
1　序論

　1.1　先行研究と本稿の位置づけ
　1948年、GHQ の民間諜報局（Civil… Intelligence…Section：以下 CIS）は、朝鮮半島の南北
を往来する貿易会社が、中華人民共和国から朝鮮半島を貫くスパイ組織に関連していると
して逮捕された情報を記録した。この会社の名前は明らかにされていないが、捜査の結果、
米軍支配地域における共産党の前衛組織だったと目されている。「貿易で得られた利益は合
衆国地域 American…Zone における共産党の前衛に送られたと見られている。密輸出入や薬
物取引、朝鮮人およびその他の外国人の違法な往来といった他の違法行為も明らかにされ
た」［GHQ/SCAP…CIS…1949］と報告書は続く。
　大日本帝国の降伏（1945年9月）から日本が講和条約によって独立する（1952年4月）まで
の期間（以下「占領期」）、日本の周辺では大規模な人や物が移動した。数多くの研究者がこ
の「移動の時代…age…of…migration」を調査してきた。民間人・軍人の引揚げや送還、残留せ
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本論文は太平洋戦争後に日本周辺で行われた、いわゆる「密貿易」の実態を、
GHQ による文書を中心に再構成したものである。これまで沖縄研究の文脈で研究
されてきた密貿易には、先行研究が指摘する以上に日本人や朝鮮人が参加していた。
彼らは小規模な組織を作り、中には極右集団と関係を持つものもあった。占領軍は
密貿易が共産主義国の支持組織によって担われているのではないかと恐れたが、実
際に密貿易が関係していた国際的な組織は中国国民党だった可能性も否定できな
い。密貿易とは、戦後の空白期において、人々が新たに、自発的に、意図的に、一
瞬のうちに作り出した、経済的あるいは政治的なネットワークの集合体である。
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ざるを得なかった人々の戦後経験まで、さまざまな移動とその結果とが調査される中、奄美・
沖縄における民間貿易（当時は「密貿易」と呼ばれた現象。本稿では、連合国軍・琉球列島
米国軍政府・日本政府・琉球民政府の認可を受けない個人または団体による貿易を指す）は
1つの重要なトピックだ。
　多くの研究者が、この民間貿易を調査してきた。それらは次の3つの潮流に大別できる。
1つめは石原［2005］に代表される、沖縄研究としての密貿易研究だ。ここでは、密貿易は
沖縄人が活躍し、沖縄世［奥野2005］を一時的にでももたらした栄光の時代として描かれる。
密貿易は「沖縄人の底知れぬエネルギー、ずぶとさ、したたかさ」［石原2005：311］を感じ
させる事件であり、「沖縄人ひとりひとりは、生活者としての視点からの行為であったが、
総体としては米軍の占領支配を内面から掘り崩す営みを日夜続けていた」［石原2005：312］
と見なされる。石原［2005］において密貿易とは「沖縄人が生きる力を湧き立たせた契機」に
して「沖縄再生の礎のひとつ」［石原2005：312］である。
　他方、沖縄県内の島民によるネットワークに注目した研究［松田2013］［小池2015］もあ
る。これらの研究においては、密貿易とは戦前から続く地域間のつながりが反映されたも
のと見なされる。すなわち密貿易とは、台湾と与那国島の住民が「境域」を生み出す可能性
をもたらすものであり［西村2014：51－52］、「地域的な共同体間の共生の方法を構想」［小
池2015：11］しようと試みる研究者にとって示唆深く重要な事件であると見なされる。
　あるいは、戦後の東アジアにおける国境管理体制の成立過程として、密貿易を取り上げ
る場合もある。日本という国家の周辺に置かれた沖縄のアイデンティティを模索し［屋嘉
比2009］、あるいは戦後民主主義の成立過程と国境管理との関連を考察する［Morris-Suzuki…
2014］研究者にとって、密貿易とはアメリカ合衆国による北東アジア支配や、大日本帝国が
崩壊したあとの国民国家再編というプロセスに対立し、冷戦下で国境管理によって消滅し
たものと見なされる。
　本稿は、これら3つの先行研究による密貿易の理解──すなわち、沖縄人の活躍・戦前か
らの地域ネットワークの反映・密貿易と共産主義との関連──を吟味し、密貿易はこの3つ
のいずれも完全には当てはまらないものであると主張する。
　確かに、先行研究では沖縄人のほかにも密貿易に関連した人々がいることは指摘されて
いる［小池2015：122］。密貿易を可能にしたネットワークは、特定の地域間にあった歴史的
なつながりを背景としていた。米軍は1950年6月には与那国島に軍隊を派遣し、密貿易の
実施を阻止しようとした。沖縄という地域における歴史的出来事として密貿易を考えるなら
ば、それが沖縄人中心の記述であっても、一定の正当性を持つ。
　では、沖縄研究という枠組みを相対化した時、密貿易はどのような姿を見せるだろうか。
密貿易とは、沖縄というナショナルな枠組みや、島々の間の歴史的な紐帯、国家あるいは
合衆国による戦後処理という視点だけでは捉えられない、はるかに多様な人々による、奇
怪といってもいいほど複雑な現象だったのではないだろうか。その現象の複雑さを理解す
ることは、密貿易の終息とともに成立していった戦後北東アジア秩序とはいかなるものだっ
たのかという理解を、半歩でも先に進めることになるのではないだろうか。
　第2節以下、本稿は主に連合国総司令部最高司令官一般幕僚部参謀第2部（GHQ/SCAP,…
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General…Staff-2、情報部。以下 G-2と略記）の収集・作成した資料に基づいて、密貿易の一
部を再構成する。

　1.2　資料の制約
先行研究は、密貿易を実際に行ったり目にしたりした人々からの聞き取りや当時の新聞

記事、あるいは占領軍資料を用いている。実際に密貿易を行ったり見聞きしたりした人々
の経験に基づく場合、抑止される側・管理の対象とされる側の情報をより多く集める可能
性が高い。逆に、占領軍資料を用いる場合、密貿易を抑止し管理しようとする集団の情報
に依拠することになる。本稿では主に、G-2の資料を用いる。その理由は2点ある。
　1つは、G-2の資料を用いることで、沖縄における密貿易の理解を相対化し得る可能性が
あるからだ。本土（内地）を管理していた GHQ/SCAP と沖縄・奄美諸島を軍事占領してい
た琉球列島米国軍政府（United…States…Military…Government…of…the…Ryukyu…Islands）とは指
揮系統が異なる。G-2は東京から、本土（内地）の政治情勢の中で、密貿易の資料を収集し
ていた。G-2が理解しようとした密貿易は密貿易を実際に行った人々の理解とも異なる。も
し、この全く異なる両者の密貿易が、仮にどちらも正しいとするならば、そこから何が言え
るのか。
　もう1つの理由は、G-2が収集した資料が、G-2の想定していた密貿易以上のものを描い
てしまったと考えられるからだ。後述するように、G-2は密貿易を共産主義団体、あるいは
国家と関連づけようとしていた。そのような目的をもって集められた資料の中には、「噂」
としてのみ記録されている情報もある。また密貿易に関する資料の多くが1949年前後に作
成されたこと自体、G-2が密貿易を当時の国際情勢と関連づけていたことを意味している可
能性がある。それでもなお、彼らが入手した情報からは、密貿易と共産主義的な組織・国
家との関連が不明確であるという結論しか導き出せなかった。これは、先行研究が明らか
にしていない、密貿易の複雑さと不可解さを物語っているのではないだろうか。
　以上2点の理由により、本稿では以下、GHQ/SCAP の資料に依拠し、先行研究と対比し
ながら密貿易を再構成する。

2　沖縄人と密貿易
　
　占領期における密貿易では、先行研究が指摘する以上に「日本人」が活躍していた。1948
年10月から1949年4月にかけて、日本（内地）の海上保安庁は検挙した密貿易容疑者867名
に対して、氏名・現住所・国籍 nationality・逮捕地・取引品目・逮捕後の処遇などをとり
まとめた［GHQ/SCAP…G-2,…1949］。それによれば、867名中568名の国籍が「日本」である。

「奄美大島（「Oshima」）は172名、「沖縄（Okinawa）」は81名に過ぎない［GHQ/SCAP,…G-2,…
1949b］。また琉球民政局が取りまとめた、1949年の4月から12月に「密貿易 smuggling」の
容疑で検挙された人々の情報によれば、彼らのうち国籍 nationality が「沖縄（Okinawa）」で
ある人々は622名中57名［琉球民政局1949］と、「日本」の192名、「朝鮮」の185名、「台湾」の
131名と比べ低い割合に留まる。さらに1949年3月から9月の密貿易被検挙者［GHQ/SCAP…
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G-2,…1949c：1］の中には、日本人と朝鮮人、日本人と台湾人、日本人と沖縄人といった「国際的」
な密貿易集団1）も挙げられているが、その中でも沖縄人が関わった数は26件中2件である。
　もちろん、検挙された数がそのまま実行された数を反映しているわけではない。当然な
がら日本（内地）の方が沖縄よりはるかに人口が多く、港の数も多い。実際に密貿易に携わ
った人口が多いのは当然かもしれない。しかし密貿易に関わり検挙された人々の中で「日本
人」の割合の方が圧倒的に大きかったことは指摘しておかなければならないだろう。少なく
とも東京から密貿易を抑止しようとする側にとって、密貿易の主な担い手は「沖縄人」では
なかった。

　2.1　日本人の活躍
　では、密貿易では何が、どのように取引されていたのだろうか。1949年6月から9月まで
の間に沖縄駐留米軍が把握した密貿易174件のうち、取引商品の多くが砂糖あるいは米軍服
など外国製衣料、煙草、タイヤ、材木などで占められている［琉球民政府1949］。一方、同
年4月から12月までの間に高知県検察［GHQ/SCAP,…CAS…1949］がまとめた情報では、黒糖・
台湾製双目糖・真鍮屑・銅屑・鉄屑・鉛屑及故鉛・米国製煙草・コーヒーが挙げられている。
1949年10月に広島警察管区本部長から四国民事部長宛に送られた報告書によれば、同年9
月の密貿易は3件、取引物件としては「黒砂糖4000斤（時価14万円相当）」、「なめし革37枚、
ゴム草履50枚、ゴム腫150足、皮バンド1080本、底皮89枚、ゴム4貫目（時価170万円相当）」

「米国製衣類、中国製衣類、台湾製衣類、上海製衣類、その他タバコ多数（時価233万1000円）」
が並ぶ2）。
　他方、日本からは食品、機械類、日用品など、多様な品物が輸出されていた。1950年4月
から8月までの間に行われた密貿易として、琉球軍政府から東京の大蔵省へ報告された136
件［琉球民政府1949］と、1949年1月から10月までに G-2から大蔵省へ報告された複数の事
件［GHQ/SCAP,…G-2…1949c］からは、切り干し大根や魚の干物、スルメといった食品、茶、酒、
三輪車・ミシン・自動車部品などの機械、トイレ用品などの雑貨、文房具、書籍・雑誌3）が
見られる。
　日本人の密貿易容疑者たちは朝鮮半島・奄美・沖縄・台湾・中国といった広い範囲で活
動していた。1949年7月、福岡県小倉市の地方占領軍は、朝日新聞社の報道として九州近
辺で生ゴム、砂糖、医薬品、香辛料を積載した香港・台湾からの船舶（75トン2隻・90トン
1隻・150トン2隻、200トン3隻）が航海中であり、これらの船舶は港あるいは魚市場で陸
揚げすると見られていると報じている［GHQ/SCAP,…G-2…1949b］。
　日本人と大島人、あるいは沖縄人とが協働して密貿易を行い、日本人が内地に上陸した
ところを逮捕される場合もある。1950年4月15日（高知港発第19号・高港防発第50号・高
本警察発第157号）、高知市警察長および高知市港警察署長から四国民事部長宛に送られた
報告書「密輸客疑事件の操作について　第2報」［GHQ/SCAP,…G-2…1949c］によれば、奄美大
島出身者1名を含む16名（本籍地は奄美大島のほか高知県・福岡県・石川県）は、1950年1
月27日に高知県高知市からちり紙、マッチ、化粧品、自動車、ミシン、福神漬け、味噌、
板材などを積載して奄美大島（名瀬）へ出港した。彼らは2日後に名瀬に入港して、そこで
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大島人1名が上陸した。それ以外の15名は奄美大島龍野郷へ廻航し、荷物の陸揚げを行った。
彼らは空船で名瀬に航行する途中で座礁し、奄美大島の警察に発見・検挙された。船長と
もう1名は奄美大島で罰されたが、その他13名は関係なしとして無罪となった。そのあと3
月26日頃に名瀬を出港、徳之島と高知県幡多郡清水港を経由して船を修繕し、高知県高岡
郡宇佐港に入港したところを検挙された［GHQ/SCAP,…G-2…1949c］。
　また1950年7月に高知県地方検察庁検事より四国民事部長宛に送られた報告書では、高
知市を本籍地とする船長及び4名の船員が、沖縄人荷主1名とともに、高知市から木材、醤
油、漬け物、食酢等（原価合計金8万4362円）を慶良間諸島まで輸出し、その帰路に糸満・
那覇で米国製衣類、食料品、銅屑、真鍮屑、煙草等（原価金合計約75万円相当）を輸入しよ
うとして高知県高岡郡宇佐港で陸揚げしようとしたところを検挙されたと記載されている

［GHQ/SCAP,…G-2…1949c］。

　2.2　朝鮮人の存在
　密貿易が行われていたのは日本と奄美・沖縄・台湾との間だけではなかった。1948年、
G-2は朝鮮半島と日本との間で行われている密貿易を問題視している。

　占領軍と日本政府とによってパトロールの数が増えているとはいえ、朝鮮と日本と
の間で行われている密貿易の割合は何倍も増えている。この冒険から得られる莫大な
利益は船主たちの興味を引き、機会を捕らえて賭けに出ようという気にさせている。
彼らの多くは最初の企てで失敗するが、うまくやりおおせた者が一瞬のうちに富を蓄
積させるのを見ると、その他の者たちもこの企てに命をかけようと追い立てられてし
まう。多くは個人、あるいは小さな団体で取引していることがわかっている［GHQ/
SCAP,…CIS…1948:…3］。

　さらに、G-2は朝鮮半島と日本との「違法な商品取引」を細かく検討する。多くの場合、船
主が密輸業者をリクルートするためのブローカーを雇い、ブローカーは1人あたり1000円か
ら1万円の手間賃を要求する。朝鮮半島との間で取引される主な商品は「化粧品、衣服、日
用品、自動車・自転車部品などの機械類」［GHQ/SCAP,…CIS…1948:10］だ。別の報告書では、
警察官や税関職員が、安価な日用品、化粧品、衣服、化学製品、機械類を、朝鮮半島で高
額で取引されるものとして輸出されていると述べている。その報告によれば、1947年に押
収された密貿易輸出品は、1948年のそれとはやや異なっている。1947年にはサルファ剤、
サッカリン、現金といった小さいけれども高額な物品だったのに対して、1948年には雑多・
高価な医薬品から大量の米・生ゴムといったかさばる物品へと変化している［GHQ/SCAP,…
CIS…1948:…5］。…
　具体的なやり方を見てみよう。1949年4月、神戸税関が近畿地方民事部長に宛てた電信
では、阪神地方での密貿易の担い手とその方法が詳しく述べられている。それによれば、
大規模な密貿易の中で目立つものは、朝鮮人による生ゴムの密貿易だ。その密貿易業者は

「人里離れた沿岸部や淡路島（大阪湾の入口）のような島にそれらを降ろして隠しておき、
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個人に多くの荷物や包みを、通常の贈答品その他として運ばせている」［GHQ/SCAP,…G-2…
1949c］。
　朝鮮半島との密貿易でも、日本人が活躍していたことがわかる。次の資料では、朝鮮人
と日本人とが協力して、中国地方から朝鮮半島へ絹を輸送していた計画について述べられ
ている。1949年3月、地方軍政部が押収した手紙には、鳥取県米子市での密貿易について
次のように書かれていた。

　……約10人かそれ以上の朝鮮人が、おおよそ20トンの「サカへ丸」に乗船し、絹やそ
の他の物品を輸出しようとしている。この船は「吉」という名前の朝鮮人が所有してお
り、船長は米子市の住人たる日本人である。この人物は八束郡恵曇村あるいは松江市
あるいは鳥取県西伯郡堺町に引っ越している。この船はこれらの3つの場所のどれかか
ら、近日中に出航すると見られている［GHQ/SCAP,…CIS…1949c］。

　朝鮮半島と日本との間でも密貿易は行われていた。日用品や機械類、そして生ゴムが取
引されていた。そしてここでも、日本人は朝鮮人と協力して密貿易を行っていた。

3　「脅威」の認識：占領軍の密貿易認識
　
　屋嘉比収は、1950年6月、与那国島に防諜部（Counter…Intelligence…Corps）が派遣され
た件を「米軍武装部隊により執行された唯一のもの」［屋嘉比2009：252］だと指摘している。
そしてその背景に「密貿易による中共地区への薬莢の流出と、朝鮮戦争の勃発による東アジ
アの緊迫した情勢が強く影響していることは間違いない」［屋嘉比2009：253］と述べる。朝
鮮半島情勢と密貿易との関係は、SCAP によっても問題視されていた。すなわち朝鮮半島
と日本との間の密貿易は、同じ地域・海域での「密航」と関連づけて管理の対象とされてい
たのである。
　GHQ「密航」と密貿易を、日本共産党や在日朝鮮人連盟が関与しているのではないかと考
えていた。G-2は1949年4月に「密航」と密貿易の抑止を巡って文書を発している。そこで
は「日本への不法入国と密貿易」が「朝鮮・中国・台湾・日本各地の支部に拠点を持つ集団」
によって統制され、その集団は「よく組織・指導されており、目的の達成のために情を挟ま
ず、総合的な利益を得るためには人員であれ不正取引品であれ犠牲にすることを厭わない」

［GHQ/SCAP,…G-2…1949］と見られている。このような文献で描き出されているのは、個別の
「密航」や密貿易の関係者、あるいは地域間の紐帯などではない。「不法入国と密貿易」の両
方を専門とし、東アジア地域に展開する占領軍を、まるでゲリラ部隊のように攻撃する組
織である。
　しかし、密航斡旋と密貿易 smuggling を行っていたのは共産党の関係者だけではなかっ
た。結局のところ、GHQ/SCAP はそのような国家的・国際的組織を発見できなかった。そ
の代りに彼らが見出したのは、より多様な日本国内の集団が、そして日本国内の極右集団
と中国国民党軍までもが、密貿易に関わっているという情報だった。
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　3.1　「密航」と密貿易
　GHQ と共に日本占領に関わっていた英連邦占領軍（British…Commonwealth…Occupation…
Forces：BCOF）は朝鮮半島からの「密航者」を検挙した際、複数の報告書を作成した［BCOF…
1948a］。「即時報告」では、「船舶および不法入国者」に対して検挙日時、被検挙者の性別・国籍、
出港地、出港日時、航路、船名・トン数・形状、船舶の登録番号、船長および船舶所有者
の氏名・居住地、上陸日時といった情報と共に、密貿易された商品の種類及び量、入国目的、
警察あるいは消防署番号といった項目が列挙されている。これは「密航」の際に密貿易が同
じ船舶で行われていたために必要となったことを示していると考えられる。
　といっても、これは「密航者」がそのまま密貿易に関係していたことを意味するわけでは
ない。また CIS は「密航者」について「検挙された不法入国者のおおよそ75％は経済的な理
由を動機としている。16％が教育上の目的、4％が医療を受ける目的、5％が密貿易の目的
であり、政治的な目的で不法入国するのはほんの僅かである」［GHQ/SCAP,…CIS…1948：4］
と述べている。
　にもかかわらず、占領軍、特に G-2は、朝鮮半島と日本との間の「密航」と密貿易に、在
日朝鮮人連盟や朝鮮建国青年同盟といった朝鮮人組織が関与しているのではないかと見て
いた。

　何らかの組織が実際のところこの不法な往来に参加しているのかどうかということ
は、未だ確認されていない。しかし、いくつかの朝鮮人組織、すなわち朝鮮人連盟や
朝鮮建国青年同盟が、運営費を得るために密航斡旋に関わっていると噂されている。
我々は朝鮮人連盟がこの目的のために船に出資しているという例に注目している。日
本共産党もまた、ロシア占領地域から日本へ、情報や資金を得るために、朝鮮の船舶
を利用していると考えられる［GHQ/SCAP,…CIS…1948：3］。

　しかし、このような情報はあくまで「噂」に過ぎなかった。1947年10月27日づけの G －2
の報告書には次のように書かれている。

　不法な往来の量からは、これを支援する組織の存在が示唆されているように思われ
た。しかし、大規模な輪 ring の証拠はほとんど見つかっていない。1947年の秋には、
福岡県警は朝鮮との間で14名の朝鮮人が政府管理品を取引している輪を発見した。し
かし、密貿易船の大半は個人あるいは小さな集団によって運行されている。時に、朝
鮮人組織、特に朝鮮人連盟と朝鮮建国青年同盟が運営費を得るために密貿易に関わっ
ているという説が唱えられることがあるが、この説を裏づけるための積極的な証拠は
明確ではない［GHQ/SCAP,…CIS…1947］。

　実際に「大規模な輪」なるものが存在しなかったのであれば、その「個人あるいは小さな集
団」として何が想定されていたのだろうか。
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　3.2　「個人あるいは小さな集団」
　「小さな集団」として想定されていたものにはいくつかの種類がある。まず朝鮮人による

「密航」斡旋が挙げられる。1948年10月、中国・四国地方を監理していた英連邦軍は、愛媛
県の川之石にある朝鮮人連盟が、済州島と愛媛県との間で「密航の斡旋 smuggling」に関わ
っている可能性を指摘している。

Ⅲ.…朝鮮人連盟の活動
1.…密航斡旋活動

（1）朝鮮人連盟川之石支部には約30名のメンバーがおり、指導者は済州島出身者である。
支部代表のボク［朴？──筆者註］トキン及びほぼ全ての公的な立場は済州島出身
者で占められている。

（2）捕捉された密航船は全て、川之石支部のメンバーである朝鮮人によって所有されて
おり、密航を斡旋していた船の所有者・船長は川之石支部と済州島との間を行き来
していた［BCOF…1948b］。

　ここでは、あくまで愛媛県内で捕捉された「密航者」を運搬する船が、朝鮮人連盟川之石
支部のメンバーによって所有されていたということと、川之石支部のメンバーが「密航」を
斡旋している可能性が報告されているに過ぎない。しかし「朝鮮人組織、特に朝鮮人連盟と
朝鮮建国青年同盟が運営費を得るために密貿易に関わっている」という想定は、SCAP、特
に G-2が朝鮮人連盟を共産主義と結びつけて危険視する中で、朝鮮人連盟による「密航斡旋
smuggling」の活動は注視されていたことがわかる。
　しかし、占領軍が見出していたのは朝鮮人の「密航斡旋」あるいは密貿易だけではない。
1949年4月、同じく英連邦軍の管理下にあった徳島県では、県警が地方軍政部に、密貿易
を行っている日本人漁民について報告していた。「密輸入容疑事件発生報告」と題された文
書では、「密輸入容疑の貨物」として台湾産ザラ砂糖などが列挙されたのち、「密輸入品と認
めるべき事情」として次のように書かれている。

（1）地方の事情
徳島県海部郡は沿岸線長く小さな良港に富んでおるのみならず同地方出身者は古くか
ら遠洋漁業に従事するもの多く終戦後は阪神地方の三国人と連携して沖縄、台湾方面
密輸入船と九州五島列島付近で中継しこれを ***［3文字判読不能──筆者註］地方に運
搬陸揚の上機を見て阪神地方に移出するものがあるという風評がある［GHQ/SCAP,…
G-2…1949c］。

　本論文第2節に引用した文書資料からは、日本人漁民が奄美・沖縄・台湾・朝鮮・中国各
地の出身者と協力して密貿易を行っていたことがわかる。その協力関係は「終戦後は阪神地
方の三国人と連携」して成立したのかもしれない。しかしその背景には「古くから遠洋漁業
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に従事するもの」が「多く」いたという、その地方の歴史的な背景があった。
　遠洋漁業関係者によるネットワークが密貿易の背景となっていたことは、与那国島を拠
点として密貿易を行っていた大浦太郎も指摘している。大浦は回想録の中で「与那国・久部
良港が敗戦直後から密貿易の拠点として急速に発展したのは、明治中期からカツオ漁港と
して鹿児島、宮崎、高知、静岡の人材を集め、沖縄各地の業者が移住し、独自の植民文化
を生んだためである」［大浦2002：70］と書く。大浦の父は久高島の出身者として与那国島で
カツオ漁に従事する間に、現地の女性と結婚した。また密貿易参加者として複数の取材や
調査に答えた長浜一男の両親は鹿児島県枕崎市出身である。彼らは漁師として、カツオ漁
の漁場を求めて久部良へ移住した。久部良に鰹節工場が作られ、集落として発展を遂げる
のは1930年代。集落として最も長い歴史があり官公庁もあった祖内ではなく、カツオ漁の
基地であり鰹節工場を擁していた久部良が、与那国島における、否、東シナ海における密
貿易の拠点となったのは、偶然ではない。
　「朝鮮人」および「日本人」による地縁・血縁の他にも、密貿易に関わる「小規模な集団」と
して挙げられたものがある。港湾労働者組織だ。1949年4月12日、神戸税関が近畿地方軍
政部に提出した報告書には次のように書かれている。

　現在の密貿易には、職を失い悲惨な状況にある港湾労働者が絶えず増加しつつあり、
彼らが密貿易に参加している。そして彼らの組織の秘密や活動が、彼らの個人的な誓
約によって維持されているため、多くの密貿易組織を根絶することができない。……
このような密貿易に関して、我々は多くの人々に噂されているような、いくつかの大国
に支援された数百億円規模の資本をもつ政治的な組織も、大きな密貿易集団も見つけ
られていない。そうではなく、我々には幾人かの長年にわたる密貿易業者が、せいぜ
い10億円か20億円程度の資本を持つ資本家から支援を受けて、密貿易集団を作り上げ
たように思われる［GHQ/SCAP,…G-2…1949c］。

　ここでもまた「政治的な組織」や「大きな密貿易集団」の存在が噂されていたことがわかる。
1949年という時期を考えれば、朝鮮半島や中国・台湾との人や物資の往来が、北東アジア
の冷戦の中で「いくつかの大国」の影響と関連づけられる可能性が高かったことは推察でき
る。しかし、神戸税関はそのような組織や集団を見つけられていない。その代りに彼らが
想像した「密貿易集団」や「せいぜい10億円か20億円程度の資本を持つ資本家」とはどのよ
うなものだったのだろうか。

大浦太郎は、手記の別の箇所で「密航」の斡旋と密貿易を同時に行っていたもう1つの集
団について述べている。

　敗戦で従来の事業機能を失った三井物産をはじめとする日本の商社グループは、さ
しあたりの再生の道を、米軍占領下ではあっても十分に行政管理の行き届いていない
琉球、先島と、韓国沿岸との貿易に飛びついていた。GHQ の財閥解体前のころである。
韓国との間は人間の流出入が主だったが、琉球、先島は与那国島を中継して、台湾と
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いう豊穣な兵站基地を擁していた［大浦2002：107］。

　筆者は、大浦の手記に書かれた内容が正しいか否かを判断するための他の資料を、現在
のところ見つけられていない。しかし、ここまでの資料からわかるのは以下の2点である。
すなわち、SCAP も BCOF も共に、特に朝鮮半島からの「密航」と「密航斡旋」密貿易とを、
共産主義の脅威と関連づけて理解していた。しかし、占領軍はその脅威の証拠を具体的な
組織名と共に見つけることはできなかった。

　3.3　赤と白
　同時期、占領軍はもう1つ、密貿易から利益を引き出していた集団の情報を入手していた。
1948年5月、BCOF は「地下活動・密貿易」に関する翻訳文書を集めた資料の中に、以下に
引用するものを収録している。この翻訳されたデータそのものがどこからどのように得ら
れたのかがわからないため信憑性は不明だが、そこでは極端な思想 extreme…thoughts を持
つ人々が、密貿易を通じて利益を得ていると書かれている。その人々の中には職を追われ
た憲兵や解体された財閥の関係者の他、小磯馨子（小磯国昭の妻）、谷川昇（元山梨県知事、
1947年まで内務省警保局長）といった個人が含まれている。その情報によれば、彼らは日本
ゴム協会（本文中では Japan…Rubber…Industrial…Cooperative…Societies）の協力を得て、生ゴ
ムやゴムを利用した地下足袋を新宿・神田・新橋の闇市で売買し、利益を上げているとさ
れる。

　これらの商品は、九州は福岡県久留米市のゴム工場から違法に売却するために発送
されている。これらの違法な行為は、工業界に悪影響を及ぼし、国全体に直接の影響
を与えている。このような方法によって、山田や他の人々は統制品から莫大な利益を
得ている。朝鮮人の密航・密貿易斡旋やくざ Korean…smuggling…gangs との協力に加え
て、彼らは朝鮮や他の地域から生ゴムを買い占め、それを上述のゴム工場で売り、完
成品を高い値段で［生ゴムと──筆者註］バーター取引するという方法で、体制復古
restoration のための資金を集めている［BCOF…1948b］。

　この情報が正しければ、共産主義と関連づけられていたはずの朝鮮人が、日本人の極右
集団と協力していたことになる。
　さらに、密貿易で利益を得ている他の集団として、占領軍が報告を受けていた集団がも
う1つあった。中国国民党の関係者だ。G-2（Public…Safety…Division）は、1949年6月15日、
横浜税関が大阪税関に送った報告書「横浜税関によって発見された大規模な密貿易」では、
以下のように書かれている。

　国際的な密輸集団によって系統だって企画された密売品に関する情報を受けとるや、
5月半ばから我々は直ちに調査を開始し、その情報が本当であることを明らかにした。
中国の軍閥から支援を受け、蔡克訓、美和尾、石井芳三郎の3名は最近、上海・香港・
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台湾から約46トンの砂糖、15トンの生ゴム、1500個の缶、20ポンドのココア45ヤード
のナイロン85巻きと言ったものを購入し、神奈川県川崎市と三崎町、さらに静岡県の
伊東港と清水港の近くで荷物を陸揚げした。関係者の中には日本人、中国人、沖縄人、
朝鮮人が含まれているが、指導者は以下の人物である。
　石井芳三郎：かつて中国は香港の税関職員であり、現在は国際新聞社（International…
Press）に中国人として登録している。彼は日本橋の藍沢ビルに「石井商会」「石井人参
創立株式会社」と名付けられたオフィスを所有しており、配下の者に陸揚げした荷物を
手配させた。
　蔡克訓：45歳の中国人で、財政的な支援をしている。
美和尾 Mei…Hoi は長年にわたって密貿易を行っており、湯恩伯（Tan…Enpo4））と深いつ
ながりを持っている。彼は中国国民党軍に財政的に貢献しており、石井と密接に協力
している［GHQ/SCAP,…G-2…1949c］。

　湯恩伯なる人物の名前がここで出てきたのは、おそらく偶然ではない。湯恩伯は、1899
年に浙江省に生まれ、1921年に東京の明治大学に入学、1924年に日本陸軍士官学校に入学
し26年に卒業した。1945年8月に日本軍が降伏すると、中国国民党軍第三方面司令官とし
て上海で日本軍の降伏受諾事務を担当している5）。
　湯恩伯が密貿易の関係者として登場するのはこの文書だけではない。1949年11月25日、
第6回国会（参議院）において、参議院議員細川嘉六の質問に対する答弁に、元陸軍中将根
本博が、元陸軍中佐である吉川源三と共に台湾に渡航したこと、吉川からの陳述として次
のような情報を得ていたことを明らかにしている。

　吉川源三は昭和20年3月から第6軍参謀として中国杭州に駐在していたことがある
が、復員後杭州出身の李鉎源という青年が東京に来て、昭和24年1月知人宅で面会し、
その後同人からしばしば中国に渡航方を勧誘されたので、吉川はこれに応ずる意志を
表明し、5月初旬李鉎源の斡旋により根本博と会見して同人と共に中国渡航の決意を固
め、5月8日頃根本、李とともに東京を出発し福岡市に赴いた。
　かくして6月26日宮崎県延岡市の沿岸から台湾籍の30屯位の汽船に便乗し台湾に向
け渡航した。同行者は根本博、吉川源三、岡本秀徹、照屋林蔚、中尾一男、吉村某、
淺田某の7名であつた。
　一行は7月10日基隆に到着、その後8月15日まで台北郊外北投温泉旅館に滞在して
中国側の指示を俟つたのであつたが、湯恩伯の要望により一行中根本等6名は福建省
に赴き、吉川は福州において湯恩伯軍に身を置き廈門作戦に参加した。しかしながら、
同地の対中国共産軍との戦況は国民政府軍に不利であつて、福建の命数も予測に難く
ない状況に置かれたため帰国の意を伝え、湯の許可を得て吉川、照屋、中尾の3名は9
月21日中国船に便乗して日本に帰国したというのである［参議院…1949］。

　台湾へ密航した旧日本軍軍人、すなわち「白団」メンバーだった大橋策郎は、1949年に「根
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本さんが台湾渡航途中で捕まるということがありまして、台湾への密航が非常にやかまし
くなっている時であります。日本共産党がこれを暴露している」［「白団」の記憶を保存する
会編述1993：4］と述べている6）。さらにこの回想は「ことにウィロビー関係のほうにはよく
説明をして、黙認をされたというような節があるんじゃないかと私は思いますね。ですから、
次のときはややおおっぴらになって、その目標は国内の共産党に対する防諜、これに力点
が移った。……つまり昭和25年の半ば以降は相当盛んに行くことができるようになった」と
続く。もしこの情報が正しいとすれば、占領軍は「密航」の一部について黙認していたとい
うことになる。
　台湾に渡ったあとの根本博と湯恩伯との関係については、湯恩伯の側近だった龍佐良が
次のように回想している。

　元陸中将根本博氏は元来将軍と面識あらざるも1949年自発渡台後偶然ある機会に於
いて将軍を相識るを得たり。爾来親交を温め、根本氏が台湾に於ける一切は将軍によ
り配慮せられたり。其の後1年有余将軍は根本氏を招じ其の寓所に転居せしめ日常生活
を共にす。爾来文字通り影の形に副うが如く根本氏が日本に帰る日まで引き続き諸事
万端の世話を成せり［龍1954：139-140］。

　根本と湯とは、中国大陸・台湾における国共内戦に関して協力関係にあったとされてい
る。CIA がオンラインで公開している文書によれば、日本から台湾へ志願者を送ったのは
G-2の戦略の一環であり、この反共・反ソヴィエト活動を担ったのは有末精三や加藤機関と
いった軍人、右翼団体だったとされる…［Central…Intelligence…Agency,…作成年月日不明］。
　もし、占領軍によるこれらの情報が正しかったとするならば、密貿易には旧日本軍や中
国国民党軍も関係していたことになる。そして、沖縄と与那国とを結ぶ密貿易の輪とは無
関係ではなかった。先ほどの参議院での質問書で名前の上がっていた照屋林蔚は、密貿易
で活躍した照屋敏子［高木2007］の夫にあたる。また、1949年の正月ごろ、大浦太郎は林発
から「日本軍の偉い人で根本博という人を知っていますか」と尋ねられ、名前は覚えている
と答えたところ「今、私の家にいる。会ってもらえないか」「台北に渡る。人数は5人ぐらいで、
皆軍人のようだ」と言われたと回想している［大浦：178-179］。林発は当時、久部良に在住
していた台湾人で、金城夏子［奥野2005］とともに密貿易に携わっていた。吉川や照屋は廈
門から中国船に乗り、1949年9月に門司へ帰航した。また「湯恩伯の命令で、台湾から三人
の中国人が日本に密航して来て、日本の海岸で逮捕された。密輸の目的だと言うけれども、
その中には台湾に行く飛行機乗りだとか何とかいう募兵の意図が隠されていたということ
がいわれておる」（1950年3月、第7回国会法務委員会第17号、加藤充の質問）。
　占領軍は密貿易を危険視していた。しかし、密貿易が「いくつかの大国に支援された数
百億円規模の資本をもつ政治的な組織」に関わっていたとするならば、それは共産主義では
なく、反共産主義によるものだったのではなかっただろうか。そして、密貿易が外国に本
拠地を置く組織と関わっていたとするなら、その国家はソヴィエト連邦（1949年以後は中華
人民共和国も）だけではなかった。湯恩伯が実際にどこまで密貿易に関連していたかは未だ
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明らかではないが、中国国民党軍に合流するために「密航」した人々はいたのであり、しか
も彼らは自らの認識では「相当盛んに行くことができ」た。「よく組織・指導されており、目
的の達成のために情を挟まず、総合的な利益を得るためには人員であれ不正取引品であれ
犠牲にすることを厭わない」プロフェッショナルな組織は、連合国軍の左側にだけいたので
はなかった。

4　結論

　4.1　民間貿易の中身
　密貿易を扱った先行研究は、密貿易における沖縄人の活躍と、密貿易の発生に先だって
築かれてきた歴史的紐帯、特に与那国島と台湾との間に築かれていたそれに注目してきた。
密貿易は確かに、1945年の夏以後、久部良や糸満、宮古島といった沖縄の各地では、ごく
ありふれた光景だった。それ以前もそれ以後も、一般市民として生活し続けてきた人々が
密貿易に参加し、彼らの生活状況を知る官吏や警察も密貿易を半ば公認していた。そして、
そのような「普通」の人々による私貿易が、沖縄経済の復興を手助けした。
　本論文で引用してきたデータからは、密貿易には先行研究が想定していた以上に高い割
合で日本人が参加しており、また多様な国籍 nationality の人々が協力して密貿易に携わっ
ていたことがわかる。沖縄人が密貿易に参加し、そこから得た利益を戦後の復興に利用し
ていたのは紛れもない事実だ。しかし、沖縄人はあくまでも、密貿易を担った多様な人々
の一部でしかない。
　沖縄県内の島々と台湾・日本（内地）とを結んでいたネットワークに関しても、同じこと
が言える。確かに与那国と台湾との間に歴史的な紐帯はあった。しかし、その紐帯は与那
国島が他の地域との間に築いていた紐帯の一部でしかない。密貿易の一大拠点となった久
部良は、与那国島では新しい集落であり、カツオ漁の基地として、また大規模な鰹節工場
を擁する集落として、沖縄のみならず鹿児島・高知・和歌山・静岡といった各地から漁業
関係者を集めていた。もし久部良の人々が持つ歴史的紐帯に注目するならば、その紐帯が
久部良と糸満や久高島との間に、久部良と枕崎や高知や清水との間に、それぞれ伸びてい
たことを忘れてはならない。密貿易を沖縄の、あるいは奄美の、地域的な現象と見なして
しまうことは、このような地域の歴史的背景を見落としてしまう危険性をはらんでいる。

密貿易が当時、沖縄や奄美と同じように日本の各地で行われていたのであれば、沖縄や
奄美における密貿易はその1つと見なすべきではないだろうか。密貿易には、国籍や地域を
問わず、漁業者や彼らの血縁者、あるいは「幾人かの長年にわたる密貿易業者」も、「せいぜ
い10億円か20億円程度の資本を持つ資本家から支援を受けて」参加していた。その中には、
砂糖や米軍服を運ぶ沖縄県の漁民もいれば、生ゴムを取引していた朝鮮人団体も、個人的
な忠誠によって成り立つ港湾労働者組織も、大日本帝国の復活を目論む極右集団もいた。
密貿易に見出すべきは、むしろその多様さのほうではないだろうか。
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　4.2　「犯罪ではない」
　密貿易が限られた地域を結んでいた親族関係・友人関係を利用していたことは、密貿易
に参入した人々が密貿易を回顧するとき、それを日常の延長と見なすことを可能にした。先
行研究はごく普通の人々が自主的に密貿易に参加し、現在の生存者や目撃者の多くは、肯
定的な印象とともにその現象を想起することを指摘してきた。密貿易は戦争直後の地域（与
那国島・沖縄本島・宮古島・奄美大島）を復興させる一助となり、貧困に喘ぐ人々に食料・
医薬品・現金をもたらした。そこでは、密貿易は「違法」な行為ではなく、冒険や栄光、あ
るいは戦前からの日常生活との連続性が強調される。密貿易に携わった人々は「国が離れて
るから『密貿易』と言うてるでしょ？」「あんなの密貿易じゃない」［松田2013：305］と主張す
る。このような発言は、生活圏が先に（大日本帝国時代に、あるいはそれ以前から）あり、
たまたまそれが国境線によって分割されたために、それまでごく普通に行われていた人の
移動や商品の取引が「密航」や密貿易と呼ばれるようになった、という理解を示している。
　密貿易は、このような「生活者としての視点」と統制経済下における私人間の商取引との
二重性から成り立っていた。親族関係や戦前からの日常的な海上交通に依拠していたがゆ
えに、密貿易は日常あるいは戦前との延長として認識され得た。物不足と統制経済下での
飢餓は、密貿易を「違法ではない」と主張することを可能にさせた。しかし、与那国島と台
湾との人および商品のやりとりに止まっていれば、密貿易は「沖縄再生の礎の一つ」と見な
し得るほどの利益をもたらしはしなかっただろう。密貿易のもたらす利益は、各地を結ん
でいた親族関係・友人関係を媒介して、数ヶ月のうちに台湾から首都圏・京阪神へと伸び、
個人や組織を介して、朝鮮半島との密航・密貿易とも連結した。この輪の生み出す利益は、
異なる国籍の人々を結び付けた。それは既存のネットワークを基盤にしていながら、それ
をはるかに超えるものだった。
　そして、この密貿易の輪──むしろ網 web と言うほうが正しいかも知れない──の中に
は、ゴム製品を取引する朝鮮人も、体制復古を試みる日本人も、反共主義を掲げる旧日本
軍も、中国共産党と戦争状態にあった国民党軍も、共に参加していた。密貿易において「生
活者としての視点からの行為」に携わるごく普通の人々と、「いくつかの大国に支援された
数百億円規模の資本をもつ政治的な組織」との境界は、実際のところ、限りなく曖昧ではな
かったか。
　密貿易とは何だったのだろうか。それは単に、国境の再分割に先行する自然発生的な共
同体秩序を反映しただけのものではない。それは人々が新たに、自発的に、意図的に、一
瞬のうちに作り出した、経済的あるいは政治的なネットワークの集合体ではなかっただろう
か。その多面性こそは、70年以上の時を経てなお、多くの研究者を惹きつけてやまない。

［注］
… 1）…このときの被検挙者の国籍は、日本人と朝鮮人によるものが16件、日本人と台湾人に

よるものが4件、日本人と中国人によるものが2件、日本人と奄美人によるものが2件、
日本人と沖縄人によるものが1件、台湾人と奄美人によるものが1件、日本人・朝鮮人・
台湾人によるものが1件である。
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… 2）…この報告書によれば、非検挙者はそれぞれ「沖縄人」3名（2名逃走中、1名逮捕）、記載
なし、「台湾人1名、日本人12名」であり、ここでも非検挙者として最も数が多いのは「日
本人」である。

… 3）…書籍の密貿易について、石原［2005：140］は、宮古民政府文教部長・砂川恵敷が、宮
古測候所補給船の船長に対して、紙類・学用品・日本の新教科書の密輸を依頼したこ
とを明らかにしている。佐竹［2003：87-133］も、1948年6月に奄美大島の教員・深佐
源三と森田忠光が、神戸・東京・鹿児島に在住する奄美出身者の支援のもと、教科書
や教材を奄美へ輸入した事件を明らかにし、関係者の証言を記録している。日本国内
の労働運動や共産主義運動を輸出する媒体として問題視されてもいたが、雑誌や書籍
は密貿易で取引される重要な商品でもあった。

… 4）…原文ママ。湯恩伯の英語表記としては「Tang…Enpo」あるいは「Tang…Enbo」が正しい。
… 5）…なお、児玉誉士夫による児玉機関の本拠地は上海である。上海において日本軍の引き

揚げに当たった湯恩伯と児玉との間に接触がなかったとは言い切れない。
… 6）…ただし、根本が逮捕されたという情報を、筆者は確認できなかった。
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【欧文要約】

Smuggling Ring: Networks that Supported “Smuggling” in Post-war Northeast 
Asia

PARK,…Sara
The…Graduate…School…of…Intercultural…Studies,…Kobe…University

sarapark@panda.kobe-u.ac.jp

……This…article…argues…on…so-called…smuggling…around…Japan…after…the…end…of…the…Pacific…War.…
From…the… latter…half…of…1945…to…early…1950s,… former…Japan…Empire's… territory…saw…great…
waves…of…migration…of…people…and…transactions…of…goods.…Some…of…the…transactions…were…
regarded…as…“smuggling”,…and…many…researchers…examined… it… in…pursuing… local… identity…
and…contemporary…history…of…Okinawa,…as…they…think…Okinawan…people…played…particular…
role…in…this…so-called…smuggling.…Using…documentary…sources…from…General…Headquarters/…
Supreme…Commander… for… the…Allied…Powers,… the…author…clarify… the… following…points;…
first,…various…people,…not…only…Okinawans…but…also… Japanese,…Taiwanese…and…Koreans…
participated…in…smuggling;…second,…these…people…promptly…created…particular…networks…in…
order…to…maximize…the…profit…of… the…smuggling;… third,…although…the…Allied…Powers…tried…
to…attribute… the…criminality…of… smuggling… to… the…Communists…or…related…groups,…what…
they…found…out…was…the…overlapping…networks…of…the…smugglers…both…including…the…ultra-
rightists…and…even…the…Nationalist…Chinese…Government.…

……Keywords:…Okinawa,…nationality,…ultra-rights
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