
大阪の戦後文学
―ようやく在阪で活躍できる時代になつて一

篠劃穫誰豊良目 六動び凄河周興曖湘錘霧菫員・脚       雌

第 2回 5月 14日 (火)14:00～ 15:30

開高 健 と ノ1ゝ圏 実
行動主義の開高健t全体′Jヽ説を目ざした小田曳 大阪南部の焼跡から世界を見つめた二人の解劃ぶ トナム戦争に黙

つているわけにはしヽかなかつた 実よ 二人とも大阪を舞台にした多<OJJ税を書いています。まな 同時代の高橋和
E●JJ疇 も見つめた花は違うようにみえて、大阪に根差したことに違いはありません

(開高健・小田実・高橋和巳・ J瑯渡涼など)
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昭和 5イ瓢1930b前後に内地で生まれ育った日本人には共通点がある。特に長じて文学など創作活動に携わることにな

る者にとつては、その経験に原点があり、その時代が原風景にもなつている。
・昭和 16年〈194Dの国民学校令の時には小学校を終えている力、高学年だつた。つまり強烈な国家主義による初等教

育を経ていなし、
0中学校や女学校時代には動員によつてまともに勉学する機会を奪われ、徴兵年齢にも達していなかった
・何らかの形で空襲を経験し、生き残つた者で都市部にあつた者は焼け野原を見た
0敗戦時には13歳から17歳という人生でも最も感受性の強い年齢だった
・一日にして価値観が 180度変わるという経験をした。ある.意味でそれは自由の体感でもあつた
・終戦直後の進駐軍の統治と世の中の混乱にあらて、高等教育における旧制から新制への移行を経験した

昭和3年から7年に生まれた小説家などの面々を見てみると、そのような共通項が色濃く創作t響 を与えている者
が多いとも見える。その中でも開高健と小田実を中心に、高橋和巳と小松左京にも触れてみたし、



2.開高健と小田実の共通する原風景と原点

開高健も小田実も、共に旧制大土寺中学で動員に明け暮れる学生生活を送り、空襲にさらされ、敗戦を迎えた。この

時代に少年時代を送った全員と同様に、     ミニ人の原′点になった その飢餓や抑圧が、逆に世界の戦地や秘境に
飛び込む行動主義になった。反戦の行動は左翼とみなされたりしたが、マルクス主義には懐疑的だった。同時代には多
くの小説家が出現したが、この二人ほど筆と行動が一致した作家はいなし、大阪のリアリストそのものである。

西 暦 年号 年 満年齢 開高 健 満年齢 4ヽ 日 実

1930 昭和 5 0歳
12月 30日 大阪市 天王寺区東平野町1丁 目13番地で、父正
義、母文子の長男として生まれる
父は大阪市立鷺洲第 3小学校 謝1導

1932 昭和  7 2歳 0虜識

6月 2日 、大阪市福島区に生まれる。父は大阪市あ職員 でのちに
「政権交代」のあおりで突然解雇され、天王寺区堂ヶ芝の 自宅で
弁護士事務所を構える、。母は商家 (本屋)の娘

1937 昭和 12 7虜識
大阪市立東平野′

lヽ 学校に入学 12月 大阪市住苦区北田通
ETに転居、田辺小学校に転入

5虜識

1943 昭和 18 13歳
大阪府 立天王寺中学校 (現・天王寺高等学校 )に入学

橋国民学校教頭であった父が病死
7歳 大阪市立五 1条 小学校入学

1944 昭和 19 14涛策

校舎は兵営に代用され、授業は停止状態となる
人尾飛行場での雑用、火薬庫造営、国鉄龍華操車場の突放
蝶 などの勤労動員 にかり出される

12虜識
姫路市立城巽国民学校卒業、大阪府立 (lE制 )~更≡〒T軍覆
入学

1945 昭和 20 15聟壼 襲 13虜置 敗戦、天王寺中学校を休学    _
1946 昭和 21 16虜箋 14歳 天王寺 中学校 に復学
1948 昭和 23 18方鍵 旧制大阪高等学校文科 甲類 に入学 16歳

1949 噺目不口24 19房識
学制改革により大阪市立大学法文学部法学科を受験、6月 に
入学し文芸部に入部する 17虜識

学制改革で夕陽丘高校に転籍

1950 昭和 25 20虜識
処女作『 印象生活』を「市大文芸 1に発表
谷沢永一の同人誌「えんびつ |にカロ入

月

月 18虜識
2年生のとき、「明後 日の手記」を書く

昭和 26 21虜職
7月  書き下ろし長編『 あかでみあ めらんこりあ』を「えんびつ」
解散記念 に刊行
1■J_「 文学室」に参加

19虜識
知遇を受けた中村真一郎の尽力で、処女作の小緬
記』を河出書房より刊行

1952 昭和 27 22虜識

正月前後住吉区杉本町の牧羊 子の家ン`、移る
7月  長 女道千誕生

LLON」 に参カロ
20蔵誠

大阪府 立 (新制)夕 陽丘高校卒業、東京大学頼百軍蔀天軍≡夢
語学科を選び古代ギリシャ語を学ぶ

1953 断目琴128 23虜策

2月  洋書輸入商北尾書店 に入社
3月 牧羊子との婚姻届 出
12月 大阪市立大学法学部法学科を卒業

21虜識

1954 昭和 29 24虜登 2月  寿屋 (現・サントリー)に 入́社、宣伝部 員に 22虜登

1955 昭和 30 25虜貴
11月 東京 支店へ転勤、杉並区向井町の寿屋社宅に転居

23虜識

1956 昭和 31 26虜識
4月  PR誌「洋酒天国 Jを創刊、編集発行人となる

めた 24膚識
小説『 わが 人́生′≫時 :』 を河 出書房新社より刊行

1957 願留春1 32 27涛識

8月 『 パニック』を「新 日本文学」に発纂 一躍新人作家としそ
注 目される

月『裸の王様』を「文学界 |に発表
25虜費

東京 大学文学部言語学科卒業、東京 大学大学院人文科 学研 究
科西洋古典学専攻修 士課程 入学

1958 昭和 33 28廃貴

2月  『 裸の王様』で第38回芥川賞を受賞
3月 『 なまけもの』を「文学界」に発表
5月 寿屋を退職、嘱託となる
8月 杉並区矢頭町40番地 (現杉並区井草4-8-14)に転居

26虜識

「フルブラ′
F卜 基金」を受け、アヽ一ベード大学大学院 (Sこ百001 ЪF

Arts and Sience)嘔 ヨ鋼
=

その間アメリカ各地、カナダ、ノキシコを旅行

1959 昭和 34 29方貴
4月 過労が原因で急性肝炎になる
8月 『 屋根裏の独 自』を中央公論社より刊行
11月 『 日本三文オベコ』を文藝春秋新社より刊行

27虜識

秋にヨーロッパ、中近東、インドを1日 1ド

'レ

の予算で廻る

1960 昭和 35 30虜識

5～ 7月 中国訪間日本文学代表団の一員として申国を訪れ、
茅盾・老舎・陳毅・郭沫若・毛沢東・周恩来らと会見
9～ 12月 ルーマニア平和委員会、チェコスロヴァキア作家同
盟、ポーランド文化省の招待を受け、それぞれの国に滞在した
後、パリを経て帰国

1ノ ンの末裔』を中央公論社より刊行

28虜識

4月 に帰国、予備校の講師の職を名
~~

河出書房編集者坂本 一亀 (のちに「文藝」編集長、長男は音楽
家坂本龍一)の勧めで旅行記「何でも見てやろう」を執筆

1961 昭和 36 31歳

4月 『 過去と未来の国々』を岩波書店より刊行
7～9月 アイヒマン裁判の傍聴にイスラエルヘ赴き、アテネ、デ
ルフィ、イスタンブール、パリを経て帰国
10～翌年 1月 ソビエト作家同盟の招きで、モスクフ、レニング
ラード、タシュケント、サマ ルカンドを訪問。エレンプルグと会
見。さらに東西ドイツ、パリに滞在、反右翼抗議デモに参加。サ

29涛艶

旅行記『何でも見てやろう理を河出書房新社より刊行ttマちやくベ
ストセラーになる

1962 昭和 37 32膚貴

2月 『 片隅の迷路』を毎 日新聞社より刊行
7-8月 佐治敬三:と ノルウェー 、フィンランド、スウェーデン、デ
ンマーク、西卜′Fツの各地の醸造所を視察

書店より刊行

30虜識

最初の長篇小説『 アメリカ』を「文藝」に連載 :あち画面百蕃房薪
社より刊行

『 大阪シンフォニー』を「メ
:、 説中央会論 [8月 持大号に発表、以後

時々書き継ぐ

1963 昭和 38 33涛量

7月  バリ島で開催されたアジア・アフリカ作家会議執行委員会
に出席
10月 サントリー嘱託を退職、『 日本人の遊び場』を朝 日新聞社
より刊行

31虜費

評論集『 日本を考える』を河出書房新社より、小訂 大地と星輝く
天の子』を講談社より刊行

1964 日召禾口39 34虜貴

5月 『 ずばり東京 (上 )』、12月『ずばり東京 (下 )』 を朝 日新蘭
社より刊行
H旦 鰤 聞社臨時海外特派員としてベトナム/ヽ 出発

32滝策

評論集『 壁を破る』を中央公論社よりt彙 茉蒼否戻ギリシキと現 ft
インド

・
(二 対比 L″′た言平論『 爾I本の:義 識人

`』
を領蘭露1書房より干J行

1965 昭和 40 35涛霊

1～ 3月 『 南ヴェトナム報告』を「週刊朝 自ilこ蓮藪戸
2月 14日 南ベトナム戦地取材のため従軍中、ベトコンに包囲さ
れるが死地を脱 出、24日 ベ トナムより帰国
3月 『

ベトナム戦記』を朝 日新聞社より刊行
4月  衆議院外務委員会で特別参考人としてベ トナム問題を説
明
5月 ・「′ヽ■ ナノ、(■ 平 f口 を 11市 民玄 fヒ 団 体連 合"の 額本側集
会呼び力・,す たとなり、「ニューョーク.タイムス」にベトナム戦争反
対の広告を載せる企画を提案、11月 16日 に掲載される

33虜策

評論「難死の思想 1を「展望」1965年 1月 号に発表
~そ

こに春いた
原理に基いて、鶴 見俊輔、高畠正敏も`ゴ ベ手i墓 」(「 ベトテムに
平和を:J市民連合)を結成して代表となり、4月 24日 に東京でデ
モ行進
評論集『戦後を拓く思想』を講談祖 り、小説集『 泥の世界』を河
出書房新社より、評論『 世界カタコト辞典』(開高健と共著)を芸
春秋新社より刊行

・ 2



1966 昭和 41 36膚識

1967 日召和 42 37歳

昭 和 43 38涛識

4月  『 輝ける闇』を新潮社より刊行し、H月 第22画再百百阪更
化賞を受賞
6月  文藝春秋の臨時持派員とし́て、動舌Lの パリ視察に出発
L_東 西卜

・/fツ 、サ イゴンを経て、10月 に帰国

昭 和 44 39岩資

1月  『 青しヽ 月曜 日』を文藝春秋より、3月『 七つの短い小説』を
~

新潮社より、6月『 私の釣魚大全」を文藝春秋より刊行
6～ 10月 朝 日新聞社臨時海外特派員として『 フ 了ッシュ5オン』
の旅 に出発し、ビアフラ戦争 、中東戦争を視察して帰国

1970 目召和 45 40巌裁

3月  「人間として」の編集 国人となる
6～ 8月 新潟県北魚沼郡湯之谷村銀 山平に籠る
10月 『 人とこの世界』を河 出書房新社より刊行

1971 日召和 46 41歳 2月  『 フィッシュ・オン』を朝 日新 聞社 より刊 行

1972 日召和 47 42靖識

3月  『 夏の聞』を新潮社より刊行、文部大臣賞を打診されたが
辞退
3月 『 紙の中の戦争』を文藝春秋より刊行

1973 昭 和 48 43涛識

2月  「文藝春秋」「週刊朝 日」特派員としてベトナムを訪 間、第
一次和平調印の直後から第二次和平調印まで150日 滞在 し、6
月に帰国
8月『 眼ある花々』を中央公論社より、H月『 サイゴンの十字架』
を文婆春秋より刊行

1974 昭 和 49 44膚識

3月 『 新 しい天体』を潮出版社より刊行
4月  「四畳半襖の下張」裁判に弁護側証人として出廷
12月 事ヶ崎 市東海岸南の二の地に書斎をかまえる

1975 昭 和  50 45岩識

9月  胆 石 除去 の手術 を受 ける。

1976 昭和 51 46瑞識

1977 晒目澤1 52 47端識

1978 断日不1 53 48清発

5月 『ロマネ・コンティ。一九二五年』を文藝春秋より刊行
7月 芥川賞選考委員に加わる
Htt FF十 一 (́I』雄 英社より刊行

1979 晒目不1 54 49清識

5月  『 最 後 の晩 餐』を文藝 春 秋 より、『 歩 く影 たち』を新 潮 社 よ

り刊行
6月  『 玉砕 ける』で第 6回川 端 康成 文 学 賞 を受 賞
7月 ～ 翌年 4月 朝 日新 聞社 とサ ントリーか ら派遣 され 、南 北ア
メリカ大陸縦 断旅 行

1980 闘目不口 55 50方識

1981 闘ヨ不1 56 51瑳費甥醐
営

『もっと遠く!』『もっと広く!』を朝 日新聞社より刊行
一連のルポルタージュ文学により第29回菊池寛賞を受

1982 昭 和 57 521策

バック・ペインを病み、水泳教室に通う
6～ 7月 『 オーパ、オーダ(:i』 の取材に、イ`く―リング海イヽオヒョウ
釣 り旅 行

断目不1 58 53減識
4月  『オーバ、十一バ ::海 よ、藝大な怪物よ』を集英社より
■ l行

1984 昭 和  59 54膚識

7月  アラスカのキーナイ河で60ポンドのキング0サーモンを釣
る
イリアニ、ナ湖の議ンジに招待され 、カリブー (トナカイ)猟に行く
10月 『 生物としての静物』を集英社より刊行

1985 昭和 60 55浦発

1986 昭 和 61 56靖識

6月  宝石の取材のためスリランカヘ 、7～ 8月 モンゴ/レ ´ヽィトゥ
釣りに行く
8月 『 耳の物語』(全2冊 )を新潮社より刊行 、翌年 6月 、第 19
固 日 太 支 単 大 菅 を 替 営

闘ヨ不口 62 57譜記

5月  再び モンゴル ′`、イトウ釣 りに行 く

日召和 63 58残策

6´月  『― 日』を,「 新潮」に発表

1989 平成 元
年

歳

享

５８

3月  食道 狭 窄で茅 ヶ崎 市 内の病 院 に入 院 、間もなく済 生会 中
央病 院 に転 院 し、4月 手術 を受 け、7月 末退 院
10月 『 鉄 王』第 二部 を税稿 、翌年 文藝 春 秋 より刊 行
12月 9日 食 道 腫 瘍 に肺 炎 を併発 し逝 く
北鎌 倉・円覚 寺 松嶺 院 に眠 る

‐
3‐

34虜発

1寺 可 「■■ 「ヽしヒ,I―^ヴ ―́ザーーえを,髪 ■ て
・1 1ト サ̂ム戦 争 )二

=和の
原理

「

シ集 会 を主 1を す る。評 論集『 平和をつ くる原 理 』を講 談社
型 、J□圏J小 田実 の受 験 教 育』を河 出書房 新 社 より刊 行

35虜豊 評 論 〒菫 行 記『 義 務 として J♪ 旅 」を岩 波書 店 より刊 行

36膚裁

小説『 現代史』を河出書房新社より、評編
察』を筑摩書房より刊行

37浦策

評論=旅行記『 終結のなかの発端』を河出書房新社より、評論
~

集『 人間のなかの歴史』を講談社より、評論集『 難死の思想』を文
芸春秋より、旅行記『 原点からの旅』を徳間書店より、編著『 第二
世界の革命』を筑摩書房より、(安岡章太郎との)対話『 大逃走
論』を毎 日新聞社より、(高橋和巳、真継伸彦ほかとの)対話『 変
革の思想を問う』を筑摩書房より刊行

38虜置

■月 真継 f申 彦、柴 題翔 、高橋和巳っ開高鍵と季刊同人誌「人間
とし

´
〔Jを筑摩書房より発干吋、1972年12号まで出す

「ノミ平連」うギi墨刊アンポ」創刊号■月 17号 (表紙は粟津潔)を発
刊 、翌年 6月 の 15号まで隔週刊で出す
評論集『 何を私たちは始めているのか』を三一書房より、編著『 現
代人間論』を筑摩書房より、(竹 内好ほかとの)対話『 問題のなか
でしやべる』を講談社よりTlj行

39虜豊 (森有 正 との )対話
『

人 間 の 原 理 を求 め て 』を筑 摩 書 房 より刊 行

40虜策

論集『『 生きつづける』ということ』を筑摩書房より、評論『 世直しの
倫理と論理』を岩波書店より、評論『 空間と時間の旅』を河出書
房新祉より、訳『

エドモンド・デスノエス、いやし難い記億』を筑摩
書房より刊行
韓国の詩人金芝河の救援活動を始め、のちに韓国民主化支
援 、金大 中救出などのit動 に発展 拡ヽ大

41膚詭

アルマアタで開かれたアジア・アフリカ作家会議に出席
小説『 ガ島』を講談社より、評論集『 二つの

『 世の中』』を筑摩書
房より、(中村真一郎との)対話『 対話篇』を人文書院より、(深沢
七郎との)対話『 くらしのなかの男二人』を現代史出版会より刊行

42瑳識

ラテンアメリカ諸 国旅 行 中の 1月

開 催 、金芝 河 の 支援 運 郵]中 |二 2

出会しヽ同行者を,■ なる
評論『 自立する市民』を朝 日新聞社より、評論『『

ベトナム』の影』
を中央公論社より、評論『 状況から』器 波書店より刊行

43膚識

小説『 冷え物』、『 羽なければ』を河出書房新社より、評論集『『 鎖
国』の文学』を講談社より刊行

『 冷え物』は「差別」問題をひき起こし、立場を明らかにする一文
を書き、出版中止の要求に対し批判文書をつけて出版を提案、
実行した

44涛識
評論『 地図をつくる旅』を文芸春秋より、評論集『『 殺すな』から』
を筑 慶 客 房 より刊 行

451識

小説集『列人列景』を講談社より、小説『 円いひ寺びしヽ』を河出書
房新社より、評論集『私と朝鮮』を筑摩書房より、『 見る 書く 写
す』(三留理男と共著)を潮出版社より、1覆馬遼太郎との)対話

『 天下大舌Lを生きるJを潮出版社より刊行

46浦発

評論『『 民』の論理・『 軍』の論理』を岩波書店より、評論『『共生』
への原理』を筑摩書房より、エッセイ『旅は道連れ 世は情け』を
角川書店より、エッセイ『 人びとはみんな同行者』を青春出版社よ
り、『『 北朝鮮』の人びと』を潮出版社より、(開高健ほかとの)対談

『 変革の文学Jを圧文社より刊行

47靖識

小説『 タコを揚げる』を筑摩書房より、評論 =旅行記『 世界が語 り
かける』を集英社より、評論集『 死者 にこだわる』を筑摩書房より
刊行
野間宏 、井上光晴 、真継伸彦、篠 田浩一郎との季刊 同人誌「使
者 Jを、1982年冬号まで刊行

48膚識

評論『歴史の転換のなかで』を岩波書店より、評論集『 基底にあ
るもの』を筑摩書房より、評論集『 小説世界を歩く』を河出書房新
社より、評論 =旅行記『 天下大乱を行く』を集英社より刊行

49瑳識
小説『璽ROSttMA』 を講談社より、小説集『 海冥』を講談社より、
評論=旅行記『 二つの戦後を旅する』を朝 日新聞社より刊行

50虜露

評論集『 状況と原理』を筑摩書房より、評論『 小田実の反戦読本』
を第二書館より、評論=旅行記『 世界を輸切りにする』を集英社
より、(安東仁兵衛ほかとの)対談『 何でも語ろう』を話の特集よ
り、エッセイ『『 問題』としての人生』を講談社より刊行

51瑞識
評論『 小田実の反核読本』を第二書館より、評論集『 長崎にて』を
鏡 慶 彗 房 上 り刊 行

52虜識

3月 ～9月 、「人生の同行者」玄力1頁 意を中国を旅する
小説『 風河」を河 出書房新社より、評論『 毛沢東』を岩波書店よ
り、評論集『 状況への散歩』を日本評論社より、評論 =旅行記

『『
ベトナム以後』を歩く』を岩波書店より、評論 =旅行記『 わたし

の中国、わたしの太平洋』を集英社より刊行

53虜識

夏から1年余、西ドイツ政府の文化交流基金を受 けて、「人生の

同行者」と西ベルリンで暮らす
ガヽ説『 D』を中央公論社1より、エッセイ集『 人 間みなチョボチョボ
や レ 毎 日新 聞 社 より刊 行

54虜識

西ベルリンで執筆した評論『 われ =われの哲学』を岩波書店より
刊行

55蔵発

評論集『 強者の『 平和』・強者の
『 反戦』』を日本評論社より、評論

=旅行記『 中国体感大観』を筑摩書房より、滞在記『
ベルリン日

録』を講談社より、小説『
ベルリン物語』を集英社より刊行

56后費

評論『 西ベルリンで見たこと 日本で考えたこと』を毎 日新聞社よ
り、評論『「虚業Jの大阪が「虚縁 1鼻 爾本をうすくつた』(山本健治
との共著)を経林書房より刊行
12月 チュニスでの「アジア・アフリカ作家会議」で

『
HIR0 3=:卜 韓 ニ カ :「 ≡ 三 ′ J不 賞 .1を 受 賞 。_____―

― ― ――
一 一 一 一

―
― 一 一 一

57房裁

評論集『 批判と夢と参加』を筑摩書房より、評論『 小 田実の英語
50歩 100歩』を河合文化教育研究所より刊行
5月 ～6月 ベト十ムを訪れて、7~イエンビエンフー‐からカマウ岬
まで旅し、途 中ダナンで「天安門事件」の報道 に接する



1990 平成 2 58虜費
在日朝鮮人である「人生の同行者」の母とのつきあいをF

ニモニIt平乱 皿週新聞社より刊行

1991 平成 3 59歳
小説『 ベトナニ、かtDi菫 (離れて」を講談社より、評論集『 :『 難死 iの

二通Jを岩波書店より刊行

1992 平成 4 60方霙

『 民岩太閣記』、『オモニ太平記』が韓国語に訳されたのを機にソ
ウルで出版記念会が開かれることになり訪韓
夏、メルボルン大学・7~b「 ′研究員Jとなってメルボノンンに滞在、秋に
家族を連れ渡米、ロングアイランドに住みニューヨーク州立大学
で1994年まで「日本学入門」を教える
小説『 生きとし生けるものは』を講談社より、小説『 民岩太間記』を
朝 日新聞社より、評論『 異者としての文学』を河合文化教育研究
酵 り刊行

1993 平成 5 61歳 評論集『西宮から日本 世界を見る』を話の師
全西、北へ南へ』(橋本勝との共著)を第二書館より刊行

1995 平成 7 63涛貴

1月 17日  自宅の西宮で阪ネ申大震災 :,こ 遭う
8月 6日 、イギリスの「BBC」 が『 HIROSHIMA』 のラジオ・ドラマを「8
月6日 」の記念番組として放送
8月 アメリカ合州国のバーモントリヽ‖で、『 HIROSHIMA』 の「野外
パーフォーマンス」が、ジェローム・ローシェンバーーグの「トレブ
リンカ」の詩と組み合わせたかたちで「ブレッド・エンド・パペット劇
団」の手で行なわれた評論『「べ平連」0回顧録でない回顧』を第
二書館より、評論『「殺すなJと「共生」』を岩波書店より、評論『 現
代韓国事情』(加藤周一、滝沢秀樹との共著)をかもがわ出版よ
駈

1996 平成 8 64虜識

被災者に対する公的援助を求める「市民=議員立法運動l磋藪菖
める
小説『玄』を講談社より、評論集『激動の世界で私が考えて来た

轟i議量魂彊
1997 平成 9 65歳

雀爾:磯凸鍋醒   讃墜
人びとは…』を春秋社より刊行
「群像」(1996年 10月 号)に発表した短篇 イアボジ』を踏む」で川
盤康成文学賞を受賞

1998 平成 10 66歳 釜    箕
1999 平成 11 67歳

2000 平成 12 68虜霙肇墨
2002 平成 14 皿 高健記念会」が発足
20013 平成 15 τて蚕雨
2004 平成 16

72浦識
簑 奎

江健三狼「らと共に
:IttAた

ちが中心となる「σ条の

2005 平成 17 学碑を建立

2007 平成 19
75膚策 ¶甑  認

2011 平成 23 重旦Ων月 9日 に 1悠 々忌」を開催 、以降継続

開高健・小田実の接点 べ平連 ≪「ベトナムロ印を!」 市麒蛤》

1%5年にアメリカ軍による「ゴ馘動 で¬般市民の死者が増えると、下層に反戦運動が高まった
日本でも、60年安保で「誰デモ入れる声なき声の会」を組織した鶴見俊輔や高畠通敏が「～声な
き声の会」を母体に作家の小田実を代表として1965年 4月 24日 に「ベトナムに平和を!市民文化
団体連合」の名で発足させた
小田実は1965年 1月号の「展望|に 階 の思想」を書き、「べ平連」の代表になった。運動は

デモ行進により、既成左翼とは=線を画していた 開高健は朝日新聞社臨時海外特派員としてベト
ナムに行き『南ヴェトナム報告』や『ベトナム制
を書いていて、「バ評撻コの呼びかけ人になった 「反

利 であるものの、既存政党とは¬線を画した無党派の反戦運動であり、
基本的に「来る者は拒まず・去る者は追わず」の自由意思による参加が原
則で、労働組合や学生団体などの左翼団体のみならず、右翼め玄洋社や学
生、社会人、主婦など、保革などの政治的主張を問わず、多くの参加者を
呼び寄せた。脱走米兵をモスクフ経由でスウェーデンに入国させたりした
が、のちに KGBから資金援助を得ていたことが明らかになった。当時|ま

反戦フォークがシンボル的な中で、ジョニン・バエズを招いて集会を持つ
たりした。南ベ トナムと北ベ トナム、アメリカなどの間でパリ協定が調印さ
れ、アメリカ軍がベ トナムから全面撤退したことを受け1974年(昭和4901
月にチ鞘散した

1967年 1月 25日 べ平連集会「みんな トナム反戦
を !ジョーン・バエズとともに」左から一人おいて、いい
だ・もも、城山二郎、開高健、小田実、パエズ、高石友
也、鶴見良行、久保圭之介、栗原幸夫、深作光貞

‐40



3.開高健の原風景と原点・大阪の小説

開高健の文学は「行動派」と称されるが、その状況に飛びこんで参加することなくして文学が生れないという態度は、

同郷で時代と空間を共有していた小田実も同様だつた。それは終戦前後の戦争体験からきている。人間が極限状態にあ

る自らの戦争体験を繰り返すように、ベ トナム戦争に特派員として飛びこみ、そして「べ平連」という直接的に戦争に

関与する行動に出た。開高健にとつて文学は観念的なものではなし、

また、終戦前後の飢餓体験から、それを埋めるように、せわしないほどに地の果てまでの旅をし、釣りをし、グルメ

をし、酒を飲み、シャンソンを歌つた。それはサントリー トリスのコピー「人間らしくやりたいナ」との想いであり、

よく色紙に認めた「悠々として急if」 のとおりだつた

さらに、状況の原点は、生まれ育って戦禍に破壊され、飢えの中から起ち上がってきた「大阪」そのものにあり、く

り返す鬱から起ち上る時も、いつも「大FE」 がキーワー ドになっていた。芥川賞を受賞した『裸のⅧ 、その後のスラ

ンプから立ち直つた『 日本三文オペラ』、今から思えば最晩年の自伝的作品になつた『耳の物語り』に開高健の「勅

をたどつてみたしヽ

(1)際 の王様』のテーマ

葦をかきわけて歩くと、一足ごとに、泥がそのまま流れるのではないかと思うほどおびただしい数の川ガニが

いっせいに走った。ぼくは太郎といっしょに彼らを足でつぶしたり、つかまえたりした。はじめのうち太郎は泥

がつくことをいやがっていたが、そのうち靴にしみが一点ついたのをきっかけに、だんだん大胆に泥のなかへ、S、

みこむようになった。

画塾を営む青年のもとに、画材会社社長の息子 0太郎が預けられる。太郎は心を閉ざし、人間を描くことができなか

つた。それが、川での “力ヽ ば`り"をきつかけに、太郎の心が開き始める。太郎はフンドシをつけたチョンマゲの男がθ

松の堀端を闊歩している絵を描いた。それは「裸の王様」をイメージしたものだつた。それを見て、青年は太郎に創造

力がついたことを見出して安心し、児童画コンクー/pに応募したが、その審査会では絵本

にあるような類型的な絵ばかりが選ばれているのを見て、青年はここにあるのは描かさ

れた絵ばかりで、子供の現実が出ていないと不服を述べて、名は明かさずに太郎の絵を審

査員達に見せると、審査員は集まつて甲々 に太郎の絵を非難し出した 審査員達の態度に

反感を抱きながらも、この絵が応募作では無く、スポンサーである画材会社の社長の息子

である太郎が描いたことを明かしたところ、途端に審査員達は沈黙して互いの顔を見合

わせ、一人一人と壇を下りて大田氏に目礼して去って行つた 青年の中の激ししV贈悪が笑

いの衝動に代わり、窓から流れ込む日光の中で、再び腹を抱えて哄笑した

昭和 33イ瓢19581の臨 JSL[覗り珊 は、第 38回下半期の郷 |1賞を受賞した 急速

に組織化されつつあつた戦後社会における個人の重みを問うたとされる。満たされない家

庭生活と学校生活で萎縮してしまつた少年太郎の気持ちを解き放つたのは、北田辺に住む

開高少年自身が魚を採つて食料にしていた、胸 ||や今川での
は
力ヽ ば`り"に他ならなし、そ

してこのCeかぃばり"は秘境、の釣行職トーパ !"につながつていく。

(2)『日本三文オペラ』で再起する、そして『青い月曜日』

あてなど何もなく、限界を超えそうな空腹感をかかえ、歩き続けようとしていた彼が、そこ等じゅうの店先から流れ出し、容赦なく

空関に漂い垂れ込め、誘い込むよ】こ鼻先を無情にかすめ去る、何か工体の分からない雑多な曖かそうな食い物の匂いが、

人の磁を遠慮会釈なく決るほど狂暴なものだったのか、と冷静に掟えていたかどうかは、誰にもわからない。ただ、彼は空腹で

あり、食事を、食い物を強烈に求めていた。(中略)

「なに食べる、なにがええ?好きなもん食べたらええでぇ」

空腹は耐えられない程切実ではあったが、まだ、幾|よかの理性を残していた男は、それでも自分では『一番安い』と思われ

るモツ丼を注文L、 それを無我夢中で食べた。女は、その様子を、まるで珍しいものにく鶴由合った子供のようにギラギラ澤くニ

つの日長で、しっかり品定めしていた。

際 の珊 硼 |1賞を受賞した開高健は、寿屋(サントリ→ を退社して嘱託となり、

杉並区に転居するが、スランプに陥り書けなくなつてしまう。そこで、帰郷して終戦直後

の大阪砲兵工廠に取材して書いたのが、翌昭和34年(1950の『 日本三文オペラ』だつた

ルンペンのフクスケは、砲兵工廠の鉄クズを掘り返して生計を立てている“アパッチ部

濯'に入り込むbそこで描かれる、錆びた鉄暦やモツ焼きの匂いは、正に開高少年があベ

の闇市で経験したことそのもだつた。父親が腸チフスで死んだために生活は困窮する中、

開高少年 15歳の時に敗戦となつた

昭和 10年頃

の今川の様

子と、戦時中
のかいぼりを

する少年たち

の雲

‐
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天王寺中学で動員に明け暮れた敗戦前後を描いたのが、昭和44颯1969)に発表した『青い月曜日』である。これは
前年に5月 革命とも呼ばれたパリ動乱を現地取材してサイゴンを経て帰国し、ベトナム戦争を描いた『輝ける闇』を刊
行した翌年のことになる。

『日本三文オペラ』に話を戻せ|よ 敗戦の9月 には学校の授業が再開された中、開高少年ヤシ ンヾ焼見習工、漢方薬工
場、スレートエ場、旋盤見習工、宝くじ売り、ヤミ担ぎ屋など、以後8年間に渡り、多種多様なアノレ イヾトに明け暮れ
ることになつた。時に同級生の開市のモツ煮の店を手伝つた グルマンとしての開高健の出自はここにある。
これはブレヒトの歌劇『三文オペラ』に題を採つているが、武田麟太郎にも同名の小説『日本三文オペラ』がある。

東京の浅草公園裏の安アパートにたむろする下積みの庶民たちの、哀れにも悲しい、倒錯した生活図絵を描いた。武田
麟太郎もまた、世俗を描こうとする時に帰郷し、今宮中学以来の親友の藤澤桓夫を同行して西成あたりを取材し、降 ヶ
崎』を書いた。みんな原点に帰つてくる。
この開高健の『日本

=文
オペラ』の5年後に発表されたのが小松左京の『日本アパッチ族』である。これらキ坤 互に

影響されることなく書かれたようだが、日の付け所は同時代の大阪人としてピジタリ合つている。これがきっかけで富
士正晴が小松左京に開高健を紹介し、二人は意気投合して親友になった

(3)「耳の物語り」・・・『破れた繭』・『夜と陽炎』

一人は昔の香水瓶から過去をとりだLた。もう一人はお茶碗からとりだした。ほかに、酒瓶か
らとりだしたのもいるし、タパコからとりだしたのもいる。阿片からとりだしたのもいる。何もかも、あら
ゆる文体と発想で描きつくされてしまい、後世になれ1北rる潤すノlヽ説家は身動きできなくなる。
考えあぐねて月と年をかさねるうちに、やっと、耳だけはのこされているのではあるまいかと思ぃ
あたり、耳から過去をとりだしてみようと思いたった。洗い忠れやすい、垢のつまった一つの耳
から一つの半生をこれからとりたしてみようと思う。
昭和 61年く1986b、 56歳の時に、スリランカ、モンう

^と
旅行し、その8月 に書き継いできた『耳の断剖 (全 2

冊)を新潮社より刊行し、これは第19回 日本文学大賞を受賞した 開高健の自伝的小説である。出生から長女の道子が
誕生するまでの『破れた繭』、寿屋宣伝部から南米への釣魚行に行くまでの『夜と陽炎』の二部になっている。
焼け跡が消えた.……ひたすら外界におびえたり、すくんだりして暮らしてきたはずなのにその外界が見えないのだ。……まる

で繭の中で眠りこけていたみたいである。荒野の記憶はつい昨日の黄各時のことのように思い出せるけれ次 すでこそれは博
物館物となったらしかった。まだ二十代前半なのに、自身すらすでに博物館物となってしまったのでまあるまいか。繭の中で眠
りこけつつ乾らびてしまったのでは?…
翌昭和

.62年に再びモンう    し、その翌々
`ヽ 平成に元号が代わつた1989年の3月 、食道狭窄で茅ヶ崎市内の

病院に入院し、間もなく済生会中央病院に転院して手術し、7月末には退院して 膨畑嘲 第二部を執筆し、10月 に脱稿
して間もなく、12月 9日 に食週回珈搬 を併発し、58歳にして逝ってしまった 自伝を書こうと思い立った時、既
に死期を予感していたのだろう力、人世を振り返って、そこに還つてしまったかのよう棧

4.小田実の原風景と原点・大阪の小説

小田実は夕陽丘高校2年生の18歳で既に小説家だつた    るfe」 の大声の「行動」ばかりが大きく取り上げ
られる中で、その小説世界は静かに進んでいた。ここでは処女小説『明後日の手記』および『わが人生の制 から天王
寺二部作の『大阪シンフォニー』i熙ゝ励締刺 によって、小田実がこだわった “育った街'と `性颯[と 闇市の大阪 '

について読み取りたし、なお、小田実は一貫して元号は使わなかったが、この項でも私の表記法の“元諏 キリスM動"

数 う。

(1)凸覆由の手副
全てがあの人焔の夜以来のことなのだ。あれ以来私は渦巻 く煙の中を逃げまわって来たような気がする。この

煙から逃れるために、私は力何ほど、努ヵしたことだろう。 しかし駄日だった・…・・笹木君、私たちは戦争と戦争
に決まれたごく軽いちょっとLた挿話にすぎないものたろうか?
小田実は昭和7年 (1932)6月 2日 に福島区で生れた 父親は当時大阪市職員だつたが、市長が代わった時に突然に解

雇されたという。関一市長が天王寺区の自宅で腸チフスのため死去したあとに、加々美武夫が第8代市長になったのが
1935年 2月 のことで、加 美々は秘書の中馬肇の意見を取り入れて水路に観光船を走らす構想を進め、その船「水都詢
の進水日前に結核で死去し、あとを受けた坂間棟治が 1936年 7月 に第9代市長になった。その頃のことだろう。幼稚園
児の小田実は父親が解雇の知らせを電話で受けて、母親ともども泣いていたのをよく覚えているという:この時から父
親の官や肩書に対する不信感は強烈なものがあったという。 (朝日新聞2∞3年 2月 23日 「おやじのせな力」 )

父親は京都帝国大学法学部を出ていたので、大土寺区堂ヶ芝に移転して自宅で弁護士を開業した 小田実はここで戦
争を体験した。

‐
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『明後日の手記』は「神の黄昏」「迷える子羊らの胸
「明後日の手記Jの二部からなる。昭和 25年 (1950)の 1

月から 3月 の   を背景に、主人公の笹木1勁朋
からの、のちに義兄になる牧師・田原の信仰と、スパイ、

非国民といじめられた体験と空襲を追想しながら、昔は

女学校だつた学校で反戦平和運動を論争している。そん

な中、敗戦を境に信仰が変容して「労働者のためのバイブ

ル・クラス」を築港で開いていた義兄がジープに礫かれ

る。論争していた友人は、

ぼくは,S、 と顔をあげた。不思議な静寂があたりを占

めていた、ちょうど大きなシンフォニーの一節が、急

調 したアレグロの弾音と共に、突然とざれたような一

種不思議な静寂の嵐がぼくの耳柔を激しく打った。ぼ

くは動こうともしなかった。波の低い連続iし た旋律が

重苦 しかった。徐々に暗い何ものかが形成され、突然

破綻がやってくる。その虚無の断崖tS、 ちに再び行つ自

分を感じた.

と、ノニ トに書いて自殺してしまう。

これを夏休みの20日 間で書き、中村真下郎に送り、中村が河出書房の編集者 0坂本一亀(ワ ンカメさん :坂本龍一の

畑 に見せて、小田実は坂本一亀の新婚家庭に泊まり込んで小説を仕上げた。 0]日新聞2002年 11月 11日 「部 lj坂

本‐亀さん」)序文は桑原武夫が「八月十五日以後、平和こそ最高の美徳と知つて、驚きつつもようやくこれを自覚し

えたころには、またもや現実主義の美名の下に戦争準備の肯定を求められつうある世代、この世代はまだほとんど自己

を表現していなかったD小田君の作品は今日十代にある世代の誠実な、そして都会風でやや早熟な自画像の試みである。」

と書き贈った。坂本‐亀は、のちにアメリカ留学から帰つた小田実に『何でも見てやろう』を書かせた

(2)『大阪シンフォニー』そして『風河』田罰則

あのころは、朝、太陽はまっすぐに東方の山脈から昇 り、夕刻、まっすぐに西方の海に落ちて

行った。あのころ、というのは、いくさはすんでいたが、大阪の大半がまだ焼野原だったころの

ことだ。大阪の東方につらなって見えるのは生駒山脈だから、朝、そこから太陽が昇るのは当然

のことだが、西方、海への落日が見えたのは、市の中赴部がただの赤茶けた瓦礫の面積に化 して

ヽヽたからである.

私はあのころ夕暮れになるとよくわが家からかなりな距離を歩いてイクダマ神社、お官は焼けてそこだけ焼け

残った粗末な木造の展望台によったものだが、それはそこからそのあたりは大昔は海だったといういわれに,S、 さ

わしく大阪の中`む部の焼跡が見わたすかざりひろがっているのが見えたからだけではなかった。そのところどこ

ろに空襲でなかに人が入って今はガラン洞になった建物が聞抜けなかっこうでたつだけの、ただの赤茶けた瓦礫

のもこうにまざれもなくキラリと光って海が見え、さらには海にむかって真っ赤な太陽が落下する壮大な落日が

眺められたからだ。

小田実は昭和 37年t969、 「小説中央公論」8月 特大号に『大阪シンフォニー』を始めて発表し、平成7年(199→秋

季号まで計6回連載してきていた。それが阪神大震災の罹災によつて書き直し、ようやく平成9年490つになつて上梓

された あとがきにこう書いている。「私は大阪生まれ、大阪育ちの人間だが、…・大阪をまるこた永に出したい、いや、突

き出したい衝動があるようだ。…・今をはやりのヨシモト製の暮劇を見ていても、私はその大阪のまるごと突き出しのどしがたい衝

動を感じる。…。ただ、私の衝動の根となる大阪は戦争と戦後がいやおうなしにからみついた大阪だ。・…この衝動があって、

戦後何十年、私は生きて来た。書きもしてきた。」

昭和20年 8月 15日、敗戦による混乱と解放の時代を背景に、下寺町の倒壊した墓石で組み立てた 移で'に住むマル

コポーロというあ銘 の少年b彼にはクレオパトラというあ銘 の妹がいた 進駐軍の詢P、 コーリアン・ポリス、警

察の目を力ヽ くヽぐつて、大人顔負けに鶴橋の間市でしたたかに生きる。絶望にも似た不安にさいなまれる兄妹にも、イ

クダマさんの高台から落日をリヒめるひと時に希望をつなQ

(3)『風河』『暗潮』

昭和 8年 (1933)か ら 14年 (1939)の四人土寺界隈を舞台に、少女千登世は戦争に転がり落ちていく時代のただ中で、

お姉さんの恋とその破局を目にする。夜、上町通りの角を市電が曲がるギイギイと響く音は、千登世の得体のしれない

不安をあおるのだった。
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:悶 ゝ昭和58年(1983110月 ～翌2月「文藝」連載、その後単行本
「天王寺の亀の池からゲンセイに来た」が口癖の主人公の少女千登世じ満洲事変が起こり、五・一五事

件を経た昭和 8年、国際連盟脱退を脱退して、日中戦争の戦火が拡大していく。千登世のお姉さんは医学
生と恋に落ちるが、その医学生は自分が朝鮮人であることを告自した。室戸台風で四人土寺の五重塔が倒
壊してしまつた日、お姉さんは首を吊つてしまう。

脚唐潮』平成9颯1"7Ю 月 河出書房刊

慮溝橋事件から日華事変へと、転げ落ちるように戦線が拡大する不安な時代にあつて、5年生になった
千登世は学校で慰問袋を作る毎日だつた。兄の健太郎は少年飛行兵になっていたが、天王寺の上を飛ボと
いうニュースが流れ、千登世は心待ちに空を見上げている。『風河』で風は河となって局地的に吹き荒れ、
吹き通たが、臓請刑 にあっては、暗い潮がすべてを飲み込んで動く。

5。 高橋和巳と小松左京の原風景と原点・大阪の小説

(1)高橋和巳

昭和6年(198D8月 31日 、浪速区員殻町で六人兄弟妹の次男として生まれた 6歳で釜ヶ崎の
すぐ近くの西成区東四条三丁目に引越し、極貧層の生活をたえず眼にしていた 旧制今宮中学の
時、大空襲で焼け出され、恐怖と飢餓の日々 になり、この焼け跡が高橋和巳の原風景となり、神
経質な少年時代を過ごした 家族とともに母の郷里の利 |1県に疎開し、創 |1県立三豊中学校 幌・
観音寺第‐高等引関 に転入学してここ¶敗戦になつた。昭和21年 10月 に焼け跡に戻リバラッ
ク建ての窮乏生活を送る。旧制松江高校文科乙類に入学。戦後派作家の作品を熟読し、特に埴谷
雄高の 膨田国 に傾倒して、のちに師事した。京都大学文学部に進学し、小松左京らと同人誌「京
大作家集団」や「現代文学」を発行した。布施市立日新高校定時制講師や大学講師、助教授を経
て、京都大学文    となったが、大   中で辞職し,L
昭和57年498"、 長編小説『悲の器』で第一回文藝賞を受丸 自身の生い立ちを書いた膿鏑餞婦剖 がある。大教団

を作り上げた主人公が占領軍の弾圧を受ける開陽譴Fl』、被爆者の伝記を出版したいと主人公が大阪にやって来る『i憂鬱
なる調 とも、主人公は釜歩崎で餓死や病死してしまう。革命の世代を生きるインテリゲンチャの苦悩をテーマに数
多くの作品を残し「苦悩教の細 と呼ばれたが、実生活でもバッハの無伴奏チェロ組曲を食い入るよう鑢 てヽいた
『悲の器』でデビュ∵できたのは、河出書房の名編集者坂本一亀(ワンカメさがに見出されたことによる。坂本は野間

宏『真空地帯』、椎名麟三『赤い   、三島由紀夫 Ffmの告白』、島尾敏雄剛翡詔日、小田実『何でもみてやろう』
など名作を世に出した 坂本は鰤 巳のよき理解者だった。高橋和巳は昭和46颯197D5月 3日、結闘癌のため 39
歳で亡くなった。青山斎場でいとなまれた葬儀には3000人もの学生が花を捧|六 坂本一亀の長男で東京芸大の学生だ
った坂本龍一が音楽を担当し、高橋和巳の孤高な精神性を象徴するように、バッハの無伴奏チェロ組曲が奏でられた

(2)小松左京

本名l■J松実:昭和6年4931)1月 28日 、西区京町堀で生まれる。4歳のとき西宮市列 ‖に転居
し、その後は尼崎と西宮で育った。少年時代は病弱で、歌と漫画と映画と読書に熱中した 旧制第
一神戸中学校に入学し、沖縄では同年齢の少年たちが、銃を持たされて多数死んでいるのを知り、
「生き残ってしまつたものの責任」を考え、SFを書く契機となった。終戦後、兄から教わつたバ
イオリンの腕で、同級生の高島忠夫と軽音楽バンド「レッド・キャッツ」を組んで「谷間のともし
び」や「‐杯のコーヒから」などを演奏していた。第三高等学校から京都大学文学部に進学じ同人
誌「京大作家集団」に参加し、高橋和巳や福田紀―と知り合う。昭和29年(1脳0に大学を卒業する
が、就職に失敗し、アマチュア劇団¬戯曲を執筆していた 「アパッチ族」をモデルにした空想小説
を妻のために書いたのが後の長編デビュー作『日本アパッチ族』となった
早川書房の「SFマガジン」倉J刊号と出会い、小松左京のベンネームで「地には平和を」応募し入選した 「左京」は、
「左力

"ヽ

っていた京姓 」という意味だという。日本SF作家クラブの餅捌こ豹 日し肝 らと交流し、1970年の大阪
万博、1990年の花と緑の万博をプロデュースした『 日ラ村震劉『首都蜘 など多数の話題作を残し、平成 23年咆01つ
7月 26日 、肺炎のため大阪府箕面市の病院で死去。享年80,記
体調を崩して大阪府箕面市の病院に入院した小松左京は、ベッドの上で滝廉太郎作曲の「箱根人里」や、石原裕次郎

の「夜霧よ今夜もありがとうJなどをよく口ずさんでいた 26日 に容体が急変し、家族1劫目えて親しい知人も駆け付け
た。死去の直前には集まった全員と「銀座カンカン娘」を飢 ガ晴 は声を振り絞るように口を動かし、 ベッドを
取り囲んだ計十数人の顔を一人一人を見つめて「ありがとう」と感謝を告げたという。
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