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Ⅰ はじめに

����の	となった
���を��と

する��のいにおいて
�の��と�じ

く��で���な�を�げながら
ナショ

ナルな��からは� された��たちがいる!

"らと
"らの#$で%き&った'(とが)

*した+,�に- この��と���に.

ちた�の)*は
その/どのように+01-

され
+23-されていったのだろうか!

���において+45-と67された8

9の'(は
��のその:;から
<けよう

もなくこうした+,�に-と=き>い
?が

こととしてその@AにBりCんできた!その

DEFGのHIは
��における'JKのL

Mたる+,�に-と��'とのNOKをめぐ

る@いをPQするものであった!

RSのT�のもとにおいて
���から

UVWXYZの[に\るまでの]Jの8

9について
^�は_に`じたことがある!１

�`がa`のbcとするのは
それらのde

をfまえたRでのUVWXYZ/の89で

ある!����Gの[にgってアイデンティティ

のhijをkられた/89の'(のlみは


どのようなHIをmいたのか!それは
/

89アイデンティティのnoとなった+Tp

qr-のstを@うものであり
89のuv

をwxするyみでもある!

z{
/89という|Cみの�で'(が

=き>った��とのNわりに}~し
そこに

%Qした��と%�との�わりの�り�きを

�うことで
とかく�なるTp�の�qと�

んじられることの�い+Tpqr-がはらむ

��

���ZrZr����������
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���に�を�てていきたい�

Ⅱ ����における����	
の�

�

１����の��� ��と��の��

��	
における���の�を�じた�

���として�����の��がある�２ ま

ずここで�その��を��しておきたい�

��によれば���	
においては���

の� の�!や	
"の�#の$%をめぐっ

て&きな'()*+,) -が./されたが�

それとともにもう0つ�1"2)なもの03

に45から6き7おうとしない8!9を:み

;し�1� <=�>���の�9を:み

;していったという��が�?�によっても

たらされたとされる�?�@として�@AB

Cの1DEFG9を./できなかった��	


では�� <=�や���はHごとれ�

られるI6にあったのである�"J*"Kに

LするMNは�"JOP�にとどまらず�QR

にして03STUや�V�WXにLしても6

けられ�"YZ[の\]によって1�に^9

との8!も_まっていく�この�I6は`

abc/d�にさらにefし�ghにある

1iかな9:jとそれとはklな� <=�*

���をmn)にoびつけてpえようとする

8!がqんでしまっているとされる�そのた

め�1rs9とtuの��は���	
'(

のvでwに1れられた<=�*��9をx

yするzきとして{|することになり�
}

は~�に]められるべき1れられた<=�*

��9とは�なのかをめぐるL�として��

されていく�

��すぐの'(において��の&�に�る

��� で��したYRは�:�にとって�

れもない�しい����い�えれば1�Y�

の��9であった�では�この�Y�の��

をれ�った�には�どのような��が�っ

ているだろうか�

�6�としては�つpえられる�あくまで

����の��を��しようとするか�ある

いはやはり�らかの.で��をxyしようと

するか�h�の|7�それは��)��'(

の��と�えよう��も�を�けることはで

きないという��たる2�はありつつも�そ

の2�に�5することをできる り�¡ばし

し���)��にのみ¢£を6けるという:

き��それは�ある8¤で��の¥¦であり�

��	
'(の0§5は�かにこのように.

/された�３ しかしその|7でも��はやは

り��たる2�として�るのであって��ら

かの.で��に6き7うことは�けられない�

つまり��に¨げた�つの�6�とは©ª)

なものではなく�C«にt¬されるべきもの

である�そうである®���	
'(にお

いて���の��がYRの¢£2でなくなっ

てしまうことはなかった���が�うように�

1¯けた� の��9がれ�られたとして

も�1ではどの��をxyするのか9という

�いが�すぐ�に°くことになるのである�

これから�じようとしている��(±も�

�うまでもなく��	
'(の0Jを²/す

るのであり�³
)にはこうした��をC´

にµえている�そもそも�(±¶�のv£で

@ · ¸ ¹ � º »��¼ »１½¾¿



ある���には�����������	
��

���������	の��に�るまで����

が��しており��だたる���へ�くの�

�がここから��していった�したがって�

� !"において#$けた�%の&'(は)

*いなく+,な-.である�はずであった�

だが/0には�こうした&'は まさしく

12の34どおりに 5れ6られ�78の

!"��においてもやはり9らの:は;い�

そのことに<しては�!"という�=に>?

を@わせるAりにおいて�BのC�ではDE

などの�%FGがHIJにはなかったため�

� KLをめぐる<MN<OPQがROしな

かったからだ�というSTがあるいはUVか

もWれない�!"において�� KLとは�

XY!やZ�PQ'にとってのみP[\だっ

たのであって�]えば^_N`aのbc&d

'efのようなgきはh8しなかったのであ

る�

ただし-.はそれだけではない�,i�%

に<するjkやlm�のnoに<するpqと

いった-.もまた�� !"ではCきな%?

となることなく�\/rstされてきた��

�からuり�されたv�は�]えばノモンハ

ンNwxNガダルカナルNインパールといっ

た�y�かつそのpqをめぐるz{の|んな

}~の��を�んでいながら�である�Bの

C�をめぐって#5れられた��'N&'(

とは�なのかというjkとpqの<O�が�

Rされた� lm�!��の��と��して�

この?には� lm�!における!"の��

�を�て�ることができよう�

では�� !"では��が�きていたのか�

ここではさしあたり��の?のみを34し

ておく�� !"において���FGにPす

るz{の>?となったのは�BのC�の��

FG Bも�べたように�!"におけるそ

れは�PQ'の���と�&に�Aされてい

た ではなく��く�����に った¡

¢�%の��FGだったのである�

BのC�における#!"(とは��よりも

まず��£¤¥の¦§として¨©JにそのB

ªを«ぎ�¬がの®を¯°した�£±の²

³J´µとも�なしうるh8であった�いっ

ぽう�¶·�¸C� �そのiわりに¹ら

れる¡¢�%の��FGとは�·iもº

iも»の�い¼であるだけに�もはや£±K

Lのz{の½¾には¿ってこない�だがÀÁ�

かつて¯°した�£¤¥の�ÁJÂÃによっ

てÄÅにÆした!"Çのアイデンティティと

いうÈ?からすれば�¡¢�%とは�,il

mの�£¤¥に�ÉするFÊではなく�,i

lmをÊËするbÊという�Ìを�!"Çに

Íえてくれるものであった�

かくして�� !"のÎÏ¤Ðは�£±K

Lの½Ñで�もっぱら¡¢�%の��FG'

として¹り�され�7nの� lmÒÓでは

なく�¡¢�%から��にかけての,i£Ô

£±lmのÕÖÒÓを×Øとした<MPQが

ÙÚされたのである�

では�このような� !"ÛÎの<MPQ

は�いかにして�Rされていったのだろうか�


Ü�HIJにÝÞしてみたい�

� !"における#Èßàá(のâã äå



２���から����へ ��から	
�

����まで

�����を�みれば��	�
をめぐる

�りがそこで�であったことは�を�たな

いが��ずしも����から��してそうだっ

たわけではない�ここではまず�そうした�

���の��の���を�����の��を

�して�ていきたい� がかりとなるのは�

�!から"く���#$%&���'�の(

�である�

���'�は����)*+��,-４.に�/

0��1を23した��いったん(�を45し

ていたが�����)*+��-,��.�630�

1となる7���'�/80��1を23し�

(�を9:;に<=することとなった�もっ

とも�この0��1に>せられている?@AB

によれば�����)*+��-,４.には��C

のD�がEたれ�そのF.からGくも(�を

=Hしていた�その(�IJはおおむね��

KLへのMN��およびOP�の=Qであっ

た�

ここではそのうち�OP�について�てお

こう�7���'�/80��1によってその

RSをTうと��ちにUVできるのは�WX

YZ[\を]^とすれば�それ_^のテーマ

はすべて`Z_!のものだということである�

こうしたa!`bc�dは��eではfかに

�!から���'�が[gをhせてきたテー

マのi"ではある�けれども�!��	�


やjklmnのトピックスをo[/pでもq

んにrりpげていた���'�において�そ

れはjらかなstの�eをもなす�４ そして

このa!`bc�dは�その�も���'�

のuvとなるのである�

������wがそのような���のもと

にある4�����)*+�	-,�xyz{|}

~}�の�いりによる0４���9����

D�が�x�で=かれ�このD�をきっかけ

に������xの����づくりは9:;

なスタートを�ったとされる�５

その������としてまずSの!にあっ

たのは���������)����,��-I

の���と�����であった�これに�

����)*+	�-,の��によって��に わっ

た¡ノ¢��&£¤�&¥¦b§�さらに¨

�©ª�=2に«いた¬��なども わり�

�の��で����としてイメージされる

a®¯dの°ぶれが±²う³となった�

������のもう�つの��となったの

が�´ならぬaµ�dであった�この¶n�

����の·におけるaµ�dとは�jk_

¸のいわゆる`b�ではなかった�それはつ

まるところ���の���が¹ºするもので

あり�その�������の»¼は�½に�

たように�jらかなa!`bc�dに¾られ

ていた�その®¯な¼れとして����	)*+

��-,��.に¿Àされた0１���まつりが�

ÁÂÃ��	
�,ÄとÅ¶に=Qされたので

ある�

a½ÆにÇÈする��%のÉ�Ädという

コンセプトで±2したこの��まつりは0２

�_¸��	�
における��Ê¸Ëの�で

ある９.���)ただしこちらはmÌ-から=

Qされるようになったが�そのことをÍけば�

� � Î Ï � Ð 0��Ñ 0１1ÒÓ



���り��は���メイーン	
が�る�

�６ に�ぎなかった�この�れが�きく�

わったのは�����������������で

��を�まれていた�������� �����が

!"に#り$き�%２&��!'のもとで(

�����������９)��*から�	*にかけて

つまり�この�の+,まつりとして

�	された-./0���1においてであった�

この2の�+,まつり�のメイン	
が�

��わっていたのである�3�この�の�+

,まつり�が-./456に7まったのは�

たまたまこの�が-./4から8えて���と

いうキリのいい�に9たっていたからに�ぎ

ないと:われる�ところがこの1;は<=>

に�?@という?AからBてかつてない�C

DをEめた�そのFGはHIにおいても�

�JKんだLMも/NOPで�QRQSはも

ちろんTUVWの?@XでYはごつた#し�

Z�[はこのLMざつと\]^とよんでいる�

と_じられたという�７ このCDが�N�/

N+,R`abのcdとはeりfされたとこ

ろで+,まつりのghをijし�ひいては+

,?@のklたる�ma�のnoをpjqし

たのである�８

では�rs]tuが�バラエティにvんだ

wxをし��yをzりかえる{|1ながら}

~の5Aを�にBつめていた��い1;でし

た�９ と��したこの1;は�どのような�

�だったのであろうか�ここで��をしてお

きたい�

1;のプログラム��をBる�り�この-.

/0���1は�かに-./�[に�する��

1であると��に��+,まつり�として!

�1の��もふんだんに�りKまれ��[の

ghの��したたいへんユニークな1;であっ

たことがうかがわれる�この�[をつなぐの

が���や���といった��であり���

'�の�������をはじめとする� であ

り�あるいは¡����	¢£+,¤M¥	

¦£§¨	¦といった©	
であった�

このような�バラエティにvんだ�1;の

wxは����!"のª«£Z¬になるもの

がかったという�それが/NOPのLMを

TUから®めたことから����をn¯とす

る-./4のmaが?@klとして°めて±

²であることが³らかとなった�そこでこの

��´�?@µ!を¶·して?@を!'のO

¸�'¹としていた�����!"のº°>»

¼のもと�!�1としての+,まつりは?@

klとしての?@1へと�きくghを�え�

���	¦�が1りのn¯	
となった�つ

まり������の-./0���1½%５�+,

まつりのCDを¾¿として��これより+,

の?@にÀヶÁと���のmaがÂくÃちM

されるようになった���のである�

また������の1;のnでいまひとつÄÅ

されるのは��ÀヶÁÆÇÈÉÊËC�Ì�

のª+Íが�+,ÎÏ!Z�の{|Í;と�

じ+Ð�ÀヶÁÑ�ÒÓ�でÔ�されている

ことである�+,?@のシンボルとして����

���	���にÕÖしたÀヶÁ�+,ÎÏÁ�

ÆÇÈの�×は��-.����1�にdけてこ

の�からØまった�ÙÚのÛり�ÕÖN�À

ヶÁÆÇÈは�-./4のmaと<びつけら

/N+,における�?@aÜ�のÝÞ ßß



れ������の��	
�と�んで��

��の��を�き�ぐと��する�����

の��の��となった�

かくして��� !と���を"#に$し

%てた�&'(るような)��*�����

�+の,-が.められた�その/012にお

いては�3�4という567�89の:;な

イニシアティブによって�� !と���と

が"#に$し%てられた<５=��まつりの

0>と�?@の��まつりの��AB�そし

てCヶDEFGのHIをJきにしてKかをL

ることはできないのである�

３������の��	 イノセントな


����としての
��	��


��	��������の��

こうして @��� !と���とを$し

%てて��*�Bした����は�その��

MNとなった)��+のLりOをPQとした�

そうしたLりOの<RSTがUVWXY

Z����[����\である�

]^では�このUVWXYというS7に_

`をaて� @��で
んにLられた)��+

それは)���b+と�cされ�またd

じefでghもされた のありiについて�

jkをlめてみたい�

まず�UVのm�をn�しておく�����

Zo0５\pにqされた)rstu�vwx

せんyz+によれば�そのm�は{の|りで

ある�

}6 UVWXY ~p����R�p�

�Y� ��Y�

m�

�������|��Z&]�\に~れ�

�%<�ZD�\�b���%���b�

をmて���%����b������

�%����ruの@��� W�p��

�¡¢に£¤�XWXp¥¦§�¨©��

ª8のとき�EFGHI«a�¬�rsª

8��B�センター®¯¢8�¨©��

O8�°W±pX�²p³¤�この´から�

���b�µ§¶8�o0·pからd�8�

]p��d¸¹�このº&'����»�

¼»¡���½¾¿�ÀÁu��%Â7Ã

ÄÅtu�dÆの�Ç�8���

このm�のÈÉのために"ÊとなるµËÌ

Íをn�しておこう�ÎÏにÐがっているX

つのÑÒ�ÌÍÓÔのうち���½¾¿�は

����Z��２\p��� ÕTのÖ×のØÙ

やÚÛÜÈ�およびAÝのÞßをàなáâã

äとしてå%されたæÓçS��であり���

�»�は����Z��６\pに��したÑÒ�

�ÓÔである�これらに�して����b�

は�����Z����\pから�pにわたって�

まれた������である�������の

Þ	Tを�
にして�����Z����\pに�

�した���しいÓÔである�UVは��

�����のÞ	TのRSであり����b

�には�%a®から��していた�いっぽう�

 "からの��を�する���»�へUVが

��したのは�ずっと�れて��	�Z����\

� � � � � � <�	� <１	èé



�である�

ここから��することができるのは���

の�	
�としてのキャリアは�����

としてのキャリアに��するものでは�して

ないということである�����
�������

に��されている����� !"#$%を

&ると�その'()*は��に+,した�-

./0
��７1の�３2���3�456�

づくり%の78'(9�����５:;に<まる

ことがわかる�その=������>から�����

>?@にかけての-./0��ABC>に

も��は�-.
D-のEFGである��


���やHじく-.
I-の�-.
I�な

どにJKLにMNをOせている�しかしPと

Qってもその'()*がRSTするのは�

�����のU�V�=であった�そこからWX

までの���YZりで�[!\]!^わせて�

_`のRがaにbりcされ�deな'(\f

g)*がhiされたのである�

こうした��のキャリアをjまえ�Rkで

はまず����� の��ABC>からl

mをi<することとしたい�

��	�9no��;��-./0��にp�

した���� がまずqrとしてsえること

になったのは�?3でもtuした�v\wx

yである�zめてwxの�vとしての{�を

&ておけば�wxは����9no�
;�３:に

/0�vに|}~�その=��は�~したも

のの���	�9no
�;�には�び�vに}~

し��=����9no�
;�まで�K３��-

./0�vをBめた��kからQえば�この

wxとのc-いが���の��におけるキャ

リアに�ULな��を�ぼしたのである�

��の��に�れば�-./0�9�ヶ�;

�����に��するに}たってwxは��

のような��を��に�えたという�

この������9no
�;�� ���

��のことです�wx�vは を¡¢45

8}の£¤�にすると¥に�����を�

てるにはお�に¦しい�が§¨だ�お?は

お�の�
を©しª«してみないか�¬い

ことだけでいいんだ�0®にはお�の	

¯に¦しくなれとQっておいた%という°

の±²がcたのです�sNの^Yに�
の

Rを³むなんてできるかなと´いました�µµ

 が¶·�UV=も45L�	
にのめり

こんでいますが�この¸¹けはwx�vの

�お�に¦しくなれ%からでした���

ºにこのwxの��こそが���	
�\

���� %»¼の�¸¹け%だったのであ

る�½Mの��からもうかがえるように�そ

れまでの��は�り¾てて�
に¿Àのある

ÁÂではなかった��� �����にÃしての

�¤kyÄ%という#Lのために�それまで

ÅしてFÆをÇいていなかった�
をª«す

ることを±じられた���� は�このC�

にようやく�	
�としてのスタートを¸っ

たのであった����	�¼まれで�=にはÈÉ

ともにÊめる�-.�	
ËÌの��Á�%

となっていった��であるが�その�	
Ë

Ìのキャリアは�ºはÍ=も�Î�をÏぎて

<まるのである�Ðは�	
�としてはÑれ

Í=-.における�45
D%のÒÓ ÔÕ



もない�����であり�その�びは�めか

ら	
��の����と�っても�れない

�わりを�っていった�

こうして��きの����への�を�み�

めた��の� け!しの"の#$ぶりは�	


��	の%�&である'(�)*+への,

-./で�ある01うかがい2ることができ

る�3３45����67の8!9こぼれ:;	


をめぐる<�たち (�=>'?ヶ@A

B+CDノートより Eに�まり�3４4

5����67には8FGにみるHIのJK

LMとしてFGをNむすすめ EがOPさ

れ�さらに3７45����67には8QARS

T	
UV�WXYZの[\ ]^_と`

aをともにしたUVEが��のbcとしてO

Pされた�このT	
UV�WXというテー

マはd��e4fんで3９45����67から

3��45����67まで�ghけ６6にわたっ

てiPがjけられている�

またこのk�'	
ふるさとl�+5	
�

��mn	C�(�)*o�����7および

'	
�pのすべて+5	
�q	C�rQA

sto�����7という２uのvのwxyに^

をiねてもいた��は�このうちzyを{き

|ぎ�8(�はl�するEと}した���~

�を����6から�&'��+にiPするよう

になる����にはこれが�8����;�

����Eの��を��していくことになる�

������とは�か

���	5��
�76�������をもって

	
����を�6��した�����は�

��
6に�めての�x'�の@�� 	
�

�+5�� �	7を!9した�これは�z

¡の�&'��+その¢にiPされた(�エッ

セイを£¤したものであり�¥cを¦§¨©

5���	ª����7が�き�«の¬cを®¯°

±²5����ª����7が�くという�³´さ�

であった�

d�������とその8����Eをb

じるにµたって�まずはその�の¶·な¸�

¹ºの»¼であるこのvを½¾してみたい�

それは���が¿t�っていたÀ}ÁÂやそ

れをÃりÄくÅÆが�ここにÇれているとW

えるからである�

È�めに�ÉÊにOげられた¦§¨©のÈ

になる¥c8HIの�Ëみ�をÌえてEをÍ

てみよう�

��Î�65eÏÐÑ7�Òの�Ó��

は�わが�のÔÕ�mnにÖきなf×をも

たらした�ØÙdÚ�Ó�までの����

ÛÜのÝÞをなしていたß����àáが�

そのVâã�どうしてもäåDæ�なçき

をとりがちであったのにたいして�その�

�からの��と�ÔÕ�のもつ��Vへの

��とは�rたな	
を��したからであ

る���

��ÔÕ�5���7は��zの8ß��

��E8äåDæ�Eな��ÛÜと�され�

それらからの8��Eと��Vへの8��E

として��づけられる�むろん���の�が

�き!す(�は�この��ÔÕ�のeÅとし
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てまず��づけられる�

もちろん���の��の	
もまた���

のような�
����
�と��して��

�したものでは�してなかった�

�����において�����としての

 !"に#じた��$は�%&'からは

 ("の)*と+,され� (-"ないし

 ./"という�いわれなき01を2され

る34に5い6まれた�その7みが89の

:を;いた���の<=はその>?を@ぐ

べく���の	
をAきつつけねばならな

かった�つまり���の��の<=のBC


は�DEたちが (-"や ./"とい

われることへのFGの	
であり�@Hの

	
であった���

Iかに�あるJKまでのLMNOPQ��

の��BC
については�RSのTうとおり

であろう�だが�U��のVなくともWX9

Y�Z(
�でTう Z"の[\として��

�は�]がOの^�を_`していたのであっ

た�

したがって�aくくだりにb4する�cd

い�は�eJの���の<=�がfgにhじ

たものとはijkのlmをmいている�それ

はむしろ���n�oの���の^�を	


からpqすることによって�r��がsえ6

んだ つじつまのtわなさ"にkする�eの

RSDuのhvだとwえたほうがxyかもz

れない�

�r�{|の	
はそれまでのZ(の}

~を��に�った�{|の	
は�U�に

よって�もっと�Nな��への��を��

されたのである�それはおそらく���の

<=にとっても�ある�のcdいを�えた

はずである�それまでDEたちが 7み"

に�えつつ�fを�えつづけてきた�が�

��にして�りはらわれたのであるから�

そのcdいはe�であった���

このhvは��の��hもなくこの��を

��に�げる��Du�ひいてはこの|の�

�たる��r��BC
に��を�する<=

が�このJ�で �していたものでもあろう�

だが�¡を¢しておけば����にして�り

£われた�のは���というよりも�eJの

��<の��@H�の¤3¥~そのものであっ

たのだ�

ところで�RSがTうところの�cdい�

は��r��のBC
�そして��W¦§に

どう¨け©がれているというのだろうか�R

SはAく�

しかし�そのcdいから�¦Wª9の«

¬がれた�いまや��
の®¯は�%た

な°±のJ²を³えている�しかも�89

にわたって��<の 7み"にこだわりつ

づけてきた´µたちの¶·は�そのまま¸

¹の��のBC
ºたちにも¨け©がれて

いる� 7み"にこだわることは��»�

な�<Y¼¹の
�を½¾することであっ

た�

�r��における��¿
µ�のÀÁ ÂÃ



����

���の�く	
には�この�の��

� 	
���からも�られるように�も

はや��の��み�へのこだわりはない�

むしろ�このこだわりを�えた��らぎ�

と��び�がある�それは�たな	
� 

の!"#$であり�%�の&'につながる

ものである���

ここで()に*するのは�これまでの	


+,�が��み�にこだわっていたのに-し�

��./0はそうではないという�12の3

4である���

567に8てみよう�9えば�12の:;

<=に>き?いて@げられている:;A 

の���=は�	
�����BCとDばれ

ていたEFGH�のIJごろのKLMをNO

に�PQのEFGHのありさまをしのんだR

<である�IJのKLMであるからPSその

TUはVWXYにもZび�[�,\や]^C

_`ab+cdのFe��fといったfgのh

iがjられるのだが�そのklはmのように

nばれている�

EFGHにVWXYをnびつければ�ど

うしてもoくなるが�KLMによるpQq

rstuはまた�vのfwのxもあればロ

マンもある�のyんでいる	
バスzq

バスセンター{ zq|}~は����

� を��した�&���0������

��の���の�となった�
�����

��のxをTい��に�����に ¡し

た¢£¤¥らが¦まれたところで�トンボ

などをTいながらこの§Lで�ったことを

�えば�Q¨と©¨がªりなく«がってゆ

く�それが¬にIJだけでなく�く®¯�

°¦からv±�²³�^´と�µヶ�をめ

ぐる¶QqのpQqrstuをTいかけて

ゆきたい���

このような:xもあればロマンもある=�

いわば:%�st=といった·¸スタイルは�

そのlも��./0が<Aを¹むにあたって

º&ともなるものであった���の»¼の�

½をなす|¾¼�すなわち�の��� 	


���������a�	
L¯af¯st�

������a�	
の�7な¿À�������a�Á¼

り	
��������は�そのÂÃ¾ÄがRÅ

した:%�st=スタイルで�かれていると

ころにÆÇÈが8Éせる���hÊは�この

スタイルについてmのようにËÌしている�

ÍÎ;はÏにÐえず��いつくままÁPた

りmÑである�CÒも�RÓは�¯やÔÕ

のÖ×にØれるが�そこにÙÚのあるfw

がÉÛすると�そのfwについてÜが!"

していくというスタイルに�ÝÞ�いてい

るうちになってしまった�%�にstさせ

るのである���

	
のhSはªりなくßしく�また	


の%�はªりなくàい�

わたしは�	
のyáのRfとして�そ

のhSと%�にâãØれているäびを�ま
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ず����のために�し�それをできるこ

となら��くの��に	えて�
っていた

だこうと�って�いた

しかし��は���が��なのであるが�

それが�りなく�しく��いのに�わたし

の�い�ではほんの��に�れただけで�

�りつくせないのである

それでもできるだけ��の��を�き�

そこの��を べ�そこに!かび"がって

くる�#に$をあててみつめてみたまた

%に&ても����に'(ある)*を+ね�

���がそこで,をしたかを べてみたつ

もりである��

あくまでもそれは-.�/であるしたがっ

て����という012345なくくりの�

で�6789:の�は;<と=<とを>?し

て�@にAびBるそこに67がCき&そう

としたのは��DしたE�FGなどといった

ものではなく�-�りなく�しく��い/�

�の�HとE�のIJ�その�しさと�みで

あったとKえようそれをできる�り�くの

��に	えて
ってもらいたいできれば�

Lに+れて�れてみてもらいたいそれが�

M$NOをPうNO�としてのキャリアをQ

RいつつE�を.�する67のST5なUみ

であったその�りがJVしたのは�M$W

XY��Z[の\]に^_する-E�/

M$]という`aのbcしをdにefしてg

み"げられるh)のE� のiびであり�

それがすなわち-M$�i/であった��j

kが-もはやlmのnoみpへのこだわりは

ないむしろ�このこだわりを>えたnqら

ぎpとnrびpがある/とsした67のFG

スタイルのtuvは�このような��Z[M

$との'wにおいてxyすることができよう

��Z[を+れるM$]を�るz{として|

}したとき�lmのnoみpへのこだわりで

はなく�こだわりを>えたnqらぎpとnr

びpに'�が~くのは�n���pのh)�

�たる67にとって�Hなことであった

そこでは���の���がこだわり�けた

ナショナルなものとの'(は���の�に�っ

てこないこれは�67の-M$�i/と�

�の-����/との<のたいへん1きなc

�である67のそれは���というh)そ

のものにアイデンティティを�&そうとする�

ネイション��の��Mなのである

さらに�67のこの-M$�i/において

は����#は�りの;�ではむろん�aな

のであるが�67の'�はその�ではなく�

その�aが-�aであった�/に~かう��

に��した��の�� ¡の¢£を¤¥され

たい¦そのロマンティックな'�は�Kわ

ば-�a��/の��Mを§しているとKえ

ようそれは�����における-E�のi

び/の�¨を©ªづけるとともに���«�

¬�の�®に¯じる°¨でもあった

かくして�M$WXY��Z[の-x±²

³/としての-M$�i/には�ネイション

��Y�a��の�ロマンティックな-E�

.�/としての°¨を�&すことができる

6789:に´�をµてた�¶での·¸の¹

ºとして�とりあえずこのようにまとめてお

����における-M$�i/の»¼ ½¾



くことにしよう�

けれども�������はこれだけで	


しない��に�べたように��のはやは

り��たる��として�るのであって��ら

かの�で�のに�き�うことは�けられ

ない�そうである�������において�

�のが� の!"�でなくなってしまう

ことはなかった�たとえ���が#れ$ら

れたとしても��ではどの�を%&するの

か�という'いが�すぐ�に(くことになる

のである�

��の)*を+き,ぎつつ�-.では�

������と�との!/に01し����

���の23としての45を6みたい�

Ⅲ ������と��

１	もう
つのイメージ ������と

しての������

789:;の������と<えば��は

�に*じた�=�>?�とは@なる�よくA

られたもうBつのイメージがある�CD�E

のFGとFHとをIJし�その�KL�をM

Nとして��OP�とりわけQRSのTをU

める��KL���というイメージである�

そのVとしてWもよくAられているのが�

XYZ��[\����]��̂ _`にabされた��

��のcく���E�である�このd.はe

fgにabされたことでhくiまれ�そのj

kはl]mnされたopのタイトルにもqr

された�

このd.には�ヒロシマのピカドンとsじ

GH�というtjがついており�huvQ8

のwx3yを+き�いにzすことで��のC

D�E3yを{るという�をとっている�

�EのGHの|}がひどければひどいほ

ど�~}�は#れても|}�の"の�あと

は�らない�|}�がこの�から$っても�

�の��のゆかなかった|}は�に�えら

れ��に�えられてゆく�

huやQ8の|x3yは���の��の

��と���のメンタリティに�きな��

を�え�wx���の�は����の�い

とともに�えることはないであろう���

このように�E|}の��の,�について

{り�huvQ8のwx3yを��づける7

8は�ここから�じてCD�Eに�ぶ�78

の が¡ から¢いたというM£きで�CD

�Eにおける¤¥¦§の�いのFGを¨{る

©をこれでもかとªちzし�その�で-のよ

うに{る�

この�の«¬の®は�B¯にして9°

±�の²³を´ったhu�Q8のwxのG

Hにµばなかっただろうか�

¶·�の¸は¹なかったにしても�º»

¼にぞっとなって½ちすくむ¾¿の�から

ÀÁÂのÃがÄってくるのだから�ÅÆに

ÇってぶっÈれ��ÉÊ�かにzËÌÍで

ことÎれたÏ3は�ÐのÑÒすぎからlÓ

のÔどけまで�ドブのÕにÖを×っこんだ

ままになっていたのだから�hu�Q8の

ピカドン«¬と�そんなにちがわなかった
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と�う���

かくして������を	く
��に�

でぶっ�したのは�	く�じだった�と��

づける��は��のように��してみせる�

���は�り�す�ものなのだから�こ

の��� !"の#!の$%を�&'(が

もう)しよく*っていたならば�+,-!

"はあのようなどん.まで/ちなくてもよ

かったかもしれないと�01つくづく�

う���

2345がかつて6した�78の9みへの

こだわりを:え�;らぎと<びの��=>を

?る��@ABからはおよそCDもつかない

ような�78の9みへのこだわりぶりである�

このような���@ABの�EF�G�がH

つもう�つのIJを�どのようにKLすれば

いいのだろうか�

もちろん���@ABMNも�� !"O

Pの78の9みが���QORもSわらずその

ままTっているなどとUVしているわけでは

ない�

しかし����のWXのYあと�とか�

�うらみはまだ��にZきている�と�[

かれて6\になったこともあったが�Yあ

とは)しTっていて�まだ!]が^ってい

ないとは�うけれども�_`がTっている

とは�えない�

ましてabのcdefghiやjkle

fmniやo*efpqiにrして�sし

と�うtHちは�もう��にはないと�

う���

どうしてそうuえるのか���はこうvえ

る�

_`がTっていないというのは���で

は��!"のwxyのz{|}や~�|を

�によくやってきたし�abもよくやって

いるからである�それは����は�して

��ったことをやってきませんでした�あ

なたは��を�って!�されたのですから�

あなたの!�は�して
�ではありません

でしたよ�と��びかける��|でもあっ

た���

つまり���は��で!�yへの���な

��づけをきちんと�なってきたから�mg

p�を`む��いはもうないとuうのである�

しかし�そうであるならば���に��な

らぬ��MNが�� !"の9みと`みとを

[き�ねなければならないのか���に��

�が�mgp��とりわけghに�けて�そ

れをぶつけなければならないのか�その9み

は���@ABがもともと�け�いでHち�

わせていたものではなかったとすれば�いっ

たい�のものなのであろうか�

２���との������	
という��

この��をLく となるのが�����f¡¢

��iQに£きた�¤と��¥¦との§¨©ª

!]��における�EF�G�の«¬ ®



����である�

��によれば�この��のそもそもの	


は�の�りである�

�やわだかまりがまだ��に�ってい

ると�われているのは���との����

��を�����では�ったからであろう�

これは����� !"#$%&の' 

(の)�*+�!,-.&の/ �01か

ら2すでに34' の56が78した�お

9いに:い;<を=い>して�����に

なろうじゃないですか?という@Aの�B

があったのがCDであった�

それにEしFGの��/ �01は�H

Iして�0をJけたKL�2まだそのGM

ではありません?と�りのNOをした�こ

のことが��のPQにRたとき��SのT

Uは2FVのこと�それでいいんだ?とW

Xが�いYZたちにうなずいているようで

あった���

この7[について�もう\し]しく^てお

こう�この_が`くaにbられたのは�cd

efgがhijklm����!����& ２6

nにoいた2��pのqPのrあと?にある

�のくだりがきっかけであった�

st だったか�u,-vwx*+yのy

z1{|である*+�の/ �01から�

2すでに}~' である�たがいにふる

い;<をあらいながし�����になろう

ではないか?

という@Aの�Bが�����の/ �

01にもたらされた�それにEし��の/

 �01はにべもなく��した�その/ 

たちの��Aよさに��のWpが��し

た���

しかし�この��にはどうやらcd��の

��が��しているらしい�このcdのi�

を�けて���は4に�のようにoいている�

しかしこのようにcdさんに�められた

/ �01や��pは�ちょっと�った�

��なところcd�の2にべもなく?とい

うほどしっかりしたものではなく�2まだ

そのGMではない?とあいまいな��だっ

たというFGの��もいて�4Aが�ずし

もよかったわけではなかったらしい���

����で�Q�の� からもうかがえる

ように����� FG��¡1¢�であり�ま

た£¤¥¦としては§けRしであったはずの

��は�/ �01¨のやりとりに©ªした

この��のF«�ではなかった�さらに�こ

の���¬が������.ではさほどを

®くこともなく¯ち°えていた�ところが�

それから	
 4�*+y.!��&からのア

プローチによって±²した��は�かつてと

は³´にならないくらいにµ¶·¶の0¸を

�����Sの¨にもたらした�

この"_を¹じたhº»PQm���� ９6

	�»¼½«2¾¿3ÀのÁÂちÃ���の�

Bに����そっぽ?にÄづいて�まずはこ
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の����の��を�いかけてみたい�

	
ち�は��と���������

���の��が������に��りのア

プローチをしよう�と めたのが!"��

#を$まれた���%&'()も�*+す

れば,-./が0れそうだ�と1に2ち

�34の��り�と5して�6�7の	


ち�をはじめ89:の;<�や;=ホーム

ステイなどを�'(>?を@っての���

�,A�や�ひるのプレゼント�などを

BCした�

このくだりにDくやりEりなどをFるGり�

このHIでは��サイドだけでなく�JH

の��KL�7であるMNOPQRも�これ

がSきなT5になるとはUっていなかったV

がある�

ところが�このW5がXYされると��

Zから[\]がD^し��_�のほか`a

bcdやタウンeにもfgがhiいだ�

�すべてに��がjで�\kの	
ちな

どlmいたい�というものから�noより

pqrsほうしtのpuvsしんかんtを

いただきwxyはzにあるにもかかわらず�

{|}~�のレッテルをはられた����

��の��は���することすら�されず�

'�されていた�など�����へのおん

�が�^した��しろ��では�この��

の���が�に����くも�われている�

ここで���いのは���されている�F

の�くが���ではなく� に¡¢すること

をうかがわせるIである�7£と¤¥して
}}}}}}}

�すべてに��がj�というF¦は���に

はまずFられない�§]�であるが�これに

�いことは� �¨えば©ª«の¬®¯が�

����s°±��t�から²³が´まった7µ©

ªw���¶yなどで·り¸し¹べている�	�

また�puv�º»は¼½¾¿À�ÁÂの

Ã>��sこの0Äがw-ÅÆÇÈÉyej

にÊ³されたのは���
�であるtのラストシー

ンをËって8ÌÍÎになったエピソードであ

るし�����の����については���

_����のP�Ïであったw��ÐÑ�ey

Ò		Ïs��
��tにÊ³されたÓÔÕÖ�×

Ø���_ÙÚÛ�ÜÝノ¡¢�によって�

ようやく:&にÞßしたものである�したがっ

て�それらの�Fは�こうしたàáをâえて

ãることもできなければ�� ��を8äに

åめていたわけでもない�	�

さて������JHはæ��としてç�えた

�����は���は����Ð	
の

���として��に2たざるを�ない2�

にあった�その��は�このT5についてど

のようにコメントしたのだろうか�

�Oくすることはいいことだ�としなが

らの[\]もある���Ð	���)7の

�����さんs��tは��きだという

��ができてから��すべきです��はそ

れがない�むしろwライバル����yで

もして�お�いを�jさせるためのWし�

� ��における���Ð	�の�� èé



いをした�がいいかもしれない�という�

����だ�

	
サイドには��やしみなどもはや�っ

ていないという����の��からすれば�

���くすることはいいことだ�という��

に�つのが��であろう�にもかかわらず�

こうした�����を��が�えた��はお

そらく��に たような�!"に#$した%

なからぬ&'�だったと(われる���は�

こうした&'�を)*し��らの+,に-づ

いて.っ/るような�,�01の23ではな

く�45の!"に67な8!を9え�:やか

にさばいていくような�バランス;<に=で

た>き?であった�ここで��が@べてAB

となった�ライバルCDEF�などといった

コピーは�GしHれIたるJDサイドとその

Kけ?となったLMDN�そしてそうしたO

きに&'�をぶつ2P�それぞれのQを�て

るべくしてRみ$された�:SにしてTUの

8!だったのであろう�

"V�	
WXサイドの&'�は�Y�に

Zっ[られる\でボルテージが]がる^�と

なっていた�_`のabcdeと��bfg

のh iを�`jは�&'��として^kり

にしてしまっているが�そのlmnopはq

らかである�

これらの&'�に'し���rに�stっ

ている�とuvできない!"があるのがw

x�のyみ��z{|}で~dの�_�で

ありながら|�はz{Dにできた����

��が�かった��������もできな

かったから��も��d�がない����

にされたがための��は��もなお�!"

の��に�くのしかかっている�とのKけ

�め�がd�のD�;�を��している�

�B�りをあげてwxするのは���がい

る����なのだ�

だから�いまさら^ ¡¢]5のおん,

でもあるまい�としかいいようがなく�£

も¤さくなりがち�これに'しても�	


¥¦	の§8に¨たるd©ª«いり¬のa

bcdeさん«®¬は�アラブ�イスラ

エルは¯°°°±5の�み�つらみで²っ

ているのです�とあとにZかない�

けっきょくこの³Oは�DN´をµみ�¶

"]は��の iに·った\で�とりあえず

の¸¹がつけられた�

ºのDN´でLM»を¼って¨´した

�½¾¿DNは�gºにÀかれた	
WX

ÁÂ	ÃÄとのÅÆ	で��0Çレベルで

やる5に�まず�sÈÉをÊめた�がよい�

と�Dとしては¶"]�タナ]げする�Ë

をqらかにした�

それは�ÈÌ¸Íではなく�あくまで�タ

ナ]げ�であり�Î�の�Ïりであった�¨

�の�ÐをÑくÒめるにはÓ¨なÎ�であっ

たかもÔれない�しかしこの^Õの³Oは�

かつてあったÖ×|とのØÙとÈÉとをÚÛ

のÜ�にÝいやり��NÞへの�,�を£�

� V ß à � á â��ã â１äåå



に�ぶ�を��し���との�	
�に�を

っ�んだ��は��できない�という��

��まで�み�したという��で�この�の

����における !"#の$%&�さらに

は�の !'(そのものにも)なからぬ*+

を,えたのである-

./��にしろ�01にしろ�そこにある

のは2するに�345の6�する78への9

:でしかなかったのではないだろうか-そう

した345に�;"�と<えるほどの;"が

あったかどうかは�=に>たようにきわめて

?わしい-ただ�@Aはどうあれ��とのB

C���DにEFするのにはGHの2るIJ

H�それがこのKL�01らのMのNにあっ

たのはOかであった-それはおそらく�PN

の78を9:しゆく01のKQのRSをも�

Tえたものであった-

３�����の�てに その�の�	
�

�

この��とのUVのW�に01がXいたY

Zをたどってみると�[\]^に_する`a

b�いYZがcdbにeまれていることにH

fく-まず�����gの５hから７hにかけて

ijklmnopに�[\qr�がstされ

たuのちivwり��"nにxyz-そして

i{|Y}~�n����u����g�zには�[

\]^���gMの�����さらに�����

u����g�zには�[\]^���gMの�

����が�tされているuともにi���

のXく[\]^nにxyz-�;"���bな

������はライフワークとして�わらず

�いているのだが�����な�;"���

を�pとする01において��Uテーマをめ

ぐるこのcdbな��ぶりはやはりM�つ-

こうした��から01の�dを�し�れば�

�との�	
�をめぐる����gの��を ¡

として�01��の;" に¢らかの�£が

�じたことを¤み¥れるのではないだろうか-

[\]^の¦§の"���を�01が¨ら

なかったはずはない-にもかかわらず�そこ

に¢らかの�£を¤み�むとすれば�それは

©ªな"�の«>ではあり¬ない-それはす

なわち����gも@しながら��との�	


�をNに6�した�®¯�を°く�±²と
³³³

しての�[\]±²�の«>だったのではな
³³³

いか-

´µが¶·したように�¸の¹みにこだ

わらず�����にºってきた01の�;"

���と�そのvからは»れていた�®¯�

の¼づきとが�そこでは4`される-では�

01がこのとき«>した�±²の®¯�とは

¢であったのか-

[\]±²の½¾や¿ÀÁは�ÂÃ��に

おいて�LÃがÄるとともに�²たちからÅ

Æされ�;"のÇ$にフェードアウトしてい

た-そうしたÈれのpに�つ01にとって�

Çらはそれまでu !ÉÊとしてのz;"に

おける���な#びとËりの4Ìにぎなかっ

た-そのU$でÍ�ÎÏÐÑ]��.ÒÓÔ

にÃÕされるような<Öの×ぎvによって�

�らくÅれられていた[\]^の¹みとÂÃ

���のØÙとは��®¯�としてのÚたな

Ëりを¬ていた-Û²をすりÜわせてËり�

]���における� !"#�のÝÞ ßà



そうとすれば�それは�らかに��を�たす

はずであった�だが���	の��は�
と

の��においてめて��に��された�そ

れまでの����では�������な��

����の りと!"#$�な�%&�の 

りとが�'()*としての+,-.という/

0の1で2に34されることなく�56して

いたのである�

������の�とりわけ7における�

8の9:を;めば�らかなように���には

もともと��%&�などの<はまったく&=

になかった�>えば���が���の?@に

ABし�いそしんでいたCきDEは���の

FG�HIがJKいLMNOPにQられ�R

STUVや!"#$らのW��ものXがYに

Zる[Lであった�それは�����\の]^で

_Zした��`まれの�%&�が��にaを

1ろすLの�ある�bイノセントなcNだっ

たのである�だからこそ�その_Zをdのe

たりにした��は�efし�それをなんとか

ghしようとしたはずである�

してみれば���がこのc7�ij�kの

��をlm�にnりoしたのには�
との�

�でpきつけられた�%&�の*qをrしs

める�という�tがあったのではないだろう

か�ij�kの��をuつめなおした�8の

vwはそのxyであり�それをzして��は�

���\のc	を{いて|づく}かのような~

�%&�と�それを�いたまま�れ�られて

いた��とを�uし��にはその りBとし

て��してもいったのである������の

�'(���における������と�%&

�'�という���の��は�ここにuZせ

よう�

そこでuZされた�%&�は�	�いなく

��は�れ�られ����Y����になっ

て�めて��たに��し[されたものであっ

た�ただ���uした�%&�をLにして�

�が�みしめたのは���の��を�E�き

8ねてきたはずの��が��cNの���の

	に��するそうした�%&�を�りこぼし

てきたこと�そのことに�する ¡たる¢き

だったのではなかろうか�4の£い¤をすれ

ば���がこのとき[�したのは�h¥され

ざるまま�りこぼされてきた��たちの�%

&�を¦ち§てたまま���'(の¨©にの

みª«をPけ�'(¬からPけられる®し

という'¯からして�bがあることをのみ 

り°ってきた�らのW±²gXへの³いだっ

たのではないだろうか�%&を´した��の

®しをよそにして'(��を ってきた`

きµは���とともに`きているはずの�	

として�ふさわしいものだったのか���

では��は�そのような�%&�rsのy

てに�.をuたのだろうか�

¶·から�けば�その¸えは�らかである�

¹まだºNにおいてもh¥していない³»

が´っていると����は¼える�

それは�ij�kの½¾�つまり¿ÀÁ

ÂÃ�ÄÅの�Æ�は�Ç¾であると®4

されて�まだÈÉÊËにÌÍされていない

という³»である���
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��の�����の�	��
�への��

これだけであれば���ありふれた��に�

ぎないにもかかわらず���が���のみ

が������もの�の��を�いているとすれ

ば�それは�なお��を�め�ける !�


�の��なお"#されざる$%と&'(に)

き*くこの+,に-って./は�その01

2な3れを4567に8たのである��

とすれば�9:��を;じて<�されてき

た=>�をめぐっては�その?@そのもので

はなく�そうした
�へのAびかけがBCD

EFG�HもなおIJとされるというKにこ

そ�LをMけなければならなかった

Nかに=>�はOりPし)なわれてきた

だが�4567への$Q�というRSは��

�の��へのTいへと./をUういくら�

�ローカルな��がOりPされても�やはり�

どこかVW2なTXが"Yしていなかったの

ではないか

��のZ[を\い�め����をたどり]

した^_として./が8`したのが�そのよ

うなa9:��と4567bというTXであっ

たcいdえれば�e�の./がfきgたっ

た��のZ[とは�a��hとネイションと

のijklbというTXにあったのである

だがこれは�そのmnが./opにもaq

8bとしてrいて8えるほどに��H��に

おいてはstにuれvられていたTXでもあっ

た�H��の��wにおいて�4567と

いうxy�4567を;した��とネイショ

ンとのijzというTXは�{らく|}の~

にあったのである

�H�それまで�んに�られた���6に

�づく��とネイションとの���12なi

jzはすっかり��せ������の�でネ

イションとのijが�られることo1が�と

なっていったそこで�H��のh�は�ア

イデンティティのN�を�$ナショナルな

ao�bとa��bとに�したのであった

すでに�じたごとく�./���のa���

�b2EFwは�w�という�����+を

;じて�
�&y�ネイション&yのまま�

��という��そのものにアイデンティティ

のV�を8`そうとする�H��を� して

いた��H�5¡とのijがGきく¢£し

ていた4567を���とのijで�ること

への¤¥づけは��¦§�になくなってしまっ

ていたとcえよう¨©ª«¬や®¯°

±あるいはまた²³´µや¶·¸¹ºらの

���もの�»¼のEFとて�Sはこうした

��のZ[のu½という¦¾の�に�¿たな

���wのZÀとしてÁ�していた�という

にとどまるSÂ����もの�をÃく»¼

¡は���»¼というÄÅによって���と

ネイションという9:2なTXをスキップし�

ÆÇÈ¿ÉとR:とを]Ê^びつけて��H

��の��wにふさわしいファンタジーを¾

Ëしていた4567を;じたネイションと

のijをÌÍの~にÎく�そのような�H�

�のÏÐであったというÌÑでは�./��

�のÒくロマンティックな����も�また

�えば®¯°のÒく��の��とÓÔも�

Sは3Õ�1のものであった

それでも�®¯らのÖみは�×�ØÎさ

�H��におけるaw��ÔbのÙÚ ÛÜ



れていた��の��と���とをすくい�げ

ようとする	において
��の�����

にはない���を�びてもいたのである��

�
��の���のきっかけは
こうした

���もの�� の!"#$から%ぎ&され

た'(��の) に*ならなかった�

ともあれ
��にとってここで+も,-と

なってくるのは
��の./'��を0る

べき1に0らずして23にいたった�という


'45'(にわたって67に8れられていた

(ろめたい9���:な�;�である�<

0することで'��にナショナルな=>づけ

を?えるものとして@ABCがDEしていた


F6G#$H'までの1Iでさえ
��の.

/'��の<0はかなわず
Jら��の��

たちは8KのJLにMのいてしまっていた�

そして'(
@ABCがANDOからPQR

SへとTいをUたにし
3VというAWAN

が'��をXみ&す'YからMざかってZ[

\を]ごすなか
��の@A,-はやはり^

らく8Kされ
_`としてabされざるまま


abのcをdってしまっていたのである�

まあ
しかしこんなBCにeられないほ

うが
fghのijさがdわれなくてよい

のかもしれない���

��はこのようにkべて
@ABCのlm

をnちoってしまう�だが
そうすることで

dわれないのは
fghのijさというより

も
その��さであり
��にpするX�の

(ろめたさ9����であった�qr��で

st:にuまれるe0は
��には@ABC

のナショナルなe0にpするオルタナティブ

とはなりvないのであって
��の./'�

�は��のawをxめてyちzることはない�

かといって
{|の@ABCがJらの<0を

}け~れることはなかった��に}け~れた

としても
�PQRSとなってANのe0と

いう��をHきくdった@ABCの<0が


かつてと�じ=>を�ちうるかどうかは��

である�;�
./'��の@ABCへの<

0をxめる�きは
��において�めて�し

い���

�するに
��は
,-の�|は�らかに

しながら
そのn��が�&せないという�

�に�い�まれてしまったのである�これこ

そが
�\の��が�えた�い��だったの

だ��らが�\を�えつつあることを�じつ

つ
��の���Nとして^\�しく�して

きた��たちの��と�らの(ろめたさ9�

���とを4にして
それらをawするcを

�&せぬまま��に1を]ごす��の ¡は


いかばかりであっただろうか�

４������の��	
が��するもの

では{|
��はどのようなq	に¢£し

ているのか�+(にこの	について¤えるこ

とにするが
その4にまず
�\の��の¥

¦の§く¨を
©ª6«¬�をもとに®

しておきたい�ここでいう��の©ª6«

¬�とは
��[¯°の±¬となった²��

の³´©ªµ¶·¸C
����¹および²��

の®º©ªµ¶�¹のことである��の»に
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ついていた��が��の��を�り�るよう

にして	したこの
��にはどのような�

いが�められていたのだろうか�

���の��は�りなく�しくまた�

�の��は�りなく�い�といわれている�

��を�ねる���の くは!"#や

$%&'を()しまた*ヶ+や,-.の

/01の�2などをまわって3い45の

6を7びあとは89に:まる�

しかしこれだけではまだ����の;

<にすぎない���のよさを=>に?るに

は��の@AをBCすることがDEだと

おFめしたい�もちろん@AGHが い

のはIJKLであるがそれにMぐNの

Oが��なのである�

NJ��のPQは��のRにSめるこ

とができるしNJ��をTUするにふさ

わしいAVやロマンをWめたNXが��の

YZに[っている�まさにNのOなのであ

る���

\]に^げられているのは_
M6`a

b���Jcdにefした��ghのi

E��コースそのものである���jkをl

う��ghcmnとしてまた��op�q

のRrstとして���uのvやした]w

がそこに�められているとxってもyxでは

ない�にもかかわらずそれだけではまだ

�����の;<�にyぎないというのであ

る�それは��にとってswの�z{iの

x|である}~y�のファンタジーを�り

�えて�たなD<を�み�したしるしとして

�むことも��である�

��に�って��が��し��に�り�

していったのは��ブームの�で��に

�やかに�づいていた���dであった�

�BC
���はそれぞれ����を�にし

ているがそれらの����を���に っ

て¡べてみると���¢£¢�¤¥り�¦§

¨©jªくらしのRの©jメモ«�����８¬

�����２¬®¯�°��¢£¢�¤¥り�

¦±�����９¬�����６¬®¯���の

AA�¦Q²N�³�ªQ²N�«�����２

¬´�����７¬®となっている��;の��

�¢£¢�¤¥り�はやや��がµいが[

る２つの��はかの¶との·¸¹ºに��g

hが»れた���	�¼½のものである��¾¿

���にÀ~しÁÂしていた��はまさ

にその����にÃQする�¤Äや@Aを

DつDつÅっては�Æにするという�ÇをÈ

ねていたのである�そのような��の��

�dにÉÊしていくかのごとき�Æを	x

であるかのように	していった��はその

ときËを�っていたのだろうか�

��のÌ�の�Íとなったª��の�¤B

C«の�あとがき�にÎsの��よしÏが

Mのような�をÐっている�

Ñ�いますに���uがこんなにも

��のおAのこと¢£¢�¤のことにこ

だわったのはÒく�ÓがÔ�のÕにÖ×

つことをØじていたせいかとÙÚいたし

ております�ÑÛはÜÝÞßàáwâ

b���における����q�のãV äå



���さんといっしょに��しそうに��

�しながら��	
�りをしていることで

しょう���

この�は��し�たっては��なもので

あろう�ただ�これまで�てきた��の��

に�いを�すとき��の�にとどまらぬ��

の�がりが��の�にあったと�ることは�

��れではあるまい� !を"#できぬまま

にいまだ$%を&め'ける()*�+のこと

を�,-を.る��が�わなかったはずはな

いからである��� ナショナルな/0$%から

は12され����345もの6�789:に

おける$%を;けながら�<なお"けぬ=>

を?える !の�+たち�@らとAきBって

いた��は�その !のCき;けを�9:が

DかにEんできたFGにHそうとしていたの

ではないか�IJのKLと/0$%とをMみ

Nむ�よりOPな�+への/0として���

は9:の-Qを.Rしていたのではないだろ

うか�それはSからTえば�*U�9:のVQ

がWきあげてきた�XYZ[9:\]のあり

^とそれを_えてきた�X`a�さらにはI

J9:の/0$%にも���が�bりをつけ

たということでもある�ナショナルな$%に

も�ローカルな$%にもcることができない

ことに�いdった��は�それらとはeう�

fらぎとgびとを�+とh+にもたらすij

�なkみを�9:の-Qへの.Rの�に�l

そうとしていたのではないだろうか�

つまり���がこれらmnoのpqにr>

をsやしたのは�こうした,-をtたな�X

uvとしてwxしようとしたからではなく�

 !に�しむ�+と�+へのUろめたさに�

むh+へのyめと/めをzいつつ�{かに.

Rするための|きとして�これらを}~づけ

ようとしていたからであると�ることができ

るのだ�そうした.Rにおいて� !の�+

たちを�つめる��の��しは��なる�`

5の��V� ���を�しない�V�の

�+ ではなく��V���をともに��

する�+�mV�の�+を��すものとなっ

ている��3の��にとって !の�+たち

は��しくも�3に�Pいで�った����

�や����ら�しい�Vと�じく�mV�

の�+であった�@らの�を�らの�と�じ

�7に ねBわせることで���は@らと�

V�をともにしたのである�

*U�¡¢�な£¤の$%をめぐる¥¦の

§¨をよそにして�9:Vによって©ªの�

から«び¬された()*�+もかにいた�

けれどもそれは�*®�に¯£°±をO²す

るため³´µなどが¶·されたのと�
の�

�+¸¹のº�X`a»に¼づく¶·であり�

�+の !とh+の ijとに½してh+の

¾¿がAけられることはなかった�それらは

ただ�そのままにÀ~されていたのである���

そうしたUろめたいÁÂにÃればせながらÄ

をAけ��+たちとの�V���の���を

Wこうとしていたのが�,-を.る�3の�

�のÅだったのではないだろうか�
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Ⅳ むすびにかえて ����の��

�と��の�	


では��に�べた��の��の�みは�	


したのだろうか��の�を�いれば��

�の�において�それは��され���され

たのだろうか�

����に��した����の��をそうし

た��から� すべく���!"で#$され

た%&の��ガイドブック'()*$ ��+

,-./01�����2を�その���3に#さ

れている()4$の'��+,-./01�

����2との56において78してみよう�

'()*$ ��+の9:を;るグラビア

の<は=>?@ABであり�CいてDげられ

たエッセイの<Eは�かつて��がFいたの

とGじ=HI��Bである�()4$にはJ

KたらないこのLMでは��N��のアイデ

ンティティをOPするQRなRSとして�６

��にまでTるとされる��のHUVWがX

Yづけられている�-.Zに[まれたそのよ

うなHUVWから\り]こされる�N���

�は�ここでは=^_>N`aBのbcと-

.とのdeきをもって�されていく�fg

h*iのjkは�そのlのmコマとしてのX

Yづけをのみnえられる�=��のopBの

qrのフィナーレを;るものとして�stu

vをwぶ=��0xりBの-Nyze{のl

に�あるいは|}い.~���のlに�よう

やくそれらをJることができる�もはやそこ

では��ヶ�も���も�あるいは��!"

�そのものも�����の���	において

��となる��.の�ほんのm��を��す

るものとして|えられるに�ぎない��となっ

ている�それに�してクローズアップされる

のは���の�と�であったり���の��

と�であったり���に�しみ しむ¡¢び

であったりする���のこうした£�につい

ては�()4$においてもすでにl¤Zトピッ

クスとなっているのだが�*4¥$をJ5べ

て¦らかなのは��§のl¤としての��!

"�-.のl¤としてのstuvのQみがはっ

きりと¨©していることである�*$の=エ

リアガイド����Bでもª:に«げられて

いる��!"であるが�4$ではGpの=�

�¬をeくBという®とは�に=�©¯�

�!"°±Bが²³して³てられている�ま

た�4$の®´には%®として³てられて

いた=stuvとµ¶·Bあるいは=���B

といったトピックスは�*$では®´から¸

�に¹をºしてしまっているのである�

こうした»わば=ポスト��¼½¾B¿N

の����のありÀには���が[んだ��

.Áの��とÂÃとの¥�がJえる�すなわ

ち�=Äりなく�しいB��のbcと�=Äり

なくÅいB��の-.とを3�にÆし³てた

'()*$ ��+は���¼½¾の=-.

ÇÈBにいまmÉÊËし�それを���ÅW

させたという£�をJせている�さらに�す

でにÌじたごとく�Ía�stuv,�ヶ�2

とµ¶·,���2とをÎにuÏ����は

�り�げがÐられてきたが�その��eÑの

l¤にいた��は�そのありÀにÒÓなÔÕ

をÖいてもいた��� >?@Aを×じてuÏ�

���のØÙをÚり�4��y`Ûの-.や

uÏ��における=��.ÁBのÜÝ Þß



����の����へと	
の�を�くけ

る��をつけたのも�また��であった���

への���を�いつつあった��	
の��

�として���� ! ��"に#$される

ようなブレイクスルーは�その%に&する'

りとりあえずは��の()を*+したものと

#なしうるだろう�

しかし,��-.の��が/い�めたこと

のもう0つ�12345の67と85の69

:とへ;いを<せ�そこに0�=>?の@A

BをCこうとしたDみは�EけFがれること

なくGてHかれてしまっているとIってもJ

Iではない�12345の4は�Kえばテレ

ビドラマとしてLMされる NにOP5が

QをRしたとしてもそのS'りで�TUがV

わってしまえばWXもなかったかのようにY

れてしまう ことはあっても�そこに�Z

らの67を[して�45と85とが\いに<

り]う0�=>?の@ABが�^されている

ようには#えない�45はまたもY_され�

そこには45`aの	
@ABが�がるのみ

である�

;えば�����bcd３e.のfghij�

klと�mnobp�oeとのqrのときで

すら�123sのtuは��.もvのwであっ

た�����bxy��e.8まれの�mz{は|

}�~b��}�のe���にしましても�x

y12の���の�Sと��このめでたきc

d12の�しきめぐりあはせを��しながら

��とAじやうな��で��にむせぶことで

せう��� と�べ��mo��の|�である�

らにとってすら~xy12�がもはや,�X

であることを�わず�りに�っている���

の���にとって�~xy12�はその��

�の.�のZ�に�むvwである���にお

いて����であるというだけで�1234

5と0�=>?の@ABをCけるとすれば�

それは��なことではない�それを�� と

して¡¢すること�B�£¤¥に¦しく§し�

Zらの67に;いを¨しつつ�らの-.に;

いを©せた���ª«¬という�にしては

じめて��な���ならざる®であったとI

えるのかも¯れない�

��ª«¬が�°±に¦しく²き<せた1

2345はこうして�a��めて³¥のZ�

に´ざかっていったのである�����bµ¶４

·xy¸e.�¹«º»ってきた¼½の~c

d12�ですら����bcd�	e.のことであ

り�すでに0v¾のこととなっている�のみ

ならず�¿ÀÁÂにÃられるÄ�345の4

からもまた���.��もの.�をすでにÅて

しまっている�¼0の~cd12�において

~xy12�をÆめるように����Çを8

きる��は���
.をÆめているのである�も

しNに�AじだけのÈさの.�が�AじÉÊ

Ëを85と45とのÌにもたらすとすれば�

Ä�3sで34した5たちの67すら��a

はもはや~����のvwにJぎなくなって

しまっている�

かくして���ÍÎにÏÐした�aの��に

おいて�85と¦しいÑわりをqびうるのは�

もはや345ならざるÒ3Óの45Ôばかり

となりつつある����が~ÕÖ�と×Øさ

れた123sも�~�ÇÙÁÚÛの��とし
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て����を�り�し�けた�	
��も

�や�い�の���に�ぎなくなったとすれ

ば��の��にとってそれらの��によっ

て�み�された��たちの��と��の��

�とに�られた ��!にこだわり ��

�!であり�けようとする"#づけはすでに

$%である&あるいはそれは'(において

���で)*られた ��!なる+,みに-っ

てアイデンティティを.�そうとする/みそ

れ01の23が4われる5(の67とも89

できよう&

だがこれは4:の;<=>ではない&そ

れは��と?@�にAづく��の BC!

をDにして��がEきFけるべき;Gろめ

たさ>がただHれられているというIJK

に���Kな5(の67を2Lするに�ぎな

いのである&

この4:はMらかに��という�NOに

はとどまらない&��に.�されたこの H

Pの���!は9(QRS�が6TしたU

Nそのものでもある&この�VがもしWXさ

れるのであればそれは ��の��のHP!

というにとどまらずY�Zたり[る��の

\]の^まりを2Lする&_うなれば��

Zの`a1をb�Zの��へとりわけb�

Zの��へとcく/みとはdefの��に

fしてよりgじるOhへの"きがそこに9

�するのである&

�
１ ijはkl '(��アイデンティティのm
n!opqrstuvwx��yx２z����{お
よび ��の|}とp��さw ~����

����をめぐって !op������wx

���z����{を��されたい&
２ ���� �GQRにおける���のp��w
と��!op������������� w��

z����{&

３  ¡¢K¡£にのみ¤¥をhける!という
このような¦hをQRの§¨©が.せることは
しばしばª«されるところであり�Gの §
¨©ブーム!と_われるものはそのような�G
QRS�の¬をe®していると¯えられる&
さらに_えばそれと°±した²³´© µ

¶など�を·う¸¹りをºとして»う のG
¼½9¾は�という4:のS�における¿X
づけをe®しているのかもÀれない&
４ �Dの���Á�の#¤Âop���Áwp�
��Á�Ãwp���Á�ÂwなどÄZにはÅ
Æがある{についてはÇÈをÉRしたÊËÌ
がÍ±されているo���Á�Îp���Á
oÏÍzÐxYÑÒz{w���ÁÊËÍ±�

����{&このÊËÌのÓÈÔEoÕÖ×Î{には
このØにÙÚされた ÛÜ��¤Ý!にÞßさ
れるº |�として	�àáが�てられており
ÞßÓのº |�âとしてもっともãい&
５ p��äå�７ �d�æçの��wo��ä
å�����{xb�x�Y� ����づくり!

���
�	�&なおこの�の	
�は��Ñb
であるo��についてはG�{&
６ ��Ñb �の��の�� ~�に�っ
て�った� !o������Í±���Î

p���さんを�るw����S����{����

����&

７p���Á�Âwx

zo��	�{�	�&

８ そのことがまた�� !��の"hに"�を
�えたとも_える&つまりこうした����
の"hからÛÜ��への§たな¤¥が�� 
!��の��へフィードバックされたと¯えら
れるのである&このようなフィードバックにつ
いては��Ñbを�にとってG�する&
９ �� �の��の��!����&

�� p���Á�Âwx

z�	����&

�� ちなみにこの�が����の�でヒットし
たのは��
�oæç��{
のことであった&

�� ��3� ��さんと���!oDÙp���

さんを�るw��{	��§�Ü	� 	は


をÀる�のために�す!oa{���&

�
p��äå�７w
���&

�� �����Îp����wx��zo����{���

�&

�	 ����としての��は����
のことである&
�� G�するがこの�に¤しては�|��に
 �����!が�
されている�	も
 であ
る&

�G��における ����!の�� èé
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�の���であり���と�じく��の���
�である� !"から#$を%ている�&'�
�の��にも���の(�への�)はさほどう
かがえなかったという�

�� ��*+,-�の./0 ��1234567

8������9:;１�4この<は:;のみ=の
ページ>が?られている�@=のため�:;の
�>についてはこのように6くこととする9�

�� ��-�の./03:;２��
�� ���

�� ��-�の./03:;２
３��
�	 このABのCDは�その�で�EFみGにこ
だわる�����	が=にHIしていたことを
JKしてもいる�LMはNOにPるが�Qえば
RSTU-��VW3のXYが�����4Z[�
9

'の\]^_�`�でもすでに��'^abいて
いたことなどにcdしたい�

�� ��-�の./03３��
�� ��-�の./03	�	��

�
 ��*+,-��の�eなfg34(�hij�
���	9	����

�� このk$いがジョンlアーリの�mnのまな
ざし	をoまえたものであることは$うまでも
ない4ジョンlアーリpqrstuv-mnのま
なざし w�j�におけるレジャーとx83
yz{|}~����������������9�なお�
この�mnのまなざし	�を��しつつ���
の���と���とを��eに�った��とし
て������������-�mnのまなざし	
の�� ��するmn|34hfj�����9も
��した�

�� ��*+,����の6く ¡¢£ ヒロシ
マのピカドンと�じ¤¥	4-���の6く ¡
¢£3¦;j����	�§¨9
���

�� ������の6く ¡¢£	
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��

	� ��*+,�©ªさんと��²'�³§	
4-´µり���3(�hij������§¨9��	


�����

	
 RSTU-��VW34¶�	·�¸�j;±�

����¹����9���これは��Z[º*»'®'
¼から½7-(�¾<3にXYが\]され�Z
[»*'から»*+'にかけて®�k¿_jか
ら6Àとして78されて�ÁÂÃÄ'のÅÆ*
+�ÇÈ�É;|ÊをËÊした	4;±~ÅÌ·

ÍÎ9µÏであるが�ÐÑÒにÓするあからさ
まなÔdはこのÐ{なÕÎにÌÖしているとこ
ろである�

	� Qえば�����4Z[	�9'から��
�4Z[��9

'まで���'のÐきにわたって��12×Ø�
��6ÙÐをÚめ�¾6�やÛÜÝ;±のÞß
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れで��å�|æをç�した�kである�しか
も�`�のã�,¬���12×Ðに��され
て���6ÙÐに��した{ãの��は�あろ
うことか���Øå�6ÙÐであった�しかし�
その`�はこのことが�に��にされることは
なかった�また���12に��してまもなく
�8された ¡¢���'�4����9の�には�
��していた×�の	
��の�について{
ãが����に��し����の�}によって
��がなされてもいた�この	
��に�して
は���'�において���がプログラムに�み
�まれ���ä���12×ÐとÕ�r¬��

����もそこに��している�
なお{ãは�®�6Ù�Ãを�て��
�4Z[

��9'に��した�も���に�ることなく�
��12にとどまった��'は��;|��の
��などをÚめ�����4Z[��9'���	この
�で
�を�えた	という�
4^a�-��12×Ø���6Ù'�3��

12×Ø���6Ù��������
���および{ã
äÌ�	
��の��について	-������3

Å		¼§¨���
���を��した�9
	� この�いはおそらく�Õ2[�の$う���

にÓする��ろめたさ	に�じるものである
4Õ2[��-たましい3というâの����	

-�なき��の��|3せりか6�������§¨�

��9�

	� ��*+,� ¡¢£Æ*'�の��Ò�	

4��-���の6く ¡¢£3§¨�����9�

なお�この;Oの�}��は�<;でも�れた
とおり����'�である�

�� この�Íは���だけでなく���の�mn
�|	のあり�を�しく��する���にも�

�されていた�Qえば�¢���について��

はNのように6いている�
�N{¢の���5���は��され��

5�jの��もまた¢��と{きく��わり
し��5に�ることÛ�が��の�があるが�
それだけに�るべき�に�らずして��にい
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�� ��や��らの��を	け
ぐ��は��
の�りでは���������の������ 
!"����#の$%&'()*+,"と-.
/について0���� !�1��2����#およ
び3456)*+,"に7られない89の/:
たち0���� !�1��2����#などごく;
<の�=にとどまる�
ちなみに34�>には?のようななかな
かに@A�いBがCかれている�すなわちあ
る*+,"DE-FG-Hからの�Iによると
)*+,"Jの=えKもLMにNき5KOにP
9のQRをSせられたKのT7はUVのKWに0
ありそのXYのためには)-./はP9でな
い0というZK[-や>\]^の_[が`もa
bなKcであるというのである�����#�もっ
ともそうした_[はZdたる-.efで[�
のghにはなっていないようなのでiのとこ
ろXYのUVjはkいとlわれる�

�� ��m(n)あとがき op-.へのqr
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z#���{�����
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�x>"���	yz#�����
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ÓをÔっていると�¯は=える�

�
 ÕにÖげた�-.のtuvw�の)あとがき0
の$¢えば) ×の-.のために Ø�よ
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 するのに�	してきた��©
はそれが5��にめられたのでäåæを
�してする��を�ったままで�ごしてきた
ようだ���では��にWかって)ノウモア�

ヒロシマ0を	く�えている�それが
��

�につながって�����を		に�め
る�Iをしている�-.にはそれがない�
����{����#
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