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［観光企業ヤマハの諏訪之瀬島侵略］
憧れのインドに私は夢中になったが、相棒
のアーは肝炎を病み困憊したため、７ヵ月で
インドの旅を切り上げた。（この旅について
はHP「古き良きインドの大麻行・第１部」
参照）
帰りの機内で見た雑誌で、連合赤軍の浅間
山荘事件の惨劇を知り、島国日本の閉塞感を
感じた。それは羽田空港に着いて、ロビーに
並ぶ日本人の表情を見て実感となった。多民
族国家の混沌たる多様性に馴染んでいたた
め、日本人の没我的画一性が異常に見えたの
だ。
彼女の静養のため五日市に新築２DKのア

パートを借り、借金と生活費を稼ぐために、
月の半分はドサ廻りの似顔絵描きをした。
５月の沖縄返還直後、ヤマハが諏訪之瀬の
土地を買い占めようとしているとの連絡があ
り、近く説明会があるというので行ってみた。
村長の説明によれば、ヤマハは諏訪之瀬に金
持ち専用の高級レジャーランドを計画中で、
これが実現すれば空港ができ、道路も港湾も
整備され、島民も社員として雇ってもらえる
とか。「ヤマハ南西諸島開発計画」は小浜島
や西表島など十指に及ぶが、開発の中心は諏
訪之瀬島だとか。そしてもしこの計画に同意
しない場合は、無人島処分もありうるという。
既に２年前に同じトカラ列島の臥蛇島が、過
疎老齢化によって無人島処分されているだけ
に、この恫喝は効いた。
予期せぬ出来事に島民は戸惑った。そうこ
うするうちに、明確な計画書も提示しないま
ま村当局は島民を無視して、ヤマハの要求し
た村有地の売却を議決してしまった。
私は諏訪之瀬へ行ったり、ドサ回りで稼い
だりで、五日市の自宅へ帰るのがますます少

なくなった。その間バンヤン・アシュラマに
は東京からナーガをはじめ、ナンダとミコ、
ゲタオとノンの子持ち２家族など、「部族」創
設時のメンバーが移り住んだ。
私たちは戸惑う島民たちに対して、行政の
鞭や企業の飴に騙されないよう説得して廻っ
たが、説得力はなかった。もしバンヤンが島
民との共同生産体制とか自主販売ルートなど
を確立して、経済的自立をしていれば、島民
も耳を傾け、部落会も役場や企業に易々と陥
落することもなかっただろう。
年末に私たちは借金を清算し、五日市のア
パートを引き払い、私は諏訪之瀬へ、アーは
もうしばらく静養するため鹿児島の実家へ帰
ることを決め、途中彼女の姉ユーがいる日南
のマオリの実家へ寄った。コミューン「祈り
のカマキリ族」はたった２年で解体し、数人
いた仲間は去り、夫婦には幼児と借金だけが
残された。当時まだ有機農法は評価されず、
無農薬の虫喰い野菜は売れなかったのだ。

［コミューンの模索と解体］
７３年春、「ほら貝」を支えてきたナモがキ
ョーコとの結婚式を諏訪之瀬で挙げ、三省や
マモなどの古参メンバーが集まり、アメリカ
へのハネムーンの門出を祝った。
その頃まだ空港建設の許可も下りていない
のに、ダイナマイトが珊瑚礁を爆破し、ヤマ
ハの工事が開始された。私たちは鹿児島の法
務局へ行って土地台帳を調べたり、弁護士に
相談したり、村役場の公聴会に出席したりし
たが、法的には争えそうもなかった。
やがてのたりのたりの春の海を、ヤマハ発
動機の高速ボートで川上源一社長が諏訪之瀬
島へやってきた。学校の先生が１０数名の小
中学生に、日の丸の旗を振らせて歓迎したの
にはうんざりした。

初老の社長は半ズボンにシーナイフをぶら
下げ、その軽快なことヒッピー顔負けという
感じだった。さすがに若者文化を先取りして、
稼ぎまくってきた男のハイセンスである。
島民とバンヤン代表一同を前に、社長は私
たちに向かって開口一番「アメリカではあな
た方の仲間に色々心配かけているようだが、
勉強の邪魔はしないから安心して下さい」と
丁重に言った。アメリカではナナオやゲイリ
ー・スナイダー、アレン・ギンズバーグなど
の呼びかけで「ヤマハボイコット」の何万人
かの署名が集っていた。社長は先住島民を全
く無視して、専ら我々バンヤン代表を説得し
ようとしていた。
その年はバンヤン創設以来、最も沢山の仲
間たち、ヤー、ジュン、ヒトミ、ハラ、マル、
イイナ、シマ、ミホ、ゴミ、アク、マリ、ユ
キ、ハッチ、サンタナ、サスケ、ミオなどが
やって来て、企業侵略にコミューンはいかに
対応するかを話し合った。それはバンヤンだ
けの問題ではなかった。諏訪之瀬に火山観測
所を設立した立正大学探検部OBの青木章や、
漂泊のアナキストことサンキスト（筒井明）、
あるいは同じトカラの平島に住みついて民俗
学を究めていたナオ（稲垣尚友）なども会議
に加わった。
子供が加わることによってバンヤンは、従
来のような修行道場的な体質から、生産的な
生活コミューンへの変革が迫られていた。し
かし５年もかかって実現できなかったこと
が、簡単にできるはずがなかった。そこで問
題は、部落会がヤマハに従ってもバンヤンは
独立性を保持できるかどうかだった。
部落会の言いなりにならないためにと、水
道工事の経験のあるマモが、部落の水源地と
は別の水源地から水を引いて、飲料水の独立
をめざした。しかし万事が手遅れだった。ヤ
マハ侵略は既成事実化し、部落会と対立して
は、この絶海の孤島での生存すら覚束なかっ
た。そしてマモは工事を放ったらかしてイン
ドへ飛び、日本山妙法寺へ出家してしまった。
コミューンとして子育てのビジョンがない
以上、一足先にバンヤンから独立して、素潜
り漁と彫金で生計を立て、子育てをしている
ロクとトシコ夫婦のように、ナンダとミコ、
ゲタオとノンの子持ち２家族もコミューンを
出て、家を建てて独立、自活し、部落会のメ
ンバーになることが決まった。家族からコミ
ューンへ、そして再び家族へ。それは理想主
義の敗北であり、「部族」全体の挫折体験だ
った。
その夏はコミューンとしての最後の夏にな
った。八月踊りの興奮にはヤマハの工事人夫
が加わり、踊りの輪が拡がった。ナーガには
ラーダというニューフェイスが出現し、ナー
ガと別れたピーコはジョーと共にアメリカの
旅を終えてバンヤンに住みついた。
コミューンとしての共同生産のビジョンの
ないまま、ナーガは個人的に定置網漁に挑戦
していたが、私は漁網の繕いを手伝う気もな
かった。アーと疎遠になってしまった私には、
島に留まって生活を探求する意欲に欠けてい
た。
私の心がバンヤンから離れてゆく原因はも
うひとつあった。諏訪之瀬の観光化を予測し
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たナーガはピタリと大麻を断ち、バンヤン全
体がそれに倣ったのだ。しかし私は断固とし
て吸い続ける気だった。ガンジャを決めて、
も一度インドの大地を歩きたかった、独りで。

［ヤマハボイコット運動の決起］
７４年が明け、バンヤン・アシュラマの最
後の正月を祝った後、私は諏訪之瀬島を出た。
その後バンヤンはナーガとラーダ、ジョーと
ピーコの２組も各々が家を建てて独立したた
め、コミューンは自動的に解体し、建物や畑
などは元の自然に還っていった。「部族」の
掲げた相互扶助、共存共生のコミューン主義
が、再び適者生存の個人主義に還元されたの
である。
バンヤン・アシュラマの解体は、そこを精
神的な依り拠として結束していた「部族」全
体に波及していった。インド行きの準備のた
めに上京した私は、仲間たちのたまり場であ
る国分寺の「ほら貝」へ行き、落ち込んでい
る若者たちに再会した。彼らは私たちがふり
撒いたバラ色のビジョンに乗せられて集まっ
た「部族２期生」の団塊世代である。
毎晩のようにほら貝で焼酎を呑みながら、

沢山の若者たちに囲まれて、私は半ば脅迫さ
れていた。確かに、ふり撒いたビジョンに対
する責任を感じた。我々にとって聖地ともい
うべき諏訪之瀬を企業に寝取られて、黙って
諦めるのはあまりに情なかった。例え阻止で
きなくても、ヤマハという小奇麗なイメージ
が売り物の悪徳企業を、こらしめてやる必要
があると思った。ヤマハの社長が我々のこと
を異常に気にしている以上、ある程度のダメ
ージを与えられるだろうと思った。
「こうなったら焼けのやんぱちで、ヤマハ
の悪口を怒鳴りまくろうか」という私の提案
に、仲間たちは大いに乗ってきた。そこでい
かに有効的かつ合法的なボイコット運動をす
るかというミーティングを重ねた。音楽のメ
ジャー産業であるヤマハ日本楽器には、こち
らも音楽で対抗するのが正道だった。メイ
ン・カルチュアに対するカウンター・カルチ
ュアの正面切った挑戦である。
４月に京都在住のチマのコネで、ヤマハボ
イコットの最初のコンサートを円山音楽堂で
催し、豊田勇造などが出演してくれた。これ
を皮切りに、サタンのコーディネートで東京
を中心に、最低月１回のフリーコンサートを
連発し、ヤマハ全製品のボイコットを訴えた。
運動を開始して間もなく、上野圭一から映
画作りの相談があり、近くサンフランシスコ
で開催予定のナナオ、ゲイリー、アレンなど
によるヤマハボイコットのイベントを紹介し
たところ、上野グループはすぐアメリカへ飛
び、夏には諏訪之瀬に住み込んで、１６ミリ、
ドキュメント「スワノセ・第四世界」を制作
した。（７６年完成）
５月、シスコのイベントを終えてアキとタ
シが帰国したのを期に、それまで国分寺のセ
ーラーとミー宅に居候していた運動拠点を、
西国分寺の木造２階屋に引越し「CCC（宇
宙子供連合）太使館」という看板を掲げた。
この臨時コミューンには８畳間が４部屋も
あり、タケシの指導で中古のオフセット印刷
機を購入し、トシ、アキ、ヒロが印刷を担当、

［ボイコット運動の高揚と限界］
８月末、元雷赤鴉族の背後にある入笠山で、
カウンター・カルチュア運動の総結集ともい
うべき「人間と宇宙の祭」が開催され、帰国
したばかりのナナオも参加した。
日本列島改造論の乱開発の時代だ。まだ

「エコロジー」や「オルターナティヴ」とい
う言葉は使用以前だったが、ヤマハをターゲ
ットにすることで様々な問題が見え、セクト
を超えた共通認識で結ばれた。そこではまた
ブッダスティックやアカプルコゴールドなど
のブランド大麻やハシシーが出回り、大麻文
化の奥の深さを認識し合った。この祭りの最
終日に台風が直撃し、山小屋に避難した数１
０人の仲間と一夜マントラを唱え、シャンテ
ィを祈った。
台風の翌日、下山した我々は下界でも凄ま
じい嵐が吹き荒れたのを知った。丸の内の三
菱ビルに時限爆弾が仕掛けられ、通行人８人
が死亡、３００数十人が負傷した。「東アジ
ア反日武装戦線」の爆弾闘争の開始である。
秋の福生会館のイベントでは、ヤマハをヤ
マタノオロチに見立てたパロディ劇を上演し
た。寝袋に入って這いずり廻る８人の男と、
全裸に近い８人の女がヤブユム（歓喜仏）を
組むラストシーンは決まったが、それ以外は
ハチャメチャな芝居だった。トカラのスワ吉
を演じた私は、ステージ中央で見栄を切って
逆立ちし、パッとめくれた赤ふんどしには
黒々と「ヤマハボイコット」。
祭り続きでその頃の私たちはほとんど悪乗
りしていた。昼間は毎日２、３０人の仲間が
共同生活をしながら祭りの準備などしていた
が、夜ともなるとほら貝に押しかけ、焼酎と
ロックで乗りまくり、裸踊りとなり、路上に
まであふれて踊り狂い、カウンターからホー
スで水をぶっかけて止めさすなんてことがし
ょっちゅうだった。
ボイコット運動はヤマハにそれ相当のダメ
ージを与えたようで、ヤマハのアメリカ支店
長が左遷されたという話を聞いたが、諏訪之
瀬の工事はどんどん進行し、ボイコットとい
う名目で運動を続けることは限界に達してい
た。負け犬の遠吠えみたいになったのだ。運
動の仕掛人である私に、新たな展開が求めら
れていた。
そんなある日「奄美が燃えているぞ！」と
ナナオから『地球闘争』という雑誌を渡され
た。そこには枝手久島石油基地計画に対して、
奄美全郡が反対運動に総決起していることが
報告されていた。諏訪之瀬島の延長線上にあ
る南西諸島で、何が起こっているのかを確か
めるために、私はトシ、ボブ、エヘラとキャ
ラバン隊を組んだ。
年末に宮崎一つ葉海岸に、キャップたちの
ヨット作りのコミューン「夢見るヤドカリ族」
を訪れた。そこでは砂浜にバラックを建てて、
沢山の若者が交替で土方をしながら、セメン
ト製大型クルーザーを建造中だった。
正月は宮浦のハシクンが主催した祭りに参
加した後、キャラバン隊は鹿児島港から奄美
行きのフェリーに乗り込んだ。波と雲を越え
て、祭り求めて。

イベント用のビラやパンフをはじめ機関誌
『オーム』（編集長ポン、英語版クリス）を発
行した。スタッフはシューコ、ワッコン、マ
リ、トド、ダマリなどが常住、またカズ、サ
ク、サスケ、ムー、ギャー、オランダ人グル
ープのベン、マリースなどの旅人が絶えず、
食事はパンの耳が主食、オカズは市場から野
菜クズや魚のアラなどを採集してきた。
昼は国分寺、国立周辺に住む、サタン、ミ
ロ、サカ、リューゴ、タエコ、ミチ、ジャン、
ハツシ、ダウ、レオ、ハリマオ、ラダ、ネ、
セツナ、シー、フジオ、エミリー、バク、エ
ミ、エヘラ、ゼン、プー、アジャ、モッキン、
ソクラテス、ケンセイ、カッパ、トヨ、ヒラ、
マチコ、ミオ、モトコなど、何れも１０～２
０代の仲間が集まり、祭りの準備などで賑わ
った。
また「ほら貝マントラバンド」を結成、ト
シ、ボブ、クリス、アカネ、マリ、シューコ、
そしてアジテーターのポンも加わり、アレ
ン・ギンズバーグ作詩・作曲の「スティ ア
ウェイ ヤマハ」というテーマソングを歌っ
た。
この運動は「部族」の枠を超えて、カウン
ター・カルチュア運動の連帯の輪を拡げた。
「オームファンデーション」のおおえまさの
り、宮田雪、ランパ、「空飛ぶじゅうたん」
のサワ、サイ、アキラ、『名前のない新聞』
のアパッチ、『人間家族』の荒川晃一、キヌ
オ、「全天連」のナダ、サトウ、小説家の宮
内勝典、夫馬基彦、カメラマンの渡辺眸、橋
口譲二、そしてミュージシャンはナミサン、
セヴン、タシ、ピンキー、毛長のジュン、ド
ロンコ、サミー、トオル、フカ、ヒトキ、ア
リ、シバ、ボロ、久保田麻琴、裸のラリーズ
など。
とはいえ三省は、諏訪之瀬に定住を決めて
部落会に加入し、ヤマハとの共存を余儀なく
された元バンヤン５家族に配慮してか、ボイ
コット運動には賛同せず、妻順子と小学４年
の長男と２人の幼児を連れてインドへ旅立っ
た。また「部族」以前からの仲間である画家
のアニキとサーコ夫婦もボイコット運動と距
離を置いた。
「部族」内部のこの矛盾を知ったヤマハの
川上社長から、静岡のレジャーランド「妻恋」
への招待を受けた。行くべきか拒否すべきか
を、CCC一同と討論した結果、私とクリスが
行くことになり、諏訪之瀬からはナーガが代
表で出てきた。
例によって我々をおだて上げながら、タヌ
キオヤジの言うことは要するに自然破壊の弁
解であり、金儲けの正当化でしかなかった。
音楽からレジャー、ファッションまで、ヒッ
ピー文化を研究し、商品化すること、それが
ヤマハの企業戦略だった。私は企業論理に逐
一反論したわけではないし、何を言っても通
じる相手とは思わなかったが、最後に一言だ
け言ってやった。たっぷり嫌味をこめて。
「社長、沢山の人々の祈りがこめられてい
るあんな神秘的な島を破壊すると、きっと天
罰が当たりますよ」と。
すると社長はせせら笑って言った。
「ハハハ……君、ぼくは無神論者だよ」


