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今週の主張１月７日
正月だから…「３Ｓ政策」再考

　明けましてお目でとうございます。平成14年(2002年)の幕開けですね。今年こそい い年で
ありますように。今年こそ仕事が一杯ありますように。今年こそ本が売れます ように。
　では始めませう。日本とアメリカの関係です。正月から大問題です。大学に入り、 右翼・民
族派運動に入ったころは、それまで知らなかったことをドッと教えられた。 僕は、高校に入る
までは、日本に天皇がいることも知らなかった田舎のアホ生徒だっ た。まるで江戸時代の一般
人民だ。いや、人民の方は知ってたかな。ともかく、そん なアホな僕は、いきなり新知識をド
バーッと注入され、理論武装させられた。そして 左翼学生と闘えと送り出されただよ。
　まず、いかに天皇さまが偉かったかを教えられた。日本は神国だと教えられた。だ から、元
冦が来ても神風が吹いて日本を守ったのだ。日清・日露の戦争でも大勝利し たのだ。そんな日
本を嫉妬したのがアメリカだ。ルーズベルト大統領は、だから陰謀 をめぐらし、日本が戦争せ
ざるをえない状況に追いつめた。又、真珠湾を攻めるよう にさせた。世界中に手を回して、そ
うやった。だから、ルーズベルトこそが一番悪い んだ。その上、敗戦国日本を徹底的に骨抜き
にしようとし、憲法を変え、軍隊をなく し、さらに武道を禁止し、教科書に墨を塗らせ、〈歴
史〉を抹殺した。さらにさらに、 総仕上げとして、「３Ｓ政策」でもって、日本人を弱体化し
たのだ。
　こう教わった。「３Ｓ政策」とは「スポーツ、スクリーン、セックス」だ。これで もって日
本人を骨抜きにした。それを聞いた時は、僕もまだ純心な学生だったから、 信じた。全て信じ
た。チクショウ、許せんな、アメリカは。神国日本を蹂躙しやがっ て。そう思い、「３Ｓ政策
反対！」と叫んでいた。でも、その後、人間的に成長する につれ、（人間がすれてきた、とも
言えるが）、熱意が失せてきた。あれはきっと、 為にする「スローガン」だろうと思った。
ちょうど戦争中、「鬼畜米英！」なんてス ローガンを軍上層部は作ったが、作った人は、イン
テリだから、まさかアメリカ人や イギリス人が鬼か畜生(ケダモノ)だとは思ってない。同じ人
間だと知っている。でも、 戦意高揚の為に、つくったんだ。
　しかし、一般人民はこのスローガンを信じて闘ったんだよな。まァ中には、醒めた 人がい
て、「こんなのは為にするプロパガンダ(宣伝)だ」と見破った人もいるようだ けど。そして、
スローガンにいたずらした人もいた。たとえば、「贅沢は敵だ！」と 書かれたポスターが貼ら
れている。そうすると、「素」を「敵」の前に入れる。する と、「贅沢は素敵だ！」になる。
いいねえ、こんないたずらは。又、「足りぬ足りぬ は工夫が足りぬ」というスローガンがあ
る。もっと倹約し、工夫し、無駄をはぶけ。 そして闘えというわけだ。ところがこの「工」に
×をつけて消す。そうすると、「足 りぬ足りぬは夫が足りぬ」になる。これも笑った。実際、
どこの家でも夫が戦争にと られ足りないんですよ。
　話が外れたが、「３Ｓ政策」や「ルーズベルトの謀略」にしろ、「日本弱体化政策」 にし
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ろ、要するに「スローガン」だと思ったのだ。はじめは、アメリカはひどいと思っ たが、その
うち、いくら何でも、アメリカはそんなことをやるのかと思った。「ルー ズベルトの謀略」に
しても、そんなのはないだろうし、あっても、ひっかかって戦争 を仕かける日本が馬鹿なんだ
と思った。３Ｓ政策だって、むしろ日本人はそれを楽し んでるじゃないか。と思った。そん
な、いいかげんな、デフォルメ(誇張)されたスロー ガンで我々を煽動するなんて、さもしいや
つだ、と思うようになった。オラはそんな 下らないアジテーションからは卒業したよと思っ
た。
　「３Ｓ政策」や「ルーズベルトの陰謀・謀略」もなかったんだろう。ちょうど、 「ユダヤの
陰謀」みたいな話だ。トンデモ本の次元の話だ、と思った。俺はもう昔の アホな学生じゃな
い。理性も知性も兼ね備えた大人だよと思った。左翼でいえば「南 京大虐殺30万人」といっ
たたぐいの話だ。30万は50万でも100万でもいいんだ。学問・ 歴史じゃなくて、「煽動」な
んだから。
　ところがだ、最近、どうも風向きが変わってきた。そして、僕なんか、もう昔の 「煽動の為
の作り話」と思ってたものが、ぞろ復活し始めた。総合雑誌などで「ルー ズベルトの陰謀」が
真面目に言われている。又、さらに何と「３Ｓ政策」までが出て きた。
　『おじいちゃん、戦争のことを教えて』(致知出版社。1400円)という本がある。昔、 兵隊
で、今はアサヒビール名誉顧問の中條高徳が孫娘からの質問に答えて、戦争につ いて語る本
だ。「日本の真実がここにある。全国から続々感動の声！」と帯に書かれ ている。又、その
「声」が紹介されている。皆、絶賛の声ばかりだ。
　孫娘は今、アメリカに留学してるが、いろんな質問をする。「なぜ軍人の学校に進 んだ
の？」「アメリカとの戦争は正しかったの？」「極東軍事裁判について、どう思 う？」「天皇
について、おじいちゃんの考えは？」…と。これに対し、おじいちゃん は自信を持って答える
んだよ。日本はあれしか道がなかった。アメリカがいかに卑劣 に日本を追い込み、挑発したか
を語る。あれは正しい戦争だった。そして、それを一 方的に裁いた東京裁判(極東軍事裁判)は
間違っていた、と。さらに、戦後、アメリカ は日本を弱体化するために、何をしたかを縷々述
べる。その中に、死語となった「３ Ｓ政策」という言葉も出てくる。

　「戦後のアメリカの影響は圧倒的だった。それは明治初期の欧米かぶれの『脱亜入 欧』に匹
敵する。いや、それ以上といっていいだろう。まず、アメリカは圧倒的に豊 かな物質文明とし
て日本人の前に立ち現れた。当時、娯楽の王様は映画だったが、ア メリカ映画はことに強烈な
ショックを日本人に与えた。広くてきれいな家。そのなか に物が豊かに溢れている。そして、
ガレージには派手な車。それに乗って外出し、パー ティではリズミカルな音楽に乗って楽しく
踊る。スクリーンに映し出されるアメリカ の生活に食糧さえ事欠く自分の乏しい生活を比べ、
日本人は打ちのめされた。
　豊かな物に溢れたアメリカン・ライフ。それは経済的に日本人を駆り立てる原動力 になった
が、精神的には日本人を腑抜けにしたといえるだろう。精神的「カルタゴの 平和」にのっとっ
てGHQが進める３Ｓ政策がそれに拍車をかけた。３Ｓとはスクリー ン、セックス、スポーツの
ことだ。そしてこの流れと風潮は今日まで変わらず続いて いる」

　「３Ｓ政策」はGHQが押し進めたと書いている。じゃ、公式文書があるんだろうか。 「日
本人を映画づけ、スポーツづけ、セックスづけにして日本弱体化を計る」とか。 まさかこんな
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文書はないだろう。それに、アメリカ映画だって、見た人が結果的に、 「アメリカはいい」と
思っただけで、はたして「弱体化の武器」として意図的に流し たのかどうか。それよりも、ア
メリカに比べ、ロクな映画も作れなかった日本こそ反 省すべきじゃないか、バカ！　さらに、
「この流れと風潮は今日まで変わらずに続い てる」。もう日本映画なんていらんよ。映画につ
いては日本はアメリカの植民地でい いよ。考えてもみねえ。戦前、アメリカでは「風と共に去
りぬ」とか、「ファンタジ ア」という映画を作っていた。それをアメリカで見て、「こんなも
のを作れる国と戦 争をやって勝てるわけはない」と思った政治家や軍人もいた。でも、そんな
ことを言っ ても、「バカやろう！日本は神国だ。神風が吹く！」と怒鳴られて、一笑に附され
た だけだ。そんな日本こそ、下らないし、バカみたいだよ。
　さらに不思議なのは、中條は、スクリーンについては言ってるが、他のセックス、 スポーツ
については言ってない。野球や何かが入ってきて、日本人は腑抜けになった というのか。で
も、野球は戦前からあったし、「野球」という名前は正岡子規がつけ た(これは前に書いた)。
じゃ、サッカーか。テニスか。ゴルフか。ドッヂボールか。 よく分からん。さらに、「セック
ス」が分からん。戦前だって、セックスは皆、やっ ていただろう。戦後どっとやるようになっ
たんじゃない。それに、アメリカのGHQが 押し進めたというが、それが分からん。グラマーな
アメリカの金髪女をわんさか連れ て来て、日本人にただで配って、セックスづけにしたという
のなら分かるが、そんな ことはしてない。GHQの力で、赤線が復活したということもない。ハ
ダカの写真や本 が出まわり、性が解放的になったからか。でも、それは日本人が元々スケベだ
からで あり、GHQのせいではない。だからこの「３Ｓ政策」というのはよく分からん。多
分、 だれか、右翼的な煽動家がいて、これは語呂がいいからといって〈スリー・エス〉と 呼ん
だら、ひそかに広まっただけじゃないのか。僕はそう思うけどな。それよりも、 そんなひどい
国・アメリカに孫娘を留学させていいのか。呼び戻せよ。
　ところでだ。又しても、最近「３Ｓ政策」という言葉を目にした。アッと驚いた。 それも、
元「タイガーマスク」の、あの佐山聡が言ってたのだ。佐山は新日本プロレ スでタイガーマス
クとして一世を風靡した天才レスラーだ。ところが、こんなショー はいやだとやめて、前田日
明らとUWFをつくり、その後、シューティングをつくり、 今は「掣圏道(せいけんどう)」を主
宰している。愛国者だ。なぜプロレスをやめたか 訊いたら、「天皇陛下に見てもらえる本物の
格闘技をつくりたい。プロレスではダメ だ」と言っていた。相撲のように御前試合のできる格
闘技をつくりたいといってたの だ。去年は、「自由連合」から選挙に出てたから皆も知ってる
だろう。
　その佐山が何故、「３Ｓ政策」について語っていたかだ。ちょっと説明する。つい 最近、プ
ロレスに関する実に衝撃的な本が出された。新日本プロレスで長年レフェリー をやり、２万試
合を裁いたミスター高橋が書いた本で、『流血の魔術・最強の演技。 すべてのプロレスは
ショーである』(講談社)だ。昔、佐山もプロレスをやめた時、 『ケーフェ』という衝撃的な本
を出したが、これはそれ以上だ。だって、全てプロレ スは勝ち負けが決まっており、流血も、
ほとんど、レフェリーがヒタイを切ったと暴 露している。ハルク・ホーガンと猪木が闘い、猪
木が病院に運ばれ、「あわや死んだ のでは」と皆が思った時も、実は猪木が一人芝居をしてた
という。又、キラーカーン はアンドレ・ザ・ジャイアントの足を試合で折ったというが、よく
アンドレに復讐さ れなかったと思っていた。ところが、実は、アンドレがふつか酔いでリング
に上がり、 自分の重さでこけて足を折った。それが分かったら大変だと、カーンが機転をきか
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せ、 足を集中的に蹴るふりをして、「骨折」させた。アンドレの名誉も守られ、彼はカー ンに
感謝してたという。
　そんなかんじで、「全てはショーだ」と言う。レフェリーが言うんだから信憑性が ある。そ
の本をめぐり、僕も座談会に駆り出され、「Ｋファイル」という雑誌で、ター ザン山本さん達
と話した。この本についてはプロレス雑誌は勿論、一切扱わない。た だ、「Ｋファイル」と、
それに、「紙のプロレス」(No.45)が扱った。この「紙のプ ロレス」で佐山聡がインタビュー
に答えていたのだ。
　ミスター高橋は、「プロレスはショーであるから、もう真剣勝負だなんて言ってファ ンをま
どわすな。アメリカのWWFのように楽しいエンターティメントにしろ。それで こそプロレス
の生きる道はある」という。かつての『ケーフェ』を書いた佐山は、そ れをどう思うのかと訊
かれて、「全く違う」とこう言う。
　「だって自分の本とはイデオロギーがまるで違いますから。あれを暴露本だと言わ れたのは
すごく心外です。当時、格闘技は一切見ない人のために、『ホントの格闘技 とはこういうもの
なんだよ』というのを啓蒙するための本なんです」

　イデオロギーとか、啓蒙とか…。言うことが違いますよね、佐山は。そして、問題 の核心に
迫る。

　「え？アメリカでWWFの手法が大ヒットしたから、それに倣うべきだといってるん です
か？　うーん、何とも言えないですよね。それよりも我々が一番考えなきゃいけ ないのは、戦
後のGHQが『武士道国家の日本をダメにしてしまおう』ということで、 戦前の行為に罪悪感を
与えるような教育をしてきたことですよ。その後は、共産勢力 が引き継いでやっていくわけで
すけど、そこで日本に昔からあった伝統的な精神の強 さというものが骨抜きにされてしまっ
た。昭和２６年のサンフランシスコ講和条約ま では、マスコミも政治家も、それに沿っていか
なければ生きていけない時代だったん ですよ。占領政策の中で彼らがやってきた政策の中に
『３Ｓ』…つまり、『SEX(性)、 SCREEN(映画)、SPORTS(スポーツ)』を日本に定着させて
しまえば、思想も何もなくなっ て従順になるだろうと。その中で、プロレスというものは格好
の材料だったわけです よ。つまり、戦後に持ち込まれた娯楽というのは、そういう目的のもの
なんです」

　エッ、そうだったのか。プロレスも「３Ｓ政策」で、日本弱体化の為に持ち込まれ たものな
のか。でも、力道山がシャープ兄弟を空手チョップで叩きのめし、それを人々 が見て、うっぷ
んをはらしていた。「アメリカ人に負けるか」という勇気と元気を力 道山からもらった。僕ら
はそう思っていた。戦後日本復興の精神的な原動力にプロレ スはなっていたと思ってたの
に…。違ったのか。今度、佐山に会ったらその辺のこと をじっくり聞いてみたい。ということ
で、正月第一週から、国家的大問題を考えてみ ました。今週はこれでおしまい。今年もよろし
くお願いします。
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今週の主張１月１４日
「読み・書き」の黄金比は「８:２」じゃけん

　高橋和巳の話が出てきたので嬉しかったね。掲示板で。今も読んでる人がいるのか と思う
と、亡き高橋和巳に代わって礼を言いたいくらいだ。僕は、三島由紀夫よりも 高橋和巳の方が
好きだね。何か、胸にピッタリとくるというか。とにかく、いいです ね。文章の一つ一つに
〈志〉があって。『邪宗門』は当時の（左右を問わず）学生の 必読書だった。読んでない奴は
学生じゃないと思われた。そんな奴とは話しする気も しなかった。
　勿論、「生長の家」の学生たちも皆、読んでたよ。「ここのとこはどうも『生長の 家』をモ
デルにしてるな」と話し合っていた。でも、それで怒るなんてことは全くな かった。大体、大
本教をモデルにしたっていうけど、小説なんだからと皆、割り切っ ていた。又、当時、ベスト
セラーになった大作の中に、「生長の家」らしき教団が少 しでも出てくることに感激してた
よ。今と違って、書く方も、書かれる方も大らかだっ たのかもしれない。
　三島のものは全部は読んでいないが、高橋和巳のものは、全集は勿論、小説、エッ セイ、対
談まで全て読んでいる。又、ノートをとって読んでいる。彼の本はタイトル からしていいよ
ね。『悲の器』『憂鬱なる党派』『黄昏の橋』『生涯にわたる阿修羅 として』『散華』『白く
塗りたる墓』『日本の悪霊』『明日への葬列』『孤立無援の 思想』……と。いいよね。声に出
して読みたいタイトルだ。『わが心は石にあらず』 というのもあった。そうだ、「噂の真相」
に連載してる小田嶋隆の本に『我が心はic にあらず』（ビー・エス・エヌ）というのがある。
この高橋のタイトルをパクッたの だろう。それだけ好きなんだろう。でも、これを見て高橋和
巳を思い出す人が何人い るだろうか。そう思うと淋しいね。僕もいつか、高橋和巳にならって
タイトルをつけ てみたい。
　「高橋和巳ノート」は何冊かあるが、たまたま探したら一冊あった。大学ノートの 左頁に高
橋の本からの引用文。右にはそれに対し、（生意気にも）自分の感想や提言 なんかを書いてい
る。恥ずかしい。パラパラと頁を繰ってみる。こんな言葉を抜き書 きしている。
　「苦しみは人を考えさせ、人々に連帯の可能性をあたえるけれども、快楽はひとを 孤独にす
る」
　「愛などはじめから信じなければ愛に傷つかずにすむのと同じように、思想の力な ど信じな
ければ、こんな虚無の意識に苦しむこともなかった」
　「男の思想に、女の愛。余計なものをもつから人間は苦しむ」
　「人は虚空に自己の存在の意味を問うてしまうことの危険から身を避けるために、 位階制を
築き、命令の系譜を作り、服従の掟と造反への罰則を築いたのかもしれない」

　こうやって引用してみると、そのどれもが箴言になっている。当時の学生にとって は「聖
書」の言葉のようなものだった。〈自己否定〉など、左右の学生運動の〈倫理 的〉な部分は多
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分、高橋によって作られたのだろう。今読み直してみても、いかに僕 も影響を受けていたかが
分かる。学生時代、〈右翼学生〉にどっぷりつかって運動し ていたと思ったが、高橋を読むこ
とによって、結構、突き放して、客観的に見てたん だ。〈運動〉を、はるか上から客観視して
見つめる高橋の文章をかなり書き出してる し、それに賛同し、共感している自分の言葉もノー
トにはある。ということは、かな り昔から、「脱右翼宣言」をしていたんだ。たとえば、高橋
のこんな文がある。
　「ガンジーは言っている。暴力的圧力は肉体に加えられるが、それは被害者の気力 をそぐと
同じように、加害者を堕落させる。しかし非暴力的圧力は、自己犠牲を通じ 相手の道徳心にふ
れ、それを揺さぶることができるのだと」

　ガンジーの思想を読んだ時は余り感じなかったが、高橋の本の中で、ガンジーが紹 介される
と、「あっ、そうか」と胸に響いた。そしてずっと心の中に残っていた。昔 は非合法闘争も
やったが、ある時期から、やめた。それは、非合法をやることによっ て、自分たちが「堕落」
することを感じたからだ。いわば、高橋和巳に叱られてやめ たようなものだ。
　又、高橋の小説の登場人物は、犯罪者であれ、非合法革命家であれ、テロリストで あれ、
言ってることは格好いいし、ジーンと響く。たとえば、『日本の悪霊』の中の 革命家はこんな
ことを言う。

　「社会がその体制の発展の極限において、自己爆破すべきであるように、革命家は 先取的に
一切の旧道徳を自己爆破せねばならない。あらゆる既成の道徳、善悪、感情、 そして本能的な
親子や男女の愛も。それに打ち勝ちえた者のみが、真の前衛の名に価 する。自己の現社会の道
徳からの超越を検証してみせるためには、たとえばお袋を強 姦し、父親の脳天をぶち破ってみ
せることぐらいしてもいい」

　特に最後の部分にはショックを受けたよね。それでここは今でも覚えている。でも、 それほ
ど徹底して〈反体制〉だった党派はいなかった。そして、ほとんどの党派の人 間は皆、運動を
やめちゃ?。あの命がけでやったことは何の役にも立たずに……。 あれほど優秀な人達が、あ
れほど死にもの狂いで運動をやったんだ。たとえやめて、 別の方向に進んでも凄いことが出来
ると思うのだが、現実にはそうはなってない。 「日本のレーニン」といわれた人や、赤軍や連
合赤軍の人々でもそうだ。なんか、歯 がゆい思いがする。と思ってノートをめくっていたら、
こんな箇所があった。『我が 心は石にあらず』の中の言葉だ。

「戦争中、飛行機の操縦の訓練を受けていたものの中で、現在も民間航空機のパイ ロットに
なっているものはいる。だが敗戦末期に〈死の操縦〉を学んだものの中で、 いまも操縦士であ
るものはいない。それは航空時間が乏しく、操縦技術においておと るからだけではない。一つ
の意図のもとに修得したその同じ技術を、他の目的に転用 することは、別の職種に転ずること
よりも心理的により困難だからだ」

　なるほどね、と思った（でも、宗教で得たノウハウをテレクラで使ってる奴はいる な。こい
つだけは例外だ。同じ「操縦技術」なんだろうか。ふしぎだ）。
　ともかく高橋の言葉はどれをとっても深い。「高橋教」だよ。当時、『憂鬱なる党 派』から
とって、「憂鬱教」なんて言われたこともあった。こんなふうに彼の言葉を 紹介していった
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ら、切りがないが、では、これこそ僕の人生というか、生きる上での 心構えを教えられた言葉
を紹介しよう。

　「読むことと書き述べることの比率が、時間的に八:二ぐらいであるのが一番精神 に健全であ
るような気がする。あまり読んでばかりいて表現する場がないとせっかく の知識や思弁も腐敗
するが、書いたり喋ったりする比重が大きすぎても壊れたレコー ドのように堂々めぐりをはじ
める」

　この「八対二」というのは今でも心がけている。つまり、文章を書いたり、喋った りする人
間は、少なくともその４倍以上は読書し、勉強せいということですな。１日 に２時間書く人
は、少なくとも８時間は読み、考えなさい、ということだ。けっこう 大変なことだ。しかし、
これは高橋和巳も心がけたことだろう。今は、これほど勉強 しているライターはいないな。
「いやー、書くことに忙しくて本なんか読んでる暇は ない」という。８時間書くために２時間
も読まない。「八対二」どころか、「二対八」 すらやってないのだ。これじゃ、いけんがな。
　だから、ノルマを決めて本を読むとか、考える習慣をつけたらいい。日本最大の哲 学者に西
田幾多郎という人がいる。エーと、この人は誰の生まれ変わりだったんだっ け。セネカだっ
け。いや、アリストテレスだったかな。いけない、すぐ忘れちゃう。 いや、そんなことはどう
でもいいんだ。この西田幾多郎はだね、一日を三つに分けて いた。午前中は思索、それに疲れ
ると午後から読書。そして夜は執筆。凄いよね。僕 だって読書と執筆は分けるけど、でも〈思
索〉は分けられない。読書しながら考えた り、書きながら考える。〈思索〉だけを独立し、何
時間もやるなんて無理だ。西田は それを毎日、スケジュールとして、ノルマとしてやってたん
だ。これだったら、毎日、 「八対二」を実行してたんだろう。じゃ、西田の「前世」のソクラ
テスも「八対二」 を実行してたんだろうか。
　僕は、学生運動をやめて、産経新聞に入り、急に本を読まなくなった。運動仲間が いない
し、高橋和巳やカミュやドストエフスキーを読む友人もいないし、知的刺激も なくなったから
だ。編集局だったら違うだろうが、無能な社員だったから、販売局、 広告局をタライ回しされ
た。それで、怠惰なサラリーマン生活に埋没し、酒とタバコ とパチンコの毎日だった。ある
日、「高橋和巳ノート」を開いたら、この「八対二」 が目に飛び込んできた。ハッとした。
あっこのままじゃいけん、と思った。おらも高 橋和巳や西田幾多郎（＝ソクラテス）のよう
に、きちんとノルマを決めて勉強しなくっ ちゃ。そんでなければ、このまま馬鹿になってしま
う。そう思っただ。それで、思い つきで、「ともかく月に３０冊、本を読もう！」と決意し
た。高橋和巳の墓前（心の 中の）で誓った。
　それから３０年。毎月欠かさずこのノルマは実行している。去年は１年間で読んだ 本が398
冊。それを12で割って、月平均33.1冊だ。見事、ノルマを達成した。
　あっ、「高橋和巳の墓前に」と書いたけど、誓った時は、もしかしたら高橋は生き てたん
じゃないか、調べたら、1971年に亡くなっている。そうか、その直後に〈ノル マ30冊〉を決
意したんだ。だからそれでいいのか。しかし、高橋和巳は（1931～1971） と出ていた。40
才で亡くなったのか。若い。そして、あれだけの本を書いたんだ。三 島由紀夫は45才。1970
年に亡くなり、その次の年に高橋和巳は亡くなったのか。70年 で日本は終わったんだよね。
なんか、そんな感じさえした。
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今週の主張1月21日
おやおや、赤坂牛の食べ放題だ……物語

　手帳は(株)日本法令の「HANDY MEMORY」を愛用しちょる。今年のはMr.FARCONが送っ
てくれたので、今、使っとる。去年はMr.INUIが送ってくれた。なんせ一般の文具屋 には、あ
まりない、貴重な〈種〉だ。(ぺんてるサインペンの青もそうだ)。だから探 すのに苦労する。
「だったら私が探しましょう」と心がけてくれる人がいて、やっと、 何とか毎年、手に入って
いる（神楽坂注：あのー、鈴木さんは「もの書き」なのに、 愛用の筆記具くらい常に手元に確
保しておかないんですか？　不思議な人ですね）。
　勿論、手帳だから行動予定を書いている。と同時に、「読書メモ」にもなっている。 今月は
何を読んだか。何冊読んだかを書いている。感想や気がついたことなどは手帳 とは別に読書
ノートにつけている。自分で買った本や、もらった本、万引きした本( あ、今はやってないが)
などは、思いきり線を引いたり、付箋を貼ったり、書き込み をしたりしてる。ただ、図書館か
ら借りた本はそうはいかないので、大事なところは ノートに写している。
　ただ、あそこもここも…と写していたら時間がかかるので、最小限度にしている。 どうして
も必要なところを頁数を書いてメモしておく。後でどうしても必要な時は又、 その図書館に
行って調べたらいい。そういう「手がかり」にもなっている。そうだ、 今まで読書論は４冊出
しているが、図書館については余り書いてないな。今度、書い てみよう。図書館では(1)「目指
す本を探す」という目的と、もう一つ、(2)「知らな い本に出会う感動」。この二つがある。
特に最近は、後者に力を入れている。コンピ ューターでは(1)は早く自由に出来るだろう
が、(2)は出来ないと思う。
　というのは、人に聞いたり、あれでもない、これでもないと色々な棚を探したり、 いろんな
本を読んでみたり…という一見「無駄な時間」が今までは多くあった。それ をコンピューター
は、すぐに探し当ててくれる。確かに便利だ。でも、その中で、大 事なことも無くしてる。一
見、「無駄な時間」に、いろんな発見があるからだ。知ら ないことを考え、教えられる。いろ
んなヒントが得られる。そういうことだ。
　だから、図書館では時間をかけて、「無駄に」本を探すことにしている。原稿を書 くため、
どうしても今、必要だという時だけ図書館のコンピューターを使っている。 又は自分のパソコ
ンの「グーグル」で探している（神楽坂注：持ってるＰＣの機種名は 何でしたっけ？　ＯＳ
は？）。
　それ以外で、時間のある時は、「無駄な時間」で、いろんな棚を見て、読みふけっ てみる。
他人から聞いた本を読んでみる。それが(2)の「知らない本に会う感動」だ。 人間はどうしても
今、必要な本とか、好きな作家の本しか読まない。それではどうし ても食わず嫌いになるし、
考えも狭くなるし、偏向しちゃう。大きくなって左翼や右 翼になっちゃう。これじゃ大変だ。
だから好き嫌いなく、いろんな本を読むべきだ。
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　そう思い、手当り次第に僕は読んできた。乱読人生60年だ。そんなに読んでないか。 でも、
「手当り次第」といっても、やはり、「好きな本、面白そうな本、知ってる本 …」などにばか
り手をつける。それじゃいかん。他に、もっともっと面白い本がある かもしれない。自分に
ピッタリする本、自分にショックを与え、生き方・考え方に革 命を起こしてくれる本があるか
もしれない。でも、新刊にはなかなかない。今の日本 人は皆、アホになってるからだ。いや、
生きてる作家の中でも(希にだが)読むべきも のがあるかもしれない。では、それをどう探す。
頭が痛い。
　そんな時、「じゃ、全集を読んでみればいいじゃん」と天の声。そうか、と思った。 今まで
の僕の読書論の本でも、偉そうに「全集を読む」という項目がある。しかし、 今、出ている全
集だ。図書館にしかない全集は入ってない。最近は、これを主にして 読んでいる。
　エーイ、総論ばっかじゃ面白くない。各論に入る。具体的に話をする。前に『乳姉 妹』とい
う面白い本を紹介した。それが入ってる「明治文学全集」(筑摩書房)は、百 巻近くある。これ
も少しずつ読んでいる。読むのが苦痛なのもあるが、アッと思うも のもある。それと、角川書
店の「女性作家シリーズ」(全24冊)を去年から読み始めて いる。これなども、食わず嫌いだっ
たジャンルだが、なかなか面白い。もう６冊で全 巻読破だ。
　それと、今一番興味をもって読んでる全集が、三一書房の「少年小説大系」(全33 巻)だ。
「少年…」といっても今の少年にはとても読めない。だって明治、大正、昭 和の「少年小説」
だ。文体も古いし、大判だし、活字も小さい。それに１冊8800円だ。 少年が買えるわけがな
い。だから、「昔の少年」が図書館で借りて読むしかないんじゃ わいな。
　この「大系」で教えられたことは多いが、一番大きな感動は、佐藤紅緑と黒岩涙香 を読んだ
ことだ。ヒャー、こんな凄い小説があったのかと思った。何でこんな小説を 知らなかったの
か。何とアホなことよ自分は、と思った。佐藤紅緑の「ああ玉杯に花 うけて」「夾竹桃の花咲
けば」なんて、涙が止まらなかった。戦前の少年たちは何と 高い志を持って生き、凛々しく生
きていたのかと、無条件で感動した。この話は又、 書こう。
　もう一つの、黒岩涙香だ。友達にこの話をしたら、やたらと面白がってくれたので 紹介しよ
う。明治時代の小説で、「おやおや親」という小説だ。早い話、父と子の 「とりかえばや物
語」だ。イギリス人の話だが、何故か、地名も人名も日本名だ。堀 川竹太郎は16才の学生。寄
宿舎に入ってるが、勉強よりも遊びたい。お金ももっとほ しい。でも父親の堀川松右衛門(49
才)は厳格で、ロクに小遣いもくれない。「若い時 の苦労は買ってでもしろ。大体、今の若い者
はけしからん。楽なことばかり考えてる」 と今日もお小言。少年は、「お金はいいから、じゃ
この前、おじさんがインドから持っ てきた〈妙々護符〉を下さいな」と言うが、これも拒否。
何かよく分からないが、こ の護符、骨董品としての価値はありそうだ。子供なんかにやるもん
か。と、その護符 を持ちながら、又、父は子供に説教。
　ところが、この護符は人間の願いをかなえる護符だったのです。子供に説教するう ち、「ナ
ニ、オレだって出来る事なら今一度、汝の年に返り、もっと厳しい学校に入 りたい」と言っ
ちゃった。その途端だわさ。本当に16才の少年になっちゃった。見て いた子供は驚いたが、
そこは小説だ。思わず笑いころげ、「じゃ、僕はお父さんにな る！」と49才になってしまっ
た。父は仕方なく学校に行く。いじめられる。大変だ。 「老人ぶった子供」だから、皆からひ
やかされ、いじめられるのは当然だ。こんな厳 しいとこヤダと脱走を試みるが捕まる。引き戻
される。そのうち「恋の鞘当」がある。 先生の娘で、13才の角子ちゃんが言い寄ってくる。

主張130 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

2 / 4 09/12/13 2:01



「あら、この前は、好きだっていっ て接吻してくれたじゃないの」。ゲッ、息子はそんなこと
をしてたのか！　と怒る父 親。角ちゃんを好きな同級生からは、「オレの女をとった」と決闘
を申し込まれる。 「バカな！　あんな孫のような娘を…」と言っても分かってもらえない。さ
らに、密 子という令嬢から密書(ラブレターですな)をもらう。角ちゃんと密ちゃんは、この父
親をとり合って闘う。さらに、同級生からは「金を返せ！」と迫られる。息子は同級 生をだま
し、金をまき上げていたんだ。
　そんな時、息子が面会にくる。「元の姿に戻せ。妙々護符を返せ！」というが息子 は相手に
しない。「そんなことを言うと馬にしちゃいますよ」。こんな学生だって厳 しく苦しいのに、
馬じゃもっと大変だ。鞭打たれ、死ぬまで働かなくちゃならん。 「あなたが神妙に、心まで入
れかえて私を父親と崇めて受け入れればいいんですよ」 と息子は言う。「馬になりたければ馬
にしてあげます。それがいやなら児供におなり なさい」。そして……。
　「松右衛門は詮方尽きた。到頭竹太郎の息子になる事に承知して了った。イヤ承知 させられ
て了った。竹太郎の息子になるのは、則ち自分の孫になるのだ。自分が自分 の孫になるとは、
何と云う不思議な縁だろう」
　凄い話だね。自分は自分の孫だなんて。その後、どうなったかは、お後の楽しみ。 でも、
「子供になった父」の苦労が中心で、「父になった息子」の方は余り書かれて ない。大会社の
社長だから、金は使い放題、好きな生活をしたと書いてるが、妾をた くさんかこったとか、乱
交パーティを開いたとか……は書いてない。それに、肝心の 「妻との夫婦生活」も書いてな
い。普通なら（というのも変だが）、49才の男なら週 に２、３回は交わるだろう。でも、本
当は子供だ。それに、息子と母親が近親相姦を するわけだ。すげー話になる。でもそんな描写
はない。だって、これは「少年小説大 系」なんだ。
　ここでチラッと私しゃ考えたね。東野圭吾っていう（今の）小説家がいる。『秘密』 という
小説だ。妻と娘が交通事故に会う。妻は死に、娘だけ生きのこる。でも、娘を 心配した妻の心
は生きつづけ、何と娘の体に乗りうつる。つまり、娘は肉体は娘だが、 心（意識）は妻だ。学
校にいっても、「ばあさんくさいことを言う女子大生だ」と仲 間にバカにされる。ハハア、こ
いつ黒岩涙香を読んでるな、と思った。いやいや、黒 岩だってイギリスの小説からヒントを得
て書いたんだ。こんな話は、けっこう世界中 にあるんだね。「王子と乞食」だってそうだし、
取りかえばや願望はいつの時代、ど この世界にもあるんだね。
　で、東野の『秘密』だが、主人公は当惑する。「夫婦だから一緒に寝ましょうよと 妻に言わ
れる。それは自然だ。でも肉体は娘だ。「かえっていいや」と普通なら思う。 でも、「そんな
ことをしたら近親相姦になる」と悩む。そして、そして……と話は続 く。何が「秘密」なのか
は読んでのお楽しみじゃ。
　さて、黒岩涙香に話を戻す。前にこの「主張」で「内村鑑三の反戦論」について書 いたよ
ね。『売国奴よ！』（廣済堂出版）にもそれは入っている。実は、黒岩は内村 の上司だったん
だ。いや、社長だったんだ。黒岩涙香は「るいこう」と読む。1862 ～1920年。小説家・翻訳
家・新聞記者・名は周六。土佐の人。「万朝報（よろずちょ うほう）」を創刊。主宰。翻訳は
「岩窟王」「噫(ああ)無情」などがある。
　では、「万朝報」の説明だ。1892年(明治25)、黒岩涙香が東京で創刊した日刊新聞。 幸徳
秋水・堺利彦・内村鑑三らが参加。藩閥批判・非戦論を唱えたが、日露戦争をめ ぐって非戦
論・開戦論で社内が分裂、幸徳・内村ら非戦論者は退社。1940年(昭和15 年)、「東京毎夕新
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聞」に併合された。
　どうです、お分かりかな。「万朝報」は単なる政府批判やスキャンダルの新聞では ない(一水
会の「レコンキスタ」を創刊した時、こんな新聞をつくりたいと思った)。 社長の黒岩自らが
毎日、小説を書き、それが又、面白い。さらに、内村、堺らが書く。 「大逆事件」で死刑に
なった幸徳も書いていた。すごい。今なんて、ちょっとない。 今は、かえって言論はどんどん
不自由になり、退化しとるんだよ、諸君！
　この涙香、小ぼんのう。４人の子をかわいがり、その子たちへの〈教育〉の意味も あって、
「おやおや親」を書く。もとはイギリスの小説家、エフ・アイスティ・ガス リィの「あべこべ
物語」の翻訳だという。涙香は大阪英語学校を出とるから、英語は 読めた。(筑摩書房の明治
文学全集47『黒岩涙香集』には「鉄仮面」「片手美人」な どが入ってる。これも面白かった)
ヨーロッパの小説を手当り次第読んだ。そして、 自分なりに好き勝手に書きかえたんだろう。
なんせ、著作権も翻訳の権利・義務もな い時代だ。やり放題だ。「鉄仮面」「幽霊塔」「死美
人」なども翻訳する。ヨーロッ パの第一級の面白い小説を、黒岩流に、さらに面白くして書く
のだ。売れないわけは ない。どれもこれもが大ベストセラーになった。
　「おやおや親」は子供のために書いたが、家庭は不幸だった。子供は期待どうりに ならない
し、奥さんなんて、金にまかせて遊びあるく。まるで小説の中の「親父になっ た息子」みたい
だ。それに「少年小説」と違い、セックスの話もついてくる。奥さん は力士の荒岩、俳優、そ
れに万朝報の社員と浮気し、姦通する。怒った涙香は、そん ならと自分も浮気。妾をかこう。
いいですね、お互い張り合って頑張る。そう、美は 乱調にあり。でも、小説と違い元の鞘には
戻らない。離婚し、涙香は芸妓英竜と再婚。 　この英竜は、元妾だった人だ。それが本妻に
返った。だったら、浮気性の本妻を今 度は妾に返したらいいじゃないかと思うが、そうはいか
ない。小説じゃないんだから。 でも、妻と妾の「取りかえばや物語」なんてのも面白い。思い
出した。松田優作は本 妻と別れて愛人と再婚した。普通ならここで終わるのだが、別れた正妻
とも未練があっ て、ちょくちょく密会し、密通した。別れた正妻が言う。「今度は私が愛人
ね」。こ れも凄い話ですね。涙香生きてたら書くだろうね、これをネタにした小説を。
　そうそう、山田風太郎の『明治小説全集』(12)は「明治バベルの塔」だ。ちくま文 庫で800
円だ。ここに、黒岩涙香や万朝報のことがワンサカ書かれている。内村鑑三 や幸徳秋水も大活
躍している。涙香の愛人たちの話もワンサカ出ている。たゞ、小説 だから、どこまでが本当
で、どこからがフィクションか分からない。その分、読んで いて、ハラハラ、ドキドキして楽
しい。「牢屋の坊ちゃん」「四分割秋水伝」も入っ ている。楽しみながら文学史の勉強にもな
るぞなもし。読んでみんしゃい。
　そうだ。コンビニで「週刊現代」を立ち読みしてたら赤坂牛慶子のヌードが出てい た。「と
ろける白肌」だって。うまそうですな。
ところで、年末のオフ会は赤坂牛の食い放題でした。とろけるおいしさでした、脳が。 INUIは
カメラ付き携帯で女の子の胸元や足元ばっかり写して楽しんでました。そりゃ いかんぞなも
し、と皆に注意されてました。おわり。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年
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今週の主張・2002年１月28日
　遠藤誠先生に最後に会った夜

　遠藤誠先生と話していた。つい最近だ。元気だった。顔の色つやもいい。
いろんな話をした。アメリカの同時多発テロ、アフガン報復、そして日本の
こと…。「SPA！の連載が終わって残念だね」と言う。「時間をやるから、
一から勉強し直せということでしょう。神の声ですよ。学生に戻ったつもり
で勉強をしてますよ」と僕は殊勝に答えた。ちょっと、照れてたかもしれな
い。そういうふうに明るく前向きに考えられるようになったのも全て遠藤先
生のおかげだ。
　でも、勉強し直してみると、又もや色んな疑問が湧いてくる。歴史のこ
と、仏教のこと、キリスト教のこと、革命のこと…。「又、僕に個人教授し
て下さいよ。そして本にしましょう」と言った。「いいね。やろう。でも、
毎月書かしてくれるとこがあるかね」と言う。ウーンと考え込んだ。あの時
は、ある民族派の新聞の編集を任されて、そこで遠藤先生と僕の〈往復書
簡〉というか、〈リレー的〉というか、そんな連載をやったのだ。僕が、た
とえば、本の読み方、宗教の考え方、憲法や天皇制について…と、その時々
の主張やら疑問やら提言やらを書く。すると先生が、「それは違う」「そこ
は当ってる」と教えてくれる。でも、「それは100%間違ってます。なぜな
ら…」と、ピシャリと反論される方が多い。
　それが単行本になった。1994年７月のことだ。『行動派の整理学』（現
代書館。2500円）だ。358ページもあるぶ厚い本だ。〈整理学〉といって
も、仕事の整理だけでなく、人間関係の整理、国家の整理、夢の整理、女の
整理…と、広い分野に亘っている。脱線しまくりの、ハチャメチャな本に
なった。目次を見ても、こんなのがある。「才能と人柄と整理の技術」「内
面的文化と精神衛生」「身を滅ぼすメモもある」「犯罪的整理術のススメ」
「猫と電話とFAX」…。 　読んだ人は皆、面白いと言ってくれたが、そんな
には売れなかった。本のタイトルがかたすぎたのかもしれない。
　遠藤先生は、最初、タイトルとして『新左翼と新右翼の禅問答』はどうか
と言った。「それじゃ売れませんよ」と僕が反対した。でも、今では、遠藤
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先生の案にしとけばよかったと反省している。しかし、その時は何故、反対
したのだろう。一つの固定的なイメージで見られることが嫌だったのだ。遠
藤先生は左翼で、弁護士で、仏教徒で。鈴木は右翼で、無知で、と。その二
人が討論して（本当は、僕が一方的に教えを乞うたのだが）、それを「禅問
答」にするなんて、それも嫌だった。先生はそれまでにも仏教に関する本を
何十冊と出している。その手の、かたい本と思われるのも嫌だった。 　今、
考えると、「禅問答」というよりは、お釈迦さまの掌の上で走り回る孫悟空
だったね、僕は。じゃ、『お釈迦さまと孫悟空』でもいいかな。まだ在庫が
あるだろうが、売り切れたら、タイトルをそう変えてもらおうか。実は、こ
の本が出た翌年に続編が出る予定だった。原稿は全部入れてある。しかし、
どうした訳か、本が出ない。そして無為に7年が過ぎた。「僕の名前はとっ
ていい。遠藤誠著にしてもいいから出してくれ」と言ってるがダメだ。何と
も残念だ。
　だから遠藤先生と会った時も、その話になった。「現代書館がやってくれ
ないのなら自費出版でもしますか」と言った。先生はよく出版記念会をやっ
ている。5000人の友人の中から申し込み順で150人だけ厳選して呼んでい
る。そう言っている。だったら、選ばないで、5000人全部に来てもらい、
一冊ずつ買ってもらえばいい。それで本は完売だ。何なら、１人に３冊か４
冊押しつけてもいい。その分、会費を高くすればいい。そしたら１日に１万
部以上が完売だ。「そんならうちでやらしてくれ。すぐ出す」と出版社も言
うかもしれない。「そりゃいい」と先生は例の如く、ガハハハと豪快に笑っ
た。
　「年末に筑摩書房から出した本はよかったですね」と言ったら、「あっ、
書評をありがとう」と言われた。入院しても、ちゃんと読んでくれたんだ。
うれしかった。去年の11月３日に、先生の、ちょっとかわったタイトルの本
が出た。『私は「悪者」に味方する』（筑摩書房。1200円）だ。これは実
にいい本だ。なぜ自分は弁護士になったか。なぜ「悪人」といわれる人を弁
護するのか。なぜ冤罪は生まれるのか。なぜ仏教徒が弁護士をしてるの
か。…が書かれている。今まで書かれなかった先生の〈素顔〉が出ている。
〈素直な気持ち〉が出ている。読みやすいし、先生の〈全て〉が出ている。
先生の本の中では一番いいと思った。だから、そう言ったら、「いや、青山
さんが優秀だからだよ」と言う。謙遜してるのだと思ったが、「あとがき」
にも書いてあった。だから、それは事実だろう。 　「この本は、私の口述を
もとに、編集者の青山照彦さんが流麗な文章にまとめ、それに私が縦横に手
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を入れて出来上がったものである。したがって、この本が世に出た最大の功
績は、青山さんにある」 　と、「あとがき」に書かれている。エッ、口述
だったのかと驚いた。いわゆる「口述本」だと、ズサンさが目立ち、読んで
も必ず分かる。ところが、この本にはそれがない。文章もいいし、裁判や警
察の問題点についても詳しく、手を抜かず、綿密に書かれている。口述では
とても出来ないはずだ。それなのに…と思った。さらに、今までの先生の本
よりもズッといい。先生以上に先生の〈よさ〉を引き出している。
　多分、こういうことではないか。クリント・イーストウッドにしろ、日本
の三船敏郎にしろ、大スターになると、監督の言われるままに演技するので
はなく、自分で監督をやってみたくなる。オレのことはオレが一番知って
る、と思って。又、オレは今、これをやりたいのだ、と思ってそれを出そう
とする。ところが、皆、失敗している。自分の思い入ればかりが上すべりす
るからだ。又、「オレのことはオレが一番知っている」というのも誤解なの
だ。いや、認識としては不十分なのだ。第三者の方が、その人間を客観的に
見て、その〈よさ〉を発見し、それを強調してくれるのだ。それが名監督
だ。筑摩書房の青山さんは、いわば名監督だ。遠藤先生が知らなかった、あ
るいは自分では書かなかったことを取り上げ、引き上げ、先生のよさを僕ら
に見せてくれた。エッ、こんな面もあったのかと新鮮な驚きがあった。僕は
先生との付き合いは長いし、書評も何冊も書いた。遠藤論も何本も書いてい
る。遠藤先生については僕が一番多く書いてると自負している。だから、
「先生のことは何でも知ってる。今さら読む必要はないや」と思っていた。
ところが、この本は驚きの連続だった。こんな面もあつたのか。こんなこと
を考えてたのか…と、ビックリした。
　それに、読んでいたら、思いがけず僕のことが出てきて、これにもビック
リだった。1984年（昭和59年）僕が逮捕された時の話が出ていた。あの時
は、全く知らない、関係のない事件でガサ入れ（家宅捜索）をくった。わけ
が分からないので捜索令状を見せてくれといって、読んでたら、「もういい
だろう」といきなり取り上げられた。その時、令状がビリッと破けた。その
警官が破いたのだ。しかし、自分の責任になるとまずいと思ったのか、いき
なり、「お前が破いた！　公文書毀棄だ！」といって逮捕した。「バカな」
と思ったが、他の警官は「見てない」といって同僚をかばう。僕は「仕方な
い。まあ、警察に言って説明したら分かってもらえるだろう」と思ったが、
それもダメだった。そして何と、そんな下らないことで22日も勾留された。
その時のことが本文にこう書かれている。
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　〈激しい取り調べを受けているうちに、鈴木氏はだんだん自分
が本当に令状を破ったような気持ちになり、破っている様子まで
が目に浮かぶようになってきたそうです。そのうち勾留満期にな
り、不起訴ということで釈放されました。自分が破ったと思いか
けたときに勾留期限が切れたからよかったものの、あと２、３日
勾留が続いていたら、偽の自白調書をとられていたに違いありま
せん。鈴木氏のような武道の有段者でさえ、過酷な取り調べの前
では、偽の自白をしそうになったのです。毎日毎日『おまえが
やったんだろう』と責めたてられると、次第に自分がやったよう
な気になってしまうのが人間であると、自身の体験から鈴木氏は
語ったことがあります〉

　確かにあの時は危なかったと思う。起訴になってたら、確実にニセの調書
を書いてたな。どうやって破いたのかは分からないけど、取調べ官に聞い
て、「こうやって破りました」と、事細かく書き、署名しただろう。毎日毎
日、調べられるキツサもあるが、それ以上に、「このままずっと外に出られ
ないのか」という恐怖が大きかった。「破った」と認めない限り、一生ここ
にいるのか…と考えた。そう考えること事体がもう、おかしくなってる証拠
だ。22日いただけでも幻覚を見るんだ。俺は何て弱い人間なんだと思った。
ましてや、１年も２年も入れられたら、殺人だって何だって自供しちゃうだ
ろう。三億円事件も、三鷹事件、南京虐殺事件も、七三一部隊の人体実験も
全て私がやりました！　と自供しちゃうだろう。
　しかし、今、冷静になってみると、「あの時、幻覚を見て、『やりまし
た』と言って〈自供〉したら面白かったかもしれないな」と思ったりする。
自分のやってない事、知らない事を、どう〈自供〉するか。その過程が分か
る。冤罪事件解明の貴重な参考になるだろう。でも、それも、外に出てるか
ら思うことだ。本当に「自供」したら、そのつもりになって、「罪の重さ」
まで感じて自殺したかもしれない。こんな時、武道の有段者なんて、何の役
にも立たない。遠藤先生のように、精神の強い人、志の強い人が本当の強者
です。僕なんて弱い人間です。 　ところで、この本を読んだ直後、筑摩書房
の、その青山さんから電話があった。「この本の書評を書いて下さい」とい
う。もちろん、引き受けた。それが月刊『ちくま』（１月号）に載った。タ
イトルは青山さんが付けてくれた。「元『悪者』の弁＝遠藤誠「私は『悪
者』に味方する」を読む」。ウワー、うまいと思った。短い文章だから、そ
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のうち、このＨＰに紹介しよう。
　大体にして、皆から嫌われているのに自分は「正義の士」だと思ったり、
「愛国運動」をしてると言ったりする人が多い。いやだね。その点、遠藤先
生は、「悪者」に味方すると断言する。いいね。弁護士だから。そして、仏
教徒であり革命家だからだ。僕も一水会の人々も逮捕された時は何度も弁護
してもらった。
　でも、「ちくま」に原稿を書いた時は、遠藤先生はもう入院していた。病
状も重いという。本が出ても読んでもらえないかもしれない。そう思った。
しかし、「いや、読んだ。よかった。ありがとう」と言う。それに、気がつ
いたら、話し合ってからもう３時間以上もたってる。病気なのに、こんなに
長く話し込んでていいのかなと思った。不安になった。周りを見回した。ど
うも病院には見えない。それに先生は血色がいい。むしろ、前より若くなっ
たくらいだ。
　その時、大変なことに気づいた。今日は１月24日(木)だ。その深夜だ。
さっき先生のお通夜が終わったばかりじゃないか。でも先生はそれを知らな
い。だから僕も知らせないようにした。魂魄ここに留まりて…という言葉が
あったな。何かの本で読んだ。まだあの世に行ってないのか。それともあの
世とこの世では〈時差〉があるのか。そうだ、時差だろう。「オーロラの彼
方に」という映画では、オーロラで地球の磁気が狂い、時間がズレて、30年
前の自分と今の自分が無線で会話していた。だったら、亡くなって２日目の
遠藤先生と会話してるのなんか、不思議でも何でもない。「そんなのは夢
だ」と皆は言うだろうが、違う。ちゃんと会ったのだ。会話の一つ一つを
はっきりと覚えている。遠藤先生と会った次の日、筑摩の青山さんから電話
があった。「悲しくて悲しくて。仕事も手につきません」と言う。「実は、
昨日先生に会ったんですよ」と言おうと思ったが、やめた。ちょっと信じて
もらえないと思ったからだ。ただ、こう言った。「あんな凄い人はもう出ま
せん。そんな人と同時代に生きた我々は幸せです。それに、先生の最後の本
を青山さんが作った。その書評を僕が書き、最後の遠藤論を書いた。だから
僕ら二人が先生の思想的死に水を取ったんですよ」と。「光栄です」と青山
さんは言っていた。
　１月24日の新聞には、どこも、「帝銀事件弁護団長・遠藤誠氏死去」と大
きく出ていた。71才だった。65くらいだと思っていたのに。肺がんだっ
た。先生は東大を出た後、判事補を経て、弁護士になった。帝銀事件や連続
射殺事件の永山則夫元死刑囚の弁護人、反戦自衛官訴訟の弁護団などをつと
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めた。又、暴対法に反対する立場からヤクザの山口組の代理人も務めた。そ
うそう、この時は、「暴対法反対」のデモや集会もやったんだ。先生と野村
秋介さんが一緒になって。そこに僕らもかり出された。その時、〈左・右・
ヤクザ〉の三派共闘が実現して、奇妙な恥ずかしい闘争だった。このことは
僕の『がんばれ！新左翼。Part2。激闘篇』（エスエル出版会。1500円）に
詳しく書いた。
　遠藤先生は、オウム真理教の麻原彰晃の弁護人を断ったとして話題を呼ん
だこともある。「悪者」の味方だから引き受けるのかと思ったら、「ウソを
つくし、本当のことを言わない。弁護人を信頼してないんでは弁護のしよう
がない」と言っていた。僕は、「それでもいいじゃないですか。やるべきで
すよ」とすすめたんだが…。
　そうそう、先生は宮城県大河原町の出身だ。僕は仙台だから、「同じ宮城
県人だ」と可愛がってくれた。又、「俺たちは天皇に亡ぼされたエゾだ！」
と言っていた。本は何十冊も出してるが、『道元「禅」とは何か』『帝銀事
件の全貌と平沢貞通』（共に、現代書館）などが有名だ。あと、『新右翼と
の対話』（彩流社。1800円）もある。1991年発行だから11年前だ。第一
部の第一章は、「左右両翼の違いを越えて」。僕の本の書評や批判・反論な
どが多い。第二章は「長崎市長銃撃事件と天皇の戦争責任」。第三章は「民
族問題と日本の方向」そして、第二部になるが、何と、「鈴木邦男と遠藤誠
の禅問答」。なんだ、ここですでに「禅問答」は使ってたんじゃないか。ど
んな宗教的な話をしてたのかなと、パラパラとめくったら、「乳首と乳頭の
差異についての考察」「遠藤家における"危険な情事"の結末」「渡辺淳一の
バックボーンは"禅"の世界です」…。あれあれ、何だこりゃ。そうです。遠
藤先生はこういう軟らかい話題も好きなのであります。（俺が好きなのか）
　まだあったな。僕の『宗教なんてこわくない（復刻新版）』（エスエル出
版会。1200円）の「解説」を先生が書いてくれた。これもとてもいい。他
にも、探したら、まだまだあるかもしれない。一水会の機関紙「レコンキス
タ」には先生がずっと連載していた。僕もレコン紙上で、何度か先生の本に
ついて書いた。『今のお寺に仏教はない』は特に面白くて、二回にわたって
紹介し、書評した。掲示板には、それを読んだひとが書き込んでいた。しか
し、出版社はどこだったんだろう。又、レコンのいつだったか。キチンと整
理してないから分からない。（そのくせ、「整理術」の本なんか出してい
る。はずかしい）。
　そうだ、僕の本で『読書大戦争』（彩流社。1545円）という本がある。
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1986年発売だが、彩流社にはあるだろう。ここで遠藤先生の『帝銀事件裁
判の謎』（青山館。1300円）について、かなりのページ数を割いて紹介して
いる。
　ともかく、遠藤先生関係で今思いつき、手に入るのはこんなところだ。ぜ
ひ読んでみてほしい。著作以外にも、絵を描いたり、作曲したり、とても多
芸多才な人だった。 　遠藤先生に知り合ったのは今から15年前だ。竹中労
さんのパーティで知り合った。竹中さんもスケールの大きな人だった。この
二人から学んだものは大きい。「敵をも怖れない勇気」を教わった。又、
「敵をも包み込む優しさ。心の広さ」を教わった。生きる上での、又、思想
し、哲学する上での〈総論〉を竹中さんに教わり、〈各論〉を遠藤先生に教
わったように思う。 　遠藤先生は、よく出版パーティをやっていた。スピー
チをする人間には必ずこう言って釘をさす。「絶対にほめないこと、徹底的
にけなすこと！」これが又、難しい。何とか先生の欠点を見つけ批判しよう
とするが大変だ。それを見ながらガハガハと笑っている。僕も必死に〈悪
口〉をいうが、今度は「毎回同じことを言うな。工夫がない！」と叱られ
た。
　それにしても、こんな型破りで、大きな人はいない。これからも出ないだ
ろう。右翼的集団思考を僕が脱出したのは、この先生に会ったからだ。会っ
てなかったら、いまだにコチコチの右翼だったろう。又、大事なのは思想
じゃない、人間だと僕が悟ったのも、先生に出会ったからだ。 　ここまで書
いてきて、そうか、「悟り」か、と思った。この15年間は、それでは「遠藤
誠と鈴木邦男の禅問答」だったんだ。「悟り」と知らないままに、いろんな
とこに書いたな。僕は30年も右翼運動をやってきた。一番大事なのは〈思
想〉だと思っていた。思想の為なら人間を斬り捨てるのもやむをえないと
思ってきた。嫌な奴でも卑劣な奴でも、同じ〈思想〉ならば〈同志〉だから
一緒にやるべきだと思った。その時の〈思想〉の根幹をなすものは天皇制
だ。天皇制を認める者が同志であり仲間だ。
　一方、思想が違う敵がいる。反天皇制の連中だ。その中には例え、人間的
にいい奴がいても、やっぱり敵なんだから闘うしかない。撃破するしかな
い。殺すしかない。そう思っていた。これはかなり強固にそう思っていた。
ところが遠藤先生に会い、つき合ってるうちに、僕の確信が崩れてきた。ト
ロトロと溶けてきた。だって先生は「反天皇論者」だ。「天皇制を打倒し
ろ！」と言っている。マルクス主義と仏教を合わせた「釈迦マル主義者」
だ。でも、一緒にいると楽しいし、ホッとする。この気持ちは一体、何なん
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だと思った。
　一方、「お前とは100％同じ思想だ」という右翼の人がいる。思想は同じ
なのに、好きになれない人が多くいる。「同じ思想なんだから、信頼し合
い、同志愛を持つべきだ」と思うが、心のどこかで生理的に拒絶するものが
ある。反対に、「思想の違う」遠藤先生は人を包み込む優しさ、あたたかさ
がある。僕は混乱した。迷った。懊悩した。禅の公案を与えられて苦しみ、
のたうつ修行僧。それが僕だった。そして、ハッと悟った。大事なのは思想
じゃない。人間なんだと。まるで「パウロの回心」だ。僕にとって先生はま
さに神であり、仏だったんだ。
　自分のことは考えず、ただただ他人のために生きた人だった。本当に強
い、優しい人だった。闘病中も見舞いを拒否した。入院してる姿を見られた
くなかったのだろう。遠藤先生の美学だった。おかげで、僕も、元気な、闘
志満々の先生の姿だけを記憶している。多分、遺言だったのだろう。家族だ
けの密葬だった。「通夜も告別式もやるな」と言ったのだろう。あるいは、
この世と、あの世の区分すらも、「小さなことだ」と超越していたのかもし
れない。でも僕のように愚かな者には、まだそこまで悟れない。だから、
「しかたないな、じゃ」といって元気な姿で、お別れに来てくれた。さよう
なら、とは言いたくない。又、会えますよね、先生。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年2月4日
　小林秀雄の「乱読のすすめ」

　読書は、好きな本だけ読んでちゃいけない。思い切り乱読してみる。ある
いは全集を読む。それによって全く新しい発見がある。ヒントが得られる。
小林秀雄は若い時に乱読をしまくった。そして自分の考えを確立し、「批評
の神様」といわれるようになった。小林について、まず、「辞林21」（三省
堂）から紹介しよう。

　小林秀雄（1902～1983）評論家。東京生まれ。芸術・思想・
社会・歴史にわたる優れた文明批評を残す。自己表現としての批
評という近代批評の原理を確立。書「様々なる意匠」「無常とい
ふ事」「本居宣長」など。

　さて、小林の乱読だが、妹の高見澤潤子が『兄小林秀雄』（新潮社）の中
でこう書いている。

「高校に入った兄は、乱読といっていいぐらい、本はよく読んで
いた。いちどきに５、６冊の本を読みはじめ、家でよむ本、電車
の中でよむ本、学校でよむ本などときめて、やたらに読んでい
た。ずっと後になって、『広い範囲にわたっての乱読は、人間に
失われがちな柔軟性を育てるものだ』と兄は、読書についてこう
語ったことがある」

　僕も同時に10冊位読んでいる。それに、「柔軟性を育てる」か。これはい
い言葉だ。偏向した読書をしてると偏向した人間になる。相手の意見を聞か
ず、キレやすくなる。他人の価値観を認めず、暴力を振るったりする。「若
者がキレるのは食べものが原因だ」という人がいる。確かに偏食（それもイ
ンスタント食品の）も原因だろうが、「読書の偏食」も大きな原因だ。「私
は大丈夫。本なんか読まないもーん」という人はもっと危ない。
　こう反論する人もいるだろう。「テレビやパソコンの方が情報を得る上で
は早いし、役に立つ。読書は時代おくれだ。その証拠に本屋はどんどんつぶ
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れている。残ってる本屋も、ゲーム本やマンガばっかり置いてるじゃない
か」と。実に嘆かわしいことじゃよ。でも、読書は情報量を頭に詰め込む為
にだけ読むのではない。〈考える手がかり〉なのだ。「だったらテレビやパ
ソコンの方が……」というだろう。でも、想像し、考える余裕のないうちに
ドッと情報だけが入ってくるのは、かえって危ない。たとえば、世界の情勢
だって映像を見せつけ、「こう考えろ！」と強制する。「他に考えようがあ
るか！」と脅迫してるのだ。自分の頭でじっくり考えることを妨害するの
だ。
　昭和1４年に、小林は「映画の弊害」について書いている。この時は、ま
だテレビがないから映画について書いたのだ。だからテレビはもっと嫌い
だったろう。大宅壮一じゃないが、「一億総白痴化の元凶」だと思っていた
だろう。さて、映画についてだが、やはり妹・高見澤潤子の証言だ。小林は
常々こう言ったという。

　「映画はいけない。見ているうちは自分たちが馬鹿になってい
る。泣くのも笑うのも強いられたものだから純粋ではない。小説
はその場面を、各々が想像する頭を使うことに値うちがある。す
ぐれた小説は、その想像を私たちに上手にさせてくれる。今の小
説は実はよむべき価値がない。僕が文部大臣だったら、全部新し
いものは禁止させ、古典をよむようにさせる。古典のいいものば
かり読みなれれば、今のものの悪いところがすぐ解る。今の人
だって、火野葦平なんかの作品は読んでいい」

　随分と厳しい。昭和1４年なら、いい小説もいい映画もあったと思うが、
全部ダメだという。唯一の例外は火野葦平か。火野は（1907～1960）福岡
生まれ。「糞尿譚」で芥川賞を受賞。「麦と兵隊」「土と兵隊」「花と兵
隊」の三部作で戦争文学の代表作家となった。「花と龍」は東映で映画化さ
れている。
　小林は、ともかく古典を読めと言う。ぜひ文部大臣にしたらよかったの
に。でも、この「想像する頭」を使うということは大事だ。老人がボケるの
はテレビばかり見てるからだ、と言ってた医者がいた。ラジオならば、そこ
に絵がないから、必死で自分の頭を使い、絵をつくる。そして楽しむ。脳が
フル回転するんだわさ。又、テレビ、映画よりは芝居の方が「老化防止」に
はいい。芝居は現実の絵そのままではない。チャチな大道具も多い。でも、
それがいい。自分の脳を回転させて、想像し、たとえば江戸時代の家を見、
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そこに感情移入する。それがいいんだわさ。浄瑠璃や浪曲、講談なんかもそ
うだろう。いかにして、「目に見えるように」しようと語る。聞く方も頭を
使い、想像力を働かせて聞く。ところが今は、何の苦労も工夫もなく、映像
がドバッと目の前に現われる。見る側は頭は使わない。アホになる。さら
に、「これはこう考えるべきだ」と解説をしてくれる。見る側はさらにアホ
になる。脳は働かない。「見る偏食」だ。そしてキレやすくなる。脳もキレ
やすくなり、若死にする。
　だから小林の言うように、古いものが新しいんだ。この高見澤の本は、肉
親の証言として貴重だ。小林の知られざる側面が分かって楽しい。それに兄
思いだ。ただ、それが行き過ぎて、少々、客観性を失わせてるところもあ
る。たとえば、「兄は私だけをかわいがっていた」。ゲッと思った。鼻もち
ならん奴だと思った。又、有名な話だが、『改造』の懸賞論文で、小林は
「様々なる意匠」を出し、二席になる。一席は宮本顕治（共産党の前名誉議
長）の「敗北の文学」だった。芥川龍之介について書いたものだ。宮本も当
時は文学青年だったし、柔軟な頭をもっていたんだ。だったらそれを誉めた
らいいだろう。それが肉親の謙遜というものだ。ところが、この女は、いか
に兄が自信をもって応募したかを書く。兄は当然、一席になるつもりで、
「一席になったら賞金が三百円入るから」と言って、友人たちから三百円を
前借りしたんだそうな。しかし、二席だった。二席になったことを小林は悔
しがり、それ以上に妹は悔しがった。そして、何と、このバカ女は、言って
はならないことを言う。

　「結局、当時は左翼文学の勢いが強かったため、文壇の形勢の
上から、宮本顕治の『敗北の文学』が一席になったのである」

　これはひどい。ひいきのひき倒しだ。第三者の文芸評論家が、そういうの
なら分かるよ。でも肉親が言っちゃおしまいだ。たとえ百歩譲ってそんなこ
とをいう評論家がいても、こう謙虚に言ったらいい。「でも、宮本さんの方
が上だったのでしょう。兄は悔しがりましたが実力だったのです。しかし、
それを契機に一段と勉強し、それが今の小林をつくったのでござります。そ
の意味ではライバル・宮本さんに感謝していたようでございます」。オラが
妹ならこう言うね。それが日本人の謙虚さというもんじゃよ。アホな妹め。
こんな文を読むと小林秀雄までが汚されるようで嫌だな。
　ただ、こんな面白い話を紹介している。舟橋聖一という小説家がい
る。（1904～1976）。東大卒。戯曲集「愛欲の一匙」などを発表する一
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方、「ダイヴィング」で知識人の行動性を問題にし、行動主義の旗手とみな
された。戦後、「雪婦人絵図」「ある女の遠景」などで独自のエロティシズ
ムの世界を確立した。又、「花の生涯」はＮＨＫの大河ドラマになった。安
政の大獄の実行者・大老井伊直弼を主人公にしたものだ。それまで〈悪役〉
扱いされていた井伊に初めてスポットを当てた力作だ。「桜田門外の変」も
襲撃側の志士たちの残忍さ、卑劣さがつぶさに書かれていて、ショックだっ
た。舟橋は、名前が聖一というくらいだから、聖人だと思っていたが、何と
妾がいたんだと。高見澤の本で初めて知った。「舟橋聖一は第一夫人と第二
夫人もいる。でも二人はとても仲がよくて買物にも一緒にいっている」。コ
ロコロと笑いながら二人で楽しく外出したりしてる。でも、そんな二人の気
持ちが分からないわ、と高見澤は思った。それで兄に言った。同意してくれ
ると思ったら……。

　「兄が、不愉快そうに、ぴしゃりと叱った。『ひとのことをい
うのはよせ。キリストは、さばくな、と言ってるじゃないか』」

　あっ、私が悪うございましたと妹は思う。そして、やっぱり兄は偉い。キ
リストのような人だと思う。しかし、違うんだな。小林だって聖人じゃな
い。オレだって同じだと思い、だから、「女のことで人を批判するな！　バ
カ女め！」と叱ったのだ。だって小林は、かつて、親友・中原中也（詩人）
の女・泰子をとったことがある。男女関係については偉そうなことは言えな
いのだ。
　そういえば、この泰子については、妹（高見澤）はクソミソにけなしてい
る。後年、泰子は「文芸」（昭和5８年５月号）に「小林秀雄の思い出」を
書いてるが、それにつき高見澤はこう批判している。

　「少々彼女はぼけているのではないかと思われるほど違ったこ
とを言っている。どこか欠陥があるのでは……」

　つまり、頭のおかしい女だったと言うのだ。いくら「最愛の兄」を奪われ
たからといっても、これはないだろう。それにこうも言う。

　「若かった中原（中也）も兄も、そういう普通でない、変った
所のある女にひきつけられたのだろう。色っぽさもなければ、優
しい柔らかさももっていなかった。ごつごつした大柄の女で、少
しも美しさの感じられない……」
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　女の嫉妬ですな。いやだね。「変な女」だといっても、そんな変な所に男
はひきつけられるんだよ。それが分からないんだ。そういえば、この泰子
は、小林秀雄と同棲しながら、そこも逃げ出した。そして中原中也が死ぬ直
前、病院に見舞いにきた。又もや別の男をつれて。中也の母・フクは『私の
上に降る雪は』（講談社文芸文庫）の中でこう書いている。

　「かつて中也と関係の深かった泰子さんも、やはり見舞いにき
てくださいました。そのとき、私は初めて泰子さんに会いまし
た。『あれが泰子ですよ』と、誰かが教えてくださいました。そ
のときは夫婦づれでしたが、髪をクシャクシャにして、こわいよ
うな人じゃのう、と思いました」

　中也の母も、小林の妹もボロクソに言う。しかし、小林も中也もこの女に
はおぼれ、翻弄されたんだ。何でも、コケティッシュで、男心をそそる女
だったという。だから「批評の神様」小林も、天才詩人・中也もメロメロに
なったんだ。だからこの女が一番偉いんだ。ある新聞が「グレタ・ガルポに
似た女」を募集して、彼女はそれに当選した。ガルポといえば、「肉体の悪
魔」だね。まさに彼女も、「肉体の悪魔」だったのだろう。
　小林秀雄は〈乱読家〉だった。本だけでなく、食べものや、女についても
乱読家だったのかもしれないな。そう、美は乱調にあり、だ。でも、普通、
乱読は「全集読み」に移る。僕も居酒屋に行くと、「乱読」から「全集」に
最近は移っている。「今週はメニューの１行目から５行目。来週は６行目か
ら10行目」というふうに注文し、何度かで「メニュー読破（食破）」するよ
うにしている。そうすると、「征服した喜び」があるじゃないか。エッ、
女？　女はありませんよ。全く。無印良心ですよ。あっ、犬井犬太君に聞い
てみよう。書を捨ててテレクラに走った人だ。女の〈乱読〉から「全集読
み」に移ったという話だし……。
　では、高見澤潤子の話に戻る。そんなに兄が好きなら結婚すればいいの
に、そうはならず、何と漫画家の田河水泡と結婚した。犬井が、じゃない犬
が兵隊になるマンガで一世を風靡した「のらくろ」を描いた人だ。この人の
弟子に「サザエさん」の長谷川町子や、滝田ゆう、山根青鬼・赤鬼などがい
る。
　山根兄弟は、腹にあざがあり、兄は青いあざ、弟は赤いあざ。それで青
鬼、赤鬼と名付けだんだそうな。そして、不二屋のペコちゃん・ポコちゃん
を描いたのが、この人だ（兄弟のどっちかだ）。終戦後間もなくだから、著
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作権もなく、買い上げで、描いた人の名は出てない。それに、顔がやたらと
バタ臭い。茶髪だし、目も青い。つまり、日本人らしいが、「アメリカの
子」に似ている。それが〈理想〉だったんだよ。不二屋のＨＰを見ると、ポ
コちゃん、ペコちゃんは子供のことをそう呼んでる田舎の方言から取ったと
いうが違うね。あそこがポコッと出てる男の子だから、「ポコちゃん」で、
ペコッとひっこんでる女の子だから「ペコちゃん」だ。古事記にもあるで
しょうがな。「なりなりて、なり余れる所」をもったイザナギは男なんよ。
そして「なりなりて、なり合わぬ所」をもったのがイザナミよ。そんで、
「吾が身の成り余れる処を、汝が身の成り合わぬ処に刺しふさぎ国生みなさ
んと思うはいかに？」といって出来たのが〈日本〉じゃよ。日本はセックス
で生まれた「大河の一滴」だったんですな。ポコちゃん、ペコちゃんは昭和
のイザナギ、イザナミなんよ。
　でも、こんなことは不二屋のＨＰには出ていない。日本の歴史を改竄しと
るんだよ。けいからん。
　さて、高見澤は、兄の思い出本だけではあき足りず、『のらくろひとり
ぼっち--夫・田河水泡と共に歩んで--』（光人社）という本まで書いている。
これも又、自己中な本だ。田河は一人ぼっちで、時代からも、弟子からも裏
切られた。支えたのは私一人だ。という本なんだ。長谷川町子のエッセイ
「まあ姉ちゃん」がテレビ化されると、「町子は面白おかしく創造したこと
が沢山あって、うそがずい分ある」と喰ってかかる。いやだね、それに、
「町子は」と呼び捨てだ。あんなに偉くなったマンガ家でも、「フン！　住
み込みの弟子だったくせに」という見下した意識がずっとあるのだろう。
　そして、又、小林秀雄が「改造」で二席になったときも、又もやグダグダ
と書いている。もういいだろう、バカ女め、と言いたい。

　「結局、当時は左翼文学の勢いが強かったために、よしあしは
別として、文壇の形勢の上から、宮本顕治の『敗北の文学』の方
が一席になったのである」

　ひどいやね。今度は、「よしあしは別として」と書いてる。これじゃ、小
林も泣くよ。日本共産党だって黙ってないで、こんなバカ女を告訴したらい
いんだ。「宮本前名誉議長の名誉を傷つけ、歴史を偽造し、改竄するもの
だ」と。
　ともかく、肉親の書いたものにロクなものはないな。余りに近すぎるか
ら、距離を置いて書けない。少しでも多く、よい所を書こう・よく思っても
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らおう。……と、それが露骨に出てしまい、読む方は嫌になる。高橋和巳の
奥さんは高橋たか子といって、後に作家になるが、この人は和巳の死後、
『高橋和巳の思い出』を書いてる。これが最低・最悪の本だった。たとえ
ば、和巳はお金がなくても本を買ってきた。私には食べさせないで一人でビ
フテキを食った。清書は全て私がやった。その時、私がずい分直してやっ
た。私が書き加えた所も多かった。それでいい小説になった……と。何だこ
の女はと、カーッとなったね。殺してやろうか、とさえ思った。
　他にも、森鴎外、夏目漱石、萩原朔太郎……の子供、奥さんなどが書いて
るが、ひどいものばかりだ。その中では、幸田文（幸田露伴）の本は本屋に
は全くないが、幸田文の本はいくらでもある。今や、露伴は「幸田文の父」
としてだけ知られてる。かわいそうに。でも幸田文だって自己中な女だ。父
はもうろくし、義母は私をいじめる、鬼のような女で、すぐヒステリーをお
こす。弟はわがままで、乱暴で、死んじゃう。私（文）だけが、けなげに家
のためにせっせと働いて……。というかんじなんだ。悪者にされた義母や弟
だって、文才がありゃ書きたかっただろう。文章は暴力だ。まさに、「（幸
田）文は暴力だ」。文は悪魔だ。あるいは、それを見越して、露伴は文と名
付けたのかもしれない。三人は霊界からでも書いたらいいよ。「幸田文批
判」を。だって、義母から見たら、文なんて、ホント、いやな娘だったろう
ね。露伴の後妻に来てやって、必死につとめているのに、娘は反抗するし、
問題は起こすし。せめて心の平穏をと思い、聖書を読んでると、「変な宗教
にこってる」と陰口をたたき、「ヒステリー」「悪魔め」と悪口をいうし。
さらに、本を何十冊も書いて私の悪口を書きまくるし……。
　よし、おらに憑依しろ！　のり移れ。そして、恨み、つらみを言いなさ
れ。おらがそれを書いてやる。仇討ちをしてやるよ。そういえば、赤坂牛細
子がカキコしてたな。「私は高橋和巳と同じ誕生日だ」と。というと、高橋
和巳は1971年に40才で死んだんだ。今、生きてたら71才か。じゃ、赤坂は
今、71才なのか。ヘエー、知らなかった。とてもそうは見えんよ。どう見て
も40代か50代だ。若いなー。顔だって、ツヤツヤしてるし。とろける白肌
だ。
　胸だって、傍若無人に盛り上がっているし。だったら、同い年の人間とし
て、高橋和巳の怨みを晴らせよ。エッ、同い年じゃないって。生まれ変わり
だって？　それもゴーマンな話だな。まァ、どっちでもいいよ。高橋和巳の
生まれ変わりでも、乳兄弟でもいいよ。ともかく、高橋たか子に対し、怨み
を晴らせ。恐山にいって、高橋和巳の話を聞き、高橋たか子への反論本を書
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け！
　ということで今回の話は終わりだ。最後に、そうだ、高見澤が書いてた
な。小林秀雄の娘が現代文の問題を持ってきて、「お父さん教えて」と言っ
た。小林は読んだが、さっぱり分からない。「悪文だ。この意味がどうもこ
うもあるもんか。わかりませんと書いて出せばいい！」と言った。とたんに
娘が笑い出して、「だって、この問題はお父さんの本からとったんだって先
生がおっしゃってたわ」。これには僕も笑った。小林の文ならありうるね。
今でも現代文の試験に出て、受験生を悩ませている。「こんなものは悪文
だ！」と受験生も言ったらいい。
　又、ある時、地方の新聞社から電話がかかってきたという。「学校の入学
試験問題に貴下の文章が出たが、意味あいまいで、ＰＴＡの問題になってい
る。作者の正確な答案を掲載したいからお答え願いたい」と……。小林は
ムッとして答えた。「正確な意味はね…。読んで字のごとくだ」。それでガ
チャリと切ったという。意味を説明しろといわれても多分、出来ないんじゃ
ないのかな。さらに、それを基にした問題なんて、多分、本人も解けないと
思うよ。そういうもんだよ。入試問題にする方が悪い。ただ読んで、各人が
好き勝手に理解し、味わったらいいのだ。とアタシャ思うね。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年2月11日
　五七は直木三十五・そして「割り算の九九」

　「ハリー・ポッターは観たの？」と風見愛。「観たよ。ウルセーな」。
「じゃ原作は読んだの？」。「読んでねえよ。厚いし、長いし。登場人物は
横文字で覚えらんねえし。こんなの読んでたら月30冊のノルマを達成できな
いよ」。そしたら、「ズルイ！」と言われた。ズルイかね。卑怯かね。反日
的かね。「それに、去年何冊読んだのかも発表してないし。どうせ、薄っぺ
らい内容のない本ばっかり読んでんでしょう。ノルマの為に」
　ギクッとした。いや、ムッとした。じゃ発表してやるよ。読んだ書名と
ページ数と読破総ページ数も紹介したいが、ちょっと無理なので冊数だけは
教えてやるよ。それに、「明治文学全集」「少年小説大系」「女性作家シ
リーズ」……なんて、ぶ厚いものも読んでるし、難しい評論家の本だって読
んでるぞ。徒労だと思うこともあるが、その中で出会った面白い本や面白い
話を時々、このＨＰで紹介してやってるじゃないか。いいとこ取りばかりし
てるくせに。人を批判するなんて。けしからん。 　さて、では去年の読破数
だ。愛用の手帳「HANDY MEMORY」を見てみる。
（１月）41冊 、（２月）31冊 、（３月）38冊 、（４月）33冊 、（５
月）32冊、（６月）31冊、
（７月）31冊 、（８月）31冊 、（９月）30冊 、（10月）30冊 、（11
月）32冊、（12月）38冊。
　どうでっか。毎月キチンとノルマを達成しとる。偉いもんだ。嘘はない。
でも、嘘はないが、ちょっと「星の貸し借り」がある。昔、相撲の八百長疑
惑が騒がれた時の話だ。７勝７敗で千秋楽を迎えた力士が、なぜか皆、勝
つ。不思議だ。相撲協会は、「それだけ必死になるからですよ」と言ってた
が、「いや、星の貸し借りをしてるのだ」という噂が流れた。とくに大関な
んか、この日の勝敗で大関に残れるか、陥落するかが決まる。それで、お金
を出して星を買う。50万とか100万を出して白星一つを買うわけだ。でもこ
れは「買う」のであって、「貸し借り」ではない。「貸し借り」は、「今場
所危ないから白星を貸してくれ。来場所は必ず返すから」というやり方だ。
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金は動かない。でも八百長だ。
　さて、そんな八百長が本当にあったのか。大相撲ファンの僕としては信じ
られない。いくら、「週刊ポスト」が内部告発をしても、「信じたくない」
という気持ちだね。「それとお前の本のノルマとどう関係があるのか？」っ
て。すんません。忘れてました。さて、僕の読破数を見て、30冊、31冊とい
うのがやけに多いと思いませんか。（自分で内部告発しちゃマズイが）、実
は、ここに「星の貸し借り」があるんよ。全部じゃないよ。たとえば９月は
忙しくて30日になってもまだ20冊しか読んでない。その時、「９月は20
冊」として、次の月から頑張り、「月平均」で30冊を越えればいい。事実、
いままではそれでやってきた。ところが、そんな生活に嫌気がさした。手帳
を見ると分かるが、そんな時は悔しくて、10月になっても、９月のままにし
ていた。10月に踏み込んでも、そのまま９月で、10月10日頃に、〈９月・
30冊〉を達成した、というわけだ。そして10月は残る20日間で30冊を読ん
だ。これもキツイ。
　だから本当をいうと、９月は20冊、10月は40冊読み、平均で30冊ずつ読
んだ。それが正確だ。でも、毎月キチンと読みたい。その熱情が、10月君か
ら10冊借りた、というスタイルになったわけだわさ。
　こういう数字の操作はあったとしても、全体の数や、平均読破数にはいさ
さかの嘘もない。さて、ではここで算盤（そろばん）を取り出す。僕は小学
校時代は、「算盤の天才」と言われ、５級をとった。電算よりも算盤の方が
早い。誰だ、「電算の方はもっと遅いだけじゃないの」なんて言う奴は。聞
こえるんですよ、悪口は。
　ともかく、算盤を入れてみる。総計は398冊だ。それを１２ヶ月で割
る。（何と、割算、掛け算も算盤で出来るのだ！）すると「月平均読破
数＝33.1冊」という答えが出る。 　算盤は結構使ってる。税金の申告をす
る時は必ず算盤でやっている。昔、一水会の機関紙「レコンキスタ」を一人
で割付けしてた時があった。その時も、行数を計算し、写真や見出しを何行
分とって…と、全て算盤でやっていた。電算よりずっと早いのだ。
　足したり引いたりだけでなく、掛け算・割り算も算盤でやっている。た
だ、九九をよく覚えてないので、時々、迷ったりする。その時は「試し算」
をやる。「もうボケて九九を忘れたの？」なんて言われても困る。ゴロが悪
くて、覚えづらいのってあるじゃないか。「七八」なんて、いくつか分かん
ねえ。その時、「七七は49だから、それに７を足して56か」とやってい
る。だから時間がかかる。８の位は皆、言いづらいな。「八三はいくつだ」
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「八四は？」「八六は？」「八七は？」…。みんな分かんねえよ。そんな時
は逆にすると分かる。三八は24か。四八は32か…と。
　そうか、九九の一覧表を机の前に貼っておけばいいのか。そうしよう。で
も不思議なことがある。九九はどんどん忘れていって、忘却のかなたに遠ざ
かりつつあるが、今度は、その霧の中から、奇妙なものが現われてきた。
「掛け算の九九」ではなくて、「割り算の九九」だ。エッ、そんなのある
の？って。あります。ありましたよ。いや、あったと思うよ。いや、もしか
したら夢かな。でも、秋田県湯沢市の寺子屋で確かに聞いた。「ほらほら、
寺子屋なんて出ること自体が変よ。夢だよ」と言われるだろうが、ちがう。
お寺の本堂を借りて算盤塾をやっていたのだ。そこに通っていた。小学校の
帰りに行ったけど、「これから寺小屋だ」と言い合ったもんだよ。
　その寺小屋で、先生が数字を読み上げ、僕らはパチパチと算盤を入れる。
その本堂には上級者のクラスもあって、そこで、先生が「二一天作の五…」
と大声で読み上げていた。何だこれは、呪文か。お経か。「何だあれ？」っ
て聞いたら、「どうも割り算の九九らしいよ」と隣の奴がいう。そんなのあ
るかよ、と思った。疑問を持ったその時に先生に聞けばいいんだけど、人間
がほら、子供の時から引っ込み思案だったから。よう聞けんかった。
　それが50年たって、霧の彼方から、又、浮かび上がり、あの声が聞こえて
くる。「二一天作の五」…と。実は、一時期、集中的に調べたが、誰も知ら
ない。パソコンに聞いてみたが、「そんなのねえよ」とけんもほろろ。たと
え知っていても、ライバルの算盤のことなんか教えてやるもんかと思ってる
んだ。根性の悪い奴だ。根性の狭い箱だ。
　ともかく、皆から見放されたんで、あれは夢だと思うようにした。幻聴な
んだと。余りそんなことを聞き回ると、「クスリやってんじゃないの？」な
んて言われちゃうし。だから、サッパリと諦めた。ところがだ。直木三十五
の小説『御落胤』を読んでいて、アッと叫んじゃった。叫んだ瞬間に、アグ
ラをかいたまま、２メートルも体が浮いた。大変だ。悟りまで開いちゃっ
た。
　エッ？「直木三十五って誰かって？」。分かった。説明するよ。作
家。（1891～1934）。大阪生まれ。早大中退。「南国太平記」「関ヶ原」
など。直木賞は、「彼の業績を記念して、大衆文学の新人の顕彰を目的とし
て、菊池寛が1935年（昭和１０年）に設けた文学賞だ。本名は植村宗一。
31才の時、直木三十一のペンネームでデビュー。31才だから三十一だ。直
木は本名の植村の植をバラしたものだ。32才の時は直木三十二、そして、三
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十三。三十四は縁起が悪いので飛ばし、三十五でペンネームも定着する。勿
論、「さんじゅうご」と読む。
　早大中退だが卒業写真には写ってる。怪談だ。でも、『直木三十五傑作時
代小説集・仇討』の「解説」で尾崎秀樹はその謎を解いている。佛子（ぶっ
し。姓だよ）須磨子と同棲し、親の仕送りを使いはたし、月謝滞納で早大を
除籍になった。でも、写真撮影当日、青野季吉のはからいで、写真屋が
シャッターをきる瞬間、さりげなく加わったのだという。古きよき時代だっ
たんだ。同級生には青野の他、西条八十、木村毅、細田民樹、上級には広津
和郎や三上於兎吉らがいた。
　芥川賞は芥川龍之介を記念してつくられた。これは誰でも知っている。と
ころが、直木賞は知られてない。直木賞をとった人でも知らん人がいる（い
ないか）。大体、この直木三十五という人、書いたものは面白いけど、今は
ほとんど残ってない。今生きてても直木賞をとれないだろう。だから変な賞
だ。
　でも、年をとるに従って三十一、三十二、…となるのはいい。快楽亭ブ
ラックみたいだ。しょっちゅう、芸名を変えてたぜ。じゃ、山本五十六はど
うなんだ。56で軍人になったわけじゃない。56で死んだのかな。まさか。
じゃ、父親か母親が56才の時の子供かね。軍事評論家で兵頭二十八っていう
人もいたな。これも親の年齢？　あるいは、この年でデビューしたか。まさ
か28番目の子供じゃないだろう。わからんな。数字じゃないけど、マヒル
ノ・ジョージ・ファルコンというのもよく分かんない名前だ。しっかし、
ファルコンは最近分かった。ミヒャエル・エンデの「ネバー・エンディン
グ・ストーリー」に出てくる「空とぶ犬」だ。体は竜だが、顔が犬だ。あい
つの名前がファルコンだ。これを見て付けたんだろう。（ファルコン注：ま
あ、そういうことにしておきますか。おお初めての突っ込み！）
　あっ、いかんがな。直木三十五の『御落胤』の話だ。ここには野田文蔵と
いう算術の天才が出てくる。南町奉行の大岡越前守忠相が野田に向かい、
「100を二分いたせばいくつになる？」と訊ねた。50じゃないか、と今の僕
らならすぐ言う。天才に聞くまでもない。しかし、小説ではこうなってい
る。

　〈文蔵は、かたえの包みから算盤をとり出して、ていねいに珠
をはじいて、「二一天作の五。五十に御座います」とこたえ
た。〉
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　ウワッ、嘘じゃなかったんだ。オラの記憶は正しかったんだ。と狂喜乱舞
しちゃったね。江戸時代に、ちゃんと「割り算の九九」があったんだ。河合
塾で一番博学の牧野剛先生に、この本を見せて聞いた。「フーン、こんなの
があったんですね」といって、調べてくれた。この人、現代文の先生だが数
学もよく出来る。そして一週間後、「ここに出てましたよ」と一冊の本を見
せてくれた。西田知己の『江戸の算術指南』（研成社）という本で、「耳か
ら覚える八算」という章に詳しく書かれていた。この八算というのが割り算
の九九だ。「八算の図」を見ると、「二一天作の五」のほか、「六三天作の
五」「八四天作の五」のように「天作」を使っているのがいくつかある。こ
れは小数点なのか。「三割る六は0.5」「四割る八は0.5」ということだ。で
も、図を見ると小数点はすべて「天作」ではない。「五二倍双四」（二を五
で割って0.4）や、「五三倍双六」というのもある。
　では「天作」と「倍双」はどう違うのか。どうも、算盤の珠の動かし方の
ようだ。「八算の図」では、ほかにこんなのがある。「逢四進一十」「六一
加下四」「九帰如下一倍」……。こうなるとさっぱり分からない。
　それと、この西田の本を読んで驚いた。いま僕らが使ってる九九はいつ頃
からあるのだろう。割り算の九九が江戸時代にあったんだから、掛け算の九
九は江戸の初めかな、と思った。ところが違うのだ。何と、万葉集の時代に
はすでにあったのだ。「万葉集」の段階からすでに九九の洒落（戯訓）を折
り込んだ歌がいくつもあり、二・二をシ、二・五をトヲ、あるいは一六をシ
シ、八一をククと読ませていた用語法はごくふつうに使われていたという。
そういえば、文楽を見ていても九九が出てくる。それにしても万葉の時代か
らあったとは驚きだ。昔の人の方が頭がよかったのかもしれない。西田はこ
う書いている。

　〈割り算の場合、当然ながら割り切れないケースがあり、その
場合は答（商）と余りで表現する。そのこともあって全体的に九
九よりも各フレーズが長く、覚えるのに九九以上の労力を要す
る。掛け算の九九しか覚えない時代とくらべると、江戸時代の人
たちの方が、かえって暗算に長けていたといえる〉

　じゃ、小学校でも、割り算の九九を復活させるべきだよな。電算も廃止。
算盤を復活だ。日本の文化、伝統を守れ！…だよ。
〈追伸〉今、「ラピュタ阿佐ヶ谷」で、「岡本喜八監督作品23本一挙公開」
をやっている。なかなかいい。全部見ようと通っている。「独立愚連隊西
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へ」を見ていたら、こんなシーンがあった。いつも大きな算盤を持って歩く
兵隊がいる。「算盤占い」をするんだ。敵に射たれて死ぬ瞬間、パチパチと
珠をはじいて、こんな言葉を吐く。「二一天作の五。うわー、割り切れ
た！」。不条理な死で、わり切れなかっただろうに…。でも、こんな所にま
で「割り算の九九」が出ていて、オッと思った。ニヤッとした。それで蛇足
を付け加える気になった。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
 

主張133 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

6 / 6 09/12/13 2:05



HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年2月18日
　『大菩薩峠』を読まにゃ、日本人じゃなか！
　〈大菩薩峠は江戸を西に距る三十里、甲州街道が甲斐国東山梨
郡萩原村に入って、その最も高く最も険しきところ、上下八里に
またがる難所がそれです。
　標高六千四百尺、昔、貴き聖（ひじり）が、この嶺の頂に立っ
て、東に落つる水も清かれ、西に落つる水も清かれと祈って、菩
薩の像を埋めて置いた、それから東に落つる水は多摩川となり、
西に流るるは笛吹川となり、いずれも流れの末永く人を湿（う
る）おし田を実らすと伝えられております〉

　中里介山の『大菩薩峠』の書き出しであります。日本を代表する文学であ
り、日本で最も長い、最も高い嶺に位置する小説であります。だから、これ
を読まない人は日本人であるとは言えないのであります。島崎藤村の『夜明
け前』を思わせるようなもの静かな、清らかな書き出しです。この大菩薩峠
に、今しも登って来たのが老巡礼と、１２、３才の女の子です。峠でお弁当
を食べようとし、娘は下の川に水を汲みに行きます。そこから物語は急展開
します。

　〈老人は空しくそのあとを見送って、ぼんやりしていると、不
意に背後（うしろ）から人の足音が起ります。
　「老爺（おやじ）」
それはさいぜんの武士でありました。
　「はい」
　老爺は、あわただしく居ずまいを直して挨拶をしようとする
時、かの武士は前後を見廻して、
　「ここへ出ろ」
編笠も取らず、用事も言わず、小手招きするので、巡礼の老爺は
怖る怖る、
　「はい、何ぞ御用でござりますか」
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小腰をかがめて進み寄ると、
　「あっちへ向け」
この声もろともにパッと血煙が立つと見れば、なんという無残な
ことでしょう、あっという間もなく、胴体は全く二つになって青
草の上にのめってしまいました〉

　理由なき殺人です。動機なき殺人です。ただ斬りたかったから斬ったの
か。太陽がまぶしかったから斬ったのか。ともかく理由はありません。恨み
があるわけではない。金をとるわけでもない。あるいは現代の〈理由なき殺
人〉に通じるテーマかもしれません。高橋敏夫はこの本について、『理由な
き殺人の物語』（廣済堂出版）を書いています。帯にはこう書かれていま
す。

　〈「理由なき殺人」からはじまる『大菩薩峠』は、血みどろの
ホラーを希望の通路に換え、怪物だけが切り拓く未来をはるかに
さし示す〉。

　果たして「希望の通路」はあるのでしょうか。無くっていいんです。絶望
の連続が人生なんですから。
　私が初めて『大菩薩峠』を知ったのは多分、中学の時だったと思います。
とても理不尽な話だと思いました。もっとも、「理不尽」という難しい言葉
は当時は知りませんでしたから、〈変な話だ〉と思いました。そして悩み、
苦しみました。だって、当時のチャンバラ映画は中村錦之助、東千代之助ら
が活躍する勧善懲悪ものでした。出てきただけで、こいつは善い者、こいつ
は悪者と、はっきり分かるのです。
　ところが、『大菩薩峠』の主人公・机竜之助は悪党です。映画が始まるや
いなや、罪もない老人を斬り殺し、悠然と去ってゆくのです。又、奉納試合
では、宇津木文之丞の妻・お浜に「腕が違います。勝ちを譲って下さい」と
頼まれ、引き受けるふりをして水車小屋で犯します。そして、試合では相手
を殺し、お浜を奪って逃げます。さらに、悪事の限りを尽くします。新撰組
に入ったりもします。 　「何で主人公が悪党なんだ！」と中学生の邦男少年
は激怒しました。正義感が強かったのです。机竜之助は、その後、盲目にな
りますが、かえって剣に凄味を帯び、強くなり、斬りまくります。こういう
小説を「ピカレスク」（悪漢小説）というのだそうですが、勿論、子供の頃
ですからそんなことは知りません。
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　大学を出てからこの大河小説に挑戦しましたが、途中で挫折しました。
もっとも、作者の中里介山だって、挫折して、「未完」のままに終わったの
です。でも、日本を代表する大河小説です。これを読まない者は日本人じゃ
ありません。反日です。売国奴です。ですから、この機会に、キチンと通読
しようと思い立ったのです。幸い、安くて読みやすい文庫が出ています。ち
くま文庫で全20巻です。１巻が757円ですから、全部で１万５千円です。
まァ、４、５冊ずつ買ってきては読んでおります。
　昔読んだ時は、分からないながらも仏教的な空、虚無、無常を感じたこと
を覚えております。大菩薩峠というタイトルからして仏教的です。それに机
竜之助には常にニヒルな、捨て鉢な雰囲気が漂っています。
　今読み返してみると、やはりそうなのです。「平家物語」とは又違った意
味で、仏教小説を書こうとしたのです。新潮日本文学アルバムの『中里介
山』を読んでいたら、アッと驚く発見がありました。

　〈昭和２年（1927年）。介山42才。11月１日、東京会館で、
東京日日新聞社、春秋社、介山の共催で、『大菩薩峠』続編掲載
の披露宴を開いた。参会者は、岡実主幹、田中智学、神田豊穂、
田川大吉郎、堺利彦、武者小路実篤、中村岳陵など百余名が集
まった〉

　社会主義者の堺利彦も来たんですね。2.26事件で処刑された北一輝もこの
小説の大ファンだったし、北と堺は「老壮会」でよく会っていた。だから北
が堺に勧めたのかもしれません。「老壮会」は、老いも若きも、右も左も一
緒に集まって勉強しようという思想的バリア・フリーの集まりです。後に、
一水会はこの老壮会をモデルにして生まれたと聞いております。
　ところで、この昭和２年の「続編掲載の披露宴」の参会者のうち、注目し
てほしいのは、田中智学であります。愛国的急進的日蓮主義の団体「国柱
会」を作り、主宰した人です。満州事変を起こした石原莞爾や詩人の宮沢賢
治は熱烈な国柱会の信者であります。又、『天皇とプロレタリア』『国体に
対する疑惑』を書き、天皇論に革命を起こした男・里見岸雄はこの田中智学
の息子（三男）であります。田中智学は宗教者にして、維新革命家でありま
した。その田中が何故、この場にいたのでせうか。
　実は、田中は「単なるファン」として列席したのではありません。この本
の宣伝・販売に大きく協力したのであります。前にも何度か紹介しました
が、「少年小説大系」（三一書房）の第19巻『昭和伝奇小説集』に田中智学
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のことが出てきたのです。ここには、行友李風「破軍星」、濱丘浪三「南蛮
小僧」、千葉省三「陸奥の嵐」、畑耕一「剣魔白藤幻之介」が収められてお
りました。ただ、「解説」のところで高橋康雄が、「伝奇小説のルーツ」と
して『大菩薩峠』と白井喬二の『富士に立つ影』をあげていたのです。この
二つは単なる歴史小説ではないというのです。その上で、『大菩薩峠』につ
いて、こう説明しております。

　〈『大菩薩峠』は「都新聞」（大正２年９月～同10年10月）
の連載を経て、大正７年に自費出版。同10年に春秋社から改めて
出版された。田中智学や菊池寛などの推輓によって、漸く世間に
知られるようになり、版元も全力投球で販売にあたった〉

　菊池寛と田中智学の二人が推薦し、それで世間に認められ、一大ブームを
引き起こしたのです。この二人は、『大菩薩峠』が国民文学になる上での大
恩人というわけです。菊池寛は小説家にして、「文芸春秋」を作った人で
す。又、芥川賞、直木賞を作った人でもあります。だから文学界への影響力
は絶大でありました。では一方、田中智学は？　田中だって思想界、宗教界
には大きな影響力を持っておりました。田中の「国柱会」に入っていた宮沢
賢治もだから、この本の愛読者でありました。そして、「大菩薩峠を読み
て」という詩を作っております。こんな詩です。

　「二十日づき　かざす刃は音なしの　虚空を二つと　斬りさぐ
る その竜之助　風もなき　修羅のさかひを行き惑ひ…」

　こう書くと、中里介山の小説の底に流れる虚無的、仏教的ムードに田中智
学が感動し、その門下生の宮沢賢治が愛読者になった。そう思われるかもし
れませんが、違うのです。真相はその反対であります。中里は、田中智学の
教えに教化され、本を読みまくり、そして、仏教小説ともいうべき『大菩薩
峠』を書いたのであります。その証拠に、田中と会った中里は、感動し、
「私は先生のご著書を愛読し、空で言えるほどです」と言って、実際に田中
の小さな論文をその場で暗唱してみせたのです。これは国柱会の人から聞い
たのですから本当です。
　国柱会ではありませんが、同じく法華経の熱烈な信者・北一輝は、「これ
を読め」と門下生たちに勧めておりました。北一輝の研究者で有名な松本健
一には、『中里介山・辺境を旅するひと』（風人社）という著書がありま
す。その中に、こんな箇所があります。
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　〈林不忘の『丹下左膳』のモデルであるともいわれる北は『大
菩薩峠』の愛読者でもあった。かれは昭和初年に、嶋野三郎に
『大変面白いから読め』といって『大菩薩峠』の一冊を送ってき
たりしている〉

　アレッと思った。松本健一も嶋野三郎に会ったんだろうか。僕は30年近く
前に会って、北一輝、老壮会、2.26事件の話を聞いた。それは『証言・昭和
維新運動』（島津書房）の中に入っている。嶋野によると、北は片目が義眼
だ。そこから林不忘は丹下左膳のイメージを思いついたという。嶋野はこう
言っていた。
　「丹下左膳のモデルは北さんですよ。林不忘の親父は佐渡中学の校長をし
ていたとき、北さんをよく知ってたからね。こりゃ面白い話ですよ」
　そして北一輝について、興味深いことを言っている。
　「北さんはまるで、ドイツのゲーテみたいな人だったね。大体、哲学者と
いうのには体系があるんだな。カント、フィヒテ、ベルグソン、ヒューム、
デカルトのように。しかしゲーテという人には体系がない。そして広い。北
さんと話をしていると、まるでゲーテと話をしているみたいだったよ。美術
論あり、科学論あり、哲学論ありでね」
　北一輝はゲーテのような人だった、なんて言ったのは後にも先にも嶋野さ
んだけだった。ここで話を中里介山に戻す。北一輝は家庭を持ってたが、子
供はいない。中里介山は生涯、独身だった。女性は嫌いではなかったが、
〈女性不信〉の念が生涯抜けなかったのであろう。
　『大菩薩峠』では、机竜之助は宇津木文之丞の妻・お浜の頼みを退け、お
浜を奪って逃げる。子供も出来る。お浜は竜之助に、毎日、恨みごとをい
う。「あなたさえいなければこんなことにはならなかった。悪党！」と。し
かし竜之助は言う。「そうかな。お前という女がいたから全ての問題は起
こったのではないか」と。その後、言い争いの末、お浜を斬り殺す。
　〈悪縁〉に結ばれ、そして破滅した二人だ。この後も、こうした悪縁が次
々と出てくる。
　竜之助のニヒルな、絶望的な女性観は、実は、作者・中里介山の女性観
だった。又、そう思わせる不幸な女性体験が続いたのだ。「新潮日本文学ア
ルバム」の『中里介山』では、こう書かれている。

　〈…介山の「独身」の問題にからんで、異性関係が気にならな
いではいない。年少の日の介山が、「壬寅日誌において、久保川
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きせ子と推定される女性を思慕し悩んでいるさまが確認される
が、「都新聞」記者になったのち、明治四十二年ごろ、近所に住
む美しい人妻・斉藤醜女（しこめ）としり、交渉があったといわ
れ（昭和に入って深い関係になる）、また、「都新聞」の受付嬢
の遠藤妙子は、介山が真剣に結婚を考えた女性であったが、彼女
が社長のおもいものであったために諦めざるを得なかったといわ
れている〉

　新潮社の本に書かれているのだから本当だろう。それに、「深い関係」に
なった斉藤醜女と、「社長のおもいもの」（＝妾）の遠藤妙子の写真も出て
いる。なかなかの美人だ。しかし、こんな形で歴史に名をとどめるというの
も何やらあわれだ。他にもこんな不幸な男女関係が介山にはあり、ねじれ、
ひねくれた女性観を持つようになる。
　それにしても、「斉藤醜女（しこめ）」というのは何とも凄い名だ。醜女
と書いて、今なら、「ぶす」と仮名をふる。みにくい女という意味だ。本名
なのだ。今なら親が付けても、役所では絶対に受け付けない。「悪魔くん」
でも、もめた位だ。では何故、当時はこんな名前を付けられたのか。多分、
「謙遜」の意味で親がつけ、役所もそれを認めたのだろう。「どうせみにく
い子供ですが、よろしくお願いします」という日本人の謙譲の美徳の極致な
のだ。（大杉栄の子供は「後に悪魔の子と呼ばれるようになるだろう」と
「魔子」とつけられた）
　大体、女性の名前に「美」や「貴」や「麗」などを付けるようになったの
は最近だ。多分、戦後だろう。電話で自分の名前を説明してる女がいるよ
ね。「美貴子よ。美しいの美に、貴族の貴よ！」なんて。ゴーマンな人間
だ。昔は、「こんなブスですが…」と謙虚に付けたのに…。
　渡辺淳一の『遠き落日』（角川文庫）を読んだら驚いた。あの野口英世の
辛口の伝記だが、英世の母の名は「シカ」という。長女の名は「イヌ」だ。
イヌ年に生まれたからだという。シカにしてもイヌにしても、動物のように
丈夫に育ってくれという意味から付けたのだろうが、これも今なら役所で受
け付けないだろう。いぬい・ふといち君のお母さんは、いぬいいぬだと言う
人がいたが、これはデマだろう。しかし、ふといちと父親が付けたのは謙遜
の精神なのか。「細一」なんて付けたら、「嘘つき！」といじめられただろ
う。だからこれでよかったのだ。でも、赤坂細子がいるって？　彼女は本当
に細いからいいんだ。それがもし、デブで、そのくせ細子なんて名前だった
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ら、それこそフテエ野郎だ！　ということになる。許せない。
　斉藤醜女に話を戻す。彼女は「美しい人妻」と書かれている。実際、写真
も美しい。とすると、両親は、もしかして〈自信〉があったからこんな自虐
的な名前を付けたのではないか。両親の顔を見たら、どんな娘になるか分か
る。つまり、自分たちに自信があった。だからこそ、ヘリ下って「醜女（し
こめ）」と付けた。多分、そうだろう。と、日本のポアロは推理する。
　これが逆に、両親が不美人で、娘も不美人であることが「歴史の必然」と
して分かっていたら、とても「醜女」と付けられまい。「ヤーイ！　名前の
通りのブスだ！」と皆に、いじめられる。だから、謙遜し、自虐するには、
それだけの自信が必要なのだ。
　そこで結論。日本も、自信があるんだから、もっともっと謙虚になってい
いのだと思う。大国だなぞと威張ることはない。そう思うのだが、どうだろ
う。
　この「斉藤醜女」については松本健一も気になったらしく、前掲『中里介
山・辺境を旅するひと』の中で、触れている。

　〈近所に住む人妻の斉藤醜女は、たいへんな美女だったとい
う。この「たいへんな美女」という表現には、絶世のという意味
のほかに、男を快楽地獄にまで引きずりこむといった含みもある
のかもしれない〉

　えっ、そんな含みがあるのかね。でも、松本は確信をもって言うんだ。
又、遠藤妙子にしても愛したら社長の妾であったとか、そんな不本意な恋愛
事件が続く。そして、松本健一はこう結論づける。

　〈女は女であることにおいて男を頽廃に誘う魔物であるといっ
た介山のねじれた女性観が胚胎する〉

　この、ねじれた女性観は、そのまま『大菩薩峠』に反映している。だか
ら、その点からだけ読んでも面白い小説である。さらに奇妙なことがある。
介山は、こうしたねじれた女性観を持ちながら、何と、それらの一切を神経
質に自分の経歴から消そうとしたのだ。その辺を松本はこう書いている。

　〈（介山は）堺利彦から女性に対しては「博愛主義」だとさえ
いわれた。交渉のあった女性の名としても、遠藤妙子、斉藤醜
女、石原登美子、北村なみ子など数多くあげられる。そういった
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女性遍歴の一方で、交渉のあった女性に宛てた手紙はことごとく
回収し、焼き捨てるといった、ある意味で臆病な振舞いをしてい
る。
　また、青年期の『壬寅日記』を昭和19年（1944）に編集し直
したときに、恋に関するもの、性に関するもの、女性に関するも
のを、執拗に墨で黒く塗りつぶしたり、また裂きとったりしてい
る。それは一種の偏執である〉

　かわいそうに、「偏執である」とまで言われちゃったよ。でも、それほど
までにして女性遍歴の過去を消そうとしたのに、無駄な努力だったんだね。
こうして松本には書かれるし、「新潮日本文学アルバム」には交渉のあった
女たちは写真まで載っている。介山も、大小説家なんだからビクビクしない
で全て公開し、それをも文学にして書いたらよかったのに。
　さて、小説の『大菩薩峠』の話はこれで終わりだ。皆も、ちくま文庫でぜ
ひ全巻読んでみなせえ。ところで、地名の大菩薩峠は、1969年に、もう一
度脚光を浴びることになる。そう、赤軍派ファンの皆さんなら知ってますよ
ね。赤軍派が大菩薩峠の民宿「福ちゃん荘」で合宿をしてるところを警察に
急襲され、全員逮捕されたんだ。なんでも、赤軍派は（戦前の5.15事件にな
らって）首相官邸占拠を計画し、そのための軍事訓練を大菩薩峠で行なって
いたという。なぜ大菩薩峠かって？　勿論、革命家たらんとするもの、介山
の『大菩薩峠』を愛読しており、そこで軍事訓練をしたかったのだ。
　ところが内偵していた警察に情報はつつ抜け（内部にスパイがいたとい
う）。そして11月15日未明、急襲され、53人全員が凶器準備集合罪容疑で
逮捕された。しかし、軍事訓練といいながら、見張りもおかずに全員が熟睡
していた。だから、パンツ一丁で逃げまどう「革命家」たちばかりだった。
その写真が『一億人の昭和史』などには載っている。みじめだ。大体、赤軍
派も人がいなくなり、この時はほとんどが、急遽かり集められた高校生だっ
たという。だったら、首相官邸占拠なんて言っても、どこまでやれるのか分
かんない。ひとつ、やらせてみたらよかった。それから捕まえても遅くな
い。しかし、そんな力はない。だまってたら、「合宿」だけで終わったんだ
ろう。だから、「官邸占拠計画があった」ということで「福ちゃん荘」を急
襲したんだろう。
　実は、この10年後、一水会でも大菩薩峠で合宿をやった。この小説にあこ
がれて、そして、赤軍派にあこがれて。ただ、「福ちゃん荘」ではおこがま
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しいと思い（そこは謙譲の精神で）、その隣りの民宿に泊まりましたよ。名
前は忘れた。「亀ちゃん荘」だったかな。
　では、オワリ。ともかく、日本人なら『大菩薩峠』を読みんしゃい。活字
離れしとる人は、まずビデオを見て、状況をつかみ、それから読んだらいい
だろう。何度も映画化されている。多いのは市川雷蔵主演のやつだ。僕が、
ガキの時見たのは片岡千恵蔵だった。その前は阪東妻三郎がやった。この３
人が代表的な机竜之助役者かと思ったら、、何と仲代達矢も1966年にやっ
てたんだね。知らなかった。
　この前、岡本喜八監督の作品24本を「ラピュタ阿佐ヶ谷」で一挙上映した
ので、通って全部見た。その中にあったのだ。仲代の机なんか、と見る前は
馬鹿にしてたが、なかなかよかった。自分が斬った人間が幽霊になってあら
われ、それに斬りかかる机。なにやら四谷怪談の伊右衛門を思い出した。凄
然だった。又、物語の初めに、老人の巡礼は菩薩像に手を合わせながら、
「もう用もない老人です。早く、あの世からお迎えがきますように」といっ
て祈る。その直後、机が現われて斬り殺す。老巡礼の言葉は原作にはない。
岡本喜八なりのサービス精神なのか。それとも合理主義なのか。
　岡本喜八監督の作品を見ていて、アッと思ったのが何本かあった。その中
でも、これだよね。15年前、赤報隊が、この映画を見て、事件を起こしたと
いわれる映画だ。無慈悲に記者を射殺した。その事件に影響を与えた映画
が、1969年に封切られていた。そう、赤軍派が大菩薩峠の「福ちゃん荘」
で一網打尽にされた年だ。因縁だね。さて、その映画とは。待て、次号！

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年2月25日
　時効直前の赤報隊事件に新事実が！

　岡本喜八監督の映画23本を見た。「ラピュタ阿佐ヶ谷」でやった「喜八ア
クション健在ナリ」という企画で見た。今年の１月13日(日)から２月９日
(土)まで行なわれた。1958年の「結婚のすべて」から今までの映画だ。本当
はもっとあるが、ラピュタが傑作と思った23本を選んで上映したのだ。岡本
監督は「健在ナリ」といわれる位だから、今も元気でメガホンをとってい
る。最新作では、真田広之主演の「助太刀屋助六」があり、現在上映中だ。
　岡本作品には軍隊もの、時代劇、喜劇、ヤクザもの、恋愛もの…と、いろ
いろあるが、次の２本は多分、皆、見てるのではないだろうか。「日本の一
番長い日」（1967年）と、「激動の昭和史・沖縄決戦」（1971年）だ。
あっ、あれが岡本作品だったのかと思い出すだろう。「日本の…」は終戦の
日（45年８月15日）の24時間を描いた衝撃的な映画だ。御前会議の結果、
終戦と決まる。天皇陛下は終戦の詔書を録音盤に吹き込む。しかし、「それ
は君側の奸に強いられたのだ。皇国日本が負けるわけがない」と一部青年将
校が決起し、録音盤を奪おうとする。皇居占拠！　惨殺！　反乱。緊迫の24
時間に日本の運命は激変する。阿南陸相（三船敏郎）の壮絶な切腹が印象的
だった。「これだけ多くの人々を死なせたのだ。楽に死んでは申し訳がな
い」と介錯を拒否し、長時間苦しみながら死ぬ。「ここには百人の登場人物
がいるが、全部がワキ役です。主役は時間です」と岡本監督は言う。サスペ
ンス・タッチの重厚な映画になっている。
　「沖縄決戦」は沖縄軽視への怒りから作ったという。「司令部は『沖縄は
本土の為にある』といった。それが今でもあるのではないか」と言う。悲惨
な映画だ。ただ、悲惨を悲惨とだけ描くのでなく、その中に笑いがあった
り、ほのぼのとした温かさがあったりする。昔見た時には分からなかった
が、今見るとそれが分かるし、監督の大きさが分かる。
　軍隊もの、兵隊ものでも奇想天外な楽しいものがある。まるで西部劇のよ
うな映画だ。「独立愚連隊」（1959年）、「独立愚連隊西へ」（1960
年）、「どぶ鼠作戦」（1962年）、「血と砂」（1965年）などだ。こんな
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に勝手気侭に出来たら戦争も面白いだろう。慰安婦もちゃんと描かれてる
し、軍隊の後をついてゆく。罪悪感も何もない。当時はそう思われていたの
だろう。ピー屋（慰安宿）の主人が大活躍をして日本軍を助けたりもする。
「肉弾」（1968年）は、おかしくて、かなしくて、痛烈な映画詩だ。「日
本の一番長い日」の欠落部分を埋めたのがこの作品だという。
　時代劇では先週紹介した「大菩薩峠」（1966年）や、「座頭市と用心
棒」（1970年）という勝、三船の二大スター激突の映画もある。黒沢作品
とは又違った楽しい作品になっている。他には、「斬る」（1968年）、
「戦国野郎」（1963年）、「着ながし奉行」（1981年）がある。
　ヤクザものでは、「暗黒街の対決」（1960年）、「地獄の饗宴」（1961
年）がある。又、宝田明が和製ジェームス・ボンドに扮した「100発100
中」（1965年）もあるが、これはどうもなと思った。アクションもので
は、珍しくも伊藤雄之助を主演にした「ああ爆弾」（1964年）や「殺人狂
時代」（1967年）がある。又、森崎東監督の「黒木太郎の愛と冒
険」（1977年）も岡本監督が出演してるとのことで上映された。
　実録ものでは、説教強盗を扱った「昭和怪盗伝」（1977年）と、「実録
三億円事件」（1975年）が上映された。他には何だったかな。そうだ、ロ
カビリー映画の「結婚のすべて」（1958年）と、山口瞳作の「江分利満氏
の優雅な生活」（1963年）だ。これで合計23本か。この23本を全部見たわ
けだ。厚い本を読み通した時は「読破」という小気味よい言葉があるけど、
映画の場合は何と言うのかな。23本も見たんだから、「見破」かな。「観
破」かな。どっちにしても、しまらない言葉だ。何かいい言葉を作らにゃ。
　エッ、数えてみたら22本だって。変だな。そうか、たしかに22本しかな
い。何を忘れたんだろう。大変だ。赤報隊の映画を忘れたんだ。先週、予告
したのに…。アホだね。赤報隊の映画といっても、15年前に朝日新聞阪神支
局に押し入り、記者二名を殺傷して逃げたあの赤報隊ではない。もっとも、
この赤報隊の映画はもう15年たったら出来ることになっている。連合赤軍
だって30年たったら、「光の雨」「突入せよ！」と二本も作られた。30年
たつと、もう大昔だし、時代劇感覚で作れるのだ。もう15年後は、「赤報隊
事件30周年」で、いろんなイベントも催され、映画も出来るだろう。映画の
原作は僕の『夕刻のコペルニクス』（扶桑社）だ。だって、他にないだろ
う。一橋文哉の書いた本があるって？　あれは違う。「赤報隊と会った唯一
の男」が言うんだから間違いない。
　そうそう、『月刊タイムス』から、「時効を前にして赤報隊の全てを書い
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てくれ」といわれてやっと書き上げましたよ。30枚！　現時点でこれが一番
詳しいし、一番正しいだろう。来月発売だろうから、出たら又、お知らせし
よう。
　ところで、岡本喜八監督の映画だ。三船敏郎主演の「赤毛」（1969年）
がその映画だ。「赤毛のアン」じゃないよ。幕末に、「偽官軍」として処刑
された赤報隊の映画だ。官軍は江戸を目指す時に、ピーヒャラ、ピーヒャラ
音楽を鳴らしながら、攻め上る。指揮官は頭に赤い毛のかぶりものをして、
馬に乗っている。白い毛もあったらしい。あれは何と言うんだろう。かつら
かな。帽子かな。ともかく、官軍の象徴だ。「"赤毛"は革命軍の先駆け！　
世直しを夢見て豪快に暴れた男！」と映画の宣伝には書かれている。
　赤報隊は、れっきとした官軍だった。そして、その先駆けとして、官軍の
思想を伝え、錦旗に手向わないように説得したのだ。その時、人々に「維新
が成ったら年貢は半減。借金は帳消し」と言った。勿論、官軍本体の方針
だった。ところが、官軍は金がない。年貢を半分にしたら、とてもやってい
けないことに気がついた。だからといって、「ゴメンゴメン。あれは間違
い」と言うわけにゆかない。いや、そうすればよかったんだが、「官軍に間
違いがあってはならない」と思い、罪を全て赤報隊になすりつけた。「官軍
は言ってないのに、偽官軍の赤報隊が嘘を言ったんだ。こいつらはスパイ
だ。トロツキストだ」と言って。そして、相楽（さがら）総三以下、全員を
殺してしまった。悲惨な事件だ。
　15年前に朝日を襲撃した赤報隊は、この幕末の赤報隊から名前をとった。
「こんな残忍なテロをやるなんて右翼じゃない」「日本人じゃない」と皆か
ら非難され、糾弾されるだろう。「偽右翼」「偽愛国者」と、罵られるだろ
う。でも俺達は命をかけてやる。そういう悲壮な覚悟、心意気をもって赤報
隊と名付けたのだ。
　では又、映画に話を戻す。じゃ主演の三船敏郎は赤報隊隊長の相楽総三の
役かと思って見たら違う。相楽総三は田村高廣で、ちょっとしか出てこな
い。相楽の部下の権三が三船だ。官軍の先駆けとして江戸に登る時、自分の
故郷の沢渡村を通る。「じゃ、先駆けの先駆けで行かして下さい」と隊長・
相楽に頼む。「この格好じゃ誰も信用してくれないから、隊長のその赤毛を
貸してたもんせ」と頼み、赤毛をかぶって行く。突然のことで、初めは、
「何だ、獅子舞か！」と驚く村人だが、ようやっと信用する。佐幕派の代官
や、ヤクザとの闘いもあるが、何とか平定する。そして部下に軍資金を届け
にやる。だが官軍の本拠地には赤報隊隊長の相楽はいない。話も通じない。
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「あのー、相楽様はどこでござんす」と訊くと、「ほら、お前の後ろにい
る」。振り返ると獄門台に相楽以下、赤報隊全員の首が載っている。軍資金
を届けに来た部下も殺される。
　そして三船が平定した村に官軍本体が押しよせる。闘う三船。官軍の内ゲ
バだ。皇軍相撃つの図である。「ちくしょう、何が官軍だ！　何が維新
だ！」と三船は叫ぶ。見ているオラたちも、「官軍なんか殺しちまえ！」と
心の中で絶叫している。気分は賊軍だ。いや、気分は佐幕派だ。でも、三船
も官軍によって惨殺されるんだよね。かわいそう。岡本監督はこの映画につ
いて、こんなことを言っている。

　〈「赤毛」は、私には「日本の一番長い日」につながる作品で
す。太平洋戦争は何故はじまり、何故あのような状態の終戦を迎
えたのか。それは結局、明治維新にまでさかのぼってくるのでは
ないか。明治維新政府のスタートは、岩倉具視が錦旗を頂いて、
薩長連合勢力を強力な権威としたところからはじまっていま
す〉（「キネマ旬報」69年10月下旬号）

　不思議なことに、この「赤毛」が上映された1969年という年は、「赤報
隊ブーム」ともいうべき年なのです。映画だけでなく、舞台では、文化座で
「草の根の志士たち」、民芸で「無頼官軍」が上演された。綱淵謙錠の『苔
（たい）』（中央公論社）という小説も出てました。これも赤報隊を描いた
ものです。「70年安保」を前にして。不気味な時代だったからでしょうか。
反乱は起こりそうで、それでいて警察力でつぶされた時代でした。もう大衆
運動は出来ない。どうしようかと絶望に駆られていた暗い時代でした。だか
らなのでしょうかね、赤報隊ブームだったのは。
　15年前、朝日を襲った赤報隊は多分、もの心ついた時に、この〈赤報隊
ブーム〉を見てたんでしょう。エッ、おいらかって。69年は26才でしたね。
オラの所属していた全国学協も内ゲバで、オラは「リーダーとして無能だ」
「偽愛国者だ」として追い出されたんですよ。こっちだって官軍相撃ち、
「偽官軍」扱いされていたんですよ。
　そうそう、赤報隊関係では２年前にも新しい本が出ました。書いた人は僕
の知り合いでもありますが、作家・宮城賢秀で、『幕末志士伝・赤報
隊』（上・下）（ハルキ文庫）です。帯にはこう書かれています。「赤心報
国を胸に刻む、志士たちの運命は--。勅定書を得て進軍する相楽総三と赤報
隊を待ち受ける過酷な時の流れは--」
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　赤報隊の「赤報」とは「赤心報国」の意味なんですね。15年前に朝日を
襲ったから、きっと朝日が憎くて、「赤い朝日に報復する」という意味で赤
報隊とつけたのかと思ったけど、違うんですね。
　思い出した。綱淵謙錠は『苔』という赤報隊を扱った小説を書いている
が、それだけでなく、９年前に金剛輪寺に赤報隊の顕彰碑が立てられた時に
碑文を書いたのだ。幕末の赤報隊は随分と調べ、同情し、傾倒しているの
だ。だから碑文まで書いた。金剛輪寺は幕末に赤報隊が決起した場所なの
だ。ところで、この顕彰碑をつくる時、賛同人をつのった。「そこに東京の
鈴木邦男という名があるんです。賛助金も出してます」と言う。これは前に
「ＳＰＡ！」でも書いたが、「ニュース・ステーション」の取材で清水建宇
さんに聞かれたんだ。全くおぼえがなかったのでエッと驚いたら、「じゃ、
同姓同名ですかね」と疑わしそうな目をする。見たら僕の字だ。「じゃ、賛
同人になったんでしょう」と認めた。証拠を突きつけられて渋々認めた犯人
のようだ。でも、本当に忘れていたのだ。
　９年前にしてこれだから、15年前のことなんて、もっと忘れてる。５月３
日の事件の起きた日だって、何をしてたのか全く分からない。西宮にいたの
かな。あっこんなこと言っちゃいけないのかな。これ以上続けると何を書く
か分からないので、こわいからやめる。では又、来週。ごきげんよう。
〈追伸〉(1)　「ダカーポ」（２月20日号）は特集が「教えて！　天皇家の
ホント」。すごいよね。僕も読んで勉強しました。そしたら、木村氏が出て
ました。「一水会代表に、本音を取材。なんだか怖～い、"右翼の琴線"
は?!」。皇室報道のタブーは、対右翼（特に武闘派）という感がある。一
体、事を起こす、起こさないを分ける"右翼の琴線"はどのあたりにあるの
か？　理論派の右翼の論客、「一水会」木村三浩代表に聞いた。という書き
出しで、いろんな質問をぶつけ、それに木村代表が明確に答えていま
す。（ファルコン注：2月20日号は既にバックナンバーです。「ダカーポ」
のバックナンバーは書店で注文できますので、お求めの方は書店で。勉強に
なります。注文の価値有りです。ホント！）
　(2) 「マクロビオティック」（02年２月号）という玄米正食、自然食の本
に私が原稿を書きました。巻頭言で、「幼少時代に得た財産」という題で書
いてます。大学に入るまでは、肉もインスタント食品も食べたことがなく、
桜沢如一先生の「正食」をやっていた、という話を書いた。コーヒーや紅茶
も飲んだことはない。病気の時も、薬も飲んだことはないし、病院に行った
こともない。すべて「正食」と生長の家の「お祈り」で治していました。今
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もそうです。「そのわりにはよくカゼひくなって？」まァ、まァ、少々は弱
くなってるんですよ。でも、正食と祈りに支えられた幼少時代があるので今
の私があるのですよ。そんな話を書きました。「マクロビオティック」は日
本ＣＩ協会発行。630円。telは　03(3469)7631
　(3) 今日（２月19日）、「まとりた」（vol.13）の見本誌が届きました。
２月25日に発売だそうですが、凄いですよ。申し込みが殺到してるそうで
す。特集が「天皇新論」。巻頭対談が若松孝二（映画監督）と私の対談「天
皇像をめぐって」。他に、島田雅彦の「天皇は『護憲の王』であらねばなら
ない」。高森明勅の「『女帝論』これでもタブーか」。ピーター・バラカン
の「皇室と王室」。常石敬一の「天皇制と日本人のアイデンティティ」。福
島瑞穂の「今こそ、天皇制の意味そのものを問う議論が必要」。などなど、
一冊、丸々、天皇制特集です。これだけまとまった特集は今までにもなかっ
たでしょう。凄いです。952円です。大きな書店では置いてますが、売り切
れの時は、発行所のモジカンパニーへ。tel 03(5815)6881 です。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年3月4日
　又もや、「隠し子」大騒動が勃発じゃ！

　小学生の作文だ。「うちの姉は急に色づきました。おいしそうです。食べ
頃です」。凄いことを書く小学生だ。ＴＶで紹介されてたから本当に小学生
の作文だ。続いていう。「他人に食べられないか不安です。皆、狙ってま
す。お兄さんもお父さんも狙ってます。お母さんだけは、まだ食べちゃダメ
といってます」。ヒャー、近親相姦まであるんか。「僕も、そっと触った
り、なでたりしています。」
　官能小説だなと思ったら、何のことはない。「柿」を「姉」と書き間違え
ただけでした。でも、間違っていてもそれで意味が通じる。さらに面白くな
る。そこがすごいですね。日本語の力ですね。原稿用紙に鉛筆で書くからこ
ういう楽しい間違いも生まれるのです。ワープロ、パソコンではこんな事は
ないですね。今は間違っても皆、同音異義語の間違いばっか。つまんない。
色けがないですね。パソコンも色づき、おいしそうにならにゃ。赤坂細子は
色づき、食べ頃なのでせうか。「もう終わった」なんて風見愛は言ってます
が、失礼なことを言っちゃいかん。
　さて、僕も姉の話です。あっ、変換ミスだ。狼の話です。これも違った。
娘の話です。今まで、「鈴木邦男の隠し子騒動」は何度かありました。一番
有名なのは、「夕刻のコペルニクス」に書いたやつです。事実は小説よりも
奇なり、という典型です。まるで歌舞伎にでもあるような話です。 　そして
今回、又しても、「鈴木邦男の娘」が登場しています。河出書房新社から２
月28日に出たばかりの本です。大橋由美さんが書いてます。３年前、27才の
女性ライターが自宅バスルームで謎の急死を遂げました。他殺か、自殺か、
事故死か。警察はさんざん調べました。そして事故死と発表しました。その
27才の女性について書いた本ですが、帯に何と、「鈴木邦男の娘はなぜ死ん
だ？」と書かれています。同姓同名の邦男さんじゃない。ワタシです。
　不思議です。不可思議です。謎が謎を呼ぶ事件でした。勿論、僕も現場に
行きましたし、お通夜にも行きました。涙が止まりませんでした。娘を亡く
したのだから当然です。彼女は、北海道で生まれました。国後島の「クニオ
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ハウス」で生まれたとも伝えられてます。まぁ、いろんなことがあったわけ
です。娘の生き方をめぐって父と意見が対立し、そして…。「じゃ、お前が
殺したんだろう」と疑われるかもしれませんが、それはありません。自殺で
もありません。警察の発表通り事故死でした。風呂を洗っていた時に、急に
気分が悪くなり、心臓が停止したのです。「日本のポアロ」と言われる私が
言うのですから間違いはありません。
　あっ、本の題名を紹介してませんでしたね。大橋由美著『井島ちづるはな
ぜ死んだか』（河出書房新社。1600円）です。「あれっ？　あの人か」と
お気付きの人もいるでしょう。そうです。あの人です。本名は別なんですけ
ど、ペンネームが井島ちづるさんです。新宿のロフトプラスワンによく出入
りしてました。ライターズ・デンに通ってました。作家になりたくて、貪欲
に何にでも挑戦した人でした。一水会にも来てくれてました。とても優しく
て、気がつく人で、それにお掃除が得意でした。（当時は）汚かった一水会
の事務所を徹底的にきれいに掃除してくれました。
　足がとっても長く、きれいで、モデルのような人でした。ロフトがまだ新
富町にあった頃のお話ですが、何かのイベントを聞きに私は行ってました。
控え室で皆と喋ってたら、入口のところを、キリンが通りました。そんなは
ずはない。夢かと思いました。ともかく、スラリと長い、いや、長い長い足
だけが僕の眼の前を横切ったのです。ありゃ何だと思いました。今度は帰っ
てくる時、もう一度、通りました。こんな長い足があるものかと思い、ガ
バッと起きて後を追いました。生まれて初めて知らない人に声をかけまし
た。「うわー、長い足ですね」と言ったのか、「きれいな足ですね」と言っ
たのか。それは忘れましたが、思わず声をかけたんです。そしたら、「あ
らっ鈴木さん」。僕のことを知ってたんですね。ＳＰＡ！を読んでるといい
ました。初めての出会いはそれでした。
　「何だ、お前の娘じゃないじゃないか」って？　まァ、あせりなさんな。
それから時々、ロフトで会ったり、一水会の講演会に来てくれたりしたんで
す。会社に勤めながら、作家になるための勉強をしてるという。その手の専
門学校を出て、ライターズ・デンに通い、バイトでいろんな記事を書いてる
という。背も高いし、足も長い。堂々としていたらモデルにでもなれるの
に、でも、いつも猫背で、うつむきかげんに歩く。目もショボショボして
る。もっとパッチリ目を開けて、背筋をシャンと伸ばして歩いたらいいのに
と思いました。そうしたら、モデルになれるのに。なんとも欲のない子だな
と思いました。
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　でも、作家希望の、表現者としては人一倍、欲があったのです。ある日、
「私、ＡＶに出たの」とアッケラカンとして言う。ガーン！　と衝撃をうけ
ましたね。よく、雑誌で、普通の女の子が風俗に行ったり、ＡＶに出るとい
う話は聞いてたけど、自分とは関係のない所の「普通」だと思っていた。と
ころが、自分の身近のところにいた。何も、そんなことまでしなくとも…と
思いました。ライターズ・デンで知り合った監督にとってもらったという。
こんな清純な子をだましてＡＶに出すなんて許せん！　と殺意すらおぼえま
した。
　なんでも、処女喪失ビデオだそうです。バカか、こいつはと思いました。
そのあとも、何回かＡＶに出、さらに体当りの危ない体験取材もしたそうで
す。たとえば合法ドラッグをのんで、そのあとセックスして、さてどうなっ
たかとか。あるいは、大久保で「立ちんぼ」をやって、男を誘い、ホテルへ
行くとか。あるいは公衆トイレで…。驚きました。あきれました。作家にな
る為に必要だと思ったんでしょうか。「そんなこと、やめろよ」「それほど
までしてライターになんかなりたいのか」と会うたびに言ったんですが、で
も聞いてくれませんでした。見かけによらず、頑固だったんですね。 　で
も、その泥まみれの取材の甲斐あってなんでしょうか、太田出版から『恋が
できない！』という本を出しました。恋ができない人をインタビューしてま
とめた本です。まだ20代で、太田出版から本を出すなんて凄いと思いまし
た。それから、「幻冬舎から小説を頼まれて書いてる」といいました。ウ
ヒャー、すげえ。一挙に作家かよと驚きました。こんなに若くして作家にな
るなんて。今度は、その成功に嫉妬しました。
　そんな時です。大橋さんから電話がありました。彼女が亡くなったといい
ます。そんなバカな。ウソだろうと思いました。でも本当でした。聞いた瞬
間、ポロポロと涙が流れました。そして、アレッ、おれも涙を流すのかと驚
きました。というのは、自分でも自分のことをずっと、冷たい男だと思って
いたからです。あまりに凄いこと、奇妙なこと、危ないことが多かった半生
です。だから、いちいち驚き、卒倒していては体がもたない。それで、少々
のことでは驚かないようになったのです。いい意味でも悪い意味でも、余り
心を動かさない。ゴルゴ13のようになったのだ。そう思いました。友人や先
輩が亡くなっても、「まァ、人間だから」とか、「やりたいことをやって死
んだからいいだろう」と、思ってました。オレも随分とクールな人間になっ
たと、思っていたのです。
　ところが、井島ちづるさんの死を聞いた瞬間、かわいそうで、かわいそう
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で、涙がポロポロ流れ、とまらなかったんです。右翼や左翼の先輩たち、友
人たちは、それなりにやりたいことをやって死んだ。年齢もそれなりの年齢
だ。でも、井島さんは27才だ。これからだ。苦労して、やっとライターとし
て、作家としての道がひらけたとこじゃないか。それに、ＡＶに出たり、体
当り取材したりして、苦労して、やっと、これからというチャンスをつかん
だ時じゃないか。そう思うと、かわいそうで、くやしくて、どうしようもな
くなったんです。
　『井島ちづるはなぜ死んだか』の中では、そんな話を中心に喋りました。
「自分の娘が汚されたようで悔しかったですね」という題になっています。
宅八郎さんは「妹のような人だった」といってる。だから、本の帯にはこう
書かれている。
　「ＡＶ処女喪失！　戦慄の女性ライター27年間の生涯。宅八郎の妹、鈴木
邦男の娘、雨宮処凛のライバルはなぜ死んだ？」

　井島さんとは本当に清く、さわやかなお付き合いでした。本当の親と娘の
ような付き合いでした。獅子文六に『娘と私』『父の乳』という感動的な名
作がありますが、その小説のようでした。獅子のことはそれまで、ただの大
衆小説家と思ってましたが20年ほど前に読んで、考えを改めました。衝撃を
受けました。読んでいて、涙が出てきました。当時はバリバリの活動家でし
たし、非合法闘争もやりました。左翼と見れば殴りかかり、刺し、殺し、火
をつけていました（そこまではしないか）。ともかく精神が荒ぶり、すさみ
切っていました。家庭や女なんていらないと思ってました。太宰治を読ん
で、「家庭の幸福は諸悪の根源」というとこを見つけ、そこだけ、「そう
だ。異義なし！」と思ってました。
　何のキッカケで読んだのか分かりませんが、（多分、全集のノルマ読みで
しょう）、獅子を読んで、驚きました。ゲッ、俺にも家庭を求める心がある
のかと、愕然となったのです。娘とはこんなに可愛いものかと思ったので
す。娘は持ってないのに、読んでいて、本当に娘をもった親の気持ちになり
切っていたのです。娘が病気するとハラハラし、心配し、ご飯も咽に通らな
くなりました。子供が出来たらこいつはきっとマイホームパパになって、
「下らない運動なんかやめた！」と言い出すんだろうなと思いました。自分
で自分のことを「こいつは」と分析してたんです。
　その『娘と私』のように思っていたのに井島さんは、父の心、子知らず
で、ＡＶに出るは、突撃取材で立ちんぼはやるは、ドラッグはやるは…。父

主張136 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

4 / 6 09/12/13 2:07



は泣きましたね。ある時、高田馬場の居酒屋で飲んでました。事務所の掃除
をしてもらった後だと思います。彼女の故郷の北海道の話になりました。
「うちの父は『夕刻のコペルニクス』の熱烈な読者なのよ。家に帰った時、
私なんかほったらかしにして、読んでたわよ」と言う。うれしかった。で
も、本当の父は北海道にいるのかと思うと悲しかった。「鈴木さんにもいつ
か会いたいって言ってたわ」。「そうだね」と答えながら、でも会う機会な
んかないよと思ってました。
　ところが、そのお父さんとも会ったのです。井島さんに紹介されたわけで
もなく、お通夜の席で…。こんな形で会うとは思ってもなかったのに。27才
か。今思い出しても、本当に惜しい。悔しいです。
　モデルになればよかったのにと今でも思っています。あんなに足が長く、
きれいな人はいませんでした。足だけでも、もらいたいくらいでした。川端
康成の小説に「腕」というのがある。腕の美しい女性がいて、主人公（川端
だろう）は魅了されます。こんなにスラリと伸びて、きれいな腕はない。そ
れで、思い切って言うのです。「一晩だけ腕をかして下さい」。そんなバカ
なと思うでしょうが、そこは小説です。「いいわよ」と、彼女は外して貸し
てくれます。主人公は狂喜乱舞して大事に持ち帰り、一晩、あこがれの腕と
添寝するのでした。幻想的な小説ですね。『眠れる美女』にも似てますね。
　でも、川端が井島ちづるさんに会ってたら、腕ではなく、井島さんの足に
魅了され、「ぜひ一晩、足を貸して下さい」と懇願したでしょうね。いや、
あの世でもう会ってるかもしれませんね。そして足を貸してもらったかもし
れません。そして、小説『足』を書いたかもしれません。でも僕らは読めま
せん。そちらで出版されたら、ぜひ「霊界パソコン」で送って下さい。きっ
と送れますよ。電話だって、僕の電話は亡くなった三島由紀夫や坂本竜馬か
らよくかかってきます。パソコンだって霊界から送れますよ。

　では来週の予告です。２月の下旬は「赤軍派ウィーク」でした。２月14日
(木)は田中義三さんの「よど号」ハイジャック事件の判決で、12年でした。
２月16日(土)は、元連合赤軍兵士・植垣康博さんのスナック「バロン」の開
店一周年記念でした。２月17日(日)は元赤軍派議長・塩見孝也さんの『私の
幸福論』の出版記念会でした。そして２月21日(木)には下獄寸前の田中義三
さんに最後の面会をしました。「今度会う時は12年後か。他の皆が死に絶え
ても俺達二人は生きのびて会いましょう！」といいました。
　そんな感動的な話を書こうと思いました。連合赤軍を扱った映画「光の
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雨」は大ヒットし、それに嫉妬したのか、今度は警察側が、「突入せよ！」
という映画をつくり、５月に上映します。「光の雨」の原作者・立松和平さ
んに聞いたら、「光の雨」で学生運動家になってる役者が、今度は「突入せ
よ！」では機動隊の役でたくさん出てるそうです。役者だから仕方ないのか
もしれませんが、「でも節操がないですね」と立松さんは嘆いていました。
ホントですね。
　さて、左があれば右があるんです。何と、三島事件の映画が出来ました。
はじめの試写会の時、行きませんでした。忙しかったし、このテーマは別に
興味もないよと思ってたんです。でも、「鈴木さんにはぜひ見てほしいん
だ」と監督。そして急遽、二回目の試写会が。しぶしぶ行きました。見て、
アッと驚きました。これは三島事件の映画じゃないか。でも、案内状にも、
パンフにも、どこにもそんなことは書かれていません。いわば、「かくれ三
島映画」です。チクショー、ＳＰＡ！の連載があったら書くのに、と思いま
した。でも仕方ないですね。去年の６月、無能だからクビになったんです。
「お前なんか面白くねえよ」と切られたんです。担当者も社とケンカして、
その後、女性と結婚し、北帰行したと風の噂に聞きました。だから、言論の
場がないんです。
　でも、いいネタは出し惜しみしてはいけません。こんな凄い話まで来週は
ここで書いちゃうのです。風雲急をつげる次号。心して待て！　さて、何が
あらわれるか。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年3月11日
　昭和天皇と「ベン・ハー」

　２月18日(月)、京橋の映画美学校で試写会を二つ見ました。都合よく重
なったのです。よく試写会の案内は来ます。多分、週刊「ＳＰＡ！」で６年
間連載をし、その間に何回か衝撃的な映画を取り上げたので、「この映画も
見てくれ。取り上げてくれ」ということで、案内が来るのではないでしょう
か。だったら申し訳ない気持ちです。何か、詐欺をしているような気分で
す。でも、別に紹介する媒体がなくてもいいから、ともかく見てくれ、とい
うのかも知れません。ここは、そう好意的に解釈し、ご好意に甘えて、せっ
せと試写会場に足を運んでいます。
　18日は12：30から「ＫＴ」でした。何の略かは分かりません。「ＥＴ」
なのか。あるいは、未来から来たサイボーグのお話なのか。もう一つは
３：30から「友へ（チング）」という韓国映画でした。終わって５：30で
した。そうだ、近くで「ベン・ハー」のニュープリント版をやってたなと思
い、行ってみました。６：30から11：00で、４時間半の大作でした。これ
は何度見ても感激です。この日は、１日中映画を見て、圧倒され、考えまし
た。そんで、家に帰ってから、知恵熱が出て、それでなくても風邪をひいた
のに、熱と熱が相乗されて、次の日は一日、寝てしまいました。
　でも、無理しても見る価値のある映画三本でした。順番を逆にし、うしろ
から紹介します。映画に関して、「今まで最高の映画は何でしたか」という
アンケートがあると、決まって一番になるのが、この「ベン・ハー」ですよ
ね。史上最多アカデミー賞11部門受賞しています。1960年（昭和35年）に
日本で封切られてます。42年前ですね。僕は高校２年生でした。だから、仙
台の映画館で見たんでしょう。その後、何度か見ましたし、テレビでもやり
ました。しかし、42年たっても、感動は衰えず、圧倒されます。これだけの
スペクタクル史劇はもう作れないでしょう。「空前絶後」とはこの映画の為
に作られたような言葉です。特に、古代戦車競争の場面は、本当に凄いで
す。テレビやビデオでも分かりますが、大スクリーンで見ると本当に手に汗
握り、ハラハラ、ドキドキします。
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　パンフレットを見たら、この戦車競争の場面の撮影だけで何と３ヶ月半を
かけたといいます。又、映画史上最大規模の競技場オープン・セットを、東
京ドームの２倍強の敷地に１年半かけて建設したといいます。今なら絶対に
出来ないですね。「そんなのコンピューター・グラフィックでやれ」「そん
な金を使うなんてダメだ」となるでしょう。
　監督はウィリアム・ワイラーで、ベン・ハー役はチャールトン・ヘストン
です。彼は「十戒」ではモーゼをやってます。「十戒」は勿論、キリスト教
映画ですが、この「ベン・ハー」もそうです。キリストも出ています。
　42年前に見た時は、ただただ圧倒されました。高校はミッション・スクー
ルでしたし、映画は厳禁でしたが、この映画だけは特別に「見てよい」と言
われました。当然ですよね。その頃は、裕次郎や小林旭の映画が全盛で、私
も好きで、かくれて、見に行ってました。「ベン・ハー」は晴れて「公認」
の映画です。戦車シーンには一番感動しました。こんな凄え映画を作れるア
メリカは偉大だと思いました。小林旭の「渡り鳥シリーズ」とは比べものに
なりません。これじゃ日本も戦争に負けるわけだ、と自虐的に思いました。
　でも、やけに教訓くさい映画だな、要はキリスト教の宣伝映画じゃねえ
か、と生意気な高校生（私です）は、考えました。ミッション・スクールに
通ってましたが、その押しつけがましさが嫌いでした。又、「神は愛なり」
と言いながら、教師は体罰を加える。「何が愛だ。バカヤロー！」と反発し
てました。その反発が、「ベン・ハー」を見ても表れたんでしょう。しか
し、42年たち、私も成長しました。キリスト教のよさも分かります。そし
て、純粋に、「ベン・ハー」のすばらしさも分かります。
　映画が終わって帰ろうとした時、入口に出ていたパネルの写真が目にとま
りました。この「テアトル東京」で42年前に封切られた時の写真です。今と
違い、古い映画館でした。でも、何と、昭和天皇皇后両陛下が見に来られて
たんです。チャールトン・ヘストンもお出迎えしてます。驚きでした。相撲
はお好きだから、陛下はよく国技館に行かれたという話は聞いてますが、映
画とは…と意外な思いでした。チャールトン・ヘストン夫妻は映画関係者と
共に、ペコリと頭を下げてます。
　パンフレットを見たら、その日のことが書かれてました。1960年（昭和
35年）の３月30日なんですね。封切りに先立つチャリティ試写会に行かれ
たとあります。その時の映写技師の平野昌利さんが、「わが運命の日、『ベ
ン・ハー』チャリティ試写会」という一文を書いてます。
　「…この試写会に日本映画史上初めて、昭和天皇皇后両陛下がお揃いでい
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らっしゃったのです。もちろん主演のチャールトン・ヘストンさんも来日
し、赤い絨毯が敷かれ、物々しい警備が見守る中、両陛下をお出迎えになり
ました」
　日本映画史上初めて、といってるから、それまでは陛下は一度も映画館に
は行かれなかったわけだ。勿論、皇居でビデオを見ることもない。「日本映
画史上」といいながら、見られたのは日本映画ではない。「日本映画なんて
下らないし、チャチだ」と思ってられたのでしょうか。「やはり映画はアメ
リカだよ」と思ってられたのでしょうか。「映画については、“親米反日”
だ」と思ってられたんでしょうか。興味のあるところです。
　ところで、この「運命の日」にこの映写技師は大変なドジをやってしまう
のです。何と、フィルムが切れたのです。それも、三度も。死ぬ思いでした
でしょう。「その瞬間、チャールトン・ヘストンは上着を投げつけて激怒し
た」そうです。
　映写技師が言うことには、当時、日本では70ミリの映写機が発展途上で、
うまくゆかなかったそうです。夜も寝ないで何度も何度もテストしたそうで
す。それでも本番ではプチン、プチンと三度も切れてしまったのです。まァ、
世が世なら切腹ものでしょうね。
　「後日、大変申し訳ございませんでしたと、関係各社が宮内庁に謝罪に行
きました。その際、天皇陛下は『私が行ったので映写技師は大変緊張したの
でしょう』という優しい言葉をくださったと聞き、またお土産に菊のご紋の
入ったタバコをいただきました。あの頃はただただ夢中でしたが、本当に名
誉なことだったと今ではしみじみ思います」
　さすがは昭和天皇ですね。それに、菊の紋の入ったタバコをもらったんで
すか。軍歌にもありますね。「恩賜（おんし）のタバコいただいて、明日は
死ぬぞと決めた夜は荒野の風も生ぐさく…」というのが。この恩賜のタバコ
は最近までありました。警察にも下されたんですな。それを公安が右翼のと
ころへ持ってきて、「ほら、恩賜のタバコだぞ。あげるよ。ありがたいだろ
う。だから情報を教えろ」と言ったんですよ。変な使われかたをしたもんで
す。
　だからでしょうか、今は廃止されました。「右翼の情報とりに利用すると
は、けしからん」と天皇陛下がお怒りになって…。というわけではありませ
ん。公安や右翼なんて、そんな下々のことはご存知ない。そうではなくて、
世界的にタバコの害がいわれているのに、菊の紋入りのタバコをさげ渡すの
はどうか、ということで中止になったのです。これは英断だし、いいことだ
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と思います。天皇は憲法上も日本の象徴なんだから、この天皇陛下のお心を
くんで、日本は禁煙国になるべきです。９条の「戦争放棄」の次に、「タバ
コ放棄」を書き入れるべきです。その前に、天皇を尊崇する右翼・民族派は
すべからく、タバコをやめるべきです。
　さて、「ベン・ハー」に話を戻します。昭和天皇皇后両陛下をお迎えした
チャールトン・ヘストンは現在も元気で、このパンフにわざわざコメントを
書いてます。「日本での『ベン・ハー』上映に寄せて」という文です。

　「陛下はご一家と共にロールスロイスでご到着され、運転手の
用意したゆるやかな階段を使って下車されました。私が宣伝係に
『お辞儀をするべきかどうか』と聞くと、『何しろ先例がないの
でわからない。陛下のやるとおりにしてください』と言われまし
た。陛下も私も黙ったまま握手しました」

　えっ、握手したのかよと思った。でも表のパネルや、パンフの写真では、
ヘストンはお辞儀をして、そこを陛下が通り過ぎていかれる。そういう場面
だ。外国人が握手しようとしたら、「日本では握手はしません」とお辞儀し
た、という話も伝わっている。でも、戦後だし、「人間宣言」をしたので握
手をされたのかもしれません。あるいは、チャールトン・ヘストンだから特
別だったのでしょうか。ここは謎ですね。それに、「天皇はご一家ととも
に」と書いている。パンフには「昭和天皇皇后両陛下」としか書いてない
し、写真も皇后陛下のとこで切れている。もしかしたら、皇太子様たちも一
緒に見られたのかもしれない。又、フィルムが三度も切れたことについて、
ヘストンはこう書いてます。

　「…始まったとたんにフィルムが３回も切れたのです。陛下は
冷静に見ておられましたが、映写技師の目は血走っていたはずで
す。でも手の打ちようがなく映写を再開。またもフィルムが切
れ、それでも陛下は平然としておられました。そんなハプニング
もありましたが、プレミア試写会は大盛況で、私も妻も出席でき
て光栄でした」

　多分、他の客は「どうしたんだ」とか、「またか」とざわつき、大変だっ
たんでしょう。でも昭和天皇だけは平然としておられた。さすがですね。
２．26事件や開戦、終戦と何度も激動的な場面に直面し、乗り越えてこられ
たんだ。フィルムが何度切れようと何のことやある、と思われてたのでしょ
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う。又、自分が、「どうした？」と周りに聞いたら騒ぎは大きくなるし、映
写技師もますます緊張し、追いつめられるだろう。そう思ってもいたので
しょう。生まれた時からの〈帝王学〉の為さしめるところでもありましょ
う。
　チャールトン・ヘストンもこれには驚いたようです。しかし、「自分は上
着を投げつけて激怒した」という点は書いてませんね。42年もたつと、自分
のとった行動などは忘れてしまい、陛下の偉大さ、落ち着きぶりだけが今も
目に焼き付いているのでしょう。
　今は映写技術も進み、自動ですから、フィルムが三回も切れるなんていう
心配はありません。だから皇室の方々もぜひ好きな「ハリー・ポッターと賢
者の石」や「ロード・オブ・ザ・リング」を見に行かれたらいいと思いま
す。
　この前、「ラピュタ阿佐ヶ谷」で、「誘惑のイタリア映画」をやってまし
たので、全部見ました。仕事がないから、〈浪人〉してるうちは貪欲に図書
館と映画館に通おうと思ってるんです。勉強ですよ。「生涯一書生」です
な。あっ、これは吉川英治の言葉か。話を戻そう。イタリア映画祭で、ルキ
ノ・ヴィスコンティの「ベニスに死す」を久しぶりに見ました。今の皇太子
殿下が好きな映画です。でも、皇太子様は、ヴィスコンティ監督のものは全
て好きなんでしょう。多分、悲劇の国王を描いた「ルートヴィッヒ」の方が
お好きなんじゃないでしょうか。でも、狂った国王の話ですし、最後は悩み
に悩んで自殺してしまうという内容ですから、「好きだ」とも言えず、「一
番好きなのは『ベニスに死す』だ」と言われたんじゃないでしょうか。他に
は、「山猫」「イノセント」「ベリッシュ」など、ヴィスコンティのものは
全てお好きなんだと思います。
　では今の天皇陛下はどうなのでしょうか。昔、何かの新聞に出てましたが
天皇皇后両陛下は、オードリー・ヘップバーンの「ローマの休日」がお好き
だとありました。「ちょっと出来すぎだ」という評論家もいますが、でも、
本当にそうなんでしょう。そうだ、天皇賞とか天皇杯とかあるんだから、映
画にも「ゴールデン・アロー天皇賞」とか「天皇アカデミー賞」とかつくっ
て贈呈したらいい。そうしたら、落ち目の日本映画も息を吹き返すかもしれ
ない。
　じゃ、天皇賞は「ローマの休日」、皇太子賞は「ベニスに死す」。昭和天
皇賞は「ベン・ハー」か。あっ、全部、洋画じゃないか。日本映画の復活に
はならない。でもいいか。そんな小さな愛国心なんか超越するんですよ。日
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本の皇室は。世界の映画を考えるんだ。そして、いいものはいい。下らない
邦画は下らん。それでいい。
　あっ、でも、こんなことを言うと地下の赤尾敏さん（元大日本愛国党総
裁）に叱られるかな。赤尾さんは、相撲は陛下がお好きだから天皇杯を出す
のは分かるけど、競馬に「天皇賞」を出すなんてけしからんと言っていた。
「ギャンブルに天皇を利用するな！」と言うのだ。これは凄いと思った。あ
と、「高松宮杯」というのもあったな。あれは競艇かな。これもそうだ。だ
から、映画なんかにも「天皇賞」をと言ったら激怒するだろう。
　しかし、何で、ギャンブルに天皇賞や高松宮杯があるんだろう。よく、宮
内庁も許可したもんだ。相撲ならば「国技」といわれているし、明治天皇、
大正天皇、昭和天皇、そして今の天皇もお好きだし、国技館にも足を運ばれ
ている。だから分かる。でも、競馬や競艇なんか関係ないじゃないか。イギ
リスの競馬のように女王陛下も行かれ、貴族階級の人々も正装して出かける
という高貴なものなら分かるけど…。
　と思っていたら、謎を解く一文がありました。吉川英治の『忘れ残りの
記』です。「生涯一書生」を座右の言葉とし、70年の生涯をひたすら勉強
し、刻苦修業をかさねた吉川の半生の自伝です。苦労に苦労を重ね、その中
で勉強したのです。この本の中に、明治天皇は競馬がお好きで、よく通って
いたと出ていた。もしかしたら、この頃に競馬の「天皇賞」が出来たのかも
しれない。（誰か、百科事典があったら調べてほしい）。吉川英治はその本
の中でこう書いている。

　「明治天皇の競馬好きは著名であった。春秋の根岸競馬には、
前後十数回も行幸があったことかと思う。祭日か日曜日なので、
ぼくらは学校の先生に引率されていたわけではないが、みんな日
の丸の小旗を持っていた」

　ところが道が狭くて、両側の小旗は陛下のお体にさわりそうであった、と
いう。いわば、人々にもみくちゃにされながら競馬に通われたという。すご
いですね。そして吉川は言う。

　「…そうしたぼくら明治の人間の先入観では、大正・昭和にわ
たるあのものものしい、超警戒ぶりは、何ともわけがわからな
かった。街頭の群集をみな敵とみるような、あのひやっこい鹵簿
の列と、幼時の印象とは隔世の感があった」
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　本当にそうですよね。吉川の言う通りだ。ここで、「鹵簿（ろぼ）」とい
う言葉が出ている。分からないので辞書で調べたら、「行幸（行啓）の行
列」と出ていた。ともかく、吉川は、小旗をふって明治天皇を迎えたんだ。
年に「10数回」も行かれたというから、本当にお好きだったんですね。こう
いうことは、もっともっとされていいんじゃないかと吉川は言う。

　「戦後は天皇も民主風になられたとはいっても、なお相沢の貧
しい民衆と陛下の間に見られるような風景はどこにもないと思
う。たとえば各種のスポーツや競馬などに、天皇杯や天皇賞は贈
られているが、賞とともにグランドに臨まれることはないし、そ
この民衆といっしょになってともに一日を遊ぶという時間もお持
ちになってない」

　そうです、そうです。吉川はいいことを言う。天皇陛下が行かれないのに
天皇賞や天皇杯なんていうのはおかしいですよね。では終りです。今回は、
「天皇と映画」「天皇と競馬」について考えてみました。「ところで、『隠
れ三島映画』の話はどうなったか？」って。何それ？　あっ、いけねー。先
週、予告してたね。だから、これがそうですよ。三島は天皇を護るために
『文化防衛論』を書いたのだし。だから…。でも、話がつながらないっ
て？　じゃ、来週書きますよ。本当は、もうヒントを今回、書いたんだけど
ね。皆が気がつかないだけだよ。

〈お知らせ〉(1)　「まとりた」でやる天皇論の対談の為にぜひ読めとせかさ
れてたんですが、でも内容が難しそうだし、厚いし〈580ページ〉、ヤダ
ナーと思ってたんです。でも、日時もないので、少しずつ読もうかと思い、
「ルノアール」西武新宿店に入ったんです。「１日100ページずつ読めば５
日か」と思って読み始めたんです。『天皇の戦争責任』（径書房。2900円）
という本です。加藤典洋、橋爪大三郎、竹田青嗣の対談です。ところが、読
み始めたら驚いた。ぐいぐいと引き込まれるし、面白いし、知的刺激に満ち
ていて、今までの〈天皇論〉とは全く違う。やめられなくなって、とうとう
「ルノアール」で読破してしまいました。夜の９時半に入り、読み終わった
のが夜中の２時半。５時間で読みました。こんな読み方をしたのは僕だけで
しょう。西武新宿店は深夜営業だし、その日はたまたま携帯電話を持ってい
かなかった。だから５時間も集中して読めたんですわ。ともかく、いい本で
す。皆も、読んでみなせえ。読んで、「下らなかった」という人がいたら本
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代とコーヒー代は私が返してあげます。それだけ自信をもって薦められる本
です。

(2)　今年の５月３日で赤報隊事件から15年です。時効です。そのせいか、
いろんな新聞社やテレビ局から取材に来ます。僕なんかに聞いても仕方ない
のにね。『赤報隊の秘密』（エスエル出版会）と、『テロ』（彩流社）に書
いたので全てだし。と思っていたら、二十一世紀書院（野村秋介事務所）か
ら出ている『燃えよ祖国』（平成14年２月号。発行人・蜷川正大）が、「赤
報隊事件から15年」の特集をやっていた。これがいい。驚いた。特に、凄い
資料が載っている。僕も忘れていたし、持ってなかったが、15年前の事件直
後に野村さん達と対談しているのだ。野村秋介さん、衛藤豊久さん、そして
僕だ。「朝日新聞阪神支局襲撃事件と新右翼」というタイトルだ。エッ、こ
んなことを俺は言ってたのかと驚く。無防備に、正直に発言してる。今読む
と、かなり危ない。このあとで書いたものは、自分なりに、気持ちを整理
し、「こう書いたら疑われるからよそう」という計算が働いている。ところ
が、この時は（直後）だけにそんな計算も、分析も、なにもない。興味のあ
る人は読んでみなせえ。「ものすごく評判がいいです。マスコミからも問い
合わせが多くて…」と発行人の蜷川氏は言ってました。二十一世紀書院は、
横 浜 市 南 区 六 ッ 川 ３ の 27 の 34 。 TEL  045(731)2291 。 FAX
045(731)2290。「燃えよ祖国」は年間購読料が15000円。でも、この号
だけバラ売りもしてくれるでしょう。1300円か1500円でしょう。聞いてみ
なせえ。

(3)　と思ったら、ちょうど蜷川氏から電話が来た。聞いたら、１部は千円だ
そうです。安心して申し込んで下さい。ついでに明治天皇の通った「根岸競
馬場」の話を聞いた。日本で初めての本格的な、西欧風の競馬場だったそう
です。そこに行くには貧しい人々が住むゴミゴミした町を通り、道も細いし
大変だったそうです。吉川英治が言うように小旗は陛下のお体にふれそう
だったんでしょう。根岸競馬場は今はなくなり、公園になってるそうです。
　「吉川英治は横浜に住んでたから陛下をお迎えしたんですね。それに、若
い時にこっちの造船所で働いて、サビ落としをやってたんですよ」と蜷川
氏。「そうそう、それで仕事中に足場から落ちて重傷を負ったんだよね」と
僕。まるで二人とも吉川と一緒に働いていたような気分でした。

(4)　赤報隊といえば、一水会代表・木村三浩氏の命令で、「一水会フォーラ
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ム」で喋ることになりました。３月27日(水)の午後７時から、高田馬場のシ
チズン・プラザです。(TEL 03-3364-2028)　演題は、「時効寸前！赤報隊
事件の真相」です。まァ、覚悟を決めて、全てを喋りますよ。参加自由です
から、ぜひ来て下さい。高田馬場駅を下りて、早稲田通りを左に徒歩７分で
す。シチズン・ボーリング場の前です。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年3月18日
　「隠れ三島映画」と金大中事件

　２月18日(月)、京橋の映画美学校で試写会を二つ見ました。都合よく重
なったのです。12：30から「ＫＴ」でした。何の略かは分かりません。
「ＥＴ」なのか。あるいは、未来から来たサイボーグの話なのか。もう一つ
は「友へ（チング）」という韓国映画でした。終わって５：30でした。そう
だ、近くで「ベン・ハー」のニュープリント版をやってたなと思い、行って
みました。６：30から11：00まで、４時間半の大作でした。これは何度見
ても感激です。

　ここまで読んできて、「アレッ、変だぞ」と思った人が多いでしょう。
「これは先週のじゃないか。まだ更新してなかったのか。バカだな」と思
い、読むのを止めた人もいるのではないでしょうか。「どうしたんだ…」
「何があったんだ」と客席がザワザワしてくる。そんな状況が見えるようで
す。思い出しますね。「天覧映画（こんな言葉あんのかな）で皆が「ベン・
ハー」を見てたんですよ。42年前のことだ。ところがその晴れ舞台で何と
フィルムが切れた。プッツン、プツ、プツと三度も切れた。「どうしたん
だ」「こんな大事な時に何てことだ」と客席はザワついた。主役のチャール
トン・ヘストンは激怒して上着を投げつけた。ついでに発狂してチャールス
トンを踊り出した。そんな光景を思い出したんですよ。
　この時、ただお一人、昭和天皇だけは平然として全く変わることがなかっ
たといいます。チャールトン・ヘストンもたまげてしまいました。「あー、
アメリカにも王室がほしい！」と嘆いたと（一部には）伝えられておりま
す。
　さて、お話は戻って、このＨＰです。私も一人騒がず、答えませう。そう
です、皆様の「ボケ防止テスト」をしてみたんです。どこで気が付くかと
思って。先週の分を全部載せて、「さて、気が付きましたか？」とやっても
よかったんですが、それをやると、「お前こそ本当にボケたんだろう」と言
われそうで。だから途中で止めたとですよ。（ファル注：何、洒落にならな
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いことをのたまっておられるのですか！（←無礼の無いよう丁寧に言ってみ
ました）冒頭部分が同じで始まるというのは、2001年にも一回やっていま
すよ。繰り返しギャグは3度までですよ。）
　エーと、２月18日は映画を三本見た。終わりから紹介しようと思い、先週
は「ベン・ハー」の話をした。今週は、「友へ（チング）」だ。これを紹介
して今週も終わりかな。いえ、いえ、そんなことはなかとです。面白かった
けど、これは別に思想的な映画ではありません。三人組の不良学生が大きく
なって、それぞれ先生や実業家やヤクザになって再会するという友情ドラマ
です。いや、２人がヤクザになって対立するんやった。ヤクザにならん一人
は、何か漫才の「大助花子」の大助に似とった。大助の若い頃にそっくり
やった。といっても、大助の若い頃なんか知らんけど、若い時はきっとこん
な顔やったんやろな、と思える役者だった。
　はい、「友へ（チング）」はこれで終まい。あとは封切られたら、見てく
んなまし。そして、「ＫＴ」だ。「ＫＴ」とは「金大中」の略なんだそう
な。韓国の今の大統領ですよ。そして、かって日本でＫＣＩＡに拉致され、
船に乗せられ、殺されそうになったんです。1973年の事です。でも、アメリ
カが助けたんです。危機一髪でした。このアメリカさんの勇気ある救助がな
かったら、金大中は生きてはいられませんでしたスミダ。勿論、大統領にも
なれへんでしたスミダ。アメリカさんは正義の味方です。月光仮面です。
　どうも、その時の拉致事件を映画にしたらしいのです。あれは、九段下の
ホテル・グランドパレスでしたよね。こわいですね。韓国要人が白昼堂々と
拉致されたのにホテルの人は誰も気づかなかったのでしょうか。又、24時
間、日本の公安は張り付いていたはずです。それなのに、どうして？　と思
いました。「日本の公安は見て見ぬふりをしたのだ」と言う人もいました。
だったら、ひどい話です。日本の主権が侵害され、外国要人が攫われるのを
黙って見ていたなんて。それに気付いたアメリカはそんな日本政府と警察を
叱りつけ、軍事ヘリコプターで拉致船を追いかけ、金大中を救助したので
す。さすがは正義と人道の国・アメリカです。見て見ぬふりのアホな日本と
は違います。
　そうしたことを感動的に謳い上げる大作品だと思ってました。見る前は。
そんで試写室の椅子に座りました。場内が暗くなりました。その途端、「あ
の声」が聞こえたんです。三島由紀夫です。三島が絶叫しているのです。
市ヶ谷の自衛隊で。「自衛隊はアメリカの巨大な武器庫になってどこへ行く
のだ！」「自衛隊は武士の魂を忘れたのか！」…と。
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　けっして幻聴ではありません。私のボケが始まったのでもありません。映
画の冒頭で、三島が絶叫しているのです。1970年です。32年前のことで
す。三島は命をかけて自衛隊に檄を飛ばし、呼びかけていたのです。あっ、
でも馬鹿な自衛隊は気が付かないのです。皆、野次っているんです。「ア
ホ！下におりて来い」「止めろ！」「英雄気取りで何やってんだ。バカ！」
「キ○○イ！」…と、聞くに耐えない罵声を浴びせていたのです。中には、
石を投げつけた自衛官もいます。三島はまさに迫害に会うイエス・キリスト
です。
　「まさか、石を投げた奴はいないだろう」とお思いのあなた。赤坂！　犬
井！　編集犬！　君らのことだよ。話を面白くする為に嘘を言ってると思っ
てるな。失敬な奴らだ。これは本当だ。だって、当の本人に会って聞いたん
だ。「石をぶつけられた三島にその後、会ったんですか？」って。会えるわ
きゃないだろう。その直後に割腹自殺したんだよ。そうじゃなくて、石を投
げた自衛官だよ。
　事情を聞いてみりゃ分からんでもない。三島軍団が自衛隊に乱入し、総監
を縛り上げて、人質にしている。助けに行った自衛官は日本刀で切りつけら
れる。その上、「中庭に集れ！」と強制された。「ふざけんな！三島め」と
思った。だから三島が喋っても、皆、野次を飛ばしたり、罵倒した。「でも
石まで投げて悪いことをしました」と、その自衛官は後悔していた。あの時
は何が起こったか分からず、三島の真情が理解できなかったのだ。彼はその
後ずっと悩み続け、２年後とうとう自衛隊をやめ、〈贖罪〉の為に右翼に
入って運動をした。実話だ。実話だけが持つ感動だ。
　そんな自衛官が何人もいたのだ。この映画「ＫＴ」も、三島を信奉する自
衛官のお話だ。その憂国の自衛官が、三島亡きあと、三島に続こうと思い、
そして金大中事件の渦中に巻き込まれてゆく。そして、「自衛隊はこれでい
いのか。アメリカの傭兵となっていていいのか！」と絶叫するのだ。だか
ら、これは「その後の三島事件」だ。「ＫＴ」は「金大中」の略だが、「三
島由紀夫」の略でもある。（略になってないって？　まあまあ、小さなこと
は言いなさんな）。「ぜひ見てほしい」と阪本順治監督が言ってたが、こう
いう意味だったのかと分かった。
　もう少し説明しよう。三島事件の〈細部〉にもこだわって映画では描いて
いる。事件直後、新聞記者（原田芳雄）が駆けつけて、総監室に入ろうとす
るが自衛官に阻止される。ドアの上の窓が割れていて、そこから室内を撮ろ
うとして、又、阻止される。「何だ、○○新聞には撮らせたくせに！」と抗
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議する。そう、朝日新聞なのだ。「楯の会」と自衛官の乱闘で割れたガラス
の隙間から朝日は室内を撮り、三島の「生首写真」を撮って新聞に載せた。
大スクープだったが、もの凄い反発もあった。それが後の「赤報隊事件」の
遠因になるが、ここでは触れない。エッ、「遠因」って何？　と訊かれても
困る。そんな〈噂〉があったんですよ。巷には。
　さらに映画では、一人の自衛官（佐藤浩市）がその現場に現われ、総監室
前に菊を一輪捧げ、合掌して去る。混乱し、興奮し、殺気だってる現場で、
この自衛官の行動だけは目立った。三島は一輪ざしの菊が好きだった。それ
を阪本監督も知っていて、一輪ほどの温かさを見せるシーンだ。「楯の会」
の阿部勉氏も菊一輪が好きだった。「菊はごてごてと集めちゃダメだ。一輪
だから美しい。人間もそうだ。下らない人間はすぐ群れたがる。それではダ
メだ。一人で生き、一人で咲き、一人で闘うのだ」と言っていた。
　1970年11月25日、三島・森田両氏が自決した夜、阿部氏のアパートには
白い祭壇が作られ、二人の写真が飾られ、花瓶に白い菊が一輪だけさして
あった。阿部氏のアパートは「楯の会」の溜まり場、事務所にもなってい
た。産経新聞に入ったばかりの僕は、そこに転がり込んで、阿部氏と共同生
活をしていたのだった。映画に話を戻す。菊を捧げて去った自衛官は実は、
三島と共に決起を約束していた同志だった。これも〈史実〉に則っている。
三島は自衛隊の人間に働きかけ、「共に決起しよう」と語っていた。「よ
し、やりましょう」と血盟を交した自衛官もいた。しかし、上層部の裏切り
で、決起計画は挫折する。2.26事件でいえば真崎甚三郎のような奴がいたん
だ。元自衛隊陸将補の山本舜勝がその「裏切った上層部」だろうと言われて
きた。三島を煽り、おだて、そのあげく、「今はその時期じゃない」と身を
引いた。当ての外れた三島は、「楯の会」の同志４人と共に決起するしかな
かった。
　しかし、山本舜勝は、「そう思われても仕方ないが、でも〈裏切者〉は本
当はもっと上にいたんだ」と実名をあげている。彼は何冊か本を出している
が、死の直前には、『自衛隊「影の部隊』（講談社・1600円）という本を
書いている。「三島由紀夫を殺した真実の告白」とサブタイトルがついてい
る。衝撃的な本だ。興味のある人は読んでみたらいい。本の帯も紹介してお
こう。

　〈「自衛隊クーデター計画」衝撃の内幕！三島が傾倒した元将
官が書く慟哭の手記。これで三島の魂は初めて自由になった〉
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　佐藤浩市扮する憂国の自衛官は、どうもこの山本舜勝の部下のようだ。と
もかく、そんな事まで熟知した上で、映画は〈細部〉の描写にこっている。
この自衛官が、「第二の三島事件」を目論み、悶々とした日々を過ごす。そ
して、ある事件からＫＣＩＡと知り合い、金大中拉致事件に巻き込まれる。
韓国側も一枚岩ではない。なぜ、拉致を強行したのか。日本の警察・公安は
何故、見て見ぬふりをしたのか。なぜアメリカは止めたのか。そこには三島
の〈憂国〉の志があった。いや、それを継ごうとする憂国の自衛官の志が
あった。そんな映画ですよ。
　だから、これは「金大中の映画」というよりは、「三島事件の映画」だ。
「隠れ三島映画」であり、「その後の三島事件」を描いた映画だ。上映は５
月だそうだ。新宿シネマスクエアとうきゅう、渋谷シネ・アミューズ…等で
上映される。
　なお、この映画の原作は中薗英助『拉致--知られざる金大中事件』（新潮
文庫）だ。これもぜひ読んでみなせえ。映画とはどう違っているのか、読み
比べてみるのもいい。映画の主題歌は布袋寅泰が歌ってんだね。これもい
い。では又、来週。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年3月25日
　赤報隊事件の犯人は？遠藤誠弁護士の大推理

　とうとう出ました。前に予告しましたが、赤報隊について書いた「月刊タ
イムス」（４月号）が出たのです。400字で30枚です。渾身の力をふりし
ぼって書きました。タイトルは、「再検証・時効迫る赤報隊『朝日阪神支
局』殺傷事件の深層」です。「゛犯人に会った″筆者が事件の本質を大胆推
理」と銘打ってます。凄いですね。゛犯人に会った″んですか、こいつは。
じゃ、共犯者じゃないか。あれっ、俺のことか。本文のリードではこう書か
れてます。

　「朝日新聞阪神支局を襲った赤報隊事件--。散弾銃を乱射して
居合わせた記者二人を殺傷するという残忍な手口によって、今だ
に語り継がれるこの事件もすでに十五年が経過し、間もなく時効
を迎える。その間、『犯人』と疑われ苦闘した筆者が、事件の全
過程を振り返って生々しく語る」

　そうなんです。「犯人と目された男」の僕が書いている赤報隊事件の全貌
です。時効前に語る、これが全てでしょう。先週のこの「主張」では、事件
直後（すなわち15年前）の僕の発言を紹介しました。いや、発言の載った
『燃えよ祖国』（２月号）を紹介しました。野村秋介、衛藤豊久両氏と、こ
の問題で対談したのです。事件直後の「おどろき」、「とまどい」「おそ
れ」などがストレートに出ています。発行人の蜷川氏は、「これは貴重だ。
今、紹介すべきだ」と思って載せたのです。「ここに事件の本質が書かれて
いる」と思ったのかもしれません。だったら、かなり怖いです。
　そして、15年たって、「月刊タイムス」に僕が書きました。期せずして二
つの貴重な文章が出たのです。その間には15年の歳月があります。又、言っ
てることにも〈変化〉があります。警察や新聞記者は、その〈変化〉〈違
い〉〈矛盾〉に目をつけ、そこに事件を解く鍵がある、と思うんでしょう
な。怖いことです。
　ちょっとこれは、はっきりとは書けないのですが、この「月刊タイムス」
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が出た直後に、ある〈事件〉がありました。ゾーっとする事件です。多分、
「彼ら」の警告でしょう。どこの部分が彼らの気にさわったのか知れませ
ん。でも、「もうこれ以上書くな！」ということなのでしょう。だから３月
27日(水)に予定された「一水会フォーラム」での僕の講演（時効直前！赤報
隊事件の真相）は止めます。命がおしいから。
　と思いましたが、それじゃ、「卑怯者め！」「今まで何十年運動をやって
きたんだ！」と皆に罵倒されるでしょう。だから、仕方ありません、勇気を
振りしぼってやります。３月27日(水)の午後７時から、高田馬場のシチズン
プラザです。これが赤報隊について語る〈最後〉になるでありましょう。
　しかし、「彼ら」は、どこで「月刊タイムス」を読んだんでしょう。都内
の大書店にはありますが、あまり置いてませんし、目立ちません。でも、読
んだんでしょう。「じゃ、俺も読んでみたい」という人の為に発行所を書い
ておきます。

　〒160-0001　東京都新宿区若葉１の22の15　離宮ハイム501号
　　Tel　03(5269)8461　(株)月刊タイムス社

　僕の原稿の載ったのは「月刊タイムス」の４月号です。定価は１部530円
です。（年間購読料は6000円）。

　いや、もしかしたら、『燃えよ祖国』に載った15年前の僕の発言が「彼
ら」の気にさわったのかも知れない。それとも、最近はよく新聞社やＴＶ局
に、この件で取材されてる。だから、「そのどれかを読んで…」ということ
も考えられます。あるいは、僕を怖がらせ、混乱させ、「彼ら」に対し、憎
悪と不信感をかき立てさせるために「権力」がやってるのかもしれない。そ
うすれば、「鈴木は知ってる全てを喋る」「警察に自首する」「怖くなって
保護願いを出す」…と思ってるのかもしれません。
　ウーン、こんなことを考える僕も疲れているのかもしれません。それに、
基本的にこういう〈謀略説〉は好きじゃない。よく、左翼の人たちが言って
るが、「これは権力（警察）の謀略だ」という話がある。そう思いたい気持
ちは分かるが、僕は余り信じない。何か〈事件〉がおこったら、それを徹底
的に利用して、警察が弾圧することはやる。しかし、初めから全て、〈事
件〉をつくることはしないと思う。「それは甘い」と言われるかもしれない
が、僕はそう思う。そんな謀略で〈事件〉を作り上げるほど警察は〈忠誠
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心〉がないからだ。
　変な話だが、そう思う。戦前ならば、やっただろうし、実際にやった。そ
れは、国家に対する「忠誠心」があったからだ。「こいつらは国賊だ。こい
つらから国家を守るためだ」と信念をもち、忠誠心を持ってやった。だから
〈謀略事件〉もやったし、「国賊」を虐殺したり、井戸に投げ込んだりもし
た。それを悔いもしなかった。秘密も保たれた。大杉栄虐殺事件（ファル
注：大杉栄（1885-1923） 社会運動家，無政府主義者。外国語学校仏語科
在学中、幸徳秋水，堺利彦らの平民社に加わり，卒業後，電車賃値上反対運
動，筆禍事件，屋上演説事件，赤旗事件など社会運動に奔走して数回入獄し
た。（なんか筆禍事件とか赤旗事件とか誰かさんに似ている気もしますね）国際無政府主
義運動において活躍。1923年9月関東大震災の混乱に際して，妻伊藤野枝，
および甥とともに甘粕憲兵大尉に殺害された。となっています。）のように
たとえ秘密が少々露見しても、甘粕一人に責任をひっかぶせて、あとの人々
は口をぬぐい、何らやましさを感じない。事件の真相も今だに薮の中だ。
　つまり、戦前は、そんなことができた。警察をやめても、マスコミに洩ら
す奴はいなかった。国家への信念に基づいてやったからだ。しかし、今は違
う。警察という企業への忠誠心はあったとしても、国家や天皇制への忠誠心
はない。又、インターネットなどがあるから、「内部告発」がいつ出るかも
分からない。実際、「宮崎学スパイ事件」は元公安調査庁の人間が暴露し
た。昔ならば考えられないことだ。
　だから、今の警察は、〈事件〉を利用することはあっても、初めから〈事
件〉をつくることはない、と思う。
　ここまで書いてきて、遠藤誠先生のことを思い出した。「そんなことはな
い！　鈴木さんは権力の本質を分かってない！」と叱られたことがあった。
先生は「日本一の弁護士」だったし、いろんな事件に取り組んでいたから、
その中で、権力の本質を知ったのだろう。そして、赤報隊事件についても、
たしか発言していた。
　どの本だったかな、と探してみた。赤報隊事件については、僕の書いた
『赤報隊の秘密』（エスエル出版会）が一番詳しいと思う。事件の３年後の
1990年に書いた。ここに遠藤先生の発言を紹介したのかなと思い、本をパ
ラパラと開いて見た。ない。しかし、この中に、こんな凄いことを僕は書い
ていた。おどろいた。

　「ハッタリをかます気はないが、もし赤報隊が新右翼あるいは
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その影響を受けた人間だとしたら、この本に書いた中に事件の真
相はあるし、犯人もいる。赤報隊事件についてはこれがすべて
だ。これが決定版だと思っている」

　何とも恐いことを言っている。だから不安になって読み直してみた。ギク
リとした所が何ケ所かあった。今だったら、こんな書き方はしないな、と
思った。ところで、遠藤先生の発言だ。そうだ、あの頃、エスエル出版会は
「赤報隊」関連本を何冊か出していたんだ、と思い出した。家の中を探して
みたら、関連本が二冊出てきた。（それ以外にも出してるのだろう）。
　一冊は、『テロリズムとメディアの危機』（1000円）だ。もう一冊は、
『謀略としての朝日新聞襲撃事件』（1200円）だ。ウヒャー、〈謀略〉と
堂々と銘打ってるよ。これらしいな、どうも。サブタイトルは「赤報隊の幻
とマスメディアの現在」だ。そして本の帯にはこう書かれている。

　「テロリズムの時代がやって来た！　朝日新聞はなぜ、赤報隊
に屈したのか？　マスコミはなぜ、真実を隠蔽するのか？　朝日
新聞自身によって闇に葬り去られようとした朝日新聞襲撃事件の
本質を多方面から推論！！」

　目次を見て驚いた。こんなに多くの人々が書いていたんだ。朝日の現職の
記者が何人も書いている。又、浅野健一さんも書いている。一水会代表の木
村三浩氏も書いている。（「テロリズムの逆説」）。そして、アッと声をあ
げた。第二章「謀略と冤罪の構造」のところだ。遠藤先生が書いていた。タ
イトルもズバリと、「朝日新聞襲撃事件の真犯人」だ。
　かなり長い文だ。「鈴木が真犯人だ！」とは書いてない。当然だ。むし
ろ、「最も犯人から遠い」と書いてくれている。ありがたい。それは何故
か。この事件で「利益」を得た者が犯人であり、「鈴木さんは最も被害を受
けた人間だ。だから犯人のはずがない」。いやー、分かりやすい理屈です
な。そうだよな。この事件で得をしたことは何もない。警察からは弾圧さ
れ、ガサ入れ、別件逮捕はされ、仕事もなくし、妻や子供には去られ…と大
変だった。「妻や子供はいなかったろうって？」まあ、こまかいことは言い
なさんな。
　この文の中で遠藤先生は、まず、新聞もテレビも、さらに新左翼各派まで
が「新右翼犯人説」をとってることを紹介する。しかし、これはおかしいと
言う。
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　「犯人を割り出す場合、その事件でもうけたヤツから推定する
のは、捜査の常道である。そしてこの点については、次のいくつ
かの事実が報告されている」

　どういう事実かというと、

(1)事件後、朝日新聞阪神支局ビル４階の一室に、警察の捜査本部が置かれて
いる。
(2)事件後、朝日・毎日・読売の各阪神支局に地元の警察が立ち寄り巡回する
ようになり、時には警察の警備課長が新聞社支局の中に入って来るように
なった。
(3)警察は、記事に恨みがある可能性があると主張して、朝日新聞阪神支局の
記者全員に、取材内容からプライバシーまで事情聴取しているという。一日
に一人ずつじっくり調べたといわれる。警察の公安は、殺された小尻記者の
ノート数十冊を提出するよう求めている。

　さらに続く。これのニュースソースも記している。そして、大胆にもこう
断言する。

　「つまり、この事件で、一番トクをしたヤツは警察なのであ
る。新聞社の中に警察を常駐させ、記者からニュースの取材源を
根掘り葉掘り聞き出し、小尻記者の取材ノートにより、同記者が
取材した在日韓国人の指紋押捺拒否事件の、拒否者を支援する人
々のつながりや発言内容等を全部把握し、かつ一億総スパイを奨
励することにより、警察によるマスコミの支配と反権力運動の弾
圧が可能となった」

　凄い推理ですね。そうか、赤報隊は警察官だったのか。たしかに、「一番
トクをした」のは彼らだが…。さらに先生はこう言う。

　「これにたいし、この事件によって最も損をしたのは新右翼で
ある。事件発生後まもなく、警察は、犯人を『一水会ないし統一
戦線義勇軍ないしそれと関係のある者』という情報をマスコミに
流し、東京・高田馬場の一水会と統一戦線義勇軍とその機関紙
『レコンキスタ』の読者の自宅を捜索・差押え、これに打撃を与
えた」
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　ここは100％本当だ。僕らが一番損をした。こんな損をするために、わざ
わざ〈事件〉を起こすバカはいない。ちょっと考えても分かろうというもの
だ。でも警察もマスコミも、〈反権力の〉新左翼までが「新右翼犯人説」を
主張した。たまらない。唯一、遠藤先生だけが、「それは違う！」と言って
下さった。
　又、この事件以後、朝日はどう変わったか。権力による謀略はどう進めら
れたか…について、詳しく先生は書いている。又、過去、どんな謀略事件が
起こされたかを書いている。たとえば、「菅生事件」だ。昭和27年６月２
日、大分県直入郡菅生村の巡査駐在所が、何者かによって爆破された。警察
は、日本共産党員・後藤秀生氏ほか４人のしわざであるとして逮捕し、大分
地方裁判所は全員有罪、後藤氏に懲役十年の判決を言い渡した。
　後藤氏らは控訴。さらに共同通信記者の懸命の調査で、真犯人が現職警察
官・戸高公徳であることをつきとめた。検察方はこれを認めず、抵抗した
が、昭和33年６月９日、福岡高等裁判所は、「後藤被告らの犯行ではない」
として全員無罪の判決を下した。やがて、戸高警官が起訴され、有罪判決を
受けた。
　まるで、ペリー・メースンのような逆転劇だ。実際にこんな自作自演の謀
略をやってまで警察は共産党を弾圧しようとしたのだ。又、昭和24年７月の
下山事件、同８月の松川事件の犯人が、アメリカ占領軍の秘密警察であった
という説は有力だ、と言う。そして、もう一度、赤報隊事件の犯人につい
て、こう言う。

　「以上の各事実を総合的に勘案すれば、今回の事件の犯人は、
旧右翼でも新右翼でも、ましていわんやこの本の出版社であるエ
スエル出版会の松岡利康社長でもなく、国家権力の中の暗黒部
分、すなわち秘密警察ないしその庇護のもとにある民間の暗黒組
織である可能性が濃厚であるということになる」

　では、この「民間の暗黒組織」とは何か。それについても、具体例を引き
ながら、推論を進める。どうも、統一教会のことらしい。又、統一教会と警
備公安警察の癒着関係を、実名をあげて暴いている。これには驚いた。そこ
までは僕も知らなかった。日本一の弁護士だけに、詳しい。それらの関係を
述べた後、こう言う。

　「かくして、この事件は、単なる『言論の自由に対する攻撃』
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などというなまやさしいものではなしに、日本の警察国家化とい
う権力の意志の実現へ向かっての、国家権力そのものないしそれ
と有無相通じている『民間』組織によるワンステップということ
になる。」

　まさに巨大な謀略の中で、この事件は起こされ、利用されたんだ。そして
僕らも、マンマと利用された。恐ろしいことだ。さらに、先生はこの12ペー
ジにわたる大論文の結末をこう締めくくる。

　「そして、このような『確信犯』に対し、ただいたずらに『言
論の自由を守れ』と唱えることは、まったくナンセンスなことで
ある。そうではなくて、このような悲惨な事件を二度と起こさせ
ない唯一の道は、われわれ民衆の力によってこの事件の真犯人と
組織をつきとめ、それを白日のもとにあばき出すこと、そして諸
悪の根源である国家権力とその庇護のもとにうまい汁を吸ってい
る『組織』を、バラバラに解体し、もってこの世に『支配する者
とされる者』があるという階級の存在を根絶し、万民平等の社会
をつくりあげること以外にはない。そしてそのためには、全国的
一斉武装蜂起も、やむなしということになろう」（昭和62年11
月15日記）。

　最後は突然、凄いことになる。だから「一斉武装蜂起だ」と言う。
ヒャー、怖い弁護士さんだ。でも、遠藤先生なら、何でもありだ。この大論
文は赤報隊事件の直後（６ヶ月後）に書かれている。あれから15年。時効直
前の今も、先生は同じことを考えているのだろうか。聞いてみたい。なんな
ら、先生と対談して、それで一冊の本を作ってもいい。今あせって作るより
も、そうだな、５月３日の時効の後に、ゆっくりやってみるか。えっ、遠藤
先生は亡くなったって？　そんなはずはないですよ。最近ちょっと会ってな
いけど。５月中旬に対談し、ぜひ、この本は作ってみよう。画期的な本にな
るだろう。期待して待ってなせえ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年4月1日
　僕まで「疑惑解明記者会見」をやっちゃった

　「疑惑の解明になってないぞ！」「キチンと真相を話せ！」「本当は自分
がやったんだろう！」と記者たちに言われた。責められた。これじゃまるで
辻元清美さんじゃないか。３月27日(水)の「一水会フォーラム」でのことで
すよ。「疑惑の人」として厳しい質問攻めに会ったのは、この私ですよ。こ
の日、午後７時から高田馬場のシチズンプラザで僕が講師で喋った。演題は
「時効直前！赤報隊事件の真相」だ。会場は超満員になった。それに、マス
コミがドッとつめかけた。大変なことになった、と怯えましたね。あた
しゃ。
　ちょっと予定外だったな。作戦が失敗したな。事の起こりは３月上旬だっ
た。一水会の木村三浩代表から、「３月の講師をやってくれ」という指令が
来た。1999年に僕は一水会の代表を辞めた。「21世紀は新体制で」と思っ
ていたからだ。辞めて以来、あまり一水会には貢献してないし、だから、
「わかりました」と二つ返事で講師を引き受けた。代表を辞めてから初めて
の講師だ。「何の話をすればいいの？」と聞いたら、「今年の５月２日で一
水会は結成30年になる。だから、その30年を振り返って、一水会の歩みに
ついて話して下さいよ」という。「一水会30年を振り返って」という演題も
決まった。じゃ昔話でもするか、と思った。
　引き受けてから、「待てよ」と思った。こんな思い出話をしても、誰が聞
きに来るんだろう。「もう、さんざん聞いてるよ」「つまんないよ」と思わ
れて誰も来やしない。それに２月の一水会フォーラムのことで、ショックを
受けていた。普段は40人とか50人集まってるのに、２月は少なかった。10
人位しかいない。それも講師は木村代表なのだ。木村氏は世界中を歩いて運
動をやり、今や日本民族派運動を代表する人間だ。それなのに10人か。「案
内状を出し忘れたんです。事務局の怠慢です」とスタッフは詫びていた。
「何をやってんだ！　木村代表が喋るのに、これだけの人数か」と思った。
それがあったんで、ましてやおらが喋ったって誰も来やしない。２、３人し
かいなかったらどうしよう。講師一人だけだったらどうしよう…と思った。
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その時は独り言でもいうか。
　いやいや、それじゃいけん。その時、「灰色の脳細胞」にひらめいたもの
がある。そうだ、赤報隊があった。まさかの時の赤報隊だ。今年の５月２日
は一水会30年だというが、その翌日、５月３日は赤報隊の事件から15年
だ。そして、この日で〈時効〉だ。こっちの方が話としてはセンセーショナ
ルだ。社会を騒がすことも出来る。「何か新事実が出たのか」「新しい展開
があるのか」と、人も集まるだろう。これでいこう、と思った。でも木村代
表は渋っていた。「そんな、いいかげんなことを。無責任ですよ。それより
は、真面目に一水会30年と民族主義の課題について話して下さいよ」と言
う。
　「じゃこうしよう。演題は赤報隊で、それで人を集める。話の内容は一水
会30年のことを喋る」。それで木村代表の許可をもらった。考えてみたら、
赤報隊の〈存在〉は大きい。だって、一水会30年の歴史の中で、半分は赤報
隊にひっぱり回され、かき回されたんだ。平和で、トロくて、だらしのな
い、仲良しサークルだった一水会が、赤報隊のために、変な目で見られるこ
とになったんだ。その辺を含めて、いかに赤報隊と赤報隊捜査、赤報隊報
道、によって我々は被害をうけてきたか。それを話そうと思った。
　つまり、初めから「嘘」をついてたわけだ。嘘をついて人を集めようとし
た。赤報隊については本当は何も知らないけど、「真相を喋るから来い！」
と嘘をついて、人を集めようとセコイことを考えたんだ。ひどい奴だ。詐欺
だ。許せん奴だな、こいつは。あっ、僕のことでしたね。
　でも、嘘から出た（遠藤）マコトになってしまったんですよ。まずいな、
キチンと赤報隊のことを喋らないと。そう思った。それは一本の電話から始
まった。朝、寝てたらテレビ朝日から電話があった。「３月27日に取材にい
きたい。テレビカメラを入れていいか」と言う。「冗談じゃない。嫌だ。ダ
メだ。ダメですよ」と言った。だってそうだろう。看板に偽りありなんだ。
「一水会30年の思い出」について話す予定なんだし。そこで、ちょっと赤報
隊のことに触れるかもしれないが、テレビカメラの前でなんか喋れないよ。
　テレビカメラの前で喋るということは、警察官の前で喋るようなもんだ。
警察で供述調書を取られるようなもんだ。「そんなことはない」と言うだろ
うが、和歌山の「毒入りカレー事件」を見なせえ。容疑者とされた林真須美
さんは、逮捕された後、全然喋らない。否認し、黙秘している。それならば
と、テレビの取材で喋ったビデオを「証拠」として警察側は提出し、それが
認められた。これはひどい話だ。これじゃ、何か事件が起きた時、テレビの
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インタビューに答える人は誰もいなくなる。そうだろう。テレビだけど、警
察の証拠にされるというんでは、「警察官のインタビュー」になってしま
う。「言論の危機」ですよ。
　ただ、そんなことを言うと、難癖をつけて、逃げてるように思われちゃう
からいやだ。だからこう言った。「たとえ僕がよくっても、主催は一水会だ
から、そっちに訊いて下さいよ。きっとダメだって言うでしょう」。「もう
木村さんには許可をとってるんです」という。ゲッ。万事休す。「だったら
仕方ないですな。ただし、あまり期待しないで下さいよ。ビックリさせる話
なんてありませんから」とは言っておいた。このあと、ＮＨＫやらＴＢＳや
ら朝日新聞やら、いろんなところから問い合わせがあった。「ちょっと薬が
効きすぎたかな」と反省した。
　「これじゃ一水会フォーラムというよりも、記者会見になっちゃうな」と
思った。そして不安は適中した。一般参加者よりも、マスコミの方が多い位
だ。だから自分としても、赤報隊のことに絞って、今、分かってる全てを話
した。又、赤報隊についてどう思っているか。15年の心の変化を語った。ま
じめに、精一杯語った。
　でも、終わった後、記者たちに言われた、「もっとすごい話を聞けると
思ったのに…」「もしかしたら、『この人が赤報隊です』と犯人をつれてき
てくれると思ったのに」…。バカなことを言うなよ。そんな楽をして犯人に
会おうなんて思うなよ。足で探せ。体をかけて取材しろ！　オラだって、誰
にも言えない怖い目に会って、それで真相を突きつけたんだ。命をかけてる
んだ。
　「だから、その真相を喋って下さいよ」「ホントは鈴木さんも共犯なんで
しょう」なんて言う。せっかく誠実に喋ってるのに、なんちゅう奴らだ。
「今まで赤報隊をさんざん批判し、許せないと言ってたのに、時効前に急に
評価しだした。おかしい。何かあるんじゃないか」とも言われた。鋭い。た
しかに、評価というか、考えは変わった。今までは「容疑者」にされてたか
ら、その疑惑の火の粉をふり払おうと必死だったんだ。だから、ひたすら批
判し罵倒し続けてきた。
　しかし、15年たち、客観的に見ると、声明文もなかなかの名文だ。又、あ
れだけのことをやりながら、全く動揺せず、仲間われもせず、証拠も何ひと
つ残してない。「犯罪者」としてもパーフェクトだ。本当に驚きだ。そう
思ったんだよ、最近は。そのことをフォーラムでは正直に言った。
　一水会副会長で、「楯の会」一期生だった阿部勉氏は、亡くなる前、「鈴
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木さんは批判するけど赤報隊の声明文は名文ですよ。後世に残りますよ」と
言っていた。その時は、「エッ、あんな犯行声明文が名文だって？」と思っ
た。バカなことをと思った。でも、今、読み返してると、たしかに名文だ。
僕がバカだった。阿部氏の言ってる方が正しかった。
　だから、一水会フォーラムでもその話をした。初公開だ。でも、二次会の
時、ある出席者に言われた。「高沢晧司と同じやり方じゃないですか。死ん
だ人のせいにするのは」。何のことかと思ったら、高沢晧司さんの著書『宿
命』のことを言ってるんだ。「これは死んだ田宮高麿（よど号グループ・
リーダー）が自分に言ってたことだが…」という部分が沢山ある。他のメン
バーが「そんなはずはない」といっても、死人に口なしだ。「他の人には
言ってない。僕にだけ心を許して本当のことをいってくれたんだ」といった
ら、他の人は何も言えない。死者は最大の味方だ。
　阿部勉氏の言葉もそうだと言うのだ。「本当は声明文は鈴木さんが書いた
んでしょう。それを阿部さんが誉めてたなんて言って、自画自賛してるんで
しょう。したたかですね。書きませんから教えて下さいよ」。ギクッとし
た。本当のことを衝かれたからではなく、そこまで疑ってかかる人があるか
と思って驚いたのだ。
　ともかく、疲れたよ。もうあの手の記者会見（じゃない、講演）はやりた
くないな。それでつい、「これが最後でしょう」なんて言っちゃった。質問
も受けつけない予定だった。だって、あわてて、何を口走るか分かんない
よ、この人は。あっオラか。それに、前に体験があるけど、警察や記者は、
人の表情を見て、「これはウソだ」「ここは本当だ」と判断している。活字
に書かれたことなんて信用してないんだ。「あっ、手をくんだ。これは動揺
してる時のクセだ」「口を左に曲げた。これは、追いつめられ、困った時の
クセだ」「あっ、左上方に目の玉を動かした。嘘をつく時はいつもこうやる
んだ」…と。(ファル注：良いんですか？そんな手の内を見せるような事を詳
細に書いて…)
　だから大変だよ。気を使い、用心し、神経をするへらして喋った。質問も
一つ一つ答えると、焦って取り返しのつかないこと喋るかもしれん。だか
ら、次々と質問を出してもらい、あとでまとめて答えることにした。その間
に、心の動揺を静め、作戦を考えながら喋った。これを答える時は、手をこ
う組もう。これを答える時は、ワザと視線を左上方に漂わせよう…と、考え
て。
　司会が「質問のある方は挙手し、名前を名乗ってからお願いします」と
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言ったので、あわてて言った。「テレビがあるんだから、名前は言わなくて
いいよ。Ａ君とか、Ｂ君でいいじゃないか」。そしたら質問者も面白がっ
て、「はい、Ａですけど…」なんて言って質問している。このＨＰでお世話
になっている「ファルコン情事」さんも来ていた。Ａ君、Ｂ君、Ｃ君…と質
問し、ちょうど彼は「Ｆ君」になった。「本当にＦ君だね」と言っちゃっ
た。これも感動ですね。宿命ですね。きっとこのＦ君が写真をダウンロード
し、インプットし、アップリンクしてくれるでしょう（自分でも何言ってる
か分からんけど）。（ファル注：賢明な読者さまは理解してくれると思いま
す）
　では、これで終わり。〈疑惑〉解明にならなかったって？　そりゃ、仕方
ないよ。「でも、この時期にわざわざ、こんな話をするなんて、なんかある
んでしょう」と記者にいわれた。あるのかな、と自分でも不安になって、
「だって、今は容疑者じゃないでしょう。鈴木さんなんか出来るはずがない
と警察は思ってる。口ばっかりで実行力ないと思ってるし。もう時効で、こ
れで終わりだ。それなのに、ここに来て、急に変なことを言いだす。おかし
いですよ」。チェッ、考えすぎだよ。それに、オラを馬鹿にし、挑発し、そ
れで何かを言わせようとしている。その手に乗るもんか。ともかく、「疑惑
解明」にはならなかったな。かえって新たな疑惑を呼んだ記者会見（いや、
フォーラム）だった。じゃ責任をとって一水会代表を辞めますよ私は。ア
レッ、もう辞めてたか。

（お知らせ）(1)「アサヒ芸能」（４月４日号）でコメントしてます。特集
「『宗男リサイクル計画』を各界有名人が爆笑進言！」で。「ラジオに出て
『今日の疑惑』をやれ」（高田文夫）、「ＡＶに出て、女優を恫喝し
ろ」（田中正夫監督）、「ロシアに渡って国際政治家になれ」（須藤甚一
郎）…と、各人が披露。オイラは、

　〈利権疑惑はともかく、北方領土問題でこまめに地元に足を運
んだ宗男氏の“実績”はぬきんでている。
　「そういう、ほかの議員がやってないことをやっていたのは事
実。たまたまタイミングが悪く出てきた」と宗男氏への同情を隠
さないのは「一水会」顧問の鈴木邦男氏だ。宗男氏には右翼にな
ることを勧めて、こう話す。「右翼団体を作って、街宣車に乗
り、一般人民に北方領土返還を訴えればいい。返還不要と口にし
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たと外務省の文書まで持ち出されて、国賊の扱いを受けているわ
けですから、汚名を晴らさなければならないでしょう」〉

　(2)４月６日発売の月刊『創』（５月号）の「鈴木邦男主義」はテーマが
「時効」です。なんか意味深ですよね。面白いと思いますよ。「舌切り雀」
がキーワードです。読んでみなせえ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年4月8日
　革命も恋も、夢も…。全てがあるんですね、現代詩歌には

　角川書店から出ている「女性作家シリーズ」（全24冊）を読破した。時間
もかかったし、苦労した。でも全ての女性作家を征服したようで嬉しい。円
地文子、永井路子、山崎豊子、有吉佐和子、三浦綾子、宮尾登美子…など
は、さすが実力派だと思った。又、干刈あがた、芝木好子、中里恒子…な
ど、この全集で初めて読んだ人も多い。普段は食わず嫌いで、読んだことも
ない作家のものも、かなり読んだ。感動したものも多い。無理をして全集を
読んだからこそ得られる〈感動〉だ。
　シリーズの最後（24冊目）は、「現代詩歌集」だった。これだけが小説で
はない。はっきり言って、この巻が読むのに一番時間がかかった。期日まで
に図書館に返さなくてはいけないから必死に読んだが、もし買った本なら、
とても読み通せなかったろう。「またいつか読もう」と中途でやめてしま
う。その点、図書館に返すという「〆切」「プレッシャー」があると、読ま
ざるを得ない。学生が試験やレポートがあるんで本を読むようなものだ。
　このシリーズは１巻が500～600頁ある。はっきり言って、長編の方が読
みやすい。特に円地文子や三浦綾子のようにその世界に入るや、面白くてぐ
んぐんと誘われるように読み進んでいけるのはいい。終わっても、いいもの
を読んだという感動もある。その点、短編は、やっとその世界に入りこめた
と思ったところで、プチンと切れちゃう。それで又、別の話になる。自分の
読む気分も変えなくてはならないし、せっかく頭の中で構築した〈世界〉も
取り壊し、又別の〈世界〉を作らなくてはならない。時間もかかる。
　さらに俳句、短歌、詩だ。一つの頁に何十という作品がある。それをわた
り歩き、読むだけでも大変だ。だから時間がかかってしかたがない。心に描
いた情景も、プチン、プチンと切れて、又、新たな情景を思い浮かべにゃな
らん。苦労だ。しんどい。それに580ページもあり、二段組みだ。難行苦行
だ。でも、誰に強いられたわけじゃない。自分で決めた自分のノルマだ。
　収録された作品は膨大だが、作家だって多い。俳句は100人、短歌は83
人、詩人は44人だ。でも、苦労して読破した甲斐はあった。つまらない詩歌
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も多いが、中にはキラッと光るものがあって、感動して、「オウ！」と叫ん
だ。もっとも、「つまらない」と思ったものでも僕の主観だ。本当は素晴ら
しいのかもしれないが…。では、僕が面白いと思ったものを（せっかくだか
ら）少々紹介してみよう。僕が血のにじむ思いで読破して、そして発見した
〈宝石〉を皆は、マウスをいじるだけで得ることが出来る。不公平だ。悔し
い気もする。でも、自分の見つけた〈宝石〉をこうして惜しげもなく人々に
分け与える。まるでキリストのような博愛主義者だね、この人は。（あっオ
ラか。ほめちゃいけんね）では俳句から。

　思想まで　レースで編んで　夏至の女
　メチンコ貝もらう　海賊の眼の　少年から
　夕鶴いるかな　日暮丹後の　機織る音
　こはサマーセット・モームの木椅子　椰子ホテル
　金魚は魚でしょうか　はなびらと思うのに
（伊丹公子）

　いいですね。思想的だし、新鮮だし、思想までレースで編むなんて、いろ
いろと連想しますよね。昔は学生運動をして、今は静かにレース編みでもし
てるのでしょうか。あるいは、じっとレースを編んでると、何やら思想を紡
いでいるように思えるのでせうか。昔と比べて今は、台所仕事に時間がかか
らなくなりました。じゃ空いた時間は「文化面なこと」に使っているでしょ
うか。いえいえ、逆です。昔の人々は、かまどに火をつけ、じーっと火を見
守っていた。その時、ごはんを炊くために皆、〈哲学してたのだ〉と渡部昇
一は言ってました。人間は便利になり、かえって勉強しないし、思想も、哲
学もしないのです。「人間らしさ」をなくしたのです。せめて、レース編み
くらいしましょう。
　「夕鶴いるかな　日暮丹後の　機織る音」もいいですね。日暮の丹後では
機（はた）織る音が聞こえますが、そのうちの３割は、実は鶴なのです。
「恩返し」の為に、人間の女になって機を織っているのです。又、越後に行
くと、やはり、どこでも日暮には機を織る音がします。「仕事中は絶対にの
ぞいてはいけません」と夫は言われます。だから、じっと待ってます。でも
余りに遅いので、たまりかねて見ちゃいます。そうすると何と、妻は家財道
具を風呂敷につつんで逃げ出す所でした。鶴かと思って助けた鳥は、本当は
鷺（さぎ）だったのです。「サギの恩返し」という有名なお話でした。では
次です。
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　じゃんけんで　負けて蛍に生まれたの
　ピーマン切って　中を明るくしてあげた
（池田澄子）

　これもいいですね。でも、じゃんけんじゃないんです。軍隊でつい、一歩
前に出たばかりに蛍になったんです。あの戦争の敗色濃い頃ですよ。「特攻
隊の志願者は一歩前へ」と言われて、つい、出たんですよ。そして鹿児島の
知覧から飛び立ち、敵艦に体当りしたんです。そして、蛍になって帰ってき
たんです。高倉健の映画「ホタル」にも、その話は紹介されてましたよね。
だから知覧に行ったら、間違っても蛍をとったり、殺したりしてはいけませ
んよ。蚊や蝿だって殺してはいけません。間違って蚊や蝿に生まれかわった
のかもしれません。

　人生は不可解でよし　滝の前
　人の日の鍵をとさぐる　穴一つ
（出口善子）

「人生は不可解」だからといって何も滝に飛び込んで自殺することはないん
です。もっと、リラックスして生きましょう。飛び込んだのは藤村操という
学生でしたね。夏目漱石の教え子で、数日前に教室で叱り、そのせいじゃな
いかと漱石は気に病んでいたそうです。漱石はそれも一つのキッカケにな
り、教師をやめて、小説家になったのです。
　次の句も意味深です。実存的、哲学的です。人生は、一行のボードレーヌ
にも及ばないのでしょうか。いえいえ、人生は所詮、「穴に鍵をさしこむ」
行為に過ぎないのです。穴を探して人生をさまよい。鍵をさしこんでは子孫
を残していくのです。これが人生の実相です。

　青大将　殺してだるき　日の丸や
　さびしさに蛇や蜻蛉を生んでみる
（鳴戸奈菜）

ウーン、難しい句ですね。青大将というのは意味があるんでしょうか。たと
えば日本で一番偉い人とか。深沢七郎の小説「風流夢譚」のことでしょう
か。それでさびしくて、トンボを生みに行くんですね。トンボ生み今日はど
こまで行ったやら。

　蝶結び　ほどけば幾千万の蝶
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（対馬康子）

女の子のパンティで、脇が紐で結ばれてるのがありますね。（見たことない
けど、あるらしいです。犬井君に聞きました）。それは蝶結びですよね。当
然、それをほどくと、幾千万の蝶が飛び立ち、この世は天国になるんです。
蝶をほどけば蝶が舞うなんて、きれいな、華やかな句ですよね。
　次は短歌です。まず斉藤史さん。お父さんが2.26事件の関係者ですから、
そうした歌が多いんです。

　たそがれの鼻歌よりも薔薇よりも悪事にやさしく身に華やぎぬ
　濁流だ濁流だと叫び流れゆく末は泥土か夜明けか知らぬ
　逢ひに来て多摩刑務所の門監守（かどもり）に頭（ず）を低く
下げわが影を見つ
　ぬめぬめともり上る春の湖を越え産卵にゆくはわが族（やか
ら）なり
　盲（めし）ひたる日の脳裏に泌みてゐし　明治の雪また二・二
六の雪

　前に一度、取り上げましたが「乳房喪失」の中城ふみ子です。

　われに似しひとりの女不倫にて乳削ぎの刑に遭はざりしや古代
に
　失ひしわれの乳房に似し丘あり冬は枯れたる花が飾らむ
　魚とも鳥とも乳房なき吾を写して密殺せざる鏡か

次は早大卒で、学生運動体験の歌が多い道浦母都子（もとこ）です。

　催涙ガス避けんと秘かに持ち来たるレモンが胸で不意に匂えり
　たましいが兵器を越えてベトナムを　　神話のごとく思い出す
なり

余りにも有名な俵万智の「サラダ記念日」からも３つほど。

　愛人でいいのと歌う歌手がいて　言ってくれるじゃないのと思
う
　「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日
　焼き肉とグラタンが好きだという少女よ　私はあなたのお父さ
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んが好き

今井恵子にはこんな面白いのがあります。驚きです。

　〈反省の色が見えない〉〈反省の色はなにいろ〉「教師と少
年」

　街ほども魅きつけられぬと　知らされて
　置いてけ堀を　けとばす　お七
　さくらさくら　いつまで待っても　来ぬ人と
　死んだひととは　おなじさ桜！
（林あまり）

　これを読んで、あれっと思うでしょう。歌謡曲からの盗作じゃないかと思
うでしょう。坂本冬美の「夜桜お七」に確か同じ文句があったぞ、と。そう
です。でも盗作じゃないんです。だってこの林あまりは歌人にして作詞家
で、「夜桜お七」の作詞をした人です。だからいいんです。それとね、この
人は他にも色っぽい歌を作ってるんです。

　カーテンの向こうは　たぶん雨だけど
　ひばりがさえずる　ようなフェラチオ

ウーン、ひばりだって、それをしてるんですよ。そして、とどめの歌です。

　立て膝を　ゆっくり割ってくちずける
　あなたをいつか　産んだ気がする

ヒャー、凄いですね。思わず手帳に書きとめてしまいました。エロを超え
た、哲学的、思弁的な歌ですね。あんな時、あんな事をされ、花弁をなぶら
れながら思弁的な歌をよむなんて、おどろきですね。思索的ですね。あんな
瞬間にも〈永遠〉を思い、神を思ってるんでしょう。もしかしたら、本当に
産んだのかもしれませんよ。そうすると、ただの近親相姦の歌なのか。ヤー
ですね。
　では詩です。高田敏子の「朝」です。

　〈男は毎朝　カミソリで　ひげをそる
　そのとき女は　包丁で野菜を刻んでいる
　お互いに刃物を使いながら

主張141 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

5 / 7 09/12/13 2:10



　刃物を感じないでいる
　素敵な朝！〉

　確かにそうだけど…。普段はそんなこと感じませんよね。じゃ、仲の悪い
夫婦だと、「今、刃物を使っている。ひと思いにこれで…」と思いながら、
二人とも刃物を使ってるんでしょうかね。そして期せずして、同時に両方か
ら刃物で襲いかかったりして…。でもそんな事件はあまりないから、普段は
「刃物」を意識しないんですよ。野菜を刻んでる時は、〈これで人が殺せ
る〉とは思わずに、あくまで台所用品として見ている。お腹が空いてる時
は、〈殺人欲〉よりも、まず〈食欲〉です。それが満たされ、食事が終わ
り、包丁が包丁掛けに置かれ、「台所用品」であることが忘れられた時に、
そして殺すほどの憎しみが涌いた時に、初めて「凶器」として認識されるの
でしょう。つまり、認識論上の問題なのですな。
　では最後に、石垣りんの「崖」です。

　〈戦争の終り
　サイパン島の崖の上から
　次々と身を投げた女たち
　美徳やら義理やら体裁やら
　何やら
　火だの男だのに　追いつめられて
　とばなければならないから　とびこんだ
　ゆき場のない　ゆき場所
　…崖はいつも女を　まっさかさまにする。〉

（お知らせ）　いよいよ出ます。今まで50冊ほど本を出しましたが、多分、
これが〈代表作〉といわれるようになるでしょう。（ファル注：前回にも同
じ様な発言を聞いた気がしますが！）まじめに、全力でやりました。なん
せ、月刊「創」に７年間にわたって連載した「鈴木邦男主義」を本にまとめ
たんです。ただ、７年分だと分量が多すぎる為、半分に削りました。それが
又、大変な作業でした。どれもこれも自分の産んだ子供ですから愛着があっ
て。泣く泣く削りました。「いや、これはやっぱり残したい。じゃこっちを
削るか」「でもこれを削ると全体が分かりにくくなる…」と、悲しい別れが
多かったんです。でも、いい本になりましたよ。タイトルも、『言論の覚
悟』（創出版）です。300頁以上の大作です。４月25日頃には出来る予定で
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す。具体的なことが決まったら逐次、お知らせします。
　そうだ、俳句のことも書きました。いや、書いた気がする。いつか産んだ
気がする。たしか、「俳人・野村秋介の浪漫」という題だったと思う。これ
も入ってますよ。野村さんはいい句が多いんですよ、本当に。そのことに
絞って書いてみました。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年4月15日
　汝、花を武器とせよ！

　４月は入学式のシーズンですね。入学式といえば桜ですね。でも、今年の
入学式は桜は無いんです。４月４日(木)はジャナ専（日本ジャーナリスト専門
学校）の入学式でしたが、校長先生が、やはり桜の話をしてました。「入学
式なのにもう桜はないですね。これからは桜は卒業式の言葉になるかもしれ
ませんね」と。そうかもしれません。
　今年の桜は３月に咲き、そして急いで散っていきました。散り急いだ特攻
隊のようですね。「こんな日本に、いつまでも咲いてられるか、馬鹿野
郎！」と桜は思ったのでしょう。ジャンケンで負けて螢になった人もいる
し、つい一歩前に出た為に螢になった人もいます。と同時に、敵艦に体当り
して散華し、それで桜に生まれかわった人もいるんでしょう。靖国神社の桜
なんかはそんな感じです。桜の樹の下にはやはり死体が埋まっているので
す。でも平成の世の人々は、その桜の下で大平楽に酒を飲み、浮かれて騒い
でおります。桜だって、やってられないでしょう。だから今年の桜は、さっ
さと店じまいをしたのです。
　佐藤春夫の小説に『のんしゃらん記録』（ファル注：ちくま日本文学全集
０１３佐藤春夫、もしくはハヤカワ文庫、日本SF古典集成[１]に収録されて
います）というのがあります。死刑廃止してどうするかというお話です。亀
井静香と同じに佐藤春夫も死刑廃止論者だったのかもしれません。いくら何
でも国家が殺人をするのです、死刑は。いいわけがありません。じゃ、全て
終身刑にしようかと思いますが、それも金がかかる。死ぬまで刑務所に入れ
とかにゃならん。じゃ皆、釈放して、野放しにするというのも危ない。それ
で、いい方法を考えついた。人間を植物にするんです。ホウレン草や枝豆で
は見分けがつかないから、樹木にするんです。手術をして、人間を樹に変え
るのです。そうしたら、晴れて全員シャバに出られるし、太陽も毎日おがめ
る。人にも会える。そして、もう人に危害を加えることも出来ないし、逃げ
ることも出来ない。
　画期的な方法ですよね。もちろん、死刑囚には〈希望〉を聞き、〈選択〉
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させるんです。まず、「殺されたいか。それとも樹になって生命を永らえた
いか？」と。後者を選ぶ人には、さらに、「松がいいか、杉がいいか、竹が
いいか？」と聞きます。「あっしは花粉症ですから杉はかんべんして下せ
え」という殺人犯もいます。昔、内ゲバで10人殺し、出所した後、生活に困
り、銀行強盗に入った人です。でも、老革命家になっていて勘もにぶり、警
察官に取り囲まれ、ヤケで行員を殺しまくり、犯しまくり、そして捕まった
のです。ここまで来れば、人権擁護団体も見放します。死刑反対運動をして
る人も、「こいつは例外だ」といいます。ところが、こいつは花粉症なんで
す。でも、杉そのものになったら、もう花粉症で悩むことはないでしょう
が。だって、杉がマスクをしてますか。杉がクシャミをしてますか。見たこ
とがない。
　松や杉になると何十年、いや何百年も生きられます。人間よりも、もっと
もっと長生きします。いいですね。革命の同志たちも訪ねてきてくれます。
自分からは話せないけど、皆の話すのは分かります。又、この日本がどうな
るのか、何百年先まで付き合い、自分の目で見ることが出来ます。いいです
よね。
　右翼の死刑囚は皆、桜にします。だって右翼は桜が好きだからです。特攻
隊の人達は、犯罪者じゃありません。国のために死んでいった神様です。で
も、桜にされちゃいました。
　左翼の人達は縄文杉がいいでしょう。特に塩見孝也さん（元赤軍派議長）
なんかはそうですね。「縄文研究会」を作ってましたし、「縄文時代は原始
共産制の時代だった。ユートピアだった」と言ってるのですから。縄文杉に
なったら本望でしょう。これから５千年も生きられます。地球が滅びても、
「縄文杉・塩見」は生きのびます。赤軍派は不滅です。「21世紀は赤軍派の
時代です」と言ってたアホなライターもいたけど、21世紀も22世紀も、
ずーっと赤軍派の時代です。70世紀くらいまで赤軍派の時代です。それを見
守ってられるんです。「ジョー塩見」は。いいですね。うらやましいです
ね。
　あれッ、どうしたの。ＨＰを見ている人民諸君。みな固まってますね。松
になったんですか。岩になったんですか。では、４月４日のジャナ専入学式
に話は戻ります。桜のことを校長先生がおっしゃってました。さすが現役の
テレビ・キャスターだけあって、お話がとてもうまいし、面白いんです。
　エッ、どうしてキャスターかって？　実は今年から、 ジャナ専の校長先生
が変わったんです。僕もこの日、初めてお会いしました。元、「サンデー毎
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日」編集長で、今は日本テレビの「ザ・ワイド」に出ている鳥井守幸さんで
す。この人が校長です。「日本でジャーナリズムはどのようにして生まれ、
発展してきたか」について話すのですが、とてもうまいし、面白いし、勉強
になりました。
　僕も非常勤講師として校長先生にご挨拶しました。「初めまして」と言っ
たら、「何いってるんですか。何度も会ってるじゃないですか」と言われ
た。「野村さんが亡くなった時も僕が取材しましたよ」。アレッ、そうだっ
け。忘れていた。「そ、そうでしたね。あの節はどうも」と慌てました。
　そうだ。去年の今頃も、ジャナ専入学式の話を書いたんだね、ここで。若
くして亡くなった詩人、金子みすゞのことを書いたんだ。今年は鳥井校長と
野村さんの思い出話をした。さて、鳥井校長の後は、理事長の挨拶だった。
ジャナ専29年の歴史を話していた。そんなに長い歴史があるのか。初代の校
長先生はジャーナリストの青地晨（しん）さんだった。有名な人だ。大宅壮
一と並び称された人だ。
　ところで今、青地晨さんと書こうとして、「晨」の字が忘れていた。
「辰」だったかな、「振」だったかなと、考え、迷った。しかたない、
「困った時のグーグル頼み」で、パソコンで調べようと思った。その前に一
息入れて、本を読もうと読み出した。山崎豊子の『白い巨塔』だ。昔、読ん
だし、テレビでもやってた。田宮二郎が主演だった。山崎豊子の『不毛地
帯』を今年になって読み返し、感動を新たにしたので、山崎のものは全て読
み返してみようと思ったのだ。『不毛地帯』は終戦後、主人公がソ連の収容
所に送られ、いかに苦労したかの話だと思っていた。日本人捕虜同士で密告
し会い、査問、糾弾し、「民主化運動」をする。中には菊のマークを書いて
「踏み絵」を踏ます人間もいる。洗脳、思想改造の、なまなましい話が続
く。昔、読んだ時はその印象が強烈で、「捕虜小説」だとばかり思ってた。
しかし、今、読み返してみると、捕虜の話は最初の４分の１もない。あとは
帰国してから総合商社に勤めての話だ。そこで航空機売り込み、自動車会社
合併、石油の採掘…と話は進む。若い女との恋愛もあったりする。あらら、
こういう小説だったのかと気がついた。
　だから、昔読んだ小説を今読み返してみると全然違うね。昔は体力にまか
せて乱読し、ストーリーだけを追っていたんだ。人生体験もないし、考えな
がら読み、読みながら考えるということがなかったんだ。山崎の『白い巨
塔』は文庫本ではなく、「新潮現代文学」（全80巻）に入ってたのを読んで
いる。よし、この全集を少しずつ読んで、全巻読破してやろう、と思った。

主張142 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

3 / 7 09/12/13 2:11



　ところで、この『白い巨塔』は誰が解説を書いてるのかなと思って、うし
ろを見たら、何と。本当に、「何と」ですよ。青地晨さんが書いているの
だ。こっちが思っていたら、パッと出てきた。そんな感じだ。オレはマジ
シャンか、と思った。もしかしたら、不思議な、神秘的な能力が備わってい
るのかもしれない、この人には。（ファル注：そうかあ、そういう特殊能力
があるからいつまでたってもパソコンの方が…）この人って、オラだけど。
　では又、ジャナ専の話だ。二代目校長は南博さんだ。社会心理学者として
有名で僕も随分とこの人の本は読んだ。南さんは一橋大学の教授もやってい
た。その頃、この先生のゼミに石原慎太郎（現東京都知事）がいたという。
　さて、三代目校長は細島泉先生だ。元、毎日新聞の論説委員をしていた。
そして、四代目校長が、やはり毎日出身の鳥井守幸さんなのだ。そうそう、
入学式のやった場所だけど、中野ＺＥＲＯホールだ。昔の中野公会堂(ファル
注：中学時代に区内のブラスバンドコンクールで利用したような…。) だ。
公会堂の方が名前がいいのにね。何で、こんな名前にするんだよ。「駅から
遠いですね」と他の先生方が言っていた。そうだね。でも僕はそうは感じな
い。隣の中野図書館には毎週のように来てるからだ。『白い巨塔』もここで
借りただよ。
　ここで唐突に、聖フランチェスカのことを思い出した。心が清い人で、鳥
や花とも会話できたという。でも、この鳥や花や木は、きっと前は人間だっ
たのだろう。異教徒との闘いに敗れ、幻術で、あるいは手術されて鳥や樹に
されたんだ。日本だって、そんな話はたくさんある。泉鏡花の「高野聖」な
んかは、女の色香に迷い、馬や猿に変えられたあわれな男達が出てくる。そ
うか、姿は人間のままでも、心は馬や猿になってる男共は、今もいるよな。
げに恐ろしきは女の色香じゃ。それがある為に、世の中には争いが絶えず、
戦争が絶えない。
　今、「ラピュタ阿佐ヶ谷」では「円谷英二の技」をやっている。ゴジラか
ら初まって円谷映画を25本、上映するんだ。その中で、「怪獣大戦争」とい
うのがあった（確か、これだろうな）。ある星の宇宙人が地球を攻めにく
る。それにゴジラやキングギドラも加わって闘う。その宇宙人は人間そっく
りだ（ファル注：Ｘ星人というヤツですな。ちなみにゴジラのシェ̶が観ら
れるのがこの作品。）。でも女の顔は皆、同じ。超美人で超スタイルがい
い。足が長いし、乳もデカイ。今でいったら藤原紀香だ。これはいい、と
思った。こうしたら、美女をとり合って争うことはないし、戦争もなくな
る。みんな同じものを平等に分け与えられるのだから。でも、そんなことを
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はっきりと映画では言わない。だって子供の観る映画なんだ。あるいは子供
がパパに連れられて観る映画だ。だから、はっきりとは言わないが、そう暗
示している。これが未来の人類かもしれない。映画を観ていてパパが呟く。
「これは凄い。文明論的、思想的な映画だ。女は皆、同じ美人ならこんなに
素晴らしいことはない。完全な平等だ。マルクスが夢見た共産主義社会だ。
今は不平等だ。だから俺なんてカスをつかまされて…」。これを聞いていた
子供が、「カスをつかまされたと言ってたよ」とママに言います。ママは激
怒し、怪獣のように暴れます。その夜は、この家でも「怪獣大戦争」なので
す。きっと、どこの家でもそうでしょう。そこへゴジラが助けに来るんで
す。
　この話を友達にしたら、「じゃ、女は心とか思想とか、内面で勝負するん
だから、いいんじゃないか」と言っていた。外見で差別されることは一切な
い。いいじゃないか。内面の美しさだけで勝負する。皆、本を読んで勉強す
るようになる。女性の知力もアップする。その女性が産む子供の知力もアッ
プする。「思想美」という言葉も新しく言われるようになる。再び、赤軍派
の時代だ。しかし、犬井君はこう反論した。「そうはいかんと思いますよ。
顔は均一でも、女性の道具や技術は均一に出来ませんからね。それがいい女
性のところに男は集中しますから、やはり争いはなくなりません」。何だ、
元宗教運動をしてたくせに、冷たいことを言うじゃないか。だったらその
「道具や技術」も均一にしちゃえよ。
　では今週は終わり。辻元清美さんは入院してるようだけど、大丈夫なんで
しょうか。早く再起してもらいたいと思います。辻元さんが主宰していた
ピースボートには一度乗ったことがあるんです。屋久島まで行く日本クルーズ
というので８日間。でも船に酔って、５日間は寝てました。なぜか乗ってた
のはオバさんばかり多かったんです。そして口も悪いんです。「船酔いなん
て、右翼のくせにだらしがない！」。そりゃないでしょう。思想と船酔いは
関係ないでしょうが。でも屋久島に着いて、陸を一歩踏みしめたら、治りま
した。アタシャ海軍はダメだね。陸軍系ですね。そんで、屋久島名物の縄文
杉、弥生杉を見てきましたよ。赤軍派議長だった「塩見縄文杉」にも会い、
じっくり話してきましたよ。
（お知らせ）(1) ４月26日、いよいよ発売です。私の『言論の覚悟』（創出
版）です。四六版320ページの大著です。定価1600円です。「創」（５月
号）には大々的に広告が出ていた。（自社の本だから広告じゃなく、お知ら
せか）。「全ての“主義”を超える！　“鈴木邦男主義”の集大成。一人一
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殺！」この最後の「殺」を消して「冊」にしている。僕は昔、「一日一冊」
を目標にしていたが、ここでは「一人一冊」になっている。「皆一冊ずつ
買ってくれよ」ということなんでしょう。又、そしてこんな文章が紹介され
ている。
　「言論活動をしている者なら、脅迫やいたずらは皆、経験があるだろう。
卑劣だし、許しがたい。でも、それに対する覚悟がないようなら、『言論の
自由』を口にする資格はないだろう」
　いやー、凄いですね。格好いいですね。勇気ありますね。こんなことを言
い切ってたんですね、私は。書くことによって自分を励まし、決意を固めて
いるんでしょう。

(2) この『言論の覚悟』の出版を記念したトークが５月13日(月)の７時から
ロフト・プラスワンで行なわれます。宮台真司さんはじめ豪華ゲストがい
らっしゃいます（ファル注：急遽、「Ａ２」の森達也監督も見えられること
となりました）。僕なんか見たくないでしょうが、宮台さんを見たい人はぜ
ひ、いらっしゃって下さい。「じょうじ・きゅうけい・ファルコンさん」も
来て下さい。デバガメじゃない、ラジカセじゃない、デジカメもって来て下
さい。（ファル注：へえへえ、わかりやした。）

(3) ＪＲ東労組が出している『自然と人間』という雑誌で常石敬一さん（神
奈川大学教授）と対談しました。常石さんは科学がご専門で、オウム事件な
どの時は、よくテレビに出て、サリンなどについて解説してました。きれい
な白髪なのですが僕と同じ年です。著書には『消えた細菌部隊』『医学者た
ちの組織犯罪』などがあります。訳書には、『コペルニクス革命』『ヒト
ラー政権と科学者たち』などがあります。そうです。僕だってコペルニクス
革命です。だからというわけじゃないんですが、「天皇制を通して見えるこ
と」というテーマで話し合いました。『自然と人間』の３月号、４月号と二
回にわけて収録されてます。なかなか面白い対談になりました。ほしい人は
「自然と人間」事務局に連絡してみなせえ。tel 03(3493)8013。FAX
03(5496)9020

(4) ４月９日(火)、田中義三さん（元赤軍派）の面会に行ってきました。東京
拘置所です。「今、『実話時代』に連載してるんですよ。是非買って読んで
下さいよ」と言う。驚いた。「実話時代」って、ヤクザばっかり出てる本で
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しよう。帰りに売店で買った。ヒャー、出ている。「獄中寄稿」と銘打ち、
タイトルが「嗚呼！仁侠ボルシェビキ」。すげー。そして、面白い。
　これ（５月号）は２回目だ。じゃ前の回のを読もうと思って編集部へ電話
した。「はじめまして」と編集長にいったら、「畑中純（漫画家）さんの
パーティで会ったじゃないですか」と言われた。ダメだなオラも。人の名前
をおぼえられない。花や樹や鳥の名前なら結構知ってるんだけど。昔の仲間
も、どんどん花や樹になっちゃったしな。
　この編集長も昔は、学生運動をやってたんだそうな。その縁でしょう、
きっと。「田中さんの尻を叩いて、書きだめさせて、早く本にして下さい
よ。表紙は畑中純さんに描いてもらえばいいでしょう」と言った。面白い本
が出来る。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年4月22日
　覚悟はいいか。『言論の覚悟』が出たぞ！

　おまたせしました。『言論の覚悟』（創出版）がでました。４月22日
(月)、全国一斉発売です。僕は、４月16日(火)に創出版社で見本誌をもらい
ました。いいですね。ここに僕の全てが込められてると思いました。ジーン
ときました。今まで出した本は50冊位になるでしょうが、これがその〈集大
成〉です。
　320頁という、かなり厚い本です。「これも入れたい、あれも入れたい」
と無理を言い、頁数を増やしてもらいました。目次を見てもらえば分かりま
すが、この７年の発言・闘いの収容なものは全て入ってます。又、新たな挑
戦、問題提起も入ってます。厚い本ですので、値段もちょっと高く、1600円
になってます。しかし、この内容では高くないですね。安いですよ。もし
買ってみて、「高かった」「損をした」と思ったら、僕に言って下さい。僕
がお金を返します。それだけ自信のある本に仕上がっています。
　何も僕の力だけではありません。篠田編集長や、荒井さんなど編集部の人
達の大変なご苦労、努力があったからです。それは本を手にとってもらえば
分かります。隅々まで心配りされた、行きとどいた編集・作り方をしていま
す。
　表紙がまず、いいですね。「スズキ・カラー」といわれるブルーを基調に
した素晴らしいイラストの上に、「言論の覚悟・鈴木邦男主義」と書かれて
います。イラストは西村吉彦さんです。オッと思わず唸るイラストです。斬
新です。でも何か懐かしいのです。そんな絵です。よーく絵を見ると、いろ
んな人々が暴れてます。左上には山口二矢がいます。1960年に浅沼稲次郎社
会党委員長を刺殺した人です。ナイフを構え、体ごと委員長にぶつかる瞬間
です。その下には、ゲバ棒をもった全共闘がいます。72年、浅間山荘に「突
入せよ！」の機動隊がいます。敗戦直後、皇居前広場で泣き崩れる人々がい
ます。「血のメーデー事件」で、デモ隊に発砲する警察官がいます。この表
紙イラストが日本の「激動の戦後」を全て表わしています。革命の曼陀羅で
す。革命・維新運動の地獄・極楽巡り旅です。
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　目をこらして、さらに見てみましょう。あっ、ライラ・ハレドがいます
ね。ＰＦＬＰの女性闘士です。日本の兵隊さんもいますね。マリリン・モン
ローもいますね。マッカーサーも。イラストの欄外に黒い点が付いていま
す。いや、虫眼鏡で見ると、何と、毛沢東ではありませんか。かくし味です
ね。他にもまだまだ隠されているのでしょう。
　さらによく見ると、背景（というか下地）には何やら文字が…。人物や事
件のイラストに侵されて、よくは読めません。「教育勅語」じゃないのか
な、と言う人がいました。いや、「軍人勅諭」かもしれんぞ、と言う人もい
ました。マルクスの「資本論」じゃないのか。いや、鈴木の初の政治論集
『時代の幽閉者たちに』（島津書房）からとったんじゃないか…と、いろん
な説が出ました。
　とにかく、文字が飛び飛びにしか読めません。勿論、これがデザインなん
ですが。必死に拾い読みすると、こんな言葉が読めます。「…抜かし、国の
大本を」「国民精神を」「…義に陥り」「状態に落ち」…。ウーン、わから
ない。灰色の脳細胞をフルに回転させて考えました。まるで敵国の暗号を解
く諜報部員のようですね。そういえば、今やっている映画「ビューティフ
ル・マインド」はよかったですね。ノーベル賞をとった実在の数学者のお話
ですが、米ソ対立の冷戦時代に、ソ連の暗号を解く仕事をさせられるんで
す。その天才的な頭脳を「国の為」に使い、アメリカを救ってくれと頼まれ
承知するんです。ところが、それからがサスペンスドラマで、そして、アッ
と叫ぶ展開があって…。いやー、おどろきました。こんなに凄い、面白い映
画は久しぶりでした。こういうのを見ると、邦画なんかもういらないやと思
いますね。映画については、「日本はアメリカの植民地でいい」と思いまし
たね。そう、映画についてはオラは「反日分子」だし、「売国奴」じゃけ
ん。赤報隊に殺されても仕方なか。文句があったら「ビューティフル・マイ
ンド」を超える映画を作ってみろよ。
　では、『言論の覚悟』に話を戻します。オラも、この天才数学者ジョン・
ナッシュのように暗号解読に一心不乱に努めました。そうしたら、隠れてる
文字がキラキラと光を放って浮かび出てくるではありませんか。そして、一
連の文章になったのです。おう！まいゴッド！　そうか、あの文章だったの
か、と分かりました。でも皆には教えません。オラがこんなに苦労して解読
したのに…。タダで答えを得ようなんてズルイよ。皆も挑戦してみたまえ。
苦しんでみたまえ。解答は次回か、その次にでも披露しませう。
　そうだ。表紙に書かれた文字が、もしかしたら僕の初の政治論集からとっ
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たんじゃないかという説を紹介したけど、今、その本を本箱から取り出して
きた。そ、そして、驚いたね。表紙はいたってシンプルだが、やはり文字が
長々と書かれている。これもデザインなのか。イラストレーターの西村さん
は、もしかして、これを読んでいて、「鈴木よ、原点に返れ！」というメッ
セージを込めて『言論の覚悟』のイラストを描いたのだろうか。うん、きっ
とそうだ。そうに違いない。
　そのうち、ファルコンさんのデジカメでとってもらって、このＨＰで紹介
しよう。この本は1976年に出ている。259頁。定価はいくらかなと見た。
26年も前だから物の値段も違うし、きっと驚くほど安いだろう。15銭と
か、30銭とか。そんなことはないか。15円か30円か、いやいや、連合赤軍
兵士の植垣康博さんは、26年前は喫茶店のコーヒーが60円だったといって
た。じゃ、この本は今の１０分の１として、150円位かな、と思った。とこ
ろが、驚くじゃありませんか。何と「定価1500円」と書かれていた。じゃ
今なら15,000円だ（そうはならんかな。それに比べたら『言論の覚悟』の
1600円は安すぎるくらいだ）。
　ともかく高い本だった。どうせ売れないだろうからと単価を高くしたんだ
ろう。島津書房から出ている。ここからは他に、『証言・昭和維新運動』を
出している。ところでこの本だが、タイトルの『時代の幽閉者たちに』の上
に、〈鈴木邦男政治論集〉と銘打ってあるよ。今見るとちょっと恥ずかし
い。そして、あとは白い表紙にこんな文字が書かれている。本文から抜粋し
たのだろうか、やたらと格好つけた文章だ。今ならもうこんな文章は書かな
い。だから、参考のために、紹介しておこうか。

　個人的な各種の夢や願望が天皇へと投企されその夢の最大多数
が天皇を軸として状況を覆してきたとするならば、どのような夢
や、どのような理想を天皇の中に見ようと、それは勝手なのかも
しれない。しかし、〈現状の保守〉という価値概念しか〈天皇〉
の中に見ることが出来ないとするならば、その保守すらも難かし
い状況を迎えることは必至であろう。

　うーん、意味は分かるけど、無理して難しい言葉を使ってますね、投企と
か価値概念とか。もってまわった言い方だし。それにこんな長い文章なの
に、センテンスはたった二つ。長い文ですね。このマルだって、テンにすれ
ば、そのまま、一文になっちゃう。
　目次を見たら、これが難しいね。第一章は「我が内奥の聖なる天皇」。そ

主張143 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

3 / 7 09/12/13 2:12



して三つの「政治論文」が並んでいる。

　幻想と神話の復権こそが
　　＝もしくは変革の原基としての天皇＝
　保守の拠点か変革の原基か
　　＝氾濫する〈天皇論〉に何を見るか＝
　聖なる天皇・聖なる民族
　　＝何が国家の連続性を守ったのか＝

　こんな難しいタイトルで、難しい文章を書いてたんですね。この頃は。だ
から独立義勇軍の犯行声明文もあんな難しい文章になっちゃった。アッ。い
けない。変なことを口走っちゃった。いや、自動書記しちゃった。もちろん
冗談ですからね、独立義勇軍も赤報隊も全く関係ないからね。マスコミも、
もう取材に来るなよ。もうすぐ時効なんだから。あっ、『時代の幽閉者たち
に』の目次を紹介してたんだ。第二章は「〈戦後〉を超える思想的原基」、
第三章は「現代維新の課題と展望」だ。難しいし、外国の思想家の引用が多
い。それが〈権威〉だと思ったんでしょうな、この著者は。（アッ俺か）。
はたして、26年後の今、通用するかどうか。どっかで復刊してくれれば有り
難いな。
　じゃ、メインの『言論の覚悟』に戻ろう。この本の話を大々的にしなくっ
ちゃ。（昔の本の紹介なんか長々としてんじゃないよ！）普通、本を出す
と、「まえがき」と「あとがき」を書き加える。しかし、この本では「まえ
がき」はない。そのかわりに、「プロローグ」として、天才映画監督の渡辺
文樹氏との対談「天皇暗殺映画をめぐる場外乱闘」が入っている。渡辺監督
は「闘う人」だ。「覚悟の人」だ。「人間凶器」と呼ぶ人もいる。警察や
ＰＴＡや右翼などを相手に孤立無援で闘っている。偉い人だ。「プロロー
グ」に最もふさわしい。
　目次を見た。実にスッキリしている。思わず読みたくなる。少し紹介して
みよう。

　「テロルの変質」と戦後50年。
　侵略か自衛の戦争か。
　「魂なき平和」という呪縛。
　言論は無制限に自由である。
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　革命の夢よ再び
　危険な英雄待望論
　どーする、日本国憲法
　従軍慰安婦問題を考える
　俳人・野村秋介の浪曼
　「反日教科書」もある自由
　学生道場という青春

　…と、みな直球勝負だ。そして、時々の問題に真正面から挑み、書いてき
た。田中義三さん裁判や柳美里さん脅迫事件、三島由紀夫の謎、七生報国、
チュチェ思想入門…などについても書いている。僕のお気に入りは、「天皇
制への疑問」だ。思わせぶりなタイトルだし、気に入っている。他にはこん
なものがある。

　「立てこもり」の歴史
　不敬映画
　卑怯者
　日本鬼子
　連赤事件から30年

　「卑怯者」は去年の日比谷野音での個人情報保護法案反対集会での闘いに
ついて書いた。ファルコンさんが撮ってくれた「怒れる鈴木」の写真が載っ
ている。そうそう、各回とも、写真が付いてるんだ。それを見るだけでも楽
しいよ。いろんな人達とのツーショット写真が載ってる。立松和平、ポール
牧、塩見孝也、栗本慎一郎、喜納昌吉、辛淑玉、宮崎学、松崎明、青木雄
二、呉智英、南伸坊、鶴見俊輔、長谷川三千子、千田夏光、野村秋介、新井
将敬、田中義三、植垣康博、遠藤誠、南部虎弾、佐山聡、相原コージ、島田
雅彦、小林よしのり、北野誠、竹内義和、みなみあめん坊、…
　といった人々の顔が出ている。この人達が、どういうふうに僕とからむの
か。「エッ小林よしのりは最近会ってなかったんじゃないの？」「漫画家の
相原コージや青木雄二とどう関係あんの？」「ポール牧と何を話したの？」
「南伸坊とは？」…といろいろ疑問がおありでしょう。でも、大いに関係あ
るんです。思想的な話をし、思想的なからみ合いがあるんです。エッと驚
き、のけぞる話も満載です。それは読んでからに…。
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　月刊「創」で「鈴木邦男主義」がスタートしたのは95年２月号だ。つまり
７年前だ。「ＳＰＡ！」の連載「夕刻のコペルニクス」もこの頃スタートし
た。そして「ＳＰＡ！」の方は単行本が３冊、文庫本が２冊になった。
「創」の方は、今回が初めての単行本だ。７年前からだから、とても全部は
載せられない。半分にしなくてはならない。じゃ95年２月号から99年頃ま
でを１巻、それ以降を２巻にしたらという案もあったが、それだと、１巻は
古い話ばかりになってしまう。それで、涙をのんで半分に削った。じゃ、
いっそ、前半を全部とろうかとも思ったが、それもうまくゆかない。これを
とり、あれを入れ。いや、そうすると話が続かないから、これを復活させ、
そのかわりこれを削る。…といった話が何度も何度も編集部と重ねられた。
それで、ようやく、今回の本になった。まァ、考えられる限りベストの選択
だったと思う。
　「削ったものはどんなのがあったの？」と聞かれると辛いな。辛淑玉だ。
はじめの部分はまず切った。「左翼の人と遊ぶ」「ナチスの制服を着て遊
ぶ」「お笑い革命『全共闘』で遊ぶ」「女子プロレスラーと遊ぶ」…といっ
た「遊ぶ」シリーズだ。あとは、こんなとこかな。

　家宅捜索
　漫画が怖い
　我がプロレス的人生
　討論の効用
　強い老人になろう
　愛国心 `98
　自決
　情報紙裁判
　ストーカー対談
　残したくないもの
　成人式と七五三
　これぞ生涯学者
　日本版『罪と罰』
　文武両道

　こう書いてくると、みな愛着があるね。特に「ストーカー対談」とか「強
い老人になろう」なんてのは。そうだこの本が売れたら、『続・言論の覚
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悟』を出してもらおう。その時に、〈残したいもの〉を入れてもらうのだ。
そのためには、この本が売れなくちゃ。創出版社も覚悟を決めてます。僕も
覚悟してます。売りましょう。皆様もよろしくお願いします。
　そうだ、本屋に関して嬉しいニュースがある。渋谷東急の向い（東急文化
村の入り口）にBook1st（ブックファースト）という巨大な店があるよね、
新しい本屋だ。売り場面積日本一だという。入ってみて驚いた。４階の思想
コーナーには「右翼」「ナショナリズム」と共に、「鈴木邦男」のコーナー
があった。セルロイドの仕切り板に「鈴木邦男」と書かれて、僕の本がズラ
リと並べられていた。うわー、生まれて初めてだと感動した。目頭が熱く
なった。生きていてよかったと思った。生きてても仕方ないと思ってたの
に、少しは認めてくれた本屋もあったんだと嬉しかった。そして、２階に
いってノンフィクションのコーナーを見たら、宮崎学の隣に、又もや「鈴木
邦男」の仕切り板があった。凄い。
　「こんなこと初めてですよ」と創出版の荒井さんに言ったら、「神田の三
省堂にもありましたよ」といわれた。じゃ写真をとりにいこうか。いやい
や、自分じゃ恥ずかしい。そうだ、「困った時のファルコン頼み」という諺
がある。（ファル注：こ、諺なんですか？最近、『今週の主張』で頼みごと
するのって多いですね）彼に頼もう。他にも高田馬場や池袋の芳林堂にもか
なり置いてある。そんなところをデジカメで写してもらい、書店の地図と、
書店内での置いてる位置もかく。そうしたら、ＨＰの読者も、探しやすいだ
ろう。「池袋の芳林堂にあるよ」といわれても何階のどの辺か分からない。
探すのも大変だ。だから、ナビゲーターマップをファルコンさんに作っても
らうんだ。（ファル注：ゲッ、作るのだって大変じゃないですか）頼みます
よ。（ファル注：うぅ、分かりました。やります。ＧＷ中でなんとかしま
しょう）次はファルコンさんの写真を表紙にしますから。（あっ今回の本は
見開きに載ってますよね。出世です。次は表紙です）。ということで、『言
論の覚悟』をよろしく！

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年4月29日
　大変な勘違いをしていた。総括し、自己批判しなくっちゃ

　「レコンキスタ」の４月号が送られてきた。なかなかいい。皆も知ってる
ように一水会の機関紙だ。昔は「RECONQUISTA」と題字に書かれていた。
デザイン的には面白いが、ちょっと読みづらいので、現行のカタカナ表記に
なった。４月号で、281号になる。30年になる。三種郵便をとってると１年
12ヶ月のうち２ヶ月だけは休める。それ以上休むと、三種を取り消される。
取り消されると郵便料金が全然違うのだ。ともかく、よく続いたと思う。
　「レコンキスタ」はスペインの「レコンキスタ運動」からとった。題字の
下には説明が書かれている。「“レコンキスタ”は、スペイン語で“失地回復”と
いう意味。占領戦後体制で失われた日本の誇り・主権・領土など回復運動の
総称」。
　４月号は、ちょっと恥ずかしいが、僕の講演録が載っている。３月27日
(水)に高田馬場シチズンプラザでやった「一水会フォーラム」での話だ。題
して、「時効寸前、赤報隊の真相」だ。衝撃的だ。挑発的だ。この時の様子
はファルコンさんが写真と内容要旨を載せている。よくまとまっている。
もっと詳しく読みたい人は、レコンを見てほしい。
　レコンの１面と２面が講演録だ。レコン１面に載ったなんて何年ぶりだろ
う。５、６年ぶりかな。うれしかった。
　でも、テープで起こしをする人は大変だったようだ。１時間半、話して、
その後30分は質疑応答。その１時間半分を起こした。そして、それでは長す
ぎるので３分の１に縮めた。「だったら３回連載にしたらいいじゃないか」
と言ったが、それじゃ紙面がダレるのだろう。テープを起こした人も大変だ
が、それを縮めた僕も大変だった。加筆するってのは案外やさしいが、削る
のは大変だ。「ここも重要だ」「ここも面白いのになー」と思いながら削
る。「なんであいつを生かし、俺を外すのだ」と原稿が文句を言う。「ゴメ
ン、ゴメン」と言いながら削る。「いつかは“完全版”を作り、その時に復活
させるけん。こらえて下さい」と言いながら削る。
　しかし、テープ起こしをした宇多咲さんは大変だったうな。申し訳ないと
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思った。いくらパソコンの技術が進んでも、テープ起こしだけは機械化でき
ない。「人類最後の手作業」だ。喋ったら、それがそのまま活字になる機械
も作られているが試作段階で、なかなか実用化されないようだ。そりゃそう
だろう。言葉の訛りもあるし、喋るクセもあるし。又、喋り言葉をそのまま
活字にしても、キチンとした文章にはならない。「エー」とか「アノー」と
かばっかりで、文も続かん。そのあと、大幅に手を入れなくてはならない。
　テープ起こしをした宇多さんの〈苦労話〉がレコン８面に載っていた。

　「レコンキスタ、今号の〈売り〉はなんといっても巻頭の講演
録の『赤報隊』です。フォーラムのにぎわいもさることながら、
原稿にする際にその講演内容をテープで聞いて、深夜にも関わら
ず大爆笑。講演も顧問の書籍同様、〈鈴木マジック〉でした。紙
面の都合上全てを掲載できないのが非常に残念です」

　ヘエー、そうですか。辛い、苦しいテープ起こしの合い間にも〈爆笑〉す
ることがあったんですか。真面目に喋ったと思うんですが。それに、〈鈴木
マジック〉か。どんな所がマジックなんでしょうか。聞いてみたいですね。
僕はただただ愚直に、淡々と、話してたと思ったんですが。
　ジャナ専（日本ジャーナリスト専門学校）の卒業生も何人か聞きに来てい
ました。「授業よりずっとよかった」と言われました。うーん、難しいな。
ここに来てる人は、一応、「赤報隊事件」を知っている。基礎知識があっ
て、それを前提にするから、こっちも話しやすい。ところが学校だと、「赤
報隊が朝日新聞社を襲ったんですよ」といって、すぐ、「この事件はね…」
「右翼っていうのはね」「テロっていうのはね」と、ひとつひとつ説明しな
くちゃならない。下手すると、それだけで終わっちゃう。だから話もつまら
なくなる。
　でも、一水会フォーラムは今回はやりにくかったな。テレビ局が３局か４
局きていて、２時間ずーっと、撮っている。ヤバイ話や、大胆な予測、冗
談、ハッタリもかませられない。ルールにがんじがらめに縛られて闘う格闘
家のようだ。そう、アリ戦に臨んだ猪木だよ、オラは。その中でも、少しは
面白い話をしなくちゃならない。でないと、「金返せ！」なんていってペッ
トボトルを投げつけられる（そんな礼儀知らずの客はいないか）。
　ともかく、現時点での、ギリギリ一杯の話をしましたよ。時効が来て、
「犯人」が現れ、何らかのメッセージを出す。その時、あっそうかと分かる
だろう。それほど重要な講演録ですよ、これは。普段、レコンを読んだこと
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のない人も、これだけは読んでみなせえ。一部500円（年間購読料6000
円）だ。電話かＦＡＸで申し込んだらいい。ついでに住所も紹介しとこう。

　郵便番号161-0033　東京都新宿区下落合１丁目２番５号
　第23鈴木総合ビル３階　一水会本部
　TEL 03(3364)2015
　FAX 03(3365)7130
　http://www.issuikai.jp

　 エーイ、サービスだ。講演録の見出しも紹介しとこう。「一水会三十年と
は」「赤報隊の接触と若気の至り」「野村秋介氏との縁」「赤報隊、その正
体とは」。さらに、７面に、僕はもう一本、原稿を書いている。「平成文化
大革命」という連載エッセーだが、今回は何と何と、「時効直前！赤報隊に
会った！」という衝撃のスクープだ。「ＳＰＡ！」の連載があったら、そっ
ちに大々的に書くところだったのに。ともかく、レコンがこれで500円とは
安い！　持ってけ、ドロボー！　とつい、バナナの叩き売りの口調になっ
ちゃったよ。
　実は、北朝鮮に拉致された有本さんのご両親に会った。３月12日(火)、東
京地裁でだ。それも思いがけない人が紹介してくれた。その人に赤報隊がか
らみ、そして、謎は謎を呼ぶ。書いていて震えがきましたね、予告編はここ
まで。あとは本文を読んで下さい。
　ついでにもう一つ、サービスしてやろう。レコン６面の下には出版社の広
告が出ているが、一つは鹿砦社（エスエル出版会）のものだ。この広告に
〈事件〉を解く鍵がある。これも、後で、「あっあのことか」と気付く仕掛
けになっちょる。〈鈴木マジック〉だ。エスエル出版会からは僕は20冊位、
本を出している。一番有名なのは『がんばれ！新左翼』シリーズだ。１～３
巻ある。他に、『右であれ左であれ』『宗教なんてこわくない』などがあ
る。そうだ、今月の『噂の真相』（５月号）には、やはりエスエル出版会の
『赤報隊の秘密』の広告が出ていた。これは当時、僕が渾身の力を込めて書
いたものだ。この本の中に赤報隊の全ての真相はあると、今も思っている。
宣伝コピーはこう書かれちょる。
　「朝日新聞阪神支局襲撃事件、時効迫る！第一級の歴史的史料！」「本年
５月３日で時効を迎える朝日襲撃事件に対する、当時渦中に在った民族派理
論家による大胆な発言！」
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　そうです。本当に大胆な発言が一杯あるんです。せっかく買ったのだから
と、『噂の真相』をパラパラとめくってみると、気になった「一行情報」が
二つあった。一つは、
　「『完全自殺マニュアル』鶴見済が警察の手で強制入院させられたとの情
報」
　心あたりがあるが、今は書けない。そうなのか、と慨嘆するのみ。もう一
つ。
　「『民族独立義勇軍再建委』が３月17日未明に鈴木宗男宅弾劾で放火を声
明」
　あれっと思った。民族独立義勇軍というのは後に赤報隊になった部隊では
ないか。それが朝日ではなく鈴木宗男を狙うとは。不思議だ。でも、赤報隊
は朝日以外にも韓国人会館、リクルート会長宅、中曽根、竹下なども狙って
いる。だから宗男も狙ったのだろう。しかし、時効寸前になぜこんなことを
やるのだろうか。謎だ。
　さて、肝心の話だ。〈事件〉の鍵を握っている広告というのは、実は、レ
コンと「噂真」の両方に出ている『レコンキスタ縮刷版（１～100号）』の
ことだ。これは２万円と高いが、それなりに貴重な資料だ。ある新聞記者に
言われて、これを読み返してみて、愕然とした。俺は大変な勘違いをしてい
た。赤報隊事件について、とんでもない間違いをしていた、と思ったのだ。
その前に、「縮刷版」の宣伝コピーを見てほしい。

　〈テロリズムの時代を象徴する領袖「一水会」の歴史は、即わ
が国の行動的民族派の歴史である。これ一冊で右翼、民族派のす
べてが解明できる、資料的価値の高い歴史的書。「独立義勇軍」
声明など重要資料収録〉

　ある新聞記者から、こんなことを言われた。「鈴木さんは独立義勇軍の声
明文をうっかり載せただけだ。それで警察にマークされた、と言ってます
ね。でも、赤報隊事件の起るまで６年間はずーっと独立義勇軍を絶讃し、支
持してますよ。レコンにも熱烈な支持論文を書いてるし、合宿などでも擁護
して講演してます」
　バカな、と思った。僕は、来た声明文を間違って載せただけだ。ただ、木
村氏や見沢氏たちが、「これは未だ見ぬ同志だ！」とハシャイで街宣などで
言ってたのだ。それで、すっかり疑われてしまった。本当に、ドジな話だ。
でも、その新聞記者の話が気になって、レコンの縮刷版を見てみた。昔は、
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女のヌードを載せたり、マンガがあったり、女性の「下半身座談会」があっ
たり、かなりハチャメチャな編集をしていた。楽しいね、思わず読みふけっ
てしまった。ところで、独立義勇軍声明だ。レコン73号（昭和57年１月
号）に載っている。全面的に支持している。そして、そのあとも、これでも
か、これでもかと評価して書いている。それも僕が署名論文で書いている。
全く知らなかった。いや、書いたのは事実だろうが、完全に忘れていたの
だ。フロイトが言ってるように「都合の悪いこと」「おぼえていたくないこ
と」は、スッカリと忘れていたのだ。だって、見出しだけ拾っても、こんな
ことを書いている。

　神戸、東京で戦後体制打倒の狼火
　大東亜戦争開戦40周年に全国で総決起
　義勇軍兵士募集
　気分はもう世界維新
　「革命マシーン」に全員がなるべきだ
　軍事と文化を核に組織された暴力を
　全国の憂国自衛官決起せよ！
　好戦自衛官日記

　これらがみな、独立義勇軍を評価して書かれている。そして89号（昭和58
年７月号）の１面論文は私が書いてるが、「都市ゲリラ時代と民族派運動。
現代の必殺仕掛人＝『独立義勇軍』讃江」。ヒャー、〈必殺仕掛人〉だなん
ていって絶讃しているよ、このバカは（あっ、おらか）。そして、「犯行声
明文。その書き方のノウハウ」「右翼武芸帳のトップは独立義勇軍だ」…と
いう見出しが踊っている。
　さらに、91号（昭和58年10月号）だ。又もや私めが、大々的な論文を書
いている。「体制転覆の仕掛人＝野村秋介と独立義勇軍」。ウワー、ここま
で、支持し、絶讃してたのか。これじゃ、警察から疑われるのも無理はない
な。見出しだって、こうなっている。「新たな価値観を持った部隊が登場し
た」「日本赤軍も独立義勇軍も天狗路線で勝負だ！」「やっぱり、勝てる闘
いをやんなきゃー」。
　又、スゴイですね。これじゃ、野村さんに叱られ、絶縁されるのも仕方な
いやね。「昔はテロ、ゲリラ闘争をあおり、独立義勇軍を評価してたくせ
に、赤報隊事件が起こると突然、豹変しやがって。今度は〈テロ否定〉〈す
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べては言論でやれ〉だと。だらしのない奴だ」と怒鳴られたんですよ。その
時は、冤罪だと思ったけど、レコンを読み返してみると野村さんの気持ちも
分かるね。私が悪かったんですよ。未熟でした。軽はずみでした。自己批判
し、総括いたします。

〈お知らせ〉　『言論の覚悟』（創出版）はもうお買いでしょうか。この出
版記念のトークがロフト・プラスワンで５月13日(月)の７時から行われま
す。宮台真司さんの他、映画監督の森達也さんなどもゲスト出演します。ぜ
ひご参加下さい。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年5月6日
　赤報隊事件。最後の真実

　パソコンに向っている。焦っている。今は４月30日(火)の深夜だ。５月３
日が赤報隊事件の時効だが、それまでに、警察は何でもいいから捕まえよう
と必死だ。僕も逮捕されるかもしれない。だから、それまでに打ち込んで
アップロードしておかなくては…。更新後、皆が見るのは５月６日(月)だ。
その時には、どっちになるかはっきりしている。決着はついている。
　この１ヶ月半で取材陣がドッときた。何せ、赤報隊事件の「第一容疑者」
だから。新聞・週刊誌の記者には20人に会った。テレビは４社が来た。でも
何故か、ほとんどはボツだ。あるいは、初めから載せるつもりがなくて、
〈資料〉として話を聞きに来るのだ。つまり、緊急逮捕されたら、「鈴木は
白々しくもこんなことを言ってた」と書くためにだ。嫌になる。「だったら
何故、断らないのか？」って。断ったら、「やましい所があるからだ」と思
われる。それが嫌で、いやいや取材に応じている。「言論の覚悟」じゃなく
て、「言論の泣き寝入り」だ。それに僕の話は地味だから、面白くないんだ
ろう。４月28日(日)に放映された二本の番組を見てそう思った。新聞のイン
タビューは全部ボツだが、テレビは二局が放映した。これを見て、（約束し
ていた）二局が断ってきた。「鈴木じゃ出しても面白くないよ」と思われた
んだろう。でも、危険を冒してまで面白い話をする気はない。それじゃなく
ても疑われているのに。
　４月28日(日)の 番 組とはテレビ朝日の「サンデープロジェク
ト」（10:00Ａ.Ｍ～12:00）とＴＢＳの「報道特集」（5:30ＰＭ～6:30）
だ。どっちも、時効直前の赤報隊事件を特集していた。僕の他にも疑われて
る右翼は随分といるんだ。彼らが出る。そして言ってることが迫力がある。
以前、「赤報隊」という同じ名前の団体をつくった人が出ていた。僕が週刊
「ＳＰＡ！」で話を聞いた時は、顔写真も出し、名前も出していた。ところ
が、テレビでは名前は出さないし、顔も出さない。声もかえている。変だ。
もしかしたら、本人は「本名で素顔でいい」といったのにテレビ局が、「い
や、顔を出しません」といってプライバシーに配慮してるように装ったの
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か。その方が、「容疑者右翼」としての凄さが出せると思ってだ。と僕なん
かは疑ってしまったね。
　大谷昭宏さんが、この「容疑者」に聞いている。

　----「赤報隊をつくりましたね」
（容）「つくりました」
　----「朝日は襲われて当然だと言いましたね」
（容）「いいました」

　迫力のある受け応えですね。〈絵〉になりますよね。テレビを見てる人も
「これこそ右翼だ！」と思う。さらに、他の「容疑者」も、「朝日は襲われ
て当然」と言い、「自分がおとりになって赤報隊は逃げ切った。おとりにな
り本望だ」と言う。又、阪神事件直後、彼は「事件は東に走る」と予言し
た。その予言通り、名古屋、静岡、…と襲われた。彼は犯人グループにつき
何か知ってるはずだと思わせる。そこで大谷さんは「犯人を知ってます
か？」。これに対し彼は「ノーコメント」と言う。凄い。思わせぶりだ。
「知りませんよ。新右翼なんてやれっこないですよ」と僕のような言い方は
しない。それに、目のところは消している。他にも一杯出ている。朝日新聞
では事件のことを連載しているが、中には、わざわざ阪神支局に「犯人を
知っている」と電話をかけてきて、その後、警察に調べられた男もいる。何
でも、辞世の歌まで詠んでいたという。
　そんな人々を一人一人調べ、つぶしているんだから警察官も大変だ。「い
くら何でも、こんな奴はただのイタズラだ」と思っても、警察は調べる。も
しかしたら、この程度の連中ばっかり調べているのかもしれない。だったら
税金のムダ遣いだし、こんなことをやってるから犯人は捕まらないのだ。
　又、何十人も、ポリグラフ（ウソ発見器）にかけている。それを拒否した
のは森田忠明氏だけだ、という情報も聞いていた。それは公にされてない情
報と思い、僕は「創」には実名は書かなかった。でも、「サンデープロジェ
クト」では森田氏自らが、「ウソ発見器を拒否した」と語っていた。だか
ら、ここで書くのはいいだろう。「ウソ発見器は捜査の邪道だ」とも森田氏
は言ってたが、その通りだと思う。公安主導の捜査だから、一水会、義勇軍
の周辺の人間だけを洗っている。こいつらを締め上げると必ず（自白）する
し、実行者も分かると思っているのだ。
　ところで、月刊「創」の話だ。連休明けに６月号が出るから読んで下せ
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え。〈最後の赤報隊〉について書いた。いや、赤報隊についての〈最後の真
実〉を書いた。「サン・プロ」でも触れたが、全国の右翼が何十人と「ウソ
発見器」にかけられていた！という衝撃の事実も詳しく書いた。それを拒否
した唯一の男が森田忠明氏だ。彼は経団連事件に参加し、それ以前は自衛官
だった。だから「実行力」があり、疑われた。それにしても、テレビを見て
ると、こんなにも「容疑者」はいるのか、と驚いた。たとえば、爆弾教本
「腹腹時計」を持っていた。銃をもっていた。元自衛官で銃の取り扱いにな
れている。朝日の事件の時、「よくやった」と発言した。昔、同じ「赤報
隊」という団体を作っていた…と。
　さらに、「俺は犯人を知っている」「犯人と会った」と言ってるやつもい
る。犯人から声明文を送られた奴もいる。「彼らは仲間だ」と公言したやつ
もいる。これじゃ、「疑ってくれ！」「捕まえてくれ」と言ってるようなも
のだ。これら全ての動きが、本当の犯人を逃がす「楯」になったのだ。醜
（しこ）の御楯だ。そう、「楯の会」だ。だから、元「楯の会」の人々があ
やしい（どうも、自分でも錯乱してきた）。そういえば、元「楯の会」の阿
部勉氏は晩年、「赤報隊の声明文は名文だ」と言っていた。なぜ、亡くなる
直前にそのことを言っていたのかは謎だ。ただ、ある時、僕にだけこんなこ
とをポツリともらしていた。でも、それを書くと又、僕と阿部氏が疑われる
からやめとこう。
　あっ、月刊「創」の話だ。何と８ページも赤報隊について書いた。赤報隊
と、その捜査に関する最新情報だ。これより詳しいものはない。「創」では
この他に、「鈴木邦男主義」の連載が４ページあるから、６月号では何と、
計12ページも書いたことになる。
　それにしても、あやしい右翼をひっつかまえてきて、ウソ発見器にかける
なんて、ひどい話だ。人権問題だよ。これを報道した新聞、テレビはあった
が、「人権問題だ！許せん！」と怒ってたとこはない。「まァ、容疑者だか
ら当然だろう」と思っているのか。あるいは「右翼はなにされたっていい」
と思っているのか。「動物虐待だ」と言う人はいたが、違うよ。「人権問
題」だよ。「でも、潜在右翼はハブよりも安いんでしょう」と言う。どこで
読んだか知らんが下らん知識を持ってる奴だ。（ファルコン注：どこでっ
て、邦男の出た会のレポートに書きましたよ。ここです、ここ。）
　「サン・プロ」で森田忠明氏は、「ウソ発見器は邪道だ。だから拒否し
た」と言っていた。ということは一応〈任意〉なのだ。だが、断り切れない
形でくる。「このまま一生、容疑者として尾行、張り込み、ガサ入れを繰り
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返されたらイヤでしょう。ウソ発見器でシロとなったら、もう完全な自由で
すよ」と警察にいわれる。妻や子供も、「お父ちゃん行ってーな」と言う。
子供だって学校行って「人殺しの子供」といじめられる。奥さんも周りの人
々から白い眼で見られる。それで〈任意〉で応じているのだ。
　又、全国の右翼の写真を、阪神支局の記者など目撃者に見せた。特に一水
会、義勇軍に関係のある人間の写真は目だけを出して、目出し帽姿にした写
真で見せた。「目だけの印象」で思い出してもらおうとしてるのだ。「こん
なタレ目じゃない」と僕は外された。そして最重要容疑者30人の写真の中か
ら、２人だけに絞られた。「犯人はこの男です」と名指した。それは…。
　そんな話を含めて、今まで語られなかった捜査状況についても詳しく書い
た。さらに、（そこまでは書く気がなかったのだが）僕を取り巻く「不穏な
状況」についても書いた。いろんな〈襲撃〉がある。犯人からの警告か。あ
るいはその周辺の右翼か新左翼か。はた又、警察の謀略か。そうした事件を
おこすことで、犯人が動き出すのを狙っているのではないか。まさに、「日
本の黒い霧」だ。それらについても書いた。
　でも、僕なんかが「ウソ発見器」にかけられたら、大変だろうな。気が弱
いから、どんな質問でも、「ビクッ！」「ドキッ！」と反応してしまう。
「ほら、機械は正直だ。お前が犯人だ！」と言われたら、「すみません。私
がやりました」と全面自供しちゃいそうだ。「元統一教会の友人もいます。
今はテレクラ狂いですが昔は銃を持ってました。元左翼の友人も仲間です。
他にも共犯はいます。…と、ペラペラ喋っちゃうだろうな。「阪神支局に
行って、『国賊！』と叫んで発砲しました」。「バカ、犯人は無言で発砲し
てんだよ」「あっ、すみません。そうですか。エート、それから僕はどうし
たんですか。教えて下さい。その通り自白しますから」
　という、しまらない自白になるだろうな。だったらいっそ、機械が調べ、
機械が調書をとったらいいんだ。宅急便の不在再配達の案内みたいにだ。
「機械の音声に従って番号を押して下さい」といわれて押すんだ。「まず第
１に、赤報隊の事件を聞いた時、どう思いましたか。当然だ。ザマーミロと
思った人は１のボタンを。かわいそうだと思った人は２のボタンを…」と
いった感じでやる。そして、「赤報隊を知ってますか」「あなたが赤報隊で
すか」という質問まで続くんだ。
　このボタンを押す時の時間、押す時の表情、ためらうか、瞬時に押すか。
そんなことも見ている。そして、〈総合点〉で黒か白かが判定される。僕な
んて、オドオドしてるから、「黒度100％」になっちゃうだろうな（ファル
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コン注：…「オドオド」っていう時点でシロじゃないですか？）。
　おっと、今思い出した。月刊「創」の他に、今出ている週刊
「ＳＰＡ！」（４月30．５月７日号）にも出ている。神足裕司の「これは事
件だ」。「（赤報隊の）時効を前に、改めて鈴木、清水両氏の推理を検証す
る」。なかなか鋭く聞かれた。詳しい。
　そうだ、去年の６月、「夕刻のコペルニクス」が終わった時、「来年５月
に一度だけ復活する」と書いた。それで、いろんな人から問い合わせがあっ
た。このＨＰの「掲示板」やメールにもあった。僕も書くつもりだった。そ
こで犯人に呼びかけたら、必ず犯人から声が返ってくると思った。一橋文哉
が呼びかけても犯人は答えない。僕にだったら答えてくれると思った。モス
ラを呼ぶザ・ピーナッツのようなもんだ。（何のことか分からないって？　
分かんない奴はいいよ）
　ところが、その話はお流れ。そこには知られざる巨大な日本の闇と謀略
が。あるのかもしれんし、全くないのかもしれん。ともかく「復活」はしな
かった。ゴジラもモスラも死んだままだ。一橋文哉のように『赤報隊の正
体』なんて本を緊急出版することもない。しかし、嘘八百の本をよくも天下
の新潮社が出すもんだ。僕の『赤報隊の秘密』（エスエル出版会）や『夕刻
のコペルニクス』（扶桑社）の方が、どれだけ真相に迫っているか分からな
い。犯人が言うんだから間違いない。いや、犯人に聞いてみたらいい。「新
潮45」の誌面で犯人に呼びかけたらいい。「鈴木の言ってる方が当ってる」
と言ってくるだろう。
　あの「柳美里サイン会脅迫事件」の犯人だって「新潮45」の編集部に電話
をかけてきた。そして何と、「鈴木がＳＰＡ！で書いたことは嘘だ。私は鈴
木に煽られてやった」なんて、とんでもないことを自白している。あっ、マ
ズイ。赤報隊も電話をしてきて、「俺だって鈴木に煽動されてやった。悪い
のは鈴木だ」なんて言われたら困るな。
　では神足裕司の話に戻る。
　実は、これは４月17日(水)に取材されているのだ。何故おぼえているかと
いうと、深夜の取材だったからだ。この日は夜の７時から一水会フォーラム
があった。田中光四郎さんが講師だった。アフガンゲリラに武道を教えてい
た人だ。今、62才だが、強い人だ。超人だ。肉体的、精神的に強いが、性的
にも強い。毎日でも出来る。「朝晩二回位なら軽く」という。すごい人だ。
それに５回も結婚している。それも、奥さんはどんどん若くなる。今は40才
下の奥さんらしい。もっともこれは二次会の酒の席で僕に話してくれたこと
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だ。講演では真面目にアフガンのことを話していた。次の“レコンキスタ”に
講演要旨が載る。見て下さい。
　さて、この田中さんの講演の始まる前に、高田馬場の喫茶店で「週刊新
潮」の取材を受けた。「赤報隊に会った時の話をして下さい」といわれて２
時間ほど話した。でも記事は載らない。「信憑性がない」と思われてボツに
なったのだろう。そして、一水会フォーラムの後で神足さんと会った。神足
さんはラジオの仕事で、終わるのが夜の12時すぎになる。だから１時に会い
ましょう、と言うことになり、落合のジョナサンで会った。１時から３時ま
で深夜の取材だ。これもボツになるかと思ったが、ちゃんと載っていた。そ
れも、「次号に続く」となっている。
　週刊誌、新聞はずい分、取材されたが載ったのは「ＳＰＡ！」だけだっ
た。あとは「話が面白くない」「信憑性がない」「ただの嘘つきだ」と思わ
れたのか。全てがボツだ。くやしいな。じゃ、テレビに出る時は、目のとこ
ろにモザイクをかけてもらおう。音声も変えてもらって。それで思い切って
過激なことを言う。「テロは当然だ。一人一殺は古い。一人多殺だ。多人多
殺だ！」「朝日の人間は全員襲う」「これからもやる！」と。名前も匿名で
「Ａさん」にする。「もしもしＡさん」「はい、Ａです」と言って。気分が
いいだろうな。（ファルコン注：済みません水を刺すようですが、多分音声
を変えてもバレバレじゃーないかと思いまーす）
　アッ馬鹿なことを言ってらんない。もう終わりだね。では又、来週（シャ
バにいたらお目にかかりましょう）。そうそう、神足裕司って貫禄あって落
ち着いてるから、年輩かなと思ったら43才なんだって。じゃ、見沢知廉氏や
木村三浩氏よりも若いんじゃないか。驚きでしたね。じゃ、驚いたまま今週
は終わります。

　５月13日(月)はロフトですからよろしく。『言論の覚悟』出版記念トーク
ライブです。宮台真司さん、森達也さん（映画監督）他もゲスト出演しま
す。

　５月20日(月)は一水会フォーラムです。高田馬場シチズンプラザです。午
後７時からです。講師は作家の見沢知廉さんです。20年前のあの衝撃の「ス
パイ査問事件」について初めて語ります。聞き手は僕です。凄い話が聞けそ
うです。
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今週の主張・2002年5月13日
続・革命も恋も夢も、「現代詩歌」にはあるとよ
　アレッと思った。『異国の街にて。伊丹公子紀行文集』（冬樹社）という
本が送られてきた。送ってくれた人は、元「生長の家学生道場」の後輩だ。
コンピューター関連の出版社を経営している社長だ。学生道場出身者でもこ
んなに成功し、出世している人もいるのだ。それにしても、何故この本を？
と疑問に思った。それに、「伊丹公子」という名前に聞きおぼえがある。い
や、どっかで聞いた気がする。
　「鈴木さんが伊丹公子のことを書いてたので送ります」と手紙に書いて
あった。エッ、僕が書いたっけ？　と、しばらく考えた。そして、パラパラ
と頁をめくった。この人は、どうも俳人らしい。1925年生まれというから
今年72才か。よく外国に行くらしい。そこで俳句をよむ。異国情緒豊かな俳
句が並んでいる。それを自分で解説し、紀行文もつけている。なかなかいい
句が多い。次の俳句を見て思い出した。全てを思い出した。

　こはサマーセット・モームの木椅子　椰子（やし）ホテル

　そうだ。このＨＰで２、３週間前に紹介したんだ。角川書店から出ている
「女性作家シリーズ」（全24冊）の中の「現代詩歌集」に出ている俳句だっ
た。俳句では100人ほどの句が収められている。そのうち、「これは面白
い」と思ったものを何人か紹介した。その一人が伊丹公子だった。「椰子ホ
テル」の他にどんな句を紹介したんだっけと思い、携帯のｉモードで探して
みた。（ファルコン注：…今度携帯電話使っている写真撮りますかね）

　思想まで　レースで編んで　夏至の女
　メキシコ貝もらう　海賊の眼の　少年から
　夕鶴いるかな　日暮丹後の　機織る音
　金魚は魚でしょうか　はなびらと思うのに

　なかなかいい句ばかりだ。発想がいいよね。目のつけ所がいいよね。オラ
も年とったら俳人になろう。句集を出そう。でも、「お前は今でも充分に廃
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人だよ。もの忘れはひどいし」と赤坂細子に馬鹿にされた。「こんなのなら
俺にも出来る」と犬井はこんな句をよんでいた。

　女は思想でしょうか　はなびらと思うのに

　ウーン、さすが「テレクラの帝王」は着眼点がいい。そうだよね。思想の
あるオナゴはテレクラや出会い系に電話をしない。じゃ花びらか。確かに花
びらは持ってるけど。考えると、いやらしい句ですね。どうせその世界に踏
み込むなら、林あまりのあの歌ですよね。エート、何だって。そう。

　立て膝を　ゆっくり割ってくちずける
　あなたをいつか　産んだ気がする

　凄いですよね。どうせその道を極めるなら犬井君も、この位の歌をよんで
ほしいよね。宗教活動したり、右翼運動したり、テレクラ運動、キャバクラ
運動…と、いろんなことを経験してるんだから、もっといい歌集が出来るで
しょう。アッ、いつまでも犬と遊んでらんない。伊丹公子だ。
　この『異国の街にて』は紀行文集なのだが前半は写真ばかりで40頁もあ
る。写真集のようだ。シンガポールの「二葉亭四迷終焉の碑」やジャワ島、
バリ島の風景、スリランカのホテル、スペインのアルハンブラ宮殿、オース
トラリアの公園、ハワイの海岸、ネパール、中国。パリのミラボー橋。イン
ドのタージ・マハル。…と世界中をまわってるんだ。そして俳句をつくり、
エッセーを書く。いいな。うらやましい。僕なんてどこも行ったことがな
い。（ファルコン注：タイとか旧ソ連にも行っていませんでした？あ、もし
かして関西の酒井さんが言ってた通り…）
　この人は多芸多才な人だ。俳句やエッセーだけでなく写真もとってる。そ
れも、なかなかうまい。と思ったら、目次の横に「写真　伊丹三樹彦撮影」
と書かれていた。何だ、本人じゃないのか。半ば「写真集」のような本なの
に。それにこの「三樹彦」って誰だ。夫か？情夫か？と思ったら違う。（同
じ姓の情夫っていないか）。本文に出ていたが息子のようだ。息子は俳句も
つくり写真も撮るのだ。今では何冊も写真集を出している。そのキッカケは
こんなことだという。

　〈三樹彦は、少年時代から写真は好きだったようで、以前のパ
リ行きでも、相当の数は撮ってきている。今から見れば初歩的な
域を出ない写真だが、帰国後、それらを見た数人の画家たちか
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ら、「さすが、俳人の眼ですね」と、お世辞と思われる讃辞を受
け、すっかり写真の虜となる。かねがね熱望しながら、俳句のた
め“禁じられた遊び”と他からも自らも規制していたものを、一挙
に解き放ち、“遊び”ならぬ映像表現を持つきっかけとなった旅で
あった。〉

　「ほめ言葉」というのは難しいなと思った。「さすが、俳人の眼ですね」
という一言（いや何人かの言葉）で、この息子は写真集を出す決心をするの
だ。又、俳句と写真を「両立」する道を選んだのだ。それまでは、いくら写
真好きでも、「それは趣味にしなさいよ」「写真に頼っちゃダメですよ」と
周りの人達に言われてきたのだろろう。この忠告も分かる。同じく風景を見
るのでも、「俳人の眼」と「写真家の眼」は違うはずだ。違うから、それぞ
れ立派な作品が生まれる。時として写真家が「俳人の眼」でカメラを向ける
ことはある。俳人が「写真家の眼」で俳句を作ることはある。しかし、それ
は〈時として〉だ。いつも、それをやっていたら、自分のジャンルを極める
ことはできない。そう思って、周りの人達は“禁じた”。しかし息子は、「さ
すが、俳人の眼ですね」の讃辞に自信を得て、『隣人ＡＳＩＡＮ』（角川書
店）、『隣人有彩』『隣人半島』（牧羊社）の三部作を出す。この大胆な試
みを母親・公子も評価し、支持してこう言う。

　〈俳句は、パリ現地でも作り、帰国後の日本でも、数多く作っ
ている。現場ではほんとうの姿をみてきているから、のち、映像
化されたものを目の前にすれば、臨場感の濃いイメージが喚起さ
れる。「先写後俳」の方法論を提唱したのもこの頃である。 　言
語表現と映像表現という異質の分野を合わせての、相乗的効果を
希う「写俳」の世界は、すべて彼自身の体験的行動から生まれて
いる。「写俳」にかかわる、もろもろの理論は、彼の行動過剰と
もいえる動きのあとを追って、未知なる発見として現われてくる
性質のものであった。写真・俳句ともに質の高いものでなければ
ならぬのは、いうまでも無い目標である。〉

　この目標は大変だ。両方とも質の高いものを目指し、さらに、「写俳」と
いう融合芸術としての質の高さも図らなければならない。正、反、合でアウ
フヘーベンしなくっちゃならん。はたして出来るのか。でも母の公子は、出
来ると思い、手放しで評価する。親バカ俳人である。いつも対象をシビアー
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に見る「俳人の眼」も、子供に対しては愛のために曇るのではないかと思
う。たとえ子供に対しても「俳人の眼」を忘れてはいかんだろう。でも、万
葉の時代から、子供に対しては歌人の眼はくもりっぱなしだったな。どんな
黄金だって、そんなものどうした。「子にしかめやも」と断言した山上憶良
の歌は代表的なものだ。
　ただ、カメラを自分の小説、歌、絵画のために〈補助的〉に利用し、〈参
考〉にする人はかなりいる。たとえば、「小説の神様」志賀直哉だ。彼は、
旅に出るとよく写真をとり、その腕もプロ級だった。（でも、写真集を出そ
うとは思わなかった）。写真も、小動物の姿を追ったものが多かった。あの
名作「城の崎にて」も、家に帰って、時々写真を見ながら、イメージを喚起
させて書いたものだろう。しかし、小説にはそんな痕跡はない。写真はあく
まで、隠すべき「補助手段」だからだ。
　又、画家でも、そういう人はいる。本来は、描きたい風景の前に、キャン
バスを立てて何時間でも描く。家にもって帰ってからも、その時のイメージ
で描く。それでいい。しかし、写真をとっておいて、家で描く時に〈補助
的〉に利用する人もいる。あくまで補助的だ。それが逆になったら絵ではな
い。たとえば、外は寒いから、写真だけ手早く撮ってきて、その写真（ビデ
オでもいいや）を基にして、暖かい部屋の中で描く。そうすると、これはも
う画家じゃないし、〈絵〉でもない。その現場で、その感動、その印象を描
かなくてはならないのだ。
　俳句でも短歌でも絵でも、その場でよみ、描くのがいい。その時の、現場
での印象、感動をそのままよみ、描くのだ。家でつくる時（描く時）も、そ
の印象、感動を思い出してつくる。思い出すのはその〈風景〉そのものでは
なく、自分の〈心象風景〉だ。だから、志賀直哉も、（イメージ喚起とはい
え）写真を使ったことに、多少の〈後ろめたさ〉を持っていた。
　「金色夜叉」で有名な尾崎紅葉は硯友社という集まりをもって若い作家を
育てていた。「高野聖」を書いた泉鏡花もこの尾崎の弟子だ。尾崎はよく皆
を連れ出して、「写生会」をやった。たとえば景色のいい山に登り、「さて
諸君、この風景を写生してみたまえ」と言うのだ。といっても絵に描くので
はない。文章で写すのだ。時間と枚数を決められ、ひたすら〈写生〉する。
これは難しい。僕ならとても出来やしない。
　そしたら犬井君が、「そんなら僕だって写生している」と言う。お前は別
な「シャセイ」だろうが。「いや、それにシャセイ・ビデオも持っている」
という。山に行って子供がお絵描きをするビデオかと思って貸してもらった
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（ファルコン注：え～、白々しい）。ところが「成人向け」だった。変だな
と思ったら、市場調査のバイトがあると嘘をついて女を拉致する。ビルの屋
上につれ込み、裸にする。10人位の男達が女をかこみ、総括する。そして全
員で〈シャセイ〉する。「やめてー、たすけて！自己批判します！」と女は
泣き叫ぶが、かまわずシャセイする。女はのたうちながら、たちまち白い液
体にまみれる…。という革命的ビデオだ。連合赤軍の映画は「突入せよ！」
だが、これは「シャセイせよ！」だ。
　あっ、いけん。犬井の話をすると心が汚れる。サタンに魅入られる。そう
だ。４月７日の新聞を読んで驚いた。歌人の斉藤史さんが亡くなった。角川
の「現代詩歌集」に出ている伊丹公子の話をしていたら、同じ本に出ていた
斉藤史さんが亡くなった。奇妙な偶然だ。この「主張」でも史さんの歌は紹
介していた。

　盲（めし）ひたる母の脳裏に沁みてゐし
　明治の雪また二・二六の雪
　濁流だ濁流だと叫び流れてゆく末は泥土か夜明けか知らぬ
　逢ひに来て多摩刑務所の門監守（かどもり）に頭（ず）を低く
下げわが影を見つ

　この他、何首かを紹介した。この歌を見ても分かると思うが、お父さんは
二・二六事件（昭和11年）に連座し、禁固刑を受けた。事件の４年後、第一
歌集「魚歌」で、同事件の色濃い作品を発表。二・二六事件が彼女の転機に
なった。というよりも、この事件で彼女は歌人になったともいえる。家に遊
びに来ていた親しい将校たちが刑死し、父は刑務所に。こんな凄い体験を子
供の時に持つと、普通なら押しつぶされる。しかしその極限体験を彼女は次
々と歌にして、歌人として大きく成長した。朝日新聞（４月27日）の「天声
人語」にも書かれていた。そしてこんな歌が紹介されていた。

　あなたまあおかしな一生でしたねと会はば言ひたし父といふ男
　白きうさぎ雪の山より出てきて殺されたれば眼を開き居り
　友等の刑死われの老死の間（あひ）埋めて
　あはれ幾春の花散りにけり

　史さんは26日、乳がんのため死去。93才だった。

　そうそぅ、伊丹公子の話に戻るが、『異国の街にて』に収められた伊丹の
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歌をいくつか紹介して終わりにしよう。

　四迷終焉の地もかの椰子炎（も）えたりや

　（二葉亭四迷はモスクワからの帰国の途次、マラッカ沖の船上で亡くなっ
た。もよりの港、シンガポールで火葬に付された）

　物乞われる悲しい怖れ　王宮跡
　影絵芝居の鋭角の下　盲楽師
　シギリヤ・レディの眼下　翳（かげ）ろう首斬り岩
　コロンブスの凍結の夢　町角に
　宮廷画家の思慮の眼と遇う　くらい館（やかた）

　（マドリッドのプラド美術館でベラスケスの絵を見てよんだんですな）

　カルメンの薔薇（ばら）咲く　セビリア除夜がくる
　マリア泣く迷路を　泥棒かけ抜ける
　軍艦いいえ遊覧船　日暮黄浦江
　いまも思想をカンナ囲みの　魯迅墓

　（上海の虹口公園に魯迅の墓と記念館がある）

　では又、来週。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年5月20日
大盛況のロフト。次はシネマ下北沢だ

　ありがとうございました。おかげで、５月13日(月)のロフトは大盛況でし
た。感謝、感激です。「創」編集部の人々が頑張ってくれたんです。又、当
ＨＰのスタッフの皆様のおかげです。そして、豪華ゲストのおかげです。宮
台真司さん（社会学者）、森達也さん（映画「Ａ２」監督）、それに宮崎学
さん（作家）、吉田司さん（作家）が来てくれました。
　「これで、グリコ・森永事件と赤報隊の犯人が揃った」と言ってた人もい
ました。何にせよ、凄いことですね。司会は「創」の篠田編集長で、まず赤
報隊のことから訊かれました。それから、テロの話や、右翼の話などになり
ました。ウーン、何から書いたらいいのかな。濃い話が一杯あって、書き切
れない。そうだ、ファルコンさんが当日来ていたので、又、報告文を書いて
もらおう。この前の、「赤報隊の真相」の時も、評判がよかったし。原稿は
うまいし、早いし。それでお願いしよう。あの時はメールで校正したんだよ
ね、僕は。エッ、出来るのかって？　失礼な。メールくらいできますよ。出
来なきゃ現代人じゃない。（ファルコン注：…確かにメールですねえ）
　では、これでロフトの話は終わります。あとはファルコンさん、お願いし
ます。「困った時のファルコン頼み」と言いますからね。でも、それじゃ余
りに無責任だって？　じゃ、感想をちょっと。宮台さんは本当に話がうまい
ですね。文章もうまいけど。大学で教えてるからでしょうね。グイグイと人
をひきつけるし、僕なんてとても太刀打ちできない。一緒に壇上に並んで
も、「一人の聴衆」になっちゃった。北一輝の話や、大アジア主義の話、天
皇論などのことも話していた。凄い。「この人は三島由紀夫になるんじゃな
いのか」と思いましたね。それだけ凄い思想家です。そういえば、こんな思
想家を相手に、天皇論、維新論をやった人がいるんですね。あの見沢知廉氏
（作家）です。もう、４、５回、対談をしたそうです。本が出来るのが楽し
みです。「出来たら、民族派のテキストになるでしょう」と僕は断言しまし
た。お二人は年齢も近いし、子供時代から読んできたマンガや、見てきたテ
レビなども驚くほど似てたんだそうです。だから、そんな話もしたようで
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す。
　前に予告したように、この見沢氏が一水会フォーラムで久々に話しま
す。（あっ、今日か！）ロフトにも一水会のスタッフが来てまして、出来た
ばかりの「レコンキスタ」（５月号）をもらいました。１面下に、〈一水会
フォーラム〉の案内が出てました。「真相シリーズ第二弾」と銘打ってま
す。演題はズバリと、「スパイ粛清事件の真相」。こわいですね。忌わしい
ですね。でも、事件から20年たちました。主犯の見沢氏も獄中12年を経
て、今や、「日本のドストエフスキー」と言われる大作家になりました。だ
から、「一度、キチンとあの事件について話してみたい」という心境になっ
たのです。「聞き手は鈴木邦男（疑惑の文筆家）、語り手は見沢知廉（作
家・実行犯）」です。レコンには、このように書いてるのです。ビックリで
すね。前代表をつかまえて「疑惑の文筆家」だなんて。でもこれにはウラが
あるとです。赤報隊事件について朝日新聞が「時効直前に文筆家が講演し
た」「犯人は９人にしぼられ、この文筆家も入っていた」と書いたのです。
　この疑惑の文筆家が僕です。朝日とは知らない仲でもないし、鈴木だと名
前を出してくれればいいのに、何か変ですよね。朝日も水くさいですね。目
にボカシをかけられたような感じです。「容疑者への人権的配慮」なので
しょうか。ともかく、５月20日(月)の７時、一水会フォーラム。いらして下
さい。高田馬場シチズンプラザです。何が起きるか分かりません。僕も、
〈主犯〉に訊けなかったことがあるのです。この際、全て訊きますよ。又、
このレポートはファルコンさんですな。
　では再び、ロフトを呼び出しましょう。「ロフトのファルコンさんどう
ぞ！」「はい、ジョージ・ファルコンです」。と、現場に戻りました。宮崎
学さんは、赤報隊と野村秋介さんの死を結びつけて話していました。ギクッ
としましたが、それはないと思います。ウーン、どうなんでしょうね。森達
也さんは、「創」の今月号の僕の連載について、「一般人から恐喝されて
たって本当なの？」と訊いてました。「ウソだろう？」と客席から声があり
ました。でも、本当です。くわしくは「創」を読んでくだせえ。小学校、中
学校、高校…と昔からイジメられてたんです。「イジメられっ子のクニー」
と言われてたんです。（グスン！）大学に入ったら、全共闘にイジメられ、
毎日殴られ、石をぶつけられてました。そうだ、石をぶつけた張本人の宮崎
学が隣にいたんだ。恨み言でも言えばよかったわい。
　ある右翼の人に言われました。「右翼は企業をおどして金をとり、それで
運動するんだ。それなのにカタギ衆に恐喝されるとは何たることだ。右翼の
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風上にもおけない！」と。そうなんです。なさけない右翼です。右翼失格で
す。そうだ、太宰治に『人間失格』という小説がある。じゃ、『右翼失格』
を書こうか。次の本はこれにしよう。でも、ロフトでは、「これが僕の最後
の本です。だから、『言論の覚悟』を買って下さい」と言っちゃったんだ。
何の脈絡もなく、つい、その時の気分で言っちゃった。この日、サイン会も
やったんだけど、純真なお客さんから、「本当にこれでおわりなんですか」
なんて真面目に聞かれちゃって、グッとつまってしまいました。たわむれに
無責任なことを言っちゃいけんよね。（ファルコン注：次の本では表紙に
使ってくれるって言ってたじゃないですか）
　この日のサインは「言論報国」で統一しました。「平成１４年」と書くの
が面倒で、2002年と書いてたら、「右翼でも西暦を使うんですか」と言わ
れ、慌てて「平成」に直しました。「覚悟」がないんですな、この男。
　サインといえば、何か一言かかにゃならん。それで迷いますよね。今まで
は左翼っぽいのが多かった。「造反有理」「革命無罪」「あらゆる犯罪は革
命的である」…とか。大西郷の「敬天愛人」も書いたことがある。ちょっと
イタズラして「敬天・愛人（ほしい！）」と書いたら不評だったので、もう
しません。
　この日、「言論報国」って書いたら、「どういう意味ですか？」と聞いて
た人もいた。「文章を書いて、お国のために尽くすんです」と説明してあげ
た。「じゃ、言論赤報でもいいんじゃないですか？」。そうか、次からはそ
うしよう。そんで、署名も「赤報隊容疑者」とか、「疑惑の文筆家」とか書
いたりして。サインもボカシを入れたりして…。いいね。(ファルコン注："
いいね"じゃないです。あんまり危ない橋を自分から渡るのはやめましょう
ね)
　そうそう、ロフトの話で、忘れちゃいかんことがある。宮台さんが、『腹
腹時計と〈狼〉』（三一書房）は実にいい本だ、と言っていた。「10回は読
みなさい。そして家宝にしなさい」。そこまで言ってくれるなんて…。恐縮
してしまう。この本は僕の処女出版です。〈処女〉という言葉も恥ずかしい
けど。初版２万部出て、売り切れ、絶版になり、その後、彩流社から、『テ
ロ』と改題されて出ています。読んでみて下さい。赤報隊のことも書き加え
ています。副題は、だから、「東アジア反日武装戦線と赤報隊」になってま
す。この〈流れ〉で赤報隊をとらえるのが多分、一番当っているでしょう。
どっちにしろ、全ての〈真相〉は間もなく明らかにされますよ。
　あっ、吉田司さんのことも書かなくちゃな。吉田さんは、かつて月刊「現
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代」で皇室論を書いた。やたらと挑発的、批判的な内容だった。その時のこ
とを喋っていた。右翼が抗議に押しかけて、本人は三里塚に逃げた。「だら
しのない奴め、『現代』誌上で闘ったらいいじゃないか」と僕は思った。そ
して「現代」の編集長に言った。そんなことがあったなと思い出した。で
も、くわしいことは忘れた。事件の経過については、どっかに書いたかもし
れないが、わからん。わかったら誰か教えてくれよん。
　この問題から、「天皇制とテロ」の話になった。いくら天皇制打倒論でも
活字で書かれた論文に対し、右翼がテロをすることはない。写真やコラー
ジュなどで、チャカすから、「これは普通の人なら名誉毀損になる。政府が
とがめないなら、オレが天誅を下してやる！」となって襲う。「新雑誌Ｘ」
事件などはそのいい例だ。あの時は僕らも、丸山実、東郷健を襲った。その
事件については、『言論の不自由』（ちくま文庫）に詳しく書いた。興味の
ある向きは読んでみたらいい。
　実は、天皇問題について、今まで、僕の著書には入ってない事件がある。
『ず・ぼん』という雑誌にだけ書いた。でも、ほとんど一般の人の目にはふ
れなかった。事件はというと、当時、日本を騒がせた大事件だ。富山図書館
にかかげられた作品の中に、「不敬絵画」があると大問題になったのだ。大
浦信行という人が描いた絵だ。〈昭和〉についてのイメージを描いた、かな
りおどろおどろしい絵だ。女のハダカもあるし、死体もあるし、臓器もあ
る。ピカソの「ゲルニカ」のような作品だ。その中に、昭和天皇の写真もあ
る。「これは許せん！」「不敬だ！」と右翼が騒いだ。全国から右翼がドッ
と富山に行った。図書館のまわりは黒い街宣車が二重、三重に取りまき、街
中は右翼で溢れかえった。
　それにしても、こんなコラージュを描くなんて、大浦信行という人は命が
いらないのか、と思った。そんな時だった。「ず・ぼん」という、図書館と
メディアの本が、この事件を特集した。そして僕にも原稿を書けといってき
た。断ろうと思ったが、それでは勇気がないと思われる。だから敢えて引き
受けて書いた。「芸術と討論と天皇制について」というタイトルだ。苦心
し、苦労して書いた。右翼からの攻撃を覚悟して書いた。
　でも、大浦さんのことは、もう、それっきり忘れていた。ところが、この
人、最近、映画を撮った。「日本心中」という映画だ。そして、６月１日
(土)～６月28日(金)まで、シネマ・下北沢　tel 03(5452)1400　で上映す
るという。さらに、毎日、トークライブをやる。そこに僕にも声がかかっ
た。６月25日(火)に僕は出る。映画はレイトショーだから夜９時からだ。そ
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の後、トークになる。僕は初対面だ。どんな人なのか楽しみだ。どんな映画
なのかも楽しみだ。映画についての話よりも、あの〈富山図書館事件〉の話
を聞いてみたい。あれだけ全国の右翼から攻撃され、命を狙われ、よく生き
ていたもんだと思う。そんなことも、じっくりと聞いてみたい。
　そうそう、この事件を特集した「ず・ぼん」（1）は新泉社
03(3815)1662 から出ている。定価2000円＋税だ。特集「ある自画像の受
難　富山県立近代美術館・図書館事件」となっている。いい本だ。資料的に
も価値があると思う。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年5月27日
和泉元彌か見沢知廉か。「ドタキャン王」に振り回された

５.20
　「まさか」が現実になってしまいました。そして、「やっぱり」と思いま
した。「ドタキャンの見沢」と巷で言われてることは知ってました。でも、
恩ある一水会、出身団体の一水会のフォーラムをドタキャンするなんて…。
怒りよりも呆れましたね。唖然、呆然です
　「もしかしたら」「万一」と僕は〈最悪〉のケースを予測して、覚悟して
ました。その時は一人で見沢氏の代わりをやろうと思ってました。でも、で
も…。「大作家・見沢知廉に会える」と思って来た50人の人々には本当に申
し訳ないことをしました。一水会のスタッフも早めに迎えに行ったのです
が、ダメでした。急に、講演するのが恐くなって逃走したのか。ネット上で
連日攻撃されて錯乱したのか。あるいは眠れないので薬を飲んで、昏睡して
いたのか。謎は謎を呼ぶドタキャンです。
　５月20日(月)の一水会フォーラムは、何も無理に頼んだわけではありませ
ん。一水会の人達が見沢氏に打診したら、「もう20年もたってるし、キチン
と話したい」と快諾したんです。でも一人で喋るのはキツイから、「誰か聞
き手を」ということで、僕が指名されました。「一水会の為なら」と僕も二
つ返事で引き受けました。
　でも、引き受けた時から、「もしかしたら」という不安はありました。だ
から、当日のケアーを、ちゃんとやってくれと言いました。だって、彼はド
タキャンの連続です。ドタキャンの名人です。大学の講演会やサイン会は全
てドタキャン。雑誌の対談もドタキャン。これじゃ、誰も仕事を頼もうとは
思わない。最近、あるテレビ局のトーク番組に出たらしい。出るには出た
が、睡眠薬や何やらの飲みすぎで、ロレツが回らない。何を言ってるのか分
からない。でも、よくテレビに出たと驚きました。多分、前日からテレビ局
スタッフが「拉致」し、ホテルに「監禁」して、そのままテレビ局に連れ
てったのかもしれません。きっとそうでしょう。
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　「今回は大丈夫。必ず行きます」と本人は前日も僕に電話をくれました。
「レジメなんか作るなよ。ともかく気を楽にして。来るだけでいいんだか
ら。迎えの車を出すよ」と言ったんですよ。ああ、それなのに！「レジメを
作るな」といったのは、こんな理由があったのです。前に、大学で講演を頼
まれた。大物作家なんだから、フラリと行って、その場で何を喋るか考えた
らいいだろうと思うが、この見沢氏、ナイーブなんですな。３日も前から、
レジメを作り出した。「こんなことを喋っちゃ変に思われるかな」「じゃ、
これを言おうかな」「いやいや、ダメだ」と連日、レジメ作り。そして、三
日間徹夜。当日、迎えの車で大学まで行くには行ったけど、壇上に上がった
途端、ぶっ倒れた。救急車で病院に運びこまれ講演会は中止。大学生たち
は、一瞬だが本人の姿を見たわけだ。ドタキャンではないが、中止だ。姿は
見たが声は聞かずに終わった。
　前に一水会で講演した時は、高田馬場までタクシーで来た。ドアを開け
て、降りた時、着地に失敗して足を骨折。そのまま、救急車で慶応病院に運
ばれ二ヶ月入院した。「着地に失敗」といっても、体操選手じゃない。空中
を飛んで着地するわけじゃない。タクシーから下りる時に骨折なんて、どう
考えても分からん。ドアにはさまれたわけでもないし…。「空足（からあ
し）」を踏んだんだろうか。不思議だ。ひ弱な奴だ。
　ともかく、彼にとっては約束は破られるためにあるらしい。それでよく作
家として生きてこれたもんだ。ともかく、ドタキャンの「常習犯」だ。だか
ら、一水会のスタッフには、「念には念を入れて」と言っておいた。前の日
から「拉致」して、ホテルに缶詰め、というのは無理にしても、当日は早い
時間にいって、寝てたら、そのまま、フトンごと連れてこい、と言った。会
場に着いたら机を並べて、その上に寝てもらい、枕元で僕が話を聞く。どう
せ薬で眠ってるだろうから、話はよく聞けないかもしれない。しかし、僕が
「翻訳」する。「同時通訳」してやる。

　「スパイ粛清事件だけではありません。三億円事件も、グリコ・森永事件
も、赤報隊事件も全て私がやりました、と言ってます」
「ウグ、ウギャ、ムギャ」（と見沢氏）
「皆さんには意味不明の言葉と思われるでしょうが、僕だけには分かりま
す。『その通りだ』と言ってます」
「モギャ、フギャ。バッパ、チラチラ…」
「鈴木さんにはいつもお世話になり、金まで貸してもらい感謝に耐えない、
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と言ってます」
「ウーウー。アキ、アキ、バッバ…」
「あっ、喜びの余り歌を歌ってますね。華原朋美の『あきらめましょう』を
歌ってるようです。 エッ、何ですか。もう今回の人生はあきらめた。だか
ら、新潮文庫を初め、印税は全て鈴木さんに譲りたい…と」
「フギャ、ホギャ、ラリパッパ」
「あっ、感極まって泣いてます。では念の為に、遺言を」と、親切にも手を
とって書かせる。どうせ悪筆だ。何を書いたって分かりゃせん。で、拇印を
おしてもらう。そこで体力が尽きて、御臨終です。印税は全て僕の手に。今
まで余り売れなかったのが、死んだ途端、急に売れだして、僕は億万長者
に。じゃ、さらに見沢ものを書きまくり、オイラも作家に。『日本のドスト
エフスキー・見沢知廉の思い出』『見沢知廉かく語りき』『見沢知廉が僕だ
けに語った犯罪』『誰も書かなかった見沢知廉』『見沢知廉は二人いた』
　次々とベストセラーを出して、オラはハッピーな余生を過ごせる。酒と
ギャンブルと女と薔薇の日々よ。ここで、ハッと眼がさめた。白昼夢を見て
る時じゃない。それも見沢氏が来たらの話だ。「もし来なかったらどうす
る」。これも考えておかんといかん。一水会の「お迎え隊」に期待しなが
ら、それでもダメな時のことを考えるなんて。オラも人間が悪い。心の冷た
い人間だと思った。見沢氏を信じられず、一水会のスタッフも信じられ
ず…。「もしそれでも、来なかったら」と「最悪のケース」を考えている。
いけない奴だ。人を信じられないなんて最低の男だと、自分で自分を罵りま
したね。
　でも、いつ、どんなことがあっても対応しなくてはならん。それが、「言
論の覚悟」だ。万が一、来なかったら、二時間、一人で代役をやろうと心に
深く決めていた。悲壮な覚悟を決めていた。「でも、そんなことはないよ
な」と別のクニオ君が笑う。
　ところが、ところが、「悪い予感」は適中した。いとも簡単に、あっさり
と、ドタキャンしてくれた。連絡の電話さえない。さすがは「世界最大のド
タキャン王」。もしかしたら、フォーラムのことすら忘れているのか。薬の
せいか。病気か。あるいは「権力の謀略」か。
　ともかく、僕は平謝りに謝りましたよ。「オラのせいじゃないのに」と僕
の中のビリーミリガンは叫ぶんだけど、「いいじゃないか。謝りなれてんだ
し」ともう一人のミリガンが説得する。そして、20年前の「スパイ粛清事
件」について、〈関係者〉（というか、事後共犯だね）として僕が２時間
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喋った。赤報隊事件の直前に起きた事件だし、「何故おきたのか」「どう対
処したか」を詳しく話した。自己批判し、総括もした。でも、「反省の度合
いが足りない」と会場の人からは叱られた。又、厳しい質問も出された。で
も、僕としては誠心誠意、知ってる限りのことを話した。
　むしろ、一人で喋った方が、キチンと筋道だって話せたかもしれない。見
沢氏やあるいは木村氏がいると、「それは鈴木さんの勘違いだ」「いや、そ
うかな」と話が混乱し、進まない。聞いてる人は迷ってしまうだろう。だか
ら、僕の視点で、全体的な流れを話した。そんで、分かってくれたと思う。
見沢氏が又、いつか来た時は、見沢氏の視点から〈事件〉について語っても
らったらいい。今回は、僕から見た〈事件の真相〉を語った。
　「鈴木さん一人の方が、事件の全貌が分かってよかった」といってくれる
人もいた。慰めてくれたんだろう。あたたかい思いやりを持った人だと、ホ
ロリとした。でも、50人のほとんどは、見沢知廉を見に来たのだ。見沢知廉
の話を聞きに来たのだ。だから言いましたよ。
　「今回は本当に申し訳ありませんでした。代役がつとまったかどうか分か
りませんが、僕なりに一生懸命やりました。それでも不満だ。金を返せとい
う人がいたら遠慮なく申し出て下さい。入場料（千円）をお返しします」
　と言った。一水会スタッフだって、皆、汗みどろになって見沢氏を探しま
くり、家で（まわりの人に不審がられながら）、ドアを叩きつづけたんだ。
「見沢氏を連れて来れませんでした」といって女性スタッフは泣き崩れてい
た。僕だって、頑張って話をした。それに、「スコラ」（2000年３月号）
で、「スパイ粛清事件」について見沢、木村、鈴木の三人が対談したコピー
も全員に配った。おわびの印に配った。だから、ここまで言ったら、「千円
返せ」という人はいないと思った。
　でも、あとで聞いたら、一人いたんだそうです。僕も甘かった。「鈴木の
話を聞きに来たんじゃねえ。金を返せ」と思ったんでしょうな。一水会ス
タッフも気持ちよく返したそうですが、僕はちょっとショックです。あんな
に腹をくくって真面目に喋ったのに、オレは「千円」にも値しないのか。ガ
クッと来ましたね。
　ここで変なことを思い出した。数年前、誘拐事件があった。高校生の娘が
さらわれた。犯人が家に電話した。「娘を返してほしかったら金を出せ」
と。普通なら、「１千万出せ！」とか、「５千万出せ」と、犯人が金額を提
示して要求する。ところが、初めてだから（誘拐犯は皆、初めてか）、いく
ら要求していいか分からん。女子高生の相場が分からん。いや、身代金の相
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場が分からん。だから、「いくらなら出せるか？」と母親に聞いた。馬鹿な
犯人だ。ところが、母親も馬鹿だ。いや、被害者の母親をつかまえて馬鹿と
いうのは失礼かもしれないが、本当にアホなんだ。「いくらでもいいんです
か」「うん、いくら出せるんだ」「じゃ、１万円でいいですか？」
　これには驚いたね。犯人よりも、人質になってる娘が驚いただろうよ。
「私はたった１万円の価値しかないのか！」と愕然とした。これは実話だ。
だって、犯人との通話は、ちゃんと新聞に載ってたんだ。「情報公開」とは
いえ、何もここまで載せることはないだろうと思ったね。母親もあとで、
「シマッタ！」と思ったかもしれん。しかし、こんな時にまで、ふだん買い
物で値切る癖が出てしまうなんて。悲しい主婦の性（さが）ですな。お父さ
んが家にいたら、もうちょっと違った対応をしたでしょう。「娘の命は金に
はかえられない。何億出しても返してほしい。でも、今すぐにというなら、
それも無理だ。今日中にというなら、１千万を集めよう。でも、そうすると
方々に相談し、かけずり回らなきゃならない。そうだ、定期を解約したら
300万ならある。それなら１時間後にもっていける。とりあえず、それで返
してくれ。もっとほしいというなら、あとは月賦で」というだろう。年とっ
てる父親だから、「ローンで」と言わずについ、「月賦で」と言っちゃうん
だ。
　この事件はどうなったのかって。無事に娘は戻りましたよ。いくら要求し
たらいいのか分からないまま娘を誘拐するようなドジな犯人だ。すぐ、捕ま
るだろうよ。母親は１万円すら払わず娘をとり戻した。めでたしめでたし。
でも、娘の心境は複雑だろうね。「そうか。母親は私の価値を１万円としか
見てないのか。ちくしょう。グレてやる」となるでしょうな。その後、この
娘はどうなったのでしょうか。三浦綾子なら、『新・氷点』として小説に書
くところでしょうな。『氷点』の主人公のように、母のイジワルにもめげ
ず、すくすくと育つのでありましょうか。あるいは、「どうせ私は１万円
よ。１万円で援助交際してやる」とやりまくるのでしょうか。
　でも、この娘は１万円の値がついたんだ。いいだろう。オラなんて、「千
円にも価しない」と言われたんだ。徳之島のハブより安い。野犬や、カラス
の捕獲代よりも安い。あーあ、絶望的になるよ。
　あっ、当日の内容を書けって？　それはもう、レポート専門のファルコン
さんがいますから、彼に任せます。会場では話を聞きながら、デジカメをと
り、ノートパソコンで話の内容を打ち込んでました。（ファルコン注：ウソ
です～。わたしゃタッチタイプ遅い方ですよ。）だから、リアルタイムで報
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告されてるはずです。嘘だと思うなら、パソコンを開いてみなせえ。エッ、
まだアップロードしてないって。変だな。たぶん、ちょっと時差があって遅
れてるんでしょう。もうすぐアップ・ロード・ショーされますから、楽しみ
にお待ち下さい。（ファルコン注：スミマセン、いつも遅くなっておりま
す。急ぎますんで）

1999年 　2000年 　2001年 　2002年
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年6月3日
骨法道場で堀辺先生と北一輝の話をした！

　５月26日(日)、横須賀の「個人情報保護法案」反対デモに行かれた方はお
疲れさまでした。盛り上がったようですね。ノートパソコンでリアルタイム
で見てました。デモ中の赤坂からは写真付きでメールが送られてきました。
　さて僕ですが、午後１時から東中野の骨法道場で堀辺正史先生と対談をし
ました。〈骨法〉は日本古来の武道です。毎日150人ほどの若者たちが強さ
を求めて稽古をしております。プロレスラーや空手家なども、さらに強くな
りたいと先生に教えを乞いに来ています。船木（パンクラス）や獣神ライ
ガー（新日本プロレス）も、長い間、ここで練習してました。僕も船木、ラ
イガーさんと一緒に稽古をつけてもらいました。
　ここの道場生は皆、礼儀正しいです。そして勉強家です。それは、先生が
そういう指導をしてるからです。稽古が終わると毎日、歴史の話や精神訓話
をします。西郷隆盛や吉田松陰の話などをよくしています。愛国心の話もし
ます。そこが他の格闘技道場とは違う所です。一般に格闘技の道場は、「思
想的には中立」を保とうとします。いろんな国の人が習いに来ますし、考え
方や趣味、宗教、支持政党だって違います。だから、特に〈思想〉はタブー
なんです。それらには一切触れないで、ともかく、「強くなること」を目指
します。
　しかし、骨法道場は違います。思想をタブーにしません。逃げません。む
しろ、こう断言します。「国家や歴史を背負うから人間は強くなれるの
だ！」と。国家なんて関係ないや、靖国なんて関係ないや、強くなりゃいい
だろう…と言う人は、本当に強くはなれないのです。「共同体の中でこそ人
間は強くなれるのだ」と先生は言います。そして、毎日、稽古が終わった後
の話だけでは足りないと思ったのでしょう。月に一回、まとめて歴史講座を
始めたのです。最終日曜日の午後１時から２時間、びっちりと先生が話すの
です。それも公開講座ですから、一般の人も聞けます。無料です。普段は道
場生しか入れない修業の場ですが、この日だけは公開です。ですからいつも
１００人以上の若者で超満員です。文字通り、立錐の余地もありません。
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皆、真剣に聞いてます。真剣にメモをとってます。右翼・民族派団体でも、
とてもこんな真剣な雰囲気はありません。
　先生は開講の意図についてこう言います。「鈴木さんは、うちの道場生は
礼儀正しいし、いい子ばかりだといいますが、10年前と比べると随分変わり
ました。５年前とも違う。歴史を知らない子供も多い。これではダメだと
思って始めたんです」
　半年前から始めたこの歴史講座の統一テーマは、「祖国を失くした者に告
ぐ」。第一期は「靖国神社と日本人」です。その一期目が一区切りつき、今
回の僕との対談になったわけです。次の第二期は「武士道」だという。これ
も楽しみです。
　堀辺先生は武道の達人です。だが、それだけではない。愛国者であり、思
想家です。又、歴史に詳しい。詳しいだけでない。独自の視点を持ち、分析
が鋭い。『夕刻のコペルニクス３』（扶桑社）を読んだ人なら、分かるだろ
う。たとえば、176ページ。先生の写真が出ている。この時のタイトルが、
「首狩族・日本人は、蛮行をいかに昇華させたか」。何ともショッキングな
タイトルだ。
　先生は言う。「日本は世界最大の首狩り族だ！」と。そんなバカなと思っ
た。そんな自虐的な！と、愕然とした。僕もよく自虐的だと言われるが、僕
をはるかに超えている。こんなことを言って、日本人を侮辱したら、皆、日
本の歴史に愛情を持てなくなる。それに、「首狩り族」というのはアフリカ
など未開の部族に昔々いただけではないか。日本人は昔から平和愛好民族
だったんだ。「首狩り族」だなんて嘘だ！と思った。
　ところが先生は言う。「アフリカの首狩り族なんて、せいぜい百人単位で
す。百人単位の部族が闘い、首を狩り合ったのです。たいしたことはありま
せん。それに比べたら日本は凄い。たとえば、関ヶ原の合戦では東軍、西
軍、おのおの10万ほどの軍勢です。10万と10万が闘い、首を狩り合ったの
です。その首の多さで、恩賞が決まるのですから必死です」。
　なるほどそうなのか。武士は背中に背負っている籠のようなものに首をポ
ンポンと放り込んだ。戦場から帰ってくると女房たちがその首を洗う。血ぬ
きをして、髪を整え、死に化粧をして…。そして、自分の大将にその首を見
せて、恩賞をもらう。だから、女房たちも、人間の死について、首について
の感覚が今と違う。（生首を見たら今の女共は卒倒するだろう。いや、男
だって卒倒する）。子供たちだって、首を洗うのを見ている。「敗けたらあ
あなるのか。敗けられない」と思う。生きた「実地教育」をしていたわけ
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だ。
　「日本人はその首狩りをずーっとやってきたんです。源平の昔から、明治
維新まで。つい百数十年前までです」。たとえば、戊辰戦争の時も、函館を
官軍が攻めた時も、首狩りをやっていた」。エッ、官軍といえば封建的な徳
川幕府を倒した新しい時代の軍隊ではないか。鉄砲で武装し、西欧式の軍服
を着て、新しい思想で武装した軍隊ではないか。それなのに、敵の徳川幕府
がやったと同じ「首狩り」を自分たちもやってるのだ。なんたる野蛮、なん
たる未開。恥ずべき民族だ。
　「だから世界最大、地球最大の首狩り族なんです。我々は、その首狩り族
の子孫なんです。これは誇りを持って言えます」。ゲッ、俺たちは「首狩り
族の子孫かよ」とガックリきたよね。こんなことに誇りを持ちたくない。僕
らは、「神州清潔の民」「平和民族」だと思っていたのに。
　さらに先生はダメ押しをする。「首狩りだけではないんです。切腹、斬
首、仇討ち…と、血なまぐさい、残忍な習慣がたくさんあったんです。それ
が日本民族です」。でも、先生の話しはそれで終わらない。「このように、
元々は残虐な民族なんですが、それだけで終わらなかった。それが日本人の
偉さなんです」。というと？
　「単なる野蛮、残忍にとどまらず、〈進化〉があったんです。殺人術は武
士道になったんです。いわば日本人の宗教です。自分の行動に命をかけ、責
任をとるために切腹があったんです」そうか、「世界広しといえども、殺人
の技術を人間形成や悟りに昇華させたのは日本だけです。その点は誇りを
持っていい」
　つまり、こういうことだろう。人間には100％善人もいないし、100％悪
人もいない。日本の歴史だってそうだ。いい時もあるし、悪い時もある。だ
から、100％の「自尊」もありえないし、100％の「自虐」もありえない。
二つの極端な〈史観〉はどっちも間違ってるんだ。自分に都合の悪い所は避
けて通ろうとする、直視する〈勇気〉がないんだ。一点でも「相手の史観」
を認めたら、自分の〈史観〉はガラガラと音をたてて崩れると思っているか
らだ。
　その点、堀辺先生は違う。日本の暗い面、悪い面も「直視する勇気」があ
る。そして、それでも「日本を愛する」と言う勇気がある。
　では、この〈強さ〉〈勇気〉はどこから来るのか。「それは中学生の時に
北一輝を読んで気がついたのです」と言う。エッ、北一輝かよ、と心の中で
叫んだ。それに、中学の時に読んだという。北一輝の『国家改造法案大綱』
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はクーデターの書だ。2.26事件の青年将校のバイブルになった。しかし北一
輝には、もっと凄い著作がある。『国体論及び純正社会主義』だ。これは手
放しの国体礼賛、天皇礼賛ではない。むしろ自虐的だし、「不敬」だ。だ
が、ロマンティシズムがある。人間は進化するというし、天皇も進化すると
いう。その進化に北一輝は夢をかけ、忠義を尽くす。でも、理解するには
ちょっと骨がおれる。青年将校に訊かれると、「あれは若い時に書いたもの
だから」と話を外らしたという。後世、分かる人にだけ分かればいいと思っ
たのだ。その「分かる人」の一人が堀辺先生だった。
　先生は水戸の出身だ。父親は熱烈な愛国者だった。そして、敗戦後も毎
日、教育勅語を奉読していた。「門前の小僧習わぬ経を読む」で、先生は教
育勅語を全部おぼえてしまった。小学生なのに空で暗誦できた。学校では人
気者で、「おい堀辺、教育勅語をやってくれや」とリクエストされて、得意
になってやった。意味は分からないでおぼえたが、「読書百遍意自ら通ず」
で、段々と分かってきた。忠を尽くせ、孝を尽くせ、兄弟なかよくしろ…と
いうことだと分かる。いいことを言ってると思った。
　ところが中学になった時に、友達にすすめられて、北一輝の『国体論及び
純正社会主義』を読んだ。教育勅語は嘘だと思った。こんなキレイ事ではな
いと思った。教育勅語では、日本人は歴史はじまって以来ずっと天皇を敬
い、天皇に忠義を尽くしてきたと書いてある。「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ
億兆心ヲ一ニシテ世世厥（そ）ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教
育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」…と。だから、万世一系の天皇のもとに日本は天
壌無窮の国体を護ってきたのだという。
　しかし、北一輝はこれを真向から否定する。国民は天皇を守り、天皇を中
心にして国体を守ってきたというのは嘘だ。国民は天皇を軽んじ、いじめ、
迫害し、時には島流しにしている。北一輝は佐渡で生まれた。天皇が流され
た島だ。そんな歴史の真実を子供の時から知っていた。だから、「だまされ
ないぞ」と思った。そして言う。「あゝ、今日の国民のほとんどは乱臣賊子
及びその共犯者の後裔なり」。なんとも凄い言葉だ。又、日本の天皇は万世
一系ではないという。だが、こうも言うのだ。
　「いわゆる『万世一系の天皇』とは現天皇を以て始めとし、現天皇より以
後の皇位を萬世に伝ふるべしと云ふ将来の規定に属す」 　そうか。単なる
〈自虐〉に終わらない。日本の暗い面、悪い面を直視し、その勇気を持つ。
さらに、そこから万世一系を作っていこうという〈希望〉と〈決意〉がある
のだ。
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　多分、北一輝は未来を見すえていたのだ。今は「不敬罪」があるし、法律
で天皇を守っている。又、国民も天皇を敬っている。しかし、いつの日か、
時代が変わり、不敬罪もなくなる。左翼思想も強くなる。その時、「天皇制
はこんなに悪い面がある」と批判される。今までの天皇擁護論者は太刀打ち
できない。だって、「天皇の歴史には一点たりとも間違いはない。国民は
皆、天皇を敬愛してきた」と、それだけを強弁してるからだ。その時、「で
も、島流しにしたではないか」と言われたら、それだけでも、「今までの天
皇擁護論者」は敗ける。だから、今からしっかりと目を開いて〈真実〉を見
ておくべきだ。暗い面も、悪い面も、見る勇気を持て。そして天皇を守るの
だ。
　--そう北一輝は叫んでいたのだろう。この叫びは、里見岸雄の『天皇とプ
ロレタリア』『国体に対する疑惑』にも通じる。左翼の問題意識を先取りし
て、天皇を守ろうとしたのだ。さらに時代を経て、三島由紀夫の『文化防衛
論』にもつながる。又、堀辺先生の「首狩り族・日本」論にもつながる。源
流は北一輝なのだ。
　北は、丘浅次郎の著作を通し、ダーウィンの進化論を知る。丘の本は今で
もどっかの文庫本で出てるはずだ。ロマンティックな進化論だ。その影響を
受けて、北も人間は進化すると言う。天皇も進化すると言う。万世一系どこ
ろではない。民族も国境も超えて、神に近づくという。将来、人間は法律で
強制されなくても道徳は本能化し、汚らしい排泄作用や交接作用もなくなり
「類神人」になるという。まさに夢見る革命家だ。
　堀辺先生は言う。「北一輝の言った〈進化〉とロマンに魅せられて武道を
やり、〈進化〉した骨法を作ったんです。歴史の見直しを始めたのも北の著
作をむさぼり読んだからです」
　この日は、ファルコンさんも聞きに来てくれました。写真を撮ってまし
た。「感動した。ぜひレポートを書かせてほしい！」と目をうるませて言っ
てました。だから、この「主張」と同時に載るでしょう。そうそう、書店の
案内もいいですね。これで皆がドッと本を買いに行くでしょう。地方の人で
も、「ここにある」という書店がありましたら、地図と、本のあるコーナー
を教えて下さい。又、水屋夕暮さんのレポートも楽しかったですね。これか
らも、どしどしお願いします。レポートは全部彼女（彼？）に担当しても
らってもいいですね。それでまとまったら、本を出すんですよ。『（水屋）
夕暮のコペルニクス』。どっかで聞いたことがある題名だって？　まあま
あ。
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　もひとつ、お知らせです。これも、ファルコンさんが紹介してるでしょう
が、鹿砦社（ろくさいしゃ）から、『スキャンダル大戦争(1)』が出まし
た。（ファルコン注：スミマセン忘れてました。でも創出版の荒井さんが掲
示板で紹介してくれました）当分は季刊でやり、売れたら月刊にするそうで
す。バーニング・プロや田口ランディの話が第一部にあって、第二部は「連
合赤軍とその時代」になってます。本当はこの第二部だけで一冊の本にする
予定だったのです。それで僕も頼まれて原稿を書いたのに、頁数が足りな
かったからでしょうか、「スキャンダル」と一緒になってしまいました。で
も、読みごたえのある本です。元連赤兵士の青砥幹夫さんや、ブントの荒岱
介さん、板坂剛さんも書いてます。板坂は、「連合赤軍はＸ・ＪＡＰＡＮの
前身だった！」という衝撃的な原稿を書いてます。僕は、「連合赤軍事件以
後三十年」を書きました。書店で並んでるでしょうから買ってみて下さい。
800円です。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年6月10日
「負けて勝つ」のが武士道なのだ

　「日本の武道は勝つのが目的ではないんです」と骨法道場の堀辺正史先生
は言う。エッと思った。でも負けたら首を斬られてしまう。首を斬られない
為に必死で戦う。必死で勝とうとする。それが武士道ではないのか。「勿
論、勝つ為に戦います。しかしそれが究極の目的ではない。汚い手を使って
勝っても誉められない。敵に妥協し、節を曲げて生きのびても、それは勝っ
たことにはならない。たとえ負けても、自分の生き方、信念を貫くことが大
事なんです」
　そして吉田松陰や西郷隆盛や土方歳三の例をあげる。これらの人々は、
〈敗者〉として死んだ。刑死したり、自決したり、敵の銃弾を浴びて死んだ
り。でも、ここで死んだから、武士道を貫けたのだ。そして、今も我々の心
の中に生きているのだ。負けることによって勝ったのだ。それが武士道だと
いう。それで、分かった。もし、これらの人々が、節を曲げ、信念を曲げ
て、敵に許しを乞い、それで生き延びたならどうだったろう。生命は生きて
も、精神は死んだ。その後、もう何年か（何十年か）生き延びたとしても、
それは「生きた」のでも、「勝った」のでもない。そういうことだろう。死
ぬ時に死ぬ。そして自らの信念、生き方を全うする。それが武士道だ。その
為に、切腹もあった。武士道とは、まず何よりも、自己を律する〈責任の体
系〉だった。
　映画やテレビで見ると、武士が勝手気侭に町人や百姓を斬り殺す。だから
武士は、「斬り捨てご免」だったと僕らは思う。武士の横暴に怒る。又、歴
史を書く学者たちは、一般的に、ひ弱な人が多い。青白きインテリだ。
〈武〉に対し拒否反応がある。「人斬り包丁を持った野蛮な者たち」と思
い、蔑視している。それにマルクス史観が加わる。「抑圧された弱い町人や
百姓のみが正義であると思う。働きもせずに刀を差して、威張って歩き、町
人や百姓を勝手に斬り捨てた武士こそが、諸悪の根元であると思いこむ。そ
んな、〈恨みの史観〉が基盤になっている。これは自虐史観にも自尊史観に
も言えることだ。そして、映画、テレビの時代劇も、これを基に作られてい
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る。
　「しかし、そんなに勝手に斬ることは出来なかったのです」と堀辺先生は
言う。だって町人、百姓のおかげで自分たちは生活できるのだ。その働き手
を勝手に殺していいわけがない。又、武士同士の斬り合いだって、そんなに
あるわけではない。どうしても剣を抜かなくてはならない時は、自分が腹を
切る覚悟で抜いた。その〈覚悟〉、〈責任感〉の方が先にあったのだ。武士
の子供は、人を斬る稽古の前に、まず切腹のやり方を習った。責任の取り方
を習ったのだ。それだけ、自己に厳しい責任の体系が武士道だった。
　「ところが今は、この自己責任がない。政治家も財界人も、一般の人々に
もない。〈民主主義〉はその風潮にさらに輪をかける。〈民主主義で決まっ
たんだ。皆で決めたんだ。だから自分には責任はない〉という。これではダ
メだ」と堀辺先生は言う。
　インターネット社会を迎え、人間はますます責任をとらなくなる。卑劣に
なる。闇に隠れて他人を撃とうとする。卑怯だ。又、一般社会でも、「皆で
決めたことだから…」と、誰も責任をとらない。武士道がないのだ。
　先の大戦だって、いくら敗け続けても、「もうやめよう」と言う人はいな
い。「皆で決めた」ことだから、反対できない。又、「やめよう」と言う
と、「臆病者め！」「敵と通じている！」「スパイだ！」と罵られる。おど
される。殺されるかもしれない。それが怖くて言えないのだ。昭和天皇お一
人だけが、「やめよう」と言われた。もし、天皇制が日本になかったら、誰
も戦争を止める人はなく、「一億玉砕」まで突き進んでいただろう。
　当時の朝日新聞をはじめ、マスコミも全て、「戦争やるべし」と、煽った
のだ。「そうだ、そうだ！」「闘え！」というのは簡単だ。しかし、どこで
止めるか。それを考える人はいない。明治維新直後のように、したたかな政
治家もいない。
　先週、紹介したが、今エスエル出版から出てる『スキャンダル大戦争(1)』
の中で、僕は「連合赤軍以降三十年」を書いた。元連赤兵士・植垣康博さん
に聞いた話を基に、冬山での「総括」「仲間殺し」の話を書いた。僕らの印
象では、リーダーの森恒夫、永田洋子が悪の元兇だと思った。特に森だ。こ
の血にうえた狂暴な男がいて、仲間を次々と「総括」し、殺していった。他
の者はこの「暴君」の前におびえ切り、ただ、唯々諾々と従っただけだ。そ
う思っていた。高橋伴明監督の映画「光の雨」も、そんなかんじだった。
　ところが、植垣さんは、それは違うという。森は、そんな〈暴力的〉な男
ではなく、論理で追いつめていくタイプだったという。むしろ、部下という
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か、一般の活動家の方が、熱くなり、「やっちまえ！」「総括しろ！」「殴
れ！」「縛れ！」と叫んだという。信じられなかった。だって、明日は今度
は自分が「総括」されるかもしれない。それなのに、無責任に「やれ！」と
言えるのだろうか。「でも、それは本当です」という。賢しらに考えるなら
ば、こうも言える。自分が生贄にされない為にも、今、生贄にされてる人間
を攻撃するのだ。攻撃の手をゆるめたり、ビビっていたりすると、「お前も
反革命だ！」と総括される。それが恐くて、「総括されてる仲間」を声高に
攻撃し、殴りつけたのだ。
　でも、それだけではないだろう。決して、〈強制〉だけではなかったはず
だ。むしろ、〈自発的〉にやったのではないか。人間の本性は案外と下劣な
のではないか。他人の不幸を喜び、他人を攻撃する時は楽しくて仕方ないの
ではないか。大東亜戦争だって、「庶民は強制されてやむなく戦争に協力し
た」と言う。嘘つけ、皆、喜んで、いきいきとしてやったんだ。
　中国の文化大革命の映像を見ても、紅衛兵たちは、「腐敗分子」を攻撃す
る時に、何と喜び、いきいきとしていることか。中国革命の時もそうだ。
「地主」や「反革命分子」を取りかこみ、一般民衆が口をきわめて罵倒し、
攻撃している。興奮し、楽しかっただろう。それに、〈正義〉は自分の側に
ある。正義だから、相手を罵倒し、こずき回し、殴ることも出来る。
　連合赤軍の「総括」だってそうだった。「一般兵士」は自発的に、民主主
義的に発言し、糾弾し、罵倒し、殴り、縛り。…そして、殺した。「民主主
義」だから、誰にも責任はない。皆が「自発的」にやったのだから。「民主
主義」は最も暴走し、そして、歯止めがきかないのだ。
　でも、それでは後ろめたい。それで、「森、永田の恐怖政治におびえて、
強制されてやったのだ」という〈物語〉を作ったのだろう。その〈物語〉を
作ることによって、一般の兵士（活動家）は、安心した。又、それを見る僕
らも、その物語で納得したのだ。本当は、そんなことで〈納得〉してはいけ
なかったのだ。本当は、「民主主義の危険性」こそ考える必要があったの
だ。すぐに暴発し、すぐに沸騰点に達する民主主義…。皆で決めたのだか
ら、と歯止めがかからなくなる民主主義…。だれも責任をとらない民主主
義…。その怖さと危険性こそ考えるべきなのだ。
　先日、新田次郎の『八甲田山死の彷徨』（新潮社）を読んだ。そして、も
一度、ビデオ屋で、映画『八甲田山』を借りてきて見た。映画では触れられ
てないことが原作にはあった。映画は時間の制約があるから仕方ないかもし
れないが、原作を読んで痛感したのは、「民主主義の怖さ」だ。そして、
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「八甲田山その後」だ。
　日露戦争に備えて、青森の第３１連隊と第５連隊は八甲田山に雪中行軍訓
練をする。この二つの連隊を競い合わせるというのが大体、悲劇の始まり
だ。第３１連隊は、指揮者もいいし、山の案内人も頼み、信頼し、準備もと
とのえた。だから成功した。映画では高倉健が責任者だ。一方、第５連隊
は、神田大尉（映画では北大路欣也）が責任者だ。しかし、「わしも一緒に
いって体験したい。そのかわり口は出さない」といって、山口大隊長（映画
では三国連太郎）が随行する。この10人ほどの随行部隊がお荷物になる。
「口を出さない」といいながら、始終口をだし、指揮系統が乱れに乱れる。
神田大尉が頼んだ案内人が来ると、山口大隊長は、「軍人に案内人は不要
だ。金がほしくて案内を申し出てきたのか！」と怒鳴って帰してしまう。道
に迷うと、幻覚を見た人間を信じ、「こいつが道を知ってる。こいつの後に
続け！」と山口大隊長は言う。そして、第５連隊は、遭難し、ほとんどが雪
山で死ぬ。神田大尉は絶叫する。「天はわれ等を見放した！」。映画でも、
このシーンは強烈におぼえている。
　「冬山の怖さを知らず、指揮系統を混乱させた私に統べての責任はある」
と、（生き残った）山口大隊長は言って自決する。しかし、その時は事すで
に遅しだ。
　随行部隊がいなかったら。案内人を帰さなかったら。神田大尉に一任して
いたら…。そうしたら全員生還したかもしれない。それと同時に、〈民主主
義〉が悪かったのだと思った。神田大尉の采配に任せておけばよかったとい
う意味だけではない。案内人を帰し、はじめて、道を間違ったと気づいた
時、冷静な人間は、「引き返そう」と言った。神田大尉はじめ、上の者はそ
う思った。しかし、下の者たちが、不満をもらし、上を突き上げた。こんな
下の意見を聞くべきではなかった。責任をもった人物が、自分でキチンと判
断し、全員を引き返させればよかった。ところが、責任者の神田大尉の上
に、山口大隊長がいて、口を出す。そうすると下の者たちまでが、口を出
す。こういう時は、「威勢のいい意見」「戦闘的な意見」が、どうしても全
体をリードする。
　「冬山の装備も足りなかった、このままでは凍死する」と軍医官が言う
と、下の兵士が反発する。「寒さで引き返したとあっては我々の名折れだ。
我々には大和魂がある！」と。「そうだ、そうだ！」「進もう！」と下の者
たちは喚く。景気のいい意見にいつも引きずられるのだよ、民主主義社会
は。原作ではこう書かれている。
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　「永野医官殿は進軍は不可能だと言われましたが、不可能を可
能にするのが日本の軍人ではないでしょうか。われわれ下士官は
予定どおり田代に向って進軍することを望んでおります」
　その発言と同時に下士官の輪がざわめいた。そうだ、そのとお
りだという声がした。更に、二、三名の下士官が進み出る気配を
示した。山口少佐は、容易ならぬ状態を見て取ると、突然軍刀を
抜き、吹雪に向って、
「前進！」
と怒鳴った。

　そして彼らの運命は決まった。地獄に向って進軍したのだ。「天が見放し
た」のではない。自分たちで死に突き進んだのだ。この第５連隊は全滅した
と思っていたが、実は生存者が８名いた。農家の出身者で、雪山の経験があ
る人間ばかりだった。それにしても奇跡的だ。ただ全員が重い凍傷にかか
り、足や腕を切断しなければならなかった。それでも彼らは〈英雄〉だ。嫁
の希望者が殺到した。これも親の強制ではない。娘たちが、自発的に、
「嫁っこになりたい！」と言ってきたのだ。再び、原文だ。

　中には両手両足がなく、口で筆をくわえて書くような人もい
た。達磨とそっくりだ。そういう人にも嫁の希望者はあった。夫
が不具者であることは夫の栄誉を物語るものであった。これは生
きている勲章であった。

　この８人は、多額の大賜金、義損金をもらい、金と名誉と嫁っ子を得た。
まわりの人に推されて村会議員になった人もいた。役場の書記になった人も
いた。ともかく、田舎出の一兵士たちが、一挙に英雄だし、「村の誉り」に
なった。今なら、作家になって本を書いたり、テレビに出まくって、有名人
になるところだ。
　いやいや、そんな人もいたんだ。テレビこそないが、皆、「話を聞かせて
くれ」と人が押しかける。いろんな所にひっぱりだされる。どこでも大歓迎
だ。毎日うまいものは食える。酒は飲める。女はいる。金はたんまりある。
そして身を持ち崩す者が出た。厳寒の冬山では耐えて、生還したのに、あた
たかい酒と女の肌の前にはいとも簡単に陥落してしまったのだ。
　８人の中に、片足義足の男がいた。８人の中でも、これは軽傷だ。美男子
で、話がうまく、一番の人気者だった。どこにいっても人が集まり、この
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〈英雄〉の話を聞こうとした。しかし、日露戦争が始まると、８人は余り、
チヤホヤされなくなった。「日露戦争の英雄」がどんどん生まれたからだ。
誰も８人の話を聞かなくなった。特にこの美男子の〈英雄〉の末路は惨め
だった。

　彼が町の居酒屋で大酒を飲んで死んだのは、妻と別れて三年目
であった。彼は死ぬ直前に、「おれは八甲田山の生き残りの勇士
だ」とたまたま居酒屋にいた若い男に言った。「なんだい、八甲
田山の生き残りというのは」。その若い男は二十年も前のことは
知らなかった。彼がまだ生まれていないころのことであった。

　切ない話ですね。いや、今だっているよね。居酒屋で、「俺は昔、全共闘
の闘士だった！」と喚いているのが。「火炎瓶を機動隊に投げてやった。石
も投げた！」と…。見苦しいですね。潔く死ねばいいのに。やっぱ、英雄
は、「死ぬべき時に死んだ」から英雄なんでしょうね。北一輝だって、三島
由紀夫だって、あの時、死んだから英雄なんです。あそこで死ぬことによっ
て人々の心の中に永遠に生きてるんですよ。特に、北一輝なんて、2.26で死
なずに生き延びてたらどうだったでしょう。ただの「恐喝屋」で終わったで
しょうね。実際、財閥を回り、金をおどし取っていたんですからね。でも、
2.26で刑死すると、全ては洗い流され、美化されるんです。
　忠臣蔵の四十七士だって、あの時、切腹したから、〈義士〉になり、今も
日本人の心の中に生きているんです。あそこで助かってたら、気がゆるん
で、堕落する人間も多かったでしょう。酒や女におぼれたり…。出世をめ
ぐって刃傷沙汰をおこしたり…。借金苦で自殺したり…と。だから、切腹さ
せたのは幕府のお慈悲だったのだと坂口安吾はいう。「徳川幕府の思想は四
十七士を殺すことによって永遠の義士たらしめようとした」と「堕落論」に
は書いている。この「堕落論」は『日本文化私観』（講談社文芸文庫）に
入ってますから読んでみなさい。980円です。
　忠臣蔵についてもう一つ。平岩弓枝の『花影の花＝大石内蔵助の妻』（新
潮文庫。476円）もいい本だ。平岩の本の中では最大傑作だろう。資料を集
め、読み、綿密な調査の上で、「その後の大石りく」を書いている。つま
り、大石内蔵助と主悦は見事、主君の仇を討ち、切腹する。しかし、妻と次
男の大三郎の人生は、それから始まる。それは芝居にも小説にもならない話
だ。「その後の八甲田山」のような話だ。大三郎は「あれが大石の息子か」
と注目され、期待される。嫁だって、「やりたい」という親、「いきたい」
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という娘、がワンサカいる。いい所にも仕官する。でも、プレッシャーに負
けて、酒と女に身を持ち崩す。母のりくは、いらいらする。「いっそ死んで
くれたら」と嘆く。全て、実話なんだ。切ない話だ。
　大石内蔵助だって、酒も女も好きだった。孫ほど年の違う妾に子供まで産
ませていた。「敵の目をくらますため」というが、それは〈結果〉がよかっ
たから、そう言い繕うことが出来るだけだ。ほんとに酒好き、女好きだった
のだ。
　だからプレッシャーに負けた大三郎は、「酒好き、女好きは父上ゆずり
だ」と居直る。りくは歯ぎしりする。くやしがる。
　「親のほうは敵討ちのためって、いいわけが出来たけど、倅のほうはなん
といって世間様にとりつくろうのか…」
　りくの後半生は、まさに針のむしろであった。〈武士として生きる〉とい
うことは、平和時の方が難しいのかもしれない。どんな女好きでも酒のみで
も、乱世ならば、戦争で、又は敵討ちで〈名誉の死〉を遂げることもでき
る。でも、平和な時は、そんなチャンスもない。そして、「父上を見習
え！」「父上の名を恥ずかしめるな！」と言われる。大変なプレッシャー
だ。
　これは何も、忠臣蔵の話だけではない。平成の今だってそうだ。瀋陽での
北朝鮮人駆け込み事件で醜態をさらした責任者の阿南惟茂中国大使は、敗戦
時に、腹を切って果てた阿南惟幾陸相の息子だ。敗戦の責任をとって切腹し
た。苦しみを永びかせるために、わざと介錯を拒否した。壮絶な死だ。で
も、その〈生き様、死に様〉は二代目には伝わらない。「諸君」か「正論」
では、「阿南大使は腹を切れ！」と出ていた。これもひどいタイトルだ。親
子二代に亘って切腹しろといってるのだ。
　映画「日本の一番長い日」を観た人ならおぼえているだろう。戦争続行か
和平かで、御前会議で阿南惟幾陸相と東郷茂徳外相は対立し、激論する。阿
南は、「最後の一人まで闘うべし」といい、東郷外相は、「和平すべし。そ
うでないと国体も危うい」と言う。しかし、天皇の聖断が下ると二人とも、
従う。阿南が自決の覚悟をして、東郷に別れに来るシーンは印象的だ。とも
かく二人とも熱烈な愛国者だ。歴史に誇るべき偉大な日本人だ。
　ところが、阿南陸相の息子は、「国賊腹を切れ！」と言われている。一方
の東郷外相の孫、東郷和彦も鈴木宗男にからんで対露外交を誤らせたと批判
されている。又、もう一人の孫は大新聞社に入っていたが、電車の中で痴漢
をしてクビになった。それも常習犯だという。「おじいさんに対し申しわけ
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ない」と公判では謝罪していた。武士道は二代、三代とは続かないのか。あ
るいは、この息子、孫たちも戦争中なら活躍したのかもしれない。それがこ
んな平時では、その才能を発揮する場がないのか。それで、ついつい、電車
の中でスリルとサスペンスを求めて痴漢してしまったのかもしれない。 　明
治維新の時の元勲は、だから自分の息子を政治家にしなかったのかもしれな
い。伊藤博文、山県有朋、西郷隆盛、と子供に後をつがせてない。そんなこ
とをしたら西欧列強に笑われると思ったのだろう。又、政治家の世襲をした
ら、自分たちが倒した徳川幕府と同じことになると思ったのだろう。
　大石大三郎も、阿南の息子も、東郷の孫たちも戦争があったら、あっぱれ
名誉の死を遂げて、「さすがは…」と後世まで名が残ったことだろう。平和
時における武士道は、生きのびるのが難しい。山本五十六元帥は、ギャンブ
ル好きで、真珠湾攻撃も、見事に成功したギャンブルだった。「戦争がなけ
れば俺は博打打ちになってたよ」と口癖のように言っていた。もしかした
ら、息子や孫は本当の博打打ちになっているのかもしれない。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年6月17日
歓喜！地球にやさしいハイジャック

　「もう死ぬかと思った」という極限の体験をすると、その反動で、かえっ
て人間は長生きするようだ。「あの時、死んだと思えばこれからは与えられ
たものだ」と、リラックスし、力を抜いて生きられる。それがいいのだろ
う。映画「ほたる」じゃないが、特攻隊の生き残りは皆、長生きだ。「死の
総括」をくぐり抜けた連合赤軍の兵士たちも長生きだ。といっても、まだ50
代か。でも、植垣さんも青砥さんもきっと100才まで生きるだろう。
　〈生前葬〉をやる人たちも、これにあやかろうとしているんだ。せこい考
えだ。生きてるうちに墓をたてるのもそうだろう。「ここで死んだと思え
ば、あとは余りもの。まァ気楽に行こうや」と思う。それで長生きする。そ
ういうことを狙ったのだろう。
　「週刊文春」（６月６日号）に、日野原重明さんが出ていた。現在90才。
そして、聖路加国際病院理事長。現役で働いている。そして、知る人ぞ知
る。32年前の「よど号」ハイジャック事件の「人質」だった人だ。「人質」
の中では最も大物だ。このハイジャックに遇い、死ぬかもしれないと思い、
それで寿命が延びたんだという。
　「僕もう体弱かったからねえ。60ぐらいでリタイアするだろうと思って
ね。ところが59の時によど号でハイジャックに遇って、それがまた助かった
から、ああもう私は第二の人生で、与えられた命だから、あとはもうボラン
ティアで、何でもやろうと」

　いい話ですね。ハイジャックに遇わなければ若死にしてたんでしょう。ハ
イジャッカーはいいことをしたんじゃないか。アラブのハイジャッカーなん
て、「仲間を釈放しろ。金を出せ！」と要求し、遅れると一人ずつ殺す。残
忍だ。ところが、我が国のハイジャッカーは、ほのぼのとしている。牧歌的
だ。誰も殺さない。誰も傷つけない。それどころか、「人質」の寿命を延ば
している。（！）。これは人助けだ。人命救助だ。これぞ日本の長寿庵だ。
違った、これはソバ屋か。長寿法だ。こんないい人たちは、国が感謝の誠を
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捧げ、〈人間国宝〉にすべきだ。それなのに、逮捕し、12年の刑を宣告した
（田中義三さんだ）。又、北朝鮮にいる赤軍派の人達も、「帰ってきたらこ
れ以上の厳罰だぞ！」と脅している。ひどいよ。
　ところで、日野原さんの載った「週刊文春」だが、別に自分で見つけて
買ったわけじゃない。最近、仕事がないし、貧乏だから週刊誌も買えない。
だから知るわけがない。ところが、札幌にいる昔の友人がＦＡＸで送ってく
れた。「まだ生きてたんですね、この人」とペンで書きこみがあった。「君
こそ、まだ生きてたんだね」と答えちゃった（ＦＡＸに向かって）。
　だって、昔、僕がある雑誌で連載をやってた時の担当者なんですよ。この
人は。ずい分、お世話になった。有能な編集者なのに会社と喧嘩してやめ
て、今はある大新聞社に勤めている。２年前（１年前だったかな）、結婚し
た。失恋した同士が同じ職場にいて、それで結婚したらしい。結婚の理由も
目的も曖昧だが、きっと、「マイナス掛けるマイナスはプラスになる」とい
う数学の定理を実行してみようと思ったのだろう。でも、彼女は「別居を条
件」に結婚。果たして愛があったのでしょうか。
　結婚式は東京でやりましたが、二人は前日まで喧嘩し、口もきかない。で
も式の打ち合わせがあるから、メールでやりとり。結婚式当日も二人は一切
言葉をかわさない。時々、テーブルの下でメールを打っていた。それで相談
してたらしい。結婚してからも、札幌と東京と別居。月に一回は会うという
が、どうも、パソコンの中で、バーチャル・リアリティ（仮想現実）の家庭
を持っていて、そこに月一回、帰っているようだ。「あなたお帰り。おフロ
にする、ごはんにする」とか、バーチャルの世界で〈会話〉し、夜は新婚さ
んらしく、バーチャルに、それも激しく交わっている。つまり、結婚式以
来、一度も会ってないのだ。でも、バーチャルの世界では新婚家庭を持ち、
月に一回、帰り、会って、交わっている。そのうち、バーチャルな子供が生
まれるだろう…とその子供も、パソコンの中で育てる。「たまごっち」のよ
うだ。不思議な家庭だ。
　そのバーチャル新婚さんからＦＡＸが送られてきたんだ。「糸井重里連載
対談。学ぶが変わる」のコーナーに日野原さんが出てたのだ。それにして
も、悔しいよな。こういう話は、おらがやりたかったよ。赤軍派、ハイ
ジャック、人質…となったら、おらのテリトリーだろうが。もし、あの雑誌
の連載が今も続いていたら、やらしてもらえたかもしれない。そう思うと、
ホロホロと悔し涙がこぼれ落ちてきた。札幌のバーチャル君も、夢からさめ
てくれ。大新聞社に就職したのも、結婚したのも夢だ。バーチャルだ。〈現
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実〉じゃないんだ。元の雑誌に戻れ！そして、おらも戻してくれ！（ファル
コン注：センセ、センセそれ話しが飛びすぎ）
　あっ、どっちがバーチャルか分からなくなってしまった。パソコンの使い
すぎはいけないな、と自戒する邦男君でした。（ファルコン注：ナニー？）
糸井重里は昔、中核派の活動家だったんだ。どっかの写真週刊誌に出てい
た。中核派のヘルメットをかぶってデモに出てた写真が。でも、その後、更
正。中核派を卒業し、コピーライターになり、成功。女優の樋口可南子と結
婚し性交。じゃない成功。うらやましい。（ファルコン注：でも「タイガー
マスク」の主題歌の作詞とかしてたんですよね）
　では、日野原さんの話だ。ハイジャックは４日つづき、韓国の金浦空港で
人質は全員、釈放された。そこから北朝鮮には、山村運輸政務次官が「人質
のかわり」になり行ったんだ。これで「男・山村…」といわれ、歌まで出来
たんだ。で、人質が解放された時の話だ。日野原さんは言う。
「４日目に金浦空港に降りて空港の土を踏んだ時にね、地球に帰ったという
感じがした。地球に生還したなあと。だから、もう一度、僕の人生をここで
始めるんだと」

「それはもううれしいとかって気持ちと違うんですか」と糸井が聞く。「違
います」と日野原さん。そして驚くべきことを言うんですね。

「いよいよ助かるという時に、彼ら（注：ハイジャッカーの赤軍派）は北朝
鮮に行くことになって、僕らは降りる。その時にね、赤軍の人が「インター
ナショナル」を歌うわけだ。革命歌を。そうするとね、僕らは「頑張れよ」
と言ってね。肩を叩いて降りるという。もう、同じ気持ちになっているんだ
よ。それをストックホルム症候群っていうんだけど。それで空港のビルのベ
ランダから見ていたら、彼らが夕暮れに離陸し始めたので、「おーい、よど
号が離陸したよ」と言ったら、みんな外へ出て手を叩いたんですよ。
　韓国の大臣たちは、憎い犯人のはずなのになぜそんなに喜んでいるかと。
そういう心理状態になっちゃうんですね。一心同体」

　いやー、いい話ですね。感動的ですね。やはり本当だったんですね、あの
話は。僕が15年前、『がんばれ！新左翼』で、ハイジャッカーと人質の「魂
の交流」を書いたら、読んだ人が、「嘘だろう」という。犯人は日本刀や爆
弾で脅している。それなのに…と。でも、本当だったのだ。中では民謡大会
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をやり、お国自慢の歌をうたい、赤軍派のリーダー田宮高麿は詩吟をうなっ
てみせた。別れる時は、「チーズ！」と言って記念写真をとり、「犯人」に
サインをもらった。皆、「がんばれよ！」と励まし、中には、「俺も連れ
てってくれ！」と言う男もいた。
　皆連れて行きゃよかったんだよ。そうしたら同志も一挙に増えるし、後
に、ヨーロッパで「同志獲得」のために誘拐なんかすることもなかった。
　ジャナ専（日本ジャーナリスト専門学校）で火曜日に、「現代史」の授業
を持っている。その時、「ハイジャッカーと人質」の共感・感応の話をし
た。生徒は皆、疑わしそうに聞いている。「そんなバカなことがあるかよ」
と。口では言わないが、眼が言っている。ところが、「週刊文春」で日野原
さんが、ちゃんと証言していた。だから授業でもそれを紹介した。「ほら見
ろ、先生は嘘はつかんよ。信じられないような話かもしれませんが、全て本
当ですよ」と。
　そして、「ストックホルム症候群」について説明した。こんな言葉、だれ
も知らないと思ってたけど二人知っていた。驚いた。一人は元自衛官の生徒
で、一人は自分でＨＰを開設している女の子だ。では、言葉の説明だ。ス
トックホルムで以前、銀行強盗が入り、立てこもった。過激派のＭ作戦だっ
たと思う。女性の銀行員が人質になった。恐怖のどん底だ。でも、犯人は意
外に優しい。男らしい。そして、命をかけて自分たちの主義のために闘って
いる。いままで私の周りにはそんな男はいなかったわ、と感動した。そして
愛まで生まれた。さらに二人はその後、結婚した。「エッ本当かよ！」と思
うだろうが、本当だ。先生は嘘はつかない。「その後、結婚」といっても、
二人はそこを脱出して結婚したわけじゃない。男は逮捕され、長い獄中生活
を送り、出てきて結婚したのだ。「もしかしたら、二人は共犯だったんじゃ
ないか」と思う人もいるだろうが違う。それは「火曜サスペンス劇場」の見
すぎだぞなもし。
　あまりに衝撃的なケースだったので、「ストックホルム症候群」と名付け
られた。犯人と人質という関係をこえて、「密室」では奇妙な同情やら友情
やら愛情が生まれるんですよ。密室の濃密な空気が人間の感情を乱し、愛を
つくり上げるんでしょうな。今やってる映画「突入せよ！」を見た人は分か
るでしょうが、あの映画には〈犯人〉がほとんど出てこない。警察の活躍ば
かりが描かれる。少しでも犯人を出すと、密室の中の「人質と犯人」の様子
を描かなくてはならない。実は、あそこにも「ストックホルム症候群」は起
こってたんだ。その証拠に、救出された人質の女性（牟田さん）は、「犯人

主張151 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

4 / 8 09/12/13 2:20



たちはとても紳士的だった」といった。これに警察は激怒した。「こっちは
二人も殺されてるんだ。命をかけて犯人を捕まえたのに、紳士的だとは何
だ！」と。「もう喋るな！」と言った。だから、牟田さんはそれ以来、一切
喋ってない。映画でも、だから「人質と犯人」の様子は一切出さない。又、
映画を観ている人も「ストックホルム症候群」を起こしたら大変だと思った
のだ。臆病な監督だ。
　「ストックホルム症候群」と似た言葉に「リマ症候群」というのがある。
この「主張」でも前に説明したと思うけど、ペルーの日本大使公邸がゲリラ
に乗っ取られた時、おきた現象だ。こんどは犯人側が人質の日本人にシンパ
シーを感じたのだ。だから警察が突入した時も、ゲリラは人質を殺せなかっ
たし、盾に出来なかった。あわれ全員が殺されてしまった。
　「人質」と「犯人」の、どちらが信念があり、インテリジェンスがある
か。それで二つの症候群が生まれる。でも、どちらも同じように、「密室」
の中でシンパシーが生まれるんだ。
　では再び日野原さんの話だ。２年前、高田馬場のシチズンプラザで、「よ
ど号30周年記念集会」があった。塩見孝也さん（元赤軍派議長）たちが主催
した。実は、この時、日野原さんにも出てもらおうとした。でも、「いや
だ」と断られた。当然だろう。だが、塩見さんが日野原さんに会いに行った
ビデオが流された。日本テレビだと思ったが、テレビ局が企画したのだ。ハ
イジャックの親玉が、ハイジャックの「人質」に会い、謝罪するという話
だ。「あなた達も心を入れかえて、人生をやり直して下さい」と日野原さん
は懇々と説得していた。塩見さんは、「ご迷惑をおかけしました。あの手段
は反省してます。でも、信念は変えないで闘っていきます」と言っていた。
　この時の集会では、「人質」の人にも出てもらい、30年ぶりに「交流」
し、ディスカッションしようという予定だった。でも、ハイジャッカーで外
に出て、自由の身になってるのは柴田泰弘さんただ一人だ。彼が人質たちと
会って、「やあやあ」と握手する。人質たちは、「おかげで長生きしてま
す。あなたのおかげです」と感動の言葉をのべる。いや、そんなわけない
か。心の中では思ってても公言は出来ない。テレビもいる。新聞記者もい
る。「ふざけんな！」とひっぱたかれるよ。
　だったら、「おわびの印に」と、飛行機をチャーターし、ハワイにでも招
待する。でも誰も来ないだろうな。「又、ハイジャックされたら大変だ」と
思っちゃう。
　実は日野原さんは「週刊文春」の他にも、いろんなところで「ハイジャッ
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ク体験」を語っている。今年の２月24付の読売新聞にも出ていた。それも、
「人に本あり」というコーナーだ。「よど号機中で再読。人のために使う
生、誓う」とタイトルが出ている。ハイジャックされた時、「人質が退屈だ
ろうから」と犯人は本を配った。やさしい犯人たちだ。本文では…。

　「よど号」が対馬海峡を飛んでいるときのこと。犯人側から、
本や雑誌を乗客に貸し出すという提案がされた。「彼らは勝利し
たと思ったんでしょう。意気揚々と言ったんです。『皆さんには
迷惑をおかけした。北朝鮮まで時間がかかる。読み物を希望者に
貸しましょう』」。赤軍派機関紙、レーニン全集などに混じり、
『カラマーゾフの兄弟』があるという。学生時代に二度手にした
本だが、「読めば心を平安に保てるのではないか」と考え、借り
ることにした。

　こういう時に読むドストエフスキーは又、格別でしょうね。文庫本で５冊
組みだったが、むさぼるように読んだという。「ほぼ40年ぶりの“再会”で
は、三兄弟の生き方を通して、生とは何か、信仰とは何かを問い続けるドス
トエフスキーの思いが、学生時代とは比べものにならぬ鋭さで胸に迫ってき
た」という。又、聖書からの引用も心に響いたという。〈一粒の麦もし地に
落ちて死なずば唯一にてあらん。もし死なば多くの実を結ぶべし〉。自分の
死を考えたが故に、この言葉が一層輝きを増した。「これまで懸命に生きて
きたのだから、ここで命が終わってもいい」とさえ思うようになったとい
う。そしてラストはこう結ばれている。（日野原さんに読売新聞の村田雅幸
記者が訊いて書いたのだ）。

　「もしあの本がなければ、死の恐怖から逃れることはできな
かったでしょう」。90歳になったいまも、あのときの記憶は鮮明
だ。監禁状態が80時間に及んだからではない。「人生の大きな転
換点」だったからだ。その記憶とともにこの本が心に刻まれてい
る。

　「突入せよ！」と同じように、このハイジャック事件もいつかは映画にな
るのでしょう。そうすると、ドストエフスキーを読むシーンなんかは必ず出
るよな。でも日野原さんは別のテレビの取材では、こんなことを言ってた
ぞ。「ドストエフスキーを差し入れてもらいました。でも、ドストエフス
キーをちゃんと読んでる人間なら、こんな馬鹿なことはしないと思いまし
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た」。痛烈な皮肉だ。「ドスト知らずのドスト読み」と言ってるんだ。「わ
しの方がドストを理解してるよ」と言ってるんだ。 　ですから、皆さんもこ
の機会に「カラマーゾフの兄弟」を読んでみてはいかがでしょうか。そして
掲示板でもドストエフスキー論が日々闘わされる。おう、何と高尚なＢＢＳ
なんだろうと、世界の注目を浴びることでしょう。天才高校生の酒井徹君。
書いて下さいな。サッカーでロシアに勝ったが、文学では到底かなわない。
ロシア文学は世界最大・最強です。その中でもドストエフスキーですね。漫
画家の青木雄二さんもそう言ってました。「ではどの作品が第一ですか？」
と訊いたら、『罪と罰』と言ってました。そして、はじめの部分を暗誦して
るんです。空で朗読してくれました。驚きました。僕は、『カラマーゾフの
兄弟』の方が深いと思いますがね。特に「大審問官」のとこなんて。「日本
のドストエフスキー」と言われる（本人だけが言ってる？そんなことありま
せん。皆、言ってます）見沢知廉さんのお気に入りは『悪霊』です。これを
読んで、あの事件を起こしたとも言います。赤報隊もそうらしいです。とす
れば、日本の民族派運動を創ったのはドストエフスキーと言えるかもしれま
せん。いえいえ、赤軍派の人達も好きだったんです。だから日本の革命運動
をつくったのはドストエフスキーなんです。
　はい、それでは今週はおしまい。最後に、先週の補足を。終戦時の外相・
東郷茂徳の不肖の孫二人の話を書いた。一人は、ムネオ疑惑に連座してオラ
ンダ大使を更迭された東郷和彦（57）。その兄の新聞記者の茂彦は、痴漢で
逮捕され実刑判決を受けた。ところで、兄弟と書いたけど、本当は一卵性双
生児なのだ。「週刊新潮」（３月14日号）に出ていた。「兄は痴漢・弟は大
使更迭で御先祖様が泣く名門・東郷家」。写真も出ていた。双生児だけあっ
て、そっくりだ。
　痴漢よりは大使更迭の方がまだましかもしれないが、二人の父文彦は外務
省の事務次官と駐米大使を歴任した大物外交官。祖父の茂徳は、さっきも
言ったように東条英機内閣と鈴木貫太郎内閣で外務大臣を務めた大物だ。孫
の双子（茂彦、和彦）の兄はワシントンポスト紙の記者だったが、昨秋、地
下鉄の中で女子高生を痴漢し、逮捕され、懲役８月の実刑判決を受けた。産
経新聞（２月５日付）によると、判決理由はこうだ。

　加藤裁判官は判決理由で、「女子高生の隣に座り、太ももが隠
れるように被告のコートが掛かっていたことを利用して太ももを
触る狡猾な犯行」と指摘。「平成９年以降、同様の事案を繰り返
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しており再犯の恐れがある」とした。判決によると、東郷被告は
昨年11月13日夕、地下鉄の車内で女子高生の隣に座り、太もも
を触った。

　「週刊新潮」には、「ワシントン・ポストの敏腕記者」だと出ていた。敏
腕記者だから「狡猾な痴漢」をするのか。この人について、ちょっと奇妙な
話がある。「ニュース・ステーション」のコメンテーターの清水建宇さんと
４月末に会った時だ。清水さんは朝日新聞の編集委員でもある。赤報隊につ
いて又もや取材されたんだ。たまたま、この東郷茂彦の話になった。「彼は
女の子に痴漢して朝日新聞をクビになったんですよ」と言っていた。エッ、
ワシントン・ポストじゃないのか。と思って調べたら、元は朝日新聞の記者
で、痴漢してクビになり、そのあとワシントン・ポストに移り、そこでも痴
漢して逮捕されたんだ。もしかしたら、さらに他の新聞社にもいたのかもし
れない。「週刊新潮」にはこう出ていた。

　「彼は常習犯で、昨年事件を起こしたときも執行猶予中の身
だったため、再犯の恐れありとして実刑を食ってしまった。裁判
では“祖先に申し訳がない”と涙を流していました」（社会部記
者）。御先祖様も草葉の陰で泣いているだろう。

　おじいちゃんの東郷外相もうかばれないだろう。でも、ドラマですよね。
いつか、「東郷外相の孫たち」と小説になるんでしょうかね。「日本のドス
トエフスキー」あたりが書くのでしょうか。

（お知らせ）今、発売中の『創』（７月号）の「鈴木邦男主義」は、「謀略
戦・心理戦」です。赤報隊事件の時効直前のスリルとサスペンスにあふれた
レポートです。あっと驚く新事実も満載です。警察やマスコミの「謀略」も
書きました。そして、何よりも、この原稿そのものが「謀略」であり、心理
戦かもしれません。そうか、〈彼〉が言うように、「模倣犯」は僕かもしれ
ないな。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年6月24日
「セブン」に封印された怖るべき秘密

　「思想はペン先に宿る」と書いたことがある。20年ほど前に出した『行動
派のための読書術』（長崎出版）だ。自分にとっては思い出深い本だ。当時
は右翼のバリバリの活動家だったから、その〈被害〉を受けて、この本もよ
く間違って紹介されていた。いわく、『皇道派のための読書術』。これじゃ
まるで北一輝が青年将校に書いた本のようだ。『統制派のための読書術』も
あったりして。 　さて、「思想はペン先に宿る」というテーゼについてだ。
原稿を書く場合、メモをつくる。１、２、３…と箇条書きにしたり、ただ書
きなぐったり。几帳面な人は、書く流れを表にしたりする。しかし、いくら
メモがたまっても、それはメモでしかない。原稿を書き始め、書き続けるに
は、「覚悟」がいるし、「決断」が必要だ。気持ちが乗らない時は、原稿用
紙に向かう「執筆儀式」をする。たとえば、鉛筆を10本削って並べるとか。
机の上のものを全て片付けて、何度も拭くとか。指をポキンポキンと鳴ら
し、「準備運動」をするとか…。胸の前で十字を切るとか…。まるで子供の
「就寝儀式」だ。
　ともかく、苦労をして文章を綴ってゆく。ところが乗ってくると、突然、
ひらめくことがある。メモの段階では分からなかったことが頭に浮かぶ。ア
イディアといってもいいし、思想といってもいい。では、これはどこから来
るのか。原稿用紙に向かっている〈緊張感〉が脳に作用し、使われてない器
官が働くのか。それで全く考えなかったことが、ひょいと浮かぶのだろう
か。メモをつけてる時は全くないことだ。もしかしたら、１字１字、ペンで
原稿用紙の升目を埋めてゆく。その苦行のような行為の中で生まれるもの
か。いや、脳でもない。メモの集積でもない。やはり、「思想はペン先に宿
る」のだろう。そう思ったのだ。
　だから、ペンは、ガリガリとひっかかるものでは駄目だ。すぐインクの切
れるものでも駄目だ。思想も切れてしまう。かといって、余りに滑りすぎる
ペンも駄目だ。思想はそんなにツルツルと、お蕎麦のように出てくるもので
はない。
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　これがパソコンになるとどうだろうか。キーボードに思想は宿るのだろう
か。たまに宿るかもしれないが、ペンのようにはゆかない。だから、普段パ
ソコンを使っている僕も、時々はペンで書くようにしている。さて、「書
く」だけでなく、「喋る」ことにもこれと同じ現象が起きる。「同じ現象」
とは何かって？　つまり、メモの時には気がつかなかったことが、喋ってる
時に、思いつき、ひらめくんですよ。それも、適度に緊張し、考え考え喋っ
てる時に、これは現われる。
　…ということを、この前、初めて体験した。６月15(土)、横浜の右翼の集
会に呼ばれて講演した。同血社という行動派の団体で、80人ほどが集まっ
た。あまり右翼から呼ばれることがないので緊張した。最近は、左翼や市民
団体から呼ばれる方が多いし、僕もその方が気が楽だ。「全く考えが違って
ると思ったのに、案外と似てるんだ」といって驚いてくれたりもする。その
点、右翼の方はやりにくい。「同じ仲間のはずなのに、考えが違う」と糾弾
されることが多い。だから、右翼の人を相手に喋るのは気が重い。それに、
「鈴木はもう左翼だ」と思われているのか、依頼もないし。
　でも、６月15日は、久しぶりにあったんですな。サポーターの、じゃな
い、レポーターのファルコンさんも来てくれたし、「創」の荒井さんも来て
くれたが、二人とも、やたらと緊張している。でも、講演会はいい雰囲気
だった。僕の本を読んでる人も多く、質問もかなり詳しいことを訊かれた。
心地よい緊張感で喋れた。そのせいか、アッと思ったことがある。メモの時
は全く考えつかなかった僕の人生の秘密に気がついた。それは、「セブン」
だ。そういえば、何という偶然か、翌日、テレビで、ブラッドピット主演の
映画「セブン」が放映されていた。類は類を呼ぶんだ。講演の時、「17才の
時に山口二矢の事件をテレビで見て衝撃を受けた」という話をした。その
時、頭の中に、ピピピーッと電波が来た。「セブン、セブン、セブン…」と
言っている。あれっ、そういえば、三島・森田の自決（1970年）に衝撃を
受けて一水会をつくろうとしたのは27才の時だった。そして、27、37、
47…と数字が並んだ。全て、僕の人生の転機になった年だ。果たしてこれは
ラッキー・セブンなのか。うーんと、考え込んでしまった。では年譜だ。

　僕が７才の時、1950年（昭和25年）だ。朝鮮戦争が起こった年だ。この
時、僕は小学２年生。秋田市の保戸野小学校に通っていた。家の隣には小高
い丘というか、小さな山があった。そこの柿の木に登って遊んでいた。色づ
いた姉、じゃない、柿をとろうとしてたんだ。ずんずん上に登ったら、いき
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なりポキンと枝が折れて、僕は真っ逆さまに下に落ちた。15メートルほど下
の地面に叩きつけられた。下はコンクリートだ。ところが、コンクリートの
道がちょっと切れて、土の部分があった。そこの柔らかい部分に頭が当っ
た。奇跡的だ。そして一命をとりとめた。自分で受け身をとったわけではな
い。やわらかい土を目がけて落ちたのでもない。神様のおはからいでしょ
う。「ここで死なせてはならない」と思ったのでしょう。将来、民族派運動
をやるために生かしてくれたのかもしれません。第一のセブンです。ここで
僕は生まれかわります。使命を持った聖なる戦士として。
　17才の時。さっきも言ったように1960年（昭和35年）です。山口二矢
（おとや）という愛国党の青年が社会党の委員長・浅沼稲次郎氏を刺殺しま
す。山口二矢は、このあと自決します。「国のため神州男児は晴れやかに　
ほほえみ行かん死出の旅路へ」という歌を残して。山口二矢は僕と同じ17才
でした。「同じ年の青年が、どうしてここまで出来るのか」と、衝撃を受け
ました。それが〈右翼〉になるキッカケになりました。第二のセブンです。
　27才の時。1970年（昭和45年）です。三島由紀夫・森田必勝が市ヶ谷の
自衛隊で自決します。森田必勝を運動に誘った僕らは生きている。会社に勤
めたり、大学に戻ったり、郷里に帰ったりして。運動もやめている。ところ
が、僕らに誘われて運動に入った森田はずっと運動を続けていた。そして、
「憂国青年を代表して」死んだ。いたたまれなかった。それで、昔の仲間が
再び集まり、二人の慰霊祭をやった。勉強会をやり、それが一水会になっ
た。第三の「セブン」だ。
　37才の時。1980年（昭和55年）だ。赤報隊に会った。そして事件を計画
する。いや、違う。これは幻覚だ。今、ペンで書いている。いいアイディア
も浮かぶが、悪しき妄想や幻覚も入り込んでくる。闘いだ。怖いから、やっ
ぱりパソコンにしよう。でも、この年に、あることがあった。これは来年３
月に全てが時効になったら書く。このことが〈基〉になって、翌81年に「日
本民族独立義勇軍」の事件が起きる。これが赤報隊の前身だ。一水会に「声
明文」がきて、僕は「容疑者」にされる。そして20年間の「容疑者人生」が
始まる。第四の「セブン」だ。
　47才の時。1990年だ。平成２年になる。「朝まで生テレビ」に初めて右
翼が登場する。「日本の右翼」と題し、７人の右翼が出る。「七人の侍」
だ。ここでも「セブン」だ。僕もその一人として出る。これを契機に、「言
論の場」がグンと広がる。だから、テロを否定し、「すべては言論でやろ
う」と決意を固めたのだ。「言論の覚悟」だ。第五の「セブン」だ。
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　57才の時。2000年（平成12年）だ。一水会代表を辞め、フリーに。一水
会をつくって30年。やっと後輩の木村三浩氏に代表を譲ることが出来た。僕
は顧問に、そして見沢知廉が相談役になる。一水会も新しい歴史をつくるこ
とになる。第六の「セブン」だ。
　そして67才。2010年（平成22年）だ。見沢知廉にならって作家になり、
成功。あの事件や、この事件をモデルにした推理小説が売れに売れ、豪邸に
移る。妻、子供、孫にかこまれて幸せの絶頂。第七の「セブン」。でも、第
七ということは、これで終わり？　果たして、幸せの絶頂の中で果てるの
か。はたまた、貧乏生活が続いていて、これからも続くのか？　あるいは、
ままならない人生にヤケを起こし、「67才の決起」をするのか。乞う！御期
待。

　…と、こういう壮大な「セブン」の物語を横浜講演会でした。いや、した
わけではない。17才と27才の話だけをした。その講演会の報告を書いてた
ら、ペンに思想が宿っちゃって、「セブン」の他の秘密まで思い出し、謎が
解けちゃったんだ。そうそう、この日のテーマだが、「右翼とテロリズム」
だった。天才高校生（もう大学生という説もある？）の酒井徹君（ファルコ
ン注：大学生ですってば。この前そう言いませんでしたっけ？）が、「言論
の大切さを説いてきて下さい」と言ってたけど、逆になった。かつて、「テ
ロリスト志願」だった頃の自分の話をしたし、今も、その呪縛から逃れられ
ない。という話をした。別に、右翼の人に合わせたわけじゃない。僕の心の
中にある危険な衝動について、初めて話したんだ。普段は封印している「セ
ブン」なのに、何かの時に出てくる。それが怖い。
　昔、影響を受けた漫画で、かわぐちかいじの『テロルの系譜』というのが
ある。映画「日本暗殺秘録」と並んで、当時、若者を右翼に駆り立てた二大
作品だ。その、かわぐちの本が今度、ちくま文庫になる。そして、編集者か
ら、「テロといったら鈴木さんでしょう」とおだてられ、「解説」を頼ま
れ、書いた。実は、引き受けてから後悔した。読み返したら、又もや昔の
「テロリスト志願」の青年に戻ってしまう。その巨大な〈引力〉と闘いなが
ら「解説」を書いた。（ファルコン注：もしかすると鈴木センセってオビワ
ンのコスプレとか似合いそうですね）この本は、もうすぐ出るだろう。出た
らお知らせしよう。
　その「引力との闘い」を中心に、横浜では話をした。血盟団、５.15事
件、２.26事件、そして赤報隊の話をした。レポーターのファルコンさんが、
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書きたいといってたので、もう、アップロードしてる頃じゃろう。講演後の
質問も鋭かったし、内容が濃かった。「誰にも言いませんから赤報隊の正体
を教えて下さい」と訊かれ、「だったら…」と教えてあげた。それの詳しい
ことは「ファルコン・レポート」を読んで下さい。（ファルコン注：うっ、
今回のレポートは割と早く手をつけましたが…）
〈お知らせ〉
(1)６月25日(火)。シネマ・下北沢（03-5452-1400）で午後９時より、大
浦信行監督の「日本心中」を上映。その後、大浦さんと僕のトーク。「右も
左もぶった斬る！」というテーマだ。大浦さんは15年前、昭和天皇をコラー
ジュした版画「遠近を抱えて」で全国の右翼から抗議を受けた人だ。その
時、『ず・ぼん』という雑誌に僕は原稿を書いた。それが縁で、今回呼ばれ
ることになった。初対面だが楽しみだ。
　なお映画「日本心中」は、異端の批評家・針生一郎を取り上げたものだ。
針生は、戦中に日本浪漫派の保田與重郎に傾倒。戦後は転向し、現在は新日
本文学会代表世話人だ。見沢知廉の『天皇ごっこ』が「新日本文学」に載っ
た時の編集責任者であり、一波乱あった。その時の経過は『夕刻のコペルニ
クス』(1)に出ている。

(2)　７月６日(土)午後１時より、ロフト・プラスワン。『「人を好きになっ
てはいけない」といわれて』を出版して。というイベント。これにゲストで
出る。この本は大沼安正君が書いた。19才だ。講談社から初版３万部が出
て、売れている。もうすぐ増刷だ。「お前と何の関係があんの？」と言われ
るかもしれないが、この大沼君、実は河合塾コスモの生徒だ。僕はそこの先
生だ。彼は、「コスモから作家デビュー！」と騒がれている。印税で予備校
の授業料もポンと払った。すごい人だ。本にサインしてもらった。「今度、
僕の本が出た時は帯に推薦の言葉を書いて下さい」と頼んだ僕が大沼君に頼
んだんだよ。何なら対談本を作ってもらおうか。「大沼人気」にあやかろう
と思ってます。

(3)　７月５日発売の「創」８月号に、「ジリノフスキーに会った」を書いて
ます。６月６日(土)の夜、Ｗ杯を応援にきたロシア自由民主党のジリノフス
キーと会いました。国会議員で、日本政府の招待で来たんです。彼はロシア
の〈極右〉といわれてます。「サッカーで日本が勝ったら北方領土を返して
やる！」と言ってました。さて、その話はどうなったんでしょうか。又、他
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にどんな〈危ない話〉が二人の〈極右〉の間で交されたのでしょうか。それ
は、「創」を読みなせえ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年7月01日
よし、ナンシー関さんとの対談本を出すぞ！

　ナンシー関さんが死んじゃった。「嘘だろう！」と思わず叫んじゃった。
だって、まだ39才だし、あんなに元気だったじゃないか。ナンシーさんとは
何度も会ってるし、プロレスの対談もしている。別に、病気だったとか、入
院してたという話も聞いてない。「それが…。突然、タクシーの中で倒れた
らしいのよ」と赤坂細子（前管理人）は言う。怪死だ。「そりゃ変だよ」。
赤坂の話によると、こうだ。
　６月11日(火)、午後８時頃から目黒区内の飲食店で友人と食事をし、11時
半すぎ帰宅するため一人でタクシーに乗った。そのタクシーの中で倒れた。
「じゃ、その友人が犯人だ！」「何言ってんのよ。殺す理由がないじゃない
の。ともかく聞いてよ」と赤坂は話を続ける。運転手は慌てた。そこで、祐
天寺駅の駅前交番につけた。そこから救急車を呼び、目黒区の東京医療セン
ターに運ばれた。ところがダメだった。病名は虚血性心不全だった。12日
(水)午前零時四十七分永眠。
　　「版画もエッセーも素晴らしいし、私好きだったわ。かわれるものな
ら、かわりたかった」。と赤坂は泣いている。じゃ、かわれよ。同じ年なん
だし。悔しいよな。ナンシーさんは死んじゃうし、でも赤坂は生きている。
　ナンシー関さんは本名・関直美。消しゴム版画家として有名だ。昭和37
年、青森市生まれ。パンクラスの元プロレスラー・船木誠勝も同郷だ。船木
は中学卒業後、すぐに上京し、新日本プロレスに入門。そしてＵＷＦ、藤原
組を経て、パンクラスをつくる。ヒクソン・グレーシーと闘い、敗れて、プ
ロレスラーを引退。今は俳優として、数々のアクション映画に出ている。
　ナンシーさんは同郷の船木を熱烈に応援していた。船木の試合を見るため
たびたび上京してた。それ以来、すっかりプロレス・ファンになる。ナン
シー久美という女子プロレスラーにちなんで、「ナンシー関」という名前に
した、とも言われている。ちなみに、皇太子妃雅子さまも学生時代は女子プ
ロレスのファンだった。やはり、ナンシー久美が好きで、自分で「ナンシー
雅子」と名乗り、プロレスごっこをした。これは本当の話だ。だから僕も
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『脱右翼宣言』（株式会社アイ・ピー・シー）に書いた。赤坂細子だって、
女子プロ好きで、「ナンシー赤坂」のリングネームで全日本女子プロレスの
リングに上がろうとした。（実際、覆面レスラーとして上がったという説も
ある。なぜ覆面かって？　そりゃ余りの美貌の為ですよ。他のレスラーの嫉
妬を買い、いじめられない為ですよ。きまってるでしょうが）。
　こう見てくると、ナンシー久美が果たした役割は大きかったんだね。女子
プロだけでなく、皇室から初まって、芸術、思想と、広い分野に影響を与え
ている。
　さて、話をナンシー関さんに戻す。青森で中学、高校を出て、法政大学に
入る。在学中に、消しゴムに彫った似顔絵の版画が認められて、プロにな
る。版画を付した辛口のテレビ時評は人気が高く、多くの週刊誌、月刊誌に
連載を持っていた。『テレビ消灯時間』など著書も多かった。テレビマニア
でもあった。１日15時間はテレビを見てると言っていた。
　でも、どっちが目的か分からない。テレビに出てる人をネタにする為に、
「仕事」としてテレビを見てるのか。あるいは、「趣味」としてテレビを見
るのが好きだから、それで出来る仕事として、消しゴム版画、コラムニスト
の道を選んだのか。「うーん、自分でも分かんない」と本人は言ってまし
た。でも、趣味でやっていて、お金がもらえるなんて、いい仕事ですよね。
　ともかく１日中、テレビはつけっ放しにしておく。それで仕事の消しゴム
版画をやっている。「これは！」と面白いニュースがあると、テレビの方を
見て、メモをする。「こいつ、こんな馬鹿なこといってるぞ」「そんなアホ
な」と思うことをコラムで書くのだ。顔はテレビだけでは忘れちゃうので、
あとで編集者から写真を送ってもらい版画にする。
　「最近のドラマは副音声があるからいい」と言う。「『火曜サスペンス劇
場』なんかはこれで見てるよ」と言う。ヘエー、あんな番組も見るんだ。副
音声というのは元々、目の不自由な人のためにつくられた。耳で聞いてるだ
けだと、セリフは分かるが、動作が分からない。だから、「そこで赤坂は静
かに部屋を出て行った」「丸山は丸山町のラブホテルに愛子をいきなり連れ
込んだ」という〈説明〉が入る。（ファルコン注：またヘンなところで私の
本名使わないでくださいよ。）テレビの方を見てなくても、ドラマの展開は
分かる。
　これはいいと思い、僕も副音声で聞いてみた。でも面白くない。それに、
見てる時は気がつかなかったことも〈説明〉してくれる。「その時、電柱か
らジッと見ているアケミの姿があった」とか。それで、犯人が分かっちゃっ
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たりする。それにオラはナンシーさんほど仕事がない。あーあ、副音声で聞
くくらい、仕事がほしい。ナンシーさんは独身だ。贅沢はしない。おしゃれ
もしない。ギャンブルもしないし、いいもの食いたいとか、ホスト遊びした
いとか。そんな欲望もない。それで仕事はバリバリしてる。当然お金はたま
る。何に使ってるんだろう。一度、訊いてみりゃよかった。貯まったそのお
金はどこに行くんだろう。「夫も子供もいないんだから、当然、親に行くん
だろうよ」と赤坂が解説してくれた。「分かった。じゃ、親が犯人だ！」
「……」。
　「やってらんねーよ」と赤坂に電話を切られた。しかたない。ここで一
人、じっくり考えた。「犯人は誰か」。いや、ナンシーさんとはどこで知り
合ったのか。思い出せない。誰が紹介してくれたのか。思い出せない。プロ
レスの話をしたというが、対談して活字になったのかどうか。思い出せな
い。本箱を探したが分からない。じゃ、本当は知り合いじゃないのかも。死
んだから、「死人に口なし」で、「知り合いだった。親しかった」と言って
るだけじゃないのか。こいつは。あ、こいつってオラのことだけど。嘘つき
だからな。こいつは。本当に友人なら、どっかの新聞や週刊誌がコメントを
求めにくるはずだ。
　でも、「記憶」の中では何回も会ってる。一緒にお酒も飲んでる。それも
幻覚かな。リタリンの飲みすぎかな。あっ、これはオラじゃねえ。でも、
「鈴木ゼミ」でナンシーさんに来てもらった。高田馬場のシチズン・プラザ
でやったんだ。それで写真を探した。でもない。しかし、これは夢じゃない
ぞ。その時にいた人。おーい！　証言してくれよ！
　そうだ、脚本家志望の関口和広君が来ていた。何故かお母さんも来てい
た。このＨＰも見てるだろう。だから、その時の話をしてくれよん。たの
む！でないと、オラはただの嘘つきになっちまう。
　５、６年前だったと思う。ナンシーさんに来てもらったのは。大盛況だっ
た。楽しそうに話してくれた。又、「こういうふうに作ってるんだよ」と消
しゴム版画の現物をもってきて見せてくれた。箱に20ケ位入っていた。それ
を皆に回して見せてくれた。ところが失礼な奴がいて、乱暴に扱う。戻って
きた時は２、３ケ、壊れていた。「大変だ！」と思ったが、責任を追及され
たら嫌なので、知らん顔して蓋をしめて、そーっと返した。（ゴメンなさ
い。馬鹿な参加者がいて。あとで怒ったでしょうな。天国のナンシーさんに
ここで懺悔します）。
　この時、「右翼に見せたら殺されるかもしれないけど、鈴木さんならいい
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や。誰にも言わないでよ」と言って見せてくれたのがある。昭和天皇の顔
だった。笑っている。実にいい。それに、かわいらしい。「これはいいです
よ。どんどん出したらいいのに」と僕は言った。「鈴木さんのも今度、彫っ
てあげるよ」と言ってくれたけど、それっきりになった。有名人じゃない
し、コラムで取り上げることがなかったからだろう。残念だ。だったら、
「創」で対談し、それに載せるために彫ってもらえばよかった。あるいは、
バーチャル・マリッジ（仮想結婚・仮面夫婦）の編集者がいたあの週刊誌と
か。
　そうそう。「鈴木ゼミ」に来てもらった時、脚本家志望の関口和広君を紹
介したんだ。「彼は関口というんです」と紹介したら、「それがどうした
の」という顔をしている。「だから、ナンシー関さんにちなんで、こいつは
『オナニー関』って皆に言われてるんですよ」と僕が言った。その瞬間でし
たね、「やめてくれよ！」とナンシーさんは絶叫してました。会場の皆も、
何が起こったのかと、振り向いてました。ナンシー関に対抗し、オナニー関
がめきめきと売れて有名になったらたまらないと思ったんでしょうね。
　この半年ほど前でしたか。友人達と三軒茶屋で飲んでました。なぜ、三茶
にいたのか分かりません。そこにある小さな劇場に芝居を見に行ったんです
な、多分。三茶といえば犬井君が住んでますが、この席にいたんでせうか。
いなかったかな。ともかく、４、５人で飲んでた。「そうだ、この辺にナン
シー関がいた。よんでみよう」と電話をした。そしたら、ホイホイと出てき
てくれた。そんで一緒に飲み、食い、騒いだ。今考えたら失礼なことをした
よな。あんな有名な人を、呼びつけたなんて。おそれ多いことですよ。消し
ゴム版画を壊したことと共に謝罪いたします。
　本当に気さくな人だった。有名人なのに、偉ぶらないし、どこでも出かけ
てきてくれた。こんなに早く亡くなるなんて、残念だ。こんな人はもう、
ちょっと出ないよな。そう思っていたら、「彼女の死は『思想的事件』と書
いてたよ、大月隆寛（民俗学者）が。産経新聞（６月13日付）に。うん、そ
うかもしれないなと思った。大月はこう書いてた。

　「ナンシー関がいなくなった、ということは、単に雑誌界隈が
おもしろくなくなる、といったこと以上に、実はかなり大きな思
想的事件だ」

　そして、こぅ言う。
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　「それはたとえば、三島由紀夫が割腹自殺し、連合赤軍があさ
ま山荘で籠城し、オウム真理教が無差別テロを展開した、それら
ともある意味匹敵するくらいの大きな時代の転換期を象徴するで
きごとになるはずです。彼女が弊（たお）れた、ということは、
80年代出自の相対主義思想の、その最良の部分が失われた、とい
うことに他なりません」

　なるほど、すごい事件だったんだ。すごい人だったんだ。天才というのは
普通、自分の才能を過信する余り、他人への迷惑を考えないよね。気むずか
しいとか、嘘つきとか、約束破るとか、ドタキャンするとか。１人の天才の
周りには十万人の泣く人がいる。でも、ナンシーさんは不思議だ。そんなと
ころがない。人にやさしいし、周りの人を楽しませようと、気を配り、約束
は絶対に破らない。僕のゼミにもちゃんと来てくれる。商売道具の版画を壊
されても文句も言わない。神さまのような人だ。だから神さまに好かれ、早
く召されたんだろうか。悔しい。残念だ。
　もっと我侭一杯に生きて、周りに迷惑をかけ、約束は全て破り、ドタキャ
ンしてもいいから、長生きしてほしかったな、と思います。ナンシーさんは
郷土愛の強い人で、青森県をこよなく愛していた。棟方志功、太宰治、寺山
修司、船木誠勝を愛し、尊敬していた。「現代の棟方志功になろうと思って
るんじゃないですか」と訊いたことがある。「そんな。とてもとても…」と
言いながら、満更でもない顔をしていた。きっと、そんな野心もあったのだ
ろう。39才という享年は、太宰治と同じだった。
　ここで、ハッと思い出して、エスエル出版会の松岡社長に電話した。エス
エルでは『プロレス・ファン』という月刊雑誌をやっていた。もしかした
ら、ナンシーさんと対談したんじゃないかと思ったからだ。そしたら、「そ
うです対談してます。８年前です」という。「じゃ今、手元にないんで送っ
て下さいよ」と言ったら…。
　「対談はしたんですが、載ってないんです。編集やってた人が載せなかっ
たんです」。なんというズサンな！（これでは３つ目の謝罪をしなくっ
ちゃ。ナンシーさんに）。「じゃ、今からでもテープ起こしをやって載せて
下さいよ」と言った。でも、『プロレス・ファン』はつぶれたか。じゃ、
今、出している『スキャンダル大戦争』でもいいじゃないか。あるいは、ナ
ンシーさんとの対談だけで一冊つくればいい。そのテープだけで足りなかっ
たら、僕が思い出して〈対談〉を増やすよ。それに「鈴木ゼミ」で話しても
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らったのもある。（ウーン、だれかテープもってないかな。関口君に思い出
して書いてもらうか）。よーし、イザとなったら、もう一回、対談やるか。
幸い、オラんちには霊界通信の出来る電話があるし。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年7月8日
タイガーマスクは今、「憂国の猛虎」になった！
　〈憂国の志士〉佐山サトルに会った。佐山サトルは元「タイガーマスク」
として一世を風靡した天才レスラーだ。今は、市街戦型格闘技「掣圏道（せ
いけんどう）」を主宰する格闘界のリーダーだ。ところが最近、大変身し
た。「極右」になった。そうとしか思えない。「日本はこのままでは亡国
だ。金銭亡者共の国になってしまう。救国だ！武士道の復権だ！」と言って
いる。その為に思想新聞『天壌無窮』を作り、思想親衛団体「タイガー・
ユーゲント」を作った。おいおい、本当かよと思った。「大東亜戦争の意義
を見直し、戦犯といわれた人たちの復権をいち早くやらなくては」と叫ぶ。
「戦後、日本を骨抜きにし、キリスト教国にしようとしたアメリカの謀略を
打ち破り、国家精神を取り戻せ」という。
　一体、佐山サトルに何が起こったのか。これは直接会って話を聞いてみる
しかないと思った。それで、６月10日(月)に新宿三丁目の「ルノアール」の
会議室で会った。そして今発売中の「ゴング格闘技」（８月号）に書いた。
僕の連載「誰がために鐘（ゴング）は鳴る」で書いた。
　今、気が付いたが「連載コラム。第53回」となっている。ということは５
年近くやっているんだ。このＨＰ読者は余り知らないだろうが、たまには書
店の「スポーツ・格闘技」コーナーに行って見てほしい。日本スポーツ出版
社の発行で、僕は格闘技の試合の観戦記の他、今回のような社会性のある事
件を取り上げて書いている。月刊の格闘技雑誌では、この「ゴング格闘技」
の他に、「格闘技通信」や「紙のプロレス」などがある。「紙のプロレス」
はよくロフトプラスワンで格闘家やライターを呼んでイベントをやってい
る。
　話を戻す。「ゴン格」今月号は佐山に会った話を書いた。見出しはこう
なっている。「佐山サトルに何が起こったのか？　゛憂い″の根本にあるもの
とは」「救国の壮大な理論大系は90％完成し、日本に精神革命を起こそうと
している」。ともかく凄い話だった。是非読んでほしい。天才高校生、もと
い大学生の酒井君は読んだかね。（ファルコン注：ほっ、やっと分かってく
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れましたね）「まるで小林よしのりですね」と僕が言ったら、「いえ、そう
はなりません」と佐山は言っていた。でも僕には、「第二の小林よしのり」
に見えて仕方がなかった。あるいは「第二の三島」なのか。
　実は、佐山には元々、〈憂国の志〉があった。愛国者だった。ところが、
ここにきて、こんなに急激にブレイクするとは思わなかった。「愛国の点で
は鈴木さんの方が先輩ですよ」と佐山が言うが、とんでもない。今や僕は完
全に乗り越えられた。佐山だけじゃない。小林よしのり、前田日明、塩見孝
也、田中義三…と皆、僕を乗り越えて、愛国者になり、強固な民族主義者に
なってしまった。
　佐山サトルは1957年山口県生まれ。45才だ。山口県は維新の志士たちを
輩出した県だ。そんな風土性も彼の人間形成、思想形成に影響があったのか
もしれない。柔道、アマレスの体験を経て、新日本プロレスに入門。メキシ
コ、イギリスへ海外遠征をし、帰国後、1980年に初代タイガーマスクとして
デビューする。今から22年前だ。これは日本のプロレスの〈革命〉の日だっ
た。今までプロレスを見たことのない人も会場に足を運んだ。テレビの視聴
率もグンと上がった。まさに天才格闘家だった。もうこんなレスラーは出な
いだろう。今でも、ビデオ屋ではタイガーマスクの試合ビデオを借りる人が
一番多い。見たことのない人はぜひ見たらいい。驚くよ、感動するよ。特に
ダイナマイト・キッドとの空中戦、死闘は今見てもその凄さに背筋がゾ
ゾーッとする。人間の身体能力を超えた究極の闘いだ。（ファルコン注：当
時中学生でしたが、それまではプロレスはあまり見ませんでしたねー。）
　ところがだ。「国民的英雄」になり、人気絶頂の1983年に何とプロレス
ラーを突然引退した。「そんな馬鹿な！」と思った。この時は、「何があっ
たのか」と信じられず、毎日、「東京スポーツ」を買って、喰い入るように
読んでいた。我が人生の中で連日、東スポを読んでたなんて、その頃だけ
だ。又、東スポの書き方、煽り方もうまかった。毎日一面で載せている。マ
スクに手をかけてとろうとしてる写真がある。次の日には、マスクを脱いで
後ろ姿だけが出る。猪木や新日の対応が出る。試合の展開よりもリング外の
方がスリリングな闘いだった。
　人気も金も、全てを手に入れて絶頂にいた人間が自らの手でそれを捨て
る。どうしても信じられなかった。でも、この時すでに佐山の中では〈精神
革命〉が起こっていたのだ。「こんな飛んだり跳ねたりのショーは嫌だ。本
当の真剣勝負がしたい！」と。いかに人気絶頂になっても、「これは本物
じゃない」「こんなことをしていていいのか」という疑問があった。「子供
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に夢を与えているというが、ショーをやって子供を裏切っているだけじゃな
いか」…と。
　真面目な人なんだ、佐山は。ピュアーな人なんだ。普通、そこまで考えな
いよ。ショーだっていいじゃないか。それだけ命をかけてやってる奴なんて
いない。そう思うよ。子供だって誰も、「だまされた」なんて思わないよ。
でも佐山は「良心の呵責」に耐えられず、プロレスラーをやめちゃう。そし
て、「真剣勝負」「理想の格闘技」をつくろうとする。一からのやり直し
だ。
　この佐山の理念が中心になり、ＵＷＦが出来る。前田日明や高田延彦、藤
原喜明なども参加する。これも格闘技界の〈革命〉だった。これはプロレス
ではないと言われた。見に来てる人々は皆、言った。それも誇らしげに。
「僕らはプロレスファンではない。ＵＷＦ信者だ」。実際、宗教の秘儀のよ
うだった。シーンとして、見守っていた。息づまる展開だった。リングの中
も外も。「今、全く新しい実験がやられている。一瞬たりとも見逃すことは
出来ない」と、ファンも、まばたきもしないで見守った。本当の死闘だと
思った。だから従来のプロレスのような〈明るさ〉はない。真面目だった
し、〈暗かった〉。本当の死闘がやられている。それも仲間うちで…。なに
やら連合赤軍の〈内ゲバ〉を見てるような戦慄があった。
　ところが、このＵＷＦも分裂。そして、一度は新日に戻り、さらに第二次
ＵＷＦとして再スタートした。以前と違い、〈明るい真剣勝負〉志向になっ
た。客も呼べるようになった。テレビでも大々的に取り上げられた。しか
し、佐山はそこにはいない。それはＵＷＦの「変節」と見えたのだ。「妥
協」だと思った。佐山は、一人、さらに〈真剣勝負〉を追求する。そして
「シューティング」をつくる。今、佐藤ルミナなどスターを輩出している修
斗（シュート）だ。その元というか、その全てを作ったのは佐山だ。
　10年かけて、シューティングを第一級の真剣勝負の格闘技にした。ところ
が又もや内紛があり、佐山は追放される。そして今度は市街戦型の究極の格
闘技「掣圏道」をつくる。
　…と、これが佐山の格闘家としての略歴だ。で、佐山と僕の接点だが、佐
山がシューティングをつくりたての頃だ。後楽園でやってたが余り人は集ま
らないし、シュートもまだ軌道に乗らない頃だ。後にあんなブームになると
は思わなかった。この頃、エスエル出版会で『プロレス・ファン』という月
刊誌を出していた。その時、佐山に取材に行ったんだ。10年前だ。初対面の
挨拶をした。
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　「初めまして。『プロレス・ファン』の記者で鈴木邦男といいます」と。
そしたら、即座に、「あっ、鈴木さん。『朝まで生テレビ』で見てますよ。
僕も同意見ですよ」と言う。これには驚いた。まさか僕のことなんて知らな
いと思ったのに…。だから、プロレス雑誌の記者として、その名刺を出した
のに。それともう一つ驚いたのは、格闘家は「朝生」なんて見てないと思っ
たのだ。別に偏見を持ってるのではない。格闘家は、政治や宗教には中立
で、ともかく強くなることを考え、強い人間をつくろうとする。だから、規
則正しい生活をし、食事や睡眠もキチンと管理してやる。当然、「朝生」の
ような夜中の討論番組なんか見ない。と思っていたのだ。
　「他の人はそうかもしれませんが、僕は関心がありますから。毎月見てま
すよ」と言う。初対面のインタビューでも、「愛国心は格闘家にも必要だ」
と言い、何と「天皇陛下に見てもらえる格闘技をつくりたい」と言う。エッ
と驚いた。でも、特別、右翼的なことを言ってたのではない。格闘家として
は「穏やかな愛国心」はあって当然だというのだ。又、相撲や野球のように
天皇陛下に見てもらえる、公認された市民権のある格闘技をつくりたいと
いってたのだ。だから、本物の真剣勝負をつくるという。「プロレスではと
てもダメです」と言う。
　その時から、佐山は勉強家だし、愛国者だと思っていた。ところが今回、
急にブレイクした。掣圏道のＨＰを見ると、やたらと焦っているようだ。た
とえば、こんなことが書かれている。

　「この国を愛してやみませんが、この国が滅びていくことに耐
えられないのです。既に私は思想の師に着き、秘密組織を持って
います。何がこの国に襲いかかろうが、神が私たちに祖国を守る
不退転の決意を与えられたのです」

　「大東亜戦争にて、我々の先輩達が道をつけた、白人至上主義
における植民地政策の解放や人種差別撤廃という大義は、これま
で封印されていた歴史の開放により、次々と明らかになってき
た。日本軍部悪説を継承するのは、韓国と中国。しかも当時とは
違う政権下であった者達であり、ＧＨＱは戦後処理にだけ彼らと
手をつないだ。今、歴史的大ロマンにもなる正義の真実が幕を開
ける」
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　「東京裁判などあらゆる形で、戦前戦中の日本を悪に表す、
ウォー・ギルト・インフォメーションプログラムというＧＨＱの
作戦が、戦前迫害されていた者達を使い、また日本側の裏切り者
にもよって巧妙に行われていった。マスコミはありとあらゆる日
本軍部の悪宣伝を書き並べ、ＧＨＱの意図通り、宗教や伝統と
いった精神的に育つ要素のあるものをすべて禁じた」

　「連合国側の懸念は、勇猛果敢な日本の精神だった。大東亜の
解放を信念に持ち、特攻や玉砕を敢行した日本の精神。戦後は
ＧＨＱに諂（へつら）った裏切り者達により、「軍部が独断して
やったこと」「日本兵も騙されていた」「麻薬を使用して特攻し
た」「虐殺や略奪をした」とか、「本当は闘いたくなかった」等
の宣伝が横行した」

　「祖国を愛し、家族を愛し、大東亜戦争の使命に散った、二百
三十万の英霊が聞いたら、何を感じるだろう。まして当時の開戦
は軍部主導ではなく、マスコミがあおり立て、群集までもが各地
で暴動まで起こし、日本軍部は何をやっているのだと訴えかけて
いたのが実情である。
　私はテレビ等の場面で反日本軍部や、戦後教育のことを口にす
る者があった時、この共産主義者めとか、裏切り者めとか、つい
脳裏に浮かべてしまう。そしてそのテレビに対し冷たい笑いをか
けるのだ」

　凄いですね。佐山は。テレビに向かって「共産主義者め！」「裏切り者
め！」と叫んでるんですよ。右翼でもここまではやりませんよ。僕なんて、
「新婚さんいらっしゃい」とか「キスいや」とか、まさにＧＨＱが日本弱体
化の為に作った番組ばかり見ている。そういえば、他のとこでは、ＧＨＱが
押しつけた「３Ｓ政策が悪い！」と言っていた。「３Ｓ」とは、「スクリー
ン、セックス、スポーツ」だ。これを使って、日本精神を骨抜きにしようと
したという。僕も右翼学生の頃はよくこの話を聞いた。「でも、この三つを
否定したら若者の楽しみはないですよ」と言ったら、「バカ！そんな自堕落
な若者なんぞいらないんだ！」と先輩に怒鳴られたっけ。
　他には、「真珠湾攻撃はアメリカの謀略だった」という話も聞いた。ルー
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ズベルトが、わざと日本を攻撃するように仕掛け、それでもって国民を奮い
立たせ、日本への戦争に突入したんだという。「だったら日本て、本当にア
ホじゃないのか。すぐ騙されちゃって」と思ったが、言えなかった。昔から
僕はどっか自虐的で、疑り深かったんだ。
　それに比べたら佐山は素直だ。正直だ。ピュアーだ。大東亜戦争のために
闘った人々が、これだけ卑しめられ、侮蔑されている。これは許せないと
思ったんだ。闘う人間として、祖国のために「闘った人間」が悪く言われる
のは耐えられないのだ。闘う人間のみが理解しうる「男の涙」だろう。国の
為に闘った人々の名誉を回復しなくてはならない。そう思ったのだ。それと
共に、佐山には疑問だった。国の為に闘い、特攻も玉砕も怖れずに闘った日
本人がいたのに、今の日本人はどうして、こんなにも弱くなったのか。格闘
技の世界でも、外国人に勝てない。ここ一番の踏んばりがない。リングの中
では強そうにしても、リングを下りると、日本人としての常識もない。
ちょっとマスコミに取り上げられ、持ち上げられるとすぐに舞い上がり、金
や女で転んでしまう。
　「これは一体、どうしたことか」と佐山は思った。昔は特攻隊がいたの
に…。そうか。武士道がなくなったからだ、と思った。武士道は、ユングの
いう「集合的無意識」のようなものだ。それを思い出し、「強い日本人」を
つくらなくてはならない。そのために、世界中から格闘家を集め、「掣圏
道」で鍛え直した。Ｋ-１やPRIDEにも殴り込む。〈強い男達〉を作り、「証
拠」を見せた上で、本当の〈強さ〉とは何かを証明してやろう。そう思って
いるのだ。
　佐山は文字通り天才だ。僕らのような、遠く離れたファンから見ると、そ
の闘いは文句なく素晴らしい。でも、一緒に団体を作り闘ってる人、金を出
す人からは佐山はなかなか理解されない。天才・佐山に皆ついていけない。
だってそうだろう。新日プロをやめた時だって、人気絶頂の時に、急に辞め
たのだ。佐山の売り出しに何年もかけ、金もかけた会社側としては激怒す
る。裏切られたと思う。「何を青臭い理想を言ってるんだ。せっかく客が
入ってるのに何を言うんだ」と思う。又、ＵＷＦを作った時も、パソコンに
向かい細分化したルールを作り、「やってらんねえよ」と周りのレスラーか
ら浮き上がってしまう。さらにはシューティングを作り、これが今日の「何
でもあり」の人気につながる。しかし、そこも飛び出なくてはならなかっ
た。
　残念だね。同志が集まって来ては、去っていった。孤独のタイガーだ。そ
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んな不遇な天才レスラーの今までの道のりから考え、総括したことなんだ
よ、この理論は。20年間の格闘技生活の反省から生まれたのが今回の「変
身」なんだろう。格闘界では、強さを求めながら本当の強い人間はいない。
肉体も、精神もどんどん弱くなる。ちょっと強くなったと思ったら、金や女
や名誉でからめとられダメになる。それは皆、佐山が見てきた〈人生〉だ。
体験だ。又、彼が師事した人々、一緒に闘った人々、そして指導してきた弟
子たち…のことだった。
　そこの中で、もっと「スピリット」が必要だと気がついたんだ。「強い
ハートを持て」と言っている。佐山は最近、『護身』（日本文芸社。1300
円）という本を出した。「自己防衛・撃退術」の本だ。しかし単なる技術書
ではない。「武士道精神の復活」を説き、「占領政策が日本をいかにダメに
したか」を書いている。かつては武士道精神という「世界最強の精神力」が
あった。この貯金が残っているうちに、我々は、日本という国を精神的な面
で立て直さなければならない、と言う。

　「日本でこういうことを言うと、すぐ、゛右翼″扱いされる。
はっきり言っておくが、私は゛右翼″ではない。ただ世界の常識で
照らし合わせて、ごく真っ当なことを主張しているだけだ」

　そして、こんなことも言う。

　「日本はかつて、世界から一目置かれる゛精神一流国″であっ
た。私は、その頃の日本の活力を現代の自由主義社会に合わせた
形でもう一度取り戻したいと考えている。そのために何が出来る
のか。この国のために何が出来るのか。それを考えた場合、まず
私自身が何者で、何が出来る人間であるかを見極める必要があっ
た。おのれ自身の器量を認識できなければ、どんな理想を掲げて
行動しても、空疎な言葉にしかならない。街宣右翼や、極左運動
家の類いと一緒になってしまう。地に足のついた言葉や行動でな
くては、人の心を動かせない」

　唐突に「右翼」や「左翼」が出てきますね。そうです、僕らも気をつけま
しょう。佐山はこの半年で300冊の本を読み、勉強した、という。そして、
大学教授や評論家の人たちを招いて勉強会をしている。東条首相の孫娘や、
特攻隊の本を書いた工藤雪枝なども講師に呼んだ。さらに今、脳の働きと格
闘技、人間力学の関係などをも研究し、本にまとめようとしている。いわば
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精神革命の本だ。
　しかし、一体、いつ頃からそんなことを考えていたのだろう。掣圏道を
作った時か。いやいや、シューティングを作った時、すでに〈愛国者〉だっ
た。じゃ、タイガーマスクとして世界を遠征した時、日本人としてのアイデ
ンティティーを考えたのか。そこを訊いてみた。そしたら何と、子供時代の
家庭環境だという。
　佐山の家は「軍人一家」だった。お父さんも、おじさんも、おじいさんも
皆、軍人で、小さなころから戦争の話を聞いて育った。愛国心も自然に身に
ついた。それに山口県の下関だ。明治維新の志士を輩出した土地だ。「なる
ほど、そういう風土が愛国者・佐山をつくったんですね。僕の場合は『生長
の家』でしたがね」と一言いったら…。
　「あっ、僕も生長の家なんです。おばあちゃんが熱心な信者で、神誌『白
鳩』をとってました。小学生の時、谷口雅春先生が下関に来て、おばあちゃ
んに連れられて講習会を聞きに行きましたよ」
　そうか。原点は「生長の家」だったのか。そうすると、オラと出発点は同
じだ。それにしても小学生で谷口先生の話を聞いたのか。すごい。それが心
の奥深く入り、「愛国者・佐山」が出来たわけだ。

〈お知らせ〉

(1)　「創（８月号）が発売中です。僕は「ジリノフスキーに会った」を書き
ました。又、編集部が、６月25日(火)のシネマ下北沢でのイベントについて
書いてます。

(2)　７月28日(日)のテレビ朝日に僕が出るんですか、知りませんでした。見
てみます。ありがとうございました。しかし、「掲示板」で僕が知らない
（僕の出る）番組について教えてもらったなんて、驚きです。もっともイン
タビューを受けたのは知ってますよ。知ってたというのも変か。受けたんで
すよ。でも、いつ放映されるかは聞かなかった。その時はまだ決まってな
かったんだ。教えてもらい、ありがとうございました。皆も見て下さい。全
共闘のドキュメント「怒りをうたえ」もぜひ見て下さい。僕はもう、２、３
回見ています。何年前だったか。朝から晩まで見つづけて、一日で見たこと
もありました。ワクワクする映画です。われわれの「集合的無意識」を思い
出します。大いに刺激されます。
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今週の主張・2002年7月15日
「売れてる奴は皆、敵だ！」と叫んじゃったよ。ロフトで。

　７月６日(土)、午後１時からロフトに出ました。大沼安正君という19才の
学生が、この若さで何と「自伝」を出した。それも天下の講談社から。その
出版記念イベントだ。そこに附録というか、ゲストとして参加した。ゲスト
は他に今一生、雨宮処凛。それに、やはり19才で「自伝」を河出から出した
松本君。さらに、「日本のドタキャンスキー」と言われる見沢知廉大先生。
「必ず行く」と言ってたそうですが、やはり、ドタキャン。「一水会には行
かないで、こっちに来たら怒るよ。出るなら全て出ろ。ドタキャンするなら
これから一生ドタキャンしろ。とにかく自らのポリシーを守れ」と僕は言っ
てたけど、その通りになった。「意志を貫く」強い人だ。
　客の中には、「見沢さんを見に来たのに、これでドタキャン３回目です」
という人もいた。「甘い。俺なんて５回だ」と言う人もいて、自慢くらべを
してました。「もしかしたら、見沢知廉という作家は元々いないのかもしれ
ない」と勘ぐる人さえいました。あるいは薬の服用のしすぎで…。もしかし
たら…。と心配する人もいました。
　午後１時開始ということでしたが、始まったのは２時。大沼君をかこん
で、今一生氏や雨宮さんが喋り、さらに大沼君の本を出した講談社の人が喋
る。３時半に休憩で、それから僕と松本君が出る。あっ、本の題名を言って
なかったな。『「人を好きになってはいけない」といわれて』（講談社）と
いう本だ。どんな本かって？　だから、自伝ですよ。ロフトの案内にはこう
出とる。

　「家族との確執、恋愛依存、はちきれそうな日々。新興宗教信
者の両親、不登校、自由への想い。家出、新宿二丁目、そして僕
らの明日」

　すごい本だ。ともかく読んでみなせえ。どこの書店でも平積みになってい
る。本の帯は村上龍が書いている。講談社から初版３万部。そして増刷も決
まったという。何といっても圧巻は「新興宗教」と「新宿二丁目」の巻だ。
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新興宗教というのは、書いちゃいけないが統一教会だ。（だからこれを読ん
だ人は絶対、他人に言わないように）。両親はソウルの合同結婚式で結ばれ
た。だから大沼君は生まれた時から「神の子」だ。そんな幸福なスタートを
切ったのに、何が不満なのか、両親に反発。宗教にも反発。グレて、ひきこ
もって、あげくの果ては新宿二丁目で「春」を売る。つまり、男に買われる
のだ。痛いだろうな。でも、それで便秘が治ったという。しかし、男でも
「春を売る」というのかな。「秋を売る」かな。
　ともかく、すさまじい体験が、これでもか、これでもかと書かれている。
男・大沼君の一代記だ。今は大学を目指して勉強している。「別に勉強しな
くていいじゃん。大学には一芸入試で入れるだろう」と僕が言ったが、笑っ
たのはファルコンさんと水屋さんだけだった（ファルコン注：こんな所で僕
らを引き合いに出さないで下さいよ。ホントに恥ずかしい）。「芸」と「ゲ
イ」をかけたんだけどな。余りに高尚なギャグで、ロフトの愚かな客どもは
分からなかったらしい。（ファルコン注：またそんなこと言って。ギャグの
説明は見苦しいです）
　統一教会といえば、元信者の犬井太一君も聞きにきていた。彼は30年前に
ソウルの合同結婚式に参加している。でも、帰国後、堕落して「転向」。離
婚した。だから「バツイチ」だ。でも、子供だけは出来た。それが大沼君
だ。と、なったら話はドラマチックなのに、現実はそう都合よくはいかな
い。人生は「夕コペ」じゃないんだ。でも、犬井君の前妻（統一教会の処女
妻。だって、まだ合体儀式はしてなかった。…犬井君の証言）は、大沼君の
ご両親をよく知っていたという。
　さて、話をロフトのトークに戻す。司会はさならたくさんだ。「どんな字
を書くの？」と訊いたら、「漢字はありません。ハンドルネームですから」
と言う。やりずらいな。最近そんな人が多い。オラもハンドルネームを作ろ
う。ハンドルネーム「無印優良」とか、今、運転免許証を見たら、「優良」
と書かれていた。仙台の黒松自動車学校で免許をとってから今まで70年前。
無事故無違反（ファルコン注：まあ車での違反は無いんでしょうが…） 。そ
れで「優良」だ。ハンドルさばきはＡ級だ。それでハンドルネームは「無印
優良」だ。さあ、ギャグをかましたんだから、笑えよ！（ファルコン注：わ
たくし何の事かさっぱり分からなくて危うく突っ込みも入れずにアップロー
ドするところでした（笑）ちょっと難しい頓智ですね）　じゃ、これからは
「無印優良さん」とか、「優良くん」とか呼ぶように！
　司会のさならたく氏の名刺には「セレブレーター」と書かれていた。着信
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があると、プルプルと震えて、なぐさめてくれるやつかな。「でも、この日
のゲストは皆、売れっ子の小説家ばかりでしょう。それも若い…。なんで鈴
木さんが出るの？　関係ないじゃん」と皆に言われた。たしかに、大沼、松
本、今、雨宮、見沢（ドタ犯）は売れっ子の若い作家だ。オラだけ一人浮き
上がっている。「なして？」といわれた。
　そう思われても無理はない。でも、本当は一番関係があるんだ。驚くな
よ、師弟関係だ。「ゲイの？」なんて言うんじゃねえよ。オラは、「涅槃で
待ってる」のオッサンじゃねえやい。予備校の師弟だよ。
　大沼君は講談社から自伝を出し、印税300万を手に入れた。そのうちから
入学金をポンと払って、大検予備校「河合塾コスモ」に入学した。そのコス
モで講師をやってたのがオラだよ。授業にも出た（一回だけ）。だから（一
回だけの）師弟関係だ。でも、大沼君のことは彼が入る前から知っとった。
有名な生徒だから。先生よりも有名だ。河合塾は元全共闘の先生が多い。本
も出してる。でも講談社なんてメジャーなとこから出してる人はいない。
又、初版３万部なんて出した人もいない。だから、悔しがっている。でも、
「生徒に嫉妬してる」となっては先生の沽券にかかわる。だから、そんな素
振りは見せないが、皆、動揺している。焦っている。嫉妬している。激怒し
ている。チクショーと思っている。
　コスモの掲示板には「コスモから作家デビュー！」と本の紹介が出てい
る。生徒たちは、「すげーじゃん、オレも書こう」「私も書こう」と素直に
感動し、励みになっている。でも先生方は、「19才のくせに。くやしい！」
と思っている。
　大沼君は大金を払ってコスモに入学したのに授業には全然出ない。自習室
に引きこもって勉強している。オラを含めて先生なんてバカに見えるからだ
ろうか。19才で人生の〈頂点〉を極めたんだから、見下されても仕方ないけ
どな。そんな大沼君が、一度だけうちらのゼミに出てくれた。重信房子か竹
中労の本を読んでた時だった。その時、大沼君から本をもらった。本にサイ
ンしてもらった。握手もしてもらった。感動した。「次に僕が本を出す時は
帯に推薦の言葉を書いて下さい」と頼んだら、「いいっすよ」と快諾してく
れた。謙虚な天才作家だ。
　「よし、じゃ、大沼君と対談し、それを講談社から出してもらおう」と
思った。大沼人気に便乗してやろうと思ったんだ（ファルコン注：そんな話
前にもありましたねー）。先生が生徒の人気に便乗するなんてセコイけど、
しかたない。実力が違うんだし、売れてる部数も違う。
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　「どうやったらあんなうまい文章を書けるんですか」と訊いたら、「文章
を直してくれるパソコンのソフトがあるんです」と言う。教えてもらって
今、それを使っているが、さっぱりうまくならない。元々の実力が違うか
ら、ソフトだけを使ってもダメなのか。「作家になるためにはどんな本を読
んだらいいんですか」と訊いちゃった。先生と生徒の立場が逆転だよ。
　だから、ロフトでも、そうした話を訊いた。「第２弾を書け」とせかされ
てるらしいが、「今は東大に入る為の勉強で忙しいから、入ってから」とい
う。作家になったんだから、今さら大学になんか行かなくていいだろうに。
「いや、東大に入って、ゲームクリエーターになる」という。ゲームってな
んだ。山の中に同志が集まって、総括し、殺し合うゲームか。「あっ、また
死んじゃったよ」「こいつはリセットだ」といいながら楽しむ。あるいは、
スパイを査問し、殺して埋めるとか…。楽しいゲームだ（ファルコン注：そ
れロフトでも楽しそうに話してましたねー（苦笑））。「じゃ、鈴木さんも
ゲームクリエーターになればいいじゃないですか」と言われた。いやー、僕
なんて、とても、とても。アホで無能な講師ですけん。
　それにしても悔しいよね。オラは70年も激動の人生を生きてきて、それで
も本は売れない。ずっと貧乏だ。結婚もできない。それなのに19才でもう
「自伝」だよ。そして、ベストセラーだ。今、松本、雨宮、見沢（ドタ犯）
も、ベストセラー作家だ。オラだけじゃないか。「無印・売れない」は。
「売れてる奴は皆、敵です。悔しい」と壇上で絶叫してしまった。
　われながら僻みっぽくって嫌だなと思った。大沼君の本を読んで、「よ
かった」「感動した」という手紙がたくさん来たという。そうだろうな。80
才のご老人からは、「これで日本は大丈夫だ」と言われたそうな。ウーン、
よく分からんけど、大沼君は愛国者なのかもしれない。信長だって森蘭丸は
いたし、〈あの道〉は日本文化なのかもしれない。
　「結婚したら子供に読ませたいですか？」と聞いたら、「読ませたい。
きっと感動してくれると思う。孫にも読ませたい」と言っていた。19才の作
家の答えじゃないよね。ここでコスモの女の子が飛び入りで上がる。「大沼
君てモテルのよね。病院で看護婦さんに惚れられて付き合ったっていうじゃ
ん。あっ言っちゃいけなかったっけ？」
　包茎の手術で入院したのかな。と呟いていたら、「違いますよ」と肘でつ
つかれた。もっと哲学的な病気だろう。ともかく看護婦と会って付き合っ
た。「どこまでいったの？」（ファルコン注：ホントに下世話というかなん
というか…。また嬉しそうに聞くんだ。人のことなのに）「Ａまでです」
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「じゃセックスしたのか」「してませんよ」と話が続く。
　「でも変なんです。番号を教えてから連絡が来るまで１ヶ月あったんで
す。付き合っていた男がいて、ふられたんで僕の方に連絡してきたんでしょ
う」と女性心理を分析してみせる。ひゃー、さすが作家だね。考えることが
違う。
　「で、看護婦さんとは会って何してたの？　やっぱり、看護婦さんごっこ
とか…」と訊いたら、「下らない」という目でジロリと睨まれ、無視され
た。「それっきり会ってません」と言う。「じゃ、使ってないなら、ちょう
だいよ」と言おうとしたが、やめた。さらに軽蔑されてしまう。

　ということで、ロフトの実況中継は終わり。この日は、日中なのに超満
員。大沼人気だ。例の「オナニー関」君も来ていた。他にも、オナニー赤
坂、オナニー風見、など、オナニー一族が来ていた。ファルコンさんも来て
いた。この人は既婚者だから、そんな下劣なことはしない。終わって「ルノ
アール」で皆でコーヒーを飲んだ。ファルコンさんは「７時半が門限ですか
ら」といってそそくさと帰っていった。愛妻家なんだ。「そんなのは恐妻家
というのよ」と、隣の中華料理の、じゃない、チャイナドレスの女が言って
いた。言い間違えは心の中にある本心だと言ったのはフロイトだ。そうだよ
ね。「チャイナドレスの美女」と言おうとして、何故か、「中華料理の…」
と言ってしまった。「私は食材か」とその人（赤坂だけど）は怒ってました
が…。

（お知らせ）
(1)かわぐちかいじの『テロルの系譜・日本暗殺史』（ちくま文庫。740円）
が７月10日発売になりました。何と、その解説を僕が書きました。この作品
は「沈黙の艦隊」「ジパング」へといたる、かわぐちかいじ作品の原点とな
るものです。読んでみて下さい。僕の〈原点〉にもなった作品です。だか
ら、僕もかなり苦労して書きました。
(2)ＪＲ東労組顧問の松崎明さんが『鬼が嗤（わら）う』（西田書店。1429
円）を出しました。松崎さんは元「革マル派No.2」です。その松崎さんの本
の巻末で僕と対談しています。「改革の中で見えてきたもの」というテーマ
で話してます。小見出しをちょっと紹介しますと…。「多発する電車内、駅
での暴力」「ＪＲの止まる最大の原因が自殺」「松崎＝革マル」説の出所、
「鬼でありつづけてほしい」…。又、もう時効だと思い、国鉄時代の「僕ら
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の犯罪」も自白しております。「反省することは大切です」と松崎さんも
笑って許してくれました。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年7月22日
続・真夏の謎説き「ナンシー関」

　今を去る９年前だったんですね。ナンシー関さん（消しゴム版画家）を呼
んで「鈴木ゼミ」をやったのは。「掲示板」にも、ちょっと書いてました
が、関口和広氏が、〈証拠〉をメールで送ってくれました。メールといって
も関口君はパソコンも携帯も持ってないので封書でしたが。一水会機関紙
「レコンキスタ」の194号（平成５年３月１日号）に何と、その関口君がレ
ポートを書いてたんです。平成５年というのは1993年ですから、今から９年
前です。では、せっかくですから、その時の記事を紹介しませう。

ナンシー関さんを迎え　鈴木ゼミ開催

　二月十日（水）、高田馬場・シチズンプラザにて「第八回鈴木
ゼミナール」が開催されました。
　第一部は鈴木邦男会長による講義。新潮45・二月号に発表され
た論文『忘れさられた三島事件の主役』をテキストに、憂国烈士
森田必勝の知られざる過去を語って頂きました。
　三十名を越える出席者の中には、先頃TV放送された三島・森田
事件を扱ったドキュメント番組を見て、インタビューに答える森
田必勝の兄の言葉に心打たれ、本日の講演にも興味を持ったとい
う板橋区在住の主婦Ｓさん（五十四歳）もいました。会長の話を
聞き、一層その森田必勝の純真性に感激したと言われていまし
た。
「僕にとっても一水会にとっても森田は<原点>だ」と鈴木会長が
言われるように、森田必勝研究は今後も鈴木ゼミにて意欲的に取
り上げていくつもりです。
　第二部は、特別講師に『週刊朝日』、『アサヒ芸能』、『噂の
真相』、『紙のプロレス』等でエッセイを連載中の消しゴム彫刻
で有名なナンシー関さんを招いて、会長とのトークションを行い
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ました。お二人は『紙のプロレス』という雑誌が縁で知り合われ
（何だか婚約でもしたような言い方ですが）東北出身、ミッショ
ンスクールが母校という共通点を持ち（ナンシーさんは青森、会
長は福島）、和気あいあいの楽しい対談となりました。
　個展も開いたという消しゴム版画の原版も見せてくれて、その
精密さに驚くばかり。「日本の伝統文化だ」とは会長の誉め言
葉。 ワープロの出現で不況にあえぐ消しゴム業界が「うちのゴム
で彫って下さい」と売り込みに来るそうです。そのうちナンシー
関愛用のブランド消しゴムが発売されるかもしれません。
　又、当日は大阪から河合塾講師松原好之先生も駆けつけてくれ
ました。「エリートは大学へ入れ。落ちこぼれはゲリラになって
世界を動かせ」の名言で知られる先生は、ナンシー関さんの大阪
的突っ込みで社会現象を切る視点を評価し、かえってレコンキス
タ紙や一水会の方が保守的で安全地帯から脱け出せないのではな
いか、と今回の加熱する皇太子報道への対応について厳しく批判
されていました。それには異議ありと一水会の理論派も反論し、
こちらの討論の方が白熱していたようですが、当のナンシー関さ
んは動ぜず、ひたすら初めて手にするレコンキスタを珍しそうに
読まれていました。依頼があればレコンにも消しゴム版画を載せ
てくれると約束してくれました。
　他には「ライバルはいますか？」「もっと有名になりたいです
か？」「自分が批判されるのはどんな気持ちですか？」などの質
問がありましたが、そういった事にはあまり関心がなさそうで、
まわりがどう言おうと好きな物はスキ、嫌な物はイヤ、これと
いった欲はなく、与えられた仕事を淡々とこなしていく職人と
いった感じで、そんな姿勢が今の世の中で受けているのかもしれ
ません。
　著書に『ナンシー関の顔面手帖』（シンコーミュージック社）
『何様のつもり』（世界文化社）があり、今後の活躍が期待され
ます。
【関口　和弘】

　そうだったのか、と段々と記憶が甦ってきました。ナンシーさんと僕の
〈共通項〉は「東北出身・ミッションスクール出身」だそうです。それに
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「プロレス好き」もありますな。ゼミの時も、船木誠勝や「みちのくプロレ
ス」の話をさかんにしてたそうです。だから、『紙のプロレス』で知り合っ
たんでしょう。当時、その雑誌で僕は連載をしてました。「人生は全てプロ
レスだ」といったテーマでしたね。右翼も左翼もプロレスだ。「朝まで生テ
レビ」もプロレスだ。だから、「カウント４までは殴り合いも認めろ！」と
過激なことを書いてました。
　ところで、『紙のプロレス』で知り合ったというけど、ここで対談したの
かな。ウーン、記憶にない。たった９年前のことなのに憶えてない。あるい
は、飲み会かもしれない。よく「紙プロ」主催で、プロレス・ファンを集め
て飲み会をやっていたから、そこで知り合ったのかもしれない。今度、「紙
プロ」の山口さんに会ったら訊いてみよう。ナンシーさんの消しゴム版画に
ついて僕が、日本の伝統文化だって言ったんですか。忘れてました。それに
しても、何にでもこんなこと言ってますよ、この人は。「新左翼は日本文化
だ。だから国家が保護しろ。塩見孝也は人間国宝にしろ」とか。あるいは、
「プロレスは日本文化だ」「援交も日本文化だ」「３Ｐも日本文化だ」…
と。どうも、その場の思いつきで言ってるようですね、いかんですね。
　ところで、レコンにも出てますね。三島・森田事件について僕がＴＶに出
て、それを見た主婦がこのゼミに来たと。この「板橋区在住の主婦Ｓさん
（54）」というのは、どうも関口君のお母さんのようですな。「母です」と
紹介されたような気がします。別に僕を見に来たのでも、ナンシーさんを見
に来たのでもないでしょう。「息子がレコンに報告文を書く」というので、
晴れの舞台を見に来たのですよ、きっと。今は63才ですか。お元気でしょう
ね。
　関口君とは久しぶりにロフトで会いましたよ。先週書いたけど、７月６日
(土)だ。19才の天才作家・大沼君の出版記念イベントに僕もゲストで出た
が、その時、関口君も聞きに来ていた。「1993年の２月10日にナンシーさ
んを呼んだっていうけど、三軒茶屋でナンシーさんと飲んだのはその前？　
その時、君もいたの？」。「ヤダナー。いたじゃないですか」「じゃ、何で
俺は三軒茶屋にいたの？」。
　どうも記憶喪失者が周りの人に話を訊いてるようで、もどかしい。「ここ
はどこ？　私はだれなの？」と。関口君に言わせればこうだ。「鈴木ゼミ」
のちょっと前だという。講談師の神田香織さんという人がいた。（この人も
どこで知り合ったか忘れた）。三軒茶屋のアムスなんとかという劇場で、講
談をやった。（いや、芝居だったかな）。それを一水会の関口君と香田君を
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つれて僕が見に行った。帰りに駅前の居酒屋に入った。「そうだ、近くにナ
ンシー関がいる」と言ったら、「エッ、あの有名人とお知り合いですか。嘘
でしょう」という。「本当だよ。親しいんだよ。電話したらすぐ来るよ」
「嘘でしょう」「じゃ」と、携帯を取り出してかけた。（携帯はまだこの時
代、ないか。いや、発明はされてたぞ。肩からさげる、やたらデカイのだっ
た）。そしたら、たまたま、ナンシーさんが在宅してて、「じゃ、すぐ行く
よ」と言って来てくれた。４人で楽しく飲んだ。そして、「今度、鈴木ゼミ
に来てくれませんか」「いいよ」という話になった。
　そういうことらしい。「俺は、他にはどんなこと話ししたの？」「どこの
居酒屋？」と訊いたけど、「おぼえてない」と関口君は言う。ダメだな。記
憶喪失か、こいつは。若いのに。人のことは言えんけど。そうだ、今、思い
出したけど、神田香織さんも「鈴木ゼミ」に来てくれたんだよね。講談の歴
史について話してくれた。「講談師、見てきたような嘘をつき」と言うが、
見たことも、見てないことも含め、歴史的大事件を人々に伝えるレポーター
だった、と神田さんは言ってました。「講談師はみな神田ナントカと名乗る
んですか」「じゃ、神田正輝も講談師ですか？」と馬鹿な質問をする奴がい
て、こっちが恥ずかしかった。（神田正輝は、「太陽に吠えろ」に出てた奴
で、松田聖子の旦那だった奴だよ）。「こんなレベルの低い奴を集めやがっ
て」と神田さんも内心、腹の中が煮えくり返っていたでしょう。しかし、さ
すがは美人講談師として名高い彼女、その時、少しも騒がず。「神田正輝は
好男子（講談師）です」。ヒャー、すごいと思った。
　この神田さんとはたしか、「月刊タイムス」でも対談してたな。この頃
は、対談の連載を持ってたんだ。今と違い、仕事が一杯あった。神田さんの
他には、岩國哲人さん、井上章一さんなどとも対談した。岩國、井上さんと
の対談は『右であれ左であれ』（エスエル出版会）に入っている。でも、神
田さんの対談は入ってない。もったいない。

　では、話は再び９年前の「鈴木ゼミ」に戻る。
「関口君のことを紹介したんだよね。『ナンシー関さんにあやかって、こい
つはオナニー関って言われてるんです』って。そしたら、『やめてくれ
よ！』と絶叫してたもんね。本当に嫌だったんだろうね」
「あれで完全に嫌われてしまいましたよ。鈴木さんが変な渾名をつけるから
ですよ」
「エッ、俺がつけたんだっけ？」
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　そこで、しばらく考えた。そんなひどいことを俺がするかな？　そこで思
い出した。あっ、白鳥君だ。鳥ではない。「しらとり」という姓だ。若くし
て亡くなった活動家だったが、いい奴で、皆に慕われていた。ある時、一水
会で関口君と会い、「やあ、関ちゃん。相変わらずオナニーしてる？」これ
には笑ってしまった。これが久しぶりに会った人間への挨拶かよ。それで、
誰言うともなく「オナニー関」と呼ばれるようになったんです。これが正し
い歴史です。
　ところで、関口君はＢＢＳにも書いてましたね。「鈴木ゼミは当時、一水
会左派の人達が始めた」って。そうだったのか。大組織だったんだね。左
派、右派、中間派、武闘派、オナニー派…と、いろんなグループがいたん
だ。何でも、地方から出てきた女の子がいた。中核派のデモに参加する為に
上京し、一水会に泊まった。そんな子も泊めるんだから一水会も寛容だ。そ
の子は一水会に入り、後にやめた。そして、一水会とは別に、もっと大衆
的、脱イデオロギー的な勉強会をやろうとした。それで「鈴木ゼミ」になっ
た。
　月一回、高田馬場の大正セントラルホテルかシチズンプラザでやった。当
時、「新雑誌21」に僕は連載を持っていた。「ぎゃんばれ！新左翼。激闘
編」だ。そこに毎月のゼミの案内を書いて人を集めた。朝日新聞や「週刊金
曜日」などの「集会案内」にも載せてもらった。「ぴあ」にも載ったな。
「政治党派とは関係ない」ということで載せてくれたんだな。「偽装サーク
ル」だね、これじゃ。
　その女の子をはじめ、「週刊金曜日」の読者（サポーター）など、スタッ
フは左翼的な人が多かった。毎月一回、講師を呼んでやったがその講師がす
ごい。ナンシー関、神田香織の他は、こんな人たちだ。小林よしのり、西部
邁、景山民夫、呉智英、島田雅彦、中沢新一、関川夏央、渡辺文樹、色川大
吉（東京経済大学名誉教授）…等々。
　ヒャーと驚きですね。超豪華講師陣だ。その時の記録はどうしたんだろ
う。テープは？　写真は？　もったいない。これで何冊か本をつくれたの
に。島田雅彦は三島由紀夫の話ばっかりしていたな。中沢新一は宗教の話を
していた。渡辺文樹は、にこやかに話していたのに、新聞社の人が来たら突
然怒りだして、僕に喰ってかかった。「新右翼の鈴木とは考えが違う。天皇
問題では敵だ」と喚き出した。「右翼とナアナアではない」とマスコミの前
に示したかったんだ。演技派の人だ。景山民夫は、これに出たことを「週刊
朝日」に書いていた。「右翼の集会かと思ったらセーラー服の女の子もいて
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驚いた」と。何のことはない。会場の外に案内板を置いたら、それを見て、
通りがかりの女子高生が入ってきたんですよ。それだけ、当時の景山さんは
人気があったんだ。
　どうも、断片的にしか思い出せないな、ゼミの話は。小林よしのりさん
は、「新雑誌21」を読んで、ひそかに観客にまぎれて聞きに来ていた。西部
さんの時か、呉さんの時だ。こっちは全く分からなかった。当時は顔も余り
マスコミに出てないから、参加者も知らない。あとで、「小林よしのりに似
た人がいたよ」という話になった。「鈴木邦男を見てみたかった」と小林さ
んは言ってた。それから正式に講師として来てもらった。
　西部邁さんの時は、ハプニングがあった。終わって、喫茶店「白ゆり」に
行き、皆でコーヒーを飲んだ。佐川一政さんが聞きにきていた。僕の隣にい
る。紹介しないのも変かと思って、「作家の佐川一政さんです」と言った。
普通、「あっそうですか」と社交辞令として挨拶くらいはする。ところが西
部は正直だ。子供だ。感情をそのまま出す。僕が紹介した途端、顔色が変
わった。（パリで女を殺して食った、あの佐川一政か）とピンと来た。ピン
と来ても、普通なら「挨拶」くらいはする。でも西部は違った。「こんな人
に紹介されたくない！」と言って、プイと横を向いた。座は白けた。大変
だった。後で僕は二人にあやまりまくった。謝罪外交だ。佐川さんはこの
「屈辱の体験」を「創」に書き、その後、小林よしのりさんと対談した。対
談する前に、僕に相談があった。「対談するなら覚悟しなくちゃ。きっと漫
画にも描かれる。何を描かれても笑っていなくちゃ。それだけの『言論の覚
悟』がありますか」と言ったら、「当然ですよ。心配しないで下さい」と言
う。小林さんは「創」で対談し、さらに「ゴー宣」で２回にわたって描い
た。いつにない力の入れようだ。ところが、佐川さんは怒った。描きかたが
ヒドイという。キレた。毎日、抗議の電話、ＦＡＸをした。小林さんの事務
所は仕事にならなかった。この経緯は「ゴー宣」（幻冬舎文庫）に出てい
る。読んでみなせえ。僕は間にはさまって大変だった。佐川さんを必死に説
得した。事件はなんとかおさまったが、二人は今でも、わだかまりを持って
いる。塩見孝也さんを紹介したら、「ゴー宣」に出たマンガを見て、塩見さ
んが激怒した。「俺はこんなに醜くない！」と。これも「ゴー宣」（幻冬舎
文庫）に載っている。みたらいい。

　あっ、「鈴木ゼミ」の話をしてたら、遠いとこまで行っちゃった。又も
や、ナンシー関さんの話に戻す。ナンシーさんと撮った写真はないかと思
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い、パソコンで検索した。（すごいね、パソコンで管理してるんだ）(ファル
コン注：なのにそれを私がスキャナーで読み込んでいるという理不尽さはな
んでせう) 。そしたら出てきた。でも、「鈴木ゼミ」の時の写真ではない。
不思議だ。ツーショットではない。４人いる。「写真説明」には「天地真
理・ナンシー関。７月４日」と書かれている。何だこりゃ。どうも、ロフト
のようだ。元全共闘で今は「脱がし屋」の高須基仁のイベントで、天地真理
を呼んだ。それを見に僕は行った。そこにナンシーさんもいた。でも、ゲス
トで来てたのか、「天地真理ファン」として来てたのか分からない。ともか
く、控え室で写真を撮った。写真はファルコンさんに送ったから、ここに出
してくれるだろう。写っているのは、左から、ナンシーさん、須藤甚一郎さ
ん（芸能レポーター）、高須基仁さん、オラだ。

　　

　しかし、「７月４日」とメモはあるけど、いつの７月４日だ。今年じゃな
い。去年でもない。どうも旧ロフトのようだ。富久町の時だ。これを見てい
たら、ロフトのスタッフの方、教えて下さいよ。それとも、「オナニー関」
君、この時も来てたんじゃないかな。連絡マツ。スグカエレ。（ファルコン
注：スキャナーで読み込むとき写真のウラに"９７"とありましたが（←すご
く意地悪そうに））
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年7月29日
テロリスト達の哀しい真情を書いた。かつての「テロリスト志

願」青年が…。
　これは、かなり苦労して書きました。原稿を書くのはいつも苦しみが多い
ものですが、今回は特に苦しみ、悩み、苦闘して書きました。「そんな鈴木
さんの今の気持ちが一番よく表われてましたよ」と骨法道場の堀辺先生が
言ってくれました。編集担当者の人は、「テロを否定しながらも、テロリス
トの哀しい真情を理解しようとする鈴木さんの気持ちが出ていてよかった」
と言ってました。そういっていもらえば、ライター冥利に尽きます。さて、
皆さんはどう読んだでしょうか。
　７月10日発売になった、かわぐちかいじの『テロルの系譜・日本暗殺
史』（ちくま文庫、740円）の「解説」です。

この原稿の〆切は５月７日(火)でした。それからすぐ校正した。だから５月
末か６月には出ると思った。しかし、６月末になっても出ない。不安になっ
た。僕の「解説」がマズかったからボツになったのか。それで出版が延期に
なってるのかと。「こんな原稿じゃダメだ」と思われたのか。原稿を出した
後は、いつも弱気な僕なんです。
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　だから訊いたじゃないですか。原稿を頼まれた時に、「僕なんかでいいん
ですか」って。何せ、「世界のかわぐちかいじ」だ。「沈黙の艦隊」、「ジ
パング」でブレークした、日本を代表する漫画家だ。その〈原点〉ともいう
べき30年前の漫画が『テロルの系譜』だ。その「解説」を頼まれたのだ。
「僕なんかじゃ…」と尻込みした。でも編集者は言う。「テロと言ったらや
はり鈴木さんですから」。ウッと思った。凄いことを言う。それで決まっ
た。
　別に僕がテロリストだと言ってるのではない。〈時効〉後、真相を全て喋
るつもりらしいが、それにしても、テロは実行してないだろう、この男は。
それだけの根性も実行力もない。「いや、大石内蔵助だ」と言う人もいる
が、なに、買いかぶりだよ。そうじゃなくて、テロについて色々と書いてい
る。それで、「テロに詳しい」からご指名がかかったのだろう。『腹々時計
と〈狼〉』、『現代攘夷の思想』『証言・昭和維新運動』…と、テロについ
ては沢山書いてきた。だからなのだろう。それで気分を集中させ、必死に書
いた。「いいですね」と担当者は言ってくれたが、本は出ない。やっぱりダ
メだったのかな、と思った。
　ところが、原稿を出して２ヶ月後、７月10日、宅急便が届きました。出
た！　うれしかったですね。表紙は血盟団事件の小沼正がピストルを両手で
構えて射っている絵だ。この小沼正とは晩年、僕は会って話を訊いている。
衝撃的な話だった。『証言・昭和維新運動』（島津書房）に入っているが今
は絶版だ。
　ともかく、表紙からして因縁がある。裏表紙にはこう書かれている。

　〈時代とは、革命とは、愛国心とは。テロルを生み、実行へと
駆り立てる動機とは。来島恒喜、朝日平吾、難波大助、小沼
正…。彼らは、一体どんな人物だったのか。その時、なにを思っ
たのか。明治から大正、昭和にかけて登場したテロリストたちの
実像に迫る、かわぐちかいじの原点ともいうべき傑作劇画。解
説・鈴木邦男〉

　これは、かわぐちの〈原点〉になっただけではない。僕の運動の〈原点〉
にもなった。そして、今でも心を揺さぶられる。「右翼はテロだ」と思い込
んでいた昔を思い出すし、そこに返りそうで怖いのだ。又、テロリストたち
の〈哀しさ〉が伝わってきて、胸に迫る。戦前のテロ、そしてクーデター。
これらは、左右を問わず多くの人々に衝撃を与えてきた。「血盟団や2.26を
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やるのだ！」と今でも思っている右翼の人は多い。又、「同じものは出来な
い。では、どうする」と苦悩してる人も多い。2.26事件は昭和11年２月26
日だ。この時、三島由紀夫は11才。2.26はトラウマになった。そして34年
後、三島なりの「2.26事件」を起こして、自決する。骨法の堀辺先生は、
「2.26と北一輝。これを考えて自分は武道家になった」と言っていた。かわ
ぐちかいじも、2.26に魅了された。引きずり込まれそうになった。と同時
に、左翼学生運動の嵐を見た。なぜあそこまで命をかけてやれるのかと驚い
た。じゃ、左翼的な視点をかりて、右翼のテロ・クーデターを描いてみよう
と思った。
　「テロルの系譜」の他にも、「血染めの紋章」など、2.26関係の漫画は多
い。又、「メドゥーサ」は、日本赤軍の重信房子をモデルにした漫画のよう
だ。ここにも、右翼的な青年が出てくる。そして、左右を越えた哀しい恋が
ある。かわぐちの作品の男たちは、みな実に男らしい。高い志がある。たと
えアウトローでもそうだ。そして哀しいのだ。それが、かわぐち作品の特色
であり、魅力である。
　この「解説」を書くためにかわぐち作品を読み返し、又いろんな本を読ん
だ。『かわぐちかいじの世界』（松文館）は特に教えられた。ここで彼は映
画監督・成瀬巳喜男が好きだと言っていた。「あっそうなのか」と、かわぐ
ち作品の〈秘密〉が分かったような気がした。僕は成瀬の作品は去年、「ラ
ピュタ阿佐ヶ谷」でまとめて20本位見て、「エッ、こんな監督がいたのか」
と驚いた。はまった。しかし、かわぐちは、それを30年以上も前に全部、リ
アルタイムで見てたんだ。そして、西脇英夫を相手に、ずーっと成瀬の話を
している。細かい筋まで実によく覚えている。それだけ衝撃が強かったのだ
ろう。そして、かわぐち作品に影響を与えているのだろう。たとえば加山雄
三と高峰秀子が出た『乱れる』についてこう語っている。

　〈このプラトニックラブには泣けた。しかも、ひとくせもふた
くせもあって、生活感があって。ラストで加山が死んじゃう。で
も映画はその後がすごいね。その加山の死体、それもむしろの下
から出ている手の薬指にはめられた紙ひもの指輪を見るだけなん
だけど、それで彼だとわかって、それからの彼女の狂乱を描いて
るの。旅館からダーッと死体が運ばれていくのを追っていくんだ
けれど、着物がはだけようがなにしようが、わーって。それで、
アップでパッと終わっちゃうの。これイタリア映画だって思っ
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た〉

　〈その後、見たのが『浮雲』。せつなさのきわめつけ。テスト
で高峰秀子が死んだ後、屋久島の山の中に入っていく森雅之の後
ろ姿の悲しいこと。それでね、『乱れる』と『浮雲』を見たとき
思ったんだ。溝口も小津も美意識で描いている。それはそれで大
好きだけどリアリティはこっちだ。情念だって。それからは狂っ
たように見たね〉。

　そうだったのかと思った。しかし、よくディテールを覚えている。それだ
け好きで好きで、自分の体の一部になってるのだろう。それが体の深い所に
あって、共鳴し、その「男の哀しさ」が作品に出てくるのだ。『テロルの系
譜』や『血染めの紋章』『アクター』『メドゥーサ』『沈黙の艦隊』にも。
　老婆心ながら、「加山雄三のどこが哀しいのだ」と思う人のために言って
おく。成瀬作品や黒沢明に出ている加山雄三は今の加山とは全く違う。実に
いい。この二人の監督も加山には期待し、起用した。ところが「若大将シ
リーズ」からはアイドル路線で人気は出たが、ダメになった。おしい。嘘だ
と思うなら見てみたらいい。と言っても黒沢監督のはビデオが出てるが、成
瀬はない。もったいない。ただレンタルはないが、東宝から何本か売られて
いる。少々高いが、実にいい作品だ。
　かわぐちは戦前の右翼のテロ・クーデターをこれでもか、これでもかと描
いた。だから昔の僕は、かわぐちは「テロの漫画家」だと思っていた。それ
だけ、血盟団や2.26は、はまるのだ。引力の強い事件だ。そこから脱却しよ
うとして、たいていは失敗する。しかし、かわぐちは「沈黙の艦隊」で、そ
の引力をふっきった。自分一人の命を「捨石」として革命をやろうとするテ
ロリスト。そこから今度は、更に大きく飛ぶ。日本一国を〈捨石〉として世
界を変える。それが「沈黙の艦隊」だ。僕はそう思った。これ以上書くと、
「解説」のネタばらしになるのでやめる。そこでは、さらに自分の体験を含
めて、なぜ、これが自分の〈原点〉にもなったかを書いている。
　『かわぐちかいじの世界』の中では、彼の作品一つ一つも詳細に紹介され
ている。『テロルの系譜』の初出は『漫画ジャンボ』（日本文華社。1975
年）だと出ていた。三島事件も終わり、連赤事件も終わり、〈狼〉事件も終
わった後に描かれた漫画だった。それ故に僕らの心を揺さぶった。又、この
漫画は1969年の東映映画『日本暗殺秘録』（中島貞夫監督）がヒントに
なってるという。でも、そう断言したらかわいそうだ。テロやクーデターを
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描いた映画や小説、漫画はいくらもあった。しかし、一番影響を与えたもの
だったんだろう。
　この映画も、かわぐち作品と同様に、左右両翼の人々に衝撃を与えた。こ
の映画を見、この漫画を見て右翼になった人は多い。この映画は右翼の集会
でも、よく上映されていた。でも最近はないな。又、ビデオ屋にもない。な
ぜだろう。影響力が大きいから貸し出しを中止したのだろうか。
　血盟団事件の井上日召は片岡千恵蔵がやっていた。その他、豪華キャスト
だった。この本（『かわぐちかいじの世界』）では、それらを紹介してい
る。井伊直弼暗殺（若山富三郎）、大久保利通暗殺（唐十郎）、大隈重信爆
弾投擲の来島恒喜（吉田輝雄）、安田善次郎暗殺の朝日平吾（菅原文太）、
ギロチン事件（高橋長英）、血盟団事件の小沼正（千葉真一）、2.26事件の
磯部浅一（鶴田浩二）、相沢中佐（高倉健）…。まさに東映オールスター映
画じゃないか。
　この映画が69年だ。これを見て、70年３月には赤軍派がハイジャックして
北朝鮮に行く。11月には三島が自決する。そして連赤、〈狼〉事件があり、
左翼は終わった。右翼も終わったと言われた。全てが終わった時に、かわぐ
ちかいじの『テロルの系譜』が発表された。この意味は大きい。活動家たち
を引き戻す作用をした。いや、活動家の心の中に訴えるものがあった。その
内容は何か。詳しくは「解説」に書いた。
　では今週はこれで終わりだ。今、アッと思い出したが、これまで「解説」
もいくつか書いた。やはり、ちくま文庫で猪野健治『やくざと日本人』。植
垣康博の『新装版・兵士たちの連合赤軍』（彩流社）。あっ、マンガ本の
「解説」はもう一冊やってるな。畑中純『まんだら屋の良太(2)』(（株）
ふゅーじょんぷろだくと)。これで４冊か。そうだ、フラメンコ・ダンサー板
坂剛の『アントニオ猪木・最後の真実』（エスエル出版会）の解説もやった
ような気がする。それとも他の本だったかな。スライド本箱を何度もスライ
ドさせて探してみたけど分からん。でも、多分、５冊だろう。宮台真司さん
は「解説」だけを集めて本にしてた。『援交から革命へ』（ワニブックス）
だ。でもこれは15冊の「解説」だ。それと、「解説」された人の発言もあ
る。トップは僕の『がんばれ！新左翼.Part3』（エスエル出版会）で、宮台
さんは「『表出の根』に連なる真正右翼」という題で書き、僕は「三島を超
える天皇論を」というテーマで喋った。他の14冊の著者も喋ったり、書いた
りしている。手数のかかった本だ。
　宮台さんの真似をして、「解説」本を出そうかと今、ちょっと考えたけ
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ど、無理か。５つの「解説」だけじゃ本にならない。もう何年かして、15冊
位たまったら、考えてみよう。では皆さま、暑さに負けずに頑張って下さ
い。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年8月5日
元「革マルNo.２」と右翼落ちこぼれ。 二匹の〈鬼〉が闘っ

た。
　どうも記憶がはっきりしない。それとも活動家の本能として、「犯罪的な
こと」「ヤバイこと」は忘れようとしてるのかもしれない。『増補版・新右
翼』（彩流社）の巻末の「年表」を見たが分からない。書いてないのだ。民
族派運動史の「書かれざる闇の部分」だ。いや、それほどの犯罪ではない
か。やったことが、セコイから「年表」にも「レコンキスタ」にも載ってな
いのかもしれない。
　あれは多分、一水会をつくった直後だと思う。1970年（昭和45年）に三
島事件があり、72年（昭和47年）に一水会をつくった。僕はまだ産経新聞
の社員だった。1974年に防衛庁に抗議に行き、揉み合いになり逮捕されい
る。赤坂署に三日泊められ、出てきたら産経はクビになっていた。これから
割り切って、一水会のプロ活動家になる。でも、生活できないので、「青年
群像」の編集をやらしてもらったり、日刊「やまと新聞」や月刊「日本の動
き」などに書かせてもらい、やっとこさ生きていた。
　この「日本の動き」という雑誌は、笹井大庸氏が発行人だった。弟は宏次
郎といい、後に「レコン」の編集長になる。この兄弟は国柱会という宗教団
体の出身だった。国柱会は田中智学が起こした日蓮宗の団体だ。戦前は大し
た勢いのあった団体で、熱烈な愛国的宗教団体だった。「世界最終戦論」の
石原莞爾や童話作家の宮沢賢治も入信していた。
　笹井兄弟は母親が熱心な国柱会の信者であった関係上、子供の頃から信仰
と国家への愛を教えられた。そして、国柱会とは別に、「良識復活国民運
動」というのを起こし、連日、街宣したり、情宣活動をしていた。彼らと共
闘する中で、一水会はより行動的な団体に成長する。いわば後の「闘う一水
会」ができる契機になったのだ。
　彼らは情熱があるだけでなく、（右翼民族派には欠けている）実務能力が
あった。たとえば日教組反対運動をやるにしても、他の団体は黒い街宣車で
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会場に押しかけるだけだが、彼らは白い車で、ソフトに訴える。会場近くで
別に大会を開き、文化人や教授を呼んで、整然とした「反対集会」を開く。
ビラも、ソフトに、きれいに印刷されたもので、右翼には見えない。ポス
ターも貼ったが、それも、なかなかセンスがよく、市民も見てくれた。
　当時、国労や動労のストがよく打たれていた。「国民の足を止め、国民を
人質にしたストは許せない！」とビラをまき、集会を開いた。ただ、いくら
合法的にやっても、これじゃ国鉄（当時はＪＲではなく国鉄だった）の労組
にかなわない。何とか、もっと激しい運動をして、彼らに打撃を加えよう。
そう思った〈不穏分子〉がいた。「合法部隊」とは全く別に、（又、合法部
隊に勘づかれることなく）、我々〈不穏分子〉は活動した。これは、「民族
派運動史」のどこにも書かれてないことだ。
　「よし、暴動を起こそう！」「ストに怒っている人民を煽動し、労組を襲
うのだ！」と決意した。そして計画し、実行した。背広にネクタイをして、
バラバラに人民の間に入り、怒りの声をあげ、人民を煽動した。組合員を糾
弾し、襲わせた。上尾暴動はこの時に起こった。いや、それを見て、思いつ
いたのかもしれない。ともかく、〈暴動〉のいくつかは僕らが起こした。
　それと共に、スプレーをもって電車内に入り、「スト反対！」「国労、動
労のストを許すな！」とそこら中に大書した。窓や、ドアや、床に書きま
くった。「ザマー見ろ！」と思った。電車の外側には労組員が「要求貫
徹！」とか、いろんな政治的スローガンを書いている。だったら俺らもやっ
ていいだろうと思った。面白いもので、乗客は誰も止めない。こっちが集団
でドドドーッと乗り込み、黒のスプレーで、あたり中に書きまくるのだ。乗
客は恐怖で竦み上がり、下を向いている。目を合わせては大変だと思ってい
る。ニューヨークの地下鉄で暴れる不良どもと同じだった。実に気分がい
い。何でも出来る。オレはスーパーマンだと思った。悪の魅力に酔った。い
や、もともと、左翼の労組員が違法なストをやり、電車に落書きするのが悪
いのだ。こっちはそれに反対して、「正当防衛」としてやってるだけだと
思った。どこが正当防衛か分からないが、なに、捕まったっていいと思い、
堂々と暴れた。でも乗客は誰も文句いわないし、乗務員に通報しようともし
ない。乗務員だって怖がって近よらない。
　落書きするだけでなく、電車の中で演説した。「不法ストに対し立ち上が
れ！」「暴動を起こせ！」とアジった。乗客は皆、ジーッと下を向いてい
る。いらいらして、「なぜ立ち上がらないのだ！」「お前らは共産主義者の
同調者か！」と怒鳴った。さらに激昂して、乗客を殴った。女を犯し
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た。（あっ、これは冗談だ。筆が滑った。そんなことはしない。我々は政治
活動をしてる活動家なんだから）。
　…昔は乱暴狼藉をしたな、とフッと思った。（ファルコン注：フッじゃな
いでしょう。フッじゃあ）懐かしく回顧した。昔の〈暴力活動家〉だった自
分が可愛いと思った。もう〈時効〉だし、いいだろうと思い、その時、喋っ
た。いい気分で喋った。「その時」って、いつの話かって？　今年の２月１
日(金)ですよ。場所は新宿にあるＪＲ東日本労組の会議室ですよ。 エッ、何
でそんな所にいたのかって？　「昔の犯罪」がバレて、労組員に〈査問〉さ
れ、〈糾弾〉されてたんだよ。というのは嘘だ。ＪＲ東労組顧問の松崎明さ
んと対談したんだ。
　しかし、不思議な因縁ですな。因果はめぐる小車ですな。松崎さんは当
時、泣く子も黙る「鬼の動労」を率いて闘っていたんだ。革マル派のNo.２
だった。No.１は黒田寛一だが、この人は体を悪くして、実践の場には出て
ない。だから実質的に松崎さんが革マルの指導者で、国鉄ストをやりまくっ
ていた。国民の足を止めて、日本の革命をやろうと思ってたんだ。
　でも松崎さんはその後、革マル派をやめた。又、国鉄はＪＲになった。そ
して、松崎さんはＪＲ東労組の委員長になり、「ストはやらない」と宣言し
た。そして会長になり、今は顧問だ。だから今は、僕とも話し合えるし、何
回も対談をした。労組の集会によんでもらって講演もした。著書も多い。
『鬼が撃つ』（ＴＢＳブリタニカ）、『鬼の咆哮』（毎日新聞社）…と。か
つては「鬼の動労」「鬼の松崎」と言われて恐れられた。その〈鬼〉が今
は、合法的に組合活動で闘っているのだ。
　「これからは毎日新聞社から〈鬼〉シリーズを出します」という。「サン
デー毎日」にも何回か連載してたし、それを中心にして、今度は『鬼が嗤
（わら）う』を出すという。「ただ、自分の書いたものだけでは面白くない
ので、巻末に鈴木さんと対談したい」と言う。「エッ、僕でいいんです
か？」と訊き返してしまった。「右と左、立場は違いましたが、お互い〈集
団運動〉の良さも弊害もいやというほど痛感した。その上で、この国をどう
変えるか、について大いに話したい」という。
　そんなわけで今年の２月１日の対談になった。この日はカゼで頭が痛く
て、ゴホンゴホンと咳をしながら行った。何と遅刻して、〈鬼の松崎〉さん
を待たせてしまった。鬼は怒ることなく、「カゼにはこれですよ」と、バイ
アグラだったか、アガリクスだったかをくれた。それに、「カゼだと切符を
買うのも大変でしょうから」とスイカカードをくれた。おかげで今は、スイ
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カでスイスイと改札を通っている。
　でも、『鬼が嗤（わら）う』は出版が遅れに遅れた。ゲラが出てきたのは
４月末。それからさらに遅れて、出版されたのは７月１日だった。何と、
５ヶ月後だ。でも、年内に出てよかった。「来年になります」なんて言われ
たら、本当に、「鬼が嗤う」よ。

　遅れただけでない。出版社が変わった。毎日新聞社から出るはずなのに、
何故か西田書店になっている。奇妙だ。いろんな理由があったんだろう。も
しかしたら、僕なんかと対談したからじゃないのか。迷惑かけちゃったな。
だったら切り捨ててくれてよかったのに。邪魔にされ、切り捨てられるのは
慣れてるから文句いいませんよ、と言ったのに。「いえ、そんな理由ではあ
りません」と松崎さんは言っていた。
　松崎さんとは、〈ＪＲの現場〉の話からした。今、日本では１年で３万人
以上の自殺者がいる。そして、大半は中高年者だ。それもＪＲに飛び込む人
が多い。「人身事故のため」電車がよく止まるが、全て自殺だ。自殺しても
保険が下りるようになって急に自殺者は増えた。妻や子供に保険を残そうと
思い、自殺するのだ。まるで「現代の特攻隊」だ。又、ＪＲでは喧嘩も多い
し、それが嵩じての殺人事件も多い。乗務員もよく、怪我をする。又、乗客
のマナーも悪い。携帯、メール、痴漢、…と無法地帯だ。化粧してるアホな
女どももいる。ガンガンとウォークマンをかけまくっているガキ共もいる。
普通、他の場所ではやらないことを電車の中ではやっている。殺人、自殺、
喧嘩、騒音、痴漢…と、ＪＲはまさにアナーキーだ。〈戦場〉だ。それじゃ
いかんじゃないか。取り締まれ！と言った。歌舞伎座のように、携帯の電波
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を遮断しろ！と言った。大体、乗客のマナーが悪い。自分さえよければいい
のか！と…。
　興奮して、怒りまくって喋っている時に、フッと気がついた。「あっそう
だ。昔、電車に落書きしたり、暴動を煽動したりしてたな」と。それで、も
う時効だろうし、と思い、正直に喋った。「これじゃ、今の乗客がマナーが
悪いなんて言う資格がないですね」と反省し、自己批判した。「いやいや、
自分の過ちを認めて反省するのはいいことですよ」と松崎さんは笑って許し
てくれた。
　「でも、スプレーで書かれたのにはまいりましたね」と言う。「だって、
松崎さんたちもやってたじゃないですか。目には目。落書きには落書きです
よ」「いや、僕らは落書きしたけど、あれは後で落ちる塗料で書いてたんで
す」。エッと驚いた。知らなかったよ、そんなこと。ちゃんと教えてくれな
くっちゃ。（ファルコン注：ホラもう！）いくらストだとはいえ、自分たち
が動かしている電車だ。だから落書きしても、あとで洗い流せるもので書い
たんだ。その点、僕らは知らないから、スプレーで書きまくった。すみませ
んでした。時効だからもう国鉄から賠償を請求されないだろう。それにもう
国鉄もなくなったし。だから皆さんも、もう落書きなんかしないように気を
つけましょう。「お前と違う」って？　でも、よく街の壁とか、ガードで落
書きしてる人がいるでしょう。いや、「人」は見ることがないのか。落書き
された跡を見てるんだ。この前、テレビを見てたら、「落書き犯、逮捕の瞬
間」をやっていた。12チャンネルじゃないから、別にヤラセじゃないだろ
う。金を払って落書きさせたわけじゃない。
　壁に落書きをする、あるいは商店のウインドウに金属で傷つける。そうす
るとガラスを丸ごと換えなくちゃならん。そこで業を煮やして、警察に届
け、何回も張り込みをして犯人を捕まえるのだ。そいつが毎日やってる訳
じゃないだろうが、落書きする奴は皆、捕まえるんだ。それに、「落書き
位、どーってことねえよ。いいだろう」という軽い気持ちがある。これはイ
カン（まァ、他人のことを言えないけど）。
　多分、遠くのビルの窓からでも望遠鏡で監視し、携帯で連絡して、近くに
いる警察官に連絡してるんだろうな。ところが、ごく近くにいたんだ。だっ
て、「逮捕シーン」を見て驚いた。警察は、警官の格好をしてない。半袖、
半ズボン、茶髪の、アンちゃんスタイルだ。リュックをしょったりしてい
る。その辺のアンちゃんがたむろする格好で、近くを歩き、酔いつぶれたふ
りして寝てみたりしてるんだ。あるいは「オトリ捜査」で、自分たちも落書
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きをして見せたのかもしれない。そう、「後で洗い落とせる塗料」で。それ
を見て、「じゃ、俺も」なんて思って落書きしたら、「ご用だ！」と手錠を
かけられた。多分、そんなところだろう。だから、たとえ他人がやっていて
も、「じゃ俺も」と思ってやっちゃいけない。又、電車の中で、痴漢してる
人を見たら、「じゃ、俺も」なんてやっちゃいけない。取りおさえて、民間
逮捕しませう。
　そうだ。落書きで捕まった男が言ってたね、テレビで。「何でそんなこと
をしたんだ」と訊かれて。何と、「自己表現したかった」だって。つまん
ねー奴だ。バカだ。落書きが自己表現かよ。だったら右翼になって、街宣車
の上から絶叫してみろ。いい自己表現になる。それに、右翼になったら何で
も出来るぞ。車を走らせながら、歌をうたうのも自由。「走るカラオケ・
ボックス」だ。又、電車に乗ってスプレーで落書きするのも自由。どうせ乗
客は竦み上がって注意もしない。やり放題で、捕まることもない。
　あっ、いけない。マズイ、マズイ。これは冗談じゃけんね。本気にしない
ように。ともかく、落書きなんか、やめませう。この美しい日本を守りませ
う。オワリ。
　そうそう、『鬼が嗤う』は西田書店の発行で定価は1429円です。又、巻
末対談は、僕一人かと思ったら、三人だった。もう二人は住田正二さん
（ＪＲ東日本相談役）と、本間久雄さん（元国労広島地方本部副委員長）
だ。
　今、僕は『ゴング格闘技』で「たが為に鐘（ゴング）は鳴る」という連載
を書いている。今月号は、最近急激に右傾化した佐山サトル（元タイガーマ
スク）に取材して書いた。その前は「中高年者の自殺」の話を書いた。松崎
さんから訊いた話を中心にして書いたのだ。又、『ゴン格』の次は７月23日
発売の９月号だが、そこでは「サッカーと愛国心」について書いた。日本は
よく頑張ったと思ったが、韓国の大活躍の前には色褪せて見えた。「韓国は
国家を背負っているから強いのだ。その点、日本はダメだ」と言う人も多
かった。「にわかサポーター」が、急に（愛国者）気取りになった。で
も、（国家）を背負うと果たして強くなれるのか。又、今、「国の為に闘
え！」と選手に言えるのか。「スポーツと政治」の関係は？　そうした問題
について考えてみた。国際武道大学教授の柏原克彦先生に話を訊いて書い
た。柏原先生は柔道の達人。そして1980年のモスクワ五輪の幻の代表だ。
出ていたら金メダル確実だったのに。（政治）の前に（スポーツ）が敗れ、
悔し涙を流したのだ。「スポーツと政治」というテーマで語ってもらうには
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一番適役だと思った。だから、ぜひ読んで下さい。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年8月12日
そうだよ。昔、僕らは皆、ロシア人だった

　ＮＨＫの教育テレビはいいですね。唯一、文学があるし、芸術がある。ク
ラシックがあるし、文楽、歌舞伎もある。昔、人形劇で、「三国志」「新平
家物語」「里見八犬伝」をやっていた。「三国志」だけはビデオが出てい
る。面白いし、勉強になる。１巻に３話入っている（１話は45分）。それが
23巻ある。今、８巻まで見た。中野図書館に揃っているからだ。ＮＨＫ教育
は本当にいいものばかりやっている。民放なんか全部やめてＮＨＫとＮＨＫ
教育だけにしたらいいんだ。「新婚さんいらっしゃい」や「キスいや」や、
「真珠夫人」は見れないけど、そんな退廃番組は見なくてもいいだろ
う。(ファルコン注：またまた。何を言い出すのかと思えば…)
　又、ＮＨＫ教育では月に１回、世界名画劇場をやっている。４ヶ月ほど前
は、「屋根の上のバイオリン弾き」をやっていた。帝劇の芝居では見てた
が、映画を見て驚いた。こんなに考えさせられる、内容の深いものとは思わ
なかった。思想の問題や民族問題を鋭く問いかけている。
　又、先月は「REDS（レッズ）」を見た。1981年のアメリカ映画だ。アメ
リカのジャーナリストが、ロシア革命を取材に行き、感動し、アメリカにも
革命を起こそうとする。実話だ。ジョン・リードの『世界を揺るがせた10日
間』（岩波文庫）を基にしている。映画ではウッディ・ビューティ、ダイア
ン・キートン、ジャック・ニコルソンなどが出ている。レーニンやトロツ
キーのそっくりさんも出ていてアジ演説をぶつ。なかなかいい。本物のロシ
ア革命もきっとこんなだったろうと思わせる。僕もその歴史的瞬間に立ち
合ってみたかった。
　この映画の中で、ロシアの革命的人民が「インターナショナル」を歌う
シーンがある。何度も何度もある。そのたびに胸にジーンときた。感動し
た。いい歌だ。闘いの歌だ。「団結しよう！」と思っちゃう。同じ闘いの歌
でも日本の軍歌とは違う。段違いに、いい。まァ、日本の軍歌も中にはいい
のもあるし、昔は僕もよく歌ってたが、右翼が街宣車で流しているのを聞い
て一遍に嫌いになった。それ以来、軍歌はカラオケでも歌わない。モー娘と
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か、松浦あややの歌ばかり歌っている。(ファルコン注：どこからこういう知
識を仕入れてくるんでせうか鈴木先生は)
　「REDS」は当時、一水会でも「推薦映画」に指定され、皆、見に行っ
た。木村氏も感動し、三回も見ましたと言っていた。特にインターの流れる
シーンは実にいい。思わず涙ぐむほどだ。
　この「REDS」は20年前の映画だが、それに感動する〈下地〉が僕には
あったのだ。学生時代は、大学でインターばっかり聞いていたからだ。と
いっても僕らが歌ってたんじゃない。大学紛争で、毎日、キャンパスでは全
共闘の諸君が歌っていたんだ。「インター」「国際学連の歌」「ワルシャワ
労働歌」…と。それらの歌を先頭に、全共闘はデモをし、集会をし、ストを
打っていた。もうそこは「REDS」の世界だった。そこはロシアだった。僕
らはロシア人だった。
　「ロシア人だった」というのは何も誇張ではない。僕ら右翼学生までも
が、「ロシア革命的ムード」に日々つかり、洗脳されていた。「中国やソ連
のような革命を日本でやられたら大変だ！自由がなくなる！天皇制もなくな
る」と思い、恐怖して僕らは全共闘と闘った。でも、学内の「ロシア革命的
ムード」は嫌いじゃなかった。「インター」などの歌も好きだった。「敵な
がら彼らの歌はいいな。うらやましい。オレたちには闘いの歌がない。魂を
揺さぶる歌がない。゛ここはお国を何百里″じゃ、闘えんじゃろうが、バカヤ
ロー」と思った。この頃から自虐的、マゾ的青年だったんです。
　小説はロシア文学ばかり読んでいた。三島由紀夫や高橋和巳、司馬遼太郎
も読んでいたけど、「でも、ドストエフスキーやトルストイにはかなわんよ
な。文学はロシアだよ。文学については、日本はロシアの植民地でもいい
や」と思った。反日的、売国的なことを考えていたんだ。右翼学生のくせ
に。
　「いや、音楽だって、日本はロクなものはない。その点、ロシアは偉大
だ。チャイコフスキーがいる。ムソルグスキーがいる。音楽だって、日本は
ロシアの植民地になっていい」と思った。
　右翼学生だけど、精神は自由だった。きっと、そうなんだ。政治的には国
粋的、民族派的だったけど、芸術に関しては、国境を越えてんですよ。イン
ターナショナルなんですよ。いいものはどこの国のものであろうといい。そ
ういう「精神の自由」を持っていたんですな、この青年は。
　そうそう、よく「歌声喫茶」に行きましたね。これは「創」（８月号）で
も書きましたけど。当時、「灯」「カチューシャ」といった「歌声喫茶」が
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全国にあって、若者は毎日、ロシア民謡を歌い、革命歌を歌っていた。気分
はすっかりロシア人だった。右の学生も左の学生も、「燃えろペチカよ…」
とか、「線路の仕事はどこまでも…」とか、「黒い瞳の…」と大声で歌って
いた。肩を組んで、あるいは立ち上がって踊っていた。三島由紀夫と一緒に
自決した森田必勝もそうだった。よく一緒に「歌声喫茶」に行き、大声でロ
シア民謡を歌い、「インター」や「ワルシャワ労働歌」を歌った。
　それに僕は、生まれも育ちも東北だ。雪深い東北だ。ペチカ、白樺林、ソ
リ、雪道…といった歌を歌っていると、あっ俺もロシア人だったのかと思っ
た。そう錯覚したのだ。「燃えろよペチカ…」なんて歌ってて、子供時代、
実際にロシアで暮らしていたような気になった。それに、日本の東北弁とロ
シア語は驚くほど似ている。「東北弁の語源はロシア語だ」という学説もあ
る。それだけロシアは〈心の故郷〉なんだ。
　ロシア革命はいい点もあったけど、余りに犠牲が多かった。共産党独裁の
ソ連も嫌だ。しかし、その前のロシアに対しては日本人は愛着があるのだ。
昔々は海もなく、地続きだったし、言葉も同じだった。だから、郷愁がある
んだ。
　ロシアの極右政党「自由民主党」党首のジリノフスキーと会った話を
『創』（８月号）に書いた。会った時、この話をした。僕はロシアには６回
も行った。モスクワに１回、ハバロフスクには５回だ。この５回は、ロシア
の国技「サンボ」を習いに行ったのだ。だから今ではロシア語はペラペラ
だ。何度もいうように、東北弁とロシア語は似ている。ルーツが同じなの
だ。だから東北人はロシア語を一回で覚えられる。
　東北では「YES」のことを、「ンダー」という。ロシア語では「ダー」
だ。「NO」のことを東北弁では「んでねっと」と言う。ロシア語では「ニ
エット」だ。この調子で紹介していったら切りがない。でもちょっと紹介
すっか。
　「今日は」はロシア語で「ズドラーストヴィチェ」。東北弁でもそう言
う。「さよなら」はロシア語では「ダスビダーニア」。東北弁でもそう言
う。エッ？信憑性がないって。失礼な。ちゃんと発音してみろよ。同じじゃ
ないか。おチンチンのことを秋田では「ガモ」という。これもロシア語だ。
らしい。だから、ブランド品でも、ルイヴィトンとかシャネルとかは言って
もいいが、「フェラガモ」は言っちゃいけない。差別になるし、女性の前で
言うと「セクハラ」になる。女生徒の前で、フェラガモと言ってクビになっ
た教師もいた。「ガモをフェラする」なんて、いやらしいことなんだ。で
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も、ブランド品なら何でもいいわという水商売やお湯商売のおネエちゃんが
いる。そうすると小銭のあるオッサンは言うんじゃと、「フェラガモしてく
れたら、フェラガモ買ってやる」と。ホントですよ。
　『ゴルゴ13』には名作「ダスビダーニア」という巻がある。又、他の巻
で、「ゴルゴがフランスで狙撃前に娼婦と寝る。しかし、こいつは実はロシ
アの女スパイだったんだ。それをベッドの中であばく。セリフがいいね。女
に言う。「香水はフランスのものだが、括約筋はロシア女のものだ！」。
ヒャー、そんなことが分かるんですかね。ゴルゴは日本人とロシア人の混血
だ（という説が強い）。だから、「故郷」に「故郷」を感じたのか。ちょっ
と哲学的な表現になっちゃったな。それとも東北育ちだから、分かったの
か。ほら、ロシア語と東北弁はルーツは同じだし、言葉が似てれば括約筋も
同じになる。
　「ウーン、そんなことがあるのかな」と思い、「ゴルゴ13」の作者・さい
とうたかをに訊いた。『ゴルゴ学』（小学館）の巻末で作者にインタビュー
した時に訊いたんだ。「括約筋でフランス女かロシア女か分かるんです
か？」。ところが、さいとうたかをの答えは何と。「分かるわけないでしょ
う。あれは劇画だから。それに僕は外人女とはしたことがないし…」。ガッ
クリきましたね。長年の疑問だったのに、こんなに簡単に否定されちゃっ
て。訊かなきゃよかったな、と思いましたね。
　秋田や青森では、肌が抜けるほど白い人がいる。地元では、「あの人はロ
シア人との混血だから」と噂している。ロシア革命の時、逃げてきた白系ロ
シア人や、ロシア貴族が東北に随分と来て、住みついたのだ。だから言葉が
似るのは当然だ。大相撲の大鵬なんかは色が白いし、顔立ちもロシア的だ。
又、「楯の会」の一期生で、一水会副会長だった阿部勉（つとむ）氏も先祖
はロシア人じゃないかと言われていた。ウォッカが好きでよく飲んで荒れて
いた。それを見て、皆が言っていた。「アッヘ・シュランビッチ・フォン・
ツトム」と。「どうせ俺はシュランビッチだ」と本人も言ってましたっけ。
　そうそう、最近ロシア人の友人が急に増えた。ジリノフスキーとは新宿で
しゃぶしゃぶを食べた。そして今月、友人のロシア人たちと焼肉を食べた。
楽しかった。恐妻家のジョージ・ヌレソヴィッチ・ファルコンさんが呼びか
けたんだ。日本人の奥さんと暮らしていて、「晩ごはんを作らにゃイカンの
で」と早々に帰った。スペルマデルデル・ワンワンスタイルコフは青白い顔
で出席してた。「腎虚だろう」と皆にひやかされていた。ロシア人はもてる
らしい。「侵略を許すな！」「日本娘を守れ！」と日本人が叫んでいた。
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「腎虚ってなーに？」と訊くアホ女がいたので、持っていた電子辞書で調べ
て見せてやった。「房事過多による病気」と出ている。「房事ってナー
ニ？」。なんもしらん奴じゃな。セックスだよ。セックスの元の精液は腎臓
で作られると思われたんだ、昔は。だから、スペルマデルデルになると、す
ぐに腎臓をやられて、カラッポになり、死んじゃうと思われた。だから貝原
益軒は「養生訓」の中で、「接して漏らさず」と言ったんだ。出しすぎる
と、腎虚になって死んでしまう。だから、出さなければいい。若いつやつや
した肌を舐めたり、さわったり、入れたりして、そうすると血液の流れがよ
くなり若返る。でも出すと腎虚になるから、出すな。そうしたら長生きでき
る。そう教えたんだよ。これは本当の話だ。ウソだと思うなら岩波文庫の
『養生訓』を買って読んでみなせえ。
　では焼肉パーティに話を戻す。作家のドタキャンスキー・リタリンコフは
来なかった。「ナンシー関」さんを尊敬しているオナニーエフ・マイニチス
キーも来なかった。ヘソダシーネ・ドンタクエフ・ハカタチョビレは相変わ
らず、ヘソを出していた。でも、「世界美術史」の本を読んでいた。「アン
リ・ルソーの絵が好きや」といっとった。ルソーは雅子さまも好きだそう
な。何かの本で読んだ。ヘソダシーネも高尚な趣味を持っとる。ナター
シャ・ボニューデル・ホルスタインは相変わらず食いまくっていた。ヌギマ
クリ・オドリンコフは酔って踊っていた。
　今、思い出したが、ロシア革命を嫌って日本に亡命したロシア人がいて、
それのせいで、東北弁の中にロシア語が入った、と書いた。と同時に、源氏
に討たれた平家も東北に逃げてきた。さらに京都の貴族たちも東北に逃れて
きた。秋田ではタクアンづけのことを「ガッコ」という。「臭くて食えん」
という人もいるが、漢字では「雅香」（がこう）と書く。「こんなおいしい
ものはない。それに何といい香りだ」と京都から来た公家さん達が付けたの
だ。大坂志郎と桜田淳子は二人とも秋田人だが、この二人が昔、雑誌で対談
して、この話をしていた。（淳子は統一教会に入る前ですよ）。まァ、こう
いう〈説〉はあるんですな、昔から。東北弁に〈誇り〉を取り戻したいんで
すな。つまり、「歴史見直し派」ですよ。でも、この説は間違ってます。
ガッコを出されて、あまりのひどい臭いに死にそうになった公家たちが、
「これは雅香だ！」と精一杯の皮肉をこめて呼んだんですよ。バカだね、淳
子も。そんなことだから、統一教会に洗脳されるんだ。「でも、公家さんが
皮肉で言った」というのも鈴木さんの〈説〉でしょう？って。まいるなー。
当人に訊いたんだから間違いないよ。「当人って？」。だから、そう名付け
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た公家にだよ。「……」。
　東北に流れて来たのは、源氏に追われた平家だけじゃない。源氏の世にな
ると、今度は源氏の内ゲバで、源義経は東北に逃げてくる。平泉で死んだと
言われるけど、本当は北海道に逃げ、そこから大陸に渡り、モンゴルに行
く。そして、「ジンギスカン」になった。これは本当らしい。羊の肉を食う
時も、鉄板焼きがないから、兜を使った。兜の上に羊の肉を載せて、下に野
菜をおく。羊のあぶらがしたたり落ちて、下の野菜にかかる。美味になる。
それが羊料理「ジンギスカン鍋」になった。だから、義経がモンゴルに行っ
た中継地の北海道でジンギスカン鍋が大流行することになったのじゃいな。
　「僕はイモ版を作って、その後、食べたんですよ」と突然、イヌブターエ
フ・ゲンリコーロンが言う。「何の話だ？」と思ってたら、ナンシー関さん
の「消しゴム版画」の話をしてたらしい。その焼肉屋での話だよ。「そうい
えば、オイラたちは子供の頃、イモ版を作ってたよ」という子供時代の話に
なったわけよ。サツマイモだったかな。いや、ジャガイモだったろう。それ
を真中から切って、その断面に彫るんだ。「謹賀新年」とか「迎春」とか、
「売春」とか「奉春」とか。
　「ヘエー、イモ版をしたあとは食ったんですか」と、一同驚く。「それっ
て、ジンギスカン鍋みたいですね。羊を犯した後、食べるんでしょう」とハ
カタンスキー。別に犯さなくてもいいんじゃないの。義経は静御前をしのん
で犯したらしいけど。そしたら、デカチチット・アカサカーエフが、「そ
れってコンニャクでオナニーした後、煮て食べるようなもんね。よくやった
わ」。これで場内はシーンとなった。こいつは昔は男だったのか。知らん
かっとんたん。
　「そうそう、源義経はジンギスカンになったんだけど、その後、ロシアに
行ったという学説もあるんだ。そして、レーニンになったという」。こんな
蘊蓄をかたむける人もいたが、みな食うのに一生懸命で誰も話を聞いてな
い。源義経だけじゃない。女優の岡田嘉子も男と一緒にロシアに逃げたし、
明治維新の後では、西南戦争に敗れた西郷隆盛もロシアに逃げた。ロシアは
日本人の〈故郷〉だからだ。
　西郷は鹿児島の城山で腹を切ったと言われてるが、実際は、脱出し、ロシ
アまで逃げた。明治24年、ロシア皇太子ニコライが日本に来た時、「西郷も
一緒に帰ってくる」という噂が流れた。これは本当の話だ。ニコライと一緒
に日本に来た西郷の錦絵もある。「西郷は生きていた。ニコライと共に帰っ
てくる」という話はまたたく間に広まった。大津事件は皆も歴史で習ったろ
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う。この皇太子が、警備中の警察官に襲われ、サーベルで斬りつけられたの
だ。警備する人間が襲ったんではどうしようもない。防ぎようがない。では
なぜこの警官（津田三蔵）は襲ったのか。発狂したのか？　いえいえ。西郷
についての「風説」を信じ、恐怖したからだ。西郷は生きていた。ロシアに
いた。そしてニコライと一緒に日本に来る…と。そして西郷は許されて、政
府高官に返り咲く…と。
　この津田は実は西南戦争に参加していた。西郷軍を攻め、勲章をもらって
いた。報賞金ももらっていた。なのに、西郷は生きていて、日本に帰り、復
帰するという。そうしたら、西郷を攻めてもらった勲章も報賞金も取り上げ
られてしまう。そう思って、それで、ニコライを襲った。西郷は生きてはい
なかった。しかし、「伝説」「風説」は生きて、津田を追い込み、ニコライ
を襲わせた。（吉村昭の『ニコライ遭難』（岩波書店）にこのへんのことは
詳しい。）
　こうみてくると、日本史を動かしたものは全てロシアなんですよ。僕らは
皆、ロシア人の末裔なんですよ。オワリ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年8月19日
「藤本敏夫はなぜ死んだか」

　８月１日(木)の朝刊を読んで驚いた。と同時に、「やっぱり駄目だったの
か」と思った。元全学連委員長の藤本敏夫さんが７月31日午後３時、肺炎で
亡くなったのだ。58才だった。僕と同じ年じゃないか。死ぬのには若すぎる
よ。これからもっともっと活躍してほしい人だったのに惜しい。元全共闘と
か元新左翼というと、格好つけて、鼻もちならん人が多いけど、藤本さんは
それが全くなかった。いい男だったし、実に爽やかだった。俳優にしたいほ
どの美男子で、だから歌手の加藤登紀子も初対面でコロリと参ったのだ。で
も、死亡記事ではどの新聞も、「加藤登紀子の夫、藤本敏夫さん死亡」と書
かれていた。藤本の方がずっと偉大だったのに、何か残念だ。
　８月１日のワイドショーでは、藤本さんのニュースをかなりやっていた。
でも、「加藤登紀子の夫」ばかりが強調されていた。又、ゲストやコメンテ
イターも、あの学生運動が懐かしいのだろう。皆、思い入れたっぷりに語っ
ていた。テレビ朝日のキャスターなんかこう言っていた。「藤本さんは学生
時代はやたらと格好よくって、女子学生の憧れの的でした。『関西ブントの
石原裕次郎』と言われてたんです」凄い。本当にそう言われてたのかよ。
じゃ、石原都知事はお兄さんだ。石原新党を創って政権をとったら慎太郎が
首相で、「弟」藤本敏夫も入閣させたらいい。官房長官でもいいし、文部科
学大臣でもいい。今の若者たちに喝を入れるために、高校、大学では「学生
運動」を必須課目にする。デモや集会をやらせ、（立て看板に書いてある）
ゲバ文字も「習字」として教える。もはや、日本の伝統文化なんだから、学
生運動は。国がキチンと保護しなくっちゃ。
　何なら、大学のいくつかは丸ごと「新左翼養成」のために、あげちゃって
もいいな。法政大学は「中核大学」にする。早稲田は「革マル大学」にす
る。京都大学は「赤軍派大学」にする。北朝鮮から帰国する「よど号」グ
ループの人々はここの教授になっていただく。刑務所なんか入れるなよ、
もったいない。明治政府だって、函館で降伏した榎本武揚や大鳥圭介を、
ちょっと刑務所に入れたが、すぐに釈放し、何と政府高官に迎え入れてい
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る。たとえ「賊軍」であっても有能な人材は登用したのだ。これが日本のよ
い点だ。
　だから、「よど号」グループは無罪帰国させ、「京都赤軍派大学」の教授
にする。学長は勿論、塩見孝也さんだ。その他、元全学連、元全共闘で野に
あってうずもれてる人々を発掘し、石原新政府に登用してやったらいい。重
信房子は釈放し、外務大臣だ。アラブ関係の外交はうまくいくし、アメリカ
べったりの日本も自主外交が出来る。田中真紀子も、重信大臣の下で使って
やったらいい。
　藤本さんは、有機無農薬栽培の組織づくりや、エコロジー運動をやってい
たから農水省か厚生省の大臣でもいいな。いやいや、防衛庁長官の方がいい
かもしれない。なんせ1968年に、反帝全学連委員長として、防衛庁や国会
に突入を計ったんだ。その罪を問われて３年８ヶ月も刑務所に入った。だか
ら今度は、立場を変えて、防衛庁長官だ。ついでに、防衛庁を国防省に格上
げする。そしてアメリカと闘う。いいねえ、石原政権はアメリカに対し、ま
さに「ＮＯといえる政権」だ。
　…と、夢が広がったのに、藤本さんは亡くなった。民主党も、元活動家が
多いんだから藤本さんを入党させ、党首にしたらよかったんだ。鳩山ポッポ
党首よりはずっといい。そしたら、民主党が政権を握れたのに。藤本首相な
んていいじゃないか。石原新党で防衛庁長官よりもいいかな。そんな大人物
だったのに、政治家は目がない。国民も目がない。だって1992年（平成４
年）に彼が新党「希望」を旗上げして参院選に立候補した時も、惨敗した。
こんな偉大な男を落とすなんて、日本の選挙民はアホだ。馬鹿だ。もう選挙
なんかいらない。民主主義もいらない。この参院選では藤本さんの他、野村
秋介さんも立ったが、やはり惨敗した。この二人が議員になってたら、日本
の政治も、もっともっとよくなってたのに。
　この選挙の前、僕は藤本さんに呼び出されて何度か会った。千駄ヶ谷の飲
み屋に呼ばれて話した。藤本さんのような人が国会に出たら面白いと思っ
た。だが、日本の選挙民は阿呆だから藤本さんの偉さが分からない。それに
新党「希望」じゃ、とても希望はない。ムリだろうと思った。醒めていたん
ですな。でも、やる気満々の藤本さんを前にしては言えない。「今の政治に
不満を持ってる人民はたくさんいる。それに学生運動をやった人間はこれだ
けいる」と、具体的な数字を見せる。そして、生協運動をしてる人、エコロ
ジー運動をしてる人、市民運動をしてる人…などの組織、個人名、数字をあ
げる。「だから大丈夫ですよ。必ず僕は通ります」と言う。「もしかしたら
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『希望』から３人は通りますね。僕の計算ではそうなる。どんなに最悪の
ケースでも、僕一人は通りますよ」と言う。こんなに頭のいい人が、なぜ選
挙になると、こんなに甘い、楽観的な希望を持つのか。驚いた。選挙は魔物
だと思った。それよりは、学生運動を再建し、国会を取り巻いて革命を起こ
して首相になった方が早いのに。と思った。
　この点、新党「風の会」をつくって立候補した野村秋介さんもそうだっ
た。「風の会」は10人たてたが、「３人はいける。最悪のケースでも俺一人
は入る」と野村さんは言っていた。「一人が入ったら、途中で交替し、任期
中に10人全員に議員になってもらう」と言っていた。そんなことが出来るの
かなと思った。週刊誌の有能な記者だったＡさんを引き抜いて、「第一秘書
になってもらう」とも言っていた。藤本さんも野村さんも、よもや落選する
とは思ってなかった。絶対の自信を持っていた。ところが落選した。その
ショックは大きかった。そして、この後の二人の運命を大きく変える。
　選挙は魔物だ。人間を虜にする。平成４年の参院選がなければ…。二人が
立候補しなければ、あるいは、二人が当選していたら…。二人とも死ぬこと
はなかったろう。これは言える。「風の会」は選挙中、「週刊朝日」に「虱
（しらみ）の会」と揶揄され、野村さんは朝日を相手に闘った。そして翌93
年（平成５年）10月20日、朝日新聞社社長と会談中に自決した。
　藤本さんは、この選挙の敗戦直後から急激に体調をこわした。糖尿病にな
り、さらに肝臓ガンになり、入退院を繰り返し、最後は肺炎を併発し、帰ら
ぬ人となった。最近の病状を知っていたので、「やっぱり駄目だったのか」
と思ったのだ。今年の１月16日(水)、松崎明さんの出版記念会で会ったのが
最後になった。ゲッソリと痩せていた。「肺ガンの手術をしたばかりなんで
すよ」と言っていた。「自然食をやってるのにどうして病気になんかなるん
ですか。自然食で撃退したらいいでしょう」と僕は言った。「そうはいかな
いんですよ。鈴木さんも甘いな」と藤本さんはこう反論した。
　その前に、平成４年の参院選の話だ。思い出したので書いておく。立候補
する前に藤本さんとは何度か会った。その時、やたらと野村さんのことを気
にしていた。「今はもう右も左もありません。一度、じっくり話し合ってみ
たい。それを週刊誌に載せてもいい。そうしたらお互いの選挙にも弾みがつ
くでしょう」。それはいいと思った。なんなら二人で新党をつくってもい
い。しかし、もう二人とも別々の党を発表してるからこれは無理か。でも、
二大スターを対談させたら面白いし、盛り上がる。「分かりました。野村さ
んを説いて実現させましょう」と言った。薩長連合を計る坂本龍馬のような

主張160 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

3 / 6 09/12/14 2:11



気分だったね、あたしゃ。
　ところが、野村さんは乗ってこない。「やだよ」とケンもホロロに断られ
た。「何が『希望』だ。俺には絶望しかねえよ」と言う。こういうと藤本さ
んを馬鹿にしてたようだが、違う。藤本さんを評価していた。しかし、「今
は風の会のことで精一杯だ」と思っていた。全国の多くの人に支持されてい
る。「まァ３人は通る。悪くても一人は通る」と言っていた。そのために
も、風の会に全力を尽くして、「変な動き」はしたくない。そう思っていた
んだ。これが選挙の前でなかったら、気軽に会ってもらえたのに…と残念
だ。仲介したのが僕だったからダメだったのかもしれない。それは反省して
いる。
　ともかく、この10年前の選挙が二人の英雄の運命を変えた。この10年前
の参院選がなかったら、二人とも今でも存命してたかもしれない。さて、今
年の８月６日(火)の話だ。この日、目黒さつき会館で、松崎明さん（ＪＲ東
労組顧問）の「鬼が嗤（わら）う」（西田書店）の出版記念会が行われた。
僕は巻末で対談しているし、「乾杯の音頭」をさせられた。「元革マル・
２」の出版を祝って「元右翼」の僕が乾杯したんだ。組合員も戸惑ってい
た。この時、松崎さんに言った。
　「今年１月の『鬼の咆哮』（毎日新聞社）の出版記念会の時に藤本敏夫さ
んとここで会いました。それが最期でした」と。そしたら、「それは記憶ち
がいですよ」と言われた。その時は、藤本さんは来てなかったという。去年
の10月の「松崎明を励ます会」に来たんだという。そうか、新宿のＪＲビル
の最上階のレストランで会ったのか。しまった。『週刊新潮』に取材され
て、「今年１月に会ったのが最期だ」といったけど、10月だったんだ。訂正
しようにも、「週刊新潮」（８月15・22日号）はもう出ている。
　去年の夏に肝臓ガンを手術して、その直後だったんだ。自然農法をやり、
自然食品を食ってんのに、なぜ糖尿病になったり、肝臓ガンになったりする
んだろう。それが不思議で訊いた。「長い間、獄中にいたから、それが悪
かったのですか」と訊いた。
　「いや、獄中はよかったんですよ。規則正しい生活をし、健康食だし。内
ゲバの心配もないし、ホッとしてましたし。ただ、出てきたら、皆『ごくろ
うさん』といって毎晩、ごちそうしてくれるんです。そして酒です。それで
糖尿になったんです」
　なんとも、かわいそうな話だ。といって「体のために大衆食堂で食べま
しょう。酒はなしです。枝豆とホーレン草だけを心ゆくまで食べて下さい」
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とも言えないだろう。僕ならその方が嬉しいが、出獄後の人の「歓迎」には
ならないだろう。「それと、もう一つ大きな原因があるんです」という。佐
世保のエンプラ闘争の時に、放水やガス弾をいやというほど浴びた。「実は
その中に…」という。余りにもショッキングな話だった。それが命を縮めた
んだという。じゃ、権力の〈殺人〉じゃないか。権力の「謀略部隊の犯罪」
のようだ。
　「まるで広瀬隆の世界ですね」と言ったら、「その通りですよ」と藤本さ
んは言っていた。広瀬の本に『ジョン・ウエインはなぜ死んだか』（文春文
庫）という本がある。それと似てると思った。だから、そのことを『週刊読
書人』に書いた。最近出た広瀬の『世界石油戦争』（ＮＨＫ出版）の書評を
頼まれて書いたのだ。だから、藤本氏の「死の謎」についてはそっちを読ん
でほしい。
　その死について、もう一度『ジョン・ウエインはなぜ死んだか』を読んで
みようと思い、新宿の紀伊国屋に行った。店員さんに言ったら、探してくれ
た。「なぜ死んだか」という見出しを出す。エッ？と思った。「なぜ死んだ
か」本がそんなにあるのかと思った。ところがあるんだね、ズラズラと30冊
以上出てくる。『支店長はなぜ死んだか』『岡田有希子はなぜ死んだか』
『井島ちずるはなぜ死んだか』…。あれ、『井島…』は聞いたことがあるな
と思ったら、僕もその中で書いてるじゃないか。このＨＰでも紹介したよ
ね。
　他にも、『塩見孝也はなぜ死んだか』『ドタキャンスキーはなぜ死んだ
か』という本もある。こっちは隣で、チラッと盗み見したんだから、正確
じゃないが、多分、あったような気がする。
　でも『ジョン・ウエインはなぜ死んだか』は何故か絶版になっていた。あ
んなにいい本なのに。権力（公安）の謀略なんだろうか。紀伊国屋といった
が、高島屋スクエア店にいったのだ。しかたないから菊池寛の『真珠夫
人』（文春文庫）を買ってきた。そうだ、５階の「軍事問題」のコーナーに
は江畑謙介やら兵頭さんの本がある。それに何と「全共闘」。その隣には
「鈴木邦男」のコーナー。オッ！　おらは「軍事関係かよ」と驚いちゃっ
た。
　藤本さんから話が飛んじゃったね。「週刊読書人」が出たら、又、「藤本
敏夫はなぜ死んだか」について書きましょう。今のところは、ライターの仁
義として、タネ明かしは出来ません。でも、本当に惜しい人でしたね。日本
の首相にだってなれた男だ。もったいない。
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〈お知らせ〉「レコンキスタ」（８月１日）がやっと出ましたね。僕の連載
「平成文化大革命」では、「天才作家と同時代に生きる幸せ」を書いていま
す。「幸せ」と「感動」と「歓喜」を感動的に書いています。読んでみて下
さい。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年8月26日
全ては「東京オリンピック」から始まった

　「あっ、あの映画は昔見たからいいや」と思っていても、もう一度見ると
新たな発見をし、新たな感動をすることがある。前回取り上げた
「ＲＥＤＳ」（1981年）もそうだ。20年前に見た時よりも今の方が感動す
るし内容もよく分かる。今回取り上げる市川崑監督の「東京オリンピッ
ク」（1965年）も、まさにそうだ。単にオリンピックの記録映画ではな
い。その当時の〈日本〉を伝えるドキュメントだ。そして、（いい映画は全
てそうだが）、〈未来〉を予知している。
　たとえば…。この頃、ドイツは東西に分断された国家だった。ところが、
両国の選手は「統一ドイツ」として参加した。だからどっちの国旗も使わな
い。オリンピック旗と似た「統一ドイツ旗」を先頭に入場行進をする。メダ
ルを取った時も、この旗をあげる。歌はどうするのかって？　「統一ドイツ
の歌」を流す。別に、そんな歌を作ったわけじゃない。ベートーベンの歌
（「歓喜」だったかな）を流す。凄い！と思った。東西対立の冷戦まっ只中
の時代に、こんなことが出来たのだ。スポーツの方が政治の先を行き、超え
ている。でもその後は又、別々の二国としてオリンピックに出る。でも、
「統一ドイツ」の夢の方が正しかったんだ。このずっと後だが、ベルリンの
壁は崩れ、政治的にもドイツは統一した。40年近くも前に、オリンピックは
「今日」を予知、予言していたのだ。
　東京オリンピックは1964年10月10日から10月24日まで東京で行われ
た。それを撮った映画「東京オリンピック」は1965年に上映された。記録
的な大ヒットになった。僕は大学２年生だった。勿論、見た。乃木坂にある
「生長の家学生道場」にいて、日々、宗教的修業の生活を送っていた。スト
イックな日々だった。テレビなんか無い。所有を禁じられていた。いや、許
可されてたとしても、そんな高いものを貧乏学生が買えるはずもなかった。
64年のオリンピックそのものも、だから、ほとんど見ていない。親類の家に
遊びに行った時に、ちょっと見せてもらう位だ。あとは大学に行く途中に、
電気屋の前で見たとか。
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　もしテレビがあったら、きっと朝から晩まで見ていただろう。見たいけど
見れないという「飢え」「渇き」があったから、65年の映画「東京オリン
ピック」はワクワクして見に行ったし、感動した。かなり細部まで覚えてい
る。だから今さら見ても…と思った。それに昔の記録映画じゃないか。今、
見る意味があるのかよ、と思った。
　でも、これが間違いでしたね。「過去に見るべきものがない」「今の方が
進んでる」と思ったこの男（オラだけど）は馬鹿でした。傲慢でした。思い
上がってました。阿呆でした。見て驚きました。全く、「新しい体験」でし
た。これは初めて見る映画じゃないか。37年前は何も見てなかった。何も感
じてなかった。そう思い、ショックを受けました。37年前、確かに見てい
た。でも、何も見てなかった。考えた。でも、何も考えてなかったんです。
　そう言ったら、37年前の僕は可哀そうか。当時、学生として必死に考え、
必死に生きていたんだ。でも、考えが幼かった。又、その後の37年間の自分
の歩み、日本の歩み、世界の歩みが、「見る眼」を変えたんですな。東西ド
イツの統一チームについてもどう考えたらいいのか分からなかった。又、そ
の時は予測もつかないことが一杯あった。マラソンで３位になった円谷幸吉
がその４年後に自殺するとは思わなかった。柔道の重量級で優勝した猪熊功
選手が35年後に事業の失敗から自殺するとは思わなかった。
　確か、マンガの「ヤワラちゃん」は、猪熊ヤワラというんでしたよね。こ
の東京オリンピックの勝者にちなんで作者はつけたんですよ。それだけ〈猪
熊〉は柔道を代表する名前だったんです。猪と熊なんて、名前からして強そ
うですよね。野口英世のお母さんの名前はシカ、姉はイヌという名でした
ね。と、フッと思い出した。強く育つようにと付けたんでしょう。クマとい
う女の子もいたでしょう。クマさんが猪熊さんに嫁いだら、猪熊クマか。
「クマ」で因数分解が出来ちゃうな。文学史の本を読んでいたら、樋口一葉
は本名が夏だった。家が没落し、女の細腕で必死になって働き、書いた。そ
して一家を支えた。没落前は夏目漱石とも縁があったそうで、漱石と結婚す
る可能性もあったという。「そうしたら夏目夏になっていた」。真面目な文
学史の本なのに、ここで笑ってしまった。左右どっちから読んでも夏目夏
だ。そして夏で因数分解出来る。昔、オリンピックに出た「何とかスズ」と
いう水泳選手がいたな。その後、鈴木さんと結婚して「鈴木鈴」となった
（という話を聞いたような気がする）。
　このスズさんは若くて可愛らしかったけど、メダルは取れなかった。「せ
めて銅メダル位は…」と期待を持たれたがダメだった。試合後、記者会見し
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て言ってた。「名前がスズだけに、どう（銅）にも届きませんでした」。
ヒャ、凄いことを言うね。でも敗けた直後にこんな洒落たことを言えるだろ
うか。誰かが作った話かもしれない。そういえば、この話、志の輔さんの落
語会で聞いたような気がする。
　では、東京オリンピックに話を戻す。この時、日本は金16、銀５、銅８を
とった。開催国の意地を発揮したんですな。すごい。とりすぎだ。メダル獲
得数は米ソに次いで３位だ。こんな好成績は、もうないでしょうな。この勢
いは、なんか、今回のＷ杯の韓国を見るようですな。韓国はサッカーに出る
と、お金ももらえるが、兵役も免除だ。だから、Ｗ杯は〈戦争〉のつもり。
彼らは〈兵士〉なんですな。強いわけですよ。
　東京オリンピックの時の日本人選手も、〈兵士〉でしたね。「兵役免除」
だったし。あれっ、兵役なんかないか。軍隊なんかないんだし。でも、マラ
ソンの円谷幸吉は自衛隊だった。兵士だった。１位のアベベの後についで国
立競技場に入ってくる。おっ、２位だ。と思ったら、後から来たイギリスの
ヒートリー選手に、もうちょっとの所で抜かれてしまう。もう200メートル
位じゃないか。死ぬ気で頑張れよ！と見ていて思ったが、もう全力を出し尽
くしていたんでしょうな。無念にも抜かれて３位。でも堂々の銅メダルだ。
　ところが、「次は金だ」とプレッシャーをかけられる。そして数年後、
「もう走れません」と遺書を残して自殺した。27才だった。戦死だね、これ
は。遺書は泣かせるよね。親類の人、知り合いの人への感謝、感謝に満ちて
いる。それも、ごちそうになった食べ物の話ばかりが並んでいて、涙を誘
う。『戦後史開封・３』（産経新聞社）に円谷選手の遺書が載っている。遺
書は二通あって、一通は上司に、もう一通は家族あてだ。僕らが記憶してる
のは家族あてのもので、作家の川端康成や三島由紀夫らが高く評価した。こ
の遺書はまさに文学になった。

　「父上様、母上様、三日とろろ美味しうございました。干し
柿、もちも美味しうございました。
　敏雄兄、姉上様、おすし美味しうございました。
　克美兄、姉上様、ブドウ酒とリンゴ美味しうございました。
　巌兄、姉上様、しそめし、南ばん漬け美味しうございまし
た。」

　そして、親類一人一人の名前をあげて、感謝の言葉を綴る。初めて読んだ
時、ショックだった。一体この遺書は何だ、と思った。食い物のことだけ
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じゃないのか。それとも、死ぬ時は、他のことは全て忘れて、食い物のこと
だけが鮮やかに思い出されるのか。自分だったらどうだろう、と思った。こ
んなには覚えてない。何を食べさせてもらったか覚えてない。誰にも、何も
食べさせてもらわなかったのか。その点、円谷は幸せだったのか。そうそ
う、あるパーティで、出版社の人に挨拶し、お礼を言った。「この前は叙々
苑で焼き肉をご馳走になりありがとうございました。とても美味しうござい
ました。木村君もとても喜んでました」と。でも相手はポカンとしている。
話が続かない。流れない。ギコチない。変だなと思って木村君に訊いたら、
「焼肉をおごってもらったのは他の人ですよ」。たった１ヶ月前なのに、完
全に忘れてた。ご馳走になったことだけは覚えていて、他の人に礼を言った
んだ。「鈴木もボケたな」と思われたかもしれない。
　その点、円谷は凄い。よく覚えている。細かいことまで覚えている。ブド
ウ酒、養命酒、モンゴいか、…と具体名をあげて、「美味しうございまし
た」という。焼き肉や、すき焼き、しゃぶしゃぶ、中華、フランス料理なん
ていう贅沢なものはない。時代も貧しかったんだ。それだけに遺書も美しい
ものになっている。あるいは、マラソン選手として食事は徹底的に管理制限
されていたのかもしれない。食べたくても食べれないのだろう。だから、練
習が終わり、家に帰った時に家族や親類からご馳走になった食べ物が、強く
記憶に残っているのだろう。遺書の最後はこう結ばれている。

　「父上様、母上様、幸吉はもうすっかり疲れ切ってしまって走
れません。
　何卒お許し下さい。
　気が休まることもなく御苦労、御心配をお掛け致し申しわけあ
りません。
　幸吉は父母上様の側で暮らしとうございました」

　川端や三島が絶讃した理由も分かる。戦後の人なのに、何やら戦前の人の
ような錯覚をおぼえる文章だ。律義だ。武士だったんだ。戦死だったんだと
思う。
　柔道の重量級で優勝した猪熊功選手も、その後自殺したと言った。その後
といっても、円谷とは違い、オリンピックから30年以上もたった去年の話
だ。自分で仕事をしていたがうまくいかずに借金まみれ。それで自殺した。
「こんなに強い人が自殺するのか？」と驚いた。肉体的に強ければ、それが
自信となって精神的にも強くなる。そう思っていた。ところが違ったのだ。

主張161 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

4 / 8 09/12/14 2:12



いくら強くとも、借金は投げ飛ばすことはできない。柔道技ではどうしよう
もなかったのだろう。
　この東京オリンピックでは、アマレスの渡辺長武選手も優勝した。この人
は僕の知り合いだ。プロレス会場などでもよく会う。「金メダリスト」だと
は知っていたが、映画「東京オリンピック」で見て、ビックリした。こんな
強い人だったんだ。「アニマル渡辺」と言われた。映画には、八田一朗さん
も出ていた。日本アマレス協会の会長だった人だ。この人も僕は知ってい
る。アマレスと共に合気道もやっていた。青山にレスリング会館があった
時、ここで合気道の稽古をしていた。僕は乃木坂にある「生長の家学生道
場」にいたので、歩いて20分位のこの会館に行って、習った。
　合気道を教えてくれたのは富木謙治、大庭英雄という先生だった。八田さ
んは顧問的な存在で僕らにも教えていた。国会議員になりたての小渕恵三さ
んもよく来ていた。この頃の話は、『言論の覚悟』（創出版）に出ているの
で読んでくだしゃい。
　ところで、渡辺長武さんとはどこで知り合ったのだろう。八田先生の紹介
か。違う。ウーンと考えて、分かった。『新雑誌Ｘ』の丸山実さんだった。
たしか、この雑誌で、「オリンピックとナショナリズム」の企画があって、
その座談会に僕が出た。この時、渡辺さんと、当時、専修大学教授だった松
浪健四郎さんが出ていた。そこで知り合ったのだ。「もの凄く強い人だけ
ど、社会人としては失敗つづきで、かわいそうな人だ」と丸山さんは紹介し
てくれた。変な紹介だなと思った。でも本当だ。世界の頂点を極めながら、
社会に出てからは不遇だった。いいところに勤めたんだが、個性が強すぎる
のか、まわりの人達とうまくゆかなくてすぐにやめる。そんな連続だったら
しい。もったいない話だ。
　そうそう、柔道では、無差別級でヘーシンクが優勝したんだ。神永昭夫を
押さえ込んで、一本。「柔道日本」の神話が崩れた日だ。それも、一本で、
アッという間に投げられたのなら、まだいい。負けた方も、「しまった！」
と思って、それで終わりだ。チクショウ、いい技を食っちゃったな、と。と
ころが押さえ込まれて、30秒というのは屈辱的だ。押さえ込まれた人間に
とっては実に長い30秒だ。見てる方は無責任だから、「バカヤロー、はね返
せよ！」「なんで逃げられねえんだ」と思う。ところが、ガッチリ決まった
ら、とても逃げられやしない。何か、晒し者にされた気持ちで、敗者の状態
が延々と続く。実にいやなもんだ。
　ともかく、映画「東京オリンピック」を見てると、いろんなことを思い出
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す。〈日本〉そのものを考えさせられる。女子バレーが優勝したのもこの時
だったな。あれも一大ブームになった。監督の大松博文は一躍、国民的英雄
になり、その後、国会議員になった。アマレスの八田一朗会長も国会議員に
なった。渡辺長武さんも、国会議員になればよかったのかもしれない。円谷
も、「もう走れませんから、国会に出ます」といって転向すりゃよかったん
だ。
　この映画は〈日本〉だけではない、〈世界〉について考え、訴えている。
いい意味での「政治的メッセージ」がある。ラストにこんな字幕が流れる。
「人類は４年に１度、夢を見る。しかし、世界平和を単なる夢にしておいて
いいのだろうか」と。いいねえ。東西ドイツの統一チームにしても、世界平
和の〈夢〉を実現しようという意気込みがある。
　又、市川監督は秘かに、リーフェンシュタールへの対抗心があったに違い
ない。だって、「オリンピックの映画」といえば誰だってまず、あのベルリ
ン・オリンピックの記録映画を思い出すからだ。ベルリン・オリンピックは
1936年。今から66年前だ。ヒトラーが国威発揚のため、ドイツの全てをか
けて開いたオリンピックだ。又、若く美しい女性監督レニ・リーフェンシュ
タールに、このオリンピックの記録映画を撮らせた。彼女はヒトラーの愛人
だったという噂もある。しかし、映画は素晴らしい出来だ。66年後の今見て
も感動する。ビデオにもなっている。「民族の祭典」「美の祭典」と二巻に
なっている。光と影のコントラストが美しいし、スポーツというよりも芸術
的な映画だ。ヒトラーは、あらゆる協力を惜しまなかったし、金も人間もか
けた。技術と創意工夫の全てをかけた。「ナチスの宣伝」の為に作ったが、
それを差し引いても、素晴らしい映画になっている。
　彼女は今も生きている。90才を越えている。数年前に「レニ」という映画
を作った。ＢＯＸ東中野で上映されたので見た。若い愛人と一緒に住み、海
に潜ったりして映画を撮っている。今撮っている映画、昔撮った映画が紹介
される。又、彼女の生き方が紹介される。ヒトラーも出てくる。ニュールン
ベルグのナチス党大会の模様も映し出される。夜、松明の灯りの中でヒト
ラーが演説する。それに熱狂する20万人の人、人、人。こんな場にいたら、
簡単に洗脳されるだろうなと思った。たとえ洗脳されてもいいから、その歴
史的瞬間に居合わせたかった。そんな気にさせる映画だ。この「レニ」もビ
デオ屋にあるから、借りて見たらいい。（僕は新宿ツタヤで見た）。
　それにしても、「全ては東京オリンピックから始まった」と言えるな。こ
こから高度成長が始まり、〈豊かな日本〉が始まった。1959年に皇太子さ
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まと美智子さまの結婚式があり、そのパレードを見ようと皆、テレビを買っ
た。1964年のオリンピックでは、今度は「カラーで見よう」と、カラーテ
レビが各家庭に普及した。テレビのワイドショーも始まり、映画はすたれ、
テレビは娯楽の中心になった。大宅壮一はテレビは「一億総白痴化」の元だ
と言ったが、実際そうなった。
　オリンピックの開会式は64年10月10日だが、東海道新幹線は10月１日に
開通だ。９月１日にはモノレールが開通してた。ホテルニューオータニが開
業したのもこの年だ。「平凡パンチ」が創刊され、森田拳次のマンガ「丸出
だめ夫」が流行ってた。11月17日に公明党が結成された。いろんなことが
あった年だ。そうだ。４月には「ミロのビーナス」が日本に来たんだ。僕も
見に行った。大学の授業を休んで見に行った。６時間も並んで、この「美
女」を見た。今見ておかなければ、一生見れないと思った。確か、実践女子
大の女の子と見に行った。それが又、後に大変なドラマになろうとは…。神
ならぬ身の知りようはずがない。その話は又、次の機会に。
　10月10日の開会式には皇太子さま、美智子さまも出席されている。美智
子さまの何と美しいことか。ハッと息をのむほどだ。このシーンを見ただけ
でも1800円の価値はある。あっ映画じゃないんだ。ビデオだと370円か。
じゃ、370円の価値がある。（何か安っぽいな）。生まれたばかりの浩宮さ
まも映っていた。又、９月30日には義宮さまと津軽華子さまが結婚され、常
陸宮家を創立された。ご夫妻も開会式に出席されていた。又、今の開会式の
ようにゴテゴテしてない。開会式で〈物語〉をつくろうとしない。（芝居を
見に来たんじゃないんだし、やめてほしいね、あれは）。この時は、実にシ
ンプル。シンプル・イズ・ビューティフルだ。入場行進し、昭和天皇が開会
宣言をし、あとは鳩を放つ。それで終わりだ。いいねえ。閉会式は10月24
日で、こっちは、スタンド中、自由に入り乱れてのフィナーレ。開会式との
コントラストが実にいい。みんなもビデオを借りて見たらいい。暑い夏の
日、「東京オリンピック」を見ながら〈世界〉について考えるのもいいだろ
う。
　あっ、最後に付け加えておくけど、「東京オリンピック」は〈４年に１度
の夢〉というよりは、言わば、「つかの間の平和」だった。だって60年代後
半は、日本も世界も大激動期に突入する。東京オリンピックの終わるのを
待ってたかのように…。中国の文化大革命がある。ベトナム戦争が激化し、
世界中に反戦運動がまき起こる。その波をモロに受けて日本でも全共闘運動
が学園に拡がる。学園ではストが、街頭では機動隊との乱闘が繰り返され
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る。それに反撥し、右派の学生運動も起こる。三島由紀夫は「楯の会」をつ
くる。そして〈70年決戦〉へ向けて左右はひたすら突っ走る。そんな「嵐の
前の静けさ」というか、「平和を考える」平和なエアポケットだったのかも
しれませんな。いやいや、やはり、全ては東京オリンピックから始まったの
でせう。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年9月2日
「疑惑の日の丸」。そして「竜馬の秘密」

　よし、決めた！　天才歌人・酒井徹君には毎週書いてもらおう。この僕の
「主張」は毎週月曜日に更新するから、同時に酒井君の「主張」も更新す
る。「主張」の表と裏じゃわいな。皆も、「主張」を二倍楽しめる。「酒井
徹の裏主張」でもいいし、「裏正論」でもいい。コーナーが出来るまでは
ＢＢＳで書きねえ（ファルコン注：いやいや、BBSと言わず今週よりコー
ナー化しました。大阪まで出張って口説いてきたんですから、これ位はやり
ますよ（得意））。そうだ。月曜といわず、毎日やってくれよ。そうしたら
視聴率もグーンと上がる。レベルも上がる。「若者たちの神々」や「朝日新
聞インタビュー事件」だけでなく、いろんな本を取り上げてくれたらいい。
「じゃ、読んでみようか」とオラの他の本も売れる。
　月刊「創」の投稿欄にも毎月書きなよ。それと、「噂の真相」「週刊金曜
日」にも。そしたら三誌に〈連載〉を持ったも同然だ。そのうち、「ぜひ本
当の連載を」という話もくる。そうなるように頑張りなせえ（ファルコン
注：マジそうなると良いですねー）。
　酒井君の文を読んで、オラもやる気を起こした。だから、今週は「日の丸
の秘密」について書いてやる。永六輔さんは言う。「日の丸は日本の旗じゃ
ありません。滅ぼされた賊軍（徳川幕府）の旗です。それでオラを論破した
気になっている。でもオラは全く気にしない。動じない。「いいじゃないで
すか。賊軍の旗が国旗になってるなんて。心が広い国ですよ日本は。そんな
寛容な国は世界中探したって、どこにもありませんよ」と言っている。「鈴
木さんは自虐的だから」と永さんは言うが、〈自虐〉こそ日本文化なんだ
よ。
　最近、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』（文春文庫）を読み返した。大学時代
の愛読書で、何回か読んだ。読むたびに新鮮だ。感動する。そして、初めて
読んだ頃、つまり学生運動に入りたての頃を思い出す。これを読んで、「オ
ラも竜馬になったるたい」と土佐弁で決意した。そして全共闘と闘った。で
も、連中もこれを読んでいて、「何ばいうちょると。わしらこそ竜馬じゃき
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に」と思っとったんやね。つまり、昭和の「竜馬」と「竜馬」が闘っていた
んじゃ。「竜馬」の内ゲバだ。こう見ると学生運動も分かりやすい。
　書きたいことは一杯あるが、今回は「日の丸」だ。幕府の旗は「日の丸」
で、官軍は「錦旗」だ。砂塵、砲煙の中では敵、味方はよく見えん。そうす
ると、官軍は「日の丸」を目がけて鉄砲を撃った。そこに賊軍がいるから
だ。又、「日の丸」を目がけて斬り込んだ。竜馬は海戦で幕府軍と闘った時
は、霧で敵の船がよく見えない。だから、「日の丸を目がけて大砲を撃
て！」と指示した。沖縄国体で「日の丸」を引きずり下ろした知花昌一どこ
ろじゃない。横浜の市議会で「日の丸」を引きずり下ろして除名になった議
員もいたけど、これも大したことはない。なんせ、竜馬は「日の丸」に大砲
をぶっ放したのだ（ファルコン注：良い標的だったんだ。やっぱり）。
　文久三年の８月７日、徳川幕府は対外的なつきあいの上で国旗を定める必
要に迫られ、「御国標（ごこくひょう）としてこれを用うべし」という公達
をした。これは司馬遼太郎が書いている。この「日の丸」はなかなかいい意
匠だ。というので、ヨーロッパの小国が幾らかで売ってほしいという交渉に
きた。もし売っていたら大変だった。「そんな心配はない」と言われるかも
しれないが、実は、あった。
　徳川時代ではその心配はなかったかもしれないが、徳川幕府が倒れ、明治
になってからは〈心配〉はあった。だって、「日の丸」は賊軍の旗だ。「こ
んなものは気色悪い。敵の旗だ。この日の丸によって、官軍の仲間がどれだ
け殺されたかしれない」と、「日の丸」に怒り、怨みを持つ者も多かった。
大東亜戦争の時のアジアの民衆のようだ。「血に汚れた日の丸なんて見たく
ない。焼いちまえ」と思う人々も多かった。もしオラが明治政府の高官だっ
たら、「日の丸」なんか外国に売っ払ったね。
　だって徳川幕府は、「日の丸」を押し立てて、官軍と戦ったのだ。『竜馬
がゆく』では、こう書かれている。

〈日の丸が御国標に決まりはしたが、実際に用いているのは、幕
府の陸軍と艦船だけであった。だから、のち、鳥羽伏見の戦い以
降、関東戦争、東北戦争、函館戦争とつづくいわゆる戊辰（ぼし
ん）戦争で、官軍は日月の錦旗を用い、幕府は日の丸を用いた〉

　つまり、会津の白虎隊も、函館に逃げた新選組の土方歳三も、「日の丸」
を立てて戦い、破れたのだ。西郷や大久保、桂ら官軍は「日の丸」に大砲を
撃ち込み、「日の丸」を蹴散らし、勝ったのだ。官軍は賊軍の「日の丸」を
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引きずり下ろし、ツバを吐きかけ、足で踏みにじり、火をつけて燃やした。
賊軍の象徴なんだから仕方がない。
　でも映画でもテレビでも、こういうシーンはやらない。官軍が「日の丸」
を燃やしてるなんて迫力あるじゃないの。でも、やらん。おかしい。そして
何故か、幕府軍は葵の旗になっている。ウソだ。日の丸を立てて闘い、敗れ
たのだ。でも、それを描くと右翼に攻撃されると思ってやめたのか。あるい
は、「日の丸」の暗い過去に触れるのがつらいのか。
　そして、明治の御一新になった。〈革命〉が起きたんだから、本当なら、
国名も変え、国旗も変える。僕が官軍だったら両方とも変えてやる。薩摩と
長州が作ったんだから「薩長国」にしてやる。同志の血を吸って、汚れてい
る「日の丸」なんか、誰が国旗にするものか。錦旗を国旗にする。あるいは
薩摩の旗を国旗にする。又は、徳川に滅ぼされた豊臣秀吉の千成瓢箪を国旗
にする。あるいは、反徳川で闘った真田幸村の六文銭を国旗にする。
　普通だったらそう思う。「日の丸」を先頭に戦った旧日本は敗けたんだ。
滅んだんだ。こんなものは見たくもない。そう思う。ところが、明治政府
は、「日本」という国名をそのまま使った。又、賊軍が使っていた旗をその
まま「国旗」として認めた。明治３年１月のことだ。
　これはどうしたことか。何というアホな国か。いや、何という寛容な国
か。それだけではない。革命に成功した武士は、皆、刀を捨てた。藩もなく
した。いや、武士そのものさえ無くした。大東亜戦争では敗けた日本がアメ
リカに武装解除され、「平和憲法」を押しつけられた。しかし、明治維新で
は、勝った官軍が自ら武装解除し、武士すらもなくしたのだ。何という偉大
な自己否定！　偉大な自虐精神！
　そこで、「日の丸」だ。なぜ、賊軍の旗をそのまま国旗にしたのか。本来
なら錦旗を押したてて勝ったのだから、錦旗が国旗になるべきだ。ところが
外国人に聞いてみると、「それではおそれ多いだろう」となった。又、薩摩
や長州の旗でもマズイ。豊臣でも困る。「しかたない、賊軍の旗だが、昔か
ら対外的には我が国の旗として認められたんだから」…と、「日の丸」で行
くことにした。日本人もアバウトだったんですな。では、いつ頃から「日の
丸」は使われてたかというと、秀吉の頃かららしい。『竜馬がゆく』による
と…。

〈日の丸の歴史は古いようだが、豊臣秀吉が朝鮮に攻め入ったと
き、日本軍の総旗としてこれを用いた。このとき加藤嘉明の家来
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で有名な豪傑塙団右衛門直次が、畳何枚というような大日章旗の
旗手であった、という記録もある
　秀吉が、ごく何気なくこの旗を用いていることをみると、国家
標識にはこれを用いるという習慣が古くからあったのであろう。
薩摩の島津家では、このときから船旗として用いるようになっ
た。幕議で、「御国標」をきめるとき、島津家のこの船旗を参考
とした〉

　この最期の行に注目してほしい。賊軍の旗ではあったが、薩摩ではずっと
使われ、それを参考にして「国旗」にしたのだ。ことが複雑だ。「日の丸」
は賊軍の旗だ。と同時に、官軍の薩摩の旗でもあったのだ。だから、薩摩が
中心になり、「日の丸」でよかじゃなか…と、なったのだ。徳川幕府が使う
前から薩摩が使い、その前に秀吉が使っていた。徳川から賊軍として滅ぼさ
れた豊臣政権の旗だったのだ。関ヶ原の仇うちのようだ。薩摩も長州も関ヶ
原の敗け組だったし。
　「日の丸」は明治政府にとって、賊軍徳川の旗だった。しかし、その徳川
の賊軍・豊臣の旗でもあった。二重否定はより強力な肯定になる。というわ
けで、「日の丸」が日本の国旗になったのだ。奇妙な話だ。
　これはいろんな所で紹介したが…。世界の右翼団体の紹介を前に、テレビ
でやっていた。アメリカの極右団体が出ていた。何と、彼らの集会で星条旗
に火をつけたのだ。「こんな旗は我々の旗ではない！」と言って。つまり、
今のアメリカの現状に耐えられないという憂国の情が昂じたものなんだ。憂
国と反日（いや、アメリカだから反米か）は紙一重だ。「腐敗した金持ち
と、ホモの国。こんな下らない国を象徴しているのが星条旗だ。我々はこん
な旗を国旗として認めない！」といって焼く。そして、何と南軍の旗を出し
て掲げる。そう、南北戦争で、リンカーンによって撃ち滅ぼされた〈正義の
国〉南軍ですよ。
　だったら、日本でもやったらいい。右翼の集会で。「こんなものは我々の
旗じゃない。天皇さまに手向った賊軍・徳川の旗じゃないか。燃やしちゃ
え！」といって…。あっ、いかん、いかん。こんなことを言うから右翼に狙
われるんじゃな。「朝日新聞インタビュー事件」どころじゃないな。
　では、竜馬に話を戻す。せっかく、『竜馬がゆく』を再び読破したんやか
ら、嬉しくて、「竜馬ファン」サイトにカキコしてやった（ファルコン
注：…ホント？アヤシイなあ）。そしたら見知らぬ土佐娘からメールがき
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た。土佐娘も全巻読破したという。「どこが良かったとですか」と訊いた
ら、「12才まで寝小便たれだったこと。それに勉強が全然できなかったこ
と。落ちこぼれやったんね。それにぶ男やったし。でも時代の嵐の中で目覚
めて革命家になってゆく。その普通人（以下）の成長物語に感動した」と言
う。ウーン、これじゃ、あまり竜馬を誉めとらんじゃなかね。12才といえ
ば、中学生だよ。その年まで寝小便しとったのか、このバカは。あっ、いか
ん。維新の志士に向かってバカなんて言っちゃ。
　「12才どころか、30近くになって、千葉道場で昼寝しておもらしし
ちゃったのよね。かわいい」。そんなの、かわいいかよ。きたねえオッサン
だよ。でも千葉道場の娘さな子も、「あらあら」といって笑って見つめるだ
け。暖かいよね、竜馬を見る目が。オラが女の家で寝小便したら、それで終
わりだよ。「モーロクじじいめ！」と追い出されちゃう。「ボケが始まっ
た」と、見捨てられる。いいよな、竜馬はその点。ただの寝小便たれのくせ
に。それに「日の丸」に大砲を撃ち込んだくせに。それでも維新の志士だ。
　「じゃ、鈴木さんは、本の中でどこが印象に残ってんの？」と土佐の一本
釣り娘に訊かれた。やっぱり、寝小便かな。それと立小便の話かな。35年前
に読んで、一番印象に残ってんのはそれだ。それだけをずーっと覚えちょっ
た。今回、読み直してみたら、あった、あった。なつかしくて、涙が出た。
　やっぱり、さな子と街を歩いてる時だ。突然、その辺の塀に向かって小便
をする。まるで犬だね、こいつは。そして小便しながら、さな子と話す。
　「なにをしに江戸へいらっしゃったんです」と、さな子は訊く。「軍艦を
都合するためだよ」と放尿しながら竜馬は答える。その後、原文では。

　（あきれた。--）
　さな子は、どんどん歩く。
　やがて竜馬は用足しをおわり、手についた小用のしずくを、両
びんの毛をかきあげてこすりつけた。さな子が知ったら、口をき
かなくなるかもしれない。

　うっ、バッチイ男だと思った。「竜馬になりたい」とは思ったが、オラ
も、これだけは真似できんかった。でも、小便のしずくで髪をととのえるな
んて…。ショックで、35年もずーっと覚えとった。でも、司馬さんよ、本当
にアンタ、見たんかいな、と思っちゃう。冤罪じゃないのかな。それとも、
12才まで寝小便するような奴やから、30になってもするだろう。立小便も
するだろう…。そう思って小説に書いたんだろうか。
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　でも、寝小便にしろ、立小便にしろ、いつも、現場には千葉道場のさな子
がいる。竜馬のことを好きでたまらない。だから30で寝小便しても、「あら
あら」で終わり。立小便しても、「あきれた」で終わり。いいですね。皆さ
んも、自分の彼女の愛情を試すために、やってみたらどうですか。新宿を歩
いていて突然、立小便をして、その後、しずくのついたまま、手をつなぐ。
あるいは彼女と寝てる時にお寝しょをする。それでも、「あらあら」と笑っ
ているようなら、彼女の愛情は本物だ。「キスいや」に出れるよ、きっと。
　それにしても竜馬は、きたない。寝小便だけでない。フロにはほとんど入
らない。旅ばかりだから汗と泥と埃まみれ。そしてぶ男だ。でも何故か女に
はもてる。寺田屋のおりょう。家老の娘のお田鶴さま。仇討ちを頼むお冴。
千葉道場の娘さな子。夜這いにいったお徳。いとこの春猪。それに旅の途中
でも、旅籠の娘や酒場の娘に惚れられ、すぐに出来ちゃう。竜馬は汚いくせ
に、女をひきつけるフェロモンがあったらしい。司馬は「可愛気」があった
のだと言う。今、読み返してみると、この『竜馬がゆく』は、もて男の小説
だ。竜馬のまわりは女ばかりだ。大体、子供の時だって乙女姉さんに育てら
れたようなものだ。乙女は美女だったが大女で、竜馬もこの乙女姉さんが仕
込んだ。よく二人は足相撲をやった。僕はやったことがないから分からん
が、腰をおろして、膝と膝を合わせて倒し合う相撲のようだ。昔の女性はズ
ロースなんかはいてないから、股がカパッと割れると奥の観音さまが見え
た。35年前に読んだ時はそのシーンが色っぽくて、ドキドキしたのを覚え
ちょる。
　今、気がついたが、司馬遼太郎には女は大勢出てくるが、艶っぽいシーン
は余りない。みな上品に、サラリと流している。セックスシーンで売る下品
な大衆作家にはなりたくないという〈志〉があったのだろう。そんな目的で
小説を読む人間なんか、読んでもらわなくていい。そういう気概があった。
それと同時に、真面目な人だったから、そちらの体験が余りない。「取材」
して体験するには奥さんが怖い。それで、「交わり」の描写は（必要な時で
も）実にサラリと流している。『竜馬がゆく』の中でもそうだ。ただ、例外
的なのは、おりょうと初めて結ばれるシーンだ。
　おりょうの柔らかい体に触れて、こいつは平素気の強いことを言うが、
やっぱりここは女じゃと思って、そう言う。「あたりまえですよ」とおりょ
う。「天然のふしぎというものだな。なんとなく神韻縹渺（しんいんひょう
ひょう）とした気持ちになってきた」という。「神韻縹渺」なんて難しい言
葉を本当に知ってたんだろうか、この寝小便たれが。おりょうは、（変な
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人）と呟く。あとは本文では…。

　おりょうは、緊張が解けてきた。
　とおもったとき、天地が晦冥（かいめい）したか、とおもわれ
るような衝撃を受けた。衝撃が消えうせたあと、音楽が残った。
なにか、体の中心がはじめてきく音楽を奏ではじめ、それが微妙
な痙攣をともなって全身につたわってゆく。おりょうは眼をつ
ぶっている。
　自分のからだがはげしく動いているようだが、自分にはわから
ない。自意識は、霧のように散ってしまった。残って竜馬に抱か
れている生きものは、おりょうではあるまい。愛という生きもの
だろう。体が無法なほどに動いた。やがて動きがはげしくなり、
おりょうは宙天へ昇ってゆくような気がした。
　「あっ」
と大声を出したらしい。
昇ったものが、底へ沈んでゆく。ちょうど深海の底のような濃緑
の色彩のなかを、おりょうは糸をひくように沈んでゆく。

　文章がうまいですね。色っぽいけど、きれいですね。文学ですね。一字一
字、写していくとそれがよく分かる。ここはわざと漢字じゃなく仮名にして
るのか、とか。「声に出して読みたい日本語」だよ。おりょうも声を出して
んだから。この部分は中学の教科書にも入れたらいい。それにしても、あの
時は〈音楽〉が残るのか。三島由紀夫の小説にも『音楽』というのがあっ
た。映画化もされている。「私はピアノ」って歌もあったけど、あれもそん
な話かな。女性は楽器なのかな。杉本苑子の小説だったかな。一人の男を
想って一生独身を貫く女が出てくる。そして呟く。「私の楽器はどんな音楽
を奏でるのか。それも知らないで死んでゆく。淋しい」…。ウーン、深いで
すね。ピアノをひく。ピアノはひかれる。ドラムを打つ。ドラムは打たれ
る。音楽はセックスなんですな。
　竜馬はおりょうを相手に音楽を奏でるだけじゃなかよ。ちゃんと、民主主
義や平等思想についても教えてあげてる。それも、とっても分かりやすく。
うん、これも中学の教科書に載せたらいい。『竜馬が教える民主主義』と
か。この部分を紹介してみる。いい文章は、こうして写してさらにそのうま
さが分かる。オラの勉強にもなる。皆も声に出して読んでみなんしょ。
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「アメリカという姉ちゃんはだな」と、竜馬は人民平等思想を説
きだした。竜馬の発音でいう姉ちゃんとは、「集合的な意味での
国民」、つまり、ネーションのつもりである。
「みな札（ふだ）入れ（選挙）できまるのさ」
「姉ちゃんが札入れですか」
「そうだ」
おりょうは、きょとんとしている。
「ワシントンというのは、ヴァージニア州の未亡人（やもめ）の
子だそうだ」
竜馬は、突拍子もなくいう。
「測量技師だったが、こいつは兵隊を動かすのがうまいというの
で武士になり、だんだん大将になった。それまでアメリカは英国
の属国だったが、英軍と戦って何度も敗け、最後に勝ってアメリ
カを独立させ、初代大統領になった。日本でいえば徳川家康だ。
ところがその子孫は大統領でない。徳川家康とはちがう」

　うん、分かりやすいよね。竜馬先生の講義は。（というより司馬先生の講
義かね）。姉ちゃん（ネーション）のことを、姉ちゃんにも分かるように説
く。本当は、竜馬は頭がよかったんですよ。オラもそうなりたい。もっと
もっと竜馬を読み、司馬を読まなくっちゃ。皆も頑張って勉強せいよ。寺山
修司も言っとった。いや、今ならきっと言うぜよ。「携帯を捨てよ。書を読
め！」。

〈お知らせ〉
(1)　８月18日(日)、午後１時から青山斎場で「藤本敏夫を送る会」がありま
した。惜しい人でした。前にこの「主張」で、「藤本敏夫はなぜ死んだか」
を書きましたが、「創」（10月号・９月６日発売）では、「藤本敏夫の秘
密」について書きました。

(2)　「創」の荒井さんが書いてましたが、８月９日(金)、明大教授で死刑反
対運動のリーダー、菊田幸一さんの出版記念会がありました。その前日、８
月８日(木)は東京ドームで「寝技世界一」の菊田早苗が世界最強のノゲイラ
と闘いました。実はこの二人、父子なんです。「死刑反対・人権派」の父
と、激しい格闘家の息子。ちょっと結びつかないですね。それに、二人とつ
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き合いがあるのは多分、僕くらいでしょう。それで、この「父子の秘密」に
ついて「ゴング格闘技」10月号（８月23日発売）に書きました。読んでみ
て下さい。酒井君も。

(3)　８月23日発売の「週刊現代」（９月７日号）で、コメントしてます。
「８.28決戦を大予想。柔道世界一・吉田秀彦はグレイシーに勝てるのか」
の記事中です。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年9月9日
赤坂牛モー子のおかげです。菊田「父子鷹」物語が書けたの

は…
　全ての発端は「赤坂牛バラ肉」だった。そこから日本ハムの事件は始ま
る。あっ、違った。発端は赤坂細子だつた。念の為、細子に電話をしてみ
た。「そうよ、私が教えたのよ。邦男さんは、“エッ、本当かよ！”とビック
リしてたじゃない」。やっぱり、そうだったのか。「衝撃の事実」を細子か
ら知らされ、それから着々と書く準備し、それで今回の「ゴング格闘
技」（10月号）の記事になったのだ。
　ＢＢＳに、「創」の荒井さんや、赤犬さん、ジョージ・ヌレソビッチさん
などがカキコしてくれたが、あの「父子鷹」の感動的な話ですよ。勝小吉と
勝海舟の話が元々の「父子鷹」だが、平成の「父子鷹」は、菊田父子だ。何
せ、父は「死刑廃止運動」」のリーダーで、平和主義者、人権派の菊田幸一
さん（明治大学教授）。その息子は、「寝技世界一」の激しい格闘家・菊田
早苗（さなえ）なのだ。
　実は、二人のことは前から知っていた。別々に知っていたのだ。「父子」
とは知らずに…。菊田教授の方は15年ほど前から知っている。僕は死刑反対
の集会や勉強会（FORUM`90）によく出ていた。僕も死刑は反対だ。そこ
で菊田さんにはよく会っていた。冤罪で逮捕された安田弁護士もいた。又、
月刊「創」の元発行人の対馬滋さんとも、そこで会った。（対馬さんは今年
の８月４日に亡くなられた。新聞で読んだ人も多いと思う。52才だった。ま
だまだ、若かったのに惜しい人だった）。 　菊田先生に「格闘家の息子」が
いるとは思わなかった。もっとも、この頃は、まだ格闘家になっていなかっ
たか。なってたとしても、まだ無名だった。それに最近、何年かは菊田先生
に会ってなかった。だから、息子さんのことは全く知らなかった。
　さて、一方、格闘家の菊田早苗だ。いろんなプロレス団体に入りながら、
どこも長続きしないで飛び出す。一匹狼の格闘家だ。「さすらいの格闘家」
と言われた。フリーで何でもありの「PRIDE」に出ていた。寝技が強いのだ
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が、パッとしなかった。ところがプロレス団体「パンクラス」に入ってか
ら、俄然輝き出した。強くなった。注目された。「パンクラス」は僕は毎
回、見に行っている。いつも菊田は圧勝だ。「もうパンクラスには相手はい
ないでしょう」「いや、日本人ではもう敵がいないね」と言ったら、「いや
いや」なんて謙虚に答えていた。そして、「アブダビ・コンバット大会」で
は優勝した。この時から、「寝技世界一」と言われるようになった。「すご
いね。次はヒクソンしかいないじゃないか」と言った。そして今年の８月８
日(木)、東京ドームで、「世界最強の男」ノゲイラと闘った。１Ｒは寝技で
互角。ところが、２Ｒ。ノゲイラに誘われて打撃勝負に出てＫＯされてし
まった。残念だった。でも、これでクリアーすべき〈課題〉が出来てよかっ
たかもしれない。「もう世界に敵がいない」では、これ以上の目標もない
し、進歩もない。その点、目標が出来た。さらに大きな格闘家になるだろ
う。
　でも、この二人を別々に僕は知っていた。僕の頭の中では、全く結びつか
なかった。ところが、この二人は「父子だよ」と赤坂に教えられたんだ。
「そうね。去年、風見愛と、その友人でヘソ出し主婦のエミちゃんがいた
じゃない。邦男さんと４人でロフトに行ったのよ。その時、私が教えてやっ
たら驚いてたじゃないの」。そうか。で、何でロフトに行ったんだろう。
「オーケンを聞きに行ったのよ」。
　そうか。段々と思い出した。オーケン（大槻ケンヂ）のライブがあった。
「ヘソ出し主婦」は熱烈なオーケン・ファンで、僕に、「ぜひ紹介してく
れ」と言った。そんで紹介してやった。写真をとってやった。そしたらこの
主婦、「あのー、だっこして下さい」といって、いきなりオーケンに抱きつ
いていた。何とも積極的な主婦だ。それから二人の間がどうなったか知ら
ん。オラは頼まれて紹介しただけだ。二人の間に愛が生まれ、主婦は離婚し
て、駆け落ち。でも、そうなったという話は聞かないから、二人の間は進展
してないのだろうか。
　まァ、そんなことはどうでもいい。「たしか去年の11月でしたよ」と赤坂
は言う。その頃、赤坂は仕事で菊田先生に会ったそうな。死刑廃止の集会に
出て、前から菊田先生のことは知ってたんだ。でも、この少し前に会った
ら、「僕の息子は格闘家でね。強いんだよ」とポケットから写真を出してみ
せた。それが何と菊田早苗だったんだ。
　「邦男さん。菊田早苗って知ってる？　菊田幸一教授の息子なんだって」
とロフトの暗がりの中で言った。エッとビックラこいた。「本当かよ！」
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「ウソだろう」と叫んだ。でも、大学教授がウソをつくはずない。何だ、菊
田早苗も水くさいな。僕に隠していて…と思った。
　それで、12月だったと思う。パンクラスの試合会場で早苗選手に会ったの
で言った。「ビックリしました。お父さんが菊田教授だったんですね。僕は
15年も前からよく知ってますよ。でも水くさいな。今まで一度もお父さんの
ことを話してくれなかったじゃないですか。もしかしたら、これはタブーな
の？　格闘家の父が死刑廃止論者だなんて。隠してたの？」
　「いや、別に隠してたわけじゃないですよ。親爺は親爺。僕は僕だし。そ
れに考え方だって違います。だって死刑廃止なんて変でしょう。世の中には
凶悪犯罪が一杯あるわけだし。僕は死刑賛成ですよ。死刑はあって当然だと
思いますよ」。
　ヘエー、そうなのかと思った。別に「父子」関係を秘密にしてるわけじゃ
ない。タブーでもない。「よし、そのことをいつか書いてやろう」と、この
時、思った。でも、書く機会がなかった。他に書くことも多かったし…。そ
れに、僕だけしか知らないと思ってたのに、一般にも段々と知られるように
なった。菊田教授が学校で授業中に息子の写真や雑誌の切り抜きを回して見
せるのだ。又、大学教授や弁護士、それに「死刑廃止運動」の人たちにも、
写真を見せる。でも、人権派の平和主義者ばかりだから、余り格闘技のこと
は知らない。「なーに？　パンクラスって」とか、「アブダビってなー
に？」と言う人ばかりだ。でも、いつも写真を見せてるので、話は外にもれ
伝わった。人から人に伝わり、「２ちゃんねる」などにもカキコされるよう
になった。
　格闘技雑誌の記者の間にもだから段々とこの〈事実〉は知られるように
なった。「菊田早苗の父ちゃんはとんでもない人らしいね」とか、「なんで
死刑廃止運動なんかやってんだろう。かわった父ちゃんらしい」と言ってい
る。インターネットを見ても、格闘技のコーナーには菊田早苗のスレッドが
立ってる。試合の情報と共に「父親情報」も入っている。たとえば、「菊田
早苗の父親は死刑廃止運動のボスだ」「人殺しの味方だ！」「ゆるせな
い！」といったものが多い。そして、父子関係の「事実」は知られるように
なった。だが、両人を別々にずっと前から知ってる人はいない。もしかした
ら、僕一人かもしれない。父の「思想」と息子の「格闘」。その両者を知る
僕だけが書けるテーマだと思った。
　ちょうどいいチャンスが来た。８月８日(木)に菊田早苗とノゲイラが東京
ドームで闘う。翌８月９日(金)には父・菊田幸一教授の出版記念会がある。
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この「父子鷹」二連戦をテーマにして書いてみようと思った。菊田教授の本
は『日本の刑務所』（岩波新書）だ。お茶の水の明治大学リバティタワー23
階で行われた。大学教授や弁護士、元検事といった人々ばかり。知らない人
ばかりだ。でも、死刑廃止運動をやってる人ゃ、安田弁護士がいて、ホッと
した。社民党の福島瑞穂さんも来ていた。「まとりた」でいつもご一緒させ
てもらっている。今回は「非『国民』論」だった。「あれは面白かったね。
いいね」と言っていた。
　パーティ会場では久しぶりに会った菊田教授から「息子・早苗」の話を訊
いた。前々から疑問に思っていたが、なぜ「早苗（さなえ）」という優しい
名前をつけたのか。死刑廃止、平和主義者だから、息子に優しい平和的な名
前をつけたのかと思った。それが過激な格闘家になったんで戸惑っているん
じゃないか。でも学校でも息子の写真を学生に見せて悦に入っている。赤ん
坊の写真を見せて喜んでる父親はよくいるが、成人した息子の写真を見せて
喜んでるのは菊田教授だけだ。だから、息子のやってることには理解し、満
足してるようだ。
　「ゴン格」のネタばらしをしちゃいけないが、まあ一つ位はいいだろう。
菊田教授は、「実は息子を大学教授にしたかったからだ」と言う。「鈴木さ
んは早稲田だから知ってるでしょう。高田早苗という総長がいましたね。あ
の人にちなんで付けたんです。あの人は僕の家の遠縁に当たる人です
し…」。エッ。そうだったのかと驚いた。高田早苗は大隈重信と一緒に早稲
田大学をつくった人だ。大隈のあとか、そのあとの総長になった。その人が
菊田家の遠縁だったのか。では何故、教授にならないで格闘家になったんだ
ろう。「それは…」と父親が証言してくれました。お兄さん、お姉さんも出
席していて、やはり証言してくれました。
　さらに、菊田教授の教え子も来てましたので、いろいろとお話を訊きまし
た。いつも生徒に息子の写真を見せて喜んでるというのは本当でした。息子
が券をくれないのでお父さんはいつも自分で券を買って試合を見に行くんだ
そうです。お父さんと一緒に試合を見に行ったという女性もいました。美人
でした。「私を息子さんと結婚させたかったようです」と言う。でもダメで
した。それは彼女も名前が「早苗」だったからです。結婚したら、夫は菊田
早苗。妻も「菊田早苗」。これじゃ区別がつかない。それでダメになったの
です。勿論、ウソですよ、この話。彼女がウソをついたんじゃなくて、僕が
ウソを書いたんです。本当は「僕は美人は嫌いだ」といって断ったんだそう
です。早苗さん、思いやりがありますな。「これじゃ断られても怒れない」
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と彼女は言ってましたったけ。他にも面白いエピソードが一杯あるんです
が、あとは「ゴング格闘技」を読んでみて下さい。
　そうだ。もう一つだけ付け加えておこう。これは菊田早苗のお兄さんに訊
いた話だ。インターネット上では父親への非難中傷が多いが、深夜、「早苗
さんが大怪我をして病院に運ばれた」という電話があった。母親が急いで駆
けつけたら全くのウソだった。何ともひどいいたずらをする奴がいたもん
だ。「死刑廃止」に反対する人間か、あるいは単に「ちょっとしたいたず
ら」の気分なのか。でもこれは重大な犯罪だ。インターネットには「こいつ
に抗議しろ！」といって菊田教授の住所や電話、それに携帯の番号までが書
き込まれていたという。それを見て、「いたずら電話」するつもりでやった
のか。「愉快犯」か。それにしても、そんなものを載せるインターネットも
おかしい。
　でも、菊田教授は敢然と闘っている。偉い。父子共に〈格闘家〉だと思っ
た。もう一つ、付け加えとく。８月28日(水)、国立競技場で９万人を集めた
格闘技イベント「Dynamite!」が行われた。柔道の吉田秀彦はホイス・グ
レーシーに勝った。又、「世界最強の男」ノゲイラが55キロも重いボブ・
サップを下した。はじめ、ノゲイラは防戦一方だったが、最後に渾身の逆十
字固めが決まって逆転勝利を飾った。このノゲイラこそ８月８日に東京ドー
ムで菊田早苗をＫＯした男なのだ。今月は二回も日本で試合をして勝った。
やっぱ「世界最強」だ。この日は11時近くまで試合があり、その後、新宿で
ターザン山本さんと「創」の対談。朝の３時近くまでやった。翌29日の昼に
はゲラが出て校正。そして９月６日に発売の「創」10月号に載る。司会を
し、テープおこしをした荒井さん、ご苦労さまでした。ターザンさんは、さ
すが日本一のプロレス、格闘技通。日本のおかれた政治的、社会的状況とか
らめて格闘技論を展開してくれました。とても興味深い話が聞けました。

〈お知らせ〉
　今発売中の「週刊読書人」（９月６日号）に原稿を書いてます。広瀬隆著
『世界石油戦争』（日本放送出版協会）の書評です。なかなか面白いし、教
えられる本です。前にＨＰに書いた「藤本敏夫はなぜ死んだか」の〈真相〉
についても書いてます。そして、さらに詳しくは９月６日発売の『創』（10
月号）に書きました。それも読んでみて下さい。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年
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今週の主張・2002年9月16日
完結編・藤本敏夫はなぜ死んだか

　「仮面夫婦」か…。そんな噂もあったんだよな。と言ったら、「ギクッ」
としていた。あのファルコンさんが。「別に君んちのことじゃないよ」と
言ったら安心してた。そう、〈恐妻〉は〈愛妻〉の内だよ。（「反日も愛国
の一種だ」と同じ理屈だ）。愛するから恐れ、敬うんでしょう。それに円満
な家庭だ。50を過ぎて(ファルコン注：誰が50じゃ！） 、「大学に入りた
い」と言ったら、「ぜひやりんしゃい」といって妻はヘソクリをポンと出し
てくれた。まるで山内一豊の妻だ。二才の子供も、「僕がシジミ売りをして
父ちゃんの学費を出す」と言ったそうな。父ちゃんはまだ子供の学費も出し
てないのに…（ファルコン注：ぐぐ、それを言われると…）。
　「僕の家じゃないとすると、例の編集者ですか。あの『北の国』にい
る？」とファルコンさん。北の国から便りはないが、もう、あそこまで行く
と仮面夫婦ですらない。月に一回、パソコンの中でだけ〈夫婦ごっこ〉をし
ているというが、多分、もう離婚しただろう。
　ファルコンさんではなく、疑惑の編集人でもない。実は藤本敏夫さんのこ
とだ。そういう噂はあったんだ。本当は仲が良かったし、愛し合ってたけ
ど、別居生活が長かったから、心ない噂も流れたんだ。妻の加藤登紀子さん
（歌手）とは生前、何度もテレビに一緒に出ていた。そして、〈噂〉を否定
していた。「そんな噂はデマです。ほら、こんなに愛し合ってます」とテレ
ビカメラの前で抱き合い、口を吸い合う。…と、そこまでやれば、「演技
だ。やっぱり噂は本当か」と思っちゃう。だから、そんなことはしない。
　「実は、離婚の危機は三回ありました」と言っていた。これは、テレビで
見た人もいただろう。ちゃんと証言していたのだ。それも、「大きな危機は
三回です」と付け加えていたのだ。とすると、「小さな危機」は30回はあっ
たことになる。でも、テレビを見た人はこう思う。「そうか、そんなことま
で告白するということは、あとはずーっと仲良かったんだろう。危機にもめ
げず、二人の愛で乗り切ってきたのだ。何と偉大な愛だろう」と。
　８月18日(日)の「藤本敏夫を送る会」（於：青山斎場）で喪主の加藤さん
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はこう挨拶していた。「藤本は千葉の鴨川に来て、一緒に住んでほしいと言
いました。でも私は行きませんでした」。これだけ聞くと、「夫婦仲が冷え
てたからじゃないか」と思われるかもしれない。「やっぱり仮面夫婦だった
んじゃないか」と。でも違う。その辺のサラリーマンとか、その辺の編集者
の妻ではない。人気歌手・加藤登紀子だ。鴨川にひっこんでは歌手活動も出
来ない。「私が働かないと、あなただって困るでしょう」と言ったんじゃな
いかな。それで別居だ。
　自然生態農場「鴨川自然王国」をつくったのは1981年だったから、20年
以上も別居していたことになる。そこで、別居しながらいかにして夫婦の愛
を維持していくかの実験がなされた。その「自然生態」を見つめ、挑戦し、
闘った。「送る会」では、こう言っていた。
　「私は仕事があるので“一緒に行けないわ”と言いました。東京に残って仕
事を続けました。藤本は農場の仕事に一生懸命でした。あなたが〈土〉にこ
だわるなら、私は〈風〉になります。と言いました。でも、風になって去っ
ていったのはあなたの方でした。だから残された私は〈土〉になります。土
になって歌い続けます」
　お別れの挨拶が詩になってますよね。きっと「風になったあなた」といっ
た歌でも作るのでしょう。風のように来たりて、風のように去った藤本。ま
るで「風の又三郎」だ。まァ、当時の学生運動なんてそんなものかもしれな
い。もうあんな大きな風が吹くこともないでしょう。
　でも、「鴨川自然王国」という名前を聞いた時は、ちょっと違和感を覚え
ましたね。それに、そこの「国王」だって言うんですよ。冒険ダン吉じゃあ
るまいし（こんな漫画、もう誰も知らないか）。革命家なんだから「王制打
倒」だろうよ。だったら、「鴨川自然共和国」とすべきだろう。「国王」も
おかしい。「主席」とか「首領さま」にすべきじゃんか。
　そういえば、（前に紹介したが）、彼は「関西ブントの石原裕次郎」と言
われてたそうな。いい男だからそう言われてたんだろうが。このニックネー
ムだって、ブルジョア的だよね。体制的だし、〈反革命〉だよ。もし、連合
赤軍と一緒に冬山に登っていたら、すぐに「総括」だ。「裕次郎とは何だ。
プチブルめ！」と。革命家なら外国の革命家にちなんで「通り名」をつける
よ。たとえば塩見孝也さんなら、「日本のレーニン」。表三郎さん（予備校
講師）なら「日本のマルクス」と。反左翼のオラですら、昔は「高田馬場の
ホー・チ・ミン」と呼ばれていた（何か、ポワーンとして、ほのぼのとして
たかららしい）。
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　それなのに藤本さんは「裕次郎」だよ。だから彼は元々、華やかな、ブル
ジョワ的な人間なんだよ。顔がいいからスターになり、全学連委員長にまつ
り上げられただけだよ」と言う人もいる。「創」（10月号）にも書いたが、
田中義三さん（「よど号」ハイジャッカー）も、「藤本は活動家というより
スターだった」と言う。デモの時でも、着がえの服をもって走る。集会の時
は、それに着がえてパリッとして演説をする。女子学生は黄色い悲鳴を上げ
る。「キャー、素敵！」「抱かれたいわ！」「私をメチャクチャにして！」
と声援を送る。歌手じゃないんだから、そんなことはないか。
　そうだ。「裕次郎」と言われてたのなら、いっそ学生集会でも、歌をうた
えばよかった。「嵐を呼ぶ男」とか、「錆びたナイフ」とか。
　僕が藤本さんと知り合ったのは、「自然王国」をつくる前だ。まだ「大地
を守る会」をやっていた頃だ。彼との出会いや、その頃の思い出については
「創」で詳しく書いたので読んでくれよん。「加藤登紀子の夫」といわれる
のを一番嫌がっていた。「昔は俺の方がスターだったのに」「革命が起きて
たら俺が日本の主席だったのに」と思っていたんだろう。それなのに、学生
運動の季節は終わり、農場のオーナーだ。志しを得ない、悶々とした日々
だったろう。でも、いい男だから周りの女はほっておかない。「離婚の危機
があった」というのはそういうことだ。それしかない。
　でも、仮面夫婦じゃない。愛があった。いや、あったんだろう。藤本さん
の「大地の会」の発表会や、著書『糖尿病変革論』の出版記念会の時も、加
藤さんが来て歌っていた。又、この妻の前で藤本さんはのろけていた。又、
ジョークを飛ばしていた。たとえば、自分の農場でとれたジャガイモや
キューリやナスを皆に見せて、こんなことを言っていた。「スーパーで売っ
てるように形は整ってはいません。見てくれは悪いですが、味はいいです。
家の女房と同じです」。そして皆がドッと笑う。僕なんて、つい、「異義な
し！」なんて言っちゃった。隣では加藤さんが笑っていた。ちょっと、ひき
つった笑いのように見えたのは気のせいか。でも、仲のいい証拠ですよ。堂
々と皆の前で、「女房は見てくれは悪いけど」なんて言えるのは。本当にブ
スだと思っていたら、言えませんよね。それに、「味がいい」とほめてるん
だ。「じゃ、試食させろよ」と言ってた参加者もいた。ジャガイモは分かる
けど、奥さんの「味がいい」って、何でしょうね。分からん。
　帰りに、藤本さんがジャガイモを皆に一杯くれた。持って帰っても料理し
てくれる人がいない。だから、他の人にあげちゃった。味のいいジャガイモ
より、僕は味のいい奥さんがほしい。そう思ったが藤本さんに言えなかっ

主張164 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

3 / 9 09/12/14 2:14



た。（シャイだから）
　1996年、有楽町マリオンで『糖尿病変革論』の出版記念会をやった時
も、加藤さんは歌っていた。奥さんが歌わなければ人は集まらない。そんな
「内助の功」に助けられながらも、彼は何と、こんなことを言っていた。
「女房の歌は最高です。でも、天は二物を与えずといいますか…」。隣でや
はり加藤は、ひきつった笑顔を浮かべていた。
　それらの話は全て実話だ。歴史的事実だ。立ち合った人も多くいる。その
ことは『がんばれ！新左翼』にも『夕刻のコペルニクス』にも書いた。本人
にも本は送った。よろこんでいた。本当だから文句をいわない。本当のこと
なのに、「これはウソだ。許せん。謝罪しろ！」と編集部に怒鳴りこんだ人
もいたけど、藤本さんはそんなことはしない。本当のことだから何を書いて
も笑っていた。
　しかし、「見てくれは悪いけど…」とか、「天は二物を与えず」はひどい
だろう。「歌はうまいけどブスだ」「妻は昼は見られないけど夜はいい」と
言ってるようじゃないか。「加藤登紀子さんはいい女ですよ。失礼じゃない
ですか」と、よっぽど抗議しようと思ったけど、やめた。他人の家庭のこと
だ。オラごときが口出しすることじゃない。
　それに、こんな軽口、ジョーク、皮肉が言えるのも、愛があればこそだ。
愛がなければ、とても言えませんよ。そうですよね、ファルコンさん(ファル
コン注：はあ、私はやっぱり恐くて言えませんが) 。愛してた証拠に、子供
が三人もいた。そうそう、ＮＨＫの「名曲アルバム」で、誰だったか忘れた
が、こんな「解説」があった。「父母は仲が悪く、ケンカばかりしていた。
子だくさんで子供は７人あった」。これを聞いて変だと思った。「ケンカば
かりしていた」の後に逆接の接続詞が必要だろうよ。ケンカばかりしてたん
なら子供は生まれない。「昼はケンカしてたけど、でも、夜は仲良くして
た。だから子供が７人だった」とか。子供も見てるんだから、正確に喋ろ
よ、ＮＨＫは(ファルコン注：ナニ言っているんですか、子供番組でそこまで
丁寧に教えてどうするんです。あ、ケンカの余波でそこまで仲良くなったと
か…やっぱり言えませんねえ) 。
　これは藤本さんの話とは関係がない。「子供」ということで思い出しただ
けだ。藤本さんは、「本当は革命家でもないし、左翼的でもない。ただ、ま
つり上げられただけだ」と言う人もいるが、僕が会ってる時も、「左翼」く
ささは全く感じなかった。子供が３人だ。それも女の子ばかりだ。「男の子
が欲しいんだよ」とよく言っていた。だから、がんばった。一人目は女。次
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も女。三人目も女。ガックリきた。本人がそう言ったんだ。「こんなに男の
子が欲しいのに。なぜ女ばかりなんだ。天は俺を見放したのか！国家権力の
せいだ！」と国家を呪った。（なぜ国家かって？あとで謎解きをしてやるか
ら待ちなせえ）。
　病院に行ったら奥さんは、「仕事をしおえた」という顔で、ホッとしてい
る。「早く名前をつけてね、ダーリン」と言った。でも「又もや女か」と愕
然としている藤本さんは思わず悔し涙を流した。「何が名前だ、バカやろ
う。じゃ、“藤本涙”にしろ！」と言い捨てて病院を出た。余りの冷たい言葉
に泣き崩れる妻。こっちも涙、あっちも涙、娘も「涙ちゃん」。修羅場でし
たね。地獄絵図でしたね。
　見てきたように言うけど、これも全て実話だ。皆の前で彼は喋り、それを
「語り部」のオラが書き記し、活字にしたものを本人に見せた。だから全て
本当だ。
　「よし、じゃ４人目に挑戦しよう」と思ったが、ほら、糖尿病だ。それで
打ち止め。「チクショウ、国家権力め！」と又もや呪った。でも、子煩悩
だったんですよ。「子供だけはかわいいね」とよく言っていた。「だけ」と
いうのは「奥さん」を除外してたんだろうか。そんなことはないよね。奥さ
んを愛してたんだよ。「娘にボーイフレンドが出来たんだよ。付き合いがど
こまで進んでるか不安で、不安で」なんて言っている。「娘の部屋に入って
出てこない。靴だって、こんなに大きいんだよ」と言っている。靴が大きい
からって別に娘の危機じゃないだろう。あるいは…。
　「変ですよ。藤本さんは革命家じゃないですか。日本も世界もひっくり返
そうとするんでしょう。自分の娘なんかどうなったっていいじゃないです
か。誰にだってくれてやったらいいでしょう。それよりも世界の抑圧された
人民を解放しなくっちゃ」と言った。ハッパをかけてやった。「何いってん
ですか。娘の方が大事ですよ」と言う。ヒャー、反革命だ。こいつは総括だ
よ。糾弾しなくっちゃ。
　ここで話は飛ぶ。なぜ藤本さんは糖尿になり、ガンになって死んだのか。
又、娘しか生まれなかったのか。今まで三回連載でその「謎解き」をやって
きた。連載といっても、別々の媒体だ。でも、まァ、そんな連載があっても
いいだろう。
　まず、第一回目。この「主張」で問題提起した。自然農法をやり、自然食
品をたべてるのに、なぜ病気になったのか…と。その理由はこうだ。刑務所
の３年間はヘルシーな食事で健康によかったが、出てきたら、昔の同志が、
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歓待してくれる。「大変だったね」と毎晩ご馳走攻めだ。毎日、「朝まで生
ビール」だ。家に帰ると、味のいい妻がいる。それで体を壊した。糖尿病に
なった。じゃ、昔の仲間に殺されたんじゃないか。「内ゲバ殺人」じゃない
か。
　「いや、実は、国家権力のせいなんです」とさらに詳しく話してくれた。
それは「週刊読書人」に書いた。広瀬隆の『世界石油戦争』（ＮＨＫ出版）
の書評を頼まれ、そこで「藤本さんの遺言」を紹介した。それが第２弾だ。
去年の10月４日に会ったのが最後だが、その時、藤本さんはこう言ってた。
　「酒とご馳走だけではありません。佐世保にアメリカの原子力空母エン
タープライズが来て、その反対運動に行ったんですが、その時、機動隊は大
量の放水をあびせ、ガス弾を打ち込んだ。そのガス弾は涙が止まらなくなる
だけでなく、実は劇薬が入ってたんです。米軍がベトナム戦争で使った枯葉
剤です。あれが入ってた。だから皮膚が爛れたり、原因不明の病気になった
奴が多い。佐世保に行った活動家は皆、早死にしたり、ガンになってるんで
す」
　ホッ、本当かよと思った。「それじゃ、まるで広瀬隆の世界じゃないです
か」と言ったら、「全くその通りです」と藤本さんは言っていた。少し解説
をする。広瀬隆の本に『ジョン・ウェインはなぜ死んだか』（文春文庫）と
いう代表作がある。ジョン・ウェインをはじめ西部劇俳優は、同時期にガン
になり、次々と死んだ。実は西部劇を撮影したネバダ砂漠はかつて核実験を
した所だった。その砂塵を大量に浴び、吸い込んだんだ。それが後に俳優が
ガンで倒れた真相だったという。ガンマンたちは皆、ガンで死んじゃったん
だ。
　同じことが日本でもあった。佐世保に行った人間は皆、ガンになった。さ
らにホルモンのバランスが崩れ、「男を生めない体」になったという。正確
には、「男を生ませられない体」になった。発ガン性物質をあびると、性機
能がなくなるか、あるいは女しか生まれなくなる。レントゲン技師なんかで
も放射線を浴びていて、性細胞がなくなる人が多いという。（石川達三の小
説に書いてあった）。
　もしかしたら、国家権力は、「新左翼を根だやしにしよう」としたのか。
新左翼を種なしブドウにしようとしたのか。枯葉剤を提供し、アメリカが知
恵をつけた。ということは背後にフリーメーソンがいたんだろう。「ユダヤ
の陰謀」か、広瀬隆には次にはぜひ、『藤本敏夫はなぜ死んだか』を書いて
もらいたい、と「週刊読書人」に書いた。
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　そして第３弾が『創』（10月号）だ。その国家権力の陰謀について、もっ
と詳しく書いた。又、藤本さんと三島由紀夫の「縁」についても書いた。そ
の三つで「藤本敏夫の謎」は終わる予定だった。だが今この第４弾を書いて
いる。実は、果たして、藤本さんの「遺言」は100%正しかったのか。それ
を考えたいからだ。
　彼の話は本当なのか。国家権力の謀略によって殺されたのか。でも、オラ
は薬のことは分かんないし、科学的知識もない。ヤクに詳しいドタキャンス
キー博士に訊いたら、ラリっていて、何を言ってるのか分からない。日本語
なんだろうが、天才の発想、発言にはついていけなくて全く理解できなかっ
た。こんな天才に訊いたオラが馬鹿だった。
　いや、彼は昔、新左翼活動家だった。戦旗派にいて、成田闘争にも参加し
た。その時、放水、ガス弾を多量に浴びた。枯葉剤入りのガス弾だ。その後
遺症でラリっているのかもしれない。きっとそうだ。これも国家権力の謀略
だ。又、最近、民主党の今井澄議員が62才で亡くなった。ガンだった。彼は
東大闘争の時、安田講堂の防衛隊長だった。ガス弾を多量に浴びた。そして
ガンで死んだ。そう、全ては一つの糸でつながる。
　でも、これらは状況証拠だ。果たして科学的に検証してみてどうなのか。
そこで、神奈川大学教授の常石敬一さんに訊いた。常石さんは、薬物につい
ては権威だ。サリン事件の時も、毎日テレビに出て薬品の解説をしていた。
その方面の著書も多い。『消えた細菌戦部隊』（ちくま文庫）、『医学者た
ちの組織犯罪』（朝日文庫）、『七三一部隊』（講談社現代新書）…など
だ。最近は『謀略のクロスワード。帝銀事件捜査と731部隊』（日本評論
社）を出し、僕にも送ってくれた。
　この人とは何回か会ってるし、ＪＲ東労組の機関誌でも対談した。それ
で、会った時に藤本さんの「遺言」を紹介して、訊いてみた。まず、「放水
には着色剤が入ってました」という。学生たちにただ水をかけてただけかと
思ったら違う。かわいたら分からなくなる。それで、着色剤を入れた。どこ
に逃げても、「あっ、過激派だ」と町の人々が見つけ、「残党狩り」しやす
いようにした。やだな。平家の残党狩りだね、まるで。町人が竹槍でつい
て、首を狩って、持っていくとご褒美がもらえるんだ。昭和の世だから、竹
槍もないだろうが、警察が追いやすいように、発見しやすいように。町の人
も通報しやすいように。それで着色剤だ。まるでハンティングだ。機動隊の
部隊によっては色が違うのかもしれない。「うちは青」「オラんとこは黄」
「こっちは赤」…と。他の人が捕まえようとすると、「だめじゃないか。こ
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れはウチラの獲物だよ。その過激派はほら、青だろう」とか言って。
　「で、枯葉剤の方はどうですか。ガス弾に入っていたというのは」。
「ウーン、そんな噂もあったけど、分からないね」と。学者だから、慎重に
言葉を選んで言う。そこが活動家と違うところだ。「涙を止まらなくする薬
品は入ってたけど、枯葉剤とは違うんじゃないかな。調べてみるよ」と言っ
ていた。もしかしたら、目を刺激し、涙をとまらなくする。その成分の一つ
と、枯葉剤の成分の一つが同じなのかもしれない。ウーン、分からん。知り
合いの薬剤師に訊いても知らないという。
　でも、藤本さんは信じていた。「自分は国家権力に殺されたんだ」と今も
（天国で）信じてるんだろう。飲みすぎや食いすぎで病気になり死んだん
じゃない。そんなブルジョワ的な理由ではない。国家権力が我々を弾圧し、
我々の力を恐れて、根だやしにしようとしたんだと。そうすると、藤本さん
は、「病死」じゃない。「戦死」なんだろう。ぜひ、靖国神社にお祀りすべ
きだ。
　あれっ、指が勝手に動いて、キーボードを押しちゃった。「靖国神社」な
んて出てきちゃった。まさか。彼は革命家だ。そんなことはないよな、と
思っていて、ハッと気がついた。「創」にも書いたが、藤本さんを紹介して
くれたのは松田妙子さん（住宅産業研修財団理事長）という女傑だ。元衆院
議長だった松田竹千代さんの娘だ。藤本さんが亡くなった後、会ったら、こ
んなことを言ってた。「彼は左翼でもないし、革命家でもないのよ。いい男
だから、もち上げられて全学連の委員長になったのよ」。そして、こんな話
を披露する。
　「去年、会った時、たまたま靖国神社の話になったのよ。戦犯を祀るべき
じゃないとか、首相の参拝はいけないとか、そういう話になった。５、６人
いた。その時、藤本は、首相が参拝してなぜ悪いんですか！国のために亡く
なった人を祀るのは当然でしょう！」と大声で言い、ポロポロと涙をこぼし
たのよ。長い付き合いだけど藤本が泣いたのを見たのは初めてよ」。
　感動して僕も泣いちゃった。いい話だ。やはり彼は愛国者だ。もしかした
ら、こうかもしれない。本人だって、革命運動を闘ったから、戦争で闘い死
んだ人にも敬意をあらわしていたんだろう。もっと、英霊を大切にしろ。安
らかにお祀りしろ、と言いたかったんだ。やはり、彼も戦死だし、佐世保で
反米闘争を闘い死んだんだ。大東亜戦争の英霊と同じだ。靖国神社にお祀り
すべきだ。
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〈附録〉今、北の国からＦＡＸが。あの編集人が送ってくれた。毎日新聞
（９月14日付）の「悼」というコラムだ。藤本さんのことが出ていた。「昨
年10月誕生した初孫、花弥（かや）ちゃんに病床で会い、「とてもうれし
かった」と喜んでいた藤本さん」。ほほえましいですね。でも甘い。単純に
喜んだんとは違う。「あっ又、女か！」と思ったんですよ、きっと。娘は三
人いて、一人は結婚。一人は歌手になった。もう一人はお父さんの後を継い
で革命家になってもらいたいですね。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年9月23日
テロ国家・北朝鮮と、立ち向かう小泉首相の決断
　残酷な結末だ。拉致被害者の８人が死亡していた。日本中が絶句した。
「何と酷い国か。許せない」と北朝鮮への怒りに燃えている。時間が経つに
従って、さらに残酷な事実が伝えられてきた。８人は「病死か災害死」と北
朝鮮は発表したが、これを信じる日本人は誰もいない。「処刑された」「粛
清された」と家族もマスコミも新たな怒りをぶつけている。大体、２人が同
じ日に死亡したというのも奇妙だし、「生存」が確認され、日本で騒がれた
ら、その直後に死亡している。痕跡を消すために殺されたのだろう。聞きし
にまさる酷い国だ。
　９月17日(火)、ＮＨＫテレビを見ていたら、首脳会談の終わった後、「９
人生存確認！」と伝えられた。これは凄い！と思った。小泉首相は英雄にな
ると思った。ところが、「９人」は間違いで、「数人でした」と訂正され、
さらに「４人」になった。別に誰かが意図的にやったのではなく、国際電話
で聞き取りにくかったり、通訳が間に入ったりで情報が混乱したのだろう。
あるいは、「すうにん」を「きゅうにん」に聞き間違えたのかもしれない。
もっとも「９人」と思いたい気持があったのも事実だ。なんせ外務省は拉致
被害者の家族を外務省に呼び、そこで安否を伝える手筈を整えていた。明る
いニュースを期待し、確信していたからだ。
　どっかの新聞には、「拉致被害者全員、モスクワで解放」という記事が
あった。小泉首相の訪朝前日だった。「第三国で発見された」という形を
とって、まず被害者救済を急ぐという話だつた。初めは、「中国で発見！」
にするつもりだったが中国当局が断った。そしたらロシアのプーチン大統領
が承知した。そんな「裏話」も紹介されていた。でも、嘘だった。森元首相
が迂闊にもリークしたように、それと似た話は、水面下の日朝会談で、ち
らっと出ただけだろう。
　日本のマスコミもそれだけ浮かれていた。「今、行っても仕方ない」「北
朝鮮にやられるだけだ」と厳しい批判をしながらも、一方では、「でも、首
相が確証もなしに行くはずはない」「北朝鮮は手ぶらでは帰さない」と〈期
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待〉をふくらませていた。僕らだってそう思った。
　多分、小泉首相は、「明るいニュース」ばかり知らされてたのだろう。
「８件11人の被害者全員の安否を発表する」。そして、核やミサイルについ
ても、やらないと確約する。拉致のようなことは二度と起きないよう確約す
る。そうしたことを伝えられた。生存者の人数も伝えられたのかもしれな
い。「４人の生存が確認された」と。小泉首相はそれでもいいと思った。
「４人は確認。あとは調査中」。そして、小出しに「生存」を発表し、交渉
を有利に運ぼうとしている。日本側はそう思ったのだろう。「それでもい
い。ともかく、被害者救出の手懸かりを失ったらダメだ」。小泉首相はそう
思ったのだろう。
　この交渉は水面下で、かなり前から進められていた。それも田中外相には
一切報告しなかったという。これも凄い。でも田中外相に報告したら、すべ
てはぶち壊されていただろう。「手懸かり」をつかみながら、でも日本側は
不安だった。「安否を発表する」と言いながら、いざ会談になったら、「拉
致など存在しない。言いがかりだ！」と居直るのではないか。「もし北朝鮮
の決意が本物なら〈証拠〉を示してくれ」と日本側は迫った。その証拠が今
年２月に出された。スパイ容疑で逮捕されていた杉嶋岑（たかし）さん（元
日経新聞記者）の釈放だ。それが「サイン」だったのだ。それを見て日本側
は、「これは本物だ」と思い、首脳会談の準備にとりかかったという。
　「杉嶋問題」については僕も「週刊ＳＰＡ！」などで何度か取り上げて書
いた。杉嶋さんは、いい年（63才）をした「カメラ小憎」で、ロフトや一水
会や塩見孝也さん（元赤軍派議長）たちの集会に来ては写真やビデオを撮り
まくってたんだ。塩見さんに誘われて何度か訪朝し、「よど号」の人達にも
会った。いつでもどこでも、パチャパチャと写真を撮りまくり、皆から嫌が
られていた。一度は、北朝鮮当局に捕らえられて調べられた。〈前科〉があ
る。軽い感じの人だ。北朝鮮の写真を僕らにも見せてくれた。頼まれると誰
にでも見せた。公安にも見せた。「これを下さい。じゃ、写真代は払いま
す」といったやりとりがあったのだろう。飲みながら話を聞くこともあっ
た。「じゃ、次はこういうとこを撮ってきて下さい」と頼まれたのかもしれ
ない。「国のためになることなら」と引き受けた。
　こんな軽い人、疑惑の人なら、もう二度と北朝鮮に連れて行かなければよ
かった。でも塩見さん達は「訪朝メンバー」の人員合わせのために、無理に
誘って連れて行った。前回は「不審な人間だ」と北朝鮮当局に調べられてい
る。そんな人間をわざわざ連れて行ってる。おかしな話だ。そして、懲りず
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に、パチャパチャ写真やビデオを撮りまくっている。だったら、一緒に行っ
た人がカメラやビデオを取り上げたらいい。それが友情というものだろう。
でも皆、「困った人だね」と言ってるだけ。そして、杉嶋さんが当局に逮捕
されても、他のメンバーは見捨てて自分たちだけ帰国した。ひどい「同志」
たちだ。
　当局の調べに、杉嶋さんは「実は公安に頼まれた」と自白し、公安の名前
も出した。押収されたメモにも怪しい記載が多い。スパイと断定された。そ
してホテルで軟禁されていた。これは長くなるなと思われた。ところが、今
年の２月、２年２ヶ月ぶりに突然、釈放された。「別に確信を持ったスパイ
ではないし、長いことおいても食事代がかかるから」と北側は判断して帰し
たのかと思った。ところが何と、これが小泉首相への〈サイン〉だったの
だ。
　「北朝鮮は本気だ。拉致被害者の安否も分かる」と首相は思った。この時
期を逸したら、もう機会はない。万難を排してやるしかないと思った。「４
人は生存」。今はこれでもいい。あとは、交渉の中で生存を確認できると
思った。ただ、亡くなってる人もいるかもしれない。数人か。でもそれも含
めて「安否」の確認はしなくてはならない。そう悲壮な覚悟を固めたのだろ
う。
　ところが、17日の朝10時半。会談直前に「安否」が知らされた。「４人
生存」。これは分かっていた。しかし、問題はその次だった。「８人死
亡」。愕然としただろう。昼休みの時に日本側は協議した。「一緒に食事
を」という誘いを断って、日本側だけで食事した。日本から持参した幕の内
弁当を食べたという。もし、「厳しい事実」を知らされたら自分たちだけで
相談しようと、弁当を持参したのだ。同行した安倍晋三官房副長官は、「ひ
どい。これじゃ話にならない。このまま帰ろう」と言った。首相も、「そう
だな」と言った。暗澹たる気持ちだったろう。「せめてこの数字が逆だった
ら…」と書いていた新聞もあった。「８人生存、４人死亡」だったら…とい
うのだ。数の問題ではないかもしれないが、あまりに酷い話だ。テーブルを
叩いて席を蹴って帰りたかったろう。「ともかく金総書記の話を聞いてか
ら」と首相は思った。
　こんな密談も多分、全て盗聴されていたのだろう。あるいは向こうのシナ
リオ通りなのか。午後の会談では、開口一番、金総書記は、「あれは拉致
だった。申しわけない」と全てを認め、謝罪した。「拉致などない」と言っ
てきたのが一転して全てを認めたのだ。「特殊機関の一部が盲動主義、英雄
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主義に走って拉致した」と説明し、不審船について「特殊部隊の自発的訓練
だった」「自分も最近知った」と認め、再発防止を約束した。核問題でも、
「国際的合意を順守する」と約束した。又、ミサイル発射も凍結すると言っ
た。
　ここまで言われて小泉首相は又もや絶句した。席を立って帰るべきか。交
渉を続けるべきか。究極の選択だ。「許せない！テロ国家め！」と怒鳴って
帰国したら、「よくぞ言った！」「あんな国とは国交なんかなくていい！」
と持てはやされるだろう。又、拉致被害者の家族のことを思うと、そうすべ
きかとも思った。ただ、一国の首相として、踏みとどまった。北は無法な国
家だ。テロ国家だ。しかし、ここで突き放したらどうなる。世界の平和、特
に東アジアの平和の為にも、ともかく国際社会の中に入れ、交渉を続けるこ
とが必要ではないか。交渉の場から北を逃さないようにし、その席で北朝鮮
のテロ、拉致には追及し、真相を解明していく。金総書記は「責任者を処罰
した」というが、その詳しい内容もこれから問い質してゆく。それしかない
と首相は思ったのだろう。だから、腸が煮えくり返る思いだったが、「日朝
平壌宣言」に調印した。帰ったら、何を言われるか分からない。でも、あえ
て調印した。
　帰国したら、やはり、激しいバッシングだ。亡くなられた家族のことを思
うと、それも仕方ないのかもしれない。しかし、小泉首相が悪いのではな
い。今まで20年も放ってきた歴代の首相が悪かったのだ。「もっと前に俺が
首相だったら、もっと多くの人を救えたのに」と小泉首相は思ってるのに違
いない。悔しいだろう。でも、それは言えない。
　「こんなことなら発表してもらわなかった方がよかった」と思う人もいる
だろう。「４人は生存。あとは調査中」で通してくれた方が…と。でも北朝
鮮は、小出しにしないで、あえてカードを全てだした。小出しにするカード
がもうないからだ。そんな残酷な事実を「確認」させられた首相も大変だ。
そして、怒りにまかせて席を立つことも出来ない。日露戦争の時に講和条約
に調印して帰国し、国民から激しい反撥を受けた全権大使の小村寿太郎のよ
うだと思った。この時、たまたま、合田一道の『日本史の現場検証(2)』（扶
桑社）を読んでいたから、なおさらそう思った。日本は日露戦争で勝った。
勝ったといっても危うく勝ったのだ。モスクワに進軍したわけでもないし、
ロシア全土を占領したわけでもない。しかし、新聞は〈大勝利〉と書きた
て、国民は酔いしれていた。多大な犠牲を払って得た〈大勝利〉だっただけ
に、連日、提灯行列をし、浮き立っていた。領土もとれるし、賠償金もふん
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だくれると思った。又、新聞もそう書きたてた。しかし、そうはならなかっ
た。
　アメリカ・ポーツマス市で決まった講和条約の内容に承知せず、国民は激
怒し、大抗議行動を起こした。皆も教科書で習ったと思うが、明治
38（1903）年の「日比谷焼き打ち事件」だ。大新聞が、この暴動を煽った
のだ。「いや大勝利ではない。現状をみたら講和もやむをえない」と冷静に
書いた「国民新聞」などは、「政府の御用新聞をやっつけろ！」と襲われ
た。とめに入った警察官も、「露探！」「売国奴！」と罵られ、襲われた。
「露探」とは「ロシアと通じた密偵・スパイ」の意味だ。又、交番や車も焼
き打ちされた。
　合田はこの本の中で書いている。

〈群衆の行動はますます激しくなった。内相官邸の裏手から火の
手が上がったかと思う間もなく、猛火が建物を包み込み、黒煙が
日比谷一帯を覆い尽くした。そのなかを群衆は大声挙げて内相官
邸から外務省、首相官邸、元老邸、はては首相の妾宅まで襲っ
た。日比谷交番などもあっという間に焼き打ちにされた。〉

　「首相の妾宅」まで、というのも凄い。今なら、妾がいるだけで大問題だ
ろうに。電車はもちろん、民家も焼かれ、政府はとうとう戒厳令を布告し
た。でも、投石、放火はあっても、戒厳令を出すほどのことかと思ってい
た。この本を読んで驚いたが、警察署２ケ所、警察分署９ケ所、派出所、交
番は260余ケ所が焼き打ち、破壊された。暴動だし、内乱だ。また教会12ケ
所、電車15台が焼かれ、民家の類焼は53戸にのぼった。さらに死傷者は官
吏側471人、民衆側558人。合計実に1029人にのぼったという。これでは
戒厳令もやむをえない。流血の大惨事だ。内乱であり、革命だ。
　それに、この暴動のキッカケになったのは河野広中を委員とする講和問題
同志連合会だ。日比谷公園で、反対集会を開き、暴動に火をつけた。この集
会の様子を合田はこう書いている。

　〈会場には講和問題国民大会と書かれた大旗が押し立てられ、
群衆には喪章のついた五千本の小国旗が配られた。花火が威勢よ
く鳴るなか、「我に草薙（くさなぎ）の剣あり」と書かれた軽気
球が浮かんだ。山田善之助の発議により河野広中が会長となり、
「講和条約反対」「政府及び全権委員問責」「戦争継続」「御批
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准拒絶奏上」の５ヶ条からなる決議文を朗読し、満場の拍手で確
認された。国歌吹奏の後、天皇陛下と陸海軍の万歳を三唱して大
会を終了した〉

　大会は終了したが、投石、放火、流血の暴動、大量殺戮はここから始ま
る。それにしても、決議文の「戦争継続」は酷すぎる。狂気の沙汰だ。ナ
ショナリズムは暴走するというが、これでは只の犯罪者だ。「こんな屈辱的
な講和を呑むくらいなら、戦争を続けろ！」と言うわけだ。国家のプライド
（本当は、参加者のプライド、自己満足）の為なら、国民がいくら死んでも
いいというわけだ。たまらない。
　されに、注意してほしい。この大会の代表委員で会長の河野広中だ。どっ
かで聞いたことのある名前でしょう。そう、教科書で習ったでしょう。自由
民権運動の闘士なんだ。そんな人まで、「国家のプライド」の為には理性を
失って、ファナティックになるんだ。「辞林21」（三省堂）で河野広中を引
いたらこう出ていた。

　〈河野広中　　1849～1923。政治家。三春藩の郷士。自由民
権運動に参加。福島事件で入獄。衆議院議員に連続14回当選。衆
院議長・農商務相を歴任。〉

　薩長中心の明治体制に反逆した革命家でも、「国家」の為にはこうなるの
かと暗澹とした気持になった。いや、「国民の願いだ」と思ったからやった
のだろう。新聞だって煽った。伊藤整の『日本文壇史』（講談社文芸文庫）
は20巻もあるが、実にいい本だ。文学を通し、日本の歴史が分かる。その中
で、やはり、この事件に触れている。大新聞がいかに国民を煽り、暴動をけ
しかけたかが書かれている。又、新聞社の〈内情〉も書かれている。
　つまり、新聞は実は、戦争で大きくなったのだ。今のような新聞が出来た
のは西南戦争の時だ。戦争の様子を知りたい国民に毎日、ニュースを提供す
る。その為に生まれた。そして宅配制度が生まれたのが日露戦争の時だ。戦
争のことを知りたいという国民のニーズに毎日応えたのだ。日露戦争で、大
新聞の購読者はグンと伸びた。戦争特需だ。だから、「戦争が終わることに
新聞は皆、反対した」と伊藤は言う。これも凄い話だ。河野広中たちは「戦
争継続！」という狂気のスローガンを掲げたが、新聞社も同じだったんだ。
口では「国家の誇り」を言いながら、内実は、戦争が終わったら新聞が売れ
なくなると思って講和に反対したんだ。
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　しかし、戦争は終わった。新聞は目玉商品がなくなる。それで、夏目漱石
などに頼んで「新聞小説」を書いてもらった。この伊藤の本は20冊もある
が、面白いし、為になる。一冊読んだら、とまらなくなる。嘘だと思ったら
読んでみなせえ。
　さて、日比谷焼き打ち事件の河野広中たちだ。1029人の死傷者を出した
んだ。逮捕されて、さぞかし厳しい処罰が待ってると思うだろう。ところ
が…。

　〈警視庁は５日夜から犯罪捜査に乗り出し、千七百余名を検挙
し、うち約三百人を告発した。予審を経て河野広中ら十五人が兇
徒聚衆罪で東京地方裁判所で審理を受けたが、十二回に及ぶ公判
の結果、十二人は無罪、三人は公訴不受理として放免となった〉

　今なら考えられない判決だ。当時は、「国を思う憂国の至情から出たこ
と」と思われて無罪なのだ。千人以上も死傷者がいるのに。又、煽った大新
聞も裁かれていない。こうした甘さ、思い上がりが勝ち目のない大東亜戦争
に突入する一因にもなった。日清、日露と勝って、それで「驕り」が出たの
で冷静な判断が出来なくなり先の大戦になだれ込んだのだと司馬遼太郎も
言っていた。
　小村寿太郎は淋しく帰国した。（小泉首相と同じように）。

　〈大露探とののしられ、民衆の恨みを一身に受けた全権大使小
村寿太郎が、船で横浜へ上陸、帰国したのは同年十月十六日朝で
ある。息子が一人で迎える寂しい帰国だった。だが、新橋から外
務省への道筋は小雨降るなか、警察官と武装兵士で固められ、物
々しい風景であったという〉

　と、ここまで書いて終わろうとした時に産経新聞（９月20日付）が届い
た。アッと思った。コラム「産経抄」に、やはり小村寿太郎について触れて
いる。同じことを思った人がいたんだ。やはり最近、合田の本を読んだのか
もしれない。産経と扶桑社は同じ系列の会社だし。コラムではこう書いてい
る。

　〈たとえの不適切さを承知で書くと、小泉首相の胸中は、日露
戦争の講和条約に調印してポーツマスから帰国した全権・小村寿
太郎の心境に似ているかもしれない〉。
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　おっ、産経にしては珍しいことを言うと思った。だって、産経は、「首相
は行くな」「行っても成果はない」と反対し、終わってからは「それ見たこ
とか」「こんな国と国交をす必要はない」と煽っていたからだ。でも小村寿
太郎のことを思い出して書くなんて、僕と同じじゃないかと思った。ところ
が、「お前とは違うよ」と言わんばかりに、こう結論する。

　〈日露講和と日朝交渉の大きな違いは、前者が確定したもので
あるのに対し、後者は継続中であることだ。継続中というよりこ
れから始まるのである。決して急がず、焦らず、独裁者へ拉致の
責任を問い、犯罪国家に補償を要求する。それが交渉の第一歩で
ある〉。

　ともあれ、産経の紙面全体の激烈な調子とはかなり違うように思った。
又、首相帰国後、不満や抗議の電話が官邸に集中していると紹介しながら、
「一方、新聞の世論調査では、小泉訪朝を評価する声が七、八割に達してい
る」とキチンと報じている。桜田淳（評論家）は、「情」と「理」の乖離だ
と言ってる。あるいは、「国民世論」と「外交」の乖離かもしれない。いや
違うか。世論調査でも、８割が小泉訪朝を支持しているんだ。「情」として
は許せないが、「情」だけに溺れていては、せっかくの機会を生かせない。
世界の平和のためには涙をのんでも、交渉のテーブルに相手をつかせるべき
だ。そう「理」で考えているのだろう。日比谷焼き打ちの時よりは進歩した
というべきか。
　アメリカを初め外国のメディアは皆、大評価している。「テロはやってな
い。拉致などしない」といっていた独裁国家が全てを認め、謝罪したのだ。
それを引き出した小泉首相はすごいというわけだ。
　それにしても、「よど号」グループはどうなるのだろう。「拉致はしてな
い。有本さんなど知らない」と言ってきた。しかし、その「知らない」有本
さんは死んでたと金総書記は認めた。又、一緒にいた男の二人も死亡してい
た。それも、「元気でいる」とヨーロッパから手紙を出した直後に殺された
ようだ。三人は北朝鮮にいて、手紙を出せない。ヨーロッパに行った人に託
して、出してもらったという。というと「よど号」の人しかいないのではな
いか。彼らは「全員帰国」を宣言しているが、帰ってきたら、ハイジャック
だけでなく、「拉致」でも裁かれる。もしかしたら、「同志殺し」の疑いも
かけられている。以前に死んだ「よど号」の仲間、吉田金太郎、岡本武の問
題も又、むし返されるだろう。彼らは今まで北朝鮮に恩義があるから何も言
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えなかった。それは同情の余地がある。しかし、今や金総書記が認めたん
だ。彼らも重い口を開かざるをえないだろう。謎の解明は今始まったばかり
だ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年9月30日
対赤軍・炎の四連戦。そして北朝鮮では…

　首を絞める練習をしていた。ズラリと20人ほどが並んで、首を絞めてい
る。強く絞めすぎて、白眼をむく人もいる。口から泡をふく人もいる。「ヤ
ベー、落ちちゃったよ！」と言ってる。「これって残酷だよな。北朝鮮の工
作員みたいだな」と言ってる人もいる。工作員はそんな練習をしてるのかど
うか知らないが、ともかく、「北朝鮮」や「工作員」は悪の代名詞だ。
　でも、僕らの「首絞め」練習は、本当は残酷なものではない。だって講道
館での話だ。柔道の授業でやってるんだ。外から見たらちょっと異様かもし
れないが、皆、楽しそうにやっている。一般の人達も覚えておいた方がいい
だろう。絞めにはいろんな種類がある。その防御法もある。素手で人間を落
とせる。これは高度な格闘・自衛術だ。日本の文化ですよ。左右の思想団体
でもやったらいい。「絞めの大家」ドタキャンスキー伯爵を講師にして練習
したらいい。
　「しかし、ひどい国ですよね、北朝鮮は」と、首を絞めながら皆、喋って
いる。講道館での話だ。「西郷隆盛が生きてたら“征韓論”ですよ」と言って
る学生もいる。征韓論じゃなくて征朝論かもしれないな。「戦前の日本な
ら、すぐ戦争ですよ。拉致されたのがアメリカ人なら、アメリカは戦争に訴
えても取り戻しますよ。日本はダラシがない。こんなのはもう国じゃないで
すよ」と激怒している人もいる。憂国のサラリーマンだ。「戦争も出来ない
日本じゃダメですよ」と言ってる人もいる。
　その怒りは分かるけど、日本は憲法上、戦争は出来ない。自衛の戦争だっ
て出来ないことになっている。「だから憲法を改正するんですよ。日本人の
命を守るのが国家でしょう。その為の憲法でしょう。国民を奪還する為には
戦争だってやむをえませんよ」と憂国のサラリーマンはいう。
　拉致をしたり、テロをしたり、殺したり…。そんなことをしたら、普通な
らすぐに逮捕される。８人も拉致し、殺したら、普通なら死刑だ。でも、
やった人が〈国家〉では逮捕できない。「それがおかしい。逮捕しちゃえ」
という人もいるが、出来ない。「空爆しちゃえばいい」「国連軍をつくり、
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もう一度、朝鮮戦争をやればいい」という人もいるが、それも出来ないだろ
う。
　もし、明治の元勲だったらどうだろう。日朝交渉の場で席を蹴って帰った
ら、「よかろう、じゃ戦争だ」とか言って。あるいは、いきなり相手を殴り
つけるか。飛びかかって絞め落とすか。その位はやりそうだ。いや、それだ
け毅然とした国ならば、拉致もされなかったろう。だから、戦後の日本は
〈国家〉じゃないのかもしれない。だから小泉さんも苦労する。腸の煮えく
り返る思いを堪えて交渉するしかない。
　講道館だけでない。どこに行っても、北朝鮮の話ばっかりだ。「あんな国
はアメリカに占領してもらった方がいいんですよ。その方が人民も幸せです
よ」と言う人がいて、ハッと思った。「民族派」としては許せない暴言だ。
民族の自立自存の否定だ。〈国家〉の否定だ。でも妙にリアリティがあり、
説得力がある。
　彼は言う。「日本だってアメリカに占領されたから経済復興があるんで
しょう。今の繁栄があるんでしょう。もしソ連や中国に占領されてたら、大
変でしたよ」。ウーン、これも言える。週刊誌を見ていたら、麻生幾が、
「アメリカが北朝鮮を空爆する日」と書いていた。でも、殺されるのは罪の
ない一般の人民だ。これは解決策にはならない。じゃ、北朝鮮のトップだけ
を抹殺し、人民を救う策があったらいいのか。ピンポイント爆撃をやると
か。ゴルゴ13を雇ってトップを消してもらうとか。あるいは「スパイ大作
戦」で北朝鮮の政治体制をひっくり返すとか。
　「それが出来たら最高ですよ。初めは人民も抵抗するでしょうが、結果的
には『よかった』と思うでしょう」と彼は言う。「大体、国家というものが
あるのがいけないんですよ」とアナーキスト的なことを言う。
　僕は昔、『がんばれ！新左翼』（エスエル出版会）の中で、北朝鮮を批判
し、「中核派が国家を作ったようなもんだ」と書いた。今の中核派はもっと
開けてきたから違うだろうが、革マル派との殺し合いの内ゲバに明け暮れて
いた時代だった。「殺人集団」とマスコミにもいわれ、ともかく怖かった。
そんな集団が天下をとって国家を作ったら、こうなるんだと思った。「よど
号」の人からは猛反論された。その後、彼らとは仲よくなったが、「じゃ、
一度、実態を見て下さいよ」と言われた。僕も、「偏見なく見てみたい。そ
れで僕の考えも変わるかもしれない」と言った。でも、「よど号」の推薦、
口添えがあったにもかかわらず、ビザは下りない。何度、申請してもダメ
だった。『がんばれ！新左翼』に書いたことが原因らしい。「反共和国分
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子」と僕は目されたんだ。これは「よど号」の人が言っていた。僕の「罪」
だが、今となっては「勲章」になっている。はっきり言えば、入国させても
大丈夫な人だけを入れたんだ。実態を見る目のない人だけが入国を許可され
たんだ。
　ところで、拉致報道だが、ここに来て、妙な具合になってきた。「拉致さ
れた人間はもう60人いる」「いや80人だ」「100人が共同生活をしてい
る」というニュースもあり、どれが本当か分からない。そして、衝撃的だっ
たのは「殺されたとされる人は、実は生きている」というニュースだ。
ニュースじゃないか、「推測」だ。僕が知る限り、初めて言い出したのは李
英和さんだ。これを受けたのか、９月22日(日)のテレビ朝日「サンデー・プ
ロジェクト」でも、元工作員が出演して、「生きている可能性が強い」と
言っていた。産経新聞も最近はこの件を毎日のように取り上げている。
　李英和さんが初めにコメントしたのは『AERA』（９月30日号）だった。
他の週刊誌と比べ、これだけは異色だった。他の週刊誌は、「人殺し国家に
金を出すのか！」「拉致地獄」「ふざけるな！北朝鮮」…と、まるで右翼の
機関誌的大特集だった。ところが『AERA』だけは巻頭特集で、「なぜ８人
も死んだのか」と冷静に分析している。驚いたことに、「病気や災害で死ん
だという発表は嘘ではない」と言う人のコメントもある。又、李英和さんの
ように、「本当は生きている可能性が高い」と言う人もいる。まず、前者の
方から紹介しよう。

　〈北朝鮮と緊密な関係のある外交・軍事アナリストで「朝米平
和センター」代表の肩書きを持つ金明哲（キムミョンチョル）さ
んは、 　「北朝鮮では食糧事情も悪いし、交通事故も多い。感電
死することも珍しくない。それに地方で水害などの災害に巻き込
まれた可能性もあるのではないか」 　と語り、北朝鮮が殺害した
可能性を否定する。平均寿命が60歳ぐらいという北朝鮮で「死
亡」した８人のうち７人が40代以下ということについては、「偶
然としか考えられない」と言うばかりだ。〉

　これはないだろうと思った。こんな説明を信じる人はいない。車もあまり
ないのに交通事故死が多いのか。それに地方の貧しい所に送られているので
はない。人質として、あるいは工作員養成の為に、かなり手厚く遇されてい
るのだ。噴飯ものの説明だが、こういう言い分も載せる所は『AERA』も偉
いと思った。
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　では、「死亡発表」を信じない李さんの発言だ。

　〈一方、北朝鮮への留学経験があり、難民救済活動を支援して
いる李英和（リヨンファ）関西大学助教授は、北朝鮮による「８
人死亡」の発表そのものに懐疑的だ。
　「発表をみると、帰しても構わない人を『生存』、機密にかか
わって帰すことができない人を『死んだ』としたことが明らか。
何ともインチキ臭いトリックで、うのみにしてはいけない」
　日本側に生きて会わせることが自国に不利益をもたらすかどう
か、を判断した上で選別しているのではないか、というのだ。推
測の根拠は「よど号」グループによる拉致の被害者に１人の「生
存」もなかったことに加え、「横田さんは工作員と結婚し、３才
の娘がいる」（97年当時）という韓国筋の情報だ。工作員の家族
が加わったということは、奪還するのは難しいものの身の安全は
保障されている、と同筋は見ており、李助教授も、
　「金正日政権への忠誠を誓わせる上からも、工作員の家族を殺
すことは不可能。死亡とされた８人の多くが生きている可能性が
強い」と訴える。
　それだけに、小泉純一郎首相が会談後、早々に家族にお悔やみ
の言葉を述べたことに憤慨している。「北の幕引き工作に引きず
り込まれている。『死亡』は一方的な発表であり、日本政府が確
認したわけでもない。生きていることを前提にして調査を続行さ
せるべきだ。
　日本政府から「生死」が宣告された17日夜、李助教授は被害者
の家族らにこう言って訴えた。「泣いたら負けだ。死亡の発表は
生きている証し。必ず生きている」〉

　この李英和さんの話は、一番説得力があった。だから他のメディアも無視
できなくて後を追ったのだ。テレ朝や産経新聞だけでなく、他でも皆、この
ことを報道している。〈工作員〉というと、日本では、「何だ、スパイか」
と軽く見られがちだが、北朝鮮では違う。エリート中のエリートだ。最も優
秀な人がなる。文字通り、国家の為に命をかけているのだ。たとえ他国から
拉致してきても、莫大な金と手間暇をかけている。それなのに「名前が分
かった。日本で騒がれた」だけで簡単に消すか。そんなことをしたら工作員
の志気にもかかわるという。
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　拉致された人の中には、今は完全に北朝鮮に忠誠を誓って活動してる人も
いる。「日本には帰りたくない。死んだことにして下さい」と頼んだ人もい
たのかもしれない。「よど号」が拉致した３人のうち、２人の男性について
は日本の警察は「拉致被害者」として認定していなかった。それなのに北朝
鮮は「死亡してる」と発表した。八尾恵さん（元「よど号」の妻）の『謝罪
します』（文芸春秋）には、有本恵子さん、石岡亨さん、松木薫さんをヨー
ロッパから騙して北朝鮮に連れてきた経過が詳しく書かれている。そして北
朝鮮に行ってからも、石岡、松木さんは、「よど号」の人たちと一緒に勉強
している。数カ月、勉強して日本に帰るつもりだったらしい。ところがそれ
が出来なくなり、当局に隔離、監禁されたらしい。と言う。でも、別の所で
別の仕事をしているのかもしれない。それに、一緒に「よど号」グループと
勉強し、研修してるのだ。日本の警察は、これはもう「よど号」グループの
協力者だ、と見なした。だから「拉致被害者」に入れてなかったのだ。又、
八尾さんの本によると、「よど号」の妻たちはヨーロッパに行って、日本人
の男と見ると誘い、アパートでご馳走し、「北朝鮮に行ってみないか」と
誘った。この本には成功した例は「３人」しか出てないが、他の妻たち（勿
論、男たちも）は又、別に勧誘している。それが何人か分からない。「よど
号グループが拉致した人間だけでも20人はいる」と報じていた新聞があった
が、それは分からない。
　ところが、拉致犯の「妻」たちも、元々は「騙されて北朝鮮に連れてこら
れ」「騙されて結婚した」という。八尾さんはそう証言してる。自分だっ
て、嫌で嫌でたまらないのに、柴田と掛け合わせられ、「性奴隷」「慰安
婦」のような毎日だったという。
　子供を産まされ、その子供は人質にとられているから海外にいっても逃げ
られなかったという。でも、この本を読むと、ヨーロッパを回って毎日、楽
しそうにしている。いい物を食い、遊び、男をひっかけている。つまり、騙
され結婚した妻たちは、いわば拉致被害者だ。それが、今度はヨーロッパに
行って「拉致」加害者になっている。事態は複雑なのだ。
　さて、李英和さんだ。この人は北朝鮮に留学した経験があり、そこで北朝
鮮の実態を見、目が覚めた。それ以来、北朝鮮の人民を救う運動をやってい
る。僕は何度も会っている。河合塾大阪校でやった「左右激突大討論会」で
は、塩見孝也さん（元赤軍派議長）と李さん、それに僕の三人でトークバト
ルをやったこともある。北朝鮮、よど号を擁護する塩見さんと、それを批判
する李英和さんとの対決は凄まじかった。聴衆も騒ぎ、大変な集会になっ
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た。
　それと、もう６、７年ほど前になるか。大阪で在日の人の参政権をめぐる
討論会があった。李さんが主催した。「参政権反対」は大阪の右翼２人。
「賛成」は李さんと僕。二人は右翼を相手に闘った。だから、その時の〈戦
友〉だ。でも、右翼からは「裏切り者」「恥知らず」と批判された。右翼で
一番大きな新聞には、大々的に「一水会代表鈴木邦男が売国発言！」と書か
れ、攻撃された。売国奴、非国民だと非難された。
　今回の拉致問題で又してもその新聞などは僕を批判してたようだ。「大き
く出てましたよ」と知らせてくれる人がいた。「鈴木は北朝鮮支持の塩見孝
也と対談している。田中義三とは仲がいい」…と。いいじゃないか。その通
りなんだから。
　実は小泉訪朝前だって。期せずして赤軍関係者と立て続けにトークバトル
した。「対赤軍・炎の４連戦」だ。詳しくは『創』11月号（10月７日発
売）に書いたので見てほしい。ザッと紹介すると…。

(1)９月20日(月)　「よど号」の田中義三さんに面会に行く。「拉致はしてま
せん。有本さんなんて知りません」と言っていた。
(2)９月11日(水)　ロフトプラスワンで日本赤軍の足立正生さんと対談した。
「よど号」グループ、連合赤軍の話も聞いた。日本赤軍は彼らとどう違うの
かも聞いた。重信房子の父親（右翼の血盟団）には生前、二人とも会ってい
たので、その話にも花が咲いた。

(3)９月13日(金)　静岡のスナック「バロン」で植垣康博さんとトークバト
ル。植垣さんは元連合赤軍兵士で、同志８人殺しにかかわり、27年も刑務所
にいた人だ。なぜ仲間殺しが起きたのか、について詳しく訊いた。
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(4)９月16日(月)　調布の「つつじヶ丘児童館ホール」で「田中義三支援コン
サート」。闘う在日歌手の川西杏（チョン・ソヘン）が歌いまくる。その合
い間に、塩見孝也さん（元赤軍派議長。獄中20年）と僕と川西さんが話す。
「左・右・在日」で日本に革命を起こそう！と、「三羽烏音頭」が披露され
る。いい歌だ。他に、「夕刻のコペルニクス」「男・塩見孝也」「ハイ
ジャック音頭」もある。さらには、「タマちゃん音頭」なんてミーハーな歌
もある。よく分からん人だ。

　この日は、帰国した「よど号」の妻・金子恵美子さんと田中義三さんの娘
さんも来て、「連帯の挨拶」をした。ピョンヤンにいる「よど号」からの
メッセージも読む。「ちょっと言葉がかたくて難しいけど…。難しく書くの
が好きなんですよね、皆は」と金子さん。ユーモアがあって、とっても感じ
のいい人だ。
　塩見さんは、連日のように連合赤軍を考える勉強会をやっている。それを
総括して今年中に本を出したいという。「その後は？」と訊いたら。「勿
論、国政に出て日本の政治を変えるんです」という。いつまでも元気なん
だ。何でも「新三派連合」をつくり、それを基盤に〈新党〉をつくるとい
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う。「新三派連合」というのは「左・右・在日」の三羽烏ではない。ブン
ト、中核派、解放派に声をかけ、かつての「三派全学連」の再建をやるとい
う。正気かいな、と思った。30年前で思考が止まっている人だ。化石だ。い
や、頭が若いというべきか。「それで選挙に出て、政権を目指す」という。
ヒャー、気の遠くなるような話だ。それよりは国会を取り巻いて「暴力革
命」の方が可能性があるんじゃないかな。
　「10年前に、ブント出身の藤本敏夫が選挙に出た時は惨敗だった。その時
よりも今はさらに時の利がない。やっても無駄ですよ。昔の左翼なんて集め
るだけでマイナスです。マイナスはいくら集めてもマイナスです」と言ったら
怒っていた。「せっかく積極的に運動をやろうというのに水を差すとは何
だ。“それは面白いね”と言ってくれるのが友情だろう」と。
　あっそうかと思った。それで自己批判し、激励した。「そりゃ面白いね。
頑張って下さいよ」。まァ、いくつになっても夢を持つのはいいことだ。い
つでも夢を、だ。それに、これは単に「三派全学連の再建ではない。社会的
に名の通った人をトップにかついで闘う」という。「たとえば？」「たとえ
ば宮台真司だよ」「おっ、これは面白い。やって下さいよ」と今度は本当に
激励した。しかし、宮台さんが引き受けるかどうかだ。

　…というわけで、「対赤軍・炎の４連戦」の概要だけを紹介した。あとは
『創』で読んでくんなまし。

　そうそう、この前、ＢＢＳに「10月の予定」を書いたけど、新たに追加
だ。10月11日(金)は上野広小路亭でやる快楽亭ブラックさんの落語会に出演
する。「私が教えますから落語をやって下さいよ」と言われたが、頭が悪く
て話を覚えられない。「頭がよかったら右翼なんかなってないよ」と言っ
た。仕方がないから、ブラックさんと政治トークをすることになった。ブ
ラックさんは下ネタの落語ばっかと思ってる人もいるようだが違う。だっ
て、初めて会ったのは反骨のルポライター・竹中労の集会だったんだ。憂国
の落語家ですよ。
　それと、10月23日(水)は岡山で講演会を頼まれた。地方での講演会なんて
10年ぶりだ。僕ごときを呼んでくれるなんてありがたい。
　それと今、河合塾コスモとジャナ専（日本ジャーナリスト専門学校）で教
えているが、ジャナ専の授業が増えた。今までは文芸科で「現代史」を教え
ていた。よど号ハイジャック事件、三島事件や連合赤軍事件、経団連事件、
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右翼リンチ殺人事件…などの偏向した歴史を教えていた。教科書でも学校で
も絶対に教えない歴史だ。だから講師としては窓際族だ。頭は悪いし、文章
は下手だし、喋るのも苦手だ。だからもうそろそろクビかと覚悟を決めてい
た。「言論の覚悟」じゃなくて、「クビの覚悟」「無能の覚悟」だ。ところ
が後期からもう一コマ増えて、ライター科で「時事問題」をやることになっ
た。僕のような人間でも「必要とされてるのか」と思い感動した。普通な
ら、もう定年の年なのに。授業が増えた。人の情に涙する秋でした。オワ
リ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年10月7日
「その後のよど号」は余りにも悲惨で残酷だ。

　「よど号事件って、かっこよかったんですね。テレビで見ました」と突
然、生徒に言われた。９月24日(火)のことだ。ジャナ専（日本ジャーナリス
ト専門学校）で、「現代史」の授業を始めようとしてた時だ。一番前の席の
女の子が言ったんだ。「犯人のリーダーが仲村トオルでしたし、よかったで
すよ。ずっと演説しっ放しで、最後は咽をからして訴えてました」。そう
か、田宮高麿の役は仲村トオルだったのか。
　そういえば、この次の日（９月25日(水)）、高田馬場の消費者センターで
「連合赤軍事件を考える勉強会」があって、あさま山荘事件の加藤倫教さん
の話を聞いた。この時、会の主催者の塩見孝也さん（元赤軍派議長）は、
「いやー、『よど号』のテレビはよかったね。田宮は仲村トオルだし。格好
よすぎですよ。しかし、この時期によく放映してくれたよな。あれを見る
と、人民も我々の闘いを正しく理解してくれるよ」と、日本テレビをヤケに
大絶讃だ。そしてポロリと、こうもらした。「テレ朝はひどいけど、日テレ
はおれらの仲間だからな」。おいおい、そんなこと言っていいのかよと思っ
た。
　でも、確かにテレ朝は「反・よど号」だ。「よど号」グループを脱退し、
「裏切った」八尾恵（元よど号の妻）をよく出している。八尾さんが有本恵
子さんの両親に会い、「私たちが有本恵子さんを拉致しました」と土下座し
て謝っていた。又、田中義三さんについてもかなり辛辣な報道をし、塩見さ
んたちが訴えたことがある。
　それに比べて日本テレビは、「よど号」グループのことを好意的に報道し
ている。北朝鮮に入り、「よど号」グループ、家族の日常生活までも報道し
ていた。子供たちが帰ってくると、そのたびに特集を組んでいた。よど号問
題には一番詳しくて、強いのが日テレだった。 　その集大成としてやったの
が、今回の番組だ。９月23日(月)の夜９時から２時間。実録ドラマスペシャ
ル「よど号事件・史上最悪の122時間」だ。
　これは実に感動的なドラマだった。しかし、ちょっと複雑な思いで見た。
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だって、この６日前（９月17日）には歴史的な日朝会談があり、金正日総書
記は「拉致」を認め、謝罪したのだ。又、「４人生存、８人死亡」と発表し
た。他にもまだまだ拉致被害者はいるようだ。それに、「死亡８人」のうち
有本恵子さんら３人は、どうも「よど号」グループがヨーロッパから拉致し
てきたたようだ。「よど号」グループは今まで、「拉致などしてない」と
言ってきたが、彼らの頭越しに金総書記が認めてしまったのだ。
　「これは困った」と日テレも思ったろう。今までのような「ニュース特
番」だったら、差し換えたり、付け加えたりできる。しかし、「２時間ドラ
マ」として作ったものだし、かなり前に出来上がっている。さあどうする。
「タイミングを外してしまった」と言う人もいる。「彼らは今や拉致犯人
だ。殺害にも係わってるかもしれない。拉致被害者の家族の気持を考えて放
映を中止した方がいい」という意見も出た。しかし、結局は放映した。当時
（32年前）の貴重な映像もあるし、事件関係者にも多数取材してる。これだ
けの大作を中止にするのは惜しいと思った。又、「逆に今こそ最もタイム
リーかもしれない」と思った。狙いは当たり、かなりの高視聴率だったよう
だ。
　僕はビデオを撮ってたが、忙しくて見てなかった。ジャナ専の女の子や塩
見さんが、「感動した」と言ってたので、９月30日(月)にやっと見た。たし
かに感動的なつくりだし、何よりも、資料的、歴史的な価値がある。だっ
て、人質になった人たちを探し、インタビューをしている。石田機長や江崎
副操縦士にも話を聞いている。又、一度おりた韓国の空港の当事者たちにも
話を聞いている。ドラマの合い間に、彼らの証言や、当時のフィルムが流れ
る。
　「よど号」メンバーをハイジャックした赤軍派のメンバーも爽やかだ。血
気にはやり、焦ってはいるが、てでも人質に対しては極力、紳士的に振る
まっている。田中義三さんも日本刀をもって頑張っていた。
　命の危険はあったが、でも、「学生さんは普通の犯罪者とは違う」という
気持があった。だって９人は二人をのぞき皆学生だ。それも東大、大阪市立
大、明大、同志社、関西大…と、エリートばっかりだ。人質よりも犯人の方
がエリートなんだ。（ちなみに、もう二人だが、一人は工場に勤める労働者
で吉田金太郎という。もう一人は高校生で柴田泰弘という。後、八尾恵と結
婚することになる）。
　「史上最悪の122時間」と銘打たれているし、人質は本当なら、犯人に対
し「恨み骨髄」のはずだ。ところが、冷静だし、よく協力している。韓国で

主張167 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

2 / 9 09/12/14 2:15



足止めされた時は、乗客の方が、「早く北朝鮮に行かせてくれ！」と要求し
てたのだ。勿論、彼らが行きたいわけじゃない。韓国にいたって何も問題は
解決しない。早く北に行って、この状態から逃れたいと思ったのだ。それに
９人以外にも犯人がいるかもしれない。そう犯人は思わせた。頭がいい。
「犯人を取り押さえよう」と隣の乗客に話しかけたら、その人も「犯人グ
ループ」という可能性もある。だから動けなかった。そして、乗客は犯人の
アジ演説を聞いてるうちに、「凶悪犯じゃないな。政治的目的で行くのか」
と分かってきた。お菓子や煙草も皆、供出し、赤軍派の人がそれを平等に
配った。話もする。質問にも答える。そのうち気持ちも交流した。一体感も
生まれた。
　だから、山村運輸政務次官が身代わりを申し出、「あすは乗客を解放し、
北朝鮮に行きます」と発表した時は、皆が「バンザーイ！」と叫んだ。そし
て、犯人と人質の「お別れパーティ」が開かれた。日テレのドラマでもそれ
はよく出ていた。田宮高麿役の仲村トオルが詩吟をうなり、９人で「イン
ター」を歌う。人質の乗客は「元気で頑張って下さい」と励ます。「北帰
行」を歌う人もいる。ピッタリの歌だ。
　でも、本当はそんなもんではなかった。これは僕が、犯人や人質両方から
聞いた話だが…。「お別れパーティ」は盛り上がり、まさに〈一体感〉を感
じた。「ストックホルム症候群」が生まれたのだ。人質の中から、「おらが
歌います」と次々と民謡がとび出す。今なら、さしずめ「カラオケ合戦」
だ。でも32年前はカラオケがないから、「民謡合戦」なのだ。「明日は日本
に帰れる」というホッとした解放感があったし、酒も入っていた。「一緒に
撮って下さい」と犯人と記念撮影する人質たち。又、「サインして下さい」
という人質。中には、「オレも北朝鮮に連れていってくれ」という人質。感
極まって泣き出す人質。
　本当に感動的な光景だったようだ。涙、涙ですよ。田宮たちも、「ご迷惑
をかけました」と謝罪する。「君らも体に気をつけて頑張れよ！」と人質か
ら声が飛ぶ。そして「身代わり人質」の山村政務次官が乗り込む。降りる乗
客に「おつかれ様でした」と声をかける。「山村さんこそお元気で。申しわ
けありません」と乗客はお礼を言う。感動的だ。僕も立ち合いたかった。
　山村政務次官は死を覚悟していた。国交のない国だ。このまま、逮捕さ
れ、抑留されるかもしれない。いや、領空侵犯で撃ち落とされるかもしれな
い。運輸大臣に言ったら、「じゃ私が人質になる。私が責任者だから」と言
われた。「大臣が人質になったら世界中の人がどう思います。ダメてす。私
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が行きます」「いや君には行かせられない」…と。ここでも美わしき光景が
展開された。
　乗り込んだ山村に田宮たちは、ねぎらいの声をかける。「ご迷惑をかけて
本当にすみません」と。山村も気を使わせまいと、ジョークで答える。「い
やいや、これで次の選挙は大丈夫だよ」。そして田宮たちと大声で笑い合
う。（実際、次の選挙では山村はトップ当選を果たした）。
　乗り込む前に山村は日本の妻に電話した。２才と３才の娘がいる。自分は
死を覚悟している。だから妻に言った。「娘たちを頼む…。素直ないい子に
育ててくれ」。そして、母親にも別れの言葉を言う。それから、バッチや腕
時計などをはずし、封筒に入れる。もしもの場合はこれが遺品になるから
だ。妻や母親も心配だが、かわいい盛りの２才と３才の娘が気がかり
だ。（後で思わぬ展開があるので、この娘のことは覚えていてほしい）。
　石田機長は戦争中、かなり無理な飛行もやらされた。だから、別に地図が
なくても北朝鮮に行くことに不安はなかった。だが、国交のない国だし、領
空侵犯で、いきなり撃ち落とされるかもしれない。だが行くしかない。彼も
死を覚悟した…。
　そして、122時間ぶりに乗客は解放され、北朝鮮に着き、９人の赤軍派を
降ろし、「よど号」は羽田に戻った。その時の歓迎の模様といったらなかっ
たですよ。石田機長と山村政務次官は〈英雄〉だ。「時の人」だ。又、〈犯
人〉の赤軍派９人だって、「乗客に手荒なことはしなかった」「紳士的だっ
た」と、人気も高い。北朝鮮で頑張ってくれよ、と国民は皆思った。なん
せ、「我々は『あしたのジョー』である！」と言ってたんだ。漫画の好きな
人に悪い人はいない。「爽やかな人達だったな」と、人質になった乗客も思
い出している。
　人質の乗客も、これによって「時の人」になったし、どこでも引っぱりだ
こだ。特に聖路加国際病院院長の日野原重明さんなんかは、「あの時死ぬか
と思った。だからその後は余りの人生だと思った。そしたら90すぎまで生
き、今も元気だ」といっている。（詳しくはこのＨＰの６月17日号に書きま
したよね。「歓喜！地球にやさしいハイジャック」で）。そして本を毎月の
ように出している。体の弱い人だったというし、「よど号体験」がなければ
早死にしてただろう。他の人質の人達も皆、元気だ。あれがあったおかげ
で、その後は「神様に頂いた人生」と思い、元気一杯に生きている。いいこ
とをしたんだ、赤軍派も。当時のスチュワーデスも何人かインタビューに応
じていた。当時、22才位として、今は55才位だ。でも、30代にしか見えな
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い。あの「ショック療法」で、皆、若返ったんだ。江崎副操縦士も、定年退
職したが、でも若々しい。
　ということで、32年前のハイジャックはよいことだらけだ。万々歳だ。い
や、そこで終わっていれば、全ては良かったんだ。「よど号」グループは、
「我々は半年、北朝鮮で勉強し、訓練を受け、再び日本に戻り、日本革命を
やります！」と言っていた。その言葉通り、帰っていれば、たとえ獄中に
入っても〈英雄〉のままだった。半年とはいわない。その後15年以内に戻っ
ていれば、今頃は刑を終えて自由の身だ。新党を作って国会議員になってた
かもしれない。作家になってたかもしれない。大学教授になった人もいただ
ろう。
　ところが32年の年月は残酷だ。この年月は、全ての英雄を「汚れた英雄」
にした。それを暗示するように、日テレのドラマでは、最後に「事件関係者
のその後」が語られる。
　〈石田機長は国民的英雄になったが、２年後、日本航空を退職。その後、
波乱の人生を送る。山村新治郎は次の選挙でトップ当選。しかし22年後、不
審死を遂げる。
　一方、北朝鮮にわたった９人のうち吉田、岡本、田宮の３人は不審死。柴
田は入国し、５年の刑期を終え日本にいる。田中は12年の刑を受け拘置所
に。残り４人は北朝鮮にいる〉

　この「その後の“よど号”」が残酷で衝撃的なのだ。 　八尾恵（よど号の元
妻）によれば、「よど号」グループと結婚した〈妻〉たちは、騙されて結婚
したという。初めは〈被害者〉だ。ところが、彼女らはヨーロッパに行って
は日本人旅行者、学生を見つけては声をかけ、仲よくなり、北朝鮮に連れて
いった。拉致だ。「いや同志獲得だ。オルグだ」と言うかもしれないが、連
れてこられた人は、帰る自由がない。結果的には〈拉致〉だ。元の被害者
（妻たち）が次には加害者になり、さらに…。複雑な話だ。又、赤軍派９人
の同志のうち３人は「不審死」だと日テレは言う。田宮は違うと思うが、こ
れで吉田、岡本の死が再び問題になる。八尾は、「吉田金太郎はスパイだっ
た」という。いや、そう疑われて〈査問〉されたという。岡本も〈路線〉の
対立があり、他のメンバーから〈査問〉されたという。その結果がとうなっ
たのか。高沢晧司は、「あれは第二の連合赤軍ですよ」と言ったが、本当に
仲間に殺されたのか。あるいは北朝鮮当局に引き渡されたのか。
　それにしても、ミステリーがある。警察が貼り出している「指名手配」の
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ポスターだ。「よど号」の５人が顔写真で出ている。北朝鮮にいるのは４人
のはずなのに、何故か岡本武が入っている。警察は岡本を死んだと見なして
ないのだ。じゃ、どういう形で生きているのか。「よど号」メンバーと喧嘩
し、北朝鮮当局（労働党）に引き渡され、収容所にいると思っているのか。
あるいはスパイ養成所で工作員として生まれかわり、外国に潜入してると
思っているのか。その証拠をつかんでるのか、マスコミもこの辺を報道して
ほしい。警察にもちゃんと取材してくれよ。
　ともかく「よど号」グループは、ヨーロッパから何人もの人を拉致した。
分かっているのは３人だが、実は20人はいるという情報もある。又、仲間を
〈査問〉し、その後でどうなったか。拉致だけでなく、拉致被害者の殺害容
疑も出てきた。そして仲間殺害の容疑もだ。15年前に帰国していれば、「爽
やかなハイジャッカー」のままで、刑を務め、今頃は自由の身だったのに。
残念だ。

　もう一方の石田、山村だ。この二人は文字通りの〈国民的英雄〉だった。
国民栄誉賞ものだった。だが、その後の二人の運命も酷いものだった。石田
機長は一躍、〈時の人〉になった。連日、マスコミに追われた。しかし、そ
のことによって「知られたくないこと」まで知られた。つまり、愛人がいた
ことがバレたのだ。機長ともなれば莫大な収入があるし、スチュワーデスを
含め、回りは美女だらけ。だから皆、愛人の一人や二人はいる。当然だ。で
も石田機長はマスコミに追われたので、バレちゃった。「何だ、ふざける
な」と国民は怒り、一転、英雄は地に堕ちた。日航はクビ。奥さんとは離
婚。家族は離散。「ちくしょう、よど号事件さえなかったら…」と思っただ
ろう。でも、腕はいいんだし、どこでもやっていけると思った。しかし、転
職先では、どこもうまくいかない。プライドの高い男だし、いつも喧嘩にな
る。その不満がたまり、酒におぼれ、ガンになる。大病で手術。何とか治っ
たが、今でも喋るのは不自由だ。そして今は、夜警をして何とか食いつない
でいる。かわいそうだ。「汚れた英雄」だ。
　だったら逃げ回らずに、居直って本でも書くとか、評論家にでもなればよ
かった。あるいは右翼団体でもつくるとか…。豊臣秀吉の正妻は「ねね」と
いう。そして愛人は「よど」だ。「よど」につまずいて、豊臣政権は瓦解し
た。石田機長も、二回、「よど」につまずいた。いや、一回目の「よど」号
では英雄になったが死ぬような目に会った。そして、第二回目のよど〈愛
人〉では全てを失った。ハイジャックされ、おどされ、次はマスコミに襲わ
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れ…。セカンド・レイプのようなものだ。「私はよどで二度つまずいた」と
思ってることだろう。そうそう、日航機「よど号」は今も元気だ。アメリカ
に売られてゆき、名前も変えて使われている。サッカーの選手たちの移動用
に使われているそうだ。ハイジャックされた「秀吉の愛人」は、今やアメリ
カに身売りをしたんだ。「蝶々夫人」になっちゃった。「唐人お吉」になっ
ちゃった。

　さて、最後の山村政務次官だ。次の選挙はトップ当選。なんせ、「男・山
村新治郎」というレコードまで出た。たしか北島三郎が歌った。誰か探して
みてくれよ。「ゆくゆくは首相か」と思われた。彼が日朝交渉をすれば小泉
になれたのに。しかし、人気は一時的なもの。しばらくすると忘れられた。
しかし、22年後。〈時〉が来た。北朝鮮から招待されたのだ。「なつかし
い。あのよど号犯とも会えると楽しみにしていた。よど号グループだって山
村には感謝している。彼が身代わりにならなければ、韓国で自爆してたかも
しれない。熱列歓迎だ。北朝鮮当局だってそうだ。
　訪朝の前夜、山村は家族とささやかなパーティをして、床についた。しか
し、そのパーティが「最後の晩餐」になろうとは、神ならぬ山村の知るとこ
ろではない。ぐっすり寝込んでいた山村は、何と夜中に殺されたのだ。それ
も自分の娘に殺されたのだ。ちょっと前に書いたよね。22年前、妻に電話
し、「娘を頼む。素直ないい子に育ててくれ」と頼んだ娘だ。２才と３才の
娘がいたが、その妹の方だ。「素直ないい子」に育ったはずの娘が山村を刺
し殺したのだ。
　実は、この日、娘は病院から退院したばかりだった。心の病いだった。
「よど号」事件の時は２才だったから、この時は24才だ。「よど号」事件が
幼い心の傷（トラウマ）になってたのかもしれない。そして、退院した日が
危ない。退院した日に自殺した漫画家（山田花子）がいたし、退院した日に
バスジャックして人殺しをした少年もいた。
　しかし、何というタイミングだろう。北朝鮮に行く前夜に殺されるなん
て。「よど号」の人たちも驚いた。そして、「おかしい」と思った。元赤軍
派議長の塩見孝也さんは、「これは謀略だ」「米ＣＩＡに殺されたんだ！」
と僕に言った。「だってこんな偶然があるかよ。日朝国交回復をつぶす為に
アメリカがやったんだ」と絶叫していた。
　つまり、山村がいけば、再び、「よど号」ブームになる。日朝交渉・国交
回復と話が運ぶ。「よど号」グループも、「じゃ、ご祝儀で無罪帰国させよ
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う」となる。いや、なるかもしれない。そうなってはアメリカは困る。日朝
が団結して、「反米」にまわられたら大変だ。それで米ＣＩＡを使って山村
を殺した。それが名探偵・塩見孝也の名推理だ。「でも、殺したのは病院帰
りの娘ですよ」とワトソン鈴木は反論した。「馬鹿野郎、だからお前は甘い
んだよ。相手はＣＩＡだ。娘をマインド・コントロールして父親を殺させる
位、朝飯前だ！」「ホントかなー」。
　でも、ビートルズのメンバーのジョン・レノンが殺された事件は「マイン
ド・コントロール殺人」と言われた。犯人が、サリンジャーの「ライ麦畑で
拉致して」の愛読者だった。「ライ麦畑でつかまえて」だったかな。同じこ
とだ。ともかく、その本がキイワードに使われて、マインド・コントロール
殺人をしたという。それを「実証」した本が何冊も出ていて僕も読んだ。
　さて、山村刺殺の場合はどうだったのか。本当にＣＩＡの陰謀なのか。あ
るいは背後にフリーメーソンがいたのか。「山村新治郎はなぜ殺されたの
か」を広瀬隆に書いてもらわにゃいけん。ともかく、こう見てくると、その
後の「よど号」は余りにも悲惨で、残酷だ。
　と、ここで書いた時に、宅急便だ。桜井よし子編『あなたの個人情報が危
ない！』（小学館文庫。420円）が送られてきた。本屋にもう出てるだろ
う。僕も書いている。いい本だ。安い本だし、是非買ってほしい。ルノアー
ルのコーヒー一杯よりも安い。談話室「滝沢」のコーヒーの半額だ。
　本の帯にはこう書かれている。「私たちはメディア規制法案に反対です。
官僚が企む、国民管理の怖さをぜひ知ってほしい」。そして22人が書いてい
る。有田芳生、江川紹子、佐高信、田原総一郎、鳥越俊太郎…などだ。「こ
れは『治安維持法』だ！」と叫ぶ人もいるし、「これで政府は戦争をしやす
くしている」「戦前に戻る」という人もいる。ちょっと大袈裟だろうと僕は
思う。それに、メディアの今の状態でいいのか、と思う。でも、国家権力の
介入には反対だ。だから、この本では、「覚悟なくして何の反対運動か」と
いう題で書いた。
　見出しだって挑発的だ。「国家の善導」は思い上がりだ！
　悪法により大勢のジャーナリストが逮捕される。そうなったら壮観だ
　志のないメディアは潰れたってかまわない
　凄いですね。全体の流れに一人だけ逆らっているようで心苦しいですな。
そういえば、９月28日(土)の夜、よみうりホールで「個人情報保護法案拒
否！」の集会が開かれ、僕も喋らされた。国家の介入には反対だが、ただ群
れてお祭り騒ぎのように「言論の自由を守れ！」と叫ぶ集会やデモは嫌い
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だ。一人で闘う気もないくせに、と思ったりして。だから、そんな〈嫌悪
感〉を素直に言ったら、会場が急に白けた。せっかく盛り上がってた集会に
水を差し、嫌味を言って帰ってきたようで反省している。オワリ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年10月14日
赤軍派・塩見議長。驚愕の告発！＝「どうする！よど号」＝

　「塩見さんが！塩見さんが！」と電話が叫んでいる。いや、電話の声が叫
んでいる。「どうしたんだ。死んだのか？」と訊いた。オラも非情だね。す
ぐにこんな訊き方をする。それとも殺したのかな。あるいは又、ハイジャッ
クをやったとか。もっとも、32年前はハイジャックを指令しただけで本人は
実行してない。その前に捕まっちゃった。
　「塩見さんがどうしたんだ！　しっかりしろ」と電話の男を励ました。
「今日の産経新聞の一面トップに出てるんです。コンビニで買って読んで下
さい。大事件です。小泉訪朝以上です」と上ずった声で言う。バカ野郎、コ
ンビニに行かなくても、産経はとってるんだ。1970年に産経新聞に入社し
て以来32年間ずっと一貫して産経をとっている。永年購読者として表賞され
てもいいよな。
　10月６日(日)の早朝のことだった。ともかく、新聞を取りに行った。一面
を見た。おどろいた。のけぞった。本当だった。塩見さんが出ている。「元
赤軍派議長明かす」と題し、「石岡さん拉致。オルグ失敗、労働党の手に」
「よど号犯・小西容疑者ら関係示唆」と大々的に出ている。
　「よど号」グループは、今まで一貫して「拉致」を否定してきた。「自分
たちはやってない。有本さん、石岡さん、松木さんも知らない」と言ってき
た。ところが、金正日総書記は彼らの頭越しに「拉致」を認め、謝罪した。
又、「ヨーロッパから拉致した」有本恵子さん、石岡亨さん、松木薫さんは
「死亡した」と発表した。
　しかし、奇妙なことに、それでも「よど号」グループは「拉致」を認めな
い。「北朝鮮の工作員が暴走してやったと金総書記も言っている。我々は知
らないし、やってない」と言っている。それは文書にして出している。僕の
ところにも来た。「かりの会」の「お元気ですか」だ。だが、ヨーロッパで
石岡さんと「よど号」の妻が一緒に写ってる写真が以前、週刊誌に出た。
「面識がない」というのは嘘なのだ。さらに石岡さんは、「北朝鮮にいる。
有本さん、松木さんも一緒だ」と実家に手紙を出した。
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　これでは誰が見ても、よど号グループが三人を拉致した、と思える。しか
し、「よど号」グループは「やってない。工作員がやったことだ」と言って
きた。一度として「認めた」ことはない。ところが産経によると、塩見さん
が、「いや、俺にだけは認める発言をした。それを今、明かす」と言う。衝
撃的な告発だ。
　でも、これは塩見さんが産経の取材に応えて独占インタビューしたわけで
はない。〈「創」11月号に掲載されたインタビューで明らかにした〉と書い
ている。そう。「創」（11月号）の一大スクープなのだ。「創」は10月７
日(月)全国発売だが、その前日に産経は報道したのだ。毎日や朝日などにも
書かれていた。
　「創」では僕も連載を持っていて、〈「どうする！「よど号」〉を書い
た。赤軍関係者４人に立て続けに会って〈対決〉した。そのことを書いた。
田中義三さん（よど号）、足立正生さん（日本赤軍）、植垣康博さん（連合
赤軍）、塩見孝也さん（赤軍派議長）の４人だ。「対赤軍・炎の４連戦」
だ。「炎の４連敗じゃないの」と皆にひやかされているが、そうかもしれな
い。小泉訪朝前に、それも２週間の内に４連戦だ。これは運命のいたずら
か。新たな「宿命」か。米ソの謀略か。地球外生命体からの「サイン」なの
か。ともかく、衝撃的な４連戦だと思った。
　ところが、巻頭の「塩見インタビュー」で、僕の４連戦など、かすんでし
まった。どっかに吹っ飛んでしまった。「創」を読んだ人も、「塩見さんの
告発はすごいね！第二の高沢晧司ですよ」「よど号の内ゲバですね。ドキド
キしますね」と言っている。「創」は売切れ店が続出してるそうだ。でも、
皆、「塩見インタビュー」の話ばっかりだ。「あれっ？鈴木さんも書いてた
の？」とオラは無視ですよ。
　では、「創」の記事を紹介しよう。〈「よど号」グループよ、北朝鮮問題
の真実を語れ！　元赤軍派議長からの痛恨の呼び掛け〉というタイトルだ。
巻頭８ページの大スクープだ。一番肝心な所はここだ。

〈「拉致」問題についての僕なりの確信は、ある程度ある。例え
ば今回、有本さんと同じ日に死亡したと発表された石岡亨さんの
ことだ。彼が田宮の妻である森順子さんらと一緒に写った写真
が、93～94年頃、『文芸春秋』に出た。拉致疑惑を「よど号」
グループは否定していたので、「それなら僕も一肌脱ごう。石岡
さんが自主的に来たという論陣を張るから、資料をくれ」と電話
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で言った。すると、「まずいから、今はとにかく騒がないでく
れ」という返事だった。その時すごく不自然だと感じた。〉

　だったら93～94年の時点で塩見さんも告白すべきだったんだよ。でも、
仲間だからやれなかった。
　ただ、「物的証拠（写真）もあるんだから認めろよ」と言った。袋をかぶ
せ、暴力的に攫ってきたわけじゃない。説得して、自主的に来てもらったん
だ。これはオルグなんだ。…そう論陣を張ってやると言った。しかし、これ
も考えればひどい。〈真実〉を明らかにするのではなく、自分たちに都合
のぃぃ〈論陣〉を張るというのだ。
　小西さんらは、「今はまずい。騒がないでくれ」といった。北朝鮮当局の
許可なく発表できないからだ。でも「かつての上司」塩見さんには、「連れ
てきたこと」を認めた。実際、「創」ではそう書かれている。

〈その後95～96年頃、産経新聞とか週刊誌の中で「よど号」グ
ループについての疑惑が出始めた。その時も僕は石岡さんらのこ
とを「よど号」グループに訊いた。すると「オルグしようとした
けど、手に負えなくなった」という返事だった。もちろん、連れ
て来たというのを前提にしての話だ。結局、「よど号」グループ
の手に負えなくなり、労働党が出てきた。その結果、石岡さんら
は「手の届かないところに行った」というのだ。 　ところが
2000年の「よど号」30周年の時に北朝鮮に行った折り、他のメ
ンバーが訊いたところ、「確かに写真は存在するが、その男性を
連れてきてはいない」という説明に変わっていた。おかしなこと
を言うなと僕は思った。それまで「連れてきたが無理やり拉致し
たわけではない」という話をしていたのに、「連れてきてはいな
い」という説明に変わっていた。どうもその頃、彼らは次の局面
に向けて自分らの路線を軌道修正し始めていたらしい〉

　その後は、「知らない」「事実無根だ」というばかりだ。後退したのだ。
北朝鮮当局の圧力だろう。あるいは、「一部を認めたら、次から次と認めざ
るを得ない。歯止めがなくなる。一切否認しよう」と思ったのか。だから塩
見さんにも否認した。塩見さんは「告発」したが、これに対して「よど号」
グループの反応はまだない。「塩見発言」を認めるのか、あるいは反駁する
のか。多分、後者だと思う。「塩見さんにそんなことを言ったことはない。
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嘘だ。我々は拉致なんかしていない」と言うだろう。
　塩見さんに電話して訊いたら、「さあ、どっちになるかな」と言ってい
た。〈訣別〉までも考えて覚悟の告発をしたのだろう。ただ、元上司とし
て、「部下が不利になること」をわざわざ証言してるのだ。勇気があるの
か、冷たいのか。「お前だったらどうする」と言われたらとても出来ないだ
ろう。
　「よど号」グループは「塩見発言」を否定するだろうと思うのには理由が
ある。というのは、10月７日(月)に田中義三さんに面会に行ったからだ。
「塩見さんの告発を知ってますか」と訊いたら、「朝日新聞にちょっと出て
たけど、一体、何なの」と言う。「創」はまだ入ってなかった。だから、産
経新聞の一面と、「創」を見せた。（昔は出来なかったけど、今は接見室で
も、見せることは出来る）。田中さんは喰い入るように見ていた。そして、
「これは嘘です。こんなバカなことはありません」と言った。はっきり言っ
た。そして縷々説明してくれた。「でも、田中さんは帰国資金獲得の役で、
同志獲得のグループとは違うんでしょう。だから知らないんじゃないの」と
言ったら、「いや、毎日一緒に生活して、何でも話していた。こんなことが
あったら必ず僕の耳に入る」と断言していた。
　知らないのか、あるいは、言えないのか。それは分からない。でも、塩見
さんが全くの作り話をしたとも思えない。あるいは小西さんが、別の話をし
たのに、塩見さんが勝手に一人合点して、「あっ、あのことか」と思ったの
か。でも、「創」の内容を読むと、かなり詳しく語ったようだ。これが本当
なら、向こうにいる「よど号」グループの４人は、ハイジャックの罪に加え
て、「拉致」の罪、さらに殺害容疑、あるいは殺害に手を貸した容疑も加わ
るだろう。それを知りつつ「元上司」は告発した。左翼の同志愛も薄情なも
のだ。
　それと、「創」の中で、他に気になったところが二ケ所あった。初め読ん
だ時は気がつかなかったが、二度目読んで、ドキっとした。「恐ろしいこと
を言ってるな」と思った。まず一つ目だ。彼ら「よど号」はもはや〈事実〉
を喋らず、「地獄の底まで」「毒を食らわば皿まで」と思っているのだ。と
塩見さんは言う。そして…

〈僕は、彼らに金正日さんの後ろ盾がなくなっていると想定して
いたから、もしかしたら自決するかもしれないと思った。小西と
の電話で、一瞬「死ぬなよ」と言おうかと思ったほどだ。結局、
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言わなかったけど〉

　皆は、これをどう読んだだろうか。塩見議長の暖かい思いやり」と読んだ
か。あるいは…。僕も、逆に読んじゃった。だって、これは彼らも読む。
「言わなかったけど」と言っても、読むんだから、言ったのと同じだ。彼ら
は「自決」なんて全く考えていない。それなのに、そんな選択肢を提起し
た。その上で、「死ぬなよ」と書いた。深読みすると、「お前たちはもう助
かる道はない。北の工作に手を貸し、余りに深く手を染め、北の闇を見た。
帰国し裁判になったら、第二の連合赤軍になる。いいことは何もない。それ
よりは…」と言ってるように思える。つまり、「サイン」ではないのか。実
際、そう読んだ人が多かった。
　たとえ〈犯罪〉をやっても、部下なんだからかばってやれよ。と思ってし
まう。あるいは、元議長として、「全ては俺の責任だ。俺がハイジャックし
ろと言ったから行ったんだ。小西たちに罪はない。罰するのなら俺を罰して
くれ。俺を死刑にしてくれ。そして小西たち４人は無罪帰国させてくれ！」
と、その位のことを言わなくちゃ。なんせ、「日本のレーニン」と言われた
お人なんだから。
　これは「創」に僕が書いたけど、連合赤軍事件だって、塩見さんの「共産
主義化」の理論のもとに起きた。又、脱走した森恒夫を塩見さんは連れ戻
し、幹部にした。その罪をそそごうと森は過激に突っ走り、「死の総括」に
なった。「だから塩見さんが悪いんです」と植垣康博さん（元連合赤軍兵
士）は言う。僕もそう思う。
　少なくとも、こう言える。塩見孝也という男がいなければ「よど号事件」
も「連合赤軍事件」も起きなかった。（だから、タイムマシーンに乗って32
年前に戻り、塩見議長を殺せばいいんですね。そしたら仲間殺しも拉致もな
い）。塩見さんにそう言ったら、怒っていた。「バカヤロー！　お前は俺に
全ての責任を押しつけるのかよ？　何も知らんくせに」。「いや、それだけ
塩見さんは重要な地位にいた。歴史を動かした大人物だということですよ」
と言ったら、「そうか」と納得していた。大西郷ですよ。西郷は西南戦争で
敗れ、「もうこの辺でヨカ」と言って自決した。今は、「左翼の死にかた」
が問われている。でも、塩見さんがそんな敗北的な気持ちになられては困
る。「この辺でヨカ」と言っても、「死なないで下さいよ」と私は止めます
よ。こんな偉大な人を殺しては国家の損失だ。「人間国宝」にして残すべき
だと思っている。
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　では、もう一つの恐ろしい箇所だ。

〈朝鮮に連れていかれたけど、「よど号」グループの説得に従わ
ず、また日本に戻ってきた人がいるという話もある。それなのに
有本さんや石岡さん、松木薫さんが帰国できずに留まることに
なったのは、特殊な事情があったのだろう。どういう理由でそう
なったのか。それをはっきりさせないといけない〉

　週刊誌の報道では、「よど号グループが拉致したのは他に20人はいる」と
いう説もある。八尾恵さんは「有本さん拉致」だけを認めたが、「他にも５
件認めている」と言う人もいる。つまり、「有本、石岡、松木」さん以外に
も何人かいるようだ。それが北朝鮮に留まってるだけでなく、「日本に帰さ
れた人」も数人いるという。では、何故帰されたのか。塩見さんは、「よど
号グループの説得に従わなかった」から帰されたという。しかし、これは逆
だろう。だって、「石岡さんはオルグに失敗」したから、労働党の手に引き
渡されたんじゃないか。説得（オルグ）に失敗した人が、日本に帰されるは
ずはない。つまり、「説得に成功して、仲間になった」から帰されたのだ。
以前から、その〈噂〉は聞いたことがある。つまり、〈工作員〉として日本
に帰ってきたんだ。あの八尾恵さんだってそうじゃないか。誰も北と関係が
あると思わなかった。警察に捕まっても、「北になんて行ったことはない」
「スパイではない」「よど号グループなんて知らない」とシラを切って、釈
放された。「スパイだ」と書いた新聞は皆、謝罪した。でも、本当はスパイ
だったのだ。
　だから、第二、第三の「八尾恵」が日本にはいるということだ。あなたの
すぐ隣りに。それはどんな「任務」を与えられて帰ったのかは分からない。
こう考えると、かなり恐ろしい話だ。
　10月８日(火)は、ジャナ専（日本ジャーナリスト専門学校）の授業があっ
た。２時間あったが、両方とも「拉致」の話をした。ずっと毎週、拉致の話
ばっかりしている。「現代史」「時事問題」の授業だが、実体は「拉致学」
になっている。８日は、産経新聞の１面と「創」の塩見さんの記事をテキス
トにして授業をした。まず、産経を見せた。「オルグ失敗、労働党の手に」
と大見出しで書かれた面だ。
　「ところで、オルグって知ってる？」と訊いたら、皆、知らない。「さ
あー」と言ってる。無理矢理、女の子に当てたら、「うーん、“けだもの”の
ことかしら」。つまり、「レイプのようなもの」と思ってるんだね。まァ、
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実際、オルグしてレイプしたという例はあるから（柴田氏のように）、必ず
しも間違えてはいないけど。女性週刊誌には「水沢アキ、レイプ」と出てい
た。17才の時、森本レオに処女レイプされたんだという。何で今さら告白す
るんだろう。でも、この時も、オルグされ、レイプされたんだろうか。
　森本レオさんは知り合いだ。格闘技の試合でもよく会って話をしている。
とてもいい人だ。レイプ魔になんか見えないけどな。もしそれが本当なら、
「レイプ魔」の友人が又、増えた。柴田、森本…と。「殺人犯」は20人も
知ってるけど。「あらゆる犯罪は革命的である」と、平岡正明が言ってた
ね。思い出したよ。
　そうだ、森本レオもこの際、責任をとって自決すればいい。今までの犯罪
を悔いる遺書を残して。どうせなら、マラソン選手の遺書のように文学的な
やつを書いて…。
　「お父上様、お母上様。レオはもう、やれません。先立つ不幸をお許し下
さい。水沢アキ様、おいしゅうございました。赤坂細子様、満腹いたしまし
た（ゲップ）…」
　いいですね、後世に残りますよ。
　そうそう、塩見さんの話だ。この人も以前、「タイの14才少女をレイプし
た」と攻撃されたことがあった。「14才少女を買春した」だったかな。孤立
無援だった塩見さんを唯一、僕だけが弁護して週刊「ＳＰＡ！」に書いた。
「あの時はありがたかった。感謝している」と塩見さんは今でも言う。いえ
いえ、当然のことをしただけですよ。中には、「弁護になってなかった。ひ
やかしていただけだ」と言う人もいたが、人間の真心を分からん奴には困っ
たもんだ。アタシャ、本当に弁護したんですよ。
　困ったといえば、田嶋陽子のオバサンも「困ったちゃん」ですね。拉致問
題に対する社民党の対応を不満として辞めた。でも、「無所属の議員」とし
て残った。ズーズーしいオバサンだ。社民党は（社会党時代から）北朝鮮の
労働党とは〈友党〉だった。それなのに「拉致」については、「嘘だ」「作
文だ」といって何ら真相解明しなかった。Ａ級戦犯だ。でも、そんな社民党
の体質を知った上で、田嶋陽子は比例代表で出て当選した。「いや、拉致は
知らなかった」というが、労働党と親しいし、だから何も言えない党だとい
うことは知っていた。社会主義は死滅したのに、いまだに「社会主義幻想」
をもった党だということも知っていた。知っていて立候補し、そこの議員に
なったんだ。「共同責任」はあるだろう。それなのに自分だけサッサとやめ
て、「サバサバした」「すっきりした」はないだろう。卑怯者め！
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　元は大学教授だろう。「社民党の体質を知らなかった。許せん！」と言う
が、「許せん」のはお前の方だ。何も「拉致」されて社民党に連れてこられ
たんじゃない。「自由意志」で、「喜んで」社民党に入ったんじゃないか。
やめるなら、他を批判せず、「私が馬鹿でした。申しわけありませんでし
た。ここまでお世話して下さった社民党の方々、ありがとうございます」と
言って辞めるべきだろう。そして議員もやめるべきだ。「こんな愚かな私
は、とても議員をやる資格はありません」と謙虚に言って辞めたらいい。も
し、オラだったらそうするね。「責任をとって自決します」とまでは言わな
くていいけど。議員はやめにゃいかんぜよ。
　あくる日、土井党首は北朝鮮問題について「謝罪」していた。しかし、遅
すぎたね。もう、この党も未来はないね。「左翼の死にかた」が問われる時
代だよ、本当に。
　田嶋陽子で思い出したが、大橋巨泉という馬鹿者もいたな。「民主党が悪
い。僕一人は正しいのに」といって、民主党を辞めた奴だ。田嶋にしろ大橋
にしろ、「自己保身」しか考えない奴だ。言論し、表現し、政治をする上で
の〈覚悟〉がない。いやな奴らだ。いやな時代だ。「自己保身」といえば、
「SENKI」（10月15日号）が塩見さんを批判していた。「自己保身だけの
元赤軍派議長。よど号とは無関係と言い出す」…と。

〈では、おまけ〉
(1)　河合塾のカリスマ講師・牧野剛さんの本が出ました。とてもいい本で
す。受験生にだけ読ませるのは、もったいない本です。どうやって本を読む
か。どうやって、ものを書くか。それが実によく分かります。僕も河合塾コ
スモで一緒に授業をしてますが、先生には教えられることが沢山あります。
　『河合塾マキノ流！国語トレーニング』という本です。講談社現代新書で
680円です。

(2)　牧野先生。本が出ただけじゃなく、テレビのレギュラー出演も決まりま
した。テレビ朝日の朝８：００からの「スーパーモーニング」です。毎週、
金曜日に出ています。10月４日(金)からスタートしたのですが、この日は
「拉致生存者」のビデオについてやってました。他の人は「強制されて言わ
されてる。かわいそうだ」と言うだけですが、牧野先生は、「いや、長くい
ると、本当にそう信じ込むこともある。案外、本心から、自主的に言ってる
のかもしれない」と言ってました。さすがは元過激派です。視点が違います
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ね。

　それに、前日（10月３日(木)）は河合塾コスモで授業があり、終わって生
徒たちと酒を飲みながら食事をしましたが、その時、女の子たちに、「明
日、テレビで君らにメッセージを送るよ。鼻の下を指でこすったら、君らへ
の挨拶だから」と言ってました。翌４日、テレビを見たら、本当に「サイ
ン」を出してました。本番中に何と余裕があることでしょうか。

(3)　映画「宣戦布告」は、実にタイムリーな映画ですよね。「よど号」のテ
レビ映画と同じで、日朝会談なんか全く予期してなかったんですが、でも、
かえって逆に、「タイムリー」な感じになりました。北朝鮮の潜水艦が日本
海に座礁して、10人ほどの工作員が山にかくれ、警察官や自衛官と闘うんで
す。「警察力じゃ不十分だ」といって自衛隊を出動させるんですが、武器の
制限もあり、モタモタする。「日本は戦争も出来ないのか！」と首相たちは
絶叫する。いやー、イデオロギー色の強い映画ですよね。思想映画だ。映画
版「戦争論」だ。見てみんしゃい。

　でも、たった10人位の工作員相手に、警察で十分だろうが…。自衛隊なん
て出す必要はないよ。ゴルゴ13なら一人で全員射殺してくれるよ。ゴルゴは
今、日本にいないから、赤報隊に頼めばいい。彼なら軽くやっつけてくれ
る。「今までの罪はチャラにする。さらに国民栄誉賞もあげる」と言ったら
やってくれる。でも政府は〈接点〉がないから、オラのところにくる。そう
したらコンタクトをとってやりますよ。国の為なんだもん。ということで、
赤報隊に〈サイン〉を送りつつ終わります。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
 

主張168 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

9 / 9 09/12/14 2:16



HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年10月21日
三島事件のルーツ。あの運命の映画に半世紀ぶりに再会した！

　懐かしかった。そして思った。これは僕が、「生まれて初めて見た映画」
だったのかもしれない。だから感動的な〈再会〉だった。
　「ラピュタ阿佐ヶ谷」では毎日、日本映画の名作をやっている。この夏は
寺山修司を全て見た。今回のテーマはこう書かれていた。「映画の斜陽
か？　革命前夜か？　60～70年代大手五社と寺山修司」。この意気込みは
いいね。７～９月にかけて、40作品を上映していた。僕はがんばって、ほと
んど見た。三島由紀夫の「人斬り」「音楽」も又、見た。昔の日本映画は頑
張ってると思った。
　この企画は昼から９時までだ。その他に、夜９時すぎからレイトショー
「可愛くて凄い女たち」をやっている。又、モーニングショーとして10時半
から、「昭和の銀幕に輝くヒロイン」をやっている。つまり、朝10時半から
夜の11時頃まで１日に６本ずつやっている。時間のある時は僕は６本ずつ見
た。面白いし、勉強になる。
　寺山を中心にしたメイン企画やレイトショーの話は又にして、今回はモー
ニングショーの話だ。これも第５弾で、今回の第一週は、「夏目漱石の三四
郎」（1955年）だ。昔はこんな文学的な作品をちゃんと映画化してたん
だ。驚いた。山田真二と八千草薫が主演だ。あの広田先生は笠智衆だ。なか
なか思想的な映画でもある。そして、第２週目の映画が、美空ひばりとマー
ガレット・オブライエンの「二人の瞳」（1952年）だ。今からちょうど50
年前だ。半世紀前だ。そして多分、ビデオにもなってない。こんな機会でも
ないと見られない。だから勇んで見に行った。
　1952年というと昭和27年だ。僕は小学校の３年だ。大映映画で、81分。
16ミリ。出演者は他に、三浦光子、杉狂児、星ひかる、岡村文子だ。監督は
仲木繁夫。モーニングショー用のパンフには、内容がこう紹介されている。

　〈ハリウッドの名子役マーガレット・オブライエン（「若草物
語」他に出演）と、これまた日本一の名子役美空ひばりの顔合わ
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せで大ヒットした作品。青い瞳と黒い瞳。まさしく二人の瞳がく
り広げる泣いて泣かせる友情の物語〉

　実は、映画のタイトルだって忘れていた。ただ、ひばりとアメリカの可愛
い女の子が共演した、ということしか覚えてない。でも、娯楽のない時代
だったから、当時の日本人のほとんどが見たんだろう。子供たちは学校で連
れられて行ったか、あるいは親に連れられて行ったか。ともかく、全ての子
供は見たはずだ。見てないという奴はモグリだ。でも、今考えると安直なタ
イトルだな、と思った。青い瞳と黒い瞳だから「二人の瞳」だなんて。原題
はなんていうんだろう。あっ、これは日本映画だった。「二人の瞳」が原題
なんだ。
　さて、映画が始まると、スタッフやキャストが映し出されるが、かすれて
全く見えない。50年の歳月を感じましたね。でも後で、「見えなかったで
しょうから」と映画館の人が「スタッフ・キャスト」をコピーして配ってい
た。良心的な映画館だ。
　それにしても、人間の記憶なんて当てにならないなと思った。おぼえてる
シーンが全くないんだ。全く、「初めて見る映画」と同じだ。もしかした
ら、初めて見たのかとも思ったが違う。美空ひばりとオブライエンの共演は
しっかり脳裏に焼きついてるし、小学校の３年だ。僕が秋田市の保土野小学
校に通っていた時だったし。「やっぱり、アメリカの女の子は可愛いな…。
天使だな」と思った。美空ひばりの方は余り印象がないんだ。「愛くるしい
アメリカの女の子」だけが印象に残っていた。「アメリカは凄い！」と子供
心に思っていたんだ。右翼になってから急に「反米」なんて言いだしたけ
ど、子供の頃の「親米」「驚米」「尊米」意識は直らんのだよね。
　でも50年前の映画だ。記憶の霧の遥か遠くにかすんでいた。ただ、小学生
位の日米のかわいい名子役が共演した。それだけが大々的に宣伝されて、覚
えていた。
　それに名前だ。マーガレット・オブライエン。この「ラ」と「エ」が続く
ところが言いづらくて、「アメリカ人は凄いな」と思って覚えていた。日本
語の母音は普通は５つだ。アイウエオだ。ところが東北地方はイとエが同じ
だ。寒いから口を大きく開けることが出来ない。そんで、「アイウイオ」に
なる。母音は４つしかない。これは井上ひさしも言っていた。
　だから、オブライエンは東北人には発音できない。秋田では、「オブラー
ン」とか、「オブライン」と発音していた。「イエ」と続く母音が発音でき
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ないんだ。なんでアメリカ人はこんな難しい名前をつけるんだ、と思った。
そして、「すごいや！」とただ感動した。
　で、映画を見て驚いた！　「名子役」というから二人とも小学生だと思っ
ていた。僕が小三だから、二人ともその位かと思った。ところが、オブライ
エンが登場したシーンで、のけぞった。ありゃ、こりゃ違うぞ、と思った。
大きいんだ。中学生、いや高校生位だ。体もデカイ。子供じゃない。子役
じゃない。昔、子役をやっていた「元子役」なんだ。「ズルイ」と思った。
自分の記憶が間違っていたのに、本物を見て「違う！」「ズルイ！」と思う
なんて。僕の方が悪いんだが。何か、美しい思い出が汚されたようで無性に
腹が立った。
　お話はというと、占領中の話だ。父親は米軍の人間で日本にいる。娘が夏
休みで日本に来る。そこで貧しい日本娘（ひばり）と会い、友情が生まれ
る。そういう話だった。ひばりは浮浪児だ。５、６人でグループを組んで悪
さをしている。でも「孤児収容所」を作りたいと街頭で募金活動をする。そ
の時に歌もうたう。本当にうまいね、子供の頃からうまいし、顔も、大人の
顔だ。
　このひばりが悪い大人に追われている。そしてオブライエンの家に逃げ込
む。そこで初対面。「ワタシハ、オブライエンです。 アナタノナマエワ？」
と訊く。「阿部マリヤよ」という。するとオブちゃんは、「オオ！アベマ
リーヤ…」と歌い出す。つまんねえ話だ。それに「アベマリア」の歌が何度
も流れる。
　でも二人は友情を育て、オブちゃんはひばりの運動（孤児収容所建設の）
に協賛し、他のアメリカ人にも募金をつのる。そして見事、「孤児収容所」
は出来るのだ。バンザーイ！　で終わりかと思ったら、ちょっと違う。お
せっかいな日本人がいて、二人の友情に水を差す。オブちゃんに、「この子
たちの話は嘘です。あなたはだまされてるのです」と忠告する。なんでも、
ひばりたち不良は自分の境遇を語る時に、嘘ばかりいい、不幸な生まれを
オーバーに言って、オブちゃんたちの同情を買い、だまして、収容所をつく
ろうとした。それは同じ日本人として許せません、と言う。ひばりたちは恥
じいって逃げ出す。オブちゃんが帰国する時も見送りにいかない。（実は、
遠くから見送る。そして飛行機が出たあと、滑走路に飛び出し、大地にひれ
ふして祈り、泣き崩れるひばり…。）
　最後まで、ひばりに会いたいとオブちゃんは思う。しかし、来ない。そこ
へ日本人神父さんが来る「孤児収容所」の責任者だ。息せき切ってかけつ
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け、オブちゃんに言う。「あの話は嘘ではありませんでした」。「オー！」
と喜ぶオブちゃん。でも神父さんの話は、ちょっと変だ。「子供達の話は嘘
ではありませんでした。彼らの話でなくとも、世界中に多勢いる子供たちの
真実の話でした」。 　なんじゃこりや、と思いましたね。子供たちは「親に
捨てられた」「家族全員が死んだ」「サーカスに売られた」「売春婦にされ
た」（これはないか）…と、あることないこと、「誇張」して自らの不幸を
訴えた。しかし、それほどのことではない（いや、それほどのことだとオラ
は映画を見て思ったけどな）。この子供たちは大人の同情を買おうとして自
分の不幸を誇張して言い、嘘をついている。そういう理由で追い出された。
しかし神父さんが言うには、「彼らの話はでなくても、世界中にいる貧しい
子供たちの真実の話だ」と。何と、もって回った弁解だ。当時は日本の子供
たちも、貧しく飢えていた。世界の子供たちと変わらない。五十歩百歩だ。
それなのにこの「弁解」だ。ウーンと唸ったね。そんなこともあってか、ど
うもスッキリしなかった。見ていた他の人たちもそうだろう。だからビデオ
にはなってないのかな。　そして、カバンの中の本を思い出した。ジャナ専
（ジャーナリスト専門学校）で教えている西野瑠美子さんからもらった本
だ。西野さんはルポライターで、従軍慰安婦についての多くの著書がある。
『日本軍慰安婦を追って』（マスコミ情報センター）、『従軍慰安婦のはな
し』（明石書店）などだ。集会をやると、よく右翼に襲撃されてるという。
西野さんの授業（「時事問題」）に呼ばれて、一度、「サッカーとナショナ
リズム」の話をした。その時、お礼に２冊の本をもらった。『女性国際戦犯
法廷の全記録』（緑風出版）と、『Ｑ＆Ａ女性国際戦犯法廷。「慰安婦」制
度をどう裁いたか』（明石書店）だ。
　右派、保守派の教授・論客たちは「従軍慰安婦はなかった」「金をもらっ
た売春婦がいただけだ」と言っている。軍とは関係がないと。でも軍の輸送
船に一緒に乗せてるし、一緒について行ってる。「許可」がなかったら、恐
ろしい軍隊の後をついて行けやしない。従軍慰安婦といわれても仕方ないだ
ろう。元遊廓にいた人もいただろうし、金のために行った人もいただろう。
だから、左右両派とも、一方しか見てない。
　この日、映画の始まる前に、この本を読んでたんだ。
　女性国際法廷では元慰安婦たちが次々と証言する。かわいそうだ。と同時
に、「いくら何でもここまでは違うだろう」「ここはオーバーな誇張だろ
う」という部分もあった。でも、全くの嘘ではないだろう。彼女の話ではな
くても、他の同僚の話かもしれない。と「二人の瞳」の神父さんのようなこ
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とを考えた。
　映画「リーベン・クイズ（日本鬼子）」のことを前にこのＨＰで書いた。
日本軍兵士の告白映画だ。中国大陸でいかに殺人をし、強姦をし、放火を
し…と淡々と告白する。耳をおおいたくなる話ばかりだ。でも１００％本当
なのか。監督とパンフレットの中で対談したが、彼は言っていた。「それは
分かりません。私がその場にいた訳ではありませんから。それにカメラを向
けられると、人間はカメラに迎合する心理が生まれます」。ヒャー、冷静に
分析してるな、と思った。「聞いてほしい」と思い、何回も何回も話してる
うちに、話が大きくなる。誇張が入る。特に「罪の懺悔」では、「こんなこ
とをした」「あんなこともした」と、これもどんどん大きくなる。カメラを
向けられると、そうなる。悪くいえば、「サービス精神」なんだろう。
「もっと凄いことを言わなくちゃ」という奉仕精神だろう。「朝まで生テレ
ビ」だって、普段は冷静な学者が、「受けよう」と思い、あるいは「サービ
ス精神」で、突如、怒鳴ったり、喚いたりする。同じことなんだ。映画を見
ながら、そんなことを感じた。
　映画が終わって、下のロビーに行ったら、当時（50年前）の宣伝パンフが
置かれていた。そこに映画のキャッチコピーが書かれていた。

　「ならんだ、ならんだ。二人の瞳。ふたりの笑顔が世界を結ぶ」
　「青い瞳と黒い瞳の美しい友情物語」
　「大映なればこそ実現した、アメリカの名子役オブライエンと日本の名子
役ひばりの初顔合わせ！」

　そしてオブライエンの年齢も出ていた。15才！高校生じゃねえか。子供
じゃねえや（ファルコン注：ここだけ聞いていると先生ってホントロリ…
（以下略））。それに、「５尺４.５寸の長身」と出ていた。よく分かんない
が、背が高いんだろう。彼女は本当の子役だった頃、いろんな映画に出てい
た。「若草物語」「迷へる天使」「センチメンタル・ジャーニー」などだ。
特に「若草物語」は有名だ。これで覚えている日本人は多いんじゃなかろう
か。つまり、昔、「名子役」で有名だった。その「なれの果て」が日本に来
て映画を撮ったんだ。アメリカで有名だったプロレスラーが、年老い、人気
がなくなって、でも日本に来て、「強豪来たる！」と華々しく登場する。そ
んなもんかもしれない。
　しかし悔しいな。「美しい思い出」を穢されて。映画のストーリーは全て
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忘れていた。でも、「日米名子役の夢の顔合わせ！」という宣伝文句だけは
しっかり覚えていた。そして、こんな年増「子役」に、感動してたんだな。
いじらしいな、オラも。さらに、いろんな雑誌や後にテレビで見る「アメリ
カの女の子」のイメージを全てオブライエンに重ねていたんでしょうな。そ
して、どんどんオブちゃんのイメージはより美しく、より可愛らしくなる。
そんな時に、「生まれて初めて見た映画は何でしたか」と取材されたら、
きっとこう答えてたよ。
　「もちろん、『二人の瞳』です。ひばりは忘れましたが、オブライエンの
何と可愛かったことか。多分、彼女は小学生だったと思います。背も低かっ
たし。金髪で、目がクリクリしていて、アメリカの女の子は何て可愛いんだ
と思いました。『ホワット・ア・ビューティアル・ガール！』と英語で感嘆
してしまいました。この映画を見て、アメリカ人は皆いい人だと思いまし
た。こんないい人たちを相手に戦争をしたなんて。日本は何とひどい国かと
思いました。ポロポロ（と懺悔の涙）」
　こんなことを言ったんでしょうな。でも、この「告白」は全て嘘だ。自分
では50年間、（本当）だと思っていた。でも嘘なんだ。人間は遠い昔の記憶
を毎日毎日、美化して生きている。昔の美しい記憶をさらに美しく飾る為だ
けに人間は生きているのかもしれない。いや、逆のこともいえる。不幸な体
験を持ち、周りからも「大変だったね」「不幸だったね」と言われると、そ
の〈体験〉がどんどん大きくなって語り伝えられる。だからといって原体験
が全て嘘ではない。遠い記憶の中で、さらに悲惨な物語になるだけだ。
　でも危なかったね、オラは。「歴史の偽証人」になるところだった。50年
ぶりにこの映画に出会わなかったら、嘘の記憶のまま、生き続けることにな
る。でも、でも。その方が幸せだったかもしれない。
　この映画を見た時、僕は小学校の３年生。では誰と見に行ったんだろう。
親か。違う。学校で行ったのか。違う。どうも。伊藤邦典と一緒に行ったよ
うな気がする。あるいは、その両親も一緒に行ったのではないか。だって、
「オブライエンとひばり」というと、必ず邦典の家のことが思い出されるか
らだ。ひばりとオブライエンの二人が写ったカレンダーか、ブロマイドが
あったのかもしれない。
　伊藤邦典は秋田にいた。近所の子供だ。僕の３才位下だ。でも、それだけ
の関係ではない。彼のお父さんは生長の家の地方講師だった。その講師のお
かげで僕の母親は生長の家に入り、病気が治った。そして僕も生長の家の運
動をするようになり、大学に入った時に「生長の家学生道場」に入った。そ
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して、この愛国的宗教活動にのめり込み、早大で全共闘と闘うことになる。
だから、伊藤家との出会いは僕にとっても、僕の一家にとっても運命的なこ
とだった。 　この邦典には弟がいて、邦明といった、僕を含めて三人は、だ
から、「秋田の三邦」と言われていた（言われてねえか）。この伊藤家には
僕もよく遊びにいった。お金をもらって縁日に行って綿飴を買った記憶もあ
る。そして邦典たちと映画「二人の瞳」を見に行った。「やっぱアメリカの
女の子は可愛いね」と語り合った。「日本女なんてダメだね」と自虐的に語
り合った。
　この頃の僕の写真がある。「ＳＰＡ！」にも載せた。このＨＰの「秘宝
館」にも載せたと思う。

邦典も写っている（右端）。オラは中央で（ファルコン注：上の写真ではト
リミングをしています。左側の手ぬぐいを下げているのが先生だと思いま
す。） 、坊主頭だ。腰には手ぬぐいを下げている。何故、「ＳＰＡ！」に載
せたかって？　映画の話をする為じゃない。そうじゃなくて、その後、この
二人は運命の大きな波にかっ攫われるからだ。というのは、僕が学生道場に
入ってる時、この邦典も入ってきた。オラがいるんで来たんだ。神奈川大学
に入り、生長の家の運動をやった。その時、三島由紀夫の「楯の会」が出来
た。初代学生長の持丸博とは僕は仲がよかった。持丸はよく道場に遊びに来
ていた。そして邦典を見て、ハッとした。「目が輝いている。瞳がいい」と
言う。そして見つめ合う「二人の瞳」。「ぜひ、『楯の会』に下さいよ」と
言う。「いいよ」と僕は返事した。そして彼は「楯の会」に。この邦典は組
織力があったんだね。神大の生長の家の学生のうち、小賀、古賀を「楯の
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会」に勧誘し、入れた。そしてこの二人は1970年の三島事件の時に、市ヶ
谷に行った二人なのだ。三島、森田は自刃。小賀、古賀、小川の三人は生き
のびて裁判闘争を闘った。
　森田もそうだが、この小賀、古賀がいなかったら三島事件は起こらなかっ
た。この二人を誘ったのは邦典だ。そして邦典を学生道場に引き込んだのは
オラだ。つまり、オラと邦典が三島事件を起こしたんじゃよ。と、すごい話
になる。それも、50年前に映画「二人の瞳」を見たからだ。その時、オラと
邦典の「二人の瞳」は誓い合ったんだよ。「将来、大きくなったら国のため
に起とう！」と。そう考えると、やはり偉大な思想映画だったんだよ、「二
人の瞳」は。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年10月28日
君達の愛郷心を問う！小・中学校の校歌を歌えるか？
　「24年ぶりだ。なつかしいね。元気だったか」「お前こそ、元気だった
か」と、同級生が泣き崩れ、抱き合っている。僕も涙ぐんだ。まるで拉致被
害者の帰国のようだ。別に、彼らに対抗したわけじゃないが、僕らも同窓会
をやった。「僕らも24年ぶりだべ」と言ったら、「馬鹿こぐでねえ。45年
ぶりだべ」と言われた。中学二年の時に皆と別れたから、確かに45年ぶり
だ。光陰矢の如し。少年老いやすく、学成りがたしだ。
　10月20日(日)の夕方６時から、上野の「じゅらく」で湯沢中学校の同窓会
があったのだ。僕は、親父が税務署だった関係で転勤が多く、２年か３年ず
つ、学校も変わった。生まれたのは福島県郡山市だが、その後、いろいろ回
り、幼稚園と小学校１年は秋田県の横手市。小学２、３年が秋田市。４、
５、６年と中学１、２年が湯沢市（やはり秋田県）。だから、湯沢市が１番
長い。〈故郷〉というと、湯沢市だと思っている。
　ところが中学３年で仙台市の二中に転校、高校は東北学院高校というミッ
ション・スクールに入る。この頃から人生が狂い出した。「右翼のくせに何
でヤソの学校に？」とよく聞かれるが、何も入りたくて入ったんじゃない。
二高を受けて落ちたからだよ。それに、そのときはまだ右翼じゃねえ。で
も、地獄のような灰色の高校生活を終えて上京し、早稲田に入る。夢多き
「人生劇場」が始まるはずだったが、すぐに学生運動に巻き込まれ、右翼学
生になる。その後のことは、いろんなとこで書いたからいいだろう。皆も
知っての通りだ。
　中学の同窓会の話だ。僕は中学の二年で転校したから、本当なら同窓会に
出る資格はない。でも、お情けで呼んでくれた。飲み、わめき、歌っている
が、話の内容は暗い。「熊谷先生？死んだよ」「畠山先生も死んだよ」と、
死んだ話ばっかりだ。同窓生もどんどん死んでいる。いやだね。「結婚し
た」とか「生まれ変わった」という明るい話題はない。それに、これから何
かしようかという前向きの話もない。「過去の思い出」「回顧」だけ
だ。（同窓会だから仕方ないか）。なんか後ろ向きだ。非生産的だ。「お前
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も右翼に40年間、拉致されてたようなもんだな」とか、「足を洗ったんだろ
う。これからは真人間になれよ！」と言う奴もいる。ムカッとしたが気が弱
いから反論できない。「はい、立派に更生します」と言っちゃった。
　しかし、いやだね。同級生っていうのは、ズカズカと人の心の中に遠慮な
く踏み込んでくる。中学時代に話したこともないのに、「クニオ！」と呼び
捨てにする。こっちは気が弱いから「田中さん」とか「山本さん」と言って
んのに。それに男女の間でも遠慮がない。酔っ払って（しらふかもしんな
い）、女の乳を鷲掴みにして、「おめえ、チチでけえな」と言っている。揉
まれた方も、「やんだ」と笑っているだけ。むしろ喜んでいる。まるでデュ
エット・ソング「麦畑」のようだ。しかし、若い娘っ子にこんなことをした
ら大変だよ。セクハラどころか痴漢で逮捕だよ。学校や電車の中でやった
ら、仕事はクビ、逮捕で、一生を棒にふる。でも、同窓会ではいいんだ。同
窓会だからじゃない。男女も年をとり、古くなったから、いいんだ。
　「あんなことやっていいのか」と僕は驚き、あきれていたら、「おめえも
やればいいだべ」と隣の男に言われた。「いや、いいです」と言った。決し
て遠慮ばかりじゃない。でも、静かに酒を飲んでても、「なにすましてんの
よ」と言ってオバちゃん達がからんでくる。抱きついてくる。ヤダ、ヤダ。
　この日、出席したのは40人ほどだ。湯沢中学の同窓会といっても、在京の
人だけだ。東京の学校に入った人、集団就職で上京した人…などだ。そう
だ、幹事の人が言ってたっけ。「来年は還暦なので、湯沢市で大々的に同窓
会を開きます。全国から同窓生が集まります。大変な数になるでしょう。皆
様もぜひ参加して下さい」
　「ヘエーッ、こいつら還暦なのか」と思った。思っただけじゃなく、つ
い、口走ったらしい。隣のオバちゃんに、「何言ってんだ。オメエだって還
暦じゃねえが」と言われた。還暦か。いやな言葉だ。こんな言葉はなくせ
よ。「口にしたくない日本語」だ。長寿社会といいながら、こんな古い差別
的な言葉が残っている。死語にすべきだ。「還暦反対！」「還暦阻止！」と
叫びたくなった。
　同窓会の終わりは合唱だ。歌詞の紙が回ってくる。「かあさんの歌」か
な。結婚式じゃあるまいし。「インターナショナル」でもないし、軍歌でも
ない。なんと、「湯沢中学校校歌」だ。なつかしかった。それに45年もたっ
てるのに、全部おぼえている。歌える。「紫におう鳥海を　はるかのあな
た…」「若竹湯沢中学校」…と大声で歌っていたら、涙がポロポロとこぼれ
たね。これが愛国心か。いや、愛郷心だ。各々が故郷を大切にする心。それ

主張170 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

2 / 9 09/12/14 2:17



が愛国心につながる。愛郷心なくして何の愛国心か！
　中学や高校に「日の丸」や「君が代」を強制してるけど、僕は反対だ。が
やがやとうるさい奴らに「日の丸」や「君が代」はもったいない。「日の
丸」「君が代」がかわいそうだ。校歌、校旗があるんだから、それでいい。
『ダ・カーポ』（11月６日号）では右翼の特集をやっていて、日本中の話題
になっている。特に「一水会入会試験」が話題になっている。難しい。この
話は又、あとでする。
　一水会だって「入会試験」があるんだから、〈右翼〉に入るんだって「資
格試験」をすべきだろう。「日の丸」の正しい掲げ方。「君が代」の正しい
歌い方。歴代天皇の御名前を言う。教育勅語を暗唱する。…と、そんなこと
も必要だろうが、それよりも、〈愛郷心〉だ。愛国心の基になるのは愛郷心
だ。そうだろう。自分と家族がいる。学校がある。町の人がいる。県があ
り、そして国がある。まず、身近なところから愛せなくて何の愛国心だよ。
　だから右翼の資格試験はこれだね。「小学校の校歌を歌って下さい」。次
には中学、高校…をやる。「郷土の尊敬する人をあげなさい」「小、中、高
の尊敬する先生を10人ずつあげ、その思想について述べよ」
　いいですね。こんな問題は。愛郷心なくして何の愛国心だ。皆、落ちちゃ
うって？いいじゃないか。右翼になる人は誰もいなくなりゃ日本も静かにな
るだろう。「俺達をナメとんのか、おんどりゃ」と右翼の人に怒鳴り込まれ
るかもしれないが、それは違う。何も、わざわざ黒い街宣車で愛国心を言
い、「天皇制を守れ！」「共産主義打倒！」と言わにゃならん時代が「異
常」だったんだ。もうそんな時代ではない。右翼の言ってることは国民全体
も考えているんだ。国民全てが〈右翼〉になっている。だから、わざわざ黒
い車で訴えなくてもいい。そういう時代になってきた。
　タイやイギリスを見んしゃい。別に右翼なんかおらん。黒い街宣車が街を
走り回っとりゃせん。国民全員が王室を守り、尊敬している。国民全部が
〈右翼〉だからだ。日本もそんな成熟した国になりつつあるんよ。いいこと
じゃないか。あとは〈愛国心〉の質を高め、奥をきわめることじゃがな。
　その為に、愛国心の基になる〈愛郷心〉だ！とオラは声を大にして叫びた
い。これからは、「愛郷運動」だよ。「愛郷者」「愛郷の士」が求められる
のだ。塩見孝也さん（元赤軍派議長）や赤軍派の人々は、昔はデラシネ（根
なし草）の「インターナショナリズム（国際主義）」だった。民族主義なん
て「過去の遺物だ」「反動的だ」と貶していた。ところが今は、それを反省
し、「民族主義こそ世直しの原点だ」と言っている。180度変わったのだ。
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そして「三愛主義」を言っている。「愛国、愛郷、愛人」だ。最後の「愛
人」は違ったかな。「愛民」だったかもしれない。
　でも、「人を愛する」のでも「民を愛する」のでも同じはずなのに、「愛
人」というと変な意味にとられる。いかんな。昔は正しい使い方をされてた
のに。その証拠に西郷隆盛はよく、「敬天愛人」と書いていた。天を敬い、
人々を愛するという言葉じゃ。いい言葉だ。でも、いま「愛人」というと誤
解される。僕も本にサインする時、この言葉を書くと誤解される。だから、
居直って、「敬天・愛人ホシイ」と書いている。

　では、お待ちかね、『ダ・カーポ』（11月６日号）のお話だ。表紙から凄
いね。表紙一杯に旭日旗。お日さまが人間の顔になっている。ホホえんでい
る。いや、「恥ずかしいな」と、はにかんでいる。普通だったらこんなイラ
ストを見ると、「旭日旗を馬鹿にしている！」「許せん！」となるはずだけ
ど、でも「右翼の特集」だからいいんだ。そして大きくこう書かれている。
「右翼の世界を覗いてみよう」。「ちょっと怖いね、やっぱりタ
ブー」。（こりゃ、ぜひ、デジカメで撮って、紹介してほしいね、管理人さ
ん。）（ファルコン注：すみません、先週はちょっと出張が入っていたりで
月曜ぎりぎりで作業しています。後日掲示板で紹介します。）驚いたこと
に、この本の半分位が、右翼特集だ。ぶったまげたね。右翼はどんな生活し
てるのか、女の活動家はいるのか、どんな本を読んでるのか、どんな人を尊
敬してるのか、どんな女性（タレント）が好きなのか、テロをどう思うか…
と。そして、「一水会の入会試験問題」も紹介されている。きちんと「解
答」も出てるから、皆もやってみんしゃい。難しいよ。僕だって出来なかっ
た。
　10月23日(水)に岡山で講演会があって行ってきた。その時、古くからいる
一水会の人達と会った。「昔はよかったね。無試験だったから」と言ってい
る。「でも、何か、裏口入学で入ったようで恥ずかしいですね」と言う。オ
ラだって試験を受けなかったんだ。裏口だ。恥ずかしい。
　入試問題は…。たとえば、第1問、「右翼運動の理念として正しくないも
のはどれか」。(ア)皇道主義　(イ)国家社会主義　(ウ)共産主義　(エ)農本主
義。これは(ウ)だね。これ位はオラも分かるけど、「貴君が知っている右翼
人の名前を５つ挙げよ」「知ってる軍歌の歌名を５つ挙げよ」なんて、オラ
も出来ない。大体、右翼も左翼も問わず、友達がいないから、知ってる右翼
もいない。第4問は「論文問題」で、「次の用語をそれぞれ100字以内で解
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説せよ」とある。(1)三島事件　(2)老壮会だ。いわば、一水会の〈ルーツ〉
に係わる問題だ。これを知らないんじゃ一水会に入る資格はない。というこ
とだろう。でも難しいですね。
　最も難しいのは第3問だ。「伝統右翼用語に関する問題」だ。「次の四文
字熟語について、読み方と意味を簡潔に述べよ」とあって６つの言葉が出て
いる。さあ、君は出来るかな。
　(1)順逆不二　(2)一殺多生　(3)金甌無欠　(4)八紘一宇　(5)七生報国　(6)
皇尊弥栄
　難しいですね。「最強の四文字熟語」だ（ファルコン注：漢字検定ではま
ず出ましぇん！）。予備校や専門学校の生徒に見せたら、誰も出来ない。一
つも分からない。「大学入試の方が楽だ」と皆、言っている。河合塾国語科
のカリスマ講師、牧野剛先生に見せたら、「俺でも半分しか分からん」と
言っていた。そんなに難しいのか。東大、防衛大より難しい。そうすると、
これからは右翼になる為の「予備校」も出来るかもしれない。あるいは、
「新右翼養成専門学校」とか。時代は右旋回なんだから、ありうるな。そう
したら、オラは参考書を書きまくろう。「右翼問題の傾向と対策」。「右翼
用語の基礎知識」…。あれっ、今思い出したぞ。以前そんな本を出してた
な。たしか、『右翼・公安用語の基礎知識』（コアラブックス）という本
だった。じゃ、あれは〈今日〉あることを予見して書いてたんだ。すごい
ね、予言者ですよ、この人は。
　でも、ここに出ている難解用語は出てなかったんじゃないかな。「新右
翼」「潜在右翼」「街宣車」…といった、本当に基本的な用語だけだった。
「潜在右翼を見つけると警察官は報奨金として500円もらえる。でも、ハブ
をつかまえると３千円もらえる。故に、右翼はハブより安い」といった話ば
かりが書かれていた。こんな知識じゃ、とても今の一水会には入れない。
じゃ、「続編」でもつくるか。

　それでは、塩見孝也さんだ。話は二転、三転するようだが違う。貫くテー
マは〈愛郷心〉だ。「愛国・愛郷・愛人」の塩見孝也さんだ。昔、〈愛人〉
問題で騒がれたよな。いや、「14才少女買春」か。この時は僕が必死に庇っ
て、「冤罪」を晴らしてあげたっけ。さて、先々週だったかな、「塩見告
発」のことを書いた。かつての部下（＝「よど号」グループ）に対し、「罪
を認めろ！本当のことを言え！」と迫ったのだ。月刊「創」（11月号）の巻
頭で吠えていた。「よど号グループよ、拉致問題の真実を語れ」という文
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だ。
　文章の要点はこうです。有本、石岡、松木の三人をヨーロッパから拉致し
たのは、「よど号」グループではないか。少なくとも、ヨーロッパで誘った
し、その時、写真もある。又、「よど号」グループの小西さんは塩見さん
に、かつてこう語った。「石岡さんらを連れてきてオルグしようとしたが失
敗し、労働党が入ってきてどこか手の届かない所に連れていかれた」と。つ
まり、当人たちも拉致を認めていた。だったら今、その全てを明らかにした
らいい…と。
　この「創」の記事は大反響を呼び、産經新聞は一面でデカデカと載せた。
「河北新報」（仙台の新聞）も一面トップだったという。朝・毎・読も載せ
たし、「週刊朝日」も塩見インタビューを載せた。かつての上司（塩見さ
ん）に「よど号」グループが話したという。だから、「よど号」グループが
「犯行を自供した」といったかんじで報じられていた。
　さて、どうする「よど号」！と注目されていた。これは「内ゲバ」になる
なと僕は思った。でも、かつての上司が認めたって、「よど号」グループは
認めるわけがない。「塩見は嘘つきだ」と言うだろう、と思った。
　そう思ったのには訳がある。田中義三さん（拘留中）に面会に行ったら、
「この記事は嘘です。僕らは拉致なんてやってません」と言っていた。そし
たら案の定、「よど号」グループの反論が出た。「創」が出たのが10月６
日。二日後の10月８日には「かりの会」（＝「よと号」グループ）がHPで
「反論」を出した。「塩見孝也氏の『創』記事について」と題し、怒りの反
論だ。こう言っている。

　〈塩見氏の主張は、一言で言えば私たちが有本さん、石岡さん
らを朝鮮民主主義人民共和国に連れていき、手に負えなくなって
朝鮮労働党に手渡したが、彼らを連れて行った責任をとるぺき
だ、ということです。そして「真実を明らかにして謝罪し、自己
解体してやり直すべき」だと私たちに呼びかけています。 　塩見
氏は私たちが有本さんらを共和国に連れてき、朝鮮労働党に手渡
したと氏に語ったということを「根拠」にしています。しかしこ
れまで主張してきたように、私たちが有本さんらを共和国に連れ
て行ったという事実はないし、塩見氏にそのような話を「打ち明
けた」こともありえないことです。正直言って、日朝首脳会談で
彼らが共和国に拉致されてきたという話が出されたこと自体私た
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ちにとって青天の霹靂であり、大きな驚きであったというのが事
実です。なのになぜ、塩見氏が私たちが語ったという虚偽の「証
言」をするのかまったく理解できません。〉

　塩見さんは全くの「嘘つきだ！」と言ってるんですな。これじゃ、もう
「支援」どころじゃないでしょう。「よど号」グループはさらに言ってま
す。

　〈塩見氏は「ぼくはどこまでも救援する」と結んでます。なら
ばこの文章発表の仕方は、果たして救援する人のやり方でしょう
か〉

　確かにそうでしょうね。「内ゲバ」は激化し、「嘘つき」と言われた塩見
さんは再反論をHPでやってます。小西さんや赤木さん達は塩見さんに言って
ないと主張しますが、塩見さんは「確かに聞いた」と言います。そして、こ
うタンカを切ります。

　〈…「マズイから騒がないで欲しい」と言ったことは全くの作
り話で嘘と言うのでしょうか。僕と向かい合い、僕の目を見てそ
う言えるであろうか。〉〈小西さんは「オルグが出来ず、手に負
えなくなって労働党がでて来、委した」「手の届かない所に行っ
た」と言うのは「塩見の根も葉もない捏造」と言うのでしょう
か。何で今、敢えてこんな嘘を言う理由、メリットが僕にあるの
でしょうか。常套手段の伝家の宝刀を抜いて、僕が「アメリカ帝
国主義の手先となった」と言いたい所でしょうか。どうもこれは
通りそうにもないでしょう〉。

　凄いですね。ついこの間まで「同志」だったのに、ここまで言いますか
ね。「早く自供しちまえ」と言ってるんですよね。ハイジャックは自分がや
らせたくせに。ブントの機関紙も、「塩見は自己保身だけだ」「よど号とは
無関係と言い出す」と批判してました。〈理〉は塩見さんにあるでしょう。
「オルグ」もその通りかもしれません。でも、もっと言い方があるんじゃな
いか。「全ては、ハイジャックを指令した俺の責任だ」と言ったら、さすが
は日本のレーニン」と言われるでしょうに。その上で、彼らに〈説得〉工作
をしたらよかったんじゃないですかね。それを、全く〈説得〉をしないで、
いきなり〈暴露〉じゃねえ。「よど号」グループも「警察に売られた」とい
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う気にもなるでしょう。といって、北朝鮮にいる間は、「証拠」をあげて反
論することも出来ないし。かわいそうですね。
　それに、「元・上司」の「証言」ですから、警察も重要視するし、説得力
があります。田中義三さんはハイジャックの罪で12年の判決です。北朝鮮に
いる４人は帰国したら、少なくともそれ以上の判決でしょう。さらに「拉
致」や、下手したら、「殺人容疑」までつく。それを〈元・上司〉が証言し
てるんです。「いや、俺が証言したからといって、そんなに刑は重くならな
い。だから全てを言っちゃって謝罪しろ」という魂胆がどうも塩見さんには
あるようです。その証拠に、こんなことを言ってます。

　〈せっかく朝鮮国家が責任を取ると言ってくれているわけです
から、自分たちとしての責任範囲は少ないと思われますし、それ
を自主的に明らかにすべきです。そうすれば疑惑のままでフレー
ムアップされることも防げ、疑惑も解消します。僕の見るところ
責任範囲は少なく、関与程度は薄いと思っているのですが〉。

　これも凄い理屈ですね。北朝鮮が、「せっかく…」「特殊機関がやったこ
とだ」といって罪を一身にかぶってくれてるんだから、そうしなさい、と言
う。すると石岡さんと森順子さん（田宮さんの奥さん）がヨーロッパで一緒
に写真に収まったのも、「たまたま公園で声をかけられて写真をとった。あ
とは知らない。もしかしたら北の工作員があとで声をかけて拉致したのかも
しれない」と言えというのでしょうか。全部、北の工作員のせいにして、
「ここまではやったけど…」「あとは工作員が…」と言えというのでしょう
か。ちょっと嫌ですね。「真相を全て言え」といいながら、ちょっと違って
きましたね。
　不思議です。今、何故、急に「昔の同志」を切り捨てる挙に出たか。それ
は「正義感」だと塩見さんは言います。

　〈「義を見てせざるは勇なきなり」「かくすればかくなるもの
と知りながらのやむにやまれぬ精神」「計算なしのアホな性分」
「見過ごされない性分」「潔癖性」とか、いろいろ言われている
性分も作用していますが、基本的には「人間らしく生きたい」と
いう僕の欲求に忠実になったこと、「元赤軍派議長」「よど号闘
争の広い意味での指導者」としての責任感、プライドのなせるわ
ざと思ってます〉
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　それにしても自画自賛とはこういうことですね。こんなにいい性格だか
ら、つい言っちゃったんだ、と。ズルイですよね。多分、この、やりとり、
顛末は「創」の12月号に載るでしょう。11月６日発売です。だからそれを
買ってじっくり読んで下さい。そして皆さんが判断して下さい。
【お知らせ】　大浦信行監督の衝撃のドキュメンタリー映画「日本心中」が
アンコール上映されます。「シネマ下北沢」tel 03(5452)1400　にて11月
９日(土)～22(金)です。レイトショー上映で夜９時からです。この機会に是
非見て下さい。映画のチラシには僕の「推薦の言葉」も載ってました。

　〈これは思想映画だ！大浦信行は現代の“由井正雪”だ〉

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年11月4日
石井紘基議員刺殺事件の闇とミステリー

　10月25日、民主党の石井紘基衆議院議員（61）が世田谷区の自宅前で刺
殺された。このニュースを初めて聞いた時、「赤報隊か」と思った。殺して
すぐに逃げている。捕まらない。それで赤報隊かと思ったのだ。
　しかし、「違うな」と思った。赤報隊は15年前に朝日新聞の阪神支局を襲
い、記者一人を殺し、一人に重傷を負わせて逃げた。その後、名古屋の社員
寮、静岡支局…と朝日新聞を執拗に狙い、襲撃している。阪神支局襲撃をは
じめ、一連の「赤報隊事件」は時効になった。だが静岡支局に爆弾を仕掛け
た事件だけは時効が残っている。来年の３月が時効だ。それまでは彼らも息
をひそめているだろう。時効になったら何らかの声明を出すだろう。
　だから今回は赤報隊ではないと思った。それに赤報隊からの〈サイン〉が
ない。いや、こう言うと、誤解されるな。一連の赤報隊事件には特有の〈臭
い〉がある。僕にはピンとくる臭いがある。それが今回はなかった。それ
に、赤報隊の武器は銃だ。銃の腕には自信を持っている。長年、使いなれて
いる。だから赤報隊事件は全て、銃を使っている。ところが石井議員刺殺は
刃物（包丁）だ。赤報隊なら刃物は使わない。日本刀やナイフは不得手とい
うわけではない。外人部隊にいた時には訓練したし、実地でも使った。しか
し、市街戦では使えない。相手と接触するくらい近づかなくてはならない
し、返り血を浴びる。又、足跡など〈証拠〉を残す可能性もある。
　だから赤報隊は、離れた距離から襲える銃を使っている。もう一つ、赤報
隊ではないと思ったのは、石井議員刺殺犯は顔を見られている。石井議員と
運転手に見られた。石井議員は死亡したが、運転手は証言する。これではい
つか必ず捕まる。赤報隊はすべて「退路」を確保した上でテロを実行してい
る。やり口はプロだ。ゴルゴ13のようだ。石井議員刺殺犯は数日前から自宅
周辺を「下見」していたという。でも赤報隊のように黒装束、目出し帽で下
見するわけにはいかない。そんなことをしたら、すぐに110番される。だか
ら素顔で下見した。それを近所の人に見られている。
　もっとも、「下見」も本当かどうか分からない。近所の人が新聞記者に聞
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かれて、「そういえば不審な人がいましたね」と言っただけなんだ。でも、
〈不審な人〉ならいくらでもいる。セールスの人かもしれないし、郵便受け
に風俗ビラを入れて歩く人かもしれない。僕の家の近所だって、夜中に大き
なマスクをして、野球帽をかぶってる人が歩いている。過激派かとも思う
が、単なる花粉症かもしれない。夫婦（らしい）で同じ格好の人もいる。そ
んな人に会うたびに、「過激派らしいですよ」と110番するわけにもいかな
い。「お前こそ過激派だろう」と警察に言われちゃう。
　石井議員の近所でも同じことだ。「不審な男」がいても、誰も110番しな
かったんだ。冷たいというよりも、かかわり合いになりたくないんだろう。
又、「通報」だけで済むわけはない。逆探知で通報者も調べられる。「なぜ
通報したのか」「そう思う根拠は何だ」「なぜ、そんな時間にお前は外にい
たんだ…」と逆に調べられる。だから、おせっかいはしないでおこう、とな
る。
　その点、我が家のアパートの住人は親切だったな。アパートを出て落合の
駅に向かってたら、後ろから来た住人が、教えてくれた。「気をつけて下さ
い。人相の悪い二人連れがつけてますよ。警察に言ったらどうですか」。ヤ
クザの取り立てか何かで僕が追われていると思ったんでしょうな。「どうも
ありがとうございます。そうします」と礼を言った。そう言うしかない。
だって、「いや、つけてるのはその警察ですよ」とは言えないし。まァ、今
はないけど、昔、過激な活動をしてた頃のほほえましいエピソードですよ。
　それで、石井議員の刺殺事件だ。事件の翌日、犯人が警視庁に出頭した。
運転手に顔も見られたし逃げ切れないと思ったからだ。右翼団体「守皇塾」
代表の伊藤白水容疑者（48）と新聞には出ていた。知らない人だな、と思っ
てた。右翼は「800団体、12万人」もいるというから。知らない人が圧倒的
だ。
　でもテレビのニュースで顔写真が出ていた。アっと思った。知ってる。何
度か会ったことがある。そして、「変だな」と思った。政治家を刺し殺した
理由が分からない。無責任な人達はこんなことを言う。「どうせ政治家を殺
すんなら、もっと悪い奴がいっぱいいるだろう。政界のトップを狙うとか、
北朝鮮に屈した政治家。あるいは、北朝鮮を持ち上げていた社民党党首と
か…」。
　僕はテロ否定だから、そんなことは思わないが、それにしても不思議だ。
何故、首相でも、大臣でもない人間を狙ったのか。又、鈴木宗男とか田中眞
紀子、加藤睦月、辻元清美…といったダーティな政治家でもない。普通の政
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治家を狙ったのか。
　石井議員は刺された時、たった一人だった。いや、迎えに来た車の運転手
がいたが、止める間もなかった。警察官もいない。政治家には護衛のSPがつ
いてると一般の人は思うだろうが、首相や大臣以外はついてない。与党も野
党の議員だって一人で行動している。秘書が同行してるケースが多いが、家
まで迎えには来ない。議員会館で落ち合えばいいのだ。それに、たまたまい
たとして、ガードマン代わりにはならない。
　もっとも、事件の渦中にある議員ならばガードもつく。汚職を暴き、それ
で恨みを買ってるとか。あるいは当の汚職議員とか。そんな時は、警察も守
るし、大体、そんな人にはマスコミが張りついていて、誰も手を出せない。
ということは、石井議員にはそうした〈事件〉がなかったということだ。そ
れなのに殺された。奇妙だ。
　いや、石井議員は国会で「不正追及の最先鋒」だった。それで、追及され
た人間が右翼をやとって殺させたんだ。という説もあった。そして、これは
「言論の自由」に対する弾圧だ、と主張していた新聞もあった。産經新聞
（10月26日）は石井議員のことを、「国会Gメン発足。疑惑追及、屈指の論
客」と書いていた。まだ犯人が捕まる前だ。「この辺」に事件の動機があっ
たのでは…と言ってる。
　鈴木宗男をめぐる疑惑も積極的に追及したというし、防衛庁の会計検査報
告書改竄問題や、日本道路公団のファミリー企業問題などを国会で取り上
げ、粘り強く追及していたという。又、平成13年には、関東一都六県と山梨
県にある約千四百の土地改良区が、自民党費を補助金で肩代わりをしていた
疑惑で、土地改良区の理事長らを業務上横領罪などで告発していた。つま
り、正義の士であり、それ故に恨みを買ったのではないか…。と。
　もっと凄いのは、あの大林高士（ジャーナリスト）だ。「東京スポー
ツ」（10月27日）で、犯人逮捕前だが、事件背景に「黒幕の存在」を指摘
している。石井議員は、数々の政界の不正を追及していたので、それで恨み
を買ったのだと言う

　〈石井氏は政界のGメンとして多くの疑惑情報を収集、調査し
た。こうしたGメン活動によってダメージを受ける組織による暗
殺も否定できない。実行犯（右翼団体幹部）のバックに黒幕がい
たとすれば、政治に対するテロとして許せるものではない〉

　さらに大林氏はこう言う。
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　〈気になるのは石井氏との金銭トラブルだが、もしこれが事件
の原因なら、石井氏の発言かなにかを理由に石井氏を恐喝してい
た可能性がある。正義感の強い石井氏がそれに屈する訳もなく、
逆恨みして犯行に至ったと見ることもできるが、それにしても必
殺のテロは個人的な恨みではなく、犯行の背後に黒幕の存在を感
じざるを得ない〉

　そしてこうも言う。

　〈石井氏は「板垣死すとも自由は死せず」（政治家の板垣退助
が1882年、遊説中に刺客に教われ負傷したときの言葉）の覚悟
のできている数少ない信念のある政治家で、それだけに石井氏の
死を無駄にしてはいけない。「石井死すとも不正許さず」で、石
井氏の志を受け継ぐ政治家か続出するなら、石井氏は政界浄化の
礎石になる〉

　板垣退助まで引いてくるのかと驚いた。こうなると歴史に残る話だ。いつ
か、教科書に載るだろう。ここまで書いてきて僕も迷っている。「正義の人
が自らの信念に殉じた」。悲しいが、美しい話だ。それでいいじゃないか。
犯人の右翼だって、殺人をしたんだ。許されないことだ。だから何を言われ
たっていいだろう。その覚悟はあるはずだ。「しかし」と思う。もう少し事
件の背後に目を向ける必要がある。右翼の事件があると、いつも「言論の自
由」に襲いかかる暴力。と書かれ、それで「納得」する。それでいいのだろ
うか。
　結論から言う。大林氏の話は全くの嘘なのだ。「黒幕」はいないし、石井
氏の「不正追及」をやめさせるために送られた刺客でもない。大林氏の発言
の中で、一つ当たっているのは「金銭トラブルがあってやった」と自供して
いる点だけだ。それ以外の「詳しいこと」も自供してるはずなのに、警察は
一切発表しない。「故人の名誉を傷つけたくない」という思いからだろう。
それに、「伊藤の話が本当かどうか分からない」という思いもある。又、
「これだけのことをしたんだ。何を言われてもいいだろう」という思いもあ
るのだろう。「金銭トラブル」が犯行の動機だという。しかし、この「金銭
トラブル」を各紙は伊藤代表の一方的な「金銭要求」だと書いている。それ
を断られたので殺した、と。伊藤代表は毎月のように石井議員の事務所をお
とずれ、「本を買ってくれ」「酒を買ってくれ」と持ち込んできた。しか
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し、事務所では一切、相手にしなかった。事件の直前には「アパート代を滞
納して追い出されそうだから、金をくれ」と言ってきた。それも断ったら、
それを逆恨みして殺した。これが「金銭トラブル」だという。
　これを読んで、そんな馬鹿なと思った。これでは「押し売り」ではないの
か。そんな人間をなぜ自由に出入りさせたのか。それに、議員会館などは勝
手に入れない。部屋は勿論、会館そのものに入れない。入るにはガードマン
を通して、議員（あるいは秘書）の許可がいる。「通さないでくれ」といっ
たらそれで終わりだ。それなのに、よく訪ねてきて、「頻繁に金を無心し
た」と言う。産經新聞（10月27日）にはこう書かれている。

　〈事務所関係者によると、伊藤容疑者は酒や歴史関係書籍の購
入を求めてきた。金を無心することもしばしばあった。こうした
申し出を事務所側はほとんど断っていた。秘書の一人が伊藤容疑
者への不快感を石井氏に伝えると、石井氏は「一人で動いている
人だし、普通に対応するように」と答えたという。
　傷害などの事件をたびだび起こし、「思想的な活動より粗暴犯
的な行動が目立つ変な男だった（公安関係者）〉

　他の新聞でも、これに類したことが書かれている。「一人一党」で、いろ
んな所に金をせびりに行って、人間的には粗暴だという。まァ、殺人で逮捕
されたんだから何を言われても仕方ないが、テレビで見てると、「ともかく
嫌な奴だった」「こわかった」「いつも暴れていた」「子供が騒いでいる
と、“首を切って並べてやろうか”と脅した」といった近所の人の声だけを紹
介していた。そしてアパートの家賃をためにためて200万も滞納していたと
いう。それで石井議員に「何とかしてくれ」と泣きついたら、断られた。そ
れで腹を立てて刺し殺した。これが「金銭トラブル」だという。
　しかし、待ってほしい。そんなことで人を殺すだろうか。酒や本を売りに
行ったり、カンパを要請したり…は、何も石井議員の所だけではない。多く
の所に出入りしていたはずだ。ほとんどの場合は断られていたのだろう。そ
のたびに腹を立てさし殺してたらたまらない。じゃ今回は家賃だから腹を立
てたのか。そうではない。彼は〈だまされた〉と思ったから刺したのだ。
　実は、このことで右翼の人、何人かに話を聞いた。伊藤代表をよく知って
る人だ。事件の３日前に相談に来たという人もいた。又、彼が売り歩いてい
た本の出版社の人にも聞いた。「思い込みは激しい所もあるが悪い人間では
ない」「金を借りに行って断られ、それで刺し殺すなんてありえない」と
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皆、一様にいう。それに、石井議員とはかなり昔からの付き合いだったとい
う。事務所では「月に一回は来た」という。控え目に言って、月に１回だ。
実際にはもっと頻繁に行ってたんだろう。又、酒や本の購入、金の無心を
「ほとんど断っていた」というが、では、応じてる時もあったのだ。それに
これも記者に取材されて「控え目」に言ってるだけだ。「かなり」応じてた
と思う。それに石井議員は、「一人で動いている人だし」と、庇っている。
「無下に追い返したりするな」と言っているのだ。これも奇妙だ。
　これからは伊藤代表に近い人から聞いた話だ。伊藤代表は実は石井議員の
為にも動いていたという。パーティ券も買ったという。単なる「押し売り」
ではない。又、政界のフィクサーといわれる人から石井議員が金を３千万借
りた。それを伊藤代表が仲介したという。代議士だって金がいる。いろんな
所から借りて当然だ。ところが、その３千万をなかなか返そうとしない。
「早く返してくれ」と迫ったら、「今、金がない。家を抵当に入れても借り
て返そうと思っているが、家は既に抵当にとられている」と言った。
　伊藤代表は一旦は引き下がった。しかし、念の為にと登記所に行って調べ
てみたら、家は抵当に入ってなかった。「だまされた」と思った。自分が苦
労して借りてやったのに返さない。それどころか、こんな嘘までついて俺を
騙した。俺はアパート代も払えずに追い出されたのに…。
　と、思いつめて「許せない！」と思った。それで犯行に及んだ、という。
この話が全て本当かどうか分からない。ただ、友人などにはそう言ってたと
いう。もしかしたら、「３千万円借金」の話も嘘かもしれない。あるいは、
それは本当にしても、彼が仲介したのではなく、その話を別の人から聞い
て、「私が石井さんと親しいからかけあってきますよ」と引き受けたのかも
しれない。しかし、「返せない」と断られた。それだけでなく「抵当」の話
を持ち出し騙された。右翼としてのプライド、面子（メンツ）をつぶされた
と思った。そして兇行になった。
　奇妙なことに、この「３千万」の話は新聞にもテレビにも一切出ていな
い。しかし、伊藤代表は絶対に警察では供述してるはずだ。とすると、警察
で敢えて発表しないのだろう。悪く言えば「情報操作」だ。よく言えば「死
者の名誉」を考えて、殺人者に「全てをかぶれ」と言い含めたのだろう。あ
るいは「３千万」の話を聞き、「金を貸した」という政界フィクサーに聞い
たら否定された。それで「証拠」なしとして発表しなかったのか。（でも、
たとえ貸したとしても、こんな事件になったらもう３千万どころではないだ
ろう）。そして、「アパートの家賃を滞納してて、何とかしてくれと頼みに
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行ったら断られたので、ニッチもサッチも行かなくなってやった」という
「動機にもならない動機」だけが残り、それが新聞記者には発表された。
　新聞やテレビの報道を見ていると、伊藤代表は「思想もないゴロツキ右
翼」「タカリ右翼」と酷評されている。しかし、彼を知る出版社の社長は、
「余ってる本を整理してやる、といって、各方面に売りにいってくれた。そ
の面ではたすかってたし、ありがたかった」と言っている。石井議員の所で
も多分、そんな形で出入りし、議員もそんな形で使っていたのだろう。ただ
の押し売りなら、「出入り差止め」にすればいいし、金をせびりにきただけ
なら警察に言えばいい。そうではなく、お互いが助け合っていた部分があっ
たのだろう。つまり、どこか「信頼関係」があったのだ。それを、「裏切ら
れた」と思ったから、我を忘れて兇行に走ったのだろう。
　勿論、どんな理由があっても、殺した方が悪いし、許されないことだ。た
だ、右翼のテロは往々にして、「裏切られた」と思った時に起きている。
　例えば、10年以上前だが、長崎の本島市長が右翼の正気塾の人に撃たれ重
傷を負ったことがある。「昭和天皇に戦争責任はある」と言って撃たれた。
「言論」に対するテロだ。右翼の暴力を許すな、とマスコミも大合唱をし
た。しかし、これは何も「言論」に対してのテロではなかった。その証拠
に、同じように「昭和天皇に戦争責任はある」と言ってる学者や評論家は何
百、何千人といる。しかし襲われていない。「天皇批判」を活字でやったか
らといって、今、右翼が即、襲うなんてことはない。
　では何故、本島市長は襲われたか。ここでも石井議員と似た構図があっ
た。正気塾と本島市長はかなり親しい付き合いだった。正気塾の集会にはよ
く出席し、激励の挨拶をしてくれた。それに初めは自民党で、そのうち社会
党にかわった。そして昭和天皇が病重い時に、「戦争責任」を言い出した。
「何もこんな時に言い出すことはないだろう」という〈情〉で正気塾は反発
した。こんなに親しい付き合いなのに「裏切られた」と思った。それに、全
国の右翼の目が正気塾に集まった。そんな奴と親しくしていたじゃないか…
という目だ。「自分の頭のハエは自分で追わないといけない」と思った。そ
してあの兇行になった。
　これは僕らも体験がある。20年近く前だ。「新雑誌X」が天皇陛下のポル
ノ・コラージュを載せた。活字で「天皇制批判」をするのならいくらしても
いい。しかし、これはひどいと思った。さらにこれをやった東郷健と「新雑
誌X」発行人の丸山実は野村秋介さんや僕らも親しい人間だった。又、雑誌
の出る１週刊前にはパーティへ呼ばれて彼らと肩を組んで歌まで歌った。そ
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れなのに、天皇誹謗の本が出た。「だまされた！」と思った。又、全国の右
翼から僕らが攻撃された。「あんな反天皇の連中とつきあってるのか」「お
前らも、あんなことを考えているのか」と責められた。「違うというなら、
自分の頭のハエは自分で追え」と言われた。仕方がない。東郷、丸山を殺そ
う」と思った。追いつめられて、テロを決意した。それから、いろなことが
あり、結局、殺しはしなかったが、東郷を襲い重傷を負わせた。丸山の事務
所も襲撃した。これは今だって思い出したくないことだ。その事件の全貌は
『言論の不自由！！」（ちくま文庫）に書いてあるので、読んでほしい。
　あの時は、あれしか方法がないと思った。「裏切られた」という気持ち
と、「仲間、同志に対し合わせる顔がない」という面子（メンツ）。それだ
けが全てだった。今だったならばあんな馬鹿なことはしない。その時の反省
から、いわゆる非合法・非公然活動は全てやめた。どんなことに対しても
「言論」でやるしかないと思った。
　又、事件の動機となった天皇コラージュについても、「そんなことで右翼
を挑発しないで、堂々と天皇制是か非かの論戦をやろう！」と呼びかけるこ
とも出来る。いくつかのマスコミは協力してくれると思う。公開の場で論争
することも出来る。その〈場〉がなければ、又、かつての閉塞状況だ。そし
て、「裏切られた」と思い、あとは「テロしかない」と思いつめる。
　再び本題の石井議員刺殺だ。今日（10月29日）の産經新聞には、「思想
的背景なしと断定」と出ていた。多分、これが警察の〈最終発表〉だろう。
殺害の動機は、「家賃などの援助を断った石井氏に対する逆恨みで、思想的
背景はないと断定した」。「逆恨み殺人」だと言う。さらにこう書かれてい
る。

　〈伊藤容疑者は当初、「考え方の違い」などと、政治姿勢をめ
ぐる動機とも受け取れる供述をしていたが、最近になって「ア
パートを強制退去させられた後、新宿区内の宿泊施設を転々とし
ているうちに自暴自棄になり、むなしくなってやった」と話して
いる〉

　「逆恨み殺人」であり、「自暴自棄殺人」だと断定したのだ。警察は「３
千万借金」の話を発表できない以上、こういう形で、納得させるしかないの
だろう。仕方がないとも思うが、遺族も悔しいだろう。28日に石井議員の葬
儀は営まれたが、喪主で妻のナターシャさんは、「残忍で、つまらない人間
に殺され悔しい」と挨拶した。
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　産経のこの記事の隣には、「民主党の前田雄吉衆議院議員襲われる」とい
う記事が出ていた。愛知県犬山市でのことだ。それも、殺された石井議員に
ついて演説してる時だった。18才の少年がいきなり襲ってきて、腹を殴った
りして暴行したという。「スワ！連鎖反応か」と思った。ところが、この少
年は、「自宅にいたら街頭演説の声がうるさいのでマイクを奪おうとした」
と供述している。右翼団体とのつながりもなかった。何だ。ただの「騒音ト
ラブル」か。「逆恨み」ですらない。もう少し音をしぼってやればよかった
だけだ。でも、襲われた前田議員のコメントが凄い。
　「刺殺された石井紘基議員について演説していたときだったので驚いた。
言論を暴力で封じ込めようとすることは許されない」
　おいおい。「言論」へのテロじゃないだろう。ただの「騒音トラブル」
じゃないか。何でもかんでも、「言論の自由」への弾圧なんて言うんじゃね
えよ。「言論の自由」とその〈覚悟〉については、11月６日発表の
『創』（12月号）に書いたので読んで下さい。題して、「スローガン人
生」。それに、朝日新聞社発行の月刊誌『論座』（12月号）で対談をやって
いる。やはり「言論の覚悟」について話し合った。（激論「言論の覚悟」を
問う）。お相手は「噂の真相」編集長の岡留安則さんだ。昔からの付き合い
だが、、対談は初めてだ。言論には命をかけている岡留さんだ。内容の濃い
対談になった。

　これを書き終えた時10月30日に、週刊誌が何誌かこの事件について書い
ていた。「週刊朝日」（11月８日号）は「石井紘基代議士が迫った闇」。こ
れは見当違い。「週刊新潮」（11月９日号）は「石井紘基議員刺殺で乱れ飛
んだ『怪情報』」。これも取材不足。驚いたのは「週刊文春」（11月７日
号）。これは「やられた！」と思った。タイトルにもズバリ、「石井紘基代
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議士と刺殺犯右翼の『濃すぎる関係』全証言」。かなりの昔から二人は付き
合いがあり、伊藤代表は石井議員に本を売りにきただけでなく、パーティ券
をさばいてやったり、かなり深い付き合いがあったという。そして、「（ア
パートを追い出されて）部屋がなくなるのだったら、車にでも住めばいい」
と言った石井議員の一言で、伊藤代表は殺害してやろうと思った、という。
だったら、言われたその場で殴りかかるなりするはずだ。だから、この部分
だけはちょっと弱いと思うが、その他はずいぶんと取材してる。さすがは文
春だと感心した。皆さんも読み比べて下さい。
　10月30日、僕は『百年後の日本』という6800円の本を出版社まで買いに
行った。何でも、この本を伊藤代表は石井議員をはじめ、いろんな所に売り
に行ったという。でも、いい本だ。100年前に書かれた本の復刻だ。「100
年後の日本はどうなっているか」と学者、評論家に書いてもらった。かなり
の部分で当っている。予言、警告、憂国の本になっている。そこの社長と話
していたら、ドカドカと警察が来た。取り調べに来たのだ。「何でお前がい
るんだ。関係あるのか」という目で見る。そんで、慌てて帰ってきた。とも
かく、ちょっと高いけど、いい本です。こんなことがなくても売れる本だ。
本屋にもあるので、買ってみたらいいでせう。それと、森田必勝遺稿集『わ
が思想と行動』（日新報道。1800円）が復刊された。これは必読の書だ。
読んで下さい。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年11月11日
読むな！読んだら７日目に必ず死ぬ。

　「前の女房が自殺したんです」と彼は言う。エッと驚いた。「ご愁傷さま
です」と型通りの悔やみの言葉も言えない。そんな言葉を拒絶するような衝
撃的な事実だ。「まいりましたよ。でも奇妙なんです。その自殺した同じ時
間に娘が自殺未遂をしてたんです」。九州と東京。離れ離れに住んでいて、
連絡もとってない母娘だった。ところが同じ日、同時間に、手首を切った。
母は死んだ。娘はかろうじて助かった。肉親の血が血を呼んだのか。あるい
は母が娘の身代わりに死んだのか。
　「そんな馬鹿な」と思ったが、口には出さなかった。死者を冒涜するよう
だし、〈呪い〉が乗り移るような気がしたからだ。肉親の血の繋がりは濃
い。それは我々の想像を超える。こんな話がある。親が死んだ夢を見て、
ハッとして起きる。そうすると、本当にその時間に親が死んでいた…と。
「虫の知らせ」と言うが、親の念が幾千里の山河を越えて子供に届くのだめ
う。まぁ、携帯電話のようなものだ。電波のかわりに念波が届くのだ。僕の
携帯には、時々、念波や霊波が入る。三島由紀夫や西郷隆盛から、かかって
くる。（ファルコン注：なんだかえらくアヤシイ携帯なんですね）
　この念波は科学的にも研究されていて、戦争中は巨大な念波塔をつくり、
日本の愛国的宗教者が集まり、アメリカに「殺人念波」を送った。神の国・
日本の念波だ。「精神の国」日本が「物質の国」アメリカに負けるはずはな
い。念波でアメリカを解体し、降伏させようとした。しかし、「そんな馬鹿
な」と嘲笑う人々もいた。その〈疑いの心〉が邪魔をした。そしてアメリカ
に送る「敵国折伏念波」の力を弱めた。だから、アメリカを降伏させ、占領
することは出来なかった。だが、大統領ルーズベルトは死んだ。念波が殺し
たのだ。日本の宗教者が総出で、祈り、念波を送った７日後だった。
　この話は嘘ではない。荒俣宏の『帝都物語』にも紹介されている。ちなみ
にこの小説には北一輝、石原莞爾、大川周明など歴史上の人々が続々と出て
きて大活躍をする。又、三島由紀夫、森田必勝も出てくる。日本に徒なす敵
と闘い、日本を護るのだ。なにやら、明智小五郎と小林少年のようで微笑ま
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しい。一度読んでみなせえ。
　話を戻す。同時刻に母娘が自殺を計った話だ。なんとも奇妙な話だ。人生
には不思議なことが多い。それを人々は必死で解明しようとする。でも、違
うのだ。全て解明する必要はないのだ。知らない方が幸せなこともある。三
億円事件も、赤報隊事件も、石井議員刺殺事件も、本当は〈真相〉を知らな
い方が幸せなのだ。「迷宮入り」…。いい言葉だ。「何と素敵な言葉でしょ
う」とミス・マープルも言っている。ミス・マープルを知らないって？　ア
ガサ・クリスティが生んだ天才推理おばさんですよ。ミス・マープルはさら
に言うとですよ。「だって人生そのものが迷宮入り事件のようですもの」。
そうなんよ。謎の方がいい。科学が発達し、遺伝子の謎が解明され、「何才
で何の病気になる」なんて分かったら嫌だろう。さらに、「何才で死ぬ」
「何才で右翼になる」なんて分かっても嫌だ。ホモになるのも遺伝子で決
まってるという人もいる。又、将来、犯罪者になる人も遺伝子で分かるとい
う人もいる。来月上映されるトム・クルーズ主演の映画「マイノリティ・リ
ポート」は、そうした近未来を描いている。いろんなことから、人間の行動
を予知する。そして、「この人間は来年の何月何日に犯罪を犯す」と分かっ
たら、「先んじて逮捕」する。予防拘束だ。予告篇を見て、妙にリアリティ
があって、ゾクゾクしましたね。
　だから、全てを〈解明〉する必要はないんです。他人の思ってることが全
部、分かったら不幸でしょうが。手塚治虫の漫画にありましたな。そんな特
殊能力をもった女の人の話が。そうしたら、こわくて町も歩けない。「あっ
この人は私を犯したいと思っている」「この人も、この人もそうだ」
「あっ、私の裸を想像してる。」…と分かったら嫌でしょう。話をしてて
も、「熱心に聞いてるふりをしてるけど、〈パカめ！〉と思ってる」「早く
やめろと思ってる」なんて相手の心が読めたら嫌だ。知らない方が幸せで
す。全て、「迷宮入り」でいいんです。
　ある種の修業をつむと、人の心なんて簡単に読めるんです。でも、かえっ
て不幸になるから、皆さんには教えません。なぜ、他人の心を読むのが可能
かって？だって考えてもみなさい。本当は全ての人々の心は〈一つ〉だった
んです。アダムとイブの時よりも、もっとずっと前です。宇宙からきた星の
かたわれです。〈一つ〉でしたし、今でも同じ空気を吸い、同じ水を飲んで
います。〈一つ〉なんです。原素も同じです。だから他人ではない。同じ人
なんです。だから思ってることを分かろうとすれば、分かるんですよ。
　本当は「他人」はないんです。みな〈一つ〉ですから。でも人々は知恵が
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足りないからそれを理解できません。ただ、肉親だけは「近い」と思いま
す。だから肉親の例をとって話しましょう。さて、同日、同時刻に自殺を
計った母娘です。母は死ぬ間際に「別れの念波」を娘に送りました。ところ
が娘は体調が悪くて、この念波を正しく受け取ることが出来ませんでした。
巻き込まれてしまい、誤作動が起こったのです。そして、何と、念波を誤読
し、自分も手首を切ってしまったのです。
　これは一つの解釈です。ありえます。しかし、違います。最近、ニール・
ドナルド・ウォルシュの「神との対話」（サンマーク出版）を読みました。
そしたら僕も神と〈対話〉が出来るようになりました。そして、この奇妙な
事件のことを訊きました。そしたら、こう言うんですね、神は。
　30才の娘は飲み屋に勤めています。人生に希望もないし、男にもふられ、
やけっぱちです。ついつい深酒して、リタリンだって飲んでます。その前に
鈴木光司の「リング」のビデオを見たともいいます。いや、その話があるな
ら、「その前」じゃないな。１週間前でしょう。
　手首を切った時、「お母さん」と一言、叫びました。全ては〈一つ〉だか
ら、お母さんにビンビンと響きました。「大変だ。助けてあげなくては！」
と母は思います。でも居場所が分からない。その瞬間です。母親も手首を切
りました。そしてお別れの念波を送ります。空中で、娘の念波と母親の念波
はぶつかり、格闘します。勿論、母親の方が強い。それで娘の念波は叩きつ
ぶされました。ということは念波を発した娘は死ねなかったということで
す。助かったのです。母の、身を捨てた行為によって娘は救われたのです。
母の愛です。
　「なるほど、そうでしたか」と僕は納得しました。娘は朦朧とし、気を失
う瞬間にはっきりと母の声を聞いたといいます。そして、ハッとして目覚め
たのです。「トカトントン」という音を聞いたような気もするといいます。
それではまるで太宰治ですね。でも、死ぬことが馬鹿らしくなったと言いま
す。
　ではこれで「世にも不思議な物語」は終わりです。この話をしてくれた元
活動家は今、38才です。「あれっ、娘が30といったじゃないか」って。そう
です。本人は38才。娘は30才。８才の時に生ませた子供です。やろうと思え
ばやれるんです。江戸時代の大名だって、５、６才でカップリングが決まっ
てたんです。ボウリングだって出来たでしょう。
　それでも納得しない人のために言いましょうか。この活動家は実は20才の
時に32才の女と結婚したんです。この女には当時12才の娘がいたんです。
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「なーんだ」と思うでしょう。タネを明かせば、つまらない。ありふれた話
です。20才の時、きっとヤバイ運動をしてたんでしょう。火炎瓶を投げた
り、スパイを殺したり、埋めたり…と。それで心もささくれ立ち、殺伐とし
てたんですな。そんな時、居酒屋で会った12才上の女にメロメロになった。
死ぬかもしれない運動、死ぬかもしれないセックス。どっちも臨死体験です
な。死ぬ死ぬ…と。激しくも充実した「人生劇場・愛欲篇」が始まりまし
た。
　女は32才。あぶらの乗り切った大トロのようですな。熟女です。12才上
なんて気になりゃしません。でも、10年たつと女は42。さらに８年がたつ
と女は50。四捨五入すると100才です。ウワーッ！と男は叫びました。100
才の老婆と寝てるなんてまるで上田秋成の「雨月物語」じゃないかと思いま
した。そして恐怖にかられて寝床を飛び出し、もう二度と帰らなかったそう
です。しかし、100才の妻は、ただひたすら待ったのです。そして自殺しま
す。
　「じゃ、お前が殺したようなもんじゃないか」と僕は言いました。いや、
本当に殺したのかもしれません。「死んだ時、僕は鈴木さんと会ってた」と
彼は警察で証言してたようですから。僕はアリバイに使われたんです。彼は
すでに他の女と再婚してましたが、きっと浮気するんでアリバイに僕を使っ
たんだと思ったのです。ですから簡単に引き受けたのに…。でも浮気でなく
て「元妻」から復縁を迫られてたんですな。彼が真犯人です。まァ、いい
や。その「犯人」も死んじゃったんだし。
　彼と車に乗ってたんですよ。すると車の前を黒猫がサッと走りすぎまし
た。「まずい！」と彼は叫びました。眼前を黒猫が走り去ったら不吉だとい
います。それを見た者は７日後に死ぬそうです。「じゃ追いかけて轢き殺
せ！」と僕は叫びました。殺したらもう祟りません。普通なら、猫は殺すと
祟りますが、眼前を走り去る黒猫だけは違います。生かしたら祟ります。殺
したら、祟りの芽をつむことが出来ます。
　でも彼は、うろたえながらも、「何もそこまでやらなくとも…」と言っ
て、猫を追おうとしませんでした。そして７日後に死んでしまいました。だ
から言ったじゃないかと僕は思いましたが、もう手遅れです。
　「黒猫と会話が出来たらよかったのに」と、ふと思いました。そうした
ら、じっくり話し合って、彼の命を助けてもらうことも出来たのに。全ての
生物が〈一つ〉のものなら、全ての生物と本当は話が出来るはずですね。で
も残念ながら僕はまだまだ未熟で、それが出来ません。〈神と対話〉してみ
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ました。そしたら、「猫との対話はすぐにも出来るようになる」とおっしゃ
いました、神が。
　〈だって百年前に考えたことは、ほとんど実現してるではないか。電話や
テレビ、飛行機なども。想像力は世界を獲得するのです。技術の面では夢は
全て実現した。ただ、貧困や病を本当に無くそうと念じなかった。だから、
今もあるのだ。犬や猫とだって、本当に会話しようと思ったら、出来るの
だ。ライオンに肉食をやめさせ、全ての動物が殺し合いもなく平和に暮らす
ことも出来るのじゃ。それが、出来ないのは、あなた達がそう願わなかった
からだ〉
　神は僕にそうおっしゃったのです。そうだったのか。そういえば、ウォル
シュの『神との対話』の中でも同じような所があった。

　〈わたしは、世界がいまのようであるのは--雪の結晶が雪の結
晶として存在するように--はっきりと意図された結果だと言って
いる。あなたがたが、そういう世界を創り出したのだ。自分の人
生を創り出したように。
　わたしが望むのは、あなたが望むことだ。あなたがたがほんと
うに飢餓を終わらせたいと思った日は、飢餓はなくなるだろう。
そうするための力はすべて与えてある。その選択をするための道
具を、あなたがたはすべてもっている。だが、そうしなかった。
できないからしないのではない。世界は明日にでも飢餓を終わら
せることができる。あなたがたが、その選択をしないのだ〉

　うーん、同じ神だ。ウォルシュに現れた神と僕に現れた神は同じだ。同じ
「内在の神」なんだ。又、こうも言う。

　〈毎日四万人が死ぬのには、やむをえない理由があるのだと、
あなたがたは言う。だが、そんな理由はない。あなたがたは毎
日、四万人が餓死するのを止められないと言いながら、一方では
毎日五万人の新しい命を誕生させている。それをあなたがたは愛
だという。それが神の計画だという。そんな計画は論理的でもな
く、根拠もない。ましてや、同情とは何の関係もない。
　あなたがたが選んだから、世界はいまのような状態なのだ〉

　そうなんだ。この世界は僕らが「選んだ」んだ。変えようと思ったら、す
ぐにでも変えられる。その証拠に、技術的な面では「100年前の夢」は全て
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今、かなっている。ここに一冊の本がある。『百年後の日本』（ジェーアン
ドジェー・コーポレーション。6800円）という本だ。箱に入った大型の本
だ。値段は高いが、それだけの価値のある本だ。そのことは先週書いた。こ
の本は元々は、今から百年前に『日本及日本人』社から出版された。当時の
国会議員、大学教授、作家、教育者などが『百年後の日本』を予想したもの
だ。驚くべきことに、当っているものが多い。この復刻本の帯にはこう書か
れている。

　〈三百五十余名にのぼる大正のオピニオン・リーダーたちが予測した未来。それは驚
くほど的確な、現代日本が抱える問題点の指摘と、人類文明への警鐘だった。…いま日
本人は、何をなすべきか。未来を決めるのは、読者あなた自身だ！！〉

　表紙には「百年後の新婚旅行」として、飛行機で新婚旅行してるイラストが描かれて
いる。まったくその通りになっている。「百年後の日本橋界隈」「百年後の上野駅」
も、まさにその通りだ。他のものを、見出しから拾ってみる。「輸送交通郵便は空中
路」「民本主義円満に発達」「世界より我国に留学」（当時は留学といえばヨーロッパ
に日本人が行った。外国から日本に留学生が来る時代がくるとは夢にも思わなかったの
だろう）。「漢字全廃英語国語」（これはちょっと早まったね。書いた人はというと、
「国民英学会長・磯辺弥一郎」となっている。英語を拡める仕事なんだ。だからそうい
う希望を書いたんだな。）。「エスペラント語が国語」（これもちょっと時期尚早。い
や、理想倒れか）。「金持に斬捨御免特権」（昔の武士に替わり、金持ちが特権階級に
なると思ったのだろう。これも無理だった）。「明るい女が増える」（うん、当ってい
る）。「女子貞操観の低下」（これはズバリ、当っている。書いた人はというと、福岡
涼羽高女校長・門田嘉一郎と出ている。自分の学校の女子を見ていて、「予言」したの
だろうか）。
　あとは、「１週間で世界一周が出来る」「地球の裏側の人とも話が出来る」「海の向
こうのことも居ながらにして見ることができる」…と、全て、実現している。神の言う
ように、まさに我々は思った通りの世界をつくってきたのだ。又、技術が進めば人間は
幸せになると思っていたのだ。「地下利用の図」というのがあって、地下には水道管が
通り、地下歩道があり、地下を列車が走る…という絵もある。その通りになっている。
「南極から北極に一日で行ける」というのもあった。コンコルドを使えば出来るだろ
う。
　実は当時、つまり100年前は、この手の本が随分と出た。「20世紀の日本はどうなる
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か」という関心が高かったのだ。図書館で、他の本も探して読んでみた。
　そこの中にあったのだ。〈神〉が僕に語ったようなことが。「ライオンやシマウマや
羊が共存できる世界」を予測していた人がいた。又、ライオンに肉食をやめさせる法。
又、トラやライオンたちと「対話」して、お互いに〈平和共存〉の仕方を考える。そん
な計画が書かれていた。
　もし、このことを世界中の人々が一心に考えたら、とっくの昔に実現していただろ
う。船、飛行機、武器、テレビ、電話などが急速に進歩したのは実は戦争があったから
だ。勝つために国力のすべてをあげ、金をつぎ込み、頭脳をつぎ込んだ。だから輸送、
通信手段はこんなに進歩した。だから、もし、「動物との共存」「動物との対話」が本
当に必要だと一人一人が思い、金も頭脳も全てを投入したら、簡単に出来るだろう。
　そうすると、ライオンやトラも自由に都市を歩け、ルールを守って生活するようにな
る。ドッグフードのように、ライオン・フードやタイガー・フードも売り出され、それ
を食って満足するようになる。それで不足なら、金をもって焼き肉屋か、ノーパン・シ
ヤブシャブにでも行けばよい。
　ともかく、〈夢〉を持ち、〈想像力〉を持つことだ。この世界はその通りになるのだ
から。その意味で、『百年後の日本』は実にいい本だ。夢みることの素晴らしさを教え
てくれる。
　だが、先週書いたように、この本はちょっと不名誉な知られ方をした。又、そのこと
で有名になった。石井紘基議員を刺殺した伊藤白水容疑者（48才）が実は、この本を
売って歩いていたのだ。他の政治家や企業にも売り歩いていた。売りに来られた小杉隆
元文相の事務所関係者はこう言っている。

　〈仕事は「書籍販売をやってる」と言っていました。「別に脅しにくるわ
けじゃない。本を売る仕事をしているから、政治の話を聞きたいんだ」と、
そう言われると無下に断ることもできないので、できるだけ小杉本人に会わ
せないようにして、私が話を聞くようにしていました。
　何度か本を売りに来たこともありました。つい一週間前も、『百年後の日
本』という定価六千八百円の本を「五冊くらい買ってくれないか」と持って
きました。仕方ないので私個人で二冊買いました〉（「週刊文春」11月７日
号。「民主党石井紘基代議士と刺殺犯右翼の『黒すぎる関係』全証言」）

　これだけ見ると、ロクでもない本をベラボーな高価で押し売りしていたことになる。
しかし、本は実にいい本なのだ。復刻した出版社から販売の委託をされた出版社と僕は
知り合い。だから「その本を下さいよ」と言った。「ウチの本ならあげるけど、これは
委託販売の本だからあげられないよ。そのかわり安くするよ」と言う。それで会社に
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行って５千円で買った。「こりゃ、いい本だね」といったら、「この本についての解説
本を出す。原稿を書いてよ」と言う。「いいですよ」とうけあった。
　実は、この出版社からは僕も何冊か本を出している。ということは、この伊藤氏は僕
の本も一緒に売ってくれたのかもしれない。でも僕はここからは印税を一銭ももらって
ない。だから〈共犯〉にはならない。
　と、その時ですよ。ドドドーッと警察官が雪崩れ込んできた。この出版社に対する事
情聴取だ。何月何日、伊藤容疑者は本を何冊もっていき、何冊売ったか。彼に手数料を
いくら払ったか。その領収証は…と、書類を全て出させて調べている。「やっぱりお前
も関係あんのか」という顔で睨む。いやな奴らだ。だから僕は早々にひき上げた。
〈お知らせ〉
(1)11月５日(火)に『論座』12月号（朝日新聞社）が発売になりました。「噂の真相」
の岡留編集長と対談してます。
(2)『創』（12月号）も発売中です。「よど号」グループと塩見孝也さんの〈拉致〉をめ
ぐっての激論バトルが載ってます。僕は「スローガン人生」について書きました。
(3)映画「狂気の桜」はいいですよ。ぜひ見なせえ。主人公の「三人の右翼」の一人、須
藤元気さん（格闘家）は前からの知り合いで、先週、インタビューしました。
(4)11月３日に「ニュースペーパー」にゲストで出演し、「石井議員刺殺事件」などにつ
いて話しました。
(5)11月24日(日)野分祭があります。ぜひ皆様もご出席下さい。午後２時開場２時30分
開会。場所は笹川記念会館５階菊の間。（JR「田町駅より徒歩８分、都営地下鉄三田線
三田駅より徒歩６分、都営浅草線泉岳寺駅より徒歩３分）講師は山浦嘉久氏（「月刊日
本」論説委員）演題は「士道と任侠精神」。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年11月18日
世界平和について格闘家・須藤元気さんと語り合った

　だから言ったじゃないか。「読むな！」というのに、警告を無視して読ん
だ人がいた。そして７日後に亡くなった。その断末魔の念の逆照射で僕まで
原因不明の高熱が出て、５日間寝込んだ。５日間、床の中で祈り、神と対話
し、やっとのことで死の淵から生還した。たわむれにあんな文章など書くも
んじゃないと深刻に反省した。
　悪い言葉、不吉な言葉、呪いの言葉は発してはダメなんですよ。その言葉
は即、パワーになって実現する。又、自分に撥ね返ってくる。昔、祭壇に護
摩を焚き、相手を呪詛して殺そうとした人は、その呪詛のエネルギーが自分
にも撥ね返り、死んでいる。丑の刻参りをし、藁人形に釘を打つのも同じ
だ。呪いで相手が死ぬかもしれないが自分も死ぬ。
　昔、日本人全員が〈呪詛〉を信じていた時は、その信じる気持ちが全国に
充ちていて、呪いで人は簡単に殺せた。だから、呪い殺そうとした人間は殺
人罪で捕まったのだ。当然の話だ。これからだって分からない。皆が信じる
ようになったら、日本は再び「恨みの念」で誰もが人を殺せるようになる。
政府や警察もあわてて「呪詛防止法」を作るだろうし、民間ＩC企業も、
「念波防止器」を必死になって開発するだろう。その念の基盤になるのは
「言葉」だ。言葉が強くなったものが念だ。「念仏」とは仏を思い、信じる
ことだ。言葉の力を信じ、強く思うこと。それが念だ。だから、いい言葉を
発し、念ずべきだ。
　二ール・ドナルド・ウォルシュの『神との対話』（サンマーク出版）の中
でも、こんなことが書かれている。

〈あなたがたの三つの要素は、実際には三つのエネルギーであ
る。それを思考、言葉、行為と呼んでもいい。この三つがあわ
さって結果が生じる。 　創造のプロセスは思考から始まる。考
え、概念、ヴィジョンだ。あなたが生きているのにはすべて、か
つて誰かの思考から始まっている。それ以外のものは存在しな
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い。 　つぎに言葉がくる。あなたが言うことはすべて、考えたこ
との表れである。言葉は創造につながり、創造のエネルギーを宇
宙に放出する。言葉は思考より大きな衝撃を与えて宇宙をゆるが
す（変化させ、改め、影響を及ぼす）。 　つぎに行為がくる。行
為は動いている言葉である。言葉は考えたことの表れである。考
えるとは思いをかたちづくること、思いはエネルギーの集まりで
ある。力は実在の要素である。要素は神の分子で、すべては成分
であり、あらゆるものの実体である。 　　はじまりは神で、終わ
りは行為である。〉

　確かに、「行為は動いている言葉」ですね。又、こうも言ってます。

〈あなたが世界で見るものはすべて、あなたの考えの結果だ〉
〈神は創造者だ。 あなたがたは三つが一体になった存在だ。その
三つをどう呼んでもいい。父と子と聖霊でもいいし、精神と身体
と愛でもいいし、超意識と意識と無意識でもいい。創造とはその
三つの部分から生ずるプロセスである。言い換えれば、あなたが
たの創造には三つの階段がある。創造の道具は思考・言葉・行為
だ〉

　繰り返しになるかもしれないが、この三つについて、更にこう説明してい
る。こっちの方が、より分かりやすい。

〈すべての創造は思考から始まる（「父から生じる」）。すべて
の創造はつぎに言葉になる。（「求めなさい、そうすれば与えら
れるだろう。話しなさい、そうすれば成就できるだろう」）。す
べての創造は行為によって成就される（「言葉はひととなって、
わたしたちの間に住まわれた」）〉

　「創造の道具は思考・言葉、行為だ」というのは真実だ。当たっている。
これを読んで世の中のことが全て分かった。…そう言ったんですよ、格闘家
の須藤元気選手が。元気選手は今、最も注目されている格闘家だ。それで、
『ゴング格闘技』でインタビューした。そしたら、のっけから、『神との対
話』の話になった。僕は無知だから知らなかった。阿呆だったから、「精神
世界の本なんて…」と馬鹿にしていた。「格闘家がそんな本を読んじゃいけ
ないよ。危ないよ」と（心の中で）思った。

主張173 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

2 / 9 09/12/14 2:18



　ところが読んでみたら、違ってた。これは、いわゆる宗教ではない。自分
の「内在の神」との対話だ。もっとはっきり言えば、本物の自分との対話
だ。そして、「強者の哲学」なのだ。だから強い人が読むと、確信をもっ
て、とんどん強くなる。他の「精神世界オタク」の人達が読むのと元気選手
が読むのとでは全然違うのだ。行為が大きく違ってくる。
　須藤元気選手に話を聞きたいと思ったのには訳がある。彼は1999年にア
メリカから「逆輸入レスラー」として日本のリングに登場した。パンクラス
が初舞台だった。「アメリカから来た」というから、もしかして日系二世か
と思ったら違う。東京生まれの日本人だった。それに「元気」も本名だっ
た。小山ゆうの「がんばれ元気」という漫画があったよね。ボクシング漫画
だ。お父さんが、あれが好きで「元気」という名前をつけた。小山ゆうは他
に「おれは直角」という剣道漫画がある。最近では「あずみ」という女忍者
の漫画がある。攫われ、忍者集団の中で厳しい訓練をされる女の子の物語
だ。
　北朝鮮に行った「よど号」グループの田中義三さんの娘も「あずみ」とい
う名前だ。同じ環境ではないが、北のあずみさんはこの漫画に興味を持っ
た。それで支援者が全巻そろえて送ってあげた。「うん、私と同じだ」と
思ったのかどうか、ともかく熱心に読んでいたそうな。
　そうだ。須藤元気さんの弟は「直角」という。妹は「あずみ」と言う。多
分そうじゃないかなと思ったが、聞くのを忘れた。今度会った時に聞いてみ
よう。
　元気選手の試合は実にスピーディだし、トリッキーだ。どんな技が飛び出
すか分からない。華がある。パンクラスやK１ワールド・MAX…などに出て
いる。そしてUFCジャパン王者でもある。彼のファイトは実に小気味がい
い。アメリカで練習し、「逆輸入レスラー」として日本のマットに上がる。
これは彼が数年前から考えた戦略だった。99年、初めてパンクラスのリング
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に上がった時は、ド派手な入場パフォーマンスで観客の度肝を抜いた。
「おっ、こいつは一体何だ！」と誰もが思った。そのトリッキーな動き、ス
ピード、技の組立てに驚いた。そしてアッという間に勝った。
　３年前の、このデビュー戦を振り返って、「あの時は勝負を賭けてまし
た。奇襲で勝とうと思ってました。“桶狭間の戦い”でした」と言う。なるほ
ど桶狭間か、と思った。歴史好きだし、勉強家なんだ。
　高田馬場の「ルノアール」で何回か会ったことがある。いつも一人で、本
を読んでいる。格闘家にしては珍しい。高田馬場だから、きっと正道会館に
練習に行き、その帰りなのだろう。熱心に読んでいる。声をかけちゃいけな
いような雰囲気だ。
　「この選手は他の人とは違う。勉強家だし、頭がいい。それに研究熱心
だ。それが試合内容にも出ている」と僕は思った。会ってみて、その感を強
くした。いや、はるかに思った以上だった。アランの「幸福論」をはじめ、
哲学書は随分と読んでいるという。又、村上春樹と司馬遼太郎も好きで、ほ
とんど読んでるという。村上の『海辺のカフカ』は発売当日に買って読破し
たという。
　「哲学とか精神世界の本も好きで、片っぱしから読んでます」と言う。
「例えばどんなの？」と聞いたら、ニール・ドナルド・ウォルシュの『神と
の対話』が特にいいという。そして、人間の創造的エネルギーは「思考・言
葉・行為」だ、というところに一番感銘を受けたという。
　これは「心・技・体」と言い換えてもいいと思います、という。彼のファ
イト・スタイルというか、技の組立ても「思考・言葉・行為」となっている
のだろう。研究熱心な彼のことだ。一日中、練習してるのかと思った。たま
に本を読むことはあっても、そんなことばかりでは、プロの格闘家として
やっていけない。昔、ある相撲とりは、「本を読むと立ち会いが遅くなる」
と言っていた。インテリになって、いろいろ考えると、相撲への集中力、こ
こ一番の力が出ないというのだ。ウーン、それはあるかもしれないな、と
思った。
　「一日のスケジュールはどうなってんの？練習づけで、あとはガツガツ
食って、たっぷり眠るんですか」と聞いた。普通、格闘家だったら、そうし
てる。でも彼は普通の格闘家ではない。僕は聞いたことを後悔した。そして
アッと驚いた。
　元気選手は言ったのだ。「午前中は勉強です。午後は取材を受けたり、人
と会ったりです。夜が練習です」。
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　ヒャー凄いと思った。「午前中は勉強」にはビックリした。早く起きて、
家か図書館で本を読む。そしてメモをとる。又、自分の思ったことを書く。
マハトマ・ガンジーや、マルチン・ルーサー・キング、石原莞爾なども好き
でよく読んでいるという。僕なんかよりもずっと勉強家だ。〈物書き〉を商
売にしてる人だって、こんなには勉強してない。これを読んでる君達だって
そうだろう。一日を三つに分けて、その一つが勉強だなんて、そんな人はい
ない。それを毎日続けているのだ。
　この話を聞きながら、「あっ、これはウォルシュだな」と思った。創造す
るエネルギーの「思考・言葉・行為」にピッタリ当てはまる。これを読んで
一日三分割のスケジュールを考えたのかもしれない。いやいや、たまたま行
なったことが〈神〉の意志に合致したのだろう。
　午前中は本を読んだり、メモをとったりするという。これはウォルシュの
いう「思考」だ。哲学や歴史物を読んでいる時に、自分が格闘家としてやろ
うとしてることが分かる。又、新しい技のヒントも浮かぶかもしれない。と
もかく、そんなことを思索し、哲学する。
　午後は人に会って、それを「言葉」にする。言葉にすることによって、考
えはより確実なものになる。夜は「行為」だ。「思考」し、「言葉」にした
ものを練習の中で出す。こんな技はどうだ、これはどうだと体が動いて証明
する。
　「思い出した。実は、西田幾多郎も同じような“一日三分割”のスケジュー
ルで生活してたんですよ」と僕は元気選手に教えてあげた。西田幾多
郎。（1870～1945）哲学者。石川県生まれ。京大教授。西洋哲学の伝統と
対決しつつ、禅などの東洋思想を統合、これを「場所」「絶対無」「絶対矛
盾的自己同一」などの理論で表現する宗教的色彩の強い思弁哲学を説いた。
著「善の研究」「思索と体験」など。（三省堂『辞林21』より）
　僕らの大学の頃は思想全集が随分と刊行されていて、西田の本も何冊か読
んだ。その中で、誰かが解説していた。西田は一日中、ほとんど家にいて
〈哲学〉していた。今の哲学者のように、呼ばれて、ちゃらちゃらと出かけ
ていき講演したり、テレビに出たりしない。哲学者なんだからまじめに哲学
する。午前中は思索、午後は読書、夜は執筆だ。これも驚いた。一日を三つ
に分けて哲学し、それを毎日続ける。ここにも驚いたが、午前中の〈思索〉
には驚いた。僕らだって、たまには思索する。でも、それは本を読んでい
て、ふっと考えるとか。人の話を聞いて、あるいは映画を見て考えつくと
か。ともかく、何かを媒体として思索している。午前中一杯、つまり６時間
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位、丸々、純粋に思索するなんてとても考えられない。僕らが真似したら、
30分だって出来ない。すぐ眠ってしまうだろう。ともかく、読書、執筆とは
別に、純粋な〈思索〉の時間があったのでビックリしたのだ。
　そして今、これを思い出しながら、あっ、これもウォルシュの言う「思
考・言葉・行為」だな、と思った。偉い人というのは、自然に神の意志に
沿った生活をしてるんだ。おいらも学ぼう。 　元気さんと話していると、ま
るで大学の先生に話を聞いてるようだ。哲学、歴史だけではない。僕の〈本
業〉のナショナリズム論についても教えられた。
　「あの映画に出てから、急にナショナリズムについて考えるようになった
んです」と言う。「あの映画」とは今、大ヒット上映中の映画「兇気の桜」
だ。三人の右翼青年のお話だ。「同期の桜」をパロって「兇気の桜」だ。な
かなか、シリアスで思想的な映画だ。三人は右翼団体「ニュー・トウ
ジョー」をつくり、渋谷で暴れ回る。その〈兇気〉を描いている。窪塚洋
介、RIKIYA、そして元気さん。この三人が主演だ。
　「楯の会」を思わせるような白い格好いい制服で暴れ回る。元気さんは、
ラストで、二人と別れ暴力団系右翼に入り、そこで右翼の戦闘服を着る。そ
れも又、似合っている。「お前らも右翼だろう」と言われ、「違うっす。自
分らはナショナリストっす」と言うシーンなんかがある。新右翼的だ。
　元気さんにインタビューしてる時、「一水会はどんなことをやってんです
か。興味ありますね」と逆取材された。それで、いろいろ説明してあげた。
たまたま、『ダカーポ』を持っていたので、あげた。〈右翼特集〉の載って
る号だ。一水会の入会試験問題も出ている。かなり難解だ。「でも元気さん
なら合格できますよ」と言ってやった。
　「なぜ、ナショナリズムは暴走するのか。なぜ戦争はなくならないのか考
えたんですよ」と元気さんは言う。「格闘家が思い悩むのは変でしょうが、
気になって仕方なかったんです」。まじめな人なんだ。そして、去年の９月
11日のアメリカの同時多発テロの時はショックを受けたという。「かわいそ
うだ」「何とひどいことか」と思った。でも、それだけではない。格闘家で
あることが虚しくなった。恥ずかしくなった。こんな世界の悲劇・危機に対
して何も出来ない。いや、争いや、憎しみの心を助長しているのではない
か。そんな自虐的な気分になった。
　知らない人間と闘い、血を流し、人々の〈闘争心〉〈憎悪〉に火をつけて
いるのではないか。こんな罪作りなことを自分達、格闘家はやっているので
はないか。そう考えて悩んだという。
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　そして、「格闘家をやめよう！」と本当に思ったという。エッと驚いた。
そんなことを考えて悩んでる格闘家なんていないよ。まるでこれじゃ宗教家
じゃないか、聖人じゃないか。実際、ウォルシュやキング牧師、ガンジーの
本をむさぼり読んだ。そして今は、何とか、心の平安を得た。ルールのある
闘いをし、人々に見てもらう。このことにより、人々の闘争心や憎悪の心も
発散し、昇華させることが出来る。いや、出来るかもしれない。そう思っ
た。
　又、この現実を逃げて、格闘家をやめて、「争いはやめなさい」と言って
も、「弱者の説教」になってしまう。誰も聞いてくれない。発言の場もな
い。だから、リングの上では勝ちつづけ、そこから「世界平和」を訴える。
他国のことを考えないからナショナリズムは暴走するのだ、と言う。
　だから、試合の後には、リング上から「We are all one（世界は一つ）」
という横幕を掲げてアピールしている。あっあれがそうなのかと分かった。
試合のあとに確かにやっている。でも、「闘魂」とか「大和魂」なんて書い
たＴシャツを観客席に投げ入れるのと同じパフォーマンスかと思っていた。
違うんだ。こんな深い思想的意味があったのだ。
　「マハトマ・ガンジーはこう言ってるんですよ」と元気さんは教えてくれ
た。

〈勇気のない奴は、やられてもそのままだ。勇気の少しある奴
は、やられたらやり返す。本当に勇気のある奴はやられてもやり
返さないで、しかも屈しない。そして、相手に非を認めさせる〉

　なるほどと思った。なるほどと思うのは元気さんが言うからだ。「強い格
闘家」が言うから説得力がある。弱っちい、その辺のオタクがいっても何の
説得力もない。「格闘家だから発言を聞いてくれる」のだ。それは元気選手
が一番よく知っていることだ。彼は、「世界平和のために闘っている」。い
やもっと別の表現をすれば、「闘いをなくすために闘っている」。
　石原莞爾かもしれないな、彼は、と思った。石原は満州事変を引き起こし
た軍人だ。
　石原莞爾（いしはら・かんじ）。1889～1949。山形県生まれ。関東軍参
謀として満州事変を引き起こし、満州国創設を推進したが、のち、東条英機
と対立し、1941年（昭和16）予備役。東亜連盟の指導者。（『辞林21』よ
り）
　彼は軍人であると共に、熱烈な日蓮宗の信者だった。「国柱会」という過
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激な教団の信者だった。ここには詩人・作家の宮沢賢治もいた。軍人として
の石原は戦争のプロだ。宗教者としての石原は戦争をやめさせ、戦争のない
社会を来たらせようとする。自らが矛盾的な存在だ。それを彼は「戦争によ
る戦争の絶滅」「世界最終戦」という形でアウフヘーベン（止揚）する。す
なわち、戦争のない絶対平和の世界をつくる。そのための最後の戦争をや
る。それが〈世界最終戦〉だ。著書には『世界最終戦論』『国際政治学』な
どがある。元気選手の試みも、これと似ていると思った。
　元気選手に話を聞いたのは渋谷センター街にある「ルノアール」だった。
彼は「昆布茶（おかき付き）570円」を注文した。（つう）だ。さすが、ル
ノアーラーだ。ルノアーラー、ルノアーリストは皆、この「昆布茶」を注文
する。頭脳を刺激し、思索するには最もいい飲物だからだ。（ファルコン
注：ルノアール以外で昆布茶扱ってるところってないですもんねー）
　「そういえば、この前、馬場のルノアールで読書してたけど、あれは何の
本だったの？」と聞いた。あの時は、邪魔になると思い、聞かなかったの
だ。
　「あっ、司馬遼太郎の『世に棲む日日』です。吉田松陰と高杉晋作の話で
すが、本当にいいですね。こんな凄い日本人がいたのかと思うと誇りです。
それに、松陰や高杉のような気迫をもってたら、今、何だってできる。そう
思いますね。僕の格闘技をやる上での原動力ですよ」という。司馬遼太郎は
全部読んでるという。その中でも、特に好きなのは『竜馬がゆく』と『世に
棲む日日』だと言う。
　竜馬はいいよね、と、しばし竜馬論に華がさいた。元気さんのインタ
ビューは『ゴング格闘技』の03年１月号に載る。今月の23日に発売になる
号だ。今は12月号が出ているが、そこでも何と「竜馬論」をやっている。空
手の大道塾塾長の東孝さんに話を聞いたのだが、〈原点〉は『竜馬がゆく』
で、何と５回も読み返したという。そして、高校時代には、「楯の会」に入
りたくて三島由紀夫に手紙を出したという。じゃ、僕らと同じ運動をやって
たかもしれない。ところが、「高校生はダメだ」と断られた。それで自衛隊
に入り、そして早大に。自衛隊の時に、マンガ「空手バカ一代」に出会い、
極真会館に入り、全日本で優勝、20年前に「大道塾」を設立。そして、投
げ、寝技のある空手の試合「北斗旗」大会を主宰している。
　だから、今出ている『ゴング格闘技』も見てほしいね。期せずして、12月
号、１月号と２号続けて「竜馬論」になった。
　竜馬といえば、「かわい気」のある若者で、誰からも愛されたと司馬は書
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いている。女性にも、もてた。東さんや元気さんも、きっとそうだろう。藤
原紀香や小池栄子は格闘家との〈密会〉を写真週刊誌にスッパ抜かれてた
な。藤原はシューティングの選手で、小池は坂田亘という総合格闘家だ。元
気さんも、ぜひ巨乳女と浮き名を流してほしい。昔は、（お笑い）タレント
が女にもてたが、今は格闘家だ。何なら、「小池栄子杯」とか、「釈由美子
杯」「MEGUMI杯」「赤坂細子杯」あるいは「叶姉妹争奪戦」をやったらい
い。優勝したら巨乳がもらえる。夢があっていいじゃないか。元気さんも巨
乳獲得を目指して頑張ってほしい。We are all one だ。
　いや、元気さんは「闘う聖人」だ。そんな俗っぽいことには興味がないの
かもしれない。これは失礼なことを書いちゃった。じゃ、次回も竜馬論をや
ろうかな。
〈お知らせ〉「月刊TIMES」（12月号）の巻頭で30枚（８ページ）の論文
を書きました。「日航『よど号』グループによる拉致事件の真実」です。塩
見さんの告発や、「よど号」グループの反論などで激論が闘わされておりま
すが、ここでは僕なりの見方、推論を書いてみました。「TIMES」は大きな
書店にはありますが、ない時は本社03(5269)8461に。定価530円です。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年11月25日
「卑怯憎むべし。剛胆愛すべし」。 刺客をも絶賛して中岡は

言った
　空手の東孝さん（大道塾塾長）の話は先週少し書いた。高校生の時に「楯
の会」に入りたくて三島由紀夫に手紙を出した。ところが、「高校生ではダ
メ」と言われて断念。自衛隊に入り、その後、早稲田大学に入る。自衛隊の
時に、漫画「空手バカ一代」を見て、極真会館に入門し、全日本で優勝。そ
の後独立して大道塾を主宰し、毎年、北斗旗大会を主催している。
　この北斗旗大会は、空手ではあるが、投げ、寝技も認めている。そしてこ
れが今の「総合格闘技ブーム」の先駆けになった。事実、日本人で初めてホ
イス・グレーシーと闘ったのは大道塾の市原海樹であり（アメリカのアル
ティメット大会で）、又、ヒクソン・グレーシーと初めて闘ったのは大道塾
出身の西良典だった。さらに今、PRIDEやK-1で活躍している大巨人のセー
ム・シュルトは大道塾の試合でデビューし、北斗旗で何度も優勝している。
　「もともと空手は“何でもあり”だったんです」と東さんは言う。「空手バ
カ一代」を見ても、殴り、蹴り、さらに投げ、関節を極めるシーンがある。
「だから僕らは空手の原点に戻ったんです」と言う。
　この空手家の東さんが何故、三島に手紙を出したのだろうか。それは『ゴ
ング格闘技』（12月号）に書いたが、その前に、何故、東さんに話を聞こう
と思ったかだ。話は10年ほど前にさかのぼる。東さんに初めて会った時だ。
こっちは東さんのことはよく知っている。極真のチャンピオンだった人だ
し、格闘技に興味のある人なら誰だって知っている。ところが、「あっ、鈴
木さん。本、読んでますよ」と言う。エッと思った。でも当時はプロレスの
本を５冊位出していたから、それだと思った。ところが…。「『がんばれ！
新左翼』、読みましたよ。面白かったですね。ワクワクして読みましたよ」
と言う。
　「エッ、どうして？」と思った。空手の達人と『がんばれ！新左翼』で
は、どうしても結びつかない。それに僕の他の思想的・政治的な本も読んだ
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という。それで聞いてみたら…。そうです。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』の
影響だったんですな。今は、明治維新と同じだ。立ち上がらなくては、と
思った。それで三島にも手紙を出したし、大道塾を作ってからも、志は持ち
続けていた。だから政治的な本も関心を持って読んでいる、とのことだっ
た。そうか、全ての原点は〈竜馬〉なのか。
　東さんは昭和24年生まれだ。今年52才か。とすると高校３年の時は昭和
42年（1967年）だ。学生運動真っ盛りの時だ。東さんは宮城県の気仙沼高
校に入っていた。日本史の先生が授業中に熱っぽくこう語ったそうな。「今
は明治維新と同じだ。青年が立ち上がる時だ。明治維新は地方の藩から起
こったが、今度の革命は大学から起こっている。東大を見ろ、早稲田を見
ろ！」…と。
　「どうも日教組に入っていた先生のようでした」と東さんは言う。日教組
に限らない。右も左も先生たちは生徒をアジったんだ。そして、（不思議な
ことに）右も左も、「今は明治維新だ！若者は立て！」と言った。「そう
か、俺たちは竜馬か」と若者は思った。ただ、アジられた先生の影響で、あ
るいは友人や、入った大学の違いで、〈竜馬〉たちは別々の闘いの道を歩ん
だ。圧倒的に多くの〈竜馬〉は全共闘に入り、その後、赤軍派とか中核派、
革マル派などになってゆく。又、少数派だが、右翼・民族派になった〈竜
馬〉たちもいた。
　さて、東さんだ。高校の先生は左翼なのに、何故か、その話を聞いて、
「国を護らなくっちゃ」と思った。「平凡パンチ」や「プレイボーイ」など
には、「楯の会」の制服を着た若者たちが毎週のようにグラビアに載ってい
る。「格好いいなァ」と思った。又、「防衛大学」の学生募集ポスターを見
ても憧れた。この国を護るんだと決意した。
　『竜馬がゆく』は、あんな長い小説なのに何と、６回も読んだという。
「それにNHKも革命的な状況を作ってたんです。革命礼賛でしたよ」と言
う。まさか。中立のNHKがそんなことをするはずがない。「いや、『花の生
涯』『三姉妹』そして『竜馬がゆく』と三年続いて大河ドラマは〈幕末も
の〉だったんです。NHKを見て、今は明治維新だ。立て！と僕らは煽られた
んですよ」。
　そうか。学校に行けば先生が煽る。家に帰ればテレビに煽られる。そして
本を読んで『竜馬がゆく』でも煽られる。遊び半分に軟派な雑誌「平凡パン
チ」を開いたら、「楯の会」だ。「こりゃ、やるしかない」と思った。今、
やらなかったらあとで後悔する、と思った。竜馬は脱藩した。他の志士たち
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だって命を捨てて闘った。だから明治維新は成った。今、俺たちが安閑とし
ていたら、時代の落伍者になってしまう。そう思った。だから三島に手紙を
出した。
　その話を聞いて、僕は持丸博君に電話をした。彼は当時、「楯の会」初代
学生長だった。（２代目学生長は森田必勝で、三島さんと共に70年に自決し
た）。持丸君は三島の信頼厚く、入会希望者の面接は全て彼が任されてやっ
ていた。銀座にあった「論争ジャーナル」に連絡事務所を置き、近くの喫茶
店で面接した。「１か月の自衛隊体験入隊」が条件だし、日中の例会もあ
る。だから、休みの取りやすい大学生だけにした。社会人はとらない（例外
的に数人いた）。高校生もとらない。そう決めていた。
　でも、「平凡パンチ」などに出てからは希望者がドッと押しかけた。一水
会のように「入会試験」を作ってる暇もない。１日に何十人も面接するが、
思想的な話をしても、振り分けるのが大変だ。「だから最後は、“目に光があ
るかどうか”。それだけで決めました」と持丸は言う。
　しかし、その後の「楯の会」を見ると、決して「目の光」だけではない。
東大、一ツ橋、早大、慶応…と、いい大学から順に採っている。又、いい男
から順に採っている、と僕は思ったね。
　「で、高校生も来たの？」と聞いた。東京在住の高校生は３人来たとい
う。でも事情を説明して帰ってもらった。「じゃ、地方の高校生は？」と聞
いた。「三島さんに来た手紙は、そっくり僕の方に回ってきました。４人ほ
ど地方の高校生から来てました。一人は東北でしたね」「それが東さんだ
よ」と言ったら、「そうですか」と驚いていた。「特別に入れてやったらよ
かったのに。すごい人材を落としちゃったんだよ」「申し訳ありません。
謝っていて下さい」という話になった。
　「だったら大学に入ってから『楯の会』に入ったらよかったのに」と東さ
んに言った。ところが、そう出来ない事情があった。家が貧しくて、普通の
大学に入れない。「楯の会」に入ったら全寮制で、そこに寝泊まりして闘う
のかと思った。大学に入り、余った時間に運動するのではとても出来ない。
それで、あきらめた。
　もう一つの「希望」だった、防衛大学だ。あるいは、こっちの方が本命
だったのかもしれない。だって元は工業高校だったのに、「普通高校でない
と防衛大は受けられない」と聞いて、わざわざ気仙沼高校に転校したのだ。
だが、受験したが落ちた。やたらと難しかったんだ。
　そして迷った挙げ句に自衛隊に入った。そこで金をためて早稲田大学に入
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ろうと思ったのだ。自衛隊も「時代の嵐」を受けて、治安出動の訓練をやっ
ていた。警察力で足りない時は出て行かなくてはならない。東さんは放水部
隊だった。デモの学生に放水し、デモを蹴散らすのだ。その練習をしながら
も、「もしかしたら、向こう側にいたかもしれないのにな、と思った。家が
貧乏でなかったら、即、大学に入り、「楯の会」に入る。あるいは全共闘で
もいいと思った。
　「右でも左でもいい」というと、いい加減な高校生のように思われそうだ
が違う。「楯の会」に憧れながらも、機動隊と闘う学生たちをテレビで見
て、胸が躍ったという。ともかく、闘う男が好きなんだ。そして、右であれ
左であれ、〈竜馬〉たちは早く闘いの場に飛び込みたいと思っていたのだ。
　そうだ。「よど号」グループの人達も、『竜馬がゆく』が好きだったとい
う。連合赤軍の人達や、アラブに行った日本赤軍の人達もそうだ。右も左
も、「俺は竜馬だ」と思った。東さんは６回も読んだというから凄い。「竜
馬と同じで女性にもてたんでしょう」と聞いたら、「いや、いや」と照れて
いた。でも、もてたのは事実だ。何せ、美人スッチーと結婚しているんだ。
　極真で選手をやってた時、試合やら海外支部の指導やらでよくアメリカへ
行った。その時、機中で知り合ったという。「じゃ、東さんは英語がペラペ
ラなんですね」と言ったら、「何言ってんですか。女房は日本人ですよ」。
そうか、「アメリカに行く機中で知り合った」というから、てっきりアメリ
カ人のスチュワーデスかと思ったんだ。
　東さんにインタビューした時、「これ新しい本です」と一冊の本をもらっ
た。東孝著『はみだし空手から空道へ』（福昌堂）だ。今までの半生の自伝
だ。高校時代に三島由紀夫に手紙を出したことも書かれている。竜馬の話も
随所に出てくる。
　ところで、女性との話で面白いエピソードが出てくる。格闘技はどこの世
界も国際化で、海外勢の活躍が目覚ましい。大道塾でもそうだ。大巨人・
セーム・シュルトは何度か北斗旗大会で優勝してるし、オランダ、ロシアの
選手は次から次と強いのが出てくる。生まれつきの筋力、肉体、食い物が違
うのだ。これでは「絶望感との闘い」になる。いくら「不屈の精神力」と
いってもなかなか日本人は勝てない。そして、「よし！」と東さんは決意し
た。

　〈現役の頃は、この“力の世界”が全てだったから、差を手っ取
り早く詰めるには、次の世代で何とかするしかない。それには海
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外の女性と結婚するしかないとまで思い、暫く付き合った経験が
あります。付き合っているうちにカルチャー・ギャップを感じ、
その上、母に「話ができない外国人とでは嫌だ」と反対されて少
し距離をとった頃、現在の“妻強（最強？）師範”と知り合って現
在に至りますが、この考えの当否は別にして、単純に日本人がオ
リンピックで日の丸を掲げようなどと思えば大きな間違いではな
いはずです〉

　そうか。これからオリンピックで勝つためには外国人との結婚ですね。し
かし皮肉ですね。オリンピックで日の丸を掲げたいと思うのは〈愛国心〉で
あり〈ナショナリズム〉だ。でも、その為に外国の女性と結婚するというの
は〈インターナショナリズム〉だ。〈夷〉を取り入れて、〈愛国〉をやるん
だ。尊皇攘夷じゃダメなんだ。「和魂洋才」じゃなくて、「和魂洋婚」だ。
いや、「和魂洋妻」だ。
　それにしても、「妻強」はいいですね。（僕が言ったんじゃないけど）、
格闘家の師範の奥さんたちは皆、強い。道場生の面倒を見なくちゃならない
し、精神的にタフでなければ務まらん。だったら、奥さんたちを集めて闘わ
せてみたらいい。「世界妻強戦」だ。アニマル浜口の奥さんも出てくるし、
大相撲からは高田みずえも出てくる。面白い。
　この前、新宿駅で切符を買ってたら、OLが話し合っていた。「私は山手
線」「私は京王線」。そして一人が言った。「私は世界最強戦」。勿論、
〈埼京線〉のことだが、格闘技ブームだから、こんなギャグも飛ばせるん
だ。
　さて、竜馬だ。高知の桂浜には竜馬の銅像が立っている。僕も何度か行っ
た。昔だが。今は竜馬記念館が出来てるそうだが、それは見ていない。「僕
も高知に行き、銅像を見てきましたよ」と須藤元気さんが言う。元気さんは
先週も紹介したが格闘家だ。そしてやはり、竜馬大好き人間だ。最近は映画
「兇気の桜」に出演して一躍人気が出ている。
　「竜馬記念館も見て来ましたか」と言ったら、「いえ。だって夜中に行っ
たんですから」と言う。夜中に行って竜馬と会って話をし、「ここが竜馬の
歩いた砂浜か」と、一歩一歩踏みしめて歩き、月を見た。その月は竜馬の見
上げた同じ月だ。そして、そのまま夜中に帰ってきたという。
　不思議だ。真夜中に着いて、真夜中に発つ飛行機があるのだろうか。い
や、試合か何かで四国に行って、夜中に車を走らせて桂浜に行き、竜馬と話
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してきたのだろう。
　ここで不意に思い出した。僕だって竜馬と話したことがある。新宿セン
タービルの32階だ。トーテンポールという、夜景の見渡せる店だった。そこ
で竜馬と会った。「兇気の桜」ならぬ「狂気の桜」になったと思わないでほ
しい。「狂気」は僕の方ではない。詳しくは『宗教なんてこわくない』（エ
スエル出版会）に多分、書いてたと思う。昔の「生長の家」の仲間と、霊能
力のあるおばさんと三人で、その店にいた。どうも僕はオルグをされていた
らしい。その時、霊能力おばさんは、ひろげた紙の上に猛烈な速さで文字を
書き出した。トランス状態になって書いてゆく。それが竜馬からの手紙だっ
た。詳しい内容は忘れたが、「日本を救うために、この二人と一緒に立ち上
がってくれ」と書いてあった。昭和の時代になってから、竜馬から手紙をも
らった人間なんて、僕一人だ。
　今から思えば、貴重な手紙だ。ちゃんと保存しておけばよかった。あれが
「自動書記」というのだろう。ただただ驚いて見てましたっけ。こわさも忘
れて。
　それから15年がたって、今度は竜馬と電話で話をした。三島由紀夫の霊が
降りるおばさんがいて、時々、「三島の伝言」を伝えてくれる。「三島に替
わりますから」と、時々、三島本人が電話に出る。そして、竜馬からも電話
がある。今度、電話があったら東さんや元気さんの電話番号を教えてやろ
う。「ファンですから電話してあげて下さい」と言って。でも、突然、竜馬
から電話がかかってきたら二人ともビックリするだろうな。そして喜び、感
激し、涙を流すだろうな。竜馬と実際に話が出来るなんて、なかなかない
よ。
　でも、信じてもらえなかったら困るな。「まいるよ、鈴木さん」と抗議さ
れるかな。ウーン。それに僕は何度も竜馬と話してるけど、余り、幕末のこ
とは詳しくない。変だな。
　そうだ。東さんにインタビューした時、『竜馬がゆく』を６回も読んだと
聞いて驚いたけど、帰りぎわに、同行した「ゴング格闘技」の女性編集者が
言っていた。「実は私も二回読みました」。エッと思った。若い女性なの
に、読んでたのか。今でもこの本は読み継がれてるのかと思うと嬉しかっ
た。
　須藤元気さんは、哲学や精神世界、それに歴史ものが好きで読みまくって
いる。それに、よく憶えている。
　「幕末の志士たちは凄い人間ばかりですね。あの人たちのことを思うと、
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僕らなんて何でも出来ると思いますよ」と言う。
　「竜馬はスケールが大きいし。当時、皆、藩のことしか頭になかったの
に、竜馬は藩を超えて〈日本〉を考え、世界を考えている。そして〈敵〉で
ある勝海舟にも私淑し、弟子になっている。とても出来ませんよ。それに最
期は中岡慎太郎と殺されたんですが、その時の中岡の言葉がこれまた凄いで
すね」
　えっ、すぐに死んだんじゃないのか。「いや、死ぬまでにかなり時間が
あったんです。だから駆け付けた医者や同志にいろんな話をしてるんです。
自分を殺した刺客のことすらも、大した奴らだと褒めてるんですよ」
　えっ、本当かよと思った。殺された人間が殺した人間を褒めてるなんて考
えられない。
　「いや、本当です。〈卑怯憎むべし、剛胆愛すべし〉と言ってるんです」
「そ、それは何に書いてあったの？」と僕は息せき切って尋ねた。「『竜馬
がゆく』ですよ」。変だな。僕は二回読んだし、つい最近も２ヶ月前に読ん
だばかりだ。そんなこと書いてなかったぞ。元気さんは深夜、桂浜で、竜馬
から直に聞いたんじゃないの。あるいは中岡慎太郎の墓参もしたというか
ら、そこで聞いたんじゃないの。あるいは「自動書記」とか。
　と胸の中で疑っていたら、それを察したんでしょうな。言うんですよ。元
気さんが。
　「文庫本（文春文庫）だと最後の８巻ですよ。その『あとがき五』に書い
てあります」。ホントかよと思いながら、家に帰って探してみた。ギャッと
悲鳴を上げましたね、アタシャ。本当にあった。それだけでない。そこに感
動した印として何本も線を引き、「！！」のマークまで付いている。それで
いて完全に忘れていたんだ。アホだねこいつは、と自分で自分を罵りました
よ。ポカポカと自分で自分の頭を殴り総括しましたよ。他人に頼んで「総括
援助」してもらうと死んじゃうから、それだけはしなかった。さて、その部
分だ。線を引いて、その後、サッパリと忘れていた箇所だ。

　〈中岡は、卓抜した評論家である。かれは難に遭い、死に瀕し
つつも、駆けつけた同志の連中にさまざまなことを言った。
　「卑怯憎むべし。剛胆愛すべし」
　と、自分たち二人を討った刺客の引きあげの見事さをほめてい
る。刺客が二階座敷から引きあげるとき、「一人の男は、謡曲を
謡ってやがった」と中岡は医師に介抱されながら言った」〉
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　「こんな男達が日本の歴史上いたということは我々日本人の誇りですよ」
と元気さんは言う。本当にそうだ。今まで竜馬、中岡を殺した奴はただの卑
怯者で、許せないと思っていたが、見方が変わった。殺された者も剛胆だ
が、殺した者も剛胆だ。ゆうゆうと謡曲を謡いながら引き上げる。それを、
「謡を謡ってやがった」と言って、「敵ながら天晴れ」と言う中岡。凄い男
達だ。〈卑怯憎むべし。剛胆愛すべし〉。本当にいい言葉だ。そんな名台詞
を、頭も混濁してるだろうに、死の淵で言うなんて。「チクショウ！」と思
うだけでなく、その暗殺現場をもっと上から超然として見ているもう一人の
中岡がいる。それをとらえて司馬は「中岡は、卓抜した評論家である」と
言った。今、「評論家」というと、余りいい意味で使われない。行動する勇
気がないくせに、安全地帯からああだ、こうだと言っている卑怯な連中とい
うニュアンスがある。僕も時々、「評論家」なんて紹介されることがある
が、そのたびに「何か嫌だな」と思う。ところが、ここで司馬の言う「評論
家」は違う。行為者でありながら、さらに突き放して、もっと上から見てる
人間という意味だ。こんな意味の評論家なら、僕もなってみたい。
　この司馬の「あとがき五」には他にも驚くべきことが書いてあった。（そ
れも全て忘れていたが）。たとえば、竜馬が長崎から京にのぼる途中、船中
で起草し、後藤象二郎に渡した新国家綱領のいわゆる「船中八策」だが、実
はこの思想は維新後、「五箇条の御誓文」の中にことごとく盛り込まれた、
と言う。確かに、並べてみるとその通りだ。そして言う。

　〈竜馬は船中、この八策を起草するときに、この思想こそあた
らしい日本の光源になるものだと思ったであろう。それが、慶応
四年三月十四日、由利、福岡、木戸の筆を借り、五箇条の御誓文
として発布された。竜馬の意志は十分に達せられたというべきで
ある〉

　今の「日本」をつくったのは竜馬なんだよ。皆ももう一度、読んでみなせ
え。『竜馬がゆく』を。この本のラストはこう結ばれている。

　〈天に意志がある。
としか、この若者の場合、おもえない。
天が、この国の歴史の混乱を収拾するためにこの若者を地上にく
だし、その使命がおわったとき惜しげもなく天へ召しかえした。
　この夜、京の天は雨気が満ち、星がない。しかし、時代は旋回
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している。若者はその歴史の扉をその手で押し、そして未来へ押
しあけた。　（完）〉

【お知らせ】
(1)先週、荒俣宏の『帝都物語』を紹介したら、一人の女性から電話がありま
した。「ちょうど私もこの本のことを考えていたところでした。その念を発
したから、あなたが書いたんです」。「ハア、そうですか」と聞いてまし
た。「そうなんです。全ては〈一つ〉なんです」とも言ってました。「じゃ
一つになりましょう」と思ったが、シャイだから言えんかった。彼女は言
う。「三島先生と森田必勝さんが出てくるのは『帝都物語』（角川文庫）の
第５巻です。でも明智小五郎と小林少年のような感じじゃないですよ。シリ
アスな小説なんだから。1970年の三島先生の自決の頃の話です。先生と森
田さんが平将門の霊と闘うんですよ」。あっそうでしたね。これも、昔、読
んだもんで、すっかり忘れてた。探して出てきたら、きっと線を引いて読ん
でるんでしょう。
　ただ、あの小説に出てくる、念波というか霊波をアメリカに送って大統領
を殺そうとしたのは本当の話です。他の本でもかなり紹介されてます。ルー
ズベルトが死んだのは偶然でしょうが、あるいは日本から送った呪詛の念波
で死んだのかもしれません。ジャナ専と河合塾コスモの生徒にそのことを聞
かれたので、答えておきます。
(2)宮台真司『援交から天皇へ』（朝日文庫。700円）が発売されました。
「お前とどう関係あるんだ」と思われるかもしれませんが、あるんです。こ
れは宮台さんがいろんな本に頼まれて書いた「解説」を集めて一冊の本にし
たものです。このトップが何と、僕の『がんばれ！新左翼 Part３望郷
篇』（エスエル出版会）です。「『表出の根』に連なる真正右翼」という題
で書いてます。そのあと、この「解説」に対する僕の感想（「三島を超える
天皇論を」）が載ってます。
　二つめは見沢知廉氏の『天皇ごっこ』の解説で、「『天皇のモード』が輝
くとき」を書いてます。見沢氏の感想は「天皇制をめぐる状況と問題がよく
わかっている人」という題で書いています。その他は、島田雅彦、鈴木光
司、松沢呉一、森達也、江川達也…などの本について書いてます。
　ところで、面白いことがある。この単行本は2000年９月に出た。そして
２年後の今、文庫本になった。ところが、題名が違う。単行本の時は、『援
交から革命へ』（ワニブックス）だった。この時、噂によると、本当は『援
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交から天皇へ』にしたかったが、〈種々の事情〉で「革命」にしたという。
僕の本や見沢氏の『天皇ごっこ』があるんだから、「援交論」から「天皇
論」までカバーしている。しかし、そうすると、いろいろとマズイことがあ
るだろうというので、少々ソフトにして『革命』にしたようだ。
　そして、２年後の今日、「少々文句が来てもいい」と「言論の覚悟」を固
めたのか。あるいは出版社が朝日新聞だからか。ともかく、覚悟をもって、
『援交から天皇へ』とビシッと決めてくれました。これはいいことだと思い
ましたね。決断に敬意を表します。
(3)「小池栄子杯」はいいけど、「赤坂細子杯」じゃ闘う意欲がわかない。…
と某格闘家からメールが来ました。そうですかね。わざと負ける奴が続出し
たりして。でも、いいことじゃないですか。闘いの場なのに闘いを忘れるな
んて。〈闘い〉による〈闘い〉の絶滅ですよ。アウフヘーベンですよ。革命
ですよ。これぞ絶対平和の境地ですよ。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年12月2日
「Ben Hurのようになりたい」…と憂国の必勝少年は思った

　つい昨日のようだ。実際、つい昨日のように、はっきりと憶えている。で
も、もう32年も前のことだ。毎年、この日が来るとそう思う。そして緊張す
る。
　11月24日(日)、午後２時半から「野分祭」が行われた。三島由紀夫、森田
必勝両烈士の追悼・慰霊祭だ。両氏の決起は11月25日だが、敢えて前日に
行っている。前日の二人の決意に思いを馳せ、決起の意味を考えようとして
るのだ。野分祭という名前は阿部勉氏（「楯の会」一期生で一水会副会長
だった）が命名した。森田必勝氏の辞世の歌からとった。

　今日にかけてかねて誓ひし我が胸の
　思ひを知るは野分のみかは

　三島由紀夫氏の辞世の歌は二首だ。

　益荒男がたばさむ太刀の鞘鳴りに
　幾とせ耐へて今日の初露
　散るをいとふ世にも人にもさきがけて
　散るこそ花と咲く小夜嵐

　昭和45年（1970年）の11月25日だ。この年三島氏は45才。森田氏は25
才。若かった。「あの時は、45才なんて年寄りだと思っていた」と山浦嘉久
氏は言う。山浦氏は今年の野分祭で記念講演をしてくれたんだ。早稲田大学
で森田氏らと一緒に運動をした。森田氏と同じ年（昭和20年生まれ）だ。野
分祭実行委員長の伊藤好雄氏（「楯の会」一期生）も、森田氏と同じ年だ。
昭和20年生まれは優秀な人が多い。
　よく若い人に聞かれる。「森田さんの必勝という名前は本名ですか」と。
本名なのだ。「まさかつ」と正式には読む。でも本人は「ひっしょう」と
言ってたし、そう呼ばれるのを好んでいた。彼は日本の敗色が濃くなった昭
和20年７月25日、三重県四日市市に生まれた。８月15日が敗戦の日だか
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ら、その21日前だ。どう考えたって日本に勝目はない。運命は決まってい
た。でも、そんな絶望的な中でも、森田氏の両親は子供に「必勝」という名
前を付けた。「日本は勝つ」という祈りを込めて名前を付けた。
　だが、その両親は昭和23年、必勝氏が３才の時に、相次いで亡くなってい
る。必勝氏は兄のもとで育てられた。四日市市市立河原田小学校に入学。そ
して海星中学、海星高校に学ぶ。海星はミッション・スクールだ。カソリッ
ク系で、中・高一貫教育だった。高校時代に、政治家になろうと決意し、尊
敬する政治家・河野一郎の家（平塚）を訪ねる。だが…。（これは後に書
く。この日は彼のその後を運命づけた日になった）。
　昭和39年、早大政経学部を受験。失敗。そして二浪の末、41年３月、早
大教育学部に入学。全共闘の横暴に腹を立て、日学同（日本学生同盟）に入
り、民族派学生運動に飛び込む。全日本学生国防会議の議長になる。そして
「楯の会」に入る。
　今これは「森田必勝年譜」を見ながら書いている。今年復刊された『森田
必勝・わが思想と行動』（日新報道・1800円）の巻末にこの年譜が出てい
る。年譜だけを見ると典型的な活動家だし、憂国の青年だ。だって昭和41年
に早大に入学し、民族派の学生運動に明け暮れ、４年後の昭和45年には三島
と共に自決している。４年間、全力で疾走し、青春の全てを運動に燃やし尽
くし、そして死んだ。
　この森田氏の本には、その４年間の「闘いの軌跡」がある。日学同に入っ
てからの活動日誌、集会での演説、機関紙に書いた論文など。だが、それと
共に、早大に入るまでの中学、高校、浪人時代の日記が収められている。そ
して、これが読む人の心を打つ。ただの活動家ではない。悩み、苦しみなが
ら考え、そして希望を見い出していく。自分が政治家になってこの日本を救
うのだと決意する。 　中学や高校時代に、よく、これだけのことを考えてい
たもんだと驚く。それに、これは大事なことだが、彼は中、高校の時は決し
て「憂国少年」ではない。むしろ「自分は左翼だ」と書いている位だ。当時
の雰囲気としては正義感のある人は皆、〈左翼〉と思われていたのだ。
　又、今にして思えば、キリスト教の影響も多く受けていたんだなと思う。
僕も仙台のミッション・スクールだったが、キリスト教には反撥していた。
しかし、森田少年は中学・高校一貫のミッションだったからか、ごく素直に
キリスト教を受け入れている。又、学校の「推薦映画」だったのだろうが、
「ベン・ハー」を見て、「自分もベン・ハーのようになりたい」と書いてい
る。
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　こんなことなら森田氏と大学でもキリスト教の話をすればよかった。で
も、ほとんどしなかった。「ミッション出身なんて…」と二人とも思ってい
たし、何か、恥ずかしかったのだ。僕だけがそうかもしれないが、森田氏
だって、他の誰にもその話をしなかった。「国の為に闘う」という気張った
学生連中が多かったから森田氏も言い出すキッカケがなかったのかもしれな
い。
　この遺稿集（『わが思想と行動』）は、実は、あの事件の翌年に出版され
ている。当時の民族派の人々に衝撃を与えた。しかし、長らく絶版だった。
復刊が望まれていた。又、僕も、「何とか復刊して下さいよ」と頼んでい
た。実は、この日新報道から僕は一冊、本を出している。『これが新しい日
本の右翼だ』（1300円）という本だ。1993年７月に出ている。
　森田氏と同じ出版社から出せるなんて、と感激し、頑張って書いた。書き
下しの本だ。このHＰの管理人のファルコンさんも本屋で見つけて読み、
「いい本ですね。右翼の歴史や思想がよく分かりましたよ」と言ってくれ
た。今でも大きな本屋にはあるはずだ。
　ともかく、僕も本を出した縁で、この出版社の遠藤留治社長とはよく会う
ことになった。そして会う毎に、「森田氏の本を復刊して下さいよ」と頼ん
でいた。そしてやっと復刊された。これは皆も読んでみたらいい。歴史的な
資料だ。多分、50年後には教科書にも載るだろう。
　そこで今週は、この日記の中から、少し紹介してみたい。今読み返してみ
ても、胸がしめつけられる。そして、明るく爽やかな森田氏の笑顔が甦って
くるようだ。まずは少々ショッキングな記述から…。中学３年（昭和35年）
の日記だ。

〈十月十二日(水)晴
　今日、僕が政治家で一番好きであったところの社会党の浅沼委
員長が、十七歳の山口二矢という暴漢に刺殺された。
　本当に可哀想だ。日比谷公会堂での出来事……。〉

　今、右翼・民族派の間では、山口二矢、そして森田必勝は共に〈烈士〉と
呼ばれ、「救国の英雄」だ。でも、中学三年の森田少年は山口二矢（17才）
のことを「暴漢」と呼んでいる。森田少年は、当時まだ普通の少年だったの
だ。そしてこの二ヶ月後の日記には、

〈十二月二日(金)晴
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　学校から帰る途中、川を直しているのを見ていたら、某市議会
議員が、事情もろくたま知らないくせに、人夫の人にたてついて
けつかったのでしゃくにさわった。
　ぼくもあと十年たったら四日市市議になり四日市の発展と国民
生活の向上、すみよい町にするために立候補しようと思う〉

　若い正義感に燃える少年だったのだ。そして「10年後」に四日市市議にな
ろうと決意する。でもそれは出来なかった。「10年後」の昭和45年には、
三島と共に自決してるのだ。昭和36年の日記には…

〈一月一日(日)晴、よる雨
　我、一大決心
　一、毎日日記をつけるべし
　二、年間一万五千円ためること
　三、海星高校で三番になること
　四、初恋をするべし
　五、体をきたえるべし〉

　そしてこの１月後、「嶋中事件」が起きる。

〈二月二日(木)晴 　嶋中事件の犯人小森一孝捕まる。中央公論が
天皇の悪口を書いたので、（社長室で）留守をしていた女中の丸
山かねさんと、奥さんが刺され、女中さん即死、奥さん重体、な
お小森は右翼である。 　ぼくは左翼だから小森が憎い〉

　これは衝撃的な記述だ。後に烈士と呼ばれる森田氏が（その９年前は）、
「ぼくは左翼だから」と言っているのだ。「これはどう考えていいか分から
ない」という人がいる。「必勝氏のお兄さんが教員で、日教組だったから、
その影響だろう」という人もいる。しかし、それは考え過ぎだ。時代の雰囲
気ですよ。「左翼は正しい。右翼は間違っている」と皆、思っていたんだ。
世の為、人の為に闘うこと、正義の為に闘うことは〈左翼〉だとごく単純に
思われていたんだ。
　「嶋中事件」の因になったのは深沢七郎の小説『風流夢譚』だ。日本に革
命が起こり、皇居前広場で天皇、皇后、皇太子…がギロチンに処せられる。
という夢物語だ。ブラックユーモアだ。しかし、右翼は「許せない！」と立
ち上がり、出版社に連日、攻撃に行き、愛国党の17才の少年、小森一孝は中
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央公論の社長宅を襲った。社長はいなかった。さらに不幸が重なった。小森
は動転し、眼鏡を落とした。彼は極度の近眼で、眼鏡がなくては、ほとんど
見えない。ぼんやり映る影が自分を襲ってくる人間だと誤認し、夢中で刺し
た。ところが女中さんと奥さんだった。
　山口二矢は浅沼委員長を刺殺し、自らも自決した。だから、「救国の英
雄」「烈士」と今も呼ばれている。「山口神社をつくろう」という運動も
あった。だが、同じ17才で、同じ愛国党の小森一孝は誰からも賞賛されな
い。〈動機〉は分かるが、「無関係の女性を殺した」といって、右翼の人も
評価しない。少年院に入れられ、その後、出所。今もどこかで生きている。
しかし、誰も彼の消息を知らない。
　さて、深沢七郎の『風流夢譚』だが、日本の全右翼は怒り、攻撃したが、
当時、三島由紀夫は、「これは面白い。いい小説だ」と評価し、推薦した。
「何なら俺の小説と一緒に載せたらいいだろう」と言って出したのが『憂
国』だった。“不敬小説”を推薦したとして、「ふざけた野郎だ」と三島は右
翼の怒りを買った。三島の家まで連日、右翼は抗議にきた。「ユーモアの分
からん奴らめ」と三島は思った。この時から三島の「右翼嫌い」は始まっ
た。と同時に『憂国』を書き、「本当の愛国者はどっちか教えてやる」とい
う気概もあった。
　勿論、森田必勝少年はそんなことは知らない。しかし、「右翼への反撥」
という点では二人は同じものがあった。では、同じ年（昭和36年）の森田氏
の日記だ。

〈三月二十二日(木)晴
　肇と宣治とおれの三人で、四日市市の三重劇へヒットラーの“わ
が闘争”を見に行った。残忍そのもので、あんな人間が地球上にす
んでいたのかと思うと恥ずかしくなる〉
〈五月六日(土)晴
　今日、我々は映画「ベン・ハー」を高校全員で観に行った。ユ
ダヤ人のベンハーはかつての親友だったローマ人（名は忘れた）
のためガリー船にやられ、復讐のため生き、目的を達し苦しむの
だが、キリストに苦しみをといてもらう荒筋である。ローマ人と
ベンハーが闘う戦車場面が一番面白かった。
　僕の感想…ユダヤ民族としてのプライドをもっているベン
ハー…Ben Hurのようになりたい〉
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　僕も「ベンハーけには感動したことを憶えている。今年だと思うが久しぶ
りに「ベンハー」を見た。そのことはこのHPにも書いた。初めて上映された
時は、昭和天皇も観られたんだ。そして、ブチブチと映画が切れて、関係者
はあわてたという話だ。読んでない人は探して読んでみなさい。
　さて森田少年だ。高校２年の時、ノート裏表紙にこんな言葉を書き付けて
いる。

〈僕は愛する彼女を
　遠い天のあの雲よりも、ずっと広がる青い海よりもなお彼女を
愛す
　　--ルカ伝45.3より〉

　まじめなミッションの生徒ですね。聖書をよく読み、聖書から引用してる
んだ。又、休みの時は、自転車旅行やヒッチハイクをしている。トラックに
乗せてもらったり、知らない家に泊めてもらったり。彼は誰にでも愛される
男だった。いつもニコニコしていたし。それで、ある時なんか交番に泊めて
もらったこともある。「交番に泊まる」いっても悪いことをしてぶち込まれ
たんではない。君らとは違う。田舎には優しいお巡りさんがいて、見るに見
かねて宿のない森田少年を泊めてやり、ご飯を食べさせてやったのだ。本当
は〈職務違反〉なんだろうが、昔は、のんびりしてたし、そんな人のいいお
巡りさんもいたんだ。では、昭和37年の日記だ。

〈九月二日(日)晴
　年も十七歳。浮ついたことは極度に避け立派な人間になりた
い。おれには日本、いや世界を背負うという義務がある。
　誰からも好かれる立派な人、森田必勝になりたい。今から十
七ヶ月間、頭のわれるようなトレーニングをやる。そして日本を
おれがにぎってやる。どんな時にも負けない人間にしておく。必
ずや何かの形でおれが日本をにぎってやる。雑草のようにかみつ
いてやるその基礎をしっかり作ろう。〉
　昭和38年（高校３年）
〈十月十五日(火)雨のち曇、のち晴
　今日は河野一郎と感激の握手をした。一時から四日市市民ホー
ルで「国づくり」と題して彼の講演があったので、（学校を）一
時間で早退してわざわざ聞きに行った。帽子を取って「握手して
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下さい」と言ったら、快くにっこり笑って握手してくれた。感じ
いい。田舎の親父という感じだった〉 〈十一月三日(日)晴
　昼から「大隈重信」を見に行った。どうしても早稲田に入らな
ければいけないと思った。すごくファイトが湧く。今の政治家
も、これ程の自覚を持ってくれたらなあと思った。おれが政治家
になったならば、少しでも重信のファイトを持って、この日本を
良くして行こう。あれまでになるには並みなことではないと思
う。何もかも捨てて河野さんに弟子入りし、十年後なんとしても
頑張る〉
　昭和39年（浪人）
〈十一月十二日(木)曇時々晴
　シードラゴンが佐世保に入港した。全学連に入って暴れたかっ
た〉

　「俺は左翼だから…」と言っていた森田少年は一浪の時は「全学連に入り
たい」と思う。その一方で、「河野一郎に弟子入りし、政治家になりたい」
とも思う。やりたいことが一杯あって、一つに絞り切れていないのだろう。
夢が一杯だ。

　昭和40年（二浪）
〈一月六日
　大隈重信--河野一郎--森田必勝
　この三人は日本近代史上に残る人物になると確信する。いずれ
も早稲田大学出身だから俺もなんとかして通らなければならな
い。この日本が俺をほおっておいたらかわいそうだ。日本のため
俺を通せ〉

　凄いですね。「日本のために俺を通せ」と言いますよ。

〈一月二十二日(金)晴
　宮本武蔵じゃないが、我事において後悔せずってのが高校時代
からの俺のモットーだった。今こそこれを大いに発揮する時だ。
小さなことにクヨクヨしないで早稲田へ突入だ〉

　二浪の時は焦りもあるし、気持ちも千々に乱れていたのだろう。それを乗
り越えるべく、「ともかく早稲田に入ろう」と自分を叱咤する。時には自分
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が総理大臣になった時、誰を大臣にするか…の閣僚名簿を作ったりする。と
いっても、自分のクラスメートばかりだが。他には映画「東京オリンピッ
ク」を見て感動し、「人間味がよく出ている」と言う。又、獅子文六の『娘
と私』を読んで感動したという。「実に親父の心理がうまく書けている」と
言う。彼はこの小説をハタチ前に読んだのか。すごいね。僕は40すぎに読ん
だ。それまで大衆小説だと思い軽蔑してたからだ。ところが読んで驚いた。
ボロボロと泣けた。ギャ、俺にも「父性」があったのかと思い驚いた。娘を
持ったこともないのに、持った気持ちになって泣けたのだ。
　森田氏はこの二浪中には、「あと十年後に四日市市長になる」と何度も
言っている。「俺のやりたいこと」と公約まで書く。「公害の防止」「道路
の整備」「文化都市、学校教育の強化、大学設置」…とやたらと具体的だ。
　そして五月三日(火)の日記には、「四日市市長になるまで」と、さらに
「やめた後の人生設計」まで書いている。今となっては涙なしには読めな
い。

〈俺としては25歳で卒業して、三年間新聞記者をやり、三年間誰
かの秘書をやる。そして市長になり、二期努めて、こんどは衆議
院に立つ。して三期努めて外務大臣になる。50歳だ。15年間、
日本のために、そして、あとに続く日本民族のために、ゆるぎの
ない日本の地位をつくってやる。
　70歳以降は完全に引退だ。そのときは女房と二人きりで、静か
な生活を送りたい。まあこれが俺の設計図だ。勿論、こんなにう
まくいかないことは百も承知だ。でも俺がやらなくて誰がやる。
持つべき当然の夢だ。夢に終わるか否かは、俺の努力にかかって
いる。今はただ静かにしっかり学問的な基礎を身につけよう〉

　70才以降の老後の生活設計までしている。しかし、彼は25才で死んだ。
四日市市長にもならず、衆議院議員にもならず…。「25才で大学を卒業し
て…」という人生設計は全て夢に終わった。ただ、ここでちょっと注意して
ほしい。新聞記者をやり、その後、「三年間、誰かの秘書をやる」と書いて
いる。今までの決意から言ったら、「誰か」というのは変だ。「河野一郎の
秘書」でなくてはならない。ところが、「河野熱」は少し冷めているよう
だ。
　というのは、「河野熱」にとりつかれてた最高の時、高校３年の必勝少年
は神奈川県平塚市の河野邸を訪ねている。家出同然に汽車に乗り、平塚に
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行ったのだ。昭和38年11月22日のことだ。ところが幸か不幸か、河野一郎
には会えなかった。大体、家が無かったのだ。焼き打ちされ、この時は新た
に建築中だった。それで、見回りのお巡りさんに見つかり、実家に連絡さ
れ、迎えにきた兄貴と四日市に帰る。このあたりから、「河野熱」が段々と
冷めていったようだ。
　では、なぜ、河野一郎邸が焼き打ちされたのか。実は、野村秋介さんが
やったのだ。日露漁業交渉をめぐり、河野一郎こそ国賊だと、野村さんが火
をつけたのだ。この事件で野村さんは12年間、千葉刑務所に入る。
　二人は会うことはなかった。しかし、「河野邸焼き打ち事件」を軸にし
て、すれ違った。この事件がなければ、森田必勝氏は河野一郎の秘書にな
り、自民党の議員になってたかもしれない。勿論、三島と会うこともない。
とすれば、野村さんが森田氏の運命を大きく変え、三島の側に押しやったの
かもしれない。不思議な因縁だ。だから、野村さんの事件がなければ、三島
事件もなかっただろう。
　12年後、野村さんは出所し、僕と『現代の眼』で対談した。「反共右翼か
らの脱却」だ。それが〈新右翼〉をつくった対談だといわれた。そして野村
さんは「新右翼の教祖」と呼ばれるようになる。
　さて、森田氏の日記だ。二浪の後、早大の教育学部に入る。自分は「左
翼」だと思い、「全学連に入りたい」と思っていたが、左翼の横暴ぶりを目
の当たりにして反撥する。これではダメだと思う。そんな時、日学同や生学
連の学生たちと知り合い、段々と「右傾」していく。早大では毎日のように
左翼と殴り合いがある。初めは遠くからそれを見ていた森田氏も段々と、右
派学生の輪の中に入ってゆく。そして、一緒に運動する。早大だけでなく、
他の大学にまで遠征し、「武装〈乱闘〉情宣」を敢行する。昭和42年。彼が
大学２年の時だ。

〈五月十九日　晴
　茗荷谷の教育大学へ結集、家永三郎弾劾のビラまきと集会。こ
このところ毎日行なっている各大学廻りと日学同宣伝の一環だ
が、今日は教育大民青へのうらみを晴らす意味もある。
　午前十一時頃から、ゲリラ戦法が功を奏す。民青の足並みが乱
れ、屋上から「早大の暴力学生云々」のスピーカーだけが教育大
生を煽ったようだが、これもSさんやＭさんなどが屋上へかけあ
がって粉砕〉
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　ここの「Sさん」というのは実は僕のことだ。僕は生学連（全国学協）
で、「助っ人」で行ったから「Sさん」にしたのか。あるいは原文では「鈴
木さん」だったのに編集した人が「Sさん」にしたのか。それは分からな
い。でも、この時は楽しかったね。若き血が燃えた。こっちは23人で、民青
200人を相手に、殴る、蹴るの大乱闘だった。僕なんて飛び蹴りをやって、
「やった！　きまった！」と思ったら、５メートルもふっとんだその男は、
「ひどいなー、仲間ですよ」。誤爆だったんだ。まァ、戦争だからそんなこ
ともあるさ。ガタガタ言うな。そして、スピーカーをやめさせようと屋上に
駆け上がり、そこにいた連中を袋叩きにした。暴力学生だったんですよ、私
は。ホント、民青が言う通りだ。「早大の暴力学生」とは俺っちのことよ。
　森田氏の当日の日記はこう終わっている。

〈結局、教育大学では午後の授業は中止された。わずか23名の同
志は、正門前で記念撮影に肩をならべるゆとりすらあったの
に…〉

　この時は森田氏も勿論、乱闘に加わり、民青と闘っていた。しかし不思議
だ。中、高校時代は「僕は左翼だ」「右翼が憎い」「ベン・ハーになりた
い」と考えるナイーブな少年が、大学に入ったら急に右翼に目覚めた。そし
て、「右翼暴力学生」と呼ばれ、乱闘に加わっている。一体、誰の影響なん
でしょうか。(ファルコン注：そ、そりゃーもちろん…)
　昭和43年、彼が大学３年の日記にも僕が出ていた。

〈四月二十四日(水)快晴 　神奈川大学で日学同、民社学同と共催
で「神奈川大改革学生評議会結成大会」を支援。
　斉藤日学同委員長、柴田民社学同委員長、鈴木生学連書記長ら
が各30分ずつ演説。…〉

　この「鈴木生学連書記長」が私です。民社学同というのは民社党の学生組
織で、「反共」だったんだ。それで僕らとも共闘した。この時、神大には生
学連（生長の家の学生部）が、かなりいた。拠点校だった。秋田出身で僕と
同郷だった伊藤邦典、そして古賀、小賀…といた。この伊藤、古賀、小賀は
この後、「楯の会」に入る。そして、昭和45年の三島事件の時、この古賀、
小賀は市ヶ谷まで行っている。
～と書いていったらキリがないな。ともかく、この森田氏の本は貴重な「歴
史の証言」だ。そして、当時の憂国青年の内面の心情がよく分かる。又、憂
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国青年になるまでの中学、高校、浪人時代の悩み、苦しみ、夢、希望…など
もよく出ている。「必読必携必勝」だ。
【お知らせ】 (1)野分祭の模様、そして山浦氏の記念講演は「レコンキス
タ」の12月号に載るそうです。読んでみて下さい。又、この日は全国から多
くの参加者がありました。病気中だと思われていた見沢知廉氏（作家）も元
気に参列してました。「クニさん、久しぶりだから写真とろうよ」。そして
ファルコンさんたちがカメラを構えると、いきなり「首絞め」のパフォーマ
ンス。プロレスラーみたいだ。でも「本物の絞殺魔」に絞められたんで光栄
だった。いい記念になった。70才になったら孫に見せて自慢しよう。

（ファルコン注：これが犯行時の写真です！）

(2)今発売中の「ダカーポ」（12月４日号）は特集「世界を震撼
させる『アホの枢軸』大研究」です。一水会代表の木村三浩氏も
出ています。〈「アホの枢軸」に異議あり!!訪イラク20回の一水
会代表が語るサダム・フセインからの招待状〉です。読んでみて
下さい。ミニスカ右翼・雨宮処凛も出ています。
(3)ちよっと早いのですが、12月29日(日)の夜はロフトです。今
年一年を振り返っての大討論会だそうです。宮台真司さん、
「創」編集長の篠田さん、そして僕も出ます。年末、暇な人は来
なせえ。
(4)格闘家の高田延彦が引退しました。それを記念した『高田延彦
のカタチ』（東邦出版。1333円）が出ました。その中で僕も書
いてます。
(5)やはり高田引退を記念する『ゴング格闘技』（１月増刊号）に
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も僕の原稿が出ています。かつて僕が高田にインタビューした原
稿３本（８ページ）が再録されます。タイトルが凄い。「高田に
“最も愛された”インタビュアがホンネに迫った！」。

　〈「ゴン格」誌上で高田のインタビュアーを担当
し、最も高田のホンネに迫った男、それが評論家の鈴
木邦男氏である。「ゴン格」に書いた一本のコラムが
きっかけとなり、二人の間には友情にも似た絆が芽生
えたのだ。数あるインタビューの中から厳選した作品
をお届けしよう〉。

(6)「創」〈１月号〉は12月６日発売です。「これも不敬か？」
と題して書きました。「昭和天皇」の映画を撮っているロシアの
映画監督と会った話を軸に書きました。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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HOME
1999年　 2000年　 2001年　 2002年　

今週の主張・2002年12月9日
探し続けて40年。やっと見つけた。読破した。大河小説『人

生劇場』11巻！
　尾崎士郎の名作『人生劇場』を読破した。新潮文庫で全11冊だ。大河小説
だ。この小説のことは前にも書いた。しかし、その時は全巻読破していな
かった。いや、「全巻読破」が出来るとは思っていなかった。というのは、
「青春篇」以外は全て絶版だったからだ。長い間、探していたが手に入らな
かった。
　『人生劇場』は、主人公の青成瓢吉が三州横須賀村をあとに上京し、早稲
田大学に入る。小説家を目指すが、早大でストライキに巻き込まれる。男の
闘いがある。友情がある。志がある。代議士になる者がいる。共産党に走る
者もいる。大正初期から昭和になり、そして敗戦までの話だが、早稲田の学
生にとっては、「あっ、現在の話だ」「これは俺だ」と思う。そう思わせる
魔力のある小説だ。
　だから、何度も映画になった。梅宮辰夫や竹脇無我や、いろんな人々が
『青成瓢吉』を演じた。だが、どれも「青春篇」だけだ。いや、「残侠篇」
というのもあった。ある意味ではこっちの方が有名かもしれない。東映から
は何回も何回も映画化された。
　青成瓢吉の父、青成瓢太郎は家が没落し、庭でピストル自決する。瓢太郎
を慕っていた侠客の吉良常という男がいる。清水の次郎長の子分、吉良の仁
吉の流れを継ぐ男だ。この吉良常を中心に飛車角、宮川…といった侠客が出
てきて大活躍をするのが「残侠篇」だ。義理と人情に生きる男たちだ。人を
殺して刑務所にいく。女との悲恋もある。特に飛車角とおとよの切ない恋は
泣かせる。飛車角が刑務所に入っている時、「兄貴の女」とは知らずに宮川
とおとよは出来てしまう。映画では鶴田浩二の飛車角、高倉健の宮川、そし
て佐久間良子のおとよ。この３人の演技で見せる。飛車角が出所して宮川、
おとよと会う。このシーンは今でもぼえている。恋の修羅場だ。
　「人生劇場・残侠篇」は東映で４度ほど映画化されている。僕もリアルタ
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イムで見ていた。鶴田・高倉の映画のイメージが強く、だから、『人生劇
場』という小説はヤクザ小説と思ってる人もいる位だ。しかし違う。ヤクザ
達は、この大河小説のある部分の登場人物にしか過ぎない。他にも、左翼運
動があり、戦争があり、小説家たちの苦悩があったりする。又、戦争のため
に青成は「ペン部隊」として大陸に行く。そこで戦争の実情も詳細に描かれ
ている。
　でも、この小説の〈全体像〉が分からなかった。長い間、謎だった。「青
春篇」だけは今も新潮社から出ているし、何度か読んだ。しかし、その後、
青成はどうなるのか。何篇と何篇があるのか、分からない。映画では「残侠
篇」が何度も製作されてるから、「残侠篇」があることは分かる。しかし、
それだって新潮文庫では出てない。絶版だ。
　書店で聞いても、「『青春篇』以外は絶版です。本社の倉庫にもありませ
ん」という。中野図書館で調べてもらっても同じだった。他の図書館にもな
いという。
　ジャナ専（日本ジャーナリスト専門学校）に行った時、永瀬唯先生に聞い
てみた。永瀬先生は本を沢山書いてるし、と学会の役員だし、「トンデモ
本」を書いている。本にも詳しい。「日本で一番本があるのは国会図書館で
すね。最近、蔵書目録をコンピュータ化したと聞きました。そこに侵入して
みましょう」といって特殊なパスワードを使って、入ってくれた。
　「うーん。ここでも全部はありませんね。でも、青春篇、残侠篇、愛欲篇
がありますよ。行ってみたらどうですか」
　驚いた。何だ、「愛欲編」というのは？タイトルだけで興奮するじゃない
か。じゃ、国会図書館に行ってみようか。しかし、どうせなら初めから通し
で読んでみたい。
　今度は河合塾コスモに行った時、先生方に聞いてみた。皆分からないとい
う。「もう読む人がいないから絶版になったんでしょう。だったら無理に読
む必要はないでしょう。きっと、つまらない本ですよ」という人もいた。
　そしたら、「困った時のグーグル頼みですよ」と職員の高城さんがグーグ
ルで古本屋情報を探してくれた。あった！三つの古本屋でおいてある。で
も、全巻ではない。それに高い。なんせ、「残侠篇」が１万円、「愛欲篇」
が２万円だ。仕方ない、これで買おうかと思った。でも、飛び飛びに読んだ
のでは全体が分からない。それに、２万円だったら、本の「愛欲篇」じゃな
くて、本当の「愛欲」が出来る。
「これは神田の古本屋の全ての情報じゃないでしょう」と僕は聞いた。「そ
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うです。グーグルに登録してる店だけです」と高城さん。じゃ、その店を手
掛かりにして調べてみたら全巻が手に入るかもしれない。そして探しました
よ、アタシャ。神田に行って。来る日も来る日も、雨の日も風の日も。そし
て、とうとう見つけました。神が私の執念を嘉してくれたんでしょう。
　変色し、黄色くなった本だったけど、確かに全巻揃っていた。全11冊だ。
大枚をはたいて買いましたよ。女房を質に入れて(ファルコン注：へえ～知り
ませんでした)。第１巻が出たのが昭和22年。最後の11巻目が出たのが昭和
29年になっている。実際、書いたのは昭和８年から19年かかって完結して
いる。気の遠くなるような話だ。では、この全体の内容だ。

　尾崎士郎原作『人生劇場』（新潮文庫）
　青春篇（上）
　青春篇（下）
　愛欲篇（上）
　愛欲篇（下）
　残侠篇（上）
　残侠篇（下）
　風雲篇（上）
　風雲篇（下）
　離想篇
　夢現篇
　望郷篇

　この11冊で全部だ。「愛欲」「残侠」「夢現」なんていいね。これを手に
した時は、体が震えた。すぐに読みたい。でも、読んでしまうのは惜しい。
この二つのアンビバレンツな気持ちと闘いながら、でも、ワクワクして読み
ましたよ。「ルノワール」で時間を忘れて読みふけりましたよ。
　そうそう、タイトルを聞いて、何か気がつきませんでしたか。何かに似て
るな、と。そうです。五木寛之の『青春の門』（講談社文庫）です。タイト
ルの付け方が似てるはずです。これは『人生劇場』に触発されて書かれた五
木版の『人生劇場』です。何度も何度も映画化されてます。
　九州の筑豊で主人公・信介は生まれます。父親は炭坑の落盤事故で死にま
す。母親（映画では吉永小百合がやってたな）は、地元のヤクザの親分（小
林旭）と再婚します。信介は上京し早稲田に入ります。苦悩し、世の中を変
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えてやろう、男になりたいと思う奴は皆、早稲田を目指すんです。そして砂
川基地闘争に参加したり、ボクサーを目指してトレーニングしたり、劇団の
連中と一緒に北海道を回ったり、遊郭で遊んだり。後を追って上京した織江
とも遊びます。さんまと別れた女（大竹しのぶ）が織江をやっとった。杉田
かおるも演っとった。何本もあるから、ゴッチャになってるよ。とにかく、
どっちもよかった。織江はキャバレーに勤めたりしながら信介しゃんに尽く
します。そして歌手になり、今度は信介しゃんの方が織江のヒモになりま
す。
　その他、アナキストや左翼や右翼や、いろんな人々が登場し、波瀾万丈の
物語が展開します。オラも何度も読みました。「これは俺だ」と思い、ポロ
ポロと涙をこぼしながら読みました。早稲田に入った人は皆、そう思うので
す。「青春の門」の門とは早稲田の門です。それと同時に女の門でもありま
す。「狭き門より入れ」とアンドレ・ジイドも言ってます。織江の狭き門か
ら入り、遊郭の女の広き門も入りまくります。新宿の青線の女で、やたらイ
ンテリがいます。そんな仕事をしながらも、マルクス、エンゲルスを読んで
ます。昔はいたんでしょう。五木寛之はそんな女と出会って肌を触れ合った
のでしょう。そんな女はインテリゲイシャと呼ばれてました。（インテリゲ
ンチャをもじったんだよ。笑わんかい！）
　「青春の門」の門は、さらに学生運動、勉強、放浪、政治…と、いろんな
意味があるんでしょう。若者にとって通るべき「通過儀礼」なのかもしれま
せん。この本は今、「改訂新版」で出ている。大きな本屋にはある。買って
みなせえ。そして感極まって、泣きなせえ。早稲田の出身者じゃなくても、
震える。改訂新版では６巻出ている。これは青春のベストセラーだ。なんせ
６巻で2000万部が出ているんだ。２千万部ですよ。信じられますか。凄い
ですね。読んでない奴は日本人じゃなか。では６巻の内容です。

　五木寛之『青春の門』（講談社文庫）
　第１部　筑豊篇
　第２部　自立篇
　第３部　放浪篇
　第４部　堕落篇
　第５部　望郷篇
　第６部　再起篇
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　いいですね。このタイトルの付け方も。「堕落篇」なんて、自分で自分の
生き方を自虐的に言っちゃったりして…。エッ、これも何かに似てるって。
バレたか。そうです。私のライフワークと呼ばれる、『がんばれ！新左翼』
です。というよりも、このタイトルを付ける時、『青春の門』や『人生劇
場』が頭のどこかにあったんでしょう。それで、ついつい、出てきたんです
よ。『がんばれ！新左翼』は３巻までがエスエル出版会から出ていて、４巻
目は今、「アジャパーWest」に連載中だ。では、それを紹介する。

　　鈴木邦男『がればれ！新左翼』
　第１巻　立志篇
　第２巻　激闘篇
　第３巻　望郷篇
　第４巻　堕落篇

　うーん、似てますね。『青春の門』とは。「望郷篇」「堕落篇」と同じタ
イトルの巻がある。そして、「望郷篇」なんて、『人生劇場』『青春の門』
『がんばれ！新左翼』の全てにある。そうか、皆、望郷の文学なのか。た
だ、僕の「堕落篇」は３回目まで書いて中断したままだ。だって、載せてく
れる「アジャパー・ウエスト」が休刊中だからだ。困ったもんだ。本来な
ら、この次は「地獄篇」「強奪篇」「絞殺篇」「回天篇」…と続く予定だっ
たのに。
　そういえば、五木の『青春の門』だって、「再起篇」で完結したわけじゃ
ないが、この後が出ていない。エッセーなんか書いたり、対談する暇があっ
たら、「青春の門」を書き継いでほしいよ。そして完結させてくれよ。
　ちょっと話は外れる。早稲田が舞台ではないが、壮大な大河小説で、現在
も書き続けられているものがある。宮本輝の『流転の海』のシリーズだ。書
き始めて20年もたっている。今まで４巻が出ている。「もう２巻で完結す
る」といってるから、キチンと完結するのだろう。これも凄い小説だ。ドラ
マとしても凄いが、文章が実にいい。現代日本では最も文章のうまい小説家
だろう。第４巻の本の帯にはこんな文句が書かれている。「人は運命の濁流
のなかで光と闇を見る。裏切りに胸を焼かれて眠る夜、天をわたる音曲が傷
ついた魂を包みこむ」。帯の文章からして重厚な名文だ。宮本輝は他に、
『泥の川』『蛍川』『道頓堀川』『優駿』などがあるし、映画化されてる作
品も多い。僕は宮本の小説は全て読んだ。(ファルコン注：私も大阪で芸大に
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通った時、『泥の川』『蛍川』『道頓堀川』は読みました。)
　さて、『流転の海シリーズ』だが、
　　宮本輝『流転の海』（新潮社）
　第１部　流転の海
　第２部　地の星
　第３部　血脈の火
　第４部　天の夜曲

　第４部が出たのが2002年６月だ。2000円だ。まだ文庫本になってない。
６巻完結して、全てが文庫本になってから読んでもいいだろうが、それは果
たしていつになることだろう。もう20年もかかるかもしれない。とりあえ
ず、４部まで読んだらいいでしょう。
　では『人生劇場』に話を戻す。この「青春篇」は何度も映画化されてい
る。と同時に「残侠篇」も映画になっている。最近、TSUTAYAで借りて４
本、再び見た。
(1)「人生劇場・飛車角」
　　脚本直居鉄哉、監督沢島忠、昭和38年公開、飛車角（鶴田浩二）、宮川
（高倉健）、おとよ（佐久間良子）、吉良常（月形龍之介）、青成瓢吉（梅
宮辰夫）と豪華キャストだ。尾崎士郎の原作に忠実だ。飛車角、宮川、おと
よの悲恋、愛欲が悲痛だ。ただ、原作では宮川はこの後も生き続けるが、映
画では、殴り込みに行き殺される。映画のメリハリをつけ、「ヤクザ映画」
にする為か。
(2)「人生劇場・続飛車角」
　脚本相井抗、監督沢島忠、同じく昭和38年公開。
　前回と同じキャストだ。ただ、原作を大きく超えている。映画としての面
白さを追求し、これはもうオリジナル作品だ。宮川との一件後、おとよは飛
車角の元を去る。忘れられない飛車角。そんな時、おとよそっくりの女（佐
久間良子が二役）に出会う。ヤクザの組長の娘だ。そして惚れられる。だが
大陸におとよがいると聞いて飛車角は動揺する。「だったら行ってきて。心
の整理がついたら私の元に帰ってきて」というヤクザの娘。大陸でおとよと
再会し、一緒になる飛車角。だが、おとよは病気で死ぬ。日本に帰った飛車
角は、今度は、ヤクザの娘と結婚し、その組をつぐ。子供も出来る。しか
し、大陸進出をはかる別の悪辣なヤクザとの抗争で命を失う。原作とは全く
違うが、こりゃ原作以上の出来だなと思った。
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(3)「人生劇場・新飛車角」
　脚本笠原和夫、監督沢島忠、昭和39年公開
　これになると、さらに原作とは関係ない。全く別の作品だし、別の任侠映
画だ。戦争中に助けた男は、帰国したら対立する組の幹部になっていた。義
理と人情の狭間で苦悩し、闘う鶴田浩二と大木実。恩ある鶴田を殺せと言わ
れ、大木は出来ない。そして身内から殺される。その仇討ちを鶴田がする。
　最近、『昭和の劇　映画脚本家・笠原和夫』（太田出版）という本を送っ
てもらった。600ページもある立派な本だ。4286円と高いが、読んで驚い
た。凄い本だ。これなら１万円か２万円でも高くない。笠原は日本最大の脚
本家だ。「仁義なき戦い」は有名だし、三島由紀夫に絶賛された「総長賭
博」も書いた。又、右翼の〈教科書〉ともいうべき「日本暗殺秘録」もあ
る。「日本残侠伝」など鶴田、高倉の映画も多い。「実録・共産党」「海軍
特別攻撃隊」「大日本帝国」「昭和の天皇」「二百三高地」といった映画も
ある。ヤクザ、天皇、テロリズム、共産党…と、日本の〈全て〉がある。そ
の膨大な資料と、裏話があり、対談、インタビューで笠原の本質に迫る。ひ
きこまれて読んでしまった。
　その中に、「人生劇場・新飛車角」の話がある。これも笠原の脚本だ。
「人生劇場」ではこれ一本だけを笠原が書いている。原作を大きく離れて、
全くのオリジナル作品になってると思ったが、本人は「望郷篇」をイメージ
して書いたという。

　〈あれは原作でいうと「望郷篇」というのでね、それでラスト
のほうは、近松の「女殺油地獄」で行こうと沢島さんが言って
ね〉

　そうか、ラストの鶴田の殴り込みのシーンは倉庫かどこかで、油まみれに
なって戦うんだ。〈飛車角〉シリーズは、巻によって話が大きく違うが、飛
車角（鶴田）の女房探しという話では一本通している。

　〈佐久間良子が鶴田の女房で、戦後、行方不明だということで
鶴田が探すわけだけど、メロドラマというか、ある意味では「君
の名は」の変形版なんですよね。スレ違いの連続で〉

　なるほど、笠原の言うように「君の名は」なのか。西村晃に佐久間はしつ
こく追いまわされ、逃げる。鶴田には会えない…。インタビューした荒井晴
彦は、林芙美子の「浮雲」の変形バージョンですよね、と言う。そしてこう
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言う。「『新飛車角』というのは、一応、やくざ映画なのかもしれないけど
も、やくざ同士の争いを描いているというよりも、戦争へ行った人間と、戦
争に行ってない人間の争いですよね」。
　そうなのか。深い映画だ。ここで笠原はショッキングな内幕暴露をやって
みせる。「続飛車角」は彼の脚本ではないが、これを撮ってる時に、鶴田が
演技にノッてない。困ったというので笠原が頼まれて鶴田に会った。そした
ら話は簡単だった。鶴田は大陸に行っておとよ（佐久間良子）と会うが、お
とよは死んじゃう。そして日本に帰り、そうしたら、もう佐久間とからむ
シーンがないから、やる気がしないという。つまらない話だ、それで笠原は
言う。

　〈「それじゃ、佐久間を二役でやったらいいんじゃないの」
と。佐久間とそっくりな女が日本にいたということで一人二役に
したらいいんじゃないのと僕が言ったら、そのまま通っちゃっ
た。バカみたいな話だよな（笑）〉

　ゲッ、こんなことが真相だったのか。佐久間はおとよと、ヤクザの組長の
娘の二役だが、僕は面白い脚本だと思った。尾崎士郎の原作にはないが、
こっちの方が面白いと思った。ところがそれは、「もっと佐久間と一緒にい
たい」とダダをこねた鶴田をなだめるために書かれたんだと。アホらしい。
でも、なぜ、鶴田はそんなダダをこねたのか。
　それは、「当時、鶴田浩二が佐久間良子とできてたんだよ（笑）」とい
う。おいおい、そんなことバラしていいのかと思ったが、でも、それでいい
演技が出来たという。「その二人が、実に琴瑟相和すという名演技を見せ
た」という。じゃ他人がどうこういうことじゃない。肉体は一瞬、芸術は永
遠だ。永遠のためなら何をやっても許される。
　ちょっと横道に外れたが、次は「残侠篇」を基にした４本目だ。
(4)「人生劇場　飛車角と吉良常」
　脚本棚田吾郎、監督内田吐夢　昭和43年公開
　これは一番完成度が高いと思う。原作にも忠実だ。飛車角（鶴田浩二）と
宮川（高倉健）は同じだが、おとよを藤純子が演っている。僕の記憶に残っ
ているのも、この三人だ。他に、青成瓢太郎（中村竹弥）、吉良常（島田正
吾）、と豪華だ。瓢吉はやはり、梅宮辰夫だ。
　つまり、「人生劇場・残侠篇」を基に東映では４本の映画を作り、それが
全てヒットしている。他社でも作ったのかもしれない。でもそれだけヒット
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した「残侠篇」でも文庫では絶版で、一般の人は読むことも出来ない。奇妙
だ。
　では歌だ。映画と同じ位、歌も有名だ。村田英雄が歌っている。（この縁
で、映画にもチョイ役で出ていて、主題歌も歌っている）。歌詞は大体憶え
ているが、正確を期する為に『昭和歌謡大全集』（成美堂出版）で調べてみ
た。佐藤惣之助作詞、古賀政男作曲だ。これも、「古賀メロディ」だったの
か。昭和13年に作られている。エッ、戦前なんだ。そして僕の生まれる前
だ。ということは、まだ小説「人生劇場」が書き継がれている時だ。「青春
篇」「愛欲篇」「残侠篇」が終わったあたりで、もう、この曲が作られたの
だろう。歌詞の内容を見てもそれは分かる。
　こんな時から村田英雄が歌ってたのかと思ったら、違う。「楠木繁夫歌」
になっている。村田英雄は、そのずっと後になって歌っているんだ。前にも
この「主張」で「人生劇場」の歌について触れた。早稲田ではこの歌は、
「第二校歌」と呼ばれている。「いや、校歌よりもこっちの方が多く歌われ
ていますよ」と現役の早大生は言っている。僕らの頃もそうだった。右も左
も、「これこそ我々の歌だ」と思って歌った。この歌を歌うから、「早稲田
ナショナリズム」という言葉も生まれた。では、歌詞を紹介しよう。

1.やると思えば　どこまでやるさ
　それが男の魂じゃないか
　義理がすたれば　この世はやみだ
　なまじとめるな　夜の雨
2.あんな女に　未練はないが
　なぜか涙が　流れてならぬ
　男ごころは　男でなけりゃ
　わかるものかと　あきらめた
3.時世（ときよ）時節は　変わろとままよ
　吉良の仁吉は　男じゃないか
　おれも生きたや　仁吉のように
　義理と人情の　この世界

　この１番が「青春篇」、２番が「愛欲篇」、３番が「残侠篇」だね。早大
生はこれを毎日、毎日歌うとよ。でも、２番の「あんな女に未練はないが」
という歌は、「あんな女に未練はあるが」と替えて歌っていた。学生運動が
忙しかったし、それにウブだったけん。恋も知らないし、愛欲も知らん。で
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も知ったら、「未練」たらたらだし、あきらめることなど出来んじゃろう。
そう思って歌ったんじゃ。森田必勝氏もタカコちゃんのことを思いながら、
歌っとった。
　この歌は有名だから、どこのカラオケにもある。皆も、ナショナリストな
らば、歌ってみんしゃい。私も久しぶりで、「歌広」で一人で歌ってきまし
たよ。何度も何度も。でも、歌いながら、「アレッ」と思った。もう一つ
あったんじゃないか。４番があったんじゃないか。でも、どこのカラオケに
もないし、歌の本にも載ってない。そして気が付いた。あれは早大だけで歌
われていたものだ。たしか、「早稲田に学んで波風うけて…」という歌詞が
あった。でも正確には思い出せない。
　ここで、「幻の４番」を求めて私の探究の旅が始まった。在校生や卒業生
に手当り次第、電話して聞いた。でも、「よく歌ってましたが正確にはどう
も…」という。愛校心のない奴らだ。早大当局に聞いても分からんかもしれ
ん。そうだ、山浦氏なら知ってるんじゃないかと思い、11月24日(日)の野分
祭の時に聞いた。山浦嘉久氏は野分祭の記念講演をやってくれたんだ。で
も、彼でも「正確には分からんな」という。ダメかと思っていたら、「南丘
ならしってるはずだ」という。月刊「日本」発行人の南丘喜八郎氏だ。野分
祭ではすぐ後ろに座っていた。「何せ彼は早稲田精神昂揚会の幹事長だった
んだから、知ってるはずだ」と山浦氏。それで南丘氏に訊いたら、「ウー
ン」と考え込んでいたが、でも紙を取り出すと、スラスラと達筆な字で書い
てくれた。「あっ、これだ！」と僕も叫んだ。では、「幻の４番」だ。

　端下（はした）役者の　俺ではあるが
　早稲田に学んで　波風受けて
　行くぞ男のこの　花道を
　人生劇場　いざ序幕

　そうです。早大生はいつもこれを歌ってたんです。俺たちは一人一人が
皆、「人生劇場」の役者なんだ。浅沼稲次郎も、河野一郎も、森田必勝も、
田原総一朗も、筑紫哲也も、おらも…。
　森田必勝氏が浪人の時の〈日記〉に書いてましたよね。

　〈大隈重信--河野一郎--森田必勝この三人は日本近代史上に残る
人物になると確信する。いずれも早稲田大学出身だから俺もなん
とかして通らなければならない。この日本が俺をほおっておいた
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らかわいそうだ。日本のため俺を通せ〉

　「日本のため俺を通せ」という叫びは僕も同じでしたね。反逆的な人間は
皆、早稲田を目指す。世の中を動かそうとする人間も早稲田を目指す。そし
て、「人生劇場」の登場人物になってゆくんだ。
　でも奇妙だ。この「人生劇場」に憧れ、「人生劇場」を歌って早大に入り
ながら、なぜ小説『人生劇場』は「青春篇」を除いて絶版なのか？早大生の
くせに皆、読んでないからだ。早大生４万。１年に入る人間でも１万だ。皆
読んでたら毎年、１万部ずつが増刷されるはずだ。
　だから、早大生は義務として読ませろ！何なら入試に出せ。『人生劇場』
11巻を読んでない奴は早稲田に来るな！そう言ったらいい。俺が総長ならそ
うやるね。前にテレビのニュースでやってたけど、早大受験生で大隈重信の
名前を知らない奴がいた。こんな奴は、その時点で落とせよ。いくら難しい
英文解釈が出来ても、世界の歴史を知っていても、大隈重信を知らず、「人
生劇場」を読んだこともない奴なんか早稲田に入れてどうするんだ。愛校心
があるなら、もう一度、ストライキをやれ！全共闘は暴れろ！
　ここで、ハッと気がついた。じゃオラが入学した時はどうだったろう。40
年前、受験した時だ。大隈重信は何とか知っていた。でも『人生劇場』は
「青春篇」だって読んでいなかった。いかん、いかん。天に向かって唾して
るようなもんだ。これは反省だ。でも、『人生劇場』はいい本だ。ぜひ復刻
してくれ。皆も、「青春篇」だけでも読んでみな。そして、ビデオも見てみ
なよ。
〈お知らせ〉天願大介監督の映画「AIKI」はお薦めです。車椅子で合気道を
やる青年の話です。交通事故で下半身麻痺になったボクサーが、やはり格闘
技をやりたいと、合気道に入門し、生きる喜びを発見するまでの映画です。
実際、デンマークには車椅子の合気マンがいて３段をとってます。その人を
モデルにした映画です。僕も学生時代から合気道をやっていて３段をとりま
した。合気道もなかなかいいもんだと思い、ホロリとしました。皆さんも是
非見て下さい。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年12月16日
僕らだって、「時代の嵐」に揺れる葦なのに

　「鈴木さんのHPを読んで、『女性作家シリーズ』を読んでみようと思った
んです」と、その大学生は言う。河合塾コスモを卒業し、今年大学に入った
女性だ。それで大学の図書館に行ったという。あった。角川書店の「女性作
家シリーズ」全24冊が揃っていた。でも奇妙だ。調べてみたら、今まで一度
も貸し出されていない。24冊全てだ。それを見て彼女はガッカリした。嘆い
た。こんないい本を、誰も読もうとしない。この大学の生徒は阿呆なのか
と。
　「そんな大学はやめなさい」と言おうと思ったがやめた。多分、どこの大
学に移っても同じだろう。時間のかかる本は読もうとしないんだよ、今の大
学生は。いや、本そのものを読まない。一日中、携帯とメールで終わりだ。
あとはゲームだ。本屋に行っても、もう本屋じゃない。ファッションの本や
ゲームの攻略本だ。そんなものばっかりだ。本を読み、ものを考えようとす
る大学生は、かえって孤立する。友達がいなくなる。共通の話題がないから
だ。だから、その大学生に言ってやった。
　「今の若者たちと会話しようとするから孤立するんだ。ちょっと前の人達
と会話したらいい。夏目漱石とか、森鴎外とか、トルストイとか、ドストエ
フスキーとか。本を開いたら、彼らは語りかけてくれる。質問したら答えて
くれる。電話だって出てくれる。僕の家には、坂本竜馬や三島由紀夫からよ
く電話がかかってくるよ。どんどん友人が増えるよ」
　「かえって友達を失い、孤立しそうですが…」と彼女は言う。なんだよ、
せっかくアドバイスしてあげてんのに(ファルコン注：せっかくなんですか？)
。ともかく、せっかく大学の図書館にあるんだ、「女性作家シリーズ」から
読んでみなさい。その時、１巻から順に読もうなんて思わないこと。本のう
しろに全24冊の一覧がある。それをコピーし、机の上に貼る。読んだことの
ある人、読みたい人からまず読み、読んだら、（ペンテル）サインペンの赤
で丸をつける。（丸で囲んでもいい）。それが１つ、２つ、３つ…と増えて
いったら楽しいだろう。５つが６つになると、よし、このブロックを全部読

主張177 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

1 / 9 09/12/14 2:20



もう。いや、後半に集中したから11～20巻をまず征服しようと思う。そう
なったらしめたもの。あとは24冊読破まであと一息だ。
　ともかくこの全集には現代日本の代表的女性作家が何十人も入っている。
24冊だが、１冊に何人も入っている。今数えたら60人だ。それに23冊目の
「現代詩歌集」には100人位入っているだろう。でも、長編が入っているの
は60人だ。その中でも、「やはりこの人は凄い」と思った人もいたし、全く
食わず嫌いだったのに、「仕方なく」「義務として」読んだら、あら不思
議、こんな面白いものだったのかと発見した人もいた。
　この「発見」が嬉しいんですな。又、この「発見」の為に「全集読み」を
するんですよ。そうでないと、「知の関心」が拡がらない。そうでしょう
が。せいぜい十何年かの貧しい読書体験の中で、「わたしはこの作家が好
き」とか、「この作家がピッタリ合う」なんて思って、それだけで満足し、
守りに入り、保守的になる。いかんよ。もっと「ぴったりする作家」がいる
かもしれん。読書については、どんどん浮気し、淫乱になることです。乱れ
ることです。そしたら、いつかは〈本当の愛〉を探し当てることが出来るの
です。
　それに、「全集」を読むと、「世界を征服した」ような気になる。この満
足感、この自信は大きい。さらに、この作家はもっともっと読んでみようと
知的刺戟もおきる。次は大正時代を攻めてみるか、ロシア文学を攻めてみる
か、と戦略もうまれ、戦闘意欲も湧くというものだ。
　「女性作家シリーズ」では私のお気に入りはこんなとこですね。円地文
子、杉本苑子、永井路子、山崎豊子、有吉佐和子、三浦綾子、宮尾登美子、
etcです。
　それと、今まで余り読んだことがなかったけど、今回読んでみて新たな発
見をした作家はこんなところですよ。芝木妙子、干刈あがた、平沢けい、増
田みず子…などです。さて、この大学生は何から読み始めたでしょうか。ど
んな発見があったでしょうか。教えて下さい。
　さて私めですが、乱読の中にも「全集読み」を一貫してやってます。「女
性作家シリーズ」「少年小説大系」を征服し、今は「新潮現代文学」（全80
巻）に挑戦してます。まだ15巻ですが、気長に読み進めますよ。それと今、
格闘してるのは、「石川達三作品集」（全25巻・新潮社）ですね。今、13
巻読みました。やっと半分を越えた。もう一息ですね。
　実を言うと、石川達三なんて古いし、もう終わった作家だと思っていた。
今さら読んでも意味はないと思っていた。それに社会時評は古くなったし、
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あとは変な恋愛ものしかない。新しい恋愛を唱えながら結局、古い道徳に縛
られてる奴じゃないか。と、知りもしないくせに、勝手に決めつけていたん
だよね、私は。要するの食わず嫌いだった。
　ところが、読んでみて驚いたね。深いね。考えさせられた。ここには「言
論の自由」の問題、「言論の覚悟」の問題がはっきりと書かれている。思想
弾圧、日教組、左翼、右翼…と〈政治〉と〈思想〉の全てがある。又、結
婚、浮気、自由恋愛…と〈愛〉をめぐる全てが書かれている。嘘だと思うな
ら、君も読んでみなせえ。まず、石川達三その人の紹介からしよう。
　〈石川達三（いしかわ・たつぞう）。1905～1985。小説家。秋田県生ま
れ。早大中退。「蒼茫（そうぼう）」で第１回芥川賞受賞。時代感覚に富
み、社会批評的作品を多く発表。小説「生きてゐる兵隊」「風にそよぐ葦」
「人間の壁」「四十八歳の抵抗」「充たされた生活」など〉「辞林21」（三
省堂）より。
　秋田生まれです。同じ東北人として親近感を覚えます。東北人は純朴で
す。東北人に悪い人はいません。口下手ですが、いい人ばかりです。やはり
秋田生まれの阿部勉氏（楯の会）は言ってました。「関西人は評論家だ。東
北人は詩人だ」。そうですね。
　それに石川達三は早大中退です。僕と同じです。僕は一応、政経を卒業
し、大学院に行ったけど、又、教育学部に転部し、中退した。だから、石川
と同じく最終学歴は「早大中退」だ。何で教育に移ったかって？　当時は、
教育には右翼学生が多かったんで、そこで自治会を取ろうとしたんだよ。三
島さんと一緒に死んだ森田必勝氏もいたしね。まァ、結果的には失敗したか
ら、何の為に転部したか分からなくなったけど。
　まァいいや。石川も、「人生劇場」に憧れて早稲田に入ったんだね。そし
て、小説家を目指すなんて、まるっきり青成瓢吉だ。いや、青成以上の小説
家になった。なんせ、芥川賞だ。それも第一回だ。これによって「芥川賞と
はこういうものだ」というその後の方向が決まった。受賞作「蒼茫」はブラ
ジルへの移民を扱った社会派小説だ。家を捨て、家族や友人と別れ、船で、
ブラジルに行く。そこに「新天地」を求めてゆく。しかし、船の中でも、
又、ブラジルに着いてからも苦難の連続だ。何やら、北朝鮮への帰還運動を
思い出してしまう。いや、ブラジルに行った人は、苦労はしたが、自由だっ
たし、成功した人も多い。北朝鮮とは違う。
　「生きてゐる兵隊」は大陸での日本軍の赤裸々な実態を描いた小説だ。こ
れで「皇軍兵士を侮辱している」として逮捕され、有罪判決を受けている。
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「よく、ここまで書いたな」と、今読んでも背筋が寒くなる。「皇軍」だっ
て、集団になれば、こんな暴走をし、残虐な事をするんだといういい見本
だ。勿論、いい兵隊もいたが、下らない兵隊、ひどい兵隊もいた。戦争だっ
て、「今の社会」の縮図だ。いい人も、悪い人もいる。それに、戦争という
興奮状態、異常事態の中では、「いい人」も我を忘れて、暴走し、血に餓え
た行動をする。この小説の中では、普段は大人しい兵士が婦女を暴行し、殺
し、放火する実態と心情が描かれている。又、「野獣のような従軍僧」が出
てくる。戦死者をとむらったり、あるいは兵士を励まし、説教をするために
坊さんが従軍するんだ。ところが、この平和的な坊さんすらも戦場では興奮
し、我を忘れて、捕虜を殺したりする。多分、本当にあったことなんでしょ
うな。単なる「反戦文学」ではなく、「反抗文学」となっている。
　でも、石川は、いわゆる「左翼」ではない。僕なんかはむしろ「保守派の
作家」だと思っていた。ところが違うんだ。人間の本当の〈自由〉を求めて
いる作家なんだ。右翼でも左翼でもなく、〈超翼〉なんだ。でも、そんな人
は左翼からも右翼からも攻撃される。自由主義者はいつも左右から批判さ
れ、「裏切り者」呼ばわりされる。
　「辞林21」で紹介された作品では、「人間の壁」があったね。これも各方
面に論議を呼んだ問題小説だ。日教組を扱った小説で、文部省との闘い、父
兄（ＰＴＡ）との闘い、世間との闘いを通じ、〈教育とは何か〉を問うた小
説だ。朝日新聞に昭和32年８月24日から昭和34年４月12日まで連載され
た。連載が始まるや大評判になり、各地で「人間の壁研究会」が出来たとい
うから凄い。連載小説が、そのまま勉強会のテキストになったのだ。こんな
小説はちょっとない。
　そして、石川の代表作が「風にそよぐ葦」だ。「人間はか弱い葦だ。しか
し考える葦だ」というパスカルの『パンセ』から付けたタイトルだ。意味深
だ。余り知られていない小説だが、僕はこれこそが石川の代表作だと思う。
そして、「左翼も右翼もダメだ！」という「脱左翼・脱右翼」の超翼ぶりが
最もよく出ていると思う。では、小説の粗筋だ。
　「新評論」の葦沢社長は「言論の自由」を守り、戦時中、軍部と闘う。し
かし当局の弾圧は厳しく、「横浜事件」がデッチ上げられ記者・編集者が次
々に逮捕された。そして「新評論」はついに廃刊になる。それが「上巻」
だ。「生きてゐる兵隊」と同じく、軍部の横暴を糾弾する、「左翼的な小
説」だと思うだろう。僕も、上巻を読んだ時点ではそう思った。ところが、
下巻になると、〈戦後篇〉だ。日本は戦争に敗けて、民主主義の世の中にな
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る。「新評論」も復刊する。これからは我々の時代だと葦沢社長も思う。
　ところが、社内には労働組合が出来、それが共産党の指令のもと次々と過
激な闘争をする。そればかりか、何と、「軍に妥協した」といって、葦沢社
長を突き上げ、「社長の引退を要望する」と言いだす。そんな馬鹿な！　自
分こそ、軍部と最も闘い、弾圧され、逮捕され、雑誌は廃刊になった。それ
なのに、「闘い方が不十分だ」「保守反動だ」といって若い労組員は突き上
げるのだ。何も知らないくせに。まるで中国文化大革命の時の紅衛兵だ。
　ふっと思った。今だって同じだ。30年も右翼運動をやっていて、やっと右
傾化の時代になると、その右翼は、何と、「まだ足りない」「左に甘い」と
いって批判されている。さらには、「非国民」「売国奴」と罵られる。
じゃ、批判する人間はどうなのか。今まで何もしなかった奴らだ。時流に乗
り、「にわか民族派」になり、さらに、昔から運動をしてた人を罵る。いや
な風潮だ。右も左も同じだよ、これは。と思いましたね。
　石川の小説に戻る。こんなに軍部と闘ってきたのに、今はアホな共産党の
労組員に突き上げられる。葦沢社長は思った。

　〈裏切られた、孤独な気持ちだった。あの戦争の時代には、情
報局、報道部、特高警察、憲兵隊その他、外部からの脅威は日毎
にきびしかったけれども、社内の人心は結束していた。横浜事件
から窮地に追い込まれて、ついに休刊のやむなきに至るまでは、
自由主義の最後の一線をまもって弾圧とたたかって来たものだっ
た〉

　外からの弾圧があったが、社内の人心は結束していた、という。人間が信
じられる時代だった。いや、ひどい連中もいたが、信じられる人間もいた。
そんな時代だった。暗い世の中ではあるが、ポッと小さな灯りが見えた時代
だったという。ところが戦後になり、「自由と民主主義」こそ葦沢たちが求
めていたものだった。守ろうとしていたものだった。闇は晴れ、煌々と明る
い世の中になったはずだった。

　〈自由主義といい、民主主義といい、新評論を創刊して以来、
彼が一貫してまもり通してきたものではなかったか。敗戦によっ
て、いよいよそれが公然と論じられ、政治の新しい規準になった
筈だったが…〉

　「筈だったが」、どうなったのか。石川達三は言う。
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　〈…筈だったが、右に傾いていた世の中が急に左に傾きはじめ
ると、止まるところを知らず、世間の常識も良識も、あるいは英
知も、感情も、みんなこの斜面から振り落とされてしまって、た
だ一つ、不思議に上滑りした革命主義だけが青年たちの心を煽り
立てているのだ。何のことはない、これもまた一種の便乗主義で
はないか。彼等はその思想の如何（いかん）を問わず、支配階級
と争うときには先ず赤旗をかつぎ出す。民主主義が奇怪にも、い
つの間にか共産主義と混同されているのだ〉

　右も左も同じだ。今の〈右傾化の便乗主義者〉を見たら、よく分かるじゃ
ないか。石川の指摘は正しいよ。もう少し、この小説から引用しよう。

　〈右翼の嵐が日本中の民草を吹き靡（なび）けていたとき、わ
ずかに嵐にさからって自分の立場を守っていた（葦沢）悠平を、
便乗主義者どもは一斉に、あいつは左翼だ、自由主義者だと罵っ
たものであった。戦争が終わると突然左翼の嵐が強くなって、そ
の嵐にもなびかずに自己の立場を支えている悠平を、また新しい
便乗主義者どもは、あいつは右だ、封建主義者だと罵る。彼が悪
いのではない。時代の方が勝手に右によろめき左にかたむくので
はないか。あの社員代表の連中さえも、時代の波に押し流され
て、今度は社長にむかって引退を要求するというのだ。（社内の
民主的改革を断行するために…）。〉

　小説の中では、共産党のストに対し怒る人々の声も紹介されている。

　〈戦争中に東条さんは、八紘一宇だとか聖戦貫徹だとか言って
ね、いわば高き理想をかかげて結局は侵略戦争をやっただけで、
日本人はみんなひどい眼に会ったんだが、それを逆にして見れば
ちょうど共産党になるんだよ。ねえ、共産党だって高き理想をか
かげてプロレタリアの幸福だの公平なる分配だのと言ってるけれ
ど、要するに社会の混乱をひきおこして、民衆をひどい眼に会わ
せているんじゃないか。
　…だからさ、理想というものもよほど考えて見んといかんね。
共産党って言うのはつまり八紘一宇なんだ。出来もしない彼等の
夢を実現しようとして、世界中に血を流してるんだと僕は思うん
だよ。徳田球一はひとつ間違えば東条英機になりかねないから
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ね〉

　「共産党は八紘一宇」だというのは凄いね。これを書いて、共産党からも
批判されたし、右翼からも批判された。自由主義者は両方から攻撃される。
孤独だよね。ところで、この小説にはモデルがある。『中央公論』なのだ。
「横浜事件」も実際にあった話だ。昭和19年１月29日に、『中央公論』
『改造』の編集者が治安維持法違反容疑で神奈川県警察特高課に検挙された
事件だ。
　又、続いて２月23日には「竹槍事件」が起こった。毎日新聞に海軍省担当
の新名丈夫記者が記事を書いた。戦局を正しく報道し国民の奮起を促そうと
したものだ。今読んでも、「戦意高揚」であり、反軍的なところは少しもな
い。ところが、「竹槍では間に合わぬ。飛行機だ、海洋航空機だ」という箇
所が東条や陸軍の怒りを買い、その日の夕刊は発売禁止、新名記者は厳罰に
処せられ、丸亀連隊に召集されることになった。さらにデッチ上げの「泊事
件」も起きる。
　これら「横浜事件」「泊事件」「竹槍事件」は全てデッチ上げだったが、
特高は、「共産党の謀略活動だ」と難癖を付け、毎日新聞、中央公論社、日
本評論社、改造社、岩波書店などの人間を次々と逮捕し、拷問を加えた。
　尾崎秀樹は『風にそよぐ葦』の「解説　中央公論社の戦中・戦後」の中
で、その時の拷問についてこう書いている。

　〈その検挙者の一人、中央公論出版部の木村享は、裸にされて
ロープや木刀によって殴る蹴るの拷問を受け「小林多喜二の二の
舞を覚悟しろ！」と怒鳴られたという。こうした拷問の結果、四
人が獄死、獄中の心身衰弱がもとで保釈後四人が死亡している。
中央公論社関係でいうと、浅石晴世が予審中に死亡し、和田喜多
郎が横浜刑務所の既決囚独房で凍死した〉

　すさまじい弾圧だ。言論に対して国家権力は殺人でもって弾圧している。
そんな悪辣非道な権力に抵抗した中央公論社などは立派なものだ。普通なら
ば「社員の命を守る」「生活を守る」ために転向する。社の方針を変える
〈実際、ほとんどの出版社、新聞社はそうした〉。こうした不屈の闘志は想
像に絶する。今の出版界にはとてもこんな覚悟はない。いたずら電話一本で
サイン会を中止し、「言論弾圧だ」などと叫んでいる。抗議の電話くらい
で、「表現の自由への弾圧だ」などと喚いている。中央公論社を見てみろ
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よ！と言いたい。
　でも、この小説に書いてるが、そんな軍部による虐殺の弾圧よりも、その
後の左翼の「民主化闘争」の方が酷かったという。戦前・戦争中の軍部の弾
圧は拷問し、虐殺したが、それでも、社内は結束し、まとまっていたとい
う。戦後、「自由と民主主義」の世の中になったら、共産党主導の組合が出
来、「民主化闘争」が荒れ狂った。その方がずっと残酷で許しがたかったと
いうのだ。「解説」の中で尾崎はこの時の事件を紹介している。

　〈昭和二十二年六月には、（中央公論社の）嶋中雄作社長が、
公職追放仮指定を受けた。戦争中に軍部に協力したというのが理
由だったが、これは社としても思いがけないことだった。そこで
反証をあげるために全社員に協力をもとめたが、当時の組合は協
力しないという決議を行い、社内の対立は激化する〉

　ひどい組合だ。〈民主化闘争〉で思い出したが、山崎豊子の『不毛地帯』
にも、「民主化運動」が出てくる。敗戦直後、ソ連の収容所に60万人以上の
日本人がぶち込まれ、酷寒の中、強制労働をさせられた。そして６万人が死
んだ。ソ連の拷問も酷かったが、それよりも日本人自身の「民主化運動」が
酷かったという。ソ連に洗脳された人間が闘争を主導した。「日本は天皇が
いたから侵略戦争をした。革命をしなくてはならない」「スターリン元帥に
感謝しよう」「立派な共産主義的人間になろう」といって日本人が日本人を
暴力的に洗脳し、逆らう人間はリンチにしたのだ。紙に菊の紋を書いて「踏
み絵」にしたともいう。
　日本人もいやだなと思う。いや、全ての日本人ではないが、こうして時流
にすぐ便乗する奴が出る。ソ連のラーゲリ（強制収容所）にはドイツ人や他
の人間も収容されてたが、そこでは毅然としていて、日本人のような「民主
化運動」は起きてない。日本人だけが安易で、卑屈だったんだ。『不毛地
帯』は新潮文庫で出てるから読んでみなせえ（全４巻）。そして卑屈な日本
人に激怒しなせえ。映画にもなり、ビデオにもなっている。でも、「民主化
運動」のシーンは余りなかったように思う。だから文庫を読みなせえ。
　実は、中央公論社への弾圧はまだまだ続く。しかし、何とか立て直し、60
年安保の頃は革新派の理論的拠点となる。だが、深沢七郎の『風流夢譚』を
載せて右翼の怒りを買い、愛国党の小森一孝（17才）は嶋中社長の家を襲
う。奥さんは重傷を負い、お手伝いさんは死亡する。又、同じ時、三島由紀
夫の『憂国』が発表される。三島は深沢と親しかったし、『風流夢譚』を絶
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賛した。それで右翼から攻撃される。このことについてはHＰでも何度か触
れた。「皇室を侮辱する不敬小説を弁護するとは何事か。お前も国賊だ！」
と攻撃されたのだ。三島の家にまで右翼が押しかけ、地元の警察が張り番を
するまでになった。
　この時から三島の「右翼嫌い」は始まった。又、「こんな奴らに愛国心な
んて言われてはたまらない。本当の愛国心を見せてやる」と思った。『憂
国』を書いた時点では、2.26事件に関心を持っていただけだった。しかし、
この右翼に襲われた〈体験〉で三島は、愛国とは何か、憂国とは何かを真剣
に考え始める。そして、どんどんと「2.26事件の世界」にのめり込む。美輪
明宏には「磯部浅一の霊がついている」といわれる。さらには「楯の会」を
つくり、肉体的・精神的にも2.26の決起将校と同じ地点に辿り着く。そして
70年11月25日の決起だ。
　こう見てくると、全ての〈原点〉は中央公論だったようにも思える。そし
て今、右旋回の嵐の中で中央公論社はさらに揺さぶられ、倒れる寸前で、読
売新聞社に呑み込まれてしまった。「風にそよぐ葦」の苦難の旅はまだまだ
続くのだろう。
【お知らせ】
(1)今年は赤穂浪士の吉良邸討ち入りから300年ということで歌舞伎座、国立
劇場で歌舞伎が上演されましたが、12月６日から18日までは国立劇場（小
劇場）で「仮名手本忠臣蔵」の文楽公演をやってます。よかったら、ぜひ見
たらいいでしょう。見逃したら次は「討ち入り400年」の2102年ですよ。
(2)12月の歌舞伎座は昼の部が「佐倉義民伝」で、夜の部は「椿説弓張月」
です。曲亭馬琴原作、三島由紀夫作です。他にも三島は５本ほど歌舞伎の脚
本を書いてます。「三島没後32年記念」というわけではないでしょうが、よ
かったです。見たらよかでしょう。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年

ページデザイン／丸山條治
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今週の主張・2002年12月23日
「言論の自由」「恋愛の自由」。そして「悪の愉しさ」
　先週の続きだ。石川達三の小説には〈硬〉と〈軟〉がある。硬派の社会批
判の小説について先週紹介した。『風にそよぐ葦』『生きてゐる兵隊』『人
間の壁』『蒼茫』について書いた。他には、ダムに沈む村の騒動を描いた
『日蔭の村』などがある。「闘う自由主義者」石川の姿勢がよく出ている。
あっ忘れてはいけない。政財界の汚職、腐敗を暴いた『金環食』もあった。
これは映画にもなった。一番知られてる作品だ。
　一筋の道を信念を持って進む人間には、いつも時々の〈便乗主義者〉から
批判、罵倒の声が浴びせられる。たとえば『風にそよぐ葦』の葦沢社長だ。
戦前は軍部に弾圧され、人々には「非国民」「売国奴」といわれ、戦後は逆
に「保守反動」と罵られる。いつの世も、こんな軽薄な、便乗主義者はい
る。葦沢社長は、「時代の風」に吹きまくられる一本の弱い葦だ。しかし、
考える葦だ。小説を書きながら、「これは私だ」と石川達三は思ったはず
だ。又、このHPを書きながら、「これは私だ」と思ってる男もいるし、読み
ながら、「これは俺だ」と思っている人もいるはずだ。軽薄と変節と転向と
便乗のこの時代だからこそ、読み返し、再評価されるべき作家である。
　さて、今週は石川達三の小説の軟派なものを紹介しよう。いや、「軟派」
といっては失礼かもしれない。愛や結婚や、性や不倫の問題を扱っている
が、これだって石川は社会派小説と同じようにまじめに、全力で取り組んで
書いたに違いない。つまり、国家、軍隊、教育、日教組、共産党、言論の自
由、移民、…といった大問題と同じように恋愛や性の問題も同じ姿勢と情熱
で扱ったのだろう。
　あるいは、こうかもしれない。『風にそよぐ葦』の延長線上に、「結婚と
いう制度」への疑問を考えたのかもしれない。いや、疑問を考えたのは石川
ではない。世間だ。新しもの好きな世間だし、青少年だ。「結婚制度は封建
時代の遺物だ」「一夫一婦制は古い」という声があがってた時代なのだ。フ
リーセックスが最も進んだ考えと思われ始めていた。そんな人々の意見を、
実態を、これでもか、これでもかと石川は書き続けた。この頃、「契約結
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婚」をした芸能人もいた。新しい性・新しい結婚は「最も革命的」なテーマ
だったのだ。たとえば、男から男と渡り歩き、それが新しいと主張する女。
毎日、女を替える男。浮気を繰り返し、それが恋愛の自由だと思う女。いろ
んな男女が出てくる。そして描写もキワドイ。だから、何やら「高級ポルノ
小説」のようでもある。だから、〈愛欲小説〉として石川達三を読む人もい
る。
　タイトルの付け方もうまい。「結婚の生態」「幸福の限界」「悪の愉し
さ」「誰の為の女」「四十八歳の抵抗」「悪女の手記」「自分の穴の中で」
「僕たちの失敗」「青春の蹉跌」「愛の終りの時」「稚くて愛を知らず」
「洒落た関係」「充たされた生活」「約束された世界」「解放された世界」
「開き過ぎた扉」…などなどだ。 　最後の「開き過ぎた扉」なんて、ちょっ
と猥褻ぽくて、ドキドキしますよね。なかなか開かない扉を無理矢理こじ開
けて、そして、ドドドーッと通過する。いろんな人が通過する。それが「性
の解放」であり、自由だ。そう思う。しかし、果たしてそうでせうか。開き
すぎ、大きくなり過ぎた扉はかえって不幸ではないのか。と、そんな疑問も
提起しております。「自由恋愛」の限りを尽くし、あげく、不幸になる人間
の話が多いんですよ。だから、性に対しては石川は保守的なんだ、と僕は
思ってしまった。でも、結末に行くまでの〈乱れ方〉が凄い。やはり高級ポ
ルノ小説だ。又、自らのエゴの為に平気で人殺しをする人間も出てくる。結
果は、捕まったり、自殺したりするから、「悪いことは出来ませんよ」と説
教してるようだ。でも、その「結末」があるから安心して、〈悪の愉しさ〉
を思うがまま書き、性の乱れも思い切り書けたのかもしれない。これも〈一
つの手〉かなと思った。
　よく、滝沢馬琴などの小説は「勧善懲悪」だという。でも、ラストはそう
することで、他人にも、お上にも批判されない防波堤をつくる。それで、思
い切り、〈悪の愉しさ〉を書き、読者も、それを堪能したのではないか。石
川も、だから、「フリーセックス」「自由恋愛」をいましめているようでい
て、性の乱れの愉しさを思うさま書きたかったのかもしれん。
　忘れないうちにメモ風に書いておく。『神坂四郎の犯罪』という小説があ
る。出版社の社員が会社の金を使い込み逮捕される。勿論、女もからんで
る。それについて、同僚や部下や妻たちが各々、証言をしている。しかし矛
盾しているし、どれが本当の神坂の姿か分からない。「犯罪」だったのかも
分からなくなる。芥川龍之介の「薮の中」を読んでるようだ。
　『青色革命』も面白い、そして奇妙な小説だ。革命といえば赤なのに、こ

主張178 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/2207/2002/sh...

2 / 10 09/12/14 2:20



れは青だ。政治、社会体制の打倒ではない。別の〈革命〉が始まっているの
だ。「三代の矜持」「時の流れ」「捨吉とその妻」という小説もある。
　『誰が為の女』は、一本の手紙だけで小説になっている。二段組みで150
ページの小説だが、これが一本の手紙だ。こんな長い手紙があるのだろう
か。夏目漱石の「こころ」にも長い手紙が登場する。先生が主人公に出す手
紙だ。物好きな人が計算したら、400字詰め原稿用紙で300枚以上あったと
いう。それを封筒に入れて送り、主人公はポイとポケット（懐だったかな）
に入れて、自分の部屋に帰ってから読む。〈不自然だ〉と、高校の時に読ん
だ僕は思ったね。でも、この「誰が為の女」の手紙は、もっと不自然だ。で
も小説だからいい。それにずっと艶っぽいし、ぐいぐいと引き込まれて読ん
でしまう。
　さて、『悪の愉しさ』だ。金と女に追いつめられ、最後には「金持ちの友
人」を殺して、捕まる哀れな男の話だ。友人なのに困ってる俺に金を貸して
くれない。じゃ殺すしかない。分かりやすい理屈だ。ラスコーリニコフのよ
うだ。身につまされる。僕だって、「金持ちの友人」（たとえば本が売れて
大金を手にした奴とかだよ）には、いつも同じような殺意を持ってしまう。
　この小説では金だけではなく、女をめぐっての闘いもリアルに描かれてい
る。「女の占有」というか、管理・運営権をめぐって友人と闘う。女とセッ
クスするのでも、単に女と闘っているのではない。女の肉体を通して、もう
一人の男と闘っているのだ。思想的・形而上学的な性行為なんですな、こ
りゃ。分かんないって？　じゃ、本文を紹介してみっか。

　〈いまから、この一人の女の肉体を戦場として、この場所で、
彼は脇坂と戦うのだった。脇坂が一度占有したこの丘を、この谷
を、今度は中根が占有しなくてはならない。この場合、女を尊敬
したり、愛惜したりしている暇はない。存分に踏み荒らした者
が、この場所を占有する勝利者となるのだ。女の肉体は喜んで勝
利者の味方につく。中根は勝たなくてはならないのだ。至るとこ
ろの丘に、至るところの谷に、脇坂の旗が立っている。その旗
を、一本一本引きぬいて、そのあとに中根玄二郎の旗を立てなく
てはならない〉

　ヒャー、凄い表現ですね。こんなことを考え、仮想敵と戦いながら女の肉
体を攻めるというのも難事業ですな。丘は乳なのでせうか。谷は女性自身な
のでせうか。でも、至るところの丘や谷というから、単なる比喩なんでせ
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う。これは代理戦争ですな。女とセックスするふりをして、本当は男同士が
闘っている。だったら、リング上で男同士が闘ったらいい。あるいは、ベッ
ドで闘うのなら、３Ｐという手もある。この方が分かりやすい。でも、どん
なルールで闘い、どう勝ち負けを判定するのだろうか。いや、ダメだ。これ
では単なるエロ小説になる。代理戦争だからこそ性描写だって高尚になる
し、思索的・形而上学的になる。そしてこれも〈文学〉になるのだよ。
　次は、『花のない季節』。若い未亡人の話だったな。若くて美しいから、
男どもが群がってくる。夫の友人や、義弟や、いろんな人々が。それらをめ
ぐる色と金の話ですな。人間て、本当は金と色だけで生きてるのかもしれま
せんな。右翼も左翼も反米も親米も、本当は瑣末な事かもしれましぇん。
　今、うっかり「未亡人」と書いたけど、本当は、いけない言葉ですよね。
「未だ亡くならない人」と書く。本当は、夫が死んだ時に一緒に死ぬはずな
のに、ずうずうしく生きている。という響きがある。「早く死ね、馬鹿野
郎！」という悪意がある。先日、『中国故事物語』を読んでいたら、やっぱ
りありました。この未亡人が。やっぱ、「生き残っていて申しわけありませ
ん」という意味で、夫人本人が謙遜、自虐の意味で使ってたんだって。本人
が言うのはいいが、他人が言っちゃいけんのよ。たとえば、皆の前で挨拶す
る時、「私のような浅学非才の者が…」と謙遜して言うよね。ところが、
「その通り！」と掛け声をかけたら、本人はムッとするでしょう。（実際、
そんなことがあったな。右翼の集会で）。それと同じことなんよ。
　でも、今は本人はもとより他人も勝手に「未亡人」と使っている。いかん
よな。昔は、「未亡人サロン」とか「未亡人クラブ」なんてあやしい店が
あった。もう死語にしたらいいね。「未亡人」とか「後家さん」という言葉
は。離婚なんかこんだけ増えてんだし、世の中バツ１、バツ２、未亡人、後
家さんだらけだよ。
　ジャナ専で、未亡人、後家さんなんて訊いても皆、知らないよ。「愛人の
こと？」なんて答えてる。まァ、愛人になるケースもあるから部分的には正
しいが、全ての未亡人・後家さんが愛人になるわけではない（当り前だが）
と、教えてあげましたよ、アタシャ。
　そうそう、落語であったね。「後家さんて色っぽいよな」「そうだね、ゾ
クゾクするね」。そのうち、アホな奴が言うんだね、「じゃ、うちのカカア
も後家さんにしてみたい」。笑いましたね。お前が死ななきゃなんないもん
ね。
　次に、『愉しかり年月』だ。〈女はキャベツだ〉と石川は衝撃的なことを
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言う。女の肉体のどの部分がキャベツに似てるんだろう、と思われても困
る。そんな、いやらしい意味じゃない。結婚制度とからめた社会学的考察か
ら言ってるのだ。つまり…。

　〈女はキャベツのように、移植される植物だ。自分が生きた土
地で生涯をすごす訳にはいかない。移植されなくては完全な成長
を遂げることはできないのだ。それが女の宿命だった。しかし移
植には移植の条件がある。季節と、土壌。つまり、結婚の時期と
相手の人柄である〉

　そうか、じゃ僕ら、男は〈土壌〉なんですな。豊かな、良質な土壌でない
と、おいしいキャベツは育たないんですな。哀しい。
　女は結婚して、その土地を離れ、別の土壌に移しかえられ、育ち、食べら
れる。キャベツなんですね。でも前に書いたけど、こうも言える。人間には
「動物の側面」と「植物の側面」がある。どこにでもポンと行って生活す
る。故郷を捨てられる。それが〈動物〉だ。と同時に、ホームシックにか
かったり、育った環境、教育、人間関係をひきずって生きている。これが
〈植物〉だ。つまり、育った土や太陽や空気を引きずって生きているのだ。
「よど号」のような革命家たちも望郷の念にかられて日本に帰りたいと思
う。植物として育った大気や空気土が恋しいのだ。そこの土にも一度、植え
られたいと思うのだ。早い話、〈望郷〉とは、人間が植物であることの証明
なのだよ。もっと言うならば、大昔、人間は植物から進化した。その太古に
戻ろうとする先祖回帰ですな、こりゃ。だから「人生劇場」も「青春の門」
も「がんばれ！新左翼」も「人間の条件」（五味川純平）も、圧巻は「望郷
篇」なんですよ。
　石川達三風に言うならば、女は見知らぬ土地や、初めての土壌でも生きて
いけるキャベツだ。でも、キャベツは植物の中では例外的だから、むしろ女
は「動物的」ともいえる。その点、男の方が植物的だ。
　大宅壮一は、「日本の女はドルだ」と言った。「だから世界中どこでも通
用する」と言った。何も、一ドルで買える安い女だという意味じゃない。
もっとも、家田荘子は、日本の女は「イエローキャブ」で、外国の男はすぐ
に乗せると書いていた。しかし、時代は違う。大宅壮一の生きていた30年も
前の話だ。（大宅壮一を知らない人の為に書いとく。よくテレビに出てる大
宅映子のお父さんだ。そして大宅文庫をつくった人だ。「テレビは『一億総
白痴化』のもとだ」と言って有名になった。たしかにその通りだね。携帯、
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メールを見たら何と言うかね、「一億自滅の元」と言うでしょうな）。
　では、大宅の「ドル発言」だ。日本の女性は結婚し、見知らぬ土地でも、
たくましく適応して生きている。アメリカでもヨーロッパでも、どこに行っ
ても、たくましく生活している。だからドルと同じで、世界中、どこにでも
通用し、適応し、流通してるというのだ。それに比べて、「日本の男は円
だ」という。日本でしか通用しないという。（でも最近は、円も強くなった
ですよね）。
　あっ、キャベツで思い出した。フランシス・ベーコンという偉い偉い哲学
者はこんなことを言っている。「植物は逆立ちした人間である」と。だった
ら、「人間は逆立ちした植物である」とも言える。どういうことかという
と…。人間は上の口から食物・養分を取り入れ、下で出す。性器も下にあっ
て、隠している。
　でも、植物は逆で、土の下に顔や口を埋めている。地中から水やら養分を
吸い上げ、食べている。そして上の方ではカパッと足を開げて、性器を見せ
ている。花というのは性器なんです。そして、そこで交配（セックス）す
る。人間はアホだから、性器（花）を見て、「まあ、きれい」と言い、頬ず
りしたりする。男が女に花を贈るのは、だから、性器を贈っているのだ。こ
の花のように性交をしましょうと誘っているんだ。いやらしい。
　そうです。花を持ってゆくということは、「しませう」「あら、いいわ」
という暗号なんです。そして、太古、人間が植物であった頃に先祖回帰し、
乱れ、花粉を飛ばし、交配しませうと言ってることなんです。石川のこの
『愉しかり年月』には、こんなシーンが出てくる。妻を亡くした夫がいる。
妻の友人がお悔やみに来る。霊前にささげる花を持ってくる。でも、それを
見た夫は、やにわにその女を犯す。もっとも、妻の生前から二人は出来てた
んだが、でも、お悔やみに来た女と、妻の霊前で交配しようなんて、普通は
思わないよ。だが、「花」なんですな、キーワードは。

　〈その花を節子夫人の霊前にささげるだけの時間も許されな
かった。花束を上がりかまちに置いたままで、私は奥の部屋に連
れて行かれた。ひきずり込まれたと言ってもいい程であった。死
んだ人に花をささげるよりも、先ず生きている人に花をささげな
くてはならなかった。死んだ人は待ってくれるが、生きている人
は瞬時も待ってくれなかった〉

　死んだ人よりも、先ず生きた人に花を捧げる、というのがいいですね。花
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を捧げ、花を散らし、花を手折られるんですね。でも、「死んだ人は待って
くれる」というのは、どうでしょうか。生きてる側の勝手な理屈ではないで
しょうか。だって、仏壇に入っている亡妻は、自分の目の前で夫と女のいや
らしい姿を見るんですよ。見せつけられるんですよ。「行為」が終わったあ
とで、「どうも、遅くなったけど」と鬢のほつれを直しながら女が花を捧げ
る。カッとなるでしょうね。「祟ってやる！」と思うでしょうね。
　イエス・キリストは弟子に、「死者は死者をして葬らせなさい」と言いま
した。イエスについて行こうと弟子は思う。でも、親が死んだんです。一度
家に帰ってから後を追います、と言う。その時、イエスは言うんですよ。神
の道を伝えるために行こうと思ったら、それを優先させるべきだ。死者は死
者をして葬らせればいい。
　それがどうしたと言われるかもしれんけど、この小説と似てる気がした。
まず、生きてる人に花を捧げるんですよ。
　さらに石川の小説を紹介する。『薔薇と荊の細道』。帯の文章を紹介す
る。〈男から男へ通歴する女性、男に捨てられる女性、男にただ肉体をまか
せる女性---三人三様の女性をとらえる女の自由と幸福を追求する〉。なかな
か刺激的な文句でしょう。内容も面白いですよ。
　『洒落た関係』。これも帯の文章。〈病院長と女医の六年に及び秘密な関
係、恋人が不能であることを知りながら奉仕的な純愛を捧げる娘、中年の画
家と十七才の文学少女の関係…。“結婚”という枠を離れた新しい愛のかたち
を描く〉。まるで渡辺淳一の小説を三つ合わせたようなものですね。実際、
文学少女とおっさん達の話、『阿寒に果つ』（中公文庫）は前に紹介しまし
たね。それに、医師と看護婦の話は多いですよ。『無影灯』とかね。テレビ
では「白い影」という題で田宮二郎が演ってました。
　では又、石川の小説だ。『古き泉のほとり』は珍しく、底抜けな善良な人
間のお話だ。新しい泉ばかりを探し、そこから水をゴクゴクと飲んでばかり
いてはダメだ。ということでしょうな。もう水が干上がった古い泉のそばで
も、人間はホッとし、幸せを実感する。ということでしょうか。
　『最後の共和国』。これは珍しく、SFですよ。人類にかわってロボットが
この地球の支配者になるんです。そこで初めて、セックスの悩み、苦しみか
らも解放されるのでしょうか。
　『四十八歳の抵抗』。俺の人生はこれで良かったんだろうか、と考える年
なんでしょうな、48才は。こんな女だけ一筋の一穴集中主義でよかったんだ
ろうか。他の穴を覗き、貫くこともすべきじゃなかったのか。そう悩む。そ
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うすると妻も悩み、娘も悩み、てんでに〈自由〉を求めて乱れていくんです
な。たしかね妻とは社内結婚だ。会社で隣の席にいたというだけで結婚し
た。ところが、実は上司が妻を好きだったらしい。何かあったのかもしれな
い。それで、結婚後、男は上司からいやがらせをされる。悩む。苦しむ。妻
ともうまくいかない。不能になる。「そならいっそ妻を上司に返せばいい
じゃないか」という人もいるが、「古くなったから、もういらない」と言わ
れたそうだ。変な小説だ。アレッ、気がついたが、果たしてこんな筋だった
ろうか。かなり前に読んだので、ゴチャゴチャになった。すんません。
　『地上の富』。農機具工場が不況でつぶれそう。そんで軍需工場にしよう
かどうかと悩む。社長に妻はいない。でも妾と娘はいる。金のあるうちはい
いが、なくなると、誰も相手にしてくれない。娘や妾に頼むが断られる。し
かたなく娘の寝室にしのび込み、へそくりの金を盗もうとし乱闘になり、大
怪我をする。変な小説だ。でも、金のないオラは身につまされた。
　『幸福の限界』。幸福にだって〈絶対量〉があり、限界があるってこと
だ。「一人の女を愛するということは、他の女を愛する自由を放棄すること
だ」と言う。なるほどね。算数の問題だよ、恋愛は。恋愛はπＲ（ぱいあー
る）かけるエネルギーとスペルマだ。うーん、なんか、よく分からん。
　『青春の蹉跌』。これは先週紹介したっけ。面白い、いい小説だ。二人の
女と付き合ってる男の話だ。一人は金持ちで、こいつと一緒になりたい為
に、もう一人の貧しい女を殺す。これも算数の世界ですな。でも、算数では
正しくても、実生活では犯罪になる。小、中学校で算数なんか教えるから人
は犯罪者になるんだ。教えなければいい。算数的正しさや責任感を考えるか
ら、何とか〈辻褄〉を合わせようと焦る。それが犯罪に結びつく、と、オラ
は思うだね。この小説でも、こう言っとるよ。

　〈責任感や義務感をたくさん持っている人間は、その責任を負
いきれなくなったとき、罪を犯してしまう。要するに善良な人間
は罪に陥ち易く、悪質な人間は罪さえも犯さない〉

　名言ですな。善良だから人間は罪を犯すんですよ。だから僕らも気を大き
くもって、悪党になり、のびのびと生きましょうや。リタリン飲んで、パッ
パパラパラ、ピーヒャラ、ピーヒャラと生きましょう。責任感や義務感なん
か忘れて。約束なんか守る必要はない。ドタキャンをしまくったらいいんで
す（ファルコン注：また誰のことを言ってるんです？）。
　ということで、結論が出たところで、今週は終わりだ。
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【お知らせ】
　(1)12月29日(日)午後７時からロフトです。「2002年を振り返る」という
年忘れ大討論会。今まで出た人が大挙して出演する、「ロフト版紅白」。何
十人も出たら一人の出番なんて２、３分かなと思ってました。ところが、ど
うも宮台真司さんと僕だけらしい。まさか。司会は『創』の篠田さん。多
分、これから出演者も増えるのでしょう。ぜひ、いらして下さい。

　(2)『噂の真相』（03年１月号）を読んでたら、高橋春男の「絶対安全ラ
ンキング」のとこに、「年間総合ランキング」が出てました。１位は島田雅
彦で、２位は村上春樹。何とオラも出てました。35位でした。36位は元ち
とせ、37位は柳美里でした。今年は１回か２回しか出てなかったと思ったけ
ど。

　(3)７年前、和多田進さん（元「週刊金曜日」編集長）と対談して、『僕が
右翼になった理由、私が左翼になったワケ』（晩聲社　1400円）を出しま
した。好評で三刷です。さらに、その〈続篇〉を出そうということになり、
12月13(金)、14(土)と二日間、ホテルに缶詰になって対談しました。来年の
桜の咲く頃までには本が出来るようです。楽しみにして下さい。

　(4)株式会社トーハンで出している『新刊ニュース』（03年１月号）で、
「2002年印象に残った本.」というアンケート特集をしてます。「今年読ん
だ本から３冊をあげてくれ」という。「ただし、御自分の著書はさけて下さ
い」と書いている。だまっていると皆、自分の本だけ挙げるんでしょうな。
自分で自分を宣伝しなくてはならない社会なんでしょう。いやですね。私が
挙げた３冊は、
　1.林房雄・三島由紀夫『対話・日本人論』（夏目書房）
　2.森田必勝『わが思想と行動』（日新報道）
　3.高須基仁『散骨』（光文社）
その理由の要点は…。
　1.三島は凄い。今の日本を予言している。余りに見えすぎる眼を持った天
才の悲劇か。
　2.三島と共に自決した森田の日記と論文。「将来は政治家に」という夢が
悲しい。
　3.全共闘の〈裏小説〉。フィクションだろうがモデルはいるし、鬼気迫る
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今週の主張・2002年12月30日
『砂の女』は北朝鮮の洗脳・呪縛を解けるか？

　「北朝鮮の人々は皆、洗脳されているんだ」とその人は言う。まぁ、こん
なことを言う人は多い。でも続いてこんな仰天発言をする。「だから全員に
安部公房の『砂の女』を読ませればいい。そうしたら洗脳は解けるし、北朝
鮮は崩壊する！」
　エッと驚きましたね。僕は。だって政治的な発言をしてる時に、文学作品
が出てくることなんてまずない。特に北朝鮮問題ではそうだ。「毅然として
臨め」「国交なんかするな」と強硬な発言をする人ばかりだ。中には「こっ
ちも核を持て」「戦争をしろ」とまで言う人もいる。
　どうせそんな強硬意見を吐くのかと思っていたら、安部公房だったので
ビックリした。たしか、12月３日(火)だったな。田中秀雄さん（評論家）の
出版記念会だった。『映画に見る東アジアの近代』（芙蓉書房出版）という
本を出したのだ。実は、この田中さんはよく知らない。いや、どっかで会っ
たことがあるんだろう。だから案内状をくれたんだろう。まあ、そんなこと
はいい。本に興味を持って僕は出席したんだ。最近僕は日本の古い映画を見
まくっている。だから田中さんに色々と聞きたいこともあった。それで出席
したんだ。
　でも、タカ派、右派の人々が多くて驚いた。田中さんも国柱会（田中智
学）の運動をやってた人のようだ。名越二荒之助、中村黎（あきら）という
有名な評論家もいるし、日学同、生学連の出身者もいる。次々と祝辞を述べ
る。でも、映画の本なのに、なぜか政治の話ばかりだ。「今の日本はけしか
らん」「北朝鮮を許すな」「靖国の英霊は泣いているぞ！」…といった話ば
かりだ。
　その中で、安部公房の話が出てきた。誰が話したのかは分からない。田中
さんでもないし、名越、中村さんでもない。とにかく知らない人だ。でも、
「安部公房なんて読んでる人がいるのか」と不思議に思った。それに、「ヘ
エー、『砂の女』って、そんな話だったのか」と驚いた。たしかに、とらえ
られ、閉じ込められる話だ。何度も脱走しようとするが、出来ない。あれは
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〈政治小説〉だったのか。それで次の日、買って来て読んだ。昔読んだのは
学生時代だったから、本当に久しぶりに読み返した。粗筋を知らない人の為
に、新潮文庫の裏カバーに書かれた文を紹介する。

　〈砂丘へ昆虫採集に出かけた男が、砂穴の底に埋もれていく一
軒家に閉じ込められる。考えつく限りの方法で脱出を試みる男。
家を守るために、男を穴の中にひきとめておこうとする女。そし
て、穴の上から男の逃亡を妨害し、二人の生活を眺める部落の人
々。ドキュメンタルな手法、サスペンスあふれる展開のなかに人
間の存在の象徴的姿を追求した書き下ろし長編。20数ヶ国語に翻
訳された名作〉

　この「人間存在の象徴的姿を追求した」というのがミソなんですな。そう
すると、北朝鮮だけではない。我々日本人だってそうかもしれない。つまら
ん女にひっかかって結婚し、あくせく毎日、働かなくてはならない。そうい
うサラリーマンのシジフォス的悲哀かもしれない(ファルコン注：ギ
クッ！！)。この男は毎日毎日、砂掻きをする。そこで砂を掻いて外に掻き出
さないと、その村すべてが崩壊し、砂の中に埋もれてしまうのだ。穴の中に
は家が一軒あって、女がいる。その女と二人で毎日毎日、砂を掻き出すだけ
だ。水や食糧は上からロープにつるして村の人が下してくれる。刑務所の中
のようだ。でも、女がいるだけましか。毎日、砂を掻く。あとは、与えられ
た女を抱く。これしかない。
　これが「北朝鮮に似てる」と言うのか。北朝鮮の人々が読めば、「あっ、
これは我々だ」と分かり、たちまち洗脳が解けるのか。ウーン、ちょっと難
しい。でも待てよ。「20数ヶ国語に翻訳されている」という。凄い。でも、
勿論、北朝鮮では翻訳されてないし、出版もされてない。でも、「よど号」
グループの人達は、本は自由に読めるのだから、きっと読んでるだろう。ど
う感じたんだろうか。田中義三さんに面会に行った時、訊いてみよう。
　「20数ヶ国」といっても、いわゆる自由主義国家だけだと思うかもしれな
いが違う。旧ソ連でも旧東欧でも翻訳・出版されたんだ。新潮文庫の「解
説」でドナルド・キーンはこう書いている。

　〈書き下ろし小説『砂の女』は昭和37年（1962年）６月に発
行されたが、これを機会に一般の読者に余り馴染みのなかった前
衛作家・安部公房は一躍有名になった。日本国内ばかりでなく、
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1964年の英訳から始まって、チェコ語、フィンランド語、デン
マーク語、ロシア語等二十数ヶ国語の翻訳が次々発行された。安
部公房の名は世界文学へ仲間入りするとともに、揺るぎない地位
を占めるようになり、『砂の女』は二十世紀文学の古典に目され
るようになった〉

＜映画「砂の女」より＞

　1962年だから、ちょうど40年前に書かれたのだ。それも、雑誌に連載し
て、まとめたものではない。そんなまだるっこい事をしてはいられなかっ
た。一気に書き下ろした。実は、この1962年は安部公房が日本共産党から
除名された年だ。だから、『砂の女』はこのことと関連がある。自分を抑圧
する「砂」は日本共産党だったのだろう。そう思って読み返してみると、日
共や、ソ連、東欧…の社会主義、共産主義批判の書として読める。出版記念
会である人が言ったように、「北朝鮮の人々に読ませたら…」という意見に
も根拠がある。
　1960年は「60年安保」の年だ。東大の樺美智子が死んだ。社会党の浅沼
委員長が山口二矢に殺された。又、深沢七郎の「風流夢譚」を不敬小説だと
激怒した愛国党の小森一孝（17才）が中央公論社社長の自宅を襲い、お手伝
いさんを刺殺し、奥さんに重傷を負わせた。又、この「風流夢譚」を文学的
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に高く評価した三島由紀夫は右翼の攻撃を受けている。
　この時から三島は、そんな下らない右翼を軽蔑しながらも、自らは〈本物
の右翼〉に傾斜してゆく。２.26事件に共鳴し、『憂国』を書き、それが10
年後の自決の、いわば〈予行演習〉となる。三島と安部公房はお互いの才能
を認めあった親友だった。そして、二人とも60年を機に大きく羽搏いていっ
た。
　1967年（昭和42年）２月28日、川端康成・石川淳・三島由紀夫・安部公
房の４名は、中国文化大革命に対する抗議声明を発表した。これは画期的な
大事件だった。今ならば、「文化大革命なんてただの虐殺じゃないか」と皆
が言う。しかし、35年前の文革当時、そんなことを言える人はいなかった。
新聞もテレビも、大学教授も文化人も、皆、大絶賛だった。「やっぱり中国
は凄い！」「また革命をやり直そうというのだ。偉大な国だ」と支持し、称
賛した。
　この当時、僕は「生長の家学生道場」にいた。「共産主義者から日本を守
れ！」と叫び、連日、大学で左翼と闘っていた。でも、文革は凄いと思っ
た。普通なら革命をやって、そのあと革命功労者が権力を握って安定する。
それで満足する。ところが中国は永続革命をやろうとし、革命権力すらも疑
い、打倒の対象としている。毛沢東は偉い、と思った。もしかしたら、西郷
隆盛の〈永続維新〉と同じ思想ではないか、そう思ったのだ。
　それで、「我々も文革を」「整風運動を！」なんてスローガンを学生道場
に貼り出していた。今から考えると恥ずかしい限りだが…。いや、今でもそ
の影響は残ってるかもしれない。本にサインを頼まれると、つい「革命無
罪」とか「造反有理」なんて書いてしまう。
　まァ、そんな時代だったということだ。そんな時、たった４人だけが文革
への抗議声明を発表した。文化人、評論家、作家を含め、この４人だけだっ
たんですね、キチンと事態を把握し、見えていたのは。
　順番が逆になったが安部公房のプロフィールから紹介しよう。

　〈安部公房（あべ・こうぼう）1924～1993。小説家・劇作
家。東京生まれ。本名公房（きみふさ）。満州で育つ。東大医学
部卒。「近代文学」に参加。「壁--S・カルマ氏の犯罪」で注目を
浴び、常に前衛的な作品を発表し続ける。「砂の女」「燃えつき
た地図」などは世界各地で翻訳され評価も高い。自ら導いる演劇
グループの活動にも意欲的だった〉
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　　安部は東京で生まれ、満州で育った。「二つの祖国」を持った男だっ
た。父の勤務先（満州医大・医師）の関係で満州に渡り、幼少年期をそこで
暮らす。ところが敗戦で日本に帰る。「二つの祖国」のどちらからも裏切ら
れたと思った。東大医学部を卒業しながら医師になる道を拒否する。昭和24
年（1949年）、25才の時、思想的にコミュニズムに接近する。この年、人
間が植物になるという小説「デンドロカカリヤ」を発表。
　25年（1950年）26才。アヴァンギャルドの自覚を強め、勅使河原宏、関
根宏、瀬木慎一らと「世代の会」を結成。「赤い繭」を発表。
　26年（1951年）27才。生活困窮の中で、工場街の文学サークルの組織に
奔走する。「壁--S・カルマ氏の犯罪」で芥川賞を受賞。
　32年（1957年）33才。２月、旅行記「東欧を行く--ハンガリア問題の背
景」を講談社から刊行。これにより日本共産党の批判を受ける。それまでは
日共の模範的党員だったのが、東欧を実際に見ることにより、社会主義や日
共に疑問を持つようになる。この年、『けものたちは故郷をめざす』を刊
行。
　34年（1959年）35才。『幽霊はここにいる』『第四間氷期』を刊行。
　36年（1961年）37才。この年、新日本文学会と日本共産党の抗争が激化
し、《新日本文学》《現代芸術》の座談会に、ほとんど毎回のように参加
し、精力的に発言をする。
　37年（1962年）38才。２月、花田清輝・針生一郎・大西巨人・泉大八ら
と共に日本共産党から除名される。６月、書き下ろしの『砂の女』を新潮社
より刊行。
　…こう見てくると、理想を持ち日共に入るが、疑問を持ち、考え、悩み、
そのことを書いたが為に除名される。その自らの苦しみや闘いの総決算とし
て書いたのが『砂の女』だとも言える。それだけ彼としても思い入れがある
のだ。それに、政治批判も入ってると思われる他の作品と比べると、この
『砂の女』は例外的に分かりやすい。それだけ多くの人に分かってもらいた
いという気があったのだろう。だから、この小説だけは20ヶ国以上に翻訳さ
れている。それに驚くべきことだが、当時のソ連、東欧でも発刊されている
のだ。日共には否定されたのに、どうしてと思う。
　その疑問に対して、中村真一郎はこう答えている。

　〈私たちは安部氏の作品の世界に入っている時、自分が日本人
であることを忘れている。〉
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　確かにそうだ。「箱男」にしても、「棒になった男」にしても、「夢の逃
亡」にしても、「赤い繭」「デンドロカカリヤ」にしても、日常的に起こり
えない話だ。民族的伝統や共同体の中にいる安らぎも感じられない。この場
所を超越している。

　〈私たちは彼の作品のなかで、たえず意識を自覚させ不安であ
る。しかし、それこそ文学の本来持っている筈の役割ではないだ
ろうか。人は周囲に対し、絶えず違和感を覚えることで、眠りこ
けようとする意識に刺戟を与えることができる〉

　そうなのか。オレたちは日本人だから…と安心しているが、そんな基盤を
ちょっと揺るがされたら不安で仕方がない。しかし、そんな根本的な疑問を
提起するのが文学の役割だ。そう言っているのだろう。『砂の女』以外の小
説は難しいが、でも、共産党批判だったり、共同体批判だったり既成の常識
批判だったりする。今、そんな文学があるだろうか。安部や三島で終わった
のだろうか。オウム事件、9.11テロ、北朝鮮問題…と、マスコミも含め、
皆、同じことを言っている。それが運命共同体として居心地がいいのだろ
う。でも、これでいいのかと問題提起するのがマスコミであり、文学だろ
う。それなのに…。
　中村真一郎の言葉に戻る。常識を疑い、共同体を疑い、イデオロギーを疑
う。その問題意識は何も社会主義国だけに向かって言ったのではない。いわ
ゆる自由主義国にも当てはまる。そして、それらの国々でも、「あ、これは
我々のことだ」と思って読まれた。（反省意識のないのは日本だけだったか
もしれない）。世界各国で、どう読まれたかについて、中村はこう書いてい
る。

　〈たとえば、『砂の女』を、中国大陸からの亡命者は、共産中
国の社会の比喩として読み、それに対してアメリカの学生は、ア
メリカこそ自由なき砂の社会であると反論したという。あるい
は、これは白人が黒人社会に入って行った場合の寓話であると感
ずるのもいれば、それは社会体制のドラマであるよりも人間の実
存の悲劇として受けとろうというものもある。
　こうした解釈の多様性を生みだすのが、安部公房の文学の特質
である。つまり彼の作品はひとつの比喩の装置であって、そこに
各人はおのれの魂を沈めて、自分の夢を見ることになる。そして
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その夢を見つめることで、自分の意識に目覚めるのである〉。

　そうか。『砂の女』は決して簡単な話ではない。「これは中国のことだ」
「いや東欧だ」「北朝鮮のことだ」…なんて、考えすぎても仕方ないのだろ
う。それよりも、自分たちのことかもしれないのだ。いや、そんな比喩や寓
話だということを忘れて、素直に読んでいっても十分に楽しめる。サスペン
ス小説として読んでも十分満足する。僕なんて、長い間、これは「猥褻小
説」だと思っていた。政治的寓話をもった比喩的小説だなんて、考えてもみ
なかった。
　それに、小説を読むより先に、映画『砂の女』を見たからだ。
　では、映画『砂の女』だ。昭和39年（1964年）２月に完成、上映され
た。安部公房脚色、勅使河原宏監督、武満徹音楽。カンヌ映画祭審査員特別
賞他を受賞した。主演は岸田今日子と岡田英次だった。砂の中で二人が抱き
合い、セックスするシーンだけを覚えていて、まるでポルノ映画だなと思
い、興奮して見たことを覚えている。僕は多分、大学の２年生の頃だ。毎日
のように「人生劇場」を唱い、足駄（高下駄）で、カランコロンと高い音を
たてながら早稲田に通う硬派学生じゃった。だから、「軟弱な映画だ。けし
からん！」と思って見た。怒りながらも、しっかり見た。「あんな映画は上
映禁止にすべきですよ」と言ってた右翼学生もいた。硬派というか、融通性
のない奴らだったんだな。
　映画を見て、しばらくたって原作を読んだが、〈政治的小説〉とは分から
ないで読んでいた。〈政〉ではなく〈性〉的小説だと思っていたんだ。それ
にしても穴の中に閉じ込められ、岸田今日子とじゃ嫌だな、と思った。砂に
吸い込まれ、大口で吸い込まれ、あそこで吸い込まれ…。吸い込まれの三乗
だ。あんな女に吸い込まれる位なら死んだ方がましだな、と友達と話し合っ
た。これは共産主義の抑圧のことを書いてるんだ、と言う人もなく、ひたす
ら形而下的な猥褻な問題として理解し、話し合っていたのでありました。思
えばアホな学生だったね、オラも。
　『新潮日本文学アルバム』51巻の「安部公房」を読むと、本のカバーにこ
んな文句が書かれている。

　〈死んだ有機体から生きている無機物へ！夢見る永遠の不在証
明！〈安部工房〉全探検〉

　そうか、砂の一粒一粒も、実は生きていたんだ。そして我々に襲いかかっ
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てくるのだ。それに、〈安部工房〉がいいね。安部公房は、作家だけではな
く、演劇をやったり、政治的活動をしたり…。いろんなことをした。それを
〈工房〉と言ったわけだ。うまい。そういえば竹中労さんは、作家にして革
命家だったが、とても実務能力のある人だった。左右の運動家というのは大
口を叩くくせに、実務能力の全く無い奴が多い。ところが、竹中労さんは違
う。とても几帳面な人で、「革命とは実務だ！」と言った。そして自らを
「竹中労務店」と言っていた。勿論、竹中工務店からとったシャレだよ。
　ところで、この「新潮日本文学アルバム・安部公房」では高野斗志美が
「評伝」を書いてるが、『砂の女』について、こう書いている。

　〈砂丘の村に迷いこみ、女の家に監禁されてしまった一人の男
の物語は、砂の世界からの脱出と失敗、そして再生を追う。砂と
男の執拗なたたかいは、定住と移動の葛藤でもあり、自由をめぐ
る論争でもあり、日常性とのせめぎあいでもある〉

　うーん、〈自由〉をめぐる論争でもあるのか。確かに、男は砂の〈抑圧〉
〈弾圧〉と闘うだけではない。それだったら、単なる〈反共〉あるいは〈反
イデオロギー小説〉だ。ところが、男はラストで、脱出に成功する。自由を
手にする。しかしながら又、砂に戻っていくのだ。人間は絶対的な自由には
耐ええないのかもしれない。そんな哲学的なテーマをも提起している。高野
は続けて言う。

　〈砂への孤独な帰還への決意をしるして終るこの物語は、二十
世紀の市民社会に温存する日常性とそこに潜む生命力の再分布へ
の欲望を、その本質と総体を、鮮烈なイメージと明快な文学空間
--それを神話的構造とよんでもいいであろう--によって喚起するこ
とに成功した〉

　この「新潮日本文学アルバム・安部公房」には最後の方に、「『国際化』
のパラドックス」と題し、佐伯彰一が書いている。これが実にいい。60年代
初めの頃、日本のイキのいい現代小説、しかも英訳で読めるものとなると、
まず谷崎と川端、さらには三島と安部の他にいなかった、という。たった４
人しか世界に通じる作家はいなかったんだ。
　前にも書いたが、日共を除名された安部が、なぜソ連や東欧など共産圏で
読まれたのか。それについて佐伯はかなり詳しく論じている。特にポーラン
ドやチェコで熱狂的に読まれたという。
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　〈『砂の女』にふれたメラノヴィッチの言葉を借りるなら、
ポーランドの批評家や読者は、この小説を直ちに自己の孤独や社
会的禁制の実存的比喩として受けとめることができた。つまり、
安部作品は、何よりも彼らの上にのしかかり、封じこめてきた共
産主義体制のやり切れない不合理と抑圧感を、まざまざと写し出
してくれるものと受けとられて、つよく幅広い共感を得たのだ、
という〉

　文学は得だな、と思った。もしこれが社会主義体制批判の論文や東欧批判
の文章なら、現地では発表できないだろう。ところが、『砂の女』は社会主
義という言葉は一言もない。政治的な言葉すらもない。ただのサスペンス小
説と思う奴もいる。ただのエロ小説と思う奴もいる。しかし、意識のある人
間が読むと、比喩や寓意が分かる。何やら〈暗号小説〉のようだ。論文より
も文学の方が強力なのだ。又、社会主義批判の論文ならば、当の社会主義が
崩壊したら、その論文も使命を終える。しかし、文学は永遠に残る。これは
強い。驚いた。
　それにしても、ソ連や東欧はよくも『砂の女』の出版を許可したものだ。
これは偉い。いや、偉いというよりも、知らなかったのだろう。でも、日共
を除名された作家じゃないか。いや、「除名されてサスペンス小説を書き始
めた」と思ったのかもしれない。あるいは、上の人間も、政治的比喩を理解
しながら、許可したのかもしれない。そして、安部作品を理解できたという
ことは、その時から東欧の崩壊は内部で始まっていた、ということかもしれ
ない。その点、北朝鮮は頑として安部の作品を許可しない。佐伯彰一は、
又、こうも言っている。

　〈共産主義体制そのものの批判、告発という寓意をはらんだア
レゴリィとして、「政治」文学として、何よりも強くポーランド
やチェコの読者に訴えかけていた----
　ところが、こうした見方、感じ方は、わが国の大方の安部読
者、また批評家たちがこれ迄口にするどころか、念頭に浮かんだ
ことさえなかったものではあるまいか。
　少々オーパーな言い方を許して頂くなら、安部作品は、先駆的
で、しかも底深く機微にふれる鋭利な共産主義体制批判文学とし
て、手法こそ違え、たとえばＧ・オーウェルの『一九八四年』、
またＡ・ケストラーの『真昼の暗黒』などと同列に並べることが
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出来るだろう〉

　手放しの褒めようだ。僕もそう思う。いや、オーウェルやケストラーより
も上だろう。だって『一九八四年』は、確かに読んで、未来の官僚国家・監
獄国家の恐ろしさに震えたが、もう古い。1984年以降は、引用するのも
ちょっと恥ずかしい。それに両者とも、余りに直裁的だし、なまなましい。
その点、何度も言うように『砂の女』は社会主義とか政治用語は一切使わな
い。比喩と寓意の小説だ。「政治」小説とすら気づかせない。それだけに永
遠に問題提起として残る。だから皆さんも読んでみなせえ。そしてBBSで安
部文学について大いに論じようじゃありませんか。『砂の女』の他に、おす
すめは…。「壁」「無関係な死」「人間そっくり」「他人の顔」「燃えつき
た地図」「密会」「箱男」「棒になった男」…などですな。では、おしま
い。

1999年 　2000年 　2001年 　2002年
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