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～音感合唱研究会の軌跡～

吉　松　安　弘

―― われらは遠くから来た。そして遠くまで往くのだ 影　丸

―― 過去に目を閉ざすものは、現在についても盲目になる ワイツゼッカー

―― 音楽を創るという営みは、過去を引きずってくるものです　 　林　光

19　春の駒場、初夏の本郷
　1954年・昭和 29年は、インドシナ半島のフランス軍が共産軍に敗退、植民地

支配の存続をあきらめてベトナム独立を容認した年であり、前年の朝鮮戦争に関

わる休戦協定成立とあいまって、米国とソ連の対立、自由主義対共産主義の争闘

を根にもつ東アジアの緊張が、とりあえず軟らいだ年である。

　日本国内では、朝鮮戦争勃発を契機に設立された陸海空の部隊が自衛隊として

確立し、電動による冷蔵庫、洗濯機、掃除機が、家庭における三種の神器として

登場、世相はようやく、敗戦以来の貧困と混乱から脱しつつあった。

　前年の末「日本のうたごえ」第１回祭典を成功させた歌ごえ運動は、人々の間

に大きな勢いで浸透しつつあって、その運動に賛同し、推進している中心的な組

織としての「東大音感合唱研究会」も、世間に知られるようになっていった。４

月の新学期には、本郷でも駒場でも、練習会場や部室に入会希望者がつぎつぎと

訪れ、その対応に追われた。

　学内会員だけで去年の倍に増えた駒場音感の週間スケジュールを見ると、楽譜

の読めない新入会員のためのコールユーブンゲン初心者クラスがびっしりと毎日

の午後を埋め、音痴歓迎の合唱研究会が、懸命に課題に取り組んでいる様子がわ

かる。
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　　月　コールユーブンゲン／２時

　　火　コールユーブンゲン／２時。男性合唱練習／３時半

　　水　和声ゼミ／２時。発声練習／３時半

　　木　コールユーブンゲン／２時

　　金　コールユーブンゲン／２時

　　土　Ｃ合唱／ 12時 15分。混声Ｇ合唱／２時

　譜読みの習熟を目指すコールユーブンゲンの指導は２年生、発声は埼玉大物理

学科生で藤原歌劇団合唱部員の佐々木が訓練し、歌ごえ運動を組織する音楽セン

ター幹部でバリトン歌手の関忠亮がＧ合唱の指揮を執り、関の代理として、この

春に芸大を中退した林光がそれにあたることもあった。林は、芸大作曲科卒業生

が辿る決まり切った一生を想い、そこから踏み出す道を発起していたのである。

　北寮前広場で一般学生に歌唱指導をする毎週土曜昼休みのＣ合唱には、経験を

つんだ指揮者とアコーディオニストが必要であり、大楽譜台 ― 通称マンモスに

掲げる楽譜を、張り合わせた大きな紙に書かなくてはならないし、楽譜入り新聞

「歌を我らに」を作る人たちと、北寮前の会場でそれを売る人が要る。Ｇ合唱に

は混声４部の楽譜と、サークルの人間関係を育てるべき会報「なかま」を作らね

ばならない。すべて、知恵と時間を大量に消費する仕事だった。

　コピー機や、パソコン、自動印刷機などはまだまだ空想の産物でさえ無い時代

である。同じ文章を何枚も作るには、蝋を塗った原紙をガリ板と呼ばれる鉄ヤス

リの上に置いて鉄筆で書き、その原紙を謄写版印刷機に貼り、インクを加減しな

がらローラーを転がし、１枚また１枚と原紙の網枠を上げ下げしつつ刷ってゆく

のだから、時間と手間と体力のいる面倒な労働だった。

　ただ、此の年には、どこにでも大きな字が楽に書けるフェルトペンマジックイ

ンクが発明されたので、マンモス用特大楽譜を書くのに筆と墨汁を使う必要がな

くなり、特に筆で五線を引くのには難渋していたから、随分と作業を楽にした。

　活動はそれだけではなく、歌を広めるため、それぞれの会員が、事務所や工場、

集会場など大学外の職場、労働組合や地域サークルに教えに行き歌う会を作って

いたし、Ｇ合唱のあとのグループ活動を主体とする人形劇やフォークダンスの練

習、それに、合唱祭、歌と踊りの会の企画と組織づくりなど、音感会員としてや
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るべき事はいくらでもあった。

　会員はみんな、自分が献身するそれらの活動には社会的な意義があって、その

努力が日本に平等な民主的社会を実現し、世界に平和をもたらす力となることを

堅く信じており、その信念をエネルギーに変えて忙しく活動していたのだった。

　ちなみに、Ｃ合唱の楽譜入り新聞「歌を我らに」、本郷の「アーケードニュース」

は２円、駒場音感の会費は月 40円で、指揮者謝礼は１回５百円。トニカは会費

が月 50円、指揮者謝礼も、こちらは月３千円だった。家庭教師の給金が月２千

円ほど、大学卒初任給が一流企業でも１万円そこそこの時代である。

　駒場の会員数は、名簿上、前年秋が女 46、男 42だったが、女性の多くが学外

会員で出席率が悪く、女声不足のアンバランスにずっと悩んでいた。しかし、新

学期のメンバーが落ち着いた６月には女 164、男 62と、大きく増えたうえに逆転

を果し、実質上のバランスも獲得していた。女性は、東京女子、お茶の水、共立、

東京薬科、昭和薬科、昭和女子の各大学と、駅向こうの駒場高校から来る学生が

主力である。

　長い間、学内会員の間で「女声対策」と称して伝えられてきた、俗に云うガー

ルハント、スケこましを意味する行動や、さっぱり効果の上がらない秘術のテク

ニックも、ようやく闇に葬られたのだった。

　駒場の混声合唱は、メンバーのバランス達成を機に、単なる符丁のようなＧ（グ

ループ）合唱の呼び名を改め、トニカに倣いユニークで洒落た名前を付けて表面

上も実質上も飛躍をはかろうと試みていた。

　候補として出てきた名前は、なでしこ、ひまわり、蛙の子といった甘口のもの。

嵐、抵抗、一揆という勇ましい趣向。アガニョーク、ともしび、平均率、といっ

たお上品な好み、などなど。考え深い幹部は、本郷に対抗し

てトニカの逆を張ろうと「音痴」の英独仏露訳を探したが、

これらの国にそんな言葉はない！とわかって挫折していたの

である。

　総会での議論は「わらしこ」と「さわらび」の決選投票に

集約されてきたものの、「両方とも良くない」とボス連中が

良識的な横槍をいれ、結局のところ改名問題はお流れになっ
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てしまった。幼く貧しい優等性的な言語感覚が露呈してしまったというところだ

ろうか。

「僕らは歌の大好きな若者の集まりです。楽しい時も悲しい時も、いつも力強く

歌っています」

　本郷キャンパスの音感トニカは、今年も五月祭の合唱祭に出演、プログラムの

自己紹介を、このように書き出している。

「合唱のなかに、僕らは毎日の生活から生まれる感情のすべてを歌いこんでいる

し、これから先、どんな苦しいことが起こっても力一杯歌ってゆくつもりです」

　この春から夏にかけて、トニカは歌ごえ運動の勧進元である中央合唱団音楽セ

ンターが隔月に行なう定期演奏会に招かれ、二度にわたって演奏を披露していた。

両者の間をより緊密なものにし、歌ごえ運動を盛り上げようと、関忠亮が取り計

らったのである。

　「セクショナリズムを排し、演奏、職場指導、創作の全面で、中央合唱団との

協力が始められた」と媒酌人の関は評価しているが、トニカには、歌ごえ運動へ

の無批判な合流だと、冷淡にみる意見もあった。

　他の合唱団との競演になる五月祭安田講堂の合唱祭では、このような姿勢で望

んだトニカがどんな反応を得ただろうか。

　まず、音感が舞台に入ってくると観客席のそこここで拍手をする人がおり、そ

の様子に満員の観客が笑いだすという出来事があった。退場の時に拍手で送るの

は当たり前だが、入場に拍手があったのは、音感のほかにはお年寄りが登場した

東大 OB合唱団だけで、音感がある種のサポーターをもつ、ユニークな合唱団で

あることを示したわけである。もちろんそれは、音感が「民主的」で「進歩的」

な主張を展開する組織であるという、多分に政治的な理由であった。

　服装を統一していない合唱団も音感だけで、黒、赤、青、緑、黄と色とりどり

の様子が楽しく、聴衆の微笑みを誘って親しみを生みだす効果があり「服装を見

ただけで、目の覚める感じがしました」という感想も寄せられた。

　賞められたことは、元気が良く、声もよく出ていたこと。発音が揃い、言葉が

明瞭に聞きとれたこと。多勢で歌っているのに、歌詞をきちんと活かし内容をア

ピール出来ていたこと。
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　不評だったのは、曲目のどれもが明るい歌、強い歌、行進曲風の歌で変化がな

く、単調な印象となったこと。特に、メッセージ性の強い歌の最後を、ここぞと

ばかりにボリュームを上げ合唱団員の気持ち良さのままに「ワッ」と終わるパター

ンが、ひとりよがりで勝手な感じを生んだこと。ただ、音感としては「美しき祖

国のために」や「春の行進曲」のメッセージを押しつけることも必要だ、と考え

ていたのだろう。

　「音痴歓迎の主張通り成るほど下手だ」とならないように、との忠告はあった

が「なかなか良い出来」というのがおおかたの印象だったようだ。

　図書館前で開いた恒例の歌と踊りの会も大盛況だった。歌はロシア民謡「黒い

瞳の」。ここでも、呼びかけのチラシにはこう書かれた。

「僕らはいつも明るく大声で歌います。いつも楽しく踊ります。多勢の仲間と集

まって、思うぞんぶん歌い、元気いっぱい踊れば、暗い気持ちもいっぺんに吹っ

飛んで、明日への希望が沸き上がってくるはずです。……やがては、日本中に歌

声が溢れ、戦争なんか押し潰してしまえるでしょう」

　歌ごえを広めることと踊りの輪を大きくすることがそのまま、日本に平和な社

会を作ることであるとする「歌ごえは平和の力」の標語に少しも疑問はなかった。

　駒場音感の委員長も「音感は前進する」と宣言し、北寮前Ｃ合唱に集まる学生

が飛躍的にふえ、試験中でさえ四百人を超えたこと。規模を大きくするためにサッ

カー場で計画した春の歌と踊りの会への参加者が去年の３倍近くになったこと。

５月末のクラスサークル合唱祭への参加が 80グループと去年の倍になり、ステー

ジに立った人は計二千人、駒場で学ぶ学生の半分近くが出場して歌ったこと。し

かも今年はその合唱祭を駒場のもうひとつの合唱団柏葉会と手を結んで共同開催

できたこと、などを誇り高く報告している。

20　「いぬふぐり」とクニさん
　夏休みに入っても活動の勢いは衰えることがなく、大学から街へ、東京から地

方へ、と歌ごえを広げてゆくため、その要となる音感在京センターを作って、各

グループ間の連絡と援助にあたった。

　昨年からお馴染みになっている浅間の開拓部落三石、同じ長野の御代田、春日
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村、小諸、上田、茨城の水街道、伊豆の大島、瀬戸内の小豆島、そして都内各地

の小学校や寺や職場での集まりに、あるいは合唱隊で、あるいは人形劇を持って、

あるいは指揮者とアコーディオン奏者の二人で訪れ、農家や民家、公民館に泊め

てもらったりしながら、青年団をはじめ色々な人たちと座談会をし、演奏を聴い

てもらい、歌と踊りを教え、共に歌いつつ、日本の政治を憂い、世界の平和を語

る行脚を重ねる。

　音感は平和のための文化工作隊に成り切っており、その夏休み体験も、教養学

部学友会雑誌「学園」に「歌を広める中で」と題した９ページにわたる構成文と

して広く公開することができ、合同演劇研究会、歴史学研究会の寄稿文とともに

「大衆運動に忙しいサークルが書いている報告」として注目を集めた。

　特にこの 1954年３月には、アメリカが南太平洋のビキニ環礁で水爆実験を行

ない、日本のマグロ漁船第５福竜丸が死の灰を浴びる、という事件が起きていた。

乗組みの漁師が被爆し、無船長の久保山愛吉が亡くなったのである。

　夏にはこの事件に対する抗議運動が組織され、共産党を中心とした原水爆禁止

の署名運動が始まっていた。そして長野の農村に音感会員が持ち込んだ署名運動

では、見慣れない出来事に首を傾げた駐在さんに怪しまれ、警察が調査に乗り出

す一幕もあった。

　 ふるさとの街焼かれ、身寄りの骨埋めし焼け土に

　　　　　　　　いまは白い花咲く、ああ許すまじ原爆を

　　　　　　　　  　三たび許すまじ原爆を、われらの街に

　歌ごえ運動のなかでも、その後長く多勢の人に歌われた「原爆許すまじ」が

作られた。トニカは創作曲集「ばっぷくどん」第５号を原水爆禁止特集とし、25

曲を載せて 10月に発刊、ここで発表された宗像和作詞作曲の「原爆禁止の歌」は、

年末の日本の歌ごえ祭典の中で「学生の歌ごえ」によって歌われた。

　この年は駒場でも本郷でも、音感の創作活動がもっとも活発に行なわれ、もっ

とも成果を上げた年となった。

　昨年暮、学内会員に、冬休みの宿題として１人１曲の創作を呼び掛けた駒場で

は、14人の会員から２部、４部の合唱を含めた 18曲が集まり、３月に「若い歌

声－ぼくたちの作品集」第一集を出すことが出来た。詩の方も、同じく昨年暮れ
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に詩と人間グループが作られて、今年の１月には、可愛らしい B6版手帳型のガ

リバン詩集「詩と人間」が発刊され、歌詞の提供をも試み始めた。

　会員のなかに創作曲を互いに競いあう空気が生まれたため、創作集刊行のス

ピードは驚くほど速くなり、「若い歌声」は 19曲を載せた第２集が５月に、23

曲の第３集が７月、29曲の第４集が 11月と、あとを追い駈けるように刊行を重ね、

大きさを B7の手のひらサイズに改めた「詩と人間」も、この秋にかけて５集ま

で刊行をした。

　合計すると 100に近くなる創作曲は、発刊の都度、Ｇ合唱練習のあとで発表と

合評の会を行なってきたのだったが、翌 55年１月 22日には、サークルの連合研

究発表討論会の席上で、優秀作を公開発表するまでになった。

　音感は、生活感情に即して歌ってゆくことを標傍してきたのだから、自分たち

自身で歌を作り、その願いと生活をより適確に表現する作詞作曲は、サークルの

基本姿勢に密着する大切な活動であった。

　この年の創作活動は収穫の量が豊かだっただけでなく、トニカの創作集「ばっ

ぷくどん」の中からは後々まで多くの人たちに歌われることになる歌が、それも

二つ生まれている。

　一つは理学部生多田康志が作詞し、文学部生岩泉まさはるが作曲した「ぼくら

の歌」である。

　 悲しいときでも、嬉しいときでも、いつもくちびるに歌を持とう

　　　　　　　　歌えば仲間が集まってくる。力あふれる僕らの仲間たちだ

　ひたすらに明るいこの歌は「日本の歌ごえ祭典」でも、その後十数年の間、必

らずどこかのグループに採り上げられ、歌われてきた。

　二つ目は、さらに広く長く半世紀を超える歳月を人々に愛され続け、現代の歌

声喫茶でもよく歌われており、1998年の日本の歌ごえ 50

周年記念式典ではオーケストラ伴奏によりゲスト歌手上条

恒彦に詠唱された、鈴木美智子作詞作曲の「いぬふぐり」

である。

　 丘はいまも柴山、いぬふぐりも咲いている

　　  息をはずませてのぼった、
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   くにさんと一緒にのぼった

　東京女子大からの学外会員であった鈴木は「女性たちは歌を作らないね、詞だ

けでも書いたら」という言葉に刺激されて歌詞を創ったのだった。しかし、この

言葉で歌いたいような曲がわからないまま「ばっぷくどん」編集者にせっつかれ、

悲しい気持ちでメロディを作り、あとでは曲を付けたことを後悔した。

　この歌を生んだ彼女の二つの体験について、その感銘深い文章を引用し、ここ

に遺しておこう。此の時代の学生には、戦争にとられて親兄弟を亡くし空襲で家

族を亡くした者が、私を含めて多勢おり、敗戦直後の満州、朝鮮や中国から死の

危険のなかを辛うじて引き揚げてきた者も多く、彼女の感じた傷ましさはそのま

ま誰にでもわかるものだったのである。

「楢ばかりの低い山に囲まれた小さな村が私の故郷です。いぬふぐりが群棲し、

日差しのもとでその小さな花々は丘を水色に染めていました。戦時中のこの村か

らも、多くの男たちが召集されて行きました。昭和 18年の秋、私の家で働いて

くれた若者にも、甲種合格になった途端に召集令状が来ました。

　この人は二十才だというのに頬が赤く、裸馬に乗って村道を走るという元気者

で、天皇陛下のために戦い武勲を揚げるつもりの人でした。なのに、19年の秋

には早くも彼の戦死の公報は届いたのです。しかも、南洋の離れ小島で戦死した

のだ、という話が囁かれていました。あの時代に誰がそんなことを言ったのか、

わかりません。しかし私は、彼は何か言いたいことがあったに違いない、と思っ

てしまいました」

「26年の夏、私は米空軍の基地の中の土産物屋でアルバイトをしていました。朝

鮮戦争への爆撃機はそこからも飛び立ち、その前後に兵士たちが荒れるので要注

意と街では言っていました。まさしくそこは、前線基地でした。しかしその店は

兵士達に命令が下った時に忙しくなりました。戻れないかも知れない旅立ちの前

に、お国にいる家族や恋人に贈り物をし、飲み、多くの兵士達が支給されたお金

を使ってしまうということでした。

　赤い髪のそばかすだらけの少年兵が、やや大きめの羽子板を買いました。大げ

さな包装もしました。終わったところで彼は、それを私にプレゼントするという

のです。慌てました。店主が来て「貰っておきなさい。彼はお国に受け取る人が
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いないんですよ」と言うのです。本当に胸のつぶれる思いでした。お酒のせいか、

涙のせいか、その人の頬は濡れていました。彼がその後どうなったのかはわかり

ません」

「この二人は、私が戦争を思う時、いつも現れ何かを語ろうとします。『いぬふぐ

り』は、彼らによって書かれたと言ってよいでしょう」

　発表された「いぬふぐり」は、すぐに評判になったわけではなかった。「いぬ

ふぐりが何なのか、君は知っているのか！」と作者を怒鳴り付けた会員もいたよ

うだ。性に関わることどもを表向きダーティと決めつけるのが、当時の常識的モ

ラルだったのである。その男は都会っ子で、可憐な野の花であるいぬふぐり
4 4 4 4 4

を知

らなかったのでもあろうが、「くにさん」と名付けられた恋人の固有名詞と犬の

ふぐり
4 4 4

の連想とが響きあって、この詩に性的な香りを漂わせ、民俗的な豊かさを

加えていることは確かだ。

　いま、市販されている歌集には「いぬふぐり」だけでなく、歌詞のなかの「柴

山」「お茶の子」「むすび」「麦ののげ」「しばしば」などに脚注を付けているもの

がある。詩や歌にこめられた想いを半世紀の時空を超えて伝えるには、もはや解

説が必要なのだろうか。

　この秋、「原爆許すまじ」をテーマに行なわれた日本の歌ごえ祭典は２万５千

人の人を集めたのだったが、その３日目、東京体育館に出演した学生の歌ごえに

は、東大音感、早大合唱団など 20ほどの大学高校の合唱団や歌う会の連合が出演、

曲目はすべて音感の創作曲「僕らの歌」「いぬふぐり」「原爆禁止の歌」となった。

　しかし、この２つの歌のあと、音感の創作活動から人々の間に口ずさまれてゆ

くような歌が生まれることは無かった。

　その原因は、自分たちの生活感情を決められた型にはめ、概念的に仕立てて行

こうとするイデオロギー、あるいは時代のメンタリティに責めを負わせていいよ

うに思える。進歩的な人間が創造する芸術は、民衆の現実生活に根ざす「社会主

義レアリズム」でなければならない、とするのが音感で言い交わされる原則だっ

たが、実際には、その理想から遠い、社会主義の抽象的な枠と常套句に促われた、

概念主義に陥っていたのではなかったか。

　喜びや悲しみを歌うと言い、生活を歌うと語っても、それはあくまで「自分た
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ち」「僕ら」であって「私」ではなく「僕」ではなかった。階層として概念的に

考えた自分たちの生活感情であり、理屈でとらえ「進歩的」と公認された生活感

情であって、個人の私的レベルまで下りた感情ではなかった。個人の感情を歌う

ことは、むしろ“低俗な”歌謡曲に近寄るものとして忌避されたし、プチブル的

と非難されかねない仕業だった。

　しかし「いぬふぐり」が人の心をとらえていったのは、固有名詞まで出して強

調した個人の体験から始めて、人々が共に憎む戦争へと迫ってゆく、作者の方法

論にあっただろう。

　「いぬふぐり」が胎んでいた方法、個人レベルで自分の想いや生活感情を自在

に語りつつ、その想いを広げ、一般化し、人々の共通して抱く社会の問題へとコ

ミットしてゆく方法を、音感が評価し発展させることは、残念ながら出来なかっ

た。その実現は皮肉なことに、音感が嫌うアメリカからやってきたフォークソン

グの時代まで、個人の喜びや怒りを自由に歌うシンガーソングライターの時代ま

で、そしてまたジョン・レノンが「イマジン」で鮮やかに展開するまで、数年を

待たなければならなかった。

　この時代、街では、クラシック喫茶、あるいはジャズ喫茶と呼ばれる店が人を

集めていた。レコードを買えない多くの人たちのために、コーヒー一杯でリクエ

ストした音楽を聴かせる仕組みである。レコードは高価だし、だいたい自宅にプ

レーヤーを持っている学生が、音感には居たのだろうか。

「あの店にはショスタコヴィッチの森の歌があるらしい」

　誰かが噂を聞いてきて連れ立って行くこともあったが、ひとりの客が時間を独

占しないようリクエストは普通、１人１回１楽章という決まりがあるから、７楽

章あるこのオラトリオ全曲を聞くには、ズルをしない限り７回通わなくてはなら

ないのである。

　当時のジャズ喫茶では、戦争で音楽から離れていた黒人ミュージシャンたちが

故郷に戻り、生活の悩みや怒りを歌った伝統的なディキシーランドジャズのリバ

イバルが流行だったが、ソ連と対立するアメリカの音楽を、低俗とレッテルを貼っ

て忌避し、ジャズは頽廃と決め付け、聴くのも植民地的と避けていた音感の中で

は、彼らの歌に耳を傾け、議論し、評価することは適わなかった。政治的イデオ
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ロギーから生まれた幼い善悪二元論の歪みである。

21　恋愛と友情との違いは
　この年 1954年の春、駒場の機関誌「なかま」に、これまでにない種類の論文

が載った。恋愛論の問題提起である。音感が、個人の人間的な交流を基本に置

くサークルとして確立し、共同体のように機能していることを象徴する出来事と

言っていいだろう。

　議論の大筋を挙げると先ず、愉しみを追うための恋愛は「断じて許さるべきで

ない」こと。次に「真面目に自分たちの生活を考えるとき、はじめて恋愛といえ

るのだから、恋愛は必然的に結婚につながる」こと。また「好きだという感情が

勝手に進んでゆくのを許さず、いつも正しい恋愛の在り方を考え、感情を制御し

て行くべき」こと。

　のちに駒場の音感では、恋愛論議展開のパイオニア的存在とみなされ、このあ

と、自分の恋愛と結婚について意欲的な試行を重ねていった理科１類学生湯浅欽

史の第１論文は、内容こそ特別な目新しさはない禁欲のすすめだが、機関紙で議

論を呼び掛けたことに大きな意味があった。

　その半月後、湯浅の問題提起を受けて「なかま」には再び、これまでにない種

類の画期的な論文が載った。文科２類１年の女子学生による、自分と恋人の名前

を掲げた恋愛宣言である。

　恋愛の相手は同じ文科２類の２年生、「お互いの愛情を認めあってから１ヵ月余

りになります」と告白するこの文章は、当時、労働者と共産党に対する政治的謀

略であり冤罪だ、と大きな問題になっていた列車転覆事件・松川事件被告の例を

ひき「私たちの恋愛、私たち二人のお互いの愛情を抑えつける力が、私たちの恋

愛の上に働いていないでしょうか」と、恋を妨げる権力の黒い影を訴えつつ、こ

の恋愛を成長させることが平和を守る一つのたたかいになると主張、「たたかいの

中でこそ、私たちはお互いに高めあい成長して行ける」と宣言し「こんなに楽し

くていいのだろうかと思って振り返って」は、生活や社会活動から「逃避する場

として恋愛を扱っていた」ことを反省、恋愛による自分たちの成長を見守って貰

うと共に「音感の皆さんに厳しく批判していただきたいのです」と結んでいる。
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　恋人たちのうち、女が独りで宣言する方法は、男女同格を強調する政治的な作

戦だったのだろうか。それとも、男が恋について公に告白するのは女々しいとい

う美意識があったのか。

　この時代、性の意識は慎重に排除され、音感でも「男性女性」でなく「男声女

声」と表記されることが多かった。恋愛も一般には、他人に知れると恥ずかしい

秘めたる私事とされていたから、そういった時代のタブーを打ち破る彼女のカム

アウトの文章には「恋愛はみんなの前で堂々とやり、みんなで育て上げるべきで

す」とする支持や、公表した試みへの共感のコメントが次々と寄せられて、新た

な恋愛論の試みが続き「なかま」は恋愛論流行りになった。すると今度は、その

情熱が創作曲集にも飛び火してゆく。相手の素晴らしさを詩に整え、曲をつけ、

歌い讃える、いわば音楽と詩歌の原点に戻る古典的な相聞の趣向である。

　リズムが音感ではめずらしいことでも注目された理科１類生作詞作曲の「白い

仔熊のポルカ」では、メーデーの日に北寮の前で踊りまくる赤い靴のチーちゃん

の素晴らしさを歌った、と作者が長い詞書きをつけて工夫を凝らし、話題を呼ん

だ。しかし、歌ごころの源に戻る恋歌の試みは、すぐに廃れてしまった。私の心、

僕の想いでなく、私たちの気持ち、皆の願いでなくてはならない、という躊躇、

プチブル的感情だと非難されるのを恐れる気後れのせいもあっただろうか。

　駒場の会員はみんな 20才前後だから、恋愛に対する議論には切実なものがあっ

たが、彼らが模索する男女関係の「進歩的」な在り方については、解決しなくて

はならない問題がいくつか見えていた。

　その大きな一つがサークルとの関係であり、社会改革運動との関係だった。恋

愛は１人と１人がお互いに、相手を他の誰よりも大切に思う感情の尊重であって、

多勢の相手との同時恋愛は非難され、当事者は「浮気者」と糾弾されるのが常識だ。

となると恋愛行動は排他的にならざるを得ず、多くの

人々と腕を組む「なかま意識」醸成の原則からはみ出し、

社会の人々との連帯を目指す生き方とは基本的に矛盾

してしまうのではないか。恋愛する二人の団結と体制

に立ち向かう仲間たちの団結とは、両立しないのでは

ないか。
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　こういった懸念を解決しようとして「男女の間の友情は可能か」という多分に

ごまかしの議論も盛んに提起された。友情であれば、複数の異性との間でも、堂々

と存在させることが出来るからである。しかし、友情と恋愛の本質的な差異にむ

りやり目を瞑って済むのだろうか。

　恋愛関係にあることを仲間の前に「発表」した恋人たちの意図も、だからといっ

て他の「なかま」との結びつき、社会的な問題にかかわる連帯をおろそかにはし

ない、二人のまわりに壁を作ることはしない、と宣言する試みであったのである。

　やがて、彼らの試みた「恋愛宣言方式」は、進歩的であり、民主的であること

を標傍するサークルや組織に、新しい恋愛の在り方として、そのお手本として、

広く見習われていった。男女関係という、それまでは私的な、知れると恥かしい

事ともされ、ひっそりと営まれていた個人の間の関係を、公表し、仲間から祝福

を受ける儀礼を通過させることによって、大っぴらな、社会に組み込まれた関係

にしてゆくこと。ここには、時代に挑戦し、モラル意識を変えてゆく、大きな意

味があった。

　本郷キャンパスの正門から安田講堂につらなる、銀杏並木に沿った法文経校舎

のアーケード。1949年から続いている毎週金曜昼休みのアーケード合唱は、秋

学期を「原爆許すまじ」で始めた。トニカでは、年初にアコーディオンを盗まれ

て困っていたのだったが、この秋の終わりにはアーケードでのカンパ１万２千円

に曲集売り上げなどを加えて、トンボ楽器制作のオーヤシマ・48ベースのアコー

ディオンを買うことが出来ていた。

　アコは、持運びが簡単で大きな音が出るし、コードもメロディも自在で、音感

得意のロシア民謡にもよく馴染み、歌唱指導に、フォークダンスに、そして合唱

の伴奏にと音感になくてはならないまことに便利な楽器。音感に入ってから練習

をはじめ、弾きこなせるようになった者も多く、アルバイトをもじったアコバイ

ターという呼び名もできていた。長時間弾くには、結構な体力がいるのである。

　「多くの若者が、アコーディオン一つかついで、おのれと大衆の距離を埋める

ために、工場へ、農村へと飛んでいった」。この言葉が巧みに表現するように、

歌ごえ運動が発展するこの時代、アコは楽器であるとともに、武器でもあった。
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　駒場のＣ合唱は、11月 13日に機関紙「歌を我らに」が 100号になった。１面

に主張や解説、４面に楽譜を載せる、Ｃ合唱５年間の汗の結晶のような記念号に

メッセージを寄せたのは、大学生協、自治会、歴研、早大合唱団、東女大民謡の

会、お茶大うたう会、鳩の会など。顧問教官で社会学を専攻する黒川純一の祝辞

を紹介しよう。

「駒場の学生がのびのびと歌うようになったことに、音感が果した役割は大きい。

これからも、たくましい、生活と結びついた歌を広めてゆくよう努力していって

下さい」

　駒場祭への取り組みも、自分たちの活動が社会を変革し、自分自身をも高める、

という自信があるから意気盛んなものがあって、音楽会での演奏のほか、歌と踊

りの会を２日にわたってサッカー場と陸上競技場で行ない、北寮前では規模を大

きくした歌唱指導をし、本館前のページェントにロシアの民族舞踊で参加し、「七

つの子」と題した 40ページの２部合唱愛唱歌集もつくって 20円で売り、さらに、

今年の新たな試みとして展示と人形劇を出していた。

　展示は、日本全国に広がってゆく「歌う会」の発展状況を示しつつ、夏休みの

音感の学外活動をまとめたもので「われわれの歌ごえが、こんなに日本中に広がっ

ていることを知らせ、多くの人を勇気づけたい」「歌う会の中心になっている人、

これから作ろうと思っている人たちに、われわれの経験や知識を伝えてあげたい」

というのが掲げられた目的であった。展示会場には「音感相談室」を設け、歌う

会で取り上げる曲目や組織の運営について助言もした。

　メインイベントの音楽会は、駒場のもう一つの合唱団柏葉会、音楽部オーケス

トラと語らい、トニカの参加も得て、念願の大曲「森の歌」を第五楽章まで演奏

した。旧制一高講堂の第九大教室の舞台に溢れる、三百人の大合唱団である。

　スターリンの指導する社会主義緑化計画を讃えた、この美しく勇壮なショスタ

コヴイッチのオラトリオは、当時世界中でセンセーショナルに迎えられており、

日本でもその熱が高まってはいたのだが、大合唱団が必要なこともあって、演奏

の実現は簡単ではない。

　駒場祭の少し前、芸大の学園祭で行なわれた山本直純が仕切る学生公演では、

もの凄い数の客が長い長い行列を作り、断り切れずに全曲を二回、ぶっ続けに



ある学生サークルに見る戦後史（中編）

－ 210 －

ある学生サークルに見る戦後史（中編）

－ 211 －

演奏して捌いたという伝説が噂されていた。それだけに、社会主義の体勢に憧れ

を抱き、クラシック音楽の素養を自分の音楽観の基礎としている者がほとんどで

あった音感にとっては、歌いたい憧れの曲だったのである。

　ショスタコヴイッチは 1948年に、その作風が形式主義的で反人民的に堕落し

ているとソ連共産党当局から厳しく決めつけられ、失脚の危機に直面したのだっ

た。「森の歌」はその翌年に発表され、社会主義レアリズムの作法にのっとり分

かり易くソ連の指導者を讃えたとしてスターリン賞を授けられ、窮地に陥ってい

た彼が名誉回復のお墨付きを獲得したいわく附きの曲なのである。

　駒場祭公演が決まり、練習が始まると、音感は一時的水ぶくれ現象を起こした。

この曲を歌いたい人が、誰でも歓迎の建て前を持つ音感にやってきたのだった。

　練習は、林光がオーケストラ代わりのピアノ伴奏を受け持つ豪華版で、指揮を

とる関忠亮は「正しき道を開き、われらを導きぬ、わが父よ」「偉大なる人、荒

野を指し示す」といった歌詞が出てくると「これはスターリンのことです」と説

明し、曲の思想性、政治性を表現させようと努めていた。共産主義を支持する者

にとって、スターリンは疑うことのない英雄であり、彼の著作も必読文献とされ

ていたのである。

　彼がソ連指導部から批判されるのは１年少々あと、彼が反対勢力粛清の大量虐

殺を行ないつつ君臨した恐怖政治が明るみに出て、彼を讃える「森の歌」がソ連

国内で演奏禁止になるのは、はるか先のことである。ちなみにショスタコヴィッ

チはスターリンの死の８年後、改めて彼とその恐怖政治を告発する合唱付の交響

曲を創り、ソ連政府官憲の妨害を受けながらも発表を強行し独裁権力に刃向う作

曲家の本心を明らかにしている。

　この秋にはもう一つ特別な出来事があった。音感指揮者であるとともに二期会

バリトン歌手の関忠亮がリサイタルを開き、そこに音感の男声合唱が出演をした

のである。

　会場は当時、音が良いと評判だった新装の銀座六丁目山葉ホール。リサイタル

は歌手にとって、その実力を世間に示す重要な機会だから、参加した音感の男性

18人の練習は 12回にわたり、関の指導も甘えを許さない厳しいものだった。

　暗譜はもちろんのこと、指示された曲想を一人一人が完全に把握し全体のバラ
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ンスをも考えて声を出しているか、みんなを前に一人で歌う音感式「つるし上げ」

を行なって指揮者なしでも声が揃うように鍛え上げる。

　当日の服装は、詰め襟の学生服、右衿に銀杏のバッジ、黒い靴、と揃え、舞台

ではピアノを囲んで半円形に並び、指揮者の居ない合唱の呼吸をお互いに合わせ

る。登場するときの視線は中空、関が歌っているときはその首筋、決して客席に

目を移さない、と決められた。関の独唱中に合唱団員が目を動かして聴衆の注意

を逸らさないようにする配慮だったが「いやに澄ましてやがる」と芳しからぬ印

象も与えたようだ。

　曲はすべてロシア・ソビエトの歌で 25曲。合唱団は最後の現代ソビエト歌曲

の部に登場して８曲を歌い、関は演奏会の最後を、 輝やく希望にたてるゆる

ぎなきわが祖国よ、とソビエト連邦を讃える「祖国の歌」で締めた。

　合唱団登場の第４部、最初の曲をユニゾンのテナーが

　 ポーリュシカ、ポーレ　　ポーリュシカ、涯しない

　と伸びやかに歌いだすことが出来た時、ステージの団員はみんな、合唱がうま

くゆくことを確信した。

「現代ものでは東大音感合唱団が参加して効果をあげていた。『ドニエプルの歌』

『道』ともに、独唱と合唱のまざった形の、良い歌である」

　当時の高名な評論家山根銀二が新聞に書いた短評である。

22　武装闘争と話し合い路線
　Ｃ合唱を行なう北寮前は、昼休みになると大学生協が出店を出し、多くの学

生がそこで昼飯を買った。売っているのは 10円の牛乳にコッペパン。コッペパ

ンは石油缶に入ったマーガリンとジャムの、どちらかをヘラで塗り付けたものが

12円。金のある時は２円足して両方付けてもらい、幸福感を味わうのだった。

　学生も、日本も、貧しくはあったが夢だけは沢山かかえており、その表情は明

るく、日本社会の未来を輝かせようとする意欲に溢れていた。若者は、胸を膨ら

ます夢があれば、腹の空虚さに耐えてゆくことが出来る。

　音感の部室では、社会や人生についての議論が盛んに行なわれ、多くの会員は、

音感の活動を通じ、歌を手掛かりとして、社会を変えるための運動に参加するべ
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く努めていた。その筋道の名前こそが「歌ごえ運動」だった。

　今の階級社会を改めるため、貧乏と差別の横行する資本主義体制を覆し、真の

平等と自由そして豊かさを実現しよう。このように説く共産主義革命の理想は、

若い心を魅了してやまず、多くの会員の正義感を掻き立て、あるべき社会のイメー

ジを定めた。その理論によれば、社会主義体制が資本主義にとって代るのは歴史

的必然だった。音感の活動は、その実現を目指して運動をしている日本共産党の

考えに添っていった。

　このことは、音感の中ではもはや議論するまでもない自明の事のようにされて

いたから、世界観の根本についての本質論はかえって希薄になり、当面の政治的

主張があたり前のように押しつけられることもあって「音感には暗黙の了解があ

る」という、特に外部会員からの批判がしばしば燻ぶった。

　世界の国々に社会主義革命を起こそうと呼び掛けるソ連の考え方に従い、日本

政府とアメリカに対する武装闘争を公言して警察や企業から警戒されている日本

共産党。ソ連＝ロシアの歌を好んで歌い、共産党の運動に同調するサークルと世

間的にも見られている東大音感。その音感に入ることは、親から危惧され、嘆か

れかねないことにもなっていった。

　そうはいっても、誠実な生き方を目指す若者は理想を追求しなくては生きて行

くことが出来ない。1954年秋から 55年春にかけて、駒場では多勢の音感会員が

次々と共産党に入党した。政治的な色合を持たない学生が、歌に惹かれて音感に

入り、やがて民青と呼ばれる民主青年団に入り、次いで共産党に入り党員となる。

このような流れが、双六の上がりででもあるかのように、軽薄な連中の話題にさ

れる事さえあるくらいだった。

　音感の会員にかぎらず、当時は多くの学生が、自分の生き方と共産党の在り方

を対置させ、両者の距離を測ることで、自分がどれだけ利己的な思惑を捨て社会

のため人々のために生きようとしているか、その度合いを検証しようとしていた。

そして、生きている証とは何か、より良く生きるとはどういうことか、とみずか

らに問い掛け、劣等感とヒロイズムの狭間で、個と全体の相克の中で、想い悩ん

でいたのだった。

　平等で自由な社会の実現を目指す若者は、そして進歩に組みしようと願う人間
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は、共産主義に身を寄せるほかは無い。となれば、共産主義を実現するために闘

うこの国唯一の組織であった共産党の党員になることは、正義感の証であり、義

務であって、ほかに前衛を志す途は無かった。

　しかし、いったん共産党を選び、そこに入党すれば、それ以降は自分の個人と

しての意志や考えを捨て、思想も行動も党に従うという重い義務を課せられるこ

ととなる。自由な意志で、いわば不自由を選ぶことになる党組織のモラルは解っ

ていた。党員になることは、政治的意見や活動だけでなく、自分の人間としての

すべてを共産党の運動に捧げることであり、自由な社会を実現するために、個人

の自由を、精神、肉体、頭脳、そして感情まで含めたすべてにおいて捧げる覚悟

が必要だった。

　革命のための組織であり、非合法の武装闘争にも関わる以上、上の命令には疑

うことなく服従しなくてはならないだろう。それは全存在についてであって、芸

術家や学者達が、その作品や理論について共産党の政治官僚から批判され糾弾さ

れ、失脚する人間も出たジダーノフ批判と呼ばれるソ連の出来事は知られている。

日本共産党にも、党員個々の生活や思想についての査問や総点検があって、厳し

い自己批判が課せられる決まりだ。

　そこを覚悟し、自分を捨てる生き方に踏み切れるかどうか、目を瞑って跳べる

かどうか、そこが入党するかどうかの別れ目だった。組織と個人。当時はしばし

ば論じられた命題で、入党することは、個人より組織を優先し、ひたすら信じる

美しさに没入することを意味する。

　好んで「OKD」と署名していた文科２類の女子学生は、私立のお嬢さん学校

を出た純真闊達な人で、音感でも自在に活動し、その容姿とあいまって周囲を魅

了していた。せめて彼女と机を並べたいと、履修する必修の第２外国語を変更し

た上、留年して首尾よく同級生になり遂せる美談を遺した会員さえ居たほどだ。

その OKDが、入党の決意を詩に書き「なかま」に載せている。

　赤い焔があがる、厳しい冬のある日。庭の片隅に、赤い焔があがる。

　　　　　　古い自分を総括し、古い原稿を燃やした。

　　　　　　　　　　過去のすべての残影を、焔よ、焼き尽くせ。

　　　焔よ、そして燃やせ、紅に高鳴る胸を。
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　　　　　　　　科学に基づく勇気と、将来への熱情で燃やせ。

　自分の過去を否定し尽くし、科学的必然である共産主義革命への熱情で生きる。

当時を真摯に生きていた学生にはすぐ、これが共産党への入党宣言であり、正義

に生きるため自分を捨てなければならない世界に跳び込んで行く、その悲愴な決

意表明であることが理解できた。

　入党すると、OKDがそうであったようにＹと呼ばれる軍事組織への所属を指

令される場合も多く、厳しい上意下達の中で活動に励む覚悟が必要であるし、党

の命令であれば、党員は警官と渡り合い、ひそかに他人を監視し、秘密の連絡や

アジトの設営に走り、武器の製造に携わり、要人警護の任に当たり、大衆組織の

役員や専従に立候補し、大学を離れて地方で活動し、ゲリラ戦や武装蜂起に備え

る山村工作隊隊員として地下に潜ることもしなければならない。

　当時の共産党中央を仕切る主流派では、革命の主体を労働者・農民と規定する

ことから、学生・知識人は所詮プチブルジョアであり、労働者・農民の補完物に

すぎないとして軽くみる傾向が強かった。革命運動における知識人や学生の固有

な役割をあまり評価せず、特に学生は、時間の自由に融通できる党員として便利

に使われることがあり、それが学生を、計画自体が杜撰で怪しい山村工作隊に徴

用することにもなっていた。このような事情に心をくばり、当時の駒場には「学

校から長期間離れる人は、あらかじめ私に言うように」と担任クラスの学生に話

す、学生思いの教師さえいたのである。

　駒場音感では、山村工作隊員になってゆく仲間を密かに励まし、革命に生きる

その犠牲的精神を讃える意味をこめた行進曲「前へ」が文科１類学生藤沢陽の作

詞作曲によって創られており、会員はその悲壮で力強いメロディをしばしば口ず

さんだ。

　　 美しき祖国に想いを寄せ、たくましき若者の心は燃ゆ

　　　　　　輝かしき光の、差す日まで

　　　　選ばれし若者、前へ（パルチザン）！　前へ（パルチザン）！

パルチザンとはフランス語でゲリラ戦を闘う遊撃隊のこと、最後は「前へ！」と

歌っても「パルチザン！」と歌ってもいいのである。

　それにしても OＫＤの入党宣言はナイーブで、恋愛宣言同様に意欲的だった。
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共産党員であることが知れれば、世間的に色眼鏡で見られる怖れがあるし、警察

に目を付けられ、就職にいたっては決定的に不利だから、当人にとって秘密であ

り、共産党内部では、登録でも文書でも本名を伏せ、ペンネームが使われていた。

　音感でも、誰が党員かは聞かないし詮索しないことが基本的なマナーとなっ

ていた。あからさまに共産党について話題にすること自体に遠慮があって、慎重

に避けられた。「暗黙の了解」である。ただ、党員であるかどうかは、個人の生

き方の本質が関わることだから、個人として深い人間的交流を求める場合には、

そこが秘密として覆い隠されていることでのわだかまりが生じるのは致し方が

ない。

　本郷でも駒場でも、音感会員の党員メンバーがあらかじめ党員だけのフラク

ション会議を開いて決めた話や人事を音感に持ち込む場合があるし、その共産党

について知らん振りの芝居さえするのだから、共産主義の理想を支持してはいて

も、非党員には「暗黙の了解」に関わるそれなりの違和感が生まれるのは当たり

前である。

　54年には共産党が、党内の分裂主義者やスパイを摘発し規律違反を査問する

として行なった厳しい「総点検運動」の余波でリンチ監禁事件が起こり、早朝の

駒場寮に三百人の武装警官隊が強制捜索に入って学生３人を連行して行く出来事

も起きていた。

　この日は音感の遠足が予定されており、党の指示で駒場に動員され参加が出来

なくなった会員のために、急遽遠足を中止して、駒場でお弁当を食べる会と趣向

を変えて楽しんだ。54年３月 14日、音感と共産党とが寄り添っていた時代の挿

話である。

　1955（昭和 30）年は、明るい兆しとともにあけた。

　１月１日付の共産党機関紙「アカハタ」が「すべての民主勢力との団結」と題

した論文を１面に載せて、これからは大衆運動を重視するよう党員に示唆し、非

党員との結びつきを深め、悩みを語り合いつつ生活上の細かい要求を汲み上げる

よう、訴えたのである。武装闘争路線修正の前触れであった。

　もともと米ソの戦争が不可避と考えていたスターリン麾下のソ連共産党が、日
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本共産党に武装闘争を強く促した狙いは、朝鮮戦線の米軍を、後方基地の日本か

らテロによって攪乱するところにあった。だから、スターリンの死を契機に朝鮮

における休戦協定が成立し、彼の後継者たちが「微笑外交」や「平和攻勢」の展

開を図って国際的な緊張緩和への胎動を始めると共に、日本で武装闘争を展開す

る動機が怪しくなっていたのである。

　それに付随して、共産党内部における主流派と国際派の分裂抗争を引き起こし

た議論、「日本人民の主要な敵はアメリカ帝国主義か、日本の独占資本か」の論

争も、もはや深刻さが薄れ「アメリカによる植民地支配から日本民族を解放し、

祖国の真の独立を目指す」スローガンも実感が乏しくなっていた。

　日本の経済も文化も自立した成長を始めており「もはや戦後ではない」と経済

白書が宣言し、それが流行語となるのは、翌年に迫っている。

　 民族の自由を守れ、けっきせよ祖国の労働者

　と励ます力強い旋律が好まれて集会や行進でよく歌われた「民族独立行動隊」

は、にわかに人の口から薄れ、

　 美しい祖国のために、鎖を断つは今

　と歌い上げる「美しき祖国のために」も、敬して遠ざけられることが多くなっ

てきた。　

　そして「アカハタ」１・１アピールに応え、音感で、キャンパスで、盛んに言

い交され、流行ったのが「話し合い」である。この「話し合い」はそれ自体が目

的だから、合唱練習の後で司会者の「これから話し合いをします。まず何を話し

合うか、話し合いましょう」という発言も珍妙とは受け取られなかったし、個人

的に関心のある女性に声をかけるにも「話し合いをしましょう」と言えば、進歩

的社会活動をしていることになって正当化されるのである。

　そういった時代の空気を受けて、駒場音感では「親と子の会」を開いた。日曜

の午後に、会員の親を部室に招いて話し合いをしようというのである。

　大衆でもある親に働きかけて、自分たちの活動や考え方について理解を得、賛

同してもらい、親の考え方を変えると共に「アカ」呼ばわりの心配などをはねの

ける。どういうセンスなのか、記録集を「お母様お父様と話した事」と名付けて

いるのがお坊っちやま風で首を傾げさせるが、知恵のある素敵な発想だった。
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　集まった親は 19人、周りに多勢の会員が気を揉みながら見つめる中で、彼ら

は「サークルと勉強の両立」「成長して行く子と親の関係」「思想的なことに口は

出しにくいが、警察に捕まるようなことは気をつけて欲しい」などなど、心配事

をまじえながら、こもごもに話した。子供である会員の暖かな心遣いの中で話し

合いは和やかに進み、終ったあとも多くの親が残って自然発生的な二次会になり

「また開いてほしい」と注文が出るほどだった。

　それにしても、父と母が揃って出席し「とても楽しそうにサークル活動をして

いるのは親として嬉しいのものの、音感の活動で帰りの遅くなることだけは心配

です」と言われて微笑んでいた理科２類の畑純子が、３年後に自ら命を絶ってし

まうなどと、誰が予想をしただろうか。

23　歌ごえ運動の大展開
　世界でも日本でも、雪解けの空気が少しづつ広がってゆく中で、また共産党が

大衆運動の展開を重視する中で、一緒に歌うことが平和の力になる、と呼び掛け

る「歌ごえ運動」は、政治的文化工作としても期待されながら日本中に勢いを広

げていた。

　「歌う会」が各地に続々と生まれており、今や、この運動に寄り添っている東

大音感も、精力的な歌唱指導活動とユニークな合唱団活動、それに訳詩や創作曲

によって、その名を高めていた。

　音楽センターが毎年続編を発行している定価 70円の文庫版ポケット歌集「青

年歌集」は、各編とも 20万部を超えて売れ続けるベストセラーとなって版を重ね、

今春に出た第４編には、音感創作曲の「いぬふぐり」「ぼくらの歌」も載せられ

ているのだったが、この歌集は今や、ポケットに入れていることで進歩的な考え

を持っている証しとなり、仲間であることの証明ともなっていた。

　このような状況の中で、昨秋の日本の歌ごえ祭典を機にして「学生のうたごえ

協議会」が作られると、その全国センターをトニカが引き受け、関東ブロックを

取りまとめる責任校に駒場音感があたることとなった。アーケード合唱、Ｃ合唱

をお手本とするところも多い各大学・高校「歌う会」の中心として、期待が掛け

られたのである。
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　当初、30の大学が集まって結成した学生の連絡組織は、そのことが伝わると

加盟を申し込む学校がまたたく間に広がり、55年春には 100校に、同じ年の秋

には 200校と倍増、生まれては消える高校の歌う会からの照会を含めれば 400近

くにもなっていった。

　高揚した気分を駆って、駒場のＣ合唱は老朽化した大楽譜掲示板、通称マンモ

スを新造した。大学学生委員会からの、美感を損ねるという勧告に従ったもので、

費用８千円のうち千円は委員会教授達からのカンパ、草創期から数えると３台目

である。

　これまでのより一回り大きく、ペンキ塗り屋根付きの豪華版で、完成した時に

は御輿よろしく、北寮前までアコ伴奏によるお練りがにぎにぎしく行なわれ、こ

れを機にＣ合唱は、土曜合唱、時にはマンモス合唱と呼ばれるようになった。

　「明るい歌声で生活を豊かに」と横断幕を張って新入生を迎えた４月の新学期

第 1回、恒例の「An die Freude」には７百人の学生が集まり、７月 14日のフラ

ンス革命記念日、これも恒例の「マルセィエーズ」には千人近い大合唱が、北寮

前の広場を埋め尽くした。

　また、４月末、メーデー実行委員会からのメーデー歌指導申し入れをうけては

「歌唱指導の下請け団体にならないか」「音感への思想的偏見を生むのではないか」

という新入会員からの危惧の声も抱えつつ、議論の末その申し入れを受けて、５

月１日に至る５日間の昼休みを連日、歌の指導に当てた。

　当時の代表的な週刊誌「サンデー毎日」は「しあわせを求めて」と題した新し

い若者文化探訪の記事で駒場の土曜合唱を取り上げ、「はかない幸福だ」と揶揄

的なコメントを加えながらも「沢山の仲間と歌って、明日への希望に確信を持っ

て別れるのです」という参加学生の談話を載せ、ひどく公式的な評価をしていた。

　アーケード合唱も、本郷キャンパス内で恒常的に公認されている唯一の屋外集

会として、また、矢内原総長も賞めている学生の活動として、常時 200～ 300人

の人が集い相変わらず盛んだったし、音感が企画した合唱の参加者・指導者を育

てる全 10回の初等講習会も、関忠亮を講師として百人近くの受講者を集め、順

調に進められていた。

　「歌ごえ運動」といえば民主と進歩の象徴、歌と踊りが広まることは平和の実
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現、といった評価が広くゆき渡ったからだろう、この頃、音感が主催する催しに

は、すべてにおいて人が集まった。

　駒場恒例、春の歌と踊りの会は、昨年の倍近い千二百人もの参加者が陸上競技

場に二重三重の輪を作り、多くは男同士もいとわずカップルを組んで平和を歌い

上げる、とりあえずの大成功だったし、クラスサークル合唱祭は出演団体が百近

くなって、いまや合唱をしないクラスは肩身が狭いくらいなもの。12時半に開

会して終ったのは６時過ぎになり、進行を受け持つ係は舞台への出退場整理だけ

で大汗を流した。

　そして会報「なかま」は、寄稿したい会員が多く毎週 16頁建て。物凄い発言量で、

駒場音感が信頼のうちに議論が交換できる人間の集まりとして素晴らしい成長を

遂げている様子がうかがえるが、200人を突破した混声Ｇ合唱は練習場の同窓会館

洋間が人でいっぱいになり、指揮者の見えない人が出る嬉しい悲鳴を上げていた。

　サークル活動としてはともかく、合唱団としては、人数が多くなればそれだけ

異なった条件が出てくる。五月祭プログラムの合唱団紹介に「音感は、豊かな生

活と平和を目指して、明るい歌、生活の歌、恋愛の歌をみんなで歌うと共に、さ

らに多くの人たちに広めようとしています」と書いたトニカ 55年五月祭の演奏

は、良くも悪くも大衆的、歌ごえ的だった。

　関が、合唱団員一人一人に出した事前の注文も、１、曲を確実に覚えること。２、

大きな声ではずかしがらずに歌えること。３、人数が多ければ多いほど、集団と

しての美しさを創り上げること。と、まことに初歩的な、歌う会並みのものでし

か無かった。

　トニカの会員数は名簿上 400人、練習に現われるのは 120人前後、音痴の新入

会員をいつでも歓迎するのが建て前だから、話題の歌ごえ運動を覗いてみようと

練習にやってくる女性こそ多いものの、その後は来なくなるイチゲンサンもいる。

退会届の手続きはないので名簿と現実は激しく乖離し、何よりも、メンバーがしっ

かり定まらないために練習での指示はその日限りとなり、経験が積み重ねられず、

合唱を音楽として完成させるのは困難だ。

　毎回、同じ注意を出さざるを得ないような条件では、これぐらいしか出来ない。

これが出来ればたいしたものだ。というのが指揮棒を振る関の気持ちだっただ
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ろう。

　だいたい、合唱祭が始まる前の時間帯には図書館前広場の「歌と踊りの会」が

あるから、演奏開始ぎりぎりに駆け付ける人が多いし、ましてや五月祭当日の雨

中で踊ったからズブ濡れ、しかも、安田講堂にきて初めて楽譜を見る人さえいる。

歌を広める活動と、講堂での演奏と、音感会員にとって大切さはどっちも同じな

のである。

　反省会では「あの位ならクラス合唱でも歌える」「でっち上げ的に、とにかく

歌おうという態度だった」「練習不足だから仕方がない」「仕方がないといって済

ますところに問題がある」「音感の人はいい加減な気持ちで歌っているように感

じた」「出入りの仕方の練習もしていないし、音感は聞く人に対しての礼儀を知

らないと言われた」と、批判が次々と出たが、前の会員で、作曲家としての活動

を始めている宗像和は「良いところも悪いところも、いよいよ中央合唱団に似て

きたのを感じて驚いた」と書いたあと、勇気づけられる評価をくれた。

　全体として「歌を主張しているの感があった」ことがその第一で、「それを意

識して行けるところまで行けば良い。壁にぶつかるまで行けば良い」と励まし「合

唱の言葉が明快だったことは、断然ひかって」おり「いぬふぐり」では「その歌

詞に感動して溜め息をついていた聴衆さえいた」と見聞を披露、総体に「この歌

は自分たちの歌だ、という自信が誇らかにうち出されていて良かった」と結んで

くれたのである。

　この年、共産党の 1・1アピールに始まる 1955年前半は、音感にとって、その

歴史のなかでも最も幸福な、悩みの少ない日々だっただろう。歌も踊りも悩みを

話し合うことも進歩的運動を主導する輝かしい権威＝共産党によって奨励されて

おり、「歌ごえ運動」の理念と一体化させた自分たちの活動が正義の王道を進ん

でいることに何の疑いもなかったし、その「歌ごえ運動」は日本中に力強く拡がっ

ており、その中心に立つサークル、東大音感は、裾野をひろげた歌ごえ運動に参

加する青年にとって雲の上の存在であるかのように、あこがれをもって見られる

ことさえあった。

　当時の音感の様子を、駒場高校３年生桐島洋子の文で紹介しておこう。彼女が
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訪れたのは、駒場キャンパス５号館の部室である。

『音感にはじめて足を踏み入れて、その汚さに驚いた。薄暗く細長い部屋、壁に

はビラやポスターや予定表が、ところ構わず乱暴に張り散らされ、床には紙屑が

山積し、机の上も床と変りなく、ともかくその有様のスサマジサには、さすがに

この散らかし名人の私も舌を巻いた。しかしその印象は決して不愉快なものでは

なく、紙屑に埋もれて私の椅子が待っているような親近感さえ覚えた。

　私達が入っていった時、十数人の東大生が、ガリ版だの、製本だの、糊つけだ

の、計算だの、それぞれ忙しそうに仕事と取り組んでいた。

　私達がキョトキョト室内を見回しているところへ一人が近づいて来て「原爆許

すまじ」と「しあわせの歌」を教えてくれた。そのお礼に私達は「もぐらもち」

という曲集の製作を手伝った。

　　（中略）

　私は、何でもいいからこういうところでバリバリ仕事がしたいと思った。一日

中机にかじりついているガリ勉君を尻目に、一文にもならない仕事に献身的に取

組んでみたかった。どっちを向いても打算ばかり、せめて私だけ思いっきりバカ

になろうと思って、なぜだかしらないけど急に涙があふれそうになった。

　皆が仕事をしている机に近寄ってゆき、私は思い切って申し出た。「なにかす

ることがあったら、やらせて頂きたいんですけど」

　　（中略）

　そこで、私はマンモスの製作を依頼された。マンモスというのは、歌唱指導用

の巨大な楽譜のことである。床いっぱいに広げてある三畳敷きほどの五線紙に、

楽譜を写していけばよいのだ。何時間か、かかってようよう仕上げた時には、両

手もエプロンも真っ黒け。拭くにもふけない汗で服がグショグショになっていた』

　駒場の週間時間割は、去年とほぼ同じでぎっしり詰っており、月曜は昼休みに、

土曜合唱の運営を中心とする学内総会、放課後に、音感全体の運営を考える委員

会。火曜と水曜にコールユーブンゲン。火曜は放課後に和声と作曲のゼミ、木曜

は男声合唱。金曜は全員で翌日の準備、そして土曜は昼の土曜合唱、午後の混声

合唱とフォークダンス、夕方からは、読書会、歌う会、踊る会、創る会、子供会、

人形劇と分かれてのグループ活動。
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　新規の歌う会指導者派遣の依頼は、手が廻り切らないほどで、当時も東京都交

通局労組新宿支部、虎ノ門婦人画報社、杉並母と子の会、大崎の立正大学などか

ら申し込まれており、そのほかにも随時仕事が入って、桐島が手伝った曲集「も

ぐらもち」の作業は、40円で売り、ワルシャワの友好祭に送る代表の渡航費に

充てるためだった。

　桐島はそのあと、頼まれたポスターを書いてそのセンスを皆に感心され、次の

週の歌と踊りの会では「炎天下を死に物狂いで踊りまわり」　「大声を張り上げて

歌い」、その次の週には合宿委員になるよう説き伏せられ、読書会グループの委

員にもなり、夏休みに入ると農村工作に参加し、「なかま」の編集責任を任され、

恋をし、生活も心も音感に没入してゆく。

　秋になり、就職のため出版社に宛てて出す身上調書に、彼女はこう書いた。

『趣味は、歌と、踊りと、話し合い（いわゆる歌ごえ運動）』

　そして「歌ごえ運動なんて書いたら、アカと見られて落とされるに決まってる

から、書き換えなさい」と諭されるが、わかってるけど、事実を書いてそれがい

けなきゃそれ迄の話、と思う。

　「歌ごえ運動」に対して、また音感に対して、暴力革命を標傍する共産党の運

動とみなす世間の目は、東大生にとってこそあまり問題にはならなかったが、親

と暮らしている女性会員にとっては厳しく、とくに合宿への参加は、男女関係に

対する当時のモラルもあって大事業だった。

　それでも駒場の夏合宿は、親を説得してやってきた桐島などを含め百人を越え

る大所帯。この年以降、駒場の混声合宿は、春夏２回が恒例となり、５泊６日の

長期となった。宿舎はお寺の本堂を借りての雑魚寝がほとんどで、食事は、順番

に炊事を担当する自炊のことも多い。

　外房、御宿の最明寺が 55年夏の宿舎、練習には近くの学校も借り、費用は交

通費を含めて一人 950円だった。先ずはグループに分けて雑務の当番を決め、合

唱練習をし、村の青年団と交流会をやり、海水浴を楽しみ、車座になって話し合

い、寝ころがって話し合い、深夜にわたり個人での話し合いに精を出す。なんと

いっても話し合いは、共産党も推奨する正義の行為となっている。話題は、歌の

こと、人生のこと、社会のこと、恋愛のこと。
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　例えば、命題１。「歌は政治的思想を表現しなくてはならないか」。回答、是「そ

の通りだが、歌と踊りだけでは革命は出来ない」。回答、非「歌は歌として良け

ればいいので、政治的な考えで判断評価をすべきではない」。

　例えば、命題２。「これまで付き合っていた人と別れて、より好ましい人と新

しく恋愛をしてもいいか」。模範解答「駄目。これまで付き合っていた人をより

よい方向に導き、人格を高めるように努め、一人の異性に没頭すべきである」

　ここでは、すべてにおいて禁欲的なモラルが評価されていたから、ひとつの蚊

帳に何人もの男女が詰め合って寝ていようと、事件などは起こるべくもなかった。

特に、性に関しては幼なかったと言えようか。石原慎太郎が「太陽の季節」で芥

川賞をとり、性的なモラルを含めた世の中の保守的常識に波紋を投じたのは、も

う数か月後のことである。

　この夏も、地方に行って演奏と話し合いを行なう文化工作運動は盛んだった。

駒場では、いつものように浅間山麓の三つ石や御代田で、農家に泊まり込んで活

動をしたし、トニカでも木曽の農村調査、そして、北海道釧路炭田の労働組合に

招かれての活動が行なわれた。

　抗夫長屋、いわゆる炭住に泊めてもらい、集会所で歌っては座談会をし、毎日

３回、朝７時、午後４時、夜 10時に炭鉱夫が繰り込む抗口で、トロッコを前に歌う。

当時は石炭が日本産業を担う主要なエネルギーだから、炭鉱は景気が良く、沢山

の人が働いていた。その労働者を組織する炭鉱労働組合の力は強かったし、

　 俺が掘らなきやホイ、炭コロ出るもんかホイ

　と歌う「俺は労働者だ」も、基幹産業で働く人たちの自信にあふれていた。釧

路地区炭労の文化部長は「君たちの明るさと確信を炭坑に置いていって貰いたい

と思い、招んだのだ」と話してくれたが、果して音感は明るさと確信を炭坑労働

者に示すことが出来たのだろうか。いや、音感の会員自身が真の明るさと確信を

持ち得ていたのだろうか。だいたい確信とは？

　信仰に関わって悩む人には、神の存在とその恩寵について「確信」を持つこと

が肝要だろう。しかし、共産主義革命についての「確信」は、信仰者のそれとは

違うはずだ。それにも拘わらず、革命運動の周辺で確信という言葉が好んで使わ

れていたのは、党や革命への帰依と、教団や神への帰依とが同じようなものと理
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解されていたからではなかったか。

24　ワルシャワへ行こう
　この夏、音感がおびただしいエネルギーを放出したのは、なんといっても、ワ

ルシャワの世界青年平和友好祭に代表を送る運動であった。具体的には、そのた

めの旅費を集めるカンパ活動である。

　 我ら青年、平和と幸求め。　誓いは固く、我ら戦いぬく。

　行進曲風に呼び掛ける「全民青の歌」で知られた、しかしその歌のほかには殆

ど知られていない全世界民主青年連盟。彼らが２年ごとに、東ヨーロッパ社会主

義各国首都の持ち回りで開いているという友好の祭典に、自分たちの組織から代

表を送ろうという話は、前年の暮れから口にする人が居た。それが、今年の夏近

くになってにわかに、日本の色々な青年学生組織の間で具体的に議論されるよう

になっていった。

　敗戦から 10年、１ドル 360円固定の超円安時代だから、金のかかる外国旅行

など夢のようなこと。しかも日本国は外貨が足りないので、たとえ日本円の大金

があっても、世界で通用する外貨に交換するには政府の許可が必要だし、旅券も

外貨の保証がなければ下りないから、外国の国際的行事に身近な人を送るこの話

は、狭い島国に否応なく閉じこめられている自分自身を世界に解き放つような気

持さえ感じさせる、素晴らしい計画だった。

　全民青の実態はともかく、世界の青年の代表が集まって親しく交流し団結を誓

えば戦争は必ず防ぐことが出来る、という趣旨もその通りで、誰もが頷ける好い

話だ。

　大衆運動を推進し、歌ごえ運動、母親大会運動、原水爆禁止運動と、幅広い展

開を成功させていた共産党では、それらに次ぐ「話し合い」アピールに相応しい

大衆運動としてこの代表派遣カンパニアに力をいれ、およそ党員フラクションの

ある組織には代表を選出させて、代表派遣の大衆運動を盛り上げるよう指示を出

していた。そのために早くから、民青連代表を招いたり、前回のブカレスト友好

祭記録映画を巡回上映したりして、準備に取り組んでいたのである。

「百ヵ国から集う百万の腕を組んで、心を一つにしよう」「歌だ、踊りだ、フェス
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ティバルだ」

　音感にとっても代表派遣に異議のあろう筈はない。トニカでは、一年ほど前か

ら中央合唱団に入り広島地方の歌ごえ運動を進めるオルグとなっていた岩泉まさ

はるを、駒場では投票で選んだ結果、文科二類の沢実を、それぞれ代表として送

ることとなった。

　外国へは誰もが行きたいのだから、代表の人選はむしろ簡単である。皆で喜び

あえばいいのだ。難物は、そのあとに付いてくる義務である。代表を決めた推薦

団体は、その旅費を負担しなければならない。

　費用は東京－ワルシャワ往復運賃の 46万円に、ワルシャワ滞在費、通訳など、

諸費用分担金を加えて１人 53万円が必要とされ、岩泉の場合は歌ごえ中央委員

でもあるので、音楽センターが 38万円を負担し、残りの 15万円がトニカの責任。

沢の場合は駒場音感で少なくとも 30万円を集めなければならない、と「なかま」

では告知されている。どうして 30万円なのかは説明がない。

　トニカのカンパ責任者は会報で「ぼくの生活費は月５千円だから、９年間生活

できる大金だが、みんなで頑張って集めよう」と檄をとばしている。前に書いた

ように大学卒初任給が１万円そこそこの時代であって、30万円がなかなかの金額

であることは間違いない。

　しかも、大きな金を集めるということは、現実社会の論理のなかで、その常識

やモラルと正面から渡り合わなくてはならないことである。抽象的な理想や観念

的理屈の世界に生きている音感の会員にとって、金集めの作業は難渋を極めた。

　トニカでは、友人知人から 10円、20円と細かくカンパをしてもらったり、他

の合唱団にお願いしたり、井上頼豊、小野光子等の演奏と記録映画の会を東大

構内で開いて、これは２万円を集めたり、お茶の水駅、両国駅の駅頭や旧国技館

前で道行く人にお願いする街頭募金に精を出したりし

て、岩泉が出発する７月末までに、それでも８万円を

集め、あと７万円にまで漕ぎつけた。

　駒場は、曲集「もぐらもち」の売上金６万、知人友

人のカンパ６万、歌と踊りの会の収益１万はメドが付

く、と捕らぬ狸の目算をはじき、残り 17万円のため、
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さらにさらに努力を重ねよう、と新たな計画を７月半ばに発表している。それは、

教師やクラスに頼む学内カンパ、渋谷駅頭の街頭カンパ、そして、音楽家、小説

家、評論家、映画人、学者など有名人の自宅を回る大口カンパである。

　なかでも名前が素敵で期待が持てそうな大口カンパ作戦は、会員総出で行なわ

れた。

　朝、部室に集まると男女１組の組合せを決め、あらかじめ作られた地域別の有

名人住所録を渡され、次々と出発して行く。東大音感と名乗るのだから、学外会

員も銀杏のバッジを付け、真夏の太陽の下、彼らの家を探し探しして尋ね当てる

と、見知らぬ先方の人に初対面の自己紹介をし、おもむろに平和友好祭の意義か

ら説き始め、お金を要請する。そこには、理想によって現実や常識を屈伏させる、

強い意志と弁舌が必要だった。

　不幸にして名簿にある有名人からのカンパがすべて失敗しても、手ぶらで帰る

わけには行かないから、今度は普通の家々を手当たり次第に訪ね「平和のため」

の寄付を乞う。足が棒になり、しゃべり疲れて口がカラカラになっても、集まる

金額は少なく、途中で食べたアイスクリーム代や電車賃と変わらないような場合

さえあったが、それでも平和友好祭について多くの人に伝えられたことには大き

な意味があったと自分を励ます。

　カンパが思い通りに行かない事から、会員の間には「良く考えもしないで思い

付きにとびついた結果だ」「仲間同士の結びつきが不足している」といった自己

批判や無力感が拡がっていったし「ワルシャワのことばかりに頭を突っ込んで、

本来の活動が疎んじられている」現実も指摘され始めた。

　結局のところ、カンパで集めた金額は目標に遠いものでしかなかった。しかし、

代表は二人ともに、出発することが出来た。多額な不足分はどうなったのだろう

か。一時は音感の借金という深刻な話があったがこれはいつの間にか消え、「歌

ごえのセンターで出したのだろう」「代表の実家で相当な負担をしたと聞いてい

る」という噂はあるが、どこの誰が助けてくれたのか、会計報告は発表されず事

実は知らない。

　７月 23日、予定日の朝になって急に出発が決まった時は、みんな喜びに沸き

立った。岩泉、沢ともに出発できる事となり、沢は東北の歌ごえ代表として選ば
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れた実兄も一緒である。費用などの問題こそ残ってはいるが、代表を送る目標は

達成するのだから、それを祝って多勢の会員が羽田空港まで送りに行った。代表

は全部で 51人いて、国際線ロビーではそれぞれの後援団体が自分たちの代表を

取り巻き、演説し、歌い、拍手し、歓声を上げ、掛け声をかけ、また歌う、とい

うより怒鳴る。興奮を煽ってこれまでの労苦を歓びに燃焼させるのである。

　代表が出発した後も、本郷、駒場ともに、暫らくのあいだ不足分のカンパ活動

は続けられたが、いつのまにか立ち消えになっていった。この運動では、代表を

華々しく選出したものの、お金が足りずに出発させることの出来なかった組織も

沢山あったのだから、二人共に送り出せた音感は幸運だったと言えよう。

　計画では、ワルシャワの友好祭に呼応して日本国内でも地方祭典と中央祭典を

行なうことになっていた。東京では、開会式を神宮競技場で盛大に祝ったあと、

都内数十の場所でスポーツ、音楽、演劇、映画、美術などの催しを開き、延べ

16万人の参加者を見込んだ大祭典にする大きな構想だったが、一部を除いては

実現しなかった。

　２年後、モスクワで開かれた次の平和友好祭では、代表を送るための大衆運動

も低調で、音感でも、参加を呼び掛ける声はまったく上がらなかった。この間に

起きたソ連軍のハンガリー侵攻によって、彼の国が平和と民主主義の担い手であ

るという認識に、疑惑が生じたからでもある。

25　ショウモウの秋
　この 55年８月、会報「トニカ」が 200号を迎え、記念誌が出された。

　音感草創の人石本ママをはじめ、先代指揮者の井上頼豊、大昔の会員などがお

祝いの言葉を寄せるなかで、現指揮者の関忠亮だけが「正直に言って、大部分の

人が頭を抱えているようです。トニカはこれでいいのだろうか」と彼らしく、社

交辞令を省いた辛口の注文を付けている。

　「古い人も新しい人も疲れ切っていて、コーラスのアンサンブルをしっかり作

ろうとする努力さえ怠っているのではないか。外で演奏をする時に、パートの人

数さえわからない状態では、指揮者として、声を重ねる効果を出すことは出来な

い」というのである。それは、歌ごえ運動が拡がって行くなかで表面化した、誰
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でもが参加できる音痴歓迎合唱団の建前と現実、量と質との矛盾であった。それ

に加えて、結局は「古い人」だけが走り回ったワルシャワ派遣運動による歪み、

目標の半分しか果せなかった募金活動からくる無力感。

　２学期に入った駒場音感も、今までの元気が嘘だったように、すっかり沈滞し

ていった。本来の明るさや楽しささえ失われはじめ「ショウモウ」という言葉が

口癖のように流行っていた。

　これまで活発に活動していた会員が、次々と部室に姿を現さなくなる。「なかま」

に問題を提起し、意見を展開する人が減って会報は薄くなる。その記事にも「近

頃の音感はウンシャンである」「音感に暖かさを」といった見出しが目立ち、10

月始めの記事「たまらなく嫌な事」と題した文章は「近頃の音感はまったく沈滞

してしまっている。だらしがないくらいに消耗している人が多い。消耗して音感

に来なくなってしまう人が実に多い」と書き出され、延々と現状を慨嘆したあと

「音感を辞めてゆく人たちよ、無責任な辞め方はしないでくれ」とすがるように

結ばれた。

　誰もが消極的になり、無力感に襲われる中では、自虐嗜好と嘆き節ばかりが氾

濫する。曰く「音感的思い付き」曰く「マンボ的音感」「歌を虐待」「ルーズ」「無

責任」「自己満足」「音感がこんなになるなんて……」。

　マンボとは、ペレス・プラドの演奏作曲活動をきっかけにこの年世界的に大流

行をしたキューバ生まれの音楽だった。呼び名のもつ鄙猥な語感や曲の中で発せ

られる野性的な掛け声などが知識層から眉をひそめられ、生まれがラテンアメリ

カであることでも、どのみちアメリカに変わりはないとする進歩派から忌避され、

堕落した音楽と決め付けられていたのである。この音楽がキューバの民族音楽ソ

ンの伝統を強く曳いている事実に注目する議論は生まれなかったし、キューバの

人々が抱いている、自分たちの民族文化を尊重する気風こそが、合衆国に対して

アイデンティティを保ち続け、４年後にカストロの社会主義政権を成立させる基

盤となったことを展望する人も、音感にはいなかった。

　何人もの会員が音感の活動に意欲を無くし、このサークルに魅力を失ない、部

室にくる人が少なくなった影響は、すぐに土曜合唱の不振となって現われた。

　取り上げる曲目は間に合せとなり、指揮者、伴奏者が当日まで決まらなかっ
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たりするので指揮台にあがる時間が遅れ、指導もやっつけになる。「歌を我らに」

の楽譜は読みづらく、記事も紙面を埋めるのが精一杯で、しかもしばしば印刷が

間に合わない。

　 迎春花は誰にやろ、平和を守るあの人に、アイ平和の花盛り

　と歌う「花あそび」を取り上げたときは「平和と言いさえすれば良いのか」と

誠に不評。

　そういった中で、マンモスの前で歌う人数も減って指揮者が自信を失い、元気

良く歌うだけでは飽き飽きすると、この仕事に興味をなくす者も出るし、こんな

にまでして毎週合唱指導をする意味があるのか、という疑問が湧き、やがて土曜

合唱廃止論も１年生の間に小声で囁かれ始める。

　11月になると、土曜合唱を続けるかどうか、その意義について話し合おう、

との提案が正式になされ、この仕事がどんなに誇らしいことか忘れてはいないか、

という問い掛けが続き、もうやりたくないという考えがあるなら臆することなく

みんなの前で表明すべきだ、との意見が追う。

　総会の結論は、今のやり方を続けることに無理が出ている現実を認識した上で、

仕事量を少なくするよう工夫し、みんなが力を合わせて、音感の原点とも言うべ

き土曜合唱を楽しく続けてゆこう、と決まった。議論ではっきりさせようと試み

る、このサークルの良さが表れたといえよう。

　この秋、会員たちが「消耗」し、活動も、音楽も、にわかに沈滞したのは、能

力を考えないで取り組んだワルシャワ派遣運動の後遺症だ、というのが、表向き

の共通した認識だった。中央合唱団と違うのに、カンパニア主義に走ってしまっ

た。慣れない募金活動一本になっているうちに、音感の活動が、会員個々の求め

るものと食い違ってしまった、と言うのである。

　「それじゃ、ワルシャワの二の舞だ」。そんな表現こそ生まれたが、個々の会員

の間では、ワルシャワについて触れるのは注意深く避けられた。総括も行なわれ

ず、会計報告もない。思い出したくなかったし、お互いを傷つけたくない気持ち

が働く。いちばん大切なところにわだかまりがあるから、会員同士が、もうひと

つ打ち解けない。みんなが力を尽くし、素晴らしいことに取り組んだ筈なのに、

どうしてこんな雰囲気になるのか、肝心のところをはっきりさせることが出来
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ない。

　その反動から、これからは音楽を大事にしよう、合唱の技術向上を図ろう、と

の声が高まり、これまでの農村工作に対しても「何の意味があったのか、われわ

れは普及活動の無料奉仕団体ではない」という激しい言葉さえ現われていた。

　９月末、ポーランドからソ連、中国を経て代表の沢が帰ってきたのは、このよ

うな状況の音感だった。

　すでに多勢の古い会員が姿を見せなくなり、さま変わりしている部室で沢は「異

郷に帰ったようだ」と嘆き「ぼくに平和友好祭のことを聞いてくる人が居ないの

は、遠慮なのだろうか」と訝しみ、「代表を送らないほうが良かった」という委

員会の結論は「ぼくにとって立つ瀬がなく」、その失敗の埋合わせのようにして

合唱技術向上の目標が語られていることに異議を唱えた。

　「ぼくの書くことにでも、行動の端々にでも、批判してくれ」「討論を巻きお

こしてくれ、ワルシャワに行った事実を音感に役立たせてくれ」、黙ってないで、

せめて「大金を使って何しに行きやがったんだ」と言ってくれ。

　沢は懸命に発言し、心くばりをしながら語りかけた。会員たちも、その個人と

しての心情こそ充分に理解したが、もうワルシャワの問題には終止符を打って忘

れたい、という思いは動かしがたく、駒場でも、本郷でも、結局のところ、カン

パをしてくれた人たちへの帰国報告会は行なわれなかった。

　トニカは、カンパ活動での苦労が少なかったからなのか、大人の対応なのか、

機関紙に「ポーランドの人たちは心から希望に燃えている」「想像をはるかに超

えて、白い仲間も、黒い仲間も、黄色い仲間も、友好で一つに溶け合った」「こ

の先は希望に満ちたソ同盟に入ります」という岩泉からの便りを数通載せただけ

で、この運動はもはや過ぎ去ったこととして処理されていた。

　頑張って送り出したのに、友好祭の成果についてきちんとした報告の集まりが

ないのはおかしいし、だから、あの苦労が何だったのか分からなくなり、消耗す

るのだ、というもっともな意見もあったが、その声は拡がらなかった。

　代表を送りだした他の学生青年組織では、報告会を開いているところもあった。

しかし、代表が、旅の楽しさと友好祭の盛大さを語れば語るほど、勝手に得意がっ

ているととられ、苦労して送り出した人たちとの間に感情的な溝が生まれた結果、
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代表が浮き上がって組織から離れてしまう無惨な例も、一つならずあった。

　オルガナイザーであった共産党の目的は、社会主義国に身近な人を代表として

送りだす大衆運動の展開そのものにあったから、帰国後についての方策は持ち合

わせていない。実は、それどころでは無かったのである。

26　歌と踊りの愚民政策
　友好祭が開かれていたこの夏、日本共産党は大きな転換を試み、共産党員、特

に学生党員は、激しい衝撃に見舞われていた。音感を襲った沈滞や消耗の真の原

因はこっちにあり、ワルシャワのカンパ疲れは、その振動を増幅し広げた表面的

な現象にしか過ぎなかったのである。

　左右両派に分裂していた社会党が統一を果し、一方では自由党と民主党が保守

合同を実現、その後長く 55年体勢といわれる保守革新の二大政党対立時代を作っ

たこの年の７月、共産党は六全協と呼ばれる全国協議会を開き、党の統一と団結

を決議していた。

　ソ・中両共産党の了承も得たその内容は、主流派と国際派の長い対立に終止

符を打つことであり、極左冒険主義と手を切って、これまでの武装闘争路線を

放棄することであり、「輝ける書記長」と呼ばれた最高指導者徳田球一が二年前

に死去していたことの発表と徳田を頂点に仰いで崇拝する個人家父長制の廃棄で

あり、そして、一人一人の学生党員にとって何よりも衝撃的だったのは、これま

で、誤りを犯さない無謬性を建前として下部党員に権威的に振舞ってきた党の中

央が、初めて自らの誤りを公然と認めたことであった。

　山村工作隊は解体され、軍事組織は消滅、地下に潜っていた学生は大学に戻る。

これまでの厳しい指令はなくなり、指示を下していた者も消え、裏の非合法組織

にいた学生党員の上には、にわかにぽっかりと空虚のような青空が開けた。

　それは、自分の全生活を捧げて、信じ従ってきたものの崩壊でもあった。自ら

の過去をプチブル的であったと否定し、自己批判をして党に入り、思想と行動を

党の指導に無理にも従わせてきた人たちにとって、この事態は、自分の生涯を賭

けた選択が誤りとされ、再び正当性を否定されかねない危機である。良き党員た

らんとして、自分の感性をも圧し殺してきた自分自身に対して怒り、幼なかった
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主体性の在り方を慚愧の想いで自問自答しつつ、彼らは自我の崩壊に直面する窮

地に立たされていた。踏まえている足許を突然堀り崩された東大生の党員には「俺

のやってきたことは間違っていたのか」と絶叫するもの、「党にだまされた」「こ

れから何を信じてゆけばいいのだ」と怒り、声を震わせるもの、「俺の青春を返せ」

と会議の席で涙を流すものさえいたのだった。

　そして、彼らの動揺はそのまま多勢の党員が居る音感に反映して「消耗」とな

り、六全協の夏の終わりから秋にかけて次々と共産党を離れてゆく人たちの中に

は、音感からも、消えて行くように離れる人が多かった。彼らの何人かの動向に

ついて記さなくては、時代に翻弄されつつ誠実に生きようとしてきた音感の歴史

を、充全に理解することは出来ないだろう。

　音感の委員長を務め、信頼の厚かった理科二類の知性派は「歌に魅力を失った

ので、音感を離れたく思います。長い間の友情を深く感謝します」との非常に短

い「届け」を出しただけで音感を去り、事情を知らない人たちを驚かせた。それ

以降の半世紀、彼は政治的社会的行動を一切断ってアカデミズムに閉じ籠もり「音

感に関わる通信は、一切無用にして欲しい」との態度をとり続けている。

　みんなの先頭に立って楽しそうに発言し、自治会の常任委員としても活発に活

動していた OKDは、音感への出入りだけでなく、すべての政治的発言や行動を

控え、自分の明るい性格をも捨てた。この夏以降、人生を諦めた世捨て人のよう

に振る舞う彼女は、多くの人が訝しむ中で、学問の世界に逃避隠遁しただけでな

く、やがて政治や社会からもっとも遠い囲碁の世界に没入し、女流アマチュア棋

士の強豪として名前が出てくるとそこからも身を引き、音感同窓会の照会にも応

えることなく、50才そこそこで寿命が尽きたように短い一生を了えた。

　あれほど楽しそうに音感の仕事に取り組んでいた畑純子も、姿を現さなくなり、

農学部に進んだあと、卒業後は農協出版部で働くことが決まっていた４年生の春

の日、異性関係の悩みをきっかけにして青酸カリを呑み、命を絶った。あの夏以

来の、政治的立場さえ明確に構築できない苦悩を放っておいたまま、世間にまぎ

れこんでゆく自分が許せなくなったのだろう。畑も、OKDも、裏の軍事組織に

関わっていたのである。

　生真面目な性格と絶やさない微笑で慕われていた理科一類の勉強家は、多勢の
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会員が黙って退会して行くことを非難する「なかま」の記事を読み、「無責任な

やめ方をした一人として」弁明をかねた原稿「何かのお役に立てば」を寄せたあ

と、歌からも政治からも身を引き、卒業すると郷里の高校教師になってひっそり

と暮らした。

　40数年後、友情復活を申し出た駒場時代の友人に彼はこう答える。「音感の名

簿から私の名前を消して欲しい。昔の名簿にあるのは、同名ではあるが別人と思っ

て下さい。私のことは忘れて下さい」「……私は時々、畑純子氏に見習えという

強迫観念に襲われもしました。私が彼女と同じ結果に至らなかったのは、それだ

けの勇気もなく、自分自身に対する誠実さが無かったからに過ぎません」

　トニカでも、殆ど名簿だけの会員ではあったが党員のお茶の水女子大生が遺書

も残さず鉄道自殺を遂げたし、会報に「赤旗」論説のような「模範的」文章を書

いていた真面目一筋の経済学部生は、このあと俄かに私生活を荒らして金銭や異

性関係が放埒になり、卒業後も就職をしないまま酒場でアコーディオンを弾くア

ルバイトを続けていたが、彼も自ら生命を絶った。同じ酒場で働くバツ１の年上

ピアニストに想いをよせての失恋自殺だと、まことしやかに語られているが、彼

も 55年夏の痛手から立直れなかったのに違いない。

　　日本共産党よ、死者の数を調査せよ

　　　　　　そして、共同墓地に手厚く葬れ

　　中央委員よ、地区委員よ、自らクワを持って、

　　　　　　土を起こせ、穴を掘れ、墓標を立てよ　………

　東京大学新聞に無名氏が寄せた鎮魂歌である。六全協の波濤に翻弄された者の

偽らざる感慨なのだろう。かえりみて「彼らは逃げたのだ」と批判する人もいれ

ば「逃げることで帳尻を会わせざるを得なかった」と共感する人も、「もっとも

誠実な人が、いちばん被害を受けた」と同情する人もいる。

　六全協が、共産党と関係の深かった学生たちに与えた衝撃は「六全協ショック」

「六全協ボケ」と呼ばれる虚脱状態を起こし、それが一段落すると、末端の細胞

から上部の組織に至るまで、これまでの指導部を攻撃してその責任を追及する下

剋上の風潮が盛んになった。これまでの共産党組織が権威的な上意下達で、上の
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批判は難しかった反動である。

　党組織の動揺にともなって学生運動も混乱、東京の学生自治会連合組織である

都学連はこれまでの執行部が下部からの激しい攻撃にさらされて解散を余儀なく

された。党員による音感のフラクション会議も、これを限りに行なわれなくなった。

　共産党東大教養学部細胞の報告は、六全協後初めての細胞総会について、次の

ように記している。

「これまでは、みんな指導者の気に入りそうなことだけを喋り、一寸でもその雰

囲気を壊すような発言があると『問題だ』とその発言者に打撃が集中されるとい

う状態で、真に民主的な討議など思いも及ばなかった。それにひき替え、この９

月４日の総会は、今までにみられない民主的な空気に満ちており、細胞史上初め

て『何でも言える』会議だったと言える」

　その混乱と自信喪失に危機意識を抱いた人々からは「主体性論」と呼ばれる議

論が、学生個人個人の自立を回復するための反省をこめつつ、全学を巻き込んだ

形で起り、東京大学新聞は再三にわたって特集を組んだ。

　マルクス主義にもとずく歴史の必然的法則を重視するあまり、個の自立性や独

立性を捨てて共産党の方針に盲従し、その組織に献身したことを咎め、社会改革

の政治運動に参加する場合も、ヒューマンな近代的自我を堅持しつつ運動に望む

べきだ、という結論に向かう、いわば当たり前に思える主張だが、ことは言う程

簡単ではない。

　組織と個人の問題は近代日本の伝統的課題でもあるし、およそ共産党では、自

分の考えが共産党の主張と違った場合、それは自分にプチブル根性が潜んでいる

からだ、として反省し、自分の意見を改めるのが正しいモラルだったからだ。い

わば精神的「滅私奉公」の精神、より良い社会を築くためには個人の心も肉体も

全体に殉じさせるべきだ、とする身の処し方である。

　音感でも「日本の歌ごえに行ったのに、その祭典がそらぞらしい空騒ぎのよう

に思えてならず、皆の感激についていけない」ような時、それは「自分がこの祭

典の意義を理解出来ていないから」だと自己批判をするのが、本来の在り方だと

主張されていた。

　いまや、モラルは大きく変わりつつあった。共産党に関わることであろうと、
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批判についてのタブーは無くなりつつあった。そして、これまでの指導部を批判

し、これまで正しいとされてきた議論を再検討しようとする風潮は、当然のこと

ながら「歌ごえ運動」にも及んできた。

　音感に押し寄せた最初のうねりは、駒場の東大教養学部新聞に載った長文の投

稿『歌と踊りの愚民政策』である。民主的な歌と踊りを広めることがイコール正

義であり平和を守る、とするこれまでの音感のもっとも基本的な公理に正面から

挑みかかり「NO！」を突きつけるような見出しだった。

　筆者は共産党に古くからの党歴をもち、国際派として党では異端視されながら

学生運動でも活躍していた文科二類の駒場四年生である。

　「明るく楽しい学園をつくる」ためと称して「歌と踊りの会」「合唱祭」「ワルシャ

ワへ」などの運動が繰り広げられたが、大学に学ぶ者がこういう熱に浮かされて

いたのでは、アメリカが狙っている日本人を従順で愚かな国民に仕立てようとす

る政策に対抗できない、というのがその議論の問題提起である。

　記事の結論は、レディメードの論説から自分に合うものを選んで身に装うよう

な学び方ではなく、主体的に思考し行動する創造能力を身につけるため、古典に

戻って勉強をしようではないか学生運動家諸君、と呼び掛けるもので、歌と踊り

批判は、主体性論のついでに一太刀斬り込んだようなものではあった。

　これに対し、やはり党員だった音感委員長は、歌ごえ運動が日本を毒している

反動的植民地文化と鋭く対決していることを説いた上で「自分の魂を解放し自由

にする」のが歌ごえ運動の目的なのだから、政治運動と同一視するな、と次号で

反論した。

　さきの記事の真意が、六全協以降自信を無くしている学生運動の活動家を励ま

すところにあるのは明らかだった。しかし、このドギツイ見出しは、盛んな勢い

で拡がっている歌ごえ運動に対する、革新派の側から提起された始めての、しか

も大胆な批判として人々の注目を惹き付け、独り歩きを始めた。この言葉が、多

くの人の薄々と疑問に思っていたこと、思っていながら口には出せなかったあた

りを鋭く突いていたのである。駒場音感で、遠慮がちに囁かれた土曜合唱廃止論

も、この記事の影響を受けていた。

　「歌と踊り」の揶揄は、このあとの時代に向って長く尾を引き、５年後の安保
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闘争の頃には、過激な行動に反対する共産党本部指導の代々木系学生運動に対し

て「歌と踊りの民青」と言う、軽蔑をあらわにしたレッテルが貼られたのだった

し、同じ頃、大島渚と石堂淑郎の脚本で作られた学生運動家を描く映画「日本の

夜と霧」では、登場人物に「歌と踊りが、革命とどういう関係にあるんだ。ロシ

アの歌を女の子と歌うことが、革命と何の関わりがあるか」と言わせている。

　そして六〇年代の終わり、共産党と全共闘が激しく対立する時代になると、共

産党系の集会には「歌と踊りのお勉強会」という蔑んだ野次も飛ばされるように

なった。「歌と踊り」の言葉は、時代によって異なる様々なニュアンスがこめられ、

党派性をもたされていったのである。

　55年秋の状況に戻ろう。「歌ごえ」と音感をめぐる公開論争は、舞台をより広

い東京大学新聞の場に移しつつ、騒然とした主体性論議の渦の中で続けられ、さ

まざまな意見が寄せられていった。

　批判は「学生の自主的な意向より共産党の方針を基礎としていた音感」という

もの、逆に「人間は増えたが思想的内容をなくした音感」との苦言、更には「自

己の内側から主体的に形成されてゆく音感でなく、はじめから存在している音感

として参加しているので権威に従う仲良し合唱団になっている」などと右からも

左からも放たれて厳しく、歌ごえ運動に同情的な意見も「歌と踊りの運動にはプ

リミティブな力があるが、学生の参加する場合には独自の方向があるだろう」「音

感はプチブル・インテリ性に徹することで人間開放の一翼を担えるのだ」と現状

からの脱皮を勧告するものが多く、六全協後の苛立ちと反省を、いちばん身近で

腰の低い音感にぶつけている様子さえ感じられた。

　音感を代表して東京大学新聞に発表された意見はこうだ。

　現在、歌ごえ運動に賛同する合唱は、全国の大学高校に大きな勢いで広がって

おり、学生たちは、集まって楽しく歌うことで人間としての結びつきを強め、未

来への勇気を得ている。しかし、学生であり知識層であるからには、歌を伝えて

ゆく活動だけでは悲惨なのであって、歌ごえ運動の理論を築き、私たちの生活や

夢を作曲し、正しい訳詩を試み、素晴らしい合唱を創り上げる、こういった活動

を通じて「歌ごえ運動」をもっと豊かにしてゆくことを目指したい。

　きれい事の言葉であり、優等生のような答弁で目新しいものも無いが、だから
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といって、これ以上、何が言えようか。

　それにしても、一つのサークルに学生運動全体が歪んでいた責任を追及する

ような議論が向けられるのは、音感がそれだけ注目されているサークルであるこ

と、歌ごえ運動がそれだけ社会的な広がりをもち、認知されていることを示して

いよう。

　11月になると東京大学新聞は『脱皮するか駒場の音感－もう背伸びはやめた

い－』とわけ知り顔の見出しを付け、合宿の集合写真まで添えた長文の記事を「音

感」論議の締め括りのようにして載せている。

　記事は、時代を象徴する風潮のようになった「歌ごえ運動」の中で、学生から

も労働者からもその一つの中心とみなされてきた教養学部音感が、合宿参加者が

倍近くに増え、混声合唱には毎週百数十人が集まるという膨張現象の中で、これ

まで保ってきたサークルの姿勢や活動に関わる統一した意志を怪しくし「音感に

は左翼的傾向どころか、何にも無くなった」とさえ言われるようになっている、

と現状を紹介。人間的つながりさえままならぬ大サークル特有の悩みを抱えつつ、

これまでのような政治的活動でヒロイックな気持ちになることを是とする無理な

背伸びはやめ、社会運動的な方向を志すだけでなく、芸術的な高さをも求めるべ

く舵を修正することで、徐々に脱皮をはかっている、と結ぶ。

　歌ごえ運動の盛り上がりと、そこからきた会員数増加に混迷の主な原因を探る、

多分に皮相な記事ではあるが、音感が大きく変りつつあることは誰の目にも明ら

かになっていた。

　この時期の不振、あるいは変質について、トニカ、駒場両音感合唱団の指揮者

であり、歌ごえ運動を推進する音楽センターの幹部でもある関忠亮が、どのよう

に解釈していたかも記しておこう。書かれたのは二年後、57年夏の時点である。

「55年前半期の活動がたいへん活発であったのに引き換え、後半期はガラリと変

わった。それは、学生運動の指導的役割をはたしてきた全学連が、活動理念、方

針の大転換を行なわざるをえない状態となり、自治会と音感の両面で活動を続け

てきた指導的会員が、しだいに確信を失っていったからである」

　奥歯にものの挟まった言い方で、これでは何だか分からないし正しくもない。

共産党の無謬性を守るため、関は六全協や平和友好祭にまつわるカンパニア主義
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の影響を指摘せずに済ましているが、人間も、組織も、間違いがあるのは当たり

前の話、それに気付いたら、修正すれば良いのである。

27　歌のお店屋さん
　第３回となる1955年の日本の歌ごえ祭典は11月末、当時のもっとも大きなホー

ルである旧国技館～国際スタジアムに４万人の人を集め、大変な盛り上がりを見

せて成功裏に行なわれた。年初以来の国際的な雪解けと日本共産党の話し合い路

線を反映して、テーマは「しあわせの歌を、ふるさとの歌を」、学生の歌ごえの

曲目もそれに沿った「平和の歌」と「歌もたのし」、指揮はワルシャワ帰りの沢

実が担当した。

　 みんなと歌おう、しあわせの歌を、ひびくこだまを追って行こう

　と明るく歌いあげる創作曲「しあわせの歌」が祭典の開幕を飾り、これはこれ

で「戦争中の隣組の歌のようだ」　「歌ごえ運動はマンボ熱と似ている」といった

揶揄的な批判もあったが、次々と家庭生活を便利にする電気製品が開発され、神

武景気と呼ばれる経済成長の時代を迎えた日本人の心情にそぐうものであった。

　この時期には、歌ごえ運動にこの国の音楽状況を変えてゆく可能性を見出して、

参加し協力をするクラシック音楽の専門家も多くなっていた。なかでも、作家龍

之介を父に持ち俳優比呂志を兄とする若手の作曲家芥川也寸志は積極的で、運動

のために「祖国の山河に」「祖国」などの歌を作曲提供しており、この祭典では、

芥川の曲を中心に歌う中央合唱団、芥川の交響組曲「青年の歌」を演奏する東京

交響楽団、そして全員合唱にいたる３ステージの指揮を受け持って大きな活躍を

していた。

　実はこの頃、政治の社会では、大衆的な支持を拡げている歌ごえ運動の争奪戦

が始まっていた。一つは歌ごえ運動による革命思想の浸透に危機感を抱いた政府

と大企業が仕掛けているもので、共産主義の思想的背景や政治的色彩のない別な

「歌ごえ運動」を作って、歌う人々を自分たちの側に取り戻そうとする試みである。

　文部省は、合唱教育の方向を生徒に魅力があるものに変えるよう検討をすすめ、

翌 56年３月には手引書「青少年の合唱」を全国の青年学級に配布している。県

や市の社会教育課は新たな合唱組織づくりを試み、青年歌集に対抗する合唱曲集
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を自前で編集出版するところも多かった。企業では、会社公認の合唱サークルを

労務課肝煎りで作ったり、もともとあった古典的合唱団に、歌う会風の路線変更

を促すことも行なわれていた。音感では「官製歌ごえ運動」と名付け、揶揄し、

敵視していた動きである。

　もう一つは共産党と社会党に関わる勢力争いで、音楽センターが取り仕切って

いる「歌ごえ運動」の主導権を総評文化部が握り、勤労者の音楽運動なのだから

労音（全国勤労者音楽協議会）に仕切らせようという動きである。コンサートの

企画制作で会員数を伸ばしていた労音は「歌ごえ」に参入する手始めに、この秋「働

く者の合唱による森の歌全曲演奏会」を企画し、その指揮者にこちらも芥川を充

てていた。名門の出で才能のある彼の人気に期待したのである。「1000人の大合

唱」とスローガンを掲げたこの試みは成功し、一般からの合唱参加者を集めて５

回の公演を無事にこなしたのだったが、音感が協力をしたことについては、あと

に問題を残した。

　日本の隅々にまで拡がり、沢山の人たちの社会革命への思いをもこめた参加に

よって社会現象のようになった歌ごえ運動は、ジャーナリズムでも正面から取り

上げられることが多くなっていた。当時のマスコミは、新聞、雑誌、そしてラジ

オが主な媒体である。

　音楽センターと労音、両派から秋波を送られつつ、専門家として歌ごえ運動に

コミットしていた芥川也寸志が、歌ごえ祭典と森の歌公演のあと、読売新聞に寄

稿した論考「“歌ごえ”に望む」を見てみよう。

　彼はそこで、日本の音楽状況を刷新する「歌ごえ運動」への大きな期待を語り

つつ、厳しい注文を出している。それは「理論の欠如」「なんでもすぐ政治闘争

に結びつける」「やたらに誰にでも歌わせようとする傾向」「音楽的な高さを追求

する精神が乏しい」「広く音楽専門家の協力を要請し得る態勢づくりを」の５点

であって、「まだまだユルスマジやツキススメなどが多すぎる」と言うのであった。

　翌 1956年の正月、NHKが日曜夜の人気番組「放送討論会」で行なった「うた

ごえはいかにあるべきか」は、なかでも大きな反響を呼んだ。

　出席者は、「歌ごえ運動」組織者としての功績で、社会主義圏最高の栄誉であ
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る国際スターリン平和賞の受賞が決まり、音楽家ではポール・ロブソンに次ぐ名

誉として報じられていた関鑑子。日本経営者連盟の理事として、資本家側を代表

する反共産主義のスポークスマンであった馬淵威雄、それに音楽評論家の諸井三

郎と社会心理学者の南博である。

　議論は馬淵と関に集中し、馬淵が「歌ごえ運動は共産党の文化工作だ。歌が国

民のものになるのは大いに結構だが、知らずに歌っている人のために、あれはア

カい運動にほかならないと忠告します」と言うのに対し、関は政治色を否定、「私

は苦しい生活をしている青年に音楽の贈り物をしているのであって、私は歌のお

店屋さんです。それを買った人がどう使うかは買った人の自由です」と応戦した。

　関の発言は、音感ではたいへん評判が悪く「我々は断じて歌のお店屋さんでは

ない」と息巻く者もいた。彼女の言葉は、歌そのものの持つ思想性をないがしろ

にし「歌ごえ運動」の社会的使命を否定しているからであり、実は彼女が、その

発言によって共産党と関わる真実のところを隠し、誤魔化そうとしていることも、

見え透いていたからである。

　歌ごえの広がりにつれて、共産党の文化攻勢として危険視する側の声も高まっ

ており、また、レコード会社がロシア民謡をはじめとする歌ごえの愛唱歌を発売

したり、学校や会社の合唱団が、歌ごえの精神や目標を排除しつつそれらの曲を

歌い始めている。

　音感はそれが、歌ごえ運動を骨抜きにしようとする動きであり、それらの歌を

流行歌と同じく、コマーシャリズムにのった低俗なものに貶しめる策略だと断じ

ていた。関鑑子の言葉は、歌の社会的文脈を無視しているから官製歌ごえ運動を

容認することになってしまうし、馬淵への答えとしても逃げているだけで、彼の

議論に対抗できていない。音感の会員には、番組を聞いていた親から「ほら、矢っ

張り歌ごえは共産党だろう。もう音感はやめときなさい」と言われた人さえいた

のである。

28　森へ行きましょう
　55年も冬が近づくと、駒場はようやく元気を取り戻していった。

　11月末には、月曜から金曜まで一週間ぶっ続けという駒場らしい学内総会を
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開き、廃止論とも正面から向き合った議論を交して新たに取り組んだ土曜合唱に

は、再び人が集まりはじめ、勢いを駆って 12月の不戦週間には、火・金・土と

週 3日の北寮前歌唱指導を反戦歌特集として実現し、多い日には六百人の学生を

集めることが出来た。

　混声合唱も演奏技術の向上に意志の統一が出来、駒場祭ではワルシャワ土産を

披露する意味をこめた「世界民謡めぐり」を舞台にのせて混声 12曲、男声、女

声各２曲の計 16曲を歌い上げ、歌と踊りの集まりも２日にわたって３回、「歌ご

え運動の現状と今後の方向」を探る展示も加えて精力的に活動した。

　15の大学、職場、地域の合唱団が出演した目黒合唱祭の舞台では、他団体挙っ

ての要望をうけ最後を締める出演、トリを勤める名誉も果した。音感への期待は、

不振と模索の時代にも保たれていたのである。

　さらに彼らの意気を高めたのはワルシャワ代表団が採譜してきたポーランド民

謡シュワジェヴェチカ。この曲を気にいった駒場の会員が、新たに

　 森へ行きましょう、娘さん。鳥が啼く、あの森へ

　と日本語の歌詞を付け、音楽センターの了承を得た上、駒場祭で発表したとこ

ろ、多くの人の共感を呼んだことである。歌ごえ運動の曲には数少ない３拍子で、

ポーランド民謡特有の、踊りと結びついた明るく弾むようなリズム、そして歌い

やすいリフレインが、戦後からの脱皮を着実に進める時代の気分にも即していた。

本郷では岩泉が同じ曲に、

　 娘は出かけた、深い森、

と元の歌に忠実な訳詞を試みたのだったが、曲の持つ軽やかなリズムにうまくの

せた駒場版が、音感訳として定着したのである。いずれにせよ、取りあえず苦労

したワルシャワ代表派遣の成果を一つ、具体的に実らせたのだから喜びは大きい。

　この歌は青年歌集に取り上げられ、日本の歌ごえ祭典ではしばしば歌われるよ

うになり、1961年には NHKのテレビ番組「みんなの歌」で「おお牧場は緑」に

次ぐ第２回に採り上げられ、毎朝放映されたし、ポーランド出身の法王ヨハネパ

ウロⅡ世が来日した時には、パパも合唱に加わった。民謡にはよくあることで、

原詞は森での逢引きを歌い、性的に際どい部分もあるようだが、法王は困惑しな

かったのだろうか。
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　機関誌に恋愛論が盛んに寄せられるのは、サークルが人の集まりとして、うま

く機能している証拠といっていい。「ショウモウ」の半年こそ、さすがに途絶え

ていたこの主題が、駒場ではすぐに復活し、それに吊られて本郷でも会報に恋の

論議が展開されていた。

　恋愛関係をサークルで公表し、祝福を受けるとともに二人の関係を仲間の間で

育む、新しい人間関係樹立の儀礼を通過させた第２号は、恋愛論のパイオニアで

ある湯浅欽史と衛生看護学科の岡部玖子である。彼らは、恋人二人がそれぞれに

宣言の文章を発表し、自分の気持ちを語った。

　「二人の恋愛が、どのように音感の中で育って行かなければならないか」難し

い問題だとは思う（岡部）が「二人の問題は個人的なことではなく、音感と強く

結びつき、音感の中で素晴らしくなることが、二人の結合を発展させる」のだか

ら、皆に援助をしてほしい（湯浅）。

　合宿の車座になって交わされる恋愛論の中心にいて、恋愛するカップルをグ

ループに組み込み、グループをも活性化させる主張とその体験を語った二人は、

卒業の一年後その主張を全うして結婚し、子供を設けたが、やがて二人の関係が

マンネリになったとして同居を続けたまま離婚をした。ブレヒト張りの異化効果

を狙い、自分たちの関係を再生しようとしたのだろうか。

　その後、二人は再婚を果すが、数年後には再び馴れ合いを打開するための同居

離婚。こういった繰り返しによって、結婚を個人的なものにせず社会関係の中で

営なもうと志す初心の実験を、たゆまずに続けているのかも知れない。

　恋愛宣言の３組目、そしてトニカで通過儀礼を試みた第１号は、教育学を専攻

する大学院生山住正巳と東京女子医大生上林美津子である。

　彼ら二人は連名の文章という形式で、忙しい二人が交換日記をしている現在の

状況を語り、トニカにはまだ、ここで生まれた恋愛を真っすぐに受け取ってくれ

るような人間関係が出来ていないので、発表に踏み切るには躊躇があったこと。

しかし、トニカを良くしたいと考えているのであれば、二人の恋愛を隠している

のは間違いだと考えて、公表の決心をしたことを説明。これから協力して新しい

社会を作るために頑張るつもりだが、それには二人が、いつまでも仲良く暮らし

て行くことを基礎にしなければならない、と考えている今の心境を披露した。
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　キャンパスのみならず、職場や地域を母体にし、人々の連帯と人間的覚醒を探

求する啓蒙的なサークル運動の隆盛は、五十年代を特徴づける現象であった。歌

ごえのほかに、国民的歴史学運動、サークル村運動、鉛筆を握る主婦の運動など、

様々なものがあって、山住の宣言は教育学徒としての、あるべきサークルへの実

践と展望を踏まえていたのである。

　トニカは　駒場に比べて六全協による直接の衝撃や、ワルシャワ派遣の後遺症

こそ少なかったが、政治との関わりについて、ひいては音楽への向き合い方につ

いて、確信を失い、混迷を深めていたことに変りは無かった。それなりに人は集

まり、これまで通り機関紙「トニカ」を出し、これまで通り合唱をし、適当に仲

良くやっている。しかし、それだけだ。トニカとは何なのか。どういうサークル

であるべきなのか。

　メンバー定着のためにも人間関係を親密にしようと、自宅の地域別、電車別の

グループを作って全員を強制加入とし、帰り道を利用して話し合おうとスローガ

ンを掲げた。職場や生活の問題を話し合うグループも作った。コールユーブンゲ

ン勉強会もある、オカリナ合奏グループもある、レコードコンサートの集まりも

ある、芸術論と創作活動のグループもある、会員の交流を図るコンパもある。だ

からどうだと言うのだ。何のためにトニカに集まるのか。駒場と違って本郷の東

大生は専門の勉強をかかえており、学外会員は仕事をもっている人が多いから、

活動に参加するはっきりした動機づけが必要だった。

　もはやこれまでのように「歌ごえ運動」に寄り掛かり、同一化する事ではやっ

てゆけない周囲の状況の中で、そして今こそ音感が「歌ごえ運動」の理論を意識

的に構築しなければならない期待をも背負う渦中にあって「歌ごえ的思想」をめ

ぐる議論は堂々巡りするばかり、合唱も一向にうまくならない。混沌の波に揺ら

れて、いつしかトニカ本来の目標はかすみ、春の五月祭と並ぶ合唱団トニカの二

大イベントとしてようやく定着し、今年は第五回を行なう筈だった秋の音感発表

会も、とうとう開くことが出来なくなってしまった。

　表面上の原因は「芥川と一緒に森の歌を歌いたい」の声に内部から襲われたト

ニカが、労音公演への全面協力を決め、例会を参加者の下稽古に充てたことにあ
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る。当然それは、トニカの指揮者であり音楽センターの幹部でもある関忠亮の大

きな不興を買った。

　「こんなことをするから、大切な発表会を潰しトニカの在り方を怪しくする」。

関は委員会の決定を非難したが、合唱団の方向が明確に打ち出せないまま、これ

までも大衆の意見を優先する原則に依ってきたトニカでは、ソビエト礼讃の錦旗

を掲げた「森の歌」参加の要望に迎合策を採らざるを得なかったのだろう。あり

ていにいえば、トニカでの合唱によって得る歓びよりも、女性たちを惹き込む芥

川の魅力の方が勝ったのである。「日韓親善」と正義のイデオロギーを掲げた「平

成 16年ヨン様フィーバー」の怪しさと、軌を一にしていると言えようか。そし

て関がはっきりと警告したように、この中止のあとトニカは再び、自前の発表会

をよみがえらせることは出来なかった。

　「現在かつてないほどの不安定な状態にあることは具体的な事実」と危ぶむ声

が大きくなっていった頃、ようやく会員の問題意識が、音楽に対するトニカの向

き合い方、歌を表現する自分たちの姿勢に収斂してきた。

　「トニカってどんな歌を歌うの」「いい歌さ」「いい歌って言っても色々あるだ

ろう」「うん、みんなで決めるんだ」。こういった、いい加減な大衆追随路線で誤

魔化してきたことに対する反省が、その一つである。

　もう一つは、毛沢東が「文芸講話」で強調した、芸術が「政治に従属する」原

則、すなわち政治至上主義路線を、そのまま踏襲してきたことへの反省である。

　危機感が共有されてきたことで「トニカのショウモウは峠を越した」と衆目が

一致してきた年末に、またもや事件が起きた。発表会を芥川の「森の歌」で潰し

て以来トニカの空気に少なからぬ違和感を感じていた関から「話のタネになるな

らば」と、表題は遠慮がちながら厳しい内容の提案、というより叱言が出された

のである。

　会員の音楽への熱意と人間としての心くばりを問う関の指摘は具体的で、六項

目に分かれており、

一、練習に集まって来る一人一人が挨拶ぐらいし合ったらどうか。練習を始

める前に「さあ、始めましょう」と隅々まで聞こえる声で言ったらどうか。

二、練習場に早く来た時は、難しいところの稽古をしたらどうか。その間に、
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友達作りをしたらどうなのか。

三、委員は誰にでも出来ると言っているけれど、委員の役割と責任が明らか

にされていない。

四、練習室のピアノの埃ぐらい拭いたらどうか。ゴミの中の音楽や芸術論よ

り、私は清潔を好む。

五、素晴らしい曲を創作した人には賞でも出したらどうか。トニカのために

働いてきた人に、年末には贈り物ぐらいしたらどうか。

六、ワルシャワに送った代表に無関心すぎる。代表の帰国を有意義に紹介し

たらどうか。

七、練習が思うように進まないとき「ぼく達が良く歌えるように、先生が引

き出してくれればいいのです」と言ってのけた会員がいた。学生という甘

えが横着な言葉を恥ずかしげもなく言わせるのかもしれない。

　結びは「トニカの女性たちよ、トニカが冷たいと繰り返すのはやめましょう。

みんなの共通の問題を全身に受け留める新しい東大生も居るのです」となってお

り、相当なイヤ味を効かせたタネに仕立ててあった。

　関には、人間の付き合いに対する非常に繊細な神経があり、それが時として「好

き」「嫌い」の露骨な表出となった。もともと指揮者は孤独であり、おまけに関

は独りだけの年長者、その上、音感への思い入れはとても強い。この半年の動向

には、苛立ちが積み重なっていたのだろう。

　関の指摘は首尾よく「話のタネ」になり、次の練習日にはピアノの上に花も飾

られたが、あからさまな反発も多く「関先生の修身」と茶化して呼ばれ「日教組

が修身の復活に反対しているのに、ここでは修身の洪水か」という皮肉を浴びせ

られた。それと共に、当たり前の指摘なのにそんな揶揄をする奴がいるからこそ

修身は必要だ、とする関支持の主張。せっかくトニカ立ち直りの筋道が見えてき

たのにこれでは一層深い混迷に陥ってしまう、との嘆き節。

　しかし、活発な議論さえ起きていれば、衆知はおのずから、建設的な方向を探

るものだ。折しもキャンパスには、六全協以後の特徴ともなった、どこから出た

権威的言説であろうと批判一切お構いなしの、自由な風が吹いている。

　話を内向させるとちぐはぐな意見がちぐはぐなままになり、トニカをますます
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不安定にする、と前置きし、中心的会員の声を集約するような形で出された議論

は、関の指揮についての不満から始まった。「修身がないのではなく、音楽が失

われているのだ」とし、タネとは真っ向から相反する認識である。

　指揮者から、歌の内容と表現を具体的に結びつけた話がさっぱり無い。指揮者

と一緒に歌い方を考え、表現と指揮との間の約束事を積み重ねてゆく事こそが必

要であって、それさえあれば、みんながもっと積極的に曲と取り組めるはずだ。

指示をもっとわかりやすく伝える努力をして欲しい。他の曲に例を挙げるとか、

歌ってみせるとか、皆がはっきりと目標を掴んでゆけるように考えて貰いたいし、

皆の気持ちの引き出し方にも工夫が欲しい。

　関先生の言う「修身」が実行され、合唱に励む雰囲気が出来上がり、指揮者の

力が充分に発揮できるようになった時には、どのような音楽内容を目指そうとす

るのか。これを関先生に指示して頂くことが必要だ。その音楽内容について会員

の議論があって、初めて先生の言われている修身の本質が根拠を持ってくる。

　トニカお得意の議論は喧しく行き交い、言葉も色々に応酬されたが、納まると

ころは同じだった。トニカの目指す音楽の方向がはっきりしないからこそ、サー

クルの人間関係も、練習への取り組みも、心くばりが欠けてしまう。トニカの閉

塞状況を打ち破るには、プチブルの揶揄を恐れず、歌ごえ運動にもとらわれず、

学生の持つ固有の使命と役割にのっとって音楽を追求してゆく他はない。

「トニカの目標とすべき音楽はなにか」「私たちが合唱をしてゆく拠り所は」「歌

についての考え方を話し合い、自分たちの歌いたい歌はこういう歌なのだ、とい

う指針を掲げよう」

　議論は、音感の基本方向を定める「一般方針」を新しく作ろう、という計画に

集約され、56年２月にはそのための「音楽委員会」が組織されて、作成する方

針は「音楽綱領」と呼ばれることとなった。

　綱領づくりは、合唱団としての音楽技術向上を掲げている駒場にも呼び掛けら

れ、双方の共同課題となると、やがてその議論の中から、歌ごえ運動では耳慣れ

ない「ヒューマニズム」という言葉が意識的に言い交され始める。人間を尊重す

る、という一般的な意味もさることながら、ここには共産党に寄り掛かった政治

主導の方向を否定し反省する意味合いがこめられていた。神の桎梏に対し、ヒュー
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マニズムを掲げて人間の解放を目指し、芸術の開花を実現したルネッサンスの故

事をならったのだろう。学生運動における「主体性回復」の、音感版である。

　この動きに刺激されて、関忠亮は会報「トニカ」に「音楽ノート─私たちの音

楽について─」の連載を計画、芥川批判を含めた第 1回「歌を大切にしよう」を

書き始めていた。

つづく


