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〈資料・0〉

「おれたちがいまだにこだわっているあの時代って、いったいなん
だったんだろうな？」

四つの季節が、はっきりとした表情を見せて激しくおれたちを
揺さぶって行った気がする。激しい風が吹き荒んだ冬の季節があり、
大切なものが萌え出した春の季節があり、身も心も熱く燃えた夏の
季節があり、挫折と喪失に堪えなければならなかった秋の季節があ
った。それらの季節が俺たちを呪縛し、輝かせ、悔やませ、傷つけ、
沈思させて、答えを探しあぐねている・・・、そんな時代だった。

（藤森益弘「春の砦」（2003）から）

〈資料・1〉

高見順「故旧忘れ得べき」 ―― 第１回（昭和 10年）芥川賞候補作品
〈〈 作成日時 ： 2005/01/10 16:03 〉〉

(前略)

この小説を味わうには、当時の状況を知っておく必要がある。私の手元にある年表など
を元にして、歴史を振り返ってみよう。

昭和２年 金融恐慌おこる。
昭和３年 ３・１５事件で、共産党が弾圧される。
昭和４年 プロレタリア文学の隆盛。小津安二郎監督「大学は出たけれど」上映。
昭和６年 満州事変おこる。
昭和８年 滝川事件。学者の弾圧が始まる。
昭和９年 プロレタリア作家同盟の解散。
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まさに激動の時代だ。
この作品は、昭和３～４年に社会主義運動を行っていた東大生たちが、昭和 10 年頃に

再会を果たしあう、という内容と考えてよい。
彼らは学生の頃、理想に燃えて熱心に社会主義活動を行っていた。しかしその割に活動

の内容は、どうしても稚拙なものに留まらざるを得なかった。活動は挫折に終わったが、
そこに待っていたのは大不況。東大生でも就職は厳しく、彼らはみすぼらしい生活を余儀
なくされていった。

(中略)

ところで、タイトルの「故旧忘れ得べき」とはどういう意味なのか、気になる方もいる
だろう。私も意味が分からないまま小説を読んでいたが、それは最後の最後になってよう
やく分かった。
社会主義活動をしていた仲間である澤村が自殺したのを聞き、かつての学生たちが一同

に会して追悼の宴を設けた。そこでぽつりぽつりと互いにかつてを追想しあった後･･･
酔払った小関は澤村追想の意味で「故旧忘れ得べき」を歌おうじゃないかと言った。（中

略）―――コキュー忘れ得べきとはなんだ。―――古い友達を忘れることができようか。
Should Old Acquaintance Be Forget･･････。小関が小声で歌い出した。―――「蛍の光」
じゃないか。―――そうだよ、日本語にすれば「蛍の光」。―――よし、澤村離別の意味
で、ひとつやろうか。
「蛍の光」がしめやかに歌いだされた。そしてそれは、次第に座の全体にひろがって行っ
た。どういう訳で「蛍の光」を歌うのか、皆は解せぬのであったが、矢張り歌いたい気持
があった。歌うというより口をあけて胸のモダモダを吐き出すような侘しいヤケな歌声で
あった。
(後略)

（石橋正雄の「生き方上手じゃないけれど」から）

〈資料・1-a〉

Auld Lang Syne

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And auld lang syne!
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For auld lang syne, my jo,
For auld lang syne,
We'll tak a cup o' kindness yet
For auld lang syne.

〈資料・2-a〉

終わりからの旅 辻井喬著

[評者]杉山正樹
[掲載]2005年 07月 24日
[ジャンル]文芸

著者：辻井 喬 出版社：朝日新聞社

日々遠のいてゆく太平洋戦争が、いかに日本人の内面に刻印されているか。こ
れは異母兄弟の体験を軸として、その痕跡の深さを追求した長編小説である。
兄の忠一郎は、ファストフード・チェーンを全国に展開する起業家だが、七十

代半ばをすぎた現在も、敗走したビルマの密林での悪夢から逃れられない。
頭部を損傷して記憶の一部が消えたため、人肉を食って生きのびたのでは、な

どと妄想がひろがるのだ。
新聞記者として長野支局へ赴任した弟の良也は、元陸軍大佐の父を看病する茜

（あかね）を愛したが、初恋びとは父の死後、不意に消息を絶ってしまう。
三十年後、バリ島で再会した茜は、重病で透きとおるように痩（や）せていた。

そのノートから元将校の父の原罪意識を知り、茜の失踪（しっそう）も自立への
困難な旅も、彼はようやく理解できた。
多彩な人物を駆使して、戦争と戦後を描くこの力作は、敗戦後六十年の夏、読

む一冊にふさわしい。
［評者］杉山正樹（文芸評論家）

（ブック 「アサヒコム」 から）
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〈資料・2-b〉

(池澤夏樹編：日本文学全集 29「近現代詩歌」（2016 河出書房新社）所収「短歌 穂村弘選」から）
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〈資料・2-c〉
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〈資料・2-d〉

「内灘愁歌」

はるばると続く アカシアの丘に
海鳴りの 海鳴りの 音 とうとうと響く
夏の日の思い出を 訪ねてひとり
白い砂丘をゆけば 光る日本海
友はどこに 歌はどこに
歳月(とき)はいま 流れて
燃える思い 熱い心
よみがえれ この胸に
内灘の海よ

ヒュウヒュウと歌う 潮風の浜に
面影は 面影は ただ ゆらゆらと揺れる
あの頃は若すぎて 許す優しさも
愛も忘れてひとり 明日を見つめてた
きみはどこに 夢はどこに
歳月(とき)はいま 流れて
燃える思い 熱い心
よみがえれ この胸に
内灘の海よ

友はどこに 歌はどこに
歳月(とき)はいま 流れて
燃える思い 熱い心
よみがえれ この胸に
内灘の海よ

(作詞：五木寛之、作曲：佐原一哉、歌：森進一)
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〈資料・3-a-1〉
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〈資料・3-a-2〉

（坪井秀人・藤木秀朗 「イメージとしての戦後」 青弓社 2010）
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〈資料・3-a-3〉

１
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２
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３
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(
鈴木英生 「新左翼とロスジェネ」（集英社新書）)

４
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〈資料・3-b-1〉
「内灘夫人」 五木寛之

かって米軍の試射場があった内灘の浜は、いまは静かな
海水浴場に変わっていた。ニセアカシヤの群落を抜けると、
青黒い日本海を背景に白い砂浜がひろがっている。「これが
あの内灘なんだ」。四十年以上も前になる。軍事基地化反対
を叫ぶ大学キャンパスの立て看板で「内灘闘争」の文字を読んだ。田舎の高校生にとって、
なぜかそれが大人びて、新鮮にみえたものだ。
内灘村（現在の内灘町）に米軍の砲弾試射場の話が持ち上がったのは昭和二十七年九月

のことだ。村は日本海と河北潟に囲まれた砂丘地帯にあった。二千世帯のほとんどが沿岸
漁業で生計をたてる。試射場ができると、浜での地びき網ができなくなり、風紀も心配だ
と反対運動が起きた。やがて軍事基地反対闘争と位置づけられて、全国各地から学生や労
組員らが内灘にやってきた。
「内灘夫人」は、この内灘闘争に参加、結ばれた学生夫婦のその後の物語である。霧子

は、活動家の沢木良平に誘われ内灘に出かけ、デモに加わり、着弾地付近での抗議の座り
込みにも参加した。時を経て、良平は広告代理店社長になり、“内灘“にこだわり続ける
霧子との間に溝が深まっていく。
ある日、夫の良平はいう。「中身だけはあの内灘時代の青年でいて欲しいのだろうが、

そうはいかんぜ。おれは汚れてきたんじゃなくて、視野が広くなり、物の考え方に柔軟性
が増しただけだ。内灘時代のおれたちは狭い世界のなかで甘ったれた感傷にひたっていた
だけなんだ」。
霧子はつぶやくようにいう。「そう、変わることを居直りみたいに正当化して過去を平

然と否定してしまうあなたが嫌なの。あの内灘時代は独りよがりの青臭いヒュ－マニズム
に陶酔してた気恥ずかしい存在だったかもしれない。でもあそこには大事な物、美しいも
の、一片の真実のようなものがあったと思うの」
半世紀を経て内灘も大きく変わった。霧子たちが座り込んだ権現森の砂丘は、雑木が生

い茂る丘陵になっていた。浜に沿ったアカシアの樹林が砂嵐を防ぐようになって寒村は豊
かな住宅地になった。樹林の間にぽつんと「着弾監視所」がみえる。わずかに残ったあの
頃の施設。コンクリート塊のような武骨な穴蔵から覗くと真下を北陸自動車道が通る。着
弾地点はこの道路付近だったとか。浜に残っていた弾薬庫も先年、撤去されて「内灘闘争」
はさらに遠のいた。
大学紛争で騒々しい新宿で、霧子は学生活動家に会う、いつの間にか若き日の良平に重
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ねる。思い立って訪れた内灘は、やっぱり変わっていた。内灘をひきずる自分。かって座
り込んだ砂丘に立って再出発を誓うのである。
五木氏は、内灘の試射場反対運動と十五年後に起きた大学紛争、二つの政治的状況をま

たいで、これに関わった若者たちの夢と現実、そして煩悶を描いた。そして後書きでこう
いう。「ひどく疲れた感じがのこっています。恐らく『内灘夫人』は私だ、という意識が
常に頭の奥に点滅していて、自分の内側を作中人物に託する所が多かったからでしょう」。
五十年前、自身もまた、この内灘闘争に参加していた。
金沢に戻って石川近代文学館で「内灘夫人」に出逢った。六百枚はあろうか、ペン書き

の原稿が重ねられていた。その最後のページはこんな風に結ばれているはずだ。
〈さようなら、私の内灘。私の青春－〉 遅すぎた出発だが、できる限り遠くまで行っ

てみようと、心の中で呟きながら、霧子は風のなかで一本の樹のように立ちつくした。
(ブログ「鯰のひとりごと」から）

〈資料・3-b-2〉
2005.10.31

五木寛之原作・中平康監督『変奏曲』 再会

村上春樹は、彼自身の青春である 1968 ～ 70 年を回想するこ
とで現在の自分の位置を確認する作品を発表してきましたが、
五木寛之は、『内灘夫人』（1968～ 69）、『デラシネの旗』（1968）、
『変奏曲』（1971 ～ 72）の 3 部作で、彼自身が激しい政治の季
節の渦にまきこまれた大学生時代（1952 ～ 1957）を、再び訪
れた政治の季節（1968 ～ 1970）のなかで、ふりかえるという
形式の作品を発表しています。
『内灘夫人』と『デラシネの旗』が学生運動の真っ只中に執筆されたためか、熱気を帯

びているのに対して、『変奏曲』は、学生運動の挫折後に執筆されたためか、挫折感がた
だよっています。作者自身も、『変奏曲』のあとがきで、『内灘夫人』と『デラシネの旗』
は陽画（ポジ）、『変奏曲』は前２作品のヴァリエイションで陰画（ネガ）と説明していま
す。
小説『変奏曲』は 1976 年、中平康監督により、ATG 初の海外オール・ロケで映画化

されました。私は、この映画に強く惹かれ続けてきました。この映画の何が私を引きつけ
るのか、私は知りたいのです。
映画は、銃声の響きから始まります。画面が写し出されると、森のなかに４人の外国人
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が立ち、そのうちのひとりが構えた銃が火をふくと、木の幹を背に彼らと対していた黒髪
の男がくずれおちます。走り去るクルマの音。
画面は切り変わり、フラメンコギターとタンバリンの音とともに、1972 年のパリのカ

フェの店先でフラメンコを踊るジプシーを映し出します。ジプシーの子供が投げ銭をもら
いに各テーブルをまわり、物思いにふけっている日本人の女性に「マダ～ム」と声をかけ
ると、彼女は「ノン」と応えます。最初は強く、２度めは弱い口調で。それから、まわり
の目が気になり、投げ銭を入れる皿に５フラン紙幣を入れようとすると、今度は、子供が
「ノン」と拒絶。
〈私はもっと早くノンと言うべきだったのだ。5年……いや 10年…もっと以前に……〉
彼女は、薄い白のブラウスと黒のスカートを着て、左脇に黒のバッグを抱えて、パリの

街を歩きます。階段で、左の靴の踵がとれると、近くのバーに寄り、コニャックを頼みま
す。煙草を吸いながら、ふとカウンターを眺めると、黒髪の男が酒を飲んでいます。やが
て、その男は決意したように彼女のテーブルにやってきます。
「しばらく」
彼女は、バーテンダーに「アンコール」と空のグラスを見せ、「３杯めよ」と男に言い

ます。
「僕はワインだ。かなり飲めるようになった」
「あなた、昔は飲めなかったわね。……目を悪くしたの。そんなサングラスをかけて。

……覚えていたのね」
「すぐわかった。迷っていたんだ。声をかけようか、どうしようかって」
「私は、なかなかわからなかったわ」
彼女は、勘定を払おうとする男を制します。
「私が払うわ。私はいまでも、おカネに不自由していない
の。あなたは？」
「カネはないな、いまも。下腹に脂肪がついたり、歯がだめになったり、通風が出たり

するようになったけど、あいかわらずカネには不自由しているよ」
男は、彼女が差し出した紙幣と、バーテンダーがもってきたおつりをポケットのなかに

しまい、店を出ます。
ふたりは、腕を組んで街を歩きます。
「主人は先週、プラハに立ったの。私、結婚してるのよ。彼と結婚してから、もう 13

年近くたつわ。あなたがいなくなったのは昭和 30 年の秋よ。だから 17 年。時間って、
本当に早くたつものなのね」
日が落ちて、雨が降りはじめ、男は、彼女を「組織」が借りている部屋へ連れていきま

す。シャワーを使いながら、自分のことを話しはじめる彼女。
「あたしたち、高輪のちょっとした家に住んでいるの。主人は、銀座で外国製品を扱う
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大きなお店をやっているの。一流銘柄の高級品ばかりを信じられないような値段で売る店
よ」
「きみはその人を…………やめよう」
「愛しているわよ。ある意味でね。自分の経済力や知識や、そんないろんなものにゆっ

たりした自信を持った人なの。あたしがいま生きているのは彼と出会ったからだわ。あた
しね、あなたがいなくなってから二度も死にかけたの。もちろん自殺よ。家を飛び出して
銀座のバーのクロークに勤めていたとき、彼と知り合ったの。あの人が私を救ってくれた
んだわ」
彼女がベッドに入ると、男はシャワーをあびながら「組織」について説明しはじめます。
「ペー・ジェー・ペー・エムというんだ。インターナショナルな運動体で、ブラック・

パンサーや、パレスチナ解放戦線や、南チロル独立派、ケベック自由同盟、アルジェのグ
ループとも連絡がある。日本人のメンバーのなかの何人かは、ペー・ジェー・ペー・エム
の指揮下でギニアで実地の戦闘訓練を受けている」
「あなたが大村湾から船に乗ったとき、もうすでに組織とは連絡がとれていたのね。あ

たし、あなたのそばにいながら、なんにも知らなかった。それでどこに渡ったの？」「中
国だ。そこに 2 年いて、インドから中近東へ渡った。そしてしばらくしてモスクワへ行
き、やがてプラハに移ったんだ。プラハではカレル大学にいた。パリへは 68 年の五月革
命の前に来た」
「あたしには遠い世界の話みたいにしか聞こえないけど……。でも、本当のことって、

かえってそんなふうに感じられるものなのかもしれない」
「本当だよ」
男は、明かりを消して、ベッドに入ります。
激しい雨が降り、雷鳴がとどろきます。
「こんなふうにして出会うとは思ってもみなかったわ。あなたは死んだ人だと思いこも

うと、つとめてきたのよ。17年ものあいだ」
「ぼくもそのつもりだった。きみにとって、すでに存在しない人間として生きていくつ

もりだった。連絡しようと思えばできたのに、それをしなかったのは、そう考えたからさ」
「なぜ？」
「きみとぼくとは別な人間だと思ったから」
「どういう意味？ ……あなたは革命とか、人民のためとか、そんなことに献身するこ

とができても、あたしはそれができない種類の人間だと思ったわけ？」
「ぼくは人間や世の中を憎悪することができた。だが、きみをその生き方の道連れにす

るわけにはいかないと思ったこともある」
「そう」
「政治や革命運動の現実は、革命そのものの理想とはちがう」



- 17 -

それから男は、２、３年前から自分が不能になったことを彼女に告白します。
「滑稽だろうが、本当のことだ。この街へ来てから、ずっと、ぼくは１日 10 フランで

暮らしてきた。ピガールでアラブの連中と連絡中、あやうく得体のしれない車にひき殺さ
れそうになったこともある。四六時中、ずっと緊張のしっぱなしでね。疲れた……。僕は
疲れたんだ」
彼女は、男の肩を抱き寄せて、つぶやきます。
「この街を離れましょう、ふたりだけで。あたし、一週間、ずっと、あなたと過ごすわ。
……だまって。わかってるわ。でも、しばらくの間、忘れるの。なにもかも忘れるの」男
は彼女と口づけを交わし、ふたたび組織のことを考えた後、一緒に旅に出ることを決意し
ます。

(ブログ「こんにちは♪ ス～ジ～です」から)

〈資料・3-c〉

人と作品 黒井千次と『羽根と翼』

“血のメーデー事件”の三部作が完成
『羽根と翼』（講談社）は、内向の世代の代表的作家黒井千次氏が、自ら体験した五〇年
代の学生運動を今日の 視点から問い直した意欲的な作品だ。

黒井 千次氏 作品の系列からいえば、初期の『時間』（芸術選奨新人
賞）、そのテーマを深化させた『五月巡歴』の延長線上に あり、これで
三部作が完成したことになる。三部作の核にあるのは、一九五二年（昭
和二十七）の“血のメーデー事件”である。
「『時間』も『五月巡歴』も、学生時代に“血のメーデー事件”にかか
わった男のその後を書いています。時間』は （十五年裁判として）事件が進行中の若い
時代を書き、『五月巡歴』では、もう少し経ってからの会社の寮内の 事件を重ね合わせて
います。今度の作品では、その人間が会社暮らしを終えて年金暮らしに入った中で、もう
いっぺん過去を振り返り、あれはいったい何だったのかと考え直すと同時に、現代に対
する苛立ちも禁じえない という心の揺れを書いています」

前二作と今回の作品の大きな背景の違いは、ソ連の崩壊、冷戦の終結、イデオロギー時
代の終焉といわれる 国際環境の変化。では五〇年代の純粋な学生たちを決起させたあの
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マルクス・レーニン主義は、本当に過去の ものとして葬り去られたのか。
「あれは間違いであったとキメつけて、口をぬぐってしまえば楽です。だけど、本当にそ
れでいいんだろうか。 過去と今とのかかわりを問い直さずに死んでしまっては、まずい
んじゃないか。考え直したからといって、未来 への展望が開けるというものでもないが、
とにかく、足掻けるところまで足掻いてみるのが必要なのではないか──という思いがあ
りました」

『共産党宣言』は今ではメルヘンでしかないのか
主人公の奥戸継也は定年を過ぎて六十代も半ばに達し、妻と二人暮らし。もちろん作者

の分身だ。ある雪の朝、 散歩の途中で、近くの団地に越してきて一人暮らしをしている
という学生時代の友人・中久保と出遭い、彼の 案内で、「ぐみの木」という昔さながらの
歌声酒場を訪ねる。

まるで時間が往時のまま静止したように、ロシア民謡や革命歌がリクエストされ歌われ
るのを聞きながら、 あのメーデーの日、皇居の濠端で大型のアメリカ車が次々に横倒し
にされ放火されて炎上する情景がよみがえってくる。
そのとき奥戸は、全身を黒いマントにくるんだ瞳の黒い女に、突然問いかけられる。「ア

シザワさんでしょう？クボシマは死にましたよ」

人違いであることは明らかだったが、その謎の女の問いかけに誘われ、アシザワとは誰
か、クボシマとは 誰だったか、遠い五〇年代の過去に分け入っていく。

大学の同じサークルの仲間たち、「前衛」の面々は大学卒業後は就職先を見つけて散っ
ていったものの、 卒業年次にちなんだ「五五研究会」という名の勉強会も発足していた。
その五五年こそは、政治の世界では 五五年体制が立ち上げられ、また経済面では高度成
長への助走の時だった。

奥戸らはその後の日本経済の高度経済成長を双肩で担いながら全力疾走してきた世代
だ。同窓会名簿を見ると 同期生の八割までが、まだ社長、会長、監査役、顧問などの役
職についている。だがその中にも、アシザワや クボシマの名は見つからない。

同期の一人に雨森という男がいる。入院中の雨森を見舞った奥戸は、『共産党宣言』が
出てから百五十年経った こと、昔の仲間たちがその「宣言」や『資本論』、『ドイツ・イ
デオロギー』などを再読しはじめていることを知らされ、 自分も「宣言」を再読すると
約束する。
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〈ヨーロッパに幽霊が出る──共産主義という幽霊である。……〉このプロローグに青春
の血を湧かした若者は 多かった。だが、〈今日まであらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴
史である〉という断定は、今ではもうメルヘン でしかないのだろうか。

ところで、この作品は、過去と現在のザイン（存在＝あるがまま）とゾルレン（当為＝
かくあるべし）を 問いながら、その軸上でミステリアスに展開されていく点に特色があ
る。謎の女に告げられたクボシマの死は やがて確認されるが、アシザワという男は突如、
奥戸の前に現れるのだ。詳述はここではひかえよう。
〈過ぎた歳月の内部にも潜り込めず、今流れて行く時間にも身を浸せぬ愚かな生き物のう
ろうろと動き廻る様〉を 描いたこの作品は、同じ時代を共有した読者に、切ない一体感
を喚起するに相違ない。

（Web版 「有鄰」第 393号 から）

〈資料・3-c'〉

メーデー事件

第 2 次世界大戦後の三大騒乱事件の一つ。対日講和条約が発効して最初のメーデ

ーが行われた 1952 年 5 月 1 日午後，明治神宮外苑で開かれた東京の中央会場か

らの中部コースデモ隊は日比谷公園で解散せず，学生，朝鮮人，自由労務者約 6000

人は「人民広場へ行こう」と叫んで皇居前の警戒線を突破，5000 人の警官隊と衝

突した。この衝突で警察官の重傷 68 人，軽傷 672 人，デモ隊側の負傷者は 200

人，死者 2人，奪われたピストル 3丁，焼失した米軍車両 14台，損壊した車両 101

台に達した。この事件には騒擾罪が適用され 1219 人が逮捕，うち 261 人が起訴

された。第 1 審の東京地方裁判所は同罪を認定して 118 人に有罪，第 2 審は 72

年 11月 21日，第 1審判決を「共同意思を欠き，暴行脅迫の程度も一地方の静謐

を欠くにいたらなかった」として破棄し，公務執行妨害罪で 16人を有罪とするに

とどまったが，検察側は上告せず，刑は確定した。この事件の裁判は大量の被告

人と長期裁判で注目を集め，また警察の警備活動におけるピストル使用の可否も
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問題とされた。また地下に潜行中の共産党書記長徳田球一は，事件を最も英雄的

な行為と評価するなど講和直後の社会の注目を集めたが，この事件以後破壊活動

防止法をはじめとする一連の治安立法が制定されることになった。

（「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典」の解説から）

〈資料・4-1〉

「みんな夢でありました」

あの時代は何だったのですか
あのときめきは何だったのですか
みんな夢でありました
みんな夢でありました
悲しいほどに
ありのままの君とぼくが
ここにいる

ぼくはもう語らないだろう
ぼくたちは歌わないだろう
みんな夢でありました
みんな夢でありました
何もないけど
ただひたむきな
ぼくたちが立っていた

キャンパス通りが炎と燃えた
あれは雨の金曜日
みんな夢でありました
みんな夢でありました
目を閉じれば
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悲しい君の笑い顔が
見えます

河岸の向こうにぼくたちがいる
風の中にぼくたちがいる
みんな夢でありました
みんな夢でありました
もう一度やりなおすなら
どんな生き方が
あるだろうか

(作詞：森田童子、作曲：森田童子、歌：森田童子)

〈資料・4-2〉

「帰り来ぬ青春」

過ぎた昔よ 小さな灯を揺らしながら
戯れてた 風のように心軽い私だった
甘い涙 愛の言葉 砂の上のもろい城に
積み重ねた空しい夢 今は消えて時は流れ

過ぎた昔よ 楽しい歌口ずさんで
喜びだけに酔っていたの 人生だの 苦しみだの
そんなことはおかまいなし 止まらないで
走っていた時のほうが もっと速く
走っているのを知らなかった

過ぎた昔よ 月蒼く 夜風甘く
若さだけの魔法の杖 いつしか折れ 月も隠れ
私の見つけた 小さな灯も みんなみんな吹き消されて
唄う歌も唇になく 頬を伝う苦い涙
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愛のゲーム 芝居ははね 友も去って私一人
幕降ろす 過ぎた日々に昔に

(作詞：吉原幸子、作曲：シャルル・アズナーブル、歌：クミコ)

〈資料・4-3〉

「泪橋」

京の日暮れは東山 雨に打たれる疎水辺り

行きつ戻りつ偲びつつ あの日の友はいま何処

泪でかすむこの橋は 誰が名づけた泪橋

誰が名づけた泪橋

一人二人とこの橋を 泪で渡って帰らない

ともに語ったあの世界 昔話と笑うのか

きっと帰ると手を握り 友と別れた泪橋

友と別れた泪橋

川の流れか時は過ぎ 友の便りもすでに絶え

乾いたこころが残るだけ 死んだ友さえ幻か

渡りきれずにまた戻る 虚しさだけか泪橋

虚しさだけか泪橋

独りぼっちに耐えきれず 思わず友の名を呼べば

泪の顔は雨の中 みんな優しい友なのに

どこまでつづく悲しみは 独りぼっちの泪橋
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独りぼっちの泪橋 誰が名付けた泪橋

(作詞：茶木みやこ、作曲：茶木みやこ、歌：茶木みやこ)

〈資料・4-4〉

「光る夢」

夢のために生きたんじゃない 生きているから夢があったのさ
神話の中に生きたんじゃない 君と同じ時を生きた

張りつめた糸があった 人びとが眠る時も 夜の町彷徨った
思いは届かない 自分が小さすぎて 大波に流される
いつも踏みしめて立っていた この土だけは失うもんか
けれど立っていたのは 荒海に浮かぶ一人分の島
景色は過ぎる流れて流れて だけどぼくより
速く速く人びとも君さえも流れゆく

夢のために生きたのですか 生きているから夢見たのですか
神話の中に生きたのですか いつもそばに居たじゃないか

気がつくと夕暮れの 荒れ果てた丘の上 風だけが頬をうつ
寒いのは似合いだね 目を覚まし 生きてみろよ
色あせた街の中 いつも確かめて歩いていた
この道を行っていいんだねと けれど返事するのは
いつだって迷路に疲れ切った自分
季節は過ぎる嘆いて嘆いて だけどぼくより
もっともっと悲し気にゆれている光る夢

夢のために生きたんじゃない 生きているから夢がみえたのさ
神話の中に生きたんじゃない 君と同じ時を生きた
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ラ ララ・・ ラ ララ・・ ラ ララ・・

(作詞：山崎ハコ、作曲：山崎ハコ、歌：山崎ハコ)

〈資料・4-5〉

「時には昔の話を」

時には昔の話をしようか
通いなれた なじみのあの店
マロニエの並木が窓辺に見えてた
コーヒーを一杯で一日
見えない明日を むやみにさがして
誰もが希望をたくした

ゆれていた時代の熱い風にふかれて
体中で瞬間(とき)を感じた そうだね

道端で眠ったこともあったね
どこにも行けない みんなで
お金はなくても なんとか生きてた
貧しさが明日を運んだ
小さな下宿屋にいく人もおしかけ
朝まで騒いで眠った

嵐のように毎日が燃えていた
息がきれるまで走った そうだね

一枚残った写真をごらんよ
ひげづらの男は君だね
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どこにいるのか今ではわからない
友達もいく人かいるけど
あの日のすべてが空しいものだと
それは誰にも言えない

今でも同じように見果てぬ夢を描いて
走りつづけているよね どこかで

(作詞：加藤登紀子、作曲：加藤登紀子、歌：加藤登紀子)

〈資料・4-6〉

「 the flag 」

たゞ 若かったから それだけのことかな
あの頃 僕らは 傷つけ合っていた

汚れなき想いと 譲れない誇りと
迷いのない心は どこへ行ったんだろう

あの時掲げた 僕らの旗だけが
今も揺れている 時の風の中で

それからの 僕らに 何があったんだろう
変わってしまったのは 僕らの方なんだ

自由な翼を 僕らは たたんで
二度と そこから 飛び立つことはなかった

やがていつの日か この国のすべてを
僕らが この手で 変えてゆくんだったよね
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僕らが この手で すべてを

こゝから 行くべき その道は どこかと
できるなら もう一度 捜さないか
戦える 僕らの武器は 今 何かと
それを見つけて こゝへ 並ばないか

僕は 諦めない 誰か 聞いて いるか
僕は こゝにいる 誰か そばに いるか

やがていつの日か この国のすべてを
僕らが この手で 変えてゆくんだったよね

あの時掲げた 僕らの旗だけが
一人揺れている 時の風の中で

(作詞：小田和正、作曲：小田和正、歌：小田和正)
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〈資料・4-a〉
2007.12.29 Saturday

「望みは何と訊かれたら」小池真理子著

1957 年、凍てつくような冬のウィーンの「オペラ・ホテ
ル」。このホテルのナイト・ポーターとしてひっそりと身を
隠すように暮らしていたマックス（ダーク・ボガード）の前
に、二流のホテルには不似合いな上質の一組の夫婦が訪れた。
若手の世界的指揮者アザートンと、その妻ルチアだった。決
して出会ってはいけないふたり。第二次世界大戦時、マック
スとゲットーの責任ある親衛隊員として権力をふるっていた
彼によって、倒錯した性の愛玩物として生き延びたルチア。
２０年の歳月を経て、彼らは偶然にも再会してしまったのだ
が。。。

１０代の少年愛を連想させるやせた美少女、指揮者の妻として上流階級にふさわしい教
養と美貌をたたえる３０代の女性。ふたりの「ルチア」を演じたシャーロット・ランプリ
ングは、この 1 作で小娘だった私を完全に圧倒した。映画『愛の嵐』は、私の生涯のベ
スト１０に入る忘れない映画である。しかも”忘れられない”映画としても。
かってゲットーで性的ななぐさみものとしてかろうじて命拾いをしてきた少女が、富と

名誉と愛する夫と妻としてのオーラに満ちた威厳ある美しさと安息と、、、人生におけるす
べての望みを手に入れたのに、ルチアのとった選択とその後の行動を、私は観念からも感
性からも不可解さと謎を抱えてきた。けれども、今は衝撃的だったこの映画を、背筋が粟
立つほどの感覚とともにわかる。
小池真理子さんの最新作「望みは何と訊かれたら」を読んでから。「望みはなに」これ

ほど、挑発的でエロティックな会話はない。

本書の主人公、沙織は音楽事務所を経営する夫とともにパリにやってきた。健康的で健
全な人柄の夫と大学院生のひとり娘と家庭。都内にある「モネの庭」と友人に誉められる
庭のある自宅。金色の秋の穏やか光のような５０代半ばを迎え、あいた時間にふらりと訪
れたギュスターヴ・モロー美術館で偶然にも再会した秋津吾郎。沙織の脳裏には、３０年
前の学生時代、革命を夢見た時代のシュプレヒコール、凄惨な事件、学生運動を通じて出
会った人々、そして吾郎と暮らした密室での悪夢ようで幸福だった半年間が一気に押し寄
せてきた。
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あの時代。同じく作家である夫の直木賞受賞を祝った時、豹柄のおそらくカシミヤと思
われるノースリーブのニットからのびたきれいな腕を夫にそえて喜んだ女流作家は、ずっ
とその作品のどこかに、私の知らない“あの時代の空気”をただよわせてきた。けれども、
小池氏は私の中では、美人で、だからこそ“知的”を売りにしている流行作家。おもしろ
いと思いながらも、いかにもブンガク好きに気に入るようにうまく作品をまとめることに
長けてきた作家だった。しかし、女性らしい感性の泉をたたえ、あの時代を真正面にとら
えながらも決して全共闘世代を喜ばせるだけのノスタルジーな安易さや、後半に吾郎との
関係に軸足を移すことで時代の検証に陥ることなく、また中島みゆきの歌『時代』を知ら
ない世代にも充分共感できる歎美さを提供して、彼女はざわざわと嵐のように人の心をゆ
さぶる傑作をうんだ。本書にまみえて、心が騒がない者がいるだろうか。林真理子さんに
並ぶ単なる流行作家ではなかった。私は、彼女の溢れんばかりの感性の泉にどっぷりとつ
かって、読書の醍醐味を堪能した。

「排泄」「無機的」「無限の宇宙」「差別的体質」「階級闘争論」「暴力革命」「戦士」・・
・１ページ、１ページをめくっていくと貴婦人のような蝶のように硬質でひんやりとした
文体が、あの時代の雰囲気と空気感を運んでくる。しかし、最近はやりらしい携帯小説の
貧しいオハナシからはかけ離れた濃密で官能的な物語がくりひろげられ、ページをくる手
がもどかしくも読むのがもったいないような高揚感。恋などない、友情もない、まして愛
情すらなかった吾郎との初めての性交の描写は、まるで”官能”という言葉をはじめて知
った感すらあった。骨太でありながら、しなやかな筆力に、一気に物語に入り込んで、そ
の世界にとりこまれていく。そしてふたりの理性もなく、動物の排泄のような性と社会性
を排除した密やかな息をひそめた死と隣り合わせの暮らし、ここでようやく映画の中の『愛
の嵐』の中で首に鎖を繋がれたルチアに感受性をゆだめることができたのだった。

沙織は、そこそこの出世、名誉や富、波風たたない社会生活や家庭生活、そんなものを
結局のところ、どうだってよいと思っている。つまり物事の本質、人間性の本質にしか興
味がないタイプだ。おそろしいことに、沙織は数年後、数十年後の自分に重なってみえて
くる。いや、むしろ２０歳の時、Ｐ村のアジトから脱走してきて吾郎に拾われて命を繋い
だ沙織は、もうひとりの自分かもしれない。

「人々は、本当のところ、何を考え、何を想い、何を欲しがり、何にこだわりながら生
きているのだろう」

豊かな時代に生まれ、お金さえあればなんでも買える。傲慢な言い方をしてしまえば、
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たいした努力もせずに、望むものはそこそこに手に入る。けれども本当に自分が“望む”
ものはいったいなんだろうか。その望みこそが、生きることの本質的な意味の問いである。

(ブログ「千の天使がバスケットボールする」から）

〈資料・4-a'〉

望みは何と訊かれたら

匂い立つ官能。小池真理子のエッセンスを凝縮した物語。
著 小池真理子 新潮社 ［小説］ 国内 2007.10 版型:B6

レビュワー／吉田伸子
読み終えて、ほうっと息が洩れた。最後の数十ページ、無意識のうちに、息を詰めて読

んでいたらしい。小池真理子『望みは何と訊かれたら』である。彼女が描く物語世界、と
りわけ恋愛小説の特徴は、その濃密さにある。みっしりと艶めかしく、匂い立つように官
能的でありながら、決してウエットになり過ぎず、熱く静かに乾いている。それが、彼女
の世界だ。本書は、そんな彼女のエッセンスを凝縮したような物語である。
本書のヒロイン、槇村沙織は 54 歳。夫と共に仕事で出かけたパリの、ギュスターヴ・

モロー美術館で、33 年前に別れた男、秋津吾郎と偶然出会う。彼は、沙織にとって特別
な男だった。秋津から連絡先である名刺を渡された沙織は、そのたった一枚の紙切れを前
に、帰国後も心が揺れ続ける。そして、そこから、沙織が秋津に出会うまでの回想が始ま
る……。
一九七〇年、東京の私大に合格し、仙台から上京して一人暮らしを始めた沙織は、同じ

大学の高畑美奈子との出会いから、「革命インター解放戦線」通称、革インターというセ
クトに参加することになる。セクトのリーダーである大場修造は、ある種のカリスマ性を
帯びた男で、沙織は次第に大場に魅かれていく。

70 年安保闘争が変化を見せ始めていた時代、「“祭り”は静かに終息に向かっているか
のようでいて、実際には、より過激なものに姿を変えつつあった」その時代、沙織が加わ
った革インターも、過激化の一途を辿る。東京の大場のアパートを引き払い、Ｐ村のアジ
トでメンバーが暮らすようになってから、その傾向に拍車がかかり、終にはメンバーの一
人の女性の“処刑”が行われるまでになる。その“処刑”が引き金となり、アジトからの
脱走を決意した沙織は、処刑後の死体を遺棄する途中で、所持金三百三十五円とともに、
一人で山を降りる。大場からの追手を考え、自分のアパートには戻らず、美奈子のアパー
トを目指した沙織だが、美奈子は不在でいつ戻るかは知れず、脱出行で精も根も使い果た
していた沙織は、美奈子のアパート近くの公園のベンチで行き倒れてしまう。ぼろ雑巾の
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ような状態で気を失っていた沙織に、声をかけた一人の男、それが秋津吾郎だった。訳あ
りな様子の沙織を、吾郎はおぶって自分のアパートへと連れて行く。最悪の場合はこの男
に陵辱されるかも知れない、と思いつつも、沙織が吾郎の背中に身を預けたのは「ただ、
何も考えずに、安全な場所で休みたかった」から、だ。「その願いさえ叶えてくれるのな
ら、後で何をされようが、かまわない」と。
吾郎のアパートで、二十四時間眠り続けた沙織は、その後も吾郎の献身的な看病を受け

る。あたかも、雛鳥が親鳥から面倒を見てもらうかのように、吾郎の部屋という閉ざされ
た空間で、沙織と吾郎はむせ返るような濃密な時間を共有していく。この、吾郎との時間、
が本書の肝、である。革インターでの日々は、沙織が吾郎とめぐり合う、実は単なる舞台
立てにしか過ぎない。それだけで一編の物語になるくらいの話にもかかわらず、作者はそ
れを惜しげもなく“背景”として描くのだ。それが、この作者の凄みでもある。
やがて、吾郎の、一途過ぎる献身が、次第に沙織を精神的に追い詰めていようになる。

折しも、都内では革インターによる爆弾テロが起き、沙織と吾郎の身辺にも、革インター
の追手の影がちらつき始める。一九七二年、十二月十八日、冬晴れのある日、沙織は唐突
に吾郎の部屋を出て行く。それは「死にも似た安息」との訣別でもあった。そこから、沙
織は再び自分の人生に戻って行く。沙織と吾郎の物語はそこで一旦は途切れるが、三十三
年後、二人は再会する。
物語のラスト、鎌倉湖にある吾郎の家で、二人は向かいあう。吾郎は沙織にこう訊ねる。

「望みは何？」と。壮絶なまでに妖しく美しいこのシーンで、物語は幕を閉じる。
(「ブック ジャパン」 書評から)

〈資料・4-a-1〉

映画「無伴奏」のネタバレ！原作小説ラストはまさかの結末

2016/03/03
こんにちは、若竹です。
小池真理子「無伴奏」が実写映画化！
3月 26日に公開されます。

メインキャストは、今注目の若手俳優である成海璃子・池松壮亮・斎藤工・遠藤新菜の 4
人。
1970 年前後という時代に生きた高校生時代の著者が描く半自叙伝的な物語はあまりに耽
美で、そして衝撃的な結末を迎えます。
試写会での評判も上々とのことで、この春話題の作品になりそうな予感です！
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というわけで今回は原作小説から映画「無伴奏」のあらすじと結末をネタバレ！
半自叙伝とは思えないほど鮮烈すぎるラストとは！？

映画「無伴奏」のネタバレ！

まずは、あらすじからチェック！
★「無伴奏」あらすじ
1969年（昭和 44年）の仙台。
世間が学生運動で揺れる中、女子高生の響子（成海璃子）もまた親友と一緒に制服廃止闘
争委員会を結成し、学園闘争を起こしていた。
しかし、響子には特に激しい情熱や訴えがあったわけではない。
時代に流されるまま、革命運動に身を委ねているだけ…響子はそんな自分に嫌気がさして
いた。
そんな時、響子は親友につれられてバロック音楽の流れる喫茶店「無伴奏」を訪れる。
そこで出会ったのは渉（池松壮亮）、渉の親友・祐之介（斎藤工）、祐之介の彼女・エマ（遠
藤新菜）の 3人。
響子はどこか独特の雰囲気を持つ大学生・渉と次第に惹かれあっていく…。

ネタバレ①：渉の真実

※以下、ネタバレ注意！
渉は家庭の事情から祐之介の下宿に居候している。
そういう理由もあって、渉と響子、祐之介とエマ、2 組のカップルは交流を深めていく。
しかし、4人に待ち受けている結末はあまりにも残酷なものだった…。
ある日、響子は家族の留守を見計らって渉を家に招待する。
しかし、いくら待っても渉が来る気配はない。
心配になった響子は、1人祐之介の下宿先へと向かう。
そこで響子は、信じられない光景を目にする。
渉と、祐之介とが体を重ねていた。
言葉を失っている内に渉と目が合い、響子は急いでその場から走り去った。
その後、改めて響子の家にきた渉は事情を説明する。
実はもともと渉と祐之介とは愛し合っている間柄だったという。
2人は同性愛者というよりはバイセクシャルだ。
2人は 2年前に関係を終わらせることを決意し、祐之介はエマと交際を始めた。
その後は普通の親友関係でうまくやれていた 2 人だったが、響子の登場で状況は一変。
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渉と交際を始めた響子に祐之介が嫉妬し、渉もまたその嫉妬を心地よく感じている自分に
気づく。
そうして 2人の関係は 2年前に逆行し、身体を重ねてしまったのだという。
「響子の事も本気で愛している。これからの関係は響子が決めてほしい」
そういって渉は去っていった…。

ネタバレ②：エマと祐之介

響子は渉と 1か月の時間を置き、再会することを決めた。
しかし、祐之介の下宿に向かった響子がたまたま再会したのはエマだった。
エマは響子に「祐之介の子供を妊娠している」と告げ、祐之介と結婚するつもりだと話す。
（エマと祐之介が結婚すれば、渉と祐之介との関係も切れるはず…）
響子はエマに「渉と祐之介との関係」については伏せ、応援することに決めた。

そして数日後、4人は喫茶「無伴奏」で顔を合わせる。
エマと祐之介は仲睦まじく、響子はあの夜以前のような元の関係に戻れたような気がした。
しかし、その晩、響子はエマの訃報を耳にすることになる。

エマを手にかけた犯人は祐之介だった。
エマは妊娠を理由に結婚を迫っていたが、祐之介には結婚する気はなかったのだ。
しかしエマは祐之介との結婚を諦めず、何としてもお腹の子供を産み育てるという。
祐之介は自分の人生が台無しにされてしまうと焦り、犯行に及んでしまったと自供した。

ネタバレ③：渉と響子の結末

渉は祐之介の罪をかぶるため「犯人は自分だ！」と訴えるが、同時刻に響子といたアリバ
イがあるため警察には聞き入れられない。
祐之介の騒動により疎遠にしていた実家に戻る渉だったが、すぐに行方不明となってしま
う。

時を置いて、響子の元に渉からの電話が入る。
「響子となら普通の男に戻れたはずだ」
そう告げて電話を切った渉の行方はわからないまま…。
そして翌日。
渉は遺体で発見された。
そのそばには「これでゆっくり眠れる」と書かれた手紙が残されていた…。
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20年後。
東京で働いている響子が仙台に訪れ、渉の姉である勢津子と再会している。
勢津子は響子に、祐之介が出所したこと、今は沖縄で子持ちの女性と結婚し 3 人の子供
の父親になっていることなどを話す。
響子は勢津子に渉との過去を包み隠さず話してしまうつもりだったが、過去の事を蒸す返
すのはよくないと思いとどまる。
勢津子の話によれば、喫茶「無伴奏」はもう閉店してしまったそうだ…。
〈「無伴奏」 了〉

まとめ

小池真理子「無伴奏」が実写映画化！
「無伴奏」は筆者の高校生時代の実体験をもとにした半自叙伝的小説です。
※喫茶「無伴奏」も仙台に実在していたそうですよ。
物語の主軸は 1970年代前後に生きた 2組のカップルの青春の日々。
しかし、4 人の歯車は徐々に狂い出し「えっ！？」「まさか！」という展開が続きます。
きっと響子と渉が付き合いだした時点で、この結末を予想できた人はいなかったでしょう。
それにしても、こんなに衝撃的な物語が半分ノンフィクションだというのですから驚きで
すよね。
まさに事実は小説よりも奇なり。
映画「無伴奏」では鮮烈な青春を過ごす 4 人の男女が実力派キャストによってどのよう
に映像化されるのかに注目です！

(ブログ「ワカタケトピックス」から）

〈資料・4-a-2〉

国の｢欺瞞｣見抜けるか
小池真理子さん（作家）

仙台に実在したバロック喫茶の店名をタイトルにした小説「無伴奏」は高校時代の自分
がモデルの半自叙伝です。
あの時代を反抗しながら生きた体験がなければ、私は作家になっていなかったでしょう。
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自分の頭で考え、感じようとするための反骨精神は、今も変わっていません。

仙台の女子高３年生だった１９７０年、「制服廃止闘争委員会」を結成し、委員長にな
りました。カチューシャやリボン、パーマを禁止した校則の廃止、制服の自由化を訴えた
のです。早朝、教室の机の中にビラを入れたり、緊急学内集会を開いて体育館の壇上に立
ったり。

高校生の政治活動を禁じる通達が当時あった記憶はないんですが、知っていたとしても、
私を含めて素直に従う人などいなかったでしょう。

忘れもしない７０年６月１５日。６０年安保闘争で亡くなった樺（かんば）美智子さん
の追悼デモで機動隊から逃げ遅れて、すり傷と打ち身を負いました。

デモ参加が学校に知られ、校長に呼び出された父親から叱られ「もう自分の娘ではない」
と言われましたが、学校の処分はありませんでした。

６０年代末に激化した全共闘運動は、仙台でも同様でした。街頭ではいつも活動家の学
生らがアジ演説をしていたものです。私も公園で毎週末開かれる反戦フォーク集会に足を
運んでいました。

自分たちは操られているのではないかと発想し、「正しい」といわれた既成のものすべ

てを疑うのが、当時の時代の空気でした。人間は自由な服装をするのが当たり前じゃない
か、と主張したのです。お仕着せの制服を廃止することを不満のはけ口にしたのも、世界
に向かって反抗するための理由がほしかったからだと思います。

母校から頼まれ昨年、開校９０周年の式典で在校生と卒業生を前に講演しました。制服
廃止運動や学内集会、街頭デモの話をし、「スマホばかりをのぞいているのではなく、人

と会い、本を読み、自分で考えて」と呼びかけました。

１８歳選挙権が実現し、国は高校生の校外の政治活動を認めましたが、校内での活動も
認めるべきです。校外で大人たちと一緒にするのがよくて、校内でともに学ぶ人間と集会
を開き議論するのはなぜダメなのでしょうか。

これは望んで勝ち取った権利ではなく、与えられただけのもの、ということを忘れては
なりません。国から早々とお膳立てをされ、校内の政治活動については禁止という「欺瞞
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（ぎまん）」に高校生自身が気づくことができるのかどうか、不安と期待が半々です。

若い人には現代社会のニセモノのからくりを暴いてほしい。それこそが政治活動に参加
することだし、ひいては自身の生きる形を模索することになると思うのです。

（「朝日新聞」2015/12/12 「耕論：高校生と政治活動」から）

〈資料・4-b〉

インタビュー・対談

ある男の人生が見せる社会の深遠

『冬の光』 （篠田節子 著）
聞き手： 「オール讀物」編集部

2015.12.02

『冬の光』 （篠田節子 著）
四国遍路の帰路、徳島発のフェリーから冬の海に消え、水

死体となった父。その父は 20 年以上も家族を裏切り続けてい
た。家庭にも恵まれ企業人としても一定の地位を得た父は、なぜ外に愛人を持ったのか。
そしてなぜ船から身を投げたのか。次女の碧（みどり）は父の遍路を辿ることを決意した
――。

充実した創作活動を続けてきたベテラン作家・篠田節子さんの最新刊は、1 人の男性の
一生を通して人生の混沌や社会の悲劇をあぶりだす長編小説だ。

「老境を目の前にして、自分が歩んできた小市民的な人生に意味を見出せなくなる、実存
的な不安のようなものを描きたいと思いました。男性だけでなく私自身も、しばしば立ち
すくむことがありまして。『ホーラ』の取材で地中海の島の正教会を回って巡礼の姿を目
にしたときざわざわとした違和感と畏敬の念が残りました。今回、失われた自分の根っこ
を探す場所はどこだろうと考えたときに、やはり宗教に近づき、しかし宗教にはじき出さ
れる現代日本人の精神構造に行き着くかと」

そして、もう一つの社会的なモチーフとして、戦後の階層社会がもたらした男女関係の
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ひずみがあるという。

作中、父・康宏は様々な女性と交わる。例えば、25 年間愛人として関係を持つ笹岡紘
子（ひろこ）だ。康宏と紘子は学生運動の暴動をきっかけに肉体関係を持つ。しかし、そ
の後 2 人は別れ、康宏は出世競争に熱中し、“紘子のように対等に話はできないが、女性
として尊敬できる”短大卒の女性と結婚する。一方、紘子はそのまま学業の道に進み、周
りの理解を得られない環境にあっても社会的な矛盾と戦う。その 2 人の運命は切れるこ
となく交わり続ける。
「男女関係なのか、親友なのか、ソウルメイトなのか、人と人の関係なんて、カテゴライ
ズできないし宣言して始まったり、『絶交よ』と言って切れるものではない。でもこの夫
婦は、紘子さんは関係なしに、初めからボタンを掛け違えている。例えば康宏は『料理を
作ってくれて、お金の管理をしてくれてありがとう』と感謝しますが、性別役割分業制が、
たまたま破綻なく機能しただけ。そこに家族の情が加わったにせよその先の虚無が覆い隠
されるわけじゃない」

碧は、ある人との電話がきっかけで改めて父の自殺に疑問を持つ。そして命日に徳島か
らのフェリーに乗り、父が最後にカメラに収めようとしていた景色の意味を理解する。

「若い碧はその景色を見て涙をこぼしたりするけれど、父の抱えたものはわからない。そ
れでいいし、それが親子だと思います」

（「文藝春秋 書評」から）
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〈資料・4-c〉
桐野夏生による連合赤軍事件の新しい解釈

笠井潔が『夜の谷を行く』を読む

「週刊文春」 2017年 5月 18日

桐野夏生の新作『夜の谷を行く』は、連合赤軍事件にかかわ
った一人の女の死と再生の物語だ。
連合赤軍の一員だった西田啓子は、山岳アジトから逃亡中に

逮捕される。その後、死体遺棄などの罪で有罪判決を受け、五
年あまり服役した。娘の「犯罪」をめぐる心労で両親は早くに
病死、一人娘を抱えて妹は離婚を強いられた。出獄後の啓子は
経歴を隠し、社会の片隅で息をひそめて暮らしてきた。
しかし、連合赤軍指導者の永田洋子が獄中で病死し、日本列島が巨大地震と巨大津波に

襲われた二〇一一年の冬から夏にかけて、記憶の底深く埋めていた昔の出来事が甦りはじ
める。かつて体験された禍々しい出来事は、啓子の嫌悪の対象だった蜘蛛のメタファーに
重ねられる。
結婚を控えた姪の存在が、断ち切ろうとしてきた過去を否応なく突きつける。結婚式の

招待を断るため、それまで秘密にしていた過去を姪に告白した啓子は、血縁という最後の
他者との絆までを失ってしまう。
作品の前半では、秘密を抱えながら生きてきた女の日常が、淡々と描かれていく。片隅

で人目につかないように、ひたすら地味につつましく生きることは、刑務所での暮らしの
延長のようだ。その生活は死者のようにひっそりしている。同志殺しの事件から四十年近
く、いわば死者を偽装することで啓子は生き延びてきたともいえる。
意図的に遠ざけてきた活動家時代の仲間と再会したのをきっかけに、自分自身にも隠し

続け、無理にも忘れようと努めてきた出来事の意味を、しだいに啓子は自覚していく。
年少の元女性同志は、永田が「女特有の嫉妬深さから大勢の同志を殺した、なんて嘘っ

ぱち」だ、「本来は、女たちが子供を産んで、未来に繋げるための闘い、という崇高な理
論だってあった」のに、「森が男の暴力革命に巻き込んでしまった」のだと語る。
総括にかけられた妊娠中の女性同志を見殺しにして、「未来に繋げるための闘い」から

逃亡した自分をどうしても赦せないという罪責感が、啓子に長い仮死状態をもたらしてい
た。
このように本作では、連合赤軍事件をめぐる独自の解釈が、ヒロインの死と再生の物語
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として提示されている。過去に直面することを決意し、山岳アジト跡を訪れて蘇生のきっ
かけを掴む啓子に、世界が変わるほど決定的なサプライズが訪れる。この点の評価はさま
ざまであろうけれども、評者としては本作のハッピーエンディングを肯定したいと思う。

(文春オンライン「文春図書館 今週の必読」から）

〈資料・5〉

l 松田政男「増補新訂・風景の死滅」2013
l 映画「三里塚に生きる」2014
l クリスティン・ロス「68年5月とその後」2014
l 「東アジアから1968年を見つめなおす」：クリスティン・ロス「1968年

と権力の偶然性」（「ワセダアジアレビュー」No.17 2015）
l オリヴイエ・アサイラス映画「冷たい水」（1994年）
l 「5月の後」（2012年）公開2015
l NHK「新・映像の世紀」2015
l 津村喬「戦略とスタイル増補改訂」2015
l 「グローバルヒストリーとしての1968年」2015
l 山本義隆「私の1960年代」2015
l 島田雅彦「優しいサヨクの復活」2015
l 津村喬「横議横行論」2016
l 堂場瞬一「メビウス1974」2016
l 映画「無伴奏」2016
l ローラン・ジョフラン「68年5月」2015
l 西堂行人「証言日本のアングラ」2015
l 小林哲夫「シニア左翼とは何か」2016
l 陣野俊史「テロルの伝説」2016
l アナザーストーリー「東大安田講堂事件～学生たち：47年目の告白」

2016
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l 小嵐九八郎「彼方への忘れもの」2016
l 絓 秀実「タイムスリップの断崖で」2016
l 高口 英茂 「東大全共闘と社会主義 第5巻」2016

〈資料・5-a〉

シニア左翼とは何か

反安保法制・反原発運動で出現――シニア左翼とは何か (朝日新書)
作者: 小林哲夫
出版社/メーカー: 朝日新聞出版
発売日: 2016/03/11
メディア: 新書

最近も盛んに活動を続けている SEALDs の活動について、論理的整合性に不安がある
し、活動もどこまで本気かわからないカジュアルな内容になっていて、なんでこんな人達
が支持されているのだろうか...とずっと思っていたのですが、この本を読んでいてわかり
ました。
シニア世代...60 歳以上の左翼活動家に支持され、ある意味アイドル的な存在として好

意的に扱われているために、彼らに気に入られ、支えられている、 という図式がはっき
りあることがこの本を通じて理解できます。

SEALDs が中心となっていたとされるイベントについて、参加者の大半が若者「では
なく」、60 歳を超える「シニア左翼」と称される人たちが占めていた、という事実の指摘
から当書ははじまります。
シニア左翼には、もともと学生時代に学生運動に参加していて、社会の一線から退いた

今「夢よもう一度」と集まってくる人、学者としての誠実さから行動に移した人、まった
く運動に参加したことが無い初参加の人などさまざまのようです。

そんなシニア左翼の人たちが、どんな衝動に突き動かされ、何を達成したいのか、以下の
シニア左翼の方々への運動参加により得られたものについてのアンケート？を見るとよく
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わかります。

① 高揚感。運動の盛り上がりに身を置くことができて興奮した。安倍政権への怒りを
示せることにも。そして、国会前を決壊させたことに感動した。

② 嬉しさ。これだけ多くの人が政権妥当の声を上げる。これはかつて経験したことが
ないことで嬉しかった。

③ 楽しさ。SEALDs のコールに合わせて声を上げるのは、じつに楽しい。若い人のお
しゃれなかっこうをみるだけでも目の保養になる。

④ ノスタルジー。道路いっぱいに広がってあるくフランスデモを思い出した。懐かし
い。若いころの志がよみがえる。

⑤ 連帯感。むかしは、東大安田講堂の落書きにあった「連帯を求めて孤立を恐れず」
といきがってはいたが、孤立すると何もできなかった。連帯を求めなくても、老若
男女が勝手に連帯してくれた。一体感を得られた。

⑥ 若返り。70 歳をすぎて国会前に足を運ぶのはつらい。そして、ずっと立って声を上
げるのはとても疲れる... そう思っていたが、苦にならなくなった。健康維持のた
めにもよい。「安倍を倒せ」はストレス発散につながる。

⑦ いきがい。残りの人生はそれほど長くない。「終活」に向けて大きな生きがいを感じ
た。

⑧ 勝てる。安保関連法も原発も政権交代、政策変更でなくなるかもしれない。法案成
立で完全に負けたわけではない。勝機は十分にある。

⑨ 過去の精算。70 年安保、69 年全共闘での敗北を精算できそうだ。内ゲバの悲惨な
状況にケリがつけられそうだ。

⑩ 安全と安心。火炎瓶や石が飛ばない。機動隊が殴りかからない。よほどのことがな
いかぎり捕まらず、安心して抗議できる、誰でも気軽に参加できるなど、敷居が低
くなった。

⑪ 再開。全学連、全共闘時代の同士、仲間と再会出来た。行方知れずの仲間の消息が
わかった。亡くなった人もいるが、同窓会的な気分を味わえた。

本書中にはまだまだ結果項目が書かれているのですが、全部転記するのもはばかられる
ので。

この内容を見れば察しの良い人はすぐわかると思いますが、要するに、最近行われてい
る SEALDs を中心としたデモは、シニア左翼、おじいさんおばあさんのために提供され
たレクリエーション活動という意味合いがとても強い、ということです。

SEALDs の人たちがどの程度真剣に世の中に対して変化を求めたかは別として、参加
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していた人にとっては、ストレス解消の道具であり、健康促進の場であり、昔の友達と再
会する同窓会的な場である。そしてそれ以上の意味合いを持っている人も中にはいるかも
しれないが、そこまで切実な思いを持った人も少ない。
言葉を選ばずにいうと、昨今の高齢者社会の中、SEALDs の若者たちは、老人のスト

レス解消や健康のために、ある意味老人介護的に献身的に活動している人たち、といえな
くもないかもしれません。最近介護職の窮状についてニュースなどで語られる機会も増え
てきましたが、その文脈で、SEALDs の人たちも引き続き活動をつづけるようですから
暖かい目で見守ってあげると良いのではないか、と思います。老人たちのいいなり、奴隷
的に、彼らが楽しめる場所を献身的に提供するための存在として。

真面目に言うと、この本の内容は、読んでいて頭に来ることが多く、単なる老人の回顧
主義のため、同窓会的なノリのために、日本の政治がおもちゃにされていることに本当に
本気で頭にきます。
日本の市民運動、活動家、の人たちは、ここまで堕落してしまったのか。と。

実際、当書は非常に硬派で、非常にいろいろな方にインタビューを試み(日本赤軍の重
信房子にインタビューを試みている)ており、そういう意味でも一読の価値がある本にな
っています。
そして、人により、今の状況をよく思っていない左翼活動家もかなりの数居る事も見て

取れます。
僕は反体制活動に与することは一生涯ないですが、しかし彼らの心情を慮るに、左翼・

新左翼の人たちの支援を受けて活動しているデモで「民主主義ってなんだ？」と民主主義
を擁護するようなシュプレヒコール（コールではない）をあげる人たちを見て、苦々しく
思わないわけがない気がしています。真摯に活動してきた人ほど。

本当にこの本は語るべきところが多い良書ですが、最後にひとつ、当書のまとめの項に
「退役軍人と元学生運動活動家、歴戦の数々を語るメンタリティには通底するものがある
ように思えた」とあったのが印象的でした。
退役軍人は、命がけで戦い、結果戦争に負け、命がけで戦ったのにその価値を無碍にす

るように帰国後の日本は自分たちの居場所がなくなってしまった。それでも歴戦の思い出
を子どもたちなどに語ることを喜んでいる。
左翼の活動家も、その理念の崇高さなど以上に、「安田講堂で火炎瓶を投げた」という

ような語り口の方が、わかりやすい英雄譚としてウケが良いでしょう。そういう風に昔の
事を思い出話として語るおじいさんおばあさんの脳裏に、どこまで当時の苛烈なまでの情
熱が残っているのでしょうか。もしくはそんなものは元々なかったのでしょうか。
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そんな、シニア世代の老後の思い出作り、やりがいづくりのために、介護予算のいくば
くかを、シニア左翼の活動に回してあげても良いかもしれません。彼らの大半は本気で日
本を良くしようとも、変えようとも思って無く、あくまで個人的な欲求のまま流されてい
るだけなのですから。

（ブログ「モアイ」から）

〈資料・6〉

・堀内孝雄「聖橋の夕陽」ラジオ深夜便 1月
・高橋和己 「世界とたたかった文学」2月
・桐野夏生「夜の谷を行く」3月
・大道寺将司 獄死 5月
・大坂正明容疑者 逮捕 6月
・「10・8 山崎博昭プロジェクト－ 50 年を経て、今、世代を超えて語り合お
う」7月
・栗原康編「日本のテロ」8月
・太田昌国講演「ヒューマニズムとテロル 大道寺将司さんを追悼する」

8月
・BS CH12「1972年学生運動と青春ソング」9月
・ダッカ事件 40年 9月
・映画「三里塚のイカロス」9月公開（2014「三里塚に生きる」続編）
・国立歴史民俗博物館「1968年展」10月
・「10・8 羽田闘争 50周年 山崎博昭追悼」10月
・寄稿集「かつて 10・8羽田闘争があった 山崎博昭追悼 50周年記念」

10月
・映画「エルネスト もう一人のゲバラ」10月公開
・上野千鶴子＋雨宮処凛「世代の痛み」10月
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・雑誌「情況」－「10・8 羽田闘争から 50 年」＋「反日武装戦線とは何だ
ったのか」10月
・笠井潔「転生の魔」10月
・「週刊朝日」2017・11・10 グラビア「大学紛争、ベトナム反戦運動、三
里塚闘争「1968年」が投げかけたもの」
・塩見孝也 死去 11月
・松岡利康／垣沼真一「遙かなる 1970 年代―京都学生運動解体期の物語と
記憶」（鹿砦社）11月

〈資料・6-a〉

大道寺将司さん死去
三菱重工など連続企業爆破

大道寺死刑囚が病死

1974 〜 75 年に起きた三菱重工など一連の企業爆破事件で殺人
罪などに問われ、87年に死刑が確定した「東アジア反日武装戦線」
の大道寺将司死刑囚（６８）が２４日午前１１時３９分、多発性
骨髄腫のため東京拘置所で死亡した。法務省が同日発表した。第 5次再審請求中だった。

(東京新聞 2017年 5月 25日)
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（渡辺ひろこ 通信「なずな」から）
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〈資料・6-b〉

大坂正明容疑者きょう逮捕 渋谷暴動の警察官殺害めぐり警視庁

渋谷暴動事件（昭和４６年）で警視庁公安部に指名手
配されている過激派「中核派」の大坂正明容疑者（６７）
とみられる男が、公務執行妨害容疑で大阪府警に逮捕さ
れた事件で、大阪府警と警視庁は６日、男を大坂容疑者
と特定した。警視庁公安部は勾留満期の７日、殺人など
の容疑で大坂容疑者を逮捕する。今後、大坂容疑者を警
視庁に移送し、事件から４６年を経て捜査を本格化させ
る。
大阪府警はこれまでに、男と母親の血液を照合したＤ

ＮＡ型鑑定で血縁関係があるとみて矛盾がないとの結果を得たほか、父方の親族
の男性とも親族関係の可能性を否定しないという回答を得ていた。
これらの証拠から府警と公安部は男が大坂容疑者本人と特定。公安部は、すで

に逮捕状をとっている殺人▽現住建造物等放火▽凶器準備集合▽傷害▽公務執行
妨害－の５容疑で逮捕する方針を固めた。
大坂容疑者は５月１８日、府警が広島市安佐南区のマンション一室を家宅捜索

した際に、中核派の非公然活動家、鈴木哲也容疑者（５２）＝有印私文書偽造容
疑などで逮捕＝とともに室内におり、公務執行妨害容疑で逮捕されていた

■「渋谷暴動事件」 昭和４６年１１月１４日、米軍駐留を認めた沖縄返還協定
に反対する学生らのデモ隊が暴徒化し、東京・渋谷の派出所や警戒中の機動隊員
を火炎瓶や鉄パイプで襲撃。派遣されていた新潟県警の中村恒雄警部補＝当時（２
１）、２階級特進＝が大やけどを負い死亡した。中核派活動家らが逮捕されたが、
大坂正明容疑者は逃走。警察庁は昨年１１月、有力な情報提供者に最高３００万
円を支払う公的懸賞金（捜査特別報奨金）の対象に指定した。

(「産経ニュース」 2017.6.7 から)
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〈資料・6-c〉

「 50年を経て 今、世代を超えて語り合おう」（ 2017年 7月 8日、大阪）
――発起人・賛同人会議 in関西、 4人の若い研究者から問題提起と議論

2017 年 7 月 8 日、大阪市中央区のエルおお
さか南館で、10･8 山﨑博昭プロジェクトの関
西集会を開催しました。
この集会は、当プロジェクトの関西での発起

人・賛同人会議という位置づけですが、20 代
から 30代の若手研究者 4人を迎え、1967年羽
田闘争の時代を生きた者たちと、その時代に生
まれていなかった者たちが、1967 年当時の闘
いと現在の反戦闘争をテーマに、世代を超えて

語り合う場として、広く参加を呼びかけました。
集会は 14時から 16時 50分まで開催し、約 100人の参加者がありました。

集会の冒頭、プロジェクトの代表である山崎建夫から挨拶がありました。
「このプロジェクトは今年の 10 月で終わるわけではありませんが、何としても最後まで
しっかりやっていきたいと思います。
プロジェクトの三つの目標の一つ、モニュメントについて、写真がありますが、普通は

何々家の墓と書くところに、“山﨑博昭”という名前だけを入れさせてもらって、書家の
川上吉康さん（大手前高校同期生）に書いてもらった金文という文字で出来ています。周
りの墓との兼ね合いもありましたが、10･8 のことをご住職さんもよく知っておられて、
当時、学生をかくまったとか、機動隊を境内に入れなかったとか、そういう経験をお持ち
で、兄弟で兄が弟のために墓を建てるのはすごいことやと感動してくださって、かなり協
力的になってくださって、墓石は山﨑博昭だけでいいですよ、墓誌は亡くなった方の名前
だけ書くものですが、言いたいことを書いていいですよ、ということで、“反戦の碑”と
して作ることが出来ました。
プロジェクトの第一の目的はそれで実現したんです。すごいことだと思います。実は少

し寂しい面もあって、電車に乗っていて街の景色を見ると墓地がある。お寺があってお墓
がある。あんなもの一つ作っただけの事なんかなと、ちょっと落ち込んでいる時もあった
んです。そうしたら水戸喜世子さんが、妄想が実現したと喜んでくださって、こんなこと
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が出来たらという夢が実現したことをすごく喜んで下さって、こういう形でも出来てよか
ったんだと私自身も励まされました。
墓石写真のところにコアラのぬいぐるみがありますが、これも水戸さんとの因縁ですが、

１周忌の時に、私の母が水戸さんの子どもたちにということで水戸さんにプレゼントした
ものです。実は僕は忘れていました。水戸さんにその話をされて、え～そんなことがあっ
たんかな、と思っていたら、建碑式の時にコアラのぬいぐるみを持ってこられて、お母さ
んにお墓に一緒に入れてもらおうというということでした。そんな水戸さんに励まされな
がらやってきました。
もう少しがんばりたいと思います。
ベトナム博物館の展示も順調に進んでいて、ツアー参加者も 50 人弱決まっています。
記念誌については、校正に入って順調に進んでいます。
今日の若い研究者たちは、あの当時のことを研究対象にしているということで最初びっ

くりしたんです。あの頃、存在もしていなかった、生まれてもいなかった人たちが、あの
当時の事を研究対象にしている!
本当に世代を超えて、今も大変で嫌な時代ですけれど、あの時代の運動の高まりと、そ

こから学ぶべきものは学ぶ、乗り越えるべきものは乗り越えてやっていかないと、このま
まいくと大変なことになってしまうだろうという時代です。
若い人たちが、そういう問題意識で見て下さることを感謝しています。とても期待した

いと思います」

挨拶の後、プロジェクトの事業の報告に移りましたが、報告の前に、発起人の詩人・佐
々木幹郎が 6 月 17 日の建碑式の後に書いた「建碑式」という題の詩を、司会の発起人で
歌人の道浦母都子が朗読しました。

……………………………………………………………………………………………

建碑式 佐々木 幹郎

あのとき
きみは私の横に坐っていた
風に吹かれながら 同じ方向を向いて
白いワイシャツと黒いズボン姿で

暑い日だった
やっとここまで来た
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ふいに つぶやく声が聴こえ
わたしはうなずいた

消えていったものが
そのまま五十年を経て 高校時代の
白いワイシャツと黒いズボン姿で
今日の建碑慶讃法要に参加するんだな

あの日に死んだことが重要なのだよ
誰の墓の建碑式か それは
どうでもいいのだよ
大陸の錆びた青銅器の匂いがした

死んだ彼の顔は見なくてもわかる
ひとつも表情を変えずに 目を細めて
高校の中庭のベンチに坐っているように
もうすぐはじまるね
……………………………………………………………………………………………

プロジェクトの事業は発起人・辻恵から報告しました。（詳細はニュース No4参照）
（１）プロジェクトの設立とこれまでの活動の経緯について
（２）記念碑建立に係る経緯と現状について
（３）記念誌の内容説明について

記念碑に関連して、墓石の文字を書いた書道家・川上吉康氏から書体を選んだ経緯につ
いて話がありました。
「山﨑博昭といろいろ話をしたことを思い出す。10 月 8 日の 1 ケ月前、浪人仲間と京都
大学のボックスに訪ねて行った時、彼から『体を鍛えておけよ』と言われた。頭脳的な彼
から肉体派的発言があったのが予想外で忘れられない。
碑の文字はいろいろ試したが『金文』（きんぶん）（中国古代の漢字書体）が一番しっく

りした。漢字が出来た時の古代の人たちの思いとか世界観を直接残している。
山﨑博昭の『﨑』の『山』は元々は梯子の形で天と地を結ぶ階段。山﨑君のことを思っ

て書きながら、非業の死をとげた、志を持って亡くなった人たちの眼差しが周りから見て
いるような思いにとらわれた。山﨑君の個性以上の力が字の中に投影されていると躊躇っ
た。
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お兄さんは行書体をお望みのようだったので、行書でも書いて両方をお兄さんに送った。
お兄さんは金文の方を気に入ってくれたようで、私にとっては嬉しい事だった。皆さんに
は読みづらいという印象を与えたかもしれない。」

続いて、ホーチミン市・ベトナム戦争証跡博物館での展示会の経緯と現状について、発
起人・山本義隆から報告しました。
「最初は山﨑君の遺影を博物館に展示したいという話を持っていったが、博物館の館長か
ら展示会をという提案があった。発起人の中で他にやる人がいないので私が引き受けて、
駿台予備学校の教師と『60年代研究会』を作ってやることになった。
今年の 10 月から千葉県の佐倉市にある国立歴史民俗博物館で『1968 年』展が開催さ

れる。歴博に、手持ちの東大闘争、日大闘争の資料を寄贈した後に、ベトナム展示の話が
来たので、新たに展示資料集めをすることになった。
ベトナム展示の前にまず日本でやろうということで、昨年、東京と京都で展示会を開催

した。現在、ベトナムの博物館展示に向けて、資料の英訳など進めており、準備で忙しい。」

〈趣旨説明：黒川伊織さん〉

プロジェクトの報告の後、いよいよ若手研究者からの問題提起が始まりました。ここか
ら司会は黒川伊織（くろかわ・いおり）（1974年生）さんに交代。
黒川さんから若手研究者からの提起の趣旨説明がありました。

「私は日本思想史と社会運動史の研究者です。今年はロシア革命から 100 年。そして第
一次羽田闘争から 50 年の歴史の節目の年です。私としてはロシア革命を起点に日本の社
会運動の 100 年を考えてみようということで、その中で、1967 年と 68 年の経験が意義
を持っています。
戦後史を考える上で、60年の転換というのがすごく大きい。60年安保闘争、三池闘争、

所得倍増計画というのが 60年に出てきている。60年安保闘争までの政治闘争が経済闘争
に転換していったと言われている。60 年安保闘争以降は、アメリカによる学問・研究へ
の介入が激しくなった時代でもありました。

65 年の日韓条約批准反対闘争、66 年文化大革命、そしてアメリカの公民権運動の高揚
が伝わってくる。66 年は第二次砂川闘争、三里塚を空港用地として閣議決定。こうした
中、67年には新宿駅構内でアメリカ軍のタンク車の爆発事故が起きた。

60 年安保闘争から 66 年、67 年と運動が大きく揺れ動いていく中で起きたのが、67 年
10月 8日の第一次羽田闘争だったと考えている。

68 年になるとエンタープライズ寄港阻止闘争、王子野戦病院闘争、プラハの春、フラ
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ンス 5 月革命、日大全共闘結成、そして 10･21 国際反戦デーへとつながっていく。69 年
に入ると安田講堂攻防戦、救援連絡センターが発足する。
こう考えていくと 10･8 というのが、この後の運動につながっていったインパクトの大

きさというのが、はっきりと見て取れると思う。
10･8 で救援運動が始まったのが大きいし、救援運動のつながりが今日のプロジェクト

につながっている。
今日は４人の方に報告していただきます。報告の内容は聞いていただければ分かります。

中村葉子さんと小杉亮子さんは 68年の同時代的な話になります。
牧野良成さんと徐潤雅さんに、もう少し後の話をしていただきます。
何故このような構成にしたのか？
この数年、戦後史の聴き取りをしてきた。その中で連合赤軍事件で全部終わったと言う

人がいる。そんなことはないと思う。連赤で終わったというのは、当事者の実感からも離
れているような気がするし、そんなことで終わるような運動ではなかったと思う。皆さん
のその時代の経験が、今の様々な社会のつながり方に関わっていらっしゃると思う。連赤
事件で終わりという現代史の語りのパターンに対抗するためにも、今日はこの 4 人の方
に報告をお願いしたということです。
私が思っていることは『歴史は記録されて初めて歴史となる』ということです。まずは

人々の経験を残す、基本的な事実関係を整理して歴史像を提示する、ということが過去の
50 年前の経験、100 年前の経験から現在を問い直すために必要ではないかと思っていま
す。」

〈若手研究者からの問題提起〉

●若手研究者からの問題提起 その 1／ 中村葉子（なかむら・ようこ）さん
（プロフィール）

1983 年生まれ。大阪府立大学大学院博士後期課程修了。学生運動・反基地闘争を描い
た自主制作のドキュメンタリー映画が研究対象です。なかでも反戦青年委員会や、沖縄、
朝鮮、台湾をテーマに映画を制作した「日本ドキュメンタリストユニオン」の研究を行っ
ています。著書に「燃ゆる海峡 NDU と布川徹郎の映画／運動に向けて」（インパクト出
版会、2014年）など。
（内容）
映画「鬼っ子 闘う青年労働者の記録」（1969）から 10･8 後の運動の質的・量的広が

りを考える。映画のダイジェスト版を上映しました。

●若手研究者からの問題提起 その 2／ 小杉亮子（こすぎ・りょうこ）さん
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（プロフィール）
1982年生まれ。京都大学文学研究科教務補佐員。1960年代にさまざまな国・地域で同

時多発的に起きた若者による社会運動が研究テーマ。これまで東京大学、UC バークレー
の学生運動参加者への聞き取りをおこなってきました。主な論文に「日本の 1960 年代学
生運動における多元性」（「社会学研究」96号、2015年）など。
（内容）
東大闘争の語りから見えてくるもの。東大闘争参加者への「生活史」聞き取りから見え

てくるものについて、学校や教育が果たした役割の大きさについて報告がありました。

●若手研究者からの問題提起 その 3／ 牧野良成（まきの・よしなり）さん
（プロフィール）

1991 年生まれ。労働戦線統一期＝国連婦人の 10 年前後の関西圏における女たちの労
働運動に材を取って、修士論文を執筆しています。そのさなか偶然にも、三里塚闘争支援
に奔走した女たちがいたことを知りました。今回の報告では、後者についてお話しします。
（内容）
三里塚闘争支援から生まれた 1980年代関西の女性労働運動の経験を考える。

交流誌「おなごと三里塚」創刊から、泉州から三里塚への長距離デモ「女たちのゆっくリ
レー」へとつながる経緯の報告がありました。
●若手研究者からの問題提起 その 4／ 徐 潤雅（ソ・ユナ）さん
（プロフィール）
大阪大学大学院文学研究科博士後期課程。2010 年に研究生として現在の研究室に入り

ました。韓国の大学で民衆芸術に出会って以来、芸術のあり方に関心を持っています。現
在は関西を中心に。画家・富山妙子の作品と、それを媒介に生まれた民際的な場について
研究しています。
（内容）
画家・富山妙子と韓国民主化運動の関わり、韓国民主化運動における「烈士」を考える。

歴史的事件の犠牲者の遺族と、今日の犠牲者（セウオル号）の遺族のつながり・共感と慰
めなどについて報告がありました。

若手研究者 4 人からの問題提起を受けて、質疑に移りました。質疑では９人の方が発
言しました。主な意見は次の通りです。
・運動の中でのジェンダーの問題
・救援運動において女性（母親）の果たした役割
・個人参加の反戦運動
・10･8羽田闘争の今日的意義 など
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（「１０・８山﨑博昭プロジェクト」 ホームページ から）

〈資料・6-d〉

逃亡続け４０年、日本赤軍ダッカ事件 風化の波、警察内部にも

１９７７年１０月、ハイジャックされた日航機と警
備するバングラデシュ政府軍兵士＝ダッカ空港

日本赤軍がパリ発東京行きの日航機をハイジャッ
クした「ダッカ事件」の発生から、２８日で４０年。
事件では６００万ドルの身代金が奪われ、勾留、服
役中だった６人を「超法規的措置」で釈放した政府

に批判が集まった。容疑者らの一部は現在も逃亡を続けている。

１９７７年９月２８日、５人の日本赤軍メンバーがインド上空で日航機を乗っ取った。
同機はバングラデシュのダッカ空港に着陸。実行犯は日本政府に身代金を要求したほか、
日本国内で服役するなどしていた９人の釈放を求めた。

政府内部では「人命の尊重」と「法秩序の維持」で意見が割れたが、当時の福田赳夫首
相は超法規的措置での釈放を決断。日本赤軍や連続企業爆破事件を起こした東アジア反日
武装戦線のメンバーら６人が釈放された。実行犯は６人と合流後、アルジェリアの空港で
最後の人質を解放し、身代金と共に姿を消した。

日本の警察当局はその後、実行犯２人と釈放された３人を逮捕したが、残りのメンバー
の消息はつかめないままだ。

(「産経ニュース」 2017.9.27 から)
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〈資料・6-e〉
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〈資料・6-f〉

プレスリリース 歴博とは

「 1968年」 無数の問いの噴出の時代

大学闘争、三里塚、べ平連・・・1960年代を語る資料を約500点展示

約50年後の今、「1968年」の多様な社会運動の意味を改めて問う

このたび、国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）では、企画展示「1968 年」－無数の

問いの噴出の時代－を 2017 年 10 月 11 日（水）から 12 月 10 日（日）まで開催いたし

ます。

本展は、1960 年代後半に日本で起こった、ベトナム反戦運動や三里塚闘争・水俣病闘

争などの市民運動・住民運動、全国的な大学闘争などの多様な社会運動に総合的に光を当

てたものです。これらの運動は、戦後の平和と民主主義、そして高度経済成長や公共性を

押し立てた開発計画のあり方、広くは戦後日本の政治的・経済的枠組みを「問う」もので

した。この時代に噴出した「問い」はいまなお「現役」としての意味を持ち続けています。

また、1960 年代後半は、日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の

方式から、「個」の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期でもありました。人々

は様々な問題に対し異議を唱え、あるいは改革を要求する声を、各自の居場所で、多様な

形態であげていったのです。こうした新しい社会運動のスタイルは後の時代にまで大きな

影響を与えました。

「1968 年」は、この時代の象徴的な出来事である東大闘争や日大闘争といった学生運

動が活発に行われた年でした。本展は、当時を象徴する資料約 500 点を展示し、「1968

年」を中心としたこの時代の多様な運動をより総合的に紹介することで、この時代の運動

の意味を探ります。

（「国立歴史民俗博物館」 ホームページ から)
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〈資料・6-g〉
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「 10 ・ 8羽田闘争 50周年―山﨑博昭追悼」

日 時：2017年 10月 8日（日）
16時 20分～ 20時 （開場 16:00）

会 場：主婦会館プラザエフ・9階「スズラン」
（JR「四谷」駅徒歩 1分）

参加費：1,500円

●第一部 50 周年を迎えてプロジェクト三事業の
報告 16:20 ～ 17:00
発起人の挨拶・報告：

山﨑建夫（プロジェクト代表、山﨑博昭兄）、佐々
木幹郎（詩人）、山本義隆（科学史家）

●第二部 10・8 羽田闘争と今
17:00 ～ 18:30

詩朗読 佐々木幹郎作「死者の鞭」 品川 徹（俳優）
記念講演 「10・8 と反原発の今をつなぐもの」 水戸喜世子（十・八羽田救援会）
記念講演 「平和村からのメッセージ」 NHI・ニイ代表（ﾍﾞﾄﾅﾑ平和村）
ベトナム政府からの挨拶（予定）

●第三部 山﨑博昭に捧げる短歌絶叫コンサート 18:45 ～ 19:15
短歌絶叫 福島泰樹（歌人）／ピアノ・永畑雅人

●「記念パーティー」 19:20 ～ 20:00
・乾杯 小長井良浩（弁護士）
・私にとっての 10・8を語る 発起人、参加者

〈申し込み・問い合わせ〉 「１０・８山﨑博昭プロジェクト」事務局
（ＦＡＸ）０３-３５７３-７１８９ （メール） monument108@gmail.com

（「１０・８山﨑博昭プロジェクト」 ホームページ から）

寄稿集
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〈資料・6'〉

こゝから 行くべき その道は どこかと

できるなら もう一度 捜さないか

戦える 僕らの武器は 今 何かと

それを見つけて こゝへ 並ばないか

僕は 諦めない 誰か 聞いて いるか

僕は こゝにいる 誰か そばに いるか

やがていつの日か この国のすべてを

僕らが この手で 変えてゆくんだったよね

（「the flag」から）
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〈資料・7〉

〈仮装〉「高齢者生存組合全国評議会」からの〈招請状〉

かって 60年の、〈68〉年の戦場を、熱い身体で駆け抜けようとした諸君！
今も傷は痛むか、今も傷は癒えぬか
身を立て、名をあげ、なお傷は疼くか
功も成さず、業も績まず地を這いながら、なお傷は膿むか
世に君臨し、世に背をむけ、なお傷は深まるか

かって 60年の、〈68〉年の戦場を、熱い身体で駆け抜けようとした諸君！
曰く「2025年問題」
曰く「超少子高齢化社会」
曰く「一億総活躍社会」
曰く「我が事・丸ごと共生社会」・・・
我・らは 対象＝ OBJECT であるか、手を差し伸べられ、介護され、支援される対象＝
OBJECTであるか
我・らは OBJECT する＝反逆する者ではないのか、ひとつの直接性としてある者ではな
いのか、在ることが世界の果てにいたるまでの反逆である者ではないのか
「全世界を獲得するために！」 それは幻の旗であるか
「孤立を恐れず連帯を求める」 それは幻の旗であるか

かって 60 年の、〈68〉年の戦場を、熱い身体で駆け抜けようとした諸君の内、長い雌伏
の時の後に、「3・11／ 12」の衝撃に身体を起こし、反原発の闘いに加わり、更には 2015
年夏をピークとする「安保法制反対運動」に参集した諸君！
その行動で傷は癒えたか？
諸君の雌伏の間に累積されてきた原発稼働システムの全列島化に対して、北東アジアへ向
けての「安保」装置の実体化に対して、その行動はとどいていたか？
なによりも、その行動は、「〈68〉年からの〈後〉」の時のなかで、諸君が身を立て、名を
あげることで果たしてきた列島社会を分断する罪多い営みに対する、どのような真摯な反
省の上に成り立っていたのか？
その諸君の営みのうえにこそ、この列島を宰領し、差配する者たちの悪行は累積されてき
たのではないか？―そのことに対するいかなる自己再審のうえに諸君の行動は成り立って
いたのか？
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さらには、累積されつつある諸君の生の「包摂」・「捕獲」システムに、諸君は〈声〉をあ
げてきたのか？
なによりもこの世界の内なるわが身体の根底的な自己解体をこそ、諸君はめざしていたの
ではなかったのか？
諸君の身体は「OLDS」などと、あるいは「シニア左翼」などと呼称されることに耐えら
れるのか？

〈仮装〉「高齢者生存組合全国評議会宣言」

かって 60年の、〈68〉年の戦場を、熱い身体で駆け抜けようとした諸君！
おお 時は巡ってきた
おお 反逆の再開の時は巡ってきた
かって 58年前にも、50年前にも、成し遂げえなかったことを果たす時がきた
国家意思を捏造し続ける石造物の内へ突入し、国家意思を僭称する者どもを駆逐する時が
きた 「ミンナ出テイケ、独リモ残ルナ」と詰め寄る時がきた

おお 時は巡ってきた
おお 反逆の再開の時は巡ってきた
かって 58年前に、50年前に「阻止」・「粉砕」出来なかった負の果てたる今日ただ今この
列島の『宰領』・『差配』者に、突きつけ、宣言する時がきた 「君ラハ高齢者ニ関ワル
全テノ制度・政策カラ手ヲヒキ、我ラノ生ノ自治ヲ認メヨ、我ラハ君ラカラノ自律ヲ宣言
スル」と責め寄る時がきた
全ての生を無条件に肯定せよ！
一つ 我ら高齢者の生存にかかわるすべての費用を無料とせよ
一つ そのための財源を「防衛費０」「二乗の累進課税」「二乗の法人税」で調達せよ
一つ 障害者生存組合全国評議会・高齢者生存組合全国評議会との協議の下、「社会総合サ
ービス法」を制定せよ

戦友諸君、老いたる兄弟姉妹諸君！
これまでに獲得してきたすべてを〈武器〉にかえ、わが身を包摂する生の捕獲システムと
闘え！この闘いを個別闘争などと間違えるな、この闘いはこの列島社会をくつがえす根底
的な闘争なのだ！あぶくのような「立憲」やら「議会制民主主義」やらの根どころを創り
かえる闘いなのだ！
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高齢者生存組合全国評議会とともに一斉蜂起せよ！

玄冬の季節に

この社会の〈亀裂〉に落ちた人びとをおもい、列島のどこへでもかけつけたいのに、
私は、台所の洗い場の 1～ 2ｍを歩くことができない
あぁ、私の身体よ、私をして〈68〉年から 50 年の〈後〉にも〈問う〉者たらしめ続けよ

この社会の全ての生の無条件の肯定を求めて、列島をかけめぐりたいのに、
私は、トイレへの 2～ 3mを歩くことができない
あぁ、私の身体よ、私をして〈68〉年から 50 年の〈後〉にも、なお〈ひとつの直接性〉
たらしめ続けよ

〈資料・7-a〉

「不協和音」

僕は Yesと言わない
首を縦に振らない
まわりの誰もが頷いたとしても
僕は Yesと言わない
絶対沈黙しない
最後の最後まで抵抗し続ける

叫びを押し殺す（Oh!Oh!Oh!）
見えない壁ができてた（Oh!Oh!）
ここで同調しなきゃ裏切り者か
仲間からも撃たれると思わなかった
Oh!Oh!

僕は嫌だ

不協和音を

僕は恐れたりしない
嫌われたって
僕には僕の正義があるんだ
殴ればいいさ
一度妥協したら死んだも同然
支配したいなら
僕を倒してから行けよ！

僕は Yesと言うのか
軍門に下るのか
理不尽なこととわかっているだろう
君は Yesと言うのか
プライドさえも捨てるのか
反論することに何を怯えるんだ？

大きなその力（Oh!Oh!Oh!）
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ねじ伏せられた怒りよ（Oh!Oh!）
見て見ぬふりしなきゃ仲間外れか
真実の声も届くって信じていたいよ
Oh!Oh!

僕は嫌だ

不協和音で
既成概念を壊せ！
みんな揃って
同じ意見だけではおかしいだろう
意志を貫け！
ここで主張を曲げたら生きてる価値ない
欺（あざむ）きたいなら
僕を抹殺してから行け！

ああ調和だけじゃ危険だ
ああまさか自由はいけないことか
人はそれぞれバラバラ
何か乱すことで気づく
もっと新しい世界

僕は嫌だ

不協和音で
既成概念を壊せ！
みんな揃って
同じ意見だけではおかしいだろう
意志を貫け！
ここで主張を曲げたら生きてる価値ない
欺（あざむ）きたいなら
僕を抹殺してから行け！

不協和音を
僕は恐れたりしない
嫌われたって
僕には僕の正義があるんだ
殴ればいいさ
一度妥協したら死んだも同然
支配したいなら
僕を倒してから行けよ！

Discord Discord
Yeah! Discord

(作詞：秋本康、作曲：バグベア、歌：欅坂 46)
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