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NO WAR, BUT UNDERCLASS WAR ！
         アンダークラスは〈横謀〉する
　　　　ON THE STREET ／ IN THE NIGHT ＠ TOYAMA　　　

生・労働・運動ネット　富山



はじめに

　　今や、燦然と輝く「7・9 参院選投票日前日路上パフォーマンス」―
4 年に一度の投票行為で間接的に政治参加しましょう。だって？代議制が
かえって民衆の直接的政治表現の機会を奪っているという面があるのでは
ないか。だからわたし・たちは、自分の日常から生の困難を直接訴え、政
治に要求していく。今日はそのための「路上表現」だ。「個人的なことは政
治的なこと」。文句あっか！！　　　4 年に一度の選挙で当選した議員たち
が領収書を偽造して詐欺・横領のやりたい放題をしていたことが 9 月に発
覚したこのとやまの地で、今から思えば 2 か月も早く、まるでそのことを
予言するかのように、わたし・たちは「路上表現」をした。全国の仲間と、
後に恥ずべき問題が発覚するこのとやまから、「間接」／「代議制」の弊害
を訴えていたのだ。
　この「路上表現」中の楽しさ、みなぎる高揚感は、大杉栄の言う「生の拡充」
にも通ずるものだった。「この酔い心地だけは・・・」　　　以下にその「路
上表現」を皮切りに、二日間にわたって行われた「謀議」の様子について
レポートする。
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NO WAR, BUT UNDERCLASS WAR！

アンダークラスは〈横謀〉する
ON THE STREET ／ IN THE NIGHT＠TOYAMA

◆ ON THE STREET
路上表現：「黙っちゃいないぜ！ワタシ・ラ下々の民」

・2016年7月9日（土）― 時は参議院選挙の前日てある。この、ある意味最もタイムリーな日
に、全国から（大げさ？）駆けつけてくれたメンバーと、とやまの街中で大騒ぎができた。実に
爽快！！
・駅前広場では、「政治へのアクセスの仕方が投票行為に一元化されることでいいのか」というわ
たし・たちホスト側の問題提起に続けて「京都から来ました。富山の皆さんに問いかけます。こ
の列島上には、投票という形で政治にアクセスする資格を与えら
れないまま暮らしている人々がいる。列島上に生きるすべての人
々がこの列島社会をどうしていくべきかを考える主体であるべき
です。政治へのアクセスが投票行為に切り縮められることは問題
だが、同時に、そのアクセス権をも奪われている人々がいるとい
うことも、戦後日本社会の大きな問題としてある。」という提起
があった。この発言により、まるで参院選で投票することが唯一
無二の政治へのアクセス方法であるかのような現在の風潮に疑問
を投じるわたし・たちの直接行動の意義が、一層際立つことにな
った。
・「政治へのアクセスの仕方は多様であっていい。自分たちは日々の暮らしの中で感じている生の
困難を政治にぶつけたい。政治に要求するつもりでデモを行います。」と宣言すると、茨城から来
た不安定労働者がマイクを握った。「自分は40代の日雇い派遣労
働者です。昨年度は珍しく年収200万に届いた。しかし、そこか
ら税金・保険料・・・どれだけ差っ引かれることか。手元に残る
のは生存ぎりぎりの金額ですよ。」
・さらに続けて、「自分は大学院を出て現在は大学の非常勤講師
をしているが、一時は年収十万円でした。奨学金なんてとても返
せない。年金暮らしの親のすねをかじっているということは、わ
たし、３０代にして若年年金生活者ですよ。」と笑わせながら、「今
の気持ちを率直に表現します。（深呼吸してから）チクショウ！

不安定労働者組合の旗「不」を

掲げて話す

チクショウ！チクショウ！
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チクショウ！チクショウ！チクショウ！チクショウ！チクショウ！チクショウ！チクショウ！・
・・」たぶん５０回ぐらいは連続したであろう。夕暮れ迫る富山の街に栗原康さんの絶唱が響き
渡る。新進気鋭のアナキスト研究家であり、自らもアナーキーな表現を志向している栗原さんの
絶唱は、「こいつ、どうしちゃったんだろう」という意味で、通りすがりの多くの人々の耳目を引
き付けた。
・そして、いよいよデモがスタートする。あらかじめ用意した
ラップ曲３つを流しながら、合間合間にＭＣを入れ、参加者に
マイクを渡すやり方で歩く。いつもの何倍もゆっくり歩く。い
わゆる「牛歩戦術」である。交差点の信号で止まれば、ずっと
止まったままで話す。パトカー１台と一緒に歩きながら交通整
理する警官２名という軽微な警備である。フルボリュームで街
宣車のスピーカーから流れる曲は、ビルに反射して響き、街ゆ
く人の感覚を刺激する。街行く人々の胸にいつもと違うザワザ
ワした感じを少しでも抱かせたい。「こんなことしていていい
のかな」という気持ちを起こさせたいと思ってやっているわけ
である。（今日はいつもより人通りがあってけっこう注目され
ているな）と思いながら歩いていると、やっぱり出てきた。いつもわたし・たちのデモに対して
反応してくる不動産屋のご主人である。
・「またお前らか。仕事の邪魔だ。もっと静かに歩け。人に迷惑をかけるな。いい加減にしろ。お
巡りさん、ボリュームを下げるように言ってよ。おい、お前ら、わかってんのかこらああああー。」
―こういうセリフは毎度のことなのだが、今回は、「話の中身を聞いてくださいよ」と言ったら「ラ
ップが下手すぎて聞いてられねえ」と返してきた。「こんな中途半端で、くだらないラップがある
か」と意外にもラップ談義を仕掛けてきたのだ。
・痛いところを突いてくる。わたし・たちのラップは、デモのスピーカーから流れていても、街
行く人に届くような分かりやすさが一番大事な肝なので、あまりおしゃれではない。おしゃれ度
は確かに中途半端である。がしかし、ラップという音楽が、アメリカのスラムの路上から生まれ
た音楽であるというルーツを思えば、わたし・たちの曲は、れっきとしたラップである。という
ような御託を展開して応戦しようとすると、突如わたし・たちの隊列の中からラッパーが出現し、
まさかの自作ラップで彼に応戦した。あれは京都から来たグループの一人である。あまりに見事
なラップ口調なので、不動産屋さんに「ラップバトルやるか」とこちら側が挑発すると、彼は「お
前らはマイクを使うな。うるさいんだよ。やるなら地声でやれ」と話を変えてきた。京都のラッ
パーのラップレベルが高いことを件の彼も暗に認めたのだろう。かなりのマシンガンぶりで、一
緒に歩いているこちらもあっけにとられた。とは言え、本物のラップはやっぱり聞き取りづらい。
かっこいいけど分かりずらい。
・今回はラップ談義になったので、マヌケな話に落ち着いたが、件の彼はいつも、今にも殴り掛
からんぐらいの勢いで店から飛び出してきてこちらに絡んでくる。わたし・たちのフルボリュー

フルボリューム＆ＭＣ＆牛歩で

駅前をスタート
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ムに憎悪の念をぶつけてくる。このことをどう考えたらよいのか。この件については、「星空の〈横
謀〉＠城址公園」で話題になったので後述する。
・やがて、県内では有名な某塾＆予備校の前にさしかかる。栗原さんにマイクを渡すと、さすが
はアナキスト、場をわきまえずに勝手なことを言い出した。「僕は最近彼女が出来まして、とても
うれしいです。そこで、そんな自分を祝福する意味でこの歌を歌います。長渕剛「乾杯」・・・固
イ絆ニイー思いヲ寄せテエー・・・」某予備校の3Ｆ４Ｆから、冷たい視線というか、好奇の目
が注がれている。あるいは勉強中で迷惑だったのだろうか。１曲終えた後に、デモの隊列の中か
ら「帰れ」コールが起きたのは当然である。長渕以前の吉田拓郎や泉谷しげるの頃は、「帰れコー
ル」は当たり前。シンガーと客は時に掛け合いの喧嘩をしたのである。件のアナキストは、帰れ
コールを浴びて嬉しそう（？）であった。
・富山中央警察署を通りかかると、茨城の活動家がマイクを握った。「僕の友人が、伊勢志摩サミ
ットの予防拘禁で逮捕されまして、ちょっと前まで拘束されていたので大変でした。あなた方と
同じ○○中央警察署という看板のかかったところでした。まさか富山の中央警察署はそんな馬鹿
な真似はしませんよね。」―「国際会議場」なる公共の建物の中で「Ｇ７を歓迎しない」といった
類のバナーを掲げ、英語で抗議したとされるのが2月のこと。それを咎めて、5月のサミット前日
になって逮捕したのだという。これこそ、政治への多様なアクセスの仕方を認めることを求める
わたし・たちへの国家権力による脅しである。ここではみんな口々に思いの丈を警察に届けてい
た。
・「僕は日本に住む朝鮮人です。最近アパートを探したのですが、尋ねた先で相手が不動産会社の
上司にこんな確認の電話をしているのです。「朝鮮人の人ですが大丈夫ですか？」「大丈夫か」と
はどういうことか。戦後日本社会がいかに脱植民地化されていないかが、このエピソードに表れ
ています。」―「自由と人権は『国民』の専有物ではないと考えるひとびと」のグループの一人が、
日常の中、大衆の無意識の中に温存されたアジア蔑視の帝国意識が露見する瞬間を切り取り、淡
々とした口調で、しかし力強く訴えた。
・やがて、ゆっくり繁華街を回って駅前に帰ってくる頃、一人の参加者が問題提起した。「これま
でマイクを握って発言したのは、男性ばかり。ここに女性はいないのか。なぜこのようなことに
なるのか。誰もおかしいとは思わないのか。」―この発言の後、あらかじめ録音していたわたし・
たちのラップ「ゼロ・ゼロ・ゼロ」が流れ、この間の悪さに思わず「ゼロじゃだめ。ゼロじゃだ
め。女性の声がゼロなのはダメ。」と訂正版の歌をマイクを通して歌った。そこから女性の発言が
いくつか誘発された。
・戻ってきた駅前では、参院選の候補者が「最後のお願い」をしていた。わたし・たちは、迷惑
にならないように…などという意識はかけらもなく、さらに声を張り上げた。「わたし・たちは選
挙での投票行為に政治へのアクセスの仕方を、まるで一元化するかのような昨今の政治状況が大
変問題だと思っている。4年に一度をおとなしく待っているわけにはいかない。自分の生は、誰
にも代表されるものではない。生の困難を訴え、政治にストレートに要求していくためには、直
接的な行動がもっと多様になされるべきである。それが当たり前になるべきである。そう思って
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今日、投票日の前日であるこの日に、わたし・たちはデモを行っています。」
・そうこうしているうちに、「牛歩戦術」のデモ隊は、2度目の駅前を過ぎて大通りを通ってデモ
の最終地点、市役所前へ到着。「生の困難を訴える今日のようなデモを、わたし・たちはこれから
先も何度でもやるぞー」「おー」「何度でも集まるぞー」「おー」「やるぞー」「おー」「やるぞー」
「おー」と目いっぱい気勢を挙げてデモ、終了。一同は富山城址公園へと移動した。

◆ IN THE NIGHT
星空の下の〈横謀〉＠城址公園

・午後7時を回っていた。いつものデモとは違って、今日初めて
顔を合わせた人たちのほうが多いくらいだ。駅前の広場で30分
騒いだ後で1時間また声を張り上げてデモする―これ、けっこう
強行軍である。若干ベンチに座り呼吸を整えようとする雰囲気
も見られたが、すかさず集合をかける。「鉄は熱いうちに打て」
である。簡単な自己紹介と今日の感想を話し合った。
・デモ自体は「こんな楽しいデモは初めて」だとか、「マイクを
回して歩くのが面白かった」とか概ね好評だった。しかし、件
の不動産屋さんのことは、びっくりしたようで、瞬時に機転を利かせてラップで対抗した京都の
若者も、「本当は怖くて足が震えていた」と語った。彼への対処の仕方については、「こちらが啓
蒙的で上から目線なのではないか。マイクがある分だけ自分たちの方が暴力的だから、彼にはマ
イク無しでとことん話し合うべきだった。」「いや、彼と話し合っても平行線だろう。自分たちは
暴力的な音量でメッセージを表現しているが、それは、日常的に暴力を被っていることを知らせ
るための手段として意図的に使っているのだ。」「このやり方でどこまで街行く人の共感が得られ
るのか。」「もっとわかりやすくとか、共感を得られるように不快感を与えないでとか言われるが、
デモにはデモなりの表現がある。それにはもちろん限界があるが、言うことをいちいち聞いてい
ては、デモはできない。おとなしくしていては、誰の心も揺さぶれない。」こんなやり取りを、か
なり真剣にした。
・「最後に栗原さん、あなたはなぜここに来たのですか？」―俺を呼びつけておいてなんだと思っ
たことだろう。「ええっ？明日話すことを言えばいいですか？」「そうじゃないでしょう。下々の
民の闘争心に火をつけに来たんでしょう。」「そ、そうです。」「イェーイ！はくしゅー。」パチパ
チパチ・・・「というわけで、星空の下の〈横謀〉はここまでにして、この後は屋根の下の〈横謀〉
に移ります。」この後歩いて事務所に移動した。

星空の下の〈横謀〉＠城趾公園
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◆ 屋根の下の〈横謀〉＠事務所

本日は 呼びかけに応じ、遠いところから駆けつけていただいてありがとう
ございます。みなさんとともに、今日、明日と＿＿ＮＯ ＷＡＲ，ＢＵＴ Ｕ
ＮＤＥＲＣＬＡＳＳ ＷＡＲ！ アンダークラスは〈横謀〉する！ ＯＮ Ｔ
ＨＥ ＳＴＲＥＥＴ ／ ＩＮ ＴＨＥＮＩＧＨＴ___と題した時間を共有して
いきたいと思います。これから、みなさんと一緒に「新しい」時間を作り出し
ていくことに挑戦していくのだと思うと、本当に胸が高鳴る思いです。

今、この日本社会には大きな分断線が走っており、その分断線がつくる亀裂
の下に、多くの人々が落とし込まれ、うずめこまれようとしています。しかし、
昨年の夏からの〈安保法案反対運動〉は、これらの人々の「声」とつながるど
ころか全く絶ち切れてしまっていました。結局のところ、その「総がかり」と
いう運動の「構成」は、「野党の野合」にそのまま流しこまれていっただけです。
このような「総がかり」というような「構成」しか作り出せないありかたに強
い怒りを感じるとともに、そういう「構成」の在り方を突き崩せない自分たち
自身にたいしても、焦りと怒りを感じています。

こんなことをやっていても何にも変わりません。この列島に走る分断線を、
下からぶちこわす、政治を成り立たせている舞台そのものを根底的にひっくり
返す。そうです、まさにちゃぶ台返しです。そういうことがあっちでも、こっ
ちでも起きない限り、今の日本は変わらない。この閉塞感ばかりの状況を、突
破したい、突き破って暴れたい。この列島を差配している支配階級とその国家
に対峙する力を、何としても創りだしていきたい。そのために、この列島社会
を根底から変革する「主体」としての、集団的なひとつの「社会階級」の「顔」
を持ちたいのです。〈アンダークラス〉という「顔」を。それはどのようにした
ら可能になるのか。今日、明日の試みを通して、そんなことにまで踏み込んで
考え合えたらとわくわくしています。

限られた時間ですが、この列島の未来に向けて思っていることを、それぞれ
が存分に出し合えたらと思います。そして今後も、このような集いを担おうと
するものたちが、お互いに「横」につながりあいながら、「アンダークラス・プ
レセンテ！」の声を、今回はここで、次はあそこでというふうに、上げあうこ
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とを目指していきましょう。
さあ、〈声〉をあげよう。「私・たちはここにいる、〈アンダークラス・プレセ

ンテ〉！」 さあ、はじめよう！ 星空の〈横謀〉を！
「屋根の下での〈横謀〉@事務所」での挨拶要旨

・不安定労働者組合の旗を立て、自らも日雇い派遣労働者として「アンダークラス」の階級構成
を志向する者・たちと、方法的に「アンダークラス」と自称していくことで階級的結合を目指す
者・たち（＝本日のホスト役を務めるわたし・たち）。そして、「在日」朝鮮人として戦後日本社
会に括りつけの脱植民地化回避システムに抗い生きる者・たち、彼ら／彼女らと接合して「反日」
を生きる者・たち・・・さらに明治・大正期のアナキズム研究の視点から、現代人に「今こそア
ナキストたれ」と焚きつける栗原さん。それぞれが各々の生・労働・運動の現状と課題を語り、
お互いに「よそもんの口出し」を行った。
・しかし、この初めての試み「星空の／屋根の下の〈横謀〉」は、かなり難しい議論を含んでいた。
今回ホスト役であったわたし・たちは、なぜ「アンダークラス」という階級を自称することが今
必要なのかを、この場で十分に展開できたわけではない。

・さらに、「在日」の人たちと「アンダークラス」がどのように接続するのかという問題も、大き
な課題として残った。雑誌「悍」４号（2010年5月）に掲載された、「小野俊彦と崔真碩の往復
書簡 名乗りから始まるもの―異族たちの出会う広場はどこに？」の最後の一行で崔真碩さんが
行きついた「フリーターを名乗る役者と朝鮮人を名乗る役者が出会う広場、そこで何が起こりう
るのか」という一言、そこで提起された問題を、わたし・たちは前に動かすことができず、今も
そのまま課題として残している。
・栗原さんは、論議の最後を以下のようにまとめてくれた。―「現代のアナキストとしては、「ア
ンダークラス」という「階級」を今持ち出すことには慎重にならざるを得ないところがある。し
かし、かつて船本洲治が日雇いの「在日」の人々やルンペンプロレタリアートを「流動的下層労
働者」と名付け返したように、貼られているレッテルを、自分たちで名乗ることが力を発揮する
ということがあるのは間違いない。それが「抑圧状況そのものを武器にする」ということではな
いか。その意味で「アンダークラス」を自称し返すことの意義は大きい。そのようにして横に繋
がることは有意義だとも思う。しかしそこは、むやみに急がず、お互いの違いをはっきりさせな
がら、しかるべき時にはお互いがお互いを求め合えるという関係を築いておくことが、今は必要
なのではないか。」
・論議は先端レベルでは、残念ながら踏み込んで議論を進めるまでには至らなかった。しかし、
例えば、「週５日はきついんだよね。できれば週４日に抑えて働きたい」と話す「在日」の人たち
と、「稼いだ金から税金を取られて、その税金で国家が原発や武器を買うことには我慢できないか
ら、自分はパチプロになってやれと思った」と語る「反日」を生きる「日本人」の間には、同じ
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雰囲気＝「アンダークラス」を軽々と自称し返すことができそうな若さやしなやかさが感じられ
た。彼らは、「アンダークラス」と「在日」の両者の接合を体現しているのかもしれないと感じら
れた。
議論の内容的にはまだまだ不十分であり、問題提起で終わった今回の〈横謀〉だったのだが、

来年以降もホスト役を別の地域に移して、そこでまたアクションをして、この〈横謀〉を続けて
行きたい。その中で、さらにじっくりと議論を深めていきたいと考えている。

本企画に参加してもらったみなさんには、ホストのとやまから、企画に間に合うように作った
「私・たちの来歴」をまとめたものとこの間考えていることをまとめた、以下の「ＺＩＮＥ・６
～８」を、手土産としてわたした。

ＺＩＮＥ・６ 2016・初夏
プロジェクト：「『熊谷ペルー人事件』

そのペルー人とは〈誰〉か」のためのノート
ＺＩＮＥ・７ 2016・夏

私・たちの来歴
「日本の構成的解体」の想像力の自立を求めて

ＺＩＮＥ・８ 2016・夏
「階級」という問題の来歴：資料リスト 00 年代から現在

u 白昼の〈横謀〉：「今、怒りの時 栗原康さんを迎えて」

以上、述べてきたように、７月9日の「路上表現」や「星
空の〈横謀〉」、「屋根の下の〈横謀〉」では、「国民主義」
・「議会主義」の枠内に固守するこの国の運動の「自己規
制」的なあり方をともに打破することを目指す遠方から
の仲間の一人として栗原康さんを富山に迎えて、他の参
加者と同様に発言やコメントをお願いした。
７月10日（日）の午後の「白昼の〈横謀〉：「今、怒り

の時 栗原康さんを迎えて」」では、栗原さんをメイン
・スピーカーとして、話の途中で何度も笑い声があふれ
るような親密で肩肘張らない雰囲気の中、思うところを
存分に語ってもらった。

白昼の〈横謀〉
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アナキストの大杉栄がアナキズム運動や文筆活動で活躍
する傍らには、大杉や仲間たちの入獄の際の差し入れ等も
含めて黙って「世話」役に徹した村木源次郎や、少々いい
かげんなところも含めて「ズボ久」の愛称で慕われた和田
久太郎といった、心惹かれる人たちが何人もいた。複数の
女性たちとの「自由恋愛」のもつれから大杉が「葉山日陰
茶屋事件」で重傷を負い、当時の活動家の多くが大杉と決
別した後も、彼らは最後まで大杉と行動を共にした。「白
昼の〈横謀〉」では、栗原さんの話に先だって、「我田引用
譚：「乱調」者・たちの疾走」と題して、そのような大杉

大 正 ア ナ キ ス ト

の最も親しい仲間たちや、彼らと共に大杉の虐殺に対する「弔い合戦」を実行しようとして果た
せなかった古田大次郎と中浜哲の「ギロチン社」コンビといった、「乱調を生き、圧政に抗い、弾
圧に倒れた者・たちの疾走」を、いくつもの音楽や映
画の台詞、当時の写真等を「引用」しながら、いわば、
「電気紙芝居」として描き出すことを試みた。（内容
については、巻末資料・4の「スクリプト」を参照）。
（※２）

大杉栄と彼の仲間たちのユニークな活動のスタイル
に「演説もらい」というのがあり、他の団体が開催す
る演説会などに乗り込んで勝手に発言して、その会場
を自分たちの主張の場として乗っ取るということをし
た。それにちなんで、「白昼の〈横謀〉」では、栗原さ
んの話の直前に予告なしにその場に「乱入」して、「不安定労働者」や「貧困女子」、「下流老人」、
「貧困児童」といったこの社会の端で「顔のないその他大勢」として生きることを余儀なくされ
る者たちが、「様々でありながら一つの顔」をもつ「アンダークラス」として立ち上がり、「社会
の舞台」に躍り出ることを呼びかける「パフォーマンス」を行った（内容については、巻末資料
・5を参照）。

「生の拡充」の集団的実践としての「米騒動」

以上のような「電気紙芝居」と「パフォーマンス」を「前座」として、いよいよ「真打ち」の
栗原康さんの登場となった。栗原さんは大杉栄や大正期のアナキズム運動の研究者だが、栗原さ
んにとってアナキズムとは何かと言えば、「いかなる支配もない状態を求める運動思想」であると
ともに、「金を稼ぐことができない奴はダメだ」といった、人間はこうあるべきだという「尺度」

「電気紙芝居」の試みについて説明するメンバー

会場が揺れる―突然の「演説もらい」的パフォーマンス
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や価値観の強制にも反対するということだ。それは、一言で言えば、「やりたいことしかやりたく
ない」ということに他ならない。同時に、そこには「喜び」の情動の全面的な肯定があり、思う
存分、やりたいことをやってみることで、自分が思って
もみなかったことができるようになる中で、自分の心や
体が変化していく。それを大杉栄は、「生の拡充」と呼
んでいる。そうした「喜び」の情動の肯定や「生の拡充」
ということをキイワードとして、大杉栄が遭遇した大阪
での「米騒動」や彼の「米騒動」観、また、「米騒動」
が後の大杉や伊藤野枝の運動論にどのような影響を与え
たかということが、「白昼の〈横謀〉」での栗原さんの話
の大きなテーマとなっていた。
1918年の「米騒動」というと、とりわけ、その発祥

の地である富山では、魚津や水橋、滑川といった富山湾岸沿いの小都市の貧しい女性たちが、無
軌道な破壊や暴力行為に訴えることなく、米の値段の急激な高騰に抗議して、集団で米の県外移
送を阻止したり、米の安売りを求めたりしたといった「女一揆」のイメージが強い。しかし、栗
原さんによれば、実際には、それは、そうしたイメージを遙かに超えるものであり、むしろ、Ｉ
ＭＦによる「緊縮財政」政策の強制による増税や年金減額等に反対して、ギリシャ・アテネの街
頭で抗議者がグローバル企業のビルのガラスを叩き割ったり、自動車をひっくり返して燃やした
りするといった暴動の光景を思い浮かべる方が相応しいようなものだった。1918年の「米騒動」
というのは、日本の歴史上で最大の暴動であり、警察のひかえめな発表でも70～80万人、研究者
によっては、500万人から一千万人ぐらいの人々がそこに参加したと言われている。当時の日本
の人口が約六千万人なので、最大、日本の人口のおよそ6人に1人がそこに加わったという計算に
なる。
各地の「米騒動」というのはそれぞれに特徴があって面白いのだが、その中でも、一番勢いが

あったのが、1918年の8月9日からの数日間、最も激しく展開された大阪の「米騒動」だったと
言われている。当時、東京にいた他の活動家たちは、「米騒動」が全国各地で激化すると「予防拘
束」されて身動きが取れなくされてしまったが、大杉栄は非常に幸運なことに大阪の「米騒動」
を直接目撃している。それは、実はある失敗による偶然の産物だった。
「葉山日陰茶屋事件」後の原稿依頼の激減と大杉たちが編集する雑誌の相次ぐ発売禁止による

収入減の中で、大杉は、生活資金を得るための手段として、親友の林倭衛(はやししずえ)という
画家の絵を伊藤野枝のおじで実業家の代準介に売ることを思いつき、彼女の故郷の九州まで行っ
た。しかし、結局、1枚も絵を売ることができないまま、帰りの汽車代もない状態で野枝の実家
で1月余り過ごした後、大杉の不在に焦った同士たちがカンパして送ってくれたお金で大杉はよ
うやく東京に戻ることができた。
その途中、「借家人同盟」の主導者の逸見直造といった大阪在住の運動家との交流のために大杉

が大阪駅で下車した日が、偶然にも大阪で初めて「米騒動」が起きた日だった。そこで、大杉は、

この話術はタダものではない―栗原康さん
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大阪の運動家に案内してもらって日本橋界隈を歩き回ったのだが、主婦である女性たちが集団で
米屋に押しかけて「米、出せや！」と言って店主とやりあっていたり、奥の方に逃げていた米屋
の店主が店頭に出てくると、「何て因業な親父や！」と叫び回っていたりする姿を目撃している。
また、当時の新聞によると、集団で押しかけても店の戸を開こうといない米屋に対して、どこか
らともなく丸太が出てきて、「ワッショイ、ワッショイ」と叫びながら戸を押し破って、米をまき
散らすということもあったようだ。
「米騒動」の起きた原因として、米が短期間で急激に値上がりして、庶民の稼ぐお金では買え

ないような値段になってしまったということがあるが、「米騒動」では、集団で米屋に押しかけて、
自分たちの収入で買えるような値段で売るための自主的な値引き交渉を米屋と行ったり、安い値
段で米を販売する「廉売所」を米屋の店頭で開かせるということがあった。さらに「米騒動」が
激しくなると、払える値段で米を買うということを超えて、群衆が米をただで持って行くという
ことも大杉は目撃している。その時に大杉を案内していた逸見直造の息子の逸見吉三によると、
大杉はすっかりテンションが上がっていて、その辺を歩いているおかみさんたちを見かけると、「あ
そこで米の廉売をしているぞ」と言って煽るようなことをしながら、午前1時頃まで歩き回って
いたそうだ。大杉を尾行していた警察側の記録によると、大杉は、「窮民が米を奪取するのは当然
のことなり」と叫んでいたそうだが、最後には警察も疲れ果てたのか、警察署長が「大杉さん、
そろそろお帰りになったら」と言うので、ようやく大阪の同志の家に引き上げたということがあ
ったようだ。
次の日も、興奮がまださめやらぬ中で大杉は下町を歩き回ったが、井戸端で話しているおかみ

さんたちの様子に不穏な気配を感じて、タクシーを呼んで何人かの運動家たちと一緒に大阪の全
ての新聞社を訪ねて、「釜ヶ崎の主婦たちが暴動を起こすぞ」とデマを言って廻るということをし
た。それはあくまでも大杉のデマだったのだが、その日の夜に本当に釜ヶ崎で暴動が起きている
そうだ。実際に大杉のデマで「米騒動」が起きたかは定かではないが、その日は大阪の「米騒動」
が頂点に達した日で、当時の大阪には長谷米店という大きな米屋があったが、そこに押し寄せた
人々と店主との、「米を安く売らなければ、店に火を付けるぞ」、「やれるものなら、やってみな
はれ」というやり取りの中で、激昂した群衆が実際に店に火を付けて炎上させるということがあ
った。
しかも、消防隊がホースで水をかけて消火活動をしようとすることを群衆が立ちふさがって妨

害したり、野次馬の中にいた男が日本刀を家に取りに行って消火ホースを切断したりした。
また、大阪の「米騒動」では、群衆の中に「竹槍部隊」が登場して警察と互角に闘うという場

面もあったそうだ。最後には警察では手が付けられないということで、騎馬の軍隊までが出動し
てようやく群衆がその場から退散した。しかし、それで終わらないのが大阪の「米騒動」のすご
いところで、警察の出動で誰もいない交番を大阪中で群衆が引き倒したり、繁華街のショウウイ
ンドーをたたき壊したりして暴れ回った。一説によると、その日の大阪だけで約50万人もの人た
ちが「米騒動」に参加したそうだ。大阪の新聞社を廻った後、大杉は、これで自分の役目は果た
したということで、京都の活動家との交流のために京都の料亭に行って遊んでいたので、翌日に
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大阪に戻ったときにいろいろと聞いているとは思うが、その日の夜の大阪の「米騒動」を直接に
は見ていない。

大杉栄の「米騒動」論

それでは、大杉栄は、「米騒動」についてどのように考えていたかということだが、残念ながら
「米騒動」について大杉が直接論じている文章はほとんどない。それは一つには、「米騒動」を煽
ったと思われることで権力側から弾圧されることを恐れた、ということはあるだろう。ただ、東
京での「米騒動記念茶話会」で、大杉は「米騒動」について、「とにかく愉快だった」と言ってい
る。
そうではあるが、大杉の「米騒動」論ではないかと言われているものが２つあって、一つは、「泥

棒と町奴」、もう一つは、「此の酔い心地だけは」といういずれもごく短い文章だ。「泥棒と町奴」
という文章で、大杉は、幕末の歌舞伎作者の河竹黙阿弥が、市井の庶民が何かのきっかけで働く
ことが馬鹿らしくなり、仕事道具を投げ捨てて泥棒になってでも生き延びようとする姿を芝居の
中の鼠小僧次郎吉や鋳掛屋松という主人公として描いていることへの共感を示している。「泥棒と
町奴」は、他人の名前で、ある雑誌に発表されたものなので、本当に大杉が書いたものか疑問を
もつ人もいるが、栗原さんによれば、そのように、人が自ら拘束をかなぐり捨てて変わっていく
瞬間を手放してはならないという主張には、間違いなく、大杉自身の「米騒動」の体験が反映さ
れているのではないかということだった。
大杉が「米騒動」について触れたと言われるもう一つのものが「此の酔い心地だけは」という

文章だが、実は、以前の大杉栄全集では、雑多な文章を集めた最後の巻の中にまとめて収録され
ていたので、栗原さん自身も最初、その文章と「米騒動」を結びつけて考えていなかったそうだ。
しかし、年代順に大杉の著作を配置した新しい全集では、1918年9月という執筆の年・月が書か
れていて、時期的に合うし、その内容からも明らかに大杉が「米騒動」を意識して書いたもので
はないかということだった。その中で、大杉は、それまで「他の彼らに巧みにおおいかぶせられ
た幾重もの殻につつまれていた」民衆が、「叫喚、怒号」の中で、殻を取り払った「中身だけの彼
ら」になり、「彼ら自身の魂を爆発させる」と述べている。そうした「短い酔」の後、民衆が「彼
ら自身じゃない彼らに帰るだろう」と書いた後で、大杉は、「しかし、彼らが彼ら自身に酔った此
の酔い心地だけは･･･」という言葉で、その文章を締めくくっている。
大杉の言う「幾重もの殻」というのは、「労働者」や「消費者」、「国民」といった、資本主義

経済下で近代国民国家が人々に押しつけるアイデンティティのことだ、と捉えてもいいだろう。
そうした自分ではない「殻」をかぶせられながら、それを本当の自分だと思い込まされるという
仕組みが多くの人々の目にはっきりと見えたのが、「大正」という時代だった。つまり、資本主義
的な貨幣経済が人々の日常生活の中に一挙に入ってくるのが明治末から「大正」にかけての時期
だが、その結果、労働者や勤め人として雇われて賃労働で生活するというライフスタイルが一般
的になるのが、大正という時代だった。そのような状況の中で、「金を稼ぐことができないのはダ
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メな奴だ」と言われるようになるし、一方、女性たちはそうして夫が稼いだ金でより良い物を買
う賢い「消費者」や、良い「主婦」になることを求められるようになる。
その文章の中の「Ｗａｈ！Ｗａｈ！Ｗａｈ！Ｂａｒａ－ｂａｒａ！Ｇａｒａ－ｇａｒａ！Ｄｏｓｈｉｎ！」 という「叫喚、

怒号」は、「米騒動」での民衆の叫び声や、米屋の店舗やショウウインドーのガラスが破壊される
音であると同時に、「米騒動」で直接行動を起こすことで、「労働者」や「良妻賢母」といった押
しつけられたアイデンティティを民衆が自ら壊そうとすることを表すものでもあるだろう。また、
「米騒動」の時期には、多少のお金があったとしても米さえ買えないということを逆手に取って、
民衆が自分たちの「食」を自ら実力行使によって獲得することで、「金を稼がないのはダメな奴だ」
といった資本主義的な価値観から自由になるとともに、自分たち自身の「力」を強く自覚したは
ずだ。その際に、口下手で店頭で米屋と渡り合えない男性に口達者な主婦たちが加勢して一緒に
米の値引きを迫ったり、場合によっては、閉ざされた米屋の戸を見も知らぬ人たちと一緒に力を
併せて丸太で壊して開けたりするようなことを民衆が集団で体験したということが、「米騒動」の
すごいところだった。そうした意味で、大阪の「米騒動」では、「生の拡充」ということが数十万
人規模で実践されたということになるが、どんなにつかの間のことではあっても、一度そうした
感覚を味わったという「此の酔い心地だけ」はその後の日常の中で決して忘れないでいようとい
うのが、大杉の一番訴えたかったことだろう。

「米騒動」が生み出したアナキスト系の労働運動

それでは、そうした大杉の「米騒動」での経験がその後、どこに向かったかということだが、「米
騒動」から間もない時期に、大杉の周囲の労働者たちが盛んにストライキを起こすようになって
いる。大杉と関係の深かった労働者には印刷労働者が多かったのだが、大杉は、その労働組合で
ある信友会のイデオローグのような役割をしていた。大杉の労働運動論というのは、一言で言え
ば、「ストライキ論」なのだが、そこで彼が何を言っているかというと、つまり、「ストライキは
ケンカだ」ということだ。これは冗談ではなく、有名な社会運動家の賀川豊彦を批判したある文
章の中で、本当に大杉はそう言っているのだが、最終的にケンカや殴り合いになってもいいから、
そうした覚悟で自分たちにひどい扱いをしている資本家に対して拳を突きつけて労働者の力を見
せつける、というのがストライキの本質だ、と大杉は言っている。
もちろん、そうした「喧嘩上等」の精神でストライキを打てば、 すぐにクビになりかねないの

だが、そう言ってもかまわないと彼が思える根底には、「いざとなればなんとでもなるさ」といっ
た感覚があるだろうが、そうした感覚は大杉が「米騒動」での経験から獲得したものではないか。
大杉は、その文章の中で、「負けることはよく負ける。しかしその喧嘩のあいだに感じた愉快さ

は忘れることができない」 と言っているが、つまり、「ここで働けなくなったら、死ぬしかない
ぞ」といった脅迫観念によって植え付けられた労働者の資本家に対する卑屈な意識を打ち破って、
自分たちを支配する資本家どもに自分たちの手で目にもの見せてやることの痛快さを、労働者は
味わうべきだということだ。それは、大杉が、「此の酔い心地だけは」と言っていることにも通じ
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るものだろう。実際、大杉の周辺の印刷労働者は、ストライキで会社の業務をストップさせるた
めに、印刷機械を破壊したり、普段自分たちが何よりも大事にしている植字台を活字ごとひっく
り返すといった大胆な闘い方をしている。しかも、経営者側もスト破りのためにヤクザな連中を
導入したりするので、そうした連中と大杉の周囲の若いアナキストの労働者たちが実際に殴り合
いの喧嘩をするということもよくあった。
かつて大杉の周辺にいた印刷労働者の一人が、戦後、ある座談会の中で、自分が見聞きした当

時のアナキスト系の労働運動のことを振り返っているが、警察がストライキに介入して労働者を
逮捕・連行することに対抗して、何人もの労働者で交番から出てくる警官を待ち伏せして、警官
が途中の狭い路地の中で少人数になったときに捕まえて川の中に放り込むということをしたそう
だ。最後には会社に火を付けるということもあったそうだが、栗原さんによれば、そのように、
大杉たちは、いわば、「暴動」のスタイルでストライキをやったということだった。そのような大
杉の「ストライキはケンカだ」という労働運動論は、彼の「米騒動」での経験によって生み出さ
れたものだと言ってもいいだろう。

伊藤野枝の「労働運動」論

大阪で大杉栄が下車して「米騒動」を目撃したときに、伊藤野枝は子どもと一緒に一足先に東
京に帰ったので、彼女自身は「米騒動」を直接見ているわけではないが、当然、大杉からそのと
きの話を詳しく聞いていることは間違いないだろう。それでは、「米騒動」が伊藤野枝にどのよう
な影響を与えたかということだが、その話の前に、栗原さんは、伊藤野枝の結婚観や女性労働の
捉え方について詳しく触れていた。伊藤野枝は日本のウーマンリブの「元祖」とも言われている
が、同時に彼女は、日本の女性運動で初めて結婚制度を明確に否定した人だった。今でも女性が
結婚して家庭に入れば、夫が「主人」と呼ばれるのに対して、妻は「奥さん」とか「家内」と呼
ばれているが、伊藤野枝は、大杉の「奴隷根性論」を援用して、そうした不平等の原因には、そ
もそも家庭の起源には奴隷制があるからだ、と言っている。
つまり、結婚というのは、男が女を囲い込んで「食わせてやる」ことの引き替えに自分の世話

をさせるというものだが、その背後には、「俺に逆らったら生きてはいけないぞ」という脅迫があ
る。そのように、男からすれば、女性は「財産」や私的な「所有物」であると同時に、家の跡継
ぎである子どもを産むという役割が期待されているが、そうした関係性は近代になっても色濃く
残っている。そのように「結婚制度の起源は奴隷制だ」ということをはっきりと示すものとして、
戦前には「姦通罪」というものがあった。
結婚した男が浮気をしても罪に問われないのに対して、結婚した女性が他の男と性的な関係を

もつと「姦通罪」で訴えられたのだが、伊藤野枝は、「それは、男が女の『所有者』であり、男の
財産権を侵害したから」であり、近代家族とは言っても、そこに奴隷制度のなごりが残っている
ことを指摘している。同時に、伊藤野枝は、「一番怖いのは、女性自身の『奴隷根性』だ」とも言
っているが、つまり、いったん女性が家庭に入ってしまうと、表に立たずに家の中で従順に男を
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サポートするという役割を果たすことが立派な女性の条件だ、と思い込むようになってしまう。
そのような「女性の奴隷根性」をどうやって引っこ抜くかが大事だと、伊藤野枝は言っている。
1919年に「8時間労働制」を求めて大杉と親しい印刷労働者たちがストライキを行った際に、

伊藤野枝は、印刷工場の女工さんたちに話を聞きに行っているが、そうした結婚制度による女性
の男性への従属という問題を、労働現場でも見いだしている。印刷工場では、活字を組んで活版
を作るのが高賃金の男性の熟練労働者であるのに対して、女性労働者は、鋳造した活字にやすり
をかけて余計な金属を取り除く、「仕上げ」という補助的だが力のいるつらい労働を低賃金で行っ
ていた。
それに対して、会社側は、若い女性たちの「結婚願望」をくすぐりながら、「女性の本当の役割

は結婚して家庭に入ることで、未婚の女性が労働するのは、それまでの一時的な状態だ」という
ことを口実にして女性の低賃金を正当化するのだが、その一方で、既婚の女性労働者に対しては、
「女性が働くのはあくまでも家計の補助なのだから、賃金が低いのは当たり前だ」と言っていた。
そのように、伊藤野枝は、労働現場での女性労働者の従属的な状態が、「男性は主たる稼ぎ手で、
女はそれを支える主婦」という性別役割分業による「近代家族イデオロギー」によって生み出さ
れていることを、ウーマンリブやフェミニズムという言葉が登場するずっと以前に鋭く告発して
いる。伊藤野枝にとって労働問題とは、「8時間労働制」といった労働者の処遇の改善や資本家と
の「喧嘩」ということもあるだろうが、それと同時に、家庭内や労働現場での隷従状態に甘んじ
てしまう女性の「奴隷根性」をどうぶち壊すかということではなかったか、というのが、栗原さ
んの指摘だった。
伊藤野枝は大杉栄と一緒に1921年12月から「労働運動」という雑誌を発行して、その中で「失

業対策」についてどう思うかという文章を書いているのだが、彼女の答えははっきりしていて、「そ
んなものはいらない」ときっぱりと言っている。そのように言う伊藤野枝の思いとしては、失業
手当制度の創設のために、労働組合のえらそうな幹部連中が国会議員に頼って働きかけるといっ
た議会工作が運動の軸になることで、結局、「働いていない失業者はダメな存在だが、ちゃんと次
の仕事をさがすのであれば、とりあえず食いつなぐための手当をやってもいい」というようにさ
れて、かえって労働者の資本家への従属を強化してしまうという懸念があったのではないか。
「失業対策はいらない」と書いた後で、伊藤野枝は、「万国の失業労働者よ、団結せよ」と言い

いながら、「あなたたちは自分のことを自分でできないと思われているが、そんなわけはない。い
くら失業していても自分たちの身の回りのことは自分たちでできる、ということを示す行動を起
こしていきましょう」と、同じ文章の中で呼びかけている。そのようなことを伊藤野枝が言って
いる背景には、彼女が「米騒動」から獲得した感覚が大きなものとしてあるだろう。「金を稼がな
ければ食っていけない」と日頃言われていたのに、「米騒動」の時には自分たちが稼ぐ金では生き
ていけないという事態に直面して、そこいらのおばさんたちが自然発生的に立ち上がって、自主
的に米屋の店頭で値引き交渉を行ったり、実力行使で米を持ち去ったりすることで「食えるんだ」
ということを、一千万人という規模の人々が体験した。そのことは、伊藤野枝だけではなく、日
本全国の人々の心の中にも残っていただろうし、当時の人々には、失業手当というものがなくて
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も「いざとなればなんとでもなるさ」という彼女の主張は、すんなりと了解できたのではないか。
そのような意味で、大杉栄や伊藤野枝が言っていることは、現在の私・たちにも大きく関わる

ような話のはずだ。この間、労働環境が悪化して、「正社員」になってもいつクビにされるかも分
からないような状況になればなるほど、「この仕事を失えば、生きていけない」という不安に捕ら
われて企業にがんじがらめにされてしまい、どんなにひどい「ブラック企業」であってもひたす
ら耐えて働き続けるしかない、ということになってしまっている。別に、大杉たちのように、「喧
嘩上等」の精神で職場でなぐりあいのケンカをしなくてもいいのだが、「ここで仕事を失ったら、
死ぬしかない」という恐怖心を通じた労働者自身の「奴隷根性」を打破するために、そうした「い
ざとなればなんとでもなるさ」という感覚が必要なはずだし、本当にいやな仕事であればいつで
も辞めればいいと言いたい。
最近、坂口恭平の「ゼロ円ハウス」のように、収入がなくても生きていくための試みが日本各

地で行われているが、そうした実践を単発で終わらせずに現在の労働の問題ともつなげていくこ
とが、大杉栄や伊藤野枝が言っていたことにもつながるはずだ。そのような意味で、今の時代こ
そ、「いざとなればなんとでもなる」、「やっちまいな」という精神が強く必要とされているだろ
う。同時に、そのことを通して「米騒動」に参加した当時の民衆の動きやそこから大杉たちが得
た「生の拡充」の感覚を現在の私・たちも継承できるはずだ、ということを、話の最後に栗原さ
んは強く訴えていた。

二日間にわたって行われた「謀議」全体のまとめにかえて

先に述べた「白昼の〈横謀〉」の前日の夕方の「路上表現」でのアピールでは、栗原さんも含め
て何人もの参加者が、昨年の「国会前デモ」に象徴されるように、この間の運動が、怒りやアク
ションの直接性を失って、最終的に議会政治の枠内に回収されてしまうことへの疑問や違和感を
表明していた。そのような運動のあり方は、大杉栄が「生の拡充」と呼ぶような、人々が「暴れ
る力」を取り戻して思う存分、やりたいことをやってみることで、自分たちの心や体が変化して
いくという契機を最初から忌避・抑圧しようとするものではないか。そうした自己抑制的な運動
のスタイルでどれほど多くの参加者を集めようとも、結局は運動を「請願行動」の枠組みに止め
ようとするという意味で、それは、ある種の従順な「奴隷根性」に基づくものだとさえ言っても
いいのではないか。今回の栗原さんの話を通して、そのような問題点が改めて浮き彫りになった
ように思う。
富山の私・たちは、今年5月末から、「2016年度の課題」として、「『アンダークラスの階級構

成』はいかに可能か」を大きなテーマとして討論の集いを営んでいるが、7月9日、10日の「アン
ダークラスは〈横謀〉する」の集いも、そうした流れから企画したものだ。栗原さんの話の前の
「パフォーマンス」にもあるように、現実的には「アンダークラス」というのは、「不安定労働者」
や「貧困女子」、「下流老人」、「貧困児童」といった簡単にはひとくくりにできないような存在と
してこの社会の中にいる。そうした人々が「様々でありながら一つの顔」をもつ「アンダークラ
ス」として自らを構成しようとする際に、かつての「米騒動」の時のように、支配の側によって
押しつけられる自分たちのあり方を解体し、そこからはみ出すということをいかに集団的な営み
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（私・たちはそれを「生のサンジカ」と呼び始めているが）として成立させるか、ということが
重要な核としてあるのではないか。そのような意味で、現在の私・たちにとって、1918年の「米
騒動」や、そこから「生の拡充」という言葉を生み出した大正期のアナキズムとは何だったのか
という「問い」が、改めて大きな意味をもつようになっているのではないか、と思う。
今回の「アンダークラスは〈横謀〉する」のように、遠方からの参加者と一緒に街頭でアクシ

ョンを行うことと併せて長時間の論議の場をもつという企画は、富山の私・たちにとって初めて
の試みだった。先に述べたように十分に議論を詰めることができなかった部分が残ったとはいえ、
その企画を通じて運動的に充実した時間をもつことができたという意味で、私・たちのこれまで
の運動スタイルから一歩違うところに出ることができたように感じている。再来年の2018年は、
1918年の「米騒動」からちょうど100年目となるが、栗原さんの話の後の「フリートーク」でも、
できれば、再び栗原さんを富山に迎えて、「米騒動から100年」をめぐって考え合う場をもちたい
という話が、当日の参加者から出されていた。そのように、「米騒動から100年」となる2018年
に向けて、そのことに孕まれている運動的・思想的な可能性を私・たちとして最大限取り出すと
ともに、「机上の論議」を超えてそのことをアクション性をもつものとして組み立てることに挑戦
するということが、7月9日、10日の企画を行ったことの〈次〉へといかに踏み出すかを探る上で、
一つの大きな柱になるのではないかと考えている。

特別な二日間を過ごした感想

7月9―10日のイヴェントを終えて
T.Y

正直に言う。私はデモに参加するのが怖い。デモに限らず、街頭で行動を起こすのが怖い。逮
捕されるかもという不安もあるが、そもそも見ず知らずの他人に自分の主張をさらけ出すのが怖
い。その主張が聞き届けられる以前に、バカにされ気持ち悪がられるのが怖い。サロンで高尚な
談義をしている方がずっと良い。以前2回デモに参加したことがあるが、参加前にはこの世の終
わりという位の恐怖があった。終わったあとでは消え去ってしまったけれど。
そんな訳で、今回は仕事があってデモには参加できなかったのだが、これ幸いと思ったのも本

当であった。しかしデモ終了後に皆さんに合流してデモの様子を聞いていたら、今回は参加すれ
ば良かったと思った。栗原さんの「乾杯」が聞きたかった。京都やつくばの人の主張も聞きたか
った。では自分ならば何を主張しただろうか？ ただ、件の不動産屋の話を聞くと、多分自分が
そこにいたら小便漏らしていたと思う。後で、録音で彼の罵声を聞いただけで恐怖を感じたのだ
から。
事務所に戻ってからの会食で、私の隣に座っていた京都のＡさんの話が印象に残った。曰く、「昨

今のデモでは『参加の敷居』を下げることに重点が置かれているが、その敷居とは誰にとっての
ものなのか。自分にとってはむしろ敷居は上がっている。」彼の言わんとしていることは、「普通」
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の人がデモに参加できるように彼らの「普通」の意識をそのままにしてしまっては、日常抑圧さ
れている人達はデモに入ってゆけないということではないか。京都反日デモの活動記録を読むと、
「社会の多数に聞き届けられるには、彼らの「常識」に合わせた主張をしなければならない」―
―こういった圧力との闘いを彼らがしてきたことが分かる。私も最近、「自分の身に着けている(日
本社会の)規範意識にどこまで自覚的になり、距離をとれるか」が自身の課題になっている。

2日目の栗原さんの話について。栗原さんは他人の神経を逆撫でする才能があると思う。だか
ら彼の書く本はアマゾンレヴューで叩かれる。実際彼を目の前にすると、自分の中の道徳規範が
立ち上がり自動的に自分を守りに入ることに気付く。「栗原さんが年金生活者なのは彼が特別に才
能ある人だからであって、普通の人間にはそんなことは許されない」とか自分に言い聞かせたり
して。彼の飄々とした風貌が、私を不安にさせる。私は自分では周りの人間(例えば職場の)とは
随分違った物の考え方をしていて、はっきり言ってその考え方によって優れているとか思ってい
るのだが、栗原さんに向き合うと自分も凡俗の徒であることが自覚される。
とは言え、彼と私とでは全く接点がないのだろうか。栗原さんが大杉栄の話ではなく、自分の

話(結局は大杉の話につながるのだが)を始めにした時、それは私の琴線に触れた。彼は冬の終電
後に埼玉の実家まで帰った経験を話した。飲んだ後独りで歩き、自分の近くをトラックなどが通
り過ぎる。雪が降っている。辿り着けなくなりそうになる。そこで歌が、彼の口から搾り出すよ
うに流れてくる。と、活力が湧いてくる。また歩き出す。私にはそんな経験はないのだが、「もう
ダメだ」と思った瞬間に自分の中で力が漲ってくる、ということはあり得るのだと思った。それ
は神の恩寵か。否、自分でも普段気付かない自分の中に眠る力への気付き。街頭へ出ていくこと
にはこの気付きが関係しているようだ。大杉の見た米騒動とは、それに参加した一人一人の、自
らの力への気付きの記録でもあるのだろう。

この2日間の収穫と言えば、例え少数であっても遠くにいても、私・たちの主張に共鳴してく
れる人達がいることが分かったことだ。これを一回限りで終わらせてはならないと思う。
また自分自身について言えば、私は安楽な生活を守るためならいくらでも日和る。仲間を売る

ぐらいなら自分が運動から遠くへ離れるが。時々社会に憤ったり空の向こう側に憧れたりするが、
日常は変わらないままだ。しかし私はそれだけではない、と気付いた。自分の中にも街頭へ向か
う力、暴れる力がある、と。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

私･たちは 「ここにいる」！
S. R

私たちの人間のことばが、なんだか、なんちゃって化しているなあと思う。日日の出来事は唖
然としたり、ぞっとしたりすることが多すぎる。このすさまじさ！この残酷さ！ この悲劇！ こ
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の日本列島で、「人が生きる」ということが、どういうものとしておかれてしまっているのか。毎
日のテレビは、現象だけを追う。そこには、本質がない。生きている日日の表層が、なんだか嘘
っぽく感じられてしかたがない。
胸にどーんとひびく、真っ正直なことばがほしいと想う。曇りなくひらかれた澄んだまなざし

に、出会いたいなあと想う。人の、飾り気のない素のこころにふれたいなあと想う。人の生のは
ばの縮小、人びとのあいだの隔絶だけがひろがってゆく。私･たちが大事にしたいのは、人が生き
ていることそのものの価値に対する肯定。「人が生きていくこと」という、最低限の基礎的なこと
が、私･たちの列島社会のなかでとても大事なものとして考えられていくことだ。
みんなで、7月の企てをやろう！って言い始めてから、私はずっと自分に不安がいっぱいだっ

た。白状すれば、せいいっぱい踏ん張って背伸びしていた。そんな私に、嘘のようなほんとうの
偶然が重なる。ある朝、寝ぼけまなこでラジオのスイッチを入れたら、いきなり、「覚悟を決めた」
という曲が流れてきた。アルバムジャケットの絵が、バッファローが電車にいまにもとっ進しそ
うなんだとか。後日、寝ぼけまなこでまたラジオのスイッチを入れた。いきなり飛び込んできた
のは、元プロボクサーのモハメド･アリの歌「ひきさがってはならない」。・・・自分はこれまで、
とても内気で弱々しくて、ひどく要領が悪くて地味でふわふわした人間だった。そんな自分の内
部で、わけのわからない変化が起こっている。羽目を外したってかまわない！私がこれからやる
ことはすべてファンキーになるわ！みたいな・・・そうして迎えた、私･たちの熱い夏 アンダ
ークラスは〈横謀〉する！
考えたら、すごいことかもしれない。だって、「アンダークラスは〈横謀〉する」という案内チ

ラシで、この列島各地から人が集まって来て初めて顔を合わせたんだ。
ただ、 YA BASTA！！ もうたくさんだ もううんざりよ！！ 自分たちは、自分たちの

顔をもちたいんだ。「アンダークラス」として、この世界と向き合うんだ。‥‥そう、いま思えば、
私･たちはわめいただけだった‥‥かもしれない。
フリーター系の労働運動を執念深くやってきた人たちや、現場で「アンダークラスの闘い」を

闘っている人たちからすれば、なにを浮かれポンチで大げさなことを言ってるんだ、ということ
かもしれない。それは、自分たちの肝に銘じていたいと思う。私･たちには、学ばなければいけな
いことが宇宙のひろがりくらいあることに、真摯になりたいと思う。「アンダークラス」というこ
とばひとつにも大きな歴史があることを、記憶としてとりもどさなければいけないと、いまみん
なで話している。
ほんとうに楽しい出会いができたことに触発されて、あの日から私の内部に種々雑多な人間た

ちが棲みついた。
たとえば、大正時代の1910年代末から1920年代初めに活躍したという「野武士組」。争議のあ

るところどこにでも出没して大いに暴れ、その名はひろく知られていながら、だれが「野武士組」
なのかはっきり知る者は誰もいない。「野武士組」を名のれば「野武士組」。「野武士組」には、
労働者の横断性の力が結晶化されていたのだそうだ。 やりたいものがやろうぜ！ 俺たちが
生きている空間を生のサンジカにしようぜ！
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「深遠な深みと膨大なひろがりを開示する壮大な〈地図〉」のような、人と人との横のつながり、
横断性の力。そこにはらまれた無限の可能性を、現在の潜在性としてもう一度とらえ返そう！と、
いまみんなで話しているところだ。
2日めの白昼の〈横謀〉での「電気紙芝居」のあとに、仲間が言ったフレーズ 大杉栄を取

り巻いていた仲間たちってのは、バカを突き抜けたバカになろうと思ってなり損ねる人たち、そ
んな感じがとてもして、そういう生きざまみたいなのが、私はとても好きだ が、よかった。
愛矯があって不器用で、陽気であけっぴろげで、ニヒルで、飄々として、生真面目で、茶目っ

気たっぷり。そんな愛すべき者たちの、「大好きな笑い顔を抱いて生きてゆ」きたい、私･たちも。
「階級」ということばひとつにも、大きな歴史がある。たったひとりの人の胸にも、「深遠な深

みと膨大なひろがりを開示する壮大な〈地図〉」があるんだなあ、と教えてもらっている。「他者
と出会う」ことは、とても難しい。自分のありようの関数でしか「他者と出会う」ことができな
いのだと、私は思い知らされることばかりだ。「歴史」を背負ってそれぞれの人が立っている。そ
の人の〈あつみ〉のようなものを感じとれるような自分たちに、いつの日かなりたいなあと思う。
私･たちの旅は終わらない。アンダークラスは〈横謀〉する この夏の企てが、二回、三回と

‥‥回を重ねていくなかで、こんな風に言えるときが来るだろうか‥‥‥われらは 夏の旅人であ
る‥‥‥‥。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

切りつづめてきた身体を解放するために
Ｙ２

うまく言えないが、デモのときは、繰り返されるフレーズを繰り返すだけの位置だった。自分
を表現できないから、表現しなくてもよい場所にいるようにしていたのだ？！自分を世界の前に
さらすことに対して、困難、抵抗、恐れ、開放感……などがない交ぜにあった。
前に出るのは他の人。ぼくは、裏方を担うこと。それが参加することだ・・と、自分を切りつ

、、、

づめるように身体を動かし、意識を働かせていた。社会が、自分を切りつづめることを、強いて
、、、

いると感じていた。この切りつづめる力を跳ね返せない。実は切りつづめる力は自分のなかにも
あったのだ・・・。

昨年、「25時行動委員会・富山」を結成して、そのうずうずしていたものがどことなく変化し
だした。アクションが増えたのだ。さらに今年の7月9―10日の企画はそれに拍車をかけた。
デモが「デモの歴史の引用」になっている。他の人もそうだと思うが、デモで「身体のひろが

り・心の解放」のようなものを感じた。みずからが切りつづめてきた身体を解放するためにも、
この感覚が大切なのだ。
集会・デモ・星空の〈横謀〉・白昼の〈横謀〉・栗原康さんの話 一連の活動から、そのよう

な瞬間を強く意識できた。「生の拡充」ということは、100年前の「米騒動」を契機に大杉栄が強
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く思ったということだと栗原さんは話していた。このことは印象に残った言葉だった。それに近
いのが今回のデモでの栗原さんの「チクショー50連発」。これなんだと、ある確信が持てた。
デモが、これまでの多くの闘いに連なっている、世界各地での闘いに連なっている、と意識で

きるようになった。歴史的な闘い、世界各地での闘いのありようをもっと知らなくては、と思う。
そして今の社会を変え、自分を変えるためにも、「米騒動」が現在にこそ必要なのだ、と。
つぎは、ぼくの話を聴いて欲しい。ぼくの話を語りたい。そんなぼくを開くために、今回のこ

とはあったのだと。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7月9日～10日 「アンダークラスは〈横謀〉する」に思いを
はせて

H.T
まずは栗原康さん。
大杉栄の生き様やその思想を、栗原さんが翻訳し、栗原さんの言葉で紹介していただ

いた。「生の拡充」ということば。「生」については、これまでも意識してきたし、「生」
の捕獲と隷属がすすんできたことも認識しているつもりであった。しかし栗原さんとの
出会いによって、「(私は)生きているんだ」という感覚が、とても新鮮によみがえり、再
確認することができた。栗原さんから大杉栄たち当時のアナキストの生き様を聞き、栗
原さんのことばで「(私も)もっともっとやれるぞ、もっともっと生の拡充を」というよう
に、すっと私の心に入ってくるようであった。

７月９日夕刻。
富山駅前、シック前広場。いつもここで少しアピールし、駅前周辺のデモに向かうの

だが、今日は全然違う。各地から来てくれた人たちのアピールは、やはり重く、しかし
シック前に響き渡っている。
「参院選を蹴飛ばせ！」から、「(私は)選挙制度自体からはじき出されているんだ」と

いうことを、肉声で響き渡らせる。 折りしも今日は参院選挙投票日前日。北陸新幹線
開通とともにこぎれいに整備された駅前の空間が、ここだけは違う。異質だ。しかしと
てもおもしろい。ゾクゾクと気持ちが刺激される。
9日～10日のわずか2日間、異質な時間はあっという間に過ぎてしまう。でも記憶にと

どめることはできる。そしてまたあのゾクゾク感を求めることもできる。

あれからずっと考えていることがある。
「生の拡充」。日常の連環をどこかで断ち切り、そこから違うものをみようとすること
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でそれは拡がることだと思う。その最大の機会が「騒動」であろう。残念ながらその機
会にめぐりあうことが少ない(あるいはない)。しかし、異質なもの、あるいは他者と出あ
い、関わり、そのなかで日常の連環の継ぎ目から違うものをみることができる。秩序か
ら、日常の連環から、「もっと自由になりたい！」と思う。
7月9日～10日の企てを私・たちは、「アンダークラスは〈横謀〉する」と名付けた。

アンダークラスという名称で、階級という概念を再びよみがえらせたいと思った。遠い
夢物語ではなく、ひとびとの記憶のなかに鮮明にのこっていることである。そして、今
それがどうしても必要な時だ。
私にとって「生の拡充」、「私は、そして私・たちは生きている」と感じた感覚は手放

せない。さらに今、大きく変革へのイメージを自立させる必要がある。私のこと、ある
いは目の前にいる人とのかかわりのことと、大きな変革のイメージ。このふたつは遠く
離れているのだろうか？ いや、もしかしたら背中合わせに存在しているのかもしれな
い。少なくともそれを切ってしまったら…私の生きる意味もなくなってしまう。
さらに考え続けよう。出会いながら、経験しながら、関わりながら。大きく大きくそ

のイメージを膨らませたい。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

終わってからも「風」を感じている
F.M

７月９―10日が終わった後も、小さな「風」が、私の背をそっとだけどしっかりと押し続けて
くれている。
５月の連休明けに、よし やろうよ！ と決めて２か月後。本当にその日がやってきた。

不安いっぱいの中で、駅周辺へのデモ、そして星空の「横謀」へと進んでいったのだけれど、も
うそのころから「風」は確かに吹き始めていたと思う。
翌日の、白昼の〈横謀〉が始まったころには、もうその「風」を背中でしっかりと感じていた。

そして、「アンダークラスは〈横謀〉する」と名付けた一連の企画が終わった後も、弱くはなった
けれど、今もそれをしっかりと感じることができるのだ。
一体この「風」はどこから起きてきたのだろう。実のところよくわからない。ただ、今になっ

て思えば、本当にやりたいことを、一緒にやりたい人とやりたいようにやれたんだ、という充実
感と、安堵感、そしてもっとやり続けたいという欲求のようなものと、この先に向かっての緊張
感や期待感までもが、ないまぜになって起きているんじゃないだろうか。だから、この「風」は
決してやさしいばかりではない。ゾワゾワと私の背中を揺らしたりもする。

「アンダークラス」の多様な「顔」とはどのようなものなのか？その「顔」「顔」・・・と私・
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たちはどのように関わっていけるのか？という〈問い〉を、ずっと重ねてきた。
その〈問い〉を深め、より豊かにしていくヒントを、この企てを通して本当にたくさん得るこ

とができたと思う。それは、私・たちの無茶ぶりにも関わらず足をはこんでくれた皆さんのおか
げであり、そのみなさんとの出会いによって生じた「風」が、それぞれの背中を押してくれたお
かげだと、そう信じている。
栗原さんが紹介してくれた大杉栄のことばの中に、米騒動の最中に居合わせたことに触れて、「・

・・この酔い心地だけは・・・」というのがある。この７月の試みはほんのちいさな企てではあ
ったけれど、それでもそこで感じたものは決して手放したくない、手放してはならないと、そう
「風」が後ろでささやいている。

この「風」は私が起こしたというわけではなく、私に吹いてきてくれたものだ。「風」が言うよ
うにその時感じた大切な事を手放さないためには、決して弱まることのないしっかりした「風」
がずっと吹き続けることが必要だ。だから今度はもっと大きく、もっと刺激的でたくさんの人び
との背中を押すような「風」を、私・たちで起こしていこう。そう思う。

「アンダークラス」というのは、けっして懲りない人びとのことにちがいない。性懲りもない
ことを、性懲りもない仲間たちともっとつづけよう。大風をおこすために。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

「アンダークラスは〈横謀〉する」に参加して
H.H

この2日間は、とても緊張していました。これまで出会ったことのないような人たちと対面す
る緊張感だったと思います。けれど、終わってみると心地よい安心感がありました。初めて会っ
たのに、言葉では尽くせない、どこか同じ遠くを見つめている感じを抱いたのです。
聞かせてもらったお話しは、どれも刺激的で圧倒されました。
毎日が失望や嘆きの連続ですが、出会った人たちや富山の仲間たちに背中を押されながら、前

を向いていようと思っています。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〈７・９－１０〉アフターリビング報告・Ⅰ
H.K

7月9－10日の企てから2か月、私・たちは、その企てに参加してくれた人々との交流から各人
が得たものを分かち合いつつ、かみ砕き・味わい、そのことが与えてくれるエネルギーにおされ
て、次の〈プロジェクト〉に向けて準備を進めている。
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次の〈プロジェクト〉、それは2年後の2018年が「米騒動100年」であることから、『米騒動10
0年』をめぐるものであることは、すでに私・たちの共通の前提となってはいた。
『米騒動90年』にあたる2008年、私・たちは「『米騒動』から90年－私・たちは『米騒動』か

ら何を受け取るのか」というテーマの小さな集まりをもった。平井玄さんには、絶えざる「本源
的蓄積」が析出する「都市下層民」とその「暴れる力」の噴出について、山口素明さんには「麻
生邸リアリティツアー」をめぐる攻防について、語ってもらった。そこで得たものに支えられて、
「リーマンショック」の激動に揺さぶられながら、私・たちは小さな『生・労働・運動』の営み
を続け、現在に至っている。
問題は、その『米騒動100年』をどのようにひきつけるかであり、そのモチーフ・視点の持ち

方に、7月9－10日の「アンダークラスは〈横謀〉する」の企て・営みはなにをもたらしたか、い
や、私・たちはなにを持ちかえったのか、だった。
試みに考えてみる。 「米騒動」1918年＋N×10を考えてみる。N＝1，2，3，4，5，6、

・・・・9，10としてみる。と、どうだろう、「米騒動」アフターライヴズが浮き彫りになっては
こないか!? N＝3、1945年～1948年、「戦後0年」になにが起こったか？ N＝4、1958年～1
960年には？ N＝5、1967年～1970年には？・・・「米騒動」を「出来事」として捉え返す、「米
騒動」を〈継起〉性において捉えること、なによりもその〈継起〉性を「生のサンジカ」創出の
営みの系譜として捉えること、そこから「アンダークラス」の〈次〉へむかう〈抗道〉の手がか
りを探ること。
7月9－10日は私・たちにとって「出来事」だった。けっして言い募るようなことではないが、

私・たちにとって、まさしく「出来事」だった。そうすることにむかって力をかしてくれた、京
都・茨城のみなさん、栗原康さんには、改めてお礼を申し上げる。

〈７・９－１０〉アフターリビングの、とりあえずの報告まで。
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資料・1 当企画の呼びかけ
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資料・２
告知 ６・１８ 「オール」の外の私・たち 緊急何度でもデモ

〈「生・労働・運動ネットジャマーズー25時行動委員会・富山」プロデュース〉

富山の夜をフルボリュームで切り裂け！
ナニガ 「トウイツコウホ」ダyo 「オールトヤマ」ッテ 何ダyo

センセンフコク！ （ラップ）

「米騒動から１００ひく２年―下の下の民の出番だぜいッ」

ハッキリタオセ アベタオセ！ ハッキリタオセ アベタオセ！

ハッキリタオセ アベタオセ！ ハッキリタオセ アベタオセ！

ナニガ 一億総活躍だヨ 戦争始める準備かヨ

ニッポン万歳もうタクサンダロ オレタチ必死に生きてんダロガ

列島社会の一番下で生きる民ッ＝オレタチ

列島社会の一番隅で生きる民ッ＝オレタチ

オレたちゲミン 安倍自ミーン 対決上等 安倍打倒

安倍を切る オレタチ生きる 支え合う 社会ツクール

ハッキリタオセ アベタオセ！ ハッキリタオセ アベタオセ！

ハッキリタオセ アベタオセ！ ハッキリタオセ アベタオセ！

ナニガ 「トウイツコウホ」ダyo 「オールトヤマ」ッテ 何ダyo

ワケシリ顔の市民派諸クーン おかしな幻想ふりまくーる

民主党ジダイのテイタラクー 忘れちゃいないぜ ミンシンクーン

ミズカラ原則崩してクー 看板変えたの キョウサンクーン

闘い忘れたクミアイキゾクー おんぶにだっこの 社民クーン

キセイ政党にツイテイクー（なんて）市民派ショクンのミステイク―

ハッキリタオセ アベタオセ！ ハッキリタオセ アベタオセ！

ハッキリタオセ アベタオセ！ ハッキリタオセ アベタオセ！

列島社会の 一番下・一番隅で生きる民＝オレタチ

オレたちゲミーン 下層ミーン ひっくり返せ 安倍自ミーン

安倍を切る タミ生きる 支え合う 社会ツクール

安倍を切る タミ生きる 支え合う 社会ツクール

「・・・イッツクール BY 25時行動委員会」
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チクショウ、チクショウ、チクショウ オオオー（ラップ）

私・ら 下々の民は〈ゼロ〉を要求する！（ラップ）

♫♪ Ya Basta もうたくさんだ （ラップ）

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オオオー

「格差」なんて 言うな ― 「不平等」だってちゃんと言えー

「格差」なんて 言うな ― 「不平等」だってちゃんと言えー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オオオー

「支援」なんて 言うな ― 「なま殺し」だってちゃんと言えー

「支援」なんて 言うな ― 「なま殺し」だってちゃんと言えー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オオオー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オオオーオオオー

私・ら下々の民は〈ゼロ〉を要求する
防衛費ゼロ 米軍基地ゼロ 原発ゼロ ＴＰＰゼロ
待機児童ゼロ 待機老人ゼロ
保育・教育・学費はどれも ゼロッ、ゼロゼロッ
残業はゼロ ブラック企業ゼロ
不安定労働者の家賃はゼロッ、ゼロゼロッ

ゼロがいい ゼロにしろ ゼロにしろ ゼロにしろ
「自業自得」ゼロ 「自己責任」ゼロ ひとりボッチゼロ
〈ゼロ〉の社会にゃ自由がある 私・ららしく生きられる
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Ya Basta もうたくさんだー Ya Basta やってらんないぜー
Ya Basta Ya Basta
タックスヘイブンに手え突っ込んで 全部引き上げ取り戻せ
隠した金は 世の隅々の 貧しき民から奪ったもんだろ

Ya Basta もうたくさんだー Ya Basta やってらんないぜー
Ya Basta Ya Basta
子育て 何かと金かかるー 老人介護も 金かかるー
かせいで払って払って払って 払えば借金増えるだけ
待機児童をゼロにしろ 待機老人ゼロにしろ
子育て・介護に賃金を 生きてることに賃金を

Ya Basta もうたくさんだー Ya Basta やってらんないぜー
Ya Basta Ya Basta
タックスヘイブンに手え突っ込んで 全部引き上げ取り戻せ
隠した金は 世の隅々の 貧しき民から奪ったもんだろ
奪われてンだから取り戻せ ひっくり返せ 金返せ
奪われてンだから取り戻せ ひっくり返せ 金返せ

Ya Basta もうたくさんだー Ya Basta やってらんないぜー
Ya Basta Ya Basta
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資料・３
７・９ デモ『黙っちゃいなぜ！ ワタシ・ラ 下々の民』
チクショウ、チクショウ、チクショウ オオオー（ラップ）

私・ら 下々の民は〈ゼロ〉を要求する！（ラップ）

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オウー オオオー

「格差」なんて 言うな ― 「不平等」だってちゃんと言えー

「格差」なんて 言うな ― 「不平等」だってちゃんと言えー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オウーオオオー

「支援」なんて 言うな ― 「なま殺し」だってちゃんと言えー

「支援」なんて 言うな ― 「なま殺し」だってちゃんと言えー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オー

チクショウ、チクショウ、チクショウ、オウーオオオー

「私・ら下々の民は〈ゼロ〉を要求する」

ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ／ゼロゼロゼロ！／ゼロゼロゼロ！

防衛費ゼロ 米軍基地ゼロ 原発ゼロ ＴＰＰゼロ

待機児童ゼロ 待機老人もゼロ

保育・教育・学費はどれも ゼロッ、ゼロゼロッ

残業はゼロ ブラック企業ゼロ

不安定労働者の家賃はゼロッ、ゼロゼロッ

ゼロがいい ゼロにしろ ゼロがいい ゼロにしろ!

ゼロがいい ゼロにしろ ゼロにしろ！ゼロにしろ! ゼロゼロゼロ！

「自業自得」ゼロ 「自己責任」ゼロ ひとりボッチゼロ
〈ゼロ〉の社会にゃ自由がある 私・ら らしく生きられる
ゼロッ ゼロゼロ ゼロゼロゼロ ３、２、１、ゼロ ゼロゼロ

ゼロがいい ゼロにしろ！ ゼロがいい ゼロにしろ！

ゼロがいい ゼロにしろ！ ゼロにしろ！ゼロゼロッゼロ

「私・ら下々の民は〈ゼロ〉を要求する」

ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ／ゼロゼロゼロ！／ゼロゼロゼロ！
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♫♪ Ya Basta もうたくさんだ （ラップ）

Ya Basta もうたくさんだ Ya Basta やってらんないぜえ

Ya Basta Ya Basta

タックスヘイブンに手え突っ込んで 全部引き上げ取り戻せ
隠した金は 世界中の 貧しき民から奪ったもんだろ

Ya Basta もうたくさんだ Ya Basta やってらんないぜえ

Ya Basta Ya Basta

子育て 何かと金かかるー 老人介護も 金かかるー
かせいで払って払って払って 払えば借金増えるだけ

待機児童を ゼロにしろ 待機老人 ゼロにしろ
子育て・介護に賃金を 生きてることに賃金を

Ya Basta もうたくさんだ Ya Basta やってらんないぜえ

Ya Basta Ya Basta

タックスヘイブンに手え突っ込んで 全部引き上げ取り戻せ
隠した金は 世の隅々 貧しき民から奪ったもんだろ Ya Basta

奪われてンだから取り戻せ ひっくり返せ 金返せ
奪われてンだから取り戻せ ひっくり返せ 金返せ

Ya Basta もうたくさんだ Ya Basta やってらんないぜえ

Ya Basta Ya Basta Ya Basta Ya Basta イエーイ！
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資料・４ 我田引用譚：「乱調」者・たちの疾走 スクリプト（台本）
大 正 ア ナ キ ス ト

（※２）

タイトル・文字・画像など 音・留意点など
0-1 黒画面 （註0-ii）「Eros Plus Massacre Tra

iler」映画「エロス＋虐殺」から
（註:0-ii） （1:34～2:35）

0-2 黒画面白文字

我田引用譚： （註:0-i）

「乱調」者・たちの疾走
大 正 ア ナ キ ス ト

（註:0-ii）

0-3 ローリング 黒画面白文字
ふときこえる時がある

木枯らしが吹く夜 桜が散る夜

蛍の光が消えていく夜

木立の葉が落ちる夜

耳を澄ますときこえる時がある

乱調を生き

圧政に抗い

強圧に倒れた者・たちの

疾走する音が

ふときこえる時がある

（註:0-ii）

0-4 黒画面白文字 （註:０―iii）山崎ハコ - 「刹那の夢」
（3：00～3：54）

（註:0-iii）

0-5 黒画面白文字 （註:0―iv）「しゃぼん玉／長渕剛」
いったい俺たちは 最後のフレーズ
ノッペリとした都会の空に

いくつのシャボン玉を

打ち上げるのだろう
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（註:0-iv）

0-6 白画面黒文字 （註:０―iii）山崎ハコ - 「刹那の夢」
（3：25～3：54）

美は乱調にあり 階調は偽りなり」

「乱調」の生を生きる者・たちの刹那の夢
（註:０―iii）

Ⅰ-0 青画面白文字 （註:Ⅰ-0）童謡「シャボン玉とんだ」
（0:00～0:40）

「シャボン玉とんだ」異聞
（註:Ⅰ-0）

Ⅰ-1 青画面白文字

野口雨情
（註:Ⅰ-0）

Ⅰ-2 黒画面白文字 （註:1－i）松岡正剛「『可哀想』を童

『可哀想』を童謡にしつづけた雨情 謡にしつづけた雨情」

（註:Ⅰ－ii） 町田の独り言「シャボン
玉とんだ」

（註:Ⅰ－i、ii）
Ⅰ-3 黒画面白文字 （註:Ⅰ―iv）山崎ハコ - 「刹那の夢」

「シャボン玉とんだ、屋根までとんだ （3：25～3：54）
屋根までとんで、こわれて消えた （註:Ⅰ－iii）映画「総長の首から」
……これは志を見喪ってしまった

アナキストの唄だって…… 」
（註:Ⅰ－iii）

Ⅰ-4 黒画面白文字
「高く高く上がれ 夢のシャボン玉……刹那の夢」

Ⅰ-5 黒画面白文字

「乱調」者の疾走
―「乱暴」死への疾走

（註:Ⅰ－iv）、（註:Ⅰ－ｖ）

Ⅱ-0 黒画面白文字

震える朝憲・白の氾濫
―大杉栄虐殺とその前史

Ⅱ-1 黒画面白文字
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大正期

―あざなえる渦:朝憲護持／朝憲紊乱

―朝憲が震撼させられる／朝憲を紊乱する者たち

（註:Ⅱ－ii－①）
（註:Ⅱ－i－①～④）

Ⅱ-2 赤画面白文字 （註:Ⅱ－ii－①）「大震災の歌 」(添田

白の氾濫 唖蝉坊）

―1923年(大正12年)9月1日 （註:Ⅱ－ii－②）「関東大震災」の写真

関東大震災発生 から
Ⅱ-3 写真約3秒ずつ
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（註:Ⅱ－ii－②）

Ⅱ-4 赤画面白字 （註:Ⅱ－ii－①～⑤）

【関東大震災発生】 戦前日共史その３、関東大震災事件（大

杉栄事件）
（註:Ⅱ－ii－①～⑤）

赤画面白字

【軍及び警察の対応】
赤画面黒字

【流言飛語飛び交う】
赤画面黒字

【朝鮮人、社会主義者、アナーキストの検束始

まる。官憲、自警団員による朝鮮人、中国人の

虐殺】
（註:Ⅱ－ii－④、⑤）

赤画面黒字

【関東大震災時事件その１、
「朴烈事件」発生】

（註:Ⅱ－iii－①）

赤画面黒字

【関東大震災時事件その２、

河合義虎らが虐殺される

亀戸事件発生】
（註:Ⅱ－iii－②）

赤画面黒字

【関東大震災時事件その３、
中国人留学生・王希天虐殺事件発生】

（註:Ⅱ－iii－③）

赤画面黒字

【関東大震災時事件その４、
大杉栄ら虐殺・甘粕憲兵大尉事件発生】

（註:Ⅱ－iii－④）

Ⅱ-6 赤画面黒字 （註:Ⅱ－iii―⑤）音楽:秋田雨雀（詞）
「国家と天皇制の仇なす者は、まぎれもなく存在 ／土取利行（唄・演奏）『復讐の歌』

したがゆえに強権によって殲滅された。それは、「無
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辜の犠牲」ではなく、「革命者」の栄光ある戦死で

あった。」

（註:Ⅱ－iii―⑤）

Ⅱ-7 赤画面黒字
「 朝鮮人・主義者の血潮を、「無辜の犠牲」と （註:Ⅱ－iii―⑥）「断影:大杉栄」

括ってはなるまい。超法規布告の「戒厳令」、住民

を扇動し軍隊を投入しての鏖殺、それは国家権力に

とって、当為の自衛手段であったと理解しよう。叛

乱・若しくは叛乱の恐れが現実にあったからこそ、

大弾圧は行われたのであると。」

（註:Ⅱ－iii―⑥）

Ⅲ-1 黒画面 （Ⅲ－0－①）音楽:「The Song of Swan」
（註:Ⅲ－0－①） (加古隆)

Ⅲ-2 黒画面白文字

疾走する「乱調」者・たち
（註:Ⅲ－0－①）

Ⅲ-3 黒画面白文字

大杉栄 一味同心
（註:Ⅲ－0－②）

Ⅲ-4 黒文字

写真右端 和田久太郎

写真右端の空席に注意:村木源次郎が座っただろう席

（註:Ⅲ－i－①）
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村木源次郎

（註:Ⅲ－i－②）

Ⅲ-5 黒文字

ギロチン社 社中

（註:Ⅲ－i－①）

Ⅲ-5つづき 黒文字 （註:Ⅲ－i－④ｂ，ｃ）竹中前掲

（註:Ⅲ－i－②）

Ⅲ-5のつづき 黒文字

ギロチン社事件
福田大将狙撃事件

（註:Ⅲ－i－④～⑦）

Ⅲ-6 黒画面白文字ローリング

写真左端2人目 古田大次郎

中浜哲
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年譜 「乱調」者たちの疾走
（註:Ⅲ－i－④ａ）

大正12年（1923）
1月13日、大杉、マルセイユに上陸。
5月1日、大杉、サン・ドニのメーデー集会で逮
捕。

5月24日、大杉、ラ・サンテ監獄出獄。
6月3日、大杉、マルセイユ出港。
7月11日、大杉、神戸港に入港。
7月中旬、中濱が大杉を訪ねる。
8月5日、大杉、淀橋町柏木に転居。
9月1日、関東大震災。
9月2日、戒厳令宣告、東京衛戊司令官石光真臣
第一師団長が戒厳司令官。
9月3日、戒厳令施行地域を拡大し、関東戒厳司
令部として福田雅太郎大将が司令官となる。戒
厳令の宣
告と施行地域の拡大により、軍・自警団の暴走
が始まる。
9月3日、平澤計七ら亀戸署に連行され、習志野
騎兵隊に殺害される。

9月16日、大杉と伊藤野枝が橘宗一を鶴見の避難
先から連れ帰る途次、憲兵隊甘粕大尉らに拉致
され殺害される。

9月27日、大杉、野枝、宗一は落合火葬場で荼毘
にふされる。

10月4日、ギロチン社田中勇之進が、甘粕正彦の
実弟五郎を松阪で襲撃、失敗。

10月8日、甘粕ら軍法会議第1回公判。
10月16日、大阪府下の小阪事件発生。中濱と古
田が逃亡生活に入る。11月頃、古田は朝鮮に
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逃亡し、爆弾の調達を試みる。
12月8日、甘粕らの軍法会議判決。
12月16日、労働運動社で大杉らの葬儀当日、遺
骨が右翼大化会により奪われる。

大正13年 （1924）
3月30日、中濱は実業同志会武藤山治恐喝現行犯
で逮捕。中濱逮捕の報を受けた古田は帰国。村
木源次郎を頼り、潜伏先で手製爆弾の製造に着
手。
5月末、村木は五十里幸太郎から拳銃を入手。
7月19日・28日、古田は爆弾の試爆に成功。こ
の頃から、和田久太郎は、吉祥寺の宮崎光男宅
に潜伏。

8月15日、村木が吉祥寺の久太郎に挙銃を渡す。
9月1日、本郷燕楽軒前で元戒厳司令官福田雅太
郎を襲撃するも失敗。和田久太郎は現行犯逮捕。
村木と古田は蛇窪に潜伏。
9月6日、古田は福田邸に爆弾を郵送。爆発する
も人的被害なし。

9月10日、古田と村木は蛇窪で逮捕。
9月末、中濱の脱獄計画グループが逮捕。
9月28日、倉地啓司、大阪で逮捕。
12月5日、新谷与一郎、京都で逮捕。

大正14年（1925）
1月25日、村木源次郎が市谷刑務所で危篤、保釈。
翌26日、労働運動社で死亡。

4月27日、大阪地裁第1回公判。非公開。
5月21日、東京地裁第1回公判。
5月28日、大阪地裁判決公判。検事控訴。
7月17日、検事総長が朴烈・金子ふみ子を大逆罪
で起訴。

9月10日、東京地裁判決公判。古田死刑。和田無
期懲役。
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10月15日、古田に死刑執行。
大正15年（1926）
1月23日、大阪控訴院第1回公判。非公開。
3月6日、大阪控訴院判決。中濱死刑。
3月25日、大審院の朴烈・金子ふみ子判決。死刑。
4月15日、中濱に死刑執行。
7月23日、金子ふみ子、栃木刑務所で死亡。

昭和2年（1927）
11月4日、中濱脱獄計画の山田正一が獄中で死亡。
11月7日、中濱脱獄計画の小西武夫が獄中で死亡。
のち、ギロチン社河合康左右と小川義雄も獄中
で死亡。

昭和3年（1928）
2月20日、和田久太郎、秋田刑務所で死亡。

「乱調」を生きる者・たち

「乱調」な集団作風＝「イレギュラーアサイラム」

を生きる者・たち

「乱調」な生活スタイル＝反「市民的ライフスタ

イル」を生きる者・たち

そして

「乱暴」死へ行き果てる者・たち

Ⅲ-7 黒画面 白字

村木源次郎の生と死

Ⅲ-7つづき

画像 和田・古田＋
右端の空席とオーバーラップさせて村
木が現れる

（註:Ⅲ－ii－①）

Ⅲ-8 Ⅲ-7との同じ色調で
身を捨つる 捨つる心を捨てれば

思いなき世に墨染袖

（註:Ⅲ－ii－②）
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Ⅲ-8つづき Ⅲ-7との同じ色調でローリング （註:Ⅲ－ii－⑤）音楽:DTFBWB ＋
監獄通い 文楽 曽根崎心中 「道行華／森昌

「 夏のお日様かんかん 子歌のない」
照らす

僕の友達ミケッと云って

赤い煉瓦のお家の中で

ひとり静かにご本を讀むよ

夏のお日様かんかん

赤い煉瓦のお家をさして

一人よぼよぼ ご本を運ぶ

夏のお日様かんかん照らす」

（註:Ⅲ－ii－③）

Ⅲ-9 青画面白文字

「世話ぁない」という粋
（註:Ⅲ－ii－④）

「反市民ライフスタイル」という芸
（註:Ⅲ－ii－②）

赤画面黒文字

「今度も裏目を張るのかよ」

忘れられるか大杉の虐殺を

聖者の道か 聖使徒の道か……

……のっぴきならぬ裏目張り
（註:Ⅲ－ii－⑤）

（註:Ⅲ－ii－⑥） （註:Ⅲ－ii－⑥） 映画「解散式」から
Ⅲ-6と同じ 黒画面白文字ローリング
「乱調」を生きる者・たち

「乱調」な集団作風＝「イレギュラーアサイラム」

を生きる者・たち

「乱調」な生活スタイル＝反「市民的ライフスタ

イル」を生きる者・たち

そして

「乱暴」死へ行き果てる者・たち

Ⅲ-10 黒画面白文字
「大杉が甘粕大尉に虐殺されたとき、すでに村木は

自分の死を自分のなかに取り込んで大杉の死踏み台
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に自分の死を完結している。」

（註:Ⅲ－ii－⑦） （註:Ⅲ－ⅱ－⑧）加古隆「Song of S
（註:Ⅲ－ii－⑧） wan」音 (1:19～1：59）

Ⅳ-1 白画面 （註:Ⅳ－i－①）漂流記 細野晴臣～Re
（註:Ⅳ－i－①） laxing Music

Ⅳ-２ 白画面 茶文字 （註:Ⅳ－i―③）「夕陽に走れ」ジョニ

「乱暴」死へ生き果てる者の末裔 ー大倉
（註:Ⅳ－i－②）

（註:Ⅳ－i―③）

Ⅳ-３ 茶画面黄文字 （註:Ⅳ－ii－①）神波史男「全自作を
映画:中島貞夫監督 語る」（『この悔しさに生きてゆくべし』

「総長の首」（1979・東映） 「映画芸術」2012年12月増刊号）
画像3枚

（註:Ⅳ－ii―①）

Ⅳ-４ 茶画面黄文字 （註:Ⅳ－ii－②）映画「チ・ン・ピ・
動画 ラ」 (1984) - 劇場予告編 （0:00～

（註:Ⅳ－ii－②） 0:15）
Ⅳ-５ 白画面 茶文字 （註:Ⅳ－i―③）「夕陽に走れ」ジョニ

「乱暴」死へ生き果てる者の末裔 ー大倉 （1：08～1：52）

Ⅳ-６ 赤画面 白文字 （註:Ⅳ－ii－③）上野昂志「総長の首」
(「映画＝反英雄たちの夢」話の特集)

「ぐれはま死」への疾走
（註:Ⅳ－i―③）

（註:Ⅳ－ii―③）

Ⅴ-1 白画面 黒文字 （註:Ⅴ－i－①）映画「軍旗はためく

おわりに 下に」

アナーキー・イン・ザ・ＪＰ （註:Ⅴ－i－②）中森 明夫「アナーキ

（註:Ⅴ－i－①） ー・イン・ザ・ＪＰ」
Ⅴ-2 白画面黒文字 ローリング （註:Ⅴ－i－③）幸徳秋水を弔う革命
……幸徳！ 幸徳秋水じゃない 歌／土取利行（唄・演奏）
か！ オレは目をこすったね。 （6：38～7：39）
幸徳秋水の奴、ニコニコ笑いな

がらフラダンスを踊っていたよ。

その隣の日本髪の女は……須賀
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子さん！ 菅野須賀子だ。着物

姿のまま激しいブレイクダンス

に熱中している。二人の背後で

踊りまくってる男たち、EXILEみ

たいなダンス集団は？ ああ…

…大石誠之助、奥宮健之、宮下

太吉、森近運平、内山愚童、古

河力作、新村忠雄、成石平四郎、

松尾卯一太、新見卯一郎……大

逆事件で処刑された面々だった。

幸徳を筆頭に踊る十一人の男た

ち。まるでサッカーチームみた

いだ。すぐそばの丸メガネの女

は……金子文子じゃないか。須

賀子さんと並ぶ大逆系女子♡、

恋人の朴烈とびたりと体を密着

させて、テロかっこいい！ 情
、、、、、、、

熱的なフラメンコを舞い踊って

いる。鳥打ち帽をかぶって、コ

ートをはおり、ステッキを振り

廻して踊る青年・難波大助の姿

も見えたよ。笑いながら踊る三

人組、柔和なひげ面の久板卯之

助や、男前の源兄イ・村木源次

郎、それにズポ久こと和田久太

郎 懐かしい我が仲間たちの

ズッコケダンスも見える。対照

的に、ニコリともしない生真面

目な顔で古田大次郎と中浜哲の

ギロチン社ユニットが、ひたす

ら兇悪な暗黒舞踏に命を賭ける。

（註:Ⅴ－i－②）

（註:Ⅴ－i－③） （註:０―iii）山崎ハコ - 「刹那の夢」
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Ⅴ-3

（註:０－iii）

Ⅴ-4 黒画面 （註:Ⅳ－i－①）漂流記 細野晴臣～Re
laxing Music

（註:Ⅴ－ii）

Ⅴ-5 黒画面 白文字
瀬々敬久監督

「菊とギロチン」製作進行中

（註:Ⅴ－iii）

〈註〉
0－i
「我田引用」譚という方法については、とりあえず以下を参照

「世界は引用の織物である。」―これは誰のことばだろう？ いや、その「誰」など
無意味になる世界観ではないだろうか？とすれば、これはとてもアナーキーな世界観
ということになる。
「我田引用」―そのような世界観にたてば、「我田」のための「引用」などというの

は、とても貧しいことではないか？けれども、「我田引用」と考えると、とても自由に
なれる。いっとき「我田」のために「織物」から何筋かの糸を借用する。首尾よく「織
物」の一編のなりとも織り上げる、そして、世界に返す、それだけのこと・・・・。

引用不能な生の軌跡を引用せよ！

その生をスイングさせた歌は 氾濫する音の堆積におしつぶされる
その生がボップした像のイメージは 氾濫する映像の乱舞にふみつぶされる
その生が駆けぬけた「叛史＝伝説」は 氾濫する「正」史に切りきざまれる
おお、その引用不能な生の軌跡を引用せよ！召還せよ！呼びよせよ！
私・たちの歌のために 私・たちの跳躍のために
私・たちの「叛史」のために

0－ii 映画: 「エロス＋虐殺」予告編から
https://www.youtube.com/watch?v=NWVrSxivE1Y
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0－iii 音楽: 山崎ハコ 「刹那の夢」
https://www.youtube.com/watch?v=R5faw7wjfB4

0－iv 音楽: 長渕剛「シャボン玉」
https://www.youtube.com/watch?v=UwL9ENd9gBY

Ⅰ－０「野口雨情 有名な童謡・唱歌」 → 別紙
https://www.youtube.com/watch?v=2OLyUjr0RHw

Ⅰ－i 松岡正剛「『可哀想』を童謡にしつづけた雨情」 → 別紙
Ⅰ－ii 町田の独り言『シャボン玉とんだ』 → 別紙
Ⅰ－iii 映画:「総長の首」から

https://www.youtube.com/watch?v=stlgVNCq-vA
Ⅰ－iv 音楽: 山崎ハコ 「刹那の夢」

https://www.youtube.com/watch?v=R5faw7wjfB4
Ⅰ―ｖ 「乱暴」: 物事の仕方が不当に荒々しいこと、／(注意が足りず)丁寧でないこと

Ⅱ－i－①～④ 竹中労『断影 大杉栄』（ちくま文庫） →別紙
Ⅱ－ii－① 音楽: 添田唖蝉坊『大震災の歌』

https://www.youtube.com/watch?v=4Y6zF6LEa54
Ⅱ－ii－②－1～11 画像検索:関東大震災の写真

http://senryu575.web.fc2.com/zisin_to_senryu/6.htm
Ⅱ－ii－①～⑤ 「戦前日共史」その３ 関東大震災事件(大杉栄事件) → 別紙
http://www.marino.ne.jp/~rendaico/marxismco/nihon/senzennikkyoshico/history3_k

antodaishinsaiziken.htm
Ⅱ－ii－④、⑤ 加藤正樹『９月、東京の路上で―1923年大震災ジェノサイドの影響』（ころか

ら2014）参照
Ⅱ－iii－①～④ Ⅱ－ii－①～⑤と同じ → 別紙
Ⅱ－iii－⑤ 音楽:秋田雨雀（詞）／土取利行（唄・演奏）『復讐の歌』

https://www.youtube.com/watch?v=RQdfoaB5ml8
Ⅱ－iii－⑥ 竹中労前掲

Ⅲ－0－① 音楽:「The Song of Swan」(加古隆)
https://www.youtube.com/watch?v=PHW-qIZUJNM

Ⅲ－i－① 画像検索: 村木源次郎・和田久太郎・古田大次郎
Ⅲ－i－② 画像検索: 中浜哲
Ⅲ－i－③ 竹中労前掲―村木源次郎については、村木にかかわるさまざまな「資料」を収録した

辺銀早苗企画編集『村木源次郎資料」（Ｂ企画）があり、貴重である。また、村木については、
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鈴木清順『物語村木源次郎』、秋山清『やさし人村木源次郎』、秋山清・多田道太郎『日本ア
ナキスト群像』（展望1970年1月）などがある。さらに和田久太郎については、松下竜一「久
さん伝」（「松下竜一その仕事18」河出書房2000）。古田大次郎・中浜哲については、「アナ
キスト」・「アナキスト『活動と弾圧』」がある。
http://members3.jcom.home.ne.jp/anarchism/index.html

Ⅲ－i－④ なお『ギロチン社事件＝福田大将狙撃事件」については、前掲「アナキスト『活動と
弾圧』があり、また、後者については、「日本政治裁判史録・大正」にくわしい。また、201
3年に映画:山田勇男監督「シュトルム・ウント・ドランクッ」が制作・上映され、村木・和
田・ギロチン社社中などの群れが独特の美学にもとづいて描かれている。村木源次郎なども
そのありよう・風情を意識的に表現していておもしろい。すでにＤＶＤ化されている。（同映
画については雑誌「アナキズム」第17・18号参照）

Ⅲ－i－④ａ 広畑研二『大正アナキスト覚え帖』から → 別紙。―なお、他に『東アジア:ア
ナキズム運動クロニクル1921～1930年』にさらに詳しい年譜がある。

Ⅲ－i－④ｂ 竹中労 前掲
Ⅲ－i－④ｃ 「ギロチン社事件」については、『大正ニュース事典』Ⅳ・Ⅴに多くの記事が収録

されている。（今冊子では、紙数の都合で省略） → 別紙
Ⅲ－i－⑤ 久保隆「大杉以後の場所」（『アナキズム第17号」） → 別紙

Ⅲ－i－⑥ 鈴木清順「暴力を探しにまちへ出る」（四方田犬彦編「鈴木清順エッセイコレクショ
ン」所収（ちくま文庫）

Ⅲ－i－⑦ 映画:小森白『大虐殺』（新東宝、1960年）
ここで取りあげている『乱調』者・たち―とりわけ古田大次郎を中心に、関東大震災のな

かでの「虐殺」を含めて『ギロチン社事件』、『福田大将狙撃事件』を素材に虚実混ぜ合わ
せた、新東宝お得意の映画のようであるが、それが逆に、ことがらの本質を射当てているよ
うに思われる。ただし、DVD化されておらず、サイト上での映画評からうかがい知るだけ
である。 → 別紙
http://www.ne.jp/asahi/gensou/kan/eigahyou54/daigyakusatsu.html

Ⅲ－ii－① 画像検索:「和田久太郎・古田大次郎・村木源次郎」から 村木については、先に
Ⅲ－i－③でふれたもの以外に他にもあるが、ここでは竹中労前掲から引いておく

→ 別紙
Ⅲ－ii－② 栗原康「下層のアナキズム」（2015・9「山谷」制作上映委員会）
Ⅲ－ii－③ 村木源次郎は、こうした童謡のようなものを３つほどつくっている
Ⅲ－ii－④ 米沢慧ブログ「いのちのことばのレッスン」 http://yoneyom.blogspot.jp/

→ 別紙
Ⅲ－ii－⑤ 音楽:「道行き華／森昌子 歌のない」

https://www.youtube.com/watch?v=Dbki33dDU5E
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Ⅲ－ii－⑥ 「今度も裏目をはるのかよ」 （映画 深作欣二監督「解散式」1967から）―なお
「裏目張り」については、同上「解散式」をふくむ60年代後半の深作作品にふれた山根貞
男「戦後風景への裏目張り」（「ＣＩＮＥＭＡ」70年6月 No.5）参照。また「解散式」に
ついては、「世川行介 放浪日記―Gooブログ」の「深作欣二 雑感 2015/01/19」参照。
http://blog.goo.ne.jp/segawakousuke/c/54cf7276ae12dd5529439a80c3158f45

Ⅲ－ii－⑦ 鈴木清順「村木源次郎物語」から
Ⅲ－ii－⑧ 音楽:「The Song of Swan」(加古隆)

https://www.youtube.com/watch?v=PHW-qIZUJNM

Ⅳ－i－① 音楽:細野晴臣「漂流記」（映画 神代辰己「宵待草」から）
https://www.youtube.com/watch?v=xVe40xxYYUY

Ⅳ－i－② 高見順の小説「いやな感じ」が、「福田大将狙撃事件」にかかわったアナキスト群か
ら年少の故に残って後を継ぐようにと除かれ、その後、「アナーキストくずれ」でいずれ大陸

、、、

に渡りアヘン商人になる者や北一輝・西田税などにあおられて、5・15―2・26事件へ至る
陸軍の少壮将校などとからみ、やがて大陸に渡る男を、「くずれアナキスト」の行く末として

、、、

描いている。ここでふれる映画「総長の首」に登場する大陸帰りの男もいわば「くずれアナ
、、、

キスト」の一人であるといってよいだろう。―→別紙Ⅳ－i－②－１、別紙Ⅳ－i－②－２
http://ameblo.jp/yanasuta/

Ⅳ－i－③ 音楽:ジョニー大倉「夕陽に走れ」（映画:中島貞夫「総長の首」から）
https://www.youtube.com/watch?v=ZhNEtf-l3wQ

Ⅳ－ii－① 神波史男「全自作を語る:1979年「総長の首」（「この悔しさに生きてゆくべし」―「映
画芸術」2012年12月増刊号）

Ⅳ－ii－② 映画:「チ・ン・ピ・ラ (1984)」― 劇場予告編
https://www.youtube.com/watch?v=PhaosSX9pPI

Ⅳ－ii－③ 上野昂志「総長の首」（「映画＝反英雄たちの夢」話の特集1983）→ 別紙

Ⅴ－i－① 映画深作欣二監督:「軍旗はためく下に」（1972林光音楽）から
https://www.youtube.com/watch?v=zdc7tEiynC8

Ⅴ－i－② 中森 明夫「アナーキー・イン・ザ・ＪＰ」（「新潮」2000年5月） → 別紙
Ⅴ－i－③ 音楽:「幸徳秋水を弔う革命歌」―土取利行（唄・演奏）『ギロチンの歌』

https://www.youtube.com/watch?v=5xPiNLXp0Mc
Ⅴ－ii 「瀬々敬久×切通理作対談」 → 別紙

http://culture.loadshow.jp/interview/zeze-kiridoushi/
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資料・５ 「演説もらい」的パフォーマンス
モ_＿俺たちゃあ ずっと やられっぱなし 社会の舞台の主役どもによ

Ｄ_＿ずっと ふんずけられっぱなし 奴らによ

モ_＿俺たちゃあ 社会の舞台の 端役でもなくてよ その他大勢ってか

Ｄ_＿いや そうじゃなく 背景にうごめく 顔のない連中ってわけよ

モ・Ｄ_＿YA BASTA！！ もうたくさんだ もううんざりよ

モ_＿俺たちゃあ 自分のツラ持ちてえ

Ｄ_＿背景から躍り出て 社会の舞台を ひっくり返してえんだよう

モ・Ｄ_＿しもじもの衆よ 立ち上がれ！ 立ち上がれ 下々の衆よ ！！

モ_＿下流老人 立ちなはれ 不安定労働者 ぶちかませ

Ｄ_＿貧困婦女子 泣きわめけ 貧困児童 泣き叫べ

モ_＿起てよ はくおく らんるのこ（白屋 襤褸の児）

Ｄ_＿さめよ 市井の 貧窮児

モ_＿まずは 社会の舞台に 躍り込もうぜえ

モ・Ｄ_＿チクショウ チクショウ チクショウ オウ！ チクショウ！ （繰り返す）

Ｄ_＿そこで 踊るんだ 俺らのダンスを 俺らのダンスを踊るんだあ

モ・Ｄ_＿チクショウ チクショウ チクショウ オウ！ チクショウ！（繰り返す）

モ_＿持つんだあ 自分のツラをよう 創るんだあ 自分の顔をよう

モ・Ｄ_＿ダンス ダンス ダンス （繰り返す）＿〈バックに音楽を流し始める〉
Ｄ_＿一つでもあり 様々でもある そんなツラ 様々でもあり 一つでもある

そんな顔、アンダークラスの顔

モ・Ｄ_＿ダンス ダンス ダンス （繰り返す）

モ_＿ちゃぶ台返しだ ちゃぶ台返しだ

モ・Ｄ_＿ダンス ダンス ダンス （繰り返す）

Ｄ_＿アンダークラスが変えるんだあ 社会の舞台を 変えるんだあ

モ・Ｄ_＿〈交互に〉アンダークラス プレセンテ アンダークラス プレセンテ

アンダークラス プレセンテ プレセンテ プレセンテ

アンダークラス プレセンテ！！！ 〈音楽 止める〉
モ_＿俺らに てめえのダンスを踊れって そそのかしつづける 栗原泰さんよう

Ｄ_＿おーい 栗原さんよう おーい栗原さんよう

モ_＿栗原さーん 俺らのダンスの ど真ん中あけて 俺ら待ってるぜえ

モ・Ｄ_＿俺ら まってるぜえ
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ＺＩＮＥ・２　2014・秋
　　　〈フクシマへ〉折り返すことにむけて
ＺＩＮＥ・３　2015・春
　　　さよなら　私の死者・たち　　「困民丸」の小さな歩みから
ＺＩＮＥ・４　2015・夏
　　　「敗戦 / 戦後 70 年」は私・たちの〈問い〉か
　　　　　　「ラウンドテーブル・2014」での論議から
ＺＩＮＥ・5　2015・秋
　　　アンラーニング・2015　問いをもちよる　
　　　　　　施設で考えた中途半端な支援と労働
ＺＩＮＥ・７　2016・夏
　　　私・たちの来歴
Z ＩＮＥ・８　2016・夏
　　　「階級」という問題の来歴：資料リスト　00 年代から現在
ＺＩＮＥ・9　2016・夏
　　　我田引用「ヤサグレたちの街頭」考
ＺＩＮＥ・10　2016・秋
　　　NO WAR, BUT UNDERCLASS WAR ！
           　　　アンダークラスは〈横謀〉する
　　　ON THE STREET ／ IN THE NIGHT ＠ TOYAMA

25 時行動委員会
　
　パンフ・１　2016・秋　　「大野光明さんをむかえて：
　　　「政治の再設定のために　　『安保法制反対運動』から考える」
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