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 をかばうように重なり合い､苦しさで絶叫したまま  は 」 の問いには 「恨みはあるが、昔は昔､今は

 息絶えたかの姿などおびただしい数の遺骨が、  今。中日の友好を願っています」 と答えていま

 見る者を凍りつかせます。 １９７２年に本多勝一  した。

 氏が訪れ、著書 「中国の旅」 で初めて多くの日  　この旅のもう一つの視点として、沖縄と満州と

 本人が知るところとなりました 。老若男女から乳  のかかわりがありました。 南風原の病院壕には

 幼児まで、残虐な方法で殺戮するという中国大  満州から転戦してきた兵士が多かったと聞きま

 陸での日本軍の蛮行に、同じ日本人であること  したが、１９４４年当時の満州は、日ソ不可侵条

 を忌避したい衝動に駆られました。  約の締結などから、 関東軍の主戦力は南方戦

  そしてもう一つ､黒竜江省の省都ハルピン郊外  線へと引き抜かれていったといいます。

 ２０キロの平房 （ピンファン） にある 「７３１部隊」  資料には、第２４師団がハルピンから東満を経

 の跡地にも言葉を失う “ 現場 ” がありました。  て沖縄本島へ転戦したとあります。

  「浸華日軍第七三一部隊罪証陳列館」 がそれ  遠い中国東北の地方から沖縄まで、戦争末期

 で、爆破されたボイラー室の残骸、ペストネズミ  に転戦してきた日本軍の部隊はどんなものだっ

 などの小動物を飼育していた飼育場、 細菌貯  たのか。 大陸での加害体験を経ておぞましい

 蔵庫跡などが残されていました。  戦禍の中に人間性を失い、 あるいはそれが沖

   約３０００人の中国人、朝鮮人､ロシア人が 「マ  縄での住民虐殺や集団自決の悲劇と結びつく

  さらに瀋陽から東へ４５キロ、露天掘りの炭鉱で  ルタ 」 と呼ばれ、生体実験の 「実験材料」 にさ  ことになったのか、加害の現場に立ってみると、

 知られる撫順。「 平頂山事件 」 は、この撫順炭  れ､無残に殺された場所。広い敷地内には引き  類推は容易でした。

 鉱を１９３２年９月１５日､抗日義勇軍が攻撃し大  込み線もあり、アウシュビッツを連想させました。   組織としての国家が戦争になだれ込む以前に

 敗戦直前に一切の証拠を廃棄するために建物  歯止めとなる力を構築しておかなければ、市民

 して翌日朝 、 義勇軍が通過した平頂山地区の  を爆破､拉致していた数百人の人たちも抹殺し､  の平和は脆く崩れる、と加害の現場に立ち、肌

 村民 ３，０００人を虐殺した事件です。住民を集  あわてて逃走した部隊は、 飼っていたペストネ  で感じた旅でした。           

 めて機銃による一斉射撃を行い、 まだ息のある  ズミを放していき､その後､近くの村でペストが発

 生し多くの村民が犠牲となりました。

  この二つの場所で､生存者に証言を聞くことが

 できました。平頂山事件で生き残った当時 ８歳      　　　　　　　　　　 731部隊

 だった楊玉芬さん （８６歳） ､七三一部隊から数 　　　　　　　　　　　　　ボイラー

　　  室跡

 掘され、その上に 「平頂山惨案記念館」 が建て

 　ご投稿ありがとうございました。　　　　編集部

 

 　次第に三角兵舎も危険になり壕へ移転したが 　

 前線よりの患者が日々激増する中で､上原婦長

 の不眠不休の激務は想像以上であった。

　　　（安仁屋真孝編集員）
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 キロの村に住み、姉がペストで亡くなったという

 当時１０歳の趙桂芹さん （７４歳）。証言者は､涙

 ながらに当時の様子を語り、 「日本人への恨み

 が現場では切断するしかない」 と言われた。

 を大切になさる立派な方であることを､手術の助

 ておられたが､「 できるだけやってみよう 」 と言

 卒倒してしまった。

 クラスメートの安里ユキ子さんが訪ねてきた。

 「悲風の丘」 近くまで来たとき、 照明弾がパット

 光った。そのときに大きな棒か石のようなもので

 右腕を強く殴られたような感じがして、その場に

  手術室には爆撃や砲弾による負傷者が、毎日

 ６０人から１００人かつぎこまれていた。医師２人

 われた。

 の上、 医療機材の不備、薬品不足等で、負傷

 した高山守軍医（宮崎県出身の方で整形外科

 山軍医殿､彼女はまだ若いです。手がないと嫁

 のもらい手がありません。切断しないで下さい」

 手をしながら確信していた奥松看護婦は、「 高

 衛生兵２人でほとんど寝る時間もないほど多忙

 不安そうな上原婦長や奥松看護婦の顔が目に

 写った。　手術室の奥松看護婦のお話によると

 艦砲の破片で安里ユキ子さんは即死したという

 腕骨複雑骨折と、頭部、足部負傷であった。

 私は破片で、右上胸部より右上膊へ貫通し、上

 いた。

 　また、５月頃、砲弾で壕がくずれ患者と生徒が

 生き埋めになったが、 そのときも陣頭指揮をとり

 と、何度も何度も懇願した。軍医はしばらく考え に死亡していたため、顔の泥を拭いている婦長
 久しぶりの対面はなつかしくうれしかった。 ２人

 　そんな４月１５日、第二外科に配置されている

 ゼ等を使用するようになっていた。

 なっていた。３月下旬、空襲が激しくなり負傷者

 　しかし、医薬品や衛生材料もなくなって、ガー

　艦砲射撃をうけ負傷

 先頭になって行動していた。

 　ボロボロの服をまとった兵が掘り出されたとき、

 この大男をかかえて手術室へ運んで行った、婦

 血が流れているのかも知れないと思った。

 の手には涙がこぼれていた。

 　 婦長のことは外科壕で勤務をされていた仲宗

 　また、掘り出された学徒の脈をとったが、すで

 の専門医であった。） は、 「 通常、時間をかけ
 て治療すれば､そのまま治癒する可能性はある

   高山軍医が専門的技術を持ち、医師として命

 長のたくましさは、波濤と戦ってきた糸満漁夫の

 で手術室へ機材受領のために壕を出て現在の
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 にも記されている。

 根政善先生､学徒であった宮良ルリ先生の手記

 も多くなってきた。

 通路になっていて、両側は二段ベッドになって

 型的な糸満美人であったことは､誰でも認めるく

 頼され、尊敬されていた。  また、上原婦長が典

  外科壕の中は立って歩けるくらいで､真中は通

 らいであった。

 いた。 照明は、初めは石油ランプであったが、

 後には手術室だけになり、 患者の壕は缶詰の

 本紙の読者である静岡県の山崎さまが、満州の旅か

 ら帰られ、満州の現場をレポートしてくださいました。

 寧省の省都、旧奉天です。１９３１年９月１８日の

 　旅は瀋陽から。瀋陽は東北三省の中心で、遼

 ルピンを中心に戦争遺跡をめぐるもので、 結果

 として、 旧日本軍が残した戦争の爪あとに息を

 て灯心にした。また、たまにローソクを使用する

 こともあった。 そのため顔や鼻の中は真っ黒に

 人間が人間でなくなる戦場での人間愛は､母や

 姉妹のように、 同僚や学徒、患者より慕われ信

 気がついたときには手術室のベットの上に包帯

 で頭部、右上肢、 左下肢がしっかり固定されて

 一人だけ寝かされていた。

 空き缶に豚油や他の油を入れて､包帯をよじっ
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 きな被害をもたらしたことから、 日本軍が報復と

 　この夏、旧満州を訪ねました。瀋陽、撫順、ハ

 のむ6日間となりました。

 れていました。

 博物館」 が作られ、満州事変､日本の満州支配

 略の発端となった場所近くには、 「九一八歴史

 満鉄爆破事件の現場、柳条湖。 日本の中国侵

 と中国の抵抗､日本の敗北の順に資料が展示さ

 患者や生徒達にも､真心をこめて励ましてくれて

沖縄陸軍病院の証言

 た。現在は､その当時の累々と重なる遺骨が発

生死のはざまから生き残った私（中編）

連載『閃光の中で』

 者は兵士が銃剣で一人ひとり生死を確認しなが

 ら刺殺。その後日本軍は、虐殺の証拠を隠すた

 ナマイトで爆破､その土砂で死体を覆い隠しまし

 へと飛び回り､多忙の中でもお互いいたわり合い

 られています。遺骨は当時のまま残され、子ども

　　　　　看護婦　 大城文子　（旧姓嘉手苅）

 動作がきびきびして､弾の中もいとわず壕から壕

 め、死体に重油をかけて焼却したうえ、崖をダイ



 ました。　今日は案内したり教えて下さってあり  当時は､ベットに入らないくらいの人たちが怪我

 供を、ありがとうございました。  がとうございました。  をしていたという事が分かりました。

 細かい解説を加えながらの壕案内で、子どもた 　　　　　　 Ｙ．Ｓ 　　　　　　Ｏ．Ｒ

 らは考えられない様々な状況を体で感じたよう  私は､重傷な人は下のベットで軽傷の人は上の  私は､はじめて中に入って懐中電灯をけしたら､

 です。　調べたことが、実際目で確かめられ､今  ベットで治療すると思っていたけど､逆でした。  真っ暗で何も見えなくなりました。中でおこなっ

 後の学習への意識づけになったのではないか  『私は以外だなぁ。』 と思ってビックリしました。  た手術はますいをうたないでおこなったから、

 と思います。 　　　　　　Ａ．Ｍ  びっくりしました。 ７０ｍの壕の中は、いっぱい

 　子どもたちの感想、疑問を同封させていただ  人がいたら息ができないくらいで、びっくりしま

 きます。　お忙しい中、予約の手続きから見学  『壕の中では懐中電灯をつけても暗いのに、明  した。

 案内まで、ご丁寧な対応に感謝いたします。  かり一つない真っ暗な中で､生活するのは大変 　　　　　　Ｈ．Ｋ

 お世話になりました。  だろうな。』 と思いました。

 　　　　豊見城市立　長嶺小学校　６年担任 　　　　　　Ｍ．Ｔ  私は、壕の中はとても暑いところだと思っていま

 した。

 僕が壕の中に入って、こんな暗い所で治療して  感想 僕が分かったのは、おにぎりを１０分くらい  でも、外よりはヒンヤリとしてました。

 いたのは､とても医者はすごいなと思いました。  おいておくと、くさってしまうということです。  少しこわかったです。

　　　　　　Ｙ．Ｔ 　　　　　　Ｏ．Ｋ 　　　　　　Ｓ．Ｓ

 僕は、なぜ壕が曲がっているのかが、わかりま  せまい壕の中で手術が行われ､ひめゆり学徒は  壕の中を見て、どうしてせまい場所でくらせるん

 せんでした。 でも、今日の話を聞くと米軍に奥  切断したあしを運んで行った事が、びっくりしま  だろう、と思いました。

 までみられないため、ということを聞いて昔の人  した。 　　　　　　Ｈ．Ｋ

 は頭がいいなと思いました。 　　　　　　Ｍ．Ｎ

　　　　　　Ｉ ．Ｍ  壕の中は電気を消すと真っ暗で、よくそんな所

 壕の中は、とても暗くて  『よくこんな所にずっと  で治療できたな。と思いました。

 僕は、２０号の中に入って 『やつぱりくらいんだ  いられたな。』 と、思いました。 あんなせまい所 　　　　　　Ｋ．Ｊ

 な』  と思いました。  で手当や手術をしていてすごいなと思いました

　　　　　　Ｔ．Ｄ 　　　　　　Ｔ．Ｋ  長嶺小学校のみなさんから以上の感想と５０問

 の質問をいただきました。

 僕は、初めて壕に入ったり話しを聞いたりして  壕の中はせまくて 『あんな所に人が寝ていられ  そして生徒さんより､壕に千羽鶴が送られました

 るのかなぁ。』 と、思いました。 それに壕の中は

　　　　　　Ｋ．Ｓ  とても暗かったので、こわい思いをしていたと思

 います。

 僕は実際に入ったり、聞いたりしてびっくりした 　　　　　　Ｈ．Ｓ

 事や初めて知った事、少し疑問に思った事も

 ありました。  貴重な文化財を見せていただき､ありがとうござ

　　　　　　Ｎ．Ｕ  いました。壕の中は思っていたより、しめってい

 てすずしかったけど､当時は沢山の患者がいて

 僕はこんな広い所にあった事に驚きました。  暑かったのかなぁ。と、思いました。

　　　　　　Ｓ．Ｋ 　　　　　　Ｔ．Ｙ

 僕は、この壕見学をして､壕の中のせまさ､長さ  私は、当時のひめゆりの生徒たちは、いそがし  質問とその回答は紙面の都合上、今回と次回

 が分かり、とてもせまかったと思いましたが、 あ  かった事や、壕の中が暗い事をしりました。  に分けて掲載させていただきます。

 の時はちゃんとした病院だったということが分か 　　　　　　Ｙ．Ｓ

 り、当時の様子が少しわかりました。  Ｑ１　壕の中に兵士が沢山いて入れない場合

 ありがとうございました。  壕の中は、ひんやりしていましたが、戦争の時  　　  は、 どうなるのですか？

　　　　　　Ｍ．Ｋ  は病院なので、兵隊さんたちが沢山運ばれて  Ａ　壕内の通路や､壕外の木陰にも多くの兵士

 暑苦しくなった時があったり、酸素が足りなくな  　　 が居たそうです。

 僕は、陸軍病院跡に入って 『こんな暗いところ  ったと聞いてびっくりしました。

 でかんじゃに手当をしていたんだな。』  と思い 　　　　　　Ｋ．Ｒ  Ｑ２　陸軍病院の中に入って、今も生きている　

 ました。  　　   人はいるのですか？

　　　　　　Ｔ．Ｍ  初めて来てよかったです。  Ａ　います。 そういう人達も壕に訪れています。

 他の壕も見てみたいです。  　　また､青酸カリを飲まされたけれど､生き延び

 私は 『なぜ重傷の人がベットの上に寝て､軽傷 　　　　　　Ｉ．Ｓ  　　た方もいらっしゃいます。

 の人が下にねたのかなぁ。』 と思いました。

 そして壕に人が入らなくなったらどうしていたの  初めて壕が見れて感激したけど２４号も見たい  Ｑ３　なぜ壁に水滴がついていたのですか？

 か、疑問に思いました。暗い中、病院の中で過  です。  Ａ　壕は地下に掘られています。地中は､多くの

 ごすのは、大変だったんだなぁと思いました。 　　　　　　Ｔ．Ａ  　　水分を含んでいるので水滴がつきます。
　　　　　　Ｈ．Ｍ  　　壕内には、７０～８０％の湿度があります。

 壕の中はすずしかったけど､昔は人が沢山いた  　　ちなみに気温は夏場で２２℃、冬場で２０℃

 注射する時の液を初めて見て 『今とは違って、  から暑そうだと思います。  　　程度です。

 昔の物はびんに入っているんだなぁ。』 と思い 　　　　　　Ｙ．Ｍ

毎年この時期に壕の見学にきてくれます。　今年は千羽鶴や見学後に多くの質問を寄せてくださいました。ありがとうございます。

豊見城市立長嶺小学校６年生の皆さんが、平和学習で沖縄陸軍病院壕の見学をしていただきました、長嶺小学校のみなさんは

 　先日は､子どもたちへの貴重な学習の場の提

 ちも戦争追体験から、驚きや疑問､今の時代か

 疑問に思ったことがあります。


