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「ベ平連」という名前は、戦後日本の市民運動に参加したり、関

心を持たれてきた人なら一度は聞いたことがあるのではないでしょ

うか。共生社会研究センターの主要収蔵資料の一つがベ平連資料で

すので、本ニューズレターの読者のみなさんはよくご存じの名前か

もしれません。

このベ平連に関する資料の収集と勉強会を続けている「地域ベ平

連研究会」という小さな研究会があります。いまは、年2回、フィー

ルドワークを含む研究会活動を行なっています。

立教大学に安住の地を得た本研究センターは、かつては国立大学

法人である埼玉大学にありました。ベ平連の東京事務局長であった

吉川勇一さん（故人）が、膨大なベ平連資料を寄贈されました。筆

者の専門はイギリス近現代史ですが、「史料実習」という一次史料に

関する授業を担当するなかで、手近にあったセンター所蔵の吉川資

料を閲読し、その史料概要を作成するという課題を受講学生に出し

たのがベ平連資料との付き合いのはじまりでした。

ベ平連については、運動当事者でもあった著名な文化人・言論人

が多くの発言や記録を残していることもあって、多くのベ平連研究

がそうした知識人言説や東京の事務局で発行されていた機関誌に依

拠してベ平連像を描いてきました。あるいは、脱走兵支援などマス

コミが大きく取り上げた事件を中心にベ平連のイメージは作られて

きました。しかし、吉川資料には、日本の各地で展開されていた、

目立たない地域のベ平連活動の史料が含まれています。しかも、そ

うした地域ベ平連の活動に参加したみなさんが、どうやらその後の

地域のさまざまな市民運動と住民運動――反公害や反原発運動、生

協運動、障害者運動、反差別の運動、国際連帯運動――の担い手に

もなっているようなのです。

各地のベ平連活動の痕跡を示すセンター所蔵のビラや機関誌、手

紙やメモ類は、数も少なくきわめて断片的です。発行日も発行元も

不明なビラが1枚しかないような地域もあります。各地に400以上

も存在したと言われている地域ベ平連活動の実態をもう少し明らか

にできないかという気持ちがまずありました。

そんなことを当時のセンター長の藤林泰さんと話しているうち

に、地域のベ平連運動に参加した当事者へのヒアリング調査を行

なって、史料には記載されることのなかった事実関係や人的ネット

ワークなど、研究上必須でありながら当事者でなければ知り得ない

事柄を記録・収集する作業をおこなおう、そうして、市民・住民運

動研究におけるオーラル・ヒストリーという手法の有効性を提示す

る試みをしてみようということになったのです。筆者には、1970

年代からオーラル・ヒストリーによる地域や労働者、移民や女性の

歴史掘りおこし運動が盛んに行なわれていたイギリスの経験が頭に

ありました。藤林さんがとりまとめてくれた科研費が幸いにも取れ

て、比較的文字資料の多く残っていた福岡のベ平連を対象に私がヒ

アリング調査に着手することができたのが2007年のことでした。

その福岡で、社会運動の研究者で広島と呉のベ平連を調査してい

る木原滋哉さん（呉高専教授）と出会い、沖縄のベ平連を調査して

いた若い大野光明さん（滋賀県立大学准教授）を含めた3人で立ち

上げることになったのが「地方ベ平連研究会」でした。名称は間も

なく、議論の末「地域ベ平連研究会」へと変更、研究会を重ねて参

加者が増えるにつれ、千葉や名古屋などにおける狭義の地域ベ平連

運動だけでなく、ベトナム反戦運動時代の地域のさまざまな社会運

動史へと研究会で報告されるテーマは広がりをみせてきました。
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についても、文書

館調査からオー

ラル・ヒストリーによる調査へと発展し、研究会の活動は国境を越

え始めています。今秋に予定されている元脱走兵の一人であるクレ

イグ・アンダーソンさんを招聘しての講演会も、この研究会に参加

している平田雅己さん（名古屋市立大学教授）の息の長い調査活動

のうえに企画可能となったものです。

インタビュー記録や文書資料の収集という点、また研究者間の交

流と成果発表の点でも、ベ平連研究は厚みと広がりを増し、新たな

ベ平連像も少しづつ形成されてきているように思います。今後は、

市民運動資料を市民自らが保存し公開するという「市民アーカイヴ

ス」の将来像についても、研究会の重要課題として検討を重ねてい

きたいと考えています。

第5回地域べ平連研究会の様子＠九州大学

福岡べ平連初会合の配布資料

地域のベ平連活動を追って─オーラル・ヒストリーが広げてきた世界

市橋 秀夫（立教大学共生社会研究センター 副センター長、
埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授）



地域ベ平連研究会が立ち上がったのは2014年3月4日、場所は立教大学でのことです。
2001年9月11日の同時多発テロ、それにつづく、アフガニスタンとイラクでの戦争は、世界各地で大規模な反戦運動のうねりを生み

出しました。日本も例外ではなく、数万人規模のデモが各地で行われ、「ベトナム反戦運動以来」と報じられるなど、注目が集まります。
1979年生まれの私にとって、自らの意志で初めて参加したデモは渋谷でのイラク反戦デモでした。デモとは何か、運動とは何かが改めて
論じられ、マスメディアや論壇誌はベトナム反戦運動をふりかえる論考や座談会記事を掲載していました。2005年には、本研究会に参加
されていた故道場親信さんの『占領と平和』（青土社）が刊行されるなど、ベ平連再評価の機運が高まっていきます。

この流れのなか、ベ平連に関する学術研究は、その歴史、思想と行動スタイル、成果と課題などに焦点をあて進展します。しかし、課題
もありました。その1つは、「神楽坂」のベ平連を中心に記録され、論じられてきた点です。日本各地に400以上もあったといわれるベ平
連の広がりは検証されていなかったのです（先鞭として研究会参加者の平井一臣さんの論文「戦後社会運動のなかのベ平連――ベ平連運動
の地域的展開を中心に」『法政研究』71巻4号、2005年）。立教大学共生社会研究センター所蔵の「吉川勇一氏旧蔵『べ平連』関連資料」
には、吉川さんが収集・保管していた各地のベ平連の機関紙やビラなどが含
まれています。それを入り口としながら、そこに収められていない膨大な新
史料の発掘作業と当時の運動参加者への聞き取り調査が待たれていました。

2011年の日本平和学会秋季研究集会での分科会「ベトナム反戦運動とそ
の時代――地方ベ平連の展開」において、広島・岩国ベ平連について木原滋
哉さん、福岡ベ平連について市橋秀夫さんの報告があり、沖縄におけるベ平
連運動について調査を進めていた私がコメントする機会をいただきました。
これを１つのきっかけとして研究会が準備されたのです。ふりかえれば、①
ベ平連再評価の高まり、②研究の進展と各地域のベ平連についての研究の欠
如、③立教大学のアーカイヴの存在――これらが本研究会の発足を促したと
いえると思います。

研究会は春と秋の年2回、これまで計7回開催されました。福岡、広島・岩国、
千葉、埼玉、沖縄、神戸などのベ平連についての研究報告や、相模原の米軍
戦車搬出阻止闘争や王子野戦病院反対闘争、救援運動など個々の闘争・活動
に焦点を当てた報告がつづいています。研究会とあわせて、岩国の米軍基地
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方法としての地域─地域ベ平連研究会の試みから

大野 光明（滋賀県立大学人間文化学部 准教授）

戦後72年と呼ばれる期間、戦争がなくなったことはおそらくありません。しかし、日本が直接の戦

場になったこともありません。それにもかかわらず、反戦・平和が日本において主要な争点だったの

は、それだけ戦争体験が影響していたからではないでしょうか。ベトナム戦争に対する反対運動にも、

戦争体験が影を落としていましたが、戦争体験のない若者も自発的に参加していました。若者たちは、

戦争体験もないのに、また直接に被害を受けている体験もないのに、ベトナム戦争に反対の声を次々とあげるようなりました。その中心の

ひとつが、「べ平連」（「ベトナムに平和を！市民連合」）でした。「べ平連」は、アメリカの新聞への反戦広告掲載、国際反戦集会の開催、

脱走兵支援、定例デモの継続、大阪万博への反対、反戦喫茶店の開設など、斬新な企画を次から次へと実現していきました。そしてベトナ

ム戦争に反対する人びとは自分たちを「べ平連」であると名乗り、全国いたるところに「べ平連」が誕生しました。多くの若者たちが、直

接の体験がないにもかかわらず「べ平連」を名乗り、ベトナム戦争に反

対の声をあげたのは、なぜなのでしょうか。

「べ平連」については、中心的なミニコミである「べ平連ニュース」な

どがまとまった形で出版されています。しかし、それらをひも解いても、

各地で「べ平連」を名乗った人びとの姿はおぼろげにしか見えてきませ

んでした。そうしたなかで、「べ平連」の事務局長を担っていた吉川勇一

さんが埼玉大学に寄贈された「べ平連」関連資料のなかに、各地の「べ

平連」が発行していたミニコミが大量に含まれていました。これらを手

掛かりにして、地域ごとに特色のある「べ平連」について調べるには、

地域ごとに担当者を決めて分担して調べる必要があるだろうと考えまし

た。その後この「べ平連」関連資料は、立教大学共生社会研究センター

に移されて、広く利用されるようになっています。

こうして地域べ平連研究会は、まとまった資料の調査から出発して福

岡、広島・岩国、沖縄などの「べ平連」の調査・研究を開始しました。

その後、年2回、東京（立教大学）、京都、岩国、福岡、成田などを会場

世界と共鳴する地域べ平連の活動

木原 滋哉（呉工業高等専門学校 教授）

バンクロフト図書館のPCS-MLO関連資料は、全体でこの箱10箱分！

九州大学でのフィールドワーク。この建物にファントムが墜落（1968年）

調査で訪れたサンフランシスコで



周辺や反戦喫茶「ほびっと」跡地、九州大学のファントム墜落事故現場、北九州市の山田弾薬庫反対闘争の現場や弾薬庫跡地、三里塚など
を共に歩き、聞き取り調査も実施してきました。立命館大学国際平和ミュージアムでの企画展「ピース☆スタイル」（2014年）や国立歴
史民俗博物館での企画展「『1968』─無数の問いの噴出の時代」（2017年）などとの往還も進むなど、活動は広がってきました。

研究会をつづけるなかで、地域独自の活動の姿が少しずつ明らかになり、地域ベ平連を検証することの意味が明確になってきたと思います。
第1に、「神楽坂」からの影響を受けつつも、その思想、運動論、行動スタイル、文化を、各地域の文脈において選択、受容、拒否、加

工していくダイナミックなプロセスがあったことです。地域とは「中心」に従属する「地方」ではないのです。たとえば、埼玉ベ平連では、
地域社会のもつ東京の「ベッドタウン性」を問題化する議論が行われ、沖縄ヤングベ平連では参加者はスローガンや主張よりも、ベ平連の
スタイルに魅力を感じていたといいます。

第2に、地域ベ平連は発足当初から、地域とベトナム戦争との具体的なつながりを明確に意識していたわけではなく、運動のなかで「地
域のなかのベトナム戦争」を発見していったことです。また、反戦運動から派生した地域の多様な諸課題も発見されていきます。たとえば、
千葉ベ平連の「三里塚は『ベトナムより遠い』ものであった」との証言は、ベトナム反戦運動が三里塚闘争への参加の回路を開いていった
ことを物語っています。調査によって、社会運動における参加者の経験の重要さを明らかにすることができるでしょう。

第3に、運動史の時間論的・空間論的な検討の必要性です。私たちは、各地のベ平連運動に結晶化していく多様なライフヒストリーと参
加者どうしの共振に注目しています。アジア太平洋戦争経験を背負う人、60年安保闘争の持続を生きる人、新たな運動参加者など、多様
な担い手と複層的な時間がベ平連に合流しているためです。ベ平連解散後も地域課題への取り組みがつづくこともふまえれば、ベトナム戦
争の前後へと時間軸を長くのばし、地域史のなかにベ平連運動をおきな
おしていくことが課題となります。

また、東京を経由せずに、ダイレクトに海外の運動や思想とつながり、
国境を越えたやりとりが経験されていました。東京を中心に設定する方
法や一国主義的な方法では不十分です。地域ベ平連はローカルでありな
がら、ナショナルなものを経由せずに、グローバルな動きに直結する―
―そのような開かれたローカリティが生きられていたといえるかもしれ
ません。生きられた空間を想像力豊かに論じることが求められています。

そして、第4に、共生社会研究センターの平野泉さんにご報告いただ
くなど、私たちはアーカイヴの重要性を認識してきました。得られた新
たな史料や聞き取り調査の音声データ、トランスクリプトを、どこに、
どのようにアーカイヴ化できるのか。今後の課題です。

研究会のこれまでの活動と今後の予定については、ウェブサイト
（https://chiikibeheiren.jimdo.com/）をご覧下さい。新たな参加者や情
報提供を求めております。

にして研究会を重ねてきました。その結果、調査・研究の対象は、千葉や神戸など地域が広

がるだけではなく、脱走兵支援、救援組織など争点も広がりつつあります。資料面では、吉

川さんから寄贈を受けた「べ平連」関連資料を手掛かりにして、関係者にインタビューを重

ねると、関係者から新たな資料の提供を受けることもしばしばです。

在日米軍基地をかかえる地域では、米軍内の厭戦気分の広まり、反戦運動の高揚に呼応す

る形で、反戦米兵に対する連帯活動、支援活動がありました。とはいっても、その手掛かり

は、米軍基地内外で発行されていた英文の反戦新聞くらいしかありませんでした。ところが、

日本において反戦米兵を支援するために、アメリカから日本に派遣されて、長期にわたって

在日米軍基地周辺に滞在していた反戦グループ（パシフィック・カウンセリング・サービス：

PCS）、弁護士グループ（ミリタリー・ロー・オフィス：MLO）に関する資料がアメリカで

保管されていることがわかったのです。

私たちは、カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館に所蔵されているその資

料数万点を入手し、さらに、日本を飛び出して、アメリカでもインタビューを始めました。

それでわかってきたことは、「べ平連」が築いたネットワークがあったおかげで、アメリカ

の反戦グループは、スムーズに反戦米兵を支援することができたという事実です。山口県岩

国市では、べ平連の手によって反戦喫茶「ほびっと」が経営されていました。「ほびっと」は、

現役の米兵の立ち入りが米軍当局から禁止されてしまいましたが、アメリカから来ていた反

戦グループのメンバーにとっては、日本人の反戦グループと接触できる重要な場所と考えら

れていたことがわかりました。

「ほびっと」には日本人の常連客も少なくありませんでした。常連客たちにとって、「ほびっと」は、そこでの交流を通じて、自分たちの

体験、お仕着せの体験を超えて、別の世界、別の生き方を構想し、体験できる空間だったようです。「べ平連」自体、直接の戦争体験や被

害体験がないにもかかわらず、ベトナム反戦にコミットするという体験でした。直接の体験に左右されないという市民運動の特質のおかげ

で、「べ平連」以降、「べ平連」の体験は公害や民族差別、フェミニズムなど多様な社会運動へ広がることが可能になりました。

地域べ平連研究会は、各地域の「べ平連」の体験を掘り起こしています。そうしたなかで、世界各地のベトナム反戦運動と連動している

つながりも発掘しています。「べ平連」の体験は、グローバルな体験でもあったからです。さらに、その後のさまざまな社会運動誕生の母

胎のひとつでもあります。「べ平連」の体験が、今日関心を集めるとしたら、直接の体験、お仕着せの体験ではなく、自分たちの体験を自

分たちで紡いでいく実践だった点にあるだろうと思います。「べ平連」が発行したミニコミ、メモや資料、アメリカの反戦グループの資料

に埋もれながら、さらに多くの人との対話、インタビューを重ねながら、「べ平連」体験と現在のつながりを実感しているところです。

3

米兵による反戦運動チラシ（1973年頃）：PCS-MLO資料
（BANC MSS 86/89 c）

2017年5月、成田市内で開かれた研究会の様子
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利用資格 ───────────────────────
とくにありません。立教大学共生社会研究センター所蔵資料
の利用を希望される方は、どなたでもご利用いただけます。

開館時間 ───────────────────────
　★ご利用には事前予約が必要です。
月〜金曜日（祝日をのぞく）
10：00〜12：00、13：00〜16：00　
ただし、立教大学の一斉休業日のほか、資料整理などのため
臨時に閉館する場合もあります。その場合は、あらかじめ 
センターホームページなどでお知らせいたします。

閲覧 ─────────────────────────
初回に簡単な利用者登録をお願いいたします。
資料は原則として閉架式です。
資料の貸し出しは原則として行ないません。

閲覧制限等 ──────────────────────
資料は原則公開ですが、プライバシー侵害の有無や資料保存
の観点などから閲覧を制限する場合があります。詳しくは下記
までお問い合わせください。

【センターへのアクセス】

センター利用案内 【公開講演会のお知らせ】
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今号は10月の公開講演会開催のきっかけを作ってくださっ
た「地域べ平連研究会」のみなさんにご執筆いただきました。
どの記事からも、ローカルからグロー
バルへ、運動も研究も広がっていく様
子が伝わってきます。

悲しいことに、木原先生のご研究に
直結する資料を寄贈してくださった遠
藤洋一さんが、7月25日に亡くなられ
たというお知らせがセンターに届きま
した。『べ平連ニュース』『脱走兵通信』
などの編集に携わり、長年福生市議を
務める傍ら、基地監視などの活動に取
り組まれていました。心からご冥福を
お祈りいたします。（ひ）

編集後記

【2017年度　センター組織】

運営委員会 沼尻 晃伸（立教大学文学部教授）春学期：センター長　秋学期：研究休暇

 小野沢 あかね（立教大学文学部教授）春学期：副センター長　秋学期：センター長

 高木 恒一（立教大学社会学部教授）春学期 ：運営委員　秋学期：副センター長

 市橋 秀夫（埼玉大学大学院人文社会科学研究科教授）副センター長

 町村 敬志（一橋大学大学院社会学研究科教授）運営委員

 石井 正子（立教大学異文化コミュニケーション学部教授）運営委員

リサーチ・アシスタント

 牛場 弥文（立教大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程2年）

 山崎 果歩（立教大学大学院文学研究科史学専攻博士前期課程1年）

 小澤 梓（学習院大学大学院人文科学研究科アーカイブズ学専攻博士前期課程2年）

スタッフ 平野 泉・荒井 ひとみ

JR・私鉄・地下鉄各線「池袋」駅・

地下鉄「要町」駅から徒歩10〜15分

（入口から入り、階段を
上がった中2階が
センターです）

メーザーライブラリー記念館新館

共生社会研究
センター入口

立教大学共生社会研究センター公開講演会

愛国的脱走兵が語る非戦
―「イントレピッドの4人」から50年―

1967年、横須賀に停泊中の米空母イントレピッド号から、

4人の米兵がベトナム反戦を理由に脱走し「イントレピッド

の4人」と呼ばれました。そのひとりであるクレイグ・アン

ダーソンさんをお招きして、ご自身の経験をもとに、ベトナ

ム戦争の負の遺産や教訓について語っていただきます。市民

として軍事・安保をめぐる現代的諸課題にどう向き合うべき

か、そして平和をどのように築いていくべきかを、講師とと

もに考えてみませんか？

日時：2017年10月28日（土） 13：30〜17：00（13：00開場）

会場：立教大学池袋キャンパス　14号館　D501教室

講師：クレイグ・アンダーソンさん（元脱走兵、著述家）

共催：

「べ平連／ジャテックの脱走米兵支援活動に
関する国際関係史的研究」（研究代表者：平田雅己）

「在日米軍基地におけるベトナム反戦運動に
ついての研究」（研究代表者：木原滋哉）

☆英⇔日逐次通訳あり／申し込み不要です。
　お問い合わせはセンターまで。

【お問い合わせ・ご予約は】

立教大学共生社会研究センター
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1

電話：03-3985-4457　 FAX：03-3985-4458
E-mail：kyousei@rikkyo.ac.jp

遠藤氏旧蔵「べ平連」運動関
連資料、GIペーパー「Semper 
FI」版下。画像提供：国立歴史
民俗博物館（撮影：勝田徹氏）

基盤研究(C)

基盤研究(C)
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