
次世代へ伝える志
作家・日本ペンクラブ会長　浅田次郎さん

　1951年生まれの私には戦
争の記憶がない。空襲で焼け
焦げた映画館が近所にぽつ
んと残っていたことくらいだ。
　子どもの頃、放射能への恐
怖感を植えつけられた。「放射
能は伝染する」というデマが
あったし、ビキニ環礁の水爆
実験も何となく記憶にある。日
本にも「死の灰」が降ってくる
と言われていた。

　全集「戦争×（と）文学」（集英社）の編集委員として、膨
大な戦争文学を読み込んだ。日本には戦争を舞台にした
小説が多い。自然に自分の内面を見つめて苦悩を書き込
んでいった。戦争によって、優れた文学が生まれたのは皮

　被爆者の小峰秀孝さん（71）の体験談を、長崎市の朗読
グループ「虹」が読んだ。フリーアナウンサーの東島真奈美
さんと高柳篤江さんが読み進め、ピアノ教室主宰の木田あ
ゆみさんが鎮魂歌を奏でた。
　〈じいちゃんは腹も足も汚なかねえ。どんげんしたと〉。朗
読は、被爆で右足が変形しケロイドが残る小峰さんに、孫
娘が尋ねる場面から始まる。小学生のころ、「腐れ足」「鳥の
足」と悪口を言われ、いじめられた。交際していた女性の親
に結婚を反対され、自殺しようとした。
　小峰さん自身も登壇し、終盤に、自ら語り始めた。4歳の
被爆当時に体からうじがわき、「殺して」と繰り返し家族に
言ったとき、父が「どっちみち死ぬのなら」と何度も首を絞
めようとした。父は亡くなる前日、「お前が一番心配」と小峰

肉なことだが。
　小説家になり「いずれ戦争を書かないと」と思った。父の
出征体験をもとに「地下鉄（メトロ）に乗って」を書き、軍需
動員された母の話から「日輪の遺産」を書き下ろした。戦争
の話を連載すると、体験者がどう思うかが怖い。ましてや死
者は私に苦情も言えない。身じろぎできないほどの責任の
重さがあるが、自分のライフワークだと思っている。
　「核」とは何なのか。巨大化した軍隊も作戦も関係ない。
1発で決着がつく、この飛躍。「悪魔そのもの」と言ってもい
い。善しあしは別として、軍隊は進化し、捕虜虐待禁止や宣
戦布告の義務などは国際法で決められている。そんな最低
限のことすら、黒く塗りつぶしてしまうような異物感を拭うこ
とができない。
　それぞれ「自分はこれができる」ということをやっていか
ないといけない。戦後67年たつが、日本人は毎年、振り返
り続けてきた。このエネルギーを落とさないよう次世代に
つなげる。核兵器はあってはならず、子どもの世代にできる
限り引き継がせない。その精神で頑張っていきたい。

さんに語りかけた。「死ぬまで罪の意識を抱いていたから
ではないかと思った」と振り返った。「死ぬのも地獄、生きて
いくのも地獄だった。やはり今でも、戦争、原爆を憎まざる
をえません」と締めくくった。

核なき東アジア  理想から現実へ
長崎で国際平和シンポジウムを開催

　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」が7月28日、長崎市の長崎ブリックホール国際
会議場で開かれた。冒頭、作家で日本ペンクラブ会長の浅田次郎さんが「戦争と文学」をテーマに講演。その後、
被爆者の体験談の朗読があった。パネル討論では、日米中3カ国の研究者らが核軍縮への展望を提示した。
　長崎市、長崎平和推進協会、朝日新聞社が主催し、広島市、広島平和文化センター、長崎文化放送、広島ホー
ムテレビが後援した。（討論のコーディネーターは三浦俊章・朝日新聞論説委員）

◇被爆者の痛み、語る／市民グループが朗読
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国際平和シンポジウム　パネリスト4氏の提言
米ロ、多国間対話始めよ
米国・世界安全保障研究所所長、ブルース・ブレア氏

　NGO「グローバル・ゼロ」にかかわる
世界の指導者たちは核兵器廃絶への道
に向かい、三つのステップの実行を呼
びかけている。
　まず、米国とロシアが今後10年の間
に、各5千発から900発まで、核兵器を

削減することに同意する。
　第2に、米ロが核ミサイルをすぐ発射できないように、警
戒態勢を解除する。冷戦後も分単位でミサイル発射が決定
される態勢で、不注意や誤った情報に基づく発射が起こり
うる深刻なリスクがある。
　第3に、米ロが全ての核保有国を含めた多国間交渉を実
現させる。中国や他国と対話を始める。これらの努力はす
ぐ始めなければならない。
　米ロの安全保障にとって、核抑止の考えはもはや古い。

中国、核依存減らしたい
中国・復旦大学教授、沈丁立（シェンディンリ）氏

　核兵器の保有は、中国の経済的負担
になっている。核兵器がなければ、環境
や人権や経済にもっと予算を回せる。
　中国には核兵器の先制不使用の政策
がある。ただ、報復攻撃でも、非戦闘員
を巻き込むなど非常に大きな被害をも

たらす。私は報復でも、使用には反対だ。
　中国の核兵器保有量はロシアや米国より少ない。ただ、
多くの中国人は核保有を誇りに思っている。核がなけれ
ば、不安は増す。これは米国に強いられた状況だ。朝鮮戦
争の時、米国は中国に核使用も考えたとされる。
　どうやって核なき世界にしていくか。米ロが核弾頭数を
もっと減らせば、中国も加わる土台となる。米国は核兵器を
長崎の後、（実戦では）使っていないが、使わないと約束は

廃絶のプロセス、管理を
一橋大学准教授・秋山信

のぶ

将
まさ

氏

　米国と中国の間で核戦争が起きない
と思う人はどれぐらいいますか？（聴衆
の多くが挙手）。この現実をどう核軍縮
のプロセスとして形にするか。答えを見
つけるには気の長い対話を米国、中国、
日本も含めて進める必要がある。

　まずは核兵器に依存しない安全保障環境を作ることだ。

他国に核攻撃を仕掛けることは、どこの国益にもかなわな
い。テロや地域紛争、サイバー攻撃、気候変動など21世紀
の脅威にも核は役立たない。
　核兵器にかかる予算は毎年、米国で350億ドル、ロシア
で100億ドル。近代化への費用も必要で、使うことができな
い兵器への多額の投資はきわめて疑問だ。
　私は米軍の将校だったとき、長崎原爆の2500倍の威力
の核ミサイルを発射しなければならない責任を負ってい
た。実行していたら、ソビエト市民が何千万人も命を失った
だろう。人類に対する罪を犯すことをどう考えるか。若い人
たちに問いかけたい。
　核兵器は人間性を失うことなく使うことも、所有すること
もできない。国家でもテロリストでも核を持った場合、究極
には使われてしまい、破壊的な結果をもたらす。世界の指
導者が立ち上がって、核兵器の所有、利用は人類に対する
犯罪であること、我々が生きている間の、特定の日までに核
兵器を廃絶することを宣言しなければならない。

していない。中国の国内政治や安全保障にとって、この点
が重要だ。
　包括的核実験禁止条約（CTBT）は、米国の批准を待つ
だけではなく、他の国の批准を進めなければいけない。核
軍縮に向けて、中国は米国と競争すべきだ。
　中国は核保有国に囲まれている。インド、パキスタン、ロ
シア、米国、おそらく北朝鮮。日本、韓国は米国の核の傘で
守られている。中国は核拡散は認めない。核開発を目指す
国に魅力ある代替策を示すようにもっと努力がいる。
　中国は原発27基を建設中で安全性をめぐる議論があ
る。核セキュリティーの専門家や技術者を養成し、施設を
安全に運営する拠点ができようとしている。中国だけでな
く地域の拠点となるべきだ。
　中国と米国が責任あるパートナーとなることを願う。中
国は安全保障での核依存を弱めていかなければならな
い。国家間の相違を軍事ではなく、政治的な方法で解決し
ていきたい。

これに核兵器国がどう合意できるかが問題だ。
　二つの矛盾することを同時に追求する必要がある。
　一つ目は、核兵器を使わないことを互いに確信できるこ
と。二つ目は、核兵器がなくなっていくプロセスを管理する
こと。核兵器が減るある時点では、片方の核兵器が多い可
能性が出てくるかもしれない。このときにバランスが崩れ
るのが大きな懸念になる。
　米国とソ連の軍備管理からも、学ぶことができる。冷戦時
代、米ソは恐怖の均衡の関係だったが、核を互いにどう使
わないようにするか、制度として確立していった。不信感を
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100年祭の新世界と通天閣
大阪のシンボル・通天閣が新世界

100年祭で賑わっていると聞き、最
寄りの地下鉄動物園前駅に向かう。
ジャンジャン横丁に入ると、幸福の
神様ビリケンさんと王将・坂田三吉
を偲ぶ将棋道場が目に留まった。一
日千円で遊べる道場は気さくな昭
和の雰囲気に満ちていた。通天閣
の待ち時間90分の列を横目に、大
衆演劇の朝日劇場の前に立つ。お
蔦と石松の玄関ポスターに、秋祭り
の田舎芝居を思い出し、客となった。
湯島の白梅の名場面では、客席か
らは涙々。歌謡ショーでは、踊る女
形に万札のご祝儀。大衆演劇は立
派に生きている。通天閣展望台から
の街は高層ビルばかりだが、足元の
新世界は昭和のレトロな街であった。
そして多くの串カツ店は、どこも平
成の若者で一杯だった。

熱
あ つ た

田　親
ちかよし

憙大 阪 市 浪 速 区 恵比 須 東 2 丁目（朝日劇 場）

相殺するため、チェックを精緻（せいち）化していった。冷戦
が終わる頃には、核兵器の数が減るプロセスができた。
　次は中国もそこに含まれていくだろう。中国の核戦略は
米ロとだけでなく、インドとパキスタンとの関係にも影響を
受ける。米中が核軍縮の中心になっていく。
　ただ、米ソと米中では関係性が異なる。米ソは数を減ら
し、確認することで攻撃しないという考え方だった。中国の

場合、まず互いに核兵器を使わないことを宣言しましょうと
なる。どこかで妥協点を見つける必要がある。
　日本はどうするか。米国と同盟関係があって、中国とも関
係が近い。核を使わない安全保障をどう確立していけるか
を主体的に考える必要がある。ゴールは非核兵器地帯だ
が、中国と日本も主体的に対話を深めることが大事だ。

非核兵器地帯、広めよう
長崎大学准教授（同大核兵器廃絶研究センター研究員）・中村桂子氏

　長崎大核兵器廃絶研究センターは、
被爆地・長崎の思いを政策提言にして
内外に発信することが期待されている。
　長崎市の田上富久市長は市の役割を

「ズレを正す」と説明する。被爆国であ
り核廃絶を訴える日本が同時に、国の

安全保障には核兵器が不可欠だと言う。こうしたズレを正
していきたい。春にあった核不拡散条約再検討会議に向
けた第1回準備委員会で、16カ国が核軍縮の人道的側面
に関する共同声明を発表した。なぜ、日本に声がかからな
かったか考える必要がある。
　核廃絶という世界的課題に貢献しつつ、自国の安全を守る。
こうした挑戦への一つの答えが、「非核兵器地帯」の考え方だ。
　非核兵器地帯は地域の国々が条約を結んでできる。肝

は、条約を結んだ国に核兵器で攻撃や威嚇をしない約束
をする「消極的安全保障」だ。約束を守っているか検証した
り、問題を話し合いで解決したりするシステムもある。
　この地帯を北東アジアでも広めようと、構想が発表され
てきた。その一つが「3プラス3構想」。日本と韓国、北朝鮮
の3国が非核兵器地帯を作り、近隣核兵器国の中国、米国、
ロシアが消極的安全を保障する形だ。支持の声が近年高
まり、日本国内の首長402人から署名が集まった。核軍縮・
不拡散議員連盟の日本支部を軸に、条約案を作ろうという
動きもある。
　「北東アジア非核兵器地帯」をどう実現するか。米国際政
治学者モートン・ハルペリン氏の提案が注目されている。6
者協議の中での諸懸案を包括的に扱う条約案だ。
　いまある五つの非核兵器地帯は地域の課題と向き合
い、理想と現実のせめぎあいの中で生まれた。北東アジア
でも、実現できる理由を見つけることが大切だ。
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　この春、3回目の大阪勤務、3度目の単身生活をはじめま
した。これまで2回の大阪生活では、主に京都や奈良方面
に足を向け、有名なお寺などを見て回りましたが、今回は
もっぱら大阪市内を歩いています。
　活用しているのは書店で見かけた「大阪あそ歩、まち歩
きマップ集」という本です。エリア別、テーマ別に50のコー
スが紹介され「るるぶ」や「マップル」などには載っていない

「史跡」が満載です。たとえば都島コースなら「都島神社～
母恩寺～渡辺の綱駒つなぎの樟～農業用水門～鵺塚」。
渡辺の綱とは大江山の鬼退治で有名な源頼光の家来で、
その馬をつないだ木だとの説明です。鵺塚とは、源頼政
が退治した鵺が流れ着いてこの地にたどり着いたので、た
たりを恐れた住民が鵺を弔ったところだそうです。淀屋橋
コースならば「淀屋の碑～松瀬青々生誕地～手形交換所
発祥の地～帝国座跡～浮世小路～懐徳堂跡～愛珠幼稚
園、銅座跡～適塾～大阪俵物会所跡～難波橋」。緒方洪庵
の適塾は有名ですが、大阪の商人たちが開いた懐徳堂と
なると、かなりの歴史好きでなければ知らないでしょう。
　ほかにも、鶴橋駅から始まるコースは途中に「松下幸之
助起業の地」というのがあります。天満の近くには大塩平
八郎の墓所があり、地下鉄あびこ駅の近くには、大阪夏の
陣で真田幸村に追われた家康が逃げ込んだという伝説が

残っている場所があります。
　行ってみたら石碑一本しかなかった

「名所」や、地図には載っているのに
ついに見つからなかった「迷所」などさまざまです。また道
を間違えたり行き止まりに突き当たったりすることは日常
茶飯事で、袋小路に突き当たったり、折れ曲がった狭い道
で方向が変わらなくなったりすることもしばしばです。そん
なときは、「大阪で大地震が起きた場合の避難路はどうな
るのだろうか」などと思い巡らします。あるいは木造平屋建
て住宅が密集している場所をみると、家の中の暑さを想像
しつつ「こういうところでは節電は難しいのではないか」な
どと考えます。もちろんそんな「真面目な」ことばかり考えて
いるはずはなく、商店街にほぼ必ずあるコロッケ屋さんも楽
しみの一つです。
　すでに30近くのコースを回り、大阪のまちがずいぶん身近
に感じられるようになりました。東京生まれ東京育ちの私とし
ては、これまで2回の勤務では多分にアウェー感と「観光客気
分」が残っていましたが、3回目の今回はまち歩きのおかげ
で、だいぶ「大阪の住民」に近づけたのかな、という感じです。
　マップ集には「その2」「その3」もあるようなので、暑さが
和らいだら、さらにペースを上げて歩くつもりです。

 （おぐら・かずひこ）

アウェーからホームへ
小倉　一彦（編集局長補佐）

朝日21関西スクエア 会報  No.147
●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

大阪正祐寺
鐘の復元と韓国での里帰り展示
在日韓国人医師会関西支部顧問の姜健栄さんから

　大阪市天王寺区上本町7丁目の正祐寺境内で、2010年
4月から高麗鐘の修復鐘と破損鐘が並んで置かれるように
なった。この鐘は高麗時代に韓国で製作され、日本に渡来
したもので、韓国では臨江寺鐘とも呼ばれている。渡来し
た鐘が修復されたケースはまれで、幸運な梵鐘と言えよう。
今年5月28日からは韓国慶尚南道の蔚山博物館で、1年間
にわたっての里帰り展示が実現した。
　筆者は2003年からこの鐘の史跡調査を続けてきたが、韓
国・蔚山にあった鐘が日本に渡来した経緯はわかっていな
い。明治初期までは宮崎市佐土原町の平等寺にあったが、
廃仏毀釈と平等寺の火災で流失し、後に大阪・正祐寺が購
入して安置された。大正3年に国宝指定を受けたが、戦争の
空襲で焼けて大きく破損し、鐘本来の姿を失ってしまった。
　鐘は天禧3年（1019）の銘があり、高さ116．7㌢、口径
68．2㌢、重さは213㌔グラム。金剛力士の美しい像が特徴
である。修復作業は大阪市教委の補助を受けて、2005年
から始まり、09年10月に完成し、翌年4月に正祐寺に引き
渡された。

『平和ワークにおける芸術アプローチの
可能性』を出版
大阪女学院大学教員の奥本京子さんから

　本書は、平和な社会を創出するための新たな手法として、
芸術アプローチを提唱しています。もとは、「芸術は、紛争解決
や平和創造に、何らかの貢献ができるのだろうか」という問い
から発し考察を深めたものです。芸術によって暴力を削減、除
去することや平和的要素を育むことができるとすれば、その前
提として、どのように「紛争・対立」を捉えるかが要となると考え
ました。平和学理論に基づき、紛争現場での「平和ワーク」につ
いて整理・分析しました。一つの方法として、ガルトゥングによ
る朗読劇という芸術の一ジャンルを素材に、平和ワークにおけ
る芸術アプローチを論じました。法律文化社、4800円（税別）

（4）朝日 21 関西スクエア　2012.9


