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よふたん 読 谷
ひじや

よみたんや

かでな

なまなましく戦争の歴史を語っている。

比謝川を渡ると読谷野だ。右側が嘉手納弾薬

ぎきみ

庫，左側が読谷村の集落。ここは米軍が沖縄本

座毒味城跡
ご さ まる

りりDう三上けう さんざん

米軍基地（基地占有率47％）と背中あわせに数

いた城塞。陸軍北飛行場の建設にともなって本

多くの戦跡が見られる。

丸に高射砲陣地がでさた。戦後は米軍のレーダ

ひじや 比謝川河口の特攻艇壕

ー基地になり，城壁はみるかげもなく破壊され

こうしやほう

／′￣■■■■■＼

たが，復帰後（，74．柑）返還されて修復工事がお

らべて上陸作戦を開始したが，その中心地点が

こなわれ，現在は国定史跡。城壁にたつとトリ

比謝川の河ロ。両岸には日本軍の海上特攻艇の

ーステーション，象のオリ，飛行場など

l戦場

とぐち

ひとく

租匿壕が並んでいた。現在，渡具和郎落の南崖

の村 が一望できる。

下に4か所の壕跡が原形をとどめている。

チビチリガマ

ていしんたい

なみひら

ここに配置された海上挺進隊第2？戦隊第l中

この洞窟には波平の住民が避難していたが，

けらま

隊の17隻は，3月2？目深夜，虞良問沖の米艦隊

米軍上陸後3日目に洞窟内に放火して，その煙

に向かって出撃したが，結果は不明。

で集団自決をとげた。141名中82名が絶命。壕内

読谷補助飛行場

の警防団が竹槍で抵耽，このため米軍に反撃さ

現在，米軍の補助飛行場になっているが，も

れ，パニック状態に陥ったのが原因だった。対

ともとは日本軍が，43年夏から突貫工事で建設

照的にl加離れたシムクガマでは，ハワイ帰り

した陸軍北飛行場の跡。約2000mの滑走路の西

の男2名が米軍と交渉して全員無事に救出され

端に日本軍の格納庫が3個残骸をさらしてい

た。壕内には，避難民の生活用品や遺骨の破片が

ー米軍が上陸の第一歩をしるした村

l？45年4月l日，米軍は約1300隻の軍艦をな

詠替⑯

琉球の三山時代（15せ紀）の英雄護佐丸が集

島上陸作戦で第一歩をしるしたところ。巨大な

ニ●ごノ￣三

ちゆうこんひだんこん

る。その側には旧読谷国民学校の忠魂碑も弾痕
／￣■■■■■■＼

散乱して集団自決の地獄絵図をとどめている。

ll＝llll‖llll‖川＝‖‖川Il‖‖＝＝＝川‖＝lll‖‖川l‖川‖＝‖‖＝川‖＝ll＝川‖l＝ll＝＝‖‖ll‖＝ll‖ll＝川Il＝日日Illl‖＝‖‖＝lt＝‖‖＝＝＝＝‖川‖l川Ill

但≡琵疲● 米軍の本島上陸作戦 中央が比謝川河口

■■■■■■■ 4月1日，米軍は午前4時6分から上陸5分前まで5インチ砲44825発，ロケット弾33000発，臼
砲弾22500発を上陸地点に打ち込んだ。これは30平方㍍に25発を撃ち込んだことになる。

囲下鴨哲郎著「南風の吹く日」童心社

の戦跡・基地
バス案内／

★比講川1河口：那覇〜嘉手納⑳空夢⑳

★特攻艇壕：那覇〜大湾⑳抑走歩30分
★トリイステーション：那覇〜楚辺入口⑳

読谷補助飛行場 ク
★象のおり：那覇一大当⑳徒歩10分
★チビチリガマ：那覇〜大当⑳徒歩10分

★F BIS：那覇〜読谷バスターミ
ナル⑳⑳〜川平⑬
（乗りかえ有り）

★座書味城跡：那覇〜座書昧⑳
★読谷村役場：那覇〜言売谷村役場前

⑳襖高志保入口

（
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トリイステーション

象のおり

ぎま 在日米軍は第？軍団がキャンプ座間に司今部

直径200m，高さ28mのゲージ型アンテナが円
ばうじゆ

をおき，その約50％にあたるt200名が沖縄に配

形に配置された傍受施設。米田軍が使用し，3600

備されている。在日米軍の主カは，部隊の司令

どの方向に対しても傍受する能カを特ってい

部機構とスパイ謀略を主イ壬務とする情報・通信

る。米軍はせ界に19か所の象のおりを持ってい

部醸である。

るが太平洋地域には6か所配置している。日本
みさわ

では直径400mの三沢基地内にあるものと読谷

浦添のキャンプキンサーにおかれていた在沖

米陸軍司令部は，l？87年？月，第10地域支援軍

との2か所にある。だいぶ小型の自衛隊のもの
ひがしちとせよなご

に改称され，司今部をトリイステーションに移

した。

が泉千歳と米子にあり同根の傍受を行っている

ものと思われる。
ナショナルセキユリイチイエーシエンスイ

従来，NSA（NationalSecurityAgency）国

キロヘルツ

ギガヘルツ

10KHZの超長波からF2GHZの極超短波ま

家安全保障局の沖縄フィールドステーションに

でモニターできるという。内部にある建物も，

よって暗号の解読・分析などスパイ通信施設と

中にもうひとつ建物を建てたこ普構造になって

イ
／￣■＼

かでな

して機能してきたが，すでに嘉手納基地内に新

いる。ソ連や北朝鮮の情報をモニターすること

設移転していった。，84年暴からの特殊部隊グリ

はもはちろんのこと，極泉一帯のあらゆる情報

ーンベレー

の配備以後，陸軍実戦部隊の本拠地

かんこくばく

に耳をそば立てている。，7？年の韓国朴大統領暗
殺事件の際には全員が非常呼集をかけられた。

と化した。

5．15メモよる「使用目的」は通イ言所となっ

略き

基

また，空にいるSR71やRC135・P3Cなどイ貞寮機

ており，今後，目的変更が必要となる。

の情報もキャッチし，海の潜水艦からの電波も

よふたん

ゆうよく キャッチしている。さらに海中を遊失する潜水

最近では，読谷補助飛行場でのグリーンベレ

／￣￣、＼

謀号

ーのパラシュート降下訓練も激化の一途をたど

艦の位置確認も行っているという。スクリュー

っており，司令部の移設とあわせて，以前から

の回転する音や船体が水を切る音などを分析す

常駐している第500MI情報部隊も含め，一層，

ることにより，どの国の何型の潜水艦カ、を判別

スパイ謀略戦の根拠地としての機能を強化する

でさるという。人間に梢紋があるように，音紋

ことになろう。

があるというわけだ。
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極悪魔の部隊グリーンベレーの本拠地と化したトリイステーション
中空亭楚辺にある兼久ビーチは，・84年のグリーンベレーの配備と相前後して米軍専用ビーチとなった。
もともと基地であったが，区民は自由に出入りしていた。現在，区と軍の合意でカードのチェッ
クをして入ることができる。しかし，実際は米軍人軍属であふれ区民の憩える状態はない。
日本共産党国会議員団「調査報告 沖縄米軍基地」

／￣、、＼

（1984年10月15日）

▲創隊式

1984年3月には，トリイステーションにグリーン
ベレーが配備された。これは極東へのトマホークの

▲パラシュート降下訓練

戦争を引き起こすために活動を行うところにある。
，85年6月には訓練用のラテリングタワーも建設

配備と軌を一にする。84年米会計年度で1200名の特

され，トリイステーションは本拠地と化した。伊江

殊部隊を増員し，太平洋地域への2個大隊の配備が

島での特殊降下訓練，北部訓練場でのサバイバル訓

公表された。1個大隊は読谷にきており，，84年10月

練，北海道での雪中訓練などを経て，チームスピリ

15日の創隊式にはグリーンのベレー帽をかぶった約

ット，85に初参加し，タイとの合同演習コブラ・ゴー

150名の隊員が整列した。

ルド，85にも参加している。

グリーンベレーはきわめて侵略性の高い危険な

部隊である。全陸軍兵士の中から3％のエリートが

舞い戻る戦争のプロ

選び出され特殊訓練を受ける。兵器・通信・爆発物・
言語など6つの分野に2名ずつの12名で構成されて

復帰前，第1特殊部隊（宜野座村松田キャンプ・
． （

いる。この12名のグループで650名のゲリラ部隊員を

ハーディー）や第七心理作戦部隊（キャンプ・キン

訓練することが可能といわれている。グリーンベレ

ザー）が沖縄にもいた。沖縄返還の際『第3国の軍

ーひとりで普通の兵士10名分の働きをするといわ

隊の訓練，政府の転復などの活動は日本の主権にか

れ，1個大隊を300名とすると3000名の部隊に相当す

かわる』と，国会でも問題にされた。

る。パラシュートの特殊降下，スキーのクロスカン

ベトナム，中南米でのダーティーな仕事がひんし

トリー，登山，スキューバーダイビングなどに習熟

ゆくを買い1974年に廃止され，同時に沖縄からも撤

し，格闘技では30秒以内に敵の息の根を止める。

収した。，82年，ノースカロライナ州フォートブラッ

また，グリーンベレーは戦術核戦力でもある。26kg
という軽量の背負い式核兵器を敵陣の背後に潜入し

設置する訓練すらしているという。

クに第1特殊作戦兵団を復活。中東，中南米，アジ
アで頻発するテロ・ゲリラなどの地域紛争に対抗す
るためだ。

グリーンベレーの侵略性・謀略性の高さはその任

グリーンベレー

1個大隊（250〜300名）により，

務にある。親米政権の国へは反政府ゲリラを押さ

沖縄にとっては10年ぶりの陸軍実戦部隊の配備とな

え，政府軍に教育を施す。一方，反米政権の下では

る。日本政府と県は「日米安保条約の事前協議事項

反政府ゲリラを組織し軍事クーデターを引き起こ

の対象にはならない」と容認している。

す。つまり，グリーンベレー

の特殊性は平和時にも

（

よみたんほじよ

けている。

読谷補助飛行場

ぎんば

1944年，旧日本軍第24師団によって強制的に
土地接収を行い建設された 北飛行場 。，77年に

復帰前メースB基地がお力、れていた残波岬の
人口に，小さな平家にパラボラアンテナがつけ

よみたん

有権回復地主合」を結成し，早期返還を求めて

られた小さな基地である。
スパイ謀略というと何か粗密めいた感じがす

45年4月1日の米軍上陸と同時に占領され，

報）のものも大いに活用でさるという。FBISで
はソ連政府や共産党の機関紙であるプラウデや

本土空襲のための前進基地として使用された。
輸送機やヘリコプターからのパラシュート降下

イズべスチアなどのファクシミリ電送される紙
ひんばん

／｛＼

訓練や物資投下訓練などが頻繁に行われ民間地

面をキャッチしている。ソ連国民が翌朝読む紙

域に落下することもタカ、った。，65年る月Il日に

面を，米大統領は前日の晩には眼を通している

きな は，自宅付近で遊んでいた貴名小学校4年生の

ことになる。さらにもうひとつ，ソ連国営放送

たなはらたかこ

棚原隆子ちゃん（当時10歳）の頭上にトレーラ

のテレビ画面もビデオにとっている。

ーが落下し，圧死させるという事件も起こって
激化する読谷補助飛行場での降下訓練（昭和61年7月1日現在）

いる。

実施月日 実施部隊 人月 実施月日 実施部隊 人月

FBIS（海外放送情報サービス）
7 − リ ン ブロードキャスト イ ンフォメ イ ショ ン サ ー ビ ス

ForelgnBroadcastInformationService ●
おくまくにがみ

復帰に際して，奥間（国頭村）などの VOA
ボイスオブアメリカ

（Voice of America）は撤去された。安保条
約上，国務省の管轄下にある施設は撤去された
わけだ。FBISも当初，国務省管轄であるため国
合でも取り上げられ問確になったが，いつの間
にか海軍の管理下に入り，いまだに機能しつづ
／／′￣■■■・

58・8・4 海兵隊 20 61・2・10 空 軍 4
8・5
21 ・ 2・19 陸 軍 48
59・6・26

33

3・5

11・29

16

4・30

102

60・1・31

20

5・28

中止

2・1

15

6・2 海兵隊 12

4・11

33

4・26 陸 軍 13

中止

6・18 陸 軍 20

5・20 海兵隊
5・23

6・3

43

6・25

20

36

10・23 陸 軍 30

国表‡鱒自こ撃韮

−激化するパラシュート降下訓練

るが，現代の情報は，オープンソース（公開情

いる。

よみたんきち

は，旧地主関係者らが「読谷補助飛行場用地所

‖川＝l川tll‖＝＝ll‖ll‖‖ll＝＝‖＝川‖川＝l‖‖川＝‖川l＝‖＝lll‖llll‖llll‖川‖llllll‖川‖＝＝川Il＝日日‖川‖日日川‖＝川‖＝‖‖l‖l‖＝川‖＝＝‖l‖川
掛■ 米軍のパラシュート降下訓練の地となっている読谷補助飛行場

■−■■ii この地では，41年前の沖縄戦で日本軍義烈空挺隊が無益な特攻作戦で死んでいった。
囲 読谷村職労「ドキュメント読谷村民の闘い」軍事問題研究会「軍事民論27」山内徳信「たた
かう村」

／￣、、＼

読谷村民のたたかい

アンテナ建設反対のたたガい

読谷村は，人口約3万，日本でも筑波・豊見城に
ついで3番目に大きな村である。

1972年の沖縄返還の時点で，米軍基地が村面積の

76年P3C用の受信アンテナ工事が発覚。戦前，日

本軍によって土地をとり上げられた地主たちが「新
（

たに基地ができると返還がむずかしくなる」と反対

70％余を占めていた。現在でも47％が嘉手納弾薬

運動の先頭に立った。「読谷飛行場用地所有権回復

庫・補助飛行場・トリイステーション・象のおりに

支援共斗会議」を結成し，工事用地に座り込んだ。

とられている。

「人間性豊かな環境・文化村づくり」を提唱し，

翌

77年2月，カーター米大統領に直訴状を送り，同

月中には防衛施設庁を通して建設地変更を通知して

平和憲法を守り，沖縄戦体験を忘れず，21世紀の歴史

きた。

の批判に耐え得る文化村づくりを村政の基本理念と

パラシュート降下訓練反対のたたかい

している。山内村長は言う。『基地は戦争を前提にし

米軍によるパラシュート降下訓練，物資投下訓練

て出来たものであり，戦争は人間を殺教し，一切の

は，1960年4月から実施された。民間地域への落下事

文化・文物を破壊しつくす人間の最も愚かな行為で

散が相次ぎ，ついに1965年6月11日，書名小学校4年

ある。これに対し，文化は人類の諸活動の開花現象

（当時10才）の棚原隆子ちゃんが犠牲になった。『お

であり，人類の存続，人間存在のうるわしい平和な

母さん，お母さん大変だよ。空からパラシュートが

姿である。要するに基地は戦争の構造であり，文化

落ちてくるよ−。危ないよー逃げて−』と知らせに

は平和の構造である。』

走る頭上にトレーラーが落下し押しつぶされて死ん

／￣＼

だ。

，79年からは危険な夜間訓練も実施され，村民は実
施阻止行動を開始した。阻止団の中には老人も多く
『平和だ，平和だというのに，これはまるで戦場だ。
本当の平和がきてほしい』と唇をふるわせていた。
，84年12月，山内村長は，読谷補助飛行場に．国体の
ソフトボール会場を誘致し，競技施設の着工を促進
▲読谷村役場前の憲法第9粂の立て看板
不発弾処理場撤去のたたガい

，85年金城次郎さんが人間国宝に指定された。 や

ちむんの里 は，かつて不発弾処理場だった。砲弾
破片が民家に落下し，毒ガスもれ事故が起きる。 75

する窮余の一策として，移転実現までの間降下訓練
の反対行動はしない旨，防衛施設局長あてに念書を
提出した。念書の有効性をためすかのごとく降下訓
練は激化している。
反戦・平和・基地撤去の理念が変更されるとは思

年，処理場入口にピケを張り不発弾処理を実力阻止

えない。理想と現実のはぎまで，今，読谷村は苦悩

した。翌76年には閉鎖。，78年に撤去され，その跡地

する。それはひとり読谷だけの問題ではなく，基地

が やちむんの里 となった。

に囲まれて暮らす全県民のものにほかならない。

（
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てつけつきんのうたいゆうげき

鉄血勤皇隊も遊撃隊に編成
ゆうげきたいひとく

沖縄戦に参加した第3・4遊撃隊の秘匿名は，
ごきよう

それぞれ第l・2護郷隊と称した。遊撃隊は第
32軍の正規部隊とは別の組織になっており，そ
の任務も正規軍が消滅した後のゲリラ戦・粗密

は4つの遊撃隊を編成した。第l遊撃隊はニュ
ーギニア，第2遊撃隊はフィリピン，そして第
3・4遊撃隊は沖縄に配置された。しかし，沖
縄にやってきたのは，陸軍中野学校出身の幹部
約30名だけであり，隊員は現地から召集した。

た♂） 第l護郷隊は，多野岳を中心に配置された，
県立第三中学校生徒約t50名も配置された。第2
おんな

ふやぎきくち 同じころ，北隣りの伊平屋島にも宮城太郎（菊地

は第l護郷隊？1名（ブ年護郷隊の碑），第2課郷

少尉）と名のる教員が赴任してさた。実はこの

隊73名（第2護郷隊の碑）であった。

2名は第3遊撃隊カ、ら派遣されたエ作員だった。
やましたさかいぐんそう

波照間島には，，45年2月頃，山下（酒井軍曹

離島にもぐりこんだ遊撃隊

さらに正規軍部隊のいない離島には単独の特

務要員が漁連された。彼らは偽名を用い学校の
一−

t∫L▼

らまいりおもてくろしまは

良問・西表・黒鳥・波

・

まんえん

l？44年10月頃，青年学校の

がくむ 軍事教練の梢導員として県学務課の辞今をもっ
にしむらばばぐんそう

て西村（馬場軍曹）
′｛＼

いかく

たが，山下は軍刀を抜いて威嚇した。結局，疎
閑地ではおそれていたマラリアが蔓延し，その

1 8 島 離 各 の−

伊是名島の場合，

日突然，西泉島への疎開命今をだした。おそろ
しいマラリア地帯への疎開に，住民は猛反対し

港

た多

であ果

島㍑国

目 ・

・

名H島 国

1．こ

うわ米な那
いく久よ与

異な名ま間
数ぜ是 照

いへやい

第4遊撃隊員）と名のる男がやってさた。ある

なかの

護郷隊は，恩納岳を中心に配置された。戦死者

ふにん

と名のる男が赴任してきた。

うち3名にl名が死んでいった。
戦場化しなかった島々にも皇軍の論理が持ち

込まれ，多くの住民が犠牲になったのである

11＝‖l＝‖＝l‖‖川Ill‖＝＝＝ll＝＝＝‖＝川‖‖‖＝＝‖川＝＝川‖‖l川l＝‖＝川Il‖＝川Ill‖川Il‖川Ill＝川Ill‖l川Il日日＝】一日川＝lll‖＝川Illll＝＝lll＝＝lll川Ill

画「第2護郷隊」の碑−『護郷』の美名にかくれた根こそぎ動員
一【■■■■【一 宮城太郎は，地元女性と結婚し，伊平屋の離れ小島の野甫で教師になる。その後，東京学芸大で
教鞭をとり，復帰を前後して琉球大学で教壇にたっていた。本名は斉藤義夫。

唾 沖縄タイムス〜，84．3．15 75回連載「再点検 沖縄の基地」石原昌家監修「もうひとつの沖縄
戦」ひるぎ社 「護郷隊」護郷隊編纂委員会「語りつぐ戦争 第1集」名護市教育委員会

︵ゲリラ︶

／｛＼

1沖縄戦に参加した陸軍中野学校出身兵

戦が本束の任務であった。太平洋戦争で日本軍

地対空ミサイル発射基地

沖縄本島にある自衛隊基地の北限に位置する。航
空自衛隊南西航空混成団第5高射群，ナイキ・J・
ハーキュリーの発射施設。復帰前の米軍の陸軍補助
施設を1973年に自衛隊が引き継いだ。

／一、＼

▲那覇空港の滑走路南側の地対空ナイキミサイルJ

ナイキは，那覇・知念・恩納の3か所にあり，1979
年の資料では，3高射隊合計で発射台36基，ミサイル
82発と明記されている。だが，最近では，兵器数は

し，FlO4Jとナイキミサイルによる防空を主任務と

軍事機密であり公表されていない。

し，これを運用するレーダーサイトも管理してい

56中業以降，，95年までにナイキJにかわり最小限

る。防空システムは，遠いところはF4機で迎え撃

4ファイヤー，ユニット（FU，20発射基）80発の新

ち，これをかいくぐってくる侵犯機に対しては，高

防空ミサイルパトリオットが実戦配備される。地上

空は航空自衛隊のナイキJ，低空は陸上自衛隊のホ

わずか30mから3万mの高度をカバーし，マッハ4

ーク・ミサイル（本土の師団にない特殊な部隊編成）

という超高音速で飛ぶ。防空能力は数段レベルアッ

で撃ち落とすという3段階の仕組みになっている。

プされる。

海上自衛隊は，自衛艦隊と地方隊からなっている
が，自衛艦隊の指揮下にある沖縄の第5航空群は，

那覇基地にP2J対潜哨戒機約10機が配備され，鹿

沖縄の自衛隊の配備は，71年の「久保カーチス協
定」にもとづいている。協定によれば，自衛隊によ

屋・八戸・厚木・岩国の航空群と肩を並べている。

る「沖縄の直接防衛任務」として「地上防衛，防空，

現在全国に78機配備されているP2Jも，56中業以後，

海上防衛哨戒および捜索・救難」をあげている。し

P3Cへ暫時切り替えられ，機能は一段とレベルアッ

かし，米軍が自衛隊に求めた最大の任務は「防空」

プされる。佐世保地方隊の指揮下にある沖縄基地隊

にあった。沖縄の自衛隊は，次表の通り航空自衛隊

がホワイトビーチに置かれている。

（

まさに沖縄配備の自衛隊は，米軍の補充部隊とし

に偏っており，「防空重視」の端的なあらわれにほか

て，米軍基地を守るために機能している。

ならない。

在沖自衛隊員数（全日本，85，7，1現在，沖縄86，1，1現在）
醸上
155，000

1，700

滞 上
44，000

1，000

呑計
44，000

243，000

3，400

沖 縄

6，100

沖縄の航空自衛隊は日本の空の4分の1を担当

（

している。南西航空混成団は， 72年10月1日に発足
▲自衛隊創隊10周年式（陸上自衛隊第1混成団）

まじや

にしぎき

始し，さらに真謝78戸，西崎74戸をふくむ150万

いえ 伊江島の戦闘

l？45年4月16日米軍上陸（同21日占領）。日米

坪を武力接収（，55，3）して基地拡張をはカ、った。
ちんじよう

の攻防は激しく，米兵は学校高地を「血ぬられ

軍民両政府への陳情は聞き入れられず，テン

きゆうご

ト小舎に追い出された住民は，演習地柵内に農
耕のため白いのぼりを立てて入った。米軍は80

って斬込み隊に加わって死んだ。住民の集団自

余名を捕らえ，うち32名を嘉手納へ連行。軍事裁

決も発生した。日本側の戦死者4706名，その多

判で，懲役3か月，執行猶予一年とされた。また，

かでな

くはイ主民であった。

しつこうゆうよ

米軍は実力耕作をやめさせるためガソリンをま
けらま

いて農作物と樹木をすべて焼さつくした。（，55，7）

生き残った村民は優良間へ強制移送され島に

げんすいあつぎ

日，連合軍最高司今官マッカーサー元帥も厚木
いえ

は生きるため，またせ間に実情を訴えるために

軍記者アーニー・パイルの戦死の地でもある。

じきこうしん 食行進」を開始した（〜，56，2）。この伊江島の

土地接収と村民のたたかい

闘いがやがて「田原則」を守る 島ぐるみ の

／｛■、

，47年3月，米軍は帰村を許したが，すでに村

￣■、

唾 窮状を訴える乞食行進団 島ぐるみ土地闘争の導火線となる

−i！軍事 メチドタカラの家ウ事前に見学の約束さえしておけば，阿波根昌鴻さん本人が案内説明をしてく
れる。入口を入ると伊江島射爆場に投下された模擬爆弾やロケット弾が置かれている。展示室内
は所せましと，土地取り上げ反対闘争当時の写真や全国から送られた旗，たすきなどが展示され
ている。

唾 伊江島婦人会「戦争体験・子ども連への約束」阿波根昌鴻著「米軍と農民」岩波新書

ち

′一一

き

まず4戸を立ち退かせ（，54，6），爆撃演習を開

の島

ぱくげき

陳情規定

しを命じるというかたちで始まった。

当時︑土地強奪の対象となった真謝・西崎の
地主全員がとりきめ︑誓約した﹁陳情規定﹂で

ち退さ同意書であることが判明），土地の明け渡

ある︒
﹁﹁反米的にならないこと︒﹁怒らないこ
と︒﹁必要なこと以外は︑みだりに米軍にし

なついん

うという口実で書類に凍印させ（後日これが立

ゃぺらないこと︒一︑会談のときは︑必ず座るこ
と︒﹁集合し米軍に対応するときは︑モッコ︑
鎌︑棒きれその他を︑手に持たないこと︒﹁

た軍の係官に協カした区長，区民に日当を支払

耳より上に手をあげないこと︒﹁大声を出さ

それは，，53年7月，島の建物・墓地調査にさ

ず︑静かに話す︒一︑人道︑道徳︑宗教の精神
と態度で折衝し︑布令︑布告など誤った法規に
とらわれず︑善か悪か︑道理にかなうように考

れたのである。

性においては︑生産者であるわれわれ農民の方

とするころ，米軍による土地取り上げが強行さ

えること︒﹁軍をおそれないこと︒l︑人間

らなかったが，やっと生活が落着きをみせよう

が︑軍人にまさっている自覚を堅持し︑破壊者
である軍人を教え導く心構えが大切であること︒
− 以上︑区民の会合できめたことは︑必ず実行

いも オ寸民は芋づるさえ本島カ、ら搬入しなければな

すること﹂

のる0％は軍用地となっていた。

闘争の導火線となった。

せき

こじき 乞食となることを決意，沖縄本島を縦断する「乞

せん

への途中，伊江島へ立ち寄っている。また，従

じま

この不当，野蛮な米軍の仕打ちに対し，農民

は新たに対本土攻略基地が建設された。8月2？

、

田0琶抱

ー米軍と農民のたたか い

ちようえき

え

オ未満の少年たちも爆雷，手相弾，槍などをも

掛離日⑯

た丘」と呼んだ。守備隊にいた女子救護班や17

／【、＼＼

（

▲伊江島守備軍の強力な陣地のある伊江島タッチュー（城山）への猛爆撃。写真右下は現在の伊江島

▲射爆場入口に立つ演習中止の立て看板
／￣＼

＝川l‖‖＝削米軍と農民の会帯川川I＝llll川

▲団結道場

シャープ「軍が土地を必要とするのは，
ん ．i 二∴ 阿波根

敵の危険から沖縄を守るためである。」
「それはありがたいお言葉であります。しかし
私たちも同じ沖縄人でありますから，一様に
私たちを守ってください。」

シャープ「それはよくわかるが，大多数を安全にするた
めには小数の者が犠牲になることは，気の毒
だがやむを得ない。」

阿波根 「聖書に一匹の迷える子羊を助けるために99匹
の羊を野に置いて探したということがありま
す，私たちがが犠牲になって他の沖縄人を守
るということには承服できません。反対であ
ります。」
シャープ「それでは君たちは（怒りをこめて）軍に反対す

るというのか。（にらむ）
阿波根 「反対ではありません。死んでは協力できませ
んから，生きて協力したいと思います。」
「米軍と農民」より

▲ヌチドゥタカラの家と阿波根昌鴻

′■、ヽ

／￣￣￣、ヽ

部落は，米軍人相手の飲食街がひろがっていた

へ の こ だ人やく こ 辺野古弾薬庫

『上の部落』と辺野古・シュワープの軍用地主の

海沿いの起伏の激しい地形を利用して，ニ重

ドルショックのあおりで，ドルを落とさなくなっ

舌は，核砲弾や核地雷など比較的小型の戦術核

た米兵相手の街は，すっかりさびれ街の灯は消え

事委員合においてNBC専門部隊の配属を発言
へのこだんやくこ

した。同年6月，辺野舌弾薬庫内のこ尊フェン

キャンプ・シュワープ
シュワープとハンセンは連続する広大な訓練

地域である。第l無限軌道車大隊が配備されて
おり，戦車・装甲車を陸揚げし山中で訓練して

スが張られた所にヤギや牛が放し飼いにされて

いる様子が撮影され，国会でも問題になった。

？月には米軍自らが，核弾薬小隊NOP
ニュークリーアー オーディナンス プラトウーン

（NuclearOrdinancePlatoon）の存在を認め
た。さらに，，82年8月には，沖縄配備の主砲が，

非核の105m砲から，核弾頭発射可能なMl？8型
ほ5mm砲に切りかえ配備されたり，背負い式26他

ほくぷかんよう いる。北部の水源酒巻林を切り倒し，赤土を海
へ流し込む元凶となっている。航空機の援護を
ともなう強襲上陸演習で，学校内の教室の天井
にひびが入るという爆音被害を引さ起こしたり
くしさんろく

している。久志山麓に撃ち込まれる機関銃やラ

イフル実射訓練では，たびたび跳弾が民間地域

まで飛んでくる。，84年5月18日には農道に止め

の核爆弾を扱うグリーンベレーが配備されるこ

ていた大型ダンプのフロント部分を機関銃が撃
ちぬく事故が起こった。非核宣言都市である名

りつつある。

ウイアーノットエアーターゲット

護市は，

辺野街の変遷

ぁぎ 旧久志村辺野古は，12か字の約4分の1にあた

る1500名あまりを占める最大の字である。

WEARENOTYOURTARGET！

（我々は標的ではない）という看板を立てて米
兵に杭試している。

宙甜冒鼻息

とによって，在沖米軍の核機能はますます高ま

こだんやく

l？引年2月，米海兵隊バロー大将が米上院軍

た。

診邑智ロヲ忘絹絹軸醗

フェンスに囲まれたNBC弾薬庫がある。辺野
兵器を扱っていると考えるのが妥当だろう。

／ （ ■、＼

多い『下の部落』に分かれている。石油ショック，

州Illtl川Illl刷l＝ltlllll‖‖＝＝＝＝＝川＝‖＝日日‖日日日日川‖‖＝川＝日日‖l川‖＝＝＝日日‖川t‖川‖＝川‖＝‖‖＝tl＝＝＝‖‖川‖＝川l‖川‖‖l＝川l

唾 二重フェンスに圃まれたNBC弾薬庫に放し飼いにされている漏れ探知器がわりの山羊
由■モ寧 復帰前，毒ガスが貯蔵されていた瀬長島にも山羊が飼われていた。

晦 日本平和委員会「PEACEFOCUSNQ2」石川厳暑「核さがしの旅」朝日新聞社 K・C・オル
ドリッチ「核先制攻撃症候群」岩波新書 上田耕一郎「日米核軍事同盟」 新日本新書

▲ブルービーチでの上陸演習

ソ両国本土が直接攻撃圏に入った。60年代に入ると

日米共同演習

1978年のガイドライン以後の日米共同演習の最も

SLBM（SubmarineLaunchedBallasticMissile潜水

大きな変化は，それまでの戦斗能力向上のための戦

艦発射弾道ミサイル）の発射に成功し，軍事衛星を

技訓練が中心だったものが，日米共同作戦計画にも

飛ばし，核兵器開発は加速度的にエスカレートして

とづく実戦訓練へと変化したことだ。ガイドライγ

いった。70年代にはABM綱（Anti−BallasticMissile

以前から共同演習を実施していた海上自衛隊は，

弾道弾迎撃ミサイル）をしき，ミサイルのMIRV化

1980年に初めてリムパック，80（環太平洋合同演習）
に参加した。アメリカ・カナダ・オーストラリア・
ニュージーランド・

日本の5か国が参加して行う演

（MultipleIndependently Targetable ReentryVehi−
Cle各個誘導多弾頭再突入運搬装置）を図り，お互い
の殺傷能力を計算し合う戦略を展開していった。そ

習も，3度目のリムパック84では実質的には日米2

して80年代には高度な宇宙開発技術と電子技術の進

か国演習といってよいほどであった。

歩を背景にC3Ⅰシステムをしいて宇宙核戦争へと

航空自衛隊は， 78年以降，合同指揮所演習をくり

歩を進めた。一方では，核弾頭の小型化，中性子核

かえしている。嘉手納では，E3Aに自衛官が乗り込

弾頭化を図り，命中精度の向上により， 使いやす

んで空中戦斗の指揮を行う訓練やB52を仮想敵と

い 核兵器を開発した。ヨーロッパと極東にパーシ

してスクランブルを行う訓練などが行われた。

ングⅠⅠとトマホークといった中距離核ミサイルを配

最も遅れていた陸上自衛隊と米地上戦部隊（米陸
軍と海兵隊）との共同演習も活発化した。，82年以降
「ヤマサクラ」「みちのく」「ヤマト」などのコード
ネームのついた実働演習が北海道，岩手，宮城，東
宮士などで相ついで実施された。，84年3月には防衛

／′￣＼

備し，ソ連のSS20と対時するという，新たな危機を
生みだしている。レーガン構想の下でいつでも，ど

（

こでも核戦争を始めるという「水平エスカレーショ

ン戦略」の段階へと入った。

三海峡封鎖・シーレーン防衛は，この米核戦略を

庁の中央指揮所を完成させ，11月には，日本防衛のた

支える体制であり，いつ日本全土が核戦場化し，国

めの日米共同作戦計画ができあがった。そして，，86

民のすべてが原爆死しかねない危険性をはらんでい

年2月にはいよいよ日米陸海空の統合指揮所演習が

る。

実施された。
米核戦略と日本・沖縄

1945年段階では原爆は，3発しかなかった。今その
数は5万発以上といわれる。

50年代までは戦略爆撃機からの原爆投下による都
市をまるごと焼きつくす大量報復戦略がとられてい
た。 57年の初の人工衛星スブートニック打ち上げに

ソ連が成功して以降，ICBM（Inter−ContinentalBal＿

1asticMissile大陸間弾道ミサイル）が開発され，米

′￣￣＼

／′、＼

や か しゅうよう じ上 屋素収容所

人々もいたが，多くは山原の山野を彷捜してい
やか

て餓死寸前に捕虜になった人々や，南部の激戦

前線で殺陣した兵士たちの大部分は，屋島の
ほりよしゆうようじよ

捕虜収容所へ送られた。金武村の一集落にすぎ

地で，艦砲の嵐をかいくぐって，かろうじて救

ないこの土地に，たちまちl万名を超える敗残

出された人々であった。

収容所は，戦闘の被害を受けなカ、った中・北

兵たちがあふれた。兵士たちは本土・沖縄・朝

かなあふ

鮮軍夫と出身地別に区分された。沖縄出身兵の

部の部落に設置された。部落全体を金網で囲い，

なかには，学徒兵の姿もみられた。兵士たちに

数家族をlつの民家に割り当て，不足分をテン

プリズナーウオー

は，PW（Prisonerofwar，捕虜）と染め抜か

ト小屋で補った。一応，食糧は支給されたが，

れたマリン服とレーション（野戦食）が支給さ

収容所によっては過不足があり，栄養失調に苦

れた。

しむ者も少なくなかった。また，マラリアが鍔
おおうらぎき

いや 前線で衷えた身体を癒す間もなく，兵士たち

った身体においうちをかけた。大浦崎はそうい
った悲惨な一例であった。健康な者は死体処理，

は，南部戦線の死体処三哩作業や殺陣勧告，米軍

デイデイティ

DDT散布，米軍作戦のための家屋の取り壊し

物資の運搬などの労役に送られた。空缶に竿と
サンシン

糸を張って作った「カンカラ三味線」が沖縄出

などの労役にカ、り出されたが，働いた分の食糧

身兵の間で流行し，誰歌うともなく歌いだされ

の増配があった。収容所間の往束は禁止されて

やかぷし

いたが，肉親の安否を気遣う人々は禁を破って

た「屋鼻節」が敗残の身の衷切を深めた。
沖縄出身兵のうち約3000名は1945年7月頃，

しばしば扱け出した。
しん

ハワイや米本土の収容所に移送され，さらに早

やがて，CP（民警）が組織され，メイアー（責

さん 酸をなめることになるが，本土出身者の才は 46

任者）が任命されるようになって，収容所内に

年10月から帰還が始まり，その年のうちに全員

も落ち着きが見られるようになった。その後，

が故郷の土を潜んだ。

収容所は，周辺の集落を抱きこんでlつの「地区」

を形成した。「地区」には学校が開設され，食料

難民収容所

収容所に送られてくる人々はさまざまであっ

た。米軍上陸地点に隣接しているために，まっ

配給も「地区」単位に行なわれるようになり，
戦後の自治体の萌芽となった。

たく戦闘を体験しないままに無傷で収容される
／｛■＼
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岳麺 難民収容所風景と「屋嘉捕虜収容所跡の碑」

■■■■■亡一 ハワイ移送の際，一部の捕虜たちは仝裸で船倉につめこまれ，動物同様の扱いを受けた。
■謹湧郭坤 那覇市史編集室「沖縄の働笑」（戦後編）沖縄タイムス「激動25年史」（上巻）

収容所の位置と人口

山原疎開

／′￣、、＼

1944年7月以降，約6万名が九州へ疎開し，約2
万名が台湾へ疎開した。

〔1945年現在〕

「十・十空襲」以降，親類をたよって北部へ疎開
するものもかなりの数に及んでいた。 45年3月まで

隻純綿撃モハ八J

疎開業務にとりかかったのは1945年2月以後であ

り，約3万名を疎開させることができたにすぎない。

軍の方針としても，疎開対象者は『60才以上の老人

関れ七人J

憩詣三七︑号八J

︶司／′一 恵尾西i︑ノナⅤ

葛畢毛︑〇三ち

二′︵
キ餐醍顧筆トち

石巻三〇三三八J

タ￠∂￠

及び国民学校以下の小児を，45年3月までに疎開さ

せる。』というものであり，結局多くの住民が戦場に
巻き込きれ命を落とすことになるわけである。
北部各村は避難民の受け入れを強制的に割りあて

られ，大量の避難民を受け入れるにあたり，食糧確
保が最大の課題となった。
米軍機による機銃掃討に追われ山中に逃げ込んだ

避難民の大部分は食糧を入手できず山中で飢え死

に，栄養失調でたおれていった。住民にとってのも
う一つの不幸は，日本軍の敗残兵の横暴であった。

．′C

己覧毛甚ヂゾト′ハ

仲宗根源和
「沖縄から琉球へ」
より

に10万名を疎開させる計画であったが，県人口課が

流 行 語

食糧強奪，スパイ嫌疑による住民虐殺などもかなり
の数にのぼる。

．箪㌧

職果 米軍の物資をかすめ取ること。軍作業帰りにちょっとネジ回しを
失敬といった軽いものから，軍輸送部の配車係と組んで車ごと部落へ持ち込
む大胆なものまであった。罪の意識はあまりなく，ささやかなレジスタンスの

気分さえあったという。戦時中の大本営発表の常とう語を，敗戦とともにいち早
く盗みの用語に転用したあたりに，沖縄住民のしたたかさと凄みが感じられる0
カンパン（COmPOund）収容所に設けられた男子の作業隊の

宿泊施設。ここに入れば配給が潤沢にあった。那覇溝の荷揚げ
作業隊のカンパンは「みなと村」と称されるくらいに膨れあが

った。これらの作業が，やがて資金幸酬の「軍作業」へと発展
する。

モービルオイル（Mobiloil）自動車用の潤滑油。終戦直後，
これを食用油と勘違いしてテンプラを揚げて食べたという話が，
アメリカ世とのカルチャーショック（文化摩擦）の好例として

今日まで語り継がれている。不思議なことに食中毒を起こす者
もいなかったようだ。似たような話に，チーズで顔を洗ったと
いう詰もある。

青空教室 収容所内で，いち早くスタートしたのが学校である
が，校舎もなく、教具もなかった。教師たちにできることは砂
の上に文字を書いて教えることであった。やがて6・3・3制
が発足し，新制中学はジュニア，高校はハイスクールと呼ばれ

の配給は，46年6月を境に全て有償に切り替えられ，配給所も
普通の商店に形を変えることになるのだが，住民たちは戦後長
い間，これらの店を親しみをこめて配給所と呼んだ0
バーター貿易 横流しの米軍物資や薬英などを，台湾，香港へ
運んで，食料，日用雑貨と現物交換する闇貿易。のちに与那国
が中継地となった。利幅が大きく，さながら琉球王朝時代を思
わせる大規模な交易活動であったが，本土物資が安定的に出回
るようになって影をひそめた。おもに糸満船籍の船をチャータ
ーしたところからチャーター貿易とも言う。

トウー／くイフォー 2インチ×4インチの米国規格の角材。語
感が沖縄方言と似ているため，今でもこれを英語だと知らずに
日常的に使っている人が多い。米軍は終戦直後の住宅不足の角写
消策としてこの角材を大量に放出して，約5坪の「規格住宅」
をつぎつぎに建てさせた。

配給品∴配給所 収容所の住民の食料は，すべて米軍からの無
情配給に頼っていた。配給品は当初，レーション（野戦食）が

ギブミー もともとは，終戦直後，米兵に群がってガムやチョ
コレートをねだる子供たちが最初に覚えた英語であった。転じ
て，米軍の物資や資金に依存しなければ立ち行かない沖縄経済
を自嘩舶勺に指すようになった。（ギブミ一民族）
ドライバー 米軍輸送トラックの運転手。見かけのスマートさ
と高給と戦果の余得とで，今日のパイロットにも匹敵する花形
稼業であった。進学しようか，ドライバーになろうかと真剣に

多かったが，次第に米，小麦粉などに変わって行った。これら

思い悩む若者もいたという。

た。

ゲレン，パタイ ゲレンは「馬鹿」，パタイは「死ぬ」の意。
ともにタガログ語。部隊内で働くフィリピン人から広まって，
盛んに使われた言葉である。

′￣＼

もん甘ん

殺人，強盗，強姦などが相い継ぐのもこの地

き ん 基地の門前町 金武
セントラルトレーニングエリア

CTA（CentralTrainingArea）中部訓練地

域である。 85年l月16日には自宅で就寝中の前

ちゆうとん

域は，太平洋随一の海兵隊が駐屯し，キャンプ

泊さんが刺殺される事件も発生している。

ズケランにいる第12海兵連隊の特つ155m砲実

じつだん 県道104号繰越え実弾射撃演習

おんな 恩納村カ、ら金武町へ本島を横断する全長8．3km

射訓練が実施される。隣接するブルービーチで

は，毎年実施されるチームスピリットに前後し

の県道柑4号線がある。実弾射撃演習が行わ

きん て上陸演習が行われる。金武町唯一の白砂のつ

れると喜瀬武原カ、ら金武までの間3．7kmが通行

づくビーチであり町民いこいの場であるが，長

止めとなる。せ界広しといえども公道の上を実

期間にわたり立ち入り禁止になる。海兵隊は，

弾が飛ぶのは，大分県日出生台訓練場とキャン

l？84年？月までは，所帯持ちと言えども単身赴

プハンセンの2か所だけである。，76年には阜瀬

任だった。6カ、月のローテーションで艦上勤務

なかがわうかい 武原カ、ら中川までの5．61玩の迂回通路をつくった。

に着いていたり，県内で訓練中であったり，ハ

ここ数年，平均月l回の割で訓練が実施され，

きせんばる

おおいたひじゆうだい

／一＼

ワイへ行っていたりしているが沖縄での基本的

砲弾破片が民間地域に落下したり，山火事が多

訓練は，日々欠かすことのできないものである。

発している。わずカ、6〜？玩の間で，射程24玩

きようらく

第lゲート前にひろがる享楽街は兵士にとっ

ては絶好の保養地であり，横文字の並ぶサロン

の155ミリ砲を発射するため大変危険な状態と

言える。また，迫撃砲ライフルなど小火器類の

じようちよ

街を形成し異国情緒をただよわせる。ここ最近

実射訓練も行われており，85年4月10日には発

ふえつつあるフィリピンなどからの ジャバゆき

射角度カ、ら？00以上もずれて民家の水タンクを

さん のフロアーショウが各店で行われている。

撃ちぬく事件が発生している。明らかに誤射で

●●

20蔵前後の若い兵士たちにとってドルショッ
クの不況は身にしみる。ビールl本で何時間も

ねばり商売はあがったりだ。それでも，15日，

●● はなく乱射といえる。
沖縄返還の際に秘密協定として結ばれ，いま
だに全てが公表されていない「5・t5」メモに

ペイデイ
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30日のPayDay（給料日）には，朝カ、ら膝に女

よれば，基地の使用条件は『合衆国軍の活動を

の子をのせてロックミュージックに酔う兵士で

妨げないことを条件に地元民の通行が認められ

にぎ 街は賑わう∩

る』となっている。
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鱒■実弾射撃演習でハゲ山と化した着弾地点の山

i■■空事 金武町伊芸区は着弾地から最短距離でわずか300mに隣接する0民家の屋根を貫ぬく事故が起こっ

たり，子供の遊び場や近くを通る高速道路のドライブイン駐車場に砲弾破片が降ってくる。実弾
射撃が実施されれば『曇りのち雨，ときどき砲弾が降ってくるでしょう』という予幸紬ミ冗談でな
くなる。まさに， 戦場の村 と化す。

（

てんがんさんばし

キャンプ・コート＝一

天願桟橋
ぶつししゆうせき

l？45年米軍占領と同時に米陸軍の物資集積
／′■■■、＼

こんぷ 具志川市昆布にある米海軍の港湾施設。カ、つ

所として使用された。 71年には，第3海兵水陸

て，嘉手納カ、らジョンストン島への毒ガス移送

両用部隊がベトナムより帰還し常駐するように

の積み出し港として知られている。長さ640mの

なった。同部隊司令部がお力、れており，有事の

桟橋があり，最大3万トン級の船が接岸でさる。
米軍は，沖縄占領と同時にこの地域を海兵隊

際には戦闘作戦弗揮が行われる。

基地として接収し，その後，，50年7月には桟橋
が建設され鼻手納弾薬庫地区等への弾薬武器類
第3海兵水棲両用部隊
くキャンプ・コ岬トニー）

の搬入港として使用していた。現在も弾薬類の

l‡

へ第

萄 萌

回

荷揚げ，積み出し港として使われている。，る4年

l

準

ごろ，ベトナム戦争の激化に伴い，米軍は桟橋

沖 米 海

隊 碁

背地の丘陵地を接収しようとしたが強い反対運

l ン ン l
プ、ノ ）
プ

83年8月，アフリカのソマリア，エジプト，スー
ダンにかけてアメリカと同盟国の合同演習ステイト
スター・イースタンウッド，83が実施された。アメリ

カの緊急展開兵力によるはじめての統合演習で，ペ
ルシャ湾岸地帯での紛争を想定し，部隊の投入能力

キャンプ・マクトリアス
45年米軍占領と同時に米陸軍の物資集積所

をテストしたものである。演習には，原子力空母カ
ール・ビンソンも参加したが，ここに沖縄の海兵隊

として使用された。

も顔を見せていた。キャンプ・マタトリアスに置か

ぐし

具志川の県道8号線にあり，，57年から，75年ま
で，在沖米海兵隊基地司令部がキャンプズケラ

嘉手納からC5Aギャラクシー輸送機でソマリアの

ンに移駐するまではあった。沖縄の海兵隊施設

バーベラに急行し，米本国からかけつけた第1・7

の維持，管理及び後方支援業務を統括する任務

水陸両用旅団とともに混成水陸両用部隊司令部を編

をもっていた。

成し指揮所演習を行った。この事実は，沖縄の海兵

過ち

隊が日米安保条約の 極東の範囲 などにはまった

現在は，同司令部大隊A中隊が駐留している。
また，ここには在沖米田軍共同の刑務所もある。
／′￣■、

れている第9海兵水陸両用旅団のスタッフ90名が，

へん

〉 塑 号室主音 ン

動に遭い阻止された。（昆布の土地闘争）

う

泡 ⑯

ラ

■一−／一、ヽ／￣■ヽ（ ラ）天 シハハシ

箭12海兵連隊へズケラン︶

プ

バ

箭4海兵連隊へシュワープ︶

キ
ヤ
ノ

第9海兵連隊﹁ハンセン︶

地 司 円 1つ 部

ー 紛争地域への先兵︑第lニ水陸両用部隊

を大拡張し，基地機能を強化するため新たに後

兵

く関係なく，有事には世界中の紛争地域に投入され
ることを裏づけている。（引用「在日米軍」より）
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画 弾薬，武器の搬入溝「天願桟橋」と毒ガス移送撤去
囲 宮旦政玄「アメリカの対外政策決定過程」三一書房

厨
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起直凪
十」1L

J、 J、

かしl
▲座りこみ実力阻止闘争の拠点となった団結小屋

一坪たりともわたすまい

昆布農民の土地闘争は1965年の12月28日，はじめ
て米軍が，昆布の土地を使用する計画があることを
知ってから始まった。それ以前に昆布の44％の土地
が軍用地にとりあげられ，ナイキ基地やガソリンタ

沖膚の長粛軍事占裔を据
票 した天皇のメッセー

（

ンクがおかれていた。米軍が新たに強制使用するの

は，2．1万坪余りで30名の地主が生活していた。
農民は毎晩，地主総会を開き，話し合い，「私たち
の土地を一坪たりともアメリカにはわたさない」を

天皇は1947年9月に，マッカーサ占領軍総司令官に対
し，対日講和後の沖縄の地位に関して，アメリカによる

合い言葉にした。「沖縄で米軍基地の拡張を許すこ

とは，アジアの平和を白からの手で破ることにな

相当長期の軍事占領が望ましいとすすんで提案してい
た。

る」という強い意志をあらわした。
，66年2月14日，財産要求告知書改訂1号が届き，
地主代表は接収反対の陳情書を村当局や村議会，立
法院（現在の県議会）に出し，4月には昆布土地接
収反対大会を開いた。

琉球諸島の将来に関する天皇の見解

シーボルト顧問の書簡（1947年9月22日付）によると，
天皇の提案は，宮内庁御用掛（アドバイザー）の寺崎英
成が天皇の発意でシーボルトを訪ね伝えたもの。

，66年10月，昆布土地接収阻止県民大会を開催し，
接収予定地で座りこみによる実力闘争に入った。団

提案は第1に「米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占

結小屋がつくられ，全国から送られてきた寄せ書き

領を継続するよう希望」する，というものであり，第2

が壁いっぱいにはられた。

に「沖縄（および必要とされる島々）にたいする米国の

4か月ごとに財産要求告知書が届いたが，5年も

′、＼

軍事占領は日本に主権を残したままで長期租借−25年

のたたかいのあと，，70年7月10日，ついに接収通知

ないし50年あるい一はそれ以上の擬制に基づくべきであ

を撤回させたのである。

る」というものであった。

天皇のこの提案が，講和後の沖縄の長期占領の方策を
一坪たりともわたすまい

模索していた米民政府当局に重要な示唆を与え，その後

東シナ海前に見て／わしらが生きた土地がある／こ
の土地こそはわしらの命／祖先ゆずりのたからもの
わしらはもはやだまされぬ／老いたかたき手のひら
は／野点の仕事の傷のあと／一坪たりとも渡すまい

のアメリカの対日講和条約第3条に結実したことをみ
れば天皇のこの対米メッセージは沖縄県の戦後史にき

わめて大きな災厄をもたらしたことになる。

黒い殺人機が今日も／ベトナムの友を撃ちにいく／
世界を結ぶこのそらを／ふたたび戦さでけがすまい
作詞 佐久川美代子

′￣、＼

／｛■、、

設されたものであり，まさに，「シーレーン防衛」

ホワイトピーチ

第7艦隊第76機動部隊の帰港地。長さ850mの

が，第7艦隊の海上路防衛であることを裏づけ
ている。

ションで行動する艦隊付さ海兵隊が東降する港

陸上自衛隊一勝連分とん地

である。また最近ではあまり見られないが原子

陸上自衛隊第一混成団の第6高射群・ホーク
ミサイルの発射台がある。復帰前にはメースB

力潜水艦の帰港地にもなっている。

／一′■■、−

復帰後，自衛隊がホークミサイルを引き継いだ。

んなふよぎち 県内のホークミサイル発射施設は，南与座・如

ではないが，第3水陸両用部隊の帰港地として

ねん

，8？年度までには，現在の基本ホークから射

る。

海上自衛隊沖縄基地隊

程・目標探知能カに優れている改良ホーク改尊
そうかいてい

ホワイトビーチの一画にある。掃海艇・水中

Ⅰ型に切り替え配備になる。

処分船などを保有している。沖縄配備の海上自

なはさせば 衛隊は，那覇の第5航空群と佐世保地方隊稲梓
下の沖縄基地隊がある。第5航空群は，P2J対港

また，勝連には，県内で唯一の自衛隊の射程
25mの射撃場が建設された。
たいせん
低空の迎二野ミサイル

ホークミサイルは，全長5m，直径36cm，重量600kg，
射程15km，速度マッハ2．8の能力を持つ。四分とん地合

っている。t？83年にはシーレーン防衛のための

計で発射台24基，ミサイル144発と1979年の資料にはあ

「海洋観測所」が 思いやり予算

を30億円殺

下して建設された。米国防省の要求によって建

る。現在はミサイル配備については最高の軍事機密で
あり明らかにされてない。

＝‖‖川It‖‖‖日日‖ll＝川＝川＝‖l＝川‖‖‖＝l‖川‖‖lI＝‖川‖‖＝＝tlIll川Illl川＝川川Il＝＝川川‖l‖＝l‖川川Il川II川I‖川‖川川‖川川l川川＝川Il川＝日日一

際● 第7艦隊および海上自衛隊にとってシーレーン防衛の重点拠点・ホワイトビーチ
唾沖縄タイムス75回連載「再点検沖縄の基地」日本放送出版会NHK取材班「海のシ￣レ￣ン
防衛線」

へん

基地隊は，第7艦隊の航路を掃除する任務を負

し．ゆう

かでな

哨 戒機で嘉手納のP3Cを支援している。沖縄

／へ

しらかわ かつ九ん

念・白川・勝連の4カ、所にある。

ち

機能している。ここは自衛隊も共同使用してい

しようかい

ヨ

き

ぽりと入り込んでしまうような大規模な海軍港

⑯

退去平洋につきでた前線

よこすかさせばくうば 横須賀や佐世保のような空母機動部隊がすっ
（中距離核ミサイル）の発射台が8基あったが，

軍学甘心せ≠参画飽

さんばし A横橋と450mのB横橋がある。6カ、月ローティ

＞＜保

安

＞＜米

＞＜

（

と

沖輝彦還豚足
▲「本土なみ・核抜き」返還要求大会

日米安保体制

沖縄の米軍基地の根拠は，1972年の沖縄返還を境にし

とか，「台湾地域における平和と安全」や「インドシナの
安定」のため，日本とアメリカが協力することをうたい

てサンフランシスコ対日平和条約の第3条から日米安保

あげた。これは，日米安保条約の実質的な改悪であり，

条約の第6条へと移った。

アジア・太平洋地域における集団的軍事同盟化へと大き

安保条約第6条は，「日本国の安全に寄与し，並びに極
東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため

く一歩を進めることになった。
同時に，極東地域における米軍基地の維持とその行動

に，アメリカ合衆国は，その陸軍，空軍及び海軍が日本

範囲の拡大によって，沖縄同様に日本全土が自由出撃基

国における施設および区域を使用することを許される」

地と化した。日本がアメリカの戦争に巻き込まれる危険

という条文になっている。他国の条約と比較して，使用

の「歯止め」といわれた「事前協議制度」が空洞化した。

条件・目的・範囲などが明記されておらず，いわば米軍

60年度安保以降，現在まで「事前協議」は1度も行われ

の思いのままに基地をおけるという 全土基地方式 が

たことはない。

とられた。

沖縄基地は，復帰と同時に安保条約が適用されるわけ
だが，国務省管轄の一部の施設が返還された以外は専用

施設（地位協定2−4−a施設）としてそのまま残された。

沖縄返還協定の何処にも「核を撤去する」とは書いて
いないのである沖縄返還に先立って，，70年8月23日，ジ
ョンソン国務次官は，米議会でつぎのように発言した。
『われわれが帰すのは沖縄の施政権だけで，あわせてわ

使用条件をきめる「5．15メモ」は，秘密協定として結ば

まぬが れわれは頭痛のタネと推持費を免れるのである。わたし

れ，国会でも問題にされ，一部公表されたが大半はいま

は，沖縄の施政権の問題を解決しなかったならば，沖縄

だに公表されてない。

でにせよ，日本でにせよ，われわれがあと5年あるいは

安保条約下にはいった以上，安保条約第10条が大きな
意味を持つ。すなわち，10条では「いずれの締約国も他

／￣ヽ、

（

こた 10年も持ち堪えるとは思わない』ここにこそ，アメリカ
の沖縄返還の本音があったのである。

方の締約国に対しこの条約を終了させる意志を通告する
ことができ，その場合にはこの条約はそのような通告が

行われてから1年で終了する」と定めている。
沖縄返還協定一打ち砕かれた復帰の理念

沖縄返還は，1969年11月22日発表された佐藤・ニクソ
ンによる「日米共同声明」によって決定づけられた。政

府は『1972年，本土なみ・核抜き』返還を取り付けたと
宣伝した。

しかし，逆に，この共同声明によって「日本全土の沖

縄化」が進むと危倶された。「極東の安全と平和」がうた
われた。「韓国の安全は日本の安全にとって緊要である」
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ベトナム戦争で

嘉手納基地の門前町
基地の街 コ ザ！.± ， 米寧占領時代の落どし子で

コ サはベトナム帰休兵の保養地とな

っ，

激掛を反映して．

曝撃へ向かう852の爆音の下で， 特飲街は不夜

’
コ サ ｛立 ，

コ

サ’ほど変転めまぐるしい街

”

門前町

ー

い わゆるベトナム景気を迎えた。 ベ

トナム
•

'(>

械のようにネオンが輝いてドルの雨が降った。

ト前に形成さ

軍道路5 号線ど24号線の間に形成された街に

である。その発生は沖

｛ム 約3700軒の店が横文字の看板を並べてい た

嘉手納基地の第2ゲ

れた，いわば

よJ,たJ.

縄戦までさかのぼる。1945年4月｜臼， 読谷

－

Sるや危ん

が，最も多いのがAサインパー（米兵専用の許

1ヒ谷海岸によ陵した米軍はただちに北，中飛行

可をもった店） であった。第3次産業が90%を

場を占領， 翌日は越来村を制圧して． 占領地区

越え， 基地への依存度は80%を占めた。

の難民をここに収容した。品問良の「キャンプ
コ

・

ザJである。

ベ トナム戦争の終結やドルの低落な

どで基地経済にもかげつが見えてきた。基地経

強化されるが， 米軍と住民のトラブル

済からの脱皮を様索しはじめて，’74年4月に

をさけるために， 八重島の弾薬集積所を開放し

「沖縄市J へ移行した。か つ て， 米兵たちがわ

は拡張

や

て特飲街を設定し，
「ビジネスセンタ

ー

＜. LJ:

つ づいて米兵相手の商店街

がもの顔に往来していた BC 過つも横文字の看

」（BC 通り）を整備した。

板を塗りかえて， 毛足f主では「中央ノマ ー ク

米軍はこの地区に 「ニュ
屋の

ー

f コ ザ十字路」付近を

・

コ

ザjと命名，；；

「オ ー ルド

・ コ

・

ザj

と呼んだ。オ ー j レド・コサは黒人街， ニ ュ ー
コ

・

ザは白人街ど純殺ができて． 白黒の抗争がし

ばしば起きた。

，
．．．．
e著書置E’

戦

・

アぺ

沖
縄
の
縮

till! さ

⑭
旬

QE ザ

・

昌吾

後

ロックとフ p ッションの街
緩帰後，

50年代， 朝鮮戦争の勃発どともに嘉手納基地

／｛

繁栄し定J街

’

あっ， 基地沖縄の縮図である。沖縄の戦後史の

もなt、。地名が7回も変わっている。

／へ

60年代，

「

�Jl ,,.

ニュ ー 」に様変わりして．ロックどファッショ
ンの街と い うイメ

ー

ジで観光客やヤング層をと

図

らえ つ つある。だが，巨大な基地がそこにある
かぎり「 コ ザJは基地の街には変わうる：L、。「コ
ザ」の歴史は沖縄の戦後史の縮図であった。
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‘謹翠E・復帰前の最盛期のころのコザの街
’
’
7回の地名変更。越来村（戦前）吋キャンプコザ(1945.4）→古紛市（ 45.8）→胡遂市（ 45.12)
’
’
’
→コザ村（ 56.6） →コザ市 （ 56.7) －沖縄市 （ 74.4)
一
高
伊佐千岩手若手f炎上J 東主張夫著「オキナワの少年j 高嶺朝 箸「知られざる沖縄の米兵」
文研

戦場と直結した基地の街では米兵犯罪が相いついだ︒窃盗や暴力沙汰︑ピストルやスモ
ーク弾の暴発︑西部劇のような事件が日常茶飯のように発生した︒米軍の占領者意識と人

件権無視に︑ついに怒りが爆発した︒七〇年十二月に発生したコザ反米暴動である︒発端は︑

紺㍍折損㍍相打糾い∬㌫㍍招Ⅷ紺⁝㍑紺⁝紺調川⁚㍍⁝門㌍

入していった︒米軍は武装兵二〇〇名を出動させて強圧につとめたが︑投石と放火は未明
まで続き︑負傷者は沖縄人十四名・警官五名にのぽった︒

▼名称が中央パークアベニューにかわったBC通り

▼コザ市のころの街

▲かつてのゲート通り
▲横文字が立ち並ぶB．C通り

（

