
　鷲田　ジェットコースターみたいな人生ですね。良い時
も悪い時も、いつも大阪でした。
　増田　そうなんです。人生の節目節目に、大阪国際女子
マラソンがあります。「お前の時代はおわったんや」と言わ
れたのも、五輪の切符をつかんだのも、引退のレースもここ
でした。いまも、大阪芸術大学で教えています。
　鷲田　ロス五輪への出場はものすごい期待がかかった
でしょう。
　増田　体調が良ければ「任せてください」となったので
すが、体調が良くなく、（途中棄権と）最悪の結果。立ち直っ
て、元気になるまで4年くらいかかりました。
　鷲田　その4年間は？
　増田　何がいけなかったのか、自分を見ることができま
した。米国に陸上留学したのですが、コーチから「あなたを
見ているとつらくなる。何をするにしても良い結果を出した
いとずっと思っている。でも、良い結果は自分が生きていて
ハッピーだと思える時に自然に生まれるもの」と言われま
した。チームメートは、練習が軽い日に地元の子どもたちと

一緒に走るような時間を楽
しんでいて、それをエネル
ギーにしていました。
　鷲田　人からエネルギー
をもらうのですね。
　増田　私は勝ちたいと思
うだけの競技者だった。五
輪でメダルを取っているよ
うな人の人間性の素晴らし
さを見て、これでは私は大
舞台で失敗するとわかりま
した。
　鷲田　人を喜ばせてその
人から元気をもらう、という
のは、人間って自然にやっ
ていると思う。大阪国際女
子マラソンで「お前の時代
はおわったんや」と言われ

て歩き始め、後ろから来た市民ランナーに「一緒に走ろう」
と言われて、再び走り始めましたね。
　増田　ロス五輪から4年ぶりのマラソンでした。スタート
前から頭の中で「今日はビリでもいいからゴールにたどり
着くことが、私の新しいスタートになる」と何度も言い聞か
せていました。それが、大阪城の中の27キロ地点で「お前
の時代はおわったんや」と言われた瞬間に足が止まった。
惨めで、格好悪くて、地下鉄を探して逃げよう、と。そう思っ
ていたところで、後ろから私を抜いていく市民ランナーの
方々が肩をポンとたたいてくれました。私、本当に助けられ
た。ゴールしたら、もっとすてきな自分が明日スタートでき
る、そんな感じに思えました。 
　鷲田　ジャーナリストに転身して、聞く側、解説する側に
変わられた。褒め上手ですね。
　増田　自分が褒められるのがすごい好きなんです。おば
あちゃん子で、褒められて木に登ってきましたから。マラソ
ンの選手たちの合宿を見に行くと、褒めても褒めても褒め
たりません。練習の量も私が選手だった30年前より上。い
まの選手は本当にすごいです。朝ご飯前に20キロくらい走
るんです。
　鷲田　我々の印象では、増田さんの時代は、すべてのこ
とをなげうって、悲壮感を漂わせているようなイメージが
あってね。
　増田　私たちの時代は、瀬古利彦さんのようにまさに修
行僧。いまの選手は楽しい修行僧。空気の薄い中国の昆明

励ましの力で  また走り始める
哲学者・鷲田清一さんの言葉ほぐし
2回目はマラソン・ロス五輪代表の増田明美さん

　哲学者の鷲田清一さんが関西ゆかりの話題の女性と語りあう朝日21関西スクエアの対談シリーズ「言葉
ほぐし」は今回（6月15日）、増田明美さんをゲストに迎えた。ロス五輪の女子マラソン代表である。「がまん」
がテーマだった対談は若者論、教育論へ及んだ。
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とかで1カ月半、誰も人が見
ていないところで合宿する
んです。孤独ですよ。なぜで
きるかというと、大会という
輝かしい舞台があるから。
沿道に何万人と人がいる。
そのギャップを楽しんでい
るんです。私は1秒でも早
くゴールしたいから髪をお
かっぱにしたし、テレビで見
られていることを楽しむ余
裕がなかった。
　鷲田　草食系だとか言わ
れて、いまの若い人たちは

縮こまっているというイメージで語られることが多いので
すが、違うんですね。
　増田　教え子の学生には、とにかく若いときは恥をかい
てと言っています。大阪国際女子マラソンのことは1回生
の初めに話します。私はあれで強くなれたと。

　鷲田　競技において普遍的なのは、勝つことではなく負
けることですよね。だってトーナメントで最後まで負けない
のは1チームしかないのですから。負けることを経験するこ
とで、負けた人のことを深く思いやれるようになる。
　増田　五輪当時の練習日誌を開くと、スランプの時に、
いまは踊り場なんだとよく書いてます。次に向かって、ここ
にいるんだと自分を納得させていた。それと、五輪の後に
立ち直れたのは自分の力じゃない。人の力。「マラソンも長
いけれど、人生はもっと長い。元気出して」という手紙が届
いたんです。うずくまっているときに人の優しさに引き上げ
られた。
　鷲田　踊り場で簡単に修正できないときは、もがくだけ
もがいたらいい。でも、納得するまで迷っていいよという踊
り場が、いまの社会にはないかな。それと、誰かが見てくれ
ていると感じられたら、人間は崩れないとも思う。最後にロ
ンドン五輪の見どころは。
　増田　テレビで見るのはすごく楽しい。世界遺産のウェ
ストミンスター寺院やロンドン塔の近くを観光案内のよう
に走るんです。でも硬い石畳の道も走るので足の負担が大
きいし、曲がり角が90カ所以上。大変なコースです。

対談の詳しい内容を、朝日21関西スクエアのホームページ
（http：／／www．kansai-square．com／）の「TOPIC NOW」欄に掲
載しています。

希望を編み直す道もある
鷲田さんの「対談を終えて」

　人生の「踊り場」という、すてきな言葉をいただいた。ふ
と、知人から聞いたこんな話を思い出した。
　プロ野球選手を目指していたある高校生が、独立リーグ
で活動し始めたものの芽が出ずくすぶっている時、ある人に

「どうして野球選手に憧れたの？」ときかれた。とっさに、野
球にのめり込み始めた頃の球場の芝生の感触がこみ上げ
てきた。それでそのあざやかな感触を後輩たちにも刻みつ
けてあげたいと、芝植え職人に転身することにした。希望を
修正したのである。ここで独立リーグは「夢を捨てきれない
人にうまくケリをつけさせてあげる装置」としてあったと、知
人は言う。
　希望が潰

つい

えて落ち込み、あがき、もがく。そのなかでいつ
か希望そのものを編み直す……。そんな「踊り場」を、「がま
んの舞台」を、私たちの社会は若い世代のために十分に用
意してきただろうか。希望には、かなうか潰えるかしかない
のではない。編み直すという道もある。（寄稿）

　◆次回は最相葉月さん
　次回の対談は10月27日で、ノンフィクション作家の最相
葉月（さいしょう・はづき）さんがゲストです。「朝日21関西
スクエア」は各界で活躍する方々の参加を得て1998年に
発足。時々のテーマを論じる特集を随時掲載しています。
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日本標準時子午線のある町
グローバル時代からいよいよ宇宙時代到来と
思ったのは宇宙飛行士古川聡さんが撮影した神
秘的なオーロラをテレビで見たときからだ。せめ
てアラスカでオーロラを見たいものだと思って
いた矢先、神秘的な金環日食を観測。そして今
度は兵庫県明石市の天文科学館のプラネタリウ
ムで、七夕と天の川を仰ぐ機会を得た。
この科学館は日本標準時の基となる東経
135度子午線で有名だが、阪神淡路大震災後
生まれ変わった科学館は地球的な意味をもち、
今や町の誇りとなっている。1910年（明治43
年）より子午線標識が始まり、山陽電鉄人丸前駅
ホームの子午線表示、子午線交番、子午線郵便
局などの誕生で、子午線が町づくりに一役買っ
ている。ここは地球と宇宙を通して、見えないも
のを気づかせてくれる町でもある。

熱
あ つ た

田　親
ちかよし

憙明 石 市 人 丸 町（山 陽 電 鉄 人 丸 前 駅ホーム）

「核兵器廃絶への道～世界と東
アジア」をテーマに　28日に長崎
で国際平和シンポ開催
聴講希望者を募集

　米大統領選挙の年。「核兵器のない社会」を掲げるオバ
マ大統領の信任が問われます。核廃絶について、東アジア
からいかに模索すべきなのか。朝日新聞社は国際平和シ
ンポジウム「核兵器廃絶への道～世界と東アジア」を長崎
市、長崎平和推進協会と主催します。後援は広島市、広島
平和文化センター、長崎文化放送、広島ホームテレビです。
　◇7月28日（土）午後1時～5時、長崎ブリックホール国際
会議場（長崎市茂里町）
　◇ジャズピアニスト・小國雅香（おぐに・もとか）さんとハ
ンドベル／新曲「祈り／長崎から」など演奏▽被爆者証言

「ナガサキノート」（朝日新聞長崎版連載）から▽特別講
演／作家・浅田次郎さん「戦争と文学」▽パネル討論＝ブ
ルース・ブレア、沈丁立、秋山信将、中村桂子の各氏
　◇400人、無料。はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、電
話番号を書いて〒530・8211（住所不要）朝日新聞関西ス
クエア・平和シンポ係（メールsq-sybox＠asahi．comでも
可）。聴講券を送ります（応募多数の場合は抽選）。

浅田 次郎 （あさだ・じろう）

作家、日本ペンクラブ会長。直木賞（「鉄道員」）など
数々の文学賞受賞。コレクション「戦争と文学」（集
英社）編集委員。60歳。

ブルース・ブレア （米国）

世界安全保障研究所所長。米ロの安全保障政策に
詳しい。冷戦期、米空軍で核ミサイル発射担当将校
として勤務。64歳。

沈丁立 （中国）

上海・復旦大学教授。専門は米中安全保障関係な
ど。同大で物理学博士号取得後、プリンストン大で
軍備管理を研究。1961年生まれ。

秋山 信将 （あきやま・のぶまさ）

一橋大学准教授。広島市大平和研究所講師などを
経て現職。外務省「核軍縮・核不拡散に関する有識
者懇談会」委員。44歳。

中村 桂子 （なかむら・けいこ）

長崎大学准教授。今春創設の長崎大学核兵器廃絶
研究センター研究員。NPO法人「ピースデポ」前事
務局長。39歳。

（敬称略、順同）
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　今年4月から大阪本社が拠点の勤務となりました。最初
の赴任地が徳島支局で、この本社ビルで新人研修を受け
たのが懐かしく思い出されます。
　私が長い間、取材のテーマにしてきたのが、核兵器廃絶
です。よく、「きっかけは？」と尋ねられることがあります。そ
のたびに、こんな風に答えています。
　中学校の時、職員室に行くと、社会の先生が新聞を読ん
でいました。正確に覚えていませんが、見出しに、「核」の文
字がありました。聞くと、米国とソ連（当時）が核兵器を減ら
す話し合いを進めているということでした。ショックを受け
たのは、その後の先生の説明でした。
　このふたつの国は世界を何回も壊せるほど、大量の核兵
器を持っているんだよ。これまで増やすばかりだったけど、
やっとのことで、減らす話し合いが動き出したんだ。どうな
るか、わからないけど、人間はそんなに馬鹿じゃないと信じ
たいねえ――。
　さほど知識もないまま、その通りだと思ったのが、鮮明に
記憶に残っています。あの一瞬が、核兵器廃絶に関心を持
つきっかけをつくってくれたように思います。
　今年3月までの1年間、朝日新聞オピニオン面に、「ヒロシ
マ・フクシマ」を共通テーマにしたコラムを4～5週に一度
のペースで書きました。
　その初回に、広島で被爆し、外国人向けに英語での「語
り部」を続けてきた松島圭次郎さんに話を伺いました。
　松島さんは、フクシマで大事故が起きたあと、米国CNN
のインタビューを受け、こう語りました。「日本に、三発目の

原爆が落とされたような思いがする。
でも、今度は、（外国ではなく）日本自
身の手によるものです」
　事故の発端は、巨大地震という自
然現象でした。それでも、こんな思いを禁じ得なかったので
す。被爆体験を持つ日本なのに、いったん核エネルギーが
暴れた時の怖さを甘く見てはいなかったか。
　松島さんの思い、問いかけを反芻しているうちに、人間
はそんなに馬鹿じゃないと信じたいねえ、という中学校の
先生の言葉をふと思い出しました。そう、先生、そう信じた
いですねえ、でも、その通り！と胸を張って言える自信はま
だまだありません。
　事実上の核武装国と言われるイスラエルも含めると、世
界では今、9カ国が核兵器（ないしは核爆発装置）を持って
います。その多くが、平和目的の名目での原子力開発を進
め、やがては軍事利用に転じました。ヒロシマとフクシマが
類似しているように、原子力の平和利用と軍事利用も紙一
重のところがあります。もっともっと、知恵を絞って核エネ
ルギーと向きあわないと、後世、人間はやはり馬鹿だったと
振り返ることになりかねません。
　朝日新聞は被爆地の自治体との共催で、核廃絶を考える

「国際平和シンポジウム」を毎年開いてきました。今年は7
月28日、長崎での開催です。新たな知恵、変化を求めるエ
ネルギーがそこから生まれ出てほしいと願っています。 

（よしだ・ふみひこ）

「人間は馬鹿じゃない」と言える未来へ
吉田　文彦（論説副主幹）

朝日21関西スクエア 会報  No.146
●スタッフ
冨永伸夫、浅野稔、諏訪和仁、小林正典、扇谷純、
橋本正人、東山正宜、北野順子

●事務局
〒530-8211 大阪市北区中之島3-2-4 朝日新聞大阪本社内
TEL 06-6231-0131（内線5048）　FAX 06-6443-4431
E-mail  square.k@asahi.com（PDF会報の希望はこちらへ）
URL  http://www.kansai-square.com

切り絵の世界展―紙のジャポニスム―
切り絵画家の久保修さんから

■7月16日（月・祝）まで、京都市下京区、JR京都伊勢
丹7階の美術館「えき」KYOTO（075－352－1111）

■和紙をイメージする色に染め、その和紙をナイフで繊細
に切り抜き、迫力ある絵に仕上げた作品約150点を展
示。うち40点が「鴨川納涼床」や「老舗の春」など京都を
題材とした作品。画業40周年を記念しての開催。

■入館料　一般700円、高・大学生500円、小・中学生300円

21cafe「大阪に「縄文魂」を！」
テーマにシンポジウム
大阪21世紀協会の西村もゆるさんから

■7月14日（土）午後2時～5時（午後1時30分開場）、一心
寺三千佛堂（大阪市天王寺区逢坂3-6-13）

■講演「大阪に「縄文魂」を！」　上田　篤（元大阪大学教授）
討論　堀井良殷（関西・大阪21世紀協会理事長）▽平
岡龍人（清風明育社理事長）▽高口恭行（一心寺長老）
▽大西宏幸（大阪から日本を創る会代表）

■無料　参考文献：『小国大輝論－西郷隆盛と縄文の魂』
（別売2,000円）

■大阪21世紀協会とNPO法人国際縄文学協会との共催。
■問い合わせ　公益財団法人関西・大阪21世紀協会事

業チーム　21cafe担当
　TEL：06-6942-2004／FAX：06-6942-5945
　E-mail：cafe21@osaka21.or.jp
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