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金子文子はなぜ死んだのか

幻の皇太子裕仁暗殺計画
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章・大逆の女

255

昭和十二年 ︵一九三七︶に移転するまで︑女囚を含む千人前後の囚人が収容され︑百数十人の看

は約六万平方キロメートル︒高さ五メートル︑長さ七百メートルの赤煉瓦の塀に囲まれたなかに︑

東京監獄という別称を持つ市谷刑務所は︑明治三十七年 ︵一九〇四︶に建てられた︒敷地面積

いちがや

に︑
﹁東京監獄・市谷刑務所 刑死者慰霊塔﹂と彫られた石碑がぽつんと建っている︒

周囲を住宅に囲まれた︑滑り台とブランコがおいてあるだけの﹁富久町児童公園﹂があり︑片隅

と呼ばれる公園が見えてくる︒夏には商店街のお祭りの場にもなる程度の広さだが︑その隣に︑

この坂道と平行に走る二車線の国道三〇二号線を数分ほど上ると︑左手に﹁余丁町児童遊園﹂

後もそれなりの賑わいを見せている︒

だ︒タレントやアナウンサー目当てにやってくる視聴者のために︑多くの店が並んでいて︑移転

平成八年 ︵一九九六︶にお台場に移転するまで︑坂道の先にはフジテレビの本社屋があったから

のばし通り﹂と呼ばれる細長い上り坂が伸びている︒かつてはフジテレビ通りと呼ばれていた︒

都営地下鉄・ 曙 橋駅から地上に出て︑靖国通りを左へ歩くと︑住吉町の三叉路から﹁あけぼ

あけぼのばし
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守に見張られていた︒囚人の大半は︑起訴されてはいるが未だ刑が確定していない︑いわゆる未
決囚である︒刑が確定次第︑刑の重さや性別によって各地の刑務所に振り分けられるのだが︑そ
のまま出られなかった者もいた︒死刑囚だ︒
東北の隅には死刑場が設けられ︑著名な政治犯を含む二百九十余名が処刑された︒いま︑児童
公園のなかにひっそりと建っている﹁刑死者慰霊塔﹂は︑その場所に絞首台があったことを示し

大正十二 ︵一九二三︶年十月二十五日の朝︒

ているのだ︒

︱
つ

えり

市谷刑務所の庁舎は︑明治時代の小学校のような木造の二階建てで︑前庭に数本の松の木が並
んでいる︒その松の枝が影を落としている正面玄関から︑詰め襟の制服に身を固めた女性看守に
こ

む そう

ふかあみがさ

付き添われて一人の女囚が現れた︒襟元に番号札を縫いつけられた薄青色の囚人服を着て手錠を
かけられ︑虚無僧のような深編笠が頭頂から胸まで覆っている︒刑務所を訪れる部外者から素顔
を隠すためだ︒なにやら落ち着かぬ様子で両手をしきりと動かしている︒
れん が

やがて︑正門前に一台の自動車が停まり︑女性看守に促されて女囚は歩き出した︒一ヶ月半前︑
九月一日の関東大震災で半壊した赤煉瓦の正門を︑柿色の服を着せられた男性の囚人たちが修復
作業に当たっていた︒女囚がまとっている薄青色の服はまだ公判中で判決が降りていない未決囚︑
男たちの柿色の服は刑期が決まって服役中の既決囚であることを示している︒
女っ気なしの獄中生活を送っている彼らの眼差しを跳ね返すように︑小柄だが肉付きのよさそ

うな女囚は︑胸を張って正門をくぐると︑編笠を少し上げて自動車を見た︒編笠の下から︑眼の
大きな若い顔が一瞬のぞいた︒
はす

ぱ

﹁へえ︑豪勢だねえ！﹂
女囚の蓮っ葉な声が響いた︒彼女の目の前に停まっていたのは︑鉄格子の入ったトラックのよ
うな護送車ではなく︑アメリカ製のオープンカーだった︒
0

0

0

﹁自動車なんて初めてだよ！﹂
つぐ

政治犯も悪くないね︒おかみにはたてついてみるもんんだね！ とはしゃぐ女囚を︑女性看守
ほろ

ぼくれつ

は﹁静かに﹂と制した︒女囚は︑はい︑はい︑と小馬鹿にしたように口を噤み︑自動車に乗り込
べっぴん

んだ︒幌があげられ︑作業中の男性囚人たちから女囚の姿を隠した︒
﹁なかなか︑別嬪じゃねえか﹂
かね こ ふみ こ

一人の囚人が︑傍らの眼鏡をかけたインテリらしい青年にささやきかけた︒
﹁あれは︑金子文子だ﹂
0

0

0

0

0

眼鏡の青年は︑つぶやくように言った︒金子文子？ 問い返す囚人に青年は︑朴烈という朝鮮
人アナーキストの情婦だよ︑と返した︒へえ︑鮮人主義者のねえ⁝⁝︒興味深げに頷く囚人に︑
他の囚人が︑政治犯だから特別待遇なんだな︑と応じた︒彼らが車で護送される時は︑鉄格子に
覆われた狭い荷台に詰め込まれるのがふつうだ︒よほどの大物だぜ︒いったい何をやらかしたん
だ？ 囚人たちの声が大きくなり︑私語は慎め！ と看守が怒鳴った︒
自動車が走り出し刑務所の門をくぐって外に出た後︑女囚は編笠を取ることを許された︒し
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ばらく南へ走って︑新宿御苑の手前を左折し︑国道八号線 ︵現在の甲州街道〜新宿通り︶を東に向
かい︑やがて宮城 ︵皇居︶の森と︑それを守護するように立ち並ぶ赤煉瓦の官庁街が見えてきた︒
幌の隙間から外の街並みを︑よく動く瞳をくるくるさせながら見つめていた若い女囚は︑唇を引
き締め︑俯いてじっと考え込んでいるようだった︒自動車は︑半蔵門の手前で右折して内堀通り
に入り︑三宅坂の陸軍省のいかめしい建物を過ぎて桜田門で右折し︑東京地方裁判所に到着した︒
停止した自動車のなかで︑外に出るため再び編笠を手にした女囚の面差しは︑氷のように動か
ず︑ただ︑薄く閉じられた唇の隙間から︑舞台に臨む直前の俳優のように︑息がかすかな音をた
てて出入りしていた︒

東京地方裁判所の狭い廊下に面して︑予審室と呼ばれる小部屋が並んでいる︒扉を開けると︑
たてまつなつきよ

幅三メートル︑奥行き四メートルほどの長方形の部屋だ︒扉と真向かいの壁に窓があり︑その前
おくやまぐん じ

に机が置かれ︑眼鏡をかけた男が︑書類に眼を走らせていた︒予審判事・立松懐清である︒
立松判事の席から見て右側に︑やや小さな机があった︒書記席である︒法廷書記の奥山軍治が︑
丹念にペンの具合を試していた︒検事席も弁護士席も傍聴人席もないが︑ここは法廷であり︑立
松判事と︑やがて現れる被告人との問答を記録するのが奥山書記の役目だ︒
立松判事は顔をあげ︑眼鏡を外してハンカチで汚れを拭いた︒広い額と切れ長の眼は︑その頭
脳の秀でていることを現していたが︑病弱のためか︑頬から顎にかけて肉がそげ落ちて頭蓋骨の
ようなシルエットを描き︑時には酷薄な印象を与える︒その印象が誤っていることは︑おいおい

分かってくるだろう︒
再び眼鏡をかけてドアを見やった︒今日︑彼が訊問する予定の被告は︑戸籍によれば明治三十
五 ︵一九〇二︶年一月二十五日生まれ︑数え年では二十二歳 ︵満年齢では二十一歳︒以下︑特に断
ふ ていしや

︒
らない場合は満年齢を用いる︶

0

0

0

名は金子文子︒不逞社というグループのリーダーである朝鮮人青年・朴烈の﹁愛人﹂であり︑
活動をともにする﹁同志﹂でもあった︒
不逞社の﹁不逞﹂とは﹁勝手気ままに振る舞う﹂ことの意味︒要するに不逞社は︑おかみに逆
らう人間の集まりを意味する︒しかも︑メンバーの大部分は朝鮮人だった︒当時︑日本の植民地
であった朝鮮半島からの留学生には︑抗日運動に身を投じる﹁不逞鮮人﹂が少なくないとされ︑
当局は眼を光らせていた︒
不逞社もまた︑当局の監視下にあった︒そのリーダーである朴烈は︑密かに爆弾を入手し︑テ
ロを行おうとしていたと疑われていた︒朝鮮人テロリストの愛人である日本人女性︒この組み合
み

ぞ

う

わせは当時︑デリケートな問題をはらんでいた︒
関東大震災の直後︑未曽有の災害に官も民も理性を失った︒官憲は反体制活動家がこの機に乗
じて事を起こすのを恐れて片っ端から検束した︒亀戸警察では十名の社会主義者が殺害された︒
一般民衆は︑朝鮮人が井戸に毒を投じ︑建物に火を放ったとのデマを信じ︑自警団を組織して数
多くの朝鮮人を虐殺した︒やがて明るみに出て諸外国からも批判を浴びた︒
朴烈という朝鮮人青年が︑爆弾テロを企んでいたことが明るみに出れば︑批判の声も鎮まるの
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ではないか︒そう考える者もいる︒一方で︑かえって朝鮮人を刺激して︑よくない結果をもたら
すのではないかと危惧する者もいる︒さまざまな眼差しが︑立松の身に注がれていた︒

きし

慎重にやらねば⁝⁝︒立松はそう心のなかで呟いて︑背筋を伸ばした︒
ドアがノックされた︒
﹁被告・金子文子︑参りました﹂
﹁入りたまえ﹂
書類をたたんでそう答えると︑ドアが軋みをともなって開き︑深編笠をかぶった女囚が︑二人
の看守に付き添われて入ってきた︒
小柄だな⁝⁝︒
記録に残る彼女の身長は四尺六寸八分︑メートル法で言えば一四二センチ足らず︒当時の平均
み

よ

こ

身長から言っても﹁身体骨格の発育は著しく遅滞﹂しているものと見なされた︒
立松は︑反射的に︑九歳になる長女・美代子を思い浮かべた︒親馬鹿というのだろうか︒近頃
は︑若い女を見るたびに︑幸いにも自分ではなく︑美貌をうたわれた妻にそっくりの自慢の娘を
思い浮かべてしまう⁝⁝︒
立松はしばし女を見つめ︑編笠をとった女は︑とまどったような眼差しを返してきた︒
次に立松の印象に残ったのは︑背丈と比して大きな︑彼女の頭部であった︒頭囲は五四センチ
と︑当時の日本人女性の平均よりも二センチばかり大きい︒
なかなか面倒な女ですよ︒

逮捕直後に取り調べにあたった担当官の言葉を︑思い出した︒
頑固で︑変に頭がいい︒
女とは︑生まれつきそういうものだ⁝⁝︒明治二十年八月二十五日生まれ︑満年齢で三十六歳
0

0

0

になる立松は︑またも︑父親に平然と口答えするようになった娘を思い出す︒二人の息子たちと
比べても︑女の子はおませで︑目上の者に対して︑ものおじしない︒
ふと︑奥山書記の眼差しを感じた︒これからの訊問を記録すべく︑用紙にペンを近づけている
奥山は︑ドアのところで突っ立ったままの女と︑立松を交互に見比べていた︒
﹁座りたまえ﹂
立松は︑テーブルをはさんだ向かいのあたりを手で示した︒女は︑その方向に眼をやり︑困惑
した面差しになった︒そこに当然置いてあるはずの椅子がない︒
奥山書記は立ち上がり︑女の傍らをすり抜けるようにして廊下に出て︑椅子を持ってこい︑と
怒鳴った︒やがて廷吏が︑慌てて椅子を運んでくる︒立松は苦笑し︑女も苦笑して座り︑互いに
苦笑していることに気づいて︑二人は唇を引き締めた︒
小さなテーブルを挟んで向かい合った女の顔立ちを︑立松はもう一度確かめた︒女は︑自分の
右肩のあたりに眼差しを向けていた︒賢そうな広い額︑くっきりと長い眉︑強い意志をたたえた
瞳︑鼻筋は通り︑ふっくらした唇が静かに結ばれている︒彼女を見た者の語るその印象は二つに
分かれる︒器量よし︒あるいは︑男のようでかわいげがない︒
反体制活動家たちはプライドが高い︒高圧的に出れば口を閉ざすだけだ︒立松は笑顔を作って
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語りかけた︒
﹁僕が君の係でね︑予審判事の立松です﹂
そ

文子は︑ちらりと立松に向けた視線をすぐさま逸らし︑柔らかな︑しかし不敵な笑みで答えた︒
﹁そうですか︒どうか︑お手柔らかに﹂
一年十一ヶ月︑合計二十八回におよぶ︑予審判事・立松懐清と︑被告・金子文子との﹁対話﹂
はこういうふうに始まった︒

予審とは︑正式には予備審問と言う︒戦前の日本においては︑容疑者はまず検事局で取り調べ
を受ける︒検事局が有罪と判断した被告は︑公開の法廷に裁かれる前に︑弁護士も傍聴人もいな
い狭い予審室で︑予審判事の訊問を受ける︒立ち会うのは調書を作成する書記一人だけ︒予審判
事は︑必要とあれば証人を召喚して尋問することもできる︒
予審段階で有罪と判断された被告は︑公開の裁判 ︵公判︶に回され︑はじめて弁護士をつける
ことができるが︑その場で有罪が覆ることはまず︑ない︒弁護人もまた︑予審判事が作成した調
書をもとに被告を弁護するしかないからだ︒すなわち︑狭い予審室で被告と差し向かって訊問す
る予審判事の判断こそが︑被告の将来を大きく左右する︒公判は︑量刑の多寡を決めるセレモニ
ーにすぎない ︵戦後に予審制度は廃止された︶
︒
﹁君の原籍は︑山梨県東山梨郡諏訪村だそうだね﹂
検事局が作成した調書を見やりつつ︑立松はそう訊ね︑ペン先を用紙に落としかけた奥山書記

を手で制した︒まだ︑記録をとらなくていいという合図である︒立松は続けて問うた︒
えんざん

﹁駅でいえば︑どこで降りるんだね？﹂
﹁塩山がいちばん近いようです﹂
﹁塩山か﹂
立松は︑雑談の糸口を得て笑顔を作り︑椅子にもたれてくつろいだ︒
﹁では︑その村は大藤村の近くではないかね︒大藤村には知り合いの猟師がいてね︑冬になると
よく出かけるんだ﹂
文子は︑眼をそらしたまま小首をかしげて言った︒
﹁さあ⁝⁝諏訪村は原籍地ですが︑そこには二年といなかったものですから⁝⁝﹂
﹁そうか︑君は原籍地で生まれたわけじゃないんだね﹂
﹁そうです﹂
﹁では︑どこの生まれなんだね？﹂
﹁父や母の話によると横浜だそうです﹂
﹁で︑君のご両親はどういう名前で︑今どこにいるんだね？﹂
すると文子は︑初めて立松に顔を向けた︒立松の手元に積まれている書類に眼をやり︑とっく
にご存じのはずでしょう︑と言いたげな苦笑を浮かべた︒だが立松は︑ものを訊ねる時の表情を
崩さなかった︒確かに立松は︑文子の原籍の地も︑戸籍上の両親の名前も︑実の両親の名前も承
知している︒しかし︑立松はあえて︑そのことをじかに文子の口から聞きたかった︒
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裁判についての考え方は大きく変化している︒明治時代の司法の考え方は﹁客観主義﹂と呼ば
れ︑犯した罪の行為のみで刑を定めればよかった︒大正も十二年をすぎた今は違う︒
﹁主観主義﹂
と言い︑動機や︑被告が置かれた環境を考慮に入れるべきだという考え方に変わってきている︒
戸籍上の両親と︑実の両親が違っていることは︑文子の生い立ちの事情の複雑さを伺わせる︒
それが︑彼女が犯した﹁罪﹂とどう関わるのか︒被告自身の口からじかに確かめたい︒
表情を崩さない立松に︑文子は素直に口を開いた︒
﹁少しこんがらがっているんですが︑戸籍の上では私の父は金子富士太郎︑母せい︑となってい

0

0

0

ますが︑本当は︑その二人は母の両親︑つまり私の祖父母に当たっているんです﹂
立松はやや驚いた表情を作り︑さらに問うた︒
﹁では︑本当のご両親の名前と住所は？﹂
文子は︑再び眼をそらして続けた︒
﹁父は佐伯文一といって︑静岡県の浜松にいると思います︒母は金子きくの︒くわしい消息は知
りませんが︑諏訪村の近所にいると思っています︒それで⁝⁝﹂
さえぎ

﹁ちょっと待った﹂
立松は話を 遮 った︒
﹁お父さんとお母さんは︑姓も違い︑住んでいる所も別々ということなのか？﹂
文子は眼を伏せたまま言った︒
﹁父と母は︑ずっと前に別れました︒父は今︑母の妹︑つまり私の叔母を後妻に迎えて︑一緒に

暮らしています﹂
﹁お父さんとお母さんが別れたのは何時だい？﹂
﹁かれこれ十三︑四年前でしょうか﹂
﹁ずいぶん︑小さい時だったんだね︒その後︑君はどうなった？﹂
﹁父と別れて母に引き取られました﹂
﹁じゃあ︑お母さんに育てられたんだね﹂
﹁そうじゃないんです﹂
文子の面差しが一変していた︒虚勢の仮面が崩れ︑眼に涙が浮かんでいる︒
﹁父と別れてから︑程なく母とも別れました︒それからは︑両親の世話にはなっていません﹂
そう言い終えて︑文子は顔を背けた︒彼女にとって﹁敵﹂である司法当局の人間に︑感情のほ
とばしりを見せたことを悔いるかのように︑唇を噛みしめている︒
見つけたぞ⁝⁝︒立松は︑文子の態度の急変に驚きつつも︑冷静な司法官僚の精神で思った︒
堅く織られた布を解きほぐすほころびは︑ここにある⁝⁝と︒
﹁だいぶ︑苦しんだらしいね﹂
そう声をかけると︑文子はそっと指先で目元をぬぐい︑やがて再び立松に向けた面差しは︑す
でに不敵な反体制活動家のそれに戻っていた︒
立松は︑奥村書記に合図して︑調書を取らせ始めた︒形式的な人定訊問である︒
﹁氏名︑年齢︑族称︑職業︑住所︑本籍及出生地ハ如何﹂
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﹁氏名ハ金子文子︒年齢ハ戸籍面デハ二十二歳デアリマスガ本当ハ二十歳デアリマス﹂
二十歳⁝⁝︒満年齢ではまだ十九歳である︒本当だとしたらずいぶん若いんだな︑と立松は︑
あらためて文子の硬い面差しを見やった︒
﹁職業ハ人参行商︒住所ハ東京府豊多摩群代々幡町代々木富ケ谷千四百七十四番地朴烈方︒本籍
ハ山梨県東山梨郡諏訪村大字下杣口番地不詳︒出生地ハ神奈川県横浜市町名番地不詳﹂

0

立松の問いに答える文子の声に混じって︑奥山書記が紙にペンを走らせる音がかすかに響く︒
﹁政治社会問題に対する被告の思想は？﹂
0

﹁私の思想は一口に言えば虚無思想です﹂
淡々としたやりとりは︑次第に事件の核心に迫っていく︒
﹁被告は︑不逞社に加入しているか？﹂
﹁本年四月中︑私と朴が相談して不逞社を組織しました﹂
﹁どうして不逞社を組織する事になったか？﹂
﹁不逞の徒の親睦を計るために組織したのであります﹂
﹁不逞の徒とは？﹂
﹁権力に対して反逆する虚無思想や無政府主義を抱いている者の集まりです﹂
﹁不逞社の目的は？﹂
﹁あなたがた︑お役人を騒がせることであります﹂
打って変わって生き生きと答える文子に︑立松は違和感を覚えた︒確かに頭のよい女だ︒打て

よど

ば響く︑というのだろうか︑早口で発せられる言葉には淀みがない︒あまりの淀みのなさゆえに︑
必ずしも本心ではないような印象を受ける︒立松は︑奥山書記に合図を送って筆記を止めさせた︒
﹁今日はこのくらいにしておこうか﹂
奥山書記は頷いて立ち上がり︑いま書いたばかりの調書を︑感情を押し殺した声で読み上げは
じめた︒氏名︑年齢︑族称︑職業︑住所︑本籍及出生地ハ如何︒氏名ハ金子文子︒年齢ハ戸籍面
デハ二十二歳デアリマスガ本当ハ二十歳デアリマス⁝⁝︒
立松が﹁以上︑間違いはないね﹂と念を押すと︑文子は頷き︑調書の末尾に署名捺印した︒こ
れで︑調書は正式の証拠文書として︑後々︑文子に課せられる刑罰を定める材料となる︒
立ち上がった文子は︑軽く頭を下げ︑足下の編笠に手を伸ばした︒奥山書記が外に控えていた
看守たちを呼び入れた︒
﹁そうだ﹂
立松はふと言った︒
﹁君の過去の経歴を︑手記にしてはどうかね﹂
文子はいぶかしげに立松を見つめた︒立松は︑思いつきを言葉にしてしまったことに戸惑いな
がら続けた︒
たず

﹁法律にはこう定めてある︒被告について不利なことばかりでなく︑有利になることもよくよく
訊ねなければならない︑とね﹂
﹁⁝⁝⁝⁝﹂

14
15

章・大逆の女
序

﹁君は大変な人生を送ってきたようだ︒そのすべてを︑訊問で聞き出すことはできないかもしれ
ない︒文章に書いて見せてもらえれば︑僕も参考になるし︑君にとって有利に働くかもしれな
い﹂
文子は手にした編笠を見つめ︑素っ気なく答えた︒
﹁考えておきます﹂
一礼して立松に向けた小さな背中は︑ドアの外に消えた︒

以上は︑当時の記録をもとに︑筆者が若干の想像を交えてつづった︑金子文子と立松懐清との
出会いである︒この物語は︑二人の対話を軸に語られることになるだろう︒

︱

具体的には︑皇太子裕仁︑後の昭和天皇暗殺を企て︑爆弾入手を

ひろひと

この場面から二年五ヶ月後の大正十五年 ︵一九二六︶三月二十五日︑金子文子に死刑判決が下
はか

された︒その罪状は大逆罪
謀ったというものであった︒
刑法第七十三条では︑
﹁天皇︑太皇太后︑皇太后︑皇后︑皇太子又は皇太孫に対し危害を加え︑
又は加えんとしたる者は死刑に処す﹂と規定されている︒実際に﹁危害﹂を加えたわけではなく︑
お やと

そういう計画を練っただけで死刑なのだ︒大逆罪は西洋各国の刑法にも存在するが︑刑法制定に
参加した御雇いフランス人法学者のボアソナードが﹁そんな条項を入れれば︑日本刑法は世界で
もっとも野蛮な法律と見なされる﹂と警告したように︑異様に厳しい規定だった︒
数えで二十歳の娘が︑当時日本の植民地支配下にあった朝鮮半島出身の青年とともに︑命がけ

の犯罪を企てた︒事件はセンセーションを引き起こした︒検閲制度もあって事件の実態は明確に
は伝えられず︑そのかわり新聞は関係者を取材し︑文子の人となりや周辺を連日書きたてた︒後
せ

と うちじやくちよう

には文子が獄中で書いた手記が公刊されるほど話題になったのだ︒
まつもとせい ちよう

戦後になってからも︑瀬戸内 寂 聴 が生存する関係者を取材して﹃余白の春﹄という小説を著

フ レ ー ム ア ッ プ

し︑松本清 張 は連作シリーズ﹃昭和史発掘﹄の一章をこの事件を当てた︒研究書や論文の数も
少なくない︒
それらの多くは︑この事件を︑当時の政府による﹁でっちあげ﹂としている︒金子文子は︑戦
前の専制的な権力によって︑身に覚えのない罪を着せられた被害者として描かれた︒たとえば松
本清張は︑関東大震災直後に発声した朝鮮人虐殺が明るみになったので﹁政府自体が狼狽し︑い
わゆる大逆事件をでっちあげ﹂たとする ︵﹁朴烈大逆事件﹂﹃昭和史発掘１﹄︶
︒瀬戸内寂聴は﹃余白
の春﹄で︑政府は震災をきっかけに﹁火のないところにも煙をたてて︑反逆の芽を摘み取﹂ろう
としのたと論じた︒
日本で初めて大逆罪が適用されたのは︑明治四十三年 ︵一九一〇︶に起こった︑いわゆる﹁大
あけしな

み や し た た きち

逆事件﹂である︒首謀者とされた人物の名から﹁幸徳事件﹂とも呼ばれる︒
その年の五月︑長野県明科町 ︵現︑安曇野市︶の製材所で働く宮下太吉という三十四歳の職工
が逮捕された︒宮下は︑その二年前ほど前にたまたま眼にした反政府活動家のパンフレットを読
み︑﹁なぜにお前は貧乏する／わけを知らねば聞かしょうか︒／天子︑金持︑大地主／人の血を
吸うダニがいる﹂との一節に感銘を受けた︒
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こうとく しゆうすい

やがて宮下は︑爆弾による天皇暗殺を思い立ち︑製造法を学び︑材料を手に入れる一方︑たび
かん の

にいむらただ お

ふるかわりきさく

たび東京の著名な社会主義者・幸徳 秋 水を訊ね︑計画を打ち明けた︒三十代の終わりにさしか
かっていた幸徳はともかく︑十歳下の愛人である管野スガや︑若い同志の新村忠雄や古河力作は
賛同した︒宮下は自力で︑ブリキ缶に爆薬を詰めた爆弾製造に成功し︑明治四十三年正月に幸徳
の家を訪ね︑菅野スガや新村忠雄らと︑畳の上に空のブリキ缶を投げる練習をした︒幸徳も一緒
に投げたが︑肝心の暗殺計画には気乗り薄だったという︒
宮下は︑つきあっていた人妻に﹁革命が起きれば︑ダイヤでも着物でも︑好きなものを手に入
れてやる﹂と口説くような不用意な男で︑発覚するのは時間の問題だった︒五月から六月にかけ
て︑幸徳秋水︑宮下太吉︑新村忠雄︑古河力作︑菅野スガの五人の他︑宮下の注文を受けてブリ
キ缶を製造した職人ら二名らが検挙された︒当局は最初︑彼らを爆発物取締罰則違反に問う方針
だったが︑途中で﹁一人の無政府主義者もなきことを︑世界に誇るにいたるまで︑あくまで撲滅
を期する﹂ことになった︒この機会に無政府主義者を一掃することを謀ったのだ︒
捜査網は全国に拡がった︒首謀者である宮下と面識すらない者までが検挙され︑最終的には二
十六人が﹁大逆罪﹂で起訴された︒そのうち二十四人に死刑判決が降ったのは︑明治四十四年一
月十八日︒宮下の逮捕からわずか八ヶ月たらずである︒そして︑判決から一週間のうちに︑恩赦
に預かれなかった十二人全員が死刑を執行された︒

︱

とくとみ ろ か

森鴎外や徳富蘆花

もりおうがい

﹁幸徳事件﹂は︑異様な迅速さと︑十二人を死刑にするという過酷さで︑内外に大きな衝撃を与

︱

えた︒欧米各国で抗議集会が開かれ︑日本でも︑反体制でない知識人

すら︑婉曲にではあるが批判を表明した︒
﹁幸徳事件﹂は︑明らかに反体制活動家の一掃を狙った政府当局の﹁でっちあげ﹂であった︒そ
れから十五年後に死刑判決を下された金子文子の一件に関して︑戦後になって同様の評価が下さ
れたのは︑戦前日本国家の暗い側面を思えば︑当然であったかもしれない︒どちらの事件も︑実
際に犯行が実行されない未遂の段階で﹁発覚﹂しているのだから︒

だが︑ことはそう単純ではない︒どちらの事件も︑首謀者が犯意があったことを﹁自白﹂して
いるのだ︒
﹁幸徳事件﹂の宮下太吉は︑予審でこう述べている︒
﹁まず爆裂弾を作り︑第一にこれを天子 ︿明治天皇﹀の馬車に投げつけて︑天子も我々と同じく
血の出る人間であるということを示したい﹂︵︿﹀内は引用者注︑以下同︶
︒
一方︑金子文子の言い分はこうだ︒
﹁私は一般民衆に対して︑神聖不可侵とされているところの天皇︑皇太子なる者が︑実は空虚
かいらい

なる一塊の肉であり︑︿中略﹀少数特権階級が私腹を肥やす目的の下に財源たる一般民衆を操っ
ている一個の操り人形であり愚かな傀儡に過ぎないこと ︿中略﹀等を民衆に自覚せしむるために︑
私は坊ちゃん ︿皇太子のこと﹀を狙っていたのであります﹂
天皇もまた生身の人間にすぎないことを実証できれば︑国民の体制への信頼は崩れ︑革命の導
火線になる︑というわけだ︒確かに理屈は通っている︒
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ご い

つじつま

裁判記録に残る金子文子の供述は︑語彙が豊富で︑かつ︑論理的にすっきりしていて迷うとこ

ごう

ろがない︒だが︑同時にところどころ︑辻褄が合わない部分がある︒たとえば︑なんのために皇
太子暗殺を謀ったかと問われて︑文子はこう答えているのだ︒
﹁︿皇太子に爆弾を投げつけた﹀結果︑日本に革命が起きようと起きまいと︑毫も私の知ったこと
ではなく︑私はただ︑自分の気持ちをさえ満たされれば︑それで満足しているので︑形を変えた
新しい権力社会を建設するお手伝いなどをしたくはないのであります﹂
文子は︑革命によって︑よりよい社会ができあがるという︑反体制的な青年たちが抱いていた
幻想を信じていなかった︒彼女が獄中で書いた手記の一節にこうある︒
﹁﹃民衆のために﹄と言って社会主義は動乱を起こすであろう︒民衆は自分たちのために起って
くれた人々とともに起って︑生死をともにするであろう︒そして社会に一つの変革が来たった時︑
民衆は果たして何を得るであろうか︒
指導者は権力を握るであろう︒その権力によって新しい世界の秩序を建てるであろう︒そして
民衆は再び︑その権力の奴隷とならなければならないのだ︒しからば︑革命とは何だ︒それはた
だ︑一つの権力に代えるに︑他の権力をもってすることにすぎないではないか﹂
ロシア革命によって建設されたソビエト社会主義共和国連邦︑毛沢東の中華人民共和国︑金
日成の朝鮮社会主義人民共和国︑多くの社会主義諸国のたどった歴史を知るわれわれにとっては︑
すでに自明のことではあるが︑ではなぜ︑社会主義革命について醒めた見方を持っていた十九歳
の文子が︑皇太子暗殺という命がけの﹁陰謀﹂を企てたのか︒

文子はこう供述している︒
﹁私はすべての権力を否認し反逆して︑自分はもとより人類の絶滅を期して︑その運動を計って
いたのであります﹂
皇太子を暗殺することが︑なぜ﹁人類の絶滅﹂につながるのか︑文子は一切説明していない︒
論理が飛躍しすぎていて︑支離滅裂な印象すら受ける︒

文子は︑予審の早い段階から︑皇太子暗殺計画があったことを認めている ︵拷問によって自白
︒裁判記録を素直に読む限り︑文子は積極的に﹁自供﹂し︑自分を大逆
を強要された形跡はない︶
罪で死刑にしてくれと主張した印象すらある︒
それに対して︑訊問する側の立松判事は︑終始︑慎重な態度を崩さなかった︒本当に文子が大
逆の意志を持っていたのかどうか︑しつこいほど問いただした︒さらに多くの証人を喚問して︑
事実関係の審理に二年以上の時間をかけた︒宮下太吉の検挙から十二人の死刑執行まで八ヶ月た
ふ

せ たつ じ

らずという異様な迅速さを見せた﹁幸徳事件﹂とは対照的である︒
裁判で文子の弁護に当たった布施達治は︑立松判事のことを﹁陰険﹂で﹁被告の人間的感情を
利用せんとすることには巧みな人﹂と書いている ︵﹃運命の勝利者朴烈﹄︶
︒松本清張は︑この事件
を若い文子らが﹁立松判事の策略にかかって︑刑法第七十三条 ︿大逆罪﹀にでっち上げられたの
である﹂とする ︵﹃昭和史発掘﹄︶
︒だが︑後述するように︑立松は右の記述から想像されるような︑
冷酷な策士ではない︒
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む しろ 問題 は︑予審で 簡単に﹁ 罪状﹂を﹁ 過 剰自供 ﹂し た 文子 らに ある ので は ない か︑とい
う論者もいる︒その動機は︑積極的に﹁自供﹂することで︑﹁幸徳事件﹂のように︑無関係の仲
そ

ご

間が巻き込まれるのを防ぐためではないかという考察もある︒だが︑これも後述するが︑文子の
﹁自供﹂と︑朴烈の﹁自供﹂の間には小さくない齟 齬があり︑それについての明快な説明は︑管
見のかぎり見あたらない︒
要す る に︑この事件 に ついては︑まだ ま だ謎の 部 分が多 いの だ︒謎でない のは︑金子 文子 が
0

0

0

﹁大逆罪﹂を自供し︑その結果︑死刑判決を受けたという事だけだと言っても過言ではない︒
0

0

そして筆者は︑この事件の本質とは︑当局がどす黒い意図をもって若い文子らを大逆の謀反人
に仕立てたのではなく︑文子が︑ある意図をもって当局を自分の意のままに操ろうとして︑ある
程度の成果を収めたことにあると思っている︒その理由は︑以後︑じっくりと語っていきたい︒
まずは︑文子の人となりを知る人々の言葉を紹介しよう︒
﹁天才といってよい程才気がある﹂︵文子に死刑判決を下した牧野裁判長︑﹃東京朝日新聞﹄三月二日
付︶

﹁才智に富んだ頭脳の持ち主だ﹂︵同︑三月二十六日付︶
﹁さっぱりした︑若い者には珍しく︑よく働く女でありました﹂︵文子が下宿していた家の大家︶
﹁実に真面目でまめまめしく働き⁝⁝一点非難する余地のない立派な女でありました﹂︵文子が
勤めていたおでん屋店主︶

﹁てきぱきよく勤めてくれました﹂︵文子を女中に雇った砂糖商︶

聡明で活発な働き者として語られる文子の姿からは︑世界のすべてを呪い︑
﹁人類の絶滅を期﹂
したテロリストのイメージはうかがえない︒そんな文子が︑なぜ大逆の罪を背負うことになった
のか︑その裁きの課程において彼女は何を目指してたたかったのか︑解き明かしていきたい︒
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﹁ねえ︑母ちゃん﹂
文子は︑その時︑六歳だったろうか︑七歳だったろうか︒
たか

たかとし

古びた畳の上に寝ている︑生まれたばかりの男の子をはさんで︑文子は︑母と向き合っていた︒
﹁賢ちゃんをどこかへやるの？﹂
親指をくわえて寝入っている幼い男の子・賢俊のことである︒
0

0

0

この弟が生まれてほどなく︑父はいずこかへ出奔していた︒出奔する少し前︑幼い文子は︑弟
を背におぶった母きくのが︑父からさんざん殴られるのを見た︒文子は泣きながら︑父と母に取
りすがったが︑父は乱暴をやめず︑母は父をののしり続けた︒
父がいなくなった後︑きくのは五十歳近い工場労働者を家に引き入れて同棲しはじめた︒文子
は︑中村という新しい﹁母の夫﹂が大嫌いで︑何かというと口答えした︒中村はそんな文子に情
け容赦ない虐待を加えた︒母が不在の時︑文子は中村から︑布団にくるまれて押し入れに入れら
れたり︑縄で縛って近くの川の木の枝につるされたりした︒

自分たちでさえ食うのがやっとの貧しさのなかで︑腹が空いたといっては駄々をこねる子供の
存在は︑もはや愛を注ぐ対象ではなく︑疎ましいだけである︒そこへ︑出奔した父から︑弟を引
き取りたいという手紙が来た︒これ幸い︑弟だけでも引き取ってもらおうという母と中村の会話
を︑文子は聞いてしまっていた︒
﹁母ちゃん﹂
中村は仕事に出かけていた︒今︑言うしかない︒文子は︑俯いて弟の寝顔を見つめる母の肩を
揺すぶる︒
﹁私︑明日から友達と遊ぶのをよして︑起きてから寝るまで︑賢ちゃんを見るから︒ちょっとも
泣かせないように︑一生懸命子守をするから︑お父さんのところへ連れていくのはよしてよ﹂
﹁そんなわけにはいかないんだよ﹂
母は︑文子に眼差しを向けず︑ほつれ髪をかきあげながら言う︒
﹁この子がいると︑わたしもお前も︑苦労しなきゃならないんだよ﹂
﹁だって母ちゃん﹂
文子はなんとか︑母をこちらに向かせようと︑必死で肩を揺する︒
﹁私︑ひとりぼっちになると︑寂しいから﹂
﹁でも︑お父さんから︑この子を寄越せって言われているから⁝⁝﹂
母は︑うつろな眼差しで︑取り合おうとしない︒その横顔は︑ひどく酷薄に見えた︒翌日︑中
村が仕事のため家を出るやいなや︑文子は母の膝にとりすがった︒
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﹁ねえ母ちゃん︒賢ちゃんがどうしてもお父さんのところに行かなきゃならないんなら︑私も一
緒に連れて行ってくれない？﹂
ゆっくりと顔をこちらに向ける母に︑文子は重ねて言った︒
﹁賢ちゃんがいなくなって︑私︑あのおじさんと二人きりになるのは︑怖いんだよ﹂
そのとき︑母が浮かべた面差しを︑文子は一生忘れなかった︒母ではなく︑女の顔だった︒
ほどなく︑母は弟を背負って︑父が住む浜松へ行く汽車に乗った︒

うが

嫌なことを思い出しちゃったな⁝⁝︒
壁の高いところに穿たれた窓から︑朝の光が差し込み︑二枚並べられた畳の上を覆う薄暗い影
を︑四角く切り取っている︒八日後に二十歳になる金子文子は︑薄い布団を肩からかぶって寒気
を防ぎつつ︑寝乱れた髪をつくろっていた︒
今日は︑大正十三 ︵一九二四︶年一月十七日︒序章で記した昨年十月二十五日の予審訊問以来︑
しや ば

二ヶ月半ぶりに東京地方裁判所に呼び出された︒
幸い︑お天気はよさそうだ︒久しぶりに見る娑婆の景色が︑曇りや雨ではつまらない︒
文子は独房の中を見回した︒三畳の広さの部屋には︑縁なしの畳が二枚敷かれ︑入り口と反対
ほうき

側の壁際は板敷きで︑木の枠に囲まれた便所と︑水道の蛇口のある洗面台が取り付けられている︒
洗面台の下には小さな箒とチリトリと雑巾が掛かっていた︒その上に︑小柄な文子では背伸びし

すみ か

ても届かない位置に︑幅九〇センチ︑高さ一二〇センチほどの窓がはめこまれている︒

つい

ここがあたしの終の棲家︒いずれ︑大逆の罪を犯した女として処刑される︒幸徳秋水とともに
処刑された菅野スガのように︑後世まで名前が伝えられることになれば︑本望じゃないか⁝⁝︒
まぶた

そう覚悟は決めている︒決めたはずなのに︑なぜか不安がこみあげ︑自分をこの境遇に追い込ん
だ人々の顔が瞼の裏に浮かび︑怒りで我を忘れそうになる︒
複雑な家庭に育ち︑両親から見捨てられ︑親類をたらい回しにされた︒とくに︑八歳から十五
歳までを過ごした朝鮮では︑虐待といっていい扱いを受けた︒自殺を考えたことすらあったのだ︒
当時のことを思い出す度に︑心臓が早鐘を打ち︑涙が噴き出してくる︒
いけない⁝⁝︒文子は︑心の奥底で暴れ始めたものを︑必死で抑えつけた︒誰のせいでもない︒
すべて︑自分が決めてやってきたことなのだから︒
部屋の片隅に置いてある小さな机が眼に入った︒差し入れてもらった原稿用紙が︑白紙のまま
広げられている︒
初めて予審訊問を受けた後︑担当判事の立松懐清から︑自らの半生を手記にまとめてはどうか︑
と勧められた時︑逮捕される二〜三ヶ月前に︑ある女性雑誌から自伝の寄稿を依頼されたことを
思い出した︒
自分の書いた文章が一流の女性雑誌に掲載される︒文子は有頂天になり︑かつて朝鮮に住んで
いたころ親切にしてくれた小学校教師にあてて︑こんな手紙を書いた︒
﹁ある小説家の取り計らいで︑ただいま︑自分の自伝を書いております︒九月か十月にさる婦人
雑誌に掲載できるはずですから︑そうしたら是非︑お読みになってくださいまし︒それは朝鮮時
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代のことをおもに書いて︑在鮮 ︿日本﹀人の紹介と︑私の当時のことについてあからさまにさら
けだして︑世の多くの母方の育児資料にしたいと思います︒ひいては︑虐げられた人間がどう変
わるものであるか︑及ばずながら記したいと思います﹂
自分の半生が活字になって多くの人に読んでもらえれば︑少しでも世の中を変えられるかもし
れない︒そんなことを思ったものだった︒世の中のほうは︑文子の存在を受け入れず︑今では三
畳の獄中に身を置いているわけだが︒
なんきんまい

廊下で複数の足音が響いた︒朝食を運ぶ看守たちだ︒ドアの下部に穿たれた一五センチ四方の
かんごくめし

食器口から︑朝食を乗せた木のお盆が差し入れられる︒粘りけがなく黒っぽい南京米四割に挽き
割り麦が六割の︑いわゆる﹁監獄飯﹂である︒南京米は︑中国から輸入した廉価な外米だが︑冷
じや り

わら

蔵庫のない当時︑長い時間をかけて船で運ばれてくるため︑独特の嫌な匂いがした︒まさに﹁臭
い飯﹂だったのだ︒虫の死骸や砂利︑藁クズなどが混じっていることもある︒
それでも︑あの頃に比べればまだましだな︒七歳の秋︑父と別れた母に手を引かれ︑母の愛人

よう じ

とびら

の故郷である山梨県の山奥にある寒村に移り住んだ︒あの村じゃ︑白いお米を食べられる機会な
んて︑まずなかったんだから︒

ま ぶか

食事をすませ︑木の盆に添えられた塩と楊枝で歯を磨いていると︑厳重に施錠された重い扉の
向こうで︑看守の靴音が響いた︒
﹁金子文子︑出なさい﹂
がちゃりと鍵が外されて扉が開き︑金色の線が入った制帽を目深にかぶり︑濃紺の制服に身を

固めた女性看守が二人︑姿を現した︒文子は立ち上がった︒
﹁あら︑制服が変わったのね﹂
寒気に頬を赤くした女性看守に向かって︑文子は挑発するように言った︒
従来︑看守の制服は陸軍から払い下げられた軍服を流用したものであった︒それがこの年から

さ さい

一部の刑務所で海軍式に改められたのだ︒一般の警察官の制服は海軍軍服に似ている︒看守の間
では︑一般警察官と同じ服装でありたいという要望が強かったのである︒
無言の女性看守を見上げ︑文子はくすくす笑いながら言った︒
﹁なんだか巡査みたい⁝⁝ブルドッグにはお似合いだわ﹂
不審な顔つきになった看守に︑文子は説明した︒
﹁ブルジョアのドッグ︑特権階級の犬って意味よ﹂
女性看守たちは互いに顔を見合わせ︑溜息をついた︒この頃の文子は﹁興奮状態にして些細の
事にも感情を動かして不平不満︑憤怒怨恨を訴え︑時には暴言をなし︑または反抗の気勢を示
し﹂と記録されている︒
文子は︑女性看守に前後を挟まれ︑昼間でも薄暗い廊下を歩き出した︒
これからあたしは︑予審室で判事を前に供述する︒記録を読む人は︑なんて愚かな女だと笑う
だろう︒笑われたってかまわない︒あたしは︑やりとげなきゃならない⁝⁝︒

東京地方裁判所の予審室︒
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予審判事・立松懐清は︑金子文子を待ちながら︑これまでに取られた調書などの書類の束をめ
くっていた︒
金子文子が朴烈とともに検挙されたのは前年の九月三日︑関東大震災の翌々日である︒他に彼
らの仲間十四人が起訴された︒東京地方裁判所検事局検事・石田基が起草した﹁予審請求書﹂は︑
文子らが﹁虚無思想を抱き︑権力の破壊を念﹂として︑
﹁社会運動及び暴力による直接行動を目
的とする秘密の団体を組織﹂しようと同志を集めて﹁不逞社﹂を結成したことが﹁治安警察法違
反﹂にあたるとしている︒
キムジユンハン

また︑起訴理由として挙げられてはいないが︑彼らには﹁爆発物取締規則違反﹂の疑いもかけ
られていた︒朴烈は︑不逞社のメンバーである金 重 漢を介して︑上海にあった朝鮮独立運動組
織から爆弾を入手し︑テロを行おうとしていた︒そのことは︑複数の不逞社メンバーが証言して
いるし︑朴烈自身も認めている︒
﹁爆発物取締規則﹂第一条では﹁治安を妨げ︑または人の身体財産を害せんとするの目的を以っ
て爆発物を使用したる者及び︑人をしてこれを使用せしめたる者は死刑又は無期もしくは七年以
上の懲役または禁錮に処す﹂となっている︒ただ︑爆弾入手を計画しただけで実際には手にして
いないから︑第四条の﹁第一条の罪を犯さんとして脅迫教唆煽動にとどまる者及び共謀に止まる
者は三年以上十年以下の懲役または禁錮に処す﹂が適用される可能性が高い︒
だが︑取り調べの過程で重要な証言が飛びだしていた︒それが事実だとすると︑単なる﹁爆発
物取締規則違反﹂ではすまなくなる︒

にいやまはつ よ

証言の主は︑新山初代という文子より二歳年上の日本人女性である︒新山初代はもともと文子
の友人で︑逮捕される三ヵ月前に不逞社に入ったばかりだった︒
く にのみやなが こ

初代は︑朴烈が﹁今年の秋が革命の好時機だ﹂と言っていたと証言した︒大正十二年の秋には︑
裕仁皇太子と久迩宮良子女王 ︵後の香淳皇后︶のご婚礼が行われることになっていた ︵関東大震災
︒初代は︑朴烈が皇太子ご婚儀の際に﹁直接行動﹂を起こそうとしている︑そのた
のため延期︶
めに爆弾を手に入れようとしている︑と直感した︒そして︑拘束された直後︑取調べに当たった
チェ ヨン ファン

警視庁の取調官にそう供述した︒
崔 英 煥 という青年は︑さらに踏み込んだ証言をしていた︒彼らが拘束される一ヵ月前の八月
十日︑不逞社の例会が開かれた際︑金重漢が出席したメンバーに︑朴烈が﹁本年の秋に行われる
皇太子殿下のご婚儀の折︑機会を得て爆弾を投げ︑死ぬつもりだ﹂と言って爆弾入手を依頼した
と暴露したというのである︒
もし朴烈が練っていた爆弾テロの標的が皇太子だったとすれば︑当然︑
﹁大逆罪﹂に問われる
ぬまよし お

ことになる︒有罪になれば︑未遂であっても︑下される判決は﹁死刑﹂以外にはありえない︒
十月下旬に予審が始まってから︑立松は同僚判事の沼義雄と手分けして被告十六人の訊問に当
みようだい

たっていた︒ところが︑年末になって大事件が発生した︒十二月二十七日︑裕仁皇太子は︑天皇
の名代として帝国議会の開院式に出席する予定だった︒皇太子を乗せた車が虎の門の前を通りか
かったところ︑見物に集まった群衆に紛れていた男がステッキに仕込んだ銃を発砲したのだ︒
銃弾は車のガラスを貫通し︑皇太子に同乗していた侍従に軽傷を負わせた︒発砲した犯人は群
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なん ば だいすけ

衆に袋叩きにされ︑その場で逮捕された︒難波大助という二十四歳の青年で︑衆議院議員の子息
であった︒世に言う﹁虎の門事件﹂である︒
やまもとごんのひょうえ

﹁幸徳事件﹂以来︑十三年ぶりの大逆罪に該当する事件が起こったのだ︒しかも今回は︑皇太
ゆ あさそうへい

しよう りきまつ た ろう

子が実際に狙撃された︒前代未聞の出来事に世間は震撼した︒山本 権 兵衛首相は内閣総辞職し︑
警視総監湯浅倉平︑警視庁警務部長 正 力松太郎は警備の責任をとって懲戒免官︑難波大助が卒
業した小学校の校長と担任教師までが辞職したのである︒
沼義雄は﹁虎の門事件﹂を担当することとなり︑文子らの事件は︑立松が一人で当たらねばな
らなくなった︒しかも︑朴烈が皇太子暗殺を計画していたという証言が事実だとすれば︑大逆罪
を適用すべき事件が立て続けに起こったことになる︒事件がどう裁かれるか︑すべては立松一人

そろそろ︑時間だな︒

の双肩にのしかかってきたのだ︒

︱
立松は︑懐中時計を取り出して時間を確かめ︑ふと︑二ヶ月半前の前年十月二十四日に行った︑
朴烈への第一回訊問を思い出していた︒
朴烈は︑文子より二歳上︒背丈は一五八センチと小柄で︑ひどく痩せていた︒肩に届きそうな
長髪がかえって貧相な印象を与える︒だが︑その態度は傲然たるもので︑立松を﹁貴様﹂呼ばわ
りした上で︑こう述べ立てた︒
﹁私は︑もはや何も言わぬことに決めました﹂

﹁これまで受けてきた処置に対して︑判事を信用することができませぬ︒これから先は何も答え
ませぬから︑よいように推定してください﹂
それっきり︑朴烈は口を開こうとはしない︒そこで立松は︑朴烈や文子は後回しとして︑起訴
された不逞社メンバーの訊問に当たった︒外堀を埋めておいて︑本丸を攻め落とす作戦である︒
ホン ジ

ヌ

メンバーたちの証言を総合すると︑不逞社は︑共通の政治目的のために集まった一枚岩の組織
とは言いがたい︒洪鎮裕という朝鮮人青年は﹁資本主義や権力主義に反抗し︑または政府を転覆
していわゆる無政府状態に置く事を意味するものと解していました﹂と言うが︑別にメンバーが
と

一致して行動するわけではなく︑
﹁同志の中で気の合った者だけが各自一緒になって反逆的直接
行動を執る﹂ことになっていたようだ︒
朝鮮独立運動を支援する目的でいた者もいれば︑親日的な朝鮮人に鉄拳制裁を加える活動をす
る者もいる︒なんとなく朴烈の人柄に惹かれて加わった者もいる︒永田圭三郎という大酒のみの
大工は︑知り合いに誘われて不逞社結成の会合に顔を出したものの︑初めて会った朴烈が﹁綺麗
な妻君﹂
︑すなわち文子と﹁机にもたれて︑いちゃついたり等している態度が気に喰わなかった﹂
ため︑以後ろくに顔を出さず︑おかげで起訴を免れた︒
爆弾入手を依頼された金重漢にいたっては︑不逞社の目的を訊ねられ︑こう答えている︒
﹁同志の多数は︑朴烈から勧誘を受けて例会に出席したくらいのものであります︒権力資本を否
認するはもとより︑生物をすべて殺してしまって自分も死のうというような直接行動に出るもの
は︑朴烈︑金子文子くらいのものであります﹂

32
33

第一章・無籍の子

立松はもう一度︑十六人の被告のリストを眺めた︒
起訴された不逞社メンバーは︑朴烈や文子の他︑十人の朝鮮人︑四人の日本人 ︵うち一人は女
性︶の計十六人︒最年長者は二十七歳 ︵数え年︑請求書起草当時︶の人夫・洪鎮裕︑最年少は文子

である︒みな︑若い︒十六人のうち﹁無職﹂が十二人︒職業についている四人も︑朴烈が﹁雑誌
経営﹂とされている他は︑
﹁人夫﹂が二人に﹁雑貨商﹂が一人︒
﹁無職﹂者のうち﹁住所不定﹂が
七人︒将来への希望もなく︑行き場を失った若者たちの群れ⁝⁝︒
結局のところ︑朴烈と文子以外の不逞社メンバーは︑せいぜい﹁治安警察法﹂第十四条﹁秘密
結社はこれを禁ず﹂に該当するだけで︑有罪になったとしても﹁六月以上一年以下の軽禁錮﹂に
すぎない︒免訴にしてしまっても差し支えないだろう︒だが︑朴烈と文子は別だ︒これから先は︑
この二人が犯した﹁罪﹂を明らかにすることに集中せねばならない︒
朴烈は︑本当に皇太子暗殺を企んでいたのか︒そして︑文子はどこまで︑朴烈の企みに関与し
ていたのか︒朴烈が黙秘を続ける以上︑文子の口を割らせるしかない︒
初めて文子を訊問した時︑彼女が﹁私は︑父と別れてから︑程なく母とも別れました︒それか
らは︑両親の世話にはなっていません﹂という言葉とともに浮かべた涙︒そこが突破口になるで
あろうと︑立松は計算していた︒
予審室のドアが開き︑女性看守に付き添われた文子が姿を現した︒編笠をとってあらわになっ
た面差しには︑獄中生活でやつれた痕跡は見られない︒この日を待ちわびていたかのように︑眼
を輝かせている︒

軽く挨拶をかわした後︑訊問が始まった︒奥山書記のペンがまっさらな用紙の上を走り出した︒
立松は︑二ヶ月半前の訊問で︑﹁被告の思想は？﹂と問われて文子が﹁一口に言えば虚無主義
です﹂と答えたことを受け︑こう切り出した︒
﹁被告はどうして虚無主義の思想を抱くようになったのか﹂
文子は答えた︒
﹁私は︑私の家庭の環境と︑それによって社会から受けた圧迫とにより︑虚無主義の思想を抱く
ようになりました﹂
餌に食いついてきた⁝⁝︒そう感じながらも︑立松は平静を装って訊ねた︒
﹁それでは︑被告の家庭の関係はどうか﹂
﹁私には真の家庭はありません﹂
そう言って︑文子は口をつぐんだ︒奥山書記がペンを止め︑文子に眼をやる︒ややあって︑再
び口が開かれた︒
﹁家族関係から言えば︑私を生んだという父は佐伯文一と申して︑ただいま四十七歳くらいにな
り︑浜松市に住していて︑新聞ゴロをしているということであります﹂
0

0

0

新聞ゴロとは︑取材先の弱みを握り︑金を恐喝する悪徳記者のことである︒文子は続けた︒
﹁母は︑金子きくのと申して当年四十六歳くらいでありますが︑私はただいま母がどこにどうし
ているか知りません︒私の姉弟は︑ただいま十六歳になる佐伯賢俊一人でありますが︑賢俊は父
のもとで養われているはずであります︒なお︑種違いの妹はる子という者がいるはずであります
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0

0

が︑私ははるが今どうしているか存じませぬ﹂
﹁私はそのように両親もあり︑弟妹もありながら︑私は両親から捨てられ︑姉弟離散して家庭の
味を知りませぬ︒無籍者で生まれたというので︑社会制度の欠陥あり︑私は社会から圧迫を受け
ました︒私は親の愛を疑い︑社会を呪わずにはいられません﹂
早口で述べたあと︑文子は﹁お茶をいただけませんか？﹂と言った︒立松は頷き︑立ち上がっ
て部屋の隅に置いてある急須から茶を茶碗に注ぎ︑文子の前に運んだ︒文子は目礼して茶を口に
含んだ後︑奥山書記に向かっていたずらっぽい笑みを浮かべて言った︒
﹁詳しい事情を申し上げたら私の経歴となり︑長くなりますが︑ぜひ︑聞いてもらいます﹂
速記が大変でしょうけれど︑よろしくお願いしますね︑と言いたげな面差しで軽く頭を下げ︑
再び立松に向き直り︑
﹁物心のついた私の四歳の時でありました﹂と語り始めた⁝⁝︒

0

0

戸 籍 に よ れ ば︑金 子 文 子 は 明 治 三 十 五 年 ︵ 一 九 〇 二 ︶一 月 二 十 五 日︑山 梨 県 東 山 梨 郡 諏 訪 村
杣口 ︵現︑山梨市牧丘町杣口︶で︑父金子富士太郎︑母せいとの間に生まれたことになっている︒
富士太郎の生年は不明だが︑せいは幕末・安政元年 ︵一八五四︶生まれだから︑戸籍を信じれば
四十八歳で文子を生んだことになる︒
この戸籍が事実でないことは︑この物語の序章において︑文子が立松判事に述べたとおりだ︒
実際は︑富士太郎とせいは︑文子の母方の祖父母にあたる︒戸籍上は文子の姉となっている富士
太郎夫妻の長女・きくの ︵明治十年生まれ︶が︑本当の母親なのだ︒

文子の名が︑金子家の戸籍に記載されたのは大正元年 ︵一九一二︶
︑文 子 が 満 年 齢 で 十 歳 の 時
ということになる︒それまで︑文子の名は︑役所の戸籍に記されたことはなかった︒いわゆる無
籍者であり︑書類上は存在しない人間だったのである︒
0

0

0

実を言うと︑文子が明治三十五年生まれかどうかも怪しい︒文子の実の父である佐伯文一︑実
母のきくのは︑文子が卯年生まれだと述べている︒それが正しいとすると︑明治三十六年という
ことになるが︑文子自身は︑自分を明治三十七年生まれと認識していた︒現時点では研究者の間
でも︑文子の生年は確定していない︒

イン

ここでは便宜上︑文子がそう認識していたように︑明治三十七年 ︵一九〇四︶一月二十五日生
まれと仮定して話を進めたい︒
明治三十七年だとすると︑文子が生まれて間もない同年二月八日︑日本軍は︑朝鮮半島の仁
チョン

川 沖に停泊していたロシア艦隊に奇襲攻撃を仕掛け︑日露戦争が始まっている︒明治維新以来︑
西欧列強の圧迫から独立を守ろうと近代国家建設を進めてきた大日本帝国が︑初めて強大な白人
国家に戦いを挑んだのだ︒旅順︑黄海︑奉天︑そして日本海の戦場で日本軍が勝利を収めるたび
に︑街では﹁号外︑号外！﹂と売り子たちが叫ぶ声が響き︑提灯行列が華やかに夜を飾った︒戦
争は十九ヶ月続き︑日本は百万人を超す兵士を動員︑戦死者八万人という犠牲を払って︑大国ロ
シアにかろうじて勝利を収め︑一躍︑アジアの強国として世界に認知された︒
戦争は︑景気の起爆剤になりうる︒日露戦争後︑日本は以前から進めていた朝鮮半島の保護国
化を強化し︑さらに満州 ︵現在の中国東北部︶に大きな利権を得た︒起業ブームが起こり︑株式
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市場は活況を呈した︒
さかのぼ

文子が生まれたのは︑そんな時代であった︒文子は手記にこう書いている︒
﹁私の記憶は私が四歳 ︿満三歳﹀頃のことまで 遡 ることが出来る︒その頃私は︑私の生みの親
たちと一緒に横浜の寿町に住んでいた﹂
横浜は︑文子が生まれる半世紀前の嘉永六年 ︵一八五三︶
︑二百年以上にわたって鎖国状態に
あった日本に開国を迫るべく四隻の軍艦 ︵黒船︶を率いて浦賀沖に現れたペリー提督が︑徳川幕
府の代表者と初めての交渉の席を持った地である︒当時は寒村にすぎなかった横浜村だが︑やが
て外国人居留地となり︑海外とのビジネスの拠点として栄えた︒ビジネスチャンスを求める野心
家とともに︑さまざまな理由で故郷にいられなくなった人々が︑横浜に流れ込んできた︒
寿町は︑日雇いの港湾労働者が寝泊まりする﹁ドヤ﹂︵簡易宿泊所︶が立ち並ぶ︑いわゆる﹁ド
ヤ街﹂であった︒文子の父︑佐伯文一が︑文子の母きくのを連れて寿町に姿を現したのは︑文子
バガボンド

が生まれる一︑二年前である︒最初︑文一は日雇い労働者を管理する事務員の職を得た︒文一も
また多くの労働者と同様︑故郷を捨てた放浪者であったが︑戦時景気に湧く港町では︑いくらで
も職は得られた︒やがて寿町の警察署に巡査として雇われたのは︑その日暮らしの不安からしょ
っちゅう喧嘩騒ぎを起こす労働者たちと接触してきた経験を買われたのだろう︒
﹁私の思い出からは︑この頃ほんの少しの間だけが︑私の天国であったように思う︒なぜなら︑
つづ

私は父に非常にかわいがられたことを覚えているから⁝⁝﹂
優しかった父の思い出を綴る文子の手記は︑生き生きとして︑心の躍動が伝わってくるようだ︒

﹁私はいつも父につれられて風呂に行った︒毎夕私は︑父の肩車に乗せられて父の頭に抱きつき
っきりで︑銭湯の暖簾をくぐった﹂
﹁私が病気した時︑枕元につきっきりで看護してくれたのもやはり父だった︒父は間がな隙がな
私の脈を取ったり︑額に手をあてたりして︑注意を怠らなかった︒そうした時︑私は物を言う必
要がなかった︒父は私の眼差しから私の願いを知って︑それを充たしてくれたから﹂
﹁人生に対する私の最初の印象は︑決して不快なものではなかった﹂
だが︑
﹁私の楽しい思い出は︑しかしこれだけで幕を閉じる﹂のだった︒
文子が満三歳となった明治四十年︑それまでの好景気の反動で︑株式市場が崩れた︒株価は急
降下し︑銀行の破綻や企業倒産が相次いだ︒政府は︑景気の後退にもかかわらず︑戦争の後始末
に追われていた︒日露戦争の戦費は十八億円に達し ︵当時の国家予算の六倍︶
︑半分近くは外国か
らの借金 ︵戦時国債︶で︑その返済が日本の財政に大きな負担となっていた︒政府は増税してま
かなう以外の方策を見つけられなかった︒もはや戦勝の興奮は冷め︑国民の不満は募るばかり︑
都市では騒擾や犯罪が多発した︒
そして︑始まったばかりの文子の人生にも︑暗い影がさしはじめる︒
いつしか文子の家に︑見知らぬ若い女が住み始めた︒母は︑その若い女と口論し︑ののしり合
った︒父は︑若い女に味方して︑母を殴ったり蹴ったりした︒母が二︑三日姿を消すこともしば
しばだった︒
やがて若い女はどこかへ行ってしまったが︑同時に父は留守がちになった︒父の肩に乗って銭
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湯に通う幸福な日々は︑二度と戻っては来なかった︒

後年︑文子が二度目の訊問を受けた時から一年半後になるが︑文一は証人として出頭を命ぜら
れ︑市谷刑務所を訪れた︒この時︑文一は夫婦関係について立松に問われ︑こう答えている︒
﹁私の口より申し上げるのもまことに恥じ入りますが︑きくのは物のわからぬ女で︑私ときくの
との間には夫婦の愛情はありませんでした﹂︵大正十四年八月十日︶
文一を訊問した翌日︑立松は山梨に赴き︑甲府地方裁判所内できくのを訊問したが︑彼女は︑
文一との夫婦関係についてこう述べている︒
﹁ほんに気があいませんでした﹂
どうしてか︑と問う立松に︑きくのは答えた︒

う かつ

﹁田舎者の私はゆっくりですし︑佐伯は短気な方ですから︑気が合わなかったのです﹂
文子は獄中手記でこう書いている︒
﹁私に物を食べさせる時も︑父は決して迂闊には与えなかった︒肉は食べやすいように小さくむ
しり︑魚は小骨一つ残さず取り去り︑御飯やお湯は必ず自分の舌で味わってみて︑熱すぎれば根
気よくさましてくれるのだった︒つまり︑他の家庭なら母親がしてくれることを︑私はみな父に
よってされていたのである﹂
文子を床屋に連れていけば︑眉毛の整え方にやかましく注文をつけ︑気に入らないと職人から
カミソリを奪って自分で剃った︒文子の着物の柄の見立てをするのも文一の役目だった︒何事に

も細かく仕切らねば気が済まぬ文一は︑気働きの鈍いきくのに神経をささくれだたせていた︒
確かに文一は︑細やかに文子の面倒を見た︒だがそれは︑純粋な愛情ゆえとも言い切れない︒
わたし

文子は後に︑獄中から同志に宛てた手紙で︑こんなエピソードを紹介している︒
﹁お 父さ んは︑妾 の名 前を 亀子 とつ けたく って︑つけた くって︑そ の 訳は 知 らな いが︑大 し た
意気込みだったそうです︒ところが叔父さん ︿きくのの兄﹀と母さんが反対して︑平凡であるが︑
文子がいいと主張した﹂︵年不明︑四月十六日付︶
結局︑二つの名前を書いた紙を神棚の前に置き︑文一が眼をつむって手で触れたほうの名前を
選ぶことにした︒
ふみぼう

﹁それが文子だった︒お父さんは反対だったが︑神様のお選びとあっては︑下界の人間も口出し
はならない︒こうして妾は文子︑生まれて二十有余年︑文坊から︑文ちゃん︑文子さんと通って
いる﹂︵同︶
なぜ︑文一は﹁文子﹂の名を受け入れようとしなかったのか︒自分の名前の一字を娘に与える
な

そ

気がなかったとしか思えない︒なぜなら︑文一は文子の出生を役所に届けなかったからだ︒
文一ときくのの馴れ初めは︑明治三十三年から翌年にかけてである︒文一は︑明治八年 ︵一八
︑瀬戸内海に面する広島県安芸郡音戸町 ︵現・呉市︶に生まれた︒実家は裕福な酒造業者で
七五︶
あったが︑文一が成人する頃には経済的に没落していたらしい︒東京の築地中学校を卒業した後︑
いったん郷里に帰ったが︑二十二歳の頃に横浜に出てきて︑職を転々とするうち︑知り合った山
師と共同で鉱山を試掘する計画を立て︑山梨県東諏訪村の円光寺に滞在した︒円光寺の隣が︑き
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くのの実家である金子家だった︒
文一は︑髪をきれいにポマードでなでつけ︑身だしなみにも気を配るおしゃれな男だった︒一
ささや

方︑数え年で二十四歳になっていたきくのは︑近所では知られた美人だったが︑東京に連れてい
ってあげるよ︑と囁く都会的な伊達男に︑たちまち夢中になった︒やがて二人の仲が周囲に知れ
渡るようになった頃︑きくのは文一に妊娠を告げた︒一年半︑周囲の山を歩き回ったが︑目当て
のタングステン鉱はいっこうに出てこない︒もはや見切り時︑と文一はきくのを連れ︑横浜へと
出奔したのである︒
横浜に居を構えてほどなく︑きくのは妊娠していないことが分かった︒いきなり冷や水をかけ
られた思いの文一は︑日がたつにつれ︑密かに逢い引きしていた頃には気づかなかった性格の不
一致に︑苛立つことが多くなった︒
やがて︑きくのは本当に妊娠し︑そして生まれたのが文子であったが︑もはや文一の気持ちは
はら

冷め切っていた︒文一は立松判事にこう打ち明けている︒
﹁きくのが文子を孕みましたので︑私はその後︑きくのがいやになり︑冷たい嘘の家庭を作って
おりました﹂
気位が高く︑神経質な文一は︑美しいだけで気が利かない田舎女の夫と生涯連れ添うことに耐
えられなかった︒婚姻届けも出ていなかった︒きくのは︑立松判事にこう供述している︒
﹁自分の籍を佐伯のほうに入れようと思って︑役場に行き係にその事を話しましたが︑ご承知の
とおり私は無学ですから︑話が間違って私の母の籍が佐伯のほうに行き︑佐伯のほうの役場から︑

年があまりに違うからとて母の籍を戻してきましたので︑私の籍を送ることがそのままになって
しまいました︒それで︑文子の届け出も遅れたのです﹂
あまりにも間の抜けた話だが︑何事も仕切らずにおられない文一が︑婚姻の届け出をきくのに
任せたこと自体︑正式な結婚に消極的だったことを示している︒実際︑文一はこう述べている︒
﹁私は︑きくのの籍を私方に入れる気にはなれませんでした︒そのようなことから︑つい延び延
びとなって︑文子の出産届を怠ったのであります﹂
かくして文子は︑戸籍に記載されない﹁無籍者﹂として育つこととなった︒そのことが︑文子
の心に一生消えない傷を与えるであろうことなど︑身勝手な親たちには考えも及ばなかった︒
むろん︑文一にとって初めての娘である文子が可愛くなかったわけではない︒父親としての責

迎えに行っ

任もそれなりに感じてはいただろう︒だが︑きくのの腹から生まれた子を︑正式に自分の子とし
て戸籍に入れる気になれぬまま︑自堕落な生活を送るようになった︒

じゃけん

今から考えて見るとそれは女郎屋である

︱

文一は家を空けることが多くなった︒文子は﹁獄中手記﹂にこう書いている︒

︱

﹁私は母に連れられて父をある家へ

たことを覚えている︒そして︑父が寝巻き姿のまま起き上がって来て︑母を邪慳に部屋の外へ突
きだしたことをも﹂
家に波止場の男たちを連れ込み︑酒を飲んだり博打をすることもあった︒そんな生活に体調を
崩し︑入院した︒退院後︑療養を兼ねて磯子の海岸に引っ越した︒幼い文子は︑潮風に吹かれな
がら︑砂浜の上を飛び跳ねたり︑夏には海で泳いだりした︒生まれつき心臓の弁膜に障害があり
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ひとむら

病弱な子だったが︑海岸での生活を境に﹁生まれ変わったように健康になった﹂という︒
療養生活を終えた文一は︑
﹁横浜の街はずれの︑四方を田に囲まれた︑十四︑五軒一叢のうち
の一軒﹂に引っ越した︒その年の冬︑弟の賢俊が生まれる︒

0

0

そこに︑一人の女が現れたことで︑辛うじて保たれていた家族のバランスが一気に崩壊するの
である︒
0

﹁︿弟が生まれた﹀同年の暮頃︑母の妹であり︑私の伯母である金子たかのが︑病気療養のため私
方に来て同居しておりました﹂︵金子文子の供述︶
﹁たかのが︑子宮病の治療に横浜市に出て来て︑私方に同居するようになりました︒そこで︑た
だいまも申し上げましたとおり︑私ときくのとの仲がとにかく面白くありませんでしたので︑つ
い間違ってたかのと関係し︑引き続いて同人と同棲するようになったのです﹂︵佐伯文一の供述︶
﹁たかのは病気のため︑大学病院に通って一時東京に間借りしたことがありました︒その後︑私
がたかのの見舞いに行くと言えば︑佐伯は私を止めて︑なに︑お前には子どもが付いているので
大変だから︑俺が見舞いに行ってやると言い言いしては︑たかのの所に通いました︒なんでもそ
の頃から︑佐伯はたかのと関係して︑その後︑一緒になってしまったのです﹂
︵金子きくのの供述︶
﹁母は内職のため出がちでありましたが︑父は︑母の留守になると︑私に小遣銭をくれて︑私を
外に遊びに出しましたが︑その頃︑父は伯母と関係していたのであります︒私は好奇心に駆られ
てその醜いありさまを襖越しに隙見した事もあります﹂︵金子文子の供述︶

たかのは二十歳を少しすぎたばかりで︑姉譲りの美貌の持ち主だっただけではなく︑
﹁気だて
もやさしく︑する事なすことしっかりしていて︑几帳面で︑てきぱきした性質であった︒だから
人受けもよく︑親たちにも愛せられていたようである﹂と文子は獄中手記で回想している︒
つむ

当時︑文一は近くの海岸の倉庫で事務員をやっていたが︑何かと口実をつけては休んでいた︒
家計はおもに︑きくのとたかのの内職で支えられていた︒紡いだ麻糸をつないで︑機織りにかけ
やすいように︑輪の形に巻いて糸玉にするのである ︵後年︑文子は刑務所でこの作業に従事するこ

ふすま

︒できあがった糸玉を風呂敷に包み︑生まれたばかりの弟を背負って手間賃をもらい
とになる︶
に出かけるのは︑きくのの仕事だった︒
きくのが出かけるや否や︑文一は玄関脇の小部屋にたかのを呼び寄せ︑襖を閉め切ったまま︑
なかなか出てこない︒文子は獄中手記でこう語る︒
﹁私は︑こまっちゃくれた好奇心をそそられないわけにはいかなかった︒私はついにある時︑そ
っと爪先立ちをして︑襖の引き手の破れ目から中を覗いて見た⁝⁝︒
だが︑私は別にそれ程驚かなかった︒なぜなら︑こうした光景を見たのは今が初めてではなか
ったからである︒私のもっと小さい時分から︑父や母はだらしない場面を幾度か私に見せた︒二
人は随分不注意だった︒そのためかどうか︑私はかなり早熟で︑四つくらいの年から性への興味
を喚び覚まされていたように思う﹂
文一とたかのとの仲は︑ほどなく金子の実家にも聞こえるようになった︒山梨から︑文子の祖
母や叔父がやってきて︑たかのを嫁がせることになったから︑と連れ戻そうとした︒だが︑文一
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は︑たかのの病気は完治していないと言い張り︑頑なに拒んだ︒その間︑どういう理由かは幼い
文子には分からなかったが︑一家はむやみと引っ越しを繰り返した︒
やがて文一は︑別に家を借りて氷屋を始め︑たかのに任せた︒文一は︑昼間だけ店に顔を出し
て帳簿をつけるだけであったが︑ほどなく氷屋にいつづけるようになった︒
きくのは︑幼い文子と賢俊と三人だけで過ごすことが多くなった︒

そんな不安定な家庭環境のなかで︑文子は六歳になった︒小学校にあがる年齢である︒
文子は︑近所の友だちと遊ぶたびに︑春から通うことになる小学校について話に花を咲かせた︒
だが︑やがて文子は自分だけ学校に入れないことを知った︒出生届がなされていない無籍者であ
ったため︑彼女は法的にはこの世に存在しないことになっていたのだ︒
驚いた文子は︑母の袖を掴んで︑
﹁学校に行きたい﹂とせがんだ︒きくのは︑
﹁さしあたり︑私

え

び

の私生児として届け出ましょうか﹂と文一に相談したが︑文一は﹁ばかな︒私生児なんかじゃ一
生頭が上がらん﹂と拒絶した︒そのくせ︑自分の戸籍に入れようとはしない︒
はかま

四月になった︒文子は家の前にあった満開の桜の木の根本にしゃがんで︑遊び友だちが︑海老
ちや

茶の袴をつけ︑頭を大きなリボンで飾り︑歌いながら登校していくのを眺めるしかなかった︒
だが︑文子はそこで諦める性分ではなかった︒
﹁勉強したいから︑字を教えてよ﹂と母にせが
んだが︑きくの自身︑文字が読めなかった︒父は︑たかのが経営している氷店に入り浸ったまま
である︒文子は︑母が買い物をして持ち帰った包み紙の新聞を広げ︑何を書いているか分からぬ

まま︑ぎっしりと並んだ文字に見入った︒文字の向こうに拡がっている知らない世界を想像し︑
小さな頭のなかで繰り広げた︒
文子の懇願に根負けしたのか︑夏になってようやく文一は︑無籍者でも入れてくれる﹁私立学
あか

しま

校﹂を見つけてきた︒だがそこは︑﹁貧民窟の棟割長屋の六畳間﹂で破れ畳に木箱を並べてある

おそらく︑文子と同様︑籍に入れてもらえない孤児や私生児

︱

向けの寺子屋のようなも

だけ︒先生は︑
﹁垢じみた浴衣に縞の前掛け﹂をした四十代半ばの女性︒いわば︑貧しい子供た

︱

ち
のだったのだ︒
きん

風呂敷包みを背中に縛りつけ︑その﹁私立学校﹂に通い始めてまもなく︑お盆になった︒先生
は︑
﹁お中元に砂糖を二斤 ︵約一・二キロ︶持ってくるように﹂と命じた︒文子が家に帰ってその
ことを告げると︑母きくのは物憂げに黙っているだけだった︒すでに文一は叔母たかのの氷屋に
いつづけで︑妻や子供たちには顔を見せるどころか︑お金も入れようとしない︒氷屋はそれなり
に繁盛していたが︑収入は文一の酒代や博打代に消えていた︒文子は︑﹁私立学校﹂を﹁中途退
学﹂せざるを得なかった︒
ついに食にも事欠くようになったきくのは︑文子の手を引き︑背に弟・賢俊を背負い︑父の博
打仲間の家に押しかけた︒縁側から座敷にあがると︑父は数人の仲間とともに博打にふけってい
た︒きくのは叫んだ︒
﹁うちにゃ米粒一つだってないのに︑私だってこの子供たちだって夕ご飯も食べられない始末だ
ってのに︑よくもこんな⁝⁝﹂
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文一は顔色を変えた︒仲間の前で恥をかかせられ︑歯止めがきかなくなった︒きくのを縁側か
ら突き落とし︑裸足のまま庭に降りてなぐりかかった︒いったんは仲間に止められ︑きくのは文
子の手を引いて︑その家を飛び出した︒だが︑文一は執念深く追いかけてきた︒﹁よくも恥をか
かせたな﹂と下駄できくのを殴りつけた︒賢俊はきくのの背中で火がついたように泣いた︒ちょ
うど崖の上の坂道だった︒文子が機転をきかせて近くの家に駆け込まなければ︑文一はきくのを
崖の下に突き落としかねなかった︒
夏が終わると︑たかのの氷屋は商売に行き詰まり︑結局店を畳むしかなかった︒文一とたかの
は帰ってきたが︑両親のいさかいは絶えなかった︒山梨の金子家からは︑たかのに戻ってくるよ
うしきりと催促してくる︒とうとう文一も折れ︑たかのは家を去った︒きくのは胸をなでおろし
たが︑その数日後︑今度は文一が姿を消した︒やがて︑文一はたかのとともに︑浜松に住んでい
ることが伝わってきた︒

生活はますます苦しくなった︒きくのは﹁十日ばかり電線工場に通ったこともありましたが︑
たきぎ

私には手に職がありませんので働くわけにゆきませぬゆえ︑私は持ち合わした着物や道具を売り
払い ︿中略﹀
︑箱や板きれを割って薪に使ったこともありました﹂と供述している︒

ご

ま

生活能力のない︑子供を抱えた三十女が頼るところは男しかない︒やがて︑中村という五十歳
間近な中年男が︑小さな風呂敷包みを手に現れ︑同居するようになった︒
﹁いい日給取りなんだよ︒なんでも︑一日一円五十銭だってことだから﹂

﹁今までよりはずっと楽になるし︑お前を学校にやることもできるんだからね﹂
くぼ

きくのはそう文子に言い聞かせたが︑文子は新しい﹁父親﹂に敵意をむき出しにした︒
﹁ 胡麻
しおあたま

塩 頭 に︑底意地悪く眼が窪んで︑背が低くて猫背で風采のわるい﹂中村は︑﹁かなり上品で貴公
いじ

子然としていた﹂父・文一とは比べようもなかった︒何かと言えば口答えする文子に︑中村は暴
力と虐めで応えた︒きくのが不在の時は︑わざと文子のご飯だけ手の届かないところに置いたり︑
文子を布団にくるんで押し入れの中に閉じこめたりした︒
やがて︑浜松の文一から︑弟の賢俊を引き取りたいと言ってきた︒中村は︑渡りに船とばかり︑
﹁なるべく早く連れて行ってやるほうがいいね﹂と喜び︑きくのは︑さして逡巡もせず同意した︒
それを聞きつけた文子は︑
﹁私ひとりぽっちになると寂しいから﹂ときくのに頼みこんだが︑き
くのは賢俊を背におぶって浜松行きの列車に乗るべく︑横浜駅へと向かった︒駅に向かう母を︑
文子は泣きながらいつまでも追い続けた︒
家に帰ってくると︑中村が鬼のような形相で待っていた︒文子に猿ぐつわをかませ︑声が出な
いようにして麻縄で縛り上げた︒夜が更けるのを待って近くの川まで連れ出した︒木が生えてい
せつかん

て︑川面に向かって枝を伸ばしていた︒中村は文子を︑その枝に吊した︒
きくのが浜松から戻ってからも︑中村の文子への折檻は続いた︒きくのはそれを知りながら︑
文子を守ろうとはしなかった︒中村と同調して︑文子に辛く当たることさえあった︒現在でも︑
子連れで再婚した母親が︑新しい夫とともに子供を虐待し︑ついには死に至らしめる事件が少な
くない︒
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そんな女と結婚した男が︑やがて自堕落に陥っていくことも﹁よくある話﹂である︒文一と対
照的な風貌の中村だが︑文一と同様︑家にお金を入れなくなった︒﹁一日一円五十銭﹂稼ぐ男と
再婚したはずなのに︑一家はますます貧窮に陥り︑安い家賃の家に引っ越した︒六畳と四畳半と
二間の家だが︑六畳には別の一家が暮らしていた︒畳は破れ︑障子に張った新聞紙はすでに黄ば
んでいた︒きくのは︑先天的に︑相手を堕落させるなにかを持っていたとしか思えない︒
とはいえ︑きくのが母親としての愛情をなくしてしまっていたわけではない︒新しい間借りに
引っ越すと︑きくのは役所に通い︑文子を近くの小学校に入れてもらえないかと頼み込んだ︒や
がて願いは聞き入れられ︑文子は念願の学校にあがることとなった︒文子は︑獄中手記にこう書
いている︒
﹁その学校は︑この前のような日陰者の学校ではなかった︒設備の整った堂々たる学校であった
ように私には思われる︒子供達も総じて良家の子弟らしく︑女の子などはみんな美しい衣物を着︑
毎日変わったリボンを付けて来︑中には女中や小僧に送り迎いされるものもあった﹂
だが︑ほどなく文子はまた引っ越しすることとなった︒費用のかからぬ学校に転校させるため
であったかもしれない︒新しい学校は﹁前の学校から見るとずっとみすぼらしかった︒生徒も貧
乏人の子が多くて︑私にはまず相当した学校であった﹂
︒
だが︑登校初日から︑文子は無籍者ゆえの疎外感を味わわされる︒授業のはじめに出欠を取る
際︑教師はなぜか︑文子の名前だけは呼ばないのだ︒

ふた

﹁子供にとってはかなり肩身の狭い辛いことだった︒そのために私はわざと遅れていくか︑でな

ひら

い時は︑教師が子供らの名を呼んでいる間じゅう︑机の蓋をあけてその中に顔をつっこんでいた
り︑用もない本を披いて読んでいたりした﹂
無籍者の文子は︑正式に入学した生徒と認められたわけではなく︑お情けで教室に座らせても
らっているだけだったのだ︒それでも︑月謝は払わねばならない︒
ある時︑一月分の月謝袋を教師に渡した後︑職員室に呼ばれた︒
﹁何もはいっていないが︑どうしたんだね﹂
担任教師は空の月謝袋を突きつけて問うた︒母親から渡されたまま持ってきただけなのに︑と
途方に暮れる文子に︑校長が寄ってきて︑
﹁買い食いでもしたのか﹂と責めた︒文子は︑
﹁違いま
いきさつ

おつと

す﹂と首を振った︒
﹁じゃあ︑どうしたんだ﹂
﹁知りません﹂と押し問答が続いた挙げ句︑とうと
う母親が呼び出された︒教師が経緯を告げると︑きくのはため息顔で頷いた︒
﹁月謝は昨晩︑私が入れて︑落とすといけないから鞄の中に入れておいたのです︒それを良人が
見ていました︒たぶん︑良人がそれを︑工場に行くときに抜き取って持って行ったんでしょう︒
そんな事は今日が初めてではないんです﹂
驚いた顔で事情を聞いていた校長は︑やがて口を開いて言った︒
﹁こんなしっかりした娘を︑そんな境遇に置いとくのはかわいそうだ︒どうだね︒できるだけ世
話を見てあげるから︑いっそのこと︑私の養女にくれないかね﹂
もし︑この申し出を母きくのが承知してくれていたら︑文子の人生は大きく変わっていたに違
いない︒だが︑きくのは首を振った︒
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﹁この娘は私のたった一人の子で︑この子ばかりが楽しみなんですから︑どんな苦労をしても自
分の手で育てあげたいと思っているんでございます﹂
さすがに︑きくのも思うところがあったのだろう︒彼女は中村と別れ︑仕事に出た︒母娘二人︑
貧しくとも穏やかな生活が始まった︒だが︑その生活は長続きしなかった︒原因は︑またしても
きくのに男ができたことだった︒
おきなか し

新しい愛人は︑小林長親という港湾で荷物の積み込みを行う沖仲仕の青年だった︒彼は︑年上
ごくつぶ

で前科者の未亡人と同棲していた︒きくのは︑その未亡人から﹁こんな働き者はいないから﹂と
紹介されたのだが︑実際はまるで働かない穀潰しを押しつけられただけだった︒
だが︑長髪をきれいになでつけ︑青い絹のハンカチを首に巻いている年下の男に︑きくのはた
ちまち夢中になった︒いつの間にか仕事をやめてしまい︑一日中︑小林と家のなかで過ごした︒
ある夜︑六畳一間の片隅で︑文子は勉強をしていた︒すでに布団に入って若い愛人といちゃつ
いていたきくのは︑不意に﹁焼き芋を買っておいで﹂と財布を放り投げて寄越した︒財布の口が
開いて銅貨がこぼれ出た︒
文子は驚いた︒焼き芋を買うには︑うっそうと茂った神社の森を通り抜けなければならない︒
﹁ねえ母ちゃん︑お菓子にしようよ︒お菓子屋さんなら︑すぐそこの明るいところにあるから﹂
そう言うと︑きくのは金切り声で言った︒
﹁お前は親の言うことをきかないのかい︑早く行っといで︑この意気地なしめ！﹂

文子は口をとがらせて︑畳の上にこぼれた五銭銅貨を握りしめ︑家を出た︒寒風が吹きすさぶ
夜道を必死で駆け︑焼き芋を抱きかかえて家路を急いだ︒やっと戻ってきて眼にしたのは︑母が
愛人と繰り広げる痴態だった︒文子は焼き芋の袋を放り出し︑再び外に飛び出した︒
春になり︑文子は終業式を迎えた︒白布をかぶせたテーブルの上に︑一年の教育課程を終えた
かすり

つつそで

う こん ちぢみ

ことを証明する免状や記念品が並べられ︑それなりに着飾った子供たちが整列し︑その左右に親
たちや教師が並んでいる︒文子も︑絣の筒袖を身にまとい︑鮮やかに黄色い鬱金 縮 の帯をしめ
て出席した︒一着の普段着を着たきりの文子に︑せめての晴れ着にと︑きくのが近所から借りて
きてくれたのだ︒
校長が︑生徒ひとりひとりの名前を呼び︑免状を手渡した︒文子の名前は最後に呼ばれた︒う
れしさに顔をほころばせて校長の前に立ち︑最敬礼した文子に渡されたものは︑うすっぺらな半
紙一枚だった︒手に取ると︑紙はぐにゃりと曲がった︒他の子がもらった免状は︑四角くぴんと
張った上質紙なのに⁝⁝︒
﹁皆が手にした上等な免状も賞品も︑左右に並んでいる父兄や教師たちも︑一体︑終業式が行わ
れるというその事さえも︑すべて私を侮辱するためのものだとしか︑私には思われなかった﹂
無籍者である以上︑正規の入学を認めるわけにはいかない︒たとえ半紙の免状であれ︑渡して
やったのは︑精一杯のお情けだったのだろう︒だが︑まだ七歳になったばかりの文子に︑そんな
大人の事情は理解できない︒
文子は︑すでに五年生や六年生向けの本をすらすら読めた︒数学の問題も苦労して解いたこと
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はなかった︒その私が︑なぜここまで他の子たちと違う扱いを受けなきゃならないんだ⁝⁝︒
ごう

文子は後に︑立松判事にはこう述べた︒
﹁無籍であることの責は︑毫も子のあずかり知らない事で︑その責任は全的に親にある︒親の怠
慢不誠意によって学校の門は閉じられ︑世間からは無籍者だぞと嘲られる︒その痛い矢を子供が
受けねばならぬというのは︑なんという制度の欠陥でありましょう﹂
家に帰れば︑わずかな家財道具が︑日に日に消えていった︒母も小林も働こうとはせず︑ただ︑
ささや

家にあるものを売ったり︑質に入れたりして︑なんとか食いつないでいたのだ︒もはや売るもの
がなくなった時︑せっぱ詰まったきくのに︑こう囁く者が現れた︒
はなかんざし

﹁文ちゃんは器量がいいから︑芸者に出してはどうかね﹂
しばらく後︑きくのは文子に︑梅をかたどった赤い花 簪 を買い与えた︒簪を髪にさしてもら
い︑大喜びではしゃぐ文子を見つめながら︑きくのはしみじみと言った︒
﹁うちがこんなに貧乏で⁝⁝お前をこんなふうにしておくのは可哀想だ⁝⁝でもね︑文子﹂
きくのは︑文子の着物を直してやりながら︑声の調子を明るく変えた︒
こし

﹁しあわせなことに︑お前をもらってくれるところがあるんだよ︒そこは︑うちみたいに貧乏で
ないし︑しまいには玉の輿に乗れるかもしれないんだよ﹂
玉の輿とはどのようなものなのか︑幼い文子は知らなかった︒母と別れるのは寂しかったが︑
あつせん

子供ながらに︑それで母の苦労が軽くなるのなら仕方ない︑と自分に言い聞かせた︒
文子は︑芸妓や娼妓を斡旋する口入れ屋に連れていかれた︒応対した年増女は︑卑屈に身をす

くませるきくのを前に︑つっけんどんな口調で言った︒
0

0

0

﹁この娘は小さすぎるんじゃないかね︒せめて尋常小学校だけでも卒業させにゃならん︒その上︑
お客の前に出て応対のできるように仕込まにゃならん︒それまでするにゃ︑かなりのもとでがい
るというわけだからねえ﹂
難癖をつけて値切ろうとする相手の意図を見抜けず︑きくのは言い値で承諾した︒そばにちょ
こんと座っていたやりとりを見ていた文子は︑ちゃんと学校に通わせてくれるし︑礼儀作法まで
教えてくれるのだから︑そんなに悪いことじゃないんだな︑と思った︒
年増女のペースで交渉はまとまりかけたが︑土壇場になって破談となった︒口入れ屋は︑文子
0

0

0

を静岡県の三島の店にやると言い出したのだ︒﹁もっと近いところにやってもらえませんでしょ
うか︒三島といえばあまりに遠すぎて﹂と言うきくのに︑年増女は﹁近いところは︑あいにく口
がなくてね﹂とにべもなかった︒
﹁それでは︑またいつかお願いしましょう﹂ときくのが断念し
たのは︑どこかに母親らしさを残していたのだろう︒
ついに売る物がなくなったきくのと小林は︑場末の木賃宿に引っ越した︒ろくに仕事にありつ
けない日雇い労働者たちが︑朝から酒を飲んだり︑博打にふけったり︑ちょっとしたことで喧嘩
をしたり︑食い詰め者たちの吹きだまりだった︒そんななか︑小林は一日中寝そべって過ごして
いた︒母は︑麻糸つなぎの内職をしながら︑﹁ずっとお前と二人きりでいたら︑こんなに落ちぶ
れはしなかったろうに﹂と文子に愚痴をこぼした︒
﹁だけど今じゃ︑もう別れたくっても︑別れられない羽目になってる⁝⁝﹂
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きくのは︑小林の子を身ごもっていたのだ︒やがてきくのは内職もやめ︑青い顔で伏せってい
ることが多くなった︒食べ物にありつけない日も多く︑文子は空腹を抱えて街をさまよい︑ゴミ
ために捨ててあった真っ黒な焦げ飯をほおばったこともあった︒
文子の不思議さは︑これほどまでに悲惨な境遇にありながらも︑明るさを失わないことだった︒
人一倍活発でお転婆な彼女は︑すぐに貧民窟の子供たちと仲良くなり︑一緒に外で遊んだ︒文子
は後にこう回想している︒

ど

て

﹁私は小さい時から︑どんなに打たれても打たれても︑まったくは打ちのめされない剛情な子で
あった﹂
ある日︑文子が友だちと川の土手下で遊んでいると︑きくのが青い顔で現れ︑﹁このあたりに︑
ほおずき

鬼灯の木はないかい？﹂と聞く︒子供たちは手分けして探しまわった︒橋の下に何本か花を咲か
たもと

せていたのを見つけた子供が︑胸くらいまでの高さに育った鬼灯を︑根本から引き抜いて︑得意
げに差し出した︒きくのは﹁ありがとう﹂と告げて袂に入れ︑重たげな足取りで去っていった︒
鬼灯に含まれるヒスタミンには子宮を収縮させる作用があると言われ︑江戸時代から堕胎薬と
して用いられていたことを︑後年︑文子は知った︒
きくのは︑生活苦のためとはいえ︑幼い賢俊を手放し︑文子を芸者に売ろうとし︑おなかにで

ば やまむら

︱

︒秩父山地を境に東京と接する寒村に︑薄汚い着物をまとった文

きた子を堕ろそうとした︒そのことは︑文子の心に消えることのない深い傷を残した︒
た

山梨県北都留郡丹波山村

子ら三人連れが姿を現したのは︑文子が七歳の秋だった︒
丹波山村は︑縄文時代の遺跡が残るなど古くから人が住んでいたが︑大部分は山林で︑標高千
こ すげ

数百メートルクラスの山の裾がスキーのゲレンデのように急斜面でそびえ立っていて︑その谷間
こ そで

に幾つかの集落があり︑現在︑人口は七百人ほど︒そのなかのひとつ︑村役場がある小菅という
集落から︑さらに車で十数分の︑村でも他の集落とは隔絶した小袖と呼ばれる集落が︑文子たち
の落ち着き先であった︒
小袖では︑小林という姓は珍しくない︒小林長親の実家は︑蔵つきの家屋だけを残して今は誰
も住んでいないが︑長親の父親の妹にあたる女性の孫娘・祥子が︑その隣の家に今も一人住まい
している︒祥子の母ユキは︑文子より六歳年長だったが︑
﹁利発で明るい︑いい子だったよ﹂と︑
文子の印象を語っていたという︒
明治十一年に東京と丹波山村を結ぶ青梅街道が完成したが︑文子がそこに移り住んだ当時は︑
鉄道もなく︑交通手段は徒歩か馬であった︒山を下って八王子あたりに奉公に出る子どもたちと
すれ違いながらとぼとぼと歩き︑疲れたら僅かな荷物と一緒に馬の背に揺られてたどり着いた小
袖集落の印象を︑文子は﹁かなり勾配のある急な山裾の︑南向きの日当たりのいい谷間にあっ
た﹂と後に記しているが︑杉林の生い茂る急斜面にへばりつくように四軒の家が並んでいて︑そ
れぞれ小さな田を開いている︒集落の真向かいも急勾配の山で︑見上げると空が三角形に緑の杉
山に囲まれ︑人が互いにぶつかりあうのを避けるようにして生きている大都会・横浜とは︑まさ
に別世界だった︒
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面差しに疲れを滲ませた子連れの妊婦とともに現れた長親を︑小林家のひとびとがどう迎えた
か文子は書き残していないが︑三人は︑実家ではなく隣にある長親の叔父一家の物置に住むこと
になった︒小林家は子だくさんだったから実家に空きスペースがなかったのか︑単に冷遇された
のか︒あるいは︑舅や姑と同居したことがなく︑昼間から男といちゃつく生活に慣れていた母き
くのが︑夫の家族と同居するのを嫌がったのかもしれない︒
文子が驚いたのは︑横浜にいた時には典型的な怠け者の穀潰しだった小林長親が︑生家に戻る
と人が変わったように働き始めたことだった︒彼の実家は屋号を﹁山一﹂といい︑丹波山村では
一番の山林所有者だった︒長親は︑三人兄弟のなかでも一番利発で︑単調な田舎暮らしを嫌がっ
て都会へと飛び出したのだった︒都会はそういう人々の吹きだまりである︒そして︑誰にでも成
功が約束されているわけでもなく︑落伍者にはひたすら冷たいのが都会である︒

理想郷でありつづけた︒

文子は︑小袖という部落を﹁原始社会﹂と獄中手記で表現している︒そして︑
﹁原始社会﹂で

︱

の暮らしは︑その後の彼女にとってずっと﹁憧れの国﹂
七歳から八歳までの一年に満たない期間を過ごしただけで︑その後︑二度とこの地に足を踏み
入れることはなかったにもかかわらず︑文子が獄中手記で描写する小袖の部落の生活ぶりは︑彼
女の観察眼の鋭さと︑高い分析力をうかがわせ︑貴重な民俗学的資料と言っていい︒
昭和五十六年に東京学芸大学教育学部の学生が中心となって丹波山村をフィールドワークした
成果が﹃丹波山村誌﹄という本にまとめられている︒同書によると︑もともとこの地方は焼畑
農業と狩猟で生計をたてていたが︑
﹁明治・大正以後︑食料の自給自足体制が崩れ︑養蚕・炭焼

き・木材の切り出しなどの生業が定着し︑現金による食糧の入手が進むなかで︑焼畑は徐々に減
っていった﹂とある︒すなわち︑文子が過ごした時期は︑古代以来の閉ざされた﹁原始社会﹂が︑
つづ

きりひら

徐々に発達しはじめた資本主義の波に呑まれていく過程だったのだ︒
文子はこう獄中手記に綴る︒
﹁田というものは一枚もない︒あるのは山と︑それを開墾いた畑とだけであった︒だから︑部落
としての産業は︑春から夏にかけて主として養蚕で︑畑には少しばかりの麦と桑と自家用の野菜
と︑そして砂地にはわざびを植えることで︑冬は︑男は山に登って炭を焼き︑女は家にいてその

七︑八割がこの炭からあがる代金であった﹂

俵を編むのがその役目だった︒が︑この村人の収入は何といっても︑部落が山間部落である関係

︱

上︑そのほとんど全部
文子はいぶかしがる︒

食事は百パーセントの麦飯に野菜の煮付け︑月に一度の塩鮭と粗末なものだが︑山にのぼれば
豊富な山菜に恵まれている︒ウサギもたくさん飛び跳ねている︒それを捕獲すれば動物性タンパ

おうめ

ク質にも事欠かない︒養蚕をやっているのだから︑そこでとれる生糸で絹織物を仕立てて着れば
いい︒十分︑自給自足が可能な土地なのだ︒
もめん

い

ろ

り

それなのに︑この部落の人々は︑炭を焼いて売って現金に換え︑東京の青梅や甲府など近隣の
都市部からやってくる行商人から粗末な木綿の着物を買っているのだ︒
行商人がやってくると︑部落じゅうが大騒ぎになる︒部落でいちばん裕福な家の囲炉裏端に
人々が集まり︑賑やかな市場が開かれるのだ︒
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は んえり

かんざし

わら

0

0

0

まゆ

て ぐり

﹁娘たちは父親に内緒で半襟や 簪 を買う︒母親たちはあるいは繭を︑あるいは手繰の生糸を︑
あるいは干し柿を︑あるいは藁つとに入れた泥だらけのわさびなどをそっと持ち出してきては︑
その三分の一にも値しないものと交換する︒そうして部落は毎年これらの旅商人たちに自分の丹
精込めた労力の結果を奪われていくのである﹂
文子は︑こうした部落と行商との関係に︑都市による田舎の収奪という︑社会主義的な分析を
加えているが︑これはやや教条的な見方だろう︒テレビなどない時代︑少人数の閉ざされた部落
まれびと

メディア

に生きる人々にとって︑行商人たちは︑外の世界から物品だけではなく︑情報も持ち込んでくれ
る﹁異人﹂なのだ︒買い物は︑そうした外からの情報への対価である︒
こ たつ

行商人だけではない︒郵便配達夫もまた︑小袖部落を外の世界とつなぐ貴重な媒体だった︒
は がき

﹁郵便配達は五日に一度︑七日に一度くらいしか来なかった︒冬などは靴を投げ出しては炬燵に
入り込み︑家人とお茶を飲みながら世間話をしたり︑他家に来た端書を︑一々読んで聴かせたり︑
写真をあけて見せたりして時をつぶし︑時分時には御飯をよばれては悠々と立帰るのだった﹂
このような村で︑文子は再び学校に通うことになった︒学校は︑小袖集落から細い山道をくだ
った︑現在の奥多摩湖のほとりにある鴨沢という集落にあった︒
前述の﹃丹波山村誌﹄には︑明治三十四年に小袖集落で生まれた︑文子より三歳上の﹁小林し
ま﹂という女性の回想が出てくる︒後に小林長親の兄にあたる人に嫁いだ女性だ︒
﹁小学生のころは子守や家で飼っていた蚕の世話に追われ遊ぶ暇がなかった﹂という彼女は︑
﹁学校に行くときに小袖から鴨沢まで二キロメートルほどの小道を炭六貫目 ︵約二三キロ︶背負

っ﹂て通っていたという︒子供の足だと︑一時間近くかかる距離にある小学校まで︑なぜ子供た
ちは自分の体重と変わらない重さの炭俵を背負って学校に行かねばならなかったのか︒文子が獄
中手記で解説している︒
﹁筆とか︑紙とか︑墨とかがやはり必要だった︒︿中略﹀それらの必要品のある時には︑子供ら
は自家製の炭俵を一︑二俵背中に背負って︑朝登校がてらに︑学校のすぐ隣の店まで運んで行く
のだった﹂
物々交換である︒炭焼きで得たわずかな現金収入は︑子供たちの学用品までは回らないのだ︒
さらに文子は︑紙が貴重品なので︑用便時には紙ではなく︑﹁竹のきれや︑木の枝を箸くらいの
長さに切って﹂用いていると印象深げに書いている︒
このように︑資本主義の波に洗われながらも︑自給自足体制の名残を残す小袖部落での生活は︑
文子にとって決して不快なものではなかったらしい︒文子は︑山に分け入って﹁あけびだの梨だ
の栗だの﹂を採って食べる生活を満喫した︒横浜では︑親の収入がなくなれば︑残飯をあさるし
かなかった︒ここでは︑お腹が空いたら山にいけばいい︒
﹁私が本当に自然に親しんだのはこの頃である︒おかげで私は村の生活がどんなに理想的で︑ど
んなに健康で︑どんなに自然であるかということを今日も感じている﹂
彼女にとって︑小袖での生活における唯一の嫌な思い出は︑学校という文明装置にあった︒鴨
沢集落にあった小学校は︑生徒が数十人で︑
﹁大酒呑みでひどく乱暴な﹂校長が一人で教えてい
た︒ただ︑横浜での学校と違い︑無籍者の文子にも︑終業式には免状をあげると約束してくれた
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のが嬉しかった︒
厳しい冬が終わり︑春の日差しが小袖部落を暖かく包みはじめた早春︑きくのは小林との間
にできた女の子を出産した︒生まれた季節にちなんで﹁春子﹂と名付けられた︒小林家の一人
が︑買っていた馬に炭俵を乗せ︑峠を越えて四十キロほど離れた小都市・塩山 ︵現︑山梨県塩山
市︶へと出かけていった︒帰ってきた馬の背には︑炭俵に変わって︑米や煮干しや赤子に着せる

着物がくくりつけられていた︒
赤子の元気のいい泣き声や︑新たな生命の誕生を祝福する声が︑小林家に満ちていたなか︑三
月︑文子は二度目の終業式を迎えることとなった︒今度こそ︑免状をもらえるはずだった︒だが︑
他の子供たちが︑校長に呼ばれてお辞儀をして免状を受け取っていくのに︑文子の名前だけ呼ば
れない︒式が終わり︑他の子供たちが帰り支度を始めるなか︑呆然とする文子に︑校長が寄って
きた︒彼の手には︑免状の他に優等賞の賞状があった︒
﹁欲しきゃ︑お母さんが貰いにくればやるって︑そうお言い﹂
その言葉を呑み込めないでいる文子に︑校長は遠回しに解説した︒この村の親たちは︑終業式
の前に校長に貢ぎ物をするのが習わしだった︒校長にしてみれば︑鴨沢尋常小学校への赴任は︑
あきらかに左遷である︒一方で彼は︑大日本帝国の官僚システムの末端に属する︑村では唯一の
存在なのだ︒その特権を利用して何が悪い︒小役人独特の権利意識から派生した習わしを︑気が
利かないきくのは知ってか知らずしてか︑何もしなかったのだ︒
文子は︑他の生徒から外れ︑一人周り道をして帰った︒そして囲炉裏端で思い切り泣いた︒き

くのが︑﹁お酒を持って行って︑免状をもらってきてやるから﹂となだめたが︑文子は﹁いいよ︑

ともはる

母ちゃん︑いやだよ﹂と言い張った︒その日以来︑文子は二度と︑学校へは行かなくなった︒

しき い

きくのの五歳下の弟である金子共春が丹波山村に現れたのは︑その頃である︒
﹁姉さん︑いた
か﹂と敷居をまたいだ共春の姿に︑きくのは﹁よく来てくれた﹂と涙を流した︒やがて小林家の
人々が集まってきて︑談判が始まった︒共春は︑きくのを実家に連れ帰ると言い出した︒
困惑する小林家のひとびとの傍らで︑文子は昨年の暮れ︑字の書けない母のために︑実家にあ
てた年賀状を代筆したことを思い出した︒筆で書き上げた年賀状を差し出すと︑きくのは︑これ
で迎えに来てくれるはずだ︑と安堵したように呟き︑
﹁うちへ帰れば︑悪口も言われようが︑何
といってもこんな貧乏しなくてすむ﹂と言い聞かせた︒自然以外に何もない寒村の侘びしさや︑
夫の一族と暮らす煩わしさもさることながら︑愛想を尽かしてしまった小林と添い遂げる気にな
れなかったのだろう︒
うぶ ぎ

﹁で︑この子はどうするんだい？﹂
小林の母親が︑産着にくるまれた春子を指さした︒
﹁こんなことになるのなら︑どうしてもっと早く言ってくれなかったんだい︒そう言ってくれれ
いぶか

ば何とかするのだったのに⁝⁝﹂
何とかする？ 文子が訝しがっていると︑きくのはおずおずと口を開いた︒
﹁それは⁝⁝わしも気はついてはいたのだけれど︑でもかわいそうで⁝⁝﹂
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その言葉に︑文子は思いだした︒春子が生まれる前︑近所の女性が囲炉裏端で﹁大きな声じゃ
てて

言えんがね﹂と声をひそめて︑母に語った言葉である︒現在残されている文子の獄中手記では︑
この部分は伏せ字が施されていて︑具体的な内容はわからないが︑要するに父なし子を身篭もっ

0

0

0

た娘を不憫に思った家族が︑生まれてきた赤子を︑どうやって﹁闇に葬った﹂かを語ってきかせ
たのだ︒
春子が間引きされるのだろうか⁝⁝︒文子は怯えた︒弟・賢俊だけでなく︑妹まで奪われてし
まうことは耐え難かった︒
た

結局︑春子は小林家に残すこととなり︑きくのは文子の手を引き︑弟・共春とともに︑東山梨
郡諏訪村杣口 ︵現︑山梨市牧丘町杣口︶の実家へと発った︒春子をおぶって途中まで見送ってく
れたのは︑長親の姪にあたり︑無口だが優しい人柄で文子に気を遣ってくれた十一歳のユキだっ
た︒
村はずれにまで来たとき︑きくのは立ち止まり︑ユキが背負っている春子をおろし︑膝の上に
抱いて土手に腰掛け︑乳を与え始めた︒眠ったまま乳首を口にふくむ春子の顔を撫でたり︑頬ず
りしながら︑
﹁頼みますよ︑ユキさん︑頼みます﹂と何度も頭を下げた︒
0

その後︑文子は春子に会うことはなかった︒きくのもまた︑この時から十年以上たった大正十
四年八月︑立松判事の訊問を受けて︑
﹁便りがありませぬので︑私は︑春が生きているか死んで
いるか︑存じませぬ﹂と答えている︒
ユキの娘・祥子によると︑きくのと文子が去ってほどなく︑ユキは︑近くの奥水根という集落

︵現︑東京都奥多摩町奥水根︶にある家に養女に出された︒
﹁髪の長い︑色白のかわいい娘だった﹂

とユキが祥子に語ったという春子は︑小学校二年生の時︑滝壷に落ちて水死したという︒
一方︑小林長親は再び実家を出奔し︑その後の消息は小林家のひとびとにも分からなかった︒

富士山をまぢかにのぞみ︑なだらかな丘陵一面にブドウ棚が広がっている︒秋の実りの時期︑
たわわに実ったブドウを摘んで口にいれると︑上品な甘みで口中が満たされる︒
山梨県牧丘町には︑今でも文子の母きくのの生家が︑ブドウ棚に囲まれるようにして建ってい
おり︑庭の隅に文子が生前に詠んだ短歌が刻まれた︑高さ一・七メートル︑幅一・五メートルの
石碑が建っている︒
石碑が建てられたのは昭和五十一年 ︵一九七六︶だが︑今でも文子の命日には︑毎年有志が参
加して文子忌が開かれているのは︑丹波山村から母きくのに手を引かれて移り住んできた文子の
ことを︑金子家のひとびとが長く好意をもって記憶していたからだ︒
実際︑金子家での文子はそれなりに幸福であったらしい︒きくのは︑遠い町の製糸工場に住み
込みで働きに出ることになったが︑祖父母も叔父の共春も文子をかわいがってくれた︒文子は地
元の小学校に通った︒一歳になる共春の娘の子守を頼まれれば快く引き受け︑赤子を背負いなが
ら本を読み耽った︒
だが︑学校では相変わらず無籍者ゆえに区別され︑成績は優秀でクラスでもいちばんだったが︑
通知簿さえもらえなかった︒
﹁私はもう小学校にもさほどの憧れを持っていなかった︒そして事

64
65

第一章・無籍の子

実また︑ここでも余計者として取り扱われただけのことである﹂と文子は回想する︒
こう ら

文子は八歳になっていた︒女の子はただでさえ精神的に早熟である︒しかも︑生来の鋭敏な頭
脳と︑過酷で不安定な家庭環境とが︑文子に︑より硬い自我の甲羅をよろわせることになった︒
決定的な要因は︑またしても母きくのだった︒
その夏の夜︑急にきくのが住み込み先の工場から帰ってきた︒文子のために︑モスリンの着物
を買ってきてくれたことが︑かえって不安をかきたてた︒はたして翌日︑祖父母と︑叔父夫婦と︑
母きくのの五人が座敷に集まり︑話し合いが始まった︒﹁外で遊んでおいで﹂と言われたが︑か
たくなに動かなかった︒祖父母や叔父たちは口々にきくのを説いた︒
﹁先方の子供も︑もう大きいちゅうことだから︑手もかかるまい﹂
﹁暮らし向きはいいちゅうし︑第一こんな田舎でなく町家だから︑今までうろついて来たお前に
は︑もってこいの縁だよ﹂
どうやら︑塩山駅近くの雑貨商を営んでいる男が︑きくのを後妻にと望んできたらしい︒文子
は 母 を 見 つ め た︒母 は﹁ そ う だ ね え ﹂と 呟 い て い た が︑や が て あ っ さ り と﹁ じ ゃ あ︑行 っ て み
る﹂と承諾した︒きくのは︑勤め先で体をこわし︑ろくに働いていなかったらしい︒
文子は立ち上がった︒
﹁母ちゃん︑行かないで！﹂
母の首にしがみついて泣いた︒
﹁今に大きくなったら一生懸命働いて︑きっと母ちゃんを楽にさせるから︑後生だから︑お嫁に

なんか行かないで﹂
なだ

母 は︑
﹁お前にはすまないが⁝⁝﹂と謝るばかりだった︒祖父母は︑塩山駅は近くだから︑会
まま こ

いたくなったらいつでも会える︑と貰い泣きしながら宥めた︒そして︑母は去っていった︒
一週間後︑きくのは継子を連れて帰ってきて︑文子に一緒においで︑と誘った︒きくのは︑お
いおいは文子を引き取るつもりで︑新しい夫とその家族に慣れさせておきたかったようだ︒だが
文子はにべもなく﹁いや﹂とはねつけた︒それでも無理に連れていかれた︒古屋庄平というその
な

じ

雑貨商の子供とはすぐに仲良くなったが︑新しい﹁父親﹂は︑またも文子を邪慳にした︒文子も
相手に馴染もうとしない︒二晩だけ泊まった三日目の朝︑文子は﹁帰る﹂と言い出した︒
きん ちゃく

あさうら

ぞう り

﹁もう帰りたいのかい﹂ときくのは寂しげに言い︑縁側で文子の髪を結ってやったり︑組み紐や
巾 着 ︑それに店の売り物である缶詰や砂糖︑麻裏の草履などを土産に持たせた︒町外れまで見
送り︑途中で駄菓子を買って与えた︒
別れ際︑きくのは涙を浮かべていた︒だが文子は泣かなかった︒﹁何者かが私の涙をせき止め
た﹂と文子は回想する︒
﹁何と悲しい性格に︑私はその時分からなっていたことだろう﹂
︒

﹁私は︑父に逃げられ︑また︑母にはこうして捨てられ︑子供ながらに考えてもわからない自分
の身の上を嘆き呪いました⁝⁝﹂
は た

ち

母きくのが別家に去ってから十二年後の東京地方裁判所予審室︒
立松判事を前に︑よどみなく供述を続けていた二十歳の文子の声が︑そこで途絶えた︒
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肩が細かく震えていた︒うつむき加減の顔は青ざめ︑唇は引き結ばれ︑眼は瞬きもせず一点を
見つめている︒膝においた拳が︑左右とも握りしめられていた︒
刑務所内でも︑発作的に叫んだり︑手がつけられないほど暴れることがある⁝⁝︒そんな報告

0

0

を受けていた立松判事が﹁今日はこのあたりで⁝⁝﹂と言いかけた時︑文子は声を絞り出し︑早
0

口で叫んだ︒眼から溢れた涙が︑顔中をぬらした︒
﹁九歳の秋︑朝鮮忠清北道芙江に住む父の妹岩下ひさしに引き取られて︑養われる事となりまし
た﹂
﹁朝鮮でも私は︑非常に無理解な待遇を受けました﹂
﹁下駄の鼻緒が切れたとて学校において運動する事を禁ぜられ︑物を壊したとて小遣いを給せず
して私にその賠償を命じ︑つまらぬ事から私に学校を休ませ︑零下何度の朝鮮の冬の夜に食事を
つぐ

与えないで︑私を戸外に立たせ︑私を責めた事もありました﹂
そこまで早口でまくしたて︑再び顔を伏せて口を噤んだ︒荒い呼吸音だけが予審室内に響いた︒

数え年で九歳から十六歳 ︵満年齢では八歳から十五歳︶までのいわゆる思春期を︑文子は朝鮮半
島で過ごした︒その間︑何が彼女に起こったのか︑予審調書には四百字に満たない短い供述しか
残っていないが︑獄中手記においてはかなりのスペースを割いている︒
文子が書いた獄中手記は︑昭和六年 ︵一九三一︶に﹃何が私をそうさせたか﹄というタイトル
で刊行された︒四一三ページに及ぶ本文中︑朝鮮時代の記述は一一一ページ︑全体の約二七パー

すこぶ

セントを占めているのだ︒不逞社メンバーであった栗原一男は︑こんな序文を寄せている︒
﹁︿文子は﹀頗る感情家で︑よく話し︑よく笑ったが︑話がたまたま朝鮮時代のことに及んだ時
など︑ボロボロと涙を流しながら︑大声を上げて泣きさけぶ︒そして朴烈が傍らにいて顔をしか
めて制止しているのにも拘わらず︑その陰惨で不幸だった生活を最後まで物語ってしまわなけれ
ばきかなかった﹂
文子が朝鮮に渡ったのは︑大正元年 ︵一九一二︶の秋であった︒その直前の七月三十日︑明治
天皇が崩御し︑元号が明治から大正にかわっている︒
日韓併合により︑朝鮮半島全体が日本の植民地になったのは︑その二年前だった︒すなわち文
子が朝鮮で過ごしたのは︑日本の植民地支配が始まったばかりの時期から︑大正九年︵一九二〇︶
年︑朝鮮半島全土で勃発した﹁三・一万歳事件﹂と呼ばれる反日暴動が起こるまでに当たる︒
文子は獄中手記で︑植民地に於ける日本人たちの生活形態や︑その傲慢な振る舞いぶりを具体
的かつ生々しく描いている︒だが︑その部分を過度にクローズアップする必要はないように思う︒
金子文子という一人の女性を成り立たせた多くの要素の一つとして捉えたい︒

ちりめん

朝鮮から︑五十代半ばの女性が金子家を訪れたのは︑すでに冬の訪れが近い日であった︒高価
しゅちん

そうな着物に身を固めた彼女は︑佐伯ムツと名乗った︒父・文一の母親だという︒
ひ

ふ

はかま

文子も金子家の人々も︑ムツが持参した手みやげに眼を奪われた︒赤い襦珍の丸帯︑縮緬の長
袖︑被布︑袴︑紋付の羽織︑肩掛け︑下駄︑リボン⁝⁝︒どこぞの令嬢が身につけるような高価
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いろど

な衣裳を着せられた︒近所の女たちが集まってきて︑口々にほめそやすなか︑文子は恥じらいを
顔いっぱいに浮かべつつ︑袖をあげてみたり︑華やかな文様に彩られた帯を見つめたりした︒

すなわち文子の実父・文一の妹カ

﹁まだまだたくさん︑こんな着物があるんだけどね︑荷物になるから朝鮮のうちに置いてきたん
だよ﹂

︱

得意げに言うムツは︑朝鮮在住の岩下敬三郎に嫁いだ娘
メと同居していた ︵文子は訊問調書では﹁岩下ひさし﹂と言っているが︑戸籍ではカメになっている︶
︒
カメはなかなか子に恵まれないので︑文子を養女に迎えたいというのである︒金子家のひとびと
も︑塩山からやってきた母きくのも︑一も二もなく承諾した︒
﹁この服装で写真を撮っとくといいんだがなあ﹂と言い合う金子家の人々に︑ムツは︑﹁なに︑
わしの家には月に一回や二回は写真屋が来ますから︑すぐ送りますよ﹂と言い︑さらに﹁尋常小
学校を出れば︑すぐ女学校にも入れ︑成績がよかったら女子大学にも入れにゃならんが︑そうす
るのにゃ︑やっぱり東京へ寄越さなきゃならんから︑いつでも会えるというものですよ﹂と付け
加えた︒
一同は︑涙を流して文子を祝福し︑文子もまた︑急に開けた明るい未来に顔をほころばせた︒
文子が︑祖父・金子富士太郎の五女として戸籍に入れられたのはこの時である︒無籍者では都合
が悪いから︑というムツの言葉に従ってのことだった︒
プ ザン

プ ガン

十二月には珍しく︑からりと晴れた青空の下︑文子は朝鮮へと旅立った︒汽車を乗り継いで九
州へ︒船で海峡を渡って朝鮮半島南端の釜 山へ︒さらに京釜鉄道で忠清北道の芙 江へ⁝⁝︒生

まれて初めての長旅だった︒文子は︑連絡船の甲板で手すりにしがみついて玄界灘の青い海面を︑
汽車の座席に正座して窓の外に広がる朝鮮半島の山並みを見つめた︒
わら ぶ

芙江の岩下家は︑﹁台山﹂と呼ばれる丘の上にあった︒四畳半くらいの部屋が四つあるきりの︑
低い藁葺き屋根の平屋である︒庭は果樹園や野菜畑になっていて︑納屋や米蔵もある︒広さでい
えば︑金子家と変わらない︒いや︑金子家のほうが広いのではないか︒想像していた御殿のよう
な家とは違うなあ︑と思いながら︑文子は朝鮮独特のオンドル式の床を見つめていていた︒
翌日︑高価な着物に変わって渡されたのは︑金子家から持ってきた粗末な衣裳だった︒そして
ムツは︑訪れた近所の女性に向かって︑文子をこのように紹介した︒
﹁ちょっと知り合いの家の子なんですよ︒何しろひどい貧乏人の子なので︑行儀作法も知らず︑
言葉なんかも下卑っぽい言葉しか知らず︑ほんに赤面することがあるんですが︑あまりかわいそ
うなので︑つい引き取ってやったんですよ﹂
文子は当惑した︒なぜ︑養女に迎えると言ってくれないのだろう︒
違和感を抱えたまま︑文子は芙江の小学校に通うことになった︒校舎は︑三年ほど前に建った
くさ ぶ

草葺きの一階建てだが︑高さ一メートルほどの垣根を隔てて別の学校があり︑見慣れぬ服装の子
どもたちがこちらをうかがっていた︒見ちゃだめよ︑と同級生に袖を引かれたが︑後に︑朝鮮人
の子どもたちが通う学校だと知った︒
文子は︑年齢上は三年生にあたるが︑芙江小学校には三年生の学級がなかった︒文子は︑通算
では一年半くらいしか小学校に通っていなかった︒三年生としての授業は四ヶ月しか受けていな
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いのに︑いきなり四年生に編入された︒にも関わらず︑学期末に行われた学年試験では優等賞を
もらった︒不安を抱えて出席した終業式では︑他の子供たちと同様︑
﹁岩下文子﹂と墨書された
修業証をもらった︒
だが︑四月になって五年生になった時︑先生から︑いつの間にか﹁岩下﹂ではなく︑元の﹁金
子文子﹂と呼ばれるようになったことに気づいた︒祖母ムツや岩下家のひとびとの態度が︑日に
日に厳しくなっていくのを感じた︒なぜだろう⁝⁝︒文子はまたも当惑せざるを得ない︒
思い当たることは一つしかなかった︒文子は︑庭にある狭い小屋を勉強部屋として与えられ︑
学校から帰ったら一時間は復習するように︑と命じられていた︒
﹁金子のような貧乏人の子なら差し支えないが︑かりにもこれからは岩下の子として学校にあが
るんだ︒そのつもりでしっかり勉強するんだぞ︒百姓の子に負けたり︑恥ずかしいことをしたり
すると︑すぐ名前を取り上げるよ﹂
そうムツは言った︒名前を取り上げる︑という意味が分からぬまま︑文子は激励の言葉と受け
止めて喜んだ︒実際︑いきなり四年生に編入され︑三ヶ月しか授業を受けなかったにもかかわら
まり

ず優等賞をもらえるくらい︑成績はよかった︒とくに復習なんかしなくても︑他の子よりできる
のだ︒文子は勉強部屋でせんべいをかじったり︑鞠をついて遊んだりした︒それをムツに見つか
って︑ひどく叱られた︒
﹁だって︑復習なんかしなくても︑教科書なんか立派に読めるんですもの︒私︑もっと難しい︑
もっと面白い本が読みたいの﹂

そう訴えてみたが︑
﹁生意気なことをお言いでない！﹂とはねつけられ︑しまいには勉強部屋
を取り上げられてしまった︒
やがて文子は︑岩下の家が︑ムツが吹聴していたほど裕福でないことに気づきはじめた︒宿題
で習字を出されても︑半紙を二枚きりしかくれなかった︒二枚では一回しか書き損じが許されな
い︒図画の授業のため絵の具がほしいと頼んでも︑叔父の敬三郎が持っていた古い画筆二本と赤
青黄の三原色の絵の具をくれただけだった︒他の子たちは︑村の学用品店で売っている︑習字の
墨のようにすって使う形式の最新式の絵の具を使っていた︒たった十二銭である︒敬三郎は買っ
てやろうと言ってくれたが︑ムツは反対した︒
﹁無籍者のお前を不憫に思って籍に入れてやったのに︑人並みに何が要る彼が要るとつけあがっ
てばかりだ︒そんな我侭を言うと︑学校から下げてやるからな﹂
文子が︑自分が無籍者だったことを自覚したのは︑このムツの言葉によってだった︒横浜で︑
丹波山村で︑諏訪村で︑なぜあんな屈辱を味わったのか︑やっと理解できた︒
﹁無籍者とはな︑いいかい︑生まれていて︑生まれていないことなんだよ︒だから︑学校なんか
へ行けないんだよ﹂
私は︑現に生まれて︑ずっと生きてきたんだ︒私が無籍者だったのは私のせいじゃない︒父と
母に責任があるんだ︒なぜ︑血のつながった祖母までが︑無籍者だったと私を蔑むのか⁝⁝︒
文子はそう叫びたかった︒まだ九歳の文子にとって︑養育者である祖母に公然と逆らうことは
できない︒だが︑その心中は︑自然に表情や態度となって現れ︑ムツを苛立たせた︒無口な婿の
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︱

敬三郎はムツに逆らってまで幼い新参者を庇おうとしなかった︒彼の派手好きな十歳下の妻
文子の父方の叔母であるカメは︑時には母ムツ以上の暴力をふるった︒

﹁朝鮮に来てからの私は苛められどおしであった︒その間︑私は一度だって柔しい愛を祖母たち
から受けたことはなかった﹂
文子は獄中手記で︑朝鮮で過ごした日々をこう振り返っている︒
文子の父である佐伯文一は︑後に立松判事に実母ムツのことを﹁普通より厳しい人﹂だと述べ
ている︒文一が故郷を捨てて東京に出て行ったのは︑人一倍厳しい母の元から逃れたい気持ちが
あったのかもしれない︒
佐伯家は︑遠く平安時代の藤原一族の末裔とされ︑その系図を後生大事に抱えているような︑
家柄誇りの家風であった︒ムツとしても文子をいずれは正式に養女に迎え︑婿をとって佐伯の血
筋を岩下家に継がせようと考えていたのは間違いないだろう︒
文子は︑ムツの眼に自分は﹁あまりに逆境に育った﹂ため︑
﹁ひねくれていたり︑言葉遣いが
ぞんざいだったりしたので︑このお上品な家の娘とするには余りに不似合いな︑家名を汚すも
げ

す

の﹂と映っていたのではないかと推測している︒
ムツがまず文子に禁じたのは︑
﹁下司の貧乏人﹂と一緒に遊ぶことだった︒﹁人一倍のお転婆﹂
である文子が︑学校から帰るなり︑鞄を放り出して近くの原っぱで遊んでいる﹁下司の貧乏人﹂
の仲間入りすることは︑誇り高いムツにとって耐え難いことだった︒放課後は︑家の庭掃除をす

るのが文子の日課とされた︒
そんな文子に﹁下司の貧乏人﹂の子供たちが﹁岩下さん︑遊ばない？﹂と声をかけてくる︒そ
の声を聞くと︑ムツは家から飛び出してきて︑
﹁文子は普段は外に出しませんよ︒誘いに来ない
でおくれ！﹂と追い払い︑
﹁お前が頼んで誘わせたのだろう﹂
﹁その根性が憎らしい﹂と文子を叱
まき

りつけるのだ︒岩下さんちには怖いおばさんがいるから︑と子供たちも文子を誘わなくなった︒
それでも︑成績優秀で活発な文子を慕う子供は絶えなかった︒近所の貧しい理髪店の娘﹁お巻

さん﹂とは通学路が一緒なので︑仲良く登下校していたのだが︑
﹁他人の頭の垢のおかげで暮ら
している家の子なんかと一緒に学校に行ったり帰ったりしちゃいけないよ﹂とムツから言われて
しまった︒仕方なく文子は︑朝はわざと遅れていったり一緒にならぬよう気をつけたが︑帰りは
そうはいかない︒授業が終わるなり︑お巻さんが﹁一緒に帰ろう﹂と寄ってくるからだ︒文子は︑
祖母や叔父たちに見つかりはしないかと︑びくびくしながらお巻さんと並んで歩いた︒
ある時︑いつものように並んで帰っていくと︑金物屋の前でお巻さんが立ち止まり︑ここに寄
っていかなければならないの︑と言い出した︒その金物屋はお巻さんの親戚の家だったのだ︒文
子は﹁うちが忙しいから︑先に帰らしてもらうわ﹂と言ったが︑人なつこいお巻さんは﹁すぐだ
から待っててちょうだいよ︑すぐだから﹂と拝む︒仕方なく︑文子は金物屋の店の隅に座って待
っていたが︑運悪く︑自転車で通りかかった叔父・敬三郎と眼が合ってしまった︒
叔父は無言で去っていったが︑文子が家に帰って縁側に座り︑おそるおそる﹁ただいま帰りま
した﹂と頭を下げると︑裁縫をしていた叔母カメが飛び出してきて︑文子を庭に蹴落とし︑さら
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に物差しで殴りつけた︒祖母も庭に降りてきて︑下駄ばきのままうずくまる文子を蹴った︒﹁あ
せっかん

のくらい言われてもまだ分からないのか︑分からなきゃ分かるようにしてやる！﹂とかわるがわ
もみ

かじ

るののしりながら折檻は続いた︒その夜は食事抜きで米倉に押し込められた︒文子は床に落ちて
いる籾を拾って︑一粒一粒皮をむいて囓り︑飢えをしのいだ︒
ムツはさらにむごい追い打ちをかけた︒小学校を退学させたのである︒幸い︑夏休みが終わっ
て新学期が始まると復学が認められた︒

なぜ︑岩下家の人々が︑ここまで文子に辛く当たったのか︒
その謎を解く手がかりは︑文子の獄中手記だけしかない︒岩下家のひとびとの言い分が記録に
残っていない以上︑第三者が一方的な評価を下すのはフェアとは言えない︒ただ︑文子の父・佐
伯文一の見栄っ張りで神経質な性格が︑母親であるムツからの遺伝であり︑同じ遺伝子が妹のカ
メにも伝わっていたとしたら︑文子のように︑思ったことを態度に出さずにはいられない子供に
チヨンチヨンプク ド チヨンウォングン プ ヨンミヨン

とっては︑不幸なめぐりあわせであったと言うしかない︒
芙江 ︵現︑ 忠 清 北 道 清 原 郡 芙 蓉 面 芙江︶は︑山に囲まれた静かな盆地である︒当時︑三百
数十人の日本人︑八百人の朝鮮人︑十数人の中国人が住んでいた︒
日本人がこの地に住むようになったのは︑首都京城 ︵現︑ソウル︶と釜山を結ぶ京釜鉄道が完
成し︑芙江にも駅が開設されてからだ︒日清戦争 ︵一八九四〜九五︶のさなか︑朝鮮の内政に影
響力を行使しはじめていた日本は︑条約を締結して京釜鉄道の施設権を勝ち取った︒完成したの

は日露戦争に勝利した明治三十八年 ︵一九〇五︶である︒
文子の義理の叔父︑岩下敬三郎は鉄道の保線主任だった︒列車の転覆事故が起こり︑責任をと
って退職するが︑抜け目ない彼は芙江駅から数百メートル北にある土地を買ってあった︒退職後
はそこに家を建て︑妻と義母であるムツと同居していたのである︒
芙江駅を挟んで北側は﹁山の手﹂と呼ばれる丘陵地帯で︑日本人のなかでも裕福な階層が住ん
で い て︑
﹁下町﹂と呼ばれる南側の住人を見下していた︒台山の頂上からは︑芙江の町が一望で
きた︒
﹁山の手﹂でも一番高いところに家を構えたムツは︑自尊心が満たされたに違いない︒
ところが︑文子が朝鮮に来てからほどなく︑これまで﹁山の手﹂と﹁下町﹂をつなぐ唯一のル
ートだった線路の踏切が︑なぜか閉鎖されてしまった︒﹁下町﹂に買い物にいくには遠回りをせ
ねばならない︒その不便さに耐えかねて︑多くの﹁山の手﹂住人は﹁下町﹂に移り住んだ︒だが︑
それでもなお岩下家は﹁山の手﹂を動こうとはしなかった︒
単に︑プライドが許さなかっただけだろうか︒
筆者が芙江を訪れ︑かつて岩下家があった丘に登ったとき︑奇妙な既視感に襲われた︒筆者が
生まれ育った四国の田舎町が︑芙江の地形とそっくりだったからである︒盆地のなかに小高い丘
があり︑そこには戦国時代︑地元の土豪の城があったと伝えられる︒日本でも朝鮮でも︑城は高
い所に築かれた︒敵兵が侵入したり︑領民が一揆を起こすような事態を︑いちはやくキャッチし
て備えるためだ︒
岩下家の収入は︑所有する土地を朝鮮人農夫に貸して小作料をとり︑そのお金を高利で貸し付
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コ

けていた︒日韓併合後︑多くの日本人や日本企業が︑近代的な土地所有権に疎い朝鮮の人々から
騙すようにして土地を取り上げたことを︑今も朝鮮半島の人々は忘れていない︒岩下家には高と
いう名の朝鮮人が﹁下男﹂として下働きをやっていた︒三人の子供を抱える貧しい高は︑安い給
ア ヘン

料でこきつかう岩下家に耐えかね︑他の家に雇ってもらおうとしたが︑お金や畑を貸してもらっ
ている手前︑辞められずにいた︒また岩下家は︑当時の代表的な麻薬である阿片の密売にも手を
染めていたと後に文子は語っている︒
そういう岩下家の人々がが︑芙江の朝鮮人からどのような眼で見られていたかは想像がつくし︑
そのことを彼らが自覚していなかったわけでもあるまい︒平安時代の貴族の末裔であるという虚
栄心に加え︑朝鮮人たちが何時どんなかたちで仕返ししてくるか分からないという潜在的な不安
が︑彼らを高台に住まわせ続けたのではないか︒
文子は︑岩下家の土地に住む朝鮮人たちから︑小作料や借金返済を集金する役目を負っていた︒
気の重い仕事であるが︑岩下家にしてみれば︑まだ幼い文子に大事な収入源となる金銭を集めさ
せたのは︑やがて家を相続することになる養女なのだからという︑彼らなりの信頼だっただろう︒
ハン

だが︑幼い頃から鋭い観察眼と分析力を持ち︑それを包み隠す器用さを持たない文子が︑朝鮮
人たちが抱える岩下家への﹁恨﹂を敏感に感じ取っていただろうことは︑岩下家のひとびとにも
伝わっただろうし︑神経を逆撫でしたに違いない︒彼女は︑後ろ暗いところを隠し持つ大人にと
っては︑許容できない存在なのだ︒
祖母ムツは︑そんな彼女を矯正し︑自分たちと同じ考えを持たせることこそが﹁躾﹂だと思い

こんでいた︒思いこむ以外︑空虚な自分たちの内実から眼を背けていられないからだ︒叔母カメ
は︑自分のお腹を痛めたのではない文子に家を継がせることに複雑な思いを抱いていただろう︒
文子が母の気に入る娘でなかったことは︑かっこうの鬱憤晴らしとなった︒
かくして彼らは︑文子を﹁虐待﹂した︒

岩下家で過ごした七年間は︑支配と被支配についての関係を︑後の文子に考察させる上で少な
からぬ影響を与えた︒文子は後に︑立松判事にこう述べている︒
﹁強い者は自分の行動の自由を擁護しつつ︑弱者に服従を強いる︒この関係を弱者から言えば︑
せいさい よ だつ

強者への屈従の約束が︑いわゆる道徳であります﹂
小さな子供にとって︑大人は︑自分の生殺与奪を握る絶対的な存在である︒そんな大人が︑高
圧的な態度で服従を強いてきた時︑子供はどんな態度を取るか︒素直に従って﹁いい子﹂を演じ
るには︑文子は頭がよすぎた︒自己を正当化する理屈を考え出せるだけの知性を有り余るほど持
っていたのが︑文子の不幸だった︒現代の子供たちならば︑そういう大人に対して壁を作り︑一
切を拒絶することも可能かもしれない︒だが︑当時の時代環境は子供たちを壁の中に引きこもら
せる余裕を与えなかった︒
さらに⁝⁝文子には︑学校という逃避の場所があった︒文子には生来︑幼い者︑か弱い者を見
ていると愛情を注がずにはいられない美質があった︒
文子は獄中手記で︑彼女のことを﹁たみちゃん﹂と呼んでいる︒文子より二歳下で︑
﹁器量の
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おとな

あきな

いい︑無口で︑温和しい︑どことなく寂しそうな︑それでいて大変悧巧な﹂子だったと文子は回
想している︒
たみちゃんは︑早くに父を亡くし︑母親は実家に帰っていて︑文房具やはきものを 商 ってい
る祖父母に育てられていた︒
﹁岩下さん﹂
授業が終わって廊下に出ると︑たみちゃんが教科書を抱えて待っている︒わからないところが
あると︑文子に教えを請うのだ︒体が弱く︑しょっちゅう学校を休んでいた︒学校の帰りに見舞
いにいくと︑たみちゃんの祖母が歓迎してくれた︒お菓子や学用品もくれた︒事情こそ違え︑お
0

0

互いに早く親と別れた身の上だったが︑たみちゃんの家は貧しくとも︑暖かさがあった︒やがて︑
たみちゃんの二つ下の妹のあいちゃんも仲間に加わった︒
文子が︑お巻さんの家に立ち寄ったことで︑しばらく学校に行かせてもらえなかったことはす
でに書いた︒学校に行けない間︑文子はたみちゃんとあいちゃんの事ばかり考えて過ごした︒
二学期のはじめ︑やっと登校が許されると︑さっそくたみちゃんとあいちゃんが寄ってきた︒
二人の顔を見るだけで︑文子の心は晴れた︒
まもなく︑たみちゃんは学校に来なくなった︒登下校の際にたみちゃんの家に寄ることは許さ
れない︒文子は昼休みに学校を抜け出し︑たみちゃんを見舞った︒風邪で伏せっていたたみちゃ
んは︑嬉しそうに出迎えた︒だが︑何日たっても︑たみちゃんはよくならない︒
やがて︑たみちゃんは医師の診断を受け︑肺炎だということがわかった︒日に日に弱っていく

たみちゃんだったが︑文子が訪れると元気になる︒かえって病気が悪くなるかも︑と思案した文
子は︑しばし見舞いをやめた︒だが︑あいちゃんから︑姉の容態がただことではないと聞いた文
子は︑矢も楯もたまらず︑たみちゃんの家に飛んでいった︒
つづ

﹁だが︑その時はもう︑今までのたみちゃんではなかった﹂
後に文子は獄中で︑あふれ出る涙を抑えながら︑こう綴った︒
﹁たみちゃんは︑仰向けに寝かされたまま︑ただ︑大きな眼をじっと見ひらいていた︒医者はそ
の瞳に反射鏡の光を集中して見たが︑まばたきさえも出来なくなっていた﹂
たみちゃんの肺をむしばんでいた結核菌は︑脳の底面にある髄膜を侵し︑脳膜炎を引き起こし
ていた︒発熱︑頭痛︑吐き気に続いて︑意識がぼんやりとし︑うなじが板のように硬直して曲が
さじ

らなくなる︒現在でも数週間で幼児の生命を奪うことがある重病なのだ︒
﹁医者は匙を投げたようだった︒祖父さんと祖母さんとは︑その傍にしょんぼりと座って︑ただ
黙々としていた︒私は泣いた︒
たみちゃんはもう死んで行くのだ︒私達はもう永遠に会えないのだ︒私は悲しかった︒
それから二日経って︑生徒がみんなしてたみちゃんを遠い山の火葬場に送った︒そしてその翌
日︑私は︑学校から選ばれて二︑三の友と一緒に︑たみちゃんの骨拾いに加わった﹂
幼い頃︑弟の賢俊と引き離された文子にとって︑たみちゃんは妹のような存在だった︒そんな
ふさ

たみちゃんを失って悲しむ文子に︑さらなる追い打ちがかけられた︒
たみちゃんが死んでからというもの︑文子は鬱ぎがちになった︒学校でも︑運動場の隅っこで︑
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ポプラの木にもたれてぼんやりとするようになった︒そこにあいちゃんが寄ってきて︑文子の手
を引っ張った︒
﹁岩下さん︑みんなが探してるのよ︒あっちへ行きましょう﹂
文子は思わずあいちゃんを両手で抱きしめ︑ごめんね︑あなたのお姉さんの事を考えてるの︑
と言った︒あいちゃんは顔を曇らせながら︑思い出したように言った︒
﹁この間︑もって行ったもの︑もう見た？﹂
たみちゃんが持っていた裁縫箱を︑形見の品にと岩下家まで持っていったというが︑文子はそ
のことを知らされていなかった︒
放課後︑文子はそっと家のなかを探してみた︒だが︑どこにもない︒意地悪な岩下家の人々の
ことだ︑どこかにかくしてしまったのだろうと諦めていたら︑数ヶ月後︑祖母ムツの部屋を掃除
していて︑一通の手紙を見つけた︒
差出人は︑ムツの姪にあたる貞子という女性だった︒彼女は︑文子が来る前にムツが養女とし
て迎えたのだが︑結局︑実家に戻っていた︒手紙の文章から察するに︑ムツは再び貞子を養女に
迎えようと︑いろいろな贈り物をしたらしい︒そのなかに︑たみちゃんの形見である裁縫箱が入
っていたのだ︒

手記にははっきりとは書かれていないが︑別の養女を迎えようというムツの試みはうまくいか
なかったようだ︒そのかわり︑労働力として文子を使えるだけ使うことにした︒文子が十一︑二

おと

歳の頃になると︑
﹁岩下家の後嗣ぎから女中に貶された﹂︒
﹁女中にされた私は︑家事万端をしなければならなかった︒冬の寒中に米もとげば︑手拭を冠っ
てオンドルの下に火もたいた︒ランプのホヤ拭きから︑便所の拭き掃除までもした﹂

せんべつ

文子は生来︑働き者である︒家事をやらされることに不満はなかったが︑ムツの並はずれた吝
嗇と見栄に苦しめられた︒
あやまって鍋を壊したら︑弁償させられた︒文子が︑山梨の金子家からもらった餞別のなかか
らさっ引かれたのである︒お正月︑雑煮を食べていたら︑祖母の祝い箸が折れた︒箸を配ったの
は文子である︒
﹁縁起でもない﹂と怒り出した祖母は︑文子を外に追い出した︒氷点下の寒さに
こごえながら︑文子は泣いた︒そのまま夕方まで放置された︒
祖母の圧力は︑学校にまで及んだ︒文子の担任である﹁若くて︑恰幅がよくて︑運動好き﹂の
服部富枝という教師が︑学校の裏手に土地を借り︑子供たちに農作業をさせた︑大喜びで泥だら
けになりながら畑仕事をやる子どもたちに︑服部先生は︑お百姓さんのおかげで食べ物を口にす
ることができるんだよ︑と労働の大切さを説いた︒教室の中よりも︑外で汗を流すことが教育に
つながるという信念の持ち主だったのだ︒
だが︑生徒に野良仕事をさせていると聞いたムツは︑
﹁月謝を出してまでも︑百姓なんか習わ
せる必要はない﹂と怒り出し︑
﹁百姓の時間のある日は休みなさい﹂と命じた︒不服そうな文子
に癇癪を起こしたムツは︑文子の着物が日に焼けていたり︑下駄の鼻緒を切らせて帰ってくるの
は︑男の子なんかと一緒になって飛び跳ねているからだろう︑となじり︑ブランコも鬼ごっこも
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禁 止 し︑
﹁うちの山に登ってちゃんと見張りしているからな﹂と釘を刺した︒文子が五年生の時︑
から

芙江小学校は岩下家のある高台の下に移転した︒まる見えなのだ︒
﹁人一倍お転婆の私にとっては︑こうして手足を搦げられてしまったような生活がどんなに苦し
かったことか﹂
文子は獄中手記で︑こう振り返っている︒
﹁私は︑その後大人になって往来を歩いている時分︑着物が汚れるから止せ︑と叱り︑子供がな
おもその遊びに執着して止さないと︑泣き叫ぶ子供を引っぱってゆくのを見たことがあるが︑そ

何でそんな無理をなさるのです︒あなたは一体︑子供が大切なのですか︑着物が大切なの

うした光景を見る度に私は叫び出したくなるのを覚えた︒

︱

大人は自分の見栄や骨惜しみのために子供を犠牲にしています︒大人は︑ことに母親は︑

ですか︒︿中略﹀

︱
子供を危険から護り︑子供の天分をのばしてやるのがその職分です︒子供の自由を奪い︑子供の
人格を奪うのは恐ろしい罪悪です︒子供を自由に遊ばせなさい︒自由の天地に遊ぶことは自然が

と﹂

子供に与えた唯一の特権です︒そうされてこそ︑子供は伸び伸びと人間らしい人間にまで成長す

︱

るのです
獄中手記の冒頭には︑こんな一節もある︒
すべ

﹁私としては何よりも多く︑世の親たちにこれを読んでもらいたい︒いや︑親たちばかりではな
い︒社会をよくしようとしておられる教育家にも︑政治家にも︑社会思想家にも︑凡ての人に読

んでもらいたいと思うのである﹂
しつけ

実際︑文子の手記は︑自らの体験にもとづいた一種の教育論という性格が強い︒たとえば︑祖
母ムツの厳しい﹁躾﹂について︑こう述べている︒
﹁︿文子の過失に対する﹀刑罰の後で︑理が非でも私に謝らせ︑
﹃これからは決してこういうこと
は致しません﹄と誓わされるということである︒祖母たちは︑そうしなければ自分たちの威厳が
保たれないと考えるのであろうか︒それとも︑そうすれば私がよくなるとでも思うのだろうか︒

子供をして自分の行為の責任を自分のみに負わせよ︒自分の行為を他人に誓わせるな︒そ

が︑私は私のこの深刻なる体験から言いたい︒

︱

れは子供から責任感を奪うことだ︒卑屈にする事だ︒心にも行為にも裏と表とを教える事だ﹂
﹁祖母たちの子供の責め方は︑事実私を︑ねじけた嘘言いにさせた︒︿中略﹀私は︑ひたすらに
自分の過失を隠そうとするようになった﹂
家庭教育の重要性が説かれるようになったのは︑大正時代中期からである︒それまでは︑一部
の富裕層をのぞき︑子供は労働力と見なされ︑人格形成についてはほとんど無頓着だった︒日本
の資本主義がそれなりに発達し︑中産階級が育ってくるにつれ︑教育の場としての家庭のあり方
が論じられるようになったのだ︒
鈴木三重吉らが︑子供の情操教育の必要を説いて雑誌﹃赤い鳥﹄を創刊したのは︑文子が朝
鮮にいた大正七年 ︵一九一八︶だった ︵同誌には︑芥川龍之介の﹁蜘蛛の糸﹂や新美南吉の﹁ごん狐﹂︑
︒同じ時期︑
﹃家庭及学校﹄という保護者向けの
北原白秋の﹁かなりや﹂などの名作が掲載された︶
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教育雑誌が出ており︑
﹁規律を規律として規律々々と口やかましく言えば無理な要求となってか
えって悪い結果を見る﹂とか﹁児童が真に要求する活動の何であるかを察して︑それを満足さす
よう︑適当な手段︑境遇を供給する﹂ことが大事であるなど︑子供の自主性を重んじた教育論が
唱えられていたのである ︵広田照幸﹃日本人のしつけは衰退したか﹄︶
︒
文子は︑皇太子暗殺をはかった理由として︑
﹁私はすべての権力を否認し反逆して︑自分はも
とより人類の絶滅を期して︑その運動を計っていたのであります﹂と立松判事に供述したことは︑
すでに書いた︒﹁二歳か三歳の子供でも殺してよいと思うのか﹂と訊ねられた文子は︑明言を避
けつつ︑
﹁私は子供が大体︑嫌いであります﹂とのみ答えている︒
だが︑かつて自分が受けた虐待とでも言うべき体験をもとに︑世の親たちに︑教育者たちに
はぐく

切々と訴える文子からは︑
﹁人類の絶滅を期﹂する虚無的な反体制活動家としての姿は伺えない︒
幼き者を慈しみ︑彼らが親の愛と適切な育みのもとすくすく育ってくれることを望む文子のほう
が︑より彼女の本質を物語っているように感じられる︒

それが何歳の時であったのか︑文子は書いていない︒ただ︑﹁暑い夏のまさかり﹂だったとの
み記している︒前後の文脈からして︑十二歳くらいの頃ではなかったか︒
その夏︑文子は自殺をはかった︒
開業医に嫁いだムツの姪が︑赤子を連れて遊びに来た︒派手な衣装にネックレスや指輪をつけ︑
嫁ぎ先がいかに裕福かを吹聴する姪に︑文子は嫌悪感を抱いた︒その姪が︑別の地に住んでいる

知人を訪ねたいが︑赤子を背負っていくのは面倒だ︑と暗に文子を子守役として随行させたいと
ほのめかした︒
﹁行っておあげよ﹂とムツは珍しく猫なで声で促した︒さらに﹁いやならいやとはっきり言えば
いいんだよ﹂と言う︒文子は正直に﹁行かなくってもいいんなら︑行きたくない﹂と答えた︒す
るとムツの態度が豹変した︒
﹁少しやさしい言葉をかけてやれば︑図にのってすぐこれだ﹂と金切り声をあげ︑文子を縁側か
ら庭に突き落とし︑下駄でさんざんに蹴った︒さらに︑下男の高が使っていたお椀を文子の懐に
ねじこみ︑門の外に突き出した︒これ以上家には置けない︑乞食をせよ︑というわけである︒
ほうき

文子はしばらく︑道に突っ伏して泣いた︒謝るしかない︑と家に戻り︑縁側を雑巾で拭き始め
た︒するとムツは︑下男の高に縁側拭きを命じた︒庭掃除を始めると︑ムツは箒を奪い取った︒
夕食となったが︑文子だけ食事は与えられなかった︒何度謝っても︑祖母は受け付けず︑叔父夫
妻も︑姪もしらん顔だった︒文子は存在しない人間とされた︒
翌朝︑目を覚ますと︑叔母が文子の仕事である部屋掃除を始めていた︒昼食をはじめた一家の
前に行って﹁私が悪うございました﹂ともう一度謝ったが︑やはり無視された︒文子は自分の部
屋に戻り︑ぼんやりと壁にもたれていた︒一昨日の夜以来︑食事もとっていない︒全身がだるく︑
何も考えられなかった︒
ふと︑思った︒
﹁いっそ︑死んでしまおう﹂
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死ねば楽になる⁝⁝︒急に元気が出てきた︒文子は立ち上がり︑下着を新しいものに着替え︑
外に飛び出した︒まず線路に向かった︒踏切近くの土手のくさむらに潜んで列車を待った︒なか

クムガン

なか来ない︒十二時半に急行が通過するはずなんだけど⁝⁝もう︑通過したのかな︒
﹁どうしよう⁝⁝﹂
そうだ︑川に飛び込もう︒芙江を貫いて流れる錦江︒あそこなら⁝⁝︒文子は走った︒こうと
コーリャン

決めたら︑頭脳も身体もフル回転させ目的に向かって突っ走るのが文子だ︒土手から駆け出し︑
高台にある岩下家から見えぬように︑並木や︑背丈ほどにも伸びた高 梁 の畑に隠れるようにして︑
日本人が白川と呼ぶ錦江のほとりへと出た︒
そび

錦江は︑川幅が一キロにも及ぶ大河だ︒対岸に︑フタコブラクダの背中のように山頂が二つ並
んだ芙蓉峰が聳えている︒町外れで人影はない︒文子は安堵した︒目的を達せそうだと思うと急
に空腹と疲労に襲われ︑河原に倒れ伏した︒夏の日差しを浴びた河原の石は焼け付くように熱か
ったが︑疲れ切った身体は何も感じなかった︒
動悸がおさまるのを待って︑文子は立ち上がった︒腰巻きをはずして河原の石を拾って包み︑
胴に巻き付けた︒あとは水に入るだけだ︒水辺まで歩いた︒川の水面は︑深い緑色で︑底が見え
ない︒文子の背も届かぬくらいの深い渊なのだろう︒ここでなら死ねる⁝⁝︒ゆっくりと渊へと
せみ

歩いた︒足が震えた︒
その時︑頭上で蝉が鳴き出した︒文子は我に返った︒
﹁私は今一度あたりを見回した﹂

文子はその時の模様をこう手記に綴っている︒
0

0

﹁何と美しい自然であろう︒私は今一度︑耳をすました︒何という平和な静けさだろう﹂
さ さい

朝鮮に来て以来︑辛いことばかりだった︒慕ってくれたたみちゃんは死んだ︒学校での友達づ
きあいも︑飛び跳ねて遊ぶことも禁じられ︑些細な過失をひどく責められた︒そんな彼女が朝鮮
で見いだした︑ただひとつの楽しみは︑ひとり︑自然の中へと入っていくことだった︒
おみなえし

き きよう

岩下家が所有する山には栗林があった︒文子は︑栗を拾いにいくという名目で︑幾度となく山
に登った︒唱歌を歌いながら︑青空の下︑頂上に着くと︑黄色い女郎花や紫の桔 梗 ︑萩などの
花が咲き乱れている︒西北の方角を見下ろすと︑芙江の街並みが一望できた︒憲兵隊の庭で︑カ
ーキ色の軍服に身を包んだ日本人憲兵が朝鮮人犯罪者を鞭打っている︒当時︑朝鮮半島の治安維
持にあたっていたのは警察ではなく︑日本軍であった︒着物をはがれた朝鮮人が︑さらした尻を
鞭打たれている風景は﹁あまり︑気持ちのいいものではない﹂︒南に眼を移すと﹁格好のいい芙
さら

蓉峰が遥か彼方に聳えている︒その裾をめぐって東から西へと︑秋の太陽の光線を反射させて銀
色に光る白川 ︿錦江﹀が︑白絹を晒したようにゆったりと流れている﹂
︒

せみ

その光景をみるたびに︑文子は﹁自分がほんとに生まれて生きている﹂実感を味わってきた︒
いま︑文子はその自然のただなかにいる︒
﹁ああ︑もうお別れだ！ 山にも︑木にも︑石にも︑花にも︑動物にも︑この蝉の声にも︑一切
のものに⁝⁝﹂
悲しみがこみあげてきた︒
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﹁私がもしここで死んだならば︑祖母たちは私を何と言うだろう︒母や世間の人々に︑私が何の
ために死んだと言うだろう︒どんな嘘を言われても︑私はもう﹃そうではありません﹄と言いひ
らきをする事は出来ない︒
そう思うと私はもう﹃死んではならぬ﹄とさえ考えるようになった︒そうだ︑私と同じように
苦しめられている人々と一緒に︑苦しめている人々に復讐をしてやらねばならぬ︒そうだ︑死ん
たもと

ではならない﹂

憂鬱な黒い光が

︱

輝いていた﹂

文子は︑袂や腰巻きから石ころを取り出して投げ捨て︑岩下の家へと歩き出した︒

︱

﹁私には一つの希望が
とげ

その時の心境を文子はこう回想する︒
﹁私はもう子供ではなかった︒うちに棘をもった小さな悪魔のようなものであった﹂
この時︑自殺を思いとどまったことで︑後年︑文子はささやかな復讐を遂げた︒およそ十年た
かえり

って文子が大逆罪で死刑判決を受けた直後︑朝鮮で発行されていた日本語新聞﹃京城日報﹄は︑
芙江の人々が﹁岩下は常に文子を虐待し︑何等文子を顧みなかった︒これが今回恐ろしい犯罪を
生む原因になったのだ﹂と非難したと報じている ︵大正十五年三月二十六日付︶
︒岩下家の人々は
芙江から去らざるを得なかった︒
とはいえ︑朝鮮での辛い体験が︑やがて文子を﹁人類の絶滅﹂を願うニヒリストに仕立てたと
するのは︑やや短絡的に過ぎる︒
﹁知識欲が︑猛然として私のうちに湧き上がってきた︒一切の知識をだ﹂

自殺未遂直後の心境を︑文子はこう振り返っている︒
﹁世の中の人はどういうふうに生きているのか︒世の中には一体︑どんなことが行われているの
か︒ただ人間の世の中の事ばかりではない︒虫や獣物の世界に︑草や木の世界に︑星や月の世界
に︑一口に言えばこの大きな大自然の中に︑どんな事が行われているのか﹂
世界を知りたい⁝⁝︒復讐というネガティブな怨念を︑向上心へと結びつけるのが文子の美質
である︒彼女は︑世の中には自分を苦しめる人間がいる一方で︑助けてくれたり︑優しく気を遣
ってくれる人間もまた存在することを︑文子は知っている︒
自殺をはかる直前︑ムツから茶碗ひとつを与えられて家から突き出され︑空腹を抱えてさまよ
っていた文子は︑いつしか朝鮮人の集落に来ていた︒集落の共同井戸で青菜を洗っていた一人の
朝鮮人主婦が︑文子の顔を見て言った︒
﹁また︑おばあさんに叱られたのですか？﹂
無言で頷く文子に︑主婦は︑かわいそうに︑とつぶやき︑
﹁うちに遊びに来ませんか﹂と誘っ
た︒同じ くら いの 年の 娘もい ると いう︒文子は︑あり がとう ご ざい ま す︑と 主 婦の 後 をつ いて
歩いた︒家の前まで来た時︑主婦が訊ねた︒
﹁もう︑お昼御飯はいただきましたか？﹂
︒朝から何
も食べてないと告げた文子に︑主婦は︑かわいそうにと繰り返して言った︒
﹁麦御飯でよければ︑
おあがりになりませんか？﹂
文子は︑ムツに叱られることを恐れて辞退しつつ︑声をあげて泣いた︒
﹁朝鮮にいた永い永い七年間を通じて︑この時ほど私が︑人間の愛というものに感動したことは
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なかった︒
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

私は︑心の中で感謝した﹂
世の中にはいい人もいる︑という当たり前すぎる事実は︑打ちひしがれ︑乾ききった文子の心
に垂らされた一滴の慈雨だった︒

文子が二年の高等科の課程を終え︑小学校を卒業したのは大正六年 ︵一九一七︶年︑満年齢で
せつかん

十三歳の春であった︒それからさらに二年の歳月を︑文子は朝鮮で過ごしている︒その間︑獄中
手記を読む限り︑ひどい折檻を受けたという記述はない︒自殺を思いとどまった時から︑小さか
らぬ変化が文子の内面に起こっていたのである︒
ひとつは知識欲だ︒卒業する前だが︑文子は学校で同級生が読んでいた﹃少年世界﹄を借りた︒
いわ や さざなみ

﹃少年世界﹄は︑当時出版界最大手の博文館が明治二十八年 ︵一八九五︶に創刊した︑十代前半
の少年向け総合雑誌である︒珍しい外国の風景を写した写真が口絵を飾り︑巌谷小波ら名前だけ
は耳にしたことのある有名な作家たちが書いた︑様々な国や時代を舞台にした物語に︑空想を書

そう願い始めた文子の欲求を満たすにふさわしい雑誌だった︒﹁何から

き立てる挿絵が添えられている︒

︱

﹁世界を知りたい﹂

何まで一つとして面白くないものはなかった﹂︒授業がすべて終わってからも教室に居残って読
み︑学校の帰りにも本を開いたまま歩いて帰った︒
以来︑文子は友人たちから雑誌や本を借りて読むようになった︒だが︑至福の時間は卒業とと

もに消えた︒
﹁後嗣ぎから女中に貶された﹂文子は︑部屋を追い出され︑物置小屋に住むことになった︒床に
古畳を敷いただけの︑暗いじめじめした部屋で︑バケツや漬け物桶や瓶が所狭しと並んでいた︒
陰湿な狭い空間で︑文子は一日中雑事をさせられた︒
かつ

近所の女性が︑読みふるしの婦人雑誌を持ってきてくれたが︑﹁仕事がそっちのけになって困
る﹂と︑祖母に取り上げられた︒それでも文子は︑こっそり新聞紙を読んで飢えた知識欲を満た
そうとした︒叔父の部屋に忍び入って本箱をあさってみたが︑数冊しか入っていない︒そのうち
いじ

一冊はアンデルセンの童話だった︒部屋の飾りとして置いてあるだけなのだ︒
文子は朝鮮での生活を﹁愛されないで苛められたが故に私はひねくれた﹂と総括する︒
﹁家に
いるときには物一つ言うにも用心しいしい私は言った︒︿中略﹀まず︑祖母や叔母の気持ちを察
した︒そしてそれに抵触しないように心配しいしい物を言った︒いや︑ただに言葉の上の事ばか
りではなく︑一切の行為そのものがそうであった︒そしてそのために私は︑つい嘘も言い︑︿中
略﹀最後にはとうとう︑盗みまでするようになった﹂

文子は︑自らを﹁徹底的に真実と率直と正義とを求める﹂性分だと語っているように︑厳しい
までのモラリストであり︑それは生涯変わらなかった︒そういう彼女にとって︑以下に述べる行
たわ

0

0

0

0

為は許し難いものであったかもしれないが︑彼女の生きた軌跡を第三者的に見ることのできる者
には︑祖母や叔母たちの理不尽な仕打ちは︑文子の性根を撓めたというよりは︑よりしたたかに
鍛えた側面があったのではないかと感じられる︒
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文子が市場で買い物をして帰ってくると︑祖母は釣り銭を確かめて︑
﹁高すぎる﹂と文句を言
った︒値切れ︑というわけである︒文子は値切れるだけ値切るようにがんばった︒だが︑﹁これ
は安い﹂とほめられることは少ない︒そこで文子は︑密かに銅貨を幾つか盗んでから買い物に出
た︒帰ってきてから︑それを釣り銭に混ぜて差し出すと︑祖母は笑顔になった︒
すく

もっとも︑この手が何度も使えるわけではない︒そこで文子は︑庭にあった米倉に忍び入り︑
箱に入れてあった米を掬って持ち出した︒米の表面には︑盗まれないよう︑﹁寿﹂の文字が書か
れていたが︑文子はあらかじめ祖母と同じ文字が書けるよう稽古していた︒掬った後はきれいに
ならして﹁寿﹂の文字を書いておいた︒
文子は︑五升 ︵約九リットル︶の米が入った袋を背負い︑日本人や朝鮮人でごったかえす市場
へと向かった︒米が取り引きされる一角に行ってみた︒だが︑そこで売り買いされている米は俵
単位だ︒寒空の下︑重そうな米俵をかついだ男たちが行き来している︒五升ぽっちの米なんて相
手にされそうにない︒
どうしよう⁝⁝︒せわしなく傍らを通り過ぎていく大人の群れのなかで︑文子は途方にくれた︒
時間だけが過ぎていく︒早く帰らなければまた祖母に叱られる︒近所の人に見つかって告げ口さ
れたらおしまいだ⁝⁝︒
とうとう文子は︑知り合いの朝鮮人女性が経営する飲食店に飛び込んだ︒夢中で︑
﹁買ってく
ださい⁝⁝いくらでもいいんです﹂と頭を下げた︒幸い︑朝鮮人女性は快く買ってくれた︒差し
出されたお金を受け取ると︑数えもせずに店を飛び出した︒文子が十四歳の冬であった︒

あさ ま

0

0

﹁何という浅間しさであろう︒︿中略﹀祖母の機嫌を取るために︑幾度か私はこれを繰り返した︒
次第に図々しくなってゆく自分の心に恐れを懐きながら⁝⁝﹂
文子は手記でこう振り返り︑自分に﹁ああした汚点を浸み込ませた﹂祖母の﹁けちと因業﹂を
呪った︒
後年︑朴烈とともに社会運動を始めた文子は︑資金集めに手腕を発揮する︒後に詳述するが︑
反体制的な朝鮮人に好意から資金を提供してくれる者などいない︒いきおい︑かなり強引な方法
で集めるしかない︒盗み出した米袋を背負って市場で立ちつくしていた少女は︑数年後にはそれ
だけのしたたかさを身につけることになるのだ︒

地獄との決別は︑唐突にやってきた︒
たいでん

大正八年︵一九一九︶
︑文子が十五歳になった春︑不意に祖母ムツが文子を部屋に呼んで言った︒
﹁明日ちょっと用があって太田まで行って来ようと思ってるんだが⁝⁝﹂
お前ももうお年頃だから︑よそゆきの着物の一枚くらいは持ってなけりゃならん︒行ったつい
でに着物を買ってきてあげる︒
豪奢な着物で釣っておいて養子に迎えておきながら︑いざ朝鮮に来てみればまったく約束を果
たさなかった祖母が︑どういう風の吹き回しだろう︒いぶかしがる文子にムツは重ねて言った︒
﹁どうだい？ お前の貯金を下げてきては﹂
文子が金子家からもらった餞別は︑郵便局に預けてあったのだ︒結局︑私が出すのか⁝⁝︒ど
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0

0

こまでけちなんだろうと文子は呆れた︒突っぱねたかったが︑無用に怒らせても厄介だ︒郵便局
でお金をおろしてきた︒
翌日︑祖母が買ってきたのは︑
﹁三十六︑七の女でも着るような﹂地味な格子柄の黒っぽい銘
仙だった︒がっかりしたが︑それにしてもなぜ︑急に着物を仕立ててやると言い出したのだろう︒
やがて理由が分かった︒数日後︑叔父の敬三郎が文子に告げた︒
﹁お前も長らくうちにいたが︑学校も高等をすましたし︑もうやがて結婚でもしなければならぬ
年頃でもあるしするから︑山梨の方へ帰るがいい︒ちょうどおばあさんも明日︑広島の方へお発
ちだから一緒に連れて行ってもらうがいい﹂
祖母は︑広島の実家から結婚式に呼ばれていた︒これを機会に文子を日本に帰してしまおう︒
これ以上家に置いても︑嫁入りさせるために無駄金がかかるだけだ︒とはいえ︑かなり見栄を張
った手前︑汚いかっこうで金子家に帰すわけにはいかない︒祖母らしい虚栄心だった︒
翌日︑文子は芙江を発った︒
﹁足掛け七年も住んだ土地に別れるのだというのに︑私には涙一滴もこぼれなかった﹂
文子は︑獄中手記における長い朝鮮時代をこう結んでいる︒だが︑この手記からは︑文子の精
神に大きな影響を与えたとされる大事件についての記述が抜け落ちている︒
﹁三・一万歳事件﹂
である︒

その年の二月︑京城 ︵現︑ソウル︶の宗教指導者三十三人が︑朝鮮の﹁独立宣言書﹂を起草し︑

二万枚を印刷して朝鮮半島各地に配布した︒彼らは三月一日︑京城市内のパゴダ公園で独立宣言
を読み上げる手はずだったが︑事前に発覚し︑逮捕される︒だが︑当日集まった数千人の学生た
ちは﹁独立万歳﹂を叫びながら市内を練り歩き︑多くの市民が合流した︒
マンセー

運動はたちまち朝鮮半島全土に拡がった︒主要都市で︑同様の﹁独立宣言書﹂が読み上げられ︑
ひとびとは﹁万歳﹂と叫びながらデモ行進を行った︒日本政府の出先機関である朝鮮総督府は当
初︑
﹁なるべく穏和的手段により︑武器の使用のごときは絶対にこれを制限﹂し︑
﹁真にやむを得
ざる場合﹂のみ銃火器を使用するよう指令した︒だが︑状況は悪化する一方だった︒
やがて朝鮮人﹁暴民﹂が︑各地の憲兵隊分遣所を襲撃するようになった ︵すでに述べたように︑
︒異国の地
当時の朝鮮半島の治安を担っていたのは︑警察ではなく日本の軍隊︑とくに憲兵隊だった︶
に駐屯する軍隊は︑常に現地住民の敵意という恐怖にさらされている︒自爆テロの恐怖から︑す
べてのイラク人がテロリストに見えたアメリカ軍兵士 ︵および傭兵たち︶が数々の悲惨な事件を
チユアム リ

ファソン

起こしたように︑日本軍による﹁残虐行為﹂が報告されるようになる︒
京城の南方にある堤岩里 ︵現︑華城市︶で︑日本軍が住民数十人を教会堂に閉じこめて銃撃し
た上で火を放って殺害する事件が起こった︒また︑
﹁大韓婦人会﹂の名で印刷されたビラには︑
日本兵たちが多くの朝鮮人女性の﹁純潔﹂を犯し︑
﹁衣類を剥ぎ取り︑街路を裸体のまま行進﹂
させたと訴えている︒日本兵が集落に火を放ったという外国人宣教師の報告もある︒
三・一万歳事件が起こった当時︑文子が朝鮮半島にいたことは間違いない︒後に彼女はこう立
松判事に述べている︒
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﹁私は大正八年中朝鮮にいて︑朝鮮の独立騒擾の光景を目撃して︑私すら権力への叛逆的気分が
のろし

起こり︑朝鮮の方のなさる独立運動を思う時︑他人の事とは思い得ぬ程の感激が湧きます﹂
チェ

芙江では︑町を取り囲む山々に﹁暴民﹂たちが集まり︑夜な夜な烽火をあげて﹁万歳﹂と叫ん
だ︒芙江に住んでいた当時十四歳の崔という一朝鮮人はこんな回想を残している︒
﹁町で万歳︑万歳の声がきこえると長い剣をさした憲兵が馬に乗ってやってくる︒みんな黙って
しまう︒向こうの方で万歳の声が聞こえるので︑憲兵はとんでいく︒そのあいだに︑また万歳を
やる︑というふうだった︒わたしの家は農家で︑隣の部落もやったから︑こちらの部落でもやら
なきゃと︑夜︑山にのぼってたいまつに火をつけて︑わたしも万歳万歳とやったよ︒もっと小さ
い子もいたな︒そんなことが四︑五晩もつづいた﹂
0

0

0

芙江では︑日本側が朝鮮人を殺傷する事態は起こらなかったが︑
﹁隣の部落では︑三人の人が︑
0

おまわりの鉄砲の先につけた剣で刺された﹂と崔は語っている︒
岩下家の人々をはじめ︑芙江在住の日本人たちは︑闇夜にあかあかと輝く烽火に囲まれ︑息を
潜めていたに違いない︒下男の高をはじめとする朝鮮人に対しても︑これまでのように見下した
態度はとれなかっただろう︒彼らは初めて︑朝鮮の人々が抱く自分たちへの敵愾心を眼の当たり
にし︑怯えていたはずだ︒それは︑文子の眼には痛快に映ったことだろう︒
文子は︑朝鮮を去ったのは﹁十六の春﹂だったと獄中手記に記している︒彼女自身は生まれた
年を一九〇四年と認識していたから︑数え年で十六歳というと︑一九一九年 ︵大正八年︶にあた
る︒まさに︑騒擾の真っ最中に日本に帰国したことになる︒芙江から釜山までの道中︑どんな光

たむろ

景を彼女が眼にしたかは分からないが︑そこかしこに武装した兵士たちが屯 する様は︑﹁叛逆﹂
がもたらす祝祭に似た非日常的空間を創り出していたはずだ︒

こうして文子が︑苦渋に満ちた歳月を送った朝鮮を離れようとしていた時︑京城では︑一人の

後の朴烈である︒

痩せて小柄な青年が︑檄文を印刷したビラを懐に︑市内を警備する日本軍の眼を避けるようにし
て歩いていた︒

︱
パクジユンシク

京城高等普通学校に通う十七歳の朴 準 植

日本語中心の授業に反抗的気分を募らせ︑学校で禁じられていた社会問題についての講演会を
聴きに行っていた朴は︑四〜五人の同志とともに朝鮮独立を訴えるビラを作り︑市内各所にばら
まいていた︒
後に朴は︑立松判事にこう語っている︒
﹁しかるに俺は︑三月一日の騒擾事件の際︑引っ張られた ︿検挙された﹀友人から︑警察では嫌
こより

疑者を逆さに吊し︑鼻に蒸気を通し︑舌を切り︑電気を通し︑婦人の陰毛を抜き︑子宮に蒸気を
通し︑または陰茎に紙縒を通したり等して拷問したという話を聞いて︑俺はつくづく取り締まり
厳重な朝鮮では永続的に独立運動に参加することはできぬ︑朝鮮で独立運動をして一度掴まった
らそれが最後であり︑繰り返して運動することができぬと考えたから︑俺はいよいよ朝鮮を出る
ことに決意した﹂
朴が朝鮮を離れて日本にやってくるのは︑同年十月︒文子が日本に帰国してから半年後である︒
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の

り

二人が出会うにまでには︑さらに三年近い歳月がかかる︒まだしばらくは︑文子の身の上に起こ
った数々のエピソードを語らねばならない︒
とう

文子が︑籐で編んだ手提げカバンに土産の朝鮮海苔をつめて︑山梨の金子家に﹁ただいま﹂と
帰ってきた風景を︑金子家のひとびとは後々まで鮮明に覚えていた︒七年前︑岩下ムツが持参し
た華やかな友禅に身を包んで旅立ったシンデレラが︑地味な着物でひとり戻ってきたのだ︒
﹁とうとう帰ってきました﹂
文子は身を縮めて頭をさげた︒
﹁かんにんしてください︒私がわるいんです﹂
だが︑金子家の人々は︑
﹁ずいぶんと大きくなったなあ﹂
﹁よく帰ってきた﹂と暖かく迎えてく
0

0

0

れた︒
﹁やっぱり︑ここがほんとうの家なのだ﹂と文子は嬉しかった︒
翌朝︑母きくのがやってきた︒眼に涙をためて文子の背中をさすったり︑腕のしもやけの跡に
見入って︑
﹁水仕事ばかりさせられたんだねえ﹂と涙をこぼした︒それから︑
﹁なぜ帰ってきたん
だい？﹂と問うた︒文子は黙って答えなかった︒きくのは真顔で︑
﹁おまえ︑なんだか変わった
ねえ︒盗みなんてしないでおくれよ﹂と言う︒文子は短く︑学校は高等小学校までしか通わせて
くれなかったこと︑岩下家の後嗣ぎとは認められなかったので帰されたことなどを短く答えた︒
きくのはそれ以上︑文子に聞きただそうとはせず︑いつの間にか嫁ぎ先への愚痴が始まってい
た︒きくのは︑文子が朝鮮に行く直前︑塩山近くにある商家の後妻になっていたが︑やがてそこ

から帰され︑続いて僧侶に嫁いだが︑そこも二月で飛び出してきた︒今は︑金子家の強いすすめ
0

0

0

で蚕糸仲買人の後妻となったが︑やはりうまくいってないらしい︒
その後も︑金子家に現れては愚痴をこぼすきくのに嫌気がさした文子は︑外をぶらぶらするこ
とが多くなった︒金子家でも︑祖父母と叔父夫婦との折り合いが悪かったらしく︑文子への歓迎

あたしって︑落ち着ける場所がないんだなあ⁝⁝︒

が一通りすんでしまうと︑互いに口もきかない間柄に戻った︒

︱

へこんでいると︑同い年くらいの娘たちが︑あ︑文ちゃんだ︑と寄ってきた︒小学校時代の遊
び仲間たちだった︒これから山にワラビを取りにゆくというので︑
﹁私もいく﹂とついていった︒
もとえい

木イチゴや山ウドの生い茂った谷川ぞいの森のなかで︑歌をうたったりお喋りしながら︑ワラビ
やゼンマイを摘んで帰ってくると︑祖母から﹁ワラビはおじいちゃんが嫌い﹂だから﹁元栄のと
こへでも持っていってやるがいい﹂と言われた︒
元栄は︑文子のいちばん若い叔父である︒十歳を出たばかりの頃に出家して︑今は恵林寺とい
うお寺にいる︒翌朝︑文子は風呂敷にワラビを包み︑恵林寺までトコトコと歩いた︒金子家のあ
る牧丘町から塩山にある恵林寺までは約十五キロ︒大人の足でも歩いて三時間以上はかかる︒着
いたときは︑すでに昼近くだった︒
﹁文ちゃんか︑よう来た﹂
元栄は︑寺門の脇にある望月庵という小さな僧坊に住んでいた︒前の管長が隠居所として建て
た庵を︑元栄が引き継いだのだ︒
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当時︑数え年で二十三歳の元栄は︑尼僧と見まがうばかりの︑色白の美男だった︒金子家の裏
手にある円光寺の住職の娘である千代と恋仲だということは︑文子も知っていた︒
む そうこく し

元栄がワラビを台所で料理している間︑文子は恵林寺の境内を散歩した︒武田信玄の菩提寺で
めいさつ

もある恵林寺は︑十四世紀に名僧・夢窓国師が開いたとされる︒夢窓国師は︑京都の西芳寺 ︵苔
寺︶や天龍寺︑鎌倉の瑞泉寺などの名刹の庭を造営したことでも知られている︒本堂の裏手には︑
かれさんすい

夢窓国師が築造したとされる庭園が広がっていた︒池泉回遊式庭園と呼ばれる︑上段は石や砂で
水の流れを表現する枯山水︑下段は﹁心﹂の字をかたどった心字池を配する様式で︑いわば庭と
いう空間に大自然を凝縮させているのだ︒
四月の青空の下︑きれいに手入れされた庭園の緑の樹木に囲まれた静寂の中で︑文子は心が安
らいでいくのを感じた︒
﹁私は今や︑何も考えていなかった︒くしゃくしゃする何事もきかされねば︑苦しい圧迫を何も
のからも受けてはいなかった︒初めて私が安息を得られたような気がした﹂
それは︑朝鮮にいた頃︑岩下家の裏山にひとり登った時に味わったのと同じ感覚だった︒

文子は犬を抱きしめた︒

元栄の庵に戻ると︑庭に子犬がいた︒
﹁この犬︑叔父さんが飼ってるの？﹂と台所で作業をす
る元栄に訊ねると︑エスという名前だと教えてくれた︒エス︑おいで！

朝鮮で岩下家が飼っていた犬を思い出した︒祖母に叱られて家から追い出されるたびに︑文子は
尾を振ってすりよってくるその犬を抱きしめて泣いた︒
﹁エス︑おまえは幸せかい？﹂

ささや

そう囁きかけると︑エスは無心で文子の頬を舐める︒
お昼ができたよ︑という元栄の声に︑部屋に入ると︑卵で閉じて煮付けたワラビが︑御飯と一
緒に湯気をたてていた︒温かい昼食をすませると︑若い僧侶が三人︑庵を訪ねてきた︒文子は︑
すぐに彼らと仲良くなり︑
﹁自分でも恥ずかしくなったほど﹂おしゃべりし︑カルタをして遊ん
だ︒
﹁まるでお正月かなんかのような気分﹂だった︒元栄は︑にこにこしながら︑無邪気にはし
ゃぐ姪を見つめている︒
﹁なんとはなしに私は︑この叔父が︑私の今まで接してきた人々のうちで︑一番高尚な人のよう
に思えた﹂
やっと安住の地ができた⁝⁝︒だが︑その文子の思いは長くは続かなかった︒

めあわ

﹁私が朝鮮から帰ったということを知って︑私の実父は私を訪ねてまいり︑私にも他の親類にも

0

0

0

一言の相談もせずして︑事実上︑私の叔父であり戸籍上の兄である元栄に私を妻すことを同人と
約束してしまったのであります﹂
堅い面差しで語る文子の言葉に︑予審判事・立松懐清は︑元栄は︑文子の母であるきくのの弟
だが︑戸籍上は文子の兄にあたる︑と頭のなかで整理した︒
﹁父とその約束をした元栄は︑真実私と結婚する意思を持っていませんでした﹂
文子はいったん口を噤み︑唇を歪め︑こみあげる怒りを侮蔑の面差しで表現してから︑こう言
った︒

102
103

第一章・無籍の子

さえぎ

﹁処女性を弄ぶことを考えていた以外なにものもなかったのであります﹂
処女性⁝⁝︒
誰の？
聞きただそうとする立松を遮るように︑文子は︑声音だけは淡々と続けた︒
﹁当時︑元栄には別に愛人がありながら︑同人は私の処女性を破った上︑私の父に対し︑私がお
転婆であるがために寺に向かないこと︑他の男から私に宛てて手紙が来た等のことを口実に破談
を申し込んできました﹂

朝鮮での辛い生活を終え︑日本に帰ってきた文子は︑すでに﹁おんなのからだ﹂になっていた︒
文子にその自覚はなくとも︑周囲はそういう眼で文子を見た︒
﹁肉体のゆたかな早熟の女﹂
︒後に
新聞にこう書かれる文子の︑数少なくはない異性関係の経歴が始まろうとしていたのだ︒
その頃︑文子の実父である佐伯文一は︑きくのの妹たかのとともに浜松に住んで︑地元新聞の
記者をしていた︒記者といっても︑取材と称して誰かの弱みを握り︑お金をゆすりとる︑いわゆ
る﹁新聞ゴロ﹂であった︒
久しぶりに対面した父について︑文子はこう書いている︒
﹁父はやはり︑久しぶりで会った私になんらかの愛着を感じているようであった︒そのうえ︑今
なお父の権威を私に感じているらしかった﹂
自分と母親を捨てて逃げたくせに⁝⁝︒文子は︑保護者然と振る舞う文一に︑うすっぺらなプ

肩車して銭湯に連れて行ってくれたのも︑看病してく

ライドだけを感じ︑軽蔑するしかなかった︒

︱

文子が三歳だった頃の優しかった父

れたのも︑純粋な愛情からだったのだろうか︒父親としての権威を保ちたい一心だったんじゃな
いか？ あなたが保護者であり︑私は庇護を受ける弱い立場だと思い知らせるために︒床屋が私
の髪を切ったり眉を剃る時︑いちいち指図したのは︑私を少しでもきれいにしたいからじゃなく
て︑自分のほうがよっぽど髪や顔の整え方を知ってると見せつけたかったからじゃないの？ そ
の証拠に︑本当に私が困っている時︑本当に私が愛情を欲しかった時︑あなたは逃げていただけ
じゃない⁝⁝︒
朝鮮での辛い生活︑そして肉体と精神の成長は︑父親を︑あまたの欠陥を持つ一人の男として︑
客観的に︑あるいは意地悪く見つめる視線を文子に与えていた︒
その文一が︑恵林寺の元栄のもとに案内しろ︑と言い出した︒
﹁久しぶりでしたねえ﹂
出迎えた元栄は︑文一の顔を見るなり︑懐かしそうに微笑んだ︒元栄は十六歳の頃︑寺を飛び
おき つ

出したことがあった︒性に目覚め︑禁欲的な僧侶生活が耐えられなかったのである︒ちょうど文
一は︑きくのとともに駆け落ちして静岡県の興津 ︵現︑静岡市清水区︶に住んでいたので︑頼っ
ていったのだ︒結局︑実家の人々に探し出され︑連れ戻される︒
酒が出され︑文一と元栄はしばらく昔話や近況に花を咲かせていたが︑ふと文一は﹁折り入っ
て話したいことがあるんだが﹂と真顔になった︒
﹁別室を貸してもらえないかね﹂
︒元栄はうなず
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き︑文一とともに他の部屋に移った︒文子は仕方なく︑独り黙って料理を口に運んだ︒
やがて元栄とともに戻ってきた文一は︑今度は文子に向かって言った︒
﹁今まで︑お前には何もしてやらなかった︒わしはそれを何とも思っていなかったのではないが︑
今までのところどうにもしようがなかったんだ︒だが︑今はわしにも多少のゆとりが出来た︒今
ではわしは浜松では相当に知られている︒今までの罪滅ぼしのつもりで︑お前をつれて行こうと
思うんだ﹂
自分の家に引き取るというのである︒好きになれない父親だが︑かといって山梨の金子家も居
心地がよくない︒浜松だったらここよりは都会だから面白いこともあるのではないか︒文子は深
く考えないまま承諾した︒
文子が︑文一と元栄が別室でかわした相談の内容を知ったのは︑浜松に着いてからだった︒下
垂 町 七 十 番 地 ︵ 現︑浜 松 市 中 区 尾 張 町 ︶と い う 場 所 の︑﹁ 通 り か ら 少 し 引 っ 込 ん だ ﹂と こ ろ に あ
る﹁二十円くらいの家賃をとられそうな小じんまりとした借家﹂に︑文一は︑文子の叔母たかの︑
そして弟の賢俊と暮らしていた︒
夕食を済ませると︑汽車旅に疲れた文子はすぐ布団に入った︒ふと夜中に目を覚ますと︑隣の
部屋で父と叔母の話し声が聞こえてくる︒
﹁文子はしょっちゅう元栄のところに遊びに行くということだ﹂
自分の名が出たので聞き耳をたてていると︑父はこう続けた︒

て

﹁わしの見るところ︑あいつ元栄に惚れているに違いないんだよ﹂

ほ

文子の身体に電流が走った︒顔が火照ってきた︒そうかしら⁝⁝︒自問自答したが︑よく分か
らない︒恋など経験したことがないからだ︒だから︑文一が勝手に元栄と文子の婚約を決めたと
聞いても︑
﹁何も感じなかった﹂と回想している︒
﹁そこで俺は︑単刀直入︑一気に元栄に相談をもちかけてみたんだ︒どうだ︑お前︑文子をお前
の嫁に貰わないかとね︒すると元栄は一も二もなくそれを承知したよ﹂
あたしが元栄叔父さんのお嫁さんに⁝⁝︒戸惑いつつ︑再び睡魔が襲ってきて︑文子は眠りに
ついた︒
翌日から︑花嫁修業が始まった︒近所の女学校に通わされた︒いわゆる裁縫女学校で︑針仕事
など家庭の主婦としての技術を身につけさせるための学校だった︒申し訳程度に授業もあったが︑
文子には物足りなかった︒文子が部屋で本を読んでいると︑文一はやかましく﹁叔母さんの手伝
いをしないか﹂と叱った︒家事を覚えさせようという意図もあったのだろうが︑文子には︑文一
が叔母たかのの前で権威ある父親を演じようとしているとしか見えなかった︒
文 一 は 近 所 か ら 一 目 置 か れ て い る と 自 称 し て い た が︑
﹁新聞ゴロ﹂として周囲の人々から敬遠
されてるだけだということも分かってきた︒父の文机には原稿用紙や二︑三の法律書がそれらし
く置いてあったが︑本棚には俗っぽい講談本しかない︒忍者や武士の勇壮な活躍を語った講談の
速記録で︑当時人気を博していた︵ちなみに︑現在の講談社は講談本が当たって大手出版社になった︶
︒
インテリの読み物ではない︒たかのに言わせると︑
﹁お父さんは類のない怠け者だから﹂
︑暮らし
向きは結構苦しいとのことだった︒
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うやうや

家の床の間には︑文一の実家である佐伯家の系図が︑三宝に乗せて 恭 しく床の間に安置され
ふささき

ていた︒毎朝︑家族揃ってその系図に拝礼するのが慣わしだった︒文一によれば︑佐伯家は平安
時代の太政大臣・藤原房前の後裔であるとのこと︒だからなんだというのだ︒文子はまたも反発
と軽蔑を覚えるだけだった︒だいたい父は私を︑その由緒正しい佐伯家の籍に入れてくれなかっ
たではないか︒そのために私がどれだけ苦労したと思っているのだろう⁝⁝︒
十五歳の文子は思春期のただなかにあった︒自立を求める精神が反抗的な態度となって現れた︒
反抗心はすでに朝鮮にいた頃から芽生えていたが︑過酷な岩下家では押さえ込まれていたそれが︑
日本に帰ってタガが緩んだ環境のなかで顕著になっていったのだ︒日増しに募るばかりの父への
反発が︑自分が婚約中の身であることを︑文子に忘れさせていた︒

だが︑﹁お嫁に行く﹂ということが︑文子の肉体にとっていかなる具体性を持っているかを︑
否応なしに思い知らされる出来事が起こった︒
夏休みが始まった七月の中旬︑文子は山梨の金子家に帰省することとなった︒塩山の駅で降り
たのは昼過ぎだった︒ひどい土砂降りだった︒あいにく︑雨具の用意はない︒仕方なく︑近くに
ある母の嫁ぎ先で傘を借りようと︑雨の中を歩いた︒だが︑生垣ごしに覗き込むと︑母は義理の
娘たちと部屋で談笑している︒入る気が失せ︑駅に引き返した︒
駅舎が見えたとたん︑嘔吐を催した︒汽車に酔ったのと︑冷たい雨を浴びたせいである︒しば
らく吐いたあと︑ずぶぬれのまま待合室に入り︑ベンチにうつぶせになった︒

﹁文子さん︑どうしたんけえ﹂
頭上で声がする︒顔をあげると︑見覚えのある男が立っていた︒誰だろう︒記憶をたぐった︒
叔母にあたる人が︑塩山にある商家に嫁いでいた︒朝鮮から帰ったばかりの頃︑祖母に連れられ
て挨拶にいったことがあった︒たしか︑小松屋の叔母さんの弟にあたる人だ⁝⁝︒
男は︑仁丹をくれたり︑背や肩をさすってくれた︒だいぶ心地が落ち着いてきたので︑
﹁あり
0

0

がとうございます﹂と礼を言った︒雨もやんできた︒﹁そろそろ帰ります﹂と言うと︑男は﹁近
所で傘を借りてやるずら﹂と歩き出した︒
塩山は︑養蚕で栄えた町である︒線路に沿って歩くと︑やがて仲町と呼ばれる賑やかな盛り場

おかみ

に出た︒看板に踊る食堂︑料理といった文字と︑すたすたと歩いていく男の背中を見つめながら︑
次第に不安が募ってきた︒
やがて︑男はある小料理屋の暖簾をくぐった︒女将さんらしい女性と言葉をかわしているが︑
てん ぷ ら

文子には聞こえない︒やがて手招きされるまま︑男と一緒に二階の座敷にあがった︒﹁おなかが
どんぶり

減っているずらと思って︑天麩羅注文しといたで﹂と男は腰をすえて煙草をふかしはじめた︒
やがて天麩羅 丼 が二つ運ばれてきたが︑文子は箸をつける気にはなれなかった︒男は丼をた

けもの

いらげ︑楊枝で歯をつつきながら立ち上がり︑﹁雨がやんだようだな﹂と障子をあけた︒つられ
て文子が立ち上がり︑外を見たとたん︑男の態度が豹変した︒
﹁私はもう眼がくらくらと暗んでいた︒
ああ何という悪魔で彼はあったろう︒振り払い︑振り払い︑矢を負った獣物のように︑私は夢
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中になって狭い急な階段を駆けおりた﹂
文子はそう回想している︒ちなみにその男は︑小松屋の叔母さんの義弟ではなかった︒たまた
ま顔を合わせた近所の住人だった︒
あいかわらず金子家では叔父夫妻と祖父母の折り合いがわるく︑文子は恵林寺の元栄の僧坊に
入りびたった︒
文子はしばしば︑元栄の僧坊で円光寺の住職の娘・千代と鉢合わせした︒千代は︑元栄と恋仲
だった︒文子は二人の関係はとっくに承知していたし︑千代とも仲が良かった︒元栄と﹁婚約
中﹂の身にもかかわらず︑文子は元栄のことは相変わらず﹁何もかも知り合った友だち﹂くらい
にしか感じていなかったが︑塩山駅近くの小料理屋で味わったおぞましい体験により︑
﹁無理に
目覚めさせられた﹂後の文子は︑元栄と千代の関係を以前のように他人事として見ることはでき
なくなっていた︒
千代には縁談が持ち込まれていた︒親同士が決めた縁談を断る権利は︑彼女にはない︒千代は
苦しい胸のうちを元栄や文子に打ち明けた︒元栄は﹁どうすることもできない﹂と嘆くばかりだ
った︒そんな元栄のもとに︑いろいろな女性から手紙が来ていることを︑文子は知っていた︒元
栄は自慢するように︑女からの手紙を文子に読み聞かせた︒すでに元栄は︑千代のことなど飽き
ている⁝⁝︒文子はそう解釈した︒
しばらくして︑千代は結婚した︒その当日︑円光寺を訪ねると︑千代は文子に抱きついて涙を
こぼした︒だが︑半月ほどたって元栄のもとに千代から送られてきた手紙には︑嫁ぎ先は大きな

医院で︑女中や書生から﹁奥様﹂と呼ばれ︑裕福な暮らしに満足しているようであった︒元栄は
その手紙を文子に読ませ︑
﹁人を馬鹿にしてやがらあ﹂と苦笑した︒
そんな二人の様子を見ても︑別に腹は立たなかった︒そんなものか︑と思うばかりだった︒だ
が一方で︑文子の心のうちには︑今まで味わったことのない感情が芽生えはじめていた︒
﹁心のどこかしらに充たされない寂しさがあった︒それが何であるのか解らないながらも︑しか
も何かしら求めたい気持が私のうちに絶えず燃えているのであった﹂

文子の人生は︑常に急展開である︒彼女の﹁初恋﹂は︑その年の八月の末に始まった︒朝鮮か
ら帰国して半年もたっていない︒
その日︑文子は祖母や叔父に連れられて︑塩山の活動写真館にいた︒当時はまだ無声映画で︑
弁士がスクリーンの脇に立ち︑めりはりの効いた名調子で物語を説明したり︑男の声と女の声を
巧みに使い分けて台詞の掛け合いを一人でやっていた︒地方に住む人々にとって︑映画は東京
さ じき

などの都会や外国の風景を眼にする数少ない機会であった︒その日の映画館もひどく混んでいて︑
祖母と叔父は桟敷の隅っこに座ることができたが︑文子はひとり後ろのほうで立って︑つま先を
こんがすり

あげて小柄な体をせいいっぱい伸ばしながら見ていた︒
ふと︑紺 絣 の着物に学生帽をかぶった青年が声をかけてきた︒
くし

﹁これ︑あなたのではありませんか﹂
手に櫛を持っている︒いいえ︑と答えたが︑青年は︑その後もなれなれしく喋りかけてくる︒
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﹁私はその時分にこの青年の目的とするものを感づいていた︒が︑思いきってそれをはねとばす
ことが出来なかった︒何故なら︑私にもその頃何かしらわけのわからぬものへの憧れが渦巻いて
いたからだった﹂
青年が不意に文子の手を握りしめた︒文子は振り払いもせずにじっとしていた︒
﹁ 振り放すに
は余りに惜しいような気もしていた﹂からだ︒
せ がわ ひろし

青年は︑そのまま紙片を文子の手に握らせた︒文子は︑その紙片を懐にしまった︒映画館を出
るときにそっと取り出すと︑金縁に花模様をあしらった名刺に﹁瀬川 博 ﹂という青年の名と住
所が印刷されていた︒住所は東京の地名だった︒
夏休みが終わり︑文子は浜松に戻った︒数日後︑瀬川という青年に手紙を書いた︒返事はすぐ
に来た︒怪しげな英語を交えた気取った文面だった︒彼は︑中学校を四年でやめ︑東京の簿記学

︒

校に通っていることがわかった︒

︱

東京
明治以降の日本人にとって東京はたんなる首都ではない︒東京は﹁文明﹂の﹁一大機関﹂だっ
たと喝破したのは︑司馬遼太郎だった︒

街道をゆく

﹄︶

﹁明治後︑東京そのものが︑欧米の文明を受容する装置になった︒同時に下部︵地方や下級学

︱

校︶にそれを配るという配電盤の役割を果たした﹂︵﹃本郷界隈
メディア

文子のような地方在住の︑裕福ではない家庭に属する少年少女にとって︑文明は︑書籍や雑誌
という媒体を通じて受容されるものであった︒出版社のほとんどは東京にある︒
﹁世界を知りた

い﹂と渇望しながら満たされないでいる文子にとって︑東京で学ぶ瀬川は︑異性という以上の存
在だったのかもしれない︒
文子は文一に︑東京に行かせてくれ︑と頼み込んだが︑にべもなかった︒
﹁東京なんかに若い
女をそう手軽におっぽり出せると思うか﹂
﹁お前はどこへでも自由に飛び歩ける独りものとは違
うんだ﹂
﹁わしはお前を預かっているのだから︑わしの責任上そんなことは許されない﹂と説教
された︒幼い私を︑母とふたり︑放り出して逃げたのは誰なんだ⁝⁝︒

芽生え始めた異性愛︑父へ

文子は父に無断で裁縫女学校をやめてしまった︒父は激怒したが︑文子は決然と浜松を飛び出
して︑山梨の金子家へと帰った︒

︱

元栄に会いたかった︒胸のうちにわだかまるもやもやした感情

の怒り︑出口を求めてうごめく向上心︑そういうものをぶつけられる相手は彼しかいない⁝⁝︒
だが︑金子家の人々は︑文子が恵林寺へゆくことを禁じた︒叔父と姪である文子と元栄の婚約
に内心反対だったからだ︒文子は塩山の小松屋の叔母のもとに引き取られ︑またも地元の裁縫学

みち

校に通わされた︒
﹁一つの地獄を逃れて来て︑また他の地獄に押し込められたのである﹂と文子
は獄中手記に記す︒
﹁私はまだ一人前の人間ではなかったのだ︒私には自分の好きな途に進んでゆくに必要なお金が
ない︒私は私でない生活に縛りつけられねばならないのだ﹂

︒文子は考えた末︑県の女子師範学校に通おうと

文子は︑自立への道を探り始めた︒﹁もっと色々の本を読み︑もっと色々の事を知り︑そして

︱

私じしんの生命を伸びるだけ伸ばしたい﹂

112
113

37

第一章・無籍の子

決めた︒師範学校は︑教師を育成する機関であり︑授業料は免除される︒当時の女性にとって教
師になることは︑経済的自立への数少ない選択肢の一つだった︒
こうして︑大正八 年︵一九一九︶が暮れようとする十二月下旬︑瀬川が東京から塩山の実家に
帰ってきた︒小松屋からは数百メートルと離れていない︒
夜になると︑瀬川がやってくる︒家の外で口笛を吹いたり︑煙草に火をつけたりして合図する︒
い

き

こお

文子はそっと裏口から抜け出した︒
﹁冬の夜の寒さは呼吸をも氷らすばかりであった︒けれど若い血潮に燃えている私達にはそんな
事は何でもなかった︒一つのマントに二人でくるまって︑闇の村道を歩いたり︑近くの寺の境内
をぶらついたりした︒時にはがらんとした暗い本堂の中に這入って︑キッスをしたり抱擁したり
した﹂
金子文子︑十五歳の冬であった︒

年が明け︑大正十年 ︵一九二一︶となった︒文子は︑師範学校の入学願書を取り寄せ︑必要事
項を記入し︑恵林寺の元栄を訪ねた︒保護者の承諾が必要だったが︑父は反対するに決まってい
る︒文子は︑元栄に保護者がわりになってもらうつもりだった︒前々からそのことは話して︑諒
お

解はとっていたのだ︒
ところが︑﹁判を捺してね﹂と願書を差し出す文子に︑元栄は不機嫌そうな顔で言った︒
﹁僕に少し考えがあるから︑当分見合わせてほしいんだ﹂

それから︑
﹁文ちゃんはやっぱり浜松のお父さんのとこへ帰ったがいい﹂と言い出した︒呆然
とする文子に︑
﹁今日はこれでお帰り︒僕ちょっと忙しい事があるから﹂と取り合わない︒
翌日︑元栄は浜松行きの切符を持って小松屋を訪れた︒
﹁後から僕も行くから﹂という元栄の
言葉に従い︑浜松へ帰った︒数日して︑元栄も浜松にやってきた︒父と元栄が酒を呑みながら何
か話し合っている間︑文子は独り別室で待たされた︒やがて話が済むと元栄は去っていった︒
﹁この畜生め！﹂
元栄が去るなり︑父は足をあげて文子を蹴った︒
﹁よくもこの俺の顔に泥を塗ったな！﹂

0

0

てん ば

さんざんに罵る父を︑叔母たかのが必死で止めた︒文子はぼんやりとうずくまっていた︒父は︑
呑んでくる︑と街へ出ていった︒
0

﹁元栄はお前との夫婦約束を取消しに来たってわけさ﹂
たかのはそう教えてくれた︒
ご たく

﹁何でもお前が︑不良少年と手紙のやり取りしたとか︑夜遊びをしたとか︑お転婆だとか︑そう
言った沢山な御託を並べてね⁝⁝﹂
思い当たる節はあった︒文子は︑東京の瀬川からきた手紙を︑恵林寺に置いてある彼女自身の
荷物のなかに隠しておいた︒元栄はそれを盗み見たに違いない︒
でも︑そういう元栄自身︑私と婚約中の身でありながら︑円光寺の千代と交際していたし︑女
から手紙をもらっていたじゃないか︒
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﹁お父さんがわるいんだよ﹂
たかのはため息をついて続けた︒
﹁叔父と姪とを夫婦にするなんて︑そんな道にない事を︑お父さんはただ︑元栄の寺の財産を目
あてに勝手にきめたんだよ﹂
元栄は︑恵林寺の住持のお気に入りだった︒恵林寺の住持は︑かつては総本山である京都の臨
済宗妙心寺の管長を務めていた︒いずれ︑元栄が恵林寺の住持を継ぐことになれば︑僧侶として
の最高位も夢ではない︒文一はそんな計算をしていたのだろう︒娘のためではなく︑自分のプラ
イドを満たしたいために︒そうでなくても︑恵林寺は寺地と呼ばれる地所を所有しており︑そこ
から多額の収益があがってくるのである︒
﹁ああそう？﹂
同情するように文子を見るたかのに︑文子はこう返した︒
﹁ちったあ自分のことも考えてみるがいい﹂
そう言われて︑たかのは内心︑鼻白んだかもしれない︒文子の不幸の元凶を作ったのは︑姉を
裏切り︑彼女の父親と駆け落ちした自分かもしれないから⁝⁝︒
だが︑文子の恨みが︑たかのに向いていたわけではない︒
獄中手記には書いていないが︑すでに文子は︑元栄と肉体関係にあった︒文子は予審訊問で立

0

0

松判事に﹁元栄には別に愛人がありながら︑同人は私の処女性を破った﹂とのみ述べ︑それがい
つのことであったのかを明らかにしていない︒

0

そういえば⁝⁝︑文子は︑慰め声でなにやら言い続けるたかのをよそに思った︒
元栄が以前︑ある女性のことをこんなふうに評していたことを思い出した︒
﹁いくら美人でも︑
ありゃもう処女じゃないよ﹂
︒そうか︒元栄はただ︑私の処女が欲しかっただけだったんだ︒そ
のために︑父がもってきた縁談を承知して見せた︒そして︑私の処女を勝ち取った以上︑もはや
へい り

私のことなんかどうでもよくなったんだ︒まして︑他に恋人がいるとわかったんだから︒
﹁叔父は私をいい加減おもちゃにし︑父は私を道具に使った揚句︑彼等から私は弊履の如く捨て
られ︑踏まれ︑蹴られたのである﹂
だが︑父や叔父を恨んだところで何になろう︒もはや師範学校に入って教師になる道は閉ざさ
れた︒別に自立の方法を考えなければならない⁝⁝︒
﹁転機が︑私の生活をすっかり変わったものにする変転期が︑私を待っている﹂
そんな折︑弟の賢俊が県の中学校に合格した︒喜んだ父・文一は︑赤飯を炊かせ︑着物を質に
入れて学用品や制服を買い整えた︒注文した黒い革靴が届いた時︑文一はそれを見せびらかしな
がら言った︒
は

﹁八円のと十二円のと二通りあったんだが︑あんたには十二円のを奮発してやったよ﹂
ところが︑賢俊が中学校にいき︑同じ靴を履いている級友に訊ねると︑八円だという︒帰って
きた賢俊が文句を言うと︑父はおろおろして︑そんなはずはない︑と言い張った︒呆れ顔で父と
弟のやりとりを見ていた文子は︑聞こえよがしに独り言を装って言った︒
﹁お父さんみたいにくだらん見栄をはる人間ったらありゃしないよ⁝⁝くだらない嘘を言う代わ
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りに︑いい靴を履くばかりが偉い事じゃないっていう事を︑何故︑言ってきかさないんだろう﹂
当然︑文一は激怒した︒
﹁お前のような親不孝者は俺の家に置いて置く事はならん︒出て行け︑さあ今出て行け﹂
罵りながら文子の襟首をつかんで引きずりまわした︒だが︑文子はすぐには出ていかなかった︒

︒働きながら学問を修めることを言う︒そして︑多くの場合︑苦学という言葉は﹁上

﹁私は東京に出る決心をした︒東京に出て苦学することにきめた﹂

︱

苦学
京﹂とセットであった︒

キリスト教団体が設けた食い詰め労働者の

明治三十年代後半︑すなわち文子が生まれた頃︑東京の人口のうち半分が︑地方からの上京者

︱

に住んでいる者の半分以上が苦学生だったという ︵竹内洋﹃立身出世主義﹄︶
︒

だった︒そして︑明治末年︑東京にある労働宿舎

︱

駆け込み寺
戦前の日本において︑学歴は立身出世への早道だった︒だが︑学歴を身につけ︑生まれた時の
境遇よりも恵まれた家庭を持てる身分になれる者は限られている︒当時の義務教育は尋常小学校
までである︒それより上の中学校 ︵女性の場合は高等女学校︶に進学する者は一割にも満たない︒
さらに高等学校に進める者は︑百人に一人だった︒
それでもなお︑多くの青年が︑限られた可能性を求めて上京した︒新聞や牛乳の配達︑人力車
夫などの肉体労働で得たお金で専門学校 ︵たいていは夜間学校︶に通うのである︒もちろん︑労
働しながら勉強するのは︑たやすいことではない︒約十年後の昭和六年︑苦学目的で上京した百
三十人を調査した結果︑ともかく勉強を続けられた者は十三人にすぎなかった︒

それでも︑地方青年の﹁苦学熱﹂はとどまるところを知らなかった︒とにかく︑運命によって
強いられた貧しい環境から脱したい︒華やかな都会に出て行けばなんとかなるだろう︑と︒
文子は︑日本全国を覆う﹁苦学熱﹂のなかにいる一人だった︒暇さえあれば︑新聞の職業案内
欄を見たり︑専門学校の募集広告を切り抜いたりして︑情報収集に努めた︒
そしてある日︑父に宣言した︒
﹁明日︑東京へ行きます﹂
父も叔母も︑止めなかった︒翌朝︑文子は十円を懐に︑家を出た︒東京では賄い付きの下宿の
一ヶ月の家賃にもならない額だ︒東京までの電車賃で半分近くが消えてしまう︒だが︑そんなこ
とは︑文子にとって問題ではなかった︒
﹁東京へ！ 東京へ！﹂
ひとり浜松の駅に向かう時の高揚した気持を︑文子はこう獄中手記で現している︒
こう や

﹁私はもう自立できる年齢に達しているのだ︒そうだ︑私は私の生活を自分で拓り開き︑自分で
創造しなければならぬ︒そして︑東京こそはまことに︑私の生活を打ち建てるべき未墾の大曠野
なのだ﹂

﹁私はかつては母に売られんとし︑再び父に売られて叔父に捨てられ住む家も無くて︑大正九年

大正十三年一月十七日︒

四月︑私の十七歳 ︿数え齢﹀の時に古梱一つ抱えて単独に上京して苦学を始めました⁝⁝﹂

︱
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東京地方裁判所の予審室では︑文子の供述が続いている︒ふと︑文子は口を噤み︑しばらくし
て口を開いた︒
﹁私はやっぱり女であります﹂
そして︑顔をあげ︑苦笑いを立松判事に向けた︒
﹁私が私の生い立ちを振り返ってみて︑興奮せずにはおられません﹂
長い供述の間︑文子は幾度となく声を荒げ︑涙を流しつつ︑取りつかれたように喋りまくった︒
そのことを︑自嘲気味に言っているのだ︒立松は︑慰めるような微笑みを返した︒
すいこう

賢い娘だ⁝⁝︒仕草や物言いは︑時に荒くなるが︑言葉そのものは論理の乱れを見せない︒何
度も推敲した原稿を読み上げるように︑整然と自分の生涯を語って見せた︒
﹁どうか︑私に父母の愛を解剖させてください﹂
面差しを引き締めて︑文子は言った︒
﹁父は︑義妹の上に愛を運んでから︑私への細心の注意を義妹に傾けました︒⁝⁝父の子に対す
る愛は︑父の心に異性の影が写っていない間だけ子どもの上に実行されていたことを証明してお
ります﹂
﹁父は私を捨てて若い義妹と駆け落ちした時︑私に対する親としての義務と権利とを完全に放棄
したわけであります︒こうして捨てられた子たる私が他人のパンによって成長したのを見た瞬間︑
父は十年前に捨てた子どもに対する所有権︑親としての権利を復活せしめて︑本人の私にただの
一言の断りもなく︑私の身体や心を野心の対象に縛りつけて︑元栄の寺の財産を目当てに︑私と

元栄との結婚を同人と約束してしまったのであります﹂
文子の火を吐くような﹁解剖﹂は︑母きくのへと及ぶ︒
﹁母が小林中村などと一緒になってから︑私が彼等より虐げられていることを知った時︑母はす
ぐに彼らと別れるのが本当でなかったかと思います︒自分より年下の男と一緒に徒食して︑床板
を外して薪に代えた後︑母は私を女郎に売ろうとしました﹂
﹁郷里に帰った後︑母は製糸場において働くよりは身体が楽であり︑先方に財産があるからと申
して︑私を捨てて他家に縁づき︑他人の子の親となりました﹂
﹁こうして母が︑私をお払い箱にした心持は︑父が情欲のため財物のため私を捨て利用した事と︑
その心持において少しも相違ありませぬ﹂
無理もない︑と立松は思った︒だが︑続いて発せられる文子の言葉は︑家庭環境に恵まれなか
った子供が︑その感情を論理的に言葉として組み立てれば︑かくも寒々しい表現になるのかと︑
立松を慄然とさせた︒
﹁親の愛は与えずに結果ばかり盗み取ろうとする虫のよい愛であり︑所有欲の変体であります﹂
それは違う⁝⁝︒司法官僚としての制御心がなければ口をついたであろう︑三児の父としての
言葉を立松は呑み込んだ︒
﹁したがって︑所有欲の対象たる私には︑親に対する孝行という事がわかりません﹂
一瞬︑文子の眼に宿った光が︑寂しげに曇った︒だが︑すぐに文子の面差しは︑この世の道徳
をすべて否定する反体制活動家のそれになった︒
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﹁強弱両者が対峙する関係において︑道徳というものがあります﹂
﹁道徳は︑何時も︑強い者に都合のよいように練り上げられています︒つまり︑強い者は自分の
行動の自由を擁護しつつ︑弱者に服従を強いる︒この関係を︑弱者から言えば︑強者への屈従の
約束が道徳であります﹂
﹁親子の関係も︑強弱の関係において同様であり︑孝行という美名の下に美化されております﹂

︱

﹂

﹁私は父を母を恨みません︒しかし私が非常なる苦境に陥って︑長い間の生活を続けてきたこと
かた ず

は現実であります︒その呪いをどこに持っていくか
呪い⁝⁝︒その単語のまがまがしさに固唾を呑んで見守る立松を︑冷たく澄んだ瞳で見つめな
がら︑文子は言った︒
﹁自然を呪い︑社会を呪い︑生物を呪って︑私はすべての物を破壊して︑自分は死のうと思いま
す﹂
文子は︑椅子の背もたれに身を預け︑しばらく天井を見上げて息を吐き出した︒それからおも
むろに言った︒
﹁私が親族的関係を中心として虚無思想を抱くようになった一端は︑今まで申し上げたとおりで
あります﹂

ほん だ やすはる

それは︑
﹁被告はどうして虚無主義の思想を抱くようになったか﹂という立松の質問に対する︑

︒

長い長い答えの結語だった︒

︱

その日の夜

自宅に戻った立松懐清の様子を︑ノンフィクション作家の本多靖春は︑著書﹃不当逮捕﹄で詳
しく描いている︒
本多靖春は読売新聞の記者だった︒昭和三十二年 ︵一九五七︶
︑当 時 本 多 が 所 属 し て い た 社 会
部の花形記者の立松和博が︑政界がからむ売春汚職報道のスクープが﹁誤報﹂だとして逮捕され
た︒二十六年後︑先輩記者の汚名をはらすべく︑本多が著したノンフィクションの傑作が﹃不当
逮捕﹄である︒
ふさ こ

立松和博は︑金子文子を訊問した立松懐清の息子である︒﹃不当逮捕﹄執筆のために︑当時存
命だった立松の妻・房子に取材した本多は︑文子と朴烈が起こした﹁大逆事件﹂についてかなり
のスペースを割いて書いている︒
房子は︑もともと高名なソプラノ歌手だった︒上野の東京音楽学校 ︵現︑東京芸術大学︶に学
び︑二十歳をすぎる頃には新聞紙上で︑
﹁華やかな声﹂と﹁その表情の西洋人そっくりなところ﹂
を賞賛される﹁楽壇の才媛﹂になっている︒当時の新聞に掲載された房子の写真を見ると︑彫り
その べ

の深い︑西洋のお人形のような美貌の持ち主だ︒立松より四歳下︑三十歳を過ぎても少女の面影
を残す房子は︑東京都内の警察署長を歴任した薗部久五郎という警察官僚の娘だった︒大正八年︑
日本初の信号機 ︵手動式︶を発案したのは︑当時上野警察署長だった薗部久五郎である︒
立松が︑文子への訊問を終えて帰宅した夜︑房子は︑三人の子供たちを寝かせた後︑﹁応接間
のグランド・ピアノに向かって︑日課となっている声楽のレッスン﹂に耽っていた︒房子は︑立
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あつせん

松と結婚してから︑三人の子供たちの育児に追われ︑しばらくステージを休んでいた︒子育ても
一段落し︑彼女の才能を惜しむ恩師の斡旋で︑この春に帝国劇場で開かれる独唱会の舞台に立つ
ことが決まっている︒
数年ぶりの復活の準備に余念のない妻の邪魔にならぬよう︑居間で︑奥山書記が書き上げた予
した

み

な

審調書をめくりながら︑文子の供述を反芻する立松の耳に︑妻の歌声が聞こえてきた︒彼女が得
意とする﹁慕わしき御名﹂である︒
アリア

﹁慕わしき御名﹂は︑イタリアオペラの名匠ヴェルディの歌劇﹃リゴレット﹄のヒロイン︑ジル

こ

ダの独唱だ︒不実で女たらしの公爵に甘い愛の言葉をささやかれ︑彼の名を口にしながら︑ジル
ダはこう歌い上げる︒
たえ

命の限り心に抱き︑朝に夕べに請うる御名よ
胸にいつまでも鳴りわたる︑妙なる響きの御名よ
ジルダの運命は過酷だった︒娘が公爵に弄ばれたと知ったジルダの父リゴレットは︑刺客をや
とって公爵に復讐しようとする︒だが︑公爵を愛するジルダは身代わりとなって刺されるのだ︒
ジルダが息絶えて︑
﹃リゴレット﹄は幕を閉じる︒大逆罪という有罪となれば死につながる罪
を背負った金子文子が︑十六歳にして初めて味わったむごすぎる異性関係を聞いたばかりの立松
は︑妻が歌うジルダのアリアに︑奇妙な因縁を感じざるを得なかった︒
立松は房子を居間に呼び︑﹁読んでみろ﹂と調書を見せた︒房子は驚いた︒関係者以外には見
せてはならぬはずの予審調書である︒

立松は仕事柄︑妻に職務上の出来事を語ることは少ない︒その一方で︑妻が歌手と母親とをど
う両立させていくかについて口出しすることもない︒紀元節 ︵現︑建国記念日︶
︑天長節 ︵天皇誕
︑明治節 ︵明治天皇誕生日︶などの祝日には︑宮城 ︵皇居︶遥拝を欠かさず︑家族揃って宮
生日︶
モダニスト

あわ

城の方向に拝礼する愛国者であったが︑同時に︑身につけた才能を社会で活かそうとする妻の立
場を尊重する﹁現代人﹂でもあった︒
戸惑いを隠せない妻に︑立松は静かに言った︒
﹁今日はつくづく考えさせられてな︒いや︑金子文子の生い立ちのことなんだがね︒実に憐れな
んだよ︒聞いていて︑これじゃ世の中を呪いたくなるのは当たり前だと思った︒とにかくかわい
そうな生まれ育ちなんだ︒何も言わずに読んでみなさい﹂
文子には確かな才能がある︒ただ︑彼女が選んでそうなったわけではない不幸な境遇のために︑
その才能を活かす道を見いだせなかった︒彼女の鋭すぎる頭脳は︑かえってそのために︑社会道
徳への疑問を抱かせ︑
﹁大逆﹂への道に進ませることになった︒
生まれた環境のおかげで歌手としてその才能を開化させることができた妻に︑立松は伝えずに
はいられなかった︒宿命というものの残酷さを⁝⁝︒
フィクシヨン

調 書 を め く る 妻 の か た わ ら で 感 慨 に ふ け る 立 松 は︑
﹁逆境ゆえに大罪をおかした私﹂という文
子が作り上げた﹁ 虚 構 ﹂の罠にはまっていることに気づいていなかった︒
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大正十三 年︵一九二四︶一月二十二日︒
東京地方裁判所の予審室では︑金子文子の第三回訊問が開かれた︒文子が上京までの前半生を
語った第二回訊問から五日後のことである︒
﹁私は幼児︑無籍でありました︒つまり私は︑日本の土地のご厄介になりながら︑日本の人間で
もなく︑どこの国の人間でもなく︑私の籍は天国にあったため︑私は日本の人間ではないのにか
かわらず︑日本の制度から精神的にも肉体的にも︑堪え得られない虐待を受けました﹂
ごう

立松判事を前に︑文子は静かに語り始めた︒
﹁無籍であることは︑毫も子のあずかり知らないことで︑その責任は全的に親にある︒親の怠慢
不誠意によって学校の門は閉ざされ︑世間からは無籍者だぞと嘲られる︒その痛い矢を子供が受
けねばならなぬというのは︑なんという制度の欠陥でありましょう﹂
静かな面持ちで耳を傾ける立松判事に︑文子は重ねるように言った︒
﹁社会は責なき幼き者を鞭打つほど︑惨酷であります﹂

﹁私は︑こうした待遇を受け︑こうした考えをもって︑大正九年四月︑私の十七歳 ︿数え年﹀の
時︑上京したのであります﹂

たつ の きん ご

金子文子が東京駅に降り立ったのは︑大正九年 ︵一九二〇︶四月のことであった︒
辰野金吾の設計になる東京駅は︑その六年前に完成したばかりで︑鉄筋の入った赤煉瓦づくり
の三階建て︑横幅は三百三十メートル︒第一次世界大戦に参戦し︑当時ドイツ領だった中国・青
み

わ

島を占領した日本軍の凱旋式典に合わせて完成された︑当時としては有数の巨大建築物である︒
﹁私はとうとう東京に着いた︒着くとすぐに︑かねて目星をつけておいた三の輪の大叔父を訪ね
た﹂
みの わ

文子は︑東京についた時のことを︑このように簡潔に記しているが︑独りで汽車に乗るのも初
めてだった文子が︑東京駅から親類が住んでいる三輪町 ︵現︑台東区三ノ輪︶まですんなりと行
けたはずがない︒身長一四二センチと当時としても小柄な十六歳の文子は︑風呂敷に包んだ古行
李をしょって︑忙しく往来する人の群れをかきわけ︑うろうろと歩き回り︑駅員に訊ねたりし
ながら︑列車を乗り継ぎ︑最終的には王子電気軌道 ︵現︑都電荒川線︶で三の輪橋駅に降り立ち︑
くぼ た かめ た ろう

さらに道を訊ねながら︑やっとの思いで目的地にたどり着いたはずだ︒
﹁三の輪の大叔父﹂とは︑文子の祖父である金子富士太郎の弟である窪田亀太郎である︒文子は
﹁前もって手紙を出して頼んでおいたのではない﹂と獄中手記に記している︒それまで︑会った
ことも手紙のやりとりもしたことのない親類であった︒それでも︑自分を受け入れてくれるだろ
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うと︑文子は楽観視していた︒事実︑
﹁しばらく置いてください﹂と頭を下げる文子を︑亀太郎
は﹁まあ︑おあがり﹂と受け入れた︒
実は︑亀太郎は︑文子が訪ねてくることを事前に知っていた︒文子が東京行きを決心し︑学校
の情報を集めたり︑電車の経路を調べていることを知った父・文一は︑文子には黙って︑亀太郎
に﹁面倒を見てやってほしい﹂と手紙を送っていたのだ︒
文一もかつて︑狭い田舎に埋もれるのを嫌って上京した経験を持っていた︒あるべき﹁良妻賢
しんしやく

母﹂の道を歩もうとしない娘に苛立ちつつ︑どこかで彼女の欲求を肯定していたのかもしれない︒
そんな父親の気持ちを斟 酌 するには︑文子は若すぎた︒
文子が頼っていった窪田亀太郎は五十代半ばで︑洋服商を営んでいた︒二十歳半ばで窪田家
に婿養子に出されるが︑婿入り先とうまくいかず︑妻子を連れて上京し︑古着屋を開いた︒以後︑
爪に火をともすようにして倹約しつつ商売に励み︑今ではそうとうに繁盛している︒堅実さだけ

ばんしやく

を旨に生きてきた男だけに︑女だてらに学問をして自立したいと望む文子の気持ちを理解しよう
とはしなかった︒
﹁なあ︑文や﹂
一日一合だけ︑と決めている晩 酌 の杯を片手に︑亀太郎は諭した︒
﹁お前は今︑馬鹿に学問をしたがってるが︑そうして苦労して勉強して︑さて︑いよいよ学校の
つ

先生になったところで︑せいぜい五十円か六十円そこそこの月給しか取れやしないんだよ﹂
教員は︑当時の女性が就きうる知的職業の代表例であった︒いわゆる﹁職業婦人﹂と言われる

会社事務員︑電話交換手︑女性車掌などの初任給が二十円〜二十五円︑平均的な労働者の月収が
三十円程度とされた時代において︑五十円の初任給はまさに高給取りの部類に入るのだが︑亀太
郎が言いたいのは給料の多寡ではない︒
﹁何時までも独り者じゃいられんから︑いずれは嫁に行かねばならん︒嫁に行けば子供ができる︒
大きなお腹を抱えて学校に通うなんて体裁のいいものじゃない﹂
苦労して苦学したところで︑すぐに辞めなきゃならなくなる︒学問には金がかかる︒投資した
額に似合うだけの利益が帰ってくるわけではない︒無駄なことだ︑と亀太郎は言うのである︒
実際には︑当時の女性教員のうち五九パーセントが既婚であるという統計数字が残っているの
だが ︵他の職種における既婚女性の割合は一割未満︒東京市社会局﹃職業婦人に関する調査﹄︶
︑
﹁今は︑
金の世の中だ︒ちっとやそっとの生学問じゃ身が立っていかん﹂という亀太郎の言葉にはそれな
りの説得力があった︒
文子が上京する一年前に︑四年間続いた第一次世界大戦が終わった︒戦争は特需を生む︒日本
は未曽有の好景気に見まわれた︒市場は活況を呈し︑それを利用して大儲けした連中が次々と現
れ︑
﹁成金﹂と呼ばれて軽蔑されつつも︑派手な金遣いで世情を騒がせた︒料亭の玄関が暗いの
で︑札束を燃やして靴を探させる成金の漫画が新聞に掲載されたりした︒
一方で︑好景気はインフレを呼び︑物価指数は大戦中の四年間で三倍近くはねあがった︒そし
て︑大戦の終了と同時に反動が起こった︒文子が上京した大正九年春には︑株価が大暴落し︑成
金たちも次々と没落していく︒
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大正年間は女性の社会進出が進んだ時期でもあった︒平塚らいてふ︑市川房枝ら﹁新しい女﹂
と呼ばれる活動家たちが︑初の全国的婦人団体である﹁新婦人協会﹂を結成したのも︑やはり大
正九年の春だった︒彼女らが﹁社会見学﹂と称してカフェに出入りしていることを新聞はおもし
ろおかしく書き立てた︒
質素堅実を旨とする亀太郎の眼には︑成金どもも︑﹁新しい女﹂たちも︑ともに地に足のつか
ない軽薄な連中として︑同じように見えていたに違いない︒
﹁俺のうちにいて︑ミシンでも覚えて︑堅気な商人にでも縁づいたほうがどんなに仕合わせかも
知れない﹂
という亀太郎の言葉に感謝しつつ︑しかし︑文子は﹁私の思うようにさせてください︒私は固
い決心をもって来たんですから﹂と首を縦に振らなかった︒﹁私はもう︑誰の家にも厄介になる
のはいやだ︒私は今まで︑そうした事のためにさんざん苦労をして来ている︒私の願いは︑独立
して自分のことは自分でするという事だ﹂と︑当時の気持ちを文子は振り返っている︒
もともと︑亀太郎の家に長く滞在する気はなかった︒仕事さえ見つければ︑どこかに住まいを
見つけて自活するつもりだった︒
亀太郎の説教は毎晩のように続いたが︑文子は譲らなかった︒とうとう亀太郎が﹁勝手にする
がいい﹂と根負けすると︑翌朝から街に飛び出し︑仕事を探して歩いた︒神田の学生街ならば︑
苦学生向きの仕事が見つかるのではないかと歩いていると︑電柱に﹁苦学奮闘の士は来たれ！﹂
と張り紙がしてあるのに目をとめた︒苦学奮闘の士︒私にぴったりだ！

よく読むと︑新聞店だった︒夕方︑繁華街で夕刊を売る仕事である︒昼間は学校に行けるし︑

ふるはた

寮も完備しているとのこと︒ますます都合がいい︒文子はさっそく﹁下谷区上野町一丁目九番
地﹂と住所を紙に記して︑市電に飛び乗った︒
訪ねていった先は︑上野広小路の路地にあった︒
﹁降旗新聞店﹂という看板が掲げられている︒
ガラス戸越しにのぞき込むと︑狭い土間に新聞紙がうずたかく積まれ︑若い男が帳簿をめくって
いる︒
﹁ごめんください﹂
文子はガラス戸を開けてなかに入り︑大声を張り上げた︒
﹁私︑使っていただきたいんですが﹂
青年は︑出し抜けに入ってきた小柄な少女を見つめ︑首を傾げながら奥に入った︒やがて︑三
十代半ばの太った店主が現れ︑﹁なかなか苦しいですから︑女の方ではとても辛抱が出来ません
よ﹂と無愛想に言った︒
﹁それに︑女が来ると︑男の方との関係がうるさくてね﹂
︒
文子は熱弁を振るった︒
﹁ごらんのとおり︑私は男のような女です︒男との間に面倒なんか起こりっこありません﹂
やっと店主が﹁じゃ︑とにかくやってみるか﹂と言った時︑文子は天にも昇る気持ちだった︒
さっそく荷物をまとめて︑三の輪の大叔父の家を出た︒
文子の夢は︑女医になることだった︒
女医は︑当時の女性がなりうる最高の職業だった︒明治四年 ︵一八七一︶に漢方医の家に生ま
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よしおか や よ い

れた吉岡弥生が東京女子医学校 ︵現︑東京女子医科大学︶を設立したのは文子が生まれる四年前
の明治三十三年である︒文子の上京当時は東京女子医学専門学校と改名し︑文部省の指定校とな
り︑卒業できれば無試験で医者になれることになっていた︒
高等小学校しか卒業していない文子だったが︑検定試験を受ければ︑高等女学校卒業の資格を
得られる︒資格を得られれば︑東京女子医学校を受験することができる︒文子は検定試験の準備
のために通う学校もあらかじめ決めておいた︒神田の正則学園で英語を︑同じく研数学館で数学
を︒いずれも有名な私立塾であり︑正則学園は正則学園高等学校として今も続いている ︵研数学
︒
館は平成十二年に閉鎖︶
文子は︑降旗新聞店から学費を前借りし︑入学手続きをすませた︒午前中は正則学園に通い︑
それから午後三時まで研数学館で数学を学び︑授業が終わると降旗新聞店に戻って新聞を売りに
ま

わずら

へきえき

向かうのである︒正則学園も研数学館も︑ほとんどの生徒は男性だった︒
﹁女の仲間に這入って
衣類の競争なんかに捲き込まれる煩わしさ﹂には︑浜松の裁縫女学校で辟易していた︒
﹁女ばかりの学校は程度も低いし︑生徒も教師も学問には熱心でないから︑そんな仲間入りをし
ていては進歩が遅い﹂と文子は獄中手記で回想している︒適当に勉強して︑適当にお裁縫を習っ
て︑いずれいい家の嫁になる︒自分はそんな志の低い女じゃないという自負が文子にはあった︒
家庭の事情で満足に学校に通っていなかったにもかかわらず︑横浜でも︑山梨でも︑朝鮮でも︑
成績は常にトップだったんだ︒
これ見よと 言わんばかりに有名な

女になりたしなど 思うこともあり
後に文子が獄中で詠んだ歌である︒上京を果たし︑苦学する環境も自力で整えた十六歳の文子
は︑無限であるかのように見える未来に胸を膨らませていた︒

降旗新聞店は︑苦学生の吹きだまりだった︒
﹁藤田とかいう青年と今一人何とかといった青年は東京中学に通っており︑背のひょろ高い︑何
となく生気のない吉田は国民英学会の夜学に通い︑ずんぐりで吃りの奥山は電機学校の午後部に
通っていた︒その他に名は覚えていないが︑錦城中学に一人︑普及英語に二人︑正則の予備校の
受験科に一人といった風に思い思いの学校を選んでいた︒そして昼間通学するものは夕刊を︑夜
間通学するものは朝刊を︑といった風にしていたので︑同じ家にいても三日も五日も言葉を交わ
さないような事すらあった﹂
そんな苦学生の他︑事故で右腕をなくした三十代の元工員︑酒の気が切れることのない五十代︑
といった風変わりな男たちに混じって︑文子は懸命に働いた︒
﹁金子は大胆であり︑私方にいる間にも︑金子は平気で男の売り子の中に交じり︑横になって本
を読んでいるふうでありました﹂
と︑降旗新聞店店主の降旗一誠は︑後に立松判事の訊問に答えている︒
当時︑降旗のような零細業者にとって︑苦学生はもってこいの労働力であった︒安い賃金でこ
き 使 わ れ た 挙 げ 句 に 辞 め て い く 者 は 多 く て も︑
﹁使ってください﹂とやってくる苦学生予備軍は
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無数にいるのだ︒
自立への足がかりができたと喜んだ文子だが︑いざ仕事を始めてみると︑そんな甘いものでは
み はし

なかった︒午後三時に授業を終えると︑降旗新聞店に戻り︑冷や飯をかきこみ︑新聞がぎっしり
しのばずのいけ

と詰まった重い篭を首から下げ︑四時から上野三橋の仕事場に立つ︒
上野の三橋とは︑上野公園の不忍池から上野広小路にかけて流れていた忍川にかかっていた三
あんきょ

らんかん

本の橋の総称である︒現在の不忍通りと中央通りが交差するあたりにあった︒文子が上京した
当時は︑すでに川は暗渠となっており︑橋の欄干だけが残っていた︒上野公園の森に面していて︑
料理屋などが並ぶ繁華街である︒
受け持ち場所である欄干のたもとに着くと︑足下に大量の新聞紙を置き︑一部を首から下げた
篭に入れ︑
﹁ゆうかーん︑ゆうかーん！﹂と声を張り上げる︒いちばん売れるのは︑通勤客でご
ったがえす六時〜七時頃までだ︒ピークがすぎると︑ぱたりと売れ行きが落ちる︒
﹁九時︑十時になると︑売れ足が遅くなってくるので︑自然と退屈にもなれば︑気の張りも緩み︑
そして急に疲れが出てくるのだった﹂
電信柱によりかかって居眠りしたこともあった︒人通りが絶えて新聞を買う客がいなくなって
も︑店に戻ることは許されない︒十二時まではそこに立っていなければならないのだ︒売れるは
ずもないのに︑ひとり﹁ゆうかーん﹂と声を張り上げている自分がみじめになってくる︒
仕事を終えて降旗新聞店に戻ると︑今度は︑他の売り子の売り上げを調べなければならない︒
他の売り子たちは︑新聞店の向かいに借りた家に寝泊まりしているが︑文子自身は降旗の家族と

新聞店で同居していた︒
降旗はなぜか︑夜中に家にいないことが多い︒そんな時︑降旗の妻は︑文子にさまざまな雑用
を命じた︒台所の片付けや︑翌朝の米とぎ︑さらには︑幼稚園に子供の送り迎えまでやらされた︒
休みの日は︑一週間ぶんの洗濯をしたり︑降旗家の雑用をすませるうちに終わってしまう︒体の
休まる暇がない︒
最悪なのは雨の日だった︒新聞を濡らさないために︑全部篭に入れて持っていなければならな
いからだ︒その重みで肩の骨が折れそうになる︒しかも片手で傘を持っているため︑新聞や釣り
銭の手渡しを片手でしなければならない︒
他にも新聞が売れない日があった︒週に一回︑救世軍の集会がある日である︒救世軍とは︑軍
隊に似た組織を持ち︑さかんに街頭活動を行っているキリスト教 ︵プロテスタント︶の団体であ
る︒数人の男女がラッパやタンバリンを賑やかに鳴らしながらやってきて︑そのうち一人が通行
人に向かって﹁われらが主イエス・キリストはこうおっしゃった⁝⁝﹂などと説教したり︑讃美
歌を歌ったりするのだ︒するとそこに︑﹁仏教救世軍﹂と墨書した提灯を旗竿に掲げた紋付き袴
姿の男たちがやってきて︑
﹁仏様の御教えは⁝⁝﹂と対抗して演説を始める︒
さらに社会主義者のグループもやってきた︒髪の毛を長くのばし︑ルパシカ ︵ロシアの農民服︶
を着込んだ若者たちで︑腕をふりあげて﹁今こそ立ち上がる時が来た！﹂
﹁特権階級の横暴を許
すな！﹂と声を枯らして叫ぶ︒時には三つの団体が入り交じって喧嘩を始めることもある︒こう
なると通行人たちはそちらの騒ぎに気を取られ︑新聞なんか買ってくれない︒
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は ら さ わ たけ の すけ

ある夜︑社会主義者たちの演説を眺めていると︑一人の青年が寄ってきて︑
﹁降旗さんのとこ
ろから来ているの？﹂と声をかけてきた︒ええ︑と答えると青年は︑原沢武之助と名乗り︑
﹁僕
も以前︑降旗さんのところにいたことがあるんです﹂と言って︑うすっぺらいパンフレットをく
れた︒めくってみると︑ロシア革命がどうのこうのと書いてある︒
その数日後︑原沢という青年たちがまたやってきて︑演説をはじめた︒文子がぼんやりと聞い
ていると︑大きな頭に眼鏡をかけた青年が︑聴衆相手に手にしたパンフレットを﹁ぜひ︑これを
買って読んでくれ﹂と勧め始めた︒
﹁社会主義者のいうことは︑何が何だか私には解らなかった﹂と文子は振り返る︒
﹁でも︑何か
しら︑買わねばならなぬような気がした﹂
︒
一冊ください︑と小さな声で言うと︑売っていた男は﹁四十銭です﹂と言う︒すると︑原沢と
たか お へい べ

え

名乗った青年が近づいてきて︑
﹁君︑彼女は我々の仲間になるべき人間だ﹂と︑原価でわけてや
れ︑と言った︒二十銭だった︒パンフレットを売っていた男は︑高尾平兵衛という名で︑文子よ
り九歳上︒この三年後︑右翼団体に殴り込みをかけ︑逆に射殺される︒一方の原沢武之助は文子
より五歳上︒
やがて︑降旗新聞店に宛てた原沢から文子への手紙が送られてくるようになり︑文子はしだい
に社会主義者たちの﹁仲間﹂になっていく︒

ここで︑大正九年当時の社会主義運動について簡単に触れておく︒

世界初の社会主義政権の誕生とともに息を吹き返した︒
ひえ

明治四十四年の﹁幸徳事件﹂以来沈滞していた日本の社会主義運動は︑一九一七年 ︵大正六年︶

︱

のロシア革命

さらに翌年︑米騒動が起こる︒第一次世界大戦中の好景気により︑それまで麦や稗などの雑穀
を食べていた農民層が米を主食とするようになり︑米の価格があがった︒地主や商人は︑さらな
る値上がりを狙って売り惜しみや買い占めが増えた︒庶民は米価の値上がりに苦しみ︑富山県で
主婦たちが騒ぎを起こしたのをきっかけに︑全国的な暴動に発展した︒そういう時代の流れのな
かで︑社会主義者たちは再び活動を活発化させた︒各地の工場でストライキが起こり︑文子が上
京した大正九年の五月には︑日本初のメーデーが開催された︒
社会主義をひとことで言えば︑私有財産の否定である︒すべての企業を国有化し︑個人の財産
を否定︑あるいは制限することで︑経済格差のない社会を実現しようとするものである︒こうし
た考え方は︑多くのインテリ青年たちの心をつかんだ︒大正十一年 ︵一九二二︶に日本共産党が
結成されると︑多くの青年が入党し︑文化人たちは財政的援助を惜しまなかった︒
日本共産党は昭和十年 ︵一九三五︶に事実上壊滅するが︑﹁私有財産の否定﹂という思想は︑
軍人や右翼の﹁国家改造運動﹂として受け継がれる︒昭和十一年二月二十六日︑青年将校たちは
きたいっ き

﹁昭和維新﹂断行を唱えてクーデターを起こすが ︵二・二六事件︶
︑彼 ら の 精 神 的 指 導 者 と さ れ た
北一輝は︑私有財産の制限や大企業の国有化を唱えていた︒
大正時代後期から昭和十年代までの日本で︑最大の社会問題とされたのは﹁経済格差﹂だった
と言っていい︒第一次世界大戦中の好景気で産業は発展し︑富める者はますます富み栄えた︒そ
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の経済的恩恵が一般庶民にまで広まるに至る前に︑第一次世界大戦が終結し︑不況の時代となっ
た︒経済成長は停滞し︑経済的弱者に対する保障 ︵セーフティネット︶や福祉制度が整備されぬ
まま︑経済格差に対する不満のみが残った︒
この格差を解消する手段として︑
﹁私有財産の否定／制限﹂は︑右翼であると左翼であるとを
問わず︑現状に不満を持つ青年たちを魅了したのである︒そのような時代において︑
﹁格差社会
の底辺﹂に位置する﹁非正規労働者﹂であった金子文子が︑社会主義者グループの青年たちに親
和性を感じたのは無理もないのだが︑少し先走りしすぎたようだ︒大正九年夏段階での文子にと
って︑社会主義者との出会いは︑東京で風変わりな知り合いができたという以上の意味はない︒
文子はもともと︑友だちづきあいが苦手なタイプではない︒今残っている獄中手記では具体的
に書かれていないが︑原沢や高尾たちの社会主義者グループと︑急速に交際を深めたのは間違い
ない︒後に降旗新聞店の店主・降旗一誠は︑立松判事にこう証言している︒
﹁同人 ︿文子﹀が三橋で新聞を売っている間に︑社会主義者の者と知り合いができたらしく︑男
から手紙が来たり︑夜遅く帰ってきたりしたこともありました﹂
もっとも︑その﹁男から﹂来た﹁手紙﹂の差出人が︑社会主義者グループだけだったかどうか
は分からない︒この時期︑文子は救世軍に所属する青年とも親しくなっていたのだ︒

むせ

ある夜のこと︒文子は上野の三橋でいつものように新聞を売っていた︒すでに深夜だった︒人
通りは絶えている︒
﹁ゆうかーん︑ゆうかーん﹂と叫んだが︑
﹁その声は上野の森に咽び泣くよう

に反響するのみで︑自分の惨めさをその反響に映して見るような気がした﹂
︒思わず︑涙がこぼ
れてきた︒

と問うと︑何でもいいんです︑と答える︒同情して買

すると︑目の前に人力車が止まり︑車夫が近寄ってきて︑
﹁新聞を二︑三枚くれませんか﹂と
言う︒若い青年だった︒何にしますか？

ってくれるんだな︑と嬉しくなった︒見ると青年は学生帽をかぶっている︒自分と同じ苦学生だ
と思うと︑少し元気が出てきた︒
﹁学校へ行ってらっしゃるんですね︒ねえ︑そうでしょう？﹂
どこの学校ですか？ と聞いたが︑青年は笑ってばかりで答えない︒幾度か質問を繰り返すと︑
さいとうおとまつ

﹁あなたと同じ学校の︑同じクラスですよ﹂と言った︒
青年は斉藤音松といい︑文子よりも四歳上だった︒麻布にある麻布獣医畜産学校 ︵現︑麻布大
学︶に通っていたが︑病気で長期休養していた︒いまは復学を目指して研数学館に通う一方︑前

年から救世軍に所属しているという︒斉藤は︑クラスでただ一人の女子生徒であり︑いつも忙し
げに教室に入ってきて︑必死に睡魔と戦い︑授業が終われば慌ただしく出ていく文子を見知って
いた︒救世軍の集会のため三橋に来てみると︑その彼女が新聞を売っているのに驚いた︒それで︑
人通りが少なくなる時間を見計らい︑声をかけてきたのである︒
﹁こんな仕事じゃ疲れてしようがないでしょう﹂
と斉藤は︑いたわるように言った︒
﹁まだ今はいいですが︑だんだんと心もすさんできますよ﹂
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文子は素直に頷いた︒確かに︑過酷な労働だった︒降旗の妻にこき使われて︑勉強もままなら
ない︒さらに︑文子は降旗本人にも嫌悪感を覚えつつあった︒
降旗の妻は後妻だった︒降旗が浅草で茶屋遊びをした時に知り合った女で︑先妻を追い出して
妻の座に居座った︒先妻は二人の子供を抱え︑近くの裏長屋に住んでいた︒その家賃は降旗が払
ったが︑生活費はなんと︑降旗の新聞を売ってくらしていたのである︒新聞を受け取りに現れる
先妻を︑水商売あがりの今の妻はあの手この手でいじめた︒
その一方で︑降旗は千葉の船橋に妾をかこっていた︒降旗が三日にあげず妾のもとに出かけ
るたびに︑妻はヒステリーを起こし︑周囲に当たり散らす︒一度は降旗と大げんかをした挙げ句︑
二日ばかり家を飛び出したことがあった︒その間︑文子は三人の子供たちの面倒を見なければな
らなかった︒
父ちゃんと同じだ⁝⁝︒
文子は︑先妻とその二人の子供たちに︑自分の境遇を重ね合わせた︒
﹁私自身の家の有様を︑
そっくりそのまま見せつけられているような気がして悲しかった﹂
︒文子は終生︑自分の欲望を
優先して子供を顧みない親たちを︑何よりも憎んだ︒後に文子は︑社会主義に失望するのだが︑
その原因の一つは︑民衆のために戦うと標榜する社会主義者たちのなかに︑我が子を捨てて愛人
のもとに走った女性がいたことだった ︵後述︶
︒
降旗が︑苦学生たちを助けるという名目の下に︑実は彼らを利用し︑安い賃金で酷使している
だけだということにも気づいてきた︒確かに︑文子の心は︑すさみ始めていた︒

﹁何かほかの仕事をしたほうがいいですね︒もしなんなら僕に相談してください﹂という斉藤の
言葉に︑文子は﹁泣きたいほど嬉しかった﹂と振り返っている︒

結局︑文子は二ヶ月ほどで降旗新聞店を辞める︒
文子はその理由として︑﹁体が疲れて勉強も何もできませんので﹂としおらしく申し出たと獄
中手記にはあるが︑降旗のほうは後に立松判事の訊問に答えて︑
﹁社会主義に関する本を発行す
るとか︑それを販売するとか申して︑私に解雇を申し出ました﹂と述べている︒
獄中手記では︑文子の申し出を聞いた降旗は︑﹁明日にでも出て行け﹂と追い出したことにな
こう ふ ん

っているが︑降旗によると︑文子の大叔父である窪田亀太郎に問い合わせるという降旗に対し︑
文 子 は﹁ 人 を 拘 束 す る こ と は 不 都 合 だ と い う ふ う の 口 吻 を 漏 ら し て 勝 手 に 私 方 を 出 て 行 き ま し
た﹂という︒二人の言い分は食い違っているが︑どちらも嘘ではないだろう︒文子が降旗新聞店
を出るにあたって︑社会主義の﹁仲間﹂たちの言葉遣いを真似て口論くらいはしたかもしれない︒
降旗新聞店を出た時はすでに日が暮れかかっていた︒
﹁私の思うようにさせてください﹂と大
見得を切って出てきた以上︑三の輪の亀太郎の家に戻ることもできない︒上野の町を歩いている
と︑雨が降り始めた︒文子は︑松坂屋の軒先に走り込んだ︒当時の上野の松坂屋はまだ呉服店で
あった︒百貨店になるのは関東大震災で店舗が倒壊した後である︒着飾った男女が煉瓦造りの建
物に入っていったり︑大きな包みをかかえて出て行くのを眺めながら︑途方にくれていた︒
ふと︑斉藤音松のことが頭に浮かんだ︒たしか上野黒門町に︑斉藤が属する救世軍の﹁小隊
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ひ より げ た

︵教会のこと︶
﹂があるはずだ︒小隊長にも︑斉藤の紹介で会ったことがある︒

とにかく一晩泊めてもらおう︒文子は﹁着物の裾をはしょって︑低い日和下駄でぴちゃぴちゃ
と泥をはねながら﹂
︑小隊にたどり着いた︒礼拝所に入ると︑三十人ほどの信者が集まっていた︒
﹁文子さん﹂
前のほうの席に座っていた斉藤が︑文子を見つけてやってきた︒
追い出されてしまったんです⁝⁝︒そう言って文子は寂しげに笑った︒後でゆっくりうかがい
ましょう︑と斉藤は答え︑女性信者が集まっている席に文子を座らせた︒聖書と讃美歌集を渡し︑
今夜は︑神田にある救世軍の本営から人が来て特別講演が行われます︒聴いていてください︑と
告げて自分の席へと戻っていった︒
神田から来た少佐の階級を持つ牧師が講演を始めたが︑文子の耳には入ってこなかった︒﹁聖
書なんか読むどころではなかった︒不安な思いばかりが胸の中を往来した︒穴の中へでも引き込
まれるような心細さがひしひしと迫ってきた﹂
︒
あっという間に職を失った︒これからどうしよう︒どこに寝泊まりすればいいんだろう︒今さ
ら三の輪の大叔父には頼れない︒しっぽを巻いて浜松の父の家に戻るのはもっと嫌だ︒自分ひと
ち ぢ

りで生きていけると思っていたけれど︑間違いだったんだろうか⁝⁝︒
千々に乱れる文子の心を現実に引き戻したのは︑讃美歌だった︒ふと気づくと︑講演は終わっ
ていて︑信者たちが立ち上がって讃美歌をうたっている︒そのメロディとリズムが﹁大波のうね
り﹂となって︑奈落の底に沈んで凍り付いていた文子の五感に温かく響き渡った︒

讃美歌が終わると︑信者たちが次々と少佐の足下にひざまずき︑告白を始めた︒以前の私は︑
辛い思いを抱えて生きてきました︒でも︑イエス様の教えを信じることで救われたのです︒店員
風の青年や︑腰の曲がった老婆が信仰を告白するたびに︑信者たちから﹁アーメン﹂
﹁ハレルヤ﹂
と声があがる︒斉藤音松も︑祭壇の前で祈っている︒私のことを祈ってくれているのかしら︒
いつの間にか文子は︑少佐の前に進み出ていた︒優しげな少佐の眼差しに︑くずおれるように
シスター

床に突っ伏し︑号泣した︒泣きじゃくりながら︑これまで経験した辛い思い出をきれぎれに語っ
た︒少佐はいちいち頷き︑他の信者たちに﹁救われた一人の姉妹のために︑祈ってください﹂と
呼びかけ︑祈祷を始めた︒
﹁酔えるもののごとく︑私は感激していた︒一切の苦悩を忘れて︑みんなと一緒に私も神を賛美
していた︒そうして私は︑いつの間にかクリスチャンの仲間にはいっているのであった﹂

人間は群れる生き物である︒キリスト教にせよ︑社会主義にせよ︑信仰や主義主張は︑孤独な
人間をつなぎ合わせる媒体として共通するところがある︒東京で最初の挫折を味わい︑よるべの
ない孤独にさいなまれた文子が︑信仰の道に入っていったのは︑ごく自然な成り行きだった︒
だが︑身も心も信仰に捧げきるには︑文子の頭脳や感受性は鋭すぎた︒
斉藤音松は︑文子のために湯島の新花町 ︵現︑文京区湯島二丁目︶に安い下宿を斡旋してくれた︒
さらに︑知り合いの粉石鹸屋から品物を仕入れて文子に渡し︑神田の鍋町 ︵現︑中央区神田鍛冶
町二丁目︶というところでは︑毎晩さまざまな夜店が出ている︒その一角を使えるようにしたか
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ら︑石鹸を売りなさい︒昼間は学校に通えるし︑新聞を売るよりは楽なはずだ︑と言ってくれた︒
夕方四時︑研数学館から帰ってくると︑文子はブリキの洗面器に︑ランプと古新聞︑そして三
十ほどの粉石鹸の袋を入れ︑風呂敷に包んで売り場にでかける︒表通りに突き当たる路地に︑万
年筆屋︑植木屋︑玩具屋などが台の上に商品を並べていた︒文子にあてがわれた場所の隣では︑
0

0

0

0

0

人のよさそうな老人が︑講談雑誌や浮世絵などを広げて売っている︒
新入りかね︑と老人が声をかけてきた︒しゃぼんやさんか︑まあしっかりやりなされ︑と老人
は親切に︑品物の並べ方を教えてくれた︒
だが︑なかなか売れなかった︒一袋十銭の石鹸が十袋も売れれば御の字で︑しかも文子の取り
分は三割でしかない︒一日三十銭では食事も満足にとれなかった︒新しく石鹸を仕入れるお金す
ら満足に出せず︑日に日に並べる品数すら減っていった︒
﹁ねえさん︑お前さんとこの店は陰気臭いよ︑まるで化け物でも出そうだ﹂
見かねた古本屋の老人が声をかけた︒
﹁人間てな変なもので︑早い話がたった一帖の紙を買うのにも︑できるなら大きな立派な店で買
いたがるもんだよ︒だから不景気な店はますます不景気になり︑繁盛する店はどしどし繁盛する
ってな道理だ﹂
確かに︑文子の﹁店﹂は︑地べたに新聞紙を引き︑商品の傍らに薄暗いランプを置いただけだ
った︒その後ろで︑小柄な少女が参考書を膝にのせて座っている様子は︑物乞い同然だ︒
﹁そりゃ︑言われるまでもなく知ってるさ﹂

文子は︑覚えたてのべらんめえ言葉で返した︒
﹁だけどおじさん︑お金がないんだもの︒ねえ︑それよか︑その空き箱貸してくれない？ 台に
ちょうどいいわ﹂
指さしたのは︑老人が腰掛けに使ってる空き箱だった︒老人は眼を丸くして︑
﹁こりゃ困る︒
一晩じゅう立ってるんじゃ︑この老人はまいってしまうからな﹂と笑った︒遠慮のないお喋りを
続けながら︑こんな優しそうなおじいさんが祖父か父だったらいいのにな︑と寂しくなった︒
店をしまうのは十時過ぎだったが︑それから湯島新花町まで歩くと十一時をすぎてしまう︒斉
藤が借りてくれたのは専門の下宿屋ではなく︑一般の家に間借りするだけだから︑家の人に戸を
開けてもらわなければならない︒だが︑その時間になるとみな寝静まっている︒起こすのもはば
かられ︑神田明神の境内で寝たりした︒そんな生活が長続きするはずがない︒
四︑五日雨が続いたため商売にならず︑とうとうわずかな蓄えすら底をついた︒仕方なく文子
は︑手元に残った粉石鹸を風呂敷に包んで︑昼間から行商に出た︒
暑い夏の盛りだった︒空腹で倒れそうになりながら歩いたが︑見知らぬ家の戸を訪ねる勇気が
なかなか出ない︒思い切って戸を叩いてみたが︑断られた︒ようやく慣れてきて︑ぽつぽつ売れ
るようになったが︑それでも一日三袋ほど︑九銭にしかならない︒下駄の歯がすり減っても買う
お金はないから︑ゴミ捨て場から下駄を拾ってはいた︒洗面器も売ってしまったので︑朝︑授業
に出る前に︑公園の便所で顔を洗った︒学校も︑月謝の工面がつかず︑研数学館のほうは辞めて
しまった︒参考書もさしあたり必要でないものは質屋でお金に換えた︒
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あ んばい

そんな文子を︑斉藤音松は何くれとなく助けてくれた︒満足に食べられない文子を誘って簡易
食堂でおごってくれた︒そういう時も生真面目な斉藤は︑
﹁あなたの信仰は︑この頃どんな案配

ひざまず

です？﹂と訊ねてくる︒文子が窮状を訴えると︑そういう時には祈るのです︑と答える︒﹁祈り
はあなたに力を与えます﹂と励ましてくれた︒
斉藤に言われるまま︑文子は毎朝︑聖書を読み︑壁際に 跪 いて祈りを捧げた︒日曜日には教
会に行き︑ミサに出席した︒他人に奉仕せよ︑と説かれれば︑間借りしている家の便所掃除を︑
頼まれもしないのにやった︒それでも︑救いはなかった︒もはや石鹸を仕入れる元手もなく︑家
賃すら払えない︒
救いの手をさしのべてくれたのは︑またも斉藤だった︒浅草で砂糖商を営んでいる鈴木という
家が女中を探しているという︒住み込みで女中奉公をするとなると︑食べるには困らないが︑学
校に行くことはできない︒そもそも私は︑学ぶために上京したのだ︒これじゃ本末転倒ではない
か⁝⁝︒だが︑背に腹は替えられない︒文子は湯島新花町を出て︑浅草へ向かった︒

おそらく︑女中奉公にあがる直前ではなかったかと思われるが︑文子は一度だけ︑斉藤音松と
肉体関係を結んだ︒そのことは︑獄中手記には書かれていない︒
五年後の大正十四年八月十九日︑斉藤音松は証人として東京地方裁判所に呼び出され︑立松判
事の訊問を受けた︒二十五歳になった斉藤は︑鉄工場で働きつつ︑あいかわらず救世軍に属して
活動を続けていた︒

立松が斉藤を呼びだした目的は︑文子が犯したとされる犯罪そのものには関係ない︒後述する
が︑立松は︑不必要と思えるほど︑文子の親類縁者︑降旗新聞店主をはじめとする彼女の雇い主︑
下宿先の主人などを召喚している︒その作業は︑文子の犯罪を立証するためというよりも︑その
人生の軌跡を取材する伝記作家のような印象すら与える︒
立松は︑
﹁証人は金子文子を知っているか﹂
﹁どういう関係から金子文子を知ったか﹂といった
訊問の後︑
﹁当時︑証人は金子に対して恋したことがあったか﹂と問うた︒斉藤は︑
﹁一時そのよ
うな考えを持ったことがありました﹂と素直に答えた︒さらに立松は踏み込んだ︒
﹁当時金子ト性交デモアッタカ﹂
対する斉藤の答えはこう記録されている︒
﹁左様デアリマス︒只一回神田明神ノ境内デ金子ト性交シマシタ﹂
それから︑私は今も深くこれを懴悔しております︑と付け加えている︒
内気で生真面目な斉藤が︑文子に肉体関係を迫ったとは思えない︒上京して苦学し︑自立をな
しとげるという夢に挫折した文子が︑心の裡にわだかまる煩悶を︑情交という形で斉藤にぶつけ
たのだろう︒彼女はすでに処女ではない︒塩山で瀬川博と逢い引きを重ねた経験もある︒好きな
男性との抱擁が︑どれだけ精神に高揚と充実をもたらすかを知っている︒
斉藤は立松の訊問に対して︑こんな証言も残している︒そのころ文子は︑聖書を破り捨てたと
斉藤に告げたというのだ︒いくら祈っても一向に救ってくれないキリスト教への失望だけではあ
るまい︒文子は︑キリスト教の信者仲間としてではなく︑男女としての愛情を斉藤音松に求めた
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のではないか︒そして斉藤は︑文子の激しい愛を受け止められる男ではなかった︒
しょうてん

浅草 聖 天町の鈴木商店に女中奉公にあがってからも︑斉藤音松はしばしば訪ねてきた︒商店
で働く店員のなかにクリスチャンがいて︑彼に会いに来るという名目だったが︑帰りに駅まで送
っていくのは文子だった︒
斉藤はかなり苦しい生活を強いられていたようだった︒試験が近いのに︑食費を稼ぐためによ
り働かねばならず︑勉強もままならないと打ち明けた︒
鈴木商店はかなり裕福な家であり︑客の出入りも多い︒何かというと︑心付け ︵チップ︶をく
れる︒文子は同僚の女中よりも早起きして仕事を始めたり︑子供の勉強を見てやったりして︑鈴
木家の信頼を得ることに務めた︒すると︑ますます臨時収入が増える︒文子はそれが一円︑二円
ほりきよとし

とたまると︑斉藤にあげた︒恩返しでもあり︑文子なりの愛情表現である︒
ある時︑鈴木商店にひとりの女性が訊ねてきた︒堀清俊という若い社会主義者の妹である ︵名
︒
前は伝わっていない︶
彼女は神奈川県の戸塚に住んでいたが︑その年の夏休みに正則学園で開かれた特別講習に参加
し︑文子と知り合いになった︒食に事欠いた文子のため︑お弁当をつくってくれたこともあった︒
学校を辞めることになった寂しさを手紙に書いて送ったら︑さっそく訪ねてくれたのである︒
﹁私の兄が︑近いうちに東京市内へ出て︑印刷屋を始めることになっているのよ︒そこへ来て働
いてみては？﹂

学校にも通わせてくれるはずよ︑と勧めてくれた︒文子は躊躇した︒せっかく斉藤が斡旋して
くれた女中奉公を辞めてしまうことになるし︑何より堀清俊の世話になるということは︑社会主
義者の仲間入りをすることだ︒社会主義者は無神論だから︑クリスチャンである斉藤に背くこと
になる︒すると堀の妹は﹁斉藤さんがあなたに施してくれた物質上の恩恵をすっかりお返しさえ
すれば︑いいんじゃないの？﹂と︑翌日︑二十五円の為替を送ってくれた︒
結 局︑
﹁今︑あなたに出られては困る﹂と鈴木家に引き留められ︑大晦日までは女中奉公を続
けることになった︒鈴木商店主である鈴木錠三郎の息子である金三郎は︑後に立松判事の訊問に
答えて﹁金子は︑片方の女中とはまるで違い︑てきぱきよく勤めてくれました﹂と証言している︒
さら さ

文子は︑堀の妹に二十五円を返そうとしたが︑受け取らなかった︒そこで︑斉藤音松に送って
あげた︒さらに︑貧しくて座布団もない彼のために︑更紗を買って座布団をつくってあげた︒
夏に︑神田明神の境内で一夜かぎりの肉体関係を結んで以来︑文子はすっかり女房気取りだっ
た︒そんな文子の態度に︑斉藤はかえって悩みを深めていった︒
十一月三十日︑と文子はその時の日付まで記憶している︒鈴木商店に現れた斉藤は﹁顔色が悪
く元気もなかった﹂
︒文子は家の用事をすませ︑いつものように浅草の駅まで送っていった︒い
くら話しかけても︑斉藤は生返事を返すばかりだった︒やがて人通りのないところに来ると︑斉
藤はやっと口を開いた︒金子さん︑僕は懴悔しなきゃならない︒
﹁僕はあなたを見違えていました︒僕は実は︑あなたを不良少女だと思っていたのです﹂
不良少女？
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文子は呆然となった︒私が何か︑いけないことをしたのだろうか？
の境内での出来事を言ってるのだろうか？
﹁ところが︑近頃やっとわかりました﹂
顔色を変えた文子に︑斉藤は大急ぎで付け足した︒

ひょっとして︑神田明神

﹁あなたは本当の愛の人です⁝⁝あなたのように︑温かい女らしい気持ちを持った人は初めてで
す︒僕はあなたの前に︑自分の不明を恥じます﹂
やがて市電の駅に着いた︒時計はすでに十一時を指している︒文子が﹁このへんでお別れし
ましょう﹂と言うと︑﹁もう少し話したいことがあるんです﹂と言う︒二人は︑上野まで歩いた︒
不忍池のほとりに着いた︒二人は︑池の端の柳の下に座った︒
﹁僕は自分を抑えに抑えてきました﹂
斉藤は言った︒
﹁だが近頃は︑もうどうにもならなくなってしまったのです︒あなたを隣人として見ることだけ
では︑満足できなくなったのです﹂
その言葉は︑文子が﹁待ち望んでいたもの﹂であった︒だが︑続く斉藤の言葉は︑文子を失望
させた︒
﹁僕はいろいろ考えてみたんですが︑結局︑僕はあなたを忘れて以前の僕に立ち返らねばならぬ
と考えたのです⁝⁝そう決心したのです﹂
どうして︑そういう考えになってしまうの？ 文子は苛立った︒

﹁それで僕は︑今晩をかぎってあなたと別れようと決心しました﹂
要するに︑私より︑信仰のほうが大事なんだ︒
﹁私は内心不満であった︒なんという臆病な愛
の信徒だろう﹂と文子は獄中手記に書いている︒
﹁そうですか︑ではさようなら﹂
文子の返事は︑このようなものであったと︑彼女は獄中手記で述べている︑予審調書では︑
﹁それはお邪魔様でした﹂と︑より突き放した表現になっている︒二人はそこで別れた︒
ここであえて︑斉藤の気持ちを推測してみる︒斉藤自身気づいていなかったかもしれないが︑
彼は︑文子から金銭的援助を受けている自分の立場に︑耐えられなかったのではないか︒
文子が鈴木商店の女中になるまでの斉藤は︑彼女の庇護者であった︒仕事を斡旋したり︑金銭
的援助を与えただけではない︒キリスト者の先輩として彼女を励ましていた︒だが︑今や立場が
逆転した︒斉藤が︑文子と別れる決心をしたのは︑彼女が二十五円を送ってきた時だったかもし
れない︒たいていの男は︑女性から庇護される立場になることに耐えられない︒
﹁男らしさ﹂の
危機に他ならないからだ︒
いずれにせよ︑文子は斉藤音松との別れを契機に︑キリスト教への信仰を完全に捨て去った︒
後に文子は立松判事に︑その時の心持ちをこのように述べている︒
﹁愛を旗印として路傍に宣伝するクリスチャンが︑偽らざる愛の実行を阻まれるということは︑
なんという矛盾であろうか︒彼らは︑自分で作り上げた神という名称を前に自ら縛られて臆病で
ある︒信仰の奴隷である︒人間には︑外力に左右されない裸体で生きるところに︑人性としての
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善美があるに相違ない︒その善美に背く愛を説くキリストに親しむ必要はないと思って︑いわゆ
るキリスト教を捨ててしまいました﹂
一人の女も愛せないあなたに︑万人への愛を説く資格なんてあるの？ というわけである︒

す

むろん︑文子が斉藤音松に求めた愛と︑キリスト教が説く﹁愛﹂とを同じにすることはできな

︱

いが︑いずれにせよ︑信仰を捨てた文子が︑東京で知り合ったもうひとつの﹁仲間﹂たち
なわち社会主義により傾倒していったのは︑必然的であったかもしれない︒孤独のなかで︑生き
ていくことの目的や意味を問わずにはいられない文子のような性質の人間は︑自らのアイデンテ
ィティを保障してくれる思想や︑思想を共有する﹁仲間﹂を求めずにはいられないのだ︒
ちなみに︑斉藤音松は︑その後も何度か文子と会っている︒後のことになるが︑文子が朴烈と
ともに不逞社を結成した頃︑グループのメンバーだった陸洪均という朝鮮人青年は︑﹁小ちゃな
鼡みたいな男﹂が文子を訪ねてきたことを記憶しており︑瀬戸内寂聴の取材に答えて︑
﹁文子さ
んは音松が来ると︑財布をもってそそくさと出て行った﹂と語っている︒
﹁見た感じでは音松に
文子さんが金をやっていたらしい﹂
︒

年が改まって大正十年 ︵一九二一︶となった︒文子は鈴木家を出て︑社会主義者・堀清俊の印
刷屋に住み込みで勤めることとなった︒同時に︑正則学園に再び通い始めた︒
かくしゅ

正則学園に通う生徒のなかにも社会主義にかぶれた者は少なくなかった︒前年四月に起こった
東京市電のストライキに参加して馘首された大野という青年は︑労働組合のパンフレットを持っ

てきて︑文子に見せてくれた︒資本家に搾取される労働者︒社会主義者が訴えるこの構図は︑朝
鮮で岩下家の人々に︑東京に来てからは降旗新聞店主や鈴木商店に︑辛い労働を強いられてきた
文子の頭には︑たやすく入ってきた︒
﹁社会主義は私に︑別の何らの新しいものを与えなかった︒それはただ︑私の今までの境遇から
得た私の感情に︑その感情の正しいという事の理論を与えてくれただけのことであった﹂
さいな

﹁私は貧乏であった︒今も貧乏である︒そのために私は︑金のある人々にこき使われ︑いじめら
れ︑苛まれ抑えつけられ︑自由を奪われ︑搾取され︑支配されてきた︒そうして私は︑そうした
は

や

力をもっている人への反感を常に心の底に蔵して来た﹂
文子は理髪店に行き︑髪を切った︒流行りはじめたボブ・ヘアはモダンガールの象徴である︒
当時は﹁断髪﹂と言った︒女の命とされる髪を切ることは︑古い価値観への決別でもあった︒
だ が︑
﹁支配／被支配﹂の関係性は︑実は社会主義者の間でも変わらないことに気づくのに︑
たいして時間は要しなかった︒
こ たつ

堀清俊の印刷屋では︑堀と同じく社会主義を奉じる若者たちが働いていた︒だが︑堀自身は︑
﹁二階の炬燵に寝そべって︑時折校正をするにすぎない﹂
︒もっとも文子に嫌悪感を抱かせたのは︑
堀の妻子に対する態度であった︒芸者あがりの妻との間に子供がいたが︑その子はなぜか堀のこ
とを﹁兄さん﹂と呼んでいた︒堀の妹に訊ねると︑
﹁そのような妻子のあることを知られたなら︑
堀の出世の妨げとなるから︑必ず世間に秘してくれ﹂との答えが返ってきた︒
結局︑文子は一月勤めて堀の印刷所をやめ︑三の輪の大叔父こと窪田亀太郎の家に舞い戻った︒
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断髪してモダンガールになった文子に︑亀太郎は激怒した︒それに対して文子は﹁口達者にわけ
のわからぬことを口答え﹂した︑と後に亀太郎は立松判事に述べている︒それでも文子は亀太郎
く

つ

み ふさ こ

の家で家事手伝いをしながら︑学校に通うこととなった︒
文子をさらに失望させたのは︑久津見房子という女性運動家だった︒
房子は明治二十三年 ︵一八九〇︶生まれで︑文子よりも十四歳上︑知り合った当時は三十二歳
だった︒切れ長の眼が印象的な美人で︑裕福な家の生まれだったが︑女学生時代に社会主義者・
山川均の講演を聴いたことをきっかけに︑社会運動に身を投じた︒ある宗教家との間に二児をも
うけたが︑もともと家庭に収まるような性質ではない︒夫と別れて︑時計工場のストライキに参
加したり︑社会主義者たちとの交流を深めた︒大正十年には︑
﹁赤爛会﹂という婦人団体を結成
し︑メーデーに参加している︒後に︑昭和十六年 ︵一九四一︶
︑ゾルゲ事件に連座して逮捕され︑
戦後も長く︑社会運動に従事した︒
久津見房子は︑ある時︑文子にこう言った︒演説会に出席した時は︑
﹁要するに現在の社会を
破壊するにある﹂と言えばいいのよ︒当時の反体制的な活動家の演説会には警官が立ち会った︒
発言者が不穏な言動をすると︑必ず﹁演説中止﹂と妨害する︒それが翌日︑新聞に掲載される︒
いい宣伝になるというわけだ︒
得意げに語る房子に︑文子は嫌悪感を覚えた︒わが子を犠牲にして社会運動に身を捧げるの
ならば︑それなりに真摯な態度で臨んでいるのかと思いきや︑ただ︑目立ちたいだけじゃないか︒
仲間にちやほやされたいだけじゃないか︒女性の︑しかも美貌の社会主義者というだけで︑世間

は注目するだろう︒上野三橋で新聞を売っていた時も︑神田鍋町で粉石鹸を売っていた時も︑売
り子が少女というだけで買ってくれる男性は少なくなかった︒でも︑私は︑自分から﹁女﹂を売
り物にしたことは一度だってない⁝⁝︒
ある時︑米代にも窮していると訴える久津見房子に︑文子は冬着を貸してあげた︒それを質屋
に持って行けば︑いくらかのお金になるはずだ︒質屋は︑品物を預けてお金を借りる︑当時の気
軽な金融業者だった︒期限までにお金を返さなければ︑品物は質屋の所有物となり︑売りに出さ
れる︒女性社会主義者として売れっ子の久津見房子のことだ︒いずれ︑収入を得られれば︑着物
を質屋から請け出して返してくれるはず︑と期待した文子は裏切られた︒冬になり︑着物を返し
てほしいと房子の家を訪ねた文子は︑それがすでに質屋の所有物となっていることを知った︒
久津見房子は﹁自己の口を肥やすために︑他人の防寒の事を思わぬ﹂自己中心の売名家にすぎ
ない︑文子はそう幻滅した︒
﹁社会主義者とは︑社会のくだらぬ因習とか道徳とかを︑いい意味において超越し︑世間のあら
ゆる名誉とか批判とかいうものを眼中に置かないところの勇敢なる闘士であり︑現在のいびつの
社会制度を壊しつつ︑理想の社会を建設するために奮闘努力する戦士であると思っておりまし
た﹂
大正十三年一月二十二日の第三回予審訊問で︑文子は社会主義への失望感を述べたてている︒
﹁しかるに彼らは︑口には社会の不合理や虚偽を罵り︑社会の批判とか名声とかを全然度外視し
ているふりをしながら︑実は世俗の眼を標準とし考慮して︑世俗的に自己を装飾し︑値付けよう
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としている︒言わば︑彼らにとっては陸軍大将の胸間に輝く勲章と︑彼らがパンを得る唯一の条
件として誇りとする前科何犯と少しも差異なく価値付けられていることを知って︑私は彼らに愛
想をつかせました﹂

﹁私たち哀れな階級のために︑私の全生命を犠牲にしても闘いたい﹂
堀清俊や久津見房子らに失望しつつも︑社会主義を通じて文子の心に点じられた炎までが消え
たわけではない︒
﹁とはいえ︑私はまだ︑どうして私のこの精神を生かしていけるかを知らなかった︒私は無力で

いらいら

ある︒何かしたくとも︑それをする準備も手がかりもない︒私はただ︑不平︑不満︑反抗の精神
に充たされた一個の漫然たる反逆児にすぎなかったのだ﹂
そうした感情が︑行き場を見つけられないままふきだまって苛々していた時分だったと︑文子
は獄中手記に書いている︒彼女は︑瀬川博と再会する︒山梨の映画館で知り合った︑東京の簿記
学校に通う青年で︑映画館で名刺を渡されて以来︑幾度か逢い引きをしていた︒
その瀬川が︑不意に三の輪の窪田亀太郎の家の近くで︑文子を待っていたのだ︒文子が﹁どう
して判ったんでしょう︑私がここにいるってことが﹂と問うと︑ある私立大学の夜の講演会を聴
きに行った時︑文子の叔父であり婚約者だった金子元栄とばったり出会い︑彼から居場所を教え
てもらったとのことだった︒
瀬川は︑学生服ではなく︑背広姿だった︒すでに学校は終えて︑役所勤めをしているとのこと

だった︒
﹁ここに下宿しているから︑遊びにおいでよ﹂と瀬川から名刺を渡された︒
﹁上京して苦学している間︑瀬川の事なんかてんで思い出してもみなかった﹂と文子は回想して
いる︒だが︑
﹁こうして会ってみると︑やっぱり何か︑瀬川にひかれるものがあった﹂
︒
かまど

窪田亀太郎の家に住むようになってからの文子は︑毎朝五時に起きて御飯を炊き︑味噌汁を煮
ながら︑竃のそばで勉強する︒そして︑窪田家の膳をすべて整えてから︑ひとり朝食をすませて
学校にいく︒帰ったら洗濯や掃除に没頭する︒忙しさにおいては︑以前とあまり変わらない︒亀
太郎は月に五円のお小遣いをくれた︒月謝と電車代を出したら七十銭しか残らない︒ノートやペ
ンを買うお金は出るが︑読みたい本を買うには足らない︒
新聞売りや粉石鹸売りをしている時に比べれば︑はるかに楽で安定した生活ではある︒だが︑
質実をモットーとする亀太郎のもとでは︑生えかかった翼を存分に伸ばせるわけではない︒だか
らといって︑大叔父の家を出て自活するだけの力はまだ自分にはない︒
鬱屈した気分をはき出せる対象を︑十七歳の文子は求めていた︒そしてそこに瀬川が現れた︒
暗い神社の境内で抱き合ったり唇を重ね合った記憶が蘇った︒
﹁私は彼に︑彼の下宿を訪ねることを約束して別れた﹂とのみ獄中手記は記している︒おそらく
翌日の学校からの帰り道︑文子は春日町にある瀬川の下宿に行ったはずだ︒そして︑瀬川の肉体
に︑積もり積もったもやもやした感情をぶつけた︒

その年の夏休み間近︑浜松の父・文一からお金が送られてきた︒夏休みに浜松に帰れ︑と言う︒
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父の家に帰るのは気が進まなかったが︑骨休めにはなるだろうと︑文子は帰省した︒
せわ

﹁生活に疲れ果てた身には︑少しでも肉体を楽にしておいてくれる事はありがたかった︒町その
ものさえも︑東京のあの騒がしさや忙しさに較べて眠っているような静かさであった︒ことに朝
はやく起きて海岸を散歩したり︑しめっぽい朝霧のこめた田や畑を散歩したりなんかするときの
爽快さは︑何とも言いようのない喜びであった﹂
﹁今こそ私は︑自由な天地に逍遥しているのであった︒思わず私は︑胸をはって︑大きな口をあ
けて︑オゾーンを大量に含有している大気を思う存分吸っては吐いて︑大地と一つに融け合った
ような気持ちになるのであった﹂

さかい

自然はいい︒文子はあらためて思った︒朝鮮での辛い日々を救ってくれたのも︑やはり自然だ
った⁝⁝︒
一 方︑文 子 の 変 わ り よ う に 父・文 一 は 仰 天 し た︒文 子 が 持 ち 帰 っ た 本 に︑社 会 主 義 者・ 堺
としひこ

利彦の著書や︑反体制的な雑誌が含まれていたのだ︒
﹁またしても私は︑父といがみ合い︑口論
し︑いやないやな葛藤を繰り返すのであった﹂︒文子は浜松の家を飛び出し︑山梨の金子家に向
かった︒金子家の人々は温かく迎えてくれたが︑母きくのが再婚先を出て︑独り製紙工場で働い
ていると聞かされた︒﹁学校を出たら︑小学校の先生にでもなって︑お母さんの面倒を見てあげ
なさい﹂という金子家の人々に︑文子は反発した︒なぜ︑私を捨てた母のために働かなきゃいけ
ないんだ︒私なぜここまで苦しんでいるのか︑まるで分かってない！
文子は︑八月の末に東京に戻り︑瀬川の下宿に飛び込んだ︒そして︑その夜は三輪の窪田家に

は帰らなかった︒﹁いつものように︑一組しかない蒲団で瀬川と一緒に寝た﹂とのみ︑文子は獄
中手記に記している︒
瀬川 の下 宿は︑以前︑文子 が 住んで い たよ う な︑民家の 一 部屋 を 間借 りす る のと は 違い︑専
門の下宿屋である︒江戸川乱歩が大正十四年 ︵一九二五︶に書いた﹁屋根裏の散歩者﹂の舞台は︑
﹁中央に庭を囲んで︑そのまわりに枡型︑部屋が並んでいるような作り﹂の二階建ての下宿屋だ
が︑同じようなものを想像すればいいだろう︒食事つきで家賃の相場は十五円ほど︒一般的な労
働者の報酬半月分だから︑住むことができるのは︑比較的恵まれた層だ︒
朝になって︑下宿屋の女中が朝食を運んできた︒一人ぶんしかない︒分けてあげようかと瀬川
は言ったが︑文子は辞退した︒
雑誌を読むともなくめくりながら︑黙々と勉強机で朝食をとる瀬川を見つめていた文子の脳裡
に︑ふと︑ある光景が浮かんだ︒二人でちゃぶ台を挟んで食事するその傍らに︑赤ん坊がすやす
やと寝入っている︒やがて︑瀬川は文子がこしらえたお弁当をカバンに入れ︑出勤する︒赤ん坊

このまま︑彼と所帯を持ってもいいのではないか︒

を抱いて見送る文子︒食事を片付けて︑洗濯をすませて︑それから赤ん坊を背負って買い物⁝⁝︒

︱

東京での生活にも疲れ︑浜松や山梨にも居場所がない︒十七歳の文子のなかに︑家庭を築くこ
とへの願望が芽生えていたのかもしれない︒瀬川との性交渉を重ねるうちに︑自分の肉体を︑子
どもを生むためのものとして意識しはじめていただろう︒瀬川は役所づとめで︑収入も安定して
いる︒もし︑子どもができたら︑自分が味わったような不幸な目には絶対にあわせない︒すべて
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の愛情を子どもに注ごう︒きちんと籍も入れ︑学校にも通わせよう︒
文子の想像は膨らんでいった︒だが︑果たして瀬川は自分と同じ気持ちになってくれるだろう
おそ

か︒不安が募った︒﹁もし子供がで きたら⁝⁝﹂
︑文子は獄中手記でこう振り返っている︒﹁私は
その結果を惧れながら︑しかしまた︑もう母になったような気がして︑そのまだ見ぬ子供を心の
中で抱擁しているのだった﹂
︒
﹁ねえ︑博さん﹂
食事を終え︑窓をあけて外の風景を見ている瀬川に︑文子は声をかけた︒
﹁こんなことしていて⁝⁝もし子供ができたらどうするつもり？﹂
﹁どうするかだって？﹂
瀬川は文子を一瞥し︑あくびをしながら答えた︒
﹁僕はそんな事知らないよ﹂
多くの男にとって︑結婚は﹁年貢の納め時﹂である︒家庭に縛られ︑子どもの養育という責任
を背負いたくない︒少しでも長く気侭な独身を楽しみたい︒そんな多くの男性と同じ気質を持つ

ちゃんと結婚してくれるの？﹂
︒瀬川は正直に﹁そんな事知らない﹂

︱

分から

瀬川にとって︑文子の問いは︑今は目を背けておきたい現実そのものだった︒
﹁結局︑どうする
つもりなの？
ない︑と答えるしかなかったのではないか︒
だが︑文子は瀬川の答えに﹁奈落の底に突き落とされたような孤独﹂を感じた︒文子は︑瀬川
の態度に︑父・文一を重ね合わせたはずだ︒この人じゃだめだ︒男女が愛し合えば︑子どもがで

きることだってあるだろう︒この人は︑そこまで覚悟を決めていたわけじゃない︒もし︑子ども
ができたら︑この人はどうするか ︵当時は︑妊娠中絶は非合法だったし︑文子の気質としても受け入
︒父と同じように︑逃げるに決まってる︒あるいは︑降旗新聞店の店
れられない選択だったろう︶
主のように家族を顧みず平気でお茶屋遊びをしたり︑妾を囲うようになるのではないか︒
文子にとって瀬川は︑一瞬にして﹁顔も見たくない男﹂になった︒文子は瀬川の部屋を飛び出
した︒瀬川が呼び止めたが振り向きもせず︑廊下にある洗面所に向かった︒蛇口をひねって水を
出し︑顔を洗った︒
ふと顔をあげると︑洗面所に近い部屋の戸が開いていて︑窓際においたテーブルで本を読んで
ヒヨン

いた青年が︑文子のほうを見ていた︒二十代前半の朝鮮人である︒
ほそおもて

彼の名は︑獄中手記では﹁玄﹂となっている ︵朝鮮人アナーキストとして当時の警察内部文書に
出てくる元鐘麟のこととも思われるが︑筆者は確証を得ていない︶
︒細 面 で︑長い髪をオールバック

にした玄は︑幾度か瀬川の部屋を訪ねてきた時に︑文子も紹介されていた︒社会主義者で︑二人
の刑事によって常に監視されている要注意人物だそうだ︒
おはようございます︑と挨拶を交わした︒文子は︑なんとはなしに玄の部屋をのぞきこんだ︒
窓から庭の植え込みが見える︒
﹁あなたの部屋はいいんですねえ︒庭が見えて﹂と言うと︑まあ︑
おはいりなさい︑と玄は文子を招き入れた︒
部屋には︑マルクスやレーニン︑トロツキーなどの肖像画や写真が飾ってあった︒そのなかに︑
数人の青年が並んでいる写真を見つけた︒あら︑この人たち知ってるわ︑と文子は声をあげた︒
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その頃︑文子は原沢武之助から︑幾人かの朝鮮人留学生を紹介されていた︒玄が彼らの仲間であ
り︑文子とも面識があることが分かると︑二人は急速にうち解けてきた︒
玄は︑京城 ︵現︑ソウル︶の資産家の息子で︑東洋大学の哲学科に在籍していた︒当時︑東京
には千五百人ほどの朝鮮人留学生がいて︑さまざまな学生団体が結成されていた︒苦学生の交流
団体や︑キリスト教にもとづく互助組織もあったが︑なかには朝鮮独立運動や社会主義などの反
体制的な活動を行っているものもあり︑警察の監視下に置かれていた︒
玄は︑そうした団体に名を連ねていたが︑
﹁僕のようなものはプチ・ブルとかインテリだとか
いって︑ほんとうの仲間には入れてもらえないんです﹂と︑寂しげに言う︒文子自身︑社会主義
者たちとの交際はあったが︑同時に社会主義への懐疑も抱いている︒原沢や︑彼の紹介で知り合
った朝鮮人社会主義者よりも︑玄のほうに︑より親しみを覚えた︒
喋っていると︑廊下で荒々しい足音がした︒瀬川が︑部屋の戸口に立っていた︒
﹁文ちゃん︑そう誰の部屋へでも出入りしては困るね﹂と非難する瀬川に︑文子は﹁私の勝手だ
わ﹂とそっぽを向いた︒だって玄さんが迷惑するじゃないか︑と言いつのる瀬川に︑文子は言い
返した︒玄さん自身が承知しているのに︑あなたが何を言う権利があるんです︒弁当でも持って︑
さっさと役所にいけばいいんだわ！
覚えてやがれ︑と捨て台詞を残して瀬川は去った︒文子の気分は高揚していた︒瀬川が去って
から一時間近くも︑玄を相手に喋りまくった︒それから︑朝食をとりに町に出た︒背広にボヘミ
アンネクタイに着替えた玄が案内したのは︑湯島天神の脇にある洋食屋だった︒二階の個室に通

された︒当時の料理屋の個室は︑男女の逢い引きによく使われていた︒翌日︑玄に誘われ︑上野
の小料理屋にあがった文子は︑彼と肉体関係を持った︒﹁私達はまたある小料理屋に行った︒あ
あそしてまた私は⁝⁝﹂と文子は手記に簡潔に記している︒玄は︑どこか静かな郊外に家を借り
て二人でくらしましょう︑と言ってくれた︒
﹁それから私は︑わけもなく玄に引きつけられていった﹂
文子は獄中でそう振り返る︒
﹁玄に会わない日がつづくと︑寂しくてたまらなかった︒そんなときには玄の後を追って彼の行
きそうなところを探し歩いた﹂
そんな文子に︑大叔父の窪田亀太郎の小言はつのった︒玄の下宿を訪ねた時︑下宿屋の女中た
ちが︑
﹁あの女︑いったいなんだろう？﹂
﹁下宿屋回りの淫売なんだろ﹂とささやきあう声が聞こ
える︒早く玄と所帯を持ちたい︒だが︑その話を持ち出すと︑なぜか玄は︑
﹁今︑探してるんで
すが﹂と当惑げに言を左右するばかりだった︒

そうこうするうちに︑夏がすぎ︑秋が深まっていった︒窪田亀太郎の家に︑叔父の金子元栄が
訪ねてきた︒
さじ

一年半ぶりに会う元栄は︑やせこけて頬がくぼみ︑端正な白い顔はますます青白く︑凄みさえ
帯びている︒聞けば︑肺を病んでいるとのことだった︒山梨の病院では匙を投げられた︒元栄は
最後の望みを︑東京の医療機関に託したのだ︒
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文子は︑元栄を連れて︑さまざなま病院を回った︒だが︑必ず治ると太鼓判を押してくれる医
者はいない︒元栄は︑むなしく帰郷するしかなかった︒
東京駅まで付き添った文子に︑元栄は﹁しっかり勉強おし﹂と励ましてくれた︒その寂しそう
な微笑みを︑文子はどこかで見たことがあった︒
たみちゃん⁝⁝︒
朝鮮にいたころ︑仲良しだった文房具屋の娘たみちゃんは︑肺を病んで死んだ︒見舞いにいっ
た時に見せた﹁青白い顔﹂に浮かべた微笑みを︑文子は忘れることができない︒
自分の処女を奪った挙げ句に婚約を破棄した叔父だったが︑もはや二度と会うことはないと思
うと寂しさがこみあげてきた︒山梨の金子家に住んでいたころ︑幾度も恵林寺に遊びにいった思
い出が脳裏をよぎった︒元栄が飼っていた犬のエスとじゃれたこと︑元栄や若い僧侶たちとカル
タをして遊んだこと⁝⁝︒帰郷した元栄は︑ほどなくこの世を去る︒
改札で叔父を見送った後︑文子は駅前の公衆電話に飛び込んだ︒玄に︑いや︑正確には﹁たま
らなく男に会いたくなった﹂︒人はいずれ死ぬ︒自分もまた⁝⁝︒そう思うと︑男性の肉体を相
手に︑命の炎を燃やしたくなった︒
だが︑やっと会えた玄の言葉は残酷だった︒
﹁話したいことがある﹂と切り出した玄は︑ドイツに留学することになった︑と告げた︒﹁そう
ですか﹂と文子は静かに答えた︒玄は︑文子のために洋食屋から出前を取ってくれた︒
﹁悲しいとも︑悔しいとも思わなかった︒ただ絶望的な気分がぶつぶつと沸き立っていた﹂

文子は︑玄が取り寄せたウイスキーを痛飲した︒足腰が立たなくなるまで酔った︒翌朝︑二日
酔いで帰ってきた文子に︑亀太郎は激怒した︒文子は︑大叔父の家を出ていくしかなかった︒

﹁私はそのように⁝⁝﹂
大正十三年一月二十二日︒予審室で︑立松判事を前に︑文子は呟くように言った︒
ニ ヒ リ ズ ム

﹁今日の虚無思想を固めるようになったのであります﹂
虚無思想か⁝⁝︒
立松は︑頭のなかで虚無思想に関する知識を大急ぎでまとめ始めた︒
虚無思想を一言で説明することは難しい︒十九世紀ドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェ
は﹁神は死んだ﹂と宣言した︒キリスト教的世界観が科学の発達とともに揺らいだヨーロッパに
おいて︑世界には﹁善悪﹂といった倫理的規範は存在しないとする考え方が起こった︒それがい
わゆる﹁虚無思想﹂であるが︑そこから様々な思想が派生し︑複雑な様相を呈する︒
一方で︑虚無主義という言葉は︑テロリズムの別称としても使われていた︒一八八一 ︵明治十
四︶年︑ロシア皇帝アレクサンドル二世が爆弾テロで暗殺され︑日本にも大きな衝撃を与えた︒

爆弾テロの実行犯たちは︑日本では﹁ロシア虚無党﹂と呼ばれた︒
文子の言うところの﹁虚無主義﹂とは何か︒文子の内縁の夫である朴烈は︑天皇の代理︵摂政︶
を勤める皇太子裕仁を標的に爆弾テロ計画を練っていたと︑複数の証人が示唆している︒それが
事実であるかどうかを明らかにすることが︑予審訊問の大きな目的の一つなのだ︒
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﹁被告のいわゆる虚無主義とはどういう思想か﹂
立松の問いに︑文子は︑例によって流暢に述べ立てた︒
﹁一口に言えば︑私の思想︑これに基づく私の運動は︑生物の絶滅運動であります﹂
﹁地上における生とし生ける者のすべての間に絶えず行われる生きんがための闘争︑生きんがた

ど

ど

めの殺しあいの社会的事実を見て︑私は︑もし地上に絶対普遍の真理というものがあるとしたな
ら︑それは生物界における弱肉強食こそ宇宙の法則であり︑真理であろうと思います﹂
﹁生物が︑この地上から影を潜めぬかぎり︑この関係による権力が終止せず︑権力者は呶々とし
て自己の権力を擁護して弱者を虐げる以上︑そうして私の過去の生活がすべての権力から踏みに
じられてきたものである以上︑私はすべての権力を否認し反逆しても︑自分はもとより人類の絶
さえぎ

滅を期して︑その運動を計っていたのであります﹂
﹁それでは﹂と立松は文子を 遮 った︒文子の口から﹁人類の絶滅﹂﹁生物の絶滅﹂といった言葉
が発せられるたびに︑正体のわからない違和感や空虚さを覚える︒現実味が感じられないのだ︒
爆弾を入手してテロを計画することと︑生物の絶滅がどうつながるのだろう︒一個や二個の爆弾
で︑億単位の生命をどうやって滅ぼそうと言うのか︒
﹁日本の国家社会制度に対する被告の考えがどうか﹂
別の方向から︑文子の﹁思想﹂を分析するつもりだった︒文子は答えた︒

かいらい

﹁私は日本の国家社会組織を三段に分けてみております︒第一階級は皇族であり︑第二階級は大
臣その他政治の実権者であり︑第三階級は一般民衆であります﹂

﹁第一階級たる皇族は﹂
文子は続けた︒
﹁政治の実権者たる第二階級が︑無知な民衆をあざむくために操っているかわいそうな傀儡であ
り︑操り人形であると思います﹂
傀儡か⁝⁝︒立松は思った︒
十二年前︑大帝と崇められた明治天皇が崩御された︒今上陛下は病弱で︑帝国議会の開院式で
勅語を読まれた際︑書状を丸め︑遠眼鏡のようにして議員席を見渡したという噂も流れていた︒
二年前から皇太子裕仁が摂政としてご公務を執られているが︑陛下のご病気と︑社会主義や無政
府主義の台頭とは︑無関係ではあるまい︒
文子はさらに続けた︒
﹁第二階級たる政治の実権者は︑私をはじめ︑弱者を虐げる力の保持者でありますから︑私はこ
の階級の者に対しておそろしく憎悪の考えを持っております︒しかし︑実質的に第二階級が実権
者でありながら︑形式的に第一階級が実権者であり︑この両者は表裏の関係に立っておりますゆ
え︑私は主として第二階級に︑従として第一階級に︑私の反逆心を満足することを考えておりま
した︒それゆえ私は⁝⁝﹂
第一階級への反逆︑即ち大逆の罪⁝⁝︒固唾をのんで見つめる立松に︑文子は言い切った︒
﹁この両者の階級に対して︑爆弾を投げようかと考えたこともありました﹂
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︱

その日
文子の第三回訊問が終わった夜︑立松判事はいつものように︑自宅の書斎で訊問調

書を読み返していた︒
﹁夫レ故私ハ此ノ両者ノ階級ニ対シテ︑爆弾ヲ投ゲ様カト考ヘタ﹂
第一階級︑すなわち皇族に爆弾を投げる︒薄弱な証拠をもとに︑幸徳秋水以下二十四人に死刑

さえぎ

判決を下した明治時代であれば︑この一言で︑ろくな審理もされることなく︑文子は絞首台に送
られたであろう︒
本当なのか︑と訊ねようとした立松は︑文子の言葉に遮られた︒
﹁悪いことは言いませんよ︒今度のような事件を具体化したような事件を未然に防ごうとおぼし
めすなら︑この際です︑私を殺してしまわなければだめですよ︒私に何年の牢獄生活をさせても︑
再び私を社会に出したなら︑必ず必ずやり直してお目にかけますよ﹂
﹁私はね︑権力の前に膝を折って生きるよりは︑むしろ死してあくまで自分のうちに終始しま
す﹂
﹁まあまあ︑私のこの体をどこへなりと持っていらっしゃい︒断頭台へでも八王子 ︿女囚監獄﹀
へでも︒どうせ一度は死ぬ身です﹂
﹁私は決して恐ろしくはないのです﹂
かけいかつひこ

二十歳になったばかりの娘が︑ここまで絶望的になりうるものなのか⁝⁝︒立松は︑本棚に手
を伸ばした︒引き抜いたのは︑東京帝国大学時代の恩師である 筧 克彦の著書だった︒
筧克彦は︑明治五年 ︵一八七二︶生まれ︒明治三十六年から︑当時︑最高の教育機関とされた

み

の

べ たつきち

東京帝国大学法学部で憲法や国家を講義していた︒立松が東京帝大法学部に進んだ明治末年には︑
まだ三十代の精鋭教授だった︒
うえすぎ しんきち

大正元年︵一九一一︶
︑立 松 が 在 学 中 に︑同 じ 東 京 帝 大 法 学 部 で 憲 法 を 教 え る 美 濃 部 達 吉
シンボル

と 上 杉 慎 吉 と の 間 で 論 争 が 起 こ っ た︒い わ ゆ る 天 皇 機 関 説 論 争 で あ る︒こ の 論 争 は︑天 皇 を
﹁象徴﹂とする憲法をいただく現在のわれわれは分かりづらいところがあるが︑なるべく簡潔に
説明する︒
当時の大日本憲法はドイツ流の立憲君主制であった︒第一条に﹁大日本帝国は万世一系の天皇
これ

ほ ひつ

之を統治す﹂とあり︑天皇は統治者として規定されている︒だが︑実際に国を動かしているのは︑
天皇を﹁輔弼﹂する大臣であったり︑立法の府である議会であったり︑立松のような裁判官だ︒
こ

これ

美濃部達吉は︑国家を一つの法人にたとえ︑天皇は法人を組織する﹁最高の機関﹂だとした︒
大日本帝国憲法の第四条に﹁天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行
う﹂とあり︑すなわち天皇といえども憲法の制約から自由ではない︒国家は︑天皇を含む︑内閣
や議会︑司法といった諸機関によってのみ動く︒天皇はそれらの機関を統合する︑
﹁最高﹂では
あるが︑やはり一つの機関だというわけだ︒
せき し

一方で上杉慎吉は︑行政 ︵内閣︶
︑立法 ︵議会︶
︑司法の三機関は︑
﹁神聖にして侵すべから﹂ざ
る天皇の意志を︑天皇に代わって行うにすぎないものとする︒神聖なる君主を︑その君主の赤子

である臣民の投票で選ばれた代議士によって構成される議会と同じ﹁機関﹂扱いするのは︑大い
なる不敬ではないか︑というわけだ︒
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美濃部や上杉の同僚である筧克彦は︑対立する両者の主張に対し︑第三の考え方を提示した︒
そもそも︑天皇を法律学的に位置づけようとする美濃部や上杉の議論は︑日本の国柄にはそぐ
わない︒なぜならば︑天皇は︑国民を統合する精神的シンボルだからだ︒
日本は︑ペリー来航以来︑西洋列強からの軍事的脅威を乗り切るために︑古い幕藩体制を捨て︑
近代国家となった︒国民は︑日清戦争︑日露戦争といった対外的危機を︑一心同体で乗り切った︒
様々な立場や考え方を持つ日本人を﹁一心同体﹂となしえたのは︑明治天皇が私心を捨て︑ひた
すら国家のために行動されたからだ︒すなわち︑天皇の存在があってこそ︑国民はみな︑同じ道
徳で結ばれた共同体という意識を持つことができるのだ︒
﹁一人の乞食でも︑これは即ち国家﹂と筧は立松ら学生に説いた︒貧富の差はある︒考え方もそ
れぞれ異なるだろう︒だが︑天皇の存在によって︑富める者も貧しい者も︑同じ日本人というア
イデンティティを持つことができるのだ︒
やから

そういう筧の教えに︑立松は共感した︒現在の社会制度に不満を持ち︑それを破壊しようと企
てる者であろうと︑
﹁不逞の輩﹂として排除するのではなく︑情理を尽くして裁くのが︑司法官
僚の義務であると立松は信じていた︒天皇の官吏である自分も︑天皇を傀儡にすぎないと蔑視し︑
特権階級に憎悪を抱く文子も︑同じ日本人なのだ︒じっくりと話せば分かり合えるはずだ︒
筧先生の著書でも獄中の文子に差し入れようか︒頭のいい文子ならば︑分かってくれるのでは
ないか⁝⁝︒立松は淡い希望を抱いて︑寝室へ向かった︒

たん か

同じ頃︒
啖呵を切っちゃったな⁝⁝︒
市谷刑務所の独房に戻った文子は︑一月の寒気を毛布で全身をくるんで防ぎながら︑窓の外の
闇を見つめていた︒
死ぬことなんて怖くない︒一度は朝鮮で投身自殺をはかったんだ︒捨てたって惜しくない命じ
ゃないか⁝⁝︒
本当にそうなのか？
心の奥底から別の声が聞こえてくる︒
あたしは︑本当は生きたいんじゃないの？ あたしはまだ若い︒三ヶ月近くに及ぶ冬の監獄生
活にもかかわらず︑あたしは元気だ︒ここを出て︑あたしにしか出来ない仕事をやりとげるべき
なんじゃないの？ いっそ︑本当のことを言ってしまおうか⁝⁝︒
そう思ったとたん︑文子の脳裏に︑白い顔の女性が現れた︒
文子さん⁝⁝︒彼女の声が聞こえてきた︒なぜ︑私は死ななければならなかったの？
やめて！ 文子は両手で耳をふさいだ︒
私もすぐそこへ行く︒あなただけを死なせたりはしないから！
だから︑許して⁝⁝︒文子は心のなかで叫んだ︒叫びは心のなかにとどまらず︑怒号となって
監獄じゅうに響き渡った︒
女性看守の靴音が近づいてきた︒
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以上︑二つの場面は︑筆者が想像で書いた︒そういう場面があってもおかしくないだけの根拠
は︑ある︒

再び︑大正十年 ︵一九二一︶の十一月︑朝鮮人青年の玄と別れたころの文子の話に戻る︒
文子は大叔父・窪田亀太郎の家を出て︑有楽町に店を構える﹁岩崎﹂というおでん屋に住み込
みで働くこととなった︒
﹁岩崎﹂は省線 ︵現︑ＪＲ︶のガード下にあり︑列車が通過するたびに︑
ガタゴトと音が天井から 響くなか︑文子はてきぱきと客をさばいた︒主人である三十七歳の岩
崎善衛門は︑﹁真面目でまめまめしく働き︑夜は正則英語学校に通って相当の成績をあげており︑
一点非難する余地のない立派な女でありました﹂と︑文子の印象を立松判事に語っている︒
おでん屋で︑文子は昼の時間帯を受け持った︒それまで正則学園には昼間通っていたが︑夜間
の部に移籍した︒そこで文子は︑運命の女性と出会う︒
にいやまはつ よ

﹁夜の学校に転じてから︑私は一人の女の友人を見いだした﹂
彼女の名は︑新山初代と言った︒
﹁初代さんは恐らく︑私の一生を通じて︑私が見いだしえたただ一人の女性であったろう﹂と文
子は獄中で書いた︒
﹁初代さんによって︑私は真の友情と温かみと力とを得た﹂
︒
新山初代は︑文子より二つ上︑知り合った時は︑十九歳だった︒
﹁頭のいい人であったが︑同時にまた︑よい意味における男性的な性格の持ち主であった︒意志

きよう こ

さつそう

が 鞏 固で︑周囲に支配されるようなことがなく︑どこでも自分を立て通すだけの力を持ってい
た﹂
豊かな髪をふんわりと膨らませ︑颯爽と歩く初代に︑文子はあこがれた︒良家の子女らしい服

0

0

装や立ち居振る舞いも含め︑なりたい自分のモデルを発見した思いだった︒
だが︑そんな初代の告白に︑文子は衝撃を受けた︒
﹁私は肺病です﹂
文子はどきりとした︒朝鮮にいたころ仲良しだったたみちゃんや叔父の元栄︒肺の病で亡くな
った二人の顔が浮かんだ︒
﹁だから死については︑深く考えたつもりです﹂
初代はそう付け加え︑自分の境遇を語り始めた︒
初代が十四歳の時︑父親が亡くなった︒それなりに裕福だった家庭は没落した︒初代の母は︑
家の一間を人に貸して︑彼女を東京府立第一高等女学校 ︵現︑東京都立白鴎高等学校︶に通わせた︒
明治二十一年 ︵一八八八︶
︑東京で初めてもうけられた女子の高等教育機関である︒
第一高等女学校を卒業後︑初代は︑イギリス人が経営する商社にタイピストとして就職するか
たわら︑夜は正則学園に通って英語を学んだ︒経営者に認められ︑しかるべき地位につき︑苦労
して育ててくれた母親や︑幼い妹たちを養いたい︒だが︑第一高等女学校時代に︑初代は肺を病
んだ︒特効薬もなく︑死につながる病とされていた︒いつ﹁その日﹂が来るか分からない⁝⁝︒
初代の颯爽とした言動に隠された不安を知った時︑文子は深く共感した︒この人とならば︑私
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のなかでうずいている不安の正体を話し合えるのではないか︒
世の中を変えたい︒弱者が虐げられる社会は間違っている︒しかし︑自分を偉く見せたいと虚
栄心にとりつかれている社会主義者たちには何の期待もできない︒では︑せめて自分だけでも充
実した生を送るために︑誰かと結婚し︑子供を育てる道は可能だろうか？ 瀬川博も朝鮮人の玄
も︑文子の裡にある家庭願望を表明したとたん︑逃げていった︒男はみな︑父と同じく子供に対
して無責任な生き物なのかもしれない︒
しょせん︑この世は絶望に満ちた場所なのだろうか？
様々な疑問に引き裂かれ︑虚しさにとらわれていた文子に︑初代の言葉はここちよく注ぎ込ま
れてきた︒
﹁私は思うんです︒人が死を恐れるのは︑死そのものを恐れるのではなく︑死に移る瞬間の苦痛
を恐れるのではなかろうかと﹂
初代の問いかけに︑朝鮮で自殺しようとした時の心持ちを思い出しつつ︑文子は答える︒
﹁私は︑私の体験からこう断言することができるんです︒人が死を恐れるのは︑自分が永遠にこ
の地上から去るということが悲しいんです﹂
そう⁝⁝︒あの︑芙江の村を囲む大自然と永遠に別れることが悲しくて︑文子は自殺を思いと
どまったのだ︒
﹁あなたは︑死の体験があるんですか？﹂
初代の問いに︑文子は﹁ええ︑あります﹂と答えた︒

翌日から︑初代は︑いろんな本を貸してくれるようになった︒文子を︑読書体験を共有するに
ふさわしい相手として認めたのだ︒ベルグソン︑ヘーゲル︑スペンサー︑ニーチェなどの哲学書

唯一者とその所有﹄もあった︒

が多かった︒その年に冬夏社という出版社から刊行されたばかりの︑マックス・スチルネル著︑

︱

辻潤訳﹃自我経

文子は後に法廷で︑自分の思想はスチルネルと﹁同じ考え﹂であると述べている︒
スチルネルは戦前日本での一般的な表記だが︑現在ではマックス・シュティルナーという︑彼
が生まれたドイツでの発音に近い表記が定着している ︵本書ではスチルネルで統一する︶
︒本名は
ヨハン・カスパー・シュミット︒一八〇六年に︑バイロイトで楽器職人の子として生まれ︑高等
学校で教えながら︑カール・マルクスが主宰していた﹃ライン新聞﹄などに寄稿して論客として
の名を高め︑一八四四年に代表作﹃唯一者とその所有﹄を著し︑一八五六年に死去した︒
スチルネルの思想は︑徹底して﹁自我﹂にその基礎を置く︒﹁己以外のことは己にとって全く
無だ！﹂とまず彼は宣言する︒
たとえば愛情でさえ︑それが自分にとって自然な感情であり︑嬉しいから愛するのであって︑
愛される対象のためではない︒そして︑そういう自分を制限しようとするものを︑スチルネルは
拒絶する︒
いちばん大事なことは︑誰もがそういう﹁自我﹂をそれぞれ持っていることを自覚すべきだと
いう点にある︒自分に﹁自我﹂があるということは︑他人にもあるということだ︒万人がそれを
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ほんとうの意味で理解し︑行動できれば︑互いに争うことは少なくなり︑それぞれの幸福を追求
しやすい社会ができるはずだ︑と︒
スチルネルの﹃唯一者とその所有﹄は︑ドイツの哲学書らしく︑論理に精緻であろうとするあ
つじじゆん

まり︑ひとつの観念を表現するのにおびただしい修辞が用いられ︑決して読みやすいものではな
い︒単行本の刊行に合わせて︑訳者の辻 潤 が新聞に四回にわたって連載した﹁自分だけの世界﹂
というエッセイのほうが︑よりスチルネルの思想をわかりやすく伝えていると思うので︑紹介す
る ︵﹃読売新聞﹄大正十年十一月六日︑八日︑十二日︑十五日付︶
︒
辻潤は︑彼自身の著作や活動よりも︑大正五年 ︵一九一六︶に起こった﹁日蔭茶屋事件﹂の脇
かみちかいち こ

役として記されることのほうが多い︒当時︑アナーキストの第一人者としてカリスマ的な人気の
あった大杉栄が︑婦人解放運動家の神近市子に︑葉山の日蔭茶屋という旅館で刺された︒大杉は︑
い とう の え

堀保子という内縁の妻がありながら︑神近市子と愛人関係にあり︑経済的援助も受けていた︒そ
の大杉が伊藤野枝という女性と交際を始めたのに嫉妬した神近が︑凶行に及んだのだ︒
派手な言動で知られたアナーキストと﹁新しい女﹂たちの﹁四角関係﹂として世間を騒がせた
事件だが︑伊藤野枝が大杉と交際する前に同棲していた相手が辻潤だった︒伊藤野枝は事件の四
年前︑上野高等女学校 ︵現・上野学園︶に在学中︑同校の英語教師だった辻と知り合い︑親が決
めた婚約を破棄した︒そのため︑辻は教職を辞さざるを得なかった︒

しかし自分の理性が次第に目覚めて知

辻は﹁自分だけの世界﹂で︑若き日の読書体験をこのように書く︒

︱

﹁︿自分は﹀十九歳の頃まではキリスト教信者だった

識的要求が高くなるに従って︑単純な宗教では満足できなくなってきたとみえて︑手当たり次第
に色々な本を解らぬながらも読んでみるようになった﹂
﹁こんどこそあの本を読んで︑ほんとう
に﹃真理﹄というようなものを︑ハッキリ把みたい︑
﹃宇宙の謎﹄というようなものを少しでも
いいから解決してみたいなどと︑そんなことを真剣に考えて読んだ﹂
まるで自分のよう⁝⁝︒もし文子がこのエッセイを眼にする機会があったとすれば︑斉藤音松
の影響で一時期キリスト教にかぶれた自分を︑辻と重ね合わせただろう︒世界を知りたい︑とい

はまた︑一名幻滅の哲学だとい

う強い欲求にかられている点でも︑同じではないか︒そんな辻は︑
﹁スチルネルを読んで初めて︑
自分の態度が決まった﹂と言う︒

教義哲学でも︑理屈でもなんでもかまわない

うことができるかも知れない︒なぜかというと︑自己以外の一切の価値を認めないことになるか

︱

︱

そして自己の存在だけを肯定するのである﹂

﹁彼の教義

︱

らである︒

そう︒私も数多くの﹁幻滅﹂を味わってきた︒両親に︑恋人に︑キリスト教に︑社会主義に︒
﹁スチルネルにいわせると︑各人が自分の自我をハッキリ意識することが第一義である︒それが
自分を所有することになる︒そして自分を所有することは同時に一切を所有するということであ
る︒なぜなら万物は自分にとって﹃無﹄だからである﹂
﹁ニイチェは﹃超人﹄を説いた︒スチルネルには﹃超人﹄の要はなかった︒﹃超人﹄は﹃人間ら
しい人間﹄
﹃真人﹄などと同様︑スチルネルにとっては無用な幻影である︒自分は﹃血肉のこの
自分﹄で沢山である︒人は生まれながらその人として完全である︑その人として生長し︑その人
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として死ねばそれでいいのである﹂
自分は︑自分らしく生きればいい⁝⁝︒辻の言葉として語られる﹁自我﹂の思想こそは︑さま
ざまなものに幻滅を繰り返してきた文子が︑無意識のうちに待ち望んでいた言葉だったろう︒そ
して︑スチルネルが唱えた理想社会もまた︑文子にとって得心のいくものだったに違いない︒
﹁もし︑かくの如き自覚をもって集合した人々が相互にその自覚した立場を理解し得たら︑ある
いは彼の予想した﹃所有人﹄の最も自由な結合ができないとも限らない︒つまり︑相互の﹃わが
まま﹄を認めて許し合う﹃結合﹄の状態である﹂
﹁結合することによって相互に自分を利すると考える人々のみが集まればいいわけである︒若し
その必要を認めなければ︑無理にその仲間に這入りこむ要はないのである︒それを統治するなん
等の権力もない混然たる個人の結合なのである︒それがうまくゆくかどうかは別として自分など
には一番都合のいい組織のように思われるのである﹂
﹁自分のできることだけをすればいい︒自分の自然の性情や傾向のままに生きればいい︒そして
出来ないことは他人に任せればよい︒自分の能力の領分と他人の能力の領分とをハッキリ意識す
ることである﹂
﹁自分の生きてゆく標準を他に求めないことである︒人は各自︑自分の物尺によって生きよとい
うのである︒それ以外にはなんの道徳も標準もないのである︒一々聖人や賢人の格言や︑お経の

唯一者とその所有﹄は︑文子に新たな視点を

文句を引き合に出して来る必要がなくなるのである﹂

︱

ともあれ︑新山初代が貸してくれた﹃自我経

与えてくれた︒文子は当時の気持ちを︑獄中手記でこう書いている︒
﹁私は︑苦学をして偉い人間になるのを唯一の目標としていた︒が︑私は今︑はっきりとわかっ
い

0

0

0

0

0

た︒今の世では︑苦学なんかして偉い人間になれるはずはないということを︒いや︑そればかり
ではない︒謂うところの偉い人間なんてほどくだらないものはないという事を︒人々から偉いと
いわれる事に何の価値があろう︒私は人のために生きているのではない︒私は私自身の真の満足
と自由とを得なければならないのではないか﹂
﹁私は私自身でなければならぬ﹂
﹁私はあまりに多く他人の奴隷となりすぎて来た︒余りにも多くの男のおもちゃにされて来た︒
私は私自身を生きていなかった﹂
では︑どうすれば﹁私自身﹂でいられるのだろう︒
﹁私は私自身の仕事をしなければならぬ︒そうだ︑私自身の仕事をだ︒しかし︑その私自身の仕
事とは何であるか︒私はそれを知りたい︒知ってそれを実行してみたい﹂

年が明けて大正十一年 ︵一九二二︶
︒文子は十八歳になった︒
チヨン ウ ヨン

その二月︑
﹁どんよりと曇った︑今にも何か降り出しそうな空模様のした夕方﹂
︑文子はおでん
屋の仕事を終え︑正則学園の夜間に向かう途中︑ 鄭 又影という朝鮮人青年の下宿を訪ねた︒鄭は︑
かつて文子の恋人だった玄の友人である︒玄の下宿で︑一緒に酒を呑んで騒いだりもした︒鄭は
社会主義者であった︒社会主義に懐疑的な文子だったが︑思想と友情は別物である︒
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ゲ

ラ

﹁いらっしゃい﹂
︒案内もこわずに部屋にあがってきた文子に︑鄭又影は︑これ見てくださいよ︑
と四枚の紙を差し出した︒見ると︑新聞紙一面の大きさの紙を四つに切った校正刷だった︒
﹁できたの？﹂
と文子は笑顔で訊ねた︒鄭もにこにこしながら頷く︒鄭は﹃青年朝鮮﹄と題するパンフレット
を発行したいと話していた︒それに載せるために書いた論文の原稿を読ませてもらったこともあ
った︒たった八ページのパンフレットだが︑いずれ月刊にして︑自分たち朝鮮人青年の自分たち
の主張を世間に訴えたいんだ︑と熱っぽく語っていたものだった︒
ぼくれつ

ふと︑文子は校正刷の末尾に︑埋め草のように挿入されている詩に目をとめた︒
﹁犬ころ﹂と
題され︑その題名の下に︑
﹁朴烈﹂と作者の名が印刷されている︒
﹁何と力強い詩であろう︒一くさり一くさりに︑私の心は強く引きつけられた︒そしてそれを読
み終わったとき︑私はまるで恍惚としているほどだった︒私の胸の血は躍っている︒ある力強い
感動が私の全生命を高くあげていた﹂
文子と︑朴烈の出会いである︒
﹁これ誰？ 朴烈てのは？﹂
﹁僕の友人ですがね﹂
鄭は︑せきこんで問う文子に答えた︒
﹁あまり知られてない︑プーアな男ですよ﹂
鄭が哀れみのニュアンスをこめて言うと︑文子は反発するようにまくしたてた︒

﹁この人の詩には何とも言えぬ力強さがありますよ︒私はこんな詩を見たことがない﹂
﹁長い間
自分の探していたものを︑この詩の中に見いだしたような気がします﹂
鄭又影は︑幾分嫉妬したふうに﹁馬鹿に感心したんですね︒一度会いますか？﹂と問うた︒文
子は﹁ええ︑会わしてくださいな﹂と答えた︒
残 念 な が ら︑
﹃ 青 年 朝 鮮 ﹄は 現 存 し て お ら ず︑文 子 を そ こ ま で 感 動 さ せ た 朴 烈 の 詩 の 内 容 を
みなぎ

知ることはできない︒
﹁犬ころ﹂とは︑
﹁プーア ︵貧乏︶
﹂な境遇にある己を自嘲したものなのか︑
それとも権力の犬である官憲を揶揄したものなのかも分からない︒﹁珍しく力強い叛逆気分が 漲
っていた﹂と︑文子は立松判事に述べているのみである︒

何かをしたい︒
でも︑何をすればいいか分からない︒
でも︑自分らしい何かをしたい︒
十八歳の文子の裡で臨界点に達する寸前まで熱くなっていたガソリンに︑朴烈の﹁叛逆気分の
漲った﹂詩が︑火のついたマッチを投げ込んだような効果をもたらしたのは確かだ︒
それはなんだったのだろう︒
朴烈が書いた詩は残っていないが︑それが︑ある種の思想や政治的主張を帯びたものであった
ことは間違いない︒では︑朴烈の政治的主張とは︑どのようなものだったのだろうか︒
例えば︑朴烈が書いた﹁俺の宣言﹂と題する長い文章は︑こうしめくくられている︒
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﹁滅ぼせ！

すべ

総てのものを滅ぼせ

ギロチンを設けよ！ 政府に︑議会に︑監獄に︑工場に︑人間の市に︑寺院

火を付けろ！ 爆弾を飛ばせ！
毒を振り撒け！
に︑教会に︑学校に︑町に︑村に︒
こうして総てのものを滅ぼすんだ︒赤い血を以って最も醜悪にして愚劣なる人類によって汚さ
れたる世界を洗い清めるんだ︒そうして俺自身も死んで行くのだ︒そこに真の自由があり︑平等
があり︑平和があるんだ︒真に善美なる虚無の世界があるんだ﹂
まさに︑死を恐れぬテロリストの言葉である︒深い絶望の中から生まれた︑世界のすべてを呪
わずにはいられない︑異様なエネルギーに満ちた﹁叛逆気分﹂が漲っている︒文子が︑立松判事
の訊問に答えて﹁自然を呪い︑社会を呪い︑生物を呪って︑私はすべての物を破壊して︑自分は
死のうと思います﹂と述べたニヒリズムと共通するものが︑そこにはある︒
だが︑そういうニヒリズムは︑文子が﹁同じ考え﹂としたスチルネルの思想とは相容れない︒
スチルネルは︑国家や社会が押しつけてくる道徳を拒否し︑
﹁自我﹂を大事にせよと説く︒自分
の﹁ 自 我 ﹂を 大 事 に す る こ と が︑他 人 の﹁ 自 我 ﹂を 尊 重 す る 態 度 に つ な が る︑と︒そ し て 朴 烈
はまた︑スチルネルと共通する考えの持ち主だったことを表す文章も書いている ︵﹁宣言﹂﹃黒涛﹄
︒
第一号︶
﹁俺たちはあくまで徹底的に自我に生きる﹂
﹁俺たちは︑徹底した自我主義者において︑人間は互いにいがみあうのではなく︑互いに親しみ

たす

あい扶けあうことのできる事を見いだした﹂
まさにスチルネルの思想にみごとに一致している︒﹁俺たちは各人の自我の自由を無視し︑個
性の完全なる発展を邪魔する︑あらゆる不合理なる人為的統一にはあくまで反対し︑また全力
を挙げてその破壊に努力する﹂という一節もある︒文子が﹁犬ころ﹂の詩に見いだした﹁叛逆気
分﹂とは︑全世界を呪い︑否定し︑死を願うニヒリズム／テロリズムとは無縁の︑﹁自分らしく
生きることを否定しようとする勢力には徹底して戦う﹂という︑生への希望に満ちた﹁叛逆﹂で
あったかもしれない︒
はたして︑﹁犬ころ﹂の詩にこめられていたのは︑どちらだったのか︒詩が現存しない以上︑
これ以上推論を重ねても仕方がない︒
朴烈の文章に共通するのは︑言葉の強さである︒彼は︑どのような思想を論じる場合にも︑
ためら

躊躇いや保留をみじんも混ぜることはない︒
文子は︑
﹁私は私自身であらねばならぬ﹂と念じていた︒そんな文子を惹きつけたのは︑まさ
に朴烈の文章にみなぎる︑迷いのない﹁強さ﹂ではなかったか︒強くない人間は﹁世間﹂に妥協
す る︒
﹁世間﹂が定める基準に従って見栄を張ろうとする︒父・文一もそうだった︒朝鮮の岩下
家の人々もそうだった︒社会主義者の堀清俊や久津見房子でさえ⁝⁝︒
ともあれ︑筆者に推測しうるのは︑十八歳の文子を魅了したのは︑朴烈の思想ではなく︑朴烈
の文章が醸し出す気分ではなかったかと言うにとどめる︒
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︱

いずれにせよ︑金子文子は︑彼女の生涯に大きすぎる影響を与えることになる男
会ってしまった︒

朴烈と出

﹁ある寒い寒い夜のことであった﹂と文子は︑その日のことを獄中手記で振り返っている︒具体
的には大正十一年の一月か二月のことであった︒
文子が︑鄭又影の下宿を訪ねると︑鄭は一人の男と﹁火鉢を囲んで﹂小声で語り合っていた︒
相手は﹁痩せぎすな︑真っ黒なふさふさとした髪をパラリと肩辺までのばした二十二︑三の男﹂
であった︒工場労働者が着るような衣服に︑袖口は破れ︑肘はすり切れ︑今にもボタンが落ちそ
うなオーバーを羽織っている︒
鄭は﹁いらっしゃい﹂と文子を迎えたが︑相手の男は文子を一瞥したきり︑何も喋らずに立ち
上がった︒文子は慌てて︑話を続けてください︑私は待ってますから︑と押しとどめた︒男は無
言で立ったまま︑文子を見下ろしていた︒文子は﹁ある威圧を感じ﹂て立ちすくんだ︒やがて男
は﹁失礼します﹂と言い︑去っていった︒
﹁あれは⁝⁝﹂
鄭が言った︒
﹁あなたが大変感心した詩の作者︑朴烈くんですよ﹂
あらっ！ 文子は顔をあからめて叫んだ︒あの人が⁝⁝？
﹁そうです︒あの男です﹂
今は定職につかず︑友人の下宿を泊まり歩いている︒だが︑
﹁あの男ほど真剣に考え︑真剣に

行動する者は︑われわれの仲間でもそうたくさんはいませんよ﹂と︑鄭は簡単に朴烈のプロフィ
ールを説明した︒
まるで宿なし犬みたいね⁝⁝︒文子はうわごとのように呟いた︒それでいて︑どうしてあんな
にどっしりしているのだろう？ まるで王者のような態度だわ︒
﹁あんなに彼を力強くするものは何であろう︒私はそれを見いだしたかった︒それを我がものと
したかった﹂
﹁私の探しているもの︑私がしたがっている仕事︑それはたしかに彼の中にある︒彼こそ私の探
しているものだ︒彼こそ私の仕事を待っている﹂
鄭に︑自分が勤めているおでん屋﹁岩崎﹂に来るよう伝えてください︑と頼んで文子は帰った︒
その夜︑文子は興奮して寝られなかった︒自分は今まで︑自立とは経済的な基盤を確立するこ

︱

とだと思ってはいなかったか︒だが︑本当の自立とは︑たとえ貧しくとも︑自分らしくある
ロールモデル

毅然としていられる精神を持つことではないか︒そして朴烈こそが︑精神的に自立した人間であ
り︑私がそうあるべき 模 範 なのではないか︒
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朴烈が︑有楽町ガード下のおでん屋﹁岩崎﹂に文子を訪ねてきたのは︑鄭又影の下宿で最初に
出会ってから一ヶ月後の大正十一年 ︵一九二二︶三月だったと︑文子は獄中手記に記している︒
能面のような︑それでいて寂しげな眼差しの朴烈の姿を見て︑文子の心臓は早鐘を打った︒
﹁とうとう︑いらしてくださったのね﹂と︑朴を店の隅っこのテーブルに導き︑もうすぐ学校に
いく時間だから︑それまでしばらく待っていて︑と席に座らせ︑御飯や煮込んだ豆腐︑大根を運
んであげた︒
したくを終えて店を出ると︑食べ終わった朴烈は路地で待っていた︒何を話せばいいのか分か
らぬまま通りに出るなり︑朴は﹁あなたは神田に行くのでしたね︒僕は京橋に用事がありますか
ら︑これで失礼します﹂と別の方角に歩き始めた︒
﹁明日もまたいらっしゃいな﹂と文子は走り
寄って言った︒
﹁おいしいものを用意しときますから﹂
︒
翌日の昼︑再び朴烈は﹁岩崎﹂に現れた︒文子はおでんを運んできて︑朴のテーブルに座った︒
客の話し相手になるのも女給のつとめである︒無言で箸を動かす朴烈に︑文子はささやいた︒今

夜︑神田の正則学園の前に来てくださらない？
﹁お話ししたいことがあるの﹂
朴は︑行きましょう︑と頷き︑それ以上なにも言わなかった︒
その日の夜︑授業を終えて校舎から出てきた文子を︑門前の街路樹の下で︑朴烈が待ってい
た︒だいぶ待って？ ほんの今来たばかりです︒そうですか︒ぎこちない挨拶をかわして︑二人
は歩き出した︒神保町通りにある﹁大きな支那料理屋﹂を見つけた文子が︑ここへ上がりましょ
う︑と言うまで︑二人は無言だった︒
三階の個室に入り︑途切れがちな雑談をかわした︒朴烈は︑かなり空腹だったらしく︑運ばれ
た料理を食べることに熱中している︒﹁私は私の用件を話したかったが︑どうも固くなって話し
にくかった﹂と文子は振り返っている︒
﹁ところで⁝⁝﹂
勇をふるって文子は切り出した︒
﹁あなたはもう配偶者はおありですか？﹂
皿から眼をあげた朴烈に︑文子は︑恥ずかしさをごまかすように早口でまくしたてた︒
﹁なくても誰か⁝⁝そう︑恋人とでもいったようなものがおありでしょうか⁝⁝もし︑おありで
したら︑私はあなたに︑ただ同志としてでも交際していただきたいんですが⁝⁝どうでしょう﹂
﹁何という下手な求婚であったろう﹂と文子は苦笑まじりに回想する︒だが︑朴烈はあっさり︑
﹁僕は独りものです﹂と答えただけだった︒
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﹁そうですか⁝⁝﹂
文子は︑用意しておいた次の質問を口にした︒
﹁私︑日本人です︒しかし︑朝鮮人に対して別に偏見なんかもっていないつもりですが︑それで
もあなたは私に反感をお持ちでしょうか﹂
﹁いや︑僕が反感を持っているのは日本の権力階級です︒一般民衆ではありません﹂
口頭試験の試験官と受験生のような問答だが︑文子は︑しだいに落ち着いてくるのを感じた︒
﹁あなたのように︑なんら偏見をもたない人に対しては︑むしろ親しみをさえ感じます﹂
よかった⁝⁝︒朴の答えに安堵しつつ︑文子は三つ目の質問を言った︒
﹁あなたは民族運動者でしょうか﹂
民族運動とは︑具体的には朝鮮独立運動である︒三・一万歳事件の後︑上海に大韓民国臨時政
府が樹立され︑また中国と朝鮮の国境地域では抗日ゲリラが活動していた︒朝鮮半島内部や日本
国内にも︑さまざまな独立運動団体が生まれている︒
﹁朝鮮に長らくいたことがあるので︑民族運動をやっている人々の気持ちはどうやら分かるよう
な気がしますが︑なんといっても私は朝鮮人ではありませんから︑朝鮮人のように日本に圧迫さ
れたことがないので︑そうした人たちと一緒に朝鮮の独立運動をする気にもなれないんです﹂
﹁僕もかつては独立運動に加わろうとしたことがあります︒けれど今はそうではありません﹂
朴烈は答えた︒
﹁僕には僕の思想があります︒仕事があります﹂

しよう がい

その言葉に文子は﹁すべての 障 碍が取り除かれた﹂思いだった︒しばらく雑談を交えた後︑
ほんとうに言いたかった言葉を口にした︒
﹁私は︑あなたのうちに︑私の求めているものを見いだしているんです﹂
﹁僕はつまらんものです﹂
朴烈は︑
﹁冷ややかに﹂答えた︒
﹁ただ︑死にきれずに生きているようなものです﹂

死にきれずに生きている⁝⁝︒その言葉はまさに︑この時の朴烈が追い込まれていた精神状態
を︑端的に表した言葉でもあった︒詳しくは後述するが︑そんな朴烈は︑生命力あふれた文子が︑
彼が置かれた閉塞状況を突破しうるパートナーになりうると感じたのではないか︒
﹁支那料理屋﹂で夕食をともにした後︑二人はしばしば会った︒
﹁私たちはもう︑ぎこちない心
で話し合う必要はなかった︒私たちは互いに︑心と心とで結ばれているような安らかさを感じて
いた﹂と文子は獄中手記に記している︒
﹁そして︑とうとう︑私たちの最後の諒解が成立した﹂のは︑文子の記憶では四月︑大正十一年
の春を迎えた頃であった︒三崎町 ︵現︑千代田区三崎町︶の﹁洋食屋の二階﹂で﹁諒解﹂は成った︒
具体的には︑
﹁同志として同棲する事﹂が決まったのだ︒その際︑文子が念を押したのは︑
﹁私が
運動の方面において女性であるという観念を除去すべきこと﹂であった︒そして︑﹁一方が思想
的に堕落﹂した場合︑ただちに別れることも約束された︒
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予審訊問において︑文子も朴烈も異口同音に︑主義や思想が一致したから同棲を始めたのだと
供述している︒﹁私は幾度か︑朴と主義思想を論じあいましたが︑朴はほとんど私と同様に︑権
力に叛逆して生物の絶滅を期する思想の持ち主でありました﹂と文子が言えば︑
﹁彼女の虚無思
想的気持ちが俺のそれと一致していることを知って︑同志として共同生活をする事を決意したの
だ﹂と朴烈は述べる︒
筆者なりの推測を︑やや先走りするが︑言っておこう︒筆者は︑同棲生活を送ることを約束し
た時点においては︑朴烈はともかく︑少なくとも文子は︑﹁権力に叛逆し︑生物の絶滅を期する
思想﹂など持っていなかったと考えている︒彼女が︑そのようなニヒリズムを抱くに至る精神的
な軌跡は︑獄中手記を読むかぎり︑見いだせないからだ︒予審調書における彼女は︑立松判事を
前にして︑生まれた時から味わってきた数々の辛酸が自分をニヒリズムに追い込んだを論理的に
述べているが︑筆者は︑獄中手記に出てくる文子こそが︑真実に近いと考えている︒文子が朴烈
との同棲を決意したのは︑同じニヒリズムを共有したからではない︒
たたず

では︑文子をそうさせたものは何か︒文子が朴烈に惹かれるきっかけとなった﹁犬ころ﹂の詩
が持つ言葉の強さや︑貧しさのなかでも毅然とした朴烈の佇まいについてはすでに述べた︒筆者
ほり ばた

は︑もう一つ重要な要素があったと考える︒それは︑朴烈の肉体的な﹁弱さ﹂である︒
三崎町の洋食屋で﹁諒解﹂が成立した後︑二人は外に出て︑宮城 ︵皇居︶のお濠端ぞいを歩い
た︒あてどなく歩くうちに日比谷公園に出た︒﹁公園には人影がなかった︒ひからびた電車の音

オ チヨル リ

だけが夜の静寂を破っていた︒空には星︑地にはアーク燈︑それのみが静かに輝いていた﹂
︒

ムンギヨン

朴烈はいつになく陽気に︑自らを語り出した︒朝鮮半島の南東部・慶尚北道にある梧 泉 里と
ヤンパン

いう寒村 ︵現︑聞 慶 市︶に生まれたこと︒一九〇二年生まれで︑文子より二歳上であること︒祖
先は両班という朝鮮王朝時代の貴族の家柄だったこと︒五歳の時に父親をなくしたこと︒甘えん
坊で︑小さかった頃は︑母親の足に自分の足を縛り付けてからでないと寝られなかったこと⁝⁝︒
文子は︑母親に甘える幼い朴の姿を想像し︑火を吐くように﹁叛逆﹂の言葉を語る朴烈の激し
さに隠された︑別の一面を見いだしたことだろう︒
やがて︑九時近くなった︒文子はもう帰らなくてはならない時間だったが︑二人は﹁ベンチに
腰を掛けて︑冷たく凍った頬っぺたをくっつけたままじっとしていた﹂
︒
ふと文子が﹁今晩はどこに帰るの？﹂と訊ねた︒朴烈には住む場所がない︒麹町の友人の下宿
に寄ってみます︑と答えた︒家がなくても寂しくありません？ と問うと︑寂しいです︑と言う︒
﹁達者でいるときはなんでもないですが︑病気なんかすると心細いですよ﹂
文子はあらためて朴烈を見つめた︒朴烈は身長一五八センチと小柄で︑体重は四〇キロそこそ

0

0

0

イ ン フ ル エ ン ザ

こ︑胸囲は七五センチとひどく痩せていた︒﹁慢性結核性肺カタル﹂を病んでいたことが裁判記
0

録に残っている︒
﹁あなたは少しきゃしゃすぎるようだけど⁝⁝﹂
気遣わしげな眼で見る文子に︑朴烈は︑昨年の春︑流行性感冒にかかった時のことを語った︒
﹁誰も看病してくれるものがないので︑三日ばかり呑まず食わずに本所の木賃宿でうんうん唸っ
ていました﹂
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このまま死んでしまうんじゃないかと心細かったですよ︑と言う朴烈の手を︑文子は握りしめ
0

0

た︒涙がこみあげていた︒
﹁私が知っていたなら⁝⁝﹂と︑濡れた眼をしばたたいて絶句した︒
この時︑文子の心のなかに︑肺を病んで死んでいった叔父の元栄や︑朝鮮時代の友人たみちゃ
んの顔が浮かんでいただろう︒
やがて朴烈のほうから文子の手を振り払い︑また逢いましょう︑と去っていった︒その後ろ姿
を見送りながら︑文子は心のなかで呟いた︒
﹁私はいつもあなたについています﹂
﹁決してあなたを病気なんかで死なせたりはしません﹂
﹁死ぬなら一緒に死にましょう﹂
﹁私たちは共に生きて共に死にましょう﹂
この決意の思いを最後に︑獄中手記は終わっている︒

文子と朴烈が同棲生活を始めたのは︑その年の四月末か五月上旬である︒その後︑大正十二年
九月︑二人が不逞社の仲間ともども検挙され︑同棲生活に終止符を打つまで一年半に満たない︒
あいかわしんさく

文子は正則学園もおでん屋﹁岩崎﹂もやめてしまい︑二人が住む家を探した︒見つけたのは︑
荏原郡世田谷町池尻四一三番地 ︵現︑世田谷区池尻︶で下駄屋を営む相川新作の家の二階である︒
六畳一間で家賃は十円だった︒
後に︑家主の相川が立松判事に供述したところによると︑部屋を借りたいと頼んできたのは文

子一人だった︒
﹁女学生﹂ということだったので承諾したが︑翌日現れた文子は︑
﹁長髪の男﹂を
連れてきて︑
﹁友だちだから同居します﹂と告げた︒今更断るわけにもいかず︑相川は黙認する
しかなかった︒最初から朝鮮人が一緒に住むと知っていたら︑貸さなかっただろう︒
﹁不逞鮮人﹂
など住まわせたら︑刑事がやってきて︑監視したり︑近所で聞き込みしかねない︒
ともあれ︑学校も仕事もやめた文子にとって︑朴烈との同棲生活は︑
﹁私自身の仕事﹂をスタ
ートさせることを意味した︒まず最初にやったのは︑パンフレットの発行である︒
﹁同棲記念﹂
こくとう

に何か出版しないか︑と提案したのは朴烈だった︒文子は一も二もなく賛成した︒
当時︑朴烈は﹁黒涛会﹂という朝鮮人青年の思想団体を結成し︑リーダー的立場にあった︒黒
涛とは︑共産主義のシンボルカラーが﹁赤﹂だったのに対し︑無政府主義のそれが﹁黒﹂だった
ことに由来する︒
おおすぎ さかえ

ここで︑当時の反体制活動について︑やや詳しく述べておこう︒
さかい としひこ

当時の社会主義には二つの流れがあった︒大杉 栄 を中心とするアナーキスト ︵無政府主義者︶
グループと︑ 堺 利彦らの共産主義者グループである︒二つの思想の違いを説明するために︑昭
和初年に検挙されたアナーキストの予審調書を引用したい︒学問的に分析するよりも︑当時の
人々がそれぞれの違いをどう認識していたかを示すほうが︑より有用だと思われるからだ︒
昭和十年 ︵一九三五︶
︑長 野 県 の 農 村 青 年 社 と い う ア ナ ー キ ス ト グ ル ー プ が 検 挙 さ れ た︒翌
年五月︑長野地方裁判所で行われた予審訊問において︑農村青年社のリーダーである宮崎晃は︑
﹁無政府主義運動はいかなる思想に基づく運動か﹂との問いに対し︑このように述べている︒
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共産主義者グループの目的は︑前衛集団 ︵共産党︶の指導のもと︑マルクス・レーニン主義の
階級闘争理論にもとづくプログラムに従って︑労働者と農民による暴力革命を起こし︑独裁的な
社会主義政権を樹立した上で︑私有財産を否定し︑すべての企業を国有化し︑国家 ︵政府︶の管
理の下で平等な共産社会を実現させるというものである︒
一方のアナーキストグループは︑本質的には﹁個人の自由を尊重し︑政治的には無政府︑従っ
て法律を否定し︑権力を否定﹂する人々であるが︑さらに大きく二つに分けられると宮崎は言う︒
﹁純正無政府主義﹂と﹁個人主義的無政府主義﹂である︒
前者は︑暴力革命を起こして現体制を打倒するというところまでは︑共産主義に似ている︒だ
が︑その後が違う︒共産主義者が︑強大な権力を持つ国家の指導によって共産社会への移行をは
コ ミ ユ ー ン

かろうと唱えるのに対し︑
﹁純正無政府主義﹂者たちは︑地域ごとに︑
﹁個人の創意即ち︑各人の
欲するところの生活たる自主の生活を営﹂むことのできる﹁自由村落﹂を建設し︑全国にある自
由村落同士を緩やかなネットワークで結ぶ﹁コミューン連合﹂を結成せよと主張する︒共産主義
の方法論だと︑現在の権力に代わって新たな独裁権力が生まれるだけだからだ︒
たとえば︑世界初の社会主義国家を誕生させたロシア革命について︑アナーキストの巨頭とさ
れた大杉栄はこう書いている︒
﹁ロシアの民衆は︑その革命によって︑まずツァーの虐政と地主や資本家の掠奪とからのがれ出
た︒︿中略﹀が︑旧主人が倒れるか倒れないうちに︑すでにもう︑新主人の自選候補者どもが群
がり集まってきた︒︿中略﹀彼らの求めるところはただ︑自分の党派の独裁︑すなわち民衆の上

の権力の独占にあるのだ︒︿中略﹀ある者は民主主義の名のもとに︑ある者は社会主義の名のも
とに︑ある者は共産主義の名のもとに︑ある者は民族自決主義の名のもとに︑ある者は帝政復興
の名のもとに ︿中略﹀容赦なく民衆を圧迫し︑動員し︑劫掠し︑攻撃し︑銃殺し︑また村落を焼
き払う︒そしてついに︑この強盗放火殺人の犯罪人どもの中で一番狡猾でそして一番凶暴なやつ
らがクレムリンの王座に坐りこんで︑無産階級の独裁の名のもとに︑いったん解放された労働者
や農民をふたたびまた前にもました奴隷状態に蹴落として︑完全にロシア革命を圧殺してしまっ
た︒これがいわゆるロシア革命なのだ︒ボルシェヴィキ革命なのだ﹂︵﹁無政府主義将軍 ネスト
ル・マフノ﹂︶

朴烈もまた︑革命後のソ連に幻滅し︑無政府主義に傾倒した一人だったと︑彼自身が後に立松
判事に述べている︒また︑文子が感銘を受けたスチルネルの﹃唯一者とその所有﹄を早い段階で
日本に紹介し︑高く評価したのは大杉栄だった︒要するに︑朴烈はアナーキストであったし︑文
子は自覚するしないに関わらず︑広義の意味でのアナーキストに含まれる気分を抱いていた︒
ちなみに︑スチルネルの思想は︑先に挙げた農村青年社の宮崎がいう﹁個人主義的無政府主
義﹂に分類される︒宮崎が述べるところによれば﹁個人主義的態度をとることで︑つまり勝手放
恣な生活をなすもので︑社会運動としてはなんらの発展性を有し﹂ないものとされる︒
文子や朴烈が︑
﹁純正無政府主義﹂だったのか︑
﹁個人主義的無政府主義﹂だったのかは︑図式
的に詮索してもあまり意味はあるまい︒ただ︑文子が朴烈に見出した一致点は︑決して虚無主義
ではなく︑自らを︑そして他者の自我を尊重することを出発点とするアナーキズムであっただろ

194
195

第三章・標的は皇太子

うことを︑強調しておきたい︒

話を文子と朴烈の﹁同棲記念﹂出版に戻す︒
朴烈が主宰する黒涛会は︑前年十一月に結成して以来︑めぼしい活動をしていない︒機関誌を
発行することで︑仲間の結束を固めようとしたのかもしれない︒
とはいえ︑たとえ薄っぺらなパンフレットでも︑印刷するには家賃数ヶ月ぶんのお金がかかる︒
ひら ばやし

文子はおでん屋の女給をやめ︑朴烈はもともと無職だ︒どうやって印刷費用を捻出したのか︒
ここで︑女流作家・平 林 たい子のエッセイを引こう︒昭和初年にデビューし︑戦後には芸術
院恩賜賞を受賞︒死後︑
﹁平林たい子文学賞﹂が設立されている︒年齢は文子より一歳下︒
長野県諏訪の生まれで︑文子が朴烈と出会った頃︑すなわち大正十一年三月に地元の高等女学
校を卒業した後に作家になることを目指して上京︑電話交換手や女給などを職を転々とするうち
に反体制活動にかぶれ︑アナーキスト青年と同棲を始めた︒
カンパ

反体制活動は︑それじたい︑なんの収益も生み出さない︒活動家は定職についていない者が大
部分だから会費を集めることもままならない︒結局︑寄付を募るかしかないが︑反体制活動にぽ
んとお金を出してくれる賛同者がおいそれと見つかるわけでもない︒
そこで︑反体制活動家たちは︑左翼と右翼とを問わず︑
﹁リャク﹂を行った︒大きな会社や商
店︑資産家を回って︑機関誌を発行するから広告を載せてくれ︑と依頼するのだ︒たいていは︑
生活費のたしになる程度の金を握らされて追い返される︒気の弱い者や慣れぬ者は︑うまくあし

らわれて一文にもならずにすごすご引き下がってしまう︒実際に広告を取れるだけの腕の持ち主
は︑
﹁十人に一人﹂くらいのものだったらしい︒

しぼ

平林たい子は︑反体制仲間とともに﹁リャク﹂をやった経験を︑
﹁金が欲しさに﹂というエッ
セイで描いている ︵﹃婦人公論﹄昭和三年十二月号︶
︒
﹁リャクとは略奪の意味である︒ブルジョア ︿資産家﹀の財産はプロレタリヤ ︿労働者﹀から搾

ひだ

あ

ったものであるから︑略奪してしかるべきである︑という妙なこじつけから自己を合理化した︑
一種の︑いや︑一種のどころか︑立派なゆすり商売なのである﹂
たい子を初めて﹁リャク﹂に連れ出したのは︑金子文子だったという︒
にんじん

﹁文子氏は︑皮が破れて靴下が見える古靴をはき︑どういうつもりからか︑襞のない︑色の褪せ
た衣のような古袴をはいて ︿チマ・チョゴリのことか﹀
︑朝鮮人参の包みを脇にかかえこんでいた﹂
文子は︑平林たい子を従え︑銀座の時計店に入った︒たい子は店の名を記していないが︑服部
時計店のことだと思われる︒明治十四年 ︵一八八一︶創業の老舗で︑最初は外国の時計や宝石を
輸入して売るかたわら︑国産時計の製造も行った︒後のセイコーである︒
当時の服部時計店は三階建ての西洋式建築で︑屋上の丸屋根に大きな時計台を掲げた姿は︑絵
はがきになったほどの名所だった︒昭和七年 ︵一九三二︶
︑六階建てに改築するが︑建物は今も
﹁銀座和光﹂として残っていて︑戦前の銀座の雰囲気を今に伝える貴重な存在である︒
金属製の時計や宝石がきらびやかな光を放って陳列されているなか︑チマ・チョゴリに穴のあ
いた靴をはいた文子は︑大股に歩いて店員に近寄り︑人参を買ってください︑と叫んだ︒たい子
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は文子の後ろで﹁青くなったり赤くなったりして︑もじもじ﹂していた︒
やがて︑葉巻をくわえた男が︑高価そうなスーツを飾る金鎖をじゃらじゃら鳴らしながら現れ︑
いらんよ︑と突っぱねた︒文子はめげずに一喝した︒
﹁いらないって？ 私を誰と思っているんだい﹂
朴文子だよ︑と告げるやいなや︑葉巻の男は眼を見張り︑無言で紙幣を差し出した︒
﹁私はそ
の時︑いかに彼女の名が売れていたかを知って感心させられたのであった﹂と平林たい子は書い
ている︒この頃の文子は︑朝鮮人参商・朴文子とも名乗っていた︒
平林たい子が書いたこのエピソードが具体的に何時のことなのかは分からない︒文子も︑
﹁リ
ャク﹂を始めたばかりの頃は︑うまくあしらわれたり︑追い返されたり︑失敗を繰り返しながら︑
やがてコツを覚えていったのだろう︒うまく広告が取れれば二〜三十円になり︑そうでなくても
五円や十円は稼ぐことができた︒
こうして念願の機関誌﹃黒涛﹄第一号が刷り上がったのは︑大正十一年七月である︒新聞紙大
の紙を折りたたんだだけの四ページしかないパンフレットだが︑最終面には︑四分の一の大きさ
で三越呉服店の広告が出ている︒
江戸時代以来の老舗で︑明治三十七年 ︵一九〇四︶に日本初の百貨店となり︑大正初年に﹁今

︱

が集う東京の二大名所の一つだった三越が﹁中元御贈答品は三越﹂な

つど

日は帝劇︑明日は三越﹂というキャッチコピーが流行語になったほど︑当時の上流階級女性

︱

今ふうに言えばセレブ

どという広告を︑無名の朝鮮人青年が発行するうすっぺらな機関誌に︑好意的に載せたはずがな

い︒
﹁リャク﹂で得た戦利品に違いないのだが︑それは誰の手柄だろうか︒
﹃黒涛﹄には︑ＲＢ生という署名で︑
﹁人参屋の手帖から﹂という埋め草的なエッセイが載って

︱

いる︒ＲＢは︑朴烈
の頭文字を逆さまにしたものと思われる︒朴烈もまた︑
BOKU･RETSU
文子と同じように︑朝鮮人参を売るという名目で︑企業や資産家を回ったのだろう︒
だが︑朴烈の﹁リャク﹂は惨めな結果に終わった︒訪ねていった資産家には会えたが︑開口一
番﹁人参はいらない﹂と言われ︑さらに﹁この黒涛というのは一体なんですか﹂﹁一体︑どこに
あるんだ﹂
﹁会員は何名？﹂
﹁人参を売って会の何にするんだ﹂と問いつめられるばかりで︑結局
なんの戦果もなく﹁お邪魔しました﹂としっぽをまいて退散するしかなかった︒
いくぶん戯画化されているが︑朴烈は﹁リャク﹂には向かなかったのだろう︒政治的主張を述
べる時には雄弁でも︑基本的には無口な男である︒ブルジョアから資産を強奪するのだといき
がってみても︑しょせんは恐喝行為だ︒プライドの高い朴には耐えられなかっただろう︒もし︑
﹁リャク﹂に向いていれば︑友人宅を転々とするような生活は送っていなかっただろうし︑とっ
くに機関誌のひとつも発行していたに違いない︒
三越の広告をはじめ︑
﹃黒涛﹄刊行にこぎつけるだけの資金を得られたのは︑大部分が文子の
功績だったのではないか︒

ここで少し脇道にずれる︒
大正十三年︑ギロチン社事件が起こった︒大杉栄の流れを汲む青年たちが︑数々の事件を起こ
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し検挙されたのである︒
大杉栄は︑大正十二年九月の関東大震災直後︑愛人の伊藤野枝や甥とともに軍によって虐殺
される︒ギロチン社の青年たちは︑関東大震災の後に布かれた戒厳令の最高責任者だった陸軍大
将・福田雅太郎こそ︑大杉虐殺の責任者だとして︑朝鮮のテロリストグループから爆弾や拳銃を
入手し︑福田大将の自宅に爆弾を送りつけたり︑拳銃で狙撃した ︵いずれも未遂︶
︒
ふる た だい じ ろう

彼らは︑武器入手の資金を得るために︑大阪で現金を運んでいた銀行員を襲い︑誤って刺殺し
た︒実行犯である古田大次郎という青年は死刑判決を受けるが︑獄中で書いた手記﹃死刑囚の思
い出﹄に︑このようなことを書いている︒
事件を起こす直前︑古田らは﹁倦怠と失望﹂に包まれていた︒
﹁この時の僕たちは︑いわゆる会社回りばかりしていたのである﹂
すなわち︑
﹁リャク﹂を行っていたのだ︒
﹁金は相当に取れたが︑︿同志の﹀人数が多いから取れた金は焼け石に水だった︒︿中略﹀いつも
いつも︑その日に追われて︑きわめて結束のない︑危なっかしい︑乱暴な生活をしていた﹂
恐喝という最低な行為をするのは人民のためだ︑と自らに言い聞かせて納得するのも限度が
ある︒巻き上げた金は生活費に消えるだけ︒繰り返せば繰り返すほど︑心がすさんでくる︒煮詰
まった状況を打破するために彼らが選んだ手段が︑強盗だった︒そして罪もない銀行員が死んだ︒
高邁な理想を追い求めて反体制活動に従事した者が︑やがて生活苦から精神を荒廃させ︑テロリ
ズムに走るまでの精神的軌跡を物語る一例として︑記憶に留めておいていただきたい︒

だが︑ギロチン社の青年たちがとらわれた倦怠感や自己嫌悪は︑金子文子には無縁だったよう
0

0

0

0

だ︒二人は定期的にパンフレットを発行し続ける︒広告の数も増えていった︒
﹁朴文子だよ﹂と
名前を告げるだけで︑相手がおとなしくお金を出すまでになった文子のがんばりが︑資金集めの
原動力となったことは間違いないだろう︒
朴烈には︑現実にお金を生み出すだけの甲斐性はなかった︒そんな朴烈のために︑文子は懸命
に働いた︒かつて︑朝鮮で持ち出したお米を金に換えようとしたり︑上京してから粉石鹸を行商
しても︑強気になれず︑すごすご退散することの多かった文子は︑立派な﹁リャク﹂のスペシャ
リストとなった︒
愛する者のためならば︑強くなれる︒見栄も外聞も捨てられる︒
文子はそんな女の一人だった︒

﹃黒涛﹄第一号を読んでみよう︒まず﹁創刊に際して﹂と題する文章にこうある︒
﹁俺たちは人間としての弱者の叫び︑いわゆる不逞鮮人の動静︑及び︑朝鮮の内情を︑いまだ血
の硬化しない人間味のある多くの日本人に紹介すべく︑ここに黒涛会の機関誌として雑誌﹃黒

俺たち

涛﹄を創刊する︒俺たちの前途には幾多の障碍物のあることを知っている︒しかし︑これらの障
碍物のことごとくを征服した時︑そして世の多くの人々が俺たちを顧みた時︑その時！

の日は来るのだ︒その時こそ︑真の日鮮融合！ いよいよ万人の渇望してやまない世界融合が実
現されるのだ﹂
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続いて︑黒涛会の﹁宣言﹂が掲げられる︒すでに紹介したとおり︑﹁俺たちはあくまで徹底的
たす

に 自 我 に 生 きる ﹂
﹁俺たちは︑徹底した自我主義者において︑人間は互いにいがみあうのではな
く︑互いに親しみあい扶けあうことのできる事を見いだした﹂とある︒すなわち︑黒涛会は︑ア
ナーキズムの唱える﹁互いの自我を尊重し合うゆるやかなネットワーク﹂理論を日本と朝鮮との
みなぎ

関係にあてはめ︑その実現を期して活動する団体ということになる︒
続いて︑朴烈や仲間たちの﹁叛逆気分﹂の 漲 った論説や散文詩︑朝鮮半島で発行されている
﹃東亜日報﹄や﹃朝鮮日報﹄から抜粋した︑独立運動やそれを弾圧する朝鮮総督府の動向を扱う
記事の抜粋︑検挙された黒涛会メンバーや親しい反体制活動家たちの現状を伝える﹁裁判所か
ら﹂なるコラムなどが並んでいる︒
国

刑事部屋で聞いた話﹂という埋め草的な短文である︒地元の世田谷警察署から

文子も︑活浪生というペンネームを用いて︑文章を書いた︒ひとつは︑﹁恩給のためか？

︱

家のためか？
呼び出された時のことをつづったエッセイだ︒
朴烈は︑警察からは﹁要視察朝鮮人﹂の﹁甲﹂とされていた︒
﹁反日思想﹂を抱いている日本
在住朝鮮人には警察の監視がつく︒甲・乙の二つのランクに分けられ︑朴烈は上級ランク扱いだ
った︒日本人か朝鮮人かを問わず︑反体制活動家には︑警察が監視の眼を光らせていた︒時には︑
刑事と監視される側が軽口をかわす仲になることもあるほど︑ぴったりマークしていたのだ︒
そんな危険人物と同棲しはじめた文子にも︑さっそく警察から呼び出しがかかった︒行くと︑
三畳ほどの狭い部屋に通され︑ここで待っていろと言われ︑それから二時間︑正午近くまで待ち

ぼうけさせられた挙げ句︑二人の刑事が入ってきた︒そして︑いろいろと問いただしたり︑あん
な男とつきあってはろくなことがないぞとさんざんお説教してから︑トンカツ弁当を取ってくれ
た︒空腹にさせておいて︑食事を恵む心理作戦なのだろう︒それで終わりかと思ったら︑これか
ら警部殿が来るから︑もう少し待てと言う︒さらに二時間待たされた︒エッセイの大部分は︑警
部殿を待つ間の二人の刑事の会話が中心になっている︒
一人の刑事が︑あと二年勤めれば恩給をもらえる︑と言うと︑年下の刑事は︑自分はあと六年︑
長いでしょうなあ︑と応じる︒年上の刑事の方は︑亡くなった軍人の叔父や政府技官の祖父の恩
給のおかげで裕福らしい︒生活設計のために四谷に土地を買った︑と自慢する︒それを聞いた若
い刑事は﹁早く金ができたら︑足を洗うことですな︒あまり長くやる仕事じゃありませんよ︒そ
れに︑どうしたものか︑よした後まで︑世間からは嫌われるのでね﹂とため息をつくのだ︒
権力の手先をからかうのが趣旨の戯文らしく︑刑事のことを﹁怖いオジサン﹂と揶揄している
が︑彼らを記号的な﹁敵﹂と見るだけではなく︑生活者としてとらえるリアリズムを︑文子は持
っていた︒自らも他者をも客観視できる文子の資質は︑後にみごとな獄中手記として昇華するが︑
この時の文子は︑印刷屋からあがってくる校正刷をチェックする度に︑自分が書いた文章が活字

ひま

になることの喜びに酔っていたに違いない︒警察に呼び出しを食らったことも︑なんだか一人前
の活動家になったようで︑気分は高まるばかりだった︒
その喜びを文子は︑
﹁ボロ長屋の二階から﹂と題する編集後記でこう書いている︒
﹁昼は有志の訪問に︑広告とりに︑あるいはまたパンの代を得べく︑なかなかもって隙はない︒
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にじ

今夜も今し方︑町から帰ってきたばかりだ︒すぐさま暗い電灯を引き下ろし︑ボロ机を広くもな
い部屋のまっただ中に引きずりだして︑またぞろ安インクを滲ませはじめた︒毎晩の事ながら︑
それでも今夜は曲がりなりにも︑ものになるかと思えば︑紙屑取り散らかした部屋もそぞろに嬉
しい﹂
﹁広く日支台鮮 ︿日本︑中国︑台湾︑朝鮮﹀を⁝⁝︑いやいや世界を舞台として活動すべく希望は
していたものの︑そこが素人の不馴れな芸当の悲しさ︒思うに任せず︑ついやむをえず︑手近な
朝鮮の事どもをとりあえず報ずることにした︒しかし二号より︑紙面拡張とともに︑この方面に
わたって大いに飛躍するつもりだから︑諸君は落胆することなく︑大きい眼をもって見ていても
らいたい﹂

第二号は︑翌八月に出た︒分量は同じく四ページ︒文子は︑
﹁思ったこと二ツ三ツ﹂と題して︑
朝鮮民族と大和民族はもともと同じ先祖なのだから︑さらなる同化を進めなければならないと主
張する学者を批判した︒
﹁君らは鮮人同化を云々する前にまず在鮮大和民族を人間化させる事だね︒貸金の期限が切れた
からといっては借主たる鮮人を自家の天井に逆さづりにしたり︑貸金に対する十倍の額の抵当を
ふんだくらんがために鮮人の口へ猟銃を向けたりするような⁝⁝そんな兄弟分がないようにね﹂
この記述は︑朝鮮人相手に金貸し業を営んでいた岩下家で実際に見聞きした体験にもとづいて
いるのかもしれない︒

文子にとって︑七年にわたる朝鮮での生活は︑同じ日本人であり︑血がつながっているはずの
岩下家から虐待される日々だった︒いわば︑日本の植民地支配に苦しむ朝鮮人と同じ立場にいた
のだ︒それでも︑自分は日本人であり朝鮮人とは違うと自覚していた︒だが︑朴烈やその仲間た
ハン

ちと行動を共にするようになってから︑東京での苦しい生活で忘れていた朝鮮での日々が蘇り︑
なかにし い

の すけ

朝鮮人が日本人に対して抱く﹁恨﹂を共有するようになっていったようだ︒
な お︑
﹃黒涛﹄第二号では︑作家の中西伊之助の原稿をもらうことに成功した︒中西は明治二
十年 ︵一八八七︶生まれの三十五歳︒朝鮮で新聞記者をしていたころ︑鉱山で働く朝鮮人労働者
の過酷な状況を暴露した記事を書いて投獄されている︒その経験をもとにした小説﹃赭土に芽ぐ
むもの﹄を同年二月に当時一流の出版社である改造社から刊行した︒
プロの作家からの原稿を得られて喜んでいたら︑思わぬトラブルが起こった︒その年の秋︑黒
涛会メンバーのなかで︑共産主義を奉じるグループと︑アナーキズムに傾倒するグループが対立
し︑抜き差しならない事態になった︒結局︑黒涛会は二つに分裂し︑朴烈はアナーキスト・グル
ープを再編成して︑黒友会を結成する︒警察の調査資料によると︑
﹁朴烈の専横なる態度が同志
の反感を買﹂った結果とされている︒朴烈には独特の人間的魅力があり︑それに惹かれて集まっ

ふて

てくる仲間は少なくなかった︒だが︑リーダーシップを発揮して組織をまとめる手腕には欠けて
いたようだ︒
黒友会を結成した後︑朴烈と文子は新しい機関誌として﹃太い鮮人﹄を︑その年の十一月に刊
行 し た︒
﹁不逞鮮人﹂のもじりである︒分量は変わらず四ページだったが︑ほとんど朴烈が執筆
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した︒その年のうちに︑
﹃太い鮮人﹄第二号を出すが︑これも大部分が朴烈で︑後は文子が書い
た﹁所謂不逞鮮人とは﹂という長めの文章の他は︑読者の投書が一つあるきりだった︒
0

0

文子の﹁所謂不逞鮮人﹂は︑三ヶ月前に書いた﹁思ったこと二ツ三ツ﹂が第三者的に日本を批
判したのに対して︑より朝鮮人の立場から書いた色彩が濃い︒
﹁我々不逞鮮人﹂という文句さえ
使っている︒署名も朝鮮人参を売る時に使う﹁朴文子﹂を用いているので︑事情が分からぬ者は
朝鮮人女性が書いたかのように錯覚するだろう︒
黒友会メンバーから思うように原稿を集められず︑仕方なく朴烈と文子だけで紙面を埋めたよ
うな印象を与えたくなかったのかもしれないが︑文子は︑孤立しがちな朴烈を賢明に支えるうち
に︑しだいに﹁不逞鮮人﹂に同化していったのではないか︒
ロシアの作家アントン・チェーホフは﹁可愛い女﹂という短編小説で︑配偶者が変わるたびに
夫に合わせて人柄まで変えていく女性をヒロインに据えた︒多かれ少なかれ︑男性に比べると女
性は柔軟に相手に合わせることができる︒そんな﹁女らしさ﹂を︑文子もまたそれなりに持ち合
わせていたのだろう︒
そんな文子に︑朴烈はどんな思いを抱いていたのだろう︒
瀬戸内寂聴の﹃余白の春﹄には︑文子の弟・賢俊の妻となった佐伯のり子という女性から聞い
た談話が書かれている︒
時期は分からないが︑文子が︑父・文一の住む浜松で︑街頭演説をしながら︑パンフレットを
配ったことがあった︒小柄な体をせいいっぱい動かし︑早口で熱弁を振るう文子の傍らに︑朴烈

は静かに控えていて︑文子の声がしわがれてくると︑さっと水を差し出して呑ませた︒
その後︑文子は朴烈を連れて父の家に行った︒その際にも朴烈は︑文子のために履き物を揃え
てやったり︑文一の妻たかのに﹁おとなしく﹂
﹁やさしい人﹂という印象を与えたようだ︒
朴烈も分かっていたのだ︒まがりなりにもパンフレットを発行して︑つもりつもった日本政
府への憤懣や批判を活字にできるのも︑文子が献身的に働いてくれるからだ︑と︒そんな文子に︑
朴烈は感謝していただろう︒だが同時に︑その献身をどこかで負担に感じてはいなかったか︒思
春期の少年が︑細やかに尽くしてくれる母親に反抗せずにはいられないように︒

年が明けて︑大正十二年 ︵一九二三︶になった︒
三 月︑
﹃不逞鮮人﹄は︑タイトルを﹃現社会﹄に改め︑いきなり二十四ページにボリュームア
ップした︒寄稿者も増えた︒朴烈や文子︑黒友会のメンバーの他に︑朝鮮に住む日本人や沖縄県
人からの投稿もある︒
第一次世界大戦の好況時に生じた経済格差と︑それなりに成熟しつつある国家に特有の閉塞感
のなかで︑不満の吐き出し口を求める若者たちが︑己の意見を述べられる場に集まってきたのだ︒
彼らは︑そういう場を与えてくれた朴烈を﹁兄﹂と呼んで慕った︒
第一号が出た後︑文子と朴烈は︑世田谷町池尻の相川新作方を出て︑多摩郡代々八幡町代々木
富ヶ谷一四七四番地 ︵現︑渋谷区富ヶ谷一丁目︶の︑牧場に隣接する二階建ての借家に引っ越して
いる︒新しく結成した不逞社のメンバーが集まれるだけの広さを求めたからだった︒不逞社はそ
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の年の五月に第一回例会を開いている︒同志は二十三人︒そのうち十七名が朝鮮人だった︒
不逞社の性格については︑すでに述べたとおり︑特定の主義主張の持ち主の集まりでもなく︑
一つの政治的行動を目的とするものでもない︒借家の玄関には﹁不逞社﹂と表札を掲げ︑二階の

さとむら

壁には赤いハートマークのなかに﹁叛逆﹂と書いて︑外の通りを歩く人々の眼に入るようにして
あった︒要するに﹁叛逆気分﹂の持ち主ならば誰でも入れるような組織だった︒
その頃の朴烈と文子の様子を描いたエッセイが残っている︒後に左翼作家として活躍する里村
きんぞう

欣三が大正十五年 ︵一九二六︶
︑
﹃文芸戦線﹄五月号に寄せた﹁思い出す朴烈君の顔﹂だ︒
里村は朴烈と同じ年で︑不逞社メンバーではなかったが︑よく富ヶ谷の不逞社に立ち寄ってい
たら

た︒戸を叩いて名を告げると︑
﹁水色のはげかかったルパシカ﹂を着て﹁ロイド眼鏡﹂をかけた
朴烈が現れ︑
﹁飯でも食えよ﹂と言う︒そして︑文子も交えて三人で﹁鱈の乾物とバサバサした
麦飯﹂を食べるのだ︒里村は文子を﹁よく笑って歯切れのいい調子で快活に話す人であった﹂と
回想している︒
続いて六月に出た﹃現社会﹄第二号では︑寄稿者はさらに増えた︒朝鮮人だけではなく︑日本
人も多い︒浜松︑愛知︑大阪︑三重︑高知︑沖縄と各地から︑シンパシーに溢れた文章が送られ
てきた︒巻末は六ページにわたって三越百貨店やサッポロビール︑松屋デパートの喫茶店などの
広告で埋め尽くされた︒文子の父・文一が住む浜松の新聞社も出稿している︒
平林たい子が目撃したように︑その名を告げるだけで相手がお金を出すほど︑文子の名はよう
やく世間に知られるようになっていた︒資金集めは﹁リャク﹂だけとは限らない︒反体制活動に

ありしまたけ お

同調する知識人にカンパを仰ぐこともある︒そのなかに作家の有島武郎もいた︒
し

が なお や

む しやのこう じ さねあつ

しらかば

有島武郎は明治十一年 ︵一八七八︶生まれ︒父親は裕福な実業家で東京市会議員も勤めた︒い
わば名家のお坊ちゃんで︑学習院在学中に志賀直哉や武 者 小路実篤らと同人雑誌﹃白樺﹄を発
行︒後︑白樺派と呼ばれるグループの一員として活躍し︑
﹃カインの末裔﹄
﹃生まれ出づる悩み﹄
﹃一房の葡萄﹄
﹃或る女﹄など後世に残る作品を発表した︒
有島には悩みがあった︒ロシア革命の翌年︑日本国内でも社会主義運動が高まっていた大正七
年︑彼は武者小路実篤に宛てた公開書簡で﹁私達は都合のいい境遇に生い立ったという点から私
達自身の才能をすら割引きして考えなければならないのです︒公然とこれは自分が自分の力で造
り上げた才能だぞと云いきる事が出来ないような立場でいます﹂と︑恵まれすぎた自分の生まれ
育ちを恥じている ︵﹁武者小路兄へ﹂﹃中央公論﹄大正七年五月号︶
︒
大正十一年には︑北海道で父が開拓した広大な農地を︑そこに住む小作人たちに無償で譲り渡
0

0

し︑世間を驚かせた︒さらに︑大杉栄ら反体制活動家にも資金援助を行っていた︒
文子が︑どういうつてで有島武郎と会ったのかは分からない︒重要なことは︑大正十二年五〜
六月頃︑朝鮮時代に世話になった小学校教師の服部富枝に宛てて︑﹁ある小説家の取り計らいで︑
ただいま︑自分の自伝を書いております︒九月か十月にさる婦人雑誌に掲載できるはずですから︑
そうしたら是非︑お読みになってくださいまし﹂と書いたことだ︒
は た

の あき こ

ある小説家とは︑有島武郎のことだと考えると︑
﹁ある婦人雑誌﹂に自伝が掲載されることに
なった経緯も想像がつく︒有島は当時︑
﹃婦人公論﹄編集者の波多野秋子と恋愛関係にあった︵文
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子が恩師に手紙を書いた前後の大正十二年六月九日︑有島は軽井沢の別荘で波多野秋子と心中するのだ
が︶
︒

文子は服部に︑
﹁朝鮮時代のことをおもに書いて︑在鮮人の紹介と︑私当時のことについてあ
からさまにさらけだして︑世の多くの母方の育児資料にしたいと思います︒ひいては︑虐げられ
た人間がどう変わるものであるか︑及ばずながら記したいと思います﹂と書いている︒
文子は︑やっと自分の人生に意味が与えられた思いだったに違いない︒﹃現社会﹄は発行部数
三百にすぎないが︑﹃婦人公論﹄は当時︑数万部を発行する商業雑誌だ︒文子は︑本屋に飛び込
ん で︑
﹃婦人公論﹄をめくったかもしれない︒五月五日に発売された六月号の目次には︑平塚ら
き

ら ぼし

いてう︑長谷川如是閑︑正宗白鳥︑広津和郎︑佐藤春夫︑武者小路実篤︑そして有島武郎といっ
た当代一流の論客や作家が綺羅星のごとく名を連ねている︒十九歳の文子は︑自分の名がここに
混じると思うだけで胸が躍っただろう︒
それだけではない︒辛かった前半生を多くの読者に紹介することで︑同じような境遇に陥るよ
うな子供が少しでも減らせるかもしれない⁝⁝︒
あき た

う じやく

朴烈と出会えてよかった︒文子はこの時︑強くそう実感できたのではないか︒
同じ時期に朴烈は︑有島武郎の友人である作家の秋田雨 雀 に会い︑
﹁朝鮮人の不幸な境遇を救
あり ま より やす

うために︑日本人と朝鮮人との間に会を組織したい﹂と語っている ︵﹃秋田雨雀日記﹄大正十二年
︒また︑農民救済運動にも積極的に関わっていた東京帝国大学助教授の有馬頼寧
七月十三日付︶
︵後に貴族院議員︶の賛助をも得ていたらしい︒

文子も朴烈も︑同棲生活二年目にして︑行き詰まっていたお互いの人生を︑伸びやかに広げて
いくきっかけを得つつあった︒
その矢先︑大正十二年九月一日︑関東大震災が起こった︒震度七の大地震による死者・行方不
明者は十四万人︑二百万人近い人々が家を失った︒
翌九月二日︑緊急勅令が出された︒東京と神奈川に限り︑いわゆる﹁戒厳令﹂が適用されたの
である︒戒厳令とは︑戦時中に国の行政・司法の権利を軍隊に委ねることをいう︒報道の規制︑
軍需品の輸出禁止︑武器を携行する者の検査や押収︑郵便や電信の検閲︑やむをえざる場合の不
動産の破壊︑建物や船舶への立ち入り検査等々を︑軍隊が行うことになった︒
共産主義者や無政府主義者による運動が盛り上がり︑四年前には朝鮮半島全土で起こった三・
かいじん

一万歳事件の記憶も生々しい時期である︒当局が恐れたのは︑
﹁主義者﹂や﹁不逞鮮人﹂と呼ば
たむろ

れる輩が騒ぎを起こすことだった︒灰燼と化した東京のそこここに︑カーキ色の軍服姿の武装し
た兵士たちが屯した︒
同じく九月二日︑﹁不逞鮮人﹂が放火して回っている︑あるいは︑井戸に毒を投げ込んでいる
とのデマが飛び交った︒民衆は自警団を組織し︑朝鮮人や中国人を虐殺した︒その数は︑日本側
の公式発表でも三百人を越える︒なかには︑朝鮮人と誤認され命を落とした日本人もいた︒殺さ
れた数は六千人という数字も出ているが︑真偽のほどは定かではない︒怯えた朝鮮人たちは︑警
察に助けを求めた︒警察が保護した朝鮮人は全国で二万人を越えた︒
文子と朴烈が住む富ヶ谷の不逞社は︑運良く倒壊を免れた︒震災当日︑文子と朴烈は︑倒れた
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家財道具で散乱した家から畳を持ち出し︑隣接する牧場の囲いの外の原っぱで︑集まってきた数
たそがれ

人の仲間とともに︑たき火をおこして米を炊いて食べた︒
﹁広い草原 ︿牧場﹀の彼方には︑真っ
赤な稲が燃えていた︒月が︑夕焼けの太陽のように変わって⁝⁝ああ︑物凄い黄昏だったわね﹂
と文子は後に︑炎が燃えさかる都心部を遠くから眺めた記憶を︑獄中からかつての同志に書いた
手紙の中で回想している︒
翌三日からは︑不逞社メンバーたちに手伝ってもらい︑片付けに没頭した︒壁に﹁叛逆﹂と大
し ちょう

書した家の回りに︑あやしげな朝鮮人が集まっている⁝⁝︒デマに怯える近隣住民が︑そう通報
したのだろうか︒輜 重 兵第一大隊陸軍輜重兵軍曹・鈴木亀男が部下を引き連れて︑不逞社に現
れた︒外にいたメンバー三名をまず逮捕してから︑家の中に踏み込んだ︒
現れた兵士たちを前に︑朴烈はなんとか文子をかばおうとした︒兵士たちが︑家のなかのあら
ゆる引き出しや押し入れを開けてパンフレットや宣伝ビラなどの書類を押収しはじめると︑朴烈
は﹁懐の短刀を抜いて腹を切る真似をした﹂と鈴木軍曹は後に報告書に記している︒
兵士たちは︑やがて駆けつけた警官に︑文子と朴烈を引き渡した︒それから十月にかけて︑不
逞社メンバーは一人をのぞき︑すべて検挙された︒
文子の人生にもたらされかけていた明るい前途は︑ここに閉ざされたのである︒

大正十三年一月二十五日︒
金子文子に対する第六回予審訊問が︑東京地方裁判所で行われた︒

予審判事・立松懐清は︑常になく緊張した面持ちで︑文子と向かい合っていた︒すでに︑彼女
の前半生︑朴烈と出会った経緯︑不逞社の活動については︑あらかた訊問が終わっていた︒
いよいよ︑彼らが計画したとされる﹁爆弾テロ﹂について問いただす時が来たのである︒
﹁朴烈は⁝⁝﹂
奥山書記に調書をとるよう合図し︑立松は切り出した︒
﹁金重漢に対して爆弾入手を頼んだことがあるか﹂
金重漢は︑検挙された不逞社メンバーの一人︒朴烈が︑上海に渡って爆弾を入手するよう依頼
した相手である︒
﹁あります﹂
文子はあっさりと認めた︒

う ぞう む ぞう

﹁私と朴の思想や︑意図するところは︑前回以来申し上げましたとおりであります﹂
見守る立松を一瞥し︑文子は続ける︒
﹁私も︑岩崎おでん屋にいた頃︑帝国議会に爆弾を投げ込んで︑有象無象を殺してやろうと考え
て︑岩崎おでん屋に来る政治ゴロ ︵新聞記者︶に帝国議会の内部の模様をいろいろ詳しく聞いた
こともありました︒朴も︑私と同棲する以前から︑そのような事を計画していたそうでありま
す﹂
すなわち文子は︑朴烈と会う以前から︑爆弾テロを行う考えを持っていた︑と言いたいのだ︒
﹁私と朴とは︑同棲する以前︑日比谷公園や神保町の支那料理屋に会合して︑そうした復讐のシ
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ーンを語り合ったこともありました︒それほどですから︑私と朴とはそこに共鳴して同棲するこ
とを決意し︑同棲後︑始終そのような計画を相談しておりました﹂
﹁大正十二年一月頃︑私と朴とは︑金重漢を知り︑その後︑交際してその人物が割合にしっかり
しているように見ましたので︑同年五月頃︑私と朴と相談の上︑朴は金に上海から爆弾を手に入
れて来てくれるように頼んだのでありました﹂
語り終えた文子に対し︑立松は訊ねた︒
﹁被告らはその爆弾を︑何に使用するというのか﹂
﹁言うまでもなく﹂
文子は淡々と答える︒
﹁私のいうところの︑第一階級第二階級を合わせて爆減させるために︑私と朴とは︑金にその爆
弾の入手を頼んだのであります﹂
第一階級とはすなわち︑皇族である︒大逆罪は︑﹁天皇︑太皇太后︑皇太后︑皇后︑皇太子ま
たは皇太孫﹂に対して﹁危害を加え︑または加えんとしたる者﹂に適用される︒それ以外の皇族
の暗殺を企てただけならば大逆罪には問われず︑量刑はぐっと軽くなる︒皇族とは具体的には誰
のことか︒それが︑文子が大逆罪に該当するかどうかの大きな分かれ目だった︒
そんしよう

立松は深呼吸をした︒ここは慎重を期さねばならない︒立松は︑質問の方向を変えた︒
﹁被告らは︑日本の皇族に対して︑日頃尊 称 を用いていたか﹂
﹁いいえ︒天皇陛下のことは病人と呼んでおりました﹂

﹁摂政宮殿下のことは？﹂
けんかん

﹁坊ちゃんと呼んでおりました﹂
う ぞう む ぞう

﹁大臣その他の顕官の事をなんと呼んでいたか﹂
﹁有象無象と言うておりました﹂
﹁警視庁の役人のことは？﹂
﹁やつらは︑ブルジョアの番犬ですから︑ブルドッグとか犬ころとか呼んでおりました﹂
﹁では⁝⁝﹂
立松は︑やや表情を崩してみせた︒
﹁裁判官のことは？﹂
文子は思わず吹き出した︒裁判官は目の前にいるのだ︒
﹁捕まった後のことを私らは考えておりませぬから︑裁判官などは︑私らの眼中にありません﹂
くつろいだ表情になった文子に︑立松は︑じっくりと核心に迫る質問を投げかけた︒
﹁被告らは︑そのようなことを︑始終そのように計画相談していたか﹂
くら

0

﹁私らは始終その相談をしておりました︒ある時朴は︑自分は以前郵便配達夫をしていたことが
0

0

0

0

あるから︑坊ちゃんの行列の時︑郵便配達夫の服装をして︑ブルドッグの目を瞞まして爆弾を坊
ちゃんに投げつけようかと申しておりました﹂

坊ちゃん⁝⁝︒即ち皇太子殿下︒再び面差しを緊張させはじめた立松の耳に︑思わぬ一言が飛
び込んできた︒
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﹁私らが︑爆弾を手に入れることを計画して人に頼んだのは︑金ばかりではありません︒爆弾を
手に入れることの準備行為として︑昨年二月中に朝鮮の同志金某に宛て︑暗号の手紙を送ったこ
とがありました﹂
キム

これまでの取り調べには出てこなかった新事実だ︒
文子は述べる︒朴烈が︑金重漢と同じ﹁金﹂姓を持つ朝鮮在住の同志としきりに連絡を取って
いた︒彼に宛てて送った手紙は︑すべて暗号で書かれ︑封筒は桃色の女性用のものを使い︑宛名
や差出人は文子が書いた︒ある時︑黒涛会のメンバーが遊びに来た時︑朴の洋服に刺さっていた
封書に気づいた︒封筒の色から︑女からの艶書 ︵ラブレター︶だと思いこんだ彼は︑文子にそれ
を見せ︑
﹁ご用心なさい﹂と忠告したこともあったという︒
﹁手紙は朴がしたためましたから︑その内容の詳しい事を︑私は知りません﹂
﹁それでは⁝⁝﹂
立松は︑いま耳にした一件については後回しにして︑金重漢がからんだ爆弾入手計画について
詳しく聞き出すことにした︒
﹁被告らが︑金に爆弾の入手を頼んだという次第はどうか？﹂
文子は語った︒金重漢と初めて会ったのは︑大正十二年四月二十六日のこと︒その頃︑朴烈と
文子は︑上海にある義烈団から爆弾を入手する計画を練っていた︒だが︑要監視人物である朴が
上海に赴くのは﹁官憲に見破られるから﹂危険だし︑文子が行くとなると女性であるため﹁人の
目に立つ﹂
︒どうしようかと相談している時に︑金重漢が現れた︒金重漢はソウル在住の学生だ

ったが︑学校をやめて東京に出てきたばかりだった︒
﹁そのしっかりしている様子を見て︑頼もしく思い︑私は朴に︑金ほどの男なら爆弾の事を頼ん
でもよかろうと申しました︒朴もそれを肯定しておりました﹂
朴が金重漢に﹁爆弾を上海から秋までに入手して持ってきてくれ﹂と頼んだのは五月末であっ
た︒金重漢は了承したが︑彼との交際を深めるにつれ︑﹁売名的の嫌いがある﹂ように思えてき
たので︑依頼を取り消すことにした︒金重漢は﹁愚弄﹂されたと激怒し︑計画は流れた⁝⁝︒
0

0

0

0

0

0

文子の供述が終わるのを待ち︑立松は︑決定的な証言を確認すべく︑こう質問した︒
﹁朴が︑金に対し︑この秋までにと時を限って爆弾の入手を頼んだわけは？﹂
昨年の秋に行われるはずだった一大イベントで︑テロを起こすつもりだったとなると︑考えら
れる標的はただひとつ⁝⁝︒
果たして︑文子の答えは︑立松が予想したとおりだった︒
﹁昨年の四月頃と記憶します︒当時新聞に︑皇太子の結婚が昨年秋頃に行われるであろうという
旨の報道が記載されてありました︒それで私と朴とは︑この時が一番いいから爆弾を手に入れて
それを投げつけようと計画したのでありました﹂
ターゲットは皇太子︒文子は︑自ら﹁大逆の罪﹂を認めたのだ︒
で く

文子はさらに語った︒
﹁皇太子は木偶でありますが︑政治の実権と一体不離の関係にありますから︑爆弾を投げて皇太
子にそれが当たればなお結構だと思っておりました﹂
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その四日後︒
立松は︑文子を東京地方裁判所に呼びだした︒
﹁前回の申し立てに相違はないか﹂
﹁相違ありません﹂
﹁被告は⁝⁝﹂
立松は︑ためらいがちに問うた︒
﹁女としての身体の都合上︑興奮して前回のようなことを申したのではないか﹂
生理ではなかったのかということを婉曲に訊ねたのだ︒文子は不快げに顔をしかめた︒
てら

﹁そんなことはありません﹂
﹁被告は︑衒って前回のようなことを申したのではないか﹂
﹁冗談ではありません！﹂
文子は怒りを露わにした︒
﹁衒ってあのようなことを申すものですか！﹂

こうして文子は︑爆弾テロのターゲットが皇太子であることを認めた︒立松は文子への訊問を
いったん打ち切り︑一月三十日から︑朴烈への訊問を開始した︒
それまで黙秘を続けてきた朴烈だったが︑重い口を開いて供述を始めた︒予審調書には残って

ほの

いないが︑記録を取らせる前に︑立松が︑文子がすべて自白したことを仄めかしたので︑朴烈も
観念したのかもしれない︒
朴烈は︑言を左右して︑関係者の名前を明かそうとはしなかった︒だが︑訊問を重ねるうちに︑
彼の﹁計画﹂の輪郭が︑次第にはっきりしていった︒そして分かったことは︑朴烈が爆弾入手を
試みたのは︑一度や二度ではなかったということだった︒
すぎもとていいち

最初は︑文子と出会う以前の大正十年 ︵一九二一︶冬だった︒その頃︑朴烈は︑外国航路の船
員である杉本貞一という男と知り合った︒杉本は︑社会主義者と付き合いがあり︑その縁で朴烈
を紹介されたのである︒
フランスのマルセイユで労働運動に参加し︑投獄されたこともあると自称する杉本に︑朴烈
は﹁ヨーロッパには爆弾があるか﹂と訊ねた︒杉本は﹁ある﹂と答え︑その形状や破壊力を説明
した︒朴烈は杉本に︑﹁ぜひ︑ほしい﹂と頼んだ︒杉本は︑﹁あったら︑それを持ってきてやる﹂
と快諾した︒その後︑なぜか杉本との音信は途絶え︑話はそのままになった ︵後に証人として立
ほ ら

松に呼ばれた杉本は︑マルセイユで労働運動に参加したことや︑ヨーロッパの爆弾のことはすべて嘘で︑

チェ

﹁思想が幼稚だと愚弄されまいようにと思って法螺を吹いた﹂と証言している︶
︒

翌大正十一年春︑文子と出会って同棲生活を始めた前後︑朴烈は崔という朝鮮人青年と︑東京

キムハン

と京城で同時に爆弾テロを行う計画を立てたというが︑これもまた︑若者二人が気炎をあげたと
いう以上のものはないようであった︒
その年の九月と十一月︑朴烈は二度朝鮮半島にわたり︑京城で朝鮮無産者同盟会委員の金翰と
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会った︒一八八七年生まれで朴烈より十五歳上の金翰は︑上海にある大韓民国臨時政府の秘書局
長を務めたこともある︒独立運動の幹部クラスの人物である︒
金翰は︑義烈団という反日テロ組織と関わりを持っていた︒十三人の朝鮮人メンバーからなる
組織で︑拠点は上海にあった︒爆弾を入手して朝鮮内に運び︑日本の総督府や各地の警察署に投
げ入れるなどの事件を起こしていた︒
かん ぎ

朴烈は日本に帰ってからも︑金翰と手紙のやりとりをし︑そのなかで爆弾入手を依頼した︒手
イ

ソ アム

紙は暗号文で︑封筒は桃色の女性用のものを用いた︒朴烈が書いた手紙は︑金翰のなじみの官妓
である李小岩という女性に送られ︑彼女を通して金翰に手渡された︒不逞社に遊びに来たメンバ
ーが︑朴烈の服のポケットに入っていた封筒を見つけ︑女性からの艶書と思いこみ︑文子に﹁ご
用心なさい﹂と忠告したのは︑金翰に宛てたものだったのだ︒
結局︑金翰を通じての入手計画は︑アクシデントが起こったため果たせず︑計画は頓挫した︒
そして大正十二年四月︑裕仁皇太子の御婚儀が発表された後︑朴烈は金重漢に︑上海で爆弾を
入手するよう依頼したのである︒

︱

ならびに︑これに従属する者に対して︑爆弾を使

﹁当時の俺の心持ちは︑日本の政治的経済的の実権を有するすべての階級者およびその看板

︱

その看板とは日本の天皇︑皇太子のことだ
用する事を目的としていた﹂

朴烈もまた︑漠然とではあるが︑ターゲットに﹁天皇︑皇太子﹂が含まれることを認めた︒
﹁俺は︑朝鮮民族の一人として︑弱者たる朝鮮を虐げるところの強者たる日本民族の権力者階級

に対して︑叛逆的復讐心をどうしても拭うことができなくなってきた︒そこで俺は︑方法が正々
堂々でなくとも︑大いなる目的を貫徹するがために︑非常手段を行って彼らを滅ぼすと同時に︑
自己を滅すことを考え︑その実行に着手するようにもなった﹂
﹁できるなら︑日本の権力者階級ばかりでなく︑宇宙の万物をも滅亡しようと考えるようになっ
たのである﹂
朴烈の供述を聞きつつ︑立松の脳裏に︑文子の言葉が蘇っていた︒
私ハ総テノ権力ヲ否認シ叛逆シテモ︑自分ハ元ヨリ人類ノ絶滅ヲ期シテ︑ソノ運動ヲ計ッテイ
タノデアリマス⁝⁝︒
ともあれ朴烈は︑数度にわたって爆弾入手を企てたことを認めた︒続いて確かめねばならぬこ
とは︑その企てに文子が加わっていたかどうかだ︒六日後の大正十三年二月五日︑第七回訊問は︑
朴烈が風邪を引いたため︑東京地方裁判所ではなく︑市谷刑務所内の一室で行われた︒
﹁被告は⁝⁝﹂
立松は切り出した︒
﹁爆弾を入手して︑種々の直接行動に出ることを︑金子と協議したか？﹂
朴烈は︑しばらく答えなかったが︑やがてゆっくりと口を開いた︒
﹁過去の事実を︑事実のまま陳述することは︑金子の気持ちを傷つけるかもしれない︒または︑
過去の事実を否認することは︑金子の気持ちを傷つけるかもしれない︒俺は金子の気持ちを尊重
するから︑その問いには答えない﹂
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傲岸な態度を崩さず︑低い声で答える朴烈に︑この男らしい︑と立松は密かに感嘆した︒彼が
爆弾入手を頼んだ相手である船員の杉本にしても︑金翰にしても︑朴烈は言を左右してなかなか
固有名詞を出そうとはしなかった︒自分に関わる罪は潔く受けるが︑他人を巻き込みたくないの
だろう︒気骨のある男だ⁝⁝︒
﹁被告は︑爆弾を入手するにつき︑金重漢に依頼することを金子と協議したか？﹂
立松は重ねて問うた︒
﹁それも︑今答えたと同様の意味において答えない﹂
﹁被告は︑金子をかばうがために︑そのような事を申すのではないか？﹂
﹁決して︑そういうわけではない﹂

二月十五日︑朴烈と文子︑そして金重漢が﹁爆発物取締規則違反﹂で追起訴された ︵他の不逞
︒
社メンバーは爆弾テロ計画には無関係とされ︑最終的には免訴となる︶
立松にとって残る課題は︑
﹁大逆罪﹂を適用するかどうかを見極めることだった︒さらに二人
への訊問が重ねられた︒
だが︑二人の供述は微妙な食い違いを見せるばかりだった︒文子は︑朴烈とともに爆弾テロを
共謀したと明言する︒朴烈は︑文子と共謀したかどうかは︑はぐらかすばかりで明確に答えよう
としない︒もっとも重要なテロの標的にしても︑文子は﹁坊ちゃん ︵皇太子︶一匹をやっつけれ
ばいいのであります﹂と明言するが︑朴烈は︑天皇や皇太子を含む日本の支配階級だとしていて︑

漠然としている︒
テロの標的は誰だったのかと念を押す立松に︑
﹁坊ちゃん﹂だと文子が繰り返したのは︑五月
十四日であった︒
﹁私の計画を突き詰めて考えれば︑消極的には私一個の生の否認であり︑積極的には地上におけ
る権力の倒壊が窮極の目的であり︑またこの計画自体の真髄であります﹂
文子は例の早口で理路整然と天皇制の非をまくしたてたが︑基本的には今まで述べてきたこと
0

0

0

0

0

の繰り返しである︒ようやく口を噤んだ文子に︑立松は問うた︒
﹁被告の身体の都合はどうか？﹂
文子はうんざり顔で﹁それはとっくにすみました﹂と答えた︒立松はしばし黙した︒
⁝⁝なんとかならないものか︒
立松はかつて︑妻の房子に文子の予審調書を見せ︑
﹁人間が生きるのぞみを失うというのは︑
こういうことなんだな﹂と言ったことがある︒
﹁頭のはっきりしたいい娘なんだが﹂
︒
立松は︑朴烈についても︑
﹁日本の朝鮮統治はよくない︒朴烈のような考えの持ち主が出てく
るのは当然だ﹂
﹁彼は︑朝鮮独立のために命を投げ出す覚悟のできた民族主義者だ︒日本にあれ
だけ立派な男がいるか︒殺すには惜しい﹂と房子に語っている︒
なんとか︑二人を死刑から救う手だてはないものか︒
﹁被告は⁝⁝﹂
立松は言った︒
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﹁改心してはどうか﹂
文子は︑一瞬眼を見開いた︒だがすぐに︑面差しを元に戻して答えた︒
﹁私は︑改心せねばならぬようなことは断じてしておりません﹂
﹁私は︑善なりと信ずるがゆえに計画を行ってきたのではありません︒したいから︑してきたに
すぎないのであります﹂
失望したように眼を伏せる立松に︑文子は言った︒
﹁私は今後も︑したいことを行っていきます︒そのしたいことは何であるかを︑今から予定する
ことはできませんが︑とにかく︑私の生命が地上にあるかぎりは︑今という時におけるもっとも
したい事からしたい事を追って︑行動するだけは確かであります﹂

立松は文子と朴烈への訊問をいったん打ち切り︑彼らの供述に出てくる人々を訊問することに
した︒朴烈からの爆弾入手依頼に応じた不逞社メンバーの金重漢︑朴烈が爆弾入手を依頼した船
員の杉本貞一︑金翰との手紙を取り次いだ官妓の李小岩らである︒金翰は︑大正十二年一月に義
烈団が起こした爆弾テロに連座して逮捕され懲役五年の刑に服していたが︑朝鮮総督府に依頼し
て九回にわたって訊問させている︒その結果︑朴烈が供述した爆弾テロ計画は︑ほぼ裏付けが取
れた︒金翰と金重漢はともに︑朴烈からの依頼をいったんは応じたことは認めた︒
だが︑その計画に文子が共謀者として絡んでいたかどうかは一向に明らかにならない︒関係者
の口から文子の名前がまったく出て来ないのだ︒

関係者への訊問は︑一年に及んだ︒立松が再び文子を訊問するのは︑年が明けた大正十四年
︵一九二五︶春である︒最後に彼女に訊問してから︑一年近くがたっていた︒

この物語の冒頭で︑幸徳秋水の大逆事件は︑最初の検挙から死刑執行まで八ヶ月だったと書い
た︒朴烈と金子文子の事件は︑その三倍近い歳月がかけられている︒理由のひとつは︑朴烈が爆
弾入手を頼んだ相手に︑実際に爆弾テロを行っている義烈団とつながりのある金翰がいたからだ︒
日本と朝鮮︑中国にまたがる背後関係を洗い出すには︑かなりの時間を要しただろう︒
また︑この予審のさなか︑大正十三年十一月︑虎ノ門で皇太子裕仁を狙撃した難波大助の死刑
が執行されている︒翌年六月に警察がまとめた﹁虎ノ門事件ニ於ケル不敬事件ニ関スル調査﹂と
いう内部資料には︑﹁在京朝鮮人﹂の間に﹁大震災に際し︑日本人はわれわれ民族に対し虐殺そ
の他の暴挙をあえてなしたるものなれば︑今回のごとき事件の勃発するはむしろ当然なり﹂とい
う声が高まっていることを記している︒
さじ

日本の官憲も︑関東大震災から一年がたち︑大杉栄ら反体制活動家を虐殺した当時のようなパ
ニック状態から醒めていた︒スムーズな植民地支配にはアメとムチが必要だが︑その匙加減をど
うするべきか︑決まった答えがあるわけではない︒抵抗する者をひたすら弾圧し︑押さえつけれ
ばよいというわけにはいかないのだ︒

ことに朝鮮人はどのような反応を

朝鮮人である朴烈と︑日本人である金子文子が手を携えて︑病弱な天皇に代わって政務をとる

︱

皇太子の命を狙っていたことが明るみになれば︑帝国臣民

示すだろうか︒再び︑三・一万歳事件のような騒ぎにならないとも限らない︒
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なんとか朴烈と文子の命を助けてあげたいと願う立松判事と︑大日本帝国の怯えとが︑かくも
審理を長引かせたのではないだろうか︒だが︑いずれにせよ︑いつかは結論を出さねばならない︒
大正十四年 ︵一九二五︶五月二日︒
立松判事は︑市谷刑務所内の一室で朴烈と向かい合っていた︒
﹁刑法第七十三条によれば⁝⁝﹂
立松は言った︒刑法第七十三条とは︑大逆罪に関する規定である︒
﹁天皇︑太皇太后︑皇太后︑皇后︑皇太子または皇太孫に対し︑危害を加え︑または危害を加え
んとしたる者は死刑に処す︑と規定している﹂
朴烈の面差しが一瞬ひきつった︒立松は続けた︒
﹁被告のこれまでの申し立てを総合するに︑被告の所為は︑この刑法第七十三条の罪に該当する
かのようにも思われるが︑被告の申し立ては事実に相違ないか﹂
﹁それに答える前に︑一応聞いておかねばならぬことがある﹂
朴烈は問うた︒文子は︑この件について︑どんなことを供述したのか？
立松は答えた︒
﹁金子は︑金重漢ならびに金翰との関係については︑最初より被告と相談して︑爆弾投擲の計画
をしていたと申し立てている﹂
では⁝⁝︒朴烈はさらに問うた︒
﹁目的とか対象とかについて︑どのように申し述べていたか︑それを聞かせてほしい﹂

文子は︑皇太子殿下を爆弾投擲の対象としていた︑と言っている︒そう答えて立松は︑文子を

0

0

0

0

訊問した時の調書を読み聞かせた︒
文子は⁝⁝︒
0

朴烈は呟いた︒
共犯者としてではなく︑証人として迎えたかった︒
それから︑朴烈は言った︒
﹁金子が︑そのように言っているとすれば︑俺もその対象を決定的に言うことができる⁝⁝俺は︑

すなわち︑大逆罪が適

日本の皇帝︑皇太子を爆弾投擲のもっとも主要なる対象物としていたのだ﹂

︱

朴烈は︑初めてテロの標的が﹁皇帝 ︵天皇︶
﹂あるいは﹁皇太子﹂
用される範囲であることを明言した︒続けて朴烈は言った︒

0

﹁俺はこれまで︑今度の事件について︑金子が最初からいわゆる共犯者として関係しているかど
0

0

0

うかを言明することを避けてきたが︑金子がそのように述べているとすれば︑俺は金子の言を明
らかに肯定する﹂
この一言で︑朴烈のみならず︑金子文子への大逆罪の適用は決まったも同然だった︒

立松が︑文子を訊問したのは︑その二日後の五月四日だった︒奥山書記とともに︑みずから市
谷刑務所に出向いた立松は︑まずこのように問うた︒
﹁被告のこれまでの申し立てに間違いはないか﹂
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文子は明快に答えた︒
﹁私は︑役人から強いられて陳述したことは︑今までただ一度もありません︒強いられて陳述す
る私でもありません﹂
文子は面差しを和らげた︒
﹁私は︑あなたの調べに︑少しの圧迫も感じませんでした︒自由に話さしてくださったから︑自
由に話しました﹂
すがすがしげな表情に︑立松は一瞬︑胸をしめつけられたが︑冷静な司法官僚の声音で告げた︒
﹁被告のこれまでの申し立てを総合するに︑被告の所為は︑あるいは︑刑法第七十三条の罪に当
たるかのようにも思われる﹂
文子の眼が大きく見開かれた︒そこまでは朴烈とほぼ同じ反応であった︒だが︑その後は違っ
た︒文子の面差しから血の気が引き︑唇が激しく動いた︒
﹁私のやったことが︑やろうとしたことが︑あなたがたが勝手に作り上げた法律とかいうものの
第何条にあたろうと︑そんなことは私の知った事じゃない！﹂
﹁私はただ︑やりたいことを正直にやろうとしただけです︒だから︑あなたがたもやりたいこと
を勝手にやったらよいでしょう﹂
﹁あなたがたは︑私に最重刑を科する口実を求めているにすぎないのですから︑私にはこの肉体
が死ぬるか生きるかは︑少しも問題ではありません︒私のこの体は︑強権に復讐するためにのみ︑
生きる意義を認めうるのです！﹂

あなたは自由に話させてくださった⁝⁝︒そう言った時の文子は︑立松を一人の人間として
見ていた︒だが︑刑法第七十三条を持ち出したとたん︑
﹁あなた﹂は﹁あなたがた﹂に変わった︒
もはや文子は立松を︑大日本帝国を構成するシステムの一部としか見なしていなかった︒
立松はすがるように言った︒
﹁被告はなんとかして︑反省するわけにはいかぬか﹂
刑法には﹁犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは︑その刑を減軽することができる﹂とい
う規定もある︒恩赦も期待できるかもしれない︒ただ一言︑反省する︑とさえ言えば︒
だが︑文子は頑なだった︒
﹁私はあなたがたの︑いわゆる反省や改悛をせねばならぬようなことを︑これまで一度もしては
おりません﹂
﹁被告は目下の体の都合は悪くはないか？﹂
﹁悪くありません！﹂
翌日︑すなわち五月五日の端午の節句の日︑立松は再び市谷刑務所で文子を訊問した︒
﹁被告人は︑朴烈のように民族的思想から出発しているのでもないことであり︑なんとかして反
省するわけにはいかぬか﹂
文子はそっけなく答えた︒
﹁かねて判事さんから注意を受けていたことなので︑考えてみたこともありますが︑とうてい反
省の余地はありません﹂
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文子が立松をさす二人称は︑
﹁あなた﹂から﹁あなたがた﹂を経て︑役職を示す﹁判事さん﹂
になった︒立松はさらに問うた︒
﹁被告は︑朴烈に対する義理とか︑被告の立場からの名誉とか意地とかで︑そのようなことを言
うているのではないか﹂
﹁そんなことはありません﹂
﹁被告は今後︑その目的とするところを断念することを誓うことはできぬか﹂
﹁将来のことを今から予定するわけにはいきません﹂
﹁何か︑申し立てることはないか？﹂

立松が文子に︑刑法第七十三条に該当すると告げた大正十四年五月は︑順調に

﹁何もありません﹂

︱

この時期
エリートコースを歩んできた三十七歳の司法官僚と︑過酷な人生を送ってきた二十一歳の娘とが︑
もっとも濃密に交わった時期かもしれない︒
（ママ）

五月九日付の予審調書は︑奇妙な問答のみが記されている︒
﹁被告は目下の生活方法をまったく変換して︑自然化学の研究方面にでも没頭するわけにはいか
んか﹂
そう問う立松に対し︑文子は︑
﹁もし︑私に生を肯定することができるようになれば︑あるいは︑お訊ねのように︑自然化学の

研究にでも入ることが︑一番私の気持ちに近い生き方でしょう﹂
と答えている︒記録されているのは︑この一問一答だけだ︒わざわざ訊問に呼び出しておいて︑
これだけの問答で終わったはずがない︒その前後︑立松が奥山書記に速記させなかった間︑どの
ようなやりとりがなされたのか︑残された記録は黙して答えない︒
そもそも︑なぜ︑立松は文子に︑
﹁自然化学の研究﹂を勧めたのだろう︒
文子は少女時代から自然が好きだったことは︑幾度か触れてきた︒辛い生活に疲れた時︑人間
関係に傷ついた時︑彼女の心を癒してくれたのは自然だった︒たとえば︑過酷な朝鮮での生活の
つづ

なかで︑文子が見出したただひとつの楽しみは︑ひとり自然の中へと入っていくことだった︒秋
になると︑栗を拾いに岩下家の裏山に登った︒獄中で︑その時の思い出を伸びやかに綴った以下
の文章は︑読む者の胸を打つ︒

き

じ

うさぎ

⁝⁝時には草一本ないところに出るかと思えば︑時には深いくさむらのところに出くわした︒
そんなところからは雉子が驚いては飛び立ったり︑兎が飛び出したりした︒私は驚いて立ち止ま
るが︑じきにまた︑それ等の動物に懐かしみを感じ始める︒そして︑
﹁なんだ︑びっくりさせるじゃないか︒そんなに逃げ出さなくてもいいよ︒私たちはお友だちじ
ふ ようほう

ゃないの？﹂と声に出して呟くのだった︒︿中略﹀
さら

南の方を見る︒格好のいい芙蓉峰が遥か彼方にそびえている︒その裾をめぐって東から西へと︑
秋の太陽の光線を反射させて銀色に光る白川が︑白絹を晒したようにゆったりと流れている︒そ

230
231

第三章・標的は皇太子

ろ ば

かすみ

の砂原を荷に負うた驢馬がものうそうに通っている︒山裾には木の間をすかして鮮人部落の低い
藁屋根が︑ちらほらと見える︒霞のなかにぼかされた静かな村だ︒南画に見るような景色である︒
それをじっと眺めていると︑初めて私は自分がほんとうに生まれて生きていくような気がする︒
ゆったりとした気分になって草の上にごろりと横たわって︑空を眺める︒深い深い空だ︒私はそ
とんぼ

の底を知りたいと思う︒私は眼を閉じて考える︒涼しい風が吹いて来る︒草がざわざわと風に鳴
る︒再び眼を開けると︑蜻蛉が鼻の先に飛んでいる︒耳もとで鈴虫や松虫が鳴いている︒︿中略﹀
晴れやかな気持ちになった私は︑我知らず学校でならった唱歌を唄い始める︒誰もそれを咎め
るものがない︒小鳥のように私は自由だ︒︿中略﹀
自然には嘘いつわりがない︒自然は率直で︑自由で︑人間のように人間を歪めない︒

立松判事が︑獄中手記のこの箇所を読んでいたかどうかは分からない︒だが︑この時の訊問か
ら半月ほど前の四月二十四日︑文子が︑すでに免訴となった一歳下の不逞社メンバーの一人で︑
なにくれとなく支援をしてくれている栗原一男という青年に送った手紙は︑あるいは立松も眼を

うら

通しているのではないか︒囚人が獄中から出す手紙が︑たとえ未決囚であってもチェックされる
のは︑現在も変わりはない︒
いこ

﹁三尺の高窓から︑本当に春らしい麗らかな陽ざしが︑くっきりと影を映して︑蒼空の遠い彼方
の断面が︑疲れた瞳に心地よい憩いを送って来てます﹂という書き出しで︑刑務所に庭で草取り
作業をした時のことが綴られている︒

︒︿中略﹀

⁝⁝﹁四十九号さん！﹂それは何時もやさしく呼びかけてくれる主任看女 ︿女性看守﹀さんの

︱

声
わたし

﹁今日は本当に春らしい︑いいお天気ですのね﹂
お天気をいろいろと話していた妾は︑急にお天気に誘惑され︑こんないい日には︑ゆっくりと
庭を散歩したり︑何にも考えず庭の青草の上に寝ころびたくなったのです︒
かて

そうです︒本当に自然の美しい世界は︑妾の︑いや囚われている者の︑まず第一に要求する世
界です︒憩い場です︒糧です︒そして自由な心の洗濯場です︒

さえず

庭には雑草が一ぱい生えていた︒で妾は︑Ｎ看守と一緒に︑草取りに出ることを許されました︒
うづくまり庭の木陰に小草引く
獄の真昼は いと静かなり
本当に静かです︒屋根瓦の上で雀が囀るくらいのものですね⁝⁝また︑いろいろの事が思われ
ます︒
指にからむ名もなき小草 つと引けば
かすかに泣きぬ ﹁われ生きたし﹂と

﹁われ生きたし﹂とかすかに泣いているのは︑文子自身かもしれない︒文子に︑﹁生きたい﹂と
いう気持ちを思い起こさせることができれば︑あるいは⁝⁝︒
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立松はそう望みをかけて︑﹁自然化学の研究方面にでも没頭するわけにはいかんか﹂と問うた︒
そして文子は︑
﹁もし︑私に生を肯定することができるようになれば﹂という留保つきで︑
﹁自然
化学の研究にでも入ることが︑一番私の気持ちに近い生き方でしょう﹂と答えた︒あの不自然な
五月九日付予審調書における会話を︑筆者はこのように理解したい︒
だが︑結局のところ︑文子の口から﹁改心する﹂の一言を引き出すことはできなかった︒
その日︑文子への訊問を終えた立松は︑同じ東京地方裁判所の別の部屋に控えていた朴烈を呼
び出した︒
﹁被告に対する爆発物取締罰則違反被告の審理は︑この程度で終わろうと思う﹂
それは今後︑朴烈と文子が︑大逆罪に当たるかどうかを審理されることを意味していた︒立松
は︑それまでに得た多くの関係者の調書や証拠書類の要点を読み上げ︑その上で問うた︒申し立
てることはあるか？
﹁別に弁解することはない﹂
朴烈が看守に付き添われて予審室を出た後︑立松は廷吏を呼んで︑文子をもう一度呼び出すよ
う命じた︒
現れた文子に︑立松は朴烈にしたと同様︑訊問調書や証拠書類の要点を読み上げて問うた︒申
し立てることはあるか？
﹁弁解などしようとも思いません﹂
文子もまた︑そっけなく答えた︒

だが︑その翌日︑立松のもとに文子からの上申書が届けられた︒開いてみると︑こう書き出し
てあった︒
﹁お役人さん︑こんにちは﹂
お役人さんか⁝⁝︒複雑な思いで立松は続きを読んだ︒
﹁まだ言い足りない点がありました︒締め切ってもらっては困ります︒大急ぎで来てください︒
ただしその節は︑私に対して︑同情などせぬという︑自信と約束とを︑ご携帯なさるべき事﹂
相変わらず高飛車なもの言いに︑立松は苦笑した︒上申書はこう結ばれていた︒
﹁なるべく早くおいでください︒待ってます︒さようなら︒お大事に﹂
さらに二週間後の五月二十一日の朝︑文子から重ねての上申書が届いた︒
﹁今︑朝の六時すぎ︒朝飯前の仕事に︑二︑三日前差し入れられた︑あるロシア作家の論文集を
開けてみたら︑ふとこういう文句が目についたのをきっかけに︑あなたに説教する﹂
以下︑
﹁生きることを欲する人間に︑生きることを欲しないように説教することは滑稽である﹂
という﹁ロシア作家﹂の言葉をもじって︑
﹁生きることを欲しない人間に︑生きることを欲する
説教するは滑稽である﹂と﹁私はあなたに言います﹂と続く︒
﹁生きること︑それ自身にはなんの価値もない︒生きることを喜びうる人によって︑はじめて価
値が生じる︒︿中略﹀乞食をしても生きたいと言う人間にとっては︑生きることは最上の価値で
あろう︒だが︑乞食をせずとも死にたい人間にとっては︑それは三文の価値もない︒
生きたい人間が︑単に﹃生きること﹄を目標として︑生きたくない人間を︑﹃生きること﹄に
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までひきずることは︑滑稽であり︑笑止であり︑ありがた迷惑である﹂
ほの

だからなんだと言うのだ⁝⁝︒立松は思った︒たしかに︑自分は文子に対して︑改心さえすれ
ば︑死刑にならずにすむと幾度も仄めかした︒それをことごとく︑文子は拒絶した︒皇太子殿下
を標的に爆弾テロを計画していたと終始主張してきたのは︑他ならぬ文子なのだ︒すべての生物
を滅ぼして自分も死にたい︑と繰り返し述べてきたのも文子だ︒いま︑立松は︑朴烈と文子が大
逆罪で審理されるよう手続きを進めている︒文子が望んだとおりにしているのに︑何を今更繰り
返すのだ︒私は︑死にたいんです︑と︒
文子の上申書は続く︒

うんざりしてしまう︒この中の私の言葉や気持ちをよーく考えてみた上でいらっ

﹁判事さん︒あなたは不徹底で困る︒一年半もつきあいながら︑どうしてそんなに私が分からな

︱

いのかしら
しゃい﹂
早く来てください︒そう上申書は締めくくられていた︒
どうしてそんなに私が分からないのかしら⁝⁝︒その言葉に立松は︑自分の胸の一番やわらか
い部分に︑鋭い刃をつきつけられたように感じた︒
あなたは︑本当に私のことを分かってるの？ 分かってないでしょう？ 分かりもしないくせ
に︑自分の判断ひとつで私の生死が左右されるという特権的な立場から︑同情心でお説教するの
はやめて︒
ちゃんと私を見て︒

その日︑立松は︑奥山書記をともなって市谷刑務所に向かった︒
刑務所内の一室で文子と向かい合った立松は︑彼女の面差しが︑今にも張り裂けそうになるば
かりに緊張感に満ちているのに驚いた︒視線が定まらず︑鼻孔や口からさかんに空気が出入りし︑
腕や足が小刻みに動いている︒
﹁上申書をもって︑なお陳述したいことのあるとは何か？﹂
立松がそう問うと︑文子は言った︒
朴烈が︑上海で爆弾を入手するよう依頼した金重漢の件だった︒起訴された不逞社メンバーの
ほとんどは免訴になったが︑金重漢は︑文子や朴烈と同様︑まだ被告のままであった︒
﹁私どもは︑金さんに白羽の矢を立てて︑爆弾入手の話をしたのであります︒しかしそれは︑私
どもの真意を確実的なものとなして話したのではなく︑金さんに真にしっかりした意志がありや
なしやを確かめるため︑ちょっと︑におわしたくらいにすぎなかったのであります﹂
金重漢は爆弾テロ計画には関与していない︒と文子は言いたいらしい︒罪は︑自分たち二人で

らくるいりゅうてい

背負う︒幸徳事件の時のように無関係の者を巻き込まないでほしい︑ということなのだろう︒
その後︑立松のもとに︑獄中の文子の様子が伝わってきた︒
﹁はなはだしく感傷的となりて︑些細なことにも感激するようにて︑落涙 流 涕することもあり
たり﹂と︑その頃の文子の様子が裁判記録に残っている︒生理を迎える時は特に顕著で︑﹁不快
なる神経症状﹂を何度も発するので︑獄中でもなるべく静養させるようにしていたが︑その間も︑
突然怒り出したり︑不機嫌な態度を示すことが多いという︒
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いよいよ大逆罪で裁かれることになって︑文子なりに神経が過敏になっているのだろう︒強
気な態度を貫こうとする文子だが︑やはり︑死を前にして怯える当たり前の人間なのだ︒立松は︑
そう思った︒

文子と朴烈が大逆罪で裁かれることが正式決定したのは︑大正十四年七月だった︒金重漢は免
訴となった︒
戦前日本の裁判制度は︑まず地方裁判所で裁かれた後︑上告されれば大審院 ︵現在の最高裁判
所︶に回される︒だが︑大逆罪の場合は︑地方裁判所を経ることなく︑いきなり大審院で審理さ

れる︒判決が下りれば︑控訴は認められない︒それほどの重罪とされていたのだ︒
公判に先立ち︑大審院でもまずは判事による予審が行われる︒立松は︑引き続き朴烈と文子の
予審を担当することとなった︒
七月十四日︑市谷刑務所の一室で︑立松は文子と顔を合わせた︒二ヶ月ぶりに見る文子は︑眼
鏡をかけていた︒
事前に刑務所での文子の様子を訊ねると︑彼女は毎日︑原稿を書いているとのことだった︒朝︑
目覚めるやいなや文子は︑独房内の小さな机の前に座り︑ペンを握り︑夜まで執筆に没頭する︒
時には早朝まで書き続ける︒指にはペンだこができ︑インクがしみついて洗っても落ちなかっ
た︒こうして書かれたのが︑この物語のなかで再三にわたって引用してきた獄中手記である︒机
を離れる時は差し入れられた本を読みふけっていた︒薄暗い独房での執筆と読書で︑結膜炎にな

り︑眼鏡を着用するようになった︒その姿に︑女性看守たちも感嘆しているという︒
文子の︑看守たちへの接し方も変わってきた︒以前のような反抗的な態度は消え︑気軽に冗談
をかわすようにもなった︒掃除などにも積極的に参加した︒
塩からき めざしあぶるよ 女看守の
くらしもさして 楽にはあらまじ
文子が獄中で詠んだ短歌である︒文子は︑石川啄木の本を差し入れてもらい︑短歌を詠む習慣
をつけた︒二年余に及ぶ獄中生活のなかで詠んだ歌のうち二百六十余首が残っている︒
文子はすでに一時期の煩悶を抜け出していた︒限られた短い時間のなかで︑これまでの人生に
おいて蓄積されたすべてを吐き出そうとするかのように︑文子は原稿用紙に向かっていたのだ︒
﹁氏名は？﹂
立松の訊問は︑この問いから始まった︒管轄が東京地方裁判所から大審院に移ったため︑まず
は形式的な人定訊問をせねばならない︒
﹁金子文子﹂
文子は︑苦笑交じりに答えた︒官僚は形式と手続きにこだわる︒そんなこと︑あなたには似合
わないんじゃない？ 文子はそう言いたげだった︒
立松も微笑で返し︑訊問を続けた︒
﹁年齢は？﹂
﹁お役人用 ︿戸籍上﹀は二十四ですが︑自分は二十二と記憶しております﹂
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満年齢では︑まだ二十一歳になったばかりなのだ︒
あ

﹁職業は？﹂
﹁現に在るものをぶち壊すのが私の職業です﹂
﹁住居は？﹂
﹁東京監獄です﹂
市谷刑務所のことである︒同様の問答が続いた後︑立松が﹁当職は︑大審院長よりその予審を
命ぜられたから︑そのつもりで﹂と引き続き担当することになった旨を告げると︑﹁異議はあり
ません﹂と文子は微笑した︒

大審院における予審は︑三ヶ月に及んだ︒すでに文子も朴烈も︑爆弾テロ計画の﹁全容﹂を自
供している︒自ら有罪を認めている以上︑予審は形式的なものになるはずだった︒
だが立松は︑三ヶ月の間に十三人の証人を呼び︑二十回以上の訊問をこなした︒呼ばれた証人
は︑金重漢や金翰など︑朴烈が爆弾入手を依頼した相手もいたが︑事件そのものには関係ない証
人が大部分だった︒
文子の父・佐伯文一︑母・きくの︑叔父・金子共春︑祖母・金子せい︑文子が上京してから頼
っていった窪田亀太郎︑文子が最初に雇われた新聞店主の降旗一誠︑女中として文子を雇った鈴
木金三郎︑おでん屋の岩崎善衛門︑文子と朴烈が最初に同棲を始めた借家の家主である相川新作︒
それらの証人に立松が訊ねたのは︑文子が予審で述べた彼女自身の前半生についての真偽を確

かめることだった︒その結果︑彼女の供述はおおむね正しかったことが裏付けられた︒
なぜ立松は︑事件とは直接関係ない証人訊問を数多く行ったのだろうか︒
立 松 が︑文 子 の 近 親 者 に 対 し て な し た 質 問 に︑
﹁文子の家族に精神的疾患を病んだ者がいる
か？﹂というものがあった︒証人たちは︑文子の母方の祖父である金子富士太郎がてんかん持ち
だったという以外︑思い当たる者はいない︑と答えた︒
当時︑精神的疾患は遺伝するものと考えられていた︒刑法には︑﹁心神喪失者﹂の行為は罰せ
ず︑
﹁心神耗弱者﹂の行為は︑刑を減軽するという条項がある︒文子が︑感情の起伏が激しい女
性であることは︑多くの人が述べている︒その性格が︑遺伝的な精神的疾患ゆえであることを
証明できれば︑あるいは彼女に課せられるべき罰を軽減することができるかもしれない︒立松は︑
そこにわずかな望みを託したのではないか︒
だが結局︑文子が精神的に﹁疾患﹂を抱えていることを示す証言は得られなかった︒
大正十四年九月二十二日︒立松は︑文子に対する最後の訊問を行った︒
﹁被告らが⁝⁝﹂
しい

立松はこう切り出した︒
﹁天皇︑皇太子を弑することを計画したことは間違いないか？﹂
文子は答えた︒
﹁間違いありません﹂
﹁被告はどうしても反省することはできぬか？﹂
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﹁反省する余地はありません﹂
﹁何か弁解することはあるか？﹂
﹁何も弁解することはありません﹂
﹁弁護士について希望があるか？﹂
﹁弁護士などはいりません﹂
立松は奥山書記に︑速記を読み上げるよう合図した︒奥山書記が︑書き上げたばかりの調書を
読み上げた後︑文子はいつものように調書の末尾に署名捺印した︒
この日を最後に︑判事・立松懐清の︑被告・金子文子に対する︑二年近くに及ぶ訊問は終わっ
た︒文子の﹁罪﹂は︑立松の手を離れ︑公開裁判での裁きに委ねられることとなった︒

大正十四年十一月二十五日付の新聞は︑一斉に文子と朴烈の﹁大逆事件﹂を報道した︒
﹁震災渦中に暴露した朴烈一味の大逆事件﹂
﹁罪の裏に女！ 躍動する朴烈が内縁の妻金子ふみ﹂
その十日前︑十一月十五日︑虎ノ門で皇太子を狙撃した難波大助の死刑が執行されている︒判
決のわずか二日後だった︒
すでにマスメディアは︑当然︑事件の概要を掴んでいたが︑ことが皇室に対するテロであった
ため︑当局の許可が下りる以前に報道することは禁じられていた︒報道が解禁されたことと︑同
じく大逆罪で裁かれた難波大助の事件が一件落着したことは無関係ではあるまい︒

いつの時代においても︑若い女性が絡んでいるだけで︑事件を見る眼差しは違ってくる︒いず
れの記事も︑二人がおかした﹁大逆の罪﹂の具体的な内容は書かれず ︵幸徳事件︑虎ノ門事件も同
︑文子と朴烈との関係を述べることにスペースが割かれている︒
様︶
﹁首魁朴烈は大正八年十月頃︑苦学の目的で朝鮮慶尚北道の郷里から上京し︑それより鮮人学生
や労働者の間に入り︑常に神田のキリスト教青年会館あたりで演説をやっては毎日のごとく検束
されていた︒︿中略﹀大正十一年五月頃からは︑同志に日本人の若い婦人を得た︒
内縁の妻金子ふみ子がそれであった︒思想の共鳴から国を異にする若い男と女は惨苦そのもの
（ママ）

のような生活の中で恋を得た︒︿中略﹀
金子ふみ︵二一︶は肉体のゆたかな早熟の女で ︿中略﹀服装などはどうでも構わず︑寒い日な
どは頬冠りして学校に通い﹃英語を勉強して通訳にでもなるのか﹄ときくと﹃そんなつまらん真
似はしませんよ﹄と大胆なことばかり口走っていた﹂︵﹃東京日々新聞﹄︶
同日付の﹃東京朝日新聞﹄の記事は事実関係の誤りが多い︒
﹁金子文子は︑生まれながらに父を知らず︑母は文子を連れて他家へ嫁いだが︑七歳くらいの時
には朝鮮にいる叔父の許に預けられ︑ここでも冷たい針のむしろの上にいるような生活で︑終始
泣いて暮らしたらしい︒彼女は十歳くらいの時までに叔父の許を逃げ出して長崎に行き︑子守か
ら女中︑カフェーの女給と渡り歩いた︒髪の毛の濃い眼のギョロッとした男勝りの剛胆者であっ
た︒鮮語が非常に巧みで︑鮮人主義者仲間と往来するうち朴烈を慕い始め︑︿中略﹀ついに朴と
夫婦関係を結んだのである﹂
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︱

あるいは来たためにか︑

新聞だけではなく︑雑誌も文子を取り上げた︒文子が﹁自伝﹂を寄稿するはずだった﹃婦人公
すさ

論﹄では︑文子は﹁荒みきった人生のどん底を生活して来ていながら
竹を割ったような性格で︑実にさっぱりしていて︑ほとんどすべてが男と同じ態度である︒そし
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て貞操などが案外に確かな女であった﹂と好意的に紹介される一方で︑
﹁非常に気性の勝った女
0

0

0

0

0

0

0

で︑今度の大逆事件でも物的証拠らしいものはほとんどなく︑ただ︑この女の終始一貫した頑固
な主張によって予審なども決定したらしいと取り沙汰されている﹂と︑ある意味でこの事件の核
心を突く説明がなされている ︵大正十五年一月号︑中村義一﹁大逆事件の二人の女﹂︶
︒

年が開けて大正十五年二月二十六日朝︑大審院で第一回公判が開かれた︒
東京地方裁判所に隣接する︑いかめしい赤煉瓦造りの大審院の正面玄関前には︑すでに午前五
時ころには︑傍聴を求める長蛇の列ができていた︒黒の詰め襟姿の学生や︑
﹁主義者﹂風の長髪
の男たち︑数名の女学生の姿もあった︒朝鮮人が多かったのは言うまでもない︒法廷の内外では︑
警戒にかり出された制服警官や憲兵が︑無表情で傍聴人たちを見張っていた︒
一般傍聴人は︑被告二人の人定訊問のみ傍聴を許され︑審理が始まる前に退廷させられること
になっていたが︑それでも百四十の傍聴券はたちまちなくなった︒傍聴券の配布が終わり︑傍聴
人たちが身体検査を受けた後︑一階の﹁大正十四年特別第一号刑法第七十三条の罪並に爆発物取
締法違反﹂の掲示板がかかげられた大法廷へと入っていったのが午前七時である︒
傍聴席に座った人々が見たのは︑その真向かいにコの字型に配置された判事席︑向かって左側

の検事席︑右側の弁護士席に︑ただ卓上ランプと関係書類が積まれているだけの︑監視の警官以
外はがらんとして人けのない大法廷だった︒傍聴人たちはそれから二時間近く待たされた︒何も
起こらないまま時間だけが過ぎ︑退屈した人々のざわめきすら聞こえなくなった頃︑午前八時四
十分︑看守に付き添われた文子が入廷した︒傍聴人たちは︑大逆の罪を犯した若い女をよく見よ
うと︑一斉に立ち上がった︒
なんだ︑あれは？
かざりぐし

傍聴人たちがまずいぶかしがったのは︑文子の服装だった︒
﹃東京朝日新聞﹄の記者は﹁薄桃
色のシャツに白絹の上衣︑黒緞子の袴﹂﹁後ろに垂れた髪を二個の大きな 飾 櫛でとめた美々しい
装い﹂とメモに記録した︒
﹃時事新報﹄の記者は﹁パッチリした眼で青白い面をしてにこにこと
入廷﹂と書きとどめた︒記者たちはその後︑傍聴席の朝鮮人学生に︑文子が着ているのは﹁朝鮮
服﹂であることを確認した︒
小脇にチェーホフの短編集を携えた文子は︑傍聴席を見回し︑知り合いの顔を見つけては笑
顔を送った︒あたかも︑晴れの表彰式に現れた女優のようだった︒それから︑傍聴席に背を向け︑
判事席に相対して置かれた二脚の椅子の左側に座り︑廷吏が運んできた番茶の椀に口をつけた︒
その三分後︑朴烈が入廷した︒やはり朝鮮服だった︒﹁鶴を織った紫の朝鮮服に黒の紗帽とい
う礼装﹂で﹁手に紗扇を持ち刺繍のある白靴﹂を履いていたと﹃時事新報﹄は報じている︒傍聴
席に背を向ける形で並んで被告席に着いた二人は︑顔を見合わせ言葉をかわし︑悪びれたふうも
なかったと人々に印象づけた︒
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朴烈は︑公判に先立ち︑
﹁公判内では朝鮮の礼服の着用を許すこと﹂という条件を付けていた︒
朝鮮民族の代表として裁きの場に臨もうとする朴烈に合わせて︑チマ・チョゴリを着けた文子は︑
日本人でありながら虐げられた朝鮮民族と一心同体であろうとしたのだと受け止められた︒
もっとも︑こんなエピソードも残っている︒
おそらく︑最後の予審訊問が終わった日の夜だろう︒自宅に帰った立松は︑妻の房子に﹁お前︑
振り袖はいくつも持ってたな﹂と訊ねた︒結婚前の女性の晴れ着である振り袖のことを問われて
困惑する房子に︑立松は説明した︒
﹁文子がこんなことを言い出してな﹂
奥様の晴れ着を一枚ください︒それを着て法廷に出たいのです︑と︒房子は快く︑振り袖と帯
を選び︑小物や草履も用意したという︒だが︑当局は文子の願いを却下した ︵本田靖春﹃不当逮
︒
捕﹄︶
文子は︑立松判事の妻の晴れ着を着ることができなかったため︑とりあえず差し入れられた衣
服のうち︑もっともきらびやかな﹁白絹﹂の朝鮮服を選んだとも考えられる︒
からくさ

し しゆう

午前九時︑背広姿の五人の弁護人が︑判事席の右側にある弁護人席に着いた︒続いて︑襟から
胸にかけて唐草模様の刺 繍 が入った︑足下まで覆う黒のワンピースの法官服に︑烏帽子をかぶ
った牧野裁判長以下六人の判事︑二人の検事︑二人の法廷書記が入廷する︒聖徳太子の肖像画を
思わせる古色蒼然とした法官服は︑明治二十三年 ︵一八九〇︶に定められ︑戦後の昭和二十四年
まで使用された︒

開廷が告げられ︑人定訊問が始まった︒まず︑裁判長が朴烈に向かって問うた︒
﹁被告の氏名は﹂
朴はそれには答えず︑
﹁それより前に︑裁判に対する私の態度を述べます﹂と言い出した︒裁
よ

判長はやわらかな口調で﹁それは後で聞く﹂とさえぎり︑あらためて名を訊ねた︒朴は︑
﹁パッ
クヤール﹂と答えたと速記録にはある︒ちなみに朴烈の韓国風の訓みはふつう﹁パク・ヨル﹂と
ふりがなが当てられるが︑日本人の耳には﹁パッキョル﹂と聞こえる︒
裁判長の訊問は続く︒
﹁年齢は？﹂﹁年なんかよく記憶しません﹂
﹁生まれは明治三十五年二月
三日ではないのか？﹂﹁誰でも生まれた時のことははっきり知っているものではないでしょう﹂
⁝⁝︒裁判長の前に積まれた書類を指さして︑
﹁それに書いたのを見れば分かるではないか﹂と
傲岸な態度を崩さない朴烈相手に︑裁判長は辛抱強く訊問を終えた︒
つづいて文子が立ち上がった︒
﹁氏名は？﹂
﹁金子文子﹂
文子は︑朴烈とは対照的に︑素直に答えた︒
人定訊問が終わった後︑一般傍聴人は退廷を命じられた︒明け方から列に並んだ彼らが傍聴を
許されたのは︑わずか六分程度である︒退廷させられた傍聴人のうち数名が︑警官と小競り合い
を起こしたが︑すぐさま取り押さえられた︒
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審理が始まった︒まずは︑検事による公訴事実の陳述である ︵文語体を口語体に改める︶
︒
﹁被告朴は︑帝国政府の統治下にありながら︑密かに朝鮮の独立を計画し︑大正八年十月頃東京
に来て︑飴売り商その他の労務に従事しつつ社会の形勢を見ていたが︑そのうちに従来信じてい
た社会主義から無政府主義に転じ︑さらに︑人の世を醜悪の府と見なし︑自己の生存を否定して
人類及び万物の絶滅を期することを最終の理想とする︑いわゆる虚無主義を信じるようになると
ともに︑帝国の基礎を破壊して叛逆的復讐をなそうとして︑畏れ多くも天皇陛下または皇太子殿
下に対し危害を加え奉らんことを企てた﹂
﹁そうするうちに︑朴は被告金子文子と出会った︒被告金子文子は︑幼い頃︑不幸にも両親から
かえりみられず︑親戚に養われて育った︒その間︑各所を転々とし︑朝鮮に住んでいたこともあ
った︒その後︑内地に戻って山梨に住んでいたが︑大正九年四月頃︑志を立てて東京に来て学問
を修め︑さらに親戚の監督を脱して夕刊売りその他の労務に従事するうちに︑社会主義者と交際
し︑その刺激によって次第に思想が変化するなか︑被告朴と知り合い︑彼の思想に共鳴し︑大正
十一年五月︑東京府豊多摩郡代々幡町代々木富ヶ谷千四百七十四番地で同棲を始めた﹂
ろ

ぼ

﹁そのうち︑被告文子は被告朴の企てに同意し︑翌大正十二年秋に皇太子殿下の御結婚式が行わ
れるとの風評を知り︑その行幸啓の鹵簿 ︿行列﹀に対して爆弾を使用し︑恐れ多くも天皇陛下ま
たは皇太子殿下に危害を加え奉ることを共謀した﹂
﹁その計画の下︑被告朴は大正十一年頃︑京城に赴き︑当時︑帝国政府に反抗する目的で上海に
結成された暴力団・義烈団と連絡して︑爆弾を朝鮮に輸入する計画をしていた金翰と会見︑爆弾

供与を求めて承諾された︒また︑大正十二年五月頃︑東京に来た朝鮮人金重漢に︑上海に赴いて
爆弾を輸入することを依頼し︑承諾を得た︒しかし︑金翰は爆弾を輸入して朝鮮国内で使用した
事実によって検挙された︒また︑金重漢が爆弾輸入を成功される前に企てが発覚した﹂
﹁以上の公訴事実の審判を求める﹂
陳述を終えた検事が着席すると︑裁判長はまず朴烈に︑公訴事実に対し︑被告より陳述するこ
とはあるか︑と問うた︒すると朴は︑その前に俺の立場を明らかにしたい︑と用意した原稿を広
げた︒
﹁俺の宣言﹂と題する︑獄中で書いた一万四千字余︑原稿用紙二十数枚に及ぶ論文である︒
﹁人類は生まれながらにして︑ただいかにしても死なざらんとする生命欲の塊であると同時に︑
もっとも醜悪にして愚劣なる優越欲の塊である︒したがってまた︑もっとも強烈にして無反省な
る征服欲支配欲の塊である︒したがってまた︑きわめて排他的で嫉妬の塊である﹂との書き出し
で始まり︑
﹁思うに︑地球上におけるあらゆる罪悪は︑ただこれ︑人類あるがためである﹂
﹁もっ
とも醜悪にして愚劣なるすべての人類よ！ 俺は限りなく汝らの存在を呪う︒そして永遠に叛逆
する︒復讐する︒そして汝らの存在とともに︑汝らに属するあらゆるものを限りなく滅ぼし︑抹
殺するのだ﹂とする﹁宣言﹂を︑一時間近くかけて読み上げたのだ︒
もっとも︑この論文は事前に証拠書類として提出されており︑裁判長も検事も︑すでに眼を通
していた︒そもそも裁判長の質問は︑検事が述べた公訴事実を認めるかどうかである︒
朗読が終わるのを待ちかねたように︑裁判長は訊問を再開した︒
﹁金子文子と同棲したのはいつ頃であるか？﹂
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﹁覚えておらぬ﹂
﹁大正十一年五月中ではないか﹂
﹁あるいはそうであったかもしれぬ﹂
こんな調子の問答が長々と続き︑最後に裁判長が﹁立松判事の最後の訊問に対して︑被告が天
皇陛下︑皇太子殿下に対し︑危害を加えることを計画しあったことに違いないといっているが︑
それも違いないか？﹂と訊ねた︒朴は︑
﹁そうだ﹂と答えた︒裁判長が﹁まったく違いないか？﹂
と念を押すと︑朴は﹁違いない﹂と答えた︒
すでに︑二ヶ月にわたって予審が行われ︑被告二人とも罪を認めている︒大逆罪である以上︑
判決は一つしかない︒大審院公判は︑いわば事件を終わらせるための儀式だった︒儀式を行う上
で重要なのは︑つつがなく終わらせることである︒朴烈がどれだけ不遜な態度をとろうが︑長い
論文を読み上げようが︑儀式を司る男たちにとっては︑たいしたことではない︒
つづいて裁判長は︑文子への訊問を始めた︒
﹁先刻︑検事より述べられた公訴事実の通りであるか？﹂
﹁大体において相違ありません﹂
裁判長は︑細かな事実関係をひとつひとつ訊ね︑それに対し︑文子は明快に﹁相違ありませ
ん﹂
﹁そうです﹂と肯定していたが︑被告も︑朴と同様の虚無思想を持っていたか︑と訊ねられ
たとき︑不意に口調が変わった︒
﹁私はその頃︑主義思想を持っていたか否かは︑自分にもわかりません︒ただただ︑共鳴したに

すぎないのです﹂
﹁では⁝⁝﹂裁判長は質問を変えた︒朴に感化されて︑虚無思想を抱くようになったのか？
﹁感化されたことはありません﹂
裁判長は︑さらに問うた︒
0

0

0

0

0

﹁人類の絶滅を期することを理想としていたか？﹂
﹁私は︑生を呪いすぎたと思っております﹂
文子は澄んだ眼差しで答えた︒
﹁朴は生を否定するか否か︑私はわかりませんが︑私は︑生は肯定せらるべきものなるゆえ︑す
べてが肯定せらるべきものにて︑人類の絶滅を図ることは︑自分の考えでは出てきません﹂
傍聴席の一部がざわめいた︒文子は︑朴烈の思想に﹁共鳴﹂して︑大逆の企てを﹁共謀﹂した
はずだ︒当然︑文子の口から﹁生命を否定する﹂という文言が出てくるものと予想していた︒だ
が文子は︑自分は生命を肯定するし︑人類の絶滅など考えたこともないと表明したのだ︒
﹁権力に叛逆することは？﹂
裁判長はそう問い︑文子は﹁それは生活より来たのです﹂と答えた︒この答えは︑予審調書と
整合している︒裁判長はそれ以上は踏み込まず︑事件の核心に入っていった︒
﹁大正十二年秋頃︑皇太子殿下のご結婚に際し︑爆弾を投げつけて︑天皇陛下または皇太子殿下
に対し︑危害を加えんと話したことは？﹂
﹁ありました﹂
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大逆の罪状を認めたことで安堵した裁判長は︑細部に関する質問に移った︒まずは︑金翰を通
じての爆弾入手計画である︒
﹁大正十一年十一月頃︑朴準植は京城に行ったということなるが︑如何？﹂
すでに述べたとおり︑朴準植は朴烈の本名である︒文子は答えた︒
﹁そうです﹂
﹁その目的を知っているか﹂
﹁金翰から爆弾を分けてもらう交渉のためです﹂
﹁それから⁝⁝﹂
裁判長は︑金重漢を通じての入手計画に質問を移した︒
﹁大正十二年五月頃︑金重漢を知り︑同人に爆弾を手に入れてくれと頼んだことは？﹂
﹁これについては⁝⁝﹂
文子は︑一瞬︑眼差しを足元に落とし︑一息ついてから︑こう言った︒
﹁自分を偽ることが堪えられないので︑今日は正直に申します﹂
法廷内に緊張が走った︒文子は続けた︒
﹁金重漢との関係は︑朴が単独で交渉したので︑同人に関しては︑私は本当に知らないのです﹂
傍聴席のみならず︑検事席や弁護士席でもざわめきが起こった︒検事が述べた公訴事実を否定
する言葉が飛び出したからだ︒
裁判長は訝しそうに﹁第七回の予審調書によると︑被告はかように申しているが？﹂と︑二年

前︑文子が予審で立松判事に語った言葉を読み上げた︒大正十二年一月頃︑私ト朴トハ金重漢ヲ
知リ︑ソノ後交際シテ︑ソノ人物ガ割合シッカリシテイルヨウニ見マシタノデ︑同年五月頃︑私
ト朴ト相談ノ上︑朴ハ金ニ上海カラ爆弾ヲ手ニ入レテ来テクレルヨウニ頼ンダノデアリマシタ︒
﹁そう申しました﹂
文子は答えた︒
﹁本当のことを言わぬほうがよいと思ったので﹂
﹁しからば︑今日言うところが真実であるというのか？﹂
﹁そうです﹂
裁判長は︑朴烈に向かって問うた︒
﹁金子文子は予審と違う陳述をなしたるが︑それについて何か言うことありや？﹂
朴烈は︑そっけなく答えた︒
﹁たぶん︑本人が言うところが本当だろう﹂
裁判長に耳打ちされた法廷書記が︑今の証言は重大であるから︑書面にして提出し︑次回の公
判で朗読するように︑と命じた︒文子は頷いた︒

文子は︑朴烈と相談した上で金重漢に爆弾入手を依頼したと主張してきた︒金重漢も︑不逞社
メンバーたちも︑文子がこの計画に関与したという証言はしていない︒文子のみが︑幾度となく
立松から︑本当なのか︑と念押しされても︑本当です︑と言い続けてきた︒
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その供述を突然翻したのだ︒
そもそも︑秘密結社を組織した罪で検挙された二人が︑大逆の罪で起訴されることになったの
は︑文子が予審で﹁皇太子爆殺計画﹂を自ら供述したためであった︒文子は一貫して︑朴烈とと
もにその計画を練ってきたと主張してきた︒黙秘を貫いていた朴烈が自白せざるを得なくなった
のは︑文子の供述のせいでもあった︒研究者の一部は︑彼女の﹁過剰自白﹂を批判している︒朴
烈と同様に黙秘していれば︑大逆の罪で裁かれることはなかったはずだ︑と︒
なぜ︑この期に及んで文子は供述を翻したのか︒
否︑こう問うべきかもしれない︒
文子はなぜ︑偽りの供述を続けてきたのだろうか︑と︒

第四章・テロリストの花嫁

大正十五年 ︵一九二六︶二月二十七日午前九時十五分︒大審院における第二回公判が開かれた︒
じま

た

び

なな こ

せんだいひら

はかま

この日︑文子と朴烈は︑ともに朝鮮服ではなく﹁和服﹂で法廷に現れた︒文子は﹁赤がかった
めいせん

銘仙たて縞の派手な服装に白足袋姿﹂で︑朴烈は﹁七星五つ紋の斜子の羽織に仙台平の袴をつけ
て﹂いたと報じられている ︵﹃報知新聞﹄二月二十八日付︶
︒
二人が入廷すると︑手錠を外され︑裁判長席に向かい合って並べられた被告席の椅子に着いた︒
裁判長が開廷を告げ︑文子の名を呼んだ︒文子は立ち上がった︒手に原稿用紙を持っている︒
前日の第一回公判で︑文子は予審での供述を否定する発言を行った︒それをより詳細に︑書面
に書いて朗読するよう命じられた︒文子は︑昨夜刑務所の独房に帰ってから︑薄暗い明かりの下
で書きつづった︑文字数にして七千字余︑四百字原稿用紙十八枚に及ぶ︒
まき の きく の すけ

百人を越す男たちの視線が︑一四二センチと小柄な二十二歳の文子に注がれていた︒
裁判長は牧野菊之助︒まだ江戸幕府が存続していた慶応二年 ︵一八六六︶生まれの六十歳︒新
聞記者の前では︑文子に同情的な発言を繰り返していた︒
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こ やま まつきち

お はら なおし

検事席には︑五十七歳の検事総長・小山松吉と︑四十九歳の次席検事・小原 直 が座っていた︒
ともにかつて幸徳事件を担当し︑後に司法大臣となる︒
ふ

せ たつ じ

弁護士席には二人の官選弁護人の他に︑五人の私選弁護人がいた︒文子も朴烈も弁護士をつ
けることを拒否していたが︑あえて願い出た人々である︒リーダー格は︑布施辰治︒明治十三年
︵一八八〇︶生まれの四十六歳︒
﹁弁護士界の叛逆者﹂を自称し︑社会主義者や朝鮮人のために活

動してきた︒大正十年に設立された自由法曹団に参加し︑現在のいわゆる﹁人権派弁護士﹂の草
分け的存在だが︑奇矯な性格の名物男でもあった︒
傍聴席は︑一般傍聴人ではなく︑特別傍聴を許された﹁裁判所関係者︑各官庁関係者︑教育家︑
きのしたみち お

宗教家︑新聞記者﹂ら百余名で埋め尽くされていた︒今回の事件でテロの標的とされた皇太子に
仕える三十九歳の東宮侍従・木下道雄の姿もあった︒皇太子が即位してからも長く侍従として仕
え︑昭和天皇崩御後に公刊された日記 ︵﹃側近日誌﹄︶は重要な歴史的資料として評判を呼んだ︒
なお︑法廷内に︑二年近くにわたって文子を訊問してきた判事・立松懐清の姿はなかった︒予
審終結後︑盲膜炎をわずらい︑慶応病院に入院していたのだ︒
緊張に満ちた静寂のなかで︑文子は︑まず弁護士席に向かって言った︒
﹁先だって言っておきたいことは︑前に言った言葉も私自身の言葉であり︑今言う言葉も私自身
の言葉である︒が︑しかもその二つの言葉は異なっている︒だがそれはともに私自身の自由意志
をもって言われた言葉であって︑そこに︑今まで私を調べたお役人方の意志の強制などが加えら
れてないことを︑弁護士諸氏の前に明らかにしときます﹂

予審において虚偽の供述を主張し続けたのは︑文子自身の﹁自由意志﹂だと宣言したのだ︒
﹁そこで︑最初にちょっと︑私自身の生き方をお話してみます﹂

これが私にとって自分の行為を律すべく唯一つの法則

古めかしい法官服姿の男たちを前に︑文子は言った︒

︱

﹁自分は今こうやりたいからこうやる
であり︑命令です﹂

そして︑爆弾テロ計画の真相について語り始めたのである︒

これまで筆者は︑朴烈と文子が計画したとされる爆弾テロについて︑その概要だけを紹介する
にとどめてきた︒これから︑その詳細について︑予審調書における関係者の供述︑第二回公判に
おける文子の陳述︑そして筆者の推測をまじえて述べていく︒
ヤンパン

その前に︑朴烈の前歴を詳しく語っておきたい︒
朴烈の先祖は︑朝鮮の支配階級だった両班で︑彼の父の代までは︑二千坪の土地を持つ裕福な
家柄であったが︑朴烈が日本に渡った頃には︑受け継いだ土地をすべて手放さざるを得なくなっ
チヨンシク

ていた︒その理由を︑朴烈の十六歳上の兄であり︑朴烈が五歳の時に病死した父に代わって︑朴
家の当主となった 庭 植は﹁他人の金銭債務を保証したるため﹂と証言している︒
朴烈は︑予審段階で立松判事に対し︑このように日本の朝鮮支配を非難したことがあった︒
﹁日本人はさかんに高利貸し業を営み︑朝鮮人の無学なるに乗じて︑その所有している土地また
は家屋を抵当に取り︑朝鮮人が弁済期日に金を返しに行っても︑その高利貸しはその金を受け取
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らずして抵当物を没収してしまい︑口論となって高利貸しから鉄砲を突きつけられ殴られて血を
流した朝鮮人が憲兵隊に訴え出ると︑憲兵はその高利貸しを擁護して︑抵当物を没収された朝鮮
人を叱ったり殴ったりする﹂
朴烈が八歳の時︑日韓併合条約が締結され︑朝鮮は日本の支配下に置かれた︒
当時の日本は︑明治維新から四十年を経て︑それなりに資本主義体制を整えていた︒資本主義
を支える根幹の一つは︑金の貸し借りである︒企業は金融機関から金を借りて事業を興し︑それ
で得た収益を金融機関に利子のぶんだけ上乗せして返す︒その繰り返しのなかで︑国全体の経済
が成長していく︒そういう西欧文明が発明した金融システムに︑朝鮮の人々は慣れていなかった︒
これは民族としての優劣の差ではない︒
日 本 に お い て も︑明 治 十 七 年 ︵ 一 八 八 四 ︶に 埼 玉 県 秩 父 郡 で︑数 千 人 の 農 民 が 武 装 蜂 起 し た
︵秩父事件︶
︒政府のデフレ政策で困窮していた農民たちがまず襲撃したのは高利貸しだった︒明

治以前にも︑金の貸し借りは当然あったが︑返済が困難な状況では︑抵当となる土地の没収を猶
予するのが当然という常識があった︒だが︑近代においては︑何よりも契約の履行が重視される︒
秩父の農民たちを追いつめたのは﹁近代﹂そのものだったのだ︒
同様に︑突然流入してきた近代的金融システムに慣れぬまま︑﹁高利貸し﹂の甘言にだまされ︑
挙げ句の果てに資産を手放さざるを得ない羽目に陥った朝鮮人は少なくなかっただろう︒余談が
長くなったが︑朴烈の実家はそんなふうに没落したのである︒
少年時代の朴烈は︑心優しい少年だった︒ある時︑母親と一緒に歩いていて︑汚い着物をまと

った老婆を見た時︑母のチマ ︵スカート︶を一枚あげてくれ︑とせがんだ︒甘えん坊で︑母と足
を結んでからでないと寝られなかったというエピソードはすでに書いた︒その一方で︑金持ちの

どうもうせんしゆう

子供が貧しい子供をからかったりすると︑憤然と殴りかかったこともあった︒強い正義感の持ち
せん じ もん

主であると同時に︑言い出したらきかない頑固さも持ち合わせていた︒
し

じ

つ がん

朝鮮の子供は︑普通は書堂という伝統的な寺子屋で勉強する︒﹁千字文﹂︵漢字︶
︑
﹁童蒙先 習 ﹂
︵道徳︶
︑
﹁資始通鑑﹂︵歴史︶といった伝統的な儒教教育のテキストを習うのである︒だが︑朴烈

は﹁公立普通学校に行きたい﹂と言い出した︒公立普通学校は日韓併合後︑朝鮮総督府が﹁教育
に関する勅語 ︿教育勅語﹀の趣旨に基き︑忠良なる国民を育成することを本義﹂として︑朴烈が
九歳の時に公布された朝鮮教育令 ︵明治四十五年＝一九一二年︶にもとづき︑朝鮮各地に二百三十
校開設された︒
年長者など目上の者には絶対服従しなければならず︑民族固有のハングル文字がありながら漢
文を尊び︑
﹁新しきを排斥し古きを尊重する﹂朝鮮古来の文化に疑問と反発を抱いていた朴烈は︑
むしろ朝鮮在住日本人の生活ぶりに﹁開化﹂
︑すなわち﹁近代﹂を感じ取ったのだ︒
サンジユ

普通学校は︑日本の小学校にあたると考えてよい︒朴烈は︑家から二十キロ以上も南にある咸
昌 ︵現︑尚州市︶にある普通学校に入学した︒ここでも︑文房具すら買えない貧しい同級生を助
けてやるなど義侠心を発揮したが︑同時に疑問を抱いた︒
教師は何かというと︑日本人と朝鮮人とは同胞であり平等であると口にする︒だが︑実際は日
本人生徒が何かにつけ上位に置かれる︒朝鮮語の使用は禁止され︑日本語で話さなければならな
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い︒歴史の授業で習うのは日本の﹁偉人﹂だけ︒卒業を間近に控えた日︑朝鮮人教師が﹁これま
で心にもない嘘の教育をしていた﹂
﹁朝鮮の歴史を尊ばねばならぬ﹂と涙ながらに語ったことが︑
鮮烈に心に残った︒
普通学校を卒業した後︑兄の庭植は家業を手伝うよう諭したが︑朴烈はより高度な教育を求め
た︒首都・京城にある高等普通学校に行きたいと言い出したのだ︒高等普通学校は︑日本の旧制
中学に当たるが︑当時︑朝鮮には二校しかなかった︒当時︑実家は経済的にかなり厳しい状態だ
ったが︑朴烈は﹁師範科﹂なら授業料は要らないから︑と頼みこんだ︒師範科は教師育成コース
である︒
﹁勉強して︑後輩たちを指導したい﹂と粘る朴烈に︑兄・庭植は根負けした︒
京城高等普通学校は︑生徒は朝鮮人だけだったが ︵日本人子弟には︑別に日本同様の中学校が設
︑やはり日本語で授業が行われた︒やがて朴烈は︑朝鮮独立を目指す運動家たちの
けられていた︶
講演会に足を運ぶようになった︒知り合った運動家たちから︑いかに朝鮮人が日本の植民地支
配の下で﹁奴隷﹂のように扱われているかを教えられた︒思い当たるところが多い⁝⁝︒朴烈は︑
つじつま

彼らの一言一言を聞き漏らすまいと耳を傾けた︒学校で味わった理不尽なできごとの数々も︑日
本の朝鮮支配の一端だと考えれば︑辻褄があうじゃないか︒
そういえば︑京城高等普通学校では英語の授業がない︒生徒が﹁商業方面﹂に傾くことを警戒
している︒英語を学んだ朝鮮人が広く外国と交易する仕事につき﹁眼界が世界的﹂になることを
防ぐためではないか︒軍事教練も行われない︒抵抗されるのが怖いからだ︒京城にすら︑高等学
校も帝国大学もない ︵京城帝国大学および旧制高校にあたる予科の設立は大正十四年︶
︒日本は︑
﹁朝

鮮人に専門的知識を与えることを防ぎ︑奴隷として使用するに都合のよい﹂教育しか与えていな
い︒それでいて︑天皇陛下のご高恩に感謝せよと強要する⁝⁝︒
大正八年 ︵一九一九︶
︑すでに述べたとおり︑三・一万歳事件が起こると︑朴烈は数名の同志
とともに︑独立を訴えるビラを印刷してばらまいた︒だが︑朝鮮全土に拡がった抵抗運動も二ヶ
月ほどで鎮圧され︑検挙された朝鮮人が日本の官憲から手ひどい拷問を受けていると聞かされた︒
さらに実家から︑これ以上は学費が続かないから退学するよう命じられた︒
十七歳の朴烈は︑東京に活路を求めた︒東京には当時︑五百人に近い朝鮮からの留学生がいた︒
三・一万歳事件後︑東京に渡る朝鮮人学生の数は増え続け︑大正十一年には二千人近くに達して
いる ︵翌年︑関東大震災の影響で五百人に激減︶
︒東京で独立運動あるいは反体制活動を続ける者も
少なくない︒
東京で朴烈は︑新聞配達︑職工︑人力車夫︑店員︑人参行商などに従事した︒中央郵便局に雇
われ︑宮城 ︵皇居︶まで配達物を届けたこともあった︒夜中であった︒
中央郵便局は︑東京駅のすぐそばにある︒配達物の入った鞄を持って郵便局を出て︑市電にそ
って永代通りへと出て︑左折する︒朝鮮銀行︑台湾銀行︑東京憲兵隊本部などの建物の前を通っ
て進むと︑やがて大手門が見える︒皇宮警察が警護している︒郵便です︑と告げると︑簡単に通
してくれた︒
門をくぐると︑闇のなかに宮城の建物がくろぐろと鎮まっている︒そこには︑朝鮮民族を不当
に圧迫する大日本帝国の君主がいる︒寝所に忍び入れば︑短刀一本で︑その息の根をとめること
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ができるはずだ︒朴烈がシェイクスピアの戯曲を読んだことがあれば︑﹃マクベス﹄の一場面を
思い浮かべたかもしれない︒短刀を手に︑国王が眠るベッドに忍び足で歩み寄る暗殺者マクベス
を⁝⁝︒
朴烈は︑日本の天皇と自分との物理的距離が︑さほど遠くないことを意識したに違いない︒宮
城の近くには︑国会議事堂や警視庁などの役所が立ち並んでいる︒ここは大日本帝国の中枢なの
だ︒黒い詰め襟に︑袖口に〒マークの入った制服を着た朴烈は︑革命歌を口ずさんでいた︒
一方︑反体制活動のほうは思うように進展しなかった︒日本官憲の内部資料によれば︑
﹁朝鮮
人団体は︑震災前六十以上に達し︑そのうち事実上の存在は約半数にして︑これらはほとんど
宗教︑学術研鑽︑親睦︑相互扶助などに籍口し︑もしくは稀に労働運動社会主義の研究を標榜し︑
主として学生において組織したる﹂ものであって︑さほど﹁注意を要すべき﹂ものではない︑と
されている︒
﹁注意を要すべき﹂団体であっても︑たとえば︑上海にあった朝鮮独立運動の総本山である亡命
政権・大韓民国臨時政府との関係は希薄だった︒﹁不穏文書の交換﹂程度のものであり︑臨時政
府からの指令で東京の朝鮮人団体が事を起こすというような連係プレーは見られない︒
日本の反政府団体との交流もうまくいかなかった︒右に掲げた内部資料は﹁内地人 ︿日本人﹀
は由来鮮人を侮蔑し︑その運動に対しても児戯視するにあらずんば︑これを利用せんとする風あ
り﹂と指摘している︒
三・一万歳事件に参加した経歴を持ち︑真摯な人柄と︑無口だが独特の雰囲気を持つ朴烈は︑

東京在住朝鮮人の間で次第に名をあげていった︒とはいえ︑彼が実際に行った活動は︑あまり実
りのあるものとは言えない︒
彼は︑十数名の同志を募り︑
﹁朝鮮人にして朝鮮民族を売る者︑たとえば親日派のごとき者︑
または朝鮮人を侮辱する日本人を撲滅﹂する団体を作った︒﹁親日的﹂な朝鮮人を﹁暴行脅迫﹂
するのである︒日本人と親交のある者︑朝鮮に妻子がありながら日本女性と結婚した者︑朝鮮人
でありながら日本人に学資を出してもらっている学生などがターゲットになった︒確かに︑﹁児
戯﹂に等しい活動と断じられても仕方ない︒
その一方で︑黒涛会という思想研究団体を立ち上げたが︑内部対立もあり︑一年たらずで解散
したことはすでに述べた︒文子と出会う直前の朴烈は︑仕事にもつかず︑友人の間を泊まり歩い
おのれ

ているだけの︑まさに﹁死にきれずに生きている﹂状態だったのだ︒そんな境遇のなかで朴烈は︑
テロリストとしての己を育てていく︒

テロリストは︑貧しく差別された環境から生まれるとは限らない︒現在の国際テロをリサーチ
したアメリカの経済学者は﹁テロリストは貧困層の出身ではなく︑十分教育を受けた中産階級ま
たは高所得家庭の出身であるという傾向が強い﹂と述べている︒貧困にあえぐ人々は︑その日を
生きていくのに精一杯で︑テロという﹁政治的目的の実現を推し進める﹂ための行為に荷担する
精神的余裕などないというわけだ ︵アラン・Ｂ・クルーガー﹃テロの経済学﹄︶
︒
朴烈は︑比較的裕福な家庭に生まれ︑当時朝鮮に二つしかなかった高等普通学校に通い︑夏目
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漱石や︑明治の社会主義者である木下尚江などの著作に親しんだ︒十代の人格形成期に限れば︑
彼はそれなりに恵まれた環境にあったのだ︒
だが︑東京に来てからの朴烈は︑職を転々とし︑同胞に﹁親日的﹂と言いがかりをつけて暴力
を振るう無頼漢にすぎない︒あるべき自分と︑現にある自分との絶望的な落差︒この落差を埋め
る機会は何時来るのだろう︒三・一万歳事件があっても日本の朝鮮支配は終わりそうもない︒日
本の社会主義者たちですら朝鮮人を蔑視する︒実家は没落し︑援助は当てにできない︒
どんづまりの閉塞状況のなかで︑朴烈は﹁他力によらず自力による﹂陰謀を考え始める︒
朴烈が来日した大正八年 ︵一九一九︶十月三十一日︑外務省構内の外務大臣官邸の裏門で︑爆
弾が破裂した︒爆風は食堂の一部を吹き飛ばし︑向かいにあったロシア大使館の裏門を破損させ
た︒犯人は︑中国人二名と日本人一名だった︒
ぎん

なし もとの

翌大正九年四月には︑徐相漢という朝鮮人学生による爆弾テロ計画が発覚した︒当時︑日韓融
みやまさ こ

和の象徴として︑かつて朝鮮王朝 ︵大韓帝国︶皇太子だった李王垠と︑日本の皇族である梨 本
宮方子女王との婚儀が決まっていた︒徐は︑婚儀に列席するであろう朝鮮総督の暗殺を企て︑火
薬を集めて爆弾を製造しようとしたのである ︵重砲火薬類取締法違反として懲役四年を課せられた︶
︒
こうした事件に︑朴烈が影響されなかったとは思えない︒かつてロシアのニヒリストたちが︑
爆弾で皇帝アレクサンドル二世暗殺に成功した例もある︒自分にもできるのではないか︒
大正十年冬︑朴烈は外国航路の船員である杉本貞一に接触し︑海外で爆弾を入手できないか
と相談した︒何に使うのか︑と訊ねる杉本に︑朴は﹁近く︑英国皇太子が日本に来るということ

だが︑この際に爆弾を使用すれば︑革命を起こすことができるいい機会だ﹂と答えたという︒英
国皇太子を狙うというわけではなく︑ターゲットは祝賀式典に参列する日本の皇族や政府高官だ
った︒実際︑翌年四月から五月にかけ︑英国皇太子 ︵後のエドワード八世︶が日本に滞在したが︑
その後︑杉本との連絡は途絶え︑爆弾入手はかなわなかった︒
だが︑朴烈は諦めなかった︒ペスト菌を圧縮して小さな容器に詰めて︑政府高官に投げつけよ
うかと考えたこともあった︒あるいは硫酸でもいいかもしれない︒自分の手で爆弾を製造しよう
かとも考えたが︑徐相漢の二の舞になっては仕方ない︒徐が捕まったのは︑彼が火薬を作ってい
チェ

るという噂が朝鮮人学生の間で広がっていて︑それを警察がかぎつけたからなのだ︒
大正十一年春︑上海で独立運動に従事する崔という青年が東京にやってきた︒知人に紹介され
た朴烈は︑夜半︑江戸川 ︵現︑神田川︶ぞいに広がる江戸川公園で崔と会った︒暗い雑木林のな
かを歩きながら︑朴は︑崔に爆弾を数発︑それに拳銃や水銀を入手できないかと相談した︒拳銃
は︑投げた爆弾が不発だった時に自殺するため︑水銀は︑自殺しそこなって捕まった時︑自白せ
ぬよう喉を潰すためである︒
朴烈によれば︑この時二人は︑東京と京城で同時にテロを決行する約束をしたというが︑その
後︑崔との連携が進展した様子はない︒
そんな折り︑風変わりな日本人女性と出会った︒金子文子である︒
彼女のほうから交際を申し入れてきた︒その情熱に押されるように︑同棲生活が始まった︒朴
烈のそれまでの異性関係はわからない︒社会主義者仲間に連れられ吉原の遊郭で遊んだことはあ
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ったが︑一人の女性と生活をともにするのは︑初めてだったろう︒
絶望を抱えながら友人宅を転々とする生活は一変した︒文子はアグレッシブな女性だった︒朴
烈が黒涛会の機関誌を出したいと言えば︑みすぼらしい朝鮮服に身を包み︑お金を集めてまわっ
た︒朴烈や︑朝鮮人同志が日本語で書いた原稿をチェックするのも文子の役目だった︒原稿が集
まらない時は︑埋め草も書いた︒小柄な体を動かし︑快活にしゃべり︑テキパキとものごとをこ
なす文子がそばにいることで︑日本にやってきてからずっと闇のなかでくすぶっていた生活に︑
初めて明るい光がともったように感じられたのではないか︒
それでも︑彼の心の奥底に潜む爆弾テロへの暗い情念が消え去ることはなかった︒
朴烈が京城で︑大韓民国臨時政府の秘書部長を務めたこともある金翰と出会ったのは︑大正十
一年秋である︒
金翰は︑上海にある義烈団という朝鮮人テロ組織とつながりを持っていた︒当時︑義烈団は上
海で入手した爆弾を朝鮮に持ち込む計画を立て︑金翰にその受け取りを依頼した︒その際︑義烈
団側は︑東京と京城で同時にテロを行う予定であり︑いずれ東京から代表者が来るから︑彼にも
爆弾を分け与えてくれ︑と告げた︒
朴烈が金翰のもとを訪れ︑爆弾を分けてほしいと頼んだ時︑金翰は︑義烈団が言っていた﹁東
京からの代表者﹂は朴烈のことだと判断した︑金翰は爆弾譲与を承諾し︑以後は手紙で連絡をす
ることとした︒

筆者の関心は︑はたして金子文子は︑本当に皇太子に対する爆弾テロへの﹁意志﹂を有してい
たのかという一点にある︒
朴烈が︑確信犯的に爆弾テロの実行を追い求めていたことは間違いない︒そんな朴烈の計画に︑
常に関わってきたと文子は予審段階で主張し続けた︒標的は皇太子であると明言したのも文子だ
った︒それなのに彼女が︑大審院公判で突然︑二つの計画のうち一つには関与していなかったと
言い出した︒二年半にわたって供述しつづけた主張を︑あっさりと否定してみせたのだ︒
なぜか︒
繰り返し書いてきたが︑朴烈の爆弾入手計画に文子が加わっていたと明言したのは︑当の文子
だけである︒朴烈も最終的にそれを認めたが︑文子がそのように供述していると立松判事から告

0

0

0

0

0

0

0

げられた後だ︒むろん︑朴烈が文子をかばうために︑彼女が加わっていたことを隠し通そうとし
0

たのかもしれないが︑こういう推測も成り立つのではないか︒

0

0

金子文子が︑朴烈の爆弾入手計画に︑関与したことはあっても︑共謀したことは一度もないの
ではないか︑と︒
0

0

0

予審段階で文子は︑
﹁私と朴とはいろいろ爆弾を入手する方法を相談した結果︑義烈団と連絡
をとることが一番早手回しであるとして﹂︑義烈団の﹁代表者﹂である金翰に白羽の矢を立てた
と述べている︒だが︑金翰は義烈団の代表者ではない︒朴と金翰との具体的な交渉についても︑
文子は﹁詳しいことを聞いておりません﹂と言うのみだ︒交渉の中身を知らない文子が﹁共謀﹂
したと言えるだろうか︒
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ここで思い出していただきたい︒文子は︑予審段階でこう述べている︒
朴烈が金翰と暗号文で手紙のやりとりを始めた頃︑金翰に宛てた手紙を上着のポケットに入れ
たまま︑出かけたことがあった︒たまたまやってきた朝鮮人同志が︑その手紙を見つけた︒差出
人の名前が女性名で︑開いてみると数字ばかり並んである︒彼はその手紙を文子に見せ︑﹁朴さ
んはこんな手紙を持っています︑ご用心なさい﹂と忠告したという︒他の女性からの暗号ラブレ
ターだと思いこんだのだ︒文子は︑驚いたふうを﹁装い﹂ながら︑その手紙を破り捨てたと述べ
ている︒だが︑筆者は想像をたくましくせざるを得ない︒
文子は︑その手紙がどういう目的で書かれたものなのか︑本当に知らなかったのではないか︒
朴烈が浮気しているのではないかと疑い︑彼を問い詰めたのではないか︒そこで初めて朴烈は︑
爆弾テロを行う意志があることを︑文子に打ち明けたのではないか︒
なぜ︑爆弾なんか⁝⁝︒いったい︑何に使うつもりなの？
そう問いかける文子に︑朴烈はこう答えたかもしれない︒
君は知らないんだ︒日本が朝鮮でどんなことをしたか⁝⁝︒
あ へん

少しは知ってるわ︒私は見たの︒子供のころに過ごした芙江で見たの︒日本の憲兵が朝鮮人を
ムチで打っているのを︒私をいじめた岩下家の連中が︑朝鮮人に高利で金を貸したり︑阿片の密
売をしていたのを︒
文子の言葉に深く頷きながら︑朴烈は言ったであろう︒
俺の家は︑他人が高利貸しから金を借りる際に保証人になったため︑先祖伝来の土地を手放さ

なきゃならなかった︒それと阿片⁝⁝︒日本では︑阿片売買は禁止されているが︑朝鮮では公認
されているも同然なんだ︒阿片の害悪は知ってるだろう︒
ええ︒中国は昔︑イギリスから阿片を持ち込まれて大勢の人が中毒になり︑阿片を禁止しよう
としたら戦争を仕掛けられ︑多くの土地を奪われてしまったのよね︒
そうだ︒阿片は︑西洋列強がアジアを侵略する際の道具のひとつなんだ︒日本はそれを知って
いて︑朝鮮に阿片を持ち込んだんだ⁝⁝︒
以上は︑筆者の想像で描いた会話である︒その根拠は︑予審段階での朴烈の供述である︒
﹁外国に対する体面上︑日本政府は阿片の売買を禁止しているが︑それは表向きであって︑内実
はその売買を公認している﹂
﹁心ある朝鮮人が現実その売買の事実を捕らえて官憲に訴え出ると︑官憲は言い訳だけにその違
反者を二︑三日間の拘留ですましておく﹂
﹁これらは︑日本政府が政策上︑朝鮮人の滅亡を計っている証拠である﹂
戦前の日本が朝鮮半島や中国大陸で︑阿片ビジネスを行って巨額の利益を得ていたことは事実
だ︒そして︑文子と血のつながりのある岩下家のひとびともまた︑阿片売買に携わっていた︒文
子は︑自分が加害者としての日本人の一人であり︑それが朝鮮の人々にどれだけの恨みを植え付
けたのか︑目の前にいる朴烈の告白によって︑改めて痛感したのではないか︒
あるいはこの時︑朴烈はこのようなことを言ったかもしれない︒
自分のなかには二つの衝動が渦巻いている︒朝鮮では︑日本人が朝鮮人を押さえつけている︒
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日本では︑金持ちや特権階級が貧しい者から搾取している︒この世界ではどこでも︑強者が弱者
を圧迫し︑弱者から収奪するばかりだ︒ロシアでは革命が起こったが︑革命前と変わらぬ︑ある
いはそれ以上の圧政が続いている︒そんな世界に︑俺は心底絶望した︒そんな世界を変えられそ
うもない自分にもだ︒
俺は︑すべてをぶちこわし︑万物を滅ぼして死にたい︒その一方で︑自分たち朝鮮人を苦しめ
る日本に復讐したい︒この二つの衝動を充たす一番いい手段が︑爆弾テロを起こして処刑される
ことなんだ︒俺は無神論者だ︒来世など信じていない︒俺が死ねば︑同時に世界は消滅する⁝⁝︒
その頃の朴烈は︑活動に行き詰まりを感じていた︒自ら結成した黒涛会は内部対立を抑えきれ

0

0

0

ずに解散したばかりだった︒代わりに黒友会を作り︑機関誌﹃太い鮮人﹄を刊行したが︑原稿は
集まらず︑朴烈と文子の二人で紙面を埋めなければならなかった︒
そんな朴烈を文子は必死で支えた︒昼間はチマ・チョゴリを着て朴文子の名前で﹁リャク﹂を
してまわり︑夜は埋め草を書いた︒そんな日々を送るうちに︑しだいに自らを﹁不逞鮮人﹂に同
化させていったのではないか︑ということはすでに書いた︒文子が︑朴烈が爆弾テロを企んでい
ることを知ったのは︑そんな折りだったのだ︒
文子は︑朴烈の計画を手助けする決意をした︒日本人としての贖罪意識も働いただろう︒だが
何より︑文子は朴烈を愛していた︒彼のニヒリズムを理解し︑全身で受け止めてあげよう︒
朴烈のために︑女性の筆跡で封筒に表書きをしながら︑その時の文子は︑日本人・金子文子で
はなかった︒不逞鮮人・朴文子︒それは︑朴烈の﹁妻﹂である文子という意味ではない ︵朝鮮人

女性は結婚しても姓は変わらない︶
︒

幼い頃︑
﹁無籍﹂であるがゆえに︑文子は大日本帝国臣民として扱われなかった︒ならば︑日
本人ではなく﹁不逞鮮人﹂として大日本帝国に叛逆する資格はある⁝⁝︒
いずれにせよ︑大正十二年一月︑京城で︑ある義烈団員が警察署に爆弾を投げこんだ事件が起
こり︑関係者として金翰も逮捕された︒金翰を通じての爆弾入手計画は頓挫する︒

静まりかえった大審院法廷に︑文子の声だけが響いていた︒
原稿用紙を読み上げる文子は︑眼鏡をかけていた︒薄暗い獄中での読書や手記執筆のため︑視
力が弱っていたからだ︒文子の供述は︑金翰が逮捕され︑爆弾入手が不可能になったことを知っ
た時の心境にさしかかっていた︒
﹁そのとき︑いろいろな爆弾の写真を見て︑私は腕を組んで狭い部屋の中をあっちこっちに歩き
回りながら考えた﹂
文子の早口に︑法廷書記が速記をとるペンが忙しく動く︒

もし今︑この私の目の前に爆弾があったとしたら私はど

﹁私はたしかにああした計画をしていたが︑それは単に権力への叛逆する心地よい想像に︑い
わば幻惑されたためではなかろうか？

うしたろう？ 私は自分以外の何ものにもとらわれておらん︒私が求めるのは自分における真だ︒
私はしっかり考えなくちゃいけない﹂
考えた結果︑たどりついた心境を︑文子は続けて述べる︒
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﹁私は自分自身に疑いをもつそのとき︑どこまでも自分を追求すべきであった︒そしたら私はた
ぶん︑朴烈との間に隔たりを見たろう﹂
ニヒリスティックな死への願望も︑世界のすべてを破壊したいという衝動も︑朝鮮人としての
日本への怒りも︑それは自分のものではない︒朴烈のものだ︒そして︑自分と朴烈はあくまでも
別の人間だ︒
﹁朴と私とは一緒にいる︒だが︑それは二人の生活ではない︒一人と一人との生活である︒どん
な個性にも他の個性を吸収してしまう権利はない︒朴が朴の道を歩むように︑私は私の道を歩む︒
私が自分の道を︑誰にも邪魔されず︑まっすぐ歩むためには⁝⁝﹂
文子は一呼吸おいて続けた︒
﹁私はひとりになるべきだったのだ﹂
私は︑私らしくあるために︑朴烈と別れるべきだった︒彼が︑心の奥底にテロリズムを抱く人
間だったと知った時に⁝⁝︒
そこまで言い切って︑ふと目をあげた文子の視線の先に︑大勢の男たちの様々な面差しがあっ
た︒百名を越える特別傍聴人たちは︑事態が飲み込めず唖然としていた︒文子の朗読が終わった
後︑論告求刑を述べる手はずになっている検事たちは︑時折耳打ちを交わしている︒あらかじめ
用意した原稿と︑文子が今行っている供述との整合性を確認しているのだろう︒老練な面差しの
裁判長は︑眼を伏せて平静を装っている︒
そして︑文子の右隣に座る朴烈は苦笑いを浮かべていた︒

なぜ︑今まで本当のことを言わなかったんだ？
なぜ︑今になって本当のことを暴露したんだ？
そう言いたげな朴烈の瞳を見て︑文子は︑無言で朴烈に語りかけていた︒
ごめんなさいね︒あたしは︑嘘をついてきた︒あんたと暮らし始めたころから︑一緒に皇太子
暗殺を企てていたなんて︒あたしが立松さんにそんな嘘をつかなければ︑こんな羽目にはなって
なかったかもしれない︒でもね︑あたしはそうしなければならなかったの︒わかるでしょう？
0

0

0

0

あたしとあんたは︑大逆罪で裁かれて︑死ななければならないのよ︒
それが︑あのひとへの償いなのだから⁝⁝︒
文子は再び原稿用紙に眼差しを向けた︒

金翰を通じた爆弾入手工作が不首尾に終わった後も︑文子は朴烈との生活を続けた︒大正十二
年三月︑﹃太い鮮人﹄を改題した﹃現社会﹄は二十ページ以上もボリュームアップし︑寄稿者も
増えた︒
文子自身も︑有島武郎と接点を持ち︑その縁で婦人雑誌への寄稿を依頼されるなど︑自分の内
に宿る可能性が開花していく予感に気持ちは高ぶっていた︒爆弾テロのことなど︑文子の念頭に
はなかったに違いない︒
だが︑朴烈はそうではなかった︒文子に伏せたまま︑新たな爆弾入手計画を進めたのだ︒
きっかけとなったのは︑大正十二年の三月から四月にかけ︑その年の秋︑皇太子のご婚礼の日
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取りが決まったと報道されたことにある︒まず︑報知新聞が﹁東宮殿下 ︿皇太子﹀の御慶事 ︿婚
﹁二
礼﹀は十月中旬に御挙行﹂と報じた︒正式発表のないまま︑各新聞は﹁十一月下旬に内定﹂
うず

十五︑二十六︑二十七の三日のうちの比較的佳日を選ぶに至るか﹂とスクープ合戦を繰り広げた︒
朴烈の心のなかに︑再びテロへの渇望が疼きはじめた︒ご成婚となれば︑式典が開かれる︒皇
太子夫妻の行列が市中をパレードするだろう︒爆弾を投げつける絶好の機会がやってきたのだ︒

︒

そんな朴烈の前に︑一人の女性が現れた︒文子の正則英語学校時代の親友であり︑彼女に多大

︱

な影響を与えた女性
新山初代である︒

大正十二年五月半ば︒
いぶか

文子が富ヶ谷の家に帰ってくると︑置き手紙があった︒初代のものだった︒留守中に訪ねてき
たらしい︒文子は驚き︑喜び︑そして訝しんだ︒
どうやってここを探し当てたんだろう？
その一年前︑文子が朴烈と同棲するために正則学園を辞め︑池尻の下宿に引っ越した時︑まっ
さきに初代に住所を知らせ︑﹁新しい生活を始めたから︑来てくださいね﹂と書き送った︒訪ね
てきた初代に文子は︑朴烈と同棲していることを告げ︑
﹁恋愛関係から一緒になったわけじゃな
いの︒真面目に︑彼の思想に共鳴したのよ﹂と言った︒初代は︑そんな人なら会ってみたいわね︑
と興味を示し︑その後︑二度ばかり池尻に遊びにきたが︑結局︑朴烈と会うことはなかった︒

その後︑二人の連絡は途絶えた︒大正十二年三月に文子が富ヶ谷の一軒家に引っ越したことを︑
初代は知らなかった︒雑誌発行の資金集めに忙しかったこともあったが︑あるいは︑朴烈の爆弾
入手への意志を知った文子に︑親友を巻き込みたくないという気持ちがあったのかもしれない︒
だが︑あらためて初代からの置き手紙を読んでみると︑もう一度会いたいという気持ちが強く
こみあげてきた︒五月二十日に来て︑と文子は初代に書き送った︒初代はイギリス人が経営する
会社のタイピストだったから︑日曜日を指定したのだ︒
五月二十日︑初代は富ヶ谷の家にやってきた︒裁判記録をもとに︑小説風に再現する︒
文子は︑一年ぶりに再会した初代の様子に驚いた︒白い顔がますます青ざめている︒正則学園
で交際していた頃の颯爽とした輝きは消え︑眼差しには虚無が漂っている︒
あがって︑と文子は初代を招き入れた︒今日は朴烈もいるの︒
ちゃぶ台をかこんで︑三人は向かい合った︒初代と朴烈が初対面の挨拶をかわした後︑互いの
近況を語り合った︒
初代さん︑まだあの会社に勤めてるの？
そう訊ねる文子に︑初代は首を横に振った︒やめちゃったわ︒
え︑いつ？
去年の八月︒
でも︑生活はどうなさってるの？ お母さんも妹さんもいるんでしょう？
会社をやめてから︑本郷の菊坂で雑貨屋さんを開いたの︒
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じゃあ︑お母さんたちと一緒に住んでるの？
う つ

いいえ︑今は独り暮らしよ︒私︑肺の病気があるでしょう︒母や妹に伝染ったらいけないし︑
それに︑独りでいたかったし⁝⁝︒文子さんはご存じでしょうけれど︑私︑十四歳の時に父を亡
くしたの︒それから間もなく︑私も肺の病気になった︒十六の頃から︑死について考えはじめた
わ︒最初は︑社会のために何かしたいと思った︒学校を出てからは︑婦人運動に参加しようかと
勉強した︒でも︑なんだかむなしくって⁝⁝︒どんなに勉強しても︑もうすぐ死ぬんだと思うと︒
痛ましげな眼差しの文子に向かって︑初代は続けた︒
社会主義者は︑革命が成功すれば︑よりよい社会ができあがると言うけれど︑でも︑今の自分
が幸せか不幸せかなんて︑しょせん︑自分一人が感じることでしょう？ 新しい社会のありよう
が自分にとって苦痛なら︑世界はちっともよくなってないってこと︒だから私︑社会運動に熱中
している人の気持ちが分からない︒結局︑人間は︑幸せだったり︑苦しかったり︑その繰り返し
で死んでいくものなのよ︒
初代は︑饒舌だった︒母親や妹たちには言えない心の葛藤を︑文子には打ち明けられる︒もと
もと快活に喋る初代の舌は︑いつも以上になめらかだった︒
考えれば考えるほど︑希望なんか持てないわ︒堂々巡りを続けるよりは︑さっさと死んでしま
ったほうがいいのかもしれないわね︒
文子の傍らで黙って聞いていた朴烈の眼が一瞬光った︒初代は︑照れ笑いを浮かべて言った︒
ごめんなさいね︑私独りで喋ってるわ︒文子さん︑今︑何をしてらっしゃるの？

相変わらずよ︒
文子は言いながら︑ちょっと見て欲しいの︑と六月末に出す予定の﹃現社会﹄のゲラ刷りを初
代に手渡した︒
来月に出る予定なの︒ねえ︑結構たくさんの人が書いてくれているでしょう︒以前は︑あたし
と朴烈と二人で書いてたけれど︑なんとかここまで大きくなったわ︒
うらやましいわ︒初代は邪気のない笑みを浮かべた︒文子さん︑がんばってらっしゃるのね︒
初代はしばらくゲラ刷りを読んでいたが︑ふと︑顔をあげて︑朴烈に言った︒
この家の壁に︑叛逆って描いてますね︒
ええ︒朴烈は短く答える︒初代は言った︒
私︑叛逆とは︑刹那的な享楽だと思うの︒新しい社会を作るためだとか︑理由はいろいろある
だろうけれど︑結局︑大事なのは目的ではなく︑叛逆することそのものにあるんじゃないかしら︒
朴烈は︑そうですね︑と頷き︑こう言った︒どうせ死ぬならば︑叛逆的な直接行動を取って死
にたいですね︑僕は︒
文子は朴烈を見つめた︒この人はまだ︑テロを考えている⁝⁝︒
やがて初代は立ち上がった︒文子は最寄りの原宿駅まで初代を見送り︑家に戻ると︑朴烈は外
出着に着替えていた︒出かけるの？ そう問うと︑朴烈は頷き︑そそくさと出て行った︒

朴烈の向かった先は︑本郷区湯島天神町だった︒そこに︑金城館という下宿屋があった︒そこ
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に住んでいたのが︑金重漢である︒
金重漢は︑朴烈と同じ一九〇二年生まれ︒京城高等普通学校在学中にアナーキズムにかぶれ︑
大杉栄の著作を読んだり︑学生団体を作ったりしていたが︑仲間の一人から﹃黒涛﹄を見せられ
たのをきっかけに︑朴烈の名を知った︒幾度か手紙をかわした後︑つい一ヶ月前の四月二十六日
に東京に来た金重漢は︑まっさきに朴烈の家を訪ねた︒
チャンドク ス

対面を果たし︑感激の面差しで自己紹介する金重漢に︑朴烈はふと言った︒君は︑
﹃東亜日報﹄
の 張 徳秀を知っているかね？
﹃東亜日報﹄はその三年前に創刊された︒主幹の張徳秀は︑親日的な記者として知られていたが︑
かつてはソ連の肝いりで結成された高麗共産党にも所属したことのある人物である ︵独立後の一
︒彼の演説会を聞きにいったことがあります︑と答えた
九四七年︑政争に巻き込まれ暗殺された︶
たから てい

金重漢に朴烈は言った︒この男は︑ソ連政府から多額の金を貰っていながら︑それを遊興に使っ
ているけしからん男だ︒今夜︑神田の 宝 亭という料理屋に来ることは分かっている︒殴りにい
くつもりだが︑彼の顔を知ってる君が同行してくれるとありがたい︒
ヒョン

その日︑本当に朴烈は宝亭に乗り込んで逮捕され︑一週間ばかり市谷刑務所に収監された︒無
口だが実行力のある朴烈を︑若い金重漢は﹁朴烈 兄 ﹂と呼んで尊敬した︒朴烈を真似て長髪に
しようと決心したくらいだった︒
その後︑朴烈は二度ばかり金に会い︑こんなことを言った︒
自分は︑女を見ても恋をすることを知らない︒花を見ても美しいとは思わない︒音楽を聴いて

もなんの感興も起こらない︒
偉人というものは︑普通の人問とは違うんだなあ⁝⁝金重漢はひたすら感心して聞いていた︒
人間性というものは実に醜い︒自分は宇宙の存在を否認する︒その存在を滅亡させることが大
自然に対する慈悲である︒人を殺すのもまた慈悲だ︒人間はただ︑命惜しさにひきずられて生き
ているだけだ︒意識しない間に殺してあげるのは慈善だとは思わないか︒
0

0

0

0

反射的に頷き続ける金重漢に︑朴烈は問うた︒
だから俺は︑爆弾を用いて非常手段を行い︑一思いに死んでしまおうと思うのだが︑どうか
ね？
朴烈が向けてきた眼差しは﹁君もテロリストになれ﹂と誘っているかのようだった︒金重漢は
言い訳がましく答えた︒兄さんのように何度も監獄に行って修養していれば︑そういう思想にな
るかもしれませんが︑僕はまだ︑牢屋には入りたくありませんよ︒
そうか︒では︑俺が捕まったら︑君は﹃現社会﹄を引き継いでくれるかい？ そう言う朴烈に︑
金重漢は︑いいですよ︑と快諾した︒
そして五月二十日︑新山初代と初めて会った朴烈は︑その日のうちに湯島天神町の下宿屋に金
重漢を訪ね︑こう話を切り出した︒
俺は朝鮮を去ってからだいぶ経ってるので︑事情に疎い︒君が知っているかぎりのことを話し
てくれないか︒
そこで金重漢は︑朝鮮における様々な思想団体や独立運動団体のことを知るかぎり話した︒喋
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っているうちに︑話に尾ひれがつきはじめた︒崇拝する﹁兄﹂を前にしての背伸びにすぎないが︑
しまいには︑自分も独立運動に参加して警官に撃たれたことがある︑とまで言い出した︒
では⁝⁝︑と朴烈は切り出した︒
君︑上海にいって︑臨時政府から爆弾を手に入れる手配をしくれないか︒
金重漢は︑騎虎の勢で︑それくらいならやってあげましょう︑と答えてしまった︒答えてしま
ってから︑事の重要さに気づき︑問題は手に入れた後です︑と言い出した︒朝鮮から日本に運ぶ
には︑やはり日本人の手を借りねばなりません︒誰か︑日本人で手助けしてくれる人はいます
か？
それがいないから困っているのだが⁝⁝と朴は言った︒いったい︑爆弾を手に入れて日本に運
ぶのに︑どのくらいの費用がかかるものなのかね︒
金はあてずっぽうに︑千円か二千円は用意する必要があるでしょう︑と答えた︒あまりの高額
に驚く朴烈に︑金重漢はまくしたてた︒まず上海に行く費用が要ります︒現地で臨時政府と連絡
を取れる人材を探すには数ヶ月はかかる︒見つかったとしても︑相手はまずあなたに会って︑信
頼できる人かどうかを確かめたいと思うでしょう︒滞在費用や往復の旅費を考えると︑お金は潤
沢にあったほうがいいはずです︒
二千円か⁝⁝自分の生活にも困るくらいだからなあ︑と腕組みする朴烈に︑金重漢は話題を変
えた︒ところで兄さん︑誰を爆弾でやっつけるんですか？ この秋︑皇太子の婚礼があるそうで
すが︑やはり︑そのときですか︒

朴烈は答えた︒それもいいが︑来年のメーデーあたりに︑警視庁を狙ってもいいし︑特権階級
が集まる三越や白木屋でもいい︒うまくいけば︑革命史の一ページを飾ることになる︒
すごいや︒日本の主義者は口先ばかりだと兄さんは言ってましたね︒奴らに目にもの見せてや
ってください︒興奮してはしゃぐ金重漢に︑朴烈は深く頷いた︒
うつむ

その翌日の五月二十一日︒本郷蓬莱町にある新山初代の荒物屋に︑朴烈が独りで現れた︒
あら⁝⁝︒驚く初代に︑朴烈は︑ちょっと寄っただけです︑と俯き︑店先で雑談をかわした後︑
こう言った︒今度︑僕の家を事務所にして︑仲間と新しい集まりを作ったのです︒
二ヶ月前に結成した不逞社のことである︒
あなたも加入しませんか︒そう誘う朴烈に︑初代は︑そうですねえ︑考えておきます︑と確答
を避けた︒
そのさらに翌二十二日︑朴烈は文子を連れて初代の家に現れ︑︑昨日の話はいかがですか︑と
訊ねた︒初代は返事を渋ったが︑朴烈は熱心に勧める︒文子が傍らから朴をたしなめた︒
会の性質も分からないのに無理に誘っても︑初代さんが困るだけよ︒次の例会に立ち会っても
らって︑その上で参加するかどうか決めてもらったら？ 初代さん︑どう？
初代は︑いいわよ︑出るだけなら︑と答えた︒
その三日後の五月二十五日︑朴烈は独り︑湯島天神町の金重漢の下宿を訪ねた︒そのとき︑朴
烈が金重漢に告げた言葉を︑予審調書から引用する︒
﹁自分の知っている主義者に肺病患者がある︒肺病患者は︑どうせ近いうちに死ぬのであるから︑
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そういう人に爆弾を投げることをやってもらうほうがいい︒自分はいずれ近いうちにその肺病患
者の同志にそのことを言ってみる心づもりだ﹂
﹁肺病患者﹂とは︑新山初代であることは間違いない︒
この人は本気だ︒金重漢はそら恐ろしさを覚えた︒兄さん︑僕は口の軽い男だから︑そんな秘
密を打ち明けないでくださいよ︒金重漢は作り笑いを浮かべてそう言い︑さらに付け加えた︒あ
まり急がないで︑二〜三年のうちに実行するくらいに考えたほうがいいですよ︒

その二日後の五月二十七日夜︑富ヶ谷の朴烈の家で︑不逞社の例会が開かれた︒新山初代も同
席した︒
集まった十数人の男たちは︑浴衣がけであったり︑ロシアのルパシカ姿であったり︑背広を着
ている者もいる︒物珍しそうに彼らを見る初代に︑男たちもまた︑ちらちらと好奇の眼差しを送
っていた︒若い彼らにとって︑高価ではなさそうだが︑それなりに垢抜けた服を着て︑育ちのよ
さげな雰囲気を漂わせる初代は︑場違いでもあり︑まぶしい存在だった︒
男たちの話に耳を傾けると︑日本に媚びを売る朝鮮人を殴りに行く相談や︑獄中にある同志の
噂など︑物騒な話が飛び交っている︒朴烈はあまり喋らないが︑たまに口を開くと︑男たちは皆︑
そちらに顔を向ける︒その日は︑四月に朝鮮で組織された衡平社についての話題がメインだった︒
長らく被差別民とされてきた人々の差別撤廃を訴える団体である︒激励の電報を出すことが決ま
り︑散会となった︒

その翌日︑朴烈が見知らぬ朝鮮人青年を連れて︑初代の家を訪れた︒金重漢くんです︑と朴烈
が紹介した︒部屋に通すと︑朴烈は︑昨夜の例会はいかがでしたか︑と訊ねた︒
不逞社というのは⁝⁝︒初代は言った︒直接行動をするための団体なんでしょう？ あたしみ
たいな者が入っちゃったら︑皆さん︑ご迷惑なのじゃありませんか︒
なぜです︑と問う朴烈に初代は︑だって私︑おしゃべりなんですよ︑秘密を守れそうにありま
せんもの︑と答えた︒いいえ違います︑と朴烈はなおも言った︒不逞社は︑人を集めるのが目的
の団体です︒そのなかで気のあった者同士で直接行動をとることはありますが︑不逞社として何
かを起こすわけではありません︒
結局︑初代は不逞社への参加を承諾した︒それが彼女に︑さらには文子にどんな運命をもたら
すか︑知るよしもない︒独り荒物を商いながら死を待つだけの暮らしを変えられるかもしれない
と︑淡い期待を抱いたのかもしれない︒
確かに初代の生活は一変した︒その日の夜︑金重漢が再び初代の家にやってきた︒今度は一人
である︒どうかしたんですか？ と訊ねる初代に︑金重漢はもじもじしながら︑朝鮮の衡平社に
ついて詳しく説明したり︑仏教について語ったりした︒なんとなく自分に好意を持ってくれてい
ることだけは伝わってきた︒
五月三十日︑今度は朴烈が金重漢ら三人の仲間を連れてやってきた︒明日︑神田にある朝鮮キ
リスト教青年会館で︑婦人運動家たちが女性参政権についての演説会をやるので行ってみませ
んか︑と誘ってきた︒行ってどうするんです︑と訊ねると︑彼らは口々に答えた︒そもそも国を
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失った自分たち朝鮮人から見れば︑女性参政権など関係ありません︒だいたい婦人運動家なんて︑
大きな家に住んで︑贅沢なものを食べて︑女中を使ってるようなブルジョアどもです︒偉そうな
顔をして社会を変えろなんて言う資格のない連中です︒せいぜいヤジって妨害してやるんです︒
ふと︑金重漢の切なげな眼差しに気づいた︒なんだかおもしろそうね︑お供するわ︑と初代は
答えていた︒翌日︑初代は朴や金重漢らとともに︑キリスト教青年会館に向かった︒代表者が開
会の辞を述べ始めるやいなや︑朴たちは大声で非難を浴びせかけた︒

中止！﹂と怒鳴る︒聴衆が﹁官憲横暴！﹂と抗議の声をあげる︒呆然と見ていると︑

客席は騒然となった︒壇上で発言者は真っ青になって立ちつくし︑立ち会っていた警官が︑
﹁ 中 止！
金重漢が初代の袖を引き︑逃げましょう︑と言う︒初代は︑男たちと一緒に会場を逃げ出した︒
走りながら︑不思議な高揚感がこみあがってくるのを覚えた︒

その数日後︑初代は池袋に金重漢を訪ねた︒金重漢は︑最初に住んでいた湯島天神町の下宿を
引き払い︑池袋に引っ越していた︒
かつて朴烈が結成した黒涛会が内部対立で分裂し︑新たに黒友会が組織された︒実態は有名無
実だったが︑名前を連ねていた数人の朝鮮人メンバーが︑黒友会の名前で﹃民衆活動﹄という雑
誌を出した︒池袋に借家を借りて作業場として第二号を準備することになり︑金重漢が編集人に
選ばれ︑そこに住むことになったのだ︒
初代が金重漢を訊ねたのは︑朴烈から︑金にある本を貸してやってくれと頼まれたからだった︒

本を抱えて行ってみると︑賑やかな声が中から響いてくる︒やあ︑いらっしゃいと出迎えた金重
漢の背後に︑朴烈や数人の朝鮮人青年がいた︒なにやら会合を開いていたらしい︒初代は金重漢
に本を渡し︑おじゃまでしょうから︑と帰ろうとしたが︑皆に引き留められた︒
初代が部屋の片隅に座ると︑金重漢が立ち上がり︑実は︑と切り出した︒申し訳ないのですが︑
﹃民衆運動﹄の編集人を続けられなくなりました︑今後は張讃寿くんにやってもらうことにしま
す︑と言った︒
﹁もっと有意義な仕事をすることになったものですから﹂
その有意義な仕事とは何だね︑という会合出席者の質問に︑金重漢は﹁朴烈兄が知っていま
す﹂とのみ答える︒初代が朴烈を見やると︑朴烈は意味ありげな眼差しを返してきた︒その夜の
会合は長引き︑初代は泊まっていくこととなった︒複数の男たちと一夜を過ごした︒
翌朝︑初代は朴烈とともに帰途についた︒その道すがら︑朴烈は言った︒何かやってみる気は
ありませんか？ 何ですか︑と問い返すと︑前に話したようなことです︑と答える︒
初代は︑いつだったか朴烈から聞いた話を思い出した︒朴烈は︑もし革命を起こすのならば︑
と前置きしてこう言ったのだ︒自分だったら︑まず︑水道や電気の根源に爆弾を投じ︑東京を混
乱に陥れる︒その混乱に乗じて︑貧民窟に火を放つ︒それが革命の導火線になるでしょう︒でも︑
それを一緒にやってくれる仲間がいないんですよ︑と寂しげに付け加えていた︒
私に︑それをやる仲間になれと言うのかしら？
そう考えると︑朴烈の言動に合点がいった︒最初に会った時から直接行動に出たいと言ったの
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も︑熱心に不逞社に誘ったのも︑そのためだったのか︒どうせ病気で死ぬのなら︑テロをやって
から死にましょうよ︑と誘っているのだ︒
初代はさらに記憶をたぐった︒朴烈が︑今年の秋に皇太子の婚礼があると言っていたことを思
い出した︒革命を起こすなら今年の秋だ︑と言ったこともあった︒初代の頭のなかで︑それらの
記憶がひとつにつながった︒朴烈は︑皇太子の婚礼に合わせて︑テロを行おうとしている⁝⁝︒
初代はもともと︑革命にはなんの関心も持っていない︒爆弾テロに参加する気にはなれなかっ
た︒曖昧な返事でお茶を濁して別れた︒
その頃︑初代の内部に巣くっていた死への願望は少しずつ消えはじめていた︒不逞社を通じて︑
かて

それまでつき合ったことのない類の男たちと交わりを持つようになった︒毎日が新しい︒肺の病
と単調な生活に絶望していた初代は︑やっと生きていくための心の糧を得たばかりだったのだ︒
朴烈が初代を不逞社に誘ったのは︑死を望んでいる彼女をテロリストに仕立てるためだった︒
だが皮肉なことに︑初代は不逞社に加わることで︑生きていく意欲を取り戻していた︒
さらに︑朴烈にとって大きな計算ミスが起こった︒初代と金重漢の恋である︒

新山初代が池袋で複数の男たちと一夜を過ごしてから二日たった日の夕方︑不意に金重漢が彼
女の家を訪れた︒
﹁時間を間違えて話し込み︑電車がなくなったので泊まって行きました︒この晩は芸術の話や︑
性の問題の話をいたしました﹂

い

初代は︑検挙された直後の大正十二年十月八日︑東京地方裁判所検事の黒川渉の訊問に対して
こう述べている︒
﹁それから︑金重漢より性交を要求されました︒ほとんど暴力に出でまじき状況でありました﹂
初代は︑他に好きな男性 ︵﹁愛人﹂と表現している︶がいるから﹁愛する気分にはなれぬ﹂と拒
みつつ︑こう付け加えた︒
﹁ただし︑金重漢は嫌いではないから︑このまま後は自然の成り行きに任せたいと言うて︑性交
を拒絶し︑金重漢も納得しました﹂
それから数日後の六月十四日︑初代と金重漢は︑池袋の黒友会事務所で文子や朴烈その他の同
志と会い︑二人で新しく雑誌を作ることになったと発表した︒この間︑金重漢は二度︑初代の家
に泊まっている︒二人が恋仲になったのは明らかだった︒
朴烈のなかに金重漢への不信感が芽生えた︒金重漢がいったん黒友会機関誌の編集人となりな
がら︑すぐに辞めたのは︑旅費ができしだい上海に赴くことができるよう身軽になっておくため
だった︒それなのに︑いつの間にか新山初代と恋仲になり︑別に雑誌まで出すという⁝⁝︒真面
目そうな男だと見込んだのだが︑実は節操のない軽薄な奴じゃないのか？
ひらいわ いわお

もっとも︑金重漢が上海行き計画をなおざりにしていたわけではない︒
あか お びん

その頃︑金重漢は平岩 巌 という男と知り合う︒平岩はもともとは右翼で︑戦後に数寄屋橋で
の辻説法で有名になる赤尾敏とともに︑社会主義者やアナーキストの集会に殴り込むような男だ
った︒ところが︑大正十年ころから左翼のシンパになっていた︒
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豪傑肌の平岩は︑金重漢が語る朝鮮事情を聞くうちに︑では俺も朝鮮を見物してみよう︑つい
でに中国に渡るのも面白いな︑君︑案内してくれないか︑と言い出した︒金重漢が︑自分も一度
朝鮮に帰りたいのだが旅費の工面がつかない︑と言うと︑平岩は︑そんなものどうにでもなる︑
任せておけ︑と笑った︒
金重漢は喜んだ︒ネックだった資金問題が解決したのだ︒金はさっそく富ヶ谷の朴烈の家に行
き︑そのことを報告した︒だが︑どうも朴烈の様子がおかしい︒
いぶか

金重漢が﹁上海行きの件だが⁝⁝﹂と切り出すと︑制止された︒二階に文子がいるから︑ここ
で話すのはまずい︑と言う︒二階に人がいる気配はないのにな︑と訝しみながらも︑金重漢は朴
烈の後をついて外の原っぱに出た︒再び金が話し出すと︑近くの草むらが揺れ︑鳥が飛び立った︒
ここもまずい︑尾行の刑事がいる︑と朴は言いだした︒上海行きの話を意図的に避けようとして
いるのは明らかだった︒
どうも︑おかしい⁝⁝︒金重漢もまた︑朴烈に不信感を抱いた︒
その後︑新山初代から︑朴烈が金重漢のことを﹁あてにならん男だ﹂と︑悪口を言いふらして
いるという噂を聞いた︒なんて男だ⁝⁝︒憤慨する金重漢に初代は﹁どうせ口だけの男よ﹂と言
って慰めたかもしれない︒後に初代はこう証言している︒
﹁朴烈という人は日頃主張するがごとき直接行動を実行しうる人物ではありません︒金重漢に︑
上海へ行って爆弾を取って来てくれと頼んだとしても︑それは実行する意思あって依頼したこと
でなく︑自己の立場を擁護する目的をもって売名的になされた事と私は考えます﹂

こうして︑またも爆弾入手計画は立ち消えとなり︑金重漢は朴烈と距離を置くようになった︒
感情のしこりだけが残り︑それは後に思わぬ形となって現れる︒
そして︑これらの経緯を︑文子は知らなかった︒
六月二十六日︑かつて上野三橋で文子に声をかけてきた社会主義者の高尾平兵衛が平岩巌らと︑
右翼の赤化防止団団長・米村嘉一郎の家に殴り込みをかけた︒玄関でもみ合いになり︑拳銃を所
持していた米村が︑高尾平兵衛を射殺してしまった︒
平岩巌と親しい関係になっていた金重漢や新山初代まで取り調べを受ける騒ぎになったが︑七
月八日︑社会主義者や無政府主義者による高尾の﹁社会葬﹂が青山斎場で行われ︑そこで久しぶ
りに文子と初代は顔を合わせた︒
その頃の初代は︑金重漢の他にも多くの朝鮮人や無政府主義者とつきあうようになっていた︒
初代の家には﹁得体のしれぬ若い男が頻繁に出入りしている﹂と︑近所から白い目で見られてい
た ︵事件発覚後︑一部の雑誌は︑初代のことを﹁都会育ちの浮薄な上に︑浮気な女﹂と書き立てた︒初
代と文子︑朴烈との三角関係のもつれから事件が発覚した︑とも報じられた︒この時期の初代が︑そう
噂されても仕方のない︑当時としては奔放すぎる行動をとっていたのは事実だろう︒だが︑初代が同時
に複数の男性と肉体関係を持っていたことを示す資料は見あたらない︶
︒

かつて初代は︑文子にこう語ったことがある︒
私は人間の社会に対して︑これといった理想を持つことができない︒だから︑私としてはまず︑
気の合った仲間ばかり集まって︑気の合った生活をする︒それが一ばん可能性のある︑一ばん意
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義のある生き方だと思う︒
肺を病んで︑いつ死が訪れてもおかしくない二十一歳の聡明な娘が︑残された短い人生を燃
焼しつくしたいと願うことは不自然ではない︒そして彼女は︑かつて理想とした生活を実現させ
ようとしている︒久しぶりに文子と再会したことで︑新しい生活を切り開くことができた初代は︑
朴烈のことは軽蔑しつつも︑文子に対しては変わらぬ友情を抱いていた︒
新しい雑誌はどう？
文子にそう訊ねられて︑初代は答える︒お金が集まらなくて︒
文子は︑朝鮮人参商に身をやつし︑
﹁リャク﹂をしてまわった体験を話したかもしれない︒す
ごいわね︑私にはとてもできそうにないわ︒お嬢さん育ちの初代のつぶやきに︑文子は︑かつて
おでん屋に勤めていた経験を思い出し︑女給という手があるわ︑と言った︒さっそく探しましょ
うよ︒一緒に行ってあげるわ︒明るく言う文子に︑初代は頷いた︒後に初代は︑取調官にこう供
述した︒
﹁其ノ時金子ト私トハ茶屋奉公ニ何処カニ出様ト云フ話ヲシマシタ﹂
まもなく二人は︑上野にある鳥鍋の店で女給を募集していることを知った︒ちゃんと髪を結っ
て︑きれいにして行きましょうね︒男性のお客さんに気に入られると︑たくさんチップをもらえ
るのよ︒じゃあ︑お化粧して︑せいぜい稼がなくっちゃ︒初代にとっては︑女給もまた︑経験し
たことのない新しい世界だった︒はしゃぐ初代に︑文子も笑顔で応えた︒
それが︑二人が友情を確かめあった最後の機会となった︒

八月十一日の夜︒
富ヶ谷の家で︑不逞社の例会が開かれた︒
集まった十数名の顔ぶれのなかで︑金重漢がひどく思い詰めた表情を浮かべていることに︑文
子は気づいた︒
﹁朴くんに話がある﹂
その日の議題が一段落ついたところで︑金重漢が立ち上がった︒
﹁君は僕のことを︑中傷して回ってるそうじゃないか﹂
﹁何を言うんだ︒そんなことはしていない﹂
朴烈は気色ばんで答えた︒
﹁俺がどんな中傷をしたのか︑具体的に言ってくれ︒俺が悪かったのなら︑謝りもする﹂
﹁では︑言うぞ﹂
固唾を呑んで見守る一同の前で金重漢は述べ立てた︒
﹁前に黒友会で演説会を開いた時︑君は僕のことを︑ビラ係なのにずいぶん不熱心だと言いふら
したそうじゃないか︒あの時︑僕は平岩巌の事件で取り調べを受けていたんだ︒わざとサボって
いたわけじゃない﹂
﹁その件は︑俺が悪かった﹂
朴烈は素直に謝った︒
﹁後で理由を聞いた︒申し訳なかった﹂
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﹁他にもあるぞ﹂
金重漢は続けた︒
﹁君はなぜ︑僕が新山さんと新しい雑誌をやろうとしているのを妨害するんだ？﹂
﹁どういう意味だ？﹂
﹁君は新山さんを︑君がやってる﹃現社会﹄に引きずり込む気なんだ︒だから︑僕の悪口を新山
さんに吹き込んだ﹂
朴烈は言下に否定した︒
﹁そんなことはしていない﹂
﹁そんなことを︑なさいましたよ﹂
不意に口を挟んだ新山初代に︑一同の眼が注がれた︒能面のように冷ややかな初代の面差しに︑
文子は驚いた︒その能面の下に︑朴烈への憎悪と軽蔑が隠されているのは明らかだった︒
金重漢はさらになじった︒
﹁君は新山さんに︑僕のことを変節漢だと言っただろう﹂
﹁それは誤解だ﹂
﹁いいえ﹂
新山初代は︑はっきりと言った︒
﹁朴さんが︑金さんは簡単に態度を変える男だと言うのを︑確かに聞きました﹂
﹁だから︑それは⁝⁝﹂

朴烈が弁明しようとした時︑薄暗い部屋のなかで︑きらりと何かが光った︒一同は息を呑んだ︒
金重漢が︑刃渡り四十〜五十センチほどの短刀を抜きはなっていたのだ︒刃が︑天井からぶらさ
とつ さ

がった裸電球の光を反射していた︒
文子は咄嗟に立ち上がり︑朴烈の前に立ちふさがった︒
﹁やろうって言うの？﹂
文子は怒鳴った︒
﹁やってみなさいよ！ 私を刺してみなさいよ！ あんたにできるの？﹂
﹁金さん﹂
新山初代が︑落ち着いた声音で言った︒
0

0

﹁まだ︑早いわ﹂
まだ早い⁝⁝？ 文子は驚いて初代を見た︒
どういう意味だろう？ 初代さんは︑最初から金重漢が懐に短刀を忍ばせていることを知って
いた︒いずれ金が短刀を抜く機会が来ることも⁝⁝︒
なだ

自分の知らないところで︑何があったのだろう？
金くん︑よさないか︒異口同音に宥める声があがり︑金重漢は座って短刀を脇に置いた︒
﹁いいかね︑諸君﹂
金重漢は言った︒
﹁この男は︑今年の春︑僕に上海に行って爆弾を入手しろと頼んできた﹂
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え？
また︑そんなことを︑私に黙って⁝⁝︒
文子は呆然と朴烈を見やった︒朴烈は︑心なしか文子から顔をそむけている︒
金重漢は続けた︒
﹁この男は僕に言った︒今年の秋に行われる皇太子の婚儀に爆弾を投げて死にたい︒そのために
上海で義烈団と連絡を取りたいが︑旅費の工面がつかない︑と︒それで僕は︑平岩巌の中国行き
に随行することにした︒するとこの男は知らん顔をしはじめた︒しかも︑僕のことを変節漢と言
いふらした︒最低の野郎だ﹂
﹁もう終わった話だ﹂
朴烈は静かに言い返した︒
﹁俺は平岩巌のような︑簡単に思想を変えるような男を信用していない︒そもそも君は︑上海で
爆弾を手に入れてほしいという俺の依頼を承諾しながら︑新山さんと新しく雑誌を作ろうとして
いるじゃないか︒俺が︑君に不信感を抱くのも当然だろう？﹂
金重漢は言い返すことができず口を噤んだが︑別のメンバーが口を開いた︒
パクフンコン

﹁朴くん︑君には確かに︑金くんの言うような悪い癖がある﹂
チヤンサンジユン

朴興坤という青年だった︒
﹁君は︑ 張 祥 重 くんの悪口を僕に言ったことがあったね﹂
張祥重は︑肉体労働に従事する不逞社メンバーの一人︒その夜の例会にも同席していた︒

﹁その一方で︑張くんに僕のことを中傷した︒僕が︑張くんと労働自由連盟を作ろうとしている
ことは︑みんな知っているね︒朴くんはそれを妨害しようとした︒僕と張くんの仲を割こうとし
た︒張くんを︑朴くんが主宰する労働自進会に引っ張り込むために違いない﹂
﹁そんなことはないさ﹂
朴烈は︑居心地悪そうに座っている張祥重を見やって言った︒なあ︑そうだろう︑張くん︒そ
う朴烈に言われ︑張祥重は俯いたまま︑ええ︑と答えた︒すると金重漢は激高して怒鳴った︒
﹁張くん︑君はそんなに朴烈が怖いのか？ 正直に言いたまえ！﹂
金重漢は脇に置いた短刀を掴み︑畳に突き刺し︑そのまま三十センチほどえぐった︒張祥重も
立ち上がり︑わめきはじめた︒
﹁みんな︑出て行け！﹂
文子が︑たまりかねて叫んだ︒
おかみ

﹁ここは私と朴烈の家よ！ 近所に家もあるのに迷惑だわ！ 騒ぐのなら︑外に出て騒げ！﹂
不逞社の女将さん的な存在である文子の怒りに︑一同は静まりかえった︒ただ独り︑新山初代
が薄い笑みを浮かべて文子を眺めていた︒

八月十一日の不逞社例会における騒ぎを︑筆者は裁判記録における複数の証人による証言から
再構成してみた︒この頃︑日本に在住してなんらかの活動を行っていた朝鮮人たちは︑たいてい
複数のグループに所属している︒不逞社メンバーの大半は黒涛会分裂後にできた黒友会のメンバ
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ーでもあった︒朴興坤と張祥重のように︑不逞社と黒友会に名を連ねていながら︑二人で別団体
を組織する者もいた︒多くの団体が生まれては︑さしたる活動も残さぬまま消えていく︒
爆弾入手計画をめぐる朴烈と金重漢の感情のすれ違い以外にも︑様々な要素がつもりつもっ
た挙げ句の喧嘩騒ぎだったのだ︒左翼か右翼かを問わず︑反体制運動が陥りやすい内輪もめから︑
この時期の朝鮮人青年たちも無縁ではなかった︒
この夜︑文子と金重漢との間で︑こんな言い合いがあったと︑金重漢自身が証言している︒文
子が︑金に対して﹁あなたが︑スパイだということを聞いた﹂と言ったというのだ︒僕がスパイ
だと誰から聞いた？ と詰め寄る金に︑文子は﹁誰カラ聞イタノデアッタカナア﹂と独り言のよ
うにとぼけてみせたという︒
反体制グループにスパイを潜りこませたり︑不満を抱えるメンバーをスパイに仕立てるのは︑
当時の警察の常套手段だ︒不逞社内部にスパイがいた形跡はない︒活動がうまくいかなくなると︑
スパイがいるからではないかと疑心暗鬼に陥るのは︑反体制団体にありがちな現象である︒いず
れにせよ不逞社は︑メンバーにスパイがいるという噂が出るほどいきづまっていたのだ︒
大正十二年八月十一日の不逞社例会は︑朴烈が東京に来てからの三年近い活動の︑無惨な終着
点を示した出来事であった︒
その日の夜︑文子は新山初代と玄関脇にある二畳の部屋に︑他の男性メンバーは︑一階の四畳
半と二階に分かれて寝た︒
翌朝︑文子は︑初代を最寄りの原宿駅まで送った︒不逞社は︑現在の山手通り・富ヶ谷二丁目

の交差点に近い︑ＮＴＴの裏手の崖下のあたりにあった︒しばらく歩くと︑代々木練兵場が見え
てきた︒戦後︑東京オリンピックの選手村になり︑現在は代々木公園となっている二十八万坪の
広大な軍事施設だ︒
日曜の朝で︑練兵場を周囲から覆い隠すように植えられている樹々で︑セミがやかましく鳴い
ている他は︑通行人もまばらであった︒二人は黙ったまま︑練兵場にそって歩いた︒
不意に初代が口を開いた︒
﹁朴さんは︑金さんを使って上海から爆弾を取り寄せてから︑私になにかやらせるつもりだった
んでしょう？﹂
﹁そんなことないわ﹂
文子はうろたえて答えた︒
﹁そう？﹂
初代は︑冷ややかな︑探るような眼差しを文子に投げかけた︒
﹁朴さんは何度も私の家に来て︑どうせ死ぬのなら何かやってみませんかって誘ってきたのよ﹂
そうだったのか⁝⁝︒呆然とする文子に︑初代は続けた︒
﹁朴さんはどうやら︑皇太子のご婚礼に合わせて︑爆弾騒ぎを起こすつもりだったようね︒私が
肺の病気で捨て鉢になっていたのを幸い︑利用しようとしたのだわ﹂
あなたもご存じなんでしょう？ そう言いたげに初代は文子を見つめた︒
文子は︑動揺を隠すのに必死だった︒朴烈が内緒で親友の初代を爆弾テロに誘っていたことを︑
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文子は昨夜初めて知ったのだ︒だが初代は︑朴と文子が﹁共謀﹂したと思いこんでいる︒
﹁朴さんは怖い人ね︒私や金重漢をそそのかして革命騒ぎを起こさせ︑自分はおいしいところだ
けいただいて︑名前を売ろうって言う魂胆かしら﹂
﹁違うわ！﹂
文子は必死に言った︒
﹁朴の気持ちは私がいちばん分かってる︒彼は︑そんな野心家じゃないわ﹂
では︑なぜ朴は私をテロに誘ったの？ 疑いに満ちた眼差しを初代から向けられ︑文子は必死
に言葉をひねり出した︒
﹁あなたが︑最初に朴と会った時︑死んでしまいたいって言ってたでしょう︒その気持ちがどの
程度のものなのか︑試してみただけだと思うわ﹂
初代は無言で薄笑いを浮かべるだけだった︒文子はさらに言いつのった︒
ほの

﹁確かに︑今年の春ころ︑朴はそんな計画を立てていたわ︒でも︑駄目になったのよ﹂
金翰との交渉が挫折したことを仄めかし︑朴が本気で初代をテロに誘ったわけではないと力説
したが︑もはや初代は聞く耳を持っていないようだった︒二人はまた無言で歩いた︒やがて︑原
宿駅が見えてきた︒
﹁ねえ⁝⁝﹂
文子は︑問うた︒
﹁初代さん︑金さんが短刀を抜いた時︑まだ早い︑と言ったでしょう？﹂

﹁そんなこと︑言ったわね﹂
﹁まさか⁝⁝﹂
金重漢は最初から︑朴を刺すつもりだったの？ 初代さんは︑そのことを知っていたの？ そ
0

0

う問いたかったが︑言葉が出てこなかった︒そんな文子の気持ちを察したのか︑初代は言った︒
﹁最初から︑そのつもりで来たわけじゃないわ︒なりゆきでああなっただけよ﹂
やがて初代は原宿駅の改札へと消えた︒その後ろ姿が︑文子が初代を眼にした最後だった︒

八月十一日の不逞社例会での騒ぎ︑そして翌朝の文子と初代の別れから︑関東大震災の翌々日
に文子と朴烈が検挙されるまでの約三週間︑文子が何をしていたのかはよく分からない︒
初代は︑金重漢ほか︑朴烈のやり方に不満を持つ不逞社メンバー数人とともに︑新たな組織を
立ち上げるべく動き出した︒新雑誌発行の相談をしたり︑大杉栄に接近したりしている︒
関東大震災前日の八月三十一日︑金重漢が朝鮮に帰国した︒金重漢はその理由を初代には告げ
なかったが︑同志の一人が︑
﹁金くんには朝鮮に妻がいる︒その妻と別れるなら︑送金を止める
と金くんの親が言っているらしい︒その事を解決しに帰るのだろう﹂と教えてくれた︒
当時の朝鮮では︑親同士の話し合いで結婚を決められることが多かった︒金重漢は︑アナーキ
ズムにかぶれた理由として﹁家庭の不和﹂を挙げている︒彼もまた︑朴烈と同様︑親や年長者に
は従わねばならぬ朝鮮の伝統的な儒教社会への反発から︑反体制思想に染まったのだ︒
金は本心から初代と一緒になりたかったのだろう︒彼は﹁以前の僕は︑生を否定していた﹂が︑
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初代と出会ってたことで﹁今は生を肯定している﹂と語っている︒さらに︑
﹁理想の村を立てて︑
そこに住みたい﹂とも︒理想の村ね︒スチルネルの言うような︑お互いの自我を尊重しあう︑気
のあった仲間同士が生活をともにする理想郷︒そんなものを作れたら⁝⁝︒初代はそう思っただ
ろう︒金重漢が日本に戻ってくるまでは絶対に死ねないと︑心に誓ったかもしれない︒
金重漢が朝鮮に帰ることを知った朴烈は︑送別会を開きたいと申し出た︒金重漢は断った︒
その朴烈は︑相変わらず︑爆弾テロの夢を追い求めていた︒
アナーキストの山鹿泰治は戦後になって︑そのころ︑朴烈が訪ねてきて︑上海で爆弾と拳銃を
手に入れる当てがないだろうか︑と相談されたと語っている︒また︑関東大震災の後に大杉栄を
虐殺したとして裁かれた甘粕正彦憲兵大尉は︑訊問に答え︑
﹁八月十五︑六日頃 ︿中略﹀
︑大杉が
富ヶ谷に住する朴某なる不逞鮮人と神田明神の境内及び根津権現社の境内で密会して︑大逆陰謀
を企てたことの情報を得ております﹂と陳述した︒
朴烈が︑大杉栄と陰謀を企てたことが事実かどうかわからない︒朴烈はかつて新山初代に︑
﹁まず︑水道や電気の根源に爆弾を投じ︑東京を混乱に陥れ︑それに乗じて貧民窟に火を放ち︑
革命を起こす﹂と語ったことがある︒その程度の会話をかわしたに過ぎないかもしれない︒実際︑
大地震によって︑まさに東京が﹁混乱﹂に陥り︑火の海になっても︑朴烈は何もしなかった︒事
を起こす準備などまるでなかったのだ︒
だが︑治安当局の側に︑﹁朴烈という朝鮮人が革命騒ぎを起こそうとしている﹂という認識が
あり︑それが未曽有の災害によるパニック状態のなかで︑朝鮮人虐殺という過剰反応になって現

れた可能性がないとは言えない︒
いずれにせよ︑関東大震災は起こり︑朴烈や文子をはじめ不逞社メンバーは検挙された︒朝鮮
に帰っていた金重漢も現地で逮捕された︒
新山初代が逮捕されたのは︑九月二十四日である︒取り調べ段階で初代は︑朴烈の爆弾入手計
画について︑知りうるかぎりのことをすべて喋った︒テロのターゲットが皇太子であることも︒
そして︑逮捕から二ヶ月後の十一月二十七日︑初代は釈放されぬまま︑血を吐いて死んだ︒

初代が︑獄中で発作を起こし︑病院に運ばれてほどなく死んだことを︑文子がどの時点で知っ

き

たのか︑初代の死を聞いて︑文子がどのような反応を示したかは︑記録には残っていない︒ただ︑
文子の獄中手記に短くこうあるのみである︒
﹁検挙されてから︑警視庁のお役人が初代さんに︑
﹃女の友だちで誰が一番好きか﹄と訊かれた

つづ

とき︑初代さんは一も二もなく私を名指ししたそうであるが︑私もまた︑初代さんが一番好きだ
と言いたい﹂
原宿駅での冷ややかな別れを思い出しつつ︑文子は綴る︒あんなことがあったのに︑まだあた
しのことを一の親友と思ってくれていたんだ⁝⁝︑と涙をぬぐいながら︒
﹁初代さんはしかし︑もうこの世の人ではない︒私は今ここまで書いて来て︑初代さんに私の手
を差し伸べたい衝動に強く動かされる︒けれど︑今はもう私ののべる手を受けてくれる手がな
い﹂

300
301

第四章・テロリストの花嫁

初代の死を知って︑文子は何を思ったろうか︒肺を病んでいた彼女の生命を奪ったのが︑秋か
ら冬にかけての︑厳しい獄中生活であったことは間違いない︒
だが︑そもそも初代はなぜ︑検挙されなければならなかったのか︒不逞社の名簿に名を連ねて
いたからだ︒不逞社への参加を渋っていた初代を︑強引に誘い入れたのは︑他ならぬ朴烈だ︒し
かも︑彼女が死を願っていたのをいいことに︑爆弾テロに引きずり込もうとした︒あの時︑初代
さんを無理に誘い入れようとする朴烈を止めていたら⁝⁝︒不逞社の名簿に名前が載っていなか
0

0

0

0

0

ったら︑初代さんは逮捕されることはなかったはずだ︒
初代さんを死なせたのは︑あたしたちだ︒
文子は悔やんでも悔やみきれなかったに違いない︒残された母と幼い妹たちは︑頼りにしてい
た初代を失って︑どうするのだろう⁝⁝︒
これまで筆者は︑残された記録をもとに︑多少の推測を交えながら文子の生涯を語ってきた︒
これから述べることは︑より推測に頼る部分が大きい︒それを認識した上で読んでいただきたい︒

大正十五年二月二十七日︒大審院における第二回公判の場面に話を戻す︒
文子の供述が続いていた︒金翰との間の交渉が挫折し︑朴烈とともに爆弾テロに関与する﹁朴
文子﹂から︑本来の﹁金子文子﹂に戻った彼女は︑その時の心境をこう語った︒
﹁私はひとりに
なるべきだったのだ﹂と︒続けて文子は︑微笑みまじりに︑隣席に座る朴烈を一瞥して言った︒
﹁一方︑朴はちっとも変わっていない﹂

き たん

朴烈は諦めずに爆弾入手計画を進め︑
﹁そのために︑金重漢兄にまた︑ああした話をした﹂
︒
﹁忌憚なく言えば⁝⁝﹂
文子は原稿を読み上げた︒
﹁その人選を誤ったがために︑私どもはこうなった﹂
確かに︑朴烈は人選を誤った︒皇太子をターゲットにした爆弾テロという大事を企てる以上︑
協力者選びは慎重を期さねばならない︒金重漢にせよ︑新山初代にせよ︑出会ったばかりの相手
に不用意に話を持ちかける軽率さは︑責められても仕方がない︒
あまりにも稚拙な手際によって︑感情のしこりだけが残り︑それゆえ︑初代も金重漢も積極的
に朴烈の計画を暴露した︒その結果︑文子と朴烈は︑大逆の罪で裁かれる身となった︒金翰との
交渉が失敗した時点で爆弾テロを諦めていたら︑あるいは︑親友である初代を誘う前に︑ひとこ
と相談してくれていたら︑こんなことになったはずはない︒
﹁つまり︑私にして外の事情より見れば︑まったく他人の犠牲になる話だ﹂
文子は︑朴烈を﹁他人﹂とまで言い切ったのだ︒
ここでひとつ疑問が生じる︒
なぜ︑文子は最初から︑二度にわたる朴烈の爆弾入手計画に﹁共謀﹂していたと﹁嘘﹂をつき
ヒヨン

かえり

続けてきたのか︒まずは︑文子の言葉に耳を傾けよう︒
﹁金翰 兄 との交渉中︑なお私自身を省み︑そうした計画を生む思想をもっているがゆえに︑犠
牲のようにしている自分を救い出すこともできない﹂
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自分は︑朴烈が金翰と爆弾入手について手紙でやりとりしている間︑はっきりと彼の思想に共
鳴していた︒自分もまた︑あの時︑大逆の思想を持っていたのだ︒朴烈独りを︑大逆の罪で裁か
せるわけにはいかない︒
そういう意味の言葉を︑文子は長々と連ねる︒だが︑それを語る文子の言葉は︑いつもの明晰
さを欠き︑説得力に乏しいように筆者には感じられる︒
彼女が﹁朴文子﹂であった短い一時期はともかく︑本来の﹁金子文子﹂は︑皇太子に爆弾を投
げつけ革命を起こすことに何の意義も見いだせなかったはずだ︒まして﹁生物の絶滅﹂を妄想す
る捨て鉢なニヒリズムなど抱いていなかった︒彼女が︑弱い者や幼い者を慈しみ︑彼らが幸福に
生きることのできる社会であってほしいと望んでいたことは︑獄中手記を読めば明らかである︒
文子は︑予審の段階で幾度も︑自分は生を否定する︑死にたい︑と繰り返している︒それが本
当なら︑自ら大逆の罪を打ち明け処刑されることで︑その願望を果たしたいという意図があった
とも思える︒だが文子は︑死への願望は嘘であったと明かす︒
﹁この事件が大審院にまわされるらしいことを知った時︑私はずいぶん悶えました︒約一ヶ月ば
かり︑御飯もろくろく喉を通らず︑皆から寝よといわれるほど苦しみました﹂
十ヶ月ほど前の大正十四年五月︑立松判事から︑刑法第七十三条すなわち大逆罪で審理される
ことになると告げられた当時の心境を述べているのだ︒
その当時の文子が︑
﹁はなはだしく感傷的となりて︑些細なことにも感激するようにて︑落涙
流涕することもありたり﹂と裁判記録に残るほど︑突然怒り出したり︑不機嫌な態度を示したり︑

﹁不快なる神経症状﹂を何度も発したことはすでに述べた︒立松判事から﹁自然化学の研究方面

0

0

0

にでも没頭するわけにはゆかぬか？﹂と問われ︑
﹁もし私に生を肯定することができるようにな
はんもん

れば﹂との条件付きで肯定したのも︑この時期だった︒
そして文子は︑死を前にした煩悶を︑この大審院公判の場で︑初めて吐き出したのだ︒
どうこく

﹁私は苦しいのです﹂
今にも慟哭しそうな面差しで︑文子は声をふるわせた︒
0

0

0

0

0

0

﹁私の身内には︑過去の苦しい境遇に鍛え上げられた力強い生命が高鳴っている︒私は︑自分の
意思なき失敗の犠牲などにはなりたくない﹂
かい しゆん

﹁ともかく私は︑自分の力を試してみたい︒手足をぐんと伸ばしてみたい﹂
﹁それで私はある時など︑お役人の前に改 悛 の意を表して︑いかなる屈辱にも忍んで︑なるべ
く早く出られる工夫をしてみようと思ったことさえあったのです﹂
﹁私がそうした態度をとったなら︑同志は皆︑私に背を向けるでしょう︒しかし︑私にとっては
せつ な

百人の同志より︑一人の自分のほうが大事だとして︑敵からも味方からも捨てられて︑よし監獄
の門をまたいだ刹那に自殺しようとも︑私は今の自分を獲得する必要があるのだ︒ノラは人形の
家を捨てた︑それだけでいいんだ⁝⁝私はその時︑そう思ったのです﹂
朴烈と同化した﹁朴文子﹂であることが︑本当に﹁私のしたいこと﹂なのか？
同じ死ぬなら︑より本当の自分として死ぬべきではないのか？
文子の結論はこうだった︒
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﹁そうしたとしても⁝⁝﹂
すなわち︑改悛の意を示し︑釈放されようとしたとしても﹁私にとっては当たり前のことであ
り︑そうしなかったとしても⁝⁝﹂
︑すなわち︑嘘を突き通して大逆の罪で裁かれる羽目になっ
たとしても﹁やはり私において︑当たり前のことであった﹂
皆さん︑おわかりですか？ 文子は︑そう言って傍聴席を︑判事席を︑検事席を︑弁護士席を
見回した︒再び落ち着いた声音に戻って︑文子は言った︒
﹁私は︑外の事情からいえば犠牲になる﹂
﹁しかし私は今︑そのことをかなしみもせねば︑悔いもしない︒しごく穏やかな気持ちで︑自分
のすべてを肯定し︑しかして︑自分のすべてを否定している﹂
﹁私はかく歌い︑かく踊ります︒それについてのご判断は︑まったく諸氏のご自由です︒これで︑
私のヨタはおしまいです﹂
ステージを終えた後の芸人のような︑すべてを演じきった後のすがすがしい面差しを浮かべ︑
呆然とするばかりの観客を前に︑文子は最後の口上を述べた︒
﹁私は朴を知っている︒朴を愛している﹂
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こわばった朴烈の面差しが︑一瞬動いた︒文子は続けた︒
﹁彼におけるすべての過失と︑すべての欠点とを越えて︑私は朴を愛する﹂
﹁どうか二人を一緒にギロチンに放り上げてくれ︒朴とともに死ぬるなら︑私は満足しよう﹂
それから︑朴を見つめながら言った︒

﹁お役人の宣告が二人を引きわけても⁝⁝﹂
一呼吸入れて︑文子は長い供述を終えた︒
﹁私は決してあなた一人を死なせてはおかないつもりです﹂

ここで︑筆者の結論を述べよう︒
文子が︑自分と朴烈が大逆の罪で裁かれるよう嘘をつき続けたのは︑新山初代を死に追いやっ
た責任を感じていたからである︑と︒
明治末の幸徳事件において当局は︑根拠薄弱な理由で十二人を処刑した︒それから十余年しか
たっていない時期において︑皇太子をターゲットにした爆弾テロに誘うことは︑誘った相手もま
た死に追いやるということは︑誰もが認識していたはずだ︒朴烈が︑どうせ間もなく死ぬ人なの
だから︑と初代を選んだとすれば︑余りにも他者の気持ちについて無思慮であり︑傲慢と非難さ
れても仕方がないと筆者は考える︒
初代は︑朴烈に誘われ︑不逞社に参加したがゆえに検挙され︑獄中の過酷な環境のなかで病を
悪化させ︑死んだ︒いわば︑朴烈が初代を殺したも同然なのだ︒そのことを最も痛感していたの

﹁欠点﹂を知り︑それゆえに彼を愛する文子は︑一方的に朴烈を責めることができ

が文子ではなかったか︒だが︑そんな朴烈の﹁過失﹂を知りつつも︑文子は朴烈を愛していた︒

︱

彼の弱さ

ない︒だが︑﹁徹底的に真実と率直と正義とを求める﹂モラリストである文子は︑朴烈を許すこ
ともできない︒
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そこで文子は︑考え抜いた末に︑こう決心したのではないか︒
朴烈が︑皇太子を狙った爆弾テロを企てていたことを自白しよう︒その結果︑朴烈は死刑判決
を受けるだろう︒初代の死を償うためには︑朴烈もまた死ぬしかない︒だが︑彼だけを死なせる
0

0

には︑文子は朴烈を愛しすぎていた︒愛する者を失って自分独り生き残るのは辛すぎる︒幼い頃︑
大人たちの都合によって弟や妹と引き裂かれ︑大好きだった友だちのたみちゃんを失った︒そん
な思いは繰り返したくない︒
自分も︑朴とともに処刑されよう︒金重漢の一件にも最初から加担していたことにしよう︒確
実に死刑判決が下されるよう︑虚偽の供述で押し通そう︒
とはいえ︑ニヒリスト﹁朴文子﹂のまま死ぬことは︑文子にはできなかった︒自分の本性は違
うということを︑せめて裁判記録に残しておきたい︒立ち会った法廷関係者や傍聴人に︑誰より
も朴烈に知ってほしい︒その結果︑自分だけ死刑判決を免れるかもしれない︒だが︑死ぬのが怖
くて逃げたとは思われたくない︒
だからこそ︑文子は言ったのだ︒
﹁宣告が二人を引きわけても︑私は決してあなた一人を死なせてはおかないつもりです﹂
文子は朴烈にこう告げたかったのだろう︒
あなたは︑あたしになんの相談もなく︑あたしの一番の親友をテロに誘った︒そして彼女は死
んでしまった︒あなたはその責任をとらなくちゃならない︒あたしは︑あなたに責任をとらせる
ために︑二年半にわたって嘘をつきつづけた︒その結果自分も死ななければならない運命の前に︑

あたしはとても苦しんだ︒あたしの苦しみがわかる？
あなたは︑初代さんだけじゃなく︑あたしも死に追い込んだのよ︒あなたがそれを自覚してる
かどうか︑あなたの態度からは分からない︒だから︑あたしはここに来て︑本当のことを喋った
の︒あたしは︑あなたの﹁犠牲になる﹂と︑大勢の前で暴露したの︒
あなたの怒りは︑あたしも理解できる︒でも︑そのためにあなたは︑何の関係もない人を死な
せた︒そのことを分かってほしい︒
ひょっとしたら︑あたしは死刑を免れるかもしれない︒あなただけが処刑されるかもしれない︒
そうなったとしても︑すぐ後を追うわ⁝⁝︒

け

お

つぐ

法廷内は静まりかえっていた︒その場にいた男たちは︑文子の言葉の真意をつかめないまま︑
その言葉の持つ迫力に気圧され︑口を噤むしかなかった︒
﹁被告は⁝⁝﹂
牧野裁判長が口を開いた︒
﹁その文書を提出せよ﹂
廷吏が文子の前に歩み寄った︒文子は廷吏に原稿を渡し︑その原稿は裁判長のもとに運ばれた︒
原稿をしばし眺め︑牧野裁判長は検事席を見やった︒その日はまず︑検事の論告求刑が行われる
手はずだった︒文子の原稿朗読は︑いわばアクシデントにすぎない︒ただのアクシデントという
には重大すぎる内容だったが︑手続きは粛々と行われねばならない︒
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検事席に座っていた小原検事が立ち上がり︑用意してあった原稿を読み上げ︑約一時間におよ
ぶ論告求刑を行った︒基本的には第一回公判で行った公訴事実の陳述と変わりない︒文子が供述
0

0

0

0

を翻したことには言及しないわけにはいかないが︑小原検事は短くこう述べて切り抜けた︒
﹁被告文子は︑金重漢に対し朴と共謀の上爆弾入手のことを依頼したることについて︑別件の予
審第六回訊問において︑詳細に供述す﹂
文子の供述変更は︑求刑には影響しないと切り捨てたのだ︒最後に小原検事は告げた︒
﹁被告両名に対し︑死刑に処せられんことを望むものなり﹂
0

0

0

そこでいったん休廷となった︒再び再開された直後︑朴烈が裁判長に発言を求めた︒許され
0

0

0

て立ち上がった朴烈は︑
﹁小原は﹂と検事を呼び捨てにして言った︒
﹁ 俺 た ちに 死 刑 を 要 求 し た ﹂
︒
0

0

0

だが︑﹁俺たちは死を怖るるものではない﹂と胸を張った︒それから朴は︑小原検事は﹁俺が日
本民族を当面の敵としているように言った﹂が︑
﹁俺たちの当面の敵は日本の権力者階級である﹂
など︑論告の細かな部分を難じた︒
朴烈はことさら﹁俺たち﹂という言葉を使った︒文子と自分は︑一心同体であることを強調す
るように︒
続いて︑弁護側の弁論が始まった︒当時の裁判制度では︑公判の場で弁護人が被告を訊問する
ことはできず︑あらかじめ用意した原稿を読み上げるのみである︒七人の弁護人による弁論は︑
翌日の第三回公判︑翌々日の第四回公判まで続いた︒弁護側に共通する主張は︑彼らが実際に爆
弾を入手したわけではないのに﹁危害を加えんとした﹂として大逆罪で裁くのは刑法第七十三条

の拡大解釈だということに尽きる︒
自白以外の証拠がないことを挙げる者もいた︒朴烈や文子は大袈裟な物言いをする癖があるか
ら︑彼らが言い立てる大逆の思想を真に受けるべきではないと奇妙な弁護をする者もいた︒裁判
が事実上非公開であることを難じる者もいた︒海外や朝鮮人の反応を考慮すべしという者もいた︒
朴烈と文子の﹁共謀﹂など夫婦の寝物語にすぎないとする者もいた︒被告の罪を軽減するためと
いうより︑日頃の持論である体制批判にウェイトを置いた弁論もあった︒
だが︑第二回公判で文子がそれまでの供述を翻したことに言及する者はいなかった ︵わずかに
︒彼らもまた︑検事と同様に︑膨大な予審調書を読ん
私撰弁護人の上村進が短く触れただけだった︶
だ上で弁論を準備してきた︒文子の供述変更は︑彼らにとってもアクシデントであったし︑そこ
やまざき け

さ

や

を突破口にして新たに作戦を組み立て直すだけの時間的余裕はなかったのだ︒
儀式は粛々と進み︑最後の弁護人︑山崎今朝弥の弁論が終わった後︑裁判長が被告席に向かっ
て﹁最後に何か申し立てることがあるか﹂と問うた︒
﹁私が監獄に入れられてから︑今日まで足かけ四年になります﹂
文子は立ち上がって言った︒
﹁その間︑私の思想のことにつき︑どこかで講演をしてみたいと思っておりましたが︑今度公判
廷に出て︑その講演を行ったような気持ちがします﹂
晴れやかな面差しで席につく文子と対照的に︑朴烈は︑これまでの多弁が嘘のように﹁何も言
うことはありません﹂とだけ述べ︑審理はすべて終わった︒
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判決が下されるのは︑二十四日後の三月二十五日である︒
この間︑三月八日︑文子は京城 ︵現︑ソウル︶に本社を置く﹃朝鮮日報﹄記者のインタビュー
しようよう

を受けた︒白いチマ・チョゴリを着けて記者たちの前に現れた文子は︑﹁静かな気持ちで今後受
けるものを 従 容として待っています﹂と微笑み混じりに語った︒また︑栗原一男に宛てた手紙で︑
判決を待つ心境を﹁ちょっと正体の知れない気持ちです︒なるようになったわけですね︒来るべ
き場所に来てしまったのですね﹂と書き送っている︒
さらに判決前々日の二十三日︑文子と朴烈は︑市谷刑務所のある牛込区役所に婚姻届を提出し
た︒死刑を覚悟した文子は︑朴烈の兄・庭植が遺骨を引き取ってくれることを望んだ︒父の文一
や︑他家に嫁した母︑山梨の金子家の人々が︑大逆罪で裁かれた彼女の遺骨を引き取るとは思え
ない︒朴烈の兄が遺骨を受け取れるよう︑法的な婚姻関係を整えたのである︒
0

0

0

0

0

0

0

こうして文子は︑法律上︑朴烈の﹁花嫁﹂となった︒朝鮮では︑結婚した女性が嫁ぎ先の姓に
変わる習慣はない︒従って文子は︑朴文子にはならず︑金子文子のままだった︒

はんえり

や が す り めいせん

あわせ

大正十五年三月二十五日︑午前九時半︒﹁開廷！﹂の声とともに︑大審院における最後の公判
が開かれた︒
きんしゃ

すでに文子と朴烈は被告席に着いていた︒文子は﹁桃色の半襟に矢飛白銘仙の袷︑黒字に赤で
しろ は ぶた え

薄の模様を染めた錦紗の羽織姿に︑いつものごとく髪を飾櫛で止めた落ち着いた装い﹂と和服姿
だった︒一方の朴烈は﹁朴は白羽二重の朝鮮服をまといオールバックに髪をなでつけ﹂ていたと

報じられている ︵﹃東京朝日新聞﹄三月二十六日付︶
︒
﹁主文﹂
牧野裁判長は判決文を読み上げた︒
﹁被告朴準植および金子文子を︑おのおの死刑に処す﹂
予期された判決とはいえ︑百人を越える傍聴席を埋めた人々の間から︑ため息が漏れた︒人生
の終わりを告げられた被告二人は︑身じろぎもせず︑裁判長の口元を見つめていた︒
﹁被告準植は⁝⁝﹂
つづいて判決理由が述べられる︒
﹁自己の逆境および朝鮮民族の現状に関する不満の念よりして︑偏狭なる政治観および社会観に
陥り︑ついに地上の万物を絶滅し︑自己また死するをもって究極とする︑そのいわゆる虚無思想
を抱持するにいたり︑この思想を実現せしむるため︑わが皇室に対し危害を加えるの非望を有し
⁝⁝﹂
いつく

淡々とした裁判長の声だけが法廷に響いた︒
﹁被告金子文子は︑幼にして父母の慈しみを受けず︑すさみたる家庭に生い立ち︑早くすでに惨
境に淪落し︑流離辛苦のあまり︑骨肉の愛を信ぜず︑孝道を否定し︑権力を呪いて︑皇室を蔑視
し︑現代社会はその身を絶望の域に陥らしめたるものなりとし︑その無情を憤り︑生類の絶滅を
期する虚無思想を抱くに至り⁝⁝﹂
悲惨な境遇ゆえに︑世界を呪うニヒリストとなった二人が出会い︑意気投合し︑皇太子に対し
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て爆弾を投げつけ﹁危害を加え奉る﹂ことを﹁謀議﹂した⁝⁝︒司法当局の下した結論は︑文子
の筋書き通りだった︒

べん そ

判決文は事実関係に移った︒まず︑金翰を通しての爆弾入手計画について述べられ︑続いて金
重漢の一件となった︒
﹁被告文子が︑当法廷において︑金重漢への依嘱には関与せずとの弁疏はこれを採用せず﹂
大審院において文子が︑金重漢を通じての入手計画には関与しなかったと述べたことは考慮さ
れなかった︒予審調書を見れば﹁被告両名の共謀﹂であることは明らかだから︑と判決文は言う︒
文子は苦笑したに違いない︒弁護人も含めて︑この法廷劇に加わった誰もが︑彼女が供述を翻
したことを無視し︑あらかじめ定められたとおりのシナリオを消化することに専心した︒そんな
ものよね⁝⁝︒そんなふうに彼らは仕事をこなしていき︑秩序は醜く保たれる︒それが世の中︒
﹁要するに⁝⁝﹂
判決文は︑締めくくりへとさしかかっていった︒
﹁被告朴準植は︑日韓併合の真相を解せず︑被告金子文子は矯激なる偏見にとらわれ︑かしこく
も皇室に対する大逆事件を企図し︑よりて以て︑光輝ある我が国史上に一大汚点を印したるその
罪は︑きわめて重きものと言わざるべからず﹂
﹁よって︑主文のごとく判決す﹂
判決文の朗読が終わった瞬間︑文子が被告席から立ち上がり︑両手をあげて﹁万歳！﹂と叫ん
だと複数の新聞が伝えている︒

一方の朴烈は︑裁判長席に向かって︑何かを叫んだ︒その言葉は﹁裁判長に一言する﹂であっ
たとも︑
﹁裁判は愚劣なる劇だ﹂であったとも報じられた︒
要するに︑文子は万歳を叫んだ︒朴烈は抗議した︒
文子は︑満足だったに違いない︒朴烈とともに処刑されるという目的を果たしたのだから︒
そして︑朴烈が裁判長に浴びせた罵倒は︑文子が供述を翻したにもかかわらず︑彼女に死を命
じた裁判官や︑その背後にある国家権力への抗議だったと︑そのように解釈したい︒
その日︑市谷刑務所に戻った文子に︑看守が︑面会人が来た︑と告げた︒中庭を通って狭い面
会所に入り︑かぶせられていた編笠をとった文子は驚いた︒
そこで待っていたのは︑母きくのだった︒
きくのは当時︑山梨県東山梨郡七里村 ︵現︑塩山市︶で農業を営む︑宿沢という元村会議員の
内縁の妻となっていた︒文子と朴烈が婚姻届を出すにあたり︑その承認を求めるため︑朴の同志
がきくのを訪ねた︒きくのは初めて︑文子が市谷刑務所に収監されていることを知ったのである︒
きくのはすでに四十七歳︒いくぶんやつれた面差しの母の顔を︑文子は見つめた︒
この時︑母娘との間にどんな会話がかわされたのか︒文子が﹁東京へ出て来なかったらよかっ
た﹂と愚痴を洩らしたという資料もあるが︑会話をかわすことは許されなかったとする記録もあ
る︒ここでは︑面会後に文子が獄中で詠んだ歌を紹介したい︒
意外にも母が来たりて郷里より
監獄にある我を訪ねて
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わ

むせ

む とせ

詫び入りつ母は泣きけり我もまた
訳も判らぬ涙に咽びき
逢ひたるはたまさかなりき六年目に
つくづくと見し母の顔かな
予審で︑母のことを﹁あのふしだらな女﹂と罵倒し︑﹁親の愛は与えずに︑結果ばかり盗みと

れい

ろうとする虫のよい愛であり︑所有欲の変体であります﹂と決めつけた文子だが︑これが母との
最後の別れと思えば︑自然に涙が溢れてきた︒
面会が終わった後︑きくのは朴烈の支援者たちにこう語ったという︒
り

﹁新聞では色々と文子のことを書きますが︑私から見れば︑親のひいき眼かも知れませんが︑怜
悧で気の弱い娘でした﹂
文子にはもう思い残すことはなかった︒獄内でスチルネルの書を読みふけり︑静かに死刑執行
の日を待った︒

たすく

文子が︑市谷刑務所内の面会所で︑母きくのと最後の別れを交わしていた頃︑司法当局は迅速
すぎる動きを見せていた︒
判決が下るや否や︑検事総長として裁判に立ち会った小山松吉は︑江木 翼 司法大臣に﹁恩赦﹂
を申請したのである︒判決と同じ日の三月二十五日付の申請書が残っている︒
﹁被告ら︑皇室をもって本件犯罪の対象となしたることは明らかなるも ︿中略﹀同時に帝国議会

その他の場所に爆弾を投擲する意思を有したるものなるをもって︑皇室に対し危害を加うること
は必ずしも︑その唯一の目的に非ざりしもののごとき﹂
申請書は言う︒朴烈や文子が爆弾テロのターゲットとしたのは︑皇室だけではない︒さらに
﹁その計画が果たして実現し得たりしや否や疑いなきあたわざる﹂
︑すなわち︑彼らの計画が実現
した可能性は非常に低い︒
しやくりよう

﹁その行為においても︑朴は主にして金子は従たる関係にあるをもって︑金子に至ってはその情
状特に 酌 諒 の余地あり﹂
朴烈は﹁主﹂で︑文子は﹁従﹂という表現は︑暗に文子が大審院公判でそれまでの供述を翻し
たことを指しているのだろうか︒いずれにしても︑文子は﹁恩赦に浴しむるを相当と思考す﹂
︒
そして︑
﹁金子文子に対して恩赦を施す以上﹂
︑朴烈にもまた恩赦を与えるべきである︒そうす
れば︑﹁我が朝鮮に対する統治方針を以て内鮮人を区別し︑彼に酷にして此に緩なるとする一部
朝鮮人の誤解を解くことを得べく︑まことに時宜に適したる措置なりと思料す﹂とする︒言葉を
換えれば︑文子だけを減刑すれば︑日本人だから優遇したのだろうと︑朝鮮人の反発を招きかね
ない︒
恩赦とは︑司法が下した量刑に対し︑特別措置で刑罰を軽減することを言う︒現在の日本では︑
恩赦を決定するのは内閣だが︑戦前は天皇の大権だった︒司法当局はあくまでも二人を﹁大逆
罪﹂で裁く︒しかし皇太子の慈悲でもって︑二人を死から救済する︒アメとムチの使い分けであ
る︒
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わかつきれい じ ろう

その日の午後︑江木司法大臣はさっそく︑衆議院内で開かれた若槻礼次郎内閣の閣議で︑その
件を報告した︒夕方︑若槻首相は皇太子に上奏し裁可を仰いだ︒

摂政宮へ政府から上奏す﹂との見出

あまりにも手回しがよすぎると言わざるを得ない︒翌日付の﹃時事新報﹄では︑判決が下った

︱

ことを伝える記事と並んで︑
﹁朴夫妻の死一等を減ずる
しで︑恩赦申請の動きを伝えている︒
﹃東京朝日新聞﹄に至っては︑恩赦状の文面までが掲載さ
れた︒当時も今も︑当局がリークしないかぎり︑この手の情報が外に漏れることはありえない︒
当局は︑二人への死刑判決︑そして恩赦というシナリオを︑早い段階で練っていたに違いない︒
判決と同時に新聞にリークすることで︑世間の反応を見たのだろう︒
弁護人に指摘されるまでもなく︑当局もまた︑二人を大逆罪で裁くことの無理を承知していた︒
しかしながら︑皇太子へのテロを計画したと主張したのは︑当の被告たちだ︒刑法第七十三条を

か とうたかあき

適用すると告げても︑彼らはその主張を変えなかった︒司法の側からわざわざ︑彼らに大逆の意
思はなかったと見なす理由はない︒
当時の若槻内閣は︑大審院公判が始まる一ヶ月前︑前首相の加藤高明の死を受けて成立したば
かりだった︒
加藤高明内閣は︑第二次護憲運動の後︑当時の衆議院で多数派 ︵与党︶だった憲政会を基盤と
して成立した政党内閣である︒衆議院与党が内閣を組織するという本格的な政党政治は︑ここに
始まる︒従来の政権とは一線を画していることを証明するように︑加藤内閣は︑普通選挙法制定
やソ連との国交回復︑陸軍軍縮など革新的な政策を次々と打ち出した︒

貧しい家に生まれ︑苦学して大蔵官僚となり︑政界入りを果たした立志伝中の人物である若槻
礼次郎首相は︑加藤内閣では内務大臣を務めていた︒いわば︑前内閣の革新政治を引き継ぐこと
を期待されている︒したがって︑朴烈と文子の事件に関しても︑幸徳事件で十二人を処刑した強
権的な明治政府とは違うことを示す必要があった︒
とはいえ︑自ら皇太子へのテロを計画していたという不届きな連中を大逆罪で裁かねば︑ライ
バルである野党・政友会に攻撃材料を与えかねない︒一方で︑難波大助が虎ノ門で皇太子を狙撃
し︑死刑執行されたばかりである︒立て続けに大逆罪で新たに二人を処刑すれば世間はどう反応
するか︒さらに︑三・一万歳事件や︑関東大震災直後の朝鮮人虐殺から程ない時期に︑﹁不逞鮮
人﹂を処刑することの影響も考慮せねばならない︒
そうした政治的配慮を積み重ねた結果が︑いったん死刑判決をくだしておいて︑恩赦を与える
という筋書きとなったのだろう︒標的となった皇太子自身による恩赦という形ならば︑野党の批
判を封じることもできる︒
まき の のぶあき

ちなみに︑この事件に対する皇太子自身の感想は︑現在公表された資料には残っていない︒宮
内大臣として皇太子の側近くにあった牧野伸顕 ︵吉田茂の義父︶は︑その頃の世情を﹁貧富の懸
隔 ︿格差﹀ますます深く︑実に容易ならざる傾向﹂にある︑と日記に記している︒過酷な環境に
育った少女と︑朝鮮生まれの青年が起こした大逆事件が︑世情に少なからぬ影響を与えるであろ
うことは︑皇太子の周辺でも共通認識となっていたのだ︒恩赦は︑下されるべくして下った︒
後に昭和天皇となる皇太子は︑この時︑満年齢で言えば二十五歳になろうとしていた︒朴烈の
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一歳上であった︒

あきやまようぞう

正式に恩赦が下ったのは四月五日だった︒文子と朴烈は罪一等を減じられ無期懲役となり︑市
谷刑務所で恩赦状を手渡された︒
翌四月六日の新聞には︑市谷刑務所長・秋山要蔵の談話が掲載された︒それによると︑二人は
別々に所長室に隣接する会議室に呼び出され︑減刑を伝えられた︒
﹁両人は初め︑死刑の申し渡しではないかと思っているような不安の色を見せていたが︑突然減
刑の恩命を伝えると︑さすがにあるショックを感じたらしく︑ヒョイと顔をあげ感激の色を現し︑
快くお受けして引き下がったが︑文子は﹃ありがとう﹄と口ごもったようにも思った﹂︵﹃東京日
日新聞﹄四月七日付︶

この談話が事実と異なることは︑後年︑秋山自身が認めている︒
最初に呼び出された朴烈は︑恩赦状を﹁おとなしく受け取った﹂と秋山は言う︒
﹁日本の天皇
から恩赦だなんて恩を着せられる義理もなければ理由もない﹂と理屈をこね︑
﹁君がやり場に困
って途方にくれるというなら︑君のために︑その恩赦状を預かってやろう﹂と︑彼らしい尊大な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

態度を示したという話も伝わっているが︑真偽は明らかではない︒
0

だが︑文子は違った︒秋山は語る︒
﹁朴烈の方は︑これをとにかくおとなしく受け取ったのですよ︒ところが文子の方は︑これを渡
すや否や︑いきなりビリビリと破ってすててしまった﹂

刑務所長にとっては︑受刑者がどれだけ駄々をこねようが︑最終的に恩赦状を受け取ってしま
えば︑
﹁おとなしく受け取った﹂ことになる︒だが文子は︑無言で恩赦状を引き裂いたのだ︒
新山初代の死を聞いて以来二年半︑文子は死の恐怖と戦いながらも︑親友への贖罪として︑朴
烈とともに処刑されるべく偽りの主張を押し通してきた︒死刑判決によって目的は果たされた︒
静かな気持ちで死を迎える覚悟もできた︒
そこに︑助命のお達しが届いた︒そして文子は拒絶した︒権力 ︵天皇制︶への抵抗などという

どんな思いで︑この二年半︑たたかって

抽象的な観念ゆえではない︒自ら選んだ﹁死﹂という選択を貫く覚悟を示したのだ︒
馬鹿にしないでよ︒あたしが喜ぶとでも思ったの？

きたか︑分かってるの？ あたしは死ぬの︒死ぬには︑ちゃんとした理由があるの！
その後︑文子は栃木刑務所 ︵正式名称は宇都宮刑務所栃木支所︶へ移送された︒千葉刑務所へ移
された朴烈は食事を拒否したが︑三日と続かなかった︒一方の文子は︑移送されて三ヶ月後の七
月二十二日朝︑縊死体で発見された︒

文子の母きくのは後年︑栗原一男にこう語っている︒
﹁︿栃木刑務所の﹀所長さんの話では︑白米と鶏卵を与えてくださったそうで︑特別の待遇をされ
なんきんまい

ていたとかで︑かなり束縛はなかったようです﹂
独特の嫌な匂いのする南京米四割に挽き割り麦が六割の﹁監獄飯﹂ではなく︑百パーセントの
白米が出されていたのだ︒
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恩赦状を引き裂いた文子の処遇について︑当局はかなり神経を使っていた︒市谷刑務所からの
移送に先立ち︑司法省は使者を栃木刑務所に送って︑特別に注意を払うよう申し渡した︒文子の
ために新しく独房が作られたほどの念の入れようであった︒当局としては︑文子にはおとなしく
あ べ さだ

刑に服してもらわねば困るのである︒彼女を殉教者にしないためにも︒
栃木刑務所は女囚専用であった ︵余談だが︑後年︑阿部定もここに服役した︶
︒所内に紡績工場が
設けられ︑女囚たちには機織りや糸巻きが労役として課せられていた︒いわゆる政治犯は︑工場
つむ

ではなく独房で麻糸つなぎの作業をさせられた︒刃物の多い工場で自殺をはかったり︑他の女囚
を扇動することを防ぐためだ︒紡いだ麻糸をつないで機織りにかけやすいように︑輪の形に巻い
て糸玉にするのである︒
文子もまた︑独房から出ることを許されなかった︒はじめは麻糸つなぎの作業を拒否していた
ようが︑やがて受け入れた︒
﹁頭がよいだけに︑一人前以上を楽々と仕上げていた﹂と︑当時の
新聞は伝えている︒
かつて︑文子が幼かった頃︑母は家計を支えるために麻糸つなぎをやっていた︒
あの頃︑父ちゃんは倉庫の事務員だったが︑何かと口実をつけては休んでいた︒母ちゃんと︑
たかの叔母さんが︑狭い畳の上で︑うつむいてせっせと糸をつないでたな︒でも︑あの時︑もう
父ちゃんは︑たかの叔母さんと浮気していた︒できあがった糸玉を風呂敷に包み︑生まれたばか
りの弟・賢俊を背負って母ちゃんが手間賃をもらいに出かけると︑父ちゃんとたかの叔母さんは
玄関脇の小部屋に篭もってたっけ⁝⁝︒

思い出に苦笑しつつ︑文子は︑つなぎ終えた麻糸を喉に当てた︒それから︑鉄格子の入った窓
を見上げた︒しばらく見つめ︑再び糸に眼をやった︒この糸を鉄格子に引っかけて︑首をくくれ
ば︑死ねるだろう︒だが︑ここの看守は︑市谷とは比べものにならないくらい︑頻繁に見回って
くる︒手際よくなしとげねば⁝⁝︒
七月二十三日︑午前六時半︒
女性看守が︑独房の扉に設けられた小窓を開けて覗いた時︑文子は朝食を終え︑黙々と麻糸を
つないでいた︒十分ほどして女性看守がもう一度覗いた時︑文子の体は︑獄窓の鉄格子にぶらさ
がっていた︒ただちに引き下ろし︑人工呼吸を施した︒嘱託医が駆けつけたが︑すでに瞳孔は開
いていた︒
文子は死んだ︒
﹁麻糸がしっかり急所に食いついて窒息死したもので︑用意周到の自殺には等しく驚いている﹂
新聞記者を前に︑文子を検死した医師はそう語った︒
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金子文子という女性について︑今の筆者が語ることは書き尽くした︒残るは後日談である︒
文子が刑務所に収監されてから死に至るまでの︑彼女の心境を綴った記録は残っていない︒彼
女は原稿用紙やペンを持ち込んでおり︑遺書があったはずだという声は︑当時からあがっていた︒
さらに奇怪な噂まで流れた︒
東京地方裁判所における予審の最中︑立松判事は︑文子と朴烈をたびたび会わせていたようだ︒
彼らの心証をよくしておいて︑自供を引き出すためだ︒時には︑被告を二人きりにすることも少
なくなかった︒そして︑文子は妊娠した︒当局はその事実が発覚することを恐れ︑堕胎手術をほ
どこした︒その手術がうまくゆかず︑文子は死んだ⁝⁝︒
検討に価しない与太話だが︑現在でも︑栃木刑務所が文子に関する記録の公開を拒んでいるこ
とから︑彼女の死に当局によるなんらかの関与があったのではと示唆する人もいる︒
筆者は︑そういう見解をとらない︒文子は︑国家権力によって殺されたのではなく︑自らの意
思で死を選んだ︒彼女の意思の前に︑国家権力は翻弄されつづけた︒残された資料を読み込んだ

上での結論である︒

大逆罪のことではない

︱

と︑彼女自身とに下した﹁罰﹂であった︒

文子の自死は︑﹁徹底的に真実と率直と正義とを求める﹂モラリストである彼女が︑愛する人

︱

が犯した﹁罪﹂

文子は︑朴烈も減刑されたことを知らなかった可能性がある︒となれば︑公判で述べた﹁宣告
が二人を引きわけても︑私は決してあなた一人を死なせてはおかないつもりです﹂との決意を︑
自殺という形で実践したことになる︒知っていたとすれば︑文子は自ら死ぬことで︑朴烈に自死
を促したと解釈することもできるだろう︒

文子と関わったことで︑大きく人生が変わることになった二人の男性の後半生を書いて︑この
物語を締めくくりたい︒
予審判事として彼女を訊問した立松懐清は︑予審が終わった直後に体調を崩して入院し︑大審
院公判に立ち会えなかったことはすでに書いた︒
文子が収監された栃木刑務所には︑立松の親戚が勤務していた︒文子が︑食事に白米を給され
るなど︑それなりに厚遇されていたのは︑立松が手を回したのかも知れない︒
七月二十三日未明︑自宅二階の寝室で寝ていた立松と妻の房子は︑ふと目を覚ますと︑階下で
誰のものともわからぬ足音を聞いた︒その日の朝︑文子の死を知らされた夫妻は︑文子が最後の
別れを告げにきたのだろうかと語り合い︑すぐさまそろって栃木刑務所に向かった︒許しを得て
文子の独房を清掃し︑花と線香を供えた︒その後もしばらく︑毎月二十三日の祥月命日になると︑
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房子が栃木に出向いて文子を供養したという︒
立松は︑二年にわたる予審で大逆事件を立証した功績を認められて栄転が決まっていた︒とこ
ろが八月十一日︑立松は突然︑病気を理由に辞表を提出して受理される︒
事件の思わぬ余波が︑立松の身に降りかかったのだ︒
文子が自殺して一週間もたたない七月二十九日夜︑新聞社をはじめ東京各地に怪文書がばらま
かれた︒冒頭に一枚の写真が貼り付けられ︑
﹁大逆犯人朴烈︑文子の獄中の写真である﹂とあっ
あき

た︒そこには︑椅子に座った朴烈の左膝に︑甘えるように腰をおろす文子が写っていたのだ︒
怪文書は︑﹁この一写真に︑万人唖然として驚き呆るる現代司法権の腐敗堕落と︑皇室に対す
る無視無関心なる現代政府者流の心事を見ることができる﹂
﹁日本の東京の真ん中で︑監獄の中
で︑人もあろうに皇室に対すに大逆罪の重大犯人が︑雌雄相抱いて一種の欲望を味わいつつ︑こ
んな写真を写せる世の中になったのだ﹂と憤慨し︑
﹁司法大臣江木君の責任である﹂と︑時の司
法大臣への批判を通じて若槻内閣を糾弾する︒
政府は新聞各社に掲載禁止を通達したが︑﹁一見春画を見るごとき不快を感ぜしむるものであ
る﹂と報道した新聞もあった ︵﹃報知新聞﹄七月三十日付︶
︒写真そのものは掲載されなかったため︑
かえって人々の好奇心をかき立てた︒
警視庁は特高課を動員して捜査にあたり︑市谷刑務所長の秋山要蔵は﹁偽物である﹂と断言し︑
江木司法大臣は﹁主義者か何かの宣伝でしょう﹂と一笑に付する談話を公表した︒
そんななか︑立松の名がクローズアップされる︒

八月二十四日︑複数の新聞紙面に︑
﹁怪写真の撮影者は立松判事﹂﹁しかも裁判所の取調室で﹂
と大きな見出しが踊った︒そして︑立松が辞表を出したのは病気ではなく︑﹁︿怪文書問題が﹀議
会の問題となるを恐れた司法当局から論旨的に隠退せしめられた﹂からだと報じられた ︵﹃時事
︒
新報﹄八月二十四日付夕刊︶
事実︑野党・政友会は﹁司法大臣はもちろん︑若槻首相も当然その責任を負うべきである﹂と
政府攻撃を開始した︒これに対して司法省は九月一日︑
﹁真相﹂を発表し︑同写真は﹁大正十四
はか

五月二日﹂に立松が︑東京地方裁判所の﹁予審第五号取調室﹂において﹁回想の資として自らこ
れを後日に残さんがため︑監督官その他になんら謀ることなくもっぱら独自の思料により︑被告
両名の写真を撮影﹂した︑と弁明した︒要するに︑写真撮影は立松の独断で行ったのであり︑司
はとやまいちろう

法大臣に責任はない︑ましてや内閣は何の関わりもないと逃げを打ったのだ︒
これに対して政友会幹事長の鳩山一郎は︑司法省が撮影日とする﹁五月二日﹂には東京地方裁
ぼうれい

判所で予審訊問は行われていない︑と反駁した︒さらに︑
﹁朴烈文子の両名は︑在監中なんら改
悟の情なく︑終始暴戻の態度をもってしたるにかかわらず︑政府が特に減刑の恩典を奏請したる
事は︑かかる大逆犯人を遇するの道にあらず﹂と︑二人を無期懲役に減刑したことも責め立てた︒
九月十七日︑市谷刑務所の現職看守二名が﹁朴烈事件に関して﹂という声明文を発表した︒そ
れによると︑朴烈を護送して東京地方裁判所に出向き︑立松判事に引き渡したところ︑なぜか予
審室には文子がいた︒外で待っていると︑立松と書記が出てきた︒室内は朴烈と文子の二人きり
である︒﹁犯人逃走の責任﹂を感じた看守が予審室に入ろうとすると︑立松から﹁叱責﹂された
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というのである︒現役の看守による告白の背後に︑若槻内閣を攻撃する人々の策謀が見え隠れす
るが︑いずれにせよ騒ぎは大きくなるばかりであった︒
この間︑立松は世間から身を隠すしかなかった︒立松の自宅には連日︑新聞記者が押しかけた︒
立松の妻・房子は一年前からソプラノ歌手としてステージに復帰したばかりだったが︑
﹁けしか

様々な世間の声を外に﹂という見出しの記事がもの憂げ

らん︑謹慎せよ﹂という脅迫状まで舞い込んできた︒十月四日付の﹃東京朝日新聞﹄には︑
﹁愛

︱

しい三児を抱いて 立松夫人の苦闘
にうつむく房子の写真とともに掲載され︑彼女の気丈な談話が添えられた︒
﹁今度の大きな災難で︑私どもの乗り出した船が真っ暗な大海の最中で難破してしまったような
もので︑なんとも申しようがありませんが︑人生には不慮の災難は到底避けがたいことでありま
しょうから︑私はまだまだこれで溺れ死んではならないと︑一生懸命に一家を督励し︑また恩師
や教え子に慰められて︑相変わらず元気で活動いたしております﹂
立松が世間に姿を現したのは︑十月二十四日だった︒
彼が発表した声明書によると︑立松が二人を撮影したのは︑大正十四年の四月末から五月にか
けてのこと︒皇太子暗殺計画を練っていたと主張する文子に対し︑立松は連日︑市谷刑務所に出
向いて﹁本当にそうなのか﹂と念を押していた時期だ︒このままでは刑法第七十三条を適用され
ると説得しても︑文子は頑なに供述を曲げず︑朴烈は﹁文子がそう言うならば︑そのとおりだ﹂
と言い続けた︒結局︑立松は断腸の思いで二人を大逆罪で審理すると決めたのだった︒
そんななか︑朴烈が立松にこう頼んだ︒朝鮮にいる母は︑長いこと自分を見ていない︒自分と

ぜいたくひん

文子の写真を撮ってくれないか︒それを母に見せたいのだ︑と︒
立松はその頃︑贅沢品だったライカのカメラを購入するほど︑写真撮影に凝っていた︒二人を
予審室に呼び︑朴烈を椅子に座らせ︑文子をその横に立たせてカメラを構えたが︑なかなかピン
トが合わない︒カメラをいじくって調整していると︑同席していた奥山書記が︑判事殿あれを︑
と叫んだ︒見ると︑文子が︑朴烈の膝に座っている︒
立松は声明書でこう述べる︒
﹁私はそれを見て︑もとより朴等に注意を加えてこれを制止したのでありますが︑朴等は笑って
これに応ずる風を見せません︒私は朴等の性格を知っておりますので︑到底その主張をまげざる
べきことを察し︑この分の写真はこれを秘むることを決してそのまま撮影し終わり︑さらに席を
改めて両名を撮影したのであります﹂
写真を見ると︑文子は︑親に抱かれた赤ん坊のように朴烈の胸に背をもたせかけ︑予審調書ら
しき冊子を広げて見入っている︒その表情は︑無邪気なまでに晴れやかだ︒一方の朴烈は︑文子
を支えるように彼女の胸のあたりに左手を乗せ︑椅子の肘掛けに右の肘をつき︑眼差しはカメラ
に向いている︒薄く浮かぶ笑みは︑撮影者を挑発するようでもあるが︑子どものようにじゃれつ
いてくる文子に苦笑しているようにも見える︒
筆者は想像する︒文子は︑新山初代の死に対する責任を取らせるために︑朴烈を大逆の罪に引
きずり込んだ︒だが同時に︑朴烈を愛していた︒二人が愛し合っていた証しを残したかった︒ピ
ント合わせに手間取る立松に︑文子はとっさに思い立って朴の膝に飛び乗った︒気づいて注意す
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る立松を無視して傍らのテーブルにあった予審調書を手に取り︑広げて読み始めた︒あたしが言
い出したらきかない女だってことは︑もうご存じよね︑と言わんばかりに︒
そんな文子を膝に乗せ︑立松に視線を向けて微笑む朴烈は︑同性として理解を求めているよう
0

0

0

に見える︒しょうがないよ︑判事さん︒俺は︑彼女の信念に殉じることにしているのだ︒彼女の
筋書きに合わせてやってくれ︒あんたも俺も︑この女に太刀打ちするのは無理だよ︑と︒
やがて︑怪文書を作成した犯人たちが次々と検挙され︑写真が出回った経緯が明らかになった︒
撮影後︑現像された写真を受け取った朴烈は︑同じ並びの独房に収監されていた石黒鋭一郎な
る男に預けた︒石黒は︑かつてはアナーキストで朴と面識があったからだ︒
石黒は︑銀行を恐喝した罪で収監されていた︒貧しき者を救おうと高い志をもって反体制運動
に携わった者が︑運動資金を得るために金持ちや企業を恐喝することを﹁リャク﹂と呼んでいた
ことはすでに述べた︒汚いやり口で得た金が生活費に消え︑さらに﹁リャク﹂を繰り返すという

ないがし

展望のない生活に耐えかねた者が︑テロリズムに走る例も紹介した︒一方で︑運動のための手段
であった﹁リャク﹂が︑生きるための目的となる者もいる︒
きたいつ き

石黒鋭一郎は︑そんな男であったらしい︒ほどなく保釈された彼は︑朴の依頼を 蔑 ろにし︑
託された写真を北一輝のところに持ち込んだのである︒
後に二・二六事件を起こした青年将校たちの精神的指導者として処刑される北一輝は︑明治十
六年 ︵一八八三︶生まれ︒二十三歳で大著﹃国体論及び純正社会主義﹄を世に問い︑注目を浴び
た早熟の天才だった︒その後︑中国における革命運動に身を投じ︑大正九年の暮れに帰国して国

家改造運動に携わる︒彼の周囲にいたのは︑暴力をふるいたいために社会運動に参加していると
しか思えない無頼漢ばかりだった︒
北は彼らを使い︑あの手この手で金を引き出していた︒たとえば大正十四年︑安田共済生命が
経営建て直しのため百数十人の社員を解雇した︒馘首された社員のなかに右翼団体に所属する男
がいた︒右翼団体が抗議運動を起こした時︑北一輝は両者の調停に乗り出した︒だが︑そのやり
方は︑部下に血染めの着物をきせて会社に乗り込ませるという荒っぽいもので︑かえって騒ぎを
大きくするだけだった︒困り果てた安田共済生命から︑北は多額の金を巻き上げ︑たまっていた
米屋や八百屋のツケを精算したという︒
怪文書をばらまいて企業の乱脈経営や官庁の不正を糾弾することなどは朝飯前だった︒そのく
せ散財家で︑つねに金に困っていた︒そんな北一輝のもとに︑大逆罪を犯した男女が︑こともあ
ろうに獄中でいちゃついている写真が持ち込まれたのだ︒飯の種にしないはずがない︒
かくして︑怪文書はばらまかれ︑議会における政府と野党との対立にまで発展した︒立松の辞
任だけでは事がおさまらず︑ついには立松の上司である東京地方裁判所長の今村恭太郎が懲戒裁
判にかけられることになった ︵年末に無罪判決が下された︶
︒
その年の十二月二十五日︑大正天皇が崩御︑皇太子裕仁が即位し︑元号が昭和と改められた︒
年が改まって昭和二年 ︵一九二七︶一月︑それまで禁止されていた怪文書の掲載が解禁になり︑
やまかわきく え

写真も公開された︒
﹁春画﹂とまで形容された写真の実体に︑世間は拍子抜けした︒
評論家で﹃武家の女性﹄を著した山川菊栄はコメントを求められ︑
﹁こんなものを政治問題に
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は

して愧じぬ既成政党の腐敗堕落を今更のように感じたばかりです﹂と発言した ︵﹃婦人公論﹄昭和
︒議会では︑怪文書問題や他の疑獄事件 ︵松島遊郭移転問題︶をめぐる与野党の抗争
二年三月号︶
が︑党首同士の談合で唐突に終止符を打たれた時期だった︒こうした事態の繰り返しが︑世間の
政党政治に対する不信感を醸成し︑やがて軍部の台頭を促すことになる︒

文子が獄中でつづった手記が︑
﹃ 何 が 私 を こ う さ せ た か ﹄と い う タ イ ト ル で 春 秋 社 か ら 刊 行 さ
れたのは︑昭和六年七月のことであった︒
春秋社は大正十五年︑前年にギロチン社事件で処刑された古田大次郎の獄中手記を﹃死の懴
悔﹄と題して出版し︑評判を呼んだ︒文子が獄中で自分の半生を文章にしていることは︑早くか
ら新聞が報じていたから︑春秋社が第二弾として文子の手記を刊行したいと望んだのは当然であ
ろう︒
文子が書き残した原稿は︑立松の手元にあった︒かつての不逞社メンバーで︑獄中にあった文
子を支援しつづけた栗原一男が交渉役になった︒
栗原は文子の一歳下で︑埼玉に生まれた︒郵便局事務員や印刷所の職工を勤めていて︑社会
主義思想については関心以上のものは持っていなかったが︑読書が好きで同人雑誌に憧れてい
た︒
﹃現社会﹄を手にとる機会があって朴烈の名を知り︑どうすれば雑誌を出せるかを聞こうと
富ヶ谷の家に訪ねたところ︑不逞社への参加を誘われた︒関東大震災後︑不逞社メンバーの一人
として逮捕されるが︑翌年秋に釈放されてからは︑差し入れをするなど︑熱心に動いた︒小柄だ

が︑目鼻立ちのくっきりした風貌の栗原を︑文子は信頼し︑獄中からたびたび手紙を送っている︒
また︑文子は生前︑手記が世に出ることを期待し︑栗原一男あてに︑文章を添削するに当たって
﹁文体の方に重きを置いて︑文法などには余りこだわらぬようにしてほしい﹂と注文していた︒
だが︑立松は手記の公刊を渋った︒やっと栗原の手に渡された原稿は︑ところどころがハサミ
で切り取られていた︒
現在読むことのできる﹃何が私をこうさせたか﹄には︑書かれてしかるべきことがいくつか抜
け落ちている︒もっとも大きなものは︑朝鮮半島から帰国する際に遭遇したはずの三・一万歳事
件であろう︒文子と反体制運動家たちとの交流も僅かしか描かれていない︒また︑叔父の元栄や
クリスチャンの斉藤音松との性交渉についての描写もない︒
立松は︑怪文書問題で判事を辞めねばならなかった︒自宅を新聞記者に取り囲まれたり︑妻あ
てに脅迫状が舞い込んだりもした︒これ以上︑家族を騒ぎに巻き込みたくないと思っても無理も
ない︒思想問題や︑セックスに関することなど︑マスメディアが飛びつきそうな部分をなるべく
削除することでゴシップになることを防ぎ︑同時に︑逆境を健気に生きた女性としての文子をの
み︑世間に印象づけたかったのではないだろうか︒
こうして文子の﹁自伝﹂は世に送り出されたが︑すでに事件から五年たっていた上に︑世間は
怪文書問題で辟易させられていた︒同書がベストセラーになった形跡はない︒
その後︑弁護士に転身しながらも︑病がちな日々を送っていた立松が︑久しぶりに新聞に登場
したのは︑昭和十年の夏であった︒その年の八月九日︑朴烈が獄中で転向声明を出したことが報
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道されたのだ︒自宅を訪れた記者に向かって立松は︑
﹁意外でしたね﹂と洩らした︒それから眼
を閉じて﹁私としてはこんなに嬉しいことはありません﹂としばし︑二年以上にわたった予審訊
問の記憶をまさぐり︑ぽつりぽつりと語った︒記者は︑当時の立松を﹁房子夫人にかしずかれ︑
闘病忍苦の生活を送っている﹂と書いた︒
ろ こうきよう

二年後の昭和十二年六月三十日︑立松懐清は五十年の生涯を閉じた︒それから一週間後の七月
七日︑北京郊外の盧溝 橋 で日中両軍が衝突︑泥沼の日中戦争が始まる︒

朴烈はなぜ転向したのだろうか︒
当局の内部資料によると︑朴は長文の﹁恭順上申書﹂をしたため︑そのなかには﹁今後断然魂
を入れ換えて生まれ変わり︑大日本帝国の忠良なる一臣民として︑天皇陛下の一赤子として︑こ
こに新たに生まれました﹂という一節があった︒獄中の態度についても︑
﹁従来のごとき態度を

さ

の まなぶ

改め︑獄則を遵守し︑作業に精励する﹂模範囚になったと評価されている ︵内務省警保局編﹃社
︒
会運動の状況﹄︶
その二年前の昭和八年︑無期懲役の判決を受けた日本共産党中央委員長の佐野 学 が︑獄中か
ら転向声明を発表し︑十三年に減刑された︒以来︑獄中にあった共産党員たちの多くが雪崩を打
って共産主義を捨てた︒昭和十年には︑治安維持法違反で検挙された朝鮮人共産主義者百三人の
うち︑八十八人が転向を表明している︒転向の理由は﹁近親愛その他家庭関係﹂
﹁拘禁に関わる
後悔﹂など﹁一身上の事情﹂に基づく者が大部分だった︒

朴烈の転向理由は明らかではない︒まさか︑
﹁恭順上申書﹂にあるとおり︑
﹁大日本帝国の忠良
なる臣民﹂に生まれ変わったわけではあるまい︒辛い獄中生活に耐えかねたのか︑それとも︑転
向を装って釈放され︑再び運動に身を投じたかったのか︒あるいは当時︑政府が強化に乗り出し
ている︑日本人 ︵内地人︶と朝鮮人との親睦を深める内鮮融和運動に役立てるため︑あの手この
手で朴烈を転向に追い込んだとも考えられる︒いずれにせよ︑転向声明を発表したにもかかわら
ず︑朴が減刑されることはなく︑さらに十年を獄中で過ごすことになる︒
イ ポン チャン

そ の 三 年 前 の 昭 和 七 年 一 月 八 日︑宮 城 ︵ 皇 居 ︶桜 田 門 で︑陸 軍 の 観 兵 式 か ら 帰 っ て き た 昭 和
天皇の馬車に︑手榴弾が投げつけられる事件が起こった︒犯人は朝鮮人独立運動家の李奉 昌 で︑
大逆罪で死刑判決を受け︑その年の十月に処刑された ︵桜田門事件︶
︒幸徳事件︑難波大助の虎の
門事件︑朴烈・金子文子事件に続く︑第四の大逆事件である︒
かつて︑朴烈が夢見た皇族への爆弾テロを実行した者が現れたのだ︒
事件直後︑上海のある新聞が︑李に好意的な記事を書き︑それに抗議する日本人居留民が騒ぎ
を起こしたことが︑大規模な軍事衝突に発展する一因となった ︵第一次上海事変︶
︒
当時︑日本内地に在住する朝鮮人は六十二万人に達していた︒関東大震災の前年には五万九千
人だから︑十倍以上に急増していたのだ︒
﹁内地在留朝鮮人の大部分はいわゆる下層労働者にして︑おおむね無知蒙昧︑徳義心に乏しく︑
ひんせき

︿中略﹀軽佻浮薄の性格は容易に他人の宣伝扇動に乗ぜられ軽挙妄動するを常とす﹂というのが︑

治安当局の認識だった︒さらに﹁内地人の蔑視擯斥﹂によって﹁内鮮人間の紛争を醸成し︑往々
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流血の惨事を惹起しつつ﹂あるとした︒実際︑昭和十年中の日本人と朝鮮人の﹁争闘事件﹂は
三千六百件を数えていた︒また︑上海での独立運動は衰えを知らず︑様々なテロを起こしていた︒
日本国内の朝鮮人アナーキストが︑上海と連動して動いているという報告もあった︒
朴烈はすでに恩赦によって死刑から無期懲役になっている︒ここでさらに減刑することで︑内
外の朝鮮人たちがどのような反応を示すか︑当局には想像もつかなかっただろう︒想像できなけ
れば何もしないのが︑官僚組織である︒かくして︑朴烈の転向声明は黙殺された︒

朴烈が釈放されたのは︑昭和二十年十月二十七日︑日本が第二次世界大戦に敗北し︑朝鮮半島
の統治権を放棄した後であった︒すでに四十三歳になっていた︒
出獄した朴烈は︑抗日闘争の英雄として迎えられた︒
当時の朴は︑秋田刑務所にいた︒秋田には戦時中︑鉱山労働者として四万人の朝鮮人が働いて
いたと言われ︑出迎えも盛大だった︒大館駅前の広場には一万数千人の群衆がつめかけたという︒
その後︑朴烈は在日朝鮮人連盟の秋田県本部に連れて行かれた︒その後ろを太極旗を降る行列
が続いた︒しばらく静養した後︑朴烈は歓迎講演会に出席し︑
﹁敬愛する朝鮮民衆の手足となり︑
小使となって﹂残りの人生を捧げる︑と演説した︒
さらに山形でも講演会が開かれ︑取材に訪れた﹃山形新聞﹄記者に対し︑朴烈は﹁日本と朝鮮
は文化的にも民族発生の点からも同じ源泉であるから︑国民同士はお互いに敵では決してない﹂
﹁私は︑ひとり朝鮮と日本だけでなく︑全人類が同源であることを確信するものであるから︑各

民族は今後共存共栄の理想に邁進すべきだと思う﹂などと当たり障りのない発言に終始し︑かつ
てのニヒリストぶりは影をひそめていた︒天皇制について問われたとき︑
﹁天皇制に対して強い
0

0

0

0

0

0

0

て反対するものではないが︑ただ︑日本の全体主義帝国主義をもっと他の国ならびに国民に押し
つけようとする場合は︑絶対に反対であり︑あえて抹殺するものである﹂と語った部分にのみ︑
かつての叛逆児の面影がうかがえる︒
だが︑やがて朴烈は︑自分が複雑な立場に置かれていることを悟る︒
戦時中︑日本国内には約二百万人の朝鮮人がいた︒終戦と同時に多くは帰国したが︑さまざま
な理由で︑五十〜六十万人が日本に留まっていた︒在日朝鮮人によるさまざまな団体が立ち上げ
られたが︑十月十五日︑それらを大同団結した在日朝鮮人連盟が結成され︑日比谷公会堂で結成
イ スンマン

大会が開かれる︒だが︑在日朝鮮人連盟には︑深刻な対立が生まれていた︒
キムイルソン

朝鮮半島では︑アメリカ軍が占領する南部では反共を唱える李承晩が︑ソ連軍が占領する北部
では北朝鮮共産党を率いる金日成が︑それぞれ大国の威光を背に勢力を伸ばしていた︒同様の対
立が︑日本在住の朝鮮人社会をむしばんでいたのである︒
朴烈は反共グループに担ぎ出され︑彼らが﹁在日本朝鮮居留民団 ︵現︑在日本大韓民国民団／略
﹂を結成すると︑初代団長に選ばれた︒民団と︑共産主義グループが率いる﹁在日朝
称＝民団︶
鮮人連盟 ︵後に在日本朝鮮人総連合会／略称＝総連︶
﹂の抗争は︑時には流血沙汰にもなった︒
二十年間︑三畳の狭い監獄で過ごしている間に︑何もかもが変わった︒
東京は︑空襲の焼け跡で無法者たちが幅をきかせる無秩序状態に陥っていた︒ものごとを解決
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するのは道理や主義主張の正しさではなく︑金と暴力だった︒朝鮮人社会も例外ではない︒一方
うるお

で︑社会主義の浸透を怖れるアメリカ占領軍や日本の保守勢力から︑眼もくらむような大金が提
供された︒その金が︑ふつうの同胞たちを潤しているのか︑一部の無法者にいいように使われて
いるのか︑団長である朴烈にも分からない︒
朴烈が︑時代の変化についていけない自分を安心してさらけ出せるのは︑未亡人となった立松
判事の妻・房子と子供たちに豪勢な料理を振る舞ったり︑かつての同志である栗原一男を訪ねた
時だけだったようだ︒
やがて朴烈は︑再婚相手の若い韓国人女性を連れて昭和二十四年に朝鮮半島に帰った︒その前
年に成立した大韓民国政府の国務委員に任じられるが︑帰国の翌年に北朝鮮軍が三十八度線を突

ピヨンヤン

破して韓国に侵攻を開始︑朝鮮戦争が勃発する︒朴烈は北朝鮮軍によって拉致され︑長らく行方
不明になった︒
昭和三十年代に入ると︑ 平 壌放送の電波に乗って︑南北統一を訴える朴烈の声が日本にも届く
ようになった︒やがて彼が︑北朝鮮政府から南北平和統一委員会副委員長に任命されたことも伝
わってきた︒彼は残りの人生を北朝鮮で過ごし︑昭和四十六年 ︵一九七一︶一月十七日︑七十二
ヤンパン

歳の誕生日を目前にして死去した︒
朴烈は︑没落した両班の子として生まれ︑三・一万歳事件と出会って抗日活動家となり︑日本
に渡ってニヒリストとして爆弾テロを企て︑二十年余の獄中生活を経て釈放され︑在日朝鮮人内
における反共グループのリーダーとなり︑大韓民国の要人として朝鮮半島に帰還し︑拉致された

後は北朝鮮でも要職にあって南北統一を呼びかけた︒
その生涯を眺めるに︑朴烈の本質は︑揺るぎなき信念をもった闘士というよりも︑どのような
状況をもしたたかに生き抜く植物的な強さにあったのではないかと感じられる︒

にご

文子と出会った男たちは︑必ずしも志を貫いて後の生涯を送ったわけではない︒文子の短く︑
短いがゆえにピュアな人生と比べて︑どこか濁った印象がある︒そんな男たちの人生を︑文子は
このように肯定すると思いたい︒
いいんじゃないの？ あのひとたちは︑あのひとたちらしく不器用に︑でも真剣に生きたんだ
から︒
あたしと同じように︒
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あとがき

あとがき

むれ

︵現︑
金子文子の名を初めて知ったのは︑学生時代に読んだ群ようこ著﹃鞄に本だけつめこんで﹄
新潮文庫︶だった︒群さんは︑エッセイストとしての鋭い感受性で︑文子の獄中手記をテーマと

した一章に﹁なるべく楽しく生きたいけれど﹂というタイトルをつけている︒
﹁自分の知識欲を満たすため︑どんなに苦しくても気丈に生きたふみ子︑食べる物が何もないと
きにはごみために捨ててあるおこげまで手づかみにして食べたふみ子︑これだけの女性が自らの
命を断ってしまったというのは本当にやりきれない気持ちでいっぱいになる﹂
そのとおりだ︒獄中手記﹃何が私をそうさせたか﹄で︑
﹁私は小さい時から︑どんなに打たれ
ても打たれても全くは打ちのめされない剛情な子であった﹂と書いているように︑逆境にあって
も︑自分を客観視しうる聡明さと︑タフさを兼ね備えた文子が︑なぜ予審法廷で︑自分は大逆罪
だという死に繋がる主張を続けたのか︒恩赦になってもなお︑自死という最期を選んだのか︒
文子について書かれた文献は少なくないが︑文子が予審段階で立松判事に滔々と語った﹁自分
はもとより人類の絶滅を期して﹂いた部分だけが︑彼女の過酷な境遇とあいまって︑必要以上に
クローズアップされてきたような気がする︒
本書を書くために裁判記録を読んでいて︑いちばん胸を突かれたのは︑文子が大逆罪に該当す

ると告げられた直後︑立松判事に宛てた手紙の一節だった︒
﹁一年半もつき合いながら︑どうしてそんなに私がわからないかしら？ うんざりしてしまう﹂
あま た

﹁ちゃんと私を見て﹂と女性に突きつけられて︑たじろがない男がいるだろうか︒ちゃんと金子
文子のことを見なければ︑と念じながら書いた︒文子は︑数多の女性と同様︑与えられた境遇の
なかで︑精一杯生きた︒生きていくことの辛さから逃れるため︑あるいは︑自分の生をより輝か
せたい思いで︑異性を恋した︒並外れた聡明さと恵まれない境遇のギャップのなかでもがき苦し
みながらも前向きに生きてきた結果︑世間を揺るがす大事件に関わってしまったのは偶然だが︑
彼女はあくまでも自分の意思で生を全うし︑揺らぐことがなかった︒
自分の主張したいことのために彼女を利用するのではなく︑生身の女性としての文子を掘り起
こしてあげなければ︑と様々な文献を漁り︑ゆかりの地に足を伸ばした︒先学の研究成果に頼り
つつ︑私なりに書き上げた金子文子像は︑従来の研究で提示されたものとは違ったものになった
かもしれない︒文子に﹁うんざりしてしまう﹂と言われないよう虚心坦懐に彼女の足跡を追った
結果である︒

今回︑映画プロデューサであり︑日本放送作家協会員の李龍鳳氏のご厚意により︑電子書籍と
して世に問うことができました︒また︑さまざまなご教示とご助力をいただいた﹁やまなし金子
文子研究会﹂︵代表・佐藤信子氏︶の皆さん︑韓国取材をコーディネートしていただいた写真家の
井上和博氏︑その他の多くの方々に御礼申し上げます︒
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参考文献
●金子文子
名書の復刻︶

金子文子﹃金子文子獄中手記

︱

獄中手記﹄春秋社

２００３

特集・明治女傑伝﹄２０

谷根千工房

︱

２００６

１９７２︵１９３１年春秋社刊同

２００３

手記・調書・歌・年譜﹄梨の木舎

２００４

１９７７

１９９１

２００５

何が私をかうさせたか﹄黒色戦線社

︱

裁判記録﹄黒色戦線社

わたしはわたし自身を生きる

金子文子﹃何が私をこうさせたか
﹃金子文子・朴烈

鈴木裕子編﹃金子文子

２００７

自己・天皇制国家・朝鮮人﹄影書房

再審準備会編﹃朴烈・金子文子裁判記録﹄黒色戦線社

︱

松本清張﹃昭和史発掘１﹄文春文庫
１９７２

山田昭次﹃金子文子
瀬戸内晴美﹃余白の春﹄中央公論社
五人の日本人の肖像﹄ちくま文庫

１９９４

越境のＫＯＲＥＡＮ／ＪＡＰＡＮＥＳＥ﹄ＰＨＰ

︱
︱

森まゆみ﹃海はあなたの道

１９８４

日韓を結ぶ架け橋となった社会運動家﹂﹃歴史読本

１９９９

谷中・根津・千駄木﹄其の七十二

もうひとつの大逆事件﹂﹃彷書月刊﹄２００６年２月号

１９９０

鶴見祐輔﹃ひとが生まれる

︱

群ようこ﹃鞄に本だけつめこんで﹄新潮文庫
﹁特集・金子文子のまなざし
森まゆみ﹁金子文子と新山初代﹂﹃季刊

︱

佐藤信子﹁金子文子を支えた人々﹂﹃甲府文学﹄十二号
佐藤信子﹁金子文子

０８年４月号
金子文子﹃金子文子の思い出と歌集﹄黒色戦線社
月号

坂本真琴他﹁﹃問題の怪写真﹄を見た刹那の感想﹂﹃婦人公論﹄１９２７年３月号
﹃朴烈事件﹄はしがき﹂﹃自由思想﹄１９６１年７月号

朴烈・金子文子事件︵１︶〜︵２︶﹂﹃法律時報﹄１９６３年３〜４月号

︱

平林たい子﹁金が欲しさに﹂﹃婦人公論﹄１９２８年
小松隆二﹁反逆の女性金子文子
森長英三郎﹁秘められた裁判

金子文より某氏への獄中書簡﹂﹃婦人サロン﹄１９３１年４月号
一九二五年代の犠牲者に関する小説﹂﹃中央公論﹄１９２９年

月号

二人の叛逆児を育くんだ忠北の一寒村︵其の二︶
﹂﹃朝鮮公論﹄１９３５年２

岸野淳子﹁扶江を訪れて﹂﹃季刊三千里﹄１９８１年５月号

︱

庄司文雄﹁世の母たる人
号
﹁女死刑囚の手紙

︱

中村義一﹁大逆事件の女二人﹂﹃婦人公論﹄１９２６年１月号

細田民樹﹁黒の死刑女囚

１ ９ ８ ７︵ １ ９ ４ ６ 年 世 紀 書 房 刊 同 名 書

飯田徳太郎﹁金子文子に会ひに上京した母親﹂﹃婦人公論﹄１９２６年５月号
●朴 烈

１９７３

布施辰治・張祥重・鄭泰成編﹃運命の勝利者朴烈﹄黒色戦線
の復刻︶
金一勉﹃朴烈﹄合同出版

１９４６
冬日記﹂﹃文芸戦線﹄１９２６年１月号

１９４９

鄭泰成﹃独立指導者朴烈﹄新朝鮮建設同名宣伝部

︱

朴烈﹃新朝鮮革命論﹄中外出版

中西伊之助﹁朴烈君のことなど

12
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里村欣三﹁思出の朴烈君の顔﹂﹃文芸戦線﹄１９２６年５月号

２００５

﹁入監中のアナキスト朴烈の動静﹂﹃特高月報﹄１９３４年
●立松懐清
本田靖春﹃不当逮捕﹄講談社文庫
１９６６

月号

２００９

１９８４

構造と特質﹂﹃岡山大学大学院文化科学研究科紀要第
リゴレット﹄音楽之友社

２００１
２００２

１９９７

２００８

１９６３

１９９９

１９９３

１９９８

１９７２

月号

１９９９

１９９０

﹁教育する家族﹂のゆくえ﹄講談社現代新書

10

﹃日本の洋楽百年史﹄第一法規出版

︱

１９９０
講談社

１９９８
１９６０

２００２

宮中で何が起こっていたのか﹄新潮社

堀内敬三訳﹃世界歌劇前週８

竹田稔和﹁筧克彦の国家論

●皇室周辺

︱

保坂正康﹃崩御と即位
２００８

伊藤隆・広瀬順晧編﹃牧野伸顕日記﹄中央公論社
原武史﹃昭和天皇﹄岩波新書

朝鮮近代史﹄平凡社ライブラリー

ハーバード・ビックス︵吉田裕訳︶﹃昭和天皇﹄上下
●時代背景
姜在彦﹃増補新訂
アナーキズム﹄みすず書房

大正編﹄警視庁史編纂委員会
関東大震災と朝鮮人﹄みすず書房

警視庁史編さん委員会編﹃警視庁史
小松隆二解説﹃続・現代史資料３

１９８８

姜徳相・琴秉洞編﹃現代史資料６

明治人の力量﹄講談社

本郷界隈﹄朝日文庫

アラン・Ｂ・クルーガー︵薮下史郎訳︶﹃テロの経済学﹄東洋経済新報社
司馬遼太郎﹃街道をゆく
佐々木隆﹃日本の歴史

２００８

１９９１

２００２

震災にゆらぐ﹄ちくま学芸文庫

大正デモクラシー﹄中公文庫

政党政治と天皇﹄講談社

成金天下﹄ちくま学芸文庫

今井清一﹃日本の歴史

伊藤之雄﹃日本の歴史
今井清一編﹃日本の百年６

︱

近代日本のロマンと欲望﹄ＮＨＫライブラリー

学歴貴族の栄光と挫折﹄中央公論新社

２００８

今井清一編﹃日本の百年５
竹内洋﹃日本の近代

︱

竹内洋﹃立身出世主義

１９９８

ミカドの国の未来戦記﹄小学館

広田照幸﹃日本人のしつけは衰退したか

︱

猪瀬直樹﹃黒船の世紀

２００３

青春譜﹄小学館

猪瀬直樹﹃マガジン

１９８８
２００８
昭和十年﹄三一書房

筑摩書房

望月桂とその周辺﹄岩波書店

関川夏央﹃白樺たちの大正﹄文藝春秋

︱

小松隆二﹃大正自由人物語

社会運動の状況７

江戸川乱歩﹃江戸川乱歩﹄ちくま日本文学００７

月号
下巻﹄塩山市

１９７８

制度と実態﹄吉川弘文館
１９７２

︱

昭和戦前期の日本

東京百年史編纂委員会﹃東京百年史﹄東京都

伊藤隆監修・百瀬孝著﹃事典

内務省警保局編﹃復刻版

12

号﹄２０００

立松房子﹁問題の人とその妻の苦衷︵一︶艱難の渦中を征く﹂﹃婦人公論﹄１９２６年

12

今井清一・高橋正衛編﹃現代史資料４・国家主義運動１﹄みすず書房
通史編

山鹿泰治﹁震災前後﹂﹃自由思想﹄１９６０年
塩山市史編さん委員会編﹃塩山市史

10

344
345

37

23 22 21

12

参考文献

丹波山村誌編纂委員会編﹃丹波山村誌﹄丹波山村

１９８１

大正ニュース事典編纂委員会編﹃大正ニュース事典﹄毎日コミニュケーションズ
大正編年史﹄明治大正昭和新聞研究会

１９６９〜１９８５

昭和ニュース事典編纂委員会編﹃昭和ニュース事典﹄毎日コミニュケーションズ
﹃新聞集成

１９７１

１９７１

大正﹄第一法規出版

●裁判・司法関係
我妻栄編﹃日本政治裁判史録
明治・後﹄第一法規出版
１９８７

我妻栄編﹃日本政治裁判史録

１９８８

１９７８

年の歩み﹄五月書房

高尾平兵衛﹄新泉社

１９８８
１９９０

１９７５

１９９７

１９９３

周年記念史誌﹄東京拘置所開設

１９６７

韓国民団

布施辰治﹄岩波新書

１９７２

１

周年記念

石田宗男﹁市谷監獄と東京監獄・市谷刑務所沿革及び史跡見聞記﹂﹃刑罰史研究﹄２００１年１月１日号

小原直﹃小原直回顧録﹄中公文庫
栃木市史編さん委員会編﹃目で見る栃木市史﹄栃木市
１９８１
日号

通史編﹄栃木市

栃木市史編さん委員会編﹃栃木市史
大塚明﹃わが故郷︵都賀町︶﹄私家版

１９８７

１９６６

民族主義運動篇﹄原書房

周年記念史誌編集委員会編﹃東京拘置所

新井勉﹁近代日本の大逆罪﹂﹃日本法学﹄２００９年２月
史誌実行委員会

東京拘置所開設

●韓国・朝鮮関係

︱
１９６７

︱

若い世代のアイデンティティ﹄中公新書

朝鮮２﹄みすず書

朝鮮１﹄みすず書房

金正明編﹃朝鮮独立運動Ⅲ
姜徳相編﹃現代史資料
姜徳相編﹃現代史資料

︱

大正の叛逆児

１９９８

在日本大韓民国民団中央本部編﹃図表で見る

福岡安則﹃在日韓国・朝鮮人
宮崎学﹃不逞者﹄角川春樹事務所

︱
︱

●登場人物自伝・評伝
布施柑治﹃ある弁護士の生涯

神近市子﹃神近市子自伝・わが愛わが闘争﹄講談社

１９７１
１９５０

１９７４

萩原晋太郎﹃墓標なき革命家

明治社会主義からゾルゲ事件へ﹄思想の科学社

増補版﹄三一書房

１９６３

︱

︱

牧瀬菊枝編﹃久津見房子の暦
田中惣五郎﹃北一輝

１９３０
１９７２
１９６５
１９２４

１９２９
唯一者とその所有﹂﹃辻潤全集・第六巻﹄ 五月書房

岩波文庫

１９８４

若槻礼次郎自伝﹄読売新聞社

古田大次郎﹃死刑囚の思ひ出﹄大森書房

︱

１９５３

森長英三郎﹃山崎今朝弥﹄紀伊国屋書店

若槻礼次郎﹃古風庵回顧録

秋田雨雀﹃雨雀自伝新評論社

甘粕正彦﹄小西書店

久津見房子との日々﹄築地書館

第１巻﹄未来社

︱

尾崎宏次編﹃秋田雨雀日記
大竹一燈子﹃母と私

山根倬三﹃問題の人

●アナーキズム・ニヒリズム

︱

スチルネル︵草間平作訳︶﹃唯一者とその所有﹄上下
スティルネル・マックス／辻潤訳﹁自我経
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９８２
大杉栄﹁無政府主義将軍
大杉栄﹃獄中記﹄青空文庫
大杉栄﹁鎖人間﹂青空文庫
１９８１

ネストル・マフノ﹂青空文庫

１９２６

辻潤﹁自分だけの世界﹂﹃辻潤選集﹄五月書房
古田大次郎﹃死の懴悔﹄春秋社

２００８

ロナルド・ヒングリー︵向田博訳︶﹃グループの社会史１
２００７

室伏哲郎﹃日本のテロリスト﹄宝島文庫
猪野健治﹃日本の右翼﹄ちくま文庫

１９８２

ニヒリスト﹄みすず書房

山崎今朝弥︵森長英三郎編︶﹃地震・憲兵・火事・巡査﹄岩波文庫
トスキアナの会﹃トスキアナ﹄皓星社

１９７２
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金子文子はなぜ死んだのか
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