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†

論　文

1943年夏の大量動員
―「学徒出陣」の先駆として―

はじめに
　1990年代以降本格化してきた学徒出陣研究では、

基礎的な調査が現在でも進められている（1）。こう

した調査は、学徒出陣の実態を明らかにする上で

大変貴重であることは間違いない。しかし、その

一方でこれらは各大学単位の調査にとどまってい

て、学徒出陣全体を見渡した研究はまだ多くない

のが実情である。

　戦時期における大学などの高等教育機関在学者

と兵役の関係については、1943年10月２日公布

の勅令第755号「在学徴集延期臨時特例」による、

いわゆる学徒出陣に至るまで、４回の画期があっ

たと筆者は述べたことがある。繰り返しになるが、

その第一は1939年３月の兵役法改正による徴集

延期年齢の上限引き下げ、第二は1941年10月の

勅令第924号「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年

限ノ臨時短縮ニ関スル件」による高等教育機関の

年限短縮、第三は1943年夏の陸海軍による飛行

機搭乗員などの大量動員、そして第四が前述の「在

学徴集延期臨時特例」の公布である。このうち、

第一、第二、および第四の画期については、筆者

はすでに考察を行ってきた（2）。

　本稿では、残る第三の画期である 1943 年夏に

おける高等教育機関卒業生を主な対象とする飛行

機搭乗員を中心とした大量動員について取り上げ

る。後述するように、このとき海軍は飛行科予備

学生を大幅に増員し、陸軍は特別操縦見習士官制

度を創設した。これらは、「在学徴集延期臨時特例」

による在学者の動員時にそのまま引き継がれていっ

たものであり、その意味では学徒出陣の直接の前

提であると言える。また、「学徒出陣」という言

葉が使われるのようになったのもこの大量動員の

時からであった。このような大量動員について、

本稿ではその背景、実態などについて検討してい

くことにする。

１　大量動員の背景
　1942年６月５日（日本時間）のミッドウェー海

戦において、日本海軍は主力の航空母艦４隻を失

うなどの大敗北を喫した。この敗北によって、日

本軍は太平洋戦線で攻勢をとることができなくな

り、その意味ではここが戦争の転換点であったと

いう言い方もできる。しかし、本当の意味で転換

点となったのは、この後に始まるガダルカナル島

攻防戦に代表される、ソロモン諸島をめぐる消耗

戦であった。

　ミッドウェー海戦から間もない６月16日、海軍

の設営隊がソロモン諸島のガダルカナル島に上陸

して飛行場の設営を開始した。日本軍がガダルカ

ナル島を占領したのは、アメリカとオーストラリ

アの連絡を遮断し、合わせて米軍の反攻経路を押

さえておくこと、およびこの年１月に占領したビ
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スマルク諸島のラバウルを守るためであった。

　日本軍は、米軍の反攻は 1943 年以降になると

考えていたので、ガダルカナル島に配備した兵力

もごく僅かであったが、米軍はこの島の戦略性を

重視し、８月７日、２万近い大軍を上陸させ日本

軍が完成させたばかりの飛行場を占領した。

　以後、日本軍が撤退する 1943 年２月まで約半

年ガダルカナル島の争奪戦が日米両軍の間で繰り

広げられる。周知のとおり、度重なる海戦や空戦

の結果、日本軍は制海権、制空権を失い、飛行場

奪回のため島に上陸していた日本軍は孤立し、飢

餓と病気に苦しめられることになった。結局、ガ

ダルカナル島攻防戦での日本軍の損害は、上陸兵

力３万1400名に対して死者が２万800名（そのう

ち戦闘による死者は５〜6000で残りは戦病死あ

るいは餓死）、艦艇24隻、飛行機973機、搭乗員

2362 名とされている（3）。この後もソロモン諸島

やニューギニアをめぐって1944年の半ばまで日

米の戦闘は続くが、日本軍は兵力を消耗させつつ、

じりじりと後退していく。

　この一連の戦いで熟練の飛行機搭乗員を多く失っ

たことが、学徒の大量動員の背景にあった。海軍

の飛行機搭乗員の戦死者数は、対米英開戦から

1942年６月までの約半年で1114名、1942年７月

から12月で1525名、1943年１月から６月で1553

名、1943年７月から12月までで2085名と増加し

続けた（4）。特に操縦経験年数の長い搭乗員の損耗

が激しかった。1942年１月には海軍の搭乗員中経

験４年以上が 26％、２年以上が 23％、２年未満

が 51％だったのに対して、1944 年１月には４年

以上 14％、２年以上 10％、２年未満 76％と、経

験の浅い搭乗員が四分の三を占めるようになった（5）。

飛行機搭乗員の養成が緊急の課題として認識され

るようになったのである。

　こうした事態を受けて海軍では航空を中心とし

た予備学生制度の拡充を行っていくことになる。

予備学生制度とは、大学などの高等教育機関卒業

生で志願した者のうち採用試験の合格者を予備将

校にする制度で、1934年に航空（のち飛行科）予

備学生制度が開始され、1938 年に整備科、1941

年に兵科および機関科予備学生制度が導入された。

予備学生は採用後、１年６カ月の教育を受けたのち、

予備士官に任官することとされていた。とはいえ、

この頃までの飛行科予備学生の採用数は、［表１］

に見るようにごく少数であった。

　さらに予備学生制度拡充について海軍側の動き

は当初は積極的なものではなかった。対米英開戦

時駐米日本大使館の駐在武官で、1942年８月末に

交換船で帰国後、海軍省人事局に配属された寺井

義守は、搭乗員の不足を予備学生の大量増員で補

おうと考え、当時教育中だった飛行科第12期予備

学生の採用残りから5000名を追加採用する案を

立てたという。寺井は次のように回想している。

　　  　これは当時の海軍当局者に大きな反響を呼

び起し、無茶苦茶をいう不届者として真面目

に相手にされなかった。最も強い反対は教育

局であったが、意外であったのは、本家本元

の航空本部が反対を唱えたことであった。〔中

略〕

　　  　これは当時はまだガダルカナル方面の戦争

が破局的なものであると一般に信じられてい

表１　海軍飛行科予備学生人数（第12期まで）

採用数 訓練開始日 備考
第１期 6 1934.11.20

第２期 15 1935.5.1

第３期 17 1936.4.14

第４期 14 1937.4.13

第５期 20 1938.4.10

第６期 30 1939.4.11

第７期 33 1940.4.16

第８期 43 1941.4.15

第９期 38 1942.1.15

第10期 100 1942.1.28 第１期兵科より転科

第11期 101 1942.10.5

第12期 70 1942.10.12 第２期兵科より転科

『海軍飛行科予備学生・生徒史』より作成
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ない頃であったので、反対の出るのも無理で

はなかった。反対論の主たるものとしては、

そんな無茶な急膨張は物理的にみて困難だと

いう人が多かった。

　　  　しかし、それよりももっと本質的な反対は、

今まで不規則な生活で精神的訓練もない一般

大学や専門学校卒業の青年を大量に集めて、

一年足らずの軍隊教育で将校にし、しかも最

も大切な海軍航空部隊の幹部の主力がこれら

予備士官で占められることは、精強を誇った

海軍の伝統が一朝にして崩れ去るのではない

かとの根深い憂慮からであった（6）。

　もともと海軍の士官教育はエリート養成の色彩

が強く、その中でも特に搭乗員は少数精鋭の方針

を採っていた。そうした搭乗員の養成に、大量の

予備士官を入れていくことへの強い抵抗感が海軍

内部にあったことがこの証言から想像できる、

　また、1980年代以降元海軍中堅士官らによって

合計130回以上行われた「海軍反省会」の記録が

公開されつつあるが、そこにおいても予備学生制

度について言及がある。自ら飛行科第14期予備学

生（徴集猶予停止により1943年12月入隊）であっ

た小池猪一は「どうして、日本海軍というものが

予備学生制度をあんなに遅くなって設けたか」「兵

科、飛行科、整備科の予備学生は、御国の非常時

に対して身を挺して頑張ってきたということがご

ざいます。しかし、異口同音にみんな今、現在

六十歳を超えた歳になっていますと、なぜもっと

御国は、早くにこの制度を採用しなかったのか。

積極的に初級士官として役立ててくれなかったの

か、という意見は非常に強く我々の心に残ってお

ります」（7）と疑問を呈している。これに対して、

1944年２月に海軍省人事局に配属になった末国正

雄は次のように答えている。

　　  　その点はね、あの明確に遅くなった理由を

書いたものは私は見ないけども、国がね、国

が大東亜戦争で本格的に国家体制を整えてき

たのが十八年なんですね。その前はね、国と

してのんびりしてるんです。戦時の色んな規

則も何にもできていない。それで緒戦期に、

勝った勝ったって言ったもんだから、のんび

りムードが多すぎて、したがって、のんびり

した気分でいるんじゃないかと。そのために、

急遽制度を変えたり、制度を作ったりという

ことの、ふんぎりがつかなかったんじゃない

かというふうに、私どもは考える。〔中略〕

　　  　だからまあそういうことで、海軍も現役で

これだけいればやれるじゃないか、というよ

うなことであったんであろうと思う。それに

ついては、いわゆる兵科将校一点張り、それ

から艦隊決戦一点張りという主張が僕らにも

あって、そんなものを採ってきたって、艦隊

決戦に間に合いはせんじゃないか、というよ

うなところからじゃなかろうかと想像するわ

け。（8）

末国の発言は、予備学生制度の遅れの原因に止ま

らない内容を含んでいるが、いずれにしろ搭乗員

の補充に予備学生を活用することに海軍は積極的

ではなかったのは間違いない。

　しかし、ソロモン諸島における消耗戦を経験して、

海軍も方針の転換を余儀なくされた。1943年１月

26日に開かれた大本営海軍部戦備考査会議では、

海軍省人事局長の中沢佑少将が、1945年には士官

搭乗員が 4000 名不足すると訴え、次いで３月に

は人事局が「当面の士官搭乗員急速補充に伴う要

解決事項」を起案した。そこでは、1945年におけ

る飛行科士官は、海軍兵学校出身者と特准士官（下

士官からの昇級者）を合わせても4000名の不足

を来すので、不足分を予備学生出身者で補うとさ

れた（9）。こうして 1943 年夏には飛行科予備学生

の大量募集が実施されることになったのである。

　また、航空戦の急増により地上防空戦力を強化

しなければならなくなっただけでなく、米軍の島

嶼上陸に備えた地上兵力の充実も課題となった。
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さらに、主要艦艇の消耗と護衛艦艇の不足を補う

ため、海防艦や輸送艦などが急速に建造されるこ

とになったが、これらの艦艇に乗り組む初級士官

も大量に不足することが予想された。これらの不

足分についても予備学生で代替することとされ、

兵科予備学生も合わせて大量募集されることとなっ

た（10）。

２　大量動員の開始
（１）海軍予備学生

　このように海軍が予備学生の大量募集に方針を

切り換えるのに合わせて、新聞に学徒の入隊を促

すような記事が盛んに掲載されるようになる。

　『朝日新聞』の例を見ると、1943年２月には、「航

空決戦の連続だ　学生も空の訓練に起て」と題さ

れた記事が掲載されている。ここでは、「アメリ

カは大東亜戦争において四千機に近い飛行機を失っ

てゐる、それにも拘らず飛行機の補充はもちろん

搭乗員の補充もまた無限の如く続いてゐる、〔中略〕

それは彼らは民間において殊に学生生徒において

航空知識が著しく発達してゐるからに外ならない

のである」と、アメリカの学徒の豊富な航空知識

が米軍の補給基盤になっているとした上で「しか

るにわが国における一般の航空知識、殊に学生生

徒に対する航空方面に関する教育技術の訓練状況

を観るとき全く寒心に耐へないものがある、今や

教育界においても一大転換を来すべき時が来てゐ

るのだ」（11）と、日本の教育界に対して航空教育の

強化を主張している。そして、４月になると「米

空軍の主力特に搭乗員の約八十パーセントは学生

出身者である」と指摘し、「今や戦ふ国において

勉学にいそしみ得てゐるのはわが国一国だけであ

るといふことである。従ってわが学生諸君はこの

恩恵をしっかりと心に刻み、わが国においても最

も緊要事とされてゐる搭乗員の補給に自ら進んで

投じ、米青年学徒にひけをとるやうなことが断じ

てあってはならない」（12）と、学徒の飛行機搭乗員

への積極的な志願を呼びかけるまで踏み込んでい

るのである。

　さらに、５月９日からは７回にわたって「学園

からこの海鷲」という連載が始まり、大学や専門

学校を卒業して海軍に入隊した飛行科や整備科の

予備士官の活躍ぶりが紹介され（13）、続いて21日

と23日に掲載された「学徒海鷲この練武」という

２回連載の記事には、整備科と飛行科の予備学生

の訓練の様子が記されていた。こうした一連の記

事は従来見られなかったものであり、海軍の方針

転換に基づいて掲載されるようになったことは間

違いない。

　海軍自身も学徒を入隊させるための宣伝活動を

開始した。５月７日には海軍軍務局員の高瀬五郎

中佐が「学生諸君よ、航空隊に来れ」と題したラ

ジオ放送に臨み、「敵米の学生にして既に欣然空

の決戦に挺身してゐる実情を思ふとき私は日本の

学生諸君も亦彼に劣らず空への挺身に奮起して頂

きたいと念ぜざるを得ない」（14）と学徒に訴えてい

た。

　こうした流れのなか、５月29日、海軍は告示第

13号において次のように海軍予備学生の募集を公

表した。

　　一　志願者ノ資格

　　　  大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科、高等学

校高等科、専門学校又ハ之ト同等以上ノ学

校卒業者ニシテ昭和十八年十月十日ニ於テ

年齢二十八年未満ノモノ

　　　  現ニ在学中ノ者ニシテ昭和十八年九月三十

日迄ニ卒業見込ノモノハ当該学校長ノ卒業

見込証明書ヲ添附シテ志願スルコトヲ得

　　二　出願手続及出願期日

　　　  志願者ハ志願票（最近撮影シタル半身脱帽

手札型ノ写真貼附ヲ要ス）ニ戸籍謄本、学

校長ノ卒業（又ハ卒業見込）証明書及受験

許可証（志願ノ際現ニ陸軍兵トシテ在営中

ノ者又ハ海軍以外ノ官庁ニ奉職スル者ニ限
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ル）ヲ添ヘ出身（又ハ出身予定）学校長ヲ

経テ昭和十八年七月十七日迄ニ到達スル様

海軍省人事局長ヘ差出スベシ但シ戸籍謄本

及写真指定期日ニ間ニ合ハザル場合ハ追テ

送付スルコトヲ得

　　三　身体検査及口頭試問ノ日時及場所

　　　  昭和十八年八月左ノ各地ニ於テ之ヲ行フ其

ノ日時、場所等ノ詳細ハ追テ志願者ニ直接

通知ス

　　　  札幌、仙台、東京、静岡、新潟、金沢、名

古屋、京都、大阪、広島、高松、福岡、熊本、

鹿児島、京城、台北、旅順（15）

　この予備学生募集は、前回のそれ（1942年５月

４日海軍省告示第18号、第12期飛行科、第２期

兵科、第６期整備科）とはいくつかの点で異なっ

ていた。第一に、前回は飛行科・兵科とは別に整

備科を大学工学部あるいは工業専門学校卒業を資

格として募集していたが、今回は分けずに募集した。

第二に、前回は大学学部、大学予科、高等学校高

等科、専門学校の卒業者を対象としていたが、今

回は 1943 年９月卒業見込の者も対象とした。第

三は、前回は大学卒業者が26歳未満、大学予科・

高等学校高等科・専門学校卒業者が24歳未満と設

定していた年齢を、今回は一律28歳未満に引き上

げた。第四に、前回は出願にあたって志願書、履

歴書、誓約書、戸籍謄本、身元証明書（市区村長

発行）、卒業証明書が必要だったものを、今回は

原則として志願票、戸籍謄本、卒業証明書（また

は卒業見込証明書）と簡略化した。第五に、前回

は身体検査のほかに筆記試験があったが、今回は

身体検査と口頭試問となった。そして第六に、前

回は試験会場は仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

の５カ所であったが、今回は京城・台北・旅順を

含む17カ所に拡大した。このように、前回と比べ

てこの海軍予備学生の募集は、さまざまな面で応

募しやすい形が整えられたと言える。

　折しも、これに前後して戦局に関する二つの出

来事が国民に大きな衝撃を与えている。その一つ

は連合艦隊司令長官山本五十六の戦死である。ラ

バウルで作戦を指導していた山本は、ブーゲンビ

ル島に巡視に赴く途中４月18日に搭乗機が米軍機

に撃墜されて戦死し、大本営はその事実を５月21

日に発表した。もう一つはアッツ島における守備

部隊の全滅である。大本営は５月30日にその事実

を発表したが、その際「玉砕」という言葉が初め

て使われた。これらの出来事も大量募集の理由づ

けとして頻繁に利用されていくことになる（16）。

（２）小冊子『学徒出陣』

　こうしたなか、『学徒出陣』と題された小冊子

が毎日新聞社から刊行された。大本営海軍報道部

の高瀬五郎中佐監修のもと、同じく大本営海軍報

道部の高戸顕隆主計中尉の執筆になるものであっ

た。定価30銭、合計126頁のこの小冊子は、奥付

には1943年６月25日印刷、８月20日発行となっ

ているが、同書刊行の目的は後述するように大量

募集している海軍予備学生への学徒の応募を促す

ことであるから、応募締め切りの７月17日よりも

早く刊行されていたと考えられる。６月末から７

月初めにかけて新聞の広告欄に同書が取り上げら

れていること（17）がそれを裏づける。また、著者

の高戸ものちに「昭和十八年六月三十日、毎日新

聞社から、「学徒出陣」という小冊子を出した」（18）

と回想している。

　高戸顕隆は、1941年12月に京都帝国大学経済

学部を卒業後、海軍経理学校に入校した学徒出身

の主計士官である。任官後駆逐艦「照月」に配属

されて南太平洋における海戦を経験し、1943年３

月には海軍省に転じ、国防思想普及や軍事関係団

体指導を任務とする軍務局第四課に着任した。高

戸は、講演や執筆活動を盛んに行って学徒たちに

海軍入隊を説いた、いわば学徒向けの海軍のスポー

クスマンであった（19）。

　『学徒出陣』は、このときの予備学生応募を促
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すキャンペーンの典型と言えるものであった。目

次は次のとおりである。

　　（１）学窓より戦場へ

　　　  私が学窓を出た頃／海軍経理学校の生活／

いざ戦場へ！

　　（２）この眼で観た三大海戦

　　　  初陣・南太平洋海戦／壮烈・第三次ソロモ

ン海戦／決戦・ガダルカナル島作戦

　　（３）日・米学生決戦の秋

　　　  敵総反攻を企図す／米国の学校教育対策／

わが国の予備学生／霞浦海軍航空隊の一日

　　（４）今ぞ起て青年学徒

　　　  青年学徒はどう生くべきか／学徒出陣／総

員配置につけ

　　（附）海軍予備学生へ

　　　  海軍予備学生規則／海軍予備学生志願者心

得

　同書で高戸が述べていることをいくつかの論点

ごとに簡単に整理してみると、まず第一に自らの

戦場体験が挙げられる。前述のように駆逐艦に主

計士官として乗り組んだ高戸は、1942年10月か

ら翌年はじめにかけて３回の海戦を経験した。同

書で強調されているのは、海戦での戦果よりも参

加している将兵の戦いぶりである。攻撃に参加し

て無事帰還したが、燃料切れで母艦に帰投できず

海面に不時着して高戸の乗艦に引き上げられた操

縦士が、助けられて新しい服に着替えると、もう

何事もなかったかのように「悠々と煙草を喫ひ始

めた」（20）、その落ち着いた様子であるとか、沈没

した軍艦で負傷した上官を部下たちがかついで泳

いで助けた話（21）など、将兵の勇気やお互いの信

頼関係の深さを物語るエピソードが紹介されてい

る。

　第二はアメリカの学生の活動ぶりである。同書

の冒頭で監修者の高瀬五郎は、同書刊行直前の

1943年６月のソロモン群島周辺の空戦について紹

介して「この戦意旺盛なる敵の大部分が学生なの

である。彼らは祖国の勝利を信仰し、祖国の名誉

を護るために挺身することに、無上の誇りを抱い

てゐるのである」（22）と、米軍の学生を評価してい

る。そして高戸は、米軍が総反攻を呼号して艦艇

や航空機の大量生産に踏みだしていること、大学

生は在学中に飛行候補生として次々採用され、海

軍は３カ月で１万 2000 人養成する計画があるこ

となどを記し、「この戦争は、一面からみれば米

国の学生と日本の学生との決戦であるともいはれ

てゐる」（23）と述べる。

　第三は日本海軍における予備学生教育の充実ぶ

りとその反面としての一般の学校教育に対する不

信である。海軍航空隊では、訓練は激しくても指

導官は学生一人一人手を取るように丁寧に具体的

に教えているとされるのに対して、一般の学校教

育は「殆んど実践の裏付、行動の裏付がなされ」ず、

そのため「所謂学校出が社会に出て直ちに役立つ

ことが出来ず、中には社会の強大な行動の面に圧

倒されて、思索も理論も忘れてしまふ人達を生ず

るにいたってゐる」（24）と、実社会に出て役に立た

ないものとして批判の対象となっている。

　そして最後には、山本五十六の戦死とアッツ島

玉砕について述べたうえで「今こそ青年学徒が剣

を執って起つべき出陣の秋が来た」（25）と結論づけ

るのである。

　同書は、付録として海軍予備学生規則と 1943

年５月における海軍予備学生志願者心得を収録し

ていることから明らかなように、学徒に予備学生

志願を促すことを目的として刊行されたものであ

る。また同書は、「学徒出陣」という用語を初め

て使用した事例であると言われている（26）。高戸に

よると、同書は十数万部を売り上げ、なおかつマ

レー語と英語にも翻訳出版されたという（27）。

（３）陸軍特別操縦見習士官

　海軍の予備学生大量募集に陸軍も続いた。1943

年７月３日制定の勅令第566号「陸軍航空関係予
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備役兵科将校補充及服役臨時特例」よって、特別

操縦見習士官（特操）の制度が制定され、７月５

日公布の陸軍省告示第13号によって第１期の募集

が開始された（28）。特操は、海軍飛行科予備学生と

同様、飛行機搭乗員の急速養成のため設けられた

制度であった。応募資格は大学学部・予科、高等

学校高等科、専門学校、高等師範学校、師範学校

の卒業者（この年９月卒業見込者を含む）で、修

業期間は１年６カ月とされた。特操は、高等師範

学校と師範学校の卒業者も有資格者とし、また陸

軍将校による飛行機操縦検定合格者など操縦技術

を予め取得しているものは修業期間を１年に短縮

するとした点が海軍予備学生とは異なっていた。

　また、特操採用者には曹長の階級を与えるとさ

れたが、これは従来海軍と異なり大学や高専出身

者であっても入隊当初は兵としての教育を行って

きた陸軍にとっては、例外的な試みであった。そ

れだけ、状況が逼迫していたともいえるし、少尉

候補生に準じるとされた海軍予備学生に合わせな

ければ志願者を集められないと陸軍側が考えたか

らでもあろう。採用にあたっては身体検査と口頭

試問を行うとされ、応募締め切りは７月31日、採

用は10月上旬と公表された。

　当時陸軍省軍事課にいた村田謹吾によると、

1942年夏には170中隊であった陸軍航空部隊を、

参謀本部と陸軍省との協議によって1946年度ま

でに500中隊に拡充することが申し合わされたが、

そのためには従来の航空士官候補生や少年飛行兵

の採用増加だけでは到底間に合わないと考えられ

たことが特操創設の背景にあったという（29）。

　陸軍も、海軍同様メディアを利用して特操応募

を盛んに呼びかけた。陸軍航空本部総務部長の職

にあった遠藤三郎中将は、「航空機を活兵器とし

て使ひこなすためには科学的な頭がなければ十二

分に能率を発揮することが出来ないのだ、そのうへ、

空中戦の特質上的確な判断力が養成されてゐなけ

ればならない、また教養も必要だ、かうみれば心

身共に秀でた学徒こそ空中勤務者としてうってつ

けの道である」（30）と、学徒への期待を述べていた。

また、７月22日に「大空の若き防人」と題したラ

ジオ放送を行った陸軍省兵備課長友森清晴大佐は、

特操採用者は水戸陸軍飛行学校または陸軍大臣の

定めた部隊に入隊するが、「この点について諒解

の違った向もある」として「これは初年兵などと

一緒に教育するなどの意味ではなく見習士官は全

部初めから学校に入れるのであるが、入り切らぬ

ところは教育隊に入れる、この教育隊の内容は学

校と同じやうなものだから全部学校に入ると思っ

て差支へない」（31）と強調していた。兵としての教

育は行わないことが応募する側に理解されにくかっ

たものと思われる。

（４）志願者

　このような海軍・陸軍の大量募集を学徒の側は

どのように受け止めたのであろうか。新聞には、

学徒の応募が殺到していたという記事がたびたび

掲載されている（32）が、それだけでなく、学徒が

残した記録のなかにも大量募集を受けて高揚する

気持ちが記されているものが見られる。

　当時慶応義塾大学予科に在学していた上原良司

は、６月29日の日記に、卒業生の森田龍史海軍予

備少尉が大学に講演のため訪れたことを記し、「血

の湧くを覚ゆ。早く鼻の骨をけずって貰って、応

募せんことを願う。訓練のはげしきことは相当ら

しい。半年たてば、単独飛行が許されるそうだ。

操縦で難しいのは着陸。十米にて桿を一杯引け。

単独飛行では教官の代りに、砂嚢を積むとのこと。

早く行きたい」（33）と、話を聞いて逸る心を抑えき

れないさまを書いている。

　また、早稲田大学第二高等学院に在学していた

木戸六郎の日記によると、早稲田の学生の間では

この年２月から３月にかけて「新学生道樹立運動」

が起こり、「戦局に対するさらに深い直視が学生

の間に支配し、国家的使命に対しては捨身的情熱
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を捧ぐべしという声がみなぎった。それがかくて

はいち早き徴集猶予返上の声となり、海軍予備学

生の募集に当たっては、二千名の多きにのぼり全

国の一割を占めるにいたった」（34）。

　東京帝国大学法学部に在学していた小川徹は、

当初主計を希望して８月に海軍経理学校に受験に

行ったところ、海軍省から来ていた少佐が「今、

帝国海軍が最も必要としているのは飛行機の搭乗

員である。諸君ふるって飛行予備学生を志願せ

よ」（35）と受験者を前に演説したのを聞いて、飛行

科予備学生を志願したのだという。すると９月10

日に三重航空隊に参集するよう海軍省から通知が

きたが、それでは大学の卒業試験が受けられない

ため法学部事務室に申し出たら、事務員が「繰上

げ試験をして貰いましょう。試験には何か書いて

おいて下さいよ。そうすれば、先生方にお願いし

て卒業にしてもらいますから。戦死された時には、

やはり法学士だったほうがいいでしょうからね」（36）

と、便宜を図ってくれたと述べている。ただ、結

局小川は飛行科には合格せず、第３期兵科予備学

生となった。

　また、すでに1942年10月に佐賀にあった陸軍

歩兵部隊に入隊し、乙種幹部候補生となっていた

池田春次は、「佐賀の歩兵部隊は気の荒い集団で、

昼間の猛訓練のあと毎夜ゲンコツのビンタをくらっ

た。時には顔が変形することもあった。毎日面白

くない。どうせ、消耗品として近く南方に送られ

て死ぬくらいなら、もっと花々しく死のうと思い、

東京で特操の試験を受けて合格した」（37）のだとい

う。このように、少数であったと思われるが、す

でに徴集されていて改めて志願した者もあった。

３　入隊
（１）第13期飛行科予備学生

　第13期飛行科予備学生の採用通知を受けた志願

者は、1943年９月10日前後に土浦と三重の航空

隊に分かれて入隊した。彼らは、まずそこで身体

検査、飛行適性検査を受けた。その結果、９月25

日の合格発表で5199名が最終的に採用されるこ

ととなった（38）。すでに［表１］で見た第 12 期ま

でと比較すると、文字通り桁違いの採用数であった。

なお、飛行科に合格しなかった者のなかには、前

述の小川徹のように兵科や整備科に移ることを命

じられた者もいた。

　飛行科予備学生の教程は、基礎・練習機・実用

機の三段階に分けられる。第13期の基礎教程は

10月に開始された。基礎教程では、躾教育、短艇、

棒倒しなどのほか座学などが行われた。土浦では

13分隊、三重では12分隊に分けられたが、その

うち土浦の４分隊と三重の１分隊は本来４カ月で

行うとされた基礎教程を２カ月に短縮することと

された。短縮組は前期、短縮にならなかった組は

後期と称した。このような前後期制をとったのは

第13期の特徴で、その理由としては採用者数急増

のため次の練習機教程に全員一斉に受け入れるこ

とができないと考えられたこと、少しでも早く搭

乗員を実戦配備する必要があったこと、などが考

えられる（39）。前期には、主として理工系、師範系

の学校出身者が充てられ、彼らに対しては物理、

数学、力学などの理系の基礎的な座学は省略された。

東京高等師範学校を卒業して採用され前期に編入

された後藤弘は、分隊長に「二か月組は頭も適性

もいい者ばかりで、人が四か月でやるところを二

か月でやるのであるから猛訓練をやる、土曜日曜

なしだ。しっかりやれ」（40）と叱咤されたという。

　この基礎教程の間に、適性検査の成績と本人の

申告に基づいて、操縦（陸上あるいは水上機）・

偵察・要務のいずれかの専修になるか決定され、

次の練習機教程に進むこととなった（41）。そのうち

操縦専修となった学生は、前期は11月末、後期は

翌年１月中旬に場所を移して約４カ月の練習機教

程に入り、そこで九三式陸上中間練習機（いわゆ

る「赤トンボ」）に乗り、初めて飛行訓練を行った。

彼らの練習機教程における飛行時間は30から40
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時間程度であったが、これは従来の飛行科予備学

生の同教程での飛行時間が100時間程度であった

のに比べて約三分の一で終了するという超短期速

成教育であった（42）。

　練習機教程を終えると、操縦専修の学生たちは

実用機教程に入った。実用機教程とは、彼らが乗

組みを予定されている機種ごと（戦闘機・爆撃機・

攻撃機など）の操縦訓練を行う総仕上げの教程で

ある。陸上機は４カ月、水上機は２カ月の教程期

間であったが、例えば艦上攻撃機を専攻した学生

の飛行時間は平均で45時間程度であったといわれ

ており、これは従来の予備学生が５カ月で100か

ら150時間程度の飛行時間で訓練を受けたのに比

べ、ここでも大幅な時間の削減があった（43）。こう

して、［図１］に示したように、陸上機操縦専修

の学生であれば早ければ入隊10カ月後の1944年

７月下旬には実戦部隊に配備されていった。

　一方、偵察や要務専修はそれよりも早く、前者

は 1944 年の５月から７月にかけて、後者は１月

から３月にかけて実戦部隊に配備されていった。

　なお、教程を経るなかで殉職したり退隊したり

する者もいて、最終的な第13期の人数は4976名

であった（44）。第13期飛行科予備学生の出身学校

を人数の多い順に20校挙げたのが［表２］である。

早稲田大学が417名で最も多く、以下上位には私

立大学が並んでいる。ちなみに東京帝国大学は30

名、京都帝国大学は37名であった。

（２）第３期兵科予備学生

　第13期飛行科予備学生と同時に募集された第３

期兵科予備学生は、3700余名採用された。彼らに

対する教育は10月１日に開始され、最初に行われ

た基礎教程は、主に館山砲術学校、旅順方面特別

根拠地隊、横須賀第二海兵団に分かれて行われた。

1943 1944
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

操縦専修・
陸上機

前期 基礎 練習機 実用機

後期 基礎 練習機 実用機

操縦専修・
水上機

前期 基礎 練習機 実用機

後期 基礎 練習機 実用機

偵察専修
前期 基礎 偵察

後期 基礎 偵察

飛行要務
専修

前期 基礎 要務

後期 基礎 要務

　図１　第13期飛行科予備学生教育期間
『第十三期海軍飛行専修予備学生誌』57頁より作成

表２　第13期飛行科予備学生出身校別人数

学校名 入隊者数
早稲田大学 417

日本大学 319

明治大学 244

中央大学 211

法政大学 175

慶応義塾大学 159

関西大学 113

立命館大学 82

大阪専門学校 82

専修大学 81

拓殖大学 71

東京農業大学 60

横浜専門学校 57

立教大学 51

盛岡高等工業学校 44

関西学院大学 43

浜松高等工業学校 41

九州専門学校 40

熊本高等工業学校 40

長岡高等工業学校 39

『第十三期飛行専修予備学生誌』より作成
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横須賀で教育にあたった野地宗助によると、当初

計画では基礎教程は館山と旅順の２カ所で実施さ

れることになっていたが、予想以上の志願者があ

り急遽採用者を増やすことになったため、横須賀

にも収容して教育することになったのだという（45）。

　この例に見られるように、第３期兵科予備学生

に対する教育には急ごしらえの面が少なくなかっ

た。やはり野地によれば、航法や気象といった座

学の教科書類も「学生五人に対して一部くらいの

割合いで配布されたにすぎな」（46）かった。基礎教

程の期間も、当初は５カ月を予定していたが、中

途で４カ月に短縮され 1944 年１月末に終了する

ことになった。「在学徴集延期臨時特例」による

在学者の徴集猶予停止により、1943年12月に多

数の学徒が海兵団に入団して彼らに二等水兵とし

ての訓練が開始されることになり、その彼らに早

く予備学生としての教育を行う必要が生じたので、

結果的に第３期兵科予備学生が押し出された恰好

になったのである。この時期になると、軍の側も

具体的準備が整わないままに予備学生を次々と採

用するようになっていたことが分かる。

　第３期兵科予備学生は、基礎教程終了後 1944

年２月から術科教程に入った。術科教程では、対

空・艦艇・陸戦・教育・通信・電測など17の課程

に分かれて教育が行なわれ、早い者で４月、大部

分の者は５月末に少尉に任官し、それぞれの配置

についていった（47）。

　ちなみに、第13期飛行科や第３期兵科予備学生

の教育に中心となってあたったのは、彼らの予備

学生としての先輩にあたる第１期兵科予備学生出

身の予備士官たちであった。第１期兵科予備学生は、

1943年１月に少尉に任官しソロモンなどの第一線

を含む配置についていたが、この年の秋に多くが

第２期兵科予備学生出身の予備士官と交替して内

地に帰り、教育にあたることになった。急増した

予備学生に対して教える側も多数必要になったた

めであり、また同じ予備学生の出身者であれば円

滑な教育が期待できるという「海軍当局の配慮」（48）

でもあった。しかし、それは逆効果の場合もあった。

小説の体裁をとっているが、自ら第２期兵科予備

学生出身である阿川弘之は「館山砲術学校でも、

三期予備学生の区隊長はすべて前線帰りの一期の

士官たちで占められてゐた」「彼らは〔中略〕後

輩に対する気合いの入れ方もすさまじかった」「一

期の区隊長らの修正ぶりは少し狂気じみてゐた」（49）

と記している。第１期兵科予備学生出身で、ラバ

ウルから帰ってきて館山で第３期の教育にあたっ

た渋田駿は、阿川の描写を受けて「一挙にふくれ

上がった学生の数、戦地帰りの気負い、傾いてき

た戦局、そんなことが、学生に対する修正を激し

くさせたのであろう」（50）と回想している。

（３）第１期特別操縦見習士官

　第１期特操の訓練も 1943 年 10 月から始まっ

た（51）。彼らは、まず仙台・宇都宮・熊谷・大刀洗

の陸軍飛行学校および各校に属した教育隊に分け

られて基本教育を受けた。ここでは、飛行科予備

学生と異なり、入校して10日ほどでいきなり初飛

行を体験させられた。最初はもちろん教官との同

乗飛行であったが、飛行20から30時間で単独飛

行に移っている。入隊６カ月後の 1944 年３月下

旬には基本教育を終了、戦闘・偵察・爆撃に分か

れて次の教程に入った。

　実用機を使った操縦訓練は、満州や中国本土、

フィリピンの教育飛行隊で行われた。４月上旬か

ら７月下旬までの４カ月間、九七式戦闘機などを

使って教育が実施されたが、必ずしも十分な飛行

時間が確保されていたわけではなかった。フィリ

ピンのネグロス島で訓練を受けた伊藤賀夫は「練

習は二日に一度、それも一日一人当りが場周離着

陸はたった二回である。それでも、練習機の故障

整備で実用機が減り５月に入ると三日に一度、週

二回の搭乗になってしまった」（52）と証言している。

　７月末に実用機教育を終えると、また各地の飛
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行場に移動となり、今度は隼や飛燕といった実戦

で使用される飛行機で訓練を受けた。そして、訓

練開始からちょうど１年後の1944年10月１日に

少尉に任官、次々と実戦に出て行くことになる。

少尉任官者は2386名であった（53）。

おわりに
　以上のような大量動員による入隊者からは、多

数の戦没者が出た。第13期飛行科予備学生の戦没

者は1616名を数え（54）、これは歴代の飛行科予備

学生のなかで最多である。また、第３期兵科予備

学生からの戦死者は695名で（55）、これも兵科予備

学生のなかで最多である。第一期特操からも668

名が戦死している（56）。それは、彼らの多くが実戦

部隊に配属されたのが1944年の後半であり、正

に日本軍がサイパン島やフィリピンをめぐる攻防

戦で絶望的な戦いを行っていた時期に他ならない

からである。

　南太平洋における消耗戦を経て、日本海軍は

1943年の夏になって繰り上げ卒業を予定していた

学徒の大動員に急遽乗り出し、陸軍もそれに続いた。

受け入れ体制も不十分な付け焼き刃的な大動員で

あったが、この方式は直後の「在学徴集延期臨時

特例」による在学者の動員―いわゆる「学徒出陣」

―にそのまま引き継がれていった。その意味でも、

この1943年夏の大量動員は、「学徒出陣」の先駆

であったと位置づけることができよう。

［註］
（１）近年の成果としては、専修大学編『専修大学史

資料集　第七巻　―専修大学と学徒出陣』2015年、

北口由望「専修大学と学徒出陣の時代　―「学徒

動員名簿」の分析をもとに―」（『専修大学史紀要』

第８号、2016 年）、法政大学史委員会編『法政大

学と出陣学徒「法政大学と出陣学徒」事業報告書

　上』2017年、長井伸仁「上智大学における学徒

出陣　―その歴史と記憶―」（『上智史学』第62号、

2017年）などが挙げられる。

（２）拙稿「1939年の兵役法改正をめぐって　―「学

徒出陣」への第一の画期として―」（『京都大学大

学文書館研究紀要』第13号、2015年）、拙稿「戦

時期における高等教育機関の在学・修業年限短縮

について」（『京都大学大学文書館研究紀要』第15号、

2017年）、拙稿「徴集猶予停止に関するいくつか

の問題について」（『京都大学大学文書館研究紀要』

第14号、2016年）。

（３）木坂順一郎『昭和の歴史　第７巻　太平洋戦争』

小学館、1982年、135頁。

（４）安倍彦太「大東亜戦争の計数的分析」（奥村房夫

監修・近藤新治編『近代日本戦争史　第４編　大

東亜戦争』同台経済懇話会、1995年）840頁。

（５）同前、840頁。

（６）寺井義守「飛行科予備学生・生徒の大量採用」（海

軍飛行科予備学生・生徒史刊行会編『海軍飛行科

予備学生・生徒史』1988年）54頁。この寺井の回

想によると、寺井の発想のもとには戦争勃発後の

アメリカで予備飛行将校の大量養成が行われてい

ることを目の当たりにした危機感があったという。

（７）戸高一成編『［証言録］海軍反省会』７、PHP

研究所、2015年、122・124頁。

（８）同前、125頁。

（９）前掲『海軍飛行科予備学生・生徒史』26頁。

（10）小池猪一編著『海軍予備学生・生徒』第２巻、

国書刊行会、1986年、52頁。

（11）『朝日新聞』1943年２月15日付朝刊。

（12）『朝日新聞』1943年４月21日付夕刊。

（13）例えば連載第１回では、1940年に早稲田大学専

門部を卒業した第７期飛行科予備学生出身の海軍

予備中尉が、対米英開戦直後のマレー海戦に参加

した様子が記されている。

（14）『朝日新聞』1943年５月８日付朝刊。

（15）『官報』1943年５月29日付。

（16）岡部長景文相は、アッツ島玉砕の大本営発表のあっ

た５月30日夜、訪問先の大阪で記者に対し、「大

東亜戦争勃発以来皇軍の相次ぐ華やかな戦果に青

年学徒は恵まれ過ぎてゐたのではないか。真剣に

国家の中核たる青年層の使命に対し、まだまだ十
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分の自覚が足らないのではないか。山本元帥の戦

死につぐアッツ島のこの悲痛なる報、今にして学

生が奮起せずしていづれの時か皇恩に報いる時が

あらう」と学徒の奮起を求めたと報じられた（『朝

日新聞』1943年５月31日付朝刊）。

（17）６月 27 日付『朝日新聞』には「近刊予告」に、

７月２日付『毎日新聞』には「青年学徒必読の書！」

として同書の広告がうたれている。

（18）高戸顕隆『海軍主計大尉の太平洋戦争　私記ソ

ロモン海戦・大本営海軍報道部』光人社、1994年、

227頁。

（19）高戸は、当時「海軍報道部には多くの講演依頼

が来て、平出大佐以下各部員は、仕事のやりくり

をつけて出かけていた。講演の申し込みは、各種

公共団体、市町村、学校などが多かった。主計大尉、

中尉もそれにかり出され、私も幾度か演壇に立った」

と回想している（前掲『海軍主計大尉の太平洋戦争』

217頁）。また、当時大阪高等学校に在学中だった

清水幸義によると、この時より少し後の1943年10

月に徴集猶予停止が発表されたころ、大阪高校に

高戸が講演に来たという。そこで高戸は「実戦の

話はしなかったが、非常に弁舌さわやかだった。

戦局苛烈を説き、危機感をもりあげ」「口をきわめ

て、大人たちの利己主義を攻撃し、いまの日本を

救うことのできるのは諸君以外にはないのだと叫

んだ」。さらに「諸君らのような優秀な帝国大学の

学生や官立の高校生は全部、必ず士官になってい

ただきます」と説いて万雷の拍手を浴びたという（清

水幸義「学徒出陣」（昭和戦争文学全集編集委員会

編『昭和戦争文学全集11　戦時下のハイティーン』

集英社、1965年）349頁）。そもそも高戸が軍務局

に異動したのも、予備学生の大量募集という海軍

の方針転換を踏まえてのものであったと考えられる。

（20）前掲『学徒出陣』34頁。

（21）同前、56頁。

（22）同前、９頁。

（23）同前、82頁。

（24）同前、104頁。

（25）同前、110頁。

（26）蜷川寿恵『学徒出陣　戦争と青春』吉川弘文館、

1998年、25頁。確かに、管見の限りだが、新聞等

でこれ以前に「学徒出陣」の使用例は見当たらない。

『朝日新聞』では1943年９月23日付の紙面にある

東京工業大学の卒業式について「兵学一如の決戦

体制による“学徒出陣”の秋を飾って、東京工大

の卒業式は〔中略〕行はれた」とあるのが最初の

ようである。また、『読売新聞』でも同日付の紙面

に西条八十の「学徒出陣におくる　勇みゆく教へ子」

と題された詩が掲載されているのが最初と思われる。

これらは、９月22日の東条英機首相による国内態

勢強化のラジオ放送を受けての記事であり、学徒

の徴集猶予が停止されることに応じて書かれたも

のである。

（27）前掲『海軍主計大尉の太平洋戦争』227頁。

（28）『官報』1943年７月５日付。

（29）村田謹吾「陸軍航空発祥より終焉まで」（特操一

期生会編『特操一期生史』1989年）。

（30）『朝日新聞』1943年７月30日付朝刊。

（31）『毎日新聞』1943年７月31日付朝刊。

（32）例えば、海軍予備学生について、東京の各大学

では「どこでも海軍省から配られた申込用紙では

間に合わず、二回、三回の追加請求を行って」い

るほか、関西地方の大学や高専でも応募者が相次

いでいると報じられている（『朝日新聞』1943年

６月 23 日付朝刊）。また、特操についても「応募

は日をおうて激増」し「都下の各大学、各高専で

は〔中略〕中には学部ヘの進学を断って予科から

直接志願するもの等“校門より空の決戦場へ”の

感激を沸き起たせてゐる」と学徒の熱狂ぶりを伝

えている（『朝日新聞』1943年７月22日付朝刊）。

（33）上原良司著・中島博昭編『新版　あゝ祖国よ恋

人よ』信濃毎日新聞社、2005年、58頁。上原は、

10月に慶応義塾大学経済学部に進学し、徴集猶予

停止により同年12月陸軍に入隊、特別操縦見習士

官（第２期）に採用されている。

（34）日本戦没学生記念会編『新版　第二集きけわだ

つみのこえ』岩波書店、2003年、286頁。

（35）海軍三期兵科予備学生会『海軍第三期兵科予備

学生戦記』第２集、1975年、10頁。

（36）同前。
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（37）前掲『特操一期生史』40頁。

（38）第十三期誌編集委員会編『第十三期海軍飛行専

修予備学生誌』1993年、40頁。

（39）同前、59頁。

（40）後藤弘『征き死なん春の海　―海軍飛行予備学

生の日記―』税務経理協会、1994年、20頁。

（41）要務は第13期から養成されるようになったもの

であり、飛行機には搭乗せず、航空戦・哨戒など

の計画立案、飛行のための人員・資材の整備、飛

行機の補充・修理の連絡、搭乗員の人事記録・戦

闘詳報の作成、敵情収集などの事務処理一切を担

当した。従来は、搭乗員のうちの若手士官がこう

した業務を行っていたが、負担が増加したため、

専門の人員を養成することにしたものであった。

（42）小池猪一編著『海軍予備学生・生徒』第１巻、

国書刊行会、1986年、100頁。

（43）前掲『第十三期海軍飛行専修予備学生誌』82頁。

（44）同前、458頁。

（45）野地宗助『海軍兵科予備学生　―心血をそそい

だ学生隊長の記録―』大原新生社、1977年、116頁。

（46）同前、120頁。

（47）前掲『海軍予備学生・生徒』第２巻、72頁。

（48）前掲『第十三期海軍飛行専修予備学生誌』41頁。

（49）阿川弘之『暗い波濤』上（『阿川弘之全集』第５

巻、新潮社、2005年）270頁。

（50）一期会編『第一期海軍兵科予備学生の記』1976年、

333頁。また、同じくソロモンから帰ってきて第

13期飛行科予備学生を教育した山田栄三も「学生

たちは〔中略〕ヒステリックな教育方法の対象になっ

た。同じ予備学生出身である教官たちは、全く学

生たちに同情しなかった」と述べている（山田栄

三『海軍予備学生』鱒書房、1956年、158頁）。

（51）第１期特操の訓練については、特に記載のない

限り前掲『特操一期生史』に拠った。

（52）同前、141頁。

（53）同前、508頁。

（54）前掲『第十三期海軍飛行専修予備学生誌』458頁。

（55）前掲『海軍予備学生・生徒』第２巻、83頁。

（56）前掲『特操一期生史』。
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