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［南西諸島キャラバン］
キャラバン隊が第一歩を記した奄美大島

名瀬の街角のあちこちには「石油基地は奄
美の死滅だ 枝手久島から東亜燃料を追い
出そう 奄美郡民会議」の立看板が目立っ
た。
名瀬は活気に満ちてフリークな街だった。

私たちは上陸早々知り合った１０代の若者
たちのロック喫茶に案内され、そこで数日
間も焼酎と寝食の世話になった。
名瀬では郡民会議議長の松原若安氏とい

う奄美救癩センターの園長で、風貌は白髪
のライオンのようだが目の優しい長老に会
見した。
奄美郡民１０数万人に加えて、その３倍

という奄美出身者の故郷に対する愛着と団
結心は強烈で、文字通り島ぐるみの反対運
動だが、現地宇検村だけは村長選で賛成派
が勝ち、村は真二つに割れて対立している
という。
キャラバンのトシ、ボブ、エヘラたちが

喫茶店などで歌って旅費を稼いでいる間に、
私は単身ヒッチハイクで宇検村に赴いた。
島津藩に焼打ちされたという焼内湾には、
東支那海の口元に無人の枝手久島（標高３
２２米、周囲１３キロ）の優美な姿が見え、
毒蛇ハブ発祥地の由来どおり神秘な静けさ
に満ちていた。東亜燃料がこの無人島を切
り崩して焼内湾を埋立て、東洋一のCTS
（石油備蓄基地）計画を発表したのは、ヤマ
ハが諏訪之瀬島にレジャーランド計画を持
ち込んだのと時を同じくしている。
湾内１４部落のうち、役場のある湾奥の

部落は賛成派、外洋に近い漁民部落は反対
派、中間の部落は両派に分裂して対立して
いる。私は反対運動の中心である平田（へ
だ）部落を訪れ、アジテーターの新元博文

君にあった。
その晩は黒糖焼酎を交しながら、三百年

に及ぶ島津圧政下の黒糖地獄から、戦後７
年はアメリカと日本から見放されたソテツ
地獄まで、「薩摩と琉球の差別の谷間」にさ
れた奄美の受難の歴史と、流血寸前にまで
至った枝手久闘争の激烈で痛快な話を、時
には三味線の島歌付きで延々と聞かされた
のである。
ところで名瀬滞在中「屋久島の原生林を

護る大会」が催されることを新聞で知り、
私は単身屋久島へ渡った。明治年間に推定
１万本あった屋久杉（樹齢千年以上のもの）
が、現在は僅か千本程度しか残っておらず、
未だに乱伐が続いているという。この現状
を打破しようと立上がった主催者の兵頭昌
明君や柴鉄生君などは、閉ざされた島世界
の反逆者たちであり、外部からの参加者は
評論家の青地晨氏と私だけ。当時はまだ屋
久島も屋久杉もほとんど知られていなかっ
たのだ。夜更けまで焼酎を呑んで語り合っ
た。もし入植する気なら、白川山という無
人の開拓部落があると聞いた。
キャラバン隊は名瀬から那覇へ。沖縄は

ボブが返還直後に訪れただけ、私や他のメ
ンバーには初めての土地だった。首里はボ
ブのコネでススムの家に世話になった。
当時の沖縄本島は西海岸が海洋博の観光

基地、東海岸が金武湾の石油基地、中央が
米軍と自衛隊の軍事基地という文字通り基
地の島だった。
私たちは運良く「海洋博と県民生活」と

いうシンポジウムに参加できた。講師に宮
本憲一氏を招いて会場は超満員だった。
「EXPO７５海ーその輝かしい未来」という
ポスターは「海ーその悲惨な現実」と書き
変えるべきだという意見が大勢を占めた。
会場からはまた「観光ハワイがその宣伝の

陰で、アメリカの原潜基地を隠しているの
です」という鋭い指摘があった。それはそ
っくり「観光ヤマハのレジャーランドの陰
で、沖縄の軍事基地がカムフラージュされ
ているのです」となる。
では現地へ行ってみようと、キャラバン

隊はバスで与勝半島の屋慶名へ。対岸の平
安座島まで金武湾を埋立てて造った海中道
路を目の前にして、「金武湾を守る会」の世
話人安里清信氏を訪れた。元校長先生は地
図を開き、沖縄返還のどさくさまぎれに三
菱が埋立てた金武湾６４万坪と、それによ
るサンゴ礁の海の死滅や巨大CTS計画に対
して、屋慶名町民の８割を中心に決起した
反対運動について懇切丁寧に語って下さっ
た。
しかし那覇の日本共産党や婦連などは、

CTSには反対だがどうせ埋立てられたのだ
から、無公害有益産業を誘致すべきだとし
て、「三菱を叩き出せ！」という「金武湾を
守る会」の運動に、過激分子のレッテルを
貼って反動呼ばわりしているのだ。
沖縄や奄美の住民運動は単なる自然を護

る運動ではない。それは差別され、収奪さ
れ、虐待されてきた長い歴史の中で、内省
化された血の叫びだ。それは中央集権的に
系統化され、土着性を失ってしまった政党
政治ではもはや解決しえない事態にまで至
っている。とはいえナショナリズムという
概念で決めつけられるようなものではない。
なぜなら「自然を愛し、環境を守る」とい
う心情そのものが勝れてインターナショナ
ルなのだから。
さて、八重島群島だが、断崖絶壁のトカ

ラ火山列島を見なれた私には、サンゴ礁の
浅瀬に浮ぶ皿のように見えた。エメラルド
グリーンの静かな海に、沖縄返還を記念し
て日本政府から贈られたというホーバーク
ラフトの騒音が響き渡る。
石垣島の海岸線はほとんどが企業によっ

て虫喰い状態に買い占められ、ゴルフ場計
画だけでも５ヵ所もあるとか。「野鳥の会」
の水野隆夫さんの案内で、バードウォチン
グをしながら見て廻った。
竹富島では上勢頭昇氏に御馳走になった。

石垣から来る役人は企業の社員そっくりな
ので、島民は騙されて安く土地を手放して
しまうとのこと。
西表島の大原ではボブの知人の浦崎尚さ

んを訪れた。呑ん兵衛の尚さんは若い頃キ
ューバを訪れ、カストロに会ったところ
「革命をやる気なら武器を援助しよう」とい
われ「武器はいらない。我々には歌がある」
と言ったとか。尚さんと泡盛をたらふく呑
んだ日に、なんとヤマハの川上源一社長も
大原の反対派住民を口説きに来ていたとか。
ヤマハは八重山群島でも西表島や小浜島を
買占めていた。
とはいえヤマハの観光基地が、軍事基地

や石油基地のカムフラージュだとすれば、
ヤマハごときに執着することはなかった。
問題は私たちの内なる侵略者ヤマトンチュ
ウと対峙し、南西諸島の住民闘争といかに
共闘するかだ。約２ヵ月のキャラバンを終
えて東京へ戻った私たちは、「CCC海潮音
一座」を名乗って、キャラバンの報告集会
を行い、機関誌『オーム』にレポートを掲
載した。
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［御殿場花まつり］
ヤマハボイコット運動を開始して約１年、

その間インド・ラジギールの日本山妙法寺
管長である八木上人が、成松上人を伴って
帰国、渋谷道場に滞在して、私たちがイベ
ントを催すと必ずドンドン太鼓を叩いて参
加し、激励、応接して下さった。坊さんか
らカンパを貰ったのは文字通り空前絶後の
ことだった。
７５年春の「御殿場花まつり」は、私た

ちが頼んだわけではないが、運動の進展を
見守っていた八木上人の計らいだった。
日本山妙法寺の御殿場道場は、堀内上人

という引退した元スーパーマーケットの社
長が、私財を投げうって建立した豪奢な道
場で「世界平和を祈る丘公園」と命名され
ていた。
その公園を会場に仏陀の誕生日を祝う

「花まつり」を行うのである。ヤマハボイコ
ットで結ばれたカウンター・カルチュア運
動の集大成ともいうべきこの祭りの主催者
を「仏様の子供たち」として、スポンサー
は堀内上人である。実行委員会が開かれ、
スタッフが決まると、乗りのりの堀内上人
は花火をボンボン打ち上げようと言うので、
そんな金があったら弁当を出してくれと言
うと、入場無料の参加者全員（一般の信徒
も含めて約２０００人）に弁当が振舞われ
た。
ポスターを担当した私は、この祭りで運

動のケジメをつけることにした。御殿場は
ヤマハの本拠地浜松と同じ静岡県だが、花
まつりにボイコットは不似合だった。そこ
で運動の目的である「ヤマハボイコット」
の文字をポスターから外す代りに、日本山
妙法寺にも「南無妙法蓮華経」の題目を外
してもらうことにした。法華経の花まつり
では、浄土宗や禅宗など他宗を排除するこ
とになるからだ。
ポスターが仕上がり、大日本印刷で印刷

された後、開祖藤井日達上人の承認を得る
ため、私は実行委の仲間と御殿場道場を訪
れた。完成したポスターを前にした日達上
人に、傍から堀内上人が心配そうに囁いた。
「お師匠様、これには肝心の南無妙法蓮

華経が入っていないんですが……」
「フム…… !?」そして日達上人は言った。
「真ん中に書いてあるではないか！」
「えッ !?」
「天上天下唯我独尊、これが南無妙法蓮

華経のことじゃ」
そう言うと日達上人は唖気にとられてい

る堀内上人を尻目に、私の方をギョロリと
睨みつけた。凄い眼力だったが、私は「や
ったぜ ベイビー！」という気分だった。
仏陀が誕生時に唱えたという「天上天下

唯我独尊」の８文字を、私はベビーブッダ
のオシッコのシズクに書いたのだ。（HP、
ポンの絵 No.７参照）
４月２０日、御殿場花まつりはオープニ

ング・パレードの後、ステージのトップバ
ッターはナミさん。京都からのジュゴンや
ミツの「ライジング・サン」では、墨染め
衣の祖牛が太鼓を叩いてデビューした。他
にジュン将軍とサーモンヘッド、アケト、
アシッドセヴンファミリー、タージマハル
旅行団、CCCマントラバンド、久保田麻琴、
ジョン、そしてトリが裸のラリーズ。夜は

真先に誘致に乗り出したのは久志の中年ボ
スたちであり、「枝手久島は生命の恩人じゃ」
と反対に決起したのは久志の老人たち。従
ってここが枝手久闘争の台風の目なのだ。
この日集っていた約３０人の老人たちは、

似顔絵描きの私が惚れぼれするような超漫
画チックな顔ばかり。この老人たちを組織
するために、尼崎の「関西久志会」から派
遣された橋口富彦区長は５０歳、日共の末
端党員だった。博文君が私のことを「ヒッ
ピーといえば、渡り小作人みたいなものよ」
と紹介したので老人たちは納得した。橋口
区長が歓迎の意を表したので、枝手久開拓
のOKが出た。ついでに区長から要望された。
「枝手久もさることながら、若者のいな

い久志部落に仲間を呼んで、老人たちの力
になってほしい」と。まさに渡りに舟だっ
た。
昔は百戸以上あったという久志部落も、

今は約４０戸に８０人足らず。その３分の
２が反対派だった。私たちが借りた小さな
平屋の前に小中学校があったが、約４０人
の生徒は両隣の賛成派の子供ばかり。久志
には３０代の１カップルに幼児が３人だけ。
長年閉ざされてきた血縁共同体内部の膿

が、CTS闘争の傷口から噴出し、血縁憎悪
と種内攻撃の赤裸々な人間ドラマの真只中
へ、何処の馬の骨とも知れぬヒッピー風情
が飛び込んだのだ。その反応たるや輸血の
痙攣にも似て凄まじいものがあった。
事の起こりは１ヵ月後に行われた恒例の

豊年祭にあった。CTS闘争以来、分裂した
久志部落は年中行事を中止したままだった
が、私たちの加入によって反対派が祭りの
準備をしているのを見て、賛成派からも一
緒にやろうと申し出があった。ところがパ
ワーアップした老人たちは「枝手久島を売
ろうという連中と神様が祭れるもんか」と
これを拒否し、代りに反対派村民会議に動
員をかけて派手に祭ったのだ。そのため賛
成派の約１０戸は終日雨戸を閉ざし、口惜
しさに耐えたのだ。
かくて皮一枚でくっついていた伝統の久

志部落会は完全に決裂し、涙ながらの解散
式に立会った私に対して、賛成派のボスは
「こんな過疎の部落へ来て下さったのに、こ
んなお粗末な状態をお見せして申し訳あり
ません」と頭を下げた。
１０月にミオと万葉がやってきて、反対

派住民から大歓迎された。「無我利道場」
（ムガリは島言葉で偏屈者のこと）という看
板を掲げたコミューンには、私とミオの他
に宮崎のやどかり族にいたサトとタマのカ
ップルや、何人かの独身者が同居すること
になった。分裂、対立する狭い部落の真中
の小さな家で、終日注目されている存在だ
けに状況は厳しく、それだけに一日も早く
舟を持って枝手久島に解放区を築きたかっ
た。
その年の暮、本来なら小作人として年貢

を払うべきところを、逆に地主会から米や
乾麺などを贈られた。明けて７６年正月、
反公害宇検村民会議の決起大会では、平田
部落に集まった約３００人の反対派島民を
前に、私は改めて脱ヤマトンチュウの自己
紹介をし、「こうなったら奄美のため生命を
賭けて戦います」などと、調子に乗って宣
誓してしまった。拍手喝采だった。

真白の仏舎利塔にサイケなアレのライトシ
ョー。なおこの祭りは藤枝静樹君が記録映
画に残している。
この花まつりは「ミルキーウェイ・キャ

ラバン」のオープニング・セレモニーでも
あった。トモ（大友映男）が提唱した沖縄
から北海道まで、半年間に渡る日本縦断キ
ャラバンは、沢山の仲間たちが参加して新
しい運動のきっかけになった。ヤマハボイ
コット運動は幕を閉じ、CCC太使館も役を
終えた。そして西表島へはボブとエヘラが、
屋久島の白川山には日吉真夫一家が入植し
た。

［神秘の無人島を探る］
「複合汚染」という言葉が流行した７５

年は、ヒッピームーヴメントが生活に根ざ
すために野に散った転換期だった。
花まつりの後、私は再び沖縄を訪れ、読

谷海岸でミルキーウェイ・キャラバンのキ
ャンプインに参加した後、金武湾を再訪、
安里清信氏にナナオやシウコを紹介した。
５月末、キャラバンと別行動をとった私

は、単身奄美を再訪、新元博文君に枝手久
島へ渡してもらい、ドンという砂浜にテン
トを張って５日間を一人で過ごした。かつ
て周辺部落から小舟で通って耕された段々
畑は、過疎老齢化によって放置され、毒蛇
ハブの棲む緑のジャングルに還っていた。
そもそも前回博文君を訪れた時、「枝手久

島を守る戦いなら、なぜ当の枝手久島に砦
を築かないのだ？」などという素朴な質問
を発したのが事の始まりだった。
「おぬしやってみるか？」と問い返され

て
「えッ !? オレが……ハハハ 面白そうだ

な」と、その時は答えたものの、まさか毒
蛇の無人島に自分が住むことなど考えても
いなかった。しかしこの一言が次第に「オ
レがやらなきゃ誰がやる」という脅迫観念
になってしまったのだ。
５日間の無人島ぐらしは快晴に恵まれ、

焼内湾は池のようだった。すっかり枝手久
島に魅了されてしまった私は、ついにハブ
との共存共生を決意するに至った。しかし
問題は女子供だった。私は以前諏訪之瀬で
出会ったミオを奄美入植の相棒と睨んでい
たのだ。子供が生まれてすぐ離婚したミオ
は当時２３歳、娘の万葉は２歳になったば
かりだった。
私は東京に戻り、ミオにプロポーズし、

キヨシとサチエが経営していた吉祥寺のラ
イヴハウス「カリフラワー」で結婚披露パ
ーティを催し、奄美入植を宣言した。仲人
はその春インドから帰国した三省と順子だ
った。

［無我利道場の創立］
８月初めに奄美入植のため平田の博文君

を訪れた私は、無人島開発のためのベース
キャンプの必要性を語った。翌日彼は小舟
で焼内湾を横切り、対岸の久志部落へ私を
案内し、反対派地主会の集まりに出席した。
久志は三方を山に迫られ耕地が少ないた

め、昔は枝手久島へ小舟で通って農業を営
んできた。そのため枝手久島の３分の２は
久志の私有地か共有地になっていた。CTS
計画が持ち上がった時、村長らと結託して


