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広島・長崎の原爆について、どのように意味づけられ、どんな物語が語られてきたか。そ

れは戦後の日米関係に深くかかわってきた。 

新聞記者出身で、香港、アメリカを経て現在はニュージーランドで文学とカルチュラル・

スタディーズを研究する柴田優呼さんは「被爆体験」の語られ方を戦後日米関係の枠組みか

ら解放し、人類の問題としてとらえなおそうとする。 

原爆「投下」という表現も、被爆者の放射能被害を隠すことも、アメリカが始め、日本が

踏襲してきた、と戦後の構図を語った。日本の「永久敗戦」状態は、実はアメリカの「永久

勝戦」状態を支えてきた、と指摘し、日米「共犯関係」と表現した。 

「ヒロシマ・ナガサキ」という呼び方にひそむ西洋中心主義から、日本語以外で世界に発

信する必要性まで話は広がった。新しい切り口と視点で「戦後 70年」を語り、質問に答えた。 
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司会＝中井良則 専務理事 「戦後 70年 語

る・問う」と題したシリーズ、きょうは柴田優

呼さんをお招きしました。柴田さんは今年８月、

『“ヒロシマ・ナガサキ”被爆神話を解体する』

（作品社）という本を出版されました。広島・

長崎の原爆とそこから始まった戦後の日米関

係について、これまでとは違う新しい切り口で

とりあげた本だと思います。柴田さんはもとも

と朝日新聞の西部本社と東京社会部で９年間、

記者として仕事をしたあと退社し、香港、アメ

リカで研究を続けてきました。ジャーナリズム

からアカデミズムに移り、現在はニュージーラ

ンドの南島の都市ダニーデンにあるニュージ

ーランドで最も古い大学、オタゴ大学で教えて

います。それでは、お願いします。 

柴田優呼 オタゴ大学助教授 こんにちは、

柴田優呼です。中井さん、ご紹介してください

まして、どうもありがとうございます。このよ

うな場にお招きいただきまして、とても光栄に

思っております。どうぞよろしくお願い致しま

す。 

ただいま、お話にあったように、『“ヒロシ

マ・ナガサキ”被爆神話を解体する――隠蔽さ

れてきた日米共犯関係の原点』という本を、こ

の夏、作品社から出させていただきました。ち

ょっと大げさですが、この本は、私なりに覚悟

を決めて書きました。 

3.11 は、海外にいた私にとっても震撼する

出来事でした。日常というものが、こんなに簡

単に無残に壊れてしまうのか、と衝撃を受けま

した。地震と津波、そして原発事故の時は、血

の気が引きました。あの時の気持ちを忘れるこ

とはないと思います。やりたいこと、やらなけ

ればならないと思うことは、その時やらなけれ

ばならないのだ、と思いました。 

時々学会で発表した後、聴衆からお礼を言わ

れることがあります。「原爆について発言して

くれて、ありがとう」と。原爆について、表立

ってものを言うことが出来ない人たちが、今も

たくさんいるのです。 

そう言ってくれた中には、アメリカ人もいま

す。アメリカ人の中にも、自国の核開発のため

に、被爆した人たちがたくさんいます。核施設

周辺の住民や、軍隊経験者などです。彼らは国

策の犠牲になっています。でも被害を訴えると、

「反米的だ」とか「愛国的じゃない」と批判さ

れてしまうので、大きな声では言えないでいる

のです。それに比べると、私は言いやすい立場

にいるはずです。彼らのためにも、書かなけれ

ばならないと思いました。 

 

永久勝戦のアメリカ、永久敗戦の日本 

 

この本は実証研究ではなく、文献の分析です。

このように文献が読める、というものです。そ

うやって、文学は歴史を問いただし、歴史は文

学を問いただすべきだと思っています。私の専

門は、文学とカルチュラル・スタディーズです。

文学は歴史を考えるのに格好の材料です。同時

に、文学も歴史的に検証されなければならない、

ということです。 

日本はずっと永久敗戦の状態に置かれてい

る、という考えが、最近注目を集めていますが、

その一方で、アメリカはずっと、永久「勝戦」

の状態が続いています。象徴的な意味も込めて

ですが、戦争に勝ち続けないといけないために、

アメリカ国内では、自らの軍事行動の批判がで

きにくくなっています。 

問題なのは、日本の永久敗戦状態は、アメリ

カのこの永久「勝戦」状態を支える、という構

造になっている、ということです。だから日本

の永久敗戦の状態を考えるには、アメリカの永

久「勝戦」状態も考える必要があります。日本

国内の言説分析だけで完結する、一国史観にも

とづいて考えているだけでは、全体像が見えな

いし、問題点もしっかり把握できないと思いま

す。 

 

今の原爆の語られ方を見直す理由 

 

今の原爆についての言説も、こうした一国史

観にとらわれていると思います。それを大きく

見直す必要があります。理由は二つあります。 
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一つは、原爆被災という経験を、真に人類に

貢献するものにするためです。 

ここではヒロシマ・ナガサキと言った方がい

いかと思いますが、ヒロシマ・ナガサキを世界

全体の問題にするために、戦後の日本は、本当

に努力をして来たと言えるのか。その点で、大

きな疑問があります。 

この本に書いたように、私たちはアメリカで、

原爆についてどんな話が流通して来たか、どん

な物語が定番となって来たか、ということさえ

知らなかったし、知ろうとして来なかったので

す。その代わり、基本的に日本国内だけで流通

する話を生産して来たのです。 

アメリカの永久「勝戦」状態を支えるため、

日本はかなり自己規制して来たのではないか

と思います。その結果、ヒロシマ・ナガサキを

日本の中だけの問題、日本人の戦争被害の話に

してしまったのではないか、ということです。 

しかし、ヒロシマ・ナガサキは人類の問題に

するべきです。それは私たちが出来る、大きな

国際貢献の一つだと思います。私たちはそのた

めに、国際社会における言論の場に介入し、交

渉し、そこで世界の人々を説得する努力を、積

極的にするべきです。 

その時に大事なことは、ヒロシマ・ナガサキ

を、日本人の被害者意識の原点のような出来事、

日本の過去の戦争を正当化するような材料に

しないことです。 

つまり、ヒロシマ・ナガサキに至った歴史的

経緯、日本自体が戦争を始めて、各地で残虐行

為をしたという事実、国家間の暴力がエスカレ

ートし、その延長線上で、原爆被害という出来

事が起きた、ということをしっかり認識してお

く必要があります。 

そして、こうした歴史的過程を反省すること、

その反省の下に戦後の日本があるということ

を、常に周囲に示しておく必要があります。そ

の証として、平和主義を堅持すること、言論の

自由と民主主義を守ることが挙げられると思

います。 

国家として、倫理的に一貫した態度を保つこ

とは大切です。でないと国際社会から、日本は

ヒロシマ・ナガサキを政治利用しているのでは

ないか、という疑念を招いてしまいます。 

ヒロシマ・ナガサキを、日本やアメリカ、そ

の他の国々の利害関係の中に置くのではなく、

一つ上のレベル、人類や地球全体にとって重要

な出来事だというレベルで、考えなければなら

ないのです。 

理念や倫理という一段上のレベルで考える

ことは、実は現実的で実際的なことです。理念

や倫理は絵空事であり、それより現実を見るべ

きだ、と言う声が、最近日本で聞かれますが、

私の考えは違います。多様で複雑な国際社会の

実態を知っていれば、簡単にそんなことは言え

ないと思います。 

理念や倫理を据えることによって、個々の違

いや個別の問題を超えて、それぞれのプレーヤ

ーがその理念に沿って、実現のために協力する

ことが可能になるのです。21 世紀の今、グロ

ーバルに、ユニバーサルに受け入れが可能な理

念でないと、ますます国際的に通じなくなって

来ています。ローカルな主張ばかり、互いにし

ていたのでは、なかなか解決には至りませんか

ら。 

ユニバーサルな理念を形成する上で、報道の

役割はとても大きいと思います。国粋的ではな

い、国際的に通用する理念を提示することは、

日本が世界の中でリーダーシップを取る上で、

重要なことです。一国史観にとらわれるのでは

なく、広い視野で、世界がよりよい場所になる

よう、貢献していただきたいと思います。 

 

日米の共犯関係を問う 

 

原爆の言説を見直す第二の理由は、日本がア

メリカの永続「勝戦」を支えるという関係性を

検討するためです。アメリカの原爆使用は、戦

後の日米関係の根本にある出来事だと言えま

す。戦後 70 年の節目の今、いま一度日米関係

を考え直してみるべきだと思います。 

とりわけ安保法が国会を通った今、こうした

関係をうやむやにしたまま、アメリカとの軍事

協力を進めるべきではないと思います。関係が
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近くなったからこそ、言うべきことは言うべき

です。 

自衛隊が今後直接、戦闘行為に関与する可能

性が出て来た今、いろいろな角度から両国の関

係を吟味して、冷静に考えなくてはなりません。

日本がアメリカの永続「勝戦」を支える構造を

維持したまま、何の検討も加えず、このまま進

むのは、大変危険だと思います。 

最悪の場合、将来日本も、アメリカの「勝戦」

構造に組み込まれて、アメリカ同様、「勝ち続

けなければならない」ということになるかもし

れません。そうなると、過去の戦争の話も、ヒ

ロシマ・ナガサキの話も、今のようには出来な

くなるかもしれないのです。 

まさかと思うかもしれませんが、それがアメ

リカで起きていることです。自国の軍隊の行為

に、水を差すようなことは、言いにくくなるの

です。 

私たち自身、あまり自覚していないと思いま

すが、過去 70 年間、平和主義の下で暮らして

来た私たちは、他の国にはない、すばらしい言

論の自由を持って来たのです。それは戦争と軍

事力を批判する自由ということです。「戦勝国」

となって来た国の方がむしろ、そうした批判が

難しくなって、自由が制限されるようになって

いるのではないかと思います。 

ただ、私たちはこの自由を国内的に享受して

来ただけであり、国際的に、積極的に活用して

来たとは思いません。ヒロシマ・ナガサキを人

類全体の問題にして行く努力をするのは、この

点でも大変意義のあることです。 

今、歴史が大きく動き始めている時期にさし

かかっています。ここに来て、歴史の扉が開い

て、いろいろなことが流動的になって来ている

と感じます。ただ、こういう時期は、あまり長

く続かないかもしれません。扉が閉まる前に、

できることをやらなくてはなりません。 

ヒロシマ・ナガサキについて言うなら、これ

まで出来なかったことが出来るかもしれない、

大きなチャンスの時期だと思います。国際社会

におけるヒロシマ・ナガサキの定義と位置づけ

を変える機会だということです。 

被爆者の方々が、高齢のため次々に亡くなら

れている今は、その意味でも最後の大きなチャ

ンスかもしれません。被爆者の方々がいなくな

った後、世界にヒロシマ・ナガサキの重要性を

訴えるのは、今よりはるかに難しくなるだろう

からです。 

さて、先ほど日本がアメリカの永久「勝戦」

の状態を支えている、と言いましたが、それは

どのような形で行われているのでしょうか。こ

うした日米の「相互依存」関係――「共犯関係」

とこの本では言っていますが、それはどのよう

に維持されているのでしょうか。 

原爆に関する言説について言えば、それはア

メリカを「不可視」にする、できるだけ見えな

くすることによって保たれている、と思います。 

 

原爆投下ではなく、原爆による爆撃と言

うべき 

 

例えば、よく聞く表現で「原爆投下」とい

うものがあります。しかし、広島出身の作家

の、大田洋子の作品に出て来るように、戦後

初期には、もっといろいろな言い方がありま

した。例えば、原爆による「爆撃」「攻撃」

「空襲」「空爆」などです。 

この「投下」という言葉は、極めて限定的

で、機械的な中立性を感じさせる言葉だと思

います。原爆による攻撃を行うための、一連

の作業の中の、最後の局面を表す言葉に過ぎ

ないからです。そこには、原爆使用の是非を

判断するような意味合いは含まれていませ

ん。 

この言葉は、「投下」するに至った積極的な

意思の存在や、それを決定した人々の政治的、

倫理的責任をぼかすものだと思います。「投下」

した人たちの「顔」は見えず、その代わり、「投

下」という行為をまさにしようとする、その「手」

だけにスポットが当たるような言葉です。 

そして「投下」の「瞬間」にスポットを当て

ることで、「投下」された先にいた人たちの存

在や、「投下」により、もたらされた悲惨な現

実も、あいまいにするような効果があると思い
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ます。つまり、民間人が無差別に虐殺されたと

いう出来事を、感情的に中和し、その帰結を矮

小化すると言えるのではないかと思います。 

原爆による「虐殺」や「殺戮」といった、セ

ンセーショナルな言葉を使うべきだとは思い

ませんが、生理的な抵抗感を呼び起こすことや、

価値判断をすることのない、この「投下」とい

う言葉を使い続けることによって生じる問題

も、考えるべきだと思います。 

それが、原爆死没者や被爆者への共感を持つ

ことを妨げたり、アメリカの原爆使用を批判し

たり、今後のアメリカの軍事行動のハードルを

下げたりする結果には、つながらないと言える

でしょうか。 

私は、原爆「投下」と言う代わりに、原爆に

よる「爆撃」とか、「空襲」とか、「空爆」と

か、「攻撃」とか、原爆の「使用」といった言

葉を使うべきだと思います。その方が、より全

体像を反映していますから。 

これ以外にも、ずっと、アメリカの関与を見

えなくするようなことがされて来た、と思いま

す。70 年代ぐらいまでは、「原爆が落とされ

た」という言い方をするのが普通でした。誰が

行為者なのか、主語を言わないままで、原爆を

まるで自然災害のように扱って来たのです。米

軍占領期に、アメリカが大々的に行った検閲に

しても、テーマとして取り上げられるようにな

ったのは、60年代後半ぐらいからのことです。 

 

原爆の定義を爆発力に特化することの

問題 

 

しかし、一番大きな問題は、原爆の定義や被

爆体験の語られ方という点について、アメリカ

が日本や世界にどのような影響を及ぼして来

たか、考えて来ようとしなかったことだと思い

ます。 

広島を爆撃した 16 時間後に、トルーマンは

声明を発表しました。広島で使用したのは原子

爆弾だった、と世界に告知したのです。未知の

兵器だった原爆について、権威を持って語るこ

とができたのは、その時、アメリカ以外にはい

なかったのです。アメリカこそが史上初めて、

原爆の開発と戦闘での使用に成功したのです

から。 

このトルーマン声明における原爆の定義、そ

してその後、継承された語りには、大きく言っ

て二つの特徴があると思います。一つは、爆弾

の爆発力の強調、ということです。もう一つは、

その陰に隠れる形で、放射能の長期的な影響を、

無視あるいは過小評価して来たということで

す。 

トルーマン声明は次のように始まります。 

 

16 時間前、アメリカの航空機一機が

一発の爆弾を投下して広島を破壊し、そ

こを役に立たない状態にした。この爆弾

は TNT2 万トン以上の威力があった。過

去の戦争で使用された中では最大の爆

弾であるイギリスの「グランド・スラム」

の 2千倍以上の爆発力を有していた。 

 

原爆を通常兵器と比較し、爆発力に特化して、

定義づけています。半面、放射能の放出につい

ては、全体を通じて一言も言っていません。放

射能こそが、それまでの爆弾と一線を画す特質

だったのではないか、と思うのですが、こちら

の方の「威力」は無視しています。 

もし通常兵器というより、化学兵器と言った

方がいいことが、もっと前面に出ていたら、原

爆使用について、肯定的なイメージを醸し出す

ことは難しかったでしょう。 

実際、トルーマン声明では次のように、原爆

は、宇宙や太陽という普遍的で絶対的な存在と

関連づけられています。 

 

これは原子爆弾なのである。宇宙の根

本にある力を利用したものである。太陽

から引き出されたこの力が、極東に戦争

をもたらした者どもに対して、放たれた

のである。 

 

つまり宇宙や太陽が絶対的な存在であるの
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と同様、原爆使用という行為も、正しく必然的

であるかのようなレトリックを使っているの

です。そうやって、大量殺戮した事実を見えな

くしています。 

後の方で、トルーマン声明は既に、原子力が、

新しいエネルギー源となる展望について、語っ

ています。人類の未来を切り開くものであるよ

うなイメージを、原爆に対して与えていたので

す。 

 

原子エネルギーを解き放つことがで

きるという事実は、自然の力に対する人

類の理解における新しい時代の到来を

告げるものだ。将来原子エネルギーは、

現在石炭、石油、水力から得ているエネ

ルギーを補完するものになるかもしれ

ない。 

 

被爆体験が自然災害のような、一過性の

出来事に 

 

しかし、放射能の恐ろしさと不気味さに焦点

を当てた語りも、最初から存在していました。

オーストラリア人記者のバーチェットは、広島、

長崎の空爆から約一か月後の 9月 5日、得体の

しれない病気で、次々に人々が亡くなっている

ことを、イギリスのデイリー・エクスプレス紙

上でレポートしています。 

大田洋子も、1945 年秋から冬の間に『屍の

街』を書き、一見無事に見えた人たちが、原爆

症で急死していること、自分もまもなく亡くな

るのではないか、という恐怖に取りつかれてい

ることをクローズ・アップしています。大田の

『屍の街』の冒頭は次のようになっています。 

 

渾沌と悪夢にとじこめられているよ

うな日々が、明けては暮れる。よく晴れ

て澄みとおった秋の真昼にさえ、深い黄

昏の底にでも沈んでいるような、混迷の

もの憂さから、のがれることはできない。

同じ身のうえの人々が、毎日まわりで死

ぬのだ。西の家でも東の家でも、葬式の

準備をしている。きのうは、三、四日ま

え医者の家で見かけた人が、黒々とした

血を吐きはじめたときき、今日は二、三

日まえ道で出会ったきれいな娘が、髪も

ぬけ落ちてしまい、紫紺いろの斑点にま

みれて、死を待っているときかされる。

死は私にもいつくるか知れない。私は一

日に幾度でも髪をひっぱって見、抜毛の

数をかぞえる。いつふいにあらわれるか

も知れぬ斑点に脅えて、何十度となく、

眼をすがめて手足の皮膚をしらべたり

する。蚊にさされたあとの小さな赤い点

に、インクでしるしをつけておき、時間

が経ってから、赤いあとがうすれていれ

ば、斑点ではなかったと安心する。 

 

しかし、バーチェットの報道の後、GHQ は 9

月 19 日にプレス・コードを発令し、検閲によ

り、被爆者の口は塞がれてしまいます。さらに

広島、長崎への立ち入りを制限したため、連合

軍側の記者による報道も途絶えます。 

そうした中で、1946年 8月 31日に突如、ア

メリカ人記者のジョン・ハーシーが書いたルポ、

『ヒロシマ』が、ニューヨーカーという雑誌に、

全編一挙掲載されます。ハーシーの『ヒロシマ』

は、きのこ雲の下で住民に何が起きたか、詳細

に描いたもので、アメリカ国内はもとより、世

界中で反響を呼びます。 

それ以来、海外では、ハーシーの『ヒロシマ』

は、被爆者の体験を世界に知らせた「最初の作

品」とされて来ました。その間、被爆者の書い

たものが、米軍占領下の検閲により世に出るこ

とがなかったことは、今でもほとんど問題にさ

れません。これは国際的な言説というものがど

う作られているか、示唆するものですが、この

問題については後に触れたいと思います。 

どこまで意識していたかはわかりませんが、

結果として、ハーシーのこのルポの内容はまさ

に、トルーマン声明が敷いた基本路線を具体化

するものになったと思います。原爆の爆発力を

強調するための、格好の語りを導入した形にな
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ったのです。ハーシーの『ヒロシマ』は次のよ

うに始まります。 

 

一九四五年八月六日の朝、日本時間に

してかっきり八時一五分、東洋製缶工場

の人事課員佐々木とし子さんが、ちょう

ど、事務室の自席に腰をおろし、隣の机

の女事務員に話しかけようとふりむい

たその瞬間、原子爆弾が広島上空に一閃

したのである。この同じ瞬間――藤井正

和博士は、広島三角州を貫流する七つの

川の、その一つに臨む自分の病院の縁側

に悠々とあぐらをかいて、いまや『大阪

朝日新聞』を読もうとしたところだった。

仕立屋の後家さんの中村初代さんは、台

所の窓際に立って、隣家の人が空襲に備

える防火線上に当たった自分の家をと

りこわしているのを眺めていた。イエズ

ス会のドイツ人司祭ウィルヘルム・クラ

インゾルゲ神父は、同会の三階建ての宣

教師館の三階で、アンダーシャツ一枚の

まま簡易ベッドに横になり、イエズス会

の雑誌『時の声』を読んでいた。この市

でも大きな近代的な赤十字病院の外科

医、若い佐々木輝文氏は、ワッセルマン

試験〔梅毒診断〕用の血液標本を手に持

って、病院の長廊下を歩いていた。広島

メソジスト教会牧師の谷本清氏は、市の

西郊己斐の、とある豪家の門前に立ちど

まり、リヤカーいっぱいに積んだ荷物―

―誰もが予期していた B29 の広島大空

襲を恐れて疎開してきた荷物――を下

ろしかけていた。原子爆弾は一〇万の人

間を殺したが、以上の六人は生き残り組

である。あれほど人が死んだのに、自分

たちはどうして命があったのか、いまで

もこの六人は不思議がっている。炸裂寸

前のわずかひと足とか、屋内に入る気に

なったとか、ひと電車早く市電に乗った

とか――さまざまな瑣細な偶然や決心

のおかげで助かったのだと、めいめいが

考えているのだ。いまでこそ彼らは知っ

ている、生き延びてきたあの場面では、

いくたびか生死の境をくぐり、夢想だに

もしなかったほどの大量の「死」を目の

あたりに見たことを。だが、その瞬間、

彼らは何が起こったのか見当もつかな

かった。 

 

このように、個々の被爆者が爆撃の直前、何

をしていたか、そして原爆が炸裂した後、彼ら

の運命がどうなったかに、焦点を当てています。

こうやって空爆前後の「落差」に焦点を当てる

ことは、原爆の爆発力のすごさを強調すること

になるのです。 

しかも、ハーシーの『ヒロシマ』は、爆撃直

後の出来事を描くのに終始しています。一年後

に出版されたのに、長期的にどんな被害が起き

たか、あまり具体的に語っていません。 

結果として、原爆はまるで、通常兵器の大掛

かりなもので、悲惨な被害をもたらすけれども、

自然災害のような、一過性の出来事で終わるも

のであるかのような印象を与えています。 

ハーシーは、放射能による影響に、全く口を

拭ったわけではありません。最後の方で、登場

人物が体調を崩していることに触れています

が、必ずその後、やがて治ったというフォロー

をしています。 

マンハッタン計画の副責任者だったファー

レル准将が、原爆使用から約一か月後の 1945

年 9月 6日、東京で会見を開き、「死ぬべき者

は全部死んだ。現在、原爆による放射能で苦し

んでいる者は皆無だ」という虚偽の発表をして

います。そしてそれが、アメリカの公式見解と

なりました。そのため、ハーシーはそれに大き

く違反するような事は、書けなかったのかもし

れません。 

問題は、それから 70 年近くたった今になっ

ても、アメリカで被爆体験についての読み物と

言えば、いまだにハーシーの『ヒロシマ』であ

ることです。 

日本人の書いたものは、英訳されていても、

ほとんど知られていないのが現状です。大田洋

子や原民喜、峠三吉や林京子など、被爆者の作

家が書いたものはもちろん、井伏鱒二の『黒い
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雨』や大江健三郎の『ヒロシマ・ノート』もそ

うです。 

日本でも、こうした本を読む人は少ないかも

しれませんが、「原爆文学」と言った時、彼ら

の作品は必ず顔を出す、代表的なものです。こ

れらの作家は、ハーシーの『ヒロシマ』のよう

に、爆撃当日の話さえ書けば十分、というよう

な態度で被爆体験を扱っていません。 

このように、被爆体験については、日米の間

で大きな情報格差があります。しかしこれは日

米にとどまらず、世界と日本の間で、と言った

方が正確だと思います。ハーシーの『ヒロシマ』

は国際的に有名で、アメリカ以外でも被爆体験

についての代表的な書物となっています。日本

の原爆文学で、そのような扱いを受けているも

のはないのです。 

 

永井隆や『原爆の子』もハーシーに追随 

 

しかし結局、日本も、世界のそうした状況の

例外ではありません。 

ハーシー的な語りは日本でも受け継がれて、

被爆体験について語る際の、主流のパターンと

なっています。それどころか、その起源がハー

シーの『ヒロシマ』にあることはすっかり忘れ

られて、むしろ日本独自の語りのように思われ

ている面もあるのではないかと思います。 

こうした流れに先鞭をつけたのが、米軍占領

期に出版が許可された一群の本です。1949年 1

月の永井隆の『長崎の鐘』や、1951年 10月の

長田新編の『原爆の子』などが代表的です。こ

れらは共に、ベストセラー、ロングセラーとな

り、今に引き継がれています。 

『長崎の鐘』も『原爆の子』も、ハーシーの

『ヒロシマ』同様、原爆の爆発の瞬間に焦点を

当て、その前後の落差を描くことから、始めて

います。この時期に出版が許可されたものは、

だいたい、そうした形のものが多いのです。 

どちらの本も、序で、ハーシーの『ヒロシマ』

に言及しており、『ヒロシマ』に比肩するよう

な存在となることを目指していたことがわか

ります。日本の出版物の中で、被爆体験の書と

して確固とした地位を得るには、既に国際的に

有名だったハーシーの『ヒロシマ』に準じる必

要がある、と考えたのかもしれません。 

しかし、このようなこと自体が、ある種の検

閲の結果だと言えるのです。フランスの映画評

論家のクリスチャン・メッツという人が言った

ことですが、検閲には「もっともらしさ」によ

る検閲、というものがあります。 

政治的な抑圧、商業的な利益の追求、倫理的

な要請などの理由「以外」で行われるもので、

メッツはそれを「第三の検閲」と呼びました。 

もっともらしさや本当らしさ、つまり、何を

どう書けば、それらしく聞こえるか、という基

準に沿って行われる検閲なのです。これは、あ

る意味で避けられないものです。 

ただし、何がもっともなのかは、当然ながら、

絶対的なものではありません。むしろ歴史的に、

恣意的に定まったもので、その意味では流動的

であり、可変性のあるものなのです。社会や

人々の考え方が変われば、変わって行くもので

す。 

米軍占領期に出た『長崎の鐘』や『原爆の子』

が、既に主流となっていたハーシーの『ヒロシ

マ』に沿った語りを展開したのは、やむを得な

い面もあったかもしれません。 

ただ、ハーシーの『ヒロシマ』の和訳は、日

本では検閲のため数年遅れで出版されており、

永井の『長崎の鐘』が出たのは、その数か月前

でした。だからどうして、『長崎の鐘』の序が、

ハーシーの『ヒロシマ』について語っているの

か、少し不思議ですけれども。 

また『長崎の鐘』と『原爆の子』では、原爆

に対する評価はかなり違っており、同列に扱う

ことは出来ないと思います。『長崎の鐘』では、

永井が最後に、「原爆で人々が殺されたのは神

の摂理」という自説を語っており、後に大きな

批判を浴びました。しかし、長田は 『原爆の

子』の序で、「広島、長崎の人々は原爆のモル

モット扱いされた」という識者の言葉を紹介し

ており、全く違う立場を取っています。 

しかしここで考えるべきは、永井や長田が何
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を言ったかということより、私たちがこれから

原爆をどう語るか、ということだと思います。

アメリカ人がハーシー止まりであるのと同様、

私たちもこのハーシー的な語り口から、戦後

70年たった今も、抜け出ていないのです。 

私たちは、このハーシー的な語りの「もっと

もらしさ」という名の検閲から、自由になるべ

きなのです。そして、もっと多様な被爆体験に

焦点を当てるべきなのです。 

 

今後の被爆体験の語りは、多様で、長期

的な影響に力点を 

 

正直言いまして、この本の内容は、私にとっ

て書きづらいものでした。迷いもありました。

語り部活動などで尽力して来られた被爆者の

方々の努力を批判することになる面があるか

らです。 

しかし、言わなければならないと思いました。

放射能の影響が、話の背後に退けられているの

はおかしいし、長期的な影響、とりわけトラウ

マとなった心の傷の話が、前面に出ないのはお

かしいと思います。 

被爆者の方々は、そうしたものを背負ってず

っと生きて来られたわけで、それを見ないこと

には、被爆体験の全体像はわからないのです。 

メディアの方々にも、もっと多様で、包括的

な語りの話を、腰をすえて取り上げていただき

たいと思っています。ワンパターンではない、

限定的な影響ではない、被爆体験の話です。 

そうした多様な被爆体験の話はおそらく、世

界各地で、核開発や原発事故によって被爆し、

苦しんでいる人たちの経験と、相通じるものが

あるはずです。 

永井隆は、まるでトルーマン声明を受け継ぐ

かのように、放射能の影響を軽んじる一方で、

未来のエネルギーとしての原子力に期待する

話を書きました。しかし、これは別に永井に限

った話ではなかったのです。当時、少なからぬ

日本人が、原子力による新しい未来を、既に「抱

きしめて」いたのです。 

そして数十年後に、それが廻り廻って、福島

の原発事故にもつながっていったことを、忘れ

てはならないと思います。 

 

原爆は不気味な異物、太陽の光ではなく

海底の光 

 

もう一つ言っておきたいのですが、私は、原

爆のイメージを、今とは違うものに変えるべき

だと思っています。その点、大田洋子が、1945

年 8月 30日に書いたものが参考になります。 

大田のこのエッセイ「海底のような光」は、

ハーシーの『ヒロシマ』よりずっと前に書かれ

たもので、おそらく世界で最初に発表された原

爆の体験記の一つです。しかし、国際的にはほ

とんど知られていません。 

8 月 15 日に敗戦が確定した後、米軍が日本

本土に上陸する前の、今後国家の主権がどうな

るかはっきりしない、宙ぶらりんの時期に書か

れた、という点でも興味深いものです。 

このエッセイを見ると、ハーシーの原爆の捉

え方と、大田の捉え方は、全く違うことがわか

ります。 

大田は太陽ではなく、海底の鈍い光のイメー

ジで、原爆を捉えています。通常の生き物の営

みとはかけ離れた次元から、突然得体のしれな

い異物が侵入し、自らの領域を冒した、という

ような書き方をしています。底知れない恐ろし

さと不気味さを持つものとして、原爆を見てい

るのです。 

 

見馴れない珍しくふしぎな夢を見た

と思った刹那、緑青色の海の底みたいな

光線が瞼の上を夢ともうつつともなく

流れた。へんな夢を見るのねと思った瞬

間、名状し難い強烈な音が起って、私は

からだが粉々に砕け飛び散ったような

衝撃をうけた。爆弾の地に落ちこむダダ

ンという音でもなく、ザザッと雨のよう

だという焼夷弾の音ともちがい、カチイ

ンという金属的な、抵抗しがたい音響だ
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った。 

 

ハーシーの原爆の描き方は、これとは対照的

です。空を稲妻のように走った光が、太陽を思

わせる規模だったこと、そのスケールの大きさ

に、畏敬の念を抱くような対象として、描いて

います。人間はそうした破格のスケールの前で、

小動物のようにおののくだけです。 

 

そのとき、ものすごい閃光が空を切っ

た。谷本氏は、その閃光が東から西へ、

すなわち市街から山へむかって走った

と明瞭に記憶している。まるで太陽を引

き伸ばしたようであった。彼も松尾さん

も、恐怖のあまりに反射運動的に動いた 

―― 

 

人間を大量虐殺する爆弾を、このように、何

か偉大なもののように描くのは、おかしいと思

いませんか。こうした書き方は、巨大な暴力に

魅了されているように見えます。何かが麻痺し

ているのではないでしょうか。 

アメリカで、ナチスによるホロコーストをこ

のように描くことはありえないと思います。そ

んなことがあれば、世界中の人が大きな怒りと

悲しみを抱くでしょう。しかし、どうして原爆

に関しては、このような表現が許されているの

でしょうか。 

理由の一つとして、原爆の力が、アメリカの

国力、軍事力と重ね合わせられている面がある

からだと思います。原爆が、アメリカの覇権維

持の源泉である核兵器に直結するものとして、

アメリカの国体の維持に深く関わるものにな

ってしまっているのです。そのため、力を信奉

する思想を否定できなくなっているのではな

いでしょうか。 

しかし、アメリカのすごさを、原爆の力と重

ね合わせる必要はないのです。アメリカにはす

ばらしい点がたくさんありますし、私自身、自

分の経験を通じて、それを実感して来ました。

アメリカには、理念的に、人類の理想や希望と

重なる部分があると思います。 

そうした部分を、原爆や核とは切り離した形

で、再構成すべきだと思います。そして、アメ

リカは象徴的な戦争に勝ち続けようとするの

を、やめるべきだと思います。 

一方で私たちは、人類を初めて核兵器で攻撃

したアメリカの倫理的責任について、話す必要

があると思います。この問題を無視したままで

いるのは、人類の未来にとって禍根を残すもの

だと思うからです。そのうえで、日米で協力し

て、アジアや世界の非核化のために努力して行

くべきです。 

 

被爆文学を世界みんなのものにする 

 

最後に、被爆文学の問題について話して、終

わりにしたいと思います。被爆者の声を、ハー

シーに媒介されずに伝えるのは、とても大事な

ことです。 

被爆者が書いたものが読まれないのは、国際

社会の言説構造が、西洋中心主義的に出来てい

ることも関係しています。英語やフランス語な

ど、ヨーロッパの主要言語で書かれたものでな

いと、なかなか海外では「自分たちのもの」と

は見られないのです。 

そうした構造は簡単には変わらない、と思わ

れるかもしれませんが、それを変革するための

努力を、日本が真剣にして来たことがあったで

しょうか。国際社会において、彼らに伝わる言

葉で、彼らに伝わるやり方で、これからはもっ

と積極的に発信すべきです。 

被爆者文学は、世界中で取り上げるべきもの

で、日本だけの経験ではありません。被爆者は

世界中にいるし、日本の被爆者もそのグループ

の一つです。 

被爆者が書いたもの、残したものを、「世界

みんなのもの」にするために、私たちは、力を

信奉する思想と戦うべきだと思います。剣では

なく、ペンを持って戦うべきなのです。 

繰り返しになりますが、重要なことは、日本

のためにそれをするのではありません。アメリ

カも含めて、世界中で苦しんで来た被爆者のた
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めに、そしてこれ以上被爆者が出ないようにす

るために、するべきなのです。 

世界で発言力のある人たちが、こうした問題

を取り上げたら、効果も大きいと思います。世

界中にファンがいる村上春樹とか、宮崎駿とか、

アジアで人気のある東野圭吾といった人たち

です。黒沢明も、かつて原爆を取り上げました。

日本の作家やクリエイターやアーチストも、こ

れからさらに、考えていただけないかと思いま

す。メディアの皆さんも、世界をよりよい場所

にするために、その力を使ってください。 

多くの日本人は戦後、平和主義の下、軍国主

義を批判する自由を持って来たのです。私たち

一人ひとりがその自由を、世界の平和のために

使うべきです。 

お聞きくださいまして、どうもありがとうご

ざいました。 

 

■質疑応答■ 

 

司会 それでは、質問に答えていただく時間

に移ります。 

質問 私がヨーロッパで暮らした感じでは、

広島が人類の歴史的な財産になっていないと

いう感じは全然しなかったんですけれども、ど

う思われますか。 

例えば、ことしの 8月、広島の式典はフラン

スのテレビでかなり長く放送していました。そ

の前後に 2 時間以上の原爆のドキュメンタリ

ーをやっていました。2～3 年前には、マルグ

リット・デュラスとアラン・レネの「ヒロシマ・

モナムール（二十四時間の情事）」をやってい

ました。もう 10年ぐらい前ですが、「黒い雨」

をテレビで放送しています。 

特に「ヒロシマ・モナムール」は、戦争と心

の問題として、決してあなたにはわからない、

語ることができないと深いところで原爆の問

題を問いかけていたように思う。フランス人に

とってヒロシマというのは本当に大きな存在

であり、重みのあるテーマではないかなと思い

ます。アングロサクソンの世界と、それ以外の

文化でかなり違うのではないかなという気が

します。 

もう一つは、日本人が広島について、「落と

された」と中立的に報道して、アメリカに対す

る恨みを込めた言い方をしなかったから、世界

中で、日本人の犠牲について共感を持ってくれ

ているんじゃないかと思いました。もしこれが、

毎回、アメリカがやった、うらめしい、とやっ

ていたら、アメリカがどういう反応をしただろ

うか。世界もいつまでも恨み言を言うべきじゃ

ない、という反応になったんじゃないか。 

心の痛みについて、日本でも『父と暮らせば』

のようにすばらしい文学が書かれているので

はないか。 

 

ヒロシマ・ナガサキを無視して「核戦

争は起きていない」といったデリダ 

 

柴田 いろいろ多彩な点をご指摘いただき

まして、どうもありがとうございました。 

まず、ヨーロッパでは、人類の悲劇になって

いるのではないかとおっしゃいましたけれど

も、私は、それとは違う話を結構聞いています。

学界での研究を中心としたものなので、齟齬

（そご）があるかもしれませんが、例えばこの

9月に、カナダでヒロシマとナガサキについて

の会議があり、世界各国でどのようにヒロシ

マ・ナガサキが取り上げられてきたかについて

発表がありました。そこで、ベルギー出身のフ

ランスの研究者の方が、ヒロシマ・ナガサキは

フランス社会にほとんど大きな影響を及ぼし

ていないという研究発表をされ、私は逆にちょ

っとショックを受けたくらいでした。 

それから、今回の本の中でも取り上げていま

すが、ジャック・デリダという非常に影響力の

あるフランス人の哲学者が、1980 年代に書い

た問題含みの論文があります。とてもよく読ま

れた論文で、まさに冷戦のさなかに書かれたも

のですが、その中で「ヒロシマ・ナガサキ」を

全く無視して、「過去、核戦争は地球上で起き

ていない、それは単に人々の想像の中にあるだ

けである。みんな、核戦争の危機に怯えている
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けれども、それはかつて一度も起きたことはな

かったんだ」と言っています。「ヒロシマ・ナ

ガサキ」という固有名詞すら口に出していない。

代わりに言ったのは、「第二次世界大戦の最後

に 2 つの大きな爆発があっただけ」。ヒロシ

マ・ナガサキについて、その程度しか取り上げ

ていないんですね。 

それに対して大きな反論がどれだけ起きた

かというと、あまり起きていない。私は若干の

批判をこの本で試みてはいるんですけれども。 

ですから、おっしゃるように、ヒロシマ・ナ

ガサキは人類の問題だと受け入れている人た

ちもいるんだと思います。私もそうあるべきだ

と思うけれども、本当にそうなのかというと、

まだまだ足りない面があると思っています。 

 

ヒロシマの声が出てこない映画「ヒロ

シマ・モナムール（二十四時間の情事）」 

 

それから、「ヒロシマ・モナムール」という

映画についてですが、実は私は、これについて

も英語で論文を書いています。この「ヒロシ

マ・モナムール」についてもいろいろ批判があ

ります。というのは、ヒロシマを扱っていて、

広島を舞台にした話にもかかわらず、実際の被

爆者の話は全く出てこないからです。 

最初にドキュメンタリー的なつぎはぎの映

像が出てきて、これは実はアメリカに没収され

たいわゆる“幻のフィルム”を使ったものです

が、この映画に被爆者が出てくるのは、それだ

けなのです。 

その後は、ごらんになったかと思いますが、

広島にやってきたフランス人女性がドイツ占

領下のフランスに住んでいた時、トラウマ的な

出来事があったということをずっと語る。つま

り、占領軍の兵士と寝てしまったことで、その

後、ドイツが負けて引き揚げた後、村人からリ

ンチ的な扱いを受け、それがトラウマになって

いるということが綿々と語られるわけで、これ

がいったいヒロシマの映画なの、という批判が

ありました。「ヒロシマ・モナムール」、「ヒ

ロシマ、わが愛」と言うけれども、ヒロシマは

どこにあるのか。 

そのフランス人の女性が広島にやってきて

何をするかというと、現地の日本人の男性と不

倫をするわけです。日本語では「二十四時間の

情事」と「ヒロシマ」の「ヒ」の字も出さない

で訳されてしまっている。私は、基本的にこの

映画について批判的にみております。 

ただ、アラン・レネは一筋縄ではいかない監

督で、彼はいろんな形で検閲と戦っており、ア

ルジェリア戦争で、フランス政府が当局に対す

る批判を抑えつけようとしたとき懸命に反発

して、そこで起きていることを何とか伝えよう

とした人でした。「ヒロシマ・モナムール」を

つくったのは 1950 年代の終わりでしたけれど

も、あの時期に、まだ戦争の後の生々しい気持

ちがいろいろな意味で残っているときに、ヒロ

シマのことを取り上げたことだけでもかなり

の業績だったのではないかと、もちろん思いま

す。ただ、彼はその前にナチスの収容所につい

ての「夜と霧」も作っており、その「夜と霧」

と「ヒロシマ・モナムール」がまた全く違うん

です。 

というのは、「夜と霧」はドキュメンタリー

で、その中で、ナレーターが――そのナレータ

ーは実際に強制収容所に収容された人なので

すが、彼が、自分のボイス、自分自身の声でも

って語っているわけです。こんなことが許され

るのか、というようなことを言っているんです。 

ところが、「ヒロシマ・モナムール」に関し

ては、被爆者がみずからの声を発する機会が全

く与えられていないのです。 

もう一つだけ、日本で、そういった心の問題

を取り上げているものがたくさんあるのは、お

っしゃるとおりで、そういったものを私たちは

もう一度読み直すべきだし、映画もみるべきだ

し、それをもっとプロモートすべきだ、それが

私の一番言いたいことです。 

 

質問 ハーシーと永井隆さんを批判され、原

爆による破壊と放射能の永続的な被害がアン

バランスになっているというご指摘は、確かに

そのとおりだと思います。ただ、アメリカ側も
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当初、放射能被害を隠蔽したというよりは、考

えが及ばなかったという状況がはっきりして

いるんじゃないか。永井先生はまさに科学者で

すが、将来、被害がどの程度に及ぶのかは、あ

の時代にはなかなか思いが及ばなかった面も

あるのではないか。放射能の被害は認識が非常

に遅れた。 

ハーシーのルポは、当時、アメリカの放送で

全文を読み上げ、視聴者に大変衝撃を与えた。

アメリカ政府は、恐怖がアメリカの国民にも広

がっていくのを何とか抑えないと、核戦略が組

み立てられなくなるので、隠蔽工作を始めてい

くわけです。それがトルーマンの「100万人被

害説」であり、隠蔽が現在まで続いてきている。 

ただ、アメリカの国民に世論調査をすれば、

「原爆投下は正しかった」というのが多数派の

ようですが、その数字が逆転し、最近では、若

い人の間では「正しくなかった」という人のほ

うが上回ってきたという記事を、最近みました。

世論も少し変わってきているんじゃないか。時

間はかかったけれども、評価としてはポジティ

ブに、原爆問題の理解は広がっているんじゃな

いか。 

 

放射能被害を隠蔽し、被爆者を見殺しに

したのは犯罪 

 

柴田 ご質問ありがとうございます。 

放射能の影響について、どの程度アメリカ当

局が認知していたかということについては、私

は諸説あると思います。おっしゃったとおり、

アメリカ当局、特に上のほうの人たちは、それ

を意識していなかったのではないかという見

方もありますが、そうではないという論もたく

さんありまして、そうした本なども書かれてい

るので、そこはちょっとはっきりしないのでは

ないかと思っております。 

でも、それよりも大切なのは、少なくとも原

爆による攻撃の 1カ月後に、ファーレル准将が、

「もう原爆で亡くなっている人はいないんだ」

と虚偽の発表をした時点では、明らかに原爆症

の問題はわかっていたはずです。この本にも書

いているんですけれども、実際、そうしたデー

タ――写真ですとか、日本の医者の所見ですと

か、そういったものがファーレルのところに届

けられていたんです。赤十字のジュノー博士と

いう、被爆者救援に尽力していた人たちを経由

してなんですけれども。 

ですから、百歩譲って、原爆で爆撃したとき

は放射能被害について知らなかったとしても、

その後はすぐにわかっていたはずです。にもか

かわらずそれを隠蔽したのは、これは、私は大

きな犯罪だと思います。原爆を使用したことが

戦争犯罪であるならば、放射能被害を隠蔽し、

被爆者を見殺しにしたのも、もう一つの犯罪で

あると思います。 

というのは、その後、被爆者はずっと捨て置

かれて、戦時災害保護法でしたか、戦前の日本

政府が設置した法律によって、2カ月間は無料

で医療を受けられたんですが、それが打ち切ら

れた後、全く何の救済措置もされないまま、被

爆者はまさに自助努力で、何とかするしかない

状態になったのです。しかし、現実には原爆に

よる爆撃により全てを失うという、家族もいな

ければ、住居もなければ、健康も失うという、

とんでもない状況のまま捨て置かれた。そして

救護院とか、臨時の病院とかも何十もあったわ

けですけれども、それも全部閉鎖されてしまう。

そうして見殺しにして、ちゃんとした措置をし

なかったこと自体、当時の日本政府、広島市、

長崎市もアメリカの政策に迎合したと言える

のではないかと思うんです。こうした問題を考

えるならば、放射能のことについては当時知ら

なかったんだから、という言い方で止めてはい

けないのではないかと思います。 

戦後すぐの時点では、日本の立場も弱く、国

際社会に復帰する道筋もはっきりせず、経済成

長もまだしていない、そういった状況の中で、

どういうふうにアメリカとの関係を構築して

いくかというところで試行錯誤があったとい

うのは、理解できますけれども、でも、もう戦

後 70 年ですよ。私たちは言うべきだと思いま

す。こういったことがあったんだ、こういった

ことはどうだったんだ、ということを、沈黙せ

ず、きちんと言うべきだというのが私の考えで
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す。 

原爆問題への理解が、アメリカでだんだん深

まっているのではないかとおっしゃいました。

私も、そういうふうに取り上げた日本の新聞記

事をみました。でも、それがまた、日本で何も

しないでいることへの免罪符のように使われ

ているような、そんな気がいたします。それに、

その話は結局のところ伝聞ですよね。 

皆さん、実際に、いまのアメリカに行って、

アメリカがどういう状況なのかというのを肌

で感じて経験しているわけではなくて、そうい

うふうにアメリカでこうだというのが伝えら

れたら、それが一斉に日本に流れて、みんなが

その情報を共有する。そして、あ、アメリカは

変わってきているんだということで、何となく

納得する。でも、それでいいのか。 

 

アメリカが変わるのを待つより、日本か

ら働きかけるべきだ 

 

向こうが変わってくれるのを待つのではな

くて、どうして自分から積極的に働きかけない

んだ、自分たちのほうから言うべきではないか

と思います。私が実際にアメリカ社会に暮らし

て、アメリカで働いて、アメリカ人の学生たち

に教えて、一緒に議論して、という中で経験し

たことは、意見を言わなければ、その意見は「な

い」と同じことだ、ということなんです。何も

言わなければ、あなたはそこにいないのと同じ

だし、言わなければその問題は起きていないの

と同じで、どうして積極的に向こうの中に入り

込んで、向こうの人たちと議論して変えていこ

うとしないのか、一緒に仲間になって、そのコ

ミュニティの一部になって、その中で、そうし

た議論を起こしていくべきだと私は思ってお

ります。 

一つ言っておきたいのは、例えば先ほどカナ

ダで会議があったと言いましたけれども、私は

最近カナダとシドニーであったヒロシマ・ナガ

サキに関係する学会に行ったんです。私はいま

ニュージーランドにいますので、アメリカで会

議があったら絶対行こうと思っていたんです。 

しかし、この戦後 70 年の節目のとき、アメ

リカでは、アカデミズムの世界ですが、そうし

た会議はほとんどありませんでした。バークレ

ーで一つあって、でも、それは参加者を広く募

るような形では行われなくて、もう一つは、オ

ハイオのウィルミントンカレッジという小さ

な大学、そこはもともとバーバラ・レイノルズ

という平和運動に携わったクウェーカー教徒

の方のゆかりの場所で、だからこの問題を取り

上げることができたという、学界の中ですら、

そういった会議を開くには、そういった理由づ

けが、いまだに必要なんですね。 

ですから私も、ヒロシマ・ナガサキに対する

アメリカ人の間の世代的な違いは感じますけ

れども、そんなに大きくアメリカ社会が変わっ

たとは思いません。なおかつ、いま経済的にア

メリカも非常に厳しくなってきて、いろんな意

味で余裕がなくなってきて、人種対立も起きて

いる。ますます愛国的な動きが高まっている面

もあって、そうした中で、ヒロシマ・ナガサキ

のことについて、アメリカでどれだけオープン

に語れるかというと、まだまだ疑問があります。 

先ほども言ったように、原爆の話をするのは、

アメリカへの恨みとかけんかをするのではな

くて、日本のためにするというのでもなくて、

私はそれをするのが地球全体の、人類のためだ

と。そういった形でやらないと、結局、誰も説

得できないと思います。アメリカ人も説得でき

ないし、アジアの人たちも説得できない。けれ

ども、それを説得するための行動をすべきだと

いうのが、私の考えです。 

 

質問  朝日の社会部のＯＢです。優秀な方が

外へ出てしまって残念です。 

質問は、3 つあります。1 つは、共同通信Ｏ

Ｂの松尾文夫さんが、ヨーロッパでドイツとア

メリカの和解がドレスデンでできているのと

同じように、広島とパールハーバーで首脳がお

互いに行って儀式をする、と言い続けています

けれども、どう思われるか。 

もう一つは、この記者クラブでも「アオギリ

にたくして」という映画の試写会がありました
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が、その中村さとみさんという人が、アメリカ

巡回もして、原爆の被害について相当行動的で、

いろいろな活動をやっています。そういうこと

についての日本の報道は非常に弱い。報道のい

まの姿勢についてが 2つ目。 

3 つ目は、私はいま、「戦後 70 年」の企画

として、当時の国民学校の生徒、1 年生から 6

年生までの戦争体験を集め、それをいまの子ど

もたちに伝えようというのをやっております。

170 通ぐらいの応募がありました。その中で、

広島の体験で、爆心地から 2㎞ぐらい離れたと

ころで、家は壊れてしまって、お父さんと自分

は家の中で被爆した、お母さんは建物疎開に動

員されていて、被爆して亡くなるんです。 

お父さんは、先を見通したというか、これは

やがて差別になるだろうということで、原爆手

帳をみんな受けていなかった。本人は去年、初

めて広島へ行って、お母さんの遺影を記念館に

納めて、被爆手帳をもらった。結局、国内での

差別の問題です。これはかなり深刻な問題では

ないかと思いますが、そのことについてはどう

考えておられるか。 

 

日本語以外で書いて海外に伝える 

 

柴田 ご質問ありがとうございました。 

最初の、日本とアメリカも、アメリカとドイ

ツの和解に倣って、パールハーバーと広島で、

あるいは長崎でそうした儀式を日米首脳がす

べきではないか、という考えについてですが、

私もいいと思います。異論もございませんし、

そうした形ですることができれば、そしてそれ

を毎年繰り返していければ、記憶を強化するこ

とができるし、また、そういった和解の形が、

日米関係にとどまらず、世界における和解のあ

り方として、一つのいい前例をつくることがで

きるのではないかと思います。 

原爆に関する活動についての日本の報道が

弱いということですけれども、私が申しあげた

いのは、とにかくいま、現実に被爆者の方々が

亡くなってきているわけで、これまで日本の報

道というのは、被爆者の方の体験について聞き

書きする、あるいはそのように行動を起こされ

る人たちについてレポートするということだ

ったと思いますが、それが間もなくできなくな

るわけですね。 

皆さん、その後、どうするのか、逆に私はお

尋ねしたいです。どこまで本気で、どうやって

何を伝えていくのか、何を継承していくのか、

何が大事なのか考えていただきたいと思いま

す。私、いま新聞記者ではありませんので、私

のできるところで、やれることをしようとして

おりますが、ここでも申しあげたように、それ

ぞれがやれること、やるべきことをすべきでは

ないかと思っております。 

特に若い方々にやってほしいと思っている

のは、実は、どんどん日本語以外で書いてほし

いと思っています。できましたら、皆さんも、

お時間があるようでしたら、日本語以外でお書

きになるというようなことをされて、世界に働

きかけていくことをされてはいかがか、と勝手

に思ったりするのですが。 

というのは、ジャーナリストとしての長い経

験と、いろんな蓄積と、たくさんのお話がある

のではないかと思うんですね。そういったもの

は海外には伝わっていないんです。それをする

のが一番大切ではないかと思っていて、日本人

の啓蒙というだけではなくて、外に声を伝えな

いといけない、それを本気でやってきていない

のではないかと思っていますので、それをすべ

きだと……。それは、皆さんの報道のお仕事の

範疇を超えているのかもしれないんですけれ

ども。 

差別の問題、それは、もちろん処方箋などあ

るわけではないんですけれども、ずっとアメリ

カで研究してきて違和感を持ったことがあり

ます。この日本での差別の問題は、アメリカで

もヒロシマ・ナガサキのことを取り上げられる

ときにかなりクローズアップされていまして、

それが特に日本文化の問題と結びつけられて

語られてきたということに、私は違和感があり

ます。つまり、日本は閉鎖的な社会で、日本文

化自体に問題があるから、こういった被爆者差

別が起こるんだ、といった言い方がされてきて

います。それは非常に大きな問題とつながって
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いて、いわゆる日本人論というのがあるわけで

すけれども、常にアメリカと日本を違うもの、

全く対照的なものだと考える、そういったステ

レオタイプをお互いにつくって、そのステレオ

タイプに合致する言説ばかり積み上げる。『菊

と刀』に象徴的だと思うんですけれども。『菊

と刀』については、少なくともアメリカの日本

研究の場ではかなり批判されていまして、これ

をいい本だと言うのでは、まともな研究者とは

思われない、という状況になっていると思うん

ですが。 

要は、そういうふうにステレオタイプで日米

の文化を取り上げるんですけれども、そこには

単なる対照的な関係性ではなく、実は序列的な

関係性がある。やはりアメリカのほうがすぐれ

ていて、日本は劣っている、だから日本はアメ

リカに近づかなければいけないみたいな、そう

いった関係性で語っている。そうした話の枠組

みが、被爆者差別に関しても当てはめられて、

結局、アメリカはオープンだけれども、日本は

違うから、被爆者に対してもそうなってしまう

んだと。そうした言説をリピートしないことが

重要だと思っておりまして、日本の報道の方に

はそうしたことをしないでいただきたいなと

思っております。 

 

占領下の検閲が被爆者差別の温床に 

 

もう一つ、差別のことについて言うならば、

これもあまり言われてきていないと思うんで

すけれども、結局、占領下の 7 年弱という間、

基本的に、検閲により被爆の実相というものは

知らされなかったわけで、7年後にいろんなも

のが吹き出てきて、公に取り上げられます。「ア

サヒグラフ」の特集とか、新藤兼人の映画とか、

出てくるんですけれども、それらが 7年後に出

てきても、その間にものすごく大きな格差が、

被爆者と一般の日本人の間でできてしまって

いた。1955年ごろには「もはや戦後ではない」

と言っていた、そういう時期だったんですよね、

そのころは完全に焼け跡から抜け出して、大半

の日本人は新しい生活を築いていた。 

しかし、被爆者はずっと捨て置かれて、多く

の人がほとんどホームレスのような状態、日雇

いの仕事をやって何とか口をしのぐような、そ

ういった段階だったわけです。そうした大きな

格差があった。 

その間、復興で、「もはや戦後ではない」状

況に近づいていた日本人からすると、被爆者の

状況が理解できない。全く捨て置かれたという

ことも、原爆症の実態もあまり知られていない

し。つまり、この間のブランクというのは非常

に大きくて、その 7年の間にもう少し被爆体験

について伝えられていたら、もっと人々の啓蒙

活動もできたはずだと思うんですね。それこそ

報道の方々がいろいろ伝えるということもで

きたと思うんですが、それもできなかった。 

現実には、医学的な情報ですら流通できなか

ったわけなんです。結局、医者たちが、それで

は被爆者を救えないんじゃないかということ

で、口頭における発表についてはできるように

なったんですけれども、印刷物に関しては、そ

れすら検閲が終わるまで、オープンに流通でき

なかったわけです。そういった徹底的な情報統

制下に置かれて、原爆症とはどんなものか伝え

られなかった。つまりそれこそ放射能の影響な

んですが、単なる爆発したときの、一過性の被

害ではなくて。だから、7年たってもどうして

そんなに引き続いてずっと症状が出ているの

か、他の人々は理解できないわけですね。 

つまり、そうした状況に被爆者が置かれたこ

とで、それ自体が差別の温床をつくってしまっ

たこと。そしていまだに、被爆者以外の日本人

一般が、そういった経緯をよく知らないでいる

こと、それも問題だと思います。 

あと、前のご質問の中で、ちょっとお答えす

るのを失念していたのですが、日本人がアメリ

カに対して謝罪を要求するなり、批判すること

をしてこなかったから、ある意味で、逆にアメ

リカに受け入れられてきたんじゃないかとい

うお考えがありました。そのお考えはわかりま

すが、被爆者の方々と日本人一般は違うわけで

す。私たち被爆者じゃない者がそれを言うのは、

私は、被爆者の方々にとても失礼な言い方だと

思います。私たちにそんなことを言う権利はあ



17 
 

りませんし、そんな資格はないと思います。被

爆者の方々を、ずっと捨て置いてきたのが戦後

の多くの日本人だと思いますので。 

 

質問 柴田さんのおっしゃることは、要は原

爆投下という歴史的、人類にとって非常に大き

な課題であるにもかかわらず、それが、そうい

うものとしてしっかりと取り扱われていない

ことに対する怒りだと思うし、不当だと思われ

るということですね。私も全くそれに共感する

んですけれども、それはなぜかというと、攻撃

したアメリカと、被害を受けた日本との間の共

犯によって、そういう形におとしめられている、

矮小化されているということですね。 

アメリカにとってみると、それは自分たちの

犯罪行為だとすると、それを正当化するための

一つの大きな理由がある。では、なぜ日本が、

アメリカの戦勝国をサポートし続けるのかと

いうところが、非常に大きな問題です。そこを

柴田さんはどう考えておられるか。 

私の考えからすると、やはりアメリカが怖い、

アメリカに徹底的な恐怖感を戦争によって植

えつけられたという深層心理的なものと、アメ

リカによって天皇陛下を免罪してもらったと

いう後ろめたさ、あるいは現在の日米安全保障

状況におけるおんぶにだっこ、そういうアメリ

カとの力関係の差が考えられるんですが、柴田

さんはどうお考えになるのか。 

そして、その共犯関係を解消するために、日

本がもうちょっと声を大にして正当なことを

言うべきだという話なんですけれども、その結

論として、では、何を求めるのか。アメリカに

不当行為について、それは謝りだと認めさせて、

広島・長崎の前にひざまずいてもらうというこ

とを我々は目標にすべきなのか、それについて

のお考えをお聞かせください。 

 

核の傘に入っていても非核化を推進す

るしたたかさを 

 

柴田 全くおっしゃるとおりだと思います

が、アメリカが怖いという感じは、私には実は

よくわかりません。 

質問としては、では、どうして日本が、アメ

リカの「永続勝戦」体制維持に協力しているの

か、それは本当に日本の最たる問題だと思うし、

原爆に限らず、戦後 70年という節目に限らず、

戦後ずっと、そしてこれからどうするのかとい

う点においても、非常に大きな問題だと思いま

す。 

私は、日米安保については、特にアメリカの

核の傘に入っていることで、日本が非核化を推

進すること自体が自己矛盾ではないかという、

そういった議論は当然ありますし、それはその

とおりだとは思うんですけれども、もう一方で、

こう思います。そのどこが悪いんだと。 

というのは、具体的に言うならば、では、日

本がアメリカの核の傘の外に出て自衛をする

なり、自前の軍事力を持って、アメリカとはあ

る種の関係は築くけれども、基本的に核の傘に

は入りませんと、そういうことをした場合のコ

ンフリクトというか、問題の方が非常に大きい

わけですし、現実的にアメリカがそういうこと

を許すか。別に日本だけではありません、日本

以外のほかの国々に関しても、そういったこと

を許すか。 

いまは状況が動いているので、いろいろな形

で今後変わっていく可能性もあるかとは思い

ます。けれども、少なくとも冷戦下においては、

例えば、戦後起きた戦争は、特に共産陣営の場

合は、陣営内の戦争ですよね。その中で、ハン

ガリーなりどこなり、ソ連に刃向かおうとした、

ソ連の枠から出ていこうとしたら、そこでスト

ップがかかって戦争になった。 

だから現実に、日本がアメリカの枠から出て

いこうとしたならば、どんなことが起きたか、

ということですけれども、だからといって、で

は非核化を推進しなくていいのか、推進する大

義名分がないかと言えば、私はそんなことはな

いと思っていて、それこそしたたかにやってい

くべきだと思っています。 

大半の国がプランＢだけではなくて、プラン

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆぐらいずっと考えていて、いま

のプランではだめだったら、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、
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Ｆと考えて、こういく、ああいくというふうに

やっていけばいいのであって。そのとき、理念

的に何を持っていくかが大切です。おおもとの

理念を定めてそれを維持し、行動プランはその

理念にもとづいておこなう、ということですね。 

 

英語を話して、仲間になって、働きか

けて、変える 

 

私が言いたいことは、それに非常にもったい

ないと思うことは、私自身、もともとドメステ

ィックに生きてきて、昔は新聞社でも働いてい

ましたし、日本の大学に行って、特に帰国子女

でもありませんし、ちょっと何かのはずみで新

聞社をやめて、海外に出てみた。それで英語で、

日本語以外で活動するようになって、そうする

と、いろんなものが全然違う形で、日本の外で

は動いているということに気がついて、一方で

日本についての海外の言説でおかしいなと思

うことがたくさんある。では自分が何とか介入

して、何かやりたい、風穴をあけたいと思った

ときに、それは結構可能であると思っているの

で。私、正直に言いまして、それをやり始めた

のはもうかなり年がいってからです。でも、そ

れでもできるんですよ。少なくとも何かができ

るので。だから、日本とアメリカの関係につい

ても、ずっと私はそういう感じがするんですけ

れども、みんな日本の中にいて、日本の中でガ

ヤガヤワイワイ言っていて、実際にアメリカに

行くなり、アメリカ以外のどこかに行くなりし

て、いろんな形で向こうの人々と交渉して、顔

を突き合わせてやることをしてこなかったの

ではないか。しかし、それをすることが本当に

必要なんだと思います。 

英語を話すことは、英語帝国主義とか、そう

いった問題はあるんですけれども、結局そうで

はないんですよ。英語で話すことがなぜ必要か

というと、その場の仲間になるために必要なん

です。仲間になって何をするかと言えば、世界

を変えるんです。そのコミュニティの一角とな

って、自分がその世界に責任を持つんですよ。

誰かがやってくれるとか、どこかの国が変わる

とか、それをここで待っているというのではな

くて、自分が働きかけて、そこに入っていって、

仲間になって、変えるんです。それを私たちは

本当にしてきてないんじゃないか。 

いま、それをしていないのは日本ぐらいにな

ってきている。アジアでは大半の国の優秀な人

たちがどんどん外に行って、自分たちの母国語

以外でも話せるという、そうした共通のコモン

グラウンドというんですか、そういったものが

できてきているのに、日本にはそれがないとい

うのが非常に問題だと思うんですね。そうした

コモングラウンドづくりにかかわっていくう

ちに、日本とアメリカの関係も変わっていくと

思うんですね。 

だから、日本とアメリカという 2つのプラッ

トホームで考えるだけではなくて、世界にはい

ろんなプレーヤーがいて、そうしたさまざまな

プレーヤーとかかわる場に入っていき、そこで

活動するなかで、日本とアメリカの関係をどう

するべきかもみえてくるのではないでしょう

か。 

アメリカは特にその点は、――私はそれはと

てもすばらしいと思うんですけれども――常

にいろんな要素を取り入れて、国内を多様化す

る、多角化する、ということを常に行っていて、

いろんな違う人たちの意見をできるだけ聞こ

うという、いろんな血を入れていこうという力

をすごく持っていて、日本もそれを積極的にや

るべきだと思うんですね。そうした多様な要素

が日本に入ってこないなら、日本人が外に出て

自分自身を変えて行くべきなんだと思います。 

特に若い人にやってもらいたいとは思うけ

れども、でも皆さんもぜひやられてはいかがか

と思うんです。 

というのは、海外はそんなに年齢差別という

ものはないので（笑）、私もいまだにエントリ

ージョブでも採っていただけるような状況で

すので、やる気があって、やっていることに中

身があると思えば評価してくれる、そういった

ところがあると思うので、そうした形でいろん

なふうに発信して物事を変えようという、日本

のためだけではなくて、世界のために変えよう
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という、そういうことです。 

 

質問 私は広島について、「過ちは繰り返し

ませんから」という、あれ、気に食わないんだ

よね。原爆を落とされるような羽目に陥る日本

にしてしまったことが過ちなら、それは理解で

きますけれども、何か、もうちょっと堂々と原

爆の問題について主張すべきだと思うんです。

あなたはそう主張されていると思うんですけ

れどもね。 

それで、申しあげたいのは、東京空襲で 10

万人死に、12 万人の戦災孤児ができた。そこ

からずっと日本のあらゆる都市を大爆撃して、

あれは無差別爆撃ですからね。その最後の果て

がヒロシマ・ナガサキです。そういう歴史があ

るわけですから。日本は完全に国策を誤ったこ

とは事実です。満洲事変、支那事変からずっと。

その歴史の上にいわゆる大東亜戦争というの

があって、最終的にああいう形で、ひどい状況

になった。 

そういうものを踏まえて、広島・長崎の原爆

について、あなたのような方がきちっと現実を

見て、いろいろ本も出され、講演もされること

を私は非常に期待しております。 

質問ではありません、以上です。何か感想が

あれば…… 

柴田 どうもありがとうございます。 

私、実はこの本で書いたことは、もうとっく

の昔に誰かが書いていると思ったんですね。実

は、ハーシーを読んだのは、アメリカで院生を

やっているときで、すごく違和感を持って、授

業の最後に、期末の論文を書いて、そのとき書

いたのが最初のものなんですけれども。 

そのときにいろいろ調べたんですが、こんな

ことはもうわかり切ったことだ、きっと誰かが

もう書いているに違いない、自分はその上に積

み上げて何か別のことを言おう、と思っていた

んです。そうしたら、何もなかったので、やむ

なく自分で書くしかなくて、書いたということ

なんですけれども。実際、ここに使っている資

料は、特に新しいものではありませんし、海外

にいるので、なかなか日本の資料を得にくい面

もあります。ですから、今回書いた話だけでは

なくて、他にもいっぱいあるはずなんですね。 

ですから、もちろん私もやれることはやりた

いと思っているんですけれども、もっといろん

な人たちがやるべきだと思っております。私よ

りもずっと優秀な人たちもたくさんいると思

いますので、きっとすばらしいものがどんどん

出てくるのではないかと思っております。 

 

質問 日本語の文学と英語の文学という形

で言いますと、村上春樹さんは、最近、3.11

以降、『ヒロシマ・ナガサキからフクシマへ』

という本の中で、アメリカとの共同正犯といい

ますか、日本が戦後たどってきた、アメリカか

らの原発を受け入れたことによって再びアメ

リカと一緒に福島で共同的な加害者になった

とよく語っています。これから英語を通じて

「春樹文学」のような形で出てきているのでは

ないかと感じています。 

日本人の情緒的な側面として、「ノーモア・

ヒロシマ」という言葉を使っています。アメリ

カが真珠湾のときに、「リメンバー・パールハ

ーバー」と言ったことが、「ノーモア・ヒロシ

マ」という言葉に影響を与えているのではない

か。つまり、情緒的な言葉の中に、アメリカの

影響があったのではないかと思うんですけれ

ども、その辺はどう分析されますか。 

柴田 「ノーモア・ヒロシマ」という言葉自

体が、ジョン・ハーシーが書いた『ヒロシマ』

からきているのではないかとも言われている

ので、そうした観点で言うと、それもアメリカ

がつくり出した言説の一端ということにもな

るのではないかと思います。 

どうして海外で「原爆」ではなく、「ヒロシ

マ・ナガサキ」と、そういう地名で言うかとい

うことですけれども、それもやっぱりジョン・

ハーシーの『ヒロシマ』がこれだけ大きく取り

上げられたことが、かなりな程度影響している

のではないかと思います。 

この本で言ったことの一つは、アメリカがつ

くったのは爆弾だけではなくて、その爆弾に関

する言説もつくった、爆弾の定義や評価につい
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て全部コントロールする言説もつくった、とい

うことです。それに日本も加担してきている、

日本だけではなくて、みんなが加担してきてい

る、それは、いかがなものだろうか、という問

題提起を行ったということでもあります。 

 

「ヒロシマ・ナガサキ」という呼び方が

持つ西洋中心主義 

 

ちょっと話がそれますが、「ヒロシマ・ナガ

サキ」という呼び方自体がどうなのかという、

そういった側面も、実はこの問題の中にあると

私は思っていまして、実際それが英語の中で使

われたときの使われ方をずっと聞いていて、感

じたことでもあるんですけれども。日本でどう

して「原爆」という爆弾の種類で言うかという

と、先ほどおっしゃられたとおり、もう日本各

地が爆撃に遭って焼け野原になったわけで、爆

弾の種類で差異をつけないことには、区別でき

なかったということが、現実にあったと思うん

です。 

では、どうして海外では「アトミック・ボム」

ではなくて「ヒロシマ・ナガサキ」なのか、固

有名詞、あるいは地名を使っているのか。「ヒ

ロシマ・ナガサキ」というのは明らかにヨーロ

ッパ語ではない、日本に帰するものだとわかる。 

私はそれは、いい面と悪い面、両面あると思

っていて、いい面というのは、この出来事は日

本で起きたんだということを、常に明示してい

るということで、そういう面が一つある。もう

一つの面は、これは広島・長崎で起きたことに

すぎないのだ、アジアの一角、極東の一角で起

きたことにすぎないのだ、ということで、はた

してそれは (ある地域にではなく)、「人類」

に起きたことだと、とらえられているのかどう

か。 

私は、あまりそうはなっていないのではない

かと思っていて、そこには大きな問題があって、

やっぱり西洋中心主義的に近代そのもの、国際

社会自体ができている、ということがある。ナ

チスによるホロコーストは、これだけ大きな問

題になっているけれども、それ以前にたくさん

のホロコーストが植民地であった。ヨーロッパ

列強の支配のもと、いろんな植民地で人々が虐

殺されたし、奴隷貿易もあった。そういった歴

史がずっと取り上げられてこなかったという

問題がある。そういう意味で、植民地の問題と

戦争の問題、「ヒロシマ・ナガサキ」において

も、この二つの問題はつながっていると思うん

ですけれども、要は、そういったふうに、「ヒ

ロシマ・ナガサキ」と限定してしまうことで、

人類全体の悲劇に本当になっているのかどう

か、そういった問題性も実はあると思います。 

だから、「ヒロシマ・ナガサキ」が喚起する

ことを変えていかなければいけないし、今後つ

くっていかなければいけないと思っています。

というのは、「ヒロシマ・ナガサキ」といった

場合に、またそれが何を意味しているかという

ことも非常に曖昧である。それが被爆体験を意

味しているのか、アメリカの原爆使用を意味し

ているのかも曖昧であるし、これが肯定的に使

われているのか、否定的に使われているのかも

曖昧であるし。 

例えば「ホロコースト」と言えば、それは皆

さんご存じのとおり、「大虐殺」という意味で

すから、それは肯定的なはずはないわけです。

でも、「ヒロシマ・ナガサキ」と言ったときに、

何を意味するのか、そのことも非常に曖昧で、

その文脈によって、いかようにも使われる、そ

うしたものとしてあって、依然として人類の悲

劇というものに本当になっているのかどうか。 

だからこそ、やっぱりそういったものに、意

味合いを変えていかなければいけないのでは

ないか。それは待っていても、誰もしてくれま

せんから、私たちがするしかないのではないか

と思っております。 

 

司会 ありがとうございました。最後に一つ

だけ、聞かせてください。 

さっき、広島とパールハーバーに日米の首脳

が訪問し花を捧げる、というアイデアについて

質問が出ました。日米の和解につながることに

なればいいのではないか、というお話でしたが、

では、オバマ大統領が広島に来て何を話せばい
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いか、どういうことを期待されますか。 

 

ヒロシマで世界の非核化に日米がリー

ダーシップを 

 

柴田 私は、オバマ大統領なり、アメリカが

日本人に謝る必要なんてないと思います。でも、

被爆者には謝るべきだと思いますね。被爆者と

原爆の死没者に謝るべきだと思いますが、日本

に国として謝るべきだとは思っていません。 

そういった直接的な被害に遭った方々と亡

くなった方々の霊を弔い、祈りを捧げる、そう

いったことは、アメリカ大統領は、されるべき

ではないかとは思います。でも、やっぱり一番

のことは、これ以上被爆者が出ないような世界

にしていくことであって、この発表でも言いま

したけれども、アメリカの中にも被爆者が出て

いるわけで、そうした人たちの救済もすべきだ

と思うし、そうした問題も、オバマ大統領は広

島に来たときに認知するべきではないか。 

そうすると、これが単なる原爆の問題に限定

されずに、もっと幅広い、核兵器の開発、製造、

配備、維持、そういったもの全てにかかわる問

題、そうしたなかで起きてしまう被爆の問題に

まで広げて、この問題を考えることができるよ

うになる。なおかつ、原発による被曝者の問題

もある。そこまで行かなくても、少なくとも核

兵器全般に関することまで、もうちょっと広げ

て、日本の首相とアメリカの大統領が、非核化

に向けて歩みを始める、何らかのリーダーシッ

プをとるための、何か象徴的なことを一緒に言

うことになれば、これは非常に大きな進展にな

るのではないかと思います。 

非核化ということで言うならば、私いまニュ

ージーランドにいますけれども、私もニュージ

ーランドに来て、北半球の人間が「世界の非核

化」と言うのが、いかにおこがましいかと知っ

たわけです。というのは、南半球では、もう非

核化は実現しているんですね。なのに「世界の

非核化」と言うこと自体がやっぱりおこがまし

いなあと思っています。 

ですから、そういった意味で、やるべきこと

はたくさんあるのではないかと思いますし、オ

バマ大統領の広島・長崎訪問が、そういった場

所にできればいいのではないでしょうか。それ

は、アメリカにとってもいいことだと思います。

アメリカが世界で指導的役割を果たしていく

なら、その点でもリーダーシップをとるいいチ

ャンスではないかと思います。 

 

司会 どうもありがとうございました。 

予定時間を大幅に超えてお話を伺うことが

できました。柴田さんが新聞社をやめて、日本

を飛び出して、香港、アメリカ、今はニュージ

ーランドで考えてこられたことを、きょうは聞

くことができました。新聞社にとっては損失だ

ったかもしれませんけれども、多分、柴田さん

本人にとって、そして我々にとって、柴田さん

が外に出てよかったなと、勝手にいま思いまし

た。 

さきほど、ゲストブックに「信じる力」とお

書きになりました。何かコメントありますか。 

柴田 そうですね、信じるというのは必要だ

と思うんですけれども、私は思いとか、それだ

けではだめで、力がやっぱり必要だと。行動が

必要だと思っています。信じる力を持って、行

動する。思っているだけでは、だめだというこ

とです。 

司会 最後に、クラブから記念品としてクラ

ブ特製のブローチ、さっき「ペンは剣よりも強

し」という話もありましたが、ペンをアレンジ

したブローチを差し上げます。ありがとうござ

いました。（拍手） 

（文責・編集部） 


