地上に出たコンクリート製構築

トーチカがあり、首里城一帯には第 32 軍司令部などに関連する軍事施設が多くあったことが推察される

歴 史 状 況　直接的に関連する史料はないが、第32軍司令部に関連するものと考えられる。その経緯は不明だが、

合同無線通信所跡という木柱が建っている。

遺構の特徴　コンクリート製構築物は、厚さ２ｍのコンクリートで造られ、内部の高さが２ｍほどの平面形が長

方形のプランをもっている。第１坑口に近い西側のものは、南西を向く幅１ｍの開口部が２か所あり、その規模

は約４× 15 ｍである。50 ｍ東側には、その上下に並ぶように１つずつ見られ、共に北面する開口部が１か所、

その規模は約３× 10 ｍである。

ま と め　これまで強固なコンクリート製構築物であることから、トーチカと呼ばれることが多かったが、明

確な銃眼が見られない。合同無線通信所跡という木柱があること以外は具体的な資料ほ乏しいが、見通しが効か

ないという先述の弁ヶ嶽の構築物と立地的には類似していることから、ひとまず通信所跡と考えた（瀬戸）。

写真 281　首里ハンタン山の通信所跡　西側　　　　　   写真 282　同　内部

写真 283　同　東側１　　　　　　　　　　　　　　　   写真 284　同　東側２　                                                 
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５　特攻艇秘匿壕

　特攻艇秘匿壕とは、太平洋戦争において陸海軍が採用した主に体当たりによる攻撃を行うための小型艇、つま

り特攻艇を秘匿する壕である。その形態は、長さ約 10 ～ 20 ｍ、幅約２～４ｍ、高さ約２～３ｍの直線的な壕が、

一定の間隔を空けて数基構築されるもので、複数が連結するものもある。立地は、海岸に面した丘陵に掘り込ま

れたものだが、直接海側から見えないような位置もしくは偽装したりするものが多い。今回の報告書で提示した

分類では、陣地の中に含まれるもので、その細分類として位置付ける方が無難だという意見もあった。ただ、他

の遺構よりも形態・立地的に判別しやすく、沖縄戦を含め準備された本土決戦でも特攻艇作戦は主力とされ、そ

の遺構も多く残されていることから、特に１つのジャンルとして取り上げた。

　それでは、特攻艇の歴史について、既往の研究や史料を用いてまとめることとする。

　大型艦を攻撃するため、爆発力の高い兵器を主兵装とした小型艇による攻撃方法は太平洋戦争以前から存在す

る。最も古いものは長い棒の先端に爆薬を装着した外装水雷と呼ばれる槍状の兵器によるもので、これを艇首に

固定し敵艦に体当たりして槍先の爆薬を爆発させる攻撃方法をとっていた。アメリカ南北戦争中の 1863 年には

南軍の水雷艇デヴィッド (CSS David) が外装水雷で北軍の装甲艦ニューアイアンサイズ (USS New Ironsides) を

大破させたのを皮切りに両軍とも外装水雷を使用した。

　日本での事例としては日清戦争中の 1895( 明治 28) 年２月には機雷・魚雷で武装した日本海軍の水雷艇が威

海衛防備中の清国海軍の戦艦定遠ほか２隻を雷撃して撃破しているなど、海上戦闘において安価な小型艇が高価

な大型艦の脅威となり、戦局に大きな影響を及ぼすことがある。

　1942( 昭和 17) 年 8 月のガダルカナルの戦い以降、日本軍は守勢に転じ、1943( 昭和 18) 年の 2 月にはガダ

ルカナル島から撤退した。同年 5 月にアッツ島、11 月末にはマキン島タラワ島で、米軍が上陸して守備隊が玉

砕する戦いが続くなど、戦局は悪化していく一方であった。このような状況を挽回するため、後に特攻艇と呼ば

れる兵器を使用するという発想自体は陸海軍共に持っていた。

　特攻艇とは、爆装したモーターボートが敵艦に接近あるいは体当たりにより攻撃を仕掛けるものである。定点

で待ち伏せをする機雷や直線的にしか進めない当時の魚雷と異なり人員が搭乗して操縦するため、目標まで爆発

物を確実に誘導することは可能ではあるが敵艦へ接近中に迎撃を受ける危険もあるなど、外装水雷を装備した小

型艇と共通点が多い。しかし、決定的に異なるのが、爆発物を直接装備している点で、これは攻撃時に特攻艇そ

のものが爆発の影響を受ける事を意味し、搭乗員の生還は絶望的あるいは不可能となっている。装備している爆

発物も薄い鉄板の入れ物に爆薬を詰めただけの爆雷なので爆発の影響力は爆風に直接曝される範囲のみに作用

し、砲弾や爆弾が持つ装甲の貫徹や破片による加害効果はほとんど得られない。このため駆逐艦や揚陸艦、商船

規格の補助艦艇など装甲の薄い目標に対する効果は望めるが、戦艦や一部の巡洋艦のようにバルジやバイタル

パートなどの防御装備がある、ダメージコントロールが考慮されている戦闘艦に対しては効果は限定的で致命傷

を与えることは出来ない。

　このように欠陥の多い兵器ではあるが、構造が単純で建造が容易、訓練もさほど必要としない兵器であり、戦

局が日を追うごとに悪化している事から 1944( 昭和 19) 年 4 月に海軍が、5 月に陸軍が特攻艇の開発を始めた。

　海軍が開発した特攻艇は、海軍軍令部第２部長黒島亀人大佐が発案した特殊兵器の４番目にあたるため、当初

は「○四」と呼称された。ベニヤ板製全長 5.1m 幅 1.67m の１人乗りモーターボートの艇首内部にかまぼこ型

の 250kg 爆雷を装備し、1944( 昭和 19) 年 8 月に新兵器として採用され「震洋」と命名された。

　陸軍の開発した特攻艇は４式肉薄攻撃艇、４式連絡艇という名称だが、連絡艇の頭文字をとって「㋹」とも呼

ばれた。震洋よりも一回り大きいベニヤ板製全長 5.6m 幅 1.8m の一人乗りモーターボートで、円筒状の 250kg

爆雷を艇尾上部に外装した。
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　部隊編成は特攻艇開発とほぼ並行して行われ、昭和 19 年 8 月から、震洋を運用する震洋隊、㋹を運用する海

上挺進戦隊が編成され、各地に配備されていった。震洋隊は小笠原諸島を、海上挺進戦隊は慶良間諸島を皮切り

に、フィリピン、台湾、沖縄方面など米軍の侵攻が予想される地域の他、本土決戦に備える為に九州沿岸部や四

国・本州の太平洋側にも配備され、上陸作戦中や停泊中の敵艦隊を攻撃し、撃滅することが期待された。

　特攻艇は陸上を自走できないため、部隊は海岸線近くに配備されたが、特攻艇自体が秘密兵器であることから、

これを秘匿する必要があった。特攻艇秘匿壕は、特攻艇を収容して外部から見えないようにするとともに、砲爆

撃から守る目的で構築されたもので、複数の特攻艇を収容するために幅や高さに余裕を持った直線的で単純な構

造になっているものが多い。特攻艇秘匿壕構築を含む基地設営作業は、陸軍は海上挺進戦隊と同一の部隊番号を

もつ海上挺進基地大隊が行い、秘密保持のために壕構築作業に住民が関与することはほとんどなかったが、海軍

は独立した基地設営部隊や震洋隊員、時には徴用した民間人によって構築作業が行われた。

　終戦までに震洋隊が 116 個部隊、海上挺進戦隊・基地大隊が計 106 個部隊編成されたが、全部隊が安全に配

備先へ到着できたわけではなく、輸送中に潜水艦や航空機の攻撃を受けて損害を出している部隊も多く、これに

より配備先が急に変更になった部隊もある。作戦成功が死を意味するため、戦果については諸説あり不明な点が

数多くあるが沖縄方面を含めて実際に特攻艇で敵艦隊と交戦した部隊はいくつかある。これらの部隊は多数の戦

死者を出したが戦局に影響を与えることは無かった。

　引用・参考史料

陸軍省 1895 「児玉陸軍次官宛我海軍威海衛湾攻撃の景況」

　引用・参考文献

木俣滋郎 2014 『日本特攻艇戦史』潮書房光人社

（１）陸軍海上挺進隊
　陸軍海上挺進隊は、まず、基地建設と特攻艇整備が任務の海上挺進基地大隊が先に配備され、後から特攻艇を

運用する海上挺進戦隊が配備される方式をとっていた。

　沖縄方面でも同様で、慶良間諸島に海上挺進基地第１大隊（座間味島）、第２大隊（阿嘉・慶留間島）、第３大

隊（渡嘉敷島）の３個大隊が、沖縄島に第 26 大隊 ( 糸満 )、第 27 大隊 ( 与那原・豊見城 )、第 28 大隊 ( 具志頭 )、

第 29 大隊 ( 読谷・北谷 ) の４個大隊が、宮古島に第４大隊 ( 荷川取 )、第 30 大隊 ( 久貝 ) の２個大隊が配備され、

計９個部隊分の特攻艇秘匿壕を含む基地建設を行い、のちに基地大隊と同一の隊番号の海上挺進戦隊が配備され

た。しかし、海上挺進第 29 戦隊の半数と同第 30 戦隊は、米軍の沖縄接近によって来着できず配備先が変更となっ

たため、結局沖縄方面に配備された海上挺進戦隊は 7.5 個部隊となっている。

　また、沖縄島と慶良間諸島に配属された海上挺進基地大隊の主力は、1945( 昭和 20) 年２月頃に沖縄島に集

められ陸戦部隊として改変されている。

　引用・参考史料

厚生省援護局 1961 「陸軍船舶部隊略歴　その３／分割３」

厚生省援護局 1961 「陸軍船舶部隊略歴　その３／分割４」

読谷村比
ひじゃ

謝川沿いの特攻艇秘匿壕跡群

所 在 地　読谷村字渡具知（第 175 図　読谷村② 11）

立地・現状　比謝川河口の読谷村側に所在する。柵が設置されているものもあるが大半は資材置き場になってお

り、一部はボートの格納庫として利用されている。

歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 11 月７日、海上挺進基地第 29 大隊が沖縄島に来着し同年 12 月から現在の北
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谷町、読谷町に当たる地域を中心に海上挺進戦隊の基地設営を行った。設営された基地は海上挺進第 29 戦隊が

利用する予定だったが約半数は沖縄島に来着できず、第１中隊、第３中隊、整備中隊の一部が 1945( 昭和 20)

年２月 17 日に配備された。同部隊は米軍上陸直前の３月 29 日に出撃し米軍艦船への攻撃を行っている。

遺構の特徴　特攻艇秘匿壕跡は、渡具知ビーチ付近の２か所、渡具知漁港付近の４か所の計６か所が確認できる。

渡具知ビーチの２か所は土砂の堆積が激しく、壁面の崩れも認められるが、渡具知漁港付近の４か所はほぼ完全

な形で残存している。奥行きは約 15 ｍから約 30 ｍまでの差があるが、いずれも壕は幅約２ｍ、高さ約２ｍで

平面はほぼ直線である。

ま と め　海側から直接見えにくい比謝川の河口に構築されていることから壕そのものも秘匿する意図があっ

たと考えることが出来る。史料では戦隊の約半数が沖縄島に来着していることが確認できるが、この部隊が既設

の秘匿壕のすべてを使用して㋹を分散配置したのか、一部を使用して集中配置したのかは不明である。

　引用・参考史料

厚生省援護局 1961 「陸軍船舶部隊略歴　その３／分割３」

厚生省援護局 1961 「陸軍船舶部隊略歴　その３／分割４」

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』

写真 285　比謝川沿いの特攻艇秘匿壕跡群　近景

写真 286　同　遠景　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 287　同　内部

第 105 図　比謝川沿いの特攻艇秘匿壕跡群　略測図

　　　（沖埋文 2002 より）　　

196



渡嘉敷村渡
と か し く

嘉志久海岸の特攻艇秘匿壕跡群（渡嘉敷村指定文化財：史跡）

所 在 地　渡嘉敷村阿波連（第 181 図　渡嘉敷村４）

立地・現状　渡嘉敷村阿波連の渡嘉志久ビーチから東側に続く平地と丘陵麓の境目に所在し、千枚岩質の岩盤を

掘り込んで構築されている。周辺には埋没した壕と思われる地形が残っている。現存する壕跡は渡嘉敷村指定文

化財となっており、周辺は整備されている。

歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 9 月 9日、海上挺進基地第３大隊が渡嘉敷島に配備され、現在の渡嘉志久ビー

チ付近と阿波連南岸で特攻艇秘匿壕をはじめとする基地設営を行った。9月 26日には海上挺進第３戦隊が配備

され、渡嘉志久付近に戦隊本部と第２、第３中隊が、阿波連に第１中隊が配置された。本壕は、第３中隊が配備

された位置と思われる。

　1945( 昭和 20) 年３月 25日には慶良間海峡内に米軍艦艇

が侵入し、同日夜に㋹の出撃準備をするも命令により出撃は

行われなかった。27日には、戦隊本部は予定されていた北

山の複廓陣地に移動し、渡嘉志久と阿波連から米軍が上陸し、

以後陸上戦に移行することになった。

遺構の特徴　海上挺進第３戦隊第３中隊の特攻艇秘匿壕跡

は、高さ 2.1m、幅約３m、奥行き 12mで、外部地表と床面

との間に高低差は無くほとんど平坦である。内部に若干の土

第 106 図　渡嘉志久海岸の特攻艇秘匿壕跡　略測図

（沖埋文 2004 より）

第 107 図　渡嘉敷島の陣地要図（防衛庁1968より）

写真 288　渡嘉志久海岸の特攻艇秘匿壕跡　遠景　　　　 写真 289　同　壕内部
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砂の堆積が認められ、天井部や壁面の表面が剥落し周囲に散乱している。坑木跡のような溝は確認できないが、

天井の一部に構築時のものと思われる掘削痕が確認できる。

ま と め　特攻艇秘匿壕跡は、奥行きが約 12m であるため全長 5.6m の㋹を２隻格納できるほどのスペース

はあるが、壕口側の㋹は海側から見える状況となったことが予想されるため、何らかの方法で目立たないように

擬装していたと思われる。また慶良間海峡側に秘匿壕が構築されている理由についても、時化にくい内海に面し

た海岸のほうが㋹を泛水（へんすい。海面に船を下すこと）しやすかったからではないかと考えることが出来る。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2004『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－本島周辺離島及び那覇市編－』

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

　座間味村古
ふる

座間味の特攻艇秘匿壕跡・関連壕跡群

所 在 地　座間味村古座間味（第 181 図　座間味村 12）

立地・現状　海上挺進第１戦隊第２中隊のものとされる特攻艇秘匿壕は古座間味ビーチより約 200m 内陸の丘

陵麓に所在する。秘匿壕の東側約 400m には同隊整備中隊が使用したとされる壕があり、また北側 500 ｍにあ

る高月山の中腹にも壕群があり、海上挺進第１戦隊本部や通信中隊が使用したなどと言われている。この高月山

西麓の阿佐集落側の谷には、同隊整備中隊の武器庫とされる大和馬の壕もある。

歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 9 月 9 日、座間味島に海上挺進基地第１大隊が配備され、特攻艇秘匿壕をはじ

めとする基地設営を行った (「戦闘状況」)。9 月 27 日に海上挺進第１戦隊が配備された。1945( 昭和 20) 年３

月 25 日には慶良間海峡に進入した米軍艦艇から艦砲射撃を受け、翌 26 日には米軍が上陸し、陸戦に移行した。

㋹の出撃は行われなかった。

遺構の特徴　海上挺進第２戦隊第２中隊のものとされる特攻艇秘匿壕は、高さ 2.1m 幅約 2.6m 奥行き 13m で、

壕口付近と天井中央部が激しく崩落しており、床面は土砂や岩石が山状に堆積し地山が確認できない状況となっ

ている。左右両壁面とそこに接する天井の一部は原型をとどめており、両壁には等間隔で並んだ縦に掘り込まれ

た坑木をはめたと考えられる溝が 12 本確認できる。壕口から 5m までの部分には縦の溝を繋ぐ横方向に伸びる

溝が確認できる。

　整備中隊のものとされる壕は、高さ 2.1m 幅約 2.9m 奥行き 4.6m で平面は長方形型になっている。入口部分

の崩落が激しく床面は土砂が堆積

している。

　高月山中腹の西側斜面に構築さ

れている壕群は、11 基ある壕の

うち、ほとんどが幅 0.5 ～ 0.8m

長さ 1 ～ 5m の単純なものだが、

内部がクランク状に折れ曲がった

幅 1.5m 高 さ 1.6m 全 長 10m の

複雑な形状の壕も確認できる。証

言によればこの壕は海上挺進第１

戦隊本部や通信隊が使用していた

とされる。

ま と め　海上挺進第１戦隊第

２中隊の特攻艇秘匿壕は、海岸線 第108図　座間味島の戦闘経過要図（防衛庁1968より）
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から約 200m 離れた位置に所在するため、遠くからは確認しにくい状況だったと思われる。高月山中腹の海上

挺進第１戦隊本部や通信中隊が使用したとされる壕群は、その立地と小規模な壕が散在しており、本来は陸戦を

想定していなかったが米軍が接近したため、急に構築された壕であると考えることが出来る。

　引用・参考史料

第 32 軍残務整理部 1947「戦闘状況」

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

  座間味村阿嘉の特攻艇秘匿壕跡・関連壕跡群

所 在 地　座間味村阿嘉（第 181 図　座間味村７）

立地・現状　阿嘉島南東岸に海上挺進第２戦隊第２中隊の特攻艇秘匿壕跡があり、残存する壕１基、崩落した壕

跡と思われる窪みが６か所確認できる。また、阿嘉港東側の小川沿いの丘陵には、同戦隊整備中隊のものととさ

れる壕跡２基と、岩盤のフィッシャーを加工し建物などを構築した可能性がある場所がある。

　北東岸のニシバマと呼ばれる海岸の後方の丘陵には、同戦隊第３中隊の特攻艇秘匿壕があったとされる場所

で、崩落した壕跡と思われる窪みが３か所ある。この丘陵の頂上付近にも三兵壕と呼ばれる壕跡が確認できる。

第 109 図　古座間味の特攻艇秘匿壕跡・関連壕跡群　略測図

写真 290　古座間味の特攻艇秘匿壕　関連壕跡群　遠景　写真 291　同　特攻艇秘匿壕跡　内部

写真 292　同　特攻艇秘匿壕跡　坑木痕

特攻艇秘匿壕跡

高月山中腹壕１

高月山中腹壕２・３

199



歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 9 月 9 日、阿嘉島と慶留間島

に海上挺進基地第２大隊が配備され、特攻艇秘匿壕をはじめと

する基地設営を行い、阿嘉島には南東岸と北東岸に特攻艇秘匿

壕が構築された。同年 9月 27日には海上挺進第２戦隊が配備

され、南東岸には戦隊本部と第２中隊が、北東岸には第３中隊

が配置された。米軍艦艇が慶良間海峡に進入した 1945( 昭和

20) 年３月 25 日には空襲があり、第３中隊の㋹全艇が被害を

受けた。翌 26日には米軍が上陸し、戦隊本部、第２中隊、第

３中隊は陸戦に移行した。この後、残存した第２中隊の㋹によ

る出撃が計画されたが中止となった。

遺構の特徴　海上第２戦隊第２中隊の特攻艇秘匿壕跡は幅

2.2m、高さ 2.2m、奥行き 9.3mであり、壕口付近と天井中央

部が若干崩落しており、床面は土砂や岩石が山状に堆積してい

る。左右両壁面中央には縦に掘り込まれた坑木をはめたと考え

られる溝が２本ずつ確認できる。このほか、壁面には直径２㎝

程のロット穴が３か所確認できるため、ダイナマイトを使用し

た構築と考えられる。

　阿嘉港東側の丘陵にある整備中隊のものとされる壕跡は、幅

3.8m、高さ 1.4m、奥行き 6.6m の壕と幅 1.9m、高さ 1.9m、

奥行き 4.5mの壕の２基が確認でき、両者は 7.5m離れている。
第 110 図　阿嘉・慶留間島の戦闘経過要図

（防衛庁 1968 より）

写真 293　阿嘉の特攻艇秘匿壕跡　　　　　　　　　　　写真 294　阿嘉の整備中隊関連壕跡

写真 295　阿嘉の加工された岩盤　　　　　　　　　　　写真 296　阿嘉のニシバマ特攻艇秘匿壕推定範囲

200



天井・壁面には、ツルハシなどと思われる工具痕が一面に残る。壕内は土砂の堆積はあるが崩落は少なく掘削

痕が明瞭に確認できる。この壕は地元の古老の証言では整備中隊壕とされる。丘陵を挟んで反対側には幅 5.1m

長さ 13.2m のフィッシャーがあり、その両壁面に 10㎝四方の角材を入れるような穴が数か所ある。このフィッ

シャーを利用した何らかの建物などが構築された可能性もああろう。

　第３中隊の特攻艇秘匿壕は、壕と考えられる窪みしか見当たらない。その上方にある三兵壕は、丘陵頂上付近

を東西に貫通する幅 0.8m 幅 0.8m 長さ６m の直線的な壕だが、部分的に左右に 0.5m ずつ広がっている。散開

した兵士が防禦・射撃を行うための壕という意味の「散兵壕」であったものと思われる。

ま と め　阿嘉の特攻艇秘匿壕跡として、明確なものは第２中隊のものと整備中隊のものとされる壕が確認で

きた。阿嘉港東側位置するフィッシャーには建物を構築した可能性も考えられたので、この付近にあった戦隊本

部であったことも想定される。　

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

  座間味村慶
げ る ま

留間の特攻艇秘匿壕跡群

所 在 地　座間味村慶留間（第 181 図　座間味村 10）

立地・現状　慶留間島北岸の道沿いに現存する人工壕２基と崩落した壕跡３基を確認され、海上挺進第２戦隊第

１中隊の特攻艇秘匿壕とされる。壕の前面は道路として整備されており、周辺の地形は改変されている。

歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 9 月 9 日、阿嘉島と慶留間島に海上挺進基地第２大隊が配備され、阿嘉島と共

に慶留間島北岸でも特攻艇秘匿壕をはじめとする基地設営が行われた。同年 9 月 27 日には海上挺進第２戦隊が

配備され、慶留間島には第１中隊が配置された。阿嘉島同様に 1945( 昭和 20) 年３月 26 日には米軍が慶留間

島に上陸したが、特攻艇秘匿壕の所在する場所とは反対側から上陸したため第１中隊には無く、28 日早朝には

㋹４艇による出撃が行われた。残存した第１中隊隊員は 同日昼に米軍の攻撃を受けて秘匿壕内で自爆した。

遺構の特徴　特攻艇秘匿壕とされる壕は２基残存している。その規模は、幅 3.5m、高さ 2m、奥行き 8.1m の

ものと、幅 2.7m、高さ 2.0m、奥行き 6.6m のものがある。両方とも天井面と壁面の表面が激しく剥落している

ため掘削痕は確認できず、床面も剥落した岩石が一面に散乱しており、地山を確認することは出来ない。また壕

口が海岸から約 20m ほどしか離れておらず、他の特攻艇秘匿壕とは違いかなり目立つ位置に構築されている。

ま と め　壕内の天井面と壁面が剥落しているのは、風化の可能性もあるが、1945 年 3 月 28 日の米軍の攻

撃による可能性も考えられよう。また、壕の全長が㋹１艇分のスペースしかないため、当初の壕口は現在よりも

海側にあった可能性もある。海岸線にかなり近く目立つ位置に構築されているが、米軍は本壕群の目の前にある

阿嘉島の海岸からも米軍が上陸しているため、壕口付近に綿密な擬装が施されていたことが想定される（仲程）。

写真 297　慶留間の特攻艇秘匿壕跡　　　　　　　　　  写真 298　同　内部　
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　引用・参考文献

防衛庁防衛研究所 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

　宮古島市大浜の特攻艇秘匿壕跡群

所　在　地　宮古島市平良字久貝（第 183 図　宮古島市②２）

立地・現況　本壕は、宮古島平良久貝の北側の海岸線に構築されている。この海岸は、久松地域で「ウプドゥマー

リャ」とよばれ、伊良部大橋の宮古島側の起点となる浜である。現在は、漁港の拡張工事などに伴う埋め立てが

行われているが、本壕が構築されている丘陵部は本来海岸線に面していた場所である。伊良部大橋の建築工事に

際して、本壕の西側に位置する 4 つの壕口 ( 各 2 つの壕口が連結する ) は、現在は確認することができない。現

況は、樹木が生い茂る原野であるが、現在の道路からは約 10 ｍほど中にはいると壕口を確認することができる。

しかしながら、道路に面していることもあり、壕口部分やその周辺には、産業廃棄物などが多く捨てられている

状態にある。壕内部は、壕口付近は比較的良好な状態で保たれているものの、中にすすむにつれ天井部分や壁面

の崩落が激しく、1 ｍ以上その崩落による土砂が堆積している壕も見受けられる。

歴 史 状 況　大浜の特攻艇秘匿壕は、海上挺進基地第 30 大隊によって構築されている。海上挺進基地第 30 大

隊は、1945（昭和 20）年 11 月 15 日に鹿児島港を出帆し、11 月 22 日に宮古島に上陸し、先島集団長 ( 第 28

師団長 ) の指揮下に入っている。上陸後は、久松部落北側の海岸 ( 大浜周辺 ) に海上挺進基地施設の構築を開始

している。秘匿壕の構築にあたっては、同隊の 900 名が作業にあたり、第 1 ～ 3 までの勤務中隊が、約 1,000

ｍの区間に、30 ｍ間隔で壕を構築したとあり、17 の舟艇用の壕跡を構築したとある。壕の構築にあたっては、

ツルハシ、石工ノミ、ダイナマイトが使用されている。本秘匿壕は、1945 年 3 月 6 日構築を完了している。本

壕には、海上挺進基地第 30 大隊の特攻艇が秘匿される予定であったが、奄美近海で全滅されたため使用される

ことなく終戦をむかえている。

遺構の特徴　大浜の特攻艇秘匿壕として、現在 15 の壕跡が確認されている。壕の番号は、前回分布調査に準

拠する。これらの壕跡の内、直線状の壕跡もいくつか確認できるが、その多くは、2 つの壕口が連結しており、

概ね「コ」の字型を呈している。最も残りが良いのは、壕①と②が連結した壕である。この壕跡は、①が南に

13.7 ｍ直進し、②は南に 15.2 ｍ直進する。この 2 つの壕をつなぐように東西に 13.8 ｍの通路が設けられ、「コ」

の字型の平面形態をなしている。①、②とも天井までの高さは 2.2 ～ 2.6 ｍと高いつくりとなっており、壕の断

第 111 図　大浜の特攻艇秘匿壕跡群　分布図（宮古島市教育委員会作成）

面形態は台形状をなしている。①部

分には、特攻艇を積載した台車の

レールを設置した際の敷石がのこさ

れている。壕の奥側から入口部分に

向けては、高低差が 27㎝ほどあり、

海側にむけて緩やかな傾斜を設けて

いる。その他、③－④、⑤－⑥、⑦

－⑧、⑪－⑫、⑬－⑮の各壕口とも

な内部で連結しているが、必ずしも
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ばかりではない。また、⑤の壕口の
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ま　と　め　大浜の特攻艇秘匿壕は、「トゥリバー浜特攻艇秘匿壕群」、「荷川取海岸秘匿壕群、ウプドゥマーリャ

特攻艇秘匿壕群」らと同様の日本陸軍が宮古島に構築した特攻艇秘匿壕の１つである。これらの各地域の秘匿壕

は、現在でも残されており、沖縄戦末期の戦争状態を記憶する重要な遺跡であるといえる。本壕は、伊良部大橋

にむかう宮古側の起点地に位置し、壕へのアクセスも容易ではあるが、壕の内部は天井や壁面の崩落が激しく、

内部の見学は危険性が高い（久貝）。

　引用・参考史料

海上挺進隊基地第 30 大隊参謀陸軍中佐 1946　「海上挺進隊基地第 30 大隊」　

    引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2005『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査 ( Ⅴ ) －宮古諸島編－』 

（２）海軍震洋隊
　震洋隊が使用した特攻艇秘匿壕は、基本的に海軍が使用する港湾や飛行場の設営も行う設営隊が構築を行った。

しかし、小笠原に配備された第２震洋隊や奄美に配備された第 17、18 震洋隊が自力で基地設営を行っていたな

ど震洋隊が自ら秘匿壕構築に携わっていた事例もあり、基地設営作業が完全に分業化されていた訳ではない。

　沖縄方面における震洋隊の配備は沖縄島に第 22 震洋隊、第 42 震洋隊の２個部隊、宮古島に第 41 震洋隊の

１個部隊、八重山に第 19 震洋隊、第 23 震洋隊、第 26 震洋隊、第 38 震洋隊、第 39 震洋隊の 5 個部隊の計 8

個部隊の配備が計画されたが、輸送中に攻撃を受けて第 39 震洋隊は海没し、第 38 震洋隊、第 41 震洋隊、第

第 112 図　大浜の特攻艇秘匿壕跡①・②　略測図

　　　（沖埋文 2005 より）

写真 299　大浜の特攻艇秘匿壕跡　連結通路

写真 300　同　レールの敷石　　　　　　　　　　　写真 301　同　壕内部より望む
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42 震洋隊は損害を受け、定数に満たない数で配備された。沖縄島とその周辺に海上挺進戦隊を重点配備した陸

軍とは異なり、海軍の震洋隊は八重山に重点配備となった。

　沖縄島に配備された第 22 震洋隊、第 42 震洋隊は 1945（昭和 20）年 3 月下旬から 4 月初旬にかけて震洋で

出撃を行ったが、宮古島、八重山に配備された震洋隊は出撃することなく終戦を迎えた（仲程）。

　引用・参考文献

木俣滋郎 2014 『日本特攻艇戦史』潮書房光人社

奥本剛 2013『陸海軍水上特攻部隊全史』潮書房光人社

　宮古島市狩俣ヌーザランミの特攻艇秘匿壕跡群（宮古島市指定文化財：史跡）

所　在　地　宮古島市平良字狩俣（第 183 図　宮古島市③ 14）

立地・現況　本壕は、狩俣のヌーザランミと呼ばれる最高標高が 22.7 ｍの小丘陵に位置している。壕が位置す

る一帯の海岸線沿いには、現在、宮古島海中公園が整備され、観光客や市民が訪れる機会が多い場所である。海

岸線は、小規模な入り江状の地形をなしており、八光湾を全面に望む。戦後は、蝸牛の養殖場として一部利用さ

れていたようで、北側部分の壕口には、蝸牛の殻が多量に散乱している。壕内は、一部天井や壁面の崩落も見ら

れるが、残りは比較的良好である。2004（平成 16）年 4 月 15 日に旧平良市の史跡「海軍特攻艇格納秘匿壕」

として指定をうけている。宮古島市内の戦争遺跡の指定文化財は本壕のみである。定期的に周囲の伐採作業が行

われている。

歴 史 状 況　本壕の構築にあたったのは、海軍第 313 設営隊である。同部隊は、1944（昭和 19）年 7 月 15

日に呉で編成され、8 月 31 日に呉軍港を出帆し、9 月 14 日宮古島に上陸している。吉丸藤吉技術少佐を部隊

長とし、機銃隊、勤務中隊 ( 第 1 ～ 3)、医務隊、主計隊から編成されている。本壕の構築にあたったのは、主

に第 2 中隊で、ピンフ嶺の砲台設置のための壕構築を終えた後に、本壕の構築に取り掛かっている。壕の構築は、

1945（昭和 20）年 1 月 28 日から始まり、4 月末には完成している。構築にあたっては、設営隊員の他に、後

述する特攻艇の隊員や、狩俣・島尻地区の勤皇隊隊員も携わっている。本壕には、第 41 震洋特別攻撃八木部隊

が配置されている。八木部隊は、約 180 名で構成され、1945 年 2 月 29 日に入港、3 月 1 日から終戦まで本壕

に駐屯し、震洋型の特攻艇 41 隻が秘匿壕に格納して出撃に備えたが、宮古島の上陸が回避されたために、特攻

艇が出撃することはなかった。

遺構の特徴　本壕の壕口は総計 6 か所確認され、いずれも内部で連結している。壕のつくりは、特攻艇を格納

するため、幅が 3.5 ｍ、高さが 2.7 ｍと大きなものとなっており、いずれの壕口もほぼ同様の規格をなしている。

特攻艇の出し入れのため、壕の形態は直線的で、総延長は 300 ｍ近くに及ぶ。壕口から隣接する八光湾までレー

ルが付設されていたようでレールは常時、擬装されており、レールの上には特攻艇を積んだ台車が常備されてい

た。有事の際には、台車ごと手押しで本壕から八光湾まで運搬し出撃する計画であった。壕口から 20 ｍ程一直

線に塹壕が残されており、天井は草木等で擬装していたとのことである。この壕の近くには、兵士がつめていて

いた仮小屋や発電室、製塩所、見張り台、地下燃料庫などが配備されている。また、それ以外の土地では、芋、

タバコを栽培していたとのことである。

ま　と　め　特攻艇秘匿壕は、陸軍が大浜、トゥリバー、荷川取に構築しているが、海軍の特攻艇壕として構築

されたのは本壕のみである。また、宮古島市内では戦争遺跡として唯一の市の史跡指定を受けた壕跡である。内

部の残存状況も良いことや、公園に隣接しアクセスしやすいという点などからも、戦争遺跡の案内や、学習活動

では頻繁に活用されている。現在の壕の内部に秘匿壕としての機能を示すような痕跡などはみられないが、戦時

中の旧日本軍の戦闘方法などを知る上では重要な遺跡であると考える（久貝）。
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　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2005『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査 ( Ⅴ ) －宮古諸島編－』 

　石垣市川
か び ら

平の特攻艇秘匿壕跡群

所 在 地　石垣市字川平（第 185 図　石垣市⑦７）

立地・現状　石垣島の北東側にある川平湾中央部の東西の海岸沿い所在する。砂の堆積や落盤などで埋没しかけ

た壕が多い。現在崩落の危険があるため、柵が設けられており、内部に立入る事は出来ない。現状では利用され

ておらず放置されている。このほか石垣島には第 23 震洋隊と第 38 震洋隊が構築した特攻艇秘匿壕が宮良に所

在する。

歴 史 状 況　1944( 昭和 19) 年 12 月 19 日、石垣島に来着した第 19 震洋隊は川平に配備され秘匿壕構築作業

を開始した。秘匿壕完成までの間、震洋は名蔵湾に収容されていた。湾内で突入訓練も行われたが実際に出撃す

ることは無かった ( 奥本剛 2013)。

遺構の特徴　川平湾を囲むように構築されており、集落に近い高屋側に５基、約 350m 離れた対岸の仲筋側に

３基あり、計８基が確認できる。壕はすべて海岸沿いの石灰岩が露頭している部分に壕口があり、海岸線に対し

て内陸側へほぼ直角に向けて掘り進められている。壁面や天井はかなり粗く、一部は剥落して床面に岩石が散乱

第 113 図　狩俣ヌーザランミの特攻艇秘匿壕跡群　分布図（沖埋文 2005 より）

写真 302　狩俣ヌーザランミの特攻艇秘匿壕跡群遠景　 写真 303　同　壕内部
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している箇所も見受けらる。また、一部は自然にできた凹みを利用している部分もある。内部構造は殆どが底面

がフラットな一直線状で、残存状況が良いもので幅約３m 奥行き約 25m の規模がある。一部の壕のみ段差を持ち、

途中で折れ曲がった形状をしている。

ま と め　特攻艇秘匿壕が川平湾の東西に分散して構築されており、各壕との間の情報伝達の点では若干の支

障があるが、これは壕が攻撃を受けた場合に被害を軽減できるための工夫であると思われる。また、海岸線から

数 m の位置に構築されており湾内からは発見されやすい状況ではあるが、川平湾口の大部分の水深が浅く、喫

水の浅い小型船しか進入できないため、島の外部から秘匿するには最適な地形であったと考えることができる。

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅵ）- 八重山諸島編 ‐ 』

奥本剛 2013 『陸海軍水上特攻部隊全史』

第 114 図　川平の特攻艇秘匿壕跡群分布図・略測図（沖埋文 2006 より）

写真 304　川平の特攻艇秘匿壕跡群　遠景　　　　　　  写真 305　同　壕内部　
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　石垣市宮
みやら

良の特攻艇秘匿壕跡群

所 在 地　石垣市字宮良（第 184 図　石垣市①２）

立地・現状　宮良の特攻艇秘匿壕跡群は現在私有地内にあり立入は出来ない。北側の特攻艇秘匿壕跡群は開発に

よって大部分が失われ、特攻艇秘匿壕群は１基のみ残存している事が目視で確認できる。南側の特攻艇秘匿壕群

はフェンスが張られ確認することはできない。付近の浜には桟橋跡とされる集石が残存している。

歴 史 状 況　1944( 昭和 20) 年 12 月 11 日、第 23 震洋隊が石垣島の宮良に配備され隊員総出で震洋が２艇収

まるサイズの特攻艇秘匿壕や防空壕約 30 か所の構築を開始した ( 奥本剛 2013)。第 38 震洋隊は小浜島に配備

予定で、先発隊は 1944 年１月 28 日に同島に配備され、特攻艇秘匿壕を構築作業を開始したが、後続隊が海没

したため、配備先が宮良に変更となり、全長約 50m の特攻艇秘匿壕を２基構築した ( 奥本剛 2013)。

遺構の特徴　特攻艇秘匿壕は現状では確認できないが、2004（平成 16）年度調査時には国道 390 号線を挟ん

で北側に４基、南側に１基確認されており、北側の秘匿壕跡は第 38 震洋隊が南側の秘匿壕跡は第 23 震洋隊が

構築したとされている ( 沖縄県 2006)。特攻艇桟橋跡とされる集石は幅約 15m、長さ約 150m で海岸から南南

西に向かって伸びている。この集石は干潮

時に露頭し、満潮時は海没している。

ま と め　特攻艇桟橋跡は大規模で上空

から発見されやすく攻撃目標になる危険性

があるが、遠浅の宮良湾の海底に震洋のス

クリューや舵が接触して破損しないように

構築されたことが想定される。資料により

特攻艇秘匿壕跡群は第 23 震洋隊と第 38

震洋隊が構築したことは確認できるが、特

攻艇桟橋跡を構築した部隊は明らかではな

い（仲程）。

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦

　　争遺跡詳細分布調査（Ⅵ）－八重山諸島

　　編－』

奥本剛 2013 『陸海軍水上特攻部隊全史』

写真 306　宮良の特攻艇秘匿壕跡・桟橋跡

第 115 図　宮良の特攻艇秘匿壕跡群分布図・略測図（沖埋文 2006 より）
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 ６　学徒隊壕

　学徒隊壕とは、日本軍により動員された学徒（学生・生徒）が構築または避難した壕を称する。多くの学徒が

動員され、戦闘に巻き込まれた沖縄戦の特徴を示す遺構として重要と考えたため、陣地や住民避難壕ではなく、

１つのジャンルとして取り上げた。

　学徒の軍需工場や農村への勤労動員は、日中戦争期から始まっていたが、1943（昭和 18）年６月「学徒戦時

動員体制確立要綱」の閣議決定によって、その強化が決められた。沖縄においても、特に第 32 軍が創設された

1944（昭和 19）年３月以降から、訓練、勤労を一貫して教育していくこととなり、各部隊の陣地構築や食糧運

搬等の戦力増強に動員されるようになった。同年の 10・10 空襲後からは、学業は停止状態となり軍事教練と軍

施設建築作業が主となった。12 月には、中学校生徒の戦力化について軍と県との間で協力策定が行われ、中学

下級生に通信訓練、女子校上級生に看護訓練を実施し、沖縄が戦場となった際には、それぞれ学徒通信隊、学徒

看護隊として動員し、学徒通信隊は軍人として、学徒看護隊は軍属として扱う旨を決定し、1945（昭和 20）年

１月から教育が実施された。1945（昭和 20）年 3 月 18 日の閣議で「決戦教育措置要綱」を決定し、国民学校

初等科を除き学校における授業を同年 4 月 1 日から来年 3 月 31 日まで停止すると決まった。宮古では、国民

学校児童にも軍工事作業への協力や水汲みなどの軍への協力が求められた。

　米軍上陸が間近に迫った 1945（昭和 20）年３月 23 日頃からは、訓練を受けた男子学徒は各学校で結成され

た鉄血勤皇隊などに、女子学徒は主に看護補助要員として沖縄陸軍病院や各地の野戦病院などに配属された。動

員された男子学徒は、沖縄師範学校男子部、沖縄県立第１中学校、第２中学校、第３中学校、農林学校、水産学

校、工業学校、宮古中学校、八重山中学校、八重山農学校男子部、那覇市立商工学校、私立開南中学校からである。

動員された女子学徒は、沖縄師範学校女子部、沖縄県立第１高等女学校、第２高等女学校、第３高等女学校、首

里高等女学校、宮古高等女学校、八重山高等女学校、沖八重山農学校（女子部）、私立積德高等女学校、私立昭

和高等女学校からである。ちなみに、ひめゆり学徒隊（師範学校女子部および第１高女）、白梅学徒隊（第２高女）、

なごらん学徒隊（第３高女）、ずいせん学徒隊（首里高女）、梯梧学徒隊（昭和高女）などは戦後の通称である。

　鉄血勤皇隊は、戦後の第 32 軍残務整理部による史実資料によると、軍司令部と文部省との協定により各中学

校ごとに編成された。その隊員は、満 17 歳以上の身体が健全である者（兵役に関係ある職員を含む）と、満

14 歳～ 17 歳の審査合格者で構成され、軍事教官を隊長とし、指揮能力のある職員と上級生を各幹部とした。

戦傷死、功績等に関する事は正規軍と同様に取り扱うとされた。証言などからによると、鉄血勤皇隊の任務は、

橋や道路などの修復や歩哨勤務、食糧運搬、負傷者の担送、敵陣地への奇襲、背後撹乱、急造爆雷を背負っての

敵陣地への突入、夜間時に敵戦車に潜り込んでの爆破攻撃など多岐に亘ったようである。また、同時に各部隊の

通信隊として動員された男子学徒もおり、その任務は情報の伝達や電話線の修理、伝令等であった。戦況が悪化

した５月下旬には、第 32 軍司令部の南部撤退と共に行動することになり、多くは摩文仁方面を目指し、６月下

旬の解散まで多数の戦死者を出した。北部地域では、激しい攻防戦により４月下旬には自由行動になった。

　一方、女子学徒は、当初は陣地壕構築や衛生材料運搬などを行っていたが、米軍上陸後には動員された各病院

で負傷兵の看護、死体埋葬、飯あげ、水汲み、薬品・医療器具の運搬などを任務とした。第 32 軍南部撤退と共に、

各病院も八重瀬町新城や、糸満市伊原・山城・糸洲などに移動し、多くの女子学徒も同行したが、自決も含め多

くの戦死者が生じた。北部地域では、４月 16 日頃には八重岳・多野岳へ守備部隊と共に撤退したが、まもなく

解散した。

　沖縄戦に参戦した学徒の戦死者は、2000 年の資料によると、男子学徒は 1,489 名、女子学徒は 406 名とさ

れる（ひめゆり平和祈念資料館 2000）。

　現在、学徒隊壕として認識できるのは、鉄血勤皇師範隊が構築した留魂壕と同部隊が避難した沖縄師範健児之
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塔付近（建児隊）の壕、鉄血勤皇農林隊が構築した牧原の壕であり、以下個別に解説する（井上・瀬戸）。

　引用・参考史料

第 32軍残務整理部 1947「沖縄作戦ニ於ケル鉄血勤皇隊史實資料」

　引用・参考文献

沖縄県警察史編さん委員会　1993　『沖縄県警察史　第 2巻（昭和前編）』警察本部史料

林博史 1987「学徒隊と防衛隊」『沖縄戦　国土が戦場になったとき』青木書店

ひめゆり平和祈念資料館 2000　『ひめゆり平和祈念資料館開館 10周年記念イベント「沖縄戦の全学徒たち」展報告書』

吉田裕 2007『アジア・太平洋戦争』シリーズ日本近現代史⑥　岩波書店

琉球政府文教局　1971　『沖縄県史　第８巻　各論編７　沖縄戦通史』琉球政府文教局

琉球政府文教局　1966　『沖縄県史　第４巻　各論編３　教育』琉球政府

　那覇市留
りゅうこん

魂壕跡

所 在 地　那覇市首里（第 177 図　那覇市② 64）

立地・現況　首里城内の物見台である東のアザナの城壁北側、標高約120ｍの地点に掘削された壕である。戦後、

1950（昭和 25）年に、首里城跡に琉球大学が建設された際に、その範囲に取り込まれ、農学部の施設として利

用されていたとされる。その後、国営沖縄記念公園首里城地区の一角となり、現在は未開園地区として一般客の

立ち入りは出来ない。当センターは、国営沖縄記念公園事務所の委託を受け公園整備のための発掘調査を継続し

ているが、2012・2013（平成 24・25）年度に東のアザナ北側で発掘調査を行ったところ、留魂壕を検出する

ことができた。また、この調査に合わせて、当センターでは沖縄師範学校１年生で鉄血勤皇隊に召集され、留魂

壕で沖縄戦を体験した古堅実吉氏（当時 16歳）に対して現地で証言の聞取りを行った。

　現在、留魂壕の一帯は遮るものがなく、北と西の見通しが非常に良い状態だが、当時はアカギが生い茂る非常

な暗がりの森であったことが、証言及び戦前の空中写真により確認されている。

歴 史 状 況　沖縄師範学校男子部では、1944（昭和 19）年半ば頃から主として小禄飛行場建設や首里方面の陣

地作り等に従事していた。10・10 空襲での被害から自前の壕を持つ必要性を感じ、翌年の初頭から第 32軍司

令部壕と並行して留魂壕の掘削作業を始め、３月中旬には完成したとされる。壕の名称は、吉田松陰の「留魂録」

にちなんだものである。古堅氏によると、１・２年生は壕構築に携わっていなかったとのことである。

　また、先祖代々王家に仕えていた真栄平房敬氏によると、同年 10月頃から留魂壕に挟まれている洞穴を城内

の首里第１国民学校の職員が掘り広げて、沖縄神社の御神体及び同校・県立第１中・師範学校の御真影を退避さ

せたという。その後、御真影は 12月中旬に、北部の大湿帯に移され、この洞穴は、沖縄神社の御神体及び円覚

寺の番人や付近住民の避難場所となったとされる。ちなみにこの洞穴については、王府時代に女官達が緊急時に

避難した「ウシヌジガマ」だとの説がみられるが、「ウシヌジガマ」と伝わる施設は別の場所で確認されている。

また当センターの発掘調査成果によると、この洞穴は元々グスク時代に構築された墓のような施設であったと考

えられる。

　３月 22日には、第 32軍司令部から鉄血勤皇隊編成の司令が伝達され、23日の大空襲を境に留魂壕に職員・

生徒が集まり、31日に 386 名を壕前に集合させ、鉄血勤皇師範隊として結成がなされた。同隊は、「本部（炊

事班と自活班含む）」「斬込隊」「千早隊」「野戦築城隊」「特別編成中隊」に分かれている。「本部」（16名）は、

師範隊の指揮や軍司令部との連絡調整に当たり、戦闘が激化すると水の運搬や食料調達の自活隊を編成した。「斬

込隊」（57名）は別名菊水隊とも言い、肉薄攻撃等の訓練を受け、敵地に侵入し背後斬込による敵の後方撹乱や

留魂壕前の歩哨勤務、食料の運搬や負傷者の病院への輸送が任務であった。「千早隊」（隊員 22名）は、軍司令

部情報部直属の宣伝隊で、軍司令部の情報や友軍の戦果等を各部隊に提供すると共に、住民の壕への宣伝活動と
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戦意高揚、住民の監視や指導、米軍占領地域に潜入し諜報活動やゲリラ活動も務めた。「野戦構築隊」（291 名）は、

軍と共に首里周辺の陣地構築作業に従事した。また、その一部は６月中旬から具志頭の与座・仲座で敵戦車への

急増爆雷を用いた肉薄攻撃等も行った。「特別編成中隊」は、５月初旬に野戦構築隊から 48名が選ばれ、任務

は軍司令部壕口での立哨、対戦車攻撃用の急増爆雷の摩文仁への運搬、首里周辺陣地のタコツボ壕掘り、司令部

から各部隊への伝令等であった。摩文仁撤退時には、先遣隊として摩文仁での壕の確保や司令部の物資や食糧の

運搬、官僚の護衛など撤退時の原動力となった。

　留魂壕での生活として、壕内には民家の廃材を利用して２段の寝台を作り、寄宿舎から畳を運び込んで敷き、

作業を２交代制にして全員寝起きし、炊事は壕入口付近に廃材で天井を作ったという証言がある。一方、古堅氏

によると、壕内に坑木などは見られず、灯りはなく暗闇で、座って膝を曲げ壁にもたれて寝ていたとのことであ

る。その他、城内の井戸が破壊され、赤田の民家まで水を汲みに行くことになったため、それを避けるために坑

道を掘ろうとしたが、土の処理が出来ずに掘削を断念したという証言もある。また、３つの坑道の東端は、３月

下旬沖縄新報社が師範学校より譲り受け、編集室や無電室が設けられて壕内で新聞発行を行っていた。第 32軍

司令部の南部撤退の５月下旬まで壕内にいたという話もあるが、古堅氏の証言によると師範隊が引き揚げたのが

27日前後で、その時には既に新聞社はいなかったとのことである。

　南部撤退が決まった５月下旬以降は、鉄血勤皇師範隊も留魂壕から離れ軍と共に南下し、一部知念や玉城方面

に移動した部隊もあるが、多くは摩文仁を目指したとされ、その過程で多数の戦死者が生じた。

　戦後、1950（昭和 25）年に古堅氏が留魂壕周辺へ行った際には、壕口が全て見える状態で、食事をした跡も

残っており、新聞社が使用していた壕には沢山の活字が落ちていたという。

遺構の特徴　留魂壕は、首里城の内郭を区切る城壁の基盤層である石灰岩及び砂岩（ニービ）を掘り込んで造ら

れ、東西 50ｍ、南北 20ｍの範囲に総延長 130 ｍの規模を測る。壕口は東西方向に４か所みられ、通路がそれ

ぞれ南北方向に直線的に伸び、内部で東西方向の通路につながる構造となっており、平面は短冊状と言える。た

だ、西から２つ目の壕口は、洞穴の開口部に設けた石積みで出入口を作っている。洞穴の内部は５×８ｍの略方

形の空間となり、奥行２ｍの範囲が石敷きとなっている。この造成時期はトレンチ調査により確認したところ近

代と考えられ、先述のように御真影を安置した場所と考えられる。

　本来の留魂壕の出入口は３か所と考えられ、通路幅の基本は 1.8 ｍ、高さは 1.5 ～ 1.8 ｍである。西側の出入

口から東に折れる通路は、比較的強固な石灰岩を丁寧に掘り込んでいるため、天井・壁面に約１ｍの間隔で設け

られた坑木痕が明確に残っておりまたツルハシなどの工具痕も無数にみられる。この西側の通路脇には、２～３

ｍ四方の部屋が３つ取りつく。通路西奥から、幅１ｍの狭い通路が西側に続き、北は埋没しているが、本来はコ

字状に繋がっていたものと思われる。この範囲はニービを掘り込んでいるところが多いため、崩落が激しい。南

側は洞穴の内部につながっている。

　東側の２か所の出入口は 10ｍの間隔で近接しており、これにつながる通路は全てニービを掘り込んでいるた

め類似した印象を受ける。南北方向の通路には、それぞれ２～３ｍ四方の部屋が２・３取りつき、東西方向の通

路２本で繋がれる。軟質な地盤のため、非常に崩落が激しいが、坑木痕は所々見られるため本来は全てにあった

ものと思われる。南方向に幅１ｍの通路が途中で埋没しているが、掘削中であった可能性がある。中央よりの壕

口の前面には視界をふさぐように石積みが構築されており、ここも通路の一部であったものと思われる。

　東端の出入口は新聞社が使用していた壕とされ、その前面及び内部から約 100 個の活字が出土した。活字は

アルミまたはジュラルミン製で２㎜～ 10㎜四方のサイズがあり、「戰」「斬」などの字があった。壕内は、３ｍ

の地点で大きく埋没しており、10ｍ先に続く通路との間は不明である。そこで、沖縄新報社の記者で当時新聞

社壕にいた仲本政基氏の手記の図により、復元を行った。ただ、仲本氏の図では南北通路の全長が 15ｍ、部屋

が南北に３か所、行き止まりに１か所となっている。しかし、現状では全長 25ｍとなっているので、その後拡
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張したものかもしれない。

ま と め　留魂壕は、沖縄師範学校の生徒・職員が自らの避難のために構築した壕で、上陸後は戦闘及び諸作

業の合間に交代制で生活した場所であった。また、一部新聞社が利用したという証言は知られていたが、発掘調

査により活字が出土したことでその場所を特定できたことは大きな成果である。壕の形態から見ると、短冊状に

つなげた軍構築壕のなかでも、司令部や本部壕とされたものに類似している。また、中央部にある洞穴は、開口

部に石積みで出入口をつくり、床面の奥には石敷きを施している。この洞穴は証言にある御真影を安置した場所

と想定され、留魂壕と同様に重要な成果である。将来的には、首里城公園の一角として公開される範囲に位置し

ており、適切な保存・活用を図っていけるよう関係諸機関との連携が必要であろう（新垣・井上・瀬戸）。

　引用・参考文献

島袋栄德　1998　『留魂の碑　鉄血勤皇師範隊はいかに戦塵をくぐったか』　龍潭同窓会

ひめゆり平和祈念資料館 2000　『ひめゆり平和祈念資料館開館 10 周年記念イベント「沖縄戦の全学徒たち」展報告書』

甦る首里城と復元編集委員会　1993　『首里城復元記念誌　甦る首里城　歴史と復元』首里城復元期成会

仲本政基　1974「新聞人の沖縄戦記」『那覇市史　資料篇　第２巻中の６』那覇市企画部市史編集室

 

第 116 図　留魂壕跡略測図

写真 307　留魂壕跡　壕口前面の石積

写真 308　同　壕内の工具痕
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０ 10m
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自然洞穴

（一部加工）
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活字出土地点
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（点線は証言資料による推定）
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写真 309　留魂壕跡と首里城の東のアザナ付近の城壁　北東より

写真 310　留魂壕跡　洞穴内の石敷　　　　　　　　　写真 311　同　西端壕口の通路

写真 312　同　西側前面　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 313　同　新聞社壕の壕口

写真 314　同　新聞社壕の壕口前面付近で出土した活字
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　糸満市沖縄師範健
けんじ

児之塔付近の壕跡（健児隊の壕）

所 在 地　糸満市字摩文仁 548 番地（第 180 図　糸満市④ 129）

立地・現況　第 32軍司令部が南部撤退後に移動した摩文仁 89高地の司令部壕より、南西約 100 ｍの地点で標

高約 45ｍの丘陵斜面部の自然洞穴である。壕からの見通しは利かない。壕口付近に 1946（昭和 21）年建立の

沖縄師範健児之塔や平和の像があり、壕内には納骨堂が設けられており、本壕は健児隊の壕として通称される。

現況は目立った落盤もない。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年５月 27日、第 32軍司令部が首里から摩文仁へ撤退したのと共に、鉄血勤皇

師範隊の多くは摩文仁方面へ移動した。師範隊の生徒は、この壕に避難し、南方の井戸に水汲みをしていたとさ

れ、「自決」を行ったものもいるとされる。６月 19日、司令部より師範隊に解散命令が出され、国頭方面を目

指すことになったとされる。戦死者は動員された 386 名中、226 名にのぼる。

遺構の特徴　本壕は岩盤のフィッシャーから延びる自然洞穴で、最も広い空間として 10ｍ四方の平坦面があり、

その範囲に納骨堂も設けられている。壕口は、南側はフィッシャーから延びる幅１ｍほどの細長い通路で２か所

に分かれるが、最終的には１か所となる。北側は幅 10ｍと広く、戦後とも思われるコンクリートの階段が設け

られる。壁面の一部には黒変している場所があり、火炎放射器での攻撃を受けた痕とされる。

ま と め　本壕は、師範隊の生徒らが第 32軍司令部の南部撤退と共に行動し避難してきた可能性がある壕で、

健児隊の壕として通称されている。しかし、健児とは各地にある男子学徒の慰霊塔で用いられたもので、戦時中

の正式名称ではない。また、この壕に関する明確な証言等の資料はそれほど多くなく、具体的な状況はあまり分っ

ていない。ただ、沖縄師範健児之塔が戦後間もない時に構築されていたこともあり、広く健児隊の壕として認識

されたのであろう。名称としては、沖縄師範健児之塔付近の壕とするのが現状では妥当と思われる。

　引用・参考文献

大田昌秀　1977　『鉄血勤皇隊』　ひるぎ社

写真 315　沖縄師範健児之塔

写真 316　沖縄師範健児之塔付近の壕口　　　　　　　　第 117 図　沖縄師範健児野之塔付近の壕跡略測図
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沖縄県埋蔵文化財センター　2001「健児隊の壕」『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

沖縄県高教組教育資料センター 2013「沖縄師範健児之塔」『沖縄の戦跡ブック』改訂版

ひめゆり平和祈念資料館 2000　『ひめゆり平和祈念資料館開館 10 周年記念イベント「沖縄戦の全学徒たち」展報告書』

　読谷村牧原（鉄血勤皇農林隊）の壕跡

所 在 地　読谷村牧原（第 175 図　読谷村② 12）

立地・現況　牧原の壕跡は、久得橋を渡り比謝川沿いに農道を下った西面する丘陵裾部、標高約 10 ｍの地点掘

削された人工壕で４つの壕口が確認できる。壕内は土砂が多く堆積している。本壕より東方約 1.8㎞には、沖縄

県立農学校があった場所で、現在は嘉手納中学校にあたり、校庭裏には農林健児の塔が建立されている。

歴 史 状 況　沖縄県立農林学校では、第 32 軍創設前後から、戦闘訓練が１日の大半が充てられ、同年５月頃か

らは、農林学校は独自に農林報国隊を結成し、陸軍中飛行場建設や座喜味の高射砲陣地などの構築にも従事し

た。　1945（昭和 20）年１月頃からは空襲の回数も多くなり、農林学校の生徒は学級別に集団避難壕を比謝川

沿いに掘るようになった。３月 26 日には、牧原の壕に集結され、鉄血勤皇農林隊として 130 名が編成された。

その後 28 日もしくは 29 日に、壕の前にあった慰安所が空爆を受け、農林隊は牧原の壕から越来村（現沖縄市）

倉敷方面へ撤退した。斬込隊として選抜された 20 名は、北部方面に向かい、真部山、八重岳、多野岳、福地と

移動し米軍との戦闘に加わり大半が戦死し、４月 28 日には隊長を失い解散状態となった。それ以外の生徒も４

月３日に金武の観音寺到着後、食糧不足のため解散となり、各自での北部戦線参加が言い渡された。農林隊の生

徒の戦死者は 124 名にのぼる（ひめゆり　2000）。

遺構の特徴　牧原の壕跡は、壕口の幅が２ｍ前後で、丘陵崖面の横及び上下に並ぶ形で構築され、現在は４基確

認できる。その内部は土砂が埋まっており、状況がつかめない。壕を含むこの一帯の岩盤が黒色を呈しているが、

被熱の球化は判断がつかなかった。

ま　と　め　牧原の壕跡は、証言により沖縄県立農林学校の生徒が掘削し避難した壕と考えられる。周辺にはま

だ壕が残されている可能性もあり、今後の詳細な踏査により、その分布状況や特徴を把握していく必要があろう

（井上・瀬戸）。

　引用・参考文献

平安山ヌ上誌編集委員会　2010　『平安山ヌ上誌』　平安山ヌ上郷友会

ひめゆり平和祈念資料館 2000　『ひめゆり平和祈念資料館開館 10 周年記念イベント「沖縄戦の全学徒たち」展報告書』

城辺町史編纂委員会　1996　『城辺町史　第２巻　戦争体験編』城辺町役場

知念正喜　1993　『農林健児－沖縄戦を生き抜いて－』　県立農林第四十三期同期生会

写真 317　牧原（鉄血勤皇農林隊）の壕跡　　　　　　  第 318 図　同　壕内部
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７　病院壕

　軍隊の各部隊を大きく分けると、前線部隊と後方部隊とに分類でき、その後方部隊の中に病院部隊がある。病

院は軍医や看護婦、戦場における負傷兵への応急処置や病院への移送、看護を担当する衛生兵などで組織される

が、沖縄では女子学徒や地域の婦女子も動員された。沖縄戦においては、第 32軍や師団にそれぞれ病院が設置

されている。第 32軍直属の沖縄陸軍病院や第 24師団第 1・第 2野戦病院、第 62師団野戦病院などであるが、

軍や師団の下位組織である旅団や連隊、大隊にも野戦病院があったと思われるが、その詳細は不明である。

　野戦病院の任務は、負傷兵に対して初期治療を行って直ちに原隊及び戦線に復帰させること、そして陸軍病院

は野戦病院での対応が困難で後送されてきた重症患者の治療を継続するところである。しかし、沖縄戦では野戦

病院と陸軍病院の任務的な差違はなく、同様の業務が行われていた。

　日本軍は当初、病院や学校などを接収して病院活動を行っていたが、戦況が悪化するにつれて、あらかじめ丘

陵の地下に構築を進めていた人工の横穴壕や自然洞穴（ガマ）を病院として使用するようになった。壕や洞穴は

湿度が高く、あるいは水が流れるなど、光のとどかない場所である。そこに地上戦で傷ついた多くの負傷兵が運

び込まれ、設備も整っていない中で手足の切断手術や看護活動が行われた。また、医薬品や看護体制の不足など

から壕内には悪臭がたちこめ、生きた人間にウジが湧くという劣悪な環境になっていった。

　戦線が南下すると、特に沖縄陸軍病院などは各科ごとに分散して撤退はしたものの、その時点で病院機能はほ

とんど失われ、病院という名ばかりの壕に負傷兵を収容するだけの状況となっていた。さらに、病院への撤退命

令が出ると、重症患者に対しては毒薬を配布したり、注射するなどの処置が行われたところも多かった。

　引用・参考文献

沖縄平和ネットワーク『新　歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版 1997

豊見城村史戦争編専門部会『豊見城村史第 6巻戦争編』豊見城村役所 2001

沖縄県平和祈念資料館『沖縄の戦争遺跡』沖縄時事出版 2007

沖縄平和ネットワーク文化財・ガマ部会『第 24師団第 1野戦病院本部壕調査報告資料』2014

（１）沖縄陸軍病院壕
　沖縄陸軍病院（病院長：広池文吉軍医中佐）は、第 32軍直属の病院部隊（球 18803 部隊）として 1944（昭

和 19）年 5月に熊本陸軍病院で編成され、6月 5日に広池病院長をはじめとする先発隊が沖縄に到着、中城湾

要塞病院（病院長：目源逸軍医大尉）を吸収合併した。さらに、沖縄現地において将校、下士官、衛生兵を召集

するとともに看護婦、筆生、雑仕婦を民間から採用。7月 3日には仲本大尉以下 200 名の陸軍病院本隊が船舶

で到着し、300 余名となった病院関係者によって那覇市内で活動を開始した。病院本部・内科・伝染病科を私

立開南中学校、外科を泉崎にあった済生会那覇診療所、兵舎を県立第２中学校に置き、管轄の部隊や通過部隊の

傷病者の治療や収容を行っていた。同年 10月初め、南風原分院が南風原村立南風原国民学校の校舎を接収して

開設された。

　間もなくして、10月 10 日の米軍の空襲によって、那覇市内の病院施設が破壊されて焼失したため、その夜

のうちに南風原国民学校に沖縄陸軍病院機能の全てが移動した。その一方、非常時に備えて 1944 年 9月から

は黄金森を含む丘陵において病院壕の構築も始まっていた。そして、米軍の沖縄本島上陸直前の 1945 年 3月

末に南風原国民学校から壕へ病院施設を移設することになった時点では、壕の多くが構築途中の状態であった。

　地上戦がはじまり、本島中部での激戦による負傷者が多くなると、南風原の沖縄陸軍病院だけでは対応が困難

になったことから、5月 1日、沖縄陸軍病院糸数分室が開設された。さらに戦況が悪化した 5月 25 日頃には、

陸軍病院も本島南部に撤退することになった。病院本部は糸満市山城、第 1外科が伊原と波平、第 2外科が糸洲、
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第 3外科も伊原に移動することになった。

　以下、沖縄陸軍病院壕として南風原壕群跡、糸満市山城本部壕跡、糸満市伊原第 1外科壕跡、糸満市伊原第 3

外科壕跡、南城市糸数分室跡について記述する。以下、沖縄陸軍病院を略している。

　南風原町南風原壕跡群　（南風原町指定文化財：史跡）

所 在 地　南風原町字喜屋武（第 178 図　南風原町７）

立地・現況　第 32軍直属の陸軍病院として人工的に構築された壕群である。南風原町の中央部東側に位置する

標高 85ｍの丘陵（通称：黄金森）内に第 1外科、第 2外科壕群が所在し、町の文化財（史跡）に指定されてい

る。黄金森には約 30基の壕が構築されていたようであるが、ほとんどは崩落や落盤によって壕口さえも確認で

きない状況である。

　その中において、20号壕は壕内部の残存状況も比較的良好で1994（平成6）年からは考古学的な調査も行われ、

2006 年に整備工事を行い、2007 年 6月から町教育委員会の管理によって一般公開が行われている。また、こ

れより北西約 800 ｍの丘陵には第 3外科壕群が所在していたが、戦後の開発などによって位置の確認も困難な

状況である。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年 3月 23日、米軍による沖縄本島上陸前の艦砲射撃と空襲が始まり、それまで

陸軍病院として利用していた南風原国民学校校舎が 3月末に焼失したため、10・10空襲以前から壕の構築をは

じめていた国民学校南側に位置する黄金森と、学校西側の丘陵へと病院を移動した。勤務者は軍医、看護婦、衛

生兵、筆生、雑仕婦、炊事夫（婦）など 342 人。ひめゆり学徒隊（沖縄師範学校女子部、県立第一高等女学校）

240 人（生徒 222 人、教師 18人）、合計 582 人であった。黄金森には、病院本部・外科・内科を、学校西側の

丘陵には伝染病科を移設。資料によると、黄金森では 1944（昭和 19）年 9月から第 2野戦築城隊第１中隊（球

10158）が中心となって陸軍病院壕の構築が始まっていたことが記されている。最終的に約 30基の壕が構築さ

れたが、国民学校の校舎から壕へと病院施設を移動した時点では、貫通及び複数の出入口を持つような完成した

壕は少なく、多くの壕が未完成の盲貫壕で、酸素欠乏症や生き埋めになる危険性のある状態だった。

　1945 年 4月 1日に米軍が沖縄本島に上陸して地上戦が激化すると外傷患者が激増し、4月中旬にはそれまで

の外科は第１外科、内科は第２外科、伝染病科は第３外科へと全て外科に改編された。前線から運び込まれる負

傷兵に対しては患部切断手術が多く行われた。それは、砲弾の破片などとともに土中の細菌が体内に入るために

起こる破傷風やガス壊疽を防ぐためだったという。日増しに増加する負傷兵の手術は麻酔なしによるものもあっ

た。これは米軍の攻撃によって多くの薬品類が消失したことによるという証言と、次から次へと対応せざるを得

ない負傷兵の手術で、麻酔薬を使ってそれが効くまで待つ時間などなかったという証言がある。このような状況

で壕内は負傷兵が溢れかえり、勤務者たちは不眠不休での看護を余儀なくされた。また、黄金森の壕だけでは負

傷兵の収容が不可能になると、黄金森南西側の丘陵（現・翔南小学校）に構築されていた兵器廠の壕を使用した

り、那覇市には一日橋分院壕、識名分室壕、南城市玉城には糸数分院壕などが開設された。

　同年 5月 22 日、第 32軍指令部は本島南部の摩文仁への撤退を決定し、陸軍病院にも撤退命令を下した。撤

退先の壕を確保するため先発隊を出発させ、5月 25日頃から軍医や看護婦、衛生兵、女子学徒らが独歩患者を

連れて撤退が始まった。しかし、自力では歩けない重症患者は置き去りにされ、青酸カリが配られたり、青酸カ

リ入りのミルクを飲まされたりした。このことはそれを命じられた関係者の証言によって明らかにされている。

病院組織が撤退した後、南風原壕群は米軍によって火炎放射攻撃を受けたことが壕壁面の観察や炭化した坑木の

状況から確認できる。撤退した陸軍病院は、本部が糸満市山城、第 1外科は波平と伊原、第 2外科は糸洲、第

3外科は伊原の自然洞穴に分散した。病院活動は停止し、将校以外の軍医や衛生兵は他の前線部隊に配置替えと

なった。6月中旬には、山城の本部壕や伊原第 1外科壕が爆撃され、伊原第 3外科壕はガス弾が投げ込まれる
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などして多数の死傷者を出した。沖縄陸軍病院の軍医、衛生兵 80人のうち 54人、看護婦 90人のうち 55人、

雑仕婦、炊事夫（婦）、筆生 45人のうち 20人、ひめゆり学徒隊 240 人（うち教師 18人）のうち 136 人（う

ち教師 13人）が亡くなった。

　戦後、収容所から地元に帰ってきた住民はまず初めに、口の開いている壕内に入って建築資材となる坑木や寝

台などの材木を調達した。支えを失った壕は経年劣化も重なり崩落が進んだ。1970 ～ 80 年代には厚生省（現

厚生労働省）による大規模な遺骨収集が数回実施され、落盤した壕口を大型重機で掘削しながらの作業であった

ため、これによって原状が大きく破壊された壕も少なくない。

　戦後 45年の 1990（平成 2）年、南風原町は沖縄陸軍病院南風原壕群の第 1外科壕群と第 2外科壕群を「南

風原陸軍病院壕は、戦争の悲惨さを教える生き証人である。（中略）戦争体験者が県民の半数以下に減っている

今日、沖縄戦を語り継ぐことが年々難しくなっている。21世紀になると体験者から聞き取りすることはほぼ不

可能になるだろう。この時点で沖縄戦を語れるのは壕しかない。壕を保存すれば、半永久的に語ってくれるし、

追体験する上でも有効である。（中略）南風原陸軍病院壕は南風原町にとって沖縄戦を知るかけがえのない文化

財である」として、町の文化財（史跡）に指定した。

　これは、1995 年に文化財保護法が改訂されて、戦争遺跡の文化財指定が可能になる 5年も前のことで、町の

取り組みが法改訂に大きな役割を果たした。また、南風原町が文化財指定へ先駆的な取り組みができた背景には、

沖縄戦によって町民の 43％の尊い命が奪われたという事実と、黄金森に沖縄陸軍病院壕群跡が残されてきたこ

と、1983（昭和 58）年から各字の各戸ごとに沖縄戦戦災悉皆調査が行われてきたことによって町民の意識が高

まったことも大きく影響している。その後、町は 1993 年に文化財指定した壕群の保存活用を図るため、南風原

陸軍病院壕保存・活用調査研究委員会を発足させて、県内外の戦争遺跡現地調査や陸軍病院関係者からの聞き取

り調査を重ね、1996 年『南風原陸軍病院壕－保存・活用についての答申書－』を提出した。この答申を受けて、

1997 年には南風原陸軍病院壕群整備検討委員会を発足させ、壕の保存整備と公開の具体的な策定に取りかかっ

た。6年後の 2003（平成 15）年に『南風原陸軍病院壕－整備・公開についての答申書－』が出されたことで、

指定文化財である戦争遺跡の整備と公開が大きな一歩を踏み出すことになった。

　壕の発掘調査は、1994（平成 6）年から琉球大学考古学研究室（池田榮史教授）の全面的な協力を受けて行

われてきた。その結果、第 1外科壕群の「イ」の壕列の 3基、「ロ」の壕列の 2基、7・8・9・23・24 号壕、

第 2外科壕群の 16・17・18・19・20・21号壕の 16基の位置が確認されている。壕の構築から数十年が経過し、

戦中の砲爆撃に加えて経年劣化による崩落などもあるため、黄金森に 30基ほどあったといわれる壕の半分程度

が現在ではその場所さえも不明な状況である。その中で、壕内への立ち入りが可能であった第 2外科壕群 20号

壕や第 1外科壕群 24号壕については、平面及び断面図が作成されたとともに、20号壕では出入口部分と壕内

部の発掘調査も行われた。特に手術場一帯や壕出入口部分の検出状況においては体験者の証言を裏付ける結果が

得られるなど、他の時代の調査ではあり得ない生の証言と現場状況を重ねて確認することができるという戦争遺

跡の調査ならではの成果が得られている。さらに、考古学的手法による調査は戦争遺跡でも有効であることが証

明された。

　2006（平成 18）年には、20号壕の一般公開に向けた整備工事の前に全面調査が行われ、引き続き整備工事

が実施された。工事は史跡整備の手法が取られ、当時のままで残る箇所については現状を改変することなくその

ままの状態で見学できるようにするか、あるいはその上から養生して保護するなどの措置を採った。一方、崩落

している箇所やその危険性のある箇所については鉄骨やウレタン材などを用いて補強。また、原状が失われてい

る箇所については安全性を重視してコンクリート材等で再現するという、3種類の工法で整備が行われた。

　そして、2007 年 6月に 20号壕の一般公開が開始された。壕は公開のために整備されたものの、当時のまま

で残された箇所もあることから、安全性を重視して壕内外に設置された地滑りや崩落などを感知する機器類を
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日々経過観測しながらの公開が行われている。見学者は事前に壕を管理する南風原町教育委員会生涯学習文化課

（南風原文化センター）で予約受付をして、専門的に養成されたガイドが壕内外を案内、また、見学人数も制限

するなど、文化財として後世に長く継承していくための公開方法が採られている。年間約 1万人の見学者が訪

れる平和学習の場として公開活用されている。

遺構の特徴　壕は人工的に構築された横穴壕で、現在公開されている 20号壕を基準にすると、高さ・幅ともに

1.8 ～ 2.0 ｍ、長さ 10～ 70ｍのものが 30基ほどあったとされる。壕群のある黄金森は泥岩層を基本とする土

質であるため、掘削しやすいという利点と崩落しやすいという危険性がある。そのような丘陵にツルハシやクワ

を用いて壕が構築された。

　黄金森の中央部西側斜面に置かれた本部壕は、「コ」の字型をした 2か所の出入口をもつ壕で広池文吉病院長

以下、病院の首脳部がいた。戦後になると、日本軍の資産が隠されているとのうわさが流れたため、何者かに

よって未許可で周辺一帯の掘削が行われたことにより景観が大きく改変され、本部壕自体の存在も不確定な状況

になっている。次に、黄金森の南側に置かれた第１外科（元外科）壕群には、手術壕や病棟壕など 21基の壕が

構築されていた。現在でも南風原文化センター後方には、落盤したあとに 40～ 50㎝の隙間が一部残る壕が 2ヵ

所ほど確認できるが、その内部に立ち入ることは困難である。黄金森の中央部東側には、第２外科（元内科）壕

群の 7基がある。

　その中の 20号壕は黄金森に構築された壕群の中で最も残存状態が良好で、第２外科壕群勤務者の控え室とし

て使用されるなど当時中心的な役割を果たした壕であるとともに、勤務者の証言と発掘調査で得られた情報を

突き合わせて検証できる数少ない遺構の１つでもある。20号壕内の高さと幅はともに 180 ～ 200㎝（天井面の

幅は 160㎝程度）の断面形がほぼ正方形を成し、長さ約 70ｍを測る。平面形は緩やかに蛇行しながら略東西方

向に貫通する。さらに、20号壕と平行して南北に構築された 19号壕と 21号壕が通路で連結されているため、

20号壕の中央部には十字路が形成された。外傷患者が激増して内科が第２外科へと改編された 4月中旬以降に

は、この十字路が第二２科の手術場として利用されている。その十字路から東西の出入口にかけて下り勾配となっ

ているため、土中から染み出てくる水は両側の壁面沿いに設置された幅 10㎝、深さ 5㎝程度の排水溝をつたっ

て排出される構造となっている。また、連結通路は 19号壕から 20号壕へ、20号壕から 21号壕へと下り勾配

になっていることから、丘陵の地形を利用しつつ、地中に構築する壕が水没することのないよう排水を考慮して

緻密に計算した上で測量を行い、丁寧に壕を構築したことがうかがい知れる。黄金森は泥岩を主体とする土質で

あるため、掘削しやすい反面、崩落しやすいという特徴がある。そのため壕内には約 90㎝間隔で「門」の字型

に径 10～ 15㎝の坑木が設置され、さらにその片側の坑木を利用して幅 90㎝の木製二段寝台が作り付けられ、

残る 90㎝を通路として利用していた。坑木の柱穴は径、深さともに 20～ 30㎝で、現在も柱穴内に坑木の一部

が残っている所もある。また、一部の壁面には坑木をはめ込むための抉りがみられる。

　黄金森に構築された壕の出入口構造には大きく２通りがある。１つは、現在の 20号壕入口のように壕口正面

に壕を掘削した際に出土した土をマウンド状にして、爆風避けと目隠しを兼ねた盛土を設置するもの。この場

合、平面形が「Ｙ」の字型となり、盛土の左右両側から壕内へ進入することになる。その進入通路部分の幅は約

1ｍ程で両側には正面の盛土同様、壕掘削時の排土を盛り上げて壁面を築き、その上面を樹木の枝葉などで偽装

していたようである。もう１つは、24号壕で検出されたように、「く」の字型に屈曲させるタイプで、通路の両

側は前者同様に盛土と偽装がなされていたという。両者いずれも壕出入口周辺に着弾した爆弾の爆風が直接壕内

に入り込まないようにするための構造であると同時に、外部から壕内の様子が見通せないことにも役立っていた。

実際、黄金森の 14号壕では直撃弾の爆風によって、看護婦やひめゆり学徒を含め収容されていた負傷兵の多く

が死亡したという証言がある。爆弾の破片だけでなく、爆発時の強烈な風圧によって多くの被害があったことも

記憶に留めておく必要がある。
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　南風原壕群には、各壕に付随する「飯あげの道」の一部が当時のまま残存している。これは、壕群が所在する

南風原町字喜屋武の集落内に 1945 年 3月末以降に移設された沖縄陸軍病院の炊事場と黄金森に構築された各

壕とを結ぶ道のことで、当時は朝夕の米軍による爆撃が弱まる時間帯に、炊事場で炊いた飯を各壕の衛生兵や看

護婦、ひめゆり学徒らが 2人１組の交代制で天秤棒に一斗樽を提げて、負傷兵及び勤務者のための食事を運んだ。

県内には沖縄陸軍病院の分院分室壕や野戦病院壕が複数あったが、ほとんどの病院では壕の近くで炊事が行われ

ていたため、南風原壕群のように片道 200 ～ 700 ｍの距離を抱爆弾や機銃におびえながら飯あげをすることは

なかったようである。したがって、「飯あげの道」というのは南風原壕群特有の遺構といえるものである。　　　

遺 物　一例として、20号壕東側出入口近くに隠匿されたと思われる遺物集積地からの出土遺物を取りあ

げてみると、薬剤には点滴剤や注射用のアンプル剤、消毒液やアルコール、ヨードチンキ液などの筒型ガラス瓶

類、グリセリンと思われる小型のガラス瓶、広口のガラス瓶、缶入りの軟膏など。医療器具には顕微鏡や漏斗、

血液検査用のプレパラートとガラス管、注射器や点滴用のゴム管接続ガラス、洗面器などがある。また、水筒や

陶磁器の皿、碗、ビール瓶、服のボタンなども出土している。さらに、20号壕の中央部に位置する手術場からは、

残存状態は良好とは言えないが、ピンセットや注射器、アンプル剤の砕片、ボタン、焼けた繊維片と金具などが

あることから、手術場を仕切っていた可能性のあるカーテンとカーテンリングと考えられる遺物もある。

ま と め　1944（昭和 19）年 9月から黄金森を含む丘陵で構築がはじまっていた病院壕だが、米軍の沖縄

本島上陸直前の 1945 年 3月末に南風原国民学校から壕へ病院施設を移設することになった時点では、壕の多

くが構築途中の状態だった。そのような中で病院活動と壕の構築作業が並行して行われ、5月 25日の南部撤退

までの約2か月間、第32軍直属の陸軍病院として使用された。その間、米軍上陸後の4月以降に外科は第１外科、

内科は第２外科、伝染病科は第３外科へと改編された。外傷患者の手術は麻酔無しによる患部摘出（切断）が多

く行われ、南部撤退に際しては重症患者に対して青酸カリが配布されたり、ミルクに混入したものを飲ませたり

したという多くの証言が残る。1990（平成 2）年には全国で初めて戦争遺跡の文化財指定がなされ、その後に

発掘調査や整備工事も行われて、2007 年から 20号壕が一般公開されている。また黄金森丘陵には壕群のほか

にも、飯あげの道や散兵壕（交通壕）、砲弾穴などが残されていたり、丘陵西側の麓にある博物館施設、南風原

町立南風原文化センターの展示も壕の公開活用と密接にリンクさせるなど、面的活用が進められている。

  引用・参考史料

「第三十二軍第二野戦築城部隊史実資料」

「要塞建築勤務第七中隊陣中日誌」

「沖縄作戦ニ於ケル沖縄陸軍病院史実資料」

　引用・参考文献

吉浜忍 1987『南風原陸軍病院』南風原町教育委員会

長田紀春・具志八重編 1992『閃光の中で』ニライ社

南風原陸軍病院壕保存・活用調査研究委員会 1996『南風原陸軍病院壕－保存・活用についての答申書－』南風原町教

　　育委員会

南風原陸軍病院壕群整備検討委員会 2003『南風原陸軍病院壕－整備・公開についての答申書－』南風原町教育委員会

ひめゆり平和祈念資料館『2004 ひめゆり平和祈念資料館資料集 3ひめゆり学徒隊』

南風原町教育委員会 2000『南風原陸軍病院壕群Ⅰ』

南風原町教育委員会 2008『南風原陸軍病院壕群Ⅱ』

吉浜忍ほか 2010『沖縄陸軍病院南風原壕』高文研

沖縄県教育庁文化財課資料編集班 2012『沖縄県史資料編 23沖縄戦日本軍史料沖縄戦 6』沖縄県教育委員会

南風原町史編集委員会 2013『戦世の南風原－語る　のこす　つなぐ－』南風原町
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第 118 図　沖縄陸軍病院南風原壕跡群　20 号壕実測図（南風原町教育委員会作成）

写真 319　沖縄陸軍病院南風原壕跡群　飯あげの道　　 写真 320　同　整備された 20 号壕の出口

写真 321　同　見学者への説明状況　　　　　　　　　 写真 322　同　遺物展示状況
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　糸満市山城本部壕跡

所 在 地　糸満市字山城（第 180 図　糸満市② 92）

立地・現況　ひめゆりの塔がある沖縄陸軍病院第３外科壕跡から国道 331 号線を西側に 400 ｍほど進んだ交差

点を南側に約 700 ｍ入った山城集落内にある。標高約 20 ｍの敷地内は平坦に整地されており、広場の中に「沖

縄陸軍病院之塔」や歌碑、ベンチなどが設置されている。壕内はぬかるみが激しいが、平和学習の場として訪れ

る見学者もいる。

歴 史 状 況　地元ではサキアブと呼ばれる自然洞穴で、1945（昭和 20）年 5 月末に沖縄陸軍病院の本部が撤

退してくるまでは地元の住民たちが避難していた。同年 3 月末以降、南風原町の黄金森で活動していた陸軍病

院本部の勤務者たちは、第 32 軍司令部の命令によって 5 月 25 日に沖縄本島南部へ撤退することになった。病

院長以下の首脳陣らは、糸満市の山城集落にある自然洞穴に本部を移して、伝令や命令受領者を通じ分散した各

外科壕を統率していた。しかし、撤退と同時に各外科ともに病院としての機能はほとんど失われており、本部か

らの命令受領だけが病院としての存在を支えていた。そして、6 月 18 日午後 7 時頃、本部壕入口付近に落ちた

直撃弾によって、廣池文吉病院長をはじめとする兵士や学徒の多くが戦死または戦傷を受けた。廣池病院長はそ

の後に右足大腿部の切断手術を受けたが翌 19 日に死亡。同日、軍命によって沖縄陸軍病院は解散した。

遺構の特徴　自然洞穴である壕内へは、ドリーネ状に縦方向に開いた壕口から入っていく。壕口から内部へは当

時からスロープ状の坂道があって、そこが進入路となっていたようである。壕内部は壕口のある広場（幅約 10

ｍ×奥行 15 ｍ）と奥の広場（幅約 10 ｍ×奥行 20 ｍ）の２つに分かれており、奥の広場への入口は天井面が

1.5 ～ 1.8 ｍと低くなるが、内部ではすり鉢状にくぼんだ水溜まり下面から天井面まで 6 ～ 7 ｍある。戦時中の

1945 年 6 月 18 日に壕口近くの広場に砲弾が落ちて病院長を含む多数が死傷しているが、その着弾地付近には

現在、ガラス瓶や陶磁器類の破片などの遺物が積み上げられている。これは戦後の遺骨収集などによって壕内か

ら拾い集められた遺品が集積されたものと思われる。着弾痕も確認することはできない。

ま と め　沖縄陸軍病院南風原壕群からの撤退後に、病院長をはじめとする病院本部が置かれた場所である。

撤退した段階で後方部隊としての病院機能は失われていた。1945 年 6 月 19 日、前日に壕を直撃した爆弾によっ

て負傷した廣池文吉病院長が戦死したことにより沖縄陸軍病院は解散することとなった。現在、平和学習で訪れ

る見学者も多い。

　引用・参考文献

吉浜忍 1987『南風原陸軍病院』南風原町教育委員会

長田紀春・具志八重編 1992『閃光の中で』ニライ社

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

写真 323　同　20 号壕坑木残存状況　　　　　　　　　 写真 324　同　坑木の細部
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糸満市史編集委員会 2003『糸満市史資料編 7戦時資料』糸満市役所

南風原町史編集委員会 2013『戦世の南風原－語る　のこす　つなぐ－』南風原町

　糸満市伊原第 1外科壕跡

所 在 地　糸満市字伊原（第 180 図　糸満市③ 109）

立地・現況　ひめゆりの塔から国道 331 号線を西側に 250 ｍほど進み、道路沿い左側にある道標にしたがって

南側に 100 ｍほど進むと、道沿いの左手に低いブロック塀で囲まれた壕にたどり着く。標高約 30ｍを測る入

口部分には、ひめゆり同窓会による「第一外科壕跡」の碑と説明板が建立されている。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年 5月 25日に南部への撤退命令が出された病院関係者及び女子学徒隊、独歩患

者が、玉城の糸数分室、南風原の第１外科（伊原と波平の自然洞穴に分かれた）、津嘉山経理部から移動してきた。

写真 327　同　壕内より開口部の方向　　　　　　　　　　第 119 図　沖縄陸軍病院山城本部壕跡　略測図

写真 325　沖縄陸軍病院山城本部壕跡　遠景

写真 326　同　開口部
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壕入口は松の丸太や土のうで偽装して、カマドも造られ、奥には便所、細い通路の両側には粗末な２段寝台も造

られた。看護婦が 14、5人、女子学徒や負傷兵を合わせて約 60人がいた。

　6月中旬には米軍の砲爆撃を受けた山城本部壕や波平第 1外科壕、糸洲第 2外科壕から避難してきた人たち

が合流したため、壕内はすし詰め状態となった。6月 17日には入口付近に砲弾が落ち、兵隊や看護婦、炊事婦、

学徒ら 10数人が死傷した。翌 18日、病院の解散命令が出され、19日には壕を脱出している。その際、自ら歩

くことのできない重傷患者は壕内に残された。19日以後、米軍による黄隣弾攻撃を何度も受け、残された重傷

患者たちの多くが命を落とした。また、脱出した人たちも砲弾の降る壕の外へは出たものの、その後多くの人が

命を落としている。

遺構の特徴　道路沿いのブロック塀で囲まれた壕への入口部分から、幅 1ｍほどの石敷きの階段を琉球石灰岩

の割れ目に潜り込むようにして地下に約 10ｍ下ると、南東側に開口する高さ約 80㎝、幅約 160㎝の壕口にた

どり着く。その狭い壕口をくぐって横穴状に延びる自然洞穴内に入ると、壕内は彎曲するようにして 3つの広

場が連結する。当時は壕口側から第１の壕、第２

の壕、第３の壕と呼んでいた。第１の壕はある程

度広さはあるものの、高さは 1ｍ程しかないた

め腰をかがめなければ移動ができない。第２、第

３の壕は天井面も徐々に高くなるようだが、壕全

体の床面は泥の堆積も厚くぬかるみが激しいた

め、現在、人の進入を簡単にはゆるさない状況で

ある。また、証言によると 1945 年 6月 17 日に

入口付近に砲弾が落ちて多くの死傷者が出ている

が、その痕跡を現在確認することはできない。

ま と め　壕は、見学者の多いひめゆり平和祈

念資料館のある第３外科壕から 350 ｍほどしか

離れていないが、ひっそりとした畑地内にあって

人通りもほとんどなく、農道に立ち止まって地下

を覗き込まない限り壕の存在も確認できない所で

ある。壕は平和学習などでも利用されているよう

で、壕入口にある碑の周辺や壕口付近には千羽鶴

や花束などが献げられているが、日常的に人が訪

れている状態ではない。これは、現在平和学習で

利用されているガマや壕は、内部に入ることによ

る暗闇体験や実際の場所に立ってそこで何が起き

たかなど、場所を重視した学習が主になっている

が、当壕は特に壕口部分の空間の狭さや、内部に

泥の堆積が著しいなど入壕条件が厳しいこと、ま

た周辺に駐車場として利用できる広場がないこと

などが、日常的な利活用を困難にしている要因と

なっている可能性がある。

写真 328　沖縄陸軍病院伊原第１外科　壕口付近

第 120 図　沖縄陸軍病院伊原第１外科　壕口付近略測図
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　引用・参考文献

長田紀春・具志八重編 2009『閃光の中で』ニライ社

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

ひめゆり平和祈念資料館 2004『ひめゆり平和祈念資料館資料集 3 ひめゆり学徒隊』

青春を語る会 2006『沖縄戦の全女子学徒隊』フォレスト

沖縄県高教組教育資料センター 2009『沖縄の戦跡ブック「ガマ」』沖縄時事出版 

　糸満市伊原第３外科壕跡

所 在 地　糸満市字伊原（第 180 図　糸満市③ 110）

立地・現況　ひめゆりの塔の後方にあるドリーネ状の自然洞穴が伊原第３外科壕である。本格的な発掘調査は行

われておらず、壕内には未だ遺物が散乱している状況である。地表面の標高は約 30 ｍを測り、周辺一帯は平坦

に整地されるが、壕の周りにはコンクリート製擬木の柵が巡らされており壕内に立ち入ることはできない。また

壕の後方には、戦後に壕内から収集された遺骨を安置している納骨堂（慰霊碑）が建つ。壕に隣接して 1989（平

成元）年に開館したひめゆり平和祈念資料館もあり、壕・塔・資料館がセットとなって平和学習や観光で訪れる

人も多い。　

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年 3 月末以降、南風原町に構築された沖縄陸軍病院壕で活動していた第１外科、

第２外科、第３外科の勤務者たちは、第 32 軍司令部の命令によって同年 5 月 25 日に沖縄本島南部の糸満市字

伊原や糸洲一帯に分散して撤退した。その中で第三外科の勤務者及び独歩患者たちが移動してきたのが、伊原第

３科壕跡である。第３外科が撤退してくるまでは、地元でチブルアブやチブラーアブなどと呼ばれる自然洞穴で、

伊原や米須の住民が避難していたが、軍が使用するからという理由で壕の土地を所有する家族を除いて日本軍が

追い出した。そこに軍医 2 人、衛生兵 5 人、看護婦 25 人、雑仕婦 5 人、通信兵、ひめゆり学徒隊の生徒 45 人

と先生 5 人など、およそ 90 人が避難したがこの段階では看護活動はほとんど行われず、それぞれが生きていく

だけで精一杯だったという。

　6 月 18 日には学徒隊に解散命令が出された（日本軍各部隊には翌 19 日に 32 軍司令部が「各部隊は最後ま

で敢闘」と軍命令を発し指揮を打ち切った）。その翌日 19 日の早朝、壕の入口で米軍による投降の呼びかけがあっ

たが、動かず息をひそめていたところにガス弾（黄隣弾）攻撃を受け、これによって壕内に避難していた病院関

係者やひめゆり学徒及び引率教員、住民などおよそ 80 人が死亡した。

　戦後間もなく、壕の近くには「ひめゆりの塔」と刻まれた石碑が建立され、壕の後方には壕内から集められた

遺骨を安置した納骨室が造られていたようである。これは、近くに移住した当時の真和志村長の善意によるもの

だという。1980（昭和 55）年に資料館建設の動きがはじまり、昭和 57（1982）年から建設への動きが具体化した。

その後、ひめゆり同窓会を中心にして多くの県民や賛同者の働きによって、1989（平成元）年 6 月 23 日に「戦

場で亡くなった恩師や学友のことを後世に伝えたい」、「戦争の実相を伝えることによって生命の尊さ、平和の有

り難さを訴え、亡くなった方々の鎮魂の場としての資料館を造る」という確かな思いをもって、ひめゆり平和祈

念資料館が開館した。1993（平成 5）年には、地質の専門業者による壕の縦横断面測量及び亀裂などの目視調査、

ボーリング調査などが行われている。その結果、全体的に石灰岩の岩盤は安定しており緊急な保存対策は不要で

あるが、今後は部分的に補修及び補強が必要である旨の指摘を受けている。

遺構の特徴　鍾乳洞の天井部分が落盤して縦穴状になった壕で、壕口は長径 6.6 ｍ、短径 5.2 ｍ、深さ約 14 ｍ、

奥行き 12 ｍを測る。壕内では中央部が一番高くなっており、そこを頂点にして周辺にくぼみや横穴がある。戦

時中はそのくぼみや横穴に少人数でグループを作って避難していた。壕内は崩落したとみられる大小の岩塊が散

乱しているため、ほとんど平坦な場所はなく居心地は良くなかったようである。
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ま と め　壕内部の本格的な発掘調査は行われておらず、遺骨や遺品の表面採集が行われた程度であるため、

今後の保全や活用を含めた調査を期待したい。また、壕は戦時中に多くの人が亡くなった場所であることから、

戦後は聖域としての性格が強く、壕とひめゆりの塔を見学するというよりも参拝するという目的をもって訪れる

人たちが現在も多いように思われる。ひめゆり同窓会が資料館の建設を決定した当初の段階では、壕を公開する

方向で検討していたが、県側はひめゆりの塔一帯が霊域であるという認識を強く持っていたことと、自然公園法

の第２種特定地であることを理由に、県の諮問機関である自然環境保全審議会が「資料館建設は許可するが、ガ

マ展示は認めない」との答申が出されたため、第３外科壕の展示公開を断念し、現在のように外観する方法が採

られるようになった。そのため、館内には第３外科壕が実物大で再現され、実際の壕内部に立ち入って見学する

ことができない部分を補う工夫がなされている。資料館は年間約 60 万人が訪れる県内でも屈指の沖縄戦を学ぶ

ことができる博物館施設で、館は公益財団法人沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団が運営する私設資料館

である。館内は 6 つの展示室に区切られており、ひめゆり学徒隊が歩んだ沖縄戦をたどることができるとともに、

平和について考える構成になっている。

　引用・参考文献

宮良ルリ 1986『私のひめゆり戦記』ニライ社

長田紀春・具志八重編 1992『閃光の中で』ニライ社

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

豊見城村史戦争編専門部会 2001『豊見城村史第 6 巻戦争編』豊見城村役所

財団法人沖縄県女師・一高女ひめゆり同窓会 2002『ひめゆり平和祈念資料館－開館とその後の歩み－』

ひめゆり平和祈念資料館 2004『ひめゆり平和祈念資料館資料集 3 ひめゆり学徒隊』

沖縄県平和祈念資料館 2007『沖縄の戦争遺跡』沖縄時事出版

南風原町史編集委員会 2013『戦世の南風原－語る　のこす　つなぐ－』南風原町

　南城市糸数分室跡（アブチラガマ）

所 在 地　南城市玉城糸数（第 179 図　南城市③ 14）

立地・現況　糸数集落は標高約 150 ｍの台地上にあって、集落東側の屋敷原地内に壕がある。周辺には民家や

道路、畑などが広がっており、その地下に全長約 270 ｍの壕が存在する。これまで本格的な発掘調査は行われ

ていないが、壕内には井戸やカマドなどが良好な状態で残され、一部には遺物が散乱及び集積されている状況が

みられる。

　2002（平成 14）年からは当時の玉城村（現在は南城市）によって南部観光総合案内センターが設置され、壕

の見学受付や案内などが行われている。壕口は 2 か所あるが、現在の入口部分は戦中に日本軍によって開けら

写真 329　沖縄陸軍病院伊原第３外科　壕口　　　　　   写真 330　同　壕内部
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れたものである。そこには入壕者の確認を行うための管理小屋が置かれ、内部には沖縄陸軍病院糸数分室として

使用していた当時の場所に病室名や施設名の表示板が立てられ、暗闇でもその場所がどう使われていたかをおお

よそ知ることができる。そのほか、緊急時用の連絡装置を備える。壕内はある程度の空間的な広さがあるため、

一度に 40人程度の見学が可能で、県内外から年間約 11万人が平和学習等で訪れている。

歴 史 状 況　地元ではアブチラガマと呼ばれている規模の大きな自然洞穴で、1944（昭和 19）年 7月頃、第 9

師団が壕の測量調査を実施した。12月末に第 9師団が台湾に転出した後は、独立混成第 44旅団工兵隊によっ

て壕内の陣地整備が進められた。その際、歩道や数百人の兵隊が収容できるように整備されたと同時に、糸数集

落の共同製糖場や 4、5件の民家を取り壊した資材を用いて、壕内に 2階建ての小屋が 7、8棟と井戸やカマド

なども造られ、さらに製糖場から発動機を持ち込み明かりも点けられた。壕の整備が終わると、1945 年 2月頃

から糸数に部隊本部を置いた独立混成第 44旅団第 15連隊（通称：美田連隊）が引き継ぎ、戦闘指揮所として

使用。現在の出口付近には食糧や衣糧等を貯蔵していた。

　3月 23 日、米軍の上陸前の艦砲射撃がはじまったため、翌 24日にはあらかじめ各字ごとに割り当てられて

いた指定の壕への避難がはじまった。糸数住民約 200 人が糸数壕に避難したが、その場所は最も危険な壕の入

口付近であった。4月に米軍が上陸すると第 15連隊は首里に移動していった。地上戦がはじまり、本島中部で

の激戦による負傷者が多くなると、南風原の沖縄陸軍病院だけでは対応が困難になったことから、5月 1日、沖

縄陸軍病院の糸数分室として病院活動が開始された。軍医 3人、看護婦 3人、衛生兵 7、8人、ひめゆり学徒隊

16人、引率教員 1人などわずか 30人前後の勤務者で、南風原の陸軍病院や前線から毎日運び込まれてくる負

傷兵の治療や看護を行わなければならなかった。収容された負傷兵の数は 600 ～ 700 人にもなっていたといわ

れる中、医療品や体制は不十分で、壕内は過酷かつ劣悪な環境になっていった。

　5月 25日、病院に南部への撤退命令が出されたため病院関係者及び独歩患者は糸満市伊原の第１外科壕へと

移動した。しかし、自ら歩くことのできない重症患者 100 数 10 人には乾パンと青酸カリが配布された。病院

の撤退後も住民や一部の兵隊、重症患者は壕に残り軍民混在の状況が続いていた。6月に入ると、壕も米軍によ

る黄隣弾やガソリン攻撃を受けるようになり、住民と重症患者に死傷者が出た。その後、8月 22日に米軍の宣

撫班の呼びかけに応えて、負傷兵数人と住民約 200 人は壕を出たが、それに応じない数人の兵士と住民は 9月

中旬頃に捕虜になるまで壕に立てこもっていた。

　戦後の 1948（昭和 23）年頃になって糸数住民によって壕内の遺骨収集が行われ、壕の出口にある慰霊碑横

のガマに安置していたものを 1957（昭和 32）年頃になって国立沖縄戦没者墓苑に移した。1994（平成 6）年、

アブチラガマを平和教育の場として保存継承するために糸数アブチラガマ整備委員会が設置された。以後、壕内

に表示板や手すり、緊急時用の連絡装置などが設置されるようになった。

遺構の特徴　現在は壕の入口と出口があるが、日本軍が手を加えるまでは壕の出入口は 1か所しかなく、現在

の出口だけであった。現在の入口は沖縄戦時に日本軍によって開口されたものである。もともとの自然洞穴に地

上戦開始前の段階で日本軍がだいぶ手を加えて陣地及び避難壕として使用している。壕内の高さは、約 1ｍの

低い所から約 10ｍもある場所があり、幅も約１ｍから 10ｍ、広いところでは 20ｍ以上を測る所もある。壕

の中央部西側の壁面沿いには、大鍋を据えることのできるカマドが 6基、その対面の東壁面側には井戸が 1か所、

空気孔は 3か所あるが、全て壕の奥の日本軍陣地及び糸数分院の主要部として使用されていた壕の南側半分に

構築されている。地面から天井面に積み上げられた精緻な石積みが数か所に構築されているが、これは病院が南

部に撤退した 5月末以降に米軍の攻撃に抵抗するための防御設備として構築されたもののようである。近年の

壕内整備の際にはその石積みを利用して電気配線がされている。また、井戸の近くには壕内の小川を渡るように

橋の基壇が残る。その他、陣地や病棟として使用するために石灰岩を削って成形したようで、天井面は平坦にな

る所がある。
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ま と め　沖縄陸軍病院南風原壕における負傷者対応ができなくなったために設置されたのが糸数分室であ

る。それ以前から日本軍によって陣地が計画され、測量及び陣地構築が行われていた。糸数壕は、同様に自然洞

穴を使用した他の病院壕の中でも最も大きな規模であるため、収容された負傷兵の人数も多く、その多くが重症

患者だったとの証言もある。また、地上戦直前の 1945 年 3月末に住民が壕に避難して以降、9月中旬に最後ま

で立てこもった一部の兵士と住民が投降するまでの間、日本軍と住民の混在状態が続いたというのも糸数壕の特

徴である。その中でも住民の避難がゆるされた場所は、最も危険な壕入口部分だったことも軍と住民の力関係を

如実に表すものとなっている。壕内では多くの重症患者や住民が亡くなったが、戦後1948年頃に地域住民によっ

て遺骨収集が行われている。しかし、本格的な発掘調査は未だ行われていない。近年は県外からの修学旅行等で

訪れる見学者も多く、平和学習の場として活用されている。

　引用・参考文献

金城繁正 1977『玉城村史』玉城村役場

糸数アブチラガマ整備委員会 1995『糸数アブチラガマ』

沖縄県立埋蔵文化財センター 2001『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

ひめゆり平和祈念資料館 2004『ひめゆり平和祈念資料館資料集 3ひめゆり学徒隊』

沖縄県平和祈念資料館 2007『沖縄の戦争遺跡』沖縄時事出版

日比野勝廣 2008『今なお、屍とともに生きる』夢企画大地

（２）野戦病院壕
　野戦病院は各師団に設けられており、構築時期に違いはあるものの 1944（昭和 19）年の夏頃から野戦病院

として構築されはじめた壕もある。一方、沖縄本島南部では戦況の悪化による撤退命令に従って、自然洞穴や陣

地壕などに病院施設を移した部隊もあった。

　ここでは以下に、野戦病院壕跡として南風原町ナゲーラ（第 62師団野戦病院）壕跡、八重瀬町富盛第 24師

団第１野戦病院壕跡、八重瀬町第 24師団第 1野戦病院新城分院壕跡（ヌヌマチガマ、ガラビガマ）、西原町第

62師団野戦病院棚原分室壕跡、糸満市糸洲第 24師団第 2野戦病院壕跡について記述する。また、第 24師団

第2野戦病院が糸洲の壕へ撤退する以前に使用していた豊見城市に所在する豊見城城址の壕跡については、現在、

壕口の落盤によって内部への立ち入りが不可能になっているとともに、城址敷地内への立ち入りも制限されてい

ることから、今回個別に取りあげることはしなかった。

写真 331　沖縄陸軍病院糸数分室壕跡　内部　　　　　 写真 332　同　天井に貼りついた一斗缶
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　南風原町ナゲーラ（第 62 師団野戦病院）壕跡

所 在 地　南風原町字新川（第 178 図　南風原町１）

立地・現況　沖縄自動車道那覇インターチェンジ一帯の地下に人工的に構築された壕である。標高約 70ｍを測

る丘陵の地質は細粒砂岩層（方言名：ニービ）であるため、壕の残存状況は泥岩層（方言名：クチャ）に構築さ

れた壕と比較するとおおむね良好といえる。壕は出入口が複数あって、そのいくつかは南風原町と那覇市の境界

である安里川に面している。また、安里川から分岐した小川が丘陵内を横断して壕を分断している所もあり、そ

こから内部に水が流れ込んでいる壕もある。

　壕を含む丘陵は私有地であり、1997（平成 9）年に土地の所有者によって宅地造成を目的として丘陵上部が

数ｍの高さで削平された。その影響もあってか、その後河川に面した丘陵壁面が地滑りを起こし、壕の一部も崩

壊するなど保存状態は良くない。さらに近年、遺骨収集あるいは遺品収集が目的と思われるが、壕内の崩落土や

堆積土を大規模に移動した痕が確認されている。

歴 史 状 況　ナゲーラの名称は地名から来ているとも言われるが、小字名にも無く詳細は不明である。第 62師

団野戦病院（病院長：熊倉寛軍医少佐）には軍医 12人、薬剤・衛生・主計将校 5人、衛生下士官 40人、兵士

200 人余、看護婦 20人、それに首里の桃原にあった県立首里高等女学校（通称：瑞泉学徒隊）の女子学徒 61人、

那覇の祟元寺にあった私立昭和高等女学校（通称：梯梧学徒隊）の 17人が配属された。ナゲーラ壕は病院の本

部として使用され、ほかにも浦添市の仲間分室や那覇市の識名分室、西原町に棚原分室、首里高等女学校内にも

分室があり、勤務者はそれぞれに配属された。

　学徒隊は、庶務・薬室勤務と看護班、作業班に分かれた。当初、作業班は未完成だった壕の構築作業に従事し

ていたが、1945（昭和 20）年 4月 1日に米軍が上陸して戦況が悪化するにつれて、中部戦線から運ばれてく

る負傷兵が増えたことから看護班に組み込まれた。4月中旬以降には病院付近にも砲弾が落ちるようになって、

女子学徒や衛生兵、看護婦が重傷を負ったり、死者が出るようになった。5月に入ると、壕内はすき間がなくな

るほどになり、壕の周辺まで多くの負傷兵で溢れ、薬品や衛生材料は不足して思うように治療もできず、当初は

1日 3交代だった勤務が 24時間勤務となった。5月 20 日に病院の撤退命令が出され、勤務者と独歩患者たち

は 2班に分かれて那覇市の識名分室壕と糸満市の武富の壕に向かった。その際、残された重症患者には 2個の

手榴弾や薬が配布された。病院部隊の解散命令が出たのは 6月 19日であった。ナゲーラ壕では数百人の死者が

出たと言われ、女子学徒も首里高等女学校生が 33人、昭和高等女学校生が 7人戦死している。

　戦後、1984（昭和 59）年に遺骨収集が行われ、壕近くの「死体捨て場」からは 30体の遺骨が発掘されている。

遺骨の中には住所と名前、年齢などが刻印された認識票が伴ったものが出土し、39年ぶりに遺族の元に帰った。

また、壕の前の原野を開墾した際にも 9体の遺骨が出土したようである。

遺構の特徴　壕は高さ・幅ともに 1.8 ～ 2.0 ｍを測り、壁面から天井面にかけては曲面を成す。壕の長さや総延

長については、本格的な測量調査が行われていないため不明であるが、複数の坑道が連結するようにして構築さ

れ、網の目状になっているため全体は複雑な形状を成している。壕壁面には小規模の小部屋が造られており、手

術室や庶務室、控え室などとして使用されていたようである。壁面及び天井面にはツルハシなどの工具痕がくっ

きりと残っており、構築作業の様子をうかがい知ることができる。床面の両側には排水用の溝が造られ、壕口に

向かって下り勾配となる。また、その壁面沿いには約 90㎝おきに坑木を設置するための柱穴や、壁面中段には

明かり取り用の掘り込みもみられる。

ま と め　壕は私有地であると同時に宅地造成の影響を受け、時間の経過とともに保存状態は悪化している。

測量調査や発掘調査も行われていないため詳細は不明で、女子学徒隊の証言が情報の主体を成している。壕内の

残存状態は比較的良いが、遺物などはほとんど見られない状況である。河川を挟んで那覇市の住宅地区に接して

いるため、壕へのアクセスが比較的容易なこともあり、壕内に立ち入った者が無断で壕内に堆積した土を掘り返
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すなどの改変が行われている。

　引用・参考文献

南風原町史戦災調査部会 1995『南風原町沖縄戦戦災調査 10新川が語る沖縄戦』南風原町史編集委員会

南風原町史編集委員会 1999『南風原が語る沖縄戦』南風原町

佐敷町史編集委員会 1999『佐敷町史 4戦争』佐敷町役場

青春を語る会 2006『沖縄戦の全女子学徒隊』フォレスト

沖縄県高教組教育資料センター 2009『沖縄の戦跡ブック「ガマ」』沖縄時事出版

　

　八重瀬町第 24 師団第１野戦病院壕跡

所 在 地　八重瀬町富盛（第 179 図　八重瀬町①４）

立地・現況　八重瀬公園のある丘陵北側斜面の中腹、標高約 90ｍに位置する人口の壕で、琉球石灰岩を掘り込

んで構築した上の壕と、そこから東寄りに約 100 ｍ下った場所に泥岩層を掘り込んで構築した下の壕と呼ばれ

る2つの壕からなる。上の壕は主に手術室として、下の壕は本部及び患者を収容する病棟として使用されていた。

現在、上の壕はアクセスできるように階段や説明板、「白梅学徒看護隊之壕」碑が設置されるが、下の壕は埋没

しているため内部に入ることはできない。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年 7月、八重瀬岳一帯に第 9師団が配備されて陣地構築がはじまった。12 月

には第 9師団が台湾へ転進した後を継いで第 24 師団が配備され、陣地壕の構築が継続された。病院組織は、

1944 年の 8月に石川県金沢において安井二郎軍医少佐を院長とする第 9師団第 2野戦病院が編成され、9月

に那覇に到着して嘉手納に移動し、翌 10月に沖縄市倉敷において第 24師団第 1野戦病院に編成替えが行われ

た。12月に入り病院は東風平国民学校へ移動、部隊長以下多くの住民も動員して壕の構築作業が続けられ、翌

1945 年 4月頃まで続いた。壕は片側に竹を組んだ 2段の寝台が作り付けられ、500 人が収容できる規模であっ

たという。勤務者は、軍医や衛生兵など 186 人と、3月 6日から看護教育を受けはじめた県立第二高等女学校

の生徒 46人が、3月 24日に補助看護婦として組み込まれた。

　当初は負傷者の搬入もなく、外科に配備された学徒も全員内科病棟での活動だったが、3月 28日に港川方面

から負傷者が運び込まれて来るようになると、日増しに病棟を埋め尽くすようになった。4月 22日、大型爆弾

が本部壕である下の壕に落とされ、薬剤中尉ら 3人が死亡。5月になると、前線からの負傷兵が激増し、多いと

きで 800 人ほどになり、それまで 1日 3交代だった勤務が 2交代となり、最終的には終日勤務の状態になった。

この頃、上の壕では連日、夕方から明け方までロウソクの灯りを頼りに負傷兵の患部切断手術などが行われてい

た。壕内には昼夜の区別なく、うめき声や怒鳴り声がひびき、腐敗臭や熱気が充満していた。4月下旬には新城

分院（ヌヌマチガマ）と、5月上旬に東風平分院が開設された。

写真 333　ナゲーラ壕（第 62 師団野戦病院）跡　遠景　写真 334　同　壕内部
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　しかし、6月 3日には戦況悪化のため分院もそれぞれ閉鎖して本部に合流し、第 24師団第 1野戦病院は糸満

市国吉の壕へと撤退した。その際、重症患者には青酸カリを飲ませたり、注射が打たれるなどの処置が行われた。

また、銃で射殺された患者もいたという。4日には、女子学徒隊に解散命令が出され、本島南部の戦場をさまよ

うことになった。病院の移動後には、八重瀬岳一帯に日本軍の防衛線が敷かれて、南進してくる米軍と激しい戦

闘が行われた。

　戦後の 1977（昭和 52）年、厚生省の遺骨収集が行われた際には、下の壕から 45体の遺骨が回収された後に

壕口は塞がれた。

遺構の特徴　上の壕は、採石場だったところを掘り込んで横穴壕が構築されており、壕内部の高さは約 2.5 ｍ、

幅が約 3ｍで、平面形が「Ｌ」字型になり、奥行き約 50ｍを測る貫通壕である。東側の出入口を入ってすぐ右

手側に掘り込まれた約 20㎡の空間が手術室として使用され、壕の本線片側には竹を組んだ 2段寝台が 5・60床

設置されて病棟として使用されていたというが、現在それを確認することはできない。

　下の壕は、通常は入ることができないが、2013 年に沖縄平和ネットワークが関係者の協力を得て行った調査

報告資料を基に記述すると、壕は泥岩層を掘り込んで構築してあり、内部の天井面の崩落が著しく確定はできな

いが高さ約 1.8 ｍ、残存している壁面幅が約 1.7 ｍで、床面に大きな勾配は無くほぼ平坦だという。北側に出入

口をもつ壕が約 10ｍ間隔で４基あり、それが直線的に南側へ 20～ 40 ｍ延びる。さらに、壕入口部分から 10

ｍと 20 ｍほど入った所でその 4基を東西方向に連結する壕が 2基走り、その 2基の両端には数基の壕が接続

して、平面形は網の目状になる。総延長は調査時点で 270 ｍほどになるとのことである。出入口をもつ南北方

向に構築された壕の壁面には複数の小部屋が造られており、当時は受付や薬剤室などとして使用されていたよう

である。そして壕の最奥部が本部及び将校居室、隊長室になっていた。壕内片側には寝台が設置されていたとい

われているが、現在それを確認することはできず、寝台の片側を支えていた坑木の柱穴及び坑木片が残っている。

ま と め　八重瀬岳の丘陵に上の壕と下の壕という 2つの壕が第 24師団第 1野戦病院壕として、1945 年 3

月末から 6月初めまでの 2か月余り使用された。上の壕には、学徒動員された白梅学徒隊による説明板や碑が

建立され、見学が可能である。しかし、下の壕については戦後の遺骨収集の後に壕口が埋め戻されたため、壕を

確認することはできない。

　引用・参考文献

白梅同窓会 1995『平和への道しるべ－白梅学徒看護隊の記録－』

東風平町史編集委員会 1999『東風平町史－戦争関係資料－』東風平町

佐敷町史編集委員会 1999『佐敷町史 4戦争』佐敷町役場

白梅同窓会 2000『白梅　沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録』クリエイティブ 21　

沖縄平和ネットワーク文化財・ガマ部会 2014『第 24師団第 1野戦病院本部壕調査報告資料』

写真 335　第 24 師団第１野戦病院壕跡　上の壕　　　　写真 336　同　壕内部
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　八重瀬町第 24 師団第 1 野戦病院新城分院壕跡（ヌヌマチガマ、ガラビガマ）

所 在 地　八重瀬町字具志頭（ヌヌマチガマ）、八重瀬町字新城（ガラビガマ）（第 179 図　八重瀬町③ 16）  

立地・現況　壕跡は、八重瀬町字新城の東側にある標高約 75 ｍの丘陵に位置し、全長約 400 ｍの自然洞穴であ

る。この洞穴には複数の出入口があるが、主に西側の出入口をヌヌマチガマ、東側をガラビ壕と呼んでいる。道

路沿いにあるヌヌマチガマ入口には、これまでに「白梅学徒看護隊之壕」碑と説明板が設置されているが、2015（平

成 27）年 1 月現在、町によって駐車場と壕への進入路が整備されつつある。年間を通して平和学習で訪れる人

も多いが、現在ガラビ壕からの見学はできない状況である。

歴 史 状 況　八重瀬町字富盛に置かれた第 24 師団第 1 野戦病院の分院として、1945（昭和 20）年 4 月下旬に

軍医 1 人、看護婦 1 人、沖縄県立第二高等女学校の学徒 3 人（のち 5 人に増員）、衛生兵等によって開設され、

当該地名を付して「新城（あらぐすく）分院」と呼称されていた。勤務者の中には近隣集落から動員された女子

青年団もいて、炊事の手伝いや包帯の洗浄などの作業を担当していた。病院として当初利用していたのは西側の

ヌヌマチガマ側で、出入口近くに竹製の２段寝台が造られ、奥には藁を敷いただけの地面に患者を収容していた。

しかし、日増しに負傷兵の搬入が多くなると、ガラビガマ側に病室が広がっていき、多い時には 1000 人を超え

る負傷兵がいたといわれ、勤務者たちは不眠不休で看護にあたっていた。

　日本軍の撤退に伴って新城分院は 6 月 3 日に閉鎖された。その際、独歩患者は原隊復帰を命じられ、自ら歩

くことのできない重傷患者には青酸カリを飲ませ、飲めない者には注射を打ったり、銃で射殺された者もいた。

翌 4 日、第 24 師団第 1 野戦病院は解散、同時に女子学徒隊にも解散命令が出され、南部の戦場を彷徨うことに

なった。

遺構の特徴　壕の平面形は、東西の壕口を結ぶほぼ直線的な本線壕が約 230 ｍあり、西側のヌヌマチガマ側で

2 つに分かれた壕口の一方が約 170 ｍの半円状になって本線壕に連結して、総延長約 400 ｍの壕を形成する。

ヌヌマチガマは地表面から 8 ｍほど低い位置に壕口がある。その壕口は 2 か所あって、向かって左側の壕口は

高さ約 1.8 ｍ、幅約 3 ｍを測り、壕口から約 30 ｍの位置には手術場があったとされ、壁面には明かり取りが残る。

右側の壕口は高さ約 3 ｍ、幅約 5 ｍを測るが、徐々に天井は低くなり場所によっては空間を確保するために天

井面が人工的に削られている箇所もある。壕口から約 60 ｍの間は高さが 2 ～ 3 ｍ、幅は 2 ～ 6 ｍだが、東側

のガラビガマに行くにつれて空間は広くなり、高さは 5 ～ 17 ｍ、幅は 8 ～ 15 ｍを測る。足下には石灰岩塊が

多く、天井からの水滴もあるため、地面には水溜まりやぬかるみがいたる所にある。ヌヌマチガマの入口右側の

壁面沿いにはカマド跡が 2 基確認できる状態で残存し、その周辺にはガラス瓶や陶磁器の碗、歯ブラシ、軍靴、

甕など戦時中に使用していたと思われる遺物が集積されている。

写真 337　ヌヌマチガマ　壕口付近　　　　　　　　　 写真 338　同　壕内部
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ま と め　野戦病院の分院として利用されたのは 1945 年 4 月下旬から 6 月 3 日までの 1 か月余りである。

地上戦の激化に伴ってこれより以北の野戦病院における負傷兵の収容が困難な状況となってからの病院活動であ

るため、勤務者及び医療器具、薬品類の不足が顕著で、まともな治療もできない状況のなか多くの負傷兵が死ん

でいった。また、病院の撤退及び解散に伴い処置された重傷患者の数も数百人にのぼるといわれている。現在、

年間約 2 万人の見学者が平和学習で訪れているため、町では安全性を確認するために壕内の地質調査や詳細な

測量調査を行うとともに、農地である周辺環境にも配慮すべく駐車場の整備などを進めている。また、ガマの保

存を視野に入れて用地の確保にも取り組んでいる。

　引用・参考文献  

沖縄平和ネットワーク 1997『新　歩く・みる・考える沖縄』沖縄時事出版

白梅同窓会 2000『白梅－沖縄県立第二高等女学校看護隊の記録－』クリエイティブ 21　

沖縄県立埋蔵文化財センター『2001 沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』

沖縄県平和祈念資料館『2007 沖縄の戦争遺跡』沖縄時事出版

八重瀬町教育委員会 2008『八重瀬町の文化財』

沖縄県高教組教育資料センター 2009『沖縄の戦跡ブック「ガマ」』沖縄時事出版

八重瀬町役場企画財政課の測量調査資料 2015

　西原町第 62 師団野戦病院棚原分室壕跡

所 在 地　西原町字翁長（第 176 図　西原町４）

立地・現況　沖縄キリスト教学院大学が建つ丘陵北側斜面の標高約 90 ｍに位置し、泥岩層を掘り込んで構築し

た人口の壕である。壕口は北側に向いて 3 か所あったようだが、現在は落盤によって最も東側にある 1 か所し

か開いていない。その壕口部分もだいぶ崩落が進み、樹根によって覆われつつある。壕内に樹根の隙間をくぐっ

て潜り込むように入ると、いたるところ崩落が著しく、壕の断面形が半円状になるような場所もある。また、床

面には遺骨収集などによって移動されたと思われる盛土が複数か所で確認できる。しかし、一部には天井面や壁

面など当時のままで残る場所もみられる。当時のビール瓶などの遺物も残るが、崩落土の上にあることから近年

に掘り出されたものと思われる。壕内には小型のコウモリが生息している。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年 9 月頃から第 62 師団独立歩兵第 11 大隊と住民によって壕の構築がはじめた。

翌 1945 年 2 月 21 日、野戦病院壕が棚原と池田に開設された。3 月 21 日、西原村出身の婦女子多数が召集されて、

棚原野戦病院医務室と池田第二野戦病院等にそれぞれ 15 名ずつが補助看護婦として配置された。棚原分室には

約 30 人の衛生兵や看護婦もいた。

　4 月、地上戦がはじまると負傷兵も増え、補助看護婦たちは明るい時間帯はガーゼの洗濯作業や傷の手当のた

めの明かり持ち、夜になると 4 人１組で南風原町のナゲーラ壕まで負傷兵を担送するという危険で過酷な作業

が課せられた。4 月 25 日時点で第 11 大隊の戦力は 2 分の 1 以下になっていた。そして米軍が棚原グスク間近

に迫った 5 月初め、病院に解散命令が出されて首里の病院へと移動した。

　戦後、野戦病院壕や周辺の畑からはおびただしい数の遺骨が掘り出された。また、壕内には薬品類もたくさん

残されていたという。

遺構の特徴　壕は 3 基あって平面形は「E」の字型になる。3 基は北側から南向けに平行して構築され、東端の

壕と中央の壕との間隔は約 24 ｍ、中央の壕と西端の壕の間隔は 35 ｍを測る。奥行きは 24 ～ 28 ｍほどあり、

最奥部で 3 基を連結する通路が走る。さらに、東端の壕と中央の壕とは中間部でも連結されている。内部は、

高さ約 2 ～ 2.5 ｍ、幅 2.5 ｍで比較的大きく、断面形はほぼ正方形となる。天井面の一部にはツルハシと思わ

れる線状の掘削痕が残っており、一振り一振り手作業によって壕が構築されたことを確認することができる。壁
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面の一部には坑木をはめ込むための抉りが約 80㎝間隔で残る。また、坑木とみられる木材が径約 13㎝、高さ約

50㎝と劣化が進んだ状態で残存している。

ま と め　壕は 1945 年 2 月下旬から 5 月初旬まで約 2 か月半の間、第 62 師団独立歩兵第 11 大隊の野戦病

院として使用された。軍を中心に住民を動員して構築され、地元の婦女子を補助看護婦として病院活動が行われ

た。壕内部は高さや幅などの規模は若干大きい造りになっている。現況は、出入口及び内部の崩落が著しく、残

存状態は良くない。戦後、遺骨収集は行われているようだが、本格的な発掘調査は行われていない。                

　引用・参考文献

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『沖縄方面陸軍作戦』

西原町史編纂委員会 1987『西原町史第 3 巻資料編 2 西原の戦時記録』西原町役場

西原町教育委員会 2013『西原町の文化財』

　糸満市第 24 師団第２野戦病院壕跡（糸洲の壕）

所 在 地　糸満市字伊敷  （第 180 図　糸満市② 78）

立地・現況　壕は糸満市伊敷前原地内の畑地に所在し、標高約 50 ｍにある鍾乳洞で、壕への出入口は 2 か所あ

り、地元では北側の出入口をウンジャーガマ、南側はウッカーガマと呼んでいる。しかし、壕内は地下水の流れ

やぬかるみが激しいため、通り抜けることは困難である。現在、ウッカーガマで平和学習が行われており、年間

を通して多くの見学者が訪れている。南側ウッカーガマの出入口には、「鎮魂之碑」が建立されている。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年 5 月 27 日の海軍記念日に、豊見城城址内にあった第 24 師団第 2 野戦病院（病

院長：小池勇助軍医少佐）が撤退してきたのが糸洲の壕である。日本軍が撤退してくるまでは、ウンジャーガマ

には地元伊敷の住民が、ウッカーガマには地元糸洲や名城などの住民が多数避難していたが、軍が使用するとい

う理由で追い出されたという。

写真 339　第 62 師団野戦病院棚原分室跡　遠景

写真 340　同　壕内部　　　　　　　　　　　　　　　　  写真 341　同　坑木残存状況

第 121 図　第 62 師団野戦病院棚原分室跡略測図（張本　

　　文昭氏作成図をトレース）

０ 20m

N

出入口（埋設）

出入口（埋設）

出入口
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　病院が壕に移動してきた当初、一帯はまだ静かだったが次

第に砲爆撃が激しさを増し、6 月中旬頃には壕入口に衛生兵、

中間に隊長と軍医、そして一番奥が学徒隊という配置になっ

た。学徒隊の証言によると、壕内には中央部に地下水が流れ

ているため、飲み水には不自由しなかったが、飯あげや用足

しなどのたびに水やぬかるみに足を入れるため、靴はいつも

濡れていたという。6 月 17 日以降、米軍による馬乗り攻撃

で何度もガス弾（黄隣弾）攻撃が行われた。その際、壕内を

流れる水にタオルを浸して気管を保護することができたため

に命が救われた。

　そして、6 月 26 日の晩に病院に動員されていた私立積徳高等女学校の学徒達に、小池部隊長から解散命令が

出された。その際、「必ず親元へ帰りなさい。決して死んではいけない」と命の尊さを強調して一人ひとりと握

手が交わされたといわれ、積徳学徒隊の戦死者が他の学徒隊と比較して少ないのは、解散命令が沖縄戦の組織的

戦闘終了後に出されたことと、部隊長の言葉が学徒達を生きる道に導いたと言われている。解散命令が出された

翌 27 日、小池勇助病院長は壕内で自決した。

遺構の特徴　南側のウッカーガマ出入口は高さ・幅ともに約 5 ｍ、出入口から約 15 ｍ一帯は高さも幅も 4 ～ 5

ｍを測るが、その先は天井面が低くなるとともに、天井及び床面ともに起伏が激しく、地下水の流れや水溜まり、

ぬかるみもあるため通行が困難な場所もある。全長は約 200 ｍを測る鍾乳洞で、壕の本線に対していくつかの

支線が延びる。炊事場は南側に向くウッカーガマの出入口付近にあったとされるが、現状ではその痕跡を確認す

ることはできない。また、病院関係者の居た場所は、炊事場から北側に約 150 ｍの位置にあって北側に向くウ

ンジャーガマから約 100 ｍ壕内に入り西側に折れたところ一帯で、手前から兵隊、隊長、積徳学徒隊の居住区

があった。学徒隊が居た場所は天井面が高くなる。                                                   

ま と め　壕は豊見城市から病院が移動してくる以前は地元の住民が避難していた。それを軍が接収したもの

である。第 24 師団第 2 野戦病院として使用したのは、1945 年 5 月 27 日から 6 月 27 日までの１か月間である。

積徳学徒隊が看護補助要員として 25 人動員されていたが、病院長が解散命令を出した時期とその訓示の内容が、

その後の学徒達の生存率を高め、3 人の犠牲者は出たものの 22 人が生還した。壕内は地下水の量も多く、入壕

に際しては気をつけなければならないが、年間を通して平和学習で訪れる見学者は多い（上地）。

　引用・参考文献

糸満市史編集委員会 1998『糸満市史資料編 7 戦時資料下巻』糸満市役所

糸満市史編集委員会 2003『糸満市史資料編 7 戦時資料上巻』糸満市役所

豊見城村史戦争編専門部会 2001『豊見城村史第 6 巻戦争編』豊見城村役所

ひめゆり平和祈念資料館 2008『ひめゆり平和祈念資料館資料集 4「沖縄戦の全学徒隊」』

広島経済大学岡本ゼミナール 2011『オキナワを歩くⅣ元積徳学徒隊員沖縄戦を語る』ノンブル社

写真 342　第 24 師団第２野戦病院壕跡　壕口

234



８　官公庁壕

　県庁や市町村役場では、10・10 空襲以後重要書類を保管する壕構築が本格的に進められた。壕は、人工的に

掘った横穴壕や自然洞穴の内部に手を加えたもの、あるいは井戸などであった。米軍上陸前までは県庁・役所・

役場で会議は行われたが、空襲や艦砲射撃などでほとんどの建物は焼失したため、業務や会議は壕の中で行われ

た。地下でのモグラ同様の生活を強いられたのである。米軍が迫ると官公庁は平時の組織を改革し、本格的な戦

時行政をスタートさせた。その任務の中心は住民避難対策であった。

壕に避難させた戸籍・土地台帳などの重要書類はほとんどが焼失してしまった。戦争は人もモノも失わせる。官

公庁壕は残存しているのは少ないが、「戦世の行政」を伝える「歴史の生き証人」として貴重である。

　官公庁壕としては、県庁・警察部壕、町村の役場壕にわけて説明する。なお、八重山支庁が構築した壕が名蔵

白水にあるが、その用途が明確なのは御真影安置のために使用された壕であるので、後節で説明する。

( １) 県庁・警察部壕
　県庁職員の避難壕は、県庁付近の城岳にあったが、上陸戦に備えて、真地のシッポウジヌガマに県庁・警察部

壕を構築することになった。ここでは、県庁・警察部壕としてのシッポウジヌガマについて解説する。

　那覇市シッポウジヌガマ　

所 在 地　那覇市真地 123 番地（第 177 図　那覇市① 29）

立地・現況　壕は、那覇市真地 123 番地の台地（標高約 80 メートル）に立地し、墓地群に囲まれている。壕

は自然洞穴と人工壕の形態である。壕は地元ではシッポウジヌガマと呼んでいる。これは真地の小字竹下原の地

名シッポウジヌガマ（四方地の洞窟）から名付けられ、ガマの中には「四方地の神」の碑が建っている。

歴 史 状 況　1945 年（昭和 20）１月 31日、島田叡が沖縄県知事として着任した。島田知事は着任後、県庁組

織を改革し、戦場行政をスタートさせた。空襲や艦砲射撃が激化した３月 25日、県庁に近くにある城岳の県職

員壕で緊急部課長会議が開かれた。ところがこの壕はその日、第七船舶輸送部隊に接収されたため、その日のう

ちに島田叡知事は首里の与儀医院宅（壕）に移った。知事ら県職員が首里に移動したのは、首里城下に壕があっ

た第 32 軍司令部との連絡に都合がよかったからだと思われる。一方、荒井退造警察部長ら警察部署員は３月

25日、真地のシッポウジヌガマに移動し、壕の構築作業を行った。

壕は、当初民間会社に請負させて工事させたが、米軍上陸前の空襲が始まっても完成していなかった。そこで、

県庁・警察部職員やその家族が昼夜兼行の突貫作業で取りかかり、地域住民も壕掘り作業に動員された。

　広い空間のある鍾乳洞は「上層が薄く、直撃に耐えまいというので、その側壁を掘下げて、上層十米の厚さに

鍵型に、坑道を掘削する設計」を行い、壕構築は「鉄棒で岩盤に発破坑を穿つ組、それにダイナマイトを装填し

て破発をかける者、土砂運びの竹篭を編む者等」（『隅崎手記』）と分担してとりかかった。

　人工壕は、ダイナマイトを使用し、壁面はツルハシで整え、坑木の穴が掘られた。坑木に板壁をはり、片側に

は２段ベットもつくられ、長期間の生活に備えて井戸・カマド・トイレもつくられた。知事室や警察部長室は、

畳３畳ほどのポケットが作られ、床や壁には板が敷かれ、畳も敷かれていた。木材は武徳殿から取り外し、壕に

運んで使用したという。

米軍本島上陸後、知事は首里から繁多川にあった那覇署・真和志村役場の壕（新壕）に移動する。その時真地の

シッポウジヌガマはまだ構築中であった。4月 25日、ようやく知事は真地のシッポウジヌガマに移動した。こ

の時点でシッポウジヌガマは県庁壕および警察壕となった。

　壕内での各課の位置も決めていた。こうして、１か月間に及ぶ、前代未聞の壕内での戦場行政が行われた。４
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月 27日、このガマの広間で、砲煙弾雨の中、三々五々集まった南部の市町村長と警察署長による「南部市町村

長・警察署長緊急合同会議」がロウソク・カンテラの灯りの下で開かれた。5月 1日、県は、「後方指導挺身隊」

を発足させ、住民の避難・保護の任に着かせた。

　この間、知事は指呼の距離にあった第 32軍司令部壕を頻繁に訪ね、軍関係者と情報収集や住民避難などを協

議していた。米軍が首里に接近した 5月 22 日、第 32軍司令部は南部撤退を決定する。その時、住民を安全地

帯に避難させる方針や対策はされなかった。

　5月 25日、知事・警察部長らは別々に壕を出て旧東風平村志多伯の野戦重砲兵第一連隊壕に向かう。その後、

知事らは南部の壕を転々と移動し、そのひとつである轟の壕を 6月 16日に出る。警察部長は体調を崩したため

残り、18日に轟壕を出る。２人とも別々に摩文仁の軍司令部壕に向かったことになる。摩文仁で２人は軍医部

壕に合流した。しばらくすると摩文仁は米軍の激しい攻撃に晒された。２人は攻撃の合間をぬって壕を出たらし

いが、その後の行動は不明である。亡くなった日や場所、戦死状況も明らかになっていない。

遺構の特徴　墓地から入る北側の壕口にある階段は当時のものがほぼ完全に残っている。階段を下りた自然洞穴

の楕円形状広間の保存状態は良好であり、ほぼ原形のまま残っている。そこには当時使用していたお碗やビンの

破片、靴・洋服のボタンなどが散乱しており、またカマド跡も確認され、生活の跡を裏付ける。空気坑は塞がれ

ていたが、通風は良好である。

　自然洞穴の北側には高さ・幅２メートルの構築壕が続いている。途中２か所のポケット状の横穴がある。最初

の横穴が荒井警察部長の部屋として使われた。ここから荒井警察部長の万年筆とバラバラになった数珠が見つ

かっている。少し行くと島田知事が使用した横穴もあり、この２つの横穴周辺からは碁石が多数見つかっている。

いずれの横穴とも保存状態は良好である。

　さらに奥に進むとダイナマイトを差し込んだロット跡が２か所あり、さらに坑木を建てるために掘った穴も

10数か所残っていて、壕構築の様子が分かる。さらに奥に進むと落盤のため原形が失われつつある。そこには

井戸跡が２か所、便所跡が１か所あるが、保存状態はよくない。さらに奥に進むと、北側入り口は落盤のため塞

がれている。

　構築壕の前半部分の保存状態は良好だが、後半部分は落盤のため壕の劣化が激しい。

ま と め　一部崩落や遺骨収集によって改変はあるものの保存状態は良好である。米軍本島上陸後、１か月間

にわたって戦時行政を行った壕として歴史的価値が高い壕であり、平和教育の場としても活用されている。現在、

那覇市が文化財指定に向けて調査をすすめている（吉浜）。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2004『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－本島周辺離島及び那覇市編－』

島田叡氏事跡顕彰会 1964『沖縄の島守　島田叡　親しきものの追憶から』

隅崎俊武遺稿 1998『「手記」沖縄戦と島田知事』自費出版

荒井紀雄 1992『記録集成　戦さ世の県庁』中央公論事業出版　

田村洋三 2003『沖縄の島守－内務官僚かく戦えり』中央公論新社　

沖縄県警察史編さん委員会 1993『沖縄県警察史　第二巻（昭和前編）』

写真 344　同　カマド跡
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第 122 図　シッポウジヌガマ実測図（那覇市教育委員会作成図を使用し作成）

写真 344　同　カマド跡

写真 343　シッポウジヌガマ　自然洞穴部分

写真 345　同　壕口　　　　　　　　　　　　　　　　   写真 346　同　通路
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（２）役場壕

　現在、町村の役場や警察署壕もしくはその職員が避難した壕としては、旧渡久地警察署（本部町）、旧西原村

（西原町）、旧勝連村（うるま市）、旧兼城村（糸満市）、旧佐敷村（南城市）、旧具志頭村（八重瀬町）、旧玉城村

（南城市）、旧真和志村・那覇警察署（那覇市）のものが知られている。また、旧具志頭村のものは４か所確認さ

れているが、それは戦況に伴い役場もしくは職員が移動した結果と考えられる。

　ただ、役場壕という名称で呼ばれていても、その性格は大きく２つある。１つは旧西原村役場壕のような書類

保管のため、２つは役場職員が避難した壕である。後者の中でも、旧真和志村役場と那覇警察署の職員が協働し

て構築した新（みー）壕もあれば、旧佐敷村役場壕は非常な急斜面に多くの壕が造られ、その幾つかは軍の陣地

壕に近似して規模も大きく複雑な構造のものもみられ、その様相は一律ではない。以下、役場壕の代表的なもの

３件について解説する（瀬戸）。

　西原町旧西原村役場壕跡

所　在　地　西原町字翁長 319 － 4番地・320 番地（第 176 図　西原町５）

立地・現況　西原村役場壕は、西原町学校給食共同調理場の西側に近接しており、標高約 20ｍの緩傾斜地に位

置する。1980（昭和 55）年頃に、民間業者による土の採取で壕の南側部分が欠損したことから、外観は南側の

道路に面して大きく開口している（写真 347）。町制施行 20周年記念事業で、現況保存を基本に、南側の開口部、

東側の壕入口２か所に鉄格子や扉、南側の小広場には記念碑や説明版が設置されており、平和事業での活用が図

られている。なお、本壕内の天井部には崩落の激しい箇所が確認される。

歴 史 状 況　1941（昭和 16）年 12 月に太平洋戦争が勃発。その後、日本軍の戦況が悪化してくると、1944

（昭和 19）年４月に大本営は沖縄に第 32軍（沖縄守備軍）を配備し、同年８月 20日には、西原村（現：西原

町）内の各字や西原国民学校などに第62師団歩兵第63旅団歩兵第11大隊1,200名余が駐屯するようになった。

太平洋戦争末期になると、沖縄県庁や各警察署は、重要書類の保管や会議を行うことができる壕の構築を行なっ

ていた。それに呼応して各市町村でも重要書類の保管を行うための役場壕を構築するようになった（西原町史編

集委員会 1996）。西原村の役場壕も、そうした施設の１つであった。なお、当時の役場は、現在の西原町学校

給食共同調理場が所在する場所にあった（西原町史編纂委員会 1984）。

　証言によると、「役場壕は 1944（昭和 19）年６月頃、字翁長から人夫数人を雇って掘ったものである。壕に

は、戸籍簿、土地台帳（名寄帳）、図面、兵籍簿などの書類を収めていたが、その他、公金、出納簿、戦時債券、

公印などを収納した重さ１トン程の金庫も同時に入れてあった。金庫の搬入には玉城受郎らがあたっていた。戦

後になって、役場壕にいって見たら、書類は散乱し足の踏み場もないほどであった。書類は、風雨にさらされ土

砂をかぶったりして、めくれないほど密着していた。戸籍簿や土地台帳の一部は、我謝にあったコンセットハウ

スの村役場に持ち帰っていった。当時の公印は二寸角四方の『西原村役場之印』であった。その印鑑もこの壕に

入れてあったので、まだ壕内に残っているかもしれない。また、当時はガラスペンを使っていたので、それらの

遺品が腐らないで残っている可能性もある。」（安谷屋隆造氏：当時の西原村役場戸籍主任）

　「役場事務は、米軍の本島上陸の 1945（昭和 20）年４月直前まで行われていた。毎朝出勤すると役場壕から

書類を持ち出して事務を行ない、夕方再び書類を壕内に運んで保管するという日課だった。戦後、役場壕に行っ

たらまだ書類が沢山残っていた。しかし、１年以上も風雨にさらされていたので書類は密着し、めくることので

きないものが多数あった。散乱している書類の中から字内間の土地台帳を見つけて村役場に持ち帰り、写しを作

成した」（大城勝治氏：当時の西原村役場会計主任）（西原町史編集委員会 1996）。

遺構の特徴　西原村役場壕は、ニービ（第三紀砂岩）の丘陵に横穴を掘り込んで造った壕である（写真 348）。
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壕への入口は北側と南側の２か所に設けられており、北

側入口は高さ約 1.0 ｍ、幅約 0.9 ｍで、南側入口は高さ

約 1.3 ｍ、幅約 0.9 ｍを測る。壕内部はホール型を呈し

ており、奥行約 3.6 ～ 4.7 ｍ、幅約 7.5 ～ 8.3 ｍ（残存

部分）、高さ約 1.5 ～ 1.8 ｍ（残存部分）を測る。ホー

ル中央部には落盤防止用として、約１ｍ角の２本の柱を

残して掘られている。また、壕内両入口側の間の壁には

灯り置場が１箇所設けられている。1985（昭和 60）年

に西原町教育委員会が行った発掘調査では、人骨（頭蓋

骨）片、砲弾の薬莢、ジュラルミン製水筒・飯盒、鉄製

コップ、沖縄産施釉陶器、本土産近現代陶磁器、金庫の

扉が出土している（西原町史編集委員会 1996）。

　なお、当該壕の北側に近接して壕が所在するが、い

つ、誰が、何の目的で構築したかは不明である（写真

349）。役場壕と同方向に横穴を掘り込んで造られたも

ので、入口が２か所確認されている。北側入口は幅約0.7

ｍ、高さは、現在土砂が堆積しているため不明。南側入口は高さ約 1.1 ｍ、幅約 0.7 ｍである。壕内部は、「ヨ」

の字状を呈しており、奥行約 2ｍ、幅約 6.8 ｍ、高さ約 1.7 ｍを測る。壕内の正面には棚が２か所、壕内入口側

の壁には灯り置場が２か所設けられている。また、南側入口から見える正面壁には国旗の形をした文様が３つ刻

第 123 図　旧西原村役場壕跡実測図（西原町 1996 より）

写真347　旧西原村役場壕跡　全景（西原町教育委員会撮影）

写真 348　同　内部　南より（西原町教育委員会撮影）

写真 349　同　北接する壕（西原町教育委員会撮影）

写真 350　同　国旗が刻まれた壁面

　　　（西原町教育委員会撮影）
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まれている。その内２つはポール付き国旗を交差させた形をしている。

ま　と　め　戦争体験者による貴重な証言から、戦前、戦後の役場壕内での活動の様子が窺える。また、壕内の

発掘調査で出土した遺物からは、当該壕が重要書類を保管する場所としてだけでなく、避難壕としての目的も兼

ねていたことが推測される（山田）。

　引用・参考文献

西原町史編纂委員会 1984『西原町史　第２巻　資料編１　西原の文献資料』西原町役場

西原町史編集委員会 1996『西原町史　第５巻　資料編４　西原の考古』西原町役場

　那覇市旧真
ま わ し

和志村役場・那覇警察署壕（新
みー

壕）

所 在 地　那覇市繁多川 4丁目（第 177 図　那覇市① 25）

立地・現況　首里城より南方約 500 ｍの住宅が密集した地区の原野として残されている岩盤が露出した標高約

74ｍの地点の自然洞穴を利用した人工壕である。また、県庁・県警部壕であるシッポウジヌガマが北西約 500

ｍにある。現在は、南側の壕口が開口しているが、北と西にも埋没しているが本来は壕口であったと考えられる。

歴 史 状 況　本壕に関しては、様々な証言資料や、聞取りと現地調査を行った報告もあるが、ここでは概略をま

とめる。

　1944（昭和 19）年の 10・10空襲により、那覇警察署は焼失してしまい、移転先として適切な壕を探していた。

一方、国場（現在の寄宮にある真和志支所敷地内）にあった真和志村役場でも、空襲より前に役場の後方に重要

書類保管のための壕を掘っていたが、同様に移転先

の壕も探していた。その中で、1945（昭和 20）年

2月頃、繁多川の墓地近くで遊んでいた少年達によ

り偶然に発見された洞穴が本壕にあたる。発見され

た当初は壕内に空気穴が無かったため、住民が真和

志村役場へダイナマイトををもらいに行った。それ

がきっかけとなり、本壕は村役場に譲られ、那覇警

察署は共同で壕を使用する提案を出し、壕の拡張整

備作業を開始した。

　3月下旬からは真和志村役場が新壕へと移動し、

その際には地元の住民も 20 名ほど避難していた。

3月 25 日からは那覇署も壕へと移動してきた。島

田知事も４月上旬から本壕へと移動してきており、

4月 25 日まで本壕に避難していた。壕内は、村長

や署長、知事がいた場所など割り振りもあったよ

うである。5月 10 日頃、軍から壕を明け渡すよう

にとの要請が出され、約 70名の住民が壕を追い出

され一家族ごと小さな墓などに逃げ込むこととなっ

た。また、一部の人々は本壕に残り、終戦を迎えた

人もいるとのことである。

遺構の特徴　壕内部は、径 10ｍの円形状の平坦な

空間を中央にして３つの坑道が繋がっており、本来

はそれぞれが出入口となっていたものと思われる。

 写真 351　旧真和志村役場・那覇警察署壕跡　内部

（沖埋文 2004

より）

第 124 図　旧真和志村役場・那覇警察署壕跡　略測図
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円形状の空間は自然洞穴であった岩肌が多く露出しており、直径１ｍの鍾乳石の周囲に石積みで高さ 1.5 ｍほど

の段を作り、その南側は３ｍ四方の平坦面となっている。この石積みの西側、南側と北側の出入口への坑道は、

幅１ｍで明確な掘削痕が見られる。西側の坑道を10ｍ程下ったところには、石をコ字状に組んだカマド跡があり、

その壁面から天井を通って外側へ続く煙道が見られる。また北の坑道と中央の空間の付け根でもカマド跡があり、

壁面に煙道が作られ外側へ続く。煙道は壁・天井に溝を掘り瓦で覆われている。また、これらのカマド跡と煙道

は黒変している。壕内には灯り取りの掘り込みも見られる。壕内には陶磁器やその破片、瓶、ガラス製品、軍靴

などが散乱している。

ま と め　本壕は、真和志村役場と那覇警察署が共同で自然洞穴を利用し構築した壕で、住民も共に避難して

いた壕である。壕内は石積みで平坦面が作られ、カマド跡なども設けられ、機能や人による使い分けがあったよ

うである。また、遺物には軍靴などの軍関係のものも多く、証言にある住民らの追い出しがあったことも裏付け

られよう。

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　2004　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－本島周辺離島及び那覇市編－』

沖縄県警察史編さん委員会　1993　『沖縄県警察史　第二巻（昭和前編）』　警察本部

那覇市企画部市史編集室　1974　『那覇市史　資料篇　第２巻中の６』那覇市役所

田村洋三　2003　『沖縄の島守　内務官僚かく戦えり』中央公論新社

吉川由紀 2001　「調査報告　「新壕」（ミー壕）＝那覇署・真和志村役場の壕」『平和ネットワーク会報 23 号』

沖縄県高教組教育資料センター 2013『沖縄の戦跡ブック　改訂版』

　南城市旧佐敷村役場壕跡群（タキノウノ壕）

所 在 地　南城市（旧佐敷町）字佐敷 1291 番地（第 178 図　南城市①２）

立地・現況　知念半島から与那原まで続く段丘南側中腹の標高約 60 ～ 80 ｍの急斜面に位置しており、北には

佐敷の集落を見下ろすことが出来る。現在の海岸線までは１㎞だが、当時は現在の国道 331 号線あたりと考え

られているので、約 400 ｍ北は海岸であった。この一帯はタキノーと呼ばれており、その頂部には字佐敷の拝

所であるタキノウノ嶽がある。また、約 200 ｍ北東には国史跡の佐敷城跡がある。

　本壕群は、タキノウノ壕や佐敷村の役場壕と称されている。比較的硬く見える砂岩層を掘り込んだ人工壕群で

あるが、壕口からの土砂の堆積が激しく、埋没しているものも見られる。2002・2003（平成 14・15）年度に

旧佐敷町（現南城市）教育委員会による分布・試掘調査が実施され、壕口 23 か所が確認された。後述するが、

壕にはいくつもの部屋を配し、全長 40 ～ 50 ｍを測る規模を有するものなどがあり、当初より役場壕として構

築されたとは考えにくい。

写真 352　同　通路・壁面の煙道　　　　　　　　　　  写真 353　同　カマド跡
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歴 史 状 況　1944（昭和 19）年、第 32軍が沖縄に配備されると佐敷の住民も主に読谷、嘉手納、浦添の仲西、

西原、小禄飛行場へと動員され、陣地構築や馬天港の桟橋造りにも駆り出された。10・10 空襲では、海軍航空

隊の水上基地であった馬天港が米軍の攻撃目標の１つだったため佐敷村も攻撃を受けた。その以前から佐敷集落

の住民は後方の丘陵地などに防空壕を掘っていたが、空襲時はまだ完成しておらず、その後に急いで造られたと

ころもあった。1945（昭和 20）年２月半ばには本島中南部の住民に対する北部への疎開命令が出されたが、佐

敷の住民が疎開地へ向かったのは米軍上陸前の３月末になってからであり、多くの住民が集落に留まっていた。

　佐敷を含む知念半島東側は、先述の馬天港のほか幾つかの海軍砲台が配備されていた。また、陸軍部隊は当初

第９師団、その移動後に第 62師団、米軍上陸時には、独立混成第 44旅団の守備範囲となった。その後５月 28

日には村内に米軍が侵攻し、佐敷村役場は爆弾の投下により倒壊し、重要書類をはじめ諸器物は飛散したとされ

る。また、米軍の侵攻を受け村役場は住民に知念や玉城方面への退避命令を出した。6月 5日頃には佐敷に難民

収容所ができており、米軍に保護された村民が収容されていった。

遺構の特徴　旧佐敷町教育委員会の調査によると、確認できる壕口は 23か所あり、崩落によって埋没している

壕口が少なくとも他に６か所以上あるとされた。これらの壕は、壕口が単独なものと複数あり内部で繋がったも

のがある。通路幅は約１ｍ、高さは 1.5 ～２ｍ、壁面は垂直に近く、天井がやや丸みをもつ点が共通している。

前者では壕口７を挙げると直線的な通路から分かれ、２つの部屋が見られ、壁面には棚状のくぼみ、カマド跡が

見られる。ここでは、陶磁器や煙管、絵の具パレット、施錠具などが出土した。後者では、壕群東端の開口して

いる壕口１～３と埋没しているものを合わせ５つの壕口があり総延長は約 40ｍを測り、部屋や棚が多く見られ

る。また、壕口９・10と 11・12 はそれぞれコ字状のもので、それがさらに連結されており、総延長約 50ｍ

を測り、部屋は１つしかないが、棚は多く見られる。また、各壕の壁面には鉄釘も随所に見られる。

ま と め　佐敷村役場壕跡群は、従来からその名称で伝わっており、多くの陶磁器や煙管などの日用品が見ら

れることから、役場職員もしくは住民が避難した壕であるのは確かであろう。しかし、丘陵急斜面に全長が 40

～ 50ｍあり、また部屋の形態も多様で棚が非常に多いことなどからは、軍の陣地壕に近い印象を受ける。天井

が丸みを帯びた形態などや、様々なタイプの壕が見られる点では、今帰仁村渡喜仁の陣地壕跡群、南大東村大東

神社の本部壕跡群、宮古島市東仲宗根の陣地壕跡群など海軍が構築もしくは使用したと考えられる壕に類似する

ように思われる。明確な史料証言がないので断定は出来ないが、約２km北の馬天港には海軍航空隊の水上基地

があり、本来はその関連する壕群であった可能性も考えておきたい（井上・瀬戸）。

写真 354　旧佐敷村役場壕跡群（タキノウノ壕）　遠景　 写真 355　同　壕内部
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写真 356　同　アーチ型天井の通路　　　　　　　　　  写真 357　同　壕内の棚

第 125 図　旧佐敷村役場壕跡群（タキノウノ壕）　実測図（佐敷町 2004・沖埋文 2001 を使用して作成）

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　2001　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』　

佐敷村誌編集委員会　1964　『佐敷村誌』

佐敷町史編集委員会　1999　『佐敷町史　４　戦争』　佐敷町役場

佐敷町教育委員会　2004　『平良川原遺跡・島宜原遺跡・役場壕　平成 13 年度～ 15 年度国庫補助事業による緊急発掘
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９　御真影奉護壕

　1944 年 ( 昭和 19）年 10 月 10 日の空襲は御真影奉護のあり方にも影響を与えた。県は御真影の日本本土奉

選も検討したが、このことが軍民に及ぼす影響や海上輸送の困難性から断念した。そこで、最終的な奉遷場所と

して、山岳地帯の本島北部に決定した。この間、県は空襲時の御真影の取り扱いである「御影並ニ勅語勝本ノ奉

置奉護ニ関スル規程」を定めた。この「規程」は残っていないので詳細は分からないが、御真影奉護に関わった

校長の証言から推測すると、空襲時の御真影の奉護は校長の指揮下で御真影を学校近くに構築した壕に避難させ、

その間教職員が 24時間態勢の当番制を敷いて護ることであったと思われる。

　しかし、県は米軍上陸必至の情勢において、御真影を各学校で奉護することは不可能と判断し、1945 年 ( 昭

和 20）年 1月いよいよ北部への奉遷に動き、御真影奉護隊が組織された。本島や伊江島・伊是名島・伊平屋島・

粟国島・渡名喜島など離島の御真影を旧羽地村稲嶺国民学校に一旦集め、その後、名護市の大湿帯（おおしった

い）に構築していた御真影奉護壕に奉遷した。御真影は日本軍壊滅の情報が入った 6月 30日、奉護隊員の手に

よって焼却処分された。

　宮古では、1944( 昭和 19) 年 10 月 10 日の空襲後、野原岳にある第 28師団司令部壕の近くに御真影の奉遷

所が構築された。10月31日郡下の御真影を宮古中学校に一時奉遷し、11月1日には野原岳の奉遷所に移された。

御真影は、第 28師団が野原岳で軍旗を奉焼した 1945( 昭和 20) 年 8月 31 日、支庁長・町村長・校長が列席し

て焼却処分された。

　八重山では、1945( 昭和 20）年 5月 1日、八重山支庁長より登野城など島内 5校に「御影並勅語奉護に関す

る件」が通牒され、その日のうちに旅団司令部の「合同奉遷所」に移され、5月 31日には名蔵・白水に構築し

ていた奉護壕に再度移された。「終戦」により御真影は奉護壕から各学校へ戻され、11月15日に焼却処分された。

西表島・与那国島・鳩間島などの御真影は石垣島より早い時期に各校で焼却処分された。

　久米島では、御真影を奉護する合同の奉選所は構築されなかった。各学校の御真影は、校長や校長が命じた教

職員が山中に避難させたことは分かっているが、いつどこで焼却処分されたかは不明である。

　南北大東島の御真影は、1945( 昭和 20）年 6月 26 日、海軍の潜水艦で広島県呉に奉遷したが、その後のこ

とは不明である（吉浜）。

　名護市大
おおしったい

湿帯の御真影奉護壕跡

所　在　地　名護市源河（第 173 図　名護市④１）

立地・現況　大湿帯は名護市字源河の山間部にあって、西海岸から 10km、東海岸から４kmの山中にある。御

真影奉護壕は、この集落のはずれ県有林内の標高約 120 ｍの山中斜面中腹に所在する。丘の上方には大山祇命

が祀られる神社があり、下方を小さな川が流れ、壕口は西側斜面に開口している。その斜面壁面を全長約 40m

掘り抜いて構築されている。壕周辺は青々とした木々に隠され、空襲に対しても安全に遮蔽され ,

奉安所として適地であったのが設置理由となったようである。壕は開口部が高さ約 1.7 ～ 1.9m、幅約１mで、

内部はコの字型に折れ曲がり、壕奥ほぼ中央に小部屋が設けられている。

歴 史 状 況　御真影奉護壕は 1944（昭和 19）年の 10・10空襲後、御真影の安全性が問題となったことを受け、

1945（昭和 20）年 1月中旬に県教学課が奉護を万全に期すため、奉護隊を設置、その責任者として当時の那

覇国民学校校長渡嘉敷真睦を隊長に委嘱する。奉護隊員には７人の教師が任じられ、これに中学生を補助員とし

て加え任務についた。隊長には、米軍上陸の確報に接したら隊長の判断に基づいて御真影を適切に処置するよう

に指示が与えられる。１月には沖縄島中南部の御真影がいったん羽地村（現名護市）の稲嶺国民学校に避難され

るが、さらなる戦況の悪化に伴い御真影奉護隊によって御真影奉護所（県有林事務所）に、その後大湿帯の御真

244



影奉護壕に移されたと考えられる。稲嶺国民学校から移された後は、御真影にシミを付けないためにと奉護所と

奉護壕の間を担いで往復していたとされる。

　1945 年４月１日には米軍が本島に上陸、その後本島北部への米軍侵攻に伴い、４月上旬には明治・大正天皇

の御真影を焼却し、壕を放棄、昭和天皇の御真影を御真影嚢とよばれた袋に入れ、その後約 80 日間彷徨うこと

となる。沖縄戦の組織的戦闘が終了したのち、6 月 30 日早朝に御真影焼却の儀を執り行った。焼却とともに奉

護隊は解散し投降したとされる。

遺構の特徴　壕口は幅１ｍ、高さ 1.7 ｍで、奥に 15.5 ｍのところで右に直角に折れ壕奥部に至る。壕奥部中央

には約 3.0m × 1.9m の奥室が設けられており、おそらくここが奉護室と推定される。壕の全長はおよそ 40 ｍ

を測る。一部に壁面の崩落や地震計が設置された際の扉の設置など改変も見られるが、壁面にノミ痕や扉設置痕

などが確認されるなど保存状態は比較的良好である。また奥室の奉護室には扉がつけられるなどしていたと推定

され、用途不明の痕跡も認められる。

ま　と　め　御真影を奉護する目的で設けられた壕と考えられ、壕内の改変も見られるが、残存状況は良好であ

る。立地や構造から計画的に構築されたことが分かる。壕内の壁には往時の壕構築の様子を伺い知る工具痕等が

良好な状態で確認できる。当時の地形や景観も良好に残存しており、当時の状況を知る上で非常に重要な壕と考

えられる（宮城弘樹）。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2003『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅲ）－北部編－』

川満彰 2010「やんばるへやってきた御真影たち～御真影奉護壕からみる戦前教育の末路～」『語りつぐ戦争』第２集　

　　名護市教育委員会

写真 358　大湿帯の御真影奉護壕跡　遠景　　　　　　　   第 126 図　大湿帯の御真影奉護壕跡　略測図

（沖埋文 2003 より）

写真 359　同　壕内部　　　　　　　　　　　　　　   写真 360　同　中央部奥室
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　座間味村恩納ガーラの御真影奉護壕跡

所 在 地　座間味村座間味（第 181 図　座間味村３）

立地・現況　標高約 50 ｍの山地に位置し、座間味村忠魂碑前の道を阿佐集落方面に 70 ～ 80 ｍほど登り、東

側斜面を少し下りた山中の傾斜面にある。

歴 史 状 況　座間味にいつ御真影が下賜されたのかは記録が見られないが、1900（明治 33）年には御真影があっ

たとされる。本壕がいつ造られたかというのは定かではないが、この付近で防空壕を掘っていた住民が、座間味

国民学校の関係者が御真影を奉護するために構築しており、また教頭が筒状の入れ物に御真影を入れて持ち歩い

ていたという証言をしている。また、壕の前面部分はコンクリート造りの部分を草木で偽装し、絣を使用して天

井を覆っていたようである。

　1944（昭和 19）年の 10・10 空襲を受け、御真影を羽地村（現名護市）の大湿帯に移すことになり、1 月下

旬には座間味村国民学校の御真影も疎開させることとなった。その際に、全住民と兵隊が御真影の前に整列し、

君が代を三唱した後、両側に本兵の護衛が固める中、校長が御真影を港まで運んだという。

遺構の特徴　本壕は、厚さ 15㎝のコンクリート板を天井・壁面にはめ込んで、１ｍ四方の部屋としている。床

面については土砂が堆積しており、その状況は確認できなかった。また、天井部も土砂が堆積しているが、本来

のものかどうは判断がつかない。

ま と め　本壕は、コンクリートで構築されていた御真影奉護壕とされる。このように、御真影を安置する場

所をコンクリートで構築したものは、北大東村黄金山陸軍本部壕でも見られる（井上）。

写真 361　恩納ガーラの御真影奉護壕跡　遠景　　　　  写真 362　同　近景

 

　宮古島市野原の御真影奉護壕跡

所　在　地　宮古島市上野字野原（第 183 図　宮古島市④８）

立地・現況　本壕は、野原岳の北西部、標高約 80 ｍに位置する。野原岳一帯は、大嶽城址公園として管理され

ている区域以外は、雑木がうっそうと生茂った状態である。本壕の東側には砕石場があり、現在では本壕の近く

まで砕石が行われている。従来は、野原岳の東側にある畑地部分からもアクセスが可能であったが、砕石場の拡

大により東側からのアクセスは困難となり、現在は野原岳の頂上部に位置する自衛隊基地の南東側から入ってい

くことができる。壕口は 2 か所確認されているが、南側部分の壕口は完全に土砂で埋没しており、北側部分の

壕口は、2003（平成 15）年の台風 14 号によって入口部分が大きく崩落している。また、内部も天井部分が大

きく崩落した場所が多くみられる。

歴 史 状 況　野原岳一帯は、旧日本軍の第 28 師団の本部として利用されており、一帯には、本壕を含め司令部

壕と推察される「タキグスバルの地下壕群」や、トーチカなどの関連した壕跡が群をなして構築されている。本

壕は、これらの壕群の最も北側に位置している。本壕には、御真影が安置されていたことが聞き取り調査などで
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明らかになっている。1944（昭和 19）年 10 月 10 日の空襲に

よって、宮古郡教育部会各学校に置かれている御真影の安全につ

いて宮古支庁、軍当局と協議が行われている。協議の結果、宮古

郡内の国民学校に安置されている御真影を野原岳麓に疎開させる

ことに決定した。11 月 1 日、郡内に奉安する御真影を宮古中学

校に奉遷し、11 月 2 日に、宮古中学校より野原岳の仮奉安所へ

奉遷している。壕の構築には、郡内の国民学校教員が携わってお

り、下地小学校からは男性教員 1 人 2 日まで奉仕することとなっ

ており、3 人、3 人、2 人と 3 回に渡って派遣されている。奉護

壕守衛は、12 時間交代で島内の各学校男性教員が勤務しており、

内部には白木で組まれた神宮造りの祠がつくられ、その中に御真

影を安置していた。その日守備に当たる者は御真影に拝礼してか

ら勤務に就いたとされている。また近くに守衛室が設置されてい

たようで、アダン葉筵が 2 枚敷かれている粗末なものであった

とある。御真影は、8 月 31 日に、「内務次官通牒」によって焼

却されたとされている。沖縄戦時の呼称は、「御真影奉遷所」( 沖

埋文 2005)。

遺構の特徴　本壕は、琉球石灰岩を掘り込んで構築されている。壕口は 2 か所あるが、南側が土砂で埋没しており、

その周辺部分も含め確認が困難な状況である。北側の壕口については、石灰岩を掘り込んだ羨道が、壕口から北

側へ約 9.2 ｍ設けられている。しかし、この部分については、守衛室のような遺構跡を確認することはできない。

内部の平面形態は、ほぼ「コ」の字型の形態をなしている。壕口から西側へ約 5.2 ｍ直進すると、南側へ 90 度

折れ曲がり、約 6.1 ｍ直進し、2 つの壕口を連結する通路が構築されている。そして、そこから東側に 90 度折

れ曲がり、5.4 ｍ直進すると南側の壕口へいたる。本来の天井の高さは、約 1.5 ｍと推察される。御真影を安置

していた場所は、連結通路の真ん中あたりにあり、幅 1.7 ｍ、奥行き 2.1 ｍ、高さ 1.4m ほどの棚状の掘り込み

部分を使用している。現在では、壁面の剥落もあり、祠を設置したような痕跡をみることはできない。

ま　と　め　本壕の残存状況は崩落も激しく、状態はそれほど良くない。しかしながら、県内でも各地に残され

ている御真影奉護壕の１つとして歴史的価値も高く、本壕に関する問い合わせも多く寄せられている（久貝）。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2005『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査 ( Ⅴ )- 宮古諸島編 -』

写真 363　野原の御真影奉護壕跡　中央部棚　　　　　 写真 364　同　通路

第 127 図　野原の御真影奉護壕跡　略測図

　　　（沖埋文 2005 より）
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　石垣市白
しらみず

水の御真影奉護壕跡　（石垣市指定文化財：史跡　名蔵白水の戦争遺跡群）

所 在 地　石垣市白水（第 185 図　石垣市⑦ 17）

立地・現況　於茂登岳西方の白水地域山地、名蔵川の支流であるシサミズィガーラを沿うように標高約 40 ～

50ｍの下流域には独立自動車第 284 中隊第１小隊の駐屯地や登野城及び大川の住民避難地があり、それを抜け

て標高約 100 ｍの地点に八重山支庁が構築したとされる２か所の人工壕がある（第 47図）。その中の１つに御

真影を奉護したとされる。2009（平成 21）年３月 30日には石垣市により、本壕を含めた一帯を「名蔵白水の

戦争遺跡群」として指定史跡とされた。

歴 史 状 況　八重山支庁は、1944（昭和 19）年 10 月頃に、本壕と隣接する壕の２か所を完成したとされる。

そのうちの１つには、石垣、大浜、白保、竹富、小浜の各国民学校の御真影を保管したとされる。八重山郡下の

御真影は県庁に送る予定であったが、戦況の悪化により石垣国民学校の奉安殿、於茂登岳にあった独立混成第

45旅団司令部壕などに移され、1945（昭和 20）年５月 31 日に本壕へ移されたとされる。仮職員事務所を本

壕付近に設け、学校長や八重山支庁学務係職員が常駐し見張りを勤めたが、終戦後各学校に返還され焼却された

とのことである。

遺構の特徴　八重山支庁が設置した２か所の人工壕は、10ｍの間隔を空けて東西に並んでおり、どちらも北側

に開口している。御真影奉護壕は西側のもので、全長 13ｍ、幅２ｍ、高さ 1.9 ｍ、奥側が西側に広くなった 2.4

× 1.6 ｍの小部屋となっている。通路の壁面にはその中位の高さに横方向の幅５㎝、長さ 50㎝の溝が見られ、

何らかの部材痕であろうか。東側の壕は、全長 15ｍの直線的なもので、幅・高さは同様である。共に、天井幅

が 40cmほど短くなった台形の断面を呈している。この壕より約 20ｍ西側には、20～ 30㎝の礫で３連設けら

れたカマド跡もあった。

ま　と　め　御真影を奉護していたとされる本壕であるが、直線的な壕に小部屋をもつという、他の御真影奉護

壕のような平面形がコ字状で、中央部に小部屋をもつという形態と異なっている。そのように考えると、元来は

御真影奉護壕ではない用途のために造られた可能性もあ

る。証言で御真影を奉護したとされる状況が窺えるため、

本項で説明した（井上）。

　引用・参考文献

大田静男 1996『八重山の戦争』南山舎

沖縄県立埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦争遺跡詳細分

　　布調査（Ⅵ）－八重山諸島編－』

写真 365　白水の御真影奉護壕跡　　　　　　　　　　  写真 366　同　奥の小部屋

第 128 図　白水の御真影奉護壕跡　略測図

（沖埋文 2006 より）御真影奉護壕
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10　住民避難地

　住民避難地とは、米軍上陸前に掘られた防空壕や、戦況に即して住民が避難した自然洞穴、本来は軍の陣地壕

であったところ、山間部などに避難した際の掘立小屋やカマドなどの跡を総称する。まず、住民が、空襲や敵の

上陸にどのように備えたのか、また上陸後の避難状況について、既往の研究や代表的な証言などからまとめる。

　住民の戦争への避難対策としては、まず防空壕の構築が挙げられる。この構築時期は不明なものが多いが、分

かっているものでは、特に 1944（昭和 19）年の 10・10 空襲以後のものが目立つ。次に、沖縄本島では北部地域、

離島でも山間部に避難することが考えられた。沖縄本島では、上陸戦が必至となった 1945（昭和 20）年始めには、

山間地域である北部地区への疎開が行われ、疎開者の住居として自宅の一部を提供したり、山間の谷間ごとに避

難小屋を造ったとされる。また、自然洞穴の利用については、例えば玉城村では事前に各部落ごとに避難場所が

割り当てられていた例もある。

　さて、米軍の艦砲射撃や空襲が激しくなった３月下旬以降には、各地で本格的な避難が始まった。事前に作っ

ていた防空壕や、あらかじめ決められた自然洞穴の他、元々軍が構築した壕もしくは使用していた自然洞穴にそ

の移動後に住民が避難することも多かった。

　米軍上陸後には、住民が避難していた壕から軍が使用するために追い出された事例が特に本島南部で多く見ら

れ、それは第 32 軍司令部が南部撤退したためと考えられる。例えば、糸満市轟の壕のように、ひとつの壕で軍

と住民と県庁職員等が混在していた状況もある。このような状況に伴い、軍により住民の食料の強奪や乳幼児な

どの殺害、スパイ嫌疑を理由にした脅迫・虐殺等も行われた。軍から追い出された住民は、南部各地の壕を転々

とするものも多く見られた。

　また、住民避難地では、そのきっかけは様々であるが地元召集の防衛隊員などから手渡された手榴弾などによ

り、住民が命を断つという「集団自決」が随所で見られている。これらは、軍が駐留しなかった島や地域では行

われることはなかった。6 月 23 日以降、日本軍の組織的抵抗は無くなったとされるが、敗残兵による局地的な

戦闘は続き、日本が無条件降伏した８月 15 日以降も壕や山間部に避難を続けた住民もいた。

　米軍が上陸しなかった八重山諸島や宮古諸島では、住民避難地において栄養失調やマラリアの被害が多数を占

めた。特に、八重山諸島では、集落ごとに軍の指示のもと指定された地域がマラリアの発生地域だったところも

あった。

　以下、住民避難地を人工的に掘った「防空壕」、方言でガマやアブなどと呼ばれる「自然洞穴」、集落後方の丘

陵や急峻な山の中腹や谷部などの「山間部」の３つに分けて、それぞれの遺跡について解説する。

　引用・参考文献

沖縄県教育委員会　1974　『沖縄縣史　第 10 巻　各論編９　沖縄戦記録２』沖縄県教育委員会

読谷村史編集委員会　2002　『読谷村史　第５巻　資料編４　戦時記録　上巻』読谷村役場

糸満市史編集委員会　1998　『糸満市史　資料編７　戦時資料　下巻－戦災記録・体験談－』糸満市役所

糸満市史編集委員会　2003　『糸満市史　資料編７　戦時資料　上巻』糸満市役所

金城繁正　1977　『玉城村誌』玉城村役場

琉球政府文教局　1971　『沖縄縣史　第９巻　各論編８　沖縄戦記録１』琉球政府

沖縄県高教組教育資料センター　2013　『沖縄の戦跡ブック　ガマ　改訂版』沖縄学版

石垣市市史編集室　1988　『市民の戦時・戦後体験記録　第四集　附・関係資料』　石垣市役所

宮古島市史編さん委員会　2012　『宮古島市史　第一巻　通史編　みやこの歴史』宮古島市教育委員会

謝花直美　2008『証言　沖縄「集団自決」－慶良間諸島で何が起きたか』岩波書店

江口圭一 1987「日本軍の住民殺害と集団自決」『沖縄戦　国土が戦場になったとき』青木書店 
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（１）防空壕
　防空壕は、空襲の被害より避難するために地中に掘る穴や構築物のことで、全国で造られている。その意味で

は、当然軍事施設の防空壕も存在するが、ここでは住民が構築もしくは利用したものを扱う。沖縄における住民

避難と言えば、自然洞穴が代表的とされるが、防空壕も各地で造られている。

　防空壕の構築時期は、古いものでは 1941（昭和 16）年の竹富町西表島の金田家の防空壕跡が挙げられるが、

多くは 1944（昭和 19）年以降、特に 10・10 空襲がきっかけとなって構築されている。当時の沖縄県警警備

本部の資料によると、1944 年はじめ頃は屋敷地の庭や床下にタコツボ式に掘るように指導していたが、10・

10空襲以降は横穴式へと変わっていったとされる。

　屋敷地内に造られたものは本来は多くあっただろうが、現在遺跡として認識できているものは少ない。西原町

教育委員会が 2005（平成 17）年度に発掘調査を行った掛保久の壕では、平面がＬ字形の人工壕で、多くの陶

磁器と鉄鍋、この場所で亡くなったと思われる人骨１体が確認された。これは現在の集落内に位置していること

から、屋敷地内に掘られたものと考えられる。また、戦前には壕の掘削を請け負う人々がいて、民間の防空壕を

造っていたという証言も得られている。

　現在確認されている防空壕の構造としては、通路幅は１ｍ前後のものがほとんどで、壕口が１か所で奥が部屋

状もしくは「Ｌ」字形になっているものや、２つもしくは複数の壕口が内部で連結したもの、壁面には灯り取り

や棚などが設けられたものもある。また、掘り込み墓や亀甲墓を利用したものも多い。

　今回、防空壕として個別に解説するものは、国頭村伊地鉱山、大宜味村根路銘、名護市愛楽園、南城市前川・

八重瀬町山川、久米島町喜久村家、竹富町金田家のものであるが、複数基の壕が確認され保存状態が良好なもの

のうち、現地調査が行えたものを取り上げた。また、愛楽園の防空壕跡群は、国立ハンセン病療養所愛楽園の入

園者が避難するために、当時の園長の命令で入園者自身に構築させたものである。また、壕の規模・構造は、非

常に大きく、規格性もあり、通常の防空壕とは異なった要素が見られるが、入園者自身は住民と位置づけられる

ので、住民避難地として取り上げることにした。

　引用・参考文献

伊藤厚史 2011「愛知県内の防空壕」『季刊考古学第 116 号　特集戦争と慰霊の考古学』雄山閣

沖縄県警察史編さん委員会　1993　『沖縄県警察史　第二巻（昭和前編）』　警察本部

西原町教育委員会・沖縄県立埋蔵文化財センター　2007「掛保久防空壕」『紀要沖縄埋文研究５』沖縄県立埋蔵文化財

　　センター

池原徳英 1988「沖縄警察別働隊の記録」『那覇警察署のあゆみ』那覇警察署

　国頭村伊地鉱山の防空壕跡群

所 在 地　国頭村字伊地小字田平原 795 番地（第 172 図　国頭村②７）

立地・現況　標高約 75mの山中に位置し、集落から山頂へと向かう農林道路の南側の壁面に壕口が３か所を確

認できる。基盤層は千枚岩であり、比較的掘りやすいものと思われる。現状は一部落盤が見られるが比較的良好

で、オキナワコキクガシラコウモリの生息地となっている。

歴 史 状 況　明治初期には伊地の集落には安谷屋や渡名喜などの居住人が住み着いて藍を作り、その中から後に

尚家の鉱山経営の事務をとる者が現れここで採鉱を営んでいたが、経営の不振により事業は中止となり大部分は

那覇に帰っていった。その後、伊地の住民は 1945（昭和 20）年 3月から空襲が激しくなった時、放置されて

いた鉱山の坑道跡を防空壕として再利用したとされる。ただ、ずっと壕内で生活を行うわけではなく、緊急時の

避難として利用されたとのことである。多い時で伊地集落の住民 50人が避難していた。

遺構の特徴　坑道は千枚岩を掘削して造られ、北西方向と西南方向へと続く。開口部（中央）周辺の坑道は緩や
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る。この谷部は、降水時には小川となっていたものと思われる。壕内に土が堆積している壕もあるが、全体とし

て残り具合は良好である。前回調査では、壕口が 17基あったことが報告されているが、今回は 13基の確認に

とどまった。

歴 史 状 況　沖縄戦当時、本島北部は、一般住民の疎開地域に指定されており、日本軍の部隊は独立混成第 44

旅団国頭支隊（宇土部隊）や遊撃隊などが配備されているだけであった（大宜味村　1979）。証言によると、

1944( 昭和 19) 年の 10・10 空襲後、大宜味集落の住民たちは山中に避難小屋を造った。しかし、1945（昭和

20）年になると避難壕の構築も必要不可欠となり、親戚や隣近所同士で壕の掘削を開始したとされ、本壕群も

その１つと考えられる。

　1945 年３月 26 日、大宜味から国頭に至る海岸線に米軍の艦砲射撃が始まり、翌日から約 20世帯の住民が

本壕に避難を開始した。避難している間の食事の準備は壕前の広場で行い、夜も集落へは戻らなかったという。

本壕跡群で特徴的な「コ」の字状の壕には、２・３世帯（10～ 15 人）がぎゅうぎゅう詰めになって入ってた

そうである。なお、現在落盤してその位置は不明だが、大きな壕が３基あり、避難民の半数がそこにいたようで

ある。4月中旬になると、近くの地域である塩屋まで米軍が迫っているとの情報が広まり、住民たちは米軍から

逃れるため本壕から離れ、更に山中深くに逃げた。この間、逃げ遅れた老人らが米兵によって数名殺害されたも

のもいる。また、山奥へと逃げた他の避難民は、水の便のある谷間に新たな避難小屋を設け、避難生活を始めた

が、不衛生な環境も重なり一部ではマラリアも伝播した。　　

　北部地域の住民が山中から各集落に下山してきたのは 6月中旬以降であり、米軍の掃討作戦から逃れる為で

あった。その後住民は米軍により収容所へと収容された。

遺構の特徴　今回確認できたものは、谷部の奥まった場所の約 2,000㎡の範囲に 13基の壕口を確認できた。各

かな傾斜を有して上昇し、５m程進むと急勾配になる。ここにはツ

ルハシ等で整形したと思われる階段状の遺構が約 8mにわたり確認で

きる。階段状の遺構を進み、北西に延びる坑道を 20m程進むと、幾

つかの部屋もしくは掘りかけの坑道が見られ、分岐点に至る。分岐点

の南は 10 ｍほどで突き当たるが、北側は上方に昇っており最低 20

ｍ以上は続くが、酸素が薄く安全面を考慮してその先には行かなかっ

た。鉱山の坑道に防空壕としての新たな部屋を構築したかは判別でき

なかった。

ま と め　明治期に鉱山として利用された場所を、沖縄戦時に地元

の住民が防空壕として再利用した事例であり、住民避難の一端を窺う

ことができる。

　引用・参考文献

国頭村役場 1967　『国頭村史』

沖縄県埋蔵文化財センター　2003　『沖縄県戦争遺跡詳

　　細分布調査（Ⅲ）－北部編－』

　大宜味村根
ね ろ め

路銘の防空壕群

所 在 地　大宜味村字根路銘 2170 番地他（第 172

図　大宜味村４）　

立地・現況　字大宜味集落の南約 1kmの通称中山と

呼ばれる山麓部、標高 120 ～ 130 ｍの谷部に位置す

第 129 図　伊地鉱山の防空壕跡群　略測図

（沖埋文 2003 より）

写真 367　伊地鉱山の防空壕跡群　壕口
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壕口は、斜面部に掘り込み、その前面や周囲には若干の平坦面が見られる。

　壕は、通路幅が 0.8 ～ 1.5 ｍ、高さは 1.0 ～ 1.5 ｍである。その平面形は、大きく２タイプに分けられる。１つは、

壕口が１か所の直線的なもので、長さは２～４ｍ、奥が部屋になったり、「Ｌ」字状に曲るものもある。もう一つは、

壕口が２か所あり、「コ」の字状を呈し、総延長は８～ 13 ｍである。壁面に灯り取りがあるものや、遺物には

沖縄産陶器の壺などが見られた。

ま と め　本壕群は、、水を確保できる山間部の谷部に位置し、壕の形状は直線的なものか「コ」の字状で、

比較的単純な構造である。おそらく、これが典型的な住民による防空壕の形態を示しているものと考えられる。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター　2003『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅲ）－北部編』

沖縄県教育委員会　1974　『沖縄県史　第 10 巻　各論編９　沖縄戦記録２』

大宜味村史編集委員会　1979　『大宜味村史　通史編』大宜味村場

第 130 図　根路銘の防空壕跡群略測図

写真 368　根路銘の防空壕跡群　　　　　　　　　　　  写真 369　同　壕口付近の壺散布状況

N

０ 5m

沖縄産

陶器壺
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　名護市愛楽園の防空壕（早
はやた

田壕）跡群

所　在　地　名護市済井出 1192（第 173 図　名護市①３）

立地・現況　屋我地島の北東海岸際の台地上標高約５～10ｍの南北方向の丘陵裾部に掘り込まれた壕群である。

この南北丘陵の北側に多くの壕が見られ、壕口は約 50基確認されている。当時の早田園長の命令により構築さ

れたので、早田壕と呼ばれている。この場所は、現在、国立ハンセン病療養所である国立療養所沖縄愛楽園の敷

地内となっている。現存している壕群は残存状況は比較的良好である。園内に残る戦争遺跡としては早田壕以外

にも、おびただしい数の弾痕が残る給水タンクや職員居住地域のコンクリート壁が見られる。

歴 史 状 況　1938（昭和 13）年 11 月 10 日、国頭愛楽園が開園され、1941（昭和 16）年７月からは県立か

ら国立となった。1943（昭和 18）年５月には、初代園長塩沼英之助が寮舎の前に 40名前後が退避できる無蓋

壕を造った。1944（昭和 19）年７月 25日からは、２代目園長の早田皓が園内の丘陵に横穴を掘ることを計画

し、その命令で働ける入園者により防空壕を構築したのが、本壕跡群である。構築の際に、坑木として松の木を

入れる計画もあったようである。1945（昭和 20）年４月には、資料によって違いはあるが 21～ 23日前後に、

米軍の投降の呼びかけに応え入園者は壕を出た。５月４日に愛楽園は米軍に接収された。

　壕の中での生活は十分な治療も受けられず、病気や栄養失調で入園者に 241 名もの死者が出たとされる。さ

らに、掘削作業の過程で体に傷を負っても気付かず症状を悪化させ、生き残った後も手指や足の切断、視力を失

くすなど後遺症を負った入園者もおられるとのことである。一方、米軍の機銃掃射による死者は１名とされる。

遺構の特徴　現存する壕の大半は、丘陵北側に位置しており、複数の壕口をもつものは３群見られる。壕の断面

形は天井がやや丸みを帯びるものが多いが、幅の広い通路はほぼ方形である。壕の高さは、1.2 ～ 1.5 ｍの間で

あまり違いはない。その北半の壕群は丘陵の端部が戦後に削平されており、全容は不明であるが、おそらく全体

が繋がるのではなく、幾つかの壕口で小群を形成していた可能性がある。

　中央部の壕群は、一部現在の通路で切断されているが、本来は平面がＹ字形の総延長約 70ｍとなる。東側に

複数の幅 0.9 ｍの壕口を配し、内部で連接するようになっている。この壕口内側から見ると、その際に浅い段が

設けられ、板をはめ込めるような仕組みとなっている。部屋は壕口から見えない形で配され、幅・奥行が1.5～ 2.0

ｍであるが、奥行 4.0 ｍのものも一部ある。また、部屋にはカマド跡も見られ、西へ延びる通路の幅は 1.5 ｍと

広い。壁面には多くの鉄釘が打たれ、灯り取りや棚状の凹みも多く見られる。鉄釘は導線などを支える役割も考

えられるが、頭が大型（径 2cm）の丸釘が多く、設置する計画があった坑木を支える役割があったのではない

かと推測される。また、丸瓦を使用した暗渠と思われる遺構もある。南半の壕群は壕口が３か所あり、総延長約

30ｍで、16ｍに及ぶ通路が見られるが、奥は細くなり、掘りかけの可能性もある。

　愛楽園内には、当時のコンクリート壁や給水タンクに多くの機銃痕が見られる（写真 417）。早田園長の記録

では「爆弾約 600、ロケット砲約 400、艦砲約 100、22㎜機銃弾約 10万発」の洗練を受けたとされる。ただ、

後述するが現存する弾痕は、12.7㎜機銃のものと想定される。その理由としては、運天港には海軍の水上基地

があり、愛楽園は当時では珍しい規格的なコンクリート施設であったので、軍事施設と間違われたとされている。

ま　と　め　本壕群は、愛楽園の園長により命じられ、入園者によって掘削された防空壕である。部屋の配置が

規格的で、約 70ｍにも及ぶ壕もあり、非常に太い鉄釘が打たれるなど、他の住民の手による防空壕とはその規模・

構造が卓越している。壕の断面形状などは、海軍部隊が構築したと考えられる運天港や渡喜仁の壕と類似した印

象も受ける。愛楽園は、ハンセン病患者である入園者を隔離する施設と位置づけられるので、軍の援助などがあっ

た可能性も想定される。本壕跡群は、住民避難地の一環で捉えたが、ハンセン病患者の隔離施設での防空壕であ

り、その歴史的位置は非常に重要なものと思われる。また、壕自体の残存も良好で、弾痕が激しく残る給水タン

ク跡など、戦争遺跡として最も重要なものの一つであろう。
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写真 370　愛楽園付近の米軍 1944 年 9 月 29 日 

　　撮影    空中写真（国土地理院ホームページ

　　http://mapps.gsi.go.jp より）

第 131 図　愛楽園の防空壕（早田壕）跡群　壕分布図

写真 371　愛楽園の防空壕（早田壕）跡群　中央部壕群　写真 372　同　北側壕群     

北側壕群

中央部壕群

南側壕群
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写真 374　同　壁面の鉄筋

第 132 図　同　中央部壕群・南側壕群略測図
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写真 375　同　中央部壕群　通路　　　　　　　　　　写真 376　同　中央部壕群　カマド跡

写真 377　同　南側壕群　通路と壁面の灯り取り

第 133 図　同　北側壕群略測図
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写真 378　同　中央部壕群　瓦の暗渠
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  南城市前川・八重瀬町山川の防空壕跡群

所 在 地　南城市玉城前川・八重瀬町新城（第 179 図　南城市④ 65・八重瀬町②７）

立地・現況　前川の防空壕跡群は、前川集落約 300 ｍ西方、雄樋川上流域東岸の約 250 ｍにわたって斜面及び

中腹に位置しており、現在墓として利用もしくは封鎖されているものも含めて 60余基の壕口が見られる。この

壕跡群内の北側には、現在も豊富な湧水が見られる前川樋川（ヒージャー）がある。

　また、山川の防空壕跡群は、前川の壕跡群南端から見通せる西岸の約 60ｍの範囲にわたっており 20基の壕

口が見られる。墓口を利用したものもあり、その上方西側には大規模の掘り込み墓などが見られる。

歴 史 状 況　旧玉城村前川には、1944（昭和 19）年 7月～ 12月には第９師団第 19連隊の中隊、その後 1945（昭

和 20）年２月までは第 62師団歩兵第 64旅団独立歩兵第 15大隊第４中隊、４月までは独立混成第 44旅団第

15連隊第３大隊が駐屯した。なお、第 24師団はこの前川を境界として、西方を守備範囲としていた。米軍上

陸が想定された八重瀬町（現在）港川の後方地にあたるため、前川を含む旧玉城村一帯には多くの部隊が配備さ

れ、各集落では多くの民家が軍に利用された。

　前川集落出身の中村康雄氏は、自身の経験及び戦後の体験者への聞き取りから、壕の構築者やその様子などを

調査された。また、沖縄平和ネットワークも中村氏の証言に基づいたビデオを作成している。以下、これらの

資料によりまとめる。前川集落の住民の一部は、1944 年の 10・10 空襲以降、雄樋川沿いに本壕跡群を含むガ

ンガラーと呼ばれる洞穴から北側上流約１kmにわたる傾斜地に主に親族ら２・３世帯共同で構築を行い、同年

12月頃には総数30基以上、約70所帯の壕が完成したとのことである。各家庭にあった十字鍬やシャベル、スコッ

プで掘られたようである。住民は 1945 年 3月 23日の空襲後にこの壕に避難するようになったが、その後軍か

ら慶良原にある壕への避難を命令された。4月 27日には軍が南部へ移動したので、住民は軍から許可をもらい

再び壕へ戻った。なお、日付は不明だが第 24師団の部隊が前川樋川を利用していた。壕に避難していた住民は、

壕近くにある前川樋川を飲料水とし、食料においては壕内に持ち込んでいたものを食べて生活していた。６月初

旬、前川へ米軍が進出し、多くの住民は、この防空壕を出て軍と共に具志頭方面へ避難したが、年配の者を中心

にこの壕に残ったり、途中で戻った者もいた。壕での死者は砲弾で亡くなったのが２名、元軍人の手榴弾による「自

決」がきっかけで 20名余が犠牲になっている。その後住民は米軍に収容された後も、軍作業で前川周辺を訪れ

た際は壕へ味噌や豆を取りにきていたようである。

　山川の壕跡群は、証言によると付近に駐屯していた部隊から住民たちに避難壕を造ることを指示され、軍にダ

イナマイトを借りて構築したとされる。その後、住民が入るときに、軍によって追い出されたが、1945 年４月

下旬に首里戦線に転戦した後、再度避難したが砲撃の被害を受け、同じ具志頭の翁長小壕に移動したという。

遺構の特徴　前川の防空壕群は、石灰岩及び砂岩の岩盤を掘り込んでおり、多くのものは複数の壕口があり内部

で連結している。以下、壕の番号は中村氏の協力を得て沖縄平和ネットワークの壕配置図を参考にした。

　本壕群は、その配置と壕口の連結状況から北より、１群（７～ 10、11～ 21）、２群（１～６、22～ 25）、３群（26

～ 30、31～ 36）、４群（37～ 43、44～ 47）、５群（48～ 51、52～ 54、55～ 59）の５つに大きく分けられる。

多くの壕は、壕口が幅0.5～ 1.0ｍで内部に入ると部屋になっているものが多く、その高さは1.0～ 1.2ｍである。

壕内には灯り取りや、それより幅が広く１ｍに近い棚状の凹みがある。遺物は、火鉢などの陶磁器、厨子甕など

が見られる。

　特徴的な壕について記す。壕１～６は同一の崖面に掘られているが、その前面は岩盤を削った階段となってい

る。壕口と階段のラインが揃っている部分があり、階段と壕が同時に構築されたことが窺える。また、壕１・２

にはアフリカマイマイの殻が充満しており、中村氏によると戦後に食糧不足を補うために食べたものの残滓と

のことであった。壕４と５の連結は、スロープ状につながっている。壕 26～ 36のものは比較的規模が大きい。

壕 26・27 の通路は屈曲しており、壕口から内部は見通しにくいようになっている。特に壕 31は坑木痕が見ら
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れ、高さも 1.5 ｍと天井がやや高い。壕 37～ 43 は内部で連結しており、その総延長は約 50ｍと非常に長い。

連接している部分の通路幅は 0.5 ｍと狭くなっているところが多い。壕 47～ 51 も連結しており、総延長は約

20m、その多くは厨子甕も置かれ、墓を利用したものと考えられる。墓 52～ 54 は、総延長約 20ｍ、長さ５

ｍとやや長めの通路で結ばれており、壕 51にはカマド跡がある。壕 55の壕口前面には「Ｌ」字状の石積みが

設けられており、壕内には「西リ上門」と刻銘されている。

　山川の防空壕群は、基盤が比較的硬質な石灰岩であるが、掘削痕も見られるので基本的に人力による掘削で構

築されたと考えられる。前川と同様に連結したものも見られるが、壕口が単独なものも見られる。天井高は 1.0

第 134 図　前川・山川の防空壕跡群　壕分布図
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～ 1.3 ｍと平均しており、高いものはない。

ただ、灯り取りがいくつも見られる壕もあ

る。

ま と め　前川及び山川の防空壕跡群は

川沿いに並ぶように構築された点で共通し

ており、現存する中では最も多く防空壕が

集中している。他地域の住民が構築したも

のでは、那覇市真嘉比川沿いの壕群、てん

ぷら坂の壕群など、数基の壕口が連結した

ものが見られ、類似した印象を受ける。本

壕群では、おそらく立地上の点からこのよ

うな連結された壕が、さらに数群に分かれ

て構築され結果的に多くの壕が分布する状

況になったことと思われる。

　一方、先述した旧佐敷村役場壕跡群は、

その規模からは軍の関与が想定され、本壕

群よりも壕の構造はさらに複雑だが、壕群

が斜面に立ち並ぶ状況は類似している。

　本壕群は、中村氏の証言・調査により、

親族の数世帯で構築されたものとしてお

られる。ただ、壕内部を連結させ総延長

約 50 ｍに及ぶものや、比較的天井は低いが一部高いものもあるなど、軍もしくは軍人の関与なども想定される。

いずれにせよ、10・10 空襲後に集落住民が構築し使用した壕として、その良好な保存状況からも非常に重要な

遺跡と考えられる。
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写真 379　前川の防空壕跡群　壕１～６・22 ～ 25 近景　写真 380　同　壕１～６と階段

第 135 図　前川・山川の防空壕跡群略測図（１）
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第 136 図　前川・山川の防空壕跡群略測図（２）

写真 381　同　31 壕内部壁面の坑木痕

写真 382　同　壕６の棚と遺物散布状況　写真 383　同　壕５・６の小部屋
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第 137 図　前川・山川の防空壕跡群略測図（３）
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　久米島町喜久村家の防空壕跡

所 在 地　久米島町宇根５番地（第 182 図　久米島町 12）

立地・現況　標高 11ｍの丘陵に位置し、県指定天然記念物「宇根の大ソテツ」がある喜久村家の背後に位置し

ている。４つの壕口を持ち、現在は喜久村家が管理をしている。

歴 史 状 況　久米島の多くの住民は、初めの頃は屋敷内に防空壕を掘り避難していたが、空襲が激しくなるに

つれて山の中に防空壕を掘り、その側に簡単な小屋を作り避難していた。喜久村家では、1944（昭和 19）年 4

月 29日に東海上の潜水艦から艦砲射撃を受けたのをきっかけに、ツルハシやタムンワヤー（斧）を使用し壕の

掘削を開始し、1か月で完成させた。これらの壕は、喜久村家の他、桃原家と嘉陽家が使用したとされる。その

避難生活は、空襲の合間を縫っては畑仕事や家畜の世話をして生活し、食事は自宅で作って食べていたが、空襲

が激しくなると壕に藁を敷いて夜も壕の中で過ごした。1945（昭和 20）年 6月 26日に米軍が上陸すると、喜

久村家はシラシガーラ（白瀬川）上流に逃げ、米軍が住民を殺さない事が分かると山から下りて収容された。

　久米島には、鹿山兵曹長率いる隊員 34名の海軍通信隊（沖縄方面根拠地付電波探信隊）が駐屯していただけ

であった。鹿山隊は住民 20人がスパイ容疑で殺害された、いわゆる久米島事件を起こしている。住民が避難生

活から解放されたのは鹿山隊が、米軍に投降調印した 9月 7日以降とされる。

遺構の特徴　砂岩（ニービ）質の山を人力で掘り込み造られたもので、4つの壕口を持ち、①と②は内部で連結

し、③と④も内部で繋がれている。①の入口は幅約 50cm、高さ 100cm に造られている。また入口正面上 20

～ 30cmのところに幅 5cm、深さ 2cmの帯状の掘りこみがあり、証言によると水はけの為に作ったという。

　①②の壕口を入り厚み約 1ｍの入口部分を抜けると、幅 1ｍ、奥行 1ｍの部屋と幅 1.5 ｍ、奥行約 1.5 ｍの

部屋と幅約 1ｍ、奥行き約 2.5 ｍの部屋がある。③は厚み約 1ｍの入口部分を抜けると幅約 2ｍ、奥行き約 0.9

ｍの部屋を持つ。北側の壁に約 50cmの貫通穴が設けられており、ここから④の部屋へ移動できる。③の入口

東壁には 5cm大の文字で「大日本の力」と刻字されているのが確認できた。④の部屋は幅約 2.5 ｍ、奥行き約 1.5

ｍ～ 1.9 ｍの袋状の部屋になっている。③と④には床面に幅 10cm深さ 5cmの溝があり、扉を付けられるよう

に造ったとの証言が得られている。①②は喜久村家15人、③は桃原家4人、④は嘉陽家6人が使用したとされる。

ま と め　喜久村家の防空壕は、証言

から家族によって 10・10空襲以前に構

築されたものである。その平面形は、特

に④は掘り込み墓に類似していることか

ら、墓の構築技術との比較検討が必要と

思われる（井上・瀬戸）。

　引用・参考文献

沖縄県高教組教育資料センター　2013　

　　『沖縄の戦跡ブック　ガマ　改訂版』

　　沖縄時事出版

沖縄県立埋蔵文化財センター　2004　『沖

　　縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅳ）－本

　　島周辺離島及び那覇市編－』　

久米島の戦争を記録する会　2010　『久米

　　島の戦争』なんよう文庫

沖縄県教育委員会　1974　『沖縄県史　第

　　10巻　沖縄戦記録２』国書刊行会 第 138 図　喜久村家の防空壕跡　略測図（沖埋文 2004 より）
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　竹富町金田家の防空壕跡

所 在 地　竹富町字西表（第 186 図　竹富町① 27）

立地・現況　金田家の防空壕跡は、西表島西部に位置する祖納集落の西側に位置する。先述した船浮臨時要塞の

第 2管区として配備された祖納半島の丘陵部分の東側斜面にあたり、南北方向に断続して微粒砂岩の岩盤が露

出する。本壕跡は民家の裏に露出する岩盤に掘削された住民避難壕である。祖納集落西部の丘陵斜面に露出する

岩盤には、本壕跡の南隣に壕口の輪郭が見える程度でほぼ埋没している森山家の壕跡、金田家の壕跡から南に約

50m離れた位置には松山家の壕跡を現在も見ることができる。

歴 史 状 況　金田家の壕跡を所有する粟野ユリ氏への聞き取りによると、壕は 1941（昭和 16）年から空襲に

備えて構築されたといわれる。船浮臨時要塞の重砲兵連隊が金田家の壕跡の近隣に位置する上村地域に大砲陣地

が構築されたのも同年である。翌 1942（昭和 17）年頃から、船浮臨時要塞は各管区における陣地構築作業を

西表島の西部に位置する干立・祖納・白浜・船浮・網取・崎山（現在、網取・崎山は廃村）の住民を動員してい

た。作業の内容は、壕の掘削、道路の開削などが主であった。祖納集落では当時、1～ 5班に分かれており、本

壕跡は５班の避難壕として利用された。空襲の際には 10～ 20 名が本壕に避難しており、住民が壕に入りきら

ない際は先述した森山家の壕跡も利用したという。また、戦時中の状況とし

ては祖納集落の空襲が激しくなってきた頃に、住民が森山家の壕へ避難する

途中、機銃掃射により壕前で数人が命を落としたと言われている。

遺構の特徴　金田家の防空壕跡は、東向きに開口部を４か所有し、内部で

連結した複雑な構造となっている。開口部の幅は 0.9m～ 1.3m、高さ 0.7m

～ 1.1mで、天井の形状がアーチ状やかまぼこ状、半アーチ状など様々であ

り、内部においても場所により形状の違いが見られる。内部は微粒砂岩に掘

り込まれているため、壁や天井の至るところに工具の掘削痕が見られ、丁寧

に構築されているのが窺える。また、内部には小部屋が１か所、階段が２段、

坑木痕や灯り取り等も見られ、側壁には「昭和廿年五月」と当時のものと思

われる落書きが現在も残っているなど、一部冠水している部分もあるが、内

部の現状はほぼ保たれている。

ま　と　め　金田家の防空壕跡は、壕を掘削する際に使用した工具の掘削痕

や壁・天井を補強するための木材等を嵌め込む坑木痕等が見られ、いずれも

丁寧に成形されているのが窺える。また、壕の規模から集落の班単位で住民

を収容できるように、ある程度組織立って壕を構築しているものと想定され

写真 385　喜久村家の防空壕跡　壕口　　　　　　　　  写真 386　同　壁面の「大日本の力」の刻銘

第 139 図　金田家の防空壕跡略測図
（沖埋文 2006 より）
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る。これは本壕跡に限らず、西表島西部の集落では微粒砂岩の岩盤を掘り込んだ住民避難壕が干立・白浜・船浮

集落で現在も残っていることから、先述した船浮臨時要塞での奉仕作業等によって各集落の住民が、自力で壕を

構築できる状況にあったと考えられる。

　金田家の壕跡は、船浮臨時要塞と住民との関わりを示す戦争遺跡であり、1941（昭和 16）年から構築された

本壕は沖縄県内でも最古の住民避難壕と位置づけられる（伊波）。

　引用・参考文献

伊波直樹　山本正昭　2006「船浮要塞の実態と現状」『紀要沖縄埋文研究 4』沖縄県立埋蔵文化財センター

沖縄県立埋蔵文化財センター 2006『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅵ）－八重山諸島編－』

竹富町史編集委員会町史編集室　1996『竹富町史　第十二巻　資料編　戦争体験記録』竹富町役場

（２）自然洞穴
　沖縄県は、多くの地域が隆起珊瑚礁で形成されており空隙の多い石灰岩が基盤となって、特に沖縄本島中・南

部一帯及び各離島では多くの自然洞穴（方言名でガマ・アブ）がある。これらの自然洞穴は総延長数 100 ｍ～

1㎞以上と大規模なものも多く、人が避難するのに十分な高さや広々とした空間を持ち合わせているものが多い。

　1944（昭和 19）年の 10・10 空襲以後に、自然洞穴を有する地域では住民の避難壕として利用されるように

なったことが証言などで分かっている。ただ、本格的に利用されるのは、米軍が沖縄本島に上陸する前後のこと

である。一方、ニィヤティヤガマ（伊江村）では、10・10 空襲などでは避難していたが、米軍上陸時にはその

情報が得られていない。

　当初より住民避難地として指定もしくは使用されたものとしては、潮平権現の壕（糸満市）、チビチリガマ（読

谷村）、シムクガマ（読谷村）などが挙げられる。また、玉城村では、証言等によると事前に避難場所が割り当

てられ、その中には自然洞穴もあったようである。

　一方、自然洞穴は陣地壕として利用されているものも多く、その良好な事例としては、後述するが南大東島の

山下洞や具志堅洞などの陸軍本部壕がある。陣地壕として利用されていた自然洞穴で、部隊が移動した後に住民

が避難する事例が、新里壕（八重瀬町）など特に沖縄本島南部で多い。これらの壕では、軍民が混在する状況が

生まれ、軍による住民追い出しや、食料の強奪や邪魔になるという理由での乳幼児殺害、スパイ嫌疑等による脅

迫・虐殺なども行われた。

　住民が多く避難した自然洞穴でも、現地召集の防衛隊員による手榴弾の配布や、防衛隊員などが「自決」を率

先して行ったり、米軍への投降を許さないなど「集団自決」に至る事例が、チビチリガマ、アハシャガマ（伊江

村）などで起こった。一方で、シムクガマ（読谷村）、ヌチシヌジガマ（うるま市）、潮平権現の壕（糸満市）は

米軍の投降勧告を受け入れ、チンガーガマ（宜野湾市）では米軍により井戸内の住民が救出された。これら、洞

写真 387　金田家の防空壕跡　壕口　　　　　　　　　  写真 388　同　壕内部
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穴内にいた人々の生死が分かれた原因として、移民帰りの人々の存在や、壕にいた人間関係などによって左右さ

れたことも考えられる。また、壕の広さ、開口部の数、内部もしくは付近に水があるかといったことも、重要で

はないかと思われる。

　さて、自然洞穴の住民避難地は、陣地壕などの他の性格を有したものも含むと 279 遺跡あり、非常に多い。

各地域にとっては、これらの壕は非常に重要な意味を持つ。しかし、今回の報告では、地形的な特徴、証言の内

容などにより選択し、アハシャガマ、ニィヤティヤガマ、チビチリガマ、シムクガマ、ヌチシヌジガマ、チンガー

ガマ、潮平権現の壕、新里壕を取り上げて説明する。

　引用・参考文献

沖縄県教育委員会　1974　『沖縄県史　第 10巻　各論編９　沖縄戦記録２』沖縄県教育委員会

沖縄県高教組教育資料センター　2013　『沖縄の戦跡ブック　ガマ　改訂版』沖縄学販

金城繁正　1977　『玉城村誌』玉城村役場

琉球政府文教局　1971　『沖縄県史　第９巻　各論編８　沖縄戦記録１』琉球政府

林博史 1987「学徒隊と防衛隊」『沖縄戦　国土が戦場になるとき』青木書店

　伊江村アハシャガマ

所 在 地　伊江村字東江前 3344（第 172 図　伊江村１）

立地・現況　東西に延びる段丘の北斜面、標高約 50ｍの地点にある石灰岩盤の自然洞穴である。伊江村により

整備され、修学旅行や観光等で多くの人々が訪れる。

歴 史 状 況　アハシャガマには、米軍上陸前の艦砲射撃が始まる前から、東江上や東江前の住民や、現地召集の

防衛隊が避難していた。ただ、食料をガマに運び込む等の本格的な避難の準備を始めたのは艦砲射撃が開始され

る直前になってからだった。壕内に避難していた方の証言によると、水は米軍上陸前は家に汲みに行き、ガマに

置いてある甕や桶に入れて使い、上陸後は海岸の岩に溜まった塩混じりの水などを汲んでいた様である。

　1945（昭和 20）年４月 22日頃、防衛隊を追って米軍が壕入口まで迫り、入口を見張っていた青年２名が戦

車砲弾の破片があたり死亡し、壕内にはガスが撒かれた。これにより内部に居た住民の多くはガマの中心に集ま

り、防衛隊の持っていた爆雷により「集団自決」が起きたとされる。爆雷の爆発によってガマの天井が崩落し、

首から下が埋まっている人もいた程であった。この集団自決の生存者は 20名程度で、翌日の米軍の呼びかけに

応じてガマを出て収容された。

　なお、アハシャガマは、元来石粉を掘る所でそれにより拡張したとされている。この東側にある自然壕に避難

していた人の証言では、周辺の壕には何らかの甕が並べてあったともされる。

　1971（昭和 46）年、アハシャガマで遺骨収集が行われた際に、遺骨と共に鍋、茶碗、急須、しゃもじ、手榴

弾等も掘り出された。

遺構の特徴　アハシャガマは南北 30ｍ、東西 20ｍの範囲に複雑に入り組んでいる自然洞穴と、人工壕の可能

性がある直線的な壕、３ｍほどの縦穴の壕がある。まず、最も大きい自然洞穴であるが、南側の２か所の壕口か

ら入ると、100㎡の広い空間があるが、手前は高さ５ｍであるが、奥は２ｍと低くなる。その中央南側よりさら

に10㎡の空間とその奥は５㎡の小部屋となり、棚の上に厨子甕が置かれる。これと同様の小部屋は西奥にもある。

これらの部屋と通路は掘削痕も見られ人工部分であり、少なくとも１つは墓である。

　中央の開口部は高さ３ｍほど斜面をのぼり、先の自然洞穴の上層にあたり、西には空間が見られるが、おそら

く自然部分と思われる。北側の壕口は、中央の開口部から入る広場の下層にあたり、西側に２つの部屋があるが、

人工か自然かははっきりしない。なお、この部屋にも、厨子甕の破片が確認できた。　

　南端の人工壕の可能性がある壕は入口は、地上より２ｍの高さにあり幅２ｍ、高さ 1.5 ｍ、長さ９ｍを測る直
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線的な壕である。

ま と め　アハシャガマは自然洞穴を利用

した住民や防衛隊が避難し、「集団自決」が

引き起こされた壕とされる。ただ、この自然

洞穴の小部屋の内の１つは確実に墓の構造で

あり、元々墓であったのか、戦後に利用され

たのかは判別が出来ない。また、石粉を掘削

するための場所であったというのは、自然洞

穴において高さが低くなる部分があるので、

それに当たるのであろうか。

　引用・参考文献

伊江村史編集委員会　1980　『伊江村史　下巻』　伊江村役場

伊江村教育委員会　1999　『証言・資料集成　伊江島の戦中・戦後体験記録－イーハッチャー魂で苦難を越えて－』

伊江村婦人会　1985　『戦争体験記　子ども達への約束』伊江村婦人会

　伊江村ニィヤティヤガマ

所 在 地　伊江村字川平 1355 番地（第 172 図　伊江村７）

立地・現況　ニィヤティヤガマは、川平集落の南海岸に面する砂丘に突き出る石灰岩盤の海食洞である。開口部

は当然海に面するが、その前方には岩陰や巨石が見られ、海上からは直接洞穴内は見えにくい。

　この洞穴は、子宝に恵まれない女性が洞穴内にある力石を持ち上げると願いが叶えられるという伝説がある。

戦中は多くの住民が避難し、戦火を逃れたため、千人洞（ガマ）とも呼ばれている。現在、観光や修学旅行など

で多くの人々が訪れ、洞穴までには階段がもうけられ、駐車場・案内板・トイレも設置されている。

歴 史 状 況　ニィヤティヤガマは、伊江島の飛行場建設の作業をしていた兵隊や、国頭地区などから徴用や勤労

奉仕の人々、また周辺の住民が空襲の度に避難する場所として使われていた。1944（昭和 19）年の 10・10 空

襲時に、空港設営の勤労奉仕のため名護から来ていた女学生の証言によると、壕の出入りには当時は手を滑らせ

たら下に落ちてしまうので木を掴まえて行い、また壕の中では入口の所に亡くなった人を寝かせていたとのこと

である。

　米軍上陸後、ニィヤティヤガマに避難していた住民などがいたかについては明確な資料はない。なお、伊江島

では、婦女子も含めた多くの住民が戦闘に参加し、多数の死亡者が出た。4 月 21 日、米軍は伊江島を占領し、

住民たちは慶留間島へ 400 名、渡嘉敷島へ 1700 名が移送された。その後、本部や今帰仁に移送、更に大浦崎

写真 389　アハシャガマ　壕口　　　　　　　　　　　  写真 390　アハシャガマ　複層構造の壕内部

第 140 図　アハシャガマ略測図
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収容所に移送され、食糧難やマラリアの蔓延に苦しめられた。1947（昭和 22）年 3 月に、多くの人々は帰郷

が実現した。

遺構の特徴　海岸砂丘に面した石灰岩の海食洞で、海側に幅 70 ｍ、奥行 30 ｍの規模を持つ。部分的に低いと

ころもあるが、その高さは２～４ｍほどあり、その範囲の面積は約 1,000㎡はある。開口部の幅は１～２ｍで、

５か所ほどあるが、この部分は満潮時には浸水する。出入りは、証言にもあったように、上方から降りるように

行ったものと思われる。

ま と め　ニィヤティヤガマは、10・10 空襲などにおいて、飛行場建設に関わった兵隊や徴用人夫および周

辺の住民が避難した自然洞穴である。しかし、米軍上陸時に避難したなどの情報がなく、米軍が上陸した南海岸

に位置しており、出入りも上方からしか降りる手段がなかったので、避難しなかったのであろうか。

　引用・参考文献

伊江村史編集委員会　1980　『伊江村史　下巻』　伊江村役場

伊江村教育委員会　1999　『証言・資料集成　伊江島の戦中・戦後体験記録－イーハッチャー魂で苦難を越えて－』

伊江村婦人会　1985　『戦争体験記　子ども達への約束』伊江村婦人会

　読谷村チビチリガマ（読谷村指定文化財：史跡）

所 在 地　読谷村字波平 1136 － 2 他（第 175 図　読谷村②６）

立地・現況　チビチリガマは、波平集落の西約 500 ｍ、標高約 40 ｍの台地にドリーネ状に窪んだ谷地形に位

置する石灰岩の自然洞穴である。この谷には川が流れており、それを挟んで南北２か所の壕口があり、別々の洞

穴である。チビチリガマの名前の由来は、集落内を通る湧水が川（アメシガーラ）となってガマを通り、ちょう

ど川が尻切れる所に位置している事から「チビチリ（尻切れ）」という。現在、チビチリガマは平和学習に利用

されているが、遺族会の意向によりガマ内部への立ち入りは禁止されている。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年 10・10 空襲以降、波平の住民はチビチリガマを避難壕として利用するように

なったとされる。正確な時期は不明だが、米軍上陸前には、壕内ではなく家で炊事を行っていたようである。読

谷村では、1945（昭和 20）年２月３日から国頭への疎開が始まったが、３月末からは米軍の艦砲射撃などが激

しくなっため、疎開も難しくなったとされる。その頃、疎開できなかった波平の住民が、チビチリガマ等の自然

洞穴内に避難する場所取りを開始した。

　３月29日、チビチリガマに避難していた住民は３人の日本兵に追いだされたが、多くは再びガマに戻ってきた。

４月１日、チビチリガマの避難民は米軍に見つかり、投降の呼びかけに逆らい男性 2 人と女性 10 人が竹槍を持っ

て反撃した。しかし、ガマの上には戦車と米兵が集結しており、竹槍を持つ避難民に機関銃を撃ち、手榴弾を投

げ込んだ。この衝突によって２人が重傷を負い、その後死亡した。米兵がガマの中に入り、投降を呼びかけたが

写真 391　ニィヤティヤガマ　壕内部　　　　　　　　 第 141 図　ニィヤティヤガマ略測図
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住民は外へは出なかった。その翌日２日には、南洋帰りの２人の男性が自決をしようと火をつけたが、４人の女

性により火は消し止められた。その時から避難民の中でも自決の賛否について言い争いが起きるようになった。

３日には、再度米兵がガマに侵入し投降を呼びかけ、食べ物を置いて行った。その間、母親が 18 歳の娘を殺害

し、息子も殺そうとしたり（米兵により救出され助かった）、看護婦が親族に毒薬を注射し自決する事態が起きた。

再び、南洋帰りの男性により布団に火がつけられ、ガマ内は黒煙が充満し住民はガマを出た。

　このガマ内にいた 58 名の住民は外へ出たが、「集団自決」により 83 名が亡くなった。なお、この話は南側の

洞穴のもので、北側の洞穴では４月５日には米軍により住民は救出され集団自決も起こらなかったとされる。

遺構の特徴　現在、内部の情報があるのは、南側の洞穴のみである。南側の洞穴は、南北方向に長さ約 50 ｍを

測り、壕内の広さは約 600㎡と、それほど大きくないものと思われる。壕内の遺物は、眼鏡や足袋、クシ、茶碗、

油壺等の生活用品が確認されている。

ま と め　チビチリガマは、「集団自決」が起こった事例として代表的なものである。また、チビチリガマに

は近接した２つの洞穴があり、「集団自決」が行われたのは南側のものだけとされている。その事情については、

いわゆる皇民化教育による米軍への恐怖の植え付けなどが背景にあったとされるが、チビチリガマの南側洞穴は

それほど大きくなく壕口も 1 か所であることから、非常に狭い空間で極限状態にあった人々の関係性や意志な

どによりその生死が左右されたのであろうか。

　引用・参考文献

北中城村史編纂委員会　2010　『北中城村史　第４巻　戦争・論述編』北中城村役場

下嶋哲郎　2000『チビチリガマの集団自決「神の国」の果てに』株式会社凱風社

沖縄県高教組教育資料センター　2013　『沖縄の戦跡ブック「ガマ」改訂版』沖縄学版

沖縄県埋蔵文化財センター　2002　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）- 中部編 ‐ 』

仲村渠理　1995　『証言　沖縄戦　戦禍を掘る』青木書店

読谷村史編集委員会　2002　『読谷村史　第５巻　資料編４　戦時記録　上巻』読谷村役場

読谷村史編集委員会　2004　『読谷村史　第５巻　資料編４　戦時記録　下巻』読谷村役場

　読谷村シムクガマ

所 在 地　読谷村字波平 655（第 175 図　読谷村②７）

立地・現況　シムクガマは、先述のチビチリガマの東約 800 ｍの地点、標高約 60 ｍの台地状にある石灰岩の

自然洞穴である。確認できた開口部は、波平集落の南はずれの畑地にあるものだが、洞穴は大きくみると３つの

支洞で構成される。

歴 史 状 況　シムクガマは、先述のチビチリガマと同様、1944（昭和 19）年の 10・10 空襲以降に、波平集

写真 392　チビチリガマ　　　　　　　　　　　　　　   写真 393　同　壕口付近

268



落の住民の避難地となった。シムクガマに住民がいつから日常的に避難したかは明確ではないが、1945（昭和

20）年３月 23日以降は米軍の攻撃も毎日の様に続き、住民はガマから出ることが出来ず、夜になると炊事をし

てガマに食べ物を持ち込み、飲み水はガマ奥の湧き水を使用したという。３月28日、波平の消防団長が呼びかけ、

1000 人もの住民が避難したとされる。

　４月１日、米軍が読谷・嘉手納の海岸に上陸した時には、シムクガマには 1,200 人の住民が避難していたと

される。米軍の攻撃に備え、一部の青年達が竹やり等を準備していた。米兵が壕口付近に来た時、青年達が竹や

りで攻撃しようと外に出ようとしたが、ハワイ移民帰りの住民男性に制止された。その後、移民帰りの２人が米

軍と交渉し、ガマ内の住民を説得して、全員で投降した。一部の住民は奥へと逃げたが、集団自決は起きなかっ

た。このガマでの米軍による被害は、４月１日に開口部付近に砲弾が落ちて３名が死亡した事のみであった。

　その後、投降した住民はガマの西方の畑に集められ都屋収容所へ収容された。

遺構の特徴　シムクガマは、洞穴内に川が流れており、その総延長は 2,570 ｍの長大な洞穴である。洞穴はい

くつかの支洞が 1つになる形で南東方向に向かって続いている。なお、開口部にはその中央部を竹や松の木で

覆い、両側を人間が通れるくらいに開けてあったという証言がある。ただ、現在の開口部は、幅 20ｍほどある

ので、かなり大規模な擬装がなされていたと思われる。

ま　と　め　シムクガマは、移民帰りの住民が米軍と交渉し、住民を説得して投降させ、避難した住民が全員助

かったとされる代表的な事例である。また、内部に川が流れる非常に長大な自然洞穴であったことも、人々が助

かった大きな要因であったとも思われる。

　引用・参考文献　　　　　　　

大城将保　1985　『沖縄戦　民衆の眼でとらえる「戦争」』高文研

沖縄県高教組教育資料センター　2013　『沖縄の戦跡ブック「ガマ」改訂版』沖縄時事出版

読谷村史編集委員会　2002　『読谷村史　第５巻　資料編４　戦時記録　上巻』読谷村役場

読谷村役場総務部企画・分権推進課　2000　『平和の炎　Vol.13 平和の郷はみんなの手で』読谷村

読谷村役場総務部企画・分権推進課　1996　『平和な未来をみつめて　読谷村・沖縄戦終結 50周年記念事業記念誌』

　　読谷村役場

読谷村史編集室　2003　『読谷村の戦跡めぐり』読谷村役場

　うるま市ヌチシヌジガマ

所 在 地　うるま市石川嘉手苅 419 － 1・2（第 175 図　うるま市⑦３）

立地・現況　ヌチシヌジガマは標高約 70ｍの山腹に位置し、石灰岩の自然洞穴である。東からメー（前）ヌテラ、

ナカ（中）ヌテラ、クシ（後）ヌテラと呼ばれる 3つの壕口を持ち、それぞれが中で繋がっている。メーヌテ

写真 394　シムクガマ　　　　　　　　　　　　　　　  写真 395　同　壕口付近
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ラは拝所でもあり祠がある。このガマは地元の人達からは「ティラ」とも呼ばれている。

　現在は、壕ではガイド活動が盛んに行われ、修学旅行生などを中心に平和学習の場となっている。

歴 史 状 況　ヌチシヌジガマでは、1945（昭和 20）年４月から６月まで嘉手苅および山城、伊波の住民や読谷

からの避難民が計 100 名以上（約 300 名という話もある）避難していた。約３か月間の避難生活が終わるきっ

かけとなったのが、米軍の投降勧告に対して嘉手苅区長が「自分が殺されたら洞窟から出るな」と言い残し投降

に応じた事である。区長が米軍に殺されなかった事から住民はガマを出て米軍に投降した。このガマに避難して

いた住民が投降し、戦闘による死者を出さなかった事に由来し、戦後このガマはヌチシヌジガマ（命をながらえ

た洞窟）と呼ばれるようになった。

遺構の特徴　メーヌテラからクシヌテラまでは約 200 ｍあり、メーヌテラの壕口からは内部へと続く川が流れ

る。壕内は非常に狭くよじ登っていくような場所もあるが、全体としては広々としている。

ま と め　ヌチシヌジガマは、内部に川が流れる自然洞穴で、米軍の投降勧告を受け、全員が救出された事例

である。

　引用・参考文献

沖縄県立埋蔵文化財センター 2002『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅱ）－中部編－』　

　宜野湾市我如古のチンガーガマ

所 在 地　宜野湾市我如古（第 176 図　宜野湾市② 52）

立地・現況　チンガーガマは、我如古区公民館の南側約 200 ｍに位置し、集落の地下を東南から北西に走って

いる自然洞穴である。自然洞穴と連結している井戸は集落内で 5 か所確認されている。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年、激しい空襲により家々が焼け落ち、我如古集落の半数程の住民が集落内の壕

に避難した。チンガーガマには、新前門・西呉屋・伊波・仁王稲福（屋号）等の家族とその親戚、隣人が避難し

ていた。伊波家においては、雨戸を持ち出してガマ内の床と壁および天井に張り付け、床には敷物を敷いて生活

をしており、食料は夜にガマの外へと調達に行っていた。ガマのある入口では、子供が外へ出ていき米軍に見つ

かり井戸に逃げ込んだ時に、照明弾（爆撃または艦砲との証言もあり）が撃ち込まれ、2 人が死亡した。その時

の爆風がガマ内の奥まで達した事で、危険を感じガマから出て南部へ逃げた住民もいたが、そのまま帰らない人

もいた（宜野湾市　1998）。

　1945（昭和 20）年 4 月に集落民は米軍の捕虜となり、野嵩収容所に送られた。5 月 14 日、チンガーガマに

住民が避難している事を知っていた米軍は、収容所で働いていた我如古出身の宮城盛英氏の協力を得て、ガマ内

の住民に呼びかけ救出した。呉屋家の井戸には、ある少女と母親及び避難できなくなった他の住民約 30 人が共

に 2 か月間隠れていた。少女が呉屋家の井戸から救出された時の様子は、沖縄県平和祈念資料館収蔵のアメリ

写真 396　ヌチシヌジガマ　壕口　　　　　　　　　　  写真 397　同　壕内部
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カ軍の記録映像に収められており、身に着けていた着物は同資料館

第 3 展示室に展示されている。呉屋家の井戸に隠れていた約 30 人

が全員助かった事から奇跡の井戸と呼ばれている。

遺構の特徴　チンガーガマの長さは約 170 ｍ、幅は平均 3 ｍ（最

も広い所で 7 ｍ）、天井の高さは 1 ～ 1.5 ｍである。出入りできる

井戸の一つは、直径 0.8 ｍ、深さ 4.8 ｍを測る。井戸の所有者の

話によると、井戸に入り 2 ｍの横穴を通り抜けた通路の右側には、

皿や鍋、ハサミ、包丁等が置かれており、当時は壕内で炊事をして

いた事が確認されている。また、内部には遺物として陶磁器や甕も

残されていた。

ま と め　チンガーガマは、各屋敷地内の井戸から出入し壕内に避難するという、集落の下に自然洞穴が発達

している我如古地区の特徴的な住民避難地である。

　引用・参考文献

宜野湾市教育委員会文化課　1998　『ぎのわん市の戦跡』宜野湾市教育委員会文化課

宜野湾市史編集委員会　1985　『宜野湾市史　第５巻資料編４　民俗』宜野湾市

宜野湾市史編集委員会　2000　『宜野湾市史　第９巻資料編８　自然』宜野湾市

 

　糸満市潮
しおひら

平権現の壕跡

所 在 地　糸満市字阿波根 941 －２番地（第 180 図　糸満市①３）

立地・現況　潮平権現の壕は標高約 60 ｍの潮平集落の東側丘陵に位置し、元々あった自然洞穴に出入口を設け

たものである。潮平区民は、この壕のお陰で多くの住民が救われたことに感謝して、1947（昭和 22）年に壕の

入口に鳥居を建立し、壕を潮平権現洞と呼ぶようになった。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年、本壕は潮平地区の住民により発見され、地区の役員により避難壕として利用

できるかの調査が開始された。この調査により、壕の出入口が１か所であることが判明し、地域住民と石工が協

力し合計 3 か所の出入口を設けた。10・10 空襲時に壕を利用したのを最後に、以後 1945（昭和 20）年 3 月

まではほとんど利用することが無かった。

　1945（昭和 20）年 3 月 23 日、米軍による大規模な艦砲射撃が開始されると、潮平地区の住民約 560 人が

本壕へ避難した。証言によると、空襲があまり激しくない時は子供達は壕の上にやぐらを造るなどして遊び、外

へ出て畑の中で芋を取ったりもしていたが、戦況が悪化すると壕内で米を生煮えの状態で食べるようになった。

壕内で煮炊きをすると、煙が充満し、住民は地面に這いつくばって 2 ～ 3 時間我慢する生活だった。ランプ等

に使用する油も製糖工場の廃油を使っていたため、煙は真っ黒でその煙も住民は吸わざるを得ない状況であった。

また、壕内の衛生環境は悪く、排泄に至っては壕の一角にトイレを設けて済ましていた。

　5 月中旬頃、住民は壕内に入ってきた加藤曹長含む 3 人の日本兵に壕の明け渡しを命じられ、対応していた区

長が苦慮していると、加藤曹長が自分の腕を切り、流れる血を茶碗に溜めて、無理矢理区長に飲ませ協力するよ

うに強要した。一部の住民は壕の奥に逃げ込んだが、多くの住民は壕を出て行った。住民を追い出した軍隊は、

一晩壕に居ただけで、翌日住民の一人が壕に戻ると誰も居ないことが分かり、１週間ほどの間に全員が壕に戻っ

た。また、証言によると壕に避難している間に米軍から手榴弾と黄燐弾を投げられたという。6 月 14 日には、

米軍の投降呼びかけに元軍人の金城栄昌氏の「住民は殺さない」という言葉で投降することが決まり、長老の金

城次郎氏および金城金三氏を先頭に女性と子供達が続き、住民は米軍に投降した。

遺構の特徴　潮平権現の壕は、全長 240 ｍの貫通洞である。遺物としては、ガラス瓶および陶磁器片等が散乱

写真 398　チンガーガマ　井戸入口
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している。壕内部は鍾乳石や石筍が所々発達している。天井の高さは約 5 ｍ以上ある高い所と、人が屈まない

と通れない高さの箇所がある。支道が確認できる場所もある。

ま と め　自然洞穴に出入口を設け、避難していた多くの住民が助かった壕である。沖縄戦における潮平区民

の戦没率においても、糸満市域で最も低い。その要因となったのが、区民全員が避難できる程の大きく堅固なガ

マがあった事や、米軍の投降呼びかけに応じて捕虜になったことなどが挙げられる。

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　2001　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』　

糸満市史編集委員会　2003　『糸満市史　資料編７　戦時資料　上巻』糸満市役所

　八重瀬町新里壕跡

所 在 地　八重瀬町（旧具志頭村）字新城 2141 番地（第 179 図　八重瀬町②４）

立地・現況　新城集落を南東方向へ約 400 ｍ進んだ丘陵中腹部の標高約 50 ｍの地点に位置している。壕に向

かって左側には複数の風葬墓がある。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年 3 月 23 日、米軍の大空襲が始まり、それ以後の具志頭村民の暮らしは、昼間

は自然の洞穴を利用した避難壕または自分で掘った避難壕に避難し、夕方米軍の艦載機が去った後は、家に戻り

食事を調達したり家畜の世話をする生活であった。証言によると新里壕は、当初日本軍が使用していたが、3 月

23 日からは新城集落を中心とする住民も避難壕として使用していた。壕に隠れている最中に米軍から壕口に手

榴弾を投げ込む馬乗り攻撃を受けることもあったという。

　4 月 1 日からは他地区からの避難民も移動してきた。6 月 4 日には、日本軍が壕内の住民に対して立ち退きを

命じ、軍の米も住民の食料等も全て焼き払い、その後は追われてきた別の日本兵や避難住民が再び新里壕に避難

した。その後、米軍から攻撃を受け捕虜になり約 100 人が収容所に収容されるが、証言によると 6 月下旬まで

壕内に隠れていた家族もいた。

遺構の特徴　新里壕は、全長約 500 ｍ以上ある自然洞穴である。西側の壕口は大きく開いており、壕口を入っ

た左手に石積みがある。壕内部には高低差が約 2 ｍある地点も見受けられる。壕内部には所々に石筍が見られ

るが、平坦な岩場が形成されている箇所もある。遺物としては、沖縄戦時に使用されていたと思われる生活用雑

器類が多数残存しており、煉瓦なども見受けられた。岩が黒く変色している箇所や黒く変色した植物片と思われ

るものも確認できた。

ま と め　新里壕は軍が陣地壕として使用していたところへ地域住民や中南部の住民などが入ってきて軍民雑

居となった壕である。日本軍の南部撤退後の住民の避難の様子を示す壕としても調査・保存が望まれる（井上・

瀬戸）。

写真 399　潮平権現の壕跡　　　　　　　　　　　　　  写真 400　同　壕内部
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写真 401　新里壕　壕口　　　　　　　　　　　　　　  写真 402　同　石積

　

　糸満市轟の壕跡

所　在　地　糸満市伊敷（第 180 図　糸満市② 82）

立地・現況　轟の壕跡は、伊敷集落から南西方向に約 500 ｍに位置する丘陵緩斜面の標高約 60 ｍ地点に見ら

れる。壕跡は、ドリーネ状の自然洞穴であり、現在では設置された階段を下りて行くと、その左手には拝所がある。

現在でも落石の危険があり、戦前もそうであったとされる。現在では、平和学習の修学旅行生たちが日々訪れる。

歴 史 状 況　壕の内部は、本壕の証言者によると、ドリーネ状の地形を下りた部分を地下１階、その下方を地下

２階、そしてさらに狭い部分を地下３階と呼んでいたとのことである。地下１階の右側には、シンメーナベをか

けるかまどがつくられていたとのことである。大きなガマ（自然洞穴）であることから、地元の住民たちは、沖

縄戦当初から避難していたと思われる。

　首里にいた沖縄県庁や警察庁の職員たちが、南部の壕を県庁壕にするという調査に入ってきたのは６月に入っ

てからのことだった。「後方指導挺身隊」の伊芸班長らが、6 月４･ ５日に轟の壕に来たとされ、一番下層の地

下３階に入り、すでに避難民が 5 ～ 600 名ほど入っていたそうである。

　６月の７･ ８日ごろ、島田知事一行が雨でずぶ濡れになりながら壕に到着した。同じ頃に、日本兵の一団 14

～ 15 人が入り込んできた。全員が銃剣などで武装し、女性も同行していた。彼らは、島田知事一行に対して、

野戦病院として使用のため立ち退くことを迫った。その後、6 月 15 日に、軍司令部から連絡があり県幹部が夜

に集められ、翌 16 日朝には島田知事がこの壕を出て、摩文仁へ向かう際に、「お前たち女、子どもに米軍はど

うもしないから、最後は友軍と行動をともにするんじゃないぞ、最後は手をあげて出るんだぞ」というようにさ

さやかれた住民の証言がある。知事が出て行くとまもなく、日本兵は残っていた県庁職員や警察職員、そして避

難民全員を、左手の湿地帯へ追い立てて居心地の良い右側を占拠した。以後、見張りをたてて、全員に対して壕

から外に出ることを厳禁した。警察職員の隅崎氏の証言によると、米軍の攻撃として、手榴弾、ガソリンの入っ

たドラム缶に爆薬を仕掛けたのを落とし込むなどの攻撃を受け、死傷者も出たとのことである。日本兵の住民へ

の横暴の証言には、黒砂糖を食べたいといって泣いた子供を敵に察知されるという理由により銃で即死させたこ

となどがある。

　引用・参考文献

沖縄県高教組教育資料センター　2009　『沖縄の戦跡ブック　ガマ　』沖縄学販

沖縄県埋蔵文化財センター　2001　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅰ）－南部編－』　

具志頭村史編集委員会　1991　『具志頭村史　第２巻　通史編』具志川村

琉球政府文教局　1971　『沖縄縣史　第９巻　各論編８　沖縄戦記録１』琉球政府
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　６月 24､ 25 日ぐらいに、米軍からの降伏勧告を受けて、住民たちは、日本軍に見つからないように集団投降

を敢行した。その証言としては、アメリカの将兵が日本兵がいることを確認すると、片言の日本語で「日本ノ兵

隊生カシマスカ　殺シマスカ」と聞くと、救済された住民たちは「ころせ！ころせ！」と一斉に答えたというも

のなどがある。

遺構の特徴　壕跡は、ドリーネ状の地形から下って、東西方向に１㎞以上伸びる自然洞穴で、下層には水流が見

られる。東奥へは人は入れないが伊敷の井戸まで続いており、西奥からは名城の海へ流れて行っていると言われ

ている。東側は比較的乾燥していて、最後の県庁壕として使用され、日本軍の敗残兵などが入っていた。西側は、

湿気が強く、地面も濡れてすべりやすく起伏もある。50 ｍ程入って行くと 30 ｍぐらいの高さのある広間がある。

地盤は平坦ではなく急斜面の大きな岩がゴツゴツと転がっている。住民たちはこのあたりに 300 人ほどたまっ

ていたという証言がある。

ま　と　め　轟の壕跡は、最後の県庁壕が置かれた壕であると同時に、住民の避難壕であり、６月の沖縄戦末期

に日本の敗残兵たちが入り込んできて、壕内では、子殺しや食糧強奪など住民に対する蛮行が繰り広げられた。

戦場化した島で沖縄戦における、住民と軍隊との矛盾を示している典型的な証言事例のある壕であり、平和学習

の場として活用されている（村上・瀬戸）。

　引用・参考文献

高教祖南部支部『歩く・見る・考える沖縄』沖縄時事出版

石原昌家『沖縄の旅　アブチラガマと轟の壕』集英社新書

田村洋三『沖縄の島守』中公文庫

写真 403　轟の壕跡　壕口　　　　　　　　　　　　　  写真 404　同　壕内部　拝所

写真 405　同　西側広場への通路　　　　　　　　　　  写真 406　同　西側広場付近
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　 （３）山間部 

　沖縄本島北部や渡嘉敷島、石垣島などの急峻な山間部があるところでは、住民は山間部に避難することもあっ

た。その住民避難地では、掘立小屋やカマド跡などが確認されているところもある。

　沖縄本島北部は通称山原（やんばる）と呼ばれ、森林が広がっている山岳地帯で占められており、地質的に自

然洞穴は少ない地域である。軍は、当初非戦闘員の県外への疎開を考えていたが、米軍の潜水艦による攻撃も相

成り県外への疎開は進まなかった。このことより、軍は主戦場となる本島南部から北部へと住民を疎開させるこ

とを決定し、受け入れ先の北部では各村に南部からの避難民の受け入れが強制的に割り当てられ、山中の谷間ご

とに避難小屋の建設が開始された。

　1945（昭和 20）年 3 月 23 日から米軍の上陸前の艦砲射撃が始まり、北部の住民や南部からの避難民は米軍

の攻撃を避けるために、事前に準備してあった避難小屋へと食料や家財道具を運び山中への避難をはじめた。4

月１日から沖縄へと上陸した米軍が南北を分断したことにより、北部地域は食料の補給が上手く行われず食糧難

に陥り住民は餓えに苦しんだ。米軍が北部地域を占領した後も、日本軍の敗残兵によってスパイ嫌疑をかけられ

たり、拷問や虐殺も起きた。また、マラリアが蔓延し多くの人が亡くなった。

　渡嘉敷島でも、事前に住民によって山間部に避難小屋が造られていた。1945（昭和 20）年 3 月 27 日に米軍

が上陸した後、住民は日本軍の陣地のある山間部へと移動を開始した。しかし、避難地域へと集まった住民たち

の中には、「集団自決」に至った人々もいる。

　石垣島では、南部には日本軍の飛行場や陣地が築かれ、北部の山岳地帯には軍の複廓陣地を築くことが軍によ

り決められた。その後、日本軍が複廓陣地をおく山間部への住民の避難が軍により決定され、住民は山間部平地

に避難小屋造りを開始した。1945（昭和 20）年 3 月からの艦砲射撃を受け、住民は事前に用意した避難小屋

へと移動したが、避難先がマラリアの発生地域だったことも重なり、マラリアが蔓延し多くの人が亡くなった。

　以下、沖縄本島北部の石川岳、渡嘉敷島の北山、石垣島の白水の住民避難地域を取り上げ、説明する。

　恩納村石川岳の住民避難地跡

所 在 地　恩納村字冨着 1043 － 63（第 174 図　恩納村② 13）

立地・現況　標高約 130 ｍの山麓に位置し、石川少年自然の家の石川岳散策道沿いに所在する。石川岳は山頂

から尾根伝いに南側は石川市、北東側は金武町、北西側は恩納村と市町村の境になっているが、当住民避難地域

は石川岳の北西側に位置し、地籍上は恩納村冨着幸地原となっている。谷底の小川沿いのこの地域のことを川原

小（カーラングヮー）と地元では呼称している。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年１月からは石川でも頻繁に空襲を受けるようになり、３月 23 日からは本格的

な空襲が開始され、この日を境に石川の住民は石川岳の避難地へ移動した。

遺構の特徴　石川岳の中腹、若干盆地状の地形のところで、山道沿いに小川が流れている。山道は小川の南岸に

あり、その山道に取り付くように、長方形の平場が２か所ある。平場は斜面に向かって掘り込み、両壁には石積

みを設けることで構築している。約 30 ｍ離れており、西側が 1.8 ｍ× 3.5 ｍ、東側が 2.2 ｍ× 2.4 ｍの規模を持つ。

東側には、３つの石が間隔を空けて置かれ、カマド跡だったと言われている。平場の周辺には、陶磁器が散布し

ている。小川北岸には、４ｍ×２ｍの長方形の平場と、埋没した壕が２基ある。

ま と め　この石川岳の住民避難地で確認された遺構から考えると、特に小川南岸の平場が掘立小屋の基礎だ

と考えられる。周辺には他にも遺構などがあることが予想されるので、今後詳細な調査が望まれる。

　引用・参考文献

沖縄県埋蔵文化財センター　2003　『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査（Ⅲ）－北部編－』　
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写真 407　石川岳の住民避難地跡　平場１付近　　　　  写真 408　同　平場３

写真 409　同　陶磁器散布状況

第 142 図　石川岳の住民避難地跡　略測図
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　渡嘉敷村北
にしやま

山の住民避難地跡（渡嘉敷村指定文化財：史跡）

所 在 地　渡嘉敷村字渡嘉敷　国立沖縄青少年交流の家敷地に隣接（第 181 図　渡嘉敷村５）

立地・現況　渡嘉敷集落北側の北山と呼ばれる山間部で、海上挺進第３戦隊の本部と考えられる陣地壕群の北側

に、住民たちが避難したと言われる。現状では、遺構なども確認されず、確実な位置は分からない。先の陣地壕

群北側約１kmの地点に、渡嘉敷村が建立した「集団自決跡地」の碑がある（第 90図）。渡嘉敷村ではこの碑よ

り北側の山間部を集団自決跡地として、2005（平成 17）年村史跡に指定している。

歴 史 状 況　1945（昭和 20）年３月 23日から米軍による渡嘉敷島への攻撃が始まり、住民は 10・10 空襲で

の体験から準備してあった屋敷地に近接した丘陵の防空壕に避難したが、集落はほとんど消失し全島が山火事と

なった。その後も米軍による攻撃は続き、27日には渡嘉志久海岸と阿波連海岸から上陸を開始し、字渡嘉敷と

字阿波連の住民は海上挺進第３戦隊の陣地がある北山方面へと避難を始めた。

　翌 28日には、住民は北山に集まったが、軍からの命令により陣地北方のフィジガーと呼ばれる場所へ移動さ

せられた。渡嘉敷集落西方の恩納河原上流に避難していた住民達と合流し、この場所で手榴弾による「集団自決」

が起きた。しかし、多くの手榴弾は不発に終わり、親子兄弟間で鎌やクワ、縄等を使用しての殺し合いが起こり、

329人が亡くなった。その後、生き残った住民は再び北山の陣地へと避難したが追い返され、再び恩納河原へ戻っ

たり、陣地東方の盆地へと向かった。ここでも、再び手榴弾による「集団自決」が起こり 30数人が亡くなった。

　「集団自決」から生き残った人々の多くは米軍に収容され座間味の野戦病院に移送されたが、島に残った住民

は４月から８月までの約４か月間、同部隊の統制下に置かれた。日本軍は米軍の上陸により海岸地帯に集積して

いた食糧の大半を失っていたので、住民に対しても食糧統制を行い、北山に避難していた住民達は飢餓に苦しん

だ。８月 16日、北山の陣地に潜んでいた同部隊は日本の敗戦を確認し、24日には武装解除を受けた。

遺構の特徴　谷間や山間には住民が事前に避難小屋を造っていたという証言が得られているが、避難小屋跡等の

遺構は現在の所は確認できていない。「集団自決」が起きた場所は、証言から現在「集団自決跡地」の碑がある

北側の恩納河原上流と北山陣地東方の盆地だとされているが、確実な場所の特定にまでは至っていない。地形の

特徴としては、谷部の奥まった地点であるということは言えるだろう。

ま と め　北山の住民避難地は、明確な遺構などは確認できず確実な場所の特定は出来ない。しかしながら、

住民や米兵などの証言は非常に重く、重要な場所だと思われる。今後、現地調査で何らかの遺構などが確認され

ることが期待される。

　引用・参考文献

沖縄県教育委員会　1974　『沖縄県史　第 10巻　沖縄戦記録２』国書刊行会

沖縄県生活福祉部援護課　1983　『平和への証言　沖縄県平和祈念資料館ガイドブック』　

渡嘉敷村史編集委員会　1990　『渡嘉敷村史　通史編』　渡嘉敷村役場

写真 410　渡嘉敷の集団自決跡地の碑　　　　　　　　  写真 411　北山の住民避難地跡付近
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　石垣市白
しらみず

水の住民避難地跡（石垣市指定文化財：史跡　名蔵白水の戦争遺跡群）

所 在 地　石垣市白水（第 185 図　石垣市⑦ 17）

立地・現況　於茂登岳西方の白水地域の標高約 50 ～ 100 ｍの山地、名蔵川の支流であるシサミズィガーラを

沿うように走る山道の周辺に位置している（第 47 図）。2009（平成 21）年３月 30 日には石垣市によりこれら

の住民避難地域周辺の戦争遺跡も含めて「名蔵白水の戦争遺跡群」として史跡指定された。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年 8 月～ 9 月にかけて、石垣島に独立混成第 45 旅団の主力部隊が続々と上陸し

始めた。10 月に開かれた軍の作戦会議によると、バンナ岳と於茂登岳周辺に複廓陣地を確保すること等が決定

された。これにより八重山に対する防衛方針が確定し、石垣島での各部隊による本格的な戦闘準備が始まり、各

地から一般住民を総動員し陣地などの軍事施設が構築された。また、「県民指導措置八重山郡細部計画」が作られ、

防空防衛活動の妨害を防ぐために石垣島の各集落の住民はバンナ岳と於茂登岳への移動が定められた。この計画

を受け、石垣町では登野城・大川・川平は白水地区、石垣は外山田地区、新川はバギナー・ウガドー地区に隣組

ごとに避難小屋を造ることを各集落に通達した。

　1945（昭和 20）年１月からの空襲で住民は各屋敷内の防空壕に避難したが、３月下旬からは空襲が激しくな

り、各指定地へ避難していった。避難地域では、間口およそ 2 間（約 3.6 ｍ）奥行およそ３間（約 5.5 ｍ）から

５間（約 9.1 ｍ）の掘立小屋が隣組単位で造られ、１つの小屋には 10 ～ 3・40 人が雑居していた。証言によると、

小屋はカヤでふいており、床は曲がりくねった丸木を組み合わせて作ったという。食料は１人当たり 5.32㎏の

米のみ配給されただけだったので、住民は空襲の合間に各集落まで食料を探しに行き、避難地へ戻る生活を送っ

ていた。白水の避難地は、川沿いに位置し湿気も多いためマラリアの発生地帯となり、多くの住民がマラリアに

罹患し多数の死者がでた。７月上旬には軍から再び他の地域への避難命令が出て住民達は下山したが、マラリア

のため下山できず９月下旬まで白水方面に残った者もいた。終戦後には、住民達は元の集落へと戻っていった。

遺構の特徴　白水では、登野城、大川の住民避難地が証言等で確認されている。両避難地域には、タコツボや塹

壕などが多くあり、本来軍の陣地であったことが良く分かる。登野城の住民避難地は、下流域にあり、カマド跡

２か所が確認された。また、鉄鍋や陶器等の遺物の散乱が見受けられた。大川の住民避難地は、さらに 200 ｍ

離れた上流側にある。ともに小川と並行して走る山道の両サイドに平坦面が見られる（第 47 図）。

ま と め　白水の住民避難地は、軍の陣地であったところに、登野城と大川の住民が避難した場所とされ、カ

マド跡などの遺構や、陶磁器・鉄鍋等が散布している（井上・瀬戸）。

　引用・参考文献

石垣市総務部市史編集室　1988　『市民の戦時・戦後体験記録　第四集　附・関係資料』　石垣市役所

沖縄県教育委員会　1974　『沖縄県史　第 10 巻　沖縄戦記録２』国書刊行会

大田静男　1996　『八重山の戦争』南山舎

写真 412　白水の住民避難地跡　陶磁器散布状況　　　  写真 413　同　カマド跡
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11　偽
いつわり

陣地・偽兵器

　偽陣地・偽兵器は、敵を欺瞞して本物の陣地や兵器に似せて作られたもので、沖縄戦でもいくつかの偽陣地・

偽兵器が構築・使用され、米軍が沖縄上陸後に撮影した写真には、偽砲台、偽戦車、偽飛行機などが確認できる。

軍史料からも、たとえば 1945( 昭和 20) 年３月 29 日、島尻郡に配備された独立速射砲第３大隊は模擬戦車を設置、

敵の砲爆撃を吸収するために偽砲門の増設を命令していることなどがみられる。重砲兵第７連隊が配備された津

堅島の陣地要図（第 52 図）では、実際に陣地が構築された場所からかなり離れた場所に偽陣地が構築された様

子が確認でき、1945( 昭和 20) 年４月５日に米軍から砲爆撃を受けた際には偽陣地に攻撃が集中したとされる。

しかし、米軍が沖縄上陸後に撮影した偽陣地・偽兵器の中には、ほぼ無傷の状態の物も確認できるため、攻撃を

撹乱させる効果は確実なものとは言えなかったであろう。

　偽陣地・偽兵器はその全てが軍が構築したものではなく、陸軍中飛行場 ( 嘉手納飛行場 ) に設置された偽飛行

機は、軍が竹細工のできる住民に作らせたもので、粟国島の偽装砲台は在郷軍人会や警防団が構築しているなど

住民が関わっている様子も確認できる。また、先述した舟浮臨時要塞でも偽砲台跡が３か所確認されている。

　引用・参考史料

独立速射砲第三大隊長 一法師中佐 1945「師作命甲第五六号 他 10 件 独立速射砲第三大隊命令」

第三十二軍残務整理部 1947「沖縄作戦に於ける重砲兵第七聯隊史実資料」

沖縄県公文書館所蔵、資料コード :0000013382/ 写真番号 :73-40-3(125372) 偽戦車

　引用・参考文献

北谷町史編集委員会 1996『北谷町史 第五巻 資料編 4 北谷の戦時体験記録 ( 上 )』北谷町役場

沖縄県教育委員会 1974『沖縄県史 10 沖縄戦記録』沖縄県教育委員会

　粟国村真
まはなもう

鼻毛の偽
いつわり

砲台跡

所 在 地　粟国村字西（第 182 図　粟国村９）

立地・現状　粟国島の最西端である真鼻﨑 ( 筆ん岬 ) を見下ろす「真鼻毛 ( マハナモー )」と呼ばれる台地上に位

置する。海上側には入砂島を向いている。現在は周辺が公園化され、展望台や駐車場が整備されている。

歴 史 状 況　1945( 昭和 20) 年１月４日、第 32 軍は船舶部隊に対し島嶼防衛を命令し、その配備先の中に粟国

島が含まれていた。しかし実際に粟国島へ部隊が配備されることは無かった。偽装砲台の構築時期ははっきりし

ていないが、在郷軍人会や警防団が島の無防備をカモフラージュするために島内の海岸線数か所に構築されたも

ので、松の丸太を海岸砲に見せかけていたものである。1977( 昭和 52) 年 11 月の国土地理院撮影航空写真では

２基の偽砲台を確認できる。粟国島は 1945( 昭和 20) 年３月 23 日から米軍の空襲を受け、同年６月９日には

米軍が上陸している。

遺構の特徴　偽砲台は、長辺約 6.6 ｍ、短辺 5.0 ｍの平面長方形、高さ約 0.7 ～ 0.9 ｍの断面台形に、盛土によ

写真 414　米軍撮影写真の偽戦車（左）・偽飛行機（中）・偽砲台（右）（沖縄県公文書館蔵）　　　
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り構築されている。盛土中央部は深さ 0.2 ｍ、長辺斜面の陸側は幅 1.5 ｍ、深さ 0.3 ｍ、海側は幅 0.4 ｍ、深さ 0.1

ｍ、それぞれ凹んでいる。これらの凹みは、偽大砲を据え付ける基礎や、階段等の痕跡と考えられる。

ま　と　め　本偽砲台は、海上側の入砂島の方向に向けて偽大砲を設置したものと考えられる。　

　引用・参考史料

第三十二軍軍司令官 牛島満 1945「球作命甲第 94 号 第 32 軍命令 1 月 4 日」

　引用・参考文献

沖縄県教育委員会 1974『沖縄県史 10 沖縄戦記録』沖縄県教育委員会

粟国村誌編纂委員会 1984『粟国村誌』粟国村

12　被災・破壊痕跡
　被災痕跡とは、主に米軍の攻撃による弾痕や爆弾穴のことで、破壊痕跡は日本軍が作戦上、飛行場や橋梁を破

壊した跡である。
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（１）被災痕跡

　被災痕跡は、敵部隊からの銃弾や砲爆弾を受けた痕跡が残っているもの

で、その痕跡自体も陣地などの軍関係の施設以外にも民間や行政関係の施

設や地表面などに残っている。小銃や機関銃などの銃弾によるものは「弾

痕」、地面に大きく凹んだものは通常「爆弾穴」や「艦砲穴」などと称される。

爆撃機による空襲か艦船もしくは大砲による砲撃かどうかの判断は現状で

は難しく、便宜上「爆弾穴」と称したい。

　弾痕の代表的なものを挙げると、先述した名護市愛楽園には、直径

1cm ～ 20cm 程度の被弾痕の残る塀や給水タンクが残存している。愛楽

園周辺では激しい地上戦や海戦は起こっていないが、1944 年 10 月から

米軍が屋我地島に上陸する 1945 年 4 月下旬までの間、米軍機による銃

第 143 図　真鼻毛の偽砲台跡略測図　　　　　　　　　　　　　　写真 416　同　近景

写真 415　真鼻毛の偽砲台跡　遠景

写真 417　愛楽園タンクの弾痕
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爆撃を受けており、形状や弾痕の残る方角はほぼ同一であるため、残存する弾痕は航空機が遠方から近づきなが

ら機銃掃射した痕跡であると想定できる。早田園長の記録では、22㎜機銃弾を受けたとされるが、弾痕の規模

からは米軍機に一般的な口径 12.7mm のブローニング M2 重機関銃であることが多く、その被弾の可能性が高い。

また、うるま市与那城防空監視哨跡（p.83 ～ 84）では、弾体が残った弾痕が顕著に残っている。

　以下、県内に所在する被災痕跡のうち、伊江村公益質屋跡の弾痕、南城市斎場御嶽の爆弾穴、南風原町黄金森

の爆弾穴の３つを報告する。

　引用・参考文献

早田皓　1973　「戦時と敗戦直後の沖縄のらい～沖縄本島と愛楽園の周辺」『レプラ　42 巻　2 号』

　伊江村公益質屋跡の弾痕（伊江村指定文化財：史跡）

所 在 地　伊江村（第 172 図　伊江村２）

立地・現状　伊江村中央公民館敷地内西側に所在する。損傷が激しい南側は鉄骨などで補強されている部分があ

る。1977( 昭和 52) 年に村指定史跡となり、1985( 昭和 60) 年には補修工事が行われた。周辺には山グシの砲

台と陣地壕があり、北方には城山がある。

歴 史 状 況　伊江村公益質屋は、1927( 昭和２) 年 10 月 10 日に沖縄県で７番目の公益質屋として業務が開始

された。現存する建物は 1929( 昭和４) 年に建てられたもので、個人高利貸しから村民を救う村の事業で、利用

者から質草を受け低利で融資を行いその更生を図ったものとされる。伊江島には 1945 年 ( 昭和 20) 年４月 16

日に米軍が上陸し、城山周辺で堅固な陣地を構築していた日本軍との間に、４月 22 日まで激戦が行われた。

遺構の特徴　公益質屋跡は、高さ約 6.5m、幅約６m、奥行き約５m の鉄筋コンクリート製２階建ての建造物で、

１階と２階ともに西側と東側に窓が開口している。２階南東部の床面に梯子か階段を設置するための開口部が

ある。外部壁面には全周にわたって通常見られる径１

～ 20㎝の貫通しない弾痕もあるが、南西側と北西側の

厚さ 20㎝のコンクリートの壁面の大半は欠損している。

この欠損が一度の砲撃で生じたものかは断定できない

が、22㎜機銃などの比較的口径が大きいもので砲撃さ

れた可能性も考えられる。

ま と め　全周にわたって弾痕があるため、当時は建

造物として目立っており攻撃目標になっていたと思われ

る。特に２階部分の損壊が目立つのは、展望がきく高所

である２階部分が狙撃兵の配置として適しているため集

中攻撃を加えられたと推測できる。実際に公益質屋が陣

地として流用されたかは遺構では確認できないが、堅固

な陣地が構築された城山周辺で繰り広げられた激戦を物

語る貴重な被災痕跡であると言える。

　引用・参考史料

大蔵省 1927 ～ 1929「公益質屋調」

　引用文献

防衛庁防衛研究所 1968 『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲

　　新聞社

写真 418　伊江村公益質屋跡の弾痕　

写真 419　同　内部　
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　南城市斎
せーふぁーうたき

場御嶽の爆弾穴

所 在 地　南城市知念字久手堅（第 179 図　南城市⑦ 11）

立地・現状　国史跡である斎場御嶽敷地の一角に所在する。なだらかな傾斜地にあり、周囲と明らかに地形が異

なっている。現在中心部に水が溜まっており、「砲弾池」や「カンポー穴」とも呼ばれている。通路のわきにあり、

説明版が設置されている。約 200m 南東にウローカー砲台跡がある。

歴 史 状 況　斎場御嶽は第二尚氏王統時代に整備された御嶽である。米軍上陸直前の 1945( 昭和 20) 年 3 月 24

日には米艦隊による艦砲射撃が始まり、斎場御嶽内にも多くの砲弾が着弾した。岩石の崩落や基壇の損壊などの

被害を受け、この時に砲弾池も形成された。知念村が斎場御嶽の整備に向けて指定地内で実施した調査では、艦

砲射撃による岩石の崩落や砲弾 6 発が確認・撤去された。砲弾池については社会科教材としてそのまま残された。

遺構の特徴　外観は擂鉢型の窪地で常に滞水しており、直径は南北方向に約 12.6m、東西方向に約 13.6m の楕

円形をしており中心部が最も深く、窪地の北端の縁との高低差は約 2m となっている。

ま と め　斎場御嶽内で艦砲射撃による岩石の崩落や砲弾が発見されていたことから、斎場御嶽周辺が攻撃目

標となっていたことが推定できる。厳密に爆弾穴かどうかの検証は現状では難しいが、聖地であり急峻な丘陵を

上る必要がある斎場御嶽において、これほど大きな穴が見られることから、艦砲もしくは爆撃による被災痕跡と

考えてもよいと思われる。終戦後、沖縄島では至る所にあった砲弾穴や爆弾穴がほとんど埋められて現存しない

ことを考えると「鉄の暴風」と形容される沖縄戦の状況を知る上でも貴重な戦争遺跡であると言える。

　引用文献

知念村教育委員会 1999 『斎場御嶽 整備事業報告書 ( 発掘調査・資料編 )』知念村教育委員会

知念村教育委員会 2002 『斎場御嶽 整備事業報告書 ( 工事・資料編 )』知念村教育委員会

　南風原町黄
こがねもり（むい）

金 森の爆弾穴

所 在 地　南風原町字喜屋武（第 178 図　南風原町９）

立地・現状　黄金森公園の丘陵内に所在する。沖縄陸軍病院南風原壕第２外科壕群が分布する丘陵東側付近、第

１外科壕群が分布する南側の喜屋武シジなどで、爆弾穴と思われる大きな土坑が 10 数基確認されている。

歴 史 状 況　黄金森に戦闘部隊が配置されていた記録はないが、後方支援部隊である沖縄陸軍病院の施設が設置

されていた。まず、1944( 昭和 19) 年９月に第２野戦築城隊によって陸軍病院壕の構築が開始された。陸軍病

院の機能全体が南風原国民学校に移設した 10 月 10 日の空襲以後、黄金森の東西で三角兵舎が構築されたほか、

病院壕も築城部隊指揮の下に徴用された住民らによって構築作業が進められた。陸軍病院は空襲や艦砲射撃の始

まった 1945( 昭和 20) 年 3 月末からは病院壕を利用しており、同年 5 月 4 日には艦砲弾が 14 号壕の壕口付近

に着弾し、女生徒を含む 14 ～ 5 名が犠牲となった。

写真 420　斎場御嶽の爆弾穴　　　　　　　　　　　　  写真 421　黄金森の爆弾穴
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遺構の特徴　黄金森の丘陵には、爆弾穴と見られる直径約４m、深さ約３ｍの擂鉢状の土坑が幾つか見られる。

これらは地形測量で確認されたものである。このような丘陵上に幾つもの土坑が他の要因で形成されたと考える

のも難しく、艦砲などの爆弾穴と考えられる。

ま と め　黄金森一帯は長期間におよぶ砲爆撃が想定されるため、その形成の明確な時期は確定しにくい。た

だ、病院壕の各壕口付近や飯あげの道付近にも多くみられ、病院壕や飯あげの様子を窺う意味でも重要である。

　引用・参考史料

第 32 軍残務整理部 1947 「第 2 野戦築城隊」

　引用・参考文献

南風原町教育委員会 2008 『南風原陸軍病院壕群Ⅱ』南風原町教育委員会

南風原町史編集委員会 1999 『南風原町史 第３巻 戦争編ダイジェスト版 南風原が語る沖縄戦』南風原町

（２）破壊痕跡
　破壊痕跡とは、敵部隊からの銃弾や砲爆弾を受けた被災痕跡とは異なり、敵部隊の進撃速度を遅延させるとい

う防御的性格から交通施設を破壊した痕跡で、県内では飛行場の破壊や橋梁爆破が行われた。

　飛行場破壊は、米軍に利用させないために、特に多くの人々を徴用し完成した伊江島飛行場は、それからまも

なく米軍上陸前に破壊した。しかし、米軍は伊江島攻略後、数日で滑走路を復活させ、航空作戦を実施した。

　橋梁爆破は敵部隊の接近に伴い実施されるので、沖縄島では米軍上陸前後の 1945 年 3 月下旬から同年 4 月

上旬の時期に破壊されたものが多く、現在は億首橋、天願橋、榮橋の 3 か所が確認できる。

　億首橋は昭和戦前期に金武町億首川に架けれたコンクリート製の橋で、米軍上陸時に日本軍によって爆破され

た。2007( 平成 19) 年に金武町教育委員会によって調査が行われている。現在は橋の東側部分が残存している。

　天願橋はうるま市天願川に架けられた全長 23m、全幅 5.2m のコンクリート製の橋で 1935( 昭和 10) 年に落

成された橋である。二重アーチ状の欄干と橋脚のある大きな橋であることから「ターチ橋」や「ウフ橋」と呼ば

れていた。米軍の沖縄島上陸直前の 1945( 昭和 20) 年 3 月 27 日から 29 日の間に敵部隊の進撃を阻む目的で橋

は爆破された。しかし完全な破壊には至らず、米軍はブルドーザーで橋の上部に土をかぶせて使用した。

　榮橋は 1930( 昭和５) 年頃に嘉手納町、読谷村の境に位置する比謝川に架けられたコンクリート製の橋で、

台南製糖株式会社が読谷の牧原や久得方面からサトウキビを嘉手納の製糖工場へ搬入するために構築された。

1945( 昭和 20) 年４月１日に敵部隊の進撃を阻む目的で爆破された（仲程）。

　引用・参考文献

金武町教育委員会 2011 『奥首の交通遺構群 億首川流域古墓群比嘉原地区 幸地原の炭焼窯跡』

具志川市史編さん委員会 2005 『具志川市史 第 5 巻 戦争編 戦時記録』具志川市教育委員会

写真 422　天願橋跡　　　　　　　　　　　　　　　　   写真 423　億首橋跡
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 13　収容所

概要　1945（昭和 20）年 3 月 26 日、米軍はニミッツ布告を公布し、南西諸島における日本政府の全ての行政

権を停止し沖縄を米軍政府の管理下に置くことを宣言した。これにより、米軍は沖縄侵攻を進めながら各地に収

容所の設置を開始した。収容所では軍人・軍属からなる捕虜と非戦闘員である民間人を分けて収容し、特に作業

現場などでは捕虜の衣服には PW（Prisoner of War の略字）、民間人の衣服には CIV（Civilian）とペンキで書い

て区別していた。

　民間人収容所は、沖縄本島では石川・前原・コザ・辺戸名・田井等・瀬嵩・大浦崎・宜野座・知念・漢那・古

知屋の 11 地区、周辺離島では平安座・粟国・伊平屋・久米島・慶良間の 5 地区の計 16 地区に置かれたが、収

容所は適宜に作られ移転や合併がされていった。沖縄本島の収容所の中でも、辺戸名、田井等、宜野座、石川、

前原地区は避難民が集中し、特に宜野座地区においては沖縄本島の人口の約 3 分の 2 に相当する 20 万人以上が

いた。収容所周辺は鉄条網が張り巡らされ、灯火管制や外部との通行が制限され、夜間は外出が禁止された。ま

た、米軍により、住民の中から物資の配給や作業の手配などに従事するメイヤー（市長）と治安維持にあたる

CP（Civilian Police 民警察）が任命された。

　住民の住居には戦災をまぬがれた民家や家畜小屋、米軍支給のテントなどが利用され、配給所からは米やメリ

ケン粉などの必要最低限の食料と衣服が支給された。また、軍作業に参加すると報酬として食料等が配給される

事もあった。診療所も設置されたが、収容所によっては栄養失調やマラリアの蔓延により死亡者が続出した。

　軍人捕虜収容所は、読谷や那覇、浦添などに置かれ、軍人及び軍属が収容された。その中でも金武村の屋嘉収

容所には最大規模の約 1 万人の捕虜が収容され、米軍の陣地構築や運搬作業に駆り出された。

　終戦後も那覇や首里及び中南部の大部分は居住が許可されず、住民の居住区は石川・前原・コザ・辺戸名・田

井等・瀬嵩・大浦崎・宜野座・糸満・知念に限定された。その後は、住民の自治組織である沖縄諮詢会が設置さ

れ、収容所内で選挙が行われるなど住民による自治が進んでいった。そして、米軍政府から住民の移動計画が示

され、住民は徐々に戦前住んでいた集落に戻っていった。

宜野座村内の収容所　現在の宜野座村には、宜野座・惣慶・福山・城原・大久保・前原・兼久・高松・古知屋・

潟原に収容所の様々な施設がおかれていた。これらには、憲兵隊・裁判所・警察署・市役所・区役所・診療所・

学校・配給所・集団墓地・孤児院・養老院・住宅・水場などの施設があったが、現状では明確な遺構はない。宜

野座村では、2001 年に宜野座村内の収容所で亡くなり共同墓地に埋葬された方の埋葬名簿（古知屋第一共同墓

地と福山共同墓地のもの）を歴史資料として有形文化財に指定した。現在、宜野座村立博物館では、遺骨収集を

行うＮＰＯ法人と情報を共有する目的で、村内の共同墓地の調査が行われている。

　宜野座村は南部地域からの住民の疎開地域に指定され、米軍上陸前までには南部地域の住民も宜野座村へと避

難していた。1945（昭和 20）年４月１日、米軍が上陸し北部地域へも侵攻する中で４月５日からは宜野座で収

容所造りが開始され一般住民が次々と収容されていった。収容されたのは約４万人におよび、敗戦直後の沖縄県

の人口の約 3 割近くの人々が宜野座村内の収容所にいたと言われている。村内の収容所には、5 月中旬頃から地

元の住民や玉城村・東風平村・南風原村・佐敷村・大里村などの南部地域の避難民が収容され、米軍が中南部へ

と侵攻する中で保護された住民も幾つかの収容所を経て、最終的に宜野座村内に収容された。収容所は、宜野座・

大久保・惣慶・福山のブロックに分かれていたが、行政上は宜野座市・惣慶市・福山市となっており、その後宜

野座市に統一された。

　収容所内ではマラリアや麻疹、アメーバー赤痢、栄養失調から脚気や夜盲症にかかる者がおり、多くの人が亡

くなった。証言によると、収容所ではテント小屋に 4 世帯が一緒に入り、配給は米や缶詰などが配られたが足りず、

夜になると残飯あさりをすることもあったという。米軍の野戦病院も置かれ、収容所内の住民が病院の看護助手
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や死者の埋葬などに駆り出された。病院内の遺体は、米軍の監視の下、埋葬作業班により病院から共同墓地へと

運ばれた。1974（昭和49）年、宜野座村では米軍野戦病院の共同埋葬地で収骨作業を行い161柱を収骨している。

　1945（昭和 20）年 10月に入ると、中南部への帰還が許可され、収容所にいた難民たちは石川・コザ・前原

などへと移動し、翌年の 4月頃までには避難民の約 8割が収容所を後にした。

　現時点では、かつて集団墓地での収骨が行われたほか、収容所の跡地は住民の居住地や耕作地などに利用され

たため、収容所の明確な遺構などは残されていない。しかしながら、集団墓地など地下に構築された遺構などは、

残されている可能性も考えられ、困難ではあろうが今後の調査が待たれる。

　以上、宜野座村内の収容所のように、多くは現状で遺構が残されていないが、名護市では名護市教育委員会に

より行われたキャンプシュワブ内の調査において大浦崎収容所跡とみられる遺構群が報告されているので、以下

解説する（井上）。

　引用・参考文献

糸満市史編集委員会　2003　『糸満市史　資料編 7　戦時資料　上巻』　糸満市役所

宜野座村立博物館　2009　『ガラマン 7　宜野座村立博物館紀要』　宜野座村立博物館

宜野座村誌編集委員会　1987　『宜野座村誌　第二巻　資料編Ⅰ　移民・開墾　戦争体験』　宜野座村役場

金武町史編さん委員会　2002　『金武町史　第二巻　戦争・本編』　金武町教育委員会

琉球政府文教局　1971　『沖縄懸史　第 8巻　各論編 7　沖縄戦通史』琉球政府文教局

写真 424　宜野座村内の収容所関係（宜野座村誌 1987 より）
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　名護市大浦崎収容所跡

所　在　地　名護市辺野古下福地原 630 －２ほか（第 173 図　名護市④ 17）

立地・現況　大浦崎収容所跡は名護市字辺野古にある、辺野古崎と呼ばれる太平洋に突き出た岬の標高約 10～

30ｍの台地上に立地し、現在米軍提供施設キャンプ・シュワブの地域一帯に所在する。

歴 史 状 況　大浦崎収容所は 1945（昭和 20）年６月下旬本部半島を制圧した米軍によって避難住民を集め収

容した場所である。強制的に収容された地域は伊江村・今帰仁村・本部町の人々であった（一部を除く）。収容

は 6月 27日に完了したとされる。収容所に隣接して大浦崎食糧倉庫が設置され、二見や瀬嵩といった各収容所

へ食料配給を行う施設として機能していた。

　収容所は当初既に日本軍の補給部隊が松林を伐採しており雑木林すらない不毛な土地で、証言によれば雨露を

しのぐだけで精一杯の場所であったとされる。その後、家族や親戚同士でかやぶき小屋を建設、米軍指導の下で

民政を行うための組織がつくられたという。名護市史料編さん係の行った聞き取り調査等に基づき、各施設の配

置概要が第 144 図に示されている。また、往時の様子を撮影したとされる写真を転載する（写真 427）。なお、

収容所は 10月下旬に閉鎖され、伊江村民以外は故郷へ帰村することが許された。

遺構の状況　大浦崎収容所は沖縄戦末期の 1945 年６月下旬に、米軍によって小字下福地原及び思原に設置され

た捕虜収容所である。福地川沿いにおいて丘陵斜面を削平して造成した平場とその裾に広がる平場、そして、平

場間を結ぶ通路跡及び水場に利用されたとみられる溜池跡が確認されている。平成 20年度に行われた名護市教

育委員会の調査によって平場、通路跡、溜池（？）等の遺構群が確認されている。これらの遺構群が比較的良好

に残されている場所は、過去に実施された聞き取り調査によって、今帰仁村住民が収容されたエリアであること

が分っている。

　丘陵斜面を削平して造成されている平場は、2.5 ～４m前後の奥行きを持ち、幅は２～ 30mと長短あって、

土坑を伴うものもみられる。平場は住民が寝起きをするためのテントを張った場所と推定されている。また、平

場を繋ぐような幅の狭い通路も確認されている。他にも水場として利用されたとみられる方形状に掘られた溜池

跡なども確認されている。

　また、伊江村住民が収容されたエリアやその西側と推定される道沿いでは、竈跡や橋跡と推定される部材が表

面踏査で確認されている。

ま　と　め　その大部分が現在米軍提供施設であることから、日常的に立ち入る事が困難である。このため確認

された遺構も部分的なものに留まっているが、過去の名護市教育委員会の立ち入り調査等では、収容所跡の遺構

など、往時の生活の様子をとどめる施設も散見するとされる。また、収容所の南に位置する食糧倉庫も収容所と

一体となって機能しており、本収容所を考える上で重要な施設である。避難民収容所であり、当時の地形や生活

の痕跡も随所に窺われ、非常に重要な収容所跡と考えられる（宮城弘樹）。

写真 425　大浦崎収容所跡　平場（名護市 2013 より）　　 写真 426　同　通路（名護市 2013 より）　
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　引用・参考文献

今泊誌編集委員会 1994『今泊誌』

名護市教育委員会 2013『市内遺跡詳細分布調査報告書Ⅰ－

キャンプ・シュワブ内文化財調査報告書』 

第 144 図　聞き取り調査による大浦崎収容所の施設配置図（名護市教育委員会 2013 より）

第145図　大浦崎収容所跡遺構分布図（名護市教育委員会 2013 より）

写真 427　大浦崎収容所の様子（今泊誌編集委員会 1994 より）
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第５節　南北大東島の戦争遺跡

　南北大東島の戦争遺跡については、前回調査において、両村教育委員会の協力、体験・関係者の証言などに基

づき、南大東島 15遺跡、北大東島９遺跡の所在を報告した。ただ、時間の制約もあり、遺構実測を行う時間は

少なく、報告書で個別に記述できたものは、南大東島３遺跡、北大東島２遺跡に留まってしまった。ただ、遺構

の残存状況が良好であり、詳細な陣地配備要図が現存し、海岸絶壁には数多く水際陣地が作られていることが分

かっていることから、詳細な調査の必要性が指摘されていた。

　今回の調査においては、水際陣地を中心とした現地調査と、できるだけ遺構実測に努め、要図等の資料検討な

どを主眼に行った。その結果、南大東島では４遺跡を加え 19遺跡、北大東島では５遺跡を加え 14遺跡を数え

ることになった。しかしながら、沖大東島については米海軍の射撃場となっており、今回も現地調査を行ってお

らず、戦争遺跡の状況は不明である。

　まず、大東諸島における沖縄戦の経緯や軍備の状況について概説し、その後に南大東島と北大東島に分けて各

遺跡の解説を行う。

　

１　概説
大東諸島の概略　南大東島、北大東島、沖大東（ラサ）島の三島からなる大東諸島は無人島であったが、1820（文

政３）年に発見したとされるロシア艦船の名前にちなんでボロジノ島として、欧米諸国の地図に登場するように

なった。明治政府は、1879（明治 12）年に琉球処分により沖縄県を設置した６年後の 1885（明治 18）年に、

日本領土として南北大東島を沖縄県に編入し、それに伴い実地調査が行われ木柱の国標が建てられた。1892（明

治 25）年８月には、佐世保鎮守府司令長官の命により、軍艦海門が派遣され南・沖大東島の調査が行われた。

その際に、大東島南岸に測量時の測点として「大日本帝国軍艦海門」という標木が建てられ、この一帯を海軍棒

と称するようになった。歩兵第 36連隊の南大東島兵用地誌図にも海軍棒と記されており、現在もこの地点にあ

る岩盤を掘削したプールを海軍棒プールとして利用されている。なお、沖大東島は民間から借用の出願を契機に、

両島より少し遅れて 1900（明治 33）年に日本の領土となり沖縄県に編入された。

　大東諸島の地形は、サンゴ礁が隆起して出来上がった隆起環礁の島であり、海岸は絶壁をなし、内陸が盆地状

になっている。島全体が石灰岩が出来ているため、ドリーネが発達し、大規模な洞穴が多数分布する。戦前の生

業としては、特に製糖業がさかんであり、開拓が本格的に始まった 1899（明治 32）年の３年後には、その中

心であった玉置商会がその推進に努めた。その後、それを引きついだ東洋製糖株式会社を、大日本製糖株式会社

が 1927（昭和２）年には吸収合併することで製糖業を独占し、戦前の大東諸島の経済生活の中心となった。また、

北大東島、沖大東島では燐鉱層が発達し、戦前は燐鉱石の採掘がさかんであったが、1951（昭和 26）年以降は

再開されなかった。戦前の３島は、沖縄県の管轄下であっても市町村制はしかれず、先述の製糖会社の社有地で、

島民もその社員とその労務者であった。

　ちなみに三島の人口であるが、1944（昭和 19）年頃には、南大東島が約 3,500 名、北大東島が約 1,800 名、

沖大東島が約 600 名であった。後述するように、この人口に匹敵する兵員が最終的に配備されるのである。

第 32 軍創設以前の軍備状況　大東諸島で最も古い軍事施設は南大東島の海軍飛行場で、昭和６年の海軍演習の

際に一時的な飛行場が急造され、1934（昭和９）年には平成９年に移転する前の飛行場があった島の中央部に

新設された。この飛行場は、南方航路への一時的な補給や不時着に備えた小規模なものであった。

　太平洋戦争開始後も、大東諸島において緒戦時にはまだ顕著な軍備強化は見られないが、海軍は 1942（昭和

17）年以降に太平洋地域の防衛の一端として注目するようになっていた。同年８月 19日「大東亜戦争中、鎮守

府防備要領」には、重要な防備施設として沖大東島の海軍特設見張所が挙げられている。1943（昭和 18) 年８
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月 15日実施の「国内防衛に関する陸海軍任務分担協定」には、大東諸島の防衛は海軍が担当し、南大東島は陸

軍も協力するということが示された。このころには、佐世保鎮守府では米軍のフィリピン・台湾・南西諸島への

侵攻が早晩に予期できると判断された。同年 12月１日「南西諸島方面防備強化に関する件具申」では、航空隊

基地として南大東島に艦攻（艦上攻撃機）0.5 隊の常駐を、翌年２月以降に進駐見込とされている。1944（昭

和 19）年１月８日「佐鎮命令第４号」では、南大東島の飛行場を小型機１隊が使用できるようにし、可能であ

れば滑走路を 1,000 ｍに延長させることとした。そして、同年３月 13日「南西諸島防備急速強化対策」として、

南大東島において艦攻を最低限常用９機の兵力を必要とするものとした。ただ、このころまでは南大東島の飛行

場や北及び沖大東島の見張所など若干の海軍施設と少数部隊が配備されていたのに過ぎないと言える。

　また、1943（昭和 18）年８月 31日、第６師団司令部の特命により大城親一中尉らが南大東島に来島し、現

地召集により西部第 7096 部隊が編成されたとあり、先述した陸軍による協力の一環であった可能性がある。県

内で、現地召集された部隊の最初の事例と思われる。この部隊は第 32軍創設後には大東島支隊の指揮下となっ

たとされ、おそらく球 7096 と通称される第 221 特設警備中隊という部隊名となったものと思われる。

昭和 19 年３月以降の軍備強化　1944（昭和 19）年に入ると米軍のトラック諸島来襲による大被害は、大本営

に大きな衝撃を受け、緊急に本土、南西諸島、台湾方面の防衛を強化する必要性に迫られた。そこで大本営陸軍

部は、同年３月 22日に、南西諸島の防衛強化のため第 32軍を創設し、「10号作戦準備要綱」を指示した。そ

れによると、航空作戦を最重点とし、大東諸島においては速やかに一部の兵力を派遣し海軍の防衛及び飛行場整

備に協力するものとされた。５月２日の南西諸島防衛に関する陸海軍中央協定では、南大東島の航空基地整備は

海軍が主担当とされ、６月 15日の第 32軍の現地協定では海軍を援助する地域として大東諸島が明記された。

　上記のような作戦準備・協定に基づき、大東諸島の軍備は次のように急速に強化された。まず、大本営は３月

24日に第 85兵站警備隊を第 32軍に編入させ、大東諸島の防衛強化を指示した。同隊は４～５月にかけて輸送

され、５月 15日に大東島支隊と改称され、５月 25日に完備された。次に宮古島を主担とする第 28師団配下

の歩兵第 36連隊は、７月１日に大東島守備隊として命を受け、７月中には大東諸島に上陸した。これにより、

大東島守備隊の本部は南大東島に置かれ、歩兵第 36連隊隊長が各島の部隊を統括する形となった。また、大本

営はさらに北大東島の戦備強化も求めたが、第 32軍は反対意見を述べ、その計画は中止された。一方、大東諸

島の軍備配備に先んじていた海軍は、４月 10日に至って南西諸島防衛強化のため沖縄方面根拠地隊と第４海上

護衛隊を新設し、沖大東島の特設見張所は前者、南大東島は後者が担当することになった。９月７日には、南北

大東島に新たな海軍部隊が来島し軍備の設営に入ったようである。沖大東島にも、日付不明だが陸軍上陸の前に

海軍部隊が駐屯しており、11月 28日には増員されたとある。

沖縄戦時の軍備　大東諸島における具体的な軍備は、陸軍については配備部隊がほぼ判明しているが、海軍につ

いては史資料が多くなく、時系列が曖昧で部隊名称なども混乱が見られる。

　南大東島　陸軍部隊では、大東島守備隊本部、直轄部隊として先述した現地召集兵を含む特設警備第 211 中

　隊、独立速射砲第 18・22中隊、第 32軍航空情報隊の一部（電波警戒隊か）、第 28師団第２野戦病院の一部

　が置かれた。さらに島を３つに区分し、南地区に歩兵第 36連隊第１大隊、西地区に第 85兵站警備隊より改　

　称された大東島支隊第１～３中隊・機関銃中隊など、東地区に歩兵第 36連隊第３大隊が配置された。また、

　特設第 49・50機関砲隊は海軍配属下とされた。兵器としては、陣地要図や「南大東村史」によると機関銃や

　37・47ミリ速射砲、13・25ミリ機関砲の他、連隊砲（41式山砲）、大隊砲（92式歩兵砲）が配備されてい

　たとある。

海軍部隊では、「南大東村史」によると海軍沖縄方面根拠地隊大東島派遣隊約 700 名、飛行場設営のための

　海軍第 322 設営隊 412 名が配備されていたとある。ただ、戦時日誌では南西諸島航空隊隊南大東島派遣隊と

　いう名称も見られ、これらとは別部隊かどうなのかはわからない。南大東村史では、海軍部隊の内容としては、
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　本部が現在の大東神社がある大神宮山に置かれ、高角砲 12門、25ミリ機関砲（海軍では機銃）73門、15・

　14・12・８センチ各種の野砲などの平射砲、迫撃砲を有し、他に照空隊や航空隊もあったとされる。

　　兵員数であるが、「南大東村史」では軍 4,100 名という数字があり、海軍が約 1,100 名とすると、陸軍は 3,000

　名で、島の大きさに比較するとかなり大規模な部隊であったことは確実である。また、島民の証言によると、

　慰安所もあり、朝鮮人及び沖縄本島からの慰安婦がいたようである。

　北大東島　陸軍部隊では、歩兵第 36連隊第２大隊を北大東島守備隊とも称して、1,010 名（北大東村 1986）　

　であったとされる。その構成は、北大東島守備隊本部、四個中隊、重機関銃中隊、大隊砲（92式歩兵砲）小

　隊、連隊砲（41式山砲）小隊、通信小隊であったとされる。

　　海軍部隊では、大島方面部隊北大東島派遣隊、519 名が配備された。その編成は、12センチ高角砲４門ず

　つ有した部隊３個、軽迫撃砲隊、８センチ及び 12センチ水面砲隊、照空隊もあった。また、海軍部隊の要図

　には 25ミリ機銃（機関砲）12門が黄金山に、その南方に３門が配備されていたようである。

　　北大東島における武装解除時の引き渡し目録には、94式 37ミリ砲（速射砲の一種）、41式 7.5 センチ山砲、　　　

　38式野砲なども見られる。

　沖大東島　陸軍部隊では、第 85兵站警備隊より改称した大東島支隊第４中隊 220 名が配備された。沖大東

　島に配備された大東島支隊第４中隊が記した「ラサ島守備隊記」には、同隊上陸以前に海軍部隊は駐屯しており、

　1944（昭和 19）年 11月 28日の増強で 41名いたとされる。最終的には、死傷者も含めて 320 名いたとい

　う記述もある。兵員、兵器も一番少ないと言えるが、他に兵器としては、米軍への引き渡し目録には、小銃の他、

　海軍１号式 40口径８センチ砲（水面砲）、92式 13・7.7 ミリ機関銃などがあったようである。

　　また、昭和 19年 11月に韓国人慰安婦７名が番頭に引き連れ来船し、西海岸の最北端にあった職員長屋（ラ

　サ島鉱業所のものか）の空家に居住させ、その２か月ほどには開店休業状態となり、その後は軍の使役にも就

　いたとのこと記述がある。先述の南大東島は島民の証言であるが、兵士による戦記で慰安婦の状況を記された

　数少ない資料であろう。

　大東諸島全体の兵員数は、以上からおおよそ南 4,100 名、北 1,500 名、沖 300 名と推定すると、合計約 5,900

名を数える。陸海軍を合わせた数であるが、２個連隊以上もしくは大規模な旅団程度の兵員が配備されていたこ

ととなる。また、大砲も対空攻撃を主とする高角砲 24門、機関砲 85門など 100 門以上、かなりの数量を有し

ていたことになる。これらから、第 32軍もしくは大本営が大東諸島を戦略的に重要視していたことが窺える。

ただ、大東諸島を直接指揮する第 32軍自体は、1944 年６月 27 日の大本営での参謀長会議で、八原博通高級

参謀がマリアナ諸島が失墜した現状では米軍が本諸島を航空基地とするには小規模過ぎるので、南西諸島の兵力

を沖縄本島に集中させるべきという意見を述べている。つまり、大東諸島の本格的な軍備が実施されようとする

中で、直属の上級部隊の参謀は非常に否定的であったと言える（八原 1972）。

戦略と陣地構築　太平洋戦争開始直後は、島嶼地域の防御にはそれほど重要視されていなかった。しかし、大本

営陸軍部は、1942（昭和 17）年８月の連合軍によるソロモン諸島反攻を防ぐことが出来なかったことを契機と

して、太平洋方面の島嶼の防備が弱体であることを認識し、その航空基地整備と陸上防備兵力の増強へ戦略を転

換した。その戦略は、上陸に最も困難である海岸に重点配備し、水際で敵上陸部隊を撃滅することを目指したも

のであった（昭和 18年 10月１日「珊瑚島嶼の防御（案）」、11月 15日「島嶼守備部隊戦闘教令（案）」）。その後、

制海権を得た米軍の事前砲撃が激しくなっても、この水際防御を徹底されたが、1944 年７月にマリアナ諸島の

サイパンが失墜したことにより、主陣地を水際から後退した防御しやすい場所とし、海岸線から内陸の主陣地に

かけての縦深陣地とすることとされた（昭和 19年８月 19日「島嶼守備要領」、同年 10月「上陸防禦協定（案）」）。

ちなみに、沖縄本島においては、首里を複郭陣地として何重にも前線が張り巡らされており、実際の戦闘でも水

際防御はほとんど行われなかった。
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　さて、大東諸島においては、どのような戦略で陣地が構築されたのであろうか。本諸島は各島の陣地要図（第

146・164 図）が残されており、海岸側に配されたいわゆる水際陣地が海岸線にそって間隔がほとんど無く記さ

れたのが窺える。一方、内陸地の陣地であるが、南大東島には海軍飛行場が位置するため一定見られるが、全体

的には海岸側ほどの密集した状況は窺えない。また、1945（昭和 20）年３月の北大東島地区隊戦闘指導計画に

は、次のような方針が記されている。敵上陸に対しては水際（原文では、渚）陣地により極力破砕するものとし、

もし上陸すれば渚後方戦力漸減地帯及び主陣地帯にて敵を砲兵による攻撃さらには斬り込みにより海中に敗走さ

せ、やむを得ずこれらも敵に墜ちた場合は西側の黄金山、東側の 42高地の両複廓陣地により持久戦を行い、敵

兵力を消耗させる（第 164 図）。このことから、水際陣地と主陣地とされる複廓陣地の間にも相応の兵力を配備

することが窺えるが、その他の対策は見られない。さらに、同隊の同年５月 19日の状況報告では、水際陣地の

更なる構築・強固化に努め、主陣地帯はトーチカ式陣地により側背射に徹し、その大部分は洞窟式として 100

ｍにも及ぶものもあり、黄金山複廓陣地は他陣地と比べると完璧ではないことなどが記されている。本史料は、

上級部隊への報告と思われるが、やはり水際陣地の構築を第一義とするため複廓陣地の構築は遅れ、また沖縄本

島の上陸戦の最中でも粛々と陣地構築を行っていたことが窺われる。

　陣地構築の様子としては、ダイナマイトにより発破をかけ岩石を掘り、また水で冷やし岩の割れ目を作ったと

される（北大東村1986）。また、木材は植林したリュウキュウマツやモクマオウ、ビロウなどを使用したとされる。

また、鍛冶屋がノミ作りで多忙で、兵が助手として加勢したとされる。

軍配備後の経緯と沖縄戦　大東諸島には、上陸戦はなかったが、潜水艦・空襲・艦砲による砲撃が 1944 年には

いってから数度あった。潜水艦の魚雷攻撃の被害には、第 85兵站警備隊は４月の輸送時に一部の輸送船・護衛

船が米軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、本部隊長以下 40名が戦死したこともを含め、物資輸送に大きな影響を受け、

住民の疎開の必要性も迫られた。空襲は、同年９月 29日に沖大東島で初めて受け、10・10 空襲時には南北大

東島に来襲した。1945（昭和 20）年３月１日には南北大東島で空襲、沖大東島で艦砲射撃を受け、以後３月下

旬より６月 10日にかけて 10回程度の空襲があった。また、３月 27・28日には南大東島でも艦砲射撃を受けた。

人的被害は、南大東島で住民３名が死亡したが、他島ではなかった。軍では、各島で数人が射撃により死亡した。

　各島民は、兵舎として学校、製糖や燐鉱会社の社宅、民家などを提供するなど軍への協力がなされたが、疎開

する者の家屋・畑地などを安く買い上げられた状況も見られた。1944 年以降、先述の潜水艦による被害、戦局

の悪化を受けたが、大東島守備隊は陣地構築や農業増産のためにはできるだけ島民に協力させる方針を取ってき

た。南大東島では、同年６月には軍の指導により島民の義勇団が結成され、住民の連絡・簡単な軍事教練などを

行ったとされる。しかし、10月 25 日の沖縄県警察部長による強制引き揚げの指令により各島民の疎開が進ん

だが、1945 年３月には急速な戦局の悪化により、残された人々もいた。また、南大東島では度々短期の現地召

集があったが、同年２月16日以降は武装解除まで継続され、陣地構築などに従事したとされる。残留した島民は、

南大東島 1,400 名、北大東島 700 名、沖大東島は観測所員のみとされるので 10数名程度と思われる。

　大東諸島の各部隊は、幾度の空襲を経ながらも先述のように陣地構築を行いながら守備に努めたが、８月 15

日はラジオ放送によって終戦を知ることになった。18日、大東島守備隊は配属部隊に武力停止を命令し、その

後 10月には米軍による兵器の接取・爆破が行われ、12月 30日までに部隊全員が引き揚げた。

２　南大東島
　南大東島には先述したように、陸軍では歩兵部隊の約 3,000 名、海軍では南大東島飛行場の設営隊や航空隊

のほか高角・機関砲などの砲部隊で約 1,100 名、合計約 4,100 名の兵員で、既に旅団に近い規模である。水際

防御に備えた水際陣地でも、陣地要図（南大東島兵要地誌図、第 146 図）からは最低 100 地点は設けられてい

るように、数多くの軍事施設が構築されたことである。しかしながら、現状では 19遺跡の確認に留まっており、
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個々の遺跡自体は良好に残存しているが、その保存は急務であろう。

戦争遺跡の概況　南大東島の戦争遺跡としては、最も特徴的な水際陣地の他、陸海軍の本部壕、砲台・弾薬庫跡、

監視所、電波探知機壕、通信所など軍関係のものが多い。前回分布調査では、星野洞と今村軍三の穴が住民避難

地とされているが、前者は陣地として利用されている可能性も指摘されている。これらの住民避難地については、

今回新たな情報はあまり掴めなかったので、掲載を見送った。

　本部壕は、陸軍の大東島守備隊のものとしては、当初は西地区の具志堅洞で、1945（昭和 20）年４月末には

東地区の山下洞に移ったとされる。これらは、両者とも湧水が豊富な自然洞穴を利用し、石積みなどで平場を作

ったもので、本島でもこのような壕は多くあったはずだがその多くは原状をとどめていない中、その利用状況が

第 146 図　南大東島兵要地誌図（JACAR( アジア歴史資料センター Ref.)C11110351300( ２~29 画像目 )、「南大東島

　　兵要地誌図　昭和 19年～ 20年」防衛省防衛研究所蔵より各画像を合成）
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よく窺える。海軍部隊の本部は、当時は大神宮山と称された大東神社裏の独立した丘陵にある人工壕群で、様々

な形態が見られ先の陸軍とはまた違った印象を受ける。砲台は、海軍の高角砲 12 門の他、機関砲・連隊砲・速

射砲・大隊砲など多くの大砲があったが、明確なものとしては、北東部の断崖を利用した小沢洞のみであった。

漁港付近の弾薬庫跡は、水際陣地のすぐ後背にあるので、砲台関連の可能性もあろう。水際陣地としては、従来

知られていた南西端の塩屋海岸のものに加え、南東端の万座毛のものを今回新たに確認できた。これらは、海岸

側に向けた銃眼で、岩盤を利用し部分的にコンクリートを使用したもので、上陸した敵に向けて機関銃による攻

撃を加える少人数で使用する掩体である。1892（明治 25）年の軍艦海門による測量調査時の標木が建てられた

海軍棒の地点も、岩盤が掘りこまれた跡があり、水際陣地跡の可能性がある（写真 428 ）。北港付近のバリバリ

岩陣地跡は、岩陰を利用し石積で部屋状に設けた部分がある。海岸から約 200 ｍ離れておらず、水際陣地と連

携した棲息壕的な機能をもったと思われる（写真 429 ）。

　南側に位置する電波探知機壕跡と海軍監視所跡は近接しており、海軍飛行場からは若干の距離があるため、本

来は他にもあったものと考えられる。秋葉神社の通信所跡としたものは、その構造から推察したものであるが、

地上には戦後に建てられたとされる忠魂碑で、軍施設を利用しその慰霊・顕彰を表わしたもので、かなり早い時

期の慰霊塔という見方もできる。他に、西港付近の金毘羅宮の陣地・ガマ、塩屋海岸付近の交通壕・タコツボ群

があるが、今回は詳細な調査が出来なかった。また、空港東側の弾薬庫跡は、周辺を等差したが確認できなかった。

南大東島海軍飛行場　先述した海軍飛行場であるが、遺跡としては明確に残っていないが、大東諸島の防衛は飛

行場基地としての位置づけが重要であるため、もう少し詳細に触れる。

　佐世保鎮守府による 1931（昭和６）年９月 21 日から 10 月７日の特別演習に伴って、島北端の丸山の北東

部に約 7,000 坪の滑走路のみの小規模な飛行場が急造された。この飛行場では、狭小であるとして、1934（昭

和９）年には、南大東島の中央部に東西の滑走路を有した 78,000 坪（26 町歩）の飛行場が新設され、佐世保・

呉の両鎮守府による合同演習が実施された。これにより、単発の陸上戦闘機、艦上攻撃機が離着陸できるように

なったが、双発機も可能とするため、1944（昭和 19）年４月の大東島支隊上陸頃には新滑走路の整備工事が行

われたとされるが、この工事は未完成に終わったとされる。飛行場設営の状況としては、佐世保鎮守府付近の業

者と思われる三池組による施工で作業人夫として朝鮮人労務者が働かされ、集落の石垣が滑走路の下石となった

とされる。

　この飛行場は、1997（平成９）年に現在の飛行場である島の東側に移転するまで継続して使用されたもので

あり、現在ではその滑走路が部分的に見られるが、広大な平地であったことしか窺えない。飛行場の位置・規

模を示す資料としては、陣地要図（第 146 図）のほか、1944（昭和 19）年 12 月 31 日米軍撮影空中写真（写

真 430）がある。まず、要図によると、この飛行場は西側に１辺 500 ｍの略方形の広がりをもち、そこから南

写真 428　海軍棒周辺　　　　　　　　　　　　　　　 写真 429　バリバリ岩陣地跡　石積・階段
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北の滑走路が１本、東西の滑走路の東側

に南へ延びる滑走路が１本見られる。さ

らに、滑走路は南北２本が各 1,000 ｍ、

東西のものは現状では 1,000 ｍだがさ

らに延長させるような表現がなされてい

た。西側の方形範囲は、昭和８年に設定

された不時着用の石垣島海軍北飛行場で

も１辺 550 ｍの方形プランであること

に類している（大城 1999）。

　一方、空中写真では、方形範囲内の南

西端に４機の航空機が見えるが、全体と

しては池も残っており、かなり未整備の

部分が残る。東側部分の東西と南北の滑

走路は造成が行われているが、完成は見

ていない。かろうじて、整備されている部分は、西側南端の突出部分のみと言える。つまり、1944（昭和 19）

年 12月時点では 1,000 ｍの滑走路は１本も整備されていない状況と言える。ただ、一方北側には、誘導路らし

き道があり、無蓋の掩体壕が比較的大形のものが４基、小形のものが２個連接したものが２基見られる。掩体壕

のうち２基には航空機が１・２機は見られ、先のものと合わせると６～８機はこの時点では駐屯していた。また、

掩体壕は飛行場南西側の在所の集落内にも多く見られ、ビローやモクマオウまたはレールを骨組みとし土や石を

被せた有蓋のものもあったようである（南大東村 1990）。前項で述べた 1944（昭和 19）年初頭の滑走路を 1,000

ｍに延長させる計画はこの時点でも完全とは言えないが、一方で艦上攻撃機９機の常駐についてはそれに近い状

況であったと思われる。この飛行場が空襲を受けた 1945（昭和 20）年３月１日には、工事が続いていれば要

図に近い状態になった可能性も考えられる。

　　

　具志堅洞陸軍本部壕跡

所　在　地　南大東村字池之沢（第 181 図　南大東村② 13）

立地・現況　現在及び戦時も島の中心地であった在所集落の西外れの平坦地に位置し、標高は 15ｍ前後のドリ

ーネ地形に東西方向に広がる自然洞穴である。現在、陣地としての利用が確認される範囲は、壕口の周辺の平坦

面である。その東西は共に続いており、豊富な湧水が見られる。

歴 史 状 況　南大東島では、1944（昭和 19）年の 10・10 空襲時にも海軍飛行場や西海岸に銃撃を受けたが、

本格的な空襲は 1945（昭和 20）年３月１日以降であった。本壕跡がいつから利用されていたかは明確な資料

がないが、空襲が激しくなった同年３月時点には大東島守備隊（歩兵第 36 連隊）の本部であったとされる。そ

して、４月８日には東地区の山下洞に軍旗を移動させ、４月末までには同地区を複郭陣地として主力に向けたと

される。

遺構の特徴　壕口から東西方向に大きく伸びる自然洞穴の壕口周辺の約 300㎡の範囲を利用しており、大きく

３つの平坦面に分けられる。壕口に最も近い東側平坦面は、南北に伸びる通路状になっているが、その南奥は約

20㎡の空間となっており、西側には幅１ｍ程度の岩盤を整形した階段で結ばれた形となっている。この空間の

東側に約１ｍ程度の凹みがあるが、本部には御真影があったとされ、その棚であったとされる。先述の岩盤を整

形した幅３ｍの石積の３段の階段を西側に上っていくと、奥行き約 15ｍ、幅は広いところで約 15ｍの中央平

坦面がある。この平坦面は最も広い空間で、西側よりの天井に径 45cmの鉄板が張られているが、その性格は

写真 430　南大東島海軍飛行場周辺の 1944 年 12 月 31 日米軍撮影　　

　　空中写真（沖縄県公文書館蔵）
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不明である。この北西端には 1.5 ｍの高い石積みが見られ、この平坦面が盛土で積み上げられたことが分かる。

さらに西側は急激に下った斜面となっており、西側平坦面となり、豊富な湧水がさらに続く。壕内には、陶磁器、

コンクリート片などが散在していた。

ま　と　め　現状で把握した３つの平坦面はそれぞれ階段を介したり、その中でも部屋状の空間が見られること

から、各々に何らかの機能をもってい

たものと思われる。仮に、守備隊本部

の兵員数を 100 ～ 200 名程とすると

やや窮屈であるが、現在の観点でも数

10 名なら常駐していても問題なく思

える。沖縄本島でも自然洞穴を利用し

た一定の生活を営む本部・陣地壕は多

くあったと思われるが、その様子を窺

えるものは少なく、本壕はその意味で

重要な遺跡と評価できる。

第 147 図　具志堅洞陸軍本部壕跡　略測図

写真 431　具志堅洞陸軍本部壕跡　壕口付近　　　         写真 432　同　内部東側平場の石積　

写真 433　同　内部西側平場セメント加工部分　　　　  写真 434　同　内部西側平場の天井に貼り付けた鉄板
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　山下洞陸軍本部壕跡

所　在　地　南大東村字新東（第 181 図　南大東村①４）

立地・現況　島の北東部の標高約 10ｍの平坦地にある縦穴状のドリーネで、その東は長幕といわれる内陸部を

巡る２本の断崖の内側がすぐ迫っている。約 500 ｍ北側には、小沢洞砲台が位置するが、その射界方向は本壕

よりやや西側を向く。

歴 史 状 況　前述の具志堅洞より 1945（昭和 20）年４月に移動した大東島守備隊（歩兵第 36連隊）の本部壕

とされる。

遺構の特徴　壕口は幅４ｍ、長さ７ｍ、高さ３ｍの石積みで囲まれており、

これを南西に下ると、南東に向かって自然洞穴が延びている。南東側へ下

っていく形となり、現状では平坦面が５つ確認でき、壕口に近い平坦面１

から一番奥でその先に湧水が続く平坦面５は直線距離では約 20 ｍだが、

高低差がおそらく 20ｍはあるので、非常に広い印象を受ける。平坦面１

が最も広く約 100㎡は見られ、その西側にはレンガを縁石として台形状

の空間を作り、その奥壁には１辺 80cmのコンクリートブロックがある。

このブロックは、平面が凹形でその溝部の両側に２本ずつ計４本のボルト

が見られる。これは、さらに約 15ｍ下った平坦面５の後背にもある。そ

の用途は明確ではないが、例えばこの溝部分にホース状のものを取り付け

て湧水を汲むポンプや、ロープを通して何らかの運搬道具などの可能性が

考えられた。平坦面１東側の石積みが崩壊しているが、本来は平坦面３へ

の階段もしくはスロープがあったものと思われる。これら平坦面の縁辺は

石積みが見られるので、これらは先の具志堅洞と同様に人工的に造られた 第 148 図　山下洞陸軍本部壕跡

　　略測図ものでより大規模に積み上げられたものと思われる。平

坦面の合計面積は、約 300㎡である。

ま　と　め　本壕跡は、具志堅洞よりも更に急激下って

いく縦穴状の自然洞穴であるが、平坦面を人工的に構築

していくことでほぼ同様な面積を確保できている。これ

らの平坦面には機能差があり、特に平坦面１東側はレン

ガの縁石がなされており、より重要な意味をもつ場所で

あったのかと考えられる。具志堅洞と同様に自然洞穴を

利用した本部壕跡として、良好に残存しているものと評

価できる。 写真 435　山下洞陸軍本部壕跡　遠景

写真 436　同　内部北側平場　　　　　　　　　　　　   写真 437　同　内部コンクリート構築物
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　大東神社の海軍本部壕跡群

所　在　地　南大東村字池之沢（第 181 図　南大東村②９）

立地・現況　在所集落より北方約１kmに位置する大東神社

の社殿がある標高約 30ｍの独立した小さな丘陵の周囲に構

築された７基の人工の壕群である。東方には多くの池が見ら

れ、その約１kmには当時の海軍飛行場が位置する。

歴 史 状 況　海軍の沖縄方面根拠地隊大東島派遣隊の本部壕

であったとされる。
写真 438　大東神社参詣道（後方が本部壕跡群）

写真 439　大東神社の海軍本部壕跡群　壕２壕口

写真 440　同　壕１散布鉄釘

第 149 図　大東神社の海軍本部壕跡群　遺構分布図・壕２略測図

①

②

⑦

⑤
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遺構の特徴　平面が楕円形の長さ 200 ｍ、幅

50 ｍの小さな丘陵の縁辺に、数 10 ｍの間隔

形で７基の人工壕が分布する。

　壕１は、壕口から急な斜面を降りると、通路

が２方向に分かれそれが周回する全長 30ｍの

もので、３×５ｍの部屋が１か所取り付いてい

る。その部屋には、径 20cm の丸太などの大

量の木材が見られ、坑木でかなり厳重に補強さ

れていたのであろうか。通路は、南側が直線的

で幅・高さが２ｍとほぼ均一であるが、北側は

幅が１～２ｍ、高さが 1.5 ～ 2.5 ｍと不揃いで

自然部分もあった可能性がある。

　壕２は、全長 100 ｍのほぼ直線的に貫通す

る壕で、最も大きなものである。東側の壕口か

ら入ると、南北 20ｍ、高さ７ｍの自然洞穴が

広がっており、その床面から３ｍほど登ったところから、東西方

向の幅・高さ２ｍの通路が延びる。この通路には、コンクリート

で壁が設けられた２×３ｍの部屋と、コ字状に取り付く通路が２

か所ある。コ字状通路のうち東側のものは、壕口が狭くなってお

り、２×３ｍと、３×７ｍの部屋がさらに見られる。貫通する壕

口の幅は２～３ｍと広い。

　壕３～５・７は、確認できたものは長さ 10ｍ以内の貫通して

いない壕であった。壕６は、壕口が２か所あり平面がコ字状形で、

全長は 20ｍほどのものである。

ま　と　め　独立丘陵の周囲に間隔を空けて掘削された人工壕群

であり、様々な形態を有している。残念ながら、海軍部隊の本部

壕であったという以外の情報は得られていないが、その形態によ

り若干の考察を述べる。

　まず、壕１はループ状の通路に坑木で補強されたこの壕群で最

も広い部屋がある点からは、司令官の部屋とも考えられるか、行

き詰まりにあるので食料などの貯蔵庫であったという意見もあろ

う。壕２は、広い自然洞穴部分は隊員を集合させたりもしくは彼

らの起居する場所、コンクリートの部屋は司令官もしく各隊長の

位置、東側の連結された部屋は作戦室などと様々な機能があった

と思われる。いずれにせよ、壕口が広く、規模も長大であることから、この壕群の最も中心的な場所であろう。

　このように広い通路幅や様々な壕が一つの小丘陵に配置するという点から、前節で先述した今帰仁村渡喜仁や

宮古島市東仲宗根などの海軍設営隊が構築した壕群に類似している。それから考えると、南大東島に配属されて

いた海軍第 322 設営隊が構築した可能性が高いものと思われる。

　

　第 150 図　大東神社の海軍本部壕跡群　壕１略測図

写真 441　同　壕２コンクリート加工部分

写真 442　同　壕１　通路
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　小沢洞砲台跡

所　在　地　南大東村字新東（第 181 図　南大東村①３）

立地・現況　島の北東部を巡る内側の長幕断崖の南側縁辺の標高 15～ 20 ｍ

の地点にある自然洞穴を整形した砲台跡で、砲座がある壕口は南へ西 60度を

向く。南側約 500 ｍには、先述した移動後の大東島守備隊本部壕の山下洞が

あるが、射界方向は２km先の飛行場か、1.5km先の秋葉山丘陵の方面を指し

ている。

歴 史 状 況　現地召集された特設警備第 211 中隊第１小隊原次郎少尉の日記

に、1945（昭和 20）年４月６～８日に新村もしくは小沢洞窟で作業が行われ

たとあるが、常駐していたとは見られない。陸軍では歩兵第 36連隊第３大隊

の守備地区にあたり、海軍の平射砲を扱う金子隊が新東に配備されていたとさ

れるが、細かな場所までは記されていない（『南大東村史』）。

遺構の特徴　現状では長さ 35ｍ、幅最大７ｍの長細い壕の開口部から４ｍ奥

に砲座を設けた砲台跡である。開口部から両側に長さ６ｍ、高さ１～２ｍの石

積みが設けられ、その幅は３ｍである。砲座はこの石積みに挟まれた部分の落

ち込みで、砲床は上面平坦の 80cm四方のコンクリートが置かれ、開口側と

対の２辺に沿うように太さ３cmのボルトが５、４本が打ち込まれている。砲

床の周囲は約３ｍの範囲にこぶし大の礫が敷き詰められており、奥側は人頭大

の礫となっている。開口部の高さは 2.2 ｍである。開口部の幅から見ると、射

界方向は 40度程度ある。その性格は不明だが、砲座の後方には両側に長さ 2.5

第 151 図　小沢洞砲台跡　略測図
写真 443　小沢洞砲台跡　砲座設置空間付近

写真 444　同　砲座奥の部屋　破砕鍾乳石散布場所　　写真 445　コンクリート製砲床　　　　　　　　
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ｍ、幅 0.5 ｍ、深さ 0.1mの溝が１ｍの間隔をあけ、３、５

本見られる。なお、砲座がある空間は長さ16ｍ、幅６～７ｍ、

高さ 2.2 ～ 2.5 ｍと比較的広い空間で、丁寧に整形されてい

る。その奥は幅１ｍの狭い通路を抜けると、４×８ｍ、３×

５ｍの部屋があり、その奥は崩落土で埋まっている。これら

の部屋は高さ 0.8 ～ 1.3 ｍと非常に低くなり、不整形な部分

が多いが、天井ははつられており、破砕された鍾乳石が集め

られている場所もあり、構築途中であったものと思われる。

ま　と　め　本砲台跡は洞穴を利用しその開口部に大砲を据

えたもので、構築途中であるが棲息機能も有していたものと

思われる。砲座の構造から見ると、据えられた大砲は平坦な

砲床に２辺をボルトで据えつけるものとなり、大東島守備隊

で配備されている可能性が高いものであれば、船載用基筒砲

架式の 41式山砲や 38式野砲などが考えられる。

　漁港付近の弾薬庫跡

所　在　地　南大東村字北（第 181 図　南大東村② 17）

立地・現況　南大東魚港の西側の長幕断崖の南側に位置し、

海岸から直接は見えない。

歴 史 状 況　字北には海軍では照空隊の池田隊、機銃を有す

る酒井隊が配備されていたとする以外の情報はない。ただ、

明確な場所が不明だが、本島に海軍の久保隊が配備された北

沢砲台と呼称されているものがあったとのことである。また、

地元の古老から、弾薬庫だったという話があった。

遺構の特徴　断崖の南斜面を利用し、コンクリート製の構築

物で平面は扇状を呈するが、西側が埋没し本来の形状は不明

である。コンクリートの厚さは 70cm が基本だが、西側は

100cm の部分もある。現状では奥行きが４ｍで、高さは手

前が２ｍ、奥は 0.5 ｍ低くなっておりその部分に支柱がある。

ま　と　め　重厚なコンクリートの構築物であるため、弾薬

庫や砲台の一部と思われる。先述した海軍の北沢砲台が相当するのではないかと考えたいが、詳細は不明である。　

　万座毛の銃眼跡

所　在　地　南大東村字南（第 181 図　南大東村② 16）

立地・現況　南西端の海岸壁の地元で万座毛と呼ばれる地点に位置する銃眼跡である。岸壁に接して銃眼が設け

られており、その方向はほぼ東である。海面からの高さは約 20ｍはあったものと思われる。

歴 史 状 況　位置的に陣地要図の南地区 20号陣地に相当するものと思われ、25ミリ機関砲が配備されていた

ようである。この南地区は、第 36連隊第１大隊の守備地区である。

遺構の特徴　0.8 ｍ四方の入口から高さ１ｍ、長さ 10ｍの坑道を下っていくと、床面より 0.3 ｍの地点に、幅

が内側 0.3 ｍ、外側 0.4 ｍ、高さ 0.5 ｍ、長さ 1.4 ｍのやや縦長の銃眼が設けられている。坑道には径３cmほ

第 152 図　漁港付近の弾薬庫跡　略測図

第 446 図　漁港付近の弾薬庫跡　近景

第 447 図　同　内部

第 154 図　万座毛の銃眼跡　略測図
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第 153 図　南地区 20 号陣地付近要図（第 146 図部分拡大）

第 154 図　万座毛の銃眼跡　略測図

写真 448　万座毛の銃眼跡遠景（中央左よりに銃眼）

第 155 図　南地 20 号陣地射界鳥瞰図

（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref.

C11110351600(19 画像目 )、「南大東島

陣地図」防衛省防衛研究所蔵より）

写真 449　同　坑道より銃眼を見る

写真 451　同　銃眼外面

写真 450　同　銃眼設置の部屋　　　　　　　　　　　　　 写真 452　銃眼より海上を臨む
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どの小穴が多く見られるためおそらく削岩機により掘削され、入口と銃眼部分はサンゴ礫混じりのコンクリート

で構築される。銃眼内側付近の天井の高さも 1.2 ｍ前後なので立つのは厳しいが、幅 1.5 ｍ、長さ３ｍの部屋状

に床も平坦に整形されているので、機関砲を据えるのには十分可能と思われる。銃眼の外側は幅１ｍの平坦面が

あるが、その外は絶壁である。

ま　と　め　比較的長い坑道をもつ銃眼であるが、が床面から低い位置に設けられていることから、25ミリ機

関砲が配備されているなら、しゃがむか寝そべって構えたことが想定される。残存状況も良好で、要図の断面・

平面・鳥瞰図も残っており、　水際陣地の典型として重要な遺跡である。

　　

　塩屋の銃眼跡

所　在　地　南大東村字池之沢（第 181 図　南

大東村② 12）

立地・現況　南東側である塩屋海岸に構築された

銃眼で、確実なものが１基（１）、南側 30 ｍに

痕跡と考えられる楕円形の窪みが２か所ある（２

・３）。方向と海面からの高さは、前者が南から

西に20度と10ｍ、後者が西から北に20度、２～

３ｍである。

歴 史 状 況　陣地要図の東 32号陣地付近に相当

し、25ミリ機関砲が配備されていたようである。第 156 図　塩屋海岸付近陣地要図（第 146 図部分拡大）

第 157 図　塩屋の銃眼跡　略測図

写真 453　塩屋の銃眼跡周辺　南より　　　　　　　　 写真 454　同　南側の銃眼跡

コンクリート

岩　盤

凡 例

N

N

０ 5m０ 10m

プール

道路

A’

A

BB’
B’ B

A
’

A

展望台 Sﾚｷ混ｺﾝｸﾘｰﾄ

木の台座

A’

A’A

A
１

２
３

302



遺構の特徴　残存状況がよい１は、2.5 ×３ｍの掘り込みに幅 0.8 ｍ、高さ 0.5 ｍ、長さ２ｍの銃眼をサンゴ礫

が多く混じったコンクリートで構築している。銃眼の床面からの高さは 0.7 ｍで、内側には木製台座の残部が見

られる。現状では天井がないが、本来はコンクリートで覆われていたと考えられ、その残存部分から高さは２ｍ

程度と思われる。この南側に位置する２と３は、一辺２～３ｍの楕円形の掘り込みにその海側は１ｍほどの突出

した凹みがある。おそらく、１と同様なコンクリートで天井を被う形の銃眼であったと思われる。その射界方向

は１と 90 度で交わるものである。

写真 455　同　北側の銃眼　北より　　　　　　　　　 写真 456　同　北側の銃眼の台座

写真 457　同　北側の銃眼から南側　　　　　　　　　  写真 458　同　射撃姿勢の想定

第 158 図　海軍監視所付近要図（第 146 図部分拡大）

ま　と　め　万座毛の銃眼よりは幅が広く、床面からの高

さもやや高い。銃眼内側の部屋の高さは、現状を裏付ける

ように要図の断面図でも高さが２ｍと考えられ、同じ機関

砲とすれば、その据え付け方に違いがあったのであろうか。

　亀池港北東の海軍監視所跡

所　在　地　南大東村字南（第 181 図　南大東村② 14）

立地・現況　亀池港より北東１km の地点にある外側の長

幕断崖の稜辺部頂上、標高 30 ～ 40 ｍの地点に位置する。

北側に日の丸山電波探知機壕がある。

歴 史 状 況　陣地要図の海軍監視所に位置的に相当し、後

述するように内部の刻銘からも裏付けられる。

遺構の特徴　断崖の稜辺に沿って長さ８ｍ、高さ１ｍの石

積みで通路状となっており、その先にコンクリート構築物
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がある。この入口部分は、内法 1.4 ｍ四方、高さ２ｍの部屋になっており、その入口側の壁面上方に、1945（昭

和 20）年５月１日に海軍監視所として建設された旨の刻銘がある。入口の部屋には、岩盤を整形した階段があり、

その上に内法で径２ｍ、１辺 1.1 ｍの六角形を呈した監視部屋となる。監視窓は全方位にあり、角部のみが柱状
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第 160 図　同　内部壁面の構築記念刻銘

第 159 図　亀池港北東の海軍監視所跡略測図　　　第 161 図　同　天井部の刻銘「コノモノトルナ」

写真 459　亀池港北東の海軍監視所跡　遠景　　　　　 写真 460　同　天井部側面外観

写真 461　同　天井全景　北より　　　　　　　　　　 写真 462　同　内部階段より出入口

写真 463　同　内部壁面の構築記念刻銘　　　　　　　 写真 464　同　　南側監視窓
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に残されている。天井外面には、入口側の一辺にわたって１文字 20cm四方の大きさで、「コノモノトルナ」と

いう線刻があり、中央には鉄鎖の輪が見られる。

ま　と　め　本監視所はほぼ完全に残存しており、要図及び刻銘から 1945 年５月１日に建造された海軍監視所

であったたことが分かる非常に貴重な戦争遺跡である。先述したように、海軍飛行場からは約２kmと離れてい

ることから、これと直接的に関連するというよりも、刻銘の建造日からすると空襲が激しくなった３月以降に急

造されたと考えられる。

　日の丸山電波探知機壕跡

所　在　地　南大東村字南（第 181 図　南大東村② 15）

立地・現況　亀池港北東約 1.5kmの内側の長幕断崖に位置し、南側 500 ｍには海軍監視所跡がある。本壕跡の

近くには、日の丸山展望台がある。

歴 史 状 況　本壕は電波探知機が置かれた壕と言われているが、直接的な史料はない。大東諸島の電波探知機は、

1944（昭和 19）年９月５日、10月３日には６組が輸送されたとされる。また、同年には９月 23日は電探車

も輸送されている。そして、1945（昭和 20）年３月 17日に、電波探知機によりウルシー諸島の米軍機動部隊

が北上する可能性が高いことが報告されているようである。本壕の電波探知機かどうかは不明だが、これらが配

備され実際に機能したことが分かる。

遺構の特徴　コンクリート部分の２階と岩盤を掘り込んだ地下壕部分の１階の 2階構造となっている。入口は、

２階の天井部に 0.9 ｍ四方の穴から下っていくものと、２階のコンクリート部分から出た東側、１階の北側に開

口する共に石積みで構築されたものの合計３か所がある。２階は、2.8 × 3.9 ｍのコンクリート製の部屋があり、

その東側は石積みで構築された長さ７ｍの坑道、その東端は１辺約 1.5 ｍ部屋となっており、北南西の３方向が

写真 465　日の丸山電波探知機壕跡　北方を臨む　

写真 466　同　西側監視窓　　　　　　　　　　　　　 第 162 図　日の丸山電波探知機壕跡　略測図
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眺める高さ 0.2 ｍの監視（観測）窓となる。コンクリート製部屋の外面は、高さ１ｍほど盛り上がっており２つ

の穴があるが、内部には貫通していない。東側は、先述の東側の開口部から眺望できる。２階のコンクリート製

部屋の西端に設けられた 0.9 ｍ四方の降り口があり、１階に壁面に設けられたＵ字状の鉄筋による梯子で降りる。

１階はその降り口から見ると５ｍ西側でＴ字型の平面形となり、南側は幅・長さ約２ｍの部屋となっており、北

側は先述の入口となる。

ま　と　め　コンクリート製部屋を有した２階構造のもので、四方に眺望できることから、監視もしくは観測的

な機能もあったものと思われる。類例もなく、具体的にどのように電波探知機を配置したのかは検討不足である。

　秋葉神社の海軍通信所跡

所　在　地　南大東村字新東（第 181 図　南大東村② 18）

立地・現況　島の中央部のやや東より、現在の南大東空港西側の秋葉神社がある当時秋葉山と称された標高約

30ｍの小丘陵の頂部に位置する。半地下式の構築物で、天井には忠魂碑が建っている。当時は、約１km南西

側には海軍飛行場が広がっていたことになる。この丘陵には砲台が置かれたとされるが、現存していない。

歴 史 状 況　海軍の秋葉山砲台があったとされ、おそらく立地からは対空射撃用の高角砲が置かれていたものと

思われる。この砲台は、1945（昭和 20）年４月８日の空襲により直撃され破壊された。また、秋葉山の裏には

迫撃砲もあったとされるので、その位置は弾痕が残る鳥居の反対側の東側に配備されたのであろう。なお、陸軍

部隊は秋葉山複廓陣地として同年３月時点でも作業を行っていたとされ、東側の自然洞穴なども利用していたも

のと思われる。戦後は、海軍部隊の戦死者の慰霊のために、忠魂碑が築かれた。

遺構の特徴　丘陵頂部の平坦地に構築された半地下式の構築物で、東側にある階段を降り直角に折れると、入口

の階段に当たる。内外面は石積み、内側の部屋は天井と床面はコンクリートで、平面が方形で、その内法は 3.1

ｍ× 3.8 ｍである。天井部には径５cmの銅管が屈曲しながら下方へ見られ、本来は地上にも延びていたものと

写真 467　同　東側天井部のコンクリート台座　　　　　  写真 468　同　１階の開口部

写真 469　同　２階　コンクリート製部屋　　　　　　　  写真 470　同　１階に降りる鉄筋製手すり
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思われる。入口と対する壁面には現在は貫通していない窓

が２か所ある。そして、上面には基壇の上に、石積みで高

さ２ｍ、幅 1.3 ｍの忠魂碑が構築されている。

ま　と　め　前回分布調査では、忠魂碑として紹介されて

おり、戦後に造られたものである。ただ、今のところ確証

はないが、慰霊碑ではなく忠魂碑と刻まれていることから、西海岸には陸軍の大東島守備隊が 1945（昭和 20）

年 10月 16 日に建立した忠霊塔と同様に、戦後間もないころのものと考えられる。土台の半地下式の構築物に

見られる内側の銅管は地上にも延びていたとすると、この中にコードを通したり、また直接声でやり取りするよ

うなことも考えられる。この銅管や窓の存在と、海軍砲台があり複廓陣地とされた拠点的な場所であることから、

首里司令部壕周辺で見られたような通信所的な役割を有していたと推察した。

　　　

３　北大東島
　北大東島には先述したように、陸軍の歩兵部隊約 1,000 名、海軍の高角砲・25ミリ機関砲などを有した砲兵

を中心とした部隊約 500名、約 1,500 名の兵員があったとされ、南大東島よりは半分以下の兵力である。しかし、

高角砲は 12門、水際陣地も要図から約 70か所はあったと見られ、海岸から当時は大東山脈と呼ばれた内陸部

の周囲を巡る長幕断崖にかけて様々な軍事施設が築かれたものと思われる。現状では、14遺跡の確認に留まった。

戦争遺跡の概略　北大東島の戦争遺跡としては、南大東島と同様最も特徴的な水際陣地の他、陸軍本部壕、砲台

跡、監視所、陣地壕など軍関係のものが多い。３か所の住民避難地が報告されているが、北泉洞は陣地でもあり、

大正村の壕は後述するが確認できたものは軍の陣地壕であった。また、玉城第２洞は今回確認できなかった。

　北大東島での軍事拠点としては、黄金山の北大東島守備隊本部壕跡群があり、丘陵を切通した人工壕でセメン

写真 471　秋葉神社の海軍通信所跡　外観

写真 472　同　石積・コンクリート製部屋

写真 473　同　内部に至る階段

第 163 図　秋葉神社の海軍通信所跡　略測図
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トで丁寧に作られた御真影を奉護する棚が印象的である。

すぐ西側には、東洋精糖製糖会社の掲揚台を利用した監視

所跡と、機関砲を据えた砲台跡とコンクリート製格納庫跡

があり、この黄金山一帯が複廓陣地であったことが窺える。

今回の調査で北大東島でも水際陣地を、当時の要図で呼称

された見晴海岸で銃眼跡を確認できた。また、黒部岬の壕

跡は海岸沿いに位置し、全容は不明であるが直線的なもの

で海岸にスロープ状の通路で下りることができるもので、

水際陣地に関連する可能性が高い。長幕断崖では、これま

で大正村の避難壕とされていた北西のものは構造的には陣

地壕であることが分かった。この断崖の南側にある海軍山

上隊の壕は従来から陣地壕とされていたが、その構造は先

述の北西の陣地壕よりも通路幅が狭いなどやや異なる印象

を受ける。すぐ北側の畑地には、海軍井上隊の井戸があり、

径 0.6 ｍ、深さ 2.4 ｍのコンクリート製円筒管のものであ

る（写真 474）。北側にある中野の小銃壕は、施錠されて

おり立ち入りが出来なかった。

弐六荘　以上の他、戦前の天皇制国家を象徴する文化財と

第 164 図　北大東島守備隊配備要図（JACAR( アジア歴史資料センター ) Ref. C11110236400( ２～ 10 画像目 )、「北

大東島守備隊配備要図　昭和 19 年 10 月１日」防衛省防衛研究所蔵より各画像を合成）

写真 474　海軍井上隊の井戸

写真 475　弐六荘　近景
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して、北大東島の西港付近に弐六荘と称される建造物がある（写真 475）。この弐六荘は、北面建ちで東に切妻

造妻入、西に入母屋造妻入を並行に設けた工字形平面プランの木造平屋で、複雑で勾配が緩やかな屋根構成が

特徴的とされる。神武天皇即位から 2600 年の節目であった 1940( 昭和 15) 年に県内も含めた各地で紀元 2600

年祭記念事業が行われ、その 1つとして築造されたものである。当時は、燐鉱採掘に携わった東洋製糖北大東

島出張所の宿泊・娯楽用の社員クラブとして築造され、現在は民宿として利用されている。2007（平成 19）年

には、国土の歴史的景観に寄与しているものとして、国の登録有形文化財となっている。

　　　　　

　黄
こがね

金山の陸軍本部壕跡群

所　在　地　北大東村字中野（第 181 図　北大東村５）

立地・現況　内陸を巡る長幕断崖の北西に位置する周囲 500 ｍほどの島で最も高い黄金山と称される丘陵の西

側中腹標高約40～ 50ｍに位置する。東西方向の幅５ｍ、長さ100ｍほどの掘削された切通し（方言ワイトゥイ）

の両際に掘削された壕群である。この東方 200 ｍの頂部には、掲揚台の監視所・砲台跡が位置する。

歴 史 状 況　1944（昭和 19）年 10 月１日作成の北大東島守備隊配備要図では本部とされ、先述の昭和 20年

の史料では黄金山複廓陣地と記されている。北大東島村史でも同守備隊本部の歩兵第 36連隊第２大隊長の戦闘

指揮所とされ、御真影の奉安場所もあったとし、黄金山の掘割道の掘削にはダイナマイトを使用したとされる。

遺構の特徴　黄金山の切通しの南北壁面に壕口を共有する壕が１基ずつある。北側の壕は、全長約 50ｍ、壕口
が３か所あり平面形は西側に部屋が

あるため突き出るが、Ｅ字形を呈す

る。壕口は、片面の壁面に石積みを設

け、通路を屈曲させることで、敵の侵

入を妨げるもしくは爆風避けの役目が

あるのであろう。中央部には、20㎡

の部屋があり、その奥壁には、幅・長

さ 100cm、奥行き 65cm の掘り込み

が丁寧にセメントが施されており、こ

こが御真影奉安棚とされる。南側の壕

は、全長約 20ｍ、壕口が２か所で平

面形がコ字形を呈する。北側の壕と同

様、壕口は石積みにより屈曲させてお

り、また岩盤を削り階段にしており、第 165 図　黄金山の陸軍本部壕跡群　略測図（沖埋文 2004 より）

写真 476　黄金山の北大東島守備隊本部壕跡　壕口　　   写真 477　同　御真影奉護棚

御真影奉護棚
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内部に下っていく。

ま　と　め　各資料から北大東島守備隊の本部とされるように、非常に丁寧なつくりの御真影奉安棚があること

からも首肯できる。ただ、切通しの規模からすると、２つの壕群しかない現状では、機能的に足りない印象を受け、

1945（昭和20）年５月19日の守備隊の報告があるように、未完成といわざるを得ないと思われる。しかしながら、

守備する部隊の本部に御真影奉安所があるということは、軍による徹底的な管理がなされたことを示す事例とし

て重要な遺跡である。

　

　掲揚台の監視所跡・砲台跡・コンクリート製壕跡

所　在　地　北大東村字中野（第 181 図　北大東村３、４）

立地・現況　長幕断崖北西部の黄金山と称される丘陵の頂部付近の標高約 70ｍに位置する。監視所跡が最も西

にあり、その東 50ｍにコンクリート製壕跡、その南側 20ｍに砲台跡がある。先述した北大東島守備隊本部壕

跡群は、約 200 ｍ西側にある。

歴 史 状 況　監視所跡は、東洋製糖株式会社が設置したものであり、時期は不明である。また、武装解除時の

航空陣地及び装備要図には、25ミリ機銃（機関砲）が黄金山頂部付近に 12門置かれていたとされる。つまり、

その表記から海軍部隊のものと一見思われるが、当時を知る沖山昇氏からは陸軍の監視所であったという証言も

があり、海軍の武器を使用した陸軍部隊の可能性も否定できない。

遺構の特徴　監視所跡は、ほぼ北を指向し、東西 5.7 ｍ、南北 4.8 ｍ、高さ 2.2 ｍの石積みにより構築され、そ

の上面及び掲揚台はコンクリート製である。その掲揚台の西側に、東西 1.0 ｍ、南北 3.0 ｍ、深さ 1.1 ｍの穴を

設けｍその北側に 1.3 ｍ四方のコンクリート製の蓋が被せられている。以上より、掲揚台を利用し、１・２人程

度の監視役を置き、その退避できる場所を造ったものと考えられる。

　コンクリート製壕は、開口部が２か所あり、北西側が幅 1.6 ｍ、長さ 2.0 ｍ、南東側が幅 3.8 ｍ、長さ 8.3 ｍ

となっている。壁面は石積みで、天井部がコンクリートでその厚さは 40cmである。沖山氏によると、監視所

の兵士の退避壕とされるが、大砲などの格納庫などとも考えられるので、ここでは機能は保留しておきたい。

　砲台跡は、一部岩盤を利用するが、幅２ｍ、高さ2.5ｍの石積みをめぐらせ、内法3.2ｍ四方の空間を作っている。
入口は北側で、幅１ｍ、砲身は南から西に 45度の方向で、その部

分の石積みは幅・高さ１ｍで凹んでいる。石積みの状況から、元来

天井がなかったものと考えられる。据えられていた大砲としては、

第 166 図　掲揚台の監視所跡・砲台跡・コンクリート製壕跡　略測図
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その規模と天井がなく対空砲と思われるので、要図に記される 25ミリ機関砲の可能性が高い。

ま　と　め　以上、これらの３つの遺構が全て１つの部隊によるものは分からないが、25ミリ機関砲が置かれ

ていた地点であったことには矛盾はないと思われる。監視所跡は、北大東島で最も高い場所にあり、重要な役割

を持っていたものと思われる。

　見晴海岸の銃眼跡

所　在　地　北大東村字南（第 181 図　北大東村 11）

立地・現況　北大東島空港より南方 500 ｍの地点で、北大東島守備隊要図には見晴海岸と記された場所の周辺

にある。銃眼は西側の岸壁に造られ２つが連接したもので、残存が良好なものは北から東に 20度の方向、もう

１つは同じく 60度の方向である。

写真 478　掲揚台の監視所跡　近景　　　　　　　　　 写真 479　同　退避場所

写真 480　掲揚台のコンクリート製壕　北側壕口　　　 写真 481　同　内部

写真 482　掲揚台の砲台跡　奥より壕口を見る　　　　  写真 483　同　石積みの凹み
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第 167 図　見晴海岸の銃眼跡　略測図

写真 484　見晴海岸の銃眼跡　南より　　　　　　　　   第 168 図　見晴海岸付近の要図（第 164 図部分拡大）

写真 485　同　銃眼より海上　　　　　　　　　　　　  写真 486　同　近景　南より
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歴 史 状 況　要図には、見晴海岸の場所には３か所の陣地があり、そのうち２つが連結したものがあり、記号か

らは重機関銃が配備されていたものと思われる。

遺構の特徴　銃眼は本来は２か所が連結したもので、北側のものが良好に残存する。それは、岩盤が内陸側か

ら長さ約 30 ｍで幅１ｍほどのフィッシャー状になっており、岩盤が整形された 2.5 × 3.0 ｍの略方形の空間

に繋がる。その壁側に床面より 1.5 ｍの高さで、礫混じりのコンクリートで幅が陸側 40cm、海側 30cm、長さ

160cm、高さ 25cmの銃眼を造っている。この空間は周辺より３ｍほど低く、現存していないが、南大東島の

事例からはコンクリートによる天井があっ

たものと思われる。この北側銃眼の東側２

ｍにはまた岩盤を整形した通路が９ｍほど

あり、その端が前壁になっており、ここも

本来銃眼があったものであろう。

ま　と　め　北大東島の水際陣地の 1つ

であり、今回確認できたものである。銃眼

の位置が床面より 1.5 ｍなので、立って構

えられる可能性が考えられる。本来は、通

路で２基の銃眼が連接したもので、北と東

方面の上陸する敵に向かって射撃するよう

な構造であったのものと思われる。
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　黒部岬の壕跡

所　在　地　北大東村字港

（第 181 図　北大東村 12）

立地・現況　北大東島の北西

端にある黒部岬の海岸沿い

約 50 ｍ陸側、標高 15 ｍの

地点に位置する人工壕跡であ

る。開口方向は真西である。

歴 史 状 況　北大東島守備隊

配備要図には、現在の黒部岬

の位置である大東岬に壕の存在が示されているが、その性格等は記されていない。

要図には周辺には数基の機関銃陣地が記されているが、その密度は高くない。

遺構の特徴　今回の調査では、壕内部は水が溜まっており、時間の制約のため、

内部への立ち入りは出来なかった。現状で確認できた範囲では、壕は直線的で、

赤外線距離計により長さは 16ｍ、幅３ｍ、高さ 1.5 ｍを測る。壁面・天井が平

滑で均一なところから、掘削された人工壕と思われる。壕口の外側も岩盤を掘削

し、幅３ｍの通路となっており、スロープ状に海岸に向かって南側にコーナーを

描き下っている。

ま　と　め　この壕跡に関する資料はほとんどないが、海岸へ降りられる可能性

があること、形態・規模からは特攻艇秘匿壕に類似した印象を受けた。しかし、特攻艇秘匿壕は通常周辺に複数

基見られるもので、大東諸島には特攻艇部隊は配備されたとする資料はなく、その性格は確定できない。

　長幕北西の陣地壕（大正村の壕）跡

所　在　地　北大東村字中野（第 181 図　北大東村６）

立地・現況　長幕断崖の北西の東側斜面標高約 50ｍ、先述の北大東島守備隊本部壕がある黄金山の南方約 500

ｍに位置する人工壕跡である。壕口は東を向く。

歴 史 状 況　前回調査報告書では、燐鉱採掘従事者が居住していたとされる大正村の住民避難壕としてその位置

のみを報告されていた。北大東村史では、この長幕断崖の下部は比較的壕が掘りやすい地質のため、軍民共に多

くの壕が作られていたとされる。一帯には海

軍鈴木隊による高角砲４門が配備されていた

とされ、陸軍では北大東島守備隊の上田中隊

の担当地区とされる。

遺構の特徴　壕口が２か所ある貫通壕で、全

長 40ｍの平面がコ字形を呈する。壕口は屈

曲させることで直接内部を見通せないつくり

で、さらに北側の壕口前面には高さ 1.6 ｍ、

長さ６ｍの石積みが設けられている。壕内は、

奥側の通路が幅３ｍ、高さ 1.8 ｍと比較的均

一で断面が台形状の丁寧なつくりで、陶磁器

・青銅製品等の破片も若干見られた。一方、

写真 487　黒部岬の壕跡　壕口　西より

第 169 図　黒部岬の壕跡　　　

　　略測図

第 170 図　長幕北西の陣地壕（大正村の壕）跡　略測図
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壕口側の通路は幅が 1.5 ～ 2.5 ｍと不揃いで、南側の通路には幅・奥行き 2.5 ｍ、高さ 1.3 ｍとやや低く、不整

形な部屋が見られる。壕内には丁寧な部分と若干不揃いの部分が見られるが、全体的には丁寧に掘削されている。

ま　と　め　比較的丁寧に造られていること、壕口の通路を屈曲させ石積みを設けるなどの防御機能を高めた構

造などからは、軍による陣地壕であった可能性が高いと考える。壕の通路幅が３ｍと広いことは、南大東島の大

東神社の海軍本部壕跡群に類似していることから、海軍部隊が構築した可能性考えられる。また、陶磁器等も見

られること、不整形な部屋があることなどからは、後に住民避難地として使用された可能性も否定できない。

　長幕南方（山上隊）の陣地壕跡群

所　在　地　北大東村字南（第 181 図　北大東村７）

立地・現況　長幕断崖の南方の東側斜面標高約 50ｍに位置する人工壕で、壕口は北を向く。北方約 200mには、

海軍井上隊の井戸がある。

歴 史 状 況　前回報告書では、山上

隊の陣地壕跡とされ、海軍部隊だが

その任務ははっきりしない。北大東

村史では、海軍井上隊による高角砲

４門が壕のある断崖の頂上に配備さ

れ、陸軍では北大東島守備隊の白崎

中隊の守備地区とされる。

遺構の特徴　壕口は２か所あり、本

来これらは貫通していたが、石積み

写真 488　長幕北西の陣地壕（大正村の壕）　南側壕口     写真 489　同　北側壕口前面の石積

写真 490　同　通路　　　　　　　　　　　　　　　　  写真 491　同　青銅製品の散布　　　　　　　　　　　　　

第 171 図　長幕南方（山上隊）の陣地壕跡群　略測図

N
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壕内

壕内

石積s
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により部屋にすることで行き来ができないようになっている。壕口１は全長 30 ｍで、壕口から南向きに幅１ｍ、

高さ 1.5 ｍの通路が続き、それが東側にほぼ直角で曲がる。その後、登り斜面となり幅２～３ｍとやや広くなり、

部屋が連なったような形となり、再度北側に折れる地点で行き止まりとなっており、掘削途中の可能性もある。

この壕口１から、東方８ｍに壕口２があり、全長８ｍで、奥は 3.6 × 2.6 ｍ、高さ 1.4 ｍの部屋となり、西壁は

幅 1.2 ｍ、奥行き 0.8 ｍの掘り込みとなっている。この部屋の南側は石積みが設けられているが、本来は先の壕

口１とつながっている。

ま　と　め　先述の長幕北西の陣地壕と比べると、通路幅が狭いのが特徴といえる。また、一定の広さの部屋が

設けられており、機能の違いが想定されるが基本的には棲息壕と考えられる。海軍山上隊の壕とされるが、通路

幅が１ｍ以下のものは、沖縄の他地域では陸軍部隊の陣地壕とされるものが多く、使用もしくは構築部隊は保留

にしたほうが良いと考える（瀬戸）。

　本節全体の参考文・引用文献

伊藤厚志 2004「豊橋市内に残る戦争遺構－本土決戦陣地跡を中心に－」『市内遺跡詳細分布調査報告書』豊橋市教育委

　　員会

大城将保 1999「第 32 軍の沖縄配備と全島要塞化」『沖縄戦研究Ⅱ』沖縄県教育委員会

北大東村誌編集委員会 1986『北大東村誌』北大東村役場

防衛庁防衛研修所戦史室　1968『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』朝雲新聞社

防衛庁防衛研修所戦史室 1968『戦史叢書　沖縄方面海軍作戦』朝雲新聞社

南大東村誌編集委員会 1990『南大東村誌（改訂）』南大東村役場

森田芳雄 2011『ラサ島守備隊記』光人社（初版は 1968 文研出版）

八原博通 1972『沖縄決戦　高級参謀の手記』読売新聞社

写真 492　長幕南方（山上隊）の陣地壕跡群　　　　　  写真 493　同　壕口　　　　　　　　　　　　　

写真 494　同　壕内部　　　　　　　　　　　　　　　  写真 495　同　石積　　　　　　　　　　　　　
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第７章　総括

第１節　沖縄県の戦争遺跡の特徴・課題
　

　今回の調査に伴って、前回分布調査以後に、当センターが把握できた戦争遺跡の数を加えると、平成 26 年度

現在で、1,076 遺跡となっている。うち、開発等で消失したと思われるものは 13 遺跡である。今回は、この中から、

現在得られている情報の中で、沖縄戦を理解するために必要な遺跡を、沖縄戦以前と沖縄戦に分け、さらに各々

その種類を細分して説明してきた。総括として、その特徴と今後の調査・研究の課題をまとめることとしたい。

１　沖縄戦以前の戦争遺跡
　沖縄戦以前の戦争遺跡については、現在把握している数は、海底線関係施設１、中城湾海軍需品支庫１、海軍

望楼・見張所５、中城湾臨時要塞３、船浮臨時要塞 23、防空監視哨５、戦争に関連する施設・記念碑 51 、合

計 89 遺跡である（第 172 ～ 187 図）。このうち、今回は残存状況や資料の熟度を考慮して、28 遺跡を個別に

取り上げた。いずれにせよ、沖縄戦の戦争遺跡と比べると、圧倒的に数が少ない。沖縄分遣隊や沖縄連隊区司令

部などの跡地はおおよその位置は判明しているので、今後の開発によりそれらの遺構がわずかでも残存している

可能性はあるが、多く発見されることは少ないと考えられる。その意味では、今回取り上げた沖縄戦以前の戦争

遺跡は、貴重であり適切な調査・保存が望まれる。

　大きな特徴としては、現存している遺構がほぼコンクリート製であることが言える。それは、沖縄戦に特徴的

な地下壕による陣地がまだ構築されていない時期であったためと考えられる。また今回は、構築時期より沖縄戦

の遺跡として扱ったうるま市津堅島の新川グスク・クボウグスクの砲台跡や南城市ウフグスクの陣地壕跡などは、

中城湾臨時要塞部隊の後身である重砲兵第７連隊によるもので、今回取り扱った中城湾臨時要塞の遺跡と当然関

連があると考えられる。また、海軍望楼の後身である特設見張所や防空監視哨などは、沖縄戦時に現存し機能し

ていると考えられるので、沖縄戦との関係についても検討すべきである。今回は、構築時期により沖縄戦時と以

前で区分したが、その時間幅が考古学的に判断するためにはまりにも短く、実際には困難なところも多い。

　沖縄戦以前の遺跡としては、開発が及んでいない竹富町西表島に存在する船浮臨時要塞の遺跡が残存状況が最

も良好であり、今後も考古学的な調査が可能である。様々な遺跡があるが、沿岸防衛が任務とされたため、最も

多い砲台跡について、通路などの関連施設も評価していくことが求められよう。その意味では、中城湾臨時要塞

は現在３遺跡しか現存が確認されていないが、そのうちの平敷屋砲台跡は、戦後すぐに米軍基地に接取されたこ

ともあり大規模な造成が及ばなかったため、砲台跡だけでなく通路なども現存している。その範囲もまとまって

いるので、より詳細な踏査・測量を行うことが早急に求められる。

２　沖縄戦の戦争遺跡　
　前述してきたように、沖縄戦の戦争遺跡として、飛行場８、司令部６、陣地 34、特攻艇秘匿壕９、学徒隊壕３、

病院壕 10、官公庁壕４、御真影奉護壕４、住民避難地 18、偽陣地１、被災・破壊痕跡３、収容所１、合計 101

遺跡を取り上げた。また、前回の分布調査時に調査が不足していた南北大東島の戦争遺跡について、上陸戦がな

かったため沖縄戦当初に最も重要視された水際陣地が良好に残存し、その内陸部の陣地跡と比較できるという点

から一地域としてまとめて、南大東島 10、北大東島６の合計 16 遺跡を取り上げた。ここでは、前述の 12 ジャ

ンルごとの特徴や課題を整理したい。

（１）飛行場
　第 32 軍創設以前も、南洋方面の中継地点として、小禄、石垣島（平喜名）、南大東島に小規模な飛行場が設
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定されていた。ただ、本格的な設営は、南西諸島の航空基地建設を第一の目的とした第 32軍創設後で、最終的

には 13の飛行場が建設された。しかし、これらの飛行場の大半は周辺の区画にその名残は感じさせても、その

遺跡は多くない。飛行機を格納する掩体壕は、推定幅 30ｍ以上の大型の那覇市高良、通常見られる幅 20ｍの

読谷村座喜味、幅 15ｍの石垣市大浜、幅 7.4 ｍと小型で桜花が格納された沖縄市白川、県内では唯一無蓋であ

る石垣市フルスト原のものなど、事例自体は少ないが様々なタイプが残っていると評価できる。陸軍宮古島中飛

行場の宮古島市上野戦闘指揮所跡は、あまり例がないものであり非常に重要なものである。現時点では、飛行場

を監視する場所など構造的にはっきりしない部分もあるが、まだ地中に残されている可能性があり、今後の発掘

等による確認調査が期待される。また、電波探知機壕では、石垣市平喜名（海軍石垣島北）飛行場跡のものがレ

ンガ造りのため、沖縄戦以前の昭和８（1933）年まで遡る可能性があり、飛行場関連の遺跡では最も古いもの

となる。このように、飛行場関連の遺跡は多様なものがあり、当初航空作戦基地として注目された沖縄戦の性格

を示すものである。かつて多くあった飛行場関連の遺跡も 12か所しかないので、早急な調査や保存が望まれる。

（２）司令部壕
　第 32軍及び海軍沖縄方面根拠地隊の各司令部壕は、米軍との上陸戦に備えて造られ実際に使用されたもしく

は、その過程で移動していった指揮命令が行われた最も重要な拠点である。ただ、そのうち最大規模で最も長期

に中心的な位置を占めた那覇市首里司令部壕は、その危険性より十分な調査ができない状況であり、今回も一部

の現状確認を行えたのみであるがその重要性は変わらない。海軍については、いわゆる海軍壕として公開されて

きた豊見城市豊見城司令部壕が有名であり重要であるが、今回は陸上自衛隊那覇駐屯地内にある地上式のコンク

リート製の那覇市鏡水司令部壕にも注目した。これまで司令部壕としては周知されていなかったが、10・10 空

襲によりその強度が心配されたため豊見城司令部壕に移動したことが諸資料より裏付けられる。また、今回の調

査で新たに確認できた宮古島市西更竹司令部壕は、資料が少ないが独立混成第 60旅団司令部壕と考えられるも

ので、素掘りの人工壕ながら全長約 220 ｍで、多くの画一的な部屋が直線的な通路に連結されており、良好な

残存状況のためその価値は非常に貴重なものである。なお、浦添市前田高地の賀谷支隊本部とみられる壕や南北

大東島の陸海軍の本部壕は、前線的な部隊の拠点であるが様々な形態の部屋が空間があるので、小規模であるが

先述の司令部壕的な多様な機能も有していたことが推定できる部分もある。

（３）陣地
　沖縄戦においては、上陸戦を意識して数多くの多様な陣地が造られた。各陣地は複合的な機能・性格をもつも

のが多いが、今回はその中でも特徴的な部分に着目して、その性格ごとに分類した。なお、観測所も陣地の性格

として考えられるが、今回典型的なものを調査することが出来なかった。

砲台　大砲が現存している那覇市当間のように構造的にも認識しやすい海軍砲台がまず注目される。また、北谷

町ウカマジーの海軍砲台跡では、周辺に観測所的なコンクリート製構築物も良好に残存しており、詳細な調査が

必要とされる。一方、今回はこれまでトーチカや陣地壕などと称されていても、その構造や資料から大砲を置き、

砲台としての機能が主であったと考えられたものも注目した。砲身のみを突き出す開口部をもつ読谷村都屋や楚

辺、うるま市津堅新川・クボウグスクや、コンクリートの砲座が明確に残る南大東村小沢洞、大砲の脚部を据え

る構造を持つ伊江村山グシ・宮古島市ピンフ嶺、弾薬庫の前方に露天で大砲を置く石垣市於茂登前山のものなど、

多様な構造が見られる。沖縄戦においては、数多くの火砲を配備し使用されたことも大きな特徴であるが、認識

しやすい高射砲陣地などはほとんど残存していない。そのため、陣地壕とされていたものなどでも、その開口部

などの遺構を詳細に観察することにより、砲台として機能を有していたかどうについても検討していくことが必

要である。

トーチカ・銃眼・銃座　日本軍は、太平洋戦争での島嶼防衛において、水際防御を第一としており、海岸にトー

チカや銃眼を構築した水際陣地を多く作った。沖縄戦でもその方針は反映されており、海側正面に銃眼を構築す
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る南北大東島や宮古島のもの、護岸に多数の銃座が設けたうるま市川田・塩屋がその代表的なものであるが、上

陸した敵を背射する恩納村ギナン原のものもある。また、宜野湾市嘉数のトーチカは上陸し内陸に迫ってきた敵

を迎撃するで拠点として考えられ、中城村津覇のトーチカは海岸平野にありその性格は明確ではないが、南方に

位置する陸軍沖縄東飛行場の前線を防御するためのものとも考えられる。

陣地壕　沖縄戦では水際陣地に加え、最終的に持久戦に持ち込むことを目的とした内陸の陣地も数多く作られ、

その多くは自然洞穴を利用したものや人工壕による陣地壕、つまり地下陣地であった。これらには、大砲を据

える場所や、銃眼を設けたものもあるが、今回は壕部分が特徴的なものを取り上げている。代表的なものとし

て、丘陵上に多様な壕を配した浦添市前田高地や宮古島市東仲宗根、山間部に小規模な壕を多数配した渡嘉敷村

北
にしやま

山、迫撃砲の掩体を有した糸満市座波、沖縄に特徴的な石造りの墓を利用した那覇市楚辺のものなどがある。

これらの壕の通路幅が基本的に１ｍ程度に対して、通路幅２～３ｍの今帰仁村渡喜仁、部分的にコンクリート部

分がありアーチ型の天井那を有する覇市ことぶき山などは、海軍による構築もしくは使用されたものとされる。

監視所　丘陵頂部など見晴らしが良い位置に立地し、監視窓などを有するものを監視所とした。今回、取り扱っ

たものでは、全方位監視が可能な南大東村海軍監視所跡、海側のみ監視窓を設けた豊見城市保栄茂、小さな窓を

多方向に取りつけた糸満市与座のものがある。また、宮古島市ピンフ嶺砲台がある丘陵頂部に位置する１人用と

思われる径１ｍの円形トーチカも監視所的な性格が強いと思われる。先述した沖縄戦以前に造られた内務省管轄

の防空監視哨や、海軍望楼・特設見張所に比べると規模が小さく、多様な構造をもっている。

戦闘指揮所　戦闘指揮所は一定の形態で捉えることは出来ないが、立地的には丘陵頂部や先端部に位置し、周辺

の陣地の中心的な場所に位置する戦闘時の拠点と捉えられるものである。形態としては、うるま市大田のものは

トーチカと壕が連結したもの、中城村 161.8 高地陣地では大きめの窓を有した監視所的な構造、南城市大里城

跡本部壕は自然洞穴に建物が造られていたなど多様である。これらは、形態・構造では判別しにくいが、その立

地と各種資料で裏付けられるものを取り上げた。特に、大田の戦闘指揮所跡は、トーチカが２基連なったような

構造は類例が見られない特徴的なものである。

通信所　コンクリート製の方形構築物であるが、窓を有していたりすることからトーチカとされることが多かっ

たものである。ただ、窓は銃眼にしては大きく、監視所にしては丘陵中腹など見通しがあまり良くない場所に造

られているという特徴があるものを通信所と考えた。那覇市弁ヶ嶽のものは、史料からも明確に通信所であるこ

とが裏付けられる。立地的な特徴から、那覇市首里ハンタン山のものも取上げた。また、南大東村の秋葉神社の

海軍通信所跡としたものは、石積みとコンクリートによる半地下式の方形プランの構築物で、終戦後すぐに地上

に忠魂碑が建てられた。これも、窓を有するが現状では見通しが悪く、何らかの通信的な役割を有すると勧化ら

れる銅管の存在などから通信所と考えた。

（４）特攻艇秘匿壕
　沖縄戦の大きな特徴として、陸海軍による小型船舶による特攻作戦があり、その特攻艇を秘匿する壕が数多く

設けられた。これらは、長さ約 10～ 20 ｍ、幅約２～４ｍ、高さ約２～３ｍの直線的な壕が、一定の間隔を空

けて数基構築されることが大きな特徴である。遺構としても特徴的な形態なので、陣地とは別に特攻艇秘匿壕と

いう独立した分類で捉えることとした。これらの壕は幅数 10ｍの間隔で並ぶように造られるものが多く、宮古

島市大浜では奥側に坑道で連結させたもの、同市狩俣では６本の壕が多方向に連結したものなどもある。

（５）学徒隊壕
　全国の学生は、1943（昭和 18）年「学徒戦時動員体制確立要綱」により、様々な軍事訓練、勤労が教育され

ることになったが、上陸戦が行われた沖縄戦では学生の大半が学徒隊として動員された。その学徒隊が構築もし

くは避難した壕を学徒隊壕とした。その中でも、那覇市留魂壕は、第 32軍司令部壕があった首里城の東側にい

沖縄師範学校の教員・生徒により構築された人工壕で、軍構築壕に匹敵する規模をもっている。この壕の存在は
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戦後も長く知られていたが、今回当センターが実施している首里城跡の発掘調査において、その全貌を確認する

ことができた。複数の壕口から直線的に伸びる構造で坑木痕が明瞭に残り、御真影が一時保管された場所や、沖

縄新報が陣中新聞を発行した新聞社壕の場所なども確認できた。現在は、首里城公園内の未開園地区にあるが、

沖縄戦に特徴的な学徒隊が動員された遺跡として、その保存・活用が望まれる。

（６）病院壕
　1944（昭和 19）年の 10・10空襲を契機に、これまで地上にあった病院施設が地下壕に移されることになり、

沖縄陸軍病院は南風原に、各師団の野戦病院壕も各地に造られた。特に、全国で戦争遺跡として最初の文化財指

定となった南風原町沖縄陸軍病院壕群は非常に長大な人工壕群が構築されたもので、本格的な発掘調査が行われ

た初例でもあり、アンプル・薬瓶・顕微鏡など病院に特徴的な多くの遺物も確認され、非常に重要な遺跡である。

この沖縄陸軍病院は、1945（昭和 20）年５月後半の日本軍の南部撤退に伴って、南部地域の糸満市山城に本部、

伊原に第１・３外科、糸洲に第２外科として移動していった。また、南部撤退に先立つ４月には、既に多くの負

傷兵が生じたため、南城市糸数のアブチラガマに分室も設けられた。これらには、ひめゆり学徒隊で知られる女

学生が看護補助要員として動員されていた。一方、各師団の野戦病院も造られ、自然洞穴を利用したものもある

が、南風原町ナゲーラ、西原町棚原などの人工壕も多い。

（７）官公庁壕
　第 32軍上陸後には、各官公庁は書類の保管、職員の避難などを目的として自然洞穴の利用、壕の構築を行う

ようになった。書類保管の目的としては、西原町翁長の西原村役場壕が 1944 年６月と早い段階に造られている。

一方、那覇市の真和志村役場・那覇警察署壕、那覇市シッポウジヌガマの県庁壕などは、1945 年に入ってから

構築した壕で、カマドなども造られているので職員等の避難も想定されたものと言える。

（８）御真影奉護壕
　1944 年の 10・10 空襲により、県は御真影奉護のため、各地の学校に壕を造らせたりしたが、最終的には名

護市大湿帯に移動させることになった。これらの壕を御真影奉護壕とし、その多くはおおよそ中央部に奉護する

部屋もしくは棚を設けた人工壕である。また、八重山では支庁壕の隣、宮古島や南北大東島では軍本部壕の中も

しくは周辺の壕に構築されたものもあった。

（９）住民避難地
　沖縄戦の最も特徴的なことは、日本軍の南部撤退後に軍と共に行動した多くの住民が、自然洞穴（ガマ）に避

難し、兵士による追い出し・虐殺、「集団自決」などにより多くの住民被害が生んでしまったことが挙げられる。

この住民避難の戦争遺跡としては、多くは自然洞穴に注目されるが、住民もしくは専門業者が掘削した防空壕、

山間部に避難した建物やカマド跡なども見られる。

　防空壕の多くは、10・10 空襲後に各地域で避難場所として造られたものが多く、南城市前川及び八重瀬町山

川などの事例がある。この以前にも掘られている事例も久米島町喜久村家や竹富町西表島金田家の壕など若干だ

が見られる。また、名護市愛楽園の早田壕は、ハンセン（らい）病患者の療養施設である愛楽園の敷地内に、所

長の命令により患者自身が構築したものである。

　自然洞穴の利用としては、10・10 空襲後に住民が場所取りを行ったとされるチビチリガマなどもあるが、八

重瀬町新里壕など軍の陣地壕であったところをその移動後に使用した事例も多い。なお、糸満市潮平権現の壕跡

は、日本軍による避難住民の追い出しが行われたが、再度戻ってくることができ、最終的には避難した全員が米

軍に投降した。一方、糸満市轟の壕跡では、島田県知事らが避難し、軍による住民被害が顕著に証言された壕で

ある。

　山間部の避難地では、恩納村石川岳や石垣市名蔵白水などで建物やカマド跡が見られるが、後者は元々軍の駐
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屯地であった。渡嘉敷村北
にしやま

山では、当初住民は集落近くの各自の防空壕に避難したが、米軍上陸後の３月 28日

に軍の命令により多くの住民が北山の山間部に集められ、手渡された手榴弾、または鎌などによる殺し合い、い

わゆる「集団自決」が行われた。

　住民避難地については、やはり体験者による証言が重要であるが、単純に避難した場所として評価するのでは

なく、その時系列や軍との関係などを整理し、各遺跡の形態や地形を検討していくことで、より具体的な実態が

分かってくるものと考えられる。

（10）偽
いつわり

陣地・偽兵器
　偽陣地・偽兵器は陣地や兵器に似せて作られたもので、擬装陣地・兵器とも言われるが、当時の史料での用語

を使用した。沖縄戦でも多くの偽陣地・偽兵器が造られ、米軍が上陸後に撮影した写真には、偽砲台・偽戦車・

偽飛行機などが見られる。現在、残存しているものは偽砲台跡のみで、円形の土坑を掘り込み擬砲の砲身を指し

込む舟浮臨時要塞のものと、偽砲を置いた方形基壇が残る粟国村真鼻毛のものがある。

（11）被災・破壊痕跡
　沖縄における被災痕跡は、空襲だけでなく艦砲や上陸戦による銃撃等の痕跡が見られる。代表的なものは、激

しい弾痕を残す伊江村公益質屋や名護市愛楽園の貯水タンク、弾頭が残りその銃撃方向も分かるうるま市与那城

防空監視哨跡、艦砲や砲撃の痕と考えられる爆弾穴には南城市斎場御嶽、南風原町黄金森のものがある。また、

米軍上陸直前及びその後には、日本軍がその進撃を食い止めるために飛行場や橋梁を破壊しており、後者にはう

るま市天願橋跡や金武町億首橋跡などがある。これらの痕跡は、その構築物自体は戦争に関連しなくても、上陸

戦が行われた生々しい痕跡として、その調査・保存が望まれる。

（12）収容所
　米軍は、慶良間諸島に上陸した 1945（昭和 20）年３月 26日に南西諸島における日本政府の全施政権を停止

し米軍政府の管理下に置くニミッツ布告を公布した。それにより、沖縄本島の上陸戦を進めながら、各地に収容

所も設置していた。宜野座村内の収容所については、集団墓地で埋葬された人々の名簿があり、それが村指定文

化財となっているが、収容所に関する遺構自体は確認されていない。一方、現在は米軍基地キャンプシュワブ内

においては、2008（平成 20）年度の名護市教育委員会による遺跡分布調査で、大浦崎収容所跡の一部を確認し

ている。その遺構は、造成され石積みなどで設けられた平坦地がいくつか残っている。このような収容所も、そ

の遺跡はほとんど残っていない可能性は高いが、沖縄戦の一面を表すものとして、詳細な踏査や可能であれば発

掘調査なども行っていくことが早急に望まれる。

３　沖縄県の戦争遺跡の地域性
　沖縄県の戦争遺跡の地域性は、前回分布調査時には地域ごとにまとめて調査報告を行ったため、その状況が良

く把握できた。今回は、それを遺跡の種類ごとに整理することにより、沖縄戦の特徴が把握できるように努めた

が、それによりまた地域的な特徴を見えてきたこともある。この地域の設定であるが、前回分布調査時の枠組み

に踏襲するが、沖縄本島周辺離島からは今回の調査でその特徴が把握できた大東諸島を独立させることとしたい。

沖縄本島北部　恩納村・金武町より国頭村の間と伊江島までを北部の地域とし、145遺跡を数える。この地域には、

日本軍は滑走路を３本有した伊江島飛行場を整備し、その対岸の本部半島の八重岳を複廓陣地とし、海軍部隊と

しては今帰仁村運天港に魚雷艇などの水上基地が置かれた。また、海岸線には西海岸を中心に銃眼などの水際陣

地も配備したようである。

　伊江島については飛行場を始め多くの遺跡が残っていない状況で、大砲を据えた構造が残る山グシの砲台跡は

貴重な言える。海軍部隊に関連する遺跡は、今帰仁村渡喜仁の壕跡群がある。水際陣地は、恩納村にギナン原の

トーチカ跡など４遺跡が良好に残存している。この地域は、中南部と比べてアハシャガマやニィヤティヤガマな
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どがある伊江島を除き、地質上大規模な自然洞穴は多くない。そのため、住民避難地としては、大宜味村根路銘

や国頭村伊地銅山などの防空壕が見られる共に、恩納村石川岳など「やんばる」と称される山間部にカマドや平

場などの避難した痕跡がみられる。また、ハンセン病患者の大規模な避難壕である名護市愛楽園の僕宇壕跡群や、

同市大湿帯の御真影奉護壕跡は、歴史的にも非常に重要な戦争遺跡である。本部町本部の旧謝花小学校の奉安殿

や本部防空監視哨は、良好に残存した建造物としても評価される。

沖縄本島中部　南側を浦添市・西原町とし、北側は読谷村・うるま市までの地域とし、193 遺跡を数える。こ

の地域は、想定及び実際の米軍上陸地となった読谷村・嘉手納町付近の西海岸を含んでおり、陸軍北（読谷）・

中（嘉手納）・南（浦添市仲西）東（西原町小那覇）など４つの飛行場も整備され、各地に数多くの陣地が構築

されている。

　特徴的なものとしては、飛行場関連では読谷村座喜味の掩体壕跡、激戦の地であった浦添市前田高地などの陣

地壕群や宜野湾市嘉数のトーチカ跡、うるま市津堅新川・クボウグスクや読谷村都屋・楚辺などの水際陣地とし

ての砲台跡が挙げられる。全国的にも類例が少ないものとして戦闘指揮所跡があり、海軍ではうるま市大田、陸

軍では中城村 161.8 高地陣地のものがある。他に、中城村津覇のトーチカは海岸より１㎞離れた低地というあ

まり例のない立地だが、２㎞南にある西原飛行場との関係などその用途を検討すべきものである。沖縄市白川の

桜花掩体壕跡群や北谷町ウカマジー海軍砲台跡などのように、嘉手納飛行場などの広大な米軍基地には戦争遺跡

が良好に残存しているので、より詳細な調査が必要であろう。また、沖縄戦時にはほとんど使用されなかった中

城湾臨時要塞の遺跡であるうるま市平敷屋・伊計砲台跡があり、前者は砲台以外にも多様な遺構が確認されてお

り、その調査・保存が待たれる。

　本地域には、石灰岩丘陵地で多くの良好な自然洞穴があり、近距離にあっても集団自決が起こった読谷村チビ

チリガマと多くの人々が助かった同村シムクガマや、屋敷の井戸から出入りする宜野湾市我如古のチンガーガマ

などがある。また、西原町にある旧西原村役場壕跡は沖縄県で最初に発掘調査が行われた戦争遺跡で、書類保管

のために構築されたことも証言だけでなく、調査でも裏付けられており重要な遺跡であろう。

沖縄本島南部　那覇市・南風原町・与那原町より以南の地域で、424 遺跡を数える。最も多くの戦争遺跡があ

る地域で、第 32軍及び海軍沖縄方面根拠地隊の司令部があり、米軍上陸が想定された八重瀬町港川周辺を含み、

日本軍の南部撤退後に多くの住民が避難した自然洞穴などがあった。

　第 32軍首里司令部壕など数多くの軍事拠点があった那覇市であるが、県都でもあり戦後の開発で多くが失わ

れており、その一例としては那覇港周辺に多く作られた高射砲陣地跡は残っていない。それでも、航空・陸上自

衛隊基地内には、砲身が残る当間海軍砲台跡や鏡水海軍司令部壕など良好な戦争遺跡が多くが残されている。ま

た、楚辺１丁目の陣地壕やことぶき山の壕跡など那覇市内の緑地公園の多くには大規模な陣地壕が残されている

が、安全を図るために非公開となっているところが大半である。糸満市には数多くの戦争遺跡がありまだ所在・

内容が不明なところも多いが、座波迫撃砲陣地跡は良好な迫撃砲掩体が残存しており、重要な遺跡である。

　米軍と激しい交戦で、首里の後方に造られた沖縄陸軍病院南風原壕群が負傷者で一杯になり、南城市糸数壕（ア

ブチラガマ）に分室が設けられ、日本軍の南部撤退後には更に糸満市山城本部壕などに分散して移動していった。

また、各師団の野戦病院壕も南風原町ナゲーラや八重瀬町富盛などに設けられているが、その実態についてはさ

らなる調査が必要であろう。

　米軍の上陸とその後の戦闘により、首里南方に県庁・警察部壕跡（那覇市シッポウジヌガマ）や旧真和志村役

場・那覇警察署壕跡（那覇市新壕）など、官公庁も地下壕に移動もしくは避難することになった。さらに、日本

軍の南部撤退後は、それに伴い住民が多くの自然洞穴に避難したが、その遺跡は多数あるが改変されているもの

が多く、その調査・保存・公開方法についての検討の必要がある。

沖縄本島周辺離島　久米島・粟国島・慶良間諸島・伊是名島・伊平屋島を便宜的に沖縄本島周辺離島と捉えると、
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69 遺跡を数える。日本軍が駐屯しなかった伊是名島・伊平屋島・粟国島には軍事施設はなく住民避難壕が大半

だが、粟国島には真鼻毛の偽砲台跡がある。

　慶良間諸島は、米軍が昭和 20年３月 26日と最も早くに上陸した地点であり、「集団自決」が多く行われた地

域でもある。戦争遺跡としては、特攻艇部隊である陸軍海上挺進第１・２・３戦隊が配備され、渡嘉敷村渡嘉志久、

座間味村古座間味、座間味村阿嘉・慶留間などに特攻艇秘匿壕が残存している。また、渡嘉敷島には北
にしやま

山の山間

部に、海上挺進第３戦隊の本部とされた陣地壕群と、住民が避難し集団自決したとされる場所が残されている。

　久米島には、1945 年６月 26日に米軍が上陸し、その後に日本兵がスパイ容疑理由で住民虐殺を行った。戦

争遺跡としては、10・10 空襲以前に構築された喜久村家の防空壕が良好に残存しており、沖縄戦以前に造られ

た上田森の海軍特設見張所跡がある。

大東諸島　現在調査が出来ない沖大東島を除いた南大東島 19、北大東島 14の合計 33遺跡が確認された。大東

諸島は、太平洋地域の拠点として大本営により重要視され、旅団規模である約 6,000 人の陸海軍が駐屯していた。

上陸戦はなかったが、空襲・艦砲は度々見られた。特に、水際陣地が各島で多く造られたが、現在把握できたの

は銃眼跡が南大東島２、北大東島１、合計３遺跡であったがその特徴がよく分かり、まだ更に残存している可能

性もある。その他、自然洞穴利用の具志堅洞・山下洞、御真影奉護棚が設けられた黄金山の３つの陸軍本部壕、

これらよりも大規模な大東神社の海軍本部壕群、２階構造の日の丸山電波探知機壕、構築者の刻銘が残る海軍監

視所などが良好に残存している。

宮古諸島　宮古島・伊良部島・多良間島などで 78遺跡を数える。宮古島には、１師団、２旅団の約 30,000 人

の日本軍が駐屯した。上陸戦はなく、空襲・艦砲は頻繁にあったが被弾に死者は軍・住民共に少なく、住民約 3,000

人の死者の多くはマラリアによるものとされる。先述のように、宮古島にはかなりの兵力が配備され、多くの軍

事施設が造られ、上陸戦がなかったためか、沖縄県内では最も良好に残存している地域でもある。トーチカ・銃

眼などの水際陣地、大浜や狩俣の特攻艇秘匿壕跡、監視所的な小型で円形のトーチカも見られるピンフ嶺の砲台

跡、丘陵全体に配置された東仲宗根の陣地壕跡群、独立混成第 60旅団のものと想定される西更竹司令部壕跡な

どは、残存状況は非常に良好である。また、宮古島には、海軍１、陸軍２の飛行場が建設され、陸軍宮古島中飛

行場の戦闘指揮所跡は厚さ 1.4 ｍ、平面が 15ｍ四方の方形のコンクリート製構築物でさらに石積土塁で周囲を

巡らせるなど、類例があまりない遺跡としてより詳細な調査が望まれる。

八重山諸島　石垣島・西表島を中心として、134 遺跡を数える。八重山諸島には、沖縄戦以前には西表島の舟

浮臨時要塞や海軍北飛行場などが造られていた。沖縄戦時には、１旅団や海軍部隊が配備され、約 10,000 人の

日本軍が駐屯した。宮古島と同じく上陸戦はなく、空襲・艦砲が頻繁にあったが、住民約 4,000 人の死者の多

くはマラリアが原因であった。先述したように、舟浮臨時要塞は戦後の開発もほとんどされなかったことから、

良好に残存しているが、詳細な調査を行うには非常に広大であるが、更なる現地調査が望まれる。沖縄戦時には

海軍２、陸軍１の飛行場が造られ、大浜の掩体壕や平喜名の電波探知機壕などが良好に見られる。その他、海岸

には宮良・川平の特攻艇秘匿壕、弾薬庫が良好に残存した於茂登前山の砲台跡、または今回は取り上げられなか

ったが石垣島のシイ原の陣地壕跡などの大規模な壕群もある。軍の駐屯地でもあった白水の山間部は住民の避難

地でもあり、八重山支庁が構築した御真影奉護壕も残されている。

第２節　戦争遺跡の保存・活用の現状と方向性
　

　本節では、まず第一に県内の文化財保護行政における戦争遺跡の保存について、戦争遺跡の考古学調査研究を

まとめた第３章と、保存の現状をまとめた第４章を踏まえて、その現状を整理し、今後の望ましい方向性につい

て、調査検討委員会（以下、委員会）での議論も踏まえてまとめとしたい。一方、活用においては、文化財保護
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行政における事例がいまだに少ないため具体的な方向性を導き出すには至らなかったが、全国の事例にもふれた

第５章を踏まえて、その現状と課題を述べたい。

１　戦争遺跡における文化財保護行政の現状
　沖縄県における戦争遺跡の保存は、再度沖縄戦の惨禍を起こさないという平和学習の観点から取り組まれ、次

第に文化財としての認識されるようになってきた。その現状についてまとめていきたい。

　日本復帰後の 1972（昭和 47）年以降には、激戦の地であった沖縄本島南部を中心に戦跡を巡る観光が盛ん

となるが、それは「殉国美談」として語られることが多かった。沖縄の日本復帰以前にも、学校教育の関係者

を中心に、6月 23 日の慰霊の日に取り組みとして、戦跡めぐりを行うことはあった。大きな転機は、1971・

1974（昭和 46・49）年の住民の沖縄戦体験証言をまとめた『沖縄県史９・10　戦時記録編』の刊行であり、

それに伴い平和学習の場として住民が避難したガマなどの戦争遺跡が注目されるようになったと思われる。一

方、復帰後には急激な開発により多くの壕などが破壊されるようになり、平和教育関係者・研究者などがその保

存ついて危機感をもった。その危機感が、1997（昭和 52）年に発足した「沖縄戦を考える会」は、戦争遺跡・

遺物の保存を県文化課長（当時）あてに要請したことにつながる。その後、1986（昭和 61）年に、修学旅行生

などに戦跡めぐりのガイドに携わる人々により「平和ガイドの会」が組織され、その後「沖縄平和ネットワー

ク」として、戦争遺跡の調査や平和学習の推進に取り組むと共に、県・市町村などに戦争遺跡の保存・活用の要

請を行った。他には、1983（昭和 58）年に結成された「沖縄戦記録フィルム１フィート運動の会」も、米軍撮

影の沖縄戦フィルムの上映と共に、戦争遺跡の調査や保存活用の要請も行っている。このように戦争遺跡の調査

・保存・活用には、平和学習の観点からの取り組み、要請も重要な契機となっている（吉浜 1998・2010、村上

2014）。

　沖縄県での文化財保護行政として、戦争遺跡の保存・調査の取り組みは、西原町が町史戦争編の編纂において、

1985（昭和 60）年に西原村役場壕跡などの発掘・測量調査を行い、その後現状保存に至ったことが第１に挙げ

られる。この調査にかかわった當眞嗣一が、「戦跡考古学」を提唱し、全国的にも注目された（當眞 1984）。南

風原町は、町内の戦争体験の証言調査を取り組んでいく中で、1990（平成２）年に沖縄陸軍病院南風原壕群（2007

年に名称変更）が、沖縄戦を語り継ぐ上で重要なものとして全国に先駆けて町史跡として文化財指定を行った。

そして、同町教育委員会はその実態を把握し、今後の保存活用を図るために、琉球大学考古学研究室と連携し

て 1994 ～ 2005（平成６～ 17）年度にわたって発掘・測量調査を行った。その成果を元に、20号壕について、

出来る限り現状を生かしながらの整備を行い、2007（平成 19年）度より一般公開を行なっている。

　2013（平成 25 年）度時点で教育委員会が実施したもしくは文化財保護法の手続き基づいた発掘調査は、緊

急調査 20件、確認調査５件、工事立会５件、学術調査１件の合計 31件ある（第７表）。このうち、５件はより

古い時代の遺構が主体の遺跡で戦争に関する遺構・遺物が確認されたものであるので、戦争遺跡単体の調査は

25件という見方もできる。

　開発対応に伴う緊急（記録保存）調査については、1985（昭和 60）年度に高速道路建設で破壊される西原町

森川陣地壕、上原砲兵観測所壕で西原町教育委員会により行われている。また、2000（平成 12）年度の南風原

町津嘉山クボー遺跡の調査では、日本軍の陣地跡や兵士の埋葬跡が確認されたが、先史～グスク時代の遺跡とし

て認識されていた。2001（平成 13）年度の糸満市ワイトゥイの壕（東）で、当初より戦争遺跡の調査として原

因者負担による緊急調査が行われ、報告書も刊行された。これ以後、年に数件は戦争遺跡の調査予算を原因者負

担とする緊急調査が行われたが、全て公共工事に伴うものである。その成果としては、最初に司令部壕として構

築されていたが首里に移動しその状況が分からなかった南風原町第 32軍津嘉山司令部壕群では、坑木を用いた

かなり大規模で非常に完成度が高い壕であったことが判明したなど、これまで不明だったことも分かることがで

323



第７表　教育委員会実施・文化財保護法に基づく発掘調査等開発対応一覧

No 遺跡名 所在地 調査年度 調査種別 調査主体
戦争
遺跡

1 西原村役場壕 西原町 昭和60年度 確認調査 西原町教委 ○

2 森川陣地壕 西原町 昭和60年度 確認調査 西原町教委 ○

3 沖縄陸軍病院南風原壕群 南風原町 平成６～17年度 確認調査 南風原町教委 ○

4 津嘉山クボー遺跡（陣地・埋葬人骨）南風原町 平成12年度 緊急調査 南風原町教委

5 ワイトゥイの構築壕（東） 糸満市 平成13年度 緊急調査 糸満市教委 ○

6 佐敷村役場壕 南城市（旧佐敷町） 平成14・15年度 確認調査 佐敷町教委 ○

7 前田・経塚近世墓群の壕 浦添市 平成14～17年度 緊急・確認調査 浦添市教委

8 稲マタ原近世墓の陣地壕群 浦添市 平成16年度 緊急調査 浦添市教委

9 宇地泊西原丘陵古墓群のトーチカ 宜野湾市 平成16～20年度 緊急・確認調査 宜野湾市教委

10 掛保久防空壕 西原町 平成17年度 緊急調査 西原町教委・県埋文 ○

11 第32軍司令部津嘉山壕群 南風原町 平成17・18年度 緊急調査 南風原町教委 ○

12 津嘉山北地区旧日本軍壕跡 南風原町 平成18・21年度 緊急調査 南風原町教委 ○

13 金武の震洋隊秘匿壕 金武町 平成19年度 緊急調査 金武町教委 ○

14 大嶺村跡（海軍小禄飛行場跡） 那覇市 平成19～22年度 緊急・確認調査 那覇市教委

15 兼箇段陣地壕群 うるま市 平成20年度 緊急調査 うるま市教委 ○

16 首里久場川壕群 那覇市 平成21年度 緊急調査 那覇市教委 ○

17 仲志原壕 南城市 平成21年度 緊急調査 南城市教委 ○

18 福山の避難壕 宜野座村 平成21年度 緊急調査 宜野座村教委 ○

19 沖縄陸軍病院伊原第一外科壕 糸満市 平成21・25年度 学術調査 琉球大学 ○

20 字宇栄原の壕 那覇市 平成22年度 工事立会 那覇市教委 ○

21 赤嶺配水池の壕群 那覇市 平成22・23年度 工事立会 那覇市教委 ○

22 末吉の山陣地 那覇市 平成23年度 工事立会 那覇市教委 ○

23 大浜の特攻艇秘匿壕群 宮古島市 平成23年度 工事立会 宮古島市教委 ○

24 長南避難壕群 宮古島市 平成24年度 緊急調査 宮古島市教委 ○

25 楚辺１丁目の壕 那覇市 平成24年度 確認調査 那覇市教委 ○

26 川田の銃眼（銃座） うるま市 平成24・25年度 緊急調査 うるま市教委 ○

27 旭ヶ丘公園の陣地壕 那覇市 平成25年度 工事立会 那覇市教委 ○

28 ウローカの砲台跡 南城市 平成25年度 確認調査 南城市教委 ○

29 名嘉地の住民避難壕 豊見城市 平成25年度 緊急調査 豊見城市教委 ○

30 加治道の避難壕 宮古島市 平成25年度 緊急調査 宮古島市教委 ○

31 西更竹の避難壕 宮古島市 平成25年度 緊急調査 宮古島市教委 ○

きた。

　一方、保存を図る目的で実施される確認調査ではまだ少ないが、先述の沖縄陸軍病院壕南風原群が先駆的な事

例である。確認調査が開発に先行して行われることでよりスムーズな保存・調整が可能になると思われる。工事

立会は少しずつ増加しており、これまで行政側に認識されることになく破壊されていった事例もあったことから

考えると、戦争遺跡における埋蔵文化財としての手続きを広く周知させていくことが必要であろう。

　県の取り組みとしては、県文化課（当時）・当センターが 1998 ～ 2005（平成 10 ～ 17）年度にわたって県
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内全域における戦争遺跡詳細分布調査を実施し、979 か所の戦争遺跡を報告している。そのような状況のもと、

2006（平成 18）年度に沖縄県埋蔵文化財発掘調査基準が策定され、近代の遺跡の種類に戦争遺跡を含め、地域

にとって必要なものは発掘調査ができるとした。しかしながら、具体的にどの戦争遺跡を埋蔵文化財の範囲に含

めるのかは、報告書及び基準にも明記されなかった。そのため、調査基準の地域にとって必要なものという理解

で、当該教育委員会が関係者の協力を得て、発掘調査や開発対応がなされていったものである。

２　戦争遺跡における埋蔵文化財としての方向性
　これまで見てきたように、戦争遺跡については埋蔵文化財の手続きに基づく発掘調査も近年少しずつ行われ、

その保存を検討するためと位置づけられる前回の分布調査及び今回の確認調査も埋蔵文化財調査機関である

当センターが実施している。それは、壕に代表されるように多くは埋没しており、戦跡考古学として提唱さ

れるように発掘調査の手法で明らかにできることが多いためと考えられる。そこで、委員会の議論を踏まえ

て、戦争遺跡における方向性をまとめたい。

　委員会の議論としては、戦争遺跡については第一に埋蔵文化財として捉える必要性が指摘された。それは、県

内の戦争遺跡は、地下に埋没している壕が大半で、これまでも工事中に新たに発見されており、関係者の協力を

得て行われた発掘調査では多くの成果が得られている。しかしながら、戦争遺跡は今やはり膨大な数であること

から、その全てを中世までの遺跡のような詳細な発掘調査を行い、資料整理を経て調査報告書を刊行する予算と

時間が確保できるかについては、現状としては困難であることも議論に上った。

　このような議論を経て、委員会では文化財保護行政における戦争遺跡の取り扱いについて、次のような方向性

が望ましいとされた。

　１．原則的に埋蔵文化財として取り扱うものとする。

　２．分布調査を行うことで、戦争遺跡の位置・概略を把握し、分布図等の作成・公開を行う。

　３．諸開発による工事が戦争遺跡に及ぶ場合、原因（工事主体）者の協力を得て現場での立会によりその状況

を確認し（工事立会）、最低限でも写真撮影・遺構実測図作成を行うように努める。戦争遺跡においては、

この段階を確認調査として捉えるものとして、原因者に文化財保護法第 93または 94条に基づく埋蔵文化

財の工事等届出・通知の提出について、協力の要請及び調整に努める。工事立会・確認調査の予算措置とし

ては、埋蔵文化財緊急調査要項に基づく国庫補助事業として実施することが可能と考えられる。

　４．上記の確認調査により、その遺跡の大部分が破壊されるか、または特徴的な遺構・遺物が確認・想定され

　　る場合については、記録保存のための発掘調査について、原因者及び関係者との調整を行うように努める。

　以上、原則的には通常の遺跡と同様の取り扱いであるが、３で示された内容を留意していただきたい。つまり、

戦争遺跡については、優先的に遺構の記録を行うこととして点である。遺物については、今回の委員会では十分

に議論できなかったが、出土状況の記録の上で重要と思われるものは取り上げるべきである。ただ、遺物の取り

扱いについては、さらに今後の検討が必要と思われる。そして、４は通常の記録保存調査の段階であるが、将来

的にはその基準についても検討を考えていく必要があろう。

　ここ近年、ＮＰＯ法人などによる遺骨収集団体が、陣地壕などの戦争遺跡において、従来の重機で壕口を破壊

し、遺骨とめぼしい遺物を採集する方法ではなく、手作業によって発掘調査に近い方法で行われており、マスメ

ディアには慰霊や平和学習の新しい形として注目されている。2011（平成 23）年度には沖縄県が管轄する戦没

者遺骨収集情報センターが設立され、これら遺骨収集団体との情報共有に努めており、市町村教育委員会との連

携も目指しているが、文化財保護法の手続きは取られていないが大半である。文化財保護行政としては、当然遺

骨収集においても埋蔵文化財の手続きにより取り扱っていけるように、関係部局・団体との連携が必要であろう。
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３　戦争遺跡における文化財指定の現状と方向性

　先述のように、沖縄県では南風原町が全国に先駆けて、戦争遺跡として「南風原陸軍病院壕」の名称で史跡指

定を行った。その後、2014（平成 26）年度現在まで 17遺跡が市町村文化財の主に史跡に指定され、１遺跡が

国の登録記念物となっている（第８表）。戦争遺跡の文化財指定における現状を整理し、委員会の議論を踏まえ

てその方向性をまとめたい。

No 指定年月日 種別 指定名称 所在地

1 昭和52年12月14日 伊江村史跡 公益質屋跡 伊江村字東江上75

2 昭和61年9月25日 石垣市史跡 元海底電線陸揚室(電信屋) 石垣市字崎枝574－1

3 平成2年6月27日 南風原町史跡
南風原陸軍病院壕＜2007年に「沖縄
陸軍病院南風原壕」に改称＞

南風原町字喜屋武地内

4 平成9年2月5日 沖縄市史跡 奉安殿(戦争遺跡) 沖縄市知花

5 平成9年2月5日 沖縄市史跡 忠魂碑(戦争遺跡) 沖縄市知花

6 平成16年3月3日 うるま市史跡 新川・クボウグスク周辺の陣地壕群 うるま市勝連津堅

7 平成16年4月15日 宮古島市史跡 海軍特攻艇格納秘匿壕 宮古島市平良字狩俣2569

8 平成17年3月1日 渡嘉敷村史跡 旧日本軍特攻艇秘匿壕
渡嘉敷村字阿波連渡嘉志
久原873

9 平成17年11月30日 渡嘉敷村史跡 集団自決跡地 渡嘉敷村字渡嘉敷2760-1

10 平成20年2月7日 読谷村史跡 チビチリガマ
読谷村字波平犬桑江原
1135-2、1136-2

11 平成20年11月4日 石垣市歴史資料 旧登野城尋常高等小学校の奉安殿
石垣市字登野城村内290
（登野城小学校内）

12 平成21年1月22日 読谷村史跡 掩体壕 読谷村字座喜味2943－1

13 平成21年1月22日 読谷村史跡 忠魂碑
読谷村字座喜味2976－1の
一部2943－1の一部

14 平成21年3月30日 石垣市史跡 名蔵白水の戦争遺跡群
石垣市字名蔵ｼｰﾗ原1355-
83

15 平成21年11月20日
本部町史跡（戦争遺
跡）

本部監視哨跡 本部町字谷茶205

16 平成21年11月20日 本部町歴史資料 旧謝花尋常高等小学校跡　奉安殿 本部町謝花１番地

17 平成26年3月26日 中城村史跡 161.8高地陣地 中城村字北上原195番地

18 平成27年1月26日
国登録記念物
（遺跡関係）

平敷屋製糖工場跡 うるま市勝連平敷屋

※1 平成13年10月9日 宜野座村歴史資料 沖縄戦関連宜野座村資料 宜野座字宜野座246

※1　文献資料の有形文化財として指定

第８表　沖縄県内戦争遺跡指定文化財一覧
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　前述したが、1990 年の南風原陸軍病院壕の町史跡指定が、戦争遺跡として評価された最初の文化財指定とさ

れている。ただ、今回の報告書でも定義したように、近代の戦争に関連する遺跡としては、1977（昭和 52）年

に指定された伊江村の公益質屋跡が、県内で最初の指定文化財である。この建物自体は、沖縄戦に関連するもの

ではなく当初の指定理由ではその意義が明確にされていないが、砲撃のすさまじい痕跡を残す姿はまさに戦争遺

跡としての意義が高いと思われる。次に指定されたのは、1986（昭和 61）年の石垣市の元海底電線陸揚室（電

信屋）であるが、前述したように県内で最も古く構築されたもので、近代日本の軍事政策の一端を表すものとし

て重要な戦争遺跡として評価でき、沖縄戦時の銃撃痕も多く残っている。この２件については、当初の指定理由

に戦争遺跡として明確にされていないが、その認識が進んだ現在ではこれらも戦争遺跡の指定文化財として積極

的に評価してもよいであろう。国の登録記念物である平敷屋製糖工場跡も多くの弾痕が残っているので、戦争遺

跡として捉えた。

　その後、1997（平成９）年には沖縄市による奉安殿・忠魂碑の指定がなされたが、その多くは 2004（平成

16）年度以降に指定されている。その理由としては、当センターの前回調査の報告書が刊行されたり、メディ

アに取り上げられることも多くなり、世間の関心が高まってきたことが挙げられる。また、2003（平成 15）年

度に県教育委員会が各市町村教育委員あてに、戦争遺跡の文化財指定を促す旨の通知したことも 1つの契機で

はあろう。現時点で指定されているものは、忠魂碑・奉安殿・建造物など地上に構築されたものが９遺跡と、そ

れ以外は軍の陣地・特攻艇秘匿壕である。2014 年度に国登録記念物となったうるま市平敷屋製糖工場跡は、建

造物そのものは戦争遺跡とは言えないが、沖縄戦時の弾痕が多く残るもので、登録文化財への取り組みも見られ

つつある。

　一方、戦争遺跡そのものではないが、宜野座村は宜野座村内の収容所の埋葬者名簿などの資料を歴史資料とし

て指定されており、沖縄戦に関する資料の文化財指定として重要である。

　以上のように、戦争遺跡の文化財指定は市町村においては近年増加している傾向であるが、県及び国の指定文

化財は行われていない。2003 年度には、県文化課は戦争遺跡の文化財指定を検討するために、県文化財保護審

議会第２専門（史跡・名称・埋蔵文化財）部会において、臨時作業部会を組織し議論されたが、結論には至らな

かった。県教育委員会では、当センターの今回調査の成果を踏まえて、戦争遺跡の文化財指定について検討して

いく方向性を示している。

　調査検討委員会では、今回の報告書で掲載する遺跡については多様な議論を行ったものを経た結果であり、当

然文化財指定が望ましいものとして考えている。しかしながら、今回報告書に掲載したものは、今回現地を確認

し、一定の情報が得られたもののみであり、他の戦争遺跡についても今後の詳細な調査により新たな情報が得ら

れることで、文化財指定を検討すべきものも当然生じてくるものである。また、今回の報告書で掲載された内容

は、文化財として理解する最低限の情報であり、今後は当該教育委員会で、聞き取りや各種資料調査だけでなく、

踏査・測量・発掘などの現地調査などを取り組んでいかれることを強く要望したい。ただ、文化財指定について

は、所有者の協力・同意が最も重要であり、今回取り上げた戦争遺跡でも課題を抱えたところも多いと思われる。

そのためには、社会全体の関心・協力を得ていく必要があり、後述する戦争遺跡の活用も同時に進めていかねば

ならない。

　また、文化財保護行政において戦争遺跡の多くは完全に残存しているものはほとんどなく、忠魂碑や奉安殿な

どの一部を除き建造物ではなく、史跡のジャンルで指定されることが基本となるものと思われる。文化財保護法

に基づく史跡は、わが国の歴史・文化を知るために重要な遺跡のことであり、当然戦争遺跡もその範疇にある。

ただ、戦争遺跡については、歴史・文化における学術的な価値に付け加えて、これまで本県が学校教育など様々

な側面で「平和学習」として実施してきた、日本国憲法や教育基本法にうたわれる２度と戦争の惨禍を引き起こ

さないために平和を尊び学ぶ場としても重要である。
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４　戦争遺跡における活用の現状・課題

　県内における戦争遺跡の活用として第一に思い浮かべるのは、主に修学旅行において南城市糸数壕（アブチラ

ガマ）などに代表される沖縄本島南部に多く見られる住民が避難したガマ（自然洞穴）で、暗闇の中で懐中電灯

をたよりに平和ガイドから語られる体験談をもとに、沖縄戦の被害・悲惨さなどを体験することと思われる。県

内の学校が行う平和学習も、戦争体験者の証言を読んだりもしくは実際聞いたりする中で、その現場であるガマ

などの現場を訪れるというものが多い。この取り組み自体は、戦争を追体験するもので何ら否定すべきものでは

ない。だが、このように平和学習が積極的に使用されている戦争遺跡は、比較的安全で大規模な自然洞穴で、ま

たはその管理の必要性から大きく改変されているところも多い。そのためには、莫大な経費が必要なところ多く、

行政が管轄もしくは関係する場合には、教育委員会ではなく観光部局が大半である。また、自然洞穴は個人所有

のところが多く、また遺骨収集が行われたり様々な再利用で当時の状況が改変されているということが、文化財

として扱いにくいことの要因と考えられる。

　文化財保護行政としての取り組みは、南風原町教育委員会で先進的に行われている。これまで沖縄陸軍病院南

風原壕群で実践されてきたように、文化財として指定し、関係部局と調整し基本計画を立ち上げ、考古学的な発

掘調査の成果を元に復元整備を行い、保存と安全管理のために立ち入り者制限しながら、壕内の一部の一般公開

を行っている。これにより、壕の風化が進んでいる面も見られており、やはり保存と公開のバランスは今後の一

番の課題と思われる。いずれにせよ、文化財として活用するためには、戦争遺跡については体験者証言も重要で

あるが、考古学的調査を行うことにより構築もしくは使用された実態を明らかにし、遺構の現状保存をはかりつ

つ実施していく必要がある。

　第５章で紹介されている千葉県館山市の事例は、東京湾要塞や赤山地下壕などの真珠湾攻撃に投入された館山

海軍航空隊の戦争遺跡が多くあり、これを様々な文化財とともに住民と行政が協働した「館山まるごと博物館」

という取り組みを行っている。沖縄県内でも、グスクなどの文化財の活用には、地域住民ボランティアが教育委

員会等の行政と協働している事例も見られている。戦争遺跡については、上陸戦であった沖縄戦の負の記憶とし

てその活用が困難な面もあるが、より古い時代の遺跡と遺物と同様に地域の文化財として保存活用していくこと

が望まれる。そのためには、文化財保護行政では、他の文化財と同様、まずは戦争遺跡の考古学的な調査を進め、

その成果を公開普及していく必要がある。その際には、やはり平和学習の観点も重要であり、学校教育や関係団

体との連携がより重要となってこよう（瀬戸）。

　引用・参考文献

當眞嗣一 1984「戦跡考古学のすすめ」『南島考古だより』第 30号　沖縄考古学会

村上有慶 2014「戦跡保存の取り組みと課題」『歴史評論』772 号　歴史科学協議会　校倉書房

吉浜忍 1998「沖縄の戦争遺跡保存をめぐる現状と課題」『沖縄県史研究紀要』第４号　沖縄県教育委員会

吉浜忍 2010「戦争遺跡の調査と保存運動の歩み」『沖縄陸軍病院南風原壕群』高文研
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第 172 図　戦争遺跡分布図（１）　国頭村・大宜味村・東村・伊江村
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本部町

0 2000m
1:75,000

愛楽園の防空壕（早田
壕）跡群

大湿帯の御真影奉護壕跡

第 173 図　戦争遺跡分布図（２）　今帰仁村・名護市・本部町・宜野座村
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第 174 図　戦争遺跡分布図（３）　うるま市・金武町・恩納村
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津堅新川・クボウグスク
の砲台跡（陣地壕群）

楚辺海岸の砲台跡

第 175 図　戦争遺跡分布図（４）　読谷村・嘉手納町・沖縄市・うるま市
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0 1000m1:50,000

ウカマジー海軍砲台跡

第 62 師団野戦病院棚原
分室壕跡

第 176 図　戦争遺跡分布図（５）　北谷町・宜野湾市・中城村・北中城村・西原町

※１　前回分布調査でプロットされているが、明確な資料が探すことが出来ず、嘉手納防空監視哨があった場所も平安

山ヌ上とされているので、同一の可能性もあるので遺跡数からは除外した。
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0 1000m1:50,000

楚辺一丁目（城丘）の
陣地壕跡

鏡水海軍砲台跡・らくだ

山陣地壕跡　
らくだ山陣地壕跡①　

らくだ山陣地壕跡②　

鏡水海軍砲台跡

第 177 図　戦争遺跡分布図（６）　浦添市・那覇市
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第 178 図　戦争遺跡分布図（７）　豊見城市・与那原町・南城市・南風原町

※２　前回分布調査でプ

ロットされているが、所在

地が不明であるため、遺跡

数からは除外した。
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86

0 1000m1:50,000

第 179 図　戦争遺跡分布図（８）　南城市・八重瀬町

※ 26・46・59・61・69 は前回調査であげられ

ているが所在地が明確でなく、遺跡数から除外。
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第 180 図　戦争遺跡分布図（９）　糸満市
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第 181 図　戦争遺跡分布図（10）　北大東村・南大東村・渡名喜村・渡嘉敷村・座間味村
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第 182 図　戦争遺跡分布図（11）　伊平屋村・伊是名村・粟国村・久米島町・宮古島市・多良間村
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第 183 図　戦争遺跡分布図（12）　宮古島市
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第 184 図　戦争遺跡分布図（13）　石垣市
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第 185 図　戦争遺跡分布図（14）　石垣市
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第 186 図　戦争遺跡分布図（15）　竹富町
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第 187 図　戦争遺跡分布図（16）　竹富町・与那国町

　戦争遺跡分布図　凡例

１．前回分布調査の成果報告である『沖縄県戦争遺跡詳細分布調査』Ⅰ～Ⅵの所収図を使用しているため、その時点で

　の国土地理院の数値地図となっており、現在の地形や地名・施設名などと異なる場合がある。

２．前回分布調査時の戦争遺跡は継続指定掲載しているが、場所については一部修正しているものがある。なお、遺跡

　名は変更しているものについては、できるだけ旧名称をカッコづけで記すようにした。

３．今回の調査で把握した戦争遺跡も新たに加えている。

４．開発等で、おそらく全壊してしまったと見られる戦争遺跡については、遺跡名の欄に「消失」と付している。

５．遺跡名称については、今回調査したものについては「跡」を付しているが、全体の統一はしていない。

　なお、自然洞穴を意味する「ガマ」や「アブ」については、呼称上、現時点では「跡」を付していない。

６．遺跡範囲については、広範囲に広がると確実に把握できたものは、線を括ることにより表現している。一方、ドッ

　トで示したものは、この範囲内にあるという程度の理解で、その範囲がさらに広くなる可能性は考えられる。
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Summary

War-Related Sites in Okinawa: Survey Report on War-Related Sites from FY 2010 to 2014

The Battle of Okinawa was the largest battle fought on Japanese soil during World War II. A wide range of 

individuals and organizations has an interest in the preservation and utilization of the many sites that serve as 

reminders of this intense 82-day battle.

　

The historical and cultural value of sites related to war in and after modern period is significant. In response 

to a report from the “Council for Research Cooperation regarding Preservation and Utilization of Cultural 

Properties in Modern Period,” in 1995, the Agency for Cultural Affairs partially revised the “Designation 

Criteria for Special Historic Sites, Places of Scenic Beauty and Natural Monuments, and Historic Sites, Places of 

Scenic Beauty and Natural Monuments” to add war records to the criteria for designation as Historic Sites and 

expand the target period up to the end of the World War II. As a result of this, in 1996, the Atomic Bomb Dome 

in Hiroshima was designated as a Historic Site, a designation that led to its registration as a UNESCO World 

Heritage Site. The necessity of preserving and utilizing war-related sites as cultural properties has been broadly 

recognized. 

　

The Okinawa Prefectural Board of Education (hereinafter “Board of Education”) and the Okinawa Prefectural 

Center for Archaeological Operations (hereinafter the “Center”) conducted an exhaustive survey on the 

distribution of war-related sites by region between FY 1998 and 2005 with funding from the national treasury 

through the Agency for Cultural Affairs of Japan. A total of 979 sites in the prefecture were reported. War-

related sites have been gradually recognized by the public, both before and after this survey, and municipalities 

have been designating cultural properties and conducting archaeological excavations, including “preservation 

by records”, in accordance with the Act on Protection of Cultural Properties. However, some sites disappeared 

prior to survey due to land and other development, which accelerated the excavation of shelters and other sites 

to recover the remains of those killed in war. 

　

Under such circumstances, the Center decided to conduct more detailed archaeological surveys between FY 

2010 and 2014 under the guidance of the Board of Education to consider the effective preservation and 

utilization of war-related sites with an eye toward the future designation of cultural properties. As described 

above, survey and evaluation methods for war-related sites are still under development. Therefore, the Center 

organized a survey committee made up of specialists on war-related sites, to discuss issues and conduct the 

survey from a broader viewpoint. 

　

The Committee categorized sites related to the Battle of Okinawa into groups according to their characteristics 

and relationship to the phases of the battle, and selected representative sites for each category. The Committee 

also placed a priority on the creation of drawings that document the present conditions of the sites, and layout 

drawings that describe the geographical features of the surrounding areas. In addition, some remains such as 

batteries were partially unearthed to confirm their structures. Due to concerns for safety, however, shelters, 

regardless of whether they were artificial or natural, were not excavated. Because it was considered difficult to 

handle all the artifacts equally as cultural properties, we decided to forego their collection. 
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This survey targeted 1,076 war-related sites as of 2014 based on information from the on-site survey and 

guidance from Board of Education offices in Okinawa Prefecture. These war-related sites were classified 

chronologically as before or during the Battle of Okinawa. The demarcation between the two classifications was 

set as March 22, 1944 when the 32nd Army was assigned to protect the Nansei Islands.

　

Currently, seven categories are recognized as war-related sites before the Battle of Okinawa. These include 

submarine cable-related facilities, navy warehouses, watchtowers, special guard stations, air defense 

surveillance centers, and other facilities and monuments. Specific sites include, for example, Sakieda Submarine 

Cable House (Ishigaki City), built in 1895, the oldest war-related site in Okinawa, Nakagusuku Bay Emergency 

Fortress (Uruma & Nanjo Cities), built in 1941 as the first full-scale military facility in Okinawa, and Funauki 

Emergency Fortress (Taketomi Town in Iriomote Island). 

　

Thirteen categories are recognized as sites related to the Battle of Okinawa. These include airfields, headquarters 

shelters, batteries, pillboxes, secret shelters for Kamikaze boats, shelters for student corps, shelters for hospitals, 

shelters for administrative offices, shelters for the images of successive Emperors, evacuation sites for residents, 

decoy military positions and weaponry, damaged remains, and camps. The 32nd Army was originally tasked 

with the building of airfields to prepare for air operations. The headquarters was established when the military 

order was issued. However, the construction of the shelters for the headquarters was delayed. 

　

On the whole, in addition to airfields and related facilities, the number of dugout positions that were established 

using natural or artificially excavated caves is extremely large. The reason for the large number of hidden 

shelters for Kamikaze boats, pillboxes, and battlements is that the military initially focused on preventing the 

enemy from landing on the island. However, the military became involved in a protracted fight on the main 

island of Okinawa, and fought fierce battles from dugout positions in the hills. Many war-related sites remain on 

Iejima Island and the Motobu peninsulas in the north of the mainland, Ginowan City, Urasoe City, and Nishihara 

Town in the middle of the mainland, Shuri Castle, which had the shelter for the headquarters, and shelters for 

positions in the southern area of the mainland such as Itoman City. Although many batteries were installed for 

the artillery units stationed on the island, only a few remain in relatively good condition. Because there was no 

ground fighting on Miyakojima Island or the Yaeyama Islands, airfield and related facilities, including shelters 

for Kamikaze boats, remain in relatively good condition. These helped to clarify the initial air operations 

conducted by the 32nd Army. 

　

The general public evacuated not only to bomb shelters constructed in each region after the Great Air Raids 

on October 10, 1944, but also to natural caves, which are called gama in the local dialect, and mountainous 

regions designated by the military. As the battle lines shifted toward the south, civilians were evacuated to 

positions originally intended for use by the military, and the military occupied shelters originally made for 

civilians. Many tragedies during this war, such as food shortages, mass suicides, and the execution of alleged 

spies by the Japanese military are thought to have been brought about by this intermingling of military and 

civilians. Under such circumstances, administrative offices and hospitals were also housed in caves because of 

the ground fighting. The most extraordinary case of shelter use is the storing of images of successive Emperors. 

　

Both South and North Daito Islands were considered important air defense bases, and airfields and related 

facilities were built there. Ground fighting fortunately did not occur, and many of those facilities remain in good 
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要旨「沖縄県の戦争遺跡－平成 22～ 26年度戦争遺跡詳細確認調査報告書－」

　沖縄県内には、近代以降の戦争、特にアジア・太平洋戦争の経緯の中で日本国内における最大の地上戦となった沖縄

戦の痕跡である様々な戦争遺跡が、現在も数多く残されており、その保存・活用については諸分野より常に関心・要望

がある。

　全国的にも、近代以降の戦争遺跡の注目は高く、文化庁は 1995 年に「近代の文化遺産の保存・活用に関する調査研

究協力者会議」の報告を受け、『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然基準』を一部改正し、「史跡」の指定基準に「戦跡」

を加えることとし、対象年代を第二次世界大戦終結頃までとその範囲を広げることになった。その流れで、広島の原爆ドー

ムが国の史跡となり、1996 年にはユネスコ世界遺産に登録され、戦争遺跡を文化財として保存・活用される必要性が広

く認知されたものと捉えられる。

　沖縄県でも、戦争遺跡の保存・活用を図るために、沖縄県教育委員会（以下、県教委）・沖縄県立埋蔵文化財センター（以

下、当センター）が文化庁国庫補助事業として 1998 ～ 2005 年度にかけて、県内の戦争遺跡の実態を把握するための

地域ごとの悉皆的な分布調査を行い、979 か所の戦争遺跡の所在を報告した。この調査前後には、戦争遺跡の周知が進

み、市町村による文化財指定、文化財保護法に基づく記録保存も含めた発掘調査も行われるようになった。しかしながら、

諸開発により発掘調査等が行われずに消滅していった戦争遺跡もあり、遺骨収集による壕の発掘なども盛んに行われて

いる。

　このような現状の中、当センターでは、県教委の指導を受け、今後の文化財指定も念頭に置いた戦争遺跡の保存活用

を検討するために、より詳細な考古学的な調査を 2010 ～ 2014 年度にかけて、実施することにした。戦争遺跡については、

先述のように、調査方法やその評価についてもまだ不十分な面があるため、戦争遺跡における有識者で構成された調査

検討委員会を組織し検討を行うことにより、より広い視野で本調査が実施できるように努めた。

　調査方法としては、委員会での議論により、戦争遺跡をその性格や沖縄戦の経過などによる幾つかのグループ分けを

行い、その中で代表的な遺跡を取り上げることとした。現地調査については、基本的には遺構の現況図、その遺構の周

辺地形を把握できる位置図などを作成することを第一の目的とした。また、砲台などの一部の遺構については、表土を

condition. This intensive survey yielded a wealth of data. For this reason, we classified these facilities not by 

category, but by region. 

　

Individual war-related sites targeted in this survey include 28 sites built before the Battle of Okinawa, and 

117 sites built during the Battle.  All of these sites require further consideration regarding their cultural 

importance based on their historical and other characteristics. Some may be recommended for designation 

as cultural properties. Meanwhile, there are many more war sites that were not included in this survey due to 

a lack of data. Still other war-related sites may yet be discovered in the future. Such sites may be recognized 

for their importance as cultural properties through more detailed survey. Therefore, it is necessary to have 

cooperation with municipalities and other organizations in Okinawa, and it is important to deal with all the sites 

as archaeological cultural assets stipulated by the Act on Protection of Cultural Properties to ensure thorough 

survey and accurate records. 

　

War-related sites have not only historical meaning, but are also important for use in peace education, which is 

and will continue being the important viewpoint. However, the disclosure and utilization of war-related sites 

have sometimes caused destruction or alteration of the remains. This issue requires discussion and the search 

for solutions. 
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部分的に掘削し、その構造を確認することができた。しかし、人工・自然を問わず、壕については、安全面を第一に優

先することから掘削を伴う調査は行わなかった。遺物については、文化財として一律に取り扱うことが現時点では困難

と判断したため、採取しなかった。

　今回の調査において、平成 26年時点において、現地調査及び各教育委員会などの情報により、1,076 か所の戦争遺跡

を把握することになった。これらの戦争遺跡は、まず大分類を時間軸で捉え、沖縄県の戦争遺跡は、沖縄戦時とそれ以

前のものに分けることとした。その時間的な契機として、南西諸島防衛を目的に第 32軍が創設された 1944 年３月 22

日とした。

　沖縄戦以前の戦争遺跡として、海底線関係施設、海軍需品支庫、海軍望楼・特設見張所、防空監視哨、戦争に関連する施設・

記念碑の７種類を認識している。特徴的なものとして、1895 年に造られた最も古い戦争遺跡である崎枝海底線陸揚室跡

（石垣市）や、1941 年に造られた沖縄での最初の本格的な軍事施設である中城湾臨時要塞跡（うるま市・南城市）、船浮

臨時要塞跡（竹富町西表島）などが挙げられよう。

　沖縄戦の戦争遺跡として、飛行場、司令部壕、砲台、トーチカ・陣地、特攻艇秘匿壕、学徒隊壕、病院壕、官公庁壕、

御真影奉護壕、住民避難地、偽陣地・偽兵器、被災・破壊痕跡、収容所の 13ジャンルが確認されている。最初に飛行場

を挙げているが、第 32軍は当初航空作戦を準備するための飛行場建設のために編成されたものであり、司令部は軍発令

時に発足されているが、司令部壕の建設は飛行場よりも遅れている。

　この全体的な特徴としては、飛行場及び関連施設と共に、自然洞穴を利用もしくは人工的に掘削した地下陣地が圧倒

的に多い。また、海岸には特攻艇秘匿壕やトーチカ・銃眼が多く見られるのは、当初は水際決戦が主眼とされたためで

ある。しかし、実際には本島内陸に引き込む持久戦が取られたため、丘陵上に作られた地下陣地での応戦が激しく行わ

れ、沖縄本島北部では伊江島や本部半島、宜野湾市・浦添市・西原町を中心とした中部、そして司令部壕があった首里城、

最終的に撤退していった糸満市を中心とした南部の陣地壕などにその戦闘の痕跡が多く残る。合わせて、砲兵部隊も多

くは配備されており、多くの砲台が築かれたが、良好に残存しているものは多くない。また、宮古島や八重山諸島では

地上戦がなかったこともあり、飛行場及び関連移設や特攻艇秘匿壕などが良好に残存しており、第 32軍の当初の航空作

戦の配備状況が窺える。

　一般住民の避難については、1944 年 10 月 10 日の大空襲を契機として防空壕が各地で掘られている一方、自然洞穴

（方言名「ガマ」）や山間部などが雛場所として指定されるところもあった。一方、特に沖縄本島中南部で多い自然洞穴

における住民避難に伴う食糧難・集団死・日本軍によるスパイ容疑・惨殺などの悲劇は、戦線が南部に移動するにつれて、

本来陣地であったところに住民も避難し、また住民が避難していたところを軍も利用もしくは取り上げたりすることで、

軍民混在の状況が生んだものと言える。また、地上戦となったため、官公庁や病院も壕に作られ、特に天皇の写真を避

難させた御真影奉護壕などはその最たる特徴と言える。

　なお、南北大東島は南方作戦の重要な防空拠点として飛行場及び関連施設が作られ、地上戦がなかったこともあり良

好に残存していることから、今回集中的に調査を行うことにより多くの情報が得られたため、一つの地域として別節に

取り上げた。

　今回、個別に取り上げた戦争遺跡は、沖縄戦以前が 28遺跡、沖縄戦時が 117 遺跡で、これらは歴史性・残存状況・

遺構の特徴から重要なものとして、今後の文化財指定も念頭に入れた取り組みが必要となってくる。一方、今回は調査

及び資料不足により取り上げられなかった多数の戦争遺跡、または今後発見される可能性があるものも、今後詳細な調

査を行うことによりその重要性が認識される可能性は高く、文化財保護法における埋蔵文化財として、遺跡の周知の徹底、

記録保存も含めた開発対応を行うことが望ましく、各市町村や関係者との連携・協力が必要であろう。

　なお、戦争遺跡については、通常の遺跡における歴史的意義だけでなく、これまで平和学習の場として活用されてき

ており、今後も重要な視点である。しかしながら、その公開・活用により遺跡の崩壊や原状の改変などが見られる現状

もあるので、今後さらなる検討が必要であろう。
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　沖縄県立埋蔵文化財センターでは、かつて実施した戦争遺跡の分布調査をもとに、今後の文化財指定も念頭に置
いた戦争遺跡の保存活用を検討するために、より詳細な考古学的な調査を実施することにした。戦争遺跡の調査方
法やその評価についてはまだ不十分な面があるため、戦争遺跡における有識者で構成された調査検討委員会を組
織し、より広い視野で本調査が実施できるように努めた。
　調査方法は、戦争遺跡をその性格や沖縄戦の経過などによる幾つかのグループ分けを行った。現地調査につい
ては、遺構の現況図などを作成することを第一の目的とした。砲台などの一部の遺構については、表土を部分的に
掘削したが、壕は安全面を第一に優先として掘削を伴う調査は行わなかった。遺物については、文化財として一律
に取り扱うことが現時点では困難と判断したため、採取しなかった。
　平成26年時点において、現地調査及び各教育委員会などの情報により、1,076か所（うち消失したと思われるもの
13か所）の戦争遺跡を把握することになった。これらの戦争遺跡を時間軸で捉え、沖縄戦時とそれ以前のものに分け
ることとした。今回取り上げた戦争遺跡は、145か所である。
　沖縄戦以前の戦争遺跡として、海底線関係施設、海軍需品支庫、海軍望楼・特設見張所、防空監視哨、戦争に関
連する施設・記念碑の７種類を認識している。特徴的なものとして、1896年に造られた最も古い戦争遺跡である崎枝
の海底線陸揚室跡（石垣市）や、1941年に造られた中城湾臨時要塞跡（うるま市・南城市）、船浮臨時要塞跡（竹富
町西表島）などが挙げられよう。
　沖縄戦の戦争遺跡として、飛行場、司令部壕、砲台、トーチカ・陣地、特攻艇秘匿壕、学徒隊壕、病院壕、官公庁
壕、御真影奉護壕、住民避難地、偽陣地・偽兵器、被災・破壊痕跡、収容所の13ジャンルが確認されている。特徴と
しては、飛行場及び関連施設と共に、自然洞穴を利用もしくは人工的に掘削した地下陣地が圧倒的に多い。また、
海岸には特攻艇秘匿壕やトーチカ・銃眼が多く見られるのは、当初は水際決戦が主眼とされたためである。実際の
戦闘は、内陸に引き込む持久戦が取られたため沖縄本島中南部の陣地壕などにその戦闘の痕跡が多く残る。また、
宮古島や八重山諸島、大東諸島では地上戦がなかったこともあり、飛行場及び関連移設や特攻艇秘匿壕などが良
好に残存しており、第32軍の当初の航空作戦の配備状況が窺える。
　一般住民の避難については、1944年10月10日の大空襲を契機として防空壕が各地で掘られている一方、自然洞
穴（方言名「ガマ・アブ」）や山間部が避難場所とされた。これら避難地では、特に沖縄本島中南部を中心に、食糧
難・集団死・日本軍によるスパイ容疑・惨殺などの状況も生んだが、その理由の一つとして、軍民混在の状況であっ
たことが考えられる。また、地上戦となったため、官公庁や病院も壕に作られ、特に天皇の写真を避難させた御真影
奉護壕などはその最たる特徴と言える。
　今回、個別に取り上げた戦争遺跡は、今後の文化財指定も念頭に入れた取り組みが必要となってくる。その他の多
数、または今後発見される可能性がある戦争遺跡も、今後の調査で重要性が認識される可能性は高く、遺跡の周知
の徹底、記録保存も含めた開発対応を行うことが望ましく、各市町村や関係者との連携・協力が必要であろう。
　なお、戦争遺跡は、通常の遺跡における歴史的意義だけでなく、これまで平和学習の場として活用されてきてお
り、今後も重要な視点である。しかしながら、その公開・活用により遺跡の崩壊や原状の改変などが見られる現状もあ
るので、今後さらなる検討が必要であろう。
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沖縄県戦争遺跡詳細確認調査実施要項 

 

                                  平成 24 年５月 31 日  

                                      所 長 決 裁 

（事業名称）                                                   
第１条 事業名称は、沖縄県戦争遺跡詳細確認調査事業（以下「本事業」という。）と称

する。 

（事業目的）

第２条 本事業は、平成 10 年度から平成 17 年度までに沖縄県全域を対象として実施され

た戦争遺跡詳細分布調査（以下「前回調査」という。）を基にして、より詳細な記録を

得る調査を行い、戦争遺跡の保存策を講じながら、諸開発事業との調整資料および歴史

学習・平和学習等への活用に資する基礎資料を作成することを目的とする。 

 

（事業主体と主管課） 

第３条 本事業の主体は、沖縄県教育委員会で、主管課は沖縄県教育庁文化財課とする。 

 

（事業所管） 

第４条 事業所管は、沖縄県立埋蔵文化財センターが行うものとする。 

（事業期間） 

第５条 本事業の調査実施期間は、平成 22 年度から平成 26 年度までの５カ年事業とする。

 

（戦争遺跡詳細確認査調査検討委員会） 

第６条 本事業の目的を達成するために、戦争遺跡詳細確認査調査検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置し、調査の計画・成果、戦争遺跡の評価等について検討する。

２ 委員会の委員は戦争遺跡の造詣の深い学識経験者の中から選任して、沖縄県立埋蔵

文化財センター所長が委嘱する。 

３ 委員の委嘱期間は１か年とする。但し、再任は妨げないものとする。

４ 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

５ 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

６ 委員会は、委員長が必要に応じて召集し、会議を総括する。 

７ 副委員長は委員長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。 

８ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

９ 委員会は、必要に応じて関係機関の職員および調査協力員に出席を依頼することが

できる。

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、埋蔵文化財センターとする。

２ 事務局は、委員の助言・指導をもとに、調査計画を作成し、現地調査、資料作成を行

う。 

３ 事務局は、必要に応じて、調査の進捗や成果などを委員に報告し、指導・助言を求

めるものとする。

 

（ 調査の方法 ） 

第８条 本事業の調査方法は、前回調査で確認された 979 箇所の戦争遺跡に関する基礎資

料を基にしておこなうものとする。 

２ 沖縄県の近代以降の戦争とその遂行過程の中で、戦闘や事件の加害・被害に関わって

沖縄県内で形成され、且つ現在に残された構造物および遺構や跡地を調査の対象とす

る。 

３ 前回調査において遺漏した戦争遺跡についても調査対象とする。

４ 本要項の調査目的で明記したように、前回調査によって得られた基礎情報に基づき、

現地調査を実施するが所在および現況等については、以下の手順で確認をおこなうも

のとする。 

（１）事前調査の実施（文献調査、米軍の航空写真など）をするものとする。 

（２）構造物・遺構や跡地の現状把握、確認踏査、位置図、略図（方位・縮尺等を入

れる）を作成する。 

（３）遺跡地図を作成するため、地形図への範囲（壕の形状や規模、位置等）を入れ   

る。 

（４） 記録（写真撮影による記録、テープ・レーコーダーなどによる聞き取り調査の   

記録など）を残すものとする。

５ 遺跡の性格を把握するための試掘および確認の発掘調査を必要とする場合は、委員会

の委員と共に検討を行うものとする。必要があれば委員も現地調査に参加することが

できる。

６ 調査委員会の委員以外に現地調査が円滑に実施できるように調査協力員に協力を

求めることができる。

７ 調査対象地域は沖縄県内 41 市町村を基本とするが、類似遺跡や解釈が困難な遺跡 

に関する資料が県外に所在する場合には、資料収集等の調査を実施して委員会に報告

するものとする。

 （補則） 

第９条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に諮  

って定めるものとする。 

     

（附則） 

この要項は、平成 22 年７月 26 日から施行する。 
（附則）
 この要項は、平成23年５月17日から適用する。
（附則）
 この要項は、平成24年５月31日から適用する。
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