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日常感覚にまで思想は降りてくるというその実感の中に生きいつ

予防検束ありて我等は行けざりし〈佐世保〉をクリスタルキングがうたう

──道浦母都子「無援の抒情」「水憂」

はじめに

村上龍は1952年に佐世保に生まれ、ヒッピー文化の影響を強く受けた作家として、
村上春樹と共に時代を代表する作家として一般に知られている。自らの実体験を基
にした小説『6

sixty nine

9』では、米軍基地のある佐世保を舞台としており、高校時代における
屋上のバリケード封鎖やフェスティバルなどの一連の出来事が語られている。

先行研究は、大まかに言えば作者の故郷「佐世保」と米軍の「基地」という二つのキー
ワードに注目しているものが多い。柘植光彦の「原郷としての佐世保」1で述べられた
ように、米軍基地があるために「アメリカ」が絶対的な力で街を圧倒している「佐世保」
という要素が作中では大きい。作中の佐世保は、「その中心には陽気な外人バー街が
あり、輝かしい青春を彩る高校や商店街があり、その周縁には廃墟がある」2といった
場所であり、作品の世界観を提示している。

村上龍と「基地」との関係については、何人もの研究者によって論じられてきた。
柄谷行人は、基地が村上の「想像力の基盤」だと指摘した。3 また、小森陽一は、基地
とは言説を通じて作者自身を「無媒介に同一化」しようとする「神話的な夢」4のよう
なものであると指摘した。また、村上龍が記憶する佐世保は、「「異民族が具体的に」、
「自国の女」と性交しているのが「見えるような世界」」だという指摘5や、この作品は
オスとメスの物語としてのエンターテインメント小説だという論もある。6

しかし、作品名『6
sixty nine

9』の示すこの作品の時代性、つまり60年代末期の学生運動とい
う時代背景は長い間看過されてきた。それゆえ本稿では、村上が通過した60年代後
期の全共闘運動をめぐる言説を踏まえて、『6

sixty nine

9』において音楽に仮託された政治的な
抵抗性を確認し、作中に語られたフェスティバルの意義について論じたい。60年代
末期の学生運動を描く「全共闘小説」と呼ばれる作品群については、黒古一夫によっ
て、全共闘運動を書くという行為は体制と権力に対する「持続的な戦い」であると定
義されたが、その対象は全共闘運動の参加者の小説に限られている。7 しかし『6

sixty nine

9』は、
異なる形で既成の体制に抵抗することを提示した小説であり、その抵抗精神は全共
闘運動と通底していると言える。本稿は、音楽文化の政治的な意義と、フェスティ
バルの実践及びその意味について考察することを目的とし、『6

sixty nine

9』を分析していく。

1
柘植光彦「原郷としての佐世保」『ユリイカ』
1997年6月臨時増刊、158頁。

2
同上。

3
柄谷行人「想像力のベース」『Ryu Book─
村上龍』（「現代詩手帖」特集版）、思潮社、
1990年初出、『群像日本の作家29　村上龍』、
小学館、1998年、89頁を参照。

4
小森陽一「基地・戦争・欲望のヴィジョン」

『国文学　解釈と教材の研究』第38巻第3号、
学燈社、1993年、39頁。

5
広瀬正浩『戦後日本の聴覚文化』、青弓社、
2013年、122頁。

6
花田俊典「オス－「69 sixty nine」－メス」

『国文学 解釈と教材の研究』第38巻第3号、
学燈社、1993年、128頁。

7
黒古一夫『祝祭と修羅─全共闘文学論』、彩
流社、1985年。

1968年の可能性
──村上龍『6

sixty nine

9』におけるロックとフェスティバル

張政傑

――こっちがいいかな

──罫線
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1．1968年に文化の革新はあるのか

全共闘に関する研究を考える時、小熊英二の大著『1968』に言及しないわけにはい
かない。2009年に出版された小熊英二の『1968〈上〉若者たちの叛乱とその背景』、
『1968〈下〉叛乱の終焉とその遺産』は、膨大な文献資料を整理し、60年代の学生運動
の歴史と動向を細かく解説した論説である。小熊は、若者のアイデンティティ・クラ
イシスと、物質的には豊かな社会の中で精神の空虚な状態に陥ったという「現代的不
幸」からの脱出願望が、学生運動の発生を促したと論じた。また、小熊は全共闘運動
と絡み合いながら様々な前衛的な実験によって革新されていった60年代後期の文化
状況を、当時の文化的な変革が後年に「政治と文化の革命」として神話化されたもの
だとする。また、文化革新の担い手が若者たちではなかったことも指摘した。この二
つの理由から当時の学生運動と文化の革新との関連性は薄いと強く主張し、研究範
囲から排除した。8 つまり、小熊は60年代後期の若者の叛乱を社会システムに対する
若者の不適応がもたらした現象でしかないという否定的な視点で捉えており、全共
闘を単なる不成熟な政治運動と位置づけ、当時の文化革新との連動を認めていない
のである。

しかし、当時の若者たちが文化革新の主要な担い手でなかったとしても、文化の革
新が高揚した学生運動と完全に無関係であるとは必ずしも断言はできない。音楽、
演劇、映画など異なる文化領域で若者たちによって行われた革新と学生運動の高揚
との同時代性を主張し、小熊の見方に強く異議を申し立てたのは、『1968年文化論』
の四方田犬彦である。四方田は、「1968年の日本文化に何が生じたのか」という文章
において、カウンター・カルチャーのスターであるビートルズの流行が当時の日本に
おいては少数の人々の間に限られていたという小熊の意見に対して、強烈な反対の
意を表明した。「古今を通して最新の文化運動とはつねに少数派によって担われ、望
むと望まないとにかかわらず、少数派であるがゆえに不可避的に政治的な存在であ
ることを要求されてきたのではないか」9と反問し、大島渚、横尾忠則、赤塚不二夫ら
の革新や学生たちの創った替え歌、立て看板のゲバ文字などに、一つも言及しなかっ
た小熊の「1968年の文化神話」論を批判するのである。さらに、1968年を文化革新の
原点として「一九六八年という言葉に代表される時代の興奮を形作っていたのは、疑
いもなく政治と美学、さらにサブカルチャーに及ぶ異議申し立ての同時性で」あると、
学生運動の高揚と文化の変革の共時性という創造的側面を強調した。

確かに、小熊と四方田の論を比べると、『1968』における小熊は公式的な上位文化
しか認めない狭い文化観を持っているため、60年代後半から70年代前半のアンダー
グラウンド、つまり非公式、非公認の文化の形成を見逃してしまったと言える。たと
え当時の若者たちによって行われた文化の革新が広範には流行しなかったとして
も、それは70年代後期からの文化の発展に影響を与えたのだと言っていい。なぜな
ら、学生運動において若者たちは、政治運動によって既成の体制に抵抗していただ
けではなく、文化などの領域においても革新を求めつつあり、システムを転覆しよう
と「叛乱」していたからである。

8
小熊英二『1968〈上〉若者たちの叛乱とその
背景』新曜社、2009年、75頁。

9
四方田犬彦、平沢剛編著『1968年文化論』、
毎日新聞社、2010年、27頁。

――こっちがいいかな

──罫線 はじめに
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全共闘の崩壊は、政治運動としての終わりとはいえるが、革命の終わりではない。
むしろ、「1968」という若者の蓄積したエネルギーは各領域で爆発し、変革を促しつ
つあったのである。『6

sixty nine

9』はあの時代の若者たちを描いているが、その先行研究では、
佐世保の基地文化の影響には触れられていても、「1968」以降の若者たちが発散して
いるエネルギーの存在は見逃されてしまい、ほとんど論じられていない。そのような
エネルギーは、「1968」を通過した全共闘世代の作家たちの作品にも多様な形で現れ
ているため、前述した抵抗文化という視点で、それらの作品の70年代の文化変革へ
の影響を検証すべきであろう。「全共闘小説」が実際に運動に参加した全共闘世代に
よって書かれたものだとすれば、『6

sixty nine

9』のように時代精神を反映し、異なるアプローチ
で抵抗精神を内包する作品は、「1968小説」ともいえるのではないか。前者が若者の
エネルギーの発散を目的としてそれを体制破壊の方向へ導くのに対して、後者はそ
れによって形成された無秩序を享受し、そこから創造を試みる意志が強く存在して
いる。その決定的な違いは、そのエネルギーがいかに形成されるのか、そしてどのよ
うな形で発展していくのかということにある。

2．時代の興奮

三島由紀夫の、1969年5月13日に行われた東大全共闘との討論での「私は
諸君の熱情を信じます」「天皇を天皇と諸君が一言言ってくれれば、私は喜ん
で手をつなぐ」10という発言が示すように、60年代後期の学生運動においても、
前衛文化の実験的な活動においても充満していた若者たちの抵抗のエネルギーは、
時代の閉塞感を感じて変革を求める三島にとっては、「非常に誘惑的」11なもの
であった。なぜなら、運動に参加する時に感じる高揚感と一体感は、党派も左右
も問わず共通していた、「1968」の時代感覚であったからだ。そのようなエネルギー
は、黒古一夫の論で「全共闘小説」と認められる三田誠広の『僕って何』において、
次のように描かれている。

自分がデモ隊列の中にいる。それはつい半時間前には考えられもしなかったこ

とだ。だがいま僕はここにいて、このデモ隊列全体を包んだ昂奮と熱気の中にぴっ

たりととけこんでいる。僕は涙がこぼれそうになる。．．．（中略）その重みに押され

るままに身を任せきっていると、隣にいるのがレイ子だというこだわりも、ここに

僕がいるという感じさえもうすれ、僕の意識が一個の肉体を離れて、デモ隊列全体

のひとまとまりの存在の中に拡がり、吸いこまれていくような感じがする。12

これは、地方から上京した主人公「僕」が都市で寂しく日々を送っている時、たま
たま知り合った人に誘われてデモ隊に入り、行進に参加する状況を描く場面である。
「僕」は都市への憧れを持って自分が育ってきた土地から脱出し、一人暮らしをはじ
めた大学の新入生であり、都市でも学校でも人間関係を持たない大学生として、孤独
感と空虚感を抱きながら大学生活を送っている。

10
三島由紀夫、東大全共闘『討論 三島由紀夫
vs.東大全共闘—美と共同体と東大闘争』角
川書店、1969年初出、角川文庫、2000年、
111、119頁。

11
同上。

12
三田誠広『僕って何』、河出書房新社、1977
年、17‒19頁。

『6
sixty nine

9』

三島由紀夫と東大全共闘との対談
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憧れていたはずの都市生活だったが、それに対する違和感を覚えたために、幼い頃
から受けてきた教育と実際の社会状況の矛盾に気づいたのであろう。前述したよう
な時代状況に照らし合わせてみれば、60年代後期は消費社会の形成期でありながら、
管理社会13の発端でもある。つまり、60年代は戦後の大きな転換期であり、「僕」はそ
の価値観や社会状況の激変を目撃したのである。左翼思想の持ち主ではない「僕」で
さえもが体制に対する違和感を持つのも、不思議なことではない。60年代後期の若
者が持つ既成体制への抵抗心とデモ隊の行進において獲得したエネルギーは、この
場面で鮮明に描かれている。国家というシステムの一端である大学に自己を位置づ
けできない主人公の身体感覚が示したように、デモ隊列に参加することは大学キャ
ンパスの秩序を乱すことであると同時に、都市で希薄化した連帯感をも他人との身
体の接触から改めて持つことでもあるのだ。言い換えれば、この作品に描かれている
のは、エネルギーの発散によって馴染めない体制を破壊し、その集団的行動によって
身体レベルの連帯感を求めている若者たちなのである。

しかし学生運動のみならず、それ以外の活動にも類似した身体感覚を主人公「僕」
は感じている。それは、当時流行していたゴーゴーダンスホールでの体験である。

初めてB派のデモに加わった時の、おののきと期待が交錯したような奇妙なと

きめきが僕の胸をおしつつんでいる。いったいこれは何なのだろう。このおびただ

しい人数の人間たちは、ここで、何をしているのだろう。とにかくこうして、音と光

と人の渦の中に身をおいていると、なぜかひとりで心がうきたってくるような気が

する。14

1977年の芥川賞受賞作『僕って何』は、当時、全共闘運動をパロディー化した小説
とされ、抵抗思想の風化と風俗性に流れているといった点で激しく批判された。15
しかし、若者たちの身体レベルの感覚——つまりエネルギーに満ちた高揚感と解放
感は、引用部のように表現されたのである。興味深いのは、このような感覚が学生運
動のなかにおいてだけではなく、ゴーゴーホールで流れている音楽によっても発生し
うることである。前者はジグザグデモやバリケード封鎖による、大学キャンパスの封
鎖や機能停止のなかで獲得したものであり、後者は激しい音楽の波に乗って感じた
のである。両者の共通点は、エネルギーの大量発散ということにある。『僕って何』は、
60年代後期における現実への不満から体制を破壊しようとする、若者たちの心情と
状況の一側面を反映しているが、破壊した後の無秩序が批判的に捉えられ、そして
そこで止まっている。

上述したような秩序の破壊は、『6
sixty nine

9』16にも見られる。しかし、それは目的というより、
むしろ日常から離脱する手段として描かれている。『僕って何』と同様に「時代の興奮」
を描いているが、『6

sixty nine

9』で求められるのは、破壊だけではなく、それによって非日常的
な状況に入り、その無秩序を楽しみながら何かを想像／創造することである。

13
管理社会とは、資本主義あるいは不完全な
社会主義のような、もともと搾取や抑圧の機
構を内包している社会において、技術、とく
に管理や支配の技術、さらに最近ではこれら
と関連して情報に関する技術あるいは知的
技術が高度に発達し、その結果として少数の
人間あるいはシステムそのものによる多数
の人間の管理、とくに後者の欲望や感情や知
識や意志など内面に至るまでの管理が徹底
する社会をいう。このことば自体は1960年
代後半から日本で独自に用いられるように
なったものである。日本大百科全書：http://
japanknowledge.com/contents/nipponica/
index.html。また、ドゥルーズの「追伸――管
理社会について」で、フーコーの論を援用し、

「規律社会（les sociétés disciplinaires）」を18
世紀と19世紀に位置づけ、その頂点に達し
たのは20世紀初頭だと説明し、社会の力関
係の変容に伴い、情報管理を中心とする「管
理社会（les sociétés de contrôle）」は戦後に
形成してきたと主張する。ジル・ドゥルーズ著、
宮林寛訳『記号と事件――1972‒1990の対話』
河出書房新社、1992年、19頁。

14
三田誠広『僕って何』、河出書房新社、1977
年、148‒149頁。

15
三橋俊明ほか「全共闘世代座談会」『朝日
ジャーナル』1977年10月号、84頁。

16
この小説は、1984年7月から1985年10月ま
で女性向けファション雑誌『MORE』におい
て連載され、1987年8月に集英社により刊行
された。

『僕って何』表紙
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3．抵抗としてのロック

1987年に出版された村上龍の『6
sixty nine

9』という小説は、まさに60年代後期において若
者の間に存在していたエネルギーを生き生きと描いた作品である。「あとがき」に
「この本は、一九六九年に、高校生だったわたしのまわりに起こったことの一部を書
いたものだ」とあるように、この作品は村上龍自身の実体験をもとに回想的な語り口
で書かれた小説である。

主人公・ケンは自分が高校の三年に進級した1969年を定義する際、次のように述
べており、そこから当時の高校生の世界を構成した幾つかの要素が窺える。

一九六九年、この年、東京大学は入試を中止した。ビートルズはホワイトアルバム

とイエローサブマリンとアビーロードを発表し、ローリング・ストーンズは最高の

シングル『ホンキー・トンク・ウイメン』をリリースし、髪の長い、ヒッピーと呼ばれる

人々がいて、愛と平和を訴えていた。パリではドゴールが退陣した。ベトナムでは

戦争が続いていた。女子高生はタンポンではなく生理綿を使用していた。17

この叙述から見れば、高校三年生である主人公・ケン（矢崎剣介）が気になっていた
ことは明らかである。彼の関心は、「全共闘」「ロックミュージック」「愛と平和」「ベト
ナム戦争」「性」などにあるのであろう。ここで一つ注意したい点がある。「全共闘」が
代表した抵抗運動が、主人公の意識の中で「ロックミュージック」、「愛と平和」、「性」
などと併存しているということである。作中、ケンの言ったビートルズやローリング・
ストーンズの代表したロックミュージックは、アイドル性を重視するGS（グループ・
サウンド）18の商業主義ではなく、明らかに「全共闘」に近い対抗文化につながってい
るであろう。
「全共闘」についてはすでに述べたが、60年代後期の「ロックミュージック」につい

ても触れておく。日本では、60年代にベンチャーの流行を通じて「エレキ・ブーム」が
起こった。このブームのなかで、エレキギターを示す「エレキ」という用語やロック愛
好者の外見の特徴である「長髪」といった語が、不良の記号として受容されていた。
そのため、ロックを受け入れる若者とそうでない人との間に、抵抗的な関係が築かれ
ていた。ケンのロックについての理解は歴史的・社会的状況に照らし合わせれば、よ
り明らかになるであろう。ここで南田勝也の分析を援用して考えてみたい。

南田は『ロックミュージックの社会学』の中で、ロックに集約された社会的な価値
を「アウトサイド」「アート」「エンターテインメント」の三つの指標に分類して説明し
ている。「アウトサイド」指標はロックミュージシャンが下層階級の方向に自身を定
位する傾向である。

彼らミュージシャンは、下層階級や辺境、黒人、不良などの「側」に魅力があるの

だということを強調していく。反戦や反体制などの異議申し立ての歌は「こちら側」

に立つこと、そこにシンパシーを感じることによって説得力を高める。そして異議

申し立てを具体的に表明しなくても、発信されるビートを強調した音楽に同調する

17
村上龍『6

sixty nine

9』、集英社、1987年初出、集英社文
庫、1990年、7頁。以降の本文引用も同書に
より、書名と頁数のみを記す。

18
1966年ビートルズの来日をきっかけに、ビー
トルズのアイドル性を求めて模倣して商業
主義的に音楽活動を展開した「GS」（グルー
プ・サウンズ）が相次いで登場したため、本来
あるはずの体制への抵抗性を希薄化させた
ロックミュージックが流布した。

『6
sixty nine

9』 ――こっちがいいかな

──罫線

雑誌『ニューミュージック・マガジン』
1969年5月号表紙
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行為そのものが、権威への抗議として位置づけられる。さらに、放たれたリズムは

近代文化が忘却して久しい人間存在の根源的な躍動を表現したものだという価値

観さえ生まれる。19

こうしたロックミュージシャンの意図や社会から排除されている、あるいは否定さ
れている「不良」や「黒人」などの下層階級への関心は、ロックの「アウトサイド」とい
う価値を形成した。だが、ロックが既成の支配構造に抵抗しうるには、主流文化に匹
敵する芸術性が発見されること＝芸術性の創造が必要である。それは「アート」指標
である。しかし、自立的な音楽文化に成長するにつれ、既存体制に対する抵抗性を保
ちながらも、流通システムに組み込まれて不可避的に商品性を持ちはじめる。その時、
娯楽の対象となっていくことが、「エンターテインメント」指標である。

上述した三つの指標に従えば、「アウトサイド」指標と「アート」指標とに比重を置
いたロックを、ケンが「全共闘」と「愛と平和」と併置するのは、極めて自然なことで
あろう。「自己否定」や「大学解体」を叫び、反体制的な政治運動を行う「全共闘」に通
底する抵抗精神を、ケンはロックを通じて獲得したのである。代償的行為とも考えら
れるが、ロックは「アート」指標、つまり芸術性＝非日常性の追求によって抵抗的行為
となりうる。だからこそ、ビートルズやローリング・ストーンなど数多くのレパートリー
を持つロックバンドのドラマーであるケンは「全共闘」と共通する抵抗精神を持って
いながら、「実力行使」20によってではなく、異なる抵抗の方法を選択したのである。

しかし、なぜケンはアメリカやイギリスで流行しているロックに強く共感を持つのか、
という問題はまだ残っている。それは、60年代を通過して誕生したロックの形成とそ
の社会状況の変化を照らし合わせないと理解できないことである。ロックの歴史に
ついては、福屋利信が『ロックンロールからロックへ—その文化変容の軌跡—』21で、
ロック誕生の地であるアメリカの社会状況の変遷を踏まえながら、ロックがなぜ抵抗
文化を代表する芸術になりうるのかという観点で通時的に論述している。

福屋はロックの前身であるロックンロールについてまず述べる。50年代において、
経済の労働力として搾取されていた、アメリカの後進移民であると同時に奴隷でもあっ
た黒人移民たちの精神的支えであったリズムとブルースに、いかに白人労働階級の
若者が魅了され、そしてそれがいかに人種を超えるロックンロールとなったかといっ
た音楽変容の経緯を概観的に説明するのである。不正義な体制に対する怒りを表現
するために、強烈なビートを強調するのがロックンロールの特徴である。ついで福屋
は60年代の状況について、アメリカ社会を動かす人々の意識を力説したライクの『緑
色革命』22を引用しながら、対抗文化の意識の形成とロックンロールからロックへの
羽化との関連性を論じている。
『緑色革命』によれば、その「意識」は三つに分類される。「意識Ｉ」は「アメリカの

夢は、個人の努力によっていまだ実現可能だと信じる理想主義的な無垢な人間の意識」
であり、「意識II」は「個人が大幅に公的な利益にコミットすべきだと考え、福祉国家
の促進、国家的行政・管理の合理化を望む意識」であるとされている。これら二つの
意識の理想の複合作用によって60年代のアメリカは、競争の激しい管理社会となっ

19
南田勝也『ロックミュージックの社会学』、
青弓社、2001年、15頁。

20
大学当局はバリケードによって占拠された
キャンパスを取り戻すために機動隊を導入し、
学生を排除した。学生側は直接に体で機動
隊とぶつかり合い、国家の不義な暴力に対し
て「正当な暴力」で抵抗する行為を「実力行
使」と呼ぶ。ただし、ほかのセクトとの暴力闘
争も「実力行使」と称される。

21
福屋利信『ロックンロールからロックへ─そ
の文化変容の軌跡─』近代文藝社、2012年。

22
チャールズ・A.ライク著、邦高忠二訳『緑色革
命』早川書房、1971年。原著：Reich, Charles 
A. The Greening of America. Bantam 
Books, 1970。60年代のアメリカ対抗運動は、
反戦運動に代表される政治的側面と、産業中
心主義下での合理化社会に反対する文化革
命的側面を持っていた。『緑色革命』は後者
の思想と活動を評価した著作であり、出版と
同時に大きな反響を巻き起こした。

――こっちがいいかな

──罫線
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てしまったとライクは主張し、社会の政治や経済や文化のシステムが国家と大企業
を軸にして統合され、国民を完全に支配するまでに至った国家を「統合社会」（The 
Corporate State）と名付けた。そのような状況下、人間性を疎外する労働がもたらし
た物質的豊かさの意味を問いかけ、自身を「統合国家」から解放し、自然と共存しつ
つ人間性を回復しようとする意識が、白人中産階級の若い世代を中心に芽生えた。
この新しい意識をライクは、「意識III」と定義したのである。そして、一人一人の人間
性を回復し、そこから生まれた新しい意識を結集することによって社会を変革しよう
とした「意識III」の持ち主であった白人中産階級の若者たちが、そもそもは労働者階
級の音楽であったロックンロールを歌いはじめることによって、その音楽をより豊か
にさせてロックの誕生を促進したのである。したがって、60年代後期からロックは、
社会批判の手段でありながら、新しい未来を創造する──つまりは夢を歌うといった
伝達媒体となり、対抗文化との連帯関係が深くなったと思われる。
『6

sixty nine

9』においてよく出てくる「ローリング・ストーンズ」や「ビートルズ」、「ヴェルヴェッ
ト・アンダーグラウンド」などのロックバンドの名前が示すように、60年代後期の日
本の若者も、ロックと対抗文化に魅了され、強い共感を持っていた。なぜなら、60年
代の高度経済成長期を通過した日本社会は、アメリカの「統合国家」の形成とは異な
るアプローチで変動したにもかかわらず、国民を国家に統合しようとする「管理社会」
になりつつあり、そのことに対する若者の強い反感があったからである。作中、ケン
らが退学にならないように署名運動をしようとする松井和子と先生とのやりとりを、
ケンは次のように想像した。

松井和子は唇を噛んでいる。教師との屈辱的なやりとりを思い出しているのか

も知れない。あんなに腹立たしいことはない。奴らがちらつかせるのは「安定」だ。
つまり、「進学」や「就職」や「結婚」だ。奴らにはそれだけが幸福につながるという

前提がある。胸がムカムカする大前提だが、これは意外に手強い。まだ何にもなっ

ていない高校生にとって、手強いのだ。（『6
sixty nine

9』、124頁）

ケンにとって、高校は自分たちを家畜のように選別して飼育する場所である。そこ
では、一生懸命に勉強に専念していい大学に進学し、いい会社に就職していい出身
の女と結婚する、といったコースから逸脱することは許されないのである。なぜなら、
「安定」は幸福へとつながる唯一の確かな道だと認められているからである。しかし、
戦後の惨めな状態から高度成長期を経て高度消費社会になりつつある「戦後日本」
という体制に違和感を抱く若者は少なくはない。若者たちには、ケンの考えが示した
ように、「高校」という「国民」の養成所に対する若者の反抗心が勃然として湧き上がっ
てくる。それは、『緑色革命』の論ずる「意識III」というアメリカの60年代後期の若者
の体制への対抗精神と極めて類似している。しかし、それには単に体制への対抗だ
けではなく、経済発展を唯一の目標とする社会体制と異なるライフ・スタイルを追求
する願望も含まれている。だからこそ、60年代後期の日本にもロックが大きな反響を
巻き起こしたのであろう。ただし、『6

sixty nine

9』において描かれた抵抗の目標は、アメリカの「統
合国家」ではなく、日本の「戦後」という複雑な歴史的産物である。軍港都市と呼ば

『6
sixty nine

9』

雑誌『The Greening og America』表紙
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れる佐世保を舞台にした『6
sixty nine

9』は、その複雑さを示している。

4．戦後の佐世保という「日常」

戦前、海軍鎮守府を設置することが決定され、23 佐世保は数十年で急速に帝国主
義時代の大きな軍港都市に変貌したが、戦後は産業港湾都市への転換に向かっていた。
しかし、1950年の朝鮮戦争の勃発により、朝鮮半島に近い佐世保の基地機能が急速
に強化されたのである。朝鮮戦争は軍需物資や兵員の輸送の窓口となった佐世保の
経済に好影響をもたらしたが、それが高度に軍需に依存したものであることは否定
できない。主人公ケンの育ってきたのは、次のように基地化した佐世保という軍港都
市である。

佐世保の街は長崎と同じで、坂道が多い。背後にはすぐ山が迫って、湾曲し

た海岸線が続くが恐ろしく狭い、良港の典型のような町だ。その僅かな平地には、

デパートや映画館や商店街と米軍基地がある。どの基地でも同じだが、米軍は

一等地を占有するのだ。（『6
sixty nine

9』、50頁）

GHQの非武装化方針に従い日本は戦後平和な民主国家へと転換したが、朝
鮮戦争以降の世界紛争を実感させるのは、やはり基地のある町であろう。「佐世保」
という「基地」において米軍は「一等地を占有する」というように多大な権力を握っ

た存在である。軍事施設があるのみならず、外国人、とくに米兵を相手にする飲食店
やバーといった駐留する兵隊に依存した施設もある。さらに米兵を相手とするいわ
ゆる「パンパン」の存在も、軍港都市佐世保の戦後の一時期を特徴づけたのである。
このような環境において成長してきたケンのような若者たちの目にしばしば映った
のは、パンパンと米兵の関係のように不均等な権力関係である。それに対する嫌悪感
が自然に生じてくる。

しかし、それと同時に基地の存在を通じて外国文化が大量に流入してきたのである。
作中の、「黒人のにおいがする」ジャズクラブ「フォー・ビート」において、「左肩に人魚
の刺青を入れた海兵隊員がチェット・ベイカーそっくりのトランペットを吹」いたり、「黒
人のMPが見回りに寄ってついでにレコードに合わせて『セント・ジェームズ病院』を
歌った」りしている描写が示すように、ケンらのような若者たちにとって、基地とそれ
に依存するバーなどの施設は外国文化、特に水兵のよく聴いているジャズやロックと
いった音楽を媒介するところである。24 幼い頃から馴染んできたジャズやロックの象
徴する抵抗精神は、容易に彼らの共感を呼び起こしたのである。このようにして、日
米の不均等な権力関係に不満を抱えながら、ロックなどの音楽を通じてアメリカの
抵抗文化への共感を獲得した佐世保の若者たちは、常にアメリカに対するアンビバ
レンスな感情を持っているといえる。したがって、彼らが対抗したのは、前述した「安
定」というイデオロギーであり、基地のある町において前景化された日米の権力構造
によって形づくられた60年代の佐世保の「日常」なのである。

23
明治19年に制定された海軍条例で全国を五
つの海軍区に分けて各海軍区に鎮守府を置
くことが決定されたが、最終的に置かれたの
は横須賀、呉、舞鶴、佐世保の四カ所である。
谷澤毅『佐世保とキール　軍港の記憶』塙書
房、2013年、121‒122頁を参照。

24
この段落の引用は、すべて『69』の171頁によ
るものである。

アメリカ水兵の上陸所

戦後、佐世保の洋人街
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1960年の安保闘争以降、佐世保の若者たちの直面した「日常」とは、ケンが学校を
家畜の選別・飼育をする場所と見なしたように、「基地」が代表するアメリカの巨大な
権力の下で経済の発展のために全ての人が「国家」という組織に組み込まれ、操作の
対象になる管理社会である。つまり政治的にも経済的にも歪に構築された日本の「戦
後」なのである。

作中、停学の処分が終わった後学校に戻ったケンは、「何の懐かしさも感じな」かっ
た。なぜならそれは、高校の教室が「犬でも豚でも牛でもみんな同じ」ように扱われる
「選別の場所だから」である。前述したように、高校生はそこで選別され、分類される。
ケンはそれを「家畜への第一歩なのだ」と考えた。25 つまり、ケンの目に映った高校と
いう空間は、神聖な教育が行われる場所ではなく、人間が試験という単一の基準によっ
て選別され、分類される機構にすぎないのである。このような機構に所属するかぎり、
分類されることは不可避なのであり、60年代における「安定」という強いイデオロギー
に従わなければ反体制的とされるのである。

当時、北高内の反体制分子は三派に分かれていた。軟派、ロック派、政治派の三

つである。．．．（中略）僕はいずれにも属してはいなかったが、主流三派の連中と

は平和的に付き合っていた。バンドをやっていた関係上ロック派とはよくセッショ

ンをしていたし、城串のグループ（筆者注：軟派）とはたまにビールを飲んだし、

成島と大滝のアジトで討論会に参加することもあった。（『6
sixty nine

9』、17–18頁）

佐世保北高等学校の新聞部に籍を置いて先生の検閲なしに三度新聞を出して発
禁回収の処分を受けたケンは、アメリカの原子力空母寄港とそれを阻止するためにやっ
てきた三派全学連の戦いを演劇にして卒業式で上演しようとしたために、学校にお
いて反体制分子と目される。彼は、三派のいずれにも所属していないが、いずれの属
性をも有している。却って、ケンの存在は三派に共通点があることを意味している。
それは体制に否定的な態度であり、「何かが変わるかもしれない」26というように期待
して可能性を求めている心情であろう。

ケンは、好意を持っている松井和子が学生による政治的な活動に興味を感じてい
るため、彼女の歓心を買うために学校の屋上をバリケード封鎖したが、学校を変えよ
うとする気持ちは確かにあったはずだ。しかし、「全共闘」のように学校を占拠して変
革を要求するのではない。彼は最初、それを政治運動と思っていなかったのだ。アダ
マ（山田正）との会話で屋上のバリケード封鎖についての彼の見方が表明された。

「ケン、成島と大滝が、みんな集まろうて言いよったぞ」   

休み時間、アダマが僕の机に坐ってそう言った。

「集まって、何ばするとか？」   

知らん、とアダマは首を振った。   

「集まって話したってしようのなかやっか」   

僕はそう言って口を尖
とが

らせた。   

「ケンはもう、手、引くつもりか？」

25
この段落の引用は、すべて『6

sixty nine

9』の151頁によ
るものである。

26
『6

sixty nine

9』、10頁。

――こっちがいいかな

──罫線
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「手、引くって、何から？」   

「ん、政治運動」   

「お前、オレたちのやったこと、政治運動て思う？」

アダマはフフンと鼻で笑った。バリ封は政治運動だったのだろうか。よくわから

ないが、祭だったことは確かだ。エンタープライズの時だってそうだ。あれは祭だっ

た。血は流れたが、祭だって血は流れる。シュプレヒコールに比べて、ファントムの

爆音はあまりにも大きかった。デモ、あれは意思表示だったのだろうか。本当に佐

世保橋を突破するつもりなら、旗など捨てて、銃と爆弾を手にすればよかったのだ。

（『6
sixty nine

9』、151–152頁）

「エンタープライズの時」とは、明らかに1968年1月の佐世保エンタープライズ寄
港阻止闘争を指している。その際、新左翼や共産党系、ベ平連などによって参加者は
五万人以上に達し、デモ進行も17回行われたが、寄港は阻止できなかった。一見、ケ
ンは本気でやるなら「実力行使」すればいいという論理に同調しているようだが、実
行はしなかった。いや、実行はできないのだ。

学校のバリケード封鎖は、大学闘争の影響で1969年の秋に各地の高校で多発して
いた。そうした高校闘争では、政治的要求よりも身近な問題、具体的には「受験戦争」
の圧力や、服装規定、「非行」の問題などが掲げられた。27 ケンが実行した屋上バリ封は、
前者の政治的要求のようなものでもなく、後者の身近な問題でもない。ケンの求めて
いるのは政治運動ではなく、日常性から離脱した「楽しい」祭りである。
1969年以降、全共闘運動はピークを越えて力を失いつつあり、停滞的な状況に陥っ

た。ケンが「実力行使」をしないのは、高校闘争はいっそう困難であるという現実の
原因もあるかもしれない。だが、より興味深いのは、ケンがそれを政治活動と認めて
いないということである。ケンは全共闘のように、学校を無期限封鎖するという形で
大学の代表する既成体制に抵抗するのではなく、「想像力が権力を奪う」というパリ
五月革命の際の落書きをスローガンとしてゲリラ的な行動を実行した。それは想像
力を武器としての戦い、普段見慣れた「風景」28を変えた祭りである。

　北高を望む坂の下まで来ると、垂れ幕が見えた。   

　「想像力が権力を奪う」29   

　感動した。自分達の力で、見慣れた風景を変えることができるのだと知った。  

　（中略）   

　垂れ幕や落書きを除去するのが第一だと教師達は考えたのだった。体制は風

景が変わるのを恐れる。マスコミへの配慮もあったと思うが、何よりも校舎の異

変をできるだけ早く元に戻そうとしたのである。（『6
sixty nine

9』、96–97頁）

ケンらの行動の目的は、屋上のバリケード封鎖というより、むしろそれによって大
文字で書かれた「想像力が権力を奪う」「造反有理」「国体粉砕」などのスローガンを
なるべく長く存在させることである。封鎖はむしろ一つの手段にすぎない。「自分達
の力で、見慣れた風景を変える」ことが、ケンの思う抵抗である。ここで注意したいの

27
小熊英二『1968〈下〉叛乱の終焉とその遺産』
新曜社、2009年、24頁。

28
風景論は、60年代後期から盛んに用いられ
ていた「状況」に代わる運動的概念として生
み出された、国家、資本主義によって均質化
されていく風景＝ポストフォーディズム空
間を分析し、対抗するための最初の運動的
理論、思想であった。四方田犬彦、平沢剛編
著『1968年文化論』、毎日新聞社、2010年、
293頁。

29
小説では主人公の行動や言動の印象を深く
するため、通常よりも大きな文字で書かれて
いる部分が多い。

――こっちがいいかな
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は「風景」ということである。
近代以後、都市の空間は無数の社会関係によって創られた一つの「風景」となり、

国民国家の形成に伴い、それに対する国家権力の影響は非常に強烈なものとなった。
60年代の高度経済成長によって好景気に沸き立ち、1964年の東京オリンピックに向け、
東京のみならず日本中で再開発が行われ、新幹線、地下鉄、高速道路などの公共交
通機構から、ホテルや商業ビルに至るまで、日本中の「風景」が劇的に書き換えられ
ていった。ケンはこのように激変した「風景」の中で育ってきたために「風景」を当た
り前のように受け入れていた。しかし、その「風景」に文字を溢れさせるという行為は
政治的であり、ラディカルなものであろう。なぜなら、国家権力の末端機関である学
校という特殊な空間の中に大文字で落書きしたことで、そのエネルギーが学校の力
を超え、学校が持っていたヒエラルキーが崩れてしまったからである。だからこそ、
既成体制の一員としての教師はその権威の失墜を恐れ、できるだけ早くすべてを復
元しようとする強烈な「安定」願望を抱くのである。

アメリカの軍事力の下で経済発展に傾斜した戦後体制を否定し、一つの非日常的
な空間を形成するのが、ケンの真の目的であり、抵抗の方法であると言えよう。それ
をケンは政治運動とは認めないが、実は極めて政治的である。さらに言えば、抵抗の
目標ははっきりと見えるものから、日常生活の隅々に潜んでいる権力構造へと移行し
たのである。その権力構造に抵抗する方法は、政治活動だけではなく、異なる領域へ
も拡大した。ケンにとって、それはただロックの歌詞によって表現されるだけのもの
ではなく、フェスティバル＝祭りの形で「日常」を混乱させ、抵抗の意を表明するもの
なのである。

5．「楽しい」フェスティバル

アダマにゴダールの映画について「講義」している時、文学や小説はもう死んでいる、
映画さえも古いと思ったケンは、フェスティバルをしたいという気持ちを吐露した。

そう、僕がやろうとしていたのは、フェスティバルだった。フェスティバル、この

言葉に僕は興奮していた。様々な催し物、演劇や映画やロックバンド、いろいろ

な人が集まってくるだろう、純和の女生徒が何百人と集まるだろう、僕はドラム

を叩き監督した映画を上映し、自作のシナリオで芝居の主役をやるのだ、純和も

来るだろう、北高英語劇部も来るだろう、真空管も来るだろう、頭カラカラも来

るだろう、光化の女達も金と花束を持って押し寄せるに違いない。   

　「僕はね、そのフェスティバルを、この町でやりたいんだ」   

　と、突然、標準語で僕は言った。（『6
sixty nine

9』、17頁）

ケンの希望しているフェスティバルとは、音楽や演劇、映画など、いろいろな要素
と表現が一つの空間で同時に進行して境界を越える活動であり、屋上のバリケード
封鎖と落書きによって学校の風景を変えることよりも、より創造的な活動だと考えら

――こっちがいいかな
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れる。なぜなら、それは日常生活の秩序から離脱する「世界の混沌」30の表現——祝
祭だからである。こう考えてみれば、フェスティバルは、中世のカーニバルといった
ような民衆的祝祭に近い。吉見俊哉は、バフチンのカーニバルという概念は「公式的
生活の秩序や特権、規範、美的価値の廃棄を実現するものである」31と説明している。
祝祭においては、人々の階層秩序的関係が、現実的にも理念的にも一時的に廃止され、
日常生活では不可能な交流の形式が創造される。それは明らかに通常の規範からの
自由であるがゆえに、人間の生のエネルギーを解放させ、交流し合う空間であり、無
限の可能性を秘める非日常的空間でもある。だからこそ、ケンはその無限の可能性、
そして生のエネルギーの解放に絶えずに興奮を感じている。このような「楽しい」感
覚は、『6

sixty nine

9』という作品の基調となっており、運動の暗い面を描く「全共闘小説」には
見られないものである。

一九六九年、十七歳だった「朝立ち祭」はもちろんのこと、三十二歳の小説家に

なった今でも、僕はずっと祭だけを追い求めているような気がする。   

　三歳の幼児を襲ったやぐら太鼓の響きは、五〇年代のジャズや60年代のロック

につながり、地球の裏側まで、カーニバルの見物に行かせた。それは、何なのだろう？  
　それはきっと、永遠に楽しいということではないだろうか？（『6

sixty nine

9』、222–3頁）

ケンの「永遠に楽しい」という願望は、効率的プロセスによって人間を組織して統
合する管理社会とは相容れないことであろう。純粋な「楽しさ」を追求し、それを表
現するということは、一見、ただ遊んでいるのではないかと思われるが、それは実は
「大学へ行って、就職して、結婚して、子供を作って、ちゃんとした大人になって」32
という学校の教師の話で示された60年代後期の佐世保の「日常」に対する最大の
抵抗である。その「楽しさ」は、作中でよく使われている「……というのは嘘で、本当
は……」33というような冗談めいた語り口でも表明され、本作の基調をなしている。

そういう意味で、ロックバンドをはじめとして、前衛映画、詩集、全共闘運動のアジ
トに至るまで、殺人以外のすべてが許されるフェスティバルは、単純な娯楽や遊びで
はなく、当時の佐世保という基地都市が代表している戦後日本の「日常」に抵抗する
活動となっており、高度な政治性を帯びているといえる。ただし、抵抗の目標は、全
共闘運動の敵である大学システムや政治体制から、管理社会の到来に伴い日常生活
の隅々に浸透している「安定」という意識へと移行したのである。

こう考えてみれば、それは70年代の文化革新の理念にも通底している。つまりそ
れは、体制に順応して利益をもらうことを第一とする「有用性」に「楽しさ」によって
抵抗しつつあるものであり、また無秩序のなかに新しい可能性を見出すことではない
だろうか。ケンらによるフェスティバルにおける前衛映画や音楽、演劇などの創作には、
洗練されたものは少ないにもかかわらず、新しい芸術の可能性が潜んでいる。つまり、
フェスティバルは通常の規則から解放されるように機能している。それは、60年代を
通して次第に形成されつつある管理社会の厳しい日常の秩序に抵抗できる非日常空
間であり、また若者たちの「性」に対する旺盛な欲望と、体制への強い反抗心からな
る創造力の源泉でもあるとも言えよう。

30
『6

sixty nine

9』、209頁。

31
吉見俊哉「祝祭、境界侵犯、文化の政治学」

『ミハイル・バフチンの時空』、せりか書房、
1997年、36‒37頁。

32
『6

sixty nine

9』、43頁。

33
『6

sixty nine

9』、22頁。

『6
sixty nine

9』
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過去の青春や運動の経験を回想する形で書かれる「全共闘小説」は常に、自閉的、
自己弁護といったような批判を浴びている。それに対して、全共闘運動に直接に参与
しなかった村上龍の『6

sixty nine

9』は、「1968」という時代の「楽しさ」を表現することによって
抵抗の意を表明する特異な作品である。したがって、高度消費社会が既に形成され
た80年代に書かれた、軽い娯楽小説と思われ運動のスペクタクルとして消費され
ていた本作品は、60年代末期の「永遠に楽しい」という信念を貫いているのであり、
バブル期の消費社会を謳歌するという現状肯定的イデオロギーに対して極めて批判
的な作品だといえるのである。

おわりに

1968年は常に学園紛争、全共闘運動の記憶を喚起する年である。その時代を生き
た人々の経験を「全共闘」に集約して歴史叙述のように語る言説は少なくはない。村
上龍の『6

sixty nine

9』は、作者の全共闘体験に基づいて書かれたものだが、「全共闘小説」とし
て読む人は少ないだろう。本稿は、作品を貫く物語を推進する60年代後期の若者の
エネルギーを読みの手がかりとして、ロックの社会的意味と理論を援用し、主に若者
の対抗精神がいかにこの作品に表現されているのかについて詳しい分析を試みた。

本稿で考察したように、『6
sixty nine

9』におけるロックは、全共闘運動のように政治手段や暴
力を通じてではなく、日常の規律を乱す「祭り」の形で体制に抵抗するように機能し
ている。60年代にアメリカやイギリスで若者たちの間で広汎な支持を受けていたロッ
クが本作に大量に出現することは、共時的に日本が西洋の対抗文化から影響を受け
たことを意味している。さらに言えば、この作品は政治体制の変化ではなく、人間の
意識の変革に重点をおいているのであろう。つまり、体制に対する若者の反抗心と性
の欲望によって生まれるエネルギーは、もはや政治運動である全共闘運動の枠によっ
て解釈されるものではなく、体制の内面化を前提とした上で、主流文化に対抗できる
新しい文化を創造する推進力へと転換されるのである。

そうだとすれば、作中のケンの抵抗は決して少数者の問題というだけではなく、戦
後の若者たちの共有する問題でもある。『6

sixty nine

9』では、実際に行われた佐世保北高校の
屋上バリケード封鎖事件の政治運動としての色彩が薄くなり、代わりにフェスティバ
ルが、アメリカの支配下で構築された「戦後日本」という日常秩序に潜んでいる不合
理な権力構造と、経済の高度成長の過程で形成された管理社会とに対する抵抗運動
として「楽しく」語られている。ロックのほか、前衛映画や演劇、文学などが示したよ
うに、若者たちのエネルギーは、体制を破壊するだけではなく、新しい文化の創造を
促すプラスの側面もある。それは70年代における、演劇や映画などの領域での文化
革新と深く関わっているであろう。

確かに語るという行為は、経験を記憶して再生する。それは他者の経験とその記
憶を侵蝕するかもしれないが、同時にその中には語り手の願望が含まれているはずだ。
1969年から19年も経った1987年という時点で、日常秩序からの解放としてのフェス
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ティバルを語り続ける行為は、抵抗が依然として持続している証しではないか。「わ
たしはその戦いを今も続けている。退屈な連中に自分の笑い声を聞かせてやるため
の戦いは死ぬまで終わることがないだろう」34と作者が後記で書いたように、『6

sixty nine

9』は
作者の村上龍にとっては、あの時代の「興奮」とは何かを総括するものであると同時に、
高度消費社会のただなかにある80年代の日本社会に対する、小さい抵抗ではなかっ
ただろうか。

34
『6

sixty nine

9』、238頁。
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