


はじめに

永滝　稔

　春、4 月です。世の中は依然としてコロナ禍の難しい状況とはいえ、新しい門出をさ
れた方もいると思います。私も遙か昔、新入社員として緊張しながら、吉川弘文館とい
う歴史書出版社の旧い社屋のドアを開けた時のことを思い出します。
　さて、ここに『CROSS ROADS』第 8 号をお届け致します。
　本号は、昨年、『戦争・革命の東アジアと日本のコミュニスト』を刊行していただい
た黒川伊織さんにエッセイをご執筆いただきました。お陰様で、多くのご注文をいただ
き、評判も上々の本書ではありますが、さらに多くの方に知っていただき読んで欲しい
と思っております。
　また連載「狂言師の日々」は第 2 回目となります。狂言師・奥津健太郎さんによる伝
統芸能の楽しいご紹介です。
　そして、永滝勇の「連載　私が見た戦前の中国・台湾」は、開封での生活（その 2）です。
日中戦争下の最前線で庶民生活を綴っております。戦史とはまた違う、戦地での一般民
衆の生活証言となります。
　また、このページの下の広告にあるように、高円寺の古書店・ブックカフェ・酒房で
ある「コクテイル書房」は、大学研究室などの蔵書整理・買取などの経験も豊富な古書
店です。研究者・読者の皆さん、ぜひ、お声がけください。
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　私は日本共産党後援会の活動をお手伝いして
いる。現存する日本共産党に思い入れのない私
を後援会のお手伝いに引きずりこんだのは、元
共産党専従の「おじいちゃん」である。1972 年
に入党し、1977 年から 20 年にわたって専従を務
めたのち町工場に職を得た彼は、優秀な技術者
かつマネージャーとして、いつも私の仕事を助
けてくれている（私は博士課程修了の翌月から、
製造・小売の零細企業での会社員生活を続けて
いる）。長年仕事で培ってきた彼への信頼感があ
って、はじめて現存する日本共産党への関心が
生まれ、「おじいちゃん」が孤軍奮闘している後
援会活動を手伝ってみようと思ったのだ。
　2020 年 11 月１日の「大阪市廃止・特別区設
置住民投票」は、私のお手伝い本格デビューの
場となった。1996 年に大阪市役所に入職し、職
を離れてもずっと大阪市に暮らしてきた私は、大
阪維新の会に大阪市の行方が左右されることが
悔しかった。住民投票の公示直後から、「おじい
ちゃん」と宣伝カーに乗って街を回ったり、ポス
ターを貼ったりし、投票当日は朝から電話ローラ
ー作戦を頑張った。社会運動史を勉強してきた
なかで何回かデモには参加したけれども、こん
な「ベタ」な経験は初めてのことだった。
　この経験は、「過去」の社会運動史を書いてき
た私を「現在」の地平に引きずり戻した。「過去
のことばっかり書いてどうするの」とは、ベトナ
ムに平和を！神戸行動委員会を支え、今も「行
動する科学者」として世界を駆ける物理学者の
齊藤威さんから幾度となくかけられてきた言葉
だ。住民投票を手伝ったことで、「今」を生きろ「今」
を書けという齊藤さんの言葉がよみがえった。そ
して、自分の視点から現在と過去の社会運動を
結びつけることができ、机上の理論として整理
してきた事柄を、はじめて運動の現場で体感で
きたのだ。
　まず気付いたのは、都構想反対というシング
ル・イシューで成り立ったさまざまな反対行動の

あり方が、60 年安保闘争やベトナム反戦運動の
経験と重なり合うということだった。今回の都構
想反対運動が、「大阪市ほんまに廃止していい
の？」という問いではなく、「維新を倒せ！」をス
ローガンとしていたら、維新に対する評価や政
治的立場が異なる人びとが足並みをそろえるこ
とは難しかったはずだ。その一方で、「大阪市ほ
んまに廃止していいの？」という問いの「その先」
を運動の側が設定できなかったことは、住民投
票で反対が多数となっても、結局形を変えて都
構想が生き残る現状を生んだ。要は、シングル・
イシューの社会運動の可能性と限界を、実感を
もって受け止めたのである。
　もうひとつ、これは私のこれまでの勉強への反
省でもあるのだが、社会運動における党派や組
織の力の大きさをあらためて感じたことだった。
都構想反対運動では、自民党や共産党の底力を
見せつけられた一方、党派や組織に属していな
い私のような個人がこれに関わろうとすると、自
由に参加できる運動の場はほとんどなかった。こ
の点は、総評・社会党や共産党中心の運動のな
かで、党派や組織に属さない個人が自由に参加
できる場として機能した「声なき声の会」やベ
平連の存在意義ともつながっているだろうし、イ
デオロギーの呪縛から脱した現在の社会運動の
あり方の問題ともつながるのだろう。
　社会運動には、なお可能性がある。私の 20 歳
の息子が SNS で友人たちと都構想についての議
論を重ねていたように、リアルな生活空間から
は見えない運動の場も生まれた。その地下茎の
ような繋がりを、どのように社会運動史研究のう
ちに組み込んでいくかという課題は、過去の社
会運動史に対する私の向き合い方とも関わって
いる。拙著『戦争・革命の東アジアと日本のコ
ミュニスト―1920-1970 年―』は、国際共産主義
運動が東アジアそして世界にめぐらせた地下茎
を、国境をこえた人びとの繋がりから描き出す試
みであり、日本のコミュニストにとっての「プロ

著者エッセイ　『戦争・革命の東アジアと日本のコミュニスト―1920-1970 年―』

「地べた」からの社会運動
―大阪都構想反対運動の経験―

黒川伊織
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レタリア国際主義」の意味を問う試みであった。
その限りで、「日本共産党史」を問おうとするも
のではなく、今となっては笑い話かもしれない「革
命」を目指したコミュニストの確かな〈生〉の物
語として読者が受け止めてくださることを願って
いる。
　また、拙著では、繰り返し中野重治「雨の降
る品川駅」に言及しはしたが、運動との関わり
における「天皇制」の位置づけにはあえて立ち
入らなかった。この点については、「戦間期コミ
ュニストの思想／運動における日本／「天皇制」
認識」（『日本思想史学』53 号、2021 年 9 月刊行
予定）で、1928 年の昭和天皇即位の「御大典」
によるコミュニストへの抑圧が日本のコミュニス
トの「天皇制」認識に及ぼした影響を論じてい
る。拙著とあわせてこの論考もご覧いただけた
ら幸いである。
　最後に、2019 年の歴史学研究会大会現代史部
会での私の報告「反戦平和運動における抵抗と
文化／抵抗の文化―神戸港からみた世界」（『歴
史学研究』989 号、2019 年 10 月）は、「戦争・
革命の東アジア」の同時代を生きた地域固有の
地下茎をたどりなおす作業であり、拙著で提示

した枠組を地域固有の運動経験から描きなおし
た「もうひとつの物語」となっている。グローバ
リゼーションを分断する COVID-19 に翻弄され
る日々はなお続くだろうが、ふたたび人びとが「国
境をこえる」ことの意味を、拙著そして「もうひ
とつの物語」を通して感じ取っていただければ、
望外の喜びである。

〔付記〕
私がボランティアスタッフをしている大阪
産業労働資料館（エル・ライブラリー）は、
2008 年の橋下大阪府知事の財政改革による
補助金・委託金の全廃からスタートした「日
本一貧乏な図書館」です。入居している府立
労働センターの家賃も 2 倍とされるなど、極
端な財政難に苦しみながら社会・労働運動の
貴重な歴史的資料を守り続けているエル・ラ
イブラリーは、市民ボランティアと寄付に
よって支えられています。エル・ライブラ
リーへの皆様の温かいご支援をお願い申し
上げます（エル・ライブラリー HP https://
shaunkyo.jp）

Information

『戦争・革命の東アジアと日本のコミュニ
スト―1920-1970 年―』

黒川伊織　著

四六判、ハードカバー
380 ページ
定価（本体 2,800 円＋税）
ISBN978-4-908672-43-9
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　第 7 号から 4 回に渡って連載しております能
楽狂言方和泉流の奥津健太郎と申します。前
号では、能と狂言を合わせて「能楽」というこ
と、狂言との出会い、亡師のこと、息子のこと、
伝統芸能の力などについてお話ししました。
　今回は、私たち演者が格別大切にする「面」
をご紹介します。実は、私は 20 年ほど前から
面の制作「面

めん

打
うち

」にも携わっています。使う立
場と作る立場、様々な角度から面についてお話
ししたいと思います。舞台にご興味をお持ちい
ただくきっかけになれば大変嬉しいです。
能狂言の面
　面とは仮面のことですが、私たちは「おめん」
とは言わず、「おもて」または「めん」と呼び
ます。能の面は「能面」、狂言の面は「狂言面」
です。能面は細かく分類すると 200 種類ほど、
狂言面は 30 種類ほどあります。多種多様な表
情の面は、どれも能や狂言の特徴を良く表し
ています。能にして能にあらずと言われる神事
曲《式三番（翁）》で、御神体として扱われる
翁の面は「式三番面」、または「翁

おきな

面
めん

」と言い、
能狂言が大成する室町時代以前からのもので
す。数多くの種類の面がありますが、狂言の演
者が通常用いる面は、「狂言面」と翁面の中の

「黒色尉」です。
面への興味と面打との出会い
　私は 15 歳で狂言に出会ったほぼ同じ頃から
能にも興味を抱き、面にも関心を持ちました。
高校生の時に能面「中将」を打ったことが思い
出されます。その後、20 代半ばから狂言の普
及活動をするようになり、学校などで子どもた
ちに向けてお話しをする機会も増えていきまし
た。能狂言は長い歴史の中で愛され続けてきま
したが、その面白さを現代の子どもたちに伝え、
興味を持ってもらうには様々な工夫が必要で
す。試行錯誤する中で、ある時、面を見る子ど
もたちの反応が鋭いことを目の当たりにしまし
た。子どもたちは面の表情を読み取ることにと

ても長けています。面を通して能狂言の世界に
素直に入ってくれるのを見て面の力を知り、面
打の石原良子師にお願いして狂言の鬼の面「武
悪」を打っていただきました。その面は様々な
表情を含むとても使いやすい面で、舞台でも
度々使っていました。暫くしてもう一面、別の
面をお願いしようとしたところ、「あなたが打
ってみたら」と勧めてくださり、面の世界に足
を踏み入れることになったのです。
大切な面―面の扱い―
　では、演者がどれほど面を大切にしている
か、面の扱いについてお話ししてみたいと思い
ます。
　面は役の顔であり、そこには人格がありま
す。代々舞台を生業にする家に伝えられた面に
は先祖の汗が染みています。現在も舞台で使
われる古面の中には、能を大成した世阿弥が
かけたと伝わる面もあるのです。古面はもちろ
ん、新しい面も数百年舞台で生き続けるために、
扱いに差はなく厳格です。
　まず、面を床に置くことはありません。万一
の事故もないように、必ず机など台の上に置き
ます。面の下には面袋などを敷き、大切に大切
に扱います。面を手にする時は、面紐を通す
穴のところだけが持つことを許されています。
上からのぞき込んだり、面の前で喋ったりする
こともありません。運搬の際は、専用の鞄など
に入れて責任のある人が持ちます。顔にかける
時と外した時は、正対した面を戴いて拝をする
のが決まりです。
　大仰なようですが、全ての作法は面に敬意
を払い、無事に次代に伝えるためのものです。
現代に伝わる古面は多くの先人たちに守られ、
幾多の災禍を潜り抜けてきた奇跡的な存在で
す。面箪笥という小箪笥に納めることもありま
すが、万一の時には人が背負って避難できる
大きさになっています。演者は伝えられた面を
次代に伝える責務を負っているのです。

連載　芸術エッセイ　狂言師の日々②

面のこと

奥津健太郎
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面打―写し・修復―
　次に面打についてお話ししましょう。面打の
仕事は多岐に渡ります。彫刻、彩色はもちろん、
目や歯に金属板を嵌める場合の加工や、鍍金、
植毛、面裏の漆塗り、面袋の縫製まで行うこと
もあります。
　面打の基本は写しです。優れた古面を写し
て生み出された面は日々の舞台で使われ、数
百年かけて表情に深みを加えていきます。面は
完成した後も成長を続けていくのです。写しは
単にコピーと思われるかもしれません。江戸時
代には元の面にそっくりな、疵まで写した面も
あります。しかし、写しはそうそう簡単なこと
ではありません。非常に高い技術で写され、手
元ではそっくりに見えても、舞台では全く違う
表情を見せる面もあります。写しの意識が勝ち
すぎると控え目な表情になって、訴えかける力
が弱くなってしまうこともあります。面打とは、
元の面を飲み込んで自分のものとし、元の面を
継承しつつ新たに生み出すという、とても厳し
い仕事なのです。
　面には美術的な価値もありますが、舞台で使
われる実用品でもあります。特に面裏は演者の
顔に直接あたる部分で、あたりが良く、汗が面

の表に回らないような彫りであることが重要で
す。また、面は視野がとても狭いので少しでも
広くなるようにしたり、演者の負担を和らげる
ようにできるだけ軽くしたりなど、様々な工夫
を重ねてひとつの面が完成しています。
　古面の修復も面打の仕事です。時代を経て
弱くなったり損じたりした部分を、表情を変え
ないように細心の注意を払って再び舞台で使え
るようにするのです。繊細な表情の面は、アイ
ラインの墨が 0.5 ミリ膨らむだけでも表情が全
く変わってしまいます。修復は新しく面を打つ
以上に時間がかかり、精神的な負担も大きいの
ですが、面打にとって得るものも多い重要な仕
事です。

　今回は面を通して能狂言のことをご紹介しま
した。特に面を取り上げましたが、装束や楽器、
小道具、書物、芸など、どれを取っても同じよ
うに何百年も伝えられ、その集大成として日々
の舞台があります。長い時を越えて伝えられた
先人の努力に頭が下がる思いです。能楽は日本
人だけではなく人類にとっての宝であり、国際
交流にも大きな力を発揮します。次号では、私
の海外交流についてお話ししたいと思います。

狂言やるまい会とオンラインワークショップへのお誘い
師・野村又三郎が主催する「狂言やるまい会」。今年は 5 月 30 日（日）
に名古屋公演、9 月 23 日（祝）に東京公演を開催します。昨年の
公演は新型コロナウイルスの影響で中止となってしまいましたの
で、今年は 2 年分の熱意を込めて開催いたします。

また、毎月恒例のオンライン狂言ワークショップも無料で開催中
です。私と息子で狂言のご案内や実演をしております。どなたで
もお気軽にご参加ください！

最新情報は奥津健太郎の公式サイトでお知らせしています。
https://kyogen-okutsu.amebaownd.com/

Information
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　開封での小学校時代の思い出の中で何と言
っても忘れられないのは、2 年生の時に「模型
グライダー大会」で優勝した事である。
　私は今でもそうなのだが、とにかく手先が不
器用で図画・工作などでよい成績をとったため
しがない。しかも当時は小学 2 年だったという
こともあり、グライダーもキビガラ（さとうきび
の皮をむいたようなもの）を適当な長さに切っ
てこれを胴体に見立て、ボール紙で作った主翼
と尾翼を差し込んだだけの安直なものだった。
　これを、校庭の号令台の上から学年ごとに飛
ばす、それだけの事なのだが、なにしろ大勢の
生徒が、学年ごとに台に登るので台上は押し合
いへしあいの大騒ぎである。私も何とか台の上
に上がったのはいいが、いざ飛ばそうとしたら
切り込みにはめ込んだ筈の尾翼がそっくりと抜
け落ちているではないか！「尾翼がない！」と
探そうとするのだが、台上は人でいっぱいで見
つけるどころではない。先生は「さあ早く飛ば
しなさい」と言うし、「もういいや」と尾翼のな
いまま放り投げてさっさと台を降りていった時、

「わあー」と歓声が上がり、担任の先生がえら
い興奮した声で「永滝君！すごいじゃない」と
私の肩を叩いたのだ。何だか分らない内にグラ
イダー大会は終わり、全校生徒の前で表彰式が
あり、2 学年のなかで一等賞を貰ってしまった
のである。何と 4 年生の一等賞より飛距離があ
ったそうで、担任の先生は鼻高々であった。
　後日、校長先生に、そんなに飛んだ飛行機を
是非見たいと言われ困ってしまった。なにしろ
尾翼のない飛行機である。担任の先生は、「あ
らあら、いつの間にか取れちゃったのね」と笑
っていたが、まさか尾翼が無かったので真っ直
ぐに飛んだとは思わなかったのだろう。まさに
怪我の功名だったわけだ。
　また、華北電電の社宅裏の敷地内にはテニス

コートが二面あり、仕事が休みの時には同じ公
司の人たちに混じってテニスをしてよく遊んだ。
　その日も、みんなでテニスに興じていたのだ
が、西の空が突如真黒になり徐々にこちらに向
かってくるではないか。「蒙古風だ！」と道具を
放り出して皆は一目散に家の中に逃げ込んでい
く。父と私は訳も判らずとにかく何か大変だと
いうことだけは分ったので我が家へ駆け戻った。
　家では中国人のお手伝いさん（当時、各社宅
では中国人の女性が「女中」として雇われてい
た）が窓や扉の内側に盛んに目張りをしている
ところだった。父が「どうした！」というと、母
が「姑娘（クーニャン＝この娘）が、黄色の悪
魔がくるって」と。目張りをしないと家の中が
砂で一杯になってしまうというのだ。そのうち
に外がまるで夕方ように薄暗くなると物凄い風
と砂が扉や窓を叩き出した。やがて夜のように
真っ暗になり、窓を打つ凄まじい砂の音が響き
わたる。
　私たち 4 人は部屋の隅に寄り集まり固まって
いるだけ。やがてどの位たっただろう、風の音
が弱まると共に周囲が明るくなり午後の陽が差
し込んできた。父が玄関を開けようと足を踏み
出して驚いた。畳の上に 2 ～ 3 センチの砂が
積もっていて、まるで砂地を歩いているような
感じなのである。もし目張りをしてなかったら
家中が砂で埋ってしまうほどではなかったろう
か。後日聞いたところでは、「蒙古風」という
のは今で言う「黄砂」の事で、黄河沿いの砂
が風で大量に舞い上がり巨大な砂雲となって華
北・華中を襲うものだそうで、その後も何回か
開封では遭遇した。
　こんな事はあったものの、日中戦争の最前線
であったとは言っても、開封の城内は日々平穏
であり、戦争もどこか余所の国で行われている
かのような雰囲気であった。

連載　私が見た戦前の中国・台湾⑧

開封での生活（その 2）

永滝　勇




