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上原信夫

略歴

月

年

略

1924年

12月

1938年

歴

上原直榮（父）、苗（母）の4男4女の次男として国頭村奥で誕生。

3月

（14歳）

国頭村奥尋常高等小学校卒業

1938年

3月

（14歳）

青少年義勇軍に入隊

1941年

12月

（17歳）

関東軍、砲兵学校入学

tg43年

（19歳）

渡満

同校卒業と同時に関東軍に任官

1945年

8月

（21歳）

1946年

4月

（22歳）

奥で青年団を組織し、青年文庫、夜学などを設立。国頭村全村に拡大。

1947年

6月

（23歳）

「沖縄民主同盟」結党大会、青年部長に就任。

tg48年

2月

（24歳）

国頭村議会議員選に当選

1950年

1月

（26歳）

民主同盟・人民党主催の「警察官暴行事件」演説会（於那覇市役所前広場）を

宮古島にて終戦。

上原氏、日本軍の武装解除前に脱走

最後に大阪へ密航。

1950年

2月

日本共産党へ入党（大阪南地区委員会所属）

1950年

5月

ストックホルム世界平和擁護大会とワルシャワ第2回世界平和擁護大会で「沖
縄報告」のため密航。シンガポールで密入国発覚し香港へ強制送還。香港紙
「大公報」の食客を経て、1951年1月ごろ香港から中国へ密航。

tg52年

5月

（27歳）

1974年

5月

（50歳）

1974年

』7月

tg79年
2005年

日中国交回復に伴い、中国から帰国。

社団法人中国研究所事務局長、専務理事
（55歳）

3月

中国科学院研究院の研究員に。

日本中国留学生研修生援護協会設立し、理事長に就任。

現在、特定非営利活動法人・日本中国留学生研修生援護協会理事長
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本オーラルは︑偶然の積み重ねで始まった︒

れたためで︑イデオロギーの湘違を乗り越え︑在野

民政府入りしていない在野の知名士を集めて結成さ

置はじめに■

東京・駒込に琉球センター﹁どうたち﹂という在

話を聞くと︑沖縄本島で戦後初めてできた沖縄民主

上原信夫氏が自身の体験を述べる会合に居合わせた︒

混乱期において︑荒廃する民心の啓蒙運動を最初に

運動だったことである︒結成の目的として︑戦後の

第二早目は︑政権獲得運動というより︑自由民権

の勢力を総結集するというひとつの知恵だった︒

同盟で中心的に活躍した人物の一人で︑しかも最後

掲げ︑次いで︑結社の自由︑出版・言論の自由︑公

京の沖縄県人が集う物事店がある︒この店で︑偶然︑

の生存者だということもわかった︒

授︵当時・政策研究大学院大学助教授︶の佐道明広

ストリーで︑懇意にしていただいた︑中京大学助教

軍政が︑民主同盟の要求をどの程度までなら︑受け

のような役割を果たしたことである︒すなわち︑米

第三点出は︑二点目と関連して︑炭鉱のカナリア

選の獲得を目指していた︒

先生にご相談︒かねてから続いている沖縄プロジェ

入れるか︑もしぐは弾圧を加えるか︑ということで

そこで︑元沖縄県知事・大田昌秀氏のオーラルヒ

クトの一環でということになった︒上原氏にも︑こ

ある︒

第四点目は︑民主同盟が戦後に誕生する沖縄政党

のような経緯をお話したところ︑快諾していただき︑

かくして︑上原氏のオーラルを記録として残すこと
上原氏は沖縄県出身で民主同盟の青年部長だった︒

なっている︒民主同盟は党代表の仲宗根源和が立候

た群島知事選挙が︑後の沖縄保守︑革新の分水嶺に

の源流になっている点である︒五〇年九月に行われ

民主同盟は︑戦前の沖縄県には本土政党の支部しか

補しなかったため︑沖縄民政府工務部長だった松岡

になったのである︒

なく︑この意味で戦前戦後を通じて︑沖縄本島で初

政保を擁立︒一方は︑民主同盟中央委員にも名を連

ねていた平良辰雄を推した︒結果は︑群島知事には

めて結成された政党なのである︒

本オーラルでは主に︑民主同盟の設立経緯︑活動

民主同盟を改組して共和党を結成した︒五一年四月

平良が就任し︑その与党として︑平良を中心に革新
第一二目は︑党綱領がないことである︒政治学の

に︑全琉四群島に分かれていた群島政府を廃止して︑

状況︑解散過程について聞いた︒その中から︑民主

政党の定義に従えば︑厳密には政党ではなく政治勢

全農を統一した琉球政府が発足︒米軍に任命された

の沖縄社会大衆党が結成される︒敗北した松岡は︑

力なのであろう︒これは︑直接統治を行っていた米

行政主席には︑民主同盟中央委員だった比嘉秀平が

同盟の特徴は以下の五点を指摘できる︒

軍政府の代行機関・沖縄民政府を批判する立場から︑
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就任︒比嘉は︑議会対策上から松岡・共和党と合流

田昌秀元沖縄県知事﹂﹁吉元政矩元沖縄県副知事﹂の

上原氏のオーラルは︑補足を含めて都合八回に上

オーラルも参考にしていただけたらと思う︒

球民主党は︑のちに沖縄自由民主党へと変遷してい

った︒一回あたりのヒアリングは︑四時間を超える

して任命主席与党の琉球民主党が結成する︒この琉
く︒このように︑戦後沖縄政治の草創期には︑民主

及び︑またとない経験をさせていただいた︒しかし︑

ことも珍しくなく︑それにもかかわらず︑雄弁にお

第五点目は︑地縁や友人関係など﹁ヒト﹂のつな

対象者は八十歳を越えるご高齢で︑しかも︑約六十

同盟が保革を問わず︑人材の供給源になっているこ

がりで民主同盟は結成された点である︒これは︑現

年前の記憶をたどりながらのオーラルであった︒そ

話していただいた︒オーラルは戦後沖縄の風俗にも

在でも沖縄県内の政治動向を見る上でカギになる要

のため︑重複しているテーマがあることをご容赦願

とが分かる︒

素であろう︒民主同盟の設立の際は︑中心的に活動

いたいと思う︒

恵夫が主に担当した︒

策研究院・政策情報プロジェクト共同研究員の眞板

本オーラルは︑中京大学助教授の佐道明広と元政

していた︑本島北部出身の山城善光と上原信夫︑中
部出身の桑江朝幸の三人が︑それぞれの地縁や友人
関係を募って︑党勢力の核になっている︒
この他︑本オーラルの成果とし︑て明らかになった

は少なく︑研究論文も手薄なのが現状である︒そう

沖縄の地元でも︑戦後沖縄政治史を研究する学者

まず︑沖縄県の政治意識を持っている人々の共通

した状況に︑この上原オーラルが少しでも貢献でき

のは︑次の二点である︒

する思考方法である︒すなわち︑沖縄を中心とした

れば︑望外の喜びである︒

最後に︑本オーラルを沖縄プロジェクトに採用し

国際情勢︵本土や中国︑台湾︑アメリカなどの動き︶

について︑独特な価値観感から分析し︑沖縄の取り

ていただいた︑リーダーの伊藤隆教授と佐道明広助

教授に改めて感謝の意を評したい︒そして︑なによ

得るべき戦略について思いをはせる点︒

次に︑特に革新系のイデオロギーを持っている人

りも︑対象者である上原信夫氏に感謝の意を述べて︑

眞板恵夫

元政策研究院・政策情報プロジェクト共同研究員

C．0．E．オーラル政策研究院プロジェクト

政策研究院大学院大学

二〇〇五年三月

この項を閉じたい︒

に共通する思考方法である︒一六〇九年の薩摩入り︑

一八七九年の琉球処分︑一九四五年の沖縄戦︑一九

五一年のサンフランシスコ平和条約で米軍統治が確
定と︑いずれも沖縄が主体的に判断できずに︑大国
の思惑に翻弄されてきたという歴史観を持ち続けて
いる点である︒これは︑自治権や自己決定権の要求
から︑しばしば︑独立論へ発展するのはそのためで
ある︒あわせて︑沖縄プロジェクトで実施した︑﹁大
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C・O・Eオーラルヒストリー
第1回

開催日

2003年10月18日

開始時刻

14：00

終了時刻

17

開催場所

政策研究院
虎ノ門プロジェクトセンター

：

30

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄問題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）

録音・記録作成・三板恵夫

CiEII［asllQE！8g］

﹁いつ﹂﹁どこで﹂武装解除にな

2003年10月18沖
日縄民主同盟成立までの活動状況について教えてください︒

第1回インタビュー質問項目

敗戦は宮古島で迎えたようだが︑
つたのでしょうか？

沖縄本島へは﹁いつ﹂﹁どのように﹂復員したのでしょうか？

夢な

いつごろにでき

﹁いつ﹂﹁どこで﹂知り合ったのですか？

与 客筒宴 毫 蕊あ

山城善光氏とは

山城主宰の﹁七滝会﹂に入会していましたか側
たどのような会でしょうか？

6︑
桑江朝幸氏に会ったのは﹁いつ﹂﹁どこ﹂でしょうか？

山城氏と行動を共にして

普天間会談についてなにか覚えていることはございますか？

沖縄建設懇談会には参加なさいましたか？ どのような雰囲気で
したか？ そこではどのような役割を果たされましたか？

．沖縄民政府志喜屋知事訪問︵四七年五月七日︶について︑お尋ね
します︒どのような雰囲気でしたか？︑どのような話をなさいま
したか？

いかがでしょうか7・

民政府から沖縄建設懇談会の決議に対して︑ お処凹めなし とな
って︑政党結成に動き出すことになりますが︑このことについて
はいかがですか︒

党名の由来はなんですか？

がないのはなぜですか？

大会宣言文の文案については︑

﹁綱領﹂

9

8

9
10

11
12
13
14

E

中部に移動したのはいつごろ で す か ？
いたのでしょうか？

℃

15

1

2

4 奮3
5
7

結党大会の模様について︑ご記憶に残ることは？

16
い︒

出版物﹁自由沖縄﹂ の許可申請の経緯について︑教えてくださ

17
ClCの尾行等何か異変を感じたのはいつごろからですか？

桑江逮捕の経緯について︵四八年六月初旬︶教えてくださ

1 9 し1農18
s

つ
民主同盟の

の給与はいくらくらいだったですか？

沖縄を離れたときの経緯について教えてください︒

職員

﹁自由沖縄﹂ 廃刊の経緯について教えてください︒

20
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to

︵オーラルに入る前の説明と資料についての解説︶

えていたのだろう︒友人はその放送を聞いた︒彼は驚いて急に震

えだして︑﹁お腹痛い﹂って言って苦しんだ︒そこに憲兵隊の隊

長なんかがいて︑﹁どうした︑食あたりか﹂ってね︑休ませてく

辺土名警察署の署長は︑上部に対してあまり忠実でなかったよう

ら︑彼はすぐに山城善光に報告しようということで連れて行かれ

いうのに︑彼は報告したそうだ︒彼は同級生だったから︒そした

れて︑早引きして︑当時の沖縄農業試験場の私の友達の平良って

で︑﹁あいつは︑家がないんだから︑どこにいるのか分かりませ

た︒山城善光は報告を聞くと﹁はあ︑信夫は生きていたか﹂と言

上原 ⁝⁝私についても山城善光︑桑江朝幸同様︑警察が手配し
︑たけども︑本人がどこにいるかわからない︒しかも︑そのときの

ん﹂と︑︑うそをついて上原の所在不明で分からないと報告したら

中で︑﹁沖縄の上原信雄っていうのが︑中国語ができるのがいた

の関係は？

中国語をどこで勉強したのか？﹂という話し合いの

に︑一次試験は受かったのね︒だが︑二次試験の時に︑﹁中国と

メリカ軍の憲兵隊から︑中国語をできる軍作業員を募集したとき

こないだ話したかな︒友人で少し中国語を知っているのが︑ア

る中ごろから︑私が中国にいることが分かってたようだ︒

然︑私の名前を出してないんだよ︒そして︑彼はこれを書いてい

善光がこれを書いた︵注﹃荒野の火﹄︶初期の段階ではねえ︒全

弓造はい︒

が始まる五〇年代初めですね︒

和を支えて︑最後までやった︒その最後っていうのは︑知事選挙

いても︑私と山城︑桑江の三人が︑中心になってやり︑仲宗根源

は彼らと一緒にやって来た︒とにかくどのような困難な問題につ

上原

眞板

上原

眞板

はい︒

ゆっくり見てください︒

持ち帰って︑ゆっくり読ませていただきます︒

って喜んだ︒その頃からだよ︑．私の名前が復活しだしたのは︒

んだけども︑キミ︑その人知らないか﹂と聞くので︑﹁名前は知

上原

しいんですよ︒だから︑私が沖縄から逃げた後︑大変ひどい目に

っている﹂と答えたら︑憲兵隊の雇用はダメになったそうだ︒数

ていない︒この人たちが書いた私に関する事柄は︑︑私がいなくな

︵注・﹃荒野の火﹄二十六回︶一番下にね解放された上原初登場

ヵ月経ったあとで︑もう一回二次試験をやると・いうので行ってみ

ると同時にほとんど記録されていないと思っています︒また︑民

私

たら︑さあ︑﹁上原とどこでどういうふうに会ったのか？﹂と聞

主同盟の結成過程っていうのは︑主なことは彼らがすでに書いた︒

あって︑地位も降格されて署長を辞められたそうです︵笑︶

くので︑﹁いやあ︑どっかで誰からか︑そういう話を聞いただけ

したがって︑おおよそのことは︑あなたがまずこれを見てね︒そ

って︑私︑書いたから︒

の話です﹂と︑﹁そうかそうか本当に付き合いがないのだな﹂と︑

して︑次︑あんたが整理した中で︑さらに私が補った方がよい部

がいなくなったその後︑追及は相当ひどかったようですね︒山城

それで採用された︒以来︑彼は中国放送の盗み聞きを毎日やらさ

分があると思うんだよ︒そういう回り道をしながら︑それなりに

沖縄関係のこないだの会合で︑これもらいましたね︒これは一

期間︑続けないとどケしようもないこと︒

補っていくというような二人の共同作業が必要です︒それが一定

だから︑その前夜までのことしか彼らの書いた物にも載っ

この仲宗根︑山城︑桑江この三人の著書にあるように︑私

れていた︒そこで︑﹁シャン・エン﹂︒昔の沖縄の王様・尚の音
﹁シャン﹂と上の音﹁シャン﹂とは似ているから私は︑中国で一
時﹁尚﹂を使っていたこともあったので︑それをどっかの講演か︑

あるいは新聞かなんかにたまたま載ったものを中国のラジオが伝

﹁島部隊﹂とか﹁○○隊﹂とかと︑愛称みたいなのあったようで
すけど︒

部だけど︑これから︑私が見て分かったんだけども︑沖縄タイム

スが出した﹃沖縄大事典﹄というものの付録としてこれ︵注・
上原

謹製

どのくらい時間がかかるか分からないけれども︑二人遅共

ありがとうございます︒

さいね︒

な︑あるいは日本と世界及び沖縄との関係︑状況を参考にして下

直走

上原

眞板

三二軍に編入されたってことなんですか︒

その配下の下に宮古島に配置すって出ているね︒

三二軍って牛島満中将の部隊じゃないですか︒

第十八師団となっているね︒﹁とよ部隊﹂になっていますね︒

これね︑混成旅団︑独立混成第五九旅団︑これに第三二軍︑

﹁沖縄戦後史年表﹂︶があるんです︒これから︑その時代の国際的

上原

まあ︑同じ沖縄戦線だからね︒

あんたのこれにありますように︑いつ敗戦になったかというこ

上原

分かりました︒すみません︒質問項目としては︑まずこれ

同作業だからね︑あんたの計画に合わせなきゃいけないと思うし︒

眞板

とですが︒私が怪我をしたのはね︑四五年の三月一日なんだ︒三

っています︒そのときに︑グラマン戦闘機三機が撃墜された︒こ

が伺いたい流れなんですけど︑本日︑最後までいけるかどうか︑
出てくると思いますので︑また質問項目を作らせていただきます︒

の時︑一機は海軍が落とした︑他の二機は暁部隊の特攻隊という

月一日に米軍機動部隊の艦載機・グラマンが︑宮古島を空襲とな

じゃあ︑そういう形で︑作業の進め方は︑あんたが主体に

分かりませんが︑伺えるだけ伺って︑伺った中で新たな疑問点が
上原

陸軍で編成した機関砲隊が落とした︒これは︑宮古島の沖にいた

輸送船からの蕩然でということで︑これは時の戦記にも載ってい

なって︑計画して進めて下さい︒

眞板

るはずです︒私はその戦闘で全身火傷の怪我をして意識不明のま

今回は︑民主同盟の設立経緯の部分を中心に上原さんから

思い出話というか︑回想を語っていただく︑というような感じで

ま︑何時間か海で漂流してね︒海軍に救助された後︑宮古の人た

日本に帰国して以来︑宮古に行って︑そのお礼参りに行こうと

ちの協力で野戦病院に担ぎ込まれて︑今日の私の命があるのです︒

考えております︒

■兵隊時代の思い出

ちなみに︑野戦病院は宮古のどこにあったんですか？

思うのだけれども︑なかなか時間が取れないから︒

眞板

時系列的に伺ったほうが︑お答えやすいかなと思いまして︑

射板

鏡原小学校︒鏡の原の小学校ね︒僕は宮古に行って問もな
眞板

上原

宮古島︒

か？

米軍は上陸しないで空襲だけだったんだよ︒

開戦以降からのお話でいいんじゃないかと思いまして︑確か宮古
上原

やっぱり四五年ですか︒昭和二〇年？

上原

い頃︑その学校の近くに部隊が野営していたことがあった︒

眞板

︵﹃沖縄年鑑﹄の付録年表を見ながら︶四四年にね︑宮古島

しませんでしたか？

島でしたよね︒

上原

眞板

宮古だと米軍が進駐してくるのはちょっと後じゃないです

の私の部隊は︑他の部隊と合流したんですよ︒これ関東軍のね︑

上陸しなかったから︑私はね︑野戦病院の地下壕で蛆虫が

湧いていたのだが︑今もこうして生きているんだよ︒

上原
これ︑昔の皇軍って︑中隊長とか大隊長との名前を取って︑

↓七七部隊という部隊名が記録されてますね︒

眞板

12

自分で命を絶つなどについ︐ては話がなかった︒

上原

眞板
いや︑私たちの場合は︑まず︑米軍との決戦準備が第一で

青酸カリとか持たされていたんですか？

便利な運搬手段として計画をしていたんだね︒しかし︑残念なが

でも歩かせて運ぶ運搬道具として︑どんな山でもどこでも運べる

を担ぎ上げてね︑陸揚げする︒陸に揚げたら︑担いで︑何十キロ

った︒

ら︑宮古まで来たが︑もう南下できず︑とうとう撃沈されてしま

徴集というのをやってだね︒若い兵士たちを︑ベニア板で作った

そこで︑考えてみると︑この戦闘に参加したのは︑いったい︑

いちばん最初に与えられた任務はねえ︑宮古島現地の新兵を︑
小さな舟に爆弾を一トン爆弾を積んで︑一人置つ乗ってですね︑

り︑特訓をさせておいて︑輸送船団を護衛せよ︑と新任務を命ぜ

誰の．命令だったのか︒東京の軍司令部か︑とよ部隊の牛島満の命

って言うんですよ︒宮古島のこの若い十七︑十八歳くらいの薪兵

られた︒しかし︑急いで船に乗ったら︑なんと高射機関砲も︑ま

アメリカの軍艦が来たら︑ぶち当だれっていうことですね︒海上

を強制的に徴用して訓練し︑特攻要員を組⁝織するということで︑

だ据え付け終わらないのに︑﹁敵機動部隊接近しつつあり︑戦闘

令なのか分からないが︑あのベニヤのボートで特攻隊の組織を作

宮古の各部隊からその指導要員として下士官を集めたのですね︒

準備せよ1﹂という緊急命令が伝わって来た︒あまりにも急なこ

特攻隊・暁部隊︒朝の暁の暁部隊ですね︒暁特攻隊︑海上特攻隊

それを主体にして︑宮古島暁部隊・特攻隊を作ったんだ︒

どうしても南下させようと︑軍の上層部は考えていた︒間もなく︑

の手にありましたからね︑それは無理な話でしたね︒それでも︑

沖で停泊しているんです︒なにしろ︑制空権︑制海権はアメリカ

送船団が︑宮古島まで来たけれども︑更に南下できないで︑宮古

ミリか十六ミリだったかな︒それを追い立てるように︑一発ぶつ

リカかイギリスのをどこかの戦闘で分捕った最新式もので︑十五

か経っていないのだからね︒で︑その⁝機関砲っていうのは︑︑アメ

だけだった︒それは︑兵科の違う各部隊から集まつ．て二︑三日し

その射手はまだ訓練していないので︑機関砲を撃てる者は私一人

となので︑二台持って行った機関砲は何とか据え付けたものの︑

沖縄戦が始まる直前ですからね︒米軍は台湾に上陸するのか︑沖

放してみたら︑はじめて︑こういうものか︑こんな大きな弾丸を．

だが︑まだ新兵も集めていないのに︑南下する日本軍最後の輸

縄に上陸するのか︑ということで日本の参謀本部でも大激論にな

朝鮮の軍夫たちと言葉を交わすことができた︒正確な人員は百五

ての朝鮮人軍夫約百五十名が乗船していたのです︒私は何回かの

上げてしまい︒乗り上げたならば︑どうするか︒荷降ろし役とし

いうと︑船が港につけない場合は︑船はどこかの浜か浅瀬に乗り

で運ぼうということなんですね︒どういう態勢を組んでいたかと

んで︑最後の戦争手段に必要な貴重な物資をどうして台湾戦線ま

まず台湾に上陸させようと︒だから︑最後の航空用ガソリンを積

ければ︑船がやられてしまう︒船の中には︑二百名か百五十名か

言ってみても︑仲間が殺されるんだから︑俺があいつを落とさな

倒れて行くのを見ていると︑戦争が嫌いだとか嫌だとか反戦って

人だけで︑弾送りをやりながら︑撃ちまくった︒甲板上の仲間が

弾送りの人も怪我して︑船倉に入っちゃってね︒とうとう︑私一

にグラマンが突っ込んできた︒いざ︑戦闘開始となると︑すぐ︑

しか撃ったことがないので︑なかなかやれない︒そうしている間

もう一人にそれをやらせようと︑おまえ弾を送れと︑彼は歩兵銃

沖に向けてね︒本当は弾帯をもう一人がこう支えなきゃいけない︒

十名くらいと聞いたと思う︒このような多数の軍夫を連れていた

知らないが︑朝鮮の軍夫もいるじゃないか︑と思うと︑私は勇気

っていたらしい︒それで︑輸送船は沖縄に上陸するのではなく︑

目的は︑船がどこかの浜か浅瀬に着いたら︑その軍夫がドラム缶

13・

もう︑朝起きたら︑すぐ担架にのせて防空壕に避難させて︑彼ら

そこで︑宮古の人たちが︑私を助けなきゃいけないという一心

が溢れてどんどん撃ちまくった︒それで︑二機を私が落としたと

仲間を殺したあいつに銃を向ける︑それもまた︑戦争に反対する

で︑上官の命令に反してだね︑︑私を野戦病院に担ぎ込んだので︑

が付き添って︑それでも蛆が湧くんですからね︒どこに蛆がいた

自分の同胞愛っていうか︑それは自ずから︑味方と仲間を守って

彼らは上官から大変罵倒されたっていうんですからね︒いわゆる︑

いうことらしいんだよ︒それが︑私が軍隊でひたすら戦争は嫌だ

やつだろうと︑病

のかなと思ったんだけども︒

ね︑仲間意識というのか︑私 は ど ん な ︵ 笑 ︶

と反対してみても︑実際︑戦闘になって︑仲間が殺されてべると︑

院で救われたあと考えたこともあった︒確かに私は戦争には反対

それが︑誰なのか名前も思い出せないの︒・

ってね︑見舞いに来た防衛隊の彼らから直接聞いた話なんです︒

つて言ってね︑大目玉を食らった︒これは︑私が病院で元気にな

軍令にそむいてだね︑上原を病院に運んで︑指揮系統に従わない

したからな︒

そんな私を︑一一七部隊の自給隊で知っていた︑宮古の人たち
が私が陸上に上げられたときに︑埋めるほうと生きてい惹のと軍

それで︑元気になって︑彼らはなぜ︑私を助けたかというと︑

てね︒班長として︒その宮古島の農家の馬を雇ったり︑畑を貸し

が分類し︑私は埋めるほうに並べられていたらしい︒それを見つ

っけて︑指揮官が﹁あいつは埋めるほうだ﹂って言っても︑﹁何

てもらったり︑農具を貸してもらったりして︑イモ苗を分けても

軍の自給隊って言って︑野菜を作ったり︑イモを植えたりするね︑

生きているんだ﹂って言って走って︑鏡原病院まで浜から

けたのが宮古の防衛隊の人たちで︑﹁上原班長は死んでいない﹂

を1

らったり︑農事試験場の方の指導を受けたりですね︑兵隊を二︑

その仕事を私はやらされたわけですよ︒だから︑その自給班とし

約一時間かかるか二時間かかるか︑私は分からないけれども︑運

三人と共に行ってですね︑馬にいっぱいそれを積んできて︑それ

と言って︑彼らが雨戸をはずして︑持ってきてね︑その雨戸に乗

んでいったんだそうです︒

※上原氏が乗船していたのは﹁大建丸﹂︵一九四四年六月建造の

たり︵笑︶

もひどいから︑その人たちは面と向かってだね︑指揮官を罵倒し

を植えさせてね︑そういうときに︑日本軍のやり方が︑あまりに
貨物船︑総トン数は二千二百二十トン︑載貨重量四千五十四トン︑

ないと言うらしい︒戦争を共に戦う大事な仲間なんだということ

言うことを聞かない兵隊に対して︑今度は私はいけ

船主は太洋海運︵株︶︶

上原

眞板

伍長？

伍長です︒

ちなみに︑そのころ上原さんの階級は何だったんですか？

眞板

て野戦病院に送ってくれた︒

あったからこそ︑私を死人の山から︑死んでいないと︑私を匿っ

た宮古島現地の人たちは︑あいつは俺たちの仲間だという意識が

で彼らを説得した︒それを見ているからね︒私と一緒に仕事をし

眞板

だから︑下士官だね︒病院で助かって入院していると︑な

じゃあ︑下士官なんですね︒

上原

グチ︵注・沖縄方言︶でなさっていたんですか？

やまとーグチ︵注・標準語︶です︒だけど︑私たちとその共同作

いや︑私自身︑ウチナーグチは下手ですから⁝⁝．︵笑︶

宮古の方とのコミュニケーションは︑やっぱり︑ウチナー
ぜか看護婦たちが一所懸命になってね︑なぜ看護をやってくれた

上原
私のために︑

かっていうと︑私が飛行機を落とした人だっていうことが︑分か
っているんだよね︒するとね︑英雄視してね︵笑︶
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業の中でね︑逆に宮古の人たちが︑私よりウチナーグチが上手で

る︒魚雷が計量か当たったんですかね︒その時は全身が﹁カァー
ッ﹂と燃えているので︑そこで︑船に残ったら焼け死にするだけ

飛び込んで︑幸いだったのは︑私が飛び込んで問もないころ︑船

してね︒逆に私にウチナーグチで言うわけですよね︒私は宮古島
当時︑宮古の農民をまるで植民地住民みたいな対応をするほか

は沈没︒沈没して︑船がこう立つんですよ︒その前に船のハッチ

だ︒だったら︑燃えている海に飛び込めってわけで︑飛び込んだ︒

の部隊の自給隊にはね︑馬を貸さないとかの反抗がありました︒

と言うんですかね︑厚さの約五センチくらいか知らんけど︑長さ

滞在中にウチナーグチは少し進歩していますね︑確実に︒

しかし︑私が行くと必ず貸してくれる︒そして︑借りたら︑きれ

と目の前に流れてきた︒そのとき︑それを捕まえようと思ったが︑

八メーターか十メーターくらいの大きい板がですね︑hパアッ﹂

緒に返す︒そういうようなことで︑上原は山原︵ヤンバル︶の人

なかなか難しかった︒それでも︑そのハッチは何としても捕まえ

いに洗ってだね︑農具も洗って︑それで︑私は︑ほかの兵隊と一
間だと︑彼らは分かっているから﹁ヤンバル班長﹂という名前で

ようと思ったが︑私は︑そのとき︑出血多量と全身火傷で︑体液

が流れ出ているので︑意識がだんだん檬朧として︑ハッチに上り

呼ばれていたんです︒

そのように︑私と農民たちの関係は極めて仲が良かった︒老人

きれないんですよ︒その力がまったくなかったようですね︒それ

では︑私を救ってぐれた人はいったい誰だったのだろうか︒私

︑を誰かが︑私を後ろから押し上げてね︒乗っけてくれた︒すると
私は︑ハッチに乗っかるとすぐダウンしたようだ︒

たちは私をまるで自分の子供のように可愛がってくださった︒そ
の結果は︑後日︑軍から天皇の名によって︑私は打ち首を命ぜら
れたのだが︑．その罪状の中には︑農民に対して︑反軍・反国家的
宣伝をしたという項目もありますからね︒

は鏡原の野戦病院で︑やっと意識を取り戻し︑まだ立って歩けな

病院に入院なさったのは︑そうすると︑いつぐらいまでに

見舞いに来たことを覚えています︒その人は︑私と同じように︑

眞板
上原

宮古で新しい海上特攻隊を作ろうと各兵科の部隊から下士官を約

い時だったが︑ある日ひとりの下士官が︑空襲下にわざわざ私を

の一番︻で船に乗ったから︑おそらく九時か十時ごろだと思うんだ

二十名くらい集めたうちの一人でした︒集まった下士官の所属部

なるんですか？

けど︑戦闘はほんの何分間だったかもしれない︒私が覚えている

隊は︑歩兵部隊︑それから砲兵︑騎兵部隊︑工兵部隊など︑その

三月一日に怪我して︑その夜運ばれているわけですね︒朝

のは︑このグラマン機がね︑低空で飛来して銃撃と共に魚雷を発

っていうのが︑だいたい招集兵の下士官だったので︑年配は二十

他いろんな部隊からね︒集まっていた︒寄り集まったその下士官

しら︒この船を攻撃した二回目ごろには︑もう船に魚雷が数発命

七︑二十八から︑三十何歳代以上の老兵が多数でした︒実は私は︑

射してね︒船上をぐるつと回ってね︒おそらく四︑五回くらいか
中してね︒ガソリンを積んでいるのだから︑たちまちどっと火柱

この人たちと︑二晩か三晩しか生活してないんですよ︒だから︑

い︒そこへ︑急に任務変更の命令がきて︑宮古沖の輸送船団に乗

が上ってね︒そして︑第三回目ぐらいの突入のときには︑おそ．ら

っているから頭だけは免れてね︑全身燃えている︒真っ赤になっ

って︑それを防衛したんですね︒その押し上げたという人は︑私

四十近い東京出身のほか︑ほとんどの人の名前も顔も思い出せな
て︑﹁ハッ﹂どうしたんだと思ったら︑目が見えなくなってしま

が病院にいるとき︑一回お見舞いに来てくれたんですよ︒

く船全体は燃えていた︒私も燃えていたわけですね︒鉄兜をかぶ

って︑そして︑上を見たら︑﹁ハッ﹂と︑飛行機がまだ飛んでい
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なんだよ︒まだ︑燃えてないときなんだね︒そう︑燃えてないと

な人だねえ︒われわれは早めに飛び込んで逃げました﹂と︑こう

上原

扇板

そう︑生き残ってた︒その人は︑懇々と私に﹁あんた勇敢

ほお一︑生き残ったんですね︒

出せない︒日本を離れる計画もあったので︑とうとう実現しない︒

行って︑その人を捜そうと思った︒だが︑どうしても名前が思い

に︑共産党の地下活動をしているときに︑どうしても︑富山まで

を経て数年後にやまとに行って︑やまとでしばらく関西地方を主

別の人なんだけど︑その人は私の打ち首処刑騒動のときに︑私

もし︑その人が健在なら︑九十近い方だろうと思う︒

力のない私の前に︑たまたま︑ハッチが流れてきたのを彼が︑私

きに飛び込んだ人は助かった︒燃えてから私は飛び込んだ︒泳ぐ
にも取ってくれたんだよ︒そういうのは︑何分間︑いや何秒間か

は上野義雄って言ってね︒この人は私より五歳くらい年上で︑初

つてやった︑義人またはその侠客といった方が良いかな︑その人

をかばってくれたね︒﹁上原より︑俺を先に斬れえ︑先に斬れえ﹂

その人はね︑私は名前︑聞いたんだけれども︑騎兵部隊で富山

年兵の時から部隊で一緒だから︑この人たちは︑見方によっては

の争いですからね︒

県の出身の人︒﹁薬売りの富山知っているか﹂と私に言うから︑

五時間か知らないけれど︑流されているところを海軍の舟艇がね︑

押し上げたのは私だよ︒そして︑何時問か流されてね︒三時間か

な︑非常に誠実そうな人だったけど︒その人はね︑こうこうして︑

そのときは︑あまり覚えていない︑私なんかが比較できないよう

上客をやって︑私はまだ︑頭がはっきりしないときだったけどね︒

住友あたりの財閥の代表をね︑倒したように︑われわれもやるん

件とかね︑いわゆる陸軍と海軍が決起して︑大臣や三井︑三菱︑

気の合った︑気が合ったっていうのは︒彼はね︑いや二・二六事

革命家になれるような進歩的なもんもあったんだ︒なかなか私と

面もあるが︑いざという時は断固として人民の立場に立つような︑

労働者・農民の側に立った昔気質の非常に正義感の強い右翼的な

非常に︑進歩的といったら進歩的ね︒しかし︑その立場どいうと︑

アメリカの機動部隊が引いた後︑海へ生き残りを探しに来たんで

だって言っていたんですよ︒彼のその理論的な根拠が︑大川周明

﹁知っていますよ﹂と︒﹁その出身だ﹂ということで︑簡単な身の

意

すよ︒そのときに︵それまで私は︑その板に乗っけて︵笑︶

墜ということを軍は確認したと︒一日半陸上の方の海軍の基地か

と︒彼が報告したんだね︒それで︑後で聞くと︑陸上では三機撃

た﹂と︒﹁私は彼︵上原氏︶が飛行機を落としたのを見ました﹂

機関砲の射手で︑仲間と一緒に戦った彼が︑﹁私もその仲間でし

助けられたときに︑私のことを同じ船に乗っていた︑同じ部隊の

舟板﹁義﹂﹁雄﹂？

上原﹁義﹂﹁夫﹂︑﹁雄﹂ですね︒

単板

ね︒

上原

甲板

そして︑もう一人はね︒北一輝︒この人は新潟出身ですよ

陸軍の皇道派だったんですか？

って言うんですよ︒それから︑もう一人はね⁝⁝︒

ら︑高射砲でもって撃った︑それが当たったんだっていうことで︑

上原

識不明だから︑彼ももう↓枚の板に乗っかってだね︒共に助つた︒

あとの笑い話なんだけども︑海軍が一機も落とさなかったら︑申

逃げる前に︑上野義雄を訪ねた︒お礼言わなきゃいけないってい
眞板

この人︑横浜の方？

うことで︑調べたが︑残念ながら目的を達成できなかった︒

﹁義﹂﹁雄﹂ですね︒よしお︒私が︑今度︑日本から外国へ

上野義雄さんのお名前は？

し訳ないから︑陸軍が一機分けてやったんだそうだって話があっ
たようですけどね︒

それはどうでもいい︑私が中国から宮古に来て︑宮古から沖縄
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上原

てきたのかも分からない︒いまでもそうなんだけれどもね︒

ですね︒誰もどうして行ったか︑誰も分からない︒どうして帰っ

横浜︒その私たちの仲間の中には都市出身者も多かったが︑

他は農村出身のねえ︑兵隊でね︑何回も召集されたっていう農村

かにはね︑﹁まず戦闘が始まったら︑第一畳目はあいつだ﹂と︑

こういうめしを上官に食べさせて下痢させる︒下積みの老兵のな

砲兵隊の大砲を引っ張る馬がいるから︑馬のふけを持ってきて︑

じゃないか﹂と︒俺は今度馬のふけをね︑めしにかけるんですよ︒

をすると︑﹁やりました﹂と言うとね︒﹁ちっとも︑効いていない

行くのね︑当番兵にね︑﹁キミこれやったか﹂って頭をかくまね

にいるんですよね︒その仲間たちがね︑上官に食事などを持って

野なんかも二十五︑二十六歳だったと思う︒五︑六年くらい兵隊

彼らは︑もうだいたい招集兵だから︑三十代以上でしょう︑上

してくれるんだね︒

んだ﹂と︒私を反軍事思想と言わないんだ︒で︑﹁一緒に私に共鳴

俺たちは若いときから︑労働者・農民の苦労はよく分かっていた

ら︑﹁当たり前だ︑おまえたちは

︑満州で苦労しているんだから︑

しようと思ったとかなんかですね︒彼らに話をしたんだ︒そした

るんだ︒ある日の議論で︑私が十四︑十五歳の時︑日本軍に抵抗

を出して︑この三つの出版物を定期刊行物として四年間︑私がそ

から︑﹃中国月報﹄というのを出していた︒﹃中国年鑑﹄というの

回週報﹃中国週報﹄というのを出していた︒経済問題でね︒それ

うような人たちの集まりだった︒私が帰ってきたころは︑週に一

の中国派遣特派員のその責任者であった岩村美千夫とか︑そうい

元満鉄の調査部長をやっていた伊藤武雄とかね︑それから︑読売︑

なり︑私をそこへ引っ張り込んだのが︑中国派の先生方なんだ︒

分かれていて︑中国とソ連が対立しているころ︒私が帰ってくる

研究所だったんです︒私が帰ってくるときは︑中国派とソ連派に

いうのは︑最初億戦止すぐに日本共産党が作った研究機関だった︑

その前は︑浅野義太郎とか慶応大学の教授︒この中国研究所って

想いろんな中国関係のジャレナリストや満鉄関係の人たち︒で︑

場所であったわけです︒これは︑岩村美千夫・伊藤武雄とかその

ろは︑中国研究所っていうのは最新の中国情報を提供する唯一の

私は︑四年間くらい事務局長と常務理事をやったからね︒そのこ

私が中国から帰って間もなく︑﹁社団法人中国研究所﹂の方で

打ち首役をやった将校は︑中尉か︒彼は腕が良いからというこ

公然と言うんですよ︒彼らは私の前ではそういうことを公然と平

れの事務局長として︑ずっと継続して出したんだけれども︒だい

で過ごした人たちが︑なんか少しでもヒマがあるとね︑いろいろ

気でね︒私が打ち首の刑になったら︑なおさらなんだ︒しかし︑

たい月一回くらい︑各大学で中国研究をしている専門の先生のほ

とで︑命ぜられたのか︑自分で引き受けたのか︑よく分からない

そのふけめしを食べた隊長など将校たちを私︑知っているからね︒

か︑日本の対中国貿易と関係のある大手商社の中国室長クラスの

な問題を話し合うんだよ︒あるとき︑彼らは二・二六事件の参加

あまりこう言えないけども︑私の打ち首役になった将校もその一

ね︑場合によっては︑その中国問題の担当者とか︑そういう人た

けど︒・彼は学校の先生をやっている︒それで︑ずうっと︑定年に

．人だが︑彼はまだ生きているからね︒

ちを集めて︑シンポジウムを開いたんですよ︒そういうことで︑

者の某士官のね︑思い出話をしていたけどね︒だからね︑共産主

この経緯はね︑あとで話が面白くなるために︑ちょっと言って

当時は一九七五︑七六年ごろはね︑中国研究所へ行けば︑中国問

なるまで︑学校の先生をやったらしいんだけどもね︒

おきますけどね︒私が中国から帰ってきた︒そのころは︑珍しい

題は分かると︑そこへ集まるのは︑全国の各大学の中国問題のい

義者とね︑同じくらいにね︑彼らの意見と相通じるような面があ

男が中国から帰ってきたということで︑新聞ダネにもなったわけ
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ょっと手を入れてください﹂って持ってこられたりね︒余談だけ

アジ研にたくさんの知り合いがいて︑彼等の翻訳したものを﹁ち

わゆる教授・研究家︑それからアジ研のね︑若手の連中︒だから︑

ーバーする大盛会でした︒ほいで︑あとは︑懇親会までもって︑

たんだ︒質問事項も多く︑とうとう予定の時間を一時間くらいオ

たちの力で推し進めて来たか︑ということを含めてだね︑講演し

ということと︑中国がいまどのように︑自分たちの国造りを自分

特別の講師料もいただいて︵笑︶

ども︑そういう手伝いもずいぶんさせられたというようなときだ
った︒私も東京大学とか東京周辺の各大学がね︑学生たちの団体

年間何回かの総会があるのかも知れないけど︑そんときに︑いわ

あってね︒学校長会議︑ま︑いろいろな団体もそうなんですけど︑

そしたら︑ある県の教職員組合︑学校長会︑その学校長会議が

とっくに死んでいたはずの人間なんです︒ただし︑幽霊ではあり

に頑張って生きておるし︑こうしてまだお会いできたけれども︑

ないようにね︑ご協力お願いしたいと︒私なんかも︑平和のため

かったような気がした︒私は教育者っていうのは︑戦争を起こさ

で︑私︑そのときに︑戦争に行った人たちの本当の気持ちを分

ゆる何か専門知識の人をお招きして︑講演を頼むということをよ

ませんって言って︑笑われた︵笑︶

から呼ばれて︑よく講演に行ったりしたもんですよ︒

くやってたんですね︒私はそのころ︑中国研究所だから︑そうい
の︑校長会の某県の年度大会かで︑五百︑六百名くらい集まつ︑た

ちもいた︒だから︑戦争が人間の善悪も決定する︒こんにちまで

軍隊のなかに︑私をかばってね︑自分が犠牲になろうとした人た

そういうことがあった︒そのときに︑軍隊のあの規律のきつい

か︑そこで︑﹁中国問題についての講演を是非お願いしたい﹂と

私にもいろいろあって生きている︒そういうこともあって︑あん

う活動の時間は︑いくらでも取れた︒ある県の教員組合︑校長会

来たんです︒そしたら︑当の中国研究所の責任者たちは︑﹁新中

たの問題に返りますけどもね︒

上原

三板

いたんです︒これは︑まだ書かない方がいい︒まだ生きて

いたんですか？

どこへ行くか︑どうせ帰る方法としては︑部隊と一緒には帰れな

上原

眞板ええ︒

■終戦の日・八月十五日前後

国とともに︑生活してきた研究者だから︑日本でこの人︵上原氏︶

の右に出る中国問題を知っそいる人はおりません︒この人にお願
いしてください﹂って︒私を推薦したら︑その講演の主催者がお

いる︒呼ばれた私は︑そ知らぬ顔で講演をした︒その会合ではね︑

いならば︑こっちは病院は退院したが︑傷も身体もまだ回復して

願いをしに来たね︑何人かがね︒

この先生が司会者の一人として特に﹁うちの部隊で一緒に何年間

いないしね︒

上原

眞板

玉音放送はね︑あっそう︑陣地に帰って︑いわゆる︑私は

では︑玉音放送は病院で聴かれたんですか？

私は︑沖縄の宮古島で︑さてどうしょうか︑どこへ帰るか︑

かね︑やってきた先生で︑残念なのが終戦のときに︑日本に戻ら
っきり言ってくれた︒その挨拶の中でわざわざ私に対して︑﹁あ

陣地に配属されていたから︑陣地に帰ってね︒そこで︑玉音放送が

ないで︑中国で現地除隊をした﹂ということを彼が︑ちゃんとは
んたを知っている先生方が何名か参加しております﹂と︑親切に

あると知っていたけど︑私は聴いていない︒聴きに行っていない︒

負けたんだろうっていうことでね︒俺はもう解放されたと思ったね︒

教えてね︒

それで︑私は中国の建国は︑いかに苦難な道を歩いてきたか︑
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八月十五日にはその事実はお知りになった？
上原

眞板

あの︑沖縄戦の組織的な抵抗は六月二十三日の牛島満中将

えっ？

あの︑ちょっと前後して申し訳ないんですが︑

いうことを聞いたんだ︒

はっ？

眞板

の自決で終わったことになっているんですけども︑そういった情

八月十五日にご自身で玉音放送を聴いていないにしても︑

彼が教えてくれたんだ︒それを正確に言えばね︑

そのときは︑負けたんだ︑負けたんだ︑その上野が．﹁負け

︵笑︶

報っていうのは︑宮古にいて︑

というと︑四月以降って こ と で す か ？

あ︑そうですが︒

は︑宮古の司令官がやったんでしょ︒

していますよ︒上下関係あるもんね︒ほいで︑最後の終戦の調印

宮古では︑牛島が司令部を解散する前までは︑無電で聴取

三月の一日ですからね︒

眞板

司令官いないから︒

上原

沖縄戦は三月二十六日の慶丁字上陸から始まるんですが︒

上原

眞板

ここにも︑沖縄本島の戦況は届いていた︒どうせ︑沖縄が

確か︑降伏文書の調印は︑奄美大島に駐屯してた部隊指令

眞板

上原

上原

眞板
上原

それも︑九月に入ってからですね︒

いや︒

だったと思うんですけども︒

眞板

あの︑とよ部隊︒牛島︑長たちの指揮官でやっている八重

思うのね︒怪我をしたのが︑三月だから︑四︑五月？

そうです︒四月一日に沖縄本島へ上陸しています︒

上原

陸しているわけでしょ︒

それから︑あの四月末か︑五月くらいでしょう︒私の打ち

眞板

上原

山はね︒いやいや宮古はね︒︵年表を見ながら︶第十方面軍司令

長︵注・第二十八師団長︶・納見敏郎中将が嘉手納で無条件降伏

︑官・宮古の第二十八師団に迎撃体制の完備を命じると︒牛島満の
配下にあったんですよね︒これは︑六月の八日ですか︒先島集団

眞板
上原

そう︒病院はむしろ︑危険だということで︑薬をもらって

ね︑部隊の衛生兵か︑自分で包帯を取り替えるとかね︒病院は解

に調印とこうなっているね︒

に帰るときには︑いわゆる仲間たちが馬を持ってきてね︑馬に乗
っけられて帰った︒だから︑まだ歩くことはできなかったんだね︒
私︑そのとき︑一番安全な大きな壕の奥に︑私を配置して︒

守備隊を代表して宮古島から第二十八師団の納見敏郎中将︑奄美

米軍の代表︵第十軍司令官スチルウエル大将︶との問で降伏文書

大島から陸軍代表・高田利貞中将︑海軍代表・加藤唯男少将︶と
くてね︑選ばれて︑部隊から何とか小隊とか︑なんか何名かずつ

これは九月ですよね︑確かね︒

に調印が行なわれ︑日本軍は正式に降伏した︒

良かっただろうきっと︒だけども︑天皇の言葉っていうのは︑
眞板

か︑知らないけれど︑選んで連れて行ったんじゃないか︒誰でも

終戦を直接聞いて︑あるいは聴きに行った︒なんか全員じゃな

※沖縄戦の終結 四五年九月七日︑南西諸島の日本軍代表︵沖縄

散してたか︑危険な状態だから︒いっかはよくわからない︒部隊

そのころには︑もう病院から出てらっしゃつたんですか？

首は︒まだ︑．その先だったけどね︒

四月に上

やられるんなら︑こいつを処分した方がいいと言うことだったと

のは︑沖縄戦がもうたけなわになってですな︒

︵年表を示しながら︶沖縄がやられて︑私が打ち首を命ぜられた

L

﹁ガーガー﹂しちやつて︑何を言っているのか分からなかったと
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た上眞上眞
ぞ原板原板

上原

これはね︑九月の七日︒

私は︑作業もできない︒怪我しているから︒1前々からちゃん

戦友たちとお別れして︑平良港に近い東何とか︑東添なんとか︑

と︑準備していた通りにだね︑敗戦が分かったら︑その日のうち

えっ？

というところのある農家のところへ行いきました︒その農家は︑

そうすると︑米軍が進駐してきたのはいつぐらいになるん

やっぱり︑アメリカ兵に武装解除されたわけですよね︒

畑で︑イモの栽培をしているわけですね︒良い土地ではないが︑

眞板

うん？

大きな広い畑を持った人が︑イモ畑の近くに達っ立て小屋を作っ

に︑住み慣れた洞窟から離れて︑上野を初め︑私を守ってくれた

あの︑上原さんが︑

ていて︑見張り小屋みたいなのを作っていたわけなんですね︒外

ですか？

これは宮古のね︑先ほどの天皇のそれが報告されてね︒イ

ギリス軍が︑ 宮古に進駐して武装解除︵注・四五年九月二十四日

移り︑その人のところで︑そこで︑匿ってもらって︑家族みたい

間さんっていう人なんだけどね︒そこからすぐに外間宅の近くに

では︑捕虜にはならなかったんですね︒

に︑﹁世話になった︒

眞板

私はもう︑天皇のなんとか声を聞いたという報告を受け︑

手がいっぱいだから︑イギリス軍が何方面からか進駐して来
知らないけれども︑マレーシアかどっかの戦線からね︒そ

上原

たか︑

れが進駐してきたと思うの︒敗戦処理に来たんだろうね︒そんな

つて︒私は参加していないから知らない︒その間に私は︑いろい

敗戦したのだと分かったんですから︒部隊は︑その翌日からかな︑

で︑調印式をやっている︒全員そろって司令官と一緒にね︒それ

ろと自分が逃げ出す準備をしていたからね︒農民との関係は良い

大部隊ではなかったようだ︒宮古島の日本兵は全員︑どっかの宮

が︑終わってから︑紅軍は沖縄に行ったのか︑どうしたか︑その

から︑馬も貸してくれて道案内も約束してくれて︒俺もこれで親

全員解除だかなんかしてだね︑集まって︑その調印式に参加した

先は私にはわからない︒おそらくその日で帰ったのか︑飛行機で︒

しい戦友たちとお別れだから︑さよならの挨拶をすると︑﹁どこ

行くんだ﹂と心配してくれた︒私も﹁どこ行くかわからないよ︒

上原

収容所とか？

え？

苦労した仲間たちで︑大変お世話になった人たちがいた︒

いぶん︑誘われたけれどもね︒彼らの中には︑私と同じ部隊で︑

ゆっくり考えてみるよ﹂と︒彼らからはコ緒に行こう﹂と︑ず

眞板

だから︑私︑戦争が終わったと分かったから︑その日から

うな目に遭わされるか分からないと︑上野たち友人や仲間が︑

てね︑組織的に東京へ部隊と一緒に引き揚げると︑東京でどのよ

自由の身になって︑なぜかというと︑どっかの収容所に入れられ

部隊の特攻隊に連絡したが︑そこは数日しか所属していない部隊

があったわけね︒しかし︑私の原隊は分からないから︑直接︑暁

て︑地獄の入口でもたもたしているその夜︑病院から部隊に通知

それで︑私が︑もともと所属していた部隊っていうことで︑一七

だから︑兵隊って言っても︑私を知ってんのはそんなにいない︒
とを勧めた︒仲間たちの情報を基にだね︑一収容所に入ったら︑

﹁おまえ早く逃げたほうがいいよ︑おまえ早く離れろ﹂というこ

とりわけ︑十五人ほどは︑私と同じ血液型でね︑私が怪我をし

上原

眞板．では︑収容所とか入れられてないんですか？

一緒に動いているかもしれない︒

それはアメリカとの連合作戦であるのだから︑一部アメリカ軍も

古島の何飛行場か︑分からないけども︑そこに集められて︑そこ

て︑

から二十七日︶ したんですね︒アメリカは︑沖縄問題にとらわれ

上眞上眞上
原板原板原
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七部隊だからね︒その部隊に対して︑ちゃんと病院から連絡があ
ったんでしょうね︒そしたら︑入院した翌日︑夜が明けたらね︑
上原

眞板

五年ほど前にね︑平良市の東中とかいうので︑平良郵便局

場所は何と言うところですか？

ので何か使えるものがあれば︑タオル一枚︑残った手袋一枚でも

どうして︑生きていくんだ﹂ってね︒彼らは自分の身の回りのも

の連中に︑﹁それではもう︑さよならだよ﹂と︒﹁じゃあ︑おまえ

これはもう︑初年兵のころから一緒だったような連中でね︒そ

って︑﹁宮古に来てくれ﹂と︒こっちは﹁宮古のご両親へのお礼

家にいた信夫さんですか﹂﹁ヤンバルの信夫さんですか﹂って言

今生きてたら︑百を超えているよしと笑っていた︒﹁あなたは︑

てきた︒その人が出て︑﹁お父さんはとっくに亡くなったよと︒

うのは︑海軍に行っていてね︑私が宮古にいる問に復員して帰っ

に電話したんですよ︒そしたら不思議なもので︑外間さんの息子

ね︑持って来てだね︑﹁きっと困るときもあるだろうから﹂とい

にお墓参りに行きたい﹂と言ったら︑﹁早く来てくれ﹂と言った

早朝から︑私のために︑十何人かがね︑順番に輸血をしてくれた

ろいろ心配してくれた︒その連中が︑どっからか︑酒を見つけて

んだけれども︑留学生問題で忙しくてね︒一日だけじゃ行けない

さんが︑郵便局の職員としてそこに勤めていた︒その息子ってい

きてだね︒私の送別会をやってくれた︒上野っていうのが︑中心

だろうけど︑一週間くらい時間を作って︑行こうと思ったんだけ

そうだ︒ああ︑この連中は私の命の恩人ですね︒

になってね︒別れ際に彼はこう言った︒﹁もし︑おまえ生きてだ

れども︑その時間が作れないまま︑時間が経ってだね︒やっと︑

賀状のやり取りしたりしている︒来年はなんとかしようと考えて

一回︑手紙を出したつきり︒それから︑年一回は電話したり︑年

ね︑日本に来るようなことがあったら︑必ず俺のところへ訪ねに

来い﹂と︑﹁おまえ︑どうせ行くとこないんだろう﹂と︒私は
﹁いやあ世界は広いんだから︑どっかに居場所はあるはずだよ﹂

のね︑お手伝いでもしたらいいし︑というようなことで︑いろい

体力はね︑回復するまでここに居らなければいけない︒その農家

どうしょうかなあ︑この島で生活でぎないんだったら︑しかし︑

中板

上原

あの︑傷が癒えるまでは︑

そう︑宮古を離れるまでね︒

ですか︒

眞板

天皇が敗戦を宣告して︑その何日後か知らないけど︑日英

いる︒

ろ︑ま︑自分のこれから︑どうして︑どのようにして生きていく

上原

と応えた︒それに︑そのころ︑沖縄に行けると思ってなかったし︑

かっていう問題に直面しながらね︑やったけども︒そもそも本来︑

両軍で調印式か何かやった︒その時点で私は︑部隊から離れてい

えっ？

フルネームを覚えていらっしゃいますか？

そうそう︒

結局︑農家の外間さんという方にお世話になった？

上原

眞板

八月の何日だったか知らないけれども︑天皇のその声を聞

そうですが︒

なったのが八月だから︑正式には八月︵笑︶︑ですね︒

の組織的な復員は︑一九四五年の八月︑ま︑これは戦争が敗戦に

なわち︑宮古を離れた時でしょうね︒いやいや︑日本軍人として

傷が癒えるまで︑外間さんにずっとお世話になっていたん

私は非常に楽天家だから︑あんまり深刻に考えてなかったよな︒

たから︑あんた書いている意味での復員は︑一九四六年の春︑す

フルネームを覚えていらっしゃいますか？

いた上野たちが︑私に﹁早く逃げた方がいいよ﹂と勧め︑協力し
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なんとかなるだろうと思っていたと思う︒

う一んとね︒家に帰らないと︑よく分からない︒

上眞上減上眞
原板原板原板

てくれた︒それから︑翌年の四六年になると︑沖縄に行くことを

と実行に移し始めていた︒人道的には︑当たり前のことだと思う

りするために︑当たり前のことじゃないか﹂と︒私は人民のたく

んです︒彼らに言わせると︑﹁自分の肉親をね︑送ったり迎えた

当時︑沖縄は米軍統治下にありましたから︑

ましさに大いに励まされた︒私もじゃあ︑なるべく早く沖縄に行

計画したが︑はっきりした日時はよく覚えていない︒
眞板
もちろん

その頃はまだ︑宮古島から沖縄への密航船も大変少なかった︒

ってみようと決心したわけです︒

上原

■沖縄本島奄目指す

で︑平良町︵当時︶のそういう方面を仕切っているね︑親分みた

つの考えは︑宮古から台湾は近いんだから︑台湾あたりまで行け

れるから︑何とか生きては行ける︑などいろいろ考えた︒もう一

宮古の場合は︑外間さんが︑自分の子どものように面倒を見てく

けないんじゃないかと真剣に考えたこともあった︒しかし︑この

兄弟︑親戚もいないとなると︑身体の弱っている私は︑生きてい

ろうと︑沖縄に行ってみようかと考えた︒沖縄に行ってから︑親

しれないという希望みたいなものがあったから︑まず︑どうであ

かでも︑生きているかもしれない︒兄弟の誰かが生きているかも

上原密航船ですよ︒さて︑沖縄に帰ったら︑私の両親のいずれ

た？

では軍政が布かれていた︒

から沖縄本島への一番早い方だったと思う︒そのときには︑沖縄

のかなあ︑すっかり分からなくなってしまった︒とにかく︑宮古

いで︑港を出た︒三月の何日だったのかなあ︑三月になっていた

て︵笑︶

から﹂と言ったら︑﹁キミみたいな若者は特別だ︒俺も男だ﹂っ

いたら︑大変な金額だったから︑﹁友人たちとなんとか工面する

是非連れて行ってくれ﹂と頼んだ︒﹁運賃はいくらか﹂って︑聞

ししかないけど︑私が持っているもの全部差し上げるから︑私を

たいと︑それからどうするかは︑分からないけれども︑カネは少

んだから︑どうせ︑どうなろうと︑一応︑沖縄まで行って見てみ

いな人に︵笑︶﹁こうこうのことで︑俺︑宮古で生きていけない

ば︑なんかできるんじゃないだろうかと︒台湾まで行けば︑中国

眞板

島ごとの移動っていうのは︑基本的には密航船しかなかっ

大陸へ渡ってもいいじゃないかと︒こういう考えだったんだね︒

さったんですか？

眞板

だけども︑台湾に行く密航船も危険だということで︑沖縄の方が

上原

結局︑おカネの工面とかどうな

けれども宮古島の郵便局でもう取り扱かわないでしょ︒だから現

軍隊でね︑郵便貯金っていうのを強制的に．させられた︒だ

ああ︑そうですね︒これ︑

安くしてもらって乗船できた︒それから︑一週間くら

台湾よりか安全だと思った︒

しかし︑その後︑調べてみたら︑宮古から台湾に密航船を出し

った︑私をいろいろ守ってくれた連中がだね︑持っていたおカネ

金がない︒それで︑親しかった︑その戦友たちに︑先ほど私︑言

制疎開しているでしょ︑民間人と疎開児童が冬野名か行っている

を少しずつね︒﹁おい︑生きていくのは大変だぞ﹂と︒もちろん︑

ていることが分かった︒それは戦前︑宮古の学童たちが台湾に強
のに︑戦後︑アメリカ軍政府と沖縄民政府は︑その人たちの帰還

私よりか︑みな年上だったから︵笑︶
宮古の人たちの強い要求があっても︑その業務に協力しない︒宮

った︒それから︑この宮古の人たちが同情してくれてだね︑私が

ットに押し込んだり︑いろいろしたりして︑そういうのが少々あ

それで︑無理に私のポケ
させる義務があるにもかかわらず︑その業務を積極的に行わない︒

古の人たちは︑密航船で自分たちで肉親を台湾から帰還させよう
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眞板

上原

眞板

そのカネ？

いくらぐらいになったんでしょうつ・

えっ？■

それ︑いくらぐらいになったんでしょう？

う人たちも含めて︑カンパしてくれたというかね︒

けうと言って︑いろいろ励まして私を助けて下さった一そうい

トリを潰してね︑スープを作って持ってきたとか︑早く体力をつ

沖縄に帰ると言ったら︑一私が野戦病院に入院中︑自分のニワ

分が︑こうだとは言うけれど︑あの人たちは︑自分たちの身分を

の人かな？

上原

眞板

上原

か？

眞板

船主は︑さあ？ あの人は︑どこの人だったかな？

船主さん？

えっ？

ほとんど船賃とらなかったね︒なかなか男気のある人だった︵笑︶

そういう密航だから︑お互いの私みたいなものは身

宮古

ちなみに︑その船主さんって︑やっぱり伊良部の方です

上原

明かさない︒船名も出さなかったからね︒で︑そういうふうにし

そうだね︑四五年八月から働くこともできな

いで︑外間さんの家で居候しているから︑皆から︑支援してもら

て︑乗って︑

船はどこに着いたんですか？

画板船はどこに着いたんですか？

上原えっ？

眞板

って︑もともと小さなおカネしかないでしょ︒働かなきゃ︑その

思い出せないね︒

おそらく︑あの頃のおカネで︑

おカネは減ることはあっても︑増えることはないから︑残りはど
のくらいだったんだろうかな ？
何十円だったのかな？

上原

何百円かな？
当時のおカネですからね︒

んとか馬がついている名前だったんだね︒

船はね︑これが︑いやつ︑もう思い出せないんだよな︒な

眞板

何百円か何十円か知らないけど︑ま︑そういう︒

二階級特進だと︑曹長ですか︒

馬天港じゃないですか？

上原

その船長がね︑﹁キミのその傷はどうしたんだ﹂と聞くので︑
私はこうこうであったと長々と説明したんだ︒そしたら︑船長は
大変感動したようで︑とうとう︑彼は私を英雄視してだね︑﹁平
和な時代だったら︑二階級進級して︑金鶉勲章をもらって︑大手
眞板

負傷してから軍曹だから︑二回進むと︑曹長︑准尉かな？

を振って歩けたんだろう﹂って︒

上原

じゃあ︑少尉じゃないですか︒

具体的な計算はしたこともない︒
眞板

中城湾︑あれは？
馬要港は︑そうです︒

与那原のね
与那原︑ああ︒

あ︑そうだ︑．馬立って言った︒

与那原のあっちの方に︑

安全な船着き場を見つけようと思ったんだね︒沖に泊ま

馬天港です︒その近くの海上で︑薄暗くなってね︑大事を
とって︑

船からは大きな沖縄の島が見える

んだね︒どこだろうかな︒あっちこっちの山全体が︑ 白くなって

っていて︑ そして︑あれっ？

なかったんだ﹂と聞くから︑﹁俺は天皇が始めた侵略戦争に反対し

いるんだよ︒ ﹁どうしてか﹂って聞いてみたら︑艦砲射撃でね︑

そう︑﹁そういう人がね︑なんで打ち首にされなぎゃ︑いけ

たことと沖縄人だからそうされたんだ﹂と︒﹁あんとき︑宮古の人

やられて︑ 岩肌が出ているんだ︒﹁すごいなあ﹂と思ったんだ︒

上原

たちの利益を守るぞと思ってやったために︑私はね︑だから反軍

何しろ︑

沖縄の岩山は石灰岩だからと教えられてね︒そして︑そ

反国家︑天皇に不忠な国賊にされたんだ﹂とその人に言ったら︑
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上眞上眞上眞上眞
原板原板原板原板

たからね︒

ういうふうに︑驚いたりして︑沖縄にやっと着いたかと思ってい

先客が何名かいたよ︒今日から当分ここで生活をするんだという

たところは︑どうもみんなとは︑別のところだった︒そこには︑

いほうがいいと思って︑船倉に入っていた︒口伝えに馬天港にい

だめだと︑思ったの︒そしたら︑私はもう︑そのときは表に出な

が言うんだ︒アメリカの沿岸警備隊っていうのかね︑もうこれは

全部缶詰みたいなもんですよ︒冷たいやつでね︒パンとちょっと

上原

野板

いやあ︑そうでもなかったけど︒変なパンもくれてだね︑

おいしかったですか？

めしを食べて︑アメリカのめしって︑こんなものかと思ったね︵笑︶

ことを通訳を通じてね︑知らされて︒そしたら︑ご飯を食べ︑朝

るらしいということでね︑その監視艇に引っ括られたのか︑その

した缶詰を切ったやつを二切れ︑三切れずつ食わしてくれた︒

﹁ウーウーッ﹂てね︑船が近づいて来た︒﹁監視艇だ1﹂と船員

船について行ったのか︑その船は比較的大きかったから︑引っ張

ゴミを捨てることだった︒ゴミ捨てに行くのはね︑一人がお手伝

そして︑当分ここで生活すると言うので︑仕事は掃除をしたり︑

ということは︑掌捕されたってことですか？

いで運転席に︒沖縄人の運転手さんと並んで座る︒これが毎日交

ったのかもしれないね︒

掌捕された︒

ああ︒

この手があるんだ︑と私はひらめくものがあった︒

替で︑一人ずつ乗っかって︑運転手さんの手伝いに行くんだ︒あ︑

私はね︑あのゴミの入ったドラム缶の中に入ればね︑外に出ら

れると分かったんだ︒その機会を狙っていて︑四日目ごろに私は︑

に乗っけて︑連れて行ったんだ︒私みたいに手紙などの証明でき

りまして﹂︑なんて︑説明すると︑その連中は︑さっと︑トラック

たちは︑それを見せてだね︑﹁私はこういう家族が︑どこそこにお

どから手紙をもらってたりしていた人がいるわけですな︒その人

朝︑乗船者の内︑前々から︑沖縄本島に住む家族や親類︑友人な

今度はその船着場に連れて行かれて船上で一泊︒翌日の

じゃあ︑南側だから︑宮古から来るの一番近いはね︒で︑

たから︒﹁よし︑じゃあ︑．おまえ乗れ︒早めに帰って来るから︑

たんだぜ﹂ってうそついてだね︵笑︶

まえすごいな﹂って︒﹁怪我する前は︑連隊で相撲は強い方だつ

片手でも︑力があるんだよ﹂と︒運転手さんの肩を押すと︑﹁お

運転手も﹁おまえだめだよ︒傷あるからね﹂︒﹁いや︑これでも︑

そして︑運転手さんに︑﹁きょうの当番︑俺だからね﹂︒すると︑

いいよ﹂と︑﹁俺はきょう︑ちゃんと立派にやってあげるよ﹂と︒

しているからいいよ﹂と︑みんなかばってくれるんだ︒﹁いいよ︑

﹁今度は俺の番だ﹂と名乗り出たんだ︒そしたら︑﹁おまえ︑怪我

るものを持たない者は︑はっきりとした行く場所が︑何もない者

おまえが怪我しているから︑アメリカ人が怪しんでいるから﹂と
で︑何人か残された者の内︑私は包帯を巻いていますからね︒

は︑﹁よしょし﹂と︑ゴミをかぶせてくれた︒彼は︑﹁どこで降ろ

さいよ﹂と︑手を合わせて頼むと︑変な顔をしていた運転手さん

そこで︑

なんだね︒こうした者が．何三夕かくらい残された︒乗船者は︑六

注意してくれた︒﹁俺がドラム缶に入ると︑ゴミをかぶせてくだ．
こういうところの傷はむき出しだからね︒アメリカ兵は﹁おまえ

せばいいの﹂って聞くので︑﹁俺は昔の那覇しか知らないが︑那

はなんだ﹂って言って︵笑︶

﹁ついて来い﹂って︑連れて行かれ

実際︑相撲なんかで育っ

十名ぐらいだったみたいですよ︒満杯だもの甲板でも︒

あと︑それと久場崎の二ヵ所くらい

ああ︑そうですが︒

馬天港って︑引揚者が結構多かったんですよ︒

密航船だから︒馬天の港に︑入れたのかな？

上眞上至上眞上眞
原板原板原板原板
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覇の近くまで行けないか︑なるべく那覇に近い方がいいな﹂と︒

クのね︑運転手をしていた︒﹁戦果﹂があったんですよ︒

その運転手さんは言うわけですよ︒彼はタバコを二個くれてね︒

近くで降ろしてね︑﹁おまえ︑沖縄知らないのに大変だぞ﹂って︑

て行ってくれた︒与那原の町はまだ︑テント小屋だけでね︒その

こからは与那原から近いのですよ﹂と︒それで︑与那原まで連れ

空のドラム缶を積んで︑私を連れて行った︒そしたら︑彼は﹁こ

と︒ということで︑彼は︑途中で︑そのドラム缶のゴミを捨てて︑

ら︑那覇まで行けばだね︑ウチナンチュは多いだろうから︑頼む﹂

ゴミ捨ての運転手から頂いたタバコを二個あげたの︒﹁これはね︑

とたくさん持って来てやる﹂って︒それでね︑私はお礼を言って︑

がいるんだったら︑もっと持って来ればよかった︒明日は︑もっ

袋にね︑これくらいの紙袋の包みを出したが︑﹁やあ︑︑お客さん

がある﹂って言うからね︑何だろうかと思ったら︑そしたら︑紙

死んだって話をしていたら︑その息子が帰ってきた︒﹁少し戦果

んの説明によると︑おじいさんは戦争で死んだ︒子どもも何人か

上原

響板︵笑︶

私は﹁タバコ吸わないのに︑いいよ﹂って言ったらね︒﹁タバコ

並なんだ︑まずいんだよ﹂と︒俺はこういうもんだよと︑アメリ

﹁ヤンバルに行くのには︑どういうふうに行くのか分からないか

あったらね︑人にものを頼むのにね︑これは効果的だぞ﹂と教え

カ・タバコの上等みたいなやつをだね︑吸っていた︒そこで︑何

だからね︑戦果があってね︑そうしたらね︑そのおばあさ

てくれた︒その運転手さんは三十代くらいだったね︒

あった︒その中を覗くと︑老婦人ひとりと子どもふたりがいた︒

上原

ために︑そこにはたくさんの軍作業員がいる︒全島から軍作業員

アメリカの船が着く︑そのアメリカの船から︑荷物を積み降ろす

へ行けるかと︑彼がいろいろ調べてくれてね︒那覇の軍港には︑

日間かいて︑彼は車関係の仲間がいて︑どうずれば︑北部のほう

中に入れてくれたので︑私は﹁こうこうして︑宮古島から帰って

を運ぶために︑たくさんのトラックが動いているから︑運転手の

ほお︒

来たんだけれども︑寝るところがない︒ヤンバルに行くには︑車

知っているやつに頼んで︑その場所を教えてもらって︑ヤンバル

野板

にどこで乗ったら︑行けるのかも知らない﹂と申し上げると︑

から来た車をね︑捕まえることができるかもしれない︑という話

タバコをもらってね︒部落へ行くと︑小さいテント小屋が

﹁あなたは与那原に知った人はいないのか﹂って言うからね︒考

られた覚えがあります﹂って言ったら︑﹁では︑その与那原のど

んの知り合いが居て︑私︑子どものときに一回︑ここへ連れて来

クを探すことにした︒ヤンバルの同郷だという軍作業員に相談し

で︑私は﹁じゃあ﹂とお礼を言って︑ヤンバル方面行のトラッ

を聞いて︑あ︑これはもう天の助けだってね︒

こだったか﹂と言うから︑﹁それは︑分からない﹂︒ぜんぜん︑様

光ら︑﹁どうなるか分らないけれども﹂って︑同情してくれた︒
で︑協力することになったその人は︑軍作業の人で︑一その頃

えたら︑﹁昔ね︑大田っていう家があってねえ︑うちのおじいさ

子が変わっているからね︒﹁じゃあ︑今晩寝るところないんなら︑

健康でまtめな働き者を集めたようだ︒i彼は︑ヤンバルに行
ートをね︑敷いて︑﹁こんなところだけども︑ひと晩︑ふた旧い

ここに集まっていたんだね︒そしたら︑土間なんだよ︒土間にシ︑

着替えさせられていたね︒馬天か︒馬天でもう︑着替えさせられ

ろ︑私は宮古から着てきた服から︑後ろにPWって書かれた服に

く車は︑何時に那覇を出るということを教えてくれてね︒そのこ

の軍作業員っていうのは︑各村ごとに人数の割り当てがあって︑

・私たちと一緒にということでどうぞ﹂と泊めてもらゾつことになっ
た︒四三くらいの家族で︑おばあさんの他︑生き残った人たちが

いよ﹂って︑そこへ泊まって︒で︑泊めてくれて︑息子がトラッ
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●

歩いていると困るだろうと︑宮古の人たちがね︑誰か麻で作った

三板

いや︑下の方は軍服のズボンだ︒上のほうは︑軍服を着て

軍服ですか？

宮古から奥まで︑一週間から二週間くらいだったのかね︒最初︑

島から帰ったのが︑だいたい春だから︑そこで︑考えてみると︑

上原

黒板

上原

眞板

四六年のね︑春︑春だな︒これもね︑四六年の春だ︒宮古

四六年の春ぐらいですか？

奥に着いた？

奥に着いたのは？

ていたと思うね︒

ね︑大変古い洋服をくれたんです︒それを馬天の収容所で着てい

上原

まだ寒かったみたいな気がしましたよ︒

たのか︒よく分からないの︒

たのかな？

いえ︑いえ︑大丈夫です︒

とにかく︑

考えていたより︑意外と早く帰っているから︒春だね︒何月だっ

上原

眞板

考えてみると︑私が奥に帰ったのは︑何月の？

眞板沖縄で寒かったっていうと︑一︑二月じゃないですか？
て︑与那原でお世話になった恩人の家で何日かいたかな︒四日か

上原

あ︑そこらあたりは︑よくはっきりしないんだけどね︒さ

五日くらい︑いたかもしれないね︒私は彼らを通じて︑やはりウ

じたことは︑こんな状態では大変だと思った︒私の年頃だと︑軍

三月以降だったんだろうと思います︒私は奥に帰ってすぐに︑感

お名前とかご記憶にありますか︒

隊か︑防衛隊かなんかで生き残った連中っていうのはね︑もう︑

と非常に感動したな︒

眞板

いや︑その後︑その人たちのところへ︑私が︑沖縄で政治

兄弟だ1

上原

人生に希望がもてないとか︑それか︑なんかあるとね︑自分の仲

チナンチュだ1

活動を始めた頃にね︒与那原で︑講演などあるときにね︑一所懸

間が戦場で殺されたり︑死ぬのを目の前で見たりして︑それこそ

験から︑精神的なショックを受けているからね︒気の弱い人間っ

命︑捜したの︒そしたち︑この人たちはね︑別のところへ移って
じゃないんだ︒少し自由に移動できるようになったので︑那覇か

ていうのは︑夜も眠れないとか︑というような状態の連中がいる

．地獄絵を見るような体験をしているから︑想像を絶するような体

どっかへ引っ越したというんだね︒だから︑その人を︑とうとう

んですよ︒このような気の弱い人々は︑どうせまた戦争があった

行ったことが分かったの︒その人たちは︑もともとその土地の人

訪ねることができなかった︒名前は大城なんとかと言ったと︑覚

えているものも多かったね︒そこで︑私は生き残った若い人たち

らおしまいなんだから︑というようなやけっばちでね︒深刻に考

お陰で︑私は順調にヤンバルの奥に帰ってみると︑幸いに両親

を集めてね︑﹁青年団﹂を作った︒その青年団を組織して︑その

えていたんだけど︒

が生きていたんだよ︒家も親父の努力で︑人が住めるようにちゃ

眞板

上原

奥で︒その頃になってくると︑軍隊や台湾︑やまとに行っ

これは奥でですか？

夜学を作った︒

眞板

これ︑旧名くらいですか？

ていた若い人たちの生き残りも帰ってきた︒

上原

眞板夜学？

根幹になる連中には夜学をもったんですよ︒

やっぱり分かんな

んとなっていたんだよ︒

■奥に帰還し︑青年会を組織
眞女陰に着いたのはどのくらい に な る の か ︑
えっ？

いですか？

上原
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十人ほど死んでしまった︒その生き残った人たちは︑戦争で経験

学校や海軍航空隊に行った者︑海兵学校に行ったものも含めて︑

四歳くらいで︑二十名ぐらいでしたね︒私の親戚だけでも︑士官

人口がいたんだけれども︑生きて帰ってきた者は︑十八から二十

上原

んは︑六十か七十だったんだろうな︒お二人は大変お元気で︑毎

こに︑拡声器をつけてですね︑そのとき︑おじいさん︑おばあさ

年文庫から三味線でやるんですよ︒奥の高台に神社があって︑そ

方々︒そのお二人が︑毎朝︑朝一番に沖縄の何とかという歌を青

昌・ツル老夫婦は︑人格者で︑奥の人たちから尊敬されていた

ろっ1﹂てね︑号令をかけさせる︒そして︑奥郵便局長の金城親

そうね︑私の子どもの頃の奥の部落には︑一千人くらいの

した痛手っていうのは︑計り知れない大変大きな打撃を受けてい

朝青年文庫の﹁放送局﹂に出かけて三味線を弾いて歌うんです︒
になったんですよ︒

十分くらいだったかなあ︒それから奥の朝は︑始まるというふう

たんですね︒

このような現状の下︑私が考えたことは︑俺だって万難を排し
て生き残れたんだぞと︒おまえたちは生き残ったってことだけで

手に入る書籍を全部集めようと︒高台に青年文庫を作り︑そこを

まず︑青年文庫っていうのを作って︑本をどこからか見つけ出し︑

力した︒そのころなんだろうね︒名護に行ったのも︒名護に基地

た︒そして︑私は辺土名まで行って︑国頭村青年会の組織化に協

いうところがあるけど︑そこにも呼びかけてね︒青年団を作らせ

そして︑青年たちの文化活動も盛大になりだしてね︑それで︑

母体として︑文化活動や会議をやり︑夜学校も開いた︒私が沖縄

を引き受けますと言った市長は︑比嘉なんとかといいましたか

も幸せなんだと︒生き残った仲間で︑新しい沖縄を築かなきゃい

の現状分析を受け持ち︑なぜ日本は戦争を起こしたのか︑なぜそ

な？

青年団も作った︒青年団を作ってね︑隣の部落の辺土︑宜名真と

の結果︑沖縄はこんなひどい目に遭ったか︑というような問題を

眞板比嘉鉄夫

けないんだと︒もう一回やり直そうじゃないか︑ということで︑

長々と私がやると︑ト一晩中もやり続けたこともあるんですよ

念碑を立てたんだね︒除幕式があり︑私も参加したんだ︒

鉄夫か︒私は︑いまから四年くらい前か︑名護で徳球の記
鉄也でした︒

上原

夫ともうひどり宮城貢が帰ってきたのがいて︑二人の協力で︑せ

上板

一そういう中で︑ちょうど︑東京のあれは︑大学を出た上原和
めて中学校か高校初めくらいのね︑中学くらいのね︑どこの職場

の比嘉です︒上原さん︑お元気でございましたか﹂と︒﹁いや︑

その比嘉鉄也が︑﹁久し振りです﹂と言いながら︑﹁元市長

一般的な社会常識などを教えてもらったね︒

私の顔よく見てください﹂と︒なにしろ︑五十︑六十年経ってい

上原

台湾から帰って来た上原力三は︑私と同じ年なんだけど︑彼は

るからね︒分からないわな︒﹁思い出せない﹂と言ったら︑そし

に行っても常識的に通用するようにと︑彼ら二人が︑数学や文化︑

ね︑電気の問題につ．いては︑もう︑みんなが﹁技師︑技師﹂って

たらね︑﹁あんたが︑名護で︑講演会やる時は︑私は一番前に座

っていたんですよ︒あの比嘉です﹂って言うんだ︒その当時︑名

言うくらいにね︒優れた技術を持っていた︒それがアメリカの軍
作業に行って︑電気関係の部品を集めて︑発電機を作り︑昔から

護の主な同志は︑照屋規太郎︑宮里とかね︑元気の良い人たちが︑

ね︒﹁そのとき私︵注・比嘉鉄也︶は︑まだ高校二年生とか三年

一緒に︑活動したんですよ︒その照屋さんっていうのは︑医者で

電灯のともったことがない奥で︑初めて電灯をつけたよね︒アメ
起き

リカ軍が廃棄した電線や拡声器︑マイクなどを持ってきてだね︒
﹁放送局﹂を作り︑朝一番に︑これを活用して︑﹁青年よ1
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ね︒名護の発展のために︑活動しました︒あなたのお陰です︵笑︶﹂

てね︑よしっ沖縄をなんとかしてやろうと︑青年部に飛び込んで

生ぐらいでした︒そして︑上原さんたちの講演会に︑私は感動し

に豚一頭は︑潰したんでしょうが︑今は飼いたくても飼えない︒

た︒だから︑みんな飼いたいけれどもね︒戦前沖縄では︑お正月

行って︑少数だが入ってくるけれども︑難しいらしいことが分っ

速︑調査したら︑離島から知り合いの協力を得て︑船を仕立てて

ていないのだからね︒豚を飼っているおばさんに聞くと︑︐豚のえ

そのための飼う場所がないからだと︒特に年取った人しか︑残っ

と思い出を語ってくれました︒

■部落内での家畜飼育問題

さを家で温めてね︑豚を喜ばせてやろうと思って︑担いでいくと︑

そこに行くまでに︑すっかり冷えてしまって︑豚が喜ばないと︒

あの︑前後して恐縮なんですけど︑もう︑奥に帰られて︑

乾板

だから︑家族の一員でもある︑豚とのつながりっていうのはね︑
断絶してしまったんだね︒

すぐこういう活動を始められたんですか？・

そう︒二︑三週間くらいしてから始めた︒ということは︑

それで︑知っている人たちが︑﹁上原︑こういう問題を解決し

上原

なぜ︑私が︑放っておけないと思ったのは︑私たちの家は農家で︑

ないとね︑アメリカがいくら︑自給自足だと怒鳴っても︑また︑

おいしくない缶詰をね︑高い値段で売りつけてもだね︑我々はど

戦前はね︑牛一頭︑それから︑豚何頭か飼い︑その他に養蚕もや
っていたんです︒これは︑どうして豚を飼うかというと︑自家用

早速︑国頭村役場へ行って︑アメリカがどういう布令・布告を

うしょうもないんだよ﹂と言うことが分かった︒

営するには︑どうしても家畜の飼育は必要だと︒だのに︑聞くと

食肉と肥料を作るため︒そのため︑ヤンバルで独立した農家を経
ころによると︑アメリカは︑屋敷内や部落内で家畜を飼育するこ

何回か議論をしたり︑お願いしたりしてたんだ︒すると︑だんだ

った後︑辺土名地区公衆衛生部長の宮里部長のところへも行って︑

ろん︑その頃は︑まだ︑家畜は︑ほとんど︑いないわけですよ︒

ん︑民政府についても初歩的な知識を得てきたので︑石川の沖縄

出しているのか︑調べたんだね︒その件で︑二回くらい役場に通

しかし︑．離島に親しい友人がいる農家では︑部落から数百メート

民政府に直談判︑または意見具申をすることを決意したんですよ︒

とを許さないと︑農家の皆さんから知らされた︒部落内で︑もち

ル離れた︑目立たないところで︑まるで﹁隠し飼い﹂みたいにし

眞板

えっ？

移動とかは︑どうなさったんですか？

て飼っている︒私はそれをまず見てだね︒﹁どうして︑こんな飼
育の仕方をするんだ﹂と部落の長老たちに聞いてみたら︑﹁軍の

命令によって︑1公衆衛生部というところがあってi部落内
で家畜を飼育することが禁止されているんだ︒違反者は厳罰に処
するという軍命令です﹂と︒﹁じゃあ︑それを仕切っているのは︑

辺土名までは︑歩くんですよ︒普通は

移動は︑奥からじゃあ大変ですよね︒・

移動？

半日かかりませんか？

アメリカ文明

の恩恵に預かろうと欲張れば︑朝︑三時ごろ︑起きてね︑奥の山

急いでも四時間くらいかかる︒しかし︑

だ﹂って言うんだ︒農民運動の第一歩は︑ここから始まったんで

軍用船の荷物降ろしの軍夫が︑ 六時ごろに出発するんだ︒それを

を越えてだね︑ 宜名真の先まで行くとね︑先ほど言った那覇港の

それで︑私は家畜はいま︑どのようにすれば︑手に入るか︑早

すよ︒

いったい民政府のどこだ﹂と聞いたら︑﹁辺土名地区公衆衛生部

上二上眞上
原板原板原
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市に入るのには︑東海岸は封鎖されていたので︑西海岸からしか

めがけて行っても︑一分でも遅れるとダメだった︒しかも︑石川
上原

華墨奥で？

でもやった︒

へ入って︑恩納岳の山麓をくぐってだね︑石川に入るんだ︒石川

ル手前で︑トラックを降ろしてもらって︑山の中へ入る︒山の中

通行さないの︒そこは私も通れないから︑その関所の一千メート

て︑厳戒体制で警備していた︒軍作業関係者以外は︑人を絶対に

上原

眞板

しかも︑睡夢から︑約ニキロのところに米軍の関所があっ

遺跡が出てきたところですね︒

つ︒奥戸同店の上にもひとつ︒集会は公会堂と言ってもね︑茅葺

上原

で？

眞板

ーで流してね︒力三の拡声器は︑威力を発揮したね︒

ったね︒青年会が︑いつ︑何時から演説会をやりますとスピーカ

っていた︒夜はヒマだから︑みんな退屈だからさ︒いっぱい集ま

特に奥では︑部落民を集めて︑ほとんど一週間に一回はや

入れない︒仲泊っていうところがらね︒

に入れば︑石川から今度南下するのはやさしいから︒そういヶこ

なんだよ︒そこで︑青年会の上原の演説会って言ったら︑もうい

神社は焼けてしまっていたから︑境内にスピーカーがひと

これはやっぱり︑神社でやってたんですか？ 神社の境内

とを繰り返した︒しかし︑世の中は狭いもので︑私が何回かの山

つばいになるんだよ︒青年も年寄りも︑みんな来る︒

眞板

越えのとき︑偶然に発見したのだが︑のちに国会議員になった國
場幸昌さんだった︒それ以来︑彼とは意気投合する機会が多かっ

上原えっ？

た﹂と喜んだ︒このことは︑私への大きな励ましだった︒そして︑

ら︑部落の先輩たちはじめ︑ほとんどの人が︑﹁よくやってくれ

だ︒私がね︑こう演説会で明らかにしたわけなんですよ︒そした

飼わせうとの要望から︑段階的に屋敷内に戻せっていうことなん

民両政府に対．する︑具体的な政治活動は︑まず︑家畜を部落内で

上原

眞板

奥における初歩的な政治活動は︑始まったけれども︑軍・

はい︑はい︒

は︑村長や村の主だった人たちのところへ行って︑村落内での家

くらいで︑だいたい満杯だった︒そういうことをやりながら︑私

そんなに多くはない︒子どもたちも参加して︑まあ︑四〜五百名

上原

瓦板

眞板

部落っていうと︑一千名ぐらい集まったんですか？

だいたいみんな集まったんじゃないですかね︒

上原

いやいや︑戦争で亡くなった人も二百人くらいいるので︑

はっきりしたのは分からないけど︑部落の仕事のない人は︑

どのくらい︑いましたか？

だいたい︑どのくらい入りました？

た︒﹁類は友を呼ぶ﹂ということか︒

﹁自分たちで養った豚を食べてこそ︑新沖縄を建設する力が出て

畜飼育の問題を話し合っていました︒村長はじめ︑みな﹁我々も

て︑懇談したんだ︒宮里さんは﹁あんたの言うことは道理があり

くるんだ﹂と︒実際︑私も︑﹁それぐらいの勇気がないと︑沖縄

この演説はどこで？

ます︒私も同感ですよ︒農民も喜ぶでしょう︒ただし︑これは米

同感ですけども︑それを言ったら大変ですからね︒米軍政府の命

面板

えっ？

軍政府と民政府からの命令ですから︑もし︑この運動を進めると︑

はアメリカの植民地になり︑われわれは奴隷民族になるのだ﹂と

上原

この演説はどこで？

軍令違反で責任者は逮捕されるかも知れません︒米軍ですから銃

令ですから﹂と︒それで︑地区の公衆衛生担当の宮里さんに会っ

魚板

最初に奥で︒同じ内容の講演会は︑国頭全村の各小中学校

呼びかけたんだ︒

上原
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沖縄人は怠け者だって言って︑罵られているにもかかわらずね︒

も︑沖縄住民に対して︑自給自足せよって命令や指令を出して︑

ろいろと相談に乗ってくれましたね︒私は︑﹁米軍政府も民政府

から︑とても協力できない﹂と断られてしまった︒それでも︑い

うじゃないか﹂と申し上げると︑﹁それは︑私の権限外のことだ

がある﹂と言うので︑﹁じゃあ︑二人で︑一緒にお願いしに行こ

地を尋ねると︑﹁石川の近くの山の上のなんど言った村に民政府

味朝計っていうんだと教えてくれましてね︒では︑民政府の所在

政府の中に︑公衆衛生部というのがあって︑そこの部長は︑大宜

殺されるかもしれませんよ﹂と心配してくれました︒そして︑民

なんだ︒﹁どうだみんな︑米軍のこの肉の缶詰を食ったことがあ

根本なんだから︑一歩も譲ることはできないんだと主張したわけ

参ってしまうと考えたんだ︒これは︑いわゆる沖縄の経済復興の

自著

組んで︑自分たちで作ったものを自分たちで食べるという 自給

て︑奥の人たちは︑まず︑農業生産体制で︑合理的な自給体制を

ろうということになった︒私はこの軍からの非常識な要求に対し

みんなはまた元気を盛り返してだね︒最後まで一致団結して頑張

まま﹁ハイツ﹂って︑引っ込むわけにはいかないと激励したら︑

誇りに︑我々はそのアメリカの言うままに脅されたからと︑その

で︑そういう先輩たちの業績をね︑ちゃんと位置づけ︑それを

を︑できるようにならなければね︑アメリカの脅しにすぐ︑

黙っていいのか﹂と言ったら︑﹁どうしょうもないですよ﹂と︒

と少し尻込みしたものもいたが︑しかし

を報告したんだ︒そしたら︑役員たちは︑﹁危ないから︑止めた

私の最近の調査状況と村・地区の行政責任者との闘争結果と経緯

そういうことでね︑私︑奥に帰ってきて︑村の若い人たちにね︑

語っていたものですよ︒このアメリカの缶詰はね︑ニキロくらい

いしい︒早く自分たちで飼育した豚肉が食べたい﹂とそれぞれが

ね︒みんながね︑﹁自分たちが飼育した薪鮮な肉の方が︑当然お

分の手で飼育した豚肉とどっちがおいしいんだ﹂と私が聞いたら

ったか﹂と空き缶を見せながら︑﹁このアメリカの缶詰の肉と自

ほうがいいな﹂︵笑︶

あったのかなあ︒

﹁それじゃ︑﹁私が一人でやってみます﹂と︒

﹁信夫がやれるなら︑やれよ﹂と励まされ︑引き続き努力したわ

自力更生と子どもたちに︑教えていた︒誰が書いたか知らないけ

︑可能な自力更生の体制を強化しよう﹂と話し合った︒奥には昔︑

四五年四月七日から同年八月十七日在任︶をそれぞれ歴任︒

日から四一年六月十日在任︶︑鈴木貫太郎内閣で農商大臣︵一九

※石黒忠篤 第二次近衛内閣で農林大臣︵一九四〇年七月二十四

けです︒私はみなに﹁あんたたちは︑もっと︑自分たちで︑自給

れど︑戦前﹁自力更生﹂という額もあったそうだ︒

の額をもらったと言うんだ︒その額は︑部落のどっかに飾られ・て

非常に自力更生精神が旺盛だということでね︑大臣賞として︑そ

缶詰の十分間一でもいいから︑自分たちで飼った生肉の方が︑お

上原

看板

大きい︒これくらいか︑まずは量の問題ではなく︑米軍の

大きいですね︒

古老の話によると︑石黒農林大臣という方がね︑奥の部落は︑

いた︒僕にもどこかで︑そのような話を聞いた思い出があったか

いしいんだという結論になったんだ︒

では︑公衆衛生部長に提出する書類は︑どう書こうかとみんな

らね︒農林省もね︑奥のその積極的な農村振興活動を自力更生っ
て言って︑表彰したんでしょうな︒具体的には︑茶園などによる

で考えようと︑﹁申請書﹂ってことにするのか︑﹁請願書﹂にする

のか︑と相談の結果︑これは農民全体の意見だが︑ことを荒立て

農村経営は︑農村経済建設の一定の成果で︑全国的にも有名にな
ったことがあったらしいんだ︒
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肉の尊さっていうのは︑部落の農民たちは︑このアメリカの缶詰

の意見ということでね︑﹁一塊の肉﹂って書いたんだよ︒﹈塊の

て米軍が︑弾圧するかも︑．という意見もあったので︑私は私個人

内で飼育させて下さいとお願いに来たのだ﹂と申し上げたんだ︒

くので︑沖縄復興の力はここから出るんだ︒・家畜は部落内や屋敷

ルの農．民たちは︑自分が飼った豚肉の方が︑おいしいし栄養がつ

あとで︑分かったんだったけどね︒私は立ったまま︑﹁ヤンバ

﹁奥の︑ヤンバルから︑農民を代表して来ているんだ﹂と大きな

の肉よりも︑生の一塊のね︑自分たちが飼育した家畜の肉の方が︑

欲しいと言っているど︒その新鮮な肉を食べられたら︑沖縄人は

家の家族の一員としてね︑飼われて可愛がられている︒なのに︑

か．ら私が見た限り︑中国の多くの農村では︑まさに家畜はその一

ジア諸国の農業成立の歴史から見てもそうだ︒中国で︑少年時代

では家族の一員として扱ってきた︒それは日本だけではない︒ア

そのほかにね︑日本では昔から家畜はね︑全国どこでも︑農村

ているのか﹂って言うから︑私は﹁よく知っていますが︑彼はこ

ら︑﹁辺土名地区公衆衛生部長さんだ﹂︒﹁そうか︑その人︑知っ

ってひとこと言って︑﹁誰が︑俺のこと教えたんだ﹂って言うか

書類を受け取って︑書面を見ながら︑﹁うん︒そうか︑そうだな﹂

﹁まあ︑座んなさい﹂︑それで︑﹁なんだそれ﹂︑私の顔を見ながら

私を支持している﹂と答えた︒彼は私の顔をまじまじと見て︑

声で言った︒部長は﹁どこの農民か﹂と聞くので︑﹁私は国頭村

アメリカ軍は︑勝手に沖縄から家畜を追い出そうとしている︒軍

の問題について︑立場上︑石川へは一緒に行けないから︑キ︑︑二

もっと元気が出て︑戦後復興速度は倍加するだろうと︑強調した

政府は戦後︑沖縄の自力による復興を真剣に考えていないのだ︒

人で行ってくれって︑だから︑彼も含めて辺土名地区農民の私は

だ︒大宜味村も東村も応援すると言っている︒辺土名地区全部が︑

実に︑けしからんという意味のことをね︑わら半紙に二枚か三枚

代理で来たんだ﹂って言ったらね︒ああいう連中にははったりが

んだ︒

に書いた︒それを持ってね︑石川に乗り込んで行った︒

けてきたんだ﹂と︑ホラも吹いたんだね︒そしたら︑すっかり︑

いるのか﹂と言うので︑私は﹁ちゃんと︑関係方面から紹介を受

と︑相手は︑びっくりしてだね︒﹁キミは公衆衛生部長を知って

ない︑重要文書で︑公衆衛生部長・大宜味朝計先生宛だ﹂と言う

ゃあ︑どんなもんか﹂って言うからね︒﹁担当者にしか見せられ

らに﹁重要な沖縄復興についての意見書を持ってきたんだ﹂︒﹁じ

古着を着た︑おかしな男を入れようとしないわげだね︒私は︑彼

の話を聞こうともしない︒誰も相手にしないんだ︒こんな米軍の

と︑民政府の役人たちが︑いろいろ︑ああだこうだと言って︑私

上原

にサポートするような副リーダーみたいな⁝⁝

眞板

からね︒そうだ︑山城善光はまだ︑帰っていないころだからね︒

いことでしたからね︒その頃はまだ︑山城善光も知らないときだ

かったんですよ︒下手をすれば︑軍命違反に問われるかも知れな

も︑心で理解していても︑私みたいな若者とは行動を共にできな

上原

眞板

一人で行ったんだ︒当時のことですから︑辺土名地区部長

では︑先生は︑お一人で行かれたんですか？

ものね︒

利くんだな︒﹁しばらく俺が預かっておく﹂と言って︑握手した

態度が良くなって︑部長室へ案内してくれたんだ︒大きな部屋に

どが協力してくれた︒特に︑私の力の源泉は︑宮城親栄さん︑上

そして︑公衆衛生部長の大宜味朝計さんに会った︒朝早く行く

は︑大宜味朝計が待ってい︑て︑﹁キミは誰だ︒何の用だ﹂と言う

原直帯さんなど︑部落の大先輩たちの信頼と支持だった︒

それはね︑宮城貢︑上原力三︑与那城定三郎︑宮城親雄な

奥の青年団では︑特に︑上原さん︑リーダーお一人で︑他

んだ︒いやいや横柄な言葉で︑彼はそういう人間だったんだね︒
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なんだ︒

台湾からね︑引き揚げてきた︑技術関係︑電気や機械に詳しい男

上原

眞板
ちからの﹁力﹂に漢数字の﹁三﹂︒この力三っていうのは︑

りきぞうって︑ちからに

を飼えるようになった︒これは軍命令を絶対化するというわけで

公衆衛生に反しないところで︑ということになる︒部落内で家畜

れた何キロっていうようなことではなく︑家から離れたところで︑

ですからね︒それから︑一〜二ヵ月くらいしてかね︑部落から離

はなくて︑一応︑地方の公衆衛生部長さんたちの裁量で︑行える

連れて行かれたことがある︒だから︑みんな︑﹁信夫のお陰で︑

ああ︑電気技師︒

結局︑それで︑家畜飼えるようになったんですか？

豚が飼える﹂って喜んでいた︵笑︶

眞板

青板

そうだ︒大宜味部長はね︑﹁私は︑キミの意見に同感だ︒

ちなみに︑この子豚は何頭くらい買い付けたんですか？

範囲内で︑軍命令の訂正というよりも︑家畜飼育についての改正

上原

眞板

買ってきたのは︑みんな自分の豚を一頭か︑小さな子豚を︑

そうそう︒いや一︑そのときの︑軍の命令と指示というの．

農民の心をよく分かっているんだ﹂と言っていたんだからね︒彼

上原

上原

も︑どっかの農村出身なんですな︒私が子どものときと同じよう

小さな舟艇だからね︒小さな豚を一頭ぐらい買って帰った︒なか

というような条項でね︑伝達されたと思う︒四月か五月に︑奥の

に︑戦前の沖縄の農村の生活を︑よく見て知っているわけです︒

には友入の分として三頭買ったのもいたかな︒私は一頭持って帰

は︑いかに怖ろしいものであったかっていうことはね︑こういう

具体的な話になって︑部長は真顔になってね︑﹁しかし︑これは

ったらね︑うちの母︑喜んでね︒しばらくしたら︑四︑五頭くら

有志が︑船を仕立てて︑伊平屋島に子下を買いに行くので︑私も︑

ね︑軍の厳しい命令だから︑これは守らなきゃいけないから︑し

いにすぐ増えた︵笑︶

例を挙げると︑分ると思うね︒

ばらくね︑俺に預けてくれないか﹂と言ってね︒この＝塊の肉﹂

そしたらね︑私はそのころになると︑大変忙しくなった︒奥の

青年の文化活動と同時に︑国頭村全域で青年活動を展開した︒先

の意見書を彼は受け取ったよ︒

そして︑私が民主同盟で活動しているころだね︒山城善光と一

ほど言った︑名護の徳田球一記念碑の除幕式に参加したとき︑比

嘉さんが言うには︑私が国頭村の青年団の代表として︑名護で討

緒に︑何回か部長と会う機会があったよ︒山城善光も彼を知って
いるんだ︒あとでね︒﹁いや︑なんで︑信夫はこの部長を知って

論会をしたことがあるって言うんだ︒私は思い出せないんだ︒

﹁あんたが団長だった﹂ってね︑﹁軍政府を批判してだね︑アメリ

いるのか﹂と言うから︑﹁いや︑私が彼に大事なお願いごとをし
て︑知り合ったんだ﹂とある日︑大笑いしたこともありましたよ︒

カが嫌って言ったのを覚えています︒私の記憶間違えありません﹂

当時︑大変な時期ですから︑何かめしを食べるために︑何

その後︑部長の努力と決断で︑屋敷内や敷地内でも︑﹁飼ってよ

眞板

つて言うんだから︒国頭郡の範囲で活動していたんだろうな︒

ほう︑良かったですね︒ちなみに︑この出来事はだいたい

ろしい﹂ということになった︒

眞板

これはね︑四六年の四︑五月ぐらいじゃないかな︒

の大部分が復活していなかったけれども︑めし食うのは困らない

上原

か仕事であるとか︑しなくても済んだんですか？
上原

じゃあ︑︵奥に︶帰って本当にすぐなんですね︒

から︒︑私の家も︑食うには困らない家庭だったから︒もし︑仕事

いつぐらいの話ですか？

面板

すぐなんです︒なにしろ︑沖縄農業の最重要問題のひとつ

結局︑奥でいる限り︑奥から離れない限り︑まだ農業生産
上原
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があるとすれば︑ それは百％民主同盟の活動です︒

じゃあ︑裕福な？

えつ？

一回くらい討論会や座談会をやったりした︒ただし︑朝の毎日の
文化施設

を利用してだね︑朝の一番から雨が降らない限

行事としては︑先ほど言ったようにいつの間にか︑力三くんが作
った

り︑その郵便局長の三回線と挨拶︑そヶいうことをやった︒青年

団に参加していたのは︑三十入くらいだったと思う︒

裕福な？

いや︑裕福といヶか︑みんなもう米軍の払い下げ︒あのね︑

ども︑だいたい月一回︐くらいは講演に行っておりますよ︒そこの

﹃沖縄の証言﹄の中に︑そのころの写真がある︒﹁懇談会﹂

あ︑いますね︒

青年というよりは︑部落民全部集めてだね︒そういう啓蒙活動を

じゃあハほとんど国頭村の部落︑全部じゃないですか？

していた︒

眞板

全部︒だから︑国頭村のどこへ行っても︑食うには困らな

るか？﹂と言うと﹁ない﹂って応えると︑﹁俺の家に来いっ﹂︒そ

これ山

その之うになると︑組織もがっしりしてきたので︑私は今度は︑
活動を部落以外にもね︑ずうっと︑東海岸の楚州や安田︑安波な

眞板

これが私だ︒これが桑江朝幸︒これは．伸宗根源和︒

をやった後かな︒

上原

城善光︒これが宮城無々︒これが会計部長をやった添石︒

上原

スーツ着ている人︑一人しかいませんね︒

ういう調子だった︒だから︑国頭村の人たちは︑ほとんど︑全村

夕影石良恒氏は資金部長︵﹃荒野の火﹄山城善光著︶

眞板

これにあるかなあ︒これにも写真があるなあ︒これないね︒

い︒﹁晩飯は︑まだか？﹂﹁俺の家に来い﹂︒﹁今晩︑寝るところあ

上原

えっ？

あの︑善光さんはどういう位置づけの方なんですか？

■山城善光との出会い

つの活動体系を作っていた︒

彼が帰ってくる前に︑私はもうすでに国頭村内においては︑ひと

っていますね︒だから︑私の方が何ヵ月か前に帰っているわけさ︒

ときに︑山城善光がだね︑帰ってきた︒彼は四六年の十二月に帰

がね︑私のことをよく知っていた︒そういう基礎固めをしている

二人だけですものね︒青年団って︑結局︑何人くらいいた

こんな軍服を着ている︒アメリカ軍の︒背広着ているのは⁝⁝
画板
上原

それは︑そんなに組織としてかっちり固まったものでもな

んですか？

眞板
何が？

かったんですか？
上原

青年団っていうのは︑戦中を生き残った︑当時︑十八くら

この中︵﹃荒野の火﹄︶に︑自分で自分の生い立ちを書いて

内地から引き揚げて来られるわけですよね︒

どういう人？

あの︑善光さんはどういう位置づけになるんですか？

えっ？

上眞山事上峰
原板原板原板

眞板青年団？
上原

いから二十五歳くらいのそれぞれ自分の生きること︑食うことで︑

精一杯に生きている人間だから︑昼間働いているけれども︑夜は
ヒマだから︑若い者はみんな集まって︑いろいろ話し合う中で︑
組織化を考えていたと思う︒ほとんど︑毎日って言っていいくら
い︑最初は集まっていた︒だんだん落ち着いてきたら︑毎一週間
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そ上眞上昇
の原板原板

那覇で︑金城清松との出会いがあった︒その方は同じ大宜味の出

は中学時代から︑左翼運動をやっている︒徳田球一は︑中学時代︑

あるから︒ここに書いてあるけれどもね︑簡単に言えばだね︑彼

長男だけれどもね︒彼が彼ら失業青年に仕事を作ってくれたんだ

のいとこがいたんだ︒金城秀一っていうんだ︒私の母方の本家の

林業試験場みたいなのがあってね︑そこに技術者をやっている私

かな？

その事務所が辺野喜というところにあって︑辺野喜には︑﹂

身で︑1その方は徳田にも思想的に大きな影響を与えているが︑

の金城秀一が

そうだ︒彼は山城たちの運動に対して︑共鳴していたんだね︒こ

めただけでなく︑河上肇のように左翼運動にも少なからず貢献し

眞板﹁しゅういち﹂は︑﹁修める﹂に﹁こですか︒

1山城たちにも関係がある︒金城清松は︑近代医学を沖縄に広
ている︒まあ︑徳田球一たちの先輩にあたるんだな︒そういう関

上原

ていうねえ︑﹁春﹂に﹁生まれる﹂と言うんだけどねえ︒この人

進歩的なところであった︒そして︑彼は青年時代に︑上里春生っ

けなんですよ︒仕事を与えて︑そこで働かせて︑給料を与えて︑

用して︑植林とか木材加工とかに使って︑青年たちを保護したわ

その運動には参加していないけれども︑職がない青年たちを雇

えっ？ ﹁しゅう﹂は﹁秀でる﹂︒

係で︑この喜如嘉っていう部落は︑大宜味っていう村は︑非常に

は︑東京︑大阪で日本共産党の指導する消費組合運動の幹部だっ

めし食えるようにした︒

を受けてだね︑逮捕されて監獄に入った︒彼は合計︑十何回か捕

を始めるんだよ︒そういう中で︑まず︑第一回目なんだが︑弾圧

ちが︑先頭になって︑日本でも珍しい農村の薪しい型のね︑運動

村政改革運動というのをね︑理論的に指導するんですよ︒山城た

らい上かな﹂︒山城善光は︑ひと回りくらい︑歳の差があり︑秀

善光というのだ︒﹁信夫︑キミと彼とはね十いくつか︑二十歳く

紹介したい人がいるから︑会え1﹂と言う︒彼が言うには︑山城

から︑親しかったのだ︒その秀一が︑ある日突然︑私に﹁キミに

そういう関係で︑山城善光とこの秀一っていうのは︑若いとき

−

た︒ある任務で︑沖縄に派遣されてきてね︑沖縄で︑山城たちと

まって︑ぶち込まれている︒そういう︑だから︑戦時中は彼は特

いるということを知っていたから︑秀一はもうどこかで︑一回く

一とはほぼ同年齢だという︒山城善光が︑やまとから帰ってきて

引っ張り込まれてね︑そこで︑ある外務大臣あがりか︑なんかの

らい会っていたのかもしれない︒彼は︑﹁信夫︑おまえみたいな

赦されて︑東亜なんとか同盟︵注・東亜連盟︶というところに︑
外交関係者のかばん持ちなんかしてだね︒そして︑敗戦後︑東京

マクーだよ﹂と︒マクーって知っています？ゲ意地っ張り︑暴れ

者だという︵笑︶ 秀一は昔︑辺野喜の県有林で︑善光の同志た

ね︒﹁キミ︑善光に会ったら︑きっと意気投合するよ﹂というこ

彼が書いたものを

で沖縄人連盟︑そこの事務局担当者になって活動して︑それから︑

沖縄に帰ってくる︒四六年十 二 月 こ ろ か な ？

最初に知り合ったのはどこになるんですか？

とでね︑辺土名で善光のことをよく知っている大城感一を通じて

ちをたくさん使って協力したんだそってね︑自慢話を長々として

眞板

それは︑山城たちの村政改革運動と関連するんだよ︒その

見るとね︒

上原

ね︑山城善光の住所まで案内してもらった︒

忘れたけど︑彼がまだ帰ってきて︑一ヵ月前後だった

と思いますよ︒私は朝︑奥を出たけれども︑歩いて喜如嘉まで行

たかな？

四六年頃︑いや四七年だったか？ 一月か二月のいつごろだっ

運動の時に︑大宜味の若い人たちがたくさん逮捕されたんだ︒す
ると︑逮捕されたものは︑監獄に入ったんだから︑警察に捕まっ
国有林

たんだから︑ということで︑ろくな仕事に就けないわけですよ︒
そこで︑働く場所がない︑その連中を沖縄県有林かな？
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二人︑これは秀一兄が言うとおり︑意気投合しましてね︵笑︶

つたんだね︒午後の二︑三時ごろ着いたんでしょうね︒そしたら︑

郎に紹介し︑三人で何回か話し合った︒

初に︑山城善光との共同行動っていうのは︑私を塩屋の平良助次

光との関係というのは︑それから始まっていく︒そして︑一番最

土木基地︒普天間にある︒私はそれまでに︑すでに︑先ほど言っ

それから︑私は﹁A・J﹂行きだゐアメリカの軍事基地建設の

まず︑．彼は︑沖縄に過ごしてから︑二ヵ月くらいしかたっていな

いからね︒私はすでにこうこう運動して︑こうこうやっていたか
ら︑しかも︑そのころ私は︑もうすでに︑沖縄監獄に何ヵ月か入

それで︑泊まってしまった︒あまり遅

体験して知っていることも最初に話七たと思う︒二人の話が︑終

川ホテルで︑落ち合おうと︑その翌日から軍作業のトラックを利

岳のところを迂回してだね︑山の中を通って︑石川市に出て︒石

たようにね︑民間人が自由に移動できないので︵笑︶ その恩納

わらないんだよな︵笑︶

用して︑彼と共に︑﹁A・J﹂建設集団基地で泊まることができ

っているんだからね︒少しは︑アメリカの民主主義というのも︑

くまでだと申し訳ないからと︑辺土名の大城は︑先に返してね︒

た︒大宜味村の軍作業員は︑いっぱいいたから︑あそこからトラ
ックに乗って︒

とうとう夜明けまで︑二人で話をしてだね︑翌日の朝︑何時か知

らんけど︑帰ってきた︒それはね︑考えてみるとね︑この中

ときは︑﹁A・J﹂を利用した︒当時︑石川の民家は壊されて︑

それから︑私ひとりのときは︑石川のホテルで︑山城と一緒の

桑江言託が山城善光を訪ねて行って︑問もないころだね︒こうこ

焼けていた︒けれども︑昔の部落跡地には︑民政府職員などのテ

あ︑これに書いてあるね︒

うしてね︑桑江黙諾っていうのがいて︑一週間経っていたのかも

ント張りの官舎が︑所狭しと立ち並んでいた︒そのはずれに︑ぽ．

r野の火﹄︶に書いてある か な ？

しれないけど︑・それを彼は︑思い出しながら︑また話が盛り上が

つんと︑屋根瓦が残っている一軒家があった︒そしてね︑壁もな

いんだ︒床もね︑どっからか集めてきた床板を敷いてね︑﹁石川

ってきたので︑どっからかしら︑お酒も少し︑ちょっぴりだけど︑

どこからか工面してきて︑気分だけは酔っ払った気になってた︑

ホテルはどこですか﹂って聞いても︑わからない誰も︒・石川の人

らいの︑広いのが十畳くらいの一番大きな部屋とあとは︑六畳か

という思い出がある︒それから︑私は︑一週間に一回くらい会っ

その当時︑主にどういうことを話し合われたんですか？

八畳くらいの部屋が二つ︑三つあった︒それが︑石川ホテル︵笑︶

でも︒それで︑ある人が﹁石川ホテルはここですよ﹂と教えてく

瓦板

乏にかく︑何で沖縄はこんなひどい目に遭わなきゃいけな

ている︒そして︑具体的な動きっていうのは︑それからになるん

上原

なにしろ︑唯一︑焼け残った︑雨の漏れない家だからさ︒一番最

れた︒行ってみたらね︑部屋の数が四つか五つある︒七︑八畳く

かったのか︑ということで︑沖縄のころ︑私は⁝⁝︒

初︑山城と二人が落ち合ったのは︑そこだったと思うんだ︒で︑

だけど︒

この秀一っていうのは︑空手の達人なんだよ︒昔︑﹁チャンミー

落ち合って︑彼が﹁桑江朝幸に会いに行こう﹂と言って︑桑江朝

幸の家に連れて行ったんだ︒また︑三人遅やってね︑わっと︒

グゥワー﹂っていうね︑有名な空手の大先生がいたんですね︒秀
一は︑その先生の高弟だったんだそうだ︒思想的にはかなり進歩

※﹁A．J工作隊﹂は︑米国の土建会社﹁A・J﹂で︑その仕事

的であった︒だからね︑いわゆる山城善光とかそういう村政改革
運動や農民運動に対して共鳴をして︑そこの仕事のない人たちを

を請け負う︑沖縄側の組織︒国頭村や大宜味村出身者を中心に︑
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だね︑匿ってやるくらいだから︒そういうことがあって︑山城善

曾

約二千数百人いた︒︵﹃荒野の火﹄山城善光著︶

ザではね︒私はやけどの跡が酷いから︑ひげをはやしていたんだ

よ︒おかしな顔をしていただろうな︒お腹が空いたら︑桑江さん

作って元気を出さ．せてくれた︒活動資金がなくなると︑たまに︑

のところへ行ってね︒オジー︑・オバーは︑私を見・るなり︑何かを

えっ？

奥まで帰ってくる︒

じゃあ︑石川まで出てこられたんですか？

上原

石川まで出てきて︑それで︑そこで桑江朝幸さんと会われ

眞．板

眞板

えたら︑私．はそれに乗って︑．大宜味まで行けるわけだね︒喜如嘉

て︑・宜真名で︑軍作業のトラックをもし四時から五時までに捕ま

からね︑躍如嘉まで歩か・なきゃいけない︒もし︑奥から早めに出

上原﹁いや︑なにしろ︑どこかで落ち合う約束しても︑私が︑奥

支．払わなくても︑いいんだよね︒降りたら︑﹁さよなら﹂でいい

ら︑みなが︑少ない食事を分けてくれた︒車に乗っても︑賃金を

多いから︒いわゆる下宿生活︒下宿生活を始めるど︑腹が減った

私．は辺土・名に泊まる︒﹁ホテル辺土名﹂ではね︒辺土名に知人が

とね︑﹁具体的な政治活動が活発になり︑時間的に無理な．もめで︑

で︑それを繰り返していたけれども︑四七年の三月ごろになる

まで．ね︒だけれども︑残念ながら︑私が寝坊して︑四時から五時

わけ︒その後ね︑ちょっと︑いっからかは忘れたけども︑軍のト

た？

ごろ︑ゆっくりゆっくり︑山を越したら︑もう︑一時間も前にト

てくれない︒そ．のバス代だけは︑なんとか工面しなきゃいけない

ラックは出てし．まったことなるから︒それで︑私はどこでもいい

で落ち合うということにしたんだと思う︒彼︵山城善光︶が地図

わけね︒それでも︑大変︑楽になってね︒疲れたらどこかへ野宿

ったかな︒バス会社ができたんだ︒今度はカネを出さなきゃ乗せ

を書いてね︒俺はここで︑待っていると言っても︑そのとき︑俺

するんじゃなくて︑バスで辺土名まで帰って来て︑辺土名の知っ

ラックに幌をかけてだね︑沖縄バスとかね︑アラカキバスとか言

自身は︑沖縄のどこにいるか分からない・くらい地・理を知らなかっ

ている人の家や下宿など︑どこでも休めた︒それで︑たまに︑お

から︑乗・れるところで車に乗って︑石川に出てきて︑石川ホテル

たから︒場合によっては︑車より俺の二本足が︑便利なときがあ

事を取ることができる︑普通の生活ができる・ようになった︒おか．

腹空いて山︑城善光の家にも行かなくても︑もう自分でなんとか食

まあ︑とにかく︑石川から軍作業の車に乗って︑桑江朝幸の家

げで︑国頭村内．での講演会の回数も増加し︑村民との結びつきも︑

るんだよ︒

のあるコザ・まで行って︑コザで．彼の家を訪．ねたゆ桑江朝幸と彼の

ますます強くなっていった︒

奥に帰っても︑すでに家畜の屋敷内飼育の問題が︑解決したの

・

両︐親︑奥さんが︑喜んで︑事前に聞いていたようで︑﹁ヤー︵あ
なた︶︑ヤンバルの信夫か﹂と・喜んでね︑ご馳走してくれてね︑

かけてやっているんだ︒ということで︑私の支持が︑だんだん広

で︑部落民も村民も︑私の政治活動を認・め︑あいつは本当に命を

った︒それから︑ほとんど一週間に︑一〜二回は桑江と会い︑ま

がっていった︒そ・のころね︑村会議員の選挙というのがあってね︑

一晩中︑山城︑桑江と私の三−人で話し合って︑そこへ泊ま

るで桑江の家族みたいに︒私は︑食べ物がないんだな︒小遣いが

私は二十二歳だったと思ったけれど︑奥の先輩や友人たちも︑

また︑

ないから︒ちょっと︑前なんか一日一食しか食べない場合もあっ

﹁村会議員になって頑張れ﹂って勧あるが︑私には年齢が年齢だ

からと︑﹁うん﹂と言わなかった︒たまたま︑石川で民主同盟の

た︒ヤンバルだったら︑私と会うと︑﹁食べてないだろう﹂︑﹁来
い﹂︑﹁食べろ﹂とこうなるんだよ︒はじめのころはね︒石川︑コ
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何か会議があったと・きに︑国頭村の同志たちから︑﹁おまえ︑今

国頭村やヤンバルだけでさえ︑こんなにいつばい問題があるのだ

から︑軍・政下の沖縄全体．だと︑いったいどうなっているんだと心

うことを説明しないと分からないと思うんだけど︒私はそのころ︑

若すぎるからね︒村会議員くらいなら︑．歳をごまかせるだろうか

配になり︑本当の被害状況も理解しなければならないとね︒私は

度の選挙で︑村長になったらいいんだけども︑村長はちょっと︑
ら﹂と︐みんなが推薦するから︑村会議員なら︑いいだろうとい

父から︑野守だったか借りて︑五十円玉ではなかったな︒軍票だ

でしょ︒焼かれて﹂︑国頭村の連中は私が知らないうちにね︒村

は︑山城善光氏は大宜味村議に︑上原信夫氏は国頭村議に当選︒

※一九四八年二月に市町村長選と市町村議選．を実施︒・この選挙に

ったよ︒

う︒﹁私はよぐ知らないが︑まだ満二十五歳以上にならないと︑
被選挙権ないんじゃないんですか﹂︒国頭の友・人たちは︑﹁かまわ

会議員にしてしまった︒ぞういうことになったら︑どうしょうっ

桑江美幸氏は当選しておらず︑同氏は一九五〇年のコザ市議選で

ん︑かまわん︑おまえ︑二十五歳︐以上に見えるから︒戸籍も・ない

て言ったちね︑山城は︑﹁いいじゃないか︑みんなが推薦するん

当選している︒︵﹃戦後沖縄．選挙史﹄︶また︑高等軍事裁判は︑一

まだ︑B円の軍票時代ですね︒

■沖縄南部の戦跡調査

道板

九四八年六月なので選挙後︒

だったら︑こ・れ・が民主主義っていうもんだよ﹂︒仲宗根源和はね︑r

﹁それがいま必要な民主主義ということにしよう﹂と言って決め
てしまった︒そうこうして︑変な民主主義を教えられてね︒その
選挙出られたんですか ？ ・

ま・ま村会議員としても︑活動することになったんだ︒

三板
えっ？

立候補しないで村議会議員︒二十二歳だったと思

上原

う︒しかし︑私は︑沖縄に帰って間もなくしてから︑アメリカ軍の

上原

もらったりして︑南部戦跡に入った︒私にとっては︑初めての土

いうことだ︒石川を通って︑那覇近くまで歩いたり︑車に乗せて

本足︑運が良ければ︑軍作業のトラックを利用させていただくと

に出発したんだ︒そのころの交通手段．は︑まず︑第一に自分の二

緑色だったか赤色だったか︑わからないけど︑何回だった

MPに日本軍の生き残りだと刑務所に何ヵ月か入れられたこと・も
それ︑いつご・ろですか？

刑務所は一九四六年の夏から秋

か分からないけど︑それをおしいただいて︑沖縄南部の戦跡調査

三板

選挙は一九四七年だな ？

ある人間がですよ︒

上原

選挙は四七年ですか︑じゃあちょっと︑これ調べておきま

のころだったと思う︒

湿板

地なので︑地名も分らない︒とにかく︑南に向かって歩いたわけ

だ︒時には︑米兵に捕まって︑叩かれたりしてね︒言葉ができな

す︒

上原

い︑何も分からないふりをする︒米軍は私を精神障害者だって思

山城善光はそのときに︑桑江朝堂も立候補して︑軍政下の
沖縄で︑初めて高等軍事裁判にかけられた︑にもかかわらず︑当

ったんだろうね︒そうすると︑通行を許すんだ︒それで︑沖縄南

あれば︑泊めてもらうの︒時間も分からなかったね︒那覇を離れ

部をなんとかひと回りしたんだよ︒そのとき︑草葺のね︑小屋が

選しているんだ︒桑江は町会議員︑山城は村会議員に︒私は立候
補しないでだね︒国頭村の村会議員にね︒

政治活動をはじめる前だが︑私がMPになぜ︑捕まったかとい
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るところを訪ねていったら︑そしたらね︑小さな草葺屋根の中に

倒れるように︑寝てしまったんだよ︒おそるおそるその匂いがす

思って︒前の晩．は疲れきって︑すっかり暗くなってから︑木陰で

国かど．つかじゃないか︑分かんないけれども︑いいところだなと

ある朝︑目を覚ますとね︑ものすごくいい匂いがするのね︒天

眞板

糸満︑糸満︒いま考えてみると︑糸満の近くだよ︒なにし

じゃあ︑糸満の近くだったんですか？

て行くということは︑壮烈なものだなあと感動しました︒

ながりが出来ているんでしょうね︒人間が最低の環境で生き抜い

てを経て︑そういう生き残った昔の豆腐屋をやって．いた連中とつ

台湾から大豆を入れている︒それを仕入れた連中は︑いろんなっ

が︑そのころ︑八重山を通じて︑台湾と密貿易をしているんだ︒

たね︒大豆はあるんですね﹂と感心したら︑﹁内緒︑内緒﹂って︒

夫婦と子ども一人︒年のころ︑三十代か四十代の人でね︒お豆腐

上原

てね︑島尻の何村だったかも︑分からないです︒ずっと︑暗くな

を作っているんですよ︒お豆腐は大豆が原料でしょ︒それと︑海

ろ︑石川から那覇の近くを通って︑南の方の最後の決戦場まで私

私は︑そのあとは聞かなかった︒それが分かったのがずっと後だ

水が必要でしょ︒私はどんなにして作るのかを少し聞いているん

は行こうとしていました︒何日から前に通ったところは︑私が宮

るまで歩くんだ︒疲れたら野宿した︒

ですよ︒私はその匂いに︑びっくりしたね︒しかし︑私より相手

古から密航で来て︑那覇の近くの与那原まで行くのにトテックに

と思って通っていった︒だから︑糸満近くまで行っているよ︒糸

の方が︑もっとびっくりしてね︒それで︑﹁あんたどうしてここ
沖縄︑いまどうなっているのか︑いろいろ調べているんです﹂っ

満とその近くで一日くらいの時間︑住民の幾人かと随分︑長話を

乗って通ったところなんだ︒見覚えがあるようなところだなあ︑

て答えた︒相手は﹁どこから来た？﹂とまた聞くから︑﹁ヤンバ

した覚えがある︒それから︑南下して行ったつもりが︑どうも方

へ来たの？﹂と尋ねるのだ︒私は﹁沖縄に帰って問もないんだ︒

ルです﹂︒﹁どこで泊まっているのか？﹂︒﹁十メートルくらいのこ

角が随分︑西にはずれて︑道を間違えたようだ︒
もちろん︒そうです︒

んもり茂っているところ﹁の草の中に入ってね︒そこで︑私は泊ま

上原

そうですが︒

座板もつばら︑歩いてですか？

言ったらね︒﹁はっ︑あんた︑めし食べてないんだな﹂︒顔見て分

眞板

った︒おいしい匂いがするから︑匂いにひかれてきました﹂って

かるんだな︒お椀にね︑豆腐をいっぱい山盛りにして入れて︑

ほとんど人がいないところでね︒きっと︑爆弾で吹っ飛ばされて︑

上原とにかく︑食堂などというものは何もなかったからね︒その

べなさい﹂って︒私は﹁これで商売するんですよね﹂︒﹁商売する

自然に発芽したものなんだろうね︒四五年から︑四六年ですからね︒

﹁これ︑召し上がれ﹂って︒はあ一︑私はもったいなくて︑いま

けど︑少しくらい食べたって変わんないんだよ﹂って︒こういう

戦場を生き残った種が︑二回くらい結果を繰り返しているんだろう

あと︑元気を出して歩いてくると︑昔の部落跡があって︑トマト︑

目に遭って馬初めて︑本来のウチナンチュの心が良くわかるんで

ね︒生物の生命力は強い︒とても可愛いものだと思って感動したが︑

でも思い出すけど︑泣きながらね︑食べたよ︒もう一杯ね︑私の

すね︒﹁これ︑どこで売るんですか﹂って聞いたら︑名前忘れた

天の恵みだと思ってね︑食べたよ︒生でかじって︒付近にはイモら

そうだトマトが自生しているんですね︒焼かれたあとの屋敷跡で︑

けども︑﹁近くに村落があって︑そこへ持って行って売ります﹂

しいものもある︒掘ってみたらね︑あるんだよ︒土のついたまま︑

様子を見てて︑そのおばさんがね︑﹁腹いっぱいになるまで︑食

と言う︒問題はお塩︑﹁いまごろ︑よくこんなもの手に入りまし
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そのままかじって食べたね︒余った分は︑PWのだぶだぶの服だか

そこから︑だんだん那覇に近づいて来たと思ったころ︑ジープ

続けたんでしょうね︒もう︑心身共に疲れきっていたんです︒

で来たMP四人がピストルを構えながら︑私を取り囲み︑捕まっ

ら︑そのポケットに入れて︑持って歩いた︒あの平和公園というの
は︑当時まだなかったね︒そこへ行くまでに︑米軍に何回も捕まつ

てしまったんだ︒精神障害者のまねしたって︑もう通用しないだ

れ﹂って言って︒

メリカの立ち入り禁止地区に入っていた﹂んだそうだ︒囲まれち
ゃって︑﹁乗れっ1﹂て言うから︑私は﹁歩き疲れた︒乗せてく

ろうからね︒あとで︑友人たちが言うには︑﹁キミは長時間︑ア

たんだよ︒そのときは︑その精神障害者のまねをしたり︑目の不自
︑由な人のまねをしたりしながらだね︑ず一つと︒それで︑最後に捕
まったのはどこだったんだろうね︒

時々︑部落の人たちとも会い︑できるだけ話し合いをした︒相
手によってはだけれども︑随分︑長い話をした覚えがあるね︒何

そしたら︑栄・野比っていうところね︑石川の上の米軍司令部に

連れて行かれて︑司令部では︑私の包帯が気になったようだ︒包

でもいいから︑限られた現状の下で︑それに合わせて︑余分なエ
︑ネルギーを消耗しないようにと︑木陰で休んだりしながら︑日清

帯に黒く血がにじみ出ているんだね︑そのとき︑一︑二週間くら

い︑何も治療をしていないから︑膿んでいたかもしれないね︒私

戦争︑日露戦争︑第一次世界大戦︑日本の中国侵略︑そして︑今
度の第二次世界大戦と︑深刻に考え︑思いを巡らせていた︒日本

を裸にして調べて︑﹁この傷はどうした﹂︑﹁おまえは何だ﹂︑﹁日

けども︑そしたら︑素直でないと責め立てる︒とうとう立つこと

の大砲陣地だったところもあった︒ここでは何人もの兵士が死ん

物の切れっぱしみたいなもので︑雨に濡れ︑風に吹かれているか

も出来なくなって︑だらだらつと尻もちをついた︒﹁よほど︑お

本軍の部隊はどこだ﹂と言うから︑﹁耳が痛いので聞こえない﹂︑

ら︑もう二︑三年号らい経っているでしょ︒そういう近くで︑何

腹が空いているんだね﹂︒﹁めし食べていない︒四日間くらい十分

だんだなあと︑周囲を見ると︑骨がある︒比較的バラバラでない

か生えて食べられる物があれば︑私は︑それを取って食べる︒も

に食べていない﹂︒米軍が携帯食用のパンみたいなもですね︑そ

﹁軍隊に俺は行ったことがないよ﹂と知らぬ存ぜぬを通していた

し︑私に仏教とか宗教心があれば︑どう対応したのだろうか︒そ

れから︑缶詰を切ったやつにね︑フォークを持ってきて︑﹁これ

人骨もまとまってある︒民間人らしいものも少なくない︒服や着

こで︑私はここに今晩︑宿泊する故人たちに対し︑﹁ごめんなさ

しかし︑食事をしたら︑また︑元気になったので︑動物が入るよ

を食べろ﹂と︒﹁水はそこ﹂って︒もう一度︑目まいみたいなも

人くらいの故人たちと一緒に戦争乏はいったい︑なんだ？

うな橿︑アメリカの部隊の中で暴れるやつを入れるんでしょうね︒

いね︑こんなひどい目に遭わせて﹂︑私は泣きながら︑沖縄式の

ためにと語り合い︒石原莞爾や加藤完治たちの教えた﹁大東亜主

鉄筋の橿になってて︑アメリカ人でも︑立てる高さなんだ︒そこ

のを起こして︑ほとんど答えられない︒

義﹂﹁五族協和﹂﹁八紘一宇﹂などがいかにインチキか︑他国や異

に私を入れたんだ︒それで︑寝よう︑めしも食えたし︑ひと晩こ

お祈り・ウートート．をやったんだよ︒そこで︑その夜︑私は数十

民族の利益のためになる戦争などなく︑すべてはそれぞれの国の

こで︑寝ることになった︒それで︑私は﹁毛布ぐらいくれ﹂って

誰の

帝国主義者と資本家たちが︑自分たちのために他国に侵略するの

言ったわけ︒﹁おまえはまだ︑調べているんだ︒おまえはうそを

ついているだろう﹂と構ってくれない︒﹁ここは軍司令部なんだ﹂

だという結論に心底から分ったような気がした︒島の最南端まで
行って︑それから︑東回りか西回りかで︑夢遊病者のように歩き

39

と︑そこで︑ひと晩寝かせられた︒ま︑そのころは︑何月ごろだ
ったんでしょうかね︒それでも︑疲れきっていたからゆっくり休

らね︑まだそこで︑ひと頑張りして︑黙ったんだ︒そしたら︑こ

の将校は︑私をぶん殴った︒それから︑通訳の二世の少尉がこう

で逃げてもだ︒それで︑とうとう︑うそ発見器でうそ発見できな

が罪が軽くなるから﹂︒罪が軽い方を決めている私は︑日本軍人

言った︒﹁あんた︑もうはつきり言った方がいいですよ︒その方

翌日起きたらね︒同じようなめしを食わせてくれたんだよ︒で︑

いものだから︵笑︶

めた︒

今度は脅迫なんだ︒﹁おまえ︑正直なこと言わないと銃殺刑だ﹂

んだから﹂と言って︑﹁どうぞ勝手にして下さい﹂と啖呵を切っ

に見えた︒私は﹁いいですよ︒生まれつきうそをつけない性分な

﹁あんた︑殺されかねないですよ﹂と少し心配になって来たよう

それほど︑殺したきゃ殺せ1﹂と大声を上げたんだ︒二世通訳も

ているのに︑なぜ︑．日本軍の生き残りだと︑決めつけるのか？

はりうそをついていると言うんだ︒私は﹁本当のことを申し上げ

うそをついてもすぐ分かるんだぞ﹂と︒そして︑診断結果は︑や

をあてたりしたよ︒﹁これはうそ発見器というやつだ︒おまえが︑

最後にうそ発見器で調べると言って︑私の心臓のところに何か

たちは︑三切れか四切れ︑それからカンパンと︒こう一人ずつ与
沁る︒だが︑私はひと切れかふた切れなんだ︒パンも半分くらい

処分なんだ︒たとえば︑缶詰をこう切ったやつをね︑一般の囚人

そういうところに︑ぶつ込まれてね︒石川の監獄では︑私は減食

監獄から出るまで︑外のことは何も分らなかった︒所在地もね︒

違わられて︑石川監獄から那覇監獄に入れられた︒だから︑那覇

それが︑正解なんだろうね︒それによると︑上原は日本軍人と間

て行かれたの︒それは︑山城善光が書いたものにも載っている︒

いたかな︒そこへ︑何日間かいて︑次ぎは︑どこかの監獄へ連れ

ていうところだ︒そこへ連れて行かれて︑それでね︑︑何日くらい

さて︑次ぎは︑どこへ連れて行かれたかというと︑石川監獄っ

そこで︑もうひと晩︑泊められた︒

と︒ま︑いろんなやり取りしてだね︒

た︒続いて︑﹁アメリカは民主主義の国なんだろう︑本当のこと

亭主うん︑そうでしょうね︒

ね︒で︑いじめられてね︒那覇監獄でも︑待遇は良くなかったね︒

は本当なんだろう︒私は︑アメリカについて︑一定の知識を持っ
ているが︑キミたちは︑あまりにも︑でたらめだ﹂と怒鳴った︒

ことでね︒石川で︑下が砂地なんですよ︒砂を掘ってね︑潜り込

逃げよう逃げよう︑本当︑逃げ出す方法はないか︑という

な︑その立会いのアメリカ軍の中尉か大尉の将校に長々と何か言

んだら逃げられるんじゃないかと︒二︑三人に相談して︑穴掘っ

上原

しかし︑﹁私はアメリカを尊敬している﹂というようなことを言

ったんだ︒そしたら︑彼は﹁本当のこと言いなさい﹂と︒そして︑

て︑逃げる計画をして︑﹁もし︑俺の逃亡が成功したら︑おまえ

ったらね︑それを今度︑通訳がね︑ちょっと色をつけたんだろう

もう一人が︑﹁おまえは我々の判断では︑この傷は相当の戦闘で

を助けに来るから﹂と約束したんだが︑それがばれたんだよ︒

それが︑ばれて︑私は那覇監獄とは知らなかったけど︑別の監

受けた傷だ︒所属していた部隊名をはっきり言いなさい︒そうす
れば︑キミを速やかに釈放する﹂と︒ただし︑もし︑本当のこと

獄に移ったんだよ︒その後︑日にちが経つのも分からない︒私は

焼かれた﹂︑﹁兄弟はみんな死んだ﹂︑コ人ぼっちなんだ﹂︒﹁戦果

調べてみると︑彼らは︑﹁食事は少ない﹂とか︑﹁俺の家はみんな

いつも︑腹半分なんだもの︒監獄の中で︑顔合わす連中と話し︑

言ったら︑宮古の部隊名を言ったら︑宮古でね︑資料が彼らに渡
っているかもしれないから︑もしそうだと︑米軍のグラマンニ機
を撃墜したことや︑打ち首に反抗して抵抗して逃げたことなど分
つたら︑もっとひどい目に遭うかもしれない︑と思ったもんだか
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と︑ここでも︑減食処分にされたんだね︒その後︑何ヵ月か経っ

大変なことになると思ったから︑私は動けないようにしてやろう

でしょ︒そうすると︑監獄の連中は︑こんな野郎を置いといたら

みんな待遇改善しよう﹂と話すと︑みんな急に私の周りに集まる

私はそれを聞いて︑﹁けしからん︑アメリカ野郎︑けしからん︑

リカの服が暑くてね︒私ね︑アメリカの服を切ってね︑短く切っ

上原

眞板

上原

細面

夏場くらいですね︒だから︑夏場だっていうのはね︑アメ

というと︑﹁夏場くらい？

あとなんだ︒

これは意見書を出したあとの話ですか？

アメリカに殺されたんじゃないか︑と心配してたんだそうだ︒

私が行方不明になったので︑奥の人たちは︑上原は捕まってね︑

たあとのふた月かみ月か経ったあとで︑ある日に警察の偉い人た

て︑短パンみたいにしたのね︒それをはいて︑半袖みたいなのに

で何かをちょっと盗ったために︑入れられたんだ﹂というからね︒

ちが︑視察に来たんだ︒

る︑アメリカの民主主義を見せてやろうと思ったんだろう︒何ヵ

上原

官板

米軍将校みたいな者が︑連中を連れて来たんだよ︒いわゆ

えっ？

もっとひどいだろうということで︑とにかく状況が分からなけれ

でも︑よく分からない︒南部一帯は︑もっと激戦地だったから︑

まで行って︑二︑三回くらいは往復しているんですね︒それだけ

も︑国頭地方を見て︑そして石川まで行って︑そして那覇の近く

主義の国だと︑アメリカはどんなことをしているかと︒少なくと

なっててね︒それを着ていたんだ︒

月か一回の視察というのが︑あったんだろうね︒きっと点検とか︒

ば︑調査をしなければ︑自信をもってね︒俺の言っていることを

これは︑那覇監獄ですか？

そしたらね︑連中の中にどこかで見たような人がいるんだ︒そし

自分でも︑信頼できないと︒そこで︑自信を持って︑みんなに訴

眞板

たらね︑彼も︑私をじっと見てね︒こんなところで︑知り合いだ

えること︑．できないじゃないかと︒そういうことで︑私はまず納

流れとしては︑意見書出したあとに︑沖縄一周なさった？

と言ったら︑彼の地位が大変だと思ったんだろうね︒ひと言も何

得できたけれども︑これが︑とんでもない災難になって︵笑︶

眞板

も言わないで帰ったよ︒それから︑何週間かあとで︑国頭村の村

豊春

そうです︒視察に来た人たちが︑ずうっと︑みんなを見て

長に会ったようです︒その時に︑r村長に信夫が監獄にいたと知ら

かった時代でしょ︒

上原

せた︒そうしたら︑みんなびっくりしてね︒心配したようだ︒村

そんなもん︑ぜんぜん︑ないんですよ︒

そうだよ︒沖縄におけるアメリカの政策というのは︑民主

長や辺土名警察署長などが︑間違いなく奥の上原信夫であると︑

上原

その程度で済んで良かったですよ︒

上原

保証したんでしょうね︒そしたらね︑米軍もね仕方がないから︑

眞板

それで︑たとえ︑交通の自由がなくてもですよ︒二本足な

ね︒何か︑要求はないかとか言っていたのを覚えている︒

﹁おまえ︑沖縄人か？﹂︒﹁そうだ﹂と言ったらね︒﹁家へ帰れ﹂っ

上原

米軍の？

て言った︒俺はね︑﹁なんだおれを何ヵ月間もぶつ込んで︑．お詫

らいいですよ︵笑︶

私にはそれには︑満州国というところで︑植民地政策のもと︑

でも︑まあ︑無謀ですよ︒当時︑通行の自由はあんまりな

びもしないで﹂と言ったらね︑そのときに︑彼はね︑何をくれた

のかな？ちょっと︑忘れたけど︑医務室でね︑手の傷口を消毒

に見ている︒で︑彼らの悩み︑彼らの訴え︑彼らの反日の叫びを

中国人や朝鮮人がどういう生活をしていたか︑ということを実際
忘れないようにしょうと思ったよ︒

して手当てしてくれて︑包帯をね何巻かくれたよ︒そのアメリカ
の民主主義の恩恵を︵笑︶
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ない︒それを軍政府っていうのは︑現実を無視した軍令のために︑

う状態じゃないかと︒自分たちの努力だけじゃ︑とても解決でき

ても︑南部は現在まだ︑立ち入り禁止区域となったまま︑ああい

いるのか︒激戦地でなかったヤンバルは︑まだいくらかましとし

いったい本当にどんな生活をしているのか︒どんな意見をもって

乱の時期に︑こんなにひどい目に遭わされている沖縄の人民は︑

聞いている︒その体験が︑私を駆り立てて︑当時の沖縄戦後の混

運動を始めたの︒そのときに︑何月だったかな？ 私は南部地方

たのち︑私たちは︑民政府の知事と議会議員の公選を要求して︑

主同盟は四八年かな？ 各群島で市町村長と議会議員選挙があっ

上原

すけど︒

んですけど︑それで︑知事にもなっているんです︒復帰後なんで

眞板

上原

で︑そのあと︑社会大衆党︑社大弓の委員長になっていく

あ︑平良幸市さん︒

とは言わなかった︒だけれども︑彼は私が刑務所に入っていたっ

山城善光と会ったときには私は︑彼にもあまりひどい目に遭った

していたから︑まず沖縄の実態状況を知る必要があった︒だから

しは良くなりつつある︒時間はかかるけどね︑そういう実体験を

において︑意見書を出している︒抗議をしている︒それでも︑少

体験して︑そして︑公衆衛生部長に対して︑ヤンバルの農民の名

それは沖縄に帰って間もなく︑ヤンバルの方で︑実際︑調査し︑

った︒では︑南部での協力者は︑誰にするかということになった︒

にするか﹂︒それで私が南部担当者として︑南部へ行くことにな

山城がでは﹁南部知っているのは︑おまえだけだ︒おまえを担当

がないから︑桑江も﹁中部だけしか知らない﹂と言う︒そしたら︑

北部︑桑江が中部を担当とした︒山城と桑江は南部に行ったこと

とある﹂と言ったもんだから︑石川の事務局会議で︑山城善光が

覇監獄に入った後に︑﹁俺︑一人で二週間くらい南部を歩いたこ

の工作を受け持ったんですよ︒なぜかと言うと︑私は捕まって那

その人︑私︑知っているんですよ︒思い出があるのね︒民

沖縄人がどんなにひどい目に遭っているかと︒

ていうことをここに書いてありますね︒

り回って︑大変便利になったけどもね︒時間の関係でね︑山城は

眞板

そうだ︑若いときに︑教職員の左翼運動にも参加している

そうです︒

長などをやったよね︒

まず︑挙がったのが︑平良幸市だ︒どっかの小学校か何とかの校

私のように︑住民の中に入り込んで︑体験して実際に︑最低のど

上原

その後︑私も彼と共に普天間の作業隊のトラックに乗って︑走

ん底にある人たちの生活を見聞きしたのは︑ある意味では︑私の

んですね︒で︑私は民主同盟を代表して彼の家を訪ねて行ったも

村だったか？ そして︑平良幸市さんのところへ行って︑こうこ

んだ︒彼の村の名前︑忘れたけれども︑東風平だったか？ 西原

方が︑より豊富な沖縄の事情を知ρていた︒

■南部で出会った人の思い出

ことで行った︒それで︑意気投合して︑いろいろ沖縄の諸問題を

ういうような役目で︑私は民主同盟の代表として来ましたという
路板

話した︒﹁沖縄の現状はどうなんだろうか︑特に︑沖縄南部は激

上原さんがそのまま︑沖縄に残られていたら︑もしかした

ら︑本当に﹁土着の人﹂と言われるかもしれないですね︒

戦地だった︒あんたたちは︑大変苦労したことだろう﹂・と︑当時

の思い出話をどんどん聞いてだね︒﹁我々は沖縄の民主的恒久平

上原・えっ？

眞板

和建設のために︑こういう計画をしております︒ひとつ︑先生が

実は︑平良幸市さんが﹁土着の人﹂って言われているんで
すよ︒あの西原のね︒
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南部でのまとめ役として︑先生にお願いしたい︒そして︑私はそ

那覇市長やったんですか？

上原

この平良幸市さんは︑

いえ︑いえ︑那覇市長は平良良松さん︒

屋良さん︒屋良さんが知事のときに︑

の任を受けてきたから︑これは文書にしたものはないけれども︑
ひとつお願いします﹂と︒で︑そこで︑ご馳走になって︑泊めて
もらったよ︒小さな草葺の臨時住宅みたいなものでしたよ︒私は
今後の進め方について︑一目下︑その段取りを進めているから︑ひ

と休みしてくれというので︑家族に迷惑をかけないように気を遣
った︒住民と会うために︑部落内を見て回った︒絵描ぎのマネを
してね︒東風平村だったんだろうな︒ひと回りして︑平良家に向

平良リョウショウ？
リョウショウ
平良良松︒

幸市ではない︒

やっぱり︑社大饗ですけど︒
平良良松？

ということで調べているから︑それで︑もう家に寄らないで︑申

十五歳くらいのね︑メガネをかけた者が︑こちらに来ていないか︑

ったらダメです﹂と︒﹁警察が︑訪ねてきて︑ここに二十四︑二

上原

それで︑

たときに﹁ナナサンマル︵七・三〇︶﹂で︑倒れちゃうんですよ︒

んがなるんです︒例の交通法規の交通区分の改正︑ 右左が変わっ

幸市はですね︑屋良さんが県知事を辞めたあとに︑幸市さ

し訳ないけど︑他の次のところへ行ってください﹂と︒それで︑

う人は？r

かっていると︑奥さんが途中まで迎えに来てくれてさ︑﹁家に入

あとで︑分かったんだけど︑﹁だれだれのところへ来て︑二十何．

眞板

どっか︑島尻なんですよ︒平良幸市じゃない︒

平良良松で︑その前が西銘順治︑その前が当間重剛

えっ？

那覇市長は平良良松ですね︒

那覇市長した人は誰ですか︒

良松さんは那覇出身ですね︒

西原かな？

幸市さんはね︑確か教員ですよ︒私の記憶では西原から出

ああそうか︑小学校長をやっていたという人？

辞めて次に西銘順治が県知事になるんです︒

歳くらい﹂って警察が言っているんだけども︑﹁四十代くらいの

ていなかったように︑思うんですよ﹁︒

幸市とい

人なら︑私の村に来たこどありまずけれどもね︑そんなに若い人
は来たことありませんね﹂と︒私︑当時︑ひげをはやしていたか
らね︒誰が見ても︑四十代ぐらいの人に見えるような格好をして
いたわけですよ︒そしたら︑﹁四十代︑五十代くらいの人が何日
か前に来たことがあります﹂と言ったのそうしたら︑﹁ああそう
もう︑平良先生

か︑では︑別のところへ行っているんだなあ﹂っていうことで︑
警察は帰って行ったという︒三名ほどで︵笑﹀

※復帰前の歴代那覇市長は︑ 当間重剛︑瀬長亀次郎︑兼次佐一︑

の機転の効いた対応がなければね︑危なかったよ︒彼らはその近
くで︑まだ見張っていたそうだかち︑今度お会いする機会があっ

西銘順治︑平良良松
最初は屋良さんですよ︒

じゃあ︑復帰ごろの那覇市長は？

たら︑お礼を申し上げるべきですね︒そのときの沖縄県知事は誰
復帰？

だつたかな︒復帰第一回目の
眞板

復帰は屋良さんです︒

上原 えっ︐？

飯野

復帰ごろは︑良松さんでいいと思いますよ︒

．良松か︑やっぱりそうだわ︒その人は︑島尻かどっかの田
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眞上眞上眞上眞
板原板原板原板
身上雲上眞上
板原板原板厚

上眞上
原板原

たら︑沖縄のために︑返してください﹂という意味の陳情をする

労︑功績のある人間であるから︑どうぞ中国にいるならば︑捜せ

決定したので︑山城善光がね︑﹁上原信夫は戦後沖縄に大きな功

派遣することになり︑那覇市長の平良良松が︑団長になることが

きしましたね︒それが︑沖縄県からね︑当時友好交流団を中国に

にいるら←いことが分って︑山城善光に伝わったという話をさっ

いる場面だったと思いますよ︒先ほど言ったように︑私が︑中国

市長か知事に対して︑私が帰国できるように︑陳情書を提出して

の切り抜きをもらったことがあるんですよ︒それは︑山城が那覇

上原

眞板

というのは︑私が帰国してしばらくしてから︑当時の新聞

すいません︑ちょっと調べます︒

次佐一等ほか三十人くらいが︑集まって︑歓迎会をしてくれた︒

たら︑民主同盟の同志たち︑宮里栄輝︑山城善光︑桑江朝幸や兼

も出たらしいんだ︒そして︑私が帰国して久し振りに沖縄に行っ

そこで︑沖縄県内では︑上原健在ということが︑その後︑新聞に

それを待望してて︑少々無理でも︑すぐにやったんでしょうね︒

縄と中国の関係は︑昔から密接なつながりがあるということで︑

上原

眞板

聞に出てなかったからな︒しかし︑国交が回復してなければ︑代

眞板

上原

してなかったら︑外務省︑すごく嫌がると思うんですけど︒

表団派遣はないからな︒

上原

そうだね︒だったら︑国交回復してすぐだったのかな︒沖

その沖縄代表団が行ったのは︑﹂私︑わからない︒中国の新

日中共同宣言

国交回復はね︒

舎の出身ですよね︒

んですよ︒そのときの写真を山城善光は︑新聞の切抜きをとって

民主同盟の代表になってね︑私を説得に来た﹂ということをその

たと言った︒そのとき︑平良さんはね︑﹁キミ︵注・上原氏︶が

られてなんて︑大きく報道されたよ︒残念ながら︑うちの父母は︑

手を取って︑出てきたのね︒それを写真に撮られて︑母に手を取

那覇空港から出てくるところをね︑那覇にいるおばさんが︑私の

︵上原氏注・仲曽根源和はそのころ︑すでに病床にあった︶私が

とき︑山城善光は本人から聞いたと記憶しているから︑知事の幸

私が逃げたあと︑沖縄におれなくなって︑やまとにやっと逃げて

おいて︑私が帰ってきたらだね︑私に見せて︑こういうことをし

市さんでなく︑市長の良松さんだったのでしょうね︒私が帰国し

きたわけだからね︒そのおばさんは︑自分の息子を士官学校出た

にね︑沖縄県のお願いとしてね︑﹁もし︑その中国で︑上原信夫

れど︑団長で中国へ行かれて︑周恩来総理かだれかに会ったとき

てくれた︒それで︑知事か平良良松さんか︑どっちか知らないけ

そういう資料をかばんに入れて持って来てだね︑一番最初に見せ

問題は︑まだ︑時効にしていないらしいとかつ私が五〇年初め︑

帰ってきちゃったの︒なぜかというと︑アメリカは︵私に関する

沖縄に長居しない方がいいよ﹂と忠告なさったので︑私は早めに

きたもんで︑宮里栄輝さんがね︑﹁これは内密だが︑信夫くん︑

沖縄には三日か四日くらいしかいなかったかな︒沖縄はよくで

のと︑海兵学校出たのと︑二人とも戦死させているのです︒

噛て間もなく︑山城が東京に来たときに︑私は中国研究所の事務局
長をしているときにね︒ひと晩中︑思い出を話し合ったときにね︒

がいるなら︑ひとつ本人の意見にもよりまずけれども︑沖縄にお

沖縄から逃げて︑いなくなったら︑私と関係のあった人たちを長
それは︑国交回復してからですか？

犯罪というのは︑私が反米であったということと︑志喜屋孝信暗

返し下さい﹂という嘆願書を出したんだそうだよ︒

画板

国交回復？

殺計画にも関与していたとなっていたそうだ︒今度帰国して初め

い間︑調査したり︑尋問したり︑するんですよ︒その私に関する
上原

七二年ですよね︒

してないときでしょうかな︒
眞板
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当のことを全部書いていいか﹂と言うからね︒私は﹁どうぞ︑本

て亡くなる︑七年ほど前ですか︑私と会ったときに︑﹁信夫︑本

に遭ったそう尤から︑言わないけどね︒それで︑彼が病気になっ

に気を遣ったんだろうね︒なにしろ︑私のことで︑彼はひどい目

は︑私の生存がね︑明らかになる前後だから︑私のことを書くの

上原

眞板

上原

次ぎ︑ちゃんとうち帰って検討してくださいね︒

そうです︒八番目から

八番目︒

ちょっと︑これで勉強させていただきます︒

動状況についてから︑お願いしたいと思います︒それまで︑私も

眞板

分かりました︑ま光ご連絡させていただきます︒

て分ったのだが︒だから︑山城善光のこの新聞連載の初期のころ

当のことしっかり書いてください︒いま︑どんな昔のこと持ち出

眞板

︵了︶

桑江朝幸︑山城善光︑平良助次

宮里栄輝︑平良辰雄︵当時・農連会長︶︑当間

郎︑上原信夫→仲宗根源和︵沖縄民政府社会事業部長︶

︵NOTE1︶沖縄民主同盟？

︿備考﹀

そろそろ︑次回は七番目︑八番目の民主同盟成立までの活

してもハ日本政府もアメリカ政府も赤恥をかくだけでしょう︒私
を消してしまおうという人もいたでしょうがね﹂と言ったらね︑
彼は﹁よし俺︑書くから﹂ってね︒私と約束したが︑急に病気に
・なって︑入院してしまった︒彼は入院しているときに︑浦添のな

んとか︑療養所みたいなのがあってね︑なんとか荘
浦添荘じゃないですか？

賛同者

重剛︑仲宗根源和︑富山徳潤︑牧志興雄︵興南高教師︶︑遠山謙

①民政府は︑捕虜観念にとらわれている︒そして︑この捕虜観念

︵NOTE2︶桑江と山城との問で︑今後の活動方針の合意点

バイパス沿いのちょっとした高台のところにある︒

姿勢は是正しなければならない︒これは完全な言論弾圧である︒

を住民に押しつけることは︑沖縄再建のために遺憾であり︑この

真が貼ってあった︒そこへ︑ 入院したときに︑私はひと晩だけで

われわは︑これらに屈することなく立ち上がり︑言論の自由の獲

とせがみ︑療養所の職員を困らせたりしたね︒病床にある山城の

ければならない︒住民に自覚を促すために︑民主主義の啓蒙運動

②沖縄を振興させるためには︑まず住民一人一人が立ち上がらな

得運動を展開する︒

頭の中には︑昔のことが思い浮かんだのだ︑ろう︒﹁次ぎに︑来る

をわれわれが先頭に立って行動を起こし︑その責任は一切われわ

﹁信夫︑めしを食べうって︑看護婦に私の食事も持って来い﹂

ときは︑知事と相談してね︑那覇で大演説会をやろう﹂と︒だが︑

③生活の安定

②道義の高揚

①言論の自由の獲得

︵NOTE3︶運動の目的

れで持つ︒

的なつながりは不滅である︒

て︑葬式に参加できなかったけどね︒そういう山城善光との同志

それ以降はだんだん弱っていってね︒亡くなるときは私も忙しく

彼は

もということでね︑ 飛んで行って︑看病したんですよ︒そのとき︑

ということですかね︒なんか高松宮か皇族の誰かが来た写

よく覚えてないな︒

大平のところですよね︒

浦添の高台で静かなところだった︒

原板原板原板

※山城善光は︑二〇〇〇年三月三十一日没︒八十九歳︒
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於石川旅館︵四七年五月

︵NOTE4︶﹁普天間会談﹂︵四七年四月二十一日於普天間初等 主宰・山城善光︑嵩原久男︑大山一雄︑平良真順︑金城嘉助

政党結成への︑謀議

中旬︶

︵NOTE8︶

山城︑桑江︑宮里栄輝は全島的な大会の開催を決意←沖縄建設懇

仲宗根源和︑照屋喜太郎︵医師︶︑吉元栄真︑幸地新蔵︑嘉数昇︑

学校︶世話人・牧志興雄
談会

︵NOTE5︶﹁沖縄建設懇談会﹂︵四七年五月五日於知念高校︶ 中山一︑宮城百百︑長石良恒

光︑桑江直前︑瀬長亀次郎︑金城田助︑真栄城守仁︑宮城友信︑

仲里朝章︑真栄城守行︑宮里栄輝︑嘉数昇︑具志堅興雄︑山城善

次郎︑富山徳潤︑伊仲皓︑南風原朝保︑当山寛光︑伸宗根源和︑

大会発起人

業をなす建前なるも︑目下︑全島的な組織確立の過程にあり︑定

し︑その確立発展を期す事業

目的

帯←民族党

校︵四七年六月十五日午後二時︶特徴

﹁沖縄民主同盟結党大会﹂於石川市宮森初等学

比嘉信光など

期的ないし恒常的な事業なく︑今のところ随所において啓蒙的な

︵NOTE9︶

議題

演説会︑文化講座︑選挙促進運動をなしつつある

→反沖縄民政府？

①道義の高揚

復帰論者︵平良辰雄︶︑琉球独立論者︵仲宗根源和︶︑信託統治論

目的達成のため︑必要な一切の事

沖縄の政治︑経済︑社会︑文化︑教育などの民主化を促進

下民政府派の寄り合い所

②食糧物資配給の適正化

者︵山城善光︶

竹原茂太︑当間重剛︑平良辰雄︑与儀喜宣︑平良助

③民意を代表する機関の設置

党首・平良辰雄→山城の要請を断る

事務局長・仲宗根源和︵のちに委員長︶

民政府への要請決議

総務部長・桑江朝幸

人事

①デモクラシーの推進

組織部長・山城善光

大宜味朝徳︑平良辰雄︑仲宗根源和らが民政府批判

②米軍政府に責任をとる民政府であれ

青年部長・上原信夫

議論の内容

③主要施策は民意代表機関に諮れ

言論︑結社の自由を獲得

資金部長・添石良恒
結果

④沖縄議会にかわる議決機関の設置
⑤知事の民選

出所・﹃政治の舞台裏﹄︵当山正喜著・あき書房︶

←五〇年十月の群島知事選で松岡政保を支持し敗退←自然解党

︵NOTE6︶ 沖縄民政府志喜屋知事訪問・山城︑桑江︑上原←四八年三月市町村長︑同議会選実施で党活動停滞︒

七昏睡

信夫︵四七年五月七日︶→伊江男爵の紹介状

︵NOTE7︶
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C・O・Eオーラルヒストリー
第2回

開催日

2003年11月1日

開始時刻

13

：

OO

終了時刻

14

：

OO

開催場所

政策研究院
虎ノ門プロジェクトセンター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）

録音・記録作成

三板恵夫
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■南部戦跡調査で感じたこと

大陸に行こうと思ってね︒沖縄の南部をさまよい歩きながらね︑

でも︑体力に自信がないとおっしゃって︑あれは︑全部︑

そんなことも考えていたのかな︒

三板

ほとんど歩きでしょ︒よっぽど︑脚の強い人でも難儀だったと思

⁝⁝私の兄・直彦は︑四つくらい年長で︑当時まだ東京の

上原

いますよ︒

上原

大学で在学中だった︒戦時で父からのますます少なくなる仕送り
を補うために︑品川あたりに﹁空手道場﹂開いていた︒兄が理工

愛する男なら︑いや女もだ︑必ず元気が出るんだ︒だから︑一日

一回くらい︑二回くらいめしを食わなくても︑暗くなる前にあの

いや︑沖縄のあの現状に実際にぶち当たると︑真に沖縄を

に進んだのも︑なるべく兵役を逃れるつもりだったためである︒
彼も私同様︑天皇への忠誠心はなかったので︑学業の継続を希望
動部隊に︑放り込まれた︵笑︶戦車部隊にね︒しかも︑私の学校

ないか︑そうすれば方向が判明するだろうというような形でだね︒

いところだと海が見える︒はっ︑あの海岸まで行ってみようじゃ

高台まで行って︑あそこからならまだ海が見えないだろうか︒高

から比較的近い同じ吉林省に︒もし︑私が自由な身ならすぐにで

ふとへたばって歩けなくなってしまうと︑そこへ寝てしまう︑真

していたが許されず︑終戦の二年くらい前にとうとう関東軍の機

も会える距離だ︒そして︑近く小隊長になるって言っていたから︑

昼間であろうと︑空腹にも耐えず︑疲れて歩けなくなると︑眠く

おそらく︑私が放浪をしていたころは︑南部の村落にも禁止地

って行かせたのだろう︒

上から何回か大声で叫んだと思う︒その決意が︑私を世界に向か

﹁そうだ沖縄のために戦うべし﹂とね︒今思うとね︒小高い丘の

たちのために︑何かしなきゃいけないんだとね︑勇気が出てきた︒

とでならと︒それが結局︑︐今度は自分の命がある限り︑沖縄の人

そういうような形で︑昼も夜もない︑とにかく︑動ける条件のも

ったから︑あそこまで歩いてみようと︑あの山を登ってみようと︒

なったら︑そのまま寝ちゃう︒お月さんが明るいとね︑涼しくな

兄はコ回会いたいけれども︑お前が外に出られないのだったら︑
しょうがないから﹂ということで︑手紙で︑だいたいこう言えば
通じるだろうというような表現で︑﹁命を粗末にしてはならない﹂

という意味の内容だった︒兄は私が﹁紀元二千六百年史﹂に反対
して︑全面外出禁止の刑に処せられているのを知っているという
何十年ぶりにまたお会いして︑お別れして︑どう

ことで︑手紙が来てね︒本人の名前を書かないで︑別の人の名前
でだね︵笑︶

のこうのという言葉を前置きしてだね︑あなたも大変だねという
手紙を一回もらったつきり︒そのうち︑ソ連軍の戦車ににぴしゃ
っとやられて︑ひき殺されちゃったんじゃないか︑と思ってだね︑

区外の旧住民の生き残った人たちがハ米軍が認可するしないにか

それで︑

兄貴のことを私は大変心配していたんだけどね︵笑︶

かわらず︑自主的に帰るようになり︑だいたい部落には︑小さな

部落なら︑何人かがね家の屋根らしいものを助け合いで作り︑近

兄貴が健在だったと知ってたのも︑沖縄から一路やまとに来てか
ら︑初めて分かったの︒無事に生きているってことを︒福岡に家

くの使える物は何でも利用して︑残った石垣をだんだんと修復し

て︑あり合わせの材料を骨組みにして︑その上に草をかぶせてだ

があるということもね︒

それで︑結局︑自分でも︑沖縄からやまとへ密航し︑それから︑

残ったもので︑使えるものは︑何でも宝物みたいに見えた︒それ

ね︑雨風だけをしのげるような︑寝る場所をまず確保する︒焼け
結局︑中国

また中国へ亡命するという︒なぜそういう道順をね︑選んだのか
ね︒逃げる場所をね︑求めてたって感じなのかな？
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てなかったとかね︒そのような不公平な︑しかも少量の配給制度

行っても︑良いやつは前に来た人たちに︑配給されてだね︑残っ

行けば︑配給があり︑そこまでは何度も歩かなきゃいけないと︒

まり︑今後の食料はどうだ︒食料は軍の配給がある︒どこどこへ

やって生きていくのか︑明日からどうするのだ︑という話から始

こうのことなんていう思い出話ではなく︑いまのこんにち︑どう

ね︒でも︑その人たちと会って︑話をすると︑もう戦闘のどうの

いてやろう︑生きていこう︑そういうことを私は大変感じました

生き残った人たちの生命力ということをね︑生きている︑生き抜

をつなぎ合わせ︑作ったら根気良く修理して完成させる︒そこに︑

崩れた︒ちょっとここらあたりは︑風当たりの少ない︑極めて穏

上原

眞板

かね︒だけども︑人が少ないというのは︑それだけ︑犠牲者が多

が入っていなかったですな︒禁止区域になっておったんでしょう

知念村︑もうほとんど︒南部の最後の戦線っていうのは︑まだ人

豊平

南部のほうは︑一家全滅はけっこう多かったみたいですよ︒

かったっていうことでしょうね︒

上原

ちょっとした︑山のなんと言うの？

大里はね︑西原とか行って︑与那原はしばらく滞在してた︒

大里のどの辺でしたか︒

城村あたりだったのか？

知らないからな︒そうだ︒ここは大里村って言ったのかな？

れるには︑﹁もう沖縄人はこんなに堕落した﹂と悲憤慷慨してね︒

私はそのときね︑戦果を上げるということは︑ある先輩が言わ

てから︑遺骨収集始まったんだそうですね︒いや︑私は寝て︑寝

死体のね︑ここに︑ものすごく︒私が︑通ったあと︑一︑二年し

あるから︑吹く風にゆだねて︑そこで寝ようかってしていると︑

砲撃で撃たれて形が

玉

に︑不満な人たちは︑自分たちの力に頼ってしか生きていけない

やかなところだったろうなというところへ行って︑きょうは風が

ということが分かってだね︒

んだということで︑頭はいっぱいのようだ︒

昔︑沖縄には泥棒という言葉はなかったとかね︒誰がこんなふし

ているそばでもって︑こうちょっと︑草の中︑探っていくと人骨

なんだね︒頭蓋骨だったりする︒それを私︑頭をなでながら︑寝

だらなことをした︒私はその人の話を聞いてね︒ごもっともと思
ったが︑しかし︑今︑今日︑人間が沖縄の人たちが食えなくなっ

この話の中に︑ちゃんと入っている︒っていうことは︑日本の

たりして︒

態にしたのは︑いったい誰だということをよく分かったよ︒そこ

アジア政策︑八紘一宇の精神︑五族協和を基礎としてだね︑それ

ていることを強く訴え︑沖縄の人たちを飢え死にさせるような状
で︑﹁とってきたよ﹂︑﹁とってきましたよ﹂と言うなよ︒﹁当たり

っていうんじゃなくて︑その上に神として崇め奉ってだね︑それ

で︑大日本帝国主義のスメラミコト︒スメラミコトってわかりま

か︑そのとき︑ゆっくりでいいから︑あなたたち︑自分で良く考

で︑アジアを平定し︵世界を平定するというわけでしょ︒そのと

前ですよ︒大いにやってください﹂︒私はやっと生き残った人た

えてくださいよ︒そしたら︑﹁あんたみたいな話をするのは︑あ

き︑上官たちの中には︑あの時代ですから︑いわゆる左翼的な考

すか︒天皇陛下を一番敬った言葉なんです︵笑︶ 天皇を指導者

あ︑初めてだ﹂とか言ってね︒部落の人々を呼び集めてきてだね︑

え方を持った人が︑例えば︑少数でもいたにしても︑絶対表に出

ちが︑生きることは大事なんだと︒生きていたら︑あとどうする

あの︑偉い人よりか︑違った考えを持った人もいます︑とか言っ

さなかったね︒

先生の場合︑そうすると︑満州にいた頃に︑中国語で別の

情報にアクセスできて︑客観的に自分がやられされている教育に

五七

て︵笑︶すぐに十数人くらいの座談会になった︒

あんた︑ウチナンチュじゃないの？﹂︵笑︶

それで︑それから︑﹁この部落は何ていう名前ですか︒何村で
すか﹂︒﹁あれ？
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きいやつらが︑小さいなやつをいじめたりすると︑俺はね︑そい

つらをぶん殴った︒そういうことをやったんだね︒平気で︒そし

対して︑見ることができた︑ということですね︒

上原

て︑あいつらが︑二人︑三人かかってきてね︑そのときは︑俺が

それは︑そういうことは︑結局︑私の人生観︑世界観を変

えていく︑それを促進することになっているのは︑私が満州に行

り︑だんだんと︑実際に教えられていることの偽りあることが分

駆り立てられていたのだと思う︒その結果︑少しずつ︑真実を知

であったが︑私は日本の侵略というものを知りたいという欲求に

という現実を理解するようになってからだ︒それは︑非常に危険

上原

響板︵笑︶

旺盛だった︒幼少時の懐かしい思い出の一つですがね︒

けるから︑石を持って投げたんだね︒そういう抵抗精神は極めて

をやっつけようとして︑私は案の定やられてね︒今度は手じゃ負

やっつけて︒そういうことに︑上の大きい子たちが︑何人かで私

るようになり︑具体的な政策そのものが︑日本はよくもこんなこ

良仁一先生がすぐに出てきてだね︒﹁誰だ壊したのは1﹂って︒

って︑二年目の冬︑初めて反満抗日軍に会って︑旧本の中国侵略

とやれるなあと︑ね︒あとのしっぺ返しが︑あるぞと︒抗日戦争

そうすると︑上級生たちから﹁信夫がやったんだ︑信夫がやった

その後︑耳を

・い︒キミの親父に報告する﹂ってね︒だけど︑親父は厳しかった

引っ張られて校長室に入れられ︑﹁これを弁償しなくちゃいけな

と教わったんだ﹂って︒お説教されました︵笑︶

で︑ビンタをいくつかはられてだね︑﹁お前は誰から︑こんなこ

その石がね︑校長室のガラスを割っちゃってね︒校長の平

で闘っている中国人民の胸の内がだんだんと自分のものとなって

んだ﹂って訴えられ︑校長にね︑私は耳を引っ張られてね︑それ
そういう︑ヒューマニズムっていうのは︑どこで培われた

いった︒

﹁黒板
んですか？

■子ども時代

から︑﹁悪うございました﹂って︑謝ることになった︒そういう

上原

眞板

ウーマクだったっていうのは︑俺たちの同級生では戦後︑

じゃあ︑ウーマクっていうわげでもなかった？

喜憂嘉だったか忘れたが︑私が会ったときには︑すっかり好々爺

ころ︑十数年ぶりに平良仁一先生にお会いした︒那覇だったか︑

ふうにして︑私たち二年ぐらい︑平良仁一先生の教導を受けてだ

おそらく︑いま︑考えてみると︑私は小さいときに︑確か

技師長って言われていた︑上原力三︒我々の分家なんだよ︒私た

になっていましでね︒私が小さいときは︑信夫だから︑信︑信ち

上原

ちの家の分家の次男坊だったけど︑彼は私より少し強いところが

ゃんと呼ばれていた︒﹁あの上原の信ちゃんか﹂︑そのあと︑愛想

ね︑意外と手に負えない︑その暴れん坊の一人くらいに思ったん

あった︒もうひとり︑私のおばさんところの五男で仲吉というの

が良くなった︵笑︶ よく昔のことを覚えておられて︑思い出を

に偏屈であったわけです︒あの︑いろいろと︑人の話をよく聞い

がいて︑これは身体が︑がっちりしていて︑柔道が強くてね︒将

話された︒私は素直に﹁はいそうです﹂ってね︑よく聞いてた︒

でしょうな︵笑︶

来︑柔道家になって︑世界を漫遊する︑なんてね︒小さいときか

それで︑そのころは︑民主同盟の政治活動し始めたころですよね︒

てね︑暴れん坊じゃなかったんですがね︒

ら︑そんなことを夢見ていたんです︒

そしたらね︑﹁僕はね︑キミはね︑将来ね︑大物になると思って

戦後だね︑私が山城善光たちと仲良く民主同盟の活動していた

私は意外とね︑小学校の一年︑二年生くらいのときから︑上の大
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光のことだけれども一と一．緒に協力してね︑まだ彼も若いんだ

てだね︑いろいろ励ましてくれてだね︑﹁うちの善光−山城善

いた﹂︒本当かうそかは知らないけれどね︒そういうことを言っ

上原

眞板

これ︑ここの部分︒四年で計算してしまって︑

上原あれつ？

すよ︒

六年だな︒これは戦時中そうか︑﹁はな︑はと︑まめ︑ま

奥に尋常小学校がある？

これは奥尋常小学校で︑よろしいんですか？

す﹂から始まったから︒

けれども﹂ということで︑励ましてくれた︒

それから︑那覇の教育長になられた後一私が全島を走り回って︑

活動しているときに︑那覇で何回か会ってね︒一回は奥さんのヒ
サ先生が作ってくれた料理をご馳走してもらったりしてね︑なに
しろ私は︑めしを食うや食わずで生活しているから︑﹁めしを食
べたか﹂って何回も聞かれたことがあります︒そういうことがあ
小学校は奥ですか︑辺土名ですか？

りました︒

眞板
眞板

そう︑そう︒そのときはね︑二〇〇︑三〇〇人くらいの︑

上原奥です︒
上原

奥尋常高等小学校︒

﹁高等﹂ついていましたか？
﹁高等﹂ついている︒

入学は二九年六歳のときでいいですか？
えっ？・

■生年月日にまつわるエピソード

三板

上原

面板

尋常小学校っていうのはね︑昔のね︑制度で四年まであっ

その上に︑高等科が二年ですよね？

尋常小学校っていうのはね︒

あれ︑尋常小学校って︑四年まででしたか？

上原

眞板

ですよね︒というと︑二九年ぐらい？

はずです︒

上原

十二月の生まれでしょ︑だから︑この連中は︑私より︑少

三板生年月日は二三年与したよね？

上原

なくともひと月以上︑年上ということになるわけなんだね︒

国民高等学校制度というのが︑布かれたんだそうだね︒

上原

眞板

あれつ？ 国民学校じゃ

七︑八とこれが高等科と言ってだね︒その一年後くらいに︑

あっ︑六年までですか？

か考えなかったから︒何十年も前から︒それがね︑聞いたときに︑

上原

眞板

上原

眞板

本当は知らなかった︒知らなかったっていうのは︑歳なん

五日ですか︒

十二月五日︒

お誕生日︑十二月の何日でしたか？

︵眞板が作成した上原氏の経歴書を見ながら︶じゃあ︑ちょ

だな︒家族が多いから︑十二月に生まれたから︑正月はすぐに︑

おばあさん︑大おばさん︑大おばあさん︑姑や小姑が二人いたん

活動をしていたときに︑母が話をしてくれたのを覚えているんだ︒

﹁お母さんに孝行してくれたね﹂って話をね︑沖縄で民主同盟の

あっ︑国民学校か︑

だから︑私は今で言えば︑満の六歳から学校に入っている

た︒私たちのころは︑小学校の六年までが尋常小学校︒

我々の同級生は︑三〇何名くらいしかいなかった︒

上眞上眞上眞
原板原板原板

ここの経歴が違うんだ︒これ︑四年で計算しちゃったんで
N

そう︑そう︒

それが︑前の尋常小学校ですよね︒

つ眞上貫上繭
と板原板原板
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やってきたっていうか︒

のはなお難しいんだよな︒出国するということは︑出入国それぞ

れの政府が保証しなきゃいけないわけでしょ︒その国におりまし

たから︒滞在していた中国は︑それを証明してくれて︑そして︑

︵笑︶

上原

相手先の日本国籍はあるのかどうか︒その書類を作らなきゃいけ

眞板

を産んでくれて︑なんてことで︑もてはやしてくれた︒おばあさ

ないのだね︒中国の担当者は大変苦労したと思うよ︒そもそも私

のんびりとね︑私は次男だから︑兄貴のときは︑その長男

んたちが︑大事にしてくれた︒また︑次男で︑また男の子が生ま

自身が自分の戸籍がどこにあるのか知らないんだからね︒確かに

その後︑父母は沖縄に居れなくなって︑どこかへ引っ越したであ

れたんだから︑どうかしらと心配したけど︑とにかく︑大事に︑
﹁あれは︑楽しかったよ﹂ってね︒というようなことを話してい

ろうことは十分に想像できるが︑それがどこか？ 私は何も知ら

私が沖縄を脱出するときまでは︑沖縄・国頭の奥だった︒しかし︑

たわけなんだよ︒十二月何日だったかな︒十月かな︒お前の年月

ないから︒

そのおばあさんたちは︑家に集まってくれてね︑祝ってくれた︒

日は︑何月だ何年だって︑誰も聞かないからさ︑気にしてなかっ

で︑ばっと思い出したのがだね︒母親がね︑﹁お前が正月前に生

だが︑さて︑俺はいったい︑どうやって生まれたかっていうん

眞板

まれて︑お正月をゆっくりさせてもらってね﹂という思い出話を

た︒

上原中国から帰らなきゃいけないときがあったでしょ︒で︑中

したことを︒それは私がまだ沖縄民主同盟で活躍していた時代に

そういうものかなつ

国の方では︑国交も回復したんだから︑平良良松さんが︑那覇市

ない︒

眞板奥に戸籍︑残ってなかったんですか？

ということでね︑思い出したんだよ︒

ですね︒それで︑﹁ひょっとしたら︑十二月生まれかもしれない﹂

一番最初の復帰の知事は？

長していたときに︑山城善光たちが︑良松さんと︑知事は何と言
ったかな？

眞板・復帰後は︑一番最初が屋良さんで︑そのあとが平良幸市さ

上原

あそこは︑焼けてないんですか？

．ん︒

皇軍

上原

山城さんが屋良さんたちに︑上原が中国で生きているらし

主解放︑運動の功労者であると︑大げさに吹聴して︑早く返して

が︑戦時中の国頭村の戸籍係っていう人が︑大変に用心深い人で︑

上原

ください﹂と︒それで︑中国側は﹁沖縄からのね︑要求があるん

あれだけ戸籍関係の公文書をね︑大事なものはぜんぶ︑別に梱包

私が帰ったときにはないね︒役場が焼けているからね︒

だけれども︒あんた帰る気はないか︒帰っても大丈夫か︑どうか﹂

して︑油紙で︒そして︑山の中に持って行ってね︒埋めちゃった︒

上原

と︒そういうことになったので︑コ度︑帰って見るか﹂という

それが︑その人は︑いわゆる公文書を︑役場の誰かに相談したと

いという情報を得たもんだから申請したわけだ︒その申請の中で︑

ことになって︒

思うけども︑その人︑私︑会いました︒そしたら︑最初は・怖がっ

眞板役場︑焼けちゃったんですか︒そうなんですか︒

しかし︑帰るということはだね︑ビザなし︑パスポートなしで︑

ていた︒いわゆる公文書を勝手にだね︑村長︑あるいは誰か︑上

﹁上原は︑沖縄民主同盟でこうこう活動して︑占領初期沖縄の民

私は中国に入り込んでいたんですからね︒いまでも︑よその国に

役に手続きがあるんだろうが︑しかし︑事態があまりにも急進展

ぜんぜん︑ないんだよ︒あなたに聞かれて思い出したのだ

無断で入国すると︑重罪になると思うんだよね︒但し︑出国する
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﹁なにしろ︑非常事態に則しての緊急措置だったんだから︑犯罪

し︑空襲も始まったので︑それをやらないでね︑埋めてしまった︒

調べ始めたことが︑きっかけとなって︑今のうちに作っておかない

そういうことがあって︑私自身が奥の先輩たちの戸籍簿の状況を

主同盟のことで忙しくなってだね︑それには絡むことができなくて

と分らなくなるから︑村で棲みことに決まった︒用紙も村でまとめ

戦後も一年も経っているのにね︑私は奥の書記︵注・帰って一

だね︒私の次の書記の人が︑中心になって︑作ったらしいんだけど︑

行為になんか︑なるもんですか﹂と︑その人に話をしておいた．

ヵ月以内に就任︶になって︑部落のそういう制度を調べていたん

そういうのを持ち寄って初めて︑国頭村の戸籍謄本ができたんだそ

て印刷してくれることになった︒だが︑私はこのころになると︑民

ですよ︒じゃあ︑戸籍台帳みたいなのが︑あるはずだ︒村役場に

うだ︒だから︑原本があるだろう︒間違いなく︑私の誕生日は十二

しかし︑その人︑﹁分った﹂ということになったがね︒

行ったらないって言うんだ︑そして︑村長に会って︑焼失したり

月五日生まれでまぎれもなく︑間違いないはず︵笑︶

お生まれは奥でいいんですか？

紛失したりした必要書類の再整理などを具申した︒村長は誠実な
人だったから︑いろいろ私の参考になるような指導意見も出た︒
その時期は︑沖縄全体としては︑戸籍簿とか︑そういうものにつ
いて︑やっと整理し始めたようだね︒そういう段階でしがなかっ
たんですよ︒

後日︑彼が私に会ったときに︑実はこうこうだったのですと︑

奥です︒

ご兄弟は何男何女なんですか？

兄弟は︑それは男は四三︑女は旧名︒
多いですね︒

人できて︑ 女の子二人できたの︒二人の妹がだね︒兄貴はさきに

内緒話だけど︑これは奪いちゃいけないけどね︒男の子二

らね︑村長は﹁いいことをやった︑キミは功労者だよ﹂って︑褒

東京の大学に送ったの︑・そして︑すぐの妹がね︑戦前︑品川でね︒

で勉強していたから︑ 看護学校を受けたんです︒どこかの病院で

められたんだそうだ︒しかし︑掘り出した書類は︑地下水のため︑
その村長さんって︑平良吉盛さんですか？

おばさんがいたもんだから︑ おばさんを頼りにして︑兄貴も東京

瓦板

看護をしていた︒ いや︑看護婦になることになっていたんだ︒そ

えつ？

そのあと︑調べました︒

妹ともう一人の妹は︑この妹は戦後の高校を出た︒その下に弟二

くなった︒戻れなくなってだね︑そのまま沖縄にずうっと︒その

せようと︑休暇を取って沖縄に帰ってきたら︑戦争で︑出られな

したら︑看護婦免状をもらったらね︒それらを父母に見せて喜ば

調べました︒

人︑妹二人いるが︑彼らとの生活は短く︑ほとんど知らない︒末

あんなか︵※︑上原氏から響板に渡した資

あっ︑吉盛1

聖書

あ︑そう

︵中断︶

の妹にいたっては︑出生したことすら知らなかった︒

料︶に載っていた？

上原

大部分がだめだったらしいことを後日︑聞かされました︒

戦争中に命がけで公文書を保存した一件を村長に詳しく報告した

上眞上眞上書
原板原板原板

四八年二月まで︑任命村長で︑

明るくて︑いい人でね︵笑︶

戦中からずっと︑村長を務め

ああ︑任命村長︒

上眞上眞上眞上
原板原板原板原
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さなければ︑帰れないわけだね︒で︑日本大使館を通すには︑間

λ笑︶

きているんだ︒お前︑じたばたしたって︑お前の関係書類は︑い

その書類は︑まだ︑その書類などを見ている人・将校が何人も生

細かく記されています︒それは打ち首の刑があるだろ︒だから︑

だ︒いわゆる︑一般社会で言う経歴書︒軍隊でもそうなんですね︒

違いなくこの人は日本人であるという証明が必要なんだね︒だけ

まだって︑担当将校が証拠を持って帰っているんですからね︒そ

私自身が︑よく分からなかった

ど︑何もないんだ︒戸籍謄本をそのときの私は持っていないから

の件については︑同年兵で私の親しい元将校が証言している︒だ

私の生年月日がね︵笑 ︶

ね︒中国の関係部門としては︑本人が日本に帰ると言うのだから︑

から︑簡単にね︑戦後は終わっていないんですよ︒私を処理しよ

上原

何とかしょうやということになってね︒いろいろと最善の協力し

うと思えば︑今でもその書類は︑彼らは使えるんです︒いまでも︒

その後︑中国の関係もあり︑すなわち︑日本大使館を通

てくれて︑日本の日中関係のね︑友人に頼んで︑彼らは一所懸命

使おうと思ったら︒

︑

探して︑大阪にいた私の父母を発見したんだ︒もちろん︑戦後作

知らせる手紙ももらっていたので︑すぐ飛んで帰ることにした︒

方が良いと勧めてくれた︒そのとき︑私は母が病床にあることを

証明書を発行してもらって︑渡されてね︒中国は︑急いで帰った

それを参考にして︑日本大使館が︑臨時パスポートみたいな帰国

から大量の中国留学生の来日に伴い︑﹁日本中国留学生研修生援

そして︑あと︑私は︑中国研究所で務めていたころ︑↓九七九年

三遷が︑私をどうぞと案内するという説明がつかないでしょう︒

私が︑．飛行場を降りたら︑﹁お待ちしておりました﹂ってね︑二︑

にすでに︑七かるべきところに出されているかもしれない︒なぜ︑

だから︑おそらく私が︑帰ってきたということを︑あれする前

香港には滞在したこともあったので︑香港に着いたら︑友人がす

護会﹂を設立して︑事務所を作ったら︑東京を離れて地方に行く

った戸籍謄本があったんだろうね︒そういうのを送ってもらって︑

ぐに朝一番で手配してくれてだね︑日本航空で︑帰国したら︑な

ったんですか︒中国ですか︒何日にお了いですか﹂とご親切に問

とか︑とりわけ中国へ行くと︑数時間内に﹁上原先生はどこへ行

ちらへいらっしゃつてください﹂と知らない人たちから歓迎され

い合わせが来るんだ︒公安関係部門は私のことを大変心配レてく

んと︑飛行場に着いたら︑﹁お待ちしておりました︒どうぞ︑こ
てしまったんだよ︒まあ︑それは当たり前のことだな︒そこまで

もらっていない︒何も︒

留学生問題扱うようになってからというもの︑中国や日本の地

読売新聞の駐支派遣の代表の岩村三千夫たちが︑中心だった︒

へ入れたのは︑満鉄の上海調査部長をした伊藤武雄というのとね︑

中国研究所はもともと共産党が作ったものですからね︒私をそこ

なかったのだがね︒それは︑私が全く無視していたこともあり︑

ださる︒中国研究所のときは︑あまり︑公然とした﹁ご配慮﹂は

ちなみに︑兵隊で︑途中で逃げちゃうじゃないですか︒と

は私の戸籍に︵笑︶

眞板

いうことは︑軍籍はどうなつちゃったんですか︒あの軍人恩給と
上原

では︑扱いとしては逃亡兵か何かになつちゃってい惹んで

かもらっていないっていうことは︑⁝⁝

軒板

それで︑牢国研究所はそれができないわけだ︒中国研究所の主な

方に行ったりする機会や︑中国関係者と会う機会が︑多いわけだ︒
上原

指導者っていうのは︑だいたい監獄︑二回︑三回くらい入った連

すか？

わかっていない︒ただし︑終戦までの私の部隊における一切の重

中が多かったから︑私とは思想的に比較的近い学者たちだった︒

それは︑逃亡兵か戦病死扱いにしたのか︑︑その後の処理は

要記録は入隊以来︑細かく軍の人事書類として作られているはず
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私の事務所から︑東京を離れると︑事務所に﹁上原先生は今日
・はどこかへお出かけですか︒いつお帰りですか﹂︒そして︑今度
は中国へ行くと︑︑その何時間後には︑電話がかかってきて︑﹁今

らは︑いろいろとね︑私の安全を守ってくれた︵笑︶

注意して

くれて︑今度錬署いとね︑﹁今日は暑いですけれども︑先生大丈
夫ですか﹂とか言ってね︒

いかがでしょうか？﹂など︑もっともらしく︑先生︑コ分間で

小平が具合悪いというニュースがありますか？

お伝え下さい﹂と︒そして︑私が︑関東公安局ですか︑東京にあ

いいです﹂ってね︒電話かかってくる︒﹁時間ないっ趣言うと︑

ときには︑﹁

る︒そこの何とか主任というやつからの電話なんだ︒名刺もちゃ

﹁私︑下におりますよ﹂って︑﹁どこにいるんだ﹂って言うと︑下

回はどちらの方ですか︑お帰りなったらお話聞きたいですねと︑

んともらいました︒

くなったそうですけど︑本当ですか？﹂︒ま︑そういうことまで

小平︑亡

※伊藤武雄は︑一八九五年三月愛知県生まれ︑東大法学部政治学

含めてね︑いかにも︑その中国の指導者の健康を心配しているよ

だって︒﹁じゃあいいよ︑一分間︑はい︑いいよ﹂︒﹁

科卒業後︑満鉄に入社し︑調査課︵調査部の前身︶などに勤務︒

うなね︑私は日本政府が︑そんなに中国指導者のことを心配して

公安調査庁じゃないんですか︒

もつ︒

︵了︶

※公安調査庁は︑法務省の外局で︑ 全国に八ヵ所の公安調査局を3

また︑後のことにして︑この話はこれで︑終わりね︵笑︶

す﹂とお礼を申し上げたことがあった︒

いることを知り︑﹁日中友好の発展のため︑ありがとうございま

戦後は︑四六年に中国研究所を設立︒八四年九月没︒

岩村三千夫は︑一九〇八年六月新潟県生まれ︑早稲田大学政経
学部卒︒三七年に読売新聞社に入社し︑上海特派員や香港支局長
などを歴任し︑四六年に退社︒同年中国研究所設立に参加︒七七

眞板

ああ︑法務省関東公安調査局ですな︒ そういうことで︑彼

年五月没︒

上原
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C・O・Eオーラルヒストリー
第3回

開催日

2003年11月14日

開始時刻

13

：

30

終了時刻

17

：

30

開催場所

政策研究院
虎ノ門プロジェクトセンター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）

録音・記録作成

三板恵夫

どの辺からいきますか︒前々回︑普天間会談の雰囲気はち

幽山城善光主宰の﹁三滝会﹄
眞板
その前の段階でね︑山城主宰の﹁七滝会﹂︒こればね︑山城

ょっと伺ったような感じですけど︒

上原
善光を中心とした喜如嘉出身の文化人といいますか︑年配者のね︒

いみ方たち︑思い出して見ると︑何回も会って︑顔を知っている

これ︑何名ぐらいいたんですか？

人たちなんだ︒

眞板

上原集まりの多い時でも十人前後だったんではないでしょうか︒

■郷里・国頭郡での暮らし
上原

ちょうど︑いまの普天間のそのアメリカの︑アメリカの何

いわゆる昔物語を語り合うね︑親睦会みたいなもんなんですよ︒

とかのカンパニーっていうのがあって︑いわゆる沖縄の基地を作

はい︑はい︑﹁A・J﹂工作隊

別にこれは政治的な性格を持っていない︒だけれども︑過去︵一

昏怠

﹁A・J﹂︑あっ︑そう︒で︑金城田助さんが︑棟梁ってい

るというアメリカの土建業だね︒

上原

九二二年の大宜味村政改革同盟闘争時代︶の敵味方に分かれて戦
った︑その人たち︑すべて︑おそらく︑一緒になっているんです
ね︒平良仁一さんのこと︑話しましたね︒これに載っている︒

うか︵笑︶ 現代的に言えば社長さんでね︒あとほかの︑やっぱ

平良仁一さんな︑お名前だけは

眞板

り︑大宜味・喜如嘉の人たちが︑ほとんど中心なんですよね︒

こっちに出ていますか ？

どこかで聞いたことがあります︒平良仁一さんって︑そのあと︑

眞板喜如嘉っていうのは︑大工が多い土地柄なんですか？

上原多い︒沖縄は昔から︑現金収入が少ない︑経済的に落ち込

議員さんになっていますよね︒

上原

んでいた︑落ちこぼれの沖縄で︑現金収入っていうのは︑警察官

え一とね︑那覇市の教育長かな︑なんかやっていますな︒

こんな方たちも含めて︑喜如嘉︑あるいはその周辺の文化人の集

か︑学校の先生︑それが一番︑確実な職業だったんで・すよね︒あ

とは︑現金収入では︑商売人︑小さな店を持って︑商売をやって

まりみたいなもんですね︒七滝というのは︑喜如嘉の山の奥に入
って行くと︑その七里っていう︑小さな滝があって︑その名前か

これ︑いわゆるマチヤー︵注・よろずや︶ですか︒

いた︒

眞板

らとったらしいんですね︒私はね︑沖縄脱出以前はなんかの会合
で︑そういう喜如嘉の人たちの集まりには︑よく山城善光に連れ

マチヤー小︵グゥワt︶ですね︒やっぱり︑ヤンバルでは︑

あえて︑兼業しているんですか？

上原

塁壁

というのは︑たとえば︑喜如嘉あたりの場合も︑部落の三分

て行かれたもんです︒その村の人たちからね︑私は喜如嘉の人と
眞板

上原

農業だけをやっているというのは︑部落の中で何分の一か︒︑

に﹁七滝会﹂っていうのが︑あったもんですから︑てっきり︑上

の一くらいは︑大工さん︑またはいわゆる大工の棟梁や︑それとな

間違えられてだね︵笑︶

原さんはそこのメンバーで︑それで︑山城善光さんと行動を共に

んらかの関係を持っている建築労働者等が主力だったと思うね︒棟

そうですが︒当山正喜さんのあれ︵注・﹃政治の舞台裏﹄︶

なさったのかなあ︑なんて思ったんで︑で︑ご存知ですかってい

すからね︒大工としてあちこち︑沖縄中に展開していた︒我々︑国

梁が一人出ると︑その下には下働きの者が︑必ず︑六百名かおりま

それ知っているんですよ︒あのころ︑あなたがたの知って

うことを含めて︑

上原
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頭村の場合も︑第一の成功者と言ったら︑國場幸太郎ですね︒

上原

そう︑オノで四角に荒削りにする︒そうすると︑木材の重

さが軽くなるでしょ︒︐運び出しに便利になりますね︒山ん中でや

・の大八車が買えない人は︑自分でよちゃよちゃ︑担いでだね︑共

はい︑はい︑辺土名ですね︒

あっそうか︑あの人もそうだ︒

同店まで持って行って売るわけです︒共同店でこの値段いくらと︑

るのに︒それを山の中から担ぎ出した後︑大八車で運びだし︑そ

そうなんだよ︒みんな︑やっぱり︑大工の棟梁なんだよ︒

これは木が立派だとか︑加工技術がうまいからつていうことで値

行って︑そこに積んでおいて一定の量がまとまったら︑那覇に向

大城組ですものね︒

その土木会社の現場監督で︑ 鍛えられて︑それで︑ああいうよう

けて船を出す︒あるいは︑沖から船が来て運ぶと︒そういう︑い

段が違う︒それを売ったら︑今度は自分で浜の船着場まで持って

な大型の経営が可能になったケースですね︒ しかし︑大城鎌吉さ

わゆる山林労働者︒その大の男で︑身体が丈夫で陶工の技術のい

んも︑

なられた︒

上原

じゃあ︑野良仕事とかは︑本当に片手間ですか？︑

大変だったと思う︒

たい十型軒の家庭が山工専業に依拠していた生活ですね︒生活は

わゆる農業をするほど︑土地のない︑婦女子ですね︒その婦女子

二つに分けられるわけですね︒薪っていうのは︑小さな木を割っ

眞板

畑と田んぼね︒私のところは︑どのくらい持っていたんで

では︑山の木を伐って︑山原船で那覇に運んで︑いわゆる

て︑束ねたやつ︑これくらいの束にして︑束ねたやつ︒この作業

上原

回板

は畑の少ない家の婦人たちの仕事でした︒これを国頭村の場合は︑

しょうかね︒奥では比較的広い土地を持っていたという記憶があ

が︑薪を山から背負ってきて︑売りに行くと︒奥の場合も︑だい

各部落ごとにだいたい共同店というのがあって︑それは奥の共同

るんだけどもね︒

いわゆる建築材料︑建築材料と薪︑薪もの︑燃料の︑この

店の経営方法が︑村内に普及して行ったんですね︒たとえば︑薪

何反歩くらいあったんですか？ 一町歩はないですよね︒

眞板

一町歩はないですね︒田んぼだけでね︑三︑四反かな︒

上原

眞板

まず︑オノかノコで︑木を伐り倒したあと︑その場所で角

山に︒あ︑山工︒

上原

眞板

タ︑タームは

えっ︑ターム︵注・田芋︶じゃなくてですか？

ヒエだったかな？

製材するわけですね︒

材に仕上げる︒

学都

あ︑でもタームは水田をやっていれば︑タームですよね︒

まず︑サツマイモ︑サトイモ︑小麦︑アワ︑コーリャン︑

ちなみに︑当時って︑畑で何を植えていたんですか？

ま︑奥では多い方だったけどね︒あとは︑畑ですね︒

三︑四反でもあの辺なら︑広い方じゃないですか？

上眞上眞上
原板原板原
眞板

ですね︒あとは︑いわゆる山工︒山の大工の工ですね︒

んでおいて︑市場の流れを見て売るということになっていたわけ

す︒奥などの場合は︑那覇に共同店の事務所があって︑そこへ積

節分たちで︑那覇ぎで運んで行って︑那覇の卸商にそれを売り渡

るか︑あるいはポンポン船の貨物船を持っているということは︑

を共同店で買い集める︒そして︑その共同店が山原船を持ってい

材木商は︑その前の時代ですか？

いのが︑材木を削ることができる︒角材にするとか︒あとは︑い

それこそ︑辺土名の小学校の用務員さんから大工の棟梁に

で︑聖女は東京まで来て︑いわゆる東京の本場で︑大手の

それから︑大城鎌吉︒

上眞上眞上書
原板原板原板
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乗っけておいてね︑それを子どもにくれたんだそうですよ︒特に

タームは田んぼだから︑また別ですね︒畑はサトイモです︒

上原

うわけですよ︒うちのおばさんは︑大正時代から東京に生活して

いから︒戦前は豊作のときに︑大量のでんぷんを作ったりしちや

掘りたてのイモというのは︑あまゆおいしくないですよ︒甘くな

えっ？

あ︑ウベですね︒

あと︑馬鈴薯ね︒ヤマイモね︒皮むくと紫色になるんだな︒
眞板
﹂上原

っている限りの思い出を話して下さった︒それを私は一所懸命聞

いたが︑何年ぐらい前に亡くなったのかなあ︒七︑八年前に亡く

いわゆる自然薯ですね︒

いたわけよ︒そしたら︑そのときに︑﹁昭和天皇さまも︑これを

ウベですか？

比翼
そうそう︑自然薯だ︒

召し上がった︑大変︑おいしい︑おいしいって食べたんだ﹂そう

眞板

上原
やっぱり︑イモ類が多いですね︒

ですよ︒﹁エヘッ﹂て︑びっくりしたんだけれども︒ということ

なる︑少し前の話です︒私が沖縄について思い出話を聞くと︑私

野板

はね︑その天皇が︑皇太子のときに沖縄に⁝⁝

そういう丸っこい︑ようなね︒そういうこの︑人の忌みた

上原多いです︒ということは保存が効くということなんですね︒

寄っていますね︒

上原

イネは一期︵注・一期作︶︑おコメはね︑一期という︒その後︑

眞板

立ち寄っている︒そのときに︑沖縄県庁あたりがどこかの

が子どものときに見たことをおばも︑おぼろげに覚えていて︑知

技術が発達して︑二期︵注・二期作︶とったんですかね︒一期と

上原

いな︑そういうヤマイモもあったね︒

つた︑あとはね︑その田んぼは︑︑今度は干して︑あぜを作るんです

実は︵注・中国から︶帰ってきてから︑私たちの子どものころの

ときの思い出のなかに︑なぜか忘れられない思い出の一つなんだ︒

つと︑でんぷんが糖化しちゃうわけですね︒これをね︑子どもの

てね︒収穫してすぐに食べると味はおいしくなくてね︑時間が経

らかくなる︒それをねタイモって言ったと思う︒それがおいしく

んでおくんですよ︒何ヵ月か︑ふた月かみ月くらい経つとね︑軟

かすると︑泥もきれいに落ちますね︒それを俵に入れて︑蔵に積

の上の二階が蔵になっていた︒掘ったそのイモを干してね︒何日

できの良い物を選んで︑しばらく貯蔵する︒半地下造りの豚小屋

上原

三板

すると︑そのイモがね︒とったら︑そのまま食べないで︑

そうやって︑輪作みた い に

眞板

が一つ増えたよ︵笑︶

有名になったと︒私は知らなかったけれども︑お蔭で沖縄の知識

て︑大変褒められた︒これが新聞に載ってね︑そのタイモが大変

それをこうおいしいって︵笑︶

誰かが説明したんだ︒おってね︑誰か皮むいてくれたんだろうね︒

上原

眞板裏作？

だ﹂っていうから︑イネを刈り取ったあとの二期作として

何ヵ月かたったタイモを出したんだ︒︵注・皇太子は︶﹁これは何

上原

眞板献上したわけですか？

農民たちに︑供出させたんだね︵笑︶

ことをよく知っている同郷人の誰かに聞いてみたらね︒そしたら

よね︒

よ︒そして︑そこヘイモを植えるんですよ︒

ね︒あれはね︑各家庭ともね︑一番大事なものだと︒子どものお

上原

生じゃないです

生じゃない︒イモは必ずふかして食べた︒︵注・上原氏が

当時︑当然︑ふかして食べたんですか？

﹁朕はうまいそ﹂と召し上がっ

そうそう︑稲作の裏作として作ったサツマイモだと知事か

献上した︒そんなかに︑羽地村かどっかのね︑タイモをね︑

やつにね︑普通の掘りたてのイモを煮るときにね︑それいくつか
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かかえるような仕草をして︶こんな大きな釜があってね︑その釜
眞板

う少し早いと思うな︒

四年とか五年です︒

それなりの労働力の合理的な配置っていうのをちゃんと念頭にお

り方をするんですよね︒昔の人は︑いま考えてみると︑やっぱり

思うが︑四︑五頭以上も飼っている家だと︑そういう能率的なや

にしちやうわけよ︒豚を一頭くらいなら︑たいしたことはないと

つば等を混ぜてだね︑もう一回煮るわけ︒ゴトゴトと︒豚のエサ

ゃう︑あと︑残った小さなこのイモは︑いろんな野菜やイモの葉

ると︑蒸し煮をしますからね︑上のほうは︑食べるときにとつち

に小さいイモを入れて︑ぜんぶ一緒に炊いちゃうわけだ︒そうす

眞板

き連れて︒ま︑正確に言うと警察官ですけど︒

眞板

上原えっ？

眞板

て︑

上原

頑固党だったんですね︒

れたときに︑怒って抵抗したわけだ︒

上原

頑固党か︑まあ︑どうか知らないけれど︒琉球王国の中心

※琉球藩の設置は一八七二︵明治五︶年︒

これは︑明治の頭ごろです︒

の中にいっぱい入れて︑それで︑一定の水を入れて︑煮るんだけ
ど︑蒸かし煮っていうんですかね︒ウム︵注・イモ︶は︑ちゃん
と蒸篭に入れて蒸すのが一番おいしいんだけど︑その手間隙かか

いてね︑やっていたなあと思うよ︒

上原

るから︑面倒臭いから︑忙しいときには︑いいイモを乗せて︑下

というと︑上原さんのご実家というのは︑ハルサー︵注・

部・首里か那覇から︑いわゆるヤンバルに逃げたわけです︒まだ

あ︑処分は十二年ですね︒

それは琉球処分で︑松田処分官が︑熊本の部隊の連中を引

んっ？

眞板

それは︑上原さんのおじいさんが？

三十歳前後︑二十歳代じゃないですかね︒

そのときね︑私たちのおじいさんたちは︑やまとに侵略さ

ハルサーですか？

おじいさんが︒兄弟二人が逃げてだね︑ヤンバルに来てい

るわけなんですよ︒兄弟二人のうち︑家のいわゆる直系になるお

上原

うことだよね︒ 大正の飢謹︵注・ソテツ地獄︶の前なんか︑家は

て部落でね︒浜のミージ︵揚地︶っていう家なんだけども︑国頭

じいさんは次男でね︒あ︑いや︑弟なんだ︒兄貴が国頭村の浜っ

実業家のご家庭ということでもないんですか？
話はややこしくなるけどもね︒明治四年ですか︑

摺切のね︑役所の役人だったの︒その人が︑うちのおじいさんの

︵笑︶

上原

兄貴を﹁シミ学問﹂︵注・読み書き︶ができるからということで

ね︒その仕事やらせてみたんだね︑気に入って︑それで︑役場で

た︒それが︑浜のほうで︑落ち着いて︑姓を宮城と名乗ったんで

どの時点をいうかによりますけど︑いわゆる沖縄県でやま
十二年か︒

す︒うちのおじいさんは︑奥の﹁クンジャンミンタマ﹂って言っ

紅板
上原

その前に︑琉球藩を設置したりとかあるんですけど︒

たけど︑国頭村で︵笑︶

働いている間に︑その気に入って︑自分の一人娘の婿にしちゃっ
眞板

あ︑そのときがそうか︒そのころでしょうかね︒きっとも

奥の顔役と言うのかな︑そこの娘をも

上原

との版図に入るのは︑明治十二年です︒

沖縄・琉球王国が潰されたのは？

眞板

何人か雇う製材所もやっていたという︒

で︑ハルサーって言うのは︑結局︑農業をやっているとい

v

四年ね︒熊本鎮台からね︑何千人か何百人かの部隊が行っ

でいいんですか？

上眞上農露
原板原軒板
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らってだね︑奥に落ち着いたんだそうだ︒だから︑二人してね︑
︑ヤンバルまで一緒に来たけれども︑それぞれ︑一人は奥で︑一人
は浜で︑独立したんです︒親戚付き合いを︑私は︑子どものとき
に︑やっていたのを知っているんだよ︒だが︑浜のおじいさんの

いさんはね︑私の子どものときに︑お元気だった︒顔覚えていま

すね︒こういうこと言うと︑そこの家族の人たちが︑あまりいい

気持ちはしないと思うんだけど︒とにかく︑奥の部落のことと言

ったほうがいいんだろうな︒奥の部落の大正年間で︑中学校か農

そのころ︑そんなテーマありましたっけ？

林学校あたりを出たのは︑何人がいるんだが︑中には申途退学さ

お宅はカワラヤー︵注・瓦葺の家︶だったんですか？

長男は︑村役場の職員をしながら︑宮城旅館というのを辺土名で
眞板
かわら

せられたりした人もいるんだよ︒いわゆる左翼・学生運動で︒

上原
じゃあ︑やっぱり︑裕福だったんですね︒

やっていた︒

虚言
︵笑︶

そして︑うちのおじいさんが︑私からすると︑大じ

上原

いさんだな︒おじいさんは奥で︑学校の先生をやっていた︒代用
教員だな︒あのころは︑師範学校ないだろうから︑まだできない

えっ？

学生運動やるようなテーマってあったんですか？

え一︑ありますね︒どういう︒年代的に︑

もう︑謝花蕊の時代は終わっていますよね︒

その段階を終わって︑いわゆる沖縄はソテツ地獄に入る前

に行って︑ブラジルで負け組のね︑ちょうど︑敗戦直後の負け組

学校の先生をしておられる︒そして︑おじさんたちは︑ブラジル

識人だったかもしれないな︒その次のおじいさんも︑やっぱり︑

習字を教えたりしたっていうんだから︑少しはいわゆる昔の小知

い教育を受けたんでしょうね︒だから︑そろばんを教えたり︑お

上原

呼び寄せいている︒

面板

それはなしに︒

眞板．特にブラジルに知り合いがいらっしゃるわけでもなく？

上原

それはご苦労なさったでしょうね︒

う一ん︑兄弟のうち誰かが先にひとりで出かけて︑後から

奥出身でどなたか先に行かれていたんですか？

民できなかったのも︑ それだろうと思うんだけれどもね︒

の段階のころですね︒直勝おじさんなんかも︑ おそらく国費で移

の日本人会の会長をやっていた︒上原直勝︒うちのおじさんたち

眞板

だから︑そういうことから考えると︑沖縄ってところは︑

前の話だから︑おそらく那覇か首里あたりで︑いわゆる少しくら

は︑ブラジルに行ったのは︑いわゆる国費移民じゃなしに︑自費

上原

上原

眞板

昔の沖縄・嘉手納の農林学校に行っている︒そして︑うち

中学？

眞板

熊本かどこかは知らないけれども︑一︑二年くらい兵役を

熊本が多いんじゃ︒

九州のどっか︒

よっぽど住みにくいところだと思ってた︒だいたい︑兵役でね︑

・

で行っているわけなんです︒沖縄で中学校は出ているから︑

の親父も︑弟がひとりいたけどね︒その弟も︑ブラジルへ行った︒

上原

すごいですね︒

それで︑男で残ったのは︑うちの親父だけなんだよ︒︑

済ましているんだ︒兵役を済まさないと︑移民を許さなかった︒

あ︑やっぱり︑トートーメー︵注・仏壇位牌の継承者︶だ

青板

それで︑このおじさんたちと︑私の関係は︑どういう関係になる

かというと︑親父はその人たちのブラジルへ行く渡航費用を作ら

からですか？

上原

なきゃいけないわけです︵笑︶ ま︑トートーメーを守っている

それもあるだろうと︑思うんだけどもね︒あと分家がね︑
一つ︑二つあったかな︒で︑そこの人たちは︑一番の分家のおじ
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上眞上眞上眞
原板原板原板

すね︒やまとからの郵便はね︑あるいは沖縄からの郵便はね︑ふ

が泊り港になるんですからね︒そういう面でもやはり︑国際的だ

部落は他の部落と違いヤードゥイ︵寄留民︶扱いしていないんで

たつの路線がある︒一つは︑那覇から大阪商船を使ってね︑大阪︑

んだからね︒それで︑土地も売ったりもしたんでしょう︒きっと

す︒沖縄の南から来る人︑北の奄美から来るよそ者はぜんぶ︑無

神戸か︑あるいは鹿児島かどっか知らないけれど︑持っていくわ

ったんです︒ということはね︑私が子どものときからね︑郵便で

条件で受入れちゃう︒絶対に差別しないでこれは日本全国で唯一

けですよ︒もう↓つは︑奥を経由して︑与論島へ持って行く︒ −

ね︒おじいさんは苦労して︑そのヤンバルに来たが︑奥っていう

の面白い部落だと思う︒

ああ︑島伝いに上っていく

ってくる︒このね︑一週間に二回かな︒わからん︒時々︑一週間

葺板

ときに︑戦争終わって帰ってきたときじゃなくて︑そのとき︑ま

に何回も︑大型のクリ舟でね︒乗員は乙名か五感か︑乗っていた

うちのおじいさんはやードゥイに関係なく奥に来るなり部落の

だあのおじいさん︑生きていたのかなあ︒そのとき︑聞いたのか︑

覚えがある︒しかも︑その奥の郵便船の船主は︑うちのおばさん

島伝い︒そして︑上から今度は島伝いに︑与論から奥へ持

それとも︑私が十くらいのときに︑十二︑十三歳のときに聞いた

が嫁入りしている︑玉城仲太郎おじさんだ︒その玉城おじさんが︑

上原

のか︑ちょっと︑忘れたけれども︑知花っていう︑おじいさん︑

親方になってだね︑四名か文名を乗っけて︑その舟で与論島と奥

なかで︑分け隔てなく生活していたようだね︒私たちが子どもの

私の家からそう遠くないところに住んでおりましたがね︒そのお

の間を往復していたんですよ︒

舟︑持っていたんですか？

じいさんが言うのに︑おまえたちの家はだね︑大おじいさんが︑
そういうことだった︒﹁なんで︑子どもに敬い言葉

自分たちの子どもに対してね︑敬い言葉を使っていたって言うん
だね︵笑︶

を使わなきゃいけないですか﹂って︑笑い飛ばしたわけだ︒私は
まだ子どもだったからね︒それが印象に残っているんだけれども︒

いま考えてみるとね︑おそらく︑講じいさんは︑首里か那覇の言

舟って︑そのクリ舟︒

それ︑船主っていうことですか？
船主でしたな︒

ああ︑じゃあ︑すごいなあ︒

で︑船主で︑郵便なんとかというやつだった︒特別

な政府のあれが︑ 少しはあったんでしょうな︒そこなどは︑農業

︵笑︶

んだよ︒その遠い南の方から来たわけだしね︒だから︑おじいさ

しなくても︑ 食っていけるような家だね︒今度の戦争で︑男の子

四人も︑殺されちゃったね︒ 一人が海軍の士官学校︑あとは⁝陸

軍だったか？

の古い時代の交通機関というのは南北いずれに行くにしても︑船

沖縄の中でも特殊な言葉だそうだ︒ということは︑おそらく︑昔

言葉によく似ているんだそうだ︒私はよく知らないけれどもね︒

けだ︒こっちから行くと︑そこでも同じようにやったというわけ

に泊まるわけだね︒そこは︑ちゃんと︑宿泊料の支払いをするわ

論の方から来るというと︑この与論から来た人は︑おじさんの家

屋さんと言っていた︵笑︶ 郵便屋のおじさんと言って︒で︑与

みな丈夫な人たちだった︒子どものときの思い出として︑郵便

しかないわけでしょ︒そうすると︑沖縄の人も︑大島の人も︑奥

ヤンバルの友人が言うには︑奥の言葉っていうのは奄美大島の

たんだね︒

どもに対しても︑ややこしい首里か那覇あたりの言葉を使ってい

んも︑奥の言葉ができず︑苦労したんだろうと思う︒だから︑子

葉で話していたんだ︒ヤンバル・奥の言葉が使えなかったはずな

上士上眞上眞
原板原板原板
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くわけだね︒

だ︒与論から人が来るというと︑おばさんの家だから︑遊びに行
眞板

上原

大黒帳みたいなやつですか？

昔の宿屋かなんかにある︑なんだか︑やまとでね︒

眞板通帳？

葉遣いがある︒それに長い歴史の中で大島との交流があってです
眞板

それを帳面に書いて︑

上原そう︒そういうのが︑あってね︒

そういうことで︑奥という部落は︑大島にも近い特殊なその言
ね︒そういう関係もあって︑貧しい国頭村の中で︑なんか特殊な

かな？︐沖縄の方言かな？よくわからないな︒ミシン通帳って

これね︑ミシンって言ったな︒ミシンって﹁未進﹂のこと

ちょっと︑開かれたところみたいですね︒他のところと比

上原
削板

な地位を確立していない︒共産主義とか社会主義というのはね︒

頃︒特に︑共産主義っていう︑まだ日本の中でも︑一定の社会的

で︑研究活動の対象になったらしいね︒大正年間︑大正の初めの

動﹂には︑奥の共伺店のことが書いてあるんですよ︒そういう点

之研究﹂︵一九二七年︶や佐渡和子の﹁沖縄村落の社会構造と変

言ったかな︒田村浩？

大正何年かに︑いわゆる﹁琉球共産村落

そういう点も確かに言えますね︒だから︑東大のなんって

うようなことを共同店でやったんだ︒それを一番最初に︑やった

ができないのであれば︑支払いは来月にそれを持ち越す︒こうい

きるかどうか︒支払いができるのなら︑支払ってもらう︒支払い

今度︑月末になると︑今月分の働きのそれをもって︑支払いがで

仮に続いたとする︒天気の関係で働きに出られなくてね︒それは︑

お酒一合︑柚子︑未払いと︒それを今度は︑これが一週間くらい︑

ら︑翌月何日誰それ︑各自の帳簿があるんだ︒私のに︑何月何日︑

では︑お酒一合買いたいと思うが現金がない︒現金は払えないか

言っていたなあ︒ミシンっていうのは︑掛け売りのことなんだ︒

そういう中で︑日本の社会科学者の中には︑共産主義を語らない

のが奥なんだ︒だから︑どんな貧しい家庭でも︑子どもを学校に

べると︒

と進歩的な学者でないような気がして︑その中の一人が奥の問題

出すためにも︑今度はそのためのを借りるとかね︵笑︶しかし︑

上原

を共産主義だと書いたんだそうだが︑実際の内容と世に言われて

広西

四︑五年前に伊平屋島へ行ったときに︑それとそっくりそ

りに病気治療の場合は︑さてどうだったか知りませんねρ

にいくら足りない︒と︑こう帳付けをして買えちゃう︒もし︑か

品︑食料を買うのに︑いくらか足りないこともある︒鉛筆買うの

小学校だから︑義務教育だからカネいらないけど︑学用品や日用

そうですね︒奥の部落は原始共産主義的なところがあると

いることとは︑随分︑違っていたようですがね︒

眞板

いうのは︑聞いたことがありまして︑そのイメージだとすごく閉
いや︑そんなことはない︒逆に開放されていたんです︒そ

ざされた社会なのかなあと思っていたんですよ︒

上原

少しイモが民国ないんだが︑おコメが足りないんだが︑そうめん

と︑山に行けない︒そうすると︑日銭が入っているならば︑今晩︑

じさんなどは︑兵役が終ってから︑しばらくして︑移民で奥を離

らしいんだ︒先ほど言ったように︑ブラジルへ行った上原直勝お

上原

のまま︑残っていましたよ︒

でも買いに行こうか︑またはお酒を一杯飲みたいなあってなった

れるまでは︑奥の共阿店の組織作りや業務の近代化にね︑それな

れは︑先ほどでも︑山林労働者がだね︑雨が降ると︑天気が悪い

場合は︑問題ないが︑収入のない日はそうはいかない︒では︑現

りの貢献をしたらしいんだ︒おじさんたちは︑兵役から沖縄に帰

沖縄のその共同店制度というのは︑奥のそれから発展した

金がないときは︑どうしたかというと︑つう︑つう︑：：
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社会主義運動の始まる前の段階なんだね︒だから貧困労働者の支

これは必然ですね︒だから︑これが日本における本格的な

なのだが︑それもやらないでね︒協同化︑消費組合化運動の指導

援活動をしていたキリスト教徒の社会運動家の賀川豊彦みたいな

上原

していたらしいんだ︒だから︑そのときに︑すでに初歩的な社会

指導者なんかが︑お祈りだけで満足しない労働者とともに街頭へ

ってきて︑沖縄に働く場所がなければ︑代用教員にでもなれそう

主義的な思想を持っていながら︑やまとに行って︑働いても良か

衆の生活の状況を知るにしたがい︑肌に合わない︑だから︑広い

うことは︑兵役の一年か二年の間にだね︑やまとの実態や人民大

葺板

上原何が？

眞板

踏み出すんです︒

ところへ行って︑ブラジルで理想郷でも作ろうと夢見たかもしれ

来ているんですよね︒いわゆるブルジョアとプロレタリアートの

ったじゃないかと思うんだけれども︑それはやらなかった︒とい

ないね︒それで︑兄弟や親戚たち何人かが︑相前後して︑ブラジ

上原

考えてみると︑人間苦しいときとか貧しいときに︑その貧しさ

これは︑いわゆる自然経済のね︒いわゆる労働者個人の自分の力

限られた分野︒たとえば︑先ほどの山林労働者のね︑山林労働︑

沖縄のヤンバルの場合は︑山林労働者ということになると︑

労働運動から来ていない︒本土の方は︑労働運動の方から

労働運動から来ていないっていうのは︑面白いですね︒

ルへ移民しているわけなんだ︒

の中で︑無意識のうちに自然と埋もれてしまう弱さが出てくるが︑

貧しさゆえに︑苦しさゆえに︑人々はもっと︑もう少しマシな︑

捕されたりしていますね︒そういうことを考えると︑やっぱり︑

段階で︑沖縄の教員の連中は初歩的ながら社会主義運動をして逮

九三六年ころになると︑もう日本と中国との戦争も勃発している

こういうことにだんだん目が向くようになるわけなんですね︒一

や︑制度上の問題じゃないかと︒政治はどうなっているんだと︒

の原因は何だ︒おれが怠け者か︒馬鹿だからそうなったのか︒い

りたいと願うのが人情だろうな︒そもそも︑俺の苦しいのは︑そ

だ︒でも︑それに負けずに︑本も買って読みたい︑広い世界を知

て︑値段も高くなる︒それから︑船のあばら骨︑L字型肋骨と言

て認められない︒そこで︑角材に加工すると︑ちゃんと商品とし

はノコを持って︑木を切り倒して原木を運び出しても︑商品とし

となったりすると︑今度は山林労働者も︑オノを持って︑あるい

ね︒いわゆる自分の労働力でもって︑自分の体力をもって︑稼ぐ

がやっとだろう︒それも︑土木工事がない限り︑不可能なんだよ

を雇ってくれる資本家がいないのだ︒土木工事にしても︑日雇い

強な身体だけを持っていても︑ヤンバルのほうでは︑その労働力

力ですね︒私の売れるものは何か︑体力しかないわけですね︒屈

業者の段階の前の段階くらい︑なんですね︒自分の財産とは私の

で︑自分の体力で︑自分の持っている技術で︒だから︑初期手工

豊かな︒そうして︑政治的に社会的に抑圧される差別されると︑

うんですか︒いわゆるそういう木を見つけてきて︑切って加工す

一方で︑困っているのは︑俺だけじゃないんだ︑みんな苦しいん

そん中にいると︑自ずから︑もっとマシな社会は︑国は︑という

る︒その原木の持っている利用価値をうまく活かして︑立派に加

このように木を伐るのも︑削るのも︑運び出すのも︑すべて私

労働力ではない︒

いで行って共同店に売る︒売ったのは私の生産した商品であって︑

工をすることによってより高い価値︑良い商品となる︒これを担

ような要求に向いていく︒

自然ですよね︒

■沖縄の社会主義運動
眞板
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だから︑ほとんど素っ裸の自然労働︑自然経済ですね︒それで︑

のは被雇用の対象であって︑はじめて労働力となるわけですから︑

力を売るとかでは︑労働力を売るとは言えないね︒労働力という

募集人をこの野郎︑ちょろまかしやがってと︑ぶん殴るわけだ︒

すると︑最初の段階では︑沖縄の労働者っていうのは︑その人を

うまく安い賃金でごまかしてだね︑自分の懐に入れちゃうんだ︒

先なんだね︒沖縄での募集人は︑沖縄出身のやつが多い︒彼らは

は︑だいたいそれぞれが地元出身者で︑しかも彼らは資本家の手

結局︑稼いでいたわけなんです︒．すなわち︑自らの技術で使用価

そうすると︑吐き出して︑︑これだけで勘弁してくれということで

一人なの︒私を雇ってくれる人は︑誰もいない︒だから︑私の体

値の高い商品を作り上げることによって︑交換価格も高め︑収入

か︑資本家たちだというふうに社会の構造が初歩的ながらも理論

返す︑というようなことだったのが︑だんだんこの俺たちを求人

だから︑沖縄の場合は︑その人たちがストライキを起こすとい

的にもだんだん判るようになってくる︒そういうことが︑沖縄で

も多くなるが︑これは個人の自由意志による自然労働の果実でし

うこどになると︑一つは︑大宜味の喜獣畜で起きた﹁村政新運動﹂

は表面化し︑実際に︑制度的︑社会的に問題として顕在化するよ

したのは︑あいつじゃなくて︑あいつの上司である工場の社長と

などの例から見ても︑そういうものへ発展していく過程の中で︑

うになるのは︑大正初期以降ですね︒時代的にはウチナーもやま

ような︒

観たち︑困っているのは︑村行政の指導者たち︑村の村長や議会

沖縄の製糖業っていうのは︑最初は小さな家庭工業から始まり︑

ともほぼ同じだと思う︒

はっきり分かっていく段階でもって︑あいつらが︑俺たちから巻

後に︑沖縄製糖とか南部製糖とかできますね︒それでも︑交通の

欲張りの村会議員のあのやつらだと︒目標が

き上げているんだ︒俺らのわずかな収入から︑税金を少しでも多

不便な沖縄では︑運搬も大変だったから︑農家は少しでも収入を

の議長たち︵笑︶

く納めさせることによって︑納税額が良好であると︑県から褒め

増やそうと︑やはり︑家族で︑あるいは数家族で︑やがては村落

機械を使おうとか︑砂糖を作る鍋釜も順番でみな話し合いで合理

それに乗って︑県会議員︑あるいは多額納税者に

だが︑最初の初期の日本の場合には︑労働者がいわゆる手工業

的に処理してしまう︒できた製品は︑それぞれが自分で売る︒生

られる︵笑︶

の段階から脱して大規模な工業生産制度となっていくと大量の労

産の過程の中では︑みんなが︑親戚や友人同士から共同体まで︒

共同体で組合を作り︑協同の製糖工場を作り︑サトウキビを搾る

働力が必要となっていきます︒ブルジョアは労働力の必要に応じ︑

だから︑みんなお互い手伝ってくれる︒そういう形の作業は︑や

なって国会議員になれると︒

随時︑労働者を募集する︒まず︑資本が目をつけるところは人は

ていた人にとってはですね︒何︑俺の一年分︑稼いでも稼げない

のは︑自分の体力だけで︑自然経済の中で︑やっとこさ呼吸をし

行って︑﹁給料︑月これだけになるぞ﹂︒すると︑その額っていう

ころへ︑募集人っていうのを派遣するわけですよqで︑募集人が

たな近代資本主義的工場労働者が︑生まれてくる︒これは沖縄経

めて︑いわゆる那覇の港のだね︑桟橋労働者を除く部分でも︑新

して工場生産の会社組織になる︒そういう中で︑沖縄では︑はじ

きるわけなんだ︒そして︑カツオ節を作るのにも︑家庭工業を脱・

農村では︑先ほど言ったようにだんだん現代的な︒製糖工場がで

っぱり︑労働者と雇用と被雇用の関係というものではないのだ︒

ようなやつをだね︑ひと月でもらえるなんて︑本当なのか︑うそ

済の新しい脱皮ということになると思う︒

多いけど︑仕事が少ない︒東北地方︑九州︑沖縄等︒そういうと

じゃないのかと︒そうすると︑そういうことを募集しているやつ
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労働者︑とりわけ女工は︑紡績工場の非衛生的な労働条件の下で︑

肺病にかかった人も多くいる︒死んでいるのも︑何十︑何百人と

仲宗根源和や徳田球一たちの時代になってくるっていうと︑も
うやまとでも︑労働組合運動は︑産声を上げている︒そのとき︑

私たち︑子どものときに︑数えられたんだけれども︑だいたい

いる︒こういう奴隷労働の現実を見ると︑少しでも男だてのある

救い出そうと思っていた宗教者たちも︑時代の新たな認識ととも

私の兄貴と同じ年頃の娘たちなんですよ︒小学校卒業するなり︑

恵まれない貧民労働者とともに︑賀川豊彦たちは︑教会において

に︑街頭に出るようになる︒それが︑いわゆる社会運動の始まり

やまとの紡績工場に来た人たち七︑八名くらい死んでいる︒しか

の﹁アーメン﹂のお祈りでもってね︒救われようとやっていたの

であり︑日本の社会主義の萌芽状態を促進していくきっかけにも

も︑沖縄から出てくるどきは︑小学校卒といったら︑奥尋常高等

考えるはずですよね︒

なったのでしょうね︒そういう点で︑遅れたけれども︑今度は沖

小学校卒業︒その程度の教養だけでした︒奥小学校では一学級と

男なら︑当然︑それを保護しなきゃいけないということを男なら

縄の人たちは︑沖縄伯体の中には︑まだ雇用と被雇用の関係とい

いっても三十名前後しかいないからね︒そん中の仮に︑半分くら

が︑救われない︒神の教えを説き︑祈りをささげて︑貧民階級を

うのは︑自分たちも明確に意識しない︒やまとに来てはじめて︑

績工場の出稼ぎに行っている︒その中から肺病などで︑七︑八人

いが女だったとする︒だとすると︑十五名の同級生の大半が︑紡

けです︒そして︑なるほど︑資本家は︑俺たちを絞れるだけ絞っ

が死んでいるんです︒なぜ．それを知っているかというと︑私が

﹁契約書﹂の中に︑そんなことが書き込まれていることを知るわ
ているんだ︒俺たちをだましているんだと意識するように成長し

少年時代に沖縄を離れるときには︑私の兄貴と同じ年頃の姉さん

国力が強化され︑だんだんと生産力も発展し︑経済力も急速に発

や横浜など範囲は広かった︒第一次世界大戦などを経て︑日本の

た︒紡績工場に勤める女工は︑岡山︑和歌山︑関東地方では川崎

のよ︒買って帰ろうとかね︑帰るカネを作ろうとかいうことで︑

自分の稼いだカネで︑嫁入り道具でもね︑タンスとかそういうも

て︑しかも︑いい嫁さんになろうと願い︑せめて︑帰るときには

結局のところ︑死んでしまったね︒まじめな子で︑一所懸命働い

たちは紡績に来ているわけですよ︒その人が死んで帰って来るん
．ですからね︒あるいは︑帰ってきてから長い間保養していたが︑

ていった︒

安価な労働力を必要としていたのは︑関西地方では︑大阪やそ

展した︒日本は︑国際的な大国になるにしたがって︑その反面︑

無理な努力をしたらしいんだな︒そこで︑人一倍働く︒すると︑

の近郊の新興工業地帯︑尼崎︑神戸に︑沖縄から来た人が多かっ

労働運動も幅広く発展してきたわけですよね︒その中で一番下働

肺を完全にやられるわけですな︒

政雄とか︑松本三益とか︑そういう活動家たちが︑﹁女工薪聞﹂︑

そういうことを考えるとね︒関西地方では︑沖縄出身の井ノロ

きをさせられて︑苦しみながら成長したのが︑沖縄出身の労働者
だったということでしょうね︒

だから︑日本共産党の運動の初期の段階において︑すでに︑徳
優れた活動家も多数輩出している︒そういうことを知った支配者

身の労働者を励ましたり︑生活や健康管理上の教養程度を促した

そういうのを発行始めた︒彼らは日本共産党の指導の下で沖縄出

﹁木材新聞﹂︑﹁球陽新聞﹂とかね︑小さなわら半紙の新聞だね︒

たちは︑どうして︑この沖縄の野郎どもがと思ったらしいんだけ

り︑そういう具体的な指導と支援活動をして︑それが︑だんだん

田や仲宗根がいた︒そのほかにも︑若い出稼ぎ労働者の中から︑

どね︒沖縄出身の活動家たちは︑ここへ来て働いている︑同郷の
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と浸透して労働組合運動へと発展し︑社会活動へ参加していくと
眞板

上原

桑江さんのお宅に泊まったんですか？

善光と私とだけ行って︑そこで︑泊まったのかな？

−

いうふうになっていくんですね︒また︑話が横道にそれましたな︒

いや︑桑江さんの家は泊まらなかったなあ︵笑︶

彼の家には泊まらないようにしていた︒ただし︑めしは︵笑︶

こを片付けて家族が寝るような場所にしていたから︒可能な限り︑

だ小さなテント張りでね︒小さな店もやっていたからね︒夜はそ

彼はま

上原

どうしましょうか︒普天間会談あたりから︑伺いましょう

■普天間会談
甲板
上原

ども︑肉もあるようなね︑缶詰肉だったと思うんだけど︑そうい

そこの側道でね︑アメリカ式？

そうだ︑最初は二人で行って︑第一回目は二人で行って︑そして︑

人たちのこれはね︑一番最初に山城善光と私が会ったのは⁝⁝そ

うのをパンだったかな？ いっぱいご馳走になって︑沖縄にもこ

か︒

うだ︒石川まで行って︑石川から二人でコザに行って︑コザで桑

んなにおいしものがあるところがあるんだなあ︵笑︶

って︑宮里栄輝さんの家に行ったのかもしれないなあ︒

と感謝し

沖縄式かなんかは知らないけれ

江朝幸の家を訪ねたんですよ︒それがはじめてですね︒そして︑

これはね︑先ほど言ったように︑金城田鰻さんとか︑この

それから︑別れたのか︑別れないで︑そのまま︑また石川に戻っ

ながら食べたんだ︒そこで︑泊まって︑そして︑それから二人揃

たんです︒そこらあたりは︑詳しく覚えていないけれどもね︒

善光さんの﹃荒野の火﹄を拝見すると︑手分けして︑普天

間会談に参加するメンバーを口説くというか︑呼びかけに行って

響板

山城と私の暗黙の了承事項だったんですな︒国頭村からの足がな

いるようですよね︒

︵注・奥から︶出たら︑可能な限り集中的に活動するというのが
いからね︒石川から越来は近いけれども︑それでも︑軍作業の車

上原

呼びかけに行ったのは︑そのとき︑宮里栄輝さんのところ

というの利用するとなお近いけれども︑ぜんぜん違う方向に行く

へ行って︑そこの宮里栄輝さんの家で︑また︑ご馳走の話だけど
も︵笑︶

やつに飛び乗って︑とんでもない目に遭ったりしているから︒二
人で石川に泊まって︑桑江の家に行って︑桑江の家でお昼を食べ

んにご馳走になって︑⁝⁝

いかに飢えていたということだからね︒すっかり奥さ

て︑意気投合して︑いまの宜野湾に行ったんじゃないかなあと思
うんですよ︒

■記憶に残る食べ物について
眞板

三人でですか？

の一品はございますか？

眞板

力で金城田助さんの協力で築き上げた秘密の根拠地だ︒私にとっ

ご馳走？

三人︒それで︑三人で行った︒そこは山城善光が例の説得

ては︑まさに敵陣地内の根拠地と思ってたね︑あそこはね︒一番

上原

どこのお宅のでも結構です︒

上原

安全な︒だから︑あそこを根拠地として︑いろんな活動をするた

眞板

︵笑︶

が︑おかあさんがね︑あそこは軍作業のあれから︑分け前がもら

まず︑第一に思い出に残るのは︑桑江のおばあさん

︑

ご馳走になったときに︑こりやあうまかったというご記憶

めに︑やっぱり︑あ︑そうか︒そこから︑桑江朝幸とふた班に分

上原
善光さんと

かれて︑

眞板
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えるんですな︒安く買えるのかどうか知らないけれど︑そういう

桑江朝堂の家のは豚肉︒食用油ですよきっと︒食べると︑カス

べたことがない﹂なんて思うようなね︒

二︑三日うんこも

ある日︑ヤンバルから仲泊経由で︑石川に入ろうとするときに︑

出ないというようなね︵笑︶

も残さないくらい全部︑吸収されてね︵笑︶

のがあって︒桑江臨幸のおじいさんとおばあさんは︑優しい人だ
つたからね︑私に﹁信夫︑信夫﹂﹁食べろ︑食べろ﹂ってね︵笑︶

どのぐらい食べたかわからないけれども︒最初はこれだけだろう
なと思って食べたらね︑また持ってくる︒それをもう一回繰り返
眞板
チャンブルーみたいなね︒こう油をしいて︑焼くのね︒

チャンブルーですか？

十名くらい集まって︑なんかご馳走を作っているんだな︒ちょう

そこで︑何かのお祝いみたいでお料理をやっている︒お料理って︑

場所も︑時間もなかったんだね︒空腹で飢えたまま仲泊を通ると︑

本当は途中で何かを食べてきたら良かったんだけれども︑食べる

上原
ポーポーですか？

ど︑そこに知り合いの人がいて︑コ杯飲んで行け1﹂と言う︒

されてね︒

眞板

加工したうどんとかそばも食べた︒その油で揚げた︑てん

て︑南洋で労働組合の幹部をやっていて︑監獄に何年か入れられ

上原
それ︑食用油でした？

ていたが︑米軍が来て︑解放してくれたんだ︒沖縄に帰ってきて︑

仲泊には当山さんという方がいて︑その人は南洋に出稼ぎで行っ

あ︑食用油︒

われわれ民主同盟を熱心に支持してくれて︑仲泊を通るときは︑

ぷらのね︵笑︶

当時︑モービルてんぷらってあったらしいんですけど︒

あった︒俺も何回か食べた思い出があるよね︒

﹁必ず家に寄れと︑何もなかったら︑水でも飲んで行け﹂と言っ

たら︑承知しないから﹂︵笑︶ これは︑実にありがたかったか

てだね︒﹁ここを通って︑石川に行くのに︑私の家に寄らなかっ

の毒で︒

日は私の友だちの家にお祝い事があるから︑もし︑時間があれば︑

ら︑行けば︑必ず何か作ってくれた︒その日︑当山さんは︑﹁今

そのまま︑お尻から︑モーターオイルが出ちゃうらしいで

一緒に行こう﹂というわけで︑彼の友人の家に行ったんだ︒する

と︑その家で︑昔食べたことのあるてんぷらが出たんだ︒揚げ物

いや︑私

上原

が出たんだ︒色もそっくりで︑大変見栄えのしたてんぷらだった︒

一回くらい食べたって︑出ないよ︵笑︶

は出なかった︒いかに︑飢えていたのか実験をしたみたいだが︑

考えてみるとね︑女の子たちは︑整髪する油がないからね︑機械

︵笑︶

私の胃袋の中は︑すっかりからからになっていて機械油まで有効

油を︑何ていうかな？

上原

眞板

おいしかったというかね︑おいしい︑おいしくないで食べ

おいしかったんですか？

上原

眞板

あ︑グリース︒そういうのに香りのある草木の何かを混ぜ

グリースですか？

いがするなと思ったけどね︒

たことを思い出しますよ︒そういう時代ですからね︒あれ変な臭

て︑整髪に使っていたんだ︒さすが︑女の子なんだなあと感心し
あの歯ごたえはね︒﹁はっ︑こんなおいしいものが︑何十年か食

そしたらね︑てんぷらがさ︑みんな揚げて︑こうもうもうと︑

てたわけじゃないんだ︒

クリームみたいになった︒機械の何か︒

に作用したんだ︵笑︶いまでは想像もできないことです︒

すね︒

眞板

上原︵笑︶

あれ食べると︑すごいらしいですね︒女性はちょっと︑気

溝上運上眞
板原板原板
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ない︑闘鶏︒喧嘩する︒それなんか︑もう飼っていたね︒三羽か

考えてみると︑四五年の六︑七月ごろ︑もう︑沖縄の戦闘終わ

そのときの揚げ物の色艶にほれ込んで︑おいしいとご馳走にな
沖縄に帰ってはじめての洋酒も飲まされてね︒日が暮れてそうに

っていますね︒すると︑もうその頃から︑大島の人たちは︑沖縄

四羽ぐらい︒

なったら浅当山さんが︑どこかの軍作業の車が来たら︑それで︑

の軍作業に来ているんですね︒早い時期に︒早い時期にはもう︑

った︒当山のおじさんがね︑﹁信夫これ飲むといいことある﹂と︒

石川に行けと言うんだ︒歩いても一時間くらいかかれば行ける距

四六年代の春ごろから︑おそらく︑沖縄の労働力が足りないから︑

米軍が軍作業のあれを︑これを見れば分かると思うのだけれども︑

離だが︑そこで︑私たちは︑その車を待ってて︑彼が停めるんだ
︵笑︶

確かに宜野湾のね︑米軍のそこには︑まだ︑大島の人︑入ってい

顔役の感じさ︒しばらくしたら︑車を停めてくれて︑﹁こ

の人︑石川まで連れて行け﹂って︒

なかったけれども︒どっかの砂利︑石︑砕石場か︑粉砕している︒

そこには︑大島の人たちが来ているということが︑そのころから

いわゆる石川

ホテルへ行って︑そこで︑山城善光や桑江たちと落ち合って︑は

分かりましたからね︒四七年ごろになると︑もう相当数入ってい

そして︑石川に行って︑望月ごろだったかな？

じめて新垣金造とか大宜味高徳たちと会ったね︒山城善光の記録

ますね︒何万人か︒

で︑國場組の國場幸太郎が国頭村の出身だから︑電場幸太郎が︑

ヤンバルのほうから︑まとまって行動するのは大変なんですね︒

国頭村の村会議員のいわゆる那覇視察団かな︑那覇まで行った︒

国頭村の村会議員になったのは︑四七年︑四八年ですな︒一回︑

にもあるように︑その奥田巌とういうのが・︑中国語で怒鳴り散ら

一喝してね︒私より背が高くてね︑私より二十数歳年上だ

ええ︑一．凝したって

してね︒

眞板

上原

った︒その人たちと︑もう何回か顔を合せているから︑そういう

上原

図板

何か思い出ございますかつ・

茂太︒代議士だね︒衆議院を何回もやったね︒

問診茂太です︒

眞板

けだったかなあ︒

ぜ︑私がそれを覚えているかというと︑四八年の何月ごろ︑年明

た︒そのときに︑大島の労働者たちの代表が来ていましたね︒な

る場所にだね︵笑︶

われわれ国頭村の村会議員の人たちを那覇のみなと村に招いて歓

官板

やっぱり︑そうだね︒思い出になるといったら︑非常に態

す︒

あ︑二月ですか？

打ち合わせで︑この石川ホテルを使っていた︒宮里栄輝先生もそ

度がおう揚でね︒ほかのその︑石川ホテルで会うようなね︑新垣︑

上原

それまでは︑米軍からの任命村長とか村会議員だったんで

迎するというのでね︒歓迎宴をやってくれたんだ︒そのときに︑

金造とか奥田巌とか︑その他の︑それから︑大宜味年徳さんとか︑

押板

こで会っているけれども︑もう一回か二回くらい会っているね︒

とは違ったね︑いつも服装もきちんとして︑まるで戦争被害など

上原

だが︑いろいろな具

お酒が少し出た︒泊まる場所はどっかのね︑軍作業員のその泊ま

受けていないような格好をし て い た ︵ 笑 ︶

す︒

それから︑熱望モモタとかね︒あんた︑書いてあるのは何？

体的な話になるとね︑やっぱり︑時代に素直でね︒このね︑彼は

上原

それから︑何ヵ月かあと︑

確かに︒四八年の二月に︑戦後︑最初の公選があるんで

泊めてもらったんだ︒そこで︑宴会をやっ

ね︑もう四六年の︑四七年の春ですか︑養鶏のね︑あ︑養鶏じゃ
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眞板

というと︑國場幸太郎さんはみなと村の村長をやっていた
上原

紹介してもらったあとは︑行動は何日も一緒にする︑私と

一まわりも年が違うから︑彼の身の回りの世話はできないけれど

も︑一緒になって︑行動する中でいろんなことを山城から学ばせ

ころですか？

上原

てもらった︒そして︑必ず彼は︑民主同盟の設立については︑﹁私

そう︑村長をやっていた︒だから︑行政面でも︑村富村の

交流︑友好交流になるわけなんですね︒そこで︑そこに働いてい

上原

五重

いわゆる那覇港のね︒軍作業員の︒そうだ︑大島の基地労

みなと村って︑そもそも港湾労働者の村ですよね︒

介する︒そういう中で︑七︑八歳年上の桑江朝幸とも︑兄弟のよ

時々過大評価したりしてさ︒そういうように︑多くの人たちに紹

さい﹂とか︒﹁こいつなかなかしっかりしていますから﹂とか︑

とこれから一緒にやりますんで︑ひとつ信夫をかわいがってくだ

働者の顔役みたいな人が︑なんか私に挨拶しているみたいなんだ

うになっていく︒こうして︑まず︑三人と宮里さんたちとの話が

・た︑その労働者の中の代表も参加したんでしょう︒

けど︑それに気付かず︑私は国頭村の村会議員を代表して挨拶し

まとまって︑いよいよ﹁懇談会﹂の前の準備段階が︑いわゆるそ

そしたらね︑杯を私にば一つと投げたんだよ︒

ていたんだ︵笑︶

あの︑会談ρて何の本に載っていました︒それ？

の﹁普天間会談﹂なんですね︑大げさすぎると思うけど︵笑︶

上原

いろんな当時のものを見ると︑結構︑会談ってなっていま

それで︑﹁私の顔をかすめたんだけれども﹂って︑私がその人の
はみな心配したらしいんだ︵ 笑 ︶

甲板

甲板懇談ですか？

たの杯︑受け損なったから︑もう一杯くれ﹂ってやった︒そした

すよ︒

前まで行ってね︒で︑二人が取っ組むかと思って︑周りの人たち

ら︑酒をなみなみとついでくれてね︒で︑﹁あんたも飲むか︑乾

上原あっそう︒会談にもなるんだろうな︒

で︑私が﹁ありがとう︑あん

杯しようよ﹂って言って︑そして︑﹁あんたどっから来たんだよ﹂

上板

い︒それは︑普天間に入るのをいま︑考えてみると︑歩いていっ

らね︑石川には入れるけど︑普天間に入るのは︑なかなかできな

間に集まるというのは︑きっとね︑普天間は基地のど真ん中だか

って呼ばれていたんだからね︒そういう時代だから︑みんな普天

善光さんのも︵注・﹃荒野の火﹄︶︑会談になっています︒

つてね︒﹁俺は大島の何とか島だ﹂︵笑︶

上原︑そうか︒なにしろ焼け残った木造の民家が石川中央ホテル

その後世︑三回も会っ

てね︑いずれ仲良くなったという覚えがある︵笑︶

普天間会談では︑先生はどんな役回りをなさったんです

■普天間会談の位置づけ
眞板
上原

般民間人が通れるようなところのどつかに︑待っていてですね︑

誰かがどっかで︑迎えに来て︑ということですね︒それから︑一

た覚えはないですね︒必ず︑ジープとかね︑営繕のジープとかね︑

ね︒ずっと︑先ほども言ったように︑いろんな人を一緒に手をつ

営繕の彼らが車で︑その車を山城が金牛田園さんに頼んで借りて

か？

なげながら︑すべて︑山城が私を﹁親友の信夫です﹂﹁こいつは

いたんだと思う︒営繕のマークがついていたのだと思うっそした

結局︑そのとぎ私は︑沖縄のこと︑まったく知らないから

やンバルです﹂﹁こいつは満州育ちでね﹂こういう形でね︑私を

服を着ていたからね︵笑︶ ならず者と間違えられなくて︑やつ

ら︑私など︑着ているのは︑米軍が払い下げをしたよれよれの軍
では︑紹介して回っていたということですか？

多くの人たちに紹介してくれた︒

野板
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央ホテルだけれど︑そこはまた︑仕事を進める拠点でもあった︒

形です︒事務連絡場所が中心的には石川なんだ︒すなわち石川中

と︑石川から誰かの車があって︑そこの近くに行くというような

こそこの十字路に待っておれって︑すると︑彼ら︑連絡取つとく

作業員から︒だいたいの彼らの車が通る︑どこそこ通るから︑ど

こそこ何時ごろ通るということを︑山城善光は聞いていてだね︑

と︑また停まる︑なんてことは絶対しなかったよね︒だから︑ど

と乗ったんだよ︒だから︑どっかで待って︑はあっと手を上げる

眞板

守られて逃げて行くから︒

しても︑目の前で︑警官五︑六名に囲まれても︑わたしは大衆に

あとは全部︑警察やCIC︵注・米軍防諜部隊︶の呼び出しに対

上原

壇場

眞板

そのあとの話ですね︒

四六年の夏ごろか︒

上原

あとの話は︑﹃自由沖縄﹄の問題では私は捕まっていない︒

そのとき︑捕まっている︒山城が捕まるずっと前だ︒一九

山城さんに会う前に︑一回捕まっていますよね︒

みな頭が︑こう︵注・互い違いに︶なっている︒足を向け合わせ

十畳問に︑町名か二十名くらい寝ているんですよ︒互い違いに︑

川ホテルはベッドもないので︑大の大入たちがですよ︒八畳問か

きゃいけない︒石川に行っても︑めし食うところない︵笑︶

るまでだな︒とにかく︑その前に︑私は大宜味学徳あたりの︑あ︑

いうのは︑例のいわゆる島尻の立ち入り禁止地区の視察に出かけ・

ただ︑住民票はそこにおいてあるから︒奥にまとまっていたって

上原

ね︒

でも︑あれですね︑住所不定の村会議員って珍しいです

初めの段階は︒まず︑めしを食わなきゃいけない︒寝る場所がな

ると︑押してきたなあって︒そういうところで︑奥田さんみたい

朝計にね︑家畜の屋敷内飼育の認可を申請したり︑

石

な人がね︑どっかで酒を飲んできてさ︑クダをまくと︑もう眠れ

眞板

それは︑先生は山城善光さんに会われる前？

住所は国頭村奥になっている︒おかしなところで︑︑

ないから︑そういう状況だから︑初期の段階はその﹁A・J﹂を

上原前だ︒

︵笑︶

中心に︒そこで︑確かに︑桑江さんの︑今度は桑江さんの家に行

え一︑これにある︒

た︑という話ではなかったでしょうか︒

四七年の春くらいに︑奥に戻って来られ

事して︑連絡して︑そして︑その頃私︑まだ一人歩きできないか

上原

あ︑四六年ですね︒

だから︑四七年︒

らね︒

眞板

四六年ですね︒

扇板

中頭︑島尻を歩いて︑二週間くらいは回ったけれど︑それは︑

上原

っていればいいの︒夜になると︑仕事できないから︑そこで︑仕

村の名前もそこへ行ってはじめてね︑はっ︑沖縄にこんな村の名

すみません︒

この

奥に帰るなり︑私は村内の生き残った指導者的役割を果た
査した︒

している先輩たちを可能な限り訪ね︑彼らの意見・現状分析を調

上原

■部落内での家畜飼育問題で民政府に請願

眞板

前があった︒あ︑東風平︑玉城︑西原︑なんていうかな？

敗戦直後︑はじめて行ったところ︒私が一人で島尻各地を見て回
ったことは︑前にもお話しましたね︒実はその冒険視察が︑私を
沖縄南部理解者ということになり︑四八年に入って︑知事︑議員

逮捕される︑MPに捕まっちゃう後ですね︒

の選挙のね︒第一回目のその運動ですよ︒

葺板

えっ？

そうそう︒捕まってから︑

上原
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給体制を組むために︑苦労しているか︑それを阻害する大きな原

まず︑ぶつかったのは︑農民たちはいかに︑その自分たちの自

捕まえた︒﹁何の用件だ﹂︒﹁大宜味朝計先生から︑話があるから来

度は一定の地位のありそうな︑実直そうなね︑ウチナーンチュを

からないから通訳を見つけてきてね︒で︑そこを通ってから︑今

いって言われて来ました﹂︒向こうが来いと言っているんだからさ︑

因は︑農村の家畜も全滅していることだ︒家畜っていうのは︑ど
っからか︑移入できないものだろうか︑戦災の少ない離島から闇

追い出すわけにもいかない︒こんな格好してね︒それで︑私はど
眞板

あれ？ 二︑三回追い返されたっていうのは︑二︑三日通

っと入っていってだね︒

で持ってきてだね︑部落内で飼えないかなあと︒こういう農民の
本音をぶつけられたものだから︑私は農民が積極的に自分たちの
力で自給自足で生きていこうという︑その積極性をダメにしちや

だと︒そうだ︑俺たち︑自分で作ったものを食べなきゃ生きてい

自分の身体の血をぬぐってだね︑さて︑俺たちどうして生きるん

上がって︑春画じゃない︑死の中から立ち上がった人たちがだね︑

川に石川ホテルあるの知らな・いから︒しかも︑そこの石川に行く

しかもほこりだらけになっていたからさ︵笑︶ そのときは︑石

中の公衆衛生部に行く問にさ︒着ているものも米軍の払い下げで︑

上原

ったっていうことなんですか？

けないんだと︒こんな高い配給品とか︑あるいは自分が育てた家

のには︑その前に関所があるから︑そζ通らにゃいかん︒逃げた

いけないと︒私は立ち上がったんだ︒彼ら村民は死の中から立ち

畜︑特に好きな豚肉だと︒豚の油さえあればと︒どうにかなるの

ら撃たれるからね︒それで︑恩納岳の⁝⁝

政府の政策は︑私はひどくナンセンスだと思った︒で︑その大宜

ことを︑実際に知らしめることが大事だと︒だのに︑軍政府や民

し︑俺たちはアメリカに頼らなくてもやっていけるんだぞという

なり︑山積する生活難を切り拓く大きな突破ロになるんだと確信

満たせることができるなら︑私はこれが彼らを奮い立たせる力と

のどんなに低い要求であっても︑これを一つ一つ解決し︑要求を

そういう︑農民のごもっともな要求に対して︑まず︑村民たち

たんだよ︒で︑﹁そこに︑行ったことがあるか﹂って聞くと︑コ

長・大宜味朝計っていう者だ﹂っていうことで︑彼が教えてくれ

い人が︑どこにいるか﹂って︒﹁米軍の次に偉いのは︑公衆衛生部

公衆衛生部長にね︒聞いておいた︒﹁どこに︑あんたたちの一番偉

あるはずだからという予想なんですがね︒それは宮里辺土名地区

だ︒それから︑石川を経由してから︑あの軍政府か民政府の車は

上原

瓦板

山の中に入り込んで行って︑それから︑石川に抜け出るん

山越えなさるんですよね︒

いや︑そんなのんびりした交渉はしません︒同じ民政府の

に︑米軍も沖縄民政府も現状を全くお知りじゃないことを言う︒

味朝計が︑そこで言ったのは︑まだ︑︵注・沖縄民政府が︶知念に

ある﹂と言うから︑彼に簡単な地図を書いてもらった︒ところが︑

回会議があって行ったことがある︒その後︑何回か行ったことが

その年の十一月に民政府はね︑知念に移ちゃいますからね︒

現地に着いてみたら︑さっぱり︑わからない︒そこは何という名

移っていないときだから︑

眞板

そう︒その何ヵ月後って︑そこに⁝引っ越す前なんですね︒

って︑そこに立ってると︑沖縄民政府へ行く人たちが︑朝︑そこ

上原

門前払いを何回も食った︒その後︑私は作戦を考え直して︑﹁緊急

からトラックに乗っていくから︑あなたもそこへ立つ・ていたらい

前のところかさえも︒宮里さんは﹁そこへ行ったら︑十字路があ
なね︑非常に大事なことをね︑大宜味先生のところへお伝えしな

いよ﹂ということだったので︑私は安心して石川で野宿して夜明

とにかく私が公衆衛生部に到達するまでに不愉快な話だけどね︑

きゃいけないことがある﹂︒﹁なんだ？﹂︒言葉が通じないから︑わ
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け前に起きて服のほこりも払って身づくろいをして馬宮里さんの

つてもらったんだけどね︒その奥さんにも︑﹁上原さん︑ちゃんと

で︑そのあとは民政府へ︒そ

部ってどこにあるのか︒それは軍政府です︒彼らは︒はいつ︑軍

いろいろ聞いたんだほかのことも︒沖縄の人たちにね︒公衆衛生

メだと︒それで︑私が意地を張ったのは︑それほど︑軍政府と民

されるのは私一人だけだから大丈夫だよ﹂︐と言ったが︑それもダ

なたは私に脅されて止む無く来たんだということにすれば︑銃殺

いをしたの﹁じゃあ︑私と一緒に行って下さい︒もしもの場合︑あ

ごはんは食べていますか︑なんて言われて﹂心配して下さった︒

政府︑はいつ︒おかしい？︵ 笑 ︶

政府は怖ろしいところなのか︑それではひとつ乗り込んでみよう

指示通りの場所へ行ったが良く分からない︒それで︑一回失敗し

れで︑このトラックに乗って︑向こうまで行ったら︑そこで︑降

と︵笑︶

その人が︑後に婦人会長になったそうですね︒あ︑主婦連合会か︒

りて尋ねてみればいいだろうと︒それで隔早く降りすぎたんで︑

確かに怖いもの知らずですね︒

てだね︒民政府と軍政府とどっちなんだろうか︑ということで︒

民政府はもっと遠いと︒私はあまり︑上等な格好をしていなかっ

眞板

そして︑それから︑民政府の大宜味朝計部長の努力で︑村

私は民政府に行く直前︑宮里部長をお訪ねして次ぎのようなお願

たから︑ウチナーンチュが見ても︑アメリカ軍が見ても︑胡散臭

上原

迷った末︑あ︑そうか民政府なんだろうということでね︵笑︶

いよねやっぱり︒それで︑やっと︑この・：・あの頃はね︑カマボ

や屋敷内で豚や家畜を飼えるようになって︑・奥の有志が︑伊江島

に豚を買いに行ったとありますね︒これはね︑そのとき︑軍はま

馬鹿な冒険野郎だったわけですな︒

コみたいな兵舎だったんじゃないすか︒あとでみたら︑そこから︑

そう遠くないところに︑軍政府と軍司令部があると言うことがわ

だ認可していないはずです︒いわゆる大宜味朝計のね︑努力の結

内部連絡みたいに︑宮里さんは︑国頭や辺土名地区の農民へ﹁達

かった︒彼らはカマボコ兵舎のこうごつついやつがいくつも並ん
東恩納ですか？

し﹂を出したんだと思う︒

ようは政府は黙認するよと︒

それとも︑栄野比と言ったのか

果︒当初は村や屋敷内であまり目立たないように︑ということを

番手

東恩納と言ったかな？

で建ってね︒

上原

眞板

そうそう︒なるべく︑この︑あまり大げさに目立たないよ

な？

上原

どういう行き方にもよりますけど︑いまの石川の中心部か

なると︑行動は早かったね︒山から木を伐ってきたりしてだね︒

眞板
そう︑そう︒

隠していた豚小屋を家に近い場所に移すというような方法を取れ

うな方法でということでだね︒農民たちは部落内で豚が飼えると

上原

結構な勾配ですよね︒

らだと坂を登っていく感じに︒高台が東恩納です︒

眞板

た幹部たちは︑今度は緩和されたんだから︑早速︑奥にも豚を入

るようになったから︒それで︑奥の区長はじめね︑部落の主だっ

そのときは︑その宮里さんが︑﹁あんたの意見に賛成なんだけれ

れようということになった︒そして︑七︑八名くらいでね︑いわ

そう︑勾配がね︒

ども︑行ったらやられますからね︒行きますか︒大変ですよ﹂︑︑︵笑︶

ゆる奥の部落の主だった先輩たちです︒この人たちは沖縄で︑茶

上原

いま︑考えてみるとね︑よくあんなこと言ったなあと思って︑だ

業をね︑開発して︑農林大臣から表彰状をもらった宮城三栄って

いうかた︒この人は那覇で︑宮城紙工という箱を作る会社を経営

けど︑彼がまだ元気なうちにね︑﹁そういうこともありましたな﹂
って言って︑﹁わっはっは﹂と笑って言ってね︒仲良くして可愛が
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まず︑奥に豚を入れようやいうことで︑私に言ってきた︒さて︑

すかね︒で︑この人が積極的に︽やっぱり︑私を支持してくれて︑

生まれ︶さんっていうんだけど︑私たちより二︑三歳くらい下で

していた︒その息子は親雄︵注・宮城親雄・ちかお・一九二八年

行くんだったら買って来いって︑うちの母親からね︒豚のね︑ど

らいで行ったからね︒だからね一頭︑二頭ずつ︒私も一頭ね︵笑︶

上原

眞板

いや︑二十頭くらい買ったんでしょうな︒十七︑十八名く

都合十四頭くらい持って帰ってきたんですか？

だ︒買う場所も知られたら困るから︒

産むから︒で︑・背中がこうなったら︑子どもをたくさん作るとか

どこから︑・：・そうだ︑先ほど言った︑電気関係の知識があった

十三名乗れるような舟艇をね︑借りてきたんだな︒軍からかどこ

ね︑ということを教えてくれてね︵笑︶ 貴重品ですからね︒

ういう格好をした豚がいいとかね︑メスを買いなさいと︑子豚を

かからか︒で︑彼が運転して︑機械関係は詳しいから︑彼に任せ

溝板

っていう上原力三という仲間がね︒舟艇ね︒だいたい︑十二名か

ておけばまずは安心ですからね︒伊是名に買い付けに行ったんで

上原それで︑行ったんだけど︑
あ︑伊是名ですか？

いるような感じですけど︒

増やさんといかんですからね︒

すよ︒

眞板

伊是名か伊平屋か︑私︑それも忘れた︒ふたつ島があって︑・

六月置談判して︑そして︑次のことは︑おそらく︑よく事

これ︑時期的には六月に談判して︑すぐ買い付けに行って

上原

上原

眞板

そのうちの一つに行ったんですよ︒二つの島どっちだったかな？

し合ったんでしょう︒確認の電話か何かもあったんでしょうな︒

男が︑来たのだが︑辺土名地区でも検討しなさい﹂といろいろ話

情はわからないけど︑大宜味さんからね︑宮里さんに対して︑こ

王様が出たのは？

あそこは︑国頭の近くですと︑伊平屋があって︑その下に

上原
王様は伊是名です︒

帰りは︑軍作業のトラックを幸運にも捕まえて︑寄り道してね︑

眞板

湿板

王様は伊是名か︒そこへ︑ひと晩泊まりでね︑行って︒そ

ういう変な男が来たぞという連絡がいったと思うよ︒﹁上原という

上原

辺土名まで帰って来て︑すぐ報告したんだからさ︒大宜味部長は︑

丸い伊是名があって︒

の翌日︑それぞれ︑豚を一頭から二頭くらい買ってね︑子豚をね︒

と言うから︑﹁知っていますよ︒彼があんたのおられる場所をお教

﹁キミは間違いなく︑辺土名地区だな︑宮里を知っているんだな﹂

あ︑それぞれ一︑二頭ということですか？

えてくださった︒信夫︑行って相談したら部長は大人物だからき

買って帰ってきたんだけど︒

眞板

当時の軍・民謡政府の関係法によると三等家畜類を外部か

っと聞いてくれるはずだから︑行きなさいと言われた︵笑︶

上原

ら購入したり輸送するときは︑申請しないといけないんだ︒認可

んでもって︑俺は来たんだ﹂と言うとね︒うなずいたんだよ︒相

眞板

えっ？

ちゃんと︑申請したんですか？

って︑辺土名地区の公衆衛生部長のところへ行った︒彼の事務所

一応︑重大任務を果たしたので︑大宜味村の帰りに大兼久に寄

そ︑

を得ないといけない︒それこそ︑密輸入だから︒

上原

そうですよね︒

で約一時間くらい二︑三人くらいの人に陳情結果を報告した︒宮

手はああいう連中だ︑はったりが必要だと思ってね︒

蹴板

申請したらダメだということになつちゃう︒どこで買うん

してない︑しない︒

上原
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里さんたちはね︑最初は私がうそついていると思ったんだなあ︒

て︑﹁私︑責任とります︒もしも︑アメリカが鉄砲持って来て︑撃

だ︒そのときは︑﹁信夫くん︑責任︑持てよな﹂って言って︑そし

ち殺すんだったらね︒俺がアメリカ人をぶつ殺してやる﹂と言っ

しかし本当に会ってぎたことが分かると︑大変喜んで︑旧名かで
一緒に︑どっかの家に連れて行ってだね︒彼の事務所は︑大宜味

てね︒啖呵を切ったら︑その人が︑立ち上がってだね︑﹁そんな口

うちの母方は向こうの出身なん

の大兼久っていうとごろかな ？

先だけで責任が取れますか︒取れるものか︒おまえは︑なんだ子
どものくせに﹂って︵笑︶

だよ︒だから︑そこの人たちの名前や屋号は何かと彼らは知って
いたから︑なんかご馳走してくれましたよ︵笑︶

じゃあ︑この舟で予定通り︑豚を買って帰ってきてだね︑豚は奥

とうとう私も︑﹁それほど心配ならね︑

たけれどもね︒お一お一︑私はすっかり興奮してだね︒軍政府の

まで持って行こう﹂と︒﹁そして︑あとこの舟を私と力三と一緒に

名前とか忘れ

命令だといって︑いちいち脅しているけれども︑今度はそうはい

沖へ出してね︑豚を積んで帰るときに︑舟が壊れて︑溺れてしま

ってね︑豚は一匹も持ってきませんでしたと言うことにしょうじ

かないんだと︒やっぱり︑民政府はちゃんとしっかりしておれば︑

そんなことはないと思うんだ ︵ 笑 ︶

ゃないか﹂というようなことを建議したんだ︒そしたら︑﹁あ︑そ

私を山城善光に紹介した︑

いとこの金城秀一というのを彼らはみんな知っている︑よく知っ

うだ︑その手もある﹂︵笑︶ ということで︑全員同意して堂々と

消極派がいるんですよ︒お上を怖れて︑その議論が出たもんだか

どこの時代でもどんな場所でもね︑必ずそういう正直者というか︑

豚を買ってきて︑飼えないと︑誰が責任をとるかと議論になって︒

近くの中で︑本当にいいのだろうかと︑もし︑それを実行してね︑

夫一緒に行こう﹂と︒しかし︑面白いものですね︑乗った十書名

結局︑しかも奥では︑もう︑すぐにその宮城豊栄さんなどが︑﹁信

という︑うわさが広がった︒これは︑効果的だったね︒それが︑

たないように︑ちゃんとやればね︑部落内で飼ってもいいようだ

それから︑しばらくしたら︑それとなく︑口伝てにあまり目立

れはひとつの大きな成果でしたね︒そういうことからやって︑今

聞いていたんじゃ︑俺たちも凍え死んでしまうということを︒こ

やっぱり︑奥の部落の人たちが︑民政府の役人の言うことだけを

は国頭の産業復興のために︑非常に大きな突破口をね︑開いた︒

ころで︑講演していたからね︑青年運動も含めて︒だから︑これ

ちゃった︒その頃から︑私は︑ふた月に一回くちい︑そういうと

て︑宜真名の人が聞いて︑安田の人が聞いて︑みんなこれを知っ

上原

眞板

上原

眞板

それで︑奥がやったらね︑今度はそれを辺土名の人が聞い

子孫なんですか？

そう︑そう

いま︑奥にいる豚は︑そのときの

行ってさ︑伊是名から︑国頭の方へ種豚二十頭も運んだんですよ︒

らね︒議論をしながら︑舟はずうつと沖へ進み︑だんだんと伊是

度は村内各部落を歩いて回って︑いろんな部落の人たちと会って

その報告を

ているからね︒それで︑私はそこで泊まってしまったのかな？
さらに辺土名では︑今度は村長に会ってだね︵笑︶

名島に近づいていくわけだね︒それでも︑心配になってきたんだ

話して︑そん中で沖縄人が望んでいるのは何だと︒とにかくいま

したんだよ︒村長は喜んでね︒聞いてくれたよ︒

ろうね︒もし買って帰ったら︑カネを借りて︑来ているからね︒

だと︒だから︑民主同盟のなんか政策綱領の話し合いの中で︑家

を生きることであると︒生きることは︑まず農業の復活だ︒復興
来てだね︑﹁密輸入品だから︑捨てろ1﹂ということになったら︑

畜の村内飼育とか︑そういう条項があるでしょ︒あれは︑みんな

一部の人は︑カネが少ないから︒買って帰った後で︑アメリカが
大変だ︑と心配したので︑︐宮城親栄さんが︑最終審判を下したん
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私が提案したものだと思いますよ︒そんときは︑もうすでに私が
成果を上げていた︒こういう実績を我々は戦いの成果だと公表し
ていたと思う︒そして︑それは農民たちがいかに︑苦しんでいる
か︑それを待ち望んでいるかということをきっと私は︑強調して
では︑ゆっくりと読ましていただきます︒

いると思うんだなつ

国警

︵中断︶

普天間会談についてですが︑ちょっと︑大げさすぎるとい

■︑民主同盟設立前の活動状況
眞板

牧志︑学

思い出してみると︑急遽︑集まったのは︑桑江︑山城︑平

うお話がございましたが︑実際はどんな感じだったんですか？
上原

良助次郎︑私とそれから︑なに︑大山じゃなかった？

そうですね︒牧志さんが世話人みたいな形になっています

校の先生だった︒

三板

います︒

ここのところに︒平良辰雄さんもいます︒

こ︑これは？

これ︑違いますか？

これに︑載っている︑もっと前の段階で︑
これの前ですか？

﹂

前です︒これは︑いわゆる﹁普天間会談﹂となっています

これ︑そうなはずですけど︒そうですね︒
そうですが︒

野嵩警察に集会届けを出して︑って書いてあります︒

忘れちゃったな︒これを普天間会談と呼ぶんじゃないか

普天間小学校の教室なんですかね︒それね︒
掘っ立て小屋ですね︒

掘っ立て小屋だったんですか︵笑︶

真栄城守行さん︑平良辰雄︑伊仲さん︑伊達浩︒四月の十
はい︒

八日ですな︒
眞板

上原

眞板

まだ︑それの話し合いをする前の段階で︑彼らの宿舎でね︑

あ︑そうですが︒これを集める前の

参加しているのは︒

そうか︑これには︑もっと前の段階だ︒あの︑大山さんが

加していたな︒それと︑もう二人︒

上原

八名くらいですね︒

何名か集まって︑話し合ったことありますね︒そのときに︑喜如

上原

豆板

そう︑そう︑でね︑大山一雄さん︑あの︑タイムスのね︑

ね︒

上原

そうですね︒

嘉の︑これには金城田助さんが載っていないですな︒
眞板

山城善光のあれには載っていないな︒

ね︒載っていないかな？

普天間のキャンプに集まった？

じゃあ︑打ち合わせする前の段階ですわ︒

眞板

私は根拠地ということで︑あとで︑私は言ったんだけど︒彼は︑

集まって︑そこを一つの拠点として︑山城善光がそこを︑

上原

︵注・山城善光﹃荒野の火﹄を見ながら︑大山一雄さんは︶

﹁A・J﹂にいたんですよ︒私はあそこで︑何回も会っているか
らね︒

眞板

上原

大山一雄さん︑彼はその頃︑具体的な．内容はわからないが︑

編集長をやったことがある︒あ︑大山一雄︒参加したと思うんだ

それから︑宮里栄輝さんに︑それとね︑金城田平さんも参

上眞上菅な上眞上眞か上眞上首上
原板原板。原板原板？．原板原板原
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私を指すんだ︵笑︶

こですか﹂って言われると︑﹁この人がいるじゃないか﹂って︑

らおいしいものを作ってください﹂とか言ってさ︑﹁お客さんど

られるしね︵笑︶

彼は︑﹁今日は特別なお客様を連れてきたか

がいっぱいいるでしょ︑そして︑ご飯はその食堂で︑．堂々と食べ

て︑彼もここを利用することによって︑若いときからの知り合い

ひとつの拠点としてという言葉を使っていたはずなんだよ︒そし

あり︑未来の沖縄解放のために︑合作することを誓いあったわけ

で能率的で効率的であった︒これはもう二人の暗黙の了解事項で

能な限り︑最大限度に一緒に行動するということは︑あらゆる面

道具であると思っていた︒私がこのヤンバルから出てきたら︑可

だけれども︑いろいろな面で︑私は使い走りとして︑大変便利な

みたいなものだったんだよ︒十二︑十三歳も年の差があるからね︒

だ︑二十二︑三歳くらいの若造で︑彼らから見るとね︒私は弟子

です︒で︑私はそれに対してすべてを捧げる︒だって︑私は︑天

そうですが︒この運動って︑基本的に将来的に政党を作る

眞板

皇の命によって︑何回も死に損なったんだから︑もうこれ以上︑

大事にしなければならないものは何もないのだから︒山城にもし︑

んだ︑っていうことが前提だったんですか︒

上原

何かあった場合は︑私はちゃんとやるから︑ということで︑山城

いや︑まず︑一番最初からの私の観測としては︑山城善光

さんもやまとから帰ってきた人だし︑あるいは大．宜味関係の方で︑

眞板

の護衛隊長を自認していたこともあったという覚えがある︒

宮城仁四郎ですか？

野に残っている有力者を集めて︑沖縄建設について相談してい

平良さんのおじさんのお陰で︑宮城さんというね︒
眞板

仁四郎さんとか︑戦前から沖縄の経済界や政界で︑相当な

なくとも石川を中心として︑会える範囲内の人たちに対して︑︑一﹂

り︑それから︑桃原さんとか︑その他のいろいろな先輩たち︒少

組織活動発信基地として︑ここを拠点として︑宮里栄輝に会った

ていろいろな人たちに連絡をつける︒そのひとつのまず︑最初の

けですよ︒そういう中で︑今度は彼がその関係ある人たちを通じ

に人脈を利用してだね︑やるわけなんだけど︑その空白があるわ

これまで沖縄での生い立ちから︑人とのつながりを使って最大限

かの確認が︑彼の調査の第一段階ですね︒その中で︑彼︑個人の

を取ったり︑会ったかして︑いま︑どういう人が生き残っている

から︑だいたい主な人たちに対してですね︑何らかの方法で連絡

江は︑先輩たちのネットワークは作れないわけですよ︒それでも︑

んは宮里さんを中心とした︑それができているわけです︒私と桑

いた宮里栄輝さんが引き揚げてきているでしょ︒そこで︑宮里さ

在の人たちについては︒そこへ今度︑山城善光に続いて︑九州に

その人たちの名前は︑山城善光も知っていたわけだ︒特に︑東京

輩や友人たちで︑誰々が生きているということを聞いているから︑．

きている︒仲吉さんを通じて敗戦後︑彼が︑沖縄でお会いした先

彼が沖縄に帰る間際に︑元の首里市長の仲吉さんが東京に帰って

人たちのほとんどは︑東京の沖縄人連盟の時代から知っていたし︑

いるか︑そして︑健康状態はどうなんだろうか︑山城も集まった

上原

そのときのテーマっていうのは︑普天間会談のように︑在

上原

応︑基本的には︑誰々が生き残っていますと︑この人たちに対し

桑江さんは私より七つ︑八つ上だから︑少なくとも︑先輩たちの

た︒

ては︑年齢的にお元気だから︑つながりをつけようじゃないかと

ことは知っていた︑あ一あの人だとすぐ分かるわけ︒私は何にも

影響力のある人を良く知っていたという関係で︑彼は帰ってきて

いうことが︑具体的な段階のまず︑第一歩だったと思いますね︒

知らないんだから︒で︑そこへ︑平良助次郎︑こん中に入ってい

そう︒まず︑生存者の確認︑その人たちが︑現在︑どこに

だから︑私がどういう役割を果たしたかというと︑当時︑私はま
＼
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るか？

には︑私は必要な行動もするということですね︒その必要を十分
に感じていました︒

る活動家なんだ︒私は︑こういう知名人と一緒に名前を並べるよ

そういううわさまで立てたというのだから︵笑︶今日的に考える

の首謀者として︑私が︵注・沖縄を︶離れたあとでね︑CICは

入っています︒

うな年頃じゃないしさ︑具体的な活動の中で︑私をみんなが認め

のだが︑アメリカは私を極悪人に仕立て上げることによって︑民

眞板

てくれるように︑山城はしてくれたわけなんだ︒だから︑何か会

主同盟を葬ろうと画策したのだろう︒

しかし︑そういうことは︑いつの間にか︑志喜屋知事暗殺事件

議を開く時など︑たとえば︑場所を作ったかさ︑どっかに水を飲

眞板

平良助次郎も山城善光と同じく︑戦前から関西地方におけ

めるようなところはないかとか︑そういうような本当の下働き的

ことで何かご記憶にございますか︒

上原

なね︑それを私は精一杯やったんです︒山城と私の問には︑歴史

上原

人たちと会って︑一応の意見交換をしているからね︒改めて︑み

結局ね︑もうすでにその頃は︑山城善光は生き残った主な

普天間会談で︑どういう話し合いがなされたのか︑という

観や現状分析︑とりわけ米・軍占領下の沖縄に対する見方などにつ

いては︑総体的な点でも共通点があった︒というけれども︑人生

とい

私ができることと言ったら︑﹁あ︑おい︑信夫︑要点いいか︑

語り合った︒ならば︑われわれはいま︑どうすべきか︒先輩方が︑

らなきゃいけなかったのか︒というようなことを悲憤慷慨してね︑

んなの意見も参考にしながらみんなの前でそれを総括した︒さて︑

私が指示するから︒要点だけ覚えておけ︑メモしろ﹂︵笑︶

沖縄を愛する赤心が本当に分ったね︒アメリカはね︑下手をする

沖縄は︑いったい︑誰がこんなにしたんだ︒なぜ︑沖縄はこうな

うような先輩らしい指導をやることもあったんですね︒それから︑

と︑弾圧するかもしれないし︑それに対して︑どう対応するか？

経験からすると︑﹁沖縄の社会は日本の社会や中個とは一緒じゃ

まとまった頃かな︑点検して褒めておだててさ︒そして︑今度は

特に︑仲宗根はそれに対して︑民政府の出方を激しく批判したと

ないそ﹂なんて︑先輩ぶったお説教をすることもあった︒

ガリを切るとなると︑桑江朝幸と二人が協力してガリを切って印

一緒に逃げ回っているんですよね︒あの︑仲宗根源和と助け合っ

思う︒副知事の又吉康和とは戦時中は︑同じ本部半島の山の中を

った︒私も謙虚にだね︑先輩たちの意見を聞いたり︑私がそうす

て︒それなのに︑二人は左右両派に分かれて︑だんだんと犬猿の

刷するとかね︒そういう︑いまで言えば︑まだ半人前いうことだ
ることによって︑俺の役割はいったい︑なんだろうかということ

たと思います︒そのとき︑誰言うとなく︑数人が︑だから︑沖縄

仲になっていくわけですね︒そういうことも︑そこでも︑語られ

というようなことも考えただろうな︒彼らが一を言えば︑

も︑真剣に考える︒もし︑アメリカが襲ってきたらどうするんだ
︵笑︶

るとかね︑そういうことです︒なにしろ︑十四︑十五歳から強制

きだと︒まずは︑人民大衆を啓蒙して︑立ち上がらすべきである︒

ってだね︒俺たちの沖縄は︑俺たちウチナーンチュが︑治めるべ

人︵ウチナーンチュ︶は︑もっと自覚して立ち上がるべきだと言
こち

私は︑十を考えるとかね︒電話がないから最善の方法で連絡を取
的に鉄砲撃つの︑拳銃撃つのを訓練されたんだからさ︵笑︶

沖縄的に広げて︑大討論会を催す場所を作ろうじゃないかと︒

と同時に︑われわれのこの話し合いの場をもっと︑広げてね︑全

そのためにも︑大衆を組織化しようじゃないかと︒そして︑それ
ひとつは︑そういうことをね︑やっぱり︑命がけで沖縄

とら︑一般の日本の兵隊さんよりか︑よっぽど勇敢なはずだから
︵笑︶

人を立ち上がらせようと努力している先輩たちの安全を守るため
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の警察署に届出をしょうと︑しなかったはずですよ︒しかし︑宮

上原

古板

建設懇談会になっていくんですね︒さて︑この会談は関係

それが︑建設懇話会に︒

ういう意見もあった︒我々︑沖縄人は︑結局︑沖縄人のためにな

上原

ことで︑彼はぎりぎりセーフになったんですよ︒

ことをななさっていたんですよね︒それで︑人望が厚いっていう

眞板

上原

眞板

上原

眞板

いやあ︑そういう状態でして︑なんかあったときは︑大変

野嵩署に︑集会届け出しています︒

だと思うんですよ︒

山城さんのこれ︵注・﹃荒野の火﹄︶には︑

直前にしている？

直前に行ってね

これはね︑普天間のやつは︑ぎりぎり直前にしています︒

日本の軍閥と︑あるいは沖縄にいる日本の軍司令部と︑大衆との

の中間に居てだね︑調和するなんとか役というんだ︒日本語では︒

当にやっぱり︑沖縄人のためには︑なんというかね︑政府と沖縄

当時︑多くの沖縄人がひどい目に遭わされていみ︒だったら︑適

あのとき︑もし︑軍部に反対したらひどい目に遭んじゃないかと︒

ることをするには︑どうずれば︑いいんだ︑ということを考えた︒

そういう話も出ましたよ︒そんなに複雑ではないけれどこ

里さんは大変注意深い方だからね︒

上原

媒介ですか？

つながりをその中間に居て︒仲介役じゃない︑何て言うかな？
眞板

媒介と言うのかね？ それとも緩衝装置︑あるいは緩和作

だ︑という心配︒私の豚買いのときのそれではないけれどもね︒
いざとなったら︑それって︑そういう人が一人や二人は必ずいる

上原

用と言うのかね︑そのために︑止むを得ずしてそういう立場に追

んだ︒そこも見ているんだよ︒

そしたら︑今度︑中にはね︑誰々は大日本帝国なんとかの沖縄

い込まれた人が平良辰雄だと語る人がいたね︒確か︑保険会社の
嘉数昇さんか︒

この時点では帰属問題とかは？
えっ？

帰属問題は出なかった？
まだ話にならなかった︒

平良さんは︑当然︑復帰論ですよね︒

そのときは︑まだ︑公言してませんよ︒

まだ︑言っていないんですか︒

唯一︑引っ掛かったのは︑当間重剛さんだけですよね︒

ない？

自身の疑問点を戦前の経験を基に︑いくらかの具体例を挙げて説

したら経済的に成り立たないじゃないかということについて︑彼

おそらく彼が民主同盟に入って︑民主同盟の討論会の中で︑独立

まだ︑言っていない︒結局︑彼の﹁復帰論﹂

だから︑平良︵注・辰雄︶さんもそれなんです︒

なっていなかった︒

明したのが︑はじまりだったと思う︒したがって︑まだ復帰論に

っていうのは︑

というような︒沖縄のいわゆる

県の何々長であったとかね︵笑︶

軍司令部から出

やまとから帰った︑やまとの方では︑元軍人︑軍閥の手先だな︑
特別官僚の人は︑いわゆる︑何令だったかな？

共産党のなんではなんだけれど︒

財閥解体？

た︑レッドパージは？

眞板

あ︑公職追放だ︒公職追放は︑やるかどうか︒すると︑政

あ︑公職追 放 で す か ？

上原

界追放はお願いして出てもらうというような方はね︑ダメ︑いや︑

最初から︑反対されるんじゃないかと︒そういう話も出ました
ね︒

実際︑沖縄では公職追放︑行われてないです︒・

上眞上議上眞上眞
原板原板原板原板
平良さんは︑本当はアウトなんですけど︑大政翼賛会の青

年部長をやっていて︑彼は戦前から農漁民関係の世話役のような
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雲上眞上眞
板原板原板

眞板

五〇年の群島知事選挙のときに︑こっそりと︑もう復帰論

にはありますよね︒だけど︑役場は使えないからね︒

悪いのに︑すごい動き方をしているなと︒

これ見てても︑この当時︑交通事情も悪いし︑郵便事情も

上原
上原

眞板

ですから︒まだ︑具体的に復帰論っていうのは︒どこに復帰する

と︒だから︑いったん出たら︑石川なら石川行く︑二︑三日は四︑

．を言っていたんですが︒

のか︑必ず出たはずなんだけど︒これは︑平良さんが知事になっ

五日は帰らない︒カネもなく動いている︒

それは抜けてて︑当然ですよ︒これはまだ︑四七年のとき

たあとでしょ︒はっきりと︑その打ち出したのは︒昔も今もそう

眞板

なんか︑ついでに回られているみたいですが︒

いかに︑体力を有効に使うかと︑で︑時間も有効に使うか

だが︑政治家は当選するためには何でもありきですよ︒

上原行ったら︑今晩どこに泊まるかとか︑私と一緒に動いている

それで︑全島一周頃て署名集めして︑復帰運動を始めるん

眞板

山城善光は︑よっぽどのことがない限り︑どっかに泊まる場所を︑

先に見つけているわけなんだな︒なにしろ︑彼は文化人で︑年も年

ですね︒結局︑米軍政府ににらまれちゃうんですけど︒

上原

だし︑野宿はあまり︑健康にも良くないのでね︒たとえば︑宮里栄

だから︑その前の段階ですから︑その二年ほど前のことで

すからね︒

ならない私は︑貴重な存在だったんでしょうね︵笑︶

輝さんの家に行くなら︑そこで︑いっぱいご馳走してもらって︑山

又吉康和の何がいけなかったんですか？

眞板

基本線は民政府批判ですよね︒

眞板

又吉康和はね︑結局︑彼を私は二︑三回くらいしか︑顔を

村の生活改善運動みたいなものを実践なさったわけです︒そうい

眞板

上原

う実績があるにしても︑もっと︑ひとまわり以上年上の在野の有

城は宮里宅に泊まるゆしかし︑私は寝る場所を要求しないから︑私

見ていない︒直接︑会って話していないんだ︒彼の話は︑なんか

力者たちの話を聞いてて︑一番影響を受けた人はどういう人なん

の休む場所はいっぱいあるから︒でも︑空いた部屋があるときは︑

のついでに︑聞いたくらいで︑志喜屋孝信のところで︑山城善光

ですか？

﹂上原 民政府︑民政府だ︒まだ︑軍政府の批判までは行かない︒
だが︑すでに不信の一端が出ていたと思う︒まず︑民政府の又吉

と一緒に会ったことがあるんだろうな︑きっと︒で︑志喜屋孝信

上原

泊まらせてもらい︑非常に幸せな夢を見たこともあった︒そういう

に会いに行ったときに︑山城善光︑私の名前出しているから︑彼

で協力した人でも︑本音は︑やっぱり沖縄を愛しているんですね︒

康和を主体とする批判が︑中心的な主張です︒そして︑将来は人

︑は︑比嘉良徳さんの紹介状を持って︑来ているはずなんだ︒それ

ことが︑極めて簡単にできたっていうのも︑彼にとって野宿が苦に

で︑行ったと思うんだ︒

止むを得ずして支配者に抵抗できず︑引き受けたんだという人だ

民による自治政治を目指すということだったと思う︒

このときの時間の流れは︑実に早かった︒とにかく︑山城善光︑

ね︒権力に弱いのは︑ウチナーンチュだけではないんだからね︒

れる仲間がいるんだ﹂と非常に感動したことを今も︑昨日のこと

抗日軍からこう呼ばれたとき︑﹁あっ︑俺たちを兄弟と呼んでく

私が︑十四︑十五のときに︑﹁琉球の兄弟たちよ1﹂と︑反満

結局︑まず︑第一にですね︑かつて軍国主義に何らかの形

こういうの参加なさってて︑上原さんなりに︑国頭での農

ヤンバル︑出てくる︒私も辺土名あたりを中心にして︑無休の態
勢で︑組織活動していたが︑一週間に一回くらいは︑喜如嘉に行
﹁って会っているのだから︑それで︑いついっこうしよう︑どこで
会おうと︑こういう打ち合わせをした︒電話がないからね︒役場
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のように覚えているんだよ︒そこには︑人民っていうのは︑民族

った人で︑国場幸太郎さんという⁝⁝

さて︑敗戦直後の沖縄で幸運にも生き残った人たちの中にも弱

私を指してね︑﹁上原信夫さんって方です﹂︒そして︑私︑立って︑

げて︑﹁その当時の先輩がここに座っております﹂ってね︒彼は

いま︑宮崎で先生をやっている︒

いものはこういう抵抗しかできないのかと悲しかった︒だけれど

頭を下げて︑私︑しょうがないから︑﹁上原です﹂って︑頭下げ

眞板

も︑彼らの本当の本心を聞いてみると︑彼らも胸を引き裂けるほ

たんですけれど︒そして︑座った︒あとで︑彼は︑﹁上原さん︑

の如何にかかわらず︑やっぱり︑支配者と被支配者の関係という

どの反省をしているのだと分った︒彼らは︑これ以上の抵抗がで

あんた︑沖縄で運動していたときは︑三十三歳前後でしたか﹂と

彼は︑去年︑たまたま会合があって︑講演に来ていたんだ

きないから止むを得ず︑︐言いなりになったんだということが分か

言うからね︒﹁いえ︑私はそのころ︑そうですね︑二十二︑二十

上原

ってだね︑私は周りに同情すると同時にね︑やつばり︑そういう

三歳だったと思います﹂って言ったらね︑みんな大笑いしたな︒

のは︑いずこも同じなのかと︒これらの人たちの話を聞ききなが

ことに︑小さいときから︑運良く︑時の権力に対して︑もろに真

そして︑瀬長や彼らも私を三十代だと思っていたのだなと︑自分

けど︑そのとき︑彼は講演の中で︑沖縄民主同盟の問題を取り上

正面からぶつかって︑抵抗してきた私は︑馬鹿だったんだろうか

の年を改めて︑数えてみたくなったよ︒私の言っていること︑や

らね︑思ったよ︒

な︑それども︑幸せだったんだろうか︑と思ったりしたね︒

解のある︑おおらかな気持で︑兄弟として︑先輩として︑お付き

れ以降は︑沖縄で生き残った︑この先輩たちに対して︑もっと理

地という環境はそうだったんだろう︑ということが︑分かり︑そ

あとで︑冗談で冷やかされたんだけどね︒そういうことだから︑

さん︑あんたずいぶん若いですね︒三十三歳には見えません﹂と︒

ことですよ︵笑︶

ようなことも平気でやったからだと思うんだけどね︒つい最近の

っていること︑当時の常識からすると︑大人のような人を食った

合いをすべきだと反省した︒それは︑上原ってやつは︑大変おだ

おそらく︑当時︑沖縄の先輩たちで︑私の本当の年を知っていた

やつばり︑若さゆえに︑ということと︑私が育った日本の植民

やかでおとなしい︑青年だと︒こういう印象を先輩たちに与えた

のは︑山城善光と桑江さんくらいだったと思うんですよ︒

さて︑普天間会談後は︑h沖縄建設懇談会﹂の準備に向って全

．会場にいた︑．私を知っている連中は︑﹁上原

乏思いますな︒しかし︑それまで︑私の見てきた日本人の大人と
いうのは︑天皇のために︑というと︑こういう抵抗しかできなか

いうことを期待するよう努力すべきだということを学んだ︒そう

ますことによって︑人民大衆と共に立ち上がってくれるだろうと

すからね︒とにかく︑桑江と二人で︑手分けして︑手紙を届けた︒

当時は︑郵便はあっても︑郵便屋さんなんて信用できない時代で

るように︑懇談会参加の呼びかけの手紙を届ける作業をしていた︒

力投球した︒もうその頃になると︑桑江朝幸の本でも書かれてい

いう勉強の機会もあってか︑私を自分の年よりか︑八つも九つも

きっと︑山城善光の口頭の文言をまず桑江朝幸が整理してだね

ったんだからね︒この人たちに対しては︑やっぱり︑前向きに励

十もだね︑年上に思った人もいたようです︒なにしろ︑考えてみ

それを私がガリを切って文章印刷する︒何日間か︑寝る時

間がなかったんじゃないですかな︒そういうことをやって︑あと

︵笑︶

ぶの軍服だったから︑なおそう見えたのだろう︒日本共産党の一

は︑この石川を出てから︑知念に移ったんですな︒

ると︑当時の私はひげを伸び放題︑服装は米軍払い下げのだぶだ
番最初の沖縄県委員の亀次郎さん︵注・瀬長亀次郎︶と一緒にや
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上原

眞板
私は︑知念まではね︑下見に二︑三回行っているはずです︒

そうです︒四六年の十一月に移っています︒

上原

眞板

当時︑そうだね︒正確な金額はもう思い出せないが︑十五

いくらぐらい？

まだ︑当時は︑一般的にはドルは流通していないですね︒

■当時の食料事情

一部は⁝⁝

眞板

円とかの大金だったと思いますね︒これ︑日本円だったのかドル

普天間会談のあとですよね︒

山城善光と二人は︒思い出すと︑私は︑﹁南部視察旅行﹂でも知
眞板

会談のあとです︒会談何日にありましたか？

だったのかも︑忘れましたがね︒・

上原

これはですね︒四月の二十一日です︒で︑沖縄建設懇談会

念を通っているんだよ︒

眞板
が五月の五日です︒

もう︑十何日間ですか︒普天間会談のあと︑山城と二人は︑

上原

上原

民政府まで行っています︒そのときに︑沖縄民政府の宮城友信さ

がない人間だから︑カネのことは忘れたね︒

そうですが︒やっぱりな︒いや︑そうかなとは思っ

その頃は︑まだ︑ほとんど物流経済は機能停止状態なんだから︑

市場では売るものも買うものも︑みな︑闇物資か︑戦士 たちの

本当はとられたら︑

戦果くらいのものだったでしょ︒たとえ︑私がどこかで何かを食

べても︑カネとってくれないからね︵笑︶

困るんだがね︒それから︑知り合いのところへ行ったら必ず︑

中国ではどこに行ってもだね︑﹁チィラファン・メイユー﹂って

軍票の金額は忘れたん

軍票︒軍票だったような︒なにしろ︑生まれつきカネに縁

んか︑などにお会いしているはずですよ︒そして︑ものすごく忙
しくて︑資金もだんだんなくなってきた︒あんた︑給料はいくら
︵笑︶

あったかっていうけど︑給料は一銭もなしだからね︒
眞板

親父からね︑当時は軍 票 で す か ？

たんですけど︒

上原

実は軍票から新円に変わっているんです︒

言うんだ︒ご飯食べましたかっていう︑挨拶なのだ︒そしてね︑

﹁信夫︑めしを食べていますか﹂って心配してくれるんだ︒

眞板

軍票だったと思うのね︒それとも︑日本円だったのかな？

だけど︒

上原

か二週間に一回は帰って︑少し仕入れてきたんだ︒親父としては︑

なりそうだと思ったら︑都合をつけて︑一応︑ヤンバルに一週間

それが︑今度はなくなるのが早すぎるでしょ︒もう︐少しでなく

と他人の食事についても︑気を遣ってくれたね︒知人に会うと必

いっぱい食べてないじゃないですか︒だから︑一般市民は︑何か

んけど︑なにしろ︑戦後の私の生活した沖縄ではね︑みんな︑腹

食べさせてくれるんだ︒しかし︑沖縄は昔はどうだったか︑知ら

﹁メイユー﹂って言うと︑﹁ライライ﹂ってすぐ︵笑︶

私がまだ手に包帯を巻いていたので︑大変心配して特別の配慮を

ず﹁信夫くん︑めし食べたか﹂と言ったね︒﹁食べてない﹂と言

とにかく︑親父に︑小遣い︑旅費下さいって︑貰ったのだが︵笑︶

してくれたんだ︒大変︑理解のある親父でね︒﹁少し多めにくれ

うと︑﹁じゃあ︑来なさいよ﹂と呼んで︑どっからか︑何かを引

そういう点では︑﹁いちやればみな兄弟﹂の昔から︑とりわけ

ね︒

っ張り出してね︒食べさせてくれたもんですな︒有難かったです

よ﹂と言ったらね︑﹁いまはこれだけしかやりくりできないんだ﹂

とか言ってね︒それを押し頂いてだね︒﹁大事に使いますから﹂

とか言って︑それで︑﹁一年くらい食える﹂とか言って︵笑︶
そしたら︑ひと月も経たないで終わってしまって︵笑︶
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てないんです﹂︒する之︑﹁上れ﹂と︒そういうことで︑実際には︑

たらわかるんだな︵笑︶・ほとんど︑そう思ってさ︑﹁あ︑食べ

覚えているのは︑﹁おまえ︑めし食っていないだろう﹂と︑顔見

けて﹁めし食べたよ﹂なんて言ったかもしれないけれどな︒私が

めし食っていないだろう﹂︵ 笑 ︶

と言うので︑最初は︑格好つ

くどこへ行っても︑私の顔を見ると︑﹁おい︑上原︑キミ︑まだ

えない大衆がね︑いっぱい︑いたんだ︒だから︑戦後は︑とにか

胞愛の表現だったろうと思う︒同じように︑腹いっぱいめしを食

も使わなかったね︵笑︶ その他に︑小学校のときの先生で︑日

ました︒だから︑名護から国頭までの山原路の方では︑カネ一銭

きて︑危機一髪のところで︑私は救われた︒そういうこともあり

照屋病院での出来事︑いっか話しましたね︒CICが乗り込んで

くと奥さんの手料理をいつもご馳走になれたね︵笑︶ そうだ︑

てください﹂って︑持って来るんでしょうからね︒あそこへ︑行

いときだから︑﹁これで診てください﹂とか︑﹁これを召し上がっ

やっぱり︑病院でしょ︑病院だから︑カネがあまり流通していな﹁

語る︒照屋さんの家では︑そういうご馳走をさせてもらってね︒

一杯やろうと︑銚子一本持ってきてさ︑二人で飲みながら大いに

ほとんどカネを使ってないだろう︒まず︑ヤンバルの辺土名から

高清喜先生もおりましたから︑﹁ここを通るときは︑必ず寄れ﹂

敗戦直後の廃櫨の中から︑立ち上がろうとする沖縄人の強い︑同

出て︑名護一帯までもそうですね︒名護では︑岸本さんっていう

と心配していたぞ﹂と怒られたりして︑それで︑たまに挨拶に行

って命令されてね︒何ヵ月間か寄らなかったら︑﹁また刑務所か

焼けてなくなったんだが︑同じ場所︑急ごしらえの小屋を再建し

くと︑﹁入れっ︑めしを食べろっ﹂と︒まず︑そういう師弟愛だ

人が︑簡易宿屋をね︑昔からの宿屋だったんだろうけど︑戦争で
名護を通る時には︑

ったね︒

てね︒岸本旅館の看板が出て た の で ︵ 笑 ︶

いつも遅くなって泊まる場所もないから︑そこへ行ってね︒﹁お

だかち︑ヤンバルから石川︒石川に入るとね︑石川は政府の直

轄下だからね︒首都になっているんだな︵笑︶

じさん︑泊めてください﹂って言うとね︒﹁いくら︑払えるんだ﹂
と聞くので︑﹁実は少したりないですよ﹂と言えば︑﹁じゃあ︑泊

うことはできない︒何かもう完全に︑いわゆる軍作業の根拠地の
だからね︒

一つだから︑軍政府︑民政府の職員たちの天幕の

高級住宅街

すると︑そうい

まりなさい︒キミは特別だから﹂と︑常時ただで泊めていただい
聞いて︑もう︑．﹁これが宿賃だって﹂言って

た︒岸本旅館に泊まると︑一晩中︑いろんな私の情報や南部の視
察談義をね︵笑︶

ご馳走してくれて︑時にお酒はねちょっと︑私は︑そのころまで

まで待たせるんだ︒あ一だこうだと言ってね︒そして︑夕めしを

きゃいけないので︑お宅に報告に行くと︑何時に行こうと︑夕方

だったから︑私が名護を通過することに︑南部の活動報告をしな

する照屋病院というのがあって︑その方は︑民主同盟の中央委員

名護には照屋規太郎︵注・民主同盟名護町支部長︶さんが経営

嘉さんっていう人︒石川ビーチの入口あたりに比嘉散髪屋ってい

いろと若い頃に︑世話になったという人がいたんだ︒そうだ︒比

の人でね︒金城秀一が︑国有林の技師をやっていた頃︑彼にいろ

問にかね︑石川では︑どうやって調べたんだっけな︒国頭村安田

でも︑二銭？ くらいは取られたんじゃないか︵笑︶で︑いつρ

もなかなか私たちには︑手に入らない 高級品 だったね︒あれ

のりみたいなやつね︑それに塩味をつけたようなやつをね︒これ

カネを出さないとね︑メリケン粉にお湯をかけて︑溶かして︑

は︑お酒はほとんど飲む機会も︑その習慣もなかったし︑また︑

うのがあるはずだと教えて竜らつたので︑後日︑看板が上ってい

ね︒めし代も︑それから取ってもらってさ︒

お酒は戦後少なかったからね︑お酒はね︒私が行ったときにね︑

85

さな散髪屋が︑掘っ立て小屋でね︑テントで作った︑散髪屋らし

るかどうかと調べたら︑なんとまあ︑石川ビーチの入口付近に小
眞板

上原

回板

そのときは︑だぶん︑上原さん︑ 沖縄離れられていると思

群島知事政府になって︑那覇に

群島知事政府になっています︒

上原

あ︑そうか︒まだ︑民主同盟になったときは︑政党関係の

■党解体のきっかけになった﹁自由沖縄﹂出版事件

います︒

いところが︑あったので︑そこ行って見たらね︑どうも︑比嘉な
んとかっていう人らしい︒それで︑﹁奥のヤンバルの金城秀一さ
んご存知ですか﹂って聞いたら︑飛び上がってびっくりしてね︒
﹁あんたは︑どなたさんですか﹂と言うので︑私が﹁奥の秀一の
いとこで︑上原と言います﹂︒﹁奥はどこの屋号だ︒家の名前を言
ってくれ﹂︒﹁新門︵ミージョー︶﹂って言ったらね︒﹁直榮さんの

散髪してあげようって︑すぐ︑次のお客さんがいなくなったら︑

高等軍事裁判やるときに︑高等軍事裁判の党の証人ということで︑

それから︑山城と桑江の二人が︑米軍の監獄にぶち込まれて︑

事務報告などで何回か知念に行っているんですよ︒

散髪をしてくれてね︒ひげはぼうぼうに伸ばしていた時だったで

出席しているんだよ︒それは︑民主同盟の責任者が︑どうしても

子どもか﹂ってね︒うちの親父知っていたんだよ︒それで︑早速

すけどね︑ヒゲは剃れない︒﹂傷が残っているからね︒で︑﹁これ

るんだ﹂と言うから私が︑﹁いやあ︑あったら食べるし︑なかっ

そして︑﹁ここにいる問︑キミ︑めしはどういうふうに食べてい

として私が出ることになったからね︒それに︑出席したときには︑

彼は﹁出ない﹂となったので︑軍事裁判には︑沖縄民主同盟代表

らだね︑﹁情勢が微妙な時代だから﹂と言って︑引っ込んでだね︒

一人出席しなきゃいけないということで︑仲宗根源和と相談した

たら食べません﹂って言ったらね︒﹁こっち来い﹂ということで

知念部落で︑軍政府の通訳の大城ツルさん︒それで︑後に沖縄婦

から石川にいるときは︑必ずこっちに来い︑散髪してあげるから﹂︑

ね︒﹁キミ︑ひとり分くらいならなんとかなる﹂︑軍作業員らはね︑

連の会長もやったという方なんですが︑婦連については︑私は︑

帰国後に聞いたのでよく分からないんですね︒その人の家にも何

食品を持って来て︑散髪代にしている︒だから︑﹁食べに来い﹂
って言ってね︒それから︑石川でもカネなしで︑食えるようにな

回か泊まっている︒沖縄にもこういう女傑がいるんだと知って︑
心から尊敬した方だがね︒

そういうところを何ヵ所か見つけていくわけですよ︒

った︵笑︶

それで︑今度ハ那覇に拠点が移って︑知念に移ったことは︑やっ

実は︑この人のお陰で︑山城善光と桑江轟轟は︑罰金刑でね

では︑知念はあまり行かれていないんですか？

たちが米軍に捕らえられたころはですね︒なにしろ︑山城と桑江

ぱり︑那覇も開放されて︑那覇の住民が入ってぐるし⁝⁝
眞板

えっ？

監獄に入らないで済んだんですからね︒山城と桑江さん

上原

が捕まったんだから︑﹁次はキミだ﹂と︑多くの人が︑私を守っ

︵笑︶

けですよね︒その後の問題については︑民政府はそこにあるんだ

てくれたのです︒しばらく︑防衛態勢を強化していたので︑具体

知念は懇談会の前に︑二︑三回くらい︑行ったわ

から︑否応なしに︑行ったんですよ︒知念から那覇に引き揚げる

軍事裁判があるということで︑軍政府の通訳の大城ツルさんが︑

的な問題の細部については︑あまりはっきりしないけれど︑高等
いや︑そのときは群府︵注・群島政府︶ですね︒

人を遣って︑民主同盟に連絡があったので︑私たちは︑臨時幹部

民政府が︒

塗板

えっ？

のは何年ですか？

上原
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会議を開いて至急︑仲宗根委員長に高等軍事裁判にどうしても︑

はじゃあ︑二人と一緒に銃殺刑にされるから︑あんた︑ご安心し

わが民主同盟は︑この事件を境界線として︑急速に内部分裂に

なさい﹂とさよならした︒

組織の責任者が出席すべきだってね︒そこで︑何とか人っていう

向かって行った︒ここで︑説明しておかなければならないのは︑

出席しないと︑山城と桑江は︑極めて不利になるんだから︑必ず
んだ︒アメリカ式の裁判は︒保証人かな︒証拠人かな︒法律的な

運動初期︑私たちは︑仲宗根に対する大きな期待があった︒かっ

そして︑知念の大城ツルさんの官舎に報告に行った︒﹂天幕葺き

名前はちょっと忘れたけれども︑そういうことで︑至急なんか人

だということなんだ︒それで︑﹁申し訳ないがキミ︑上原くん︑

の大きな家︒夕方しか帰ってこないので︑それを待って︑大城先

て︑日共が弾圧を受け︑九〇％以上の党幹部が︑転向した際︑仲

もう一度︑検討してくれないか﹂とこういう言い逃れをしたんだ︒

生に対して︑﹁仲宗根源和先生は︑情勢が極めて微妙であるから︑

選すべきであるとハそれを党で決定してくれということで︑私は

それで︑私は︑そこで映呵を切った︒﹁あんたは最高責任者だ︒

出席できないので︑私が委員長の任命によって︑民主同盟の全権

宗根もその最後に転向した一人だったが︑沖縄戦の洗礼を受けた

あんたの指揮に従って︑われわれは︑今日まで闘ってやって来た

代表として︑高等軍事裁判に立ち会います﹂って報告したら︑大

大城善英さん等と一緒に仲宗根源和を訪ねて︑再度︑ご決意の程

のに︑同志の桑江と山城がだね︑沖縄始まって以来の高等軍事裁

城さんは﹁それはだめだ︒あなたはね︑桑江朝野と山城善光と一・

彼は︑運動の初期はまるで︑人が生まれ変わったような言動が多

判で︑銃殺生にされるかもしれないっていう瀬戸際に︑どうして︑

緒に本当は捕まって︑当然︑監獄に入っていなければいけない人

お願いしたのだが︑彼は︑﹁上原くん︑極めて情勢は︑深刻で微

委員長は断固と立たないんですか﹂って︑私は食って掛かったん

間ですよ﹂と︒﹁CICは︑ひと月くらいね︑何度となく追いか

かったので︑私たち︑青年は︑ひそかに︑仲宗根のマルクス・レ

だ︒そしたら︑彼はね︑あ一だこ一だもぐもぐしていた︒そして︑

けていたことを︑知っているでしょう︑あなた︒もし︑あんたが

妙だから﹂と︑なかなか﹁うん﹂と言わない︒これまでの会合で

私が最後に﹁絶対だめですか︑委員長1﹂と言うと︑彼は︑何分

出て行ったら︑向こうは喜んでね︒あんたをそこで捕まえてしま

ーニン主義への復活を期待していただけに︑私のショックは非常

間か経ってから︑﹁勘弁してくれ﹂と頭を下げたので︑もう期待

いますよ︒捕まったら︑山城善光と桑江朝幸と同じように︑裁判

は︑何十回も激しく︑又吉康和を批判し︑非難していたのに︑い

するもしないもないと思ったので︑委員長から党の全権を﹁私に

を受け︑二人よりも重い処罰を受けますよ︒逃げていたんだから︑

に大きかった︒それが︑沖縄民主同盟をして︑予想より︑早く瓦

任命することです︒そうすれば︑私は全責任を持って︑沖縄民主

よしなさい︒あなたまだ︑お若いんだから︒もう一回︑仲宗根さ

ざとなったときに︑彼はだね︑やっぱり︑自分の命が惜しくなっ

同盟の名誉のために闘うから﹂と言うとね︒仲宗根は︑﹁頼む︑．

宗根さんのね︑気持ちは腹の中はもうすっかり︑承知しています

解させたのである︒

︑上原くん︒頼む﹂って言っているんですよ︒ああ︑この人は死ぬ
ことが怖いんだと分かったので︑﹁じゃあ︑同志山城と桑江を︑

から︑これ以上︑お願いする必要はありません︒もし︑軍事裁判

たんだコ彼は︑もし︑私が行って︑私まで捕まったらどうするん

助けるために︑私は同盟を代表して︑できるだけのことをする︒

に行って捕まろうと︑私は民主同盟を代表して︑高等軍事裁判に

んとお話し合いをしてきなさい﹂って言った︒﹁いや︑私は︑仲

しかし︑アメリカに言うべきことは︑ちゃんと抗議した後に︑私

87

参加して︑全沖縄人を代表して︑私の意見を発言します︒そこで︑

いたからね︒で︑その人が︑いろいろと私たちの運動を聞いてね︑

ましたよ︒私からすると︑自分の母親くらいのね︑年頃だったん

﹁あんたのような青年も沖縄にいるんですか﹂ってね︒喜んでい

裁判の日程に合わせて︑私は出席するんだから︑そのときの．注意

だけれども︑感動しましたね︒そして︑先生が﹁軍事裁判に出廷

即刻銃殺されても︑構わない︒そう決めてきたんですよ︒だから︑

事項を︑大城先生ご指導下さい﹂って言ったらね︒先生は︑こん

した場合の注意事項を与えるから︑あと二︑三日置ったら︑もう

一度︑今日と同じ時間帯で︑目立たないように︑ここに来てくだ

な馬鹿な男の子もいるのかと思って︑開いた口がふさがらない︑
というような格好をしてだね︒﹁あんた︑食事はとりましたか﹂

ら︑ここで今晩泊まりなさい︒もし︑下手をして逮捕されると︑

もうあんたが私の家に来たことも︑分かっているかもしれないか

夕食を作るから︑一緒に晩飯を食べましょう︑あるいは米軍は︑

眞板

た︒

の計画が︑すっかりダメになるから﹂ということを厳しく言われ

へ行こう︒でないと︑あんた︑米軍に捕まったら︑せっかくの私

さい﹂と︒そして︑﹁当日は私の家に泊まって︑私の車で軍政府

軍事裁判はダメになりますからね︒山城さんと桑江さんが苦しむ

たということですか？

って言うので︑﹁とっていない﹂って言ったらね︒﹁私がこれから︑

んだよ﹂と説教されて︑後は︑アメリカ軍のおいしいご馳走をい

上原

いや︑米軍側の通訳で︑弁護士でなく相当高い地位の通訳︒

大城ツルさんが︑弁護士みたいなことも︑やってくれてい

っぱいしてくれたね︒そして︑そこには︑新しい客用のベッドが

あまりにも高級すぎてさ︑私は日中︑飲む飲み水さえ︑自由に飲

よりか︑二つ︑三つ下くらいのがね︒さて︑大城先生のお家が︑

七︑十八くらい︒上は男の子で二十歳くらいのがいましたよ︒私

だが︑大城先生は二人の子どもがいた︒一人は︑女の子でね︑十

ら︑あんた入って︑自分で休んでください︒食事の時分だったの

度は寝巻きまでね︑出してくれてね︒で︑お風呂︑そこにあるか

たって言うんだ︒だから︑弁護士の言い足りない分も含めてだね︑

うだ︒しかし︑大城さんの通訳は︑他の人の一倍半くらい長かっ

ぎてね︑不完全に通訳すると︑大城さんが︑代ってくれたんだそ

はよくわからなかったが︑山城が言うには︑他の通訳が緊張し過

しばらくしてからの話なんだがね︒山城善光と笑ったのはね︑俺

軍部の通訳どして︑裁判のあとで︑高等軍事裁判を無事終了し︑

訳を一人でやっていた︒その全通訳を彼女が引き受けたんだよ︒

たとえば︑知念忠太郎とかね︑その他︑三名くらいの弁護士の通

めないのにね︒シャワーもしゃ一つと︑あふれ出てくるんだ︒私

大城先生がね︑補足説明していたんだそうだ︒

一つあった︒真っ白い新しいシーツを敷いてくれた︒そこに︑今

はこのもてなしで︑すっかり︑興奮してね︑ひと晩中︑眠れなか

私は裁判の前日は大城さんの官舎に泊まったとき︑私に次のよ

裁判長からね︑陪審委員かな︑ちょっと︑名前は忘れてしまった

ったなあ︒これならもう︑数日後の軍事裁判に︑出廷したら︑ア

ずいぶん︑志が低いですね︵笑︶

が︑日本のその裁判でもあるはずですよ︒日本にないのもアメリ

うな命令が出された︒﹁一つ︑私の指揮にしたがって︑私がそこ

眞板

大城先生の旦那さんは︑お医者さんだったんですね︒二人

メリカの奴らに沖縄人の誇りある態度で︑言うべきことはちゃん

上原

カにはあるのかな？ ﹁裁判長から︑おまえに︑発言を要求され

で︑とまれと言ったら︑そこで待っていなさい﹂︒そして︑次は

はアメリカに留学か何かしているんですね︒それで︑英語は米軍

たら︑簡単にひと言ふた言だけ言いなさい︒私︵注一大城ツル女

と言った後で︑即銃殺されてもいいと思ったよ︵笑︶

の普通の通訳よりも︑上品で立派な通訳だって皆から誉められて
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史︶が訳をちゃんとするから﹂と出発前に注意されて︑﹁発言は

は︑裁判長に対して︑優しい顔でね︑私のための通訳を始めたん

それで︑大城さん︑．走

だ︒そうしたらね︑裁判長は﹁ああ︑そうか﹂という納得したよ

うな顔になって︑座ってしまった︵笑︶

必要以上の言葉を絶対に言うな﹂と再度厳重な注意をされた︒

裁判が後段になったころ︑大城先生が裁判長の通訳として私に

らいました﹂︒私が︑はっきりと言った︒そしたら︑大城さんが︑

﹁山城さんと一緒に行って︑認可許可を申請して︑オーケーをも

た上で﹃自由沖縄﹄を発行したのか﹂と聞かれたので︑私は︑

かった︒大城さんは︑﹁黙って︑座りなさい﹂と命令して︑その

りを受けたんだ︒︐あ㌃︑私は大変なことをしてしまったんだとわ

獄ですみそうなのに︑ぶつ壊してはいけません﹂って小声でお叱

せっかく︑山城善光と桑江たちはね︑二︑三ヵ月くらいのね︑監

ってきてね︑﹁信夫さん︑私が言ったこと︑忘れてはいけません︒

にこつと笑うように見えたんだ︒私もにこつとしたと思う︒なに

裁判長に何か話していた︑それは私のための補足説明をしたらし

向かって︑﹁船越︵注・尚武︑民政府情報部長︶さんの認可を得

しろ︑今回の高等軍事裁判の決め手は︑この一点にあったからだ︒

い︒それから︑何分間かして︑一服したのかな︑休憩かしてだね︒

最後に判決を言い渡した︒で︑その判決が︑これに山城善光が書

私は︑あ︑これで合格だと思った︒その次は︑﹁﹃自由沖縄﹄印刷
した用紙は︑どっからもらったんですか﹂と言うので︑・印刷用紙

いてある通りだね︵笑︶ 罰金刑︑五十ドル？

の判決が出たの

は桑江朝幸と二人で行って︑どこそこの琉球なんとか︑なんか︑

だ︒山城善光と桑江流下は︑そのまま︑憲兵隊に連れて行かれて

さて︑私はどうするかなあと︑思っていたら︑大城さんから︑

しまった︒

その軍政府かどこかの印励所︑いや民政府の新聞社だったと思う︒
※山城︑桑江両氏の弁護人は︑富山徳潤︑ 山田政功︑知念朝功の

ここに座って動くなって言われていたことを思い出して︑じ一つ

ここに来なさいと手招きするので︑それについて行くと︑二世の

各氏︒︵﹃荒野の火﹄山城善光著︶

ああ︑﹃ウルマ新報﹄

人は私の背中叩いてね︑おとなしくね︑サンキュ︑大丈夫だと︑

としていたらね︑大城さんの指図で︑米軍の二世通訳が来てだね︑
眞板

あ︑﹁﹃ウルマ新報﹄の使い残したものをただで分けて︑貰

別室に連れて行き︑私は︑そこに座って待つことにした︒大城さ

上原

ってきたんです﹂と答えたら︑裁判長は了解したようだった︒

んが︑仕事を片付けたあとで︑彼女の車で︑知念の家まで連れて

行って︑またその晩もご馳走になって一泊した︒

※この裁判での罰金は千円︒︵﹃荒野の火﹄山城善光著︶

あの︑大城ツルさんのお宅は知念なんですか？

えっ？ 知念︒自宅っていうか︑民政府の

比較になら

ホッとした私は︑最後にひと言︑何か言うべしと思い︒﹁あん
たち︑アメリカは︑キリスト教の国じゃないのか︑だったら︑沖
縄の人たちがね︑キリスト教の教えに基づいて︑自由と民主を求
めて指導をお願いしているのに︑なんで︑あんたたちは︑飢えく
たびれている沖縄人の最低の政治要望まで弾圧するんだ︒人民が
パンを求めているのに︑なんで石を与えるのだ︒まったく︑山上
の垂訓に反するじゃないか﹂とやったんだ︒それが︑いけなかっ

官舎ですか？

官舎ですね︒天幕でも普通の個人住宅などは︑
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たね︒そしたらね︑裁判長︑立ち上がってね︑この野郎っていう
ような形相でこちらをにらみつけたんだ︒すると︑すぐ大城さん

上眞上眞
原板原板

かなと思います︒

は︑おそらく︑志喜屋知事の住宅よりも立派な構えじゃなかった

ないほど高級です︒当時の軍政府職員・大城さんたちの高級住宅

パイロットはね︑途中で︑パラシュートで降りて︑助かっている

す︒軍と隣り合わせにいるがゆえに︑そういう大惨事になった︒

との沖縄の人にとっては︑忘れたくない場所ではあるわけなんで

上原

年並

規格住宅にはまだなっていないんですか？

そう︑天幕︑天幕

あ︑天幕なんですか？

児童は五十︑六十名ほど死傷して⁝⁝

んです︒それで︑余計に腹が立っているわけなんですよ︒確か︑
ツー・バイ・

眞板
上原

テントでしたか？

あ︑ツー・バイ・フォー︒

した︒

を含む十七名が死亡し︑児童百五十六名を含む二百十二名が負傷

ジェット戦闘機が︑宮森小学校・に墜落・炎上︒同校児童を十一名

※宮森小学校事件⁝一九五九年六月三十日に米空軍機F−100

眞板

テントだったと思うな︒テントだったと思うね︒柱などは

フォーの

上原

静かに黙って聞いていたと思う︒その後︑何回か会ったけれども︑

あまりにも命知らずだっていう︑お説教されたので︑おとなしく

そしで︑その晩は︑﹁あんた︑やんちゃだね﹂っていう意味のね︑

の天幕だったんだ︒天幕はぜんぶ︑新しいまつさらのものでね︒

しれない︒あの︑天井なんかはないですよ︒そのまま︑むき出し

お風呂がついていて︑やっぱり︑ツー・バイ・フォーだったかも

しろ︑半世紀も昔のことだから︑細かいことはハッキリしないな︒

で︑床だけはちゃんと︑びしつと︑木の板だったと思うね︒なに

容は︑自然と学校建設と教育問題に触れるようになる︒そん中に︑

き込む︒そういう状況の下での演説会ですから︑当日の演説の内

取り﹂の空間となっていて︑実際には窓がない︒雨が降ったら吹

らいまでは壁も萱葺きですよ︒その上の桁まではいわゆる﹁明り

リカ軍の使い古したテント︒それをこうかぶせて︑子ども背丈く

出すね︒本当につっかい棒を入れ萱葺きだった︒あるいは︑アメ

上原

眞板

上原

そういうことを聞くと︑あの頃の小学校っていうのを思い

五〇年代だったと思います︒

何年ぐらいですか︒

鉄パイプだったと思うね︒壁もぜんぶ︑テントだったと思うな︒

もうその頃︑私はCICの追及は︑いっそう厳しくなって︑動け

アメリカは沖縄にあれこれと一方的に厳しい要求をしているにも

そのころ︑子どもたちは勉強しようと思っても︑鉛筆がない︑

もやっていたんだ︒

密航者じゃないかと︒その勇敢な密航者を称える演説を私も何回

が持ち込んできたのか︑米軍・民政府から犯罪者扱いされている

かかわらず︑学校の子供たちの学用品︑文房具︑日用品など︑誰

なくなってだね︑そこの家には行ったことがなかった︒

︵中断︶

■民主同盟結党大会Tl宮森小学校

中で︑よく取り上げていた︒そこまで行く問に︑私は奥に帰ると

紙がない︒そういう時代だから︑とりわけ︑私はあの頃の演説の
眞板

きに︑石川︑那覇あたりから︑必ず鉛筆や紙があるところ︑どこ

⁝⁝宮森小学校っていうと︑戦闘機が墜ちるちましてです
ね︑大惨事が起きたんですよ︒宮森小学校っていうのは︑このあ
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しゴム︑それから︑クレヨンなど︑とにかく有り金すべてをはた

の闇市に行けばそういうのがあるとか調べた上で︑必ず鉛筆︑消

カの帝国主義と資本家たち相互の利権争奪戦争であったというよ

年から始まってい一まずね︒とくに︑日本帝国主義と財閥︑アメリ

も多かったから︑奥の子どもたちに︑一人一本の鉛筆を配る予定

上原

そう︑奥の子どもたちに︒当時は︑現金収入が少ない家庭

︑いて︑買って帰ったものだ︒それを︑子供たちに無料で配った︒
眞板 それは︑奥の子どもたちに対してですか？

た︒だから︑アメリカも︑日本も︑あくまでも自分の国益のため
．に戦争をしたんだということ︒したがって︑アメリカが︑この沖

犠牲にしたっていうことはないはずだという思いが私にはあっ

古代以来︑力の強い国家が︑力の弱い他国のために︑自分の国を

うな見方をするようになったんだね︒歴史を振り返ってみると︑

だが︑あまりもらう人が多いど︑一本を二つに切ってあげた︒紙

縄に︑世界最強の軍事基地を作るというのも︑沖縄のためではな

いし︑日本のためでもなくて︑アメリカ自体の世界制覇を目指し

も貴重品でなかなか手に入らないので︑一人一枚ずつ渡すと子供
たちは喜んだね︒

政府の教育担当部長は︑恥知らずにも︑自国の教育問題を他国に

うなことをアメリカはやっているんだ︒何たることだ︒当時の軍

大の努力しているときに︑強大な軍事力を持って︑それを潰すよ

その復活した若い命に花を咲かそう︑実を結ばせようと人民が最

なった沖縄の大地で︑やっとこさ︑若い草木の芽が伸びてきた︒

館所蔵︶の中では触れているように戦争ですっかり︑焼け野原と

ようになった︒あの頃︑私の﹁講演速記録﹂︵注・沖縄県公文書

分たちの手によって︑自分たちの子どもを教育しようと︑考える

上原

扇板

演説会をやったのかなあ︑あそこ使ったことあったかなあ︒そう

いた︒その宮森小学校っていうのを行ってみると︑一回その前に︑

しつつ私は沖縄の教育問題については︑私は人一倍関心を持って

眞板

校庭でやったんですか？

だありました︒

上原

校庭だね︒そうだ︑数が多いから︑教室に入らなかったん

そういうアメリカの軍事的経済的世界支配戦略に思いを致

ああ︑卓見ですね︒

問だった︒

た覇権政策ではないか︑というのが︑私︑青年上原のあの頃の疑

ゆだねるようなことをした歴史的事実はどこの国にもないんだと

だ︒講堂がないから︑そうだったと思う︒石川市としては︑はじ

この教学用品の極端な不足を乗り切って︑やっと︑沖縄人が自

いうことを公然と発表したんだ︒

もりで来た人もいたかもしれないけれど︒しかし︑戦後初めての

めてのああいう大集会だったからね︒物珍しさに︑物見遊山のつ

主・非人道的責任を追及して︑講演会を各地でやったんだ︒すな

政党の結成式っていう看板だから︑物珍しさと日ごろ我々が︑ど

︑私たち民主同盟は︑これを取り上げて︑軍・民両政府の非民
わち︑誰が勝手に沖縄を占領したのか︑沖縄民族が最低の生活と

っかで公然と民政府批判をしている時︑大衆の中には我々に共鳴

するものも多かったから︒大衆の期待も大きかったからね︒その

自由な教育の権利を求めているのに︑米国は民主主義と自由をま
ったく無視して︑勝手に強制的にやりたい放題のことをやってい

期待のためにも︑私は準備の下働きに全力を尽くして︑走り回っ

上原

準備状況といっても︑青空会場だし特にないが︑青年の方

・眞板準備状況ってどうでしたか？

てね︒

るのだ︒なぜ日米︐両帝国の覇権争いの戦争の結果︑沖縄は占領さ
れ︑なぜこんなひどい目に遭わなければならないのかというのは︑

当然︑後世のために歴史家はこのことを糾すべきである︵笑︶
私のそういう具体的な話し方というのは︑その四六︑四七︑四入
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は︑私たちが対応し︑年配の方たちへの対応は︑山城善光︑桑江
眞板

上原人数書いていない？

ええ︒．ただ︑結構な数は︑これは党員らしいんですけど︑

朝幸たちがやるのね︒これまでの対談も懇談会も含めて︑それは︑

それと︑いわゆる有名でない︑無名の大衆がどれくらい集まるか︑

のは簡単でしたね︒ただ︑問題は若い人たちが︑集まるかどうか︑
眞板

上原

ヤンバル多い︒私と山城善光の地元だからね︒まだ︑那覇

これ見ると︑ヤンバルが多いですね︒

ああ︑ツルさんね︒

よ︑大城ツルさん︒

一番遠くは久米島から来ていますね︒佐敷からも︒あ︑佐敷です

ということになると︑たとえば︑私の場合は︑ヤンバルのどっか・

上原

年配者の人たちの集まりだったから︑その人たちを呼ぶっていう

の小学校を借りて︑校庭か教室かどっかを借りてだね︑いろいろ

一帯はね︑大部分が立ち入り禁止地区だったですからね︒那覇地

区への住民の移動は限られていたから︑引っ越しができないので︑

な形の小演説会をやってだね︑﹁何日何時から︑沖縄民主同盟の
結党大会を開催しますから︑当日は必ず参加してください﹂とお

那覇はね︑市役所の前とかね︒それから︑辺鄙でも︑軍政

眞板●那覇での演説会はどういうところで？

他町村での仮住まいがまだ多かったですからね︒

やっぱり︑割り当てみたいなことをかなりやったんです

願いした︒同時に︑その時点で具体的に人数をおさえた︒

眞板

上原

府から居住を許可されて︑人が住んでいるところ︒やっぱり︑あ

か？

上原

のときは︑学校の運動場ですな︵笑︶

そう︒でないと︑交通手段はないでしょ︑押しかけてくる

と思っても︑いざとなると︑その日になって︑車がないとダメだ

二百︑三百名でも入りそうなところなら︑どこでもいいんですよ
︵笑︶

一番迷ったのはね︑人が

と︒しかし︑頼まれると︑前日にその近くに来て泊まっていたと
かね︒とにかく︑今の人では想像できないような情熱があったね︒

いうかね︒そういうのをひしひしと感じましたね︒

二〇〇〇︑三〇〇〇人くらい集まった？

城善光も︑誰も彼も予想つかなかったと思う︒

上原

か？

三板

若さっていうのはね︒いま︑生き残ったものの責任って

だから︑あれだけの人数が集まった︒どのくらい集まるかは︑山
眞板
そうだな︒

結党大会のときに︑先生はどこにいらっしゃったんです

上原

ろうけれどね︵笑︶ ただし．必要に応じて︑二役三役も引き受

■沖縄警察とC−C

けていだかも知れないね︒

やっぱり︑会場整理の班長みたいな役割を担っていたんだ

響板 確か︑あれは︑本当は五日早くやる予定だった︒あ︑
︵注・六月︶十日か︒準備状況を考えたら︑ちょっと︑やりきれ
私は︑あの頃は︑国頭から名護までは︑車に乗らないで︑

ないだろうということで︑

上原

米軍とか入ってくるのを︑当然︑警戒なさっていた？

歩いてね︒各村の役場︑学校︑そこへ行けば︑そこでもって︑い
眞板
それで︑何日に・：・

もちろん︑そうですよ︒そういう状態は警戒していた︒し

つも通り一席ぶってね︵笑︶

上原

予定は六月十日にしていたみたいですけど︑間に合わなく

青板

かし︑初めてのことだから︑石川警察も協力してくれましてね︒

そういう意味ではね︑当時の沖縄の警察というのは︑われわれと

て︑十五日にしたって︑山城善光さんは書いていましたね︒
︵注・当日の︶人数は書いていないですね︒
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ね︒しかし︑CICからの命令で警察が動いている場合は別です︒

直接︑面と向かって話し合うとね︒やはり︑同胞︑兄弟ですから

この人は︑いわゆる台湾総督府のね︑警視か何かなんですよ︒台

めにひどい目に遭ったそうだからね︒宮城久安さんっていうんだ︒

が逃がしたんだろう﹂と︒随分︑責められたらしいんだ︒私のた

湾の南の方に島があるでしょ︒下思島︒この膨湖島警察署の署長

CICの捜査官が離れるっていうと沖縄の警察官は︑﹁いや︑僕
ら命令ですから分かってくださいよ﹂と言ってね︵笑︶

をやっていた︒警視なんだよ︒で︑警視だったのが︑沖縄に引き

私はよ

く演説会でも言っていたの︑﹁上原の心も沖縄の警察官もこうい

揚げてきて︑︑警視の下は何ていいますか？

警察官について︑山城善

その一段降ろされた︑向こうは植民地だからということで︑沖

眞板警部か？
上原警部か？

う段階になるとね︑やはり︑ウチナーンチュでしょ﹂と︒彼らは
ね︑﹁おおそうだ﹂と応えて ね ︵ 笑 ︶
光が浦崎って書いてありますね︒実は彼は私と非常に仲の良い関
．係があった︒山城も知らない話ですよ︵笑︶

縄は︑敗戦でアメリカの支配下にありながら︑前帝国憲法が生か

はい？

したんでしょうね︒つまり︑一段こう引き下げされた︒先ほども

型板

確か︑辺土名かどっかのウルマ新報の支局長をや

されていたからね︒それに従ってね︑外地と内地という分け方を

あれ？

上原私と特別な関係があった ん で す よ ︒
眞板

から︑なにかと私をかばってくれていたんだよ︒精一杯︒だけれ

言った︑辺土名地区警察署の署長をやっていた︒彼は奥の出身だ

上原

ども︑面と向かって︑私たちに対しては︑知らんぷりをしていた

っていますよね︒

直二︶はね︑その後︑沖縄警察学校の校長になったんだそうだね︒

が︑何かあったときに︑最近︑見たことないとかと︑私を直接︑

いや︑あれは人民党の浦崎康華︒私はね︑その浦崎︵注・

あとでね︒だけど︑ちょうど︑山城善光が逮捕されるときに︑彼

間接に擁護していたそうだ︒

奥へ通じる道路は︑あの頃はまだ︑昔のままで︑いまのような

は喜如嘉の駐在だったんだよ︒それで︑山城善光︑病気で寝て︑
うわごとみたいなことを言っているときに︑名護警察署の連中が

に︑何人の人が︑山を下りてきた﹂と伝言するので︑私が奥にい

い人たちは︑誰も頼んでいないのに︑自主的に︑﹁どのくらい前

ほとんど見える︒私がしばらく︑奥に滞在しているとね︑奥の若

道はできていないから︒山から下りてくる人は︑部落の中いると︑

上原．そう︑そう︒そのとき︑私が責任を持って︑連れて行きま

る問︑みなで守ってくれた︒このように︑奥の人たちは︑私に協

来て︑

すから︑と言って何日か猶予してもらうんだね︒そういうことが

力してくれました︒しかし︑奥まで行く山の中を通るときね︑武﹁

それは︑マラリアが出ちゃったときですよね︒

あった︒その前に︑私の面白い話がありますけどね︒彼はまさに︑

眞板

というかまさに沖縄人のための警察官だった︒・彼の私

愛郷的

上原

眞板

彼は大丈夫︒彼は地区の巡査部長だったからね︒降格され

そのあとの顛末で︑降格されたんではなかったですか？

たら︑途中で私は車を降りて山登ってね︑桑江誘導︑山城善光と

九年五月からは︑私は車で南部から帰る時は︑名護の近ぐになっ

しょうからね︒私が︑抜け道を通ったにしてもね︒もう︑一九四

装も必要だったんだね︒山の中で襲．われたら︑それはおしまいで

たというのは︑彼の上にいた宮城っていう人なんだよ︒だから︑

も指定した場所で会ったりしていたのだ︒

に対する協力は︑勇気いるこどだと思うんですよ︒

私が逃げたことを知っていたのではないかと疑われて︑﹁おまえ
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い︒

四九年の末ですか？

それはいつぐらいですか？

眞板

これは︑何時誰がこのようなインチキデマを発信したのか︑

︑眞板

上原
上原

四九年の半ばごろになると︑︑警官とCICの手先が︑バス

停に公然と待っていたので︑もう名護には入らないようにしてい

これはCICが意図的に内々に流した陰謀だったと考える︒公に

なってやるのは︑私が脱出した︑やっぱり︑五〇年の二月あたり

た︒そして︑最後に照屋病院で︑最後の危機突破をやったのは︑

でしょうね︒結局︑反米的であるというだけじゃ逮捕懲罰できま

あ︑四九年だ︒四八年に入ってから︑公然と警官がつ

四八年？

で︑照屋先生の即断で︑病院の救急室で救急入院して︑重体患者︑

と︑家族の報告で︑どうも︑近隣の様子がおかしいと分かったの

る日︑照屋病院でひと休みして︑照屋先生に情況報告をしている

古板

四九年の八月くらいに言っているんじゃないんですか？

上原出てた︒そのときにもう︑

会議員選挙を公選でやるとか︑軍政府から出てたころですよね︒

眞板

そう︑そう︒そのときから︑我々は群島知事選挙︑群島議

ね︒

せんよね︒だから︑志喜屋孝信暗殺計画を持ち出したのでしょう

けている︒四九年の後半になったら︑もう名護の町には︑車に乗
っては入れない状態であった︒

危篤患者だっていうことになった︵笑︶ そこで︑CICが何人

上原

あ

かで︑名護警察の警官を連れて︑踏み込んだ︒それはもう︑最後

員選挙を目指しての運動の一環として︑署名運動をやっていたん

最後の危機突破は︑きっと四九年の秋だったんだろうか？

だと思ったね︒しかし︑照屋先生の厳然たる対応によって︑難関

だね︒そのときはもう︑私の担当は︑島尻郡全域を受け持った︒

この時期にはすでに︑群島知事選挙を公選でやるとか︑議

は無事に突破することができた︒

だから︑ヤンバルには︑しばらく︑顔を出す機会が少なくなって

平良幸市さんでは︒

逮捕容疑は︑反軍的な思想ということになるのですか？

眞板

幸市さんの家に行って︑地元で彼の協力の下で署名運動を

眞板

上原

くるんだ︒で︑どうも私はヤンバルに顔を出さないから︑彼らは

反米ですか？

しているときに︑﹁上原信夫が︑この一帯にいるらしい﹂という

怪しんだんだろうね︒それが︑平良良松さんかなあ？

眞板

とにかく︑私たちは沖縄の民主主義と自由を目指して平和

反米反軍ですかね︒これは彼らのご都合によって︑なんと

上原

上原

な政治活動を展開してい．るのだから︑アメリカに対して危険はな

ことで︑︵注・CICが︶来ているんだ︒このときは︑奥さんの

でも決められることですからね︒

いはずです︒反米だと言うこと自体︑道理に合わないですね︒

勇気ある機転でね︑私は逃れたんだよ︒

ら︑でしょうね︒私︑先ほど言ったように︑車に幌をつけた︑軍

危険分子になっている？

後にでっち上げたという︑いわゆる﹁志喜屋孝信の暗殺計画の具

用トラックを改造したバスを︑それはそのまま︑終点まで行かな

眞板

体的な計画﹂なるものがあったということは︑私が脱出して︑関

いで︑名護の手前で降りて︑あとは山の中を通っていく︒本部行

実際の半地下活動的なものは︑四九年の五︑六月ごろくらいか

西地方で活動している時で︑それまでは︑志喜屋暗殺なるものは︑

きの車だと本部の終点まで車で移動していて︑夜︑歩いて名護へ

危険分子でしょうかね︒私が沖縄を脱出後に︑米軍が︑最

私はまったく︑聞いていなかったよ︒だから︑その暗殺計画なる

出ているんですよね︒そのときに︑私を一泊泊めてくれた同志が︑

上原

ものが︑世に出たのは︑何年何心だったのかは︑私は何も知らな

94

夜遅くわれわれに︑雑炊を食べさせてくれて︑元気をつけてくれ

読谷で︑彼とは

活動が先鋭化した︑その大宜味朝徳さんとかは︑当然︑は

そうなんですか︒私はその頃︑国外にいて知らないけれど

ように見えるんですけど︒

上原
も︒

た︒その人は︑まだ元気でいるんですよ︵笑︶
二年ほど前に何十年か振りで会いましたかな︒そのとき︑私はよ
眞板

ずれていくわけです︒それで︑いわゆる民主同盟の勢力図がどう

眞板
えっ？

そういうふうに︑運動が先鋭化していくと︑

と見当つけているんですよ︒

漸進派の人たちを中心にできたのが︑︑社大望ではないだろうか︑・

夫婦二人が︑懐かしそうに思い出

ほど空腹だったらしく︑﹁あんたのおいしそうな食べ方は︑いま
でも忘れませんって﹂︵笑︶

上原

上原

なっているのか︒おそらく穏健的な考え方で︑急進派ではなく︑

眞板 CICににらまれて︑活動が先鋭化すると︑それまで︑民

源和伝﹄を見ると︑だいたい︑出るくる名前を見るとそうですね︒

を話してくれた︒

主同盟に賛同していた在野の有力者たちが︑離れていくのではな

たとえば︑三羽ガラスと言われた︑山城善光と私と桑江朝幸︒桑

上原

忌には入ってないでしょ︒その後︑さらに︑桑江さんは︑だんだ

江爆心はその時点で︑仲宗根源和についていくという形で︑社大

仲宗根の奥さん︵注・仲宗根みさを︶が書いた︑﹃仲宗根ト

いですか？

同盟の山城︑桑江の高等軍事裁判で審判を受けた︒そこへ︑志喜

んより体制側に寄っていくわけですね︒彼自身も言っているよう

まさに︑民主同盟ぶつ潰しの陰謀ですよ︒アメリカは民主

屋孝信の暗殺も企んでいるという︑デタラメなうわさを持ち出す

に︑まったく社会主義とか社会主義運動っていうものに対して︑

この謀略は︑後日︑知事選挙に向けて︑相当な具体的悪効果が発

盟つぶしに︑バラ撒いた謀略戦術だったんだと思うね︒しかし︑

では︑考えられないことだ︒アメリカ軍政府とCICが︑民主同

れまで︑こんな凶悪な政治謀略を経験したこののない沖縄の警察

けしからんつということになりますからね︒だから︑それは︑こ

ないんです︒社大党が典型なんですけども︑あれは︑地域の有力

政党なんですね︒大衆と関係ないんですよ︒政党支部もほとんど

型板

と思・つ︒

民主主義精神と人道主義は誰よりも素晴らしいものを持っていた

縄を戦禍から立ち上がらせて︑復興させようという情熱と実践的

戦前を含めて︑まったく関係を持たなかったからね︒しかし︑沖

揮されているが︑このような陰謀デマ事件のあったことは数十年．

者が寄り集まって︑できた政党であって︑いわゆる大衆政党にな

ことによって︑大衆を民主同盟から切り離そうとする政治陰謀工
．作ですよ︒あんなおとなしい知事の暗殺を計画しているなんて︑

ぶりに沖縄に帰ったときに︑宮里栄輝さんと山城たちから初めて

りきれていない部分があるんですよ︒それがある意味で沖縄の不

かというと︑そうでもないんですね︒

幸といえば︑不幸でもあるし︑では︑やまとも大衆政党ができた

確かに︑沖縄の政党を研究するとですね︒いわゆる名望家

知らされた︒

■沖縄政党の特質

そういう点では︑いわゆる農村︑部落︑部落体制︑部落の

伝統︑部落の顔役︑いわゆる︑政治的な顔役も含めて︑これは日

上原
眞板

本の農村部でもどこでもそうなんですね︒沖縄の場合は︑︐そのひ

後に社大過ができるわけですけれども︑その顔ぶれを見る
と︑民主同盟で名を連ねていた有力者が︑そのまま移行している
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は︑競争相手となる︑他の県がある︒沖縄の場合は︑競争相手の

んですね︒しかも︑もっと濃縮された型で少なくとも︑やまとで

と回りか︑ふた回り︑小さくした形で表われているということな

は初代の任命主席になっていくんです︒

よって︑群島知事制を廃止して︑琉球政府になっていく中で︑彼

いながら︑琉球政府の準備委員会の座長になるわけです︒それに

年間だけですよ︒五二年から社大意にいた比嘉秀平が︑社大党に

きちゃった部分もあると思うんですよ︒社大息が出来たころって

う︒それと︑先生たちがなさっていた頃と︑時代背景が変わって

けれども︑構図としては︑そんなに違うとは思わないなあってい

眞板

そういうところの違いがあるのかもね︒

かかわらず︑その他︑広い外部からの刺激は︑また別の面である︒

に波及する何かが出てくる︒しかも︑それが︑思想政党の如何に

並べられる中で︑比較︑分類︑選別することも可能なので︑社会

新しい国家を発展させ︑政治︑経済︑軍事的にも世界に一定の影

ことよりも︑かって︑アメリカは奴隷制度の中から抜け出して︑

るだろうと期待していた︒海軍はどうか︑陸軍かどうか︑という

立精神を心から尊敬し︑それが︑必ずや沖縄の占領政策に反映．す

上原

上原

眞板

海軍ですね︒

一番最初は海軍です︒

陸軍でしたかな︑海軍でしたかな？

上原

われわれはかねてから︑アメリカのいわゆる民主主義的独

■米軍の沖縄統治とその世界戦略

対象物が少ない︑あるいは小さい︒島という絶対の枠の中に︑結
局︑部落対部落︑郡対郡︑村対村︑これしかないわけですよ︒し
かも︑行政︑通信︑交通︑情報のすべてが︑やまとと断絶されて

いうのは︑概ね︑そのアメリカ軍が沖縄をどういうふうに統治し

響力と発言権を持つようになった新しい国家だったのだから︑沖

いた情況の下ではね︒しかし︑やまとではいくつか具体的対象が

ていこうかという方針が決まり始めた頃︒で︑先生たちが活動な

縄の軍事占領政策についても︑その軍司令官の思想というか哲学

四五年は終戦︑四六年から復興が始まり︑四九年になると︑我々

れを把握することなしには︑この問題は論じられないでしょうね︒

になっているわけですよ︒だから︑その時代の歴史の全般的な流

的政治︑経済︑社会等の具体的な環境がね︑そのときの時代背景

上原

た︒そのとき︑アメリカは世界支配の野望を捨てないかぎり︑沖

納飛行場とその周辺基地を一日がかりで見て回ったことがあっ

重要な位置づけをされるだろうと︑当時︑判断した︒山城と嘉手

ような沖縄基地の機能は︑アメリカの世界戦略にとって︑極めて

ずだ︒したがって︑国際情勢のいかなる変化にも︑即対応できる

カ合衆国の統一された世界戦略の一環として︑実施されて来たは

アメリカの初期占領時代の軍政府︑その人たちは︑最初は

さっていた頃は︑決まっていないんですよ︒その違いがものすご

というのか︑それぞれの司令官のね︑対質政策や戦略は︑アメリ

周辺の世界も大きく変わりつつあるのに︑沖縄だけが相変わらず

縄︑すなわち︑沖縄基地は︑永遠に手放さないだろう︒との見方

僕はスケール的な違いじゃないかなあと思っているんです

く︑大きいと思うんですよ︒

世界から隔絶された情況にあった︒しかし︑沖縄人民の民主化要

で完全に一致したことを今も鮮やかに思い出す︒だから︑私はス

結局︑その時代の米軍の占領政策の安定度︑沖縄自身の内

求の闘いは︑ついに五〇年になって群島知事選挙の運動が始まる

出席して︑全世界に向かって︑アメリカによる沖縄の軍事基地化

トックホルムの世界平和擁護大会と北京アジア太平洋平和会議に
しかし︑それでも︑公選による群島政府が存在したのは二

ことで少し動きつつあった︒

眞板
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を暴露すべく︑命がけの冒険旅行に旅立ったのである︒したがっ
て︑一九五〇年初頭以後の沖縄の実際の情況については︑ほとん
ど知らないが︑米ソの冷戦体制の下で︑世界情勢は︑飛躍的に変
転する︒それについて︑アメリカは︑沖縄をどう統治しようとし
たのか︑あらゆる面で︑重要な分岐点に立たされていただろう︒
これに伴い︑沖縄人の政治的社会的思考や観点も大きく変化発展
していくことも︑当然だったろう︒将来︑アメリカは世界を制覇
しようとという野望は︑当時すでによく知られていた︒その反面︑

アメリカは日本を含む友好国を多様なアメリカ的世界に育て上げ

なぜ︑朝鮮半島と日本の連結点だったのか︑なぜ北海道でないの

か︑なぜ沖縄でないのか︑ということを考えると︑少しでも︑軍

事的な︑軍事戦略的な知識のある人なら︑アメリカはソ連の南下

海軍の拠点ではありましたからね︒しかも︑意図的に空襲

阻止に先手を打った戦略戦術だったことに気付いたのではなかっ
たか︒

眞板

そういうことを︑考えながら︑私は沖縄と世界の触れ合い．

しなかったところでもあるから︒実験の成果も見やすいし︒

上原

とかつながりというものをね︑見ているときに︑もうすでに︑一

九四六年︑私が宮古から沖縄に帰ってきて間もなく︑南部地区を

ったときに︑米軍の大量の戦争時代の物資ですね︑いらなくなっ

ることについても︑相当な意欲がありましたからね︒

※アジア太平洋地域平和会議は︑一九五二年三月︑宋慶齢などの

た物資を大量に捨ててある︒山のようにね︒そこにね︑あれ？

回っているときにだね︑泡瀬にも行ったんですよ︒その泡瀬に行
呼びかけで︑同年十月に北京で開かれた︒参加国は︑中国︑ソ連︑

た︒

眞板

野積みだったそうですね︒

で来てだな︑そのゴミ捨て場でいろんな武器の部品等を探してい

おかしいな︒米軍でない軍服を着た人がいる︒ジープニつくらい

そうですね︒チャーチルの鉄のカーテン発言が出てきます

インド︑日本︑朝鮮など︒

眞板

だから︑そういう時代が連合軍の名のもとで描いていた︑

よね︒敗戦後すぐですからね︒

上原

⊥原 それをあさっているんですよ︒それで︑持ち帰っていくん
ですね︒なんと︑国民党軍の徽章をつけた︑軍服を着た︑将校ら

しい︑ちゃんとぴしっとした新しい軍服を着て︒そうか︑蒋介石

アメリカ中心の﹁世界地図﹂だったのですね︒そういう過程を経
ながち︑じゃあ︑アメリガは沖縄をどのように見℃きて︑どのよ

はもう台湾に逃げてきているんだということをね︒そして︑いわ

中共と国民党との戦争で︑レアメタル︑薬きょうなど銅と

集めてきて︑・それを台湾だ︑香港だ︑に待って行って︑帰ってく

戦場に落ちている薬きょう拾い︑戦車のスクラップなど︑全部︑

かの需要がものすごくあったわけです脚︒糸満漁民の密貿易船も︑

眞板

感がしましたね︒

上げにきたな︵笑︶ と思い︑何か世界が大きく変わるような予

戦果上げるのは︑ウチナーンチュだけじゃなくて︑国民党も戦果

ゆる︑米軍のゴミ捨て場に来てだね︑ゴミをあさって︑なあんだ︑

うに世界的に位置づけするのか︑すでに単なる沖縄問題だけでは
なくなりつつあった︒そこに︑私が感じたのは︑アメリカとソ連
との関係というのはなんだろう︒私は沖縄南部を一人でさ迷い︑
回っている問にね︑いったい︑第二次世界大戦とは何だったのだ
ろうかど︒なぜ︑アメリカはわざわざ．沖縄に来て︑こんなこと
しないといけなかったのかと︒なぜ︑彼らは日本の中の日本の天
皇︑ぶ﹂れに対して︑こういう停戦の仕方をしたのだろう︒いま︑

また別の見方がありまずけれどもσそういうことを考えながら︑
なぜ︑広島に原子爆弾を落としたのか︑しかも︑落とした場所は︑

97

区委員会っていうところ︒

ら︒大阪で入って︑まず︑大阪の日共の方で︑いわゆる大阪南地

それは沖縄の密航船ね︒

ると家が一軒建ったという話ですから︒
上原

平良助次郎さんも︑密航船で来たんですか？．

眞板

あれは︑密航ではない︒あれは正式だ︒あれは︑日本人だ

国民党の人が来ていたっていうのは︑連合国つながりから
上原

眞板
なんですか︒

豊島

その関係で︑まず︑彼のところへ連絡を取ってだね︑いろ

本籍がそうだと︑おっしゃっていましたね︒

ったんだよ︒

上原

まったく︑そうなんでしょう︒そして︑そのときは︑もう

すでに蒋介石の先遣部隊が台湾に来ていたはずだ︒台湾の武器は

いろ協力してもらった︒

上原
十分でなかった︑その補給が効かないから︑兵器のたりない部品

助次郎さんの方が先ですか？

などをもらいにきていたんでしょうね︒そのとき︑私︑考えたの
は︑沖縄はもうすでに︑米軍の基地だけでなく︑国民党と共に中
国へ侵略する基地になったんだと感じたね︒すなわち︑蒋介石軍
の大後方になりつつあるんだとね︒

それくらい︑その年代のことを私は︑実際の肉眼で︑沖縄のア
ジアの位置づけというものを何なのだろうと︒だから︑米軍をこ
のまま沖縄に置いておくと︑結局︑中国を支配する基地革もなる
そうですが︒その頃にお感じになつえなんて︒

だろうと︑そういうことを考えるんだよね︒

眞板

■関西での活動

さき︒四七年の暮れまではいたんじゃないか︒

じゃあ︑結党して半年後くらいですね︒
そうですね︒

じゃあ︑大阪行かれたって言うのは︑助次郎さんを頼って

そして︑私を証明したりする文書も物件は︑何

︑行かれたということなんですか？
上原 いや︑たまたま︑密航船が関西の某地近くに着いたから便

利だった︵笑︶

も持っていないので︑それを証明し得るのは︑平良助次郎と比嘉

良明たちの同志たちだろうから︑何かもし沖縄に照会する︒時間
眞板

の関係上︑関西が便利だったから︒
りますか？

沖縄の現状を一番最初に伝えたのは︑先生ということにな

上原

上原

公式にね︑本土の組織や民主団体に対して︑日本共産党の

講演の中でね︒私︑そのころ︑大阪・関西地区に行って︑向こう

党員として︑確かに一番最初というこどになるでしょうな︒しか

し︑有名人としては︑沖縄の元首里市長さんがいた︒

はい︑仲吉さん︒

そのときの記録は残っていますか？．

眞板

仲吉さんですな︒仲吉さんなんかは︑彼の立場から東京で︑

︑
上原

私はそのころ︑関西一帯では︑また地下活動だった︒ただ

上原

さんの話を聞いているが︑しかし︑実際に自分が沖縄に帰ってき

れで︑山城善光たちは沖縄に引き揚げるずっと前に︑東京で仲吉

しね︑私の活動も︑間接的に知っている人はいるんだよ︒その人

そうです︒なにしろ︑平良助次郎等沖縄での同志もいたか

大阪で日共に入っているんですか？．

沖縄県人会や日本政府の関係部門には報告したんでしょうね︒そ

上原

円板

たちは︑いま︑沖縄に帰っている︒

．眞板

つた︒

の沖縄県人会や労働組合︑婦人︑文化人団体で︑講演会を毎日や

それが︑沖縄を五〇年春に出て︑関西地方で︑婦人団体の

眞上眞上露
板原板原板
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うことで︑腹を立てて︒日本の政府に正しい情報を報告すべしと︑

てみたら︑沖縄は仲吉さんから聞いていた通りではなかったとい

ですからね︒警察は︑実質的にアメリカの指導下にあるからね︒

うふうに︑調べることできますよね︒しかも︑日本は米軍占領下

ろ︒関西では大阪︑兵庫だとか︑関東では横浜︑川崎だろうとい

私が大阪に入って︑大手を振って歩けると思ったのは︑ひと月も

主張していたときもあった︒

眞板

経たなかったと思うな︒おかしいという感じは︑意外と早く分か

政府レベルでいきますとね︑稲嶺一郎が︑いまの知事さん

のお父さんですけれども︑彼が四六年ごろ︑視察のため沖縄に行

して︑そこの女将さんが︑﹁警察が

った︒友人と小さな飲み屋に行くと︑たまにしか行かない私に対

英語がしゃべれるものですから︑米軍との折衝役を担当し︑事実

に飲みに来ないか

っているんですよ︒彼な東京にあった沖縄人連盟の副理事長で︑
上︑米軍のスパイとして沖縄を見に行ったんじゃないかと言われ

耳に入ったので︑それを組織に報告したら︑もう︑そろそろ︑と

これこれっていう人が馬ここ

ているんです︒それをリポートとして上げています︒ただ︑それ

いうことで︑彼らはそれなりの手配する必要になったのだろう︒

と︑聞きに来たよ﹂とかね︒そういうことが︑

は︑一般国民は知る由もなくて︑そういう意味で︑先生が一般国

眞板

そのときの沖縄の位置づけは︑すごく微妙だとは思うんで

民向けに︑沖縄の現状を伝えたというのは︑もしかしたら︑一番

どういう刑法が適用されるんですか︒

すけども︑そこで︑仮にですね︑日本の司直に捕まったとして︑

だと思います︒

上原

最初じゃないかなと︒
上原

それ以降︑実は︑やまとの記者が沖縄は入れるのは︑六〇

それは︑今の知識で言えば︑①沖縄からの密出国︑②日本

眞板

して︑合法化されているけれども︑私は密航で渡ってきているん

上原

住民票

上原

眞板

上原

確かに︑日本はまだ︑その当時︑独立していませんので⁝

ですよ︒日本には国籍はないですよ︒国籍がない︵笑︶

縄警察が私を捕まえることができるのは︑CICの直接指揮下に

眞板

リカの占領下で半独立国でしたからね︒

に︑私を扱わないだろうから︑厳罰に処しただろう︒日本もアメ

も適用されたでしょう︒しかも︑日本の警察は沖縄の警察のよう

想なり︑何なり︑アメリカのご都合の良いように︑どんな刑法で

年代近くなってからなんですよ︒それはもう︑USCAR体制に 国への密入国︑または志喜屋孝信暗殺未遂事件︑その他に反米思
なってからのころです︒

地下活動とおっしゃっていましたけど︑そのころ︑共産党

︵中断︶

眞板

もないんです︒だから︑私が沖縄を出たあとは︑CICは︑私が

おいてのみです︒なぜなら︑私は全身全霊を尽くして︑沖縄人の

は合法化されていますよね︒

どこへ行ったんだろうということを当然︑追求しています︒そし

ために︑働いているのだから︑︑それを承知している沖縄の警察官

だから︑これはCIC

て︑山城善光さんたちはじめ︑多くの私の知人．が︑いろんな尋問

は私を捕らえることに消極的だったんだ︒彼らにとっては︑私を

そう︑戦後の日本における日本共産党の政治活動は原則と

をされていますからね︒私が沖縄からやまとへ行けば︑CICは︑

逮捕しなければならない理由は何もないから︒だが︑日本におい

だから︑根拠はすべてCICなんです︒沖縄においては沖

極東軍の支配下ですよね︒

私がまず︑行くところは︑沖縄の人たちが多く集まっているとこ
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てはCICの指揮の下に日本の警察も一致して︑私を逮捕するで
眞板

そうですが︒

ICに捕まって︑どこかに連れて行かれたあと︑殺されても︑誰

だから︑平良助次郎たちが︑心配したのは︑私がもし︑C

それは︑日本の刑法を超越した︑存在なんですか？

もわからないと︒そういう措置を︑アメリカがやる可能性がある

上原

眞板
もちろん︑私は︑国籍もないし︑戸籍もないんだから︑日

あろうことは至極当然だと思いますよ︒

上原

ということは︑たとえば︑大阪の小さな工場あたりでも︑

彼らば︑私にいろいろ協力してくれた︒
．眞板 それは︑かなりリアリティのある話ですね︒

んだ︒だから︑おまえ︑注意しないといけないそ︑ということで︑

そのときの考え方として︑沖縄に対して︑臨本は潜在主権

本には︒

眞板
があるっていう考え方ですよね︒というと︑国籍的には日本人な

上原

いわゆる講演会︑座談会︑報告会っていうのをやりまずけれど︑

わけですよね︒

上原

それをこなすには︑相手が集まるのは罪名か二十名くらいだから︒

ぜんぜんそれは︒自分がたとえ日本人であると思ったって︑

実際に国籍があるかどうか︒

主催がだいたい︑沖縄か奄美大島出身者というような中には︑日

沖縄に本籍があるわけですよね︒その人間が本土に来たっ

の公会堂で報告会があったときは︑お互い苦労しました︒報告を

えば︑大阪には︑中之島公会堂っていうのが︑あるんですよ︒そ

誓事

なぜ︑平良助次郎が沖縄から退去を命じられ

本の労働者の比較的先進的な連中が集まったりする︒ただ︑たと

そう︵笑︶

ていうことは︑国内の移動のわけですよね︒

上原
た︒

私は︑そこを離れると今晩は堺一帯に行くという手配をしてある︒

終わって︑一分一秒も時間を無駄にしないで︑地下の作業員が出

それは︑確かにね︑そのときのライカムの考え方がね︑沖

上原

次に堺一帯に行ってだね︑そこの友人の家で泊まれるんだ︒彼の

平板

ら︒しかも︑年配も山城善光と同じくらい︒というごとで︑いな

家も小さいから玄関の下駄箱を片付けてだね︑そこへ寝るとか︒

入りする通用口を出て︑ある一定の場所まで私を送ったら︑終わ

いほうがいいっていうことが︑追放処分の重要理由だったんだと

そういうことを大阪で︑活動している約何ヵ月間の問に︑何回も

縄国籍というか︑沖縄に本籍がない人間は︑ぜんぶ︑追い出しち

思うね︒彼は︑﹁俺︑もともと沖縄人だから︑なぜ︑ここにいる

お世話になりました︒そういう協力者は玉城義雄さん他多数︒中

り︒それはもう︑迅速なる行動を彼らはとらせた︒そうすると︑

のが悪いんだ﹂ということで︑抵抗するんだ︒しかし︑とうとう

でも忘れられないのは︑沖縄の自由民権運動の先駆者・謝花昇先

ゃう︑みたいな政策をとっていた時期がありますね︒

ダメだった︒平良の退去命令は︑いったい︑何の法律に基づいた

生の妹さんの家︵長男・野原栄太郎︶で︑何日間も匿ってもらっ

しかも︑平良助次郎は︑我々と一緒に運動を始めていたか

のか︑全然不明であった︒今も︒

甲板

あるいは︑いっぱい︑飲もうと︒友人が安全だという飲み

それじゃ︑身体は休まらんですよね︒

たことがある︒ずいぶん︑お世話になりました︒

ね︒しかし︑考えてみると︑私は四五年の六月頃︑宮古の部隊で

上原

アメリカがやりたい放題にやれた︑時代だと思うんだけれども
死刑を宣告され︑反抗した脱走兵である︒確かその時点で私に関

屋に連れて行ってもらったことがあります︒ところが︑見慣れな

いお客さんがいたので︑私を連れてきた友人がおかみさんに︑

する国籍等を含む生活権が抹殺されているのではないかと疑って
いるのですよ︒
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外に出た︒それで︑その晩は慰労のいっぱいは︑先延ばしとなっ

意味不明なやりとりをおかみさんと友人は小声でやった後︑すぐ

いう︒あれはね︑振り出しに戻っているよというような︑私には

﹁誰のつながりできたんですか﹂って言ったら︑﹁そうでない﹂と

変励まされました︒やはり︑労働者や貧乏人の味方だと自任して

ちが可愛そうにね﹂と私の手を握ってくださる方も何人かいて大

いてくれました︒中には︑﹁アメリガさんひどいよ︑沖縄の人た

むにしたがって︑私の話に感動して涙を流してね︑一所懸命に聞

ことだったようだ︒報告に入ったら︑意外とみな静かで︑話が進

た︒これまでの全ての会合では︑私は一般工場労働者並みの服装

告会を指示した︒その団体が中山マサ先生．の婦人なんとか会だつ

さて︑．それから何日後かに︑党機関は︑次ぎの婦人団体での報

いるだけあるわいと思ったね︒

たということもあった︒

西七年第二回総選挙大阪第二選挙区初

それから︑こんな出来事もあった︑中山マサコさんっていうの
は︑今の⁝⁝

元厚生大臣

で誰からも文句を言われなかったのに︑今回はちゃんとした服装

※中山マサ
当選

で行けと指示され︑同志の誰かの古い背広か学生服に着替えて︑

眞板

その中山マサ先生の主宰するのは︑関西なんとか婦人会と

中山太郎さんのお母さん︒

時間は予定より早いと思ったのに︑会場に入ってビックリ︒美し

た︒党もいろいろな階級と付き合うのに苦労もあるんだなあと︒

長男は中山太郎元外相︑五男は中山正暉元衆院議員︑孫は

中山泰秀

上原

い奥さん方はみな立派な服を着てだね︑畏まっておられたので︑

一人前の文明人らしく指定の会場に行った︒行きながら道々考え

いったと思うが︑ちょっと度忘れしました︒

私もこれまでの報告会では体験したことのない一種の緊張感を覚

長時間どうもありがとうございました︒

えましたね︒

薄板

︵了︶

﹂一方︑比嘉正子さんが会長をしている今の関西主婦連合会だった

上思う︒私の報告会は︑まず︑関西主婦連合会からやった︒会場
は倉庫みたいなところだった︒おばさんたちは︑物珍しそうに私
の顔を見ながら︑何か囁いていた︒きっと︑私の顔や手の火傷の．
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政策研究プロジェクトセンター
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江上能義（早細大学大学院公共経営研究科教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）

録音・記録作成

眞板恵夫

■中国留学生問題への関わり

らでも︑どうぞ︑いらっしゃってください︒ただし︑生活につい

ては︑日本は外国留学生について︑面倒を見るという習慣がない

事務局長と常務理事をやったんですよ︒四年間くらいね︒一九七

上原

いうところへ︑走り回って︑各友好団体にご協力をとお願いした

会︑日中経済協会︑国貿促︵日本国際貿易促進協会︶とか︑︐そう

知った中国大使館の担当者は驚いて︑日中友好協会︑文化交流協

し︑そもそもその予算がありません﹂と︒そういうことを初めて

九年になると︑私は︑日本と中国の学術交流についてですね︑

んです︒そしたら︑どこへ行っても同じだ︒理由は﹁言葉が分か

⁝⁝一九七五年︑中国から帰って︑中国研究所に入って︑

﹁日本中国社会科学者交流協会﹂を作ろうと思ってですね︑その

ったならば︑責任を取れません﹂と︒

らない︑生活習慣が違う︑留学生対応の予算がない︑もし何かあ

当時︑安藤彦太郎先生は︑著名な中国研究者でしたから︒

設立を進めていたんですよ︒

江上

大使館の友人たちは︑私を呼んで︑﹁問題はこうだから︑もう

うことなんだ︒それで︑各日中団体を回ったけど隅同じことなん

そうですね︒そういうこともあって︑私が中国研究所にい

がありましたね︒それで︑年間何回かのシンポジウムを開催して

だよ︒最後に会った︑日中友好協会ではね︑﹁人手もないんだか

上原

いた︒それから︑﹃中国研究月報﹄ですね︑それから﹃週報﹄︑そ

ら︑予算もないんだから︑あんた︑協力してくれよ︑俺たちはで

一回︑あんた改めてロ﹈本人の立場からお願いしてください﹂とい

れから﹃年鑑﹄︑本を一緒に出していました︒ちょうど︑七九年

きるだけの支援をするから﹂ということで︑致し方なく私がはじ

るときに︑だいたい全国の中国問題の先生方としょっちゅう交流

になって︑先ほど言った私が︑日本中国社会科学者交流協会を作

めたのが︑中国留学生問題なんです︒

私が︑取り組みはじめるのが七九年の三月ですから︑そのとき

ろうという準備をして︑発起人の名前をあげて︑その名前の中に
は︑もちろん︑先ほどの二人の先生もおりまずけれども︒

そして︑そのとき︑私の頭の中にあったのは︑当時︑中国の学

に︑日中社会科学者交流協会を作って︑いろいろ勉強会を持つこ

校の宿舎に泊まるんですよ︒当時の中国大使館の連中は︑しばら

者先生たちと話しても︑日本の学者の先生方や朝鮮半島の先生と

当時︑私は留学生のために︑もう本当に地を這うように歩いて

く留学生の専門担当者がいなくて︑文化部が差し当たりの対応を

話し合ρても︑必ず歴史問題がばあっと出てくるんですね︒それ

とによって︑日本と中国︑あるいは朝鮮半島・台湾を含む東アジ

やっていた︒彼らは留学生が来日する二︑三週間くらい前に東大

で︑これは大事な問題だと︑ほおっておくと日中友好の妨げにな

ですね︑三百何胆汁かの宿舎を探す︒なぜそうなったかと言いま

の教養学部︵駒場︶に行って︑﹁中国の留学生が来たら︑どこで

るような︑問題じゃないかと思って︑それに取り組もうとしてた

アとのつながりっていうのは︑うまくいくんじゃないか︑という

宿泊するんでしょうか︑彼らの生活する場所を見学させてくださ

んだけれども︒私は先ほども言ったように︑突然︑大量の中国留

すと︑新中国では大学は︑ご存知のように全寮制なんですね︒北

い﹂と︑お願いした︒そしたらね︑東大の連中は︑﹁教学に関す

学生の来日によって︑大変忙しくて︑寝る時間もないような状態

ことで︑その計画を始めたのでした︒

る問題は︑すでに解決済みです﹂と︒﹁文部大臣の指示に従って︑

の中で︑安藤彦太郎先生が︑﹁先生︑あなた︑もう︑忙しいんだ

京市の子どもが北京大学や精華大学に入るときも︑やっぱり︑学

我々は全部︑もう用意万端努めて待っております﹂と︒﹁明日か
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ていうのは︑頭の中で絵を描くことはできるんですね︒確かに︑

も︑やっぱり︑変な言い方になるけれども︑日本の学者先生方っ

すよ︒私とは関係なしに︑彼らがやったわけなんです︒だけれど

から︑私がやるよ﹂ということで︑あとを引き受けてくれたんで

下に︑直ちに行動を開始しました︒

業してですね︑手分けして私は中国研究所の先輩たちのご協力の

れは︑あんたたちで検討してください﹂ということで︑双方が分

で︑発言できるような大学連合体みたいなものを作るのかね︒そ

明すると︑喜んで数週間以内に韓国は三人の学者を派遣すると︑

私の計画は︑北朝鮮と韓国からそれぞれ数名招こう︑韓国で説

つばり弱いですね︒したがって︑期待された成果を上げることも

連絡が入ったので︑私は自信をもって︑北朝鮮にも︑お願いする

立派な絵は描けるんですけども︑実際︑組織と行動力となるとや
できずにいつしか解散しました︒なにしろ︑ご存知の通り︑いく

応答があった︒次は︑台湾の方ですね︑台湾人の学者で⁝⁝

と︑北朝鮮の方も︑喜んで国の代表を二︑三人派遣すると正式な

う運動を通じてね︒その代わり︑私は︑日本の学者っていうのは︑

佐道戴国輝さんですか？

つかの国や地域にわたる学術交流は確かに難しいですよ︑こうい
こういうものかと︒日本の学閥っていうのは︑こういうものなの

上原

中国の友人らと話し合いながら考えたことは︑まず＝緒になっ

ら︑それじゃ︑話にならないから︑どうしょうかというと︑私は

についての科学的な判断が︑どうだろうかという人もおられるか

題の取り扱い如何によっては︑国会の政治家に負けず︑歴史問題

して︑やはり︑自分が進歩的だという学者も含めてだね︑この問

てはいけない︒にもかかわらず︑日本の学者の中には︑それに対

日本と中国の問題を話し合うのに︑まず︑歴史問題を鑑としなく

だけど︑その間にですね︑中国の社会科学院の友人たちがね︑

れは日本の学界のまとめ役は︑﹁私に任せてくれ︒あんたは︑日

る人なんだが︑その人が︑定年になって︑ヒマになったから︑こ

献に関心を持って研究している人︒朝日新聞や朝日放送に関係あ

たんだが︑私はこの問題について︑友人の推薦した邪馬台国の文

でいいか﹂﹁それで︑よろしゅうございます﹂ということになっ

ない︒アメリカにいる台湾出身の学者を私が推薦するから︑それ

行ってみたらね︑﹁台湾の現職の連中は︑台湾から引っ張り出せ

ことになり︑彼はしばらくして︑﹁研究したから﹂と︑呼ばれて

ないと率直に教え︑先生本人は︑大変関心を示されて︑協力する

あ︑戴国輝さん︒先生とご相談したらね︑李登輝は協力し

かということをよく勉強できました︒

て︑歴史を順序良くね︑古代から下ろしてくる︑下から上げてい

本の学界のことをあまり知らないだろうから﹂ということでね︒

﹁では︑お願いします﹂となったのだが︑なんと︑私が中国と北

古代史から

くんじゃなくてね︒現代史から始まるんじゃなくて︑

はじめよう︒昔のアジア問題︑そこで︑お互い親戚同士か︑血の

で︑﹁それじゃあ︑どういうふうに︑人を集めようか﹂というこ

か﹂︒ということで︑私の提案に基づいてね︑彼らは非常に喜ん

うっと︑下りてきて︑近代︑現代とつなげていけばいいじゃない

ども︑しかし︑やつばり︑東大のね︑しかるべき︑大学者を引っ

たので︑あの人を担ぎ出したらいいじゃないか︑というんだけれ

には︑その頃︑慶応の石川先生が︑日中友好学術交流の顧問だっ

月たってもふた月たっても︑日本の学会をまとめきれない︒なか

朝鮮︑南朝鮮︑台湾の話し合いも︑まとめてしまって︑もうひと

とになったから︑私はね︑﹁とにかく︑朝鮮半島と台湾は︑私が

張り出さないと︵笑︶

つながりが︑どこかで見出せばいいじゃないかと︒それから︑ず

責任を持って連絡を取ります︒ただし︑中国問題については︑科

すよ︒だから︑日本の学界というのは難しいものだなとつくづく

こういうことで︑失敗した例もあるんで
学院を動かすのか︑あるいはそうではなくて︑もっと自由な立場
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思いました︵笑︶

しかし︑その頃になると︑私は留学生のことで︑寝る時間もな．

﹁もし︑亡命したら︒私・上原が責任をとります︒必要なら︑大

使も一緒に頭を下げに連れてきます︒それで︑大使が責任をとら

佐道

江上
学閥は確かにありますからね︵笑︶

系統がわかりますね︒

東大だとその当時は︑衛藤溜吉さんが︵笑︶

れてですね︑何回か私のあとついてくれてね︒NHKでも︑テレ

受け入れで︑宿泊所問題で︑私が苦労していることを報道してく

の困難なときに︑朝日︑読売︑毎日などとNHKが︑中国留学生

明確だったら︑よし︑引き受けた﹂ということもありました︒あ

ないのであれば︑私が責任をとって︑中国の総理に連絡を取ると

江上

それで︑私はびっくりして︑日本との交流を深めるには︑

くなったので︑とうとうあきらめざるを得なかった︒そういう︑

上原

ビで放映してくれたんですよ︒それ以降ね︑マスコミの力って大

いうのではどうですか﹂って言ったら︑﹁それほど責任の所在が

中国の留学生をたくさん教育して返そうということで︑だいたい

きいですな︒そしたら︑埼玉から栃木から︑茨城や千葉︑神奈川

苦い思い出でもあります︒

十八年間︑毎年三百人前後受入れていました国家教育委員会派遣

県からも︑毎日のようにね︑﹁娘が嫁入りしてひと部屋空いてい

そうですが︑それは良かったですね︒一時はどうなるかと

の留学生と中国中央機関派遣の研修生を︑合計で約五千人くらい

江上

る︑どうぞ見に来てください﹂︵笑︶

一九七九年に一番最初に中国の留学生たちの住むところを

になりましたかな︒

江上

上原

︵笑︶ご苦労なさったんですね︒

死ぬほど努力して︑全員屋根の下で寝かせました︒

きでしてね︒だから︑外務省や入国管理局に行って︑文部省の留

探されたときに︑全部︑確保 で き ま し た か ？
上原

死ぬほど努力して確保されたんですか︒何名くらいです

その頃︑私はまだ日本も︑いや東京の西も東も知らないと

江上

からです﹂と申し上げると︑﹁なんだ共産主義の中国から来るん

でになるのですか﹂とかね︑﹁台南ですか﹂とかね︒﹁大陸の中国

中国・北京からくるとは思っていないから︑﹁台北大学からおい

江上

上原

中国留学生の宿泊をお願いすると︑大家さんは︑まさか︑

その数では︑大変だったんでしょうね︒

三百何筆名︒

がね︒その協力者の大多数が︑倒産または廃業した︒日本経済の

多くの中小企業が︑関西から関東まで協力してくれていたのです

まう︒私が︑いかに地を這うように頑張ってみても︑ダメです︒

なわち︑ガソリンですからね︒補給しないと︑動かなくなってし

日中友好のためにと言ってみても︑運動の原動力は︑経済力︑す

上原

ですか？

佐道

学生課に行っても︑よく大声で怒鳴っていたようです︒

ですか﹂と驚いていましたよ︒大家さんが心配していたのは︑

現状では︑協会の経営は不可能なので︑協会を解散して仕事を辞

か？

﹁まず一番に︑共産主義の教育を受けた中国の留学生を世話する

めようと思っていたら︑私の仕事に好意を持っていた︑日本国際

いたので︑NPOができると︑申請したらどうか之︑助言してく

協力事業団は︑私たちの協会を国際ボランティア活動団体と見て

もう︑日本経済が落ち込んでしまって︑やっぱり︑いくら

その後も︑留学生の支援活動をずっとやっておられるわけ

ことは︑大変だろうと︒二番に日本食を食べないだろうし︑かと

上原

三番に私は中国が好きだから︑

いつで中国料理は作れない︵笑︶

私が世話をする︒できるだけ︑責任を持ってやりまずけれども︑

もし︑逃亡した場合は︑誰が責任をとりますか﹂と言うので︑
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ら︑めし代は稼げるし︑中国の家族からの支援もあるので︑私た

の世話をしています︒もう︑彼らは︑自分でアルバイトをしなが

だけは．下ろさないで︑ほんのわずかですけれども︑大学院生だけ

れたので︑NPOが早い時期に認可されんですよ︒だから︑看板

上原

られたんですか︒

江上

上原

故郷をですね︒東京に戻られてからは︑何回か沖縄には戻

それはやっぱり︑思い出しましたよ︒

しょうけども︑沖縄のことはやはり︑思い出されたんですか︒

江上

いや一︑その一回分ですね︒今では︒その他︑アルバイト

側面からというのは︑学費とかですか︒

したから⁝⁝

いうことで︑そのころはまだ︑山城善光あたりも︑みんな元気で

そうです︒戻ってきてからですね︒みんなで︑会いたいと

ちは︑側面から協力していくということです︒

上原

江上

ああ︑そうですが︒まだ︑山城善光さんはお元気でしたか︒

先を世話してあげるとかね︑住む場所を世話してあげるとか︑

山城善光さんにお会いになったのは︑何年ごろですか︒

上原う一ん︑ちょっとわかりませんね︒そうだ︑私が帰って︑

そういうお世話ををいまでもやっていらっしゃるんです

か？

中国研究所に入って︑比較的早い時期に︑彼が︑わざわざ東京に

江上

上原先ほど申し上げだ少人数で︑ここ数年来は自費留学生です︒

江上

きて︑二十何年ぶりで︑語り合うことがありました︒

ものね︒大物の政治家としてですね︒

山城善光さんは戦後の沖縄政治史の中で︑登場してきます

上原

まあ︑戦前からの左がかったね︒

江上．じゃあ︑結構︑長い間やってらっしゃるんですね︒

ですね︒中国の留学生の派遣元は︑国家教育委員会︑研修生は︑

上原

一九七九年から︑一九九六年までのは︑合せて五千名前後

中国鉄道部︑石油天然ガス総工司︑軽工業部︑三里工業部︑国家

帰をしたあとの沖縄になるのですね︒

日本に戻られて︑沖縄に行かれたときには︑もう︑日本復

それは本当に日中の懸け橋にね︒なられたんですね︒

江上ずいぶん︑変わっていたのではないですか︒

佐道

江上

あの当時︑私はそんなことまったく念頭にないし︑考えも

電算機総局︑建築材料部⁝⁝

上原

上原

も少しは研究しようと考えながら︑いまだに︑その時間も作れず︑

上原

佐道

そういうことがあってですね︑沖縄の問題も︑日本の問題

実質的に︑そういう役割を果たしてこられたんですねえ︒

江上

いや︑あの宮里は︑翼長幸昌の娘婿の宮里弁護士︒で︑自

宮里栄輝さんって︑共産党の議員だった方ですか︒

山城善光が二十名とか五十名って書いていますね︒

栄輝さんも︑お元気でしたから︒その連中が︑三十名か集まって︑

光とか兼次佐一たちがね︑段取りして︑そのときは︑まだ︑宮里

帰国してから沖縄に帰った︑その日の夕方ですか︑山城善

しない︒

何の知識も取り込めず︑とにかく恥を掻きながら︑生きてきた︒

上原

それは松正さんです︒

さて︑これからどうなるのかなあと思ったりしてね︒かえって︑

眞板

宮里松正さんですか︒

民党だったんではないですか︒

江上

松正︒宮里栄輝というのは︑沖縄の戦前のですね︑県立図

書館か美術館の責任者だった︒昔ですけれどもね︒ずっと︑民主

上原

眠れなくなったりしてね︒一生を考えていると︒

中国に長い雪おられたときに︑中国でもお忙しかったんで

■帰国までの経緯
江上

108

CjElglllQQSiE［！EEgED

の人が︑そのラジオを聞いていて︑﹁どうも︑上原が生きている

んですか︵笑︶

らしい︑という情報ではないか﹂と直感したんだそうだ︒﹁シャ

同盟のときに︑私たちと一緒に︑一番最初からやったのだ︒そう

ンエン﹂という中国語︑漢字では三家の﹁尚﹂ですね︒その音と

上原私のことらしいことが︑中国語放送で︑放送されているこ

上原の﹁上﹂の音とほとんど同じで︑しかもラジオ放送の内容の

いう人たち約五十人が︑一緒に歓迎会をしてくれて︑大変お世話

四六年

前後からすると︑それはどうも対外国人の呼称で使っている名前

とが⁝⁝米軍・憲兵隊か︑読谷の情報関係に勤務している︑沖縄

四六年賢

ではないかと︒きっと︑．日本人じゃないし︑東南アジア人でもな

になったんですよ︒正確な人数は山城の記事に載っていぎす︒

昭和四六年？

い︒きっと︑沖縄の﹁尚﹂か﹁上﹂だろうと︒彼は︑疑問を抱き

復帰したあとの沖縄に帰られたのは︵何年ごろですか︒七

昭和四六年？

九年ぐらいですか︒

江上

昭和じゃない︒﹂九〇〇︵注・西暦︶

ながら︑ラジオを聞いたんで彼は︑すぐに那覇に住んでいる沖縄

て行かれてですね︒そして︑山城善光に報告したんですよ︒それ

た彼は︑すぐに山城善光さんのところへ行こうと言ってね︑連れ

農事試験場長の私の友人・金城宏くんに連絡とった︒報告を聞い

それは︑復員した年が四六年ですよ︒ で︑奥に戻られて︒

︵注・中国から戻ってきたのは︶ 七五年︒︵注・沖縄へは︶

中国から戻ちれて？

中国からお帰りになって︑

江上
上原

中国から戻られたのは七五年ですね︒

たぶん︒

七六年︒その頃に戻られたんですね︒

上原

佐道

屋良知事のところと︑それから︑那覇市長のところへ行っ

屋良さんでしょう︒

したっけ狂

に︑どうだろうかなと言いいながら︑時の知事︑何ていう名前で

で︑・山城善光は︑国交回復の話がやっと︑まとまったばかりだの

はい︒

た︒．山城善光にとっては︑彼らは親しい人たちだから︑どうもこ

七六年か︒

じゃあ︑すぐ︑沖縄に戻られた︒

ういうラジオを聞いていたら︑軍．の作業の人が言うには︑上原は

七九年？

平良良松さんが︑中国に陳情書を出したそうですよ︒

どうやら︑生きているらしい︒

その時の知事は？

えっ？

中国国内放送を盗聴した人は︑もともと︑私も︑よく知ってい
平良良松さんが？

次の面接試験で︑経歴とかいろいろ調べられるときにですね︑い

集したので︑応募したら︑第一次テストは通って合格した︒第二

沖縄にとって︑有益な人材だから︑上原信夫を返してくれ

どこに出したんですか？

ろいろな問題を出されたとき︑﹁年齢からして︑上原信夫という

た人だが︑彼は︑米憲兵隊が︑中国語できるものを軍作業で︑募

中国政府っておっしゃってましたよね︒

ミは︑上原信夫を知らないか﹂と言ったんだ︒彼はそのときに︑

．者とキミらと同じくらいのものが︑沖縄にいたことがあるが︑キ

それで︑帰って来られるようになった

中国の総理か主席か知らないけれども︑申請したらし︑い︒

平良良松さんが？
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眞上江佐江上
板原上道上原

江上眞佐江と野江眞江上江上江
上原板道上。板上板上原上原上

うな︒もう一回申請を出して︑﹁テストに来い﹂って言われた︒

それから︑ひと月くらい︑やっぱり︑人材がいなかったんでしょ

心したんです︒

を︵笑︶

沖縄の県知事や市長名で︑﹁帰国させてください﹂と書いたもの

が出ているんだから沖縄に帰れば︑これからは自由ではないか︑

に帰れるかどうかとね︒しかし︑今回は沖縄県の当事者から申請

今度は︑万全を期して︑﹁上原という人は︑会ったこともありま

インパクトがあったんですね︒

﹁どっかで聞いたような名前ですよ﹂と言ったら︑だめになった︒

せん︑上原とは関係がないんだ﹂と︑﹁頑張る﹂と採用され︑早

江上

それで︑さて︑早く帰ろうと思っていても︑帰るには︑国

ったんですね︒そして︑平良さんが団長で︑訪中した平良団長は︑

県は︑復帰後はじめての沖縄中国友好代表団を派遣することにな

あげて︑私の帰国促進運動を展開した︒たまたま︑その頃︑沖縄

れは沖縄に帰ったときに︑聞いたのだが︑私のおばさんの家に知

をした人もおりまずけれども︑その具体的な内容は知らない︒こ

ようかと思ったんだよ︒私の帰国実現のために︑いろいろ手伝い

きや書類も必要なので︑大変面倒なことに驚きながら︑もうやめ

籍の確認やパスポート等︑文明国家の国民が必要とする法的手続

中国政府に渡したんだから︑では︑﹁帰るか﹂と︑決

速︑中国国内放送を盗聴する任務についた︒

上原

国務院を訪ねて︑関係者にこうこうですよと申請したんだそうで

上原が生きているらしい︑との情報を手にした山城は︑全力を

す︒これが︑日本に私が帰るきっかけになったんですけどね︒

らない人が︑二人現れ︑﹁上原信夫さんのこと知っているか﹂と

先生も沖縄に帰りたかったんですか︒中国は長い間住んで

江上

いかと︑︵笑︶

びっくりしたそうだ︒

姿で来たのでおばさんの一人は︑私が化けて帰ってきたんじゃな

その人たちは︑虚無僧

聞いたりすることもあったそうだ︵笑︶

祖国復帰したということは︑ご存知だったわけですか？

おられたんでしょうし︒

佐道
日本に復帰したっていうことは？

江上

上原

江上

だいたい分かっておりました︒分かっていたけれども︑さ

日本とか沖縄の状況はだいたい分かっていたんですか？

その人たちに︑案内されて貴賓室に連れて行かれてね︑﹁しばら

いました︒お元気でございましたか﹂って挨拶する人たちがいて︑

ったね︒大阪の空港に着陸して︑出てきたら︑﹁よくいらっしゃ

いやあ︑びっくりですね︒

上原

上原帰ってきたらね︑香港にもひと晩くらいしか︑泊まらなか

て︑沖縄に帰れるかどうか︑ということは不可能だろうとしか思

くここに休んでいてください︒今日は︑東京の方からの指示があ

そういうのは︑中国の新聞には︑日本の主なニュースや話

題を読むことができましたからね︒

っていないから︑あまり関心がなかった︒

るまで︑ここから出られません﹂って︑軟禁されてしまって︑ま

そんなに厳しかった？

真を撮られたりしているからね︒そういうことで︑面白いやりと

江上

ああ︑そういうのでね︒

りも︑ありましたけれど︒

が︑俺が帰って来たら︑入国手続きの時から︑パシッパシッと写

江上

しかし︑もし馬私が︑帰国することを希望すれば︑きっと︑

それは︑七五年の蜜月くらいですか？

さか︑日本では私の帰国は︑知られていないと思っていたんです

上原

眞板

そうだ︑七五年の累月ごろだったかな？

上原 帰ったら︑またCIC︵注・米軍防諜部隊︶がどっかで捕

中国の方では︑協力してくれて︑私は帰れると思っていたんです

上原

まえるだろうと︒

がね︒だけど︑私自身も︑中国の関係者も心配なんですよ︑本当

110

ところへ行くんだということで︑引き揚げていく形でやっと帰っ

季節はいつごろでしたか？

江上

ら︑私は︑沖縄に最初に帰ったときに︑先ほどの宮里さんがね︑

てきたんですね︒そういうことが︑あったことも知ったもんだか

そうですが︒空港で︑バチバチ写真を撮られて︑そのあと︑

上原秋だな︒
江上
いや︑東京の命令が出るまで︑

宮里さんは︑宮里栄輝さんですか？

それじゃすぐ︑

ろいろ面倒臭い問題が出ますから﹂ということを言われたんでね︒

﹁信夫くんは早く沖縄から出たほうがいいよ︒長居するとね︑い

上原

しばらく︑待機していた？

眞板

解放されたんですか︒

江上

しばらく︒何時間かな ？

栄輝さん︒

いや︑あと

上原

上原

沖縄︑離れるのは五〇年の二月くらいですか？

何時間たったか？

で︑﹁上からのご指示がありしだい︑ご相談いたしますよ﹂って︒

画板

いや︑おそらく︑新聞には載せいていないでしょう︒わか

た︒これ︑黒星がついているのは︑山城善光さんの﹃荒野の火﹄

お話が前後していますが︑経歴年表の二番目のものを作りまし

に︑宮里さんから︑離れた方がいいよと言われたのですか︒

そのとき

写真撮られたりして︑具体的に新聞に載ったりしたんです

佐道
か？

上原
らない︑それは︒

こともございましたら︒

してみました︒これをご覧になって︑別の意味で︑思い出された

という︵注・琉球︶新報の連載があるんですが︑その中に日記が

いや︑ひと晩だけ︒

大宜味村の平良敏子さんはご存知ですか︒芭蕉布の

政府の周辺に︑そういう記録を残すために︒そこへ何日も

上原

ひと晩だけ拘束された︒それで︑あとは解放された？

江上

江上

江上
解放された︵笑︶

昔︑思い出があるんですけれども︑そこの家に行って︑機織

出ているんですよ︑その日記の部分を加えてですね︑項目を増や

上原

上原

拘束されたんですか︒

だと言っても︑重病だった︒しかし︑危篤状態にあった人がね︑

しているのを見たことがある︒だけれどもその後︑私︑帰ってきて

まだ︑母親が元気だったからね︑元気

息子が生きて帰ったと︑また︑元気を盛り返して︑九十九までお

たら死刑にされるんだ﹂等とデマを流したりしたんだね︒それだ

ちが逃がしたんだろう﹂といろいろと調べ上げたり︑﹁彼は帰っ

にね︑主だった人たちに︑﹁上原信夫はどこへ行った︑おまえた

上原 私が沖縄を脱出してから︑CICがいろんな部落の人たち

した︒だけど︑お客さんもいっぱいだから︑

るんじゃないかと思って︑その会場に行って︑おばあさんに挨拶

上原

江上

上原

平良敏子さんにも挨拶されたんですね︒

それで︑私は︑ひょっとしたら︑筆工嘉の人たちが来てい

人間国宝になりましたからね︒

芭蕉布の何とかの会があって︑

芭蕉布︒

から会ってないけれども︑三︑四年前にね︑あの人の何か⁝⁝

けでは︑将が明かないから︑今度は夜中に遠くから石をぶつけて︑

江上

挨拶した︒そして︑名刺をあげてね︑﹁私は山城善光と活

︑江上

られました︒

戸を壊すとかだね︒そういうふうにして︑その後︑親たちは生命

上原

お母様は奥から出られていたんですよね︒

の安全についての不安を感じていた︒それで︑沖縄には頼めるよ

動していた上原です﹂って言ったら︑私の顔見てね︑︵注・覗き

眞板

うな子どもたちは誰もいないし︑長男が福岡にいるから︑長男の
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込むような仕草をしながら︶こうやっていたけれども︑次の人が︑

で非常に苦しい立場に追い込まれたと思う︒とりわけ精神的にで

では︑その場で知っている方と会うことはできなかった？

と思っていたんですね︒だから︑ある意味では︑彼は︑アメリカ

最初︑彼はまさかアメリカ軍政府が民主同盟などに弾圧はしない

すね︒かつての同志的信頼もほとんど失われたということですよ︒

江上
はい︒私自身が次の仕事があったから︑それ以上︑待たな

番っていうから︑質問をおいてそのまんまに︒

上原

の手先みたいな保守の代表的な又吉康和との闘争を通じてだね︑

ってみると︑民主同盟を代表する︑その責任者が直接︑高等軍事

ういう具体的な軍政府対民主同盟の政党弾圧の絡む問題にぶつか

いう形で︑表われることが多かったのではないか︒−その結果︑こ

のかも知れないが︑実際は︑仲宗根個人対又吉康和の政治闘争と

沖縄における新しい政治の突破口はできないものかと考えていた

かったはずです︒

前回のお話は︑出版法違反で︑高等軍事裁判のお話をちょ

■﹃自由沖縄﹄廃刊後の党活動
眞板

っと伺いましたけど︑その関連でですね︑いくつかお尋ねしたい

﹁いま︑時期的に非常に微妙な段階だからなあ﹂ということを言

裁判に出なければならないときに︑﹁いざ︑鎌倉﹂という決定的

上原

って逃げてしまったのだ︒仲宗根が逃亡したので︑私は﹁先生が

んですが︑これの原因になったのは﹃自由沖縄﹄ですよね︒これ

でいこうということで︑計画はしたんだけれども︑捕まって︑い

行かないんだったら︑では︑俺が山城と桑江の銃殺の前に立って︑

なときに︑大城︵ツル︶女史の要求を私が伝えたときに︑︑彼は

ろいろな政治的な社会的なというよりも︑まず経済的な打撃です

俺が先に撃たれちゃうかなあ﹂と言って︵笑︶ 啖呵を切って︒

は創刊号だけで︑それ以降は出ていないんですか？

ね︒罰金刑を食らわされているでしょ︑その罰金を納める︑その

眞板

その経済的社会的影響は非常に大きな打撃でした︒山城善光氏は︑

実際にはカネをいくら納めたのか︑私は分かりませんけれども︑

が︑二人っていうのは︑山城さんと桑江さんとね︒二人が︑まず︑

上原

江上

︵笑︶

相当な金額だったんだ︒

ことと︑党は関係ないみたいなことを︒山城さんもそれに対して︑

民主同盟で︑そういうの決めているんですよ︒桑江たちがやった

眞板

上原仲宗根が？

ことを軍に対してアピールするんですよ︒

のは︑党とは関係ない︑善光と桑江が勝手にやったんだっていう

ずうっと継続して︑少なくとも旬刊か︑一番いいのは月刊

罰金の金額などが︑民主同盟の三年分くらいの活動費と相当しま

で︑裁判は六月十日くらいですかね︒六月五日に民主同盟の中央

実はですね︑やっぱり︑山城善光さんの．﹃荒野の火﹄の中

すからね︒

まず︑自分の家族を食わせなきゃ︑いかんわけでしょ︒しばらく

憤慨したと書いていましたけど︒．

委員会を開いてですね︑その中で山城善光がやったことっていう

の問は︑カンパでね︑できたにしても︑長くは続かない︒で︑桑

それは参加者の名前︑ありますか？

だから︑動こうにも動けなくなって︑それと︑二人

江さんは︑桑江さんで子どももおりますし︑おじいさん︑おばあ

上原

いえ︒中央委員会の参加者の名前︑出ていないんですよ︒

流れから行きますと︑先生はお出になられるていると思うんです

仲宗根が︒その中央委員会にお出になられていますか？

さんもいて︑お店も大変厳しい状態だった︒

眞板

でも︑その事件があって一番根本的な打撃を受けたのは︑仲宗
根源和だね︒この問題で彼は私たちとの精神的思想的等多くの面
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けど︒

入で外を走り回らなければならないときだと思う︒

眞板

本当はこのときに︑桑江さんと先生が同行して︑民政府に

上原

行く予定だったと山城さんは書き残されています︒一人で行動す

おそらく︑私と仲宗根が激論してだね︑その後㊨ことだと

思うつあるいは︑私を除く︑・何名か集めてやったのかもしれな

MPに一回捕まっているみたいなんです︒で︑五月五日に石川ホ

さんの﹃荒野の火﹄で行くとですね︑四月の末くらいに︑どうも

眞板

です︒そうすると︑だいたい五月の上旬︑おそらく︑石川ホテル

る︒で︑善光さんの﹃荒野の火﹄によると︑一週間拘留されたん

こちらはその後なんですよ︒機関紙を出してから四月の末に捕ま

捕まっちゃって︑これが一泊で留め置かされて帰ってくる︒で︑

ることになって︑たまたまヒッチハイクした車が車だったんで︑

テルで中央委員会開いているみたいです︒そのあとに︑米軍の公

の中央委員会には出ているんでしょうから︑その前くらいに解放

い︒

安部に召喚されて︑スキューズ保安部長の尋問を受けているよう

されているのかなと︒︑

このあたりの部分でいくつか確認したいんですけど︒山城

なんです︒

上原

上原

眞板

もっと︑長いでしょ︒いや︑﹃自由沖縄﹄発行直前の出来

どうも一週間くらい放り込まれたらしいんです︒

私は︑これは何年の四月ですか︒

どう対応するのかということは．やっておりますよ︒そのときは︑︑

るはずですよね︒そこで︑西名か集まって︑山城︑桑江の問題を

石川ホテルの中央委員会︒会合をひとつふたつ︑もってい

上原ちょっと︑よく分からないけど︑捕まったあと？

事ではないか︒そのどきは︑たしか︑﹃自由沖縄﹄原稿の一部を

硬板

これは四八年ですね︒だからハ新聞を出したすぐあとです

カバンに入れたまま間違えて︑．MPのジープに乗せられたとき︑の

山城はデング熱と︑じゃなくて

よ︒

上原

マラリアですね︒

ことだと思うが⁝⁝
眞板

戸板

マラリア︒マラリアで病床にある時︑逮捕されて連れて行

この時期二回捕まっているんですよ︒

上原憲兵隊に捕まったのは︑長くても︑一日くらいで釈放され

上原

もっと長い？

たから︒誤解であったということでね︒この﹃自由沖縄﹄の発行

かれますね︒何月になっていますか？

疲れが出たんだと思うんです︒で︑寝込んだと本人は言っていま

いに﹁マラリア発熱﹂とあるので︑たぶん︑出版の一連の作業で

それがですね︑このあとなんですよ︒二十六日のあとくら

前のは：：ご

﹃自由沖縄﹄で一回︒

厚板

上原

先生のいまのお話は︑その前の普天間で遭難しているのと︑

眞板﹁これ﹃自由沖縄﹄ので捕まっているわけですよね︒
重板

た︒

そう︑その頃︒

す︒その病み上がりの頃くらいのタイミングで︑捕まつちゃっ

この四八年の四月六日︒ヒッチハイクして停めたら︑MP車でそ

上原

一緒になっていると思うんですよ︒これは新聞を出す前ですね︒
のまま司令部連れて行かれちゃつて︑ひと晩留め置かれて︑解放

す︒

っていうふうには﹃荒野の火﹄では善光さん書いていま
そう思い出してみるとそうです︒その前後は︑

眞板
山城が？

佐道

そのとき︑ずうっと山城さんと行動を一緒にしておられた

されたんですよ︒

上原

私と桑江は︑ガリ印刷で︑数日︑寝る時間もないので︑山城は↓
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んですか？

うがいい︒あるいは山道を変えて︑奥に逃げて︑奥でしばらくい

で︑私はどうしょうかっていうことで︑しばらくここにいないほ

上原

たら︑奥の若い人たちが︑今度は︑防衛隊並みの協力で︑奥の山

そうですね︑だいたい一週間のうちの三日以上は︑ほとん

ど一緒でした︒

していた︒

い人たちっていうのは︑私の何ていうのか︑連絡係みたいに協力

そこへだいたい集まってくるし︑国頭村のあの頃では︑多くの若

なってくると︑そこで寝ないで︑別に移るんだけれども︑情報が

いかその周辺でした︒いわゆる下宿宿があったんですが︑豪しく

上原

佐道

上原

やってくれていたわけですか︒

そのときは一緒でない︒私は︑そのときは辺土名の仮住ま

捕まったときはご一緒でなかった？

彼が捕まったということは⁝⁝

こけおどしだ︑それをさらに︑輪をかけてだね︑アメリカの言う

上原

佐道

理由は︑いわゆる﹁懇談会﹂ですね︒沖縄懇談会で︑軍の

なぜ︑捕まったということも︑すぐに分かったのですか？

たんでしょうね︒

宗根源和と連絡を取った︒そのときに︑石川ホテルで会合をもっ

英のところへ行って︑あと連絡︑通信の方法を研究したあと︑仲

して︑桑江朝幸さんの家へ行って︑そのまま︑石川にいる大城善

て︑奥さんに会って︑状況を見てこようってことで︑石川に︒そ

私は︑辺土名に行って︑それから山城善光さんの家を訪ねに行っ

て︑そこで︑三日くらいいたと思う︒あと︑十分な準備をして︑

道から下へ降りてくるよそ者を発見すると︑何時ごろ︑何名の人

佐道

いや︑自然といつの間にか︑やってくれてましたよね︒善

ああ︑そうですが︒この問題が起きたときには︑先生はど

上原

ことを聞かないと︑ひどい目に遭うそということを振りまいてい

佐道

光が捕まったということを知らせたのは︑喜如嘉に私と同行して

たのは︑又吉康和だと︒だから︑そういう段階を経ながら︑結局︑

が︑山道を降りて来たぞ︑というような︑いろんな伝言を寄越し

山城に会わせた大城感一が︑それから辺土名周辺の平良宏︑山田

﹃自由沖縄﹄を発行する場合も︑いかにアメリカが民主的である

こでそれをお聞きになりましたか？

義福︵村議︶︑外間伊光︵村議︶は︑すぐ連絡がとれた︒電話が

大城感一さんが︑直接︑私の下宿のおばさんのところへ連絡を

しかるべきときととらえ嘱船越︵尚武情報課長︶に認可申請した

いうことを我々は常日頃から覚悟しておりましたからね︒だから︑

といっても︑占領地である沖縄にとっていっか︑なんらかのきっ

入れてくれたんですよ︒自転車で十何分かかけて︑このとき︑私

ときも︑いろいろと必要以上に︑山城善光は︑念を押して言って

ないから︑あらゆる人を通じての口伝えで︒考えてみると︑非常

は︑まだ帰っていなくて︑どこ行ったか分からない︒ということ

いましたね︒彼は十何回も捕まっているから︑それは警戒心は高

かけで︑彼らが不利だと思うものについては︑断固やるだろうと

だったので︑そのおばさんが役場職員で︑﹁私たちにしょっちゅ

いからね︒私みたいなものが︑野生のイノシシみたいに︑わっと

に便利で正確で迅速であった︒

う︑協力してもらっている友人を通じて︑善光さんが捕まったら
す︒その他に︑そのマチヤグゥワーの山之端商店でね︑おばさん

船越は︑﹁私︑認可を与えなかった﹂ということで︑逃げ回った

さて︑﹃自由沖縄﹄発刊の許認可については︑裁判長に対して︑

走り回っている︵笑︶

たちが︑﹁あい信夫︑大変なことになったぞ﹂と︑みんなで︑声

が︑それを大城⁝⁝

しいから︑早く家を離れなさい﹂という警報を発していたわけで

をかけてくれたので︑もうすぐに情報が伝わったわけです︒それ
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ですよ﹂と︑落ち着いてはっきりと︑裁判長の前で言ったんです

上原

眞板

ツル女史が︑その件については︑﹁私が直接通訳をしたん

ツルさん︒

いう話になったと思うんだ︒それじゃ︑誰が行くんだということで︑

上原

操板

そこ行って︑﹁何枚かもらってきたら︑いいじゃないか﹂と

﹃ウルマ新報﹄︒

と二人で行った︒なにしろ︑貴重品だから︑一人では危ないという

謄写版印刷に詳しいからと︑桑江さんになったのか︑桑江さんと私

社か軍政府の印刷所の余りものはないのかとか︒

よ︒裁判長は︑意外な顔をしていたように思う︒

■﹃自由沖縄﹄発行までの思い出︑

ことで︒さあ︑印刷だ︒しかし︑今度は紙がない︒どうすんだ︑こ

佐道

二人です︒・そして︑新聞社の輪転印刷機では︑小さくなった

二人ですか？

うすんだって︑結局︑紙を貰いに行ったのは︑三名じゃなくて︑や

一句一句読んでだね︑﹁これは︑あれは︑どう表現したらいいじゃ

上原

﹃自由沖縄﹄は原稿はどなたがお書きになったんですか？

ないか﹂という話し合いをして︑正確に言えば︑三人の合作という

ら使わないんですね︒有るところには︑有るものだ︒﹁権力とは物

眞板

ことになるだろうね︒私の役割りは︑一つ︑二つくらいね︒原稿が

力ですか？

はり︑桑江と私の二人だったなあ︒

最終的に決定したあと︑今度は私と桑江朝幸が︑ガリを切って印刷

難く頂戴するんだ﹂と叱られた︒それを確か︑五︑六本︒一本一〇

原稿は主に山城善光が書いて︑桑江と私が︑その山城善光が

をするんだが︑印刷用紙の切断は工具がなくて︑大変苦労していた

キロくらいのを担いで持ってきたんです︒四︑五時間かかった︒と

上原

が︑﹁英会話帳﹂の印刷で協力した青山さんの参加で︑予定より早

にかく︑三時間以上はかかったはずです︒なにしろ︑私は身体も大

﹂と変なことを言うと︑桑江さんから︑﹁信夫︑有り

く終った︒

きく︑若いから︑身体の弱い桑江さんの分まで︑私が担いで帰った

覚えがあります︒それを担いで帰ったのは︑きっと桑江さんの家だ

編集作業していたのはコザですよね︒
コザ︒

と︒石川ホテルじゃ場所がないからね︒彼の子ゼもたちの寝る場所

を占領して︑置いたんだろうな︒原紙が︑何式なのかなあ︑日本式

コザでやってたんですよね︒・

編集会議は石川でもって︑仲宗根も入ってきていますよ︒

のガリ版用原紙っていうのは︑切りやすいですよ︒しかし︑桑江さ

ために作った︑﹁英語帳﹂などの出版でぜんぶ使ったから︐一枚も

んが︑やまとから持ち帰ってきた︑日本式の原紙は︑子どもたちの

石川市で編集会議をやって︑四月十日に新聞を出そうと︑手

続きがうまくいかないわけですよね︒ で︑遅れちゃって︑
上原

残っていなかった︒

私たちは︑認可は取れていると思っていたんですよ︒だった

ら︑印刷はどうするんだという旦ハ体的な段取ゆになったとき︑印刷

桑江ざんがやまとから持ち返っていた貴重品︒じゃあどうするんだ

心︒ただし︑肝心の日本式原紙がない︒ロウをひいた原紙ですね︒

カ式の原紙を︑鉄板の上で︑鉄筆で書くとすぐに︑簡単に破れちゃ

は︑﹁もったいないから﹂と四分の一に小さく切って︑薄いアメリ

に聞いても︑見たこともないというので︑アメリカ式一枚を使うに

さて︑﹁アメリカ式原紙の使用方法を知らない︒印刷知識のある人

と︑みな︑困ってしまった︒じゃあ︑原紙はどこそこ行ってもらっ

うので︑次は︑破れないように書くと︑今度は︑印刷すると写らな

は桑江朝露のところにある謄写版で印刷すると決まり︑︑まず︑一安

瀬長亀次郎たちがやっていた新聞

てこようじゃないかと︒沖縄？

5

眞上眞上鞍
板原板原板

壁

たらね︑まあまあのができた︒

さんは大きい声で﹁バンザイ︑これでできるぞ﹂と︑すぐに印刷し

散々苦労した挙句︑破れないで書き終わったやつを見せると︑桑江

い︒どうしょうかということで︑二晩か三晩一睡もしなかった︒

神里︑平良らの協力で︑配ったのは私だったかも︒それで︑配ると

の拠点にも私が運んだ︒壷屋などでは︑街頭演説を兼ねて︑大城︑

南の方は若いのが少ないから︑那覇や壷屋に行ったついでに︑南部

石さんとか︑今帰仁に行ったら︑大城ざんを通じて︑喜納くんとか︑

だけれども︑沖縄時代には︑それ以上の技術は思い浮かばなかっ

したってね︑わっと集まってきたからね︒そして︑たちまちなくな

きも︑露天市場の人たちに︑﹃自由沖縄﹄︑機関紙をやっと確保しま

りました︒

たですね︒私が︑ガラス箱の下に電灯をつけて︑そのガラス板の上
で︑硬めの鉛筆で書くっていうのは︑私は中国行って︑中国の科学

ああ︑そうですが︒

したん

佐道

発明

それで︑なくなったら︑じゃあ︑もう一回やり直そうという

院のある研究所で︑仕事の必要から︑思い出して︑

上原

だいたい最初にお配りになったところが︑民主同盟のだいた

だけれどもね︵笑︶

佐道

ことをやっていたら︑逮捕で終わりになってしまった︵笑︶

刷るのがね︑うまく行けば︑五千部くらい刷る予定だったん

佐道最初︑どのくらい作るおつもりだったのですか？
上原

実際は？

計画では︒

予定では？

やりますっていうと︑わっと集まりますね︒集まって︑こういうの

飛び乗って行き︑車が止まった所で降りて︑すぐに︑時局講演会を

上原

なるわけですか？

いメンバーといいますか︑賛同してくれる方々の範囲ということに

実際は二千部しか刷れなかった︒

あります︒﹁目の悪くない人は読めますから﹂って︒私がこうやっ

ですよ︒

二千部ね︒

たら︑より近く︑より近くへって︑たちまちなくなった︒群集の要

僕は中部では︑石川や仲泊とか︑乗れる車があれば︑それに

二千部刷ったあと︑実際に使えるのは︑千何百枚か︵笑︶

望があり︑﹁第二号は間もなく出版します﹂と約束をしたのだが⁝

どういうふうに配布するおつもりだったんですか？

江上

なおカネ持っていなかったよ︒カネで買う⁝⁝

定価を決めていましたが︑おカネはもらつ．たんですか？

佐道

配布はですね︑﹃自由沖縄﹄が出版されたということが︑ロ

上原余裕がなかったからね︒しかし︑軍票か何かを下さった人も

眞板

上原

何人かいたことを思い出す︒

あのね︑一部一部決めた値段で︑おカネをとることになって

コミでパッと広がると︑みんな喜んでね︒手分けして︑差し当たり︑

民主同盟の活動費自体はどうやっておられたんですか？

上原

その周辺にですね︑同志の家に﹁これ見ろ︑見てくれ︑これでいけ

佐道

民主同盟の活動費っていうのはね︑ほとんどもう︑自前︒

※﹃荒野の火﹄掲載の山城善光氏の日記によると︑刷り部数は一千

るかどうか﹂︑﹁こんなすごいやつ作ったのか﹂って喜んでくれてね︒

上原

いたんだよ︒これがね︑宣伝を兼ねてということでね︑また︑みん

そして︑今度はあとは︑それじゃ国頭︑中部︑南部は︑いくつかの

佐道自前？

カネで買うだけの余裕がなかった？

地区に分け︑国頭は︑私が配布しに行き︑中頭一帯は桑江さんと添

部で︑そのうち︑百二十七部が損紙になり︑八百七十三部だけ配布︒

原紙がボロボロになって⁝

上江上佐上佐
原上原道原道
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のをひとつの運営資金にしていた︒寄付︑会計報告の中でも︑寄付

ずかな︑いまで言えば︑十円玉の一つ︑二つくらいをね︒そういう

だろう︑昼飯代くらいにはなるかもしれない︑だろうって︑ほんのわ

上原

江上

持ち出し︒講演会やるっていうと︑有志の人たちがね︑大変

持ち出し？

上原

佐道

そこの道に沿って︑

みたいなのができちゃうんですよ︒同志の家がね︒

いたいどこそこで︑泊まるということになると︑そこで︑私の下宿

那覇まで︑道順はだいたい同じようにしか通らないですからね︒だ

上原

それが︑﹁信夫の街道宿屋﹂となって︑ロコミで︑︑人々に伝

そうそう︒だから︑私は北の方から︑一番北の方から︑石川︑

なんてありますよね︑何十円とかね︒

わっていって︑次は︑﹁俺んちに来い﹂︑来ないと今度は怒られる︒

ょうな︒なにしろ︑配給物資をタダでもらっていた︒配給が足りな

党費なんて実際に出せる人は︑百名いたら︑何名もいなかったでし

会費を納めることは︑当然だと考える︒しかし︑あのときは︑会費︑

上原

江上

政党を組織し︑政治活動を開始したのだから︑常識として︑

その都度のカンパとか寄付ですね︒

は︑どこのかしこのって︒そして︑私が行くと今度は︑すぐに連絡

と一緒に二人でしか話し合えなかったが︑明日は同じ場所︑あるい

これでもってこういう組織を作ろうと︒すると︑最初はそこの親父

上原

佐道

上原

そういう宿泊の機会を利用して︑そこで︑宿の主と議論して︑

ああ︑なるほど︒

生きた移動する情報源になっていたわけです︒

たとえば︑一律党費をこういくらで考えるとかではなくて︑

佐道

佐道

い分は︑﹁戦果﹂をあげるしかないですものね︒私︑なんぞの場合

をとって︑みんな集合して︑何業か集めてやることもありました︒

﹁おまえ︑こないだ来なかったなあ﹂︑みたいな︵笑︶

もう寄付かカンパ⁝⁝

は︑普通の生活で必要とする交通費ですね︒これはいらない︑二本

そこも政治集会ですよ︒私は二十四時間︑休憩時間はなかった︒こ

れが私の普通の生活でした︵笑︶ そういうところまで︑考えてい

足が交通手段だったから︑言い方が悪いが︑いわゆる活動家ほど︑
﹁戦果﹂もあげきれない普通の人だったのかも︒

れでもいいから︑食べろ﹂と言って︑食べさせられた︒おコメのご

いから﹂︑表に行ってね︑﹁これ食べとけ﹂って︑海に行けば︑﹁こ

のこんな小さなやつをこれしかないんだ﹂︑﹁これじゃあ食べられな

か﹂︑﹁朝から食べておりません﹂︒﹁上れ︑上れ﹂と言って︑﹁いま

減っ．ただろう﹂︑﹁めし食ってないだろう﹂︑﹁いっから食べてないの

は思い出せないね︒食べ物のある友人が︑向こうから逆にね︑﹁腹

上原すると︑めし屋とかそういうところは︑まず︑公式なめし屋

あとは石川ホテル︒二銭か三銭でしたかね︒なにしろ︑我々しか

たもんですよ︒カネを使うところはそれしかないからなんですよ︒

く分けてくれよ﹂って頼んで貰って帰ってね︒奥の子どもに配っ

の提供があるから︑その情報をもとに︑そこへ行ってだね︑﹁安

を私は求めた︒こういうのはどこそこの誰が持っていると︑情報

ちょっと高いけれども︑奥の子どもたちが︑．欲しがっているもの

もたちに必要なノートや紙とかね︑鉛筆︑クレヨンとか︑値段は

ただ︑私が少しカネを使ったのは︑密貿易者が運んでくる子ど

ませんよね︒

はんは︑特別な家庭しか︑食べることができなかった︒医者をして

泊まらないのに︑宿泊料だけはきちんと取っていたんだ︒石川ホ

脚が交通手段ということですね︒

いる先生とか︑そういう人たちの家に行ったときだけしか︑食べら

テルときたら︵笑︶

佐道

れなかったですね︒

佐道

新聞を出そうとかですね︑こういうときにはある程度まとま

佐道それは︑民主同盟のシンパの方々のお家ということですか？

t17

つたおカネが必要になりますよね︒

二人で担いで帰った︒だのに︑後日︑この問題で︑桑江夫人も警察
で何日間か調べられている︒

それはね︑いまの人たちとしては︑当たり前︑いや︑正常な

上原
眞板

桑江さんが持って帰った頃︑印刷概︵謄写版︶のローラーの

じゃあ︑B4くらいですね︒

このくらいじゃないですか︒

B4サイズくらいじゃないですか︒

いまちょっと考えてみると︑

コピー用紙を示して︶もうちょっと大きいですか？

﹃自由沖縄﹄の大きさはどのくらいだったんですか︒︵A4の

考え方だと思うんですね︒あの時代は︑われわれの考え方は︑逆さ
まだった︒金銭の前に︑まず︑モノがないから︑印刷機があれば︑
紙があれば︑インクがあるかどうか︑それさえあれば︑党の機関紙
や子どもたちが必要とする学習資料が︑すぐに︑印刷してあげられ
るんだと思った︒私たちは︑印刷機を武器と呼称するほど︑近代人
がありきたりの道具としていた︑印刷用の道具を手に入れようと︑
こんなに心血を注がざるを得ないほどの︑二十世紀外の環境の中に

ろがないから︑軍や民政府の方の印刷所では︑余った紙を捨てるほ

上原

佐遣

だから︑紙を売ってくれるところがない︒インクを売るとこ

だけど︑紙代は必要なんじゃ

れにとっては︶ だったから︑青山さんの力も借りたのだと思う︒

ろうな︒

上挙

眞板

切ってサイズを合せて︑．

いや︑あのね︑謄写版の最大面積に合わせて紙を切ったんだ

その大きさの紙がうまいこと︑手に入りましたね︒

大きさで︑ 作ったんです︒

どある︒沖縄人民には︑使えなくなった紙をお分け下さいって︑お

佐道

しかし︑一枚だって︑無駄にできない貴重品︵当時われわ

願いしに行く︒これは︑今の時代の人たちには︑マンガにもならな

その裁断は︑私は不器用だから︑桑江の奥さんが︑昔︑女学

をしたり︑軍の正しい政策を伝えるために必要です﹂というふうに

れは政党の機関紙を作る︒政治運動の啓蒙のため︑いろいろな宣伝

人で紙を貰いに行ったとき︑﹁何に使うんだ﹂と言うから︑﹁われわ

られて︑調べられた︒いらないものを頂戴してきたのにですな︒二

紙を盗んできて︑闇に流したんだと︑デマを流し︑また彼は引っぱ

の

上原

佐道

上原

佐道

を再生させた功があるはずだったのに︑逆に軍から︑

桑江さんと私の二人は︑先ほども述べたように︑軍・民政府

桑江さんと二人で︑担いできたんですか︒

それを貰いに行って︑

それを貰ったわけですか？

は機関紙を出さないといけないというのは︑民主同盟を作る前の話

の武器であることを彼らの頭の中には︑ちゃんとあった︒われわれ

そういう政治宣伝活動をやる必要があり︑機関紙は宣伝や組織活動

でも︑社会運動の合法︑非合法含めての具体的な活動をやっていて︑

れから山城善光︒この二人は︑数十年来は︑日本の東京でも︑沖縄

上原

佐道

上原

佐道

こういう運動の経験があるのは︑仲宗根源和という人と︑そ

こういう新聞を出そうということは誰が言ったんですか？

えっ？

そもそもこういうものを出そうというのは︑どなたの？

校を出ていて︑大変器用で︑洋裁などもできる人だった︒英語の学

言った︒そのとき︑担当者は︑﹁そうか︑文化活動にも使うのか﹂

し合いの始まる段階で︑もう何度も話し合いされた問題だった︒し

．習本なども︑奥さん︑青山さんが︑二人でやった︒

と言うから︑﹁はい︑そうです﹂と答え︑紙をいただく︑目的︑利

たがって︑自分たちのしなければならないことは︑組織作りについ

不用ごみ

用内容も詳しく説明の上で︑﹁これを持ってけ﹂って︑同意の上で︑

いだろう︒

上原

棄てられていたのだ︒

上眞上佐上
原板原道原

118

CliElii：2QQ31giEl

い︒しかし︑やり方如何によっては︑︑前途は明るいなあと思ったわ

いないのだ︒というようなことは︑いくら口で言ってもね︑効果な

ていると言っているが︑実際には︑アメリカはその義務を果たして

だまされているか︑いわゆる占領者であるが︑我々をただで食わし

給物資がね︑どのようにインチキされているか︑どのように我々が

果てき面だと意見一致した︒将来それを使って︑いろんなその軍配

出したのだ︒演説会で︑それを使って︑宣伝活動を展開すれば︑効

して︵新聞が︶必要になる︒そして︑やがて︑幻灯が欲しいと言い

じゃあ︑正式に党としての宣伝活動をはじめるとやつばり︑常識と

合いをずうっとやってきて︑いよいよ民主同盟ができたから︑それ

も潰すかもしれないと︒その場合どうするか︒そういうような話し

もしれないから︑彼らが気に食わないときには︑沖縄の民主化運動

な活動を開始する︒ただし︑アメリカの民主主義は︑見かけだけか

持って行くか︑というようなことを練りに練って︑はじめて具体的

ては︑まず︑呼びかけ人を誰々にするかとか︑どういう段階を経て

書いている﹂︒一分か二分で読めるような字数しかないんですよ︒

のは一枚しかない︒で︑二枚目にね︑わざわざ演説三〇分と大きく

四枚も五枚も六枚もねえ︑ちゃ一んと速記録に載っている︒おまえ

文書館に行って︑﹁おまえのことを調べてみたらね︑他の人たちは︑

上原

眞板

きれいに書かれているでしょ︒で︑私のは前後が通じないとか︑い

や山城︑桑江とか兼次︑瀬長亀次郎とか浦崎康華とかの話は︑実に

の講演の速記など︑読めないところがいっぱいあってだね︒仲宗根

官は︑当時いなかったと思いますよ︵笑︶ あの速記録の中で︑私

ると︒本格的に反人民的立場に立つような︑ウチナーンチュの警察

沖縄の警察官は︑愛国心があると︑愛国者でなければ︑愛郷者であ

眞板

あ︑そうなんですよ︒

ろいろあるんです︒

上原

実はね︑私にその講演会の速記録を持ってきた人が沖縄県公

浦崎です︒逆に私たちをかばってだね︒それで︑私は︑わが

浦崎︵直二︶じゃないですか？

に動かないところがありました︒浦添⁝⁝

あるから手抜きしたんだ﹂と︒

﹁それはぎみの演説内容を正確に伝えると︑きっと米軍から弾圧が

けですよ︒

このように︑党づくりの段階は︑より高い綱領を目指して︑結構︑

順調に進んで行ったんですよ︒そこで︑思わぬこの高等軍事裁判で

その中には︑米軍は我々にその衛生状況がどうのこうのだとか︑

文化とか教育をどうのこうの言っているけれども︑アメリカの教育

ね︒最初は銃殺というのがね︒

佐道

担当者は︑占領された土地の人民が︑他国の援助を受けて︑教育を

あ︑そうですが︒これは逮捕されてすぐに︑こういううわさ

が出てきたんですか？

っかかったようだ︒アメリカはこの機会をとらえて︑これほど怖ろ

縄にも︑人々が必要とする物資を持ってきた︒﹁子どもは鉛筆が欲

言ったのを私が批判している︒それから︑闇船だよ︒闇交易船が沖

やってもらったという実例は︑世界の歴史上ないなんていうことを

しいことをこの民主同盟は︑やっているんだぞと︒だから︑山城や

しい︑消しゴムが欲しい︑クレヨンが欲しいと言っているのに︑ア

そう︒これは︑彼らが︑待ち受けていたワナに私たちが︑引

上原︑仲宗根︑桑江たちと一緒にやっていると︑大変なことになる

メリカが紙一枚でも文房具の一個でも︑輸入してくれたことがある

上原

ぞと︒アメリカに囚われて︑殺されるぞと︑銃殺にされるぞと︒こ
だろうし︑それが沖縄の警察を通じて︑広くデマを流したと思うん

求めている︑︑日常生活の必需品もアメリカは︑我々に対して︑一度

か口紅が欲しいとか︑そういうことを訴えているのに︑人民大衆の

ういうことを意図的に︑CICも流したであろうし︑CIAも来たか︑ないじゃないか﹂と︒それから︑﹁女の子はね︑衛生必需品と
だけど︒しかし沖縄の警察は︑意外と彼らはそういう面では積極的

／
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に問題にされるから︑おまえの安全をちゃんと配慮してだね︑その

うのは︑﹁あまりはっきり書くというと︑今度は︑軍政府︑民政府
か？

佐道

上原

佐道

編集会議ではどんなことを言っておられたか︑ご記憶です

そういう行動は︑ありません︒

じゃあ︑言うほどあまり動くことは？

ぞ﹂という配慮があったと思う︒

警察官はおまえの話は︑分からないようにしているんだよというこ

上原

も配給したことはない︒これを解決してくれたのは︑勇敢なる闇貿
．易船である﹂と︑速記録にはちゃんと書いてあるんですよ︒そうい

とも隠されている︵笑︶﹂と説明するから︑なるほどと当時のこと

原則に立ってですね︑まず︑創刊号でもって︑そういう問題を語れ

るような状態だったかどうか︒運動の短い時間の︑我々の薄い短い

党の政策として︑沖縄闘題は沖縄自身で解決すべきだ︑その

を考えたんです︒

佐道

実践経験からするとね︒だから差し当たり︑その第一目標は︑これ

先ほどの﹃自由沖縄﹄を作るときにですね︑先生とか桑江さ

んとかですね︑いろいろ紙を調達されたりとかいう話はいま伺った

上原

も馬字が消えないような紙とか︑せめて︑各地の演説会では︑場所

しいし︑ビラの字がハッキリ分かる紙︑ビラを貼って︑雨が降って

めて︑講演会開催のときの広告ビラが︑書けるくらいの紙ぐらい欲

︵新聞︶を出すこと︒あとは︑将来は一年ぐらいたったら︑幻灯を

に賛成でした︒はっきりとね︑意見を出しました︒だが︑どうして

と日にちと時間を書いたやつを︑せめてひとつの村に︑あるいは部

んですけれども︑仲宗根さんも編集会議に出て︑意見を言っていた

これを創刊するか︑どう出版するか︑それに必要な道具や資材はあ

落に二枚か三枚くらい貼りたいと︑そのために必要な紙は︑どうす

つくること︑みたいなことを役員会ですでに決定していました︒

るか︑などの具体的な問題については︑彼は知らないんですよ︒出

というお話だったんですが︑仲宗根さんはこの﹃自由沖縄﹄にどう

版に必要な道具をある程度︑知っていたのは桑江だけである︒彼は

るんだということに︑﹃自由沖縄﹄の発行と同じように︑紙の必要

けれども︑これは将来の課題で︑当面︑差し当たりの問題は︑せ

少量の事務用品を持ち帰ってきているが︑もうほとんど︑日本式原

は最大の要望事項の一つであった︒じゃあ︑どっかの新聞社の使い

いう︑どの程度かかわったんでしょうか？

紙も使い果たしてしまっているので︑東京の友人から送ってもらう

古した︑裏の使える紙はないかということですね︒それから︑軍の

彼は︑この﹃自由沖縄﹄を出すということについて︑全面的

ことも不可能であるので︑それはどうするか︑というときになり︑

いらなくなった新聞用紙について︑廃品処理されるものはないだろ

桑江と私が︑軍と民政府の印刷所の関係方面を回った︒

うかと︒それには︑まず︑行ってみようじゃないかということで︑

まず︑民主同盟機関紙の発行の認可申請を軍政府に申し込んでみよ
．うと︑一回やってみようじゃないかというのが︑山城と私と桑江の
三人の知恵です︒

このように︑すべてはもう︑何もないところがら︑我々は︑一歩
じゃあ︑現実化するためには︑あまり仲宗根さんは︑あまり

工作をしたくても︑そんな大量の部数でなくても良いから︑夢はま

佐道
上原

ず︑五千部だが︑将来は一万部を︒差し当たりは︑せめてわれわれ

一歩︑歩き出したということでね︑いかに大衆に対して︑広く宣伝

含まれていると思うので︑そういうふうにして︑彼はまったく関係

の周りの人に︑いや︑最少でも五百部でも良いのだ︒この一部でも

動かれなかったみたいな︒

ないということではなくて︑とにかく︑彼自身は︑年のせいもあり

良いから︑早く機関紙を発行したい︒市販したいと考えたが︑実際

そうですね︑具体的な彼の意見は︑山城善光の解説の中でね︑

ますから︑また︑わが党の委員長さんですから︑﹁若いのに任せる
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ではないんだ﹁と︒自分たちで勝利は︑勝ち取れということ︒そうい

とにかくぶつかれと︒闘えと︒そして︑誰かが︑与えてくれるもの㌔

明日を迎える︒︑とにかく時代が︑こういうときだから︑自力更生︑

は︑︑保証しなければ︑と語り合いながら︑本当に腹を空かせたまま︑

は難しかったですね︒なにしろ︑われわれ専従員は︑食事代くらい

てね︑三人が捕まることではないから﹂︵笑︶

茶しちやいけないこと︑まず︑重点はふたりを救出することであっ

ということで︑それに対する仲宗根は先輩としてでだね︑﹁絶対無

受けるのは私しかいないから︑で︑私が︑﹁対応をどうすべきか﹂

どう対応するか︑相談した︒だが︑外部からの連絡がくれば︑もう

に︑仲宗根源和と︑そのときは石川に集まってもらって︑そこで︑

一応︑証言の資料はちゃんとしていた︒ただ︑彼が高等軍事裁判に

というようなね︒

う非常に原始的な日本の初期の労働運動そのものではなかったかと
思うんだね︒実はその何倍も︑もっともっと下辺のですね︒

出るようにと︑党の責任者が出ないと︑非常にまずい結果になると

で︑出されて︑成功して︑みなさん︑大変喜ばれて︑やった

佐道

いうようなことになると︑今度は仲宗根は︑何とか逃げ出す理由を

見つけようとしているので︑私が大きな声を出して︑議論したんで

と思ったところで︑逮捕という︒
上原︵笑︶

すよね︒

ちょっと︑身を隠しておられて︑戻って来られて︑で︑連絡

佐道

眞板

ちなみに︑﹃自由沖縄﹄っていうのは︑いまでも残っている

を取られたんですよね︒

んでしょうか？

そのとき︑一応︑疲れたから︑三晩︑四晩くらい︑寝ていな

上原

上原

うと思うんだけれども︒私はそういうのを保管するような場所がな

ったかもしれないけれどね︒貴重な記念碑として残しておいただろ

私は知らない︒おそらく︑桑江か山城善光さんの家には︑あ

いんですよ︒印刷のことで︒それじゃあ︑せめて四日︑五日くらい
ね︑一服しようよ︒桑江さんは自分の家があるから︑テン干小屋だ
けれども︑そこに住まいがある︒そうすると︑山城さんは実家に帰

いから︵笑︶

喜界

れば︑奥さんが待っているから馬疲れが癒せる︒そして︑私は辺土
名まで帰って︑・辺土名の下宿で一日︑二日ゆっくり寝ようと思った

ことですか？

じゃあ︑もし﹃自由沖縄﹄が出てきたら懐かしいでしょうね︒

■高等軍事裁判の対応

一同︵笑︶

江上

という計画はあったんですよ︒

そういうことですね︒これこれについては︑次の号で出そう

結局︑﹃自由沖縄﹄は創刊号しか︑出し切れなかったという

ら︑その翌日︑何日目だったか分からないけれども︑先ほど言った︑

上原
︑

大城感一から︑﹁桑江と山城が捕まったぞ︑気をつけろ﹂という連
絡があったことを聞いた私は︑迅速に必要な行動をとった︒

次の日だろうな︑私は山城善光の家に︑奥さんの話を聞きに行っ
二︑三日経ってからか︑桑江の奥さんも︑留置場に

た︒それから︑桑江の家はどうなっているんだろうかと行ったら︑
同じ日かな？

ひと晩か︑ふた晩入れられているんですよね︒紙を盗んだのは︑桑
江をおまえがそそのかして︑どうのこうのと言いながらね︒私は︑

このあと︑どういうふうな活動になっていくんですか？

実は山城善光さんの日記というか﹃荒野の火﹄でもこのあとの話

眞板
そして︑石川の大城の家で連絡のできる中央委員の人たちを何名

は︑飛び飛びになっていくんですよ︒あ︑前後しますけど︑高等

二人が捕まった翌日か︑翌々日には︑仲宗根源和を訪ねている︒

か非常召集して︑集まってもらって︑どうするかということで︒次

・
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それで︑結局︑そのとき︑上原︑私が行きますよって話に

なったんですか？

眞板
上原

裁判所で︑判決が出ますよね︒すぐ出るんですよね︒

上原

についてはね︑山里さんっていう方も︑そのとき集まっているよ︒

あのね︑もうすでに︑高等軍事裁判所でもって︑大城ツル

さんがいうように︑仲宗根源和が党の責任者として出席して︑偽

彼らは︑すぐに弁護士を組織しようということで動いたのは事実

それだったら︑誰か︑行けって︑やっぱり︑こういう問題

せん﹂って︑ひと言︑言っていたらね︑もっと早く解決したはず

りでもよいから︑﹁こういう不始末をしました﹂︒﹁申し訳ありま

二十四です︒

二十三ですか︑

ですよ︒そのときに︑やはり︑私はまだ︑あの時は二十四ですか︑

あのときの米軍の担当責任者 は ︑ 少 将 ？

眞板

二十四くらいですか︒ですから︑こんな若造が出ても︑米

なんですよ︒その大城さんが︑高等軍事裁判で言っているように︑

く形だけでも︑本人が行けばいいとしてくれたから︒ということ

上原

とにか

を大城さんは私に対して︑知念に呼んだときにね︑伝えた︒それ

軍事裁判は民主同盟代表とは認めないだろうから︑やっぱり︑年

大佐ですか？

を私は︑またその日に首里に走って︑仲宗根源和にそれを報告し

に押し込められて銃殺される︑という可能性はあったから︑それ

配の人が出たほうがいいじゃないかということだったけれども︑

それが六月五日の中央委員会ですか？

くらい広く銃殺刑の噂は広がっていましたからね︒ちまたでは︒

て︑そして︑翌日の朝︑じゃあ︑石川の大城善英宅に︑何名か集

眞板

かもしれませんね︒それで︑議論でどうするか︑というこ

みんな︑怖いんですよね︒せっかく沖縄戦で生き残った命ですか

上原

年配の方は︑みな︑遠慮されていたので︑﹁もし︑私で間に合う

まって︑相談することになるんですね︒大城宅が石川の事務所み

とで︑ふたりを救わないと︑結局︑民主同盟は自分たちで軍の顔

んであれば︑私が︑行ってきます﹂︒彼ら二人と一緒に処刑され

らね︒拘束されて︑もし︑山城︑桑江たちと一緒にね︑軍刑務所

を立てるというのは何だと︒大衆は聞いたらね︒そういうことで︑

ても良いと覚悟した︒しかし︑こんなことで︑アメリカに殺され

たいになっていたから︒

仲宗根と私は︑首里の彼の家でだね︑石川のホテルでね︑大城さ

そのぐらい︑アメリカの脅しは︑効果的でしたね︒それで︑

るなんて︑私はまったく︑納得がいかなかった︒

我々が︑そのまま︑引き込んでしまったら︑民主同盟はそのまま

事務局長やった人︒

その次に︑仲宗根源和は今度は委員長になりますね︒なん

事務局長って仲宗根源 和

んという方︑なに一だったかな？

眞板
・上原

潰れていたはずなんです︒少なくとも五〇年のその知事選挙の中

どこかに役員名簿がありました︒

裁判は結局︑何回くらいやったんですか？ 一回だけです

私が参加したのは︑一回だけです︒その前に何人か個別に

尋問をしていますね︒民主同盟に組織的に連絡なしに個人的に呼

上原

か？

眞板

までもたなかっただろうな︒それこそアメリカの思い通りとなり︑
．又吉康和などの保守派を喜ばすところだったろうね︒

で︑︵民主同盟は︶解散をね︑やったというんだけれども︑そこ

会計報告

とか一だと思うんだが︑六十年も経つちゃうと︵笑︶
石板

なんとかはじめですって字を書いて︒

で名前を出しているはずだよ︒

上原

そこで︑私は散々︑仲宗根を追及

中山一︒確か︑五︑六名集まったはずですよ︒緊

中山一ですか︒

中山1

戸板

上原

急中央委ということで︵笑︶
した︵笑︶
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山城さんと桑江さんの 関 係 者 で す か ？

び出して︒

佐道

山城さんと桑江さ

はい︑桑江の奥さんは︑︵留置された︶経験があるんだけ

佐道奥さんがですか︒
上原

て聞いて︑もう病気になっているんです︒高等軍事裁判にかけら

れども︑山城善光の奥さんは︑経験がないから︑高等軍事裁判っ

上原

れたら︑大変なことになる︒銃殺されかもしれない︑といううわ

んご本人ですか？

ちは会議にも顔を見せなくなった人もいます︒山城︑桑江の二人

さもあるんだから︑奥さんは心配していたが︑喜如嘉の人たちが︑

そうです︒二︑三人の民主同盟役員が︒その後︑この人た

は︑軍の知念監獄に入れられている問に何回も︑米軍から個別に

劣にも大衆をわれわれから引き離すために︑銃殺刑のデマを流す

的に発行したというのに︑CICと警察は故意に裁判前から︑卑

民主同盟の機関紙を民政府・船越尚武情報課長の認可の下で合法

世界の民主主義の国じゃないかと思っていたんだそうだ︒だのに︑

メリカはきっと早めに帰してくれるはずだ︒少なくとも表看板は

等軍事裁判ということに発展するとは考えてなかったらしい︒ア

佐道

後だったかな︒拡大中央委員会が石川にまた集まってね︑経過報

になるんですか？

眞板

結構︑長く留置されていたんですか？

告をして︒

上原

ひと月だったのか︑三週間だったのか︒そのぐらいだった

と奥さんを励ましていたので︑心強かった︒

﹁山城は昔からそうしてやってきたんだから︑本人は︑平気だよ﹂

ということまでするとは︑想像してなかった︒私は事態の発生と

上原

尋問を受けている︒それに対して彼らは︑問題が沖縄初めての高

その進行情況から考えると︑帝国主義者は必要に応じ︑何でもや

と思うんですね︒だから︑山城善光にとっては慣れているから︑

釈放されたのは︑裁判の翌日くらいですか︒それとも数日

結局︑山城さんと桑江さんが︑釈放されたのはいつぐらい

るだろうと覚悟していた︒このような︑まるで沖縄人を未開の奴．

の本質とは何なのだ︒第二次世界大戦とは何だったのか︑という

立ち入り禁止の沖縄南部を何日かさ迷いながら︑考えた帝国主義

ら︑アメリカはエセ民主主義の国家だと思ったね︒だから︑俺が

桑江さんはばじめてですからね︑しかも︑品性優良青年として︑

外にいるより良い食事を毎晩毎晩ご馳走になって︑平気でいるが︑

ああいうものを作って差し入れているのですね︒すると︑山城は︑

ている人たちが︑ちゃんと︑メリケン粉で焼いたポーポーとか︑

︵マラリア︶熱が冷めたあとは︑同じ大宜味出身の軍政府に勤め

ことを深刻に1死んだ人たちの遺骸がそこらじゆうに散らばっ

農林学校で表彰されているほどで︑沖縄の近衛兵に選抜されたと

隷並みに取り扱うような取り締まり方法でやっているくらいな

ている中で︑彼らと語り︑1寝ながら考えた︒

出られて︑すぐにお会いになったんですか？

いう人ですからね︒大変な打撃だったでしょうね︒

佐道

もちろん︑その日︑裁判がやっと終わった後ですね︒山城︑

それで︑私ははっきりと︑私も捕まったら︑明日から会えなく
なるだろうから︑ということで︑ちゃんと︑お別れの挨拶をして︑

上原

私はその少し前に︑裁判長に抗議して︑余計なこと口走ったん

私は︑栄養つけて元気出さなきゃいけないと思い︑そのまま︑山
でが︑警察に呼び出されていることを知らされました︒桑江の奥

ですよ︒﹁われわれ沖縄の人民は︑アメリカは︑民主主義の．国だ

桑江にひと言でもと思ったが︑憲兵は私を近づけなかった︒
さんは﹃自由沖縄﹄︑の印刷用紙の件で︑二回か三回ぐらい︑留置

と信じているから︑大衆の求めることは︑きっと軍政府にも通ず

城善光の奥さんのところへ走って行ったら︑桑江朝幸の奥さんま

されているんですよ︒
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私は断固として︑それを言いました︒大きな声で怒鳴った︒そし

れはパンを求めているんだ︒なんで石を与えるんだ﹂なんてね︒

るんだと考えていたのに︑なんていう仕打ちをするんだ︒われわ

それは︑おそらく︑あるいは原稿によると︑四︑五日以内に一回

たら︑大丈夫っていうことで︑また安心して︑活動をはじめた︒

で済んだんだ︒良かったなあと思うんですよ︒だから︑そうなっ

とめて︑軍政府にだしたり︑そしたらあと︑罰金は実は納付なし

彼女のジープで知念の官舎に︑1官舎っていうか︑天幕だった

らった︒そして︑大城さんは︑その仕事を終えて︑私を連れて︑

しくして︑言うことを聞くんですよ﹂と命じて通訳に案内しても

の部屋で待たしておきなさい﹂と言って︑私に向っては﹁おとな

大城善英さんか誰か忘れたけれど︑どっからか︑お酒を︑一升瓶

上原

佐道

それは主だった方々が︑みなさんですか？

上原ええ︒

眞板

だいたいそう︒確か十三名か︑もうちょっといましたよ︒

■仲宗根源和の独立論

集まったはずだな︒あの︑石川ホテルに︒

たら︑その大城という女史が︑手を振りながら走ってきてさ︑
﹁もういい﹂って大きい声で︒

あとで︑大城さんは︑ひと息ついて︑一人の通訳を担当する二
世の米軍将校を紹介したんです︒大城さんはその二世の将校に︑

と思うな一ひと晩泊めてもらい︑朝早く起きたら︑﹁疲れは取

なんてないから︒泡盛も出始めていたが︑あるいは洋酒だったの

﹁私は︑すぐに仕事を置いては帰れないから︑しばらく︑あんた

れましたか﹂と言うので︑私は﹁このとおりです﹂と申し上げる

かもしれないが︑量は五合くらいだったかな︵笑︶

てきました︒この二人は︑それから︑二日も経たないで︑無事釈

っそく山城と桑江の二人のところへ︑飛んで行って情況を説明し

だけども︑その時点で︑すでに︑山城︑桑江︑私と仲宗根源和

﹁ご苦労様でした﹂の声がかかる︒

る︒ただし︑コップもないから︑乾杯はなかったと思う︒皆から︑

釈放されてからですか？

と︑﹁山城さんや桑江さんの奥さんたちに早く言ってね︑大丈夫

やかに乾杯してね︒缶詰なども︑差し入れがあったと記憶してい

放されたんじゃないですかね︒

との距離は大きな溝ができているので︑会議は盛り上がらないよ

それでも賑

だからご安心しなさい﹂と伝えなさいということだったので︑さ

ああ︑そうですが︒

そんな状態になっていたので︑せっかくの出獄慰労と勝利の大

佐道

は︑弁護士と軍の協議か何かで︑罰金刑にするのか︑実刑にする

会であるのに︑同志たちを意気消沈から︑鼓舞しようと考えた︑

うな︒

のか︑ということになり︑大城さんたちのお陰で︑罰金刑で︑済

だと思いますね︒もう︑裁判の結果が出て︑そして︑あと

むことになるのだが︑罰金額は︑だいたい五〇ドルか︑六〇ドル

題の討論会に移った︒沖縄独立論はかねてから︑少しずつ︑機会

ある同志︵名は忘れた︶が︑緊急動議で︑継続議論中の独立論問

上原

だったと思う︒これは我々の五︑六年分の運動費だったのではな
沖縄市はコザと言ったんですね︒このコザの同志有志が︑署名運

では︑独立したら︑経済的な問題は大変で︑仲宗根は提唱したの

題になるのは︑独立は︑琉球民族のかねてからの要望であるが︑

あるごとに︑いろいろな方法で︑討議されてきたが︑いつも︑問
動で桑江のための罰金刑のその﹁罰金を取るな﹂との運動をすぐ

は︑かねてからの彼の持論の移民問題というのがありましてね︒

いか︒それで︑家に帰ってから︑いま︑記憶ははっきりしないが︑

に始めた︒一方︑山城善光も︑大宜味でそれをやって︑それをま
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それに対して︑私はそれに噛み付いたの︒﹁日本時代の移民はい

あんたら︑情報が少ないから︑難しいよな一︒他に︑特にアメリ

うことで︑一︑二週間くらい時間を作ったと思います︒それから︑

カか︑国連の信託統治みたいなもの含めて︑ぜんぶ︑やろうとい

ジアへの漁民を含む︑大量の移民及び︑満州への農業移民等は︑

また集まって︒そこで︑具体的な問題が議論された︒私は︑近代

ったいどうだったんだ︒沖縄からのフィリピン︑南洋諸島︑東ア
なぜ︑あのような悲惨な目に遭わなければ︑ならなかったのだ︒

しかし︑理論的には︑考えるべきだが︑現実的には難しぐ︑す

工業化なども考えるべきだが︑それには資金がない︒しかし︑日

ぐに経済的に成り立つとは︑困難だから︑まず差し当たり︑すぐ

こんにち︑この問題について︑どうなっているのか︒とにかく︑

沖縄に作ることができるのか︒いくら最低の要求でも︑沖縄は自

に実行可能なのは︑移民問題と漁業問題だね︒沖縄の糸満のウミ

米の問で︑両者の力を逆利用することはできないかという意味の

主的に継続的に経済的な基礎を確立できるような産業は︑いった

ンチュはね︑東南アジアやフィリピンまで︑南洋諸島まで行って

沖縄は独立するというんだったら︑沖縄は独自の力でもって︑経

い何だと︒この具体的な提案が︑出されない限り︑あなたの独立

問題を私が発言しました︒

論は︑聞くことができるか﹂って︑私はそのときから︑非常に横

いた︒それは︑確かにそうですな︒西銘順治のお父さんは︑その

済的にも生きていける︑若い人たちを育てていける︑働く場所を

柄な態度で︑仲宗根に接していたようだ︒

ら考えると︑仲宗根との論争の何回かの内容が︑前後して︑交錯

な多くの問題について︑討論していないような気がする︒内容か

※上原信夫氏注︑よく考えてみると︑当日︑独立について︑こん

は︑いまは︑南洋に行ってもいけない︑東南アジアにも行けない︑

の位置づけをどうするか︒広い海域の漁業問題なんですね︒漁民

そらく遠く国境線を越えた広い地域になるけれども︑では︑沖縄

仲宗根の提案する漁業問題は︑広い海域にわたる漁業のね︑お

ウミンチュでね︒南洋まで行ってカツオ漁をやっていたという︒

しているのではないかと思う︒独立については︑一定の相当の時

は︑資源が足りない︒

四国のね︑漁師と競合する︒それを避けるには︑沖縄周辺だけで

そしたら︑沖縄周辺を越えて︑もし上へ上ったら︑鹿児島や宮崎︵

でも︑おっしゃる通りですよね︒基盤がないところに⁝⁝

間で継続して︑議論した思い出があるから︒

佐道

というところへ︑仲宗根が︑尖閣列島問題を出してきた︒その

とき私は︑尖閣列島というのは︑1なんかの機会に︑おじいち

山城が終わりになってだね︑提案したのが︑﹁講演会でもや

る段階の前にだね︑沖縄は独立すべきだ︑沖縄はこうこういうふ

ゃんたちのお話の内容は︑よく分からないけれども1沖縄と唐

上原

うに︑独立が可能であると︑国際問題や経済問題をどうすべきだ

の国︑．中国との交易をする人の道しるべなんです︒で︑それは昔︑

美大島︑宮古・八重山との連合のことも︑必ず問題となるであろ

うすればいいのか︑まず︑何から手をつけるべきであるのか︑奄

に舵を向けて︑ちょっと行くと︑黒い海︑海流の色が違うんです︒

それは︑唐の国の古書にも︑あそこを過ぎれば︑右に下りて︑右

たちは︑その島が︑沖縄か唐のものなどとは︑言ってないんだ︒

船を持っていた人たちが︑ちゃんと分かっていた︒ただ︑昔の人

う︒アメリカは今度は︑全島の統一をするのかしないのか︑台湾

黒潮は︒それを行くと︑琉球の久米の山が見える︒それが︑久米

ということで︑何回か討論を重ねてね︒−具体的に︑じゃあ︑各人
︑それぞれの立場から︑調査研究の課題としてね︑独立するにはど

も含めてね︒しかし︑国際的にそういう微妙な問題については︑
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場作る︒その製品は︑関東と関西地方へ売り込もうというのだ︒

オの大産地だというところ︒あそこを根拠地にして︑カツオ節工

上原

江上

あるんだ︒だから︑仲宗根説によると︑尖閣諸島は︑カツ

昔から言い伝えられていた？

ね︒で︑先生はその独立をするには︑ちゃんとした裏づけが必要

佐道

善光の記録に︑あまりまとめてないね︒

にたくさん︑発言があったんだけれども︑それについては︑山城

ということを思い出す︒他に︑参加者がいろいろな問題を︑非常

関東平原改造計画﹂を思い出す︒やはり︑革命を志す者は︑常に

そういう具体的な経済的な貿易問題について︑彼はよく知ってい

だ︑ということで︑意見がぶつかっていたわけですよね︒で︑仲

島と言って︒あれが︑昔からの中国と琉球の灯台の役割を果たし

たんだよ︒いっぱい︑問題提起をしたよ︒そして︑次ぎに出した

宗根さんが︑先生がおっしゃっていたようなことを言ってきたと

人民大衆と共にあり︑その生きた生活と常に密着しているんだ︑

のが︑沖縄は温暖の地だから︑農業だってね︑もともと急な斜面

思いますけども︑山城さんや桑江さんは︑仲宗根さんが言ってい

ていたんだと言う︒

だって︑くふうすれば︑大丈夫︒各種果物も︑ひと通り栽培可能

る独立論にはどういう意見をお持ちだったのですか？

ど︑そして︑国連の信託統治になって︑独立した国もあるんだか

山城善光は︑当分の間は︑信託統治でもいいんじゃないか

仲宗根さんはそうやって︑独立論をおっしゃるわけですよ

だということまで︑調べてきてくれましたね︒たとえば︑従来の

上原

グァバですね︒

栽培品種の他に︑バンシルっていうものなども︒
江上︑眞板

仲宗根源和は︑そういう具体的な政策をちゃんと提出でき

rら︑手の内を考えておこう︒すぐ︑独立できなければ︑段階を経
てだね︵結局は少々回り道をして時間を経ていいじゃないかと︒

上原

るという意味で︑戦前からの活動の中で︑蓄積された豊富な知識

で︑桑江朝幸さんは︑大変な有能な事務屋でね︑講演会の時には︑

ですか︑今のダンボール箱みたいな︑それに︑何枚かの紙を貼っ

どっからか︑わら半紙みたいなものを持ってきて︑厚紙というの

漫湖ですね︒

て︑グラフを作って︑初期段階の配給物資は︑これはこれだけに

を持っているんだと感心したことを思い出します︒もう一つ︑彼
眞板

あ︑漫湖︒漫湖は︑仲宗根説によると︑私はまだ見たこと

がこだわったのは︑那覇のなんとかの湖︒那覇の

上原

ってグラフを作って見せるんだね︒効果的だったね︒それから︑

なった︑油はこれだけ足りない︑全部でこんなに上っているんだ

ろだそうですね︒干拓したら︑優良な菜園ができるところだと︑

ヒントを得て︑私の幻灯利用が出てくるわけですね︒

がないが︑あそこは何百町歩かの非常に質の良い干拓可能なとこ
大変熱心だった︒考えると︑彼は彼なりに︑相当博学であった︒

佐道

いうあまり議論は︑されていなかった？

仲宗根さんの意見に︑桑江さんがそのどうこうというそう

これには︑私は感動しましたね︒私は彼の提案にすぐ賛成して︑
﹁沖縄独立運動の突破口として︑まず︑警世開拓を軍・民政府に

桑江さんは︑独立論問題については︑とにかく仲宗根さん

の意見を聞こうと︑こういう態度でしたね︒だから︑社会大衆党

上原
考えてみると︑彼はやはり︑本来︑心から︑沖縄を愛する革命

ができて︑山城善光はすぐ離れたけれども︑仲宗根と挟をわかっ

申請して︑その運動を展開すべし﹂と発言した︒

家だったこともあったんだ︒だから︑長い活動の中で︑沖縄の

て︑なかったようで︑桑江朝幸はそのまま︑長い間︑仲宗根源和
にくっついていますね︒

﹁自給自食﹂の可能性について︑追求し続けていたのだろうと︑
仲宗根源和の再評価を考えながら︑徳田球一の﹁利根川流域の大
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黒板

上原

眞板

それで︑土地問題が出てくると︑地主の利益を守るための

ああ︑四原則までの︒

桑江さん︒土地問題が具体化する前の段階︒

桑江さんですか？

賊だ馬賊だと言われたが︑それでも私は︑その人たちに共鳴して

非常に大きな疑問を持って見ていた︒日本に反抗するものは︑匪

いた︒それは︑私を兄弟と呼ぶ︑中国人が解放されなければ︑俺

私は︑・小さなときから︑日本の植民地である満州国に対して︑

ないだろう︒

上原
組織を作るのもいいけど︑結局︑カネが入ればいいじゃないかと︒

も解放されないと考えていた︒

だが︑生活環境がまったく違っても︑日本にいた沖縄人の革命

タダでは︑使わせたくないが︑少しでも対価のカネが入る︒とい
うことで︑彼はいわゆる軍用地主の利益を守ることが︑沖縄の人

家︑たとえば︑山城善光︑仲宗根源和︑徳田球一︑その他の沖縄

家と一緒になって︑日本人民と共に解放を勝ち取ろう︒それが︑

民の利益を守ることになるのだと︑だんだん︑保守派の代言人に

最終的には保守系の沖縄市長になります︒

成功して初めて︑沖縄人も解放されるんだと確信していた︒日本

出身の活動家は︑日本人民が解放されてこそ︑沖縄人も解放され

眞板

先生や山城善光さんは︑そもそも仲宗根さんと意見が完全

なり︑最後は自民党に近づく︑そして︑自民党の中︑沖縄県のな

佐道

人民とは言うが︑お互い平等な対等な立場で︑結ばれているので

るんだ︒だから︑まず︑沖縄の同志は︑日本の労働者︑革命活動

に一致していたんではなく︑最初のころは︑若干︑意見の違いが

はない︒言うまでもなく︑異なる階級の集団であるのだ︒だから︑

んか責任者になるんですか︒

あったということですね︒

日本人を階級的に区別して考えていた︒戦争で生き残ったこの人

やっぱり︑沖縄は独立すべきであるという仲宗根の意見に

上原

たちはね︒

そうすると︑終戦後︑まさに︑沖縄どうする︑俺たち︑明日の

対して︑その点については︑無条件でした︒ただ︑どういう方法︑

それで︑私はまだ知識が浅く︑若いから︑いろいろ経験がないの

だって︑結局︑最初は独立論者ですよ︒彼はね︒西銘さんだって︑

沖縄をどうするかという問題が︑出てきたときに︑いわゆる軍国

そうすると︑私がここで考えたのは︑かって︑沖縄出身の社会

彼はそう思ったんだろう︒事実︑おそらく︑日本にはそう簡単に

だから︑ただ︑私がその頃の仲宗根の結論に対して︑素直に共鳴

主義者というのは︑いわゆる伊波普猷さんたちみたいな善良をる

返さないだろう︒だから︑独立すべきではないかという︒いま︑

主義に共鳴してだね︑戦中に︑一定の役割を果たしていた人たち︑

学者連中でさえですね︒結局︑沖縄は独立すべきであるという考

考えてみると︑そういう考えの人は︑西銘だけじゃなくて︑船越

を持っていた︒沖縄が独立すればだね︒基地から解放される︒ま

えをもっていた︒そして︑ここに戦前からの活動家︑徳田や仲宗

とか︑ちょっと思い出せないけど︑民政府の若手の幹部役員で︑

その人たちの多くは︑いわゆる日本復帰派なんですね︒・平良辰雄

根などを含めて︑沖縄問題を独立論の立場から︑理解した場合︑

私の付き合った人は︑極めて限られた人たちも︑なんかのついで

ず︑それが前提でしたね︒基地から解放されて︑沖縄が平和的な︑

同じアメリカの占領下にあっても︑日本本土と沖縄っていうもの

に話をしたときに︑彼らの多数は︑やっぱり︑沖縄は沖縄人とし

とか若い人たちとは︑西銘︵注・順治︶さんも入るね︒西銘さん

は︑完全に異なる︒戦前における︑日本の支配下における︑沖縄

て︑自分たちで自分の力で立つべきであるというような感じを︑

独立国になるということですね︒

っていうのは︑地政学的にもは何ら変わらないのは︑言うまでも
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最初は持っていたんじゃないかと思うんですよ︒西銘さんだって︑

能力はあるんだから︑独立を目指して独立運動を展開すべきであ

言葉があります︒そういうところがら︑見るとね︑結局︑日本に

政治的駆け引きとして良いのではないか︑ということを当時は考

標は︑琉球民主共和国の建国であるということを発表した方が︑

アメリカに意思表示すべきである︒すなわち︑民主同盟の最終目

ると︒これが沖縄民族の絶対多数の立場だということをちゃんと︑

復帰すれば︑また︑天皇制下に組み込まれて︑また元に返るのだ

﹁沖縄人の日本人になろうとして︑日本人になれない心﹂という

とこういう考えを持っている人が︑多数いたと思う︒だから︑初

えたと思うんですよ︒

ないんですよね︒沖縄人独自の立場で︑政治問題を経済問題を考

が石川ホテルで︑

この問題について︑信託統治を唱えている大宜味朝徳さんと︑私

だから︑私は仲宗根源和に独立論に対して︑沖縄独立をして︑

期の段階においては︑瀬長亀次郎の人民党︑我々の民主同盟︑そ

えるべきだというような考え方が︑初期の段階であったと思う︒

間にわたって︑いろんな話をやったことがある︒ただ︑アメリカ

れから︑大宜味年徳の社会党︒みな︑日本復帰なんて︑唱えてい

私は人民党が成立する直前まで︑彼らの研究会でもよく出ていた

の信託統治でしょ︑それは私反対だよと︒そして︑彼は︑日本の

やって︑共同演説会は随分もった︒この三つの政党がですね︒何

上原

佐道

最初から一緒にやって︑だから︑講演会も各地で︑一緒に

もう︑党を超えて︑そういう︒

たのかというようなことを︒俺と話し合うと︑彼は︑﹁上原くん︑

地政策やその実態はどうだったか︑現地人民の対応は︑どうだっ

いう新聞を出している︒だから︑彼は中国における︑日本の植民

植民地的経験は︑南洋群島で経験している︒南洋群島で何とかと

．何回だったか忘れましたが︑私と二人で︑長時

もんですから︒

十回でしような︒私なんか︑弁士として︑あるいは最終段階で︑

﹂緒にやろうや﹂って︒私を︑何回か誘った︒どっかで二人は︑

が︑本格的に議論しあったというのは︒確か︑山城善光たちが︑

上原

江上

大宜味朝徳さんと議論なさったんですか？

大宜味朝徳︒

そうですが︒大宜味朝徳さんと︒

■大宜味朝飯の思い出

結びつくところがあるんじゃないか︒

私は自分でもって︑講演会の司会者になったりしています︒が︑
日本復帰問題について︑持ち出した人は︑一人もいなかったと思
う︒四九年ごろから︑その具体的にね︑四九年の春ごろぐらいだ
ろうな︒先ほど︑仲宗根源和ど私が︑こんな議論しあったのは︑

監獄から出てきたあとのことですね︒そして︑戦後のその時代の

江上

そうですね︒議論というか︑彼が私の話を聞きたいからと

四八年ごろから︑何かのついでに話し合ったことは︑覚えている

沖縄における一定の有識者っていうのは︑そういう考え方だった︒

上原

いうことで︑何回も会った︒少なくとも彼は︑いわゆる世にいう

終戦後東京で設立された沖縄人連盟や沖縄人青年同盟なども︑
結局︑沖縄問題については自立すべきであると主張していました︒
の手紙が届き︑その中に沖縄の自立問題について触れていました︒

能であると︒史実ははっきりわかる通り︑南洋群島における植民

いう面で︑遠大なる希望を持っていたけれども︑差し当たり不可

積極的な民族主義者であるんですよ︒ある意味での︑民族独立と
いま︑考えますと︑米軍は沖縄を半永久的に返さないであろう

地支配︑あれも国連︵国際連盟︶信託統治地域ですよね︒で︑そ

徳田球一もそうなんですね︒徳球さんからは仲宗根源和宛に三通

と︒まるで植民地じゃないかと︒だったら︑自分たちで独立する
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かったからだと思います︒外に出ても食堂も飲み屋もない時代で

よく聞きました︒なにしろ︑石川ホテルの夜は何もすることがな

ている部分もありますからね︒あの人は私みたいな若い人の話を

江上

葺板

石川でも多い姓？

大鷺だな︒石川市のなかでも︑一番多い姓のひとつでね︒

上原

石川市内に︑先ほど言ったのは︑ホテルというから︑どう

石川市にあるけれども︑そこの家主さんはね︑石川市のね

そこはト石川さんっていう方が︑なさっていたんですか？

裕福な方だったんではないかな︒

したからね︒

上原

との経験しているもんだから︑彼の体験談は非常に印象的に残っ

大宜味さんとはいつごろ︑お知り合いになったんですか？

江上多い姓ってなんですか︒

佐道
ありまして︑石川ホテルというのが我々のねぐらというか︑根拠

上原

いうホテルか説明しようと思うんですけれどもね︒

地だったんですよ︒そうすると︑政治活動する人や︑いわゆる経

江上﹂伊波︑じゃないですか︒

民主同盟の初期の運動の段階から︑石川ホテルというのが

済活動している人たちも泊まります︒石川ホテルっていってね︑

上原

上原

いま︑思い出すとね︑当時としては珍しく屋根高等空襲で壊れて

人︒その頃は︑まだ五﹁十代とか四十代だった︒その頃︑ほかに泊

かσたところを社長さんが︑付近の戦災で壊された︑床板等を集

ッドになりますからね︒そういえば︑この石川ホテルには床もな

だったんですよ︒たとえば︑戸板は雨露をしのぐ屋根となり︑ベ

けれども︑生き残った民間人にとっても︑これらのものは貴重品

とか︑そういうのは全部︑米軍が持って行ったと言っていたんだ

上原

佐道

そう爆弾を受けていない︒その代わり︑壁板とかね︑戸板

戦争なんかで︑

てね︑﹁何しているの？﹂と︑非常に積極的だった︒その人はや

会が多かった︒ちょっと︑私がヒマそうにしてい︑ると︑寄ってき

そのときに︑ここで︑大宜味信徳さんとはよく同宿し話し合う機．

て︑言わなかったから︑めしを食べるときば︑どこか外で食べた︒

あなた泊まっているんですか﹂って︒﹁家賃はいくらですか﹂っ

ネを払った覚えはなかったね︒時々︑顔を会わせると︑﹁また︑

る︒宿泊料は︑カネを払わなければいけなかったが︑しかし︑カ

まる場所がないから︑石川に来た旅人はどうしても︑そこへ泊ま

伊波つ1 伊波だ︑そうだ︒ここの家主さんは伊波一門の

石川でもって︑有力な家柄の家はなんていいましたか？

いないんですよ︒

めて自分で修理したのだ︑という自慢話を社長本人から聞いた思

つばり︑どうしてか︑彼は若いものを捕まえられなくて︑﹈人ぼ
大宜味朝徳さん？

っちだつたと言われていますね︒

江上

大宜味朝事は
そうそう︒

一人一党と言われて︑

そうそう︑選挙に出ても票が集まらなくてね︒

非常に優し

い出があります︒このホテルは︑昔の農民の家屋だったそうで︑
一番大きい広間がね︑十畳か十二畳ぐらいだったんですよ︒それ

ホテルとして機能していえんですか︒それは戦前は？

そこが︑戦後沖縄にで

で︑表部分だけに廊下みたいなのがついていて︑あと︑五︑六畳
ほどぐらいの部屋が一一つか三つしかない︒

佐道

それはね︑泊まるところがないから︑泊まる人たちが︑俺

きた第一号のホテルなんだよ︒

上原

こういうことなんだけれども︑私に対しては︑
接してくれてね︒
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は石川ホテルに泊まっている︑なんて話が︑広がって︑いつの間
にか︑石川ホテルになつちゃつたんだね︒戦前の農家では比較的

く上江上江上
原上原上原

「

彼とは︑独立論や彼の信託統治論を含めて︑二人で議論しあった
し︑特に彼は私に︑コ緒にやろう上原くん︑一緒にやろうよ﹂と︒

私が帰ってきて︑沖縄で軍は家畜を村で飼ってはいけないとい

石川って︑すぐ思い出すのが︑この人ですね︑新垣金造と

■石川市の思い出
上原

話を地元の人に知らせて︑まとめようとしたけれども︑知り合い

は泡瀬の人ですよね︑泡瀬に帰ったら︑おそらく私から︑聞いた

頼んでやったんだとかね︒ずいぶん︑細かく記録していてね︒彼

を買いに行ったそうだけれども︑そのときはどういうふうに誰に

と︒そのときに︑村民はどんな反応をしましたかと︒あと︑種豚

こへ行けば︑必ず泊まっている︒私が行ったとき︑この二人がい

上原

眞板

眞板

ああ︑中国語で叱った人ですね︒

ね︒この人︒もう一人ね︑

上原

奥田巌ね︒この二人は︑やっぱり︑私と気が合う︒私がそ

その人は比嘉さんで︑新垣金造という人は︑元県会議員で

あの床屋さんですか？

いう人︒

の泡瀬の後輩の中から中核分子を育てていくのは難しかったもん

ないと︑翌日は必ず来たもんだね︒

︑うとき︑反対した一番最初の私の政治運動や社会運動など︑その
ことを彼は知っていてね︑どういうよう忙︑その活動をしたんだ

だから︑ご本人が疲れて続かなかったかもしれないね︒だから︑

佐道

だった？

この新垣金造さんと奥田巌さんも︑この石川ホテルの常連

結局︑人民大衆が離れた一人の社会党となっていったんですね︒

上原

先生をスカウトしたがったかもしれないですね︒

佐道

く語り合った︒奥田はね︑商売や取引問題にも関与しているよう

佐道

新垣さんは元県会議員︒この当時は︑政治活動しておられ

っていたから︑結構⁝︑豊かに生活しているみたいでした︒

だった︒だから︑政商だからね︑半分商売︑半分政界と両刀を使

そうです︒そして︑彼らは︑私に政治問題を吹っかけてよ

江上︑先生を引っ張り込んで︑自分ところの味方につけたかった
いや︑大宜味さんは民主同盟の党結成初期の常任中央委員

のかもしれませんね︒

上原

で︑積極的な発言をしていたが︑間もなく人民党が結成されると︑
色めきたって︑いつのまにか社会党を結成したのです︒

上原

たんですか？

上原

じく沖縄民政府時代は﹁沖縄議会﹂の議員もしている人です︒民

︻同︵笑︶

としていることを知った私は︑彼に植民地政策の生き証人として

主同盟結成初期の党中央常任委員にも名を連ねていましたね︒石

ああ︑そうですが︒

ん同様︑ほとんど参加していないと思う︒

いや︑仲宗根源和と一緒に戦前は県会議員をしていた︒同

啓蒙運動に協力を仰いだのだが︑願いは聞き入れられなかったね︒

少々時間的にずれるが︑大宜味さんが民主同盟を離れよう

結局︑立場があるからね︒根本問題は︑イデオロギーの問題だつ

川における会議には欠かさず参加して︑自分なりの意見をよく述
ヨ
ベて大変議論好きなように思えたが︑党の日常活動は吉元栄真さ
佐道

そのためかこの人の党内における思い出は︑あまり残って

たんでしょうね︒

眞板

上原

沖縄建設懇話会のときは︑同じね︑世話人で名前を連ねて
ましたけどね︒

いませんね︒
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．上原

それから︑みんなの信用を得てね︒新垣金造というのは︑

長期間県会議員の議席を得たわけです︒

金造さんは︑他にも宿泊場所があったらしく︑石川ホテルに宿
泊することは少なかったが︑ある日︑石川ホテルの宿泊者同士が︑

佐道
上原

彼の友人の奥田巌さんが︑冗談でよく︑・くさしていたな︒

んですね︒

一銭というと︑安い感じがしますけど︑これは褒め言葉な

何かの話し合いをしている時︑彼は︑﹁仲宗根源和は共産主義だ
し︑山城善光も共産主義で捕まって︑何回かぶつ込まれているか
らな﹂って言って︒俺たちには︑マネのできない別世界の人種だ

K金造も県会議員に立候補したんだぞ﹂って︒この人も︑旅
館でよく会いました︒

と︑誉めたり︑くさしたりしていたが︑一方においては︑彼は︑
いわゆる大日本帝国時代は︑一応︑沖縄のためになると思うこと

佐道

この当時︑先生とこ議論なさった頃は︑おいくっくらいだ

を精一杯やったと自慢していた︒もう一人はね︑吉元栄真︒

上原

つたのですか︒
※吉元栄真は︑ 民主同盟の屋部村支部長︑のちに沖縄自民党副総

くらいの年であったと思っていましたからね︒

もう︑五十︑六十くらいですよ︒うちの親父くらいと同じ

裁︒

野板

こういう人たちは︑戦前の天皇制に従順だった人たちだ︒

本部かどこかですね︒

えると︑﹁おまえ︑村会議員になったのは︑まだ︑戸籍上は満で

その頃︑山城善光がよく冷やかして︑﹁おまえ︑あのときいく
上原

二十三になってなかったはずだ﹂っていうんだ︒計算ナるとどう

﹂﹁まだ︑数えていないから分からない﹂と答

民主同盟に入党して︑私が沖縄に滞在している問は党員としてお

なるか分からないけれどもね︑とにかく︑二十五歳が被選挙権な
うで

んですよ︒私はその被選挙権の二年前に村会議員になったんだそ

つだったんだ？

りました︒

新垣金造っていうのは︑戦前に﹁沖縄の一銭金造﹂って言った
んだそうですよ︒沖縄の航路は︑戦前は大阪商船が独占的にやっ

これ︑勘定しますと二十四ですね︒

︵笑︶

眞板

それで︑この奥田という人は︑商売人で︑商取引の関係で︑

一同

くても︑沖縄の若者は︑銭がないので行けない︒安くしろとね﹂︑

上原

ていたんですね︒﹁大阪商船は運賃が高いから︑やまとに行きた
運賃値下げ運動を展開したのだそうだ︒一人で旗を振ったんです

石川にいたら︑酒いっぱい飲んで︑クダ巻いてね︑ゆっくり寝ら

百分の一安くなった︒というと︑十万円のが

中国語でね︒

先生も中国語で怒鳴ったんですか︒

．三板

に私が大きな声で怒鳴ったと書いてあるとね︒

れなかった︒それが︑なにか山城善光のあれ︵注・﹃荒野の火﹄︶

よ︒港でやり︑街に来ては人を集めてやる︒それが成功してね︑
一銭安くしてもらったそうだ︒これは仲宗根源和から聞いた話で
す︒

百分の一？

そうですね︑百円ですか︑十円ですか︒よく分からないで

江上・いまだったら︑いくらぐらいですか︒

上原
すね︒

江上

千円安くなったわけですか︵笑︶

そう︑そういうふうに書いてあるものな︒
はい︒

あの人は︑戦時中に中国に滞在していたので中国語ができ
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上眞上佐
原板原道

ね︑私が中国語で怒鳴ったってね︒その後は︑いつのまにか仲良

た︒いつだつたか︑﹁俺は大陸浪人だぞ﹂と中国語でクダ巻いて

認めていた平良辰雄︑吉元栄真︑新垣金造たちも︑まだ公然と日

入れない過渡期時代であった︒したがって﹁日本寄り﹂だと自ら

理論的な具体的諸問題については︑まだ極めて初歩的な討論にも

本復帰を言えない情況だった時代だったことを思い起こします︒

くなったね︒

その吉元というのは︑名護のね︒名護の近くのなんという村だ
佐道

じゃあ︑民主同盟はもう完全に独立論で一体化していたわ

ったかな？

い頑固で︑しかし︑大日本帝国の精神に大変即応しててね︒最初

上原

眞板

屋部1

屋部村ですか？

論者となる平良︑吉元︑新垣さんなども常任中央委員としていた

そうですね︒初期段階の民主同盟には︑五〇年代以降に日本復帰

上原

けではなかったんですね︒

から︑彼は独立論ではなくて︑本音は日本復帰論者だった︒で︑

のですからね︒このような厳しい過渡期の発展途上の民主同盟の

画板
栄真さんはもう︑民主同盟に入っていた︒

吉元栄真さんって︑このころ︑おいくっくらいでしたか？

われは大々的に沖縄独立論を宣伝すると︑集まった聴衆は﹁そう

衆の力を組織化することでした︒そのための演説会などで︑われ

の生きるための最低の政治的︑経済的︑要求を勝ち取るために大

最初はまず︑民主同盟の民族︑民主︑解放闘争の第一歩は︑

この人たちとも︑復帰のことで議論しているものね︒喜んで聞い

初期の活動は︑なによりもまず︑戦災の中から生き残った人たち

上原

年はおいくつでしたか？

だ︑そ・γだ﹂と相槌は打つが︑さて︑自分の死活問題とはすぐに

﹁屋部のウニグゥワァ﹂と言われて︒建て前は物凄

てね︑議論した思い出があります︒

盛事

おそらく︑学校が昔の県立の中学校で︑仲宗根源和と同じ

展開する人は︑極少数でした︒しかし︑間もなくすると︑演説会

上原

場の聴衆は沖縄独立に共鳴する人で埋まるようになってきました

は結びつけられない︒日本復帰とか独立とか︑そういうことにま

その吉元さんも︑民主同盟に入られた？

ね︒まだ︑廃嘘の中からやっと立ち上がってきた人たちの中でも︑

くらいだつたらしいんだけどね︒だから︑ほぼ同じ年じゃないか
佐道
はい︒

で︑まだ思い及ばない人の方が多数で︑私たちに合わせて議論を

上原

そうすると︑仲宗根さんが先生の独立論とは合わないわけ

ね︒六十代くらいかな︒

佐道

一部の若い人たちはやけくそになっている︒特に戦争で負傷して︑

どうにか生き残ったのに︑何かあると﹁いつ死んでもいい︑おま

ですよね︒

上原

え︑やるか﹂︑なんて︑やけっぱちになってですね︑一杯アルコ

最初から︑仲宗根は︑堂々と独立論を唱えて

いた︒彼はまだ︑その当時この問題を正式に中央委員会にかけて

ールでも入ると︑そういうようなのが結構おりましてね︒だから︑

どうして？

なかったでしたね︒少人数で話し合ったり︑初歩的なことは議論

まず︑そういう異常な心理状態にある人たちを︑まず戦争中の過

すると︑一方においては米軍占領下で︑沖縄はもうすでに︑琉

したのだが︑当時の政治情勢は︑まだまだ本格的に独立問題を討
民主同盟は︑徳田球一等の励ましもあり︑結成以来沖縄の独立

球のかつての歴史も伝統文化も人権の自由もすべて抹殺されてし

去の強迫概念から︑解放して立ち上がらせようと努力した︒

は既成の大方向であった︒ただし︑独立運動をどのような方法で

まって︑アメリカの植民地になるんだから抵抗しても無意味であ

論するまでに機はまだ熟していなかった︒

進めるか︑その内容はどのようなものであるべきか等についての

132

Ciilg［2回忌IIpt！E

関係部門が意図的に流したものだというふうに言われていたけれ

がどこからともなく流されていた︒このデマは軍政府・民政府の

る︒将来沖縄は否応なしに米軍の永久軍事基地になるというデマ

きたんだろうということですね︒

です︒だから︑それであるがゆえに︑そのような付き合いをして

彼はそういう考えをもっているなあと︑私は勝手にそう思ったん

ますことになると︒だが︑おそらく︑その点で山城は腹の底では︑

もう少し具体的に説明すると︑沖縄の民族解放闘争を沖縄とい

ども︒われわれは︑万難を排して沖縄民族の立ち上がりを促進す

る民族解放闘争に向って啓蒙運動を展開することが必要だと考

ことですな︒それから約二年経つと︑私はその戦略を全世界の平

う小さな島に限定しないで︑全日本の平和運動に拡大するという

一九四七年に民主同盟ができた直後︑アメリカの土建会社︑

和運動に連携させることを決意するようになる︒そして沖縄を離

え︑機会のあるごとに議論を大衆の中に持ち込んでいきました︒

﹁J・A﹂？

山城︑桑江︑瀬長の四人だけでした︒

れる︒脱出までに︑私が計画を打ち明けたのは︑沖縄では仲宗根︑

上原

眞板

押板﹁A・﹂﹂
な目的意識をもって軍作業員の格好で︑通れるところの工事現場

さんの日記︵﹃荒野の火﹄︶を見てもですね︑高等軍事裁判以降の

ってしまうんです︒一年ぐらいブランクがある︒というと︑裁判

﹁A・J﹂に︑山城善光と二人で数日宿泊したときに︑明確

などをですね︑見て回ったんですよ︒で︑そのときに︑山城善光

党活動が記載されていないんですよね︒もうすぐに︑四九年にな

とを彼は言った︒私も︑そのとき︑﹁そうだろう﹂．と相槌を打っ

で︑罰金の問題もありまして︑事実上︑民主同盟の活動は休眠状

いくつか前後しますけど︑裁判の年︵注・四八年︶︑善光

曰く︑﹁もう︑アメリカは永久に沖縄を放さないね﹂︑こういうこ
た覚えが昨今のように思い浮かぶ︒

現状に連携した︑したたかな分かりやすい現実の答えだったと思

の話ですね︒ある意味においては︑非常に現実的な︑その厳しい

その時点での彼の考えだったと思う︒基本的に︒これは二人だけ

として︑日本人民とともに戦うしかないじゃないかというのが︑

大衆に呼びかけ︑全日本民族の統一戦線を立ち上げ民族解放闘争

けの闘いに止めず︑日本共産党の指導の下に日本の労働者と人民

だ︒だから︑一応︑永遠に帰さないとすると︑われわれは沖縄だ

彼らの信念であり︑自らに課せられた重い使命感だったと思うん

本人民が解放されない限り︵沖縄人民は解放されない︒それが︑

考えていた︒沖縄出身の党員幹部たちが︑議論していた点は︑日

さなきゃいけないな﹂︑という心理状態になったのは︑おそらく

方の中でも一時的には︑﹁やっぱり︑ちょっと︑厳しい運動はよ

銃殺されるかもしれない︑とデマを流すので︑各町村の協力者の

奥さんたちに対しても馬今度︑逮捕されたら︑今度こそは本当に

だんだん弱ってきているということです︒なんかすると︑今度は

のに︑米軍の直接︑間接の謀略と弾圧によって︑大衆の団結は剛

根拠地なんだから︑みなでここを命がけで支えなければならない

んなで︑考えなければならない︒山城︑桑江の家は︑われわれの

族の生活などについて︑また︑米軍政府に対する対抗方法で︑み

の両氏が︑罰金刑を受けたと︑それによって︑それぞれの家の家

上原

態になったということなんでしょうか？・

いますね︒私はだからこそ︑われわれは︑沖縄現地で闘わなけれ

事実でしょうね︒しかし︑私たちは︑一致団結して︑ますます勇

そのときに︑おそらく︑山城善光の頭の中には︑戦前の運動を

ばいけないのだと︒逆に︑沖縄人民が先頭になって︑自らの解放

気をもって︑闘争した︒実質的に運動が停滞したのは︑裁判後の

ぜんぜん︑止まっていないけれども︑山城善光と桑江朝幸

闘争を展開することによって︑日本人大衆の民族解放闘争をも励
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二ヵ月くらいだったと思います︒

二月三十一日にシーツ長官と会談して︑このときの参加メンバー

が︑仲宗根源和さんとか︑山城善光さんとか︑瀬長亀次郎さんと

四九年に入ると︑三党合同で演説会とかいろいろやるよう

眞板

か︑出ているんですよ．．

これは四九年ですね︒その頃になると︑われわれはより明

上原

上地︵注・栄︶くんと波平︵注・徳八︶くんは参加してい

※シーツ長官と三党合同の会談は︑四九年十二月三十日

になるんです︒

上原
民主同盟の﹁民族民主統一戦線﹂の強化と連携により︑三党共同

確にアメリカの招待を見極めることができたので︑人民︑社会︑
演説会を各地で開催しました︒

るかな？

四八年の半分くらい︑半年くらいは何をやっていたのかな︑

眞板

眞板

は参加者のメンバーが全部書いてあります︒

今日は﹃荒野の火﹄を持って来なかったんですが︑そこに

と思いまして︒

︵休憩︶

射幸︑人民党から︑

そういう意味ではいいですね︒

出られないような状態になっていた︒

上原

瀬長亀次郎︑上地栄︒︵﹃荒野の火﹄山城善光

※参加メンバーは︑ 民主同盟から︑仲宗根源和︑山城善光︑桑江

上原

著︶

⁝⁝自分が精一杯に︑それなりに︑それぞれの立場から︑

地元の各市町村議会などにおいて︑足元の踏み固めに︑努力して
江上

先ほどの大宜味朝食さんのも︑一人一党でくさす︑いまで

いたと思いますね︒

上原

眞板

盟主催のですね︑﹁警察官暴行事件に関する演説会﹂で先生は︑

ところがですね︑五〇年一月二十九日に︑人民党と民主同

そのころから︑私は︑たとえ︑沖縄にいたにしても︑表に

も何かに書いてありまずけれども︑やっぱり︑彼は精一杯ね︑や
つばり︑彼なりにいろいろやったと思うしね︒だから︑それなり

那覇市役所の前でお話なさっているんですよ︒

そのときも︑ほとんど︑半地下︵活動︶状態で︑これ出て

地下に潜らなければならない事件というのは︑いったい︑

問題はですね︑民主同盟を︑かりにですよ︑そのとき︑感

何ですか？

佐道

いたわけです︒

上原

の歴史的評価はしなければならないと思いますね︒

︵中断︶

■上原氏への弾圧

上原

じたのは︑具体的にそのCICが追っかける度合いがどうなって
善光さんのでいきますと︑四九年目五月に﹁三党民族戦線

眞板

いたかということは︑その前の年ぐらいから四九年からですね︒

眞板前の年ですか︑四八年ですね︒

演説会﹂ってあるんですよ︒このあたりから︑先生からいただい
た資料の中でも︑三党合同の発言・速記録というものが出ている

上原

四八年︒

んですよ︒資料として裏付けられているんですよね︒四九年の十
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うなものだから︑裁判にキミが出るのは︑よしなさい﹂と︒こう

てしまうよと︒で︑一緒にぶ．っ込むよと︒だから︑監獄に行くよ

て見てごらん︒待ってましたとばかりに︑すぐ︑おまえ︑捕まっ

かったと︒だから︑そういう人物なんだから︑おまえ自分で考え

うに︑﹁アメリカはキミを一所懸命探したんだと︑だけど探せな

これに対する︑軍の考え方というのは︑大城ヅル先生が言ったよ

私は捕まってなければいけない人間が︑そこで捕まらなかった︒

上原

眞板
裁判のあとは︑結局︑当然︑山城善光と桑江朝幸と一緒に︑

やっぱり︑裁判のあとですか？

部だったんじゃなかったかな︒書かれてないですか？

く︒兼次佐一も参加した三党連合の最後の会場は︑おそらく︑本

衷したが︑四九年ごろになるというと︑もっと︑厳しくなってい

たら︑おまえの番が来たぞと︑走ってってだね︑そうやっており

那覇では︑知り合いかどつかの家に隠れてだね︑会場準備ができ

かその前で降りて︑山道を歩いて︑名護の講演会に出るんですね︒

らヤンバルに向う時は︑なんといったかな︑名護の手前の世冨慶

上原

眞板

四八年から四九年ごろになると︑・バス等で私は那覇方面か﹂

はい︒

︑
上原

眞板．ちょっと︑調べてみます︒

魔をしたにせよ︑何かのきっかけで私を捕らえようとしていたと

とか︑辺土名地区警察署長とか︑それから︑私と関係がある国頭

いうことを言っていたから︑具体的にCICが︑裏でいろいろ邪
いうことは︑そのとき︑私自身︑CICと警察の行動を見ててね︑

村村長とか︑助役とか︑そういう人たちっていううのは︑ずいぶ

とにかく︑私がいなくなって︑たとえば︑名護の警察署長

よく分かりました︒

察からですね︑二︑三名で︑﹁大変ご面倒ですけれども︑署長が

箱を作るね︑いま︑親父が亡くなって︑息子が︑何と言ったかな︑

身者で︑那覇で事業をやっている宮城紙工があるんですよ︑紙の

ん︑うるさくCICから調べられたらしいですね︒特に︑奥の出

ちょっとお会いしたいと言っていますから︒来てください﹂と︒

シン何とかと言ったな︒そういう方たちは︑ヶちの母親と同じ年

かりに︑糸満市で講演会があったとします︒糸満市のほうの警

警察署のあの連中は︑必ずそれをやりましたね︒今度は︑最初は

代なんだけれども︑関係部門からものすごく︑何十回となく︑調

気な時に直接聞かされ︑大変恐縮した思い出があります︒

べられたらしいんですよ︒これは私が帰国後︑ご本人がまだお元

警察署長がお会いしたいって言っているからと︑私はそのとき︑
﹁それほど︑署長が私に会いたいということだな︑そちらがジー
プを持っているでしょ︒迎えに来なさいと︒そう伝えなさい﹂と
私は逃げちゃう︒そういうのは沖縄の警察官っていうのは︑やっ

会となったのは︑四九年か五〇年か知らないけれど︑本部だった

だんだん狭くなくなってきた︒だから︑私にとって︑最後の講演

CICと警察の動きそのものから︑私の安全な場所というのが

ぱり︑我々の話が︑分かったわけですね︒証明しているわけ︑な

と思うんですね︒具体的な時間等はすっかり忘れていますけど︒

いうと︑﹁はいつ﹂と言って︑また彼らは帰っていく︒その間に

にしろ︑だから︑愛国的︑愛郷的って褒め称えるから︒その頻度
ったのがっていうと︑今度は警察署長ではなくて︑C．ICの方が︑

桑江朝幸乏私︑それと︑人民党の方は瀬長亀次郎︑浦崎康華だっ

本部における講演会が最後でした︒当日︑仲宗根源和︑山城善光︑

さて︑話がここまで進んで私は思い出したんだけれども︑その
﹁担当の方がお待ちしていますと︒ひと言でもいいから︑お話し

たかな︒

がますますひどくなっていくわけですね︒そして︑その次に変わ

ていただけませんか︑と言っておりますから︑ぜひ乏も﹂︒私の

眞板

はい︒

方では︑最後にはだいたい四八年ですか？
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もその自慢話をしてね︒それで︑みなは大笑いになって︑みんな

それに島袋くんだったかな︑上江州くんだったかが︑参加

上原

そうかもしれないよなあと︒私は当日︑夜中に兼次さんの家を無

っても︑同志愛は︑続いているんだと︑私は幸せ一杯の思いで︑

これら︑八十︑九十の大先輩たちの童顔を眺めながら︑何十年経

いあいと少年のごとく議論して︑兼次老人の話に合わせていた︒

が﹁本当か︑信夫︑そうか︑そうだよな﹂って︒鉄んなで和気あ

みんな私より十歳近く上の年代の活動家で︑社大党は大宜

上江州さんっています︒

していないですか︒

鳥影

r上原
味君徳さん一人だったかな︒
この方ですか？

断で出て︑二本足で歩いて夜明け前に︑近づいたのが︑今帰仁の

一史じゃなくて︑

上江州？

ね︑羽地に近いところの部落だったんですよ︒

俺はお腹すいていたから︑どこかで一服できるところはないか

と物色していると︑そう遠くないところに掘っ立て小屋みたいな

いや︑上地栄だ︒

これは名護出身の？

ところがあるので︑訪ねてみると︑なんと︑そこに︑知り合いの

古我地という人の家が︒そして︑家に入れてくれて︑夜が明ける

年ぶりで会ったときに︑聞いたんだけど︑彼らの残り全部のおコ

地生をこつちゃになっていたようです︑ ごめんなさい︒まあ︑その

これは︑山城善光さんから聞いた話だけれども︒私が日本に帰

まで︑世話してくれました︒私が帰国して沖縄に帰った時︑何十

って来れそうだと分かったので︑山城善光の一杯飲み屋に兼次佐

今帰仁から羽地経由で︑翌朝早く︑名護に着いていた︒で︑兼次

た︒兼次宅で︑私は夜中に起きてだね︑強行軍で夜通し歩いて︑

も泊まる場所もないから︑私と何名かは︑兼次佐一の家に泊まっ

あっと帰っていった︒そうすると︑民主同盟と社会党は︑帰る足

亀次郎らは︑近代兵器のジープを持っていますから︑ジープでさ

そのとき︑私が司会をしたのだと思う︒講演会が終わって︑瀬長

いうと︑本部で合同講演会があって︑確か五〇年一月の初めかに︑

証言したのは︑確かに兼次佐一なんだ﹂︒というのは︑なぜかと

ていると分かったので彼は︑安心して言い出したんだ︒でも公に

証言したんだそうだ︒しかし︑山城曰く︑﹁おまえが中国で生き

次さんが﹁上原は俺のうちかち逃がしたのだ﹂といつことをね︑

知事選挙の公選について会われて︑陳情扱いという形になったそ

縁板

上原

佐道

四九年の十二月にシーツ長官と各政党の代表者の方が群島

そうそう︑そういうことです︒

だんだん︑居場所がなくなってきたという︒

に︑とにかく︑ヤンバルに戻ってさ︑私は︑非常に不自由だった︒

てもらって︑名護経由で那覇へ行ったのだと思う︒こういうよう

して︑その後︑何時かに名護か那覇に行く︑バスの時間帯を調べ

でしょうかね︒確かな時間はほとんど覚えていないけれども︒そ

くれた︵笑︶ そこで︑おそらく︑昼間まで︑二人で過ごしたん

うような食べ方をしたと︒そういうことを手紙に書いて︑教えて

にうまそうに︑世の中にこんなにおいしいご馳走があるのかとい

いうことは︑情況として考えたときに︑政党と軍政府との関係は︑

うですけれども︑翌年の五月頃その回答がでるわけですよね︒と
俺の家からだろヶと信じていたんだそうだ︒私が那覇に行った時

佐一は︑それ以降︑上原が公に私たちの前からいなくなったのは︑

一はじめ︑昔の友人が何人か集まったそうだ︒その集まりで︑兼

メでね︑雑炊を作った︒しかし︑コメが少ないので水をじゃぶじ
ゃぶ入れて︑ずいぶん︑水っぽい雑炊だったんだけど︑それを実

時代の行動は複雑だったので︑細かいことは定かでないですね︒

いや︑当時は脱出準備中だったので︑どうやら上地一史と上

あ︑そうかな？

違いますか？

上佐上眞上記
原道原板原板
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険悪になるというよりは︑良い関係に向かうという方向にあった

のがありました︒しかし︑桃原︑当間さんは急速に体制寄りにな

判し︑民主同盟だけでなく︑当時の各界に与える影響は大きなも

るが︑宮里は最後まで行動を共にしました︒とにかく︑戦前から

のか︑と感じたんですが︒

上原

地位や名誉にこだわってきた人たちは︑身の危険に対する敏感度

とにかく︑﹃自由沖縄﹄事件の結果として︑人民大衆に与

えた影響は主に二つのことが言えると思う︒①判決のあった段階

そして︑懇談会にも出て︑山城と二人で何回か︑﹁あそこ︵三連︶

はわれわれの想像以上だったね︒そういう複雑な情勢の中で平良

いいんだと︒ま︑アメリカの方が民主的だということでしょうね︒

を通るたびごとに︑﹁いやあ︑先生︑お元気ですか﹂って行ぐと︑

で︑やっぱり︑アメリカは民主同盟の桑江と山城の処理は︑有罪

これが一方においては民主同盟の﹃自由沖縄﹄問題で︑一般大衆

いろいろ雑談をやった覚えがある︒華甲さんでさえも︒あの人

さんと仲宗根源和との関係にも︑微妙な変化がはじまり︑お互い

のアメリカの認識が違ってきた一面ですがね︒②だが︑たとえ︑

︵薄粧茂太︶なりに家庭生活の安定のために︑貿易会社を作って

にしたけれども︑それなりに︑うわさで流れたように銃殺刑にす

罰金刑で済んだといいながらだね︑本来︑機関紙発行の権利の自

いたでしょ︑だから︑商売が忙しくなってきたということで︑自

の基本的な認識の問題でも︑大きなずれが出てくるのを感じあっ

由は︑当然︑我々に与えられるべきものであるはずなのに︑その

然と民主同盟と関係が薄くなっていきました︒それぞれの一定の

るとか︑あるいは何年間か監獄にぶち込むということはしなかっ

自由さえも与えられていない︒政党活動に対する基本的な自由さ

地位にあった人々は︑一般大衆と違って︑いわゆる戦後期がそろ

ているわけですね︒

えも︒最低の民主主義も人権さえも我々に与えられていないのだ

そろ終わりつつあるのかなと思ったね︒

たから︑そういう点では︑やっぱり日本の軍国時代よりは少しは

ということで︑大衆はやっぱり︑下手をすると︑あまり厳しく米

れほどでもなかったが︑だんだん︑一部の大衆は怖気づいて民主

かったが︑アメリカの計画的な陰謀は着実に功を奏した︒最初そ

つで生きました︒われわれは初めのうちは︑あまり気にしていな

わゆる沖縄における︑大日本帝国政府の代理人として戦中におけ

初期の段階においては︑それぞれ座談会を開いて︑われわれはい

用などという問題も持ち上がってくるわけですよね︒この運動の

よって動いていたと︒そういうことで︑沖縄における追放令の適

それから︑沖縄はかつて日本軍国主義時代の東京からの指令に

同盟を離れるという傾向が出てきたと思うんだな︒これが︑やっ

る軍国主義に直接間接に協力した者の除名︑ないしは公職に就任

軍に刃向かうと︑民主同盟は解散だなあという噂がだんだん広が

ぱり︑一番大きな原因だったと思いますよ︒結局︑武装したアメ

ども︑われわれ民主同盟にはなかった︑ということは︑なにより

することの拒否︑そういうものが︑人民党の綱領の中にあ惹けれ

眞板

もまず︑生き残った者が︑力を合わせて沖縄の復興に立ち上がら

リカ民主主義の勝利と言うことか︒

平良辰雄さん︑世間重剛さん︑お歴々の方々︑あと︑宮里栄輝さ

なくてはいけない︒したがって︑杓子定規に階級闘争の一般論的

当時︑世話人会とか名前を連ねていた︑桃原茂太さんとか︑

んもそうですね︑こういう方も︑やっぱり︑潮が引くように離れ

階級区分は︑いかがなものか︑もう少し情況の発展を見ながら︑

なるべく多くの大衆をゆとりを持って啓蒙しながら︑現実的な歩

てったんですか？

上原

みをするようにすべきでないか︑﹂というのが仲宗根︑山城の強い

いま挙がった人たちもいろいろで︑特に平良さんは非常に
早くから仲宗根さん同様︑又吉さんの﹁自治尚早論﹂を厳しぐ批
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人が家︑財産を失って︑素っ裸同然である︒たとえ︑軍国主義の

沖縄人は戦争中に人口の約三分の一が戦死しており︑ほとんどの

主張だったので︑多くの同志も異議なかった︒民主同盟としては︑

はそれに対して︑アメリカはどのような手を打ってくるのかっそ

党は一致団結して︑全島各地で合同講演会をやった︒だが︑今度

主な原因だったのです︒そのような時代背景の下で︑われわれ三

一九四九年夏ごろになると︑民主同盟︑人民党︑社会党の統一

の推移を見ながらやって行う︑となった︒

現在の本人の意識を尊重すべきである︒したがって︑沖縄の人民

戦線による知事・議員選挙に向けた運動は着実に進展し︑一定の

下部組織で︑天皇の名によって︑一定の役職についていた者でも︑
大衆をいかに︑立ち上がらせるのかが︑当面の最重点であるから︑

民主的民族政党としての新しい綱領を前提にした政党を作るべき

人民大衆がそれぞれの立場から︑意見を広く集約して︑近い将来︑

自由な市民の立場から︑農民は農民として労働者は労働者として

してきました︒

うすでに︑何回かCICと警察と相対峙し︑大衆の協力で難を脱

に検討しなければならないようになってきた︒そのころ︑私はも

成果をあげていた︒しかし︑その反面︑民主同盟とりわけ私に対
・するCICの追及は厳しくなり︑いよいよ沖縄からの脱出も早急

一日も早く天皇制によって︑強制された束縛から解放し︑沖縄の

であると︒これは︑いわゆる戦後初期の啓蒙運動の第一段階から

を下すとなると︑大変難しい問題です︒やはり︑当時のアメリカ

のだから︑なにしろ具体的に問題をどういうふうに総括して結論

にまで大変な目を遭わせると︒こういう厳しい時代でもあったも

打撃と負担を感じるようになり︑動けば動くほど︑今度は奥さん

桑江と山城も︑短期間とはいえ家庭生活や経済的にも︑大きな

なかった︒

はいかなる時も人民大衆はわれわれと共にあることを信じて疑わ

みな身をもって体験しているから︑そう簡単にだまされない︒私

戦後︑廃壇から立ち上がる時に︑アメリカは何をしてくれたか︑

う︒いや︑いなかったかもしれないと思う︒沖縄人は戦火の中で︑

れを幸せにしてくれるだろうと思っている人は極少数であったろ

当時の沖縄人民は︑アメリカが本当に沖縄を平和にし︑われわ

と沖縄人民の実質的な力関係をね︑どのように認識し︑どのよう

米軍の追及は厳しくなり︑︑少なくとも︑私が公に活動できな

徐々に脱皮して︑次ぎの時代へ移るという段階だったんですよ︒

に評価するかに関わっていると思います︒

出せということ︒この史実は中国だけでなく琉球にもあったこと

きないような支配者は打倒して︑能力のある新しい指導者を選び

ることですが︑すなわち︑国民が安心して生活することを保証で

御主﹂ということわざがある︒これは中国の歴史物語と関連があ

外と強かったと思うね︒沖縄には﹁物を食わしてくれるのが我が

実です︒いつの時代でもそうだと思いますが︑当時の人たちは意

の人たちは︑私の沖縄脱出後︑みなひどい目に遭ったようです︒

か﹂っていう助言は数人の先輩からありました︒ただし︑これら

ヤンバルに之もってね︑ひと休みしたほうがいいんじゃないです

人は誰もいなかったけれども︒これからどうするか︑﹁しばらく︑

言うことを聞いたらどうだ﹂とは言わない︒そういう説教をする

か﹂と心配してくれました︒私に対し︑﹁心を改めてアメリカの

盛り上がってきたんです︒みなさんが︑﹁信夫はどうしています

いような段階になってくると︑私に対する大衆の支持は︑むしろ︑

を引き合いに︑無能な民政府は知事および議員の公選運動を民主

佐道

結局︑それは民主同盟の幹部の中にも動揺する者もいたのは事

同盟︑人民党︑社会党の三党が︑民主統一戦線を組んで軍政府と

上原

そう︒ほとぼりを冷ますと︒そしたら︑また出てきて︑や

ほとぼり︑を冷ますと︒

民政府に対し︑正面から民族民主闘争を展開することになった︑
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アメリカが意図的に作り上げた陰謀で民主主義に対する︑ひとつ

ればいいんじゃないかと︒だから︑アメリカの私に対する弾圧は︑

としたんだと︒したがって︑上原の脱出に協力した人たちは︑何

けでなく︑志喜屋孝信の暗殺まで計画していたから︑逮捕しよう

ら︑私が帰国してから︑沖縄に帰ったときの歓迎会で︑宮里

ヵ月間にわたり︑当面の厳しい追及を受けていたそうです︒だか

民主同盟にとって︑それが思いのほか︑そんな問題だった

の弾圧行為だったと︒

佐道

主同盟が左翼的だったんですよ︒人民党は米軍の言うことを聞く

問ですね︑講演会のそれを見ても分かるとおり︑人民党よりも民

上原

から︑なるべく沖縄滞在は短い方が良いと指導されたわけです︒

でっち上げられていたんだからね︒いつ何が起きるか分かんない

の罪状は︑志喜屋孝信暗殺計画未遂事件だ﹂と︒そういうふうに

よと︑こうい．ううわさもあったんですよと︒米軍が判定したキミ

︵注・栄輝︶さんが︑﹁信夫くん︑沖縄に長居しない方がいいです

わけですよ︒瀬長が発行する﹃ウルマ新報﹄は︑アメリカのお墨

佐道

とbその思惑が︑効いてしまったと︒

付きをもらっているし︑報道の手段であるジープを乗り回してい

聞きになっていないんですか？

党は米軍に対する﹁感謝決議﹂をしているんですよ︒だから︑米

浦崎︵注・立華︶も︑それから︑瀬長もはっきりと認識し︑人民

いうのは︑あの﹃自由沖縄﹄を出版するようなやつらは弾圧する

は知らなかった︒だから︑そうなるというと︑アメリカの弾圧と

多くの人たちに会う機会も少なかったものですから︑そんな風聞

もちろん︑その当時は︑同志たちの助言もあり︑なるべく

軍は戦略的に沖縄における当時の三党のどれを叩けば︑一番効果

けど︑米軍を解放者と歓迎している人民党に対しては︑人道的に

その段階において︑少なくとも︑四七年から四九年までの

るし︑そして︑そういう恩恵があるから︒アメリカ軍は我々の

上原

沖縄を離れる前までは︑そんな話は︑先生︑ぜんぜん︑お

﹁解放軍﹂である認識をもって︑それを党の成立でも︑党代表の

的かというと︑人民党よりも︑民主同盟を叩いた方が有効である

ういう区分けを故意に作り上げて︑レッテルを張ったようなんで

リカ寄りでないとか︑あるいは︑あいつらは︑排他的だとか︑こ

わけですね︒すなわち︑何回は米軍寄りであるとか︑何回はアメ

度は沖縄人同士の中でも知らず知らずに人為的に対立感情を煽る

民主主義的に対応しているんだという意思表示をするんです︒今

人民党より︑左にあったということを理解しておかないと︑

という点をアメリカはよく知っていた︒

佐道

当時︑人民党はウルマ新報が母体だったものですから︑ウル

一つ︑分かんないですね︒

紅板

マ新報はご承知の通り︑軍政府のPR紙ですから︑その関係でね︒

それは︑上原は軍に反対して︑沖縄におれなくなって︑逃げたん

してですね︒軍政府と民政府は︑妖言︑デマを意図的に流した︒

りわけ私の諸活動を直接間接に支持し支援してくれた人たちに対

に︑︑なんだ︒日本時代の沖縄教育の中心にいた志喜屋先生みたい

は当初から勇敢にアメリカ軍に反対していたので尊敬していたの

上原

佐道

そうです︒過激分子に仕立てあげてね︑大衆は︑あいつら

さも︑過激分子であるかのようにね︒

すね︒

だと︒しかし︑これだけでは罪が小さいと思ったのか︑私が脱出

な大先輩を暗殺する計画をしていた︵笑︶

私が脱出した後ですね︑私と何らかの関係のあった人︑と

した一︑二ヵ月後には︑上原は志喜屋孝信の暗殺が失敗したので

におれなくなって︑逃亡したのだ︒昔から沖縄では︑殺人事件な

上原

逃げたのであるとのデマを流したそうだ︒そういうのなんかに書

ど聞いたことがないところだから︑アメリカのデマ宣伝は︑一部

だから︑上原は沖縄
いてあったでしょ︒ようするに︑私がアメリカに反対したからだ
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きは知らないと黙って﹁関係ありません﹂としていたそうです︒

党・委員長をした兼次佐一も︑私の脱出を知った初期は上原ごと

だから︑先ほどの話に戻ると︑人民党の書記長や後の沖縄社会

メリカ軍のゴミの中から︑使える武器を複数のトラックを乗りつ

積場へ︑国民党の軍隊は︑正規の軍服を着たままですね︑そのア

台湾に逃げ込んだ国民党の連中は︑アメリカ軍のいわゆる廃品集

も︑すでに中国では︑中華人民共和国の誕生が近くなってきて︑

大きく心が動いた︒しかし︑沖縄で得られる情報は少ないけれど

しかし︑時代が去り私の生存を確認した後は︑兼次さんは﹁俺が

けて拾っている︒そういうのを見て︑アジアは大きく変わってき

の大衆へは一定の効果があっただろうと思う︒

逃がしてやったんだ﹂と︑そういうことをみなに自慢したそうで

党軍が廃物回収に来ているのを見てからですね︒中国人民は︑勝

年の何月だったか忘れたけれど︑その時︑一番感じたのは︑国民

知っている世界よりか︑もっと広がるはずだという考えは︑四九

そうすると︑一応︑やまとにでも行って見てみるかと︑沖縄で

うな段階になってきたわけですね︒

ているんだよと︒変わってきたんだと︒実際の目で確認できるよ

芝居というのは︑いろいろ面

す︒だから︑山城たちは︑﹁じゃあ︑兼次さんは上原を亡命させ
た恩人じゃないですか﹂と︵ 笑 ︶
白く書けるみたいですね︵笑︶

■本土への密航

利したんだ︒これは私に︑図り知れない勇気と力を与えました︒

では︑結局︑沖縄を離れられるのは︑いつぐらいになるん

眞板

佐道

上原

このままだと︑︐いけないと︑沖縄を離れようと思われたの

一九五〇年の初めごろだと思いますね︒一回離れたのは︒

上原

すけれども︒その前ぐらいから︑もう︑それは？

中華人民共和国が成立しているのは︑一九四九年の十月で

ですか？

佐道

とは︑分かっていますからね︒

なくなっているのではないかと思うようになったので︑しばらく

くなることがあり︑もうこれ以上は公の活動をやり続ける体力は︑

ろうね︒もう︑少なくとも何回かある日突然︑体調が急に思わし

上原

徽章をつけていたんで︑話してみたら︑われらは台湾に退去して

案内で二瀬の集積場に行ってみたら︑国民党のあの晴天白日旗の

そういう面に関心を持っている人たちもいましたからね︒彼らの

上原

佐道

そういう情報はですね︑軍作業に行っている連中の中にも︑

そういう情報は入ってきているんですか？

もう︑蒋介石は追い出されたと︑台湾に逃げてきているこ

は︑いつですか？

どこかで︑身を隠して休養しなきゃい廿ないと思ったが︑私の活

きたということを言っているのだが︑国民党はもう負けたんだな

離れようと思ったのは︑おそらく四九年の半ばごろからだ

動条件が満たされずに︑私は心の葛藤をしていますよ︒そのとき

あと︒そういうようなことが分かったので︑こうした情報は民主

同盟の中央委員会で報告しました︒

は︑傷から血は出なくなったけれどもね︒

こんな︑いまの生活状況の下で︑捕まったら︑今度は監獄に入
すからね︒そうしたら︑身体はもたないだろうし︑だったら︑沖

ていう︑かっての先輩運動家のそれに︒やっぱり︑一億の大衆と共

という期待ですよ︒日本の解放なくして︑沖縄の解放はないんだっ

そうすると︑中国が大きく変わると︑日本も大きく変わるだろう

縄で殺されるよりも広い世界もあるじゃないか︒日本に行って国

に戦うのがいいんじゃないかと︒世界に訴えるにしても︑その方が

ったら︑前回よりももっとひどい目に遭わされる︒減食でやりま

内外の現状を調査研究する必要があるじゃないかということで︑
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んと家族にやっかいかけないようにですね︒

同演説会の段階では︑私の腹は決まった︒決行するからには︑ちゃ

か︑いろいろ研究活動しなきゃいけませんからね︒そこで．この合

っても︑密航船を使うのは︑公式のなんかの船を使う方法はないの

やっとかすかに絵になる形が作られてきた︒なにしろ︑密航って言

四九年の何月か︒そのときに︑だんだん︑この胸の中のイライラに

有効だ︒万国飛躍の波に乗ってね︑何かすべきだ︒そういうことで︑

上原

眞板

上原

眞板

うん︒一番近いところで︑鹿児島か宮崎とかね︑長崎とか

やっぱり︑鹿児島の方からですか？

この船は大阪には直接着かなかったでしょうね︒

その密航船は︑大阪に着く密航船だったのですか？

告会をやりました︵笑︶

その実態を報告せよ﹂という指示を受けたので︑毎日のように報

とりわけアメリカの占領政策を労働者や市民︑沖縄県人会等に︑

佐世保とか︑熊本もありますよね︒それは︑さっき言ったように︑

夏にうまく出られれば

佐道

は︑長崎か知らないけれども︑貨物船だったと思うんです︒なぜ

学校の子どもたちの文房具類ですね︑こういうのを運んできた人

出られたのは奥ですか？

かっていうと︑大量にその文房具を仕入れるとなってくると︑相

上原夏にというか︑
船板

いや︑奥から行くとなったら難しいね︒奥はあんな不便な

あったようですね︒

上原

本土に行かれるどきには︑どこから出発されたんですか？

眞板

手の島︑島の近いところで長崎か︑佐賀か︑熊本かということに

佐道
あるところ︒

の方が︑戻ってこられるのは︑比較的︑鹿児島とか宮崎あたりか

ところだけれども︑CICと警察が厳しく追及していた時ですか

上原

あるところ？

ら︑出ていた船に乗られて帰還なさっていたようですけどね︒

なるだろう︒そういうところの特産物︑沖縄がノドから手が出る

佐道

やっぱり︑まだお元気でおられる人もおられるだろうし︑

ら︒とにかく︑身内の者︑先輩たちは可能な限り協力して下さい

上原

上原

ほど欲しいもの︒すなわち︑日用品や建築資材等︒特に建材類は︑

私︑あんまり覚えていないけれども︒ひょっとしたら︑私がCI

の出稼ぎ者で一定の経済力のある人たちの﹁非合法﹂帰還者で︑

ました︒しかし︑いざ出発となるとやまとまで行ける船が必要で

Cから追跡されている人物であったということを承知の上で︑一

船主さんは物を運ぶより儲かったようです︒そういう船や民政府

宮崎や和歌山あたりですかね︒あるいは︑その他の地域からのも

．種の正義感から協力してくれた人もいるかもしれない︒だから︑
私との短い話の中で︑どっかへ逃亡しなければならない人物だと

専用船︑いわゆる公の正式のルートを利用することもできたかも

すからね︒

理解した上で︑いついつどこで待つことを指示してくれたと思う

しれないけれども︒それは難しかったでしょうね︒なぜかという
上原

佐道

私はその頃︑大阪の日本共産党大阪市委員会のですね︑南

じゃあ︑あえてそこは︑伏せておいて︑

ばなかった︒もっと︑気楽に楽しい旅をしょうと考えて︵笑︶

という︑そういうのではなかっただろうか︒私はそういうのを選

と︑船の中で身元調査とかするんでしょ︒どこそこの港につける

なるべく沖縄に近いところがら︑安全第一とした階層のお帰りで︑

そうですね︑その人たちは︑主に戦中の疎開者や戦前から

逆のパターンで︑本土から沖縄へ密航で︑ウチナーンチュ

から︒

地区委員会に所属していました︒関西地区委員会と大阪市委員会

佐道

そういう調べがないものを

から︑﹁おまえの任務は︑アメリカの占領下にある沖縄の現状を︑
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上原

そうですね︒

■体験的に共産主義を学ぶ
眞板

上原

佐道

一九四〇年です︒

昭和十五年って何年だろうな︒

昭和十五年ですね︒

り︑やがて天皇陛下は世界の盟主になられる﹂のだという︑そん

﹁わが国は紀元二六〇〇年を迎えた︒皇威は益々無窮であ

眞板

なことを石原先生の教えだと︑どこからともなく伝わってきた︒

上原
にいらっしゃったころから︑共産党の精神というか︑考え方とい

紀元二六〇〇年を慶賀する新聞・雑誌の宣伝は我々少年の目から

大阪で︑共産党に入党することになりまずけれども︑沖縄

うものに共感をもっていらっしゃったんですか？

見ても異常だったことを思い出します︒そういうことをもっとも

そうですね︒遡ってね︑それがある日突然︑こうなったん

日本は︑満州を支配している︑満州の農民の土地を公然と奪って

上原

うことを直に見て︑子どもな が ら に な ぜ ？

いるのに︑奪っていないと言う︒それに対して天皇のご名代とし

らしく毎日︑強制的に聞かされていると︑畏まって聞いているの

わけですね︒で︑それに対して抵抗して闘っている中国人や︑朝

て︑わざわざ来満した高松宮殿下は︑﹁農民の既耕地は︑取り上

じゃなくて︑満州の少年時代のころの日本の中国に対する侵略と

鮮の人たちがどういう考え方を持っていたかということも︑少な

げてはいけない︒既耕地でないところも︑地代を支払うようにと︑

がアホかと思いました︒だんだん疑問が出て来ちゃうんですね︒

くとも十四歳の正月休みくらいで︑否応なしに聞いたり見たりせ

天皇陛下のお言葉があり︑ちゃんと︑八紘一宇の大御心で︑満州

いうか︑植民地政策というものが︑どういうものであったかとい

ざるを得ない機会が数回くらいありました︒貴重な体験でしたね︒

国の建国を進めている﹂︒そういうような訓話をされている︒だ

という疑問を持った

そういうことが︑その反面︑たとえば︑関東軍や日本人役人が言

が︑実際には︑農民たちに土地代は払われていないし︑日本人が

土地を奪っ・たから︑食えなくなった農民が匪賊や馬賊になったん

っているあれこれの問題︑五族協和の問題︑いずれは日本帝国が
世界の主人公になって世界をリードしなければいけないと︒これ

だというのはよく語られていました︒殿下の話を聞けば聞くほど

さらに私たちの決定的な疑問になっているのは︑紀元二六〇〇

には︑石原莞爾とかね︑加藤完治とかという関東軍やニセ満州国

殖公司︑いろいろなインチキ五族協和の会などの組織がいっぱい

年とは︑中国の周代の簡王の時代ではないか︑それを少し下ると︑

怪しくなってだね︑信じなくなる︒それで親しい友人と何人かで

あり︑日本建国の神話伝説で︑いっぱい着飾ってた︒いかに天皇

すでに秦の始皇帝がですね︑全国を統一して度量衡を決めている

の実質的支配者である植民地官僚︒たとえば︑岸信介などが代表

を尊敬しないといけないか︑天皇陛下とは現人神で日本が世界を

んだね︒物を売ったり買ったりするね︑重量計算で一斤は︑いく

実際に農村に行って農民の話を聞いたりして︑調べたものです︒

平定したら︑地球上の最高位の精神的な統治者になられるお方︒

らと売る︒土地の面積においての国家管理ができる︒そのとき︑

する︑その連中と︑イニシアチブ握ってやっている満鉄や満州拓

したがって︑義勇軍の初期教育では︑日本帝国の神話伝説等を朝

なぜ︑日本は︑まだ︑神代天皇の時代なのか︑不思議でならなか

書いたものを手に入れて読む︒それに感動して︑やつばり︑私の

った︒聞けば︑聞くほど︑納得ができないから︑逆に︑偉い人が

夕暗記・暗唱することを強要されました︒私たちが渡満して数年
経つと︑紀元二六〇〇年という祭典がありました︒それは何年だ
ったでしょう︒
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根性は︑比較的素直な人道主義的な純粋な少年だったと思うQ
い出は懐かしい︒

以来の感受性の強さと環境だね︒その実際に満州における日本人

ちから﹁琉球の兄弟たちもわれわれ︑中国人民と団結して︑日本

本人から馬賊だ匪賊だと呼ばれていた︑反満抗日軍のおじさんた

その次に︑私が逆境下に置かれるたびに︑思い出したのは︑日

の高慢な態度を見ていて︑これで日本人はいいのだろうか︒とい

侵略者を叩き出そう﹂という呼びかけに︑私は共感し︑中国人︑

そのような気持ちを持っていたというのは︑結局︑物心ついて

う疑問が常にあるので︑訓練所の誰かが︑中国人に対して︑人権

朝鮮人を﹁兄弟﹂と考えるようになったことです︒したがって︑

そのほか︑今度は実際に︑戦闘で自分が焼けただれて︑宮古の人

を無視した横暴なことがあると︑よく議論したものだ︒そういう
となって︑非常に幼稚だが︑いつの間にか︑自分を皇国精神と違

たちの協力で︑救出されたあと︑天皇の命によって︑私を打ち首に

日本帝国軍隊は︑ぜんぜん︑我々の兄弟ではないと思ってた︒

う人道主義的な社会化志向の方向に持っていく︑反天皇的な土台

しょうというのだ︒連隊司令部か︑軍団司令部か知らないけれども︒

行動の積み重ねが︑いつのまにか︑身体に沈殿して︑私の血や肉

を構築していったのだと思う︒

に守られて︑一日中学校にいた︒上官から声をかけられると︑本

せない︒だって︑全校生徒が休日に外出して︑私一人だけが衛兵

の在学中に学校の野外演習以外︑外出処分を受けて一歩も外出さ﹂

させた原動力は︑強制的に入れられた関東砲兵学校の一年あまり

グラマンが五十余りも襲来したのですから︑誰の責任でもない︒こ

それに加えて︑輸送船団が撃沈された責任まで負わされたのです︒

は打ち首だという︒その罪状は︑反軍・反日・任務放棄であった︒

しておきながら︑自分たちでそれを反故にして︑そのあげく︑今度

て︑金鶏勲章︑第何っていったかな︑それを与えるってことを決定

この戦闘で私が︑グラマンを二機撃墜したことで二階級特進︑そし

居宣長の﹁古事記伝﹂や山鹿素行を見せて︑﹁目下︑神国日本史

れは日本帝国天皇とその政府の責任ですよ︒

それは︑結局︑私をして︑逆に︑そういうような方向に︑志向

の勉強中です﹂と報告をしてごまかしていた︒当時︑私は﹁よし︑

私は︑その頃︑徳田球一という人は︑奥のおじさんたちから聞い

のが自国の世界支配の野望達成のために︑それぞれの国の資本家た

彼らにも問うた︒ここで︑私が悟ったのは︑日米両帝国は︑おのお

そういう過去があったからこそ︑私は沖縄の南部を二週間くらい︑

た話ぐらいと︑徳球の弟・・奪却正次からは︑直接聞いたぐらいで

ちの欲求を満たすための戦争だったのだ︒これからの戦争もそうだ

社会に出たら︑徳球たち︑共産主義者の本を読んで真剣に勉強し

ある︒正次さんは︑私が満蒙開拓青少年義勇軍内原訓練所に入所

ろう︒そして︑多くの無この国民が︑犠牲にされるのだ︑というこ

さ迷い歩いているときに︑いったい︑・今度の戦争の本質とは︑何だ

したのと︑前後して︑彼は︑河田の幹部訓練所にいた︒彼は私よ

とだった︒だから︑戦争に反対することは︑生き残った私の使命だ

よう﹂という願望を自覚していた︒こんな大日本帝国の軍人なん

り︑二十くらい年上だったが︑彼が言うには︑徳田の弟だという

との信念にいたった︒私は自分の余命を世界の平和のために︑捧げ

ったのかと︒激戦で散った⊥しき人々の遺骸と共に︑幾晩も考え続け︑

ことで︑どこも雇ってくれないから︑満州にでも行ってみるか︑

ようと決意し︑そのためには︑日本に渡って︑共産党に参加すべし

ていたんですね︒こうやって︑未来の夢を楽しく考えていました︒

と当時の世情を嘆いていたが︑私が中国から帰ってくると︑当時︑

と決意し実行したのだった︑ということですね︒

私は旧日本軍人としての経験から︑当然︑私はもう︑世界の平

日中友好協会にいた彼は大変喜んで迎えてくれて︑私を多磨霊園
の徳田球一のお墓参りに一緒に連れて行き︑帰国報告をさせた思
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佐道

そういう共産党に入党することは︑共産主義とは何かって

えるようになっていました︒大阪に着いたらすぐ︑私は入党した︒

民地政策のなかから︑しかも︑いわゆる匪賊とか馬賊が襲撃して

上原

いうことを勉強されたっていうか︑沖縄で山城さんとの議論とか

和と革命運動の発展過程の中においては︑沖縄であろうとやまと

そして︑入党のときの︑すでに私は民主同盟で青年部長もやって

くる一九三九年春ごろから︑その馬賊たちのビラを受け取った︒

であろうと︑可能ならどこの国の共産党にでも加入することによ

ね︑沖縄の新しい民主運動の︑それなりに貢献したんだから︑入

私は彼らが琉球の兄弟っていうと︑﹁おおっと︑よ1兄弟﹂とい

で︑共産主義とは何だっていうことを学ばれたんですか？

党日は︑私が入党を申し込んだ日にちではなくて︑一︑二年くら

うような形でね︑そういうこと︑実際に体験できるような環境に

って︑初めて︑俺が考えている理想的な思想が生かせるんだと考

い早めになっているはずですよ︒入党時に︑古い党員たちが︑そ

あったということですね︒

その前から︑先ほど言ったようにですね︑日本における植

のように議論していたから︒

※皇紀二六〇〇年は︑西暦に直すと︑紀元前六六〇年︒中国では

※秦の時代は︑紀元前二二一年から二〇七年︒

ている︒

六〇〇年ごろは︑三皇五帝の時代で︑中国でも神話の時代になっ

※中国の周代は︑紀元前一〇五〇年ごろから七七一年︒紀元前二

が︑教官に報告して︑木刀や木銃でぶん殴られて︑いま︑私︑脚

かったか︑知らないけれども︑いつのまにか︑仲間のうちの一人

だ︑そうだね︑おかしいね﹂と言っている︒そこまで︑何週間か

し合っているしね︒彼らも興味を持って︑﹁おお︑そうだ︑そう

人たち︵同級生︶と一緒に︑当時の現時点での日本の政治の話も

に無理な︑ぶん殴られて︑︵学校に︶入れられて︑そこで︑この

だから︑特に︑関東軍学校の砲兵に入学の際は︑無理な︑本当

春秋時代に相当する︒

が不自由なのは︑そのときの後遺症である︒だから︑決して︑自

然発生的に︑ある日突然︑思いついたんではなくて︑自分の血で︑

共産党員として︑認められた時期が？

るときには︑マルクス・レーニンの話もした︒われわれには満州

■日本共産党へ入党

自分の肉体で︑それをだんだん︑学びとったという︒
佐道

何月だったか︑忘れたが︑入党即活動開始でした︒だから︑

だから︑独立のことを桑江朝幸と山城善光と私が︑議論してい

上原

時代の共産主義に対する知識とは︑きわめて初歩的な幼稚な常識
的な知識だった︒

私は大阪の各区の集会場や公会堂あたりで︑報告会や講演会をや
ったんですね︒私は沖縄の真実をありのまま︑大阪の人たちに分

しかも︑当時はまさに︑日本帝国の支配下にある偽満州国が︑

実際に国造りの最中でした︒その建国の目的はソ連に対する戦略

かりやすいように報告した︒

佐道

基地でもあったというようなことについての一つの穏やかでない

桑江朝恩さんの回想録に︑桑江さんはいろいろそういう活

動をやっていた︑その横でですね︑山城さんと先生がですね︑い

興味を抱えて︑見ていた︒

ンハン事件ですね︒すると︑勇ましい戦果話の伝わる中で︑実質

たとえば︑僧家峰でも事件がありますね︑最後のあれは︑ノモ

ろいろ議論をしていて︑その話の中にですね︑マルクスだレーニ

そうですが︒

ンだという話が出ていて︑桑江さんはついていけなかった︒
上原
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対して︑意外と好奇心旺盛で︑素直に︑日本とソ連との関係を人

というふうにね︑どんな疑問も私は関心を持ち︑で︑その疑問に

・結局︑その時代の国際情勢や国内情勢が︑中国と日本との関係

すのか︑という疑問が起きたんですね︒

自然となぜノモンハン事件は負けたのか︑なぜ関東軍は敗戦を隠

た︒だから︑いろいろな場面で︑いろいろな知り合いと会うと︑

の罪で︑関東軍を退役して来ている︒実際の指導を彼がやってい

ったんですよ︒これはノモンハン事件で︑散々負けて︑その敗戦

ン義勇軍訓練所の所長は︑河原侃さんってね︑予備役陸軍少将だ

を実際に見てきた連中が話すもんだから︒しかも︑当時のハルビ

かね︑鋼板の厚さが︑三ミリ︑五ミリもないとか︑そういうこと

いということになってくると︑戦車の大きさが三分の一もないと

連軍の力関係についても︑関心のあるものが︑語り合う機会が多

は大々的な敗北とか︑その敗北の原因は何だと︑蔭で関東軍とソ．

した古年兵には︑夜学を出て︑何回目かの召集だというようなお

らず︑関東軍に匿われて大臣のように威張っている﹂とか︒こう

督か社長をした甘粕は︑軍法会議で死刑宣告を受けたにもかかわ

財閥の大番頭を殺ったんだ﹂とか︑﹁満鉄や満州国映画会社の監

ういうものをみんなよく覚えている︒なにしろ︑﹁誰々が首相や

私に影響を与えたというのか︑彼らはね二・二六事件とかね︑そ

川出身者等︑比較的都市出身者が多かった︒その人たちは︑実に

年兵は︑新潟出身者︑千葉出身者︑それから︑東京出身者や神奈

こういう話を平気でやる︒その人たちの中に︑私の部隊にいる古

に向かって撃つかというと︑﹁俺はあいつ︵上官︶をまず撃つ﹂︑

ですよσ第一線に行ったら︑死ぬしかない︑もし︑敵が来て︑誰

軍の内幕とはこういうものかと思って感心したり驚いたりしたん

て︑やっぱり︑外で考えたり︑見たりしていると︑大日本帝国陸

そういうことを見ていて︑第一線にいる古年兵たちの話を聞い

いる︒この人たちは︑防空壕陣地を掘りながら︑あるいは休憩の

ですね︑われわれよりも四︑五年以上も︑早めに軍隊に入隊して

ている中で︑二︑三度も招集された年取った下士官や︑古年兵が

て︑語り合う相手は︑実際︑軍隊の部隊の第一線に押し込められ

そうですね︒戦前は︑

思いましたね︒

ありふれている左翼思想とこつちゃになっているんじゃないかと

ちゃになった末に分かったのは︑日本の右翼っていうのは︑実は

だろうか︑右翼なんだろうかと迷いましたね︒そして︑私がごつ．

記憶している人がいました︒だから︑彼らは︑いったい左翼なん

じさん兵とか︑大川周明や北一輝などの論文の一説をそらんじて

ときになると︑寄り集まって話は広がり︑将校担当の当番兵︑ご

佐道

そういうようなことを思うと︒そして︑これは別の話なん

一倍素直に吸い込んでいました︒さらに︑私は︑この疑問に対し

飯を運ぶ兵隊が︑1最初はよく分からなかったけれども︑一

上原

ものなのか︒軍隊内部というのは決して︑そんな立派なものでは

とね︒そういう実際をみて︑本当に軍隊っていうのは︑どういう

のふけをかける︒そして︑砂糖でも振っておけば︑どうのこうの

しては︑大砲を曳く馬がいるからね︑馬のふけを取ってきて︑馬

と︑ニヤニヤしている︒それでもダメだっていう将校のめしに対

味不明の話の中で︑それで︑﹁ダメなら俺が︑かきましょうか﹂

害は絶対に許さない﹂と孫文の保護に乗り出したのです︒頭山満

で逮捕するという情報が流れたので︑頭山らは﹁孫文に対する妨

たり逮捕をしていないんですよ︒︑その孫文を日本の官憲は︑神戸

たときに︑日本の内務省は︑それまでは︑孫文の滞日中に妨害し

は命をかけて︑孫文を守っていた︒当時︑門司港に孫文が上陸し

人ですね︒この人が︑孫文︵孫中山︶の辛亥革命を支持する︒彼

だけれども︑頭山南という方ね︑日本政界の右翼の元祖みたいな

﹁きょうの具合はダメだ﹂︑﹁あ一︑よしっ︑分かった﹂︑そんな意

ないんだと︒
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は﹁もしも︑内務省が孫文を神戸で捕らえるんだったら︑私は︑
形板

でね︑こないだ話ましたよね︒そういうところで感じた︒
とですか？

では︑ストックホルムに行く途中で沖縄に寄ったというこ

内務省の警官たちと斬り死にすると︒俺は一家を率いて︑神戸に
一緒に上陸する﹂と公言したそうですね︒

上原

もし︑国際会議に出るんだったら︑沖縄の基地の状態が実際にど

やはり︑極めて単純なね︑しかし大変な冒険なんだけれど︑

そういうことになってくると︑いわゆる満清朝を打倒して国民
政府樹立を目指している孫文の革命理論と日本の天皇制を否定し

うなっているのか︑その後の沖縄の現状はどうなっているか︑も

議論しながらね︒この調査には数日間︑一睡もする間もなぐやり

一回︑沖縄の現地で確認し︑実際に運動をやっている仲間たちと

うそのときは︑数ヵ月たっていますからね︒ということで︑もう

なかった頭山の一致点は何だったのか︒頭山満という人は︑左だ
ったのか右だったのか︑よく分からないね︒

■ストックホルムへ向けて密航

まして︑何人からか話を聞きました︒それで︑沖縄人民を代表す

る報告ができると︑自信をもって沖縄を離れたのです︒

話変わりますが︑大阪に行かれてから︑一度︑沖縄に戻ら

眞板

眞板

態が︑全く知らされていないことでした︒米国の沖縄基地の強化

感じたのは︑米国の沖縄占領政策・軍事基地化問題についての実

働者や市民団体を相手に沖縄問題の報告会をするたびに︑痛切に

上原

て︑何日間か滞在したとありますね︒何日間かわからないけれど

上原そう︒だから︑山城善光の本には︑ひょっこり︑帰ってき

佐道

なもんでしょうね︒

上原蚊に食われて︑困った思い出があるようだ︒だいたいそん

というと︑時期的には夏ごろですか？

れているようですが︑いつごろですか？

は︑米国の世界制覇に向けた戦略であることを日本でさえこんな

も︒一週間くらいいたのかな︒その時会ったのは︑山城善光と桑

これはね︑五〇年の春からね︑大阪や関西各地で︑工場労

に知らないのだから︑世界ではなお知られていないはずだという

江角落︑瀬長亀次郎と仲宗根源和︑この四名を中心に会っている︒

短期間︑お帰りになったんですか？

ことで︑やっぱり︑広く世界に訴えなきゃいけない︑ということ

あと︑知らない忘れたけれども︑この人たちは︑本人まだ︑生き
ている方もいるかもしれない︒

一度︑大阪に戻られ

・を考えたんです︒まず︑私自身が︑実践の中で感じたことを党機
関にも報告し︑関西地方の沖縄出身の先輩たちに相談したら︑み

たんですか？

沖縄から香港に行かれたんですか？

眞板

それで︑オランダのアムステルダムへ行こうとなさるわけ

んなから励まされたわけね︒

眞板
上原

送別会をやってくれた︒一升瓶︑草本か持ってきて︑比嘉︵注・

数日前︑大阪市地区委員会でね︑五︑六名でさるところで︑私の

そこのあたりは︑ややこしくてね︒実は私が大阪を離れる

ホルム︒その頃になるというと︑時期的に日本共産党でも︑五〇

良明︶−が︑案内役で建築現場らしいところへ︑私は彼と一緒にそ

上原

年問題でね︑いろいろごつた返している中でも︑情報は入ります

こへ行った︒その頃はいわゆる︑共産党の内部分裂で︑非常に動

ですね︒

からね︒だから︑どういう困難があっても︑沖縄問題は全世界に

きにくい段階ですよね︒五〇年は︒そういう時代に︑私のために

そう︑行こうとしたわけです︒あ︑ノルウェーのストック

訴えて︑アメリカの民衆も協力してもらおうと思って︑婦人団体
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もし︑電話番号を隠し持って︑逮捕されたときに見つかったら︑

任命する﹂と約束したが︑電報番号は︑持って歩けないからね︒

どこでもいいから︑すぐ電報を打て︑そうすれば日本代表として

送別会を開き乾杯してくれた︒そして私が︑﹁現地に着いたら︑

眞板宜しくお願いします︒

て行きたいと思いますので︑．どうぞ︑宜しくお願いいたします︒

私どものほうで︑報告書の形にさせていただくという作業を進め

見ていただいて︑チェックしていただいて︑その原稿をもとに︑

を作っていただくことになっていますので︑それを一度先生に︑

なんか︑今日も四時間を越えてしまいました︒すみません︒

︵了︶

おしまいだからね︵笑︶

眞板

いえ︑いえ︑大変面白いお話でした︒眞板さんには速記録

先生︑最後に何かございますか︒

佐道
．／
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C・O・Eオーラル・ヒストリー
第5回

開催日

2004年1月31日

開始時刻

14

：

OO

終了時刻

17

：

30

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジ：［クトセンター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）

録音・記録作成

眞板恵夫

2004年1月31日

第5回インタビュー質問項目

民主同盟についてお尋ねします︒

い︒

・民主同盟の事務所の位置についてお尋ねします︒
・党の方針はどうやって決めていたのでしょうか？
・仲宗根源和が委員長に選出された経緯について教えてくだき

国頭村議についてお尋ねします︒

どのようなお話を伺って

・村議会議員としての活動状況について教えてください︒
・報酬はいくらぐらいでしたか？

仲宗根源和についてお尋ねします︒
・仲宗根源和の共産主義批判について︑
いますか︒

本土への密航と日本共産党についてお尋ねします︒
・大阪を目指した理由は何ですか︒
・共産党にどうのようにアクセスしたのでし・ようか︒

・共産党に入党した時期は︑いつになりますか︒

・お父さんが沖︐縄を離れたのはいつごろになりますか？

その他
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1

2
3

4
5

■石川中央ホテルの思い出

川に来たら泊まるところがないから石川ホテルに集まった︒大き

い部屋でも十〜十二畳ぐらいですかね︒頭おまえに出したら︑誰

るんですよ︒泡瀬の方から出てくると︑泊まるところがないから︑

な話をしています︒石川ホテルという︑彼も泡瀬の方から出てく

ですよ︒私より下手な中国語で︒とても眠れないから︑同宿者た

んでしょうね︒彼は昔の中国にしばらく行っていたような人なん

だから︑どこかで酒をアメリカ軍の作業員からか︑もらってくる

奥田巌が︑彼は政商で︑そうですね︑彼は政治的な面もあった人

上原

佐道︑眞板

か足を蹴飛ばしたりして︑そういうのをみんなやる︒

あのときの一般市民の建物は︑ツー・バ

仲宗根源和とかね︑そういう民政府のお役人︑彼は部長だった︒

上原

まだ︑ほとんどの住宅が︑砂地

るんですか﹂って︒それから以降︑二人は仲良くなった︒ゆっく

﹂

そこで︑山城善光のあれ︵注2﹃荒野の火﹄︶で言うと︑

︵笑︶

イ・フォーって言ったのかな ？

ちが大変困って︑黙らそうと思っても︑﹁何よ1 この野郎1

大宜味朝徳さんと私とは︑ずいぶん︑長い時間︑いろいろ

に杭を立ててですね︑屋根も壁も天幕で︑寝るところや住むため

と大声でわめくわけです︒それで︑私は中国語でね怒鳴りつけた︒

社会部長だったかな？

に︑そこにちょっとした木のはしっけらを拾ってきて作っていた︒

ころでしてね︒しかし︑仲宗根さん等は︑民政府の部長さんだか

り話し合う機会があり︑彼がいうには︑戦前那覇の通堂町にあっ

すると︑彼はびっくりしちゃつてね︒﹁中国語知っている人がい

ら︑一般市民より︑上等な天幕小屋だった︒彼はそこから通って︑

た奥平良樽工場の社長の弟で︑彼は中国でひと旗あげようと思っ

一軒のいわゆる生活空間は︑十名くらいがやっと座れるようなと

私たちは石川ホテルで︑当時︑沖縄最高のホテルでございました︒

※上原信夫魚鳥︑本文中で︑私が﹁石川ホテル﹂というのは︑正

上原

アメリカ軍の作業員から︑

アメリカ軍から⁝

佐道

ウイスキーとか︑

ていたのに︑敗戦で裸一貫で引き揚げてきたんだそうだ︒

式には﹁石川中央ホテル﹂だったと思う︒それを﹁石川ホテル﹂

佐道

そう︑ウイスキーかなんかでしょう︒その頃になるという

って動いている野心家とか商売目的で動いている人っていうの

は︑商売人か︑それから何か次の社会的または政治的な地位を狙

上原

きさを示して︶これくらいの瓶に︒だいぶ貴重品だったんでしょ

たのか︑おじさんの家から貰ってきたのか︑︵三合瓶くらいの大

山城善光と私が︑一番最初に会ったとき︑彼はどこへ走って行っ−

と︑沖縄でも極少量だが密造が始まっているんですよ︒だから︑

そこで︑飲んでいるお酒は︑どんなお酒だったのですか︒

または﹁中央ホテル﹂と呼んでいたようだ︒

上原

は︑それなりの戦前から有力者と呼ばれるような連中だから︑ち

うね︒それで︑注いで二人で乾杯︒そして︑私は冗談でね︑昔︑

佐道︑眞板 ︵笑︶ −

ゃんと知人や友人の天幕で泊まれる︒民政府の部長クラスでも︑

中国では酒を飲んで︑同志︑兄弟の契りを結んだもんだ︒どんな

そこで︑泊まるんですよ︒あの頃︑覚えているっていうの

仲宗根源和のような人は︑又吉康和から排斥された者はあまり良

地位のある人でも盗人でも︑昔は杯にニワトリの首を切って点々

と血をたらして︑それに酒を入れて飲んだんだそうだ︒あ︑︵眞

い家ではなかったが︑それでも自分の住まいがあるけれども︑大
宜味霊徳や奥田巌︑新垣金造さんとか︑などという人たちは︑石
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ズ．

兄弟の乾杯だ﹂って言ってや

板が書いた質問シートを見て︶これには書いていないけれどもね︒

そしたら︑﹁よし︑同志に乾 杯 1
ったんだろうね︒そこで︑夜はそこで過ごしてしまった︒いいん
ですか︑そういう話をして︒

員になったとかいうことも言っていたね︒あの人はね︒そういう

経験があるから︑同じいわゆるウチナーンチュとしても彼は︑大

人の沖縄人としての生活経験と社会経験があるんですよね︒

それでも︑彼はね︑私の話しに合わせようと気を遣っていたの

ですね︒やまとにおける彼は︑栃木かな？ どっかにいた︒その

時の話はね︑やっぱり︑私は本土の生活経験がないから︑その話

え一︑え一︒

上原

はあまり弾まなかったね︒だけれども︑こと︑南洋群島の植民地

佐道︑鎧板

なくなったね︒あまり歓迎されていなかった︒嫌われていたんだ

政策について︑となると︑ものすごく情熱をもってね︑やりまし

大宜味朝徳さんは︑ある時期からあまり民政府の方へ行か

ね︒民政府職員の食堂で突然︑演説をぶった紅するかららしいと︑

興奮して︑二人でコ緒にやろうよ﹂と言ってね︵笑︶

たね︵笑︶ 大宜味さんは︑何かのきっかけで︑ある日︑非常に

なるほど︒それじゃ︑営業妨害になりますね︵笑︶

ていたんだけれども︑﹁あんたの言う︑アメリカの信託統治下の

誰かが話していた︑と思い出します︒

佐道

彼は昼間︑私がいると︑﹁上原くん︑時間ありませんか﹂

植民地でいこうということは︑大衆の支持は得られないでしょう﹂

と言っ

上原

って言うから︑﹁いや一︑こうこうです﹂と︒そのときに一時間

そ煎と︑彼と私の共通点っていうのはですね︑私が︑日本帝国

父と同じくらいの年配ですからね︒私はその後も親父に対して話・

れないですね︒ということで︑そういうことがあっても︑私の親

と言って︑私は先生の歴史認識に対する変革を求めたんです︒大

の中国侵略の拠点になった満州国で︑日本の植民地政策っていう

しているような気持ちになって︑譲り合いながら話し合いました︒

くらい二人でごうごうとね︒それで︑人がいないと︑大きな声で

のを十三︑十四歳ぐらいから見ているんですね︒その中で私自身

ただし︑こと理論的な原則問題になってくると︑今度は同じ年配

宜味さんは意外に寂しそうにうつむいて聞いていたことは忘れら

のこの世界観が徐々に変わるような出来事が︑次々に起きて︑非

に見えたりして話し合いが急に高揚したりしてね︒老若共に情熱

話せると︒．

常に素直に対応して生きてきた︒意外とませていた︑そういう意

をぶつけ合って︵笑︶

昔のあの頃のことについて思うのは︑まさに私は彼の子どもの

やったことがある︒

味で︑﹁日本人これでいいのだろうか﹂っていう疑問を抱き︑そ
れと飽満抗日運動家たちから﹁朝鮮の兄弟たち︑琉球の兄弟たち﹂
と呼ばれると︑﹁はつ一と俺たちを兄弟と呼ぶのか﹂︑﹁いや︑で

どうするんだっていうことになると︑私は突然︑彼と同じ年配に

年頃だった︒しかし︑当時の沖縄の現状分析やこれからの沖縄を

なってですね︑大きな声で話し合ったものですよ︒

はこの中国人︑おまえたちは俺たちの兄弟じゃないのか﹂って︑
自然とそういう心境になってしまうでしょ︒そういうことがたび

佐道

っと︑補足的にですね︑いろいろとまだ︑伺いたいところがある

前回いろいろとまた伺っていたんですけれども︑またちょ

たびありました︒確かにそういう体験は︑非常に貴重でした︒そ
ういう意味では︑私は政治的な面ではおませなだったと思うね︒

んですけれども︑眞板さんの方から

上原

だが︑大宜味朝徳さんは︑あれは中学校を出て︑もう三十何歳
近くまで沖縄で民政党か政友会かどっちか知らないけれども︑や．

ういうことの方が︑むしろここよりか︑重要な問題じゃないかと

まずこれを最初のやつを見ながらですね︑あっそうか︑こ
まと出身の政治家の下働きをやっているんですね︒学校の代用教
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思う問題が︑こう︑広がっていくんですよ︵笑︶

だから︑一応︑

一回︑あんたが整理してみて︑っていうことなんだけれども︑こ
ういう機会をこう繰り返していけば︑いいですね︒

■民主同盟事務所の変遷

地方から来た人たちの相談相手になっていました︒彼は一貫して

して今帰仁に戻り︑そこの村長になったようです︒とにかく︑彼

理路整然とした沈着な人でしたね︒私がいなくなって︑間もなく

は南方引揚者の中では一応︑名の通った人物だったと思うんです

よ︒仲宗根源和よりももっと︑良︑い広い天幕を持っておりました

よ︒距離はちょっと︑離れておりましたけれどもね︒そこに︑自

分の子どもだったかな？ 良く分からないけれども︑ま︑二︑三

大きく五点なんですけれども︑民主同盟について︑基本的

川ホテルで会議ができない時には︑大城さんは﹁俺の家でやろう

二身
石川市ね︒

や﹂と何日も提供してくれました︒彼は一時︑事務局長代理って

名の若い人たちと一緒に︑住んでおられてね︒で︑われわれが石

上原

その後︑那覇の方に移られたというお話が︑前回か前々回

なことと申しますか︑最初︑設立されたのが石川市ですね︒

眞板

てきて︑

いうのをやっていたことがありましたからね︒民主同盟の設立当

じゃあ︑一つずつ︑やっていきますか︒

佐道大城さんの家でですか？

ございましたが︑民主同盟の事務所の位置であるとか︑どういう

上原
はい︒お願いします︒

上原

初に︒彼の家で会議を開けば︑もうそれは︑午前中であろうと午

眞板

まず︑あれですな︒最初は︑事務所と言ったら︑事務所と

後であろうと︑会議が終わったら︑ちゃんと︑そこで︑ご飯が出

上原

ると︑そこでもヶ︑晩飯を当たり前のように︑われわれは食べる

ような形で︑どういう雰囲気の事務所だったのか︑というような

言えなくもなかったけれども︑例の石川ホテルですね︒石川ホテ

んですね︒向こうは向こうで︑一所懸命︑振舞うための食料をど

お話をまず︑伺わせていただきたいのですが︒

ルが拠点になって︑ほとんど会合はそこでやる︒みんなが集まる

っからか手に入れてきて︑準備しているわけですから︒石川では

どっかの工場か農場で働いている︑ウチナーの青年労働者

南洋帰りなんですよ︒この人は南洋帰りで︑なんか︑サイパンか

二月執行﹃沖縄戦後選挙史﹄︶になったそうですね︒この人も︑

この人は︑五〇年代の初めごろに︑今帰仁村の村長︵注・五〇年

すね︒それから︑もう一人︑大城善英さんという方がおられてね︒

源和の家︑すなわち︑天幕小屋に行って︑そこで︑話しましたで

たりしますと︑落ち着いて話ができないっていう場合は︑仲宗根

上原

眞板

首里に移られたんですか？

上原えっ？

絶板

いや︑いや︒まだ︑首里なんていうのは︑そのずっと後の

善英さんの家を使った︑ということです︒

か会議とか︑そういうことになると︑仲宗根源和さんの家と大城

まず︑公式な根拠地は石川ホテル︑ただし︑具体的な話し合いと

大城さんは︑大城善英さんの家ですね︒そして︑夕方にな

のは︒ただ︑個々の問題ですね︑特に石川ホテルが︑満杯になっ

な？

こと︒

上原

おそらく︑いま私が話しているのは︑四七年置民主同盟が︑

眞板ずっと後のことなんですか︒

源和さんのお宅は︑このときはまだ石川ですか？

たちの組織活動と青年教育に携わったこともある進歩人士だと言
っておりましたね︒この人にはずいぶん︑石川で世話になりまし
たね︒大城善英さんは︑南洋方面からの引揚者たちと関係が深く︑
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肉月でしたかな？

六月ですね︒四月︑五月ごろ︑六月からですね︒そして︑

魚板 六月半す︒・

上原
首里の方に仲宗根源和が移ったというのは︑四八年か四九年ごろ
でしょうかね︒

出版事件は四八年なんですけれども︒

残したヤツ︵注・直径﹁五センチくらいの輪を作って︶このくら

いの丸さ︒これはもう︑私たちには︑本当に宝物なんですね︒

﹁それ︑欲しいんだ﹂って言ったらね︒﹁あんたたちは︑輪転機は

ありますか﹂﹁ない﹂と言って︑﹁なんだ﹂﹁謄写版だ﹂そしたら︑

﹁いくつでも選んで持って行きなさい﹂と言った︒それで︑冗談

で﹁カネはないから︑後払いにしてね︒われわれが儲かったら払

いますからね﹂って私がね言ったら︑﹁いやいや︑要りませんよ﹂

眞板

まだ︑

そうだ1

その頃は︑彼はもう移っていたかな？

上原

って真剣になってね︒そいつをね︑六本︑大きいやつを私は束ね

移っていないか？

て︑．担いで︑小さいやつを桑江さんが担いでいく︑どのくらい歩

だか

ら︑民主同盟の初期段階︑前期における活動はほとんど石川中心

いたんですかね︒

どっかに⁝⁝いや︑まだ石川ですか？

だったわけですね︑︒ただし︑山城善光と桑江黙止と私と三名は︑

いますからね︒桑江さんの家で︑あるいはその近くのどつかの誰

た噸での活動が多かったです︒もうその頃は食料は少し出回って

コザに行く車を見つけてきて︑その紙を彼の家まで持って行った︒

かきながらね︑担いで帰って来た︒そして︑どっかで桑江さんが

まで︑歩いて二時間か三時間くらい︒それをね︑汗をびっしょり

そうですね当時︑石川にあった民政府から桑江さんの家の近く

かの部屋の大きいところを利用するという形で︒だけれども︑八

彼の両親や奥さんは︑大変なものを見つけてきたと喜ぶと同時に︑．

例の﹃自由沖縄﹄の出版問題の印刷関係の都合上︑結構︑コザあ

○︑九〇％は桑江さんの店舗兼自宅︑みんなテントですよ︒で︑
これは﹃自由沖縄﹄を刷っていたころですか？

壁板

目方としては五〇︑六〇キロくらいあったんですか？

で来れたね﹂と言ってね︵笑︶ 大変褒められたね︵笑︶

﹁おまえたち︑おなか空いているのに︑よくこんな重いもの担い

眞板

そう︒それの原紙を切るのに︑私は二晩︑三晩も切り損な

そうだね︒紙ですからね︒このくらいの半分ですわ︒こん

やりましたですね︒

上原

上原

佐道

昔の軍事教練で鍛えていた人たちだから︑できたという

な新聞紙の︒あれはねえ︑四〇キロ︑五〇キロあったかもね︒

ってやったのもコザですよ︒そして︑紙を貰いに行ってだね︑桑

江朝幸と二人で︑民政府が瀬長亀次郎たちに出してだね︑あ︑
﹃うるまタイムス﹄

だが︑紙がないので困っているから︑ご支援お願いします﹂と頼

上原

を叩かれたりしてね︒

それを担ぐ︑そして︑﹁走れっ1﹂なんて︑・走らないとね︑けつ

上原

︵笑︶．

むと︒﹁そんな紙はどこにありますか﹂って言うので︑﹁いやvあ

佐道思わぬところで役に立った︒

﹃うるま新報﹄です︒

んたたちの使い古しので︑表を刷って︑裏の白いヤツあるか︑．そ

上原役に立った︒しかし︑﹃自由沖縄﹄の紙はどこで手に入れ

佐道︑眞板

れでもいいんだ﹂って言ったら︑﹁待てよ﹂って言って中に入っ

たのか︑よくよく考えてみると︑どうも﹃うるま新報﹄馳ではなく︑

大砲の砲身を担がされたりして︑重たかったね︒罰として︑

て行って︑﹁使い残しのやつで︑三︑四本あるから︑要りますか﹂

軍政府の出版所だったのではないかと思う︒なぜなら︑山城︑桑

︵うるま新報︶に行ったりね︒﹁民主同盟の機関紙を出すの

って言うんだ︒行ってみたら︑なんと輪転機にかけて︑その使い
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江が逮捕された後︑桑江の奥さんが三回くらい連行され︑いく晩

は言えないから︑あそこも使ったけれどもね︒桑江朝幸の家の名

その印刷するのは︑どこだって言ったら︑まさか︑﹁A・J﹂と

が総務部長だからね︒山城善光が一応︑組織部長ということだっ

か留置されているのだから︒きっと︑米軍の報復だったのではな
そんなところで役に立つとは思わないですよね︒

たから︑その上が仲宗根源和ですよね︒二人だって言ったら︑

前を出した︒だけれども︑事務局長は中山一さんのときは︑桑江

佐道

そういうところで︑沖縄の解放と文化活動のために︑私は

﹁ぜんぶ︑どっちのことも責任の所在がはっきりしないから︑軍

いかと思います︒

上原
そういうのは

政府の方で認可しないから﹂というようなことを話したんだけれ

そういう力仕事が役に立ったんだと思った︵笑︶
まったくそうですよ︒そういうことがあっても︑やっぱり︑結局︑

前にしたんだと思うんですよ︒住所となると︑今度は石川ホテル

ども︑﹁会ってそういうこと話しませんでした﹂って︑軍事裁判

﹃自由沖縄﹄が出ますよね︒

ではダメだから︑そうすると︑思い出せないですね︒すると︑今

連絡場所として便利なところと言ったら︑石川︒具体的な仕事は
正解

えっ？

度は仲宗根源和っていうことになるわけでしょ︒石川っていうこ

で船越が言ったんだけれども︒そのどきにきっと︑山城善光の名

上原

﹃自由沖縄﹄が出ますよね︒そのときのこう︑﹃自由沖縄﹄

桑江さんの家を使ってやったということですね︒

眞板

ですね︑桑江と山城が捕まって︑一番最初に高等軍事裁判を開く

とになると︑仲宗根源和の名前にしたのかなあ︒問題になるのは

上原

ときに︑軍政府の方からは︑責任者を出してもらわなければ︑困

の連絡先はどこになっていたんですか？

いわゆる発行責任者の名前をね︑山城善光にするか︑仲宗根源和

る︒そういうこととして︑それじゃあ︑それを受けたのは私だか

そんときのね︑連絡先はね︑編集責任者が所在するところ︒

にするかっていうことで︑討論されたんだけれども︑山城善光と

それで︑私は︑仲宗根源和のところへ行って︑﹁事態はこうこ

ら︒大城ツルさん通じて直接︒

と名前を明確にしなきゃいけない﹂ということを言われたのを覚

うですので︑どうするか﹂ということを相談しましたけれどもね︒

二人で民政府に行って︑船越さんに相談したら︑﹁責任者の所在
えていますね︒それで︑その問題を持ち帰って︑委員長だから仲

仲宗根さんはお受けにならなかったということですか？

彼は前にも言ったように︑﹁いまは非常に微妙な情勢とWうか微

佐道

えっ？

沖縄﹄の名義人で︑責任者が仲宗根源和になっているなら︑軍政

宗根源和の名前にすべきじゃないか︑ということでやったけれど

上原

仲宗根さんが︑承諾しなかったということですか？

府の関係部門は仲宗根源和に直接伝える︑ということになるはず

妙な時期である﹂と︒﹁私が行ったら︑アメリカはおそらく俺も

佐道

仲宗根がね︑船越さんが言ったのと︑それと相通ずる面は

も︑あれはね︑発行責任者はやっぱり︑山城善光になっていたは

上原

だがね︒それが︑名義人である山城善光が捕まっているかち︒民

捕まえてぶつ込むんだ﹂ということだから︒﹁やっぱり︑ちょっ

あるわけなんですね︒だから︑発行者の所在をはっきりせよとい

主同盟でもって︑党の責任者をちゃんと軍政府の高等軍事裁判に

ずですよ︒山城が書いていないかなあどっかに︑そのことを︒

うことなんですよ．．その責任者の所在を明確にしなきゃいけない

参加させなきゃいけないんだと要求してきたわけですね︒﹃自由

それから︑推測すると︑もし︑仲宗根源和がその機関紙﹃自由

と︑私は動かない方がいい﹂って言って逃げた︒

から︑発行所をどこにするかどうか︑となったときに︑私たちは︑
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沖縄﹄の名義人は︑仲宗根じゃなくて︑
山城善光だ．つたんじゃな

なあ︒母親は別に住んでいるけれども︑あの家を建てるときは︑

将来︑母親の老後の安らぎの場所にして︑．お母さんをそこへ住ま

じゃないかという考えもあった︒彼は︑非常に母親孝行でしたか

いかなあと︒この経緯から見てですよ︒

※﹃荒野の火﹄︵三十四回︶によると︑発行所は首里市寒川町民主

らね︒あとで彼は︑﹁いや︑私は必要ならば︑我が家をだね︑党

わせる︒いま︑お母さんが住んでいる古い小さな家よりは︑いい
同盟本部︑発行印刷兼編集人は山城善光との記載がある︒

に献上して﹂なんてね︑挨拶をしたんだけれども︑実際には︑そ

ういうのは︑やっぱり︑貧乏人の考えっていうのですよ︒桑江も・

このあと︑前回か前々回に那覇に民主同盟の事務所があっ

船板

私も︑ほかの人たちが﹁もういいんだ︑いいよ﹂って言ったんで

すがね︒﹁キミね那覇に移って︑党の活動の中心を置くところが

たんだよというお話が

上原

あるか﹂って言うからね︑﹁ないんだ﹂と︒

そうですねコそういう複雑な経緯を経てですね︒﹃自由沖

縄﹄問題は︑一応︑ひと段落して︑四九年の夏の暑いときでした

那覇には︑もうそのころは︑元市民がどんど

じゃあ︑民主同盟の事務所が︑那覇に移動すると︑活動の拠点

喜んでいたのをね︑思い出しますね︒

下の方がこのくらいが瓦なんだよ︒その頃︑自分の家を作ったと・

の方︵注・庇の部分︶が茅葺になっている︒あ︑上が茅葺なんだ︒

れで︑瓦がたりないから︑また︑それを買うカネもないから︑下

こう屋根がありますね︒こっから︑ここまでは瓦葺なんだよ︒そ

言う六畳くらいの部屋を二つ作った︒そういうのを作って︑上が

・みんなが力を出し合ってね︑山に行って木を伐ったりして︑今で

大宜味の人たちが︑山城善光を非常に大事にしていたから︑友人

す︒郷里の喜如嘉に帰ってきても︑彼の住む家がないんですね︒

話は山城善光が東京から沖縄に帰ってきたことにさかのぼりま

きもあったんでしょうね︒だけれども︑彼らは金儲けに一所懸命

そういヴことなんだがね︒﹂そういう面で︑この落人同士の結びつ

覇あたりから︑ヤンバルに逃げてきた人たちだ︒私たちの先祖も

琉球王国に藩を無理やり設置させられたのに︑抵抗して首里や那

ういう髪を結って雨装をしていた︒あの︑その國場さんたちも︑

私はその家に何回か行った覚えがあるんですよ︒昔の琉球式のこ

草場幸太郎さんっていうのは︑おじいさんがまだお元気などきに︑

で一緒に国頭から那覇に出てきた人たちなんだがね︒それから︑

長さんとほぼ同年配で︑若い頃から二人は伸も良く︑大工の棟梁

よ︒その大城鎌吉さんっていうのは︑奥の私の親戚関係である翁

太郎ね︑それから大城鎌吉︒この二人とも︑国頭の出身なんです

的財産家というか︑家をちょっと貸してくれそうなのは︑國場幸

けれども︑国頭の人たちの中に︑あのころは︑﹁那覇では︑比較

は︑どこにする？

になって成功している︒こっちは貧乏人の代表みたいになってい

と思うんですよね︒

ん移っていますから︑党活動の中心も︑経済の活動の中心も那覇

の前でやっているんだから︵笑︶ 困るよね彼らだって︒

る︒たまに︑彼らが信頼する民政府を頭越しに批判する演説を目
いわゆる沖縄の首都である那覇に移ると

に移り︑政治の活動の中心も那覇にどんどん移っていくと︒だか
ら︑我が方もね︵笑︶

俺が留守居役になってあげるから︑そこを今後の仮事務所にしょ

結局︑山城さんが家を那覇に移すんだったら︑いいよじゃあ︑
所も家もない︒またそういう貸してくれる家もないですからね︒

うやということで︑引っ越したんですよ︒

いうことになった︒しかし︑当時︑那覇には借りられるような場

そこで彼は︑いろいろ悩んだわけですよ︒母親がまだいたんだ
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便鉄道があったでしょう︒沖縄に︒一番大きい航空の基地がある

上原

響板

那覇のね︑もうすっかり変って分かんないけれど︑昔ね軽

それは那覇のどのへんですか？

建築関係の人たちの作業は非常に効率的で︑一日できたんだよ︒

を分解して持って来て︑いっぺんに持って来て︑萱も瓦もみんな︒

たもんです︒喜如嘉の青年たちの力っていうのは︑善光さんの家

眞板

ない︒二人だけで寝よう﹂なんて言ってね︒二人で泊まった︒彼

まりはね︑本当は奥さんも呼ばなきゃいけないけれども︑布団も

すると︑善光さんが︑﹁俺の高級邸宅が出来たんだから︑初泊

上原嘉手納︒嘉手納から那覇に︑この軽便鉄道がね︒四︑尊名

は︑翌日帰って︑奥さんに︑こうこうど引っ越すかどうかも含め

ところは⁝⁝︒

で持ち上げられるような小さな機関車なんだ︒子どものとき乗っ

てだね︑引っ越して来るっていうことは︑彼の意見からするとい

嘉手納です︒

た覚えがあるんだけれども︑その汽車のね︒この線路の土手のあ

にないんだね︒配給品の量からするとね︑喜如嘉にいると︑部落

うと︑まず配給品の分配居住地の名義は喜如嘉だし︑もし︑奥さ

あっ︑いま︑知事の公舎があるところですね︒

の人たちの手助けもあるので︑何とかなるが︑さて︑那覇に移っ

る︑ちょっと離れたところにある与儀だね︒与儀のね︑農業試験
眞板

よく分からないね︒何しろ︑農業試験場あたり︒農業試験

んが喜如嘉を出たら︑配給品だけでは︑どうも︑食っていけそう

上原

てくるというと︑誰も知らないところで︑初めての生活だから何

場の近く︒

場のその場長というのは︑奥の出身だったんですよ︒先ほど名前

もかも最初からの再出発なので︑奥さんは引越しに消極的だった︒

一週間くらいの問にね︑ヤギを一匹連れてきたんだよ︒おそらく

そして︑彼が事務所開きをしょうということでね︒家が建って︑

をあげた翁長さんも私の親戚なので︑私にとって大変ありがたか
ったですよ︒めしが食えなくなると︑その家に通っていくと︑た
まに顔を合わすと︑﹁おいおい︑信夫︑おまえ︑めしを食ったか﹂．

・あのヤギを提供できるっていうのは︑離島との往来ができる人だ

ろうけれどね︒ひょっとしたら︑久米島出身の山里政勝︵民主同

﹁いない﹂って言ったらね︒﹁おいでおいで﹂と言って数日分の腹

ごしらえをさせて下さった︒配給もあったんでしょうが︑なにし

でも︑びっくりされたでしょう︒

盟調査部長︶さんあたりかもしれないね︒
佐道

そして︑これを潰して肴にしてね︒三日後かに︑事務所開

ろ︑建築業者さま様の時代でしたからね︒

当時の与儀はほとんど荒れ放題の草原でしたね︒山我善光の家

上原

心算

周りはずっと︑野原というか

いま︑すごい高級住宅地ですよ︒

知っている限りの町村役場の職員に電話をかけ︑誰々さんに至急

も︑私の二本足より何百倍も早いので︑私は壷屋郵便局に出かけ︑

も二時間もかかるが︑電話が唯一の通信手段ですからね︒それで

って︑その郵便局から電話を私に呼び出しに来るまでに︑一時間

お役所と郵便局しかないから︑で︑﹁郵便局に電話入っています﹂

﹁わ一わ一﹂ってやればいいじゃないかとね︒電話はあの時はね︑

考えてみると︑その伝達をするのにも大変なんだね︒電話同士で

きをすると通知を書いて︑みんなに送った︑通知書をね︒いま︑

を移築した地点から相当な距離まで歩かないと︑他の家が︑なか

佐道

野原というか︑戦争ですっかり︑ぶつ潰された︒そのまん︑

ったなあ︒

上原

まです︒まだ︑引っ越しても︑一般の人が生活できるようなとこ
ろじゃなかったのかもしれないね︒

彼がいよいよ引っ越すというときには︑今度は︑﹁A・J﹂の
作業員のトラックがね︑二︑三台動員されましたからね︒たいし
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採用した新技術だったが︑民主同盟の役員は一応︑町村の知名人

伝えるようにとお願いしたんです︒この連絡方法は︑私も初めて

方の特産というのか︑みんな提げてきて︑酒も提げてきて相当量

いろいろなものを含めて︑それぞれ自分の家の特産というか︑地

はどんなビンだったか忘れましたけども︑あるいは缶だったか︑

題も含めて︑そうほいほいとはいかないから︑事務所は当分︑私

それ以降︑今度は山城善光の奥さんは︑戸籍の問題や配給の問

はあったと思う︒

だから︑極めて効果的でした︒

あまりにも︑急だったもので︑それで︑三日置四日くらいして
だったんでしょ︒ヤギを連れてきたので︒私が︑草を刈ってエサ
をやってね︒太らさなきゃいけないってね︑飼育していました︒
三十名か四十名か五十名か知らんけれども集ったと書いてあるよ

ま︑宿泊所にも会議室になるわけですね︑勉強会もやる︒だが︑

務所に来る民主同盟の連中︑特に若い人たちは︑そこがそのまん

一人だけで寝泊りして︑山城は引っ越さなかった︒地方から︑事

うな︒当日︑山城は︑﹁今日は︑おまえが接待委員長だ﹂と言っ

問題は朝八時から会合だと企画するとする︑翌日は誰彼に会うと

そして︑集まりましてね︒何かに山城善光は書いているはずです︒

ているが︑さて︑ヤギをどうやって潰すのか私は分からない︒や

いうことになると︑じゃあいい︑ここに泊まっていいじゃないか

︵笑︶

そして︑そうなると︑その頃になりますとね︑壷屋の近く

にも︑おばさんたちの店ができるんですよ︒で︑そこへ行きます

上原

佐道︑眞板

けてこようか︒

いけない時間になるっていうと︑さあ︑どこへ行って︑何を見つ

会議が始まる時間じゃないですよ︑お腹のなかに何か入れなきゃ

番重要な問題は何かと言うとね︒会議が終わって時間になって︑

ということで同志たちの無料宿泊所にもなった︒だけれども︑一

つばり︑経験者がいたんだね︒﹁俺がやる﹂って︒ほいで︑﹁包丁
を持って来い1﹂って言うんだ︒﹁包丁ありません﹂
※﹃荒野の火﹄︵五十一回︶ には︑事務所建設祝賀会に五十人程度

との記載がある︒

一同︵笑︶．

上原誰か近所︑走り回って帰って来て︑準備をして︑みんな集
ってきた︒早めに来た連中も何呉かいて︒そして︑ナベもどっか

だ︒大きなナベなど持って来たのは︑宮里栄輝さんの家から持っ

おそらく︑宮里栄輝さんの家が近いんだ︒あっそうだ︑近いん

んたちが︑頭に乗せてこう持ってくるわけです︒だけれども︑そ

か︒知恵って言いますかね︑魚はもちろん︑糸満からね︑おばさ

いう時代にね︒やっぱり人民大衆の庶民の生活力っていうんです

と︑肉︑どこから手に入れてくるのか知れないけれどもね︒ああ

て来たのかしれないな︒そこに石を見つけてきて︑今度はカマド

れじゃあ︑品質が落ちるから︑また︑軍用トラックをうまく︑こ

らか︑借りてきたのか知れないけれども︑﹁みんな揃ったね︒

を作ってね︒炊いて︑それは︑おばさんたちが手伝ってくれた︒

うリレーでつないで運んでいますね︒で︑行けば魚がある︒カネ

があれば︑買えるんですよ︒高級魚でもね︒どっかにね︑時々︑

私に任せると︑今度は︑どんな味付けになるか⁝⁝
佐道︑平板 ︵笑︶

食肉を扱う店があった︒豚肉なんか売っていたんですよ︒どっか

それをみんな心配していた︒

上原

船で運んで那覇で潰すんですね︒ものすごい︑高価なものだった︒

らか︑遠い離島から︑もうちょうど︑潰す頃になった肥えた豚を
そしてね︑その人たちがお酒をね︒お酒を謡本かね︒ビン

佐道︑三板 ︵笑︶

上原
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も食べたら明日︑目が回って死んでしまうから︑ダメだよ︒

ばさんの子どもと遊んでいたら︑教えてくれたよ︒そしたら︑俺

﹁値段い．くら﹂って言ったら︑﹁まあ︑内緒だ﹂と言った︒そのお

人民党︑社会党と連絡したりするにも︒民主同盟の会議や他党と

は︑︑那覇よりもまだ︑石川がやっぱり便利なんですよね︒友党の

の合同演説会を全島的に二回か三回か開催していますね︒その頃

根源和︑山城善光︑桑江朝幸︑私と四名は幹事役︒ほかにあと二︑

の合同会議を持つにもです︒当時︑民主同盟の活動の中心は仲宗

上原

三名出る場合もありまずけれども︑だいたい色名︒人民党は瀬長

佐道︑眞板 ︵笑︶

モを煮たヤツとかね︑それから︑少しずつ野菜みたいなものも出

亀次郎︑それから︑新垣さん︑上地栄とか︑それから︑波平とか︑

だったんだけれどもね︒だから︑そこへ行けば︑サツマイ

回っていましたね︒そういうものと︑それから︑沖縄そば︒そう

あと︑島袋︒何名か？

三︑四々︒それから︑あとは社会党の大宜味朝徳さんが一人で︒

それから︑あれは又吉︒こういう連中が

いうのを事務所開きのときに借りてきたカマを返さずにまだ置い
てあったので︵笑︶

ほとんどあの方は︑一人だったから︒たまに︑若いのが一人つい

それに︑何でもかんでも入れて︑炊いて︑

煮て︑食べられるようになったら︑それを食べるとかね︒そうい

てくる場合もあるけれどもね︒会合となると︑何かにつけやっぱ
頃だったんでしょうかね︒もう夏の一

というのは︑私はそこ

ら来れるからね︒

石川でやっぱり持つ︒仲宗根源和も︑初老期の人たちも︑そこな

り︑便利なのは石川なんですよ︒もちろん︑党内の重要な会議は︑

うこと︒

⊥ハ︑七月？

四八年の⁝⁝山城が書いたものに載っていると思いますけれ
ど︑七月？

番暑い盛りの頃だった︒もっ と 前 か な ？

たよ︒看板もね︑﹁沖縄民主同盟本部﹂ってね︑これくらいの板

くらい？

は︑私が泊まっていて︑中心になる︒・それが︑ひと月？

だけれども︑那覇を中心とした活動が始まるというと︑そこで

を私たちは︑普天間の方からね︑持って来た︒それに︑こんな大

二ヵ月くらいしか私はそこに居れなかったですね︒石川で会議を・

へ二ヵ月くらいそういう生活をやって︑いろんな連絡もやりまし

きな字を書いた︒それで︑それに︑山城善光は︑どっから︑見つ

持ったら︑あと︑講演会の場所へ私は︑その時間に合わせてポッ

ふた且

けてきたんだろう︒墨がないから︑黒いペンキをどっからか貰っ

と出ててくるというような状況が︑もうその頃から始まっていま

佐道

私が書いたんだ︒

山城さんがお書きになったんですか？

眞板

すですね︒

一応︑便利な連絡場所の役割は果たしている︒しかし︑

てきたんでしょうね︒それで︑﹁沖縄民主同盟本部﹂ってね︒

上原

上原いや︑前からCICには︑．狙われているんだけれども︑彼

上原

うのが︑非常にはっきりしているのは︑たとえば︑那覇に︑あの

らは私を何らかの形で︑捕まえようとするんだけれども︑そうい

もう︑CICに狙われ始めているんですか？

佐道先生が？
から︑私に書かせた︒沖縄民主同盟本部と書いたはずだ︒それは︑

頃はまだ大変な時代でしたが︑軍用トラックを改造して幌をかけ

その書き物というのは︑山城善光はあまり得意でなかった

私がいる問︑ずっと︑かかっていた︒私がおらなくなった後は︑

て︑沖縄バスとかね︒それに乗って行くというと︑どうも怪しい

らね︒私は降りないで︑そのまま︑車庫に入ってから降りるとか︒

のがいると︑もうその頃︑その体格や服装で︑だいたい分かるか

誰か留守居役になって︑山城が中心になって︑管理したと思うが︑
︑私はその後ほとんど︑公にそこへ立ち寄っていないと思う︒

だが︑五︑六月︑七︑八月頃からの人民党︑民主同盟︑社会党
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だということもあり︑自己防衛をやらなきゃいけないということ

ためには︑一︑二里くらい歩いてもね︒それじゃあ︑非常に危険

あるいは︑目的地の一つ手前の停留所で下車する︒まあ︑安全の

う名目なんですね︒そしたら︑喜如嘉の若い青年たちは︑自分で

上原

眞板事務所の建設費用は特になかったんですか︒

上原えっ？

それは山城さんが︑自分の家を移して寄付すると︑そうい

でやるんですよ︒

て持ってきて建てたんだから︵笑︶

せっかくみんな苦労して作った︒その家を作った人たちが︑壊し

ですよ︒沖縄の警察が︑彼らは警察の服装をしている場合も︑ま

うことなんだ︒計算では︑そろばんではね︒だけれども︑その人

彼らはまず︑アメリカ軍のCICは直接︑私に顔を出さないん
たは︑そうでない場合もある︒いわゆる便衣で︑私に対しては︒

たちは︑一日︑二日︑山城善光のためにということで︑みんな

カネはかかっていないとい

最初の段階では︑﹁署長がちょっとご用事があるそうですがら﹂
ちしています﹂とか︒﹁お誓いたします﹂って言うんだ︒﹁おまえ

用して︑それなりの個人的な犠牲をはらって︑みなさんが協力し

わけですよ︒あるいは︑なかには軍作業︑あの時は何か休みを利

︵注・山城善光氏に︶面倒を見てもらったり︑世話になっている

は何だっ1﹂ってこうなるから︒で︑彼らが︑ちゃんとした制服

ているんだから︒

とか︑あとには﹁CICの方がお会いしたいと署長と一緒にお待

を着て︑行動している場合は︑バスの上からも分かりますよね︒

佐道

なんですよね︒それから︑石川に行くというと︑石川は︑人の動

上原

佐道

そうそう︒

移築︑移して建てたということになるのですよね︒

上原えっ？

移築になるわけですよね︒

それによって︑必要な行動に移った︒それは︑特に一番彼等が私
．を捕まえやすいところ︑それは南から北に上るというのは︑名護

きが多いから︑ポーッとしているというと︑なかなかわかりにく

材料費はかからなくても︑労働報酬は払わなければいけな

上は茅葺でしょ︒下だけはこれくらいの距離だけが瓦にな

いのが︑無料でやってくれたと︒

佐道

い︒

そうすると︑彼らは︑那覇の事務所ができたことを知っていた

上原

っているわけですよ︒瓦ははずせるけれども︑茅は︑二︑三年経

あっ︑沖縄タイムスか何かに報告したかもしれない︒

那覇で事務所出来たっていうことを︑きっとあの頃︑タイムスに

つと︑ボロボロになります︒新しく今度は︑那覇の近くで︑ある

のかな？

発表したのかもしれない︒

いは︑ヤンバルで刈って︑茅を持ってこないといけないでしょ︒

これ︑四九年の夏ぐらいですか︒

っこないから︒これをすべて喜如嘉の青年たちがやってくれた︒

野板

これ︑四九年の夏ごろですか︒

で︑家を作るのは︑彼ら専門だから︒︵注・山城善光は︶私に

その仕事は私たちはできないし︑山城善光も意地を張ってもでき

眞板

四九年のね︑事務所が出来たのはね︑そう︑夏ごろでしょ

上原えっ？
上原

﹁いつ建てるよ﹂って言うから︑﹁そうか﹂って﹁じゃあ︑建てな

さいよ﹂って言って︑何日も経っていないのに建ったのだから︒

うな︒夏と思うな︒あの家で︑毛布も何もかもなしで︑ムシロも
なしの板の上に眠れたからね︒しかも︑気持ちよく眠れた︒だか

﹁A・J﹂のトラックも入っていたんでしような︒どうだったか︒

トラック何台だったかしら︑大きな軍用トラック︑あの軍作業の
事務所の建設費用っていうのは？

らきっと︑もう蚊が出ていたから︑真夏以降だろうな︒
眞板
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んだと思うんですよ︒ほいで︑こんなところに家が突然︑建って︒

つて言ったのは︒それは︑行ったのは︑私は石川かも夕方行った

二日かで建てたと思うんですよ︒山城善光が﹁初泊まりしょうや﹂

と持ってきて︑そして︑彼らがいろいろ手配して建てた︒﹈日か

それで︑日曜・休日を利用したんでしょうな︒いっぺんにドオッ

⁝⁝誰を知事に立てるっていうことは︑誰も名乗りを上げていな

ですよね︒そのあと︑四九年の五月︑六月頃っていうとになると

上原

眞板署名とか集められますよね︒

上原

画板

そうですね︒その演説会です︒公選要求︑そうですね︒

公選要求の演説会ではないですか？

確か︑四九年の八月くらいに︑近い将来に知事選挙をやる

署名とかはそのとき︒そのときはまだ︑活動の拠点は石川

その他に︑人家らしいものは︑なんにもないところで︑その夕方︑

いですな︒

眞板

二人で何を食べたのか︑ふと︑思い出せないんだけれども︑ちょ

っと︑どっからか︑貰ってきて︑あのナベで︑素敵なものをね

空かして︑行ったんだろうと思います︒どっかで︑誰かが︑あっ︑

おそらく︑何か貰いに行っていたはずだよ︒ということは︑お腹

の家の︑そこから遠いからね︑壷屋に泊まって︑泊り込みでね︒

集長か︒上地一史︒一史が︑そのとき︑編集長ですよね︑きっと

タイムスが発刊していますね︒だから︑そのときにタイムスめ編

上原

思うんですよ︒

とか︑公選するみたいな話が︑軍政府の方から流れて来るんだと

そっ︑から︑︑そうだ︒宮里栄輝さんの家近いから︑近いと言っても︑

ね︒意外とよく会っておりましたからね︒那覇の事務所の場合も︑

私の知っている大城鎌吉さんも︑その友人の奥の親父さん

そこ行って︑山城

︵笑︶

何十分歩かないとね︒どれく ら い で し ょ う ？

彼に一声かけて︑そして︑何かに載ったかも知れないな︒

を候補者にするかということで︑もう︑真正面から︑その話で︑

上原

眞板

※沖縄タイムスは一九四八年七月に創刊︒

の選挙運動は︑やっぱり︑五〇年代に入らないと︑ないでしょう︒

︵﹃沖縄年鑑﹄の付属年表を指さしながら︶知事のあれは︑知事

︵﹃沖縄年鑑﹄の付属年表を見ながら︶四六年に︵注・沖縄︶

が︑﹁事務所建設終わり﹂って報告に行くので︑それで︑連れて行

仲宗根源和さんは︑何かお祝いか︑何か持ってきてくれな

ったのかもしれないな︒それで︑そこへ行けば︑ご馳走になる︒

眞板

仲宗根はね︑そのとき︑彼も何かお酒︑まだその頃は︑わ

かったんですか？

上原

喧嘩をするわけだから︒しかし︑私たちは︑仲宗根を立てると︒

り︑⁝⁝具体的な選挙となると︑五〇年だ︒

れわれの委員長だからね︒五〇年代になってから︑知事選挙︒誰

負けてもいいから︒それが入れられなかったら︑私は民主同盟を

眞板
候補にしょうと㍉言い出すのは︑いつごろになるのですか︒

官に対して︑公選について︑陳情するんですよ︒それで︑その回

四九年の十二月の三十日に︑各政党が集まって︑シーツ長

まだ︑名乗りを上げてないみたいだから︑四九年のやっぱ

実際はそうです︒⊥月月以降です︒

辞めますよ︑と︒やったんですよ︒
眞板

答が︑五学年の五月くらいかに出て︑公選に向けて動き出すって
上原

いう︒

四九年の七︑八月ごろからですな︒本格的な知事選挙の運
それは︑公選要求の演説会ではないですか？

あ︑なるほどね︒

上原
眞板

えっ？

動をするのは︒演説会をやるのはですな︒いわゆる
上原

㌧
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れ︑その中で︑本部暫定事務所につてい討議された︒その結果︑

四九年十二月十五日に︑中央ホテルで第三回中央委員会が開催さ

て︑沖縄に帰ってきている︒そのときに︑もう︑社会主義運動や﹁

したので︑昭和天皇の即位大典礼ですか？ によって．︑恩赦され

確か︑彼は︑﹁大日本の天皇制度に反対しない﹂と転向表明を

憧れの人だといって悔しがった人もおりまずけれども︒

山城の提案で︑社屋は山城が寄贈︒五〇年五月十日には︑那覇市

りませんと言って︑地元で実業家や県会議員になっている︒その

※民主同盟の本部事務所について︑﹃荒野の火﹄︵五十一回︶には︑

安里で︑事務所開設祝賀会が行われた︒事務所名も民主会館との

時代の日本共産党の有名な幹部や大学の先生方も含めて︑九〇％

らね︒そういうことで︑私たちは︑この時代の流れをあれこれ掛

以上の人が︑天皇制を認めますと言ってね︒転向しているですか

記載がある︒

■党内における仲宗根源和の位置づけ

たのだ︒彼は民政府と軍政府を批判することについては︑非常に

酌しながら︑仲宗根源和の敗戦直後の勇気ある行動を高く評価し
眞板

勇敢に理路整然と︑しかも︑民政府の社会部長として︑公然とや

お話伺っていると︑仲宗根源和さんが︑意外と登場してこ

ないで︑党の方針とかもむしろ︑山城善光さんを中心に行われて

懇談会の火をつけたのは︑やっぱり︑山城善光なんですよ︒その

上原

を理解してあげての批判と同情双方の見方をしている︑沖縄の同

たんでしょうか︒それをまたそういうような︑仲宗根のその痛み

てくると︑彼は自分の古傷を回顧し︑むしろその痛みに耐えかね

ったけれども︑いざ︑大衆が組織的に動き出すということになっ

準備をしたのも︑山城善光︒そして︑それに協力したのは︑桑江

年配の連中がいるわけなんですよ︒﹁なあんだ︑かんだか勇まし

いるようですが︒

朝野であり︑平良助次郎であり︑私でした︒で︑年齢的に言うと︑

いことを言っているけれども﹂って言うのをわれわれは︑知って

結局︑いわゆる﹁︵注・沖縄建設︶懇談会﹂がありますね︒

桑江朝幸さんは私よりか八つ上でしたね︒それから︑山城善光さ

いますね︒当然︑本人の耳にも入っていたでしょうね︒

自分の考えも︑自分の気持ちをぶつけて行け﹂というそ

それよりもむしろ︑山城善光が言っていた﹁いのししみたいに

んは︑﹁俺はおまえよりか︑ひと回り兄貴だ﹂って︑ときどき︑
言っていたの︒

︵笑︶

の彼のその素直さと︑情熱というか︑それを彼は東京でも︑沖縄

それから︑横道にそれるけど︑⁝⁝仲宗根源和と大宜味朝徳は︑

きっと︑二つ︑三つの差しかないはずですよ︒仲宗根が二つ︑三

同盟を︑連盟を作るときに︑その面において︑ある意味で彼は決

人の仲間で認められていたわけですよね︒だから︑東京で沖縄人

違いか︒あの連中はだいたい︑その時代の⁝⁝だけれども︑こと

定的な力になったわけですから︒彼が帰って来ると︒沖縄でどう

つ上だ︒それで︑思い出したのが︑徳田球一と仲宗根源和は一つ
戦後の沖縄問題で︑仲宗根源和が︑又吉康和を各指しでね︑民政

やら︑彼は動きそうだということについての期待が年配者の中に

山城が︑私を桃原茂太のところに連れて行ったんだ︒そのとき︑

府を攻撃すると︑志喜屋孝信も︒そして︑アメリカのそれぞれの

私たちのあのときの感覚として︑仲宗根︑やっぱり︑日本共産党

話し合いの途中で︑桃原は﹁善光1 おまえたちがやらなきゃ︑

はあったのだ︒

の初期のね︑青年期のね︑あの赤い血が︑もう一回彼の中に流れ

誰がやるんだ1﹂って大きな声でね︒山城も興奮して︑﹁よし︑

担当司令官も名指しでもって︑批判したっていうのは︑やはり︑

出したんだなあと思ってね︑期待したんですよ︒私たちのそのね︑
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先輩やりましょう1﹂ってね︒私を指してこういう若い人

もいるのだから︒

宗根が正面から反対していますね︒それだから︑又吉康和は仲宗

根を嫌っていたんですね︒民政府と軍政府批判を堂々と歯切れ良

盛期には︑民政府の又吉だけでなく︑軍政府の担当者も少し困っ

くやっつける︒そして︑いずれは日本政府批判へと展開し︑いず

上原

たんだと思うよ︒やっぱり︑大局から見た場合︑いかに山城善光

そうすると︑具体的な政治運動をするときのリーダーとし

には︑シンボル的な存在はなきゃいけない︑実際に組織のそこの

が︑勇ましいことを言っても︑いざ︑国際舞台に立つということ

佐道

活動主体における人間なんですけれども︑民主同盟はそうだけれ

になると︑やっぱり︑仲宗根源和だね︑そういう面では︒看板と

れは沖縄代表も︑国際平和会議と講和会議にも参加しよう︒大義

ども︑人民党の場合は瀬長亀次郎︒だけど︑瀬長亀次郎では小さ

しては最高だということなんだね︒

ては︑山城善光さんで︑仲宗根さんは旗頭というか︑シンボルと

いので︑彼は浦崎康華を担ぎ出して委員長とした︒だが︑実際に

佐道

名分は︑はっきりさせようなんていうことだから︒民主同盟の最

は亀さん自身が主体でやっていた︒で︑彼は︑又吉康和とのつな

ら︑あまり異論はもうないということになるわけなんですね︒

いうか︑そういう形ですか？

がりの面では︑民政府も軍も︑非常に信頼関係があった︒そこで︑

上原

そう言われ方でいいでしょうね︒ただし︑それぞれの組織

彼は﹁アメリカ軍は解放軍であります﹂なんて言うとか︑アメリ

くことにして︑﹁じゃあ︑委員長代理にするか？ ﹂︒そしたら︑

ない︒彼本人の意見も最初︑われわれは考え︑段階的に行

仲宗根さんを看板にするっていうことについては︑そした

カ軍も悪い気持ちはしないですよな︵笑︶

元県会議員をやっていたとか︑あるいは一定の政治活動を戦前に

政府の一番最初の沖縄議会議員に任命したときに︑ほとんどが︑

るというと︑ややこしくなるぞという心配はありますからね︒民

しては︑やっぱり︑昔の﹁要注意人物﹂・仲宗根が頭を上げてく

いうことを公言としてたんだからね︒それを今度は︑又吉康和と

そして︑沖縄における自治なんていうものは︑時期尚早であると

番最初の又吉康和の動きっていうのは︑軍政府の指示のもとで︑

本共産党の幹部役員で︑その伝統と国際性を堅持している人物を︑

われわれは︑やつばり仲宗根を看板として︑大事な看板は︑元日

の人事問題でね︒それで︑先ほど︑申し上げたような段取りで︑

ら︑引き受けてもよろしい﹂とこういうことを言ったんだ︒最初

空席のままで︑﹁私︵注・仲宗根源和︶は事務局長という形でな

があります︒それで︑じゃあどうするかってなったら︑委員長は

員長としての資格を自分じゃ認めたくないという発言をしたこと

待てよ︒立場が︑いろいろありましたからね﹂ということで︑委

仲宗根源和1﹂︒だけれども︑彼ら︑﹁いや︑

やっていた人か︑または名声の高い人︒教育家で元学校の校長と

沖縄におけるその民主同盟の委員長︑仲宗根源和ということにな

みんな﹁異議なし1

か︑それなりの影響力があった人たちなんです︒しかし︑一部人

ると︑これは沖縄における政治活動も優位になる℃そうすれば︑

そういうことで︑結局︑そうなってくるというと︑じゃあ︑で

三三か？

二名か？

材が見当たらず︑欠員が何名 だ っ た か な ？

日本国内に対しても︑世界に対しても︑かっての日本共産党のね

仲宗根源和ということになると︑良いんじゃないかとい

そろわないんですね︒それで︑又吉康和が︑自分に近い瀬長亀次

︵笑︶

うことだった︒

郎を推薦するわけですな︒すると︑反対者は多いのに又吉康和が
推薦したというので︑そのまま素通りで議員になった︒そういう

眞板

というと︑民主同盟の委員長に︑そのあと︑仲宗根源和さ
ことは公然の秘密でした︒このような独善的な行為に対して︑仲
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そろそろ委員長でいいか﹂となった時点から︑委員長になったん

んはおなりになりますよね︒ということは︑本人が︑﹁じゃあ︑
上原

葺板

これは違法だからね︒もし︑憲法があれば︑いわゆる憲法

四八年二月の選挙で︑無投票当選だったと思います︒

上原どうぞ︒

違反ですかね︵笑︶ 選挙のあることをね︑私は知っていたが︑

ですか？

上原

当時は︑民主同盟の活動で︑一服もできないほど︑多忙な時代だ

本人が︑その前にわれわれが︑先ほど言った︑大城善英は︑

南洋においていろいろと政治運動した人物なので︑その人を差し

を開く段階となって︑委員長がいないじゃダメだよということに

じゃ︑困るじゃないかと︒民主同盟︑人民党︑社会党の三党会議

後︑大宜味ざんが社会党を作ると︒そうすると︑委員長がいない

民党も出来てきて︑人民党の委員長は浦崎康華と︒そして︑その

いから︒そういう段取りをいろいろやりながら︑そのなかで︑人

うんだ︒そうしないと今度は︑仲宗根を委員長に担ぎ上げられなr

ずうっと代々ですよね︒その下に区の書記というのがおります︒

実際の事務的な面はほとんどやらない︒お名前だけっていうか︑

そこの区長っていうのがおられるげれども︑区長っていうのは︑

部落の行政面の処理する人は︑昔から︑区長って言ったんですね︒

青年団組織の発展に貢献したこと︒③に︑奥区の区長︑すなわち︑

家畜の部落内︑屋敷内飼育闘争で︑郷里に貢献したこと︒②に︑

補かというと︑①に︑敗戦後︑私が帰ってしばらくすると︑豚や

つたから︑選挙運動は不可能だった︒それが︑なぜ︑村会議員候

なって︑そういうことから︑われわれはノ
︑だんだんとそういう仲

ちょっと︑才能があって︑部落民をまとめたり︑代議委員会を開

当たり︑彼を事務局長代理という形で︑ということで決めたと思

と

だ﹂ということを︒特に︑山城善光と私の間ではそれを︒それで︑

れの看板として︑われわれの旗として︑彼を掲げる必要があるん

れた︒多くの若者は︑﹁ああ︑やつばり︑凄い︒彼こそ︑われわ

指して︑共産主義理論に論及し︑青年たちから︑熱烈な歓迎をさ

会をやると︒とうとうと︑マルクスやエンゲルス︑レーニンを名

石川における沖縄の青年のために︑開催した民主主義講座に講演

いう作戦が功を奏していくんだ︒彼はやっぱり︑それまでの彼は︑

上原

看板︑︑ちょっと調べましたけれど︑﹁宮城紙工﹂という会社です︒

ですね︒宮城⁝⁝宮城紙︑箱を作るところ︒

を有名にして︑何か農林大臣とか︑から褒美をもらったらしいん

したのはね︑奥でお茶園などを経営していた︑﹁上葉﹂というの

空席になっていたので︑私にそれをやらせようということを計画

中もずうっと区長任命であったんですね︒それが︑ずうっと戦後︑

いたり︑その具体的な事務をいろいろやったりする︒戦前も戦時

宗根さんをね︒ご謙遜をね︑少しずつ崩しだしていく︵笑︶

彼は︑やっと︑﹁委員長でいいのか？﹂と彼は言うからね︑﹁それ

人︑上原一帯って言ってね︒私の分家の次男︒その先輩たちが︑

それを作った人︒その人が︑その人ともう一

でいいんだ︒俺らは最初からそのつもりで︑覚悟していたのです﹂

私の家畜飼育の問題についても︑非常に共鳴してだね︒彼らは私

宮城紙工1

ということで︑全体一致で推した︒

を十代の子どものころ七か知らないからね︒このもの何をしでか

すか分かんないから︑冷や冷やしてたと思うけど︒豚も飼えない噛

ヤギも飼えない︑牛も飼えない︑畑仕事にしてもどうするんだと︒

肥料がない︒沖縄の土は︑やせておりますからね︒そういうこと

で︑逆に私をけしかけたゆしてね︒で︑私をそのためには︑奥の
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■国頭村議時代
次に︑個頭村議時代のお話をちょっと伺えたらと思います

が眞
板

ろうね︒

うことを聞くと分かると︑先輩たちには安心感が︑広がったんだ

私が中心になってやれば︑どんなひねくれもんの青年だって︑言

部落で若い青年会の組織化を︑もうそのときは始めていますから︒

ん﹂って言ったらね︑﹁いやもう︑そういうことでなしに︑奥部

よ﹂って言うから︑﹁出るって言っても︑一人で立候補できませ

ちい来た︒その時彼等が︑﹁きみ︑村会に出ることになってんだ

ちが︑石川に民主同盟の会合があって︑国頭村代表が五︑六名ぐ

︵笑︶

落でははっきり決まったんだ﹂
佐道︑慢板

それで︑彼らは私を奥勤の書記ということに決めた︒そういう
ことになってくると︑村役場は行ったり来たり自由になる︒した

上原

ということになったんだ︒そして︑村会議員だって︑決ま

がって︑私が便利だから︒別に急いで︑急いで歩かないで︑ゆっ

ったということを聞いたのは︑そのころまだ︑石川の石川ホテル

だからね︑石川ホテルで︑私が山城善光にね︑﹁村会議員はいく

くり歩いて︒私の健康状態を考えて︑ゆっくり歩いて︑辺土名ま
で行って︑辺土名で仕事が終わったら︑宜真名へ寄ったり︑辺土

つからなれるの？﹂と聞くと︑﹁二十五ぐらいからじゃないか﹂︒

らね︒﹁国頭村で俺を村会議員にしたんだそうだ﹂﹁まだ早いよ﹂

﹁俺はまだ︑二年か三年早いですな﹂︒﹁何のことだ﹂って言うか

へ寄ったりしてね︒若い人たちと話し合いをしている︒で︑夕方
暮れて帰ってくると︒こういうことができたんで︑私自身として
もまた︑奥の仕事をしながら︑この国頭村の家畜飼育の問題につ

うなら︑いいじゃないか﹂︒二十いくつか︑二十三歳だったと思

ってね︒﹁どうしますか﹂って言ったらね︑﹁みんながやれって言

たちの要求をこっから喜んで引き受けました︒非常に便利なお役

うんだ︒﹁いいじゃないか︒二十五歳と言えばいいじゃないか﹂︒

いても︑青年運動もできるような︑こういうことになって︑先輩
だと思っているってね︒こういう公に与えられた好条件を存分に︑

その翌日か︑知らないけれども︑山城善光が︑彼も立候補して当

そうですよ﹂と言ったんだ︒﹁村会議員？

誰が？﹂﹁信夫です﹂

選しているんだ︒仲宗根源和さんに﹁上原は村会議員になるんだ

利用したんですよ︒

だけれども︑これも長く続かないうちに︑その沖縄の全島政治
運動が始まって︑運動が急進したので︑国頭にもなかなか帰れな

夫を立てたら︑どうか﹂って言ったり︑﹁ヤンバルの部落内や屋

る︒もう一人を誰か候補に立てるというふうになった︒﹁上原信

船頭さんの弟です︒みんなから信頼され・ていた︑一人は彼を立て

その人はいろいろと︑前に話が出た︑奥から与論島への郵便船の

んでいるけれど︒その方は︑海軍の何か下士官だったですかな︒

いた︒一人はね︑玉城︵注・玉城仲次郎︶︒私と近いところに住

ましたけど︑奥ではすでに︑村会議員として二人︑そこから出て

で復員して︑そのままいたんだが︑当時どこにいるのか分かりま

九州に移動して来たんですね︒お陰で生き残って敗戦後は︑九州

なってから︑今度は本土防衛だって言うんで︑所属の戦車部隊が

械化部隊に徴兵されて︑隊長か何かに任命されたが︑敗戦が近く

六か二十七歳くらいだから︑彼は︑東京の大学から︑関東軍の機

上原

佐道︑眞板

ある﹂と︒

つて言ってね︒﹁あ︑そうかそうか︒これもひとつの民主主義で

敷内での家畜飼育活動を︑あいつがやっているんだから︑やっぱ

せんから︑﹁それじゃあ︑兄貴のお年を拝借ということでいいん

．いの︒そういう状態になりますね︒そのときに︑おそらく㍉忘れ

り村会ぐらいまで出して︑頑張ってもらおうか﹂という︑いろい

じゃないですか﹂ってことに︒

それで︑決まりになってね︒家の兄貴がね︑その年︑二十

︵笑︶

ろと︑私に話があったんですよ︒そのころ︑国頭村支部の同志た
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これで行こうや﹂ってね︒仲宗根源和はね︑﹁われわれが︑共和

ミの村議当選は︑新しい民主主義の勝利だよ︑沖縄の民主主義は

ればいい﹂︑という話になってね︒そしたら︑仲宗根源和が﹁キ

上原

佐道

︵笑︶

拝借ですか︵笑︶

れていたと思うんだ︒税金問題︑財政︑村復興計画委員などの担

ど︒もし︑議員給与復どの項目があったら︑全議員無給と決定さ

おろおろしていたから︑そのあたりの細かいことは忘れましたけ

たのかな？ そのことは忘れているな︒税金問題で︑われわれは

そのころから︑民政府は︑村議会議員費の負担の問題が出てい

﹁沖縄民主主義の始まりだ﹂ってね︒

からね︐腹いっぱいめしが食えるようになるのには︑村の財政は

さて︑問題は計算したら︑住民が患いつばいめし食えないんだ

れを叩き台にして︑考えようとなった︒

国を作ったら︑十八歳で︑誰でも選挙権を与えるのだ︒われわれ

当者の一人は︑私だった︒

さて︑戦後初の村議会となりました︒しかし︑命からがらやっ

村独自でまかなえるかどうか︑という計算は難しかったですね︒

﹁それでいいよ︒もし兄貴が帰ってきたら︑兄貴がや

は琉球共和国建国の当初からやる﹂って大きな声で言ったんだ︒

と生き残った人たちの前には︑村財政復興に役立てるような物は

し合っても名案は出てこないのは︑無理もないことでした︒当時

始的な物々交換を主体とする時代でしたから︑村議会で一日中話

いて来てからだと︒民政府側の体制確立にも時間がかかるだろう

急避難措置を取ろうと決め︑いずれはね︑世の中も行政も落ち着

発点とすることにしました︒村財政も一番最低のやり方だが︑緊

一応︑まあ︑一切無から出発するのだから︑なにもかもゼロを出

の村民の復旧事業は︑やっと雨露しのぐことのできる仮小屋が大

から︑当面︑本村︑︑独自の現状から出発点することにして︑現状

皆無で︑極めて大変な難題でした︒なにしろ︑貨幣流通もない原

しかし︑人民大衆の知恵は︑想像以上に素晴らしいものが

当時︑村職員の給与が最大の問題であった︒まず︑この難題の

部分︒

分集めてきて︑立派な一軒家を建てたりね︒生き残った人たちが︑

解決がカギであった︒では︑その人たちは︑めしが食えるかどう

をどう切り抜けるか︑という一点に一所懸命理解を求めるという

郷里に帰ってくるなり︑親戚︑友人が組んで︑自分たちで順番を

か？

ありました︒彼らは使えるものは何でも大事に活用して︑復旧に

決めて復旧に精を出していました︒自分たちで手直しをしながら

いのかというような個人の懐具合をのぞいて回るようなね︒

ことにしました︒

だんだんと︒とにかく︑雨の漏らない我が家に作り直したんです

たとえば︑実際問題として︑職員の応急措置としては役場の仕

生かして行った︒たとえば︑焼け残った瓦葺きの屋根瓦を十数華

よ︒みんなの協力で︒特に沖縄では昔からのユイマールがありま

事を終え︑帰宅したあと︑業余で自分の畑を耕すとか︑イモを植

その人たちの給与は︑財政のなかから︑どの程度出せばよ

したからね︒ユイマールで︑作ったその家に対して︑課税して良
いのか︑材料も労力も︑持ち寄って︑やっとの思いで︑立派に作

ない人たちは︑じゃあ︑どうするんだといういろんな議論があっ

た人は損だとなる︒なぜなら︑税金の対象になるから︒建てられ

くださいと︒まず役場の職員の説得から︑役場職員が先頭に立ρ

わり︑村財政がちゃんとした正常な機能が成り立つまで︑お貸し

まで︶安くしてもらえないかと︑交渉してもらうとかね︒その代．

．えるとか︑ということで︑食うにはそんなに肘らないなら︑その
方々に対する給与は︑当分︵民政府︑村行政が安定して機能する

たりして︑まとまらない︒それで︑結局︑根本問題は︑いま村行

てね︒そういうことがあって︑赤字を出さないでやれるという見︑

ったのに︑もし︑立派な家屋に課税するとなると︑まず家を作っ

政でどれだけの経費が必要なんだと︒まず︑総予算案を出し︑そ
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通しを立てたあと︑今度は税金問題に移った︒先ほど言ったね︑
立派な良い家を作った人が︑損をする︒でもそれは︑國三組と大

︑上原

とにかく國場幸太郎さんは人格者ですね︒そういう子ども

時代や敗戦直後の数々の思い出があります︒

だから︑そういう関係もあったので︑私が中国から帰ってから

太郎さんに相談して沖縄に連れて行った︒幸太郎さんが︑お元気

城組と関係のある親戚が多かったからね︒軍作業の車が使えるか

そのころだったと思うのですが︑国頭村会議員の連中をね︑國

な問にですね︒その都度︑彼は大変喜んだ︒私はその他に何組か

は︑たとえば︑中国のね︑石油工業部の代表団が︑日本に来ると

場幸太郎さんの招待で︑那覇視察に招いてくれました︒幸太郎さ

の中国代表団を沖縄まで連れて行った︒沖縄の経済界︑政界は︑

ら︑家を建てるのは早いわけなんです︒だから︑結局︑彼らに多

んの要望は︑那覇の復興ぶりを見せて︑国頭も元気を出してもら

國場が声をかけると︑みな集まってね︒日中友好を盛り上げてく

か︒中国土木建築関係の代表団が来日したときには︑前もって幸

うつもりだったようです︒国頭村村会議員の那覇視察団を︑行き

ださった︒立派な方でした︒

くの負担をさせることにしました︒

も帰りも︑軍用トラックで︑団員は︑村長はじめ︑役場の主な職

んです︒あんときの歓待︑ご馳走っていうのは︑アメリカの⁝⁝

ひと晩はここで︑留場ざんが︑ご馳走を作って︑歓待してくれた

湾の港湾作業員の何々の宿舎︒そこで︑ふた晩泊めてもらって︑

親しくしていたようです︒おじの上原直勝は︑終戦当時の日本人

移民では︑広く知られていたようで︑乗場さんの弟さんたちとも

んたちも五人くらいブラジルに移民されているので︑沖縄出身の

ち何番目かの方が︑ブラジルに行っていたんですね︒私のおじさ

國場幸太郎の兄弟っていうのは︑六︑七人おるでしょ︒そのう

どういうのだったか忘れてしまったが︑とにかくヤンバルの配給

会長もしていましたが︑日本は戦争に負けた﹁負け組﹂の指導者

員も含めてね︑那覇に行った︒泊まるところはね︑港湾︑那覇港

品より上等だったと思います︒そのとき私は︑國場幸太郎という

だったので︑ひどい目に喰わされたようです︒

とにかく︑戦後の国頭村の復興事業には國場さんの力をいろい

人の礼儀正しく正直な人だということをよく分かって︑ずっと︑
お付き合いをしたんだけれども︒その当時︑沖縄では港湾労働者

ちの前に︑タバコ盆を出して︑大きなヤカンにお茶を入れ︑みな

上原

眞板

そこの村長さんなんですよ︒その必需村長さんがね︑私た

みなと村ですね︒

画板

四八年二月に当選です︒

上原議員は何年か？ 四八年か？

なさっていたんですか︒

眞板

四八年ね︒議員活動︑四八年になるんだな︒四九年の五︑

思い出です︒

に配っているんです︒ちゃんと︑家にいるみたいでねえ︒國場さ

上原

ろとお借りしました︒これが︑−村会議員の︵笑︶

んは挨拶で︑﹁私もここで沖縄復興のために︑頑張りますよ︒是

六月︑八月？

何とかのその︑港湾何とか村というがあって︒

非とも︑みなさま方も︑国頭の件はよろしくお願いします﹂って︑

たんだろうか︒村議会後に議会報告を兼ねて︑私は時局講演会等

おそらく︑村議会の会議は︑月に一回か二回だつ

議員として︑議員活動をしていたのは︑いつぐらいまで︑

やった︒

告や時局講演会というと聞こえが良いが︑実はそのたびごとに︑

で国頭村を必ず回っていました︒月一回ぐらい︒しかし︑議会報
会っているんだね︒非常に元気の良いおじいさんだった︒

みんな集まってもらえる会場ということになると︑仮設の小学校

幸太郎さんのお父さん︑おじいさんをね︑私は子どものとき︑
佐道︑眞板 ︵笑︶

168

講演会？

私が講演したのをまともに速記していないということがだいたい

ます︒あん中に︑︵笑︶

上三〇分﹂と明記し︑あたかも三〇分店講演したことになってい

こう言うんだけれども︑子どもたちの勉強に必要な学用品の紙は

佐道

講演会︒それが意外と︑そうですね︑当時︑いわゆる沖縄︑

分かるでしょ︒アメリカは︑沖縄の教育問題について︑たまたま

しかありませんでした︒私は役場で議会が終った帰り︑事前に日

全体の政治状況を知っているというのは︑村長さんでもなかなか

その頃︑アメリカ軍政府の教育担当部長がね︑世界史の中で︑被

ない︑鉛筆はない︑どうするんですかと︒私が︑沖縄県公文書館

難しい︒知花高直さん︵元県会議長で︑民政府委員をやっていた︶

占領国民からね馬教育について︑援助要求されたという前例はな

程を確約しておいて︑何日どこに行きますよということを︑︑各区

と︑私のいる問に︑そこの村長になったのは︑新里？

上原

平良なんとかさんじゃなかったですか？

いんだ︒自分たちの子弟の教育は自分たちでやるべきだと︒ああ

から手に入れた警察の速記録によると︑三党合同演説会における

豆板

彼は学校の校長もやっている︒その後︑どっかの教育長も

の担当者に連絡を取っておいて．月そうですね︑一回以上講演会

上原

だこうだってね︑沖縄人民の教育への援助要求を頭から否定する

私の分の速記は五十行くらいだのに︑三枚目の空白部分に︑﹁以

やったことのある人だった︒もう一人前戦前の警察出身の人︒二

講演をしたわけなんです︒私はそれを捕まえてね︑︑ある講演会に︑

をやった︒

人はいとこ同士なんだけれども︒元校長先生の方が村長に当選し

こういう状態に︑︑沖縄を陥れたのはいったい誰の責任ですか︒日

非常に読みにくいと思うんだけれど︑

た︒忘れちゃったね︒

反撃したのです︒で︑当時の沖縄はどのような時代だったのか︑

アメリカ軍が︑沖縄教育の責任をとるべきであると︒私は激しく

本帝国とアメリカ帝国主義が覇権を相調って︑その争奪戦で︑日

沖縄県公文書館にあった︑私の演舌原稿の意味するところは︑何

それは村議として︑村会議員として︑時局講演をなさるわ

る必要はないわけですよ︒全村民は民主同盟の﹁上原1﹂という

だろうか︑と一所懸命考えた結果︑だいたい私の心の中で︑その

佐道

ことで迎えてくれましたから︒民主同盟が出来てからの講演会は︑

とき︑考えていたのは︑きっとアメリカは沖縄をこんなひどい目

本帝国はすでに負けてしまったんだから︑当然︑沖縄を占領した．

当然︑民主同盟の青年部長としてやっているわけですね︒それで︑

に遭わせておいて︑全島をこんな焼け野原にしておいて︑その責

けですか？

村民大衆は非常に喜んで聞いてくれてね︒だいたい講演会ってい

任を取るどころか︑当然︑国際的にアメリカが負わなければなら

いや︒ただし︑村会議員とは別に︑村会議員の名では︑や

うのは︑二時間か︑長くなっても三時間っていうのは稀だろうけ

上原

最後は討論会か座談会で

回話しても話し終わらない︒その次は親たちの最大の関心事は︑

将来の姿はどうあるべきかという独立問題等については︑もう何

府に対する政治・経済政策批判の具体的な問題のほかに︑沖縄の

講演会の主な内容は︑当時．われわれがやっている軍政府・民政

盛り上がりましたね︒

る様を想像して︑その草木が開花するよう水をやらなきゃいけな

して︑維持しながら時がいたれば︑花を咲かそうと努力をしてい

した︒そして︑生き残ったその植物が︑自分の生命の全力を尽く

いと抗議したのだと思う︒悪罵から︑やっとこさ︑植物が芽を出

沖縄人民にその責任をなすりつける侵略者の横暴は絶対許されな

ない義務を放棄して︑しかも外部と自由に往来も交易も不可能な

れども︑連続三時置以上です よ ︵ 笑 ︶

子どもの教育問題︒父兄からは上からは勉強させうと︑いろいろ
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情を叩き潰すつもりなのか︑って︑大きな啖呵を切った覚えがあ

自分たちのの子どもを育てようという︑権利と義務を︑父母の愛

おうとするときに︑アメリカ帝国主義者は︑重ねて沖縄人がいま

いま︑自分たちの子孫のために︑立ち上がって︑困難に立ち向か

なきゃいけない等というたとえ話を通じて︑生き残った沖縄人が

い︑肥料をやらなきゃいけない︒それに吸う空気も良くしてやら

上原

佐道

治活動もしていた︒そういうことになりますか？

も︑村会議員としての役割を少し使わせてもらって︑いろいろ政

佐道

両方で︑やっていたと︒

た点もあったでしょうね︒

上原

あの時点で︑水が足りないと米軍は騒いでいるわけですね︒

当時︑父兄からすると︑子供たちの教育問題は︑切実なもので

の︑彼らの基地忙必要とするダムを建設する案がある︑というこ

どっかで︑ダムを作るんだという計画を進めている︒彼らの軍用

そうですね︒必要によって両方うまく結合させて使ってい

そうすると︑ちょっと︑悪い言い方かもしれませんけれど

りますよ︒

したからね︒沖縄の父兄たちには︑教育問題は︑沖縄復興の最大

とも︑住民も漏れ聞いていた︒もし︑ここにダムを作ったら︑わ

れわれの田んぼはダメになるじゃないかと︒田んぼをこれからや

課題の一つだったと思う︒

佐道

ろうというのに水がなくなったら︑われわれの水はどこから持っ

そういういろんな︑みなさんが︑これからどうなるんだろ

うかと︑思っておられたことについて︑主に講演をして︑回って

う1

てくるのか︑という意見もあった︒そうすると︑私は﹁反対しよ

上原

たち﹁おし︑頑張る1﹂︒﹁頼みますよ﹂︵笑︶

おられたと︒

あるかと聞くと︒ノートや紙を下さい︑教科書を下さい︑それか

たとき︑あんた来て︑指導してくれると助かります﹂︒＝緒に戦

﹁もし︑そうなっ

アメリカ軍のためのダムを造らせちゃいけない1﹂︒この人

ら︑鉛筆下さい︒夜︑子どもが勉強したい︑けれども︑灯りがな

いましょう﹂とこうね︵笑︶

そして︑彼らが︑じゃあ︑それについてはどういう要求が

い︒せめて︑石油ランプ︑カンテラくらい︒灯油下さいと︒で︑

わけですよ︒ただし︑奥の分だけは︒

私の懐具合の許す範囲内で︑闇市場で手に入るのを少し持ち帰る

回られるのは︑上原先生が行くという連絡は︑村を通じていくと︒

佐道

果たしていないわけじゃないんだけれど︒

そういうことだから︑村会議員としての役割は︑そう特に何も

佐道講演を聞いておられる方々は︑村会議員としての先生の話

上原

そういう要求に対して︑私個人が︑解決できるのは限られていた︒

を聞くということではなくて︑民主同盟の青年部長としての先生

いは︑辺土名まで帰れますからね︒辺土名に帰ったときには︑役

沖縄民主同盟を組織して︑山城善光や仲宗根源和と一緒になって︑

落を回るときくらいの肩書くらいのものですよ︒もともと︑私は︑

上原

わって︑楚州まで行って︑だいたいそのとき︑ひと晩ずつ︑回っ

名から︑安波に出るわけですよ︒山道を︒安波終わって︑安田終

辺土名から西回り︑東回りでこう帰るから︑奥に帰るから︑辺土

場の連中に︑もし︑何日ごろになったら︑私は帰ってくるから︑

なんでかって言うと︑少なくとも私は︑一週間に一回くら

主に税金とかそういうことをやっておられた︒先生が講演で

の話ということで︑聞いておられたわけですか？

戦後沖縄を一日も早く平和で民主的な社会に復興しようとやって

ていくわけですから︒

そうだと思います︒村会議員っていうのは︑税金問題で部

たんだ︒こういう位置づけをしているわけなんだ︒私は一人の社

佐道

交通手段は？

会運動家として︑政治活動家としての位置づけなんですね︒
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らせてだね︑私がここにいると連絡してくれと︒何回も指定宿泊

すよ︒﹁待っておりました﹂︒そうすると︑今度はもう︑生徒を走

まず安波の小中学校に行く︑先生方が二︑三人待っているわけで

来ること待っているわけですよ︵笑︶

それで︑安波に着いたら︑

を渡しておいて︑そうすると︑彼ら︑自分たちでちゃんと︑私の

．人たちに︑安波から来た人たちに︑日程表を作ってだね︒日程表

村長のところへ行って話すと︑一緒になって俺とこうこう︵笑︶

のか︒今の行政面で︑村として︑何ができるんだろうと︑私は︑

当然ですね︒人間として︒これをどうして︑行政面が手伝わない

この農民たちの切実な要求︒自分たちで自立したい︑これはもう

まず︑家畜のタネを持ってきて︒こういうことを聞いて︑やはり︑

こで︑相談を受けると︒そうすると︑家畜をどうするのかとか︑

めしを食べてけ﹂って︑一人二人とみんな集まって話をした︒そ

のときは︑顔見知りはいないから︑部落の区長に会って︑そして︑

窪みたいになっている家へ行って︑夕飯を早めにご馳走になって︑

興奮して話したもんですよ︒

上原歩いて︒私の大事な二本足ですよ︒それ以外︑何もないで

すぐまた学校へ行って︑それをやる︒ダッと集まっていますから

石板

区長に会って話をすると︑区長が︑﹁まだめしを食べてないか︒

ね︒あの茅葺の学校︑腰掛なんかもう足りないくらい︒だいたい︑

どういうことをなさっていたんですか︒

すよ︒そして︑そのことをちゃんと︑役場に来て︑安田から来た

そのたびごとに︑満杯でした︒非常に私の講演は︑評判良かった

上原

国頭村の村会議員をやりますね︒私は︑議会の具体的な日

一方で︑議場内での︑議会の中でのお仕事っていうのは︑

ですよ︒

すかということ︵笑︶

常業務に関わらないでいました︒財政部門の問題に︑取り組んで︑

なわなきゃいけない人たちの給料をいかに減らすか︑﹁その説得役

思いもかけず︑なられた村会議員の身分は︑先生にとって︑

上原

を私が押しつけられたの︒

佐道

面を回り演舌していますから︒だから︑そういえば︑石川で民主

大変な役ですね︒

民政府から村に対して︑税金を上から押しつけてくるのをはね返

同盟の何か会議のときには︑意外と国頭村出身は多数参加してい

佐道

えっ？

結構︑役にも立ったということになりますか？

るんですよ︒それから︑国頭村で民主同盟の講演︑演説会を持つ

上原

大変な役ですよね︒他の人が引き受けたくないような役で
すよね︵笑︶

そういう問題と︑それから︑税金でまか

と︑おそらく沖縄本島でも一番数の多い集まりだったという記憶

佐道

議員っていうものは︑自分で好き好んでなったのではなく︑たま

上原

うん︒だけれども︑その前にもうすでに私は︑国頭の各方

がありますね︒それは︑私の下働きの成果でしょうね︒私は村会
たま︑そういう機会を与えられた︒それを最大限利用したという

畜の問題とか︑肥料の問題とかになってくると︑今度は私よりか︑

そういうのを私は押しつけられた︒そして︑だいたい︑家

のが⁝⁝

ずうっと豊富な専門知識のある年配者の人がいっぱいいるわけで

そういう活動が︑先ほどの確認ですけれども︑四九年の六︑

佐道

すね︒専門の人たちがいるわけで︑そういう人たちのいわゆる︑

なんか︑軍・民政府の上とケンカになりそうな問題とか︑そうい

七月︑九月くらいまで︑だいたい続いていたと︑ということです
ね︒

上原

られていってやるとかね︒こういうことが︑ま︑思い出すと︑村

う問題に対しては︑私を使わないと損だとばかりに︑よく引っ張

ほとんど︑四六年にはもうすでに帰っていますから︑各部
落を回って︑家畜の問題どうなっているか︑調べてますから︒そ

171

2004年1月31日
第5回

付け足しみたいなものだったんだ

会議員としての活動は︑先ほど言ったように︑むしろ私のそうい
う活動の方が︑重点で︵笑︶
ろうな︒

眞板
か︒

上原

村議になってからも︑背中にPWの服を着ていたんです

結局︑着ているのは︑みんなアメリカの払い下げですよ︒

PWはもう書いていないかもしれない︒あの写真に︑あれは後ろ

でも︑収入面では安定したんじゃないですか︒

眞板

格好しているでしょ︒

まさに︑そういう時期ですものね︒もう︑政治運動が活発

佐道

に書いてあったかな？ 書いてなかったかな？

眞板
えっ？

あれ結構︑いい

になっていくというか︑いろいろ発展していく時期ですからね︒
上原

か︒他の方はスーツ着ていらっしゃる方もいましたけど︒

上原さん︑軍服みたいな︑払い下げの服じゃなかったです

生野収入は安定したんじゃな い で す か ︒

上原

の払い下げだ︒

覚えがないな︒いや一︑仲宗根源和と桑江朝

上原

幸だけが︑よれよれしているけど背広を着ているよな︒私は上か

■仲宗根源和との確執

そうかな？

料をですよ︑減らして︑﹁お願いします︒三度のおまんまが食べ

ら下まで︑ぜんぶ︑軍服︵笑︶

十円か︑もらったかしら︒それもね︑おそらく︑他人の給

られるようになったから︑我慢しましょうや﹂って言っていたく
らいだから︑私はそのころ︑手当て貰っていなかったかもしれな
い︒いや︑貰っていないはずですよ︒村は赤字財政だから

奏上

その後︑部落の区長がだね︑私が行った部落でもつて︑腹いっ
ぱいめしを食わせてくれて︑寝る場所︑家を指定して泊まらせて

山城善光さんの﹃荒野の火﹄の中でも︑上原さんと源和さんが︑

関係が悪化していくひとつの原因として︑仲宗根源和さんが︑共

あと︑仲宗根源和さんについてなんですけれども︑確か︑

くれた︒

佐道

産主義とか共産党に対する批判を始めた︒それに︑対して信夫が

いまは︑たとえば︑村会議員とかいうと︑たとえば︑それ

だけでも食べていける︒その給料で食べていける人ということか

流れの中で︑仲宗根源和さんと考え方が明確に変わっていったな

憤慨していたというような下りが出てくるんですが︑そういった

上原

というのはどのころでしょうか？

もしれません︒その当時は︑そんなこと︑全然︑ないんで？

てみると︑そうですね︑それぞれの部落の中で︑もともと比較的

上原

私の場合︑全然︑考えてなかったですね︒だいたい︑考え

裕福な生活をしている人たちが︑村会議員の主だった人たちでし

源和が︵山から下りて問もないころ︒一九四五年の︒三月に戦闘

彼の話をもう一回前に戻すと分かりやすいと思う︒仲宗根

たな︒だから︑もし︑村議の手当てを目当てにしていたようなも

眞板

四月になってから︑山から︑又吉康和と一緒に山から下ろ

そうです︒三月の末です︒

︵注・沖縄戦︶が始まっている？

三分の一にしょうとか︑と言ったはずだね︒それも︑覚えがない

上原

のは︑あのとき︑もしいたら︑私が説得して︑半分にしょうとか︑
からね︒学校の先生にそう言った覚えはある︒役場の収入役にも︑

なくしてから︑捕虜収容所にいるときに︑米軍の若い将校が︑ど

されている︒そして︑二人一緒に羽地で捕虜として︒その後間も
というようなことを言った覚えがあるような気がするからね︒

のくらい若いかどうかは知らないが︑尉官クラスだったと言う︒

﹁申し訳ないが︑あんたの給与三分の一くらいにしましょうね﹂
三分の一に減らされたら︑困りますけどね︵笑︶

佐道
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二名か三名ぐらいか︑ま︑三名か四名だっ．たのか︑突然︑彼の前
に表れてね︑﹁キミは仲宗根源和か？﹂と聞くんだな︒﹁そうです﹂

なかったけどもね︒アメリカ軍の中にも︑共産党員がいたのだと

いうことで︑彼は少し元気がついてきたんだな︒

いてもおそらく青年仲宗根のときの話じゃないけれども︑元はそ

だから︑それで︑石川の小学校での講演会でね︑彼は︑誰が聞

ているのだろうと考えたら︑そのときの仲宗根の話によると︑羽

れなりの運動をした人だと誰でも思ったんですよね︒いま考える

って言ったら︑﹁間違いないな﹂と︒どうして私の名前が分かっ
地の田井等捕虜収容所の中にね︑収容人員の経歴を書かせた名簿

とね︑山城も︑仲宗根さんが急に変わるのではないかと︑一時考

えたこともあったことを語ったことがあった︒

があったんだそうだ︒どんな仕事をやっていたかなどなど︒経歴

といっても︑簡単なものなんですよ︒学校の先生であるとか︑

結局︑アメリカは︑その後の国際情勢の展開と共に︑沖縄にお

ける米軍基地の戦略的位置づけの見解が︑急変して︑新たな冷戦

何々の職業とかね︒︵仲宗根源和は︶米軍将校に人のいないとこ
ろへ連れて行かれたから︑﹁こいつら︑俺を人のいないところに

状態へ対応する戦略への切り換えるんですな︒出獄した徳田球一

からの手紙で︑日本︑世界の体制について︑党内事情についても

連れて行って︑銃殺するん℃やないか﹂と︑思って内心冷や冷や
したけれども︑ついていったそうだ︒そうしたらね︑その顔がね︑

るけれども︑私はこうして何年ごろからか︑一切関係がないから︒

を知っているか？﹂って言うわけですね︒﹁本人はよく知ってい

央委員会の八五％くらいが︑仲宗根同様︑元転向した人たちです

た思い出が浮かぶ︒なにしろ︑日本の終戦後の日本の共産党の中

も動揺七︑悩んでいる時だったのではないかと︑山城と語り合っ

一定の正確な情報を知らされていたので︑当時︑仲宗根はもっと

沖縄に帰ってきてから︒全く︑どうなっているかわからない﹂と︒

からね︵笑︶ 仲宗根も︑沖縄において︑転向の再転向は︑可能

あれがすっかり変わって︑親しく仲宗根源和に﹁キミ︑徳田球一

あまりに熱心に聞くので︑つい乗せられて︑﹁あるいは︑日本の

であったかもしれないと︒私も那覇の監獄に行き︑あのころ︑わ

れわれは︑やっぱり︑大人たちを変えるんだと︑変えなきゃいけ

どこかの刑務所に入れられているけれども︑北海道︑それとも︑

東京都内か︑あるいはその周辺か︒一都内のね︒調布に刑務所

ないという期待をね︑夢見ていたから︒そして︑そういうことで︑

最高責任者が︑出てこなければ︑山城︑桑江の立場は大変困ると

沖縄﹄事件ですけどね︒大城女史はなにはともあれ︑民主同盟の

私は彼に対して疑問をあれするようになったのは︑．例の﹃自由

彼を信頼して︑この人なら一緒にやれると思ったから︒

はあったですか乳．一そこの刑務所にいることが︑戦前の風聞で
分かったのだが︑それ以降︑どこに収容されているのかが分から
ない﹂と応えると︑米軍は﹁キミ︑徳田球一がどこにいるか︑調
べられないか﹂︒︑﹁そんなこと言っても︑あんたたちが︑われわれ

をこんな不自由にしてだね︑やっているんだから︑調べられない

のに︑断ったんですよ︒﹁なんだ︑この野郎1﹂とか思いました

いう︒私は大城女史の助言にしたがって︑仲宗根に頼みに行った

そのときに︑まだ戦闘が続いているのに︑なぜ︑彼らは徳田球一

ね︒日ごろ言っているのと︑ぜんぜん︑違うじゃないかというこ

よ﹂と言うとね︒﹁これからまた会おう﹂ということで︑別れた︒

のことを気にするのか︑ということを彼は彼なりに︑考えた結果

とで︑私はその仲宗根源和に対する見方は︑根底から揺るぎだし

んたが出られないのなら︑私が出て行って︑桑江と山城と一緒に︑

た︑はじまりです︒そのとき︑私は彼に向かって︑﹁じゃあ︑あ︑

を私たちに話したわけです︒あのとき︑日本共産党の組織につい
て︑そして︑なんとか安全に徳田球↓を救い凪そうという︑手を
打ちつつあるのかな︒それで︑彼は﹁勇気は出ました﹂とは言わ
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んですね︒何かちょっとしたすれ違いでね︑ときどき︑やっぱり︑

んよ﹂と言ったことがあるんですけれども︒そして︑そのころな

俺は銃殺されるから︑・その責任は︑あんた︑もたなきゃいけませ

って言う︒その人は瀬長亀次郎と数年間一緒にやっていたそうだ︒

いうふうになったのか︑ご存じないですか﹂︒彼は﹁知らない﹂

し合うことが演説会であったと言うのだけれゼも︑どうしてそう．

郎二人は︑本当に犬猿の仲になって︑いがみ合って︑公然と罵倒

そして︑．私が︑﹁仲宗根源和は自分がかつて︑俺は党創立からの

大先輩として︑非常に︑十分な敬語は使えなくても︑それなりに︑

ちゃんと︑仲宗根源和に対する態度はやはり︑いわゆる先輩です

党員で日本共産党の中央の方でね︑それなりの活動をしたんだぞ﹂

という自負心があって︑﹁なんだこの若造がって言う︑それがあ

よ︒だんだん︑それが失われてきたのも︑事実ですけれども︒

だから︑山城善光が︑軍監獄を出てきたあと︑ときどき︑二人

か︒その三党の協議会をやるんですね︒そのころまでは︑お互い

だったんだろうか︑それとも食料問題︑配給の量の問題だったの

面にわたる政治・経済問題は一向に改善せず︑たまたま税金問題

いうことになると︑人間というのは︑ムキになる場合もあるんだ

そういう過去のそれに対する自分の誇りを傷つけられたとか︑と

ては︑明らかに抹殺してしまうような︑その情況を見てみると︑

参加者が多く︑しかも︑いまの党中央は︑徳田球一の活動につい

ったんですかね﹂︒戦後の日本共産党の中央委員には︑転向犯の

補い合うよう気を配っているように見えた︑仲宗根と瀬長の両者

ってその人言ったよ︒そういうことをいま︑私は日本に帰ってき

ろうかなということを思うんだけどね︒﹁あるかもしれませんね﹂

だけでその問題について話し合った︒しかし︑当時の沖縄の各方

の態度にも何らかの変化が起こりつつあったのかもしれない︒な

うと︑那覇であろうと︑あるいはずっと︑国頭であろうと︒瀬長

たとえば︑講演会や演説会が︑どこかでありますね︒本部だろ

ら︑仲宗根にはこういうことがあったのは︑事実です︒

それまで︑瀬長亀次郎と仲宗根の諄いらしい問題は︑かねてか

み付いたはずですよ︒その覚えがないですものね︒

やったら︑民主同盟の党の方針に違反しているのだから︑私は噛

らしい︒もし︑仲宗根と亀次郎がそのような利敵行為的なことを

で︑二人が面と向かって罵倒し合っていたかは︑実際に知らない

て分かったんだけれども︒その人も︑私と同じく︑両者が講演会

にしろ︑民主同盟の内情も︑仲宗根は党の死命を決するときに︑
たとえ︑一時的にせよ逃亡したという後ろめたさがある︒したが
って︑十分計算に入れて︑仲宗根に対する態度もですね︑それな
りに変わってきたのだと思うんですよ︒

そのころになると︑私は脱出したあとだし︑その後も数十年消
息不明だったのだから︑実際の情況はよく分からないけれども︑
これらの問題については︑帰国後︑山城善光とかいろいろ︑二人
じゃないけれども︑議論した場合もありましたがね︒残念ながら︑

問題の本質についての分析は︑時間的に掘り下げられないで終っ
てしまいました︒

んとかの社長だもんね︒そして︑もちろん︑乗れないのもいます

亀次郎たちは︑民政府幹部並みにジープで来るんですよ︒琉球な

ときに︑ある会合がありまして︑友人に呼ばれて︑そこへ行った

けどね︒ほとんどは︑瀬長亀次郎のジープに︒それで︑終わった

私は多忙な留学生問題が︑少しヒマになった

ときに︑瀬長亀次郎をよく知っている︑一緒に活動していたとい

ら︑ジープで帰る︒それに対して︑仲宗根はじめ︑私たち︑民主

何年か前かな？

う人がおりましだので︑その方に︑次ぎのことを尋ねてみました︒

同盟や社会党代表は︑その場で宿泊して︑次の会場へ移動するの

が︑大変だった︒だが︑﹁彼は又吉康和の代理人だから﹂あらゆ

﹁なぜ︑仲宗根源和と亀次郎さんはね︑私がいる問は︑結構︑仲
良しでそれはひどくなかったですね︒それが︑仲宗根と瀬長亀次
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ゃないですか︒敵の力も可能なら利用すべし﹂︒なんて︑山城善︑

けれども︑﹁それはまあ︑いいじゃないですか︒役得ってあるじ

長をアメリカの手先だと言わんばかりのことを言うこともあった

る面で︑特別の優遇を受けていた︑ということで︑仲宗根は︑瀬

自分がやったことも﹁俺がこうした﹂と︑奥さんも大変な活動家

望もありますし︑若い人の前でだね︑日本共産党の歴史を語り︑

上原

ーダーとしての仲宗根．さん？

佐道

だったんだそうですね︒だから︑そういうことを若い人の前で言

そう︑．運動の初期段階では︑最有力なリーダーとしての人

仲宗根さんの政治的な考え方とかではなくて︑いわゆるリ

光たちがね︑笑っていた︒

われわれは︑もし︑知事選挙が実施されたら︑党の知事候補は

私が沖縄滞在中︑仲宗根が日本共産党を批判したり︑徳田を否

その後のことは︑まったく知らない︒・

したそうだ︒で︑そのときには︑私は︑もう脱出していないので︑

国して山城善光から聞いたのだが︑仲宗根は︑松岡政保を担ぎ出

決めたというときには︑私はもう沖縄にいないからね︒これは帰

と・ひと言言ったことを思い出すね︒しかし馬彼が不出馬を最後に

れが責めたときに︑仲宗根は自分を嘲るように︑﹁いや︑俺は﹂

分たちが火をつけた選挙に︑その責任者が立たないということは︑
それでは通らないだろう︒大義がないそ﹂ということで︑われわ

多数の暗黙の了承事項であったので党議で︑﹁仲宗根立て1

降は︑本当に彼と最後まで一緒にやる気はなくなりつつあった︒

けていなかったと思う︒ただし︑私はその﹃自由沖縄﹄の問題以

対して好意的であ︑つたし︑仲宗根をそういうふうにまだ︑結論付

の上地栄あたりや︑それから波平︵二八︶くんたちも︑仲宗根に

人たちの中にも根強い人気があったわけですからね︒初期人民党

ことは︑各地での座談会などでの報告に基づいて︑われわれ若い

誰からも異議なかったよ︒われわれは彼を看板にすべきだという

ぱり︑あれほどの人物は﹂って︑委員長にすべきだということに

すからね︒そして困その話を私たちにね︑﹁いや︑仲宗根はやっ

だったと︒中央で働いた︑中央委員になっただけの人であるわい

って︑若い人たちの中には︑この人はやっぱり日本共産党の幹部︑

定するようなことは︑ひと言も聞いたことはなかった︒彼は︑徳

だが︑五〇年一月頃の党議で︑最後にもし︑選挙になった場合︑

当然︑党首の仲宗根である︒ということは︑すでにかねてから︑

球は選球の立場があると︒そして︑われわれはわれわれの立場が

誰を知事候補にするか︑ということになったとき︑民主同盟全員

自

・あると︒で︑沖縄は独自の立場でもって︑新沖縄をつくるべし1

一致して仲宗根を推薦した︒私もそれに対して﹁そうだ︒当然そ

うあるべきなんだ﹂と︑ものすごく︑大きな声を張り上げて︑彼

ということ話を聞いた人たちの大半はおそらく︑そう思ったんで

彼が︑徳球をくさしたことはなかった

ですね︒私が離れたあともそうであったことは山城も証言してい

を説得したんだよ︒だけど︑そのとき︑彼は内心︑松岡政保を担

ということであったな？

ますね︒

ぎ出すことを一人で決めていたのだ︒松岡︑平良︑あと他に？

上原．瀬長亀次郎1 この三七のうち︑どなたも意中の人で・はな

先生が︑沖縄を離れられるまでの問で︑仲宗根さんが反共

佐道

眞板

思われなかった？

かった︒

瀬長亀次郎です︒

産主義者であるということについては︑認識はされていなかっ
た？

いや︑例の﹃自由沖縄﹄問題で︑やっぱり︑単なる揺れて

が終わって︑比較的早い時期あたりで︑民主同盟の中央委員会総

少なくとも最後の会合まで︑何月だったかな？ 五〇年の正月

上原

いるだけでなく︑彼の本質が︑結局︑そういうもんだということ
が分かって︑私は腹を立てた︵笑︶
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会があって︑その会合に私は出ているはずですよね︒ただ︑山城

頑張れるならば︑頑張っていただきたい︒とにかく︑民主同盟が︑

止むを得ない︒私は責任取れませんよ﹂って︑﹁あんたたちで︑

三月か？

四月目

善光の記録には︑雪月って書 い て あ っ た か ？
と心墨かが集まって︑民主同盟の解散を宣言したということなん

すような結果にならないようにも︑早めに手を打った方がいいで

立ち上がれる夢を与え︑元気づけたのだから︑その栄光をぶち壊

一番最初に廃立の中で︑陣吟していた沖縄の同胞に世界に向って

ですが︑そこに私は︑出た覚えがないんだな︒もう︑その頃︑私

す﹂って︑私は彼に言っておいたんだが⁝⁝彼は最後の解散宣言

民主同盟が名護でね︑照屋規太郎と喜納政業と私と︑あ

は︑沖縄にいなかったはずだと思うんだけどね︒だから︑おそら

をするときには︑私の名前を彼の隣に置いてあるのは間違いな

かに？

く山城善光の錯覚だろうと思うんですよ︒いつも彼のそばに︑私

いますので︑かなりまとまったお話になったようです︒次回また

い︒

同じような感じで︑

がいるものだと思っているから︒彼と私が︑民主同盟を解散する

いいですよ︒

今日も二時間以上︑二時間半ぐらい︑お話は結構︑伺って

民主同盟として︑知事選を戦えなくなるだろう﹂と︒具体的な情

上原

佐道

勢判断の下に︑しかも私の公然活動が小さな沖縄では最後の限界

よろしくお願いします︒

ことも止むを得ないだろうと語り合い︑﹁こういう状態の下では︑

であることに二人の意見は一致していたので︑私は日本に脱出し

眞板

︵了︶

て外部から沖縄の運動を支援して行くということを彼に告げたん
ですね︒だから︑彼は﹁キミがいなくなったら︑民主同盟解散し
かない﹂というようなことを言ったことに対して︑私は﹁それは
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か︑どのようにして行かれたのでしょうか︒

先生が中国に行かれた経緯についてお願いします︒なぜ中国なの

生はこれには関与されていたのでしょうか︒

当時中国では︑伊藤律氏が実質的責任者となっていた﹁自由日本
放送﹂という短波放送で対日情報宣伝活動を行っていました︒先

6
戦争に参戦します︒国民生活の面ではかなり苦しい状況であった

戦のあとようやく四九年十月に建国して︑五〇年十月からは朝鮮

先生が行かれた当時の中国の様子についてお願いします︒長い内

の北京での様子などお聞かせ下さい︒

徳田氏とはどのようなご関係だったのでしょうか︒また︑徳田氏

をくりかえし︑翌五三年十月半死亡します︒︑先生は北京における

五二年八月から九月にかけて徳田球一氏の病状は悪化して入退院

判に端を発する日本共産党の徳田球一ら主流派と宮本顕治らとの

五〇年一月︑コミンフォルムによる野坂参三の﹁平和革命論﹂批

き後︑中国ではどのような活動をされていたのでしょうか︒

機関の関係者はいなくなってしまうわけですが︑先生は徳田氏亡

徳田氏は亡くなり︑伊藤律氏は投獄︑野坂参三氏は帰国して北京

︑∩◎

と思われますがいかがでしたか︒

7

この間︑先生はどのように過ごしておられたのでしょうか︒

文化大革命の際︑中国国内は大混乱であったと伝えられています︒

9

対立・分裂は何か先生に影響を及ぼしましたか︒

当時︑先生をはじめ︑日本国内でのレッド・パージを避けて中国
に来た共産党メンバーがいました︒徳田球一︑伊藤律といった
方々が有名ですが︑中国政府の日本共産党メンバー受け入れに対
する態度などについてお願いします︒

O

中国では徳田らを中心に﹁北京機関﹂が設立されています︒先生
はこれには関与されたのでしょうか︒

179

1

2
3

4

5

■密航︵沖縄から大阪へ︶

次佐一っていうのがおりますね︒私が帰国後たまたま︑那覇に行

ったときに︑山城善光の一杯飲み屋で︑終戦直後の活動家たち七︑

佐道

よく知っている﹂とこういうことなんだよ︒それでみんな﹁はつ

ね︑その根拠地と︑それからね時間と場所をね︑俺がね︑非常に

な語り合っている中でね︑兼次佐一がみんなにね︑﹁信夫が逃げた

八名︑くらいが集まりました︒そこで︑いろいろな思い出話をみ
問項目を作ってお送りしたんですけれども︑その前に︑前回の続

p

中国に行かれた経緯ですとか︑その後のことについて︑質

きと言いますか︑沖縄の問題についても︑いくつか伺いたい点も

れから社会党の三党連合で講演会をやった︒それで︑終わりにな

と言ったらね︒彼が言うにはね︒本部で︑民主同盟︑人民党︑そ

どこからどういうふうにどこからどう逃げたんですか？ ﹂

あると思いますので︑浪板さんの方から︒

上原

じゃあ︑︵佐道助教授︶作成の質問表を示し︶これは後でい

いですね︒

いて﹂ということでですね︑結果として大阪に行かれたんだよと

についてなんですけれど︑まず︑﹁本土への密航と日本共産党につ

行かれる︑大阪でどのような活動をなさっていたのか︑という点

眞板

ね︑新しく家を作ったんだよ︒ま︑あまり大きい家ではないけれ

わった後で︑ちょうど︑兼次佐一の家が空いたのがあった︒彼は︑

今帰仁の人たちの連中が生名か来ていたはずなんだけれども︒終

根源和︑山城善光︑私だったかな？ あと誰か？

かで帰ったわけなんだ︒あの時︑民主同盟から行ったのは︑仲宗

ったんで︑亀次郎さんたちは︑その日のうちに︑ジープでね旧名

いう話は︑以前伺っておりますが︑とは申しましても︑大阪に誰

ども︒そこへ︑私たちは連れて行かれ︑彼が﹁ご馳走をしてあげ

佐道後で︒

かしら知り合いがいるとか頼る方がいらっしゃらないと︑難しい

るよ﹂って言って︑いっぱい飲んで山城善光と私は彼の家に泊ま

前回の続きという部分で行きますと︑主に沖縄から本土へ．

のではないかと思いましてですね︒まず︑結果としてでも結構な

った︒でh他の人たちは︑大宜味さんも仲宗根源和も含めて︑誰

かの家に連れて行かれたのか？ 分散して泊まったんですよ︒で︑

本部か︑いや

んですが︑大阪を目指された理由は何だったのか︑と︒

上原

その頃︑私は︑もしここで︑講演会が終わって︑泊まったってこ

密航というのは︑計画を立てて︑予定を組んでみても︑な

かなかで実行きないんだよね︒なにしろ︑船がないとダメでござ

とが分かれば︑まだCIC︵注・米軍防諜部隊︶から手配されて

﹁どうぞこっちに来てください﹂と連れて行かれるんじゃないかと

るんじゃないかと︒翌日起きたらね︑﹁おはよう﹂なんて言ったら︑

いますから︑そういうのは︑五〇年に入る前の段階︒最後の講演
記録に残っているのでは︵五〇年︶一月に︑那覇市役所の

会は︑おそらく︑十二月か一月でしょうかね︒やっているのは︒

銘板

いう心配があるから︑彼の家で寝たふりをしておいて︑一時間か

二時間ぐらいして︑みんながだいたい寝静まったころに︑私は名

前で︑

上原

護に向って夜道を歩き始めたんですよ︒そうでないと︑翌日︑名

これは︑ずうっと全島を回ったんですよ︒那覇からヤンバ
ルの辺土名あたりまで行ってですね︒名護︑それから︑本部とか︑

護で山城善光たちとの連絡が取れないと困るからね︒

たら︑知っている人の家だったんですね︒前々から来ているので︑

その明け方ごろに︑私はお腹すかしてだね︑ひょっと︑家を見

那覇を実際︑基点にして︑こうひと回りして︑本部で締めくくっ
たんだな︒

それで︑その思い出すのは︑前にも話したと思うんですが︑兼
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て︵笑︶

そこを叩いたら︑向こうはひつくり返るほどにびっくりしちゃつ

うになったものだから︑今度は︑兼次さんが私の沖縄脱出の恩人

たんだそうだ︒だけど︑私の元気な顔を見て︑馬鹿話ができるよ

も︑私が中国で生存が確認されるまで︑このことは内緒にしてい

うです﹂と素直に答えまし光︒こういうことがありました︒

になって︑私はみんなから︑﹁そうですが？﹂と聞かれると︑﹁そ

﹁どうしたの？﹂っていうことで︑﹁実はこうこうなんだと︒お
腹すいたから︑何かありませんか？﹂って言ったらね︵笑︶

急いで奥さんと二人で︑おじやみたいなもの︑何かを作ってく

もちろん︑その頃は︑実際に旅立ちの可能性について調査研究

していたのです︒とにかく沖縄のどこからでもよかった︒やまと

れた︒やつぱサ︑羽地だから︑少しおコメがとれますからね︒・そ
一れでその

に向かう船を見つけることが目的でした︒実際︑探してみると予

を出したんだと思うんだけど︒それを私がね︑．

﹁ふ一︑ふ一﹂言いながら︑食べたんでしょうね︒

想以上に難しかったですね︒ある日︑＼偶然に良い知らせが耳に入

隠し米

それを私が中国から帰ってきて︑訪ねたときに︑﹁あの時︑あん

食べ方をしていたと︒そのときの私が食べていた姿がいまでも忘

思い出せると思うんだけれども︑まだお元気な方がいるかも七れな

その人たちの中には︑亡くなった人もけれども︑名前はいまでも

り︑すぐ行動に移しました︒

れられません﹂と︑彼と奥さん二人で話してだね︒もう十何年前

いので︑うっかり︑恩人たちのために︑ちょっと言えないですね︒

たは︑世の中にこんなにおいしいものがあるのかっていうような

の話なんだけれどもね︒﹁今日もおいしいもの作ってあげましょう

戒していた︒さて︑瀬戸内海にはどの海路を通るか︒船を着けら

そして︑たまたま乗ったその船が︑やっぱり︑彼らも非常に警

してくれたけどね︒

れる便利な場所があれば︑そこへ行こうかというような議論をし

か﹂って言うからね︒﹁どうぞ﹂と言ったら︑ものすごいご馳走を

佐道︑眞板 ︵笑︶

ているような思い出があります︒彼らの計画というのは︑私はま

私は講演会のあと︑兼次さん宅でしばらく狸寝入りしてか

上原

ったく分からない︒なにしろ︑大変迷惑なお客さんだ︐つたから︑

彼らは気を遣ってくれて﹁どこに降りるんですか﹂って聞くから︑

ら︑抜け出したのです︒一宿一飯のお礼も申し上げずにね︒あの
ときは︑大変お世話になったんだけどね︒

私は﹁あんたたちのご都合のよろしいところなら︑どこでもいい

ですよ﹂と︒﹁とにかく︑ここまで来て︑やまとの島でも見られる

そういうふうにして︑確かに︑兼次佐一の家を離れたのは︑確
かなんですよ︒沖縄に帰った時︑兼次佐一さんの家を訪れた時︑

ようになったんだから﹂︒そしたら︑彼らは︑じゃあ︑われわれは︑

前をつけていたかもしれないんですね︒それは分からないですよ︒

一ちょっとどっかに︑船の名前でも︑ひょっとしたら︑別の名

兼次夫妻から直接聞いたのだが︑翌朝起きてみたらね︑﹁信夫がい
ないって1﹂山城善光をたたき起こして︑﹁さあ︑大変だ︒どこへ︑

行ったんだ﹂と︒すると︑山城は﹁あいつのことだから︑どっか

うだ︒なにしろ︑CICから追跡されている人物が︑自分の家か

朝食の時間になっても戻らないので︑ご夫婦は大変心配されたそ

彼らの小舟で︑島に渡ってハ汽車に乗ったりして︑その時のこの

近くのどっかの島に着けたわけなんですよ︒それで︑私は降りて︑

と︑どこそこの港に入れないからということで︑その瀬戸内海の

一しばらく︑船の手入れをしなければならないからと︒でない

ら姿を消して︑それ以降は公の場所に姿を表さなかったからね︒

汽車賃をどうしたかというと︑彼らが︑﹁そのカネじゃ乗れません

に行ったんだろう﹂と言ってまたひと眠りしたそうだ︒しかし︑

兼次さんは︑関係部門から何回か問い合わせがあったそうだけど
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からね﹂って言って︑とっかえてくれたり︑タダでくれたんでし
上原

佐道

いない︒危険な密航などは︑単独か少人数が安全でしょうね︒

同行された人はいない？

眞板

そうしますと︑大阪で共産党に入党されるということです

■日本共産党時代

ょうな︒何千円か知らないけれど︑一万円くらいくれたのかもし
れないけれど︒

それで︑大阪に入って︑その大阪に入ったというのは︑たまた
民生委員っ

ま︑大阪に行けば︑沖縄の人は結構いるし︑それから︑もう一つ
は︑私の親戚のものが︑民生係って言うんですか？

が︑藪から棒に共産党どこですかってわけにも行かないと思うん

などもやったりしていたから︑あの人の前に

て言うんですか？

ですけれども︒

上原

行って︑名前を出すのは︑大変迷惑だっただろうから︑訪ねなか
った︒あの人たちも私が沖縄で政治活動をしていることを知って

わけですよ︒だから︑大阪の場合は彼だと︒なにしろ︑民主同盟で︑

るから︑ということと︑とにかく︑どこでもいいから大阪まで行

上原

佐道

前から知っているとも︒名前だけは︒そういう人たちもい

前からご存知だったんですか？

佐道やまとへ行って︑共産党に入ろうと︑そういうことはもう

関係の違う線で︑自分の頭の中では︑あったわけですね︒

場合はどうしょうということはちゃんと︑それなりに別のまったく︑

それが︑長い党員であった平良助次郎を立てなきゃいけない

いたからね︒

けば︑今度は沖縄県人関係の人に聞けば︑平良助次郎の住まいは

決めておられた？

一年近くも一緒に活動しているわけですからね︒で︑東京に行った

分かるだろうというのが唯一の頼りだったですね︒

上原

大阪に入ろうと︑私が彼らを通じて︑大阪から東京に入ろうと︑

とか取っ掛かりができる︒彼は兵庫県委員会に属していたから︑

上原

本人に呼びかけることができるというその︑私のいろいろな政治

捕まえた場合でも︑今度は公然と私は︑組織を背景にして︑全日

私がやまとで活動している問に︑CICが日本の警察を動かしてう

なってくるということですよね︒だから︑それによって︑もしも︑

もちろん︒やまとに行ったならば︑正式な党員として活動

佐道

することによって︑私自身が今度は︑社会的な公な活動が可能に

便利だろうと︒で︑船がたまたま関西に着いた︒もし︑船が今度

活動と言いますか︑具体的な地下活動であっても︑結局︑いざ︑

大阪という目的地は最初から決めておられて︑行くまでの

ルートはもう成り行きに任せて

は︑静岡か神奈川か千葉かどっかに着いたら︑今度はまた東京で︑

そうなった場合には︑大衆の面前で︑それは柔なら駅で︑大衆の

とにかく︑関西に入って平良助次郎にさえ会えたら︑なん

別のことを考えていたわけなんですよ︒そういうことで︑まず︑

私の支援活動に入れると︒そうすれば︑アメリカは簡単に私の首

前で逮捕される︒そうすれば︑たちまちにして︑党組織は分かる
お一人で行かれたんですか？

をちょん切るようなことはできないということも計算済みだった

第一は︑大阪に行った︒しかし︑その理由として面白いことがで
佐道

えっ？

わけですよ︒これは︑もちろん︑いろんな経験者の意見も話もね︑

から︑そして︑それによって︑共産党はしかるべき組織を組んで︑

上原

行動はお一人だったんですか？

きるんじゃないかと思ったんだけどね︒

佐道

聞いていたし︑沖縄では︑山城善光たちからもだね︒こういう場

行動？

もちろん︑行動は一人でしたよ︒

上原
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んとした取り組み方って︑言いますか︑心の準備をぴしぴしとや

はたくさんありますからね︒そういうことで︑私は私なりのちゃ

等自身の体験は小さくても︑彼が聞いた先輩たちの話っていうの

公然活動というのはこういうふうに展開すべきであるという︑彼

面のいわゆる地下活動の場合の︑いわゆる極秘活動の中における

つて︑連れて行かれて︑そこで︑四十︑五十名くらいずつの報告

わけですよ︒私たちが揃って着くと︑﹁こっちです︑こっちです﹂

け1﹂っていうことになる︒すると︑行くと︑今度は待っている

まる︒もう︑そういうのを計算して︑﹁キミは何時までにそこへ行

んの一杯ぐらいかき込んで︑それで︑何時ごろにはどこそこに集

員からいただいた︑着古しのコートのような物を着ていたのか︒

上原

佐道

眞板

佐道

だいたい︑とにかく︑私は大阪に着いたときには︑途中船

大阪に来られたのは？

そうです︒

五〇年の二月？

入党はすぐに︑許されたんですか？

るからね︒やはり﹁いちやればみな兄弟﹂でしたよ︒

っ︑俺たちの仲間だ﹂ということで︑腹を割って︑話し合いでき

て話から︑始まるわけなんですね︒そうなると︑彼らは私を﹁は

渡ってきたんだ？﹂って言うんだ︒﹁よく︑渡ってきたなあ﹂なん

歓迎してだね︑今度は一服になると︑﹁キミ︑どういうふうにして︑

るね︒考えてみると︑ずいぶん頑張りましたね︒みんな︑熱烈に

会をやる︒こういうのを一週間︑少なくとも三回くらいやってい

関西に行ったときには︑私たちに会った関西の人たちっていうの

佐道

もちろん︑こちらに来て︑私の仮住まいは︑比嘉良明って

っておりましたよ︒

は︑コートを着たりしたりしていたな︒二月か三月でしょうかね︒

上原

いう人の家なんですよ︒この人は︑学生時代からの党員ですけれ

まだ寒かったんで七ようね︒

佐道

どもね︒まず︑大阪に行ったならば︑彼を︑そして︑彼を通じて︑

五〇年ぐらいと言いますと︑共産党の活動自体は︑かなり

厳しい状況になって︑先生も地下活動と非公然活動．の公然活動と

ーダープールを経営したりして︒で︑その旦那がね︑労働組合の

平良助次郎ということで︑その手配をちゃんとしていたから︒大

上原

ね︑沖縄出身の労働者の兵庫県地域の顔役だったんですね︒私は

いうお話をざれましたけれど︑．まさにかなゆ締めつけが厳しくな

南地区委員会で入党して︑すると︑まず︑私の任務というのは︑

良明に連れられて︑そこを訪ねて行ったら︑﹁おい︑泊まるところ

阪に着いたら︑なんと︑大正橋の近くにね︑彼のお姉さんが︑モ

できる限り広い範囲内における労働者︑婦人団体︑それからいろ

はあるか﹂って言われたんで︑﹁ない﹂と答えると︑．﹁おい︑良明︑

ってきまずけれども︒

んな民主団体ですね︒そういうところで︑私が沖縄問題について

おまえの家に泊めてやれ﹂と決まったんですよ︒で︑そこへ泊ま

そうですね︒その問題になりますと︑私が入党して︑大阪

講演をすると︑報告をすると︒だから︑私は︑あの頃︑着いたば
高揚した気分もありますからね︑ますますはりきって︑元気いっ

方には︑大阪を離れて︑二︑三日間は︑尼崎︑宝塚︑神戸などで

とで︑待ってい﹁たら︑翌々日に助次郎と会いました︒その日の夕

って︑良明が助次郎にすぐ連絡をとってくれましてね︒というこ

ぱいだったんだからね︒たとえば︑西成なら西成のメッキ工場の

いろいろな先輩と会いました︒私が着いた翌日には︑その比嘉良

っかしだから︑やっとこれで解放されて自由になれそうだという

団地みたいのがあるわけですね︒中小企業の︒そこの労働組合が︑

明が地区委員会に私が大阪に到着したことを報告していますから︒

一方︑平良助次郎の助言によつて︑また︑当時の日本共産党は︑

彼らが何時に仕事が終わる︑そして︑それぞれが各工場の風呂で
身体を洗って︑着替えて︑そうすると︑腹がすいたヤツは︑うど
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好意を持ってくれていました︒兵庫県には平良助次郎と井ノロ政

しかし︑彼は鹿児島の離島出身で沖縄人とは関係が深い︒私にも

田六左衛門という委員がいてね︒彼は中央委員のなんですよね︒

つながりをつけたこと︒たとえば︑大阪では︑濡濡っていう︑山

のは︑助次郎が沖縄出身の党役員の方々を紹介してくれて︑まず

な関係にありましたからね︒その時︑私としては︑一番感激した

大変複雑で︑いったい︑誰を信用して良いのか︑わかんないよう

戒せず︑解放感の下で生活していたので︑元気が良かった︒精神

すぐに︑飛んで行くことだった︵笑︶

ちに動ける︑二時間くらい前までには︑通告するから︑それで︑

合は︑すぐにわれわれが︑手配すると︒少なくとも︑その日のう

団体あるいは文化人たちからのそれ︵注・講演依頼︶があった場

る︑中小企業の集中地帯だった︒そこで︑労働組合からの︑婦人

大阪市内の︑南地区委員会の︑またそこが︑労働者の集中してい

沖縄人の要求する報告会に優先的に出ると︒あと︑そのほかに︑

あの頃はCICも別に警

雄と︒彼は党の代議士だった人だからね︒

そこで︑大歓

と︑それは私の入党手続きをする件について︑いついつどこで会

たら︑比嘉良明は︑私を見るなり︑﹁信夫︑もう連絡とつたんだ﹂

わけなんだな︒だが︑その晩泊まって翌日か翌々日に大阪へ帰っ

県で入れ﹂と︑﹁そうすれば︑俺もお前と一緒にできるから﹂って

圧力がかかってくるだろう﹂ということを彼らは話し合うわけな

れに対しても︑労働組合に対しても︑当然︑もっと︑ひどいね︑

民地奴隷的取り組み方なんだから︑日本全国に対しても︑われわ

は︑そうなのか﹂と︒﹁じゃあ︑アメリカは沖縄に対してまるで植

そして︑私の話を聞いて︑﹁なんだアメリカ帝国主義っていうの

的にも階級的使命感みたいな︑そういう緊張したね︑雰囲気がパ

おうと︑こう決まっていると言うんですよ︵笑︶

んですよ︒私は﹁この報告は私の数年間のささやかな体験談です︒

その後︑兵庫県で入党した方がいいのか︑大阪で入党した方が

迎され︑入党手続きをしたわけなんだ︒そのときに︑その比嘉良

それをあなたたちは︑実際に現場で戦ってきているわけですから︑

アッと広がっていましたからね︒

明が︑いろいろ言ったのは﹁お前は︑四︑五年前から︑俺たちよ

あなたたちの判断の仕方にお任せします︒私としては︑素材を提

いいのか︑ということになりますよね︒で︑平良助次郎は﹁兵庫

り活動しているんだから︑いまさらだね︑駆け出しの党員なんて

いません﹂って言ってね︒そのときは︑私︑大変おとなしかった

供しただけなんだから︑ああだろう︑こうだろうということは言

かかった︵笑︶

んだよ︒新しい現場に来たんだから︒そういう面では非常に素直

いうのとは︑資格が違う﹂なんて言ってね︒地区委員会に食って
民主同盟が設立された一九四七年まで遡ってね︒﹁それも党の党歴

なんだよね︒だけれども︑やっぱり同じ労働組合員の中でも︑﹁ア

それで︑﹁どうずればいいんだ﹂っていうことで︑

の中に加算しようじゃないか﹂というようなことも言ったんだけ

メリカは民主主義の国である﹂と︒﹁われわれ労働運動のその五・

一メーデーもだってね︑三・八婦人運動だって︑アメリカから始

れども︑それは︑私︑実際にどうなったのか︑どのように処理し
たのか︑知りません︒あと︑すぐいなくなるんだからね︒私は気

まったんだ︒日本の労働運動でも︑それを見本にしたんだ︒あん

界の先進国だから﹂って言ってね︒食ってかかる人もおりました

にも留めないで︑﹁それは︑どっちでもよろしい﹂と︒﹁党の必要

それで︑今度は私は︑晴れて﹁日本共産党党員﹂ということに

よ︒それに対して︑私はコ九四六年から︑今年の春まで四年間

たの言うことは︑ちょっと信じられない︒アメリカは民主主義世
なって︑そして︑大阪府南地区委員会の方で︑そして︑与えられ

もアメリカ帝国主義の圧政下にある沖縄で︑平和な戦後復興のた

なように処理してください﹂ということになったんだよ︒

た任務が︑まず︑沖縄県人会や労働者︑民主組織を優先的にだね︑
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どよく知っているんだったらだね︑自分は納得できないなら︑︑．キ

ね︑その人に対して︑﹁じゃあ︑キミ︑アメリカについて︑それほ

げたような結論に達しました﹂と説明するとね︑ほかの連中がだ

めに命をかけて闘ってきました︒その結果︑私は皆さんに申し上

あれは︑非常に複雑で︑中央委員会の連中自身が︑相互不信感が

上原

ろいろ影響はありましたでしょうか？お感じになりましたか？

なっているんですが︑そういうのは︑大阪で活動されていて︑い

対立が︑ここで非常に先鋭化していくという時期だというふうに

委員会もいろいろあるから︒

結局︑一般の原則論として︑党内における︑そういう面の

ミ︑勇気があるならば︑上原くんと同じように︑密航して︑沖縄

あるわけですね︒同じように大阪府委員会もそうだし︑関西地方

そういう面白いね︑労働者らしい素直な現場

に行って見てきたらいいじゃないか﹂と言うので︑本人がさんざ
んやられた︵笑︶

員会が︑私のために︑何名か集まって︑励ましてくれたんですね︒

いくつか具体的な例を申し上げますと︑ある何かで︑大阪府委

お住まいは転々とされてたわけですか？

そのときに︑比嘉良明と岡というのがおりましてへこれは南地区

の雰囲気をもう何回も見ましたですね︒

あっ？

委員会の委員ですけれども︒彼と二人が︑﹁キミに会いたい﹂と言

っているから︑連れて行かれたところが︑天王寺かどこかの建築

大阪の中で︑お住まいは転．々とされて？

えつ？・

ですか？

いですよ︒あのときは︑電球だって︑街灯もほんと少ないから︒

しい家の建築中だったから中に入れるわけですね︒灯りも何もな

現場みたいなところ︒いま考えてみるとね︒そこに︑確かに︑新

上原そう︑私は最初は︑まさか私が逃げてどこへ行うている．って

真っ暗な中︑彼らに連れて行かれて︑そこに︑ロウソクをつけて︑

大阪の中で︑住んでおられるところは︑ 転々とされたわけ

いうことは︑CICだってね︑小さな沖縄の島と違い︑やまとは広

なんていうのが︑﹁キミ︑甘えちゃいけないそ﹂と警戒心を強める

んですね︒だけれども︑助次郎や︑私と一緒にやっている比嘉良明

う国外に出るであろうとい・ワことは︑彼らも承知していたんだ︑

月だったのか？ 忘れましたけれども︒私はひょっとしたら︑も

と︑私はひょっとしたら︑もう︑それは︑何月だったかな？ 四

一升瓶︑二・︑三本あったと思うんだ︒あのときね︒そして︑何か

よう注意されたことが思い出される︒だから︑彼らが言うには︑

彼らは︒大阪を離れて︑私は国外に逃げるであろうということを︒

いんだから︑分かるまいという半分そういう安心感は︑あるわけな

コ歩でも︑こことここ以外︑絶対に顔を出しちゃいけない﹂とい

アジア・太平洋地域北京平和会議が開かれるとかという情報が流

なぜかというと︑ノルウェーのストックホルムに国際平和委員会

佐道

れていて︑私自身も知ってい6し︑それで︑それは︑指導者の中

うことでね︒そのときには︑﹁必ず俺がついて行く﹂﹁彼がついて行

いうことなんですけれども︑共産党という組織の歴史から言うと

でも︑その情報を知っている者もおりますから︑その連中が︑何

の委員会があるとか︑それから︑それが終わったら︑引き続いて︑

ですね︒五〇年の一月ごろ︑今日︑こちらの方の質問にもちょっ

名かいるんですよ︒いつ私が飛び出して︑外国に向かうか分から

く﹂というようなことでね︒私の単独行動は禁じられていた︒

と︑入れてあるんですけれども︑コミンフォルムからの︑野坂参

ないからということで︒というのは︑彼らが言うのには︑送別会

ようするに︑大阪に行かれたのが︑五〇年の二月でらいと

三さんの平和革命論に対する批判というのが出て︑修正派︑それ

何て

かな？

送別という意味合いでなかったら︑歓送会かな？

から︑志賀義雄さんのグループとかですね︒で︑共産党内部での
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んだね︒健康を祝すとかなんとか言ってね︒そして︑私を励まし

そんな上品なものじゃなかったと︒それにお酒をいっぱい︑つぐ

碗があるから︑そのお茶碗だったと思う︑コップじゃなかった︑

いけれども︑彼らが連れて行って︒そこで︑建築工事現場のお茶

くまでに大変ないろいろな道を通って︑どこを通ったか分からな

店にも︑聞いて回っているわけですね︒それで︑それから私は︑

良明たちがよく行っている店︑私も二︑三回ぐらい行ったような．

の近くのには︑労働者向けの飲み屋がいっぱいありましたから︑

うことで︑警察が何人かで来たらしい︒私が隠れている︑大正橋

んな格好した若いのが来て︑沖縄の話をしていなかったか﹂とい

あとで︑良明たちから︑聞くというと︑なんか︑数日前に︑﹁こ

るとかね︵笑︶

てくれた︒そのときに︑それで︑着くときには︑・岡と比嘉良明は︑

何ヵ月くらいか自由な身で動いたつもりだったのが︑もうそうな

いう名前だったか︑とにかく︑行こうと連れて行かれた︒で︑行

そのと

覚えていないですね︒それは︑あとで︑考えてみたら︑彼ら組織

なんだ︒あと︑誰々って︑紹介を受けたんだけれども︑ちょっと

田派︶の中に山六︑山田六左兵衛なんていう人もいたのも︑事実

きには一人の重要な︒そのときには︑いわゆる徳田派である︑︵徳

よつぼど︑私を憎んでいるという個人的な問題︒しかし︑それは

も︑これから︑公然たる活動を許さない﹁んだったら︑アメリカは

るかどうかは分かんないけれどもね︒どうせ︑やまとにいてさえ

ひとつの情勢の私に対する︑大きな変化を認めさせた︑動機にな

っているんだったら︑それ以上︑無理することはないと︒これも︑

府委員会といったな︑関西地方委員会と言ったのかな？

の中に︑徳田派として︑宮本たちと対立したのが︑二︑三広いた

な︑企みをもって︑沖縄を軍事基地化しているんじゃないかとい

ないだろうと︒おそらく︑アメリカは︑世界に公言できないよう

佐道

う疑問がだんだんと︑エスカレートしたわけなんですよ︒アメリ

のを思い出した︑ということなんですよ︒

ね︒それは︑中央委員会における疑心暗鬼にいろいろなっていて︑

カは︑私のやまとにおける発言さえ︑封じ込もうということは︑

共産党内部のですね︑いろいろな路線対立がございますよ

それが︑大阪の府委員会でもいろいろされているというお話があ

んですけれども︑それは︑やっぱり︑そういう対立の問題と先生

話が︑なんか︑ちょっといま急に出てきたような話が︑気がする

て︑暴露してやろう﹂と︒おそらく︑世界はアメリカの陰謀を知

そんなに怖ろし︑いんだったら︑﹁よし︑これを全世界にもって行っ

さやかな運動がだね︑たとえば︑沖縄の現状報告をしているのが

きっと︑私たちの活動が怖い︒ならば︑日本における私たちのさ

の国外に出られるというのは︑これはやっぱり︑いろいろと影響

らないんだと︒ならば︑アメリカに打撃を与えるなら︑より大き

って︑すると︑先生が国外に出られると︑国外に出られるという

があって︑ということですか︒その中で︑先生も出ざるを得ない

そして︑その頃になると︑もうひと月か︑いくらか経っています

員ですからね︒沖縄じゃ確かに︑CICに追っかけ回されてて︑

上原

いう世界的な平和運動の動きがあることを認識しました︒平和運

を知ったので︑仲間内でもって︑世界的な情報収集をして︑こう

アから世界へと音を立てるように︑大きく変化発展していくこと

ました︒これまで私が考えていた世界が︑沖縄から日本へ︑アジ

い方が良いじゃないかという考えが私の脳裏にだんだんと広がり

から︑二ヵ月くらい経っていますから︒飲み屋に行くと︑その飲

動と民族解放とプロレタリア革命は︑切り離せない相互関係にあ

という︒

み屋っていうのは︑比嘉良明とかその党員のよく使っている︑よ

るのだと︑やっと分かりましたので︑もう誰彼に寄らず生意気に

いや︑いや︑そういうんじゃない︒私はそのとき︑ビラ党

く知り合いの連中だから︑私が行くと︑﹁やあ﹂っていう合図をす
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よ︒だが︑これはアメリカか帝国主義の世界支配に対する反対闘

も︑私はそれを自分で︑﹁やろうレ﹂と心に決心するわけなんです

の路線を通ったらいいか︑北海道まで行き︑北海道からソ連に入

ずうっと監視しているということも分かった︒それ・で︑今度はど

るか︑なんていうことも考えた︒だけれども︑当時︑日本の警察

予備隊も︑それから︑アメリカの機動部隊も︑北海道を重要拠点

にしていたね︒大きな拠点だったでしょ︒今でもどうか知らない

争の一環として︑押しつけられたかっていうとそれはないね︒ま
．だそんなに深刻には︑考えていなかったかも知れないが︑それで
今度︑私は︑そうならば︑どうだということで︑私の周りの党員

けれど︒そうすると︑北海道経由で行くっていうことになると︑

北海道から船をおし立てて︑シベリアに入るっていうのは不可能

たちに対して︑委員会の連中に対して︑幹部たちに対して言うと︒
﹁難しいよ︒海を渡って行かなきゃ﹂﹁私は沖縄から海を渡って来
佐道

だから︑彼らも﹁船があれば︑なんとかしたいな﹂という

そうですね︒

う︑私の私用の調査研究に対して協力してくれた連中もおります

非常に大きな制約を受けるだろうな︑ということも︑私のそうい

だろうと︒では︑樺太へ︒樺太から入るか︒これは季節の問題で︑

上原

からね︒私の知らない知識も︑そういう中で分かってきた︒そこ

たじゃないか﹂っていう︒あの頃︑飛行機はないですからね︒

ことで︑私は早速︑その可能性について︑当時の私の知識で考え

で︑結局︑最終的に一番安全なのは︑南の経路を通って︑フラン

スまで行くことだと︒そうすれば︑フランスのフランス総同盟の

られる調査研究を進めた︒

そうしたら︑井ノロさんの話によると︑徳球も病気になって︑

労働組合の協力で︑またはフランス平和委員会の協力で︑ストッ

そういう話し合いをしている中で︑上の方も心配して︑﹁本当にパ

クホルムに行けるはずだということで︑線は決まったわけですよ︒

日本におれなくなるかもという話も漏れ聞えていました︒そした
俺が先に乗
こう考えたのさ︒天運なの

ら︑彼らが乗る船って︑どんな船なんだろうかな？
彼らが先なのか な あ ？

スポートなしで︑あいつ行けるのかなあ﹂なんていうことを心配

るのかな？
かな？

してくれたんでしょうね︒

比嘉良明に実際︑いろいろ呑気なことを言って︒﹁お前︑

これは笑い話じゃなくて︑命がけの問題だぞ﹂と言って︑彼に怒

は︑すごく有り難かったです︒いまここで︑私が説明するのは︑

ま︑それなりに私よりも心配してくれてね︒彼の真剣な気持ち

来る船は︑どことどこの船が来ているんだろうかと︒ほかの人に

な鉄材のね︑発信和みたいなものでしたからね︒だから︑そこへ

これは偵察ですな︒九州の八幡製鉄だとか︑戦争のときでも貴重

で︑私は﹁どこの船があるんだろうか﹂ということで︑今度は︑

どの路線で行くのかという調査研究ですよね︒ソ連へ向かって行

聞くわけにもいかないから︑直接自分で調査すべしと考え︑結局︑

鳴られたりして︵笑︶

くのか︑中国へ渡るとなったら︑中国までの海は︑マッカーサー

それに乗っている船員は︑ヨーロッパ人︑それとも中国人では︑

行ってそ心へ何日か滞在してだね︒いろいろ調査して︑船籍はど

ってきている段階ですから︒すると︑そのときにはもうすでに︑

コックとして乗っているのは︑だいたい香港かシンガポール出身

と蒋介石の警戒線で捕まってしまう可能性が大きいから︑それは

マッカーサーの大軍団が︑朝鮮半島とずうっと台湾の海上に控え

のね︑華僑の連中なんか︒めし炊きですね︒乗っていますから︒

こだろうか︑フランスなんだろうか？ イギリスなんだろうか？

ていたわけなんですよ︒マッカーサー・ラインとか言ったの︑か分

彼らの食品買い出しに出かける時間帯も︑ドオッと調べたの︒彼

不可能であると分かるわけですね︒特に朝鮮との関係も怪しくな

からないけれども︑その点︑そこを今度は︑アメリカ海軍が常時
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らは︑大きな籠をね︑こう肩に引っ掛けて︑朝の十時ごろになる
というと︑船を降りてきて︑市場に野菜等を買いに行くわけです
よ︒ゆっくりと︒それを見ていて︑後を追っかけてだね︑﹁重たい

でしょう私が持ってあげるよ﹂とか言ってね︒代わってやると︑
﹁お前︑親切だなあ﹂とか言ってさ︒それで︑片言の中国語でも使

えっ？

ストックホルムを目指されたわけですよね︒

そう︒

世界平和会議に参加される？

平和委員会︒いや︑世界平和会議だと思った︒

ム・アピール﹂ というのが出ているですが︑これに間に合わせよ

委員会︒え一と︑五〇年三月一日にですね︑﹁ストックホル

言って︑こう上に行って︑親身になって話し合って︑中で馬鹿話

うとしたんですか？

お茶一杯飲もうよ﹂と

をしている中で︑いろいろなことを聞くとかさ︒そういうふうに

上原

そう︒最初はね︒だけれど︑先ほど言ったように︑どう行

して︑意外と私の顔に似合わない︑緻密な調査研究をしてね︒そ

くのか︒しかし︑終わっていても︑仮にですよ︑終わっていても

うこうして遅れました﹂ということで︑私の報告を世界に訴える

いいそ︒委員会の組織が残っているのだから︑そこへ．行って︑﹁こ

佐道どのくらいの時間をかけておやりになったんですか？

ですよ︒そして︑もし可能ならば︑そこまで行けば︑今度はソ連︑

こともできるわけですから︒こういうのを計算していたわけなん

その調査はどのくらいの時間をかけておやりになったんで

ると︑今度は内部闘争に巻き込まれて︑どうなっていたかってい

があったかもしれない︒そのまま︑日本に留まってだね︑そうな

あったら︑今度は︑中央との関係で︑また︑もっと別のね︑展開

当時の情況から︑考えますと︑もし︑東京周辺に上陸する機会が

だいたい三︑四日くらいかかったと思いますね︒しかし︑逆に︑

九州一帯までかけての︑一回行って︑ぐるつと回ってくるのに︑

上原

郎が私を︑翌日かしら︑迎えに来て︑私は兵庫県に行ったわけです

上原

日というのは︑ご記憶にございますか？

委員会に比嘉良明さんと行かれて︑党員証を発行していただいた

眞板

う︵笑︶

るんじゃないかっていう︵笑︶ 大変贅沢な計画もしていたとい

冒険をしないで︑シベリア鉄道を汽車に乗って︑のんびりと行け

ソビエト経由で中国にも入れるという︑計算もしていた︒今度は

う問題もありまずけれどもね︒だから︑過ぎ去ったもろもろの出

ね︒兵庫県で︑きっと︑一晩か二晩︑泊まって︑それから︑大阪に

え一︑その調査ではそうですね︒大阪の方から︑関西から︑

来事を考えて見るというと︑意外と大阪に上ったのが︑私の国際

帰ってきたんだ︒大阪に帰ってきたら︑もうその日で︑比嘉良明た

とにかく︑大阪に着いて︑先ほども言ったように︑平良助次

私の方で︑ちょっと確認を含めて︑そうしますと︑南地区

的な広い範囲にわたって客観的に︑各分野にわたっての活動が可

ちは︑ちゃんと関係部門に連絡をとって︑﹁キミは手続きを明日︑

もう︑﹁どっちでもいいじゃないか﹂ということで︑言われるとお

何時から︑やります﹂って︑こうなっていたんだよ︒だから︑私は
ね︵笑︶

りついて行ったわけなんだ︒とにかく︑大阪に着いて︑一週間以内

それは別として︒

眞板．上原先生が目指されたのはストックホルムという

ったのかもしれないとも思う︒その代わり︑苦労もしたけれども

能になったっていうことには︑まぐれ当たりというのか︑幸運だ

すか？

佐道

上原えっ？

んですよ︒

ういう非常に︑確かなね︑情報を整理しながら︑計算したりした

うと︑安心するわけだね︒﹁ さ あ ︑ 来 い 1

乱心眞上海上
板原板原板原
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まだ︑占領下で︑

の話ですね︒その着いた日が︑二月何日だったのか︵笑︶
佐道

そういうことで︑整理していきますと︒私が世界に対して︑沖

縄の軍事基地化問題とアメリカの占領政策を︑訴えることをやら

佐道

んな団体の報告会に行っていると︒さっき言った︑中山マ・サ先生

ヵ月前後のそれじゃなかったでしょうか︒だから︑労働者やいろ

なきゃいけないと思ったのは︑おそらく︑私が大阪に入って︑一

に行かれるとなりましたら︑まあ非合法となるわけで︑旅券とか

たちの報告会に行ったときに︑参加していたご婦人の一人からね︑

うん？

そういういろんなものをぜんぶ︑どこかで都合をつけないと︑行

本当に食ってかかるのね︒﹁あんたが報告したのみんなうそです﹂

日本自体は︑占領下であったわけですよね︒それで︑外国

けないとなると思うんですが︑そういう手配も併せて最後になさ

と︒﹁沖縄はアメリカ民主主義のアジアにおけるショーウインドー

．上原

るんですか？

になっているじゃないですか﹂って言って︑食ってかかる︒私は

だから︑そうなると︑仮に私が︑もう党員だから︑そうい

上原

﹁そうでない﹂と言っても︑その人は信じない︒そういうことが何

回かあって︑いかに︑沖縄問題が日本国内で知られていないかど

う行動は︑党のしかるべき関係の認可を得なければいけませんか
らね︒そしたら︑彼らは︑﹁よしっ︑それがキミにできるんなら︑

ら．ね︒だから︑﹁沖縄から大阪への密航のようにはいかないそ﹂と

なく︑パスポートも準備できないことを承知の上でのことですか

いうような言葉で励ましてくれた︒当然︑党は私が国籍も戸籍も

眞板仲吉良光ですね︒

里市の市長をした人︒もう一人目島田︵元民社党代議士︶

番最初にね︑一定の地位のあった者︒平良助次郎じゃなくて︑首

世界はもっと知らないだろうと︒これ︑沖縄からは︑敗戦後︑一

初めて分かった︒日本国内でさえも知られていないんだったら︑

脅かされたりしまし︑た︒意外と﹁奇想天外﹂な奇跡も起こしうる

上原

﹂と

のではないかという私の誰弁が︑功を奏したのか﹁目的地へ到着

い範囲にわたって︑政府関係部門も含めて沖縄の現状を報告して

素晴らしい﹂ということでね︒﹁これは全世界を驚かすそ1

したら︑電報で知らせよ︒そうすれば︑日本代表として任命する﹂

いるんですよね︒だけれど︑山城善光はその報告集会に行って︑

仲吉良光1 彼が沖縄から引き揚げて来て︑東京で相当広

と党の幹部は約束してくれました︒

何回も仲吉報告を聞いているんだ︒彼は沖縄の現状は︑まさに︑

じゃあ︑党がそれは支援してくれたということになるわけ

く違う世界だったということで︑彼は彼の書いた物の中にありま

佐道
上原

すよね︒ものすごく︑腹を立ててだね︒大ウソつきだと︒この仲

そうであろうと思って帰ってきてみたら︑なんと︑沖縄はまった

うことですね︒だから︑私︑先ほど言ったように︑﹁キミはいつ︑

吉さんをくさしたこと︑私は何回も何回も聞いているんですよ︒

ですか？

逃げるのか︑行くのか﹂と問われたので︑私は﹁機会があれば︑

沖縄で︒だから︑彼︑彼自身は﹁俺︑機会があったら︑東京へ行

そう︑支援して︑認可してくれた︒認可というか︑そうい

いつでも発つんだ﹂って言ってから︑だから︑まだ日にちも決ま

って︑東京中駆け回ってね︒ひとつ︑国会に行って︑沖縄の実情

を話してやるんだ﹂っていうようなことも︑彼は言っていたんで

っていないのに︑最終的にどうこう言う︑ということは決定して
いないのに︑私が︑何て言いますか︑それを前取りしてね︒

すよ︒だから︑私が︑﹁よし1

ことがあったら︑俺が代わって︑やってやるから︑いいよ︑安心

じゃあ︑俺が︑日本に行くような

その五︑六名で大阪府委員会か︑関西委員会の方たちが︑私の
名前知っている人旧名ぐらい︒
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日本政府の関係部門の組⁝織から︑たとえ︑捕らえられても︑比嘉

たんですね︒そのためには︑私はアメリカの手先になっている︑

沖縄問題のありのままを発表することは︑私の使命だと思ってい

そういう経緯もあったんだから︑私としては︑日本国内に広く

ンスだから︑シンガポールでの調べが厳しいのかなとコックさん

積荷の検査とかいろいろな手続きがあるのだろヶね︒船籍がフラ

ス海運会社がチャーターしたものだと言っていました︒やっぱり︑

の軍用輸送船で貨物を運んでいた︒フランスの船を香港のイギリ

は︑どこの船だったかな？ そうだコックさんの説明では︑一種

守番は私一人か︑友人のコックさんくらい︒さて︑この船の国籍

良明たちが私を脅かしている﹁危ないそ﹂と言う事態になっても︑

に聞くと︑﹁よく分からん﹂とコックさん︒とにかくアメリカの船

しなさい﹂って︑私は何回も言ったんです︒

構わないと思っていた︒

でなかったはずですよ︒

き上がってきたわけなんですよ︒﹁いいじゃないか﹂と︒おそらく

動しているということが分かったら︑震え上がるくらいの力が湧

すからね︒入港後︑一週間くらいしてだと思うが︑ある日突然︑

せてくれただけでも﹁謝天社地﹂だから西わがままは言えないで

さんが指定した範囲内しか行動できなかった︒なにしろ︑乗船さ

ρ

ところが︑世界にはこういう地球規模の平和運動があるんだと︒

ここにいても︑アメリカに捕まえられる︑やられるくらいだった

英海軍によって︑船内検査がありました︒コックさんとトランプ

で︑私とコックきんとは仲良しなんだが︑船内では私はコック

ならば︑﹁俺は命がけでも渡ってみよう﹂と︒こういうふうに勇気

をしていたところを見つかってしまったのです︒それで︑捕まつ

で︑戦争に反対している組織がある︒しかも︑世界組織として行

が身体中にみなぎるような思いをした記憶がありますね︒これは

ちゃった︵笑︶

船を離れなきゃいけないかもしれないと︒私が﹁捕まるとどうな

ら見ると︑船の予定航路に変化があるかも分からないと︒キミも

合どうするかということ︒彼は︑どうも最近︑船員たちの動きか

コックさんと私は︑常日頃︑二人で話していたのは︑万一の場

何の打算もなしに︑非常に何と言いますか︑さわやかに︑その決
私からは以上ですので︑佐道先生から︒

心もしてね︑その計画に踏み出すことができたんですよ︒
眞板

■密航︵日本〜シンガポール〜香港〜中国︶

るか﹂と聞くとね︑彼は﹁捕まるよね︒これだよね︒それで︑監

さんの提案は︑﹁俺たち二人は香港出身なんだが︑キミは私の幼友

獄に入るんだ﹂と今にも泣き出しそうな顔をしたのは忘れられな

それで︑ストックホルムを目指されるわけですよね︒で︑
うんつ？

達で︑貧しい暮らしの中︑二人は兄弟のように育った︒しかし︑

佐道
上原

ストックホルムに行かれる途中で︑見つかって︑というこ

い︒私は彼の友情に感謝し︑万一の場合の作戦を練った︒コック

佐道

その途中で︑見つかって︑中国に行くことになった？

とになるわけですよね︒

願いして連れて来たんだと︒船がまた︑すぐ帰るんだから︑連れ

っとシンガポールあたりまで︑手伝わせようかなあと思って︑お

俺︵コック︶が最近︑身体があまり丈夫でないから︑キミにちょ
しまったんです︒真っ直ぐそのままヨーロッパへ行くと思ったら︑

て帰ればいいじゃないかと思っていたっていうことにしよう︒そ

私が香港で﹁拝借﹂した船がね︑シンガポールに泊まって
しばらく﹁動かない﹂って言うんですよ︒それで︑一週間くらい

うすれば︑俺も罪がなくなるから︑そういうことにしょうや﹂と︑

上原

ここに滞在してね︒船員は︑上陸して遊びに行っているので︑留
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二人口裏あわせをしていたんです︒

そして英海軍に逮捕されて監獄に入れられてしまいました︒裁
︑・判は受けなかったから︑どういう処分だったか良く分からない︒

いろいろ検討の結果﹃大公報﹄に行ったわけですよ︒で︑﹃大公

報﹄に行って︑﹁責任あみ人に話したいことがある﹂ということで︑

乗り込んで行った︒そのとき︑私は服装はどうかというとね︒蛋

民の一番下層の労働者が着るようなものより︑もっとひどい︑こ

タオル一枚もっていたかどうかね︒そうしたら︑門番にお願い

日数は二ヵ月くらいいた感じがしたんだけれども︑実はもっと長
香港行きの船に乗せられて︑香港の港まで連れて行．ってくれたん

しても︑なかなか開けないからね︒それで︑中と連絡とってくれ

れくらいのパンツみたいなやっとね︑ランニングを一枚︵笑︶

だな︒そして︑そこらあたりのあれは︑私としても︑忘れまいと

ないか︒私は簡単にこうこうであるということを紙に書いて︑門

かったかもしれないですね︒コックさんの奮闘努力の結果︑私は

思っていたけれども︑時間が経つとね︒あのときは︑緊張してや
っていたのに︒

どうか︑私の顔を見ながら内︵注・社屋に向かって︶に走って行

はね︑私の顔を見ながらね︑このルンペン野郎がねと思ったのか

・番に渡して︑これを必ず責任者に渡せっ．ていうことを言うと︑彼

で︑今度は香港に滞在しても︑今度はちゃんとした香港の新聞社

ったんだ︒そして︑﹃大公報﹄のしかるべき人に渡したんだろうね︒

そして︑香港に行ってしばらく滞在する期間があったでしょ︒
にいるわけだね︒名目だけ匿われているから︑安全だったわけな

十分くらい待っていると︑中から︑なんと︑私を迎えに来てくれ

たのはね︒ニメ二軍ーくらいの背の高い人なんですよ︒それで︑

彼は﹁俺は︑趙沢隆だ︒中にすぐ入りなさい﹂そして︑中に入れ

何しろ︑港で︑二十四歳か前後になっている人が︑浮浪者のよ

れて行ってだね︵笑︶ そこで︑いろんな話をしたね︒何時間も

彼らの高級なオフィスを︑社長のオフィス︑みたいなところへ連

話しましたか？

んですよ︒いいよ︑その新聞社の名前言えっていうんですか︒﹃大
いえ︑香港の話は初めてです︒

公報﹄いっか話したかなこのこと？
眞板

うにしてね︑彷径っているわけにもいきませんからね︒蛋民も︑

話した︒それで︑結局︑彼らの決定として︑あのとき︑彼は編集

て︑彼は私をオフィスまで連れて行って︑あんな粗末な格好で︑

仲間意識と自己防衛上の習慣から︑ここに来ると誰が来たかすぐ

長かな？

そうか︵笑 ︶

分かります︒ロコミですぐ分かるんだ︒彼らはね︒だから︑非常

決定として︑﹁私があなたの生活の一切を面倒見ます﹂と︒﹁今晩

上原初めてか？

に警戒心が高いから︑その中に長くは居られないから︒まず︑何

から︑私の家でお泊まりください﹂ってハ連れて行かれたんだよ

それで︑﹃大公報﹄の社の関係部門の組織のしかるべき

でもいいから︑中国にも連絡を取れるような場所はないかという

そして︑そこで︑彼の家は︑奥さんとそれから︑女中がね︑

阿嬢︵アーイ︶って中国語で言うんだけれども︑おばさんがいて

︵笑︶

またま﹃大公報﹄という香港では影響力がある新聞社だから︑そ

ですね︒そこに︑今度は︑ひと部屋空いていたのがあったのか

ことで︑いろいろ︑あっちこっち調査研究をして︑数日後に︑た
こに行って︑そこの記者を見つけてね︑話し合ったほうが︑効果

佐道

香港市民 にな

香港には都合︑どのくらいの期間︑いらっしゃったんです

つちゃつた︒

私はそこで︑中国行くまでのいわゆる中継ぎをしてね︒で︑

な？

台湾に近い︑

的かなあ？

宿泊するということで︑その晩から︑いわゆる

新華社の﹃文匪報﹄に行くかなあ？

台湾関係︑国民党に近い新聞社に行ったんじゃ︑これ幸いと捕ま
ってしまうだろうから︒国民党の方も連れて行かれたら終わりだ
からね︒
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か？

か︑なんか﹁あれないですか﹂とか言うと︑私が﹃大公報﹄の人

そういう中で︑新中国のいろんな香港で収集できるすべての情

に聞かれると︑編集委員並に扱われたりね︵笑︶

報っていうのは︑﹃大公報﹄の方にあるから︑そういうのを調べて︑

香港に帰ってきたのは︑蜜月だったんでしょうかねえ︒あ

あいう格好だから︑夏か秋だろうね︒そうすると︑シンガポール

勉強したり︑それから︑その彼らは彼らにこういう座談会を開い

上原
の滞在は︑二ヵ月間っていうことはなかったかもしれないね︒も

と︒で︑沖縄どうだと︒結構︑そこでもう︑よくそういう座談会

う少し長かったね︒三ヵ月くらいだったのだろうか︒趙沢隆さん

全部その﹃大公報﹄の方々が︑用意をしてくれた？

があって︑そして︑今度は夜になるっていうと︑もう今晩は趙さ

て︑日本状態はどうだと︑日本の労働組合運動どうだとか︑日本

佐道

そう︒もう︑﹃大公報﹄の人たちが︑一切︑私の生活を見る

が私に出してくれた服は︑背広ね︒考えてみると︑このくらい︑

上原

んの家で︑少し夜食を食べるかって言ってね︑﹃大公報﹄の友人に

のいわゆる国民のアメリカに対する見方はどうだとか︑というこ

と︒で︑具体的にはその︑趙さんっていう方︑その人が私の一切

連れて行かれてね︒芝居を観に行ったり︑ずいぶん︑贅沢なね︑

厚さがあったかもしれないんだ︒

合財の世話を焼くということになる︒代表世話役っていうことな

貴賓待遇されましたよ︒

香港はその当時︑紹構︑平穏でしたか？

んですね︒そして︑彼らの家にいる間︑奥さんも二人ともジャー
ナリストだから︑昼はいないから︑そのときには︑阿嫉が︑ちゃ
んとした香港料理を作ってくれて︑私をもてなすと︒

たとえば︑彼らが早めに帰ってきたときには︑一緒に︑外に出

平穏？

平和な

だから︑私は︑外にいるときは﹃大公報﹄の連中と一緒に

﹃大公報﹄の人たちと一緒にいるから︑だいたい︑趙さんと

煙管

サッカー1 サッカーを観に行くとか︑競馬を観に行くと

サッカーですか？

か報の⁝﹂
﹃大公報﹄の

﹃大公報﹄の︵笑︶

海水浴っていう話がありましたけれども︑

えっ？

いま︑海水浴っていうお話があった

ということなんです︒

の香港人並ですよ︒警察ももちろん怖れることはない︒﹁俺は何と

か︑そういうのは︑一般の香港人︑彼らと一緒にいる限り︑一般

上原

けるのは⁝⁝

一緒なんだけれども︑﹁海水浴行こう﹂とか︒彼らの足をボールで

。

てめしを食べに行くと︒それで︑土曜︑日曜︑彼らが休みの場合
は︑朝から外に出て︑朝めしを食べる︒香港人っていうのは︑夜
遅くまで起きて︑朝︑自分の家でめしを食べないから︑みんな外
先生ご自身︑香港にいらっしゃる問は︑具体的には何をや

食だから︒いま︑日本で言う飲茶っていうか︑そういうものを︒

佐道

っておられたんですか？

先生ご自身は︑香港で﹃大公報﹄の世話を受けていらっし

上原えっ？
佐道

具体的には︑結局︑私の好きな本を彼らが︑﹃大公報﹄の図

ゃる問はですね︑具体的には何をしていらっしゃったんですか？
上原

書館から借りてだね︑好きな本を読んでいると︒その代わり︑﹃大
公報﹄にいる間は︑﹃大公報﹄で日本関係の記者がおりますから︑

その人たちと座談会を持ったり︑そして︑彼らが書いた日本関係
の記事があるんですね︑そういうのを﹁ちょっと見てくれよ﹂と

い上佐上佐
る原道原道

佐上佐上佐
道原道原道
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上原うんっ？

り︑ご自由に行ってください﹂っていうことになったわけなんで

すよ︒しかし︑それには︑国境線を突破するまでは︑彼らが責任

いま︑海水浴っていう話がございましたけれども︑夏を過

佐道

放軍がいる近くまでは案内すると︒こういうことでだね︒秋ごろ

を持つと︒そして︑突破して︑中国のどっかに着いたら︑その解

そう︒向こうはね︑八︑九月ごろまで海水浴できる︒香港

ぎて︑ずっと︑いらっしゃったわけですよね︒

上原

朝鮮戦争が始まるんですけれども︑朝鮮戦争のニュースとか︑朝

佐道

佐道

上原

佐道

その海上とかなると︑もう︑朝鮮戦争も非常に複雑になっ

そうですよね︒

あっ︑海上しかないですよ︒

海上ルートですか？

には︑中国へ行ったわけなんですよ︒

鮮戦争が始まって︑その後︑日本は︑警察予備隊ができたりとか︑

上原

は⁝

ということがありますが︑そういうニュースもどんどん入って来

てきている段階だし︑イギリスと中国︑香港と中国との国境線っ

ということは︑一九五〇年ですから︑六月二十五日から︑

た？

ていうのは︑ものすごく厳しい厳戒状態に入っているわけなんで

そういうのはもう︑少なくともそういうニュースは︑﹃大公

上原

すよ︒だから︑香港からすぐに入れる九竜まで行って︑そこの鉄
の網だね︑あれを︑針のあれ？

報﹄の並みの記者たちと同じレベルの知識を持っておりました︒

佐道

眞板鉄条網ですか？

で︑そういうことについて︑先生はコメントをされたりと

か︑そういうことをしておられた？
て︑パスポートを作ってね︑やらないと︑今度は中国に入るのに︑

万一警備隊に見つかると︑﹁ズドン﹂つとやられるから︒あるいは︑

つていうことになるとね︑それは︑九九％以上不可能なんです︒

最短距離で鉄条網を突破すればいいじゃないか

この香港政庁分ね︑認可を得ないと出られないわけですよ︵笑︶

そこへ行くまでの問に︑途中で英兵に逮捕されてしまう可能性も

鉄条網1

香港に誰の調べもなしに入って︑﹃大公報﹄の﹁新聞記者﹂になっ

ある︒だから︑どうせ︑正式ルートでは︑絶対に中国に入れない

上原

たのに︑今度は出られない︒シンガポールの場合は︑止む無くこ

ということが分かったので︑ 香港から中国へ直接行ける船はない

それで︑問題になったのは︑香港に入った︑私は何とかし

んなやつを抱えておれるか︑じゃあコックのお願いを聞いて︑彼

かと調べた︒しかし︑古い交易船の積荷には厳しい制限を課して．

上原

の身内なら︑送り返した方が隅シンガポールの負担もなしに︑上

いるだけでなく．人の往来は厳禁でした︒しかも︑船名とそのト

まず︑港に行って︑桟橋から船に乗るまでの間っていうのは︑

の方に報告を上げなくて済むじゃないかという官憲のルーズさも

ときにちやんとした書類がないと︑出られないわけですね︒それ

ものすごく厳しい冒険をしなきゃいけないこともあるんですよ︒

ン数︑構造もすべて報告されているわけだからね︒登録されてな

で︑手間取って︒それで︑いろいろなことを︑﹃大公報﹄の連中と

そして︑当日も幸いにして目的の船に乗り込んだ︒それは自分で

あったんでしょうね︒だけれども︑今度は︑私は︑﹃大公報﹄にい

検討七て︑手を打ってみ．たんだけれども︑不可能であると︒下手

も感心するくらい迅速に︑船員たちの協力もあって成回した︒乗

い船を使うと︑すぐ暴れてしまうということなんだ︒

をすると︑﹃大公報﹄のその書類がインチキだったと分かれば︑大

船すると︑すぐ舷尾の隠し底？ そこは船の特別な場所で︑一人

るんですから︑﹃大公報﹄の職員として申請したら︑今度は︑出る

変ですからね︒それで︑最後の手段はやっぱり︑﹁上原のお好み通
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の人間がかがんでやっと入られるぐらいところである︒表面はピ

危険信号である︒危険と分かったら︑あんたはすぐに︑後ろに向

﹁同志1﹂と歓迎されて固い握手をしてくれた︵笑︶

いて︑至急︑船に帰りなさい︒それで︑船で待っていてください﹂

そして︑それから私は︑まさに天下晴れて自由人となったんだ

シャッと板張りされて︑板張りって言っても︑船の底なんですよ︒

い時期だなあと分かる︒香港領域を出るまでにそれが二回も三回

よ︒そういうふうにしてね︑いっか︑あんたに言ったかな？

と︵笑︶ そういうことなんだよね︒私はその人の合図を無視し

も︒英海軍と香港水上警察の検査があるんですね︒それで︑香港

入るのは易しかったけど︑出るのは大変難しいっていうのは︑そ

そこは船長直轄の部屋とかで︑大事なものを入れるところなんだ

を離れていよいよ航路に入る前の段階︑更に次は︑香港︑中国と

のことなんですよ︒

てだね︑その人の肩を叩いて︑﹁いいよ︒謝々﹂と船員と別れて︑

の境界線︒そこで︑最後の検査があるんですよ︒で︑三回ぐらい

佐道

そうである︒船長は私をそこへ密かに入れてね︑私の命令がある

やっているんだ︒最後は英海軍だけの︒そして︑あとで︑その船

上原えっ？

解放軍部隊のいる方向に真っ直ぐ向かい︒解放軍の守備隊長と握

の人たちが︑中国に着いたとき︑﹁われわれは冷や汗をかきました﹂

香港から中国のどこに着いたんですか？

まで︑﹁じっとしていなさい﹂と︒外から二回コンコンつと叩くの

と︒で︑その船はね︑香港で新造した︑香港商社の新造船なんだ︒

佐道

え一︑中国のどこに着いたっていうのはね︑中国の比較的

手．した︒部隊の責任者が出てきたので︑説明すると︑責任者が

新しい船を空荷のまま︑中国へ持って行って︑中国側に渡すんだ

上原

は危険信号であるから︑絶対に動くなと︒﹁はっ﹂これは一番厳し

そうだ︒私はその船を利用できたんですよね︒だから︑﹃大公報﹄

香港を離れた︑広東省のある港︒

どこの港に入ったって︑名前はご本人は︑先生ご自身は？

の友人たちも大変︑苦労したなあと思うんですよ︒

安心して大声で話し合っていた︒船底に押し込められていた私も

佐道

上原

そこで︑上陸をされて︑そのまますぐに︑北京に行かれる

あっ︑福建省に近いですな︒

佐道ある港？

解放され仲間入りを許された︒中国大陸も手に取るように見える︒

わけですか？

さて︑香港の国境線を越えて︑中国領海に入ると︑船員たちは

明日はいよいよ中国へ上陸なので︑どのような方法でやった方が︑・

上原

もちろん︑﹃大公報﹄が﹁私のところへしばらくおりました﹂とい

人間か分からない︒だから︑身分証明をするものは何もないから︑

いや︑それからね︑その私が行った解放軍も︑私がどんな

安全なのか︑香港出身の水先案内責任者は︑私のことについて︑
﹃大公報﹄の友人たちから十分な情報を提供されていないので︑上

陸に際しての注意事項をこと細かく次のように説明してくれた︒

ってしまいますから︒何もない︒もし︑暴露されたならば︑私は

うことも︑一筆も書いていない︒書かない︑︒書類として一文字も

真っ直ぐ小坂を下りるので︑ついて来い︒もし︑途中で私が危険

この船に勝手に潜り込んでいたんだという私個人の責任にするわ

﹁明日は大陸のある港につきます︒下船するときは︑私の後を﹈○

だと思ったら︑ちり紙をポケットから出し︑鼻をふく︒もし︑私

けです︒そういうことはそれでも︑打ち合わせ事項としてね︑そ

何もないわけなんです︒それを持ってて︑ばれたら︑すぐに捕ま

がその紙を捨てないで︑前に進んでいったら︑あんた︑ついてき

れで︑入って行った︒入って行ったら︑中国の昔の︑あの頃の中

メートルくらい離れて歩くこと︒私が先頭になって桟橋を渡り︑

なさい︒もし︑私が鼻をとってちり紙を丸めて捨てたら︑これは
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日本ではそうだ︒スワトウって言うんだ︒汕

サントウ？

国っていうのは︑交通不便だからね︒福建と広東との省界のです

スワトウ1

汕頭︵スワトウ︶

ね︑日本語で何ていうのかな？
佐道

上原
頭に着いたんですよ︒そこは︑香港から遠いから安全だからね︒

ののほとんどは脱いでいたはずですからね︒そして︑上って︑そ

したら︑非常に新鮮な空気だということを︑もうそのとき︑もう︑

なんか思い出にあるみたいですからね︒

は︑汕頭の方にはいろいろ連絡がいったことから︑四︑五日くら

といヶことで︑解放軍の将校二人で広州まで行ったんです︒それ

ら︑一報告をしてくれた︒数日後︑﹁広州まで案内してくれる﹂

自動車道や鉄道もないから︑馬を使う以外に便利なものがないか

絡も取れないみたいだからね︑彼らは伝令を遣って︑一当時は

から︑しばらく休んでいなさい﹂と言うことになった︒簡単に連

解放軍は私の報告を﹁広東省人民政府と解放軍司令部に報告する

こに来たんだと︒香港では︑一応︑﹃大公報﹄の支援を受けたと︒

分の身分をね︑全部さらけ出して︑こういう目的で香港経由でこ

ここまで来たのだから︑私はもう何も隠すことはないからね︑自

ご覧になって︑そのとき︑どういう感想をお持ちでしたか？

けれども︑四九年十月に中華人民共和国ができて︑あとの中国を

中国へ行かれると︒北と南で︑中国はぜんぜん違うと思うんです

方にいらっしゃったわけですよね︒で︑戻ってこられて︑また︑

佐道

わけですね︒

な新しい中国というもののね︑そん中で︑私は吸い込まれていく

て︑結局︑お客さんになって︑ま︑そこらあたりから︑いろいろ

上原

州にまた︑しばらくいらっしゃったわけなんですか？

佐道

■広州での暮らし

い︑そこで休憩して︑解放軍に案内されて︑約三百キロを徒歩で︑

ういうご印象だったですか？

そこで︑汕頭に着いて︑解放軍部隊の連隊長と話し合った︒もう

二百キロくらいを馬車などで︑︑広州に行った︒広州の方で︑解放

上原

まず︑あれですね︒一九三八︑三九年ごろの中国人の生活

ど

打ち合わせの前に︑先ほどもお話がありましたが︑満州の

そうです︒広州にしばらくいましたつ広州では大手を振っ

そして︑しばらくして広州に行かれたわけなんですね︒広

軍︑広東省委員会と広州市委員会の管轄下に置かれたわけですよ︒

ピンのね︑あれですけれども︒いかに貧しい生活をしていたかと︒

っていうの．は︑私は具体的に非常に記憶に残っているのは︑ハル︑

なんですか？

労働者︑貧乏人がね︒その当時の思い出の一つとして︑非常に基

佐道汕頭にお着きになったのは︑何月ぐらいなんですか？
上原

馬頭に着かれたのは︑置月ぐらいですか？

三人でどっか見に行こうと思うと走っていくわけだね︒すると︑

佐道

そうですが︒十月とか十一且とか？

必ず︑その見に行くっていうのは︑人間がね︑死ぬと︑零下二〇

本的なあれを言いますと︑私はまだ︑あのころ︑十四︑十五歳ぐ

佐道

もうそんなものかもしれませんな︒どうでしょう︒あのと

これはね︑もう相当︑涼しくなっている︑寒くなっていた

上原

度から三〇度で︑ビーンつと凍りついてた︑それをいbぱい︑馬

上原

き私は︑背広を着でいますからね︒背広っていうか︑ネクタイこ

車に積んで︑圃行くのを誰か見たって言うんだよ︒hはあ︑俺たちも

らいの好奇心旺盛なときですから︒早朝︑ヒマがあると︑友人二︑

ういうふうにして︒それは︑結構︑船底でこうして︑境界線まで

見てみよう﹂と行った︒本当に四︑五台くらい続く馬車なんだ︒

と思うんです︒

出る問の船底で︑結構︑暑くてね︒恥ずかしながら︑着ているも
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馬車の上には四肢をぱっと伸ばした死体を積んでいる︒真冬です

いの同年輩の連中が来て︑いろいろ話をしたりね︒私の世話して

それから︑今度は広州市委員会の宿舎があってね︑その宿舎っ

くれるって言うんでね︒

それが︑非常に疑問で︑いろいろな人に聞いてみたんだ︒中国人

ていうのはね︑非常にいい経験をしたと思うのは︑中山公園って

ね︒零下二〇度か三〇度ありますからね︒しかも︑裸なんですよ︒

に聞いてみた︒日本人の年配の教官にも聞いてみた︒すると︑飢

いうのがある︒その中山公園っていうのは︑広州で一番いい公園︒

いて︑そこから︑見るというと︑四階建てに見えるわけですね︒．

えて︑凍え死んだんだと︒で︑死んだら︑その周囲のものが︑奪

わけです︒で︑そこが︑いっぱいになったら︑その隣に新しい墓

上の道路から見ると三階建てなんです︒一戸建て︑今の日本で言

その近くに︑昔︑小さな地主か商人の別荘みたいなもんですよね︒

穴を掘って︑また︑埋めるわけですね︒そういうのを実際に見て

う︑だいたい︑一階ごとに二部屋あるくらいの相当広かったです

い合って︑その着物︑自分の物にしちやうと︒だから︑死体は素

みて︑いわゆる反満抗日運動の人たちが︑私に︑ビラで伝えてい

ね︒それで︑建物はレンガ造りだから︑そこで︑夕方になるとい

それが︑解放時に香港に逃げて︑空き家になっているのを広州市

る︒こんな怖ろしいことを日本人はやっているのかということが

うと︑屋上に上って︑涼めるとかね︒というような設備があると

っ裸にされてしまうんだと︒その馬車の後について行ってみたら︑

分かったんですね︒だから︑私は中国人に対する理解とか同情と

ころだった︒ほとんどがもう︑そう遠くないところにある中山公

ょうど︑斜面になっているんですよ︒斜面の下が中学校になって

かいうのは︑そういう実際を︑目の前にしながら︑こう自分の身

園が見えて︑当時︑付近では比較的立派な家なんですよ︒そこが

委員会が接収してだね︒職員の宿舎にあてていたわけですよ︒ち

体にね︑少しずつ刻んでいったわけなんですね︒そういうことを︑

これからの私の住まいということで︑そこへ引越しをして︑しば

共同墓地みたいなところがあって︑大きな穴が掘られているんで

まず第一のその印象として︑それから︑反満抗日運動家やあるい

らく滞在していました︒それで︑私が行く前に︑そこに一人︑先

す︒これを何十人運んで来ようと︑何十人でもぶつ込むっていう

は︑いろいろな活動している人たちに会って︑もちろん︑いろい

客が︑1四階建てだけれど︑道から見るというと︑三階建てな

別になっているように見える︒そこは︑今度は︑その二つは︑一

ろ便衣の人たちね︑それは街に出るときであって︑そうでなけれ

だから︑今度︑私は平和運動家の一人として︑場所は南の広州

階︑二階は︑私の部屋ということになっている︒で︑﹁こんなに広

んだよ︒一その︑二階と四階は人が住んでいる︒それで︑一階

だが︑そういうことを比較検討しながらだね︑きちんと比較した

いところに︑俺一人住んだから︑ダメだよ﹂ってね︒﹁俺︑寂しく

ば︑それは大変な粗末な生活をしていたと思うんですよ︒これは

わけじゃないんだけれも︑見たら︒まず︑私が泊まる場所︑最初

て眠れない﹂︵笑︶

と半地下みたいのね︑みんな窓がついているから︑上から見ると︑

は︑当時︑広州で一番いいホテルがまだ残っておりましてね︒そ

内してあげる︒いろいろ説明したりするから︑ということで︑一

満州でのことですね︒

のホテルに案内されて︑そこで︑大きな部屋を私︑あてがわれて

緒に住むからと︒

な︑﹁とにかく︑しっかり疲れをとってください﹂っていうことで︑

んが︑小さな孫をね︑遊ばしているんだ︒そこを通って行かないと

で︑夕方になるまでは︑その三︑四階に住んでいる︑おばあさ

その若い連中がね︑一緒に話してあげる︑案
ね︒﹁ここで︑疲れを休めなさい﹂って︒それで︑三日後くらいか

休ませてもらった︒それから︑今度は︑その間︑二名︑三夕くら
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省でね︑ある県の県知事をやった︒県長︵シエンチャン︶をやっ

い素晴らしい︑農業・水利工事をやって︑全国的に有名になった︒

屋上に︑上れないから︑いつもそこを通っていた︒そしたら︑夕方

ばあさんで︑自分たちだけの食事を作って︑孫と一緒に食べている︒

これを毛沢東が非常に褒めたんだ︒表彰したんですよ︒毛沢東が

た︒そのときに︑彼が︑自力更生で三つの県を貫いてね︑農業用

時々︑行き来したんだけれども︑河南省出身の人だったからね︒

最初に︑彼の才能を認めたんだけれど︑その華国鋒も︑連長だっ

になって︑勤務が終わってくると︑そこの主だちは︑広東省か広州

﹁焼餅を作ったから︑来なさい﹂︑﹁こっちで食べなさい﹂って︑お

た︒それで︑私は機会があって湖南に行って︑彼と会ったことあ

水路を作ったんですよ︒国から一銭もカネをもらわないで︒物凄

ばあさんが︑私を招待したことも何回もあった︒息子夫婦は︑なか

るんですよ︒素晴らしい仕事をした人だからつていうんでね︒い

委員会の食堂で食事をしてから帰ってくる︒で︑おばあさんは︑お

・なか︑八時か九時ごろしか帰ってこないから︑どういう仕事をして

彼らは︑自己紹介をして︑﹁私たちは︑解放軍に何年ごろ入って︑

て︒私はこうこうして︑中国に来たんだどいう話をして︑それで︑

らい集まっていたかな？

話をしてくれて︒一緒にいろんな話をし

らが今度は︑私の一緒にいる︑二︑三名︑あのときは︑四︑五名ぐ

上ってきて︑﹁歓迎します﹂っていうことで︑話し合ってから︒彼

楽を聞いたりして楽しんでいると︑そこへ︑帰ってきた夫婦がね︑

こうと声をかけるとかね︒突然︑早めに帰ってきたときなど︑﹁上

れから︑元郷長も日曜日になるというと︑なるべく一緒に外に行

ことですから︑一緒に生活しましょう﹂ということになった︒そ

ないから﹂と言ってね︑やったんだ︒﹁これは︑上部機関が決めた

部屋はずっと︑分配間違いだったんじゃないか︒俺は連長級じゃ

相当な階級じゃないか﹂ということで︑私はね﹁じゃあ︑俺らの

私と住んでいた方も︑ある室長だった︒それで︑﹁それじゃあ︑

わゆる参観団︑ある見学団の中に入ってね︒行ってね︒彼と握手

何年ごろに党に参加して︑そして︑そのいわゆる南下部隊の中の軍

ってこいよ︑一緒にめし食べましょう﹂と何回も誘われたね︒そ

いるか︑よく分からないんだけれども︒次ぎの日曜日のときに︑私

の連隊長か政治委員をやった﹂と︒連長︵レンチャン︶って言うん

の頃になると︑私の若い仲間が︑だんだん数が増えて︑彼らが私

して︑話をしたことがあるんだけども︒

だな︒連隊の連隊長ね︒日本の日本軍で言いますと︑やっぱり︑日

を中山大学に連れて行ったり︑あちこちの機関を見学に連れて行

たちが︑屋上に上って︑若い人たちと一緒に︑蓄音機をかけて︑音

本の軍でも連隊長って言うのかな？

ったりしてね︒中国の青年たちとの交流で多忙になってきた︒そ

訓をやったりして︒大変︑愉快なね生活をしていたけれども︒

連隊長ね︒大佐くらいの階級になりますね︒

どのくらいの期間︑広州へ︒

佐道

呼野奇︑亡くなる前の華国鋒︵ファ・グゥオホン︶って言うのが

佐道

広州にはそうですね︒広州では︑半年以上でしょうかね︒

れから︑中国語のもっと高めるための再訓練だとか言ってね︑特

⁝主席をやった︑国家主席をやった︒

上原

そう︑佐官クラスのね︒先ほど言いました︑もともとは︑

華国鋒︵カ・コクホウ︶

上原

佐道

そこは︑もう︑︑生活があんまり楽しくて︑自由だから︑恵まれた

たくらいですね︒そして︑その間に広州を中心とするその周辺の

上原あっ︑華国鋒︵カ・コクホウ︶か︒﹁ホウ﹂はどんな﹁ほう﹂

﹁峰﹂っていう感じの︒調べれば︑すぐ出てくると思いますが︒

ね︑県あたりに見学に行ってですね︒見学か遊びか知らないけれ

開放感のもとでね︑逆に何年だったか︑本当︑ど忘れしてしまっ
佐道

彼も連長だったんですよね︒後日の話になるが︑彼は湖南
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だったかな？

上原

、

．

いから︑今度は珠江を渡る船でね︑渡って行くとか︑彼らが日ご

クがあれば︑そのトラックに乗るとか︒広州の場合は︑馬は少な

っかに行くトラックは︑﹁あるか？﹂と彼らは調べて︑そのトラッ

るからね︒あの頃の広州は︑車もほとんどない時代ですから︑ど

なにしろ︑私の中国知識を早く︑広くする手伝いをする任務もあ

の連中は︑なるべく私を遠くに一緒に行けばいいわけなんです︒

ど︑そういうこと︑私と一緒に生活している若い四︑五名くらい

離まで行けるわけなんだ︒遠浅になっているから︒でも︑ところ

ずけれど︑だいたい歩いて︑このくらいまでだったら︑相当な距

ね︑後続部隊はですね︑泳いで行っていた︒深いところがありま

戒線を突破してですね︑船で直接行ったのは︑主力部隊だけです

りますね︒海南島へ向かって︑解放軍の大部隊は︑国民党軍の警

くにあるのは︑何半島ですか？︵注・雷州半島︶華南のところあ

たからね︒で︑海南島の解放の戦争経験に基づいて︑海南島の近

で︑私が行った頃までは︑もうすでに︑海南島は解放されまし

によっては︑相当深くなっているから︑荷物を持つ．て渡れない部

ろ行けない︑遊ぶ面積を広げてだね︑私をうまく利用してだね︑
一緒に遊びに行くというようなことで︑大変賑やかだったです︒
佐道

驚くような迅速な行動でもつて︑占領しちゃった︒こんな戦闘方

下ろして︒というようなピストン輸送という形でもってですね︑

分だけを︑今度は船に押し上げてって︑ここだけ︑運んで︑また

が義勇軍という形で︑朝鮮戦争に参加するわけですよね︒実質的

法は蒋介石軍では︑まったく︑考えられない︑そんなやり方だっ

彼らは︑共青団員か共産党員の青年たちであった︒

に︑アメリカと中国が武力衝突をしている時期なんですけれども︑

たんだ︒この戦術で︑海南島占領に成功しているもんだから︑人

五〇年六月に朝鮮戦争が始まって︑十丹には︑人民解放軍

そういテ︑北の方ではそういうことが行われているわけですが︑

民解放軍は︑次の戦略目標である台湾解放に向かって︑全力を集

ない︒で︑私が上陸した汕頭のすぐ︑そこから︑約八○キロも行

そういうものの陰が︑なんかあるとかですね︒そういう話が出る
上原

くっていうと福建省ですからね︒だから︑福建省にはぜんぶ︑部

中すべく全軍の再配置をしていた︒台湾攻撃を早くしなきゃいけ

報告会が︑その都度︑広州市委員会の中にありますからね︒大き

隊が︑大部隊が配置︑さらに後続部隊の配置まで終わっているん

とか︑そういうことが⁝⁝︑

な講堂に集まって︑何かあるっていうと︑何々⁝機関の全員座れる

だ︒それには︑一番近い島々を一つ一つやろうという作戦︒そこ

そうですね︑毎日︑新聞を読むとか︑政治︑時局に対する

ような︑何百名と入れるような会場ですから︒それから︑重要問

いろと体調も非常に好調になってきたので︑指示にしたがって私

とも︑私がそこへ行ってから︑合計︑ひと月くらい休んで︑いろ

の区分けをして︑責任者が報告をやりますから︒だから︑少なく

していない︑朝鮮が今度はアメリカに攻められて︑そこで︑アメ

があるんですね︒で︑最後に毛沢東が決心して︑まだ国内が安定

でないか︑真っ二つに対立した闘争があった︒物凄い厳しい闘争

中央委員会では︑朝鮮戦争︑北朝鮮を支援すべきか︑支援すべき

へ︑もってきて︑ほぼ部隊の配置は︑全戦線にわたって配置した

も︑そういうのに参加していますからね︒だから︑そのときの朝

リカの大部隊が︑配置されることでもって︑中国国内の安定って

題については︑何々級まで︑課長クラスまでとか︑課長クラス以

鮮問題は︑初期の動きから︑私たちの方としては︑直接聞いてい

いうのが︑極めて危険な状態に置かれるっていう︑彼の言ういわ

つていう段階で︑朝鮮問題がややこしくなってきて︑で︑当然︑

る︒そして︑部隊の動きなどについても︑だいたい分かるわけで

ゆる戦略的判断のもとで︑たとえ︑経緯がどうだったであろうと︑

上とか︑それ以下は︑そうですね︑その伝達の内容によって︑こ

すよ︒
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たんですよ︒

令してだね︑台湾方面に配置していた主力部隊を朝鮮戦線に移し

参加すべしということで彼は︑決断して︑部隊の移動を今度は命

ほとんど︑だいたい重なるような時期になるわけですけれども︑そ

ておられる︒まさにその︑始めようとするのと︑朝鮮戦争の時期は︑

関﹂をお作りになって︑対日宣伝とか︑やろうということで︑やっ

表︶︒北京の中央では︑朝鮮戦争にいかに対応するか︑その議論が

上原

うことですよね︒

ろうという形で︑やっていたという部分はずいぶん︑あったとい

佐道

ういうことも︑先生のお耳には入っていたんですか？

ある︒そして︑それによって︑急遽︑朝鮮の旗色が悪くなったの

上原

そうしますと︑先生は︑広州でだいたい半年か︑これはち

で︑部隊の大移動になるわけですね︒で︑北京も大変︑混乱状態

のあれとして︑ストックホルムと北京を選んだわけですね︒だか

佐道

になるということ︒そういう中で︑私はすぐに北京には移れない

ら︑日本国内の状況︑情報っていうのは︑具体的な情報っていう

上原入っていた︒もう︑私が広州についたら︑日本の主な新聞︑

ということで︑いくつかの場所に変わりながら移っていくわけで

のは︑私自身が実際︑実践の中で体験する期間は極めて短かった︑

ょっとはつぎりしないですけれども︑朝鮮戦争までいらっしゃっ

すね︒だから︑たとえば︑広州のさらに北の方の大都市に移ると

ということですよね︒だから︑中国に渡．って︑まず広州を第一段

それから︑日本共産党の機関紙が︑ちゃんと届いていましたから︒

か︑それから︑朝鮮戦争の進行状態如何によっては︑東北の一部

階として︑そこにいる問にね︑私の必要とする日本情報の提供は︑

て︑そういうお話とか︑情報とかをお聞きになったりして︑で︑

が米軍によって侵攻されるんじゃないかというような態勢なんで

十分可能だったということ︒それと︑今度は︑併せて︑中国の情・

北京経由でね︒

す︒中国はそのとき︒そうすると︑北京に行っていたならば︑北

報︑それは目の前で︑実際に活動して︑それを直接関係のある人

それから︑北京に入られることになるんですか？

京にいきなり連れて行ったわけでは︑具合悪いわけですね︒だか

たちと話をすることができたっていうことで︑非常に私は︑中国

佐道

大局的に︑その観察し︑判断する機会があったということ

大局的にということですか？

ですね︒当然︑日常生活にすべてに︑それは跳ね返ってきている

上原

人よりか︑より全般的に︑

そう︑日本じゃできないから︑今度は世界を舞台に︑それ

実際︑日本国内での活動ができないので︑中国を拠点でや

ら︑逆に今度は︑北京にいる人たちの配置をどうするか︑そうい

対日本問題と同時に︑中国対朝鮮問題等については︑日本にいる

その前にすでに︑先ほど︑あんたの棚つたもの︵注・質問

うことになるわけですよ︒

そうしますとですね︑先生は︑シンガポールから香港へ行

■徳田球一への思慕
佐道

佐道

．

くわけですけれども︑一方で︑日本共産党のですね︑内部の分裂と

共産党の方々とお会いになったのは︑少し朝鮮戦争の戦線が︑膠

というわけです︒

かいろいろあって︑徳田球一さんですとか︑それから︑それを後を

着状況に入った︑そのくらいの時期ですか？

って︑香港から広州の方に入って行って︑南の方からこう上って行

追うようにして︑伊藤律さんですとかですね︑野坂参三さんなどを

上原

ま︑会ったか︑それは人伝いか︑間接的か︑それは別とし

それで︑先生が日本から亡命のような話で来られた︑日本

含めて︑北京に行かれるわけですよね︒で︑﹁北京機関﹂︑﹁徳田機
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るわけなんです︒というと︑名前ご存知かどうか︑知らないけれ

ような状態にあるっていうと︑ほぼおぼろげなことは︑私は分か

きる徳球の世話している人たちも︑﹁ウナギっ．て食べたことない

のか﹂ということを言ったんだね︒そしたら︑中国の日本語ので

詳説がある日︑﹁ウナギを食べたい︒ウナギの蒲焼は中国にない

たですけれどもね︒そういう中で︑お話が漏れ伝わるわけです︒

ども︑横川次郎ですね︑元は南部藩の出身で︑う一ん︑彼の経歴

な﹂︒中国にもウナギはいるんですよ︒でも︑中国のウナギってい

てだね︑それが結局︑彼らが北京に来ていると︑北京でどういう

はちょっと忘れましたが︑東北大学か︑東京大学か︑それはちょ

そういう方が結構おられましたからね︒私︑知っている人たちの

よ︒非常に優秀なね︒それで︑満鉄調査部っていうところには︑

食べないんですね︒そういうことは︑見たことがなくても︑伝え

るんですよ︒水死体の中からですね︑それで︑中国人はウナギを

その流れてきたら︑死人を開けてみるというと︑ウナギが出てく

うのは︑揚子江あたりのウナギっていうのは︑水害で死んだ人が

中にも︒彼もその日本で就職できない︑﹁もし︑社会活動を続ける

話であるわけなんです︒ウナギっていうのは︑死体の中に入り込

っと忘れましたけども︑昔︑マルクスボーイだったんだそうです

ならば︑監獄にブッ込む﹂と︑﹁ただし︑条件がある﹂と︑﹁キミ︑

ナギに似たものですね︒沖縄ではタウナギって言うんですよ︒え

んで︑何か食べるやつだと︒汚らわしいやつだと︒怖ろしいやつ

彼は仲間が︑戦後引き揚げて帰っても︑ずっと残って︑中国の経

一とね︑中国ではサンユイ︵山魚︶って言うんだけれどもね︒こ

満鉄へ行って︑調査部でも行って︑働くならば︑行きなさい﹂と︒

済建設のために︑協力してくれた方なんですけれども︒こういう

れはね︑ちょうどウナギの格好をしている︒ウナギの格好をして

だということで食べないの︒そういう伝説があるから︒ただ︑ウ

人たちもおりますから︑で︑こういう人たちも本人が︑自由には

いる︑いわゆる沖縄のタウナギで︑泥の中にもぐり込んで︑泥の

﹁はい︑そうですが﹂って︑行った一人なんだそうだ︑けれどもね︑

会いに行けなくて︑必要な時に︑奥さんと共に︑たまに徳球さん

中で生活するんですよ︒なんて言ったかな？

中国の人たちの中には︑まだ︑現在も︑北京で元気で︑日本に来

笑い話みたいな思い出だけれど︑この難球を世話した人たちの

人顧問の中でも﹁老専家﹂と呼ばれ︑厚遇されていた︒一九八九

満鉄調査部に入り︑戦後も中国に残った︒新中国成立後は︑外国

※横川次郎は︑一九〇一年福島県生まれ︒東京帝大卒︒三六年に

ドジョウみたいな︒

に会えるわけなんですよね︒中国側としても野球の健康状態に対

て︑私が帰る前に︑在日中国大使館で何年間か働いたりして︑帰

年四月北京にて没︒八十八歳︒

してね︑食べ物の問題とか︑いろいろと気を遣っているから︒

国しておりまずけれども︒その人たちの中には︑徳球の最後のね︑

ゆる日本人︒日本名を名乗り日本人として︑日本人の資格のある

関係は持てなかったわけですね︒そして︑今度は中国にいるいわ

限られた一部の人たちでなければ︑日本から来た︑徳球たちとの

そういう人たちもまだ︑お元気ですけれども︒そういう人たち︑

海では︑蒸し煮にするわけですよ︒いろんなその香料を入れ．てね︒

うのは︑ウナギと同じように︑こうさばいてですね︑そいつを上

す︒泥の中にもぐり込みますからね︒そいつの料理の仕方ってい

上原太さはウナギの約三分の一くらいで肉がしまっているんで

佐道

連絡係として︑死に水を取ったというのかな︑日本的に言えばね︑

人たちの中では︑横川次郎さんたちくらいじゃないですか︒本当

蒸したやつを︒それを食べる︒だが︑それを四川省あたりに行き

ドジョウとも違うわけですか？

はそのとき︑こういうことは言わないんですよ︒南って言ってい
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る︒それで︑揚げたやつの中に︑唐辛子をいっぱいほうり込んで

ますと︑油の中に入れて︑﹁ダァーッ﹂と︑ものすごい高熱で揚げ

中国は﹁あんたの防衛上﹂ここで︑文句言ったわけですよ︒そう

わけだ︒これは︑かりにですよ︑徳球が﹁いいよ﹂と言っても︑

先生はお会いになっていないんですか？

いう関係になっています︒

逸板

いや︑私はどっかで︑話を聞いたぐらいですよね︒

ですね︒から一く味付けするんですよ︒それがものすごくおいし
いんですね︒初めて食べる人は︑ダメかもしれないけれど︒そう

上原

佐道

■当時︑中国にいた日本人

いうのはあるんだけれども︑それを聞いたね︑中国の連中が︑﹁こ

いつはサンユイだね︒サンユイだそうじやないか﹂と言ったんだ
けれどもね︒料理人は︑﹁そんな辛いやつを︑四川料理を辛したん

いろいろ検討した結果ね︑横川さんの奥さんが呼ばれてね︑行っ

も書いていますが︑﹁自由日本放送﹂とか︑そういうことで︑対日

じゃ︑大変だ﹂と︒﹁よしなさい﹂ということになった︒そして︑

たらね︑徳球がね﹁奥さん︑蒲焼作ってくださいよ﹂とこうなっ

宣伝放送とか︑いろいろことやっておられたわけですよね︒そう
上原

そういういわゆる放送関係の人たち︑そういう人たちって

いうものには

徳田さんだけではなくて︑伊藤律さんとかですね︑質問に

ウナギはおりません︑捕まえられません﹂

たんだ︵笑︶﹁さあ？

ってね︑何日か延ば．したんでしょ︒いろいろと研究した結果ね︒

奥さんの発明でね︑川魚を利用して︑うまく︑ウナギの格好を作

だそうだよ︒そうしたら︑﹁おいしい︑おいしい﹂って︑食べてだ

﹁徳球さん︑．これが中国のウナギの蒲焼ですよ﹂と持って行ったん

りつけたりして︑ウナギの格好をつけて︑蒲焼の味付けをして︑

賓なんですからね︵笑︶

もしれないげれど︒悪子というのは︑中国にとっては最高級の国

ている人のね︑どっかで話を聞くとか︑ある程度機会はあったか

対の責任を持っての保護人材ではないからね︒ちょろちょろ歩い

いうのは︑若い人たちが多いから︑そんな彼らのそんな中国の絶

ね︒﹁いいよ︒言い訳しなくても﹂って言って︑ぜんぶ︑食べたっ

たものは見ているはずですよね︒

って︑誰からかもらったノリがあったんですね︒そういうのをは

ていうんだよ︒やっぱり︑さすが徳球だと思うんだけどもね︒そ

佐道

ちと︑先生の方が接点を持つということはあんまり少なかった？

そうすると︑中国に亡命してきた日本共産党の幹部の人た

ただし︑何か私が書いたものは︑送っ

して︑﹁あれはおいしかった﹂と︒﹁中国のウナギと日本のウナギ

はあまり変わらないなあ﹂と言ったっていうんだ︵笑︶

上原

その話

を私は奥さんから聞いてね︒やっぱり︑中国の料理だけじゃ︑満

ないから︒名前も中国名になっているから︒

もう︑そのときには︑中国名になっているんですか？

そう︒っていうのは︑私は日本人としてのパスポート等も

足してなかったんだなあっていうことが分かったんだけどね︒

佐道

そうすると︑平冠さんなんていうのは︑もう︑やっぱり︑

佐道

中国名っていうか︑だから︑しかも︑中国の研究機関の中

国人並の研究工作人員だから︑科学院の幹部ということだから︑

上原
上原

これは党中央委員会関係機関の認可を得ない限り︑できないわけ

ごく一部の人が︑もう︒

本の国籍を持つ︑日本共産党員であると︒だから︑彼に会えるの

ですよ︒身分がそういう身分に私はなってしまったわけなんです︒

そう︒隠し場っていうと︑彼は日本共産党の日本人で︑日
は︑日本国籍を持ち︑パスポートも持って︑そして︑その日本共

佐道

それはもう︑広州に入られた時点で︑

産党の正式な証明書を持った者︒それ以外は︑絶対︑会わせない

rt
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入って︑一年くらい経ってからです︒

だん弱ってきて︑会ったときにはもうダメだと︑奥さんが︑﹁そん

彼も︑中国の幹部待遇で︑やっていたからね︒

上原

横川さんご自身も︑党員でいらっしゃったんですか？

な話は絶対してくれるな﹂と拝むように言ってねっそれからしば

上原

佐道

えっ？

そうすると︑中国の中国共産党の党中央委員会の一番上は︑

も︑彼もパスポートを取ってなかったでしょう︒まだね︒昔︑戦

上原

もともと党員でいらっしゃったんですか？

佐道

前の学校出て問もない頃︑︵※上原信夫氏注・横川次郎さんたちは︑

佐道

そうです︒おそらく︑彼は学校のとき︑学生のときに︑あ

らくして︑亡くなったんだから︑そうだ︑彼もパスポートを手に

日本人としての資格を保持していた︒私の思い違いであった︒私

上原

それこそ指示を受けて︑先生はいろんな仕事をされたということ

とは全く違う立場になったので訂正する匹傍線部︶来ているわけ

るいは︑学生を終わってから︑入ったのかもしれないが︑日本の

入れていなかったはずですよ︒︵※上原信夫氏注・日本人であった︶

ですからね︒彼は︑私よりか︑十いくつか︑もう生きていたら︑

特高警察からは︑先ほど言ったように︑日本で同じことを続ける

になるわけですか？

九十いくつかで亡くなりましたけれども︑1息子たちは元気で

ならば︑日本で職業を与えないそと︒監獄に入れるぞと国賊と言

その関係でね︒日本人と言っても︑・この横川次郎さんなど

すけれどもね︒その人たちとは︑会うというつながりだから︒
二年の︑あっ︑国交回復する前だから︑あるいは︑ああいうくら

満鉄の仕事をして︑そして︑日本人が︑どんどん︑引き揚げてい

たんですよ︒そして︑満鉄に行って︑満鉄でずうっと終戦まで︑

ったんだから︑おそらく︑比較的早い時期から︑彼は参加してい

いの年配で︑そうか︒国交回復するまで︑私は南次郎としか知ら

く︑満鉄の連中はですね︒そのときに︑彼は︑経済学者だから︑

1彼から話は聞くことはできるわけですよね︒そうね︑彼は七

なかったからね︒やっぱり︑彼も私のようなね︑身分になってい

七︑八年でしょうね︒もう彼は最後の段階だけれども︑北京で二

件から︑さらに︑五︑六年くらいして︑あのとき︑五︑六年か︑

帰ってきて︑日本で︑留学生問題の⁝⁝あっ︑八九年の天安門事

ない思い出の一つは︑彼が九十歳になったときに︑私︑そのとき︑

うのを︑出国証明証っていうのをもらっていたのかな︒忘れられ

か何かで行くときは︑やっぱりそうだ︒臨時の入国証明書ってい

回復して︑死ぬ間際になって︑一回だけ︑ある日本の団体の招待

限があるからね︒あっそうか ︵ 笑 ︶

佐道

朝鮮戦争も︑もうその頃︑朝鮮戦争も︑朝鮮戦争は︑五〇年何月

佐道

上原

かなり早くですね︒え一︑私が中国に行ってから︑比較的︑

かなり早くですか？

これは

なったのはいつぐらいですか？

佐道

五〇年六月に始まって︑五三年まで︒

からか？

上原

で︑三八度線が決まってから︑いわゆる停戦協定ができた

うことで︑彼は残ったんですから︒

﹁中国のためにお手伝いすることがあるならば︑手伝いたい﹂とい

人で話し合ったときに︑﹁上原くん︑俺は一回はね︑顔出すよ︒キ

上原

たと思うんですよ︒奥さんと住むとき︑あっ︑パスポートには期

ミ︑その手配してくれないか﹂と︑で︑コ緒に行って︑東京でね︑

のは︑五〇？

じゃあ︑そうか︒彼が国交

日本の人々に告げるシンポジウムを開こうじゃないか﹂という約

佐道

五三年です︒

始まるのは？

先生が︑横川さんに最初にお目にかかったのは︑お会いに

束をしたんですよ︒それから︑一年半くらいしたら︑身体がだん
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上原

上原

徳田球一さんが亡くなったあと？

えっ？

ら︑ふと︑ラジオを入れるとね︑短波に入れますな︒﹁こんばんわ︑

本を読んで︑もう私︑疲れちゃったから︑寝ようかなと思ったか

ね︒だいたい︑夜半の十二時以降だったと思うんですよ︒これは

新聞とそれから︑深夜放送がありましたよね︒NHKのね︒

上原

NHKだったと思うね︒何とか放送という国際放送がありまして

佐道
え一︑その前後ですね︒

三年ですな︒もう︑その前からですね︒

佐道徳田さんが亡くなったあ と で す か ？

上原

何々と云々ございます﹂って︑はじめたもんなんですよ︒そうす

ると︑今度は︑寝るのはもったいないと︑それを聞いて︑その聞

佐道前後ですか︒徳田さんが亡くなったのは五三年ですよね︒
眞板

きながら寝てしまうというのが多かったんですけれどもね︒重要

そうですね︒十月の十四日ですね︒

佐道徳田さんの周辺の人がいますよね︒先ほどお話が出たよう

問題︑興味を持つ問題については︑ずうっと聞き終わるとかね︒

佐道．先生はそうすると︑中国共産党の所属になられて︑

に︑伊藤律さんとか︑野坂参三さんとか︑こういう方とはお会い
いやA野坂参三とか伊藤律には会っていないですな︒

上原

そういうふうにして︑情報を入手しておりましたね︒

上原
会っていないですね︒

院のある研究所だの︑そこの研究員とか︑そういうような形にな

になったわけですか？

佐道

私が会いたいと思ったのは︑徳球しかいない︒それから︑

中国共産党という︑中国の規定は︑︵社会︶科学院なら科学

上原

の小さな手帳があります︒日本で言うと︑身分証明書︑就職証明

っていくわけですね︒で︑中国では︑工作証っていうこのくらい

佐道

というのでしょうね︒ちゃんと写真が載って︑名前があって︑こ

連絡も︑事書にしか出していない︒

それと同時に︑日本国内での共産党の分裂・．対立が北京にも持ち

の何々っていう︒たとえば︑技術者であるとか︑何々とかという︑

徳田さんが︑もう五二年くらいから︑相当悪くなられて︑

込まれて︑北京機関というものも︑非常に混乱をしますよね︒伊

それは︑中国人と同じものを私はもらって︑ポケットに入れて︑

言うことで︑終わりになつちゃうわけなんだ︒

藤律さんが逮捕されるとか︑そういう状況っていうのは︑つぶさ
それはもう︑時々刻々と私も関心を持ってですね︒

佐道

何かあると︑﹁工作証︵クンツゥオチェン︶﹂﹁あっ︑そうか﹂って

上原

関心を持たざるを得ませんものね︒

上原扱われた︒

にご覧になっていた？

佐道

そうですね︒最初︑国際郵便でと届く︑日本の新聞は朝日

主な仕事としては︑主にどんなことをされていた？

ただ飯を食わせてもらって︑宿舎もあてがわれて︑申し訳ないで

︑上原 仕事としては︑まず︑私自身が勉強しなきゃいけない︒新
しい中国の問題をですね︒で︑中国の経済を︒そういうことで︑

佐道

■中国での仕事

中国人として扱われた？

上原

と読売くらいだったで七ようか︒それと︑これは主な中国の図書
館に入りますからね︒それと︑﹁赤旗﹂︑．これは入りますから︒お

そらく︑半月くらいは遅れて︑読んでいるはずですから︑だが︑
中国の新聞は︑当日︑全部︑見るから︑当日のニュースはだいた
そうすると︑日本関係の情報などは︑主に新聞鶴どが中心

い︑分かっているわけです紅︒

佐道
で？
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さる仕事を︑もしも︑彼らが要望するのであれば︑それを聞いて︑

すものね︒私ができる仕事は︑何だろうかということで︑私ので

ですよ︒だから︑中国人なら優待してもらえないようなものを︑

動の中に︑入り込んで行って︑そこで︑一緒になつで︑やるわけ

いうことで︑意外と普通の外国人なら︑体験できないようなこと

俺︑半分日本人みたいなものだぞと言えば︑こんな︵笑︶ そう

んだ﹂ということで︑彼らに対して︑意見を具申するとか︒とい

を︑私は別に特別だとは思わないで︑﹁おお︑あそこ行って︑一緒

お手伝いしてあげるとか︒で︑私自身が︑﹁こういう問題はどうな

うものがあれば︑そうやるとか︒お互い与えたり与えられたり︑

でやった︒

にやろう﹂と言って︑﹁いいよ︑行きなさい﹂って︑いうような形

特定の仕事というよりかは︑その状況とかに応じて︑いろ

という形で︑ただ飯は食わないという形でね︵笑︶

佐道

周囲の︑先生の周囲の方々は︑先生のこと日本人だという
ことを知っている人は？

佐道

上原

上原

いろ仕事をおやりになる︒

いう問題があるが︑行って見ないかとか︑たとえば︑最後の土地

る研究機関には︑必ず門番︵受付︶がいる︒手続きは日本と同じ︒

そう︒ある場合はそれによって︑どこそこの研究で︑こう

改革問題でこれらの部分で︑改善すべき部分があると︑土地改革

すると︑仮に︑別の機関の中国人が日本関係の問題に必要な時に︑

機関の幹部たちは知っている︒それもある研究機関の︑あ

というものは︑どういうものなのか︑﹁見ないか﹂っていうと︑

と︑先ほど言った華国鋒の業績については︑彼の県知事時代の県

主義建設に︑どういう問題があるかということを農村ではどうだ

いうようなこともある︒だから︑いわゆる街で︑一般市民は分か

そんな人間一人もおりません﹂って︑追い返される︵笑︶

ょうや︒行ってみないか﹂ということで︑訪ねてみたら︑﹁いや︑

日本人らしい人が︑﹁あそこの研究院にいるらしい︒彼に頼んでみ

の経営を見に行ったりとかね︒というようなことは︑中国人とし

らない︒ただ︑つてのある研究のある大学などの方へ︑私はある

﹁行きましょう﹂で︑行ったりして︑とにかく︑中国の新しい社会

ては︑身分的にね︑ちょっと無理だけれども︑私が希望するとい

資料の問題か何かで︑そこの大学の方へ行った︒そうすると︑仮

にですよ︑そうすると︑迎えに出た人が︑その伝えた人が︑連絡

そう

うと︑﹁お．行きなさい﹂って言って︑一言で︒

佐道

をとった人が︑﹁あれっ？﹂日本人なんていうことを言ったかどう

では︑中国に滞在中は︑日本関係の仕事をされていたのか

なあと思っていたんですけれども︑そういうものでもないわけな

言う場合があるんですよ︒すると︑私が︑行くと︑若い教授がね︑

か︑知らないけれど︑きっと︑優遇してくるようにということを

そうでもない︒あれは︑日本関係の仕事を知るようなね︑

んですね︒

上原

ろと計画して︑精一杯努力している︒そういう中に︑私はそのま

から︑今度は︑私ができる中国の新しい国造りに︑彼らがいろい

うなんだろうなっていう問題︒そういうことも含めてですよ︒だ

とうございます﹂とか言ったら︑﹁日本語思い出します？﹂と片言

と出ないんですよね︒﹁いあや︑いやああっ︑あっ︑どうもあゆが

ないと失礼かな？ と思って︑しばらく︑考えるんですよ︒ばっ

語で俺に挨拶している︒日本語なんだから︑俺︑日本語で挨拶し

﹁よくいらっしゃいました﹂なんてやる︒あれっ？ この人は日本

ま︑飛び込んで︑一緒にやろうと︒そうすると︑こうやったらど

で言うからさ︑﹁思い出しませんよ﹂と言うと︑それを今度は中国

こうこうこ

うかとか︑﹁大批判﹂をやるとか︑批判運動をやるとか︑﹁大躍進﹂

人が﹁わしゃわしゃ﹂そういうことも︑たまにあったんだから︑

あやふやな面があるならば︑どうなんだろうかな？

のそれをやるとか︑というような場合には︑今度は︑私︑その運
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だから︑私はどっかのなんかの用事で行くって場合でも︑公用で
行くって場合でも︑ほとんど私は︑中国人並みの待遇だったと思
いますね︒

■文化吊革命奄経験

ったんでしょうか？

実際︑文革は大変な時期だったんじゃないのかなあと思っ

佐道

じゃあ︑どっか特定の機関にずうっといらっしやったわけ

佐道

ていたんですが︑やっぱり︑相当︑迫害というか︑厳しい状況だ

え一︑そうですね︑やっぱり︑いくつかのところをこうず

ではなくて︑少しこう変化を？．

上原

いやあ︑私の中国滞在中︑いかなる形での迫害は受けてい

ないですね︒いわゆる政治待遇の面で︑いわゆる極左分子たちの

上原

本拠は北京？

っと︑移動したわけですね︒

佐道

が︑書かれるんですよ︒だけれども︑そういうことを別に表示し

やり過ぎがあった時代でも︑私は何ら拘束も受けていない︒中国

そして︑たとえば︑先ほど言った朝鮮戦争が︑極めて難しい状

なくてもという理由は何も書いていない︒だから︑私のものは︑

えっ？

態に入っていると︑そうするど︑東北とか北京︑あの一帯は前線︑

何も表示されないものをずっと持っていたわけです︒それで︑ど

上原

あれを第一線って言うんですよね︒安全上第一線にはなるべく︑

こへ行ってもそれが通ったわけですね︒文句言えば︑それにある

では中国人待遇だから︑別に何も言わない︒たとえば︑研究者っ

立ち寄らせないとか︑それから︑中米関係の悪化と共に︑さらに︑

発行機関に連絡をとれば︑いいわけだから︒それが︑文化大革命

北京自体に？

朝鮮戦争が終わって︑ソ連乏の関係がまずくなりますね︒朝鮮戦

のと﹁きに︑﹁奪権闘争﹂︑すなわち︑権力奪い合いのその闘争で︑

佐道

争の後に︒それは︑朝鮮戦争に対するスターリンのやり方にも問

四人組が権力を手に入れた段階で︑外陣︵外国籍︶の者は︑改め

ていうのは︑その関連する研究機関の︑工作油に︑漢民族とか︑

題がありまずけれども︒で︑そういう場合も今度は︑米国とソ連

て審査するということでだね︑﹁古い工作証を出してくれっ﹂って

そうですね︒やっぱり︑科学院の中心は北京ですからね︒

が原子爆弾で脅すということになってくると︑まず︑重点都市は

言うから︑．古いの出してあげたんだ︒今度はひと月か︑ふた月ぐ

上原

危険︵前線︶地域になりますね︒そういう場合は︑そうで

ウイグル族とか︑朝鮮族とか︑五十六の民族のいずれかがの旧名

まず︑

らいして︑新しいのが来たわけなんだ︒格好は︑前のよりか小さ

北京にはいろいろな研究所がありますからね︒

ないような地域にね︑公用で行って︑しばらく生活するとか︑研

くなって︑格好も良くなって︑出来たんだけれども︑そん中に私

﹁返す﹂と︑すると︑また持ってきてぐれて︒﹁これは革命委員会

究活動を一緒にやるとか︑そういうようなことを中国人であれば︑
ただ︑遺憾ながら︑文化革命で︑騒動になったときに︑江青たち

の決定である﹂と︒﹁革命委員会︑誰が︑責任者だ﹂と︒﹁江青同

は︑籍は日本とこうなっていたんだ︒﹁こんなのいらないよ﹂と︑

の奪権によって︑私は︑中国人同等扱いの名誉を剥奪されるわけで

志であります﹂ということなんだ︒

普通︑田舎︒

すよね︒そして︑外国人だということになり︑中国人と伺じ﹁工作

ていうのはあったんですか？

それで︑身分証が変わることによって︑旦一体的な不利益っ

佐道
そういう変わり方はありましたですね︒

証﹂も外国人としての﹁工作証﹂に変わり︑私は大変腹を立てたん
だけれどもね︵笑︶
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囲にはいつもたくさんの友だちができてだね︒すると︑私が機関

ら好かれる得なのか︑どうなのかは分からないけれども︑私の周

生活とか︑活動っていうのは︑私にはそういう団体活動は︑人か

上原

紙︑新聞紙よりも大型のやつ︒数枚も連続で書くと︑相当な時間

さて︑実際の作業ということで︑こんな大きな大字報用の大きな

のまま書き写すだけだよ︑責任の所在は明確にしておいてくれよ﹂︒

ないよ︒内容については責任持たないそ︒キミの書いた文章をそ

いんだから︑書いてくれよ﹂とこう︵笑︶

の間にか︑人気が出てね︒﹁頼む上原︑頼むから﹂とか言って持っ

人は読めないと言うから︑出来るだけ正確に書くと︒それがいつ

私は﹁俺︑責任持た

で決めた私のそれなりの協力者っていう者︑仮に二十名か三十深

がかかりまずけれどもね︒あまり︑崩して書くと︑今度は︑若い

いや︑ないけど︑そのそれぞれ︑私の属する機関での私の

いたとしますと︑それ以上の輪が広がっていくわけですね︒私の
友だちは︒

そういう関係で︑私は機関から恨まれたっていうのは︑一つだ

た︒私は︑中国人の幹部たちと同じように批判運動に参加してい

そのときに︑学習の好機会なのでもちろん積極的に私は参加し

批判をもっと有意義に︑しかも︑文化的に楽しくするためにとの

筆を進めるので︑実は楽しい時間でもありました︒その中で︑大

した︒しかし︑集まった友人たちと一．緒になって︑議論しながら︑

てくるので︒与えられた任務以外のね︑仕事で大変多忙になりま

るが︑肝心の批判する相手の経歴とか︑立場とか︑そういうのは

意見や声援してくれる仲間もいるから︑だんだん調子に乗って︑

けある︒まず︑そうですね︒五反闘争のときだと思います︒

分からないから︑批判大会等で︑私は批判できないわけですよ︒

そういう良くない経歴もあったのか﹂とかね︒それから︑批判対

出ていても︑私は彼らの発表する批判を聞いて︑﹁はあ︑そうか︑

隠さず﹂とかね︑そういうような言葉に適当するような批判文が

単な漫画を挿入したりした︒たとえば︑日本で言う︑﹁頭隠して尻

文を受けました︒さらに︑ときどきこの大字報を作るときに︑簡

﹁俺︑手伝ってあげるよ﹂と言って︑大変気前良く次から次へと注

象になっている彼の発表した論文を見たりして︑本人が非常に研

あれば︑そういう絵を描いてね︑これは︑私から﹁お前たちにプ

なにしろ︑中国での生活が短いからね︒したがって︑批判大会に

究活動に熱心であることを知って︑﹁はあ︑もったいないな﹂って

レゼント﹂だと渡すと︑その絵は︑私の作品となるので︑作者の

そういうことをやっている中でね︑ある﹁極左分子﹂の一人が︑

思って︑彼に同情して応援してやろうと思って︑声かけたりする

をやったけれども︒大字報︵壁新聞︶を書くにしても︑たとえば︑

私を恨んで︑﹁彼は外籍でありながら︑中国人幹部を批判している﹂

名前を書かなきゃいけない︒あと︑責任問題もありますから︒私

この研究機関の中に仮に︑数難名くらいいるとしますと︑その中

と騒ぎ出した︒この論文は私が書いたものではないと︑作者は別

とかね︒本人は大変元気になって︑積極的に自己批判をして︑自

の誰かを批判するときに︑ちゃんとした文章の達者なやつが何人

人であると︑ちゃんと書いてあるにもかかわらず︑そういうこと

の名前書いたわけですよ︒

かいる︑彼らが中心になって文案を作るわけなんですね︒いくつ

を二︑三回やって︑とうとう口論になって︑二人が︑結局そこで︑

分の欠点を克服してみなから︑高く評価されたね︒そういうこと

かの組に分かれてですね︑・誰かが代表になってだね︒そうして︑

ただけじゃないか﹂と︒﹁このマンガはね︑俺の贈り物だよ﹂と言

﹁キミがそう思うのはひがみだ﹂と︑﹁俺は頼まれたものを清書し

筆でちゃんとピシャピシャつと書かなきゃいけないから︑間に合

った︒それが二人の中をいずれ悪くしてだね︑彼は私宛の批判の

名文ができたけれども︑今度はね︑これを書く人が︑必要なんだ︒
わないんですよ︒すると︑私のところへ来てね︑﹁キミ︑毛筆うま
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︑

それはできないから︑逆恨みって言うんですか︒﹁なんだ︑

関係機関に対して断固問い合わせろ1﹂何て言うことを言って

ので．︑私は︑﹁私をこの批判運動から排除したいのならば︑どうぞ

彼のその醜い根性は︑どうやら︑何か政治目的があるようだった

判すべき人物を大衆の批判から目をそらせようとしたわけなんだ︒

は︑私を悪者にすることだね︑大衆の注意を私に集中させて︑批

ね︑﹁大字報﹂をね︑彼は毎日毎日書いたんだよ︒それで︑そいつ

いる︒そういう中で︑仮にあなたが︑ある研究機関にいたとしま

わけですから︒同じ機関でも立場︑思想︑見解の異なる者が当然

もやっている﹂というようなことで︑批判されたりする人もいる

われわれの戦線の中に戻ってきたけれども︑こうこう︑過ちを今

前においては︑国民党の下でこういうことをやっていたが︑戦後︑

して︑国家と人民にこれこれの損失をもたらした﹂︑とか︒﹁革命以

の批判大会とかになると︑﹁彼はこういう論文を過去において発表

この野郎︑なんとか叩き出してやろう﹂と思ったかもしれないが︑

闘隊﹂の組織責任者の一人になったとする︒もう一人の派閥が右

すというと︑あなたが左派組織の方の中心になって﹁○○思想戦

︵笑︶

運動は︑みんなが私を支持して︒大衆との仲はますます︑仲良く

派の方の組織だったとすると︒それなりに右派らしい﹁何々幹部

戦闘隊﹂とかを組織して︑組織の旗を揚げてその旗の下に団結す

なっていったというわけなんだ︒

そして︑それが︑後日談になるが︑その﹁極左分子﹂は︑文化

戦闘団とか︑というのを結成する︒そういうときに︑私に﹁参加

る︒それから︑各大学の方では︑何々大学︑紅衛兵何々学生何々

いうことは︑彼の仲間は︑そのかって︑大批判運動のときの批判

して励ましてください﹂と招待されるような場合もあったんだ︒

革命になったら︑文化革命の初期の段階で自殺をしちゃった︒と
をした︑その手伝いをした私をいかに恨んでいたか︑それを暴露

まず主に二つの派に分かれるわけですよ︒いわゆる毛沢東派とか︑

どこの機関︵行政︑教育︑研究︑向生産工場等生産単位︶でも︑

だけれども︑文化革命初期になってくるというと︑たとえば︑

ことになると︑今度は︑解放軍の代表だとか︑次は私に﹁ひと言

の結成大会には︑﹁来賓にご挨拶してもらおうじゃないか﹂という

の学生たちの結成大会に何回か参加したこともあった︒・学生たち

か﹂って言って誘うので︑コ緒に行こう﹂と言って︑近くの大学

その頃は︑各大学・機関には︑少人数の丸腰になった解放軍の

やれ劉少奇や郡小平派だっていう︑左派と右派という両派に分か

お願いします﹂と彼らが言うから︑ひと言挨拶するとかね︒とい

されたら大変だっていう怖れもあったんですよね︒彼は批判運動

れる︒そして︑大学生も︑左右両派に分かれる︒すると︑社会人

うようなことで︑相互の革命的戦闘友誼は深まったが︑文革後期

宣伝隊が︑駐屯してますですね︒武闘があったら︑いけないとい

も幹部も労働者も︑すべて︑二つに分かれて︑議論し闘争し合う

になると︑武闘になってくるから︑あとは交流がないから︑分か

が盛り上がる前夜に可愛そうに自殺をした︒彼は日頃の要領が良

わけなんですね︒その時も︑私も自然とその闘争に最初から︑巻

らなくなってしまいまずけれども︑その初期の段階においては︑

うことで︒じゃあ︑そういうときに︑解放軍の宣伝隊の幹部たち

き込まれて参加していみわけなんですよ︒文化革命の批判大会は︑

たとえば︑どっかの機関の関係委員会の責任者に対して︑意見提

いから︑中級幹部の地位に上っていたんですよ︒これも忘れられ

誰々のこの︑たとえば︑ある学術研究機関の専門家の中には︑い

出に行くとかいうときには︑何とか革命何とか団っていうのは︑

が︑﹁じゃあ︑学生たちが参加しているから︑一緒にいきましょう

わゆる学術権威者っていうのがいる︒それは︑封建的な頑固者も

それぞれ団体旗があるんですよ︒そういう旗を先頭に押し立てた

ない思い出．です︒

いれば︑進歩的な新型学者もいる︒たどえば︑反動的学術権威者
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事情を知っているだろう︒革命批判のためにぜひ暴露してくれよ﹂

いて﹁キミも彼と一緒に仕事をやったことがあるんだから︑内部

そして︑その文化革命の中で︑私の親しくしているある幹部につ

楽しく︑このように文化革命を経験し︑大変勉強になりました︒

り込まれてね︒それで︑行ったかするとか︑ということで︑結構

いわゆる﹁革命行動﹂をする時には︑﹁一緒に行こうよ﹂と引っ張

佐道

上原

いや︑六三年です︒

なかったですね︒LT貿易が結ばれたのは︑五三年？

たんですか？

う日本人の方と先生が︑接触されるということは︑あまりなかっ

たと思うんですが︑共産党か共産党でないかは別として︑そうい

若干︑いわゆる日本人も少し︑こう北京に入ってくるようになっ

その点は︑間違っていると思うが︑それにしても︑彼は彼なりに

する覚書﹂の調印で始まった︒

※日中間のLT貿易は︑一九六二年十一月に ﹁日中総合貿易に関

とか言われたこともあったけれども︑私は﹁彼の批判されている
精一杯︑革命のため努力したんだから﹂と︑私はあまりしゃべり
たくなかったが︑少しだけ擁護してやったために︑彼に対する大

ああ︑六三年︒それから︑間もなくして︑七二年の国交正

常化︒だから︑とにかく︑私のことで︑日本人が中国と直接話し

上原

さて︑私︑帰ってきてから︑意外と多くの方から尋ねられたの

合ったっていうのは︑七三年ごろでしょうか︒そのきっかけは沖

衆の攻撃の矛先が︑緩んだりしたこともあってね︒

は︑﹁文化大革命では日本人はひどい目に遭ったそうですね﹂とい

縄代表団の団長の平良那覇市長ですかね︒何て言ったかな︒彼ら

・が訪中した時︑私の名前を出して︑上原信雄が中国に滞在してい

う挨拶から始まるわけですね︒﹁いや︑ちっとも︑遭っていないで
すよ﹂ということを言うと⁝⁝

るようですが︑彼の帰国にご協力下さいと﹁請願書﹂を中国政府

に提出しています︒これで私の中国滞在が公になりました︒私自

普通︑結構︑文革のさなかで︑もともと日本人でいらっし

ゃるということになると︑﹁きっとひどい目に遭ったんじゃないか﹂

身は沖縄の訪中団が来たことを後で知ったのですが︑日本へ帰る

佐道

というふうに︑普通︑そう思ってしまいますよね︒

手続きを中国で︑終わるまで︑直接日本人とは誰とも会っていな

そうでしょうかね︒だけれども︑まず︑その文化革命の最

上原

・いですね︒

■帰国するまでの経緯

終段階の権力闘争でもって︑江青たちが権力を握ってしまう段階
まで︑私は︑機関では︑そういう点︑保護されているわけですか
らね︒誰が来ても︑﹁外国人はおりません﹂って︑﹁日本人なんて

佐道

おりませんよ﹂って︑こうやって追い返してくれたから︒

佐道．五〇年代くらいから︑正式な国交がないわけですから︑国

るということは︑日本では︑沖縄の代表団の方にはどこから伝わ

単純な疑問として︑先生が北京で中国でお元気にされてい

貿促︵注・日本国際貿易促進協会︶などを中心に中国と経済関係

上原

ったんですか︒

の高碕達之助さんとしT貿易が始まって︑北京にはLT貿易事務

兵隊か︑じゃない︑アメリカの情報機関ですかね︒軍作業員で中

で︑つながっていたわけですよね︒六〇年代には彦承志さんとそ
所ができる︒これは︑早い話が大使館の代わりみたいな形でいて︑

国語のできる人たちを募集したんだそうだ︒︵※上原信夫氏注・本

これはね︑こういうことなんだそうだ︒いわゆる米軍の憲
それで︑経済的な関係は︑広がりますから︑国交はないものの︑
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みようじゃないかと︒受けに行ったら︑片言の中国語で︑話しか

彼は郡作業員募集を知って︑難しいかもしれないけれど︑試して

もあって︑中国語を片言くらいは話せる論罪知さんがいたんです︒

人の話︶そのときに︑私が前から知っていた中国に滞在したこと

縄を脱出する前に私におじやを食べさせた男なんですよ︒それで︑

て︑大変だと思っ．たそうです︒私のことよく知っていたから︑沖

隊長が前に来たんだそうですよ︒そうすると︑彼はがたがた震え

の話しなんですよ︒だけども︑彼がは︑つと気が付いたときには︑

キミ︑身体の具合が悪いのか？﹂﹁はい︑ちょっと

具合が悪い︒胃が痛くて﹂どうのこうのと説明したら︑﹁すぐに救

﹁どうした？

中国文を書けとか︑そして︑彼らが録音したやつを聞かせたり︑

護室へ行って帰れ﹂ということで帰されたんだそうです︒で︑部

けたりしてやり取りがあって︑始めたんだそうだ︒そして︑何か
どの程度理解できるか︑いろいろ試されて︑これはいけると思っ

隊を出ると彼は家にも帰らず︑そのまんま︑沖縄農事試験場の場

この出来事の経過は︑実は帰国後十年くらいして︑分かったん

たんでしょうね︒そして︑﹁この中で︑上原信雄というのを知って

ない﹂と言ったんだそうだ︒彼はうっかり﹁どっかで︑聞いたみ

だけども︒平庭知が平良のところへ走り込んでですね︑﹁信夫がど﹁

長をしていた平良宏っていうのが︑彼の名前は︑あとで金城に変

たいな名前ですが︑よく分かりません﹂って言った︒そしたら︑

うやら︑生きているようだ﹂今日の中国の国内放送を整理してみ

いるのはいないのか﹂とか︑﹁キミは中国語はどこで学んだんだ﹂

彼は落とされたんだそうだ︒それで︑次ぎの面接っていうか︑︑そ

るとね︑﹁きっと︑中国のラジオで言ったのはね︑上原信雄のこと

わっているんですが︒

のときはダメだろうとあきらめていたら︑どうやち適当な者がい

だよ︒間違いないよ﹂と悪業知が言ったら︑今度は︑平良くんが

ということを聞いたんですね︒そのとき︑みな﹁知らない︑知ら

なかったらしく︑︑﹁来なさい﹂ということで︑行ったら︑改めて

あ︑なんか新聞か何かで︑載ったようなのを見たような気がした

て︒山城に報告したんだそうです︒山城善光は︑﹁よ一しやった

緒に行こうや﹂というわけで︑今度は二人で山城善光の家に行っ

びっくりしてですね︒﹁だったら︑すぐに︑山城善光のところへ一

んです︒分かりません︑この人は﹂っていうやりとりがあって︑

一1

﹁キミはどこで聞いたんだ︒その上原の名前を﹂そしたら︑﹁いや

採用されたって言うんですよ︒で︑採用されたら︑読谷かどっか

ゃない︒あいつのことだったらきっと生きている﹂と︒戦友の生

存を喜んで︑まず那覇市長を訪ね︑その足で︑屋良知事のところ

やつ生きているんだ﹂と手を振ってですね︑﹁間違いないじ

の︑何とか象のオリとか︑そこで︑毎日︑中国国内のラジオ放送
の盗聴︑盗み聞きをさせられた︒それが彼らの任務だった︒彼は

ですね︒前後のそれをつなげて︑思い出して見るというと︑なん

それがどうのこうのということを言っている︒彼はそれを控えて

づりの中で︑﹁シャン﹂と﹁シャンエン﹂という人の名前だろうと︑

は記録をして︑資料を整理している中で︑どうも︑人名らしいつ

がだんだん分かってきたんだそうです︒その中で記録すべきもの

城善光の要望に応じて︑もし︑彼が帰国可能であるならば︑われ

することにしたそうです︒その中国政府に提出した請願書は︑山

で︑﹁上原信雄の帰国促進の請願書﹂と集めた署名簿を中国に提出

をしていたんですね︒その那覇市長か誰かが団長になグて︒それ

偶然にも︑沖縄県から初めての友好訪中代表団を派遣する段取り

何百人か知らんけども︑署名を集めたんだそうです︒そしたら︑

へ頼みに行き︑沖縄著名人の署名運動を展開しようということで︑

か︑この上原が︑中国に生きていて︑その国内のラジオ放送で︑

われ沖縄の人たちは︑彼の帰国を歓迎しますと︒是非ご協力下さ

その中国の国内放送の︑盗聴訓練を経て︑中国の国内放送の内容

彼のことを触れたことが︑放送されたんじゃないかと︒それだけ
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必要書類は発行しないという慣例があるんだそうですね︒そした

そらく日本大使館︑日本のしきたりとして︑本人が出なければ︑

のときの友好団体は︑それを扱っているのは︑おそらく塵偽書さ

ら︑私︑出て行かなきゃいけないんですよ︒出たら間違いなく︑

いという内容だったそうです︒それを持って行って︑中国に︑そ
んの関係部門の機関だと思うんだけども︒

※上原信夫氏注

るかもしれない︒という危険性があるわけなんですね︒それで︑

信雄だったということになると︑帰る前に日本大使館に捕らえら

日本の政府が︑どこへ行ったんだろうと一所懸命探している上原
誰かを通じて︑沖縄の山城善光宛に手紙を託したことがあったこ

私は別の遠いところに行って︑継続研究する課題があって︑目下︑

︵補足︶ほぼその頃だったと思うが︑国貿促の

とを思い出した︒

ートを取らなきゃいけない︒大使館の手続きが終わって︑大使館

だと思うんだが︑試みてみるか﹂と︒ただし︑それには︑パスポ

調べて︑﹁こうこうなんだが︑帰りたいんだったら︑いい帰る機会

知っている私と︑これは話が一致するのかどうかということで︑

が言っている上原っていうのはいるのかどうか︒それで︑彼らの

中国の関係部門の担当者もいったい︑その沖縄人訪中団の人たち

それがきっかけとなって歴史が動いて行ったんです︒それで︑

ときまでは︑本人自身が大使館に︑顔を出さなきゃいけないよう

うので︑待ってたらね︑それから．︑何ヵ月か経ったあとで︑その

キミは特に顔を出す必要はないんだ﹂と︒﹁待っていなさい﹂と言

したら︑これは私の想像ですよ︒そしたら︑私に対して︑﹁いや︑

ないだろうかという意味のことを︑お願いしたんでしょうね︒そ

に免じて︑手続きだけは進めて︑できるんだったら︑進めてくれ

が出ることができないそうですが︑われわれのこうこういう機関

のために︑一つの仕事を終わりたいと言っているんだから︑本人

研究中であるから︑本人は残念ながら︑時間の都合で︑彼は中国

の承認を得て︑さらに日本の外務省の認可を得なければ︑帰れな

なところへ︑顔を出さないで進めている手続きだから︑どうせ︑

五〇％以上はダメだろうと︑腹をくくっていたわけなんですよ︒

いんだぞと︒そういうことを説明やって︑いいのかどうかねとい
うことで︑私が︵笑︶

そしたら︑そこへ︑﹁認可された﹂という連絡があった︒どういう

もし大使館に行って捕まった場合も含め

て︑私と相談したんですよ︒それで︑私︑考えてみようというこ

認可をされたのか︑私はずうっと︑分からない︒中国関係部門の

じゃあ︑私は間違いなく︑沖縄生まれなんだ︒日本国籍はなく

とで︑沖縄が復帰したことも︑いろいろと最近の関係情報を暫く
それで︑今度はパスポートを作らなきゃいけない︒まず︑日本人

ても︒その沖縄の籍には︑両親がいるかどうか︑生きているのか

外交交渉の努力の結果だと︑分かり感謝した︒

居留民としての申請をまず︑大使館にしなきゃいけないとか︑い

どうか︑これを調べなきゃいけないわけですな︒それは︑中国で

調べて︑ある程度の予備知識をもって︑最終的に決定したわけだ︒

ろんなこといくつか知らないけれど︑複雑な手続きがあるんです

だから︑なんとかしようと︑中国の関係部門や︑日本の日中友

は調べることができない︒

中国側は︑証明しなきゃいけないとか︒本人がそういう事情であ

好人士も含めてですね︑日本の日中友好協会とか︑いろんな組織

よ︒そして︑間違いなく私が︑日本人であるということを今度は
るから︑ひとつご協力をくださいと︑今度は逆に日本大使館や日

がありますね︒そういうところの人たちに︑お願いして︑まず私

の本籍はどこだろうかということになると︑まず︑沖縄に行って

本政府に関係部門を通じて︑連絡しなきゃいけない︒

だから︑一番面倒臭い問題になったのは︑そういうことは︑お

O
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から︑じゃあ︑手続きしていいな﹂と︒﹁その手続きについては︑

来ているわけなんですよ︒︑そこで︑中国は︑﹁必要書類が︑揃った

した人たちからの報告という形で︑中国関係部門から私に伝えて

の口添えがあったことも︑含めて︑それを私の家族の近況を調査

きている問に信雄が帰ってくるならば︑大変うれしいという意味

いるが︑母親は幸いにまだ生存しているという︒母親は自分が生

明なので︑心労もあって︑親父はもう︑十何年か前に亡くなって

元だし︑いま︑重病で危篤状態の病人であると︑息子は︑所在不

何したのか︑それを中国側に送って︑うちの母も生存していると︑

なの協力で︑私が日本人だという戸籍謄本を召しく作ったのか︑

沖縄県人会だとか行って︑調べたんでしょうね︒そのように︑み

と大阪だろうということで大阪行って︑大阪でやっと見つけた︒

もう死んでいますからね︑殺されていますから︒そしたら︑きっ

福岡に行ってみたが︑兄貴も家にいない︒その頃に︑兄・直彦は︑

に行ったんだろうな﹂と言われたので︑調査を依頼された方は︑

多くの奥部落の人たちに聞いて調べてみたら︑﹁あの人たちは九州﹂

母は沖縄にはいないわけですね︒沖縄に調査に行った人たちは︑

調査しないと分からない︒しかし︑沖縄に行ってみたら︑私の父

苦労したのは︑それの手伝い役を引き受けた人たちなんだ︒だか

大阪の親戚関係も︑含めて苦労したけれども︑それよりも︑大変

たんだけど︒私の戸籍を作るために︑沖縄の人も︑九州の人も︑

､いう話を私は︑沖縄へ帰ってきた時に︑そこの家族から聞い

して見たんだけど傷がない︒それでおかしいと思ったっていう︒

血が出たりしていたのが︑思い出の中にあったのか︑コテをはが

にある私は︑戦傷してまだ包帯を巻いて︑時々︑汁がたれたり︑

だ︒そしたら︑傷がないなと︒そのころ︑おばさんの思い出の中

虚無僧の手を握ってだね︑掴まえてだね︑それを引き剥がしたん

ある︒信雄が忍び姿で来ているんだ﹂と︑そのおばさんは︑その

のおばさんは︑白︑いコテを見て︑﹁あっ︑手を隠している︒信雄で

行っているんですよ︒その郵便船の船頭さんをしていたという家

私の大おばさんの一人なんだ︒それに︑もう一つは母の姉の家に

の郵便船の玉城のおじさんの家のおばさんは︑もう︑九十以上で

持っていて︑奥と与論との郵便物の渡し役をしていたという︑そ

十近い人だからね︒そのいっか話したことがある︑例の郵便船を

をしてくれて︑私を慰めようとしている﹂そのときは︑八十︑九

その尺八を吹いてから︑おばさんが﹁坊さんが︑家に来て︑音楽

で︑無事に

す﹂と任せたんですよ︒

くていいから安心せよ﹂っていうことで︑それなら︑﹁お願いしま

ちは︑私のために大変危険な仕事をしたんだという使命感を持っ

ことがありまずけれども︒その人はよく分かっている︒その人た

だけが︑暗にそういう可能性を暗示するようなね︑ことを言った

ら︑その人たちがいまだに︑自分の名前を名乗り出ない︒ある人

佐道

ていたようだ︒

一切︑中国の関係部門が責任をもって進めるから︑キミ顔出さな

上原．それで︑帰ってきたんですよ︒で︑その余談だけれども︑

佐道

べていたそうだ︒そして︑私と関係があるという︑家庭を前もっ

ようです︒国頭のあたりをあっちこち︑尺八を吹きながらね︑調

を沖縄に調べに行った人たちはですね︑二人の︑虚無僧

上原

佐道

上原

結局︑国交が回復しましたからね︒それまでは︑日本人を見

中国に骨を埋めるおつもりだったわけですか？

え一︑結局

どういうふうに思われましたか？

無事に帰れるといいますか︑という状況になったときに︑

私が帰国して︑初めて沖縄を訪問した時︑聞いたんですが︑戸籍

て︑どっかで聞いたんでしょうな︑役場あたりの︒そしたら︑私

るなんて︑全く奇跡みたいなものでしたね︒当時は︑広州の交易会

だった

のおばさんの家がまだ︑二つあったから︑そこなんかに行って︑
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．そ

ですけれども︒そのころになると︑もう︑多くの人たちが行き来し

きてから︑結構︑みんな知り合いになりましてね︒親しくなったん

番最初の貿易の開拓者だから︑この国貿促の連中の中には︑帰って

る︒そんなかには︑国貿促の人たちっていうのは︑中国の貿易で一

先ほど言ったね︑左右両派に分かれての混乱状態ですからね︒国

上原

すか？

佐道

上原

ラジオ放送︒これは先生ご自身は︑心当たりはあるわけで

ラジオなんとか︒

佐道放送

ている︒それから日本の友好貿易会社っていうのもたくさんできて

内放送でも︑あの人も俺たちの仲間だそっていうことを誇示した

っていうのがあって︑日本の大中小企業の貿易業の人たちも来てい

いる︒あの友好貿易会社っていうのは︑図書関係からいろいろな鉄

い︑いわゆる宣伝合戦があったのは︑事実であったと知っていま

すからね︒一方においては︑林彪の影響力の大きかった地域など

そのね︑きっとね︑そのころはいわゆる文革の中で︑相当︑

先生の名前が出るという︒

鋼関係にいたるまでですね︑国貿促の関係で交易物資を分配して︑
それぞれが︑特別な優遇を受けて︑特別な権利として︑彼らは︑ず

毛色の変わった者が︑俺たちの仲間に理解を示したとか︑俺たち

は︑野戦軍団が組織されて︑速射砲まで使いましたからね︒そう

いる人たちもおりましたけれども︑そういう状態をこう見てくると︑

の設立大会に参加して︑演壇に立って挨拶したんだ︑ということ

うつと︑ある段階まで︑その貿易ができたわけですね︒だから︑そ

日本もずいぶん︑変わりつつあるんだなあと︒たまに︑そういう人

になると︑もっと︑たくさん︑人が集まるということもあったの

いう時期ですから︑少しでも︑彼ら他の一般中国人よりも︑少し

たちと︑知り合いになって︑日本語のできる中国人として︑一人︑

は︑事実かもしれませんね︒

ういう人たちも︑中には中国どの関係をうまく利用して︑儲かって

二人ぐらいの人たちになんかの機会で︑会って話してみるというと︑

てきてもらいたいという口添えがあったっていうことだからね︒そ

もし︑本当に私が帰って来れるんだったら︑生きている間に︑帰っ

が病気であると︑しかも重病であると︑重体であると︑で︑母親は

方がいいんじゃないかと思ったりもしたんだけどもね︒でも︑母親

し︑年も年なんだから︑もうあきらめて中国で︑ゆっくり生活した

んだなあ︑だったら︑つまらないから︑あまり︑健康状態もあれだ

たけれど︑天安門広場かなんかでの全国紅衛兵の代表者会議かな

きるような講演をした︒どこでだったかな？ ちょっと忘れまし

ないと︒文化革命の目的と進め方を紅衛兵たちにも︑よく理解で

たり︑相手を脅したり︑やっつけたりするのは︑これは一切許さ

なく︑文闘であると︑だからね︑こん棒を持ったり︑武力を持っ

いうと︑毛沢東が紅衛兵の代表を集めて︑文化革命とは武闘では

階の武闘に移行する︑撃ち合いを始める前の段階を考えてみると

たとえば︑それを思い出すと︑文化革命のその当時の初期の段

んな何十年間かね︑親不孝したんだから︑親父ももういないんだか

んかのときに言ったんですよね︒それはその日のうちに︑ダアッ

やっぱり︑日本人のものの考え方っていうのは︑．大きく変わらない

ら︑せめて︑母親の死に水だけは取りたいと思ってね︒それで︑決

と広まってね︒それを速記したものが︑全国に︑その紅衛兵の代

表者がみな持ち帰ったわけなんだよ︒それからね︑文化大革命と

心したんですよ︒

佐道

は︑武闘を絶対排除し︑文闘で進めるべきだとの方針が︑工︑農︑

ちょっと︑戻りまずけれども︑そもそも先生が生きてらっ
しゃるのじゃないかと︑きっかけになった︑その例の放送ですよ

度は江青の名で︑その天安門の広場にね︑全国各地の紅衛兵の代

兵︑紅衛⁝兵にも徹底したころ︑何週間も経っていないときに︑今
えっ？

ね︒

上原

2
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対に︑文闘を堅持するのだ︒武闘でなく文闘で行くんですと改め

闘﹂︑絶対に武闘は許さないそと厳しく諭し︑その後周恩来も︑絶

演説をしたんですよ︒それは︑数週間くらい前に毛沢東が︑﹁要文

これが革命だと︑こういう毛沢東の意思とはまったく︑相反する

て︑向かって来たら︑キミたちも︑銃を持って撃ち返せ1﹂と︑

殴りつけてきたら︑こん棒を持って殴り返せ1

相手が銃を持っ

相手がこん棒で

かたって︑次のような発言をしたわけなんだ︒その発言の中にね︑

表者の大会を開くわけなんですよ︒そこで︑江青は毛沢東の名を

図になったわけなんです︒だから︑それ以来︑江青は少なくとも︑

接︑武闘を唱えて︑武器を持って立てという指令を発するような構

妄想の下︑彼女はね︑毛沢東の文革精神を根底から叩き壊して︑直

元等を含めての一致した意見だったんですよ︒そこで︑そのような

あると︒これはもう︑彼女の周囲の実権派︑張春橋︑王洪文︑挑文

中央委員会であろうと︑私を次ぎの主席として支持するのは当然で

なくとも︑毛沢東が死んだら︑たとえ︑臨時政府であろうと︑臨時

后︵注・西太后︶が︑権力を握ったじゃないかと︑そうすると︑少

る伝説を故意に流した︒それは︑満清朝の政府の最後は︑慈禧皇太

家の権力は私の手に握られているんだという錯覚に陥っていて︑あ

毛沢東の講話よりももっと速い速度で全国に伝わり広がった︒江青

さて︑毛主席の教えとは全く反する︑江青の武闘開始への扇動は︑

おける︑いくつかの大学が︑もう何ヵ月間も︑軍事訓練で︑実弾射

るわけです︒それから︑数日以内にだよ︒まず︑一番最初に北京に

毛沢東になり代わったつもりで︑発言していたんだと言うことにな

﹁相手が頬を叩くならば︑相手の頬を叩き返せ1

て︑説得し注意したにもかかわらずだ︒

の武闘支持指令に基づいて︑早速具体的な行動が始まった︒まず︑

武闘は許さないというのが毛沢東の意思であると︒全国民はこのこ

遣するんですよ︒だから︑その表れとして︑文化革命では︑絶対︑

各大学や主な機関に対してですね︑いわゆる政治工作隊として︑派

毛沢東は︑各部隊の指揮官と優秀な兵士たちを武装しないで丸腰で

いわゆる︑文闘の段階で︑それをぜんぶ︑禁止しちゃった︒そして︑

のです︒それを今度は︑文化革命の段階になってくるっていうど︑

なら北京の関係部隊の司令部の指導計画に従って︑行われていたも

ていた︒本来︑この訓練は︑所属部隊︑関係地域の駐屯部隊︑北京

なって︑数ヵ月に一回か︑または全く実弾射撃訓練はやらなくなっ

弾射撃訓練をやっていたのですが︑もうそのころ︑どんどん少なく

要求ですよ︒普通どこの大学でも︑文革以前は︑月一回くらいの実

学校に帰って︑しばらくしてから︑ポンポンって撃ってね︑景気づ

帰ろうっ1

学生たちはね︑銃を持ったまま︑ワァーと集まって︑それ行けっ1

各学校駐在の解放軍の工作隊は︑丸腰の指揮官だからね︒そしたら︑

そしたら︑位置につけという命令を出したらだね︑そのときはまだ︑

それで︑さあ︑実弾射撃の位置につけっていうことになったわけ︒

連れて行った︒それで︑それぞれ各自に︑従来通り︑実弾も配った︒

訓練の実施命令が出たので︑関係部隊の教官たちは学生を演習場に

で︑よろしい︑ということで︑二つか三つの大学で比較的早く軍事

うかというのは︑当時の担当者の考え方だったんでしょうね︒それ﹁

すよ︒そしたら︑そうだな︑軍事訓練くらいして︑引き締めてやろ

復活してくれということを解放軍司令部に︑抗議に行くわけなんで

ぜひ︑実弾射撃訓練を

とをよく承知なんだよ︒それを何週間かあとで︑ぶつ壊して︑江青︑

けが始まるわけなんです︒それが︑江青講話後の二日か三日かの問

撃をしていないから︑腕が鈍ってきたので︑

この江青はそのときに毛沢東の病状の悪化を利用して︑もう周辺の

に︑起きているんです︒労働者の中でも︑労働組合の中の右派や左

一番最初にやり出したのは各大学での︑実弾射撃の軍事訓練の復活

極左分子どもと共に手を組んで︑毛沢東を排除した権力を自分を中

派の連中は︒どういうことをやり出したかというとね︑各県や各市

て︑サァッと引き上げて行ったっていうんだ︒それで︑

心に立ち上げる夢を持っていた︒もうすでにその頃は︑江青は酒国
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民兵の武器庫があるんですよ︒その武器庫に夜中に行ってですね︒

何だったか︑覚えていません︒

佐道

武器庫の番人を縛り上げて︑カギをぶつ壊して︑中にあった民兵の
武器を︑銃や機関銃も含めて︑弾薬はもちろん︑みんな持って帰っ

はよく分からないということではあるわけなんですね︒

とにかく︑そうした混乱状況だったので︑具体的な内容で

た︒そして︑数日以内にそれぞれが︑それこそ︑大隊単位か中隊単

上原

も思うんです︒これはむしろ︑上級の権限を持っている人から︑絶

これを放送で流せば︑っていうことで︑やったんじゃないかなあと

ある大学の紅衛兵の団体は︑そういうことを誰かがね︑もらしてさ︑

そういう中で︑先ほど言ったように︑ある私を設立大会に呼んだ︑

にそれに反対するとやられてしまうという︑今度は命がけなんだよ︒

だから︑そういうようないわゆる指揮系統も混乱で︑しかも下手

彼は︑ひょっとしたら︑私︵上原氏︶のことを言ったんじゃない

本にも関係あるようなことを言っていたのかなあっていうことで︑

んでしょうね︒ではどういう放送なのか︑何か国際問題の中で日

いくつかの中国の漢字でもって︑﹁シャン﹂という音を並べてみた

ろうなと思いながら︑﹁シャン﹂って言ったら︑﹁おかしいな？﹂

と思った﹂っていうんだよ︒それは︑彼も上原なら生きているだ

際に聞いた人は︑先ほど言ったように︑﹁キミの名前に間違いない

大筋︑実際にはよく分からないわけです︒ただ︑それを実

位か︑小隊単位くらいでもって︑武装集団ができるわけなんですよ︒

対︑拒否されまずけれども︑なにしろ︑放送局までも︑彼らの配下

のか︑と言うんだけれども︑彼が︑それくらい︑私のこと忘れず

．■二十数年ぶりの沖縄の印象

に︑頭にこびれついていたんでしょうかね︒

た入っているわけですからね︒そのときに︑おそらく︑全国に対し
て︑こういう名前を﹁シャン﹂って言ったのかどうかは知らないげ
れど︑当時︑私は音がそれに似たような音の名前︑中国名になって
いたはずだからね︒それは︑ほかのなんかの中国の紅衛兵あたりの

佐道

新聞ですか︑などには︑載ったのを私に︑持って来てね︒﹁先生︑
どうもありがとうございました﹂って︑来てくれたから︒それで︑

国で︑どういうことをされていたのか︑だいたい分かりましたが︑

かなり時間も︑あれなんですけれども︑だいたい先生の中

そうじやないかなあという感じです︒

いての紹介は︑﹁国際友人﹂か︑なんかになっていたと思う︒それ

があった︒それがラジオでも放送されたと思う︒その時の私につ

たか︑私が短い文章を一︑二書いたものが︑全国紙に載ったこと

ます︒それは︑文化大革命もまだ平常に発展しつつあった時だっ

国情報﹂というのは︑どうやら︑以下のことではないかと思われ

記憶をたどってみると︑沖縄の無我知さんが︑聴いたという﹁中︐

※上原信夫氏注・︵補足︶佐道先生のご指摘について︑もう一度︑

うのを上から見たわけなんですよ︒飛行機はどの方向を飛ぶか︑

上原

ょうか？

佐道

上原

二十数年ぶりの沖縄をご覧になった印象はどうだったでし

うんつ？

も︑それをご覧になった感想を︑印象は？

に︒米国の占領の終わったあとの沖縄に戻られたわけですけれど

すね︑祖国復帰を果たした︑祖国復帰と言いますかですね︒日本

最後にと言いますかですね︒二十数年ぶりに︑沖縄に戻られてで

が再放送されたと思うから︑沖縄でも聴き取れたのではないか︒

分からないから︑だいたい飛行機に乗る前に︑飛行機の女の子に

そうですね︒初めて︑飛行機で行ったからね︒沖縄ってい
その時︑名前は﹁尚﹂だったと思うが︑文章の内容については︑
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とにかく︑鹿児島を過ぎたらね︑どうなんだ﹂と︑言ったらね︑

通るのか︑左海岸側を通るのか︑これは大島の場合からそうです︒

行くか︑そして︑沖縄の上空を飛行機で行くのには︑右海岸側を

ね︑﹁沖縄の上空を飛ぶのに︑︵奄美︶大島の上空を飛んで︑どう

ところへ電話してだね︑私が一晩だけど︑母親代わりをさせてく

ると︑そのおばさん︑大変喜んでね︒早速︑その大阪の私の母の

ちから︑﹁おばさんが信夫のお母さんと報道されているよ﹂と伝え

て︑報道したんですよ︒そしたら︑おばさん家では子どもや孫た

同じ年なんですよ︒だから︑もし︑私が︑うちの親父が︑小学校

れということで︑許可を得たということで︑私は離さないと︒そ

って︑左に沖縄を見ながら︑こう行って回っていく場合もあるは

の五年か六年のときから始まった︑ブラジルへね︑おじさんたち

ほと

ず︑だから︑今日はどっちかは︑分からない﹂6て言う︒そのと

のところへ送ろうというその計画がなければ︑私は正夫君と同じ・

彼女はね︑﹁ずうっと︑鹿児島の近くまでは︑沖の方かな？

きどきの気候でないと分からないと言うから︑﹁なるべく︑じゃあ︑

ような目に遭っていたね︒しかし︑私は︑軍に行くより︑なんと

のおばさんの戦死した長男が︑たまたまうちの兄貴よりか二つ下

お天道さまに右側を飛ぶように︑お願いしましよう﹂って言った

なく﹁満州﹂という新天地に異常な興味を持っていたんだ︒だか

んど海の上を飛ぶと︑そして︑大島を通過する時は︑ずっと大島

ら︑﹁どうしてですか﹂って言うからね︒﹁いや︑俺︑何十年ぶり

ら︑父に対して︑私が︑義勇軍に行くっても︑﹁カネ一銭もいらな

で︑それから︑海兵学校に行った正夫君っていうのは︑私とほぼ

にね︑故郷の海︑見たいんだよ﹂って言ってね︒そして︑乗務員

いそうだよ︒国費で教育してくれるんだそうだよ﹂って言ったら︑

を右に見ながら飛ぶはずです︒沖縄に行く場合は︑気候条件によ

と笑ったんだけれども︒それくらい︑恋しかったわけですよね︒

っていうのは︑いったい︑どこへいったんだろうかという感じで

担力がないから︑私が行くよと言ったら︑そうか︑お前︑勝手に

もね︒そしたら︑海軍兵学校だって︑国費だよ︒親父はカネの負

﹁キミが行きたいなら︑行けよ﹂っていうことになったんだけれど

すね︒それで︑飛行場には︑山城善光と桑江朝幸︑私たちの大お

しろって言ったかもしれない︒親父は当時の国際情勢からして︑

そして︑飛行場に降りてみたら︑私が沖縄を離れるときの沖縄

じさんの奥さん︑私たちの父よりも︑三歳か年上のおばさんが︒

もうブラジル移民はだめだと知っていたが︑自分の力で私を日本

帰ってきた私と会って感無量だったのでは・ないかと思いました︒

そのおばさんの息子は︑一人は陸軍士官学校︑幼年学校か士官学

たちから言われたけれど︑きっと︑戦死した二人の子供の顔とわ

おばさんは︑私に対する思い出が︑戦死した自分の二人の子ども

の大学に行かせられないが︑ブラジルのおじさんたちが︑ブラジ

たしがダブって︑見えたのだろうね︒私は子供の頃︑死んだ二人

のそれとダブってだね︑うれしかったし︑辛かったと思うんです

校︑これは長男で︑次男が︑海軍兵学校︑二．人とも今度の戦争で︑

とは︑兄弟のように育ったのだから︒おばさんは︑飛行場の中ま

よ︒で︑その晩は︑各新聞社が上原信夫の母として報道したんだ

ルの大学に入れてやるという約束は最後の最後まで捨てたくなか

で入ってぎて︑私を迎えてくれたわけです︒山城や桑江たちは外

よ︒新聞でそれを見た私を知っている人たちは︑そのまんぎね︑

死んでいるんですよ︒だから︑私が帰って来るということで︑ど

の出口で待っていて︑飛行場から外に出るときに︑おばさんが私

そのように思ったそうです︒そ．れで︑あとで︑山城か桑江か誰か

ったようだ︒そういうこともあるから︑そのおばさんは︑生きて

を抱えてだね︑出てきた︒すると︑沖縄の新聞社はみんなね︑そ．

知らんが︑﹁キミの母親じゃなかったんじゃない﹂の﹂って言うから︑

うしても︑飛行場まで迎えに行くと︑そんな無理するなと︑子供

れを撮ってだね︒大々的に︑上原が母親に抱かれて︑出てきたっ
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足すれば︑いいですよ﹂︒私は二人母親がいてもいいんだからつて︑

いては︑私が時間があったときに︑みなさまとゆっくりお話をす

ていけないんです﹂とやった︒それで︑私は﹁そういう問題につ

てだね︒﹁いや︑サトウキビ農業︑これがなければ︑沖縄は︑生き

笑ったんだけどね︒おそらく︑いまでも︑その写真を私の母親だ

る機会があったら︑幸いだと思います︒私が沖縄にいる問に︑そ

﹁いや︑いいです︒それで︑いいんですと︒おばさんがそれで︑満

と思っている煙いるんじゃないですか︒

五十名か知らないけれども︑おそらくそのくらいだったと思いま

まったのか？

山城さんの記録だと︑何十名か四十名くらいか︑

城善光︑桑江朝清︑それから︑宮里栄輝さんたちもね︑何十名集

るか分からない︒これが︑沖縄に帰っての最初の政治活動かなあ︒

年賀状をもらったりしたんだけれども︑その人︑今どうなってい

私も同意した︒その組合長のお名前を覚えて︑名刺をもらって︑

みんなが︑﹁これで終わりにしないでおこう﹂って言った︵笑︶

ういう機会があったら︑いいですがね﹂って言って︒だけども︑

す︒もっと︑来たのか︑知らないけれども︒とにかく︑敗戦直後

それから︑その会合で︑山城善光が︑物凄い︑全身で感情を表現

だから︑そういうふうにして︑その日は︑そのまんま︑私は山

の私のことを良く知っている人だけだったと思います︒そして︑

してだね︒いかに待っていたかと︑そして︑﹁貴様︑俺にひと言も

所懸命探したんだ﹂という話を含めてだね︑しかし︑﹁確かに生き

何人かの先輩たちが︑よく生きて帰って来たと︑熱烈な歓迎の挨
いう報告があって︒そヶですね︑その人たちもいたんで︑それを

ているんだな﹂︑そして︑私が︑﹁生きているよ1﹂ど言うと︑彼

なく︑行方不明になったから︑俺たちはどんなに心配したか︑一

思い出すっていうと︑その人たちも︑沖縄の労働者を代表してっ

は私のどっかをひねってね︑﹁痛いか︑痛いって言ったら︑間違い

拶があったあとは︑沖縄の労働組合の委員長が︑政党なんとかと

て︑中国訪問もしているんですよ︒それで︑私のその帰国を歓迎

なく本物です﹂って︒彼がね︑大げさな表現をしたことも︑忘れ

そして︑ま︑いろいろあったけど︑そのときに︑仲宗根はひと

するという挨拶をしたんだ︒そして︑﹁われわれ︑沖縄の労働組合

ありましたら︑是非ご指導下さい﹂と言ったもんだから︑私は︑

言も言わなかったのかね︒そして︑挨拶︑私がこういうふうに挨

られないんですよ︒

﹁沖縄はまだ主要産業っていうのは︑サトウキビですか﹂と聞くと︑

に対し︑沖縄建設について︑特に︑経済問題について︑一つ何か

﹁そうだ﹂と言うんだ︒私は﹁戦後の日本は︑経済的にこれだけ高

ちょっと︑覚えがない︒それは︑

別の人だったかもしれない︒来ていないんです︒参加していない

ったのかな︒来ていたのかな？

拶しても︑ご苦労さんも無視したのかね︒苦労しましたねって言

違った経済構造の下で︑・基地経済ではなく︑自立した経済基盤が

です︒もし︑書いたものにあるとすれば︑それは間違いですな︒

度に成長したんだから︑沖縄経済もそのおすそ分けで︑まったく
確立され︑新沖縄経済は︑面目を一新していると思ったのに︒そ

参加者の名前︒山城善光の記録には︑書いてあるかな？

は︑植民地農業だよ︑植民地政策の継続だよ︑戦前と同じ植民地

ことは︑その経済発展の中心にすえているって言うことは︑これ

も単一植物をその地域やその国のね︑主要農業作物にするという

い﹂って彼は言ったもんだから︑私は調子に乗ってだね︑﹁そもそ

から︑彼は参加できなかったのだ︒

本部町の仲宗根宅を訪問したのだ︒彼は病に伏していたのだ︒だ

いだ︒実は︑沖縄を離れる日の午前中に︑山城︑桑江と三人で︑

て︑表向き挨拶をしなかったのかと思ったが︑これは私の思い違

書いてあったら︑来ていたかもしれない︒だけれども︑私に対し

もし︑

うですが？﹂と言ったらね︒﹁そう︑これを何とかしなきゃいけな

経済政策なんですよ﹂と言ったら︑その人は︑﹁ああっ﹂て口開け
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が続き︑私も十分に飲んで︑相当ご機嫌になったときに︑私のそ

とにかく︑老青年たちは︑私の生還を心から喜び︑無数の乾杯
ますよ︒

んの家で一泊して︑翌朝の一番で︑東京に帰ってきたんだと思い

山原路を喜無謬に入らないで︑そのまま那覇に来て︑そのおばさ

いや︑ちょっと違いますね︒那覇へ着くなり︑山城さんに電話

ばに︑宮里栄輝さんが座ってだね︑﹁今度は︑止むを得ないから︑

なるべく早めに引き揚げてな﹂というのは東京に帰ってくれと︒

したら︑明日︑桑江と三人で本部に仲宗根さんのお見舞いに行く

ことになったから︑車で迎えに行くからということになり︑翌日︑

﹁実はね︑．キミが逃げたらね︑キミは危なく殺人者として︑引っく

くられるところだったんだと︒キミが出て︑何ヵ月とか︑ひと月

朝一番の飛行機を夕方に変更したのだと思う︒︑

奥まで一緒に行こうと︑自分の生まれ故郷に行って︑顔ぐらい見

とにかく︑一応︑せっかく帰ってきたんだから︑おばさんたちと

ら︑まだ︑アメリカは沖縄にいるんだから︑早く帰りなさいと︒

いうことが︑当時の占領軍関係から︑流されていたんだと︒だか

んが︑来ておられた︒その方たちは大工の棟梁だから︑大城組の大

私のことをいろいろ面倒見てくれた︑遠い親戚のおじさん︑おばさ

た︑小さな家をね︑それを移して建てた︒そのときに︑たまたま︑

善光が自分が︑やまとから帰郷して︑間もなくして︑喜如嘉に建て

屋の近くに︑民主同盟本部の事務所を作ったんですよ︒それは山城

那覇へ帰ってくると︑一九四九年頃︑壷屋が開放されてから︑壷

か︑何ヵ月か知らないけれどもね︑民主同盟は志喜屋孝信の暗殺

せて帰れ﹂ということを言われてたから︑﹁申し訳ない︑あさって

城鎌吉さんの若い時代の仲間で親友だった︒壷屋へ引っ越すの早か

を計画していたんだと︒そして︑その中心人物は︑上原であると

帰ります﹂と︒明日︑そこへ行って︑ということでね︒宮里栄輝

し︑それは大変な思い違いだ︒高射砲はロケットに代わっていた

ね︒あ︑米軍基地の戦時体制は解除されたのかと思ったが︑しか

射砲陣地もあったんですよ︒それが今はなかったね︒それを見て

に大きな燃料タンクがあった︒その付近も含めてだね︑多数の高

て︑燃料タンクを土手で囲っていて︑私は出る前までは︑あそこ

になったけれども︑だいたい同じ場所をね︑覚えているね︒そし

米軍の大きな病院があったんですよ︒その病院もね︑今はきれい

は︑昔のように大きい規模だ︒嘉手納基地の横を通って行くとね︑

翌日那覇から︑ヤンバルに行く道で見たのは︑あの嘉手納基地

は賑やかになったと︒うるさくなったと︒キミがいた︑時代のよう

たっぷり飲んだ︒誰がそう言ったのか知らないけれど︑﹁今の沖縄

いから︑その家で︑大勢で賑やかに︑晩飯を一緒にとって︑お酒も

まそうと︑思っていたんでしょうね︒だけれども︑そんな時間もな

の泊まっているところに来て︑どっかに連れて行って︑いっぱい飲

ちが︑もう私が帰ってきたっていうことを新聞で見ているから︑私・

てくれた︒ちゃんどした家だったからね︒だから︑そのおばさんた﹁

し︑人間らしく一晩くらいここへ泊まれ﹂とか言ってね︒泊まらせ

なんか︑来いって人を遣って︑私を呼んでめしを食べさせて︑﹁少

もゆとりがあった︒だから︑私が︑何も食べてないと分かったとき

ったんですよな︑大城組と一緒に︒早く移っているので︑生活面で

のだ︒沖縄も少しは平和になったんだなあという思いを抱きなが

に誰もが食えない︑飲めない時代じゃないそ﹂と︒そしたら︑誰か

さんと相談をして︑帰ることにしたんだ︒

らね︒当時は那覇からヤンバルまで行くんだったら︑まず喜豊丸

誰かが︑私

中央市場くらい一回︑のぞいて

が︑中央市場って言うんですか？

コザでは桑江

に寄って︑山城善光が待っている︒と︑それから︑

みて帰ったらどうか︑ということで︑そこの息子か？

を車に乗っけて︑連れて行ってくれたんですよ︒ほんの何分間だと

亭主が待っているということだったけれども︑今回は山城善光が
喜心墨で待っているから︑ということだったが︑時間の関係で︑
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ったんだけどもね︒その後︑那覇に行くたびに︑何回か行ってみる

ていますということで︑市場の中を通って︑そこから車で連れて帰

ここを通って︑外へ出ると︑そこのどこそこに︑私は車の中で待っ

思うけど︒そこをずうっと通って︑彼は︑二︑三メーターかな？

をそのとき抱いた︒そして︑私はこんにちも同じ考えです︵笑︶

帰させたんじゃないんだなあと︒名目だけですなあっていう感じ

本政府は︑沖縄を本当に自分の領土として︑沖縄を本土並みに復

す︒そういうことで︑じゃあ︑結局︑復帰したと言いながら︑日

生活は︑いったいどうなんだ︑ということをいろいろ聞いてみる

表面上の状況は︑いかにも大きく変化したけれども︑市民の実際

そういうふうにして︑戦後沖縄の何もなかった時代とは違って︑

は思い出さなかったような問題も含めて︑話し合いの中で思い出

ことまでと思っていたことについても︑私個人︑あるいは一人で

で︑あなたたちと話をしてみるとですね︑私がこんなつまらない

上原

直管

私もさきほど︑こうお話したようにお陰さまでこういう形

ありがとうございました︒

分かりました︒だいたい︑一応︑それで︑話もまとまった

と︑結局︑依然として︑戦後沖縄の米軍占領当時と本質的にはそ

されて来てね︒新たに思い出す面がいろいろあった︒そして︑こ

佐道

う大きな違いはなく︑ただ︑表面だけは確かに変った︑沖縄経済

れを読み直しながら︑やあ︑ここはこうした方が︑こう言った方

が︑その通った道は︑分かったんだけれど︑どこで車に乗ったかは

の本質は︑実質的に︑今も半植民地的な実態の中で︑もがいてい

が良かったかなあ︑これはもっと︑もっとみんなが興味を持つだ

ような感じで︒長時間ありがとうございました︒

るのじゃないかというような感じでしたですね︒で︑しかも︑日

分からない︒

その復帰の条件としては︑

本に復帰したと︑何て言いま す か ？
はほど遠いものですね︒

この補足すべきところをね︑というような面がありましたら︑ま

り︑手間隙時間がかかるからね︒あんた︑これを手入れする中で︑

ろうなと思うことが︑あるんですよ︒だけれども︑これはやっぱ

そうですね︒

た︑ご相談して︑どうぞ︑あなたたちが︑一応︑満足するまで︑

復帰スローガンの﹁本土並み﹂と

佐道

われわれ民主同盟は︑沖縄の経済の自立について︑大いに

いわゆる本土と同一ですか ？

上原

こういう機会をもって︑結構であります︒

あっ︑山城から聞

︵了︶

当時は︑議論しあった︒沖縄民主同盟の理想は︑それはどうなっ
たのか︒思い出してみると︑これも山城か？

いた︒桑江から聞いた︒土地代も払わない︑タダで︑沖縄の基地
を使っているんだって言って︑桑江が腹を立てたのを覚えていま
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第7回

開催日

2004年3月15日

開始時刻

14

：

OO

終了時刻

16

：

OO

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（政蜘究大学院大学助教授）
眞板恵夫（沖縄問題記者、元政策研究院・政策情報プ・ジェクト共同研究員）

録音・記録作成

三板恵夫

台湾国民党の張さんという教育部長かなんかが㍉沖縄の丁

眞板台湾？
上原

几板

終戦間もない頃の國場幸太郎さんについては︑彼がみなと

急場幸太郎さんの話からお願いします︒

から︑﹁ああ︑そうですが︒台湾だって中国なんだから﹂と申し上

の名前が︑そこで︑出てね︒まあ︑私も前後の事情よく知らない

橋渡し役をその人がやってくれたっていうんで︑そういう人たち

■國場幸太郎の思い書

上原

げると︑幸太郎さんは﹁キミば中国で何十年間か長い間勉強した

場さんたちと親しい関係があったらしいんだね︒沖縄と台湾との

村に国頭村会議員を招待したというお話をしましたね︒それが一

に立ってくれよ﹂というような励ましを受けた︒私が子どもの頃︑

番印象に残っている思い出です︒一九七四年に私が中国から帰っ
七五年から七九年までの間ですね︒

おじいさんがお元気なときに︑﹁あんたの家に遊びに行ったことが

んだから﹂っていう話になって︑﹁これから中国と沖縄のために役

眞板

その間にね︑七六年か七七年の頃だったと思います︒沖縄

てきて︑まだ︑中国研究所にいたころだけれども︑

上原

あります﹂なんて遠い昔の思い出話をね︒少しやってね︒

それが︑終わってから︑幸一郎がどこだったか知らんけど︑集

の若手経済界の人たちから︑一回沖縄に来てくれないかという要
求があったわけなんですよ︒中心になったのはね︑國場幸一郎な

とは︑長い時間話し合ったね︒そん中で︑沖縄と台湾は非常に密

まりの場所に連れて行ってくれたんだが︑それまでに幸太郎さん

いま︑︵注・國場組の︶相談役でいると思います︒

接な友好関係にあると︑で︑彼らは国民党のいろんな有名人の名

んだね︒

そう︑幸一郎︑それから︑いまの稲嶺知事︒

前を上げてだね︑長年︑友好交流を続けていると詳しく説明なさ
った︒

恵一さんですか︒

なにか︑儀間商店のね

に来て︑車で工場ビルに連れて行った︒幸一郎は﹁社長に挨拶し

ことがあるんですよ︒そのときに︑飛行場に幸一郎か誰かが迎え

ということで︑ 私に一日でいいから︑来てくれと頼まれて行った

だったかな？

その人たちが新中国の現状について話を聞きたい

なにしろ︑十二︑十三名だったと思うんですよ︒十名前後

あります﹂って言うんだ︒で︑﹁蒋総統とは何回もお会いしたこ．

うような﹁重要な行事のときには︑必ず︑沖縄の代表ばご招待が

の大きな⁝⁝︒十月十日は国民党の建国記念日だからね︒そうい

は︑﹁毎年︑呼ばれている﹂とコなんかあったときには︑国のそ

すよ︒﹁蒋総統はご存知か﹂十月十日の双十節︒二つの十の節に

石と幸太郎さんが一緒に並んだ大きな写真が︑飾られているんで

あっ︑そうだ︒行ったらね︒幸太郎の事務所の正面には︑蒋介

ますか﹂ って言うから︑﹁じゃあ︑せっかく︑何十年ぶりだから﹂

とがあります﹂ってことを言っていた︒

いま︑ジーマっていう社名になっています︒

と言って︑ 幸一郎さんの社長室に行って︑挨拶した︒向こうは︑

心中複雑ですね︒

上原えっ？

心中複雑ですね︒
ういう挨拶をしたんだ︒ ﹁信夫くんね︑私は︑ずうつと一貫して︑

白板

そう︒それで︑いや︑そうじやない︑﹁私は結構です︒と

三板

中国と友好交流をしています﹂ ってね︒その中国とは︑台湾のこ

上原

﹁奥の信夫ですか﹂ってね︑喜んでくれてね︒その時︑彼が︑こ

となんだよ︒
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上面上篇上眞
原板原板原板

いま︑台湾は国民党の支配下にあるけれども︑やっぱり︑沖縄と

ご存知のように現在は︑台湾と大陸は別々の制度になっています︒

にかく︑中国と沖縄との関係は︑昔からこうこうだったんですが︑

台問題だと︑どうしても︑中国・大陸よりの立場になつちゃうん

眞板

うことで︑ま︑その日の話は︑大変楽しく終わって︑

協力できる範囲内において︑どういうやり方がありますか︑とい

人たちがね︑それで︑﹁私と話したい︑会いたいということで来た

も言っていた︒だから︑幸一郎さんたちは︑沖縄の若い経済界の

国との付き合いをしておりますから︑台湾の国民党総統からも︑

幸太郎さんたちが言っていたみたいに︑われわれは長いこと︑中

縄の立場からするというと︑やはり︑中国問題の範疇だ︒それは︑

上原

じゃないですか？

そういうテーマですと︑先生のお立場から行きますと︑中

の関係は大事にすべきですよ﹂って言ったら︑﹁はっ︑これから︑

んですから﹂って言うと︑非常に喜んでくれてね︒コつ︑幸一郎

そうです︒だけれども︑私は︑台湾問題も大陸問題も︑沖

たちのことを頼むよ﹂ということを言って︑私を励まして下さっ

こうこうしておりますと︒あの人の頭の中には︑﹁中国というの

一つ︑キミ︑そういう点も︑指導してくれっ﹂というようなこと

た︒その後︑幸一郎と彼らの集まりに行ってさ︑十名前後の人︑

を呼んで︑講演会をやっているんだ︒

は︑当時はまず︑台湾なんだ﹂っていうことなんです︒だかち︑

その招いたのは幸太郎さんでよろしいんですか？

眞板

ちょっと忘れましたがね︒いまでも︑名前を覚えているのが︑幸
眞板
いや︑幸一郎︒

うことになるんですか？

私もそういうことで︑あっそうか︑その前に︑山城善光たちが私

上原

あ︑幸一郎さんですか︒

一郎︑稲嶺恵一︑あと誰だったかな？あ︑儀間︑あとは忘れた︒

眞板

上原

ったんですよ︒で︑私が帰ってくる前から︑それを計画していた

くれた中国に対して︑表敬訪問しなきゃいけないということがあ

山城善光たちが︑国交回復したんだから︑徳田球一を世話して

いや︑やっていない︒あとのことです︒

では︑その頃は︑毎年のように沖縄に帰られていた︑とい

上原そのお陰で︑私は︵注・中国から︶帰ってきてから︑幸太
それは最初に︵注・沖縄に︶帰られて︑山城善光さんとか

郎さんと意外と早めに会うことができた︒

眞板

新中国に関する座談会みたいなものを長時間やったんですよ︒い

なんだということで︑若い人たちを集めたんだろうね︒そこで︑

上原

眞板

上原

比嘉鉄也ですか？・

いや︑いや

三板岸本建夫ですか？

んだそうです︒で︑名簿もできてね︒そのときの連中はね︑名護

歓迎された？

まも記憶にあるのは︑中国の国民党と共産党はどう違うのか︒台

書がね︑名号大学の教授をしている⁝

のね︑岸本？

湾問題と大陸問題っていうのは︑どうなんだっていうような︑し

壁板東江⁝

その翌年か︑一年︑二年あとです︒それが︑新聞とかにい

かし︑十何億の大陸とたった何千万の台湾ということ︒われわれ

あんたが知っている︑あんたが知っていた︒

上原

は当然︑台湾だけに限らず︑中国大陸との取り組みも考えている

上原

あっ︑中村誠司さん︒

ろいろ出たものだから︑幸一郎は是非︑中国問題はいったいどう

と︒で︑一緒に沖縄の建設のために︑−ごうごうということで︑み

飴興

渡具知︵注・裕徳︶︑渡高知がね︑団長で︑それから︑秘

んなの確認と要望事項を汲み取って︑いろいろ聞いて︑で︑私が
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上原

中村くんだったね︒二十何名か︑十室名かね︒
事象

は︑七五年か？
七四年です︒

それは︑徳田球一の記念碑のときにできた︑記念誌に出て

︵笑︶

稲叢

八○年代の初めになってからだ︒

そうですね︒

ちと会っていることになるんですかね︒

七四年︒そうか︒そうすると︑八○年代に幸一郎た

上原

眞板

徳田球一﹂︵徳田球一顕彰記念事業期成会・二〇〇〇

いるあれですか？

※﹁記念誌

上原

んですか？

年十二月︶

それに出ているかもしれないな︒あれいまないんだろう︒

上原

留学生問題でお忙しい中をぬって︑行かれたということな

上原
あれ︑結構最近に出版されましたよ︒

眞板
眞板

留学生を送ろうという運動があった︒そのときに︑それと組み合
眞板

沖縄から留学生を？

わせてやったんでしょうね︒

そう︑それはね︑沖縄の有志の要望もあって︑沖縄からも

上原あっそう︒
眞板

沖縄から中国に留学生を︒二百何十名か送っているはずで

年代︑正確なのを忘れましたけど︑八○年代の後半から九

〇年代ですよ︒

上原

すよ︒主な重点大学には︑私が推薦すれば︑入学できたから︒無

それは一年置じゃないですよね︒

北京大学を含めて︒

ね︑合計二百何十名か︑送っているでしょうね︒主な重点大学︑

※﹁感謝表敬・徳田球一先生郷党訪中団﹂︵団長・渡具知裕徳名護

じゃあ︑ずうっとあとだな︒おそらく︑

条件で︒だから︑沖縄から最初︑そういう留学生を二︑三回です

ああ︑そうかな？

市長︶は︑一九八一年五月︑参加者二十名で出発︒
上原

そうだね︑まだ︑中国研究所の事務局長やっていたときだからね︒

で︑まあ︑そういう國場幸一郎たちと︑話し合いをしたら︑翌日
に帰ったんでしょうね︒次ぎの機会に︑沖縄に是非来てくれとい
う話があったんで︑國場組に私は行ったわけなんですよ︒で︑そ
というと︑もう留学 生 問 題 を

こで︑そうか︑それも︑ずうっとあとだな︵笑︶

眞板

うん？

それは一年でじゃないですよね︒

一年ではない︒四︑五年以上の正規の留学生だ︒
ああ︑そうでしょうね︒

ただし︑残念ながら︑中国の大学を卒業して沖縄に帰って

職場がないということになり︑それじゃダメじゃないか

うしょうかと悩んでいたその頃だ︒ そうすると︑幸一郎たちとの

きたら︑

座談会っていうのは︑ その前だよな︒

上原
眞板

やつばり︑七〇年代ですか？

ということで︑ 私は︑あまり先行きの見通しが立たなければ︑ど

上原う一ん︒そうだね︒う一ん︑その頃の話でした︒幸一郎た

眞板

七〇年代ですね︒その後︑國場幸太郎の親父に会ったのは︑

お忙しかったつ．て︑おっしゃってましたものね︒

ちと話し合ったっていうのも︑じゃあ︑留学生問題に︑すると︑

上原

七九年以降か？

いや︑違う︒俺が︵注・日本に︶帰ってきたの

れまでは︑そんなに東京︑離れられなかったものね︒

そうだ︑留学生問題をとっくに取り組んでいるときだ︒そ

上二上吉上眞
原板原板原板
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のもし︑偉い人を︑いや︑その前にそうだ︒大使館のね︑参事官

のことをお話しなさい﹂と言って助言してくれた︒そして︑中国

その年か︑あるいはその翌年かでね︒﹁いっか帰って来て︑中国

政府関係部門と会合なんかもあったりして︒数日後に︑沖縄に入

した中国石油工業部の代表団ね︒東京で︑四︑五日くらい︑日本

目は︑アメリカの国際会議に参加した中国の代表団が︑先ほど話

った︒國場さんには︑今度は台湾と違った中国人で︑大陸の連中

なんだから︑っていうことは︑前もって話してあるからね︒それ

や公使クラスの連中が︑﹁上原さん︑あんたの郷里行ってみょう
や﹂っていうことでね︑二︑三組一緒に行ったことがあるんです︒

ならね︑﹁キミの顔つぶさないようにね︑盛大な歓迎会をやって

らい︑上場さんたちが接待してくれてね︒沖縄料理をご馳走して

待ち受けていて︑講演会をやるわけですよ︒すると︑一︑二回く

では︑比嘉幹郎さんですか？

人たちに気兼ねして出ないで︑副知事が出てきた︒

西銘も出るだろう﹂と思ったんだよな︒そしたら︑西銘は台湾の

きの知事はね︑西銘︒そうだな︒で︑幸太郎は︑﹁俺が出るから︑

あげるよ﹂と保証したので︑私も一緒に喜んで︑行った︒そのと

そのときに︑﹁こうこうして︑中国の大使館の連中が行きます︒

くれたんだ︒そういう組み合わせをやっていくんだ︒そういう中

眞板

だったかな？

一つ︑ご協力できませんか﹂って言ったらね︒まず︑山城善光が

で︑﹁沖縄に中国の偉い人が︑日本に来たときに︑沖縄に連れて

上原

うのか？

そうですよ︒

幸一郎さんがやっているホテルです︒

厚板

よく分からないけれども︒かもしれないな︒

来れないか﹂と言うからね︒﹁いいですよ﹂それまでは彼は遠慮

比嘉幹郎って︑國場の婿じゃないですか？

遠慮していたのは︑幸太郎さんが遠慮していたということ

していたんだ︒あの︑国民党との関係があるからね︒

眞板
上原

爵位

そう︒料理師はね︑豚の二︑三頭︵大きい豚だった︶ぐら

そうか︒そうなんだ︒で︑場所がね︑ムーンビーチってい

からさ︒それで︑﹁あんたたちの仕事と関係ありそうな連中が来

上原

上原

たらね︒私が連れて行きますよ﹂ということでね︒一回ね︑連れ

いを丸焼きにする︒工場の職員の説明によると︑その人たちはね︑

ですね︒

て行ったのはね︑中国の石油工業部のね︑責任者の一人を団長と

そのとき︑米軍のね︑そういう方面の専門のね︑コックさんを引

幸太郎さんが遠慮していた︒幸一郎たちは平気だよ︒若い

する代表団が︑米国訪問後に︵一行十数人︶︑日本の石油公団の

わった与︑そのまま沖縄に行って︑数日滞在したあとは︑沖縄か

よ︑キミの言うとおりやるよ﹂ということで︑東京での予定が終

れないか﹂ということで︑中国に連絡やったら︑﹁じゃあ︑いい

た︒亀次郎なんかは︑来ていなかったけどね︒山城善光たち︑み

財界ね︑おそらく︑國場幸太郎にね︑反対しない方は︑みな集め

上原

帯板

あ︑そうか︒そして︑そのとき集まったね︒沖縄の政界︑

幸一郎さん︑米軍︑大好きですから︒

っ張ってきたんだって言ってね自慢していた︒

ら香港経由で帰るということにした︒

層な︑私の関係の人は︑呼ばれていったからね︒物凄い盛大な歓迎
会をやってもらった︒そして︑それから︑その沖縄と中国・大陸

招きで来日することになっていた︒そのときに︑私が︑事前に

その当時︑もう国際便はありましたか？

の関係部門とのね︑沖縄の労働組合も含めた沖縄政財界の人たち

﹁じゃあ︑少なくとも一週間くらい余分にね︑︵予定を︶組んでく

眞板

ありました︒

との新たな友好交流のつながりができるようになったと思う︒そ

上原

大使館の連中だって︑飛行機で沖縄に入ってきたからね︒一回
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して︑その後︑そうですね︑中国のいくつかの代表団もね︑私は︑

沖縄に連れて行きましたよ︒そのたびごとに︑工場幸太郎は︑ち

ら︑喜んで案内してくれてさ︒そういう形で︑中国の︑特に石油

上原

眞板

いくつくらいだったかな？

そのころ︑幸太郎さんはおいくっくらいでしたか？

眞板

なんか仕事をしたことがあるんじゃないですか︒

．工業部関係︑建設関係っていうのは︑そういう関係で︑弓場を中
心として︑沖縄とのつながりが結構︑広がってきましたよ︒國三

ね︒で︑遠いところは行かないけれど︑たとえば︑沖縄のその國

上原言っていますか︒そういうのは︑ぜんぶ︑私が火をつけた︑

ゃあんと︑自分で出てね︑協力してくださった︒

場組のやった工事の現場とか︑自慢できるようなそれがあるなら

そのつながりだからね︒

あっ︑そうなんですかのてっきり︑米軍関係で行っていた

言っていました︒

組あたりも︑中国石油関係部門あたりと︑合同で︑中近東でもハ

ば︑そこに行くと︒幸一郎がね︑連れて行くと︒それから︑石油

三板

め外部への案内などには出ていない︒現場への案内は︑幸一郎や

※上原信夫氏注・①幸太郎さんは︑宴会に出ていたが︑高齢のた

眞板

あっ︑そうなんですか︒

然ガス総公司︶︒

上原

そういう形で︑新しい中国とみなさんのつながりも︑出来

八十幾つかくらいでしょう

関係だから︑あの沖縄の⁝⁝

他の技術関係者がやっていた︒私の思い違いだった︒②宴会はホ

上原

のかなと思いましたけど︒

テルの中ではなく︑野外でやった︒私はその宴会の祝辞で﹁台湾

上がったんだと思う︒

いや︑いや︒だから︑中国・石油工業部︵現・中国石油天

も含めた沖縄と中国の新しい歴史はこれから始まるだろう﹂と訴
えたことを思い出す︒

■福建・沖縄友好会館
眞板

与勝の方ですよね︒

与勝の方だ︒

田昌秀さんが︑知事になるんですよ︒その方は︑﹁国際都市形成

実は︑そのあと︑一九九〇年の県知事選で︑革新共闘の大

あそこのCTSへ連れて行ったんですか？

構想﹂と申しまして︑中国︑大陸の方です︑︑大陸とのつながりを

沖縄会館

旦ハ体的に言えば︑福建に沖縄県事務所をお作りになるんですよ︒

密接にしょうということで︑蓬莱経済圏とか提唱なさってですね︒

あそこへ︒そして︑稲嶺一郎の社長をしている⁝
﹁りゅうせき﹂ですか？

そのころまだ︑稲嶺一郎さんは︑ご存命でしたか？

な関係があるでしょ︒それでつながっているんだよ︒

いや︑．それは︑沖縄県と福建省っていうのは︑ 昔から特殊

つなぎとか劉

いや︑それは︑沖縄県の問題だから

はい︒それにも︑﹁関わられているんですか？

上三二眞上
原板原板原

りゅうせき︒りゅうせきへ行って案内してもらってね︒そ

眞板

いや︑いや︑そうじやないかも知れないゆはっきりした記

こで︑接待してもらったりしたと思う︒

上原

恵一さんになっていま し た か ？

憶がない︒

前板

上原恵一さん︒うん︒その前に︑会合をもって︑会っているか
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上官上身上眞
原板原板原板

戸板

上原さんが︑その間に立って︑その福建省の担当者を紹介

してあげたりとか︑

に大田さんが動くずっと前に︑國場幸一郎たちが︑﹁中国に行きた

い﹂と︑﹁北京でもどこでもいいから︑待っててくれないか﹂と︒

んです︒で︑幸一郎たちが一回目かに行つときか︑北京の人民大

何人かの人たちを︑中国にワタリをつけて︑紹介したことがある

﹁時間少し作ってくれよ﹂ということで︑沖縄のそういう代表団や

省や福州市の責任者を紹介したり︑または︑福建省を含むいくつ

会堂の中には︑福建庁︵磨・テイン︶って言うのが︑あるんです︒

福建省の︑たとえば︑省長や青年連合会の主席とか︑福建

かの省の対外貿易関係機関︑香港・華閲公司の責任者を紹介した

上原

り︑直接那覇に連れて行ったりしたことは︒そういう︑側面から

がら一定の促進剤になったかも知れない︒そういう点では︑國場

国と沖縄との新しい文化交流︑特に経済交流の発展には︑微力な

※王万国は︑全国人民代表会議の副委員長︒

宴会場にもなる︒

※上原信夫置注・人民公会堂の中における各省専用の会議室で︑

の協力はやりましたですよね︒そういうことで︑新しい大陸．中

幸太郎・親父の非常に積極的な協力があったと︑こういうことは

眞板

上原

眞板

人民大会堂には全国の︑北は黒龍江省から︑ずうっと︑南

福建省庁？

ティン︵庁︶って言うのは︑

ティン︵庁︶って言うんですか︒

事実ですね︒

※上原信夫氏補足・香港・巡閲公司は︑中国が対外貿易で︑まず

上原

福建庁舎だ︒

代

十分に機能しない時代︑福建省を中心にいくつかの省を福建が

の海南島省までね︑各省専門の部屋があるんですよ︒國場幸一郎

して対外的に︑国際的経済活動を公然と合法的に推進するた

理

に︑私が︑言書幸太郎の力を借りて︑もちろん︑幸一郎が非常に

ったことがある︒一回ね︒そういうような形で︑沖縄県が動く前

たちはその福建省庁でね︑中国の関係部門から︑ご馳走してもら

めに作られた公司であった︒したがって︑その総経理は︑大きく
対外的役割を果たしていた︒

積極的だから︑彼らと一緒に︑何回かな？

なったから︑なんかあるというと︑沖縄の人が用があるよと言っ

く知っている︒そういうのが︑省長や香港・華言公司の責任者に

が陳︑陳って言うんだけれどもね︒彼が︑若いときから︑私はよ

上原

功績につながっていったんだと思うのですが︑その裏方をした私

省まで行ったこともある︒そういうことが︑本当は︑大田さんの

そういうのを紹介してくれないか︑ということで︑一緒に︑福建

らい︑一緒に行った︒福建省で福建省及び福州市の責任者とか︑

国で会っているんですよ︒一緒に︒で︑福建省にも︑二︑三回く

四︑五回ぐらい︑中

三板

では︑直接的に福建省の担当者を大田知事に引き合わせる

とか︑・というようなことはなさっていない？．

て行くよ︒もしも︑かりに︑私が前もって知っていだらね︑声を

のことは︑大田知事は知らなかったようですね︒

そう︒福建省の当時の知事は︑学長ね︒一人の省長は︑姓

かけておくというと︑彼らは︑便宜を図ってくれることもあった
とがあるけれども︑彼は︑いま︑中国の憲法委員会の副委員長を

私は当時︑幸一郎さんたちに︑次のような提案をしていたことを

※上原信夫氏補足・豊州市における﹁沖縄会館﹂建設について︑

だろうな︒それから︑王兆国とかね︑彼も福建の省長をやったこ
やっているよね︒こういう︑もちろん︑沖縄から︑また︑具体的
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いしてからだと思うが︑久し振りにお会いした︒そのとき︑突然︑

は大きく変化した︒沖縄と中国どの交流は︑質的にも全く異質な

を合わせたときにね︒突然ですよ︑そういうことがありました︒

ましたよ﹂とこう自慢話をしたことが︑あるどっかの会合で︑顔

思い出しだように︑﹁上原さん︑私はね︑福建に琉球会館を作り

ものに転化した︒とりわけ文化的にも︑経済的な面では︑沖縄二

後で考えてみると︑よっぽど︑前から気にしておられたのかな？

思い出す︒それは︑①志州市に建てるのは︑琉・中の古代からの
︑友好交流史の象徴的な記念館的なものに限る︒②なぜなら︑時代

毛中国︑沖縄魚雷アジア︑とりわけ台湾と中国大陸とのあらゆる

と大変恐縮したことがあります︒

では︑ご面識はおありなんですか？

上原

■米軍基地の返還策菩提昌一一口

鏡板

面での﹁橋渡し﹂的な助力が可能となるから︑沖縄のアジア経済
﹁に及ぼす影響は︑急速に増大するから︑政治・経済的に沖縄会館
は︑北京で建てるべきだと提案してきた︒しかし︑数十亡ぶりに
帰って来た私の声は︑余りにも小さかったようだ︒それとも︑小
展も予想よりも早すぎたのか︑知らない︒とにかく︑中国を知る

書かなくていいですよ︒彼が知事になって間もなくだったと思う

さな沖縄から中国を理解するのには︑中国は余りにも大きく︑発
には︑やはり時間が必要であったが︑台湾と大陸の橋渡し役がで

が︑彼が沖縄からおいでになって︑沖縄の基地問題について︑沖

うん︒これは︑．書かなくていいですよ︒まだ現役だから︑

きなかったのは︑くれぐれも遺憾であった︒

ない︑家賃が高い︑情報もうまぐ入って来ない︑ということでで

て︑ということだったんですけど︑水の手配がきちんとできてい

をビジネスセンター化して︑沖縄の会社を福建の友好会館に入れ

斎蔵

えになっておられますか﹂と尋ねると﹁あります﹂って言うんで

ように平和目的に利用するんだというような案を︑知事は︑お考

縄のそれぞれの基地は︑返還されたら︑いついつまでにどういう

で話し合えるようになったので︑その時︑私が大田さんに︑﹁沖

争について︑説明がありました︒休憩時間になり︑私と二人だけ

縄県人会か何かの新年会の集まりがあって︑そこで︑基地反対闘

すね︒現地では非常にトラブルになっていて︒結局︑入居したの

すね︒それじゃ︑だいたい期限をいつまで︑日米平和条約じゃな

のちに︑大田県政末期に︑批判されましてですね︒あそこ

は︑数社だけで︑ほとんど︑空き家だらけで︑実効性が上らなか

眞板

日米安保条約︒﹁安保条約に基づいて各基地ごとの平和利

日米安保条約

いな︑何条約ですか？

上原

上原

ったじゃないか︑と県内で批判されていましたよ︒

いう問題処理の方法や結果から見ると︑大田さんっていう人は︑

用目的を明確に示した上で︑返還期限を決定し︑米日両国政府に

そうですが︑まあ万能の人はいませんからね︒結局︑そう

優れた学者先生であったがゆえに︑政治家になったら︑それなり

アメリカのしかるべき大学と組んでね︑第一級の国際大学を作り

要求した方が良い﹂と私はお願い申し上げた︒たとえば︑沖縄・
ま︑学校の先生ですかち︒

ますとか︑といヶような案をお持ちですか﹂って言ったら︑﹁あ．

の世間の期待は大きかったものだから︑大田さんの精神的な負担
眞板

学校の先生ね︒だからだろうな︒つい一︑二年前︑東京の

中部の普天間基地ですか︒その基地は﹁いついつまでに私たちは︑

上原

る﹂︑と言われた︒だったら︑そういう形で︑﹁どうして︑アメリ

は大きかったのではないかと思いますね︒

ある講演会場で︑知事を辞めて参院議員になってから約一年くら
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うような︑いわゆる軍民共用できるような︑そういうようなこと

えば︑嘉手納飛行場のね︑ハブ飛行場︒アジアにおけるね︒とい

がある︒あるいは大学・文化研究所︑あるいは経済研究所隅たと

カに対して︑そこはわれわれのこうこういうような都市建設計画

という話をその桃原市長は情熱的に語りだした︒

間飛行場は﹁市の発展について︑危険であり︑大きな障害である﹂

人が︑案内してくれたんだがね︒そうしたらさ︑桃原市長ば普天

生派遣に関係していろいろ世話をしてくれた協力者の一人︒その

も含めて︑ちゃんと計画をピシャッと提示してだね︑はっきりと

歴代市長は︑そう言いますよ︒

※美原正賢は︑宜野湾市長に一九八五年七月から一九九七年七月

それ︑いつごろの話で す か ？
眞板

それで︑私が︑桃原って︑名前だから︑豊原茂太さんの息

期限をきってそれまでに︑是非︑お返し下さいというようなやり
眞板
これはね︑彼は知事︑二回やったんですか︒

上原

までの三期十二年在任した︒

上原
二期八年やっています︒

方で︑具体的な提案した方がいいですよ﹂と申し上げた︒

櫓脚

子かと思って聞いてみたんだよ︒そうじやない︒親戚は親戚なんr

じゃあ︑一期の比較的前期のころでしょうな︒何年だ？

上原

眞板確か︑保守系の人じゃなかったでしたっけ？

だな︒遠い親戚だそうだ︒

実は構想の提出時期は︑私はいま︑失念していますが︑

終わりごろって言うと︒

眞板

﹁基地返還アクションプログラム﹂を出しているんですよ︒

※桃原正賢は︑革新系の統一候補︒

だから︑それが面白いんだ︒そういうことを言ったもんで．

上原

※﹁基地返還アクションプログラム﹂は︑沖縄県が九六年一月に
策定︒当時︑二〇一五年差での二十年間で﹁基地ゼロ﹂を目指し

すけれども︑話し合いの中でね︒彼が︑﹁人を集めるのが︑都市

ったんだ︒それで︑市役所に帰ってきて︑ヤンバルに行くときで

すからね︒﹁じゃあ︑現地を見に行こうよ﹂って言って︑見に行

私が言ったのはその前です︒そのときに私は︑宜野座？

た計画だった︒

上原

あっ︑彼の同級生でね︑奥のヤンバルに宮城っていうのが︑い

計画の第一目標です﹂って︑言うからね︒

宜野湾は市です︒宜野座は村です︒

るんですよ︒それがハ私のことを聞いてよく知っていると︒沖縄

市ですかな？

眞板

じゃあ︑宜野湾市か︒飛行場あるところ︒

宜野湾？
上原

はい︒

・から逃げたことも知っていると話が大きく展開してしまったの

眞板

で︑私もついその雰囲気に乗ってしまってね︒

一番︑人集めにいい方法として︑市長が計画しているのは︑どん

そうか︒桃原という市長がおられてね︒彼との付き合いと

なことですか﹂って聞いたらね︑﹁マンションをいっ破い建てて

上原

参事官等と︑一緒沖縄へ行ったときに︑海洋博へ行く途中で︑た

ね︑人を集めて新しい街を造るんだ﹂とおっしゃつるので︑私は

でば先ほど見学した基地を﹁そこをもし利用するんだったら︑
またま宜野湾市に寄ったんだ︒挨拶にということでね︒誰の案内

いうのは︑私が︑ちょうど中国の教育担当部門の大使館の公使︑

あっ︑そうだ新垣吉明という方が︑中国への留学

だったかな？
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をびっくりさせるような立派な国際大学を建てたらどうですかっ

あ︑どうずればいい﹂のだって言うから︑私がね︑﹁そこに世界

ませんよ︒あんたが︑主︵ぬし︶．でも主︵あるじ︶でも﹂︑﹁じゃ

ね︑﹁それじゃ︑アメリカはどうぞお使いくださいって︑返還し

眞板

の留学生派遣は︑遅くとも八○年代から始まっていますからね︒

学生援護協会は一九七九年には設立されていますから︒沖縄から

上原

眞板

それはね︑一九八六年〜八八年ころだと思います︒中国留

それは︑いつぐらいですか？

■西銘順治の思い出

九〇年代ですか？

て︒この時代は一九八六年代ころですからね︑アメリカのどこか︑

たとえば︑ハーバードでもどこでもいいかち︑主な大学に呼びか
けてね︑分校を作れと︒まず︑これをアメリカに言ったら︑ある
いは計画を十分立てる前に︑お願いしたら︑日本政府はやらせな

して︑山城善光に連れられて彼のところへ訪問したんだ︒﹁上原

西銘さんに︑中国への留学生問題について︑私が中国から帰国

上原う一ん︒もうちょっと︑話したあとでね︒実は私は敗戦後︑

画を立てて︑そのアメリカに乗り込んで行って︑アメリカを騒が

は︑沖縄と中国のために︑留学生をね︑彼が推薦すれば︑中国の

いから︑これは︑できるならば︑知事と相談した上に︑知事も乗

せろ﹂って言ったことがある︒﹁そうすれば︑アメリカは︑世界

どこの大学でも︑入れるから︑ということで︑人材育成に対して︑

数年沖縄滞在中に西銘さんを知っていたんですよ︒

で例を見ない︑世界の学術文化の発展のために︑この重要基地の

らない場合はですね︑あんた︑ご自身で専門委員会を組織して計

返還も止むを得ない︑じゃあ︑われわれは︑世界の平和と文化の

協力する﹂ということを言った︒それはすぐに︑人材育成費って
．いうのがありますね︑沖縄に︒財団が︒あの時誰だったかな？

ことですよ﹂と︒その後︑何ヵ月か知らないけれど︑彼はそれな

見栄を切ってもらったらいいんです︒ただし︑明確な期限を切る

凝立

上原

前板

そして︑理事長っていうのは︑誰だったかな？

ま︑名誉職︑常勤ではなくて︑

そうですが︒そして︑その担当の何か︑会長が知事か？

県の外郭みたいなので︑作りましたから︒

※現在の﹁財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団﹂

彼が理事長なんだな︒知事が︒

発展のためにね︑基地を譲りますと︒花道を作ってあげなさい﹂
と言︑つたんだよ︒そヶしたら︑大変喜んでね︒で︑私が沖縄へ行
ったら︑﹁必ず寄ってくれ﹂っていうので︑数回お会いしている︒

そういう経験があったから︑私は︑大田さんにね︑﹁花道を作っ
てあげなさい﹂と︒﹁アメリカに︑沖縄のために︑世界の平和と

りの努力があったはずですよ︒さて︑時間ですが︑最初︑桃原市

上原

文化学術の発展のために︑われわれは︑普天間基地を譲りますと︒

長に提案した後︑そう時間が経っていないはずだから︑一九八六

忘れたな︒どっかの中学かどっかの高校の校長先生をやった先生

ちょっと

年頃だったと思う︒

だと思う︒で︑すぐにそこに紹介してだね︑明日でも会・ってくれ

現在では︑基地吋大学に留学できるようになりましたし︑

直前

という話になったんですよ︒それで︑じゃあ︑知事の認可を得た

からということで︑私はそれを進めましょうということになった

UCLAかどこかの分校もあります︒
上原

んだ︒その理事長っていうのが︑その人材育成財団の方たちは︑．

ああ︑そう︒そういうようなことも︑その当時︑私はやり
ました︒
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私がまだ︑目黒の碑文谷に事務所を持っていたころ︑最後にお出

に近づけたいんだが︑何かお力をお卑しください﹂って︑こう言

西銘さんに近いという方が︑私に相談したのはね︑﹁知事を中国

時間をちゃんと取らせますから︑一緒に会ってくれ﹂というので︑

たあとでだね︒﹁後日︑沖縄に来たときに︑私が案内しますから︑

ってきたんだ︒それで︑その人が︑ま︑いろいろと話し合いをし

彼もなんか︑中

でになったのは︑大島出身の何て言ったかな？
学校か高等学校の校長をしていたんでしょうね︒その間︑一︑二
そういうことで︑私はこの︑知事を動かしてね︑もっと確実な

人の事務員が︑だいたい一年に一回くらい来ておりました︒

私は沖縄に行ったとき︑西銘さんに近い人の案内で︑知事に会っ

ことで︑＝回︑おヒマなときに︑遊びに中国に行きませんか﹂と︒

たんです︒そのとき︑私は﹁単刀直入に申し上げますが﹂という

学術・文化交流をやろうとしたんだけども︑知事はそれ以上は乗
西銘さんは台湾派ですから︒

﹁ご身分は個人の資格でもよろしい︑内密でもよろしい︑あるいは︑

ってこない︒﹁台湾との関係がありますから﹂

眞板

私が西銘さんに会ったとき︑私は︑﹁知事は台湾の国民党

知事という名前も︑公表しなくてよろしいし︑どんな方法でもい

上原

で︑誰が一番︑あんたに対して︑近いんですか﹂と聞いたら︑彼

いですよと︒私が責任をもって︑中国のしかるべきところを︑ち

ますから﹂と言ったけど︑えらいビックリしてね︒

は﹁台湾と言ってもね︑現在中国・国民党の統治下で︑そして︑

それは︑県庁で会われたんですか？

ゃんとご案内し︑お会いしたい方がおられるならご紹介申し上げ

つながりという問題については︑私はよく詳しいし﹂と応えたの

眞板

うん︒でね︑﹁私はいろいろと台湾の関係もありますから﹂

孫文が︑作った中華民国の後継ぎなんだ︒だから︑孫文と日本の
で︑では﹁しいて言えば台湾の現政府ではどなたと親しいのです

上原

っていうことで︑非常にね︑堅いお話をされて︑だが︑次また︑

か﹂って聞くと︑﹁知人は多いがその中でも教育部長のチョ・ウ
︵張︶先生だ﹂と言いました︒沖縄にはその方の銅像があるんだ

が︑私はやっぱり︑これからも知事に働きかけようと思いました︒．

ように︑共産中国におられた方じゃあね︑残念だが﹂と言われた

を向けては︑眠れませんよと︒そういうお応えですから︑先生の

役員をやっている︑知事に近い人がね︑﹁いや︑知事は台湾に足

らね︒そのとき︑知事のなんかをやっている人が︑県のなんかの

上原

眞板

そしてね︑その話をして︑なかなか乗ってこないもんだか

へえ一︑知らなかったです︒

けただけでなく︑周囲の連中を動かして︑特に︑大田の場合は︑

丁寧に断った︒そういうごとを私は︑直接︑知事に対して働きか

緒に行きましょう﹂と言ったら︑﹁ありがとうございます﹂って︑

経ったあとですよ︒﹁今かちでも遅くないですよ︒一回中国へ一

いるもんだから︑お辞めになって︑何ヵ月か︑何年か知らんけど︑

縄の県人会のなんかがあって︑そうだ新年会だったと思う︒彼が

上原

眞板

辞めてからね︒その第一回目だと思うんだけど︑東京で沖

知事を辞めてから︒

彼は国会議員になりましたね︒

これは︑本当に内緒話なんだけど︑当日は他の職員もいるからね︒

彼を動かせるっていうのは︑國場幸一郎を︑彼の大きなあれにな

そうです︒中国大陸側に向けて︑銅像を立てているそうです︒

話はそれ以上やらなかった︒彼は息子がいますね︒

上原

眞板

あの息子とは︑議員になってから︑東京の沖縄人の集まり

二人も国会議員になりましたからね︒

上原

硬板

うん︒といvつのは︑幸一郎は早稲田の後輩だ︒

あ︑そうなんですか︒

っていたんでしょ︒大田の︒

で会って︑少しだが父親の思い出話をしたことがあります︒
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C］EE？1

たというのは︑何ですけれどもね︒そういうことなんだよ︒悪い

時代の要求と歴史の発展ですね︒で︑それから︑私は火遊びをし

切り向いたのは︑正面から向いてきたのは︑そこの違いですね︒

影響力はないから︑盛場幸太郎さんたちも︑中国に対して︑思い

上原

眞板

やはゆ︑小さな台湾のそれだけじゃ︑沖縄の経済に大きな

あ︑そうですね︒

シッとこうネクタイを締めてね︒その後︑二回くらい山城善光と︑

なものを飲めるところかと︑ビックリしてね︒そして︑松岡はピ

言ったように︑そういうところで︑コーヒーを出されてね︒こん

一︑沖縄にもこんなところもあるのか﹂と思ったね︒で︑先ほど

上原

眞板

いや︑いや︑まだ︑鉄板葺きだったんでしょうね︒﹁はあ

コンクリになっていましたか？

かったね︒

ことがありましたから︒

あるいは︑私一人で一回か︑用事で行っているはずなんですが︑

それはそれで︑ぜんぶ︑民主同盟のあれで︑行っていると思うん
眞板

※上原信夫氏補足・当時︑台湾は大陸に対する﹁三不政策﹂下に
り替えられる現実的な可能性が︑実際にあった︒具体的には︑台

問題について︑意見交換をしょうとしていたということなんです

ですよね︒

湾からの密航船は︑八重山を中間基地として︑福建へ相当数行き

けれども⁝⁝

あり︑台湾︑香港︑大陸間の人︑物流を台湾︑沖縄︑大陸へと切

来していた︒福建の関係業者も大きな期待をもって︑密航船まで

上原

先ほど︑山城善光さんが︑沖縄独立の問題を絡めて︑移民

出した︒しかし︑沖縄県の取り組みが立ち遅れて︑これを大きな

だけれども︒民主同盟がおそらく︑独立の問題を取り上げて話し

上げたわけですよね︒これは︑仲宗根が取り上げたのか︑誰か︑

合うようなことになって︑仲宗根が移民問題をまず︑さきに取り

それはね︑何の話から︑そうなったかというと︑忘れたん

交流に発展させ得なかった︒

■松岡政保の思い出

分からないけれども︑︐もうそのころには︑︑大宜味朝徳さんと︑私

ていて︑当山先生のね︑業績は大変︑沖縄にとっては大きな問題

いうのは︑たまたま︑私が︑彼が︑金武の方だということを知っ

との話し合いの中でも︑彼は移民問題を何回も取り上げています

先ほどテープで取りそびれましたので︑簡潔で結構なんで

上原

である︒それが︑沖縄人の海外移民のきっかけになった︑という

奇事

ね︑おそらく︑仲宗根源和の紹介もあったと思うんだが︑山城善

ことでね︑やった︒彼は︑私も移民で行って︑アメリカかな？

からね︒おそらく︑松岡さんのところで出た︑その移民問題って

光と二人だけじゃなしに︑誰かも一緒に行っているような気がす

ハワイに

すけど︑松岡政保さんのお話をもう一度お願いできたら︒

るんですよ︒第一回目はね︒桑江も一緒だったかも知れない︒そ

眞板

ハワイに行った？

松岡のところへ一番最初に行ったのは︑民主同盟ができて

れで︑行ってみたら︑なるほど︑民政府はここのほうが大きいっ

上原

あ︑そうか︑やつばか同じだ︒それで︑
ていう︵笑︶

﹁あんたも行かれたのか﹂って︑私が聞いたのかもしれない︒そ

れから︑移民問題の話をこういろいろやってきてだね︒仲宗根源

やはり︑大典寺に行かれたんですか？

上原え一︑ちょっとね︑道から下りるようなところを入ったみ

和初め︑沖縄の独立問題についてのそういう話もありますが⁝⁝

魚板

たいな感じがします︒Fそこは︑天幕じゃないですよ︒あれでもな
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眞板

ちなみに︑松岡政保さんは︑善光さんのおっしゃる独立論

あのね︑そんとき︑話し合いに出たかどうかは分かんない

いますか？

．に対して︑どういう反応をお示しになっていたか︑ご記憶にござ
上原

でそれが︑認知されて︑アメリカが︑ある意味で正当な統治者に

いやいや︑違うんだ︒国連から委託されて︑かりに日本が

なれるというような気もするんですけどね︒結果的に見ると︒

上原

統治するにしても︑アメリカが︑国連から︑委託があるわけです
塗板

よ︒

わけです︒

けれども︑おそらく︑われわれの中の独立論と信託統治的な︑そ
の問題になってくるというと︑仲宗根源和は一貫して独立論を主

上原

だから︑委託先がアメリカであることは︑ほぼ間違いない

張した︒彼が︑日本共産党をかざし︑瀬長と犬猿の仲になってい

るけれども︑そこを支配するところの背景についてのそれは︑や

そうなった場合でも︑ですよ︒直接管理権はアメリカにあ

な考えは変わらなかったと思いますね︒おそらく︒だが︑山城善

く場合でも︑彼は沖縄は独立すべきであるという︑そういうよう

三板

うん︑信託統治だな︒山城善光は︑アメリカじゃなしに︑

そうですが︒

託統治論者だったんですよ︒

メリカにすると︑国際⁝⁝︒え一︑大宜味さんは︑アメリカの信

ないだろう﹂︒結局︑信託統治みたいなものを得てみないと︑ア

のそれの中には︑﹁ああ︑独立しても︑しょうと思っても︑させ

をしないと︑あれだから︒だから︑手放さないだろうという︑彼

という場合というのは︑少なくとも︑五十年か︑百年単位の計算

ども︑しかし︑世界史の中で︑そういう大きな国際問題になった

の長期計画というのは︑五十年︑百年かかるか︑分からないけれ

山城善光と私と︑普天間も含めて︑長期計画だとね︒しかし︑そ

と思うんだよ︒これは山城の持論だからだけれども︑その前には︑

リカは沖縄を手放さないでしょうね﹂というようなことを言った

黒板

上原

眞板

ね︒

眞板

すよ︒

上原

あの当時は︑国際連盟です︒

国際連盟になっていたのかな？

あれは︑国際連盟を通じてじゃなくて？

は︑第一次世界大戦でもって︑国連を通過していないはずですよ

上原

国際連盟だね︒国際連盟からの日本への委託だったのか︑

南洋群島のですね︒ドイツから奪った︒そして︑その場合

ああ︑南洋群島の

眞板信託統治論

を信託？

なそれは︑ちょっとピンときたんだけどね︒大宜味朝徳がね︑何

じゃないですよね︒それが︑これがね︑私が思い出す︒おぼろげ

つばり︑国連を通さなきゃいけないわけですから︑間接的に︑直

上原

上原

光は︑何かのついで︑その話の中で︑﹁こうなってくると︑アメ

国連の信託統治だったんだけれども︒だから︑それに対して︑私

もうすでに︑日本が奪い取っていたのか︑どっちかだと思うんだ

眞板

えっ？

それ︑結局︑同じなんじゃないんですか？

から︑一応︑国際連盟を通じて︑日本の委任統治になったと思い

眞板

︑

統治論︒そのとき︑あれは︑ドイツから日本は奪ったんで

は︑少しはさめて見ていたんだ︒

上原

国連で信託統治を持ち出して︑事実上︑誰が︑そこを管理

よ︒

眞板

ますけど︒

あの当時は︑まだ︑日英同盟も辛うじて残っていた頃です
するか︑というと︑それはアメリカであると︒だから︑国際社会
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上原
そういうことが︑あったんで︑アメリカの本心からする

まだ︑松岡洋右が脱退していないからね︒かもしれない

あったんですよ︒これはもう︑私が村会議員になる前からあった

やった仕事の中にね︑国頭村の︒その村営木材会社っていうのが

日本に頼らない︑日本に頼ってもダメだっていうようなことを︑

そのときに︑独立すべきであると言うけれども︑もし独立しても︑

ば︑国家体制はどうであろうと︑きっとそうなったと思うんだよ︒

ときにも︑沖縄の将来には︑自治体制︑あるいは︑独立心があれ

とは限らないわけですね︒ということで︑移民問題の話になった

ます︒彼は︑国連の信託統治って言ったあと︑必ずしもアメリカ

頭の中にあったね︒だから︑山城善光の場合もそうだろうと思い

と︑自分の思いのままに︑勝手に処理してしまうだろうと︑私の

眞板

きる唯一の商品っていうのは︑都市への︑戦後復興に必要な建築

眞板

上原

硬板

薪ですか？

材ですね︒それから︑その次は︑弱い労働力の婦女子の⁝⁝

上原

薪です1

戦後にできたものでしょうな︒その戦後ヤンバルの換金で

戦後にできたものなんですか狂

えっ？

それは︑戦後できたものですか？

て︑その⁝⁝

んでしょうね︑きっと︒というのは︑ヤンバルの山から伐り出し

︵笑︶

松岡は強調したと思うんだ︒

上原

いうのが︑あったんですよ︒村営なんですよ︒それで︑その財政

それをね︑そうだ︒私︑︑村会議員になった頃は﹁

眞板

ね︑国頭村木材協同組合って言ったか︑木材なんとか共同店って

上原

困難な時代にだね︑財政面で︑非常に大きな赤字を出していた︒

そもそもで何ですけれども︑善光さんと松岡政保さんのと

ころに︑どういうようなご用向きで行かれたんでしょうか？
盟の設立とそれについての現状︒われわれは︑沖縄で一番最初に

そういう財源の中でね︑国頭村の主な部落から︑一︑二人ずつか

較的良心的に沖縄の復興問題をいろいろと対応していると︒いわ

岡も同じ民政府だけれども︑彼は又吉などと違って︑開明的で比．

が入れない時代ですからね︒だから︑民主同盟の説明をした︒松

上原

心慮

あとの話だ︒ずうっとあとの話だ︒まだ︑那覇にわれわれ

それは︑石川市で結党大会をやったあとの話ですか？

民主主義に反すると︒それぞれの地域の木材をね︑たとえば︑奥

分たちの事務費さえもね︑賄えないようなものはね︑これはね︑

な︵笑︶

な？

ういう形でね︑この木材組合︑国頭村木材組合って言ったのか

那覇に売るには︑今度は︑那覇での事務所を作ってやるとか︑そ

一回行ったのは︑民主同盟のわれわれの状況をね︑民主同

こういうような計画をもっておりますということを挨拶に行っ

な？

ゆる民衆の︑人民の立場に立っている︑ということで︑まず︑挨

なら奥共同店が︑楚州なら○○さん︑安田なら○○さんたちが︑

担当者を出してね︑その経営をやっているわけですね︒で︑

た︒あるいは︑報告に行ったんだな︒一回は︒

拶に行って︑われわれの立場を十分説明して︑理解を得て︑協力

それぞれ昔からね︑個人経営でちゃんとやっていて︑それで︑経
その次はね︑何のあれだったか知らないけれど︑山城さんだっ

ら︑逆に民主的でないような経営によって赤字を出して︑その負

済的に成り立ってきたのに︑どうして︑新しい世の中になってか

私はそれをね︑﹁解散すべきである﹂と提案した︒﹁自

協同何とかっていったのかな？ 村営なんですよ︒公営だ

してもらおうと︒そういうこと︒

たか︑誰だったか︑一番最初は山城と行った︒あと︑二名か三名

すよ︒そこで︑私は﹁これは民営にすべきである﹂と担当者と議

担を村民に紅つかぶせるんだ﹂って言ってやったことがあるんで
というのはね︑その木材︒私が村会議員で

かで︑っていう︑気がかりなのはね︑ヤンバルのね︑誰かな？
一緒に行ったのは？
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ルまで送ってもらったんだけど︒そのときに︑彼が言ったんだけ

たんだけど︒そこで︑ご馳走になって︑一杯︑飲まされて︑ホテ

に涼しい感じがするようなね︑﹁さすが︑専門家ですね﹂と褒め

家をね︑二階建ての大きな家でね︑床も壁も︑見ただけで︑非常

なんです︒沖縄に帰ったときに︒そこの社長がね︑自分の自慢の

的な家を作ったということで︑一回︑彼の家に私を招待したわけ

店の社長がね︑私︑新しい家を作りました︒木材店だから︑沖縄

のはね︑大城という人なんだけれども︑国頭出身なんだよ︒材木

論し︑村会議会でも︑やったことがある︒これをね︑私が聞いた

われたんだけれども︑私は思い出そうと思って︑一所懸命考えて

んだね︒大城さんっていったかな？ 社長から︑そういって︑言

国頭村の村長にね︑そういうことをどっかで会ったとき︑話した

げられているんだから︒それで︑この問題についてね︑いま︑元

くなったら︑CICの手先が︑父母の住んでいる家に夜間石を投

上原

お話はないんですか？

爆撃

だんだん黒字に変わっていった︒だから︑いい経営だった︒

上原

家は︑こんな丸太があった︒それだけ︑国頭村の赤字が︑

どね︑この私が村会議員のときの木材何とか組合の解散を私が提

いるんだけれども︑思い出せないんだが︑いつ頃のことなんだろ

ああそういうふうになっていないまなあ︒もう︑私がいな

そのあと︑上原さんの奥のご実家が︑立派になったという

案してだね︑間もなくしてか︑その日でか︑知らないけど︑討論

上原

眞板

解散してね︒各自それぞれの得意とする専門分野によって︑

通ったっていうと︑解散しちゃったんですか？

あればね︑一回︑時間があったときに︑その人︑村長もやってい

たら︑国頭村の村会議会のね︑村議会のね︑議事録でも︑もし︑

学校の何年生だった﹂って言うんだ︒それで︑もし︑時間があっ

うか︑って言ったらね︑彼︑曰くね︑﹁上原さん︑私はまだ︑小

過去戦前の経営経験の蓄積を生かして︑各地方には昔からのお得

るから︑大城っていうのは⁝⁝

の結果︑通ったっていうんだよ︒

意さんだって生き残った方が多くいますからね︒村の財政活動を
ったら︑みんなが賛成したんだそうだ︒ちょうどその翌日くらい

での一期四年在任した︒

※大城久利は︑国頭村長に一九九六年三月から二〇〇〇年三月ま

食い潰すようなね︑材木会社は民営化にすべきだということを言
に︑また︑全体会議をもったんでしょうな︑おそらくね︒そこで︑

というのは︑裏を返せばね︑あんた︑共産主義者なんだから︑み

思い出せなくてね︑私は﹁う一ん︑そういうこともありましたか﹂︒

ま︑現在やってられるのは︑あんたのお陰です﹂って言うんだ︒

彼も入っていたんだね︒彼は北部振興なんとか会の事務局長をや

しだけどね︒彼は徳田球一感謝の会の訪中団で︑中国行ったとき︑

上原

三板

いや︑違う︒大城は村長やって︑何年か前に辞めたばっか

材木店の社長さんですか？

みんなが拍手してだね︑決定したと︒﹁われわれがこうして︑い

んな公営でなければ︑いけないと思っていたのに︑全然︑違うこ

っていた︒小学校の四年か三年だったっていうんだから︵笑︶

里言

とを言っている︒われわれは助かりましたと︒それで︑国頭村も
助かりましたと︒だから︑子どもたちにもそう言っているんだ︒

上原そういうことをね︑考えるというと︑松岡のところへ行っ

じゃあ︑いま︑六十代くらいですか？

忘れないでと︒なんか︑ずいぶん︑かしこまってて︑座り直して

ね︑いい家を建てたい︑ということになると︑ヤンバル材だけで

たって言うのはね︑そのそれと関係があるんだよ︒ヤンバルでも
なんかその見返りは何かあったんですか︵笑︶

頭を下げていましたものね︵笑︶

眞板
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見えてこない段階なんですよ︒ということでですから︑仲宗根さ

言われていた︒だから︑そういうことは︑確かにそれはあるけれ

いはアメリカの木材が入ってきたら︑配給するという制度があっ

んもその頃まではまだ︑・本格的に松岡でなければ︑というのはな

ども︑沖縄の建設のために︑そういうのは利用すべきであるけれ

たんですよ︒きっと︑そのころ︒だから︑ヤンバルはヤンバル材

かったと思うんですね︒だから︑とにかく︑いまの民政府関係で

は︑間に合わない建築物の場合がある︒だから︑おそらく︑アメ

があるから︑山には木があるんだから︑自分たちで伐って︑間に

は︑有能な人物をあげるとすると︑彼しかいないんじゃないのか

ども︑沖縄の政治を任せられるような面は︑いまだにわれわれは

合わせうということではなかったかと思う︒それをね︑そういう

というような意味のことを言ったと思うんだが︑知事としての話

リカ材の配給についての地区区分があったんでしょうな︒どっか︑

関係部門の人が︑私のところへ言ってきたのか︑山城善光のとこ

はまだなかった︒

名護から下とか︑何々村から恩納までとか︑もっと下から︑ある

ろへ言ってきたのか︑ちょっと忘れた︒ど忘れしたんだけれども︒

後ですか？

画板

■文教部長・山城篤男の思い出

それは︑出版事件の前ですか？

その話を聞いて山城が︑﹁おしつ︑︑じゃあ︑松岡さんにヤンバル

をその差別しないで︑平等にね︑それを配分するように﹂って言
いに行ったはずなんだよ︒その三︑四名で行った記憶はあるな︒
おそらく︑国頭と大宜味あたりの村の誰かへ担当役人も一緒に行

その話は︑前からあったかもしれませんね︒これはって︑

もしも︑われわれが味方に引っ張り込めるとか︑というようなこ

上原

とになるというと︒たとえば︑教育家で山城⁝︑教育担当の⁝

ったのかも知れないな︒

眞板

金武村も行ったんですかね︒

上原誰が？

議員としての立場での政治的なその地元代表者の一人目しての二

ときは︒私は︑民主同盟としてではなく︑辺土名地区の国頭村会

上原

眞板

ど︑あの人は︑仲宗根の旗振りに乗ってこなかったですよ︒非常

眞板

はい︒文教学校ですね︒

に好意的だったけど︒沖縄で初めての英語学校ができたの︒

上原

文教学校︒そのアメリカや日本へ︑留学生を派遣するとい

あっ︑篤男だね︒彼と仲宗根は︑親しかったんです︒だけ

教育担当の部長は︑山城篤男というのが

金武村からも？

三なんで︒

上原

．眞板

黒板

うことで︑

で︑軍の命令に従ってやっている︒というのは︑彼がね︑たとえ

上原

眞板

上原

そうか︒それじゃあね︑留学生派遣のは？

英語を勉強させようと︒それが始まりです︒

留学生を？

取りあえず︑

先ほど︑仲宗根源和さんが︑松岡政保さんを利用して︑沖

いや︑金武村は行っていない︒私は辺土名地区です︒その

縄復興を計るべし︑っていうようなお話があったと思うんですが︑

眞板

ば︑沖縄の代表として︑やっている︒その軍の指図に従って︑彼

上原

これはずうっと︑あとじゃないですか︒

最初は︑基地内の労働者が︑英語が使えないものだから︑
その党内の反応はどうだったんでしょうか？

はその優れた英語力と︑それから︑アメリカ︑人を知っているとい

眞板

党内はね︑彼は結局︑軍政府から任命されたね︑あれなん

うこと︒知事よりも︑軍政府からは︑軍からは信頼されていると
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上原

眞板

上原

歩板

上原

とにかく︑その沖縄でも大学ができるとか︑あるいは留学

あっ︑五一年かな？

いや︑その前だった︒

琉大ができるのが︑一九五〇年ですから︑

あとですか︒そうだろうな︒

つ考えようか﹂と︒それで︑何日か経ったあと︑動き出すんだ︒
︑﹁お前︑身体大丈夫か︒ただし︑学校の授業は日中だけらしいん

たそうだというようなことを話し合って︑﹁よしっ︑それなら一

は行かないようにしょうと思ったけれど︑非情にも軍隊に回され

上原氏︶は満州時代に医科大学入学を希望していたので︑軍隊に

覚えているのが︑こうこうだということで︑熱心だと︑彼︵注・

眞板

動きが始まったのは︑いっからですか︒こういうことがあ

事大ができてからじゃないかと思うんですが︒

動業務はどうするんだ﹂と︒﹁夜︑私は寝ないでやりますよ﹂な

だ﹂と︵笑︶ それで︑﹁日中やるんだったらね︑キミは党の活

もできるんじゃないかという︒じゃあ︑留学も違うか？琉大の⁝
上原

ていたということなんだけど︑そのときに︑仲宗根がその情報を

引っ張り出してだね︒私が教育問題に対して︑非常に関心を持っ

その情報を伝えたのは︑何かの話で仲宗根源和が山城さんの話を

ちょっと︑忘れましたけど︒それが始まるというので︑これを︑

府の担当者のところへ行ってね︑何回もお願いしたそうだ︒ダメ

ら︑一週間くらいしたらね︑ダメだった︒﹁山城くんがね︑軍政

る気が︑あったほうがいいな﹂と言って︑おだてられた︒それか

をこねてたわけなんだ︒﹁そうか﹂って言って︑﹁それでらいのや

は︑私︑学校さぼって︑やりますから﹂なんて言って︑彼に駄々

んて言って︒﹁土曜︑日曜も私やりますから︑重要問題について

ね︑聞いてきたんだ︒まだ︑始まる前ですよ︒諮詞委員会か︑何

だと︒軍指導部の担当官は︑民主同盟の青年部長をしている彼の

ったんですよ︒とにかく︑大学のね︑留学生だったかどうかは︑

かでその話があると︑で︑責任者はね︑山城︑何でしたかね？
※琉球大学の設立準備は︑一九四八年十二月に︑同大設置場所・

言うんだったら︑これ︑止めにします﹂︒学校計画を取りやめに

だったらね︑仲宗根委員長がどう言おうと︑もし︑どうしてもと

よう復男だったらね︑ダメですよ︒彼をどうしても︑ということ
首里城趾の視察から始まっている︒琉大の開学は．五〇年五月︒

したらね︑仲宗根がね﹁いいな︒やっぱり︽機会があったら︑キ

ども︑﹁俺もそこで勉強できないか﹂ってこう言ったんだよ︒そ

私がね︑沖縄で大学ができる︑留学だったか︑それは忘れたけれ

上原

三板

篤志家の．﹁篤﹂とですね︒その話になったんだ︒そしたら︑

篤男︒篤志家の﹁篤﹂に︑男︑女の﹁男﹂と書きます︒

上原

大田昌秀さんと同窓生ですね︒

眞板

上原くん︑諦めなさい﹂と︒

上原

眞板ずいぶん︑強硬ですね︒

するとこう言ったっていうんですよ︒

ミもちゃんとした教育を受けた方がいいよ﹂ということになって︑

者扱いにしていなかったら︑そういうこともあったよね︒．

上原

眞板

そういうことになるな︒もし︑米軍が私を異端
は山城くんだから︑俺が話をつけてやるよ﹂ということでね引き

ゃなくて︑その前からだからね︑私は︒もう︑沖縄南部を放浪し

同窓生？

もし︑これ通っていたら︑先ほど︑お名前が出ていました︑

うん︒そんなことを言われたら︑仲宗根は﹁もうダメだよ︒

﹁先生︑ひとつ︑じゃあ頼みますよ﹂って︑﹁よしっ︑これの担当

受けてくれた︒一週間くらいしたらね︑まだ︑学校は準備段階で

じゃあ︑私はそれが︑逆恨みして︑アメリカを憎んだんじ

そうですが︒

多忙だが︑山城さんには︑仲宗根が話したんだよ︒ということで︑
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いたら︑学校で騒げば︑大変だと思ったんだろうな八笑︶

それ

もし学校に入れられて

た二週間で︑私は︑私の根性と進むべき方向っていうのは︑もう︑

足しているんだ︒だから︑それは︑自分で好き好んで日本帝国主

う話し合いが出た︒その中でわれわれは︑沖縄はいま︑人材が不

をどうするか︑軍国主義に協力した人たちをどうするんだ．ってい

あっ︑懇談会ですか︒懇談会のあった初期の段階から︑戦犯問題

ちゃんと︑できていたんだ か ら ね ︵ 笑 ︶
で︑まかり間違って︑大田と一緒に同じように︑日本に来て︑日

義や天皇に協力した人とそうではなかった人︑上からの命令でど

沖縄を独立させていたかもしれないよ

うしょうもなく︑じゃあ︑俺がやらなきゃ︑沖縄でやる人がいな

本からアメリカへ行って︑留学していたら︑今ごろ︑何をやって

いたんだろうね︵笑︶

源和さん自身もまだ︑出版事件の前の段階だと︑松岡さんに対し

眞板

引き受けた人もいるんだと︑証言した人も何人かいた︒彼本人を

た人もい・たわけなんだから︑それで︑致し方なく︑そのお役目を

ないかということで︑たとえ︑話半分としても︑実際︑そうなっ

いんだから︑よしっ．俺が立てば︑一つの中和作用もあるんじゃ

て︑懐疑的でありながらも︑彼のようにアメリカに可愛がられて

含めて︒だから︑やまとと同じ手法で︑われわれは︑そういう人

これはまじめな話なんだよ︒

いる人間を利用した方が︑いいんじゃないかというお話があった

たちを一律に打倒すべきでないことは明らかである︒そのときは︑

︵笑︶

とき︑出版事件前ですから︑上原さんもまだ︑仲宗根源和さんの

もうすでに人民党ができていたが︑私たちは正面から沖縄は二段

それで︑話をちょっと︑もとに戻しまずけれども︑仲宗根

こうしたお考えには︑そんなに違和感をお感じになっていなかっ

革命をたどるべきだろうと主張したんだ︒

生き延びることが精一杯で︑ 多くの者が肉親を失い︑家屋敷︑財

に見る残酷な戦争で︑生き残った人たちは︑やっと命からがら︑

なぜ︑党綱領を最初から考えなかったかだね︒それは史上ま︑れ

たと思いますけど︑そう言われたときに︑ぜんな感じを受けとめ
ていらしゃいましたでしょうか？

■沖縄民主同盟に党綱領がなかった理由

人だって︑あんたみたいな戦前の転向者だって︑俺はあんたに︑

たからね︒隠し事を言わないで︑もしも︑仲宗根のような立場の

ての力︑人物は︑すべて連帯すべきであると︑こういう考えだっ

だと思う︒すなわち︑利用すべきもの︑沖縄人で連合できるすべ︐

ときなんだから︑私もそうだし︑おそらく︑山城も︑桑江もそう

上原

立ち上がりを目指した啓蒙運動を出発点としたあと︑党綱領は次

放運動の初期段階にあるのだから︑政党運動の中心は︑民族の総

歴史的発展の段階から判断すれば︑沖縄はまさに民族︑民主︑解

ら︑階級政党の存在は理論的にも成り立たないと考えていました︒

下でいう階級区分も成り立たない︒こうした過渡的状態でしたか

たがって︑当時の沖縄の現実から考えるとき︑平常な社会条件の

住民が立ち上がるには︑まだまだ相当な時間が必要であった︒し

産も︑政治的社会的地位も全て失った︒その精神的な苦痛から︑

もう一度逆転向してもらいたいものだと︑期待しているんだとい

の段階で決定すべきであるど考えていたのです︒

そのときは︑知事選とか︑そういうものは︑頭の中にない

う︑そういう気持ちがあったんだよ︒当時はまだ言わなかったけ

その頃になるというと︑やまとの情報というのは︑少し入りま

すからね︒で︑しかも︑占領も三年間も︑経っているか？

どね︒それだから︑沖縄人の中で︑連合できる人︑利用できる力
はすべて掘り起こして活用すべきである︒その根本的な目的は明

二年間くらいだ︒その中でも︑もうすでに一年以上は山城善光と

あっ
確だ︒それは一番最初からの目的というのは︑座談会からですね︒
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であると言ったのは︑人民党だからね︒これは︑瀬長さんや上地

いることが︑分かるから︒沖縄でも︑それを最初から適用すべき

くんとか︑それから︑波平くんたちが︑やまとのまねをして︑そ

一緒にいろいろ体験している︒桑江朝幸といろいろな体験してい
るから︑敗戦後におけるやまととウチナーの置かれた根本的な違

れをそのまま︑持ち込んできているから︑・われわれは︑沖縄はま

は︑あの南部をさまよい歩きながら︑・遺骨と共に考えた︒なぜ︑

いを深刻に考え︑われわれは︑全く異なる立場からの再出発点か

さて︑そのころの︑いわゆる軍国主義者︑何て言いますか？

こんなひどい目に遭わされたのか︒沖縄は自分で好き好んでやっ

だその段階じゃないというのが︑私たちの主張だった︒私の場合

なんだその⁝いわゆる︑日本帝国のそれに対

ら発足しなければならないことを確認しあった︒機会あるごとに︑

何て言ったかな？

たんじゃないんじゃないかと︒日本帝国主義が︑アメリカに戦争

何度も︒

して︑侵略に対して加担した連中は︑公職に就けないとか︑

やまとにおける沖縄人労働者は︑敗戦まで一等低い地位にあった︒

人に比べようもないほど︑小さなものであった︒同じ労働者でも︑

違いがあった︒個人の民主的自由や諸権利についても︑一般日本

沖縄の政治・経済・文化教育・法制的にもやまととは︑根本的な

第一に︑戦前の沖縄は日本帝国の植民地であった︒したがって︑

区分を打ち出さなかったのか︒それは︑次の理由による︒まず︑

※上原信夫氏補足・沖縄民主同盟は︑なぜ最初から党綱領と階級

上原

絶板

くの知識人たちが︒

ゃないかと︒先ほどの山城篤男先生だったか？ なども含めた多

を持っていたからね︒だから︑松岡だって︑協力するならいいじ

ゃんと︑自分なりに昇華して︑非常に初歩的な理論的な体系立て

認識を︑世界史的帝国主義者の本質というものを︑私なりに︑ち

演説の速記録でもね︑その一端がのぞけるような形の素朴な歴史

ては︑結党の初期から︑沖縄県公文書館に所蔵されている講演や

を仕掛けたためにこうなったんじゃないかということで︑私とし

沖縄の農民も日本一の最低のどん底にあえいでいた︒沖縄戦によ

眞板

っていいじゃないか︒というのが︑われわれの民主同盟結成初期

優れた教育者ならば︑沖縄を愛する人なら誰でも一緒にや

はい︒

り︑一般沖縄人は︑社会的階級区分の如何にかかわらず︑絶対多

者︑農民の階級区分は当分できない状態にあった︒これは本土に

意味も含めまして︑お伺いしますけど︑在野に残っている知識人

数の住民は︑すべての物を失ってしまったので︑敗戦後の沖縄で

おける天皇制・軍国主義者の人民大衆に押し付けた侵略戦争の責

を含めた︑有能な人材を総結集してできたのが︑民主同盟だった

の立党の精神としての考え方だったんだね︒

任逃避のための＝弾器幟悔﹂とは︑根本的に違うものであった︒

と︒当然︑思想信条はみなバラバラですから︑それはまだ︑第一

は︑理論的にも︑実際的にも︑一般論としての資本家階級︑労働

以上のように︑沖縄とやまとのおかれた立場は︑歴史的にも︑現

段階で︑いずれ︑次に発展的解消をして︑っていうようなことは︑

いま︑民主同盟のお話が出ましたんで︑．ちょっと︑確認の

在も根本的に違うのだから︑自ずから違った道をたどるべきだろ

当初からあったんでしょうか？

ああ︑公職追放です︒

われわれは最初から︑やはり︑啓蒙運動の段階を経ていくという

いつになるか︑具体的に予想することは極めて難しい課題でした︒

もちろんそうですよ︒ただし︑当時の情況下では︑それを
眞板

ああ︑公職追放です︒ そういうことが︑やまとではやって

上原

う︑という考え方だった︒

上原
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盟の中に入りなさいと︑引っ張り込んだのだから︒そういうよう

新垣金造とかさ︑吉元栄真とかね︒私はその奥田巌まで︑民主同

主義者のお先棒を担いだ連中でも︑ということは︑たとえばだね︑

系が確立されたとは思っていない︒だから︑戦前︑たとえ︑軍国

してやって格好つけてだ︵笑︶ 天皇はなんかどっかのお人形み

上原

眞板

いまの天皇のお父さんは︑ああいう白馬に乗って︑う一ん

お父さんですね︒いまの天皇のゆ

近に見たのは︑いまの天皇だ︒

て︑こんなことやって威張っているの見たよ﹂︒だけどもね︑身

﹁天皇は遠くからね︑何回も見た︒こんな格好やって︑馬に乗っ

われわれとお酒を飲んだときに︑いっぱい飲んだときに︑冷やか

な人たちを入れることによって︑直接じゃない︑間接的にその人

たいに胸にいっぱい勲章をつけて︑こんな格好をして出ていた︒

したらね︒彼に誰かが聞いたことがあった︒そのとき︑彼曰く︑

たちの影響を受けていた人たちが︑わ﹁れわれを支持し︑成長して

でね︑お坊ちゃんはね︑結局︑いまの天皇な︒﹁お坊ちゃんはね︑

ことですね︒みんな最初から︑沖縄では︑戦前から厳しい官憲の

いくということでしょう︒そういう前提だから︑いわゆる民族解
．放統一戦線みたいなね︑民族民主統一戦線みたいなものをまず︑

いつもお付きの係りが何位かついてきて︑僕︵桑江が︶が門に立

支配下で︑まとまった左翼組織の組織化や系統的に︑その理論体

最初に頭の中で考えている︒それをもって第一歩は啓蒙運動で集

っているとね︑ほおっと︑なんてね︑ちょっとね︑お茶目なね︑
．格好で︑われわれにこういうのをやったことがあったよ﹂って言

ただ︑その三羽ガラスと言われていた人たちは︑イデオロ

って︒﹁そのくらい︑憎くなかった︑人間の子どもだからさ︒別

中的にやろうと︒

空板

ギー的には︑共産主義的な志向を持っていたということなんです

上原

眞板

天皇制についてはオーケーだったんですか？

少年時代から︑その物凄く真面目な親孝行者で⁝⁝

その模範的な﹁臣民﹂じゃなきゃいけないのだそうだ︒だから︑

兵になるということは︑小学校くらいから︑もう︑非常に善良な

は︑彼の経歴からみるというと︑彼は︑近衛⁝兵だったんだ︒近衛

主義者なんだ︑一面彼は︒また実に素直な民主主義者なんだ︒彼

自任していた︒桑江さんは非常に良心的なね︑現実的であり人道

とも︑共産主義か︑それになろうと︑命を賭けて努力していると

上原

もちろん︒戦前は天皇制はオーケーどころか︑彼は近衛兵

行ったときに︑彼が私を連れてね︑桑江朝幸の家に行って︑お線

私は︑彼の葬儀に参加できなかったから︑私が何かの用で沖縄に

沖縄に行ったときにね︑そのとき︑桑江単二が亡くなったとき︑

いうことはいつか話したかな？ 彼が死ぬ二年くらい前かな？

−意見も同一だったと思うんだけれども︑ただ︑むしろ︑山城善光
は私が突っ走るんじゃないかと︑危険視をして心配していた︑と

上原

空板

いや︑私はね︑少なくとも山城善光とは︑視点はだいたい︑

いずれは︑︑思想的には挟を分かっていくなあというのは︑

つたんだろうね︒

彼は︑・われわれとは︑育ちが︑育った環境が違うということにな

をしていた︒あまり褒めなかったけれどもね︒そういう点では︑

というような話

に選抜されたんです︒当時︑各県から年間何十名ずつか︑．指定が

香をあげに行こうやって︑彼と一緒に行ったんだ︒彼の友人の車

に僕ら︑可旧かつた﹂とかって言ってね︵笑︶

あったんだそうですね︒その中の一人として︑近衛兵に入隊して︑

で行った︒で︑そこで︑何時間か︑桑江の奥さんと思い出話をし

か？

彼は近衛兵の下士官までなったんだからね︒だから︑物凄く真面

たりして︑帰ってきて︑彼︑首里の彼の︑じゃなかった︑ガーブ

そのことは︑まず私であり︑山城であるが︑二人は少なく

目だったと思いますよ︒で︑彼に天皇を見たことあるのかって︑
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川か？

臣民

であった時代もあった︒これは︑当時の

※上原信夫氏補足・前に語ったように︑桑江は近衛兵にもなった
いわゆる善良なる

日本人では︑いわゆる一般的常識的な認識であり︑道徳概念だっ
たんだから︑彼をして︑﹁天皇制支持者﹂というレッテルは適当

浦添の何ていう高台にあった老人専用の⁝

そこ︑病院でしたか？
いや︑

老人ホームみたいな

老人ホームみたいな︒そこのね︑理事長か何かは︑大山一
なっていたはずです︒

の

として相互研鎖し合いながら︑沖縄の自立に向かっ

良かったならば︑山城︑桑江と私たちは︑長期にわたって︑民同

以上の事実から︑判断すると︑もし︑私が沖縄を脱出しなくても

闘争の中で︑発揮された彼の合理的企画性は︑今も忘れられない︒

り︑組織者であった︒とりわけ︑米軍に対する反物価︑税金等の

間の言行の記憶をたどってみると︑彼は党に誠実勇敢な闘士であ

上原

眞板

上原

眞板

特別養護老人ホーム？

あっ︑三笠宮かな？

三笠宮が行ったところでは？

そこへわざわざお訪ねになったって写真が貼ってあって︑

上原

あっそうか︑あんとき︑山の上です︒海が一望できるとこ

に仲の良かった記者ですか？

よく分からないけど︒

そうそう︒で︑あそこに高松宮か誰か︑沖縄に来たときに︑

て︑共に戦い続けただろうと思う︒したがって︑私は︑沖縄を離

ろでね︒そこに行って︑彼を見舞った︒時間の都合で彼の葬式に

状態がすぐれないっていヶから︑私は一晩泊まりで行って︑一二を

れを言ってから︑二年ぐらいに︑私が行って︑彼はちょっと健康

た︒それから︑三年か四年目に彼は︑亡くなったんだけどね︒そ

のが︑あったら︑どうぞ何でもばら．してくださいよ﹂とこう答え

全部︑ばらしてやろうと思うんだが﹂と言うからね︒﹁ばらすも

かしこまって﹁何ですか﹂って私が言うと︒﹁お前のことをね︑

て︑﹁信夫︑一つ︑今日は相談があるんだが﹂なんとか言って︑

けれども︑ま︑みんなが集まる前に︑二人︑一杯飲みながら話し

こへ行った︒そのときに︑何名かの人が集まることになっていた

上原

与板

上の三階にある︑山城め奥さんが経営している一杯屋︒そ

ガーブ川︒はい︒

長の仲宗根と私の仲は悪くなって︑ということだけれども︑私は

て︑まだこれから︑本腰を入れてね︑やろうというときに︑委員

題に対しては︑思わぬあの災難が︑例の﹃自由沖縄﹄問題でもっ

ゆる民主同盟が︑将来新時代の展開にどうつなげるか︑という問

のを相当あったんだと思うんだけどね︒で︑そういう中で︑いわ

た︒だから︑その中には彼が︑私のことを書かなきゃいけないも

ないから︑いま︑筆が進まないんだ﹂とこういうことを言ってい

聞くと﹁始めた﹂って言うんだよ︒﹁だけれども︑健康がすぐれ

べてをばらすって言って︑あんた︑ばらし始めたのか﹂ってね︒

合が悪くなって行ったときに︑彼を励ますつもりで︑﹁信夫のす

るんだけれども︒彼が私にそういうことを言ってから︑身体の具

私も最後の彼に対する友情をね︑最善友好に尽くしたつもりでい

週間くらい前に︑一晩行って帰ってきた︒そういうふうにして︑

見舞って︑それを三回か四回繰り返した︒彼は浦添のどこです

三羽烏

れるまで︑桑江と思想的に侠を分かつであろうなどとは︑考えた

も間に合わなかったけれども︑休みのときに︑何回か亡くなる二

大山一雄って︑確か︑タイムスの記者の？ 活動中︑非常

N

ことがなかった︒

ではない︒私が沖縄を脱出するまでの問︑彼と一緒に戦った数年

眞雄上眞上眞か
板が原板原板？
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期待感はまだ残っていたわけですね︒

中で︑知らず知らずに育っていたわけですよ︒そうなってくると︑

弟だと︑仲間じゃないかという初歩的な階級的民族意識が︑私の

かと呼んでいた︒日本に反対し︑そして︑沖縄社会に対して︑い

眞板

残っていた︒最後の最後まで︑私は︑それを彼に︑二人だ

それでも︑仲宗根に自分の過去の転向を裏切るほどの︑ものがあ

上原

意識する︑しないにかかわらず︑私の中で育っているのは︑いわ

ろんなその恨みつらみのある人たちっていうのは︑われわれの兄

けのときに︑はっきりと私の思いのたけを彼に言ったことがある︒

えた基本概念だったのだ︒それは︑中国人だろうと︑朝鮮人だろ

そのときに彼は﹁いや︑もう︑私がもう一度元気を取り戻すよう
ういうことを言った︒それが︑どういう考えかっていうと︑彼は

うと︑日本人やウチナーンチュも︑あるいは︑蒙古人であるとか︑

っと生きてきた中国の労働者︑農民もみな兄弟だという民族を越

彼なりにね︑過去の歴史にほのかなる誇りをね︑通常抱いていた

すべては︑われわれに対して︑われわれと共に︑平和でよりまし

ゆる国際主義というものだろう︒それは侵略され︑差別されてや

んじゃないかということ︒私が帰国して初めて︑沖縄に帰ったと

な社会を︑世の中を求めて︑共に進もうとするものは︑皆︑兄弟

を私は信じたいんだよ︒だから︑その﹃仲宗根源和伝﹄で︑その︑

座視することができなかった︒おそらく︑その思いが︑私を実践

いる人たちが︑必死になって闘おうっていうときに︑私はそれを︐

だ︒これが私の根本的思想概念になっていたんです︒それが︑沖

おそらく書いたと思うんだけど︑自分のイデオロギーと政治的立

行動へと駆り立てたのだと思う︒当時︑人民大衆は絶対多数が︑

ったときの︑いまにも泣き出しそうなね︑あの顔を見たとき︑や

場っていうのは︑別としてだ︒個人的な友情っていうのは︑私は

めしが食えない︑食いたい︑では︑どうするんだと︒すると︑農

縄という戦災で聖主の中から立ち上がろうと︑這い出そうとして

捨てたわけじゃないんだ︒これが︑あの小さな沖縄においてです

民は︑家畜を昔のように飼えないか︑そうすれば︑荒れた田畑だ

場でもってね︑党は党としての政治思想を断固たる立場に立って︑

ない︒もし︑かりにそういう不幸なことが︑起こらなくて︑と．い
Yつことになってくると︑われわれは︑人民党とぜんぜん違った立

う明確な目的の下で︑身体を張ってやれば︑．こういうふうにでき

ても︑皆が力を合わせて︑具体的な行動を開始する︒生きるとい

︑るじゃないかと︒牛で耕せばいいじゃないかと︒極めて簡単な明
瞭な道理だと︒これはもう︑理論的な問題として難しく考えなく

って︑耕す気になる︒田んぼをやるにも︑人手が足りない牛がい

そして︑党の周囲には︑沖縄を愛し︑沖縄の自立と繁栄を求める︑

あったよ︑それでも︑向かって戦えばいいじゃないかと︒俺たち

るじゃないかということを結果として教えてくれるんだ︒それで
これは︑人民党にはできない仕事であったと思うんです︒だか

少人数で︑できなけりゃ︑農民大衆を︑立ち上がらせばいいじゃ

あらゆる階層の多くの沖縄人を抱え込んだ︑人民戦線をね︑統一

ら︑こういう人民の統一戦線的なって言うのは︑私はもう十四歳

ないかっていうね︒農民への信頼だ︒これが︑自然と︑私のその

いて︑それを否定するものもいる︒忘れたけれど︑こういう新聞

くらいの段階で︑中国の満州で実際に反満抗日軍っていうのを見

過去の生活環境の中で作り上げられたっていうことなんだ︒

戦線を構成できたと今でも思っています︒

しでも役立つならば︑故人でないかぎり︑われわれは︑切り捨て

よ︑人材を育てるっていうのは大変なことだと︒そんなかで︑少

つばり︑彼の良心はまだ︑わずかながら︑あったんだということ

き︑仲宗根源和をお見舞いに本部へ︑山城善光と桑江と三人で行

なことがあったとしても︑年齢がいうことを聞いてくれない﹂こ

るのじゃないかっていうね︑ある⁝⁝

O

ていると︑一人の農民だって︑仲間内は︑皆同志︑兄弟じゃない
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r

くらいは︑利口になれば良いのだが︑どうか知らんけど︒
さて︑宮古では︑ほっとけば︑危うく埋葬されてしまうところ

たんだけれどもね︒そういうことを経験することによって︑少し

ま︑そこに至るまでに︑何回か死に目に遭わないといけなかっ

新聞を持ってきてね︑あんた︑東京にいるんなら知っているか︑

のを出している金城さんって方がいるんだな︒その方︑宮古へ行

と載ってね︒こないだ︑沖縄県人会のね︑﹁沖縄の声﹂っていう

いうのがあるんですか︒タイムスかな︒それに︑写真もデカデカ

ったんだそうだ︑なんか用事でね︒そしたらね︑宮古の人たちが︑

を宮古の若い防衛隊が︑私を救助して生かしてくれた︒今回五十

げられたんだよって︑そこへ︑連れて行ってくれた︒救助された

はずだと︑助けられた場所は︑平良市にある発電所の下の浜にあ

のは︑何時間か︑少なくとも︑四時間から五時間以上経っている

ちが乗船して護衛していたその輸送船が沈んで︑私が救助された

の戦闘のときの状況を少し知っている人に聞いてみたらね︑私た

眞板

市長と一緒になっているところを載っけているから︒

した︒五十八年ぶりっていう見出しでね︒デカデカと︑︑市役所で

たらね︑宮古に来たんですよ︒新聞で報道して︑テレビでも放送

したと︒なんで︑宮古の人に︑この人︑知っているか︑って聞い

てから︑実は今日︑宮古から帰ってきてね︑本当にビックリしま

つていうことで︑飛び上がってビックリして︒そして︑帰ってき

知っているって言ってね︒その写真を見て︑上原さんじゃないか

私は意識不明だった︒まあ︑まぐれ当りで︑宮古っていう地に︑

上原どうもそうなったらしいな︵笑︶

・八年ぶりに宮古に行って︑一九四五年三月一日の米軍機動部隊と

助けられたと︒再生ですな︒これっていう財産も知識もない者が︑

■離塁の状況

じゃあ︑宮古じゃ︑有名人ですね︒

生き返ったんだから︑復活なんて言葉は︑畏れ多くて使えないか
らね︒まぐれ当たりの再生なんだと︒宮古の人たちは︑﹁生まれ
変わったんですよ︑あなたほど運の良い人はおりません﹂とおば
さんが︒そのおばさんっていうのはね︑その当時︑十五︑十六だ

では︑あと︑素朴な疑問で︑もう一点質問させて︑補足の

質問は終わらせていただきたいと思うんですが︑沖縄を離れられ

戸板

ら︑今度は時間がないから︑次にしますって︑そしたら︑あなた

るときにですね︑ずうっとこれまで︑一緒に行動なさっていた︑

つたんだそうだ︒それで︑私の部落に行こうと言って︑飛行場か
のことを今でもみな話しておりますと︒で︑私を匿った︑その外

っかけまわされていることを︑私より彼の方が︑情報を多く持っ

彼は︑﹁じゃあ︑気をつけて﹂ということでね︒彼はCICに追

上原

すか？

山城善光さんに︑なぜひと言おっしゃって︑発たれなかったので

上原さんと同世代の︑海軍に行かれた方は︑まだご存命で

まだ︑とても元気︒孫ができてね︒家族いっぱいだった

いや︑これは︑﹁沖縄におれなくなったよ﹂と言ったらね︑

間っていう人も︑みんな喜んでくれてね︒

眞板
すか︒

上原

ていたから︒ま︑そういうことで︑民主同盟の解散の問題につい

飛行場でね︑彼をしっかり抱きしめて︑生きていること

て︑彼は私が参加していると言っているんだそうだが︑私は思い

︵笑︶

を再確認したね︒彼もああ︑生きていて良かったね︑と言ってい

当時の情況では︑私は名護から南へは︑ちょっと行けないような

出せないんだよな︒彼は名護でって言うんだけども︑もちろん︑

た︒着いた晩は︑外間さん宅で︑歓迎会があってね︑平良市長
︵注・伊志嶺亮市長︶も来てね︒

あっ︑そうか︒新聞に向こうの新聞に宮古毎日となんとかって
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＼

状態だったと思うから︑おそらく︑彼らは︑何か重要問題があっ

を持って来た︑

たんだと︒密航船がね︒その密航船っていうのは︑主に︑建築材

眞板建築資材ですね︒

たときには︑必ず︑彼のそばには私がいたという一つの錯覚がね︑

・そういうことになったんじゃないかと︑私は書いたんだけれども

の日の遅くぐらいに分かると思うんですけど︑そのときに︑おそ

はなくて︑明日の明け方に出ますとか︑というようなことは︑前

眞板

上原

扇板

密航船で行かれるとしても︑いまから行くそというわけで

えっ？

いくら︑密航船とはいえですね︒

材いっぱい積んで来るのはね︑宮崎︒鹿児島かどっかで︑全国か

だいたい建築用資材の密輸活動をしていた︑たとえば︑建築用木

のが最大の要求でしたね︒だからね︑私が知っている︑密航船は

かったのです︒台風に耐えられるくらいの家を作れないかという

ちが︑血眼になって︑求めたのが︑どんなお粗末でも建材が欲し

場所もなくなるというのが︑一番の災難だったので︑沖縄の人た

風があったら︑天幕をぜんぶ︑巻き上げてすっ飛ばされて︑寝る

建築資材︒なにしろ︑もう︑終戦から何年か経っても︑台

らく︑善光さんも近くにいらっしゃるでしょうから︑明日発つよ︑

上原

ぐらいのひと言をかけていっても︑良かったんじゃないのかなあ

らの荷物を積むのか分からないけれども︑鹿児島か熊本ですよね︒

ね︒一つも思い出せない︒

と思うんですけど︒

え一とね︑和歌山︒でも︑和歌山の船と限らないですから︒九州

そこらあたりが︑あの当時のね︑沖縄の現実をよく理解し

上原

材はどっかの港の浜で︑ダッーと降ろすわけでしょ︒下ろしたら

の人と沖縄の人と組んで︑船をそこで︑借りる︒来たら︑建築資

では︑そのときは︑善光さんと離れたところにいらっしゃ

ていない︒電話かけられない︑ないんだもの︒

眞板

な︒だから︑兼次佐一さん︑ずうっと︑私が元気だったことが分

私を知っている人と誰にも会っていないはずなんですよ︒そうだ

会で︑彼の家に泊まってから︑私は消息不明になる︒それから︑

上原

上原

眞板︵笑︶

こへ持っていかれちゃう︒

んできた資材が︑押さえられて︑これこそ︑松岡のところの︑そ

うからね︒船いっぱい︑全財産を賭けてですよ︑船いっぱい︑積

護あたりですと︑二︑三日もいたら︑確実に捕まってしまうだろ

今度は︑さっといなくなってしまう︑っていうことですから︒名

かってから︑俺が逃がしてやったんだぞ︑ということで︑今でい

マ類︑日用品って言いますか︒包丁とか︑ちょっとしたあれなど

ったんですか？

うエスケープしたんです︒それで︑山城善光が︑だったら︑早め

は︑戦争の廃品でね︑生き残ったかじ屋さんが︑作ってくれるけ

それは︑おそらくね︑兼次佐一が言うように︑本部の講演

に兼次が逃がしたっていうことも︑﹁あんた︑顔見に行ったぞ﹂

てくると︑やっぱり︑ナベ・ガマは必要だ︒そういうものって︑

ども︑ちゃんとしたものは︑ご飯を炊くとか︑ということになっ

密輸物資はいろいろあるが︑建築資材のほかに︑ナベ・カ

つて︑言ったらね︑いや︑そうではなかったよって啖呵を切って
いたって︑バカ話になったんだけれどもね︒
もし︑仮に︑沖縄に一つか二つか知らないけれども︑密航船が

そういう沖縄のあの何もないところで︑人間が生きて行くため

物凄く高い値段で売るとかさ︒

でいたら︑次ぎの朝︑別に行っているかもしれない︒そうすると︑

に︑差し当たって最低必要なものっていうと︑ナベ・カマであり︑

入っていると︑しかし︑その密航船は︑ある港に︑今晩︑夕方ま
その港を重点的に︑監視している人たちは︑あ︑やっぱり︑帰っ
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ということで︑もらいに行ったものですからね︒それで︑これど

てくれよとかね︒鉛筆を二十︑三十本くらい譲ってくれよとか︑

かで︑聞くとね︒その闇屋たちに︑少しくらい︑百枚くらい譲っ

ものだという形で︑彼らは扱っている︒そういうのを私は︑どっ

も︑おそらく︑知り合いに配るつもりで︑これはカネにならない

な安い紙ね︒そういうものを︑そんなに膨大な量ではないけれど

か︑帳面とか︑それから︑一番お粗末なものは︑わら半紙みたい

でも運んでくる︑軽いちょっとしたものね︑学用品とか︑鉛筆と

ですね︒だから︑中には︑衛生用品から薬品︑カネになるもの何

要なものですね︒建築資材と同時に︑こういうのを運んできたん

話を聞いたことがあるんだけどね︒そういう︑日常生活に最低必

んでも︑お茶の味もしなかったと文句を言っている︑おばさんの

か組とかいうやつでしょうね︒そこを単位として︑子どもたちが︑

になって競い合うのですね︒それを○番組って言うんです︒班と

基礎組織の一つの単位で︑運動会になると︑それが一つのチーム

上原

図板

この組というのは︑日常のお互い助け合う活動も含めての

バール？

言ってね︒その工芸嘉ではバールって言いますけどね︒

組があって︑一番組︑二番組︑三番組︑四番組︑五番組とかって

れないから︑部落の比較的かたまったような︑奥では昔︑五つの

を燃やせるように︑ランプを作ったんだよ︒それを各戸にあげら

ね︑こんな大きなブリキ板か缶詰が空いたのを利用してね︑灯油

のブリキ屋さんっていうんですか︑それがいて︑彼が設計をして

がないでしょ︒その力三っていうやつが︑その彼の近くにね︑昔

そうだ︑思い出すのは︑そしてこの︑夜のランプがない︑灯り

んて言われてね︒よしっ半分に切ろう︑三分の一に切ろう︑とい

うするんだ︑って言うからね︑いや︑学校に行っても︑先生の話

自然と寄り合って︑自分たちの勉強会場を作るように︑われわれ

あるいは︑お皿とかお茶碗が必要でしょうね︒そうすると︑お茶

を筆記する文房具すら何もないんだと︒そういう状況︒その点で

が指導したんです︒しかし︑夜も勉強したいという子どもたちの

うように切って︑それをやったと思います︒

は︑中部︑南の方の交通の便利なところは︑どっからか︑闇の商

願いがあるが︑肝心の灯りがないから︑その力三っていうのが︑

を入れたくも︑入れる物がない︒缶詰にお茶を入れて︑これを飲

品があるってなるんだけれども︒ヤンバルあたりの奥なんて︑そ

りの油がない︒でね︑なんか︑民政府かなんか知らないけれど︑

﹁俺が作らしてやるよ﹂って言って︒ランプを作った︒今度は灯

たら︑村の子どもたちの必要な学用品などを買い込んで︑自分で

奥の港に船が入りまして︒彼が行って︑掛け合ってね︑ドラム害

ういうのぜんぜん入らないからね︒だから︑私は︑小遣いが余っ
担いで持って行ったもんなんですよ︒一番最初の話に出てくる︑

三缶くらいドラム缶をもらって来て︑浜にあげてね︒おいとけな

心缶くらいもらって来たことがある︒一番多いときは︑なんか二︑

いろいろそういうやつをうまく手に入れるけれども︑今度はそう

いから︑それ持っていけって言って︑自分たちで︑持って来て分

友人の上原力三なんていうのはね︑軍のいろいろな払い下げとか︑

いう細かい︑子どもたちの学習用品とかは︑あまり︑気の向かな

それで︑その後に︑発電機とかを作って︑電灯を

配する︒それで︑彼は︑はっ︑奥には電灯がなければダメだって︑

眞板

そうだよ︒

い性質の人間だったからね︒大きなやつは手に入れるけど︑小さ

上原

その電灯は︑各戸についたんですか？

そんなことを言って︑電灯を︒

軍には学用品ないですからね︒ま︑事務用品はあるのか
鉛筆ね︒鉛筆を何十本か持って行くと︑私にも下さい︑な

隠勢

なやつはぜんぜん︵笑︶

眞板
な？

上原
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いう面では彼の功績は大きかったね︒

の家にいても︑日々のニュース︑伝達事項はすぐ聞こえた︒そう

店の上と︑神社の高台のね︑お陰で︑部落のどこにいても︑どこ

拡声器とかそういうのは︑二つくらいあったからね︒一つは共同

上原

眞板

上原
馬力が足りないから︒そのかわり︑え一︑何て言いますか︒

それでも︑立派なもんですね︒

いや︒半分か三分の一くらいじゃないですか︒

上原

眞板

いや︑そういうことは期待しなかった︒

何か︑反応があったのかなあ︑と思いまして︒

と自体が︑情勢を知らないということになる︒

ましたからね︒返事を書いて寄こせ︑なんていうことは︑言うこ

とりわけ︑当時は徳球さんの健康状態はますます悪化しつつあり

これであると︑そういう言質をもらう必要のない手紙ですからね︒

上原

分かりました︒ありがとうございました︒

眞板返事はございましたか？

︵了︶

それは︑返事いらない︒そういう問題についてはね︑これ

眞板

円板

あと︑一点なんですけれど︑六回目のお話の中で出てきま

す︒徳田球一さんとの関係のお話なんですが︑﹁私が書いた論文
は︑徳田球一宛に送ったよ﹂というお話がありましたけれども︑
返事とかございましたか？

上原えっ？
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C・O・Eオーラルヒストリー
第8回

開催日

2004年5月10日

開始時刻

14

：

OO

終了時刻

16

：

30

開催場所

政策研究大学院大学
政策研究プロジェクトセンター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（中京大学助教授）
眞板恵夫（沖縄間題記者、元政策研究院．政策情報プ。ジェクト共同研究員）

録音・記録作成

眞叛恵夫

では︑先週︑お電話でお話を伺いました︑︑﹁福建・沖縄友好

■﹁福建・沖縄友好会館﹂建設についての補足
表板

代のはじめ頃になりますというと︑まだ五十︑六十基くらいの墓

碑が残っていて︑iそれぞれ︑自分たちの階級や財産によって︑

墓の作り方が少しくらい形が違いまずけれども︒1それを福州

の人たちは︑昔から︑琉球墓地ということで呼んでいたんですよ︒

ですね︑福建省の関係者の方を國場幸一郎さんにご紹介したりと

に出来上がっています︒このお電話の中で︑その前の段階として

建・沖縄友好会館﹂は︑九四年十月に着工しまして︑九八年七月

心は閲江の北岸で︑こんにちでは︑南岸にも新市街地が広がる大

れて﹁閾﹂ですね︒﹁コウ﹂は揚子江の﹁江﹂ですね︒三州市の中

わゆる閲江︑福建省を流れている︑﹁ビン﹂は門構えの中に虫を入

と︑距離にして⁝⁝正確な距離は分からないんですけれども︑い

そこから︑ずうっと下がっていくというと︑町の中に入ります

か︑あるいは︑福建省に造るのではなく︑北京の方に造った方が

都市になっています︒

会館﹂についてですね︑補足をお願いできたらと思います︒﹁福

いいよ︑というようなお話を︑お電話で伺ったわけなんですけれ

ります︒昔のことですから︑舌代も経っていますからね︒しかし︑

その︑昔の琉球会館があったところを私は何回か訪ねたことがあ

琉球会館は早々北岸の小川のほとりあたりにあったと思います︒

古老の話によると︑清朝政府が打倒されたあとも︑琉球館の名残

ども︑そのあたりを︑・補足お願いできたらと思います︒

れども︑それを造るという話︑私が日本に帰って二回目くらいの

は残っていたそうです︒ただし︑そこはすでに早くから工場の敷

知らないけ

沖縄に帰ったときから︑聞いておりますですね︒そういう希望が

地になっているんですよ︒工場になっていて︑琉球会館の跡とい

あの琉球会館か？

あると︒あ︑そうだ︒西銘さんの時代からあったんじゃないです

上原

それまでに︑沖縄から︑福建へ行ける人たちが︑当時︑そ

うね︑ちょっとした小さい立て札が︑立っているくらいの状況で

福建省で︑友好会館 か ？

か？

したから︒

そこが︑西銘さんに関わることについて︑西銘さんの選挙運動

うですね︑直接︑北京には飛べないから︑香港に行って︑香港か
そして︑福建の琉球館と琉球人墓地のあった場所っていうのは︑

の民間団体とのつながり役みたいなことをやっている︑ある人︒

ら福建に入って︒

福州市なんですね︒福建師範大学っていうのがあって︑その裏っ

形で︑大変親しいつながりがある︒ということで︑その方も一回︑

名前はちょっと忘れましたけどもね︒その方を私の知っているあ

まず︑中国に行く機会があったから︑訪中したいと希望されてい

側には︑琉球人墓地っていうのがあるんですよ︒そして︑そこに

れで︑自分の官職を彫り込んだような人もあります︒結構広い面

たので︑そめ人を沖縄のある人と一．緒に︑中国に連れて行ったこ

る人が紹介した︒この人は︑西銘につながりをつけるようなこと

積にわたって︑昔の福建の高台で一定の面積にわたってあったけ

とあるんです︒その人たちは﹁西銘知事をぜひ一度︑福建に連れ

はちゃんと︑墓碑に︑琉球国の何の誰兵衛って中国名で︑書いて

れども︑都市計画とか︑それからいろんな理由で︑たとえば︑新

て行ってくれないですか？

があったときに︑﹁われわれは︑この人を使っております﹂という

都市計画等で残念ながら︑一部の墓は壊さなければいけないって

いる人もいるし︑ウチナンチュの名前で書いてあるのもある︒そ

いうことになった︒しかし︑その墓碑は︑ちゃんと︑一州市で︑

留学生の援護協会を作ったのは︑七九年ですからね︒それから︑

﹂ということだったんですよ︒

もう昔からのも含めて︑大事に保管してくれていますよ︒八○年
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三年は経っていないと思います︒私が西銘さんの友人たちを中国

いる墓石がですね︑百〜二百枚近くくらいあったと思いますね︒

琉球館の建設については︑﹁もし︑将来必要ならば︑それをまた︑

市の責任者は申し訳なさそうな顔で﹁これはずっと︑最初から大

そして︑福建に行って︑まず彼が︑言い出したのは︑﹁琉球人墓

建てるかどうかは︑それは︑むしろ沖縄の担当者が︑実際に来て

に案内したのは︑その人たちに北京に来てもらって︑北京から一

地と琉球会館の跡地があるそうだが︑誰が行っても︑どこにある

見てもらって︑便利で風景の良い場所を決めることにしましよう

事にわれわれは保管しております﹂ということを説明した︒

のか︑分からないそうです︒先生︑一つ福州の人と相談して︑探

や﹂っていうような話になうたんですよ︒そのとき︑その方も︑

緒に福建へ下りていったと思うんですよ︒

し出してください﹂ということだった︒実はその人は︑昔の福音

から︑﹁じゃあ︑お帰りになったら︑西銘氏には︑実情は︑こうこ

﹁じゃあ︑別の場所でも考えてもいいんじゃないかな﹂なんて言う

だから︑その前に︑すでに︑戦後福州に行くような機会のある︑

うであるということをお伝えして︑別の場所でも︑記念碑的な物

と関係のある︑沖縄の人たちとのつながりは持っていなかった︒
沖縄の福州と関係のある人たちは︑そこに行っているんですよ︒

をひとつの建築物としてならば︑別の場所でもいいじゃないです

だがハその後︑おそらく︑西銘さんのときには︑正規の代表団

連れて行きましたら︑ちゃんと福州市のですね︑墓守みたいなの

たちが︑勤労奉仕みたいにう草を刈って︑きれいにしましたよ︒

は派遣していないはずですよね︒ただし︑大田さんの段階になる

かと︒で︑市のほうでは︑適当ないい風景のいいところへ︑結構

で︑これからもそういうように︑われわれがちゃんと管理します︒

と︑西銘さんの時にも私と共に福州を訪ねたこともある有志の人

が︑きれいに雑草を刈り取っていますから︒﹁誰がやったんだ﹂っ

ということを市の方からも言われております﹂ということだった︒

たちも︑個人または公人として何回か行っているかもしれません

ですよ﹂ということだったんだ︒

私たちは琉球人墓地を参拝したあとで︑その方を私は︑琉球会館

ね︒お墓参りを兼ねて︒

て聞いたら︑﹁このいわれを歴史を知っている福建師範大学の学生

の跡へ連れて行ったら︑もうすでに十数年以上も稼動している工

それから︑私は八○年代の初めには︑沖縄から中国へ留学生を

派遣しました︒人数は何名だったか忘れましたが︑八三︑八四年

場の中だから︑どのくらいの規模で︑どのような建造物があった
のか︑その工場の若い総経理だって︑何も知らないわけなんです︒

ごろに︑三年間くらいで約三百人近く︒北京大学を始めとする当

利な面が生じるじゃないか︑ということで︑そのあとで︑私は彼

がね︑同意するしないの問題じゃなくて︑福州市の生産計画に不

あいけない︒そういうことじゃ︑せっかく苦労して作った人たち

うと︑工場の生産を停止しなきゃいけない︑工場を移動しなきや

それで︑そこに琉球会館ができるということになってくるとい

銘知事を訪ねた︒これはおそらく︑八二︑八三年じゃないですか

のところへ一緒に行って︑話そうじゃないか﹂ということで︑西

山城善光が︑﹁信夫︑キミ︑そういう計画があるんだったら︑知事

めて︑留学生問題をやるからということで︑沖縄に帰ったときに︑

上原

佐道

中国全国の各大学に派遣しました︒それはそのときに︑初

中国に派遣を？

時の重点大学へ︒

﹁間違いなく琉球会館がここにありました︑ということを聞いてお

らを市役所に案内し︑支庁にも挨拶したあと︑墓碑などを保管し

ね︒そのときに︑会って︑彼もビックリしている︒私が︵沖縄か

りま︑す﹂と︒それだけのことなんだ︒

ているところへ︑その人たちと一緒に行った︒濃州市が保管して
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そこから︑一年間に一人

そのときに︑初めて︑沖縄から留学生を派遣することにつ︐いて︑

ですついや︑正確には一〇〇パーセント近いですね︒だが︑蒋介

○〜九〇パーセントの原料は︑直接中国大陸から輸入していたん

実は︑国民党は党の経済活動の事業として︑対外貿易もやって

いま︑沖縄では人材育成協 会 で す か ？

石は﹁三不政策﹂を掲げているもんですから︑直接自分で貿易で

ら︶逃げる前に︑彼はまだ︑青年時代︵？︶︑何回も会っているん

くらい派遣するような計画をしているんだと言うから︑それはど

きない︒やりたくても︑できないから︑幽台湾︑国民党の貿易部門

いるんですよ︒たとえば︑当時︑世界で流通している漢方薬の八

こへやるのか︑清華大学がいいのか︑北京大学がいいのか︑どち

は︑香港の中国大陸とつながりがある商人たちと組んで︑合弁会

ですよ︒﹁お互い年取らないなあ﹂と言って︑冗談言ったり︑笑っ

らでもいいですよ︒私が声をかけますからということで︒そして︑

社を作って︑そこを通じて︑台湾に漢方薬の原料を入れたんです︒

○パーセント以上は台湾製なんですよ︒この台湾製の．漢方薬の八

その翌日︑人材育成協会に行ったら︑当時の理事長︑名前忘れま

だが︑漢方薬輸入に国民党の会社と合作した︑︐香港の商社はね︑

たりしたんだけど︒

したけどね︒その人と会って︑二︑三人職員がいて︑その人と話

大変な利口な人だったものですから︑︑国民党に落ちるカネが少な
いんだ︒

し合いをして︑どういう進め方をするかということで︑﹁あんたた

ちが希望する学校︑特にここじゃなきゃいけないという︑そうい

西銘さんから初めて国民党の張さんの話を聞いたと思う︒その後︑

と︒で︑年に何回も沖縄に来ているということで︑そのときに︑

弓張りの﹁張﹂ですかな︒その方が︑沖縄と非常に関係が親しい

台湾国民党政府の文教部長かなんかです︒﹁チョウ﹂というのが︑

れから︑なんと︑偶然のあれだと思いますけれども︑国民党の︑

は︑沖縄問題について教育問題は非常に大事だということと︑そ

は︑はっきりとそのような具体的な話までいかない︒そこでも彼

の問題︑いろいろ思い起こす点があったと思うんで．すが︑その時

まあ︑大変︑彼も関心を示してですね︒将来の中国とのつながり

ていうのが︑あるそうですな﹂︒私は﹁ありますよ﹂と言ったら︑

そのときは︑なんかのついでに︑西銘さんとは︑﹁琉球人墓地っ

ざるを得ないということになってくるんですね︒じゃあ︑香港の

りできるほどの大企業はありません︒そうすると︑香港を利用せ

念ながら日本にいる華僑資本では︑大きな対外貿易などを切り盛

場合に︑日本にいる華僑を利澄することもできまずけれども︑残

すると︑たとえば︑日本からある機械設備を入れたい︑とういう

建省を利用し︑他方で香港に華閲公司を作らせたんですよ︒そう

両省は︑大きな影響力を持っていますから︑中国政府は一方で福

がある省ということになりますと︑まず福建︑広東省です︒この

でしたので︑そこで︑東南アジアの華僑財閥の有力者とつながり

ですが︑まだ国際的な外交関係もない各国との取引は難しい時期

な時代ですから︑広州の方で︑﹁広州交易会﹂の中でやっていたん

んです︒当時︑中国はまだ︑対外貿易などもあまりできないよう

さて︑なぜ︑私が︑国民党の内部情報を知っているかというと︑

先ほど言った彼に近い人が︑一回︑私が︑まず先に見てきますと︒

貿易関係企業家につながる太い線は︑どこかというと︑やっぱり︑

う要求あるならば︑私︑協力します﹂というようなことを言った

新中国の現況を見たあと︑彼の考えとしては︑﹁知事は台湾だけに

広東省と福建省出身者です︒それで︑福建省対外貿易公司・華

﹁ファミンゴンス﹂︵華閲公司︶の友人から情報を得ていたからな

向いていないで︑あんたが言うとおり︑沖縄と中国との関係につ

公司を作らした︒そしたら︑非常に効果的なんですね︒ま︑当時

んです︒

いても検討すべきだ﹂と私に熱っぽく説いたことがあるんですよ︒
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としては︑唯一の中国の国際的な経済交流と対外貿易関係を︑冷

江蘇とか湖南とか︑そういう︑当時︑私の記憶では︑四つか五つ

そういう対外経済交流の進展の中で︑今度は福建に近い漸江︑

っているんですよ︒彼らも︑國場幸一郎も二︑三回くらい福建に︑

そういう立場からもありまずけれども︑私とは何回か︑中国へ行

が︑働いているという︑それぞれの立場︑商売の立場があるから︑︑

し︒特にそれに対して︑砂場幸一郎がですね︒︵冬場幸一郎︶たち

前回伺いました︒

の省のですね︑対外的代理店みたいな役割も華閲公司はやってい

福州まで行って︑琉球人墓地やそれから琉球会館の跡地も見に行

官板

たんですよ︒そういうことで︑大変︑中国の国際的経済と友好交

っている︒彼らは専門家だから︑﹁やっぱり︑ここでは造らせない

戦下で取引内容は制約されていたものの正々堂々とやっていまし

流について︑一定役割を果たしたわけなんですね︒この三里公司

だろう︑別に造りましょうや︒あんたたちの方で︑そういう担当

ね︒ま︑そういうことが結局︑歴代知事がですね︑福建と

の総経理などは︑若いころから私の知り合いなんです︒それで︑

者の方へ話してくれ﹂ということで︑私は行ったときに︑省長に

上原

国民党と中国大陸との貿易関係の動きというのを知っていたんで

会った︑それから︑福州市の市長もね︒彼らのために︑歓迎会を

た︒そして︑すると︑福建がうまくやっているから︑そういうの

すね︒台湾は香港を通じてやるより︑逆に沖縄を通じて福建と直

開いてくれたんですから︒

のつながりっていうのを大事に︑現時代にあったような結びつき

接に結びつけるということの方が︑むしろいいんじゃないかとい

その省長は︑君国強ですか？

は台湾の連中だって︑大陸とのつながりをつけるにはこういう機

うことをですね︒沖縄では私が行くたびごとに︑ちょっと少しで

眞板

えっ？

を︑発展させようということを考えたきっかけにもなったと思う

も︑影響力がありそうな沖縄の友人に対しては︑盛んにけしかけ

上原

賀国強さん︒この方でよろしいですか？

関を利用しないわけはないですね︒情報も得られるし︒

たんですよ︒そういう申で︑その西銘さんの知り合いの方も︑行

眞板

ってみたいということで︑福建まで行って︑福建の方とは何が取

これは︑大田知事のときですね︒あとのことですね︒

王兆国︒市長はもう名前を忘れ

たね︒その前後して︑陳というのが市長︑憾寝︒陳彬藩などの時

その前は︑王？ 王さんか？

上原

り引きできるのか︑調べて帰ったと思うんですが︑そのときのそ

代ですね︒

の人の私に対しての要求は︑一回西銘さんを中国に連れて行かな
いかと︒一回︒次ぎ来たときには︑私が彼にどんなに忙しくても︑

國場幸一郎たちは︑その大田さんが友好会館を作るという︑そ

暇を作ってもらって︑お会いするようなお膳立てをしておきます
ということで︑彼が秘密の手配をしてですね︑で︑会った︒これ

の何年も前から︑行って状況をよく知っている︒

月にできるわけなんですが︑これは一種のビジネスセンターなん

前の？

※﹁三不政策﹂は︑一九七九年四月蒋経国が表明︒

ですね︒沖縄の県内の会社が福建省に出ると︒そこで︑商売をす

にちょっと︑書いてありますか？

※﹁広州交易会﹂は︑正式名称を中国出口商品交易会と言い︑一九

るというビジネスセンターなんですけれども︒この場所というの

先生は︑この沖縄・福建友好会館っていうのは︑九八年七

五七年以降春と秋の一年に二回広州で開催される中国最大の見本

は︑人民政府の斜め向かいぐらいの非常に良い土地柄だったんだ

眞板

市︒
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ようですが︑こういつた場所の選定とかですね︑そういうような

しか沖縄は︑それ︵注・経済交流︶ができないっていうことは︑

をできるとか︑詰めるとかいうことが︑あるいは︑福建を通じて

時代遅れであると︒だから︑沖縄が中国と取り組んで︑正面から

ところで︑先生が事前に︑國場幸一郎さんと一緒にでも結構なん
ですが︑サジェスションをしたりとか︑向こうの省庁に働きかけ

を作るべきであると︒北京を通じて︑北京から沖縄への発信︒沖

取り組んで︑経済的にも発展しようと思うならば︑北京に事務所

上原

縄から北京への発信︒そして︑雲州へと︒これは︑いわゆる昔か

るというようなことは︑あったんですか？
建と沖縄は昔からつながりがある土地ですから︑こういうことで︑

らの親戚としての福州とのつながりが︑それで︑記念碑的な意味

それは︑もう︑その彼らが︑こうこうしてきましたと︑福

彼らは関心を持っていると︑将来は友好会館の跡地か︑あるいは

なぜかというと︑まず貿易をするのに︑当時の状況からします

を持つものということが︑私の要求だったの︒

の場所でもって︑記念館みたいなものを造る計画があると︒それ

と︑広州に交易会がある︒交易会では︑今度は話し合いをして︑

別の適当なところでですね︑あんたたちが︑選定してくれる最適
は︑沖縄の多くの人たちが︑かねてから︑要望していることなん

実際には具体的になってくると︑もう一回沖縄の商人たちは︑土

州に乗り込んで行って︑ということは二重に手間がかかるから︑

だが︑私は具体的な内容については分からないが︑そのときは︑

そんなことはしないほうが良いと︒そういうことを考えるよりも︑

むしろ︑先ほど言ったように︑いま︑台湾は︑本当は近い距離で︑

﹁いいところを推薦してくれ︑協力してくださいよ﹂というなんて

もっと身軽に︑中国大陸と結びつきたいんだ︒その結びつきの役

ことは︑当然︑何回もお願いしているわけですね︒

割を︑なんて言いますか︑つながり役のね︑それを手伝った方が

この友好会館とは︑ビジネスセン．ターとは別にその記念会

館みたいなものを造る計画があったということですか？

眞板

造られたのは︑ビジネスセンターですか︒

沖縄のためになる︑ということを私の周辺の中国に関心を持って

それはどなたに︑伝えられたんですか？

港に行って︑ 香港から今でいうその汽車に乗って︑．北京に行かな

特別に親しい間柄であるということです︒その他に︑台湾︑沖縄︑

済問題に対しては︑よく話は通じるから︒それで︑彼と西銘とは︑

上原

■沖縄と中国のつなぎ役

眞板

いる友人たちに強調した︒

そうです︒

友好会館って言わないの？
いや︑友．好会館です︒

私は︑そのころ︑謹言幸一郎や他に前後して私が同行し

ああ︒

いや︑

きゃいけないわけですね︒香港まで行って︑福建に入るのは︑大

中国との関係に現に動いた人たちですね︒

た人たちに話したのは︑ いま福建という土地は︑そのときは︑香

変なんですよ︒ 不便で︒ということは︑福建まで行って︑福建か

これは︑國場幸一郎たち︒國場幸一郎たちがやっている経

ら北京に上がるのが︑ 大変なのね︒汽車も遅いからね︒だから︑

それで︑彼らにそういうことを私は言って︑特に︑弓場⁝⁝ま

だ︑そのときは︑あれですよね︒西銘さんが知事のときでした︒

中国の経済建設の速度からすると︑福建には私なりには︑
単なる記念碑的な建物︒そのぐらいものを造って︑十分であると︒．

これは前の段階．では︑先ほど言ったように︑台湾が中国との貿易

いま︑

ということは︑福建を通じて沖縄が︑中国との経済的なつながり
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上眞上眞上
原板原板原

材料ですね︒これも︑台湾と沖縄の人たちが︑あんたたちが︑合

沖縄で取ってしまえと︒そして︑たとえば︑先ほどの漢方薬の原

を間接的にしかやれない︑それをうまく利用して︑その主導権を

て︑今度は出航届けを出してハンコを押してもらう︒

んとハンコを押す︒そして︑福建の帰りにもう一回︑ここに寄っ

荷物を降ろす︒その役割を果たしていたのが税関で︑そこでちゃ

やうんです︒中には︑福州に行かないで︑もっと近い乏ころで︑

したら︑入港のハンコを押してくれる︒そして︑出るときは︑そ

とにかく︑あっそうか︒沖縄の石垣島へ行って︑石垣港に入港

弁会社を作れと︒台湾︑沖縄を拠点として︑福建なら福建︑北京
なら北京につながる︒これをやれということを私はけしかけたん
一所懸命︒

のまま福建まで行って︑福建の帰りにもう一回︑石垣港に立ち寄

んですね︒ それで︑相当数の船舶ですね︑台湾の密航船が︑回

って︑それで︑今度は出航のハンコを押してもらって帰るわけな

中国の受け入れば可能だったのですか？

遊していたわけなんですよ︒

そのころに︑なるというと︑蒋介石と一緒に︵台湾に︶逃げて

きた年取った老兵たちが︑大陸にある自分の故郷に里帰りしたい

という要求が出てくるんですね︒それを香港経由で帰すというこ

臭い︒実際に︑一部ですでに始まっていたんです︒台湾側からは︑

とになると︑旅費の負担だけでなく︑香港での手続きも大変面倒

上原

里帰り用の船舶を福建から直接迎えに寄越してくれないかという

だから︑そこなんだよ︒その可能性があったかどうかとい

う問題より︑実際の例を挙げますとですね︑西銘さんの最後の時

要求があり︑福建側も可能だと答えました︒では︑実際にその船

て︑再び福建に向えばいいじゃないかと考えたわけです︒華閲公

石垣港に入港し︑そこで︑台湾から来ていた里帰りの老兵を乗せ

代︑最後の任期のですね︒もう︑．はじめくらいからでしょうね︒
もう少し先があるかもしれない︒

がどういう航路を取るかというと︑福建を出航した船は︑沖縄の

のかな？

西銘県政は七八年からです︒

司の連中も含めて︑実際には︑そういう水面下の活動もやってい

るんです︒福建から︑それは﹁快速客船﹂って言ったんだけど︑

︑えっ？

西銘県政は七八年からです︒

約千何百トンくらいの客船が︑那覇港と遠州の馬尾港の問を何回
よ︒それが⁝⁝

か往復しました︒実際に︑沖縄経由でもって︑人も送ったんです

八年から知事？

はい︒それで︑九〇年の十一月で大田さんに敗れて︑

十二年やっています︒

※﹁老兵の里帰り問題﹂ は︑一九八七年戒厳令の解除と共に許可さ

じゃあ︑彼の第一期くらいからですよ︒そのころから︑台
湾の商人たちは︑八重山の石垣港まで︑密航船で来るんです︒そ

れるようになった︒

して︑入港手続きを取った後︑そのまま︑福州や他の港に行つち

れで︑八重山の石垣港についた密航船は︑入港手続きを取る︒そ

上原

三期

だいたい︑七八年︑七九年ごろから︑もう少し︵前︶から始まる

いなかったと思いますけど︒

いえ︑当時はおそらく深酬あたりしか︑経済特区になって

可能だった︒私は十分に自信があった︒

はい︒

そういうやり方ね︒

それは︑中国側の受け入れば可能だったのですか？

o

えっ？・

眞上早上眞上里で
板原板原板原板す
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上原

眞板

いや︑いや︑そういうことをけしかけたんですよ︒沖縄の

そういうことも︑先生は携われたんですか？．

どの程度︑黙認していたか︑ということもあるんだけれども︑そ

場だちも組んでいたのか︑詳しくは知らない︒それを︑県自体が

たちの各前︑変えているかもしれない︵笑︶ そういうのが︑國

れを堂々とやっていたという点が︑大変面白いですね︒そういう

経済発展に努力している若い人たちに︒

さて︑福建からの快速客船の初便が成功したので︑第二便が好

ところに︑台湾国民党の差し迫った需要があった︒連絡関係部門

するという︑一つの線とほかに沖縄を経由してという第二の路線

都合にも私が沖縄に行ったときに入港したので︑その船まで行っ
しかし︑沖縄での燃料代が高くてね︒福建で積んだ満杯にして

ですな︒だから︑結局︑日本政府が︑それをだんだん分かってき

で︑大陸とのつながゆをいかにするかということで︑香港を経由

きた油が︑沖縄まで来ると︑今度は帰りの燃料がたりなくなるの

て︑現にその圧力がかかったのかどうか︑それは分かんないけど︒

て︑船員たちと話をさせてもらったんだけど︒

で︑沖縄でその燃料を購入したいですね︒そうすると︑沖縄の燃

それもあったかもしれない︒

そういうことが︑今度は︑この追再公司の連中︑あの頃は︑だ

料代はあまりにも高いため︑航海するたびに赤字がかさんでしま
うというわけです︒結局︑その船は︑一年足らずで︑止めたと思

出した︒その関係している沖縄の人たちは︑県にその意見を具申

燃料代を沖縄が負担できないだろうか︑ということを私は意見を

実は︑そういう事態になる前に︑私は沖縄の関係者にその船の

佐道

終わりから︑八学年代の始めごろ︒

ちょっと︑確認ですが︑それは︑七〇年代の終わりごろ？

らせてみようということになったんですよ︒

ろいろな情報を聞いて︒沖縄には︑こういう点で︑けしかけてや

ちょっと︑立ち寄って︑﹁情報どうなんだ﹂って聞いて︑誰かにい

いたい香港経由で行くんですから︑中国へ行くのはね︒だから︑

してるはずですよ︒きっと︑それを県が補償してくれなかったか

上原

うんだが︒

ら︑快速客船は大きな赤字で撤退したんだと言うことなんだよ︒

先生がその留学生

八○年代の始まりか︑そのぐらいか？

直接先生が︑県に何か関わりがあったわけではないんです

佐道

眞板

湾の国民党と沖縄を通じて︑中国とのつながりについて非常に関

上原

た︑ということになりますか？

佐道

上原

その沖縄の方では︑一年くらい︑そういうことをやってい

そうですね︒

のお仕事をされて︑もうそのすぐくらいの状況？

心をもっている段階だから︒そこで︑もし台湾︑大陸関係の問題︑

上原

か？

とりわけ人の交流が沖縄を通じてやれることによって︑沖縄独自

留学生の受け入れと︑沖縄などから中国へ留学生を送り出すこと

いや︑全くはない︒ないけど︑私はちょうどそのころ︑台

の立場から中国と台湾との友好交流への新しい道が開けるじゃな

ですね︒ただ︑そのときに︑沖縄の友人たちが﹁台湾の人が石垣

私としては︑一九七九年春からの私の本業は︑中国からの

いかという︑一つの政治的な私なりの判断でそれをけしかけたり︑
どなたに対してですか？

ですか︒じゃあ︑今度︑香港に行ったときに︑調べてみますよ﹂

どうだろうか﹂と尋ねてきたんで︑私は﹁やったらいいじゃない

に来て︑こういうことを言ってきたが︑本当にできるんだろうか︑
眞板

それは台湾と貿易しているね︑八重山出身の台湾との繋が

ということをそういう情報を︑私はどんどん提供して︑﹁沖縄も独

励ましたりしたわけなんですよ︒

上原

その他︑そういう人

りの深い人たち︒米城じゃ な か っ た か な ？
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人の流れまでを沖縄を通じてやればだね︑沖縄は︑沖縄で台湾と

自でやれと︒県にもけしかけて︑人の往来︑物の往来だけでなく︑

へ行ったというのは︑いつごろの話でしたっけ？

おそらく︑八○年代⁝⁝八七年︑八八年ごろ︑ 國場組が中近東

けしかけたら︑いいんですよ﹂ということを私は言っていたんで

ちは︑しかし︑国民党の方たちにもね︑そういうことをどんどん

ということは︑台湾自身のためにもなりますよと︒で︑あんたた

ホームページより︶

デイ・バロウシ会社と合併／資本金七百万リアルー−五億円︶︵同社

地法人コクバ・ラビコ︵株︶を設立して中東に進出する︒︵ラシィ

※下場組は︑一九七九年十一月︑サウジアラビア・ダマン市に現

合弁会社を作るとか︑逆に台湾で沖縄との合弁会社を作るとか︑

すよ︒いずれは沖縄経済は復活するであろうという願望を持って
佐道

眞板

上原

眞板

だと思いますよ︒だから︑それまでに︑いわゆる國場幸一

いえ︑もちろん︑そうですよ︒

まだ︑九〇年代に入っていないころでしょうか︒

いや︑時期まではちょっと︒

ですね︑やった︒

のお世話をなさっていたんですか？

上原

そのときは︑先生は東京で︑メーンは東京で︑その留学生

上原

そういう問題についても︑山城善光たちにもさんざんけ

そのときは︑山城善光も桑江朝幸も︑まだ元気ですからね︒

ああ︑そうですが︒

三回くらいは行っていたんじゃないかと思います︒

そうしますと︑年に三︑四回は？

でも︑ふた月かみ月に一度くらいは︑沖縄に来られてい

うかどうか︑あんたたちで判断してくださいよ︒これこれ可能で

たたちはちゃんと︑ピシャッとそれをそろばんを弾いて︑引き合

私は商売もできない︑カネの計算もできない︒だけれども︑あん

のどこかで沖縄の連中と・は︑会っているんですよ︒そのときに︑

とか︑中国のどこどこかで落ち合ったことが⁝⁝おそらく︑中国

郎自身とつながりがある人たちの代表団は︑私は香港で落ち合う

もちろん︑その頃は︑私︑沖縄にふた月かみ月に一回帰る

かどうかですね︒滞在は一晩か二晩くらいだが︒

だから︑

す︒ということになって︑彼らは︑大変喜んで︑精一杯やったと

思うんだ︒けれど︑結局︑沖縄には︑政商と言えるような人や国

しかけた︒

佐道

際的に経済活動ができるような人材は育っていなかった︒あの小

いろんな方に︑そういうお話をされていた？

上原︑そう︑なぜかというと︑．こういう仕事は門外漢だから私に

さな土地では︑やはりその土地の大きさの人材しか育たないんで

そこは非常に︑結果論として︑私がけしかけた問題は︑いった

はできない︒私にはその才能がない︒そういう経験も財産もない︒．

いどの程度︑実現しただろうかという問題を考えてみると︑これ

しょうかね︒

いうことは︑絶対しない︒ただし︑私は︑関心を持つ人に対して︑

というものがない︒残っていない︒

その最後は︑もちろん︑大田さんの段階になって︑終わりにな

助言するだけです︒しかし︑この情報は正確なものであることを

ってしまうんだけれどもね︒土地の人が動かなければ︑実際に商

売やる人たちが動かなければ︑それ以上の要求をしてもダメだと

必ず華閲公司の担当と一緒に︑だいたい情報交換やっています︒
やっぱり︑やれるんだ﹂と︒

そこで︑私が言っていたことを︑彼らが確認するわけだ︒﹁はあ︑

伝えるために︑私の招待した人たちが︑香港に着いた晩あたりは︑

だから︑あっちこちにけしかけるけれども︑私自身が直接やると

上佐上た佐
原道原？道
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いうことが分かったからね︒

たちから︑何か言われるというと︒﹁こういう可能性がありますよ︒

そういう元気の良い考え方をしていたもんだから︑私はその人

るんだ﹂とこういうことを一応確信していた︒

対して︑協力してくれた︒けしかけた人たちの︑そういうことで

検討してみてくださいよ﹂ということで︑香港に私が行くときに︑

その西銘さんを是非中国に連れて行こうっていうことで︑私に
あって︑西銘さんの力を利用することによって︑台湾とのつなが

そこで落ち合うとか︑というようこともしたのも事実だ︒

香港には︑主にどういう仕事で行かれていたんですか？

りができるということは結構︑計算済みだったんですね︒

だから︑西銘さんとつながりがあるその人など︑福建に行った
ら︑福建には漆器工業っていうのがありますね︒漆器技術が大変
盛んだから︒ふた抱えぐらいあるような大きな花瓶ですね︒高さ
がニメーターくらいの︒こういうのも︑北京の展示会と北京のし﹁

かるべき機関に︑献上するために︑二つ作ってあった︒私と一緒

北京に︑北京に行くのに︒

北京に行くのに︑香港に入られた？

あの当時はまだ︑．直行便がないから︒

別にこの仕事がメーンであるわけではないんですね︒

うな機会はありませんか﹂ ﹁いっいつ通りますと﹂﹁じゃあ︑どこ

全然︑関係ない︒そのときに︑彼らが︑﹁近く香港に行くよ

ら︑いつごぢまでかかりますか﹂って言うから︑それは﹁どうな

どこで落ち合いましょう﹂ と︒こういうようなごと︒それから︑

の人︑曰くだね︒﹁それはもう大丈夫です︒そのときまでに︑必ず

月くらいはかかるだろう﹂って言ったんだろうかな︒そして︑そ

しかし︑﹁それも︑三ヵ月ほど︑乾かさなきゃいけないから︑六ヵ

くれたら︑われわれは︑夜眠らないでもやります﹂ということで︒

んですか﹂と聞いたら︑﹁いや︑あんたが必要な時間さえ︑決めて

う一そろい︑二つある︒対ですから︑どれくらいの時間がかかる

ちは︑私が沖縄に行ったときには︑中国とこういうことはできな
．いだろうか︑と問い合わせがあると︑私はその人たちの意見を良

ういういろいろなつながりが持っていて︑それぞれの立場の人た

う人たち︑旅行社関係も含めて︑沖縄と中国との旅行︑貿易︑そ

上原

佐道

これに旅行社などの沖縄ツーリストの東さんか？ そうい

琉球・中国文化交流協会？

う人が作ったりしたことがあるんですよね︒

たとえば︑琉球・中国文化交流協会なども︑ その新垣さんってい

こんな大きなやつだった︒それを﹁県庁のど真ん中に︑目のつく

ような経済建設は可能であると︑公然とアメリカに隠す必要はな

ちは︑こういうことをすることによって︑沖縄は自主独立できる

れば︑できて来ない︒できないんですよ︒そうすると︑あなたた

にやろうと思ったんだろうね︒私は︑﹁道はあなたたちが歩かなけ

だから︑沖縄のその当時の人たちっていうのは︑本心から真剣

ら︒しかし︑興味を持って私に対して︑何か要求してくる︑話し

るということは︑良くないということも︑私はよく知っているか

者が︑大きな恕してだね︒そういうような︑表に出て︑なんかや

じてけしかけるだけで︑いわゆる︑何十年間も沖縄にいなかった

かさなきゃ︑いけないような問題については︑私は︑第三者を通

たとえば︑極端な例ですけれども︑沖縄県の︑沖縄県自体を動

ところに︑飾らせます﹂ということまで言っていた︒

いじゃないですかということで︑また日本政府にも当然要求すべ

てくる人たちに対しては︑﹁これこれどうですか﹂ということ︒こ

く聞いて︑協力したんですよ︒

西銘を連れてきてだね︑これを西銘さんに私から寄付する﹂と︒

・のかな？

じゃあ︑聞いてみよう﹂と担当者を呼んで︑﹁これをも

に行った︑その人は﹁上原さん︑これはね︑もう一つ作るとした

上佐上佐上佐
原道原道原言

きことはちゃんとやりなさいよ﹂と言った︒彼らも﹁これでいけ
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れは可能な範囲内において︑私が時間をとって︑まあ︑帰っても
一晩か二晩か︑それくらいしか︑いないですけど︑その間の時間

いたんだが︑残念ながら︑そこまで大きく発展しなかったのは事
実ですな︒

台湾と福建を中心に︑八○年代から九〇年代に物凄く経済

交流が進んで︑台湾と中国の福建を含めた地域が︑経済的にだい

佐道

そのことば︑︐ある意味においては︑法律に関わる問題にもなり

ぶ一体化をするという状況になりましたから︑このお話はそれを

を最大限に利用してやってきた︒

ますよね︒だから︑私は︑助言をして︑情報を提供したけれども︑

前提に考えると︑非常によく分かるお話だと思うんですけれども︒

それはそれとして︑先生は沖縄に年に三︑四回帰られていたとい

私がこれをやれあれをやれと言ったわけじゃないんだから︒

ただでさえ︑国法を犯して外国に行ったものが︑帰ってきてか

琉球会館の問題についても︑そういう意味で︑沖縄が中国と組ん

よって︑私は︑中国の現状を説明してあげて︑中国と︑だから︑

しかし︑これはあくまでも︑沖縄の︑地元の人たちの︑要求に

は︑沖縄と中国との文化や経済の交流を促進すること︑三つ目は︑

目は︑沖縄から中国への留学生を組織的に派遣すること︑二つ目

上原

か？

うのは︑主な目的はどういう目的で︑お帰りになっていたんです

でやる︑台湾の国民党と組んでやる場合だって︑福建というのは︑

沖縄と台湾の関係を特に︑経済と貿易方面で可能な限り広い分野

ら︑さらにまた︑国法を犯すようなことを︒

もう遠い田舎のあれなんだから︑北京とのつながりをすることに

にわたって︑協力関係を築くことで︑沖縄の東アジアにおける平

そうですね︑ひと言で言えば︑主に三点ありまして︑一つ

よって︑それは可能であると︒

番いいのは︑沖縄で台湾の企業が︑それは国民党のそれと︑合弁

から︑福建なんて関係ないですよということ︒それは︑当然︑一

とする原材料となると︑大部分は北京を通さなきゃいけない︒だ

系産業で重点産業ですからね︒すると︑中国から︑国民党の必要︐

党が一番欲しがったのは︑漢方薬の原材料だ︒しかも︑国民党直

に休日を利用して講演会を兼ねて︑﹁沖縄に遊びに行かないか﹂と

に文化・教育問題や農業︑経済問題等の専門の大使館の友人たち

とになれば︑その時の大使館の公使や参事官クラスの連中で︑特

が︑﹁誰か中国の人を連れてきて︑講演会でもやろうや﹂というこ

上原

佐道

中国に派遣するのですね︒これと︑それから山城さんたち

はい︒中国に？

和的な発展に貢献することです︒

会社を作りなさいと︒そうしたら︑合法的なんだから︑合法的な

誘うというと︑まず︑その晩は一泊して︑翌日︑講演会をやると

たとえば︑その当時︑私が言っておいたのは︑彼ら台湾の国民

商行為だから︑ものを運ぶことだって︑台湾の方で︑密貿易とい

縄の人たちが︑立ち上がれば︑国民党の担当部門は喜んで参加し

る台湾との合弁会社として申請すれば良い︒沖縄でも︑もし︑沖

の合弁会社を作る︒本社は沖縄に置く︒そうすると︑日本におけ

だから︒沖縄で中国と貿易をするいくつかの会社と組んで︑琉台

佐道

上原

佐道

たとえば︑その︑いま︑大使館の方とおっしゃいましたけ

えっ？

そのアレンジを先生がされていたということですか？

て来た︒

日程は二日ぐらいで︑戦跡や沖縄歴史観所をぐるつと廻って帰っ

か︑ま︑ほとんど那覇と海洋博記念公園くらいですけれどもね︒

ただろうから︑合弁会社の本拠は台湾︑沖縄のどこへ置こうと構

ども︑大使館の入に講演を頼んだりする︑それの仲介役を先生が

って︑台湾に帰ったら捕まってしまうということはなくて済むん

わないじゃないかと︒そういうことで︑実際に︑動き出した人が

258

︑

されていたという︒

係を含めて︑彼らは非常に不便だったから︒そういう意味では︑

日本と中国の友好交流の発展に貢献した面も少なからずあったか

う一ん︒誰かに頼まれたわけじゃないんだけれども︑山城

上原

も知れないと思います︒

ていうのが︑ありますな︒そのウーロン茶っていうのは︑日本に

一つの例を︑福建なら︑華閾公司は福建だから︑ウーロン茶っ

善光たちが︑ひとつ︑中国の人たちが来たら︑講演会をやろうや︑

いつごろがいいか︑いつごろだと︒そうすると︑私はこの教育参
事官など︑ひとつ︑ちょうど︑留学生問題のそれもあるから︑一

拓のため︑来たんですよ︒それは︑もちろん︑香港経由で︑飛行

一番最初に来たのはですね︒華閾公司の総経理が︑日本市場の開

問題を私の口から聞くよりも︑中国人から直接聞いた方が確かだ

機の直行便がないから香港経由で日本に︒

緒に沖縄まで行こうやと︒そのついでに︑私の友人連中が︑中国
と言って︑俺を信用しないからと冗談を言ってだね︒いいよ︒じ

佐道先ほど︑たとえば香港で沖縄の方と落ち合われたりされた

ましたね︒

と︑彼らは喜んで︑協力してくれた︒そういうことは︑結構やり

料理をご馳走させてくださいと︒山城たちの知人に頼むっていう

少し裕福な友人たちに頼んでだね︒中国の友人に沖縄料理を琉球

あるものだったら︑私は自分ではご馳走することできないから︑

らい泊まって帰ってくる︒そのときに︑たとえば︑一定の地位の

対してね︑上原信夫のいるところ︑あんたで分かるはずだから︑

任者の一人だ︒キミのことをよく知っていると︑だから︑大使に

んで︑私はヨどこの機関の誰だ﹂って聞いたんだ︒﹁華閾公司の責

は︑上原先生は知っていますか？﹂っていうから︑あまり突然な

館のある知っているものから︑電話があって︑﹁陳○○っていうの

かけてきて︒そしたら︑大使館からかかってきたんですよ︒大使

くですね︒電話かかってきたの︒誰だろうか︑いまごろ︑夜中に

から︑八一年頃か？

話していいかどうか分からないけれども︑まあ︑昔のことです

ときに︑先生が提供された情報とかですね︑先生の助言とかがで

調べうって要求して︒それで︑大使とも相談してあんたのところ

ゃあ︑あんたの計画通りでやろヶということで行って︑ふた晩く

すね︑正しいと︑そういうので香港に行ったり︑それを現地で分

に︑電話しているんです︒その人は時間がないから︑明日の朝で

生月かは忘れたが︑ある日ずいぶん︑夜遅

かる︑ということになっていたということでしたけれども︑先生

もお会いできますか﹂って言うから︑﹁いま︑どこにいるんですか﹂︑

﹁ここにおります﹂というから︑電話を代わって︒彼なんだよ︒

ご自身の情報源は︑たとえば︑中国ルLトといいますか︑先ほど
出ていました華閾公司ですね︒こことは︑先生も直接ルートをお

﹁何だお前︑何しに来たんだ﹂って言ったらね︑﹁明日︑大使館に

ーロン茶は︑台湾産なんですよ︒で︑生産量が少ないから︑そん

というと︑福建のウーロン茶を日本に売りたいと︒日本にあるウ

八時までに来てくれ﹂って︑それで︑行ったら︑どういうことか

持ちでいろいろやっておられたというわけですか？

この建立公司なんかとも︑先生は直接のルートをもつて︑

上原えっ？
佐道

いろいろと話をされたりとか︑いろいろしていたわけですか？

なに大量に提供できないと︒そういうことを彼らは︑香港の情報

この華閲公司の中には︑私のずいぶん前から知っていた人

上原

で手に入れたわけなんです︒

俺の若いときに知ρている人がいるんだと︒今どこにいるんだつ

さあ︑日本の誰に話を持って行こうか︑となったときに︑彼が︑

たちも︑いるわけですから︒実は公私混同になるかも知れないが︑

長年の友情に甘えて︑彼らも︑私を利用しないと︑当時まだ日本
とのつながりができないとかいう面がありますよね︒対外貿易財・

259

．
ajtfii−2662iiE6ffi61ilsm2004ffsmoH．

館に行ったわけなんですよ︒よく調べてみたら︑これこれこうこ

からない︒日本に帰っているのは間違いないということで︑大使

どこにいるんだろうかっていうことで︑彼らは調べたんだよ︒分

て言ったら︑北京だと︒いや︑あいつは︑帰ったと︒そうしたら︑

聞いたら︑向こうは︑すでに台湾から入れているわけなんですよ︒

電話してですね︒﹁これこれこうなんだが︑その可能性あるか﹂と

いうことで︑そのときも沖縄の商売しそうな人に︑すぐその日に

人がいるか﹂というから︑﹁いるんだと︑俺の故郷なんだから﹂と

術・文化活動や中国との友好交流関係の仕事をやろうと思ったら︑

きるぞ﹂︑なんてね︒﹁日本でいい仕事をやろうと思ったら︑学

はそろばん弾けないからね︑もし弾けるんだったら︑金儲けもで

いまは華閲公司の責任者だと︒そして︑彼は冗談で﹁上原︑お前

しかけてみるという形で︑あなたたちでやりなさいということで︑

来た四︑五千があっちこっちにね︑日本のお茶業者に会って︑話

これ︑止めようや︑ということで︑彼ら自分たちで︑その連れて

せん﹂ってこうなって︒で︑結局︑じゃあ︑しょうがないから︑

クリして︑﹁そんな量は︑私たちにはできません︒そんな力ありま

でも︑日本が必要とするだけ入れられるんだ﹂と︒向こうはビッ

﹁どのくらいの量﹂って言うから︑﹁一年間何十トンでも︑いくら

資金もなけりゃダメじゃないか︑キミ1﹂なんて言うからね︒﹁そ

うだと︒﹁お前いま︑今︑何やつているんだ﹂と聞いたら︑﹁俺︑

れはそうだよ︑俺は商売人じゃないんだから︑できない﹂という

私は陳くんたちの期待にそえなかった︒

俺たちは任せる﹂ということをいうからね︑﹁俺に商売せいって︑

って来ていて︑﹁もし︑キミがやるなら︑日本の総代理店をキミに︑

いろいろ可能性を探っていた時代だったということですね︒

成功よりも失敗の方が多かった︒そういう時代だった︒

ながら︑限られた情報を集めながら︑手を打ちつつあった︒だが︑

展開しようと︑その前の段階︒しかし︑いろいろな試行錯誤をし

その時代っていうのは︑まさに中国が新しく海．外的に国際的に

ことで︑﹁具体的にどうだ﹂と言ったら︑彼は︑関係幹部を三︑四

キミは大損するぞ︒俺がやっていることをキミは知らなかったか﹂

佐道

そういうこと︒

人︑連れて来ていて︑ウーロン茶のサンプルをものすごい量を持

ということでね︑二人は何年ぶりかの再会を喜びながら︑言いた

上原

理してくれ﹂っていうんだよ︒﹁俺︑嫌だと︒俺は商売して儲ける

いて︑連れて来た三名︑芸名を残していくから︑キミの方で︑処

うかね︒そうしたら︑﹁委託するから︑このサンプル全部ここに置

らないと︒それで︑いろいろと︑彼らは何日間か滞在したんだろ

という話というのは︑先生のところに︑最初︑具体的にどういう

大田さんのころの︒で︑その大田さんのころに︑その会館を造る

時代であったと︒それから︑このメーンの福建会館の話ですね︒

台湾とをつないでというお話があって︑で︑それが︑西銘さんの

佐道

■西銘訪中奄企図

い放題のことを言って︑大笑いして︑﹁それじゃ︑信頼できる人︑

誰か紹介してくれ﹂ということになった︒﹁いいよ︑話は大使館が

人間じゃないんだから︒しかし︑一応︑調べてみようか﹂という

ふうな形で伝わったんですか？

ゃないか﹂ということで︑行ったら︑彼らも日本の商売人は分か

持って来たんだから︑大使館の担当者とも会って話してみようじ

ことで︑そのときも︑私が考えたのは︑いま︑台湾との沖縄との

上原

そういう︑活動をされて︑その過程の中で︑福建と沖縄と

関係︑台湾と香港との関係︑中国との関係からするとね︑﹁それを

すでに福建には︑何組も行っておりますから︒私自身香港経由で︒

沖縄の友人たちは︑私と一緒に西銘さんの時代から︑もう
沖縄に持って行ったらどうか﹂と言ったら︑﹁キミ︑沖縄に知った
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けれど︑結構︑行っているんですね︒中国に入るには︑密航者は

うわけなんだ︒おそらく︑戦後︑いっから始まったのか知らない

どってだね︑どこそこにつながりがないのか︑行ってみたいとい

は︑中国へ行ってみたいなあと︑福建に行って︑その系図からた

どうしたんだ︑というのは分からない︒︑そういう家庭の子孫たち

ものころから聞いおりますからね︒だけど︑どこで亡くなって︑

に行って︑唐で亡くなったっていうような話を︑われわれは子ど

ですね︒そうすると︑私の知っている家族の進じいさんが︑唐旅

縄にとっては︑いろいろな意味で︑やはり福建なんだ︒福耳なん

とも︑近代史の中における中国との親密なつながりと言えば︑沖

さて︑中国と沖縄の関係は︑おそらく︑古代はさて置いて︑もっ

されているわけですよね︒同時に︒それは︑でも︑県も関与する

佐道

上原

上原えつ？

佐道

上原

その人だけ︒じゃあ︑三人で︒

だから︑その︑私と一緒に中国行った人と同行した人だけ︒

らなかったんですか︒いま︑人払いとおっしゃいましたけど︒

佐道

誰か︑もヶお一人いたかもしれませんな︒

になったと︒こういうことですね︒

佐道

その前に︑先生︑沖縄から中国に府く留学生のお世話とか

室だ︒お人払いをして︑そこで︑会ったんですからね︒

ら帰った︑何ヵ月かあと︑先ほど言ったように︑県庁で彼の知事

最初に言い出したか知らないけれど︑いつの間にか︑この琉球会

琉球会館の位置が分かる︒そういう民間の相互交流の中で︑誰が︑

て︑福州まで行けば︑福州の昔を知っている人たちを尋ねると︑

すから︑現存したんですからね︒そうすると︑琉球人墓地を訪ね

ことの行き来はあった︒

上原

じゃあ︑県庁直接ではないわけですか︒

県庁とは？

というのはあって︑そこと先生は︑接点はあるわけなんですよね︒

いるわけですよね︒・そうすると︑そういうお仕事では︑県の窓口

そういうお仕事でしたら︑県庁もやっぱり何か関与はして

館跡地を見てきた人たちから︑誰言うとなく先祖の作ったその跡

佐道

県庁直接ではないですね︒で︑西銘さんと最初に会ったと

佐道

上原えっ？

その紹介された方と西銘さんと上原先生と三人で︑お会い

そのときには︑西銘さん以外には︑県庁の方ではお会いな

ダメだから︑まず︑間違いなく︒香港経由で行って︑先祖の墓参

わけですよね︒

いろいろと案内したり世話したりしたと思うんですけれど

だということになると︑ま︑そこは弱いところですな︒中国もね
︵笑︶

地に琉球館を何とか再建しようやと︒生活が豊かになるにしたが

上原

も︒そのときに︑清の終わりごろまでは︑琉球会館があったんで

って︑思い及んだんでしょうね︒

いうのは︑その方ではなく︒その前に留学生問題と中国問題につ

だから︑その人は︑そういうことを私に対して︑伝えて︑それを

西銘さん自身も︑そういう︑願望があったんでしょうね︒︑きっと︒

中国・福建に行ったときにも︑その話が出たんだから︒だから︑

すね︒少なくとも︑西銘さんと関係が深いと言われた︑その方と

人でお会いになったときが︑最後なんですか？

佐道︑西銘さんとお会いになったのは︑そのときに︑知事室で三

こで話し合ったんだ︒

のときは︑何名か一緒に︑．知事室だったか︑応接室だったか︑そ

いての挨拶っていヶことで︑山城善光と一緒に行ったんだよ︒そ

いわゆる留学生問題に限ってはですね︑人材育成協会︒そ

その話が一番最初に出たのは︑いつごろか︑私は分からないで

福州に造るためにも︑一回西銘さんを連れて行って︑そして︑つ

いになりましたか？

この後も︑お会
ながりをつけたさせた方がいいんじゃないかと︒で︑彼が中国か
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て興味を持っていたとか︑そういうちょっと︑覗いてみたいなあ

の山水が見たいとか︑みるいは昔から︑中国の歴史や漢詩に対し

半公けであろうと︑ご自由に決めて結構ですと︒中国のどこそこ

の方で守るから︑どうぞご安心してくださいと︒訪中の名目は︑

から︑もし︑ご都合が悪ければ︑内緒で︑一切︑秘密はその中国

上原 そのあとはね︑もう西銘さんが︑大変恐れ入って︑中国は
みんた︑公然と知事として︑大歓迎すると言っていますと︒それ

これはいつぐらいから︑先生はなんか︒

るわけですよね︒それで︑最初からの質問になりまずけれども︑

大田さんの時代に︑実際︑福建会館が着工されるということにな

佐道

上原

佐道

それで︑結局︑西銘さんの時代は終わりになって︑今度は

西銘さんは行かなかった︒

結局︑西銘さんは中国へは行かれなかったわけですよね︒︑

求していた︒

んたたちが代わってやったらどうか︑ということを彼らに私は要

ちは失敗して︑金儲けできなくなっているんだから︑その分をあ

れを公けに発表するかどうかは︑あんた知事ご自身のお考えによ

佐道

大田県知事の時代の福建会館を実際に造るという︑これに

上原うん？

という気持ちがあるから来ました︑というのでもいいですよ︒そ
って︑どうでもよろしいということですと︒そういうことを言っ
たらね︑非常に熱心に目を輝かせて聞いてくれたんだけれども︑

んですね︒その中に︑もちろん︑知事もおりますし︑それから︑

から︑十何名か二十名かなんか知らないけれども︑呼ばれている

ありますね︒国民党の︒これには︑ほとんど毎年のように︑沖縄

う方が︑こうこうで﹂と︒そして︑ほとんど毎年の双十節って︑．

関係なんですか﹂って聞いたら︑﹁張さんっていう教育部長ってい

上原

上原えっ？
瓦板衆院議員

眞板

ていうのは︑彼が参議院ですか︑国会議員ですか︒

上原

関与されたのは︑具体的にはいつぐらいですか？

溜場幸太郎おじいさんもおられますし︑そういう関係があるから︑

沖縄県人会の新年会があったんですよ︒そのときに︑たまたま行

﹁私は台湾の国民党との関係がありますからね﹂︑﹁どういうような

彼らは台湾といったら中国︒それで︑國場幸太郎おやじが︑﹁信夫

ったら︑彼がおられたのでね︑挨拶したんだよ︒二人︒﹁あのとき

おそらく︑まず︑西銘さんの最後の中国問題のつながりつ

さん︑われわれはね︑ずうっと︑日中友好の運動をしているんで

は︑大変残念でございましたけれども︑その後︑私があんたのこ

とを話した中国の人に会ったときにね︑残念でしたねえと︒だけ

衆議院議員になって︑衆議院になって間もなくだと思うが︑

衆院議員です︒

そのくらい中国と言ったら︑ま︑国民党が代表して

すよ﹂︵笑︶

いから︑お出でくださいと︒上原︑連れて来いよと言っておりま

れども︑知事辞められたんだから︑今度は自由な身になったんだ

だが︑私がいう中国は︑台湾の中国ではなくて︑北京の中国だ

すから﹂と言ったらね︑大変︑畏まって︑﹁やっぱり︑知事という

いたんだから︑なにしろ中華民国の総統・蒋介石は台湾にいたん

ったということで︑こんな話から︑今度は大陸中国とのつながり

立場は役目は終わったけれども︑国会にもおりますし﹂というこ

だから︑それは︑ずうっと先祖代々からの中国との伝統的なつな

っていうのが︑できでくるんですけれども︒私は最初は︑台湾と

とで︑﹁しかし︑どうぞ︑そんなに堅く考えないでね︑季節の良い

から︑いつでもいいから︑どうぞ難しくお考えにならなくてもい

のつながりは大事だと︒台湾とのつながりを大事にしながら︑台

ときに︑私と一緒に訪中して︑あなたの訪中を期待していた人た

がりと同じような認識でいたんですからね︒

湾が困っているのだから︑その代役を香港がやって︑台湾の人た
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言ったんだけれども︑その後︑それでお付き合いは︑切れてしま

ちに︑ひと曇声かけてくださいよと︒彼に案内させますから﹂と

私が知っている理解しているのは︑その程度です︒ただ︑國場幸

人︒いっからその話が出たかというのは︑先ほども言ったような︑

わりになって︑私は彼にけしかけて︑彼にそれなりの新しい沖縄

初めくらいでしょうかね︒確か︑八一年か八二年くらいでしょう

目の沖縄からの留学生を派遣したあとだと思うから︑八○年代の

一郎たちと一緒に一番最初に中国に行ったのは︑八○⁝⁝第一回

の時代を切り拓く︑それを︑突破口を彼に作らせようと思ったん

かね︒

いましたですね︒そういう形で︑西銘さんとは︐︑お付き合いが終

だけど︑それはできなかった︒非常に残念です︒

台湾と中国︑沖縄のつながりの託しいひとつの出発点にして︑西

見たし︑そのときに︑なるべく︑早めに知事を中国に連れてきて︑

これは︑先ほども言ったように︑私と一緒に行った人は︑福州も

の話は︑結構取り上げられていたんじゃないかということですね︒

ら︑おそらく︑私の推測では︑すでに︑西銘さんの時代から︑そ

いつごろから取り上げて︑その問題が始まったんだろうか︒だか

ごろか︑琉球会館の問題の話が︑出たのかね︑それを大田さんが

番最初は︑五︑六名か七︑八名か︑そこらあたりだったと思うん

なども関係していたんじゃないか︒そういう人たちのあれで︑一

かなあと思うんですよ︒それから︑国会議員の喜屋武さんですか︒

昔の話なんで︵笑︶ そういう人たちも関係していたんじゃない

琉球大学の砂川っていう経済学の⁝恵一っていうんですか︒もう︑

あったんですね︒その新垣さんっていう人なんかが︒それから︑

上原

関与されているんですか？

その後の沖縄からの留学生の派遣なんかに︑先生はずっと

銘さんが先頭に立って︑やるんじゃないかっていう夢を彼らは描

ですけどね︒一︑二年したら︑休暇で戻ってくる︒七九年から中

佐道

いていたっていうのは︑先ほど言ったお土産の話ね︒その大きな

国の留学生は︑私︑受け入れていますから︒七九年は︑私︑手に

で︑大田さんのあれですけれども︑先ほど︑申し上げた︑いつ

こんな︒漆の︑鉢の︑本人も夢に描いて︑しかも︑現場でそれを

負えないから︑八O年から︑日本からの留学生を少数送っていま

そう︒先ほど言った琉球・中国文化交流協会っていうのが︑

話しているんだから︒

え一︑先ほど言ったように︑大田さんについては︑非常に⁝⁝

すから︒ほぼ︑その一年前後の話だと思いますけれど︒

彼もまだ︑そのころ︑五十代⁝⁝こういうこと言っていましたな︒

一番最初に大田さんに会ったっていうのは︑大田さんが知事にな

だから︑当時の沖縄のそういう問題に取り組もうとしていた︑
彼の娘二人は︑東京の大学に行っていましたな︒もう間もなく︑

ったのは何年ですか？

眞三九〇年です︒

卒業しますから︑なんていうこと言っているから︑五十代？︑ぐ
らいになっているんですかね︒そのぐらいだ︒ひょっとしたら︑

上原

大田さんが知事になって︑間もなくだと︑思うんだけどな︒一

九〇年ですか︒天安門事件直後ですね︒その頃︑私は体調

調べるなら︑名前︑ちょっと調べて見ましょうかな︒しかし迷惑

を崩すほど︑多忙な時代でしたね︒

西銘さんですか？

かけますな︒その人たちに
眞板

西銘さんの親しい人︒

て会ったときは︑八○年代の初めごろで︑私が留学生︑・研修生問

て︑そのとき︑私は︑彼と初めて会ったかもしれませんね︒初め

回東京に来たんですよ︒やっぱり沖縄県人会なんかの会合があっ
佐道

西銘さんと中国とのそれのつながりをつけようとしたその

上原 いや︒

上原
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数十名くらいに増加しています︒﹂中国の国家経済委員会直轄下の

なる研修生の盛り上がりがあって︑年間︑留学生．研修生を三百

だと思います︒さらに︑当時は中国の経済建設の需要から︑さら

題の初期段階における困難を乗りきって︑やっと一息つけたあと

を決めてアメリカに迫るべぎだと思います﹂と私は彼に強く要望

ら︑各基地︑それぞれの返還後の具体的な活用目的︑返還時間等

このような経済的︑文化的に自立した沖縄建設計画があるのだか

な展望に立った場合︑沖縄が基地から脱出した後︑われわれには

って下さい﹂と当日の話は終わったが︑﹁最後に一言﹂ということ

した︒彼は﹁いろいろ考えていますよ﹂と言うので︑私は﹁頑張

で︑これに関連する普天間基地については︑﹁私はすでに︑宜野湾

鉄道部︑石油工業部︑郵電工業部︑電算機総公司︑軽工業部等︑
そういう機関から派遣されてくる研修生って言うのは︑相当な数

市長に協力している﹂と伝えた︒

その桃原市長と一緒に会ったというのは︑中

字に達していますからね︒だから︑おそらく西銘さんの最後ころ

桃原市長︵笑︶

と︑大田さんが知事になったころは︑沖縄に帰る時間が作れず︑

で話す機会があったので︑まず﹁あんたの基地反対闘争に対して︑

のですから︑休憩時間かなんかだったと思う︒幸いにも二人だけ

した︒お話が一段落したあとで︑彼のそばへ座る機会があったも

そのときに︑彼は沖縄の基地反対問題についての説明を始めま

ない︒いつ︑どのような事故が起こるか︑分からない︒だから︑

て聞いたら︑﹁市内には米軍の普天間飛行場があって危険でたまら

はない﹂というお話になって︑﹁どのような集め方をしますか﹂っ

ですね︒そのときに︑桃原さんは﹁人を集めなければ︑街の発展

新垣さんたちと一緒に行ったんです︒これは八一年か八二年ごろ

国大使館の教育担当参事官の誰だったか︑忘れたけれど︑彼ら連

ほとんど沖縄に帰っていないんですね︒だから︑東京で会ったの

敬意を表します﹂という挨拶から話を始め︑﹁たとえば︑基地反対

早く︑そのアメリカに早く解放してくれという要求をしているん

中と一緒に宜野湾市に行ったときに︑あっ︑留学生問題のあれで︑

闘争を進めるにあたって︑沖縄基地の返還スケジュール計画は︑

だ︒なかなか了解してくれない﹂と答えた︒﹁じゃあ︑期限をきっ

は知事就任間もなくだったと思うが︑その時が︑彼に初めて会っ

具体的にどのような進め方になっているかについて︑どうして︑

ていますか﹂って聞いたら︑市長曰く︑﹁いや︑そこまではやって

たのではないかと思うんです︒

今日の説明では聞けなかったんですか﹂ということで︑たとえば︑

いない﹂︒﹁あんた︑先ほど都市づくりはまず︑人を集めることか

対だから土地を返せと要求しても︑アメリカは簡単には応じない

ないくらいの行動派でして︑現場を見て帰って来ての座談会で︑

とで︑ジープに乗っけてくれて︑見てきたんだ︒市長は私に負け

一回見に行きましょうよ﹂︒﹁いや︑すぐ行きましょう﹂というこ

あんた︑わかんないですか？﹂﹁私が︑どういうところですか？

そらく返さないでしょう﹂と︒市長は﹁なんか返させるいい方法︑

を作ってだね︑街を賑わせてやる﹂と︒﹁これじゃ︑アメリカはお

か﹂って︑聞いたら︑﹁普天間を返還させて︑いっぱいそこに住宅

らということは︑具体的にどういう方法で︑人集めをするんです

沖縄の重要な軍事基地︑普天間とか︑⁝⁝大きな飛行場ですな︒

■大田知事に意見具申

あ︑嘉手納︒嘉手納飛行場︒﹁そういうような主な軍事基地

佐道嘉手納
上原

だろう︒だから︑基地返還闘争を進めるに当たっては︑反戦・平

地図を見ながら私は︑﹁ここならば︑日本の一番大きい大学の何倍

をいつどのような方法で返還してもらうのか︒ただ︑軍事基地反

和・県民の生命の安全の立場からの基地反対も必要だが︑長期的
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市長は︑ビックリしまして︒﹁しかし︑その大学はカネが要るから︒

世界最大級の国際大学を作ったら︑どうですか﹂って︑言ったら︑

くらいかの面積を確保できるような︑広いところじゃないすか︑

人と検討し︑その運動を起こすことを要求したが︑当時の﹁国際

た時に︑私は嘉手納空港のアジアのハブ空港への転換について二

ではない︒山城善光と桑江朝幸の家で何十年かぶりに三人が会っ

いかと相談した︒この﹁花道返還論﹂はその時︑突然︑考えたの

で︑アメリカ大統領に世界平和の立役者になってもらおうじゃな

世世市長はこういうことで︑それから︑随分︑長い間︑その実

カネが要るから﹂︑そして︑私は﹁カネよりも要るのは人材ですよ︒

現に向って努力したちしいんですよ︒で︑私が沖縄に行くたびご

情勢からするとあまりにも︑突飛過ぎるから︑キミ︑またアメリ

学なんかでも取り込んで︑ひとつ︑われわれは世界平和と人類の

とに︑一時間で良いから︑ちょっと顔出しなさい︑とか言って︑

人の頭なんですよ﹂と︒﹁じゃあ︑どうするか教えてくれ﹂って︑

文化︑学術の発展と繁栄のため︑普天間の跡利用に国際大学を作

継続して何回かその話やっている︒市長の友人の話によると︑桃

言うからね︒﹁いまのアメリカの状況からするっていうと︑アメリ

るこれこれの計画があると︑われわれはこういうような素晴らし

原市長は最後の段階では︑本格的に担当者を任命してだね︑﹁それ

カから弾圧されるぞ﹂と二人から批判されたことがあったが︑私

い土地を持っているにもかかわらず︑現在はアメリカの軍事基地

を進めつつあります﹂︑なんて言ってんだけれども︑現実には︑規

カの一番良い大学をね︑あんたが行って︑あるいは知事と一緒に

として︑使用しているので︑沖縄の健民かち恨まれるようになっ

模はそんな大きくなってなかったんでしょうね︒時代も段々不利

は山城︑桑江の意見も念頭におきながら︑桃原市長には何回かに

ている︒これは世界とアメリカの損失であると︒だから︑アメリ

な面が︑逐次増幅されたから︑実質的にはどの程度の具体的な行

行って﹂︒そんときはまだ︑そうだ︑西銘さんだったんだな︒﹁知

カに世界の平和のために︑世界の学術文化の発展のために︑こう

動を起こしたか︑多忙なため沖縄に行く機会がなく︑その後の具

分けて︑具体的に私の考えをお伝えしておいた︒

いうことで︑お願いに来たんだ﹂ということで︑話をまず︑その

体的な進行については不明である︒

事とあなたが一緒に︑アメリカに行ってその是非︑ハーバード大

話をだね︑ハーバード大学に行って話をして︑この了解と協力の

だから︑それを大田さんに私は︑﹁そういう例を私は︑すでに︑

下で︑それから︑国務省とかに乗り込みなさい︵笑︶．というよ
うな話をしたことがあるんです︒そのときに︑私は︑アメリカと

一つの地域の一つの市長が︑そういう関心を持つような状態なの

桃原市長に話をして︑桃原市長も大変興味を持っているのだから︑

必ず時間をきって話すこと︒そして︑この学校はいつまで

の交渉には︑事前に専門家と十分に検討して自分たちの素案を作
って︑

だから︑あんた︑基地反対闘争やりやすいですよ﹂と︒﹁だから︑

あんたが先頭に立って︑そういういついつまでに返せ︑これこれ

に︑作るんだと︒

そして︑この運動を今度︑知事を通じてだね︑嘉手納飛行場も

に使うということで︑具体的な行動計画で運動を進めたらどうか﹂

それには︑まず︑沖縄の自然環境が保養地として最適であるか

手伝いするために︑具体的に何かしなければならないと考えた︒

こういうことを言ておられたので︑私は知事の平和沖縄建設をお

と申し上げた︒そしたら︑大田知事は私も﹁考えていますよ﹂と︑

含めて︑民営化してね︑米国と日本の共同経営にもって行くんだ
っていうような形で︑話は大きく押していけば︑アメリカは世界
︑に対して︑われわれは世界の平和のために︑こういうような貢献
をするために︑止む得ずこの基地を平和利用に使うんだと︒

日本式の歌舞伎座におけるような﹁花道﹂を作ってあげ︑そこ
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や﹁国連﹂を冠した施設を誘致することなんです︒私はあらかじ

﹁国際健康センター﹂や﹁国連医学研究センター﹂など︑﹁国際﹂

かと提案した︒たとえば︑西洋医学と東洋医学の結合による︑

い︒米軍基地の撤去促進のために︑次ぎの事業を計画してはどう

を巻き込んだ支持を得られるだろうから︑アメリカも反対できな

保養と健康の基地に作り変えたらどうか︒そのためには世界人民

ら︑沖縄は軍事侵攻の基地ではなく︑平和な世界人民に開かれた

定入院患者が︑常時それは約仁万から三万人︑それから外来は一

そしたら︑そういうこともあるから︑大田さんに言ったのは︑固

そうだ︒それは︑私︑ある人を通じて︑調べてもらったんですよ︒

いから︑沖縄に行って︑療養したいという人は︑いっぱい︑いる

県の方からね︒特に︑寒いところの人たちは︑冬の間だけで心い

と︒まず︑患者を世界的に︑各国から集めたり︑また日本の各府

きに中国の友人連中の話ではね︑何艶名くらい医者が必要ですか

たとえば︑国際健康研究センターということになると︑そのと

どのくらい要るんだろうか︑いま︑日本の医療関係の諸規定に基

め︑中国の関係部門にこの計画を相談し︑協力を取り付けていた
次は﹁その実現に向かってお互いに業務分担をしよう︒まず︑

いて︒それから︑看護婦は患者百人に対して何名が必要なのか︑

万人ということになってくると︒ちょっと忘れたけれど︑医者は

沖縄の方の問題は︑あんたたち自身が︑それを国連への働きかけ︑

ということになると︑看護婦だけでも︑まず︑沖縄だけの看護婦

んです︒

それから︑沖縄地元の地ならし︑これはみんなあんたたちで︑や

す︒ただし︑担当事務官一人くらいは︑私と一緒に行かせてくだ

要な協力はいくらでもやるからということで︑話は通してありま

協力を依頼して︑何百人の医師︑漢方医の協力も可能だから︑必

すというような形でやったにしてもだね︑最初は困難だろうから︑

ゃないから︑名目は国連なんだが︑経費は実際には︑日本から出

それから︑建設費がそんなにも︑最初からいっぱいあるわけじ

学生でも連れてこないとい・けないんじゃないだろうかということ︒

だけではとても間に合わないような状態︒日本の方からも︑看護

さい︒私はその話と地ならしを始めておりますから﹂︑ということ

中国から来てもらう医者ば︑私は半ば冗談で中国の連中に︑中国

ってくださいよ︒中国側の方からは︑東洋医学研究所の責任者に

をまで言ったのに︑あの人︑私の考えていたのと違った︑計画を

は︑補償してあげるということなれば︑日本の方で一人の医者を

の現地の給料の倍くらいは︑まず与えて︑それから︑生活費だけ

しかし︑まあこの軍事基地を撤去させて︑世界の平和と健康の

雇うのに︑そのお金があったら︑中国から呼名から十五名連れて

立てて︑大きなあれをやったんだそうですね︒

ために︑医療関係機関設置の計画は︑実は一九八○年代の初めご

来られるから︒まず︑その経済負担は︑ずうっと減少する事がで

えて進めて行けば︑それもいいじゃないのかというようなことを

ろ︑もう西銘知事の時から提案したことだったが︑残念ながら沖

国際都市形成構想

言って︑大田知事とその友人にも文書にして出して︑けしかけた

きる︒そして︑中国の人たちも︑五年ないし十年後には︑みなの

佐道

そう︒だから︑その国際都市センターの計画を彼は進める︑

んだけども︒全然ダメでした︑うんともすんともないね︒

縄の事情で実現していないので︑大田知事なら別の道も開かれる

上原

佐道

努力でこんなに給料を増やしていけます︑という明確な目標を考

前の段階の話なんだけれどもね︒ということは︑私はその計画を

なことをされて方がいらっしゃいましたよね︒それから︑その方

のではないかと考えたが︑結果は何も得られなかった︒

彼らの資料をもらったし︑見たら︑これは私のよりか︑もっと空

西銘さんのときに︑先生とその西銘さんとつなぎ役のよう
想的だと︒現実的でない︒
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のほかに︑さっきから︑國場さんの名前が随分出てきてましたけ
やっぱり︑まだずっと︑先生とコンタクトをとられて

ども︑大田知事の時代には︑そづいった方々というのはどうなん
ですか？

時︑私は多忙でしばらく沖縄に帰ってないのも事実ですね︒

大田さんの段階になってからですが︑宮城なんとか言う人が︑
沖縄物産の⁝⁝

※沖縄県物産公社は一九九三年に設立︒宮城弘岩は︑ 同公社取締

おったわけですか？

上原

役専務だった︒

そう︑だから︑結局⁝⁝県知事は代わったから︑その人た

ちの中には︑県知事をうまく利用しようとした人たちはいたはず

弘岩さん︒宮城町岩

だから︑今度は︑大田には組みしていないですね︒しかし︑その
佐道

が︑沖縄の物産を持ってきて売るっていう計画をね︒だから︑そ

まま続いた人もいるかもしれないけれども︑結局︑少なくとも現

のときに私は︑何と何が可能性があるかということを言ったんだ

世子さん︒そうそう︒その方とは︑私の碑文谷の事務所で

しかし︑具体的な問題では︑その担当者が直接協力を求めると

よ︒いま︑沖縄から来ているアオサじゃなかったな︑糸みたいな

上原

か︑たとえば︑歴代宝案問題︑留学生問題等々︒しかし︑考えて

茶色のこのあれは？

知事に対して︑協力していた人たちは︑大田になってからは︑私

みると︑その頃は︑天安門事件の後遺症で︑留学生・研修生の管

モズクですか？

二︑三回会った覚えがありますね︒いつだつたかな？ 弘岩さん

理業務が︑多忙を極め︑私の沖縄に行くことが数年間︑停止状態

佐道

モズク1 モズクなども︑あっ︑そうか︑宮城さんのほか

に対しても︑そのようには関係は続いていないですね︒

だったのが主な原因だったと思う︒

上原

海産物？

佐道

にね︑あとで︑沖縄通関なんとか？ 会社があるんですか？ 沖

ただ︑たとえば︑実際にギ福建会館などが大田さんの時期

にできるわけですよね︒で︑西銘さんのときに︑先生にいろいろ

縄通関会社じゃなかった︑何だっけかな？

これは平良っていう

協力していただいて︑中国側と連絡したいと︑頼まれた方がいら

手伝いをしていたときの同じ仲間かどうかは分からないけども︑

人なんだけれども⁝⁝県で宮城さんと県の仕事の都合で︑物産の

動かなかったということになるわけですけれども︒今度は︑大田

その人たちが︑そのモズクなどをね︑中国に売り込むというよう

っしゃったわけですよね︒そのときに︑県の方が︑あまり大きく
知事の時代では︑県の方が動こうと思っていたわけですよね︒あ

な︒若いの︒この人が︑生のままで持って行くと大変だろうと︒

なことを︒そうか︑これは宮城さんでなかったな︒別の人だった

あ︑琉球会館の？

生ものは︒乾燥する方法を研究中だと︒

の︑考え方としては︒

上原

琉球会館の問題なども︒そうすると︑何らかの形で︑・たと

※上原信夫氏注・﹁沖縄通関︵株︶﹂平良哲雄︑九二年頃

いうと金儲けをすること︒︵上原氏が﹁惚惚﹂と書ぐ︶

そして︑彼が曰くだね︑中国ではね︑﹁ファーザイ﹂︵発財︶と

佐道

えば︑先生に協力を依頼するとかですね︑そういったことは︑大
田さんの時代にはなかったわけですか？

上原う一ん︑ないです︒もうすでに︑西銘さんの時代に地なら
しはできていたこと︒世論の動静はすでに︑できていたんだと︒
こういうふうに︑私は見ているんですけどもね︒それよりも︑当
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中国の髪菜は︑陸上の一種の菌類なんですけれどもね︒

佐道ああ︑発財
上原

玉那覇さんという人が浮かぶんですけども︒まさか︑

そういう人

一九六二年生まれ︒沖縄県もずく養殖業振興協議会

じゃないんですか？

※玉那覇靖︒

人々が言う﹁ファーザイ﹂と︑字は﹁髪菜﹂音は﹁発財﹂と同音︒

同音だから山海の別なく︑面白い考えだと私は励ました︒乾燥モ
幹事

た︒それは琉球ファーザイということでね︑持って行ったら売れ

眞板

間違いないですけど︒

佐道

香港に売り込みに行っていましたね︒

・

ますよ︑と言ったら︑大変喜んで︑実際︑それ︑やったと思うん

じゃあ︑ひょっとしたら︑そうかもしれないですね︒

っていた︒

聞いた︒中国の料理屋でも実際に料理させてみたこともあると言

※上原信夫氏注・香港︑広州︑上海にも行って調べてみたときに

いや︑それは︒その人たちはなんか⁝⁝

いまが︑三十代の後半

いくつぐらいめ方でした？

ズクというのは︑このモズクを乾燥したの︑彼が試験中だったも
のを見せたんですよ︒それは︑陸の﹁髪菜﹂に比べると︑ちょっ
と太すぎるんだけども︑中国の青海省あたりで採れるやつは︑も
っと細くて︑人の頭髪くらいに細いやつなんだ︒キノコ類の一種
みたいなもんですよ︒それを音がファーザイだから︑今日は特別
に﹁発財﹂料理を出しますって言うことは︑あんたのファーザイ
︵発財︶を祈ってというような縁起が良いとの意味に繋がるんです

よね︒そういう意味で使えるんじゃないかと︑彼らから聞いたも
んですからね︑これ︑面白い発想だと︒凄い︑素晴らしい発想だ

ですけれどもね︒その結果については︑後日︑香港と中国で試食

佐道

いや一︑でも︑一所懸命︑あっちこち売り歩いていたのは

会等で好評だったと聞いた︒

中国に売り込もうとか︑という人たちから︑先生にコンタクトが

いや︑同じつながりだったかどうか︑知らない

それは︑宮城さんではなくて︑別の方？

ま︑それと関係のある人かもしれないですね︒私が会って

佐道

上原別の人？

若い人ですか？

あったということですか？

じゃあ︑そういうふうに︑沖縄の物産なんかを︑たとえば︑

佐道

若い人です︒宮城さんも︑あのこ．ろ︑もう五十代だったで

佐道

上原

上原

そんなに昔の話ではないわけですね︒最近⁝⁝

えっ？

もうそれは︑大田知事の時代の話ですよね︒

佐道

ね︒

の原料のコンニャク粉の消費量は︑沖縄は相当高いんだそうです

れは随分︑古い話だけれども豆腐の原料である大豆とコンニャク

は中国の物産を沖縄に入れられないか︒これも話があったら︑こ

あ︑そうですが︒

そうです︒おそらく︑十数年以内の話じゃないですか︒

そう︒それと同じような︑ま︑類似しまずけれども︑今度

すかな︒

けれども︒

きた人は︑県の何かをやっていたかもしれないですな︒

上原

と︑私は褒めてあげてですね︒その後︑乾燥の方法をね︑成功し

上佐上
原道原

沖縄でモズクを一所懸命売っていたというと︑県庁にいた

佐上佐上佐
道原道原道
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とかは︑話があったものですから︑これには︑その︑先ほど言っ

と笑ったんですけれども︒ただし︑こんにゃくと︑大豆とか小豆

って行って︑はい︑持って来ましたじゃ︑一回で終わりですよ︑

やっぱり︑永久的に続くような取り引きなんだから︒密航船を持

ね︑働きかけによって︑それを勝ち取らなきゃいけませんよと︒

ら︑直接輸入はできないかと︒それは︑あんたたち︑行政面との

まどうなったか知らないけれども︑そういうものだけでも良いか

原料と言っても︑砕米っていうんですか︒粉米ですな︒これはい

その権利を日本政府に取り上げられたんだそうだ︒だが︑泡盛の

イ米を入れる権利をもっていたそうですね︒それが復帰と同時に

みるというと︑沖縄復帰の段階まで︑沖縄の米穀輸入業者は︑タ

など︒なぜ今ごろこういうような話がと思い︑その由来を聞いて

いうこと︒それから︑泡盛の原料のタイ米を輸入するということ

上原

ないですかね︒で︑．その人が仕切っているというので︑彼のとこ

上原

眞板

その弟が︑通関関係の貿易を仕切っているのがいたんじゃ

あ︑ターミナルの︑那覇ターミナルの中のみやげ物屋

すよ︒平良お土産店の弟︵平良哲雄︶︒

拍子にできたもんですから︑私はすぐに⁝⁝︒平良って言うんで

て沖縄からも来てくれ﹂と言ってだね︒話はそこまで︑とんとん

それぞれ各物産で定められた入札日があると︒その日程にあわせ

別に︑沖縄と台湾の枠をもうけるようよう要求したら︑﹁じゃあ︑

当地の担当者に対し︑沖縄と台湾の実情を伝え︑日本の商社とは

をしているんですね︒だったら︑じゃあ︑私は︑﹁調べてみよう﹂
ど言って︑早速中国各地のそれぞれ産地の実態調査をしたあと︑

も沖縄には回わす量は特に少なかった﹂と︒そういう惨めな経験

いくら分けますって︑言ったにもかかわらず︑小豆もコンニャク

入るのかどうか︑日本復帰後︑いろいろ日本の商社から︑いくら

研究するか﹂ど聞くと︑彼ら曰くね︑﹁本当にそのものが︑沖縄に

良く分からないけれども︒このコンニャク粉を輸入すると

たファーザイが一つのつながりかもしれないな︒そのときに私は︑

占的に仕切っているのは︑三つのなんとか協会があると︒それか

その人たちが次ぎ行ったときに調べたら︑日本のコンニャクを独

んたたちと︑一緒に儲けながら︑やれるじゃないですか﹂︒今度は︑

わざ香港経由でね︑損をしながら︑それを入れるより︑沖縄であ

縄で合弁会社を作ったらいいですよ︒そうするど︑台湾は︑わざ

と︒だから︑﹁あんたたちの方で︑調べてだね︑台湾と組んで︑沖

あんたたちで進めなさいと︒あんたたち︑中国の問題は︑入札で

体的に持って行き︑当事者で研究して話がまとまるようになれば︑

きるって︑約束したんだけれどもね︒そういう形で︑私は話を旦四

品でも︑製品でも構わないと︒一万トンでも二万トンでも提供で

れど︒中国産地の担当者は︑どういう形のもので︑どういう半製

クの産地はずうっと西南地方の奥地だから︑少量のサンプルだけ

と小豆及びコンニャクのサンプルを届けた︒それから︑コンニャ

ろへ話を持って行った︒そのとき︑私は中国産地でもらった大豆

ら小豆なんて︑特定の商社しか取り扱えないという報告だったの

あんたたちが︑行かれるんなら︑私は︑仕事のひと段落つけて︑

﹁だったら︑沖縄が必要とするものは︑台湾も必要としていますよ﹂

で︑私は彼らに対し︑﹁それでもいいから︑もしかりに︑あなたた

そして︑沖縄の必要量を残して︑台湾に持って行ったらいいじゃ

から︑台湾の必需とする分も入れて︑琉台合弁会社が対応する︒

問題がありますと︒いっぱい︑ありますということで︑実は私に

本政府の関係法規や手続き上の問題等で︑いろいろ大変な難しい

あんたたちで︑あとはやんなさい︒その後︑彼らで調べたら︑．日

一緒に同行してあげるからと︒私の任務はそれで終わりだから︑

ないか﹂と申し立てたら沖縄の人たちは︑．﹁これは︑少し面白い﹂

その話を持ちかけてきて︑沖縄経済の発展に協力して下さいと︑

ちが台湾と合弁会社を作ったらね︑私が中国と話をつけて︑中国

って言うもんだから︑﹁あんたたち︑合弁会社作る可能性について
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縄地元での動きが︑だんだんと尻つぼみになって行った︒日本の

のつながりは︑私が一切手伝ってあげると︑激励したのだが︑沖

うすれば︑国際貿易会社だから︑十分に可能性があるし︑中国と

玉台と中国の合弁会社設立を急ぎ︑本社は沖縄に置くべきだ︒そ

けしかけた人たちは︑びびりだしたようだ︒そこで︑私は再度︑

て︑あれですね︒

佐道

府と縁切りみたいな段階がありますね︒

だけれども︑大田知事がなんか︑基地問題に対する最後の日本政

気心は通じているのだなと思った︒ただ︑ずうっと後のことなん

早稲田だから﹂︑というような形で対応をするから︑じゃあ︑結構︑

上原

いや︑全然見ていない︒

なった？・

佐道

見ていない？

談したのです︒そのときに︑もとの？ 茨城出身の官房長官は何

だったか忘れたけど︑極めて短い時間だが︑幸一郎や何名かと雑

上原

佐道

上原

そのときに︑たまたま私は沖縄に行ったときに︑誰と一緒

はい︑はい︒

それはあれですか︒海上基地の問題ですか？

海上ヘリポート基地のやつですね︒県内移設を認めないっ

大手貿易会社の圧力に沖縄の小商人は屈したのだろう︒

佐道

そのころになるって言うと︑私自身が非常に忙しくつて︒

までも第三者的な立場から︑情報の提供者という形での役割しか

と︑ケチのつけ方はしないから︒ずうっと︑そういう形で︑あく

いうことだから︑人が動き出して︑やっているのをああだこうだ

つていうね︒裏切られたっていったようなことを言っていますが︑

たあれだけれども︑梶山さんが︑大田知事には百年の恋も冷めた

上原

眞板

梶山さんが︑たまたまその日︑私が飛行機で朝刊紙上で見

梶山静六さん︒

先生は︑大田さんの時に出来上がった︑福建会館はご覧に

上原

て言いましたかな？

果たさなかった︒私は実際に沖縄に居て︑そして︑具体的なそう

いったいどうなんだと聞いたらね︒やっぱり︑大田さんはがそう

し

私としては︑県が直接動けば︑沖縄の人たちが動き出せばよいと

いう問題に手をつけたりしていたならば︑直接中に入り込んで︑

眞板

いやいや違う︒梶山さんの意見が︑新聞に載った︒私はた

梶山さんに直接お話なさったんですか？

いう点があるからと言って︑彼らはまともに批判したんですよね︒

だこうだ言っても︑どうしょうもないですから︒こうなら︑こう

上原

一緒にもやれるけれども︑中に入れないようなね︑人間が︑ああ
どうですかと言うことでやって来た︒

またまその沖縄に行ったときに︑新聞でそれは見たよ︒その梶山

なことをおっしゃるんだけれども︑よっぽど︑あつあつの恋仲で︑

その大田さんとか︑あるいは大田さん周辺の方とかは︑あ

これまでは相当うまくいっていたんですか﹂︑って聞いたら︑﹁い

佐道

上原

や︑そうじやない﹂ということで︑彼は大田を批判したんだよと︒

さゐがそう言ったという記事をね︒だから︑﹁梶山さんたちからみ

るとですね︒まず︑大田の基地反対に対して︑私は全面的に賛同

その彼というのは誰ですか？

んまりもう︑九〇年代の先生も︑お忙しいし︑お会いになったり︑

でした︒ただし︑その進め方にどうかなアと思う点があったので︑

佐道

あの︑國場幸一郎とその数人だったが︑誰だったか思い出

れば︑大田さんに対して︑百年の恋も冷めてしまったというよう

それに対して︑國場幸一郎たちと会ったとき︑彼らは知事を結構︑

上原

いろいろすることはなかった？

褒めたり︑あるいは︑土建屋としての立場から批判したりするわ

せないですね︒で︑私はそこで︑﹁結局︑沖縄の小さな百万そこそ

そうですね︒大田さんの場合は︑むしろ私の思い出からす

けでね︒﹁あなたは知事に近いのか﹂って言ったら﹁︑いや︑私︑
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なことをやって︑一握りしかない︑その沖縄住民を二つにも三つ

この人口に満たないようなところで︑住民投票とか︑というよう

で︑福建の友好会館か︑それを造るときは︑もう既に動き出して

いう戦い方を組んだ方がいいですよということを助言七た︒それ

えたから︑私はそれなりに評価して︑彼に対して︑じゃあ︑こう

彼がなぜか︑一年半くらい前︑中野で沖縄関係の問題で講演会が

にも分裂させてだね︑繋争わさせるというのは︑指導者としての
いました︒そのときのあれから︑見るというと︑大田に対する批

あったときに︑講演終了後︑彼にお会いしたら︑﹁上原さん︑私は

いるんだから︑彼に特別に言う必要はないからだったと思うが︑

判っていうのは︑まともに聞いたら︑不遜だけれども︑あんたが

福州で友好会館造りました﹂︒ということをなぜ挨拶したか︑とい

組織能力がないからだ﹂ってやったらね︒﹁そうだ﹂とうなずいて

言うには︑大田と皆野幸一郎はあまり仲良ぐなかったということ︑
それは利害関係で

私が︑友好会館について︑ずいぶん早くから︑外部から協力した

めて︑あるいはその周辺の國場幸一郎やその他の財界人も含めて︑

う問題︒それは︑おそらく︑それについては︑県庁の担当者も含

私がですか？

利害閑係ね︒政治家は政治の立場があり︑事

︑

紅板

なるほど1

こういうときに感じましたね︒

上原

象がなければ︑﹁私は福建で友好会館を造りましたよ﹂とわざわざ

んだというようなことを言ったのかどうか︑そういうあれが︑印

結びついていたんじゃないかと︒

業家はそろばん勘定が成り立たないといけませんからね︒
．眞板

言わなかったはずだと思うんだけどね︒私は彼の丁寧な挨拶を聞

あ︑そうか︒そういうことで︑私も帰国して以来︑いろい

上原

上原

福建の沖縄友好会館については︑主に吉元政矩さんが︑大

ないですね︒吉元さんとは︒

■沖縄歴代宝案の収集に尽力

れたとか︑というようなことはございましたか？

われているんですが︑吉元さんから先生に対して︑ご助言を仰が

田県政のころの副知事ですけれども︑彼が担当したと県内では言

眞板

感動しました︒一︑一〇〇三年の春だったと思う︒

きながら︑﹁琉球人ですからね﹂と答えると同時に︑その実直さに

西銘さんと大田さんと今の稲嶺さんと︒私として︑

ろな形で︑三代の知事と関係をいろいろ私も経験しているわけで
すな︵笑︶

一番近親感があったのは西銘さん︒ということは︑敗戦直後の困

そのくらいだから︑終戦直後︑彼も非常に元気に︑戦後復

そうです︒

難な時代︑年齢は︑私より︑二つか三つ上ですな︒彼は？
眞板

上原

興に情熱を持っていた︒そのほか︑船越さんとかね︑あの連中︑
情報課長ですよね︒船越尚武さん︒

彼は民政府だったと思ったら︑民政府には⁝⁝
眞板

そうだったかね︒でもね︑五年忌に私が脱出するまでに何

私は県庁でですね︑大田知事と会ったのは︑一回だけかな？

上原

回も会って︑そんなに長い時間じゃないけれども︑なんか話し合

二回だったかな？ なんかの都合で︑あっ︑⁝⁝山城善光さんと

大講演会やろうじゃないか﹂というようなことを言っていたとこ

っ張り出すために︑オイッ1 信夫︑明日知事を引っ張り出して︑

時に︑お見舞いに行ったら︑山城は﹁ウチナーンチュの元気を引

一緒に一回会っていますね︒ということは︑彼が病気で寝ている

いをやったりした覚えがある︒私が帰国して沖縄に行ったおり︑
顔見て︑はっと︑すぐ思い出したもの︒彼も︑おおって挨拶した
くらいだから︒だから︑近親感があるんだけれども︑大田さんっ
ていう方は︑実際は︑私はまったく知らなかった︒彼が知事にな
って初めて会って︑そして︑非常に穿つぼく︑基地反対問題を訴
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いるかということを聞いてみた︒﹁この人は︑じゃあ︑県から派遣

きに︒﹁こうこうして沖縄は中国に連絡をして︑歴代宝案のそれを

されたのか﹂︑﹁いや︑個人である﹂と︑﹁国家的重要文物に対する

手に入れたいと努力しているんだが︑とても難しいので︑何とか

ないですね︒ただし︑県の物産関係の方が何組か上京して来られ

ろを見ると︑彼はまだ私が帰ってきて︑彼が元気な頃だから大田

たときは︑中国経済の動向や対日関係及び中国政治・社会問題だ

要求を個人がやったんじゃダメですよ﹂と︒﹁沖縄の県知事から︑

協力して下さい﹂というので︑では︑私は現在どのように進めて

けでなく︑台湾問題にも触れていたから︑当然︑琉球会館の建設

ちゃんと︑琉球の﹃歴代宝案﹄が中国北京の国家梢案館にあると

が知事になってしばらくしてだと思うんだ︒一回会っていますね︒

などにも話は及んだでしょうが︑当時︑私は多くの人々に︑中琉

いうことを聞いているんだが︑われわれ沖縄に対して︑これをマ

県庁で︒そのときどういうことを話したか︑ちょっと思い浮かば

貿易では福建は経由地の一部分で︑交易の拠点は北京にすべきこ

イクロフィルムにプリントできないだろうか︑ということを︑一

応︑知事の名において︑沖縄県の名において︑要求を出して下さ

とを説明していたので︑みなさんはもう私の考えがお分かりにな
っているものと思っていた︒

戦争で焼けてなくなったものですから︑それをその沖縄の人たち

れた︒沖縄では戦前から﹃宝案﹄として大事に保管されていたが︑

この人が︑﹃琉球歴代甘薯﹄について協力してくれと上京して来ら

についてですね︒これをやっていたのが︑名嘉正八郎っていう︒

になっていたと思うけど⁝⁝沖縄と中国との関係のある歴代書案

沖縄の歴代宝案についての︑⁝名嘉さんという方が専従者の一人

と相談して︑﹁何日の何時にまでに来てくださいと︑時間はとって

使館の者に聞いてみるから﹂ということで︑翌日︑大使館の大使

た﹂というから︑﹁じゃあ︑いつ東京においでになりますかと︑大

と︒それで︑私は彼から︑﹁じゃあこういうふうに︑準備できまし

歴代宝案を是非われわれが利用できるようにご協力お願いします

ったら︑彼が知事の名前で書いたお願いっていうのがありますね︒

使とあんたたち沖縄県の代表を会わせましょう﹂ということでや

が︑決まったら︑私から︑直ぐに中国大使館に連絡をとって︑大

い﹂と助言した︒で︑﹁責任者は誰がやるかを決めてくれと︒それ

は︑中国に原本があるということを知っていて︑ずいぶん︑長い

大田さんと二回目か三回目に会ったのはね︑﹃沖縄歴代宝達﹄︒

間働きかけたらしいんですよ︒中国側に︒そして︑中国の北京の

けれども︑﹁どうぞ︑じゃあ代表団来て下さい﹂ということで︑非

おきます﹂ということで︑約束をとった︒来てもらって︑一緒に

常にとんとん拍子に話は進んで︑あのマイクロフィルムっていう

歴史梢案館︑その日本で言いますと︑国立公文書館みたいなもの

ってもできないからだと思うんだけれども︑名嘉さんっていう方

んですか？ そういうので︑撮ったりして︑沖縄が必要とするす

大使に会わせて︑お願いして︑中国に協力してもらおうという約

が︑県の方から︑担当者になっているわけですね︒それで︑聞い

べてをぜんぶ︑手に入れた︒そして︑この問題解決したときには︑

があってね︑そこに︑沖縄の人が行って︑いろいろ中国のものを

忘れてしまったけれど⁝⁝

束をまず大使を通じて︑大使から直接しかるべき中国の機関に対

たんだけどな︑何さんだった か な ？

彼は︑その北京から帰ってくるときには︑日本公文書館の館長︑

調べたりしているんだけれども︑なかなか現物を見ることはでき

琉大の歴史関係者で︑ちょっと名前忘れましたけれど︒そういう

何て言ったかな？ 忘れた︒いわゆる豪傑な方なんだな︒その方

して︑その書類を出した︒そして︑ひと月以内だったと思うんだ

人たちも含めて︑私が沖縄に行ったときに⁝⁝︑いや︑そうじや

ないということで︑それで︑その人を通じて︑いろいろな手を打

ない︒私の事務所に来たんだ︒目黒の碑文谷に事務所があったと
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宮城悦二郎じゃなくてですか︒その前ですか︒

事と会った︒そのときは︑大田さんと中国の代表団を交えての挨

て下さい﹂︑ということで︑私は遅れて行って︑県庁で︑大田県知

ことで︑﹁代表団と一緒の飛行機には乗れないが︑次の飛行機で来

彼も努力してくれてね︒その航空券がうまくいかなかったという

きましょうということで︑私も最大限協力したら︑そのように︑

団が来たら︑じゃあ︑飛行場へ一緒に迎えに行くから︑一緒に行．

答辞の人たちは言葉の問題もあるから︑不便であるならば︑代表

報告しますから﹂ということだったんでね︒私はそのとき︑ただ︑

非沖縄に迎えて︑知事に先生のお陰で︑︑こうこうであったと︑私︑

んはかねてから︑﹁中国代表団が来日したら︑先生・︵上原氏︶を是

館館長の盛大な歓迎があって明日代表団は沖縄に向つた︒名嘉さ

のマイクロフィルムを持参した︒代表団の東京滞在中に国立公文

中国国家翌翌室館長を団長とする代表団数人が︑﹃沖縄歴代悔津﹄

館長の面白い話は︑大変参考になった︒その後︑時間は忘れたが︑

私も名嘉さんに誘われて茜ご一緒したことがあった︒そのときの

になった旨を国立公文書館の館長さんに報告に行くというので︑

らいは会っていますね︒

上原

佐道

大きな声を出したら︑あとで︑大変喜んで︑挨拶してくれました

佐道

あんたみたいな人を引きずり降ろさなきゃいけなかったのか︒

い︑大田さんの名助手であった︑副知事であったのに︑どうして

疑応答があって︑私はあんたのお話をお聞く限り︑大変素晴らし

題についての講演をした︒そ七て︑私は彼の話を聞いた後で︑質

とで呼ばれて行ってみたら︑彼︵吉元︶が来ていた︒彼が沖縄問

て︑行ってみたら︑沖縄から︑こういう人が来るから︑というこ

ちが︑何とか国民会議っていうのがある︒その会合に私︑呼ばれ

いから︑これが最初だったと思うのは︑元総評議長の三枝さんた

上原

佐道

そうですが︒

ね︵笑︶

上原

それが︑初めてだったんですね︒その後︑なんかで一回く

吉元さんとはね︒彼と会ったのはね︒前に会った覚えがな

吉元さんとは︑もうほとんどお目にかかったことはない？

九四

東門さん︒その方と会って︑一緒に写真を撮ったりしたこ

眞板

いや︑沖縄でなく東京の

※東門美津子は︑一九四二年十一月生まれ︒大田県政下で︑

上原

上原
竹橋にある︒公文書館の方ですね︒

年から九八年度で副知事︒二〇〇〇年の衆院選で初当選︒

も含めて︑⁝⁝︵※上原信夫氏注・小玉正任氏︶

佐道
そ覧つです︒国立公文書館の館長さんに︑名嘉正八郎さんはA

拶といいますか︑初めてやった︒で︑そういうこともあって︑あ

佐道

ともありまずけれど︒そういうぐらいのものかな？

上原

とは︑沖縄にたとえば︑福建省の代表団が来たとか︑というとき

りがとうございました︒だいたい︑今回︑今日の目的にしていた

中国から﹃沖縄歴代三三﹄のマイクロフィルムをいただけるよう

には︑一回くらいですかね︑あの青年連合会の会長が来日した時

ことは︑お話伺えたと思います︒どうもありがとうございました︒

︵了︶

だいたい︑もう二時間以上また例によってお伺いして︑あ

もったいないと︒沖縄の関係者︑けしからん1 私が大変

︵笑︶

には︑連合会長から沖縄まで一緒に行ってくれという要求もあっ
たもんだから︑一緒に沖縄に行ったら︑県知事は︑そのときは︑
東門さん？

大田さんはいなくて︑女の副知事︑何て言ったかな？
眞板
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