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 ABSTRACT 

The relations with a human being and the cave are dug in the past by a human being, and there is the 

artificial cave which includes the abandoned old hole or tunnel sign. Pasts include the artificial cave like the 
relations with a human being and the cave regardless of the present. It is the potholing as remains of ①

Religion cave, ②Refuge cave, ③Sightseeing cave, ④Storage cave, ⑤House cave, ⑥Graveyard cave, ⑦

Remains cave, ⑧Art cave, ⑨Military affairs cave, ⑩Altar cave, ⑪Cultivation cultured cave, ⑫Cave 

treatment place, ⑬Music cave, ⑭Prisoner cave, ⑮Scientific study, Sports.  

Because "TACHISO" was a warehouse in Takatsuki-city of under the ground, it is an artificial cave in a 
related thing with , Refuge cave ・Storage cave ・House cave ・Remains cave ・Military affairs cave. The list  

word of "TACHISO" of Takatsuki "abbreviation of Takatuki :" Of Ta, the basement "abbreviation of tika :" Of 

the ti warehouse "abbreviation of Souko :" It is code (TACHISO) of the army which I put So together and 

made.In last years of World War II, the dugout construction of the military headquarters began in Takatuki, 

but Kawasaki plane Akashi factory of Hyogo encountered an air raid.Therefore an area of "TACHISO" is an 

area converted as an engine production factory of the particularly offensive fighter. 

The "TACHISO" basement cave in Takatsuki-city constituted it from the area of five all and described 39 

caves. In other words, it is four caves in the first district. It is 11 caves in the second district. It is eight caves 

in the third district. It is seven caves in the fourth district. And it is nine caves in the fifth district. As the 

number of the cave numbers becomes big, the length of the cave in district first, 2 and 5 (depth) is a tendency of 

the decrease. The entrance of the cave is located in the south side mainly. The number of the measurement of 

the depth is 20 points. As for the number of the measurement of the width, the measurement of 26 points and 

the height is 19 points. 
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1.はじめに 

洞窟とは、人間が出入可能な地中にある空間である。洞穴（どうけつ、ほらあな）とも言う。内部の気温は、外部と比べると

夏は涼しく冬は暖かい。また地中であるために一般に湿度が高い。 

洞窟の規模は5段階に分類できる。すなわち、①特別に大きい洞窟（5000m以上）、②大洞窟（500～5000m）、③中洞窟

（50～500m）、④小洞窟（5～50m）、⑤小洞窟（5m以下）である。 

人間と洞窟との関わりについて、過去に人間によって掘られ、遺棄された古い穴や隧道跡なども含める人工洞窟がある。

過去・現在を問わず人間と洞窟との関係は、①信仰・祭祀・修業の宗教洞、②避難洞、③観光洞、④貯蔵洞（格納・氷室・貯

蔵庫・醸成庫）、⑤住居洞（穴居）、⑥墓地洞、⑦遺跡洞、⑧芸術洞・絵画洞、⑨軍事洞､⑩祭壇洞、⑪栽培養殖洞、⑫洞窟

治療所、⑬音楽洞、⑭囚人洞、⑮学術研究・スポーツとしての洞窟探検などが挙げられる。  

本稿の主題となる大阪府高槻地下倉庫「タチソ」は、

高槻市成合にある人工洞窟である。ここは、軍事的に

利用されることを想定されて掘られた地下空間で、避難

洞・貯蔵洞・住居（穴居）洞・遺跡洞・軍事洞として分類

できる。通称である「タチソ」とは、高槻地下倉庫の略で、

高槻の 「タ」、地下の 「チ」倉庫の 「ソ」を合わせて作

った陸軍の暗号である。 

タチソの所在地は〒569-1012大阪府高槻市成合で

ある。Googleの地図で、大阪府高槻市成合を検索する

と緯度34度52分42.059秒、経度135度37分44.011秒、

標高は68mである。〒569-1012で検索すると緯度34度

52分46．516秒、経度135度37分53.119秒で、標高は

95mである（図1-1）。この地点は、岩滝寺の北側であり、

住宅地の西側である。第二次世界大戦末期、高槻で軍

司令部の地下壕建設が始まったが、兵庫県の川崎航空機明石工場が空襲に遭ったため、タチソは特攻用戦闘機のエンジ

ン製作工場として転用された。 

タチソのトンネル群は、5 地区に分類できる。第 1 地区は、第二工場で、右手の山が一地区、右手の山には採石場の施

設が見える。桧尾川の東側に位置し、最初に着工され、敗戦時には工事が完了した。縦方向 16 本、横方向 4 本のトンネル

が碁盤目状に掘られ、総延長 4500mである。しかし戦後、採石場になり地下壕の大部分は消滅・崩壊した。第 2地区は、第

二工場で、左手の山が二地区。工事の途中まで進行した地区である。坑は 4 本（北の谷から）、6 本（南の谷から）、1 本（南

北に貫通）している。また坑口は 1 本（東に陥没）である。1 地区と同様に、掘りを進行したようである。洞窟群（T1～T12）とそ

の他のトンネルが見られる。第 3 地区は、不規則な位置で、使用目的も不明である。洞窟群（T1～T7）は琴堂池周辺の北側

でトンネル群（坑 6 本）とコンクリ－ト製構造物（2 ヶ所）がある。第 4 地区は、坑 1 本（小規模）以外はコンクリートの構造物（7

ヶ所）、工作機械を据える台座や貯水槽と思われる。ゆえに、洞窟群（C1～C7）は、コンクリ－ト製構造物と台座群である。第

5 地区は、第 2 地区の第二工場跡の西側に不規則に掘り進行している。合計 9 本の南北坑があり、5 地区の中で保存状態

が最も良い状態である。5 区の坑内からは「つるはし、かすがい、犬釘」などの工具が発見されている。洞窟群（5-T1～T12）

 
図1-1.高槻市成合、成合北の町、成合東の町、成合南の町。 

現存する「タチソ」戦争遺跡の所在地 
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とその他のトンネルが見られる。 

タチソからは、戦時中においての強制労働の痕跡や、その生活を物語る貴重な遺物が発見された。その結果、タチソは、

1995 年、戦後 50 年記念して大阪府と高槻市によって計画された「戦争の傷跡」の「タチソ壕跡」について、恒久平和への誓

いをあらたに銘板を設置している。 

本稿では、既存の洞窟関連資料情報を収集して、調査との規模と形態、成因等についての概要を把握し、構成要素の現

象を示す事実を明らかにしたい。戦争遺跡洞窟を保存する活動史だけでなく、洞窟の堆積流と地域内部の地形発達史や環

境変遷史との関わりで、洞窟がどのような位置づけや問題点を有しているかという検討が重要である。 

これらの研究は中間報告であり、今後の研究課題としては、洞窟の保全と環境問題などがある。調査は短時間であったた

め、未解明の事項が少なくない。今後も研究を継続する予定であるが、とりあえずこれまでの成果の所見を整理した。測量し

た値は、回帰方程式の多項式によって解析を行った。さらに、観察を行った結果について報告する。 

 

2.大阪府高槻地下倉庫（タチソ）の歴史 

戦争末期の軍事用地下施設は、長野県松代にあるものが面積40,000㎡台で最大であり、次に広いのは東京都浅川と群

馬県薮塚にあるもので、関東地区の面積は30,000㎡台である。大阪府高槻と福岡県山家にあるものは、10,000㎡台で比較

的小さいと言える。大阪府高槻の地下施設は、後に27,900㎡に拡張された。施設は、中島飛行機工場用、皇居・大本営・政

府機関用、三菱航空機工場用、川崎航空機工場用、西武軍司令部用である。これらをまとめると、表2-1と図2-1のとおりであ

る。 

 

 

軍事施設地 施設面積 

長野県松代 40,000 ㎡ 

東京都浅川 37,000 ㎡ 

群馬県薮塚 33,000 ㎡ 

愛知県楽田 20,000 ㎡ 

大阪府高槻 17,000 ㎡ 

福岡県山家 12,000 ㎡  

表 2-1.戦争末期の軍事用施設 図 2-1.戦争末期の軍事用地下施設 

  
1995年(平成 7年)に大阪府高槻市が建てたタチソ地下壕跡「タチソ」の記念碑を紹介する（写真 2-1）。「タチソ」の記念碑

は、第 2 地区群が存在する山の東南端碑に山裾、西（ひのき)尾川に架かる琴堂橋のたもとである。 

成合の山間部に散在する三十数本のトンネル群は、高槻地下倉庫「タ・チ・ソ」の暗号で呼ばれ、崩落が続いているが、今

なお当時の面影を残し、戦争の愚かさと悲惨さを語りかけています。 

米軍戦略爆撃調査団報告書には「・・・このトンネル群は当初陸軍の所要な貯蔵庫の一つとして 1944年 11月に政府の手

で工事が開始されたのであるが、1945年2月になって、川崎航空機工場として使用することが決定された｣と記されています。

航空機工場部分は、16 本のトンネルが掘られてゆき、旋盤などの機械類が部分的に搬入されましたが、完工を見ぬままに

敗戦を迎えました。 
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このトンネル工事には、周辺の地元民、大阪高医・北野中学・関

西工業学校などの動員学生のほか、最も危険で過酷なトンネル開

削の分野については、強制連行その他の手段で集められた、3500

人ともそれをはるかに超えるともいわれる朝鮮人労働者が投入され、

多くの死傷者が出たともいわれている。 

我が国は、先の戦争において多くの人命を失い、同時にアジア・

太平洋地域の人々に大きな災禍と苦痛をもたらしたことを忘れれて

はなりません。悲惨な戦争を再び繰り返かさないよう、恒久平和へ

の誓いをあらたに戦後 50 周年大阪府記念事業として銘板を設置し

ます。 

1995 年(平成 7 年)   大阪府・高槻市 

 
大阪府高槻地下倉庫（タチソ）の 1910～1945 年を表 2-2 のように整理した。 

 
表 2-2.大阪府高槻地下倉庫（タチソ）の 1905～1945 年表 

和歴 西暦 内   容 

明治 38 1905 年 ～1939（昭和 14）年間は、戦時労務動員前である。 

大正 1910 年 後半。高槻市部は，神崎川（大阪府北部から兵庫県東南部を通る淀川水系の一級河川）周辺の晒工場・染

色工場，淡路付近のメリヤスなどの繊維関係工場周辺を中心に，朝鮮人の集住地域ができた。この地域

は，現在にも引きつがれている。 

大正 1920 年 1920 年代。郡部は、郊外住宅開発として，また神戸・大阪・京都をつなぐ交通の要地として鉄道・道路が整

備され，淀川に流れこむ諸河川の改修工事に多くの朝鮮人労働者が使役された。しかし，「土工」の流動牲

は高く，そのまま定住した人達は少数であった。 

大正 14 1923 年 北摂には小作争議が勃発し，全国的にも最も盛んなところであった。 

大正 15 1924 年 日農北摂聯合会第 2回大会議案書のなかに，朝鮮人が小作人に代わる労働力として使われていたことをに

おわす記述がある。 

昭和 14 1939 年 戦時労務動員期，強制動員。 

昭和 17 1942 年 市部は、大阪に戦時労務動員の朝鮮人が導入した段階である。大阪では，名簿が 2 事業所 238 人分しか

公表されていないため，証言に頼ることしかできない。 

昭和 19 1944 年 ～20 年に，吉見百穴とその周辺の丘陵地帯に大規模な地下軍需工場が造られた。いまでも通行可能な直

径 3 メートル程の開口部をもつ洞窟が地下軍需工場の跡である。縦と横の洞窟がそれぞれ交差し碁盤の目

のようになっているのが特徴である。太平洋戦争の末期，米軍の大規模な空襲によって日本の航空機製造

工場の生産能力は壊滅的な打撃を受けた。 
昭和 19 1944 年 夏。サイパン陷落により、｢本土決戦｣が現実の問題として意識され、陸軍は｢本土決戦の戦闘指揮所として、

各地に軍司令部の地下移設の計画を始めた。近畿・中国・四国・東海地方の防衛をどる中部軍の地下指令

所に選ばれたのが高槻市成合地区であった。 

昭和 19 1944 年 9 月。高槻市北東部の成合地区の山中に極秘に、旧陸軍の地下倉庫群の計画。これが秘密の計画だった

ということで、敗戦が決まってからわずか2、3日ほどで資料が全て焼却処分されてしまったために、この工事

の全容は今でも不明なままだという。 その秘密の計画、「高槻 地下 倉庫」の頭文字を 3 つ取って、「タチ

ソ」という暗号を用いて呼ばれていた。 タチソ地下壕跡の残る、高槻市成合地区へと足を運んだ。地下に倉

 
写真 2-1.大阪府・高槻市が建てた「タチソ」の記念碑 
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庫を作るというタチソの計画があり、途中から目的が変わり、川崎航空機(株)の陸軍機「飛燕」のエンジン製

造工場となった。 

作業員は地元学生・住民の他、強制連行した 3500 名の朝鮮人である。朝鮮人は、危険なトンネル開削部

分に作業し、多くの死者が出た。タチソは全部で 9000 平方メートルで、全国で四番目の規模を持つ地下施

設である。タチソには 20 数本トンネルが存在している。 

成合の村の地主 25 人が中部軍将校から土地の供出を命令時には，高槻市の助役や職員も立ち会ってい

た。成合は谷あいの村であり，田畑も少なく，農家にとってこれを供出することは大変な犠牲であった。しか

し,「国家のため」の言葉には逆らえず，坪当たり 3 銭の賃貸料で土地を強制収用の判を押された。 

昭和 19 1944 年 7 月 7 日。マリアナ諸島のサイパンが陥落し、守備隊 3 万人と住民が戦死・自決した。 

昭和 19 1944 年 7 月 18 日。全国に地下軍事施設を作ることが，東条英機内閣最後の閣議で決定した。 

昭和 19 1944 年 秋。近畿・中国・四国地方を管轄する中部軍司令部の地下壕が大阪府高槻に建設開始。疎開工場として

使用するよう変更され、当時，特攻用の飛行機の生産が急がれ，エンジンの生産をする予定。 

昭和 19 1944 年 10 月。着工し、1945 年 8 月 15 日までの約 10 ヶ月間に 41,000 ㎡という途方もない面積のトンネルが掘ら

れた。「鉄道総局岐阜地方施設部と間組」の手によって成合村の北はずれ、西橧尾川東岸の山（第 1 工場）

にて工事開始。工事には、陸軍部隊・学従動員された。さらに、各村から義勇軍の農民、地元の学生も参加

した。タイナマイト使用の重労働は、外国人の朝鮮人強制連行者である。 

周辺地元民や学生も動員されていたというが，危険なトンネル開削に動員されたのは徴用という形で強制

的に働かされていた約 3 千数百人と拉致同然に強制連行されて来た約 600 人の朝鮮人だったという。 

昭和 19 1944 年 11 月と 12 月。政府の手で工事が開始。東京都武蔵野市の中島飛行機工場は，空襲から逃れるために地

下に移転する計画が間に合わず、11 月と 12 月の 2 度の空襲によって生産能力が 10 分の 1。 

そのため，現在のさいたま市にあった中島飛行機工場の移転の必要性が急速に高まり，生活物資の調達

に便利で，掘削に適した場所である吉見百穴地域に軍需工場が造られることになった。吉見百穴にある地

下軍需工場跡は，こうした空襲を避けながら航空機の部品を製造する目的で造られたのである。 
昭和 20 1945 年 1 月。米軍の襲撃が本格化された。兵庫県、川崎航空機明石工場が空襲のため、疎開工場として使用を変

更。当時，特攻用の飛行機の生産が急がれ，エンジンの生産をする予定となった。陸軍高槻地下倉庫は、

工事の中身を隠すため「タチソ」と暗号で呼ばれていた。「タカツキ・タチソコ」の略である。 

昭和 20 1945 年 2 月。川崎航空機工場のとして使用することが決定。航空機工場部分は、16 本のトンネルが掘られ、旋盤な

どの機械類が部分的に搬入。第二工場群は着工し、碁盤目状の地下施設を建設中、未完で終戦。 

昭和 20 1945 年 7 月中旬。陸軍・海軍・宮内庁・内務省からなる連合調査団が、天理やタチソを来訪していた。陸軍は、海軍

の天理に対抗する拠点としてタチソを選択したと考えられる。 

昭和 20 1945 年 8 月 15 日。第一工場群は、敗戦時（8 月 15 日）には完成した 6 本のトンネルがあった。 

昭和 20 1945 年 8月 20日。トンネルには、40台の旋盤の機械と発電機が備えられ、8月 20日に操業開始が予定していた。 

平成 07 1995 年 「タチソ地下壕跡」の銘板、大阪府・高槻市。 

平成 08 1996 年 3 月。「タチソ地下壕跡」の銘板、大阪府・高槻市。実際に建立した時期。 

 

3.第一地区洞窟群（T1～4）、第一工場の写真と測量解析 

第一地区洞窟群の所在地は、〒569-1012 高槻市成合である。桧尾川の東側に位置する。標高は 75～80m で、総延長

は 4500m である。第一地区洞窟群の特徴は、次のようにまとめることができる。タチソの戦争遺跡である米軍戦略爆撃調査

団報告書（1945年）によると、右は第一地区の工場、左は第二地区の工場、中央は建設飯場中心地である（図 3-1）。①川崎
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AIRCRAFT 社による配置である。②間隔 15m で奥行き 150m の洞窟が並列の 50m ごとに連結杭の状態。③縦方向 16

本、横方向 4 本のトンネルが碁盤目状に掘られた配置である（図 3-2）。 

 

   
図 3-1.タチソ戦跡。右：第 1 工場、左：

第 2 工場、中図は建設飯場 

図 3-2.タチソの戦争遺跡所在地。右：第

1 地区の工場の所在地の平面図 

図 3-3.タチソ戦跡洞窟入口から洞

窟の中心へと掘られている模型 

 
④入口から 13m と 23m に 2 本、あと 2 ケ所には入口の崩落跡が残存している。⑤洞口、狭い状態であり、内部の幅 4m と

高さ 5m である。⑥コンクリ－トには小石が多く、鉄筋ならぬ木炭材が混入している。⑦コンクリ－ト被覆され、電線などを吊る

す鉄筋のワイヤが埋め込まれている。⑧コンクリ－トには巻状態であり、岩盤の崩落跡が多い。⑨最初に着工した工場は、敗

戦時には殆ど工事が完了した。⑩敗戦後は、採石場のため地下壕の大部分は消滅・崩壊した。⑪トンネル群の通気口として

縦杭跡にかかり、縦杭が露出する可能性がある。⑫第 2 名神高速道路が計画されて工事中である。⑬1-T1 と 1-T2 の洞口

は、中点から南東方向である。⑭1-T3 の洞口は中点から南西方向、パイロット洞が、13m で崩落跡がつらら状態である。⑮

1-T4 の洞口は、中点から南西方向。パイロット洞が 23m で崩落跡がつらら状態である。⑯第一地区洞窟群における中心部

から見ると、崩落跡 T1 と T2 は西南と T1 と T2 は東南側に掘られている（図 3-3）。人工洞窟の 1-T1～と 1-T4 の標高習得

は、約 77～80m である。 

 

：：：第一地区洞窟群：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真３-1.第１地区で洞口は崩落により

激しく壊れている扇状の入口、右側に

は矢印の表示は撮影場所。by 高槻市 

写真３-2.第１地区の洞窟は破壊が激し

くコンクリ－トで巻かれその中に崩落物

が侵入。 by 高槻市 

写真３-3.第１地区にある洞窟内部か

ら洞窟を観察している。矢印は洞窟内

での撮影場所である。by 高槻市 
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・・・.第一地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真３-4.第 1 地区 T3：周辺の土石流

が流れ込んでる人工洞窟出口付近。コ

ンクリートで補強。 

写真３-5.第 1 地区 T3 入口：コンクリ

ートで補強、中には輪っか状の鉄線

がぶら下がっている。by 穴瀬 

写真３-6.第 2 地区 T3 周辺。入口の前

で記念撮影を行っている調査団。大学

教授・大学院院生、郷土遺跡研究家。 

 

・・・.第一地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真３-7.第 1 地区 T4：周辺の土石流が

流れいる人工洞窟出口付近。コンクリート

で補強。天井には鉤状のものが存在。 

写真３-8.第 1 地区 T4 入口：天井の

真中で破断し、壁面には、鉤状が存

在する。床には小石が多く、by 穴瀬 

写真３-9.第 1 地区 T4 奥：天井部分

岩石が割れ部分が多く、一部は陥

没し、一部の流石状態。by 穴瀬 

 

 
表 3-1.第一地区洞窟群の第一工場の内部構造 

洞

窟 

幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、地下軍事第一工場洞窟の内部構造 

1-T1   70.56    高槻 南側 中点から南東方向。崩落跡が 2 ケ所。標高習得は約 80m。 

1-T2   70.56    高槻 南側 中点から南東方向。崩落跡が 2 ケ所。標高習得は約 80m。 

1-T3 1.37  64.00  0.82  高槻 西南 
中点から南西方向。パイロット洞が、13m で崩落跡がつらら状態。標

高習得は約 77m。 

1-T4 0.82  60.05  0.35  高槻 南側 
中点から南西方向。パイロット洞が、23m で崩落跡がつらら状態。標

高習得は約 77m。 

 
 表 3-1 は 第一地区洞窟群の第一工場の内部構造である。ここで、高槻とは高槻市役所の資料の略称である。幅の範囲は

0.82～15.00m で、奥行きの範囲は 23～150m、高さの範囲は 0.35～5.00m である。図 3-4 は第 1 洞窟群の奥行き（棒グ

ラフ分析）である。洞窟群番号が増大するにつれ、奥行きの長さは短くなっている。その差は約 10m である。図 3-5 は第 1

洞窟群番号と奥行きの長さについて相関性を分析するするため、代数方程式の一つである 2 変数（X 軸と Y 軸）からなる直
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線方程式から究明する目的である。相関性を究明するためには、洞窟群番号と奥行きの長さとの関係を考察する方法として、

次のような回帰方程式を与えられる。これらの勾配は 3.809 であり、決定係数は 0.8995 で非常に高い相関性が得られた。 

 
Y(洞窟の奥行き) ＝3.809（洞窟群番号）+75.815……決定係数(R2 =0.8995) …測量値……(3-1) 
  

  
図 3-4.第 1 洞窟群の奥行き（棒グラフ分析） 図 3-5.第 1 洞窟群の奥行き（相関性） 

 

4.第二地区洞窟群（T1～11）、第二工場の写真と測量解析 

第二地区洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 75～85m である。第二地区洞窟群の特徴

は次のようにまとめることができる。①山頂に周辺を囲むように地下施設を掘った。②記録としてアメリカでは、第二工場群に

なっている。③1945 年春に着工し、掘り進行した碁盤目状の地下施設を建設中、未完で終戦になった。④坑、北の谷から 4

本、南の谷から 6 本、南北に貫通しているのが 1 本ある。⑤トロッコの枕木跡が残っている部分が見られる。⑥坑として、南の

谷から 6 本、北の谷から 4 本、南北に貫通しているのが 1 本である。⑦岩盤ではなく粘土と砂礫層のため、崩落しやすい。

⑧東に陥没した坑口が1本ある。⑨東斜面の所に陥没した坑口が1本ある。⑩南側にあるトンネル天井には、崩落部分が見

られる。⑪貫通トンネル、崩落が激しく、立入には注意が必要である。⑫踏み込んだ跡がなくて道が荒れている。⑬コンクリ－

ト被覆が残っている。⑭コンクリ－トで質が悪く、鉄筋壁には焼いた木材で狭間せて支えている。⑮標高100mの所に北方か

ら西南方向（T1－T5）に、南東方向（T6－T11）に配置した。崩落跡 T1～T11 までの 11 ヶ所と T12 が残存している。⑯崩

落跡 T1～T11 までの 11 ヶ所は、第二工場群の中心部から見ると西北と西南側に掘られ、また、東南と西南側に掘られてい

る（図 4-1 と表 4-1）。 

 

 

  
図 4-1.現存する「タチソ」の所在地。中央から南方面

にある洞口は南側に、西北と南方面の洞口は北側 

表 4-1.タチソの戦跡。洞窟入口から洞窟の

中心へと掘った模型。西北と南方面に分布。 
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：：：第二地区洞窟群 T3：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-1.第２地区T3中：床面の中央

部には盛り上がり、その上には瘤状

物は 4 か所が見られる。by 穴瀬 

写真４-2.第２地区 T3 の戦跡地。洞窟入

口から洞窟の中心へと掘られている模

様。土石物は液状と粒状が混合状態。 

写真４-3.第２地区 T3 の戦跡地床面

は、凸凹状態である。土石物は液状

と粒状が混合状態。 

 

 

 

・・・第二地区洞窟群 T3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

写真４-4.第２地区 T3 南口：トンネル群

の中で唯一貫通。T5 の南側開口で連

結洞窟の人工洞窟。by 穴瀬 

写真４-5.第２地区 T3：中央部にある洞

窟生物が多く生殖している所。生物生

殖地の色は壁面と同色に近い。 

写真４-6.第２地区 T3：入口から 30m

地点で Y 字タイプの洞窟で、左穴より

右穴が大きい。by 高槻市 

 

 

 

・・・第二地区洞窟群 T3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-7.第 2 地区 T3 は北側に円形

状である。洞窟掘りは上は狭く、中間

地では広くなっている。by 高槻市 

写真４-8.第２地区 T3 奥：床面にはト

ロッコのレール枕木跡が中まで続く。

壁面は平行線状にひかる。by 穴瀬 

写真４-9.第２地区 T3 奥：床面は凸凹

で荒れた状態であり、下部の壁面と床

面には幅が広くなっている。by 穴瀬 
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：：：第二地区洞窟群 T4：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-10.第２地区 T4 は北側にある 4

番目の人工洞窟である。by 高槻市 

写真４-11.第２地区 T4 の 30m 地点で

天井が高く、Y 字形洞窟。by 高槻市 

写真４-12.第２地区 T4 は土石を運び

出すためにハッパを仕掛けた穴 

 

・・・第二地区洞窟群 T4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-13.第２地区 T4 は掘られた

洞窟壁面で、横穴部分が鮮明 

写真４-14.第２地区 T4 の天井：コウモリ

色と同様な色彩、下の壁面は水色 

写真４-15.第２地区 T4 にある夫婦のコ

ウモリは、調査団の撮影を歓迎 

 

：：：第二地区洞窟群 T5：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   

写真４-16.第２地区 T5 のコンクリ－ト

部分に土嚢との間に焼いた木片を挟

む。洞口の奥から眺めた光景。 

写真４-17.第２地区 T5 は北側入口か

ら 20ｍのコンクリ－トを巻いた部分。洞

口から眺めた光景。  

写真４-18.第２地区 T5 中：コンクリート

製構造物。コンクリートを補強するため

に木材が用いられている。by 穴瀬 

 

・・・第二地区洞窟群 T5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-19.第２地区 T5 中：床面には天

井から崩落した土が積み上げられ、中

写真４-20. 第２地区 T5 は洞口から

50mの中央部、天井と壁にに巻かれた

写真４-21.第２地区 T5 は、中央に素

堀の部分が土に埋もれた杭の痕跡が
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央部は高くなっている。by 穴瀬 コンクリ－ト部分は前後にある 見られた。by 高槻市 

 
：：：第二地区洞窟群 T7：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-22.第２地区 T7 は 7本目の素

堀、60ｍで行止まり。ｂy 高槻市 

写真４-23.第２地区T7には、多くの洞窟植

物は下方へ生長している 

写真４-24.第２地区 T7 は洞窟群の南

側に面した素堀り洞穴。by 高槻市 

 

・・・第二地区洞窟群 T7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-25.第２地区 T7 入口：T7 は比

較的保存状態が良い。トンネルの形態

は楕円形、黄土色の土石流。by 穴瀬 

写真４-26.第２地区 T7 中：トンネルの

形状は四角形で、壁面は部分的に白

い土が現れている。by 穴瀬 

写真４-27.第２地区 T7 奥：トンネルの

形状は四角形で、壁面は赤みがかっ

た土で覆われている。by 穴瀬 

 
：：：第二地区洞窟群 T8：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真４-28.第２地区 T8 は十文字を交

差点の側にある洞口の出口。 

写真４-29.第２地区 T8 は十文字を交

差点の側にある洞口の出口。 

写真４-30. 第２地区 T8 は十文字を交

差点の側にある洞口の出口。 

 
 
 
 
 



12 
 
・・・第二地区洞窟群 T8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

写真４-31.は十文字を交差点の側にあ

る洞口である。by 高槻市 

写真４-32.第２地区 T8 は中央に十文

字交差点の左の洞窟。by 高槻市 

写真４-33.第２地区 T8 は天井から崩れ

落下した地面に盛り上がる。by 高槻市 

 
・・・第二地区洞窟群 T8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真４-34.第２地区 T8 は十文字を交

差点側が洞窟の出口。by 高槻市 

写真４-35.第２地区 T8 は十文字を

交差点側が洞窟の出口。by 高槻市 

写真４-36.第２地区 T8 は多くの洞窟植物

は下方へ生長している 

 

 
表 4-1.第二地区洞窟群の第二工場の内部構造 

洞窟 
幅 

（m） 

奥行 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、地下軍事第二工場洞窟の内部構造 

2-T1  70.56  高槻 北側 中点から北西方向。標高習得は 80m。 

2-T2  70.56  高槻 北側 中点から北西方向。標高習得は 80m。 

2-T3

  

   保会 北側 中点から北西方向。トロッコの枕木の跡が残存。各トンネルには最深部にダイ

ナマイトを爆破させた穴の跡がある。穴に仕掛けた発係はトンネル内に残って

導火線に火をつけた。外国人労働者は危険なことに担当。 

2-T3 4.00   保会  中点から北西方向。入口から 10 数 m でパイロット部分狭い。 

2-T3 2.02 2.01 0.97 洞環 北側 中点から北西方向。入口 1：幅 2.016m、高さ 0.965m。 

2-T3 1.29  10.27  1.76  洞環 北側 中点から北西方向。入口 2：幅 1.285m、高さ 1.759m（入口からレ－ル間） 

2-T3 1.77    2.01  洞環 北側 中点から北西方向。レ－ル終点の境界線、木炭が挿入したコンクリ－ト。 

2-T3 1.77    4.00  洞環 北側 中点から北西方向。レ－ル終点～奥までの距離 

2-T3 0.11  0.11  0.12  洞環 北側 中点から北西方向。コウモリの横にある爆発物穴(縦 0.12m、横 0.11m） 

2-T3 4.41    3.24  洞環 北側 中点から北西方向。奥壁の前に。標高習得は 80m。 

2-T3 4.85  0.00  3.25  洞環 北側 中点から北西方向。奥の壁に 

2-T3 1.37  64.00  0.82  高槻 北側 中点から北西方向。 
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2-T3   66.45    洞環 北側 中点から北西方向。全長 

2-T4 0.82  60.05  0.35  高槻 北側 中点から北西方向。 

2-T4 2.95    1.26  洞環 北側 中点から北西方向。入口 

2-T5   81.14    高槻 両側 

中点から西方向。素手で堀り出した洞口は最長で両端にある。パイロットトンネ

ル数mおきにコンクリ－ト補強、完成度が高い。T5の先は貫通し、関係者の移

動に効率化を図っている。土嚢（どのう）の杭がある。トンネルは貫通している

が、崩落で殆んど埋まっている。元の値 81.14m。 

2-T5 2.74    1.53  洞環 両側 洞口の規模。標高習得は 80m である。 

2-T5 4.02  4.83  2.46  洞環 両側 セメントア－チ図の規模、三次元奥行き 4.833m。 

2-T5 1.63  67.37  0.83  洞環 両側 洞口からの長さはセメントまでに（23.25+6.31+9.58+28.23＝67.37）である。 

2-T6   22.75    高槻 南側 中点から南西方向。南側に面した洞口である。元の値は 22.75m。 

2-T7   57.40    洞環 南側 
中点から南西方向。入口から十字路 21.150m、十字路から奥 36.248m。中央

には広く壮大な感じがしたのは、2 洞口があるためである。 

2-T7   60.00    高槻 南側 中点から南西方向。洞口は狭く、険しくなっている。 

2-T8   33.94    洞環 南側 
中点から南方向。25.98m（右）+7.96m（左）＝33.94m である。以前は 2-T8 の

手前に洞口があった。新出口は山体崩壊による地すべりである。 

2-T8   50.45    高槻 南側 中点から南方向。山体崩壊による地すべり以前の値である。 

2-T9   36.30    高槻 南側 中点から南方向。洞窟の両側に面している。標高習得は 76m である。 

2-T10   11.56    高槻 南側 中点から南東方向。洞窟の両側に面している。元の値 11.56m 

2-T10   20.00    保会 南側 中点から南東方向。最短距離，手堀によるトンネル。標高習得は 75m である。 

 
表 4-1 は 第二地区洞窟群の第 2 工場の内部構造である。

ここで、保会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略称である。高

槻とは高槻市役所の資料の略称である。さらに、洞環は洞窟環境

NET 学会と関西大学大学院学生、高槻「タチソ」戦跡保存の会連合

の調査値である。幅の範囲は 0.11～4.85m で、奥行きの範囲は

0.11～81.14m、高さの範囲は 0.12～3.25m である。 

図 4-2 は第 2 洞窟群の奥行きのグラフ分析である。洞窟群

番号が増大するにつれ、奥行きの長さは減少の傾向である。

その差は約 50m である。第一洞窟群番号と奥行きの長さにつ

いて相関性を分析するするため、代数方程式の一つである 2

変数（X 軸と Y 軸）からなる直線方程式と 2 次方程式から究明

する目的である。相関性を究明するためには、洞窟群番号（Ｘ）

と奥行きの長さとの関係を考察する方法として、次のような回帰方程式を与えられる。式 4-1 の勾配は 4.798 で、式 4-1 と式

4-2 の決定係数は直線方程式の 0.7579 と 2 次方程式の 0. 8833 で非常に高い相関性が得られた。 

 
Y(洞窟の奥行き) ＝-4.798（X）+81.545……決定係数(R2 =0.7579) …測量値         ……(4-1) 

 Y(洞窟の奥行き) ＝-0.853 (X2) +4.543（X）+62.87……決定係数(R2 =0. 8833) …測量値……(4-2)  

 

 

図 4-2.第二洞窟群の奥行き（直線と曲線の相関性） 
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5.第三地区洞窟群（C1，C2，T1～6）、 

琴堂池周辺トンネル群とコンクリ－ト製構造物の写真と測量解析 

第三地区洞窟洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 60～90m である。第三地区洞窟群の

特徴は次のようにまとめることができる。①第二地区群の西の山あいに琴堂池の湿地帯の付近である。②床面は水たまりが

多いため、地下軍事用に転用するのは無理だと思われる。③琴堂池の北側に展開する小規模な坑 6本とコンクリート構造物

2 ヶ所がある。④コンクリ－ト製構造物の台座は 2 ヶ所である。⑤素手堀りのコンクリ－ト製で不規則に掘られている。⑥支柱

の跡が明確に残っていて各トンネルを結ぶ「トロッコ道」と思われる跡が続いている。⑦素手堀りの地下軍事用とも言えるが、

使用目的には不明点が多い。⑧崩壊防止のために「土嚢（どのう）」が積み上げられている。第三地区洞窟群（T1～6）は、6

ヶ所で、中心部から見ると東南と西北に掘られている。（図 5-1 と表 5-1）。 

 

  
図 5-1.現存する「タチソ」の所在地。中央から南方面にある洞口は

南側に、西北と南方面の洞口は北側 

表 5-1.タチソの戦跡。洞窟入口から洞窟の

中心へと掘られ、西北と南方面に分布 

 
：：：第三地区洞窟群 T2：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   

写真 5-1.第３地区 T2 入口：土嚢が積

まれ、開口が狭い。by 穴瀬 

写真５-2.第３地区 T3 入口：T2 と同じ

ように土嚢が積まれている。by 穴瀬 

写真５-3.洞窟周辺に成長している多く

の植物が成長 

 

：：：第三地区洞窟群：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 
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写真５-4.第３地区にある洞内から洞

口を観察している瞬間。土溜め杭の痕

跡。Ｓ字カーブをある洞窟。by 高槻市 

写真５-5.第３地区にある洞内から洞壁

を観察できる。洞壁には横線が多く見

られる。天井も筋がある。by 高槻市 

写真５-6.第３地区の洞内から洞壁（2

本筋）と奥壁を観察。洞口から奥へ進

むと直線から右折状態。ｂｙ高槻市 

 
・・・第三地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   
写真５-7.第３地区の奥には、洞中洞

の連結洞窟が見られる。by 高槻市 

写真５-8.第３地区の奥には天井が高

い、土嚢を積み外敵侵入を防ぐ 

写真５-9.第３地区の中央に広いスぺ-

スで、土嚢を積む。by 高槻市 

 

 
表 5-1.第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造 

洞窟 
幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、琴堂池周辺洞窟の内部構造 

3-C1    洞環  ■ 中点から北西方向。標高習得は 90m。 

3-C2    洞環  ■ 中点から北西方向。標高習得は 90m。 

3-T1    洞環  南西 中点から南東方向。標高習得は 80m。 

3-T2    洞環  西側 中点から南東方向。洞内の長さは最長である。標高習得は 76m。 

3-T3  40.00  洞環  東南 中点から南東方向。標高習得は 76m。 

3-T4  
3.00  

  保会 西側 
中点の付近。数 m の先にトンネルがあることから、第 2 地区に近いと考えら

る。洞内の長さは最短である。標高習得は 60m。 

3-T5      保会 東側  中点から東方向。中点の付近。床面は水たまりが多い。支柱の跡が明確。 

3-T6       洞環  南西 
中点から北西方向。T6 の西北側には T 字タイプの連結洞窟である。 

C1 と C2 のコンクリ－ト製構造物がある。標高習得は 60m。 

 
■表示はコンクリ－ト製造物（台座）である。表 5-1 は 第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造である。ここで、保

会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略称である。さらに、洞環は洞窟環境 NET 学会と関西大学大学院学生、高槻「タ

チソ」戦跡保存の会連合の調査値である。奥行きの範囲は 3～40m である。 
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6.第四地区洞窟群（T1、C1～6）、コンクリ－ト製構造物と台座群の写真と測量解析 
第四地区洞窟洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 80～90m である。第四地区は、第 3

地区の北部の谷筋にあり、5 つの地区の中で保存状態が最も良い。第四地区洞窟群の特徴は次のようにまとめることができ

る。①工作機械を据える台座や貯水槽と思われるがはっきりしない。②｢国内外の強制連行労働者」の飯場の施設と考えら

れる。③部品の組み立て工場と推定できる。④谷筋に小規模な坑 1本以外はコンクリートの構造物 7ヶ所がある。⑤T1とC4

～C6 の洞窟は中点から 150m の東側にあり、番号は南側から北に向かって大きくなっている。⑥発見されている範囲で合

計 9 本の南北坑がある。第四地区洞窟群（C1，C2，T1～6）は、中心部から見ると東南～東北と西・西北に掘られている（図

6-1）。 

 

  
図 6-1.現存する「タチソ」の所在地。中央から南方面にある洞口

は南側に、西北と南方面の洞口は北側。ｂｙタチソ。 

表 6-1.タチソの戦跡。洞口から中心へと掘ら

れている模型。西北と南方面に分布。 

 
表 6-1.第四地区洞窟群の台座群洞窟の内部構造 

洞

窟 

幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、台座群洞窟の内部構造 

4-T1       洞環 2 ケ所 中点から北東方向。Ｌ字タイプの連結洞窟、標高習得は約 80m である。 

4-C1 6.50    4.50  保会 ■ 中点から西方向。深さ 2.6m の貯水池？ 標高習得は約 90m である。 

4-C2       洞環 ■ 中点から西方向。標高習得は約 90m である。 

4-C3       洞環 ■ 中点から北西方向。標高習得は約 90m である。 

4-C4       洞環 ■ 中点から南東方向。標高習得は約 85m である。 

4-C5 5.80    8.00  保会 ■ 
中点から南東方向。長方形のコンクリ－ト製台座状の構造物である。台座状

の上面は水平。中心部には幅 2m と高さ 8m と深さ 0.7m 切込み堀がある。 

4-C6       洞環 ■ 中点から東方向。標高習得は約 85m である。 

 
■表示はコンクリ－ト製造物（台座）である。表 6-1 は 第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造である。ここで、保

会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略称である。さらに、洞環は洞窟環境 NET 学会と関西大学大学院学生、高槻「タ

チソ」戦跡保存の会連合の調査値である。幅の範囲は 5.8～6.5m で、高さの範囲は 4.5～8.0m である。 
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7.第五地区洞窟群（T1～9）、 

その他のトンネルの写真と測量解析 

第五地区洞窟洞窟群の所在地は、〒569-1012 大阪府高槻市成合である。標高は 80～90m である。第五地区洞窟群の

特徴は次のようにまとめることができる。①第二地区群と第三地区群間の谷間に散在している。②第二工場跡の西側にばら

ばらに掘り進められた。③発見されている範囲で、南北坑として合計 9 本である。④タチソの地区中では、比較的に保存状

態が最も良いトンネルである。⑤T1～T9、トンネルの崩落が見られる。⑥T6～T8、第 2 地区の谷の延長線であると考えられ

る。第五地区洞窟群（T1～9）は、中心部から見ると東と西南以外がすべて掘られている。（図 7-1）。 

 

  
図 7-1.現存する「タチソ」の所在地。北部から南方面に掘ら

れ、南側の洞口は北方面へ掘られている。ｂｙタチソ。 

表 7-1.タチソの戦跡。洞口から中心へと掘られている模

型。東北や西北と南方面に分布。 

 

：：：第五地区洞窟群：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

   
写真 7-１.第 5地区T3中：断面楕断面

円形のトンネルで、壁面にはうっすらと

白い土が現れている。by 穴瀬 

写真 7-2.第 5 地区 T3 中：床面は平坦

に比較的綺麗に保存。が、床面の土

嚢は多く落下し､灰色に変色。by 穴瀬 

写真 7-3.第 5 地区 T3 奥：トンネルの

形状は楕円形で、壁面には殆どが白く

覆われている。by 穴瀬 

 

・・・第五地区洞窟群・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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写真 7-4.第 5 地区 T4入口：木の根や

草が絡まり、自然と同化した様相を持

つ洞窟周辺の植物。by 穴瀬 

写真 7-5.第 5 地区 T4 中：トンネルの

断面形状は楕円形で、ここにもトロッコ

のレール枕木跡が残る。by 穴瀬 

写真 7-6.第 5 地区 T4 奥：トンネルの

断面形状は楕円形で、天井が崩落し

ているため歪んでいる。by 穴瀬 

 

表 7-1.第五地区洞窟群、その他の洞窟の内部構造 

洞窟 
幅 

（m） 

奥行き 

（m） 

高さ 

（m） 
参照 

坑口 

洞口 
高槻市、その他の洞窟の内部構造 

5-T1       洞環  南側 中点から東北方向。標高は約 80m である。 

5-T2       洞環  南側 中点から東北方向。標高は約 80m である。 

5-T3   66.00    保会 北側 
中点から東北方向。｢つるはしの頭」、｢鎹（かすがい）｣と｢犬釘（いぬくぎ）」

などの工具が発見。標高は約 80m である。 

5-T3 4.03  39.62  3.48  洞環 南側 中点から東北方向。中間の翼 39.62m 

5-T4   52.00    保会 南側 中点から東北方向。｢つるはしの頭」、｢鎹｣と｢犬釘」などが発見。 

5-T4 1.71  64.99  1.81  洞環 南側 中点から東北方向。第 1 パイロットと全長 64.99m。 

5-T4 1.75    1.95  洞環 南側 中点から東北方向。第 2 パイロット。標高は約 80m である。 

5-T5   42.00    保会 南側 
中点から西方向。｢つるはしの頭」、｢鎹｣と犬釘」などが発見。標高は約

50m である。 

5-T6       洞環 北東 中点から南方向。標高は約 90m である。 

5-T7       洞環 南側 中点から南方向。標高は約 90m である。 

5-T8       洞環 南側 中点から南方向。標高は約 90m である。 

5-T9       洞環 南側 中点から南方向。標高は約 90m である。 

 
表 7-1 は 第三地区洞窟群の琴堂池周辺洞窟の内部構造である。ここで、保会とは高槻「タチソ」戦跡保存の会資料の略

称である。さらに、洞環は洞窟環境 NET 学会と関西大学大学院学生、高

槻「タチソ」戦跡保存の会連合の調査値である。幅の範囲は1.71～4.03m

で、奥行きの範囲は39.6～66.00m、高さの範囲は1.81～3.48mである。 

図 7-1 は第五洞窟群の奥行きのグラフ分析である。洞窟群番号が増大

するにつれ、奥行きの長さは減少の傾向である。その差は約 40mである。

第五洞窟群番号と奥行きの長さについて相関性を分析するするため、代

数方程式の一つである 2 変数（X 軸と Y 軸）からなる直線方程式から究明

する目的である。相関性を究明するためには、洞窟群番号（Ｘ）と奥行きの

長さとの関係を考察する方法として、次のような回帰方程式を与えられる。

これらの勾配は 12 であり、決定係数は 0.9908 で非常に高い相関性が得られた。 

 
図 7-1 は第五地区洞窟群の奥行き 
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Y(洞窟の奥行き) ＝-12X+101.33……決定係数(R2 =0.9908) …測量値……(7-1) 
  

8.おわりに 

大阪府高槻地下倉庫（タチソ）は、旧陸軍の極秘計画から作られた人工洞窟である。しかし、この資料は日本の敗戦時に

すべて処分されており、工事の全容などの正確な情報は不明である。掘削工事においては、この地域の周辺住民や動員学

生が投入され、その過酷な労働に多数の犠牲者が出たと言われている。この地域は、1910 年代後半に高槻市の神崎川（大

阪府北部から兵庫県東南部を通る淀川水系の一級河川）周辺の晒工場や染色工場が栄えた。また、淡路付近ではメリヤス

などの繊維関係工場周辺が中心に栄え、朝鮮人の集住地域ができた。これは、現在にも引きつがれている。1920 年代には、

郊外住宅地として開発され、神戸・大阪・京都をつなぐ交通の要地として鉄道と道路が整備された。淀川に流れこむ諸河川

の改修工事には、多くの朝鮮人労働者が使役されたが、「土工」の流動牲は高くそのまま定住した人達は少数であった。タ

チソの掘削工事には、このような人々が関わった歴史があるのである。 

タチソは、5 地区に分類でき、その特徴を表 8-1 のようにまとめることができる。 

 
表 8-1.タチソ地区の分類と特徴 

 第 1 地区（工場] 第 2 地区（工場） 第 3 地区琴堂池 第 4 地区台座 第 5 地区その他 

1 碁盤状連結洞窟 碁盤状連結洞窟 琴堂池の湿地帯 強制連行労働者の飯場 保存状態が良好 

2 並列状態 並列状態 床面は水たまり 台座は部品の組み立て 南北坑 9 本 

3 連結杭 連結杭 素堀り 工作機械を据える台座 工具が発見 

4 岩盤の崩落跡 トンネル天井崩落 支柱の跡 貯水槽  

5 鉄筋ならぬ木炭材 鉄筋壁に焼木材 崩壊防止の土嚢   

6 採石場 粘土と砂礫層 使用目的は不明   

7 電線を吊るす鉄筋ワイヤ トロッコの枕木跡 トロッコ道   

8 コンクリ－ト被覆 コンクリ－ト被覆    

 
図 8-1と 図 8-2は、人工洞窟（20か所）に関する幅のグラフである。幅の広いのは 2-T3（4.00m）と 4-c1（6.50m）である。

奥行きの狭いのは 1-T4(0.82m)と 2-T4(0.82m) である。 

 
 

 
図 8-3 と 図 8-4 は、人工洞窟（20 か所）に関する奥行きのグラフである。奥行きの長いのは 2-T5（81.14m）である。奥行

きの短いのは 2-T3(10.27m)と 2-T10(11.56m) である。 

  
図 8-1.人工洞窟（20 か所）に関する幅（棒グラフ） 図 8-2.人工洞窟（20 か所）に関する幅 
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図 8-3.人工洞窟（26 ヶ所）に関する奥行き（棒グラフ） 図 8-4.人工洞窟（26 ヶ所）に関する奥行き 

 
図 8-5 と 図 8-6 は、人工洞窟（20 か所）に関する高さのグラフである。高さの高いのは 4-C5（8.00m）である。高さの低い

のは 1-T4(0.35m)と 2-T4(0.35m) である。 

 

  
図 8-5.人工洞窟（19 ヶ所）に関する高さ（棒グラフ） 図 8-6.人工洞窟（19 ヶ所）に関する高さ 

 
タチソにある洞口は 40 である。洞口・坑口（口）は 35 ヶ所である。南側にある坑は 19 穴が最も多く、次は北側にあるのは

6 穴で次に最も多い。南西と西側にある坑は 3 ヶ所である。東と東南側にある坑は 1 ヶ所である。西北側には 0 である。トン

ネル・坑道数は 36 ヶ所である。連結洞と側口は 4 ヶ所と 22 ヶ所である（表 8-2）。 
第一地区洞窟群は、中心部から見ると、崩落跡 T1 と T2 は西南と T1 と T2 は東南側の掘られている。標高は 77～80m

である。第二地区洞窟群は、中心部から見ると西北と西南側に掘られ、また、東南と西南側の掘られている。標高は 75～

85m である。第三地区洞窟群（C1，C2，T1～6）は、中心部から見ると東南と西北に掘られている。標高は 76～90m である。

第四地区洞窟群（C1，C2，T1～6）は、中心部から見ると東南～東北と西・西北に掘られている。標高は 80～90m である。第

五地区洞窟群（T1～9）は、中心部から見ると東と西南以外がすべて掘られている。標高は 80～90m である。ゆえに、標高の

範囲は 60～90 間である。 

 
表 8-2. 高槻市、人工洞窟（戦争遺跡・タチソ）の規模概略 

   洞 窟 の項 目 第一地区 第二地区 第三地区 第四地区 第五地区 合計 

洞口・坑口（口） 4 13 7 2 9 35 

トンネル・坑道数（ヶ所） 4 14 7 2 9 36 
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コンクリ－ト製造・台座（台） 0 1 2 5 0 8 

コンクリ－ト製造・貯水槽（槽） 0 0 0 1 0 1 

連結洞（ヶ所） 0 3 0 0 1 4 

側口（ヶ所） 2 9 5 1 5 22 

崩落（ヶ所） 2 1 0 0 1 6 

計 10 34 20 10 25 110 

 
洞窟群番号(X)と奥行きの長さについて相関性を分析した結果は、勾配は(-3.8～-12)間にあり、決定係数（0.76～0.99）

間である。ここで、第 1 と 2 洞窟における勾配と決定係数はよく似ている。第 5 洞窟における勾配と決定係数は大である。 
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付録 1.朝鮮人強制連行・強制労働関連施設一覧（大阪府内） 

 

1.高槻市、「タチソ」陸軍高槻地下倉庫 22.西淀川区、大同製鋼  
2.池田市、海軍地下魚雷調整庫 23.西淀川区、大阪製鋼 

3.茨木市、安威海軍地下倉庫 24.西淀川区、淀川製鋼 

4.摂津市、大阪金属工業淀川工場 25.西淀川区、大谷重工業 

5.摂津市、大阪特殊製鋼 26.住之江区、藤永田造船所 

6.吹田市、山田海軍地下弾薬庫 27.住之江区、名村造船 

7.吹田市、陸軍地下燃料倉庫        28.天王寺区、生玉公園地下壕 

8.枚方市、大阪陸軍造兵廠枚方工場 29.中央区、大阪陸軍造兵廠 

9.交野市、大阪陸軍地下疎開工場      30.平野区、大阪金属工業 

10.八尾市、大正飛行場 31.大正区、久保田鉄工 

11.貝塚市、大阪製鎖造機 32.大正区、日本製鉄 

12.貝塚市、帝国産業 33.大正区、大谷重工業 

13.岬 町、川崎重工業 34.大正区、協和造船所 

14.岬 町、呉海軍建築部 35. 大正区、帝国化工 

15.岬 町、南海電車多奈川線 36.大正区、中山製鋼 

16.羽曳野市、陸軍航空廠駒ケ谷地下疎開工

場 
37.此花区、住友金属 

17.泉大津市、壽重工業            38.此花区、日立造船 

18.岸和田市、東亜金属工業 39.港 区、大阪港 

19.泉佐野市、明野陸軍飛行学校佐野分校 40.西成区、大和製鋼 

20.河内長野市、古年可隣鋳鉄 41.北 区、日本通運大阪支店 

21.東淀川区、延原製作所   

1997 年 5 月“ピ－スおおさか”にて開催された特別企画展、｢映像は語る｣の資料より引用、一部、変更。 

 

http://www.shinchosha.co.jp/writer/1451/
http://www.shinchosha.co.jp/writer/2661/
http://www.shinchosha.co.jp/writer/4118/
http://www.shinchosha.co.jp/writer/2103/
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付録 2.陸軍高槻地下倉庫

（タチソ） 

付録 3. 高槻軍事地下倉庫（タ

チソ）洞窟の模型製作 

付録 4.高槻陸軍地下倉庫（タチソ）関連地図 

 
付録 5. 約 70 年前、高槻地下倉庫にあった労働者が使用した工具が発見 

 

    

⑤坑木（こうぼく） ⑥鉋（かんな） ⑦砥石(といし) ⑧洞底の粘土（ねんど） 

 

    

⑨鎹（かすがい） ⑩東型釿（チョ－ナ）先 ⑪犬釘（いぬくぎ） 無線機が使用したと思われる 

 

 

 

    

①鶴嘴（つるはし）の先 ②鶴嘴（つるはし）の先 ③針金（はりかね） ④皮剥ぎ （かわはぎ） 
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別図 1.大阪府高槻市成合の「タチソ」戦争遺跡の分布図 

 

 

 

別図 2.大阪府高槻市成合の「タチソ」戦争遺跡の分布図 

 

 


