


はじめに

永滝　稔

　秋、10 月です。春から夏にかけて気候はずっと極端で不安定でしたので、私などは
何かと体にこたえていますが、秋になって少し穏やかな気候になればと思います。
　さて、ここに『CROSS ROADS』第 10 号をお届け致します。
　本号は、『戦後沖縄と復興の「異音」』を執筆していただいた謝花直美さんにエッセイ
をご寄稿いただきました。『沖縄タイムス』の記者として、また研究者として、「民衆の
抵抗を中心に書かれてきた沖縄戦後史に、抵抗しなかった人々をいかに書いていくか」
を深く悩んだ姿が語られています。
　また連載「狂言師の日々」は第 4 回目で今回が最終回となります。狂言師・奥津健太
郎さんによる伝統芸能のご紹介ですが、今回は「日韓芸能の協同による新作能『望恨歌』
上演プロジェクト」という素晴らしい挑戦についてご執筆いただいています。
　そして、永滝勇の「連載　私が見た戦前の中国・台湾」は、いよいよ永滝一家が開封
を離れて中国大陸を流浪するようになっていきます。よくまあ、こんな状態で生き残っ
ていたものだと思います。
　また、このページの下の広告にあるように、有志舎と提携している高円寺の古書店・
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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　「落穂ひろいのように聞いていくしかな
い」。民衆の抵抗を中心に書かれてきた沖縄
戦後史に、抵抗しなかった人々をいかに書い
ていくか。方法を迷っていた時に、ゼミで投
げかけられた言葉だ。
　大学院に入ったのは、新聞記者として沖縄
戦後史を取材していて抱いた焦りがあったた
めだ。紙面に何度も登場して 1950 年代の土
地闘争や 1960 年代の沖縄の「復帰」運動を
語ってくれた人々が次々と亡くなっていた。
歴史に関する取材は聞き書きが主な方法であ
り、それまで重ねられた報道が提示する見方
に沿うのが常だ。だから、当事者がいなくな
ってしまえば沖縄戦後史も沖縄戦もこのまま
では書けなくなると考えた。そのため、休職
して大学院で学ぶことにした。４半世紀ぶり
の大学で、若い仲間や恩師に助けられながら
学び始めた。以来、冒頭の言葉は、研究だけ
でなく取材でも迷うたびに思い出した言葉だ
った。
　見えなかった人々
　拙著『戦後沖縄と復興の「異音」』は、
1953 年に米軍占領下の大学で起きた学生の
抵抗運動「第一次琉大事件」が重要な位置を
占める。米軍と大学によって「アカ」とされ
た学生たちの抵抗運動を巡り、人々を分断す
る政治が立ち上がっていた。研究の方向性を
定めるテーマを示す出来事だったからだ。
　学生とともに抵抗する民衆の姿を探して、
1950 年代初頭の新聞を読み始めると、早々
と期待は裏切られた。紙面が伝えていたのは
沖縄戦で破壊された社会の再建が、経済や社
会、文化など各方面ですすむ、復興の躍動感
だった。米国による沖縄の長期保有が決まり、
米軍基地建設が始まったこと、占領を維持す
るための民政機構や企業設立が続いていた。
しかし、同じページに、基地用地確保のため
各地で農地を追い出された農民の姿や、貧し

いままに取り残されていく「戦争未亡人」の
不遇が報じられていた。復興の熱気に包まれ
た時代は、「人権の暗黒時代」と呼ばれたよ
うに人々が分断されていった時でもあった。
　期待通りの抵抗が記録されていなかった新
聞をめくりながら、そこにはほとんど書き込
まれることがなかった人々の声を聴くことが
始まりなのだと気付かされた。米軍占領を優
先した沖縄の復興、人々は服従や協力を求め
られ、自らの復興を達成するためにそれを選
んだ。こうして形成された復興の審級は、さ
まざまな領域で浸透していった。占領に異議
を唱え、抵抗すれば、排除された。人々は内
面で妥協し、あきらめを抱え、時には無邪気
を装い生きざるをなくなった。さまざまな生
活の場の体験を聞き取ること、それが最初の
課題となった。
　新聞とパブリック・ヒストリー
　新聞の戦後史の取材では土地闘争や「復帰」
運動が中心だったため、どのようにして生活
の場を探して書くのか、大きな課題となっ
た。とにかく聞き書きをしてみたいという思
いから、以前から気になっていた「琉球人形」
について調査をはじめた。「琉球人形」につ
いては拙著には収録していないが、論文をま
とめるだけにとどまらない異なる位相へもつ
なげてくれた事例として紹介したい。
　占領下で一世を風靡した「琉球人形」は、
沖縄に住む者なら知らないものはいないポピ
ュラーな土産物だったが、いつのまにか人気
は衰えていた。「琉球人形」については、ま
とまった記事もなく、先行研究もほとんどな
かった。県の観光関係担当部署に行って資料
を読み、わずかな新聞記事から、製作者の女
性たちを探しだし聞き取りを始めた。こうし
て見えてきたのは、占領初期の配給時代に、
少しでも多く食料を得ようと米兵向けの土産
として女性たちが人形作りを始め、グループ

著者エッセイ　『戦後沖縄と復興の「異音」』

「見えなくされた人々」と出会い直す

謝花直美
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を結成、さらに「復帰」後に始まる沖縄観光
ブームに乗って人気商品になったという流れ
だった。人形作りを初期から支えたのが「戦
争未亡人」を中心とした女性であり、内職か
ら産業が形成されていたのだった。その一部
は、拙著に収録したミシン業の女性たちとも
重なっていた。取材を通し指導者だった女性
の遺族が保管していた資料を、那覇市歴史博
物館に寄贈する橋渡しもできた。同館は資料
をもとに「琉球人形」の資料展も開いた。戦
後史の中で抜け落ちていた女性の手仕事の経
験を聞き書きし、新聞という手に取りやすい
媒体で掲載すること。それは、当事者や遺族
を博物館と結び、社会が共有することがなか
った女性たちの経験を社会に提示するきっか
けとなった。ミシン業についても、南風原文
化センターで展示が行われた。こうした過程
は、パブリック・ヒストリーを一緒につくる
取り組みでもあったと思う。
　他の章の聞き書きを新聞でまとめた過程で
も同様な反応があった。「第一次琉大事件」
では多くの支援者が出て元学生の退学処分撤
回を求めた（残念ながら、今でも撤回されて
いない）。占領初期の収容地区から、那覇市
の人々が軍労働のために移動した「金武湾」

区、そこで育った子どもたちは連載をきっか
けに、自らの経験を記録し始めた。聞き書き
を共有することで、人々が「穴あきだらけの
歴史」に今も生きていることを知った。戦後
史の欠落は戦後を生きる人々を今も規定して
いるという、新たな問いが立ち上がった。
　バイタリティーに平準化された声
　人々が生活の場で抱いた復興が、現在の那
覇市を形づくっても、拙著の目的は都市の復
興を描くことではなかった。
　那覇市の戦後は、壺屋の陶業再建と開南の

「闇市」をたちあげた市民のバイタリティー
に焦点をあてて語られてきた。しかしこうし
た語りは、復興を求めた人々の多様な声をポ
ジティブな物語に単純化してしまう。生きる
場を身体を置くことで占拠してつくった海外
引揚者や「戦争未亡人」の姿は、後景に押し
やられる。こうした人々の「異音」としての
声を、今後も聞き続けたい。

Information

『戦後沖縄と復興の「異音」―米軍占領下　
復興を求めた人々の生存と希望―』

謝花直美　著

A5 判、ハードカバー
280 ページ
定価（本体 2,600 円＋税）
ISBN978-4-908672-49-1
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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。
　いよいよ最終回の今号は、私も同人の一人
である「天

てん

籟
らい

能の会」と、同会が本年 12 月
25 日の公演に向けて取り組んでいる「日韓
芸能の協同による新作能『望恨歌』上演プロ
ジェクト」についてお話しします。
　天籟能の会について
　天籟能の会は、能楽師ワキ方の安田登師、
囃子方（笛方）の槻宅聡師、それに私が同人
となっている公演団体です。能の会は主役を
勤めるシテ方の主催が多いのですが、天籟能
の会はシテの相手を勤める三役（ワキ方、狂言
方、囃子方）が主催する珍しい公演です。三
役ならではの視点で能狂言の面白さを見出して
企画した公演は 2010 年以降、８回を数えます。
公演の前には、能狂言を初めてご覧になる方
から愛好家の方までどなたにもお楽しみいただ
ける、多彩なゲストあり、お話あり、実演あり
のワークショップを複数回開催しています。
　新作能『望恨歌』上演への道のり
　天籟能の会は 2017 年、新作能『望恨歌』の
上演に向けて準備を始めました。いつの世に
も国家と国家の対立、権力の争いの陰には多
くの人の嘆きや悲しみがあります。古今東西、
舞台人や芸術家はそのような人々の想いに目
を向け、世の平安を祈ってきました。能狂言も
例外ではなく、特に戦後は反戦や反核の意志
を舞台活動に反映させた演者も少なくありま
せんでした。伝統芸能の演者は古典の演目を
演じますが、現代に生きる人間として舞台活
動を通して何を訴えていくのか考えることは重
要です。名もない多くの人々の嘆きや悲しみを
忘れずに、舞台で演じることで時間や空間を
超えて共有し、人と人とを結びたいという想い
から『望恨歌』上演の構想が進み始めました。
　『望恨歌』は 1993 年に初演されました。作
者は免疫学の世界的な研究者で東京大学名誉

教授の多田富雄（1934 － 2010）。多田は幼少よ
り能の小鼓を稽古するなど能への造詣が深く、
専門の傍ら執筆した新作能には現代的なメッセ
ージがあり、その多くが現在も舞台で上演され
ています。『望恨歌』は以下のような物語です。

　先の大戦から数十年を経たある日、九
州八幡の僧が一通の文を携えて韓国全羅
道丹月の村を訪れる。その文は、戦時中、
日本に強制連行され過酷な労働を強いら
れた末に亡くなった男が生前、若き妻に
宛てたものだった。今は老女となった妻
は文を見て「ああ、再び会いましたね」
と言って嘆き悲しみ、夫の身を案じる内
容の百済歌謡「井邑詞」の一節を謡う。
そして、その音が冥界に届くという砧を
打ち、晩秋の寒さ深まる中で舞を舞う。

　天籟能の会は、多田作品を数多く手掛け、
海外の芸能とも交流が深いシテ方観世流の清
水寛二師に主役の老女を依頼しました。縁と
は不思議なものです。人が次々に繋がり、韓
国の民俗芸能である農

ノン

楽
アク

伝承者の方々が出演
者に加わることが決まり、2020 年１月 25 日
に東京・国立能楽堂で共に公演を行うことに
なりました。ここに天籟能の会初の芸能によ
る国際交流の試みが生まれたのです。
　ところが公演前年の 2019 年、国内には韓
国に対する負の感情が満ちていました。私た
ち公演関係者は公演をどうすべきか幾度とな
く意見を交わし、『望恨歌』の上演を延期、
より多くの方々にご覧いただける機会を探す
ことにしました。
　予定していた１月 25 日は、韓国の農楽と日
本の能楽、ふたつの「のうがく」による『望恨歌』
プレ公演として行いました。公演当日は旧暦
元日、農楽団は能舞台の神に祈りを捧げ、大
音量の銅鑼の音が舞台に響き渡りました。そ

連載　芸術エッセイ　狂言師の日々④

日韓芸能の協同による新作能『望恨歌』上演プロジェクト

奥津健太郎
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のエネルギーの強さに解放されたように目頭
を抑えるお客様が客席に大勢いらっしゃった
ことを鮮明に記憶しています。能は、朝鮮半
島に縁の深い京都の古社・賀茂明神の能『賀
茂』を半能形式で上演しました。能の中で狂
言方が演じる部分を間狂言と言いますが、『賀
茂』の間狂言は御田植の神事を見せる特別演
出『御

おん

田
だ

』として、この日の公演は能楽と農
楽の歴史的な協演の場となりました。
　お客様の感想の数々、農楽の方々の熱い想
いにも後押しされ、公演後には『望恨歌』上
演に向けて東京都歴史文化財団アーツカウン
シル東京への助成を申請、「日韓芸能の協同
による新作能『望恨歌』上演プロジェクト」
として再始動することになりました。当初は
2020 年９月の上演を目指していましたが、コ
ロナ禍により舞台活動が不可能になり、再度
設定した公演の日時は2021年12月25日（土）、
場所は国立能楽堂となりました。構想から 4
年を経ていよいよ実現いたします。
　第９回天籟能の会のご紹介
　過去に上演された『望恨歌』は伝統的な能
の手法に則っています。しかし、今回上演す
るのは日韓芸能の協同による『望恨歌』です。

現在、清水寛二師による演出が練られていま
すが、注目点のひとつは農楽の方々も『望恨
歌』に加わることです。日本と韓国の友好を
願う出演者一同が心を合わせて作る舞台にぜ
ひご期待ください。前回の公演で大きな感動
を与えてくれた農楽も再び上演いたします。
狂言は古典の演目の中でも人気曲の『二人
袴』。師野村又三郎の親、野口隆行の舅、又
三郎嫡男信朗の太郎冠者、息子奥津健一郎の
聟という配役でご覧いただきます。
　おわりに
　全 4 回に渡って私が考えていることを綴っ
て参りました。伝統芸能の世界のことは分か
りにくいところもあったかと思いますが、こ
れをきっかけに能や狂言、日本の様々な伝統
文化にご興味をお持ちいただければ大変嬉し
いです。これからも一人でも多くの方々に能
狂言の面白さを知っていただけるように日々
挑戦していきます。微力ながら芸能による国
際交流にも力を注ぎ、芸能によって国境を越
え、人と人とを繋げられたらと願います。多
くの方々のお力添えを得ながら前に進んでい
きたいと思います。４回に渡ってお読みいた
だき、誠にありがとうございました。

〈第 9回天籟能の会へのお誘い〉
本文でご紹介した「日韓芸能の協同による新作能『望恨歌』
上演プロジェクト」が実現する第 9 回天籟能の会は、いよ
いよ 12 月 25 日（土）に東京・国立能楽堂での開催です。

名物のワークショップも 10 月～ 12 月に 7 回開催。主催メ
ンバーや多彩なゲストが多数登場いたします。能狂言の基
本はもちろん、上演する演目を様々な面から探り、実演も
行う充実の内容です。参加費はお賽銭。対面とオンライン
でご参加いただけます。ぜひお気軽にご参加ください！

最新情報、お申し込みは天籟能の会または、奥津健太郎の
公式サイトをご覧ください。
奥津健太郎公式サイト
https://kyogen-okutsu.amebaownd.com/
天籟能の会公式サイト　http://watowa.net/boukonka/

Information
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　開封に住んで数年後、太平洋戦争が勃発し
たが、中国の奥地では何も変わらなかった。
華北電電公司に勤める中国人は若い男性が殆
どで、社宅に遊びに行くと「エイロンショウ
ハイ（永滝の息子）」と抱き上げて頬ずりを
する。にんにくの匂いと男臭さに辟易しなが
ら逃げ回ったが、しかし嬉しかった。
　あるとき、部屋の隅に投げ捨ててある藁半
紙の綴りを何気なく手に取ると難しい漢字が
羅列してある中に手書きの稚拙な絵が載って
いた。明らかに日本の軍人らしき男が中国人
の首を刎ねている残酷な絵である。見てはい
けないものを見てしまった ･･･ そっとその綴
りを元の場所に置くと黙って家に戻ったのだ
った。子供の事なので、すぐに忘れてしまっ
ていたが、今思えばやはり中国の人たちは、
心の奥底に日本人に対する深い怨念があった
のだなと思わざるを得ない。
　さて、父と支店長との確執はひどくなり、
事ごとにぶつかる様になっていき、ついに父
は辞表を叩きつけて辞めてしまった。こうし
て開封での生活は二年半ほどで終わった。と
はいっても、行くあてもないまま、天津で運
送業に携わっていた父の直ぐ下の弟・仙吉を
訪ねていくこととなった。仙吉叔父からの「住
む所もあるから安心して来い」との電報を頼
りに、3 人は新天地を求め天津へと旅立った
のだった。
　天津はさすがに中国有数の国際都市という
だけあって、ビルが立ち並んでおり、我々は
眼を見張ってしまった。迎えに来た叔父は当
時流行の毛皮の帽子・コートに騎兵用の長靴
をはき颯爽としていた。住む家も見つけてあ
るというので、待たせてある車でそこに向か
った。
　15 分も走っただろうか、細い路地をいく

つも曲がり、土塀のところで車を降りるとさ
っさと降りて歩き出す叔父。父はタクシー代
を払うと私達と共にその後を追った。
　土壁で塗り固められた小さな家が立ち並ぶ
一角にその家はあった。入ると薄暗い土間が
あり、その奥にアンペラ（竹で編んだゴザの
ような敷き物）を敷いた簡易ベッド。それだ
けである。呆然と立ち尽くす父と母、「おい、
仙吉っ！ここが住まいなのか？」。叔父は平
然として、「ああ、そうだよ。我々みたいな
苦力（クーリー）を監督する者はまずその生
活に慣れなければやっていけない。俺は隣
だ」。それだけ言うとさっさと隣に行ってし
まった。
　とにかく、他に行くところがないのだから
仕方なくこの「貧民窟」の様な家で家族三人
の生活が始まった。お勝手と洗面所は外にあ
る共同のもので、トイレは部屋の隅にある壺
で用を足すのである。周りに住んでいるのは
全て貧しい中国人で、共同炊事場に出て行く
と、ひどい臭いが漂い、ヨレヨレの衣類をま
とった中国人の女性が胡散臭そうな顔でジロ
ジロと見る。母はたまらなくて寝込んでしま
った。隣に居るはずの仙吉叔父は何処に行っ
たのか姿を見せない。
　さすがにこのままではいけないと思った父
は、大連時代に知り合った中野さんという友
人を訪ねて出掛けていった。3 日後、息せき
きって帰ってきた父は、「おい、これから中
野さんの家に行くぞ。話をつけてきたから」
と。「こんなところに住めたものじゃない！
仙吉め、とんでもない奴だ」とプリプリ怒っ
ていた。
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