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《奄美・枝手久闘争を生きる》
６０年代の反権力闘争は学生と労働者が最
前線に立ったが、７０年安保闘争が敗北し、
高度経済成長がピークに達すると、学生運動
は内ゲバで、労働運動は組合の分裂で、とも
に自壊し、衰退してしまった。
代わって乱開発と公害汚染の７０年代の反
権力闘争は、百姓や漁師などが最前線に立っ
た。地域住民闘争である。そのほとんどが無
残な敗北を喫したが、私が参加した枝手久闘
争は珍しく勝利した住民闘争だった。だがそ
の勝利は「惨憺たる勝利」と呼ばれた。
７６年春、焼内湾の久志海岸に、サトがベ
ニヤとグラスファイバーで制作した真っ赤な
無我利丸が進水し、４馬力の船内エンジンを
轟かせ、「南無枝手久大明神」の幟をはため
かせながら薬玉を割った。岸辺で手を振って
歓声を上げる老人たちと村民会議代表。進水
式は反対運動のデモンストレーションだっ
た。
公民館の祝賀会でもこの日ばかりは私たち
が上座。地主会や村民会議、名瀬久志会、平
田青年部などから数万円の祝儀が寄せられ
た。やがて焼酎が回り、三味線や太鼓が鳴り、
島唄が出て踊りが始まる。熱っぽい南国情緒
が内地で衰弱した脱ヤマトンチュウの感性と
生命力を復活させるのだった。
無我利丸を得て、連日の通船が可能になり、
枝手久島のドンの開墾と家作りは急ピッチで
進んだ。ウルフ、ポン子、ダマリなどの定住
メンバーが参加したのもこの頃だ。橋口さん
らの協力を得て、８月には枝手久砦の落成式
を行い、再び村民会議に祝ってもらった。
最大の試練は砦の落成直後の枝手久祭だっ
た。この祭はＣＴＳ反対派が超部落的に催し
てきた新しい年中行事で、過去３回は青年団

に活力のある平田部落で催されたのだが、こ
の年は無我利道場の出現により久志部落が会
場になったのだ。奄美入植１年、“お祭りポ
ン太”の仕掛けた新しい祭りはどんなものか
と、全国から集まったフリークスは祭当日６
０人を突破。道場は満員となり、公民館を借
り、テントまで張った。（HP ポンの絵 No.８）
狭い部落内にお盆の帰省客とヨソ者ヒッピ
ーがごった返し、夜ともなれば酔っぱらって
堤防にたむろする賛成派の青年たちが挑発の
チャンスを伺い、仲間内の大論争なども続い
て一触即発のピンチに見舞われ、私は緊張の
連続だった。
島人との共同の祭りは、のど自慢や船漕ぎ
競争や相撲大会とカウンターカルチャー系の
祭りとはがらり趣が異なり、面食らった者も
多かった。島人の村落共同体意識が解体と変
革を迫られていたように、ヒッピーのコミュ
ーン意識もまた「自然に帰れ」のユートピア
主義から、「自然を守れ」のボイコット運動
を経て、「人民の中へ」という自己変革を迫
られていた。そしてそれまで無関心だった選
挙にも積極的に参加したのである。そう、奄
美の選挙の興奮は祭りより凄いのだ。
８月末の村議選で久志反対派は橋口さんを
立てて、１００票そこそこの当落を競ったが、
選挙運動中の賛成派のボスの演説は傑作だっ
た。
「久志の皆さん、共産党は枝手久島で鰻の
養殖に失敗したが、ヒッピーの養殖に成功し
ました。これは社会教育上ゆゆしき大問題で
す。なぜなら彼らは以前は諏訪之瀬島をわが
物にせんとして、天下のヤマハと争った札つ
きの悪党なのです。気をつけないと枝手久島
を乗っ取られますぞ！」
９月に台風１７号が凄まじい雨を伴ってト

カラ列島に３日間も停滞し、諏訪之瀬島で
は山津波でロク、シマ、上地夫妻、そして
生まれたばかりのロクの赤ん坊の５人が死
んだ。祝福の島はヤマハ侵略以来、ついに
１０人もが事故死という呪われた島になっ
てしまった。
その月の２７日夜、ミオは自宅で女児を

出産、私は助産夫を務め、我が子をしっか
ありと両の掌で受け取った。久志部落に産
声が流れたのは１０数年ぶりとか。名前は
シヴァ神の妃パールヴァティの別名ウマに
“宇摩”の字を当てた。
父親になった喜びを満喫した希望の朝、

徹夜の漁から帰ってきた仲間たちの第一報
は物凄かった。即ち、隣の徳之島に「核燃
料再処理工場計画＝ＭＡＴプラン」なるも
のが発覚したというのだ。その時はピンと
来なかったが、プルトニウムなる毒物の正
体を知るに及んで、恐怖と怒りがこみ上げ
てきた。
我が子の誕生とワンセットになってもた

らされた悪魔のＭＡＴプランによれば、目
の前数十キロの徳之島に全国の原発から運
び込まれる死の灰は１日５トン、プルトニ
ウムの生産は１日１５キロ、原爆３個分。
深追いしすぎた猟師の悔恨はないが、ピア
ノのヤマハを叩いていたら、何とプルトニ
ウムが出てきやがった。

《連帯と交流を求めて》
コミューン無我利では部落の裏山の段々

畑で野菜は自給できたが、水田はなく、“ア
ブリ漁”という集団網漁も初めの頃は現金
収入がなかった。そこで時々私が九州や沖
縄へ“首狩り”（似顔絵描き）の出稼ぎに行
った。
７７年春、九州住民闘争交流合宿が平田

で催された。３０人近い参加者の背後には
各地域の怨念と怒りがあった。団長格の前
田俊彦さんとは諏訪之瀬以来８年ぶりの再
会だった。
「やあ、君はここにいたのか。良い場所

見つけたじゃないか」と破顔一笑。「わしは
三里塚に自分の場所を見つけたぞ」と意気
軒昂だった。土呂久の菊村司さん、北九州
の村田久さん、指宿の宮里源象さん、水俣
の砂田明さん、いずれも私より年長の菩薩
たちだった。
６月にミオと子供たちをつれて内地を旅

した。水俣では砂田明さんを訪ね、一家水
俣病のオルイ婆さん宅に案内してもらった。
寝たきりの娘と柱に寄りかかった老夫。「わ
しらのために心配してくださっておる全国
の皆さんの御恩は、一日たりとて忘れたこ
とはなかっと。お礼参りもかなわぬ身なれ
ば、テレビを見て皆さんに手を合わせてお
るとですよ」と、苦痛と絶望の底にあるは
ずの文盲の老婆は言った。
名古屋の両親に妻子を紹介し、東京は西

荻の“ほびっと村”にナモが開店したわが
国初の無農薬有機野菜の八百屋“長本兄弟
商会”を訪れた。その頃「ロングヘアーと
ヒゲが安全食品のレッテル」などと言われ
ていた。ほびっと村にはキコリが“プラサ
ード書店”というカウンター・カルチュア
系の書店を開くなど新しい運動拠点になっ
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ていた。
“ジャック”のキヌオの産地直送トラッ

クで、初めて三里塚へ運んでもらい、“労農
合宿所”に住みついた前田俊彦さんを訪ね
た。岩山の大鉄塔が倒され、東山薫君がガ
ス銃で撃ち殺されて２ヶ月、三里塚は騒然
としていた。前田さんに案内されて反対同
盟の戸村一作委員長を訪れ、奄美戦線の報
告をした。東峰の小泉英政君などと知り合
ったのもこの時だった。
その頃、日本山妙法寺の日橋上人など１

０数人のフリークスが、東京から広島へ向
けて平和行進を続けていた。日一日と行進
が膨らむにつれて、各地域の原水協（共産
党系）が行進の後尾にくっついて街頭カン
パを募るなど混乱が生じていた。
私は京都集会に参加して「ドンドン太鼓

を叩いてどこへ行くのだ？」という詩を朗
読した後、神戸集会にも参加して、憧れの
向井孝さんに出会った。神戸からは原水禁
（社会党系）も加わり、原水協と街頭カンパ
を奪い合い、罵声を浴びせ合う泥仕合にな
った。向井さんは小型の携帯用謄写版で刷
り立てのビラを撒きながら行進していた。
いったん奄美へ帰ったものの仲間から呼

ばれ、最終ゴールの広島は似島キャンプ場
に駆けつけた。２００人くらいの行進者が
いたが、日本山系とフリー参加者との分裂
は決定的なものになりかけていた。５日の
全体会議では、翌６日の被爆３３回忌は、
原水協、原水禁をはじめ偽善者の集まりで
ある平和公園のセレモニーを拒否し、この
似島で一緒に祀ろうと決議したのだが、翌
朝早く日本山系の約７０人は平和公園へず
らかってしまった。
グル藤井日達上人の命令とあれば、帰依

した者には逆らい難いことだが、結果的に
は似島に残って供養したフリークスのみな
らず、それからほぼ１０年間、日本山系の
仲間とヒッピー全体との不幸な決裂が続く
のである。

《漁協正組合員の漁師になる》
枝手久闘争の最大の争点は、石油基地の

埋め立てを阻止するための漁業権の確保だ
った。１０数年ぶりに復活したアブリ漁は、
平田部落の網元山下春英夫婦を中心に、Ｕ
ターンした若者やベテラン漁師など約２０
人による集団網漁だった。無我利道場も入
植早々から参加した。
東支那海の落日に向かって湾を出た船団

は水深４０メートルくらいの海域で待機す
る。（HP ポンの絵 No.２６） その間、灯
船が水中電灯（昔は松明）でムロアジの群
をアブル（集める）。魚群が光に狂って踊り
出したら、四つの伝馬船から海底に沈めた
四つ張りの網の上に、それを誘導して号令
と共に引き上げるという原始的な漁法であ
る。
せっかく集めた魚群にサメやエイが乱入

したり、潮の流れが速くなって網が流され
たり、勝負は水もの、海上ホテルで泊まる
だけのムナ（空）アブリの日もあれば、大
漁旗を翻して意気揚々と帰り、三々五々に
車や船や耕耘機まで使って、近隣部落へ直
売して廻ることもあった。

をミオは指摘し、糾弾したのだ。
とはいえ男女関係を止めても、お互いに枝
手久闘争の現場を逃げる訳にはいかないこと
は百も承知だった。従ってそれは無我利コミ
ューン内部の関係性革命だった。私たちの核
分裂は連鎖反応を起こし、無我利へ来たカッ
プルも次々と分裂した。奄美には姉妹神（お
なりがみ）信仰やノロやユタの女性シャーマ
ニズムなど、女たちをパワーアップさせる精
神風土があるようだ。
７９年夏、沖縄の金武湾照間において「第
１回琉球弧住民闘争交流合宿」が開催された。
金武湾には三菱の銀色のＣＴＳタンクが林立
し、当日は日米合同軍事演習が行われ、巨大
な軍用ヘリコプターの轟音の下で開かれたシ
ンポジウムは、まるでゲリラの作戦会議のよ
うだった。この頃から南西諸島という本土主
体の名称を廃し、“琉球弧”という言葉が住
民運動の中から積極的に使われ始め、「へだ
ての海を結びの海へ」がスローガンになった。
ちょうどその頃、大阪釜ヶ崎からアシュラ、
トミさんなど男女約１０名が無我利を訪れ
た。そしてこの時初めて久志部落の沿岸道路
の両端を地元警察が張り込んだのである。折
から焼内湾は県の水質調査がいつ強行される
か予断を許さず、村民会議は実力阻止を決議
し、アブリ船団は臨戦体制を敷いていたのだ。
追い詰められたのは橋口さんだった。日共
の議会主義路線に従うか、現地の実力阻止路
線と共闘するか、そのギリギリの選択を前に、
橋口さんは大時化の中を釣客の救助に行った
まま不帰の人となった。
悲しみのうちに村民会議葬を済ませた翌

日、事もあろうに海上保安庁の巡視船“あま
み”が、焼内湾の水質調査にやって来たので
ある。
橋口さんの弔い合戦とあって、アブリ船団
を主体とする１０隻の監視船団はあまみを囲
んで激しく詰め寄り、竹竿で船体を叩き、隠
し撮ったフィルムを抜き取り、ついに一滴の
水も調査させることなく焼内湾から追っ払っ
たのである。
この実力阻止闘争の勝利は決定的なものに
思えた。だがとんでもない形で報復が見舞っ
た。僅か半月後、東京の東燃本社へ抗議デモ
に押しかけた関東奄美青年部と支援者４０人
全員が、建造物不法侵入で逮捕されたのだ。
村民会議は博文と私を東京に派遣し、救援
対策に当たらせた。私たちは救援連絡センタ
ーや東大自主講座などの協力を得て、救援対
策と反弾圧集会を準備した。半月後の１２月
１５日、池袋豊島公会堂には千人を超す参加
者が集い、村民会議事務局長が「我々は奄美
人自らによる奄美史の主人公になるのだ」と
決議文を宣言し、満場の拍手を浴びた。
かくて我々はこの弾圧を「イタチの最後っ
屁」と解釈し、勝利への確信を深めた。事実、
東燃は枝手久を諦めたのか、下北半島六ヶ所
村の国家備蓄基地の工事を請け負っていた。
しかし何ひとつ喜べない理由があった。年
末に“日本原燃サービス”の社長に九州電力
の副社長が決定し、ＭＡＴ計画が大きく浮上
したことを九州版の新聞は大々的に報じてい
たのだ。「ひょっとしたらイタチの最後っ屁
ではなく、予防弾圧ではないのか」という疑
惑があった。

山国育ちの私はハタチ過ぎまで海らしい海
を知らず、病弱のためカナズチだった。泳げ
ない者にとって夜の海は恐怖そのもの。やら
なくても済むことならやりたくなかった。し
かし「生命を賭ける」と誓ったからには後へ
は引けなかった。秋から冬にかけて、時化の
時には「板子一枚下は地獄」に戦慄したもの
だ。
アブリ漁が本格操業したのは入植３年目、

コミューンから毎晩数人が出漁して、生計の
大半を賄い、私の出稼ぎも必要なくなった。
７８年正月、ＣＴＳ闘争勃発以来、凍結さ
れてきた宇検村漁協の組合員資格審査会が行
われた。それまでの正組合員比は賛成派約６
０人、反対派約３０人で、「漁業権放棄」成
立の３分の１をぎりぎり確保していた。
ところが漁協審査会は正組合員資格の「年
間９０日以上の操業」を満たしているにも関
わらず、無我利３名（ウルフ、ダマリ、ポン）
を「彼らは海岸でクソをたれるなどの精神的
浮浪者である」という理由でボツにしたのだ。
この「ヨソ者差別」に対して激しい批難が起
こり、ついに枝手久闘争は初の裁判闘争に突
入したのである。宇検村漁協を相手どったこ
の漁業権裁判は一名“クソ裁判”と呼ばれた。
この漫画チックな情況を世に報らせんもの
と、無我利道場は機関誌『魚里人』（いざと
んちゅう）を発行した。Ａ５版、全頁手書き
の８８頁、印刷、製本などは国分寺の“ＣＣ
Ｃ印刷”のダウが全面的に協力してくれた。
（HP ポンの絵 No.９）
７８年夏は「琉球処分百年」と「奄美復帰
２５周年」の２本立てで、第６回枝手久祭を
平田で催し、沖縄からは金武湾反ＣＴＳ闘争
の平良良昭代表がやってきた。３百数十年前
に開始された薩摩の植民地支配以来、沖縄と
奄美が人民レベルで運動の連帯を勝ちとった
のは、これが初めてのことだった。
夜の部では歌劇舞踏派「無我利座」の「珍
説浦島太郎」を上演、玉手箱から出た火種で
ハリボテの石油タンクが燃え上がった。潮の
満ちた海上ステージから砂浜の観覧席までの
花道には、バナナやビロウの葉を飾り、笑い
声と拍手と歌声が沸き上がる南の島の夢のよ
うに美しい世界だった。
９月７日、ミオは私の２人目の娘を自宅出
産。仏典『維摩経』から維摩の名をもらった。
さて「クソ裁判」は、村内反対派から百万
円近いカンパを得て、１年近く争われた結果、
漁協側が無我利３名を準をとばして正組合員
として認めたことで和解成立、漁業権は無事
キープされた。

《歓声も祝福もない勝利》
７８年秋にはエーキとタカオという定住ス
タッフが加わり、無我利のメンバーは増加の
一途、一方平田の青年たちが再度出稼ぎに去
ったことから、伝馬船をモーターボートに近
代化したアブリ漁は、無我利が中心になった。
７９年春、『魚里人』２号を発行した頃、

ミオから離婚話が出た。結婚４年目、２人の
娘をもうけ「ポン一家」のような無我利体制
が確立した頃だ。既に料理、洗濯、育児など
は男女平等を実践していたが、コミューン運
動「部族」の延長線上にある私の内部には、
マッチョなヒエラルキーが潜在していること


