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沖縄には四季がないと思われがちだが，大陸からの季

且 ′トきくて広し、県

節風が島々にもおよび，ミーニシ（新北風）が吹き出す
と南国の島々も冬をむかえる。だが，冬期でも木々は落

沖縄県は，有人島としては日本列島の最南・最西端に
はてるま

よんぐに

位置している。最南端が波照間島，最西端が与那国島で

たいわん ある。与那国島からは台湾の影も見え，国境の島である。
県土面積は全国第44位，全国の約100分の1にも満たな
いが，150余の島々（有人島は40余り）が散らばる。海域
をふくめると県域は限りなく広大で本土の2分の1にも

とうしよ あたる。沖縄は全国で唯一の島峡県であるため，苦から
しま 離島苦（島ちゃび）の宿命に泣いてきた。現在では離島
かモ の過疎化が進み，逆に最も大きな沖縄本島に全人口118万

葉することなく，気温も100Cを下ることはまれである。

1月にはもう桜（カンヒサクラ）が満開になる。梅雨も
本土とくらべると1か月早くやってくる。

3 東洋のカラ、コス
沖縄は，島峡性，亜熱帯気候，地理的位置の関係から
動植物の生態系が多種・多様で「東洋のガラパゴス」と
呼ばれている。

国指定の天然記念物は，動物22，植物16種もあり，こ

人中約88％が集中している。

広大な海域に散らばる島々の間には，次第に生活文化

あ蒙みみやこやえ の個性化がすすみ，（1）沖縄・奄美圏，（2）宮古圏，（3）八重

や一

山圏の3つの文化圏が形成されてきた。それゆえ，沖縄

れほどの天然記念物を有する県は他にはない。
とくに古い時代から生きのこった珍種が最近つぎつぎ
に発見されて世界的に注目をあつめている。1981年本島

とさ 全域をまるごと理解するにはかなりの時を要することに

いり 北部で発見されたヤンバルクイナや県鳥ノグチゲラ，西

なる。

おもて 表島のイリオモテヤマネコやカンムリワシなどが有名。
植物相も特徴があり，マングローブ，ガジュマル，デ

2 亜熱帯の島

イゴ（県花），ハイビスカス，フクギなどが南国情緒豊

けいかん かな独特の景観を形成している。
沖縄県はすべて亜熱帯気候におおわれている。年平均

気温22度，年間降水量約2000mm，年平均湿度77％で，1
／｛＼ 年を通して温暖多湿である。とくに夏の沖縄は，まぶし

奄美・沖縄地域は島をつくる珊瑚礁の北限にあたる。
島々をとりまく海は7色に輝いて夢のような景観をくり
ひろげているが，この礁瑚（ラグーン）はまた熱帯系の

さんごしよう

い太陽と青い空，透明度の深い珊瑚礁の海に囲まれて，
トロピカルムードがいっぱいである。

魚や貝類の宝庫でもある。

じようちよ
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4 ユニークな歴史と大化の島
りゆうきゆう

作戦 にすぎなかった。その地獄の戦場を体験した沖縄

かたべ の人々は，真の意味で平和の語り部として貴重な存在と
なっている。

沖縄の歴史の歩みは，（1）先史時代（2）古坑球（3）近
世沖縄（4）近代沖縄（5）戦後沖縄の5つの時代に区分す

′￣＼

彷 基地の島

ることができる。その中で，古琉球時代は，12世紀から

さつま 薩摩侵入（1609年）までをさし，この時代に沖縄の独自

あじ の歴史と文化が形成された。すなわち，各地に按司と称
ほく する小領主が発生し，グスク（城）が築かれ，やがて北 しようはし
ぎんちゆうぎんなんぎん

沖縄県は国全人口の約1％，陸地面積で約0．6％しかな
いが，この小さな島に在日米軍基地の30％，専用施設の
約75％が集中している。戦後の沖縄は「基地の中に沖縄

山，中山，南山の小国家が分立したが，1426年，尚巴志

がある」と言われてきたが，1972年の復帰の後もこの現

によって三山が統一されて琉球王国が誕生した。日本列

実は変わっていない。沖縄基地の機能はいっそう強化さ

島でこのようなミニ国家が成立したのはこの南西諸島が

れ，核戦争に対応できる機能も整備され，連日のように

唯一である。

原子砲による実弾射撃演習など実戦さながらの各種演習

りゆうさゆうこうえき 琉球のこの時代は，大交易時代ともいわれ，中国との

がくりかえされ，爆音被害・米軍人犯罪による被害など

しんこう 進貢貿易，日本本土，朝鮮，シャム，マラッカ，ジャワ

も住民の生活をおびやかし続けている。米軍にとって沖

などとの交易がさかんにおこなわれた。そのありさまは，

縄は，いまなお 太平洋の要石 であり，復帰後は自衛

しゆうしゆう

しようめい

首里城の錦銘に次のように刻まれている。「舟楷を以て
しんりよう

いさんしほうじつぼうきつじゆうまん

万国の津梁となし，具慶至宝は十方利に充満せり」（船

かなめいし

隊との合同演習も公然とおこなわれており，沖縄はまさ
に，日米安保条約の見える島なのである。

をあやつり万国のかけ橋として，交易によってもたらさ
れた宝が国中に満ちあふれている）

冨 アジアの勘ナ橋

（

琉球王国はやがて薩摩の支配下にはいり，1879年（明

しよぶん 治12年）の琉球処分で姿を消したが，中国や東南アジア

「沖縄に立つと日本がよく見える」と言われるが，そ

の影響をうけた独特の文化の伝統はいまなお人びとの生

れは日本がアジアの一員であることを再確認する機会に

活の中に生きづいており，沖縄の強烈な個性となっている。

もなるという意味であろう。

5 戦場となった島

与那国島からは台湾が見えるし，南の国々のシンボル
みなみじゆうじ

である南十字星も見ることができる。沖縄はそれほど南
なは

に位置しているのだ。那覇を中心に同心円をひくと，東
沖縄には現在も無数の遺骨が散乱し，不発弾が埋もれ
ている。沖縄は，今なお戦争の悪夢を忘れきれない島で
ある。

ほんこんしやんはい 京とマニラと香港とはほぼ同じ距離，上海までは半分の
距離しかない。
沖縄は地理的に中国や東南アジアに近いだけでなく，

沖縄戦は，国内で唯一住民をまきこんだ地上戦闘であ

気候・風土もアジア・太平洋の島々に似ており，また歴

った。 鉄の暴風 といわれる激しい戦闘が3か月以上も

史的にも文化的にも生活風俗の上でも南方系の色彩が強

つづいた結果，県民の4名に1名が犠牲になり，地上は

い。だから21世紀の若者たちが，国際的人間として世界

山の形も変わるほどに破壊され，琉球文化の遺産もほと

にはばたいていくうえで，日本の南端をよく知っておく

んど灰じんに帰してしまった。しかも，日本軍による壕

ことは必須の条件といえるだろう。不幸にして現在の沖

けんぎぎやくさつ 追い出し，スパイ嫌疑事件，住民虐殺，集団自決の強要

縄は，軍事的に 太平洋の要石 にされているが，これ

など，戦争の醜さと軍隊の本質を県民は目撃した。沖縄

とりで からは， 太平洋の平和の砦 として国際親善の橋渡しの

すていし 戦は，本土決戦をひきのばすための 時間かせぎの捨石

役割をはたすべきであろう。
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朝鮮半島カ、ら強制連行され，弾薬運搬や陣地構

一進一退の争奪戦

しえき

1945年4月 一 日に沖縄本島中部西海岸に上陸
した米軍は，4〜5日では中部一帯を制圧した。
うらそえいそなかままえだ

ちようせんじんぐんぶ

築に使役された朝鮮人軍失にも多数の戦死者

が出た。

にしはらたな

日本軍は浦添の伊租〜仲間〜前田から西原の棚

戦闘に巻き込まれた鼻数部落住民の戦死者数

はらうんたまむい

しゆり

原〜遣玉森の線に首里軍司令部の防衛陣地をか

は，る？5名中374名（53．8％）・一家全滅戸数は162

かかず

まえ，さらにその北方の真数高地に前衛拠点の

戸中54戸（33．3％）にのぼっている。

どうくつ

はちく カ陣地を構築していた。それまで，ノ破竹の勢い
で南下してきた米軍は，4月8日からこの真
にしはら

戦跡と基地をみる接点

現在公園化している鼻数高地の頂上には，激
戦の跡を残している日本軍の堅固なトーチカの
ぎんがい

数・西原で待ち構えていた日本軍の激しい抵坑

残骸やそれに連結していた洞窟・トンネルが残

にあい，以後16日間もー進一退の攻防戦を展開

っている。また，この地には，三つの慰霊塔が

した。

ある。「京都の塔」の碑文には，軍と運命をとも

とくに4月l？日，米軍は30台の戦車をく りだ

／￣＼

あいせき
にした沖縄住民への衷情と 再び戦争の悲しみ

して鼻数高地攻略を試みたが，「沖縄の一戦闘で

を繰りかえすか、 という反省が刻まれている。

の頒客としては最大」という22台の戦車がノ吸壊

それは，英霊顕彰の色の濃い多くの慰霊塔の碑

えいれいけんしよう
つば

おもむき

せいきゆう

された。タコ壷で待ち受けていた兵士が爆雷を

又と趣を異にしている。「骨丘之塔」は沖縄戦

かか

かんまつ で戦死した「韓民族出身者38る柱」を祀り，「鼻

絶えて戦車に体当たりし，動けなくなった戦車
ふたしゆりゆうだん

の蓋をあけて手相弾を彼げ込むといった肉弾
数の塔」は鼻数住民の戦没者を祀った慰霊塔で
きようい

戦法は，米軍にとって大変な脅威だった。一進一

ある。鼻数高地からは米軍が上陸した中部西海

退の激しい争奪戦をく りかえした結果，日本軍

岸一帯が見下ろせる。南には，首里軍司令部に

しゆり
ただい

は多大の戦死者を出し，24日この前衛拠点を放

ようさい
ぴようぶじよう
とって自然要塞といえる屏風状の断崖が左右に

棄して真数高地は完全に米軍の手中に落ちた。

広がっており，また真北には宜野湾市の中心地

し

に占める普天間飛行場の全貌が見え，沖縄戦戦

ふてんま

弾薬運搬を強いられた住民

この攻防戦では，鼻数の住民も日本軍の弾薬

ぜんばう

ー沖縄戦初期に日米両軍の激戦場となった地

ひとつとして，強固な洞窟〜トンネル〜トーチ

跡と米軍基地を見学する接点となっている。

運搬を強いられて多くの犠牲者が出た。さらに，
／′■■■■、・＼
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惚主■ 高台から見た北側′（北谷・読谷付近）と南側（浦添城址周辺の断崖）

−−−一 日本軍が布陣していなかった隣接の宜野湾部落では，住民の戦死者数は1036名中207名（20％），
一家全滅戸数は271戸中18戸（6．6％）で，嘉数部落とは対照的である。

唾 米軍陸軍省編「日米最後の戦闘」サイマル出版会 浦添市教育委員会「浦添市史」（第5巻）
石原昌家監修「大学生の沖縄戦記録」ひるぎ社

0︑0

封年前に想定されていた沖縄戦
浦添が一九四五年︵昭和二十︶に日米両軍の激戦
場と化す三一年前に︑どこを仮想敵国とみたてて
は三′ふ∴
いたか明確ではないが︑沖縄戦を彷彿させ子軍事

それは︑仮想敵が浦漆村東北の宜野湾街道と嘉

演習を行っている︒

手納街道より安謝港附近に侵入して来たのを迎撃
二十二日の同紙は︑浦添尋常高等小学校︑仲西尋

するというシナリオになっている︒大正三年一月

常高等小学校生徒の演習参観も伝えつつ︑浦添城

は北谷より進撃してきて嘉教附近を占領し︑首里

下の合戦内容について詳しく報じている︒侵入軍

里より急きょ迎撃し︑嘉数附近で激戦となったと

方面の樺を伺っている所に沖縄守備軍司令官は首

また一一十一二日の同紙は︑﹁沖縄守備軍司令官は︑

いう想定である︒

一月二十二日有力なる敵の一桁隊が北谷方面より
南進するの情朝に接し﹂︑牧涛より侵入して来た

の掩護の下に迎撃し︑激戦となる︒かくて︑演習

敵を守備軍は安謝川附近で阻止するため︑学生隊

の講評として︑敵が北方より上陸して首里︑那覇

以外他に適地なく︑那覇方面の防禦地は浦添︑安

を攻撃する場合︑首里方面の防禦陣地は︑浦添城

た三一年後の沖縄戦においてもその通りになった

謝の要地が防衛軍の拠点となると述べている︒ま

る義勇軍と相まって守備に努め奮戦﹂することを

（仲間から当山石畳を通って）

が︑迎撃する日本軍は﹁本島処々に組織せられた
想定していた︒﹃浦浦市史﹄夢毒資料編1参照

●4月22日 20数名夜間斬込み

一 真栄原交差点−
一 一

第1海兵航空団のホームベース

の存在が暴露された。さらに，8一年，米海兵隊総

ぎグ）わん

宜野湾市の中央部に位置し，県内で唯一の米

司今部バロー大将は米上院軍事委員合でNBC
ニュークリーアー

バイオロジリカル

海兵隊専用の航空基地。面積4．8kがで市全体の約

（N＝Nuclear核兵器，B＝Biological生物兵器，

26％を占有する。

C＝Chemical化学兵器）戦の専門部隊の配備

ケミカル

米海兵隊部隊が海タトに唯一おいている戦闘攻

を公言し，翌82年8月には，在沖海兵隊にNB
いわくに

C戦の特殊防御班（SDU）が配備された。普天

撃航空部隊主カの前進拠点は山口県の岩国基地
れんどう

間でも，うす気味悪いガスマスクを付けた防御

ていさつ

訓練が実施されている。

空輸を主任務どする。

基地に反対する市民の声
くうどう

l？45年米軍占領と同時に接収され， 60年から

′￣、＼

普天間飛行場は宜野湾市をドーナツ状に空洞

航空団第36海兵航空群のホームベースとして使

じめ多数の小・中・高校が隣接し，住宅街がフ

用されている。2800mの滑走路を中心に格納

ェンス沿いに広がっている。ジェット機が発す

庫・通信施設・整備修三哩施設・部品倉庫・部隊

る高い騒音ではないにしろ，ヘリは，無方向を

事務所・消防署があるほカ、に，PX・ゴルフ場・

低空でとび回り，周辺は常時騒音に悩まされ

クラブ・バー・診療所など総合的に整備されて

る。，80年4月には，「普天間飛行場撤去および基

いる。，7る年には第l海兵航空団司令部が岩国カ、

地公害（騒音）を追放する宜野湾市民の合」を

らキャンプ・バトラーに移駐し，名実ともに沖

結成した。住宅防音工事も「基地容認につなが

縄は海兵隊の総合的拠点となった。

る」と拒否し，，83年8月現在，その実苑率は他

核兵器専門要員の配置

市町オ寸と比較して低い。

，7？年2月には，第l海兵航空団に多数の核兵

ヘリは，妥定性も大変悪く，たびたび墜落・

器要員が配備されており，普天間にも86名もの

不時着事故を起こしている。，84年には5月と7

核兵器要具がいることが明らかになった。翌80

月に，普天間のCH53大型輸送ヘリが墜落炎上

年には，岩国の核攻撃機（イントルータ・スカ

する事故が相いついだ。

イホーク）に核兵器を装備・供給する部隊
′￣、
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唾 在日米軍基地でも有数のヘリコブター基地となっている普天間飛行場

巾■■■事「嘉数の丘」は平和を学ぶ場であると同時に，陸上自衛隊の幹部候補生たちが制服を着て実地研
修をする場にもなっている。彼らは，地図と双眼鏡を持ち，沖縄戦の模様を実地研修する。防衛
庁では，多勢の米軍に対して無勢の日本軍がよく戦った白兵戦という見方をしている。

囲沖縄県総務部知事公室「昭和54年版 沖縄の米軍基地」

爾二闇

化している。基地周辺には，沖縄国際大学をは

かいへいたい

海兵隊航空基地となったが，，6？年以降第l海兵

ぎのわん

ヘリを中心として上陸作戦の対地攻撃，イ貞寮，

ー宜野湾市の中心に居座る海兵隊専用基地

である。普天間は岩国と連動して，輸送・攻撃

（

．′｛、

井領｝′謹∴王組長意ム蓮㌍

きく，36時間も続いたl回の戦闘で中隊長が8

首里軍司令部の防衛線

しゆぴぐんうらそえ 第32軍（沖縄守備軍）は，浦添城祉を中心に

しゆり 堅固な防衛陣地を張りめぐらし，首里主陣地防
衛のため第る2師団（石部隊）を配置。そして，

名も戦死する大隊もあったという。
戦場の村

この浦添城祉を背後にした仲間・前田部落は，

年夏，移駐してきた部隊が浦添国民学校をはし

米．双方が死カを尽くした戦闘が展開した。

め，民家をつぎつぎと兵舎化していき，住民は

へいしやか
ほしようへいすいか

日本軍は，仲間・前田陣地の地形を利用して

自分の門で歩哨兵の誰何をうけ，名乗りをあげ

れんさ

洞窟〜トンネル〜トーチカの連鎖陣地をはりめ
ぐらしていた。日本軍にとってこの前田陣地の
′￣、＼

てわが家に入るありさまだった。
大激戦に巻さ込まれた前田部落住民の戦死者

数は？34名中54？名（戦死率58．8％）・一家全滅戸

がるのでこの浦添城祉付近の陣地を死守しなけ

じんだい 数201戸中59戸（全滅戸数2？．4％）という甚大な

ればならなかったのである。

被害が出ている。

一方米軍は，前田高地への攻撃を4月2る日に

ゆうほ

浦添城祉公園の駐車場カ、ら遊歩道を行くと，

するのではなく，「相手を容易に登らせ，頂上ま

左側に壕ロが見える。地下陣地壕だ。さらに進む

でのぼりつめたところで猛烈な攻撃をあびせ

あいこくちそあいちうらわ と，「愛国如租の塔」（愛知県）や「浦和の塔」

ごうし （住民が収骨した遺骨5000余柱を合祀）がある。

る」作戦をとった。
かえんほうしやおうりんだん

米軍は，洞窟内に火炎放射や貴燐弾などを撃

／【■■＼

ここは歴史と文化のゆかりの地でもあり，「浦

ち込んで日本軍の反撃を鍔め，5月l日には仲

えいそしようねい 添ゆうどれ」（琉球王国の王・英租王統と尚寧の
いはふゆう

間部落から浦添国民学校（現在の浦添小学校）

基）や「伊波普猷の基」（おもろと沖縄学の父）

に進撃。しかし，それ以後も死闘は続き6日ま

さつま もある。また，160？年の．薩摩軍と琉球王府軍と

で昼夜をおかず戦闘は続いた。米軍の損害も大

の戦場地としても知られている。

詠腹

開始。日本軍は，丘陵の前面で敵の進撃を阻止

歴史と文化のゆかりの地

まえ

崩壊は，ただちに首里防衛の主陣地崩壊につな

そえじょうし

ためともまえだ 恐れた為朝岩付近から南の前田陣地を中心に日

籠闇剋0甜

日本軍の陣地化した典型的なムラだった。1944

ーありったけの地獄を一つにまとめた戦場

なかま
仲間高台と米軍がニードル・ロックと名づけて

‖川＝川‖l‖＝‖l‖川＝一日＝‖川‖‖l‖l川‖川Il‖l＝tllll‖ll＝1‖ll‖‖＝l＝‖‖川＝‖‖‖‖‖‖‖‖＝ll川＝川Il＝＝lll‖＝川‖＝11‖日日Il川tll川l＝＝l‖＝＝

■臼匡既出■ 激戦を物語る屏風状の断崖（写真中央が浦添城址 左上が為朝岩）

−−■■■ 前田丘陵の争奪戦D「米軍は地上戦に加えて，空からも応援を頼み爆弾やナパーム弾が毎日のよ
うに投下された。戦車と装甲車が南東の方向から猛烈に攻めたが，丘の頂きはいまもなお頑強な
日本軍の手中にあって・・・」

囲 米軍陸軍省編「日米最後の戦闘」サイマル出版会 浦添市教育委員会「浦添市史」（第5巻）

（

′￣、＼

決死の斬り込み
素数の戦闘で︑完全に嘉数高地が米軍の手に落ちて︑
票数部落の方に米軍はテントを張り︑陣地にしていたの
す︒

です︒そこへ夜間斬り込みに行くことになっていたので
約三︑四〇名の兵士が︑四グループに編成して︑間を
置いて行動していたが︑斬り込みのいでたちは︑音を立
てをいように地下足袋をはき︑脚半で巻いて︑目立たな
いように白い物は一切身にまとっていません︒帯剣も光
らをいようにしてあり︑抜き身の別のにぎりはすべらを
いように布でしばって常にさし︑さらに手相弾も四個ほ
ど腰にぶらさげていました︒

道案内として︑私は仲間部落の下の方を回って当山の
石畳道を下って石橋を渡り︑当山部落をつっ切っていき
ました︒もう家は焼け落ちてないが石垣は残っていまし
た︒現在のバイパスに突きあたる附近まで釆たとき︑素
数の方の広っぱになっている所に米軍は土のうを積んで
陣どっているが︑米兵の話し声も聞こえるし︑懐中電燈

一〇〇メートルほどしか離れていませんでした︒﹁あ

をつけてあっちこっち歩いているのが見えるのです︒
そこ︑あれです︒行きをさい﹂と私は石垣に隠れてそう
言うと︑指押老の軍曹が﹁よし﹂と言ったので︑私はそ
のまま一目散に逃げて︑右党道の橋の下に身を潜めてい
ました︒

ここに入ってしばらくしたらもうすぐ迫撃砲が飛び出
して︑猛烈に撃ちまくり︑城祉の方を見ると︑ユードレ
の崖の方に弾がつきささるわけです︒曳光弾も見えまし
私は︑もう戻れないと不安な気持でいたら夜明け前に

た︒

知念明︵当時26才︶

弾が落ちなくをったので︑すぐ仲間の部落に入り︑城祉
の方に帰ってきました︒

前 哨 戦

★ 慶虔原話爵の占済

いおう 硫黄島，フィリピンを攻略した米軍は，削5年3月，いよいよ日本本土の一角，沖縄諸島に総攻撃
を展開した。沖縄戦は，太平洋戦争で最後の日米決戦であり，日本帝国にとっては， 3一年の満洲事変
にはじまる15年戦争の総決算ともなった。
みなとがわ

かんばう

けらま

ぎまみ

とかしき

を撃ちこんだ。艦隊は一路東シナ海側に進んで，那覇の沖合に浮かぶ優良間諸島（座間味村，渡嘉敷
／￣＼

とつこうていひとく

村）を包囲，砲爆撃をあびせて，同島に配備してあった海上特攻艇の秘匿壕をシラミつぶしに破壊し

あか た。2る目早朝から阿鼻島に上陸開始，31日までに優良間諸島を占領して沖縄本島作戦の足場を確保し
げるま

た。この時，座間味，虜留間，渡嘉敷の島々では住民の集団自決が発生，孤島の戦闘の惨劇がはやく
もあらわれた。なお米軍の上陸しなカ、った官舌，ノ＼登山には英国艦隊が出動し，飛行場や市街地に砲
爆撃を加えていた。

★ 米軍の無血上摩

沖縄本島上陸作戦

よみ

4月l日，米軍は約1300真の艦船をならべ，バックナー中将のひきいる第l−0軍上陸部隊約18万を読
たんちやたん

みなとがわ

1一〇〇日余の〝鉄の暴風″

3月23日，米艦隊が沖縄本島の南海上に出現，激しい空爆を開始。翌日から港川海岸に艦砲の巨弾

ようどう

谷〜北谷の海岸に上陸させてきた。港川沖では他の艦隊による陽動作戦がおこなわれていた。戦力不
ふずぎわ

足の沖縄守備軍（第32軍）は，水際作戦をさけて戦略持久作戦をとったため，米軍は無血上陸に成功。
かでな

その日のうちに第lの目標である陸軍北飛行場（読谷山村）と同中飛行場（北谷村嘉手納）を占領，
ぎのわんうらそえ

さらに奥地へ進撃して3日目には沖縄本島を南北に分断した。この間，守備軍の主カは宜野湾〜浦添
の丘陵地帯に地下深く陣地を構えて息をひそめていた。
／′■■、＼

‖‖ltl川‖l川l‖川‖1111日l‖‖＝川‖川＝＝‖川＝＝＝川IIIlll川Il＝l＝‖‖llltl川＝川‖lllllt＝川＝日日l＝‖tl＝l日日l＝川＝‖＝川‖川Il川l川l川‖川＝lllt‖＝＝‖
唾沖縄戦の経過図
唾防衛庁防衛研修所「沖縄方面陸軍作戦」大田昌秀著「総史 沖縄戦」岩波書店

淵

★鹿義広崖彪・塵肺

1944年（昭和19）

沖縄本島の泉西海岸線を北上した米海兵第6師団は10日間に40km以上を

（

3・22沖縄守備軍（第32軍）、創設。

ろうようふじよしそかい

もとぶへど 前進して本部半島と辺戸岬まで達した。老幼婦女子が疎開している北部一

4・1沖縄守備軍、統師権発動。

帯は海岸平野を制圧され，人びとは山の中で飢えとマラリアとの戦いがは

7・7サイパン陥落。南西諸島の緊急疎開決定。

たのだけおんなだけ

やえだけくにがふ じまった。本部半島のノ＼重岳には国頭支隊，多野岳と恩納岳には第3・第

〜l） 7・8長参謀長、着任。

ゆうげき 4遊撃隊が配置されていたが，ノ＼膏岳では14日カ、ら山岳戦がはじまり，l週

）しし吉 8・8牛島軍司令官、着任。

ノノLよ 8・22疎開船対馬丸撃沈される。

間の戦闘の後，守備隊は崩壊して国頭方面に敗走していった。以後，国頭
たいらへん

の山中では小規模のゲリラ戦がつづいたが，大多数の避難民は田井草，辺

10・3米軍、沖縄攻略作戦計画を策定。
10・10沖縄本島、大空襲。那野市の90％焼失。

とな 土名などの収容所に保護されて早くも戦後生活にはいっていた。

10・20米軍、レイテ島に上陸。

いえちゆうとんつけん 米軍は，巨大な飛行場をかかえる伊江島と，砲兵隊が駐屯する淳竪島に

12・5第32軍の主力、第9師団、台湾へ移動。
1945年（昭和20）

も大規模な上陸作戦を展開した。伊江島では16日からl週間の激戦の末に

守備隊は全滅，住民も戦線にかりだされて多くの戦死者を出した。淳竪島
は4月る日から3次におよぶ上陸作戦がおこなわれ，守備隊は全滅，住民

■一モ「▲ ト20島田知事、着任。
い才一1 3・1硫黄島、陥落。
3・18米機動部隊、沖縄戦の前哨戦として九州

かつれん

方面を攻撃。

はあやうく勝連半島に脱出した。
ちl♪う ぷ

主力攻防戦

3・23米艦隊、沖縄本島攻撃。沖縄戦はじまる。

★ 中部載線の激膠

／、＼＼

汁f 3・26米軍、慶長間上陸。
4・1米軍、沖縄本島上陸作戦。

守備軍は首里城地下深くに軍司令部をおさ，主力部隊の第62師団・第24

いしかゎ 4・4米軍、石川地峡を制圧、本島南北に分断。

師団・混成第44旅団を首里周辺に配置していたが，上陸l週間後から南軍
の主力部隊が激突，宜野湾〜浦添〜西原の線で一進一退の攻防戦が続いた

キく丁し・ 4・6菊水作戦発動、沖縄特攻作戦はじまる。
■J・ 4・7海上特攻部隊戦艦「大和」撃沈される。

日本軍は2次にわたる総攻撃を決行したが効果はなく，おもに地下陣地に

4・8米軍、嘉数高地に進出。中部戦線の攻防

ぎのわんうらそえにしはら

カか丁

はくへい

たてこもっての白兵戦と，夜間斬込みなどの肉弾戦法で圧倒的に優勢の敵

戦はじまる。

かごしま

小て左 4・9米軍、嘉手納飛行場の使用開始。

攻撃を支えた。この間，本土からの増媛はなく，束たのは鹿児島から飛束して

、人l＿才 4・16米軍、伊江島に上陸。（21日陥落）。

くる特攻機だけであった。航空特攻は敗戦の日まで，2300余機におよんだ。

㌦だ：†く【こが几 4・17八重岳陥落。国頭支隊、国頭へ撤退。
Ll） 4・19米軍、首里戦線へ第1次総攻撃。

かいのつ

約2カ、月の激戦の未，守備軍の主力部隊は潰滅状態となり，5月未，首

かんらく 里は陥落した。だが，残存部隊はなお島の南端まで退いて 時間かせぎの

つ人た史Lい

5・1米軍、首里東部の運玉森へ進出。

靖久戦 を続行することになった。中部戦線の守備軍の戦死は約6万4000

5・4守備軍、総攻撃。

名，米軍の戦死傷者も2有る000名に達したが，これは太平洋戦争で最大の

J′さと 5・18米軍、首里西部・安里の52高地（シュガ
ーロープ）占領。

頒客であった。

句＝ん 5・22軍司令部、恵庭武半島への撤退を決定。

なぇぷ

地獄の戦場

上んた人

★ 南部郵貯

5・24義烈空挺隊、読谷の北飛行場に突入。

よに′一かさ人 5・27軍司令部、摩女仁へ移動（津裏山経由）。

さやん 6月初句，東西7k几の阜屋武半島には，約3万の残存兵と十数万の避難

5・31首里城占領される。

民が貸のネズミになっていた。そこへ米軍は陸，海，空から 鉄の暴風

∫，′）くやえせ 6・6海軍小禄飛行場占領される。八重瀬島で

ばくらい

ほうばくげき といわれるほどの砲爆撃を加え，戦車と火炎放射器と爆雷で地下の洞窟陣
うまの 地に 馬東り攻撃

戦闘はじまる。

6．11バックナー司令官、牛島司令官宛の降伏

をかけてさた。洞窟の中に部隊と雑居していた避難民

も多くは炎の海の中で軍と運命を共にした。る月ほ日，前線を視察してい

うしじままぶに たバクナー司令官が戦死，同日，牛島司令官も摩文仁の垂司今部壕で訣別

けつべつ

勧告を行う。

′I■ 6・13大田海軍司令官、自決。
6．15八重瀬島占領される。

の電文を打ち，23日未明に自決した。ここに，守備軍の組織的抵筑は終わっ

よさ 6．16与座岳占領される。

そうとうせん たが，米軍はさらに掃討戦に移り，7月2日，沖縄作戦の終了を宣言した。

6．18バックナー司令官、真栄里で戦死。

ほりよばうえいがくと 沖縄本島の日本将兵の捕虜は約7400名，現地召集兵，防衛隊，学徒隊，
ぎゆう 義勇隊はじめ一般性民の犠牲者もふくめると，沖縄県民の戦没者は約15万
と推定されている。

かでな

官舌，ノ＼室山に残存していた日本軍部隊の嫡揮官が，嘉手納の米第10軍

しようかん 司令部に召喚されて正式に降伏調印を行ったのは，日本降伏後の？月7日
のことだった。

（

f＋えさと

6．19牛島軍司令官、最後の軍命令を発して指
揮を打ち切る。

【∴・こ 6．23牛島軍司令官、長参謀長、摩女仁で自決。
6・24米軍、掃討戦を開始。
7・2米軍、沖縄作戦の終了宣言。

8・15日本、無条件降伏。
9・7守備軍の残存部隊と米10軍の間で降伏調
印式。

／￣、・、＼

壕内には，総勢1000余の将兵が高温多湿の穴の

延べ1kmの巨大な地下壕
しゆれいのもん

あか

首里城の守礼門をく ぐってハンタン山の寿

ぐんぞく 中にひしめき，さらに，数有名の沖縄出身軍属・
つじゆうじよ

ぎぎん 木林に下りていくと，巨大なコンクリートの残

学徒隊，数十名の女性軍属，十数名の辻の遊女

がい

ばうちよう

骸が点々としている。沖縄守備軍（第32軍）の

なども雑居していた。このため防諜対策には神

戦闘司今所の跡である。

経をとがらせ，参謀長から「爾今軍人軍属ヲ問

さんばうちよう

ハズ標準語以タトノ使用ヲ禁ズ。沖縄語ヲ以テ談
かんちよう

は，はじめ安里の蚤徳武験場に司令所を置いて

語シァル者ハ間諜トミナシ処分ス」（4月？日・

しはん いたが， 45年l月に首里の師範学校に移動し

日々命今録）という命今が出された。実際に，
たけやり

つかぎんは
首里城内で沖縄・女性がスパイの疑いで竹槍で

えばる 風原村）と首里に戦闘司今所を構築してあった

惨殺された例もある。

が，米軍の中部上陸で，首里城が2カ、月におよ

司令部の南部撤退後‥‥…・・

ぎんさつ

ぶ攻防戦の焦点になったのである。

5月下旬にはいると，中部戦線の守備軍の主
じよう書い

′￣、＼

かいめつ

軍司令部壕は，地下約30m，城塞を南北に貫

カ部隊はほとんど潰滅状態となり，軍司令部も
ふうぜん

通して，延長約lれ 人ロはコンクリートで固

風前の灯となった。だが，22日，軍司今部は急

め，内部は丸太で補強して，lトン爆弾と40サ

に南部への撤退を決定，米軍が首里へ突入する

ンチ艦砲弾にも耐えられる構造になっていた。

直前に南へ敗走して，鳥の南端摩文仁丘に司令

まぶに

北側と南側に6か所の人口があり，さらに監視

かんし

しようかんきこう

哨と換気孔が垂直に城内に迫っていた。そこか

らは，東シナ海と那覇市，中部一帯が眺望でき，
戦況を把握するには最良の地形であった。同壕

部を移した。500年の歴史を誇る古都首里はガレ

かろう キの原と化し，5000戸の家屋のうち辛じて形を
だんこん
とどめていたのは弾痕なまなましい教金堂ただ

呂

た。軍は南北の敵上陸由点にそなえて淳鼻山（商

呂

あさとさんしゆ

ー﹁守礼の門﹂の地下に眠る作戦本部

l？44年4月に沖縄に配備された沖縄守備軍

じこん

l軒だけであった。

あまいわと
は長参謀長によって「天ノ巌戸戦闘司今所」と

5月引日，米海兵隊が首里を占領，首里城に
せいじようき

命名された。

星兵務がひるがえった。だが，この後沖縄の戦

沖縄語を使用している者はスパイ

闘はさらにlか月をこえる地獄の戦場を展開す

3月2？日，いよいよ米軍の砲弾が首里に集中

るのである。

してくると，軍司今部は地下生活にはいった。
′￣、
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画亘i沖縄守備軍（第32軍）戦闘司令所跡のコンクリート残骸と当時の司令部場内部

■型≠ii 戦後，琉球大学の敷地になったが，復帰後大学の移転とともに首里城の復元工事が進行中。
園 八原博通著「沖縄決戦」読売新聞社

〔

出して，かろうじて弾雨を掛ナることがでさた

死線をさまよう避難民
やんばる

と安心した途端に，日本軍にそこから追い出さ

県タト疎開や山原疎開ができなかった一般性民

は，米軍主力部隊の南下とともに沖縄本島の南

れたり，抵筑のそぶりをみせたために手相弾を

部に避難を開始した。多くの住民は持てるだけ

彼げ込まれたりした例もあった。

かつ

の食料を預・背・屑に担ぎ，年寄り・子ども連

戦場の人間模様

避難途中，戦場の中でもさまざまな人間模様

れの一家が取るものも取りあえずの形で，あて
ほうこう

ぬし があった。那覇市内の主がいない店から品物を

もなく砲煙弾雨の中を彷捜することになった。
にしはらぎのわん

日米攻防戦の激戦場となった西原，宜野湾の
かかず

／′￣、■＼

壕内に特ち込んでさて避難民相手に商売してい

うらそえしゆりなはまわし

嘉数部落，浦添，首里，那覇，真和志のイ主民が，

る人，被弾死している馬・豚などの肉を弾雨を

4月から5月にカ、けて基や自然壕，人家を求め

ぬって避難壕カ、ら避難壕に注文を取って歩く

て南下していった。男たちは軍人・軍属として

いも 人，芋畑を坪当たりいくらという値段で準難民

召集されているので，その多くは女手が一家の

に売る地主などもいた。

また，戦場の異常な緊張状態が続く中で，「い

中心であった。地理不案内のうえに夜陰に東じ

て移動せざるを碍ないので，その行程は難行苦

くさ（戦）花遊び」と称して砲弾の音が止んだ

行の連続であった。

ひととき，踊ったり・笑い興じたりした人たち
もいた。しかし，それも束の間のできごとで再

死の三叉揮・十字路
さん

米軍は，その塑難経路の主要な橋・井戸・三
さろ

又路・十字路に照準を合わせて，昼夜をおかず

び地欺絵図の現実が待っていた。
きやん
阜屋武半島の一角に追い詰められた避難民

かんだん

間断なく艦砲弾を撃ち込んでいたので，死体の

は，砲弾で倒れる者・手相弾で自決する者・あ

山が集カ、れてはそれが吹き飛ばされ，また集カ、

るいは日本兵に殺害される者と多くの犠牲者を

れていった。

出しながら，ついに追い詰められて米軍に殺陣
かんおけ

準発途中，墓をみつけ猛臭を放つ棺桶をタトに
／′■■■、＼

していった。

‖川＝日日‖＝lt‖‖川‖‖川川‖川‖‖川川Illlll‖l日日‖日日‖＝川川‖ll‖‖‖川日日＝＝‖t‖l一日‖＝川11日＝l＝＝‖＝＝‖川‖ll‖‖‖‖‖＝l‖＝川‖llll＝
厩■ 持てるだけの荷物を背負った避難民

■■■■【一 疎開ウ県外疎開は，1944年8月から開始され，山原疎開は，，45年2月から沖縄中南部の住民に通
達された。

囲 沖縄県教育委員会「沖縄県史」（第9・10巻）那覇市史編集室「那覇市史」（第3巻7）浦添
市教育委員会「浦添市史」（第5巻）

を歩きまわりました︒

もう何も怖くないので ︑ 真 っ 昼 間 ︑

又吉ヒデ

︵当時25才︶

ひとがどんどん倒れていく弾の中

大切だといって︑だれも 売 っ て く れ ま せ ん ︒

民から食べ物をわけてもらおうとしたが︑お金をいくら出しても食料が

もは腹をすかしてしょっちゆう泣くばかりです︒現金があるので︑避難

もうはとんどをんにも食べていをいので︑おっぱいは出をくをり︑子ど

き︑目もふくれあがって い ま し た ︒

私も手や頭に大きを傷を受けており︑まったく治療もせず︑ウジはわ

で︑真壁村新垣部落あた り を さ ま よ っ て い た は ず で す ︒

んぶしたままです︒ただひとのいく所を追っかけて︑ウロウロするだけ

﹁もう子どもと絶対離れてはいけをいので︑侍所するときでもずっとお

ヒデさんは︑乳飲み 子 が ふ び ん で を ら を か っ た ︒

戦場の砲煙弾雨の中をさ ま よ う こ と に を っ た ︒

女の持ち物だった︒みんをが戦死したあとは︑飲まず食わずで︑この激

った︒いまや舅の形見のカバンに入っているカツオ節と現金だけが︑彼

・一丑・︶Lゎたふ

ヒデさんは︑真壁の民家で直撃弾をうけたとき︑英や食料もすべて失

圭r■乃ぺ

激戦場を彷捏

／￣￣、＼

（

（
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はえはる

軍病院，南風原へ移動

域内は，2段ベッド

沖縄陸軍病院は，l？44年5月，那覇で開設さ

，ローソクの灯り，暗く

てジメジメしている。ウミやウジでむせるよう

はえばる

のうしよう

在の南風原小学校）に移動。その後，通称南風

のわめき声‥1…。手術壕では，麻酔なしで足を

原陸軍病院と呼ばれた。軍医・衛生兵・看護婦

切断，女学生がその足を捨てに行く。負傷兵の

約350名でスタートし，タト科・内科・イ云染病科に

治療・糞尿の処理・死体の二埋葬・水汲み・そし

分力、れ，教室を病室として使っていた。

て丘を越えての飯あげに追い回される。最初，

ふんによう

みずく

ピンポン玉の大ささに，l日2回がl回に。「メ

てられた。

シ！メシ！」と怒号する兵隊。2人l組で弾雨

がくと 動員されたひめゆり学徒

の中を飯あげに駆ける。不眠不休であった。
せい さノし

し上 ち

5月25日，撤退命今出る。そのとき書傷患者

ため南風原国民学校に通ったが， 45年3月24日

は，青酸カリで 処置 されたり，手相弾で自

の動員命今で学舎をあとにした。そして，2？日，

決することを強要された。その数を「南風原陸

三角兵舎でさびしい卒業式を挙げた。その後，

軍病院壕址」の碑（l？53年南風原村建立）は，

本部・経理部・第一タト科・第ニタト科・第三タト科・

2000余名と刻んでいる。独歩患者やひめゆり学

いとかず
いちにちばし
しきな
糸数分院・一日橋分院・識名分院に分散配置さ

おぴえ 徒らは，その夜，雨の中，照明弾の明滅に脅え

れた。

ながら，阜屋武半島へと向カ、った。

きやん

4月l日，米軍，本島上陸。負傷兵がつぎつ

砕画

ひめゆり学園）の生徒約200名は，看護法実習の

りく

足手まといは青酸カリで処置

ばる

壕が掘られ，麓の東側と西側には三角兵舎が建

しはんへいち 師範学校女子部と第一高等女学校（併置校，
′￣、＼

野球ポールの大ささだったオニギリは，やがて

さんかくへいしや

ふもと

え

くがねむい

一方，米軍上陸に備えて，貴金森に野戦病院

ー地獄さながらの野戦病院の丘

ゎし

ま

な臭気，「痛いよう！」のうめき声，脳症患者

鱒申毎由

れたが，「十・十空襲」後，南風原国民学校（現

現在，第一タト科壕と第ニタト科壕のあった丘は

たんか

ぎと担架で運ばれて来る。受付壕の前は，受付

そのまま残っているが，第三タト科壕は団地建設

を待つ負傷兵がゴロゴロと横たわっている。ひ

のために完全に姿を消している。ほとんどの壕

とつの壕には約40名収容，壕の数は数十。治療

は埋没しているため，遺骨収集も完全になされ

を済ませた兵隊は再び前線へと追いたてられ

ていない。碑の建っている例の小径をひめゆり

る。

学徒は飯あげのため往復した。

こみち

／￣■■、＼
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野戦病院のあった黄金森と「南風原陸軍病院壕祉」の碑

一 経理部壕は津嘉山の高津嘉山に，一日橋分院壕は南風原高校付近に，識名分院壕は那覇市民体育
館の近くにあったというが現在は跡形も残っていない。

囲 仲宗根政善著「ひめゆりの塔をめぐる人々の手記」角川書店 南風原町教育委員会「兼城が語る
沖縄戦」

ままならぬひめゆり 学 徒

うみ

﹁看護婦さん︑看護婦 さ ん ﹂
と呼びつづけられるの で あ る ︒ 今 お 水 を あ げ た か と 思 う と ︑
﹁便器を貸してくださ い ﹂
﹁尿器をお願いします ﹂
と前後左右からひっき り な し に 呼 び つ づ け ら れ る ︒ そ の 中 に ︑
﹁看護婦さん︑すみま せ ん が ほ う た い を と り か え て く だ さ い
ませんか﹂

と弱々しい声︑いって み る と ほ う た い が 膿 で 表 面 ま で す っ か
りぬれている︒ほうたいをほどきガーゼをはなしたとたん︑膿が
水のように流れ出た︒い や な 臭 気 が ぶ う ん と 鼻 を つ く ︒ 手 も 膿
ですっかりぬれて︑ま る で 水 ア メ の よ う に ね ち ゃ ね ち ゃ す る ︒
もっともっと患者の傷を晴潔 に し
ても︑壕にはほうたいはもち ろ ん

南風原十字路
至那覇←

陸軍病院として使われた南風原国民学校＿

なければ⁝⁝と心の中で深く 念 じ

してや消毒薬をどあろうはず が な

ピンセット一本さえなかった ︒ ま
かった︒ただ三日に一度︑軍 医 の
治療を待つよりほかにしかた が な
かった︒その治療も四日に一回 ︑
五日に一回とのびていった︒

望

﹁ひめゆりの塔をめぐる人々の 手 記 ﹂ よ り

南風原

かゎぐでく 兼城

′′￣￣＼
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置して，米軍に住民の避難壕だと思わせるよう

根こそぎ動員

中部戦線から塑難する途中に日本軍に見つか

にしたうえ，その母親に危険な水汲みを強制し

きゆうご

ていった事例もある。このような幼児の絞殺や

族と引き離され，戦闘中の壕内でにわか仕込み

毒殺などの事例は多く，逆に母親が兵士に殺害

の救急看護のてほどきをうけ，以後部隊と一緒

されるよりはということで，戦場に遺棄したり，

に行動をともにするようなケースが多くでた。

みずからの子で愛児を死に至らしめた例も多

このような場当たり的な召集は，危険な弾薬運

い。

いき

撒や水汲み要員として，避難途中の年寄り・母

集団自決
けらま

親・少年少女まで強要された。

集団自決といえば，優良問詰島だけで発生し
たように思われがちだが，南部に避難していっ

スパイ祝

た住民の間でも数多く発生している。兵士は，

日本軍は「沖縄語ヲ以テ談話シァル者ハ間諜

「敵ノ捕虜ニナリタル場合ハ必ズ死ヌコト」と

トミナシ処分ス」という県民総スパイ硯の命令

を出していた。それは実際に実行され，避難途

死を強削されており，軍事機密を知る住民に対

けんぎぎやくさつ

中の住民がスパイ嫌疑で虐殺された例が多い。

きちくべいえいしつよう して，日本軍は「鬼昔米英」の恐ろしさを執拗

とくに軍に協カしてきた住民が，最前線の緊迫

かつ具体的にうえつけており，その恐怖カ、ら免

した状況下カ、ら扱け出していく場合スパイ嫌疑

れるために，敵の捕虜になる前に死を選ぶとい

すいじ

った風潮が住民の中に形成された。とくに，戦

をうけやすカ、った。救護班・炊事班の女性たち
かいめつ

も部隊潰滅後に米軍削庄下の地域から奇跡的に

場の若い女性たちは，自決の道具として，手相

脱出して，日本軍の前線陣地に近づくのでつぎ

弾や青酸カリを欲しがった。

つぎスパイ祝されていった。

一方，避難行路の果てに南部南端の海岸では，

壕追い出しと幼児の殺害

崖カ、ら投身したり，手相弾で一家が自決してい

一 戦場のさまざまな極限状況

みすく

′｛＼＼

鱒

ったほ，る歳の少女たちが，救護班の名目で家

る。しカ、し，住民の中には，沖縄人が根だやし

軍民同居の壕内で敵に居場所が知られないた
こうさっ

／（

めに，泣き声をあげる乳のみ子を兵士が絞殺し

にならないようにと家族・友人・知人を説得し

た。しカ、も，その幼児の死体を壕出入りロに放

て殺陣させた数少ない例もある。

川Il‖‖lllll‖‖日日川＝llllllllll日日＝ll‖＝1日l‖川川‖‖川l＝＝川l川川Ill‖llllllllllll＝＝川＝llll日日川Illllllll‖l‖lll＝川川Il＝‖川l＝‖llll‖t‖川‖lI‖川川川川‖日

掛■ 根こそぎ動員（鉄血勤皇隊の少年と防衛隊の老人）
■i≠空事 少女と召集0場当たり的に召集された少女たちは，「戦死したら靖国神社に祀る」と言われたとた
ん死を恐れなくなった。
■医王ヨ頭闘■ 沖縄県教育委員会「沖縄県史」（第9・10巻） 那覇市史編集室「那覇市史」（第3巻7） 浦添
市教育委員会「浦添市史」（第5巻）

（ ＼

▲壕の中から救出される母と子
▲鉄の暴風

避難途中のスパイ視
〝きさまはスパイだ〃⁚〃

ことを証明したら︑﹁これはあんたの甥であってもスパイ

かも知れん︑お前は帰れ﹂と何も聞かをいですぐに追い

﹁天久台に着いた時には︑晩の七︑八時頃ですっかり 出した︒

区長は︑﹁この人は小湾の人です︒よく知っています﹂と

顔はよく知っていた︒するとその区長を連れて釆た︒

今度は︑日本兵の方から︑大城さんに天久の区長を知っ
暗くをっていました︒壕出入口がいくつもあり︑叔母達
が入っていた壕はどこだったかと明りのもれている壕の ているか問うた︒かれは︑区長を名前を知らをかったが︑
﹃ナニ′・避難民か︑動いたら撃つぞ／﹄

入口をあけたら︑﹃誰だ′．﹄と日本兵に聞かれたので﹃ハ

イ︑避難民です﹄

と言うのです︒私は何もやましいことはないから︑座っ 兵隊に答えた︒﹁それ李b︑あんたが責任を持って引き

ていたら︑三︑四名の兵士が出て釆て︑捕まえるのです︒取るか﹂﹁はい︑引き取ります﹂﹁しかし︑その人がスパイ

大城さんはいよいよ助からないと諦めてしまった︒

そして壕内に引立てられました︒軍曹か常長かだった一 だったら︑あんたも一掃に殺すよ﹂﹁それ李b引き取れな
人は抜刀して︑兵士は着別して構え︑いきをりビンタを い﹂ ﹁じゃぁ︑帰れ﹂とその天久の区長も帰されたので
張って﹃きさまはスパイだ′・﹄と言うのです︒

﹁私のいとこたちが︑三日ほど前一掃にお茶も飲んだ

だが︑かれは間一髪で危機を脱出できた︒

そして︑上半身を裸にして︑身体検査をし︑両手を後 危機脱出
ろ手に電話線のハダ力線できつく縛り上げました︒
﹃何で私をスパイ呼ばわりするのか︑私は軍隊手帳も

ちゃんと持っているんだ﹄と言いました︒今度現役から 桜庭兵長に︑私が捕っているから行ってくれと柏み︑兵
帰ったということを証明するものです︒すると﹃こんな 長が飛んで釆たのです︒そして﹁この人だったら僕が保

ものは探せばいくらでもある︒こんをのはあてにならん﹄証する﹂と身元を引き受けてくれたのです︒それでそこ

大城政英︵当時24才︶

﹃それだったら私は︑二︑三日前に小湾の石部隊と一締 の兵隊たちは﹁悪かったな︑気をつけて帰れ﹂と解放し
にこっちへ弾薬受領に釆たばかりだ︒咤と思うの李り小 たのです︒
湾の石部隊の松田隊に電話して欲しい﹄﹃そうか﹄と言う
ことで︑電話をかけに行くふりをした一人の兵隊が二︑
三分はどあけて︑戻ってくるをり﹃大城という奴はずっ
と前に死んだと電話が釆ている﹄と一言うのです︒いよい
よ殺される破目になったのです﹈

次に︑大城さんはこの壕内に崎間カマという叔母︑い
とこのハル︑ハツ子姉妹がいることを伝えたら︑すぐ父
の妹の叔母を連れて釆た︒だが︑叔母が自分の甥である

／￣ ￣、＼
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ひんし

兵士，瀕死の蕾傷患者らがこもることになった。

陣地化した洞窟
いとかず

糸数城跡を主陣地に布陣した日本軍は，糸数
部落北はずれの住民の塑難壕（アブチラガマ）

6月l目前後に，米軍はこの一帯を占領したが，
殺陣よびカ、けに応しないこの洞窟にさまざまな

どうくつ

を洞窟陣地として使用するため住民をC地区

攻撃をしかけた。洞窟中央部にある小さな空洞

（裏の見取り図を参照）に追いやった。長さ26？

（B地区の空気穴）を見つけて，ガソリンを流
おうりんだん

し込んで火を放ったり，そこカ、ら貴燐弾を彼げ

はその中間あたりに井戸を掘り，大力マド6個

こんだりしたので年寄り・子供に多数の死者が

（B地区）もつくって長期戦に備えた。ところ

出た。また，壕出入り口（C地区）に大砲を持

で，中部での日米攻防戦が開始されると，糸数

ち込んでさて洞窟内に発射したり，あげくの果

部落の日本軍も戦闘に加わるため，壕をあとに

てはC地区出入り口を封して生き埋めにしよう

ぐんか

とした。

庫（B，C地区）ともなっており，数名の兵士

住民スパイ視虐殺事件の発生

米軍が洞窟内まで進出してきたら，200名近い

にその管理が任されていた。

ばくらい

′￣＼

1000名に近い患者のうめき声

軍民は全員自爆する予定で爆雷を準備してい
はえばる

4月24日にはこの洞窟は南風原の陸軍病院・

た。ところで，6月の初め頃カ、ら付近で捕虜に

糸数分室としても使用されることになり，軍

なった住民は収容所生活に入っており，もはや

医・ひめゆり学徒とともに重傷患者が多数担ぎ

戦後の第一歩を歩んでいた。そこで食糧が豊富
せいとう

こまれてきた。洞窟内には，部落内の製糖工場

にあることを知っていた住民がつぎつぎにこの

を分解してきて2階建の病室などが作ってあっ

ガマ 洞窟にやってきた。しカ、し，神の国日本の敗戦

た（A，B地区）。負傷兵の数は増していき1000

を信じない軍民は，兵士と住民が交代で見張り

名近い患者たちで野戦病院は地獄のようなあり

に立ち（B地区石段手前），近づく住民をスパイ

さまだった。米軍が南下してさた5月25日頃病

祝してつぎつぎ殺害していった。皇軍と臣民の

院は解散となり，重傷患者などは青酸カリなど

まつろ
末路を示した典型的なこの洞窟から兵士と住民

こうぐんしんみん

しよち

で 処置 されて置さ去りになった。

が殺陣したのは，敗戦後の8月22日のことであ

米軍の馬乗り攻撃

る。なお，日本軍の隊長らは？月までたてこも

その後この壕には，200名近い住民と倉庫管理

っていた。

／￣、−

沖縄戦を追体験する高校生
囲 石原昌家著「虐殺の島一皇軍と臣民の末路」晩聾社池宮城秀意著「沖縄の戦場を生きた人た

ち」サイマル出版会

︵アブチラガマ︶

した。また，ここは軍の食料・軍靴などの大倉

ー沖縄戦追体験の代表的場所

mもあるこの大洞窟には小川も流れており，軍

／￣■、＼

ウジの中から寺跡の生還

仰向けに寝ていると背の下にムズムズしたものを感じ︑それらがや

がいつの問にか死んでいた︒

で群ををしていた︒どこから釆たものか︑あたりを見

がて首筋︑お尻の下にも感じられる︒手さぐりでつまんだら︑それは
大きを﹁うじ﹂

まわした時︑ふと隣りの吉田君︵東京︶

そしてすでに腐りはじめ︑そこからはい出していることがわかる︒死

臭鼻をつき吐き気さえ感じていたが︑まさか一番元気だったこの人が

の住居にをるをど︑悲しくも哀

死んでいるとは意外だった︒そういえば自分ををぐらをくをっていた︒

水のとりこにをっている間に ﹁うじ﹂

れである︒悪臭と﹁うじ﹂ に悩まされつつも白骨化していく友の傍か

ら離れるだけの体力もをく︑﹁今にこの姿にをるのか﹂ と恐ろしい戟慣

の暗が続いた︒それでも水を求める私は手近をところに水のあること

を思いついた︒﹁小僧を飲もう﹂私はいっしんに放尿に励んだ︒しかし

この妙業も効き目はをかった︒小僧にをるようを水分はからだの中に
は残っていをい︒

ある日︑向う例の上部にある空気穴から黄燐弾が授入され︑大音響

と共にはねとばされた︒気を失ってしまった︒気づくと棚の上から落

﹁ああ︑まだ生きていたか﹂ と辺りを見ると︑ここは五米ばか

ちていた︒他の老も幾人か吹き飛んだらしい︒しばらくしてから正気
に戻り

り下の水たまりの傍であった︒爆凧で飛ばされた時︑奇蹟的に地下水

の流れへ運よくいったものとみえる︒

一念が通じたのか︑偶然をのか︑私の切望した水が得られたことに

喜びを感じる暇も措しく︑一気に飲み続けた︒痛みも忘れとにかく腹

一杯になるまで飲み続けたことは今でも覚えている︒水腹であっても

満腹感は私に ﹁生命力﹂を与えてくれたのか︑眠りを誘い︑起きては

また飲みして少しずつ動くことができるようになった︒

︵日比野勝広の﹁手記﹂より︶

／￣■■■−
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全長500mの野戦病院壕

名に 処置 と称して青酸カリ注射が施される。

ぐしかみあらぐすく

だが，絶対量が少ない。死にきれず苦しんでい

具志頭オ寸新城部落前方の丘陵の地下に広が

る自然壕。全長500m。東西に貫通する。西側を

る兵を衛生兵がつぎつぎに銃剣や日本刀で刺し

殺していく。

しゆ 名の負傷兵を収容する野戦病院壕であった。首

黒い影は

りうらそえ

処置

された兵士の遺体

こうそう

はふう

ゲラビ側は，農道わさのコンクリート破風塞

ともり

部は富盛の第24師団病院壕に収容されていた

が目印となる。その後方の木立の奥まったとこ

が，4月下旬以降，戦況の悪化にともなって，

ふうそうじゆうがん ろに人口がある。風葬跡や銃眼跡を見て内部へ

ともり

次第にその数を増し，富盛だけでは収容できな

入ると井戸の跡やカマドの跡が見られる。炊事

くなった。そのため急拠，分院がこの壕に置カ、

には新城・具志預の婦人たちが女子挺身隊とし

ていしんたい

れた。

て動員された。ヘアピンカーブの急坂を上って

しらうめがくと

白梅学徒ガ見た惨劇

更に進むと背をかがめなければ通れないほどの
しらうめ

分院開設にともなって富盛カ、ら白梅学徒隊
′￣■■＼

（県立二高女）数名が派遣された。当時の壕人

狭い通路につきあたる。この通路を扱けたとこ
しよち
ろに 処置 された兵士の遺体が黒い影となっ

ロはヌヌマチガマ側で，病院の機能もそこに集

て残っている。遺体は2体。l体はベルトのバ

中していた。埋送されてきた負傷兵は，応急の

ックルの刻印カ、ら，一体は地元住民の証言カ、ら

えそ

処置を受けたあと，壌症を防ぐために患部切断
の手術をうけねばならない者が多かったが，麻

身元が確認されている。
このあたりが壕内でもっとも広い場所で，ヌ

酔なしであった。学徒隊は泣き叫ぶ兵士の手足

ヌマチガマで手当や手術を受けた患者が多数収

ゎし を押さえたり，包帯の交換，大小便の世話，飯

容されていた。岩陰の奥まったあたりカ、ら現在

あげと不眠不休で働く。濁った空気の中，血や

でも未収骨の遺骨が出てくることがある。足下

ウミ，排せ物の匂いがたちこめる。あちこちで

の土を梢で掘るだけで，骨片が確実に出てくる。

うめき声。脳症患者が暴れる。

ここカ、ら左右にスロープがのびる。左側のスロ

やがて6月3日，敵が目前に迫ったという情

一風葬跡に重なる戦争遺跡

里，浦添の戦線カ、ら後送されてくる負傷兵の−

ープは行き止まりとなる。右側のスロープはヌ

報で，分院に解散命令が下る。このとさせにも

ヌマチガマに続くが，途中，落盤危険箇所があ

無惨な光景が展開された。歩行不可能な兵約500

るため通行を増えた方がよい。

ひか
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麒■ 軍隊の本質を考えさせるガラビ壕
m■■■一 人口付近に散乱する白骨は風葬の名残り。
囲 石原昌家著「証言・沖縄戦一戦場の光景」青木書店「沖縄 白梅の悲話」読売新聞社

猫∵占㌣∴署

ヌヌマチガマ，東側をゲラビガマと呼ぶ。約川00

別室で順番を待っている の で す ︒

もうすでにエソが始まっている患者がいました︒軍医は︑﹃麻酔薬はをいが︑よいか﹄

と答えるのです︒

ということにをるのです︒
いっべいそつ

沖縄戦﹂

より

0

﹁証言

ガラビ壕内見取図

なのうめき声が重なっ た 異 様 な 音 と を っ て 聞 こ え る の で す ご
手術室の明かり取リ

便所の跡

し

］
50m

重傷患者が多いので︑みん李フめき声をたてているから︑外からこの病院壕に近づくと︑みん

こういう場面は︑そのひとの母親にはとても見せれをいと思いました︒

ったです︒メスで︑スーツと肉を切り︑糸ノコみたいをノコギリで骨を切断するのです︒

将校は︑普段いばっているけど︑いぎとをると悲鳴をあげ︑むしろ一兵卒のほうががまん強か

すると︑そのままでは 死 ん で し ま う の で ︑ ﹃ お 願 い し ま す ﹄

が︑こっちは手術をやってあげるのであって︑お前の意志ひとつだ﹄

のはあたりまえだ︒痛いと思う李bよしても良いぞ︑お前の手はそのままにしたら腐っていく

のです︒﹃痛いですか︑痛くをいですか﹄とたずねる患者に﹃バカヤロー︑麻酔がをいから痛い

と聞く

ノコギリで骨を切断
もう麻酔薬も切れてからは︑麻酔なしで手術をするようにをりました︒手術台にあがる前に︑

／￣、＼
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やましらうめがくと 山部隊病院壕と白梅学徒
やえセたけ

ノ＼重瀬島は日本軍最後の抵二抗線であった。現

よぎ 航空自衛隊与座基地

いとまんよぎ 糸満市の与座岳（標高168m）に所在し，受信
こちんだ

在，ノ＼尊瀬公園となっている一帯には，第24師

所は東風平町のノ＼重瀬島（標高163m）にある。

やま 団（山部隊）の野戦病院がおかれていた。野戦

米軍はl？52年カ、ら与座岳航空通信施設として使

病院は下の壕，上の壕と呼ばれる2つの壕カ、ら

用したが，，73年3月自衛隊に引きつがれた。

できていた。下の壕は，丘を切り崩した人エの

南西航空混成団の防空警戒体制は南西航空警
おきえ

戒管制隊（約1000名）のもとに，与座岳・沖水

ように張りめぐらされていた。本部，病室，巣

艮部・久米島・宮古の4か所にレーダーサイト

室などがあり，上の壕は自然壕で，手術室など

ぷん を配備している。与座分とん地は他の3局のキ

があった。収容人員は約500名。病院の陣容は，

ーステーションとなっており，情報は与座を経

しらうめ 軍医・衛生兵・陸軍看護婦らl？3名。それに白梅

由して那覇の防空警戒梢拝所へ送られる。そこ

学徒隊（県立第二高女）が加わった。

には，米軍将校が24時間体制で常駐し目を光ら

めし

せている。

しゆり

世話，水汲み，飯あげだった。首里攻防戦が始

ふなふよぎ

陸上自衛隊与座・南与座基地

ともり

まると，富盛への砲撃も激化し，昼間は壕から

一歩も出られなくなった。女学生の三つ縞にも

復帰前は陸軍補助施設として使用されてい

た。，73年自衛隊が引きつぎ，陸上自衛隊第l混
こうしやとつかぐん

成団第る高射特科群がおかれた。南与座はホー

の通路は雨水で洗われ，大小便が混じり，ウジ

クミサイル発射砲設として使用され，白川・

しらかわ

がわいた。やがて，三交替の勤務は24時間体制
に変り，6月4日の病院解散まで続いた。

かつれんちねん

勝連・知念と連動している。与座分とん地には，

ヨ

せき

シラミがわき，モンぺは血と膿に染まった。壕

せん

うみ

だけしゆうへん

みずく

†白本軍最後の抵抗線

白梅隊のおもな仕事は，患者の大便・小便の

らぷくめじまみやこ

白回包⑯

／｛■＼

もので，2つの入り口があり，通路は網の目の

その管理本部がおかれ，各高射中隊の後方支援

公園人口の近くに富盛住民が建立した「ノ＼重

を任務としている。

瀬の塔」がある。
／￣、＼
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掛■ 屏風状に広がる八重瀬岳と「白梅学徒看護隊之壕跡」の碑
■些事■■一 下の壕は駐車場になっていて，現在跡形もなくなっているが，上の壕は「白梅学徒看護隊之壕」
の後方にある。

画「沖縄 白梅の悲話」読売新聞社「昭和58年版沖縄の米軍基地」沖縄県総務部知事公室

／￣■■、＼＼

／￣＼

．（

（

●石獅子の陰から守備軍陣地の様子をうかがう米軍兵士

