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平和研究の窓

ある活動の精神史的記録
――どこまで行けるか

植木　研介
広島大学名誉教授

1　はじめに

　退職後も大学から委嘱されて、必修科目である「平和科目」の講義を年に ₅コ
マないし ₆コマ行っている。オムニバス形式で実施されている「平和と人間 D」
に至っては、主として名誉教授からなる講師陣の編成を、毎年任されており、1₀
年以上頭を悩ませている。 1学年に₂₀₀₀人以上の学生が在籍し、その全員が受講
できるように必要な講義数をそろえなければならない。その数は₂₀を超える。そ
のうちの 1コースに過ぎないがその意味の重要さとそれにともなう問題は常に発
生している。
　いやしくも、広島大学で学んだことのある学生は、平和に関して、その人自身
の意見を持てるようになって欲しい、自分の声で、核兵器の問題点を語って欲し
いとの願いから始まったこの試みは、行う教官の側からいえばかなりの負担をと
もなっている。こうした全学必修に踏み切った経緯に関しては、定年になる₂₀₀7
年度に属していたある委員会で決定したことなので、わたくしにも責任の一端は
あるのであって、最終決定は、当時の学長の責任においてなされたのだが、わた
くしも今しばらく努力してゆこうと心に決めている。
　だが、わたくしには、平和の問題は、思索の対象であるのと同時に、行動をと
もなうものとなっている。「平和科目」の講義もそうした活動の一形態であろう
し、ほかの形をとることもある。₂₀17年1₂月1₀日には、ノーベル平和賞を授与さ
れる ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）のサポーターの一員として、広島と
長崎の被爆者₃₀名の一人としてノールウェイのオスロにいた。約₃₀人の付添いの
人々もいた。私たちは授与式に招待されたのではない。₂₀17年 7 月 7 日に国連総
会で可決された「核兵器禁止条約案」を掲げ、それに対する賛成多数を獲得した
ICANという若い組織に、希望を見出し、世界に広がる多くの NGO組織の人々と
ともにオスロにいた。
　わたくしはまた、₂₀1₈年11月₂₃日から₂₅日まで開催された、「第17回歴史認識と
東アジアの平和フォーラム広島会議」において、会の発起人を務めるとともに「特
別報告」を行った。この会議は、日本の歴史教科書の中に、それまでの記述と異
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なった歴史を語る教科書が現れ、歴史の真実とは異なっているとの抗議の声が、
アジアの国々から起こった、いわゆる「教科書問題」から発生し、日本の中から
もこの問題を考えようとする歴史家、市民が集まり、毎年会合を積み重ねている
会議である。大学の「平和と人間」の講義で、インドネシアの歴史研究を専門と
する研究者が、同様の問題を、インドネシアを対象に、考察している。 1コマの
講義に、彼はA₄、11枚の表入りの詳細な資料を用意し、日本の教科書会社 ₃社の
記述に関する比較を的確に行っている。このような講義を組み込んで「平和と人
間」を編成しているわたくしは、ごく自然に「東アジアの平和フォーラム広島会
議」に参加しているのだ。こうしたオスロ行や、広島フォーラムでの活動は、わ
たし自身の判断に基づいてなされている。わたくしにとって「平和」と「核」の
問題は思索に留まらず、行動と活動をともなってくる。
　これから先の記述は編年体にしよう。

2　ある被爆体験

　体に刻み込まれているが、記憶にはない体験、それがわたくしの被爆体験であ
る。わたしは19₄₄年 9 月下旬に生まれた。そして、19₄₅年 ₈ 月 ₆ 日に零歳児で被
爆してしまう。通常、 ₃歳ごろから人の記憶は明瞭となり、記憶は残っていくと
されている。したがって、わたくしの広島での被爆は、「記憶に無い体験」であ
る。「体に刻まれた」というのは、原子爆弾が炸裂したとき、爆心地から₂.₃㎞離
れた南東の地点、皆実国民学校の真向かいで被爆し、肉体において左目を失うと
いう傷が残った。午前1₀時ごろに母は出血している赤ん坊を抱いて陸軍電信第二
連隊の敷地を抜けて、指揮命令系統を失って呆然とした衛兵に案内を乞うて、そ
の兵士に案内され、傷ついた兵士の修羅の現場を通り抜け、比治山の南面で陣地
構築の指揮をしていた、当時我が家に民宿していた軍医の診察を受けることがで
きた。このとき、軍医から傷が網膜に達していること、失明しており視力の回復
は望めないことを告げられた。
　一方でその距離のゆえか、放射線被曝の影響らしきものは、現在7₄歳になるが、
病弱であっても、出現していない。そのとき、母は₂₃歳で、原爆投下以前の空襲
警報によって防空壕にわたくしを連れて避難し、解除のサイレンに導かれて、赤
ん坊から少し離れた炊事場で朝食後の食器洗いを再び始めたその刹那、閃光を感
じた。身をひるがえして、近くに寝かされていた赤ん坊の体に母は覆いかぶさり
わたくしを守ろうとする。一つのガラス片がわたくしの眼を定規で測ったように
真一文字に斜めに切り裂く。わたしは左目の視力を失い、変形して残った瞼はき
ちんと閉じることなく、中学 ₂年生の夏に手術を受けるまで、慢性結膜炎が私を
苦しめた。この手術の際、義眼もあつらえたが重い頭痛を引き起こすので、耐え
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きれず、捨ててしまった。そして覚えのない原爆による、物理的傷が肉体に今も
残っている。したがって、わたくしの被爆体験と家族の被爆体験は、他の人間か
らのストーリーで成り立っている。
　母は血小板の異常な増殖が₆₀歳を過ぎてから見つかり、血液の異常だからと、
広島大学の原爆放射能医学研究所（現・原爆放射線医科学研究所／原医研）で診
てもらっていたが、その後、乳癌を発症、リンパ節と、乳房の摘出を行い、最後
には肺癌により199₄年7₂歳で亡くなった。原医研の医師は、血小板の異常は放射
線による被曝との因果関係は認められないので、被爆と比較的若い年齢での死の
関連は今のところ明確では無いと、いっておられるが、家族には釈然としない思
いが残っている。
　19₄₅年の ₈月 ₆日、その日の午後、赤ん坊と母は、母方の祖父（当時₅7歳）に
再会し、その祖父に連れられて、植木の祖父をヒロシマに残して、ヒロシマを脱
出した。母方の祖父は爆心地から1.₂km東の場所、山陽道という街道筋の商店街
で藺草製品の店を営んでいたが、戦争による統制経済で、製品の減少のために個
人の店は成り立たなくなり、組合が創られ、その組合に出勤しようと靴下を穿こ
うと身をかがめたとき、原爆の炸裂で倒壊した建物ですっぽり覆われてしまった。
気づくと真っ暗闇のなかで、何とかしようと素手でもがくと、しばらくして天井
と屋根瓦が動いてぽっかりと穴が開き出口ができた。「やれうれしや」と、瓦礫の
中から脱出したが、原爆の衝撃と脱出の喜びで混乱してしまう。朝 ₈時前に学徒
動員で小網町の建物疎開に行くため街道沿いを、疎開先の坂町から汽車で広島駅
に到着し、そこから徒歩でたどり、毎朝、父親に挨拶をしていた広島市立中学校
（昭和17年に新設の中学。現・広島市立基町高等学校）の一年生であった次男の永
野純夫が作業現場に向かったその息子のことよりも、毎日二人で生活していた弟
の一人が気がかりで、弟の勤労動員先の大洲に安否を訊ねに祖父永野隆三は向かっ
ている。次男のことを思い出したとしても、爆心地から西に1.₀₅kmの地点で正面
から閃光を浴び被爆した息子には火炎の壁に阻まれて探しには行けなかったであ
ろうが。
　純夫の遺体が、祖父によって、己斐国民学校の校舎で見つけられたのは、 7日
か ₈日のことである。わたくしの叔父純夫が亡くなったのは ₈月 7日であった。
それも、その傍らで横たわっていた同級生から、「僕の後ろにいるのが永野純夫君
です」といわれて初めて自分の息子と分かるほど、顔は火傷で損傷、衣服も焼け
落ち名札も識別できなかった。我が子と同定したのは、体つきと、朝、挨拶した
ときに帽子を脱いだ際の髪の長さとベルトのバックルによってである。もちろん
祖父は ₈月 7日には、聞いていた小網町の作業場所に直行し息子を探しに行って
いる。そこには、多くの黒焦げの遺体が散乱していた。うつ伏せの屍は体を起こ
し、すべての遺体を見て廻ったが息子と思われるものは見当たらなかった。しか
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し、天満川に沿った河岸の積み石の上に並べられたアルマイトの弁当箱の蓋にエ
ナメルのペンキで「永野純夫」という文字のあるものを見出す。弁当箱に勇気づ
けられて祖父と祖父の弟は、市立中学校の動員された学生に前もって与えられて
いた命令「爆撃に会い、散り散りになった場合は己斐国民学校で再集合する」を
知っていて、己斐に向かっている。持ち帰られた弁当箱は祖父、次に母に伝えら
れ、その後、わたくし研介が家において、 ₈月 ₆日にはご飯を入れ仏壇に供える
ことにしていたが、わたくしも7₀歳を越え、万が一に備えて、₂₀1₆年、「平和記念
資料館」に寄贈した。祖父は純夫の遺骸を己斐の国民学校の校庭でありあわせの
木片を掻き集め荼毘に付し、できるだけの遺骨を拾い持ち帰っている。小網町の
現場で被爆して生き延びた学生は一名も生き残っていない。引率した教師を含め、
広島市立中学校は合計₃₆9人の命を失った。実は、わたくしの父もこの中の一人と
なっていたかもしれないのだ。
　父、松太郎は広島市立中学校が創設される前から準備教員として、また英語科
の教師として勤務しており、悲劇の中学一年生の学年主任を19₄₅年度は勤めてい
た。ところが、この年の ₆月か 7月に、₃₅歳の老兵ではあったが、二度目の招集
にあい、 ₈月 ₆日は陸軍上等兵として宮崎県の海岸に展開し、米軍上陸に備えて
塹壕掘りをしている。この二度目の招集で父は原爆の惨禍を免れ、同じ広島出身
の上官から、病死した兵の遺骨を師団司令部に返納するようにとの命令を受け、
ついでに広島の様子を知らせてくれとのことで、国鉄の己斐駅（現・JR西広島駅）
に ₈月₂₀日到着し、広島消滅の噂を、ただ焼け跡のみが広がる街跡を眺めて確か
めることになった。原爆投下後 ₂週間以内の入市被爆者となったのだ。これが父
の事実上の復員である。
　母とわたくしが同居していた祖父・植木繁夫は、₆1歳で小学校の訓導や校長な
どを勤めあげ既に退職していた。ところが19₄₅年 ₄月、「この百年戦争を乗り切る
にあたっては女子中等教員が不可欠であると」謳って広島女子高等師範学校（女
高師／現・広島大学教育学部）が設立された。だが19₄₅年 ₃ 月以降、日本の各都
市が激しい爆撃に遭う事態に至り、女高師の学生は ₄月、 ₅月と少しずつ集まり
つつあった。多くの学生は寮に入ることになっていた。そして、この教員養成機
関の附属学校として、歴史ある私立の山中高等女学校（現在の広島大学附属福山
中・高等学校）が創設者の一族によって国に寄付された。そこで祖父は、女高師
と山中附属女学校の事務長として仕事をすることになる。両学校の所在地は、南
大橋の東詰、爆心地から1.₆㎞南にあたり、Eの字型に校舎が建っていたが爆風が
直角に当たる ₃棟の校舎はすべて倒壊した。爆風に対して平行の位置で伸びてい
た建物にある事務室で、祖父が貴重品袋として利用していた肩から掛ける布袋に
貯金通帳や印鑑を入れて、椅子の背もたれに掛けて執務に入ろうと椅子に座った
瞬間、閃光と、次いで爆風に襲われ体ごと吹き飛ばされてしまったのだ。幸い一
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命は取り留めたが吹き飛んだ布袋は行方不明。耳をガラスが貫き血糊でべっとり
と閉ざされて聴力が失われたかと思われたが、月日を経るうちに回復し耳たぶの
形も元に戻った。しかし耳たぶには大きな穿孔が残ったものの、火傷は負わずに
すんだ。この耳たぶからの出血のせいか、祖父が御幸橋のたもとにあった警察署
に多くの生徒が倒れた校舎の中に閉じ込められていると報告連絡を済ませたあと、
気のゆるみも手伝ってか気を失い、御幸橋の東詰で気を失ったという。この場所
では、当日、『中国新聞』のカメラマン松重美人氏が、午前11時ごろ撮影した、二
枚の貴重な証言写真が残っている。祖父は、救援のトラックに引き上げられそう
になったとき、意識が戻り、御幸橋から1₀分ばかりの距離にある皆実町の自宅に
11時には戻り、母と私が比治山に向かったと聞くと、何かの用に立てばとバケツ
二杯の水を両手に持ち比治山に向かって行き、その途中で戻ってきた私たちに遇
えたという。
　附属山中高等女学校の学徒動員された生徒とともに、女学校に関連した死者の
数は約₄₀₀名になる。宮崎の軍隊から戻り、己斐駅で汽車を降り、焼け跡を通り東
に向かい、南大橋の東詰で、焼け焦げたトタンを屋根代わりに差し掛けた日蔭の
下で、祖父とある教授が二人で沈黙して傷ついた学生たちを見守っている姿を、
父が認め、母とわたくしの生存を知り、息子の失明を知ったのだ。
　前に述べたように、母とわたくしと母方の祖父は、広島の東に位置する坂町に、
逃げ出した。その後、 9月中旬、疎開先にと八木（現・広島市安佐南区八木）の
梅林に前もって確保していた母方の親戚の家に坂町から移転した。そこには書籍
や家財道具が疎開されており、₈月 ₆日以前にも、「今夜は広島が空襲に遭う」と
噂が流れたときには、母はわたくしを抱いて身を寄せている。この家には母の叔
母さんがおられた。事情があってこの梅林の村で私たちは転居をもう一度行うが、
わたくしの記憶に無い「ある被爆体験」はここで一段落を終える。

3　原爆への恐怖と困った症状

　被爆した皆実町に近い比治山下の新しい県営のアパートに、籤が当たり、広島
に戻ってきたのは、19₅1年のことで、満 ₆歳での小学校入学を控えた、 1月であ
る。原爆に遇った我が家は傾きながらも倒れずにいたが、そのままで貸してくれ
という人があり貸していた。戻ってきたとき、わたくしの記憶の力は十分に備わっ
ていた。
　このアパートに住むことになった住人は、復員した水兵さん、中国の青島から
無一文で引揚げてきた夫婦、広島で焼け出された人々など、家を持たぬ人の寄り
合いであった。皆が戦争による苦しみを背負っていた。ここでは井戸端会議はし
ばしば「ピカの時、何処におっちゃったん」という広島弁の疑問形から始まる。
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こうした会話から、また母の説明から、さらに祖父の体験談からわたくしの原爆
についての知識は蓄積されていく。中には、電車の中で吊革を持って立っている
人たちがいたので近寄ってみたら立ったまま亡くなっている人たちだった、とい
うすぐには信じ難いものもあったが、閃光を正面から浴びた人は鬼のように真っ
赤な顔になり腫れあがってしまいとても人間とは思えなかった話とか、多くの女
性の頭髪が風と砂で逆立ってしまったこと、体も多くは真っ赤か、真っ黒になっ
ていたことが細かに何度も語られた。アパートには風呂は付いていなかったから
銭湯を利用したが、風呂場では衣服に隠れた場所の火傷のケロイドがいまだよく
見られる時期でもあった。
　こうした広島での生活は必然的にわたくしの心の中におどろおどろしい原爆へ
の恐怖を形成してしまうことになる。その恐怖は原爆への忌避であると同時にお
ぞましいものへの好奇心をもともなっている。したがって、小学生の低学年の頃
から、講談社の『少年少女世界文学全集』を読み始め、読みふけりながら、成長
し、ポーランドで行われたソヴィエト軍によるカチンの森での ₂万人にのぼる軍
の将校ならびに知識人の虐殺、アウシュビッツを筆頭とするナチス・ドイツの₆₀₀
万人ともいわれているユダヤ人虐殺、日本軍が飢餓の中でおこなった食人という
共食い、すなわち、戦争の中で行われた悲惨で愚かな人間のおこなった所業を知っ
ていく。当時、巷には戦争を巡る話を扱う雑誌が数多く出回っていた。小学校の
高学年になると今では無くなったが、的場町の労働会館の地下に映画を見せる場
所があり、そこにも二、三人の同級生と出かけていた。穴場であった。
　恐怖にまつわる思い出では次のようなものがある。講和条約が発行した19₅₂年、
新藤兼人監督の映画『原爆の子』が公開された。映画館は福屋デパートの中にあ
り、エレベータの扉はまだ蛇腹式で、その隙間からは原爆で焼けたビルの煤が黒
く見えていた。スクリーンに₈時1₅分を示す時計が映って以降、視線を足元にやっ
て時間をやり過ごした。音声や会話から凄惨な場面が映っていないことは分って
いたが見られない。この映画は₄₀歳代にテレビで妻と子に囲まれて見ることがで
きた。暗い映画館の中では耐えられなかったのだ。
　同じく恐ろしかったのは、関川秀雄監督の『ひろしま』（19₅₃）である。街角の
ポスターで傷ついた三人の女子学生が崩れ落ちた屋根瓦の上に立っていたのがち
らりと見えた瞬間、体と心は凍り付き、拒否した。登校はハス田の中の道でポス
ターは無くてよかったが、下校時は級友と、焼け残った段原の町を通り抜けた。
ここにはあのポスターが何か所か在ったので、その場所を覚えて避けながら我が
家へと戻っていった。この映画を正面から見据えて対峙することができたのは₂₀11
年 ₈月である。そこで、誤りに気付いた。「傷ついた三人の女子学生」は、母の女
学校時代の同級生、月岡夢路が、どうしてもこの役を演じたいと、引き受けた配
役、「女教師」が「傷ついた二人の女子学生」を両側に抱き互いに支えあったシー
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ンだったのだ。この映画の観賞は、学校行事とならなかったのでずる休みせずに
済んだ。
　『ひろしま』はエキストラとして参加した、たくさんの市民や教職員組合の人々
の多くが直接原爆の被害を目撃し経験していたゆえに、監督の意図以上に、原爆
の惨状をより生々しく映し出していることに気づかされるのだ。そしてこの点に
この作品の存在意義がある。
　同様の恐ろしさは、小学校高学年にもなって続き、使っていた『少年朝日年鑑』
の中にある原爆被災者の写真に気付くと、その写真の前後₅₀頁くらいは怖くて開
くことができなくなった。この頃から ₈月 ₆日が近づくと体調を崩してしまい、
翌日からは薄皮をはぐように体力が戻るというのが慣となっていく。決定的打撃
は、中学校一年生のとき、 7月末の臨海教育で短い遠泳を完泳できたあと、体力
を使い果たし黄疸に罹り、ついには中電病院に入院してしまう。
　次第に恢復してきたのは大学に入った頃からで、体の成長のゆえか、広島を離
れたことも関係していたのか、原爆についての俳句、短歌、詩作品が読めるよう
になってきた。しかし、この頃になって体験したのは、夏になり暑い夜などに「広
島で」考え事をして眠ろうとすると恐ろしくなり、暑い中、汗をかきながらも窓
を閉めて寝ざるをえない体験を何度かするようになった。エアコンはまだ珍しい
時代である。直線的な恢復ではなかった。井伏鱒二氏の『黒い雨』（19₆₆）を読む
ことができたのは、発行後 ₃年ぐらい経過した、京都から広島に戻り、大学院生
時代の ₃年目であった。この作品の中に、わたくしの親戚の姿が描かれており、
手記を書いた重松氏に電話したことがある。この親戚、わたくしの従姉妹の祖父
は、そこに描かれている自分の姿は嘘だと、にべも無く否定したが、重松氏の方
は「そうでしたか」と返事されたきりで、反論は無かった。だが、重松氏の「祖
父」に対する印象は書かれていた通りであったのだろうと思う。
　わたくしは₃₀歳から₃₈歳まで松山の町で生活した。その折、体調も良かったの
で、₈月 ₆日の変調を克服しようと、19₈₂年の ₈月 ₆日に妻と子供₃人をともなっ
て、西日本で一番高い山、石鎚山、標高19₈₂mに意図的に登った。標高年として
松山では話題になっていた山である。重くて長い、恐ろしい鎖を掴み、小学生の
子供 ₃人も、時にわたくしを先導。土小屋からであったが垂直に近い崖を繋ぐ鎖
場も越えていくことができた。わたくし₃7歳である。

4　それから、そしてPTSD

　原爆の写真をまともに見ることができるようになったのは₄₀歳ごろからだ。こ
の頃世間では何か事件が起こると、PTSD（精神的外傷後ストレス障害）という言
葉を用いて、後遺症が残らぬように、専門の精神科医がテロ事件や、銃撃事件が
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起こるとその被害者に付き添うニュースが流れるようになった。PTSDは辞書的
には、精神医学の専門用語で19₈₂年に初出とある。すなわちこの年あたりに確立
された概念といってよい。₂₀世紀に、第一次、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ヴェ
トナム戦争を体験し、「シェル・ショック」を見てきた世界、とりわけ、ヴェトナ
ム帰還兵の間で問題症状が顕わになったアメリカで、PTSDの概念は成熟し全て
を説明する魔法の語彙、概念となった。さらに今日では PTG（post-traumatic 
growth）なる概念を用いて、PTSDの解消、克服ないし超克が語られるようになっ
ている。わたくしの、原爆に対する恐怖は、PTSDの言葉で表され定義されてい
るもの、例えば「フラッシュバック」などは少し異なっているようにも思えるの
だが、この概念規定語彙を用いて説明すると腑に落ちて、わたくしなりに、納得
している。一番大切なことはこのような語彙が顕す状況が発生する状態が起きな
いことに尽きるのだ。
　けれども、わたくしが自分の「ある被爆体験」を学生に語るとき、PTSDの言
葉を使い説明をし始めためたのは、₂₀₀₈年 ₃ 月に停年となってからである。₆₃歳
になっていた。原爆への恐怖心がほとんど取り除かれたかなと感じる体験をした
のは、実は被爆して₅₀年が経過したとき、₅₀歳の時であった。
　199₄年にわたくしは英国ケンブリッジ大学のクレア・ホール学寮のフェロウと
なり、文部省在外研究員として滞在した。この大学には約₂₀年前に英国の奨学金
を得て、しかも広島カープ初優勝の年、大学院生としてトリニティ・ホール学寮
に属し研究する機会を持ったことがある。専門分野の研究においては重要な時間
であったが、原爆そして被爆のことは、在英中、誰にも話すこともなく、ケンブ
リッジの市立図書館で、ある日、『黒い雨』（多分、ジョン・べスターの翻訳版で
19₆9刊行）を読み、心に浸み込むように読んだのを覚えている。C.P. Snowの解題
がついていた。199₄年の夏は、それとは違ったものとなり、強く、深く考えさせ
られることが二つ起こったのだ。
　この年の英国滞在には妻と浪人中の次男をともなっていた。が、わたくしの母
の肺癌が進行し最後となる入院となった。そこで、わたくしの母の最期を看取り
に病院に泊まり込むため、妻に帰国してもらうことになる。 ₆月₂9日、妻を空港
に見送り、7月 ₂日、誘われていた「自伝」の学会に参加した。学会では、ホマー
トン・カレッジに赴いた。ボーボワールとサルトルの伝記を書いたエドワード・
フルブルック（Edward Fullbrook）による講演や、英国労働党における最も有能な
女性国会議員だと現在もいわれるバーバラ・キャッスル（Barbara Castle）が、大
学時代に講義を書きとるため自ら考案した速記法でキャラハン内閣の議論の内幕
を書きとめ発表した経緯について講演したあたりまでは、何事もなかった。
　ところが、「自伝のワークショップ」に移動して、わたくしの失策に気付いた。
英国の小説家ディケンズは、「自伝」を書こうとして、途中で失恋の痛みと悲しみ
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のあまり書き続けることができなくて、それを破棄し、新たに「自伝体」の小説
『David Copperfield』を書いているし、後にもう一度「自伝体」小説『Great Expec-

tations』を試み、出版している。これらの点を話し合えたら、というのが「ワー
クショップ」参加の動機だった。男性はわたくし独りである。1₅人ばかりの参加
者が白紙にしばらく自らの自伝を書き、それを回収して他人の文章を読み上げる
ことになったとき、わたくしのものが読まれ、そこにいる皆は沈黙に包まれた。
この学寮は、フェミニストの集まりと噂されるほどの学寮で、参加者の多くも他
人の痛みに敏感に反応したのだった。
　翌日、わたくしをこのミニ学会に誘った、隣に住むこの学寮のフェロウ、ジュ
リア・スウィンデルズ（Julia Swindells）から声をかけられた。「昨日の集まりで
大きく寄与したそうね」という。後に彼女が編集した『The Uses of Autobiography』
（Taylor & Francis, 199₅）の中で、このミニ学会の様子が纏められたが、わたくし
の記した「『書くこと』の内容は必ずしも真実とは限らない、微妙なものだ」との
文章が引用され、わたくしの参加と存在が皆の心を動かしたと記されている。被
爆者の存在そのものが、知識ある人々には波紋を引き起こしたのだ。
　 ₈月 7日（日）には、広島と長崎の追悼記念日が行われると知り、夜 ₈時半過
ぎに次男と行って見ると、₅₀人以上の人々が集まり、広場ミッドサマー・コモン
に沿ったケム川で沈黙のうちに「灯篭流し」が行われた。ここでもスウィンデル
ズ女史と夫の労働党の市会議員ベンがいた。このときは、わたくしの方が深く感
動した。「自伝」についての学会でわたくしの被爆体験が人々の心を深く動かし、
ケム川での灯篭流しに深く感動したこと。これが、199₄年のケンブリッジ滞在中
の、二つの大きな体験だった。
　199₅年の春は激しい鬱症状とともに始まった。原因は自分でも分かっているが
個人的、家庭的、社会的要因がないまぜになっていた。大学入学時に体験した鬱
に続く二度目の鬱だが、昔はノイローゼという言葉で説明されていた。ところが、
二度目のこのときは、幸か不幸か、₄₀歳で自死した ₅歳年上で兄のように接して
いた先輩の、妻の方が、ある精神科病院で事務を勤めておられ、それを頼りにす
る形で早めに受診をしたため、薬物療法により素早く立ち直ることができた。劇
的な効果が薬により得られ、講義や研究を休むことなく続けられたのは有り難かっ
たのだが、一方で、それはわたくしにアグレッシヴな側面ももたらした。
　199₅年の夏に、英国の新聞『ザ・ガーディアン』の₃₀歳前後の記者エドワー
ド・ピルキングトン（Edward Pilkington）が、広島と長崎の原爆₅₀周年の取材にヒ
ロシマにやってきた。「フォーリン・プレスセンター」を介して、中国新聞社国際
部長の六拾部忠紀氏とともに、わたくしと接触したのは 7月₂₃日（日）のことで
ある。ヒロシマ入りをする前に、新版の英語版『ヒロシマ・ノート』を読み、大
江健三郎氏とのインタビューを済ましていた。そのインタビューを含めて彼は1₃
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本の記事を送り出している。行きがかり上、我が家に ₅泊し、その後 ₈月 9日の
長崎の原爆の式典を終えて彼は帰国した。1₃本の記事は、R.ゴールディング教授、
ベルリン自由大学で教鞭を執っていたディケンズの英国人研究者で、『ザ・ガー
ディアン』に直接あたり、調べて切り抜きを送ってくれた。
　ピルキングトン氏はわたくしとわたくしの父、そしてわたくしの息子の意見を
対比して、 7月末ごろに掲載された記事を書いた。同じ家に住む三世代は、父は
昭和天皇に敬意を抱き、わたくしは厳しい見方をし、息子は「僕は、会社のため
には働かない」という家族だ。わたくしの激しい意見を聞いて、彼はわたくしの
ことを “a stubborn free thinker” と呼んだ。このフレーズを NHKは「ラジオ深夜便」
で「（植木さんは）頑固な自由主義者」と日本語に訳して放送し、入院中の義父を
看病しつつ、ついウトウトしていた、わたくしの小・中の同級生で、同じく負傷
した被爆者の間田（旧姓・波田）さんを不意打ちにして起こしてしまう。この記
事は、ディケンズ研究の世界では、世界で先頭に立って研究をしていた、M.スレ
イター教授（ロンドン大学にヴィクトリア朝英文学の教授職が初めて設けられた
とき、このポストに任ぜられた人物）の目に留まり、驚いてコピーを送ってくれ
たが、その頃英国にいた日本人研究者の一人で、教え子でもあり、わたくしの家
族をよく知る金城学院大学の楚輪松人先生にも意見を訊ねている。楚輪君は記事
を読んで「表現の自由が保障された当今とはいえ、先生の側で、相当の決意がな
されたのではないかと想像します。しかし、世代間の相違に関していえば…父君
の側により同意できます」と書き、 ₈月 ₅日付の手紙を英国から郵送してきた。
わたくしの顔写真の付いたその新聞は、驚いた英国人の知り合いが送ってくれ、
今もわたくしの自宅に複数残っている。
　その記者がヒロシマ滞在中に「平和記念資料館」を案内することになった。そ
れまで、英文研究室への外国からの訪問客を「資料館」に何度となく案内したが、
中に入ることは恐ろしくて、入り口まで行き、出る時刻を打ち合わせて、出口で
待っていた。ピルキングトン記者を、六拾部氏とわたくしが案内する名目で、実
はわたしは付いていったのだ。ところが、中に入ってみると、被爆直後の暗い中
を傷ついた人々がさ迷うジオラマは直視し難いものだったが、ほかの展示品や写
真は全て既に知っており見たことのあるものだった。住友銀行の石の階段の上に
焼き付けられた人の影、窓ガラスの破片が突き刺さった白い壁、ガスタンクに残
された人の影の写真、それらはすべて知っていた。PTSDはこの時を境に少し楽
になった。₅₀歳の夏、199₅年の夏である。しかし、すでに述べたように、自分の
変化を PTSDの言葉で説明し始めるのは₂₀₀₈年ごろからである。
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5　新しい展開

　199₅年1₂月、広島市議会で市民局長が、平和公園内のレストハウスは三階建て
の地上部分は取壊し、生存者が一名いた地下室部分は保存する方針を明らかにし、
そのことが報道機関によって報じられた。寝耳に水であった。1₃日の朝、新聞で
知ったわたしは、すぐに心当たりの友人数人に電話で事情を照会したら気になる
話が出てきた。地下室部分について、市の経済局長をしていた高校の同級生が、
「地下室は保存されても、現在地ではないかもしれない。移動させて保存というこ
ともある」いうのである。彼はそれ以上いわない。友人の発言は、現在考察する
に、当時その構想が明確になっていた、国が地下に建設する祈念館と「レストハ
ウスの地下室」が結ばれる可能性の示唆であったのではないかと思う。なぜなら
ば、あの頃の市長の発言を今新聞などでたどると「原爆の実態を立体的に保存し
展示する」という言葉が頻発しているのだ。そして、唐突と思える三階建のレス
トハウスの解体と、地下での建築が話題になるのは、今から考えると、原爆ドー
ム世界遺産登録が深く絡んでいたことは間違いない脈絡だとおもえる。いったん
登録されると現状変更は難しいものになるからだ。
　市のレストハウスのことが、気がかりだったのは、一つは、日赤病院が建て替
えられたときの、原爆被害を標す窓枠などの保存が、わたしから見れば哀れなほ
ど惨めな展示になっていたからである。わたくしは戦争中に日赤病院で生まれ、
戦後に弟が幼くしてここで亡くなった。恐ろしくて近寄らぬようにしていたのは、
窓ガラスの破片が突き刺さった痕の残る白壁のある階段だった。日赤・原爆病院
の建て替えがさらに進められると、保存された部分は血液センターの敷地に移さ
れ、今では病院の元の敷地には偲ぶ縁も無い。二つ目は、元安橋が199₂年かけ替
えられたとき、橋幅が広くなったのだが、そのため新しく設けられた歩道を延長
するとレストハウスの北面の外壁は歩道とぶつかることに成り、危惧の念を抱い
ていたからである。199₅年暮れの市長の「解体」方針を知ったときのわたしの反
応は、やっぱりそうかとの思いと、平和公園の中にある戦前からの生きて使われ
ている市所有の建物を何故という疑問と、憤りだった。
　19₂9年に「大正屋呉服店」として、増田清氏によって設計され、清水組によっ
て建築された建物と、その経緯は現在、いろいろな文献で紹介されているので詳
細は省く。これは終戦前から燃料会館として、戦後は、広島市東部復興事務所と
して使われその後レストハウスとなっている。増田氏が当時、広島市の嘱託であっ
たことと、氏が関東大震災後の建築法を東京帝大で学んだことの二つの点は留意
しておきたい。このことは、元の広島市役所、本川小学校、第一勧業銀行、そし
て大正屋呉服店の鉄筋コンクリート造の建物として、いずれも原爆を生き残り、
戦後長らく使用に耐えたことと関連している。耐震性を高めるため松の木をびっ
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しりと縦に打ち込んでいた構造から、₂₀₀1年の芸予地震のさいもレストハウスに
は被害が発生していない。建築当時は上空からの圧力は計算外で雨水の溜まった
写真が多く残っている。
　わたくしはシェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』に現れるアントニーの
「ブルータスは高潔な人」という発言を何度も繰り返す有名な演説を、もじって
「平岡市長は〇〇にして高潔な人ですから」を響かせる、「解体反対」の抗議文を
作り、市役所前で撒くことにした。平岡氏は市長になっても電話番号は公開され
市民が電話をかけると直接対応しておられたし、市長になられる以前に『無援の
海峡―ヒロシマの声 被爆朝鮮人の声』（19₈₃年）という、朝鮮人被爆者に目を向
けた啓発の書を表しておられるから、「高潔な人」と書いたのだ。シェイクスピア
のリフレインのレトリックは聴衆のローマ市民に疑いを発芽させるしかけである。
わたくしは、1₂月₂₅日大雪の西条から戻り広島で₄₀₀字詰め原稿用紙 ₅枚に文章を
纏め、妻に清書してもらい、我が家の動きの遅いコピー機で1₀₀部を用意。翌日の
午前 ₄時に完成。朝 7時半から市役所前で、内容に賛成してくれる妻と二人で小
雪の中、ビラを撒いた。すぐに1₀₀部はなくなった。
　ビラを撒くことは、市の公文書館で働いている友人に市役所内の各新聞社の連
絡箱を通じて知らせておいたが、取材は『中国新聞』社だけだった。でも、写真
を撮り、長文の文章は持ち帰ってもらえた事が次の展開に繫がった。翌日の新聞
に妻がせっせとビラを配り、夫がレストハウスの拡大写真を首にかける姿が写真
となり、記事となる。1₂月₃₀日の『中国新聞』の読者の声の欄には元広島平和記
念資料館の館長をされたことのある、高橋昭博氏が「レストハウス保存は逆効果」
の見出しの下に、建物が「被爆当時の惨禍を留めていないから」原爆の被害は大
したことはないと、後世の人に思われはしないかと心配されている。高橋昭博氏
は広島市立中学校での父の教え子にあたり、ある時、父のことを「厳しい先生だっ
たなー」といわれたことがある。その雰囲気からは、英語の教師ではあっても、
軍国的な厳しさを持つ父に、否定的な響きをわたくしは感じ取った。ただし、昭
博氏の奥さんの姉妹と父は障害児教育を通して深い交際があったことは記してお
く。広島の町は広くて狭い世界でもある。わたくしのビラは新聞社に持ち帰って
検討された結果、長すぎるし、文章が戯れ文調になっているので普通の文章にし
ていただきたいとの要請を受けて、書き改めた。「レストハウス解体撤回を―復興
の象徴全容後世に」が「中国論壇」に199₆年 1 月1₅日に載る。このおかげで、わ
たくしの考えは多くの市民の方に届いた。
　こうした経緯を経て、中国新聞社の薮井和夫氏と連絡を取りながら ₂月17日に
広島市の国際会議場の地下で「ピース・クリエイト・シンポジウム―₂1世紀の平
和公園を考える」を開催することになる。この会でのアイディアの多くは薮井氏
が発案された。コーディネーターは広島市立大学国際学部教授の金沢寛太郎、平
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和公園と建物の解説を石丸紀興、市長の代理の形で山田康・広島市民局長（高等
学校の ₅年先輩。私が頭を下げて出席をしていただく）、筑田哲雄、松元寛、直野
章子、高校生の平和ゼミナールの生徒さん二人、そして植木研介の 7人のパネリ
ストが出そろった。
　いっぽうで、 1月₂7日（土）の、婦人教育会館で開かれた原爆遺跡保存運動懇
談会主催の会での話を求められ、そこで、保存懇が中心となって数年前からレス
トハウスの解体を恐れ、保存を望む署名運動を展開しており、市長は、その ₂万
7₀₀₀筆の署名を無視して、解体の方向に舵を切ったことを知る。また、元大正屋
呉服店を保存する会のあることも知った。現在、わたくしは、両組織の世話人を
務めている。199₆年 ₃ 月に入ると、公明党の市会議員によって、199₄年度の終わ
りには、広島市は清水建設に諮って、保存の可能性を探りいくつかの耐震工事の
経費の比較を行っていたことがあきらかにされ、19₂9年に建設された当時の詳細
な設計図も残っていると判明。また、 ₄月 ₈日の広島市立大学の入学式で、市長
の祝辞の際、父兄と市長の間でやり取りがありそれが報道された。平岡市長は早
稲田大学を卒業したとき、ドイツの作家カフカの小説を研究され卒業論文とされ
ている。文学の持つ力の可能性を信じておられる市長は、佐々木禎子さんの千羽
鶴の話が世界に広まり、千羽鶴が平和にむかう力のシンボルとなっていることを
讃えて、被爆建物にこだわる人々を「建物信仰派というか、建物を残せば平和が
来るという観念論」者と認識されているのである。
　原爆ドームの世界遺産登録への請願署名が199₄年には全国で1₆₅万人を超える盛
り上がりとなり、199₅年 ₃月には、これを可能とする日本国内の法律整備が整い、
₆月にはドームを国の史跡として指定し、続いて、政府は 9月に原爆ドームを世
界遺産に推薦した。広島市の中ではレストハウスに関しては、保存と解体の二つ
の意見がせめぎ合っていることは、市民の中でも知られていた。ところが世界遺
産への登録の日程が現実の視野の中に入ってくると市は結論を出さざるを得なく
なってくる。その中での決断が市長や周りの人々の判断を誤らせたようにわたく
しには思われる。199₆年1₂月初旬に世界遺産への登録が世界遺産委員会によって
なされた。原爆を生き延びた建築物を有意義な文化遺産と見ることができるかど
うか、見解の相違が顕わになったのだ。
　保存懇は月に一度のペースで研究会、集会を重ねていき、署名活動も行ってい
く、署名は ₂年後の1997年1₂月には ₈万₂₀₀₀筆を数えるほどになる。199₆年の活
動には吉永小百合さんなどからも応援の色紙などが届くようになり、11月初旬に
は広島弁護士会も「レストハウス解体計画を白紙に」という意見書を広島市に提
出する。11月の中旬には脚本家の早坂暁氏を招き、トーク集会を開いている。早
坂氏は、当時、『週刊新潮』に「花へんろ風信」を連載しており、1₂月1₂日号では
大正屋呉服店の問題を取上げ、原爆ドームのみならず、原爆に関連した建物、慰
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霊碑等をお遍路さんのように巡る案さえ提案されている。この1₂月初めに原爆ド
―ムの世界遺産の決定のニュースが入ってくる。11月末には署名は ₅万₂₀₀₀に達
していた。早坂氏は1997年 ₈ 月に原爆遺跡の遍路巡礼を被爆者である初代の江戸
屋猫八氏らと NHKの番組の中で試みておられる。
　原爆資料館の館長を介して、保存懇に、オフレコで会い、何が問題なのか話し
合いたいと平岡市長から話があり、国際会議場の三階のセミナー室で面会したの
は199₆年1₂月₂₄日のことだった。内容は秘密とされるとの条件で、広島市側から
市長と原爆資料館館長の二名が出席、保存懇から十名が出席した。オフレコとい
うのでメディアは排除かと思ったが、部屋の外には大きな新聞社の記者は皆そろっ
ており、中国新聞の記者も例外ではなかった。この会合にもかかわらず、1997年
₂ 月 ₄ 日の『朝日新聞』によると、新しいレストハウスに元のレストハウスの一
部を張り付け保存する方式を計画し、広島市は新しいレストハウス建築にまだ執
着していた。風向きが大きく変わるのは、世界遺産委員会の前議長で原爆ドーム
の世界遺産化に尽力したドイツ人の外交官ビルケンマン氏が平和公園を1997年 ₃
月 1 日に見て廻り、「『戦争の遺跡は本物でこそ記憶に残る』と、レストハウスの
現状での保存を希望した」との報道が ₃月₂9日の『中国新聞』で流された頃から
である。この年の ₈月 ₆ 日には『読売新聞』や『中国新聞』に、「日本の『文化
庁』からの　解体待った　レストハウス現状保存を要請」とのニュースが載る。
現実に市の保存工事が始まったのは₂₀1₈年のことである。
　こうした考えに共通する認識は『中国新聞』上で、199₆年 1 月1₅日のわたくし
の記事「復興の象徴　全容を後世に」、広島大学助教授の河瀬正利氏の ₄月 7日の
記事「市はレストハウス保存を―被爆語り継ぐ場に、広島近代化のシンボル―」、
そして広島大学名誉教授の小原誠氏の ₄月 ₈日の記事「問われる文化への意識―
近代建物の保存と行政―」に見られるもので、シンボルとしての文化的意義を、
的確に、文学の視点から、歴史学の視点から、建築学の視点から指摘している。
こうした近代の建物に対する見方は日本全土でここ₂₅年の間で大きく変化した。
1997年には広大の理学部 1号館（元広島文理科大学）の保存を求める動きも本格
化し、₂₀1₈年後半には、広島大学平和センターと広島市立大学の広島平和研究所
がともに入る方向で検討していると聞く。旧陸軍広島被服支廠跡地に建つ巨大な
レンガ造りに見える倉庫の保存利用にも広島県は前向きになっている。歴史的建
物保存の概念は共通認識に成長し浸透し出したのだ。

6　そして研究では

　岩崎文人氏を責任者として始めた、科学研究費による研究「GHQ/CCD（民間
検閲支隊）による検閲の実態―プランゲ文庫広島県雑誌₂₂₆誌の場合―」（₂₀₀₀年
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度～₂₀₀₃年度、報告書₂₀₀₄年 ₃ 月1₀日）（研究員：岩崎文人、植木研介、宇吹暁、
槙林滉二）、「続 GHQ/CCD（民間検閲支隊）による検閲の実態―プランゲ文庫広
島県雑誌₂₅₅誌の場合―」（₂₀₀₄年度～₂₀₀7年度、報告書₂₀₀₈年 ₃ 月発行）（研究
員：岩崎文人、植木研介、宇吹暁）はメリーランド大学が保管する検閲した日本
語の資料、プランゲ文庫のマイクロフィッシュを、科研費で購入し、それをA₄の
用紙に書きつけたものを読み解いて、検閲の実態に迫ろうというものである。「原
爆関係の表現には厳しい検閲があった」と、通常、認識されてきているが、研究
の結果は、「検閲はそれほど厳しくはなかったのではないかとの結論」に至ってお
り、占領軍は天皇制を象徴という形で存続させた処置の方により興味を示してい
るように思われる。われわれの研究の報告は科研費研究が継続中の₂₀₀7年 ₈ 月 1
日に、岩崎文人編「ヒロシマはどのように描かれ、どのように語られたか―GHQ/

SCAP占領下の原爆表現―」の中で纏められた。
　この研究から、アメリカの心理学者・ロバート J.リフトンが著書『Death in Life: 
Survivors of Hiroshima』（19₆7）の中で、「（広島の）英文学者」という人物は、桝
井迪夫氏であろうと、わたくしは判断している。19₆₂年 ₄ 月に彼が初めて広島入
り、京都で示唆された桝井氏に会い、桝井氏に手配してもらって7₀名ばかりの被
爆者をインタビューしそれを基にして書かれたという説明は、『Death in Life』の
中で説明されているが、「英文学者」が誰なのか説明は無いのだ。この大著は1971
年に、『死の内の生命―ヒロシマの生存者』と意訳され、桝井迪夫、湯浅信之、越
智道雄、松田誠思の ₄名の訳として出版された。共訳者はいずれも広島文理大な
いし広大で英語学・英文学の教育を受けられ、研究をされた方である。桝井迪夫
氏は広島大学の英語学者で中世英語の研究者として名高くアメリカのチョーサー
学会から招聘されて一週間の集中講義をされた。チョーサーの韻文作品の脚韻か
ら中世英語の発音に新たな知見を認めた先生の研究書は、現在でもチョーサー研
究の基本文献となっている。このリフトンの本は『ヒロシマを生き抜く―精神史
的考察』というタイトルで₂₀₀9年 7 月1₆日に湯浅、越智、松田の ₃氏によって翻
訳が見直された。発行者も朝日新聞社から岩波書店に変更。この再発行にあたっ
ては、中澤正夫氏の『被爆者の心の傷を追って』（₂₀₀7年、岩波文庫）が関係して
いると、わたくしは中澤氏の内容から判断する。
　『Death in Life』の中でリフトンは「英文学者は学生の動員先に遅れて行くのを
恐れて、用心して動員先に早めに移動していて広島の原爆を免れたこと」と「こ
の英文学者」はジョン・ハーシーの『Hiroshima』（19₄₆/₈/₃1）の日本への紹介に
熱心だったことが二度にわたって述べられている。岩崎氏をはじめとする私たち
はプランゲ文庫のマイクロフィッシュ精査の中で、雑誌『ひろしま』19₄₈年 ₆ 月
号、原爆特輯号において、詳しい『Hiroshima』の紹介記事が桝井迪夫氏によって
書かれているのを見出した。現在『ひろしま』のこの特輯号の日本での発見には
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至っていない。これからも追及したい研究課題だ。

【編集部より】本稿に示されている内容は植木研介氏の個人的な見解であり、広島
平和研究所とは無関係です。




