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｢軍縮」授業構想序説
一不発弾モデルの提案一

里井洋
IntroductionofTeachingPlanon“Disarmament”
－AProposalforTeachingofBlind-ShellBYouichiSatoi

（RecceivedApril30U1993）

序章、不発弾の教材性
１，平和教育から「軍縮」教育へ

戦争を防止するには、核軍縮をはじめとする
｢軍縮」以外に道がないことを、国際的に認める
ようになったのは、1978年の第１回国連軍縮総会
であったＩ'1゜ついで、1980年、パリにおける、ユ

ネスコ主催軍縮教育世界会議が、「軍縮と平和に
かんする教育問題を系統的に探究する最初の機
会｣１２１となった。ユネスコ主催軍縮教育世界会議
の最終文書Ａ(2)(以下軍縮文書という）では「軍
縮」を次のように定穣した(劇。

軍縮教育のめざす軍縮は、一方的軍縮のイニ
シアチブを含めて、軍備の制限、管理、削減、
そして最終的には効果的な国際管理のもとでの
全般的完全軍縮をめざすいっさいの行動形態と
理解することができる。それはまた、現在の武
装民族国家のシステムを、戦争がもはや国家の
政策の手段ではなくなり、諸国民が自分自身の
未来を決定し、正義と連帯にもとづく安全の中
で生きるような計画的な非武装平和の新世界秩
序へ変えることをめざす過程と理解することも
できる。

「軍縮」は、たんに軍備を削減するという意味
でなく、世界から軍備をなくす過程と位置づけら
れたのである。安達喜彦氏は、「ただ『平和』と

いう時、それは「平和を守るために軍備を増強
し、国を守る気概を育てる必要があるのだ。』
という国防教育の論理にも連なることになる。だ
からこそ『軍拡による平和か』『軍縮による平和

力｡』が今問われているのだ。」とのべ、「軍縮」
という現実的課題ときりむすんだ平和学習の重要
性を強調しているＭ１。また軍縮文書Ａ(')は、「平
和教育の本質的要素である軍縮教育」と述べ、安
達氏の言を裏付けている。
２、兵器を考える重要性

軍縮文書Ａは、軍縮教育の基礎として、①国際
理解、②イデオロギー的・文化的多様性について
の寛容、③社会正義と人間的連帯への誓約、とい
う三つの価値を指し示す'図ｏ

軍縮教育の内容としては､①兵器の生産と取得
の諸要因、②軍拡競争の社会的・経済的・文化的

影響、③核兵器の存在とその使用の可能性が人類
の生存に対してもっている重大な危機、の自覚を
つくりだす⑪ことを、列挙している､。

この軍縮教育の内容３つの内、軍縮教育の一義
的な内容は軍備の削減と結びついた①の兵器と生
産の取得の諸要因にあると思う。纐結厚氏は、第
二次世界大戦後、４５年間に約125回の戦争がおき、
その結果4000万人の戦死者（この内民間人の死者
が75％を占める）を数え、また1990年度の世界の

軍事醤は総額9000億ドルであり、特に開発途上国
の武器輸入額は増加の一途をたどっているとい

う四。このような世界状況の中で兵器の生産と取
得のメカニズムを学習者に伝えることは緊急な課
題となっているといえよう。しかし、その場合、

原点として兵器の非人間性・残虐性を教育内容と
する教材を開発することは重要だと私は考える。

そこで、この小論では、学習者が兵器の非人間
性・残虐性を学習する教材として不発弾をとりあ
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げる。不発弾に焦点をあてる理由は、不発弾には（教授行為を含む）を提案する。終章では、不発

次の三つの教材としてすぐれた特性（教材性）が弾の『世界性』を抽出して、不発弾授業構想の￣
あるからである。般性を導きだそうとする○
①潜在性一爆弾や爆弾等が不発弾となった

時点で、加害者（国家等）の政治的な意図第＝震、沖縄戦後史と不発弾
（正義や平和のため等という目的）と関係

なく地域民衆に潜在的に脅威を与えること。ｌ、米軍占領下の不発弾
②永続性一不発弾を地表から一掃しても、①約2000名の死傷者

地中に半永続的に眠っているということ。沖縄戦において、米軍が落とした爆弾・砲弾等
③世界性一不発弾は、沖縄はもちろんのこの量は20万トンといわれている。この鼠は、本土
と、日本、世界のいたるところで、存在し爆撃16万トンに原爆の４万トンを加えた蝋に匹敵
ていること。するという191・沖縄戦における被爆弾・砲弾体験
以下第二章では、沖縄戦後史を事例に、不発弾だけをとりだしても、沖繩県民は重すぎる体験を
の①「潜在性』と②『永続性』を抽出する。また持っている．そして、その被爆弾・砲猟体験は戦
第三章では、不発弾の①『潜在性』と②『永続後アメリカ占領下においてもつづくのである。ま
性』を学習者が認識し、その認識を持った学習者ず（表１）をみていただきたい｡
が兵器の非人間性と残虐性に行き着く授業構成

（表１）沖縄県米軍占領下爆発物事故犠牲者●爆発物発見数
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蕊この表は、「琉球資料（第五集）」（1959年、琉球政府文教局）と、『琉球警察統計書」（195←1971年）1こ
よって作製した
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米軍占領下の約４半世紀、爆発物によって702

るが、最低の年でも2,960個、一日平均８個が発

名が命を失い、1,223名が負傷している。また統

見されていた計算になる。

計に現れた数字だけでも、爆弾が、232個、砲弾

②、生活をゆるがす不発弾一一戦後直後さて、
表１をみると爆発物によって命をうしなった最初
のピークが1946～48年であることがわかる。より
詳細には表２をみていただきたい。

が151,911個、手榴弾が11,176個、銃弾が839,882

個、その他が69,721個、合計1,072,984個が発見さ
れている。その発見の数は、年によって変動はあ

表２．爆発物に因る事故原因調査
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備考其の他の中には塵芥焼却中、原野火災消火活動中、土中に理っている上で火をたいたとき
爆発したもの、薪の中に含まれているもの（小銃弾）を知らずに竃へ<ぺて炊事中に爆発
したもの、自殺を計ったものなどが含まれる。

1957年の砲弾解体中の事故には６月30日座間味村阿嘉座沖で起こった爆発事故の死者30名
が含まれる.

（一九五七年警察局（琉球警察統計)）

『琉球資料』（第五集)、Ｐ103（1959年、琉球政府文教局より）

1946～48年の爆発物死傷者の八割は「その他」
という分類になっている。この表の備考によると
｢其の他の中には塵芥焼却中、原野火災消火活動
中、土中に埋っている上で火をたいたとき爆発し
たもの、薪の中にふくまれているもの（小銃弾）
を知らずに竃へ<べて炊事中に爆発したもの、自

殺を計ったものなどが含まれる｡」とある。不発
弾が曰常生活の中にあり、危険にさらされていた
ことを伺わせる。

この「その他」を具体的に知るために「ウルマ

新報」から、不発弾被爆関連記事を年代順に抽出
してみた。
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1946～48年ウルマ新報にみる不発弾事故

「那覇市史資料編第３巻３，戦後新聞集成１』（1983年）１～25ページから、不発弾被爆関連の
｢見出し」を拾い出した。また、「その他」に関連する記事はウルマ新報から抜粋した。（抜粋にあ
たっては必要な限りで原文に句読点を記し、旧漢字はひらがなもしくは新漢字に直した。活字がつ
ぶれて読めないものには■をつけた｡）
く語った。爆発物に因る事故は相変らず頻発
し、知念地区を筆頭に田井等、コザ、糸満と
続き学童に最も多く次に密漁者が多い。（後

1946年
１月16日不発弾の椿事

２月13日金チヤン即死/拾得ロケット弾で

略）

３月６日爆弾騒ぎ頻発
【コザ発】しばしば本紙に掲戦。一般住民

１２月６日学童吹つ飛ぶ／豊見城での惨事
十一月九日十二時半頃豊見城初等学校字の波
の学童二十数名が学校より帰る道路上に於て

の注意を促した遺棄銃砲弾に由る惨事は相変
わらず続出し、二月中コザ市でも左の三件が

落下傘附のブリキ罐を発見し子供心に物珍し
くいぢくり落下傘を抜き取らんとして強く引っ

あった。

九日、野嵩に於て芋掘作業中の喜舎場チヨ
（廿才）が附近に在った器物を爆発物と知ら
ずして鍬の修理に使用した処突然蝿発･同人
は顔面及胸部に重症を受け即死、附近に居合

張った際暴発し即死六名重症九名内四名
病院にて死亡軽傷五名の死傷者を■す事件
があった。（中略）なお同器物は直径三寸長
さ三尺のブリキ製内筒で昭和十九年製の日本
製照明弾であり罐詰等と間違ったものか現場
附近には蟻切りであけたものや刃物でこじあ

せた七名の者が重軽傷を蕊った。

十五日、コザ市南区に於て与那嶺良次（九
才）与儀エッ子（六才）の両児が、拾ってき
た拳銃弾（散弾）を弄び炊事後、残火に投入
良次は右掌其の他にエツ子は左脚その他に重
症を受けた。

けたものもあったよし

1947年

十九日、越来でも仲宗根栄紀（十二才）が
拾得した電管を弄び負せうしたが幸い軽微で
あった。（後略）
６月21日爆死実験

８月２日かうして扱へ／爆発物事故に注意

頻発する爆発物事故につき警察部で調査した

所によれば、その殆ど凡てが発見者の無智の
ため何か器物に便へさうだと考へていぢるこ
とが原因となっている。これに関し警察部で．
ｌま今後も予想されるかかる不祥事を防止する
ため左のやうな爆発物処分法を関係諸方面へ
■送した。（後略）

１２月６日心せよ／事故頻発／爆発、転覆、中
毒其他10ケ月に死傷411名

・警察部では去る二月一日から十一月十■日ま
での管下各地区に於ける爆発物、交通事故、

アルコール引用等による犠牲者を調べてみた。

（中略)之に関し保安課警部松井氏は次の如

－７４－

４月11日爆発で二名負傷

４月25日飛んだ話／手榴弾で臼掲いて死傷
前原地区具志川村高江洲五班比屋根|ｸ(郎■で
三月五日午後三時五十分頃嫁マツ（三八）孫
初枝（一二）の両名が食用の芋粕を臼に入れ
て機械の部分品に似た三十センチ位の金属製
の棒で交互に損いていると突然大音響と共に
件の金棒が爆発。マツ、初枝の両名は即死、

隣に居合せた次郎（六九)、同人三女ミツ
（二二）孫キヨ（九ツ）の三名は重症を負い
沖縄中央病院に入院治療中のところキヨは翌
六日絶命した。爆発した金棒は柄付手りゅう
弾でその出所は不明である。
６月13日爆発死続く
五月二十九日伊江村城山麓で西江良勇(十六）
内聞清正（十六）儀間長徳（十二）三人は甘
藷掴作業■機関砲弾を発見、石につついても
てあそんでいる内に爆発し、良勇、清正は共
に即死、長徳は負傷した。

里井：「軍縮」授業構想序説

同じく翌日宜野湾村大山で伊佐盛恭（二五）
は自宅の便所作製中、地雷二本を発掘しこれ
を竃の支柱にして炊きつけをしていたがこれ
も爆死した。（後略）

６月20日爆発頻々／少年９名即死
五月十二日久米島具志川村字上江洲部亀で九
名即死の爆発事件が突発したが、現場は久米
島警察署から七キロ離れているが爆発音に署
長が部下と共に、湾医者を同伴して現場にか
けつけたら爆発点を中心に爆風に吹き飛ばさ
れて腹部胸部顔面下肢等に重症を負い、鮮
血にまみれ繁れている惨状でただ独りの少年
は爆発物に関する予ねての学校や警察の注意
で現状から四十米程離れていたため無事助かっ
た。この嘉手刈洋一（一四）少年のはなしに
よると該爆発物は仲村渠智俊（十八歳）が海
中から拾ってきたもので、智俊は爆発物なる
ことを推知していたらしく、信管は抜き取っ
てあるから大丈夫だ。皆集れ火薬を分けて
やると皆を周りに集めて、一生懸命いじくっ
ていた瞬間爆発したものである。（後略）
６月20日地雷を鍬で

五月三十日首里市平良町八ノー三の伊波まさ
ゆきは畑で耕作従事中埋没してある日本軍の
地雷をあやまって鍬で打って爆発即死した。
８月22日専門家来島爆発物処理
遺棄弾薬類の爆発に依る惨事は今まで各地に
頻発して枚挙にいとまないほどであるが去る
八日の軍民連絡会議に於けるレイトン政治部
長の談わに依れば、近く米図土から未だに南
部沖縄に埋没されている日本軍の施設に依る
地雷を処田するために園専門家の二団隊が来
島するが地雷の施設された個所等当時の事情
を知っている者は申し出るようにせよとのこ
とである。（後略）
１２月12日爆死二件

１２月26日密猟で片腕とぶ
1948年

１月16日爆薬密漁／軍でも警告／爆弾で五名
死傷

３月５日また飛ぶ密漁で２名即死
３月12日信管盗みで５名死傷
４月２日爆弾を抱く男
４月２日三和村で二名
三和村字新垣では原野に散在せる戦没者の遺
骨を集めるため去る三月十七日字民総出働で
部落■方一■米俗称東り原において作業中午

前十時二十分頃実業高校教員大城正敏(二九）
が発見した遺骨に鍬を打ち込んだ途端に埋没
された手りょう弾様のものに当って爆発。大
城氏は治療二箇月、近くにいた宮■タケさん
（四四）は治療約二週間を要する傷を受けた。
４月２日糸満でも死者

糸満町圏区三九班ニニ長嶺亀清さん（四九）
は去る三月十六日午後二時頃、高嶺村字国吉
北方約百米の地点において、荒廃地の雑草刈
取、鎌の刀先にカチンと音がしたかと思う途
端に爆発。顔面、腹部、下肢に重症を負■、

現場には人がいないので、約二百五十米程歩

行してパッタリ倒れ救いを求めたので附近に
居合せた農耕者が糸満診療所に担ぎこんだが
翌日十七日午前八時遂に絶命した。
４月30日家族三名爆死
６月４日爆弾と心中
６月18日火薬採取で爆死
７月30日爆弾担いで転んで即死
７月30日金武で密漁爆死
８月13日伊江の爆発惨事／死者90余名
伊江島沿岸に繋留中の軍弾薬処理船が突如爆
発し死傷者百数十名に及ぶという大惨事があっ
た伊江島に散布された不発弾を万載してこれ
を深海で処理するため満潮時に出港しようと
待機していた軍弾薬処理船エル(シイテイ1141
号が６日午後５時半頃突如大音響とともに爆
発一瞬にして船影をもとどめず乗組員もろ共
ふっ飛んでしまったが、折悪しくも爆発寸前
にエルシイテイの船側付近に投錨の本部伊江
島連絡船から下船し岸に上ったばかりの船客
も爆発のあふりを喰って爆風や破片のため多

１月23日破塘筒弾で三名爆死
２月23日またも爆死

数の死傷者を出した。なにしろ余りにも身近
かに起った爆発だけに死体はあたりに散乱し
て沿岸一帯はまさに目も蔭うわんばかりの惨

２月20日爆発・交通事故使者214

状を呈したが現在（９日）までに判明せる彼
－７５－
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害状況は次の通り

△船舶の被害連絡船１隻漁船の被害なし

△死者９１名

爆発原因については目下調査中なお死体は
取敢えず現場に仮埋葬し重傷者は航空隊の輸
送機が３回にわたりコザ中央病院に運び、入
院手当てを受けさせているが、死者の身許は
いずれも不明であるので当日伊江島方面へ向
かった旅行者の家族は最寄りの市町村役場へ

エルシイテイ乗組員約23名連絡船乗客６８
名

△負傷者
重傷者不明軽傷者約100名
△焼失家屋６棟分教場農業組合のトタン
は半数は爆風のため吹き飛ばされた

照会するよう要望されている

この事件は沖縄戦後最大の不発弾事故である。1948年８月６日、伊江島の波止場で、アメリカ軍
の小型揚陸艇が、不発弾を積み、離岸しようとした時、船腹を海底にこすりつけ、爆弾の山はく
ずれ大爆発をおこした。この事件で、住民103人が死亡し、109人がけがをしたという00.しかし、
米軍当局は一部曲を除き食料（レーション）と毛布を一枚支給しただけだったという｡`，
---￣￣－－｡￣￣b￣■■￣■ｕ－－－－Ｃ｡－ｓ－－勺一一一●←－－－－一-－－－－－－●

８月13日四指を飛ばされる

９月24日伊江の爆発で働いた人

西原村字他聞九三七農業字久田朝秀（三六）

10月８日伊江島の弾薬集積所

は豚の飼料を炊くため屋敷内に集めておいた

塵あいをかまどの中へかき込もうとするしゅ

軍政府では去る一日の連絡会議で、伊江島の弾
薬集積所から五○○ヤード以内に立ち入ること

ん間、かまど内部で爆発がおき、左手小指を
除く四指を切断されたが原因は塵あいの中に

を禁じなお西南約六○○ヤードにある港を漁船
その他船舶が利用することを禁止する旨通知し

不発弾が混入していたもの。

た。

８月20日密漁爆死物密埋葬発覚
８月20日要心肝要！野の不発弾

糸満署管内三和村で去る七月十五日から二十
九日までの旬圃の間に前後五回に函り原野の
火災事故発生し、人畜には何らの被害はなかっ
たが、これは炎熱のため原野内に散在してい

る不発弾が自然発火したため火災を起こした
ものらしい。なお最近三和村だけでも発見不
発弾七＋九発に及んでいる。

８月幻日伊江爆発の被害詳報

伊江島に於ける爆弾処理船の爆発事件につい
て村長真栄里豊太郎氏から民政府宛に送られ
た報告によりその後に判明せる被害状況は左
の通りである

以上の新聞記事から、次のことが言える。この
時期（1946～48年）沖縄の人々は沖縄戦で、全て
の財産を失い、ガリオァ援助等以外糧道もない状
況的で、生きるのに必死であった。ところが、そ
れを妨げていたのが野山にころがる米軍や日本軍
が残した爆弾の類であった。荒れ地の草刈りをし

ようと出掛ければ不発弾と出会い、畑を耕せば不
発弾に遭遇する。残された生産財土地は危険だっ
た。杵の代用品になると考えた金属が手繍騨であっ
たり、豚の飼料を作るための燃料である塵あくた
の中に不発弾が混入していたりする。便所工事で
深く掘って発掘した金属を窯の支柱にしてみたら

△死亡103名伊江島出身60名他村30名

地雷であったりもする。ｌまては、戦没者の遺骨を
拾うために鍬をふれば手榴弾とでくわす。

エルシイテイ乗組員１３名
△重傷２３名

できなかった兵器＝不発弾が日常的に沖縄県民の

戦争が終わった。しかし、米軍や日本軍が使用

△軽傷５５名

△家屋全焼８棟７世帯半焼７棟
△公共建物コンセット全壊１棟半壊２棟

生活を脅かしていた。そして、戦後直後、不発弾
の最多の犠牲者が、ウルマ新報1946年12月６日に
みるように、児童達であった。

△船舶村連絡船航海不能
－７６－
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③爆弾を拾う生活へ追い込まれる
不発弾による死傷者、二つめのピークはいわゆ
るスクラップ・ブームといわれた1956～58年であ
る。このスクラップ・ブームは朝鮮戦争の特需に
よるもので、1956年には沖縄の輸出総額2016万ド

ルの内、５８パーセント、金額にして1169万ドルを
占め、砂糖の輸出33％をうわまわる状況であった
という００゜また沖縄タイムスは1956年９月20日の

夕刊で「衰えみせぬスクラップブーム」と題して、
その盛況ぶりをのべると同時に､値の高いアルミ・

真鐵・銅などの非鉄金属の収集・輸出が許可され
たために、爆薬抜き取りによる惨事を引き起こす
遠因になっている。と警告を発している。
表２から、1956.57年にはスクラップ解体中の

爆発による死亡が全体のほぼ八割以上を占めてい

たことがわかる。これは初期ブームの中に散見さ
れた密漁のため火薬を抜き取る行為などと同じ、
一見、危険を省みず利益を追求する行為である。
しかし、スクラップ解体で1959年９月６日、伊江
島で夫を亡くした若妻は琉球政府と立法院に次の
ように訴えた⑬。

「私の夫は､九月六日アメリカ空軍の爆弾によっ

れが夫の五年間の願いでありました。（後略)」
彼女は米軍に土地をとりあげられたから「爆弾
拾い」においこまれ、戦争も演習もなければ、土
地をとりあげられることもなかったし、爆弾拾い
することもなかったといい、その不幸の原因を、
米軍支配下の軍備に帰納している。
以上のことから、戦後米軍支配の沖縄では、使
用できなかった兵器＝不発弾が日常的に沖縄県民
をおびやかし、米軍支配下の軍備が沖縄県民を危
険な「爆弾」拾いにおいこんでいたといえよう。

２，復帰後も潜在的におびやかしつづける不発弾
さて、1972年「日本復帰」以後、警察統計から
｢爆発物」が消える。しかし、爆弾や砲弾による
｢爆発」事故がなくなったわけではない。

復帰から２年後、1974年３月２日午前11時25分
頃、ガ鰯市小禄沖縄聖公会聖マタイ幼稚園南側排
水溝工事現場で、爆発事故が発生したのである。

原因はクレーン操作によるシートパイル（長さ７
メートル）打ち込み作業中、深さ約４メートルの
ところで、シートパイルが爆発物と接触したとい
うものであったCD・

て爆死しました。私たちは、一九五五年米軍に土

沖縄県警から日本兵器工業会にたいして爆発物

地を取られて以来生活に困り、そのため私の夫は、

を照会したところ、日本兵器工業会は視発沈底式

仕方なく私たちの畑に落す爆弾を拾って生活を続

機電（94式機電２型・１型、半球状直径72cm、爆

けてきました。この爆弾は拾ってよいということ

薬は旧海軍88式でその瞳は88kg）と推測した。
その被害状況は死者４人、重傷者３人、軽傷者
31人、家屋全壊14棟、半壊32棟、－部損壊52棟、
非住家19棟で家屋の被害額約１億円、車両が約

になっております。（中略）こんな不幸にも耐え
忍んで今日まで五カ年も爆弾拾いで生き延びてき
ました。今までの爆弾は破裂したことはありませ

ん。それでも何時演習地にほど近い本家である夫
の父、石川清富の広庭でスクラップにするために
解体切断していました。九月六日もいつものよう
に売店から買った米代を支払うために、本家の庭
で爆弾を解体したところ、一瞬にして爆発し、無
惨な死にかたをしました。
とうとう私の夫はアメリカに殺されたのです。
私たち、真謝の区民は、土地は失っては生活が出

来ないからと接収に反対を続けてきました。私の
夫は、米軍が土地をとらなければ、こんな危険な
爆弾拾いなんか決してやりません。（中略）馬鹿
げた戦争や、演習はもうやめて私たちの土地を私
たちに返してください。そうすれば、私たちは立
派な農民として平和な生活がおくれるのです。こ

1500万円、その他家財被害が約880万円、商工被
害が約580万円、林産被害が約100万円、その他約
30万円で、人的被害を除く総被害額は１億3125万
９千円に達した0,ｂ
この不発弾爆発事故の４日後、1974年３月６日

｢公共事業不発弾等対策協議会」が設置され、つ
いで４月26日付けの閣議報告「沖縄における不発

弾等の埋没状況の調査、処理体制について」に基
づき、５月13日には「沖縄不発弾等対策協議会」
が設置された国。この機関で不発弾の調査探査、
発掘除去および処分等に関する協議検討がおこな
われている的。

「沖縄不発弾等対策協議会｣の報告によると復帰
後処理された不発弾の数は(表３）の通りである。
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表－３年度別不発弾処理実績
年度

処理総数
件数

重愛（ｔ）

発見弾

件数

重璽（ｔ）

4７

393

16.0

393

4８

1101

5４ ６

1１０１

5４ ６

4９

1400

8４ ７

1３７５

7９ ８

5０

1０５１

5３ ９

1００９

4９ ３

埋没弾
件数

重量（ｔ）

16.0

5１

1591

5３ ２

1552

4５ ０

5２

1009

6８ ２

985

5５ ７

2５（28）
4２（72）
3９（73）
2４（54）

４９

４ ６

８ ２
1２ ５

5３

１１４５

5７ ４

1125

4４ ９

5４

1650

6５ ８

1６２８

6２ ６

5５

878

5１ ９

８５５

4８ ３

３ ６

5６

1０６５

8８ ３

1０５６

8７ ６

０ ７

5７

621

4２ ３

６１４

4１ ６

5８

694

4３ ５

684

3８ ８

5９

847

7４ ６

836

７３ ７

6０

605

5３ ２

596

4６ ５

6１

728

5１ ３

720

5０ ９

6２

791

5８ ５

781

5８ １

6３

827

4０ ２

824

4０ １

16396

957 ６

16134

100

100

98.4

合計
構成比
（％）

2０（32）
2２（45）

1２ ５

３ ２

７（13）
10（17）

0 ７

４ ７
、0 ９

893 ５

1１（15）
９（17）
８（14）
1０（15）
３（13）
262(458）

9３．３

1.6

6.7

６ ７
０ ４
0 ４
0 １
6４ １

沖縄不発弾等対策協議会編

平成２年３月『不発弾処理対策便覧』４ページより作成
（表３）によると､復帰後1988年までに、16,396
件957.6トンが発見され処理されている田。その処
理数は、（表１）にみたように米軍支配下の発見
数推移と同じように、増減があるもののやはり減
少傾向は示していない。戦後すぐに、ゴロゴロし
ていた不発弾も、復帰20年たった今、人の目につ
くところにはみられなくなった。しかし、発見数
は減少していない。「沖縄不発弾等対策協議会」
の報告によるとなお復帰後も発見された数の三倍

第三章不発弾モデル授業構想の提案

Ob-

にあたる約3000トンが発見されずに眠っていると

いう(2')。開発とともに発見されるから、その数
は減少していないという説明である。
このことから、戦争で米軍や日本軍が使用でき
なかった兵器＝不発弾が、復帰後は潜在的に、し
かも永続的に沖縄県民を脅かしつづけている(麺）
といえよう。

１，「爆弾・砲弾」等の被害を具体化しようとし
た教育研究

「爆弾・砲弾」等の被害を具体的に示した教育
研究には次のようなものがある。

城丸章夫さんは、沖縄戦では、激戦地区１平方
キロメートルに11,2万発の小銃弾が交錯したこと
になる。と推定して沖縄戦が「鉄の爆風」と呼ば

れることを説明する②。これはどれだけの爆弾
が一定面積に落ちたかということをイメージ化し
ようというものである。

田近治代さんの実践､東京大空襲の時1平方メー
トルに焼夷弾が３発おちた話(鍋)や川島孝郎さん
の実践、広島に落とされた爆弾は１発で普通爆薬
12,000トン分にあたる爆発力であるという説
明")も、ある単位面積に対する量を表す手法と

－７８－

里井；「軍縮」授業櫓想序説

▼授業構想は「シナリオ」型で記述する。その意

いえよう。

図は誰もがこの授業構想を実践できることにあ

しかし、その量はわかったが、質はわからない。

質という面を補うために、通常爆弾の被蝋イメー
ジ化・体験との重ねあわせが重要である。質のイ
メージ化をはかる研究として松本貞雄さんの日立
航空機株式会社・千葉工場の空襲の例「家並は瞬
時に消えて一面月世界を思わせるすり鉢状の穴と
瓦礫の山と化した。」という記述がある(髄)。
沖縄においても、南部戦跡巡見で爆弾や艦砲射

撃による被害体験を紹介した後、死の三差路と呼

ばれる山川橋付近には、爆弾が１平方メートルあ
たり三発以上落ちたというガイド実践がある(")。
これは、被爆体験という質と、被爆密度という量
とを結合させた意義のある実践だといえよう。
だが、これらの研究では、爆弾一つがどの様な

る。

▼ねらいは、作業をとおして全員が思考すること
にある。

▼教授行為の意図については、その都度蕊で説明
する。

(1)、埋もれている不発弾の澱を認識する。
【説明１】、右の写真は、1992年４月、沖縄県那
覇市小禄旧聖マタイ幼稚園跡地で、発見された機
電です。

写真１

被害をもたらすかは明瞭でない。したがって、原
爆が普通爆薬12000トンと言われても、１トンと
いう単位がどれだけの被害をもたらすかわからず、
１平方メートルに３発といっても、－発という単
位がどれだけの被害をもたらすかがわからない。
前記のような戦争体験・被爆イメージと重ねあわ
せても、イメージに流れてしまうのである。

２、不発弾モデル授業構想
1989年、南風原小学校の座安政侑さんは、４年

生の社会科の中で「安全なくらしを守る『不発弾
の処理』」という単元を設定し、授業を実践した。
実践記録は、『平和教育実践選癬４・沖縄戦と核
基地』⑫)に報告されている。その報告の中で、
座安さんは、一つの不発弾がどのような被害をも
たらすのかという小禄不発弾事故教材を私との共

同研究の中から開発した。私は、この小禄不発弾
爆発事故教材の中から被害のエッセンスをとりだ
し、(1)沖縄県のある一定の地域（300メートル円
内）にある不発弾の量と、(2)その中の爆弾一つ
(単位量）が、具体的にどのような被害をもたら
すのか（被害の質）という授業を、次のように構
想する。

のです。戦後47年間も眠っていました厩)。
【説明３】、このように、まだ爆発せず、眠って
いる爆発物のことを、不発弾といいます。

【税明４】、不発弾は４月29日、避難範囲300メー
トル、1081世帯3221人の人々が避難し、那覇市役
所の人56人、警察の人33人、消防署の人14人、自
衛隊の人５人の協力によって、処理されまし
た⑭)。

【説明５】、沖縄県では、このような不発弾が、
日本復帰の1972年から88年の17年間に、16,396件、
重さにして957.6kgが発見されています")。
【問い１兆不発弾が沖縄県全体で16,396件。ど
のくらいの量だと思いますか。

「不発弾モデル」授業構想

▼対象学年は小学校４年生以上、「あたたかい地
方」で沖縄県の位置と広がりを学んでいること
を前提とする御。

【説明２】、重さは二百五十キログラム。アジア・
太平洋戦争（沖縄戦）の時、日本軍が仕掛けたも

※学習者が、不発弾の週にたいして意識する
ことを期待した問いである。

【指示１】、地図１を見てください。

－７９－
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392年４月機電発見場所

〈発弾発見場所、算用数字は発見台帳番号
干梢

噌弾発見台帳』（沖縄県消Ｉ
型。
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【指示２】地図１の×印は、先程みせた機雷の発

【指示５】数えるのが終わったら、不発弾の分布

見場所です。確認してください。
【指示３】地図上の円の中は、機雷が処理される

で疑問に思ったことがあれば隣の人と意見の確認
をしましょう。

時、人々が避難させられた範囲です。ここに、
1,081世帯3221人の人々が住んでいるんですね。

※学習者は、数を数えるという作業を通して

不発弾が発見されたところは北東に集まって

想像してみてください。

いることに疑問を感じるであろう。指示５の
「不発弾の分布」という語でその疑問への自
信をよび起こし、意見を言いたくって仕方な
くなるが、隣の人と言い合うことで、その自
信はより深まり、その答えはあちらこちらか

【問い２】じゃあ、円の中の●は何だと思う。
※機雷という答や不発弾という答えを大きな
声で言う学習者もいるだろう、つぶやく学習
者もいるだろう、心の中で言う学習者もいる
だろう、見当のつかない学習者もいるだろう。

【問い掛け１】さあ、みんな答えを声にださずに
先生にいってみよう。せ－の

【評価１】そう、みんな正解、不発弾です。１９７２
年から88年までの17年間に発見された不発弾です。

らとびかうであろう。

【評価２】先生も不発弾が発見された場所が北東

に集まっているのはなぜなんだろうと疑問に思い
ました。皆と一緒だね。
【説明６】疑問に思ったので、先生調べてみまし

※答えを声に出さず、動作をする事で参加感

た。この北東の辺りは埋め立て地で新しく土地が

を高めることができる。
【指示４】半径300メートルの円の中に何本の不
発弾が発見されたかを隣の人と一緒に数えてみま

造成されたところでした。造成する前に不発弾が
あるかないか調査がおこなわれ、地面に埋まって
いる不発弾が大量に発見されたのです。
【問い３】では他の空白の発見されなかった地域

しょう。

※隣の人と数えることによって、共同作業に

には、不発弾はないのでしょうか。

【説明７】先生調べてみました。沖縄戦で使用さ

より確かな確認と芯り自信を与える。

※学習者は作業の結果として、不発弾が、半
径300メートル内、１７年間の間に不発弾が４１
件発見されたことを認識できるであろう。
※沖縄全体で16,396件、何か漠然と多いこと
はわかる。ここで半径300メートル以内41件
という事例に置き換えることによって、その
多さは具体的なものとなる。この地図１を、
学習者の住む地域と重ねあわせれば、300メー
トル以内という距離感は学習者にとってもっ
と具体的なものとなるであろう。

れた爆弾、砲弾は20万トンだといわれています。
その内５％の約１万トンが不発弾として残された
と推定されています。1972年の復帰までに住民に
よって3000トン、米軍によって2500トンが処理さ
れ、復帰後約1000トンが処理されたわけです。合
計6500トンが今までに発見されたのです。
後3500トンが地中に眠っていることになります。
みなさんが数えた復帰後発見された数の三倍が地

･面に眠っていることになります餌)。
※ここは次のような図を書いて説明したい。

１万トンの不発弾

復帰前5500トンＩ復帰後

1000トン

地中に眠る
3500トン

1946～88年6500トン

【指示３】先程の地図をみてごらん。この円の中

かな。三倍半の不発弾が発見されていないという

に復帰後発見された不発弾の三倍半が眠っている
かもしれないね。さっき数えた数の三倍半は幾ら

※144件である。完成予想図は地図２のよう

ことで、地図に○を書いてみなさい。

－８１－
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になる。

－度みせる｡）

※ここで、今後発見されるであろう不発弾の
量、すなわち『永続性』と『潜在性」が具体
化される。学習者の住む地域と重ねあわせれ
ば、不発弾の密度は、もっと明瞭になるだろ
う。

(2)、一つの不発弾が爆発した時の被害を認識する。

【説明８】これは1992年４月に発見され処理され
た不発弾でした。

この発見の18年前、すなわち1974年３月２日、
同じ場所で、同じ型の不発弾が爆発しました。排
水工事をしていたクレーン車が長さ７メートルの
鉄でできたシートパイルを打ち込んでいた時、深
さ約４メートルのところで不発弾と接触したので
す(”。

(最初にみてもらった不発弾〔写真１〕をもう

（写真２を学習者に配布する。）

写真２

那覇市小禄における不発弾爆発事故現場（沖縄タイムス社写真提供）
前掲『不発弾処理対策便覧』より作成
－８３－
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【指示４】この写真は、爆発後のようすです。ク※この作業によって、七メートルのシートパ

レーソ車に○をつけてください。次にシートパイイルを具体化させ、爆発地点の窪みに気づく

ルにも○をつけてください。そして、爆発地点だであろう。

（地図３を配布する｡）

と思うところにＸをつけてください。

灘
Ｉ

１

地図３小禄不発弾爆発事故図
【指示５】これは（地図３脚）は、1974年の地
図に被害の様子を記した地図です。ｘしてあると
ころが、蝿弾が爆発したところです。不発弾（機

霞）の重さ250kg、火薬の通は88kgです。被害の
ようす“をこの地図をみながら一緒に確認して
みましょう。

－８４－
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場所がイです。○をつけてください。

縢示６】爆心です。×の印があるところです。

さっき皆さんが写真に×をつけたところです。目
を閉じて、今から先生の話を想像してください。
(1)、クレーンの中にいた人が即死しました。
(2)、長さ７メートルのシートパイルなどが７０
メートル北東へふきとばされました。

【指示14】では、みなさん又、目を閉じて、先生
の話を想像しながら聞いてください。
【説明10】

(1)、コップ一塊くらいの土の塊が車のフロン
トガラスや屋根をうちやぶりました。
(2)、わずかな土塊で修理工が足にけがをしま

(3)、パイルの横にいて作業していた人も北東

した。

へ40メートルふきとばされました。

(3)、爆風のために電信柱がゆっくりたおれて

巴一一一一●－－－－－一一－－－－ｂ－－－－－－●－－－－－－

※指示４の作業が、この想像で生きる。
【指示７】３０メートルと書かれた、円の中をみて

いきました。
(4)、大きな石もとんできました。

ください。

【指示８】幼稚園の庭に、土のかたまりが飛んで
きて、１メートルくらい積もり、幼児が二十数人
生き埋めにされ、内一人が死亡しました。幼稚園
の庭を○で囲みましょう。

【指示15】７０メートルと書かれた円と30メートル

と書かれた円の間の、こわれた家を、全部こわれ
た家、半分壊れた家、－部壊れた家と分けて、ま
た隣の人と数えてください。

※全壊が６軒、半壊が12軒、一部壊が３軒で
ある。その期待する効果は【指示９】と同じ

※○でかこむという指示をする前に、一呼吸
置いた方がよい。この間で学習者の想像をか
きたてたい。

【指示９】土の塊で屋根をこわして落ちてきまし
た。その結果、家が壊れました。函が全部こわれ

た家で、園が半分壊れた家で､に｡が-部壊れ

た家です。こわれた家を、全部こわれた家、半分
壊れた家、－部壊れた家と分けて、隣の人と数え

である。

【指示16】150メートルと書かれた円と70メート
ルと誓かれた円の間の、こわれた家を、全部こわ
れた家、半分壊れた家、－部壊れた家と分けて、
また隣の人と教えてください。

※半壊が21軒、－部壊が18軒である。ほぼ爆
心を中心に円を描いて被害が広がっているこ

てください。

※隣の人効果は指示５と同じ。全壊が２軒、
半壊が２軒、一部壊が１軒である。その数の

正解よりも、数える中ででる子どもの「つぶ

とに学習者はきづくであろう。

【問い３】150メートルの外側に壊れた家がある
だろうか。捜してみよう。

※燭Dから南東側400ｍのところに、－部壊
の家が二軒あることに気づくだろう。発見し

やき」（被害への想像）を大切にしたい。
【指示10】７０メートルと書かれた円と30メートル
と響かれた円の間をみてください。

てよろこんでいる学習者も現れるだろう。

２メートルのへいをこえて爆心にいた人がとんで

【説明11】そうです。みなさんが発見したところ、
南東側すみの二軒の家が一部壊されていますね。

きました。飛んできた人は死亡しました。

ここにも土砂がふってきたそうです。

【指示11】その中のアの所に○をつけて下さい。

【指示12】▼の印を数えてください。何本ありま
すか。数えてください。

※数える中で、これがシートパイルだと予測
する学習者もいるだろう。

【指示17】さて、一つの爆弾が爆発したらどうな
るか。わかったかな。ここに私たちの学校の地図
があります。学校の私たちの教室はここになるね。
この地図はこの教室と不発弾の中心を合わせて作

トパイルが燭Dから十三本とんできました。その

製した地図です。これを見ながら、まず、感じた
事を書きましょう。そして、わかった事や疑問に

うち一本がライトバンを貫きました。

思ったこともあれば書きましょう。

【説明９】▼シートパイルです｡七メートルのシー

※ここでも想像する間をおきたい。

【指示13】中にいた運転手は死亡しました。その
－８５－

※合製地図は、各学校や各家庭を爆心地に重
ねて作製し、利用していただきたい。このよ
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うに、自分たちが住む地域と爆心地を繭ねあわせ弾授業構想」の一般性（世界性）について試論を

ろ美：賎は、すでに核兵器に関してはおこなわれて述べ、まとめにかえたい。
第二章では、二十万トンの爆弾がおちた沖縄戦
いる｡?)。
が終了して後も、顕在、潜在はともかくとして、

この授業構想は、兵器の非人間性、胸曾性を、不発；1Mは沖繩県民の命と財産をおびやかしてきた
学習者が学ぶことに目標がある。そこで、教授行し、今後もおびやかしつづけるであろうことを明
為においては、たくさん、悲惨などの形容詞や剛らかにした。このことは戦争があったところでは、
詞を使用することを極力回避した。被害という鋼不発弾は戦争が終わった後も、長い間、民衆の命

実を、子どもが､数を数えたり、確認をしたり、と財産を脅かす事を意味しているといえよう（永

想像したり、比較したりするという作業を通じて、続性)。

兵器の非人間性、残虐性に至るよう配慮した。沖綱は沖縄戦という地上戦があったから特殊だ
と思われるかもしれないが、日本全国においても

柊章不発弾モデル授業構想の「一般性」不発リリは今なお処理されつづけている。
次の表Ｉをみていただきたい。

最後に、兵器の非人HHﾔｌｉ、磯1街ﾔ'1をｻﾞ:ぶ「不発
炎３不発ﾘﾘi処､１１件数とその蝋

本土

沖縄

－件当たりの量k９

総ili愚（トン）

件数

全体

本土

沖縄

全体

本土

1677

183

109

６５～7１２０５０
2050
65～7１

9４

4６

1958～6４

沖縄

全体

７２～7８２２４９１０３３
2249
1033
72～7８

3282

7９

5０

129

3５

4８

3９

856
７９～8７２１８９。
79～8７
2189

3045

5イ

6１

115

2５

7１

3８

（朝霞新聞社「防衛ハンドプックル防衛年鑑刊行会『防衛年鑑」より作成）
※沖縄において、復帰以前不発弾処理数は統計にとられていない。

沖縄を除く本土においては、この30年の間に、
一件あたりの遇は減少傾向にある。しかし、その
件数は沖縄の二倍強もある。防衛庁広報課によれ
ば、開発によって発見される不発弾散は後をたた

ず、ここしばら〈減少しないだろうという。

では各県においてはどうなのか。1989年度の各
県別の不発弾処理件数とその量をあらわした表４
があるのでそれを見ていただきたい頤)。

表４各県別不発；Iii処､1件散とその魁（1989年）
謹名１１KF悪ＩＩ種
件数
髄トン
県名

県名

北海道

244

１

新潟

青森

1５

0.1

岩手

1６

宮城
秋田

件数

澱トン

県名

９

0.5

岡山

2７

3.1

静岡

9６

5.2

広島

2８

0.8

９．８

愛知

3０

1.4

山口

1５

1.8

2０

０．１

岐阜

1９

0.1

徳島

1３

0.2

８

０．１

富山

2３

0.1

香川

1２

0.3

－８６－

件数

量トン
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||山形’’4１

|石川’１０１

０．１１ｔ]
0.1

0.3

|愛媛｜ｌ８１ｑ９１１
sｌｕｇ

井

0.3

高知

６

0.4

三重

3３

2.4

福岡

8３

4.5

0.4

滋賀

10

0.2

佐賀

４

0.2

1６

0.3

奈良

９

0.2

長崎

4６

0.2

埼玉

3２

1.2

和歌山

2０

０．３

大分

1４

0.4

千葉

7４

3.2

京都

1４

1.3

熊本

2６

0.1

東京

8７

4.6

大阪

3２

1.3

宮崎

1４

0.3

神奈川

5７

2.8

兵庫

5３

5.8

鹿児島

6４

1.3

山梨

1２

0.1

鳥取

９

6.1

沖縄

678

36.6

長野

４

0.2

島根

1６

0.0

計

2150

108

2３

0.2

茨木

6０

6.7

栃木

1７

群馬

福

1７

福島

（防衛庁広報課および各方面総監部広報室より資料提供）
※防衛庁広報課によるとこの数字は自衛隊内部における実弾射撃による不発弾は
含まれないという。

不発弾処理の無い県は一つもない｡全国で不発
弾が処理されている。防衛庁広報課によれば、そ
の大部分はアジア・太平洋戦争時の空襲によるも
のであるという。

原爆も含めて日本に落とされた20万トンの爆弾
の一部は不発弾となって、まだ潜在的に日本人を
おびやかしている。

世界に目を転じれば、例えば朝鮮戦争では米韓
国側の砲爆撃だけで100万トン、ベトナム戦争で
は1410万トン、最近の湾岸戦争では88500トンの
爆弾や砲弾、ミサイルが使用されたという(，，)。
沖縄戦の基準では５パーセントが不発弾だという。
仮にその基準で計算すると、湾岸戦争では4425ト

地球は一日もやすみなく、戦争をつづけ、戦争を
しなかった国はわずかしかない仰)。このことか

ら、世界中において、不発弾の驚異は顕在的か潜
在的かはともかくとして存在しているといえよう
(世界性)。

このようにしてみると不発弾モデル授業構想は、

日本全国においても、全世界においても、その地
域の地図と重ねあわせることによって、兵器の非
人間性、残虐性、を学習する教材・授業行為とし
て一般性をもちうるのではないかと考える。

ン、朝鮮戦争では５万トン、ベトナム戦争では７０

（注１）藤田秀雄「平和教育の意鞍と課題」（日本科学
者会議、平和・軍緒教翫,干究委員会檀『大学の平和学
習一大学教育の新しいうねり－」１４ページ、1991年、

万トンが不発弾という推定がなりたつ。その不発

平和文化）

弾が、第二章で沖縄の例でみたように、イラクや
朝鮮やベトナムの民衆の命と財産を脅かしている
と思われる。
広瀬隆氏は、1945年から1985年にいたる、戦争
の暴力行為(戦争、国境戦、内戦、クーデター、
暗殺、誘拐、テロ、ハイジャック）を、年ごとに
記入した地図を作製している。この戦争地図によ
れば、第二次世界大戦後、戦争は300回を越え、

（注２）ユネスコ主催「軍縮教育世界会議の報告と最
終文憲」（歴史教育者協議会網「反核・軍鰭時代の平和
教育」279ページ、地歴社、1982年）

（注３）ユネスコ主催「軍縮教育世界会蟻の報告と最
終文脅」（前掲『反核・軍縮時代の平和教育」283ペー
ジ）

（注４）ユネスコ主催「軍縮教育世界会議の報告と最
終文書」(前掲『反核・軍捕時代の平和教育」118ページ）
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（注５）ユネスコ主催「軍縮教育世界会議の報告と最
終文香｣(前掲『反核・珂鵡時代の平和教育』285ページ）
（注６）ユネスコ主催「軍繍教育世界会駿の報告と最
終文書」（前掲『反核・軍縮時代の平和教育」282～283

ソセンで行われる実弾射撃演習である。1973年、沖縄
県が統計をとりはじめてから、1993年２月までで日数

で220日、実弾で280,000発になるという（沖縄タイム
ス1993年２月９日朝刊)。沖縄戦の時、５パーセントが

不発弾だったというから、もし沖縄戦なみの不発弾率

ページ）

（注７）なお軍館文書Ａは、Ｕ)良心的徴兵拒否の梅利

だったら14,000発が不発弾として、恩納村・金武町の

と殺人を拒否する１個利、(2)個人的・集団的暴力の根源、

山に眠っていることになる。なお、琉球新報1993年４

(3)不平等と不正の諸要因を反映して現在の各国および

月25日付朝刊、「遠見「植樹祭」３」には「山の中は、

国際的構造を特徴づける緊張､危機､紛争、対立の客観

不発弾がゴロゴロ、樹木は裂けていた。」という証言

的・主観的原因の探求を実体的アプローチとしてあげ

を掲載している。

ている(前掲「反核・軍鰭時代の平和教育」284ページ）

（注８）「環境と人権一戦争と平和の問題に関連させて」
(山口大学教養部・総合コース講義録第７号「し､のちと

（注23）「沖縄戦における住民と軍隊」（『平和教育１７
号』1983年）

（注24）「戦争体験者として『東京大空襲』をどう教
えたか」（『平和教育19号」51頁、1984年）

環境」111ページ）

（注９）藤井治夫「戦争がやってくる」４１ページ（筑

（注25）「まず状況を正しく知ることからはじめて」
(「平和教育18号』55頁、1984年）

間密房、1991年）
（注10)琉球銀行調査部網「戦後沖縄経済史」４ページ

（注26）「千葉空襲の記録から何を学んだか」（『平和
教育19号』31頁､1984年）

(1984年）

（注11）「沖縄軍事関係事典［Ⅱ］』72ページ（1987

（注27）安良城政俊「南部戦場地跡をたずねる」（『平
和教育17号」49頁、1983年）

年北谷町史編集事務局）

（注28）第二章８不発弾の処理一｢安全な生活を守

（注12）荻野芳夫ｒ沖縄における人樋の抑圧と発展」
41ページ（1973年、成文堂）には、「米軍部隊に所属す

る｣-110頁、桐書房、1990年

私は、この実践記録を、「不発弾の有効性」（『琉球

る作業員中の死者《約11名》に葬祭料として－人当た
り金七千円（Ｂ円)」を支給したという。

大学教育学部紀要第40集」1992年３月）の中で分析し

（注13）福地肱昭「性（にえ）－戦後米軍犯罪の肥録

た。その臘旨は不発弾教材が、①四年生の「安全なく

一」２ページ（1977年）には、1959年米軍被災者連盟

らしを守る」中で使用される火災や洪水教材に代替で

を結成し、この駆件を含めて補償をもとめる運動が行

きるのみならず、平和を守るという価値に迫りうるも

われ、1966年運動力場をむすび、翌、1967年に支払い

のであること。②過去の戦争体験を現在、そして未来

にいたる生命を脅かす切実な問題として、子どもたち

が行われたとある。

（注14）古波津糟昇「沖縄産業史一自立経済の道を求

めて－」500~501頁、文教図書株式会社、1983年

の脳巫に切り繕ぷことができるものであるということ
である。

（注15）阿波根昌湖「米軍と農民」163～164ページ、
岩波新書、1973年

（注29）1992年４月13日付「琉球新報」は、自衛隊に
よるということで、不発弾の大きさを「１日海軍の半球

（注16）沖縄不発弾等対策会蟻「不発弾処理対策便

形の槻電で直径72ｍ､高さ65cm､重さ250kgと報道した｡」

覧」70頁、1990年、（協蟻会礪務局、沖縄総合事務局開

（注30）那覇市防災係「不発弾処理日程」（平成４年４

発建設部建股行政課）７０ページ

月29日小禄璽マクイ幼稚園隣り94式改２機轍)による。

（注31）前掲『不発弾処理対策便覧」４ページ、「年度

（注17）前掲ｒ不発弾処理対策便覧」71ページ

（注18）前掲「不発弾処理対策便覧」６ページ

別不発弾処理実績」による。

(注19）前掲「不発弾処理対策便覧」７ページ

（注32）「沖縄県不発弾発見台帳」平成元年３月、沖

（注20）前掲「不発弾処理対策便覧』４ページ

縄県消防防災係

（注21）舸掲「不発弾処理対蹟便覧」1ページ

（注33）前掲「不発弾処理対策便覧」１ページ、

(注22)沖縄県では今なお不発弾が生塵されているこ

（注34）前掲「不発弾処理対策便覧』70ページ、

とにも注意しておきたい。それは金武町のキャンプハ

（注35）この図は被害の具体的状況をより明らかにす

－８８－

堅丼：「軍縮」授業櫛想序説

ろために那覇穗察署から「住家の被害一覧」（複写）を

ソ（筑間書房、1991年）

寄附していただき、当時のゼンリンの住宅地図に、全
Ｍ１、半域、－部壊の家を図示し、それを1970年時点の

（住40）広瀬陸「クラウゼヴイッツの暗号文」２２
～102ページ、新潮社版

jll形剛上で作り画したものである。

（注:１６）「不発弾の有効性」（『琉球大学教育学部紀嬰
WM()１１L11992年３)]）】02～103頁にかけての分析を元
に１１ＭIしたものである。
（注37）例えばこの為の基礎データとして庄野直美

「放射線と原爆症」（日本放送出版協会、1975年)、友

寄友造「もし嘉手納に水煙が落ちたら」（日本科学者会
0瀞liiI1l文部「シンポジウム核と沖縄報告奥』19別年)、
シュミレーションとして平良一彦「熟手納に水鰹が落

ちたＩ（ロ本科学者会鱗沖縄支部「シンポジウム核と沖
kll撒告染」1984年)、スライドとして「太隅がおちた」
<１１本冠波社)、授業実践として我那瓢生吉「開平紬に
…･メガトンが落ちた」（「平和教育実践避窃４、沖縄戦
と核雑地.1158頁、桐書房、1990年）などがある。
（iik38）表２より上位をあげてみると次のようになる。
1位沖縄県

678件－３６．６トン

９６件－５．２トン

東京都

８７件－４．６トン

福岡県

８３件－４．５トン

千葉県

７４件－３．２トン

鹿児島県

６４件－１．３トン
５７件－２．８トン

兵庫県

５３件－５．８トン

１

６０件－６．７トン

１

茨城県

神奈川県

陀廼屹陀陀聴陀陀屹陀

２３４５６７８９ｍ

位位位位位位位位位

244件－１．０トン

静岡県

４４４３４３０２９９
５
５５５４２１４０

－件あたりの処理量平均
北海道

これら上位の都道県は、第二次世界大戦におい

て、瀬需工場、航空薙地などがあり、爆引11や艦砲

で災中的に攻撃された所であることがわかる。例
えば「日本の空襲一四」（三省堂184ページ、１９８１

年）によれば、３位の静岡県には軍需工場が多く、

特に浜松は地方中都市としては最も激しい空襲・
艦砲にみまわれたという。但し、比較的空襲がす
ぐなかった北海道は件数で２位と多いが、その風
は少ない。自衛隊北部方面総監部広報室に問いあ
わせたところ、猟銃弾の処理依頼が多いため、こ
のような数値になったという。

（注39）藤井治夫「戦争がやってくる』４１～“ペ_
－８９－

