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第4回 定例研究会

報告2『政党政治の始動と沖縄民主同盟の設立』

元沖縄民主同盟青年部長 上原 信夫

○上原信夫 座ったままで結構でございますか｡

先ほどご説明のありましたこの私の年譜みたいなものは､これは向こうに座っておられます寅板さ

んがつくったものでございますので｡

○司会 (;n 能義) そうですか｡寅板さん､どうもありがとうございますo

O上原信夫 一体､上原信夫という人間はどんなやつだろうかということで､皆さん大変興味を

持っておられるようですが､何しろ私は沖縄を離れたのは1950年の比較的春の早い時期でございます

から､何年たったのでしょうo数えると甜年近いですね｡

昔々の話をやりましても､若い人たちにとってはなかなか､1950年なんてということになると思う

んですが､私もそのころは皆さん方と同じように青年でございました｡

さて､長い長い時間のお話をわずかの1-2時間でもってまとめて話すということになると､大変

これはよっぽどの天才でなければできないことでございますが､私みたいな頭の悪いやつは思い出し

思い出し話したら大変だと思っておりましたら､ちょうど島袋純先生からこういう内容を話せという

下書きをいただきましたので､私はそれに従って､一応私の思い出の糸をたぐってみたわけでござい

ます｡

先はど照屋先生から､大変なつかしい私の思い出をそれをたぐらせてくれるようなきっかけをつく

ってくれてありがとう｡

さて､私は沖縄に帰ってまいりましたのは､1946年の春です｡何月だったかよく覚えてないんです

けど､何しろ春でございました｡宮古のほうから密航船に乗って馬天港の沖のほうを通ったら､沖縄

という島が真っ白なんですね｡艦砲射撃を受けて岩が砕けたその白さが､印象的で､もう沖縄は､琉

球という名前では呼べないのか､と非常に寂しかった｡古代､ヤマトの邪馬台という国の名前は文字

を ｢卑弥呼｣の使者の手落ちから邪馬台が問題になって､今日になっても解決していないけれども､

琉球というのはまさに文字を知っている連中がつけた名前であった｡それは ｢瑠璃色の球｣を海に浮

かべたように､緑輝く島の美しさを称した一種の感動がそもそもの由来だったのではなかったかと思

います｡私は1944年夏頃､南下する輸送船上から昔のままの沖縄を眺めた｡まさに瑠璃の如く光

輝いていたことを思い出す｡

(テープ1本目 A面終了)

--ですね｡馬天港の沖から船底に隠れていろと言うので隠れて､はい出して見たら真っ白｡こんな

ひどいことになっているのかということで腹を立て出したら､突然アメリカの監視艇に見つかって馬

天港に連れていかれてということが､10年近い間留守にしておりました沖縄へ帰ってきた私の初体験

談でございます｡

その宮古にも､実は去年の12月に帰っていきまして､宮古の人たちが ｢上原信夫58年ぶりに宮古に

帰る｣なんて新聞やテレビで騒いでくれて､大変私は感動したんでございますが､この宮古で私はこ

の年譜に載っていますけれども､1945年6-7月ごろだったと思うんですが､私は死刑を宣告されて

打ち首というようなことになったんです｡それに抵抗して､兵隊たちと私の戦友たちの協力によって

私は宮古の農民の人たちに守られて､生きて沖縄に帰ってくることができました｡これが､私の沖縄
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の戦後の始まりでございます｡そして､沖縄に上陸するなりアメリカにとっつかまってという形です

が｡

なぜ私が,若年22-23歳で沖縄の戦後政治問題について関わることになったかということは､私の

過去の歴史が関係ある｡それでひと言だけ申し上げておきたいことは､私は沖縄を離れたのは1938年

4月､14歳だったのか､満で数えると幾つだったのかよくわからないんですけれども､中国の満州と

いうところに行ったんです｡13､14歳ごろですね｡

そこで､いわゆる日本人が言う馬賊､または匪族という中国人たちから､ ｢日本帝国主義の中国侵

略戦に反対する｣ビラを貰う｡その中で朝鮮の兄弟たちよ､琉球の兄弟たちよということで呼ばれた

ことがあるんです｡その内容は､現在､日本帝国はわが国に侵略して､我々中国人民をひどい目に遭

わせていると｡だが､日本の貧農たち､労働者たちに対しては満州に行けば働く場所があるというこ

とで､ ｢五族協和｣という義名の下でだまして連れてきて､職を与えられて働いてはいるけれども､

我々の兄弟､朝鮮の兄弟､琉球の兄弟たちは日本国内において差別され平等な権利も与えられていな

い｡これを､私は14歳のお正月明けに初めてわかってがたがた震えながら､そうか､俺たちを兄弟と

呼ぶ人は一体誰だ｡そうすると､俺たちは朝鮮の人民とも兄弟なんだと｡中国の人民とも兄弟なんだ

と｡その中国を侵略したのは日本帝国主義者だということを知り､私は幼心に未知の世界が開き翌日

から全くひっくり返ってしまうような感動と衝撃を感じました｡それから私の世界観は-歩一歩と変

わって生長し､日本帝国主義に対する心からの抵抗と反抗を少しずつ積み重ねていった｡後日分かっ

たのは､その馬賊､または匪族というおじさんたちは､実は ｢反満抗日軍｣という中国人民解放軍だ

ったのです｡

紀元2600年というのをご存知ですか｡いわゆる日本建国の歴史を紀元2600年と宣言して､1941年に

大祝賀行事があって､大変な宣伝活動をしたんです｡私がちょうど関東軍の歩兵学校に強制的に入れ

られた年ですけれども｡

そのときに､私はちょうど17歳だったのかな｡少年の浅薄な知識でも､ちょっとおかしいとO中国

という国は日本の高天原から神武天皇の時代を経て数えていくと､中国では､もうまもなく秦の始皇

帝が天下を統一して､1斤､2斤って米や酒をはかって売る度量衝制が確立され土地の測量をして秩

金を取るという段階になっているのに,何で日本はまだ神代の時代でなければいけなかったのだろう

かということを仲間に話したら､私は数日後に教官室に呼ばれ､3回程気絶するぐらいぶん殴られて､

今､杖をついている｡骨が割れたのもそれでございます｡

そういう形で､私はもうその前からそういうような大変よからぬ非国民的な､天皇制に疑問を抱い

ていた少年でございます｡だから､宮古島でもって死刑を宣告されたというのはアメリカの艦載戦闘

機のグラマンを2機も撃墜した後でそういうような死刑に宣告させられたという｡そういう一つの私

の生い立ちが沖縄に帰ってきて､当時の沖縄の状況に憤慨して沖縄で最初の社会的､政治的な活動を

私はやりました｡青年団体をつくったり､青年文庫をつくったりいろいろ敗戦の中から立ち上がる沖

縄の同胞のお手伝いを少しでもやってやろうということをやっている中で､私は一体沖縄戦とはどう

だったんだろうかと｡どんな状況にあったんだろうかということで､禁止地区であった南部一帯を､

私は米軍の禁止令等を問題にしないで､食うものもない沖縄南方の戦跡を､一人でくまなく視察して

歩いた｡視察という言葉は上品でございますけれども､1週間か2週間見て回った｡その中で夜寝る

家もない､もちろん一般住民もまだ十分に帰ってない時代でございますから､私は野良で寝る｡そう

しますと､夜中寝ているそばで何かがあたり手に触る｡それを抱えて見てみると頭蓋骨である｡翌朝

起きてみたら､その周辺にいっぱい死骸や頭蓋骨がある｡死んだ人たちの骨がある｡そういうのを私
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は一体だれがこうしたんだと｡だれのためにウチナンチュがこういうようなひどい目に遭わされなけ

ればいけないんだというようなことを､独り言でもって遺骨の霊とともども語り合いながら1-2週

間過ごして､もうふらふらだから､やんぼるに帰ろうと北の方に向かって歩き出したら､私の後をつ

けているジープから3人の米軍が降り逮捕された｡2-3時間くらい走ってカマボコ兵舎のある所で

降ろされ､そこで三日三晩訊問された後､日本軍の敗残兵として刑務所に入れられた｡約､三ケ月｡

そこで､私の今後の行くべき道は何かということがわかってきた｡これが私は山城善光や桑江朝幸､

仲宗根源和たちと一緒に民主同盟をつくるきっかけになったわけでございます｡

革命に参加するということは､多くの人々の経験からしますというと､例えば私の友人の中には河

上肇先生の貧乏物語を読んで感動して､それで革命にはせ参じたとか､小林多善の蟹工船を読んで感

動を覚えてどうのというようなことが普通の道順だと思うんですけれども､私は自分の肉体を通して､

肉体の経験を通じて日本の帝国主義というのを知り､天皇制というものを知った｡それが､沖縄戦と

いうもの､沖縄でどういうひどい目に遭わされたんだろうかということを実際にその遺骨と共に寝た

りしながら､私は一体帝国主義とは何ぞやと｡今回の日本とアメリカの戦争というのは一体何だった

んだと｡だれがやったんだと｡その責任はだれが取るべきであるかというようなことを､この遺骨の

霊と共に私は何日か夜通し話し合った｡それが私の生審りの帝国主義論に私なりの新たな基礎を､新

しいものを自分の中で構築してくきっかけにもなったんです｡ご協力下さった戦死者の皆さんのご冥

福を祈ります｡

私もいい年をしておりますから､大きな声を出して大変緊張してるように見えるかもしれないんだ

けれども､精神年齢極めて若いのでございますから､結構楽しく気楽に話しているつもりでございま

す｡私の一生というのはそういうものだったんです｡

外国の監獄にぶち込まれても､結構のんびりとして楽しく過ごしてきた｡それが､今度は何がもと

になっているかということも､私は1-2週間､沖縄の戦跡を回って､あの骸骨を抱いて頭をなでな

がら彼らと話した｡それが私の力になっている｡今でもそうです｡だから､化け物みたいに100歳ぐ

らいまで生きたらどうしようかと笑われているんですけど､それは後の問題としてO

それで､たくさん話はあって､あした夜が明けるまで語っても語り終わらないので困ったもんだと

思っているんですよ｡そこで､話の進め方として､私はこの島袋先生の指示に従ってこういうのをつ

くったんですけれども､これに基づいてやってもたくさん話は広がりすぎますので､先ほど照屋先生

が話をされましたそれと関連する部分がこれにありますので､ちょうど皆さん方が照屋先生の話を聞

いて感動している､その感動が冷めないうちにそれに関連するものを拾い上げながらちょっと話をし

たいと思います｡

中心になっていたのは大宜味朝徳先生のお話ですが､私が思い出深い--｡

戦後､一番最初に石川に石川中央ホテルというのがあったんです｡ホテルといったらすぼらしい建

物だろうと思うんですが､それは戦前ある比較的裕福な農家の家で屋根瓦が残っている｡天井板もあ

ったか｡何しろ瓦が爆撃で銃撃されてないんです｡それで雨が降っても雨漏りしないんです｡壁板は

一部もないんです｡後でいろいろとものが補修され段々立派になってきたんだけれども｡床はありま

した｡米軍のベニヤ板を張ったんでしょうね｡大体そのホテルが一番大きい部屋が一番座というんで

すか､これが廊下を含めて約10畳ぐらいだった｡あと6-8畳ぐらいのが二つ､4畳ぐらいの一つ｡

このぐらいの建物を石川中央ホテルと言っていたんでございます｡社長さんは確か､伊波さんとか言

ったと思う｡

146



これをもって､戦後の沖縄というものがどういう状態になっていたかということを想像してみたら

いいと思います｡

戦前の生まれがおられますか｡1945年前に生まれた方､いない｡私1人だけですか｡

○司会 (;1 能義) わたしは1946年生まれですが､仲地先生が1945年生まれです｡

○上原信夫 そんな大きい年ですか｡少し話が通じるような年頃の方がおります｡安心しました｡

そのころ一番最初に私が､沖縄の先ほどの大宜味朝徳さんとか新垣金造とか､それから吉元英真か､

奥平巌とか､その他あと政治運動をやった人たちもおりますけれども､いわゆる商人ですね｡政商で

すな｡戦争のどさくさ紛れに金もうけをする人たちもいっぱいおります｡その人たちは､南から北か

ら自分の仕事を見つけるために石川に寄ってくる｡石川に寄ってきて､石川の石川中央ホテルで､一

番の高級ホテルにお泊まりになる｡そこで､一番親しく､一番長いこと話をしたのは大宜味朝徳先生

でした｡

この方は､私と共通点が一つあった｡何かというと､私は満州帝国というところで大日本帝国の植

民地における日本帝国主義者のひどい目に通わされていた中国人､朝鮮人の生活を私は少年時代から

じかに見ている｡そして､彼らと親しくなり仲間になった｡私も14､15歳のときに匪賊にでもなって

やろうと､馬賊か匪賊になって日本軍をやっつけてやろうと思った｡そういう経験がある｡

そうすると､大宜味朝徳先生は南洋群島で日本の植民地のほうで生活した経験がある｡内容がちょ

っと違う｡彼は南洋で土地も何十町とか買った主地さんというお話も聞きました｡だが､彼にはまた

ウチナンチュとしての共通点があった｡彼が一番最初にウチナ-から行ったところは､埼玉ですか､

栃木ですか｡ある政治家を頼って行っているんですよね｡

あの頃は沖縄には政友会とか民政会というのがあって､そのだれかをってに行って､そして行っ

てみたら､政治家になろうという希望があったみたいですね｡勉強して政治家になろうと思ったと｡

ところが､沖縄人の生活をのぞいて見たら､これは捨てておけないということで新聞を発行したりし

ますね｡そういう中で､今度は移民をしている人たちは一体どうなんだろうかということで南洋に関

心を持って､そして南洋に行って一旗挙げようと行かれたと｡

あの人の心がけというのは､そういう点ではウテナー魂､ウチナンチュ根性があったと思うんです

よ｡その点は高く評価すべきであると､私はあのとき思った｡

だから､彼が ｢信夫君､ちょっと来い｣｡何しろ親子の年の差がありますからね｡それで､時間を

つくってくれて､いろいろと満州の話をした｡あそこでウチナ-というのはいるかと｡いや､沖縄人

というのは私と彼らしか知らないですということになると､そうか､一体支那人はどういう生活をし

ていたか､朝鮮人の人はどういう生活をしていたんだと｡彼らと仲良くなりまして､私は馬賊になろ

うと思ったんですと言ったらびっくりしまして､こんな子供とつき合っていたら大変だと思ったと｡

それでも熱心に聞きました｡そして､もう時間がちょっとあるたびごとに､信夫君ちょっと｡そし

て､どこかからか何かよく知らないけど芋や食物を持ってこられて､おまえ食べろと､半分分けて彼

が半分食べた｡それで私は朝飯か晩飯か知らないけれども終わり｡そういう生活だった｡

そのときでも､もう既に民主同盟組織化の動きというのは始まっているわけですから､事務局で決

定した民主同盟の組織活動を我々はやろうということで､どんどん具体的な運動を進めている｡その

中で､大宜味さんも我々の仲間みたいにちゃんと受け答えは､仲間内の話をやったんです｡

そこでおもしろいのは､彼の独立論とそれから仲宗根源和の独立論というのは､最初､同じような

ものかと思ったんですね｡しかし､だんだん違ってきて私はこの中にもちょっと書いてありますけれ
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ども､大宜味朝徳さんはいわゆる米国の信託統治論による独立志向だったんですよ｡そして､彼は経

験者としての立場から熱心に移民の問題を吹聴した｡

仲宗根源和の独立論の中で､私と違うところはほとんどないと言ってもいいぐらいだったけど､移

民の問題についてだけ具体的な方法論で大きな開きがあった｡これは､仲宗根さんと私の議論する場

合の次元の問題でしたが｡

今ここで話のついでだから申し上げておきますと､独立というのは一体できるのかどうかという問

題があるわけですね｡これは､先ほどお話の中にありましたように､古い年配の人たちは､さて､沖

縄は独立できるのか｡いや､しなければいけないじやないかと｡だったら､独立すれば経済的に成り

立つ可能性はあるのか｡人間の素養と言いますか､教養と言いますか､文化と言いますか､ずばり､

人民の政治能力そういうものはどうなんだという議論を､民主同盟の独立論の話の中に大宜味さんも

中に入ってやります｡その中心になるのは､仲宗根源和､山城善光｡

宮里栄輝先生はときどき参加されることはあったんですけど､常時この石川ホテルで泊まれるよう

な身分の人たち｡ということは､遠いところに行かなければ自分の家がないとか､あるいは非常に条

件の悪い生活条件のある人たちはそこで泊まり込んでいく｡

そこで､独立論の主な討論の舞台は､確か石川ホテルだったと思います｡その中で先ほど言ったよ

うに､大宜味さんと仲宗根さんは独立論の中で移民問題を非常に重要視したんだけど､私は重要視し

なかったんではなくて重要視するけれども､ちょうど大宜味さんらが南洋から帰ってくるとほぼ同じ

時期に今帰仁の大域さん､恩納の当山さんなどというような､かつて南洋移民の農場や工場あたりで､

沖縄出身の農民たちの運動を組織して指導していた中心的な人たちで､向こうで日本の監獄にも入っ

た経験のある人たちも帰ってきているわけなんです｡

だから､移民とは一体どうだったんですかということを聞くと､結局､教養のある者はなるべく偉

い地位につこうと思って一生懸命職をあさっている｡いい地位につく｡だが､教養のない者はどうだ｡

小学校ぐらいしか出た者でも一定の何かをできるのはいいんだけれども､沖縄から昔行った移民の中

には十分に教育を受けてない人たちがいっぱいいる｡そうすると､最初から鍬､鎌をかついで､向こ

うの土地の人と同じような経営か､少しましな経営から始めて農民になっていくと｡

だから､日本の植民地支配者から搾取をされて､ひどい目に通わされて､結局､ていのいい農民､

農奴であったというようなことを聞かされているというと､一体沖縄が独立した場合に移民を外国に

送ったら同じようなことになるじゃないかと｡金武の当山先生たちのやった移民問題も含めて我々は

教訓としなければいけないと思ったんですが､これから沖縄から移民を送る場合には皆さん方どうぞ

気を遣ってもらいたい｡

少なくとも高校程度の､農業専門学校程度の教育はウテナーで受けさせる｡国費でもって､国費で

なかったならば県の費用でもって教育を受けさせる｡そのぐらいの知識を持って行って､自分たちは

独立した新しい農業経営でもれるような､外国でもやれるようなものでなければ移民の資格を与えな

いということをやってもらいたいということを､私は当時よく仲宗根さんたちに食ってかかったもん

です｡そういうようなことが､同じ独立論の中でも非常に際だっていた問題で移民問題が一つであっ

たということ｡

さて､そういういろいろな具体的な問題は話していくと広がってどうしようもないですから､私の

意見としては,もうほどほどに私の話を打ち切って､渡してありますから､皆さん方が興味を持たれ

る問題についてどなたからでもいいからどんどん問題を出して､それに対して私が直接お答えすると｡

こういうような対談の方式に変えたほうがいいんじゃないかなと｡

148



と申しますのは､年齢と時代がすっかり変わっていますからね｡本の上で勉強されて､その論文の

中からいろいろなものを学んでおられる皆さん方が､じゃあのときに一体大宜味朝徳さんはどうだっ

たんだろうかということを思い出して､天国から呼び出そうと思っても来てくれないんですよ｡しか

し､私は少なくともその人たちと一緒に貴重な時間を過ごした経験がありますから､まだ地獄に行っ

てないんだから､行った後では間に合わないから､私は少なくともこれは島袋先生の指示に従って書

いたものですが､これからあのときだれはどうだったんだと｡

先はどの瀬長亀次郎の問題であり､人民党は一体独立派だったのか､何だったのか｡解放軍は一体

だれだったんだというようなことも含めて､きっと皆さん方興味を持たれるものいっぱいあると思う｡

それに対してお答えしたはうがいいんじゃないかな｡

○司会 (;1 能義) それでは私から｡

沖縄民主同盟の設立にかかわられて､今話しましてちょっといろいろな意見が出ましたけれども､

照屋先生の話からすると､独立論というのは当時､あんまり支持されていなかった｡大半の人は独立

論には関心がなくあまり支持されないままに終わっちやったんじゃないかと言うんですけれども､そ

ういった沖縄民主同盟に実際加わってどういう反応があったのか｡

それと､中心人物だった仲宗根源和さんとか山城善光さんというのはどういう人だったのか｡それ

について話してもらえますか｡

○上原信夫 そうですね｡

まず､この人物像というのがはっきりしてこないと話は通じないと思います｡

先はどの仲宗根源和というのは､日本共産党のある時代の三役の1人だったんです｡この人は本部

出身ですね｡それから､山城善光というのはヤンパルの大宜味の出身｡彼と私とは特別な関係があっ

た｡

この2人とも沖縄における共産主義運動の初期の段階から直接､間接関与していた｡そして､仲宗

根は監獄に1回か2回ぐらい､山城善光が10回前後ぐらいというような人｡

しかし､終戦間際になったときに､山城善光は過去を顧みてどうのこうのということを彼が 『ヤン

パルの火』の中に書いてありますけれども､それも一応ちょっと思い返してみてください｡

それからもう1人､桑江朝幸さんという方｡この人は非常に善良なる方で非常にまじめな｡この人

は近衛兵に沖縄からとられるぐらいの､善良なる ｢臣民｣であったということですね｡

あと､大宜味朝徳さんであり､そのはかに私と一緒に会ったのは瀬長亀次郎｡年齢は私よりずっと

上で､約20歳も先輩です｡それに､兼次佐一等々｡

民主同盟の初期の段階において､私は人民党の研究会にも瀬長亀次郎さんと一緒に常時参加してい

た｡そういうことで､大体の人の顔はそろいましたかね｡

さて､独立論の問題について大宜味朝徳さんの話｡大宜味朝徳さんの独立論の中の根拠になるもの

というのは､沖縄の戦前における差別､これは同じように仲宗根の独立論の中にもある｡山城善光も

しかり｡この独立論について､あまり初期の段階でもって明確な意思表示しなかった､例えば先ほど

の新垣金造とか､吉元英真さんとかこういう人たちは､少し復帰運動の可能性の傾きがあったんじゃ

ないかという疑問を抱くような傾向を見せました｡それについて議論をしたことがあります｡

それで､その独立論の基本になったのは何かというと､やはり大宜味さんだけの問題だけではない

し多くの人たちが一体戦前の沖縄とは何だったんだ､という問題ですね｡戦前におけるところの日本

の沖縄は､一体沖絶県として3府43県の中の一つとしてちゃんと位置づけされていたのかどうかとい

うこと｡いや､植民地であった､いや､半植民地であったという議論が出てくる｡そうすると､その
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具体的なあらわれとして､沖縄には高等学校が一つもなかったとか､日本全国北海道から九州まで国

鉄があるではないかと｡その国鉄の線路が1本も置かれなかったのは沖縄県だけないじやないかと｡

こういうこと｡

そうすると国鉄がある､都市から都市へあるいは島には国鉄の船が走っている｡沖縄には国鉄の船

が一隻もなかった｡そこで新垣金造という人が､結局､大阪商船が沖縄を食ったんだと｡大阪商船が

いかに沖縄を絞ったかということを､皆さんご存じでございますか｡

沖縄のサトウの時期というのは､収穫の時期は年1回ですね｡その間に沖縄のサトウ農民というの

は収入がない｡どうするか｡借りるんです｡金のない農民は食べ物がない､米のないサトウ農民の人

たちというのは､たまにそうめんが手に入ればいいわけですね｡それを見込んで大阪高般ではそうめ

んを前もって売り掛けする｡それを今度は倍ぐらいの値段で計算して､サトウをつくったらサトウ代

からさっ引いていく｡

そういうような話をして､そして沖縄で働く場所のない若い青年たちが沖縄では食えないからヤマ

トに行こうと思っても､そうすると今度は大阪商船の運賃が高い､行けない｡どうするんだというこ

とで､新垣金造が運賃を安くしろという運動をしたんだそうです｡彼は県会議員だったんですね｡彼

は平安名島の出身です｡

そして､仲宗根源和さんが､上原君､新垣君は ｢一銭金造｣と言って戦前は有名だったんだぞと言

う｡-銭金造､何の一銭金造かと思ったら､仲宗根源和日く､彼は農民の青年たちがヤマトに出稼ぎ

に行きたい､運賃が足りない､船に乗るまでに何とか友達や親戚からそろえても足りない｡そこで､

船には乗れないでまた来年まで頑張ってというようなことを目の前で見ているから､彼は五銭ぐらい

の運賃を安くしてもらおうという運動から始めたらしいんですよ｡

署名運動やってあちこち演説会やったりした｡そのときに結局五銭は安くしてくれなかった｡一銭

は安くしてくれた｡大阪商船がまけたんです｡それで､一銭金造さんということでもって有名になっ

て､県会議員も何回も出たという話｡このぐらい沖縄はいじめられていたんだぞということなんです

よ｡

そういうことを私は話を聞きながら､先輩たちの時代というのはこんなもんだったのかと｡そこで､

なぜあんたたちは立ち上がって､国鉄の船を出せ､快速船を出して沖縄の農産物を関西､関東に送っ

たらいいじゃないかと｡これをどうしてやらないんだと言ったら､結局､主になって政治的な指導を

している政治家というのは皆ヤマトから来た人たちが多いと｡県庁にお願いに行くと､課長以上はみ

んなヤマトンチュだと｡ウチナンチュが腹を- 立てておれたちが涙を流して訴えても､ ｢そうか､

よし考えておこう､いいよ､考えておこう｣というふうに追い返される｡これが何十年間の日本の沖

縄支配だったということを､彼らは本当に悲憤憤慨して言ったもんなんですよ｡

そこで､私はそのころ考えたのは､徳田球-のことだよ､ ｢仲宗根先生､あんたはどうしてそうい

うことを先頭に立って戦わなかったんだ｣と言ったら､我々は結局日本が解放されない限り､日本国

民が解放されない限り､我々ウチナンチュは解放されないんだと思ったと言うんです｡

皆さん､考えてください｡ヤマトにはそのころ､ろくに食えないような労働者が一杯いる｡いわゆ

る部落民といって差別された階級がいた｡その人たちも含めて解放されない限り､我が馬鹿にされて

いる琉球人は解放されないんだと､彼らは思った｡だから､日本の革命を成功させること｡これが彼

らの最高の願望であり､目標であったということなんです｡
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そこで､戦後になって沖縄人の東京にある青年同盟ですか､それは徳球たちも含めて､沖縄は今こ

そ自分たちの力で自立の道を見つけるべきであるというような激励の手紙が沖縄に来るような時代で

あったんですね｡

徳田球-も監獄から出て活動して大変多忙であるにもかかわらず､仲宗根源和に2回手紙を送って

いるんですよ｡その仲宗根源和は､いいところだけを我々に見せて聞かせてくれた｡あと見せない部

分があった｡その手紙には嚢と表があった｡これをちょっとあんたたちの歴史の参考になるから申し

上げておきますけれども｡

日本共産党が第二次世界大戦でもって日本が負けた後､徳田球-たちが監獄から18年間の刑から解

放されて出てきた｡そのとき志賀義雄さんは言った｡ ｢連合国軍は我々を解放してくれた｡連合国軍

は解放軍である｣と言った｡沖縄でもそれを真似して言った人がいるんですよね｡だれだかわかりま

すか｡知らない｡人民党の瀬長亀次郎さんはそう言ったんです｡

監獄に18年間ぶっこまれていた人たちが､その感動で､連合軍は勝ったから､日本帝国を､ドイツ

のヒットラーをぶったたいたから､ぶっつぶしたから､俺たちは解放されたんだというその感動は理

解できますよね｡

瀬長亀次郎さんは､ ｢私は解放されました､アメリカ軍は連合国軍で解放軍でございます｣感謝を

申し上げていると言ったというのは､一つの外交辞令だったんでしょうね｡あの人は琉球政府にいた

んですからね｡

琉球政府にはこういう方がおりました｡又吉康和さんという方がおりました｡ご存知の方おります

か｡この方は､ ｢民政府批判は､軍制府批判に通ずる｣という通達を出したり､沖縄の ｢自治尚早

論｣というのを唱えましたね｡沖縄人に自治能力はないと｡しかも､アメリカ軍の占領下のもとで自

治論を説くなんてとんでもないということ｡これに対して､仲宗根源和も反対したし｡一方において

はそういう方がおられました｡

では､独立論の問題はもう1回あれしますと､昔の日本の労働運動､革命運動に参加した沖縄の先

輩たちは､ヤマトの開放なくして沖縄の解放は勝ち取れないと｡ヤマトの開放を勝ち取ってはじめて

沖縄の解放が勝ち取れるんだという､この信念は一貫したものであった｡考えてみると､当時は ｢全

国の労働者団結せよ !｣ ｢万国の無差階級団結せよ !｣の時代だったからね｡

だが､解放後はそうでなかったという｡先はど言ったちょっと触れましたけれども､沖縄は今まさ

に自分たちの頭の上に乗っかっていた大日本帝国天皇制というのをぶちはらってしまった､叩き落と

してしまったと｡今度こそ自由じゃないかと｡今こそ立ち上がって琉球は自分の独立を主張すべき､

機会が与えられたんだということを非常に感動をもって受けとめていた｡

恐らくその石川ホテルに集まった多くの先輩たちの中で､この議論が始まると疑問を持ちながらも､

疑問というのは､沖縄は本当に独立したら食っていけるんだろうかと｡今でも飯も食えないのにとい

う思いがあるにもかかわらず､過去を振り返ってみると､今度はかっかと燃えてきちゃって独立すべ

きであるぞと｡この気持ちはわかるはずです｡

それから､先ほど言ったように徳球から､徳田球-という人の名前を知っていますか｡徳田球-か

ら仲宗根源和に手紙が2回来た｡その2回のうちの中に公に彼が言うのは､この機会に沖縄は沖縄の

独自の立場から沖縄の未来についてどうすべきであるということを考えるべきであるということなん

だよね｡全く賛成だと､こうなるわけですよ｡

だが､もう一つ彼が言わないのがある｡裏側のもう一面がある｡これは､日本共産党は敗戦後､再

建された時の中央委員の80何%がみんな転向した人なんです｡
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転向ってご存知でございますか｡戦中 ｢治安維持法｣で逮捕された佐野学とか鍋山貞親などが天皇

制を擁護して反共の立場に立つと転向声明を発表した｡それが一種の流行病みたいになり､監獄に入

っている者は勿論､大学の先生たちも含めてみんな総転向したんです0

○司会 (;1 能義) 刑務所に入っているときに転向したんですか?

○上原信夫 獄していた殆どの人､勿論､徳田､志賀義雄｡一部は別として｡

○司会 (il 能義) それが戦後､日本共産党の幹部になっているということですか?

○上原信夫 それが戦争が終わって､徳球たちが監獄から出てきた｡その時迎えに集まった人た

ちは､約100人ぐらい｡日本人は何名かといったら沖縄人を含めて約10何名なんだ｡あと80何名かは

朝鮮人だったんです｡いかに戦後のあの状況の中で､本当に日本の解放を願っていたのは一体だれだ

ったんだと｡我が沖縄人と朝鮮の人たちだった｡だから､徳球が出てくると､徳球や志賀義雄が監獄

から出てくると言ったら､赤旗を持って先頭になってやって来たのが朝鮮の人たちだった｡100人の

うち80名以上ですよ｡そのときに､監獄の中にぶっこまれていたその朝鮮出身の共産党の指導者､鉄

海さんも一緒に出てきたo

こういうような時代を経て日本におけるところの､日本の未来社会について戦後の日本の現状に基

づいてどうするんだということは､これはもう皆さん方はいろいろな歴史の本でも結構勉強されてい

ますから言わないことにして､我が沖縄においては､そういう日本共産党や沖縄人､県人会､青年同

盟などからの励ましの声もあって､やっぱり沖縄はこの際独立を考えないとまた機会を逃すぞという

ことで考えていた｡

そうしますと､我々が演説会でその間題をやりますと､集まった人たちはもちろんもともとそうい

うことに興味を持たれていたので､一体戦後の沖縄はどうするんだと､どうなっていくんであろうか

ということを心配しておられる方たちが集まってくるわけですから｡そこでこうこうであると､だか

ら我々は独自の立場でもって沖縄問題を考えないといけないんだ｡自分たちで解決するしかないんだ

ぞと言うと､そうだそうだとみんな共鳴したものです｡

○司会 (江上能義) 会場では盛り上がったんですか｡

○上原信夫 盛り上がったんです｡

○司会 (江上能義) あんまり支持者がいなかったんじゃないかといわれていますが｡そこに集ま

っている人は関心があったということですか｡

○上原信夫 集まった人たちは盛り上がった｡

なぜかというと､その間題の提起の仕方がある｡具体的な例の挙げ方が､先ほどのサトウの問題に

ある大阪商船の問題等ですよ｡沖縄には鉄道のレール1本置かれなかったと､高等学校が一つもなか

ったと｡税金はしこたま取られて､沖縄のほうが全国で一番高い税金を取られているわけですよ｡一

体それをどのぐらい還元したんだというその資料も何もないから｡おおよそのことでして､そういう

ことを今度は山城善光たちが話すわけですよ｡特に具体的な統計問題になると､桑江朝幸はずば抜け

ていた｡

そうすると､俺たちはみんな奪い取られてしまって､ちっとも返してくれないじゃないかと｡そこ

で今度は､だったら我々は日本に賠償金を要求すべきであるという声も出てくるわけ｡

そして､明治以来全国で一番高い税金を取られたんだから､その分も含めて､今度の戦争の犠牲者

の問題や､家､財産もみんな焼かれてしまった｡この分も含めて日本政府は責任を持って賠償金を支

払わなければいけない｡我々は､琉球共和国をつくることによって､対等な立場で戦えるじゃないか｡

そこへ今度は連合国を引っ張り込もうよと｡将来は国際連盟に加入して連盟の力を引っ張り出そう｡
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代表を呼んで談判しようじゃないかというような話になっていくと､みんなそうだそうだと｡非常に

盛り上がりましたね｡

○司会 (;1 能義) 話はどんどん大きくなって･･････｡

○上原信夫 どんどん大きくなっていく｡そういうことを､あの当時を考えますと､すべてを失

った素っ裸になったウチナンチュは､今度こそ､どこの国の植民地にもなるまい｡自分たちで､自由

で民主的な共和国を創造しようと心ある誰もが考えていた｡それが本当の姿であったということです

よ｡そうだ､俺たちの力で､こんな高い税金を払ってしぼり取られて､食うものもなくて､子供たち

もろくろく教育もできなかったんじゃないかと｡これを今度は俺たちの手で､同じ税金を払ってやろ

うじゃないかと｡こういうように話は非常に具体的でした｡ヤジも具体的に｡そうだって｡

○司会 (;1 能義) ヤギ?

○上原信夫 ヤジ｡ヤギは大事なクスイムンですから｡

私は､ヤマトグチを全く一言もしゃべらなかったのが､合計で約30何年間なんですよ｡だから､ウ

チナ-グチでしゃべってやろうと思ってやるとこんな子供の言葉しかわからない｡そうすると､興奮

してきてヤマトグチで大きな声でやってしまうとなると､今度はおかしい｡

そこで､最初から私はこういう挨拶をする｡私は中国の方での生活が長いから､だれか通訳に出て

ください｡中国語でやったほうが気楽ですからと｡こっちは帰国して中国研究の事務局長になった最

初からそういう話のやり方をしてきた｡

全国の各大学の中国問題の研究家が中国研究所に集まって､そこで研究会をもつ｡そうすると､私

は帰ってきてすぐだから､一生懸命日本語でしゃべっているつもりが知らぬ間に中国語になってくる

んですよ｡そうすると､早稲田の安藤彦太郎などが､上原君､あんたおかいしいぞと声を掛けるので､

そうか､ごめんなさいねとまた言い直して｡

だから､きょうだってヤギとか何とかはまたヤジと｡まだこの間違いは小さいほうだね｡だから､

どうぞそういうふうにどんどん指摘してくださいね｡

○司会 (;1 能義) 設立の結成式は出席者は90名ぐらいだったそうですが｡でも､結党大会で山

城善光さんとか仲宗根源和さんは演説は上手だったんですか｡

○上原信夫 2人の性格から､仲宗根源和はやっぱり日本共産党の何名かの幹部の1人になった

ことでもわかるとおり､堂々たるもので大したものでした｡相手を納得させることにどんどん理詰め

でやれる人でした｡だから､彼の話はウチナ-の労働者も素っ裸になって､着るものも食べるものも

ないような農民の中に行って話してもよくわかった｡

だが､山城善光さんは情熱家で､感情が高ぶってくると言葉よりも自分の気持ちの方が先に走って

いくもんですから､自分の言葉はそれを追っかけていくような状況ですから､気持ちはわかる｡あの

動作を見ていると見ている人が､善光､熱を出してきたなということでそれはわかるけれども､具体

的な問題について今善光さんが言ったことをあなたわかりましたかと相手に聞くと､うん､見ていて

わかる｡でも､気持ちは全部わかると｡こういう情熱家でした｡その他に､桑江朝幸さんは､具体的

な統計資料などを使って親切に話す人でした｡

○司会 (;1 能義) その結党大会のときも､沖縄の独立をめぐって盛り上がって､そういう意

味では非常に熱のあった時代だったんですね｡

○上原信夫 そうですね｡

○司会 (;1 能義) それに若くして21,22歳で加わられて非常にやりがいがあるというか､上原

さんも奮い立った良き時代だったんですか｡
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○上原信夫 そうですね｡私も日本軍に殺されないで､俺､生きて帰ってきてよかったよと｡激

戦の魔境の中から立ち上がる我が沖縄の復興の手伝いを少しでもできるんだからという､一つの使命

感みたいなのが吹き出てきましたですね｡

だから､ますます元気を出して､食べ物がなくても､寝る場所がなくても沖縄中を回った｡頼りに

したのは2本足だけです｡あのときはまだ杖つかないで歩けましたからね｡

当時の生活習慣というのがどういうものであったかということは､我々は一つの演説会をもちます｡

先ほどの大宜味朝徳さんの社会党､瀬長亀次郎さんの人民党､それから私たちの民主同盟というのは､

早い時期から共同演説会を随分持ったんです｡しかし､それは沖縄県の公文書館の中にある資料の中

にも出てこないのもありますから｡

例えば､名護なら名護の警察署から沖縄民政警察庁部長に報告したとか､あるいは那覇警察署に届

出てマチグヮ-の前で講演会をやったときのそれは警察の速記録を付記してちゃんと報告やっていま

すけれども､沖縄公文書館を調べないと分からないが警察が報告してない分は結構あるんじゃないか

と思うんですよO

そういうときに､那覇とか石川一帯ならいいんですけれども､こと名護､それから本部とか､辺土

名とか､糸満とかいう不便なところになると､我々は利用する車もないから歩いていく｡そうすると､

人民党はジープで飛んでくる｡

○司会 (;1 能義) 人民党はジープだったんですか｡人民党はお金持ちだったんですか0

○上原信夫 お金持ちって--･人民党は､瀬長亀次郎さんはウルマ新報者の社長 (前任者は島酒

さん)です｡そして､先はど言った又吉康和さんに彼は非常に大事にされていた｡民政府の諮?○委

員を決定するときに戦前からの有名人とか中学校の校長先生とか､元県会議員の生き残りとか､こう

いう人たちでそろえようとしたんですね｡

だが､2-3名､人数が足りなかったときに､まずその指名権は副知事の又吉康和さんの手にある

ので､彼は一人は瀬長亀次郎君､と決定した｡そういうことですから､瀬長さんたちは沖縄最新最高

の文化的関連の諸手段があるわけですよ｡だから､車がある｡講演会にも車で来て､それをみんなの

目の前でおりられないから少し遠いところに置いてきて歩いてきて､終わったらまたそれに乗って帰

る｡

我々は､こういう演説会のときの報告を書いたり何かをやる場合に､こんな紙でも三つ四つに切っ

て貴重品なんですよ｡そして彼らは新聞で幾らでも使っている｡だのに､私たち民主同が党機関誌

『自由沖縄』を発行する場合､私と桑江朝幸と2人は民政府からどのぐらいの距離でしょうか､10何

kmか輪転機で使って､使えなくなった余分のこのぐらいの束ですね.それをごみ箱に捨てているはず

です｡それをお願いに行って､桑江朝幸と2人担いで､ふ-ふ一言いながら担いで越采まで数時間か

かかって持っていった覚えがある｡

そういうような時代に､同じ民主同盟と人民党の経済的な裕福さと､政治的自由､民主というのは

天地の違いがありましたね｡

○照屋克之 人民党はアメリカさんのことをよく聞いて､紙の配給が多かったというのは｡

○上原信夫 民政府との関係があるからですね｡

○司会 (江1能義) 仲宗根源和さんは､民政府との関係はあまりよくなかったんですか｡仲宗

根さんは確か､部長をやっていましたが｡

○上原信夫 彼は社会部長ですよ｡しかしその上が､副主席で総務部長の又吉さん､二人は犬猿

の仲でした｡
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社会部長だけれども､彼は首にされたから｡だから､彼は天幕小屋を石川でもらっていたんです｡

それもなくなった｡

いかに権力につくことによって権力をうまく利用できる才能を持った者は､そういう困難な時代に

どのような生き方をするか｡それに盾突いて頭を下げないで頑張ったために､十里の道も二本足でと

っとこ､とっとこ､夜も寝ないで歩く｡講演会が終わって寝る場所もない｡そうすると､お願いした

人の家の軒下にでも寝かせてもらうとかいうようなことをしなければいけなかった｡

私が沖縄から逃げた話をちょっと戻しましょうね｡ちょうど本部で人民党と私たちの民主同盟と大

宜味さんの社会党の3党合同演説会があって､これは軍政府批判の演説会だったんですかね｡よくわ

からない｡きっと三党合同の軍政批判だったと思う｡

弁士は､自民党から瀬名が亀次郎と兼次佐一､上地栄と3人､民主同盟からは仲宗根源和と山城善

光と私と3人､あと大宜味さんはいつもお1人だったからお1人｡孤高の1人でしたから｡そして､

本部の講演会を終わったら､さあ､我々は名護まで帰るのか､そうすると歩いて帰るとなるとあした

の夜明け10時ごろになってしまうからどうしようかと悩んでいるときに､人民党の方たちは､ ｢お-

っ､バイバイ｣､ブーツ｡そして､それを見ていた兼次佐一が-････

(テープ1本目 B面終了)

--仲宗根源和は本部だから､親戚の金持ちの人もいるからそこへ泊まった｡私と山城さんは兼次佐

一さん宅に泊めてもらった｡そして､夜中になって私は廊下のほうに1人で寝ていた｡12時か1時

頃になって､兼次さん宅を出て名護に向かった｡その時､もう私の計画は沖縄を離れることは決定し

ていたもんだから､そこから出て歩いて名護まで夜が明けたときに｡

名護には､照屋規太郎さんの照屋病院というのがありまして､この人は大変優れた医者で､陸軍軍

医中尉か大尉かな､忘れたけど軍医もやった人なんだ｡これが我々民主同盟の中央委員でもあったか

ら､名護に行くというと警察の目を逃れて彼の家に行けば飯を食うのは心配ない｡そして､一番安全

な基地みたいだった｡万一の場合は彼の病棟でも寝かしてくれる｡ある日､突然と警察に追跡され危

機一髪というときも照屋病院に助けてもらった｡照屋先生と奥さんは､私を重病人でございますと言

って氷嚢なんかを頭に乗っけたりしてね｡点滴を打ってくれた｡そこへ､警察が強引に入り込んで来

たので先生は､この患者は重病人だ｡君たちの行為は何だ｡これは人道的な問題である､私は医者と

して命をかけてこの重病人を守らなければいけない｡と厳然と咳吋を切った｡この勇敢な行為に僕は

びっくりした｡そういう豪傑でした｡私のは｡

私は､入院室で一晩ぐっすり寝た後､そこで朝飯とお昼を一緒に食べて､それが沖縄最後の別れに

なったんだけれども｡

そのときにも､そういうような同じ演説会でもって､50年の初めにおいては各政党間においてその

ぐらいの差があった｡それは一つの戦後の初期においても誰が権力に近いかによって大きな違いがあ

ったんだということは本も書かれてないかもしれませんね｡

だから､私の経験としてそういうことをお伝えしておきます｡

○司会 (江上能義) ずっと話を聞いていたいんですけれども､2時間ぐらいありますので､こ

れから質問も受けたいと思います｡ちょっと休憩とったほうがよろしいでしょうか｡5分ぐらいコー

ヒーブレイクをして上原さんにもちょっと休んでいただきたいと思います｡

(休 憩)

○司会 (;1 能義) ･･-･上原さんを私が知るきっかけになったのは､ここにわざわざ東京から

来ていただいた寅板さんです｡寅板さんは､琉球大学の大学院で沖縄の政治関係で修士論文を書いて
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東京に戻られたんですけれども､私も去年の4月から早稲田大学に移って寅板さんと会っているうち

に､実は上原さんという方がおられますよということを聞いてびっくりして､それで私も上原さんと

1回東京でお会いしたんです｡

その寅板さんは上原さんと東京で何回か会って､上原さんのオーラルヒストリーを収録する作業を

現在も進行中であります｡

ちょっときょうは､彼が昨晩､酒を飲み過ぎて声を壊してしまったというタイミングのよさですけ

れども､あえて絞り出して今の上原さんの話について､あるいは今まで真板さん自身のオーラルの記

録の中からでもいいんですけれども､ひと言感想等を聞かせていただけたらと思います｡よろしくお

願いします｡

○コメント (長板) 寅板と申します｡水曜日に沖縄に入ったんですが､木曜日の日に沖縄の仲間

と朝方ぐらいまで酒飲みまして､何か突然声が出なくなりまして､普段からおしゃべりなものですか

ら､きっとこれはしゃべりすぎるなという神様から言われたのかなと思っております｡

それで､上原さんとは今江上先生からご紹介ありましたとおり､政策研究大学院大学のほうで沖縄

プロジェクトというのがございまして､そちらでオーラルヒストリーということで上原信夫先生のお

話を伺っております｡

現在8回目まで来て､一応これでやめようかと思っているんですが､都合32時間ほどお話を伺って

おります｡その中で､今回の民主同盟というのが沖縄プロジェクトでも目玉のところになっておりま

して､今回の上原先生のお話をこれから伺うにあたって､ちょっとヒントとなるというか一つの視点

として持っていただきたいものをお話させていただきたいと思います｡

やはり県内の政党とか政治勢力を分析するにあたって私自身､だれが代表なのか､だれが中心的に

活動しているのかといった､人の問題というのが非常に重要であろうというふうに考えております｡

前半の上原先生のお話を伺ってても､人の名前が非常に多く出てきているのもその特徴であり､すご

さであろうというふうに考えております｡

さしあたって民主同盟に着目する意義としては､皆さんもご承知だとは思いますが､沖縄本島にお

いては戦後初めてできた政党であるということ｡恐らく沖縄の近現代史の中で一番最初にできたエポ

ック的な政党であろうと思います｡宮古､八重山の場合はあまり戦災もなかったので､年代としては

先にできている部分もありますが､やはり沖縄の灰盛に帰した混乱状況の中でこういった政治勢力､

政党というものができるというのは､そこに着目するのは大変意義があるだろうと思います｡

さらによく見ますと､人という視点で見ますと､沖縄の保守と沖縄革新の源流にあたる政党でもあ

ります｡ちなみに､そのころ琉球政府ができて比嘉秀平の与党として琉球民主党というのができます

が､これの前身が共和党､その前が民主同盟です｡また､琉球政府になってからは野党的になります

が､社大党というのがやはり民主同盟が源流になります｡というのは､社大党の一番最初の代表が平

良辰雄という人であるということからも､そう言ってもいいんじゃないかと思っております｡

さらに､民主同盟の特徴としては､最初は戦後の混乱期ですので､とにかくオール沖縄を形成しよ

うということで､そのために党綱領がないというのが特徴の一つになっております｡なぜ党綱領がな

いのかというと､当初メンバーから見ますと､仲宗根源和とか山城善光というのは戦前から共産主義

あるいは社会主義的な運動をしていた人たちで､どちらかというとこの人たちは階級政党を目指した

節があります｡

ところが､戦後の混乱期で階級がそもそも成り立ってないんじゃないのかと｡仕事場といえば軍作

業しかないわけで､その対価は何かといったら配給物資であるとか ｢塑星｣と言われていた物資しか
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ないわけです｡流通しているのも基本的には物々交換で貨幣経済も満足にないというような中で､資

本家も労働者もないだろうというようなところからなかなかそういったことを明文化することはでき

なかったというふうに､上原先生からはお話を伺っております｡

ところが､これは解体に向けてという部分なんですが､社会が安定するに従って軍作業で商いが成

り立ってくるような人たちが出てきます｡具体的には国場組であるというようなところですが､そう

するとその利害の不一致で総論賛成各論反対ということで､除々に民主同盟の運動に対して共鳴でき

ないとか､一線を画していくような人が出てきてます｡

それと同時に､米軍政府も民主同盟が先鋭化するに従って逆に人民党とか社会党､それから一部民

主同盟の穏健派を抱き込んでいくような方向に進んでいきます｡この一つが50年の5月に､群島政府

の公選を答申､諮問するんですが､それによって当面の民主同盟を含めた既存政党の攻撃目標という

か要求目標がなくなっちゃうんですね｡それによって､総体的に統括度が停滞してしまうと｡

こと民主同盟に限っていえば､実は段階論を踏んでいまして､最初は上原先生のお話の中でも出て

きますが､とにかくまず啓蒙運動をやろうと｡人心荒廃しているので､まず､かっぱらいみたいなこ

とはやめようよとか､女性は体を売ってまでお金を得ようなんてことはやめようよとか､そういうよ

うなところから健やかな生活､公衆的にも優れた生活を求めていこうよと｡それには配給を増やして

くれとか､それとか働く場､自分たちで自活できる場をつくってくれと､その道具をくれというよう

な要求が当初でした｡

それと､自由の獲得ということで一番最初にあったのが､先ほども出ました知念の沖縄建設懇談会

を踏まえて結社の自由､それから次にまだお話で出てきていませんが､表現 ･言論の自由の獲得とい

うことで､これは山城善光が ｢沖縄人連盟｣､東京でやっていたときに発行していました ｢自由沖

縄｣という同盟の機関誌ですが､これの第1号を出します｡これが48年の5月です｡

ところが､これが出版法違反というようなことですぐひっかかってしまいまして､6月中旬に恐ら

く県内戦後初めての高等軍事裁判が行われます｡これによって民主同盟は怪しげな危ない政党だとい

うようなことで､これも一つのきっかけになって徐々に民心が離れていったのではないかと推測して

います｡

そういうような流れの中で､では上原先生は何をなさっていたかというと､盛んに上原先生のお話

を伺っていくと､仲宗根源和､山城善光､桑江朝幸とご自身との年齢差についてなんですね｡当時､

上原先生はまだ20代のせいぜいいっても25ぐらいなんですが､あと桑江朝幸さんが八つ上で､山城善

光さんが一回りぐらい上､源和さんが当時51､52だったと思います｡そういう中で､自ずと役割が変

わっていったということをおっしゃっております｡

上原先生は山城善光さんに非常に心酔していまして､その中で主に青年部長と申してもどちらかと

いえば山城善光さんのボディーガードであり､使い走りであり､山城善光がやることを横でつぶさに

見ていたというお立場の方になります｡ですから､結党大会のときも上原先生は主体的に演説して何

かをした､あるいはオルグをしたというよりは､会場整理であったりとか､動員するにあたっての車

の手配であるとかといういわゆる雑用みたいなことをなさっていたようです｡

それと同時に､民主同盟の中核というのはやはり今申し上げたように､山城､桑江､上原の3人､

三羽ガラスとも言っていたそうですが､そういう人たちが中心になって仲宗根源和を御輿に担ぐよう

な形でやっていたと｡民主同盟も最初からオール沖縄を形成するだけではなくて､ある程度形成して､

第一段階で人材が育ってきたら､次へのステップということを当初から考えたようです｡
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そういうようなことを踏まえて後半､上原先生のお話をお聞きいただければ幸いでございます｡以

上です｡

○司会 (;1 能義) 寅板さん､どうもありがとうございました｡非常に要領のいい解説を加え

ていただきまして､今後の上原さんの話に役立つと思います｡

もう1人､実は今回の照屋先生の話でも､上原さんの話でも出てきました大宜味朝徳さんの研究を､

やはり早稲田の大学院で修士論文として大宜味朝徳研究をまとめた西平さんが今この会場に来ていま

す｡というよりも､西平さんに上原さんと会わせたかったので､

私が強引に呼んだんですけれども｡ 地道に乏しい資料を集める作業は大変だったと思うんですが､

西平さんは大宜味朝徳について修士論文をまとめました｡そしてその西平さんの論文を上原さんも読

んでおられるんですね｡そういうのもあって､今大宜味朝徳の話が照屋さんの話からも､上原さんの

話からも出ていたんですけれども､大宜味朝徳について論文を書かれた立場からコメントをお願いし

たいと思います｡唐突ですけれども､西平さん､よろしくお願いします｡

○コメント (西平) 皆さん､西平と申します｡琉大のほうの修士論文ということで､大宜味朝徳

の思想ということで､まだ思想になってないということで先生方からいろいろとご指摘もいただいた

んですけれども､一応､そういうふうな関係で､その際にお世話になった江上先生のほうからご連絡

いただきまして､それと上原先生ともいろいろと連絡をさせていただく機会もありまして､きょうは

参加させていただきました｡

私のほうは､本職は県庁職員で県税事務所というところで県庁の取り立て屋をしております｡その

関係で､口実ですけれども､なかなか継続して研究する時間もなかったりするんですけれども｡

私のほうが大宜味朝徳に興味を持ったというか､大宜味朝徳という人物がいて､独立論を唱えたん

だけれども､なかなか支持されなかったというふうなことはずっと思っていたんですけれども｡

ずっと沖縄の自治についていろいろ興味はあったんですけれども､その際にも長い間大宜味朝徳と

いう方は反米でということで､なかなか取り組みはしてこなかったんですけれども､またそれから沖

縄の自治の話は別にして独立論になると､先はども話がありましたように､今でもそうだと思うんで

すけれども､これまでも沖縄に独立してどうなるかというふうな問題と､もう一つは､日本が解放さ

れて沖縄も解放されるんじゃないかというふうなことを､私もずっと言われてもきたし､そうも思っ

てきたわけですね｡

そういうふうなことで､大宜味朝徳の研究しようと思ったのは､1995年にたまたまカナダに行く機

会があって､そこでカナダの独立を問う投票みたいなものがちょうどいるときにありまして､そうい

う機会の中で沖縄のほうではどうだったかなというふうなことを考えるきっかけというか､それです

べてそういう大宜味さんの思想に賛同するわけではないけれども､沖縄がよく自立とか何か言うんだ

けれども､そういうふうなものを考えていく上でとっても必要ではないかというふうなことで､大宜

味さんの研究をしているというところです｡

きょう非常に楽しみにしてきましたのは､上原さんのほうが当時大宜味朝徳さんとか､それから民

主同盟の沖縄の初期のいろいろな政治にかかわってこられたということで､そういうふうな直接の証

言というか体験というか､それを生々しく聞く機会があって大変楽しみにしておりましたし､また実

際､大変参考になっております｡

私のほうの論文の話は､先ほど照屋先生のはうからもいろいろご紹介もいただきましたので､大宜

味朝徳さんの独立論そのものについては､私のほうから特にコメントすることはございませんけれど
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も､また後半のほうで上原先生のはうからも独立論についてもう少し詳しいお話でも伺えたらと思っ

て期待しております｡以上です｡

○司会 (;1 能義) 突然の指名でしたけれども､どうもありがとうございました｡また上原さ

んに論文を送っていただいたりして､本当お手数かけてありがとうございました｡

上原さん､西平さんの大宜味朝徳さんについての論文を読まれて､おもしろかったですか､それと

もなつかしかったのが先ですか｡

○上原信夫 そうですね｡突然､大宜味さんが目の前で､ ｢信夫､おまえまだ生きているのか｣

なんて､声かけられたような思いでしたね｡

とにかくあの人自身の弱さというのを私は知っているわけですね｡彼自身もよく知っている｡彼自

身がよく知っていたがゆえにああいう歩み方をした｡だから､最初からひとりばっちでしかおれなか

ったと｡

だのに､私には話しかけて､信夫ちょっと来いやなんて｡あのな､おまえが言っていたことについ

て俺夕べよく考えたんだ｡私と話したことを､彼は翌日そういう形で私に話しかけたことが何回かあ

りましたね｡それを山城善光たちに言ったら､山城善光さんは､ ｢信夫君､実はな､大宜味さんは君

と一緒にいたいんだよ｡しかし､君一緒になれないからな｣と､もちろんそうですよと言った｡そう

いうような仲で､ひとりばっちで｡

きょうの会合には3人ぐらい連れてきますよといって､そしたら2名ぐらい連れてきて､次は1人

また来る｡こういう形で､あの人の生い立ちがひょっとしたら人を信用できないというようにしたか

もしれないけれども､私はこれにちょっと書いてありますが､ウチナンチュ的ないい人､人から弱い

者と見られたくない､一旦,見られたならば俺は何とか跳ね返してやるんだというような､押さえつ

けられたら押さえつけられたままではあの人は我慢できないという抵抗精神といいますか､これは極

めて旺盛だったと思うんですね｡

だから､それがある場合は人との個人的なつき合いの中でもってもろに出てくるようなことはなか

ったにしても､具体的な言葉では言わないけれども次の行動でもってムッとするとか､あるいは顔も

出さないとかというような形でやるから､彼が一番多く仲間を集めたって､泡瀬一帯ですか､20-30

名ぐらい集めて､そして最後にどこそこの支部､どこの支部のということを一応紙の上では書かれた

と思うんですよ｡だから､それは公文書館のほうに残っているかもしれないけれども､あの人はまめ

に自分の足でそういう報告を出したと思うんです｡我々は､故意にそれを拒否してやらなかったけれ

ども､大宜味さんはやはりそういう上からの支持に対しては､約束に対しては非常に素直にやったん

じゃないかなと思いますね｡

それともうーっ｡彼は琉球国民党をつくったんですね｡そのいきさつというのはよく知らないんで

すけれども､少なくとも1950年の正月明け早々のつき合いをしていて､本部町での最後の三党講演会

で会ったときも夕方まで一緒でしたが､それが大宜味さんとの離別となったので､あの人のそれ以降

の変化というものに対しては､私は全く想像もしてなかったのでわからないですね｡

○照屋克之 質問しておかないと､質問されたら困りますので｡

その大宜味朝徳の､私も非常に変わったパーソナリティーだろうなと本を読んでつくづく思うんで

すけれども､やっぱり人が集まらなかったということは､本を読んだのと大体一致するんですね｡

だから､例えば私が先はど国民党内閣の構想というのがたくさん挙げております｡平良幸市とか崎

間敏勝とか､稲嶺一郎と.この信悪性はご感想としてはどんなものですか｡

○上原信夫 恐らくそういう人たちとそんな深いつき合いはしてないと思うんです｡
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○照屋克之 勝手に書いたんですか｡

○上原信夫 恐らく先ほど申し上げたように､30何名かの党員を並べて､全島に幾つかの支部長の

名前も書いたのを私見たことはあるんだけれども､そういうのも本人たちの了承を得るとかそういう

ものではなしに､ご自分でお考えになって決めて､そして問題がなければそのまま放っておくと｡そ

ういう形だったんじゃないかなと｡

だから､公文書館に手書きしたそういうのがあるかなと｡そういう点では､まじめだから出してい

るかもしれない｡

○仲地博 名前の中に金城ヒデノブ先生が挙がっている?

○照屋寛之 挙がってないですかね.

0伸也博 金城先生が､勝手に名前を挙げてみたいな話をしていたから｡

○司会 (;1 能義) では､別のいろいろなところで挙げている｡プランはいろいろあって､そ

の中で適当に本人の承諾なしにですか?

○照屋克之 だからあれですね｡ちょうど今上原さんがおっしゃるようなことが幾つかの本の

中に出てくるんですよ｡自分は名前を言ったつもりはないけれども､要するに会っただけで名前が挙

がってしまうという｡1回会って会話しただけで名前が挙がってしまう｡

○司会 (il 悌 ) それでまた怒られ､抗議されるから､ますます人が離れていくというよう

な､そういうことがあったのでしょうね｡

本人はそんな悪気はなくて､まあいいんじゃないかと思って｡そしたら､名前を出したら文句言わ

れるとか｡

○上原信夫 いわゆる今の言葉で言えば､夢多き青年だったのかもしれませんね｡その夢につら

れてさまよい歩いたのかもしれませんね｡

○司会 (;1 能義氏) 夢追い人だったんですね｡でも､周りの人はちょっとついていけなった

んでしょうね｡

○上原信夫 話は上手ですからね｡

○司会 (;n 能義) 話は上手だったんですか｡

○上原信夫 話は上手ですから､彼がしゃべっている間はみんな黙って聞いていた｡何か言い返

しているとまた話が広がるから黙っておろうなんていうような､そういう具合のあれだったでしょう

ね｡

だから､彼が民主同盟の中央委員にも指名されてなったにもかかわらず､いつの間にかこんな沖縄

社会党の党首だということになる｡こういうだれに相談したかということは全くないようなことです

ね｡極めて独立心の強いお方だったと思います｡

○照屋寛之 沖縄社会党をつくったり､社会党をつくって琉球国民党といろいろな政党を渡り歩

いているわけですよね｡しかし､やはり政党の中でもどうしても浮いてしまう存在だったんですか｡

○上原信夫 何しろ自分でしっかりした自分なりの思想を持っていない｡恐らくあの方は自分の

ちょっとしたこうすべきであるということは､夜寝ていて､あるいはきょう考えているかもしれませ

ん｡それはそのまま自分の頭の中にちゃんと刻み込んでいると思って､それで終わりということもあ

ったと思うんですね｡それを育てて組.織していく､育て組織化するのには仲間が必要なんです｡その

人は､仲間とのつながりというのを持てない｡仲間をつかみ切れない｡そうすると､やはり空想から

空想へと走らざるを得ないと｡

160



アメリカの信託統治に対して彼は大変な興味と熱意を持っていたけれども,じゃ､どのようにする

か､その場合沖縄の受け皿は､大宜味の受け皿はということになると何もなかったですからね｡それ

を話さないんですから｡

私たちは組織があってはじめて活動があるんだと､発展もあるんだと思って､そういう考え方が基

本的に違っておりましたですね｡

○司会 (m 能義) ここでフロアーからも質問したい方がたくさんおられると思いますので､

まず初めに島袋純さんからどうぞ｡そのあと皆さん方もぜひ質問をお願いします｡

○箕間者 (島袋耗) 質問が1点だけあるんですけれども｡

民主同盟の広がりが持てなくなった理由というものが､その ｢自由新報｣でしたっけ｡民主同盟の

機関誌の問題で､山城善光と桑江朝幸が逮捕されて､そのときに仲宗根源和が裁判に出なかったとい

う事件があったんですが｡それが一つの原因でしょうか｡

先ほど､にらまれて裁判にかけられたから危ない政党だというふうに見なされたことによって支持

が落ちていったという話をされていたんですが､どうも沖縄の場合その後の人民党の裁判とかから見

れば､そうではないのかもしれないなということが1あったんですよ0

というのは､正々堂々とその委員長である仲宗根源和さんが裁判に出て､明確に対アメリカとの立

場をはっきりと打ち出して､それでさらに裁判にかけられるとかあるいは入監させられるとか､逮捕

されるとかいう事態になったら､かえって逆に民主同盟は人気出て求心力は高まったんじゃないかな

という､逆の方向を考える可能性もあったんじゃないかなということなんですよね｡

50年代と恐らく40年代､雰囲気違うのかもしれない｡もしかしたら40年代のほうがみんな従順だ

ったのか､50年代のほうは島ぐるみ闘争でちょっと元気出てきて､人民党が裁判になったときに沖

縄の人々は支持したのかもしれない｡こっちちょっとわからないんですけれども､これがどうなのか

教えて頂きたいということです｡

それで､私はもし民主同盟の求心力あるいは沖縄の民主同盟に対する支持が落ちていったのと同時

に､逆にその復帰論のほうが 1949年あたりから入れかわるように出てきてしまったのかなというの

を想定しているんですが､そちらについてはどうですか｡民主同盟の支持が減っていった理由と､そ

れと事件ですね｡その関係｡それから民主同盟の支持が減っていったことと､その復帰論が台頭する

入れかわりの関係ですね｡その点について､ご説明お願いできますか｡

○上原信夫 この間題について､私たちが当時現場で考えていたのはどういうことだったかとい

うと､山城善光と桑江朝幸が捕まった｡そして､アメリカの監獄に入れられてしまった｡私は同じよ

うに捕まるはずだったのに､CICは私のいる場所がわからなかった｡

それで､さあ裁判ということになるまでは､私はそのままうまく逃げていたらいいんだという考え

だったのが､大域ツルさん (民主同盟中央委員候補でもあった人)という通訳がおりまして､このお

ばさんは女傑したすごいお方でした｡

軍政府のはうからの指示を伝えるのに民主同盟中央委員の大域善英さんという方が石川に住んでお

られて､民主同盟の連絡拠点になっていた｡この人は先はども申し上げたように南洋からの引き揚げ

者なんですが｡その人のところへ､上原信夫はどこにいるんだということで突然､大域ツル女史が軍

制府の命令伝者として彼を訪ねていったので､私が手配中だから､善英さんも驚いたのは事実ですね｡

それで､とにかく民主同盟が至急臨時中央委員会を開かなければいけないということで､仲宗根に

話を持っていって､そして､その内容はというと､軍政府のほうは民主同盟を代表する人物がこの軍
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事裁判に立ち会わなければいけないと｡これ､アメリカの裁判では陪審委員みたいな､これを要求し

てきたわけなんですよ｡

それで､大域善英さんは民主同盟の事務局長もやった人 (その後今帰仁村の村長になられたそう

だ)｡この人が仲宗根源和に相談したら､いや､これは ｢大変なことになるぞ｣ということを仲宗根

さんはおっしゃったということで､私にどうするんだということで､一応､私､じゃ､委員長は仲宗

根源和さんだ｡委員長の仲宗根源和さんのご意向を直接私が聞いてから､私なりにどうするかまた相

談しましょうということで､首里の寒川に会いに行った｡

そしたら､最初こう言った｡上原君､おまえそういうところへ出たら駄目だぞと｡出ると､おまえ

捕まっちゃったら終わりだぞということなんです｡そして仲宗根日く､俺も行ったらあとはちょっと

アメリカの今の状況からすると､情勢がちょっと怪しいから､彼も今度はぶっこまれるだろうという

恐怖感がある｡

それで私が､いいじゃないの､民主同盟の2人の中央委員がぶっこまれていて､あんたもぶっこま

れたらいいじゃない､私も一緒についていきますよと言ったんだ｡彼は､ ｢うん｣と言ってくれない｡

何回か押問答をやったけれども､結局､駄目｡

それで､大域ツル女史を私は訪ねていって､こうこうなんだが仲宗根源和は出ないということにな

って､何名か集まって話し合った結果､上原､どうせ2人が銃殺されるんだったら俺も一緒に銃殺さ

れるから俺行くよと言ったら､みんな賛成してくれたわけなんですよ｡

そういうことで､じゃ私行きますと言ったら､大域ツル女史が駄目だと｡米軍は君を一生懸命さが

して､1週間も2週間もさがして見つからなかった｡おまえがのこのこ出て行ったら､エサをくわえ

てきた何かみたいに待っておりましたと終わりだよと｡そうすると､山城 ･桑江両人にとっても不利

だ｡裁判がやり直しになってくるからこれは駄目だということになったんだけれども､一体いつまで

2人を監獄に入れておくつもりなんだと言ったら､これはなるべく早く解決したほうが民主同盟のた

めにも､沖縄の民主運動のためにもいいんだということで､じゃいいです､腹決めました｡私でよけ

れば出ますということになった｡

そのとき彼女いわく､じゃ､君捕まってもいいんだなと｡それはもちろんです､2人は捕まってい

るんだ｡私は捕まれても構わないじゃないですかということで､それで私は軍事裁判に陪審員か何か

知らないけれども参加した｡

その前の晩に､その大域ツルさんは知念におられましたから､その人は万一のことを思って､とに

かく私が裁判に出るまでうまく捕まらなければ､裁判の場でもって裁判官も･--0

大域ツルさんという通訳は､米軍の通訳などそっちのけでダダダーツとやりましたから｡大域女史

は後日､沖純婦人会長か何かをやられたそうですね｡すごい人でした｡その方が､よろしいと｡私の

家に来いと一晩泊めて私が連れて行くと言って連れていってやった｡

それで私は､結局､裁判でひと言も発言してはいけない｡私が手を挙げたら立て,手をおろしたら

座れというような訓練をされまして､もう私はそのとおりにやったんだけど､最後になって､アメリ

カ軍制府の民主主義とは何だと､あそこで私はやったんだ｡言わなければよかったのにね｡

私､マタイ伝の山上の垂訓などを引っ張り出して､おまえたちアメリカはキリスト教の国だという

のに神の教えに叛くのかって｡これを何分か知らないけどやった｡そうしたら､大域先生が真っ青に

なって飛んできて､座れ座れてして｡そして､この若者は何か言い間違えました｡私が言ったことを

通訳しないで｡それで､この人は若いから何か興奮して大きな声で言ったということを弁解してごま
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かしたらしいんだ｡大域先生の抜群の弁説により､裁判長は鋭い目で私を呪みつけて一段落した思い

出があります｡

そのときの社会世論から見ますというと､大衆は大変心配しておりました｡山城善光と桑江朝幸が

捕まえられたということはぱーっと広まっていますからね｡もう既に自由沖縄を発行して問題は出そ

ろっているもんだから､いつやられるかわからないということははっきりしていたんだけれども｡

そのときに､人民大衆は別に恐れていない｡我々は第2号､第3号を出せというような｡しかし､

ガリ版の原紙ですね｡これがないんだよ｡油紙の原紙､日本から桑江さんが持って帰ったのは全部使

ってもうない｡そして､しかも図々しいのは軍政府に行って､ ｢原紙がないんだ｡原紙の余分のがあ

ったら分けてください｣なんてもらいに行ってるんだよ｡これ桑江朝幸と2人で行ったんだが｡アメ

リカも腹が立ったんだろうね｡しかも印刷用紙までもらっていかれた｡

そのときのあれからしますと､確かに山城が､桑江が監獄にぶっこまれたと｡それで銃殺になるそ

うだという噂になった｡銃殺刑にされるだろうと｡上原も行くんだそうだ｡そうすると3人銃殺だと

いうことになってOそのつもりでいたんだけれどもね｡

もしも､仮に銃殺にされるというと沖縄中が､それで恐れる人もいるけれども､何をアメリカとい

うことで､また抵抗も大きくなったかもしれない可能性があるわけ｡

そこで､じゃ､その後､実際に私たちが裁判を終わって､実刑でなくて罰金刑になったんですよ｡

一人50ドルか何かちょっと忘れた｡これ民主同盟の借金にもなっていますけどね｡それでその間題に

ついて､地元でコザ市では桑江朝幸､ヤンパルでは山城善光のためにみんなが有志で動いてくれて､

署名運動をしたりしているんですよ｡

だから､大衆が離れたというよりもまだ離れるような段階ではなかった｡一体アメリカのやろうど

もは､何をするんだろうかというのが多くの人民大衆の気持ちだったと思いますね｡

それで問題は､私と仲宗根さんの仲というのはそれでもって決定的になってしまったんですよ｡そ

のとき私が彼に言ったのが､かつて日本共産党を指導する立場のあった人が､こんな小さな問題の戦

いの指導もできないのか !と私に散々やられちゃっている､黙って頭下げて聞いていましたからね｡

しかし､これは党の発展というのは結局組織の統一と団結を如何に強化するかというのが最重要項

目として取り上げられた｡2人が監獄から出てきたんだから､この際､我々はもう1度立ち直って機

関誌を出すかというような準備に早速取りかかってきておりますからね｡

ただし､仲宗根さんと私のことあるごとに今度は議論になる｡これは私がダーンと机をたたいたり

してやるようなことになってきて､それで山城善光いわく､信夫も大変な苦労してきたりと､大人に

なったなんて私を冷やかしたこともありましたけどね｡そういう中で､仲宗根との仲はイデオロギー

の面で､彼の組臓的事務処理の問題で組織活動の処理の仕方の問題で､2人は対立はしているけれど

も､党の統一維持を､団結を全く破壊するような状況にはなってなかった｡

だから､その事件が起きた後､人民党､民主同盟と社会党と､3党連絡会議を持ったり､それから

合同演説会を何回も持っているんですよ｡それから考えますと､沖縄人はそのときおじけちやって民

主同盟から離れたというよりも､むしろ民主同盟から離れたというのは､私と仲宗根源和との対立の

次の段階｡すなわち平良辰雄とそれから松岡さんのこの間題の前段階でもって､仲宗根源和は知事に

立候補すべきであるといって､私が尻をたたいたんですよ｡

そうすれば､かつての裁判問題で仲宗根と2人の対立は解消すると｡私は逆に一歩も二歩も退いて､

あんた党首なんだ､委員長なんだと､何で立候補しないんだということで､彼の松岡さんを推薦する
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ということに対して､私は徹底的に議論してますます大きな対立に持ち込んでいってしまったんだけ

れども｡

そのときまでは､恐らく私の周辺にいたウチナンチュというのは､まだ仲宗根に希望を持っている｡

そして上原たちが頑張って仲宗根を知事に引っ張り出すならば､勝とうが負けようが､勝ち負けは別

として民主同盟の顔が立つじゃないかということで支持していた｡励ましてくれた｡

だが､いよいよ最後に彼は､私は絶対立たないということになって､2人の団結はこれで終わりだ

ということになる｡それからですよ｡実際に民主同盟の支持が落ちていったのは｡何だ､仲宗根は民

主同盟をまとめる力がないじゃないかと｡

そして､自分が立候補するような立場にありながら立候補もしないでもって､民政府の松岡ヨヱ空

重を担ぎ出すなんていうのはけしからんと｡これが､そこの弱みにつけ込んで平良たちの闘争があり､

そして民主同盟の分裂につながっていく｡そういうことです｡しかし､その頃になると私は沖縄を離

れて不在だったので､詳細については知らないです｡

○ 司会 (in 能義) どうもありがとうございました｡

ほかにご質問の方､どうぞ｡せっかくの機会ですので｡

○箕間者(上地) 上地と申します.早稲田の修士で今復帰運動の初期のことをやろうと思っている

んですけれども､今の話を聞いて思ったのは､二つ質問があるんですけれども｡

一つは､平良辰雄さんがいつの時代から復帰運動というふうな動きを具体化させていったのかとい

う疑問がありまして､当初､民主同盟の中に入ってますよね｡

そのことが一つと､もう一つは､ご存知かどうかわかりませんけれども､仲吉良光という戦前の首

里市長がいまして､実は今その人を追っているんですけれども､彼は1946年の6月にもう既に諮前会

メンバーと仲悪くて､もうそのまま東京に出ているんですが､その前までは彼は一番初めにそれこそ

復帰ということ言い出していると｡彼が46年以降､東京でずっと復帰運動を始めるんですけれども､

彼の動きというのは平良辰雄さんたちと共鳴していたのかとか､または周りの人とか一般の人が東京

ではそんな動きがあったというふうに認識していたのかどうかと｡

1950年のサンフランシスコ以前の盛り上がりまでにおいて､東京でそんなことをやっている人がい

たということを民衆がどれだけ知っていたかと｡その2点をお聞きしたく思います｡

○上原信夫 もと首里市長の仲吉さんは1947年ごろ､何年かに東京に帰りました｡

私は､そのころは仲吉さんという方はよく知ってない｡ただし､山城善光が東京で仲吉良光先生の

報告会を何回も聞いているので､彼は仲吉良光の話になるとものすごくカンカンになって､東京で聞

いた仲吉さんの沖縄報告の内容というのが沖縄の現実に大きな相違があるというような話をしており

ました｡

仲吉良光さんの話としては､いわゆる日本復帰の第1号を彼が打ち上げたということで､大変記念

されているような人物であるということを当時私は話を聞きまして｡

だから､仲吉さんは戦前の市長でしたね｡それから､平良さんは農林何とかの責任者で､しかも､

日本の翼賛会みたいな､それの沖縄人を代表するような人物の一人であったという点ですね｡だから､

当時の日本政府との関係というのは極めて良好な人たちであったということは､私も沖縄に帰ってか

らいろいろな機会に話を聞くとそうであっだったんだということがわかりました｡

だから､恐らくそういう昔の翼賛会関係の人たちの中には､私がさっき申し上げた中に吉元英真と

いうのが､これは名護の屋部の｡その人のあだ名は ｢名護のウニグワ-｣と言われるぐらい大変の権

勢のあった人らしいんですけれども､しかし､私は仲良くしました｡
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その人たちの中には､かつて日本政府のすなわち翼賛会の中におけるところの彼らに与えた名誉と

地位というものが､やっぱり大変ありがたかったんでしょうね｡だから､公然と復帰運動問題がまだ

出ないころ､先ほど言った石川ホテルなどに泊まったりするときのいろいろな話し合いの中で､我々

が独立すべきであると､独立するならこうであるべきであるというときに黙っていて､独立したら食

っていけないぞなんていうようなことをおっしゃっておられた｡

というのは､彼らはかつての日本政府の恩恵によって生活してきたその自分たちの地位を確保して､

社会的保障をしてもらえた人たちにとっては､その地位のいかんにかかわらず､やはり昔の世に帰れ

ば俺たちの､それも何とかいい恩典があるんじゃないかと､機会があるんじゃないかというような､

これはきっとあの年配の連中には--｡まだ50-60代前後でしょう｡まだまだ1回､2回ぐらいいい

地位についてはばをきかせたいというような名誉心と言いますか､こういうものがある人に限って翼

賛会に､日本帝国の侵略政策に協力しているわけですからね｡

しかしその反面､我々みたいに名誉とか地位に欲望というのを持たない人間というのは､戦前 ･戦

後を通じて時の日本の侵略戦争に反対し､アメリカの占領政策のも反対して戦っている｡そういう方

たちが､生き残った連中の中には結構おられたんじゃないかというふうに考えます｡

○司会 (;1 能義) 平良辰雄さんについてですが､最初は民主同盟の中に入っていますね｡

○上原信夫 平良辰雄さんは､いわゆる沖縄の農民運動､農魚業をしている人も含めて､平良辰

雄さんという人の名前は結構戦前から知られているわけですね｡

あの人の正式な肩書きは､戦前の沖縄翼賛何とか何とか､現地では沖縄人としては一番地位の高い

1人だったようです｡それと今度は､何とか農民何とかの会長なんかもやっているわけでしょう｡だ

から､そういう方ですから､かつての日本の侵略戦争に対して疑問を持っていなかったようですな｡

あの人のことについて先輩達と話し合った中で､そういう疑問を持たないでそのまま素直に日本帝

国の戦争に対する､そして沖縄戦へと導かれていくそういうときに､依然として大日本帝国の肩を持

ってその立場に立って沖縄問題を見ていたということらしいですね｡

そして､幸いにして戦後生き残って､しばらくの間いろいろ反省したであろうと思うんです｡その

反省したであろうと思うことは､かつての同期生であったとかいう桃原桃太さんという方｡これは戦

前戦中の代議士ですね｡桃原桃太､ご存知ですか｡私はその後会ったのは､それから平良辰雄さんで

すね｡それから､一番最初の沖縄政府の責任者になった志喜屋孝信｡この人たちというのは､志宮屋

孝信先生の話は私ちょっとこれに書いたけれども､あれは関南中学の校長をやったんですね｡そのま

ま-中の校長もやったんですかね｡

その方たちは､戦中ですよ｡御真影というと天皇陛下の写真ですよね｡それをこのぐらい背負って､

何人かの校長先生たちは那覇からヤンパルの羽地のオオシッタイまで行って､そこへ申しわけない､

天皇陛下もうしわけないと言って､あのおじさんたちが泣きながらですよ｡それで､1枚1枚最敬礼

をして焼いて､また1枚 1枚焼いて､そういう儀式をやったというんですからね｡

ちょうど私は､仲宗根源和 (敗戦後は長年学校長をやり､今日健在 (東京近県))と一番最初に知

り合ったときに､私は教育者というのはあんまり信用できませんと言った｡なぜかというと､私が死

刑も宣告を受けて天皇の名によって上原信夫を打ち首にすると死刑執行人をやったのに教育者がいる

わけなんだよ｡そういう例を挙げて､今度の戦争で若い人たちを駆り立てたのは教育者じゃないかと

言って､さんさんくさしたら､実は志喜屋孝信先生はまさにそのお手本ですよと言って､どんなお手

本ですかと言ったら､オオシッタイでそういうことをやったと｡那覇から何日間かけて､もうそれを

空襲､空爆の中それを運んでいるというんですよ｡
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こんなことをやれるおかしなおじさんたちが沖縄にいるのかと思って､私は､はははっと笑って

｢そんな人たちが信用できますか｣と言ってやったもんなんですよ｡そしたら,同じようにこの平良

さんらも同じ地位にあった人なんです｡だから､恐らく平良さんの場合｡

ただし､先ほど言ったように､志蓄屋孝信先生だって､羽地の捕虜収容所にいる間は､これも仲宗

根源和の話なんだけれども､やっぱり大変悩んでおられたと｡その大変悩んでおられたというのが､

天皇陛下のために御真影を守り通せなかったと｡これと同時に､そんなことまでやらなければいけな

かったのかなということの疑問と矛盾があった｡それで､自己反省の結果からしばらく病気になった

んだろうという｡その両方兼ねて今で言ううつ病､そういうふうにみたいにしばらくなったというこ

とを聞いて､かわいそうな人だな､こんだけ教養あって､こんなたくさんの子弟たちを教育した人で

さえもこんな馬鹿なことしかやれなかったのかと､私は笑い飛ばしたんだけどね｡それを仲宗根は､

おまえは若いからな信夫君って､私の頭をなでてくれたことがあったよ｡しかし､今になって考えて

みると､天皇制の害悪がなくなったのではなく､その幽霊が日本にはまだ生き残っているように思わ

れる｡

だから平良さんも､これは山城善光の話なんだけれども､やはりどうしてそんなことをやらなけれ

ばいけなかったんだということで悩んだようです｡それで､仲宗根が立候補しないんだったら平良を

推そうじゃないかというのが私たちの意見だったんですよ｡

それで､山城善光が民主同盟を代表して行ってお願いしたら､断られたと｡いや､平良さんは､私

はそういうような新しい県の政府ができても､知事になれるような身分じゃないと､そのような資格

はありませんと言ってお断りしているんですよ｡

そういうことから考えますと､恐らく当時は､沖縄独立には反対とか賛成とかいう発言は全くなか

ったけれども､平良さん自身は戦前におけるところの自分の行いを省みて､きっと悩んだと思います｡

そのぐらいの良心はあっただろうというふうに私は信じたい｡1950年1月以降の彼の変化と政治活動

は私は知らない｡

○司会 (;1 能義) とてもいいコメントでしたO

ほかにご質問お願いします｡

○質問者(仲也博) さっき島袋さんがお聞きになったことで､もう少しお聞きしたいんですけれど

も｡

民主党が独立論を唱えて聴衆は沸いたというところですね｡このへんをもう少し具体的にお話､思

い出せるかどうかですね｡

つまり､当時は娯楽の乏しい時代で､演説会というとたくさんの人が集まった時代だと思いますけ

れども､民主党のどの主張のところで人々は湧いたのか｡今一般的に言われるのは､当時の政党が独

立論を唱えても､大衆的な影響を持たなかったと言われているわけですけれども､そのへんのところ

を思い出せる範囲でお聞きしたいということと､上原先生が沖縄を出て後､急速に復帰論に世論はま

とまっていくわけですね｡兼次佐一さんなどが､復帰のための署名運動をするという状態になります

けれども｡

独立論が人々の世論を､支持を集めていたんだったら､復帰運動がなぜ急速に支持を受けたのかと

いうこの落差が理解しにくいわけです｡このへんをどう理解すればいいのかなということ｡

それから､先生は沖縄が復帰運動しているというのは､どのへんでお聞きになりましたでしょうか｡

いつごろお聞きになりましたでしょうか｡この2点お願いいたします｡

○上原信夫 まず､いつごろ問いたかという時間の問題から話します｡
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とにかく私は中国に入って以来､中国の関係機関のほうでは､日本の主な新聞を取っておりました

し､それから ｢赤旗｣が来ておりましたから､恐らく1952年の春ぐらいからそういう新聞が手に入る

ようになりましたから､ひと月ふた月ぐらいは遅れているけれども､それを通じて､何で沖縄は復帰

運動なんて--｡沖縄の人たちの言っていることが､親の懐に帰るのだとか､兼次さんなんかこうい

うようなことを言ったということが載って､最初､兼次は頭が狂ったんだろうかと思ったりして｡そ

ういう---

(テープ2本 A面終了)

--･次は､具体的な演説会というのは､何千名か何百名か集めて以外に､私は個人演説会をヤンパル

では随分場所があればどこでもやったわけなんです｡

○司会 (;1 能義) 場所は､大体どういうところでやったんですか｡

○上原信夫 まず国頭村内だというと茅葺きの小学校の中か｡昼間のお天気の悪い日ならばそう

です｡夜はもう電気どころかランプもないんですよ｡ランプもないから､この茅葺きの小学校と腰掛

けを外へ出して明るいうちから始めますと､暗くなると今度は教室の中に出てきてというような形で

もって､私は各部落を回りましたからね｡

それで､たまに山城善光と2人で今度はヤンパルを回るわけですよ｡そうすると､終戦直後の沖縄

の法律というのはどういうものだったかというと､日本国憲法､日本国刑法そのまま｡なぜかという

と､警察官が新しい日本の憲法なんてのを知らないんだし､アメリカが沖縄県何々法というのを決め

たわけじゃないんだから､こういうことなんです｡

山城善光と2人で､講演会をあちこち行ってやろうやと｡そして部落を回っては--･｡そのときに､

天皇制の問題に私はくってかかってやると､最初 ｢弁士､注意｣と言うんだ｡そして､私がわざと大

きな声で天皇がこの戦争を始めたんだと｡沖縄戦でもって沖絶入を犠牲にしたのは天皇の責任だとや

ると､聴衆の中にいた警察官が出てきて､弁士注意から今度は ｢弁士､停止｣｡そして､次は ｢弁士､

逮捕｣と言うんだ｡

｢一体､貴様は大日本帝国の警察官なのか｣と怒鳴ると､ ｢沖縄の警察だ｣と言う｡沖縄の警察で

すと言うから､今言った弁士停止とか注意とか停止とか､逮捕というのは何に基づいて言っているん

だと｡日本国何たら法の第何条と覚えているんだよ｡

そして､ ｢それは君､ヤマトに行って言え､ウチナ-は我々は独立しようと言っているんだ｣と｡

大衆はワ-ワ一､頑張れ､やれやれと言って｡そういうようなことがありましたね｡2回くらい｡

それでもよく大衆は､やっぱり道理を尽くしてなぜ我々はこうなったんだろうか､ウテナーはどう

してこういうひどい目に遭わされなければならなかったんだろうかということを言うと､今度は沖縄

戦から生き返ってきた若い人たちが､そうだ､あいつらは､あいつらというと日本の軍隊ですね｡部

落民が墓の中に入っているのにみんな引っ張り出して自分たちが隠れて､そして彼らが追い出した部

落の人たちは空爆で機関銃でダダーツトやられた｡俺は見てきたんだぞと｡あれでももって沖絶県だ

ったのか｡俺たちは一体何だったんだということを言いはじめて､今度は我々の演説をやめて彼らが

｡こういうような状態だった｡

そういう連中の中には長いこと私はいろいろつき合いをした人がおりまして､今から8年か何年か

前です｡マチグヮ-で､私は山城善光の家をさがLにいっていたときかもしれないんですけれども､

非常にのどが渇いて何か飲み物を飲もうと思って､どこかコーヒーでも飲ませてくれるところないか

なとおばさんたちに聞いていたら､ある三味線を持った人が､大体そのときeD代ぐらいだったのか､

もう10何年前の話ですから｡
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マチグヮ-のおばあが言うのには､ ｢あの人たちに聞いたらわかるよ､男の人たちがコーヒーを飲

むところを知っているから｣｡その人に聞いたら､そしたら､ ｢あんたウチナンチュか｣と言うから､

｢ウチナンチュですよ｡ヤンパルンチュですよ｣と言ったら､ ｢ウチナンチュでここでお茶を飲むと

ころぐらい知らないのか｣と｡ ｢いや､しばらくウテナーを離れていたからわからん｣と言ったら､

｢あんたどこだ｣と言うから ｢ヤンパル､国頭｣､ ｢国頭どこだ｣､ ｢奥だ｣｡私の顔をじっと見て

から､私はそのとき名刺を出して渡した｡

そしたら､その人が上原信夫､ ｢あんたあの沖縄からヒンギッタ信夫か｣と言う｡そうだと言った

ら､そうするとわーっと大きな声出して逃げてっちゃった｡

それを後で山城善光さんのところに行って話したら､化け物と思った｡ ｢みんな､お前はもう死ん

でいると思っているんだ｡おまえは､うっかり人に上原でございますって言うなよ｣と言われた｡

そういうことから考えますというと､その人は､恐らく私と山城善光の講演を何回も聞いている年

頃の人なんですよ｡それで､あとは沖縄は､またありましたか｡説明して｡

○司会 (江上能箆) 独立論で聴衆が沸いたのは､例えば沖縄戦で日本軍がどういうひどいこと

をしたから独立したほうがいいと言って､それが聴衆に受けたんですか｡

○上原信夫 そうそう｡

○司会 (;1 能義) でも､それが何で急速に復帰のほうに傾いていったのでしょうか｡

○上原信夫 考えますのは､独立という問題がそれなりの階層といいますか､階層分けしますと､

独立というのについて､なぜ独立しなければいけないかというと､なぜウチナ-は過去においてこう

いうような待遇をされたんだと､取り扱いをされたんだと｡そして､戦争によってこういうことにな

ったんだということをみんな知っているけれども､問題をさらに独立という高いレベルまで意識を持

っていって分析して判断したりする人というのは､そんなにいっぱいいるわけじゃないですからね｡

我々が話している中で､ ｢独立｣と言ったら､独立したら飯はどうするんだと､こういう反応がパ

ッと跳ね返ってきました｡独立ということになると､じゃ､昔のように天皇からあるいは政府から何

かもらうんだというのではなしに､自分たちですべてやるんだと｡そうだと､当たり前ですよと｡県

知事も我々が選ぶんだということになると､じゃ､税金はどうするんだと｡税金は全部沖縄で集めた

金は沖縄のために使うんだと｡一銭も上納しないんだということになると､それは納得いくわけです

よ｡

そして､あとは､もし昔みたいに生活が困った場合はどうするんだというようなことまで心配する

人たちもいる｡今度は､それよりももう1回戦争になった場合はあんたたちはどうするんだと､防げ

るのかということですね｡そうなると､今度は沖縄に対して戦争を仕掛けるような国はいないよとい

うことになると､アメリカがいてソ連が来るんじゃないかということなる｡沖縄で､こんなちっぽけ

な地域をソ連ははしがってないです｡必要ない､管理するのは大変だよというようなことで､話が非

常に具体的に｡

そのときは､もうみんな演壇とかそういうのではなく､向かい合って座っているわけですからね｡

戦後つくった腰掛けは､板を1枚下にくっつけて､何とか腰掛けというんですかね｡臨時に学校の子

供たちの腰掛けをやって､そういうものに座って一緒に丸く座ったり､向かい合って座ったりして話

し合っているんだから､最初だけちょっと格好づけに山城善光が話すと､今度は一緒になって座談会

みたいになってやると｡そうすると､そういういろいろな話も出ましたですね｡
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その中で､非常に効果的だったのは､私は沖縄に帰ってくるなり始めたのはどういう運動だったか

というと､青年運動なんです｡そして､どこかのあちこちの部落､家の中で焼けないで残った本はな

いかと｡どんなものでもよろしいということで集めて青年文庫をつくる｡そして､今度は夜学をやる｡

そういう中でもうーっやったのは何かというと､家畜を豚や牛やヤギを屋敷内で飼う､村内で飼わ

せろという運動｡米軍は衛生何とかと法いうのを設けて､沖縄のほうでは戦中家畜はほとんど殺され

ているわけですね｡だけれども､ヤンパルあたりでは大島とか､伊平屋とか伊是名とか､そういう戦

争の被害の比較的少なかったところからほんの何頭ぐらいだけど､豚とかヤギとか買ってきて養って

いるわけだ｡

聞いてみたら､部落内でそういうのを飼育してはいけないという制度があると言うので､これはだ

れの命令だと｡調べてみるとアメリカ軍の命令だと､公衆衛生法何とか何とかいう命令があるんだと｡

そういうときに私は､まず沖縄で自給をせよとアメリカは言うのに､配給品は少ない､そして高い

値段で売るというような状況のもとで､自分たちで自立して自給体制を組もうというときに､どうし

て家畜を村の中で飼ってはいけないんだということから､私は一番最初のこの部落内における先ほど

の青年運動のはかに､本当の政治運動を始めたのはそれなんです｡

そういうときに､私は部落を回ってほとんどの人たちとそういう話し合いをする｡そうすると､土

地を耕しても戦争で散々荒らされた畑というのは肥料がないと駄目だと｡そうすると､病気になった

り栄養不良でふらふらしている人たちがいる｡これは何が原因かというと､動物蛋白質が足りない｡

肉がないのだ｡缶詰の肉をアメリカから配給される量が少ないからこうだと､栄養が足りないんだと｡

それじゃ､自分たちで豚を飼おうじゃないか､ヤギを飼おうじゃないか､鶏を飼おうじゃないかとい

う運動から始めて､時の地域の辺土名地区の衛生部長を説き伏せたり､村長たちを説き伏せたり､そ

して運動がだんだん大きくなってきて､大宜味朝計公衆衛生部長のところへ直訴したり､そういうこ

とを私は民主同盟をつくるまえから始めているわけなんですよ｡

だから､その延長線上でもって懇談会に参加し､そして民主同盟をつくっているから､実際に民主

同盟の政治運動を始めた人たちよりも､先輩たちよりも私のほうが沖縄に帰ってきて以来､素っ裸の

まま農民と取り組み､生き残った人たちと取り組んでの､いわゆる今で言う草の根民主主義的な大衆

運動を展開して､ヤンパルという地域的な政治活動を始めていた｡だから､そういうことを知ってい

るから､ヤンパルでの講演会ではものすごく湧きました｡

そうすると､もうそのころになりますと､大島や伊是名､伊平屋から買い入れた豚がだんだん増え

てきているんですよ｡私の家でも飼っておりまして､私も買いに行きましたよ｡自分で火をつけたん

だからということで､私の友人が船を借りてきたので､それで一緒に行った｡

そういう運動と私が言っていることは､いわゆる単なるおしゃべりではないんだと｡あいつが言っ

ていることは必ずやるんだということで認められながら話しているから､話が具体的になっていくよ

うな場合が意外と多かったです｡

○司会 (･,n 能義) ちょっとしつこいようですけれども､復帰が主流になっていくというなか

で､復帰は上原さんにとってはやはり考えられなかったんですか?

○上原信夫 とにかく私がいる間に復帰論を唱えたのは､飯食えなくなるぞというようなことを

言ったのは新垣金造､それからいわゆる元県会議員をやったぐらいの人では吉元英真､あとほかの人

たちで復帰運動ということを会合で正面切って持ち出した人はいかなったと思いますね｡

○司会 (;1 能義) そうですか｡では､上原さんがいたときは本当に独立論のほうが強くて､

復帰論はそんなに多くはなかったんですか0
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ところが､上原さんが沖縄からいなくなって､中国から見ていると､あっという間に復帰論のほう

が強くなった｡これは一体どうしたことなんだろうかというふうに思われたんですよね｡

復帰論が沖縄で非常に強くなっているということを中国で1952年ごろ知って､一体どうしたんだろ

うかというふうに考えたんですか｡

○上原信夫 そうですね｡今思い出しました｡

もう一つ｡民主同盟の影響力を落ちたのというもうーっあるO

これは､私は中国から1976年か77年に沖縄に帰ってきたんですよ｡そのときに中心になって私の歓

迎会をやってくれたのが､当時はまだ山城善光も桑江朝幸も､それから宮里栄輝さんたちとか､本部

の兼次佐一とか､そういう人たちとそれから沖縄の労働組合の方たちも含めて､私の昔の事を知って

いる人たちが40-50名ぐらい集まって歓迎会をしてくれたんです｡

それで､歓迎会をしたときに､私はせっかく沖縄に来たんだからヤンパルにも一晩ぐらい帰ってや

ろうということで､4-5日ぐらいは滞在の予定でやっていたら､宴会たけなわになったときに宮里

栄輝先生が､信夫君ちょっとおいでと言って､それでみんなと離れたところに行ったら､あしたすぐ

帰りなさいと言うんですよ｡

私は､何だまたアメリカの手が回っているのかと思って､どうしたんですかと尋ねると､ ｢君は知

らないけれども､君が沖縄から脱出したら､最初は､上原は反米活動して呪まれて逃げたんだと言う

ことで､それまで君を知っていた人たちは関係部門から君が上原を逃がしたんだとものすごく責めら

れているんですよ､たくさんの人が｡｣私も後目分かるのですが､同郷人の話によると､警察官の某

氏や､当時の国頭村の村長とか助役など､私を知っている多くの先輩達も何回も呼ばれたりして､

｢おまえたちが逃がしたんだろう､上原信夫どこにいるんだ !｣ということで厳しく追跡されたらし

い｡

富里先生が言うには､何カ月かたったら君は殺人犯になっているんだと言うんですよ｡CICはそ

こまで卑劣なことをやっているんだぞ､君あした帰りなさい｡いかん､すべてあしたからの予定は全

部変更だぞと｡君が逃げた後は､アメリカに反対してあいつは逃げたんだと｡アメリカに追われて逃

げたんだと｡これではあまりのも一般論なんですな｡却って大衆は君に同情するだけだと｡

それで米軍が持ち出したのは､これは宮里先生の言葉を借りると､志宮屋孝信暗殺計画なるものだ

そうだ｡暗殺執行一歩手前までいっていたんだと｡その責任者は上原信夫であると｡それを追及され

て彼は逃げたんだと｡こういうことにしたんだそうです｡だから､君が帰って来たらあと何が起こる

かわからない､アメリカはどういう手を打つかわからないから､とにかく早く離れたほうがいい｡東

京でなら逃げ回れる｡君､大騒動を起こせばいいんだよということで｡

それで宴会が終わった後で､あした急用ができて上原信夫は帰ることになりましたと､富里先生が

挨拶をして閉会の辞を述べて､そして私は翌日帰ったんです｡こういうことがありました｡だけど私

が逃げたということだけではく､アメリカに反対しているということでは恐らく知事選挙の結果の問

題がどうであろうと､そんな大きな影響はなかったはずです｡そこでCICは私を殺人犯に仕立て上

げようとしたのです｡こともあろうに､沖縄戦後第1人目の知事､しかも教育界の第一人者である有

名な志喜屋孝信先生を上原が暗殺しようと計画していたと｡その暗殺計画を曝露されてはじめて彼は

逃げたんだということを言いふらしたというんです｡それが恐らく民主同盟の名声を落とす一つの重

要なデマ宣伝でもあったかもしれないです｡

そして､私がいなくなったのも原因だけれども､私と一緒に民主同盟のいろいろな下働きをやって

いた若い人たちが民主同盟を離れたそうですから｡
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これは内緒話だけれども､民主同盟で私と一緒にやっていたほぼ同じ年頃の1人生き残っておりま

す｡つい2-3週間前に東京で会いました｡今帰仁の人です｡喜納と言います｡喜納政業と言います｡

この人が2-3週間前に､具体的な日にちは忘れました｡とにかくきっと先月ですよ｡突然､日曜

日に電話がかかってきまして､ ｢信夫さん元気か｣､ ｢元気ですよ｣､ ｢あんたどなた様ですか｣と

言ったら､ ｢俺だよ喜納だよ｣と言うから､どの喜納かな､あの音楽の善納さんかなと思って｡あん

まり突然だったもんだから､ちょうど の月だった｡

そしたら､ ｢今どこから電話している､今帰仁からか｣と言ったら､ ｢いや､下にいるんだよ｣と

言うんだよ｡何か子供が具合悪くて､病気で病院の先生方に相談に来たらしいんですよ｡それで､私

のマンションの下にいると｡何号だと知っているかと言ったら､君の年賀状をもらっていて年賀状の

そのとおりに来ているんだよと､それで行ったら彼なんだよ｡

それで､彼は病院との関係があるからと1時間足らずだけ話して､彼は生きていてよかったと言っ

て､2人はしっかり抱き合ったんですけれどもね｡とてもお丈夫です｡

○司会 (;1 能義) 年は同じぐらいですか｡

○上原信夫 私よりかは一つぐらい上だったかな｡

彼は､キナスーパー､今帰仁の今泊かな｡迷惑かけるかな｡とにかく喜納政業｡

そして､彼は生きていてよかったと｡そして､アメリカを怖がってみんな何も口を出さないときに

俺たちやったんだからな､やっぱり頑張ってよかったよと､今誇りに思うよということを､彼ははっ

きり言っておりましたから｡彼は県会議員等もしたようです｡

それで､お話を聞きたい人がいたら彼をお訪ねしたらいいでしょう｡

○司会 (;1 能義) 宮納さんも民主同盟のメンバーだったんですか｡

○上原信夫 民主同盟の青年部にいた｡彼はなかなか弁もたつし､今スーパーをやっているそう

ですよ｡キナスーパー｡

○司会 (江1能義) 沖縄にいらっしゃるんですか｡

○上原信夫 沖縄の今帰仁に住んでいる｡

○司会 (江上能義) どうもありがとうございました｡時間もそろそろ少なくなってきましたが､

まだほかにご質問なさりたい方､いますか｡

上原さんには随分長い間､本当にしゃべっていただいて感謝しているんですが､ひとつ私がお聞き

たいんですけれども､これは皆さん方も聞きたいところではないかと思います｡

中国から戻られてから､沖縄にも時々､帰られています｡いま東京にお住まいで､中国と日本の架

け橋となって留学生支援のお仕事なんかもなさっているんですけれども､激動期の沖縄の戦後を生き

た上原さんが現在の沖縄を見て､どういうふうに思われているか､ご意見を伺いたいのですが｡

それと同時に､沖縄はこれから､どうあってほしいと思われているか､ご意見があったらお聞きし

たいんです｡

○上原信夫 きのう来てから､久しぶりに沖縄に来たので山城善光さんの奥さんにお会いしよう

と思ったんだけれども病気だということで｡

国場幸一郎さんご存知ですか｡彼に電話したら､彼､本を書いてあるんですね｡その本の中に私の

ことも書いてあるそうです｡本はもらってまだ時間ないから見てないけど｡それも一つの･--｡彼が

言うのには､琉球大学に児玉さんという方が､今でもおられますか｡

○司会 (;1 能舞) おられます｡中国語の先生ですね｡
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○上原信夫 沖縄から中国へ留学生200名か300名ぐらい送ったんです｡そのときに児玉先生が協力

してくれました｡その方たちから私のことを聞いた話ということで､彼の本の中にも書いてあるそう

ですが､どんなことを書いているか私はわからないが､それはそれとして｡

沖縄を離れてかれこれ50何年ということになるんですか｡半世紀ですね｡私は､その半世紀の間数

年間というのは､どこの人間として生きていたかというと､国籍もパスポートもないですから､日本

人ですと言ってもだれも信用しない｡そうすると琉球人でございますと言ったら､琉球のパスポート

を持っていると嘘言ったって通用しないから､結局､中国でも私は日本人だというわけですね｡

だけれども､これは私の関係している研究機関だけのことであって､日本人が上原というのがおる

かと言っても､それはだれもわからないということになるけど｡そういう中で､私自身は人生の半分

近くを､日本人でもない琉球人という形で生活してきているようなものではないかなと思うわけです｡

さて､それだけ離れて日本語も使わなかった､ウチナ-グチもわからなかった｡子供のときの言葉

しかわからない｡でも､やはり私は琉球人である｡依然として琉球人である｡そうなると､私はまだ

生きているんだから､地獄に行くまでの間､俺は何をやるべきか｡俺は何をやらなければいけないか

ということは､ずっと一貫として考えてきたこと｡

私が沖縄を離れて外国に行くことを考えたのも､第一に沖縄が平和であってもらいたい｡平和な島

であってもらいたい｡平和の島であれば､沖縄は自分たちで自立する道をその平和の環境の中でつく

り上げていくことができるはずだと｡そうすれば､世界の進んだ国がきっと助けてくれるはずだと｡

アメリカだって､沖縄の自立を許して平和な島に戻してくれるであろうということを願ってきた｡

それなのに､沖縄のこのささやかな願望さえアメリカは弾圧し､これを許さないから､私はアメリカ

の目指す世界制覇の野望を世界に訴え､アメリカの沖縄戦の実際の結果と､沖縄を世界戦略の軍事基

地につくりつつある現状についてその実態を全世界に報告して､そして世界中の人々から沖縄を返せ

という運動を展開させようという大きな大きな夢を持つようになった｡若かったからね｡

だが､実際にこの年になって､沖縄は一体自分で自立していける可能性があるのかどうかという問

題について､75年に帰ってきてからも随分考えました｡その間題について､具体的にちょっと2-3

例を挙げます｡

大田さんが新しい沖縄建設の夢を計画しましたですね｡しかし､これは本の上の活字で色を塗って

つくり上げるものと､実際の沖縄の経済建設､政治建設というものはあれではとてもとてもと思いま

したですね｡

○司会 (;1 能義) 大田さんの国際都市形成構想に対して､それは非現実的だということです

か｡

○上原信夫 その壮大なる構想を描く心は大変高貴だが,もう少し現実的な実際的な実現可能な

ものを考究すべきではなかったかと残念に思う｡そう言う意味で､もっと多くの意見を集約すべきだ

ったと考える｡したがって､構想の或る部分は余りにも非現実的であるということ｡私は､その間題

も含めて大田さんに ｢国連健康センター｣建設の意見書を出しました｡これは比較的実現可能な即万

人の雇用も可能とする事業で､県と私の役割分担まで明認したものであった｡しかし知事からは何の

連絡もなかったことは遺憾の極でした｡

それは､沖縄というものが置かれている現実を我々は素直に理解すること､認識すると｡そのもと

で､沖縄を本当に平和な島に作り替えることができるのかどうか｡この仕事ができるのは一体だれだ

ということは､やはり琉球人にしかその期待はできない｡
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私は先はど言ったように､沖縄を平和であらしめたい｡そして､沖縄がどういう状況のもとでも､

他国の軍事力が沖縄にあるということは沖縄の最大の不幸であると｡これを世界に訴えて､アメリカ

に引き上げてもらおうという戦いをやろうと思ったけれども､一部は果たせなかった｡一部は果した｡

それは､最後の中国におけるところのアジア･太平洋地域平和会議への参加である｡

そういうことは､私は､世の中が平和でない限りどんなすぼらしい理想､どんな高い神の教えを説

き奉っても､決して人民大衆は幸福にはなれないんだということを､世界の歴史は我々に対して嫌と

いうほどその実例を教えている｡

だから､私は沖縄の現在置かれている立場から､まず第-にアメリカに手を引いてもらおうという

ことを今も同じように考えている｡しかし､残念なことには､日本の進歩的な政治集団だと思ってい

た｡日本共産党の不破さんという方がおりますね｡彼がこういうことをある場所で言っている｡沖縄

の人たちも知っているかどうか｡ ｢安保条約というのは二国間協定である｡だから､我々が条約破棄

だと言えば24時間以内に破棄できますよ｣と｡沖縄の基地問題は解決しますと｡こういうことを彼は

言っていますね｡

これを言ったその不破さんという人は､私は彼をくさすわけではないんですけれども｡井上ひさし

ご存知ですね｡井上ひさしが不破の家に行った｡神奈川にある彼の別荘に行ったときに､明治天皇の

軍服を着た大きなお人形があるんですね｡そして､井上ひさしはそれでびっくりしまして､不破さん

これ何ですかと｡彼は､これ見たとおりですよと｡私は日本人ですから､日本人の心を持っています

よとこう言ったんだそうですね｡

この人たちが今度は､日米条約問題は二国間協定であるから､一方的に日本が破棄を宣言すれば沖

縄の基地はなくなるという考え｡こういうことで日本人がだまされている｡

日本の進歩的な政党だと自負し､その党を率いてきた人たちの中にさえも､そういう子供だましみ

たいな考えを持っておられる人がいるということは極めて悲しいというか何と言っていいかわからな

いですね｡

そういうことと考えまして､しかし､沖縄を返せる方法なないだろうかということ｡私は､その可

能性はある一定の時期的にあったと思う｡しかし､我々はその時期を見抜くことができなかった｡国

際情勢展開如何に関わりますけれどもね｡日本の政治家や学者の中の一部の良心ある人たちに期待し

たい｡

○司会 (;1 能義) 沖縄を返せるというのはどういうことですか｡基地をですか｡

○上原信夫 先ず基地を少なくする､それから計画的に､段階的に逐次に基地を返す｡

○司会 (il 能義) 撤去させる機会があった?

○上原信夫 そういう機会は､その間題はどういうことかと言いますと､冷戦が終わった段階で

もって､もしアメリカが沖縄の基地を余り必要としないような可能性のことをアメリカの要人自身が

口にしたことありますね､要人が｡それを沖縄を含む日本の政治家はそれをどのようにとらえたのか｡

なぜそれをつかまえなかったか｡それをアメリカ議会と輿論に問題を持ち出してやるぐらいのことが

どうしてできなかったんだろう｡やっぱり居眠りしていたのかと｡

ということは､先はど私､不破さんがそういうことを言ったけれども､二国間条約だから､我々が

いらないと言ったらあしたからいらないよと､こういうことができるんだという､全く子供だましみ

たいなことをお考えになっている連中が日本の政治をやっているんだということなると､全く悲しい

次第ですね｡
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いずれにしても､私は沖縄の存在というのは､地理的に極めて複雑で､利用の仕方いかんによって

は十分なる可能性があるけれども､やり方いかんによっては大変難しい問題であるということは考え

る｡

しかし､それでも何とかやってやろうということで私は帰ってきてまもなくしたら､これは西銘さ

んの時代ですけれども､台湾のほうと沖縄を組ませることはできないだろうかと｡そして､台湾に対

して中国と三不略策がある｡三つの取引はやらないということ.したがうて､当時の台湾は直接大陸

と貿易できない｡つながりが持てない｡それを香港を使ってできることも可能なんだけれども､不便

な面が多々あったのでそれよりももっと国際的に有利に展開できる可能性のあるのは､沖縄でもって

台湾との合弁会社をつくったらどうかというような働きかけ｡

そして､沖縄の琉台合弁会社を通じて中国からの物資を沖縄に入れて台湾に持っていくと｡こうい

うようなことも考えた｡しかし､そのときには既に台湾から八重山を通じての密航船がどんどん行っ

たり来たりしていた時代でございます｡相当､台湾の物資が中国にいっている､中国の物資が台湾に

来ている｡その仲立ちを沖縄はやれないかということもいろいろ調べてみたが､結局沖縄にはまだそ

ういう人材と企業は育ってなかったというようなことがあって､私のそういう側面からの協力という

のは時間的にも極めて難しい問題であったということを体験いたしました｡特に私は1979年から近年

まで､中国留学生等の援護活動が極めて多忙だったので尚更沖縄への協力に時間が割けなかったこと

を遺憾に思います｡

だから､気持ちとしては､何とかウチナンチュが少しでもいいから世界に羽ばたくために何かやっ

てあげたい､協力したい､その下働きをしたいという気持ちは､依然として旺盛なんでございます｡

だが､この年になってそういう夢物語みたいなことを言って､もう若い人はついてこないから駄目

ですけれども､しかし､沖縄の若い人たちは世界で何かやりたい｡なら､例えば台湾と組むか､中国

大陸と組むか､または東南アジアと組むか､それしかないんですよ｡これを私は沖縄から留学生を送

ることによって､将来の道は開けるんじゃないかと思って夢見たけれども､それも駄目であったとい

うのが現実でございます｡

しかし､これから生きている間､何か沖縄問題についての研究活動をしたい｡沖縄人自体､何百年

かの植民地のもとでどういうふうに我々は育ってきたんだということ｡そして､本当にウチナンチュ

魂というのは､ウチナンチュ根性というのは､その中で頭を上げることもできないような状態にされ

たままいまだに続いているのか｡そうではなくて､もっと別な意味でのウチナンチュ魂というのが芽

生えつつあるのかどうか｡そういうことについても､私は知らない｡何しろ50年前後の空白がござい

ますから｡

だから､そういうことで私としては皆さん若い人たちから､先ほど言った疑問点も含めて勉強した

い｡どうぞお手伝いをお願いしたい｡もう一つだけ最後に言いたい｡

今度は沖縄を含めての,日本人のものの考え方ということについて､参考になるかどうは別として

ひと言だけ触れておきたい｡

中国では,昔から西学というのがある｡中国関係を研究した方おられますか｡西洋の学問のことを

西学と言うんですね｡そして中国本来の学問を中学という｡そして､中学を主体にすべきなのか､酉

学を如何に取り入れるべきかという論争が明の時代から現代まで延々と数百年にわたって議論をして

いる｡

いわゆる中国人がヨーロッパ文明を､大航海以降の世界から盗み取ってきた富をもとにして､ヨー

ロッパは豊かになり､文化も学問も科学も急速に栄えていく｡それを中国はどのように受け入れるか｡
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中国古代の学問がヨーロッパに影響を与えていって､ヨーロッパでもってもっともっと高いレベルの

ものにでき上がったもの｡これの取り入れ方についても､中国の学者連中は延々と議論している｡や

っぱり主体は中学を主体として洋学を用いると､利用するという形｡これは､朝鮮半島の学会でも昔

はあったんですね｡

そういうことを考えますと､一つの国の文化 ･学問は､それは突然ある日飲み込んで直ぐに問題が

解決されるのではない｡長い長い時間をかけて自分たちの歩んできた道のりを､歴史を振り返りなが

ら､有用なものはないか､我々に対して害を与えたものはないかというものを､歴史を十分に研究調

査､分析することができないというと駄目だと思います｡

それを､日本は間違ったやり方をしたことがある｡いわゆる ｢脱亜入欧｣という言葉がございます

ね｡これを唱えた人はどなたかご存知でございますか｡時間がない｡

そういうことで､日本人はヨーロッパの文化と学問を明治維新で取り入れる際､十分に消化しない

まま日本は､こんなにも立ち後れて大変なことだということで走り出した｡それが､近代日本の世界

制覇の野望に向かって走り出した大きな間違いのもとであったということ｡

だから､じっくりと構えて歴史を振り返ってみる｡そしてお互いに科学的に分析する｡それをもと

にしていいものはいいもとして位置づけながら､足りないものを我々は伸ばしていくと｡こういう努

力を世界人民とともにしたいと｡そういうことで勉強したいと思いますので､よろしくご指導お願い

申し上げます｡

(拍 手)

○司会 (江上能義) 最後はせかしてしまってすみません｡会場が6時までですので｡

長時間にわたって､最初は照屋さんに話していただいて､それから4時間という長時間にわたって

上原さんに話していただきました｡恐らく上原さんはもっと語りたいことがいっぱいあるんじゃない

かと思いますけれども､時間の制約があって残念です｡

お話を聞いていて､沖縄戦直後の沖縄の動乱期の中で､沖縄のあるべき姿を求め､模索された琉球

独立の夢が何かまだこのへんにさまよっているような感じがいたします｡これから私たちや若い人た

ちがどういうふうに受け継いでいくのか､宿題をいただいたように思います｡

きょうは本当に長時間の討論のためにご報告いただいた照屋さんと上原さんに､もう一度､拍手を

お願いします｡本日は本当にありがとうございました｡

(拍 手)

では､きょう6時半からまた例のごとく上原さんを囲んでどこかで懇親をしたいというふうに思っ

ているんですけれども､時間が許される限りおつき合いいただきたいと思います｡
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報告2 『政党政治の始動と沖縄民主同盟の設立』資料

元沖縄民主同盟膏年部長 上原 信夫
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沖縄民主同盟の設立と独立論

1. 沖縄民主同盟 につ いて

1947年 5月の初夏､沖縄はまだ ｢民政府批判は軍政府批判に通ずる｣がまかり通るよ

うな時代であった｡その逆流に抗 して米軍占領政策の暗たんたる現状を打破すべく立ち上

った優郷の士数十人が知念高校に集まり､沖縄建設懇談会を開催 したばかりであった｡そ

の成果を踏まえ､沖縄民主同盟の組織化は急速進んでいった｡

沖縄建設懇談会を親殺 しその中心的役割を果した者は､山城善光､桑江朝幸､仲宗根源和､

宮里栄輝たちであった｡われわれは懇談会を組織運営して行く実践を通じて､米軍占領政

策下でも結社の自由は闘い取れるのではないか｡という確信が､心の中でだんだんと燃え

上って来た｡沖縄建設懇談会後は､誰言 うとなく､結社の自由を目指 して進むことになっ

た｡

交通､通信､住居､食糧とあらゆる面で不便な時代の組織活動は今 日では想像もつかない

くらい困難だった｡その中心的役割を引き受けたのは､山城善光､桑江朝幸､と若年の私

であった｡以来､三人は民主同盟の ｢三羽烏｣と呼ばれるようになった｡

2.民主同盟 の結党大会 ､ス ローガ ンと役員

①1947年6月15日午前､石川市宮森小学校教室において民主同盟結成式､出席人数

約 90人､午後同校庭で結党大会演説会､参加人員約 500人以上｡

②スローガン

-､沖縄人の沖縄確立

二､民主主義体制の確立

三､内外全沖縄人の連絡提携

四､講和会議-の参加

五､日本政府による戦災の完全補償

六､民営事業の促進と重要事業の公営

七､土地の適正配分

八､最低生活の保証

九､悪性インフレの徹底防止

③ 役員常任中央委員

其栄城守行､宮里栄艶､大城清英､真栄城守仁､高安高俊 ､文吉祐三郎､新垣金造､

大宜味朝徳､桑江朝幸､伊波久一､其栄城玄明､平良辰雄､仲宗根源和､吉元英美､

大城善英､山城善光｡

事務局職員

事務局長 仲宗根汲和

同次長兼調査部長 嘉数昇

組織部長 山城善光



総務部長 桑江朝幸

同職員 平良助次郎､具志堅興雄､上原信雄

3.結党における党の綱領は?あるいは綱領的な基本的政治姿勢､政策方針

などの合意事項

沖縄同胞は､沖縄戦の生死と廃きよの中から立ち上ったばかりである｡ しかもかんじん

かなめの米軍の占領政策の方向や国内外の諸情勢についても全く知るすべを持たない人

民大衆に対 し､かたくなに自分たちの考えを強要するのは余 りにも主観主義的であるの

で､まず民主同盟を組推 し､大衆の啓蒙運動を展開して逐次大衆の宣伝教育を高めて行

く中で､段階的に国際的にも通用するようなより高い民主民族統一戦腺的政党を目指し

て逐次脱皮成長 して行 く過程で､沖縄民族絶対多数の意志を代表する党綱領を創造しよ

うと決意していたので､暫定的に次のような ｢沖縄民主同盟政策｣を決定した｡

※以下は ｢石瞥第2455号J 1947年 9月8日石川警察署長から沖縄民政府警察

部長殿に提出された 『民主同盟政策協議会並政策発表､演説会開催二関スル件』の報告

書である｡

沖縄民主同盟政策

緊急政策

政 治

-.民主政治ノ確立議会政治ノ促進

三権司法 ･立法 ･行政ノ分立

二.講和会読-ノ代表派遣

三 内外沖縄人ノ連絡提携

料.中心都市ノ設定 (軍官民ノ協鼓

二依 り)

五.農業組合並二水産組合ノ民主化

六.預貯金各種保険金ノ(在外資産戦

時災害保護法ニヨル与金)接受促進

七.完全復興二対スル連合国-ノ陳情

八.出版報道ノ自由

経 済

-.島内生産品公定値ノ撤廃

(買占防止､外地-ノ横流防止)

二 生産組合 卜消費組合ノ直結

≡.沖縄独自ノ貨幣発行

恒久政策

-.独立共和国ノ樹立

二.税制ノ確立

≡.移民ノ促進

1947年 9月 8日

-.国際自由貿易ノ促進

二 重要産業ノ沖縄人二依ル支配 (半民半

官)

三.地下資源ノ開発



社 会

-.民主的労働組合法ノ設定 卜労働

者の待遇改善

二.土地所有権ノ確立

三.俸給生活者ノ生活保証

四.埠頭倉庫ノ設置 卜市町村配給

所 トノ直結(地区中央倉庫ノ廃止)

玉.日常生活必要品ノ円滑ナル供給

六.医療衛生薬品ノ整備補給 卜医療

制度改革

七.規格家屋ノ補強 (カバ屋ノ解消)

建設促進

八.薪炭対策ノ樹立

教 育

-.教育制度並施設ノ整備確立

二.留学制度ノ確立

三.教育界ノ革新

四.文化施設ノ整備拡充

産 業

農 業

一.農耕地ノ拡張 卜各市町村二即応

セル使用権ノ適正配分

二家畜移入促進 卜畜舎ノ家敷内設

置容認､飼育ノ簡易化

≡.農業ノ富力化 卜機械化

四.肥料種苗優良農具等ノ移入促進

卜適正配分

玉.農産加工施設ノ促進

林 業

六.林道開発

七.計画植林 卜計画伐採

漁 業

八.爆発物毒物使用ノ徹底的取締

九.遠洋漁業ノ促進

十.漁具ノ移入促進 卜適切配給

工 業

-.婦人ノ政治意識ノ昂揚

二.婦人ノ権利伸張

三.恒久住宅ノ建設

四.救済制度並施設ノ完備

一.大学専門学校の設置

-.各種工業ノ促進

二.電化ノ促進

三.地下資源の開発

四.施設ノ促進



-.各種工業ノ促進

二.地下資源ノ開発

交通運輸

-.陸海交通運輸業ノ合理化

二 陸涛運輸難ノ解消

三港湾ノ整備解決

4.琉球の｢独立｣について

①琉球の独立は､どの程度まで民主同盟の合意事項だったか

私が1947年春､山城善光､桑江朝幸､仲宗根源和等と知り合い､沖縄の民主民族解

放闘争を始めてから､｢沖縄建設懇談会｣の開催を経て､沖縄民主同盟を組織し､数々の

厳しい政治闘争を共に戦って来たが､CICに追われ私が 1950年初め沖縄を脱出す

るまでの間､上記の同志たちを始めとする民主同盟のほとんどが｢沖縄の主人は俺たち沖

縄人だ｣との自覚の下に琉球の自主独立を主張した｡

②一般大衆はどうであったか

沖縄戦の死戦を超えて生き残った同胞たちは､戦中に自分たちが体験したことを通じて､

否応なしに昔からの日本と沖縄の関係をいろいろの立場から考える機会があったと思う｡

戦争という生死の経敦を通じて同胞が知ることのできた歴史教訓は余りにも大きく､か

つ深刻で各自それぞれの立場から簡単には説明できないほどのものがあったようだ｡し

かし､私が46年から50年早春までの滞在中､さまざまな大小の演説会等で独立論を

訴えると大衆は熱狂して歓呼の声をあげたことを忘れることはできないo

①民政府内での意見は

志喜屋孝信､又吉康和の指導する民政府内で､一定の地位にある者で独立を公然と発言

するような者等いなかったと思う｡なにしろ民政府の最高責任者志喜屋孝倍さんは､戦

中命懸けで源河山まで｢御真影｣を運び､最後に泣きながら天皇の写真を焼いたという｢忠

君愛国｣の美談の持ち主であるOそれが突然方向を大転換して､`̀小羊"よろしく米軍に

仕えているのだから､そもそも期待すること事態間違っていた｡

5.党員数､支持協賛者数､集会-の動員数 どの程度だったか

①党員数約2,000人 (｢荒野の火｣山城善光)

②支持者協賛者数約3,000人

③集会への動員数約 3,000-5,000人

6.瀬長亀次郎との関係はどうか?なぜ参加しなかったのか?兼次佐一は?

①頼長亀次郎さんは敗戦初期から又吉副知事の寵愛を受け､人民党を結成した後も､物心

両面で非常に恵まれた療境の下で活動することが出来た｡ しかし､沖縄の置かれた厳しい

現状を正しく理解するようになり急速に戦闘的になった｡



彼の同志上地や波平君たちが瀬長さんに与えた影響は小さくなかったのではないと思う｡

初期段階､私は個人の辛格で人民党の研究会にも常時参加していた0

②兼次佐一さんは､私が沖縄を脱出した後､｢信雄は俺の家から逃がしてやったんだ｣と友

人たちに自慢 していたことを､私が帰国してから本人から直接聞かされた｡とにかく憎め

ない d兄鼻"であったことを思い出す｡

7.民主同盟の求心力はどこにあったか?仲宗根の独立論 ?民政府攻撃?上原の

地味な活動 ?

①民主同盟の求心力はまず仲宗根原和､山城善光二人の数十年にわたる革新的理論とその

実践活動の経験の蓄積であった｡それはまた何の資料や文件もない､戦後沖縄において二

人の存在は貴重であった｡

②仲宗根の独立論についての核心は､一貫して彼の持論であった｢沖縄の主人は沖縄人な

り｣アメリカは沖縄の土地にヤ ドカリしているだった｡戦前の日本共産党の指導者だった

徳田球-や仲宗根源和等を始めとする沖縄出身の先輩たちは､｢日本本土の人民が解放さ

れて初めて沖縄人民も共に解放される｣のだという考え方だった｡しかし､敗戦後の日本

と沖縄の関係は根本的に変化した｡米軍占領下の沖縄は日本の中の沖縄ではなくなったの

だ｡したがって､沖絶入は独自の立場で､民族の自由と独立を勝ち取る機会が与えられた

のだから､当然自立し独立すべLとする仲宗根の独立論に反対する者はいなかった｡

③沖縄は当時から冷戦時代を通じアメリカの世界軍事戦略の最大基地の一つであった｡し

たがって､もし沖縄が独立しようとした場合､沖縄及びその周辺地域の平和的環境は琉球

の存在に決定的な要因となるのは必定であると考えていたので､私は沖縄人を蔑視した米

軍の占領政策と沖縄の恒久的軍事基地化に一貫して反対した｡沖縄脱出後も米軍による占

領政策並びに軍事基地化に継続して反対する論戦を展開した｡50年代の春､組織を通じ

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続いて52年には

北京アジア太平洋地域平和会議があることを知り､それに参加 して､沖縄問題を全世界に

訴えるべく可能な限りのあらゆる努力をしたのであった｡

8.49年に何があったのか?平良辰雄らの離反は?社大党の勃興は､なぜ?

民主同盟と社大の関係

①平良辰雄は比較的早い時期から､又吉康和の ｢自治尚早論｣に対抗して ｢早期自治実施

論｣提唱した人であった｡ しかし､49年代までは ｢日本復帰｣を公然と語ることはなか

ったと思う｡ただし､その頃になると､50年には群島知事と議員会議選挙があることが

明らかになったので､選挙閉居は巷間の話題となり､本人は支持者等に推されて知事に出

ることをすでに心に決めていたようであった｡日本復帰を考えていた彼にとっては､アメ

リカから呪まれている民主同盟 と一定の距離を置くのが良いと考えたのだろうと推察す

る｡それはまた戦前からの彼の友人の中には､彼を知事に推薦することによって､政治的

にも社会的にも有利な立場に立てる人たちもあっただろうと思う｡



②社大党及び民主同盟と社大党の関係については､私が沖縄脱出後の出来ことなので不

明｡

9.世論多数の独立論から復帰論-の転換はなにゆえに?

復帰論の提唱者は誰?その中心になった政党は?これは沖縄と沖縄人を知るために私も

今後研究課題にしたい｡

10.大宜味朝徳 らの社会党､信託統治-独立と民主同盟の独立論 (あるいは党

内独立論派)

①私と大宜味朝徳さんとは､47年の春頃から石川市のいわゆる ｢中央ホテル｣常連の同

宿者で､よくお会いしひまさえあれば個人的にも遠慮なく､いろいろと意見交換をし

た｡私と彼は日本帝国時代の植民地時代を身をもって経敦 していたo私は満州､彼は

南洋と異なるが､植民地に於ける日本帝国主義の暴虐極まる植民地政策を実察に体験

したという共通点があった｡その為二人の年は親子程の差があったが仲良かった｡し

かし､双方の政治思想の相違点は厳しくいよいよ民主同盟の結成となると彼は何人か

の同志と共に沖縄社会党を設立したが､その後も私たち二人の友情は大事にされ､私

が沖縄を離れた50年初頭まで､民主同盟､人民党､社会党三党による民主民族統一戦

線的合同講演会等の共同闘争では､彼はその一翼を担って共に統一闘争を継続維持発

展させることに貢献した｡私は今でも彼の野人的な ｢沖縄人の意地｣を高く評価して

いる｡

②大宜味朝徳さんの独立論は､本質的には米国信託統治の延長線上における受動的な ｢独

立論｣で結果的には必然的に米国の ｢保護国｣となり､最終的には ｢米合衆国の琉球

州｣になりかねないようなものではなったかと話し合ったことを思い出す｡したがっ

て､民主同盟の独立論とは基本的に相容れないものであった｡ しかし､社会党が日本

復帰に反対する限りにおいては､歴史発展の或る一定の段階までは､琉球独立運動の

友人であり予備軍として統一戦線を結べる戦友であったことを強調しておきたい｡



<上原信夫年譜>

1924年 12月 5日 上原直柴 (父)･苗 (母)の4男4女の次男として国頭村奥で誕生｡

1931年4月4日 (7歳) 奥尋常小学校入学

1936年 3月 (12歳) 同小学校卒業

1936年4月 (12歳) 国頭村奥尋常高等小学校入学

1938年3月 (14歳) 同尋常高等小学校卒業

1938年 3月 (14歳) 青少年義勇軍に入隊 液滴

※､茨城県内原にて､4カ月はど一般訓練

1938年 7月 (14歳) 満州国大訓練所に着任｡

1941年 12月 (17歳) 関東軍､砲兵学校入学 吉林省在､延吉砲兵学校?

1943年 (19歳) 同校卒業

1943年 (19歳) 関東軍に任官

1944年 (20歳) 関東軍､第 177部隊に配属 呉-移動

※､この時点で関東軍 177部隊､第59独立混成旅団

※､南方戦線へ移動のため

1944年 (20歳) 宮古島-移動｡

※､この時点で第 32軍に編入

1945年3月 1日(21歳)日本軍最後の補給船が宮古島を出航Oその護衛を命ぜられる｡

1945年 3月 1日 (21歳) 大怪我 (全身火傷)

※､米艦載機 ･グラマン攻撃｡上原氏､グラマン2機撃墜｡

1945年 7月 (21歳)軍法会議抜きで死刑 (斬罪)を受け抵抗｡戦友に匿われる｡

1945年8月〇〇日? 上原氏､日本軍の武装解除前に脱走 (現除隊)

※､宮古島農民の協力を得て匿われる

1946年 3月から4月ごろ? (22歳)沖縄本島へ密航｡馬天港付近で米監視艇に舎捕｡

○○収容所に収用 ?

1946年 3月から4月ごろ? ○○収容所から"脱走"与那原-｡与那原の大城某氏宅 (チ

ン ト′J､屋)にて匿われる｡(4､5日滞在)与那原から那覇経由で国頭村奥に帰還 (馬天港上

陸から1週間から10日後)

1946年4月 青年団作 り､青年文庫､夜学一国頭相全村に拡大

※､コアメンバー :上原信夫､宮城貢､上原力三､上原和夫

※､家畜の部落内飼育の問題

1946年 5月 家畜の部落内飼育の問題で国頭村長 ･平良吉盛に談判｡

※､平良吉盛 (戦中から48年 2月29日まで在任｡任命村長)

1946年5月

1946年 6月

1946年

の買い付けへ

1946年7月

1946年 7月

1946年 12月

国頭村辺土名地区､沖縄民政府公衆衛生部支所 ? 宮里某に談判｡

沖縄民政府公衆衛生部長 ･大宜見朝計に談判｡

軍布令一部改正により､家畜の部落内飼育の問題媛和O伊是名島に子豚

沖縄の現状視察のため､本島一周 "旅行"(南部立入禁止区域も含む)

旧軍残党と間違われ､米軍に逮捕拘留｡-石川監獄-那覇監獄 ?

出獄



1947年 1月 (23歳)金城秀一の紹介で山城善光と面会

1947年6月 15日 r沖縄民主同盟｣結党大会 (於宮森小学校)青年部長に就任｡

1948年2月8日執行 (24歳)国頭村議会選当選 (定数 26､候補者数 26)

※ ､｢沖縄戦後選挙史｣では ｢上原信雄｣

※ ､この選挙は戦後初の公選-米国軍政肝は1947年 12月2日公布の特別布告第二十

五号 ｢選挙 (市町村長及びに議員)｣で､琉球列島の市町村長及び市町村議会義貞の選挙を

行わなければならない旨を指令｡ 1948年 1月 12日公布の指令第四号 ｢沖縄群島に於

ける市町村長及び市町村会議員選挙｣で同年2月8日に実施すべきことを命 じた｡

※ ､大宜味村鼓 ･山城善光 (11年2月26日生 ･36歳)､其和志村議 ･宮里栄輝

(1898年 3月2日生 ･49歳)

1948年6月 10日 第 1回高等軍事裁判､上原氏傍聴人

※ ､党機関耗 ｢自由沖縄｣出版法違反事件

1948年 11月 18日 (24歳)民主同盟主催の ｢選挙批判｣演説会 (於那覇市役所

前広場)聴衆約 3,500名､19日同演説会 (於石川警察前広場)聴衆約 2,000名

※ ､｢沖民同第 7号49年 12月25日民同事務局長から沖縄民政府宛｣

弁士 ･仲宗根源和､山城善光､照屋規太郎､桑江朝幸､上原信雄

1949年 3月 (25歳)民主同盟主催の｢配給物資借上撤廃要求｣演説会､3月3日(於石

川警察前広場)聴衆約 2, 500名､3月4日(於名護東江小学校庭)聴衆約 2, 700名､

3月5日(於那覇市役所前広場)聴衆約 3,500名､6日(於糸満町役場前広場)聴衆約2,

000名､3月 18日(於コザ市役所前広場)聴衆約 1,500名､3月20日(於与那原町

役場前広場)聴衆約 1,500名

※ ､｢沖民同第8号49年 3月31日民同事務局から沖縄政府宛｣

弁士 ･仲宗根源和､山城善光､照屋規太郎､桑江朝幸､上原信雄

1949年5月 (25歳)民主同盟 ･人民党 ･社会党主催の ｢三党合同時局対策演説会｣5

月1日(於那覇国際劇場)聴衆約 3,500名､5月2日(於糸満町役場前広場)聴衆約2,5

00名､5月4日(於石川宮森小学校)聴衆約 3,500名､5月6日(於名護東江小学校庭)

聴衆約5,000名｡

※ ､1949年 5月11日 ｢沖縄総務部長から沖縄軍政官殿宛｣

弁士 ･社会党桃源徳次､大量味朝徳､人民党新垣幸吉､兼次佐一､瀬長亀次郎､民主同盟

上原信雄､仲宗根源和

1949年 12月民主同盟 ｢民主主義擁護演説会｣16日(於名護東江小学校庭)聴衆約 1,

500名､17日(於コザ市役所前広場)聴衆約 1,600名､18日 (於糸満町役場前広場)

聴衆約2,000名｡

弁士 ･仲宗根源和､山城善光､照屋規太郎､桑江朝幸､上原信雄

1950年 1月29日 (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)聴衆約 1,000名



※ ､｢沖行政第87号 50年2月 1日 行政総務部長から軍政官○行政総務部長宛｣

弁士 ･瀬長亀次郎､仲宗根源和､山城青光､仲里誠吉､上原信雄､波平徳八

1950年2月 上原氏､本土-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

1950年8月

1950年8月

1951年 1月

1952年5月

1952年 10月

1974年 5月

1974年 7月

1979年

シンガポールで密入国発覚-香港-強制送還

香港続 ｢大公報｣の食客

香港から中国-密航

(27歳)中国科学院研究院の研究員に

北京アジア太平洋地域平和会議代表

(50歳)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)日本中国留学生研修生援護協会設立し､理事長に就任

2003年 11月現在･ 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


