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上原正稔（しょうねん）　ドキュメンタリー作家

人間の尊厳を取り戻す時

－誰も語れない“集団自殺”の真実－

　はじめに－ぼくはこの二十数年、戦争を「人間が試される究極の舞台」として物語を書き、

読者に伝えてきた。だから、反戦作家ではない。それどころか、ぼくは戦争の物語から「人間

とは何か、そして自分とは何か」知ろうとしてきた。そして人間について多くのことを学ん

だ。

　人はよく戦争とは醜いものだと言う。だが、ぼくは最も醜いはずの戦争の中に最も美しい

人間の物語を発見し、それを読者に紹介してきた。暗黒の世界に一条の光が差し込むと、そ

の希望の光は真夏の太陽よりも眩しいものだ。米須精一、グレン・ネルソン、グレン・スロ

ーターの三人組が洞窟に隠れている住民数千人を救出した話、轟の壕で玉城朝子さんとい

美しい女性が数百人の住民と兵士を説得し、投降させた話など例を挙げればキリがない。ぼ

くは数々の戦争の物語を伝えてきたが、まだ伝えていない大切な物語がある。それは慶良間

の“集団自殺”の話だ。そこには誰も語らない、語れない物語がある。そこには、“希望の

光”が残されているのだろうか。

慶良間の“集団自決”をめぐる論争

　今、沖縄では沖縄タイムスと琉球新報が「慶良間の集団自決は軍命令によるものだ」とい

うキャンペーンを張り、ほとんどの読者は「赤松と梅澤が自決を命令した」と思い込んで「安

心」している。この問題は、渡嘉敷の海上挺進第三戦隊長であった故赤松嘉次さんの弟、秀一

さんと座間味の海上挺進第一戦隊長であった梅澤裕さんが「自決命令を出していない」とし

て、その名誉を傷つけたとする「沖縄ノート」の著者大江健三郎さんと出版社の岩波書店を

訴えたことに起因する。だが、その真の原因は五十年間のロングセラーを続けている沖縄タ

イムスの『鉄の暴風』に在ることは誰の目にも明らかだ。

　一九五〇年沖縄タイムス、後に朝日新聞は『鉄の暴風』を発刊した。この本によって「赤松

大尉と梅澤少佐は集団自決を命令した極悪人」であることが「暴露」され、そのイメージが定

着した。一九七〇年、曽野綾子さんが赤松さんら第三戦隊の隊員らに取材し、現地調査を行

い、『ある神話の背景』を著（あらわ）し、「赤松嘉次さんは集団自決を命令していない」と発

表した。だが、沖縄の人々が曽野綾子さんの真実の言葉に耳を傾けることはなかった。ぼく

もその一人だった。ちょうど、孵化したばかりの雁の雛が、最初に目にした動物を母親だと

思って、ついて行くように、若い頃植え付けられた先入観を払拭することは困難なのだ。

－神もおののく集団自殺

　ぼくは一九八五年、タイムス紙上でアメリカ第１０軍のＧ２情報部のＧ２サマリーを中

心にした「沖縄戦日誌」を連載し、その中でニューヨーク・タイムズの報道する渡嘉敷住民

の“集団自殺”を発表した。その要旨は次のようなものだった。

　－神もおののく集団自殺－三月二十九日発。昨夜我々第７７師団の隊員は、渡嘉敷の険し

い山道を島の北端まで登りつめ、一晩そこで野営することにした。その時、一マイルほど離
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れた山地から恐ろしいうめき声が聞こえてきた。手榴弾が七、八発爆発した。偵察に出よう

とすると闇の中から狙い撃ちにされ、仲間の兵士が一人射殺され、一人は傷を負った。我々

は朝まで待つことにした。その間、人間とは思えない声と手榴弾の爆発が続いた。ようやく

朝方になり、小川に近い狭い谷間に入った。何ということだろう。そこは死者と死を急ぐ者

たちの修羅場だった。この世で目にした最も痛ましい光景だった。ただ聞こえてくるのは瀕

死の子供たちの泣き声だけだった。そこには二百人ほどの人がいた。（注：第７７師団Ｇ２

リポートは二百五十人と記録している。）そのうちおよそ百五十人が死に、死亡者の中に六

人の日本兵（※）がいた。死体は三つの小山の上に束になって転がっていた。およそ四十人

は手榴弾で死んだと思われる。周囲には不発弾が散乱していた。木の根元には、首を絞めら

れ死んでいる一家族が毛布に包まれ転がっていた。母親だと思われる三十五歳ほどの女性

は、紐の端を木にくくりつけ、一方の端を自分の首に巻き、前かがみになって死んでいた。自

分で自分の首を絞め殺すことは全く信じられない。小さな少年が後頭部をＶ字型にざっく

りと割れたまま歩いていた。軍医は助かる見込みのない者にモルヒネを注射し、痛みを和ら

げてやった。全部で七十人の生存者がいたが、みんな負傷していた。生き残った人々はアメ

リカ兵から食事を施されたり、医療救護を受けたりすると、驚きの目で感謝を示し、何度も

頭を下げた。「鬼畜米英の手にかかかるよりも自らの死を選べ」とする日本の思想が間違っ

ていたことに今、気づいたのだろう。自殺行為を指揮した指導者への怒りが生まれた。数人

の生存者が一緒に食事をしているところに生き残りの日本兵（※）が割り込んできた時、

彼らは日本兵に向かって激しい罵声を浴びせ、殴りかかろうとしたので、アメリカ兵が保護

してやった。なんとも哀れだったのは、自分の子供たちを殺し、自らは生き残った父母らで

ある。彼らは後悔の念から、泣き崩れた。－以上が一九四五年四月二日のニューヨーク・タ

イムズが報じた渡嘉敷住民の集団自殺の要旨だ。だが、ぼくはこの記事を公表した時点で気

付かなかったが、※印を附した日本兵とは実は防衛隊員であったことを知ったのは一九九

五年春と夏に渡嘉敷島に渡って現場調査をした時だった。アメリカ兵には日本兵と防衛隊

員の区別がつかなかったのだ。その前年の一九九四年、ぼくは戦後五十周年に沖縄を訪れる

アメリカ人遺族関係者を迎えるため「おきなわプラス５０市民の会」を組織し、その活動の

中でデイブ・ダーベンポートさんから渡嘉敷の「集団自殺」を目撃したグレン・シアレス伍

長の手記を入手した。それは衝撃的なものだった。一九九六年六月、ぼくはそれを「沖縄戦シ

ョウダウン」と題して琉球新報紙上で発表した。その一部を次に紹介しよう。

－一九四五年四月二十七日夜明け、俺たちは渡嘉敷の最南端の浜に上陸し、山の小道を登

る途中で三人の日本兵を射殺し、目的地に着くと信号弾を打ち上げ、味方の艦隊の砲撃が始

まった。「山を下りて阿波連の村を確保せよ」との命令を受けた。その途中、小川に出くわし

た。川は干上がり、広さ十メートル、深さ三メートルほどの川底のくぼみに大勢の住民が群

がっている。俺たちの姿を見るや、住民の中で手榴弾が爆発し、悲鳴と叫び声が谷間に響い

た。想像を絶する惨劇が繰り広げられた。大人と子供、合わせて百人以上の住民が互いに殺

し合い、あるいは自殺した。俺たちに強姦され、虐殺されるものと狂信し、俺たちの姿を見た
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とたん、惨劇が始まったのだ。年配の男たちが小っちゃな少年と少女の喉を切っている。俺

たちは「やめろ、やめろ、子供を殺すな」と大声で叫んだが、何の効果もない。俺たちはナイフ

を手にしている大人たちを撃ち始めたが、逆効果だった。狂乱地獄となり、数十個の手榴弾

が次々、爆発し、破片がピュンピュン飛んでくるのでこちらの身も危ない。全く手がつけら

れない。「勝手にしやがれ」とばかり、俺たちはやむなく退却し、事態が収まるのを待った。医

療班がかけつけ、全力を尽くして生き残った者を手当したが、既に手遅れで、ほとんどが絶

命した。－

この阿波連のウフガー上流の集団自殺については、今進行中の「集団自決裁判」でも表に

出たことがなく、タイムスも新報も全く触れていない。だが、第三戦隊陣中日誌は記す。「三

月二十九日－悪夢のごとき様相が白日眼前に晒された。昨夜より自決したる者約二百名

（阿波連においても百数十名自決、後判明）」。グレン・シアレスさんの手記を見事に裏付

けている。

現地調査で知った意外な事実

　一九九五年夏、ぼくは渡嘉敷の金城武徳さんに案内され、島の最北端「恩納ガーラ」に向か

った。だが、金城さんは、ここは恩納ガーラではなくウァーラヌフールモーで第一玉砕場と

呼ばれていると説明した。ぼくは『鉄の暴風』で植え付けられた自分の思い込みに呆れたが、

さらに驚いたことに、金城さんと大城良平さんは「赤松隊長は集団自決を命令していない。

それどころか、村の人たちから感謝されている。」と言うのだ。そこで『鉄の暴風』で隊長の自

決命令を伝えたとされている比嘉（旧姓安里）喜順さんに会って事件を聞くと「私は自決

命令を伝えたことはない。赤松さんが自決命令を出したとする『鉄の暴風』は嘘ばかりです。

世間の誤解を解いて下さい。」と言う。知念朝睦さんに電話すると、「赤松さんは自決命令を

出していない。私は副官として隊長の側にいて、隊長をよく知っている。尊敬している。嘘の

報道をしている新聞や書物は読む気もしない。赤松さんが気の毒だ」と言う。これは全てを

白紙に戻して調査せねばならない、と決意した。渡嘉敷村史、沖縄県史など様々の証言を徹

底的に検証した結果、次のような住民の動きが浮上した。－三月二十七日、村の防衛召集兵

は前夜から「敵が上陸して危険だから恩納ガーラに移動せよ」と各地の避難壕を走り回った

渡嘉敷村落の西側の避難場所恩納ガーラには古波蔵村長ら村の有力者をはじめ数百人が集

まった。（前年の村の人口は一四四七人であることに注意。）そこで古波蔵村長、真喜屋前

校長、徳平郵便局長ら村の有力者会議が開かれ、「玉砕のほかはない」と皆、賛成し玉砕が決

められた。一方、赴任したばかりの安里巡査は村民をどのように避難誘導しようかと考え、

軍と相談しようと思い、赤松隊長に会いに行った。安里巡査が赤松隊長に会うのはこれが最

初だった。赤松隊長は「私達も今から陣地構築を始めるところだから、部隊の邪魔にならな

い場所に避難し、しばらく情勢を見ていてはどうか」と助言した。安里巡査は古波蔵村長ら

村の有力者にそのように報告した。ところが防衛隊員の中には既に妻子を殺した者がいて、

「このまま敵の手にかかるよりも潔（いさぎよ）く自分達の手で家族一緒に死んだ方がい

い」と言い出して、先に述べたように村の有力者たちは集まって玉砕を決行しようというこ
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とになった。防衛隊員も住民も既に平常心を失っていた。早まるな、という安里巡査に耳を

傾ける者はいなかった。防衛隊員らは「赤松隊長の命令で、村民は全員、陣地裏側のウァーラ

ヌフールモーに集まれ。そこで玉砕する」とふれ回った。住民は皆、死ぬことに疑問はなかっ

た。ウァーラヌフールモーを埋め尽くした住民と防衛隊員は黙々と「その時」を待っていた。

防衛隊員から手榴弾が手渡された。天皇陛下のために死ぬ、国のために死ぬのだ。砲弾を雨

あられと降らしている恐ろしい鬼畜は今にもここにやってくるのだ。夕刻、古波蔵村長が立

ち上がり、宮城遥拝の儀式を始めた。村長は北に向かって一礼し、「これから天皇陛下のため

御国のため、潔く死のう」と演説し、「天皇陛下万歳」と叫んだ。皆もそれに続いて両手を挙げ

て斉唱した。村長は手本を見せようと、手榴弾のピンを外したが爆発しない。石に叩きつけ

ても爆発しない。見かねた真喜屋校長が「それでは私が模範を見せよう」と手榴弾のピンを

抜くと爆発し、その身体が吹き飛んだ。狂乱した住民は我も我もと手榴弾のピンを抜いた。

だが、不発弾が多く、爆発しないのが多い。「本部から機関銃を借りて、皆を撃ち殺そう」と防

衛隊員の誰かが言った。村長は「よし、そうしよう。みんなついてきなさい。」と先頭に立って、

三百メートルほど南に構築中の部隊本部壕に向かった。住民はワァーと叫んで陣地になだ

れ込んだ。その時、アメリカ軍の砲弾が近くに落ち、住民はいよいよ大混乱に陥った。本部陣

地では仰天した兵士らが「来るな、帰れ」と叫ぶ。「兵隊さん、殺して下さい」と懇願する少女

もいる。赤松戦隊長は防衛隊に命じ、事態を収めた。住民らはスゴスゴと二手に分かれて退

散した。だが、午後八時過ぎ、ウァーラヌフールモー（第一玉砕場）に戻った住民らは「神も

おののく集団自殺」を続行し、陣地東の谷間（第二玉砕場）に向かった金城武徳さんらは生

き残った。そこでは、“玉砕”はなかったからだ。玉砕は既に終わっていたのだ。陣中日誌は

記す。「三月二十八日午後八時過ぎから小雨の中敵弾激しく住民の叫び声阿修羅の如く陣地

後方において自決し始めたる模様。（中略）三月二十九日、首を縛った者、手榴弾で一団と

なって爆死したる者、棒で頭を打ち合った者、刃物で首を切断したる者、戦いとは言え、言葉

に表し尽くしえない情景であった。」

　一九九五年取材した元防衛隊員の大城良平さんは語った。「赤松隊長は、村の指導者が住

民を殺すので、機関銃を貸してくれ、と頼んできたが断った、と話してくれた。赤松隊長は少

ない食料の半分を住民に分けてくれたのです。立派な方です。村の人で赤松さんのことを悪

く言う者はいないでしょう。」

　同じく比嘉喜順さんは語った。「赤松さんは人間の鑑（かがみ）です。渡嘉敷の住民のた

めに泥をかぶり、一切、弁明することなく、この世を去ったのです。家族のためにも本当のこ

とを世間に知らせて下さい。」

　ぼくはこの時点で「赤松さんは集団自決を命令していない」と確信した。だが、大きな謎が

残った。なぜ、渡嘉敷の人たちは公（おおやけ）に『鉄の暴風』を非難し、赤松さんの汚名を

雪（すす）ごうとしないのだろうか。その答えは突然やってきた。

パンドラの箱を開けた宮城晴美さん

　一九九五年六月下旬、沖縄タイムスの文化欄に座間味出身の宮城晴美さんが「母の遺言－
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切り取られた“自決命令”」を発表した。凄まじい衝撃波が走った。座間味村女子青年団長

であった晴美さんの母初枝さんは、戦後、『家の光』誌で「住民は男女を問わず、軍の戦闘に協

力し、老人、子供は村の忠魂碑前に集合して玉砕すべし、との命令が梅澤裕隊長から出され

た」と記していたが、その部分は“嘘”だった、というのだ。「母はどうして座間味の“集団

自決”が隊長命令だと書かねばならなかったのか」晴美さんは説明している。

　－一九四五年三月二十五日。その夜、初枝さんに「住民は忠魂碑の前に集まれ」と伝令の声

が届いた。初枝さんはその伝令を含め、島の有力者四人と共に梅澤隊長に面会した。意味も

わからぬまま、四人に従っていったのだ。有力者の一人が梅澤隊長に申し入れたことは、「最

後の時がきた。若者たちは軍に協力させ、老人と子供たちは軍の足手まといにならぬよう忠

魂碑の前で玉砕させたい」というものだった。初枝さんは息も詰まらんばかりのショックを

受けていた。隊長に“玉砕”の申し入れを断られた五人はそのまま引き返した。初枝さんを

除いて四人はその後自決した。－

　梅澤さんはこの場面について大城将保さんへの手紙（一九八六年三月の沖縄資料編集所

紀要）の中で次のように記している。「二十五日夜十時頃、戦備に忙殺されていた本部壕へ

村の幹部が来訪してきた。助役宮里盛秀氏、収入役宮平正次郎氏、校長玉城政助氏、吏員宮平

恵達氏および女子青年団長宮平（現宮城）初枝さんの五名。その用件は次の通りであった。

一、いよいよ最後の時が来た。お別れの挨拶を申し上げます。二、老幼婦女子はかねての決心

の通り、軍の足手まといにならぬよう、また食料を残すため自決します。三、つきましては一

思いに死ねるよう、村民一同忠魂碑前に集合するから中で爆薬を破裂させて下さい。それが

駄目なら手榴弾を下さい。役場に小銃が少しあるから実弾を下さい。私は愕然とした。私は

答えた。一、決して自決するでない。軍は持久戦により持ちこたえる。村民も壕を掘り、食料

を運んであるではないか。生き延びて下さい。共にがんばりましょう。二、弾薬は渡せない。

しかし、彼らは三十分ほども動かず、懇願を続け、私はホトホト困った。折しも艦砲射撃が再

開されたので、彼らは急いで帰って行った。」

　晴美さんのコラムは梅澤さんの手記が正しかったことを裏付けたのだ。戦後、沖縄に援護

法が適用されることになったが援護法は本来、軍人、軍属に適用されるもので、一般住民に

は適用されないものだ。そこで村当局は「隊長の命令で自決が行われており、亡くなった

人々は戦争協力者として遺族に年金を支払うべきだ」と主張したと初枝さんは晴美さんに

残した手記で記していたのだ。

　そうか、そうだったのか。ぼくの目の前で霧が晴れ、全てがはっきり見えてきた。厚生省は

一般住民の戦死者でも戦闘に協力した者には「年金」を支給するという条件を出してきたた

め、座間味だけではなく、渡嘉敷でも「隊長命令により自決した」ことにせねばならなかった

のだ。宮城晴美さんは正にパンドラの箱を開けてしまった。「母は関係者が存命しているう

ちは発表してはならないが、いつか必ず真相を発表してくれ」と晴美さんに遺言していたが

晴美さんは母の遺言に背いて新聞で発表した。『母の遺したもの』という本を出版し、時の人

となったが、村の関係者から「余計なことをした」とさんざん叱られる羽目になり、本を書き
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換えたり、裁判に出ては涙ながらの証言をしたり、パンドラのようにひどい目に遭っている

ようだ。パンドラの箱から飛び出したものが元に戻らないように、彼女が告白した衝撃の真

実は変わらない。パンドラの箱からこの世の全ての悪徳が飛び出した。宮城晴美さんは真実

の扉を開けた。パンドラの箱には希望が残ったが、晴美さんの箱には知りたくない真実が残

った。だが、少なくともぼくの眼の前の霧を払ってくれた。心から感謝している。

　二〇〇六年一月、産経新聞は、琉球政府で援護課業務に携わった照屋昇雄さんに取材し、

「遺族たちに戦没遺族援護法を適用するため、軍による命令ということにし、自分たちで書

類を作った。当時、軍命令とする住民は一人もいなかった」との証言を得た。照屋さんは「嘘

をつき通してきたが、もう真実を話さなければならないと思った。赤松隊長の悪口を書かれ

るたびに、心が張り裂かれる思いだった」と涙ながらに語った。ところが、沖縄タイムスは

「照屋氏は一九五七年には援護課に勤務していないという証拠がある」と産経新聞の「誤報」

を報じたが、後日、照屋さんは大切に保管していた一九五四年の「任命書」を提出し、この問

題は結着したが、タイムスがこの失態を報ずることはなかった。タイムスも新報も重要証人

の照屋昇雄さんに一切取材していない。

梅澤さんと赤松さんは語る

梅澤さんは前記の手記の終りに記している。「座間味島の軍命令による集団自決の通説は

村当局が厚生省に対する援護申請のため作製した『座間味戦記』および宮城初枝氏の『血ぬ

られた座間味島』の手記が諸説の根源となっている。」後に初枝さんが梅澤さんに「本当にご

めんなさい」と謝った時、梅澤さんは感涙したとのことだ。

　赤松さんは一九七〇年三月二十六日、渡嘉敷村民に招かれ合同慰霊祭に参加する目的で

那覇空港に着いた時、抗議団の怒号の嵐の出迎えを受けた。「何しにノコノコ出てきたん

だ。」「人殺しを沖縄に入れるな」「赤松帰れ」のシュプレヒコールが浴びせられた。赤松さん

は結局、渡嘉敷に上陸することはかなわなかった。沖縄で殺人鬼と面罵され、故郷に戻ると、

事件を知った娘から「お父ちゃんはなんで沖縄の人たちを自決に追いやったのか」と責めら

れた。赤松さんは「娘にまで誤解されるのは、何としても辛い」と記している。読者は赤松さ

んの人格について知らないものと思う。赤松さんの「ひととなり」を伝える二通の手紙をぼ

くは一九九五年比嘉（旧姓安里）喜順さんから預かったが、それをここで紹介しよう。一九

七〇年四月二日付の赤松さんからの比嘉さんへの手紙は次のように綴っている。－（前

略）今度の渡沖については全く合点が行かず、なんだか一人相撲を取ったようで釈然と致

しません。（中略）

・

村

・

の

・ ・

戦史

・

に

・ ・ ・

ついて

・

は

・ ・

軍事

・ ・

補償

・ ・

その

・

他

・

の

・ ・

関係

・ ・

から

・ ・

あの

・ ・

通り

・

に

・ ・ ・

なった

・

と
・ ・

推察

・ ・

致し

・

、

・ ・ ・

できる

・ ・

だけ

・ ・ ・ ・

触れたく

・ ・ ・ ・

なかったのですが、あの様な結果になり、人々から弁解のよ

うにとられたことと存じます。しかしマスコミも一部不審を抱いているように感じられま

したので、いつか正しい歴史と私たちの善意が通じることと信じております。－

四月十七日付の手紙は次のように伝えている。－（前略）安里さんにはあのような俗説の

流布されている中、ただ御一人で耐え忍び、ご心中のほどご察し申しあげております。（中

略）先日、元琉球新報の記者より手記を書いてくれ、と言われ、聞いたところによりますと、
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現在マスコミの半分ほどは赤松さんを信じていると申されておりましたが、一度世に出し、

これほど流布されてからでは難しいだろうから郷友会などを取材して新たに真実のものを

出したらどうかと言っておきました。いづれにしても、私たちは真相が明白にされ、私たち

の汚名が拭い去られる日を期待し、努力しております。一日も早く沖縄の人々にも理解して

いただき、私たちと島民が心を合わせて共に戦ったように、次の世代の人々が憎しみ合うこ

となく本土の人々と仲よくやってゆけることを祈ってやみません。安里さんも機会をつく

って、ぜひ本土に来てください。皆、歓迎してくれると思います。また子供さんの勉学につき

ましても私たちをご利用下さい。いくらかでも戦時中のご恩返しができれば幸甚です。奥様

はご病気のとのことですが、その後いかがですか。すでに沖縄は暑いと思いますので御自愛

専一のほどお祈り致します。　敬具　赤松嘉次－

　これが慶良間の“集団自殺”（集団自決という言葉は伊佐良博記者の創作であると、本

人が記している）の真相だ。だが、沖縄タイムスの『鉄の暴風』は今も発行され続け、初版本

は次のように伝えている。－恩納河原の自決のとき、島の駐在巡査（安里喜順さんのこと）

も一緒だったが、彼は「自分は住民の最後を見とどけて、軍に報告してから死ぬ」と言って遂

に自決しなかった。･･･赤松大尉は「軍として最後の一兵まで戦いたい。まず非戦闘員をいさ

ぎよく自決させ、われわれ軍人は全ての食糧を確保して、持久態勢をととのえ、敵と一戦を

交えねばならぬ。事態はこの島に住むすべての人間に死を要求している」ということを主張

した。（中略）座間味の戦隊長梅澤少佐は米軍上陸の前日、忠魂碑前の広場に住民を集め、

玉砕を命じた。住民が広場に集まってきたその時、近くに艦砲弾が落ちたので、みな退散し

てしまったが、村長はじめ役場吏員などその家族は各自の壕で手榴弾を抱いて自決し

た。･･･日本軍は最後まで山中の陣地にこもり、遂に全員投降。隊長梅澤少佐のごときは、の

ちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げた。－

　この記述には真実の一カケラもないことは誰の目にも明らかだろう。正に「見てきたよう

な嘘」でしかない。ノーベル賞作家の大江健三郎さんはこの『鉄の暴風』の記述をそのまま信

じ、『沖縄ノート』で旧軍指揮官を糾弾したのだ。人は誰であれ、己の目の高さでしか物を見

ることができない。だから、信じたいことを信じ、自分に都合のよいことを信じてしまうの

だ。だが、慶良間の“集団自殺”については赤松嘉次さんと梅澤裕さんが命令したことはな

いことははっきりしている。

人間の尊厳を取り戻す時

　ぼくは一九九六年六月琉球新報の『沖縄戦ショウダウン』の中で言明したが、もう一度こ

こで述べよう。－沖縄の新聞、特に沖縄タイムスの責任は限りなく重い。そして二人の人間

をスケープゴート（犠牲）にして、“集団自殺”の責任をその人に負わせてきた沖縄の

人々の責任は限りなく重い。ぼくは長い間、赤松さんと梅澤さんは“集団自殺”を命令した

との先入観を拭い去ることができなかった。真実が明らかになった今、赤松さん、梅澤さん、

そしてご家族の皆さん本当にご免なさいと謝罪しよう。そして今、ぼくは一つ脱皮して一つ

大人になることができた。－
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　だが、大きな問題が残されている。自分の親、子、兄弟を殺して遺族年金を受け取っている

ことは誰も語りたくないし、語れないものだ。ぼくは知識人でもなく、文化人でもなく、宗教

家でもなく、道徳家でもない。ひとりの人間に過ぎない。だが、ぼくは知っている。自分が愛

する家族に手をかけた者はいつまでも忘れず、心を痛めているのだ。だが、それを軍隊のせ

いにしたり、国の教育のせいにしたり、他人のせいにしてはならない。ましてや、無実の軍人

のせいにしてはならない。自分のこととしてとらえない限り、心が癒されることはないのだ

そして、赤松さんと梅澤さんとそのご家族にそっと謝ることだ。誰も彼らを責める者はいな

い。実際、座間味で母親に首を切られたという青年は「母親を恨んでいるか」との質問に「そ

んなことはありません。母を心から愛しています」ときっぱり答えた。赤松さんも梅澤さん

も心の広い人間だ。きっと許してくれるはずだ。いや、きっと「ありがとう」と言ってくれる

だろう。その時、ぼくらは人間の尊厳を取り戻すことになる。ぼくはそう信じている。（おわ

り）


