
（８）なまえのない新聞 No.159／2010年３・４月号

〔徳之島の反核戦線〕
戦後の焼野原からたった３５年で、日本の
自動車生産台数はアメリカを抜いて世界一と
なった。この奇跡の経済大国が総力を結集し
た「日本原燃サービスＫＫ」が、８０年３月
に正式に発足し、核サイクルの要である「核
再処理工場の用地決定３年以内、着工８５年、
完成９０年を予定」と発表した。
候補地には北は奥尻島や下北半島、南は西
表島や長崎の離島などが噂に上がっていた
が、「ＭＡＴ計画書」なるものが存在するこ
とから、徳之島が最有力候補と見なされた。
ヤマハや東亜燃料など一企業と県政レベル
の相手と異なって、今度の敵は国家権力をバ
ックにつけた巨大プロジェクトである。この
日の丸印の巨大モンスターに呑み込まれよう
としている徳之島は人口３万数千人。その９
割近くがキビ単作農家だが、数千頭の闘牛と
選挙トトカルチョは有名。バクチ好きで血気
盛んなことは琉球弧でもナンバーワンだ。
しかしその楽天性故に、全島山林の半分以
上が国有地にされ、ＭＡＴ計画の予定地は土
地ブローカーに買い占められ、水利権は九州
電力に、地下採掘権は秩父セメント一派に握
られている。更に国営農地開発の美名の下に
大手ゼネコンが入り、道路、港湾、ダムなど
の基盤工事が急ピッチに進行中と、ヤマトン
チュウにやられっぱなしである。
４年前のＭＡＴ計画発覚時、猛烈と起こっ
た反対の声も、東燃を誘致した自民党ボスの
保岡興治に丸め込まれ「島ぐるみ反対だから
大丈夫だ」という楽観ムードに支配されてし
まった。だが「島ぐるみ反対」などあるはず
がない。誰かが「丁！」と言えば、必ず誰か
が「半！」と言うことは、島ぐるみ承知だ。
反対と賛成に分裂、対立していないというこ
とは、まだ戦線構築がなされていないという

ことだ。従って敵が大金をばら撒いてバラ色
の夢を売りつける前に、徳之島に乗り込んで
島人と心を通わせ、カネにもモノにも騙され
ない予防戦線を構築しておかねばならない。
７月末にＭＡＴ計画に対する戦線構築をテ
ーマに、「第２回琉球弧住民闘争交流合宿」
が「第８回枝手久祭」を兼ねて、平田で催さ
れた。（HPポンの絵No.10）この祭りでも劇
団無我利座は海上ステージを賑わした。村外
からは金武湾の安里清信さん、沖大元学長の
新崎盛暉さん、西表のボブ、そして水俣や三
里塚の代表など100人以上。ハイライトは徳
之島伊仙町から駆けつけた三長老、その招待
に応じて約20人が徳之島へ視察に行った。
折から徳之島３町は町長と町議のダブル選
挙に沸き上がり、派閥や党派を超えたつき合
いなど不可能だった。そこで私たちは三長老
が反保岡派であることから、伊仙町は芳倉陣
営に加わり、秘かに選挙を応援し、芳倉町長
誕生と同時に伊仙町に空き家を借り、そこを
キビ刈り援農の拠点と定め、多様な市民運動
のミニコミに「徳之島反核キビ刈り祭り」な
るキャンペーンを張った。
９月にはキビ刈りキャンペーンのため久々
に内地を訪れ、信州八坂村の新住民である遊
学舎、喜多郎、セヴン、キヨシ、カヨなどが
主催した「ヤポネシア文化会議」に参加した。
このイベントで私は初めて吉福伸逸と会い、
そこから青ちゃん、竜宝、斉藤次郎などの高
円寺「Ｃ＋Ｆコミュニケーションズ」との交
遊が始まったのだ。
さて、伊仙町のキビ畑の中に借りた一軒家
を、援農団の共同生活の場「八分族」と名づ
け、１２月から４月までの５ヶ月間、どれだ
けの仲間を集められるかが勝負だった。キビ
刈りはきつい仕事だ。刈り取ったキビの葉を
そぎ落とし、束にして運ぶだけの単純な肉体
労働だが、亜熱帯地方の冬は雨が多く、雨合

羽を着ての作業は相当な体力を要した。し
かし朝の出がけにガンジャを一服すれば苦
労はなかった。常時２，３０人の雑居コミ
ューンは焼酎が回れば飯場のごとしだが、
ガンジャが回れば祭り三昧のアシュラマだ
った。
結局５ヶ月で１００人を越す若者が入れ

替わり立ち替わりやってきて、島人と交流
し反核を語り合った。シーズンが終わり、
八分族は解散したが１０数人の仲間が根づ
いて、島人との反核戦線を構築していった。
私と別れたミオは年下のタカオと結ばれ、

私は２１歳の生意気盛りシフラとくっつい
た。

〔奄美独立革命論〕
新元博文が世間の物笑いを覚悟の上で

「奄美独立論」を執筆するから、私に「奄美
革命論」を書かないかという。そして『奄
美独立革命論』として出版しようというの
だ。
博文の独立論は「島の生活の全てが月の

サイクルで動き、女性が主権を握っていた
時代から、西洋の太陽暦に代わるに従って
奄美は狂った。多数決による民主制から諸
悪の根源である天皇制まで、力による男性
原理では奄美はヤマトに勝てない。奄美の
戦いは『弱い子や出来損ないの子ほど可愛
い』という母性原理の戦いである」という
のがテーマだった。これを受けて私の革命
論は、ヤマトンチュウの自己批判から発想
せねばならない。
なぜなら明治維新は薩摩藩と長州藩が主

力になって行われたが、薩摩藩の軍資金は
植民地奄美からの黒糖収奪によって賄われ
たのだ。従ってヤマトの近代化とは奄美人
民の血と汗と涙の結晶であり、その悲惨な
生贄の上に今度は核の呪いがかけられよう
としている。
ベトナム戦争が激化する頃、ゲイリー・

スナイダーが「私は必ずや私の内なる白人
を絞め殺さずにはおかないだろう」と誓っ
たように、被差別ベルト地帯琉球弧の奄美
に入植したヤマトンチュウとして、私もま
た内なるヤマトとの対決は不可避だった。
そのゲイリー・スナイダーが５月、妻マ

サの沖縄への里帰りの折、２人の息子と共
に無我利道場を訪れて３日間、１２年ぶり
の再会を楽しんだ。「日本は豊かだ。アメリ
カのミドルクラスより日本の一般市民の方
がモノを持ってるようだ」という。「ジャパ
ン・アズ・ナンバーワン」と言われた年だ。
「もう一度インドへ」という私にゲイリーは
「もうひとつの貧しい国アメリカを見てごら
ん」と誘ったが、足が向かなかった。
『奄美独立革命論』は９月末に三一書房

から出版された。東京、大阪、名瀬の３カ
所で出版記念パーティが催され、各々数１
０名が出席した。東京では新生ベラウ共和
国のノーマン・ベドール弁護士が出席し、
ベラウ国歌を歌い、日本のベラウ大使館を
奄美に置きたいとスピーチして我々をびっ
くりさせた。人口１５，０００人のベラウ
がアメリカに抵抗して独立を勝ちとったと
いう事実は、琉球弧にとってこの上ない激
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励だった。
さて、徳之島決戦を前に、当然警察にも

読まれているであろう『奄美独立革命論』
という逆説とはったりに満ち充ちた本を、
私は獄中の過激武闘派の戦士たちに贈呈し
た。
私たちがヤマハボイコット運動をしてい

た７４年、「東アジア反日武装戦線」を名乗
る３つのグループによる連続企業爆破事件
があった。侵略企業を敵に回して戦ってい
るという共有性はあったが、戦略戦術の極
端な相違が、共感どころか拒否反応をもた
らし、当時カウンターカルチュア側で彼ら
の問題提起を真面目に受け止める者はいな
かった。非暴力と愛を運動の目的と手段に
しているヒッピームーヴメントにとって、
革命という目的のためテロという手段を肯
定するラディカリズムそのものが時代錯誤
に思えた。
しかし奄美戦線に参戦したヤマトンチュ

ウとして「反ヤマト」の命題に向かった時、
私は東アジアへの連帯を求めて「反日」を
名乗った武装グループに興味を持った。そ
こで彼らを支援している「反日支援連」が
発行しているパンフなどを読み、思想信条
を研究した。
そして挫折したとはいえ狼グループの最

初のターゲットが、第２次大戦の超Ａ級戦
犯天皇ヒロヒトの暗殺に向けられていたこ
とを知って激しいショックを受けた。２千
万人を越すアジア人民を虐殺しておきなが
ら「一億総懺悔」の無責任を決め込んだ日
本国民の中に、自らにオトシマエをつけよ
うとした戦後世代が現れたこと、その倫理
性に驚いたのだ。そしてマスコミの「爆弾
マニアの無差別テロ」という過激派キャン
ペーンに騙されて、彼らを偏見と独断で見
ていたことを反省した。
私の『奄美独立革命論』の贈呈に対して、

獄中の死刑囚「狼」の大道寺将司君、益永
利明君、無期懲役囚「さそり」の黒川芳正
君などから熱い共感の手紙が届いた。そし
て３月下旬、東京地裁の最終意見陳述公判
を傍聴した私は、ゲリラ戦士たちと目差し
の連帯を果たした。

〔バクトリ（爆発物取締罰則）事件〕
８２年４月、私は反ＭＡＴ計画の情宣の

ため英文ビラを作って、シフラと東南アジ
アの旅に出た。アジアは何処も日本製品が
氾濫し、経済侵略の物凄さを痛感した。７
月にはシフラと別れ単身インドへ渡り、翌
８３年４月に帰国した。（この旅については
HP「古き良きインドの大麻行第２部」参照）
首相の座には「巨悪」と形容された中曽

根康弘が坐ったが、核再処理工場の用地決
定は一年後に延期され、肩すかしを食らっ
た。しかし危ない状況が発生した。バクト
リで指名手配中のカップルが逮捕されたの
だが、そのうち女性の方は数年前無我利道
場で匿っていたことがあるのだ。
そこで私は５月に上京した際、改めて新

橋の救援連絡センターに挨拶すると同時に、
東京拘置所の反日戦士たちと面会しておい
た。７月になって無我利道場に警察の張り

それに携わっている人たちはごく一般の市民
であり、あくまでも非暴力直接行動によって
死刑・重刑を阻止しようというリベラルな市
民運動である。
１０月１０日、東京都勤労福祉会館にて反
日支援連主催の「ＦＲＥＥ ＴＯＫＹＯ５」
という集会が行われ、私はこの集会のゴール
デンタイムを３０分もらってパフォーマンス
を企画した。題して「反日武装戦士列伝」。
天皇ヒロヒトの暗殺を企てて失敗したテロリ
ストたちのオンパレードである。
たった３０分のステージに無我利の子供た
ちを含めて出演者３０数人、アカネが演出を
買って出てくれたので、ターゲットであるヒ
ロヒトには私自身が扮することにした。
警官と右翼が包囲する会場には約３００人
の左翼とアナーキスト、ヒッピーが少し、ヒ
シヒシたる緊張感の中で、午後１時オープン、
スライド、シンポ、弁護団報告、獄中アピー
ル、音楽などあってトリが私たちのステージ
だ。中央の白馬に乗ったヒロヒトめがけて難
波大助、朴烈、金子文子などの戦士が次々と
攻撃を仕掛けて失敗するのだが、悪乗りした
役者たちの暴走が相つぎ、火気厳禁のホール
で日の丸の旗を燃やしたり、スクリーンに血
糊をぶっかけたり、はては狼に扮したパンク
の若者たちが松明を持ち込むありさま。火災
報知器がサイレンを鳴らし、もう少しでスプ
リンクラーが会場を水びたしにするところだ
った。
しかしラストシーンはロックンロールに踊
り狂ったヒロヒトが演壇から転落し、血まみ
れになってのたうち回って悶絶するという演
出がズバリ決まった。山口富士夫のハードな
ギターに負けじと、七転八倒して踊りまくっ
た私は心臓が止まるかと思った。それは吐血、
下血を100日余も続けて悶死した昭和天皇の
死を予告していたともいえよう。観客には大
いにうけたが、実行委には楽屋でチャラスを
吸いまくっていたことがバレて糾弾されたり
スクリーンの弁償など後始末が大変だった。
それから１ヶ月後、千駄ヶ谷区民会館にて
バクトリ救援会主催の「爆裂弾伝説」という
集会があった。（HP ポンの絵 No.12） 詩
人秋山清、向井孝、池田浩士、新元博文の諸
氏をゲストに、道庁爆破事件の大森勝久君の
救援アピールや法廷劇などを行った。
バクトリは百年前、まだ大日本帝国憲法す
らない時代、加波山爆裂弾事件に恐れをなし
た明治政府が、太政官布告として法制化した
最も残酷でデッチ上げの容易な悪法中の悪
法。
加波山事件や秩父困民党事件など自由民権
運動は、民衆の武装蜂起にまで高揚しながら、
急激に鎮圧、解体されてしまった。そして天
皇制国家による他民族侵略と収奪を自明のこ
ととし、これに協力するまでに敗北し、反革
命化してしまったのである。
アジアの発展途上国を底辺に敷きつめ、そ
の搾取と収奪の上に一億総中流意識を形成
し、差別意識を増長させてきた日本国民とは、
百年前に自由も民権も獲得できなかった奴隷
頭にすぎない。それに気づいたのは奄美の
「反ヤマト」の闘いであり、アジアの「反日」
の旅だった。

込みが開始され、９日目に10数名の警官が
家宅捜査に入った。理由は「被疑者Ｎが爆弾
犯人を無我利に連れてきた」ということだっ
た。当日は全国１０数カ所の同時ガサだった。
この分では私の逮捕は時間の問題だと思っ
たので、無我利をでて北へ向かい、札幌拘置
所で道庁爆破事件の容疑者大森勝久君と面会
した。本人はでっち上げだと主張していたが、
一審では死刑判決が出ていた。
この間に被疑者Ｎなど３名がバクトリ９条

（犯人隠避、蔵匿罪）で逮捕された。そして
９月末、東京で行われた「反バクトリ弾圧集
会」に出席した私は、帰路新宿路上で待ち伏
せしていた１０数名のデカと、活動家仲間た
ちに両腕を引っ張られるというドラマチック
な逮捕劇を演じた。
麹町署での取り調べはナミという女性に絞
られたが、私は知らない、憶えがないで通し
た。しかし法廷で証人として顔を合わせ「ポ
ンさんごめんなさい！」と泣かれると「やあ
ナミちゃんじゃないか、苦労したんだろう
ね！」などと言ってしまった。
東京拘置所へ移管されて４ヶ月間、酒もタ
バコも大麻もない獄中生活を経験した。救援
は奄美からミオとシフラが交代で上京して、
面会や差し入れをしてくれた。別れた女たち
に救援をしてもらうことは男冥利につきた。
そしてパクられる前に面会しておいた獄中の
反日武装戦士たちとの文通は、まるで獄中コ
ミューンのような精神空間をもてた。
８４年３月に出所して、４月に東京地裁で
論告求刑公判があった。最終意見陳述は詩の
形で「はからずもバクトリ百年の末席の末席
に、九条違反のカドで連座させられ、本日め
でたく求刑一年を食らったことは、我が身の
光栄といたすところ、光栄とは即ち遺恨‥‥」
とバクトリ批判をした後で、「日本など爆破
しちまえ、バクトリ百年、ボム ボン ポ
ン！」とやった。舟木弁護士が「死刑になっ
ても知らんぞ」と苦笑したが、３年の執行猶
予がついて結審になった。
時を同じくして、日本原燃サービスＫＫは
核再処理工場の用地を、下北半島六ヶ所村に
決定した。本命と目された徳之島は最初から
ダミーだったのか。だとすれば予防闘争に明
け暮れた私たちは何だったのか。なお東亜燃
料は宇検村役場に対して、枝手久島石油基地
計画の撤退を表明し、「迷惑料」として３億
円を上納した。
一方アブリ漁は人手不足と不漁のため大型
機械化したが、ヤマトのトロール漁の乱獲に
よって黒潮の資源は枯渇し、アブリ組合は莫
大な借金をかかえて倒産した。

〔獄中者支援・救援運動〕
バクトリ裁判が結審した夜、古巣のほら貝
で馴染みのミチに会って意気投合。私として
は奄美から石油も核も撤退した以上、獄中で
世話になった救援運動に微力ながら恩返しが
したかった。そこで国分寺にアパートを借り、
ミチの世話になりながら、とりあえずその年
の秋に予定されている２つのイベントに協力
するため、「反日支援連」と「バクトリ救援
会」のメンバーになった。
ウルトラ過激派の支援・救援といっても、


