
＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

集団自決巡る教科書の記述から「軍の強制」削除 
＜連載⑧2007年 3月 31日 教科書検定＞ 

 

東京新聞 2022年 5月 6日 配信 

 

 「集団自決『軍の強制』削除」―。 2007 年 3 月 31 日、

本紙は朝刊 1 面トップでそう報じた。08 年度から使われ

る高校教科書の文部科学省の検定で、沖縄戦を巡る住

民の集団自決に旧日本軍が関与したという記述の修正

を求める意見が付き、出版各社が応じた問題だ。 

◆一方の主張のみを根拠にした検定意見  ある民事訴

訟が発端となった。 作家大江健三郎の著書 「沖縄ノー

ト」 における集団自決のくだりについて、日本軍守備隊

長だった男性が 「記述は誤りで名誉を傷付けられた」 と

して、大江と出版元の岩波書店に損害賠償と出版差し止

めを求めた。 文科省は ①訴訟で原告が 「自決命令は

ない」 と意見陳述した ②学説が軍命令の有無よりも集

団自決に至った精神状態に着目して論じたものが多い―

とし 「強制したかどうかは明らかではない」 と検定意見を付け、各出版社は軍の強制に触れない形に修

正した。 教育を含む 「戦後レジームからの脱却」 をスローガンに掲げた第 1 次安倍政権が 2006 年に発

足し、初めての教科書検定だった。 大阪府内の公立中学校教員の平井美津子（61）はこの訴訟を傍聴す

るため大阪地裁にいた際、検定結果を知った。 「原告関係者が 『これで目的は達した』 と話すのが耳に

入った。 そういうことかと。 係争中の事案で、一方の主張を根拠に検定意見を付けたことに驚き、怒りを

感じた」 と平井は振り返る。 

◆県民の反発受け強制性の記述は復活したが‥  2007 年 9 月、沖縄県宜野湾市で開かれた抗議の県

民大会に 11万人（主催者発表）が参加した。 反発の大きさに、間もなく文科省は姿勢を転換。 検定意見

は撤回しないものの、出版社の訂正申請を承認する形で強制性の記述が復活した。 文科省教科書課は、

当時の判断を 「教科書検定は国として歴史的事実関係を確定するために行うものではないが、集団自決

全てが軍の命令だったか明らかではなく、生徒の誤

解を生むおそれがあるとして検定意見が付された」 

と説明する。 これ以降は集団自決の記述に関して、

検定意見が付いたことはない。 しかし、現代史に詳

しい関東学院大教授の林博史は 「検定は今も日本

軍の関与と強制を結び付ける記述を認めていない」 

と指摘する。 「集団自決は住民が日本軍と一緒にい

たところで起きている。軍が 『米軍に捕まれば酷い

目に遭う』 と恐怖心をあおるなど、集団自決せざる

を得ない雰囲気がつくられた。これは日本軍による 

『強制と誘導』 だ」 （敬称略） 

 

 

現在の高校日本史教科書。集団自決については、軍による強制性の表
現が弱まっている 



＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

「最低でも県外」撤回、「鳩山さん責める話ではない」元名護市長が嘆く構図 
＜連載⑨2010年 5月 5日 普天間の県外移設撤回＞ 

 

東京新聞 2022年 5月 7日 配信 

 

  「沖縄に負担をお願いしなければならない。 県民におわび申し上げなければならない」。 2010 年 5 月

4 日、民主党政権の首相の鳩山由紀夫は就任後初めて沖縄入りし、知事の仲井真弘多との会談で、米軍

普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の県外移設方針の撤回を表明した。翌日の本紙朝刊は 1 面で鳩山が

陳謝したことを大きく伝えた。 本土と比べて重

い米軍基地負担に苦しむ沖縄県民の期待を高

め、後に失望させた 「最低でも県外」 を約束し

たのは 09年 7月 19日。 首相就任前の鳩山は

民主党代表として同県沖縄市を訪れ、党公認

候補の玉城デニーの応援演説で 「最低でも県

外の移設に皆さん方がお気持ちを一つにされて

おられるならば、その方向に向けて積極的に行

動を起こさなければならない」 と訴えた。 

◆「公約外すのは、あまりにもひきょうだし」 日

米両政府は 2006 年に普天間飛行場の移設に

伴う名護市辺野古への新基地建設に関し、沿

岸部を埋め立てて V 字形の滑走路を建設する

現行案で合意済み。 その日米合意に真っ向か

ら異を唱えた自らの発言について 「私としては

あえて踏み込んだ」 と思い返す。 民主党は

2008 年に作成した 「沖縄ビジョン」 では 「県

外への機能分散をまず模索し、国外への移転を

目指す」 と明記していた。鳩山は 「以前から県民に約束していたものを政権が取れそうになったので公約

から外すというのは、あまりにもひきょうだし、失礼との気持ちがあった」 と語る。 2009 年 8 月の衆院選で

政権交代を果たして首相に就任後、鹿児島県の徳之島など複数の移設先を模索したが、地元の反対で

難航。 再検討を指示された外務省や防衛省は 「辺野古移設は日米の合意事項」 と取り合わず、官僚の

壁にも阻まれた。 米国からも 「日本の国内問題」 と突き放された。 

◆世論盛り上がらず、工事強行  当時、名護市長だった稲嶺進（76）は 「世の中が変わるかもしれないな

と思ったが、淡い期待に終わってしまった」 と振り返る。 新基地建設反対の訴えは日米両政府に受け入

れられず、本土の人たちが自分事として受け止めなかったため、世論も盛り上がらなかった。 一方、本土

で移設先に浮上した地域から反対論が相次いだ結果、辺野古の工事は強行されている。 稲嶺は沖縄が

置かれた状況をこう嘆く。 「鳩山さんを責めるという話ではない。政府が戦後ずっと沖縄に基地を押し付け、

国民全体がそれを黙認している」 （敬称略） 

辺野古の新基地建設 国は 2018年 12月に沿岸部への土砂投入を開始。埋め立て予定海域では軟弱地

盤が見つかって工事の難航が見込まれ、国は 2019年 12月、事業完了の時期について、今後、設計変更

の工事を開始してから約 12 年に延ばした。総工費は当初の約 2.7 倍の約 9300 億円で、さらに膨らむ恐

れもある。 2022年度以降としていた普天間返還は 2030年代以降にずれ込み、めどは立っていない。 

2010年 5月 5日の本紙朝刊 1面 鳩山由紀夫氏「最低でも県外」 



＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

「県民が心を一つにすることは大きな力になる」基地反対 民意つなぐ 
＜連載⑩2014年 11月 17日 沖縄県知事に翁長氏当選＞ 
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 沖縄県名護市辺野古へのこの米軍新基地建設の

阻止を訴える県民大会が那覇市で開かれた２０１５年

５月。知事の翁長雄志は握り締めた右手を突き上げ、

沖縄の方言 「しまくとぅば」 で演説を締めくくった。 

「うちなーんちゅ、うしぇーてー、ないびらんどー」 

◆振興予算で民意の抑え込み図る政府に反発  そ

の言葉の意味は 「沖縄の人をないがしろにしてはい

けない」。 集まった約 3 万 5000 人は 「屈しない」 と

書いたメッセージボードを掲げて決意を示した。 翁長

は 2014年 11月 16日の知事選で、自民党が推す現

職仲井真弘多を破って初当選を果たした。本紙は翌

日朝刊の 1 面トップで、万歳する翁長と、うなだれる

仲井真の写真を載せ、県民の意思を伝えた。 仲井

真も以前、普天間飛行場（宜野湾ぎのわん市）の県

外移設を公約に掲げていたが、2013 年 12 月末、首

相の安倍晋三と会談して翻意。 新基地受け入れと

引き換えに、国の沖縄振興予算を 2021年度まで年 3000億円以上とする確約を取り付けた。 「有史以来

の沖縄振興予算。いい正月になる」 と自賛した仲井真。カネで民意を抑え込もうとする政府に県民は反発

し、新基地阻止に政治生命を懸ける翁長に県のかじ取りを委ねた。 

◆がんに冒され、死ぬまで「米国追従」の政府を批判  自民党県連幹事長も務め、日米同盟の重要性に

理解を示す保守政治家の翁長を突き動かしたのは、本土復帰後も基地を沖縄に押し付ける構造的な差

別への義憤だった。 「子や孫がまた捨て石として犠牲にならないか、沖縄の責任世代として見極めないと

いけない」  その後、膵すいがんに冒され、やせ細った翁長は 2018 年 7 月に記者会見し、辺野古の埋め

立て承認の撤回を表明。 「日本国憲法の上に日米地位協定があり、国会の上に日米合同委員会がある」

と、沖縄の声を聞かない米国追従の政府を批判し、12日後に 67年の生涯を閉じた。 次男の雄治（34）は

「父から最期に言われたのが 『沖縄県民が心を一つにすることは大きな力になる』。 託されたのはこのひ

と言だけ」 と明かす。 その 「遺言」 の通り、翁長の死去に伴う 2018 年 9 月の知事選や 2019 年 2 月の

県民投票で、新基地反対の民意が示された。 それでも、政府は 「辺野古移設が唯一の解決策」 と繰り

返し、沖縄の自己決定権をないがしろにして工事を強行する。 本土復帰に際し、琉球政府行政主席の屋

良朝苗が沖縄の総意として 「建議書」 で訴えたのは 「基地の島」 を 「平和の島」 に戻したいという願い

だった。 屋良の秘書を務めた石川元平（84）は憤る。 「『核抜き・本土並み』 とされた復帰の実態は 『核

隠し・基地自由使用』 で、建議書はいまだに実現されていない。それどころか、さらなる軍事強化で沖縄の

『捨て石』 化が図られている」 （敬称略）＝終わり 

 

2014年 11月 17日の本紙朝刊 1面 


