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 小説「東京プリズン」で東京裁判を取り上げ、新書『愛と暴力の戦後とその後』で

は戦後史と格闘した作家、赤坂真理さん。『昭和天皇』『滝山コミューン一九七四』『知

の訓練』などの著作で天皇と祭祀、学校と儀式を考察する明治学院大教授（日本政治

思想史）、原武史さん。日本記者クラブのシリーズ企画「戦後 70 年 語る・問う」の

皮切りに二人が語り合った。天皇から始まり、女性、アメリカ、暴力、団地、学校、

民主主義、郊外、鉄道さらに高速道路とトピックは縦横無尽に広がった。正面から語

られることが少ないテーマ。見落としがちな切り口。戦後日本の構造と根源を探る対

談となった。 
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司会（会田弘継・日本記者クラブ企画委員長） 

皆さん、こんばんは。雨の中、きょうは日本記

者クラブへお越しいただきましてありがとう

ございます。日本記者クラブは、戦後７０年に

あたる来年夏ぐらいまで、およそ 1年をかけて、

「戦後 70 年 語る・問う」というタイトルで

戦後を考える一連の研究会をやっていこうと

思っています。その第 1回がきょうのこの催し

です。 

この企画は、戦後 70 年をどういうふうにわ

れわれがみたらいいのか、日本記者クラブの会

員である記者が参加して行うのですが、きょう

は会員だけでなく、一般の方にも公開すること

にしました。 

本日のゲストは、作家の赤坂真理さん、それ

から明治学院大学の原武史教授です。皆さんよ

くご存じだと思いますけれども、このお二人、

まさにきょうの企画にぴったりだと思います。 

赤坂さんは、5月、ここにあります『愛と暴

力の戦後とその後』（講談社現代新書）、こう

いう本を出されました。まさに戦後というのが

この中に入って、なかなかすばらしい。僕も読

みましたけれども、大変おもしろい本です。 

原さんはたくさん本を出されておりまして、

最近の一つはこれです。7月に出た『知の訓練

－日本にとって政治とは何か－』（新潮新書）。

これは特に戦後だけというわけではないです

けれども、原さんのご研究は私がみるところ近

代史、近代の話ですから、その中で近代は大き

く 2つに分かれるというか、われわれが戦後を

考えるときに重要な問題をたくさん研究され

て書かれていると思います。 

私は司会を務めますクラブ企画委員長の共

同通信の会田です。本日の進め方は、基本的に

はお二人の対談ということで、お二人で話を進

めていただこうかと思っています。 

まず赤坂さんから、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

戦後民主主義教育の暴力性みたいなもの 

赤坂 

 

赤坂真理 赤坂真理です。今回、私がここで

何かを話してほしい、単独で、と言われたんで

すけど、私がどうしても原武史さんとお話をし

たいとお願いをいたしまして、こういうふうに

実現をいたしました。原さんはいま評判の『昭

和天皇実録』を、読み込む委員？ 

原武史 いや、委員じゃないです。 

赤坂 でも、幾人かの選ばれた人が読んでい

るのですよね。60 巻あって、大変お疲れのと

ころをいらしていただいて、感謝しています。

おそらく原さんにしか指摘できない、びっくり

なポイントというのもあったらしいので、ぜひ

伺ってみたい。 

原 ああ、そうですか。じゃあ、そこから行

きますか。 

赤坂 その前に、戦後 70 年というタイミン

グでぜひ原さんとお話ししてみたかったわけ

を述べさせてください。 

私は戦後民主主義教育の暴力性みたいなも

のを『愛と暴力の戦後とその後』という本に込

めたんですけれども、戦後民主主義教育はもち

ろん平和憲法を護持して、平和を旗印として、

というものだったんだけれども、それが暴力を

封じたがゆえに暴力的だったという体感を私

は持っていて、でもそれはとても言いにくい。

政治的に言いにくく、言語化もしにくいところ

でした。原さんはその点をご自身の体験の『滝

山コミューン一九七四』（講談社文庫）でやっ

ていらして、私よりも生育環境が端的な場所で、

それがとてもうまく書けていたので、そこの部

分が共通する直感みたいなものがあったので、

原さんとぜひ戦後のことについてお話しして

みたいと思っていました。 

原 ありがとうございます。で、どっちから

行きますか。 

赤坂 どうしましょう。 

原 『実録』からですか。 

赤坂 話しやすいほうで。 
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原 まあ、読んだばっかりなので、『実録』

のほうが結構頭の中に……。 

赤坂 はい。じゃあ『実録』から。 

原 すでに、（９月）９日の朝刊でいろいろ

出ましたよね。全部ごらんになったかどうかわ

かりませんけれども、社によって報道の仕方が

違っていたように思います。例えば全国紙の朝

日、毎日、読売は、人海戦術でかなりの記者を

動員したわけですよ。紙面をたくさん割いて、

読売はいまだに朝刊で毎日やっていますよね。

多分あれがしばらく続くんだろうなと思いま

すが。 

ただ、多くの新聞の報道は、いままでわかっ

ていることも含めて、一切合財、見境なく投げ

込んでいる感じがする。あそこまでやられちゃ

うと、一体どこが新しくて、どこがいままでわ

かっていることなのか、逆にわからなくなって

いる感じがするわけですよね。 

その点、今回の新聞の中で、ある意味で突出

していたのは日経だと思うんですね。日経はも

ちろん経済新聞ですので、もともとそんなに紙

面を割けないという事情があるわけです。やっ

ている記者も、他紙に比べれば非常に少ないん

ですね。もっと言っちゃうと、ほとんど一人で

やっているんです。一人でやっていて、その一

人の能力は非常に傑出している。 

というのは、その記者は、例の「富田メモ」

をスクープした記者なんですね。私自身がもと

もと日経の記者をやっていたということもあ

って、その記者とは結構親しいんです。その記

者が今回、1面と社会面で、一点勝負に出たん

ですけれども、それは太平洋戦争末期、終戦の

直前に、実は天皇が、香椎宮と宇佐神宮という

九州にある 2つの神社に、敵国の撃破を祈らせ

ていたというのが初めてわかったんです。 

赤坂 それって、歴史の趨勢からすると矛盾

がり、その天皇の行動は謎だ、と先日、原さん

は私におっしゃっていました。その謎に惹かれ

ます。 

原 そうです。それは、鈴木（貫太郎）内閣

の時代ですけれども、天皇自身はもう早期の戦

争終結に向かって固まっていた時期です。 

ところが、いま言ったように、この 7月の末

から 8月の初めにかけての時期に、もう土壇場

じゃないですか。原爆が落ちる直前ですけれど

も、九州まで──九州まで行くというのは大変

なんですよね。当時、もう空襲が頻発して、予

定よりも遅れているんだけど、それでも行くん

です。それでも行って、神功皇后を祭る香椎宮

と、応神天皇を祭っている宇佐神宮、この 2

つの神社に、かなり強い調子で、それまでにな

いような強い調子で敵国撃破を祈る。客観的に

みると無謀としか思えないようなことをやっ

ているわけです。これが今回、『実録』を読ん

だ中での最大の謎だと思ったんです。 

 

昭和天皇はなぜ終戦直前、九州で戦勝を

祈らせたか 原 

 

赤坂 講和に向かいながら、強い調子で戦勝

祈願をしに行く。それも、女神と皇后を祭って

いるところに行きますよね。 

原 女神はアマテラスですね。アマテラスは

伊勢神宮じゃないですか。伊勢神宮はそれまで

も実際に天皇自身も行っているわけです。開戦

の 1年後にみずから行っていますけれども。そ

れまでの行動パターンであれば、もしそういう

ことをやるのであれば、伊勢神宮に行かなきゃ

いけないんですよ。実際、1945 年になっても 4

月に高松宮を伊勢神宮に派遣して、やはり戦勝

を祈らせました。 

ところが、この土壇場になって伊勢神宮じゃ

ない神社に行くわけですね。それまでの天皇の

行動パターンでは説明できないことをやって

いるんです。 

それは天皇自身の本当に意思だったのか。天

皇自身が主体的にそういうことを考えてやっ

たのかというところに疑問符がつくわけです。

そうでないとするならば、それは別の誰かの意

向なんじゃないか。天皇といえども逆らえない

誰かの意向じゃないか、というのが僕の推理で

してね。それは誰なんだ、ということになるわ

けですよ。 

それは皇太后じゃないか、母親じゃないかと
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思っているわけです。昭和天皇にとって母親、

貞明皇后の存在というのは、神に次ぐ者だった。 

侍従次長の木下道雄が書いた『側近日誌』が

あるんですけれども、その『側近日誌』の中に

出てくるのですが、戦争に負けた後に、11 月

23 日に新嘗祭があるんです。戦後初の新嘗祭

です。このとき非常に天皇は体調が悪かった。

だけど、その体調悪いのを押して、新嘗祭を自

ら行ったんです。 

その前日に、「神に対し大宮様に対し、又国

民に対し、是非明日は祭に出る」と言っていて、

大宮様というのが実は母親のことなんです。だ

から、最初に神に対する意識があって、2番目

に出てくるのは母親に対する意識です。国民は

3番目です。これが非常に象徴的です。 

赤坂 その戦勝祈願は、趨勢からみると明ら

かに矛盾していて、ほかの読んだ方とかは指摘

ができていないと思うんです。 

原 誰も指摘しませんでした。 

赤坂 ですよね。明らかに矛盾した行動なの

に。 

原 今回の『実録』の読み方というのは、か

なり学者によって違うんですね。だから、どの

新聞が誰を使っているかという、それによって

随分違ってくるわけじゃないですか。 

ＮＨＫは、日大の古川隆久さんを使っていま

したけれども、古川さんの今回の基本的なスタ

ンスというのは、「新しいものは何もなかった」

と言っているんです。 

要するに、これまで研究し尽くされてきたこ

とが確認できただけであって、それ以上のもの

はないと、このようにおっしゃっていますけれ

ども、私は今回の『実録』というのはそんなも

のじゃないと思っているんです。よく読んでみ

れば、新たな事実が隠れている。それを注意深

く読み取っていく作業が必要でね。そのために

は、まだまだ時間が必要。2週間ぐらいで全部

出てくるわけ、ないんですよ。 

赤坂 ですね。 

原 これからまだ多分出てきます。 

赤坂 原さんのように直感的に補助線を引

ける方でないと、ちょっと読み解きにくいのか

なというふうに、私はここだけで感じました。 

 

お濠の内側の向こう側の生活がかなりわか

った 原 

 

原 いままでの昭和天皇研究は、主に天皇の

政治的な側面を中心とした研究だったんです。

いわばお濠の外側の見えている公的なという

か、その面だけを追求してきたと思うんです。

だけど当然、天皇の全生涯というか、全生活は、

そういうところだけで成り立っているわけじ

ゃないでしょう。 

赤坂 はい。 

原 われわれに見えない世界があるわけで

す。お濠の内側の向こう側の世界があって、そ

こで例えば一体何を日々祈っているのか。ある

いは、どういう私生活を送っているのかという

のはよくわからなかった。そこが今回の『実録』

が公開されることで、かなりわかったんです。 

赤坂 あ、そうですか。 

原 例えば戦時中に天皇がどういう生活を

していたのか。ミッドウェー海戦の後も結構、

のんきなというか、戦局はもうあそこで完全に

逆転して、あとは負け続けるわけじゃないです

か、実際には。だけど、意外と 1944 年ぐらい

までは、何かのほほんとしているんです。映画

も、勝ち続けているときの映画を相変わらずみ

ていたりとか。 

赤坂 あと、ディズニー映画とか……。 

原 それはもうちょっと前なんです。あれは

子どもたちが宮中に来たときに一緒にみたり

するんです。 

赤坂 占領したところから持ってきた。 

原 グアムからね。グアムを占領すると、侍

従武官がグアムからアメリカの映画を持ち帰

るんです。 

赤坂 それを見ていた。 

原 子どもたち、娘たちと一緒に見せて、家

族で団欒なんですよ。 



5 
 

赤坂 割とシュールな光景ですよね。 

原 そういうのを何回かやっていて。 

あとは、御文庫というのを作るんです。防空

施設つきの天皇の住まいを新たに作って、そこ

にある時期から移り住むんです。空襲に耐えら

れるような、かなり頑丈な鉄筋コンクリートづ

くりのものです。そのときに一緒にプールまで

作るんです。プールを作って、泳ぐんです。夏

から秋にかけて。これは 1944 年までずっとや

っていた。実際にはどんどん負け続けているの

に、皇后と一緒にプールとか、娘たちと一緒に

プールとか、水泳で体力つけるとか、そういう

ことを定期的にやっていました。 

 

映画『太陽』（The Sun）は雰囲気をとらえて

いるか 赤坂 

 

赤坂 「The Sun」（邦題「太陽」、2006 年

日本公開、アレクサンドル・ソクーロフ監督、

イッセー尾形が終戦前後の昭和天皇を演じた）

という映画は、割と雰囲気をとらえているのか

しら。 

原 「The Sun」ですか、イッセー尾形の。 

赤坂 はい。 

原 どうですかねえ。あれも想像でかなり補

っているでしょう。一番、印象的だったのは、

あれは相当フィクションが入っていると思い

ますけどね、あんなにたくさん外国語しゃべれ

るわけないと思うんですよ。 

赤坂 ああ。 

原 天皇が一番ちゃんと学習したのはフラ

ンス語です。多分フランス語はしゃべれたんじ

ゃないかなと思う。だけど、ほかはどうかな、

ということですね。 

赤坂 ほかはどうかな……。あの映画は、直

感的にとらえているからこそ、事実と合ってな

くても何かをとらえているところはあるよう

な気がしたんです。のほほんとした感じとか。 

原 もう一つ印象的だったのは、御文庫附属

室いわゆる地下壕が出てきて、さっきの話につ

なげて言うと、1945 年の 8 月 2 日に香椎宮に

行って祈らせているんだけど、6日と 9日に原

爆が落ちますね。10 日未明に地下壕で最高戦

争指導会議が開かれて、そのときに例の有名な

「聖断」が下されます。結局、本土決戦を強硬

に主張した陸軍大臣・阿南惟幾と、ポツダム宣

言即時受諾による停戦を、――国体の護持だけ

を唯一の例外として即時停戦――これは外務

大臣・東郷茂徳が主張して、真っ二つで、主張

がかみ合わなくて、最後は鈴木貫太郎首相が

「聖断を仰ぎます」と言って、（天皇が）私は

外務大臣案に賛成すると言ったと伝えられて

いる。 

あの御文庫附属室って、誰もみていないし、

いま、埋もれているんですよ。 

赤坂 そうなんですか。 

原 埋もれて、誰もみていない。これを想像

で、映画でちゃんと描き出したんですね。あの

ときの、誰だったかな、それこそ阿南惟幾だか

それ以外の軍関係者だか忘れたけど、額にしわ

で、こんなに額に汗浮かべて、それが大写しに

写し出される場面が……。 

赤坂 ありましたっけ？ 

原 ありましたよ。あれ、一番僕はぐっと来

たというか、リアリティーあるなと思って。本

当、暑かったんだろうと思いますよ。湿気もあ

ってね。むちゃくちゃ、もう劣悪な環境の中で、

あの会議はやったと思うんです。そういう空気

がよく描かれているなと思いました。 

赤坂 原さんは最初、日経の記者をやってお

られて、宮内庁担当の。天皇の研究を始めてか

ら、ご自身が育った時代のことについて何か考

え始めましたか。 

原 そんなに論理整合性はないです。こうい

うふうにやったからこうなったとは言えない

です。 

赤坂 もちろんそうなんだけれども、例えば

お召し列車に向かってみんなで万歳三唱する

とか、あの身体性と、自分が受けた教育のどこ

かが似ているというふうなことを書かれてい

たので。 

原 そうね。小学校のとき、思い出してみると、

例えば朝礼というのがあって。 
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赤坂 軍隊由来のものですよね。 

 

「気を付け」「礼」 軍隊由来の身体性は変

わらない 赤坂 

 

原 そう。「気をつけ」とか、「前へならえ」

とか、「なおれ」とかをやらされたのは、かな

りもう幼少期の深い身体的な記憶として刻み

込まれているわけじゃないですか。 

赤坂 すごく不思議だったのは、例えば平和

と言わなきゃいけなくて、戦争のことを考えて

はいけないと言われるんだけども、やらされる

ことは「気をつけ」「礼」とか、軍隊由来のこ

とは何も変わっていないで、そのままで、何か

文言だけ取りかえているという感じ。身体性の

ほうはそのままで、軍国主義とあまり変わらな

いことをずうっとやっていて、だけど、それに

ついては誰も何も言わなかったんですよ。「君

が代」がいいとか、けしからんとかいう論争は

あっても、「気をつけ」「礼」は、ちょっとけ

しからんのでは？ と言う人は誰もいなかっ

た。 

原 私も東京の多摩地区の共産党が非常に

強いところで生まれ育ちましたので、小学校で

は「日の丸」も「君が代」もなかったんです。

公立の小学校でしたけれども。それはみんなＰ

ＴＡとかが反対して、やらせませんでした。一

度も歌ったことないです。 

そのかわりに、体育館に集めて、みんなで歌

を斉唱させるということは、繰り返し、繰り返

しやっているわけです。 

赤坂 はいはい。 

原 「君が代」じゃないけど。だけど、その

一つの歌をみんなに全員に斉唱させて、それに

よって一体感をつくり上げるという儀式は、繰

り返しやったんです。だからそれ自体は本当に

昭和初期の天皇制の儀式と同じなんです。 

昭和初期だって、別に「君が代」ばっかり歌

っていたわけじゃないでしょう。天皇を奉迎す

るためのオリジナルソングをたくさん作った

し。有名なのは「紀元二千六百年」という歌で

す。ああいうのをみんな歌わせたんです、学校

現場で。あれと本当によく似たことを 70 年代

の東京郊外の小学校でやっていたんです。 

赤坂 そうですよね。だから、文言だけ取り

かえて、作法は一緒という。 

原 そう。私はいまだに、例えば大学の入学

式とか卒業式には出ないんです。出たくないん

です。 

赤坂 じゃあ、かわることとして何をやれば

いいだろう。 

原 歌いたい人だけ歌えばいいんです。そう

いう人が中にはいると思いますよ。ほかの人た

ちは、別に起立なんかしないで、座ったまま聞

いているだけでいいじゃないですか。それを何

か全員とにかく歌えと。このやり方がさっき言

ったように非常に天皇制とよく似ています。天

皇制的というかね。 

赤坂 天皇制的なことはすごく草の根で残

っていますよね。 

原 じゃ「君が代」を歌わなければいいのか

ということなんです。 

赤坂 そうなんです。そう、そう。 

原 そこが抜け落ちていると思いますね。 

赤坂 「君が代」じゃなければいいのかとい

うところで、暴力性はそのままだったと思うん

ですね。 

原 次の話題に行ってください。 

赤坂 いや、滝山をもうちょっとお話ししま

せんか。いま話していたのは『滝山コミューン

一九七四』という、原さんが滝山団地で育って、

その小学校時代のことです。 

原 私は滝山団地という西武沿線の郊外に

ある、全戸数 3,200 戸ぐらいの団地で育ちまし

た。この団地はいまも全部残っています。 

いま団地というと、建てかえで、誰も子ども

がいなくて、高齢化が進んで、孤独死みたいな

イメージじゃないですか。もちろんそれは大き

な方向性としては間違っていないとは思いま

すけれども、だけども団地の中でも比較的元気

な――元気なというか、昔の光景が結構よく残

っている団地と、完全に廃れて廃墟みたいにな
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ってしまった団地に、大きく分かれるんじゃな

いかと思うんですよ。 

私がいま言った滝山団地というのは結構奇

跡的な団地だと思っていまして、1968 年から

70 年にかけて造成された団地、日本住宅公団

がつくったものですけれども、もう築四十数年

たっています。例えば多摩ニュータウンみたい

に、滝山よりも後にできた団地のほうが、逆に

もう建てかえられちゃってね。京王永山駅の近

くの諏訪 2丁目がそうなんですけれども。あそ

こはもう完全に全戸建てかえられて、いま民間

のマンションになったんです。 

赤坂 ふーん。 

原 マンションに変わって、光景が一変した

んだけど、滝山は奇跡的なまでに昭和の光景が

残っていましてね。 

赤坂 桐ヶ丘とかは？ 赤羽の。 

原 あれは都営ですよね、たしか。 

赤坂 もう一つ、桐ヶ丘と……。 

原 赤羽台ですか。赤羽台はいま建てかえが

進んでいます。 

赤坂 団地のまま？ 

原 いまは「ヌーヴェル赤羽台」と呼ばれて

います。 

滝山団地のおもしろいところは、3,200 戸ぐ

らいある団地の形式が、全部中層フラット 5

階建てで統一されているんです。 

赤坂 あ、そうですか。 

 

画一的な団地で育つ子どもはどうなるか 

原 

 

原 多くの団地は、もちろん中層フラットの

4 階、5 階が主流ではありますけれども、その

中で例えばスターハウスとか、テラスハウスと

か、タウンハウスとか、それとは違ったタイプ

を必ず入れるんです。そうやって画一的になら

ないように配慮されているんです。あるいは地

形自体が丘陵地帯にあるものだから、景色が違

うんですね。そうやって、見た感じがそれなり

のばらつきというか、多様性が感じられるんで

すけど、滝山団地は完全な平地で、全く左右シ

ンメトリーで並んでいる。そうすると、1街区、

2 街区、3 街区があるけれども、2 街区と 3 街

区の区別がつかなくて、知り合いを連れていく

と、わからなくなっちゃうんです、ここは一体

何街区なのかというのが。全く同じ光景なもの

ですから。そのぐらい画一的な団地は、僕もい

ろいろ団地を回ったんですけど、ほかにないん

ですよ。 

こういう恐ろしく画一的な団地で育つとど

うなるか。みんな似たような環境なんですよ。

大体 3ＤＫか 3ＬＤＫに住んでいて、核家族で

すね。じいさんとかばあさんがいない。子ども

が大体 2人。みんな同じような年齢で、あると

きに小学校がでかくなるわけですよ。 

赤坂 うんうん。 

原 バーッとでかくなって、1,600 人ぐらい

の児童数になるわけです。そうするとプレハブ

がたくさんできて。 

赤坂 ああ、プレハブ校舎ね。キャパがない

のね。 

原 そう、対応できない。 

そういうふうになって、しかもみんな同じよ

うな家庭で育っていくと、考え方までだんだん

画一化していく。それは小学校の先生の上から

の指導があるんですけれども。 

その先生が当時、「全生研」（全国生活指導

研究協議会）という、ソビエトのマカレンコと

いう教育学者の影響を受けた教育に心酔して、

いわゆるソビエト式の教育をやっていくわけ

です。まるで本当にそこだけでコミューンみた

いになって、共産政権の一つの実験場みたいな

感じになっていったんですよ。 

これに関してもう一つ言うと、最近、例えば

ポーランドのワルシャワとかモスクワなんか

にも行くんですけれども…… 

赤坂 郷愁を感じたという……。 

原 そう。ワルシャワに行ってびっくりした

のは、滝山団地とそっくりな団地があって、何

かふるさとに戻ってきたみたいな感覚になっ
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て。何ていうかな、ワルシャワはヘルシンキで

乗りかえてトランジットじゃないと行けない

ので、ものすごく時間がかかる。だから、すご

い遠くに来たと思いきや……。 

赤坂 思いきや、滝山団地。 

原 「いや、これって僕のふるさとじゃん」

みたいな、ちょっと倒錯した感覚に襲われたん

です。 

赤坂 ちょっと実験場のようなところがあ

って、戦後民主主義教育を煮詰めた形で体験し

た、と私はあれ（「滝山コミューン一九七四」）

を読んだんですよ。 

私は 2つ下ですけれども、町だったし、自分

は大家族に育ったりしたので、全然みている風

景が違って、私も自分が受けた教育はどこかが

おかしかったなとは思うんだけど、もうちょっ

と茫洋としていて、私には書けなかったと思う。 

原 そこでまた鉄道の話をしてしまうと、 

赤坂さんは高円寺ですね。中央線じゃないです

か。中央線は、割と早くから開発されるんです、

東京の西側の中では。 

赤坂 うんうん。下町から来ますよね。 

原 いろんなものがごちゃまぜになってい

るし、あと、大学も結構ある。例えば国立がい

い例ですけれども、あそこは計画的に開発され

た町で、駅前に例えば喫茶店があるとか、雀荘

があるとか、映画館があるとか、劇場があると

か。こういった、いわば大学生のためのものが

いろいろできていくわけでしょう。 

ところが、さっき言った滝山団地なんていう

のは、もともと何もなかったわけでしょう。そ

れが 60 年代末になって、武蔵野の雑木林を人

工的に開発して住宅だけの町にしたわけです。

全く娯楽施設はないんです。いま言ったような

喫茶店もないし、パチンコ屋もないし、もちろ

ん雀荘もないし、劇場もない。あるのは、最低

限の生活のための商店街しかなくて、それ以外

はない。 

駅から離れていますので、バスで行かなきゃ

いけないんです。そのバスも、滝山団地行きの

バスで、団地住民以外誰も乗らない。どん詰ま

りみたいなところにあるので。バスの終点なん

です。 

赤坂 病院もなかったんですか。 

原 病院は一つありました。最低限の生活を

していくために郵便局とか銀行とか病院とか、

そういうものはありましたけれども、いわゆる

団地住民以外の人間が流入することを想定さ

れていないわけです。 

中央線沿線であれば、住宅もあるし、ちょっ

と離れたところに団地もそれなりにありまし

たけれども、駅周辺は少なくとも団地住民以外

の人たちが利用するようないろんな施設がで

きていったわけです。 

 

集団に刃向う個人は「追求」の対象 原 

 

赤坂 そういう環境でいじめられたときの

描写の怖さ。 

原 「みんな」がすごく大事だと言われるわ

け。さっきのマカレンコは集団主義教育なんだ

けれども、そうすると集団が正しいんです。集

団に刃向かう個人は追求の対象なんです。追い

求めると書いて「追求」なんだけど、本当は「追

及」に近いんですけどね。 

要するに、おまえは間違っていると。それで、

反省せよと。集団が絶対に正しい。 

赤坂 それを思い出して、連合赤軍なんかに

近いとお思いになったことはありますか。 

原 もちろん。例の総括でしょう？ 

あれはリンチとか暴力を伴って、最後は死に

至るわけですね。そこまではないんですけれど

も、だけど、何というか独特の集団の圧力とい

うかね。それが 12 歳ぐらいの子どもに対して

かかってくる、その負担というか、負のエネル

ギーは相当なものだったなと思います。 

あの『滝山コミューン……』の中で書いたの

は、私は四谷大塚という、中野にいまもあるん

だけど、中央線の中野に中学受験の大手の進学

教室がありましてね。 

赤坂 中野だったら成績よかったですね。 

原 一応成績はよかった。よくご存じですね。 
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赤坂 はい。兄が行っていた。（笑） 

原 毎週日曜日に行っていたんです。小学校

だけでは煮詰まるという感覚があるじゃない

ですか。違う世界があるんだということが、子

どもにとっては結構大きいんです。そこで完結

しているんじゃなくて。四谷大塚へ行けば、全

然違うところから集まってくるわけでしょう。

僕が一番仲よかったのは習志野のやつなんだ

けど、千葉の習志野の小学校とは違うわけでし

ょう。聞いてみると、習志野はすごい牧歌的な

感じなんですよ。毎日みんなで朝練やってると

か言ってね。学校の周りをみんな走ってるとか。 

赤坂 小学生が？ 

原 うん。私の小学校では全くそんなのなか

った。 

何をやるのも、まずは集団の規律が優先され

るから。運動会も、いかにきれいに並んで整列

して行進してとか……。 

赤坂 そっちがメイン？ 

原 そんなことばっかりやってる。それも、

先生が計画するんじゃなくて、代表児童委員会

が計画するわけです。代表児童委員会主導で、

さまざまな会議が開かれて、私は掲示委員会の

委員長だったので運動会のやり方を決める会

議に参加していましたけれども、その席で批判

したんです。そんなことまで決める必要はない

だろう、というようなことをたしか言ったんで

す。 

赤坂 子どもが。 

原 6年 5組というのがいわば中心学級なん

だけども、6年 5組がみんな独占しているんで

すよ、役職を。代表委員会の役員、全員 6年 5

組で、私、6年 2組だったんだけど。 

赤坂 その中でも班があって、できない班を、

ものすごいディスり方。 

原 それは林間学校。 

赤坂 林間学校……怖いな。 

 

「わんぱくマーチ」の大合唱 嫌なのに歌っ

ていると高揚してくる 原 

 

原 いろいろあったんです。行事、行事、行

事の連続だったので。いまもそれはあまり変わ

っていないんじゃないですか。6年生になると

いろんな行事があるんです。例えばいま言った

林間学校がそうだし、10 月の運動会がそうで

しょう。これはもう大イベントなんです。林間

学校の前には 6 年生全体が 1 組から 5組まで、

班によって構成されて、全部で 20 班できるん

です。1クラスにつき 4班形成されるわけ。男

女混合でね。大体 10 人ぐらいの班になるわけ

ですよ。私のいた 2組はたしか 5班から 8班ま

でできるわけでしょう。それが、体育館にみん

な集められる。 

体育館に収容されて、全学年集会が開かれる

わけです。そこでさっき言ったように例えば

「わんぱくマーチ」大合唱というのがプログラ

ムに組み込まれる。それがもう本当に嫌で。嫌

なんだけど、何か歌っているうちに高揚してく

る、歌っていると陶酔してくるんですよ。 

赤坂 それは身体性の怖さですよね。 

原 そうそう。何か気持ちよくなるんです。

嫌だ、嫌だと思いながら、何か気持ちいいなみ

たいな。その感覚が、僕は忘れられないんです。 

赤坂 でも、そういう暴力の場としての学校

というのは、もしかして強まっているかもしれ

ないですね。 

原 そうですね。最近の小学校はよくわかり

ませんけれども、いまは必ず「君が代」を歌わ

なきゃいけないわけでしょう。歌わない教師は、

口を開いているかとか、そんなところまでチェ

ックされている。 

赤坂 憲兵ですよね。 

原 それはなかったんだけども、だけど、い

ま言ったように、違う歌を歌わされた。それが

「みんな」とか、「仲間」とか、そういうフレ

ーズが入ってくる。それが何か白々しいという

か、偽善だなと思った。 

赤坂 あの本で、学校が暴力の場になってい

く過程というのをすごくみせてもらった気が

しました。 

原 それ以来、僕は学校という社会に対して

は、常に距離を置くスタンスができちゃったん
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ですよね。いま大学の教員だけど、大学だって

学校じゃないですか。学校であることには変わ

りがないんです。さっき、入学式と卒業式の話

をしましたけれども、学校であれば、小学校だ

ろうが、大学だろうが、本質的に変わらない部

分はあるんです。それは、いま言ったような一

つの集団として一体性をつくろうという、その

意識自体はあるんですよ。 

赤坂 変わってないですよね。 

 

西武線沿線の色がある 原 

 

赤坂 でも、本当にみえている風景って違う

んだなあと思う。私、中央線の育ちで、家がど

っちかというと戦前の家みたいだったんです

よね。 

原 戦前の家というのは――私は西武線な

ので、西武線の場合は開発が遅れたんです。昭

和初期の段階でさっき言ったように、中央線は

国立が大学町として開発されて、例えば宇垣一

成もあそこに別荘を作ったりして、政治家や軍

人が住んだ。近衛文麿も荻窪に「荻外荘」を別

荘として作ったんだけど本邸になって、ほとん

どあそこで住んでた。 

じゃあ西武線にそんなものがあったかとい

うと、ないんですよ。作ろうとしたんだけど。

例えば自由学園という学校が、いまのひばりヶ

丘にあって。 

赤坂 折口信夫が行っていた……。 

原 そうそう。あそこを大正の末に作って、

あのときに住宅地を分譲して売り出すんだけ

ど、全然売れなかったんです。大泉もそうなん

です。あそこも学園都市を作ろうとしたんだけ

ど、失敗して駅名だけが残ったというところで

ね。 

全然人気ないから、例えば清瀬や東村山など

は病院や療養所ばっかりできるんですよ。別に

最初から病院や療養所にするつもりはなかっ

たんだけど。 

赤坂 そうなんですか。 

原 住宅地にしようとしたけど、誰もそんな

ところに住まなくて、しようがないから病院や

療養所にしたみたいなところがある。せいぜい

鷺宮とか、練馬ぐらいまでだったんですよ、安

くてね。西武線は、割と共産党系の人がたくさ

ん住んでいてね。 

赤坂 そういう理由でなんだ。 

原 不破哲三・上田耕一郎兄弟は野方ですし、

壺井繁治と壺井栄は鷺宮、櫛田ふきや佐多稲子

も鷺宮、松本善・いわさきちひろは上井草、丸

木位里・俊は石神井公園。 

赤坂 ああ、すごい。（笑） 

原 みんな西武沿線なんですよね。いま言っ

たように自由学園はひばりヶ丘ですから、あそ

こは羽仁夫妻ですよね。羽仁五郎と羽仁説子。

説子の母のもと子もそうですけれども。 

赤坂 はい。 

原 だから何て言うのかな、色があるわけ。

そういう色があって、西武沿線はその延長線上

に、特に 1950 年代末から次々と大規模団地が

できていく。新所沢、ひばりヶ丘、東久留米、

久米川、さっき言った滝山みたいに。こういう

団地が次々できていくと、例えば不破哲三はひ

ばりヶ丘団地に住むわけです。ひばりヶ丘では

自治会のほかに、「民主主義を守る会」という

のができて、そこに社会党と共産党の人たちが

たくさん入ってくる。そうすると自治会の会報

と、民主主義を守る会のミニコミも作られる。

60 年代は、郊外でどんどん共産党が増えてい

く時代で、これは団地がどんどんできていくこ

とと比例しているんですね。 

赤坂 ああ。 

原 キューバ危機みたいな、米ソの冷戦の緊

張が高まっていった時代でもありますけれど

も、「ひばりヶ丘民主主義を守る会はキューバ

人民に連帯しよう」というスローガンを掲げる

わけです。ひばりヶ丘団地の中のごくごく小さ

なガリ版刷りで作っているミニコミ紙で、いき

なりそういう連帯みたいな話になってくる。 

それから、この時期は「赤旗まつり」という

のがずうっと西武線の沿線の郊外の多摩湖畔

で毎年開かれるんです。 
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赤坂 へえー！ 

原 便利なんですよ、西武線の人たちにとっ

て。西武は臨時を大増発して、狭山公園という、

いまの西武遊園地の駅前なんですけど、あそこ

が埋まっちゃうんですね。 

手塚治虫も招かれるんですけれども、手塚治

虫も西武線の文化人なんです。ずうっと西武線

のところを、あるときは例えば富士見台とか、

下井草とか、最後は東久留米でした。 

赤坂 漫画家とかアニメ関係者も多いです

よね。 

原 宮崎駿もそうですよね。 

赤坂 あと、ガンダム。ガンダムは井草かな。

どこかの駅でガンダム鳴りますよ。 

 

高速道路の発達が遅れたのはなぜか 原 

 

原 有名なトキワ荘というのも、椎名町と池

袋の間ぐらいのところにあって。だから中央線

沿線文化と明らかに違った思想があった。そう

いうところで私は育ったんです。いまは東急な

んですけど。 

戦後の東京の郊外形成史というのは、私鉄が

結構絡んでいる。東急の創業者の五島慶太は、

実は東京西南部の、いまの多摩田園都市ですけ

ど、この開発は結構早くからやっていたんです。

敗戦直後ぐらいからもうやっていた。 

赤坂 ああ、そうですか。 

原 彼の狙いはどこにあったかというと、第

二の東京を作るのが最初の目的だったんです。

つまりベッドタウンじゃなくて、東京とは別の

町を、東京に通勤するんじゃなくて、そこに一

つ完結したガーデンシティー。これはイギリス

のガーデンシティーをモデルに作ろうとした

わけじゃないですか。 

赤坂 それで田園都市線につながっていく

んですね。 

原 そうそう。しかし五島はアメリカにも社

員を交通事情の視察に行かせていて、両方みて

いるんですよ。イギリスのガーデンシティーと、

戦後のアメリカの双方を調べさせた結果、アメ

リカはもはや鉄道が廃れていて、どんどんハイ

ウエーができて、自動車の時代になっていると

いうことがわかったので、最初は鉄道じゃなく

て、あそこに高速道路をつくろうとしたんです。

東急ターンパイクといって。 

赤坂 ホーホーホー。（笑） 

原 つまり自動車主体の、道路主体の町を作

ろうとしたんです。それがもし成功していたら、

田園都市線はなかったかもしれない。 

赤坂 名古屋みたいになっているのかしら。 

原 五島慶太は 1959 年に亡くなるんです。

死ぬ直前までそれにこだわっているんだけれ

ども、死んだ後、急に鉄道案に変わるんです。 

いまの田園都市線ができる前は渋谷と二子

玉川の間に路面電車が走っていて、「玉電」と

言うんだけど、実に遅くてね。 

赤坂 そうですか。（笑） 

原 のろのろ走ってるわけです。こんなもの

がある限りはだめだと思ったんです。いきなり

渋谷から高速道路を通しちゃおうと。いま、首

都高と東名が走っていますけれども。 

赤坂 やっぱり高速道路なんだ。 

原 それがまだできる前でね。日本の戦後と

いうのは、実に不思議なんだけど、道路の発達

が異様に遅れたんです。最初にできた高速道路

って名神高速道路なんだけど、60 年代になっ

てからなんです。これは、世界的にみても異様

に遅いんです。 

赤坂 なぜ異様に遅いんですか。 

原 それだけ日本は鉄道が発達したからな

んです。 

赤坂 おおー。 

原 ずうっと鉄道で来たわけ。そこに僕は天

皇も絡んでいると思っているんですが、その話

をするとちょっと長いのでやめますけれども。 

もちろん全国的に国有鉄道網が発達すると

ともに、東京と大阪の郊外も、昭和の初期には

ほぼいまと同じ私鉄網ができちゃったんです。

これはね、逆に言うと、ここまで鉄道ばっかり

が発達したのは驚異的なことなんです。 
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基本的には戦後もしばらく続くんですね。そ

の中で五島慶太はいち早く、これからは鉄道は

だめだと。これからは絶対アメリカの影響を受

けるわけですから、必ず日本もハイウエーの時

代がやってくると、こう読んだわけです。鉄道

じゃなくてハイウエーだと、こう言っていたわ

けです。 

ところが五島慶太が死んだ途端に、東急自体

が玉電を廃止して、あそこの地下に鉄道をつく

って、それで郊外とつなげようと路線を変える

んです。 

これがいまの田園都市線なんですけれども、

これは五島慶太の発想から出てこないんです。

逆にいま言った西武のほうは堤康次郎という

のがいたでしょう。 

赤坂 はい。 

 

熱烈な親米だった堤康次郎 原 

 

原 堤は熱烈な親米なんです。衆議院議長も

やって、政治家だった。それでマッカーサーに

会いに行くんです。2回訪米して、マッカーサ

ーに会いに、天皇のかわりに行く。今回の『実

録』にも堤康次郎がアメリカへ行って、帰って

きて天皇に報告したという記述がありました。

そのときにマッカーサーに甲冑を持っていく

というので、息子の清二が怒って、「やめろ、

やめろ」と言ったら、康次郎が激怒して、「お

まえは何もわかっていない」とか言って、結局、

甲冑を献上したと言われているんです。 

そのくらい親米というか、日本はアメリカと

一緒にやっていかなきゃだめだと。逆に言えば、

反共でもあるんですけどね。反ソ、反共。そこ

まで心酔している割にはアメリカの交通事情

を何にもみてない。彼の頭には、西武線を廃止

して、ハイウエーにするという発想は全くない

んです。 

赤坂 ほおー。 

原 本当にアメリカに心酔しているんだっ

たら、彼は西武の経営者だったわけだから、そ

ういうところをみてきて、「もうこれからはこ

んな鉄道じゃだめだ。アメリカ式にハイウエー

をつくって、ロードサイドにでかいショッピン

グセンターをつくっていく」という発想になら

なきゃいけなかったのに、彼は西武鉄道の鉄道

網を維持した上、西武百貨店を池袋の駅前に作

り、ターミナルを拠点に店舗を拡大させてゆく

という、そういう発想で、全く変わらないんで

すよ。 

赤坂 何ででしょうね。 

原 むしろ清二のほうが、その後 1960 年か

ら 62 年まで 2 年間ロサンゼルスに行って、西

武百貨店を作らされたことで、アメリカの現実

に目覚めるんです。おやじから言われて、嫌々

ながら行ったら、見事に失敗した。失敗して帰

ってきたときにつくづく清二が思ったのは、こ

れからアメリカはハイウエーの時代、車の時代

で、こんな西武的なことをやっていたらだめだ

ということで、そこから鉄道本位の経営から離

れていくわけです。 

いかにして鉄道に依存している池袋の西武

百貨店を、西武鉄道に依存しない形で展開して

いくべきか、と考えるようになるわけですね。 

赤坂 でも、いまみると、東急のほうが成功

していますよね。 

原 そうです。それはラッキーだった面もあ

ると思うんです。つまり、鉄道に変えたけど、

東急沿線には第三京浜もできたし、東名もでき

たんですよ。東名とか第三京浜というのは、あ

る意味で五島慶太の発想を継いでいる。ところ

が西武沿線にはそういうものができなかった

でしょう。あそこ、車で行こうとしたら大変じ

ゃないですか。中央高速でおりるか、関越で行

くか。 

赤坂 国立府中からおりて北へ行くとかね。 

原 あるいは関越で行くかしかない。どっち

から行ったって遠いでしょう。 

結局、西武の沿線というのは、そういう意味

でもちょっと乗りおくれちゃった。相互乗り入

れもそうでしょう。いまはどこも相互乗り入れ

やっていますよね。この前ようやくというか、

元町中華街から所沢まで直通の電車が走った

けれども、明らかに東武のほうが有利なんです。 
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殴り合いのけんかをみなくなった みんな女

性のフィールドで戦う 赤坂 

 

司会 いろいろ伺っていますと、戦前から続

く全体主義的なものがどういう形で残ってい

たかという、お二人の話があって、極めておも

しろい。鉄道もいまのお話でいくと、全体主義

的な画一主義的な乗り物であり、自由主義の象

徴はハイウエー、車である。となると、原さん

が鉄道に凝るのは、国歌斉唱を嫌う原さんと、

どういうふうにつながっているのかなとも感

じました。 

今度は、原さんのほうから、赤坂さんに聞い

てみたいことがあるらしいんですけれども、ど

うですか。 

原 さっきちょっと、東急の沿線に住んでい

たときに、えらい違和感を覚えたというふうに

おっしゃっていたじゃないですか。その辺、も

う少し……。 

赤坂 えー？  

原 ファッションというか、東急の中吊り広

告とか……。 

赤坂 あ、中吊り広告の差異について、原さ

ん、お詳しいんですけれども、中吊りでそんな

に違うと私は思ってなかったんです。 

原 そうですか。東横線の女性ファッション

誌のオンパレードみたいな中吊りを日々みせ

られて、そこに暴力的なものをお感じになった

んじゃないかと思ったんですが。 

赤坂 あーあー。女性誌というのはとても暴

力的なものでありまして、この間、男性の生き

づらさというものについて考えさせられる機

会があって、ちょっと女性誌のことを思い出し

たんですけれども、どこから話したらいいのか

な……。 

冒頭に、育ってきた民主主義の時代が、実は、

暴力性を抑圧したがゆえの暴力性があって、そ

れを自分は受けてきた、という感じだと言った

んですけれども、何だろうな、語りの作法が女

性的になって、女性性の語りのほうがよいとさ

れて、あと、明らかに男の腕力というものを否

定されて男性たちがいる。腕力というのは、男

性性の一つの側面であって、いい、悪いではな

くて、ただあるもので、暴力衝動というのも、

ただある。けれども、それは悪いものだとされ

て、教育現場でもそうされて、そこで変形して

いった暴力性というのは割と過激になってい

ったなという実感があるんですね。 

原 うん。 

赤坂 例えば、女性は平和であると。まあイ

メージにすぎないんだけれども、そういうもの

がまことしやかに言われて、それであるときか

ら殴り合いのけんかとかってみなくなったじ

ゃないですか。 

私もそんなにみたことなくて、私のちょっと

上ぐらいまでぐらいしか、殴り合いのけんかを

やっていた人もあまり聞いたことがない。で、

何だろうな、全部が女性的なフィールドで戦わ

なければいけない、全部のけんかは口げんかで

なければいけない、それは女性に分があるに決

まっているんです。 

原 うんうん。 

赤坂 本当に。 

原 うん、よくわかります。（笑）いつも負

けていますから。 

赤坂 で、男性がその面で、感情労働みたい

なのを背負わされるようになっていますかね。 

原 そうですね、大変そこは難しい問題だろ

うと思います。その、男性性というか、暴力と

いうか、そういうものが否定されていったこと

は確かじゃないかと思うんです。これは赤坂さ

んもたしか書かれていたと思いますけども、例

の大学紛争の時代があって、あさま山荘の事件

があって、あそこで暴力性が出て――でも、あ

そこには永田洋子みたいな女性も入っている

んですけれども――その翌年に上尾事件があ

って、あれも、要するに普通のサラリーマンが

いきなり暴れ出すという、何か隔世の感があり

ますよね。あのときは順法闘争で、もちろん、

とんでもない 250％以上のぎゅうぎゅう詰め

の満員電車で、電車が来ても乗れないという、
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いくらそういう状況があってもね。 

 

赤坂 電車、ひっくり返したんでしたっけ。 

原 いや、ひっくり返してはいないけれども、

ぶち壊した、窓ガラスとか突き破ったりとか、

あと……。 

赤坂 一種の暴動なのかしら。 

原 暴動です。それが 73 年の 3 月だけじゃ

なくて、4月にも同時多発的に首都圏で起こっ

ている。そういうのが、確かにあの時代にはあ

った。たけど、それ以降はああいうのは起こっ

ていないわけですね。 

だから、ああいう赤裸々な暴力性というのは

確かになくなっていった。それを、ある種の女

性化した時代と捉えることができるかもしれ

ません。ただ、さっきちょっと控室でも話した

んですけれども、例えば天皇が戦勝を祈願する

と。戦時中に例えば伊勢神宮に行って祈願する、

それはアマテラス、女性なんですよね。 

赤坂 うん、うん。 

原 女性です。それから、最後の、さっき言

った土壇場に行った香椎宮の主祭神は、やっぱ

り神功皇后という女性なんですよ、その女性に

勝ちを祈っているし、そもそも明治までの歴代

天皇の中で、唯一対外戦争に勝ったのは男じゃ

なくて女なんですよね。いや、神功皇后ですか

ら、正確にいえば天皇じゃない。 

赤坂 ああ。三韓征伐？ 

原 そう。神功皇后は女性でありながら、応

神天皇を妊娠して、妊娠したまま朝鮮半島に渡

って、それで勝ってくる。そういうところに女

性イコール平和だけでは語れないものが、ある

ような気がする。 

 

女性イコール平和という言い方が暴力的 

赤坂 

 

赤坂 もちろんそうなんだけれど、いや、女

性イコール平和という言い方が暴力的だった

と私は思う。 

原 ああ、なるほど。そうじゃないのに、と

いうことですね。 

赤坂 はい、そうではないのに。 

原 言説がそうなってきたということ。 

赤坂 はい、言説がそうなってきて、男性に

も女性の作法で言わないといけないという、女

性と同じようなフィールドで、女性と同じよう

にやらないといけないというプレッシャーが

かかったと思います。 

原 そうですね。 

いま大学で教えていると、例えばセクハラと

か、ああいうの、いま、すごくうるさくという

か、注意しなければいけな状況になっている。

だけどそれはごくごく最近なんですよね。2000

年に明治学院大学に着任したんだけれども、先

生の紹介のページがあって、ちょっとびっくり

した。そのときはまだ先生が女子学生の肩に手

をかけているような写真を平気で掲載してい

て、それが何の問題にもなっていなかったんで

す。 

赤坂 はいはい。 

原 それ、2000 年ですよ。つい最近じゃな

いですか。そのときにはまだそんな感じだった

んですよ。もしいま同じことをやったら、大問

題になると思います。だから、この十数年ぐら

いの間でも相当変わった。 

赤坂 戦後の社会は、政策的には対米従属な

んだけれども、教育とか、メディアとかは左翼

的だったという事例があった。何か男性性と女

性性のイメージというのも、そういう事例があ

るような気がする。公的には、仕組み的にはや

っぱり男性のほうが働きやすくできていて、だ

けど、メディア空間の言説とか、そういうのは

女性的な言語を使って、という感じがする。 

原 なるほど。 

赤坂 平和と言わないといけないとか。 

原 さっき、妊娠したままという話をしまし

たけれども、よく言うのは、女性のほうが子ど

もを産むと。原発の、3.11 のときも出てきた

けれども、女性のほうが子どもを産むから、子

どもに対して責任を負わなければいけないの
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で、だから、子どもたちの未来のためにも反対

するんだという、子どもを持ってくる場合があ

ります。あれが、なかなか男性には出てこない

発想ではないかとも思ったんですけれども。 

赤坂 子どもを持っている女性にも、あれに

は違和感があるという人は結構多いんですよ。

何かちょっと暴力的な感じがするのでね、私も。 

 

団地の自治会は女性が担っていた 原 

 

原 さっき団地の話もしましたけれども、団

地に似たような核家族が一遍にたくさん住ん

でくる。割と若いんですよね、最初に入居した

ころというのは、20代とか、せいぜい 30代前

半ぐらいまでの世帯が多くて、まだ子どももい

ないような家もある。最初の子どもが生まれた

り、2人目の子どもが生まれたりして、とにか

く子どもが増えるんですよね。 

そうすると、例えば、共働きをしたくても、

じいさん、ばあさんがいないから、保育所もな

いでしょう、保育所をつくれという運動を起こ

す、これは女性なんです。あるいは、女性のほ

うが物価とかに敏感だから、例えばスーパーが

できても、高いとボイコットするわけです。勝

手に近くの農園と提携して、青空マーケットみ

たいなものをつくっちゃうとかね。あるいは、

高いものは買いませんと言って不買運動を起

こすとか、そういうことをむしろ女性のほうが

活発にやるようになっていって、結局、どの団

地も最初の自治会はみんな女性が役員を固め

ていくんですよ。最初は男たちが作るんですが、

男たちはサラリーマンだから、忙しい。朝早く

出て、夜遅く帰ってくるということになると、

自治会の主な活動を担っていくのは主婦たち

になってくる。 

この主婦たちに、いわば目をつけたのが日本

共産党で、あの時期に有力な「新日本婦人の会」

という団体ができて、その新日本婦人の会が団

地の中で会員の数を増やしていったわけです。

それがあの時期に共産党がすごく伸びていく

一つの背景としてあったんじゃないかと思い

ます。 

赤坂 新書の中に、愛子様の生きづらさとい

うのをちょっと書いてみたら、それを高橋源一

郎さんが褒めてくれたのかな？ でも、それは

敬宮愛子さんというのは、生まれてこの方、お

まえではだめだと暗に明に言われている子で、

ああ、かわいそうだなと思って。彼女が不登校

になるとか、お母さんである雅子様が、あると

き、ずうっと毎日、一人参観状態になっていた

みたいなのを読んで、私はそのとき、私がもし

かしてクラスメートだったら、友達のお母さん

が一人だけ毎日来ていたらキモイと思ったん

だけれども。その愛子様になってみたときに、

生まれてこの方、おまえでは役に立たないと言

われている子の気持ちはどうなのかなと思っ

て、あ、あの荒れ方はまだかわいくて、もっと

もっと荒れてもいいよと思ったんです。が、そ

こでもう一段あって、だけど、あの秋篠宮家の

男の子もかわいそうだなと。 

原 その辺の話をすると、今回、『昭和天皇

実録』の中でおもしろかったのは、天皇家とい

う、さっき、ファミリーというか、今まであま

りよくわからなかったという話をしましたけ

れども、昭和天皇と香淳皇后の間には、男子が

2人いて、女子は 5人いたんですよ。 

最初に生まれたのは女性で、この人は成子と

いう人で、東久邇宮盛厚王と結婚するけど、35

歳で亡くなるんですね。結構若くして亡くなり

ます。それから、2番目に生まれたのが祐子と

いう内親王で、0 歳で死んでいるんです。4 番

目の厚子と、5番目の貴子はご健在ですが、３

番目の和子は亡くなっています。 

和子は、結婚した相手が鷹司平通という人で

すけれども、この人はバーのマダムと心中事件

を起こして亡くなっちゃうんですね。異様な死

に方をするんですね。 

赤坂 ケネディ家のようだ。 

原 結構、不幸なんですよ。内親王として生

まれることの不幸みたいなものがある。特に戦

前までというか、――いまの天皇夫妻から完全

に手元で、母乳で育てるようになったわけです

けれども――昭和天皇の時代は、最初に生まれ

た成子という長女は、皇后が手元に置きたがっ
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て、母乳で育てようとしたんですけれども、結

局、そのために甘やかしたと。成子は全く社会

常識のない子になったというので、すごい批判

が出て、結局、小学校に入るところで別々にさ

せられるんですね。別々にさせられて、それ以

来ずうっと昭和天皇夫妻は子どもたちを手元

に置けなかったんです。 

みんなばらばらになって、いま言った内親王

も、息子たちも娘たちもふだんはばらばらに生

活しているものだから、何かの機会をつくって

宮中にみんな集めなければいけなくなって、そ

のために、たくさん映画をみるんです。映画を

やりますよというので、それで集まってきて…

…。 

おもしろかったのは、太平洋戦争が始まった

後、つまりアメリカは敵になるわけでしょう。 

赤坂 結構、家族団欒を演出していた。 

原 そのために、グアム島とか、占領地から

アメリカの映画を持ってきて、ディズニーの漫

画や何かを、あの戦争中に娘たちと一緒にみて

いるんですね。 

赤坂 それは何かちょっと書いてみたいよ

うな場面ですね。本当にシュールな場面だと思

います。 

原 厚子という人も大変だったんです。池田

隆政という岡山の藩主の子孫と結婚して、結婚

した後、岡山に住んだんですけれども、ここで

重い病気にかかるんです。敗血症になって、そ

のために天皇皇后は何度も岡山に通うことに

なる。ちょうど東海道新幹線が開業する前後、

50 年ぐらい前の話で、だから、天皇夫妻が新

幹線に乗ったのは見舞いに行くときに初めて

乗って……。 

赤坂 切ない話。 

原 そうなんです。東京から新大阪まで 4

時間かかって、当時としては驚異的な速さなん

ですけれども、新大阪で乗りかえて岡山まで在

来線の特急で行く。そのときはいわゆるお召し

列車じゃなくて、通常の列車に乗っていった。

それで通ったんです。 

赤坂 でも、“生まれてこの方構造”からは

じかれている存在というのと、あと、秋篠宮家

の男の子に関して思うのは、“生まれてこのか

た構造”の維持しか期待されていない子という

のは、どっちがつらいかなというふうに……。

男子もなかなかつらいものがある。 

原 そうなんですよ。だけど、生まれたら生

まれたでつらいけれども、生まれなければ生ま

れないで……。 

いまの天皇家というのは、本来、東宮家が継

ぐべきであって、だけど、東宮家に男子が生ま

れず、秋篠宮家に親王が生まれたことによって、

皇位が秋篠宮家に行くわけですね。 

赤坂 本当に行くんですか。 

原 まあ、いまのままだとね。「皇室典範」

が改正されない限りは、そうなります。 

昭和初期にも、ある意味で似たような状況が

あったんです。つまり、4人続けて女子が生ま

れた。男子はなかなか生まれなかったんですよ。

5 人目でやっといまの天皇が 1933 年 12 月 23

日に生まれたわけですけれども、一時期は、例

えば、もう一回側室制度を復活させるべきだと

か、あるいは養子をとったらどうだとか、そう

いう議論もいろいろあって、だけど、秩父宮と

高松宮という弟がいるわけでしょう。2人とも

結婚しているから、もしここに男子が生まれれ

ば、秩父宮家ないしは高松宮家に皇位が継承さ

れる可能性もあって、『高松宮日記』などをみ

ていると、結構、高松宮もその気でね…… 

赤坂 養子になった…… 

原 要するにうちで産むしかないみたいな、

このままだと危ないので、もう決心するか、み

たいな記述があるんですよ。 

ところが、天皇夫妻に生まれたわけでしょう。

このときの高松宮の反応が結構おもしろくて、

もちろん、「ほっとした」とも言っているんだ

けれども、なぜかそのときの宴会には出ないん

です。 

赤坂 出ない。 

原 何かその辺の心情が、必ずしも手放しで

喜んでいないというか、そういう感じなんです。 

赤坂 ファミリー物としてみるとおもしろ

いですね。 



17 
 

原 いや、ものすごい確執があるんですよ。 

 

 

 

≪質疑応答≫ 

 

 

司会 これまでの話でも、団地のこと、鉄道

のこと、皇室のこと、そういうことを含めなが

ら、日本の、深い意味で、戦後の構造というの

はかなり出てきたような気がします。 

冷戦構造があって、日本の中で、学校システ

ムの中にも独特の形でそれが動いている。単に

社会主義のシステムというよりは、戦前から、

あるいは「1940 年体制」というか、軍国主義

の全体主義体制がずうっと戦後も続いていた。

それ以前に、もしかしたら自由な日本があった

のかもしれないけれども、いずれにしても、ず

うっとついこの間まで続いていた「1940 年体

制」が、実はわれわれの生活のパターンの中で

も続き、学校教育の中にもあった。 

あるいは鉄道の問題一つとっても、戦前から

のつながりの問題と、あるいは戦後的な問題、

いろいろあったような気がします。 

話の中でカバーし切れていないことで、お二

人が多分言いたいことをいくつか聞いてみた

いと思います。 

戦後におけるアメリカということです。赤坂

さんの本にも、ジョン・ダワーの『敗北を抱き

しめて』が出てきます。明治維新以来、アメリ

カによって開国させられて、アメリカによって

敗北して、2回、日本は近代化の作業を行うわ

けですけれども、そのアメリカの持つ意味、あ

るいは暴力性の問題も先ほどありましたけれ

ども、戦後日本にとってアメリカとは何なのか。

戦前からも考えて、お二人に話してほしい。特

に赤坂さん、アメリカに行かれたし、アメリカ

とは何なんでしょうか。 

 

独特の暴力にかかわったアメリカ 赤坂 

 

赤坂 「日本の近代とは、アメリカの軍艦に

始まりアメリカの軍艦に終わった時代である」

という言葉がありますよね。「アメリカの軍艦

によって去勢された」というふうに言う人もい

る。だから、さっきまで言っていた、独特の暴

力の形に何らかの形でアメリカがかかわって

いることは間違いない。 

それと、何だろう、やっぱり軍部的な土着な

ものと、両方の暴力性がくっついて、戦後的な

ものができたような気がします。 

私は高校時代にアメリカにいたんですけれ

ども、すごくカルチャーショックを受けたのは、

さっきいった、朝礼がないんですね。最初に行

ったときにすごいショックだった。あとは、学

校は軍隊っぽくない。よく考えれば学校が軍隊

っぽい必要はどこにもないんだけれども、学校

が軍隊っぽくない。それでいて、男の子たちは

銃を持っているという、そこがどうしても私に

はのみ込めなくて、結構何十年も考えた気がし

ます。いまもうまくは言えないです。 

お答えになっていますでしょうか。 

司会 日米同盟とか、いろんなことを考える

ときに、いまおっしゃったような根源的な価値

の形、価値観の形の違いって重要なのかなとい

う気がします。 

原さん、どうですか。天皇のことも考えなが

ら、アメリカはどういう形で顔を出すか。 

 

戦後、天皇はカトリックに接近した 原 

 

原 じゃ、それに絞ってお話しします。 

今回の『実録』の中で一つおもしろかったと

いうか、僕が読み解こうとしたのは、昭和天皇

自身の戦後におけるアメリカ認識です。もちろ

ん、マッカーサーがやってきて、例の有名な 9

月 27 日の天皇・マッカーサー会談の第 1 回目

ですね。これはアメリカ大使館で開かれて、こ

のときに、派手に新聞に出ましたよね、二人が

おさまった有名な写真が出ました。あれは多く

の人に衝撃を与えたわけですけれども、当然、

天皇は、アメリカに首根っこを抑えつけられて、
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それで言いなりというか、言いなりになったが

ゆえに、ある意味では免責され、東京裁判に呼

ばれることもなく、つまり、自分自身は法廷に

出ることもなく、結果的に、罪は全部Ａ級戦犯

に押しつけられた。結局、それをサンフランシ

スコ平和条約によって受け入れざるを得ない

というか、そういう結果になったんだろうと思

います。 

では、天皇は、それで満足していたのか。も

ちろん、どこかにアメリカに対する対抗心とい

うものが残っていたと私は思います。表向きは、

いま言ったようにマッカーサーと会談して、そ

れに対して全く異を唱えない。むしろあのとき

に、アメリカ本位の占領政策に対して鋭い批判

をしていたのは秩父宮のほうでね。秩父宮が

「中央公論」で一回それを書いたことが大問題

になりましたけれども、少なくとも天皇は表向

きは異を唱えていないということになってい

るわけです。 

だけど、今回の『実録』を読んで、ちょっと

おもしろかったのは、この時期の天皇がカトリ

ックに接近しているということなんです。つま

り、アメリカの言いなりであれば、――例えば、

アメリカからヴァイニングを呼んできますね。

ヴァイニングはクエーカー教徒です。つまり、

アメリカ経由のキリスト教を確かに宮中に入

れている。で、皇太子を教育する。だから、一

見、クエーカーに接近しているように見えるん

だけれども、そうじゃないんです。今回の『実

録』を見てはっきりしたのは、回数の点ではは

るかに多くカトリック教徒に会っているとい

うことです。 

カトリックは、つまりローマですから、アメ

リカではないんです。こっちに接近している。

一体どこから来るのかというと、大正 10 年

（1921 年）、皇太子時代にヨーロッパへ行っ

たときに、最後にイタリアに行っているんです

ね。イギリスに行き、フランスに行き、ベルギ

ー、オランダに行くんだけれども、もう一回フ

ランスに戻ってきて、最後、帰る途中にナポリ

に寄って、ローマに行って、ローマ法王と差し

で話をして、このときに、ローマ法王から強烈

なカトリックのアピールを受けているんです。 

カトリックはこんなに国体や政体とも矛盾

しないんだ。だから、決してカトリックは天皇

制そのものを変えることはないし、共産主義の

ような過激思想に対しては断固として立ち向

かうという、だから、将来、必ず日本とカトリ

ックが相携えて進むことになるだろう、みたい

なことを、実に暗示的なことを言っていると私

は思いますけどね。 

 

天皇は法王に似ている 赤坂 

 

赤坂 ちょっと伺っていいですか。 

天皇って、世俗的な王ではないし、比べるも

のがなかなかないんだけれども、唯一法王に似

ているなと思ったことはあるんですね。そうお

思いになりますか。 

原 カリスマ的な権威をもっている点では

似ていると思います。 

で、敗戦後の天皇というのが非常にカトリッ

クの動向に対して敏感だし、宮中にしばしばカ

トリックの要人を招き入れて、そして何度も話

しています。 

これは深読みをすれば、アメリカに対抗した

いという気持ちのあらわれなんじゃないかと

いうふうに私には読めたんです。 

 

司会 フロアからいただいている質問です。

先ほど、アメリカとは何かという話の中でもあ

りましたが、『ものぐさ精神分析』を書いた岸

田秀先生も「日本は 2回アメリカにレイプされ

ている」といったジェンダーの言葉を使いなが

ら語る。それはどういう心理なのか、なぜそう

いう語り方をするのか。なかなかおもしろい質

問と思うので、赤坂さんにぜひ。 

 

アメリカとの関係は性的にみえる 赤坂 

 

赤坂 私は、アメリカと日本の関係って、占

領の状態も含めて、何となく性的なというか、

性じみたところがあると、それはずうっとどこ

かで思っていて、ジョン・ダワーの本を読んだ
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ときにすごくショックを受けたのは、ずばりジ

ョン・ダワーはそう言っているんですよ。『敗

北を抱きしめて』の原題は『エンブレイシン

グ・ディフィート（Embracing Defeat）』と言

いますけれども、エンブレイスというのは、す

ごく性的な含みがある言葉で、それをわざわざ

持ってくる。 

海外の研究者から見ると、その二者の関係が

とても性的にみえるのは、ある種、みえみえな

のかなと思うのは、テッサ・モリス・スズキさ

んという研究者も、ジェンダーで読み解いてい

て、あるときから、日本の戦争と戦後の語りが

女性的になっていく、と。 

最初の 60 年安保のときの安保条約を、原文

で読んでとってもびっくりしたのは、「日本が

いてほしいと欲したので、私たちは軍隊をディ

スプレーしておく」と条文に書かれているんで

す。条文にこんなことを書くんだ、とすごくび

っくりしてしまって、私、何となくレイプ犯が、

「おまえが誘ったから」みたいな、――下世話

な言い方だけど、そんな言いぐさに似ているよ

うな、随所に性的なところが出てきて、だから、

何だろう、それは親和性と言えば言えるんだけ

ど、ちょっと見ていて、気味の悪いところだな

と……。 

答えにはなっていないかもしれません。 

 

司会 もう一つ、質問の中で、果たして戦後

日本というのは臣民から国民にちゃんとなり

切れたのか、主権在民という意識はでき上がっ

たのか。原さん、どうですか。 

原 それについては、敗戦後における九州と

天皇の関係を例にとりあげて説明してみたい

と思います。九州では二番目の原爆が長崎に落

ちましたし、何よりその前に天皇が宇佐神宮と

香椎宮に敵国撃破を勅使に祈らせたというこ

ともあった。 

それゆえに、九州は敗戦後の天皇にとっては

ちょっと特別なところにみえるんですけれど

も、1946 年の 7 月から 8 月にかけて、天皇は

元侍従次長の木下道雄を九州に派遣している

んです。これは今回の『実録』で初めてわかっ

たんですけれども、20 日間ぐらい九州を回ら

せて、何を視察させたかというと、カトリック

がいまどのぐらい広がっているか、を視察させ

るんです。 

九州は、日本の中ではカトリックが比較的多

いところですけれども、天皇の中にあったのは、

国民の間で、天皇あるいは神道に対する反発が

起こっているんじゃないか。反発が起こってカ

トリックに改宗する、ひょっとしたらそういう

動きがあるんじゃないか。ある種の恐怖かもし

れないけれども、必ずしも戦前のように行幸す

れば自動的にみんなが天皇を仰いで、「天皇陛

下万歳！」を叫ぶ状況ではなくなっているんじ

ゃないか。そういう気持ちを持っていたような

気がするんです。それで木下を派遣させている。 

結果的には、その後、1949 年に天皇自身も

行くんです。行って九州を回っているんです。

そうすると、全くそんなことはなくて、相変わ

らずなんですよ。みんなが「万歳！ 万歳！」

で、「わっしょい、わっしょい」という感じで、

共産党員ですら赤旗丸めて万歳する、そういう

光景が至るところで見られるわけです。だけど、

天皇はそれで果たして満足したのかというこ

となんです。よかったと、ほっとしたというふ

うに考えていたのか。むしろ逆のような気もす

るんですよね。 

というのは、このときおもしろいのは、巡幸

に行ったとき、天皇はいくつかキリスト教の施

設を回っているんです。さっきいった香椎宮に

も宇佐神宮にも行っていないんです。それ以降

も、天皇は九州を訪れてもこの二つの神社には

行かないんです。 

赤坂 ええ、本当に？ 

原 1949 年の巡幸では、わざわざ、長崎で

も大分でもカトリックの施設を回るんです。こ

のときに限って、天皇は予定時間を 30 分ぐら

いオーバーするとか、全く予定に入っていない

聖堂の奥まで入っていったりとか。そういう予

定外の行動に出ている。天皇の側が九州でどの

ぐらいカトリックが広がっているかというこ

とを、実際に確かめたかったと思うんです。 

ところが、ある意味で期待に反して、全く変
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わっていなかったことがわかる。つまり、「国

民」ではなくて相変わらず「臣民」のままだっ

たということです。これを一体、天皇がどう思

ったのかなというのが、『実録』を読みながら

すごく気になったんです。 

赤坂 そこには何も書かれたものはないん

ですか。どう思ったかとか。 

原 もちろん。今回の『実録』はそういう記

述は一切ないです。行間から推量するしかない。 

赤坂 何かと突き合わせて読むことはでき

ない。 

原 何かというのは。 

赤坂 補足的な資料とかはないですか。 

原 ないです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

赤坂 昭和天皇実録に関して、私から追加で

二つ質問したいのですが、まず、天皇が共産主

義革命を非常に恐れていた感じは読み取れる

のですか。 

原 読み取れます。 

赤坂 天皇が戦後、本土への米軍駐留を積極

的に望んでいたふしは見受けられますか。 

原 それは読み取れません。沖縄メッセージ

を通して天皇が沖縄における米軍駐留を積極

的に望んでいたことはわかりましたが、本土で

も同様なことを望んでいたかどうかは、わかり

ません。私個人としては、そうではなかったよ

うに思います。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

司会 これから、側近のいろんな手記、いま

までなかったものが出てくればいいんですけ

れども。最後に、赤坂さん、皆さんに一言言っ

ておきたいことをどうぞ。 

 

ＡかＢかのあいだには限りないグラデーショ

ンがあって心が震える 赤坂 

 

赤坂 いま憲法の議論が高まっているけれ

ども、でも、改憲か護憲かしかなくて、国民投

票をやるにしても、改憲か護憲か、イエスかノ

ーか、ＡかＢかというふうな、最終的には二者

択一を突きつけられるにすぎない感じがする

んですね。 

だけど、ＡかＢか、イエスかノーかの間には

限りないグラデーションがあって、調べていく

と、そこで心が震えるような記述に触れたりも

するんです。 

例えば憲法の草案というのは、最初は、「全

ての自然人は」と書かれていたらしいんですね。

“All natural persons”、それを言ったのは

鶴見俊輔さんだけど、そういうのを読んだとき

に、すごく心が震えるような感じがした。歴史

をひもといたり、現在を考えたり、そういうこ

とをしている間に心が震える体験をすると、Ａ

かＢかだけじゃない選択肢はいっぱいみえて

くる気がするんです。 

私が「愛と暴力」と言ったのは、愛が暴力的

な作法で語られていた、で、いま右傾化してい

るとも言われるけれども、右傾化したというよ

り、両極端しかない作法しかずうっとなかった

ので、いきなりこっちに振れているという感じ

がするんです。この極と極の間みたいなもので

すぐれた表現に触れるとか、そういうことを自

分はしていきたいし、もし提案できることがあ

るとしたら、インスタントな解決法ではないけ

れども、私はそういうことを申しあげたいです。 

司会 きょうは長い時間ありがとうござい

ました。戦後 70 年というのは、時間的に言え

ば、明治維新から日中戦争ぐらいまでの長い期

間だし、アメリカで言えば、アメリカの独立か

ら南北戦争ぐらいまでの時間です。極めて長い

時間であり、また日本にとって大きな歴史です。

その中で、われわれがふだん気がつかないよう

なおもしろいポイントを、原さんも赤坂さんも

提示してくださった。戦後を考えるときに、こ

ういう視点もある。それから、天皇の問題は常

に、いまもまた重要な問題です。 

最後に二人に感謝の拍手を送っておしまい

にしたいと思います。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

（了） 


