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戦争を考える



　「BOOKMARK」20号の特集は It will resonate。詩集や詩の形の小説な
どを取り上げる予定だったのですが、ロシアがいきなりウクライナに侵攻して、
いろんな人がいろんなことを言い出す一方、新聞やTVはほぼいつも同じような
報道をくり返すという状況になってしまいました。こうなると「BOOKMARK」も、
何かできることをしたいと思い、特別号を出すことにしたという次第です。
　そこで、これまで「BOOKMARK」に関わってくださった方、これから
「BOOKMARK」に関わってほしいと思っている方を考えて、次のようなお願い
の文章を送りました。
　「BOOKMARK」は海外の翻訳作品の紹介冊子で、とくに若者に読んでも
らいたい作品を中心に取り上げてきたのですが、今回は特別に、日本の作家
さんに作品をひとつ（自作でもほかの方の作品でも、日本物でも翻訳物でも、
小説でも詩歌でも、絵本でも写真集でも、また戦争に関係のない本でも）
取り上げていただき、それにからめて戦争に関するエッセイをお願いすること
にしました。
　いうまでもなくロシアのウクライナ侵攻に触発された特別号です。とはいえ、
ロシアが悪い、プーチンはひどいということではなく、とにかく「戦争」について
考えるための冊子にしたいと思っています。
　その結果、作家、ジャーナリスト、詩人、歌人、装丁家など29名の方
からエッセイをいただきました。どうぞ、読んでみてください。  

（金原瑞人、三辺律子）
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（五十音順）

01｜青山七恵
02｜あさのあつこ　
03｜伊藤比呂美　
04｜江國香織
05｜小野耕世　
06｜金井真紀
07｜川名  潤
08｜小手鞠るい
09｜桜庭一樹
10｜高階杞一　

11｜恒川光太郎
12｜都甲幸治
13｜酉島伝法
14｜長倉洋海
15｜中脇初枝
16｜梨屋アリエ
17｜東 直子
18｜東山彰良
19｜ひこ・田中 
20｜深緑野分

21｜藤野可織
22｜文月悠光
23｜ブレイディみかこ
24｜星野智幸
25｜穂村  弘
26｜町田  康
27｜松田青子
28｜宮内悠介
29｜森  絵都

戦争を考える
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　５年前に死去した母方の祖父は、私の周りで唯一の「戦争

に行ったひと」だった。真偽不明ながら、戦争中は部隊の

食糧を管理する仕事をしていたと誰かから聞いたことがある。

子ども心に、じゃあおじいちゃんはひとを殺したことはないん

だろうな、とほっとしたし、戦争で殺しあいが起こっていても、

皆お腹はすくし、誰かが食べ物を用意しないといけないんだなと、

拍子抜けするような思いもした。

　祖父は寡黙なひとだった。動作には荒っぽいところがあって、

めったに笑いもしなかった。自分から戦争の話をしたことは

一度もなかった。狭い家のなか皆でご飯を食べていてもなぜだか

一人ぼっちに見えた。戦争に行ったおじいちゃんが、子どもの

私にはいつも少し、怖かった。

　戦争はいつかは終わる。でも、生き延びて、「戦争に行った

ひと」の人生はそれからも続く。大岡昇平の『武蔵野夫人』には、

復員して従姉妹の家に身を寄せる勉という青年が登場する。

ビルマの森で戦った彼の肉体には、いまだ兵士としての習慣が

染み付いている。頭上に広がるのは穏やかな武蔵野の空であっ

ても、そこを横切る飛行機を警戒せずにはいられないし、

どこへ行ってもその土地の地形的特徴を即座に把握

する癖が抜けない。従姉妹の道子への激しい恋情と、

取水塔へ毒を投げ込む危険な妄想が心に同居する彼は、

「俺はもう、人混りのできない体かも知れぬ」と絶望的

に自覚している。彼の心奥深くに押された復員兵の

烙印は、常に彼をひとから遠ざける。

　勉との許されぬ恋に身を滅ぼす道子の悲劇を追って

物語は幕を閉じるが、勉の内にある悲劇は誰の口からも

語られることはない。いくらでも補充される武器とは

違って、戦禍の極限状態で酷使され踏み躙られる魂と

肉体にスペアなどない。その傷ついた魂と肉体で、

リセットされない人生を生き続けるとはどういうこと

なのか。満ち足りた衣食住は、人々の情愛は、その傷から

流れた血を洗い清めることはできるのか。うら若い青年で

あるはずの『武蔵野夫人』の勉は、年老いた、それも

亡くなる少し前の、もっとも弱った祖父の姿を思い

起こさせる。生き延びて病床に横たわる祖父は、深く

深く沈黙していた。私はその沈黙のことを、ずっと考え

続けたい。
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青山七恵
「祖父の沈黙」

『武蔵野夫人』
大岡昇平
（新潮社）
￥550＋税
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　ミサイルが飛び交い、戦車が走り、人々が逃げ惑う。毎日、

テレビやスマホから流れ出てくる映像をこれが2022年現在の

もの、現在進行形の光景なのだと信じ、受け入れる精神的な

力がわたしにはない。かといって、遠い異国の、つまり、

わたし自身には何ら関わりない出来事だと割り切る力もない。

だから、つい「プーチンてひどいよね」とか「ロシア軍って

ああいう残虐な体質なの」とか、訳知り立てに語ってしまう。

このごろ、わたしと同じ訳知り立ての顔や言説が増えた気が

するのは、勝手な思い込みだろうか。

　一般人への無差別な攻撃、レイプ、略奪、拷問、虐殺……

21世紀の戦争報道の中で、繰り返し語られる言葉に、一冊の

本を思わずにはいられなかった。『増補版 1★9★3★7』（辺見庸

／河出書房新社）。1937年以降の中国で皇軍兵士、日本の兵隊

たちが何をしたか。何をしなかったか。何十年もの年月が

腐葉土になって覆い隠してきた歴史の蓋をこじ開ければ、

そこから這い出てきたのは、一般人への無差別な攻撃、レイプ、

略奪、拷問、虐殺……。何も変わっていない。ほとんど同じだ。

戦争とはどんなものでも酷似するのか。ではでは、今、

訳知り立てにプーチンを人でなしと罵り、ロシア軍を

危険で野蛮な組織と憎むわたしたちは、この一冊の内に

存在する事実をどう受け止めるのか。どう受け止めれば

いいのか。答えがわからない。戦争の名のもとに、ロシア軍

も旧日本軍も同じことをしていた？　同じことをして

いる？　自分は事実とどのように向き合える？ 　歴史と

どう関わっていく？　疑問符ばかりが突き刺さる。

　突き刺さるのは痛いし、考えるのは面倒だからと、この

本を閉じて本棚に仕舞い込むのは簡単だ。本は抗いも、

叫びもしない。でも、それをやってしまったら、また、

わたしたちは同じことをする。一般人への無差別な攻撃、

レイプ、略奪、拷問、虐殺……同じことをする。戦争と

いう名のもとに。快適や愉悦とは無縁の読書体験が教えて

くれたことだ。

As
an

o 
At

su
ko『完全版 1★9★3★7』

辺見庸
（KADOKAWA）

上・下 各￥720＋税

イ　　ク　　ミ　　ナ

『増補版 1★9★3★7』
辺見庸

（河出書房新社）
￥2,300＋税

イ　　ク　　ミ　　ナ

あさのあつこ
「戦争の名のもとに、
わたしは誰とどうたたかうのか。」
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　2015年に翻訳した本のことを考えている。『リフカの旅』。

原作はアメリカ人作家のカレン・ヘス。

　ウクライナのベルディチェフ（ロシア語読みの英語読み。

ウクライナ語読みではベルドゥーチウ）に住んでいたユダヤ人

家族が1919年から1920年にかけてアメリカに移民していく話

だった。著者の大叔母の実体験がもとになった話だそうだ。

　今読み返してみて驚いたのは、話の中に「ウクライナ人」

や「ウクライナ語」が一度も出てこないことだ。訳している間、

何の不思議も感じてなかった。不覚であった。

　私の子ども期、このあたりはソ連邦の一部だった。カリフォ

ルニアがアメリカ合州国の一部であるように。それに慣れて

いたから、何も考えずに納得していたのかもしれない。カレン・

ヘス（1952年生、1955年生の私とは同世代）もそうだったの

かもしれない。

　この本の中で、人々はその土地をロシアと呼ぶ。「ウクライナ

から来た」とも言うけど、ほとんどは「ロシア」だ。「おれたち

はロシアを出る」「どうしてロシアでは、問題が起きたらいつも

ユダヤ人のせいになるんだろう」「私はユダヤ人だけど、

ロシア人でもある」などと。

　ベルディチェフ、ウクライナ語でベルドゥーチウ

（2015年に調べていたとき、この読み方は日本語で

出てこなかった。今はすぐ出る）にはユダヤ人が圧倒的

に多かった。彼らは1941年に全滅させられた。その周辺

にはウクライナ人がいて、ウクライナ語をしゃべって

いたはずだ。

　もしかしたら1919年、ウクライナ人にウクライナ人の

アイデンティティはなかったのか。そこを調べ直そう

としたけれども、大国にふりまわされてきたウクライナ

の歴史に唖然とするばかりで、歴史学者ならともかく、

一介の詩人にはどうにもまとめられない。でもその

まとまらないのが近代ウクライナの歴史そのものに

思える。

　てなことは、翻訳したときさんざん調べたはずだった。

ところが現実の侵攻があって、その場や生き死にの

現場を見せつけられるや、たちまちすべてがリアルに

迫る。今ごろカレン・ヘスさんも同じことを考えてい

るのではあるまいか。　

Ito
 H

iro
m

i

[Letters from Rifka]
Karen Hesse

『リフカの旅』
カレン・ヘス
伊藤比呂美／西更 訳
（理論社）
¥1,400＋税

伊藤比呂美
「ウクライナ語でベルドゥーチウ」

���������������
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　『オン・リーディング』（マガジンハウス刊）は小ぶりで

静かな写真集で、私はこの30年、仕事机から手をのばせば

すぐ取れるところに置いている。べつに毎日眺めるわけでは

ないけれど、そばにあるだけで落ち着く。そういう本だ。

写真家の名前はアンドレ・ケルテス。

　タイトル通り、何かを読んでいる人の写真だけが集められて

いる。すべてモノクロで、だからこそ光も影も美しい。ぼろ

ぼろの服を着て裸足で、おもてで友達と頭を寄せ合って１冊

の本を読む少年の写真がある。優雅な書斎で本を読む紳士の

写真も。戸外のゴミ入れの上に新聞を広げ、家まで待てない

かのように目を凝らす男性や、屋根の上で日光浴しながら

何かを読む、のびやかな姿態の女性の写真も。公園で、川べで、

店先で、街角で、ベランダで、電車のなかで、みんな何かを

読んでいる。いちばん古い写真は1915年、いちばん新しい写真

は1970年に撮られている。アメリカで、フランスで、日本で、

ハンガリーで、アルゼンチンで、イタリアで。どの写真からも、

時代の空気や街の息吹、人々の生活の手触りが伝わってくる。

読んでいる人たちは本に没入しているの

で、そこにいるのにいないみたいだ。

　最後の一枚は、ホスピスのベッドで何か

を読んでいる老女。

　読書など平和なときのもの、と私は

思わない。むしろいきなり平和な日常が

奪われたとき、人はそれまで以上に切実に、

読むことを必要とするだろう。たとえば

大切な人からの手紙を、やっと手に入った

新聞を、手放せなかった一冊の本を、

逃げるときに荷物につめた、子どもの

気に入りの絵本を。

　戦争という異常事態にある場所に、

読むものがありますようにと私は願う。

あっても何かの解決にはならないし、正しい

情報を伝えたいという志あるジャーナリスト

は殺されてしまうかもしれない。それで

も人が正気を保つために、読むものが

ありますようにと私は願う。現実逃避でも

何でも構わないではないか。

Ek
un

i K
ao

ri

[ON READING ]
André Kertész

『ON READING』
アンドレ・ケルテス
（マガジンハウス）
￥1,553＋税

[ON READING ]
André Kertész

『読む時間』
アンドレ・ケルテス
渡辺滋人 訳
（創元社）
￥2,200+ 税

江國香織
「私は願う」

���������������
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　戦争に関わる文学の紹介、ということですが、なによりも

私自身が書いた「戦争」についての本を、まず紹介したい

気持ちにかられることを、どうかお許し願いたい。

　その一冊は、TBSブリタニカという出版社から出した「ア

イスクリーム戦争」という子ども向きのファンタジーだ。ア

イスクリーム星の宇宙人たちが、地球をアイスクリームにし

てしまおうと攻撃してくる。そして東京にアイスクリームの雪

が降るのだが、それをアイスクリーム好きの５歳の坊やがやっ

つけてしまうという物語。自分でも読み返して、いまでも気分

が楽しくなる本で、われながら、うまく書けたなとなつ

かしく思っている。

　戦争という言葉が、フィクションであっても、愉快なファ

ンタジーとして描くことが可能であった時代が存在したので

ある。現在の世界状況を見ると、いつかまたそういう時代が

来ることを願っている。

　もう一つは、これから書こうと思っている私自身の＜戦争

体験＞を描く本だ。

　1945年、東京・世田谷の私の家は、空襲を受け一夜にして炎上、５歳の私と３歳の弟は、

埼玉県の縁故を頼って母に連れられて疎開（脱出）した。疎開先の家に住んでいた私は、

ある日、外に出ていなかの畑のなかを歩いていたら、突然、アメリカのグラマン戦闘機が

一機だけ空に現れ、私に向かって機銃掃射して（撃ちまくって）きた。

　私は、あわてて畑に植えられた野菜のあいだにしゃがみこんだ。奇跡的に、弾丸は私には

一発も当たらず、グラマンは、そのまま飛び去った。

　戦争とはそうした状況が起こり得るものなのだということを知ってほしい。まさか、

そんなことが――と思われるだろうが、まぎれのない事実であり、いずれ書くつもりの

＜私の自叙伝＞では、この事件を詳しく記すつもりでいる。うまくいくかどうか、待って

いてください。

O
no

 K
os

ei

『アイスクリーム戦争』
小野耕世
（TBSブリタニカ）
￥900＋税

小野耕世
「私の戦争体験」
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　冬の酒場で耳にした、ふたりの先生の会話が忘れがたい。

　「ぼくは若い人にこの世の悲惨さを伝える時、必ず "出口"

を用意する」

　と、ひとりが言った。たとえば授業で貧困国の児童労働を

取り上げた場合、最後に出口を言い添える。支援団体の情報や、

「あの製品を買うと搾取に加担してしまうので、自分は買わない」

みたいな雑談を。

　「あぁ、それは大事ですね」

　もうひとりの先生がすかさず同意した。 

　「酷い話を聞いて、自分ができることが何もなかったら無力感

に打ちのめされてしまうから」

　「出口は小さなことでいいんだ」

　「そうそう」

　ふたりの先生は頷きあい、いそいそと２杯目の焼酎の銘柄

検討に入った。隣でわたしは少し泣きそうだった。酔っていた

せいかも。

　春まだ浅い頃、戦争が始まった。

　加害国の街頭で反戦の意思を示す市民の映像に、わたしは

震えた。警官が容赦なく襲いかかり、根こそぎ連行していく。怖すぎる。わたしの国も

かつて戦争加害国だった。もし自分だったら、あの状況で反戦の声を上げ続けることが

できるだろうか。たぶん無理……。

　そんな時だ。イルコモンズ氏――あの晩、焼酎を飲んでいた先生のうちのひとり――が SNSで

「抗議するちっちゃい人たち」の写真を紹介したのは。モスクワの橋の上、歩道の端、門扉の

間などにこっそりと「NO WAR」のプラカードを持った人形が置かれたのだ。人形は５センチ

くらい、粘土でできている。なんて愛らしい反戦運動だろう。ちっちゃい人の存在に、

わたしは勇気づけられた。何もしないうちから、できることがないなんて決めてどうする。

　『プロテストってなに？　世界を変えたさまざまな社会運動』（アリス＆エミリー・ハワース

＝ブース著／青幻社）にも「不服従の人形たち」の項がある。デモが禁じられた場所にテディ

ベアやレゴの人形を並べた事例が載っていて、胸が熱くなる。本書に登場するのは、くそっ

たれの世界を諦めない人たち。落ち着いて探せば、きっと出口はある。

Ka
na

i M
ak

i

[Protest! 
How people have come together to change the world]
Alice & Emily Haworth-Booth

『プロテストってなに？
世界を変えたさまざまな社会運動』
アリス＆エミリー・ハワース＝ブース
糟野桃代 訳
（青幻社）
¥2,000＋税

金井真紀���������������

06



1716

　彼のInstagramは、そのほとんどが「気をつけ」の姿勢で立って

いる彼自身の写真で、正方形の背景はさまざまだ。アプリの

中の直立不動の姿は、政府の目から逃れる生活をしながらも、

「私はここにいて、そして無事だ」というメッセージとも取れる。

　ウクライナとロシアの隣国である独裁国家・ベラルーシの

作家である彼は、この本を書いたことでベラルーシ当局から

目を付けられ、ロシアやヨーロッパ諸国に逃れる生活をして

いるとのことだった。真偽は不明だが、ベラルーシ本国では

この本の担当編集者が捕まったり、彼の友人が暴行を受けたり

したことがあるらしい。

　日本語版の装丁は、ベラルーシの民主化運動の象徴である

白地に赤いラインの入った旗を使うアイデアもあったのだが、

そのデザインがベラルーシ当局に見つかり、そこから著者の

メッセージが読み取られるとマズい。なんせこの本は独裁

国家の現状を描きながらも、「ベラルーシ」という言葉がひとつも

出てこないのだ。

　彼の身を案じ、紅白の旗のアイデアを諦め、とはいっても

結局は白いベッドと赤い毛布という、言い逃れがで

きるかできないか、なんとも微妙なラインの装丁に

したのだが、彼はとても喜んでくれたらしいと聞いた。

　ロシアによるウクライナ侵攻開始のニュースを聞き、

私がいちばんはじめに頭に浮かんだのは、彼、つまり

独裁体制と戦う作家、サーシャ・フィリペンコの安否

のことだった。ロシアでもベラルーシでも、反体制の

ジャーナリストがすでに拘束されたというニュースも

ある。どうか、どこかで、無事でいてほしい。

　２月24日、あいかわらず正方形の中に直立不動する

彼と「Free Ukraine and Belarus」のメッセージが投稿

された。続いて投稿されたのは画像化されたテキスト。

「今、すべてのロシア人の選択肢は２つしかない。 ①"戦

争反対"のプラカードを持って、街に出る。 ②黙って家に

いて、戦争を支持した人間として、国と家族の歴史に

永遠に残る。」

　スマートフォンの画面で、戦う作家のタフネスを

確認した私は、自分のSNSの画面に「#戦争反対」と

打ち込んだ。
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[БЫВШИЙ СЫН ]
Саша Филипенко

『理不尽ゲーム』
サーシャ・フィリペンコ
奈倉有里 訳
（集英社）
￥2,100＋税

川名潤���������������
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　『ある晴れた夏の朝』を書き上げたときには、まさかこの

作品が読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれたり、

小学館児童出版文化賞を受賞したり、日経新聞のコラムで紹介

されたりすることになるなんて、露ほども想像していなかった。

それどころか、もしかしたら批判の矢面に立たされるかも

しれないと、覚悟を決めていたほどだった。なぜなら私は

この作品の中で「日本への原爆投下を肯定するアメリカの

高校生たち」を登場させているからだ。児童書の中で、たとえ

それがフィクション上の討論会であっても、登場人物に原爆

投下を肯定させるなんて、言語道断だろう。わかっていながら

も、私はこの設定にこだわった。日本の子どもたちに平和の

大切さを語ろうとするとき「日本は世界で唯一の被爆国」と

いうアプローチでは、片手落ちではないかと考えたからで

ある。原爆が落とされる、あの夏の朝がやって来るまでに、

日本はどこで、どんな戦争をしてきたのか。これを語らずして、

原爆の悲惨さは語れないだろうとも思った。

　本作が出たあと、多くの読者から「世界中の人々に読んで

ほしい」という感想が届いた。子どもたちのみならず、大人や戦争の体験者からも熱く

支持された。こうした声を受けて、偕成社から出たのが英語版『On A Bright Summer 

Morning』である。手前味噌ではあるけれど、英訳者は私の夫、グレン・サリバン。なぜ

英訳を手がける決心をしたのか、彼に尋ねてみたところ、こんな答えが返ってきた。

「本作に出てくる、原爆投下にまつわる歴史的事実の中には、僕自身がこれまでまったく知

らなかったことも含まれていて驚いた。この作品をぜひアメリカの若者たちにも読んでも

らいたいと思った。英語に訳されていれば、世界中に広がっていくだろう」

　1969年、ニューヨーク州の田舎村に約40万人もの若者たちが集結したロックフェス

「ウッドストック」は、ヴェトナム戦争の終結につながっていく歴史的なイベントとなった。

本書は、そのウッドストックの森の中で暮らす、かつては戦争をしていたアメリカ人と

日本人の合作である。
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『ある晴れた夏の朝』
小手鞠るい
（偕成社）
￥1,400＋税

[　　　　　　　]
小手鞠るい 著
グレン・サリバン 訳

『On A Bright Summer Morning』
Rui Kodemari
Glenn Sullivan
（偕成社）
¥1,500＋税

ある晴れた夏の朝

小手鞠るい
「世界中に届け、

日本の『On A Bright Summer Morning』」

���������������
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　五年前、拙著『赤朽葉家の伝説』のポーランド語版が出版

された折、ワルシャワで開催されたブックフェスティバルに

ゲストとして招かれた。このときアテンドして下さった同世代の

女性編集者から、ランチのピロシキとヨーグルトのスープを

食べながら、このようなお話を聞いた。

　「私は編集業の傍、長年ブルーノ・シュルツの研究をして

います。彼はユダヤ系の作家で、戦争中は穴を掘って原稿を

埋めるなどしてナチスから作品を隠しました。私はいつか必ず

本格的に研究に戻るつもりです」

　それから続けてこう言った。

　「私もユダヤ系で、祖父はアウシュビッツにいました」

　絶句してしまった。

　その場で検索すると、シュルツの小説は幸い邦訳されている

とわかった。なんと答えたらよいかわからず、ただ、帰国

したら読みますとだけ答えた。すると短編「砂 時 計 サナト

リウム」がことに傑作だと教えて下さった。

　帰国してすぐ、彼の作品を読んだ。

　ブルーノ・シュルツは1892年、ポーランドのドロ

ホビチ（現ウクライナ領）で生まれた。この地はオー

ストリア・ハンガリー帝国、ポーランド、ソビエト連邦、

ナチスドイツなどさまざまな国に目まぐるしく支配

された。シュルツは美術の教職に就くなどして親族を

養いつつ、小説執筆を続けた。やがてナチス支配下

となりゲットーに移住。ゲシュタポの兵士の家庭で

絵を描かされるなどしていたが、1942年、路上でゲシュ

タポに撃たれて亡くなった。

　「砂時計サナトリウム」は、銀河鉄道のような幻想の

列車に乗ってパラレルワールドのような故郷に帰り、

生前と変わらず暮らし労働する亡父と再会するという

物語だ。カフカやタデウシュ・カントールに近い、

"言語化不可能な苦悩を異端の幻想によって奇跡的に

伝えられる" 作風、だろうか。「確かに傑作です」と

いつか彼女に伝える機会があれば、と思っている。
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桜庭一樹
「絶望を伝える魔術としての文学」
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09 [Wszystkie opowiadania
Brunona Schulza]

Bruno Schulz

『シュルツ全小説』
ブルーノ・シュルツ

工藤幸雄 訳
（平凡社）
¥1,900＋税

クレプスイドラ
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　「昭和二十年、八月十五日」

　野坂昭如著『戦争童話集』に収められた12の短編はすべて

この１行で始まっている。例えば、次のように。

　「昭和二十年、八月十五日／南の、大きな島の、ジャングルと、

海の間に、ほんのわずか開けた砂浜があって、そこに、一人

の日本兵が倒れていました。」（「ソルジャーズ・ファミリー」）

　タイトルに「童話集」とあるように、どの作品にも残酷な

戦闘シーンは描かれていない。日本が戦争に敗れた「昭和

二十年八月十五日」のさまざまな１日がさまざまな状況を

通して描かれている。上に挙げた「ソルジャーズ・ファミリー」

では、南の孤島で、故郷へ帰る日を夢想しながら飢えで死んで

いく兵士の姿が、「八月の風船」では、戦争末期、軍部によって

開発された風船爆弾の製造に従事する女子学生たちの姿が、

「小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」では、日本軍

の小型潜水艦を雌のクジラと思い込み、その彼女（？）を敵艦

から守るため、落とされた爆雷を身代わりに受けて死んでいく

雄のクジラの姿が描かれている。

　こうした物語を通して作者が伝えようとしているのは

戦争の不条理にほかならない。戦争は何の罪もない

人たちに苛酷な引き算を強いる。食べる物を奪い、

住む家を奪い、学ぶ時間を奪い、大切にしていた物や

愛する人を奪い、当たり前のようにあった日常のすべ

てを瞬時に奪い去っていく。

　野坂昭如の戦争を描いた作品としては、アニメや

ドラマで幾度も映像化されている『火垂るの墓』が

有名だが、この短編集も多くの人に読んでもらいたい。

遠い昔の出来事だと思っていた戦争が、目前の出来事に

なった今、日本国内だけでなく、海外の、願わくば

この戦争を起こしている国の人たちにも読んでもらえ

たらと願う。

　「夕焼けが消えても、海は赤いままで、小さな潜水艦

も、いつまでもそのまま浮かんでいました。」

（「小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話」ラスト）

Ta
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『戦争童話集』
野坂昭如

（中央公論新社）
￥514＋税

高階杞一���������������

10 「苛酷な引き算」
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　本書はキーフで育った女性が日本の大学で学び日本語で

書いた14年刊のエッセイ。すらすらと頭に入る素直な文章で、

ウクライナの思い出や、徒然なる日々の雑感が綴られている。

「相田みつを」美術館にいったときの感動や、食べ物や服に

ついてのほのぼのとした題材がある一方、チェルノブイリ原発

事故が起こった時の記憶や、ドイツ軍が攻めてきたときの

祖父母世代の話、スターリン時代の飢餓（収穫全てをソ連に

接収され、膨大な餓死者がでている）など、暗雲漂うものも

ある。第二次大戦時にキーフを占領したドイツ人とキーフの

サッカーチームが試合をして、勝ったがために選手が全員

殺され「死の試合」として神話化された話（実際は全員では

なく、また試合と関係ないらしい）など、サッカーネタにも、

苦汁の日々の記憶が滲んでいる。ウクライナは何度も非常

事態を経験しているのだ。

　戦時となると、双方のプロパガンダもあり、情報に政治的

意図のフィルターがかかると斜めに捉えてしまうが、本書は

まだ戦争が起こる前のウクライナ民間人視点で、ロシアと

恒川光太郎���������������

11
ウクライナの関係性や、ソ連から独立したウクライナ

人のアイデンティティが綴られていて興味深い。

　1500年以上の歴史をもつキーフの名所旧跡を歩く散歩

ガイドの項など、現在の報道映像と照らすと胸が痛む。

「ウクライナがどんなところかご存知ですか」と作者

は語りかけてくる。作者は故郷ウクライナのイメージ

は、どこまでも続く麦畑と原野だという。のびのびとした

牧歌的な人々が紹介される本故に、隣接国が侵略してくる

今回の戦争が、人々から何を奪ったのか皮肉にも浮き

上がらせている。どこまでも続く麦畑と、北の大自然、

そして美しいキーフの街を平穏に歩ける日々が訪れるこ

とを願ってやまない。
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『ウクライナから愛をこめて』
オリガ・ホメンコ

（群像社）
¥1,200＋税
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　一つの光景が僕に取り憑いて離れない。ベトナム戦争から

帰ってきたノーマンは故郷の街でやることがない。父親の

シボレーに乗り、大きな湖の周りを何度も回り続けるだけだ。

途中には彼が戦争に行く前に愛していたサリーの家がある。

でも彼女に語りかけることはできない。彼が戦争に行ってる

間に結婚し、苗字も変わってしまったのだ。父親も話を聞いて

くれない。いや聞いてくれはするかもしれない。だがどうしても

ノーマンは自分の思いを言葉にできない。

　あの日、川岸で野営していて雨が降り出し地面がドロドロと

溶け始め、自分たちの部隊が巨大な肥溜めの上にいると

気づいた。逃げ出そうにも、敵軍の迫撃砲がどんどんと打ち

込まれている。見れば仲間のカイオワがズブズブと沈んでいく。

彼の足を掴んだが、あまりの臭いにノーマンは手を放して

しまう。自分は十分に勇敢ではなかったのか。しかしあの

恐怖のなか、寒さに耐えていた自分は勇敢と言えるんじゃ

ないか。そんなことを考えても、カイオワを見捨てたという

事実は変わらない。

　ティム・オブライエンの名著『本当の戦争の話をしよう』に収録された短編「勇敢で

あること」には後日譚がある。主人公のノーマンは数年後、居場所を見つけられずに故郷の 

YMCA のロッカールームで首を吊る。自分に取り憑いて離れないこの物語の混沌の中に彼は

沈み込み、命まで失ってしまったのだ。そして作者のティムはこう言う。自分だってノーマン

と変わらない。ただ一つ違うのは、文章を書くことで記憶を自分の外側に出す技術を持って

いることだけだ。

　戦争は敵味方の区別なく深く心を傷つける。ある意味、一度戦場を経験したものは決して

戻ってはこれない。そして彼らは、自分を拒む日常の中で何とか生き延びようともがき

続ける。その過程で生まれた物語は、なぜか聞く者の心を癒す力を持っている。おそらく

それは、どんな人にも自分自身の戦場のようなものが存在するからだろう。
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[The things they carried ]
Tim O'Brien

『本当の戦争の話をしよう』
ティム・オブライエン
村上春樹 訳
（文藝春秋）
￥730＋税

都甲幸治
「自分自身の戦場」
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　戦争という言葉には欺瞞がある。ウクライナの住民の多くは、

ロシア軍の侵攻が起きるとは思っていなかったという。突如攻めて

きた集団に町を蹂躙され、見知らぬ個人に日常を送る個人が殺害

される。戦争で亡くなった、などと言われるが、その個人がいつ

戦争に加わったというのだろう。

　戦争と個人について考えるとき、戦争を直接描いているわけでは

ないアントニオ・タブッキの二つの作品が頭によぎる。

　『供述によるとペレイラは……』は、ファシズムが広がりつつ

あるポルトガルで、新聞の文芸欄を担当しながらほどほどの

暮らしを送ってきた中年記者ペレイラが、奇妙な若者と出会った

ことでこれまで見てみぬふりをしてきた政治状況に向き合うという

物語だ。三人称で "そうペレイラは供述している。" といった形で

書かれており、どこかに勾留されて尋問を受けているようなのだ

が、ペレイラの現在については一切触れられないのが恐ろしい。

　『ダマセーノ・モンテイロの失われた首』は、ポルトガルの古都

ポルトで見つかった首なし死体の謎を、若き新聞記者フィルミーノ

が追うミステリ仕立ての物語だ。取材を進めるうちに死体が拷問を

受けていたことが明らかになり、事件を担当することになったチャールズ・ロートン似の巨漢

弁護士ドン・フェルナンドが、かつてひどい拷問を受けた政治家やジャーナリストに言及してから

こう語る。"拷問者の名前を記憶することには意味があるんじゃないかと思えるのです。どうして

だと思います？　なぜなら、拷問は個人の責任で行う行為だからです。上官の命令に従ったという

理由は許されません。多くの人がこの卑劣な言い訳を隠れ蓑にしてきました。それを理由にする

ことによって法的に守られてきたんです。わかりますか？"

　この箇所のために本書は書かれたのだと感じたし、戦争にも通じるこの言葉を忘れずにいたいと

思っている。
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[Sostiene Pereira]
Antonio Tabucchi

『供述によるとペレイラは……』
アントニオ・タブッキ
須賀敦子 訳
（白水社）
¥1,000＋税

[LA TESTA PERDUTA DI DAMASCENO MONTEIRO]
Antonio Tabucchi

『ダマセーノ・モンテイロの失われた首』
アントニオ・タブッキ
草皆伸子 訳
（白水社）
¥2,200＋税
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　戦争の渦中にいる人が一番、戦いをやめたいと願っている。

それなのになぜ戦い続けるのか。そこに目を向けなければ、

平和にはつながらない。

　そう思わせてくれた人物がマスードだった。侵攻してきた

ソ連軍と戦い、ついには撤退に追い込んだ人物だ。その人柄に

魅かれ、17年に亘り、500日を共に過ごした。詩と読書を愛し

たマスード。彼に「死が怖くないか」と質問すると、「私が死ぬ時、

それが神の意志だろう。その時までを懸命に生きたい」と答え、

「国を解放したら？」と尋ねたら「貿易の仕事がしたい。人々が

喜ぶものを輸入したい。上手くいかなかったら、って？　失敗

したっていいじゃないか、もともと失うものは何もないん

だから」と爽やかな笑顔を浮かべた。

　92年首都に入城、暫定政権国防相となるが、各派の対立が

収まらず、南から隣国が支援するタリバンが迫ると、これ以上の

首都の破壊を避けようとマスードは撤退。北部で抵抗を続け

ながらも和平交渉を呼びかけた。「各勢力が武器を置き、話し

合い、国民の声に従うこと」が最大の勝利と考えていたからだ。

　彼が自爆テロで斃れてから20年が経つが、世界各地でいまも

戦火と殺戮が続いている。ウクライナ、アフガニスタン、

ミャンマー、シリア、クルド人居住区……。第二次

大戦後、西側諸国が育て上げた「自由と平和」は、

権力者の野心や自国第一主義の前に音をたてて崩れ落ち

たように見える。

　ブラジルで出会った先住民リーダーのアユトンは

「白人が上陸してきた時、私たちは『戦いは止めよう』

と念を送った。戦いは相手ばかりか自分の魂を傷つける

からだ。が、彼らには通じなかった」と話した。マスード

は憎悪の応酬を断ち切ろうとしてきた。「夫の仇を取る

ために銃を」と懇願する母子に「復讐からは何も生まれ

ない。それより、この子を学校にやりなさい」と説得

していた姿が忘れられない。戦火の中を生きる人の声を

聞き、争いの原因を探り、それを取り除いていくことで、

「本当の平和」が近づいてくると私は思っている。
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長倉洋海���������������
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『アフガニスタン マスードが命を懸けた国』
長倉洋海
（白水社）

￥2,000＋税



3332

　この本につながる一番古い記憶は、黄砂だ。

　四万十川べりの小さな家の庭で、空を見上げたわたしは、

なぜ空が黄色くなったのかふしぎに思って、母に訊いた。

　「黄砂よ。中国から飛んでくるがよ」

　その答えに、わたしは初めて、自分が暮らす国の外に、よその

国があるということを知った。この地域では、黄砂は地を

肥やしてくれるものとして歓迎される。

　それがいつしか汚染物質を運ぶものとなり、PM2.5が取り

沙汰されてマスクが売られ、散々騒いだものだったけれど、

そのマスクで今防いでいるのは新型コロナウイルスだ。

　どんなはやり病も３年経ったらおさまると江戸時代には

いわれていた。その言い習わし通りなのか、コロナ禍も３年目

を迎え、世界の目はロシアのウクライナ侵攻に移っている。

　人はうつろう。そして、忘れて、くりかえす。

　黄砂を生むあの大地には、今も多くの日本人が眠っている。

満蒙開拓の国策のもと、四万十川べりの貧村からは、それま

で村から出たこともない人たちが海を渡って、中国の国境地帯

に新たに村をつくった。ソ連侵攻と敗戦で難民となった

彼ら。日本に引き揚げる途上で、命を失った人は数え

きれない。

　昨日まで生きていた人が、打ち捨てられ、荷台に

積まれ、埋められた。家族を亡くした少女であり、

少年だった人たちの案内でその場所を訪れたとき、

そのよすがはもう何もなかった。そこに暮らす人たちも、

何も知らなかった。

　たくさんの人たちに話を聞いた。あの大地で、中国人と

戦った日本人にも、日本人と戦った中国人にも。空襲で

家族を失って孤児になった人にも、特攻機に乗って

沖縄へ飛んだ人にも。

　年を重ねるにつれ、話をしてくれた人たちが、一人、

また一人と亡くなっていく。誰かの記憶にしか残って

いない過去が失われていく。過去を失ったわたしたちは、

同じことをくりかえす。そして、大地はいつも死者を

拒まず、受けいれつづけている。

　この春もまた、黄砂が飛んでくる。
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『世界の果てのこどもたち』
中脇初枝
（講談社）
￥840＋税

中脇初枝���������������
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　1991年１月 、短大生だったわたしは地元の結婚式場のウェ

ディングショーで振袖を着ることになった。素人モデルをやって

みれば、それをネタに少女小説が書けるかも、という浅はかな

動機だった。主催者から、花嫁メイクが映えるように事前に

顔そり襟そりをしてくるように言われて、生まれてはじめて

理髪店というところに入った。

　その店のテレビで、赤外線カメラの爆撃映像を見た。「砂漠の

嵐作戦」の空爆のニュースだった。ゲーム画面のような実際の

爆撃がテレビで流された。戦争がテレビで見れるのか。怖さ

というより、嫌な気持ちになった。世界はつながっているのに

無関係を装って、自分は遠い国の安全な場所で最新の戦争を、

だれかが死ぬことを、見て聞いて消費するのだ。わたしは一体

何をしてるんだろう……。襟足を剃られながら少し泣いて

しまった。

　子どものころ、いつも不思議に思っていたことがあった。

大人たちは子どもに「戦争はいけない」と教えるのに、なぜ

戦争が始まったときに当時の大人は戦争をやめさせなかった

のか。戦争をするのは大人なのに、どうして子どもに

だけ戦争をするなと教えるのか。

　湾岸戦争が始まった年、わたしは20歳になった。

つまりわたしも大人の一人になってしまった。大人

なら戦争をやめさせなよ、と子どものわたしが大人の

わたしを責めていた。なにがどうして戦争になったのか

さえわかってなかった。考えれば考えるほど、受けとめ

きれず、逃げ出したくなる。

　戦争体験のないわたしにとって、「初めての戦争」は

テレビの中の湾岸戦争だった。そう話して、呆れられた

ことがある。2022年、フィルターバブルの中にいる

いまの若い人たちは、ウクライナ侵攻をどう記憶する

だろうか。

　まだ始まりに過ぎないのかもしれない、という不安の

中、わたしはスマホ越しに、戦争というものは、個人の

存在を、己を奪っていくのだと感じている。自分が

自分であるという感覚。そのための素朴な問いを続けて

いたい。
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『最初の質問』
長田弘 詩
いせひでこ 絵
（講談社）
￥1,500＋税
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　小学五年生の夏に引越した広島の学校では、授業の終わりに、

みんなで歌を歌う習慣があった。『箱根の山』『気球に乗って

どこまでも』など楽しげな歌を数曲歌ったあと、「ふるさとの

街やかれ」ではじまる『原爆を許すまじ』が最後に歌われた。

（し、知らない曲だ……）と焦り、最初は口パクでごまかして

いたがそのうちにすっかり覚え、今でも歌える。

　このころ通い始めた書道塾で、那須正幹さんに出会った。

まだズッコケ三人組シリーズを執筆する前の若き那須先生が、

童話執筆のかたわら実家の書道塾を手伝っていたのだ。この

広島の家で三歳のときに被爆した那須さんが戦争という生涯

のテーマに渾身の思いを込めて作った絵本『絵で読む　広島の

原爆』（福音館書店）。原爆をテーマにした本は、各々の体験を

元にした主観的な内容であることが多いが、この絵本は極めて

客観的に、冷徹に、広島の原爆の実体に迫っている。

　「以前から広島の原爆に並々ならぬ思いを持って」いたという

西村繁男さんの絵も繊細で情熱的で、本当にすばらしい。

現代の平和な広島の街の俯瞰図から入り、戦争の色濃くなる街、

閃光の瞬間、地獄と化した街を亡霊のように歩く人々……と、続いていく。当事者の声を

丁寧に聞いて反映した綿密な俯瞰図は、どのページも胸がつまる。

　さらに、なぜそんな爆弾が生まれ、落とされたのか、戦争と絡んだ原爆研究の過程と

仕組みについて、その全体像と詳細なデータを知ることができ、多くの未知の目が開かれた

気がした。「世界、とくにソ連に原爆の威力を誇示し、膨大な国家予算をつぎこんだ成果を

米国民に納得させ、ひき続き核兵器開発の必要性をみとめてもらうためには、どうしても

大戦中に、原爆を使用すべきだと考えていたからです」という米首脳の思惑を淡々と語る

一文の背後から「こんな下らん理由で！」という怒りの声が聞こえた気がする。

　現在も続いている戦争というものの本質を考え、智恵を与えてくれる一冊だと思う。　
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『絵で読む　広島の原爆』
那須正幹 文
西村繁男 絵
（福音館書店）
￥2,600+ 税
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　台湾で反共教育を受けた私は、かなり大きくなるまで中国を

地獄のような場所だと思っていた。なのに1993年の春に初めて

訪れた彼の地は、幼い頃から教え込まれてきたような灰色で

不幸な国ではなかった。北京には高層ビルが建ち並び、街に

は活気があって、そこらじゅうを高級外車が走り回っていた。

　79年からはじまった改革開放政策、すなわち計画経済に

市場原理を導入したことによって海外からの投資が爆増した。

そのせいで銭金がものを言う世が到来し、汚職が蔓延した。

政府はときどき反汚職キャンペーンを打っては自業自得の

幹部を処刑したが、拝金主義は加速するばかりだった。中国には

「上有政策、下有対策」という言い方がある。国に政策があれば、

国民にはそれをかいくぐる対策があるという意だ。まさに

この言葉どおり、上から下まで社会主義をかなぐり捨てて

金儲けに血道を上げていた。

　月並みだが、国民は為政者が思うよりずっとしたたかだ。

リュドミラ・ウリツカヤの『緑の天幕』を読めば、ロシア人が

おとなしい羊の群ではないとわかる。抑圧的な旧ソ連時代に

生きる人々の生活や反体制の夢が活写される。流刑や

銃殺に処される危険を冒してでも読みたい本はどうに

かして読むし、西側へ持ち出すべき原稿は「肛門・婦

人科的トリック」を使ってでも（要するに秘所に隠

してでも）持ち出す。残念なことにロシア政府のや

り口はあのころとあまり変わっていないようだ。で

も、だとしたら、この本に出てくるような愛すべき面

従腹背の人々だって健在のはずだ。

　ウクライナに侵攻してからというもの、ロシアでは

プーチンの支持率がかつてないほど高まっている。

私に言えることがあるとすれば、それはこうだ。おい、

ウラジーミル、あんたの国はスターリンの時代から

「上有政策、下有対策」だったんだぜ。

　ロシア人は馬鹿でも腰抜けでもない。正義を希求する

人々のしたたかな対策が、国の愚策をひっくり返して

くれることを切に願う。
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[Зеленый шатер]
Людмила Улицкая

『緑の天幕』
リュドミラ・ウリツカヤ
前田和泉 訳
（新潮社）
¥3,800＋税
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　署名も寄付もしたけれど、何かをしたという気にはなれず、

わたしと「戦争」は遠く離れて、生々しい情報だけが入って

きます。わたしの思いは戦地には届きません。

　久しぶりに一冊の絵本を取り出します。『ぼくがラーメン

たべてるとき』（教育画劇）。長谷川義史、2007年の作品です。

男の子がラーメンを食べているとき、となりで猫があくびを

して、猫があくびをしているとき、隣の家のみっちゃんがＴＶの

チャンネルを変え、隣の家のみっちゃんがＴＶのチャンネルを

変えているとき、隣の、隣のたいちちゃんがトイレで水洗の

ボタンを押していて……と、ぼくがラーメンを食べている

同時刻に別の場所で起こっていることが次々と描かれていき

ます。

　隣の町、隣の国、向こうの国からそのまた向こうの国と、

ぼくから遠くなり、「その　また　やまの　むこうの　くにで

　おとこのこが　たおれていた」までたどり着き、再び、

ぼくがラーメンを食べている姿で終わります。

　わたしは、「ぼくがラーメンたべてるとき」に「その　また

　やまの　むこうの　くにで　おとこのこが　たおれていた」というメッセージをこの絵本か

ら強く受け取っていました。ですが、今回はもう一方に心が動かされたのです。それは、「その

　また　やまの　むこうの　くにで　おとこのこが　たおれていた」ときに、ぼくはラー

メンを食べていることです。

　遠くの国で男の子が倒れていても、ぼくはラーメンを食べていること。いや、ちゃんと食べ

なければならないのだと思いました。ラーメンを食べて、しっかりと動き、しっかりと眠り、

そしてもし、自分の暮らしている場所が平和だと思えるなら、その平和を維持するために、

自分自身の思考を磨くことで、時代の流れや、多数の雰囲気や、為政者の仕掛けに、場合

によっては対峙もできる意志を手に入れること。決して虚無を引き寄せさせないために。

　ところで、この絵本の裏表紙には、倒れていた男の子が立ち上がった姿が描かれています。

それがこの作品の願いです。
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「また、この絵本を拡げて。」
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『ぼくがラーメンたべてるとき』
長谷川義史 作・絵
（教育画劇）
￥1,300＋税
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　戦争は人間の高揚状態からはじまる。国家が戦争へと突入

する時、人は勇ましく歓喜の声を上げ、「国を守るために武器を

取れ」「同胞を敵から救おう」「国益のために戦え」と叫ぶ。

兵士はその声援を信じて戦場に赴き、人を殺す。

　しかし高揚は決して特殊な状態ではない。例えばゲームの

戦闘や、スポーツ観戦、ヒーロー映画、バトル漫画に冒険小説、

勇ましい音楽、揃いのユニフォームで応援、などを体験する時、

高揚はごく自然に湧き上がる。高揚はエモーショナルで熱い

甘美をもたらす。もちろんそれ自体が悪いのではない。感動

できるものがないと退屈だし、心が動くから、事故や災害時

などに人を救ったり、ふとした場面で助け合ったりできる。

こうしたエモーショナルな高揚は、人類が太古から持つ感情の

ひとつだ。これのおかげで仲間を思い、結束し、社会を良く

することもできる。

　しかし私たちの持つ高揚は利用されやすく、特に権力者は

これを使いたがる。ナチスによる残虐な侵略戦争が可能になった

のも、国民の感情をうまく操り、自分たちは特別な存在だと

思い込ませることに成功したからだ。

　高揚感につられて結束した人々は、国防を理由に

「敵」への攻撃欲求を正当化し、他国への侵略や虐殺を

容認する。国民の支持を得た国は軍事費を増やし準備を

整える。世論が戦争支持に傾けば、反戦を訴える人は

「非国民」と糾弾される。かつて日本も同じ道を歩んで

しまった。

　開戦すればもう平和解決は困難だ。戦争が可能な

空気にしないために、誰かが高揚感や連帯感を煽って

きた時、「みんなもそう言うから」と同調せず、「今

煽られているな」と気づける理性のブレーキを持って

おきたい。その一助となるのが田野大輔著『ファシズムの

教室  なぜ集団は暴走するのか』だ。大学の講義の一環

としてナチスを体験する授業を行っている田野教授

ならではの見解や、具体的でわかりやすい内容は、

扇動に対する警戒の仕方を教えてくれる。

Fu
ka

m
id

or
i N

ow
ak

i

深緑野分���������������

20

『ファシズムの教室 なぜ集団は暴走するのか』
田野大輔
（大月書店）
￥1,600＋税
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　戦争がはじまったとする。以前もやったように、この国が

侵略戦争をはじめたとする。そうしたら、私はどんな小説を

書くだろう？　もちろん、私は戦争中でも小説は書く。自分と

家族を養うために書き、自分の欲求を満足させるために書く。

原稿料をもらわねばならないのだから、書いても許される

内容がどういうものなのか、今なにが求められているのか、

私にはちゃんと把握することができる。戦前に比べて、その

範囲はずいぶん狭くなってしまったと私は嘆くだろう。こう

いうのは私の思想とは相容れないと泣き言を言うだろう。

それから、私は意外と奮起するだろう。戦時でも戦争に荷担

せずに書けるものはあるはずだとか、戦時だからこそ書くべき

ことがあるはずだとか、そう自分に言い聞かせて。

　『女性画家たちの戦争』は、第二次世界大戦期における日本の

美術の中でも、これまで語られることのなかった女性画家たちの

作品と活動に焦点を当てた研究書だ。時代の要請に加えて、

時代が女に求める要請という二重の制約を課せられる女性の

芸術家たちにとって、当時、戦争という非常事態はむしろ仕事を

得るチャンスとなった。戦争は彼女たちから二重の制約を決して取り去りはしなかったが、

少なくとも戦争というきっかけがなければできなかったことを、彼女たちはすることが

できたのだ。

　女性画家どうしの連帯の様相を掘り起こし、作品のなかにひそむ男性中心社会に対する

異議申し立てを順序立てて証明していく本書は、しかし、女性画家たちの仕事をただ称賛する

類のものではない。彼女たちの仕事が基本的には侵略戦争を推し進めていく国家権力に

与するものであったという事実を、本書は決して読者に忘れさせはしない。女性画家どうしの

親交、仕事への情熱、男性社会への批判精神……それらは私にとっては好ましいばかりか、

絶対的といっていいほど正しいものである。しかしこのような、泣きたくなるような正しさが、

戦争という決定的に間違った盆の上で成立してしまうのだ。

　私は戦争中でも小説を書く。ひそかに書くのではなく、発表し、原稿料をもらう。私は

間違った盆の上で努力し、欲求を満たす。だから私は戦争がおそろしい。そうなる前に、

私は戦争を拒否する。
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吉良智子
（平凡社）
￥840＋税
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　今年２月、私は自宅近所の喫茶店で呆然としていた。ロシアに

よるウクライナ侵攻のニュースを目にして。思い出したのは、

三崎亜記の小説『となり町戦争』のこと。冒頭、主人公は

アパートの郵便受けに届いた広報誌で「となり町との戦争」

がはじまることを知る。

　〈僕は迫り来る戦争に対して、何ら心の準備も、現実的な

面での準備もできないままに、開戦の、９月１日を迎えた〉。

町には兵士の姿も爆撃の様子もない。唯一の変化は、町の

広報誌に掲載される「戦死者の数」が増えていくことだけ

（コロナの感染者数が日々報じられる近年の状況と重なり、

ぞっとする）。戦争が見えてこない。主人公が役場の「となり町

戦争係」に訴えると、次のように諭される。

　「戦争というものは、様々な形で私たちの生活の中に入り

込んできます。あなたは確実に今、戦争に手を貸し、戦争に

参加しているのです」

　このように本作では、戦争は「日常の延長」にある、という

ことが繰り返し語られる。では、見えない戦争とどう向き

合えばいいのか？　私がはっとしたのは、このような

語りだ。

　〈僕は一人役場の前に立ちつくした。雀が鳴き、朝日が

斜めにさしこむ、いつもと同じのどかな冬の朝だった。

でもそれは「戦時中の雀」であり、「戦時中の朝日」

なのだ。そう思うと、異質な響きと輝きを帯びて見えた〉。

現実が非日常性を帯びるとき、いつもと同じ景色も

「異質な響きと輝き」を放つ。詩や短歌の表現にも同様の

異質さがあるだろう。

　私たちはつい「戦争＝当たり前の日常が即時に

失われる」と考える。けれど本当に恐ろしいのは、

「当たり前の日常」が続いているかのように、目の前の

現実から目を逸らし、自分の感覚を殺してしまうこと

かもしれない。

　〈実際の戦争は、予想しえないさまざまな形で僕たちを

巻き込み、取り込んでいくのではないか。その時

僕たちは、はたして戦争にNOと言えるであろうか。

自信がない。僕には自信がない〉。

　私にも自信はない。だからこそ今、NOと言い続け

ねばならないのだ。

Fu
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『となり町戦争』
三崎亜記
（集英社）
￥640＋税

文月悠光���������������
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　親と引き離され、ぬいぐるみを手に一人で歩いている子どもの

動画が拡散されて「いいね」がたくさんついていた。複数の

国がある国へもっと武器を送るという情報も多くの「いいね」を

集めている。ある国は死亡した兵士の数を隠蔽していて実際には

死者はもっと多いだろうという識者の意見にも夥しい数の

「いいね」がついていた。

　わたしはSNSをしない人間だが、たまに覗きに行くと

（むしろたまに覗くからだろう）衝撃を受けることがある。

いったいぜんたい、戦争で子どもが親を失うことや死者の数が

増えることのどこがそんなにいいのだろう。「いいね」は英語に

すると「Like」でもある。このリアクションは何かが圧倒的に

おかしい。

　「暴力は人を孤立させる。ヤン＝フィリップ・レームツマが

書いているように、それは人を孤独にし、『世界から振り落とす』

のだ」。カロリン・エムケ著、浅井晶子訳の『なぜならそれは

言葉にできるから』にはそう記されている。「いいね」ボタンを

押す人々も、理解できない暴力を前にし、世界から振り落と

されないようにそうするのだろうか。だとすれば、あの「いいね」は大量のSOSのようにも

見えてくる。

　暴力は日常の「こうであるはずだ」という約束を覆し、自分が世界で生きていく前提を

壊すものだから、何が起こったのかを認識するのには長い時間がかかる。極度の不正と

暴力は人間の語る能力を破壊してしまい、言語化を困難にさせる。スマホのスクリーン越し

ではなく、本当に暴力を経験した人々がその体験を語ることの意味とプロセスを考察した前述の

書には、いま読むべきことがいくつも書かれている。あらゆる暴力に傷ついた人々に言葉を

取り戻させるのは、時間をかけて聞き、語り合う努力であり、世界への信頼を取り戻す

方法はそれしかない。瞬時に「いいね」を押し続けても、自分の中の根源的な混乱は鎮まら

ないのだ。

[WEIL ES SAGBAR IST:
 Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit]
Carolin Emcke

『なぜならそれは言葉にできるから
証言することと正義について』
カロリン・エムケ
浅井晶子 訳
（みすず書房）
¥3,600＋税

Br
ad

y 
M

ik
ak

o

ブレイディみかこ
「なぜならそれは
『いいね』では語れないから」
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が事実とは異なっていようとも、自分にはかけがえの

ない過去であるかのように感じられるのだ。

　グロモフの本に洗脳された者たちは結社を作り、

互いの支配権と幻の「意味の書」をめぐって、血で血を

洗う抗争を繰り広げていく。

　グロモフ本は、SNSで拡散する陰謀論や歪んだ歴史観と

捉えることができる。内容以上に、そこから得られる

興奮に依存性があるのだ。グロモフ本に洗脳される者

たちは皆、現実生活では苦境にあり、本によって「ソ連の

実像ではなく、状況が違えばそうなっていたかもしれない

ソ連像」を植えつけられ、現実を破壊するための暴力を

促される。まるでプーチンの示す「本来のロシア像」の

ようではないか。

　著者のエリザーロフはウクライナで生まれ育った

ロシア人であり、作中には「ソ連の一部だった時は

ウクライナは祖国だったが、ソ連崩壊で独立国になると

祖国であり続けることができなかった」という記述がある。

　結社のメンバーたちはグロモフ本の世界観の外に

出られなくなるが、ロシアの人たちも今、同じ状況

かもしれない。

[БИБЛИОТЕКАРЬ]
Михаил Елизаров

『図書館大戦争』
ミハイル・エリザーロフ
北川和美 訳
（河出書房新社）
¥2,800＋税
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星野智幸
「希望に頼らないことから
希望は始まる」
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　すべての希望は否定形をしている。否定形を取らない希望の

言葉は、現実逃避でしかない。いったん起こってしまった戦争に

対して、できることは非常に限られている。戦争を話し合いで

解決した例は、歴史上ほとんどない。いずれも最悪な選択肢から、

より最悪ではない道を探り当てることこそが、希望となる。

　そのためには戦争に至った要因を知る必要があるが、それは

巷で説かれるほど単純ではない。文学の出番である。

　21世紀ロシアの作家ミハイル・エリザーロフのダーク

ファンタジー小説『図書館大戦争』（河出書房新社）は、失われた

書物を求めて争う物語だが、今のロシアの人たちの目に映って

いるであろう光景が描かれている。

　ソ連時代の社会主義リアリズム作家グロモフが遺した７つの

書物は、退屈きわまりない凡作なのに、じつは恐るべき力を

秘めていた。ある条件下で読むと、内容とは無関係に、読んだ者

の心を変質させてしまうのだ。

　例えば「記憶の書」と呼ばれる『静かな草』を読めば、読み手は

自らの幸福な時代の記憶が湧き出して恍惚となる。その記憶

・・
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　闘い、争い、といったテーマを突き詰めた作者の一人に

漫画家白土三平がいる。『カムイ伝』『ワタリ』『サスケ』といっ

た忍者もののイメージが強いが、その背後には、階級闘争の

テーマがあるとされている。

　例えば、「異変」では、領主に親を殺された百姓四兄弟の

復讐が描かれるが、その中に奇妙なアプローチがあった。

　「カエルのオスとメスを見わける法をみつけるのに３年

かかったよ……それから７年カエルのメスというメスを

殺したんじゃ」（「異変」より） 

　カエルのメスを殺すことが、何故領主への復讐になるのか。

そこがこの話のポイントである。

　また、妻を殺した領主に農民松造が復讐する『赤目』では、

その手段として、カエルを殺す「異変」とは逆に、自らが

死んでも赤目イコール兎の命を守る謎の宗教が作り出される。

　「おっ赤目さまのお通りじゃ、土下座するんじゃ」（『赤目』より）

　人々がその教えを信じたことが、兎の異常な繁殖を招く。

そこから領主への復讐までの展開が興味深い。

　いずれの物語でも、ドミノ倒しのような自然界の連鎖が、人間の闘いに利用されている。

その根底にあるのは、動物たちの生殖や食物連鎖を巡る生存競争である。人間同士の争いとは

まったく別の次元で、カエルにはカエルの、兎には兎の、虫には虫の、植物には植物の、

ウイルスにはウイルスの闘いがある。白土作品においては、そのような闘いの重層性が常に

意識されている。

Ho
m
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Hi
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i

『赤目』
白土三平 
（小学館）
￥429＋税

「異変」『忍法秘話弐 栬𨊂𠎁潢』所収
白土三平 
（小学館）
￥581＋税

穂村 弘
「闘いの重層性」
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　太宰治は昭和21年６月に発表した、「苦悩の年鑑」という

題の短編の冒頭に、「時代は少しも変わらないと思う。一種の、

あほらしい感じである」と書いた。この文章は太宰の幼少時

よりの思想の遍歴を記した文章であるが、この、「あほらしい

感じ」とは、幼少時の太宰にまで影響を及ぼした大正７、８年の

「デモクラシイ」の思想と、昭和21年の、自由化民主化を標榜

する「新思想」になんらの違いもないことから、その底の浅さに

半ば呆れて書いたものと思われる。

　そしてまた、「私の最も憎悪したのは偽善であった」と

書いた。

　その４月に発表した、「十五年間」と云う、こんだ、ここまで

書いた作品を振り返った短編では、「私はサロン芸術を否定

した。サロン思想を嫌悪した。要するに私は、サロンなる

ものに居たたまらなかったのである」と書いている。サロン

というのは本来、教養ある人が集まって文化的芸術的会話を

交わす場所のことらしいが、太宰が言う場合は、「俺らって

いい感じだよねー」と互いに承認し合いながら嘘と偽善を撒き

散らす屑仲間のようなものを指している。具体的に

言うと太宰は、「それは、知識の『戦時日本の新聞』で

ある」と書いている。そして、「天才の誠実を誤り伝える

のは、この人たちである。そうしてかえって、俗物の

偽善に支持を与えるのはこの人たちである」と書いて

いる。

　このふたつの短編には当時の日本の指導層に対する

直接の批判が書かれて在るので、その文脈で読むことは

できるが、「あほらしい感じ」そして、「この人たち」

そして、「俗物の偽善」が、その文脈とはまた別の文脈で

書かれていることは明らかであろう。

　このとき太宰の声は小さかった。同じ時、大きな声を

出していい気持ちになっている者がいた。そしてその者は

どの時代にもおり、それがあほらしいのである。「戦争が

すんだら急に、東条の悪口を言い、戦争責任云々と

騒ぎまわるような便乗主義を発揮する」クズ野郎を

どつき回したいもんじゃのう。暴力反対。「話し合いで

解決しろ！」

M
ac

hi
da

 K
o『グッド・バイ』

太宰治
（新潮社）
￥550＋税

町田康
「太宰の感じたあほらしさ」

���������������

26



5756

　幼少期にその存在について知ってからというもの、戦争が

本当にこわくて恐ろしくて悲しくて信じられなくて理解でき

なくて憎くて嫌いでいやでたまらなかった。大人になった今も

その気持ちは少しも変わらない。戦争ほど、自分の無力さを

思い知らされることはない。理不尽なことや不条理なことが

この世界にはたくさんあるが、戦争という理不尽さと不条理の

極みを前に、私はいつも自分の無力さに打ちひしがれてしまう。

どうしてどうしてどうしてどうしてどうして、が頭の中で

ぐるぐる回り続ける。

　どうしてどうしてどうしてどうしてどうして、の極限状態の

中で生き残る道を探る人々を描いた『キャッチ＝22』は、

第二次世界大戦末期、イタリアのピアノーサ島にあるアメリカの

空軍基地が舞台だ。主人公のヨッサリアンのたった一つの

望みは、生き残って家に帰ること。しかし、「キャッチ＝22」

という不条理な軍規がそのシンプルで切実な望みを不可能に

している。

　物語に登場する人たちは、それぞれのサバイブの方法を

編み出していて、私が尊敬している登場人物はオアだ。また、戦争に加担することで成果を

上げる者もいる。「偉大な臆病者」であるヨッサリアンは、「永久に生きようと、あるいは

せめて生きる努力の過程において死のう」と心に決め、無実の人々が「状況の犠牲」に

なるシステムを憎み、どれだけ心身が追い詰められても、信念だけは決して譲らない。

戦争を、戦争をしたい人たちのことを、戦争を可能にするシステムを、おかしいおかしい

おかしいおかしいおかしい、とひたすら愚直に言い続け、抵抗し続ける。正義感からでは

なく、それはただ、おかしい、からだ。この小説の中で起こること、その一文一文に私は

救われ、現状に抗う持続的な力をもらってきた。おかしいことだらけの世界で、どうして

どうしてどうしてどうしてどうして、の中で悲しみ、怒り、混乱し、絶望しながらも希望を

捨てたくない人たちに、この本を読んでもらいたい。

[Catch-22]
Joseph Heller

『キャッチ＝22〔新版〕』
ジョーゼフ・ヘラー

飛田茂雄 訳
（早川書房）

上・下 各 ¥1,180＋税 M
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　ほとんど誰もが同じ「正解」を唱えているときは念のため

身構えたい。でもそれが侵略戦争を利するだろうことや、

また多くの人は純粋な気持ちからウクライナを支援している

点は踏まえたい。その上で自分については、純粋な気持ちを

捨ててでも、感情を動員されることには抗いたい。そういった

ことをこのごろ考える。なぜか。将来、戦争協力をしないため

にだ。今後さらなる危機において、本来それを言うべきタイ

ミングで、戦争反対のたった一言が言えなくなる事態を避ける

ために。

　そう思うのは、文人たちが過去に戦争協力をした歴史が

ちらつくからだ。彼らは別に馬鹿ではない。ささやかながら

抵抗もあったというのが、本書『戦争と歌人たち』（篠 弘）の

示すところだ。ここにあるのは、近代歌人の自由主義やヒュー

マニズムの類いが、それでも世の趨勢に負けた歴史でもある。

自分もそうなるかもしれない、と思っておくのがとりあえず

無難な線だろう。

　この点において、ぼくはあまり自分を信用していない。

なるほど治安維持法や大政翼賛会はできないかも

しれない。でも、外堀を埋められれば人は変わる。

空気を考慮して言わなかったことは一つもないか。

ぼくはある。ウクライナの可哀想な写真を見なかった

のか。おまえは連帯しないのか。そうした声に押し

やられるうち、平和の定義が後退していないか。

ゼレンスキーのやりかたには危うさがあると、それだけ

のことさえ言えなくなってはいないか。

　いまある純粋な気持ちとて、感情を動員された先では、

容易に戦争協力に反転しうる。反戦の機運さえも。

いま起きていることは、平和を望む気持ちが、平和とは

別のものに向かわされるまさにそのプロセスに見える。

それに抗えるのは、たぶん狂気に近い何かだろう。

だからぼくは現状で正解を求めない。希望を唱えない。

一人で狂気を育む。すべては、次の戦争協力歌を書か

ないために。
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『戦争と歌人たち ここにも抵抗があった』
篠 弘

（本阿弥書店）
￥10,000＋税

宮内悠介
「狂気の生き延びる道を」
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　戦争は人間から多くのものを奪う。何もかも奪う、と言っても

いいほどに。けれど、個々の内なる世界の中には決して何もの

にも奪うことができないものもある̶̶それを私に教えてくれ

たのが『日本大空襲 本土制空基地隊員の日記』（原田良次 著）

だった。

　太平洋戦争絡みの本をここ数年で100冊以上読んできた。

本書も最初は資料として手に取った。Ｂ29が初めて東京を襲った

昭和19年11月１日から終戦にかけてを一整備兵の視点から

綴った日記。のはずが、読みはじめてすぐに「これは何だ？」

と瞠目した。記録の域をこえて文章が美しいのである。

　たとえば、冒頭の一文にはこうある。〈基地の飛行場を、

かこむようにつらなる秋の草むらには、こぼれるような白い

野菊が咲き乱れ、この下総台地の周辺の村々は今、収穫の秋を

むかえて、秋酣なり。〉又、昭和21年１月10日の空襲はこう

記されている。〈飛行場を出ると、空に残月がかかり、寒風身を

さす。東京の空には照空隊の光芒が網目のように交叉し、

天空をかけめぐり、その一つの光芒の中に、白く敵機影を

とらえたのを見た。〉

　この文体が日記全体を通して貫かれているのである。

日に日に空襲が激化しようとも、東京が壊滅しようとも、

死がすぐそこまで迫り来ようとも、作者の筆が奏でる

詩情豊かな調べは揺らがない。これは彼の闘いなの

だ̶̶と、ある時点で気がついた。非人間的であること

を要求される狂気の時代に、自分が自分であり続ける

ための闘争。敗戦間近の困窮の底ですら自由時間には

ドイツ語文法を学び続けた彼は、その意志を刻すように

こう書き残している。〈私はいまでも、ただ戦争だけに

熱中する軍人になりきるのはいやだ。〉

　もしも再び有事の世となれば、誰かが私から大事な

テーマを奪っていくかもしれない。彼らにとって不都合な

言葉を奪っていくかもしれない。しかし、文体は奪え

ない。文体とは、即ち、生きる姿勢である。

M
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『日本大空襲
本土制空基地隊員の日記』

原田良次
（筑摩書房）
￥1,500＋税

森 絵都
「文体は奪えない」
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Twitter：@bookmarkFB｜Facebook：facebook.com/bookmarkfreebooklet/

印刷：グラフィック

今子青佳 Imako Haruka
blog.livedoor.jp/imako_sho/
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