終戦から60年以上。戦地で戦い、国内で空襲を経験した人々は、すでに70〜80代になっている。
戦争を知る世代はその体験や思いを語る機会のないまま、年々この世を去っている。あの戦争にいかに
して敗けたのか。これからの国や社会を作っていくのに、この問いを避けて通れないことを、多くの
人が感じているのではないか。
「玉砕」
「桜と散る」
「靖国で会おう」
。死ぬまで戦う精神を身をもって
示した特攻は、 自爆の元祖 KAMIKAZEとして、今も米国のメディアにのぼる。そんな特攻のイメージ
に疑問を抱いた２人の女性が、元特攻隊員の足跡を追うべく日本を訪れ、生存者たちにインタビューを
重ね、ドキュメンタリー映画を作った。映画『TOKKO 特攻』の監督リサ・モリモトさんと、プロデューサー
のリンダ・ホーグランドさんにお話をうかがった。

リ
サ
・映
モ画
リ監
モ督
ト
さ
ん

『TOKKO 特攻』
L.C.N.L

なぜ彼らは特攻を志願したのか。命を捨てる恐怖はなかったのか。
特攻隊員の生存者のインタビュー、戦時下の貴重なフィルム、日米の識者のコメント、
アニメーションなどをまじえて、日本の特攻隊員たちの真実に迫る。
www.cqn.co.jp/tokko/
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７月２１日より、渋谷シネ・ラ・セットほか全国順次公開

では太平洋戦争における
『TOKKO 特攻』
日本の歴史的な背景などが、日米双方の
貴重な記録フィルムやニュース映像を用いて
説明されている。写真はその一部。

日米のはざまで
KAMIKAZE の神話をほどく
アメリカで生まれた日系人であるモリモト

知った時、驚愕しました。叔父は英語も堪能な

モリモト：自爆テロと特攻では状況が違います。

楽しい人で、北米人がもつ狂信的なイメージ

ドレックスラー号
（※１）
の生存者に映画を観せ

とは、あまりにかけ離れていたからです。それで、

たときも、
「僕たちは軍事的な標的だったんだ

欧米に向けてこの映画を作ろうと思ったん

から、テロとまったく異なる」
と言っていました。

です。カミカゼについて私が随分な勘違いを

ホーグランド：特攻隊に対する大きな誤解は

しているとしたら、他の人たちだってそうだ。

「命令ではなく自発的に死んだ」
というものです。

さんと、アメリカ人の両親のもと日本で生まれ

でも後になって、日本人も同じように誤解して

米国にとっては、
「憎悪にかき立てられ、アメリカ人

育ったホーグランドさん。希有な２人の出会いが、

いたことを知りました。出てくれた方達も、そう

を殺すためなら何でもする」
というイメージです。

この映画にユニークな視点を与えている。

いう誤解を解きたかったのではないでしょうか。

モリモト：戦争は本質的にそういうものですよね。

ホーグランド：カナダの映画祭で初めて上映

相手を人間と思ったら殺せない。

ホーグランド：私は日本で特攻隊のことを学んで

した時は、観客の80％が白人だったのですが、

育ちました。かたやモリモト監督は「カミカゼは

みんな唖然として会場から出てきました。

狂信的で非人間的なモンスターだ」
という誤解
の中で育ってきた。私たちは彼らが人間として

自爆テロとメディアの責任

体験してきた本当のことをつきとめて、お互いの
国の固定概念の間に、真実に基づいた理解を
広げる作業をしようと思いました。

現在はアメリカがイラクで戦争をして、自爆
テロの話をいつも聞いている。そのために
中近東の人々に対しても同様に、ステレオタイプ
のイメージが作られています。だから自分が
特攻隊についてどうしても真実をつきとめて、

9.11の同時多発テロが起きた時は、新聞・

知らせなければと思いました。メディアはよくも

雑誌に「カミカゼ」
という言葉がよく見られた。

悪くも影響力が強いのです。私は映画監督

モリモト：自分の叔父が特攻訓練をしたことを

リンダ・ホーグランド
構成・プロデューサー
アメリカ人の両親のもと日本で生まれ育ち、日本の公立学校で学ぶ。1996年より150
本もの日本映画の字幕翻訳を手がけ、日本の映画陣の代理人や海外リエゾンとしても
活動。2004年、日本映画の海外進出における功績に対し、外務省より表彰を受ける。
7月にNYリンカーンセンターで上演される平成中村座『法界坊』
の英訳を務める。
http://www.lhoaglund.com/

リサ・モリモト
監督・プロデューサー
L.C.N.L
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日本人の両親のもとアメリカで生まれ育つ。2001〜2006年、
メディア芸術の非営利団体 Asian Cine Vision の理事を
務める。98年に初の長編映画『The LaMastas』をプロ
デュースし、映画とテレビを中心に製作・脚本・監督を務めて
きた。
『TOKKO 特攻』
（原題：Wings of Defeat）
は北米最大
のドキュメンタリー映画祭でプレミア上映された。

として、それが自分の責任だと考えています。

c Edgewood Pictures, Inc.
写真：○

21世紀への遺言状

ホーグランド：日本の当時の状況が、イラクで

発言をしました。
「あの大戦は戦争に終止符を

戦争を行なう現在のアメリカと似ている点が

打つための戦争だと言われたから、自分たちも

多いことに愕然としました。戦争にもともとは

戦った。しかしその後も、韓国、ベトナム、イラク

映画では４人の元特攻隊員が自らの経験を

石油の利権が絡んでいるところ、本当は思わしく

と果てがない。一体いつ終わるんだ。僕らは

語る。その正直さ、率直さには、モリモト監督

ない現実を否定して国民にはうまくいっていると

嘘をつかれていた」
。

自身も驚いたという。

嘘をついているところなどです。映画ではそういう

モリモト：日本の元特攻隊員にぜひ会いたいと

ことが垣間見えるようにナレーションを作りました。

おっしゃるので、それを実現できないか努力して

モリモト：私は顔は日本人ですが、中身は

いるところです。

アメリカ人なので、むしろ日本人同士よりも

攻撃する側と、された側
この映画では特攻を受けて沈没した戦艦
ドレックスラー号の乗組員だった元軍人たちの、

話しやすかったかもしれません。つらい話という
特攻隊員の自己犠牲は、長い間、英雄視さ
れてもきた。これから出撃する隊員の貴重な
写真映像も、この映画では見られる。

のは、自分の家族には意外と打ち明けられず、
何のつながりもない人の方が話しやすかったり
します。カウンセリングに行くのと似ています。
ホーグランド：
「生き延びたことに罪悪感があり

貴重な証言が聞ける。米軍に撃墜される特攻機
ホーグランド：当時は彼らの書いたものはすべて

ますか」
とか、日本人なら遠慮して聞かないような

検閲されていましたから、本当の心境はわかり

ことを、アメリカでは遠慮せず聞きますし。

「特攻隊は 公平な 戦争の
ホーグランド：彼らは

得ません。彼らがどんな表情で出撃を迎え

モリモト：真実を知るのはすごく大事だし、

ルールを破っている」
という意識で、撃ち落として

たか、みなさんに映画を観て確かめてほしいと

恥じることは何もない。みんなが思っては

いたわけです。完成した映画を観て、自分たちが

思います。

いるけど口に出さない本音を、ためらわずに

の映像も、使われている。

誰を撃ち落としていたのかにショックを受けて、

私は
『同期の桜』
を聞きながら育ちましたから、

語ってくださった。貴重ですし、すごく感謝

泣き通しでした。
「自分たちも彼らも、家族を守り

日本人のもつ 美しく散るという感情は理解して

しています。

たいだけだった。まだお互いに十代で、学校で

います。でも映画の中では、この歌を軍歌では

ホーグランド：実は彼らは、誰か聞いてくれ

ダンスでもしていればいい年齢なのに、なぜ

なく鎮魂歌として使いました。彼らがどういう

ないかと待っていたんです。話したくても、聞いて

僕たちはこんなことを」
と……。

状況の中で死へと飛び立って行ったのかを、

くれる人がいないと話せないでしょう。

ドレックスラー号生存者の一人は、貴重な

改めて考えたいのです。

※１
1945年５月28日、特攻隊の攻撃によって
沖縄海域で沈没した米軍駆逐艦。

L.C.N.L
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モリモト：でもこのインタビューを10年前に

モリモト：この映画を好きじゃない人もいるで

したら、同じ答えは聞けなかったと思います。

しょう。でも私は観客が疑問をもち、自ら過去

彼らも80代になり、死を意識していますから、

について調べてみたくなるような映画を目指し

今語らなくてはという気持にかられている。

ました。特に若い人たちが、自分の祖父母に

ホーグランド：貴重な遺言状を授かったような

戦争のことを質問したり、友人と話し合ったり、

気持ちでした。

そういう会話のきっかけになれたら満足

モリモト：江名さん
（※２）
はこれまでもインタ

です。

ビューを受けていましたが、
「これが私の最後、

ホーグランド：思うに、敗けた戦争から

これ以上言うことはない」
とおっしゃっていま

帰ってきた兵隊の話は、ハッピーエンド

した。彼らの人生の物語をいかに伝えるかを

じゃないからそもそも聞きたくない

真剣に考えて、ものすごく責任を感じました。

んです。その一方で、勝った戦争

ドラマチックな映画にするのは簡単ですが、

から帰ってきた人は英雄であり、

彼らが公認してくれるような映画にすることに、

その話も表面的にしか聞きたく

意義があると思ったのです。

ない。つまり戦争で起きたこと

話を聞く勇気をもつ義務

というのは聞かないままで済む
から、
「戦争は素晴らしい」
という偽りが何千年もまか

モリモト監督は日本人に「私たちが聞けな
かったことを聞いてくれた」
と言われたという。

り通っています。
村上春樹が訳した

戦争体験がこれまで十分に語られてきていない

ベトナムについての

のは、何故なのか。

小説『本当の戦争の
話をしよう』
（ ティム・

ホーグランド：戦争体験者自身が、つらくて過去

オブライエン著）に、

の話ができないということのほかに、私たちが

こういうくだりがあり

尋ねないということがあります。アメリカでも

ます。
「戦争経験を聞

同じで、私たちはベトナムの退役軍人に話を

いたときに、ひとつでも

聞く義務があるし、彼らも聞いてくれるのを

いい話が入っていたら、

待っていると思います。でもそれは
「そんな悪い

あなたは使い古された

ことをしてきたんだ」
と責める気持ちではなく、

偽りにまた騙されて

「私たちのために何をしてきたんですか」
と、

いる。戦争から出てきた

善意で聞く勇気をもつということです。

話に、いい話はひとつも

モリモト：60年経っても、人間だからつらさは消え

ない」
。私はそれが真実

ない。だけどこの映画を作る前は、
そこにどれ

だと思います。

ほどの重さがあるか想像もしていませんでした。
彼らがこんなことを抱えながら60年も生きてきた

Text by：スマキ ミカ

ことを思うと、とても悲しいです。
ホーグランド：PTSDのある人は毎日考えざる
をえない。米軍駆逐艦ドレックスラー号の
生存者のひとりは、今も薬を飲んでいると
言っていました。中島さん（※３）の話を
聞いていると、出陣や空中戦の時の思いが
ありありと伝わってきます。

※2
映画の中でインタビューに応えている元特攻隊員のひとり、江名武彦さん。1945年３月に特攻を命じ
られ、飛び立ったものの、エンジンの故障で出撃近くの基地に不時着。５月に２度目の出撃に挑むが、
再びエンジンの故障で日本本土から75キロ南の黒島沖に不時着し、生き延びる。
※3
特攻の命令を受けた1945年３月の段階で中島一雄さんは、まだ飛行訓練中の身だった。偵察員と
して操縦員の後部座席に乗り込んで出撃。米軍戦闘機との空中戦では自動小銃の射手を担った。
戦闘後、ボロボロになった機で基地に戻った。

L.C.N.L
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