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元ブカレス ト大学講師 佐々Bj誠之助

今になって革命時のことを思い出すと､何とも稀有で貴重な体験をしたものだという思
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しかし､目前で見た革命発生の衝撃が強烈過ぎたのでしょうか､革命直後の数分間の記

憶が思ったほど鮮明闘 ま思 い出.せ壷せん,,預当量二うろたえたので しょう､細かいここが患

い出せ ませんO

プタレシヱテ ィの革命は､且2月2i白の正午過ぎるr:起 きたのですが,⊥その夜は大学広場を

中心をこ､セクリタ-テと数万の市民 との戦いでしたOセク リタ-テは戦車や装甲車や放水

車 を繰 り出し､串銃や機関銃を発破 しまL,たOその場に考′㌔た人の謡を聞きました｡初めは

空 に向けて発砲 LJていたとの I-ことでしたが,次第に角度が低 くな り､最後をこは東平に撃 っ

て きたと言っていまL,たoその人は市民側石こついて載っていたのでしたがー小銃の噂が貰

タブ付近を掠めたのでl慌てて逃げたのだそうです,,自宅墨ご帰 り者いたのが､ZD2日uI'午前

i時過ぎだったそうです/Jこ(]二3時点では}.明らかに市民を率心に した革命だ ったと言えま

し い , V
子■ ト

らですe

正午噴､マグルー通 りliこ出た時､昨夜の激戦の掛は牽 く見 られず.異常に静かでしたO

ただ,不審に思えたのは乾レ､ぅた道路の所 々に水を流 して清掃 した鉢があったことでしたo

後 になってわかったことですが､その清掃 した所 というのは､市民がセク リス トに撃ち殺

された場所だったのです｡

22日の夜から24日の朝 までは､流れ弾を避けるために､自宅の壁の背後に隠れていまし

たO河とも不気味で._長い不安の時でしたOその時､思 っていたことは､市の不安といラ

よ りも､誓え死んでも､こんな誰もいない所 いきミテルの従業員 も､外国企業の従業員も22

Ejか ら出勤を停止)での､巻 き添え的な死は望まないとい うことでした｡

24日には多くの在留邦人 と乗 り合って､自家用車でブルガ リアの首都ソフィアに避♯ し

ました｡ブタレシュティ市内の道路には市民が溢れ､顔は喜びに満ちみちていたのが､実

に印象的で した｡

ソフィアにいた時､TVは､22日にチャウシェスク一族や側近を逮捕 L/たとOまた25Ej

には､軍事法定はチャウシェスク夫妻に死刑判決を下 し､即 日､死刑を執行 したと報道 し

ていました｡

チャウシェスク夫妻がはやかれおそかれ死刑にされるのは当然のことだと思いますが､

それに しても問答無用の軍事裁判は裁判 とは言えず､単なる報復で しかないように思われ

ました｡

これは後で気づいたことですが､彼に喋られては都合の悪い人間がいたのではないでし

ょうか0

1998年 1月 1日の朝､再びブクレシュティに帰 ってきましたが､道路には雪が凍 りつき

道 を歩いている人は少なく､寒 々とした､不気味で､革命の怨念が残る空間に舞い戻った
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感 じでした0

1989年12月の戦いは､その時点において､確かに市民の行った革命でした｡ これは間違

いありませんOだが､革命はやがて変質 していきましたD

その変質はいつから始まったのだろうか｡革命が革命たる所以は､社会の基本構造や人

間の思考を根本的に変えることである筈です｡そのように考えた時､革命が変質 し始めた

のは､全 くの私見ですが､1990年 1月12日のビク トリア広場で行われた集会の時か らでは

ないかと思います｡

この集会では､広い意味ではチャウシェスク一派 といえる体制派の連中が､つ まり､同

じ穴のムジナが勝利を収めたわけです｡ですから､以後の政権奪取派の動 きは､チャウシ

ェスク時代 とそれほど相違はありませんO特にそれが顕著に現れたのが､6月14日-15日

の鉱山労働者の暴力的首都制圧事件であったと思います｡ただ､この事件は欧米先進諸国

から強く批判され､民主主義にもとる行為として攻撃され､やむなく恭順の意 を示さざる

を得なくさせましたO言ってみれば内政問題が外国の圧力で吹き飛ばされた状態 で したO

現在､社会の基本構造を変えようと､法律的には準備や努力をしていますが､現実的に

は機能 していません｡人々の思考にしても､民主主義を実現 しようという強い意志が示さ

れてはいませんO

そう考えた時､1989年12月の､あの戦いの精神は生かされていず､変質 して しまったと

言ってもいいように思います｡あの戦いは､確かに､瞬時においては革命でした｡ しかし

その後の経過を考慮に入れると､必ずしも革命とは言いがたい気がします｡頭部 をすげか

えただけのクーデタ-ではなかったのかという疑念を抱かせます｡

それでは何故､革命が変質 したのでしょうか｡

チャウシェスクの時代､個人の段階ではいざ知 らず､市民の間には纏まった形 での反体

制派は形成されていませんでした｡一方､革命後に政権を奪取 した側には､革命前から密

かに反チャウシェスク ･体制派 (革命時にはチャウシェスクから疎まれていたが､それで

もそれ相当の地位についていた人々)が存在しました｡この反チャウシェスク ･体制派が

主導権を握 ったわけですから､市民 と反チャウシェスクという点では一致 して も､社会主

義を徹底的に排除 しようとする市民 とは､政治運営では必然的に対立することになりまし

た｡

チャウシェスク夫妻は､軍事法定で死刑の判決を受け､即刻､刑を執行され ましたが､

考えようによっては､反チャウシェスク ･体制派の側に､夫妻の口を塞 ぐ必要があったの

かも知れません｡

こんな状況下では､誰一人として安心 して暮らせるものではありません｡少 な くとも､

ブクレシュティに住む人たちは､みんな神経質にな り､精神不安定になり､自分 だけの生

活を守 り､利己主義的な主張をするだけの人間にな り果てました｡

革命そのものも大変でしたが､革命後の社会や人の動きは複雑でした｡予想では､これ

で自発的な社会へと､すんなり転換するだろうと思 っていましたが､実際には､ ｢独裁｣

という ｢重 し｣がとれたがために､社会や人の動きは自由気侭､まるで ｢糸の切れた凧｣

のようになってしまいました｡その動きは予想を遥かに越えるものでした｡

今までの独裁の怨念を晴らすかのように､人々は働かなくなり､自己主張のみで､責任

ある行動や言動は見られず､政治的な対立と､経済的な停滞や後退をもたらしました｡こ
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の影響は学生たちにも及び､その時外ではありませんでした ｡

人 々が働かなくなったのは､何故でしょうか｡その最大の理由は､今までは ｢働かされ

て いた｣という認識の反動です｡強権 と脅迫で基本的人権を奪われ､半奴隷的な状況から

の解放を感 じたからで しょう｡職場では､チャウシズムを章毎的に推進 した者たちが追求

され もしました｡ しか し､追求は如何にもルーマニア入 らしく､緩やかでt同情的で､あ

ま り徹底 したものではあ りませんでしたO-I-一定期間後には､復帰や開き直 りもあ り､元の

木 阿弥になって しまった所 もあるようですO

コ-クスなど)の入荷が途絶えたことですO労働者や技術者の中には､小生懸命動いて､

新 たな社会を築 こうと思っている人たちも大勢いましたが､原料がなくてほ働こうにも繋

げない状況になってしまいましたOこれ らの諸条件が複合的に信用 し､この国に経済的な

停滞や後退をもたらし､ある時期には､生産が前年度の50%以下にもなりました｡

一方LtA 々の閣&L:.は､生活水準向上の要求が高 まってきましたが､生産は停滞または後

遺 した蓋までしたから､要求ti7-j実現にはほど遠 く､1ンプレが起 きる0封ま必至の状況にな

ってきました｡

政府は物価をあげ､月給は抑える傾向にあ りましたから､人 々はス トやハンス トなどで

抗議の意志を示 しました｡また､市場経済の導入という錦の御旗Gj早)とに､個人商店がで

きた り､外貨専門で商 う商店が現れたりしてきましたOこ:れら0/3過程の甲で､利益を畠ろ

うと企む人たちが現れ､経済関係の犯罪 も激増 していきましたC工場や農場ではL製品や

農産物が市場に出る前に､半経緯的とも言える仕方で盗難があいっぎましたCそT,r'堰和 ま

今で も続いていると.41､ってEULいで しょう｡その結果は､物不足現象に要るこ拍車をかけてい

きましたO生活水準の向上は実現 しないまま､物価は5倍以 上 月給は2-3倍程度にな

りました｡ですから､月給は食料品購入に､ほぼ全額が当てられ､ズボンもシャツも靴も

買 えなくなってきた人が多いようですO また､ルーマニア人の太好きな..家族揃っての夏

のバカンスは自宅で済 まさざるを得なくなってきた人たちも多そうです｡

あ る学生との何気ない立ち話です｡

｢先生､日本に帰 る時､荷物が多いでしょうね｣

｢あ まりないと思 うよ､みんな捨てるつもりだ｣

｢先生､洋服 もですか｡そ りゃ､もったいないです｣

｢で も着古 したからぬ｣

｢それ､私にください｣

｢どうするんだね｣

｢母の勤務先の患者さんに､着る物がなくて困っている人がいます｡その人にあげたいん

です｣

｢で も､汚れはあるし､綻びもあるからね｣

｢そんなの､洗濯すれば済むことです｣

｢失礼にはならないかね｣

｢そんなことはあ りません｣

｢本 当かね､まあ､考えてお くよ｣
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ただそれだけの会話でしたが､経済的な困難さがよくわか りましたO大学に入学する学

生たちは､比較的恵まれた階層の出身者ですQみんな小結寛にしています｡しか し､病気

を患ったり､年金だけで生活 している人の中には､こちらの想像も及ばないほど韓窮 して

いる人がいるわけです｡

この会話で全てを論 じようとするものではありませんが､ルーマニア人の窮乏化が深刻

に進んでいることは確かです｡第二次世界大戦後の日本の場合 とは歴史的な条件が違 うの

で､単純には比較できませんが､インフレや物不足による､人々や社会の窮乏化 では共通

するものがあります｡

政府の公式統計に現れた失業者も､5月末には10万人を越えました｡これは完全失業者

ですが､非常勤勤務の半失業状態になった者の数は不明だし､失業はしていない までも､

支給される月給は規定の60%程度という企業は続出していますO

ルーマニアの不況の逃れ方には､一つの特徴があります｡現在は.1929年の世界大恐慌

の時と同じ方法を採っています,その特徴は械首を避け､失業者を出さないようにするた

め､月給を-律にさげ､雇用の維持を図っていることですOこの方法が社会主義経済から

市場経済への移行の上で､最適なのかどうか､私には判断できません0
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