
護衛艦「ちとせ J

艦長時代の筆者 .

まさにスマートな
「海軍士官Jと いっ

た趣だ。時は冷戦

下、現場ではさまざ

まな苦労があった

沿岸に漂着する恐怖の漂流物

Π召和25(1950)年 に勃発した朝鮮戦争では、

元山港の掃海に6隻 の掃海艇と3隻 の巡視1合 が

派遣されたのを皮切りに、日本からは掃海挺延

べ43隻 と巡 lll船 7隻が派遣された,元山・群山・

仁川・海洲、鎮南浦港を掃海し、さらに試llit船 2

隻による試航を行い行航路を啓開、連合国の勝

利に貢献したのである。

しかし、そオし以前からも機雷は日本海側の海

岸で危険な存在であった。北方の国 か々らは常

に漂流機舌が沿岸に漂着し、問題を起こしてい

たのである3最も大きな彼害は、第二次世界大戦

が勃発した昭和16119=il,年 冬のことであった。

ソ連はドイツと日本が共同してシベリアを攻撃

することを恐れ、昭和16年、ウラジオストク治岸に

表1機雷の発見数と処分数

防御用の機雷を敷設したこ日本|=姜したが、ソ

連はドイツの仮装巡洋者に対する町青であ1、 敦

設海面も沿岸で船舶の運航や漁業|二影響を与え

ることはないと取り合わなかったこ

しかし、案の定9月 5日 に|ま朝露東
=で

貨物語

(60t)が沈没し、5名が死亡=日 本の五褒に対し

ては、機雷敷設は国際法上認められておl、 浮達

機雷がソ連のものとの日本の主張に1峯美がな

く、損害賠償には応じられないと回答してきた
=

その後も機雷の流出は続き、11月 26日 までに、

北朝鮮方面に90個、樺太西岸に6個、宗谷海峡

に2個 、津軽海峡に8個 が漂着した。11月 5日 に

は、―it賀 清津間の連絡船「気比丸」(5.422t'

が沈没、156名 の死者・行方不明者を出す惨事が

発生するに至るЭ駐日ソ連大使スメターニンは、ソ

連の機雷は浮流すると自沈する設計になってお

り、「気比丸」の沈没はボイラーの爆発ということ

もあり得る、あるいは日ソ間を緊張させようとする

第二国が浮流させた可能性もありうるなどの回

答を繰り返し、結局機雷の撤去にも賠償にも応じ

なかったЭ

戦後も機雷の被害は続き、北朝鮮沿岸で径維

索が腐食し浮流機雷となった機雷が、昭和24

(19191年 3月 30日、新潟県小泊海岸に漂着・爆

発し、死者63名、負傷者15名、家屋の全・半壊詢

70戸という人事故が発生したのを1ま じめ、昭和

25年 1月 には福井県の浦生海岸で重軽傷者21

名、家屋の半壊3戸 という事故があり、昭和26

(1951)年には死者2名、重軽傷者10名、家量の

全半壊56戸、漁船の破損18隻、昭和27119521年

は家屋の全半壊504戸 もの被害があったこしか

し、当時はGHQの報道管制によりその事実は一

般にほとんど知らげ 、いまやこう

した被害は忘れられている3

漂着物との過酷な戦い

昭和26年 4月 、浮流機雷捜索

隊が編成され、い うちどりJほか

12隻が舞鶴に派遣されたが、昭

和27年2月 にはついに新潟に入

港する船舶が全く途絶えてしま

つた3昭和28年度は3月 に至って

も浮流機雷が減少せ嗅 監視態

勢を6月 6日 まで延長したが、7月

末に至り津軽海峡にも浮流機雷

の出現が報告された。そこで供
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限られるi掃 1犀 部隊は冬季に十年間も家族とワ1

れて母1巷 を高il■ 、厳冬の日本海で、甲板の本が腐

)荒 1支 を受ければ浸水するボロ船で機雷投索に

,モ 事した]人港すれば洗面器を手に銭湯を探す

とtヽ う監視行動であったという=この間に発見処

分した浮流機雷は表3の通りである「

漂着するゴミに現れる時代性

日本1雄 |● 岸に漂着するのは危険な機雷ばか |]

で 1ま な1■ 治岸には朝鮮半島やシベリアから多

二 1ニ ミ■1票 音する,このゴミは時として貴重な

表3 浮流機雷処分統計表

種BJ′年度:昭和) 20 合 計

発見数 278 171 224 11 1358
処

分
漂流機雷 157 71 402
漂着機雷 0 0 0 7 1 9

表2客船・貨車便の欠航数

年度(昭和) 客総優欠航数 貨車1更 欠航数

27年 3往復 12往復 (1194両
28年 欠航なし 95往復 (8550両
29年 欠航なし 欠航なし

30年 30往復   1  47往 復 (5094両

建■豪 :=≡

「
　
　
　
　
　
　
．

■
Ｆ
７
　
　
　
十



情報を提供するものがあった3朝鮮戦争当時か

ら冷戦時代に至るまで、海上自衛隊には浮流機

雷を回実にゴミ拾いを任務とする部隊があった
=

ゴミの収集・分析は「ガーボロジ
=_と

呼ばれる

社会科学の一分野でもある。ウイキベディアによ

れば、ゴミは「誰がその物体をごみと考えるかに

依存した相対的な定義である_とされ、
~ご

みは

その主体者が何に価値を見いだし所有したかを

反映するため、その主体者に関する情報源とな

る」。そのため、「産業スパイ活動、犯罪捜査、軍

事、諜報活動などにおいて、企業、犯罪被疑者、

敵対する軍隊などから出てくるごみは、大変重要

な情報源であると言え利 とあるこ

確かに漂着物はゴミに過ぎないが、国家体制

や社会体制を反映する。近年は北朝年の漁語の

漂着が増えており、平成23(2011)年には57件であ

ったが、25(2013)年 度は前年の17倍の80件に増

加した。この理由を関西大学の李英和教授は、北

朝鮮が外貨を獲得するために朝鮮労働党や漁

民への圧力を強め、安全を無視して出漁するため

であろうと分析している。また、最近では麻薬の監

視体制の強化とGPSの発達に伴い、領海外から

コカインなどの麻薬を筏に乗せて放流し、エージ

ェントがGPSを利用して受けとる「瀬渡し上に失敗

したコカインなど麻薬の漂着も増えているこ

苦心惨惰のゴミ拾い

筆者もこのゴミ拾いにはいろいろと思い出があ

昭和27年 、壱岐島に漂着した機雷。人物との対比でその大きさう

よく分かる。ひとたび爆発すれば、地域に大きな技書をもたらした

雪・T戦 争当時、下関基地に轡を並べる拝
=iti=■

三モ=
こぁった日本は吉田首相の承認の下、t葉

==F=こ
こ三 _■

るこ海上幕着監部調査部、
~ち

とせ_護長や第31護衛隊

司令をしていた頃の話だc

ゴミは主に日本海沿岸に漂

着するが、漂着場所は季節で

変わり、冬季は東北、特に能

登半島以Jヒ 、春は山陰海岸で

あった3こ のため海上自衛隊

は日本海沿岸の漁業組合など

と連携し、山陰では海上自衛

隊堺連絡所、三陸では新潟

基地分遣隊が通報を受け、収集を行っていた。

漂着物には大きなものでは射撃用標的や浮き

桟橋、小さなものでは真空管や弁当箱、北朝鮮

の暗号書などもあった。中でも最も貴重なのは、

船の音響や磁気に反応し、海底に設置した機雷

から発射されるホーミング自動機雷、ホーミング魚

雷などだ。日米はコメットと呼称し分析していた

が、この機雷はきわめて貴重な情報とアメリカ海

軍から高く評価され、その後、アメリカ海軍から提

供される情報の質が高くなった。情報交換はあく

までギプ・アンド・テイクなのである。

漂着物の情報を知らせて貰うためには根回し

が必要だ。年の暮れ、北風が吹き始めると、分遣

隊の情報担当者は、漁業組合に漂着物の優先

度や特徴などを解説したチラシを持って挨拶に

行くDもちろん手ぶらでは行かす 酒などを手土産

に訪問するが、日本海沿岸の漁業組合の数は

1∞を超える。そのような予算は少ない。

そこで、某県の県会議員のように空出張となる

が、回数が多いと、会計監査委員会に突かれる。

いきおい回数は減らし下関や函館など遠方にな

る。毎年、調査部時代には数回下関でふぐ刺しを

食べたことになっているが、筆者はまだ下関のふ

ぐ刺しを食べたことはない。もし、会計監査院に

突かれたら、某県議のように「号涙」して漂着物の

重要性を訴えたであろうかっ
一

それは無理だっ

たろう2貴重な漂着物は極秘だったのだから。

一方、私が艦長や隊司令の時には、ソ連の監

視行動中、常に艦尾を見張らせ、ゴミを捨てると

気づかれないように後ろに回り込み、溺者の人形

を投下し内火艇を下ろして、溺者救助訓1練と見せ

かけて書類などを拾わせたcまた投棄された食

後の残飯からは、ゴミの量や食品の袋、包装紙か

ら食事の質を分析できた。

対馬沖の定点監視行動中には、こんな思い出

海上保安庁のマークを付けた航路啓開隊の掃海船。漂流する機雷 |ま 日本の物流をも麻庫さ

せる危険で厄介な存在だった

■

がある=日 本やアメリカの艦0/11や 船舶の行動を監

視するためか、日本周国の電子情報収集飛行を

する航空機への誘導のためか、冷戦中はソ連の

掃海挺か駆浩挺が、対馬1毎 峡中央に腰を据えて

tt=

二乃場合、海共■央をヨソのいずれが占めるか

■百三となる:三 ソ|■夫 |こ 占liし ようとし、奪い

itと なった:菫 i行
=:=|ま

500● 以

^に
接近し

て まならなtiと Ditを ■現し、両者が海

"i乃中央を譲らず、互いにエンジンを」Lうで風に任せ

て漂流した結果、25～ 50mま で近づいてしまった

こともあったG

隊司令だった昭和52119771年の夏、この対馬

海峡でのことだ。冷房のないソ連の駆潜挺や掃

海艇は、天幕を張り、甲板上で食事をするt定年

後に『海軍グルメ物語Jを書くほど食通の司令殴

の命令で、早速、ソ連の昼食はどのようなものが

食べられているか観察を始めた。

日本と同じくバッカン(飯缶)給 食であったが、

スープやおかずなどの副食物の量が少なく、バッ

カンを逆さにしてまで残りを皿に入れている,こ の

ためほとんど食べ残しがなく、90人も乗っている

ペチャ型掃海艇でもバッカン2個 くらいで済んでし

まうようだった.

この観察の結果を、対馬海峡監視報告に「ソ

連海軍の昼食の分析Jと して報告したらところ

が、ガーボロジーを」里解しない上級司令部から

は、電文が長すぎると不評で、「ゴミ拾い司令Jと

打「楡される始末であった.

これにも懲りず、夜間の掃除後に捨てられる書

類を内火艇を下ろして収集するといったゴミ拾い

を続けた,と ころが、敵もさるもので、そのうち紙

は燃やしたり裁 ll機 にかけたりするようになっ

たtこ うして筆者の「ゴミ拾い司令Jの汚名も消え

たのである.
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