
（８）なまえのない新聞 No.155／2009年７・８月号

［赤ガラスの越冬と春爛漫］
寒さに震え、暑さにうだり、粗食と飢え

を噛みしめ、金にならない労働と無為に精
を出すこと、高度経済成長がピークを迎え
る時代に、ヒッピーコミューンのやったこ
とは貧困の探求であった。
言い方を変えれば、それはカネやモノで

は得られない幸福の探求であり、常識や体
制に縛られることなく、オノレの好き勝手
に生きること、ズバリ「天上天下唯我独尊」
である。
全共闘運動が東大安田講堂の陥落で大騒

ぎをしていた頃、私たちは信州富士見高原
（フジミ）の雷赤鴉コミューン（通称赤ガラ
ス）で越冬していた。標高１０００メート
ルの高原の冬は、マイナス２０度にも達し、
連日のように吹雪に見舞われ、隙間だらけ
の建物に薪ストーブだけの生活は厳しく、
客人もまばらで、常住メンバーは数人だっ
た。
食事は畑で採った干大根入りの雑炊ばか

り、戦後の飢えの時代に日本中が常食にし
ていたものだ。一番の御馳走は農協スーパ
ーの塩サバだ。焼酎があればオンの字だっ
た。
日課といえば、裏山へ行って雪に埋もれ

たカラマツの間伐材を運び出し、薪を作る
ことと、近くの泉の氷を割って、バケツで
水を運ぶこと。従って読書はたっぷりでき
た。日本ヴェーダンタ協会の月刊誌『不滅
の言葉』は各コミューンが定期購読してお
り、インド哲学とヒンズー教は、アメリカ
インディァンなどの先住民文化と共に、ヒ
ッピームーヴメントの双の乳房であり、そ
こから精神の糧を得て、知力を磨き、創造
力を養った。
夜は電気がないので灯油ランプですごし

た。ストーブを囲んでの談話は、焼酎や大
麻がなくても弾んだ。そのうち乾電池用の
レコードプレイヤーと何枚かのロックのレ
コードが手に入ったので、毎晩のように踊
った。興に乗ると外へ跳び出し、雪原を転
がり回って踊った。曲はドアーズ、ローリ
ングストーンズ、バーズなど。
冬が終わる頃、マオリの彼女のユーが、

東京から妹のアーを連れてきた。音楽大学
の卒業を間近に控えたアーは、ニキビ少年
のようだった。彼女が訪れて間もなく、久
しぶりのLSDパーティを催した。メンバー
は数人いたが、アーだけが初体験だったの
で、事前にいろいろ説明しておいた。
トリップの初めは良かった。アーのフリ

ーソングは驚くほど美しかった。しかし途

中から思考の罠にはまったのか、バッドト
リップに陥り、地獄の底を彷徨った。それ
から４日間、彼女は泣き続けた。これほど
深傷を負ったユーザーは初めてだったが、
私は為す術もなく放っておいた。５日目に
やっと平常を取り戻し、東京へ帰っていっ
た。
厳寒の冬を耐え忍んだ者にとって、春は

狂おしいまでの復活と祝祭の時だ。誰が言
い出したのか“部族”は京都で花見を決め
た。私たちは円山公園の桜の下で、花見客
が残していった酒や料理を集めて大宴会を
開いた、２日目か３日目には、ついに数１
０人が加茂の河原へくり出して、拾い集め
た料理を炊き出し、ドラムカンを叩いて踊
り狂い、ある者らは川へ飛び込んだ。
四条大橋には野次馬が鈴なりになって、

酔いどれヒッピーの傍若無人を見物し、河
原者たちの写真を撮った。オマワリは注告
に来たが、呆れて笑っていた。
このイベントにアーが参加していた。驚

いたことに彼女は、あと１単位で卒業とい
う音大をドロップアウトし、将来は天才ピ
アニストという教育ママのビジョンを踏み
にじり、自らのための人生を選んだのだ。
「いよいよ山菜シーズンだ。赤ガラスで

山菜パーティをしよう！」という私の誘い
に乗って、アーは私と一緒にヒッチハイク
で天龍川を遡ってフジミにたどり着き、ポ
ンとの旅をスタートさせた。
４月中旬、赤ガラスでアーがチーフを勤

めた山菜パーティには、２０人もの仲間が
参加し、山菜料理を食いすぎて全員下痢ピ
ーピーだった。

［生活より遊びの日々］
わが国初の大麻弾圧事件の後、国分寺の

エメラルド・ブリーズ族は、大家からオン
ボロ長屋の廃棄処分を告げられてコミュー
ンを解体した。子持ち３家族のうち、三省
と順子は五日市へ、ナンダとミコ、シロと
マリは秋川へ移住した。
コミューンは消滅したが、国分寺の喫茶

ほら貝は、サンフランシスコ直送の新譜ロ
ックが聴けるわが国唯一の店として、ヒッ
ピー予備軍が押し寄せ、ある者らはフジミ
やスワノセへ足を運んだ。
フジミの春を満喫した私とアーは、ヒッ

チハイクで南下してスワノセ島に渡った。
バンヤン・アシュラマ（通称バンヤン）は
竹ヤブの中に相変らず未完のメインセンタ
ーがあり、その周辺に掘立小屋を何軒か建
て、個人やカップルが分散して住んでいた。

そこで私たちもマイホームの建築にかか
った。材木は勝手に山から伐採しても良か
ったが、重くて運ぶのが大変なので、竹ヤ
ブの中の立木をそのまま柱にして、それに
竹の屋根や壁やベッドを括りつけ、土間に
いろりを設けて、建坪１坪程度の小屋を作
った。雨漏りは勿論のこと、風の強い時は
家ごと揺れ動いたが、この野趣味たっぷり
のマイホームを、アーは呆れながらも面白
がった。
竹ヤブを開墾して畑を拡げたが、痩せた

火山灰地に堆肥作りは必須だった。飢餓に
対するセーフティネットとして唐芋（薩摩
芋）を絶やさないことが鉄則だったが、メ
ンバーの増加する夏場には唐芋を食い尽く
して、島民に助けてもらうことも再三あっ
た。
食料は原則として各自持参だったが、観

光気分で訪れる者もいて、食料不足は深刻
だった。コック上がりのサタンの提案で、
玄米は贅沢すぎるからと味噌用の丸麦や、
中国産大豆を主食にしたこともある。大豆
は海水のにがりで豆腐を作ったり、ゴー汁
にするなど料理当番はいろいろ工夫したも
のだ。
目の前に海があり“トカラ号”という手

漕ぎの木造船も手に入れたが、黒潮本流の
七島灘では舟遊びも沿岸だけ、漁をする技
術などてんでなかった。素潜りの得意なサ
タンが、島の老漁師に学んで時々大物を仕
止め、超豪華な料理を食わせてくれたが、
ほとんどは大豆と唐芋があれば良い方で、
週に１日は断食日を決めたこともあった。
日本中が飽食の時代を迎えた頃、私たちは
飢えと貧困を体験していたのである。
この年の７月、アメリカではアポロ１１

号が月面着陸。８月にはウッドストックに
４０万人のヒッピーが結集し、「ラヴ＆ピー
ス」を謳歌した。
フジミの赤ガラスには、インドから帰国

後しばらく肝炎の静養をしていたナーガが
現れ、北海道のモリヒデがリックいっぱい
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持参した野生の大麻を、サト、ボブ、ジャ
ンなどと吸いまくり、入笠山から巨岩を運
び出し、赤ガラスの地所に積み上げていっ
た。何の理由も目的もなく、意味もなく、
美学もなく、一銭にもならず、誰も喜ばな
いことを、毎日数名の男が汗水流してがん
ばった。（なお北海道に野生の大麻が群生し
ていることを、ヒッピーが知ったのはこの
時からだ）
６９年秋、ナナオは初めてアメリカへ旅

立ち、部族は３回目のフェスティバルを阿
蘇高原で催した。熊本には旧BUMのヨネが
「タンポポ」というほら貝の姉妹店のような
店をオープンしていた。熊本は部族にとっ
ては鹿児島、宮崎と共に縁の深いところだ
った。
阿蘇でのキャンプインの後、マオリの故

郷である日南の田舎へ立寄った。実家の牛
舎にはまだ役牛が飼われており、村は農協
に支配されたとはいえ、小川にはフナやナ
マズも健在で、総破壊、総汚染される直前
の日本の自然が息づいていた。
百姓の後継者として、マオリとユーはこ

こに無農薬有機農法の米造りコミューンの
建設を夢見ていた。ブッシュマンの神話か
ら「プレーイング・マンティス＝祈るカマ
キリ」族という名称まで決めていた。

［コミューン運動の挫折］
７０年代が明けて最初の年を、私はほと

んどスワノセで過ごした。大阪万博がモー
レツ日本の物質至上主義を世界に誇示した
年だ。
正月過ぎにバンヤンを訪れたデンマーク

人のティムから「きみたちは自分たちのこ
とを何と呼んでいるのか、まさかヒッピー
とは言わないだろう？」と問われて、戸惑
った。
新宿ビートニックの頃は“BUM”を自称

していたが、ヒッピー時代になると“部族”
というグループを結成し、部族新聞には
“ハリジャン”と名乗ったが、誰もピンと来
なかった。要するに我々には総称がなかっ
たのだ。ティムは言った。「ヨーロッパで
我々は“フリーク”を自称している」と。
辞書を引くと「FREAK＝気まぐれ、酔狂、
変種、奇形、片輪」とあった。ヒッピーと
いうマスコミネームを拒否し、自らを気ま
ぐれで酔狂な変種と認め、奇形や片輪など
の被差別者たちの仲間であることを宣言し
たのだ。従って私にとって「アイ・アム・
ア・フリーク」というのは、肉体的実存で
あると同時に、活動や運動の本質だった。
いわばタテマエもホンネもフリーク以外の
何者でもないということだ。
７０、８０年代と次第にヒッピーという

名称が死語に近くなっても、フリークスの
間では今だに“フリーク”は通用している
が、９０年代のロス・ゼネ世代あたりから、
フリークを自称する者はいなくなり、現代
の若者にはほとんど死語になったようだ。
代りにヒッピーという名称が、差別的なニ
ュアンスを払拭して復活している。まさに
「脱イデオロギー世代」である。
その冬珍しく三省がやって来た。彼にと

な客人が訪れた。５０がらみの野武士のよ
うな風格のその人物は、若い助手を伴い、
２０キロもの米を土産に持参し、コミュー
ン建設について尋ねてきた。それはマスコ
ミ人の質問とは異質な、大地に根をはった
人間の言葉だった。私は客人の熱気にほだ
されて、運動の挫折をホンネで語った。そ
してこのことは文章にしないでくれと頼ん
だ。
後日彼から『瓢漫亭通信』というミニコ

ミが送られてきた。諏訪之瀬のことは山羊
の放牧と所有権について書かれていたが、
ヒッピーコミューンのことは一言も触れて
なかった。その時私は、九州の片隅で私た
ちの運動を暖かく見守っている野人がいる
ことをヒシヒシと感じたのだった。その人
物が戦前は治安維持法で７年間も投獄され、
戦後は『九州独立論』を唱えた前田俊彦と
いう筋金入りの活動家であることを知った
のはずい分後のことだ。
運動が行きづまり、展望が見えなくなっ

た時は、原点の個に還り、自我を探求する
ことだと悟った私は、かねてより念願のイ
ンドの旅を決意した。
７１年が明けると意外なことに続々と仲

間が訪れ、メインセンターで車座になって
食事をする日が再現した。アメリカから意
気揚々と帰国したナナオと共に、カナダ人
のジムやナーガもやって来た。
当時諏訪之瀬島は日本よりもアメリカや

ヨーロッパのヒッピーたちに有名になり、
度々“外人”たちが訪れていた。ある者は
ドラッグ持参で。インドで６年修行した帰
路、諏訪之瀬へ１０日間ほど立寄ったバカ
ヴァンダースというアメリカ人は、ドレッ
ドヘアーの元ロック歌手で身長２メートル
を越す大男、マントラを歌うと火山の地鳴
りのように建物が震動した。
ヒッピームーヴメントのベストセラー

『BE・HERE・NOW』の著者ラム・ダース
を、ヒマラヤのグルに紹介した男である。
彼は毎晩メインセンターでマントラを披露
したので私もつき合った。仲間たちは１０
分くらいで席を去ったが私はとことんつき
合い、アメリカで最大級の男と日本で最小
級の男が、毎晩２時間くらいマントラ合戦
をやった。大麻は無かったがバカヴァンダ
ース（神の召使い）は大満足し、私はイン
ド行きを煽動された。
アーが帰ってきたのは春先だった。４ヵ

月に及ぶ独り旅は彼女を鍛えたようだ。私
はインドの旅を誘い、その前に旅費を稼ぐ
旅を誘った。自立に向かって歩み出した彼
女に、私は再び「オレについて来い」式の
つき合いを求めたのだ。
かくて私はアーと共に諏訪之瀬を出て、

ヤポネシア列島を約４ヵ月間、ヒッチハイ
クで移動しながら、夜は大都会のネオン街
を似顔絵で稼ぎ、アーはその間喫茶店など
で荷物の番をして、夜半過ぎに公園や橋の
下などで野宿して、旅費を作った。
８月にはニクソン米大統領のドル・ショ

ックで、１ドル＝３６０円が３０８円にな
った。少々儲けた気分で７１年９月はじめ、
羽田からバンコクに飛んだ。

ってこれが初めての諏訪之瀬だったのかも
知れない。東京に閉ざされていた三省は、
一時ほら貝と五日市の妻子を放ったらかし
て、チマという女と与論島に駆け落ちして
いた。そこには元全学連委員長の唐牛健太
郎がいたのだ、その件については語らなか
ったが、三省が言うには、フジミの赤ガラ
ス周辺は開発が進み、コミューンには向か
ないので、土地を売って別の場所を探した
いということだった。
ヨド号ハイジャック事件のあった春には、

諏訪之瀬でも命がけの遭難事件があった。
４月初めの快晴の日、久しぶりに訪れたナ
ーガとジャン、それにダマリ、アー、ポン
の５人は、東海岸からトカラ号を漕ぎ出し、
岸辺に沿って作地浜に渡った。亜熱帯の太
陽は真夏のように熱く、我々は温泉に入り、
岩場で貝をとったりして夕方、舟を出そう
として波の高いのに驚いた。舟にはアウト
リガーをつけていたので、私とアーが内側
に入り、他の３人が外側から舟を押して、
波を見て一気に沖へ漕ぎ出したが、寄せる
大波に舟は転覆し、私とアーは浜辺で舟の
下敷きになってバタバタしていた。
もう一度試そうとか、山越えで歩こうと

か色々意見はあったが、ここで海の凪ぎる
のを待とうというカナズチの私の主張が通
り、浜辺の砂に首まで潜って夜を明かした。
夜半から相当冷えこみ、東海岸に上着を置
いてきたことを悔み、天候の読めない自分
たちのお粗末さを反省した。
翌日の夕凪ぎの頃、島の男たち数名が救

援に来てくれた。彼らは怒らず、苦情も言
わず、逆に焦らず待機していたことを褒め
てくれた。我々はひたすら恥ずかしかった。
彼らが櫂を漕ぐのを見て、改めて自分たち
の未熟さを痛感するのだった。
諏訪之瀬は危険がいっぱいの島だ。私は

絶壁から滑り落ち、あわや数１０メートル
の断崖から真逆様という瞬間、岩の凹みに
はまってピタリと止まった。奇跡だった。
両脚がガタガタと震える中で、私は神の実
在を感じた。
奄美地方の盆踊りである“八月踊り”の

幻想的な美しさのうちに夏が過ぎ、秋にな
ると客人たちは次々と諏訪之瀬を去り、バ
ンヤンは痩せ細っていった。アーも自立を
志して初めて独り旅に出て行った。
なお、６９年から毎夏開催された「中津

川フォーク・ジャンボリー」は、この夏３
回目にして２万人の大盛況だったが、部族
の仲間はほとんど参加していない。メジャ
ー臭さに反発があったのだろうか。
１１月に三島由紀夫の切腹パフォーマン

スがあり、１２月になるとバンヤンは私を
含む３人だけになってしまった。エメラル
ド・ブリーズ族も赤ガラス族も消滅し、日
南のマンティス族が始動中とはいえ、ヒッ
ピーブームの下火と共に、コミューン運動
も行きづまってしまった。結局あの熱気は
一時的な現象であり、ファッションでしか
なかったのか。深い挫折感が私を包んだ。

［原点の個に還る］
運動の展望を見失った私の許へ、不思議


