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朝さろんの本棚〈26〉 

大城立裕『カクテル・パーティー』について 

 

26th morning：2013 年 8 月 8日(木)＠渋谷 

参加者: ８名 

 

「カクテル・パーティー」は、 

 個人の持つ権利と義務、そしてそれを越えて関わってくる国や歴史や文化という大きな

枠組みのなかで、個人はどうあるべきかと問いかける作品。 

 

【テーマ】 

  〈歴史の中の小さな声（２）〉 

 

【本】 

大城立裕「カクテル・パーティー」(岩波現代文庫, 2012) 

[初出：『新沖縄文学』4号［昭和 42 年/1967 年 2 月］] 

 

【大城立裕(おおしろ たつひろ)】 

1925 年（大正 14）生まれ。沖縄県中城村出身。1946 年、上海の東亜同文書院大学を敗戦

により中退。高校教師を経て琉球政府、引き続き沖縄県庁の職員となり、主に経済・歴史

編集畑を歩む。1967 年『カクテル・パーティー』で芥川賞を受賞し、沖縄初の芥川賞作家

となる。「沖縄」の矛盾と苦しみと誇りをみつめた小説、戯曲やエッセーなど多くの作品

を発表した。県の文化行政にも積極的に関わり、1983 年から 1986 年まで沖縄県立博物館長

を務めた。他に『小説 琉球処分』など。2002 年「大城立裕全集」（全１３巻）刊行。創

作組踊も多数発表 

 

【ストーリー】 

「カクテル・パーティー」は、前章は「私」を主人公とする一人称の形態で進行するが、

後章では「お前」と二人称で呼ばれることになる。本土復帰前の沖縄。主人公の「私」は

米軍基地内のカクテル・パーティーに招かれる。中国人弁護士の「孫」、内地の新聞記者「小

川」、そして沖縄人の「私」は、パーティーの主催者であるアメリカ人の「ミラー」と、中

国語会話のグループを作っていた。彼らと中国語で沖縄文化論などを交わしながら、「私」

は、選ばれた「沖縄人」として、基地の中でのパーティーを楽しんでいた。ちょうどその

頃、Ｍ岬では、主人公の娘の身の上に、事件が起きていた。米兵「ロバート・ハリス」に

暴行された娘は、彼を崖下に突き落とし、大けがを負わせ逮捕されてしまう。娘が裁かれ
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ることは恐れない。しかし「ロバート・ハリス」もまた裁かれなければならないはずだ。

娘の裁判に「ロバート・ハリス」を証人として出廷させるため、友情を信じて協力を得よ

うとするのだが。やがて「カクテル・パーティー」の、「親善の論理」の「欺瞞」が暴かれ

ていくことになる。 

 

【議題】次の問いについて考えてみましょう。 

 

Q１：あなたが「私＝お前」だったら、告訴をしますか？（もし理由もあれば併せてお考え

ください） 

ａ．告訴する 

ｂ．告訴しない 

ｃ．その他 

ｄ．わからない 

 

Q２：「国際親善もこれは 高のものでしょうな」（p217）というリンカーンの台詞があり

ますが、あなたにとって、親善とはいったいどんなことを指すでしょうか？ 

ａ．いろんな国籍、文化を背景に持つ人間が一つのテーブルを囲み、言葉を交わすこと。 

ｂ．いま場を設けている具体的な地域や文化に対して、積極的に話題に挙げ、理解を深め

ようと話し合うこと。 

ｃ．過去の諍いや憎しみを棚上げにし、歓談が可能な話題に絞って交流の機会を数多く持

つこと。 

ｄ．「親善」と考えられるような事柄のうち、個人レベルで可能なこと（ここでは多国籍な

交遊）を行うこと。 

ｅ．その他 

 

Q３：「娘はなんのためにお前の二十年前の罪をあがなって苦しまなければならない」ので

しょう？（p228） 

ａ．父親の意固地で独善的な解釈の犠牲になっているだけで、本来は苦しむ必要はない。 

ｂ．直接的にはなんの罪ももっていないが、父親と同じように、暗に明に、罪を冒してい

る可能性を排除できないから。 

ｃ．個人の感情や立場を越えて、琉球に住む沖縄人の一人として、告発すべき対象、立ち

上がるべき状況があるから。 

ｄ．「仮面の論理」に堕すことなく、「絶対的に不寛容になること」で、欺瞞を遠ざけ、正

しさを訴えるため。 

ｅ．その他 
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【解題】「カクテル・パーティー」について 

「カクテル・パーティー」は本土復帰（1972 年）以前の沖縄が舞台になっています。前

回扱った「人間の羊」は占領期の日本を描いた小説ですが、1952 年の主権回復以降も、琉

球（沖縄）ではその状態が継続していたことがわかります。日本の戦後の原点に占領とい

う抑圧された体験があったということを理解しつつ、しかし今なお、その占領的な経験が

続いていると読むこともできるのではないでしょうか。同時に、この物語は必ずしも抑圧

体験の告発やドキュメントに留まらない、普遍的なメッセージを深奥に秘めた話としても

読めるのではないかと考えます。 

50 年前の歴史の声に耳を傾けながら、いまそこに何を聴き取ることができるか、みなさ

んと一緒に考えてみたいと思います。 

 

〈歴史の中の小さな声〉⇒  琉球/沖縄の近代史について 

1429 年 尚巴志による三山統一。琉球王国が成立。 

1500 年 尚真王、八重山諸島を征服。さらに 1522 年には与那国島を征服し王府の支配下 

に置く。 

1609 年 薩摩藩による侵攻。これ以降、琉球王国は薩摩藩の付庸国となり、薩摩藩への貢 

納を義務付けられ、江戸上りで江戸幕府に使節を派遣した。奄美群島は王府の 

支配から切り離され薩摩の直轄地へ。 

1853 年 

5 月黒船が那覇に来航し、アメリカ海軍のマシュー・ペリー提督が首里城に入って開港 

を求めた 

1872 年（明治 5 年） 琉球処分により琉球王国が琉球藩に再編される。 

1879 年（明治 12 年） 3 月琉球藩が廃止され、王府の支配が終了。沖縄県が設置され 

る。 

1945 年（昭和 20 年） 沖縄戦。沖縄本島南部を中心に住民に多数の犠牲者が出る。日 

本政府の統治から切り離されアメリカの統治下へ。 

1952 年（昭和 27 年） 

2 月 28 日 日米地位協定締結。 

4 月 28 日 日本国との平和条約が発効、日本の主権回復。GHQ/SCAP の占領が終わるが、 

占領軍のうちアメリカ軍部隊は条約第 6条 a項但し書き、及びこれを口実に 

締結された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき在日米軍 

に衣替え。 

1963 年（昭和 38 年） ペルリ来航百十年祭行事（作品内現在） 

1972 年（昭和 47 年） 5 月 15 日日本に復帰する（沖縄返還）。 

1995 年（平成 6 年）  9 月 沖縄兵少女暴行事件。少女が告訴し社会問題となる。 
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〈時の回廊〉大城立裕「カクテル・パーティー」 ４０年経て続く差別 
大城立裕さん               朝日新聞 2012 年 6 月 15 日 

本土復帰前の１９６７年、『カクテル・パーティー』（岩波現代文庫）で沖縄初の芥川賞作家となった。

「沖縄人（ウチナーンチュ）が書いた作品が全国レベルで日本文学として評価されることはないだろう」。

沖縄で長く流布されていたそんな言説を覆しての受賞だった。復帰から４０年。沖縄の文化芸能は本土で

ブームを巻き起こし、生活水準も「本土並み」に近づいた。ヤマト世（ゆー）への移り変わりは作家の目

にどう映ったのか。 

◇ 

  昨年、この作品が文庫化され、今また「戦争×（と）文学」シリーズの『オキナワ 終わらぬ戦争』

（集英社）にも収められたわけですが、各方面から「少しも古くなっていない」といったありがたい言葉

を頂いています。でも考えてみると、それは私の手柄と言うより、沖縄が依然として苦労しているお陰で

私がほめられているようなもので、恐縮至極という感じがしています。米兵による少女暴行事件を描いた

「カクテル・パーティー」にはいくつかのテーマがありますが、その一つは「治外法権」です。 

 この小説を書き始めたのは６５年ですが、私は５０年代には復帰にそれほど夢を持っていなかった。日

本の国会議員団が沖縄を訪れれば学童が日の丸を手に総出で出迎え、米国のニクソン副大統領が来れば、

また学童が総出で出迎える。そんな光景を目の当たりにして「何と物欲しげな。頭のいい子なら、自分自

身が何であるか、混乱するに違いない」と地元紙に書いたら、学校の先生たちに「復帰への熱意を理解し

ていない」と批判されました。これを新聞に書いたのは、サンフランシスコ講和条約で沖縄が日本から切

り離された翌年ですが、「第２の琉球処分」と称してよい米国への施政権引き渡しを体験したわれわれが、

復帰運動を進めながらも「復帰は必ずしも沖縄に幸せをもたらすものではないかもしれない」と疑うよう

になったとしても不思議ではないでしょう。ですが、５５年に米兵による６歳の少女に対する悲惨な暴行

殺人事件（由美子ちゃん事件）が起きた。治外法権で、沖縄には事実上、捜査権や裁判権がない。「これは

やはり復帰しないといけない」と考え直すようになったのです。 

 復帰にはメリットもデメリットもありましたが、私はたった一つ、たった一つですよ、これだけにかけ

ていた。つまりこうした治外法権を撤廃するため、沖縄で日本国憲法を実現することです。そのために復

帰を望んだのです。復帰から２０年以上たったにもかかわらず、９５年には再び米兵による少女暴行事件

が起きました。沖縄はいまだに「治外法権」で、憲法体制が出来ていない。私の願いはどうなるんだ、と

いうのが現在の正直な気持ちです。治外法権の根っこには、やはり米軍基地問題があります。私は基地問

題を政治的に告発するアプローチは得手ではないし、好きでもありませんが、昨年、米軍普天間飛行場の

問題を真正面から取り上げた短編集『普天間よ』を出しました。基地を、単に事件などによってわれわれ

に被害をもたらすだけではなく、沖縄人のアイデンティティー（主体性）を奪っている存在として考えよ

うと思ったためです。 もちろん、復帰によって様々な沖縄振興策が取られ、生活水準はかなり本土に近

づいた。それはメリットです。でも私は復帰直後、本土のある観光地で「日本の新聞が読めるのか」と珍

しがられたことがある。いつまでも憲法が実現しないのは、やはり依然として本土による沖縄差別がある

からではないでしょうか。その下で偽りの日米親善、「カクテル・パーティー」が続いているのではないか

と思います。                                （聞き手＝鳥居達也） 
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●発表当時の作品評価（芥川賞（1967 年 1 月）の選評より）    

 

 ・「積極的に推すことはできなかった。」「（私）で始まり途中から（お前）という第二人称

にかわる。しかしその（お前）は前半の（私）である。その事の必然性がどうしても納

得できなかった。」「次に暴行を受ける娘の、その暴行の事情がはっきりしないし、娘自

身のそれに対する態度が書いてない。」「ただ沖縄らしい生活事情の理不尽さが書かれ、

その理不尽が日常的であることもよく解るように思った。」（石川達三） 

・「困難な沖縄の状況の下で、これだけの作品が出たということは、慶賀すべきことである。

内地にはない深刻な状況が取扱われていて、切迫した小説的興味を生み出している。」「こ

の作品の下には、表面に出ていない、多くのものがある、という感じである。それをど

ういう風に書きあらわすか、に作者の将来の問題がかかっていると思われる。」 

（大岡昇平） 

・「表現上の欠点は随所にある。」「それにもかかわらず 後までドラマの崩れないのは、作

品に籠められた気迫の力で、沖縄の現在とか政治的な問題を扱った素材から直かに来て

いるのではない。」「現実の問題と、作品の価値とは全く別のものであることを明かにし

て置きたい。」（永井龍男） 

・「描写に無駄がなく、テキパキ簡潔に、よく描けて居た。読了して、構成もよかった。目

下の米国占領治下の、制圧された悲哀がよくわかった。」「しかし、この小説は中国人の

孫弁護士なども登場して、いろいろのことが二重写しになり、筋の段取りがあまりによ

く出来すぎて、あまりに達者なもので、作り物だという不安もした。」（瀧井孝作） 

・「書いてあるかぎりでは一応書けているが、なにも書こうとしていない部分に於て、わた

しは気に入らないところがあった。いろいろなことを考える作中の主人公として、思考

の空白というか、怠慢というか、なぜここを深く考えないで素通りしてしまったかとお

もわれる部分である。」（石川淳） 

・「他の審査委員は褒めるだろうから、私は（引用者中略）欠点をはっきりと述べておく。」

「「広場の孤独」以来の常套で、主人公が良心的で反省的でまじめで被害者で……という

キャラクタリゼーションが気に入らぬ。このことが作品の説得力を弱めている、という

風に私には感じられた。」「主人公の社交能力の欠如が、事件をこじらせる一因でもあろ

うが、作者はそれをすべて大きな政治的パズルの中へ融かし込んでしまう。」 

（三島由紀夫） 

・「私は迷うことなく、（引用者中略）推した。」「これは「沖縄問題」を扱っているが、私

はその題材のために推したのではない。」「問題の図式に乗ったような構成だが、その計

算に感情が通り、しかも抑制で強まっている。たとえば、不器用のような会話も無駄話

と肝心の話とがおもしろくまざったり、重要な事件は簡潔に書いてかえって効果を高め

たりしている。」（川端康成） 
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●作中で言及される正義＝≪公正・権利・義務≫について    

 

「公正にということはありがたいことです。しかし、こういう裁判制度そのものは公正な

のですか。軍事法廷と琉球政府法廷、そして軍人にたいして証人喚問権をもたない裁判官

というもの……」 

「それを議論することはよしましょう。軍事基地体制というものを論じたら、あなたと私

とはかならず対立しなければならなくなる」 

 

「私がもっとねばるべきだったかと思います。しかし、権利とか義務とかいう言葉のやり

とりに、もはや私は耐えられないのです」 

「そうでしょうね。しかし、理解してもらわないといけません。この二つの言葉には、人

間が歴史のなかでかぎりない苦労をなめてきた跡が、その苦労を克服する呪術のかたちで

表現されているのです」 

 

 

●親善とはなにか    

 

米琉親善会議 

「親善というものが、彼らのなかで、かなり抽象的なものになっている、とお気づきにな

りませんか。たとえばパーティー。こないだもそうです。ひとしく招待されながら、彼ら

と私たちのあいだにはかなり距離がある」 

↓ 
“距離”とは？ 

（ミラー） 

「二つの国民間の親善といったって、結局は個人と個人ではないか。…仮面ではない。真

実だ。その親善がすべてでありうることを信じる。すべてでありたいという願望の真実だ」 

 

（孫） 

「両方の責任を差引き勘定で帳消しにするということは、よくないことなのですよ…現実

というものはそういう風にみるものだと思うのです…あなたが具体的にその関係を理解す

るには、あなた自身の中国における生活、あのときの中国人と日本人との接触のしかたを

見聞した実例を思いださなければならないと思うのです」 

「怨恨を忘れて親善に努める――二十年間の努力というのはそれです」 

「しかし、私は苦しみながらもそれに耐え、仮面をかぶって生きてきた。そうしなければ

生きられない」 
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（お前） 

「私はその論理の欺瞞を告発しなければならない」 

「お国への償いをすることと私の娘の償いを要求することとは、ひとつだ。…このさいお

たがいに絶対的に不寛容になることが、 も必要ではないでしょうか。私が告発しようと

しているのは、ほんとうはたった一人のアメリカ人の罪ではなく、カクテル・パーティー

そのものなのです」 

 
↓ 

在留アメリカ軍（人）、中国国民党系の弁護士、本土の新聞マン、そして琉球に住む人間。

これらの人間たちが「中国語」という共通言語のもとで、親善の空気・パーティーの雰囲

気を維持している場が「カクテル・パーティー」。しかし、そこには 初から国籍による溝

やお互いの立場の違い、考え方（価値観）の違いがはっきりと存在していた。事件を契機

にそれが白日の下に暴露されていく。 

  前半のパーティーのシーンと、後半のそれとがまったく違う雰囲気と会話（内容）を

持っていることからもそれは明らか。 

 

 

●後章での「お前」という呼称について    

 前章では「私」という一人称の語り手だが、後章では「お前」という二人称の語り手へ

と変化を遂げている。どんな意味があるだろうか。 

 

「孫氏からお前の過去の罪を問われたからといって、お前がお前の主張を叫ぶ権利は失わ

れてしまうはずがない。――お前はしかし、沈黙をつづけた」 

 

「お前」は告訴をしようと思いながら、孫氏の過去を知り、痛恨の指摘を受けて、沈黙

せざるを得ない状況に追い込まれます。このような状態から、再び叫び声をあげるために

はどうしなければならないか。小説での言説に則れば、それは、「人間が歴史のなかでかぎ

りない苦労をなめてきた跡が、その苦労を克服する呪術のかたちで表現」してきた≪権利

≫というものを行使する際に≪義務≫を負うことだとわかります。被害者（の父）である

「お前」にもその≪公正≫さが求められるのです。 

そこで「お前」が採った戦略が、「このさいおたがいに絶対的に不寛容になること」です。

自身の罪に徹底的に向き合うこと、それを義務として受取り、覚悟することでようやく、

自分も公正に相手を告訴するという権利を手にすることができます。なぜなら「私が告発

しようとしているのは、ほんとうはたった一人のアメリカ人の罪ではなく、カクテル・パ

ーティーそのものなのです」とあるように、「お前」自信もまた、告発されるべきカクテル・

パーティーに象徴される仮面（欺瞞）に積極的に貢献し、その優位性に浸っていた過去が
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あることを自覚しているからです。 

この身を切るような鋭いまなざし、徹底的に欺瞞を暴いていく公正なまなざしが「お前」

という二人称にこめられているものではないでしょうか。 

 

 

●直接の被害者である「娘」とその犠牲の問題について    

 

「娘はなんのためにお前の二十年前の罪をあがなって苦しまなければならないのか。……

だが、お前はそれを考えなければならない。……いま娘が実験をやりなおしやりなおした

しかめているものが何であるのか。それが、娘の苦しみやお前の昔の罪やいまの怒りと、

どのような形でかかわりあうのか」 

↓ 
「娘」を告訴の矢面に立たせるという決断（行為）は、「娘」に対して犠牲を求めている

と読む見方も可脳と思われる。その際、「娘」に犠牲を求めることに正当性があるのかどう

か、あるとすれば正当性の根拠はどんなものであるのかを併せて検討する必要がある。 

「お前」（＝「私」）のなかで、暴行事件に端を発して過去へとさかのぼっていく罪のあ

がないの問題は、「お前」（＝「私」）という一個人を離れ、集団的意思決定の問題へとその

領域を拡大していく。 

なぜなら、「お前」（＝「私」）にとっては、暴行事件の背後にそびえている根源的な問題、

つまり「軍事基地体制」や「日米地位協定」や「治外法権」のなどの諸問題を解決しなけ

れば、真の平和が訪れないことを実感しているからだ。そして、紛争を解決したり、外部

に対する安全を図る際には、集団としての意志を決定しなければならない、と考えるから

であろう。ここには「お前」（＝「私」）の、＜結果に関わりなく、普遍的な道徳法則に従

おうとする動機によって、行為の正／不正が決まる＞とする、カント的な義務論的道徳規

範を読み取ることができる。 

 また、忘れてはいけないのが、「お前」（＝「私」）と「娘」が共に起居する家には、暴行

犯であるロバート・ハリスの愛人を家主である「お前」（＝「私」）の許可のもとで同居さ

せていた事実である。ひとつ屋根の下に「娘」と「愛人」がいて、その「愛人」が作中で

「私も被害者なのよ！」と叫んだことを併せて想起したい。 

 

 

●補記（基地住宅・作家のＩ氏・Ｋ島・重慶の手前のＷという町・Ｍ岬、について）   

・カクテル・パーティーの開かれた基地住宅（ベースハウジング）のモデルは、現在那覇

新都心として開発が進むおもろまちにかつてあった米軍住宅地区である。 その土地が返

還されたのは 1987 年（昭和 62 年）、しかし本当の意味で沖縄の人々の元へ帰ってきたの

か、今の町の姿を見れば、疑問に思わざるを得ない。 
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・琉球料理を御馳走になりながら「さびしそうな色調ですね」とつぶやいたとされる「作

家のＩ氏」とは井上靖氏のこと。 昭和 24 年に井上氏は「闘牛」で芥川賞と受賞するの

だが、これは沖縄の闘牛を西宮球場で興業するという話。 大城立裕氏が芥川賞を受賞す

るのはそれから 18 年後、沖縄の日本復帰は 23 年後のことである。 

・赤ん坊を連れて散歩をしてい米兵の奥さんと離島の青年たちの自然な交流のエピソード。

本島ではそうはいかないのではないかと「小川」に言わせた「Ｋ島」とは 久米島のこと

である。大城氏が実際に見かけたことを小説に盛り込んだのである。 

・孫氏が滞在した日本占領下の「重慶の手前のＷという町」とは、全く架空の町である。

実際の町を想定するには、確かに描かれている事件は重過ぎたのであろう。 

・そして、悲劇が起こった「Ｍ岬」は、真栄田岬を想定して書かれた。ダイビングや青の

洞窟ツアーで若い観光客で賑わうスポットなのだが、訪れるどれだけの人たちが、 今な

お残る沖縄の矛盾に思いを馳せていることだろうか。 

・「…職業は CIC！」⇒ CIC＝防諜工作部隊 

・「私の友人に CID がいましてね」⇒ CID＝検察局 

 

 

●カクテルパーティ効果    

音声における選択的注意はカクテルパーティ効果が例にあげられるように、ヒトは沢山

の話者がいる状況下において、ある発話者に対して選択的に注意を向けることでその内

容を聞き取りやすくなる。複数の音から目的音を選択的に聴取可能であるような聴覚上

の働きをカクテルパーティ効果と呼ぶ。 
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【まとめ】 

今シーズンのテーマは当初、〈植民―暴力と被暴力のあいだ―〉というものでした。戦後

民主主義体制に端を発するさまざまな“植民”の構造を、短編小説に刻まれたさまざまな

歴史の断片から拾っていきたいと考えていました。 

思えば東日本大震災で明らかになったのも、首都圏と東北地方との格差、中心と周縁と

いう構造できあがった国内における植民体制（のようなもの）だったのではないでしょう

か。このような構造が、非常に暴力的なものであることは言を俟ちません。しかし問題は、

そのように暴力的な構造がどのようにでき上がるのか、という発生についてでしょう。淵

源に遡って、それを考えてみたい、そんなことを漠然と思っていました。 

ところが今シーズンで取り上げる短編群を読むとわかるように、そこには人の数だけ思

いや考えがあり、語られる正義や公正はかならずしも一様ではありません。私たちは小さ

な歴史の一断片に響く多声的な意見に耳を傾け、その苦しみに寄り添い、共に葛藤しなが

ら、それを通じて自身の考えを検証していくしかありません。今シーズンとりあげる歴史

の声は、中心ではなく周縁にあるものばかりですが、そのことでかえって気付くことも多

いのではないでしょうか。 

 

次回は、今作で主題となった周縁に生きる存在について、エスニシティの観点からもさ

らに周縁へと視線を伸ばし、私たちの生活を相対化する視点に想いを馳せてみたいと思い

ます。 

 

⇒ 〈歴史の中の小さな声（３）完〉  

「由熙(ユヒ)」李良枝 

（『由煕/ナビ・タリョン』(講談社文芸文庫)所収） 
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※『カクテル・パーティー』参考資料 ※ 

 

【クローズアップ２０１３:「橋下流」暴走 「慰安婦問題」米の視線厳しく】 

毎日新聞 2013 年 05 月 15 日 東京朝刊 

 ◇日米関係にきしみも 

 従軍慰安婦を巡る日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長による発言が波紋を呼んでいる。国内や中国、

韓国両政府だけでなく、米国からも批判の声が上がる。朝鮮半島情勢が不安定さを増す中、アジア重視を

掲げるオバマ政権にとって、日本は重要な同盟国だ。しかし、「人権」という民主主義の根幹にかかわる部

分での国際感覚からの認識のずれに、日米関係にきしみが生じる可能性もある。 

 「米国に賛同者はいない」。ワシントンで今月３日開かれた、歴代駐日米国大使らが集まったシンポジウ

ム。２００９年１月まで駐日大使を務めたシーファー氏は、１９９３年に慰安婦問題に対する政府の謝罪

と反省を示した河野洋平官房長官（当時）の談話に見直しの動きがあることにクギを刺した。 

 米政府は、日本での歴史認識問題について、これまで懸念を示すような直接的な関与はせず、慎重に見

守る姿勢を示してきた。北朝鮮への対応など緊密な連携が必要な日米間できしみが生まれるのを防ぐのが

狙いだ。しかし、旧日本軍の慰安婦問題に関しては人権問題として日本側に厳しい視線を向ける。 

 歴史認識と慰安婦問題を明確に分けて考える米国の姿勢を、日本側も十分感じ取っている。日本外務省

幹部は慰安婦問題について「同じ歴史認識問題でも特別に難しい。日本側の細かい説明がそもそも聞いて

もらえない」と明かした。日本側は「強制連行」かどうかを問題に据えたい考えがあるのに対し、米国は

「強制」であろうとなかろうと、そうした行為自体が人権侵害だとの考えが強い。 

 米議会は０７年、日本政府に慰安婦に対する謝罪を求める決議を下院本会議で採択している。反対議員

はほとんどなく、決議の共同提案者は１５０人を超えた。米軍内でも女性の人権問題に関する発言には敏

感に対処している。９５年に沖縄で起きた米兵による少女暴行事件では、米太平洋軍司令官が「事件に使

ったレンタカー代で女性を手に入れることができたのに」と発言し、辞任に追い込まれた。 

 在日米軍司令部幹部は橋下氏の一連の発言について「（在日米軍の）全隊員に浸透させようとしている価

値とは相いれず、我々の政策や法と対立するものだ」とコメントした。 

 橋下氏の発言は、米国の主要メディアでも報じられた。米紙ニューヨーク・タイムズ（電子版）は「日

本の戦時中の歴史はゆがめられていると主張する日本の政治家たちの 近の発言に連なるものだ」と日本

の右傾化に警戒感を示した。米国の上下両院では女性議員の割合は約２０％と史上 多となっている。慰

安婦問題を再燃させれば米議会から厳しい反応が出ることが予想され、日本の対応が改めて問われること

になりそうだ。 

【ワシントン西田進一郎】 

 ◇強制連行認めず 安倍首相の認識踏襲 

 安倍政権下で再燃した歴史認識問題は、橋下氏の従軍慰安婦発言で一段と拡大した。自らのツイッター

を通じて、慰安婦制度の必要論を繰り返す橋下氏に対する批判は、日本の政治家の人権感覚にも向かって

いる。 
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 「慰安婦の方々がたいへんつらい思い、筆舌に尽くし難い思いをされたことは心から同情する」。安倍晋

三首相は１４日の参院予算委員会で、慰安婦制度について問われると、こう強調した。歴史認識問題の早

期収束を図る安倍政権だが、火種は広がる一方。首相は答弁で「歴史認識は政治問題、外交問題にすべき

ではない」と重ねて表明した。 

 従軍慰安婦問題では１９９１年１２月、韓国人の元慰安婦らが日本政府に補償を求めて提訴した（０４

年に 高裁で敗訴）。これを受け、政府は調査を開始し、宮沢喜一内閣は９２年７月、軍による強制連行の

裏付けとなる資料はなかったと発表した。 

 しかし、韓国内の反発は収まらず、９３年８月には河野洋平官房長官（当時）が談話を発表。慰安所の

設置や管理、慰安婦の移送や募集に軍の関与を認め、「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」として、

おわびと反省を表明した。 

 安倍首相は就任前、河野談話の見直しを主張してきた。第１次安倍内閣当時の０７年、「政府が発見した

資料には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示す記述は見当たらなかった」という答弁書を閣議決

定。「（慰安婦を）強制的にそのような仕事に就かせたかどうかは今のところはっきりしていない」（１４日

のツイッター）という橋下氏の認識はこうした経緯の延長線上にある。 

 ただ、「記述が見当たらなかった」との表現には、さまざまな解釈が成り立つ。日本軍の歴史に詳しい作

家の保阪正康氏は「終戦時に政府や軍が多くの資料を燃やしたのは事実。資料がないのか、燃やしたから

ないのか、天につばするようなところがある」との認識を示した。 

                 【鈴木美穂、念佛明奈】 

 ◇従軍慰安婦などを巡る橋下氏の発言 

①歴史認識 

・日本の侵略の事実、植民地政策の事実を敗戦国として認め、反省とおわびをしなければならないことは

大原則としている＝１４日午前 

②従軍慰安婦問題 

・意に反してそういう職業に就いたということであれば配慮しなければいけないが、なぜ日本だけが取り

上げられるのか。慰安婦制度は世界各国の軍が活用した＝１３日午前、記者団に 

・銃弾が飛び交う中で命をかけて走っていく時に、精神的に高ぶっている集団に休息をさせてあげようと

思ったら、慰安婦制度が必要なのは誰でも分かる＝１３日午前 

・軍の規律維持のために、慰安婦制度は当時は必要だった＝１３日午後、記者団に 

・人間に、特に男に、性的な欲求を解消する策が必要なことは厳然たる事実＝１４日午前 

・今の視点で慰安婦が良いか悪いかと言われれば、良いことだとは言えない＝１４日午前 

・国を挙げて韓国女性を拉致して強制的に売春させた事実の証拠がないことも、厳然たる事実＝１４日午

前 

 ③風俗業の活用 

・風俗業は必要だ。普天間飛行場に行った時、「もっと風俗業を活用してほしい」と言ったら、米海兵隊司

令官は「米軍では禁止している」と。そういうものを真正面から活用してもらわないと、海兵隊の猛者の

性的なエネルギーはコントロールできない＝１３日午後 
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・だいたいアメリカはずるい。一貫して公娼（こうしょう）制度を否定する。しかし米軍基地の周囲で風

俗業が盛んだったことも事実＝１４日午前 

・僕が米軍に進言したのは、米兵の性的エネルギーをコントロールしてほしいということ。そして法律上

認められている風俗業の活用を持ち出した＝１４日午後 

 ※１４日の発言はすべてツイッターで 

 

 

 

【読書日記: 社会学者・上野千鶴子さん 「買春は必要＝常識」の非常識】 

毎日新聞 2013 年 05 月 28 日 東京夕刊 

 ■さいごの色街 飛田（井上理津子・２０１１年）筑摩書房 

 ■彼女たちの売春（ワリキリ）（荻上チキ・２０１３年）扶桑社 

 ■アダチャ稼業（今井ＣＯＣＯ・２００７年）イプシロン出版企画 

 

 橋下徹大阪市長・日本維新の会共同代表の「風俗」発言が波紋を呼んでいる。 

 この５月、沖縄の米軍普天間飛行場を訪ねたとき、現地の司令官に「風俗業を活用してほしい」と発言

し、相手は固まったという。米軍側から「我々は兵士にそういうことは禁じている」とまったく相手にさ

れない状況に直面して、日米の文化の違いにその理由を帰した。それなら「兵士に買春が必要だ」という

ことを、「日本の常識」として世界に示したことになる。その後、発言を撤回、わびたとしても公党の代表

として恥さらしというほかない。記者団に「ホンネで話そう」と言ってオヤジの下半身をタテにとったよ

うだが、自民党のオジサマ方からさえ、顔をしかめられた。 

 橋下発言の背景が、よくわかる本を読んだ。井上理津子「さいごの色街 飛田（とびた）」。大阪の遊郭、

飛田に体当たり取材して書いた女性ルポライターの労作だ。１９５８年の売春防止法施行後も、「風俗営業」

の名のもとに、公然たる管理売春が行われている、そこだけ時間がとまったような一画だ。井上さんは、

どんな男が客なのか、経営者は、暴力団の関与は、曳（ひ）き子と呼ばれるオバサンたちは、そして女の

子は、果てはわかっているのに取り締まりをしない警察は……どうなっているの？と好奇心に充（み）ち

満ちて前のめりに取材していく。ときには危ないめや不愉快な思いに耐えながら。 

 そのなかに、飛田新地料理組合の事務所で「組合長と茶髪の弁護士が二人でにっこり笑顔で写っている

写真」を発見する場面がある。組合の顧問弁護士をしていた時代の橋下市長だという。組合の幹部によれ

ば「男に、必ずはけ口が要るのは今も昔も同じ」。なるほど。これが橋下発言の背後にある「常識」なのか。

売防法以前の「常識」、今日では非常識である。 

 井上さんによれば「好きでこの仕事をやっている」は、ありえない。「男に騙（だま）され、捨てられ、

お金のために飛田に来た」。中卒率、高校中退率もあまりにも高い。同じことを荻上チキの「彼女たちの売

春（ワリキリ）」は指摘する。援助交際の少女たちは、いわば自己決定によるフリーランスのセックスワー

カーだが、彼女たちが「自由」かといえば、湯浅誠のいう「五重の排除」――教育からの排除、企業から

の排除、家族からの排除、福祉からの排除、自分自身からの排除――の結果、売春にたどりついている。



“a house without books is like a room without windows” 

朝さろん 26th morning 

〈歴史の中の小さな声(２)〉 
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出身家庭の過酷さ、学歴の低さ、社会経験の少なさから、彼女たちは相談窓口の存在さえ知らず、相談す

ることすら思いつかない。どちらもシングルマザー率の高さは驚くほどだ。 

 昔も今も、女は必要があって稼ぐ、そして稼ぎのいい仕事は風俗しかない。カネと引き換えとワリキら

ない限り、誰がこんな仕事をすすんでするだろうか。荻上さんは、一昔まえの「自己決定型売春」は過去

のものとなり、新しい貧困が売春の供給源になっているという。 

 もうひとつ今井ＣＯＣＯ「アダチャ稼業」も衝撃の書。インターネットを使ってチャットをしながら女

性の室内を映像で見せ、客の要求にしたがって脱いだり自慰をしてみせたりする。メディアの革新に伴っ

て、次々に新手の性風俗が生まれる。男との接触がないから安全な仕事かもしれない。だが、アダチャ嬢

のなかには、風俗で客からＨＩＶを感染させられて、本番がアウトになった女性たちもいると聞いて、震

撼（しんかん）した。この女性たちに、政治も社会も手を差しのべることはないのだろうか。 


