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放浪かもめは千年の語りの道をゆく。*

The Vagabond Seagulls Tell Tales for a Thousand Years — and Beyond

姜 信子**
Nobuko Kyo/Shinja Kang

＜私は蝦夷である＞

dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah、それは2012年1月のこと、新潟でのこと、私の傍らに浪
曲師玉川奈々福がいたときのこと、耳にはこんな歌が聞こえていたときのことなのです。

Ho!Ho!Ho!

むかし達
たっ

谷
た

の悪路王
まっくらくらの二里の洞
わたるは夢と黒夜神
首は刻まれ漬けられ

アンドロメダもかゞりにゆすれ

これは宮澤賢治の歌う「原体剣舞連」、その一節、大昔、ヤマトから北上してきた征夷大将軍
坂上田村麻呂に敗れて斬られて踏んづけられて平泉の達

たっこくの

谷窟
いわや

に封じ込められた蝦夷の王の物語、
賢治の声に耳を澄ませば、ほら、思い出す、思い出す、かつては蝦夷と呼ばれた者たちが主

ぬし

だっ
た地、みちのくに行けば、蝦夷を封じたヤマトの神々があっちこっちに祀られている、ヤマト
の神々がやってくるその前には、ヤマトに蝦夷と呼ばれて、今はもう本当の名前も忘れられた
人々の命や息吹とともに脈々語り伝えられてきた神々がそこにはいたではないか、人々が神々
とともに歌い語った物語があったではないか、ほら、耳を澄まして、身を乗り出して、封じら
れた物語のほうへ、見えない聞こえない声のほうへ、

dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah
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* 本稿は、2015年7月12日、成蹊大学にて行なわれたワークショップ「浪曲からパンソリへ、パンソリ
から浪曲へ　旅するカタリ、千年さすらいかもめ組」の報告として、新たに書き起こしたものである。〈か
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打つも果てるもひとつのいのち
dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah

打つも果てるもひとつのいのち、そうだよ、ひとつのいのちだ、そう歌う賢治の声に誘われて、
命を打つ者たちの物語る声の下に押し込められた、命果てる者たちの声に耳を澄ます、その歌声
に耳をゆだねる。

青森のねぶたは、そもそもは、蝦夷を油断させてやっつけるために坂上田村麻呂が仕組んだこ
と、笛に太鼓に灯篭のお祭り騒ぎから始まったんだってねぇ、そのお祭り騒ぎで騙し打ちにされ
た者たちの末裔も今では知らず覚えずねぶたの大灯篭を担いでいるんだってねぇ、あの大灯篭の
光の下の闇の底には、封じ込められた声が蠢いているんだってねぇ……。

dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah、封じられた声を聴け、見えない物語をひもとけ、そんな思
いが激しく胸に渦巻く2012年1月の私は、もう既に、2011年3月のあの日に東京の三河島の朝鮮
部落の路上で足元から激しく揺さぶられ突き上げられた私でした。ぎざぎざと目には見えない大
地の裂け目から、88年前に東京の路上で斃れた者たちが這いずり出してくる、その姿をじわじわ
じわと目に焼きつけた私でした。あの日、見えない声が、思い出せ、思い出せ、私の足をつかん
で揺さぶって、慄いて、声に追われて、飛び込んだ喫茶店のテレビの画面の中では東北の海辺の
町と人々とその暮らしが黒々とした大津波にごっそりと押し流されて、テレビの脇では猫が怯え
て震えていて、思い出せ、思い出せ、押し寄せる見えない声に私は荒々しくも心をさらわれて、
あの日、そう気がつけば、あの日を境に三河島からさまよいの道へと漂い出した私なのでした。

dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah、日本の真っ只中にぽっかり浮かぶ小島のような朝鮮人の町
のことを歌って、それは確かに存在する町なのに、そこには人間たちが暮らしているというのに、
日本というカラクリのなかでは、それは「見えない町」なのだと、その詩にしかと書きつけたのは、
詩人金時鐘でした。なんの因果か、私は3月のあの日に詩人に逢うはずだったというのに、世界
がぐらぐら揺らぐものだから、詩人に逢うための道もぎざぎざに裂けて、隠された道が姿を現し
て、日本の近代が封じ込めた日本中の見えない町、見えない人々、見えない物語、聞こえない声
が、ここだ、ここだ、わたしはここだと叫びだしたようで、それは詩人の歌う「見えない町」に
導かれていくようでもあったのです。

dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah、私は東北へと向かった、福島で勿来の関を越えた、ここか
らは蝦夷の土地だ、大昔からのヤマトのひそかな植民地だ、福島と宮城の県境あたりで北緯38

度線を越えた、ここからは北だ、飢饉干ばつ侵略を生き抜いてきた者たちの大地だ、半島の「北」
と列島の「北」の記憶が結ばれる、一衣帯水の「北」だ、かつて日本にコメを送り、人を送り、
日本の戦後の大化学工業のひな型を作った新興財閥日本窒素に土地を奪われ、資源を奪われ、命
を奪われた半島の「北」があり、近代日本が半島を失ったあとに、半島の代わりに、日本にコメ
を送り、人を送り、資源を送り、電気を送りつづけた列島の「北」がある、「北」は植民地だ、
目にも明らかな半島の植民地と、目にはそうは映らない列島のひそかな植民地と。

dah-dah-dah-dah-dah-sko-dah-dah、見えない町に行こう、見えない人に逢おう、見えない物語
を聞こう、語ろう、さまよいの旅に出よう、見えない声に導かれて…。

2012年1月、「北」を想い、見えない道へとおずおず足を踏み出した私と、浪曲師玉川奈々福
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は、新潟におりました。その2か月前に、二人は列島の「北」へと38度線を越えたばかりでした。
玉川奈々福は、「北」の声を聴きながら私が書いた一篇の物語を朗々と読みました。

　私は蝦夷である。
　そんな想いがむらむらと。平泉、達

たっこくの

谷 窟
いわや

毘沙門堂。切り立った崖の下の大きな窟に半分入
り込む形で清水の舞台を模して建てられた簡素なお堂に、北方鎮護の願いを背負った何体も
の軍神・毘沙門天がまことにいかめしい面構えで立っている。
　その毘沙門天に向かって、仁王立ちで、
　私は蝦夷である。

Ho!Ho!Ho! そうだよ、私も奈々福も蝦夷なんだよ、この世がこの世であるために、この世がこ
の世で完結するために、千年万年封じられた者どもの一味なんだよ、終わりの世界に厳しく封
じられても、はじまりをもとめて漏れ出る声たちの耳なんだよ、口なんだよ。そうやって声を
あげれば何かが兆す、そう、この日、われらは、もうひとつのはじまりを孕むこととなりました。
もうひとりの蝦夷、大阪猪飼野見えない町に生まれ育ったパンソリ唱

ソリクン

者、安聖民にわれらの声
はひそかに届き、安聖民はひそかに震えて、やがてそれぞれの道は交わって、かもめ組誕生と
相成ります。それは、2012年10月、「北」を眼差す新潟の水辺のかもめシアターでのことでした。
Ho!Ho!Ho!

＜愚かな心＞

安聖民のパンソリを初めて聞いたのは、2010年5月、大阪の生野の観音寺。済州島4・3事件
追悼の会でのこと。私は初めての済州島への旅から戻ったばかり。島にひそかに谺していた死
者たちの声で心がいっぱいになっている。そのときの私は目の前で鎮魂の声をあげるソリクン
が安聖民であることを知らない。二年後に語りの旅の道連れになろうとは、夢にも思っていない。

玉川奈々福とは、2006年以来の道連れだ。沖縄最後のお座敷芸者、歌で人々を喜ばせて七〇
数年の三線おばあナミイの、歌いだしたら果てしなくつづく歌声で結ばれた縁だ。

2011年3月を境に、その縁は深まる、絡み合う。
こんな時代だからこそ。
それがかもめ組の合言葉。揺さぶられて、目を覆っていたものが剥がれおちれば、観るべき

ものも見えてくる。なにより、高みの小賢しい言葉や理屈に人間の命が軽々と弄ばれるこの時
代に、われらはひたすら地べたをさすらう語りの者であろうと、愚かな心を分かち合った。

＜私はメクラである＞

あたしゃ、文字も読めないあきめくら、そう言いながら、その生涯を歌って身過ぎ世過ぎの
旅に生きてきた石垣島の三線おばあに、あんたの頭の上には神様がいないと言われたのは、さ
まよいの旅の始まりの頃のことでした。不思議です、あきめくらの三線おばあは、私の目には
見えないものがよく見えるようなのです。人間は誰もが頭の上に神をのせている、神をのせて
いるひとりひとりの人間が神のようでもある、人間だけではない、草にも木にも石にも水にも
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風にも神はいる、そう三線おばあは言いました。あたしは神を喜ばすために歌うんだ、そう三線
おばあは言いました。同じ言葉を私は済州島で聴きました。神を呼び出す神房は、神の物語を滔々
と歌い語る、神はわが物語が語られるのを聴けば、大いに喜ぶ、呼ばれて天から降りてくる、そ
してそれは神だけではない、名もなき死者たちも同じ、家族や血族しか知らぬその名を呼ばれ、
そのたったひとりのために、その者がこの世に生を享けるまでに脈々と受け継がれてきた命の名
が呼ばれ、その者が生まれてからこの世を去るまでの物語が語られ、死者は神として地上に招か
れる、神として遇される、その喜び。それはこの世のどんな片隅に生きて死んでいったとしても、
誰もがこの世の主であり、かけがえのない命であることを歌い、語り、伝える、物語。ひとりひ
とりに神話があるのだ、ひとりひとりが神話を生きて死ぬのだ。ひとりひとりの人間の誕生こそ
がはじまりなのだと語ったアレントの言葉を私は思い出す。アレントの言葉を待つまでもなく、
この世に語り伝えられるすべての物語は、ひとりの人間の命とともに、命という名の神とともに
はじまるのだ。すべての物語ははじまりをもたらす神の物語、神話から生まれ出たのだ。この世
の語り部という語り部は、神と人を結んで神話を歌い語る原初の声を祖先に持つ者たちなのだ。
ところがね、文字で声を追うようになると、人は命が見えなくなるらしいんだね、文字の論理に
つぶされた目には、神は見えないらしいんだね。見えないどころか、見失ってしまうらしいんだ
ね。歌うように書きたいと、私はもう四半世紀も言い続けてきたのですが、この世の島々を彷徨
い歩いた末に、自分があきめくらですらないことに気づくまでは、それは実に見事に絵空事の話
でありました。人は何のために歌うのか、語るのか、それは命とつながるためだろ、つながって
こそはじまる命の、そのはじまりをくりかえしこの世にもたらす言霊を放つことだろ、そんなこ
ともわからずに歌い語ろうとはまことに空恐ろしいことでありました。何も見えていない者がこ
の世のことを軽々に歌うことほど危ういことはないということも、見えてないからこそわからぬ
ものなのです。

＜浪曲とパンソリと語りと＞

さて、浪曲師玉川奈々福とパンソリソリクン安聖民の話です。二人は千年前に半島と列島とに
生き別れた放浪姉妹であります。それは語りの旅のはじまりにまつわる話です。済州島の神房が
神話を語りつづけているように、人と神の交わるその場所、この世の最も聖なる場所であると同
時に、この世の最も賤しい場所で、人と神と命の由来を語る最初の声をあげた者たち、それこそ
が玉川奈々福と安聖民のはるかな父であり母でありました。旅する語りの者たちでありました。
声というものは、放てばそのまま漂いだしていずこかへと旅立ってしまうから、声は記憶をもた
ないと、これはトリン・ミンハが呟いたことですが、記憶に縛られない自由な声を吐き出して語っ
て生きる者は、おのれの吐き出した声を追って旅するほかはない。ただよう声が道を作ります。
物語を織り上げます。記憶を持たない声が語り出す物語は、実のところは空っぽの器です。素晴
らしい空っぽです。その器には、道々で出会った行き場のない声たちが流れ込んでは、出会いの
歓びに心を温められ洗われて、ふたたび力強くも漂い出す。たとえば、玉川奈々福は名工左甚五
郎の旅日記を演じます、新作『金魚夢幻』を、歌い語ります、どれもこれも素晴らしい空っぽの
物語です。安聖民は『沈清歌』を、『春香歌』を『水宮歌』を歌い語ります。もちろん素晴らしい空っ
ぽの物語です。そこには押しつけがましく人間を縛り上げる記憶はない。あるのは、人間を縛り
上げる記憶を振りほどいて、さあ、ひとりでしっかり歩いて行けよと背を押す声。語りの者とは、
そのような声の道を生きる者たちなのです。みずからを縛るものを持たず、携えているのはただ
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「空っぽな器」であるゆえに、おそろしく孤独な旅人たちなのです。もう千年も万年も、最初に
声がこの世に放たれたそのときから、その旅は果てしなく続いている。すべての声の旅人は生
き別れた孤独な兄弟姉妹。この世の異

まれびと

人。

＜その文字は白骨の歌えるものか？＞

2010年3月、済州島を初めて旅したとき、じゃりじゃりじゃり、私はずっと私の靴が踏みつ
ける白骨の音を聴いていました。済州国際空港に飛行機が着陸したその時から、飛行機の車輪
に踏みしだかれる白骨の音を聴いていました。済州島へと旅立つ前に、済州島に故郷を持つ私
のおじが、絶対に飛行機では済州島には行きたくない、なぜならば、滑走路にたくさんの白骨
が埋まっているから、と言ったのでした。4・3事件という、朝鮮半島の南北分断に深く関わる、
韓国ではずっと封印されてきた、国家によるアカ狩りを口実とした島民虐殺のその記憶は、言
葉にはならぬ、ただ、足下の大地で、しゃりしゃりと、じゃりじゃりと、親兄弟にも知られず
に無造作に殺されて埋め捨てられた犠牲者たちの骨が、踏まれるたびに乾いた音をあげる、そ
の骨の声が済州島にはひそやかに鳴り響いているのだと、たった十五歳で全身の骨が砕け散る
ほどの拷問を受けて、山野にころがる死体を踏み越えて、玄界灘へと漂いだして、日本へと密
航してきたというおじが、ひそかな声でそう言うのでした。人間の骨のうちで、土中に埋めて、
一番最後まできれいに残っているのは歯だと言いますね、身は朽ちても、骨は溶けても、カチ
カチカチと小刻みに震えるあの音だけは千年、万年、未来永劫、聴こえつづけるのかもしれま
せんね、私たちにそれを聴く耳があるのならば。おじは拷問で片耳の聴力を失ったのだそうです。
おかげで、ずっと、この世ならぬ声が聞こえるのだそうです。

白骨の音といえば、ハンセン病療養所。ここも日本の中の見えない島、見えない町です。一
度この島に流れ着いたなら、かつては死んでも出ることはできなかったから、実のところは今
でもそう変わりはないのだけれども、それでもかつては納骨堂だけではなく、火葬場までもこ
の見えない町にはありました、（そういえば、大阪の見えない町猪飼野も、大阪の目に見える町々
のはずれの火葬場のあたりの湿地に生まれた町だった）、火葬場は地獄谷と呼ばれる見えない町
のはずれの谷のすぐ上の野っ原にあって、見えない町の住人たちが薪を積んで、死んでも死に
きれないと言いつづけている遺体を焼いて、焼ききれない骨のかけらは野っ原にまいて、野っ
原には白い砂利のように骨片がじゃりじゃりとね、じゃりじゃりと骨片がね、踏めば声をあげる、
この声が聴こえるか、おまえはこの声を語る言葉を持っているのかと、それは骨が歯ぎしりす
る音のようでもある、じゃりじゃりと突きつけられるようでもある、おまえが歌うように語り
たい書きたいというその文字は白い骨の文字なのか、見えない世界、聴こえない声を、見える
もの聞こえるものにきつく縛り上げられている者たちに送り届ける文字なのか、死ぬに死ねず、
生きるに生きられない者たちに、ほんとうの命のはじまりを、もたらす文字なのか。

＜道行き＞

これは地獄谷の白骨が教えてくれたこと。その昔、道をすみかに白骨の声で物語を語り伝えた
者たちがおりました。その物語とは、たとえば、踊念仏の一遍上人が興した時宗の総本山、相
模の国は藤沢の遊行寺から出発して、熊野の湯の峯へと、生きながら死に蝕まれて腐り果てた
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体を土車に乗せられて、一引き引きては千僧供養、二引き引きては万僧供養と唱える無縁の衆生
に延々曳かれていった餓鬼阿弥こと、小栗判官の物語であり、そうやって熊野の命のよみがえり
の湯につけられる餓鬼阿弥とは、語り手自身のことでもあり、餓鬼阿弥の物語を聴いて、その物
語につかることで命をよみがえらせるすべての者たちのことでもありました。語る者も聴く者も、
物語の土車の綱を引き、藤沢をあとに、えいさらえい、はや、小田原に、入りぬれば、狭い小路
に、けはの橋、湯本の地蔵と、伏し拝み、足柄、箱根はこれかとよ、山中三里、四つの辻、伊豆
の三島や、浦島や、三枚橋を、えいさらえいと、引き渡し、流れもやらぬ、浮島が原、小鳥囀る、
吉原の、富士の裾野を、まんのぼり、はや富士川で、垢離を取り、心しずかに、伏し拝み、もの
をも言わぬ、餓鬼阿弥に、語りかける、息を吹き込む。物語とは、こうして道ゆく者たちが、み
ずからの足で道を拓き、道に惑い、地べたを這いずり、立ち尽くして、また彷徨いだしてゆくそ
の道行きによってこそ紡ぎ出されるもの、物言わぬ餓鬼阿弥とともに果てしなく繰り返されるそ
の道行きこそが、われらが生きて歌って語り伝える物語なのだということ、白骨の声は確かにそ
う言っているようなのです。その声を文字に書きつけようとするならば、文字もまた惑って、彷
徨って、ぽろぽろと行間からこぼれ落ちて、漂いだしてこそ、白骨の文字となる、そのように白
骨の声は語りかけているようなのです。

＜もう一度。声には記憶はない＞

もう一度、トリン・ミンハから聞き取ったあの印象的な言葉。
「声は記憶をもたない」。

確かにそう。声は記憶をもたない。
（ところで、記憶をもたない文字なんてあるのだろうか？）

記憶をもたぬものに境はない。おのずと境を踏み越えてゆくもの、境を消し去っていくもの、
それが声。

（三次元、四次元、五次元へと、論理を越えて、形をすりぬけて、境もなく広がり、漂い、滔々
と流れてゆく文字、それは文字に携わる者の夢だろう）

思うに、いま、私たちが語る物語とは、既に終わった物語ばかり。いつの頃からか、おそらく
人間が文字に縛られるようになってから、わたしたちは終わりばかりを繰り返し語っているよう
なのです。

語りはもう一度、はじまりの旅に出なければならない。

＜かもめ組＞

浪曲師玉川奈々福、パンソリ唱
ソリクン

者安聖民、物書き姜信子。
三人の旅の道が交わって、かもめ組として飛び立ってから三年、それぞれがそれまでに生きて

きた語りをひとつに織り上げた、はじまりの物語を歌い語ってみたいという思いがだんだんに満
ちてきた。

日本の大阪の猪飼野に生まれ育った安聖民は、韓国でパンソリの修業をし、韓国語で歌い語り
ながら、いつか、日本に生きる自分の言葉で、自分の声で、済州島から猪飼野へと渡ってきた祖
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父母たちの旅をたどりなおし、新たなはじまりの物語を紡ぎ出したいと願っていた。
安聖民とともに、かもめ組として新たな物語を紡ぎ出す、共に歌い語る、それは玉川奈々福

の願うところでもあった。
姜信子は、かもめ組の物語を書くならば、それは白骨の文字でなければならぬと信じて願っ

ていた。
その願いの結びあうところ、それが、2015年7月12日、成蹊大学において演じられた「かも

め組　ソリフシ公演『ケンカドリの伝記』」であった。

「ソリ」は韓国語。それは声であり、音である。
「フシ」は日本語。それもまた声であり、音である。
「ケンカドリ」とは、姜信子が、済州島から密航してきたおじの声と沈黙の中から聴き取った

物語。

ケンカドリに、安聖民は祖父母の旅を重ね合わせて語ることだろう。とはいえ、わずか公演
10日前に姜信子より送られてきたこの物語の、パンソリとはあまりに違う一人語りの形式に、
安聖民は大いに戸惑い、そして、自分の声の求めるところにしたがって、物語の言葉に息を吹
き込み、物語の文字を声として立ち上げていくことだろう。

玉川奈々福は、済州島4・3事件を背景に置く「ケンカドリ」の物語に加わることは、ひとり
の日本人として、日韓の歴史への自分なりの確かな認識と歴史に向き合う覚悟なくしては、厳
しくも困難なことなのだときっぱりと言うことだろう。この物語の語り手のひとりとなること
に大いに戸惑い、この語りへの参加は控えるべきと、誠実なる判断を下す玉川奈々福は、しかし、
安聖民の語りの声を聴くうちに、みずからが引いた境界線を越えて、三味線を手に物語の中へ
中へと深く入り込み、はじまりの音を放つことだろう。それもまた記憶を持たず境も持たぬ声
や音に誠実な語り手の魂のなせる業だろう。その魂こそが、物語に生き生きと息づくはじまり
を呼び寄せるのだろう。

文字に縛られているその息苦しさに、なんとか振りほどこうと、東に西に駆け回り、南に北
へとさまよい歩くその日々の末に、姜信子は白骨の文字にたどりつけるのか、白骨の声はそこ
にあるのか。玉川奈々福に当てて書かれた「ケンカドリ」の語りの部分を、みずから代わって
語ることとなった姜信子は、語りの声をあげつつも、その声は、しゃりしゃりと、ぎりぎりと、
問いにまみれていることだろう。

かくて、放浪かもめは、またふたたびの千年の語りの道をゆく。
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

かもめ組　ソリフシ公演　『ケンカドリの伝記』

空白の声を聴く者：姜信子
空白の声を伝える者：安聖民
楽士：玉川奈々福、趙倫子

チンの音2回（厳かに。重たく）
（チンの2回目のしっぽをつかまえてチャンゴの音。安聖民歌いながら登場）
※             　 ※

                    

（水がぐるぐるまわる島で　食えても食えなくても　潜るのさ）
（歌声に呼ばれて姜信子登場。ゆっくり安聖民に向かって歩いていく）

※             　 ※
（二人の定位置はリハの時に決める。「 　 」で安聖民は歌い終わり、目を閉じる）

姜信子：（沈黙の後、静かに遠くを見ながら話し始める）」
イオドサナ、イオドサナ……。
それは、長い長い戦争のあとのことでした。東の海にぽっかり浮かぶ火山島チェジュドでは、

戦争で傷ついて悲しむ心、舞いあがる心、狂った心、祈る心が行き場もなく渦を巻いて、惑うば
かりでした。

火山島チェジュドは、人々の心をアカだのシロだのクロだのと塗り分けて、捕まえて、責めて、
殴って、殺し合う修羅の島となっておりました。

あまりの恐ろしさに、それはもうたくさんの人々が、この修羅の島をあとにした。人々が目指
したのは、はるか彼方にあるという夢の島、幻のイオド。そこにたどりついたなら、誰も二度と
は帰ってこないという。

誰も二度と帰ってこないから、イオドはいつまでも幻の島なのだという。

（少し長い沈黙の後）
ひとりの少年がおりました。その名もケンカドリ。ケンカドリもまた、木の葉のような小さな

舟に乗り、闇をくぐって、波を越えて、修羅の島チェジュドをあとにした。
それはケンカドリにとって二度目の旅立ちだったのだともいいます。
そう、ケンカドリは、もともとはニッポンのイカイノという小さな町で生まれ育ち、長い戦争

のさなかに、空から落ちてくる爆弾から逃れて、父と母のふるさとチェジュドへと海を渡ったの
です。そして、また、戦争のあとに、イオドをめざして二度目の旅立ち。

ここに、目には見えない一冊の本。
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旅ゆくケンカドリの心からこぼれ落ちたつぶやきが、見えない文字で記されている。
読んでみましょう。

少年の記憶に／船出は／いつも／不吉だった。／すべては／帰ることを／知らない／流木な
のだ。＊

ケンカドリ、ケンカドリ、流木のように船出した、おまえはいまどこにいる？　

チンの音
安聖民：（韓国語で呪文のように呟く）

              .

（目に映る／通りを／道と／決めてはならない）
              .              .

（目に映る通りを／道と思い込んでしまうから／イオドへの道が見つからぬ）　
安聖民：（我に返ったように）

思い出ってのはね、匂いなんだな。匂いがするんだよ。ボクはね、もう六〇年以上も前に、
日本の東京に流れついて、ずっと東京で生きてきた、なのに、生まれ育って、ほんの十歳まで
暮らした大阪の、イカイノの匂いが鼻の奥でずきずき疼く。

匂いは、痛い、忘れたい、忘れられない、あの頃への道しるべ。
あのね、大阪の鶴橋駅で降りるでしょ、その途端にぷんと焼肉の匂いが鼻を打つ。その瞬間に、

ボクは七十年前の少年のボクに戻っている。ほら、目の前にはヘドロくさいどぶ川だ。鮒が泳
いでる。よし、どぶ川に浮かぶ藻を餌にしてあの鮒を釣ってやろう。鮒を釣ったら、今度はト
ンボ釣りだ。糸の両はしに重りの石をつけて、パッと投げる。それを餌と勘違いしたトンボが
飛びついてきて、糸に絡まって落ちてくる。

バカだな、トンボは。
バカだったな、ボクも……。
あの頃、ボクはまだ10歳になるかならぬかの、半島出身の、大日本帝国の少国民でありました。

姜信子、安聖民：（機械的に。かつ、熱をもって）
　　　　私共は　大日本帝国の臣民であります
　　　　私共は　心を合わせて天皇陛下に忠義を尽くします
　　　　私共は　忍苦鍛錬して立派な強い国民となります

あの頃、大阪でよく聞いたセリフ。
「あかん、あかん、朝鮮人と沖縄人には家は貸さん！」
「しっしっ！帰れ、帰れ！うちの店にはな、犬に食わす餌はあっても、朝鮮人と沖縄人に食わす
飯はないんや！」

ボクの兄貴なんてまだほんの十五、六で、ガラス工場の熱い風を浴びながら朝から晩まで働

* 以下、姜信子が読む見えない本の言葉は、金時鐘の長編詩「新潟」より引用したものである。
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いて、もらう金は、ひと月たったの一円。朝鮮人が日本の工場で働いてもらう金は雀の涙、その
わずかな金が一家の支えでありました。

それでも島で暮らすよりはよかったんだろうか…。
人間のように扱われなくとも、それでも生きいければいいんだろうか…。
それでも生きていくのが人間なんだろうか…。

ボクは、毎日、学校で、先生に呼び出されては殴られました。

姜信子：「おい、この野郎！なんだその眼は！この朝鮮人野郎！」

「この野郎、この野郎！」
ボクも、毎日、学校で、教室の誰かを殴っていました。

「この野郎、この野郎！！」
あの頃、ボクはバカでした。誰と何のためにケンカしているのか、ちっともわかっていなかった。

「この野郎、この野郎！！！」
心の中でそう叫びながら、竹槍と防空頭巾でB29とだって闘える、そう信じていたのです、闘っ

て死ねば金鵄勲章、ボクも靖国に祀られたいと思っていたのです。

ボクのアボジとオモニのふるさとは朝鮮のチェジュドです。戦争疎開でボクは初めてチェジュ
ドに行きました。

十六歳の兄貴と一緒に、大阪から汽車に乗って下関、下関から船で玄界灘を渡れば、かもめ群
れ飛ぶ釜山港、釜山から港町の木浦まで汽車に揺られて、木浦からまた小さな船に乗り、ようよ
うたどりついた遥かなチェジュドでした。

なのにねぇ……。大阪のイカイノで生まれて、大阪しか知らなかったボクは心の底からがっか
りしました。（チェジュドって、朝鮮ってこんなにちっぽけなのか！）

ボクは本当にバカなケンカドリ。人間どもにけしかけられて、むやみに闘う、あの殺気立った
シャモのような、愚かなケンカドリ。

本当のケンカの相手を知るまでには、それからボクの心は何度も何度も死ぬのです。

チンの音
姜信子：（見えない本を読む）

「それがたとえ／祖国であろうと／自己がまさぐり当てた／感触のあるものでないかぎり／肉体
はもう／あてにしないものなのだ」

ケンカドリ、少年ケンカドリ、
おまえはチェジュドで何を見たんだい？　
おまえの肉体はいったい何を探り当てたんだい？
安聖民：（少し長い沈黙の後、韓国語で呪文のように）
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ボクは兄貴に連れられて、母を訪ねて、チェジュドに渡る。

ボクは12で、兄貴は16。しかし、ほんの16歳なのに、兄貴は本当に大人なんです。
「じいちゃんの墓だ！」。　
ようやくたどりついたオモニの実家の裏山で、兄貴が墓にすがりついてわんわん泣いている。

ボクはぼんやりとそれを見ていました。ガラス工場で大人のように働いてた兄貴は、もう体で
人の世の情や心の機微というのを知っているみたいで。しばらく泣いて、涙をぬぐうと、口笛
吹きながら裏山を降りて「オモニ！ただいま！」って家に入っていきました。

兄貴は日本からレーニンの社会主義の本も隠し持ってきていました。十六歳で一家の大黒柱
になって、ガラス工場で生き血を搾り取られるように働いたその体はそのわけを知りたがって
おりました。

「何かがおかしい、世の中何かが間違っている」
チェジュドには、兄貴みたいな若者がひそかに沢山おりました。

そして、ボク。ボクは、朝鮮の、立派な大日本帝国の少国民。
いいえ。ボクは、ボクはみじめなひとりの奴隷でありました。

それは戦争も終わりの頃のこと、追い詰められた日本はアメリカ軍のチェジュド上陸に備え
て、20万人もの兵隊をチェジュドに連れてきた。慌てて高射砲陣地、特攻艇基地を作った。飛
行場も整備した。その工事には、チェジュの人々が牛馬のように駆り出された。子供のボクも
働かされました。

ぎらぎらの炎天下、土を運んで、石を運んで、いつまでも家には帰してもらえない。ボク、
倒れてしまったの、倒れて鞭で叩かれて、赤い血が噴き出した。まるでローマの奴隷みたいだっ
たよ。そう、ボクは奴隷だった。植民地の奴隷だった！

ああ、これが植民地ということなんだ。ボクはそのとき初めてわかったのです。

やがて戦争が終わりました。もう労働奉仕はおしまい。「おまえは自由だ、もう家に帰ってい
いぞ」そう言われました。嬉しかったなぁ、飛び跳ねて喜んだ。そのときが、ボクの解放。ボ
クにとっての植民地支配からの解放でした。

でもね、解放のあとも、ボクは牛でした。牛のように働きました。ほかの子供たちは学校に行っ
たけど、ボクのうちは働き手がいないから、アボジは日本にいたから、兄貴は役場に働きに出
たから、野良仕事はボクがやる。中学の月謝を払うには牛一頭売らなければならないから、牛
一頭はボクの家の生命線だから、ボク、中学行かないってオモニに言いました。

ボク、小学校までは日本語の読み書きしか教わってない。朝鮮語は全く分からないまんまで、
ひたすら野良仕事。そしたらオモニが可哀そうに思って、村の寺子屋に行かせてくれた。野良
仕事の前に、朝4時から千字文の漢字を習いました。そのとき初めて、あ、これやらなきゃダメ
だ、勉強しなくちゃ、そう思いました。

ボクは人間になりたいと思いました。14歳でした。ボクはまだ、ボクを世の中につなぐ言葉
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を持っていなかった。

チンの音
姜信子：（淡々と語る）

14歳のケンカドリは、解放後まもなく、チェジュドを襲った大きな災いに飲み込まれていきま
す。それがどれほどの災いであったかといえば、たとえば、沖縄戦では「鉄の暴風」が吹き荒れて、
4人にひとりが亡くなった。チェジュドでは、「アカ狩りの狂った風」のために、公式発表では9

人にひとり。実際には4人にひとりが、大韓民国政府の差し向けた軍隊や極右団体や警察に殺さ
れたのではないかと言われています。殺された者の多くは、実のところ、アカくもシロくもクロ
くもない、ただ右往左往するばかりの、つまりはごく普通の庶民。

でも、いったいなぜにチェジュドが？　
チェジュドの人々だけが、唯一、南北分断を既成事実にしようと目論む南朝鮮単独選挙に島ぐ

るみ参加しなかったから。
貧しく小さな島の共同体には、半島の国家からも、列島の国家からも搾り取られ、虐げられて

きた皮膚感覚としての記憶があります。だから、島の人々はおろおろしながらも、権力者たちの
理不尽と非道に憤る島の若者たちの、朝鮮統一の願いに寄り添った。それは思想とか主義とか以
前のこと。記憶を刻んで生きてきた島の人々の体が選んだこと。

1948年4月3日、若者たちは山に入って武装蜂起する。そして大韓民国政府による見せしめの
虐殺が始まる。山を拠点に闘う通称山部隊のなかにはケンカドリの兄もいる。

安聖民：             .

　　　　         ,        .

　　　　                   ?

　　　　（人間が人間であることに対して犯した裏切りがある。
　　　　未だ明かされない痛みに満ちた記憶、血の色をした空白がある。
　　　　裏切りから生まれでた世界で、人は人として生きられるのか？）

あの頃ボクはまだ14歳の子どもでした。右も左も関係ない、何もわからない。島ではアカを探せ、
アカを殺せと、誰もがだんだん疑心暗鬼になっていきました。

（あいつは警察隊と通じてるんじゃないか）（あの村は山部隊の側なのか）
疑われたら、殺される。警察隊にも、山部隊にも。警察隊はそれこそ見境がない。山部隊に入り
そうな男だけでなく、女も子どもも年寄りも容赦なし……。

兄貴が山に入ってしまったから、ボクは警察に引っ張られ、拷問を受けました。

「 ―！  ―！」
ギザギザの木の板に正座させられて、膝の上に石を置かれて、泣き叫んでいるオモニを見て、

ボクは取り調べの人間にすがりつきました。

安聖民：「お願いです、オモニには何の罪もありません。代わりにボクを殺してください！どう
かオモニだけは家に帰してください！」　
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姜信子：「ならば、兄貴が山から下りてきたら報告するか？」
安聖民：「します！」
姜信子：「兄貴が目の前に現れたらどうするか？」　
安聖民：「竹槍で突き殺します」
姜信子：「ほんとか？」　
安聖民：「ほんとです」

一度は釈放されました。でも、またすぐに捕まって拷問だ。くりかえし15回も捕まりました。
殴られて、電気を通されて、耳から血を流して、体が膨れあがって、棺桶がわりの担架に乗せ
られたら、もうおしまい。留置所の裏の麦畑に捨てられて息絶える。

そして、ついにボクのための担架が用意されました。（ああ。ボク、もう死ぬんだ）
その時でした。兄貴が目の前に現れたのです。兄貴は頑張りぬいたボクを抱きしめてくれま

した。（ああ。ボク、もうこれで死んでもいいや）そう思いました。
でも、不思議だね、人間って、そう簡単には死なないんだ。

オモニは長男の兄貴を助けたくて、田畑を全部売りはらい、警察に賄賂を贈りました。そし
たら警察は兄貴じゃなく、今にも死にそうなボクを釈放した。

（せめてこの子だけでも生かさないと家が絶える）
オモニはボクを日本行きの木の葉のように小さな船に乗せました。

「 !生き延びろ！」
無言の見送りを背に、激しく荒れる国境の海、玄界灘をボクは越えたのです。

チンの音
姜信子：（見えない本を読むように）

「常に／故郷が／海の向こうに／あるものにとって／もはや／海は願いでしかなくなる」

ケンカドリ、おまえは木の葉のような密航船で、荒ぶる海を渡って、痛む心と体を引きずって、
ただ懐かしいあの匂いに導かれて、闇夜を越えて旅をしたんだってねぇ。

ねえ、ケンカドリ、おまえは闇夜の先に何を見た？

安聖民：まったく記憶にないんです。ボクは船がたどり着いた場所すらわからない。アボジが
暮らす東京の上野にも、どうやって行ったのかわからない。覚えていない。
でも、不思議だなぁ。あの時、大阪の鶴橋にたどりついてからあとの、ほんの束の間のことは
覚えている。そう、あの時も、どぶ川の匂い……。あの匂いの中で、ボクは幼馴染みの友達を
一生懸命探した。あいつの匂いを探して、ひくひくと、ボクは生きている、ここにいるよって。
でも、会えなかった。

東京は見渡すかぎりの焼け野原でした。まるで津波のあとの光景のようでした。アボジは御
徒町あたりのバラックに住んで、ろうそくをつくって売っていました。ろうそくは、戦後の電
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気もまだない頃の、闇夜の灯り。ろうそく作りは、アボヂが大阪のイカイノで身に着けた生きぬ
くための技でした。

ボクは朝鮮学校に通うようになりました。もう17歳になっていました。
ボクね、あのとき鉛筆というものを生まれて初めて握ったの、ノートというのに初めて字を書い
たの、17歳なのに中1のクラス。ABCのAも知らない、算数は足し算引き算がやっと、クラスで
ビリ。何をしたらいいのかもわからない。そのうちチェジュドに帰るんだろうってぼんやりそう
思っていました。

1950年、それは朝鮮戦争が始まった年のことでした。兄貴は軍事裁判を受けて全羅南道の木
浦の刑務所におりました。北朝鮮の軍隊が38度線を越えて南へ南へ。おそれおののく韓国側は“刑
務所のアカの政治犯など殺してしまえ！”兄貴は、港町木浦の沖合に、船で連れ出され、沈めら
れて、殺されました。

「 ―！ ―！」
チェジュドのオモニからの手紙からは涙がほとばしる。ボクはオモニの涙を全身に浴びました。

ボクの目からも血の涙が噴き出しました。手紙を読んだその瞬間、ボクは死んでしまいました。
死んで、生まれかわりました。ボクの命、ボクのすべてが変わってしまいました。それまでからっ
ぽだったボクの頭に、いきなり国家や世界が飛び込んできました。頭がいきなり、この世界と同
じくらい大きくなってしまいました。

ボクはケンカの相手誰なのか、ようやくわかりました。
このケンカに勝つためには、ボクは言葉を持たなきゃいけない。島を殺し、兄貴を殺し、人間

を裏切りつづける者たちに立ち向かう言葉を、裏切りから生まれた国や世界を越える言葉を、ボ
クは持たなきゃいけないのだ、それが本当に人間になるということなんだ。
ボクは心底人間になりたいと思いました。

その日からボクは死に物狂いで勉強しました。何も知らない悔しさに涙を流して勉強しました。
東京中の灯りがすべて消えても、ボクの部屋の灯りだけは消えることはありませんでした。

チンの音2回
安聖民：ああ、なんだかしゃべりすぎたようです。もうここまでだ。心が痛いから、生きている
から、わからないから、話せないこともある。生きるために話さないこともある。

人間はひとりひとり、それぞれの喜び、それぞれの傷、それぞれの哀しみ、だから、ひとりひ
とり言葉も違うんだろう。ボクにはボクの、キミにはキミの、嬉しくて痛くて哀しくて、それで
も生きて乗り越えてゆく言葉、人間の言葉がある。キミにもわかるでしょ？

姜信子：（少し長い沈黙の後）ケンカドリ、あなたは、いまどこにいるのですか？

安聖民：ボクはここにいる。そう、ここにいる。今では、朝鮮も、チェジュドも、日本も、つか
の間の宿り木のように思われます。流れ流れて生きていく、その人生こそがぼくの場所。宗教に
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も思想にも政治にも、ボクはよりかかりたくはないのです、のまれたくはないのです。

ボクの人生こそが、ボクの領土、ボクの民族。
風の匂い、水の匂い、埃の匂い、ボクの領土。
汗の匂い、垢の匂い、血の匂い、涙の匂い、ボクの民族。

（セリフの途中でチャンゴの音（ ）が入り、安聖民が歌い始める）
                　       

※             　 ※
（歌いながら退場。余韻を残した後、チンの音で締める）




