旧制水戸高 ･梅本克己 ･ハ ンガ リー事件
一 大池 文雄氏 に聞 く ‑

今

西

は じめ に
大池氏 との出会いは,氏が私 に手紙 を添 えた著書 『
水戸 コミュニス トの系譜』
(
ぺ りかん社,2009年,以下,著Aと略) を,立命館大学の言語文化研 究所経
由で,送 って くださったことか ら始 まる｡その手紙の内容は,インタビューで
も触れている,同研 究所の紀要 に載 った,いいだ もも氏 の論文 (
｢ホメロース
の 『
イリアス』 『
オデュセイ』の一時代の後 を承けて｣ 『
立命館大学の言語文化
研 究所』 第21
巻 1号,2
009
年)が,いかにデ タラメな ものであるか を,詳細 に
批判 された ものであった｡その内容は,西川長夫氏 によって,同紀要の第22巻
2号 (
201
0年) に掲載 されている (
91
‑9
3頁)
0

正直,1
9
28年生 まれ とい うお年 と,その手紙の明断な文章 には驚か され,御
著書の面 白さに庄倒 された｡その内容 は,私たちが調べていた,1951
年 2月に
起 こった, 日本共産党東京大学細胞の国際派のなかでの リンチ事件 に対する深
い洞察や,ご自身が体験 された戦後の茨城での党活動,出版業界での秘話な ど,
実 に興味深い ものであった｡大池氏の名前 は,小 島亮氏の労作 『
ハ ンガリー事
件 と日本』 (
中公新書,19
87年,現代思潮新社,2003年復刊)で,最 も的確 に
ハ ンガリー事件 (
今 日では ｢
ハ ンガリー革命｣ とすべ きであろうが,当時の歴
史的用語 を使 ってお く)の歴史的評価 を行 った人物 として,その名前だけは知 っ
ていた｡
早速,お手紙 を出す と,事業 を引退 されて静岡県の沼津市 に住んでお られた
が,東京 に出て きて会って もよい, というお返事 を電子 メールでいただいた｡
〔3〕
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これ もシ ョックで,私 は何 とはな しに自分の手紙の末尾 に,習慣 としてメール ･

0
歳 を過 ぎた人か ら, メー ルで返事が くると
ア ドレス を書 いていたが, まさか8
は思 っていなか った｡ しか し,あの見事 なワープロで打 たれた長文の手紙か ら
すれば,メールを使 えない と考 えていたのは,私の不明っだった と恥 じいった｡
それ も待 ち合 わせ の場所 は,東京の地下鉄本郷三丁 目駅前 の喫茶店 ミ
麦寸だ

7
,8年前,私が東大 の史料編纂所 に ｢内地研修｣
とい うのである｡ ここは,1
として通 っていた時 に,ほ とん ど毎 日の ように使 っていた思 い出深 い喫茶店で

01
0
年 6月 1
8日の午後, モ
麦寸 でお会い した大池氏 は,茨城時
あ った｡ そ して2
代 か らの盟友で,出版社風涛社 の元社 長高橋行雄氏 と一緒 に来 られた｡初めて
会 った大池氏 は, 目つ きは鋭いが,清 酒な紳士であった｡話 し方 も静かで,大
病 をされたせ い もあ ってか,押 し殺 した ような声 を出されていたが, これは昔
か らの ようであ った｡元活動家 に見 られるような, ま くし立 ててアジテー シ ョ
ン (
煽動) をす るタイプではなか った｡
高橋氏 は,
大池氏 の著書 による と,｢
水戸市常磐小学校 を全 甲の好成績で出て,
その内 申書 を持 って旧制県立土浦 中学 の入試 口頭試 問 を受 けた (
略)｡父親の
転勤で一家が土浦市真鍋 に引 っ越 したのである｡ ところが不合格 だ った｡信 じ
られない思いだったが抗議 は受 け付 け られなか った｡ これは徳川時代,水戸藩
がいか に隣藩 に対 して威張 っていたか｣,その ｢
仕返 し｣ を受 けた と言 われて
い るそ うである｡かつて ソ連の核実験 を支持す るいいだ もも氏 と,｢
原爆論争｣
を ｢
高橋 が仕掛 けて,満座 の中で,いいだ氏 にコテ ンパ ンにや っつ け られた｣
そ うで,｢この種 のルサ ンチマ ン的記憶 に関 しては私 は とうてい高橋 の敵 では

‑40,1
3
4頁)｡確 か に高
ない｣ と,大池氏 に言 わせ る人物であ った (
著 A,39
橋氏 は,いいだ氏が嫌いであった｡氏 はかつて ｢
吉 田和夫｣ のペ ンネームで,
大池氏 とともに 『
批評』 とい う同人雑誌 を出 していた｡
その後,やは りその 『
批評』 のグループであった救仁郷建氏が創業 し,大池
氏 が現在 も役 員 を している,ぺ りかん社 の会議室 で, 3時間以上の ロ ング ･イ
ンタビューを行い,夕食をご馳走 になって,夜 の本郷の喫茶店で もお話 を伺 っ
た｡終始, ジェ ン トルマ ンであ ったが,お孫 さんの大学進学 の話 をす る時は,

5
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本当に楽 しそ うであ った｡本 イ ンタビュー もまた,北海道情報大学講師の天野
尚樹氏 に原稿 を起 こ して もらい,その修正 を手伝 って もらったが,天野氏 もま
た,大池氏 の記憶力 と文章構成力 には驚嘆 していた｡

1. 梅 本 克 己氏 の ｢
主体 性 ｣ 論 の後 継 者
大池氏 は,旧制水戸高校 で,哲学者 の梅 本克己氏 と出会 っている｡ 自称梅本
氏の ｢
一番弟子｣である｡梅本氏 は,その独 自の ｢
主体性｣論 とともに,旧制
の水戸高が茨城大学 になる時,
教授へ の昇任 を拒 否 され,追放 された戦後 の レッ
ドパージの犠牲者 として も有名 であった｡私の 自殺 した大学時代 の友人の一人
ち,梅本哲学の熱烈 な信奉者であった｡その事件 の顛末 を聞いてみたい とい う
のが最初の関心であ ったが,梅本克己追悼文集刊行会編 『
追悼

9
7
5
年)守, 克己会 回想文集編集委員会編 『
回想
涛社 ,1

梅本克己』(
風

梅 本克己』 (
こぶ し

01
年) に も載 っていないエ ピソー ドを聞 くことがで きた｡
書房 ,20
確か に,旧制水戸高の ｢
バ ンカラ精神｣ と ｢
野人｣梅本氏 はマ ッチす るが,
例 え病気 で倒れた とは言 え,立命館大学教授 として京都 に住 むのには,無理が
あ った と思 う｡ しか し,お話 を聞いて,改 めて大池氏 の 『
奴隷 の死』 (
ぺ りか

9
8
8
年,以下,著 B と略) を読み返 して見 ると,大池氏 には,梅 本氏 の
ん社 ,1
｢
主体的唯物論｣の精神が,その政治的立場 は異 なって も,脈 々と流れている
ことがわか る｡ ひるまず, どこでで も自分が正 しい と思 った ことを主張す る態
度 も,そのひとつである｡
また1
9
48
年か ら始 まる,社会党 と共産党 との合 同運動 (
｢
社共合 同｣) や,求
城県の常東農民運動 の ｢
反独 占｣闘争 な どは,歴 史学のなかで高い評価 を受 け
て きた ものであ るが, これ に対 して もその実践者 の一人 として,大池氏 はかな
｢
現実 的保守主義｣と語 っ
り厳 しい評価 を与 えている｡これは,現在の氏 の立場 (
ていた)が言 わせ るのではな く,同時代の論敦 を集めた を 『
奴隷の死』 を読 ん
でみれば,一貫 した主張であることが わか る｡
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2.ハ ンガ リー事件 とは
ハ ンガリー事件 と言 って も,今の若い人たちには, よ くはわか らないことで
あろうか ら,簡単 に説明をす る｡1956年 2月24日,ソ連共産党の第20回大会で,
フルシチ ョフによる亡 きス ター リンへ の批判が行 なわれる｡東欧の民衆 は, こ
の ｢
ス ター リン批判｣ に期待 し, まずポーラン ドでは,56年 6月28日,ポズナ
ニ市のジスポ工場で発生 したス トライキが,市民 と治安当局 との戦闘にまで発
展 し,多数の死傷者 をだ した (
｢
ポズナニ事件｣
)0
しか し,ハ ンガリーのような内戦 にな らなかったのは,ポーラン ドでは, こ
の事件の後, (
プラヴ イ ･グループ〉 とい う党内改革派が台頭 し,党内民族派
と連合 して, (
ナ トリー ン ･グループ〉 と呼ばれていた党内ス ター リン派 を庄
倒 し,56年 1
0月1
9日, ソ連の干渉をはねのけて,長 く獄 中にいたゴムルカを,
党第一書記 に復帰 させたか らである (
ポーラン ド1
0月政変)
｡
これに対 してハ ンガリーでは,第二次大戦中ナチス ･ドイツ側 についた とい
うことで,戦後 ソ連か ら法外な賠償金 をかけ られ, さらに ｢
合弁会社｣ とい う
植民地的な企業形態 によってソ連に収奪 されていた｡1950年代 には, さまざま
な抗議運動が起 こるが,東欧‑凶暴な ｢
小 スター l
)ン｣ と言 われた ラー コシ ･
マーチ ヤーシュによって弾圧 されて きた｡
ソ連の ミコヤ ンは,｢
ポズナニ事件｣の直後, ラー コシを解任 させ るが,そ
の後任がやは りス ター リニス トのゲ レであることに,民衆の怒 りは爆発 した｡
1
0月23日,ポーラン ドの政変 に連帯 して集 まった民衆は,ス ター リンの銅像 を

引 き倒 し,放送局を占拠 した｡翌24日,ハ ンガリー勤労党 (
共産党)は, ソ連
軍介入の要請を発表 した｡ これが ｢
第 1次介入｣であるが,歩兵 を伴わない戦
車のみの単独行動で威嚇 を 目的 としていた と思われる｡
ところが民衆は,ゲリラ戦術 で応戦 し,労働者党員は ｢
労働者評議会｣ をつ
くって,工場の 自主管理が行 われた｡ハ ンガリーは,｢コミュー ン｣状態 に入 り,
27日には民族戦線政府が結成 されて,一党独裁 は崩壊 した｡しか し,1
0月31日,

英仏軍が,エ ジプ トを攻撃する ｢スエズ動乱｣が始 まると,ハ ンガリーは一瞬,
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世界史の ｢
エアー ･ポケ ッ ト｣ になった｡
ハ ンガリーでは,民衆か ら ｢ワルシャワ条約機構か らの脱退｣の声 も上がっ
て, 11月 4日, ソ連軍のブ タペス ト進撃が始 まる｡いわゆる ｢
第 2次介入｣で
ある｡戦車お よび機械化師団1
2,戦車 25
00台,装 甲車 1
000台, さらに歩兵 1
5
万
人をともなう大部隊であった｡ ソ連軍は無差別破壊 を行い,捕虜は射殺するか
シベ リア送 りになった｡戦闘は,11月 1
0日まで続 き,ハ ンガリー側の死者は約
1万 7
000人, ソ連側 も1
9
00人の死者 をだ した｡西側への亡命者は20万人を超 え

た と言われている｡
このハ ンガリー事件 に対 して, 日本の論壇 ･知識人は,ほ とんどまともな対
応がで きなかった｡政党では,社会党の右派が ｢ソ連の暴挙｣ を批判す るのに
対 して,左派はソ連擁護 にまわった｡特 にひどいのは,大内兵衛 ･山川均 ･上
原専禄氏 らの座談会で (
｢
歴史のなかで｣ 『
世界』 1957年 4月号),大内氏 はハ
ンガリーを ｢デモクラシーが発達 している国ではない｡元来は百姓国ですか ら
ね｣ と決めつけ,上原氏 もハ ンガリー人を ｢
神経質｣な国民だ とけな し,山川
氏 は,蜂起 には ｢
労働者はそれほどいない｣ と断 じている｡ 日本の知識人の進
歩主義,西洋崇拝 と東欧蔑視 には度 し難い ものがある｡共産党は もちろん,宮
本題治氏 らによるハ ンガリー事件 ‑ ｢
反革命｣説である｡
これに対 して興味深いのは, 自民党の中曽根康弘氏や芦田均民 らの動 きであ
る｡中曽根氏 は事件か ら半年後 にハ ンガリーを直接訪問 してお り,芦田氏 は社
会党右派の西尾末広氏 らと日本ハ ンガリー救援会 を組織 している｡救援会は,
精力的に 日本各地で募金運動 ･後援会 を展 開 している,一時は,ハ ンガリーの
亡命者 を,北海道で受 け入れ ようとい う案 さえ上が っている (
小 島前掲書,他)｡

3.大 池文雄 氏 の コ ミュー ン論 と転 向
当時の大池氏が ｢
未来に思いえが く革命は,制度が人間を支配す るのではな
しに,人間が制度を支配す ることによって,人間の疎外 をもた らす一切 の制度
を死滅 させて しまう最後の制度 を打 ち立てる｣ ことである (
著 B,以下 同,31
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頁)｡それが ｢コンミュ ン｣であ り, コンミュ ンは常備軍 を廃 し,武装民衆 を
配置する｡警察 も中央政府の道具であることをやめ,いつで も解任 で きるコン
ミュンの道具 となる｡司法官は虚偽の独立 を奪われ,検事 も裁判官 も選挙 され,
責任あ り,解任 される｡銀行は没収 され,土地 も労働手段 もコンミュンの所有
に移 される｡
コンミュンは,普通選挙 によって選 出された議員によってな り,議会のよう
な団体ではな く,同時に行政府であ り,立法府である一つの行動体である｡行
政府その他のあ らゆる部門の官吏 も,警察官 と同様,いつで も解任 で きるよう
にする｡ コンミュンの議員以下,公務 をとる ものは労働者の賃金だけをうけと
らなければな らない｡国家の高位高官者達の既得権 (
位階,勲章等一切 の特権
を含む)や,交際費は高位高官者その もの とともに姿 を消 して しまう｡公職は
中央政府の私有財産ではな くなる (
33‑3
4頁)
｡

これがマルクスが 『フランスの内乱』で描いた コミュー ンのはずである｡ し
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
か し, レーニ ンは,｢プロ レタリア独裁の行政権力がついには労働者階級 を上
か ら支配 してい まう危険をおかす ことに気づかなか った｣ (
36頁)
｡ また,｢
マ
ルクスを中央集権主義者 と断定 し,あげ くに ｢自発的な中央集権制｣ とい う矛
盾 した概念を作 りあげた｣ (
49頁)｡そ して ｢レーニ ンはただ理論的にまちがっ
ていたばか りでな く,実践的に もまちが っていた｣ (
5
0頁)
0｢
党は国家機構 と
融合 し,それを従属せ しめ,国有化 した財産を基礎 に,恐 るべ き特権 を享受す
る一つの階級 に転化 した｣｡｢
私は今 日のソ同盟 を官僚の共同会計のための国家｣
になった とする (
53頁)｡
｢中華人民共和国においては問題は一層単純である｡ 中国の国家権力 を掌握
した独 占的政党一中国共産党は,成立の当初か ら,ス ター リニズムの亜流であ
る｣(
5
6頁)｡｢
私の手元 に 『
人民中国』1
955
年1
2月号がある｡そこには ｢
毛主席,
元帥の称号 と勲章 を授与｣ と題するグラビア頁がある｡55
年 9月23日栄徳以下
1
0人の将軍 に元帥称号が贈 られ,延べ 81
8名 に各種の勲章がお くられることに

なった｡ この事実は,中国紅軍が,今や中国 6億 の人民 に支配力おふるう大権
力 として立身出世主義 と特権の温床 と化 していることを,公然 と暴露 したので
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ある｣ (
67頁)0
この大池氏の主張 は,
社会主義体制が崩壊 し,｢
共産貴族 (
ノーメンクラツウ‑
ラ)｣たちの存在が常識化 している今 日か ら見れば,む しろあた りまえに聞 こ
えるか もしれない｡だが,この レーニ ンか ら中国共産党 までを批判 した論文が,
1
957
年 に, しか も日本共産党の専従職員である人物 によって,雑誌 『
批評』 に
公表 されるといことが,いかに困難であったかは,想像 を絶するものがある｡
もちろん彼 に対する共産党の処置は,雑誌の公刊 の停止命令であ り,最終的に
は ｢
除名｣処分であった (
『
アカハ タ』1
958年 7月 8日)｡
また,大池氏 は党内にあって,｢
ハ ンガリー革命｣ を支持す ることは勿論,
農地改革 による封建制 ｢
再編｣説が党の綱領 になっているなかで,地主制の廃
止の実態 を説 き,党の人事の不明瞭 さを批判 した｡山口武秀氏 (
常東農民組合
の委員長)の除名 に反対 し,｢
党の青年部｣のように扱 われている ｢
民青団｣(
後
の 日本民主青年同盟)の解散 を主張 した｡そ して,在 日朝鮮 人活動家を,5
0
年
以降 ｢
特 に極左 冒険主義的偏向の中で,彼等 を, もっとも犠牲の多い場所で ど
の ようにひきまわ したか｣,｢
いかに不平等 な優越 的態度 をもってのぞんだか｣
を,厳 しく批判 した (
354頁)
｡
除名後,大池氏 は,ジャーナ リズムの途を歩み始める｡ ここで小 島氏 の労作
『
ハ ンガリー事件 と日本』に一言だけ疑問を書 くと,その時の大池氏の思想 を,
黒 田寛一氏 らとな らべて,｢
ニュー レフ ト｣ と規定 していいのだろ うか, とい
う点である｡大池氏 自身 も,｢
人々が後 にニュー レフ トと名付 けて くれた｣が,
｢
私達はむ しろニュー ･リベ ラルで解党主義的傾向を帯 びたグループだった｣
と規定 している (
著A,1
32頁)｡それは,小島氏 自身が編集 した F
奴隷の言葉』
のなかの ｢
戦後転向論｣ (F
論争』創刊号,1
959
年) を読めばわかる｡
新 たにフロイ ト理論 を学 んだ大池氏 は,｢
マルクスは権威主義的性格 の持主
であ り, レーニ ンは一層徹底 した権力主義者であった｣ と, レーニ ンだけでは
な く,マルクスをも明確 に批判する (
1
32頁)｡｢
人民資本主義 と呼ばれようが,
人間性の 自由な成長 を抑圧 した り,スポイル した りする社会状況は悪 しき偽 り
の価値 を もった社会であ り, とりわけ,単一の哲学 を押 しつけ, 自我の成長を
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公認の枠 にはめ,歪め,不 自然 な外的権威 の奴隷 にして しまう現代共産主義文
明 とファシズムこそ,われわれが どうして もさけて通 らなければな らない もの
となった｣とい うのは,明確 な脱共産主義,脱マルクス宣言であった (
1
3
8
‑1
39

蛋)
｡｢
戦後転向論｣ とは,大池氏 自身の ｢
転向｣声明である｡
私は,大池氏の ｢
転向｣を考える時 ,2つの問題が重要だ と考 える｡1つは,

2
0
代のほ とんどの時間と労力 を費や し,大学への進学 を も放棄 した,共産党か
らの ｢
除名｣である｡ この時の内面的な苦悩や寂参感を,大池氏 はあま り語 っ
ていないが,大 きなシュックであったろう｡そ して もう 1つは,彼 自身がその
身を投 げ出 していった, 日本経済の ｢
高度経済成長｣である｡師の梅本氏 は,
彼の転向を ｢｢
右翼社会民主主義乃至 は修正資本主義 と結 びついている｣ と許
された｣が,そのことを大池氏 自身 も否定 していない (
1
8
9
頁)｡
大東塾 の遠山影久氏が,大池民 らの ｢
季刊雑誌 ｢
論争｣のパ トリンとな り,
出版社 ｢
論争社｣のオーナー社長｣ になるきっかけについて もそ う言 える｡遠
山氏が 『
批評』の原稿 を読み,大池氏 に雑誌の編集 をまかせ る時,先 に依頼 し
ていた小 山弘建氏 (
アルクス主義者) と論争 させた とい うエ ピソー ドにして も
そ うである｡｢｢
大池,救仁郷組の勝ちだ｣ と遠山さんは判定 を下 した｡遠山さ
う
ろこ
ん自身 もこの論争 を聞いて,目か ら鱗 が落ちる思い したのではないだろうか｣
と書かれているが,遠山氏 はそ こに自分の思想的な後継者 を見ていたのではな
いだろうか (
大池文雄 『
私の崎人録』ぺ りかん社 ,1
4
3,1
5
9
頁,以下,著 Cと
略)｡ここで蛇足 を加 えれば,私 は,少数 しか刊行 されていなか った雑誌 『
批評』
を発掘 し,大池氏の貴重な言説 を紹介 された小島氏の業績 を,高 く評価するも
のである｡

4.｢昭和 史論争｣ と丸 山真 男氏 , ｢風流 夢講｣ 事件 な ど
私 は, イ ンタビューのなかで,｢
昭和 史論争｣ と丸山真男氏 との関係 を聞い
ているが, これは大池氏の 『
水戸 コミュニス トの系譜』のなかで,粕谷‑希氏
が,亀井勝一郎氏 と丸山氏の仲介お労 をとった話が紹介 されているか らである
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(
239‑40頁)｡粕谷氏 の 『
中央公論 と私』 (
文蛮春秋 ,1
999年) によると次の
ようになる｡粕谷氏が丸山氏 に ‑
中央公論社 に入 って最初にお 目にかかったのは,亀井勝一郎氏が遠 山茂樹
氏の 『
昭和史』 を批判 して ｢
人間不在の歴史である｣ と 『
文蛮春秋』で書
き,のちに 『
現代史の課題』 とい う本にまとまる連載 を 『
中央公論』 に連
載す るとき,編集部内で, ｢
亀井 さんは歴史に素人なのだか ら,丸山英男
さんに話 を伺 ったほ うがいいのではないか｣ とい う意見が もち上が った｡
(
略) ともか く,同 じ吉祥寺 に棲 む亀井 さん と丸山さんに会っていただき
自由討論 を してか ら連載 を始めようとい うことになった｡
さすが に最後 は,丸山氏 も粕谷氏 に,｢
君い,なんで私 は敵 にこんなに塩 を
送 らな くてほな らないのかね｣ と語 ったそ うだが,｢
昭和 史論争｣での亀井氏
の資料提供者の一人は,丸山氏 であるとい うことは,意外 と知 られていない事
実である (
8
4‑ 5頁)｡
最後 に,もう 1つだけエ ピソー ドを紹介 してお きたい｡｢
風流夢讃｣事件 といっ
て も, これ も若い人たちは知 らないか もしれないが,1
9
60年 1
2月号の 『
中央公
論』 に,深沢七郎の小説 F
風流夢讃』が載 った｡ これは 日本 に ｢
左慾革命｣が
起 きて,天皇一家が革命軍 に襲 われ,殺 されるとい う夢の話である｡ この小説
に激怒 した赤尾敏 ･野依秀市氏 らによって,中央公論打倒運動が組織 される｡
翌61
年 2月 1日には,1
7
歳の右翼少年小森‑孝氏が,嶋中鵬二社長宅に忍び込
み,雅子夫人を刺 して重傷 を負 わせ,お手伝いの丸山かねさんを刺殺 した事件
である (
｢
嶋中事件｣ とも言 う)｡嶋中社長は,大 日本印刷で校正 に立ち会って
いて助か った｡粕谷氏 は, この事件が ｢中央公論社衰亡の発端｣であった とす
る (
1
8
4頁)｡

粕谷氏 の著書 によると,1
9
60年秋 , ｢
その ころ,八重洲 に論争社 とい う雑誌
社があった｡ 『
論争』 とい う思想雑誌 を発刊 していて,編集長の大池文雄氏 を
訪ねたの もその ころである｡彼 は水戸の コ ミュニス トか らの転向者であった｣

(
1
08頁) と,ボソ ン トと大池氏 の名前がでて くる｡ しか し, この粕谷氏 と大
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池氏 との交友 は,大池氏 の著書 『
水戸 コ ミュニス トの系譜』 による と,嶋中事
件以降深 くなる｡大池氏 は ‑
嶋中事件以降混乱 を極 めた中央公論社 は,やか ましく干渉 した右翼 を排 除
す るに当たって,粕谷 さんに頼 まれて,遠 山景久 さんを嶋中鵬二 さんに引
き合 わせ た ことが あ った｡ (
略)私 も遠 山 さんのお供 で,その時初めて虎
の門の料亭福 田屋 (
略)の奥座敷 で 嶋 中さん とお会い した｡そ して遠 山さ
んの使いで,あの騒動 の鎮静 に少 々働 いた経緯 もあ って,粕谷 さん と私 は
いっそ う仲良 くなった｡

231‑ 2頁)｡ ｢
遠 山 さんは,晴男街 に も人脈があ って,その
と書かれてい る (
3
4頁)｡ ｢
風流夢讃｣事
筋か ら一 目も二 目も置かれていた｣ のであ る (
著 C,1
件 の解決 には, こうした裏面史 もあった｡
『
私の崎人録』 には,遠 山氏 が ラジオ関東の社 長 になった経緯,台湾独立運
動,平和相互銀行の小宮 山英機氏 の もとで,電話の 自由化 に努力 した話 な どが,
経済小説 を読 む ような面 白さで書かれている｡人 を得て, この辺の話 を,大池
氏 にイ ンタビュー してみては どうだろ うか｡何事 も隠 し事 を しない, とい うの
5
0年ぶ りとかの猛暑 のなか,本稿 の校正 を して
が氏 の信 念の ひ とつであ る｡ 1

いただいた大池氏 に感謝す るとともに,その ご健康 を願いたい｡多謝｡

大 池 文 雄 氏 イ ン タ ビ ュー

1 生い立 ち
今西 :本 日の主 旨の ひとつ には,いいだ ももさんが茨城県の運動 についてあ ま
りにめち ゃ くち ゃな ことを書かれてい ますので (
前掲 ｢ホメロースの 『イリア
オデ ュセ イ』 の一時代 の後 を承 けて｣
)
,それ を大池 さんに正 していただ
ス』 F
きたい, とい うことがあ ります｡大池 さんの生い立 ち,茨城県の旧制高校時代
0年間題,ハ ンガリー
の レッ ドパージ反対 闘争の こと,梅 本克己 さんの思い出,5

事件,戦後の出版活動の ことな どもお伺 い したい と思 ってい ます｡
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大池 :私 は長野県の小諸の出身です｡昔 は小諸町 といい ましたが,その郊外の
小原 とい う農村 で生 まれ ま した｡小諸 は牧野の殿様で御親藩です｡表の石高は

1万 5
000石で したが,だいたい 3万石 あった と言 われてい ます｡それで住民 も
豊かだったそ うです｡父の生家は大百姓 で,父親は次男坊 で した｡学歴 はな く,
尋常高等小学校 3年卒です｡朝鮮 の平壌 で重機関銃隊 に配属 されて 2年 間向 こ
うで兵役 に服 しま した｡その後,父親 は結婚 して分家 し,田畑 を少 し分 けて も
らい,屋敷 も少 し与 え られたのですが,小作 に出 して農業 はせず,純水館 とい
う製紙工場 に勤めてい ました｡
今西 :お父 さんのお名前 は何 とお っ しゃるのですか｡
大池 :友吉です｡その工場 で母親 と知 り合 って結婚 しま した｡母親 は&鼻 (タ
ミ) と言 い ます｡私 は本当は次男 なのですが,長男 は生 まれてす ぐに亡 くな り
ました｡初太郎 と言い ま した｡戸籍 は届 け出たのですが,い ま戸籍か ら無 くなっ
てい ます｡東京 に移 る時 に間違 って消 えて しまったのではないか と思 うのです
が｡ なぜ東京 に来たのか とい うと,父親が製紙 に未来はない と考 えたのです｡
ち ょうど昭和恐慌 の頃です｡

1
928年) ですか｡
今西 :お生 まれは昭和 3年 (
大池 :はい, 11月 6日です｡

929
年か らですね｡
今西 :昭和恐慌 は1
9
32年頃だ と思 い ます｡父は警視庁 に入 りました｡
大池 :東京 に出て きたのは1
その時,女房 と子供が 3人お りました｡私 の他 に妹がふ た りです｡住 んでいた
のは 日暮里 1丁 目です｡父親は良 く出来 る人で した｡拳銃の名手で してね｡東
京 オ リンピックの ピス トル射撃の コーチ を してい ました｡兵役 で平壌 の銃機関
銃隊 に入 ってい ましたが,機関銃隊は歩兵銃 は持 た されず, 白兵戦 では専 ら護
身用の拳銃です｡射撃は天性 の もので,練習 したか らうま くなるとい うもので
はない｡警察官の時 に神宮大会 に出場 しました｡今の国体です｡勤務先 の所轄
署 の署長か ら話があ って, 自分が出る と名乗 り出たそ うです｡家 に もブローニ
ングを持 って帰 って きて手入れ してい ました｡予選で トップにな りました｡99
点だった と言 ってい ました｡本番の大会では 6位 で した｡ ち ょっと天才 的な と
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ころがあ りました｡剣道 も五段で した｡真剣で形 をやって武道館で五段 をもらっ
て きました｡
今西 :小学校 は どち らに通 われたのですか｡
大池 :荒川区の第四峡田尋常小学校です｡当時住 んでいたのが荒川区町屋 1丁
目で した｡小学校 に入ったのは2･26事件の前の年 (
1
925
年)で した｡2･26事
件の時は雪が降っていま した｡校 門まで行 った ら副校長がいて,今 日は学校休
みだ, と言 うわけです｡喜 んで家に帰 りました｡小学校の成績は トップで した
が,総代 は大地主の子で,成績 もよく朝 日新聞の健康優良児で した｡世 間とい
うものを少 し学びました｡
今西 :2･26事件は 1年生の 3学期 になるわけですか｡
大池 :そ うです｡大変なことが起 こったのだ と後で親か ら教 わ りましたが,あ
ま りよくわか りませ んで した｡小学校 を出る頃に国民学校 にな りましたので,
正式 には第四峡田国民学校卒業です｡国民学校の 1期生です｡小学校の風景 を
申し上げたいのですが,下町ですか ら雑階級的で,高級官僚や大会社の幹部の
息子や地主 さんの息子 もい ました し,職人の子供やお坊 さんの子 もいました｡
クラス にひ と りだけ生活保護 を受 けてい る家庭の子がお りま した｡ その子 は
時 々しか学校 に出て こないのですが,出て くると昼休み に小便室 に行 くんです｡
そ こで弁当が出るんです｡
今西 :生活保護の子 には弁当が出たのですか｡
大池 :そ うです｡我 々とはあま り口をきかない,お とな しい子で した｡人口が
どんどん増 えて,子供の数 も一気 に増 えていった頃で した｡
今西 :その頃は,東京 もまだ田舎っぽい雰囲気が残 っていましたか｡
大池 :町屋一丁 目は もう都市化 してい ました｡荒川区は当時すでに35
万人の人
口を抱 えて,東京一過密だ と教 えられ ました｡住民の大半は長屋住 まいで,共
同水道で した｡ 日暮里の方 に通 じる尾竹橋通 りが拡巾され歩道のある立派な舗
装道路 になって,両側 にはお もちゃ屋,呉服屋,寿司屋,おかず屋,魚屋,乾
物屋,薬局か ら大衆酒場迄,あ りとあ らゆる商店が並んでいました｡お菓子屋,
パ ン屋,楽器店 まであ りました｡町屋一丁 目は,昔は稲荷前 と言 っていました,

旧制水戸高 ･梅本克己 ･ハンガリー事件
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今の都電早稲 田線町屋駅前停留所の北側一帯です｡近 くに博善社の火葬場や,
三河島浄水場があ りました｡ この浄水場 は広大な土地 に何百 とい う数の糸車の
ような ものを回 して下水 を浄化するのです｡中に入 り込んで よく遊 んでいまし
た｡出口の ところで,飲めるほ どきれいになった水が ものす ごい勢いで流れ出
て くるのを眺めてい ました｡
また,区立児童図書館があ り,好 きな場所で した｡ ジャンパルジャンや小公
女 を読み ました｡ 5年生 になると本屋 で岩波文庫 を買い ました｡ ウイリアム ･
ブ レイクの詩集など印象に残 っています｡映画は何 と言 って も ｢
鞍馬天狗｣で
す｡それか ら ｢
風の叉三郎｣｢
加藤隼戦闘隊｣｢
綴方教室｣｡
今西 :小学校の頃は, もう軍国主義教育が強 くなっていた時期です よね｡
大池 :あ ま り無かったですね｡
今西 :無かったですか｡
大池 :これは説明が難 しいのですが, 日本は大正期 を挟 んで,戊 申以来ずっと
軍国なのです｡ペ リー来航以来 と言 って もいいで しょう｡殊更の軍国主義教育
といえる ものよ りも,教育勅語が小学校の修身 (
倫理)教育の中心で した｡ 日
支事変がは じまった時が,ち ょうど私達の小学生時代で,紀元2
6
0
0
年祝典があ
り,隣組が作 られた り,千人針や慰問袋などは婦人会や高学年の女子児童が熱
心 にや りました｡ 3年生の 2学期 に私の作文が当時ち ょっとしたブームだった
『
綴 り方教室』 とい う雑誌 に載 りました｡ ところがその時の担任で,指導教師
として私 と並んで名前が載 った先生が , 3学期 に出て来ないのです｡転任 と発
表 されただけで, どこへ行 ったのか教 えて くれない｡父は,｢アカだったのか
なあ‑‑｣ と,母 と首 をか しげていました｡ 5年生の時,ほかのクラスの担任
で,支那兵の捕虜 を侮辱す るシナ リオを書いて学芸会で児童 にや らせた｡ こう
い う便乗型の人 もお りましたが, これは例外です｡大体,小学校の教師は大正
時代の 自由主義 ･消費文化の中で青少年期 を送 った人が大多数です｡ このこと
は,昭和初期の児童教育 を語 るのに欠かせ ない視点です｡小学校が国民学校 と
改め られた頃か ら戦時色が濃 くなってい きましたが,それで も世間では,熱海
などの温泉宿 に戦時景気の人達が,馴染みの芸者や カフェーの女給達 と繰 り出
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して大賑 わいだったのです｡経済統制や徴用が激 しくなって,商店 も店 じまい
し,家庭の貴金属や鉄瓶,寺の党鐘 まで供 出させ られるようになるのは私達が
中学 2‑ 3年生位の時です｡
アメリカに対 しては敵視 とい うよ り羨望の方が強かった｡ 中国に対す る蔑視
はあ りました｡中国人のことは ｢ちゃんころ｣ と呼んでい ました｡ 日本は総力
で満洲国を建設 しなければな らない とい うことは小学校の頃には思 っていま し
た し,学校で もそ う教わってい ました｡ 日清戦役 の海戦の歌で ｢まだ沈 まずや
丁遠は‑‑｣ とい う唱歌, 日露戦争では ｢
屍 は積 りて山をな し,血潮は流れて
河 をなす｣ とい う橘大隊全滅の歌など習いました｡修身では爆弾三勇士があ り
ましたが,取 り立てて軍国教育 とい うよ り戦時の児童教育 としてはごく普通の
ことではないで しょうか｡
今西 :鬼畜米英 とい うのはあ りましたか｡
大池 :それは中学 に入ってか らですね｡鬼畜米英 と言い出 したのは大東亜 (
太
平洋)戦争が始 まってか ら,1
9
42年頃か らです｡反英米仏は ビルマの援薄ルー
トをめ ぐる争いあた りか ら強 くな りました｡ ドー リッ トル揮下 1
6機の B25の東
京初空襲 よ り後だったのではないで しょうか｡反米意識 は教育 よ りもむ しろ新
聞か らの影響で しょうね｡朝 日新聞です｡
今西 :あの頃の朝 日新聞の論調 は好戦的ですか らね｡
大池 :中学校 では,ABCD ライ ンがで きて石油が止め られた, これでは 日本
は生 きていけない, と言われた ぐらいで,その他 のことはあ ま り言 われ ません
で した｡三国同盟がで きた ときは,非常 に強力な世界の同盟国になった とい う
話があ り,そ う思い ました｡中学時代 の思い出としては, 1年生の時,三国同
盟 を記念 して開かれた と記憶 していますが,上野の池の端で レオナル ド ･ダ ･
ヴィンチ展があ りました｡当時は博覧会 と言 っていました｡流れて行 った水が
複雑な経路 を経て戻 って来た り,途中で水車 を廻 してその動力 を推進力 にした
り,子供 には大変 シ ョッキ ングな展覧会で,永久運動の機械 の模型 などが作 っ
てあ りました｡会場の真 ん中にあった階段 の正面の壁 に実物大の ｢
最後の晩餐｣
の複製が飾 られていました し,人体解剖図や数学のノー トも展示 してあ りまし
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た｡衝撃 を受けました｡ こうい う偉人がいたのか, と｡
今西 :中学はどち らだったんですか｡

大池 :府立第十一中学です｡入 って間 もな く,江北中学 と名前が変わ りました｡
い まの都立江北高校 です｡校長は著名 な教育者の大森乙五郎で した｡東京学芸
大の前身の青山師範学校 (
硯東京学芸大学附属世 田谷高校) に我 々の寄付でブ
ロンズの胸像が立 っています｡大森校長のおかげでいい先生が集 まっていま し
た｡私は 4期生です｡中学校 にも都立四中のように陸士 ･海兵合格率 を誇 って
いる学校 もあ りましたが,十一中 (
江北中)のように,旧制学校 ･専 門学校,
一流私大予科の進学率 を重視 している中学校 も多かった｡十一中は,全校生徒
が参加す る陸軍の軍事演習の査察の評点は,甲 ･乙 ･丙の丙だった ように記憶
しています｡
今西 :卒業 されて軍の学校 に行かれたのですね｡
大池 :19
43年の暮れに試験 を受 けました｡下士官が不足 していたので少年兵で
補充 しようと1
5
歳以上の志願兵 をとったのです｡ 中学 3年修了時点です｡ これ
に志願 して,兵庫県の加古川にあった陸軍加古川少年航空通信学校 に入 りまし
た｡
今西 :卒業すると航空兵 になるのですか｡
大池 :それが違いまして,地上勤務で通信 をやるのです｡実戦で通信 に携 わっ
た者は,台湾 と満洲 に行 きましたが,多 くは通信 とは関係な く,陸軍兵力の補
充で沖縄 で した｡教育が終 わったのは1
9
45年の 2月で,お国のために命 を捧 げ
ようと思 っていたのですが,私 には一向に動員令が下 らないんです よ｡准尉 (
総
務 ･人事)の ところに, どうして動員令が下 らないのか聞 きに行 きました｡准
尉 も困っていましたが,お まえは一人息子か, と訊 くわけです よ｡後で気がつ
いたのですが,一人息子は除外 したんです｡
今西 :家 を大事 にした時代ですか ら,家をつぶ してはいけない と

｡

大池 :その時は,何故そんなことを訊 くのかわか りませ んで したが,暗示 を く
れていたのですね｡それで どこに行 ったのか とい うと,国分寺の小平町に当時
の東京南天の予科のキャンパスがあ りまして｡
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今西 :小平 には戦後 も一橋大学 の教養部があ りま した｡
大池 :そ こに陸軍東部第九十二部隊 とい う看板がかか ってい ました｡それは電
波兵器学校 なんです｡ ここに入 りました｡ いいキ ャンパスでね｡西 のはずれの
雑木林の奥 に行 くと,太宰治が心 中 自殺 した玉川上水があ ります｡覗 くのが怖
い ような川で した｡
今西 :玉川心 中の場所 とい うのは,それほ ど流れが激 しい川だったんですね｡
大池 :す ごい急流 なんです よ｡絶対 に助か りませ ん｡その急流 に沿 って雑木林
を北の方,つ ま り上流 に歩 いて行 くと右手 に大 きなキャ ンパ スがあ ります｡津
田塾 です｡ 5月に東京で大 きな空襲があったのですが, 3列 に並 んで入 って き
た うちの真 ん中の列 の 1機 のお腹 の部分が光 ったんです｡爆弾落 としたな, と
思 って,私 は班長 をや ってい ま したか ら防空壕 に入 るよう大声で叫 んで, 自分
も入 りま した｡す る とものす ごい音が してね｡飛 び出 して行 って消火活動 を し
ました｡私の班 は本館 の担 当だ ったのですが, どうにか消火 に成功 しまして本
館 は助か り,私達 は賞状 を もらい ました｡我 々が寝泊 ま りしていた寮が焼 けて
しまったのですが,その とき寮防衛の班が陛下か ら授か った帯剣 をつけないで,

9の侵入 を見物 してい ました｡彼
産 のついたス リッパ (
営内靴) を履いて,B2
らの帯剣が焼 けて しまったのです｡ これはひどく叱 られ まして｡
今西 :それは当時 としては大変 なことで しょう

｡

大池 :校 長は大佐 で,陸大 の入試 を控 えていて,合格 間違いな し, と言 われて
い ました｡当然将官 になるはずの優秀 な人で したが,その ことがあ って断念 さ
れ ました｡
今西 :もう将官 にはなれないわけですね｡勤労動員はなか ったのですか｡
大池 :中学の同級生達 ほあ りま した｡ しか し私 は陸軍の航空通信学校,ついで
電波兵器学校 にお りましたので,歩兵 の基礎訓練 は一通 り受 けましたが,学習
か ら離れ ることはあ りませ んで した｡午前 中が授業で午後が実習で した｡幸運

9
43年 の1
0月か ら11月頃,つ ま り4
だ ったのか もしれ ませ ん｡ 中学 の同級生 は1
年 の 2学期で卒業 させ られて,試験 も無 しに成績 と志望 を勘案 して,それぞれ
の高 ･専 ･大学予科 に割 りふ られたわけです｡それで 4年生 の時 に勤労動員が
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あったのです｡学校が綾瀬 にあ りまして, 日立の亀有工場 に行か されたのがほ
とんどで しょう｡授業は昼休みや夜 に補習をやるのです｡ですか ら,ほとんど
勉強で きなかった｡
今西 :戦争中は勉強で きなかったようですね｡特 に語学 は,英語な ど敵性語で
すか らほ とんどやっていない｡
大池 :敵性語の話 を します とね,入学 した頃は週 に 6‑ 7時間英語があ りま し
た｡ 3年生の終わ り頃に少 し削 られましたが,それで も週 4‑ 5時間 ぐらいは
あ りましたかね｡英語の先生が追放 されるとい うようなことはあ りませ んで し
た｡
今西 :アメリカかぶれの人やモ ダンな人は嫌われた, とい うことはあ りません
で したか｡
大池 :英語の先生で若い元気 なイガグリ頭のクリスチ ャンの方がい ましてね,
上級生が喧嘩をふっかけていました｡校庭か ら呼び出すわけです｡するとその
先生,石垣先生 といいましたが,校舎の窓か ら顔 を出 して どなるのです｡上級
生達は ｢ア ンチ ャン｣とい うあだ名 をつけていましたが,英語教師だか らとか,
クリスチ ャンだか らとかい うことではな く,若い先生 をか らかい半分 に嚇 した
てたのだ と思います｡私 自身には, クリスチ ャンはやは り異質だ とい う感 じは
あ りました｡
今西 :クラブ活動な どはや られていましたか｡
大池 :や っていませ んで した｡文芸雑誌のような ものは校友会の予算で出 して
い ましたが,私 自身は特 に関わってい ませ ん｡

2 1
9
4
5
年の夏
今西 :疎 開はされていましたか｡
大池 :田舎の小諸に屋敷 と田畑があ りましたので,母親 と妹ふた りはそこに疎
開 してい ました｡妹たちは県立小諸高女 に転校 しました｡戦後復員 して私 も小
諸 に行 きました｡中学の 5年 目が復活することにな りましたか ら, 2学期か ら

4年生 に編入 されたんです｡復員兵は 1クラスに 3‑ 4名ほ どで した｡県立岩
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村 田中学 とい うところです｡そ こに 1学期 聞いて,あ とは一生懸命百姓 をして
い ました｡ この まま百姓やろうかなあ,なんて思 ってい ました｡そのことを父
親の兄に相談 したんです｡家の前の地続 きに本家の伯父の家があったのですが,
その伯父が父親に,文雄が百姓やると言 っているが どうするんだ, と手紙で訊
いた らしい｡親父は,本人の思 うままにさせて くれ, と答 えました｡親父はい
つ もそ うい う風 に答 えるんです｡ですが,その うちに向学心が芽生 えて きま し
て,東京 に出て勉強 したい と思 うようにな りました｡親父が西新井大師の書院
に部屋 を借 りていまして,東京 に出て,十一中に顔 を出 しました｡玄関で,｢
大
池です｣ と言 った ら校長先生が出て きて くれ ましてね,｢
大池君,君 に卒業証
書が出ているか ら持 って帰 りなさい｣, と言 われ ました｡前 々年の 4学年 2学
期修了時点の繰 り上 げ卒業の時の ものです｡それで,｢ぼ くは卒業免状 を もら
いに来たのではないんです｡勉強 しに来たのです｣と言い ました ら,｢
そ うか,
じゃあ上がって くれ｣ と言 われ,す ぐに岩村 田中学か らの転入願の書類 を受理
して転入手続 きをとって くれました｡
今西 :4年で卒業 して も, 5年で して もよかったのですか｡
大池 :実際 4年で卒業 になっているのですか ら,そのまま卒業 して もよかった
のですが,卒業証書 は もらわず に, もう 1年残 って勉強することに しました｡
その時にいろいろな経験 を したのです｡先生たちがひどく自信喪失 していまし
た｡体 も大 きくで 怖かった数学の先生 も, どうい う風 に生徒 に接 した らよいか
わか らない とい う感 じで した｡
今西 :敗戦後ですか ら,戦後教育 も大 きく変わるわけです よね｡
大池 :自信の無 さそ うな,本来の 自分 を失 って しまった ような感 じで したね｡
別 に軍国教育 を していたわけではないのですが,戦前はおっかない先生だった
んです｡学校の雰囲気が何かおか しか ったですね,暗か ったんです｡そ うした
ら誰かが,体育館入口の中 2階にあったテーブルを見つけて,そこで卓球 をや
ろうと言い出 しましてね｡私 もそこに加 わ りました｡勝 ち抜 き戦です｡ どんな
に強 くて も,だいたい 5人 ぐらいやると負 けるんですが｡ これは元気が出るな
と思いまして, クラス対抗 と,教員 と生徒 の対抗戦 を私が提案 しました｡成績
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なんか貼 り出 しまして,全校巻 き込み ました｡それで学校の中が明る くなった
ように感 じました｡その時, 自分では 自覚 は無か ったのですが,私の周 りに人
が集 まるんです｡大池は人に愛 される, とこれは後で人に言 われました｡
今西 :大池 さん 自身に敗戦のショックは無かったのですか｡
大池 :あ りましたよ｡ どうい うものだったか と言 うと,前線で砲火の下で戦 っ
て負けたわけではないで しょう｡村 山貯水池,多摩湖ですね,その人工的な堤
防の東の外れに電波兵器の野外演習場があったんです｡そこで1
9
45
年の 8月に
演習をや っていました｡演習に行 く前 に B29
がや って来 まして, ビラをまいた
んです｡｢
伝単｣と呼んでいました｡電波兵器学校 の敷地 にも何枚か落ちた｡拾 っ
た ら本部 に届け出なければいけないのですが,何か怪 しい と思 って私は一人で
林のなか に拾いに行 ったんです｡そ うした ら, トルーマ ンが執務室で電話 して
いる写真があって,ポツダム宣言の要 旨が書いてあ りました｡私 も知識人の卵
で したか ら,それを読んだ｡す ると, 日本に降伏 を勧 めているとい うことがわ
か った｡その後 に多摩湖の演習場 に行 きまして,終戦 を迎 えたのです｡ カンカ
ン照 りの 日で した｡
その前 に広島に原爆が落 とされたで しょう｡初めは特殊爆弾 と新 聞などには
書かれましたが,翌 日の昼 に学校で発表 されたのです,広島に落ちたのは原子
爆弾であると｡科学 をやっていた学校 ですか ら正確 に伝 えられた｡空中で爆発
して閃光 を発 し,半径 5キロ以内は全滅 した と｡閃光で焼かれた人達は全身ベ
ロツと皮がむけて死 んだと｡翌 日の昼 にはそこまで教 えて くれました｡ これは
しんどい ことになったな, と思いました｡その 日の夜 に空襲があ り,防空壕 に
入 りました｡その空襲警報 は,単機侵入の もので した｡広島 と同 じで しょう｡
ただ深夜 ですが月明です｡広島の次は当然東京だ と思 ってい ましたか ら,膝頭
が小刻み に震 えて,歯の根が合 わない｡ これで今生の別れだ と観念 しました｡
飛行機は,いやが らせだったのか,何 もせずその まま行 って しまい ました｡
今西 :玉音放送は聞かれたのですか｡
大池 :聞 きました｡村 山で,真 っ青な晴天の空の下で,整列 して聞 きました｡
何 を言 っているのかわか らなか ったけれ ど｡
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今西 :みなさんそ う言いますね｡
大池 :ただ,中にポツダム宣言 とい う言葉が入っていた｡それで,ああこれは
負 けたんだ, とわか りました｡前 に伝単 を見てい ましたか ら｡午後 は解散 にな
りまして,内部整理だ と言 われ,部屋 に戻 りました ら,陛下 は何 をおっしゃっ
たのだ とい う話 にな りまして｡激励 されたのではないか, と｡
今西 :戦意を高揚 させて, これか らもっとがんばろうと｡
大池 :それにしては声がおか しいのだけれ ども｡みんながそ う言 っているもの
だか ら,私が ｢
負 けたんだ よ｣ と言 った ら,みんな も ｢
そ うか ?!
｣ と｡ ｢
ポツ
ダム宣言 とおっ しゃっていたか ら,負 けたのだ｣ と重ねて言 うと, じゃあ将校
の ところに訊 きに行 こうと, 3人ほど連れだって行 きました｡ 日本は負 けたの
だ と将校か ら聞いて, しょんぼ りして帰 って きました｡その時の心境 とい うの
は,なかなか難 しい･
･
‑･
終 わったんだ とい う感 じだったで しょうか｡
今西 :もう空襲 も来な くなるし｡
大池 :とい うの も,1
5日の玉音放送の直前 まで ｢ピーゴロ｣が来ていたんです,

p‑
5
1
が何機 も｡ ところが 1
2時 になった らピタッとみ んな引 き上 げて行 ったん
です｡そ うして何 も無 くなって静かになった ところで玉音放送があったのです｡
そ うい う体験で した｡
敗戦 になって何 を したか と言 うと,軍籍 にいた とい うことを隠せ とい うこと
で,電波工学の本な どほすべて焼却 しろと言われ ました｡
今西 :陸軍士官学校や海軍兵学校 に行 った人は, 日記 まで全部焼却 しろと言わ
れたようですね｡戦犯だ と追及 されることを恐れてそ うい う命令が出たようで
す｡
大池 :16日に貯水池の堤のわきに穴をい くつか掘 って,解体 した機材 を片っぽ
Lか ら放 り込んで始末 しました｡迎 えの トラックの荷台 に乗 って,土煙 をあげ
て帰隊す る時,夫婦 らしい農夫がわき目もふ らず黙 々と畑仕事 をしていたのが
印象的で した｡何か臓 に落ちた感 じで した｡
今西 :民衆の生活は変わ りな く続いているわけですか らね｡
大池 :その後,荷物 をまとめて上野駅か ら信越線で小諸 に帰 りました｡ 8月2
0
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日のことです｡上野駅 に行 って並んでいた ら,復員証明書 を持たないで除隊 し
た人間は原隊に戻 って取 って来 るように, とい う放送が流れていました｡そん
なの持 っていって もしょうがない, と思 ってその まま列車 に乗 りました｡
今西 :少年兵 といえども軍人ですか ら,本来は復員証明書が必要なわけです よ

ね｡で も,戦争 に負 けているわけですか ら,関係無いですね｡持 っていて も仕
方が無い｡高橋 さんは｡
高橋行雄 :私は当時中学 1年生で したが,
学校で玉音放送 を聞いて帰宅す ると,
家の者が皆げ らげ ら笑っているんです よ｡私は怒 ったんだけれ ども,嬉 しかっ
たんで しょうね｡で も,考 えてみると,男 は町中全部黙 っていたね｡何 をして
いいのか分か らなか ったんだろ うね｡
今西 :一種の 自信喪失ですか らね｡女性 は 日々の生活があ りますか ら,変わ ら
ず暮 らしていけますが｡高橋 さんのお生 まれは何年ですか｡

1
9
31
年)です｡
高橋 :昭和 6年 (
大池 :小諸の駅か ら歩いて帰 る時は,何かせつなかったですね｡ 自分は敗残兵
なのだ と｡その時は じめて, 自分は兵隊だったんだ とい う切実な感情 に襲われ
ましたね｡着いて も自分の家には入 らず,す ぐ前の本家 に行 きました｡そ うし
た ら飯 を食っていましてね｡庭の縁先か ら ｢
お祖父 さん｣ と呼んだ ら,年上の
従姉妹が出て きまして,｢
文雄 ちゃんが帰 って来た よ｣ と｡何 とも言 えない気
持 ちで したね｡それか ら家 に戻 って母親に会いました｡そ うい う敗戦で した｡
その後農作業 を しなが ら,勉強 したい とい う気持 ちがわいて きて,東京 に出た
のです｡
江北中では卓球部 を作 りましたが,私は他の生徒 よ り 1学年上ですか らね｡
そのせい もあって統率力があ りました｡七 中が噂 を聞 きつけて他流試合 を申し
込んで きました｡部員を集めて小 さな応援 団 も作 りまして,七中へ遠征 して試
合 した ら勝 ったんです｡同点で最後 に主将戦 になって,僕が出て勝 ったのです｡

3 旧制水戸 高 と梅本克 己氏
今西 :その後,水戸 に行かれるわけですね｡
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大池 :どうして水戸高校 に行 ったのか と言 うと,中学の先生の ところに, どこ
を受験 した らよいか相談に行 ったんです｡そ うした ら,水戸だった ら受かるん
じゃないか, と言われましてね｡ じゃあ受 けます, と言 って受けた ら合格 した
んです｡当時は試験が 2日間あ りました｡水戸市東原の本校 は焼 けて しまって
い ましたか ら,常磐線で東京へ三つ寄 った友部の海軍飛行隊の跡が学校 と寮に
なっていて,そ こに泊 まって,試験 もそこで受けま した｡
今西 :受験科 目はどんな もので したか｡
大池 :全科 目あ りましたよ｡高等学校 はす ごいな と思い ました｡最初に作文が
あ りまして,国語,英語,歴史,漢文,数学,物理,化学,数学は代数 と幾何
で した｡
今西 :それは レベルが高いですね｡
大池 :いちばん最後 に知能テス トがあ りました｡私は勉強が嫌いで したか ら,
特 に英語 は もっとや っておけばよかったなあ, と思いました｡ほとんどやって
い ませんで した｡他 には早稲 田の高等学院 も受験 しました｡ こち らの試験 は 1
日で済み ました｡水戸か らは,なかなか通知が届かなか ったんです｡その うち
に早稲 田か ら合格通知が来 ました｡それで早稲 田に行 こうと思 っていた ところ
に,水戸か らも第‑志望の文科 甲類の合格通知が届 きました｡
今西 :それで水戸高 に入 られて,梅本克己さんと出会われたわけですね｡
大池 :最初に授業で会いました｡つ まらない授業だなあ と思 っていたんです よ｡
今西 :論文のイメージと授業がずいぶん違 ったようですね｡
大池 :倫理学の授業で,ギ リシア哲学か ら話 していましたが,つ まらなかった
です｡
今西 :梅本 さんは,東大の倫理学科で和辻哲郎 さんの弟子だったんです よね｡
大池 :一番弟子 と言 われていました｡
今西 : 『
回想梅本克己』 (
前掲書) によると,水高の校長が俗物で大変だった
ようですね｡
大池 :私が入学 (
1
9
47
年)する前の年 に,校長排斥のス トライキがあって追放
されたんです｡
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今西 :安井校長排斥のス トライキには関わってお られなかったのですね｡

GHQ民 間情報教育局顧 問)の レッ
大池 :ええ,私が関わったのはイールズ (
1
9
5
0
年)の時です｡
ドパージ反対闘争 (
今西 :イールズは講演 に来たんですか｡
大池 :来 ました｡ イールズの片腕のフォックス とい うのが｡
今西 :共産主義者 を追い出せ, とい うようなことを話 したのですか｡
大池 :そ こまで露骨 な言い方は しませ んで したが,教育の現場 に好 ましくない
とい うように言 っていました｡
今西 :北大の講演 (
1
9
5
0
年 5月)ではかな り強力 な共産主義批判 をやったよう
です｡水戸では,東北大学の反 イールズ闘争のように, イールズを追い出そ う
とい う動 きはなかったのですか｡
大池 :追い出す とい よ り, 6 ･3 ･3 ･4制の新学制の大学法 に反対 したので
す｡すでに新学制は発足 してお りましたか ら,実際には強烈 に抗議の意思表示
をしたわけです｡当時の校長か らほ,ス トライキはやめて学生の本分 に戻れ と
言 われましたが,私 は突っ走 ったんです｡今里 とい う後 に鉄鋼労連の書記局員
になって活躍 した友人を自治会会長に選出 して,私はフラクションを指揮 して
ス トを決議 しました｡
今西 :梅本 さんは,旧制水戸高か ら新制茨城大学 に切 り換 わる時に,不適格だ
とされたのです よね｡
大池 :不適格 だ とは言わないんです よ｡ただただ辞令 を出さないんです｡ クど
だ とは言 わずに新制移行 を利用 して,実 にうまく首 を切 ったのです｡最後 には,
退職金が もらえることもあって,梅本 さんの方か ら辞表 を出 しました｡あれが
失敗だった と本人は言 っていました｡梅本 さんは親鷲 を研究 していたわけです
が,戦後の梅本の思想の根幹 に,歴史は必然であるとい う抜 きがたい唯物史観
が据 えられました｡そ して,人間性の中には客観的に対象化で きない ものがあ
る,それを唯物弁証法が全的に包括 しうるか どうか, とい うところか ら ｢
主体
性｣が生 まれて くるわけです｡ この考 えに私は衝撃を受 けました｡マルクス主
義 に初めて触れたの もこの時です｡
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今西 : 『
展望』 に載 った一連の論文 (
1
9
46‑1
9
47
年)ですね｡
大池 :歴史が もし必然であるな らば,個はどうして個た り得 るか, とい う問題
としてそれを受け止めました｡私は必然 を仮定型で とらえたのです｡その意味
で,梅本 さん とは最初の時点で少 し考えが違いました｡後 に気づいたのですが,
間の前提 と解の 目的が逆転 してい ました｡梅本 さんは懐か しい人です｡ こんな
に懐か しい人は他 にはいない位です｡私は梅本の一番弟子 といわれ ま したが,
やがて私 は思想的に梅本か ら離れた｡ これは気質の違いか らとしか言いようが
あ りませ ん｡
2年の 3学期 に細胞委員長になって,
梅本家に出入 りするようにな りました｡
｢第二 自由研 究会｣ とい うのをやっていました｡梅本 さんが立命館 に行かれた
後 は,私が梅本 さんの代理のようなことをしました｡梅本 さんは戦時中,登壇
停止 になっていたんです｡
今西 :梅本 さんは戦争中,文部省の教学局思想課 にお られたんです よね｡
大池 :教員審査 をや っていたんです｡教員の赤化事件が多か ったですか らね｡
それで嫌 になって しまったんです｡
今西 :途中でやめて しまったようですね｡
大池 :その後,外務省の外郭団体だった ｢国際文化振興会｣ に入って,そこで
伴侶の千代子 さんと出会い ます｡そ して,水戸高校生徒課長 をしていた久保謙
が教 え子だった梅本 さんに惚れ込んでいて,水戸 に呼んだのです｡
今西 :久保謙 さんとの友情 はず っと続いたようですね｡
大池 :久保 さんは自由主義者で,梅本 も自由主義者だったのですが,登壇停止
か ら復帰す るとマルクス主義者 になっちゃった｡ただ,親鷲の卒業論文 (
｢
親
鷲 に於ける自然法爾の論理｣, 『
過渡期の哲学』所収)ではそ うい う傾向は見 ら
れ ません｡
今西 :あれはマルクス主義者 とは思 えない論文ですね｡梅本 さんは,マルクス
主義 と実存主義の両方の影響 を受けているわけです よね｡
大池 :親驚か らも実存主義的な影響 を受けたんですね｡それにキルケゴールや
ヤスパースの影響 もあ りました｡
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今西 :親鷲 については,倉 田百三の 『
出家 とその弟子』 に影響 を受 けて興味を
持たれた,そ うですね｡
大池 :戦後は一直線 にマルクス主義 に行 きましたが｡
今西 : 『
展望』の論文か らは完全 にそ うですね｡ですが, 自由とか道徳 とか主
体 とい うことを強調するのは,マルクス主義者では珍 しいですね｡
大池 :水高の教授の梅本が 『
展望』に書いている,とい うので読 んだんですが,
ショックを受けましたよ｡
妹が明治大学の女子部に行 っていまして共産党員で した｡ 中央大学学生 自治
会の中執委員長をしていた小椋八州夫 と恋愛関係 にな りましてね｡東京 に帰省
した時にその周 りの連中な どと一杯飲 んで大騒 ぎしているうちに, こうい う連
中と一緒 になって元気 にな らなければいけないなあ と思いました｡太宰治が死
んだことにショックを受けた りしてい ましたが,そんなことでは駄 目だ と｡そ
れで虚無的な状態か ら脱出 しまして,共産党に入 りました｡水高細胞 には小島
晋治がい ました｡党員の中では一番尊敬 していました｡
今西 :中国史の大家ですね｡
大池 :1級上だ ったんです｡秀才 で した｡彼が大学 に行 くとい うので,細胞
キャップを引 き継げ と言われました｡
今西 :小 島さん もキャップをや っていたのですか｡
大池 :キ ャップだったか どうか,とにか く信頼 され,好かれていた幹部で した｡
その小島さんの命令でキャップにな りました｡
今西 :大池 さんは最初,京都学派の田連元 さんの影響 を受 けてお られたので
しょう｡
大池 :それが主体性論 とつなが っているのか も知れませ ん｡哲学 とい うのは,
私 にとってほ田連元で した｡
今西 :戦後 も彼の議論は流行 しましたか らね｡
大池 :難解でね｡参 りましたよ｡水戸高の同級生で田遠元 に本気で取 り組んだ
のは私一人だった と思いました｡
今西 :京都学派は難解 なんです よ｡
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大池 :キャップになってか らは,梅本家 とも個人的な関係が強 くな りました｡
今西 :来栖宗孝 さん とか安東仁兵衛 さんと,高校時代 にお付 き合いはあったの
ですか｡
大池 :安東仁兵衛 との関係 は, まず私が入学 した ときに歓迎 コンパがあ りまし
て,私 も演説 したんです｡伝統であるス トームなんかや っているけれ ども,旧
態依然です｡伝統 とい うのは絶 えず革新 を繰 り返 さなければ滅びて しまうでは
ないか, とい うことを言い ました｡そ うした ら安東が立ちあがってヤジったん
です｡それが最初の出会いです｡彼は 3年生で した｡私は文学少年で文芸部に
お りましたが,その当時に付 き合いはあ りませんで した｡付 き合いが始 まるの
は梅本家 に出入 りす るようになってか らです｡特 に彼が常東農民組合で活動す
るようになってか ら,非常 に親 しくな りました｡私の家 に寄 って風 呂に入って
パ ンツを取 り替 えてか ら梅本 さんの所‑碁 を打 ちに行 った り,
常東 に戻 った り,
自分の家 に帰 る, とい うような仲で した｡来栖 さんとの付 き合いは,国際派解
散後,新 聞社 を立ち上げてか らです｡彼は脊椎 カリエスの妻君の看病 に明け暮
れていて,党活動はノー タッチです｡法務省の役 人で,役人ですか ら期限無 し
の休暇で給料 を もらっていたので しょう｡彼は活動歴は皆無です｡
今西 :大池 さんが主導 されたス トライキは,梅本 さんへの処分反対が理 由だっ
たのですか｡
大池 :学制改革での大学法,新制大学制度‑の反対が第一項 目で した｡梅本処
分 はその後です｡水戸高教授 に大学教授の辞令が出たのは翌年の初めだったと
思います｡梅本にだけ辞令がでなかったのです｡
今西 :旧制高校 を残せ, とい うことですか｡
大池 :それが中心で した｡加 えて,イールズに対する反対です｡で も,ス トで
大学法 を阻止で きるとは思いませんで した｡旧制高校の誇 りと意地 を示す意思
表示だったのです｡
今西 :当時の北大や東北大のイールズ反対闘争 に呼応 したわけですか｡
大池 :全学連がス トライキの指令 を出 したのですけど,他 はほとん ど動 きませ
んで した｡宇都宮の高等農林が水戸の 1日前 に 2日間ス トライキをや りまして,
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こち らも 2日間や りました｡整然 とス トライキをやったのはこの 2校だけです｡
今西 :梅本 さんの レッ ドパージは,ほ とんど取 り上げ られなかったのですか｡
大池 :レッ ドパージされるとは思わなかったんです｡
今西 :梅本 さん以外 には信任 されなか った教授 はお られなか ったのですか｡
大池 :い ませんで した｡左翼的な教授 はい ましたけどね,島田雄二郎 とか｡
今西 :西洋史の島田さん も左翼だったのですか｡
大池 :まあ,そ うですね｡朝 日新聞水戸支局に親 しくしていた記者宮下展夫が
い ました｡彼は後 に本紙文芸部長を経て朝 日ジャーナル創刊時の編集長 にな り
ました｡その頃論争社の編集長だった私 は,彼 に森恭三 さん (
ジャーナ リス ト)
を紹介 して もらい ました｡その宮下か ら,義公 (
徳川光閲) 2
5
0
年,烈公 (
徳
川斉昭)の 1
5
0
年祭 について誰か に書いて もらいたいのだが, とい う相談 を受
けまして,島田さんに書いて もらうのが よい, と勧 めた ことがあ りました｡そ
れで島田さんが コラムを書 きました｡戦時中東天会 とい う水戸の資産家の子弟
たちの右翼団体があ ります｡ これは東条英機暗殺計画で一網打尽 になった連中
です｡菊池吾‑ とい うのが親方で した｡菊池の父親は,菊池謙次郎 とい う有名
な教育者で,水戸‑中の校長を していた人です｡菊池謙次郎 自体は右翼ではな
か った と思いますが,試験制度 を撤廃 して無試験 にするなど,文部省 とはまっ
た く違 うことばか りいつ もやっていました｡吾‑ さんの人柄が好 きでよく家に
出入 りして,彼 に愛 されて もいたのだけれ ども,彼が,島田はとんで もない奴
だ, と言 うわけです｡義公 と烈公 をけなす ようなことを新聞に書いて,水戸で
はろ くなことは無いぞ, と｡
今西 :東天会の人達の間では,やは り水戸学の伝統が強かったわけですか｡
大池 :絶対 と言 っていいほ どあ ります｡東天会のメンバー とはずいぶん親 しく
な りました｡私のことを ｢
先生｣ と呼ぶ者 もあ りました し,共産党員になった
者 もお ります｡
今西 :大池 さん 自身は,水戸学 について どう考えてお られたのですか｡
大池 :当時は読んでいませ んで したが,水戸学の雰囲気のような ものは菊池な
ど東天会の連中か ら聞いていました｡す ごく誇 り高い ものです｡私の家内は士
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族の娘で して,義公が作 って くれた水戸家のお墓で,士族は全員そ こに入るの
ですが,家内の家の人間 もそこに入っていました｡水戸家のお墓 に入っている
か どうか, とい うのは,水戸での隠然たるヒエ ラルキーです｡
今西 :士族の誇 り高 さは強烈ですね,戦後社会 まで強 く残 ります｡
大池 :水戸高文芸部の 1年先輩で部長 をしていた加固三郎 とい うのがお りまし
たが,やは り水戸の士族の出で,そ うい う誇 りを持 っていま した｡
今西 :話 を戻 しますが,梅本 さんは,水戸のそ うい う雰囲気 のなかで ｢
共産主
義者宣言｣ をやったわけですね｡その時の学生たちの反応は どうで したか｡
大池 :教室でマルクス主義 を説 くとい うことは しませんで した｡
今西 :一般的な倫理の講義 をしていたわけですか,退屈 な｡
大池 :そ う,退屈な｡社研 にいた生徒 などか ら冗談で,革命 と恋愛 は二律背反
的だが どうするのか,どっちを選ぶんだ,なんて質問が出て,恋愛 をとるなあ,
革命は捨 てる,などと答 えて笑わせていました｡千代子夫人 との仲 を考 えると
半ば本音で しょう｡

4 茨城の実践運動へ
今西 :大池 さんの水戸高校 中退 とい うのは退学 させ られたのですか｡
大池 :そ うではあ りません｡ レッ ドパージの年 ,1
9
4
9
年で,反対闘争 をやった
わけです｡
今西 :当時は官公労,小学校か ら全てや られてい ますか らね｡
大池 :国鉄機関区で,夏休みに水高生 8
0
人ほどを連れてデモをやって演説 して
歩いたんです｡で も,反応が無いんです よ｡あの レッ ドパージ反対闘争 は惨敗
ですね｡
今西 :そ うですね｡全国で 1万人以上処分 を受けたわけですか らね｡
大池 :みんなソツポ向いて応援 しないわけです よ｡ 自分の身がかわい くて｡共
産党 もプロレタl
)アー トだ,労働者階級だ と一生懸命煽動 しましたが,みんな
まずは生活防衛なんです｡共産党の味方 をして 自分が クビになっては元 も子 も
ない, というわけです｡か といって, ここに演説 しに来 るな とは言 わない｡で
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ち, きわめて冷淡で したね｡その後,デモに行 った同級生は帰郷 したのだけれ
ども私は水戸 に残 りました｡共産党県委員会が出 していた 『
茨城民報』 とい う
新 聞の記者 になって,あちこち取材 しました｡それで,夏休みが終 わって も学
校 に出なかったのです｡ こち らの方がお もしろいか ら｡そ うした ら先生がやっ
て来て,学校 に戻 りなさい と言 うわけです, もう少 しで卒業 なんだか ら, と｡
で も, もう学校 には興味は無い, と話 しま した｡その人は国文の先生だったの
ですが,県委員会常任委員の横 山静一郎 とい う日教組県青年部長をやっていた
教員上が りの人間の ところに行 って,大池 は東大 に行 って国のために将来働 く
人間なのだか ら学校 に戻 して くれ と言 った らしい｡横 山は,それは本人の意思
だか ら, と答 えたそ うです｡そんなことがあった とは後で聞いたのですが｡
今西 :大学 に行 ってエ リー トコースを歩むよ りも,革命のため,人民のために
生 きようとい う気持 ちがあったのですか｡
大池 :そ うですね｡49年の秋口か ら日立製作所のス トライキが始 ま ります｡90
日間｡その前 には高萩炭鉱の閉山があ りました｡300人が働いていて,ス トもやっ
たのですが｡そ うい う時代で した｡ 日立の方は相当激 しくて,激 しさに酔い し
れているような ところがあ りました｡課長や係長 を ドラム缶の上 に座 らせて取
り囲み, ドラム缶 を棒で叩 くのです｡そこへ天井か らバケツの水 を落 とす よう
なことを していました｡雨のブルース とか言 って｡当時 日立製作所 には 5万5
5
00
人の労働者がいて,
社長の倉田主悦が人員 1割 カッ トを打 ち出 していたのです｡
今でこそ リス トラな ど簡単 にや ってい ますが,当時は大騒 ぎで した｡
今西 :国鉄のクビ切 りで下 山事件 (
19
49
年) も起 こったわけですか らね｡2･1
ゼネス ト (
1
9
47
年)以降,高揚 した時期で した｡49年です と,革命近 し, とい
う雰囲気 だったで しょう｡では,5
0
年分裂の時は 『
茨城民報』の記者 をやって
お られたのですか｡
大池 :私 は出世が早 くて,高校 を辞めた頃には共産党水戸地区委員会の委員長
になっていました｡水戸市の党員は200人お りました｡
今西 :それはむちゃ くちゃ早いですね｡高校生か らす ぐ委員長ですか｡
大池 :遠坂良一の推薦 とい うか,指名です｡遠坂 は当時,県委員長で した｡水
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戸地区は茨城県で最大の委員会で した｡
5
0
年の 1月には県委員候補 にな ります｡
今西 :それ も早いですね｡
大池 :日立の闘争が敗北 した ときは県委員候補で した｡あの敗北 には困って し
まいましたね｡ 日立労組の委員長は東大出の小林公正 とい う人間で したが,共
産党では県委員で もあ り, よく県委員会に報告 に来てい ました｡最初の うち小
林 は,全国か ら米俵が届いて山積みになっているなど景気のいいことを言 って
い ました｡闘争資金 も潤沢で した｡ しか し,相手が まった く動かない｡9
0日間
ス トをや って, もう打つ手が無 くなって しまった｡最後 に倉 田社長 に直談判 し
ようと,本社 の建物 に梯子 をかけて,一人で小林が窓を割 って侵入 したんです｡
そ うした らす ぐに警察に通報 され,連行 されて しまった｡住居不法侵入の現行
犯です｡
今西 :かな り過激なことをやっていたのですね｡
大池 :終局は過激 とい うよ りも小林の 自暴 自棄, 自殺 と表裏の行為です｡完全
敗北で全員 クビになった｡県委員会は小林 をブランキズムだなどと批判 しまし
たが,後の祭 りです｡高萩炭鉱 も閉鎖 になってい ましたか ら,拠点が無 くなっ
て しまい ました｡国鉄労働組合 も産別会議が握 っていたのですが, レッ ドパー
ジで駄 目にな りました｡東電 も全逓信 も国鉄 も日教組 も｡共産党はプロレタリ
アのいないプロ レタリアの前衛党になって しまった｡
話は飛 びますが,共産党員は共産党以外の人間 と仲良 くす るとい うことが無
いんです よね｡遠坂良一は強面で, どこに行 って も,そ この トップ と会 える人
間だったけれ ども,他 はみんな内に龍 って しまうんだ｡
今西 :分裂 した時の水戸の共産党は所感派が強か ったのですか｡
大池 :5
0
年分裂の時は,常東の農民組合の幹部達が所感派で した｡
今西 :山口武秀 さんたちですね｡
大池 :あ とは全部国際派｡ 山口さんたちはその後辞めますが｡
今西 :除名 されたのです よね｡
大池 :山口武秀は,伊藤律が共産党に取 り込んだんです よ｡元 々は労農党の代
議士で した｡共産党 に嫡びる必要はなかったのです｡その後所感派 と仲違いを
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して除名 され,共産党 も辞 め ま した｡私 も一時党籍 を離れ,復帰 したのは六全
協 (
1
955
年)の前の年で した｡ そ こで常東 といつ まで も喧嘩 していては駄 目だ
ろ うと言 ったのです｡それで私が山口 ら幹部 に会いに行 きま して,共産党 に戻
れ とは言 わなか ったけれ ども,和解 しましょうと勧 め ま した｡
今西 :大池 さんは,社共合 同に対す る評価 は厳 しいです よね｡青森 の大沢久明
さんな どの行動 に対 して｡
大池 :ハ ッタリです｡1
9
49
年 に35人の代議士 を出 しは しましたが｡ ですが,虚
名 だ と思 い ます｡今の民主党政権 の ような ものです｡
今西 :思想信 条 に関係 な く集 まってい るわけですか ら, むち ゃ くち ゃな合 同で
す よね｡
大池 :青森の流れは茨城 まで来て,伊藤律 な どが一生懸命動 いてお りました｡

0
0
0人全 員入党す る, と言 ったんです｡ 『ァ カハ タ』 な どで も大 々的
山口は,3
に書いてい ましたが, ひどいハ ッタリです｡常東 にそんなに共産主義者や シン
パがいるわけ無いんだか ら｡
今西 :農民運動の人達 は本来,農地改革で集 まった人達 ですか らね｡土地 をよ
こせ と言 って集 まった人達 ですか ら,共産主義者 である必要 は無いわけです よ
ね｡
大池 :あれは一種 の順法闘争です よ

｡

今西 :そ うですね,農地委員会が小作 の側 をバ ックア ップ して くれ るわけです
か ら｡
大池 :農民運動が農地改革 をや ったんだ とい う主張 はイ ンチ キなんです よ｡
今西 :それはそ うです よね,GHQ がや らない とで きないのですか ら｡
大池 :農地改革は全部 GHQ です よ｡私 は大学 ノー ト2冊分調べ たのですが,
農地改革後 は地主階級の支配な ど無いんです｡在村地主 は皆零落 して しまって
い るのです｡百姓 な どで きない し,元 々百姓 な どや った ことは無いんだか ら｡
田畑 を貸す といって も‑町歩 しか所有が許 され ませ んで したか ら幾 らに もな り
ませ ん｡皆零落 してい ました｡不在地主は農地 を全部な くしました｡
今西 :遠坂良一 さんが,農地改革で地主が復活 した とい うのは嘘だ, と早 くか
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ら主張 していますね｡遠坂 さん とい うのは戦前か らの活動家ですか｡
大池 :そ うです｡熊本の五高出身です｡
今西 :五高の出身ですか｡
大池 :農民運動で学業の方 は挫折 した ようです｡
今西 :大池 さんは国際派の活動 をされていたのですか｡
大池 :ええ,やっていま した｡国際派であれ所感派であれ,共産党 とい うもの
が社会的な信用 をまった く失 っていまして,国際派の方 も大 した活動はで きま
せ んで した｡水戸は200人全部国際派で した｡古河の委員会 も全部国際派で した｡
私 は50年夏 には常陸の河原子の海水浴場 に宿 を借 りて,数人で合宿 し, レーニ
ンを勉強 していました｡
今西 :その国際派は宮顕 (
宮本顕治)派ですか｡
大池 :宮顕派です｡水戸か ら明治大学 に行 った竹内 とい う考古学 をやっていた
学生が夏休みに戻 って来ていて,何かやろうと私 に言 うのです｡反戦闘争 をや
ろう｡で も闘争なんかで きないのだか ら, ビラをまこうとい うことにな りまし
た｡私がガリ版で ビラを作 って,日立の工場 に入って行 って二人でまきました｡
そ うした ら組合事務所 に連行 されて,そのまま警察に逮捕 されました｡ 1950年
の 7月です｡拘置所 に45日いました｡水戸の拘置所 とい うのは少年刑務所の一
角なんです｡そ こに20日間いて,その後浦和拘置所 に移 されて25日,合計で45
日間いまして,起訴猶予で釈放 されました｡浦和 では 『
資本論』 を読んでいま
した｡浦和拘置所 には長野県の所感派の連中が20人 ぐらい後か ら入 って来 まし
た｡それ も全員釈放 されました｡朝鮮戦争の戦況が思わ しくな くなったので,
裁判 どころではない とい うことなのか, まあこの辺 にしてお こうとい うことな
のか, よ く分か りませんが｡所管は朝霞の米第八軍で した｡
今西 :ビラは朝鮮戦争反対です よね｡ よく軍事裁判 にな りませんで したね｡高
橋 さんはその当時 どこに所属 してお られたのですか｡
高橋 :私が共産党に入ったのは20歳 ぐらいの時で,入ってす ぐオルグになって,
少 しの間茨城県南部地区委員会 にお りました｡20歳 ぐらいの人間が払底 してい
ましたか ら｡その後,茨城県東部地区委員会に移 り,何 もや ることが無 く,常
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東農民組合が小競 り合いを していましたか ら,鹿 島地区に行か され まして, 2
年 ぐらいそこにいました｡その うちに六全協があ り,六全協 とい うのは要する
に多す ぎるオルグの人員整理ですか ら,私 も辞め ました｡
今西 :出世が早い とい うのは,戦争で人がいな くなっていたか ら,す ぐに抜擢
されるわけですね｡
高橋 :私 は国際派解散後のオルグです｡ただ私は,共産党の上部機関か ら金を
もらった ことはあ りませんで した｡生活はひどく厳 しか ったです よ｡そこで神
之池基地反対闘争 とい うのが起 こるのです｡鹿島の臨港工業地帯 に哨戒艇の基
地がで きることになったか らです｡闘争支援で食料が集 まって来 まして,それ
で食えるようになったんです よ｡五全協の武装闘争時代です｡大池 さんは新聞
社 を作 った り,奥 さんの収入で浪人 した り,優雅 にやってい ました｡
今西 :山口武秀 さんの常東農民組合 と茨城農民同盟は対立 していなかったので
すか｡
高橋 :対立は してい ません｡
大池 :茨城農民同盟が常東 に進 出 した ように言 っていますが,そ うではな くて,
常東が事実上活動 を止めて しまっていたんです｡ 山口さんはその後 も税金闘争
をやっていましたが｡農民運動 は農協が全部吸収 してい きました｡常東解散後
は鉾田町農協の組合長にお さま りあました｡農民 同盟は,松下清雄や下 山田虎
之介などが常東組織 を離れて東茨城郡 に来て作 ったのです｡旗上げは してみた
ものの農民運動がや る仕事 は もう無いのです｡ふた り共結局,茨城町の町会議
員 にな りました｡
今西 :下 山田さんはまだお元気 です｡ 日本 とヴェ トナム との友好運動 をや られ
ています｡
高橋 :私 と同年輩の人間は皆,今で もリベ ラル ･レフ トで,昔の夢 を追 ってい
るんです｡
今西 :ヴェ トナム も変わって しまっているんですけどね｡大池 さんは,1
9
5
2
年
｢山口氏
の山口武秀 さんの除名 に対 して反対の文書 を書いてお られ ます よね (
除名問題の再評価 について｣ 『
奴隷の死』所収)｡当時,共産党中央 はやは り山
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口武秀 を除名 しろとい う方針だったのですか｡
大池 :そ うですね｡
今西 :常東農民運動 に対す る批判は,その頃すでに出ていたのですか｡
大池 :出ていた と筈 です｡何 しろ 日農 (日本農民組合)は,農地改革で地主支
配はかえって強化 された とい うとんで もない主張で したか ら｡逐条的にはっき
りとは覚 えていませ んが‑‑｡
今西 :日農の再建大会で F
誰が 日農を分裂 させたか』 とい うパ ンフレッ トが出
て共産党批判 をするわけですが, 日農分裂についてのことはご記憶 にあ りませ
んか｡
大池 :多少覚 えてい ます｡
今西 :第 6回 目農大会 (
1
9
5
3
年)では,安東仁兵衛 さんが ｢スパ イだ｣ と強 く
攻撃 され ます｡そこにはお られたのですか｡
大池 :はい,見てい ました｡
今西 :常東農民組合 と共産党 との関係 はあま り良 くなか ったのです よね｡
大池 :良 くなかった｡当時すでに中央 は妥協的になっていまして,そこか ら派
遣 されて きた人間が,分解 して しまっていた茨城の党を再建 しろと言 って きま
した｡私 は当時浪人 していて,そのようなはっき りしない状態は嫌だ と断 りま
した｡派遣 されて きた人間は,財政的に困っているか ら金を集めて くれ とも言
い ました｡金の方は集めました｡ 1万5
0
0
0円ほどで したか,当時の金ではかな
りの額だったと思い ます｡彼は,君の力がなければ茨城の党,特 に水戸の党は
再建で きない, と助 けを求めて きました｡その頃は,所感派 も国際派 も融合的
な雰囲気 で した｡
今西 :六全協の前は融合的で したね｡
大池 :じゃあ水戸の共産党 を再建 しようか とい うことで,当時,水戸市南郊の
元台町の薪炭屋の離れに借家 していたのですが,その前 を旧水戸街道が走 って
お りまして,そ こか らだ らだ らと北へ 1キロほど下 った ところが,水戸市下市
です｡大洗行 きの路面電車が走 っている目抜 き通 りに面 して, シンパの後家 さ
んがやっている菓子屋があ り,その並 びの手頃な空 き地 を借 りて小屋 を建てま
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した｡下市細胞事務所 といいました｡
高橋 :形 にはなっていませ んで したね｡簡易宿泊所のような所 になっていまし
た｡
大池 :五全協で鹿島郡の農村や開拓地 を半ば流浪 していた高橋 さんにとっては
そ うだったので しょうが,‑居住細胞の事務所で も,建物があって,そこに私
がいるとい うことで 自然 に人が集 まって くる｡茨城大学細胞の碁の名手が私 に
碁 を教 えに くる, といった按配です｡茨大細胞のキャップを していた生 田 目氏
は ｢
初めて上級か らまともな人が来た と思 った｣ と後 に述懐 してい ます｡
その後,水戸市委員会 として水戸の細胞 を全部掘 り起 こして,同時に大工 ･
左官 ･鳶の三職組合 2
0
0名 を引 き連れて税務署 に乗 り込み,税金告知書 を全部
置いて きました｡棒引 きです｡私 には,市内の有力な商工業者や高給取 りの中
にカンパ して くれる人がかな りた くさんお りました｡下市細胞,水戸市委員会,
県常任委員会 と再建 してい くのですが, こうした支援があって初めて可能だっ
たのです｡
今西 :茨城県委員会の針谷武夫 さんへ の評価 も厳 しいですね｡針谷 さんとい う
のは,法政大学 を出て,戦前運動 していましたが,転向 して満鉄 に入って,帰 っ
て来て5
0
年代 は茨城で軍事委員などや ってお られた方です よね｡
大池 :針谷 とい うのは,国際派が優位 な時は国際派にいて,国際派が解散する
とす ぐに主流派に移 って,茨城 に詳 しい とい うことで派遣 されて きました｡
今西 :同 じ県委員会の石上長寿 さんな どに対 して も,転向を隠 していると厳 し
く批判 されていますね｡
大池 :転向問題 も追究 しましたが,主な批判点は,南部地区に自分のフラッグ
を作 って活動 しているその方法その ものにあ りました｡小沢一郎の ようです よ｡
今西 :自分の部下 を作 りたがるわけですね｡

5 ハンガ リー事件以後
高橋 :大池 さんが中央委員会で除名 になった後,いいだ ももが何かの商業誌 に
書 いたんですが,いいだ ももの本質はそこに全部出ているように思 いますね｡
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今西 :195
8年 7月1
4日の F
アカハ タ』 に大池 さんの処分 についての文書が出て
い ますね｡
大池 :それは第七 回大会の冒頭です｡ 『
批評』 とい う同人誌 を1
957年 に出 しま
して,その第 2号 に ｢
何 を してはいけないか一 人間疎外 をもた らす一切の制皮
の死滅‑ の展望｣ (『
奴隷の死』所収) とい うのを書 きましたが,その内容が引
かれてい ます｡
今西 :195
6年 に,武井武夫 さん (
アカハ タ国際部長)のハ ンガリー事件 に関す
る記事 (
｢
悲劇の一週間｣ F
アカハ タ』 1
95
6年11月 1日) に対する批判 を書いて
｢
ハ ンガリー事件 に関す る 『
アカハ タ』への投稿 ｣『
奴隷の死』
お られます よね (
所収)｡
大池 : 『
ァカハ タ』 の編集部が この文章 を載せ ようとい うことになったのです
が,機関誌統制委員会が差 し止めたんです｡当時機関誌 に対する統制が厳 しく
なってい ました｡その前 に,統一戦線 と称 して茨城の共産党が社会党を応援 し
て, 自分 は何 もせず に選挙 をや ったことがあ ります｡社会党県連の久保三郎委
員長 に直談判 して,｢
共産党の支援 は, これを拒 まない｣ とい う声明を出させ
たのです｡私はその時 ｢
統一戦線戦術 について｣ とい う論文 を書いて 『
前衛』
に載せ ました｡中央委員会で宮本顕治の下 にいた人間たちが困って しまって,
自己批判 しろと言 って きましたが,冗談 じゃない と拒否 しました｡その時,関
東地区代表者会議 とい うのがあ りまして,おそ らく準備 していたのだ と思 うの
ですが,大勢が私 を批判 して きました｡私 もいちいち反論 して一歩 も引かなかっ
た｡茨城以外は全選挙区に党の候補 を立てて,金 も無いのに歯を食い しばって
選挙運動 をした｡挙句 にろ くに票 も取れずに全員落選 とい うみ じめな結果 に終
わった｡私 に対する攻撃は嫉妬です｡その頃か ら私は呪 まれていたんです｡そ
こに 『
批評』 な ど始めたわけですか ら｡
今西 : 『
批評』 を始めたのは共産党を出てか らですか｡
大池 :いや, まだい ました｡
今西

:

｢
吉田和夫｣ こと高橋 さん も一緒 にや られたわけですね｡他 にも伊藤元

雄 さんとか｡
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大池 :伊藤元雄は名古屋大学の細胞の幹部で した｡卒業後 に上京 して,篤志家
の共産党員の援助で国電大崎駅近 くに ｢
勤労者学園｣ を作 るとい うので,私 を
推薦 したんです｡文芸関係の講師を集めようとい うことで,埴谷雄高や花田清
輝,野間宏,佐 々木基‑の ところなどを回って承諾 して もらいました｡作 曲家
の林光 も講師を引 き受けて くれ ました｡大崎 に校舎がで きあがっていたのです
が,経常方針で対立 しま して,なぜ大池の言 う通 りにや らないのだ と伊藤元雄
がオーナーを殴 ったんです｡それで私 も辞めて,その頃です, 『
批評』 を出 し
たのは｡
今西 : 『
批評』 グループの頃は, どんな活動 をしてお られましたか｡
大池 :私が失職 して困っているとい うので,茨大細胞キャップの救仁郷建が,
自分の母親がやっている ｢
社団法人社会福祉友の会｣ を手伝 って くれ と言 って
きまして, 1年 間手伝 って社 団法人格 を取 りました｡ 『
批評』 の 2号 と 3号 を
出 したのはその時期です｡ 3号 を出 した頃が,ち ょうど除名 される時期です｡
当時は,社会福祉友の会の西落合診療所 に勤めなが ら,新宿居住細胞 とい うの
に所属 していました｡問題 になった論文をこの細胞 に提 出 したのですが,反対
と言 う人間はいなか ったんです｡ インテリが多か ったので しょうか｡それで,
新宿地区委員会に論文を上 申したんです｡地区委員会はそれをそっ くり中央 に
上 げた｡そ して,中央委員会か ら, これは除名 に値するのではないか, とい う
ことで除名処分の指令が また細胞 に降 りて くるわけです｡規約上,除名 は細胞
ですることになっているんです｡
今西 :ハ ンガリー事件 に関わる大池 さんの先駆的な批判は,共産党の方か らす
れば,解党主義,反党分子 とい うことになるわけです よね｡
大池 :そ うです｡東京 に出て くる前 に私は茨城県常任委員会の委員 をや ってい
まして,青年部長 と財政部長で した｡5
1
年 にコミンフォルム声明で分派 と規定
され, コ ミンフォルムが所感派の武闘方針 を支持 したので,宮本国際派は直ち
に解散 しました｡そ こで私 は,水戸 に戻 って新聞をや りたい と言 って きた遠坂
良一 を助 けて 『
新いば らきタイムス』 とい う新聞を作 り,それが軌道に乗 った
ので,社 を辞めて浪人 し, この間女房の月給で暮 らして一女 を設け,私 は読書
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三昧で した｡その後,六全協 に先立 って水戸,次いで茨城県委員会の再建 に乗
り出 したのです｡ハ ンガリー事件の時 には,茨城県の党再建 は軌道 に乗 ってい
ました｡私は遠坂 に話 して,社会党県連副委員長で青年部長の高儀浦威氏,労
農党県連青年部長 山県某氏 と,財政部長兼青対部長だ った私 の 3人でハ ンガ
リー事件 をめ ぐって座談会 をや りました｡私は,ハ ンガリー事件 に対す るソ連
の弾圧 について抗議 しま した｡で も,労農党 も社会党 もはっきりしたことを言
わないんで,びっ くりしました｡共産党の中 も沈黙で した｡ これは もう駄 目だ
と思 って常任委員を辞任 しまして,居住細胞 を作 ろうとい うことで,広 く同志
を集めて 1
957年 に ｢
水戸第五細胞｣ を作 ります｡第五細胞では, 自由に意見を
言お うと 『
風』 とい う機関誌 を出 します｡5
0円 くらいの有料で党員 に頒布 した
のです｡それが問題 にな りまして,東部地 区委員会に呼び出されたのですが,
茨城大学細 胞 の人達 が 1
0数 人で傍聴 に来 て 同調 して くれ ま した｡救仁郷 が
キャップだったのですが,卒業する時 に大学細胞 を解散 したんです｡第五細胞
も『
風』も,文字通 り台風 の 目にな りました｡その名誉は高橋 さんに帰 します｡
彼が言い出 しっぺです｡
私が新宿の西落合診療所 に勤めていた時 ,1
957
年ですが,そこに,私の影響
下 にあった高知聴が訪ねて来 ました｡
今西 :高知 さんは後 になって大池 さんの批判 を書いてお られ ます よね｡
大池 :高知は,私の部屋 に転が り込んで来て,一緒 に住んでいて,勤め先 も見
つけてや ったんです｡そ うした ら勤め先の金を持 って逐電 しちゃったんです｡
埴谷 (
雄高)の ところに行 ったに違いない と思 って訊いた ら,来た と言 うんで
す｡事情 を説明 して,私の ところに戻 って来るよう話 して くれ と埴谷 さんに言 っ
たのですが,あの人 も変わった人でね｡高知のパ クリを悪い ことだ と思 ってい
ないんです よ｡革命のためにブルジ ョアか ら金をとったんだか ら, とい う発想
なんですね｡
今西 :では,その後の大池 さんの歩み についてお聞かせ くだ さい｡
大池 :マルクスのパ リ ･コ ミュー ンの検討 を しまして,それ 自体 にいろいろ問
題 はあ りますが,『
批評』において も中心テーマで した｡高知聴 も晩年 までパ リ ･
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コミュー ンの研究を してい ました｡
今西 :そ うですね,高地 さんの主著 は 『
都市 と蜂起』(
オ リジン出版セ ンター,

1
9
8
3
年)ですか らね｡黒田寛一 さんの ｢
弁証法研究会｣ とは,全国の研究会を
や ってお られますね｡
大池 :黒 田寛一 とは, コミュー ンの問題はやっていないのです｡あの人は哲学
的な人ですか ら｡黒 田氏 とは,高田馬場の ｢
大都会｣ とい う喫茶店で黒 田の弁
証法研究会 と 『
批評』の合 同研 究会をや りました｡私は当時 まだ依然 として未
来志向なんです｡ コ ミュー ンに固執 していて,それは一種の信仰 と言 って もよ
いか も知れません｡黒田氏 は弁証法的 ･史的唯物論 に固執 していまして,世界
は世界革命の過程 にあ り,ハ ンガリー事件はその過程での一つの蹟 きであって,
それを批判する余 り,世界革命 を見失 ってはな らない, とい うような論 旨で し
た｡私達 にはコ ミュー ン論 も現実認識 も,主体性 と個の問題 も一緒 くたに飛び
込んで来ていますか ら,両者は到底かみ合いませ ん｡
『
批評』時代の後,出版社の論争社 に関わ ります｡遠 山景久が F
批評』 を読
んでいたんです よ｡以前 F
アカハ タ』 の編集長だった原田氏が薦めたんです｡
原田氏 は神山 (
茂夫)派で,遠 山は神 山を支援 していたんです よ｡それで会っ
てみ ようとい うことになって,遠山が私 に葉書 を くれたんです｡そ うして遠山
がオーナーで論争社 を作 ったのです｡左右の論争 をやろ う, とい うことで｡私
は 2年間,論争社 にいました｡ なぜ辞めたのか と言 うと,季刊だった雑誌 『
論
争』 を月刊 にすると言 うわけです｡月刊 にするような趣 旨の雑誌ではあ りませ
んか ら｡月刊 に した ら商業主義 になって しまい,かえってます ます赤字が累積
しますので編集長はや りた くない,と言 ってやめ ました｡その後,日本 ソノサー
1
フ
すよし
ビスセ ンター とい う産業教材の会社 を 9年 間や りました｡ この会社 は徳 間康快
さんに後 を託 しました｡
今西 :徳 間書店の初代社長ですね｡
大池 :彼 も私の会社 に山っ気があって,引 き受けて くれ ましたので,私 は退 き
ました｡
今西 :その後は どうされたのですか｡
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大池 :平和相互銀行の仕事 を手伝いまして,通信 回線の 自由化 をや りました｡
今西 :戦争中の勉強が役 に立 ったのですね｡
大池 :1
9
7
0
年 に電電公社が ｢
公衆電気通信法一部改正法案｣ を作 ったんです｡
そ こで,小宮山英蔵 さん (
当時平和相互銀行社長) と,奥村綱雄 さん (
当時野
村言
萱券相談役)を押 し立てて,経団連が動いて,『日本経済新聞』の月曜論壇 ｢
私
の意見｣ に奥村 さんの ｢
通信 回線の解放 を論ず｣ とい うコラム3
0
0
0
字 を載せた
んです｡続いて小宮 山さんの,ナポ レオ ン三世のパ リ都市造 りにおける共同溝
網が今 日も生 きて,通信,上下水,電気, ガスのネッ トワー クの根幹 を成 して
いるとい うコラムが 日曜論壇 に載 ったのです｡日経 には太田哲夫 とい う,『
論争』
の新人賞 に入選 した経済部のデスクが頑張 って くれて載 ったんです｡それで結
局,改正法案は廃案 にな りました｡
今西 :話 は少 し変わ りますが,いわゆる ｢
昭和史論争｣で,亀井勝一郎 さんの
側のデー タを丸山異男 さんが提供 した と言 われていますが｡
大池 : 『
中央公論』編集長の粕谷‑希が,丸山に作 らせて亀井 に持 って行 った
んです｡私は,丸山異男の影響 は全 くと言 ってよいほど受けていません｡それ
は良かったなあ と思 ってい ます｡F
論争』に集 まった連中 もほとん どそ うです｡
私 は大学 に行 きませ んで したか ら当然 なのか も知れませ んが｡
今西 :旧制高校 は今の大学以上の レベルですけれ どもね｡
大池 :ある同級生が,丸山を罵倒するとはひどい じゃないか, とい う手紙 を く
れたことがあ ります よ｡
今西 :その後,保守主義のグループを作 ろうとい う動 きがあったわけですか｡
大池 :田中活玄が,福 田憧布だ とか神奈川県教育委員会の鈴木重信,村松剛な
どに声 をかけて集めたんです｡契機 になったのは1
9
61
年の,中央公論社長の嶋
中鵬二の奥 さんを右翼の青年が殺傷 しようとして誤 って女中さんを殺 した事件
(
嶋中事件)で した｡田中活玄の ところで毎月 2日に集 まろ うとい うことで ｢
二
日会｣ と名付 けました｡私 はそ こで最年少で した｡私はいつで も最年少 なんで
す｡
今西 :最後の生 き証人にもなれ ますね｡
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大池 :ところが,田中活玄が ピス トルで撃たれたで しょう (
1
963年)
｡あの事
件 は,田中が東京会館か ら出て きた ところを待 っていた人間が 8連発の銃 を全
部撃ったのです｡全部急所 を外れたんですね｡ 1メー トル ぐらいの至近距離か
らだったのだけれ ども｡それが契機で二 日会 も止めて しまい ました｡福 田憧存
さん もその後 ｢
三百人劇場｣ とい うのをやってい ましたけれ ども,財政的には
かな り厳 しくて,晩年はあ ま り芳 しくなかったようです｡
今西 :本 日は,現代 史の重要なお話 をお聞 きすることがで きました｡ どうもあ
りが とうございました｡

