レ ポ ー ト

ル派は行動戦線や新執行部に暴力的に対時

し︑社昔同席政派や中核派︑抜放派等の介

入に対し一貫した戦略を持ち得なかった行

動戦線︒新執行部は消耗をしいられたので

化された大学当局の学生支配の変哲と︑七

早大図書館占拠闘争の軌跡

早稲田大学の特色は︑六六年及び六九年

あ
る
︒

えしの組織防衛のみがあるにすぎない︒だ

〇年闘争に勢力を温存しえだ草マル派の反

の早大闘争を通じて明らかにされ︑また強
はじめは − 解説は代えて −

が︑守るべきは組織ではなく運動であるの

編集部

もう二年も経ってしまっているが︑一九

コ︑︑︑・ジャーナリズムによってかなりの紙

の死体が遺棄されている事件があり︑マス

君の屈していた早稲田大学における大学当

一つの事態の流動が起った︒それは︑川口

まさに川口君の虐殺を契機として︑もう

たのである︒その原因は︑大学当局の﹁時

手を焼きつくすことのないまま勢いを弱め

口君の死を契機として燃えさかったが︑相

この管理支配体制に対する大衆坂乱は︑川

軍マル抑圧が結びついたところにあった︒

面が琵供された︒いわゆる∧川口太一二郎君

局と革マル派による管理支配体制の粉砕を

じめ︑諸々のことがあげられるであろうが︑

間さえ稼げれば﹂という対応のうまさをは

︒
た

虐殺事件Vである︒

志向する運動の弦がりであった︒大学当局

七二年十一月初めに︑東京大学構内に学生

川口君の虐殺を一つの契機としたかのど

最終的には革マル派の組織された暴力に対

とし︑法学部自治会を稚する︶ との長い闘

して運動体として抵抗して行く持続力を持

及び革マル派あるいは民青︵法学部を拠点
いの中で︑各学部に新執行部をもつ自治会

てなかったところに戦術的な敗北があった

を極め︑今日に至っている︒∧敗は殺せV
という根本姿勢については︑川口君虐殺を

が創出されていった︒これらの運動の基盤

と見てよいのではないだろうか︒

とく︑革共同両派の党派間抗争は以後混迷

行った革マル派にしても︑自派へのテロル

となったものは︑各学部の行動戦線と称す

こには︑組織の防衛と確立こそが運動の政

の温存をはかり︑この間革マ

自治会費の凍結を経て既存自治会︵すなあ

自治会というパターンに対し︑大学当局は

しかし︑茸マル派︵又は民青︶との二重

瓜早稲田奈Vと呼ばれる葺マル祭の中止と

局と草マル派との間で行なあれようとした

いかけていた大衆叛乱をしり目に︑大学当

年を経過した七三年秋に︑持続的なカを失

ここに紹介する文革は︑川口君虐殺後一

︑

に対する報復を公言した中核派にしても︑

る運動体やサークル連合であった︒

夫・深化をもたらすという︑すなれち党の

ち草マル派︶

別戦術はエスカレートしていっており︑そ

変化してはいないし︑むしろその方針と個

建設が運動の建設であるという誤謬の裏が
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最後に︑早稲田大学では葺マル脈と当局に

出である︒この瓜図書館ジャックV闘争を

なっている11人の被告団の︑冒頭陳述の抄

において公判中の建造物侵入単作の被告と

有する早大図書館を占拠し︑現在東京地裁

総長団交を要求して 私学最多の蔵書畳を

学の了承を得て機動隊員が図書館に入り︑

げたりして抵抗︑このため園九時すぎ︑大

だが︑学生らは︑運上から図書館の本を投

隊と戸塚署員約百人も学内外に待機した︒

とマイクで再三にわたり轡告︑警視庁機動

これは対し︑大学側は︑﹁学外へ出なさい﹂

学連運動−党派全学連運動の最終的破産に

全共闘連動のダイナ︑︑︑キムの中に60年代全

園管理支配の危機を経験した権力が同じく

た︒すなおち︑全共闘学生抜乱によって学

となった学内管理支配体制との闘いであっ

いとは︑当局−革マルー日共民青三位一体

第二次早大闘争の敗北以後︑ワセタの闘

早稲田祭はことしで二十回目を迎え︑今

する闘いであった︒それは︑自立大衆によ

二十日午前零時ごろ︑四階の書庫に閉じこ

月二十二日から二十六日まで行われる予定

る抵抗運動として表現されるものであった

対する公然とした闘いは粗至れてあらず︑

になっているが︑実行委員会を革マル派が

我々が確信するものは様々な組織表現を

ろう︒

直面した革マルを学内の代行権力として︑

している︒早大での通勤をほとんど形成し

と反発していた︒また︑さる五月八日︑反

握り︑反軍マル派の学生が﹁革マル祭粉砕﹂

もってなされるところの﹁政治﹂ではなく︑

し
た
︒

えない革マル派が︑組織として残っている

革マル派の同大黒へル集団が授業中の村井

﹁抑圧﹂の日常から決然として自立し︑黙

もっていた学生ら十四人を不退去罪で逮捕

ためにこのような瓜敗北Vがもたらされて

総長を連れ出し︑総長団交を行ったが︑そ

々とした大衆の実践力の確かさである︒そ

田奈Vの名の下に革マル祭が開かれようと

いるのである︒彼ら飯乱大衆の敗北を敗北

の際︑同月十七日に団交再開を総長が確約

れは︑当局︑革マル︑民音がいる限り永続

この闘争から一年を経た現在︑再び瓜早稲

として終らせないためには︑運動の持続と

したものの︑その後︑内ゲバによる混乱を

的に持続してゆくものである︒

資 料 l

命をみょうとする諸党派の党派闘争路線と

戦争﹂の中に喪なかれた﹁党〜大衆﹂ の延

マスコミとの闘い︑そして﹁対革マル宗教

の択一をもって包囲

自立した学生大衆はこの一年間に︑﹁ワ

をもって維持された学園管理支配秩序に対

は何かを解明することが必要となるであろ

暫成して︑総長は団交を中止したというい

管理支配構造に繰り込んで延命させること

早大に図書館ジャック

きさつもあった︒こうしたことから戸塚著

セタの秩序か崩壊か﹂

ら
ノ
︒

十九日午後八時ころ︑東京・新宿の早大

では︑この日の学生らは反革マル派とみて

〜 I I 〜 I 〜

︵村井資長総長︶ で︑黒ヘルメットの学生

している権力︑当局︑革マル︑民青︑右翼︑

資料2

い
る
︒

十四︑五人が正門から梅内に侵入した︒学
生らは正門おきの図書館︵一部七階建て︶
にたてこもり︑屋上からマイクで︑大学は

対し︑早稲田祭の中止と総長団交を要求︑
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頭とも足ともつかない無名大衆による抵抗

臓部をねらい続けているのである︒どこが

く知られることはなくとも︑確実に敏の心

もののように語られている現在も︑華々し

が一つのエピソードとして既に燃え尽きた

実に越えてきた︒そして﹁ワセタの闘い﹂

の闘い︑その他様々な爽雑物との闘いを着

成上の貴任はすべて編集子にあることを明

収録することとした︒また︑この記事の構

が︑紙枚等の関係から︑1名の冒陳を全文

名の被告の冒陳を抄出するつもりであった

する一助として収録した︒なお︑本来は数

会自身の文章である︒次の被告冒陳を補足

1は説売新聞の記垂であり︑資料2は救援

拠闘争救援会の発行したビラにょる︒資料

︹注︺資料1︑2とも早大n・19図書館占

アゥトの強化︑第2学生会館の管理運営権

管理支配の強化︑具体的には検問−ロック

示︑72年n・17告示によって示される学内

大学立法の施行を基底とする69年10・27告

れた闘いである︒虐殺の日常性がある限り︑

することを実態的な獲得目標として遂行さ

又5・17逃亡を許さず全学総長団交を実現

しての早稲田奈＝虐殺者の祭典を粉砕し︑

劫︑即ち第3次早大闘争の﹁終了宣言﹂と

自治会費凍結︶︑治安絶境的な暫察力導入

運動がほとんど確実な抜乱の予兆をもって

体制等を以てする管理支配秩序が存在し続

のはく奪︑自治会解体攻撃︵自治会未承認・

当被告団の冒陳は︑被告団と救援会で構

ける限り︑早大学生大衆の自立した実践力

らかにしておく︒

成されている早大11・19図書館占拠闘争公

青は︑もはや11・8がなかったかのような

安寧を取戻すことは出来ないだろう︒我々

判対策委貴会発行の ﹁光る風﹂ 6号と7号

の全てをかけた抵抗連動は持続していくであ

持続しているのである︒当局︑革マル︑民

はワセタを叩きつぶすまで虐殺者に決済を

に収録されてあり︑次の冒陳はそれを転戦

日月19日夜︑図書館を占拠し︑蔵書二百

n・19の突端的な闘いを闇から闇へと葬

つつ展開されているのである︒

権力による早大大衆運動への敵対を暴露し

ろうし︑又現実的ほは国家︵司法・警察︶
0

したものである︒
0

被告冒陳

0

迫るまで闘い続けるだろう︒

万冊とひきかえに﹁革マル祭﹂ の中止と総

長団交を要求した学友の闘いは︑暴力的に
中断されはしたが︑これは終りではなく︑

いそのものを権力に売り疲した当局の意図

く一年有余に亘る早大の大衆的な運動管理

n・19早大図書館占拠闘争とは︑まさし

て︑かたくなに固持していた管理者の態度

た︒この当局の行為こそ川口君虐殺に際し

的な闘いを沈静化することに一切があるの

る為に国家権力の暴力装置を導入して︑闘

強固な大衆総武装の実現を以っ
て早大闘争の深化を克ち取れ

は︑管理支配暴力を最大限駆使して︑大衆

く出没するゲリラにねびえ続けすべてを灼

−支配体制解体へむけた闘いを葬り去らん

火にすぎないの程︒今後もしたたかな自立

大衆は敬の手口を見習って手段を選ばず珪

東拘▲＝219号

そのような学生大衆の本格的な始まりの燈

抗を持続してゆくし︑敬は名もなく形もな

ないのた︒

の発露であり︑一年有余に亘る闘いの過程

き尽くす錬乱の予感に浮びえ続けねばなら

とする権力−当局−革マルの﹁秩序化﹂策
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で終始我々の闘いを評価しているかの如く
れて以降︑10・21告示によって示された学

闘争が国家権力−機動隊に暴力的に圧殺さ

表現して余りあるものである︒

とする当局の醜悪な抑圧者としての実態を

力を背景に管理支配強化に腐心しょうと︑

我々は︑たとえ当局が権力I機動隊の暴

︵と日英＝異音︶ の学生支配が復活してい

の﹁ハ︑︑︑出し行為﹂︑﹁誠実な自己批判﹂

虐殺の慮本人〜革マルが二部未熟分子﹂

内管理支配の強化方針とあいまって革マル

ふるまってきた態度・行動が如何に欺瞞的
我々は一年有余の闘いの経緯を明らかに

く︒全共闘運動の高揚期において︑運動−

なものであるかが立証されよう︒
していく中で︑我々の闘いの正当性を明ら

政治的のりきりを断じて許すことはなかっ

表明と証する怪文書によって﹁教訓化﹂す

闘争を収拾せんとした︒

13・14徹夜糾弾／早大輝放／の直接行動は
自治会員が自治会執行部に殺されざるを視

て革マルは善美上自治会運動が解体してい

て管理支配秩序を撃ち続けていくことを意

政明︵山村政明︶君の革マル暴力支配に対

闘争基盤たりえなかった自治会を基盤とし

志表示していくものである︒

する抗議焼身自殺︑川口君虐殺等の現実は︑

なかった代行制度の克服を根底はすえつつ︑

かにしていく所存である︒そして︑同時に

72年日月8日早大一文学生用日大三郎は︑
一文執行部︵革マル︶ によって﹁中核派の

草マルの恐怖政治の凄まじきを物語ってい

H・27の一文学生大会を皮切りに各学部学

るなどとうそぶこうとかかる政治的利用︑

スパイ﹂−﹁集会におけるスパイ行為﹂の

生大会の開催革マル執行部リコール︑臨時

く状況の中で権力−当局と一体となって︑

でっち上げ華美に基づき自己批判要求の名

る︒草マルは川口君虐殺という窮極的危機

執行部の樹立へと向かった︒

行動者として自立した実践力の全てを賭け

の下に︑数時間に百舌鉄︒ハィブを使っての

ンチ︑なぶり殺しの論理でしかない﹁党派

状況に直面して︑たかだか私的暴力佳日‖リ

た︒数千の学生にょって克ち取られたH︒

メツタ打ちによって殺害された︒自治会執

衆の叛乱によって大学管理支配体制の危機

年69年︑夷六・日大を先頭とする全共闘大

い遺憾の意を表しっつ︑根底から謡さぶら

川口君虐殺を不測の事態として︑信じがた

罪的暴挙を陰厳しょうとした︒一方当局は

闘争の論理と倫理﹂なる庇理屈を以って犯

り一層明確に浮き彫りにしていく︒＜反暴

在的日常に接触する形で︑現実的矛盾をよ

状況の流動化は︑本質的な形で︑学生の存

年を経るに従い︑川口君虐殺をめぐって

を経験した権カー当局は︑学園に封じ込め

れた早大管理支配体制の強化に狂奔した︒

力Vに象徴される一般的な暴力否定論が︑

無数のテロル︑リンチによる負傷者︑梁

行部が自治会員を殺した意味は大きい︒68

たセクトを管理支配体制の一頭にくり込み︑

−文における自治会執行部︵革マル︶ の一

実は管理支配秩序から行使される ︵する︶

︵八六頁に続く︶

暴力︑或いは秩序経緯の為の制度的暴力︵
警察︶ 暴力の

方的退学処分︑自治会費凍結︑自治会室の
瑠決はおろか︑学生自治の弾圧を至上目的

使用禁止等の ﹁正常化﹂鵠動こそ︑草感の

早稲田の大衆状況はより流動していった︒

偽装をとげたセクトにやらせようと目論ん

常時管理しっつ︑学生大衆の管理を大衆的

︒
だ

69年時子山管理支配体制打倒／学館解放
のヌnIガンの下に遂行された第2次早大
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以て︑数千の学生大衆の力を結集して実力

々は︑Ⅱ・80連を先頭とした直接行動を

連絡会をチッチあげていく︒だが︑しかし我

さ進撃は︑単に権カー当局−革マルの大衆

全学ストライキ体制構築に向けでの退路な

うち続く学生大会成功︑ストライキ案採択︑

していった︒政経・一文・教育・社会等の

した圧倒的な大衆ストライキを以って反撃

︵四八頁より続く︶

していたことは明らかである︒および＜反

存在構造を撃つことを欠落した処から我立

くい込み︑管理支配暴力を許容することで︑

粉砕していった︒革マルを秩序構造の中に

しの内に︑早大の日常をおおっでいる社会

となく︑自らの理念形成︑主体性の捉え返

暴力∨主義者︑一般的暴力否定論者が管理
ハシーを助長させていることは明らかであ

は︑大衆の暴力桂の発現によって︑自身の

構造の仮構性を透祝し抜く戦闘の回路を兄

抑圧に対するアンチ・テーゼにとど至るこ

るし︑権力−当局の慈恵的な﹁内ゲバ﹂デ

目の前で破綻していった︒．轡憩に鷲がくし

い出さんとしなのである︒学生大衆の﹁自

学生大衆を管理してきた檀カー当局の意図

マゴキーの乱発︑それの回避の絶組から︑

でて︑暴力にょる大衆の抹殺を企図し逆︒

た大学−当局は教育者の仮面をかなぐりす

ら討議し︑決議し︑執行する﹂といぅ原則

支配構造にくり込まれ︑学生大衆の政治ア

醤察暴カー機動隊の導入を合法化する反動

﹁正常化﹂策動としての検問・ロックアウ
トが行なわれる中で︑苺マルの全国テロル

の貫徹はきわめで創造的︑流動的であった︒

ことは不可能である︒

的意図に対して︑実体的な反撃を展開する
我々は︑1月8日事マルの本部前集会と

の斯晴を暴き︑そしで︑﹁革命党派﹂の死

我々は暗中模索の連続の中で﹁革命党派﹂

語と化した﹁革命的言辞﹂に翻弄された自

部隊が何なくそこを通り抜席l学生大衆の

しい流血と負傷者を生み出すに至った現実

背後から聞打ち的に邁いかかり︑おびただ

らの脆弱位を大胆に克服していく契機を開

いぅハレンチ行為を粉砕すべく︑銅像前集

を大学・当局は一︵体どう考えているのかー

削せんとしなのである︒自主講座︑自主ゼ

会を実現したそして︑﹁ヘルメットをかぶ

我々はかかる確カー当局1革でルの醜いゆ

ることは闘いを分断することになる﹂とし

した日英自民青の自治会のっとりすなわち

て悪臭ふんぷんたる政治主義をむき出しに

ミの設置︑女挫解放の闘いを推し進めてい

認知させひたすら﹁党派闘争﹂化すること

ともあろうに下郡活動家に歪曲した事実を

ことを明快に立証していった︒革マルはこ

学友15名の不当逮捕といった激しい弾圧を

を批判し︑当局への弾劾抗議性向っ汽政経

当局のなしくず高的な自治会未承認の態度

自立的運動展開を消去せんとした︒我々は

正常な消化の為を稀して︑早大学生大衆の

固めていった︒我々は対当局︑対革でルの

つつ︑さらにストライキ体制を強固に打ち

静化せんとした穐カー当局の意図を慶駕し

は後期試験の正常な実施をタラに闘争を沈

当局に対する執拗な追求行動により︑我々

即時無条件承認要求学館管理運営権奪還の

る人々との交流等の創造的活動や︑自治会

着を満天下に明らかほし︑弾劾する︒し

をこい願い︑私的暴力佳日リンチ︑なぶり

はねのけつつ︑1・22政経ストをはじめと

その後．1月20日以降当局は後期試験の

川口君への冒演を激烈に批判すると共に︑

殺しの論理を唯一のよりどころとしつつ︑

闘いの中での改良が反動になり変っていく

全国動員のテロル部隊を以って1月19白文

8

らかけられてきた中教審︑大智法等に見ら

闘いの徹底化の中で政府ブルジョワジーか

に追いっめられていった︒

17再団交を確約せざるを得ないところまで

攻勢のもとに総長村井−大学当局は︑5・

く総長団交を貝徹した︒学生大衆の圧倒的

ー当局に包括され︑許容された枠の中で権

け︑当局との醜悪な慣れ合いのもと︑権カ

口君一周忌追悼集会なる大茶番をやっての

2−3月のストライキ闘争以降︑半年に

ら震偲せしめられたことに恐怖し︑ぬらゆ

行動の前に︑管理支配体制の台座が根底か

権カー当局−革マルば学生大衆の英雄的

友は︑よりよく闘いの展望を明確にするこ

川口君一周忌追悼集会を実現せんとした学

力維持に腐心した︒一方︑革マルの11・8

革マルは全国部隊をくり出し︑Ⅱ・8川

しっつ邁進していったことを銘話しておこ

れる教育再編の攻勢を断ち切る方途を展望

た入学式を︑﹁正常化策動としての入学式

及ぶ問いを葬り去る場として当局が設定し

への実体的攻撃を展開することをなしえな

とができず︑安定化した早大管理支配体制

隊の学内戒厳令︑権力機動隊のリンチ・デ

−大学当局の逃亡．革マル派全国テロル部

ガンの下︑我々は4・2入学式を粉砕した︒

モの毅制︑2名の学友の不当逮捕等は︑我

支配と云う日常活動の必然的帰結であり︑

る圧殺策動を試みてきた︒5・17総長村井

4・2闘争の貫徹は我々の赦対者が恐怖し︑

々が早大管理支配体訓を可視化しえた証左

突発的なことなどでは断じてないし︑又管

を総長糾弾／新入生連語集会へ﹂のスロー

憎悪するものであるが故に暴力的圧殺を企

であり．叉我々の敗北である︒学内から追
放された学友は早稲田に執着することによ

れたことを忍知すべきである︒そして一年

理支配の強化の中で川口君の死が必然化さ

我々は改めて川口君虐殺が革マルの学生

かった︒

ててきた︒4・416号舘︑4・10代々木駅

頭という鉄．ハイプ白色襲撃にょって40数名

って闘いの源泉を開化させんと︑5・17以

を確信すべきである︒川口君一周忌をめぐ

の学友が無防備の状態の元に頭を割られ︑

る闘いは早大管理支配体制の可視−不可視

有余に亘る問いの中でおびただしい流血と

学生大衆は川口君一周忌の闘いの高揚に向

の暴力を永遠に葬っていく闘いの永続化の

降︑早稲田祭実行委の結成︑自治会執行部

けて精進していった︒当局はリコールされ

内に︑唯一闘いの根拠を兄い出せるもので

手足を折られるという惨状を生み出した︒

イキ体制構築−全学総長団交実現の指標の

た︵社会・商︶革マル自治会執行部に自治

あることを証左した︒まさに虐殺者の祭典

の中で誼固たる抵抗陣型を作りあげたこと

もと運動を持続させていった︒遂に川口君

会黄を横流しし︑同様にリコールされた早

無数の犠牲を強いられながらも苦闘の連続

虐殺半周忌の当日5・8に我々は学生大衆

稲田祭実行委を認可し︑早稲田祭日虐殺者

く︒7月以降長い沈潜期を耐えつつ︑早大

の前に総長村井を引き．つり出し︑川口君虐

＝早稲田祭中止︑全学総長団交実現の二大

確立をめざして︑苦しい闘いを遂行してゆ

殺に際しての学生弾圧︵n・17告示に表象

の祭典の実現にょって第3次早大闘争の

スローガンを掲げて我々が展開したn・19

我々は当局の秩序化策動︑革マルのテロ

される︶ の自己批判要求︑自治会即時承認

﹁終了宣言﹂を発せんと画策した︒

ル割線の暴虐をはねのけつつ︑全学ストラ

要求．学館管理運営権奪還等々を実現すべ
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早大図書館占拠闘争はその実践的思想的模
にも新生﹃アナキズム﹄

二年目をむかえようとする本誌は︑内容的

れに答え得るや︒

重要な意味を持っている︒さて︑本号はそ

号より︑誌代を一部一二五〇円に改訂い

印刷費の赤字のため︑やむなく本誌五

誌代改訂について

の予兆でもあるのた︒以って我々は早大闘

の持続的過程であり︑絶え間ない大衆絞乱

▽自分は＜アナキストVではない︑と思っ

します︒

たします︒読者諸兄の御了承をお願い

との橋渡しとなる

索であり︑したたかな学生大衆の抵抗運動

争の正当性を確信し︑権力の不当逮捕︑不

ているためか本誌の誌名には抵抗があるも

︵M︶

当起訴を弾劾するものである︒

といぅのも︑現在の総体的な運動の低迷

一五〇〇円

定期購読料 年間︵四号分送料含み

のの︑編集スタッフに参加してしまった︒

最後に我々は川口君虐殺の真実を全ゆる

と停滞の中では︑まずもって運動の基盤を

いる分については従来通りといたし

手段と方法を以って明らかにしていくと共

に管理支配体制との激突−解体を目指して

形成すること︑その素材を提供することが

ま
す
︶

︵すでに申し込まれて

不断に抵抗運動を推し進めていくことを宣

アナキストか細枠無党派かの自己弁別より

編集部
も重要であることを認め︑また本誌が︑ア

五号

言する︒強固な大衆総武装の実現を以って

ナキストにとど去らず無党派の運動着たち

に︑運動創出のための基盤の形成に必要な
瓜何かVを提供することに努力しているの

一九七四年十一月二〇日

発行日

体としても不十分な点が多々あるために︑

りに個人の力は弱く︑また編集スタッフ総

とはいえ︑その目的を達成するには︑余

を認めたためである︒

アナキズム

断固として早大闘争の深化を克ち取れ！

▽﹃リベー呈創刊いらい5号目︑そして

え︑一応﹁三号雑誌﹂の任務も無事終えた︒

今号においても目的が十全に達せられては

東京都文京区本郷一−二四−七

発行所

かつまたこの一年間のしめくくりとして︑

いない︒読者諸賢の御批判・御叱正をあお

となってから3号目をむか

本号は﹃アナキズム﹄にとって一つのサイ

ざ︑その中から一歩ずつでも目的に近づき

現代思想社内 越境の会気付

﹃アナキズム﹄

クルの終焉を意味し︑新たな出発点︑新し

たいと思っている︒読者の御協力をお願い

アナキズム編集委員会

静岡県富士富市杉田二五一

同人制への移行と平行して︑新しい編集

する次第である︒編集部にはげましのお便

編集部

日本アナキズム研究センター

いサイクルの始点への回帰でもある︒

スタッフによる発行体制も遅々としてでは

りを出そぅ！

︵ケイ︶

あるが確立されつつあ語こうした時点で
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