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巻頭挨拶に代えて

犠牲で生かされる者として―
共同体の紐帯としてのシンパシー
井上 忠男
（日本赤十字国際人道研究センター長）

災害のそれとは桁違いに多い。
小説家を夢見ていた若き日の司馬遼太郎（福田定一）は、
福田青年は、
「人の人生を台無しにするような権能を誰が

犠牲を強いるシステム
憂鬱で執拗なテロリズムが世界に蔓延している。まるで
国家に与えたのか」といぶかしむ。だが、大日本帝国憲法

二〇歳の頃、戦争に取られた。人生の夢を中途で断たれた
暴力のパンデミックのように。その犠牲者は、二〇一四年
に兵役義務があるのを思い出し、
「法治国家の下で平等に
３

なったことを誰もが喜んだのだから、不意の徴兵も仕方な

だけでも三万人を超える。
国際社会は、テロを戦争と位置づけ、
「テロとの戦い」が

て一〇年間にイラク、アフガン、パキスタンだけで三七万

した中で無辜の人々が犠牲となり、テロとの戦いが始まっ
き特攻隊員を慰霊し、平和の尊さを噛みしめる施設だ。そ

から六月にかけて沖縄の海に散っていった一〇三六人の若

先頃、知覧の特攻平和会館を訪れた。昭和二〇年の四月

い」と観念したという（
『司馬遼太郎の言葉』
）。

人が死亡し、うち二一万人が民間人と言われる 。また

こで目にした若者たちの遺書の多くには、国の魁となり犠

二一世紀の主要な戦争の一つになると見られている。こう

シリア内戦では二〇一一年三月から二〇一五年末までに

牲となった者たちの死への覚悟や家族への惜別の情が淡々

１

二六万人が犠牲になったといわれる 。戦争の犠牲は自然

見る思いさえする。

２

と綴られているが、中には運命の不条理へのやるせない思

話を本筋に戻そう。これら若者は戦争の犠牲者だが、そ
れはまた国家という巨大なシステムの犠牲者でもある。で

いや諦観を率直に吐露したものもある。
「人の世はわかれるものと知りながら 別れはなど

は、国民に犠牲を強いる権能を誰が国家に与えたのだろう。

４

近代民主国家の理念に影響を与えたジャン・ジャック・

てかくも悲しき」
（上原良司大尉）
隊員の中には死を前にして自然への極めて研ぎ澄まされ

「他人の犠牲において自分の生命を保存しようとす

ルソーは、こんなことを言っている。

〝あんまり緑が美しい。今日これから死に行くこと

る人は、必要な場合には、また他人のためにその生

た感性を持ち続ける者もいた。
すらわすれてしまいそうだ。

かって『お前の死ぬことが国家に役立つのだ』という

命を投げ出さなければならない。
」「統治者が市民に向

もうセミの声がして夏を思わせる。

とき、市民は死ななければならぬ。なぜなら、この条

真青な空 ぽかんと浮かぶ白い雲。六月の知覧は
〈中略〉小鳥の声がたのしそう。
「俺もこんどは小鳥

件によってのみ彼は今日まで安全に生きてきたのであ

ンクルは、収容所生活の中でも、夕日に染まり燃え上がる

シュヴィッツの体験を記した『夜と霧』の中にもある。フラ

話がちょっと逸れるが、こんな自然への美的感性はアウ

の贈物なのだか

からの条件つき

はやなく、国家

恵みだけではも

命は単に自然の

り、また彼の生

になるよ」
日のあたる草の上にねころんで杉本がこんなことを
５

雲に見とれる者や、水溜りに映える空を見つめて「世界っ

ら ……」
（
『社会

云っている。笑わせるな。
〟
（枝幹二大尉）

てどうしてこう綺麗なんだろう」と呟く者がいたという。

契約論』
）

国家が前面に押し

死と隣り合わせに身を置いても、
「もののあはれ」に感じ入
ることのできる人たちがいたことは極限状況の中に希望を
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同じような状況をジャック・デリダは、
「絶対的犠牲

伴う犠牲を不可避とすると考えた。

とになる。ホッブスの国家論の延長にあるルソーは犠牲を
（ sacrifice absolu
）
」と言い換えた。そして政治的、経済的、法的

出される戦争は、そこで生きる国民の犠牲を当然強いるこ
容認するだけでなく、
そうあらねばならないとも言う。
若き
秩序がうまく機能するためには「犠牲の恒常的な実行があ

８

準備のある犠牲の感情によって形成された、一個の大きな

は、
「国民とは、人々がかつて払った犠牲といまなお払う

また、国家と犠牲の関係に着目したエルンスト・ルナン

る」
（
『死を与える』
）と説く。

７

司馬遼太郎は、
この現実に目覚め兵役に得心したのだろう。

犠牲のない社会はない
そもそも民主社会は多数決の原理に立っている。それは
少数者の犠牲を意味する。だから民主主義は「犠牲の論理」 連帯」
（
『国民とは何か』
） であるといい、人間は共通の苦痛
民主的な国家においても、完全な機会の均等や結果の平等
めぐるものが多いのか。アメリカのパニック映画でも、人

それにしても、西洋の思想家の論考には、なぜ「犠牲」を

を体験することで連帯感が強固になると考えた。

を保障することは不可能である。そこで政治の要諦は「犠
類を救うために犠牲となるヒーロー像が美化されパターン

の上に立つと言える。自由や民主主義、平等な権利を謳う

牲の除去」ではなく「犠牲の最小化」にあることになる。か
だけでなく、それを不可避と考える思想があるのではない

つて菅直人総理は、
「最小不幸社会」の実現を標榜したが、 化されている。どうも西洋思想の根底には犠牲を肯定する
それは不幸（犠牲）の存在を認め、万人の等しい幸福など不
か。その原型はどうもキリスト教文化にありそうだ。
人類の罪を背負って十字架にかかったイエスは、人類の

可能なことを言外に認めている。
フランスの哲学者ジャン・ピエール・デュピュイは、
「あ
罪を贖うための「犠牲」の象徴となった。イエスの死（犠牲）

６

らゆる選択は犠牲である」といい、
「経済学は犠牲の合理
的な管理」
（
『犠牲と羨望』
）のことだという。デュピュイは、 という代償により人類は神から離反した罪を赦され、十字
（
「生贄の喉を切る」 架上の死を自分の罪の贖いと信ずる者は救われることにな
decidere

る。この「犠牲と救済」の構造は、西洋思想に地下水のよう

（決断）
の語源がラテン語の
decision

の意）
であることに言及して、政治の決断（選択）は、それに

で、至るところにある。結局、
「犠牲のない社会はない」と

では、犠牲になる者とならない者はどうして決まるのか。

犠牲と生の偶然性

いうのが世の真実だといわざるを得ない。

に底流している。
旧約聖書を共有する一神教のユダヤ教やイスラム教社
会も例外ではない。
ＩＳの自爆テロ、
異教徒の残虐な斬首も、
神に犠牲をささげる
（
「生贄の喉を切る」
）
の行為に通
decidere
じるものを感じる。
必ずしも一般化はできないが、
一神教の
世界では神への義が徳目の第一であり、そのための犠牲は

神に喜ばれ、犠牲となった殉教者は天国で神の祝福を受け、 実は、それは単なる偶然でしかない。イギリスの哲学者デ

れた。
どのような社会にも国家の犠牲者が報われるシステ

国家の犠牲者を靖国神社で神として祀る儀式に置き換えら

身に起こる出来事」といったような意味である。

因果関係の有無ではなく、
「自己の意思を超えてその人の

信じるのは無知だからだと言ったが、ここでいう偶然とは

殉教者は報われるという構図がある。同じことが日本では、 ビット・ヒュームは、この世に偶然など存在せず、偶然を

ムは備わっている。
それが無ければ国家の紐帯が綻びを見

る世界の相互依存構造は、一旦、このブラックホールに吸

こには普遍的に犠牲が存在する。特にグローバル化で強ま

のは国家だけではない。どのような社会（共同体）にも、そ

戦争は国家と犠牲の関係を際立たせるが、犠牲を強いる

例にとるまでもなく、自分の出自を自らの意思で選び取っ

ずらに過ぎない、ということである。インドのカーストを

るかは、本人の意思とは無関係で意思を超えた運命のいた

農の子として生まれるか、ビル・ゲイツの子として生まれ

ある日突然犠牲者となる。あるいは、ある人がインドの貧

テロや震災の犠牲者は、誰もが自分の意思とは無関係に、

い込まれたら、いかなる国家も個人もそこから抜け出すこ

た者は誰ひとりとしていない。その意味で人間は誰もが
「偶

せ、
誰も大義のために犠牲になろうとは思わなくなる。

とはできない。そうした中でその恩恵を享受する者がいれ
テロや戦争の犠牲者だけでなく、福島原発や沖縄の基地問

者がヴァルナを考えたならば、
［人は］生まれながらにして

ビールは、ヴァルナ（カースト）差別を批判して、
「もし創造

ばその弊害を受ける者もいる。こうした「犠牲の構図」は、 然（運命）の子」である。一五世紀のヒンドゥー教指導者カ
題あるいは派遣切りや温暖化で沈みつつある小国に至るま

おぞ

がルワンダの部族紛争でも再燃した。これは人間性に対す

［額にシヴァ派の象徴印の］三本線をなぜ付けてこないのか。 なった。そして言語に絶する殺戮が行われた。同様の論理
９

〈中略〉賤しき者は誰もいない、賤しいのは口にラーム（真
「生の偶然性」に目覚めると、人は「同じことが自分にも
の理解や想像力の欠如から生ずる。そして社会に宥和では

義と悪の枢軸といった二項対立の設定は、社会と人間性へ

実在）
がいない者。
」
（
『ラマイニー』
、
橋本泰元）であると説いた。 る悍ましいほどの無知である。敵と味方、自分と他者、正

起こるかもしれない」と考えたりする。運命の巡り合わせ
異なる他者に優しく寛容になれるかどうかは、
「生の偶

なく緊張の種を生む。

ある。言い変えれば、生の偶然性を意識することは、
「他
然性」への認識に基づく、自他の生のはかなさや無常を感

で、誰もが相手と同じ立場に置かれる可能性があるからで
者の中に自分を見ること」でもある。六道輪廻を信ずるイ
共感の心

と無縁ではないだろう。日本人は

じる心

―

ンド仏教では、動物の中に自己の前世や来世を見て、生き
そうした感性が比較的豊かだったし、それが社会の極端な

池澤夏樹は、日本人観について次のように書いている。

古事記など多くの日本の古典を現代語訳してきた作家の

無縁ではないように思う。

―

物としての衆生の不殺生を説く。自分と同じ輪廻、運命を
緊張や混乱を抑制してきたように思う。外国人が驚嘆した

アヒンサー

分かつものとして人や動物を見る感性は、当然、他者や人
震災時の日本人の沈着さ、冷静さ、秩序ある行動はそれと

すじょう

間以外の生物への共感や寛容な態度につながるだろう。
他方、一神教の世界ではこうしたマインドは稀薄で、自
他不二あるいは自他合一という考えは乏しい。自己は他者
とは全く別個の自律的存在であり同化することはない、と
「こんなに戦わない民も珍しいと思った。もちろん、
話はいくつもある。しかしそこまでなのだ。邪魔な者

いうのが西洋思想の伝統を受け継ぐ個人主義の考え方であ
民族紛争が激しかった旧ユーゴでは、セルビア系住民は
を排除した後で相手の一族皆殺しという展開にはなら

殺し合いはある。天皇位を争って兄弟が武器を取った

イスラム教徒をまったく「同じ人間」とは考えなかった。そ

ない。いつも小競り合いの範囲に収まってしまう。こ

る。結果、強烈な個の主張が際立つことになる。

れが、
「人間は人間を殺してはいけないが、彼らは人間で

の島の中では島原の乱と一向一揆まで数万の単位の人

互いの「生の偶然性」の認識は、他者に対する同情・共

共同体の紐帯としてのシンパシー

はないから殺してもよい」という論理に道を開くことと

が一方的に殺されたことはなかった。これは世界の歴
史上では実に稀なことである。……改めて全体を見て、
なんと平和的な民であるかと思った。他の国の文学史
に比べて戦記や武勲詩の類が少ない。それ以前に、人
こうした穏やかな文化を多様な価値を受容する日本的文

の中で得られた成果と見るかで社会に対する解釈は大きく

や地位を自分だけの努力の結果とみるか、他者との関係性

感（ sympathy
）
の感情と大いに関係がありそうだ。自分の成功

化と重ねる学者もいる。宗教学者の山折哲雄は、戦争や災

異なる。インドのカースト制度の悲劇は、高位のカースト

を殺す話が少ない。
」
（
『あんじゃり』
、二〇一四）

害などの危機に際して、多様な価値観を柔軟に応用して生

が「自分も別のカーストに生まれたかもしれない」という
「生の偶然性」に対する想像力をほとんど持ち合わせていな
マイケル・サンデルは、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョ

いことにある。

いの生のはかなさに思いを馳せ、縁や偶然を大事にして生

ブスなどの社会的成功は、彼らだけの努力の賜物だろうか

になる条件とは、すべての人間が他者の姿を自分の中に

Ｆ・リオタールのような学者がいる。彼は、
「人間が同類

た認識が人権意識の醸成と無縁でないことを説くジャン・

ことを抑制してきたのではないだろうか。西洋にもこうし

を生み出し、日本社会が極端な対立や殺戮の連鎖に向かう

援者の支えや国の制度的優遇、そして何よりも「運」という

代の状況が味方したこともある。また銀行を始め多くの支

スを必要としていた時代に運よく生まれたという僥倖、時

に過ぎず自分の手柄ではない。事業の成功も、彼のビジネ

力は必要だが、才能さえも親から遺伝的に引き継いだもの

「そうではない」と主張する。個人の才能と努
う。そうした感受性が相手への自他不二の思いや共感（同情） と問いかけ、

きようとする思いは日本人の精神的な核となってきたと思

偶然、何かの縁でこの世に生を受けた者同士として、互

析する。

き延びてきた日本的構造が社会の安定に寄与してきたと分

10

持っているという事実である」
（
『他者の権利』
）と言っている。 僥倖に恵まれたこともあるだろう。いかなる成功も個人の
努力のみに帰すことはできない、
というのが『正義（ Justice
）
』

12
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における彼の主張である。
グローバル世界という現代的な視点からも、地球社会は

他者への態度が導かれる。
佐伯啓思は『自由とは何か』 の中で、「生とはあらかじめ

として繋がっているともいえる。私たちの生は、誰かの犠

かれたという点で時間を超えて過去と現在は犠牲を仲立ち

また今日の日本の繁栄は、先の大戦の多くの犠牲の上に築

うほかない。そして、
偶然、
犠牲にならなかったものは、
偶然、

性を説く。結局、
人は「何か」によって生かされているとい

死者たち、
犠牲者たちが横たわっている」という認識の重要

ある。この偶然性の根底には、われわれの『生』に先行する

日本語にはこうした人間同士の関係性をうまく表現した言

牲（それを他者の労苦と置き換えてもよい）の上に成り立たざ
さらに言えば共同体社会は、
「無意識の信頼」の上に成
葉がある。それが「お互い様」や「お蔭様」の思想だと思う。

犠牲になった身代わりに対する責任を共有することになる。

り立つ。私たちが、スーパーの食品を何の疑いもなく食べ
グローバリズムは、社会の相互依存構造を強めるととも

うした認識から、共同体の一員として生きる一人ひとりの

者への支援は結果として共同体への信頼を強固にする。こ

る暗黙の信頼は崩壊する可能性がある。だからこそ、犠牲

頻繁に裏切られる社会だとしたら、共同体を結びつけてい

ない、といった暗黙の期待につながる。もし、この期待が

なった時に共同体の誰かが手を差し伸べてくれるかもしれ

黙裡に信じているからである。この法則は、自分が犠牲に

害を加えようとして行動する者は通常ありえないことを暗

人々の行動は、基本的に「善」の法則で支配され、他者に危

する」と指摘した。動物の中でも最も弱い存在である人間

様な社会（ communities
）
が最も繁栄し、最も多くの子孫を育成

やり（ sympathy
）
の強いメンバーを最も多く含んでいる、その

は、晩年の著作『人間の進化と性淘汰』 の中で「最も思い

『種の起源』で適者生存を説いたチャールズ・ダーウィン

りを深めることが結局は共同体の存続に繋がる。

て他者の中に自己を見る心を研ぎ澄ませ、他者への思いや

揺らぎ社会の基盤は不安定化する。混沌とする世界にあっ

出してきた。こうした社会が進めば、共同体の相互信頼は

体システムへのざっくりとした暗黙の信頼があるからだ。 に自己利益という経済的合理性だけを追求する個人を生み

たり、飛行機やバスの安全を疑わずに利用するのは、共同

るを得ない。

相互依存構造に組み込まれた一つの共同体となりつつある。 与えられた自明の事実ではなく、
それ自体が偶然の産物で

13

何か」らの論考を収録した『国民とは何か』インスクリプト、
福島・沖

インドのヒンドゥー教とイスラーム
『あんじゃり』二〇一四年一一月号、親鸞仏教センター発

について」を参照。

の〈境界〉と〈共生〉

―

盤』ノンブル社、二〇一六年に収録の橋本泰元著「異宗教間

多文化共生社会への思想的基

―

は、思いやりに基づく助け合いにより過酷な環境を生き延

『宗教の壁を乗り越える

―

縄』集英社新書、二〇一二年を参照。

一九九七年の他、高橋哲哉著『犠牲のシステム

14

びてきたというのがダーウィンの確信だった。この確信は、
自己利益を原理とする経済理論に「共感（ sympathy
）
とコミッ
トメント」 という視点を持ち込んだアマルティア・センの
思想にも引き継がれている。
戦争、災害と犠牲の絶えない混迷する時代である。人類

犠牲を巡る論考としては、エルンスト・ルナン「国民とは

９

ジョン・ロールズ他による『人権について』中島吉弘・松

行に収録の池澤夏樹「列島が我々を作った」を参照。

10

まを生き延びるための哲学』（原題

外国人、居留民、市民』
い

佐伯啓思『自由とは何か』講談社現代新書、二〇〇四年。

）
do鬼澤忍訳、ハヤカワ・ノンフィクション文庫、早川書房、
二〇一一年。

: Justice:what's the right things to

マイケル・サンデル『これからの正義の話をしよう

―

向山 恭一訳、法政大学出版局、二〇〇六年を参照。

セイラ・ベンハビブ『他者の権利

―

フランソワ・リオタールの論考「他者の権利」を参照。また、

田まゆみ共訳、みすず書房、一九九八年に収録のジャン＝

11

が生き残り、そして共生するためには、ダーウィンの確信
を人類の確信へと広げなければならないと思う。
注
米国ブラウン大学ワトソン研究所、 Costs of war, April, 2015.
シリア人権監視団、二〇一五年一二月三一日発表データ

による。
『没後二〇年司馬遼太郎の言葉』週刊朝日ムック、朝日新

同右。

ジャック・デリダ『死を与える』廣瀬浩司・林好雄訳、ち

出版局、二〇〇三年。

ジャン ピ
自由主義
= エール・デュピュイ『犠牲と羨望
社会における正義の問題』米山親能・泉谷安規訳、法政大学

―

新編『知覧特別攻撃隊』高岡修編、ジャプラン、二〇一五年。

聞出版、二〇一五年。

くま学芸文庫、二〇〇四年。

６ ５ ４

12

原題は、
The
Descent
of
Man
and
Selection
in
Relation
to Sex邦. 訳
は『人間の進化と性淘汰』ダーウィン著作集〈１〉
、長谷川真

筆者は京都大学名誉教授。

13

15

８

７

アマルティア・セン『合理的な愚か者』大庭健・川本隆史訳、

理子訳、文一総合出版、一九九九年。

14

勁草書房、一九八九年。

15
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特別寄稿

ビル・ブースビー

コンピューターの中から作動しているものを検知すること

で使用しているのだろうか？ 私は、それは不特定多数の

私たちは「サイバー」という言葉を普段どういうニュアンス

サイバーの問題は今日盛んに論じられるようになったが、

る。

小論文を寄稿するよう依頼を受けた。これはその論文であ

ルについて講義を持った。その後、講義の概要についての

らの依頼でサイバー戦争に適用される法とタリンマニュア

サイバー戦争における法とタリンマニュアル

ビル・ブースビー 元イギリス空軍法務部副部
長・准将。サイバー戦争に関する法のタリン
マニュアル作成のための専門家部会委員、同
マニュアル作成の CCD/COE
プロジェクト
起草委員会委員、
「敵対行為への直接的参加」
の概念に関するＩＣＲＣ専門家部会委員など
を務める。
によってか、他のコンピューターの機能にとって代わるこ
とによってか、または単純に二つのコンピューターシステ

赤十字国際委員会の招待により東京を訪れた期間中の

方法で他のコンピューターと相互作動させるために使用す

てかはともかくとして、一台のコンピューターを何らかの

はじめに

二〇一五年一〇月八日、私は日本の専門家及び学者集団か

マニュアルはそのどちらでもない。このマニュアルはサイ

ムが設計され、意図した通りに同時に作動することによっ

ることを意味すると考える。このことで、コンピューター

バー空間における戦争に関する法とは何かついての専門家
たちの見解を示すものである。マニュアルの中の太字で印

サイバー戦争

―

という概念が創出さ

―

れ、また、これらのコンピューターが相互に作動するプロ

字された箇所は、専門家の間で合意された規則である。他

を使用した戦争
セスの中で生じる「サイバー空間」という新しい人工的な環

の規則の法的根拠と意義を示すもので、専門家間で合意

方で通常の字体で印字された各規則に付随する説明は、そ

そこで次のような疑問が生じる。つまり、サイバー空間

に達した、または意見が分かれた関連する問題、もしく

境が生み出されている。
は無秩序な空間を意味するのだろうか。これは新しい未開

このマニュアルの評価すべき点は、ＮＡＴＯ諸国の専門

は、規則が定められた背景について触れている。その意味

家からの見解を大きく引き出したことである。他方でロシ

拓の地を意味するのだろうか。言い換えれば、サイバー戦

エストニア、タリンのＮＡＴＯサイバー防衛センター

アや中国といった国々は必ずしもマニュアルのすべての内

で、このタリンマニュアルは編集済みの一般書籍や他の論

（ Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, CCDCOE
）
が率いる専

争を規律するような法はあるのだろうか。この論文ではサ

門家たちは、これらの問題についての三年に渡る議論を経

容には合意していない。これらの国々は、国家が情報への

文集とは異なるものである。

て、二年半前にサイバー戦争に適用可能な国際法に関する

アクセスをコントロールする権利を持つ「情報空間」という

イバー空間における法について考察したいと思う。

マニュアル（タリンマニュアル）
を刊行した。ここで注意して

概念を主張している。

家の一般的な慣行、つまり国際慣習法である。このタリン

ことが法的に求められるという信念のもとに実行される国

協定、つまり条約である。もう一つはそのように行動する

れる。一つは法的拘束力を持つ文書化された国家間の国際

専門家集団（ＧＧＥ）が設置されている。その二〇一三年の

セスが進んでいる。国連総会には二〇カ国が参加する政府

障の視点から情報や通信分野での発展を考慮した検討プロ

タリンマニュアル以外の試みとしては、国際的な安全保

はないことである。国際法には主に二つのものから構成さ

おきたいのは、このマニュアルは国家を拘束する国際法で

14
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報告は、国際法、特に国連憲章のサイバー空間への適用に

力攻撃」また「自衛のための武力」という概念を論じる際、
全の維持という視点を忘れてはならない。この目的のため

ついて触れている。サイバー空間の国際的な安定、透明性、 私たちは国連憲章の主要な目的、つまり、国際の平和と安
信頼性の確立の必要性を訴える専門家たちは、サイバー空
に国家は紛争を平和的に解決しなければならない。その際、

仮に国と国との間で不測の武力衝突が生じてしまった場

間の信頼性を高める措置が、アクセスが自由で安全なサイ

いての拘束力をもたない規則を提案している。彼らは、既
合、それは国際人道法（一九四九年のジュネーブ諸条約）が適

国連憲章体制をサイバー空間に適用することは意義のある

存の国際法の義務は国家の情報技術の利用にも適用される
用される国家間の武力紛争、いわゆる国際的武力紛争の事

バー空間の実現に貢献すると主張している。その中で専門

こと、また国家の情報技術の使用に国際法がいかに適用さ
態が生じることを意味する。ここで注目しておきたいのは、

ことだろうか。私は意義があると考える。

れるかについて共通理解を持つことの重要性を指摘してい
国際司法裁判所が、
「核兵器の威嚇また使用の合法性につ

家たちは、責任者が明確なサイバー空間における行動につ

る。
いての勧告的意見」の三九節で、国際人道法は「使用される
兵器の種類に関わらずいかなる武力行使にも適用される」

ルがサイバー空間にどのように適用されるかについて考え

前提を明らかにした上で、次に、確立された国際法のルー
も適用されることが導かれる。そこで次に区別の原則が何

このことから区別の原則は、サイバー空間での戦争行為に

際人道法の基本原則である「区別の原則」にも触れている。

関連する法

る。国連憲章二条四項は武力による威嚇または武力の行使
を要求しているかについて考えてみる。

と指摘したことである。同じ判決の後段、七八節では、国

を禁止している。最も重大な武力行使の形態は武力攻撃で
えている。この自衛権は国家に付随する特徴の一つという

された第一追加議定書第四八条に定められている。同条は、

「区別の原則」の背景にある考え方は、一九七七年に採択

あり、それは被害国に自衛に必要な武力を用いる権利を与
意味で固有の権利とも呼ばれている。しかし、
「武力」
、
「武

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

る国際人道法の基本原則である。また、
区別の原則は
「攻撃」

道法の大部分をサイバー空間での行動に適用することが可

このサイバー攻撃の概念が受け入れられれば、国際人

4 4

に関する原則である。
「攻撃」の概念は同第一追加議定書第

能になる。そこで問題は、法が適用されるかどうかではな

不正プログラムを拡散するために「キーを押す」というもの

合には、ある問題が生じる。もし、攻撃者の行為の大半が

しかし、
「暴力行為」の概念をサイバー空間に応用する場

護するための注意を払わなければならない。さらに国の管

ての者は、いかなる時にも一般市民と非軍事的な目標を保

とが求められる。サイバー空間での軍事作戦に関わるすべ

は同議定書五七条に定められたすべての予防措置を取るこ

適用されるかということになる。具体的な人道法のルール

であれば、それを暴力行為と合理的にとみなすことがいか

理下にあるすべての紛争当事者には、サイバー作戦の影響

をいう。したがって、暴力行為が現実に発生し、それが実

にして可能なのか。タリンマニュアルの専門家たちは、死

から国民、民間の財産を保護するために最大限実行可能な

に着目すると、まず、第一追加議定書五一条四項により無

亡、負傷、損害または破壊といった形態は問わず、サイバー

あらゆる予防措置を取ることが求められる。サイバー攻撃

行されているのであれば、攻撃者が敵に対して攻勢を仕掛

攻撃とみなされる行為が暴力的な結果をもたらすか否かに

の概念が以上のように解され、結果として区別の原則がサ

差別な攻撃は禁止される。また、サイバー攻撃の実行者に

よると主張している。これは極めて納得のいく考え方だと

イバー攻撃にも適用されるのであれば、次の疑問は、サイ

4 4 4 4

思われる。例えばライフルの発砲を考えた場合、発砲する

バー「兵器」に適用される法は何か、ということである。

4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

4 4 4 4 4 44

成する要素は、標的が人であるか物であるかにはかかわら

この疑問に答えるためには、まずサイバー兵器の定義を

本人は単に引き金を引いただけであるが、暴力の本質を構

けるのか、敵の攻勢を迎え撃つのかは問題ではない。

あるか防御としてであるかを問わず、敵に対する暴力行為」 く、サイバー空間での特定の状況に対して法がどのように

四九条一項に定められている。攻撃とは、
「攻勢としてで

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4

ず、弾丸が標的に及ぼす結果にある。したがって、コン

4 4 4 4 44

「紛争当事者は、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用

ピューターを用いた暴力行為についてのこの解釈は、さほ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行

ど不自然なものとは思われない。

44

動の対象とする」としている。これは軍事行動に適用され
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実際的な解釈として、
「武力紛争において敵対する当事者

は「兵器」という言葉の定義がないことである。この言葉の

考えなければならない。注意しておきたいのは、国際法に

ターのノード（※訳注 サ: ーバー等のネットワークの結節点）を

定するために、攻撃目標となるネットワークやコンピュー

一般市民や民間の財産に対して予想される影響は何かを決

には、攻撃の危険を被る民間のシステムとは何か、また、

目標は、その攻撃の計画自体を公開することになり、敵が

に対し、負傷または損害を与えるために使用される、また

サイバー攻撃という概念は確かに、そうした結果を引
それを迎え撃つことになりかねない。私の見解では、例え

何らかの方法で地図上に示す作業（マッピング）が必要にな

き起こすために使用され、また意図され、もしくは設計さ
ばどのような付随的影響が生じるか、マッピングなしでは

使用することを意図した、もしくはそう設計された物、道

れたサイバー不正ウィルスにも適用可能なものだと思われ
予測できない場合には、サイバー上のマッピングは依然と

る。しかし、何らかのマッピングによって定められた攻撃

る。サイバー兵器の概念が意義を持つのであれば、兵器に
して義務となるし、それが作戦の障害になるのであれば、

具、またはシステム」というものが考えられる。

関する法もまた適用されることになる。
法に沿った他の適切な攻撃方法を見つけることが求められ
るだろう。もちろん、戦闘により生じた損害を評価し、サ

さらなる議論を進める前に、これまでの考察を簡単に振
を加える必要があるかどうか、また、そうであるならば、

ぜなら、サイバー攻撃の実行後にその目標にさらなる攻撃

ここまでの考察が意味するもの

り返ってみる。仮にサイバー攻撃を企てる者が予防措置を
その目標を再び攻撃することでいかなる追加の軍事的利益

イバー攻撃の影響を見極めることは非常に重要である。な

とらなければならないのであれば、それは攻撃の対象が区
が期待できるのか、その判断を下すことができるからであ
上に述べたとおり、国には、その領域内で生じる攻撃の

別の原則に照らして正しい攻撃目標かどうかを確認せずに
イバー攻撃を企てる前に、予想される市民の負傷、また、

影響を防ぐための予防措置をとる義務がある。これらの予

る。

民間の財産への損害を考慮しなければならない。そのため

つの基準にもなる。同様に、国の基本的インフラのネット

攻撃してはならないことを意味する。つまり攻撃者は、サ

防措置は早期に実行されるべきであり、まさにそのいくつ

かは紛争が発生する前に実行されることで効果を発揮する。 ワークの脆弱性を特定するためにも、サイバー空間での紛
もしれない。しかし、国は民間のネットワークを軍事的な

ンピューターにおいても十分な予防措置を講じることが望

他の賢明な予防措置としては、家庭用のパーソナルコ

争の特徴を十分踏まえておく必要がある。

利用から区別するために実行可能な措置をとらなければな

まれる。また、サイバー攻撃が発生した場合は、攻撃を受

これは当然のことであるが実行不可能な指摘に聞こえるか

らない。軍民双方の機能をあわせ持つ宇宙空間の衛星を例
そうした区別が可能かどうかは前もって検証しておくべき

技術者を二四時間待機させておくことが望ましいだろう。

させるため、紛争が生じている間は重要なインフラにＩＴ

にとると、それは実行不可能な場合もあるかもしれないが、 けた際にできるだけ速やかにバックアップシステムを稼働
だろう。同様に、管理機能を持つコンピューターシステム

イバー空間で秘密裏に行われる作戦において、民間の施設

を完全に払拭するものではないかもしれないが、例えばサ

区別しておくべきであろう。そうした区別は攻撃の危険性

に不可欠なものかどうかを検証し、インターネットからは

海洋交通のコントロール等といった国家の基本的インフラ

が引き出されるが、それらはここで論じたことを想起させ

されるいくつかの含意である。もちろん、より多くの考察

以上がサイバー攻撃への目標識別の法の適用から引き出

の準備を定期的に見直しておくことが重要になるだろう。

を講じておくこと、また、十分なウィルス対策と応急対応

トロールシステムのバックアップにより最大限の予防措置

が、発電所や送電線、浄水施設、ガスシステム、航空管制、 データは定期的にバックアップしておくべきである。コン

に対する影響を防ぐことにある程度は役立つだろう。
撃から保護するためには、それらの適切な管理がなされて

から考察すると、サイバー兵器が過度の損傷また不必要な

さて、サイバー兵器を法、とりわけ国際人道法の観点

るものである。

いるどうかも考慮しなければならない。サイバー空間での

苦痛を引き起こす性質のものであれば、その使用は禁止さ

こうした社会基盤に不可欠なネットワークをサイバー攻

紛争の特徴、規模は、まさにそうしたネットワークへのア

れることになる。同様に、サイバー兵器が、特定の軍事目

4 4 4 4 4 4

クセスコントロールがどの程度必要になるかを判断する一
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徴になることを指摘している。国際人道法ではあらゆる欺

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

標に目標を限定できないか、攻撃による損害や有害な影響
瞞行為が違法となるわけではない。つまり、市民や医療従

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

が軍事目標に限定できず、その性質から無差別的である場
事者といった国際人道法上、保護の地位が与えられている

4 4 44

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

合には、それを理由に禁止されることになるだろう。さら
者を装って敵を殺傷したりするような欺瞞は禁止され、国

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

に、サイバー兵器が環境に非常に深刻な損害を与えること
4 4 4 4 4 4 4 4

る。他方で、おとり作戦、偽装、及び法的な保護について

4 4 4 4 4

を意図して使用される場合、それは第一追加議定書三五条、 際人道法上のいわゆる「背信的行為」として戦争犯罪にな
五五条の環境保護に関する規則により同じく禁止されるだ
欺瞞的ではない同様の作戦（訳注 例: えば偽情報で敵を誘導す

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ろう。
4 4 4

4 4 4

る等）
は、
「奇計」として国際人道法上、合法とされている。

サイバー技術の性能は、将来、予測不可能な規模の欺瞞行

サイバー兵器に特別に言及した法というものはない。し
かし、新しい兵器の開発、採用にあたっては、第一追加議
為を可能にするだろう。その時私たちは、いかなる種類の
4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

者がシステムに接触したのか、いつシステムの機能低下が

は明らかである。システムの管理者にとっては、いつ侵入

ターシステムの強固な管理体制が決定的に重要になること

兵器、インフラ、その他の重要施設に不可欠なコンピュー

しかし、将来のサイバー空間での軍事作戦においては、

時点では明確な答えを持たない。

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

4 4 4 4 4 4 4

定書三六条に基づき、その兵器が国際人道法に合致して使
欺瞞が合法であり違法であるかという判断を、現在と同じ

4 4 4 4 4 4 44

用できるかどうかを検証し、それが法に反しないか判断す
ように適切に下せるだろうか。筆者はこの疑問に対して現

4 4 4 4 4 4 4 4 4 44

る義務を負うことになる。

サイバー戦争における法の将来
ここまでサイバー戦争と法にまつわる現状を簡潔に見て
きた。ここで将来についての考察を進めたいと思う。
イランにある核施設の燃料用遠心分離器を管理するコン

析も、
「欺瞞（ Deception
）
」が将来のサイバー戦争の最大の特

がサイバー攻撃を企てた事件では、事件を検証したどの分

明白な国家慣行の存在が必要であるが、今日、サイバー空

適切な措置を講じる必要がある。最も効果的な欺瞞（敵を欺

ある。また、可能な限り迅速にシステムを復旧するため、

ピューターシステムに対し、
「スタックスネット（ Stuxnet
）
」 生じたのか、その機能低下の程度、その影響を知る必要が

く行為）
こそが、将来、戦争の勝敗の決め手になるのだろう

間の行為の大半は秘密裏に行われるものである。そのため

4 4 4

か。私はそれを否定したいと思うが、
今のところ確信をもっ

将来においては、この論文の前半で取り上げたＧＧＥプロ

4 4 4

てそう言い切ることはできない。

ない、より緩やかな規範の発展が見込まれるだろう。この

セスやタリンマニュアルといった種類の法的拘束力を持た
将来、法的な解釈は発展を遂げるだろう。タリンマニュ

点に関連して、二〇一六年に予定されているタリンマニュ
こうした様々な取り組みの利点がいかなるものであって

アルの専門家たちは、サイバー戦争における軍事作戦が国
損害が必要だという立場だった。身体的な治療の必要のな

も、忘れてならないことは、国際法を作り出すのは国家で

アルの第二版の発刊が待望されるところである。

いデータのみの破壊が損害に相当するか、という点につい

あり、それを守り実行する主体も国家であるということで

際人道法上の「攻撃」に当たるためには、具体的な負傷や

ては合意に至らなかった。しかし、コンピューターによる

き起こさないまでも、金融や株式市場、その他の国家的重

イバー攻撃とみなされるだろう。同時に、負傷や損害は引

は今後も継続し、重要なデータへの損傷は近い将来にはサ

また、サイバー戦争に適用される法的解釈についての議論

ては、サイバー空間に適用される法は何かということ、ま

意しておく必要がある。結局のところ、個々の国家にとっ

合意し、何について見解の相違があるのかについて十分留

りわけ、これまで考察してきた問題について、国家が何に

諸国がどのような反応を見せるかは極めて重要である。と

コントロールシステムへの依存はますます高まりつつある。 ある。そのため、タリンマニュアルや国連の試みに対して

要施設の重大な機能不全を引き起こすような深刻な結果を

た法がどう適用されるのかは自国の行為が国際法にのっ

4 4

最後に、ロシア、中国が主張する「情報空間」という概念

み出されていくのである。

な視点なのである。国際法はそうした国家自身によって生

4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

もたらす行動もやがてサイバー攻撃とみなされるようにな

とったものであり、その国家の正当性を高めるために必要

4 4 4 4 4 4 4 4

るだろう。
それでは今後、法はどう発展していくのだろうか。サイ
バー空間での戦闘行為を規制する新しい条約が国家間で結
ばれることはあまり考えられない。国際慣習法の成立には

に触れておく。西洋ではこれまで、 world wide web
というシ
ステムによって支えられてきた、すべての人々の自由アク
セスが保証されているインターネット空間が構築されてき
た。これに対して情報空間という概念は、国がそれをコン
4 4 4

トロールする権利を独占するもので、インターネット空間
が断片化してしまうのではないかという懸念が抱かれてい
る。もちろん国家にとっては、その領域からサイバー空間
で生じる問題に規制を施す点においてメリットがあるだろ
う。そうした動きの背景には、国家の安全保障の観点から
の考慮が見え隠れしている。このことは興味深い問いを生
む。つまり、情報アクセスを制限することがどんな場合に
合法的なものになるかについて、国家は合意することがで
きるのだろうか。仮に答えが否定的なものだとしても、少

（ＩＨＳ研究員）

齊藤 彰彦訳

なくとも私たちは正しい「問い」にたどり着いたということ
ができるかもしれない。

特集１ 被
: 爆七〇年 《特別寄稿》

リン・シュレーダー

社連盟会長の近衞忠煇氏とともに広島市と長崎市の式典に

今年八月、日本赤十字社社長および国際赤十字・赤新月

核兵器への懸念を抱き続けてきました。

赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）は、一九四五年の使用以来、

ぐことはほぼ不可能です。

場合、住民や環境への短期的および中長期的な悪影響を防

い苦痛を与えます。特に人口密集地域の近隣で使用された

核兵器は、他のいかなる兵器よりも広範な被害と恐ろし

重な機会となりました。

甚大な破壊と深刻な人道的被害を改めて考えさせられる貴

二〇一五年は、原爆投下から七〇年。核兵器がもたらす

一生逃れられない影響

赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）駐日代表

大戦から七〇年。世界は転換の時を迎えたか。

リン・シュレーダー 一九九七年、アルメニア
で保護要員としてＩＣＲＣでのキャリアを始
め、ウクライナやコロンビア、スリランカと
大陸を超えて経験を積む。フィジーでは複数
国を管轄する地域代表部首席代表として、ま
たチャドでは代表部首席代表として人道支
援・保護活動の陣頭指揮を執る。二〇一五年
三月に駐日代表に就任。
©K.Saito/ICRC
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核がもたらす広範な人道的被害

（© 広島市広報課）

招待していただきました。ＩＣＲＣ駐日事務所として大変
光栄であると同時に、私個人としても強く心を動かされる
経験となりました。世界は、核兵器がもたらす悲劇的かつ
長期的な人道的被害を認識すべきです。私もそのことを本
や仕事を通じて知っているつもりでしたが、両都市を訪れ
て被爆者の方のお話に耳を傾けているうちに、心の奥底か
ら様々な感情があふれ出てきました。悲しみや恐ろしさと
同時に、被爆者の方が見せる勇気と尊厳に対する深い尊敬
の念です。
被爆者の方の証言によると、爆発が起き、そこから発せ
られた熱風と放射線が戦闘員ではない一般市民や住宅地に
降り注いだのは一瞬の出来事だったそうです。しかし、そ
の一瞬が被爆生存者にとって一生逃れられない影響をもた
らしました。日本赤十字社の病院は、いまだに放射線によ
るガン・白血病患者を数千人治療しています。被爆生存者
が心理的・社会的に被った影響は、あまり取り上げられて
いませんが、慢性的な身体的苦痛とともに被爆者を苦しめ
ているものです。生存者が果たしていつまで支援を必要と
するかは、まだ誰にも分かりません。核兵器が使用あるい
１

は実験された地域では、被爆後に身ごもった子も含めて、
生存者の子どもへの影響が引き続き調査されています 。

も一〇パーセント減少することが見込まれます。今です
ら、食料生産のわずかな減少に対応できていないというの
３

に、核兵器が使用された場合のシナリオでは、十億人以上

環境と地球の気候は、核兵器の爆発で発せられる放射線な

国際会議では、重要な証拠が新たに示されました 。自然

ストリア）
で開かれた核兵器がもたらす人道的被害に関する

そして、過去数年間にわたって、各国赤十字・赤新月社や

十字社も、広島での活動経験から多くのことを学びました。

する支援で豊富な経験を持っています。ＩＣＲＣも日本赤

国際赤十字・赤新月運動は、自然災害・人的災害に対

が飢餓に直面するかもしれない、と言われています 。

どによって影響を受けるというものです。その影響は、核

各国政府、国際機関が核爆発の被害者支援に向けてどの程

２

兵器の種類と爆心地、地形や天候に左右されます。被爆地

度準備できているかをより把握しようと努めてきました。

用することもできなくなり、市民の生活を再建することが
長期的な課題の一つになることは確実です。

核爆発の直後に支援する側の安全も担保しつつ、被害

帯では、農作物の生育期が大幅に短縮されることも予測さ

て地球の気温を平均一・三度押し下げます。主要な農業地

トン以上の煤が上空の大気へ巻き上がり、数年間にわたっ

攻撃対象となった都市部・産業地域の火災により五〇〇万

道支援団体であれ、緊急救命活動に携わる組織の支援能力

に核兵器が人口密集地で使われたならば、国家であれ人

されますが、死傷者数と物理的被害だけに限っても、特

摘しています 。被害者数は核兵器の種類と爆心地に左右

会に欠けていることを、ＩＣＲＣは二〇〇九年の分析で指

を使用するだけで、 者の支援を進めるための効果的で十分な対応能力が国際社

これは現在保有されている核兵器の〇・五

最近の研究では、広島市に投下された原爆を「わずか」

―

一〇〇発

―

れています。その結果、世界の食料生産と供給が、核兵器

を超えてしまいます。相当数の市民が深刻な傷を負って生

４

使用直後から数年間は二〇パーセント、一〇年以上経って

パーセントにも満たないのですが

問われる被爆者支援の対応能力

では広大な土地が非常に長い期間にわたって住むことも利

オスロ（ノルウェー）
・ナヤリット（メキシコ）
・ウィーン（オー

広島の平和記念式典で国際赤十字・赤新月社連盟の近衛会長とともに献花するシュレーダー氏

26
崎の被爆者の方々の証言では、人々がいくら救いの手を欲

る十分な場所がすぐには準備できないでしょう。広島や長

らず、そのような救命行為や緊急支援、またそれを提供す

死をさまようなか、緊急治療を必要としているにもかかわ

保有・輸送を特に禁止しているわけではありません。しか

しています。国際人道法は核兵器の使用や、
その開発・製造・

の悪影響を軽減するために、戦争の方法と手段に制限を課

含んでいます。国際人道法は、人道的な理由から武力紛争

しても、病院が破壊されて多くの医者や看護師が亡くなり、 し、他のいかなる戦争手段と同様、すべての武力紛争に適
医薬品が汚染されていた様子が大変生々しく語られました。 用される国際人道法の基本原則によって、核兵器の使用は
まず、国際人道法には、
「区別の原則」があります。紛

規制されます。

め一九四五年九月に外国人医師としては初めて広島に入っ
争当事者が戦闘員と文民、軍事目標と民用物を常に区別し、

当時のＩＣＲＣ駐日首席代表で、また被爆者を支援するた
たマルセル・ジュノーによると、被爆者を治療するための

動をどう調整するか、課題は山積みです。そうしている間

配するか、被害者を被爆地の外へどう搬送するか、救援活

ました。どんなニーズを優先するか、乏しい資源をどう分

スが確保できなかったため、救命活動にさらに困難が伴い

危険や困難に見舞われました。被爆地域への安全なアクセ

生存者へ緊急支援を試みる者は誰しも、核爆発後に特有の

過大な場合は、
「均衡性の原則」に照らし合わせても、国際

れる直接的な軍事的利益と比べて、文民に生じうる影響が

を絞って攻撃できる兵器ではありません。第二に、予想さ

のように非常に広範囲に被害を及ぼすため、軍事目標に的

ています。核兵器は、熱風や放射線を放出し、広島・長崎

や、その影響を一定範囲内に限定できない兵器は禁止され

則って、具体的な軍事目標のみを狙うことができない兵器

現地の対応能力は完全に失われていたといいます。さらに、 無差別攻撃を禁止する普遍的なルールです。このルールに

も、生存者の苦しみは増す一方なのです。
人道法上深刻な問題を引き起こすでしょう。核兵器がもた
らし得る様々な影響を考慮すると、国際人道法が規定する

核兵器の使用はまた、国際人道法に抵触する要素を多く

救援する十分な対応能力を備えていないという事実が次第

そらく不可能です。ＩＣＲＣは、核兵器を使用しようとす

国際人道法と相容れない核兵器

る紛争当事者は、死傷者数や損害の短期的な規模だけでな

にわかるにつれ、ＩＣＲＣは、いかなる状況下であっても

ように、文民や民用物に対する被害を限定することは、お

く、放射線にさらされることで予想される長期的な影響を

核兵器の使用は国際人道法と相容れない、と考えています。

第二次世界大戦終戦から七〇年でもあった二〇一五年、

複雑化する紛争と高まる人道危機

見極める義務があると考えています。三つめは、
「予防措
置の原則」です。国際人道法では、軍事行動の最中に、文
民や民用物への損害を最小限に抑えるよう常に注意して、
あらゆる面で予防しなければならないと定めています。そ
の際、文民や民用物に対する短期的・長期的な被害の両方

世界が以前よりも一層複雑になっただけでなく、今日の

残念ながら人道危機が後を絶つことはありませんでした。

使用する際は、自然環境を保護する慣習国際法に則って、

紛争は、その数こそ全体的に少なくなったとはいえ、より

を予測することも必要となってきます。最後に、核兵器を
自然環境に対する潜在的な影響や被害をよく検討する必要

多くの人に被害を与え、激しさを増し、解決が難しくなっ

ＩＣＲＣは、核兵器の合法性について既に疑念を投げか

と追いやっています。私たちは、アフガニスタン、中央ア

ています。長期化した紛争は、人々をますます弱い立場へ

５

があります 。
けており、広島と長崎への原爆投下から一カ月も経たない

フリカ共和国、ナイジェリア、南スーダン、シリア、ウク
６

うちに、各国赤十字・赤新月社を通して核兵器の使用を禁

した 。核兵器の合法性への疑念は、これ以降に明らかに

原則と矛盾しないとは考えられない」という声明を出しま

意見」 に対して、
ＩＣＲＣは「核兵器の使用が国際人道法の

「核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的

者や病院スタッフ、人道支援要員が命を落としています。

ないまま苦しんでいます。医療施設までもが攻撃され、患

さらされ、十分な水や食料、シェルター、医療を受けられ

かつてない数にまで達しています。数百万人が暴力行為に

えています。世界中の紛争避難民は、第二次世界大戦以来、

止する合意を各国へ呼びかけてきました 。
一九九六年には、 ライナ、イエメンの状況が悪化していることに危機感を覚

なった証拠を見ても一層強まるばかりです。核兵器がもた

医療施設とスタッフが暴力に巻き込まれてしまうと、医療

２

７

らす人体への悪影響と環境被害、また大半の国が被害者を
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サービスは十分に機能せず、一時閉鎖を余儀なくされてし

二〇一五年一二月にスイス・ジュネーブで開催された第

の議論も必要ですが、私たちの一番の懸念は、非戦闘員の

脅かされています 。国際人道法を完全なものにするため

バー戦など戦争の手段と方法の発達により、国際人道法が

非対称紛争、武装勢力の細分化と乱立、無人兵器やサイ

道規範のさらなる発展のために重要な役割を果たし、多岐

いました。日本政府と日本赤十字社は、この国際会議で人

武力紛争での被拘束者の保護などの諸案件に関して話し合

参加し、国際人道法の遵守や、紛争下での性暴力や非国際

赤新月運動関係者とジュネーブ条約締約国 の政府代表が

三二回赤十字・赤新月国際会議では、世界中から赤十字・

保護という最も基本的な原則でさえ尊重されない、という
にわたる議論で影響を与え、またより一層人道支援に注力

まうのです。

ことです。二〇一五年一〇月三〇日、現在の紛争がもたら
することを確約しました。

は、
「国際社会もまた、暗黙のうちに、紛争が人々にもた

よう呼びかけました。ＩＣＲＣ総裁のペーター・マウラー

らさらなる政情不安を防ぐために、国際人道法を尊重する

たのは、この時が初めてでした 。人々の苦しみを解消しさ

長が共同警告を発信。両組織のトップが連名で警告を発し

を上映する「戦争と生きる力プログラム」を発足させまし

紛争とその被害を伝える短編ドキュメンタリーや短編映画

トショート・フィルムフェスティバル＆アジアに参画し、

ています。例を挙げると、今年ＩＣＲＣは初めて、ショー

広めるために、様々なイベントを主催し、企画を立ち上げ

日本でＩＣＲＣは、人道的課題と国際人道法への理解を

９

す一般市民への影響について、ＩＣＲＣ総裁と国連事務総

らす悪影響は避けられないもの、と受け入れている風潮が
設けられればと考えています。また、日本全国の書店で

あります。しかし、こうした態度は、モラルに反しており、 た。近い将来このプログラムを発展させて、
「赤十字賞」を
一世紀以上も継承されている国際人道法と人道の原則とは
二〇一五年一〇月に発売されたマンガ『一四歳の兵士ザザ』

るＩＨＬ模擬裁判アジア・太平洋地域大会に、日本代表と

レーションにより生まれました。大石氏は、マンガの脚本

いる学研と、著名なマンガ脚本家・大石賢一氏とのコラボ

は、クオリティーの高い教養書などの出版・発行に長けて

相いれません」と話しました 。

人道的課題に光を当て啓発活動

を仕上げるため、現場で発想を得ようと、ＩＣＲＣチーム

ＩＣＲＣ駐日事務所は、日本赤十字社と密に連携を取っ

芽生えてきた若い力

とともに二週間、コンゴ民主共和国で取材を行いました。 して出場します。
そのユニークなストーリーは、若い人をはじめ幅広い層が
楽しみながら読んでもらえる作品になっています。強制的
受けたり、少年少女が紛争下で日々直面している現実の出

ています。人道的課題や、公平で中立、かつ独立した人道

に武装グループの一員にされたり性暴力などの虐待行為を
来事に目を向け、関心を寄せるきっかけになるでしょう。

また、日本赤十字社には高い技能を持つ医師、看護師等の

支援活動についての啓発活動を日本でともに行っています。

同で、第二次世界大戦期に世界各地で囚われの身となった

専門家が多く、アフガニスタンや南スーダン、ミャンマー

また、ＩＣＲＣは、京都大学、京都大学総合博物館と共
数百万人の戦争捕虜や、敵対する国の出身者やその国籍を
写真展と講演会を開催しました。七〇年前の戦争捕虜の日

は日本に戻った時に、メディアや職場の同僚に向けて、現

し、ＩＣＲＣの病院や外科チームで活躍しています。彼ら

有するという理由で拘束された数千の一般市民に光を当て、 など紛争や暴力行為の被害を受けた国へ三～六カ月間赴任
常生活の写真を通して、被拘束者の苦しみや望みは時と場

場での経験を伝えてくれます。一般の日本の若者に対して
もっと採用したいと考えています。最近では、国際的な人

所を超えて変わらないことを知ってもらいたいとの思いで
国際人道法模擬裁判大会の国内予選は、日本の大学生が

道支援団体で働くことに関心を持つ学生や若い人が少しず

も、私たちはフィールド職員として海外で活躍する仲間を

英語で議論する力を磨きながらロールプレイング方式で国

つ増えてきていることを喜ばしく思っています。

企画しました 。

際人道法を学べるエンターテイメント性の高いイベントで
立命館大学・早稲田大学・横浜市立大学から四つのチーム

意義で実り多い一年となりました。駐日事務所による数々

ＩＣＲＣ駐日代表としての最初の一年は、私にとって有

す。今年は、国内予選が早稲田大学で開かれ、同志社大学・
が出場。優勝した同志社大チームは、来年香港で開催され
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の興味深いプロジェクトを通してこの国の文化や様々な側
面に触れるなかで、日本に誇りを抱き、自分の仕事に打ち
込んでいる人たちを知ることができました。私には、常に
持ち歩いている一枚の写真があります。東北で出会ったお
年寄りの男性を写したものです。この男性は、東日本大震
災のあとに数人の仲間とともにゼロから農場を立て直し、
その農場で採れた大粒のイチゴを私たちに分けてくれまし
た。天災や人災に見舞われても、誇りと勇気を胸に逆境に
立ち向かっていく彼の姿は、私がＩＣＲＣ職員として働い
た数々の国（アルメニア、チャド、コロンビア、フィリピン、ロ
シア、ルワンダ、シエラレオネ、スリランカ、ウクライナなど）

で出会った、たくさんの人たちの逸話と顔を思い出させて
くれます。赤十字の基本的な使命を全うする際、彼らとの
日々を振り返ると断然やる気が湧いてきます。世界が転換
期を迎えつつある今、人々の苦しみを和らげるため赤十字
は今後も弛まない努力を重ねていきます。

注
The Effects of Nuclear Weapons on Human Health, Information Note

https://www.icrc.org/

1, ICRC, February 2013 & Long-term Health Consequences of Nuclear

裁が共同警告」二〇一五年一〇月三〇日

https://www.

en/document/conflict-disaster-crisis-UN-red-cross-issue-warning
「戦争のルールを尊重せよ」ペーター・マウラー赤十字国
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一九九六年一〇月一九日
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特集１ 被
: 爆七〇年

核兵器の非人道性と戦争の非人道性
被爆七〇年のいま、広島が訴えるべきこと

水本 和実
（広島市立大学広島平和研究所副所長・教授 ）

の原点にあるのが、広島 長
･ 崎の被爆体験である。だがそ
の被爆体験をもたらした原爆投下に関しては、米国社会に

―

水本和実 一九五七年広島市生まれ。朝日新
今なお根強い「原爆投下正当論」が存在し、そのことが核兵

は二〇一五年四月には一五九カ国に達した。こうした動き

聞社会部員、ロサンゼルス支局長などを経
器廃絶へ向けた日米や国際社会における共同認識の形成を

非人道兵器としての原爆と、戦争の文脈における原爆投下

した認識の対立を克服することをめざす。二つの視点とは、

本稿は、原爆投下を二つの視点で捉えることで、そう

妨げる一因にもなっている。

て二〇一〇年から現職。

はじめに
である。言い換えるなら、核兵器の非人道性と、原爆投下
をもたらした戦争の非人道性である。被爆地 広
･ 島がそれ
ぞれの非人道性を訴えることで、ナショナリズム的な対立

ここ数年、核兵器の非人道性に基づき核兵器の廃絶や非
合法化（核兵器禁止条約）
を求める動きが国際的に盛り上がっ
克服が可能になるのではないだろうか。

から考察すれば、約四〇％以上の高い死亡率を推計するこ

広島市は「原爆による社会的被害の状況を死亡率の観点

彫りになる。

原爆が持つ無差別大量の殺傷力の大きさがあらためて浮き

る。通常兵器の空襲を受けた他都市の死亡率と比較すると、

ている。二〇一二年にスイスやノルウェーなど一六カ国が

１

被爆体験にみる核兵器の危険性

核兵器の非人道性

提案した「核兵器の非人道性に関する共同声明」への賛同国

⑴
被爆体験には一般の「戦争体験」や「大空襲の体験」と共

とができる。この数値は、歴史上他に類をみない高い値で
あり、このことから原子爆弾の非人間性、特異性を推測す

通する部分もあるが、明らかに異なる側面も存在する。
①圧倒的に高い死亡率

るのは容易なのである」と記している。

『太平洋戦争による我国の被害総合報告書』は、広島、長崎

る要素として指摘されるのは「爆風」「熱線」「放射線」の三

高い死亡率をもたらす原爆の圧倒的な破壊力を構成す

特異な破壊力

原爆の被害の危険性を雄弁に物語る数字として死亡率

―

を含む主要都市における戦災の死者数を一九四四年二月の

つであり、これらに加えて衝撃波や高熱火災などをあげる

②物理的影響

人口と比較し、死亡率を推計している 。それによると広

資料もあるが、衝撃波は爆風の一部、高熱火災は爆風と熱

があげられる。経済安定本部が一九四九年四月に発表した

島市の死亡率は二三・二％、長崎市の死亡率は八・八％と際

線の複合被害と見ることができる。これらの要素が単独で、

２

立って高いのがわかる。他の都市は
「東京都区域」
の一・四％

あるいは複合して、通常兵器では不可能な原爆特有の破壊

市の死者を二三、七五三人とかなり低く見積もっている

核兵器の危険性を最も端的に物語るのは、放射線被曝で

③医学的影響

こ の デ ー タ は 広 島 市 の 死 者 を 七 八、一 五 〇 人、 長 崎
が、 そ の 後 の 推 計 に よ れ ば 広 島 市 の 死 者 は 約 一 四 万 人

ある。被爆直後から被爆者は、放射線に起因すると考えら

放射線被曝の危険性

±一万人（一九四五年一二月末まで） 、長崎市の死者は約

れるさまざまな障害に苦しんできた。身体的障害は、被爆

３

七万三八八四人 であり、その数字をあてはめれば、死亡

直後からほぼ四カ月後までに起きる「急性障害」と、それ以

４

率は広島市が四一・六％±三％、長崎市が二七・四％にな

―

力をもたらした。

をのぞくといずれも一％以下だ。
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23.2％

41.6％± 3％
270,063

8.8％

27.4％
6,657,620

1.4％

―

長崎市

23,753
東京都区域

95,374

現在の推定死者数に基づく死亡率
死亡率

6,789

918,032

0.7％

―
名古屋市

8,076

1,349,740

0.6％

―
横浜市

4,616

1,034,740

0.4％

―
大阪市

9,246

2,833,342

0.3％

―

降に起きる「後障害」に分けられ、内容も脱毛や下痢、発熱、
嘔吐から白血病、白内障、各部位の癌、
「原爆ぶらぶら病」
と呼ばれる虚脱症状など多岐にわたり、それら全体が「原
爆病」「原爆症」と呼ばれたが、放射線との因果関係の立証
が当初は困難なものもあった。
しかし、放射線医学を専門とする研究者らの努力でその
構造が次第に解明されてきた。かつて広島大学原爆放射能
医学研究所（現・原爆放射線医科学研究所）の所長を務めた鎌
田七男氏は放射線が引き起こす障害について「放射線が遺
伝子に傷をつけること」に起因するという。被爆者が浴び
た放射線量の強さに応じて、何年後にどの部位の癌の発生
５

率が高くなるか、というメカニズムもほぼ明らかにされて
いる 。鎌田氏によると、被爆後七〇年を経た今、一つの
癌からの細胞の転移でなく、別個の部位に複数の癌が発症
する「重複癌」が多発しているという。
④外部被曝と内部被曝

放射線被曝には、体外から皮膚を通して被曝する「外部
被曝」と、放射性降下物の微粒子が口や鼻から体内に入っ
て被曝する「内部被曝」がある。前者を引き起こすのは、爆
発直後の初期放射線（直接放射線）と、地面や建物から出る
残留放射線で、後者を引き起こすのは「死の灰」と呼ばれる

が、
被爆体験と戦後の核実験、
原発事故、
劣化ウラン兵器 に

区別よりも、浴びた放射線の強さ（線量）と発生した障害の

従来の放射線被曝の分析では、外部被曝と内部被曝の

てなお被爆体験のさらなる解明が必要であることを物語っ

する疑いが強いという問題提起は、被爆後七〇年以上を経

よる被害に、いずれも内部被曝という共通の危険性が存在

さらされると、遺伝子の修復能力が損なわれ、細胞周期の

⑤心理学的影響

内部被爆の関係に関する研究をふまえ、一九七二年にカナ

広島で被爆した医師・肥田舜太郎氏は、入市被爆者 と

神科的、心理学的影響については未知な部分が多く今後の

る基本的資料においてもその記述はわずかで 、
「被曝の精

的、精神神経学的な影響であろう。原爆被爆の実相に関す

原爆による障害の中で最も研究が遅れているのが、心理学

いる一つが、心の苦しみやトラウマ（心理的外傷）であるが、

被爆七〇年以上が過ぎた現在も多くの被爆者を苦しめて

７

ダの研究者ペトカウ（ Abram Petkau
）
によって発見された「長

可能性が指摘されている 。

時間の低線量放射線被曝の方が短時間の高線量放射線被曝

研究が期待される 」という。

13

そうした中、数少ない研究の一つと見なされているのが、

14

よる「ごく微量の放射線でも体内から放射されると健康に 米国人精神医学者リフトン（ Robert J. Lifton
）の著作 " Death in
深刻な影響をおよぼす」という説 を重視する。その上で、
（邦訳は『死の内の生命』
）
である 。リフトンは一九六二
Life"
年に六カ月間広島に滞在して行なった七五人の被爆者との

果 や、米国人研究者スターングラス（ Ernest J. Sternglass
）
らに

９

に比べ、はるかに生体組織を破壊する」というペトカウ効

８

早い生殖細胞や造血機能（骨髄）
、胎児などに障害を生じる

６

関係の解明に主眼がおかれていた 。だが最近の研究では、

（経済安定本部『太平洋戦争による我国の被害総合報告書』
（1949 年 4 月）をもとに筆者作成）

ている。

放射性降下物である。

78,150

1944 年 2 月の人口
死者数
都市名

336,483
広島市

太平洋戦争による主要都市の死亡率
表

体内に入った放射性微粒子による低線量の放射線に長時間

12

神戸市

面接調査に基づき、この研究をまとめた。被爆者の心理研

鎌田七男氏はリフトンの分析をもとに、被爆者が受けた

日でも内外の研究者の間で評価されている。

れる深刻な健康障害がいずれも内部被曝による可能性が高
必要性を主張している 。

究で初めてトラウマの存在を明らかにした著作として、今

15

いことを警告し、分子生物学などによるメカニズム解明の

核実験被害や原発事故、劣化ウラン兵器に関連するとみら

10

もちろんこうした主張に対しては反論も予想される。だ

11

34
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「限りない不安」
、③地獄絵のような場面に再び遭遇したく

の意識」
、②いつ放射線の障害が現れるかもしれぬという
しみおびえながら、語る苦痛をのりこえて、
〈原爆・核兵

もたらす〈心の傷〉にさいなまれ、
〈体の傷〉と〈不安〉に苦

濱谷氏の言葉を借りれば、その実態には「
〈原爆地獄〉が

その内容を細かく分析している。

ないという「あの場面からの逃避」の意識、④「死者への尊
器の反人間性〉を世界の人びとにつたえ、核兵器の廃絶と

心理的影響を、①自分だけが生き残ったという「後悔と罪

敬と畏敬の念」の四点に整理している 。

36
在としてのみ描かれており、罪意識を持ちつつ「死者の分

は罪の意識にさいなまれ、生きる意欲を限りなく失った存

大学名誉教授（社会思想史）は、 Death in Life
というタイトル
の本来の意味が「生ける屍」であり、その著作の中で被爆者

リフトンの視点に対する疑問も存在する。舟橋喜惠・広島

としての実体は否定されてきた 。しかし米国による大気

る、というのが語源と見られ、これまで医学的には病気

部の被爆者が倦怠感を訴え、労働をせずぶらぶらしてい

といわれる症状の一つに、
「原爆ぶらぶら病」がある。一

の営み」が集約されている 。

を理解していないと指摘する 。

までも生きようとしてきた被爆者」の懸命な前向きの姿勢

だが、長い間被爆者と接している広島の研究者の間では、 戦争のない社会の実現をうったえつづけてきた被爆者たち

16

により『原爆体験』としてまとめられた 。日本原水爆被害
赤血球が引き起こすとの説 もあるが、まだ十分立証され

曝との因果関係については、低線量放射線被曝で変形した

者、劣化ウランに被曝した疑いのある湾岸戦争帰還兵の間

者団体協議会が一九八五～一九八六年に全国四七都道府
たとはいえない 。しかし、内部被曝と同様、被爆後七〇

全国の被爆者が原爆による「体の傷」「心の傷」「不安」と

県の被爆者約一万三千人を対象に行なった『原爆被害者調

年を経てなお未解明であり、かつ今日の核被害と共通する

で、
原爆ぶらぶら病（ bura-bura disease
）
に類似した倦怠症状（ fatigue

査』の中から、
「体の傷」「心の傷」「不安」「生きる支え」に関
可能性を持つ重要な問題である。

闘いながらいかに「生きる支え」を得たかを解明する研究が

連する質問項目全てに回答のあった六、
七四四人を抽出し、

）
があることが指摘されている。それらと放射線被
syndrome

圏核実験で被曝した米兵や、チェルノブイリ原発事故被災

20

ところで、被爆による心理学的な影響の一つではないか

19

する警鐘を相殺し隠蔽する役割を果たしてきた。原爆投下

れて支配的な世論となり、そのことが核兵器の危険性に関

爆を投下した側の米国では、原爆投下正当論が戦後形成さ

核兵器の危険性に関する警鐘を鳴らしてきたとすれば、原

いう行為と表裏一体である。そして広島・長崎の被爆者が

広島・長崎における被爆体験は、米国による原爆投下と

の声明は原爆投下が「報復」であり、大規模の本土上陸作戦

はこの後、一貫して広島を「軍事基地」と呼び続けた 。こ

によって書き加えられたと彼は推測している 。米国政府

の瞬間にマンハッタン計画責任者グローブズ（ Leslie R. Groves
）

ンによるとどの草案にもその表現は含まれておらず、最後

ピー には「日本陸軍の重要基地」との記述はない。リフト

トルーマンは二日後の八月九日に国民に対して行なった

26

25

24

示されたのは、一九四五年八月六日に大統領のトルーマン

たちどころにその通告を拒否した。もし彼らが今われわれ

的破滅から日本国民を救うためであった。彼らの指導者は、

こうむった」「最後通告がポツダムで出されたのは、全面

において空から戦争を開始した。彼らは、何倍もの報復を

ある広島に爆弾一発を投下した」「日本は、パールハーバー

「一六時間前、米国航空機一機が日本陸軍の重要基地で

す」 。

青年の生命を救うためにそれを使用したのでありま

戦争の苦悶を早く終らせるために、何千何万もの米国

ちに対して原爆を使用したのであります。われわれは、

法規に従うふりをする態度すらもかなぐり捨てた者た

させ、殴打し、処刑した者たちや、戦争に関する国際

れを攻撃した者たちに対し、また、米国人捕虜を餓死

海軍および地上軍が、日本の指導者がまだ見たこともない

の条件を受け容れなければ（略）この空からの攻撃に続いて

「われわれは、予告なしにパールハーバーでわれわ

直裁に表現している。

米国の指導者による、原爆投下に関する最初の見解が 「ポツダム会談報告」の中で、原爆と「報復」の関係をより

①トルーマン大統領の声明

が続く事を示唆している。

筆者が米国トルーマン図書館で入手した声明草案のコ

ほどの大兵力（略）をもって侵攻するであろう」

21

正当論が形成された経緯における主要な議論を分析する。

⑵被爆体験と原爆投下正当論

23

22

18

二〇〇五年、濱谷正晴・一橋大学大学院教授（社会調査論）

17

（ Harry S. Truman
）
が発表した声明である。
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またトルーマンは同じ日、
米国キリスト教会連邦評議会

27

「野獣に対処する時は野獣扱いすべきだ」と返信している 。

から原爆投下に批判的な電報 を受け取ると、
八月一一日に
人救済論」が世論に定着していった。

論は急速に原爆投下擁護に傾いていき、いわゆる「一〇〇万
なお、トルーマン大統領自身は原爆投下一〇年後に出版
済んだと記している 。

ところが原爆投下から二年後の一九四七年ごろから、米

②「報復」から「一〇〇万人救済論」へ

れることもある が、彼らが最終的な論拠としているのが、

釈に逆らうという意味で「修正主義学派」
（ Revisionist
）
と評さ

一九六〇年代から有力になっているが、
「正統的」歴史解

体に根拠がないとの見方も、米国の歴史研究者の間では

これに対し、五〇～一〇〇万人という死（傷）者予測自

32

国政府の主張は、対日報復よりも原爆投下で地上戦が回避

触れていない。

り、原爆で救われる米兵の数については「何千何万」としか

真珠湾攻撃への報復として原爆を使用したと位置づけてお

「五〇万人の米国人の命」が失われずに
明は、日本を「野獣」ととらえ、広島の軍事的役割を強調し、 した『回顧録』で、

このように、原爆投下直後のトルーマン大統領自身の説

29

28

年の後半までは続いただろう。そうなれば、米軍だけで

ざるを得なかったら、主要な戦闘は少なくとも一九四六

中でスティムソンは「もし米国が計画 を最後まで実施せ

元陸軍長官の「原爆投下の決定」 という論文である。この

州北西部で行なった場合の死者は二万五千人、南九州、九

関東平野で行なった場合の死者は四万人、南九州および九

ムが配布されたが、その中には、上陸作戦を南九州および

会が作成した日本上陸作戦に関する大統領宛のメモランダ

そのさきがけとなったのが、スティムソン（ Henry L. Stimson
） と統合参謀本部との会議である。席上、統合戦争計画委員

されて大勢の人命が救済された点を強調するようになる。 一九四五年六月一八日にホワイトハウスで開かれた大統領

33

人と記されている 。

えていなかった。当時の愛国的な雰囲気の中、日本上陸作

この数字を土台に、
米国の歴史学者バーンステイン（ Barton

賛否両論だったが、スティムソン論文が登場すると国内世

客観的なデータをもとに生徒達に判断させようとする形式

である」と説明した。原爆投下直後の米国国内世論は当初、

戦で死ぬかもしれない二万五千から四万六千人の米国人を

しく、原爆投下決定を支持する生徒が多い 。

を取っているが、教科書には被爆体験の具体的な記述は乏

ためらいもなかった」と述べている 。

原爆投下正当論が「公式見解」として多数派を形成してい

だが、米国社会では依然、
「一〇〇万人救済論」を論拠に

の間に根を下ろし、被爆の実情を通して核兵器の危険性を

一定の影響力を与えている。原爆投下正当論は、一般市民

へと移ったが、教育現場も巻き込んで、米国の世論形成に

原爆投下正当論を支える論拠は「報復」から「人命救済」

る。それが顕著に示されたのが、一九九五年のスミソニア

伝えようとする広島・長崎市民の活動が受け入れられにく

⑴ 第二次大戦（アジア・太平洋戦争）とはいかなる戦争だったか

戦争の文脈における原爆投下

ン航空宇宙博物館における原爆展の中止である。同博物館
元機体とともに、米国の原爆開発・投下に加えて、広島・
長崎の被爆の惨状などを紹介する展示を企画したが、議会
や退役軍人らの圧力で中止に追い込まれた 。その際、米国
国内における原爆投下をめぐる認識の対立が、日本国内で

に、この「一〇〇万人救済論」に関する言及がある。
「軍事

には、原爆投下をめぐる記述があるが、ほとんどの教科書

一方、米国の中学生、高校生たちが使う社会科の教科書

州事変」で始まった日中戦争の延長ととらえ、
「一五年戦

太平洋地域で、主に米国を相手に戦った戦争であり、
「満

長崎への原爆投下とソ連の参戦で終わった。日本がアジア

一五日まで続いた戦争であり、真珠湾攻撃で始まり、広島・

太平洋戦争とは一九四一年一二月八日～一九四五年八月

顧問は、日本本土侵攻ともなれば、一〇〇万人もの連合国

日本はなぜ太平洋戦争を起こしたのか。一言で言えば、

争」
、あるいは「アジア・太平洋戦争」と呼ぶ学者もいる。

どの記述とともに、トルーマン大統領の原爆投下の決定

軍兵士の生命が犠牲になるかもしれない、と警告した」な

も関心を集めた。

40

い土壌を、米国国内に形成している。

③原爆展中止で再燃した論争

38

が、広島に原爆を投下したＢ 爆撃機エノラ・ゲイ号の復

36

救うため、大勢の日本人を殺す原爆を投下することに何の

）
は「米国の指導者は原爆で五〇万人を救うとは考
J. Bernstein

34

原爆に関する情報が極めて制限されていたこともあって、

日本側には我々よりはるかに多い死傷者が出ていたはず

一〇〇万人の死傷者が出たはずだと私は知らされた。（略） 州北西部および関東平野で行なった場合の死者は四万六千

31

30

29

が正しいかどうかを考えさせる内容となっている 。一見、 日本が明治維新以来、アジアに築いた権益、とりわけ満州
37

38
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39

40
日露戦争（一九〇四―〇五年）で南満州鉄道、南樺太などを獲

た。首謀者は関東軍の参謀、板垣征四郎・高級参謀と石原

事変以降にアジアに獲得した権益を守るためである。
奉
･ 天郊外の柳条湖で、南満州鉄道の線路を関東軍の独立
日本は、日清戦争（一八九四―九五年）で台湾を植民地にし、 守備隊数人が爆破し、レールの片側約八〇センチが破損し
得した。この間、
「日韓併合」
（一九一〇年）
で朝鮮半島を植

莞爾 作
･ 戦参謀とで、板垣は爆破直後、中国の軍事行動だ
として独断で中国軍の兵営の北大営と奉天城への攻撃を命

民地にし、次いで中国本土での利権獲得を目指した。

こ う し て 日 本 は 軍 事 力 に よ り 中 国 に 進 出 し、 さ ら に

じた。関東軍司令官も石原に促されて一九日午前一時半す

つけ、山東省や東北部での権益拡大を狙った。これに危機
一九四〇年には北部フランス領インドシナ（仏印）に進駐し、

一九一四年に第一次大戦が始まると、列強の中国への影

感をもった米国の主導で第一次大戦後の一九二一年、米国
日独伊三国同盟締結、一九四一年には南部仏印に進駐する

ぎから、
「自衛行動」の名目で各部隊に攻撃命令を出し、奉

は中国および中国に利害を持つ日本を含む九カ国によるワ
が、こうした政策に最も反発したのが米国および英国であ

響力が弱まる中、日本はドイツが租借していた山東半島・

シントン会議を開催し、九カ国条約を結んで、中国の主権
で約束した中国についての原則に関する重大な違反であり、

天以外の満鉄沿線の都市を攻撃占領した。

独
･ 立の尊重、領土保全、門戸開放、機会均等などを認め
させた。いわゆるワシントン体制である。だが、日本は引
仏印進駐は、重慶を拠点とする中国（蒋介石）への米英の支

青島を占領し、一九一五年には中国に二一カ条要求を突き

き続き中国への権益拡大を狙い、一九三一年には満州事変
援ルートの遮断を狙ったと受け止められた。
日本の北部仏印進駐前後から、米国は対日経済を強化す

り、一連の日本の行動は、ワシントン体制や九カ国条約

を引き起こして一九三二年に「満州国」を独立させ、勢力下
においた。
る。一九四一年、米国務長官ハルは日本側に「領土保全と
主権尊重」「内政不干渉」「機会均等」「太平洋の現状維持」の
四原則を提示。南部仏印進駐後は対日全面禁輸措置を取り、

⑵満州事変が転換点
満州事変は、日本がその後の戦争へと向かう大きな転換

受け止め、それは到底受け入れられないものと判断した。

約への復帰を求め、
「満州事変前への後退を求めるもの」と

要求を日本の指導者らは、ワシントン体制および九カ国条

日独伊三国同盟からの離脱などを求めるものだった。その

どった。翌一九四三年五月、アッツ島の守備隊二、
五〇〇

で大敗し、空母四隻を失って以降、戦局は悪化の一途をた

怒りをかった。さらに一九四二年六月のミッドウェー海戦

ンでの宣戦布告前に攻撃を開始し、米側に「だまし討ち」の

国民総生産日本の一一・八三倍
粗鋼生産力日本の一二・一一倍
航空機生産量日本の五・一六倍
自動車保有台数日本の一六〇・八〇倍
国内石油産出量日本の七七七倍（日本は石油の七割を米

ム島、テニアン島などからなるマリアナ諸島である。スペ

その絶対国防圏の最前線にあるのが、サイパン島、グア

え撃つ、とされた。

た上で、機動部隊と航空部隊を組み合わせて、連合軍を迎

マを結ぶ範囲で制空権、制海圏を確保し、持久態勢を固め

島、小笠原、西部ニューギニア、インドネシア南方、ビル

絶対国防圏とは日本が絶対に死守すべき地域であり、千

⑷「絶対国防圏」のまぼろし

は、
「絶対国防圏」が設定された。

人が戦死した際、初めて「玉砕」と発表される。同年九月に

太 平 洋 戦 争 に 勝 ち 目 は あ っ た の だ ろ う か。 開 戦 当 時

に、戦争という手段に国民を巻き込んでいったのである。

て獲得した「満州国」も含む全ての利権を手放さないため

言い換えるなら、日本陸軍の謀略である満州事変によっ

四原則の無条件承認、中国および南北仏印からの全面撤退、 一二月八日の真珠湾攻撃で奇襲には成功したが、ワシント

では、太平洋戦争で日本はどう戦ったのか。一九四一年

軍事予算日本の二・一三倍

国家予算日本の三・四二倍

国から輸入していた）

その後、日米交渉が続けられるが、一一月二六日の米側提

案（いわゆるハル ノ
を巡って最終的に決裂し、日本は
･ ート）
真珠湾攻撃に踏み切った。
⑶満州事変以降の利権守るため真珠湾攻撃
42

米国側が最後に示した一一月二六日付の提案は、ハル

43

点であった。一九三一年九月一八日午後一〇時過ぎ、満州

41

（一九四一年）
の米国の国力を日本のそれと比較してみる。
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42
り、日本からは南西二、
四〇〇キロの位置にあった。それ

イン領、ドイツ領を経て一九一四年から日本が統治してお
許されず、窮地での生存・抵抗より、華々しい「玉砕」が美

示された軍の規則であり、兵士はいかなる状況でも降伏を

最大の原因は、
「生きて虜囚の辱めを受けず」
（戦陣訓）
に

②非戦闘員（一般市民）の人命の軽視

ぞれの島には飛行場があり、それらが陥落すれば、本土の
パン（四四年七月）
、グアム、テニアン（ともに四四年八月）が
軍人への規則は、事実上民間人にも強要され、多くの非

化された。

陥落すると、日本の本土は空襲にさらされ、テニアン島か
戦闘員が降伏を許されず、集団自決に追い込まれた。満州

直接攻撃が可能になる。事実、絶対国防圏が破られてサイ

ら飛び立ったＢ により最後に広島と長崎に原爆が投下さ

人の死者は八〇万人、兵士の死者は二三〇万人と推定され

太平洋戦争における日本の死者は約三一〇万人で、民間
人を後ろから銃撃する事態も起きた。沖縄では、投降して

覚を恐れて日本軍が赤ん坊を殺し、投降しようとした民間

したし、沖縄戦やグアム、サイパンなどでは、米軍への発

では、ソ連の参戦を知った関東軍が民間人を見捨てて撤退

るが、民間人の死者のほぼ全て、および兵士の死者の大半
捕虜収容所にいた民間人を、夜間、日本兵が山から現れて

れた。

は、絶対国防圏が破られサイパン島が陥落して以降の約一
銃撃したという。

れている。

の死者約二〇万人や広島 長
･ 崎の死者計約二〇万人も含ま

44

米軍が日本の二一五の都市で行った空襲も、非戦闘員の
大量殺戮であり、人命の軽視であった。こうした空襲が可
能になったのは、絶対国防圏が破れてサイパン（四四年七
であり、テニアン島から飛び立ったＢ により広島、長崎

空襲が可能になった時点で、日本に合理的な指導者がいれ

二〇万人

三一〇万人

決めたのも「戦争の完遂」であった。さらに原爆が広島と長

望的な見通しの中、一九四五年六月の最高戦争指導会議が

「核兵器の非人道性」も
「戦争の
非人道性」
も追及すべき

言を受諾した。まさに最悪のシナリオだったといわざるを
得ない。

―

国際社会では、核兵器の非人道性を根拠に核兵器の非合

おわりに

四〇〇万人

法化（核兵器禁止条約）を一刻も早く実現すべきだ、という
声が増える一方、米国などの核兵器保有国は非現実的だと
否定されている。また、広島 長
･ 崎の被爆体験を根拠に核
兵器の危険性を訴えようとする声に対し、今日も米国内で
は「原爆投下正当論」が多数派の意見として存在する。正当
いことが米国の歴史学者から指摘されているにもかかわら

⑤「戦争完遂」くりかえす指導者

（クラウゼヴィッツ『戦争論』
）
としても、合理的指導者がいな

ず、教育を通じて正当論は維持され、被爆体験に基づく被

論の論拠とされる「一〇〇万人救済論」に客観的根拠は乏し

二、
二〇〇万人以上

一万八千人

一五〇万人

一〇万人以上

一五万人

二〇〇万人

一一一万人

三万人

崎に投下され、ソ連が参戦してようやく日本はポツダム宣

たのは「戦争の完遂」であり、マニラ戦に敗れ、沖縄戦が絶

陥落二カ月後の一九四四年九月に最高戦争指導会議が決め

④太平洋戦争の犠牲者

日本
朝鮮
中国
台湾
フィリピン
ベトナム
ビルマ
マレーシア・シンガポール
インドネシア
インド
オーストラリア

一、
〇〇〇万人以上

国の人々が犠牲になったと考えられている。

ば、直ちに和平を模索すべきであった。しかし、サイパン

の無差別大量の殺戮は国際法違反である。

に原爆が投下され、非戦闘員が大量に殺された。非戦闘員

29

仮に「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」

合計

45

戦争の犠牲者は日本人だけではない。少なくとも以下の

①兵士の人命の軽視

よび、市民の人命の双方が含まれる。

国家や軍による人命の軽視であり、それは戦闘員の人命お

日本の国民の視点からみて、太平洋戦争の最大の悲劇は、 月）
、グアム、テニアン（ともに四四年八月）が陥落したから

⑸日本が起こした戦争の非人道性

③米軍による非戦闘員の人命の軽視

年間に犠牲になったと推定される 。その中には、沖縄戦

29

ければ政治目的は果たせない。絶対国防圏が破られて本土
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い状況が重なったにも拘らず、ことごとく「戦争完遂」にこ
だわった結果、最悪のシナリオに国民を導き、日本国民に

爆地からの訴えを相殺している。
こうした現実に対して私たちはどうすべきか。第一に、
多大な犠牲を強いただけでなく、アジアの周辺国にも大勢

対する実証的な再検証を、日本の研究者も積極的に行なう

あろう。第二に、米国内で依然、根強い原爆投下正当論に
得力に欠けるであろう。日本の戦争の非人道性も、核兵器

て、被爆地が原爆や核兵器の非人道性のみを訴えても、説

こうした日本の引き起こした戦争の非人道性に目を瞑っ

の犠牲者をだした。

被爆体験が示している核兵器の危険性 非
･ 人道性を、引き
続き科学的に検証しアップデートして世界に訴える必要が

必要があろう。だが、もう一つ大事なのは、日本が始めた
の非人道性も、そして今世界で起きているさまざまな非人
道的な問題にも等しく関心をもち、国境やナショナリズム

戦争がもたらした非人道性の検証ではないか。
真珠湾攻撃のきっかけとして俗説でしばしば指摘される
オランダ（Ｄ）によって日本は不当な経済制裁を課せられ、
た今、核兵器廃絶や非合法化を訴える広島や日本の市民に

を考えるべきである。そのことこそが、被爆七〇年を迎え

のは、
「ＡＢＣＤ包囲網」
、つまり米国（Ａ）英国（Ｂ）中国（Ｃ） を越えて、どうすれば繰り返さないですむことができるか
やむなく死中に活を求めて真珠湾攻撃に打って出た、とい
求められていることではなかろうか。

注
この節の記述の多くは、水本和実「核軍縮と広島・長崎

う説明である。
だが、その経済制裁の原因をたどれば、第一次大戦後に
日本も九カ国条約に加わり国際社会とともに同意した中国
の主権尊重、機会均等、領土保全という原則を、満州事変
という一〇〇％日本陸軍の謀略につづく中国本土での利権
獲得によって、日本が自ら破ったことに行き着く。
さらに、政府 指
･ 導者らは満州事変以前の状態に戻せと
の米国の要求に応じられないと判断し、無謀な戦争に国民
を引きずり込み、合理的指導者であれば和平を結ぶしかな
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York: SMITHMARK Publishers, 1955), p.417.
代 表 的 な 研 究 者 は、 Gar Alperobitz, Barton J. Bernstein, Martin

『戦後の核軍縮と被爆体験』（二〇一五年一二月一一日）での
川田稔『昭和陸軍全史１』『同２』講談社、二〇一四年、
『同

報告に依拠している。

川田稔『満州事変と政党政治』講談社、二〇一〇年など参照。

３』二〇一五年など参照。

日米比較のデータは山田朗『軍備拡張の近代史』吉川弘文

黒羽清隆『太平洋戦争の歴史』講談社、二〇〇四年など参照。

川田稔『昭和陸軍の軌跡』中公新書、二〇一一年、三二九頁。

館、一九九七年など参照。

罪』雄山閣、一九九五年など参照。

吉岡吉典著『日本の侵略と膨張』新日本出版社、一九九六

史のなかの「エノラ・ゲイ」
』山岡清二監訳、みすず書房、

年、小田部雄次・林博史・山田朗『キーワード 日本の戦争犯

ＮＨＫ総合テレビ「クローズアップ現代『
〝ヒロシマ〟が伝

育研究所。

頁、
「世界の教科書にみる「原爆投下」
」（米国）
、広島平和教

像』丸善ブックス七八、丸善、一九九九年、一二三―一二五

子どもたちが学ぶ日本

エノラ・ゲイ展論争から』朝日選書六〇七、朝

吉澤柳子『外国の教科書と日本

―

日新聞社、一九九八年など参照。

争と正義

―
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、

―

Affairs, vol.74, no.1 (January/February 1995) p.149.
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特集１ 被
: 爆七〇年

核兵器廃絶を目指す人道的アプローチにみる

被爆七〇年目の人道理念

―
齊藤 彰彦
（日本赤十字社事業局国際部企画課主事 ）

に、これまでの議論は高度に抽象的で、長い長いアク
一九六三年の東京地裁による原爆訴訟判決（以下、
「原爆訴

核 兵 器 の 使 用 が 国 際 人 道 法 に 反 す る こ と は、 遡 れ ば

げながら、核兵器廃絶を訴えている。

ロニウムで覆いかぶされてきた。例えばそれは、ＭＡ
訟」
）
や一九九六年の国際司法裁判所による核兵器の威嚇・

まるでこの兵器のおぞましい威力に目を背けるよう

Ｄ、ＰＴＢＴ、ＮＰＴ、ＩＮＦⅠ及びⅡ、ＦＭＣＴ、
でも確認されてきたが、人道的アプローチはこれらの司法

Ｃ Ｔ Ｂ Ｔ、 New Start.... Magnus Løvold, “The unknown known”, 使用の合法性に関する勧告的意見（以下、「ＩＣＪ勧告的意見」
）
Unspeakable suffering, 2013
的見解をどう受け継ぎ、そしてなぜ今、注目されているの

核 兵 器 廃 絶 を 訴 え る 人 道 的 ア プ ロ ー チ（ Humanitarian だろうか？

で、核保有国がこれまで核兵器を持つことの必要性を根拠

人道的アプローチは、非核保有国やＮＧＯが率先する動き
Ｊ勧告的意見において国際人道法や人道理念がどう用いら

の要因を考察する。具体的にはまず、一．原爆訴訟とＩＣ

法的評価を出発点にして、人道的アプローチの盛り上がり

本稿では国際人道法と人道理念の視点から、この二つの

付けてきた「核抑止力」や「国家の安全保障」といった国際

れてきたのかをたどり、二．今日の人道的アプローチがそ

）という運動が、昨今、盛り上がりをみせている。
approach

政治の議論からは距離を置き、核兵器の壊滅的な影響（非

れらをどう受け継いで発展を遂げてきたのかを概観し、三．

則、また、毒ガス禁止規定（一九二五年ガス議定書等）が原爆

向けられた攻撃の禁止（一九〇七年ハーグ規則二五条等）の原

を確認した。その上で、非戦闘員または非軍事的な目標に

明文がなくても、禁止されるべきことは当然」であること

拠」はなく「国際法の諸原則に反するものは、たとえ法規に

ならないという議論もあるが、これについて……十分な根

裁判所はまず、
「新兵器は常に国際法の規律の対象とは

には「 Shimoda Case
」の名で知られている）
。

今も異彩を放っている（いわゆる下田事件判決であり、世界的

法廷で争い、それを違法と断じた世界で唯一の判決として

一九六三年の原爆訴訟は、原爆投下の合法性をはじめて

⑴一九六三年東京地裁原爆訴訟判決

核兵器を照らす人道理念

にもなると、筆者は考えている。

たい。そのことが人道的アプローチのさらなる弾みの一助

値のひとつの側面を明るみにすることも本稿のねらいとし

を一つの素材として、国際人道法や人道理念の普遍的な価

力があるのかを考察する。見方を変えれば、核兵器の問題

そこにどのような人道的アプローチの新しさや勢いの原動

人道性）
が、国際人道法や人道理念に反することを理由に挙

南太平洋のファンガタウファ環礁で 1968 年 8 月 24 日にフランスが初めて行った核実験
（広島型原爆の 170 倍の破壊力）。
（©x-ray delta one）
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以上のものといっても過言ではな」いことから、不必要な

あるとしつつも、
「原爆のもたらす苦しみは、毒、毒ガス

菌兵器等との違いについて専門家の間でも意見の相違が

に適用されるかどうかについては、原爆と毒、毒ガス、細

ルグ宣言前文）

は、人道の法に反する。（一八六八年サンクト・ペテルブ

的の範囲を超える。それゆえ、このような兵器の使用

その死を避けがたいものにする兵器の使用は、この目

た。これらの原則に基づき裁判所は、軍事目標と非軍事目

ト・ペテルブルグ宣言等）
の原則が適用されることを確認し

の苦痛を無益に増大させ、またその死を避けがたいものに

極限の状況下であっても、
「すでに戦闘能力を奪われた者

この宣言に示される「人道の法」によれば、戦争という

苦痛を与える非人道的な害敵手段の禁止（一八六八年サンク

標の区別はおろか、中規模都市を全滅させるほどの効果を

迎えた今も一九万人近くの人々が被爆者健康手帳の保持者

する」兵器の使用は禁止される。このことを仮に現在の被

ここで示された原則の中で、とりわけサンクト・ペテル
としていまだに医療措置を必要としているように、原爆投

持つ原爆投下は、そのいずれの原則にも反しており、違法

ブルグ宣言については、現代の国際人道法（特に戦闘の方法・
下は戦争の唯一の目的である「敵国の軍隊の弱体化」「戦闘

爆者の実相にも照らし合わせるとすれば、被爆七〇年目を

手段の規制に関する諸原則）
の根底に受け継がれる人道理念

能力の奪取」というものをはるかに逸脱しており、
「苦痛を

である、という見解を示した。

をうたっており、あらためてその内容をみておきたい。

命が失われ、生き残った者でも、放射能の影響により一八

長崎両市に対する原子爆弾の投下により、多数の市民の生

闘能力を奪われた者の苦痛を無益に増大させ、または

る限り多くの者の戦闘能力を奪えば足りる。すでに戦

の弱体化である。その目的を達成するためには、でき

達成しようと努める唯一の正当な目的は、敵国の軍隊

果をもたらさなければならない。戦時において諸国が

文明の進歩は、戦争の惨禍をできる限り軽減する効

は確認しておきたい。

な潮流の中に位置付けられようとしていたことを、ここで

と訴えているように、この訴訟それ自体が国民運動の大き

面を子細にたどることを試み、それを踏まえた上で、「広島・

ている」とし、これに続けて原爆がもたらした非人道的側

者の手によつて何人も容易に利用できる資料にまとめられ

明されているし、多くの実験の結果もあり、これらは科学

るものか。この点については、理論上も疑問の余地なく解

この点について裁判所も、
「原子爆弾の爆発とはいかな

無益に増大させ」ていることは明らかである。

年後の現在においてすら、生命を脅かされている者のある
ことは、まことに悲しむべき現実である。この意味におい

ＩＣＪ勧告的意見

⑵一九九六年核兵器の威嚇・使用の合法性に関する

苦痛を与えてはならないという戦争法の基本原則に違反し

一九九六年にＩＣＪが示した核兵器の威嚇・使用の合法

て、……このような残虐な爆弾を投下した行為は不必要な
ている」と結論づけている。このように原爆の違法性を裏

付ける根拠として、判決の大きな部分が、原爆の非人道性、 性に関する勧告的意見は、原爆訴訟と同じく、まず、核兵

起人の一人の岡本尚一弁護士が、この訴訟の動機を述べた

り上がりが強く影響していたことに注目しておきたい。発

の第五福竜丸被爆事件に起因する原水爆禁止国民運動の盛

された。ただし、訴訟が成立した背景として、一九五四年

なく、そのため個人もその請求権をもたないことから棄却

結果としてこの訴訟は、裁判所に米国政府を裁く権限は

の保護・救済に関連する条約（同じく「ジュネーブ法」と呼ばれ

人道法の「ハーグ法」と呼ばれるルール群）
、また、紛争犠牲者

連の戦闘の方法・手段の規制に関連する条約（いわゆる国際

でも言及されたサンクト・ペテルブルグ宣言から始まる一

とした。その上で、具体的な国際人道法として、原爆訴訟

び、敵対行為を規律する武力紛争に適用される法である」

用法は、国連憲章に具現化された武力行使に関する法、及

器を明示的に禁止する国際法が存在しないことを確認した

パンフレットの中で、
「この提訴はこれによって今も悲惨

るルール群）
の始まりから、一九七七年の追加議定書に至る

つまり、不必要な苦痛の検証で占められていることが特徴

な状態のままにおかれている被害者またはその遺族が損害

までの国際人道法の発展史を俯瞰し、これらの国際人道法

後、
「この問題を規律するために最も直接的に関連する適

の賠償を受けるということだけでなく、この賠償責任が認

における「根本原理（ cardinal principles
）
」として、次の二つの原

的にみえる。

められることによって原爆の使用が禁止せられるべきであ

る天地の公理を世界の人類に印象づけるでありましょう」 則を示した。すなわち、Ⅰ．文民と民用物は保護し、戦闘

文民及び戦闘員は、この議定書その他の国際取極が

員と非戦闘員とを区別し、それを区別することのできない
兵器の使用は禁止されること、また、Ⅱ．戦闘員に不必要
その対象としていない場合においても、確立された慣
諸原則に基づく保護並びにこのような国際法の諸原則

な苦痛を与える兵器は禁じられ、国家が戦闘の手段を選ぶ
これらの原則に基づき裁判所は、核兵器の破壊力は「空
の支配の下に置かれる。（一九七七年第一追加議定書一条

習、人道の諸原則及び公共の良心に由来する国際法の

間的にも時間的にも制御することができず、すべての文
二項）

権利は無制限ではないことである。

明と地球の全生態系を破壊する潜在力を有する」ことから、
この規定の提唱者の名を冠した呼称であるこのマルテン

しかしこれに続けて、
「国際法の現状および裁判所の有す
の国際人道法関連条約に受け継がれてきたものである。こ

二条約にはじめて登場して以来、一世紀余りにわたり多く

見はその最後に「核軍縮に導く交渉を誠実に遂行し、かつ

に禁じられることについて明言を避けた。また、勧告的意

し、国際人道法の評価のみで核兵器の威嚇・使用が絶対的

合法であるか違法であるかをはっきりと結論しえない」と

摘し、マルテンス条項もまた国際慣習法の地位を得ている

（ intransgressible
）
諸原則」としてすべての国家を拘束すると指

力紛争に適用可能な国際慣習法の「犯すことのできない

的 考 慮（ elementary considerations of humanity
）
」で あ り、 そ れ は 武

に当裁判所がコルフ海峡事件判決で示した「人道の基本

の解釈は一様ではないが、
「核兵器の威嚇・使用はいかな

ここであわせて、ウィーラマントリー判事がその個別意

判決がいわゆる「マルテンス条項」に言及している点に注目

トリー判事や「核兵器の存在そのものが人道法の存在自体

見の中で示した「法廷の問題の基本的重要性」と題する箇所

る例外もなく絶対に違法」との立場に立ったウィーラマン

に対する大きな挑戦である」との個別意見を示した裁判所

に注目しておきたい。

則は、一九六九年ウィーン条約法条約五三条が定める「い

の良心」が国際法の一般原則であると主張するなど、これ

ン判事は、マルテンス条項が示す「人道の諸原則及び公共

位を得ているという見解を示した。さらにシャハブディー

かつ、認める規範」といういわゆる強行規範（ Jus Cogens
）
の地

のであり、利用可能なあらゆる国際法を検証し、必要

法廷はしたがって、今最も厳粛な問題に直面している

た。これは世界的な世論のうねりを示しています……

超える署名（その大半が日本からのもの）が寄せられまし

二四カ国が口頭弁論を行い、二五カ国から三〇〇万を

かなる逸脱も許されない規範……国際社会全体が受け入れ、

らの裁判官たちは様々な表現で、マルテンス条項をはじめ

であればその根本まで掘り下げることが求められてい

なる例外もなく違法であるという、原爆訴訟と同じ評価を

兵器であることは明らかであることから、その使用はいか

はこの論理に則り、核兵器がまさにそのような性質をもつ

ば、それは禁止されることになる。上に挙げた裁判官たち

るという「人道の諸原則」に反する性質をもつものであれ

器が戦闘員と非戦闘員を区別できず、不必要な苦痛を与え

ことを決して意味しない」ことは言うまでもなく、その兵

ることができる」と定めた条文を踏み台にして、ＷＨＯと

可された機関の行政職員の長によって勧告的意見を要請す

ジェクトは、ＩＣＪ規則一〇四条が「国連事務総長又は許

た。ＩＣＪでの核兵器合法性の審議を目指す世界法廷プロ

ジェクト」というキャンペーンが大きな役割を果たしてい

核法律家協会（ＩＡＩＡＮＡ）らＮＧＯによる「世界法廷プロ

ト・デュイスら市民グループの発想が発端となった国際反

勧告的意見の実現には、ニュージーランドの主婦ケイ

るのです。

示したのであった。

ていないとしても、そのことが「核兵器の使用を許容する

以上のことから、既存の国際法が核兵器の使用を禁止し

とする人道理念の意義を極めて高く評価した。

この勧告的意見の審理には三五カ国が陳述書を寄せ、

長のベジャウィ判事は、マルテンス条項が示す人道の諸原

したい。

ここで挙げられた「人道法の原則及び規則」に関連して、 ことを確認した。その実質的な意義について個々の裁判官

完了させる義務」があることを示した。

は使用が、国家の生存のかかった自衛の極端な事情の下で、 れについて裁判所は、人道法の多くの規則は一九四九年

る事実の諸要素を勘案して、裁判所は、核兵器の威嚇また

反するだろう」とし、原爆訴訟とほぼ同じ評価を踏襲した。 ス条項は、一八九九年の陸戦の法規慣例に関するハーグ第

法の諸規則、そして特に人道法の原則及び規則に一般に違

「核兵器の威嚇または使用は、武力紛争に適用される国際
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果としてＩＣＪはＷＨＯからの要請は却下したが、国連総

請する決議の採択を求めた。決議は成功裏に採択され、結

国連総会という二つの国連機関にＩＣＪに勧告的意見を要

響は、決して軽視できないものだったといえる。

引き出したことに、こうした市民の働きかけが及ぼした影

ではあるものの、核兵器の使用が違法であるという見解を

という凄惨な現実を吹き込んだ。
「一般的に」という留保付

このようにいずれの法的評価も、核兵器の非人道的側面

会の要請を認めた。こうしてケイト女史の発想から足掛け
一〇年の時を費やした一九九六年、ＩＣＪはその勧告的意
なお、このウィーラマントリー判事の個別意見が示すよ
化することに貢献した。そしてそのいずれも、核兵器の使

国際人道法や人道理念から核兵器を考察する枠組みを明確

（被爆者の実相）
を評価の最も基本的な事実として位置づけ、

うに、ＩＣＪの審議において、これだけ多くの関係者が証
用が国際人道法や人道理念とは両立しないことを示し、そ

見を世に示したのであった。

言を寄せたことは前例のない出来事だった。とりわけ、本
れは後述する人道的アプローチの訴えにも踏襲されていく。

人道的アプローチの機運が高まりを見せ始めたのは、

⑴二〇一〇年ＮＰＴ再検討会議と赤十字の貢献

人道的アプローチの趨勢

来は国家間の紛争を審議するＩＣＪにおいて陳述が許され
るのは国家か国連機関のみとされ、さらには日本政府が核
兵器の合法性についての立場を明らかにしない中で、広島
市、長崎市の両市長が証言台に立ち、原爆投下の惨状を訴
え、核兵器の使用が国際法違反であることを明言したこと
は、裁判所の審議にも少なくはない影響を与えた。例えば

パキスタン
１００～１２０

インド
９０～１１０

世界の核弾頭数
        2015 年 1 月時点の概数 ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の資料より
※イスラエルは公式には核保有を認めず
配備数 １５０

中 国 ２６０
フランス ３００

配備数 ２９０

極的には人間の利益、人道法の基本原則および人類全

的および政治的考慮のみでなされるべきではなく、究

意見を歓迎します。……核兵器に関する議論は、軍事

ＩＣＲＣは一九九六年の国際司法裁判所の勧告的

とが影響したともいわれている。

コブ・ケレンベルガー氏が次のような公式演説を行ったこ

二〇一〇年のＮＰＴ再検討会議の直前、ＩＣＲＣ総裁のヤ

なされたことははじめてのことであったが、その背景には、

ＮＰＴ再検討会議の合意文書で国際人道法への言及が

請している。

文書「行動」五のＤ等）
という具体的行動をＮＰＴ締約国に要

渉」の検討に留意して、
「究極的な廃絶」を目指すこと（最終

に貢献する政策を議論」し、
「核兵器禁止条約についての交

と導き、核戦争の危険を減少させ、核兵器の不拡散と軍縮

き同文書は、
「核兵器の使用を防止し究極的にその廃絶へ

人道法との両立性の要請を一層強調している。これに基づ

国際人道法を「常に（ at all times
）
順守する」こととして、国際

二〇一〇年の合意文書は、核兵器の「いかなる（ any
）
使用」も、

び規則に一般に（ generally
）違反する」と示したのに対して、

一 九 九 六 年 の Ｉ Ｃ Ｊ 勧 告 的 意 見 が「 人 道 法 の 原 則 及

的結末に深い懸念を表明し、すべての国が国際人道法を

英 国 ２１５

配備数 ２０８０

をつぶさに引用しながら被爆者の惨状に触れた上で、核兵

北朝鮮 ６～８

含む適用可能な国際法を常に順守する必要性を確認する

イスラエル *８０

器の違法性を指摘したことは、その一端でもある。こうし

米 国 ７２６０

（ NPT/CONF. 2010/50
（ Vol.）
）
1」と示したことが大きく影響した

配備数 １７８０

た世論のうねりや被爆の実相は、核兵器一般の威嚇・使用

ロシア ７５００

といわれている。

*イスラエルは公式には核保有を認めず

の合法性という抽象的な問題に、核兵器（原爆）の非人道性

であるとの反対意見を示したコロマ判事が、両市長の証言 「会議は核兵器のいかなる使用からも生じる壊滅的な人道

「核兵器のいかなる威嚇・使用も違法であることは明らか」 二〇一〇年のＮＰＴ再検討会議がその合意文書において、
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はならないことを再確認することを要請します。……

の合法性に対する見解に関わらず、二度と使用されて

えます。したがってすべての国家に対し核兵器の使用

使用も国際人道法に合致することは不可能であると考

Ｊの事実認定によれば、ＩＣＲＣは核兵器のいかなる

体の将来への考慮の下でなされるべきです。……ＩＣ

調している。

と題する次のような決議を打ち出し、その訴えをさらに強

会議（以下、赤十字代表者会議）は、
「核兵器廃絶への取組み」

が集う二〇一一年一一月の国際赤十字・赤新月運動代表者

字・赤新月社連盟（ＩＦＲＣ）
、世界中の赤十字・赤新月社

となった。このことについてさらに、ＩＣＲＣ、国際赤十

類の継続的存在を脅かすような核兵器の恐ろしい効

し、国際人道法の最も基本的な原則を疑問視し、人

現存の義務の完遂が不可欠です。共通の人道に挑戦

全廃棄することを目標とした交渉を追及するという、

的拘束力をもつ国際条約によって核兵器を禁止し、完

の使用によってもたらされると予想される計り知れな

一九九六年に出した勧告的意見を想起し、……核兵器

るものであると結論づけられた、国際司法裁判所が

は使用は国際人道法の原則および規則に全面的に反す

用されることが確認されており、核兵器の脅威あるい

国際人道法の原則及び規則は核兵器に対しても適

ＩＣＲＣの見解によれば、核兵器使用の防止には、法

果に道徳的に無関心でいることは、決して許されま
い苦痛や、それに対する十分な人道的援助能力の不
調し……、国際人道法、特にその区別、予防、均衡性

在、そして核兵器使用を阻止する絶対的な必要性を強

せん。（ ICRC, “Bringing the Era of Nuclear Weapons to an End” Statement by
Jakob Kellenberger, President of the ICRC, to the Geneva Diplomat Corps,
）
Geneva , 20 April 2010

に関する規定と核兵器の使用との両立は困難であると
その「いかなる使用も国際人道法に合致することは不可能

の見解の如何に関わらず、核兵器が再び使用されるこ

えます。すなわち、核兵器の適法性に関する各国政府

認識し……、すべての各国政府に対して次のことを訴

である」と断じ、
「共通の人道（ our common humanity
）
への挑戦」

とがないよう保証することを求めます。（ ICRC, Council

中立の赤十字が高度に政治的な側面もはらむ核兵器を、

と位置付けたことは国際社会において注目を浴びる出来事

ある。なおこの会議は、ＮＰＴや国連の軍縮会議（ＣＤ）等

器の人道的影響に関する国際会議（いわゆるオスロ会議）
」で

of Delegates 2011, Resolution 1, Working towards the Elimination of Nuclear 二〇一三年三月にノルウェー政府主催で開催された「核兵
）
Weapons, 26 November 2011

会議は国家をはじめとする国連やその他の国際機関、市

の既存の核軍縮フォーラムに対立するものではなく、あく

ジュネーブ法の観点からの考慮（核兵器の使用の影響に対して

民社会の関係者とともに、核兵器の政治的・外交的議論と

ここで赤十字の貢献として触れておきたいのが、これ

は、国際人道法で保護されるべき医療や救援活動の対応能力は欠

は切り離して、その非人道性についての「事実」に基づく議

まで、上述の二〇一〇年ＮＰＴ再検討会議の合意文書に基

如している、または、否定されること）
を取り入れたことであ

論を促すことを目的として掲げた。一三〇近くの国、国連、

までの国際人道法の非両立性の根拠にハーグ法の観点から

り、この点は、後述の核兵器の非人道性に関する国際会議

国際赤十字など、これまでの核軍縮に関する会議にはみら

づく具体的行動として、そしてＮＰＴ体制を補完するもの

とそれに続く人道的アプローチの声明においても、繰り返

れない広範な参加者を得た（ただし核保有国五カ国の参加を除

の考慮（核兵器の使用は軍事目標主義と両立せず、その兵器自体

し言及されている。核兵器と国際人道法の非両立性という

く）
会議は、これまでに公にされてきた様々な研究成果を

として、催されたものであることに注意しておきたい。

原爆訴訟とＩＣＪ勧告的意見が示した法的評価は、さらに

結集して、核爆発の人体に与える即自的影響といったもの

の性質が不必要な苦痛をもたらし無差別であること）
に加えて

強調された形となって受け継がれていることがわかる。

から、開発、経済、環境といった社会的影響、また、その
人道的アプローチの特徴として、核兵器廃絶を訴える

点からのものが主だったが、その非人道的な側面に限って

器にまつわる議論はこれまで軍事的、技術的、地政学的観

結果への対応能力についての認識を幅広く共有した。核兵

根拠に、核兵器の非人道的な側面（壊滅的な結末）をつぶさ

国家と国際機関、ＮＧＯ等が一堂に会して議論を交わした

⑵二〇一三年オスロ会議とその後

に強調する点が挙げられる。その非人道性についての国際

社会全体の認識を高めるのに大きな貢献を果たしたのが、 ことははじめてのことだった。ここまで広範な参加者が得

られたこと自体が、この問題がすべての人々に関連する問

とはこれまでの歴史が実証しているところであり、政治状

の影響は即自的にも長期的にも壊滅的な結果をもたらすこ

すること自体も不可能であると思われること、Ⅱ．
核兵器

を行うことは不可能であり、そのような対応能力を確立

おける緊急事態に対応し、被害者に対して十分な救援活動

いは国際機関も、核兵器の爆発が直ちにもたらす人道面に

セージに触れておきたい。つまり、Ⅰ．
いかなる国家ある

し控えておくが、議長総括として示された次の三つのメッ

紙幅の制約からここで会議の詳細に立ち入ることは差

ための唯一の方法はその廃絶を通じてです。……核

いというものです。……核兵器が再び使用されない

とができず、犠牲者に対する適切な救援を提供できな

兵器の爆発が引き起こす人道的緊急事態に取り組むこ

たメッセージは、いかなる国家、国際的な団体も、核

ことを反映しています。専門家と国際機関から示され

がすべての人々にとって憂慮し、関連するものである

議が広範な参加者を得たことは、爆発の壊滅的な影響

て事実に基づく議論に取り組む場を提供しました。会

道的影響に関する会議は、核兵器の爆発の影響につい

二〇一三年三月、オスロで開催された核兵器の人

況が変わっても核兵器の潜在的破壊力に変わりはないこと、
兵器の人道的影響に対応することは絶対に必要なこ

題であることを示唆している。

Ⅲ．
核兵器の爆発の影響は国境を越え、地域的にも世界的
と で す。（ Second Session of the Preparatory Committee for the 2015
）
the humanitarian impact of nuclear weapons, 24 April 2013

Review Conference of the Parties to the Treaty on the NPT, Joint Statement on

にも国家や市民に重大な影響を及ぼすこと、である。こう
してオスロ会議は、人道的アプローチの礎となるメッセー
ジを創出し、核兵器についての従来の国際政治的観点か
らの議論を人道的観点からのそれへとシフトさせたことで、

共同声明には八〇カ国、さらに同年の国連総会第一委員会

ＰＴ再検討会議第二回準備委員会（二〇一三年四～五月）の

ける共同声明においても、次のように表現されている。

された二〇一五年ＮＰＴ再検討会議第二回準備委員会にお

このことは、続く二〇一三年四月から五月にかけて開催

みにし、それを憂慮する声を上げたことだけが、勢いの要

的アプローチが全く新しい核兵器の非人道的な側面を明る

団体等による運動である。その意味で必ずしも、この人道

三四カ国が名を連ねていたのが、上記のオスロ会議後のＮ

総会第一委員会（二〇一二年一〇月）における共同声明には

年四～五月）の同様の共同声明には一六カ国、同年の国連

これ以前のＮＰＴ再検討会議第一回準備委員会（二〇一二

（二〇一三年一〇月）
の共同声明には一二五カ国と参加国数が

因となっているわけではない。それでは今、
人道的アプロー

高く評価されている。

増加している。オスロ会議をフォローアップする会議がメ

一つには被爆七〇年という時間の蓄積の中で、核軍縮が

チが注目される背景には何があるのだろうか？

ンでの会議には一五八カ国の政府代表、国連、国際赤十字、

遅々として進んでいない現実が挙げられる。一九九六年の

ストリアが発表した共同声明には一五九カ国が賛同してお

多くの参加国が人道的アプローチへの支持を表明し、オー

避けたことは、ある意味、当時の核軍縮の進展に対する期

を下すことができない」として絶対的な違法という明言を

いだろうか。その意味でこの勧告的意見が、国連総会から

ことを避ける判断）
であったと考えることもできるのではな

待（もしくはより消極的な意味では、国際政治の動きに水を差す

察

れるのかどうかについての）
範囲を超えて「核軍縮に導く交渉

の意見要請（核兵器の威嚇・使用は国際法上いかなる場合に許さ
人道的アプローチ以前にも、核兵器の非人道性を憂慮す

を誠実に遂行し、かつ完了させる義務がある」と一四人の

争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ、一九八〇年設立）といった

果たしたこと」を理由にノーベル平和賞を受賞した、核戦

威ある情報を普及し、関心を高めたことに偉大なる貢献を

一九八五年「核戦争がもたらす壊滅的な結末についての権

ち」が、人道的アプローチの勢いを促している。そしてこ

をみせない。この時間の経過の中で蓄積されてきた「苛立

くの時が経とうとしているが、核軍縮は一向に進展の兆し

れとみることもできる。しかし、勧告的意見から二〇年近

賞受賞科学者らによるラッセル・アインシュタイン宣言や、 裁判官全員が一致した意見を示したことは、その期待の表

る試みは複数あった。例えばそれは、一九五五年ノーベル

考

り、人道的アプローチの勢いは着実に高まり続けている。

討会議も合意文書の採択には至らなかったものの、会期中、 ＩＣＪ勧告的意見が「自衛の極限の状況下では明確な判断

ＮＧＯ、専門家等が参加している。二〇一五年のＮＰＴ検

キシコ、オーストリアでも開催されており、直近のウィー
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かる。こうした力学は、同じく非人道的な兵器と位置づけ

景には、常に、こうした市民の力が原動力にあることがわ

で作用した動きと同じものであり、人道理念が浮上する背

ＣＪ勧告的意見における世界法廷プロジェクトといった形

の苛立ちはまさに、原爆訴訟における原水爆禁止運動やＩ

国際政治上の考慮には浮上してこなかった問題である。

高まり、といった諸問題がある。これらはまさに伝統的な

技術的な誤作動とそれを意図したサイバー攻撃のリスクの

用の恐れ、さらには核兵器管理システムの老朽化等に伴う

緊張化、また、テロリスト等の非国家主体による核兵器使

を促している。簡潔に言えば「核抑止力」を訴えるメリット

な影響に対する認識の高まりが、人道的アプローチの勢い

るリスクの高まり、そしてその取り返しのつかない壊滅的

また、今日の国際情勢の変化に伴い、核兵器が使用され

れていたにもかかわらず、それらが核軍縮の考慮において

れば、これまでそうした研究成果は常に更新され、公にさ

人道的側面を広く明るみにすることに貢献した。言い換え

きた研究に基づき、複数の観点から、核兵器の今日的な非

ＷＨＯやＩＰＰＮＷをはじめとする様々な機関が蓄積して

これと並んで、現代の核兵器のさらなる非人道的側面が

よりも、核兵器が一度でも使われてしまえば取り返しのつ
顧みられることはほとんどなかった。長い間、核兵器にま

られた地雷（一九九四年の対人地雷禁止条約）やクラスター弾

かない結果をもたらし、それがある意味で誤って（
「正しい
つわる問題は、
「核抑止力」や「国家の安全保障」などといっ

様々な角度から明るみにされている。とりわけオスロ会議

使用」というものがあるのかどうかは別にして）
使用されてしま

た高度に抽象的で、核保有国目線の考慮だけに閉じられて

（二〇〇八年のクラスター弾に関する条約）
について、それらを

うことのリスクへの懸念が上回ろうとしている。その背景
いた。そこに人道的アプローチは、核兵器の非人道性とい

をはじめとする一連の「核兵器の人道的影響に関する国際

には、
「核保有国」と「非核保有国」という主権平等の理念
う現実的な側面を明るみにすることで、議論の担い手を核

禁止する条約が、ＮＧＯ等の市民社会の率先により成立し

に反する不平等なＮＰＴ体制、そしてＮＰＴ体制外で核兵

保有国から非核保有国や市民目線のものへと大きくシフト

会議」は、広島・長崎の被爆の実相のみならず、これまで

器の保有を公然と認める国家の存在といった制度そのもの

させたのである。これに上述の国際情勢の変化も加わった

行動をとることは、まさに条約の精神を「尊重し、尊重を

の欠陥や、米露、中東、北東アジアなどの安全保障情勢の

さらには核兵器使用の歯止めとなる国際人道法そのも

確保する」ために求められる具体的行動として位置付ける

国際人道法とは両立しえない核兵器に対して廃絶のための

のの進化にも注目すべきである。原爆訴訟が世に出て既に

ことができるのではないだろうか。
人道的アプローチが今後どのような展開を見せていくの

た戦闘の方法・手段から導かれるハーグ法の諸原則（区別の

人道的アプローチは、原爆訴訟やＩＣＪ勧告的意見が示し

しまうのか、もしくは、核保有国を巻き込んだ形での条約

えば、核保有国抜きで核兵器使用禁止条約を先につくって

いう究極的な目標を達成するための道筋も多様である。例

のに対し、現代国際法が「人間の安全保障」といった概念を

に基づく相互主義的（契約的）な関係を基本構造としていた

づけている。その背景には、伝統的な国際法が国家の利害

も、核兵器と両立しない国際人道法の基本原則として位置

ない。極端な見方をあえてすれば、結局のところこのアプ

のかについて、人道的アプローチはまだ答えを見出してい

するのか。こうした複数の道筋のいずれに舵を向けていく

もしくは、その保有禁止や廃絶までをも含む包括的な形に

も、核兵器の使用のみを先行して禁止する条約にするのか、

国際人道法の中核を成す一九四九年のジュネーブ諸条約共

器廃絶キャンペーンの焼き増しに過ぎなかったという結末
ある論者は人道理念を「一般的にいって人道観念の根幹

を迎えることも、ありうるのかもしれない。

）
」を定めていることを発展的に解釈したい。つまり、
omnes

が、それが基本的人権の底流として、権利として保障され

互主義には基づかない、いわゆる「対世的義務（ obligation erga は、人間が人間であるという、一見ごく平凡な内容である

つ、この条約の尊重を確保すること」として締約国間の相

通一条が「すべての場合において、この条約を尊重し、且

つつあることも少なからず影響している。これを敷衍して、 ローチは、これまでの歴史の中でも繰り返されてきた核兵

とりいれ、個人の命と尊厳を至上価値とする体系に移行し

ブ法の観点からの考慮（被爆者に対する人道的対応能力の欠如） 形成の道筋を模索し続けるのか。また、条約の形態にして

原則、不必要で無差別な兵器の使用禁止）
のみならず、ジュネー

と国家の加盟を得ており、より高い普遍性を備えている。 かは、現時点ではまだ不透明な部分もある。核兵器廃絶と

呼ばれていたその萌芽期よりもはるかに多くの条約の成立

五〇年余りが経過するが、今日の国際人道法は、戦争法と

ことで、人道的アプローチの勢いの要因となっている。

た例にもみることができる。
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International Court of Justice, Legality of the threat or use nuclear weapons, Advisory

下級裁判所民事裁判例集一四巻一二号

忠「人道観念の諸相」
）
と定義した。また、ＩＣＲＣの元副委

ない人間的諸価値を保護、救済するための引照基準」
（田中
員長で一九四九年のジュネーブ諸条約の起草にも大きな貢

Beatrice Fihn ed, Unspeakable suffering, Reaching Critical Will, ican, 2013

Opinion of 8 July 1996
John Borrie and Tim Caughley eds, Viewing Nuclear Weapons through a
Humanitarian Lens, UNIDIR, 2013

献を果たしたジャン・ピクテは、マルテンス条項に含ま
れる原則が「生きた肉体の骨格であり、予測できない事態
においても指針を与え、全体を完璧に要約し分かりやすく、
普及するためには不可欠なもの」と定義した。人道的アプ
ローチはまさに、いまだ「権利として保障されない人間的
諸価値」や「生きた肉体」が現代において何を意味するのか
を再定義するプロセスになぞらえることができるのではな
いだろうか。その意味で、人道的アプローチの趨勢が仮に
一過性のものだとしても、人間の命と尊厳を脅かすものが
この世界にある限り、核兵器の問題に限らない「予測でき

理想への現実的アプローチ』

ない事態」への真の〈人道的アプローチ〉の営みに終わりは

―

ないように思われる。（了）
参考文献
東信堂、二〇一四年

黒澤満『核兵器のない世界へ

㈱日赤会館、二〇〇〇年

（元日本赤十字社第三〇一救護班救護員）

講師 木
: 村 美喜 氏

日本赤十字国際人道研究センター主催 戦後七〇周年記念講演会

ジャン・ピクテ著、井上忠男訳『国際人道法の発展と諸原則』
藤田久一『核に立ち向かう国際法』法律文化社、二〇一一年

特集２ 戦
: 後七〇年―元従軍看護婦たちの証言

一六歳・新人看護婦が見たフィリピン

第二次世界大戦の終戦から七〇年を迎えた二〇一五年は、先の
戦争体験を次世代に語り継ぐ様々な催しが各地で開催された。そ
うした中、日本赤十字国際人道研究センターが主催する「戦後
七〇周年記念講演会～一六歳・新人看護婦が見たフィリピン」が
平成二七年九月七日に木村美喜氏を講師にお招きして日本赤十字
社本社において開催された。
戦争体験を語ることのできる先人たちの高齢化が進む中、貴重
な体験談に耳を傾けようと一般の方々や日赤職員、メディア関係
者など約一五〇人が会場を訪れた。
度重なる空襲、飢餓、同僚の死など極限状況下で過酷な救護活
動にあたった元戦時救護看護婦の体験講演は、戦争の悲惨さと平
和の尊さを改めて噛みしめる機会となった。

美喜氏
木村
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木村美喜氏

プロフィール

一九二八年（昭和三年）二月一五日 埼玉県桶川市に生まれる
一九四二年（昭和一七年）四月二日 日本赤十字社埼玉支部救
護看護婦養成所入学
一九四四年（昭和一九年）三月 卒業（通常は三年間だが、一
年繰上の二年で卒業） 八月 一六歳で日本赤十字社
第三〇一救護班救護員としてフィリピンに派遣され、
マニラの陸軍病院配属。

一六歳の夏。応召しフィリピンへ
皆さん、こんにちは。今、ご紹介いただきました木村と
申します。
私は太平洋戦争の末期、昭和一九年の三月に日本赤十字
社埼玉支部救護看護婦養成所を卒業し、その年の夏、召集
令状を頂いて従軍致しました。当時の話をこれからさせて
いただきますので、どうかよろしくお願い致します。
私は昭和一九年七月二九日の朝に召集令状を頂いて、八
月一日、
日赤埼玉支部に召集されました。この時召集になっ

中部山岳地帯への逃避行。 八月 終戦（一七歳）

一九四五年（昭和二〇年）四月 米軍の空襲・上陸にともない
九月 米軍捕虜収容所に収容

たのは全部で一〇名、行き先はフィリピンの陸軍病院とい

八月四日、広島の連隊に入隊し、陸軍軍属となりまし

うので、その交替要員として召集されたのが私たちでした。

そのうちの一〇名が任期を終えて内地にお帰りになるとい

班、埼玉班一個班二六名が既に配属になっておりました。

うことでした。当時、マニラの陸軍病院には第三〇一救護

一二月二九日 復員
一九四七年（昭和二二年）五月 助産婦（産婆）免許取得 大宮
日赤病院にて助産婦として勤務
一九五九年（昭和三四年）六月 結婚して三人の子供に恵まれ
る。子育てをしながら、地元の産科で助産婦として
活動
一九九二年（平成四年） 四月 埼玉県ナース赤十字奉仕団のメ

て、当初は七日が内地出港ということだったのですが、大

たしました。しばらく埠頭で待たされていましたが、その

に波が荒く、慣れない蒸気臭とペンキの臭いでたちまち船

いよいよ私たちは太平洋の大海原に出たのですが、非常

ンバーとして活動

幅に遅れて八月一八日の夕刻に乗船命令を頂き、一九日の
朝、旅館を発って宇品港へ参りました。はるか沖に赤十字

間、じっと自分の足元を見つめていると、
「ああ、もうこ

に酔ってしまいました。夜になって波も静かになり、点呼

の旗を靡かせた病院船「橘丸」が見え、その雄大さに感動い

れで日本の土を踏むのは最後かなあ」と思い、胸がじーん

のために甲板へ集合したのですが、船酔いで身体が前後に

見えまして、乙女心にも感動致しました。しかし、来る日

ており、生まれて初めて見る南十字星は一際美しく輝いて

た。そんな中でも夜空を見上げると、満天の星空が広がっ

揺れ、立っているだけでも容易なことではありませんでし

と熱くなって、涙が止まりませんでした。

早くも魚雷攻撃の洗礼
午後になって、病院船に乗船でき、翌二〇日午前四時、

東の方から真っ赤な太陽が昇って海面を照らし、夕方にな

汽笛がボーと遠くまで鳴り響き、錨が早々と引き上げられ、 も来る日も海の上からは島ひとつ見えません。夜明けには
船は静かにすべり出しました。この時からわずかながら船

ると西の水平線の彼方に沈んでいきました。

南方派遣救護看護婦の夏の制服・制帽
水 色 の ウ ー ル で 仕 立 て ら れ、 左 腕 に 赤 十 字 の 腕 章 を 付 け
ています。昭和一九年八月（一六歳六カ月）

そんな日が幾日か続いたある夜のこと、突然、非常ラッ

酔いが始まりました。四国と九州の間を通って南九州を回
り、ひとまず下関に到着し、ここで燃料と食糧を積み、白
衣を着た傷病兵約六〇名を乗せまして、翌二一日の朝、台
湾の基隆に向けて下関を出港致しました。そして、午前中
に基隆に着きまして、こちらの陸軍病院へ患者さんの送り
込みをして、午後からフィリピンのマニラに向けて出港し
たのです。この時の基隆の港には、日本の兵隊さんを乗せ
た輸送船が何隻も停泊しておりました。私たちが乗ってい
る病院船が先に出港しますので、輸送船の上の兵隊さんた
ちは私たちに「頼むぞー、頼むぞー」と何度も繰り返しなが
ら、船が見えなくなるまで見送ってくれました。
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パが鳴って、制服の上に救命胴衣、腰にナイフと命綱を着
とも ゆ き

ここで少し部隊の紹介を致します。フィリピンは第一四

えてくださったのがとても嬉しく、また近しさを感じまし

さんたちが日の丸の小旗を振りながら、
「万歳、万歳」と迎

ニラ港へ到着できました。日本の兵隊さんや原住民のお子

したおかげで、予定よりも一日早い八月二七日の午後、マ

うな思いでその場を去ったのです。このときに急速に前進

うにという指示が出まして、私たちは後ろ髪を引かれるよ

てきました。しかし、その時、病院船は全速力で逃げるよ

んなに早くやってくるなんてと思うと、死ぬのが怖くなっ

この時、全く泳げませんでした。こんな恐ろしいことがこ

船底の辺りにも魚雷が行ったり来たりしていました。私は

てくるような気がしました。私たちの乗っている病院船の

ら兵隊さんたちの「助けて、助けて」という叫び声が聞こえ

きながら、刻一刻と沈んでいくではありませんか。そこか

私たちの目の前で、敵の魚雷にやられた護衛船が斜めに傾

ございました。午後は婦長殿に連れられて部隊長殿に申告

らっしゃり、優しく声を掛けてくださって大変懐かしゅう

になり、その中には私が養成所の生徒だった頃の先輩がい

の挨拶を致しました。昼になると先輩たちが次々にお帰り

しばらく経ちますと婦長殿が参りましたので、早速に着任

名は病院敷地内にある宿舎へ案内されました。宿舎へ着き

第二分院へ配属が決まり、第一分院勤務の私たち埼玉班八

一〇名のうち、八名は第一分院（通称ケソン病院）
、二名は

せて一、
〇〇〇名という大所帯で、今回派遣された私たち

士一、
八〇〇名、看護婦は日赤看護婦と陸軍看護婦を合わ

た。将校が一五〇名、うち軍医が一〇〇名、上等兵以下兵

院、第二分院、第三分院の四つの病院で構成されていまし

設置した、東洋一と云われた立派な施設で、本院と第一分

本陸軍が各南方の前線から全ての傷病兵を収容するために

威第一〇六一二部隊。配属された南方第一二陸軍病院は日

けて集合すると、真っ暗闇の太平洋上に真っ赤な炎が見え、 方面軍、山下奉文閣下の指揮下でした。部隊名は比島派遣

た。その日の夜は病院の営外宿舎に泊まり、翌朝、書記殿
に参りました。部隊長室の前ではとても緊張したことを今

南方第 12 陸軍病院（ケソン病院）

出典：アンリー・デュナン教育研究所・編「ほづゝのあとに」より

（アンリー・デュナン教育研究所・編「ほづゝのあとに」より）

ただきました。

かく見守ってくださる中で、私は一生懸命ご奉公させてい

病棟、西側が内科病棟になっておりました。周りの方が温

ります。病棟は東と西に分かれておりまして、東側が外科

いました。外来勤務でしたから、夜は他の科に当直にまい

て、私はこんな立派なところで勤務できることを誇りに思

く親切でいらっしゃいましたし、病院の設備も素晴らしく

したが、実際勤務に就きますと軍医殿も衛生兵さんも優し

ろは厳しくて、兵隊さんもとても怖いと思い込んでおりま

に連れられて、歯科外来にまいりました。部隊というとこ

私は歯科外来の勤務を命じられ、翌二九日の朝、婦長殿

した。

ろに勤務するのですが、
埼玉班の勤務先は全員ばらばらで

部署が発表されました。通常一個班はまとまって同じとこ

ご挨拶回りが終わり宿舎に戻りますと、部屋割りと配属

頑張ってほしい」というお話がございました。

ので、一回の退院数、入院数は大変な数でとても忙しいが

に乗って内地に送られる。そういったしくみになっている

より内地後送の病院船が出るので、治療を受けながらそれ

けて治癒した者は部隊復帰、重症患者は毎月一回マニラ港

病院は各南方前線からの全ての傷病兵を収容し、治療を受

でも覚えております。申告後、部隊長殿から「このケソン

の出迎えを受けて、配属になる病院へ向かいました。

マニラの南方第一二病院に配属

【南方第１２陸軍病院（ケソン病院）】
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満床だったので、廊下にマットレスが敷き詰められ、運ば
れた患者さんは次々にそこへ寝かされました。衣服を脱が

しかし、そんな穏やかな日々は長くは続かず、マニラ
る暇もなく全力で患者さんの治療看護にあたったのですが、

護婦の病院総力で手当てにあたり、不眠不休、食事をと

空襲の火傷患者を

に上陸して一カ月もしない九月二一日、マニラ市街は初の
何といっても全身火傷という重傷患者さんばかりです。片

し全身の清拭、火傷処置、大量輸液と、軍医、衛生兵、看

大空襲に遭ったのです。日本軍はそれまでずっと勝ち続け

ある一人の患者さんが息を引き取る前に、やっとの思い

亡くなっていったのです。

ておりましたから、充分な準備が整っていなかったらしく、 端から熱発して脳症を起こし、ほとんどの火傷患者さんは
大きな被害を受けてケソン病院にも負傷した患者さんが運
ばれてきました。私はその対応で担当病棟以外の勤務も致
るとは思わなかった。どうもありがとう」と言葉を残して

で私の手を握って、
「戦場に来て、日本の女性の方に会え

一カ月後の一〇月二〇日過ぎには、マニラ湾に日本の
逝かれました。その兵隊さんはおそらく私を母親とか肉親

しました。
兵隊さんを乗せた輸送船が何隻も停泊しているところを空
に思えたのではないでしょうか。

それからというもの、ケソン病院の上空にもだんだん

「救護員も兵員なり」

気がします。

その時、私は初めて戦争の恐ろしさと地獄を見たような

襲されました。船の上の兵隊さんたちは自力で上陸しよう
として、救命胴衣を着け湾内へ飛び込んだのですが、そこ
へ火を点けた重油缶を空から落とされて、湾内は火の海と
なってしまいました。頭の先から足の爪先まで真っ黒に焼
け焦げ、着ている軍服も救命胴衣もぼろぼろです。顔や手
剥げてぶら下がり、全身が海水でびしょびしょなので、ど

と敵機が現れるようになり、度々空襲が起こるようになり

など着ているものから出ていた部分は皮膚が全てベロンと
こから手を付けてよいのか、わからない状態でした。私は

ました。この頃から病院内の衛生兵さんは次々に本科転属

待機していたら、やがて何十台ものトラックの自動車隊が

ても、その後はどうなるのかを知らされていなかったので

北の方向にあるカロカン飛行場へ移動しました。夜になっ

一台のトラックが来たので、班はそれに乗ってマニラから

なかったので数日のんびりして、二九日の午後、軍隊から

がガラガラで何も残っていませんでした。何もやることが

日に本院へ向かいましたが、着いてみたら、そこはもう中

なったので、ケソン病院解散式が行われ、埼玉班は翌二六

一二月二五日にはケソン病院を兵站病院に譲ることに

達があり、私たち救護班の内地引揚げは無くなりました。

で戦い、担送患者の一人でも多く内地後送すること」と伝

下閣下から「救護員も兵員なり。女性といえども、最後ま

ラ港に向かいました。するとその日のうちに軍司令部の山

へ帰られる患者さんたちは慌てて支度をして車に乗りマニ

突然、病院船「高砂丸」が日本へ向かうということで、内地

も整っている」という噂を聞いてきました。一二月二〇日、

班は内地に引揚げになるらしい、もう本院では殆ど準備

そんな状態が続いた中、一二月になると、先輩が「救護

の弾がバンバン、パキパキと飛んでくるようになりました。

食糧事情も次第に悪くなり、夜間、宿舎のベランダに小銃

となり、いなくなっていきました。私たち隊員も外出禁止、

この夜、東の将校病棟で当直をしておりましたが、病棟は

【陸軍省認識證明書】
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終わり、昭和二〇年一月二日、埼玉班はバギオ南方第一二

トルの山の上の盆地です。空襲を受けながら昭和一九年は

バギオはマニラから北に二五〇キロ、標高一、
七〇〇メー

割合で乗せていただいて、今度はバギオへ向かいました。

て勤務していたのですが、今度は一個班まとまって同じ勤

した。マニラにいたときは第一分院と第二分院に分かれ

で、私たち埼玉班は一月二二日にそちらの病院に移動しま

あり、今度はそこを陸軍が指揮することになりましたの

郊外にはバギオで一番大きな病院、第七四兵站病院が

無事に過ごすことができました。

陸軍病院第三分院、山の手分院に到着しました。ここまで
務場所に配属され、全員同じ宿舎へ入ることになりました。

私たちを迎えにきてくれました。トラック一台にひとりの

の移動の途中、他の班や一般邦人の方々は爆撃に遭い、亡
看護婦養成所で一緒だった同級生三人で隣同士にベッドを
名物など話は尽きなく、
「今夜は夢でもいいから、お父さん、

並べ、就寝前にお喋りをして、両親のこと、故郷のお祭り、

くなられた方もいらっしゃったそうです。

バギオの兵站病院に転進
お母さんの夢を見ましょう」と言って笑顔で眠りに就きま

翌二三日の朝、空は真っ青に澄んで、とてもお天気の良

赤十字旗めがけて爆撃

バギオは松の都と呼ばれ、松の林に囲まれております。 した。これがふたりとの今生の別れとなりました。
珍しいことに、日本の松の葉は二本ですけれど、バギオの
松の葉は三本です。ベンゲット道路に沿ってバギオに近付
くにつれ、松の香りが漂ってきたときには日本に帰ってき
たような気がして嬉しくなりました。バギオは日本の春と

飛んできました。そのうちの一機が私に向かって飛んでく

して、正門前の向かい側の上空に爆撃機が大連隊を組んで

は飯上げが始まっていました。その時、突然、爆音がしま

人と組んで水運びを続け、一一時を過ぎる頃、病棟の方で

言ってその場を離れたので、ひとりになった私は他の班の

みをしていたのですが、途中、彼女が病棟に用事があると

運んで水汲みを始めました。私も吉田さんと組んで、水汲

ら水汲みのために人が集まっており、二人一組でバケツを

戸があることを聞き、バケツを持って向かうと、各部署か

設のことは全然わからなかったのですが、正門の近くに井

にいた時のようにはいきませんが、不自由しながらも毎日

速病院勤務に就き、プレハブの病棟ですから、ケソン病院

て一番嬉しかったのは空襲がなかったことです。ここで早

モダンな別荘がたくさん建っていました。私がバギオに来

へ這い出てしまい、敵機に見つかって次々と虱潰しに機銃

した。しかし、天井のない壕が怖くて患者さんはすぐに外

れた患者さんを救出して、すぐ近くのＵ字溝へ避難させま

は空襲の合間に、兵隊さんと力を合わせ、瓦礫の中に埋も

の頭を直撃して脳みそが方々に散らばっていきました。私

聞こえます。そして、目の前で焼け落ちる梁が看護婦さん

瓦礫の中で患者さんが「助けて、助けて」と叫んでいるのが

顔を出してみると、火の海になっている病棟が見えました。

そんなところに潜っていられません。しばらくして、恐々

した。煙と熱風と土埃でとても煙くて熱くて、いつまでも

爆風で塵埃が飛び、物置の屋根が突き破られ落ちてきま

汲み使役を命じられました。来たばかりで院内の様子や施

出ないということで、私と同級生の吉田さんは婦長殿に水

始まってしばらく経ちますと、院内すべての水道から水が

うので、張り切っていました。申し送りも終わり、勤務が

秋のような、とても良い気候で世界各国人の避暑地であり、 い日でした。今日からみんなで同じ病棟に勤務できるとい

るようで、思わず「あっ、危ない」と叫び、震えが止まりま

掃射で撃たれて亡くなりました。

るようでした。私たち水汲み使役はバケツを放り出し、す

煌々と照りつけていました。まだまだあちらこちらから赤

日が暮れて空襲が止み、焼け落ちた瓦礫の上には月が

同僚の死と空襲下の救護

せんでした。病棟の屋根の上には大きな赤十字のマークが
いくつもいくつも付いているのですが、爆撃機はその十字
を目掛けて次々と五〇〇キロ爆弾を落としていったのです。

ぐ近くに物置小屋があったので、そこへ駆け込んで壊れた

い炎が見え、煙がたなびいておりました。夜一一時過ぎ、

が続いております。

病棟の方ではドンドン、バリバリとものすごい勢いで爆撃

が付いていなかったので、爆撃を受けずに残っていました。

宿舎に向かって走りました。私たちの宿舎は十字のマーク

突っ込んで、みんな頭隠して尻隠さずといった状態でした。 救護班に点呼命令が出ました。私はお腹がすくのも忘れて、

ベッドや椅子の中へ頭を突っ込み、人のお尻の後ろに頭を

（注 文: 末の質疑応答を参照）
まるで空から黒い卵が降ってく
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ら意識を失ってそのままでいた人たちは後で救出されまし

人、脚の上に梁が乗って身動きができない人、爆撃開始か

ということです。爆風で目をやられて瓦礫の中で動けない

て、埼玉班は九名が爆死、二名が負傷して本院に送られた

たが、とうとう出てきませんでした。後日発表がありまし

まっていませんでした。同級生のふたりを必死で探しまし

所へ行きました。その時は埼玉班二六名中、一〇名しか集

宿舎から自分の分と同級生ふたりの雑嚢を背負って集合場

来ません。朝になると患者さんを連れて、山の中に入り、

た。しかし空襲が激しいので、昼間は室内にいることが出

のです。崖下の一階が私たち埼玉班の宿舎にあてられまし

だけで、患者さんたちはそこにごろごろと寝かされていた

ありません。一階と二階の床の上にはただ毛布が敷かれた

病院は屋根があるというだけで中には伽藍堂のように何も

たが、山の手分院は道路際の民家の空家に移っていました。

先輩、同僚にお別れをして、元いた山の手分院に戻りまし

がら患者さんを見回って、身の回りのお世話をしたり、薬

た。生き残った患者さんたちはみんな本院に送られまして、 大きな木の下や窪地や草むらに避難し、空襲の合間を見な
兵隊さんと救護員たちで空襲の合間を見ながら、遺骨の収
水汲みに行っていました。そんな時に敵機が攻めてくると、

を飲ませたり、時には患者さんの水筒を集めて、谷間まで

一月二七日の午後、病院の裏山に大きな穴が二つ用意さ
患者さんに「看護婦、動くな、じっとしていろ」と怒鳴られ

集、遺体の収容、瓦礫の後片付けをしました。
れ、そこへ亡くなられた方々を埋葬いたしました。書記殿
たこともありました。

翌二八日、もう二度と話すことができない兵隊さんや

私は絶対死んではいけないのだと自分と約束をしました。

るご両親のもとにお届けしなければいけないのだ、だから

そして、このふたりのお骨は何としても内地にいらっしゃ

した。自動車隊が患者さんを移動させていましたが、その

いよ」と泣いているので行ってみると、包帯の隙間からゴ

ても、取っても取りきれません。患者さんが「痛いよ、痛

できません。傷口に蛆虫が湧いてどんどん大きくなり、
取っ

包帯交換は衛生材料が乏しいので、毎日交換することが

瓦礫の山となった病院。
遺体処理に追われる

が救護員のご遺体をひとりずつ抱いて、葬ってくださいま
した。そこには墓標が立てられ、穀物と生花が供えられま
した。私は同級生ふたりに鏡や櫛といった洗面道具、お裁

キブリが入って、傷口に噛み付き、膿を食べてどんどん大

うちの半分くらいは爆撃で亡くなってしまいました。その

縫箱、雑嚢その他できるだけのものを持たせてやりました。

きくなっていきます。その頃はもう病院から食事はほとん

遺体の処理をするのは、すべて看護婦の仕事でした。私は
たことがありませんでした。掘る道具は無いし、山の土は

ど出ていなかったので、患者さんは次々に栄養失調で亡く
また、わたしたちの病棟の道路の反対側にフィリピン大

固いし、食べるものは支給されず、体力は消耗するばかり

生まれたときから街育ちだったので、穴掘りなんて全くし

統領の官邸がありましたが、軍から「二月一三日には官邸

です。穴を掘るのは相当な重労働でした。先輩から度々気

なっていきました。

の周辺が爆撃されるから、埼玉班は重傷患者さんをひとり

合いを入れられたことは未だに忘れられません。

夜を過ごし、それからは野宿でした。兵隊さんに協力して

トを一つ張って、みんなで肩を寄せ合い、石を枕にして一

からもう家がないので、私たちは道路際の石垣の下にテン

棟は瓦礫の山となり、変わり果てていました。その日の夜

れないということでした。日が暮れて帰って来ますと、病

員生理が止まってしまいました。しかし、後になって考え

た。私たちはマニラを出て以降、ショックと栄養失調で全

会話は小さな声で、無駄口はきかないように命じられまし

女性は見つかると殺されるというので、男装したのです。

看護婦の髪を短く刈って、私たちは兵隊の格好をしました。

やがて、救護班に戦闘服とゲートルが渡り、婦長殿が

短髪、兵隊姿でバギオ脱出

も残さず避難するように」と命じられました。案の定、朝
から敵の飛行機が機体をきらきらと輝かせながら襲来し、
ドンドン、バリバリと爆撃が始まって、白煙が昇っていま

いただき、横穴の壕を掘って、夜は穴ぐら生活を送りまし

ると、終戦までのジャングル生活では却ってそれがよかっ

す。日直が途中まで見に行くのですが、とても危険で近寄

た。電気なんてありませんから、日が暮れる頃には全ての

方で、昼間は敵の戦闘機と伴に観測機が飛びますので、私

たかもしれません。とにかく日増しに空襲は激しくなる一

この頃、日本軍はベンゲット道路に沿ってバギオを目指

たちはずっと観測されているのです。どんなところに隠れ

仕事を終えなければならないのです。
して移動しておりましたが、そこを次々と攻撃されていま
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ていても攻撃されて、二四時間命を狙われ、生きている地
獄と言っても過言ではありません。
晩中にこの山を出なければ捕まってしまうので、今から二
んで、四月二七日には街道五一キロ地点を通過致しました。

軍からは何の説明のないまま、ボントック街道を突き進

死と恐怖のジャングルを彷徨う

時間後にバギオを脱出する」と通達がありました。私たち
このボントック街道の四〇キロ、五〇キロ、六〇キロ地点

あちらこちらで爆撃が続いていた四月一六日の夕刻、
「今

は壕に戻って、わずかな着替えと日用品を衣嚢に詰め、私

長殿、胸が苦しい」という言葉を発してしまいました。婦

私は集合場所に着いて、自分でも思ってもいないのに「婦
ルを通って港へ向かい、そこから日本へ帰るという計画

るように」と指示がありました。どうやら部隊はジャング

五月一日、九〇キロ地点で、
「ジャングルの中に前進す

物の殆どは中に残して壕の入り口を塞ぎました。そして、 で、ほとんどの重症患者さんが亡くなっていきました。

長殿からは「あんたは今日から一番先頭で歩きなさい」と厳

一歩足を踏み外したら、もう命が無いのです。道幅が狭く、

だったようですが、四方からゲリラに攻められ、逃げ場も

その夜は月が無く、真っ暗闇の中を衛生兵さんが患者
岩につかまり、這うように歩いての行軍です。軽い荷物し

しい言葉が返ってきました。大さじ一杯の食塩、少量の乾

さんを引率し、救護員はその後に付いて歩くのですが、暗
か背負っていないのに、肩が痛み、胸が苦しく死にそうで

なく目的地へ到達するのは困難でした。道無き道を草を掻

くて前は見えませんから前を歩く人の気配を辿りながら
した。けれども、患者さんを連れているのです。班のみん

パン、テントと毛布各一枚ずつが配られ、これが部隊から

歩き、休憩中は前の人に捉まっていました。そうしないと
なで声を掛け合って、なんとか乗り切り、爆撃を避けなが

き分けて歩き続け、片方は絶壁で、もう片方は千仭の谷、

眠り込んで置いて行かれるからです。残されるというの
ら五月六日にタワガンに到着しました。

の最後の給与となりました。

は、もう命がないということです。夜の間は眠らずに歩

かけて申し訳ない。みんなを連れて一日でも早く内地へ帰

ました。婦長殿は残った班の救護員たちに「こんな苦労を

した。埼玉班はバギオの病院爆撃で一番多くの犠牲者が出

り、
「私を置いて行きなさい」と言い残して、亡くなられま

か思うように進めません。途中、婦長殿が全く動けなくな

いけないのですが、熱発して腰に痛みがあるので、なかな

なっていました。看護婦は患者さんを連れて歩かなければ

しかしこの時、埼玉班の人たちは次々に熱発して動けなく

間に休養を取りました。

に寝ていた人がどんどんいなくなり、大勢の患者さん、看

きているんだぞ」と呟き、その後亡くなりました。昨日隣

した瞬間、虫が鳴くような小さな声で「おい、俺はまだ生

にいた兵隊さんが戦友の靴紐を解いて、靴を脱がせようと

の方は死んでいるかのように全く動かない状態でした。隣

した。私の目の前にふたりの兵隊さんが寝ていて、ひとり

なっていき、私たちが連れて歩く数も僅かになっていきま

上がっていることも度々でした。患者さんも次々と亡く

朝、目が覚めると、大きな山ヒルに脚の血を吸われて膨れ

月三〇日までにトッカンへ行くようにと指示されました。

タワガンに着いて二、
三日ゆっくりしていると、次は五

りたい」と常々仰っておられました。そのようにご立派な

護婦がこのジャングルの中で亡くなりました。こんな悲惨

き続け、朝になると患者さんを山の中でお世話して、合

婦長殿に医療を受けさせたいのに、何の手立てもありませ

な戦争は二度としてはいけません。本当に辛いことでした。

ました。夜は河原や草の上で寝て、
「白いご飯が食べたい。

濡れになり、ふらふらな状態で元来た道を戻ることもあり

しそうになったこともあります。道に迷い、豪雨でびしょ

行軍していると稲妻が真っ直ぐに足元へ落ちてきて感電死

が聞こえ、母に助けられたこともありました。私たちは一

最中に意識を失って、
「美喜、死んではいけない」と母の声

が始まったのを目撃しました。何度も爆撃に遭い、逃げる

と、海軍と陸軍が出会い、日本人同士なのに銃の撃ち合い

ある時、食糧調達のためにジャングルの中を歩いている

飢餓の山中で終戦を知る

んでした。食べるものも飲む水もないのに、ひたすら部下
を思いやりながら亡くなっていかれたのです。どんなにか
無念で残念だったろうかと思います。

死にたくない。死にたくない」と言いながら眠りに就きま

番後続にいたので、食べられる草は前を歩く人たちに全部

六月になると、ジャングルは雨季に入り、雷雨の中を

した。誰かが故郷の歌を歌い始めると、他の人も一緒に歌

い出すのですが、次第に歌声は涙声に変わっていきました。 採られていて食べるものがありません。ガリガリにやせ細
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ていた荷物を見られたくないと思い、それまで大事に持っ

ついに息を引き取った時、次は自分の番だ、死んだ後に持っ

かり変わってしまいました。栄養失調で弱っていく同僚が

り、顔は青黒く、目ばかりがギョロギョロして、人相もすっ

山の上に米軍の物資投下があり、
先輩がそこから私のため

されたような悲しい思いでした。
それから一週間後、
高地の

ることも身体を動かすことも出来ません。
地獄に突き落と

辛くても班の人たちと一緒に頑張ってきたのに、
頭を上げ

八月二九日、一緒に寝込んでいた同僚が最後に「死んで

に抗生物質を持ってきてくれて、
なんとか命拾いしました。

亡くなった同僚の亡骸に土をかぶせながら、その上に涙
帰ればお母さんに会える、生きて帰ればお父さんに会える

ていた両親の手紙や家族の写真をそこで捨てました。
がぽたぽたと落ちました。寂しくて、悲しかったです。そ
い」「白いおうどんが食べたい」と最後の言葉を残して、息

の友と別れて、翌日からもどこへ行くのかも知らないまま、 から、どっちでもいいの」「白いご飯がお腹いっぱい食べた
部隊に付いて行軍を続けました。自分がどの部隊に所属し
を引き取りました。

後、山の向こう側で飛行機が上空からビラを撒いているの

のいない班、
「親なし子」のような状態になりました。数日
うひとりの同僚は熱発していたので残されることになりま

共々、山を降りキアンガンへ移動を始めましたが、私とも

翌三〇日、米兵が案内に来て、私たちの部隊は埼玉班

死屍累々のジャングルを越えて

ているかもわからない、支離滅裂の状態でした。
八月に入ると「いざとなったら、これで自決するように」
と手榴弾が渡されました。

が見え、ジャングルの中では紙一枚でも貴重なので、兵隊
した。残されるというのは死ぬことだったのです。歩けな

八月九日、もうひとりの婦長殿も餓死し、埼玉班は婦長

さんが拾いに行くと、手に取った紙には「日本軍ハ降伏セ
養失調でふらふらでした。あともう少しでも終戦が遅れて

いということは死ぬことだったのです。兵隊も看護婦も栄

八月一七日、部隊から戦争が終わったことを知らされま

いたら、部隊は全滅していたかもしれません。埼玉班もひ

ヨ」と書かれていました。
した。私はほっとした瞬間、熱発し、
Ａパラチフスとマラ
とりも残っていなかったかもしれません。

た。私は、一度は「絶対死なない」と自分に約束しておきな

リアにかかってしまいました。
今までどんなに苦しくても

部隊が去った次の日、ひとりの先輩が「歩けるところ

ている。三人で死ぬのなら、何も怖いことはないと思った

まで行きましょう」と言ってくれて、私たちふたりを連れ、 がら、もう限界だったのです。同級生ふたりのお骨を持っ
山を降り始めました。食べるものもなく、熱発を起こした

だと思っていたのに先に逝ってしまいました。
「戦争が終

が私の腕の中で息絶えました。私よりもずっとずっと元気

九月九日、共に熱発を起こしながら一緒に歩いていた同僚

しました。兵隊や救護員だけでなく、大勢の一般邦人の方

性がお子さんを抱いたまま、ミイラになっているのも目に

の蠅が湧き、蛆がお団子になっていました。一般邦人の女

コールと高温で遺体は腐敗して悪臭を放ち、そこには大量

身体で険しい山道を歩くことは容易ではありませんでした。 のです。山を降りる道の両側は死体の山でした。南方のス

わった。日本に帰れる」と言っていたのに、ここまで来な

たちも犠牲になりました。

ジャングルの奥へ足を一歩前に出して進むと、道にイ

武装解除され、収容所へ

がら、両親や故郷を思いながら亡くなったのは、さぞかし
無念だったことでしょう。そういう私も半歩前に足を出す
ことも大変で、二メートル歩くと座り込んでしまう状態で
一足歩けば、
一足お母さんに近づくのよ。
それでもあなたは

ゴット族の大きな足跡がありました。彼らに見つかると殺

した。その度に先輩が「一足歩けば、一足日本に近づくのよ。
日本に帰りたくないの？ お母さんに会いたくないの？」「日

されてしまうと思い、息を止めて一気に歩いて進みました。

した。しかし、ジャングルの中には小さな川がたくさんあ

した。私は母に会いたい一心で、歯を食いしばって歩きま

らせて流れの速い濁流の中へ落ち、
「助けて、助けて」と言

うほど腐っていました。吊橋の丸太と丸太の間から足を滑

したが、ひとりずつ渡らないと重さで橋が朽ち落ちてしま

ようやくアシン河に辿り着くと大きな吊橋がかかっていま

ります。川の中で膝まで浸かりながら、先輩に「お願いで

いながら流されていく兵隊や看護婦が大勢いたそうです。

これを一日に何十回も聞かされま

本に帰りたかったら、歩きなさい。お母さんに会いたかっ

―

す。私を置いて先に行ってください。私はこの水の中にい

河を前にして佇んでいると、ひとりの米兵が近付いてき

たら、歩きなさい」

たら流されて、もう駄目です」と泣きながらお願いしまし
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姿を見て、涙をこぼしてくれました。皆さんにこんなこと

て、
「これが日本の赤十字のナースか」と私たちふたりの
ます。そんな状態でしばらく乗っているとサトウキビ畑が

ません。後ろには米兵が銃剣を突きつけて監視をしており

負けたのですから、しゃがんだままで抵抗することができ

一般邦人の女性、子供、私たち看護婦を収容する婦女子

を言うのは恥ずかしいのですが、そのアメリカの兵隊さん
ながら河の向こう岸までロープを張り、背中に私をおぶり、
収容所が一つ、そのまわりには兵隊さんの収容所がいくつ

広がり、その真ん中に収容所がありました。

先輩を抱きかかえながら河を渡ってくれました。岸辺には
もあり、山下閣下の収容所もありました。私と先輩はすぐ

は本当に優しくしてくれました。濁流の中を腰まで浸かり

数人の米兵がいて、小さなテントが張ってあり、そこが武
装解除の地点でした。私たちはまず簡単な身体検査を受け、 に病室に入れられまして、先輩は翌日、私は翌々日に退院
しまして、埼玉班のいる収容所に入って、班の人たちに再
幸いなことに、私たちは看護婦として技術を持っていた

持ち物は同級生の遺骨の入った袋を鋏で切ってまで中身を
が降る中、先輩と私は用意された担架に乗せられ、トラッ
ので、収容所の中でも米軍のドクターの指示の下に病棟勤

会することができました。

クでソラノまで運ばれました。屋根がないので、担架は水
務を致しました。ここでは病棟といっても全部テントの病

検査され、めぼしいものは全部没収されました。激しい雨

溜りになりましたが、それでも自分の足で歩かなくてもよ
棟でした。私は親や兄弟を亡くした小さな子供たちが収容

が患者護送員として復員されました。その方が日赤埼玉支

た。一〇月の半ばから患者護送が始まり、埼玉班のひとり

したので、一艘の船に看護婦は一人だけしかいませんでし

ながら、私たちを目掛けて石を投げつけました。私たちは

ニーズ、バカヤロウ、ドロボウ」と繰り返し罵声を浴びせ

いきます。現地の大人と子供が傍に寄ってきて、
「ジャパ

て援護局を出たのは二七日夕刻でした。列車で大竹から広

と上陸して大竹引揚援護局に入り、書類の手続きを済ませ

の前に日本を見ながら一夜を過ごし、翌二六日の朝、やっ

クリスマスだったので上陸できないということでした。目

復員したのですが、フィリピンだけは大勢の看護婦が戦死

す。大陸や南方に従軍した救護班は一個班ずつまとまって

確か、復員は激戦地から順に始まったと記憶しておりま

一年半年ぶりに帰国、家族と再会

された孤児収容所を担当しました。

いので助かりました。
ソラノからは違う車に乗り換えてバンバンまで行き、バ
ンバンからは無蓋車に乗ったのですが、ここからはたくさ
んの兵隊さんと一緒でした。山の中に即席で作られた鉄道

部へ戦時中の出来事、収容所の中の様子を報告して下さっ

島へ出て、南方へ派遣されたのは関西方面の部隊が多かっ

なので、部落の中をカタコト、カタコトとのんびり走って

たことにより、支部から私の両親へ「娘が無事保護されて

別れをしました。私もその日のうちに東京方面の列車に乗

たので、ここでそれぞれの故郷へ向かう兵隊さんたちとお

一二月一九日の朝、突然、私は残った班員一〇名中七番

りたかったのですが、この夜の列車は闇屋の人たちで溢れ

いる」旨を記した手紙が送られました。
目に復員命令を頂きました。将校一名、軍医一名、衛生兵

乗車できませんでした。
常夏の国から帰ってきたばかりの着たきり雀の格好のま

二名、看護婦一名が一、
〇〇〇名の兵隊さんの護送員とし
て編成され、マニラ港から内地へ向けて出港いたしました。

ま、荒廃した広島駅のホームの地下壕で震えながら真冬の

埼 玉 支 部 か ら 救 護 員 の父 親 あ ての手 紙

と、もう嬉しくて、嬉しくて、じっとしていられませんで

書記殿が制服を出してきてくれたので、それに着替える

したような気持ちでした。

このとき、私はほっとして、背負っていた肩の重荷を下ろ

の申告をして、同級生ふたりの遺骨をお渡しいたしました。

した後、浦和の日赤埼玉支部へ向かい、ここでも先ず復員

歩で埼玉赤十字病院へ参りまして、婦長殿に復員の申告を

二九日午後三時ごろ、高崎線大宮駅のホームに降り、徒

東京直行の列車に乗りました。

一夜を過ごし、次の日に高崎へ向かう兵隊さんとふたりで

一二月二五日に広島の大竹港に着いたのですが、この日は

昭 和 二 十 年 十 一 月
収 容 所 で生 活 す る 娘 の無 事 を 知 ら せ ていま す 。

埼玉支部から救護員の父親あての手紙
昭和20年11月 収容所で生活する
娘の無事を知らせています。
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最後になりましたが、今年は終戦七〇年になります。亡

家があって、
灯かりが点いて、
足腰を伸ばして寝ることがで

て誰が出迎えに来ているのか、
全く見えません。降りたホー
くなった先輩や同僚も草むす屍となり、永遠の眠りに就く

した。支部を出るときには日が落ちていて、所々に灯りが

ムから改札口へ行くには階段を昇らなくてはいけないので
ことができました。残された私もだいぶ髪も白くなり、足

きる幸せな暮らし、
二度と従軍看護婦が要らないように、
世

すが、どうやってそこを歩いていったのか全く覚えており
も思うように歩けませんが、これから命ある限り、戦地で

点っていました。浦和から列車に乗って桶川駅に着いたと

ません。駅員さんに「もしもし、切符は？」と尋ねられたと
の経験を土台にして、これからも頑張っていきたいと思い

界が平和になってくれることを心から願っております。

き、私は母に抱かれておいおいと泣いていたのです。とて
ますので、どうかよろしくお願い致します。

きはもう真っ暗で、ホームの向かい側にある改札口は遠く

も嬉しかったです。あのときの感動は生涯忘れることはあ
また、日本赤十字国際人道研究センターの益々のご活躍、
そして、皆様のご健勝をお祈りいたします。下手なお話で

りません。召集で出てきた時と同じように、駅前通りから
中山道に出て我が家に帰って来ました。玄関で父がにっこ
したけれど、最後までお聴きいただきまして、本当にあり

【質疑応答】

りにさせていただきます。

がとうございました。これをもちまして、私のお話を終わ

りと迎えてくれました。

この体験、二度となきことを祈って
皆さん、
戦争はとっても怖いんです。
恐ろしいです。命は
ネーブ条約や捕虜体験などについて質問がなされた。

木村氏の講演後、質疑応答が行われ、聴講者からは、ジュ

苦しみを皆さんには味わわせたくありません。
しかし、現
質疑に対する木村氏の応答は以下の通りです。

かけがえがありません。
ひとつしかありません。
私のような
在でも世界中のどこかで戦争や内戦、
また自然災害などで
人々が苦しんでいると思います。どうか、
命を大切にして
ください。
そして、
安全で安心して暮らすことのできる社会、 質 問 救護看護婦はジュネーブ条約について、どの程度

教育を受けていましたか。
◎ 養成所で勉強はしたけれども、詳しくは覚えていませ
ん。赤十字マークの病院が爆撃されたのは、
「日本の部
隊（山下大将）が赤十字マークの病院の中で指揮を執って
いる」という情報がスパイから敵軍に伝わっていたよう
だということを聞きました。それで赤十字マークの付い
た施設ばかりが狙われたようです。
質 問 捕虜になったことをどう思いましたか。
◎ 自分たちは常に部隊と共に行動していたので、部隊ご
とに収容所へ入れられました。部隊が捕らえられればそ
れに従うしかありませんでした。もう、兵隊も救護員も
死の寸前で、抵抗などできない状態でした。
質 問 日付を正確に記憶されているのはなぜですか。
◎ 昭和二〇年一二月二九日に復員し、助産婦学校へ入学
するまでの約半年の間は、自宅でゆっくり過ごしていた
ので、その期間に戦地での体験を文章にまとめました。
まだ帰って来たばかりで記憶がしっかりとしていたので、
日付も正確に記録できました。
協力 日本赤十字社看護師同方会 埼玉県支部長
:
大澤 ヨシ子氏

講演会会場
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特集２ 戦
: 後七〇年―元従軍看護婦たちの証言
インタビュー

使命感に燃え大陸を流転する

い
: ま振り返る〝戦地の日々〟①

修業三年制が六カ月短縮され、昭和一八年一〇月に繰上げ

年次には戦争が激化し太平洋戦争に発展したので、本来の

二一名（委託生）で編成された 計四五名の大所帯でした。三

所に第一二回生として入学。宮城支部二四名、栃木支部

一九四一年（昭和一六年）四月、石巻甲種救護看護婦養成

しました。

と気付き、石巻赤十字甲種救護看護婦養成所に進学を決意

元日本赤十字社宮城支部第五四七救護班・齋田トキ子氏に聞く

制服姿に憧れ養成所を受験
私は宮城県角田市で養蚕農家を営む両親の下、九人兄弟
の長女として育ちました。
祖母は花嫁衣裳などの仕立てを生業としており、自宅に
開設した和裁塾で大勢の塾生に教授を行っていました。私
はその凛とした姿に大きな魅力を感じ、自分も将来、職業
婦人として社会のために尽くしたいと思うようになりまし
た。
高等女学校卒業後の進路を模索していた頃、近所に住ん
でいた日本赤十字社救護看護婦養成所に進学した先輩が紺

プロフィール

色の制服を着て颯爽と歩く姿を見て、自分の進路はこれだ

齋田トキ子氏
一九二五年（大正一四年）三月二九日 宮城県角田市生まれ
一九四一年（昭和一六年）四月 石巻赤十字甲種救護看護婦養
成所入学
一九四三年（昭和一八年）一〇月三一日 石巻赤十字甲種救護
一一月 仙台赤十字病院勤務

卒業となりました。これは赤十字だけではなく、文部省の
省令により国全体で戦時特例として行われていました。養
成所では、県知事指定の養護訓導の教育課程も修得し、免
許申請により資格を得ました。
実習に分類されており、一年時から三年時まで修身および

教育内容は看護学教程に基づき、基礎科目・専門科目・
訓話、躾・作法、赤十字事業要領などが基礎科目として継

暗記するくらい唱和しました。とにかく、日々研鑽するこ

救護員十訓が書いてある救護員手帳を持って、毎朝朝礼で

赤十字の理念は博愛・人道主義を基盤にしているので、

救護員十訓を朝礼で唱和

続実施されていました。

看護行政、二七年間の看護管理業務、看護教育など

ル記章受章

二○○九年（平成二一年）第四二回フローレンス・ナイチンゲー

に尽力

戦後は看護婦、保健婦として活動、創設間もない県

一九四六年（昭和二一年）五月三日 召集解除

病院勤務

一九四五年（昭和二〇年）七月二三日 上海南市第一七三兵站

上海第一陸軍病院勤務

一九四四年（昭和一九年）二月 第五四七救護班として派遣

看護婦養成所卒業（六カ月繰り上げ卒業）

齋田トキ子氏
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とが求められました。
三学年の一学期になると、修身訓話、躾と作法、陸軍衛

専門科目では一学年第一学期で解剖生理学、衛生学総論、 生勤務要領、海軍制規や衛生勤務要領、包帯法、手術介補、
調剤、看護歴史など色々なカリキュラムが組まれていまし

細菌学及び消毒法、包帯法、患者運搬法、看護法、治療介補、 栄養大意、食餌法 、医療器械解説、救急法、消毒法、薬物
急性伝染病および一般主要疾患、あん摩法などの科目を習
た。また二学期、三学期のカリキュラムも設けられていま
したが、二学期に入ると間もなく一〇月末には繰り上げ卒

得しました。
外国語は当初の計画では英語でしたが、敵国の言葉で
一九四三年（昭和一八年）一〇月三一日に繰り上げ卒業と

業になりました。

ととなり、三学年まで学習しました。二学期では、一学期
なり、四五名全員で卒業式を迎えました。 新人看護婦とし

あるとのことで廃止され、代わりにドイツ語を習得するこ
から継続して行われる科目もありましたが、それに加えて
て仙台赤十字病院に配属され、内科外来勤務となりました。

病院での診療介助業務を何とか滞りなく行えるように

行き先を知らされない移動

新しく陸海軍制規、衛生勤務要領、病理学と精神衛生、患
者運搬法、手術介補、急性伝染病と一般主要疾患、慢性伝
染 病と寄生虫病予防法、外傷、栄養大意と食餌法を学びま
した。三学期には継続受講した科目に新たに医療器械解説、
救急法、薬物調剤、看護歴史も加わりました。
封筒に入った戦時召集令状が届きました。とても名誉なこ

二学年の一学期では修身、公民科、教育学、手術介補、 なった一九四四年（昭和一九年）二月のある日、ピンク色の
母性、乳幼児衛生大意、臨床検査法などのほか学校衛生も
出発の三日前に角田市の生家にお別れの挨拶に行くと、

とだと思いました。

生などのほかに、環境産業衛生、社会事業、社会保険、統
両親は出征する私に言葉は少なかったのですが、静かに見

学習しました。二学期では修身、公民科、教育学、学校衛
計学などのカリキュラムが組まれていました。三学期には
看護法、消毒法、体操の実技などの科目を修得しました。

ことができません。

わって祖母が見送りに来てくれました。バス停で祖母と涙

修身訓話、教育学、心理学、学校衛生、学校衛生実技練習、 守るように送り出してくれました。家業が忙しい両親に代

を流しながら手を振って別れたこの時のことを今でも思い

回りのものを揃えて持参し、紺の赤十字救護看護婦の制服

二月二四日、グリーンの救護用カバンとトランクに身の

その後の命令を待っていると、上海登一六三一部隊への派

でした。南京の日本陸軍輜重隊の空室で休息を取りながら

京市まで船で渡りました。濁流の揚子江はまるで海のよう

しばらくして徐州駅に着くと、ここで降車して対岸の南

に身を包んだ私は、大勢の方々の見送りを受けながら軍用

遣を命じられました。この時までどこに行くのかは知らさ

出すことがあります。

列車で仙台駅を出発しました。仙台から福岡県の門司駅ま

れていなかったのです。
南京から上海までは再び汽車の旅で、沿線の鎮江、無錫、

で列車での長旅でしたが、門司から再び山口県の下関に引
き返し、二月二九日に下関港から旅客船に乗りました。船

中では救命道具を着用し、甲板で避難訓練に参加したりし、 蘇州など有名な都市を通って翌日の早朝、上海北但停車場
の道程を歩いてやっと部隊に辿り着きました。この日は三

やがて船は釜山港に入港しました。後で聞いた話ですが、 に到着、江湾鎮に向かいました。更にそこから三キロほど
機雷が浮遊していたので掃海艇による駆除を行い、安全を

月三日、雛祭の日で、仙台駅を出発して一〇日以上かけて

初めて見る上海の街は平穏で華やかで、人々が洋車に

大変だったので、はっきりと覚えています。

やっと目的地に到着したのです。ここまでの移動は本当に

確認して運行したそうです。
釜山からは軍用列車で朝鮮半島を北上して京城駅（現ソ
ウル駅）
、平壌駅（現平壌駅）
、鴨緑江を通過して満州に入り

奉天駅（現瀋陽駅）に着きました。そこからは南満州を南下

にけたたましい銃声がして警備兵から「窓を閉めろ、カー

徳県駅を通って済南駅に着きました。徳県を通過するとき

動員、竹やりの練習に真剣に取り組んでいた頃ですから。

強い日本とは全く違った光景でした。日本国内では国民総

る国なのかと驚きました。目の前に見えるのは、戦時色の

し、現在の中国と朝鮮の国境にある山海関を越え、塘枯駅、 乗って街を走り抜けていくのを見て、これが戦争をしてい

テンを下ろせ、床に伏せろ」と命令が下り、身の危険を感
じ息を殺してじっとしていました。済南駅で栗の入ったお
弁当とお茶が配られたのを覚えていますが、味を思い出す
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上海第一陸軍病院での勤務
登一六三一部隊は、みんなに青葉部隊と呼ばれていて司

病棟勤務の状況
五病棟は外科・内科病棟で二カ月間勤務しました。外科
・内科に分かれ、それぞれに診察室、病棟、管理（被服）な
どに分かれた勤務体制でした。私は診察室で診療介助の補

一陸軍病院へ配属になりました。一時は一万人の傷病兵が
核患者が入院していたが、次々と内地還送となり、その後

九病棟では二カ月間勤務しました。就業当時は開放性結

助的な業務を行いました。

入院していた大病院でした。しかし、一九四五年（昭和二〇
は湖南戦争の傷病者が大勢入院してきました。アメーバ性

令官は宮城県の方でした。私たち第五四七救護班は上海第

年）
三月五日には第一五七兵站病院と呼ばれるようになり

赤痢、マラリア三日熱の患者が多く、氷枕の入れ替えや便

最も大変だったのが伝染病棟勤務でした。病院の奥まっ

た。

器の世話、食事の世話と息つく暇のないほどの多忙さでし

ました。
私は一年三カ月の間、五病棟（外科・内科の混合病棟）
、九
病棟（収容病棟）
、四病棟（精神・内科・結核の混合病棟）
、七病
棟・八病棟（伝染病棟）の順で五つの病棟で勤務しました。
たところにある七、
八病棟で、病棟脇にはクリーク（堀）が
宮城班の編成は婦長一名（病気のため内地送還となり途中交
い建物でベッド数は二百床あったと記憶しています。腸チ

な花が心を癒してくれました。病棟は平家建ての東西に長

走っており、満開のカンナの花やねむの木が咲き誇り小さ

代）
、看護婦二〇名（新卒者六名、他は経験一年目から六年目の

フス、パラチフス、赤痢、アメーバ赤痢、コレラなどの患

看護体制

看護婦）
、書記一名、使丁一名でした。病棟編成は完全看護

者の収容などで繁忙を極めました。配置看護婦は総数二二

体制で、傷病兵の入院患者二百名（過半数は重症患者）に対し、 者がほぼ満床で、更に毎日軍用トラックで運ばれてくる患
二十名で看護を行いました。勤務体制は一勤務一二時間勤

名で日勤七、
八名、夜勤は二名、二交代体制で想像を遥か

夜勤のときは、顔や体にぶつかってくるような蚊の大群

協力してくれました。

ツ交換、便器の世話、リンゲル液注射の温湿布などみんな

者さんに手伝ってもらったこともありました。洗顔、シー

るようにしました。その他身の回りの世話は同室の軽傷患

るのを確かめ、大腿部に温湿布しながら液の吸収をよくす

が、両下肢の大腿部に注射針を刺し、スムーズに液が落ち

注射は毎日百人ほどにリンゲル液の皮下注射をしました

空襲の下で続く激務の日々

ち手をつけた石油の空き缶に尿を集めて歩きました。

かったと記憶しております。また、排尿介助後は針金で持

ほどの排尿介助なので尿器の始末は並大抵の大変さではな

ベッド下に置いて回りました。排尿介助も一苦労で、百人

言って、少しでも傷病兵の気持ちを和らげようとしながら

消毒後、担架に乗せて、
「ふかしいもですよ」などと冗談を

器の洗浄と消毒、ベッドサイドへの配達に追われた。煮沸

で生き地獄のようでした。日勤も夜勤も累々と積まれた便

を併発して病棟や病舎外をうろうろ徘徊する人など、まる

何度も下痢を繰り返して苦しむ人、高熱に呻く人、脳症

に超えた激務でした。

務の交代制で、日勤六名、夜勤二名体制でした。

上海第一陸軍病院（収容病床１０,
０００床】)
【上海第一陸軍病院 （収容病床１０,０００床)
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キロも離れた院外にある宿舎に帰り、倒れるように眠って

練馬大根のように膨れ上がり、その足を引きずりながら一

出が尽きません。勤務を終えてやれやれと思った頃、足は

て倒れてしまったことや、様々な極限状態を克服した思い

行方不明になった患者の捜索をしたときは、精魂つき果て

の襲撃に耐えながら六時間立ち通しの看護で、特に脳症で

た、空襲警報が鳴り響いていても長い廊下をひたすら走っ

軍属病棟は連日空襲を受けて避難は困難を極めました。ま

し、兵站病院のあちこちに被害が出ていました。特に女子

た。沖縄に上陸したアメリカの敵機は無差別に爆弾を落と

どのように避難させるかが病棟では大きな問題となりまし

担ったその緊張感は忘れられません。特に精神科の患者を

を伝えるのですが、メモ用紙と鉛筆を持参し一人で重責を

一九四五年（昭和二〇年）七月二三日、突然、上海地区南

南市陸軍病院へ転属。そして撤退。

それには憤りを感じました。

戦争とはいえ、赤十字条約も何も無視されている状況で、

ぬことも覚悟していました。

て伝令の責任を果たさなければならなかったので空襲で死

しまいました。
それでも、瀕死の重傷患者が回復して原隊復帰を命ぜら
れ退院してゆく日の晴れやかな顔を見ると看護婦としての
喜びを感じました。見送りに力が入ったことなど様々な情
景が走馬灯のように思い出されます。一〇カ月の伝染病棟
勤務を終え、翌年（昭和二〇年）四月には四病棟勤務を命ぜ
られました。
戦局がだんだん険悪になり、沖縄本土からのアメリカ空軍
市第一七三兵站病院への転属命令が下り、私たちは青葉部

四病棟は、内科・精神科・女子軍属などの混合病棟でした。
の飛行機Ｂ の空襲も日増しに頻繁になりました。度々空

られました。
「伝令」は本部から受けた情報をできるだけ早

が増していく中、私は看護業務の傍ら「伝令」の役割を命ぜ
でした。慌ただしい出発となり、
手荷物を持って軍用トラッ

界の方に分散して被害を少なくする方策を取ったとのこと

日増しに激しさを増す米軍機の空襲を避けるために、租

隊を後にしました。

く病棟勤務の救護員に伝える役目です。本部から五百メー

クの荷台に乗車し、久しぶりに上海の街並みを眺めながら

ガーデンブリッジを渡りました。ジスフェルド公園を右手
に展望しながらフランス租界に入って、その夜は震旦大学
界は近代的なビルが立ち並び、震旦大学もそれに違わず、

站病院へと変貌を遂げました。病院設営は部隊あげての大

九月一日には撤収作業がすべて完了し、二つの学校は兵

に宿泊することになりました。さすがに国際都市上海の租
病棟の廊下の床はコルクが敷き詰められ、シャワー室やト

変な作業でした。
砂糖 袋、医薬品などの積荷を肩に背負ってトラックの荷台

私たち宮城班は一袋二〇キログラムもある米袋、薬袋、

七月二七日、南市第一七三兵站病院に到着し、直ちに

一杯に積み上げ輸送にあたりました。赤十字の制服を着用

を直立不動の姿勢で伺いました。
「やっぱり日本は負けた

銃を捨て、身を守るものは何も無い状態、赤十字救護班も
中も現地人から罵声やツバを浴びせられ、また投石や銃撃

赤十字の旗の下と云っても安全な筈はなく、傷病兵の輸送

八月二六日、いよいよ撤退の日がきました。日本租界の

二つの学校の教室は机や椅子を全部戸外に運び出し、清

などの仕打ちを受けながら、いわば死の危険に晒されなが

隊長命令が下りました。それから数日間に亘り、傷病兵の

掃してから藁布団を三列に並べてぎっしりと敷き詰め、列

上海第一中心区にある上海第一女学校と同商業学校に部隊

輸送、食糧品、医療器材、器具、医薬品などの引っ越し作

と列との間を三〇センチ開けて通路を作って、ベッドメー

らの作業でした。

業があり、軍医、衛生兵、赤十字救護看護婦、陸軍看護婦

キングを行い、立錐の余地のない程詰め込んだ病室となっ
てしまいました。

など、みんなが協力して行いました。

ごと移動し、更に傷病共の救護活動を続けるようにとの部

のだ」みんな肩を寄せ合って号泣しました。

私たちの班も中庭に全員集合して天皇陛下の「終戦の詔勅」 の危険も顧みず夢中になって任務に従事しました。兵隊は

ら重大な話があるので中庭に集合せよ」とのおふれがあり、 し荷物の上に「伏せ」の姿勢で衛生兵と共に乗り込み、幾多

勤務に就きました。しばらくした八月一五日「部隊長殿か

しぶりにベッドで熟睡できました。

イレは水洗式で近代的設備が整っていました。その夜は久

敗戦～投石を受けながら

トルぐらい離れた四病棟まで空襲の状況や対策などの指令

襲を受けて、部隊も益々緊張の度が加わり、あわただしさ

29
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* 写真出典元：「道」日本赤十字社宮城県支部
従軍救護看護婦の
出典：「道」日本赤十字社宮城県支部従軍救護看護婦の記録
また、トイレが少ないので校庭に穴を掘ってトイレ作り
の作業もしました。急ごしらえの病室作りもようやく完了
し 、第一五七兵姑病院として敗戦後の救護活動を開始した
のです。翌日から早速傷病兵の収容作業が始まり、漢口・
武漢・南京などの前線部隊が続々と撤退し傷病兵は過酷な
退却行軍で栄養失調となり、また極度の衰弱状態に陥り兵
站病院前で息を引き取る傷病兵もいました。白衣は泥にま
みれて黒衣となり、ノミ・シラミ・南京虫などの巣となっ
た体で収容されるとか、収容業務も困難を極め、一日五、
六百名の傷病者の収容業務を何日か続けたような思い出が
あります。広大な元学校の講堂でまず収容患者の汚れた病
衣を脱衣し、全身を清拭し次に身体検査の上、軍医の診察
を受けて入院病棟を決定するのですが、それを手際よく短
期間で終えることが大事な作業でした。
また、その後始末は大変なもので講堂は病衣に付着して
いたノミ、シラミ、南京虫などが這いずり回っており、大
きなごみ取りにかき集めるのですが、ごみ取りに二、
三杯
あったのではないでしょうか？それを戸外で焼却するわけ
ですが、その弾ける音が今でも耳に残っています。業務を
終えて重い足を引きずりながら宿舎に帰ってからも、みん
な裸になり、下着に付着したノミ、シラミ、南京虫の駆除

撤退で身の危険に曝されながら、無念さと惨めさを十分過
ぎるほど味わった身にとって、追い打ちのように押し寄せ
る敗者の立場は屈辱感でいっぱいでした。それらの監視兵
が時折青龍刀を持参して病棟巡視に訪れることもありまし
た。ある時などは酒気を帯びて暴れ出したので、夜勤の看
護師がたいへん困ったことがあり、夜間の巡視は中止して
ほしいと申し入れしたこともありました。
私は病室の担当と兼任で被服係を命ぜられ、被服倉庫
の管理や病衣の着脱の世話、汚れた病衣を洗濯場に輸送し、

私も集合した一人で、何事かと不安を感じながらの集合

から事務業務は衛生兵の担当でしたが、その衛生兵が本部

したが、ある日病棟の事務業務係を命じられました。従来

綺麗な病衣を被服倉庫に保管するという業務を行っていま

でしたが、国府軍（蒋介石の率いる軍隊）が進駐し、私たち

勤務を命ぜられたのでその後任にとのことでした。

校の同窓会館（日本家屋）を使用するので、国府軍兵士のベッ
ド作りやその他の兵舎作りを遺漏ないように準備をするよ

事務係の業務は病棟事務管理業務と死亡した傷病兵の

うにとの命令でした。ちょうど作業の終了間際に国府軍が
進駐してきた初冬の頃だったと思いますが、綿入れの軍服

お葬式の段取り、遺骨の保存などでした。不慣れでかつ未

赤十字の旗の下、彼我の別なく傷病兵の看護に当たるの

とか本部に報告するなどの業務でしたが、死亡した傷病兵

は傷病兵の動向や勤務者の動向などを管理日誌に記載する

経験な業務を必至の覚悟で日々行いました。病棟事務管理

が赤十字の基本でもあり、当然のことですが、撤退に次ぐ

どいました。

に鍋・釜や傘を背負い、青龍刀を手にした兵士が五〇人ほ

火葬場も接収され土葬に

の第一五三兵姑病院を監視することになった。そこで元学

ようにとの命令が下りました。

ある日、各病棟から四、
五人の看護師が使役に集合する

破傷風などの重症者が三百人ほど収容されていました。

肺結核・肋膜炎、腸チフス、パラチフス、コレラ、ペスト

わが班の担当病棟には栄養失調にアメーバ赤痢の併発、

蒋介石軍の進駐

同僚が三人もいました。

を行いました。シラミが媒介しパラチフスなどに催患した

救護員十訓
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の火葬場は設置されていましたが、中国軍に接収されたた

に対する対策は容易なことではなかったです。元々日本軍
で作ったおにぎりと残りもののおかずでした。常日頃お腹

ました。休憩用のおやつは、給食場から特別に頂いた残飯

私には更に重要な業務があり、それは予め格納してい

を減らしている若者はお腹一杯に食べて楽しいひと時を過

行われる葬儀は部隊長閣下、関係者が出席し、僧侶経験の
た栂指と示指を焼いて遺骨にする作業でした。埋葬した墓

め、死体は土葬による埋葬になりました。各病棟では毎日

ある衛生兵によって読経が行われ、参加者の焼香を終えた
地の近くで病棟から離れた寂しげな場所に防空壕が一基あ

ごしました。

後、私はお葬式の段取りと埋葬、遺骨の保管など一切の行
り、その近くに炉が設置されていました。衛生兵に依頼し

冷たいベッドで息を引き取る傷病兵が後を絶たず、週一回

事を行う役割を与えられました。
夜勤の看護師は死体処置の後、親指を手根中手関節から、 て、そこに「網渡し」を置いてもらい、薪を炉に燃やして遺
骨を作りました。小さな遺骨箱にひとりひとりの遺骨を丁

それぞれのご遺族の心情を思いながら、人の終末期に

示指は第三関節から外し、二本の指を紙に包んで死体の病

かな病院葬を行いました。その後土葬による埋葬となった
係わる重要な任務と心得て行っていましたが、なにしろ初

寧に入れて、氏名や隊名を記入し、防空壕の祭壇に保管す

のですが、私は予め病棟内の傷病兵の中から一、
二等兵で
めてのことばかりで、そして誰もが多忙で、未経験のこと

衣の懐に安置するという申し合わせ事項が作られ、ご遺体

軽傷の人を選び、穴掘りの使役として協力をお願いしまし
を教えてくれる人もいないという状況の中、思索しながら

る作業をやりました。

た。敗戦後の遺体処置は土葬となったので、
大きな穴を掘っ
やっていたことが良かったのかどうかと未だに思いに耽る

は急ごしらえのバラックの遺体安置所に移送して、ささや

て幾体も一度に埋葬しましたが、五、
六人の使役傷病兵と
ことがあります。

ました。何度か糠喜びした後の確定だったのでみんなで大

一九四六年（昭和二一年）四月、部隊の引き上げが決定し

音がして突然足元に兵隊が落下してきたのです。私と同僚

も瞼に浮かびます。玄海灘にさしかかった辺りで、大きな

船に乗って別れを惜しんでくれた残留日本兵士の姿が今で

喜びの帰還命令。二年ぶりに日本の土……

一緒になって泥と汗にまみれながらシャベルを使って穴堀
りに熱中しました。
無事に埋葬が終わり、仕事が終わったところで、みんな

喜びでした。私は本部に呼ばれ、何事かと怯えながら出頭

二、
三人は怪我をして大騒ぎとなりました。私の両下肢は

で手をきれいに洗い、傍らの草地に腰を下ろし休憩を取り

したところ、
「傷病兵が日本に到着したところで渡す給金
毎日事務室で徹夜作業同様な業務に従事しました。慣れな

な穴に吸い込まれ船倉まで落下したらしく、本当にお気の

になりました。船の甲板を散歩していた兵士が甲板の大き

の計算をするように」との指示でした。それからが忙しく、 二〇センチほどの皮下出血がおき、疼痛に悩まされるよう
い仕事で不安でしたが、三百人余りの兵士ひとりひとりの

下肢の傷が良くなりかけた頃、友人と共に甲板に上って

毒でした。

務作業だったのです。本部の上司に計算書を提出した後で

みると、偶然、角田小学校の同級生で家も近所の兵士と出

軍歴調査をして、単価を掛けて金額を出し書類を整える事
も尚、計算間違いがあったら、兵士に損失を与えてしまう

会い、両人共に驚き、無事を喜び合ったというひとこまも
ありました。

と思うと常に仕事のことが頭から離れませんでした。
内地送還の日、身の周りの物をトランクに詰めて上海市

した。飯田桟橋からアメリカのＬＳＴ（上陸用舟艇）に乗船

げられた荷物の上にうつ伏せ に乗り、飯田桟橋に向かいま

めて包み、アメリカ兵の運転するトラックの荷台に積み上

した。目ぼしい品は取り上げられ、僅かの持ち物を掻き集

やく肩の荷を下ろしました。また、規定に沿った給金は心

た厚生省援護院の係官に無事手渡されたと聞き、私はよう

病院に送り、衛生兵が大事に持っていた遺骨は駐在してい

港しました。先ず、傷病兵をＬＳＴから移送し、国立舞鶴

山陰沖を通り、桜が満開の四月中旬、舞鶴港の平桟橋に入

いよいよ五島列島が見え、日本本土が近づいてきました。

し、いよいよ日本に向けて出発しました。ＬＳＴの船倉に

配していた計算間違いもなく、関係したすべての帰還者へ

の旧市政府の広場に集結し、国府軍の大尉の検閲を受けま

は私たちの他に立錐の余地のないほど傷病兵や中国奥地か

無事支給されました。私は心の底からやれやれと安心しま
した。私達も壱千円の給金を受け取り、故郷に帰還する旅

ら帰還した兵士や軍属が乗船していました。
みるみる遠くなる中国大陸、春まだ浅きウースン沖を小
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費にしました。検疫所で検疫を受け、更に消毒ということ
すべてが初めての経験だったのです。

繰り上げ卒業で満一九歳一〇カ月という新卒の看護活動で、
今、考えてみると、若さゆえの感覚なのか、苦労したと

で全身にＤＤＴの粉末を散布され、ＤＤＴ散布を受けたの
は初めてだったのでびっくりしました。その後入浴し、一
問題を解決していくエネルギーを身に着け、解決する術を

いうマイナス思考よりも、創造的に考えながら、直面した

足の踏み場のないほどの満員列車の通路に座り、上野
獲得したのではないかと思っています。また、戦前は多少

泊して翌日故郷の宮城県に向けて出発しました。
駅を通過して懐かしい仙台駅に到着しました。二年五ヶ月

きを終了し、昭和二一年五月三日、正式に召集解除となり

申し上げ、衣服類の借用品を返還しました。すべての手続

用品すべてを持参して赤十字支部を訪問、丁寧にご挨拶を

挨拶へ伺った後で角田市の実家へ向かいました。後日、借

慙愧に堪えない心境でした。まず日本赤十字社宮城支部に

かと思っています。

に御国のために尽力した日々を誇りとしているのではない

謝状をいただき、それを心のよりどころとして、青春時代

ます。従軍した大勢の赤十字救護看護婦は総理大臣から感

たボランティア活動であったといえるのではないかと思い

に壱千円の給金が支給されただけでした。これは命を賭し

振りに降り立った仙台の街並みは見渡す限り焼野原となり、 の給金が支給されたが、戦後は皆無でした。舞鶴港入港時

ました。
七三年前の戦時救護活動を振り返ってみると、すべて初
めてのことばかりで初心者の域を出ていなかったのではな
護の質を考える余裕もなかったことが悔やまれます。マネ

いま思う七〇年前の日々
赤十字救護看護師として約二年三カ月戦塵渦巻く戦場
ジメントの問題点はなにかを考え、改善策を検討するなど

いかと思います。目の前にある仕事を片付けるだけで、看
で、または敗戦による抑留の身になっても、傷病者の看護

フローレンス・ナイチンゲール女史の戦時活動は軍医ら

後世に残す対策は残念ながらなかったのではないかと思い

精神が根幹にあったからだと思います。振り返ってみると、

更に倫理規定として活用するのか分かりませんが、救護員

活動に挺身しましたが、日々押し寄せる苦痛や不安感を乗

の反感や嫌がらせをものともしないで、傷病者中心の看護

十訓を継続して用いる場合は、一項目ごとに説明が必要で

ます。

に重点を置き、死亡率などの様々な統計を駆使しながら看

はないかと考えています。

り越えて活動できたのは、赤十字の思想である人道博愛の

護の質を上げる研究をして戦時救護を実施されました。こ
のエピソードはたいへん参考になると思います。
振り返ってみると、自分の知識と技術、マネジメントを
最大限発揮しましたが、未熟ゆえの不完全な点は多々あっ
たのでのではないかと思っています。今こそ、戦時救護の
すべてを振り返って検討する必要があるのではないかと思
います。
先の東日本大震災の救護活動では、
「ＤＭＡＴ」を代表す
る救護指針が作成され、神戸の大震災から更に検討が加え
られているとのことですが、多様な自然災害の発生に悩ま
されている我が国においては必須な対策ではないでしょう
か。
私は七三年前の戦時救護活動の折、救護指針のようなも
のがあれば更に質の高い効率的な活動ができたのではない
かと思っています。また、養成所で教育を受けていた頃は
毎日宿舎で夜の点呼があり、
「救護員十訓」を唱和しました
が、難解な言葉とそれを日常の行動に移す場合の認識が必
ずしも十分とはいえないと感じていました。
「救護員十訓」を歴史上の教訓としてしまうのか、また、
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インタビュー

緊迫した満州の地で

特集２ 戦
: 後七〇年―元従軍看護婦たちの証言

ソ連軍の進駐―

い
: ま振り返る〝戦地の日々〟②

元日本赤十字社和歌山支部第六三九救護班・阿部惠子氏に聞く

姉に受験を勧められるままに

支部からの委託生がいた。
同級生は女学校を出て入ってく
る同年齢の人が多かったが、
中には四、
五歳年上の人もいま
した。同じクラスだった人たちは後にインドネシアやビル
マなど南方へ派遣され、とても苦労することとなりました。
全寮制で学内でも寮内でも上下関係が厳しく、先輩と
気安く話をするということはなかったのですが、そんなに
辛いと思うことはありませんでした。他に自分の地元から
来ている人はいなかったので故郷は恋しく、一週間の夏休
みに古座へ帰って実家でのんびり過ごせるのがとても嬉し

【阿部 惠子 氏】

一九三八年（昭和一三年）三月、世の中は戦時色が強くなっ
ていった時期で、古座（現和歌山県東牟婁郡串本町）の女学校
を卒業した後の進路をどうするか、姉に相談したところ、
和歌山赤十字病院看護婦養成所への受験を勧められました。
地元で日赤に行っている人は全くいなかったし、日赤の看
護婦が救護員として戦地へ赴任する制度があることもその
時まで知りませんでした。当時、和歌山市へ出るには陸路
だけでは行けなかったので、養成所受験のために古座から
和歌山まで船と陸路を乗り継いで試験に臨み合格しました。

プロフィール

養成所の一クラスは一二名と少人数で、
その他に奈良県

阿部惠子氏

和歌山県立古座高等女学校卒

一九二一年（大正一〇年）五月一八日生まれ
業後

一九三八年（昭和一三年）三月
四月 和歌山赤十字病院看護婦養成所に入所（一六歳）
		 養成期間 三
: 年間
一九四一年（昭和一六年）三月 卒業（一九歳）
四月 和歌山陸軍病院赤十字病院へ勤務

かったのを思い出します。私たちの学年はきっちり三年間

日本赤十字社救護班要員として、天津及び香

の養成があったので、二〇歳前に卒業し晴れて看護婦に

で、戦地へ赴任するのが怖いとは全く思わず、むしろ幸い

けました。その時分は戦争へ行くのは当たり前だったの

がいて欠員が出た為、その交替補充員として召集命令を受

天津に派遣されていた和歌山の救護班に一人内地へ戻る方

山陸軍赤十字病院の勤務に就きました。八月になり、既に

一九四一年（昭和一六年）四月、養成所を卒業すると和歌

天津の陸軍病院へ配属

なった。

港陸軍病院勤務（昭和一八年五月まで）
病院へ勤務
日本赤十字社看護婦長候補生として日本赤十字社中
央病院に入学

一九四六年（昭和二一年）六月復員、召集解除

陸軍病院勤務

一九四五年（昭和二〇年） 終戦後、遼陽第二陸軍病院及び海城

第一陸軍病院勤務

七月和歌山第六三九救護班の婦長として満州牡丹江

一九四四年（昭和一九年）六月 同校卒業（繰り上げ卒業）

一一月

一九四三年（昭和一八年）五月～一〇月和歌山陸軍病院赤十字

八月

阿部惠子氏
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へ行くものだと思っていたし、戦争がなかったら、日赤に

だと思いました。日赤の看護婦養成所へ入った時から戦争
いました。その頃は看護婦が静脈注射を打つことが許され

る病棟で、排泄や身の回りのお世話と治療の手伝いをして

射をしていました。患者さんたちがとても痛がるのがかわ

ていなかったので、リンゲルの筋肉注射を脚に打つ皮下注

たったひとりで門司港から客船に乗って赴任地を目指
いそうで、温かいタオルを当て丁寧にマッサージを施しな

は行かなかったと思います。
しました。下船して次は列車での移動でしたが、駅で切符
がら、痛みの緩和に心を配りました。
赴任したての頃に担当を割り当てられたのは、
「一報患

を買う際に中国語で地名を上手く発音できなかったせい
か、行先とは違う駅行の切符を受け取ってホームに立ちま
大陸にはたくさんの日本人がいたので、列車待ちをしてい
者さんのことです。電報には三段階あって、二報目が「危

患者」というのは「病重し」と内地の留守宅へ電報が届く患

「一報
した。日赤の制服を着ていた私は目立っていたのでしょう。 者」と呼ばれる患者さんが収容された病室でした。
た私に日本の方が「どこへ行くのか？」と声を掛けてくださ

の患者さん達を目の前にどう対処してよいのか分からなく

篤」
、三報目が「死亡」の報せになります。五人部屋に二名

一個班の看護婦は大体二〇名くらいで、婦長が二名、ほ
なり、トイレでひとりになると自然と涙がこぼれてくるこ

り、天津へ行く列車を教えてくれました。それから間違っ

かに男性の書記、使丁とで構成されていました。派遣され
ともありました。
「一報患者」を担当すると、勤務の終わ

の「一報患者」がいて、そのふたりは重症で全く動けなかっ

た班の中に知っている人は誰もいなくて、だいたいが四、
りに報告のための業務日誌を付けなければならず、その業

て買った切符をもう一度買い直して列車に乗り、親切な方

五歳年上、
婦長さんもだいぶ上でした。当時は階級制がはっ
務も苦手でした。それでも毎日忙しく勤務していると段々

た。看護婦になってまだ半年も経っていなかったので、そ

きりとしていたので、上の方たちとはあまり話をしたこと
と環境に慣れ、先輩たちにも可愛がっていただけるように

のお蔭で天津の陸軍病院へ到着できました。

がなく、一番年下の自分は肩身が狭かった。
るようになりました。

この病院では一階と二階の病棟を和歌山班が受け持ち、 なって、無理せずとも患者さんたちに落ち着いて対応でき
急性伝染病の患者さん、通称「急病」ばかりが収容されてい

人たちの殆どがビルマへ向かった。私は同級生の中でただ

帰還してから一〇月までの半年間を和歌山で過ごし、

私が天津に来てから四カ月経った一二月末、和歌山班は

したのは香港でした。香港の陸軍病院でも伝染病棟に勤務

一一月になると婦長候補になるように命じられたので、学

ひとり満州へ派遣されたため、その後も同級生と一緒の班

し、隔離病棟の患者さんのお世話をしていました。ここに

年が一つ上の方とふたりで東京の日赤中央病院に置かれて

南方へ転任する命令を受けました。行き先が何処なのかは

は一年あまり勤務して、再び元いた天津の陸軍病院に戻り

あった婦長養成クラスへ入学した。本来ならば養成期間は

になることはなかった。

ました。一時期、病院を退院した兵隊さんたちが過ごす保

一年間でしたが、戦争がどんどん激しくなり、繰り上げの

知らせてもらえず、上海や台湾の高雄に移動した後に到着

安隊に勤務したことがありましたが、保安隊では看護婦の

八カ月間で卒業となりました。

軍隊に行ったら、そんなの

十字について勉強することはありませんでした。

なしに」と頭にたたきこまれていたので、ここで改めて赤

思います。看護婦養成所で「赤十字とは」
、
「敵味方の差別

を習いましたが、そんなに難しいことはしていなかったと

この養成クラスでは、婦長としての在り方や心構えなど

仕事はそんなになかったので、患者さんとテニスをして余
暇を過ごすなど楽をさせていただきました。

内地へ帰還。震災救護も経験
こ の 時 の 班 の 派 遣 期 間 は 二 年 と 決 ま っ て い た の で、

―

「敵味方の差別なしに」

は〝綺麗事〟で全然関係なく、入隊したら兵隊と同様に、
「部

一九四三年（昭和一八年）五月、班全員で凱旋し、私は籍が
置いてあった和歌山の陸軍日赤病院に戻りました。日赤は

隊として戦争に行け」だったのです。

一九四四年（昭和一九年）七月、東京から戻るとすぐに召

婦長として再び満州へ

戦時救護だけでなく平時救護の活動もするので、この年の
九月一〇日に発生した鳥取地震の救護活動では被災地に一
週間くらい滞在して、日夜負傷した人々の手当てにあたり
ました。同じ頃、日赤和歌山支部からは多くの看護婦が南
方軍への派遣要請に応召し、看護婦養成所で同級生だった
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いました。三年前の召集時は婦長二名体制で班には男性の

集状を受け、第六三九救護班の婦長として再び満州へ向か
らなくなった者もいました。私は遼陽で降ろされ、小さな

が第六三九救護班はばらばらになり、しばらく消息がわか

終戦は列車の中で知りました。このときの分散護送でわ

看護に専念していましたが、ここもソ連軍に接収されたた

書記と使丁が付いていましたが、今回は婦長一名、看護婦
東和歌山駅から山口県へ向かう列車の中で、日赤の紺色
め、今度は鞍山まで歩いていくように移動命令が出ました。

三等病院だった遼陽第二陸軍病院で一カ月ほど伝染病棟の

の制帽・制服姿の私たち救護班一行は乗り合わせた人々の
私たち女性は襲われないように頭を丸坊主にし、赤十

二〇名から成る看護婦だけの班編成となりました。

注目を浴びました。山口から出港して満州へ渡り、数日後、
字の救護服を脱いで兵隊の格好をしました。軍は看護婦を
した。食べるものはほとんどなかったので、ろくに食べて

関東軍管下の牡丹江第一陸軍病院へ到着した。ここには赤
私はずっと内科勤務で、ほとんどが伝染病棟での勤務
いない空腹の状態です。九月の残暑が厳しい中、一日中歩

守るために、兵隊が私たちのまわりを取り囲みながら行軍

でした。赤痢の患者さんが一番多く、他には腸チフス、流
いて移動し、途中で何人もがバタバタと倒れましたが、歩

十字の看護婦以外に陸軍看護婦も配属されていました。

行性脊髄膜炎の患者さんが収容されていた。同時に結核も
この頃はまだ病院に充分な食糧があったので、病気で痩せ
方々が駐在しており、その中に和歌山県出身の方がいた。

んとか鞍山に辿り着きました。ここには大勢の日本企業の

流行っていたので、看護婦の間でも結核感染者は多かった。 ける人たちが道端に倒れ込んだ人を引き摺って引率し、な
細っていく患者さんはいましたが、栄養失調で亡くなるこ
馳走して下さり、時には泊めていただくこともありました。

同郷のよしみで「皆で来なさい」と班全員を自宅に招いてご

しかし、一九四五年（昭和二〇年）八月九日、突然、ソ連
鞍山では海城陸軍病院に勤務し、収容所に入るまでの七カ

とはありませんでした。
軍が満州へ侵攻してきた。牡丹江はソ連との国境が近かっ
月を過ごしました。

もう駄目かもしれない。追い詰められ、息が止まりそう

後ろにぴったり付いて、部屋の中へ入って来ました。

ておけない。再び扉を開けると、銃を持った露助が彼女の

今度こそ連れて行かれてしまうかもしれない。だけど、
放っ

けて」と泣き叫んで助けを求めてきた。この扉を開けたら、

彼女は私たちの部屋の扉をバンバン叩き、
「開けて、開

たので、早急に患者さんたちを撤退護送することになり、
看護婦は患者さんを連れて分散し、それぞれ何処に向かう
列車かわからなかったが、最後の列車に乗った。

※

ソ連兵に追い詰められて
ろすけ

当時、ソ連兵のことを「露助」 と呼んでいましたが、露
助が一番怖かった。ある夜、露助が宿舎の小窓に銃を突き
付けて、
「開けろ」と迫ってきました。恐ろしくて身動きで

で上がり込んでくることはなかったが、入口に立って、私

けられ、私は仕方なく扉を開けました。彼らは部屋の奥ま

り取りの後、やっと帰ってくれたからよかったけれど、あ

ばと必死の思いで「帰ってくれ」と訴え続けました。長いや

相手に言葉は通じないけれど、私は皆を守り抜かなけれ

だった。

たちに外へ出て来るように要求した。連れて行かれたら辱

の時はもう、本当に辛かったです。ソ連兵は荒くれ者で柄

きなかったのですが、
「開けろ、開けろ」としつこく突き続

めを受けるので、何としても帰ってもらわなければと交渉

ていましたが、私たちは一人も犠牲にならず難を逃れまし

しようと思うけれど、足が、口が、震えて、言葉にならない。 が悪く、方々で繰り返し女性を襲っているという噂を聞い
他の看護婦たちは恐ろしさのあまり、私の傍で一列に座り

た。

く彼らが去っていくと即座に扉を閉めたが、しばらくする

に入りました。収容所は普通の民家が並ぶ中に固まって

一九四六年（昭和二一年）五月、復員待機で瀋陽の収容所

死を覚悟した収容所の日々

※露助 ロ: シア人に対する当時の蔑称。

込んで泣いていました。
みんなを守らなければ。露助を中に入れてはいけない。
私は戸口で彼等を遮り、拝んで、拝んで、
「帰ってくれ、
帰ってくれ」と懇願した。恐怖と緊張で立っている足に力

と、隣の部屋では大連班の看護婦がひとりで部屋を飛び出

あった。収容所に入ってもなかなか帰国の連絡が来なかっ

が入らなかった。すがるように懸命にお願いして、ようや

し、連れ出されそうになっていた。
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たので、私は日赤本社から頂いていた前渡金で食べ物を
買って皆で分け合いました。このままここで死ぬかもしれ
ない、どうせ死ぬならお金はもう必要ないと思い、所持金
の半分を他の班の看護婦さんたちにあげました。この人た
ちは日本に帰ってから連絡をくれ、貸したわけではないの
に渡したお金を返してきてくれた。
六月、瀋陽から引揚船に乗り、博多港に上陸、二年ぶり
に日本に帰還した。救護看護婦として、最初に満州へ行っ
たときは一番下っ端で上の方々に可愛がっていただき、二
回目に婦長として赴任したときは何もできなかったけれど、
皆さんに助けてもらいながら、運良く帰って来られた。自
分は大きな組織の中で守られていたのだと思います。

副学校長
宮田優美氏

高岸壽美氏

インタビュー協力 :
和歌山赤十字看護専門学校
専任教師
専任教師 畑下眞守美氏
日本赤十字社和歌山医療センター

インタビュー

看護部長 中尾ひろみ 氏

特集２ 戦
: 後七〇年―元従軍看護婦たちの証言

友と生き抜いた敗戦後の中国

い
: ま振り返る〝戦地の日々〟③

になる希望を持ち続けていましたので、両親とじっくり話

ることに専念していましたが、一年経ってもやはり看護婦

元日本赤十字社愛媛支部第五三五救護班 武田金子氏・大野和枝氏に聞く

「女性が役に立つ仕事がしたい」

に臨みました。受験科目には面接と作文があったほか、家

し合って承諾を頂き、日赤の救護看護婦養成所の入学試験
【武田】将来の進路を考えたとき、技術を身に付け女性が

庭環境の調査もありました。

家政科があるからそこに行くようにと勧めてきました。そ

両親は看護婦養成所への入学に反対し、高等女学校に

校歌を作っていらっしゃった清家先生という有名な先生に

数学、国語、歴史などの一般教養があった。音楽は各校の

【武田】養成所の教科は茶道、生け花、なぎなた、音楽、

厳しく躾けられた養成所生活

役に立つ仕事に就きたくて看護の道へ進むことを考えるよ
うになりました。当時は戦争中だったので社会情勢は理解
していましたが、看護婦として戦地に赴くことまでは考え

れで一旦は親の思いに従って家政科に進学し、作法、生け

習いました。合唱などはみんなに合わせれば良かったが、

ていませんでした。

花、茶道、園芸、歩き方など女性としての嗜みを身に付け

104
人道研究ジャーナル vol.5

105

武田金子氏・大野和枝氏

プロフィール

武田金子氏一九二三年（大正一二年）一月一〇日生まれ
大野和枝氏一九二三年（大正一二年）四月 七日生まれ
一九四〇年（昭和一五年）四月 日本赤十字社救護看護婦養成所
（養成期間 三
: 年間）
一九四三年（昭和一八年）三月 卒業
四月 香川県善通寺陸軍病院勤務
遼陽へ赴任

一九四四年（昭和一九年）三月 第五三五救護班救護員として
（満州第七九四部隊・遼陽第二陸軍病院勤務）
一九四六年（昭和二一年）三月 召集解除

年生にはしっぽの部分が配られていましたが、時折しっぽ
が上級生のところに紛れ込むと「こんなものが入っている」
とわざわざそれを押し付けてくる先輩もいました。
とにかく上下関係が厳しくて、上級生と廊下ですれ違う
時は一五度の停止敬礼をしなければならなかったし、
「お
整列」といって二年生が並んで一年生にあれこれと指導を
行っていました。言葉遣いと礼儀作法は徹底的に矯正され
リン

ました。失敗したら、「失礼いたしました」で、「すみません」
は使わない。鈴の振り方も余韻が残ってはいけないと指導
されました。
洗面所でもお風呂でも上級生は排水口から離れた上座、
下級生は排水口近くの下座にいました。一番苦労したのは
先にトイレに入っていても、上級生が来ると譲らなければ

朝のトイレです。朝、六時の起床とともにトイレに向かい、
独奏しなければいけないオルガンの授業は苦手だった。ま
ならなかったので、起床時間前までに済ませていました。
学期末試験は厳しく、結果が至るところに反映された。

た、生理学など医学系の科目は外科の医長殿に教鞭をとっ
ていただき、修学に勤しみました。
身だしなみを整え、まず実習先の掃除、それが終わってか
【大野】試験の前夜はみんな、消灯後も廊下や階段の薄

られていた。

食堂の名札は成績順に掛けられ、座る位置まで成績で決め

ら朝食をとった。食事当番が決められており、当番になる

暗い電燈の下で教科書を広げ、部屋でも布団を被って懐中

実習は一年生の二学期から始まった。朝六時に起床して

と食事の準備もしていた。お櫃に入ったご飯と美味しいお
電灯の灯りで勉強していました。

科、大野さんは内科に配属されました。外科では手術室勤

院内は外科、内科、重症病棟に分かれていて、私は外

から病棟までが遠かった。

所でユニフォームに着替えて病棟に向かうのですが、そこ

兵が立っており、
「頭右」の敬礼をして院内へ入る。支度場

かしら

漬物が出ていました。三年生には美味しい身の部分を、一

「鬼の善通寺」陸軍病院へ
卒業の一週間後、ふたりは救護班の補充要員として召集
された。この救護班はベテラン、中堅層、新人の組み合

乙種の方、既に有資格者で三カ月養成された臨時生の方と

【武田】高等小学校を卒業して二年間の養成を受けられた

換を行っていました。夜勤は二交代制で夕刻を過ぎると大

私達（手術室勤務者）が二人で外科病棟全部を回り、包帯交

軍医殿の包帯交換の補助に付いて回ったが、その他の日は、

務もあり、夜中でも呼び出しがありました。昼は週に一回、

一緒になりましたが、その人たちの根性の入り方は私たち

量の蚊が発生したので、病室には一晩中大きい蚊帳を吊っ

わせで編成されていた。

とは別格でした。最初に派遣されたのは「鬼の善通寺」と云

た。
結核、カリエス病棟にも回っていましたが、包帯交換

われ、規律が厳しいことで有名だった善通寺陸軍病院。バ
ラック建ての病棟で、主に戦地から帰られた傷病兵を看て

かったです。私自身もここで細菌性赤痢に罹って伝染性病

時の臭いがあまりにきつくて、その後に食事をとるのが辛

この時、吉田軍医殿が「患者さんは戦地で肉体だけでは

棟へ入院し、大きな輸液（生理食塩水）を皮下注射されたこ

いました。
なく、こころが傷ついている。そのことを忘れずに看てほ

とがありました。

替要員として召集を受け外地へ。婦長以下一一名、半個

一九四四年（昭和一九年）三月半ば、第五三五救護班の交

第五三五救護班救護員として遼陽へ

しい」と仰っておられたのを今でも思い出します。
この病院には各日赤支部から約一、
〇〇〇人の救護看護
婦が派遣されていました。手術が頻繁に行われ、お亡くな
りになる方も多かった。
【武田】宿舎は院外にあった中屋敷で、毎朝七時に制服を
着用して隊列を組み病院に向かいました。門の前には衛生
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班の編成だった。高浜→呉→玄界灘→釜山→支那→満州
→奉天→大連→遼陽の行程で赴任地へ到着した。

【武田】遼陽には第一、第二陸軍病院があり、私たちが赴
任した第二は小規模な病院だった。ここでは赤十字の救護
看護婦のほかに陸軍看護婦が勤務に就いていた。二宮軍医
殿の下、私は外科、大野さんは内科に配属されました。内
科では医師の診断を口述筆記する「診療介助」という役割が
あって、大野さんはとても上手にこなしていました。私は
外科で手術室勤務もしておりました。
病院から少し離れたところにあった宿舎には、一階に娯
楽室、二階に居室があった。書記殿と使丁殿の部屋があり、
婦長殿は個室、他は三人部屋でどの部屋にもペチカが設置
されていた。ペチカはとても暖かかった。二重窓の間にリ
※

ンゴを入れて凍らせ、ひんやり、しゃきっとした歯ごたえ
のリンゴをかじるのが楽しみでした。酒保 に買い物に行
くと、栗饅頭や白砂糖が置いてあったのを見て驚いた。持
ち出しは禁止されていましたが、羊羹も買えました。ここ
では食事に白飯の混ざった麦ご飯が出ていたので、食糧難
だった内地に比べ、ずっと恵まれていたと思います。

しゅほ

※酒保とは、軍隊の駐屯地・施設・艦船内等に設けられ、主
に軍人や軍属たる下士官兵、同相当官を対象に日用品・嗜
好品を安価で提供していた売店。

家族は部隊とは別で移動していった。

昭和 19 年 3 月半ば召集令状が届き、外地勤務となる（満州第 794 部隊・遼陽第 2 陸軍病院勤務）

敗戦の屈辱

「看護婦さん、アメリカが来るから三つ揃えの洋服を買
お前たちは負けたのだから、勝った国に敬意を示せとい
う意味だった。
置き去りにされた傷病者たち

り、ラジオの玉音放送を聞いて敗戦を知った。
「直ちに

一九四五年（昭和二〇年）八月一五日、院庭に召集がかか

れた。

頃は二四時間勤務をしており、軽傷病者の助けに支えら

方や傷の周りが蛆虫だらけの重傷病者が大勢いた。この

駅まで出迎えに行ったが、移動の汽車の中で亡くなった

満州北部に居た日本人を遼陽で受け入れることになり、

宿舎に戻り二時間以内に所持品を整理してくるように」

んな物を焼きました。その後は病院内の被服庫の一部が仮

れて、どうされてもいいのか」と怒鳴られ、仕方なくいろ

じられてためらっていると、
「大事な写真が敵の足に踏ま

【武田】書記殿から「持っている写真は焼くように」と命

切らんと連れて帰らん」と言われて、女性にとって髪は大

凌辱されないようにと男装することになりました。
「髪を

が立っている病院には入って来ませんでしたが、私たちも

が院内にも聞こえてきて胸騒ぎがしました。さすがに衛兵

は銃声が鳴り響いた。夜になると婦女子の逃げ惑う叫び声

を整理した。

の宿舎となった。部隊長の家族も一緒に集まっていたが、

【武田】間もなく遼陽にもソ連兵がどっと押し寄せ、街に

と命令があり、緊張しながら慌ただしく身の回りのもの

いよいよ身に迫った〝戦争〟を感じました。

するから身の回りのものを整理するように」と命令が下り、

らソ連・満州国境周辺での不穏な動きを聞かされ、
「転地

いるのを一度見たきりでした。八月一〇日頃、部隊長殿か

い揃えた方がいいよ。
」

りました。

み、取り囲んで馬鹿にするような言葉を浴びせるようにな

敗戦を境に、満人は手のひらを返したように私たちを蔑

愛媛県庁での出発式（愛媛県庁前にて）

【武田】この頃、Ｂ の空襲はなく、近いところを飛んで
29
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切なものなので、誰もが言いえぬ感傷に胸が詰まりました。
緊張しながら傷病者の方に散髪していただき、頭髪の後ろ
は短く刈り上げられました。軍帽・軍服を着け、股下（ず
ぼん下）
まで兵隊同様の身なりで〝俄か男装の兵隊〟となっ

た私たちはこの頃から部隊の中で勤務するようになりまし
た。食事は一日二食の雑米が八分目、
時にはタロイモやジャ
ガイモでした。

部隊だったと後で聞きました。一度夜に私たちがいるのを

入ってきたソ連兵は、急遽、囚人たちを動員して編成した

ど目に付く物は何でも掠奪して行った。終戦直後に満州に

秩序で、汚く、酒を飲んで入って来ては、時計や万年筆な

邦人医師に診察に来ていただき、私たち看護婦が眼内注射

残された者たちで病院を維持していました。時々、民間の

中尉殿は辛うじて連行から免れ、この二人が指揮を執って

置き去りにされました。出張に出ていた薬剤中尉殿と経理

ちもいつの間にか、ソ連軍に連行され、傷病者と看護婦は

程無く、とうとう院内にもソ連兵が入ってきました。無

嗅ぎ付けて侵入してきたことがありました。夜勤をしてい
をしたこともありました。

毎日何人もの傷病兵が亡くなられました。それまでしてい

しかし、在庫薬品にも限度があり、軍医のいない病院

夜間の手術室でソ連兵の切断手術に付きましたが、手洗
たように、ご遺体を敬いながら手厚く葬ることが出来なく

れろ」と匿っていただきました。誰の命令だったのかはわ

いをしながら、軍医殿に「武田、声を出すな」と言われまし

なり、中尉殿からは「自由にしていい」と告げられました。

ではいくら看護婦が働いてもどうにもならない状況でした。

た。声を出すと女性であるとわかり、危険なことが起こる

担架に担がれたご遺体は防空壕の中に掘られた穴の中へ積
み重ねられるように葬られた。もうそうするしか他に方法

ちのために色々なものを持ち寄って助けてくれました。
ある日、蒋介石軍（国府軍）がやって来て、大野さんを連
れて行くと言ったので、私は彼らに「酒一升を飲めば、連
行しない」という約束を取り付けて、一升酒を飲み干しま
した。不思議と酔いはしませんでした。同じ頃、お風呂に
入っている時に急に家の中に入って来られて、浴槽に蓋を
してその中でじっとやり過ごしたこともありました。

復員後も白衣の日々を
一九四六年（昭和二一年）三月、内地への引き揚げが決ま
り、葫蘆島から駆逐艦「ゆきかぜ」に乗って博多港へ帰還

へ通われていた患者さんで、かねてより「何かの時は、私

寄せました。北中さんは瘰癧を患い包帯交換のために病院

に飛び降りて用を足していましたが、高いところから飛び

が、車中ではトイレに困りました。初めは途中停車した時

【武田】石炭運搬列車に乗り込んで葫蘆島に向かいました

した。

の家へ来なさい」と気にかけて下さっていました。北中さ

松山へ戻ると町の半分は焼け野原で、松山赤十字病院も

降りるのが怖かった。最後の方は皆で協力して毛布などで

ルバイト（二食付で一〇円）をしたり、コーリャンと粟で作っ

焼失していました。日赤愛媛支部にご挨拶に行って召集解

んのお計らいで、私が男役、大野さんが女役の夫婦の振り

た安倍川餅を売って生活しました。私たちの作った安倍川

除となりましたが、この時は「白衣は二度と着まい」と思っ

囲いながら用を足していました。

餅は一個一〇円でよく売れました。他の傷病者たちも私た

をしてそこで暮らし始め、満人の新聞社で電気を起こすア

るいれき

いますが、現地邦人の北中さんという未亡人のお宅へ身を

の中、方向もわからぬまま歩き続けてよく行き着けたと思

トイレの窓から真っ白い雪景色の中へ飛び出しました。雪

らいことですが、この時、私と大野さんはシーツを被って

【武田】これは今でも自分の恥であり、語ることは大変つ

せる交換条件に看護婦五名の同行を要求してきた。

しく婦女子には手を出さなかった。彼等は病院を存続さ

八路軍（中国共産党軍）が入ってきた。八路軍は軍律が厳

やがてソ連軍は引き揚げて行ったが、その直後、今度は

現地邦人に助けられ

がなかったのです。

そうやって私たちを守ってくれていた軍医殿と衛生兵た

可能性を案じてくださってのことでした。

かりませんが、私たちは青酸カリを持たされていました。

るとソ連兵がやって来たので、傷病者に「ベッドの下に隠

【武田氏
武田氏 男装姿】
男装姿

ていました。軍病院というところの考え方、やり方に不満
を持っていたことも確かです。
家族は新居浜から西条へ移転していた。再会したとき、
父は「金子」と名前を呼びながら抱きしめてくれました。
復員後は何かしなければいけないと思い、高松にあった
四国電力株式会社の診療所に勤務して保健業務に従事して
いた。その後、恩師の誘いで松山赤十字病院へ勤務するこ
とになり、松山赤十字高等看護学院教務部長、松山赤十字
病院看護部長を勤めました。
自分のやりたいことはやったと思っています。
【大野】苦労はしたけれど、今思えば感謝です。いい友人
に巡り合いました。日赤を出たことは誇りです。学ぶこと
が出来て、いい経験でした。

インタビュー協力 :
松山赤十字病院副院長兼看護部長

インタビュー

小椋 史香氏

特集２ 戦
: 後七〇年―元従軍看護婦たちの証言

い
: ま振り返る〝戦地の日々〟④

【救護員手帳】

元日本赤十字社第六一一班、第八四八救護班・佐藤トシ子氏に聞く

引き揚げ支援でラバウルへ

姉に倣い看護婦に
私は六人姉弟の二番目で、上に姉が一人、下には弟と妹
がそれぞれ二人いる、たいへん姉弟仲の良い和やかな家庭
で育ちました。当時、矢板には農家が多く、私の家も農業
の傍ら精米業を営んでおりましたが、元は裕福だった父方
の祖父が贅沢に遊び過ぎたせいで我が家の家計は次第に厳
しくなり、父は大変な思いをしました。そのため、私と姉
は経済的な理由で尋常高等小学校を卒業した後は上の学校
に進めませんでした。
姉は東京・板橋の産院で働きながら看護学校へ行かせて

【佐藤トシ子 氏】
佐藤トシ子氏
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佐藤トシ子氏

プロフィール

一九二六年（大正一五年）一月二日 栃木県矢板市（旧塩谷郡泉
村）生まれ
矢板市の泉尋常高等小学校卒業
一九四一年（昭和一六年）九月 東京産婆看護婦学校看護学科
卒業
一一月 栃木県看護婦資格取得
一九四四年（昭和一九年）一月～三月 前橋赤十字海軍病院で

一九四一年（昭和一六年）に栃木県の看護婦資格試験に合
格して資格を取得した後は宇都宮陸軍病院で看護婦として
お勤めを始めました。この時代は女性が外で働くのは珍し
く、矢板にいた同級生のほとんどは学校を卒業すると家業
の農業を手伝っておりました。

臨時救護看護婦養成の研修へ

く中、私も〝お国のため、傷病兵のお役に立てる仕事がし

一九四四年（昭和一九年）
、日毎に戦争が激しくなってい

第六一一班に臨時救護看護婦として応召

たい〟と思うようになり、日赤の救護班へ入るため、前橋

救護看護婦養成の研修を受け、四月より日赤救護班
終戦まで宇都宮陸軍病院分院に勤務した後、同病院

赤十字海軍病院へ三カ月間の研修に行くことを決意しまし

ました。私達は軍隊式の礼儀作法を仕込まれ、厳しい規律

海軍病院の士長さんたちから直接教育・訓練が行われてい

た。そこでは、新しく救護看護婦を志願した人達のために

本院に勤務。
一九四五年（昭和二〇年）九月 日赤栃木県支部第八四八救護
班に補充編入
病院船勤務

に従いました。

の世話で東京・椎名町にある村井耳鼻咽喉科に勤務し、午

もらい、助産婦の資格を取りました。私も姉に倣い、叔父
自分は隅っこの方に入って、先輩より先に出なければいけ

洗濯をし、入浴は先輩が先に入り、その背中を流してから

ました。寮では水道ではなく、凍るような冷たい井戸水で

一九四六年（昭和二一年）七月三一日 召集解除

後から東京産婆看護婦学校看護学科に二年間通学して勉学
ないので、温まるどころではありませんでした。

一月から三月までの厳寒期に田んぼの中で担架訓練もし

に励みました。

か手立てがありませんでした。
運ばれてきた患者さん達は外地で大怪我を負っても治療

三 カ 月 間 の 研 修 を 終 え た 四 月 か ら は、 前 橋 や 水 戸 の

たので傷がひどく容態も悪かった。休むことなく患者さん

たのだと思います。皆外傷を受けてかなり日数が経ってい

防空壕内での献身看護

日赤看護婦養成所で教育を受けて卒業した人達と共に第

たちへの看護にあたりましたが、尽くしても、尽くしても、

を受けられずに日本へ送られ、そのままここへ運ばれてき

六一一救護班で仕事をすることになりました。若かったの

で連日連夜、重傷患者の回復をひたすら祈りながら懸命に

で、やはり「外地で勤務したい」という気持がありましたが、 手当ては追いつきませんでした。光の見えない防空壕の中
六一一班は外地への派遣はなく、ずっと同じ内地の陸軍病

なって働きました。その間、日本の戦況は悪化の一途をた
戦争が終わると、今度は本院への移動を命じられました。

どり、終に敗戦の日を迎えた。

院での勤務でした。
患者さんが次から次へと運ばれてきて、本院の病棟だけ
では収容できず、宇都宮市御幸ヶ原町の防空壕の中に三病

一九四五年（昭和二〇年）九月二五日、外地引揚者のため

病院船内での弔い

棟くらいの分院を作り、そこにベッドや治療道具を置いて、 終戦後の本院には結核、栄養失調の患者さんが溢れていた。
七、
八〇名くらいの重傷患者が収容されました。
外科の患者さんは長野県の上山田温泉病院へ転送され、
受けていました。医療物資は不足しており、抗生物質も無

の病院船へ乗る救護班へ転属することになりました。もう

外傷のひどい患者さんが御幸ヶ原の防空壕内分院で治療を
かったため、傷口から蛆が湧いているのを水道の水で流し

ゾール石鹸液で煮沸した後に手洗いし、乾燥させて再利用

ですが、当時は材料がなかったので、ガーゼや包帯をクレ

日まで待機しており、その間に、日赤栃木支部が広島見学

いる間は勤務がなかったので、岡山県の病院施設で出港の

を持たされました。三井造船の貨物船を病院船に改築して

て消毒し患部を清潔にしました。今ならガーゼは使い捨て 「召集令状」はありませんでしたが、代わりに「救護員手帳」

しました。不潔でしたが、物資が無かったのでそうするし
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たくさん見ていたので、帰りの船内でひどい状態の患者さ
んを見ても怖いと思ったことはありませんでした。
島の港へ着くと、ジャングルなのに道が舗装されてい
るのを見て驚きました。寄港のために兵隊たちが島内の道
を整備したそうですが、この頃は矢板辺りでも道路はでこ
ぼこしていました。
「危険なので看護婦たちは下船しない
方がいい」と言われて船内で待機しておりますと、やがて、
衛生兵たちが小船で患者さんを運び込み、一回に千人近く
の患者さんを病院船に乗せました。

に乗り、先ずはラバウルへ向かいました。日本から向かう

八四八救護班の救護員として赤十字の腕章を付けて病院船

一 二 月 に な っ て 船 の 改 築 が 完 了 し、 日 赤 栃 木 支 部 第

が、結局は駄目で、毎日一、
二名は船内でお亡くなりにな

院船には点滴を用意してあったのですぐに投与しました

受け容れられず、流動食を与えても下痢が続きました。病

も食べていなかったので、食事を出しても身体が食べ物を

外傷のひどい方、栄養失調の方が多く、みんな長い間何

時は、私たち栃木班の他に東京班、大阪班、日赤以外の
りました。患者さんが息を引き取られると、衛生兵が片手

往きは患者さんが乗っていないので楽でしたが、日本
一二、
三日くらいかかり、亡骸をそのまま船に乗せておく

葬りました。船でラバウルから日本へ到着するのに大体

や髪の毛を切り、ご遺体を毛布に包んで船尾の方から海へ

海は波が高く、船酔いで気分が悪くなって食事も取れない
ことはできなかったのです。日本へ持ち帰れるのは船上で

久保田中尉、佐藤中尉（外科医）と一緒でした。

看護婦もいました。患者さんを乗せる前に衛生兵たちが船
火葬された片手のみでした。

インタビュー協力 :
芳賀赤十字病院看護部長

髙橋美知子氏

河原美智子氏

私は病院船の中でも日勤・夜勤の区別なく、ほとんど休

も乗っていたので、
船内で手術も行なわれていました。ガー

那須赤十字病院看護部長

まずに患者さんの治療と世話にあたりました。外科の先生
ゼや包帯は海水で洗いましたが、飲み水や食事に使う水は

日本赤十字社栃木県支部参事 浅賀昌代氏

たと思います。若くて健康だったから頑張れたのでしょう。

今、救護看護婦だった頃を振り返ると、とにかく必死だっ

者さんのために献身しました。

月から看護婦として再始動し、七〇歳になるまで地域の患

らは遠ざかっておりましたが、一九五〇年（昭和二五年）九

した。戦争で疲れてしまい、その後四年間は看護の仕事か

と、故郷へ戻り近所の食糧配給所で事務員の仕事に就きま

一九四六年（昭和二一年）七月三一日に召集が解除される

た患者さんたちの看護に尽力した。

乗ってブーゲンビルへと出発し、敗戦で心身共に傷を負っ

し、そこで一カ月間くらいお世話をした後、再び病院船に

日本へ到着すると、横須賀の海軍病院へ患者さんを収容

りました。

婦、衛生兵、患者のために充分な食糧と飲み水の用意があ

戦直後の内地は深刻な食糧難でしたが、船には医師、看護

たくさん積み込んでいたので不足はありませんでした。終

ぞっとすることはありましたが、内地で重傷の患者さんを

内で肝試しのような催しをやっていて、そういうのを見て

【佐藤トシ子 氏】

一般の看護婦の方々、衛生兵、三、
四名の医師、青木婦長、

跡は〝街全体が燻られたような〟風景でした。

の機会を設けてくれました。車の中から見た広島市の焼け

【救護員手帳】
救護員手帳
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特集２ 戦
: 後七〇年―元従軍看護婦たちの証言

手記投稿

赤十字条約に守られてビルマからインドへ

マの衣服に着替え、夕食を頂いた後、休ませていただきま

元日本赤十字社和歌山支部第四九〇救護班・平井越子氏

昭和二〇年四月のある日、突然転進命令があり、背中に

外に出るとジープが置いてあり、それに乗せられてイギ

した。朝起きると、乾かしていただいた衣服に着替え朝食

夜に行軍し、昼は休憩をしていました。ある日の午後、空
リス軍の事務所に連れて行かれ、通訳を通して質問された

白い布を垂らし、兵隊さんが先頭、中央が私達救護員、後

き家で休憩していると急に転進命令があり、裸足で石ころ
ことに答えました。初めは嘘ばかりついていると、
「あな

を頂いて、厚く ゝ 御礼を申しました。

道やいばら道を歩いて、やっとシッタン河畔に辿り着きま
た達は日赤のナースでしょう。赤十字の条約を勉強してい

方が兵隊さんと並んで山道や小川を歩きました。ほとんど

した。
条約により、あなた達を保護します。
」と言ってくれました。

「こんな大きな河をどうやって渡るのか」と思いました。 ないからこんな不幸な目に遭ったのです。私たちは赤十字
死を覚悟して泳いでいると、向こうから丸木舟に乗った現
昼食を頂いたその後は応答に正直に答えました。
訳を通して言って下さい」と言ってくれました。頼んだ品

イギリスのドクターが「日用品も要るでしょうから、通

地の方が手を振って近付いてきたのでその舟に乗せてもら
い、向こう岸に着きました。
民家の中に入らせていただき、濡れた衣服を脱いでビル

は早速持って来てくれて、パラシュートの生地で肌着を作
も建ててくれました。その後、日本人が収容されている捕

り、復員後もそれを大切に使いました。私達専用のテント
虜収容所でイギリスのナースの助手として看護をする仕事

プロフィール

一九二〇年（大正九年）七月二四日生まれ

をしました。

平井越子氏

一九四〇年（昭和一五年）一一月三〇日 看護婦養成所卒業

の悲劇を話してくれました。中尾婦長さんが「私はもうあ

そこへ、山本さん、森下さん、道北さんが来て、山中で

人のナースの助手をして日々過ごしていました。

に着き、日本人が多く住んでいるところに行って、インド

からカルカッタまで行きました。次に汽車に乗ってデリー

看護婦として、山下さんと私が指名され、船でラングーン

ある日、インドにある日本人収容所へ派遣する医療班の

一二月七日 日赤和歌山支部第二三七救護班応召
天津陸軍病院、香港陸軍病院勤務
一九四三年（昭和一八年）五月二九日 召集解除
一一月一日 日赤和歌山支部第四九〇救護班応召
一二月五日 南方第三陸軍病院（マレーシア）援助勤務
一九四四年（昭和一九年）二月二五日 第一〇六兵砧病院（ビル
マ・ラングーン）ローガ分院勤務
四月二七日 状況悪化の為、ペグー山系を進む

一九四五年（昭和二〇年）一月二一日 第一一六兵站病院配属

なた達の面倒は見られません。捕虜にだけはなってはいけ

た。私達（辻さん、児玉さん、私）が傍にいたなら、いろい

尾婦長さんは、美人で賢く大変責任感の強い立派な方でし

首を絞めて亡くなられたことを聞き、泣き崩れました。中

ません。
」と言われ、
「天皇陛下万才」と言って腰のベルトで

救護班員戦死、班員四散後、同僚と共に
ペグー英軍病院に収容（看護婦六名）
その後、インドの英軍ラレラジブタナン 砂漠日本人
拘留所内病院勤務
一九四六年（昭和二一年）七月七日 召集解除

ろとお話もでき、このようなことにはなっていなかったで
しょうに。中尾婦長さんは昭和一五年三月卒業、私達三人
は昭和一五年一一月卒業で、常時仲良く過ごしておりまし
た。
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良薬や必需品を手配して送ってもらい、輸血までしてくれ

院に連れて行って手当てをしてくれ、本国（イギリス）から

ギリス軍の方が早急にヘリコプターを出してくれ、軍の病

また、道北さんが弾に当たって重傷を負った時に、イ

も見ました。大変悲しい光景を見ました。

さんが死ぬのを待っていたり、骸骨になっている兵隊さん

ている声も聞きました。また、木の上からハゲタカが兵隊

さんが「小水でもやっておけ、毒にならないから。
」と言っ

行軍中に「水を下さい」と言っていた兵隊さんに、軍医

今後、天災や疫病の救護には積極的に活動にあたられ、

ていただきました。

以上、乱文乱筆でございますが、思いつくままに記させ

たと聞きました。敵味方の差別なく赤十字の博愛の精神を
強く感じました。その後、道北さんは病棟に入り、山本さ
ん、森下さんはインドのナースの手伝いをして、イギリス
軍の病院で過ごしました。院内は大変清潔でハエ一匹もい
なかったほどです。
昭和二一年五月のある日、日本へ帰国できることになり、 国と国との戦いには話し合いによって平和的に解決できる
す。

平井 越子

高岸壽美氏
中尾ひろみ氏

墓田 桂

に着目せずには、この現象は十分には理解できない。問題

（成蹊大学文学部国際文化学科教授 ）

難民問題の政治的背景

協力 和: 歌山赤十字看護専門学校副学校長
日本赤十字社和歌山医療センター看護部長

二〇一五年六月

カルカッタ港より復員船に乗って日本に向け出発しました。 ように願っております。戦争に参加することは絶対反対で
六月下旬に大竹港に着いて、身体消毒や復員手続きを済ま
せ、復員列車に乗り、和歌山駅に着きましたが、市内を眺
め寂しくなりました。復員後、日赤支部や日赤病院に出向
き、山下さんは紀南方面、私は紀北方面の亡き方々のお家
を訪問し、葬儀にも行かせていただきました。（道北さんは
後日、病院船で帰国しました。
）

その後ビルマの病院で勤務していた山野さん、岩本さん、
辻さんも一〇月初旬に無事帰国しました。二八名中、生存
者は八名でした。

寄稿

。世界の動きに敏感な者は誰し

流動する二〇一〇年代の世界の構図―

―

世界は変動期にある

切っても切り離せない。そうした問題意識から、本稿では

の解決を考えるにしても、国家や国際社会という要素は

冷戦終結期はいくつかの危機に見舞われながらも新たな

二〇一〇年代の世界情勢に焦点を当てて、難民現象を取り

もすでにそう感じていることだろう。
秩序への期待があった。これに比べると、二〇一〇年代の

巻く政治的背景を見ていくことにする。

民化の現象も止むことがない。世界各地の情勢が流動的に

様であるなら、主体間の争点も多様である。力関係の変化

変化が激しく、複雑な時代である。国際政治の主体も多

混沌とした二〇一〇年代の世界

世界は、先行きが不透明ななかで危機が発生するという混
迷の時代にある。だが、それこそが世界の新しい常態なの
だろう。そして不幸にも、漂流する世界を象徴するかのよ

なるなか、その原因が簡単に解決するとは考えにくい。難

は大国間のみならず、さまざまな次元で生まれている。そ

うに難民が生まれている。国外ばかりでなく、国内での難

民の流出は古代より現在まで連綿と続いてきたし、強弱の

れは時として激しい暴力となって表れ、人々に甚大な被害
をもたらす結果となっている。まずは具体的な事例をいく

差はあれ、今後も続くのだろう。
では、難民現象をどう捉えるか。世界の構造的な動向

まった動きではないが、これらは国境を越えて急速に拡散

スラム過激思想であり、これを唱える勢力である。今に始

しまう。強権政治の退場と相俟って台頭してきたのがイ

の、多くの国々で国家という枠組みが揺らぐ事態が起きて

主化運動が進み、いくつかの強権的政権は崩壊したもの

の帰結として、中東での政治的混乱を引き起こした。民

二〇一〇年に北アフリカで始まった「アラブの春」は、そ

に目を向ければ、中国の膨張指向は憂慮すべき規模となっ

ナのクリミア半島を巧妙な手法で併合する。さらにアジア

を躊躇しなくなったロシアは、二〇一四年三月、ウクライ

て、再び国際政治の主役を演じている。力を誇示すること

らなかったロシアは、二〇〇八年八月のグルジア戦争を経

である。ソビエト連邦崩壊の後に凋落傾向に歯止めがかか

更を試みている。国際法秩序の維持にとっては危機的事実

おいて強大な権限を与えられている国々が力による現状変

他方で、ロシア、中国という、国際連合（以下、国連）に

し、局地的に暴力的事象となって結晶した。二〇一四年六
ている。南シナ海での人工島の造営と軍事拠点化は、中国

つかあげながら、世界情勢の潮流を概観したい。

月の「イスラム国（ＩＳ）
」による「カリフ国」の建国宣言は、
による周期遅れの帝国主義を物語るものであるが、東シナ

二〇〇一年九月のテロ事件で受けた衝撃の反動だろう、

二〇〇一年九月の同時多発テロ事件以降に露わとなったイ

国家の揺らぎは中東だけにとどまらず、アフリカも席巻
アメリカがアフガニスタンとイラクという、自国から遠く

海、特に日本の尖閣諸島周辺での挑発行為もその文脈で理

している。植民地支配の境界線を利用しながら独立に至っ
離れた二つの前線で「勝てない戦争」を戦ってきた一方で、

スラム過激主義の一里塚と言えるだろう。ＩＳによるシリ

たアフリカの諸国家は、その擬制的な性質をより強く表出
ロシアと中国は力を温存しつつ、政治・経済・軍事の資源

解できよう。

している。国家の求心力の低下に加えて、
内乱やクーデター
を効果的に運用しているようにも映る。
「超大国であった

ア・イラク国境の物理的破壊も象徴的な出来事であった。

による統治不全など、アフリカ国家の擬制性を浮き彫りに
アメリカが自ら衰退の道を用意した」と二二世紀の政治学

本的医療を受けることも難しくなり、感染症を始めとする病気の罹患率も自ずと高まる。武

する場面は数多い。そのようななか、とりわけサヘル地域

ば、紛争にともない食糧生産や経済活動が困難となり、飢饉の状態が生じることもある。基

者は振り返るのだろうか。

紛争の犠牲者は後を絶たない。直接的に武力攻撃や人権蹂躙の危険にさらされることもあれ

において、擬制的で脆弱なアフリカ国家はイスラム過激主
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図 難民の数の推移
注：UNHCRのStatistical
Yearbook (Overview)を基に作成。
（population of concern to UNHCR、1990 ～ 2015 年、単位は万人）
注：UNHCR の Statistical Yearbook人々の命が深刻な危機に直面する。
(Overview) を基に作成。
人道危機では人々が難民化するのみならず、
2010 年代、

さまざまな次元で見られる簒奪と群雄割拠、そして無秩

2,000

義の拡散に対して有効な手立てを見出せないままでいる。

序の様相は、
「乱世」という言葉さえも彷彿とさせる。世界
を動かす主役が入れ替わり、国家・非国家のさまざまな主
体が入り乱れる。それぞれが勢力を維持し、拡大しようと
行動する。現状を説明するにも、現状に対応するにも、地
政学的な視座は不可欠となる。常識であったはずの価値と
規範は自明ではなくなり、既存の秩序は所々で動揺する。
世界の各地で起こる人道危機は、以上の文脈に照らし合せ
て見ていく必要がある。

人道危機の時代
１

変動という人間生活への脅威に対し、人々は避難し、移動

）
は今に始まった現象ではない。紛争や災害、気候
migration

験する国家の「映し絵」である 。もちろん人の移動（ human

２

安全を求めて国内外で流動する人々は、動揺と漂流を経

た大きな揺らぎに遭遇するのである。

らぎを経験し、政情悪化に直面するなか、人々の生活もま

国内外で安全を求めて逃げる人は後を絶たない。国家が揺

の生活が失われ、無辜の人命が失われる苛烈な状況である。

まざまな国で息のつまる悲劇が起きている。人々の普通

「今世紀最悪の人道危機」 とされるシリアを筆頭に、さ

図 難民の数の推移
（population of concern to UNHCR、
1990～2015年、単位は万人）
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だ、各地で起きている人道危機は、さまざまな異変を確実

きた世界史的現象であり、何も目新しいことではない。た

することで対処してきた。人口移動は昔から繰り返されて

数カ月後、ＷＦＰは中央アフリカの首都バンギに向けて食

飢餓に見舞われるリスクがある」と警鐘を鳴らした 。その

力衝突が続く中央アフリカ共和国で、一一〇万人の人々が

例えば、二〇一三年一一月、世界食糧計画（ＷＦＰ）は「武
５

に映し出している。
二 〇 一 五 年 六 月 の 時 点 で 世 界 で の 難 民 の 数 は 一、 糧の空輸を行い、一、
八〇〇トンの食糧を提供するのだが、

る。移動することもままならず、現地にとどまり、危険と

八〇〇万人と推定される 。逃れられる人はまだ幸いであ

民（ internally displaced persons
）
」の数は二〇一四年末の時点で三、

びた（図を参照）
。その一方で、国内で避難する「国内避難

五一〇万人に上る 。二〇一〇年代、その数は著しく伸

は遠く離れた国々にも移動する。交通・航路網や情報伝達

郷を離れた人々は、国内で、あるいは国外に逃れ、さらに

ともない、人道危機は広域にわたって影響をもたらす。故

のだが、その影響は本国だけにとどまらない。人の移動に

人道危機は現地の人々が直面する危機的状況を指すも

人々の厳しい生活条件が根本的に解決されたわけではない。

３

恐怖にさらされている人は数多い。難民や国内避難民に比
手段の発達によって、移動の規模と範囲は大きく広がった。

４

べれば可視化されない存在であり、その数を正確に算出す
さまざまな拠点を渡り歩くといった形で、二次的、三次的
な移動を行うケースは多い。近年、欧州連合（ＥＵ）に流入

ることは困難である。
人道危機では人々が難民化するのみならず、人々の命が

井の人々の安全はかくして脅威にさらされる。

患率も自ずと高まる。武装勢力が跋扈するかたわらで、市

を受けることも難しくなり、感染症を始めとする病気の罹

困難となり、飢饉の状態が生じることもある。基本的医療

れることもあれば、紛争にともない食糧生産や経済活動が

を絶たない。直接的に武力攻撃や人権蹂躙の危険にさらさ

内政治にも変化を促す。左派勢力への支持低下と右派勢力

たと伝えられる 。美しい村として名高かったリゴンツェ

口一七六人のリゴンツェ村に七万人の難民・移民が通過し

危機的状況が生じるのである。東欧のスロヴェニアでは人

たらす。平穏に暮らしたいと願う地元住民にとってもまた

で、移動する人々は、その先にある社会に負担と軋轢をも

故郷を逃れ、安全な土地を求めて人々が移動する一方

した難民・移民の多くはそのパターンである。

村は、移動者が残したペットボトルや丸めた紙、毛布やコー

の台頭は、すでにいくつかのＥＵ諸国で見られる傾向であ

深刻な危機に直面する。二〇一〇年代、紛争の犠牲者は後

トが道端に散乱する状況となった。大量の人の流入による
る。

６

喧噪化や荒廃化は深刻である。地元住民は語る。

る国々の平和が破られるのではないかと不安です。こ

「移民の数があまりにも多いので、彼らを迎え入れ

けに、人道危機の扱いは複雑であり、人々に葛藤や亀裂を

る。人間という、我々の社会の根源的存在をめぐる問題だ

く揺るがすが、そればかりか、世界の諸国にも影響を与え

人道危機は紛争国とその周辺で起きる人々の安全を大き

のことがきっかけで、将来、ヨーロッパによくないこ

もたらす。

７

とが起こるかもしれません。とにかく数が多すぎるの
です」

とかく論者は「難民中心主義（ refugee-centrism
）
」に陥りやすい

難であり、危機的事態をもたらした。難民問題を論じる際、

国家の「異変」が見え隠れすることがある。国家の存在が揺

ないとしても、各地で起きている紛争と人道危機の背景に、

すべての紛争や人々の苦境が国家に起因するものでは

国家の異変と国際社会

が、地元住民の感情や地元社会が置かれた状況は、決して

るぎないと見るような通俗的な理解とは裏腹に、その擬制

難民・移民の大量移動はリゴンツェの村民にとっても災

軽んじてはならない論点である。

企業や団体と同じく、国家も人間が織りなす組織体だ

性と脆弱性が露わになる事例が増えている。

促す要因ともなる。シリア難民の受け入れをめぐって、欧

が、人間社会において、国家には特別な地位が与えられて

負担と軋轢は、場合によっては、移動先の社会に変容を
州の統合や人権・人道といった基本理念に疑念が生じ始め
これまでのような難民の受け入れ政策に限界が出始めてお

れるものである。誰しもが国家を創設できるわけではなく、

存在し、それらの政府が独立を認め合う事実から導き出さ

ているＥＵの状況はその一例である。ＥＵ諸国においても、 いる。その地位は、国民を統治し、領土を支配する政府が
り、
「善意の上限」が露わとなっている。負担と軋轢は、国

の関係は保守的である。住民・領域・政府からなる国家同

「新参者」を容易に認めようとしない点において、国家間

家はあたかも自明の存在であるかのように語られ、語り継

語とするならば、国家の人工性はそれぞれの物語によって

さらには人々が紡いできた歴史がある。これらを国家的物

がれる。擬制性はいつの間にか薄らいでいく。

士が半ば排他的に認め合い、国家間の関係を築き、 interna- 美しく包み込まれる。国歌や国旗も物語に華を添える。国
、日本語で言うところの「国際社会」を形成
tional community
してきた。その象徴的存在が主権国家で構成される国連で

ところが、いくつかの国において、その種の擬制性が瞭

国家」と総称できるだろう。その顕著な例がシリアであり、

ある。一九四五年に五一カ国で発足したが、二〇一六年時

保守的性向が強い国家間関係だが、こうした変遷に示さ
すでに国土の分断を経験しているイラクである。アフリカ

然たるものとなり、瓦解の進行が抑えきれないものとなっ

れるように、決して静的なものではない。そこには動的な
においても国家の擬制性や脆弱性が顕在化している。アフ

点での加盟国は一九三カ国を数える。国連の加盟国の変遷

側面さえも見てとれる。同じく、国際社会の基本的単位で
リカの大国、ナイジェリアも例外ではない。全体が瓦解し

ている。さまざまな差異はあるだろうが、それらを「限界

ある国家も静的な存在ではなく、動的な存在として生き長
ているわけではないが、同国は過激派組織ボコ・ハラムの

には、諸国家の共同体の変遷が確実に映し出されている。

らえている。有為転変の姿こそが世界の実相なのだろう。

あるさまざまな限界と矛盾を宿しつつ、国家はたえず存在

になっただけなのだろう。さらに言うなら、
「異変」の芽で

異変は以前から起きていたのかもしれない。それが明るみ

リカは「幽霊国家（ phantom state
）
」との評価が定着している 。

じく実直な国名の南アフリカ共和国とは異なり、中央アフ

フリカ共和国は、慢性的な統治不全に見舞われてきた。同

は、その実直な国名にもすでに人工的な香りが漂う中央ア

その国家に異変が起きている。
「動的な存在」と言うなら、 台頭によって部分的に統治の困難を経験している。あるい

してきた。その表れ方が国によって大きく異なるというこ
民主主義の優等生であったマリ、独裁政権にあって安定を
保っていたリビアにおいても、それぞれに異なる形で統治

８

とだろう。
国家には「物語」が必要である。企業にも経営理念や沿

が特徴的な国だが、二〇一二年には同国の北部で分離独立

である。その世界では複雑な諸現象が起きるのだが、その

）
が進む世界
念を援用するなら、それは中世化（ medievalization

革があるように、国家にも建国宣言や憲法に示される理念、 困難の領域が生まれている。マリは直線的で奇怪な国境線

運動（
「アザワド共和国」の建国）
が勢いを増した。

一つが階層化の現象である。これは田中が示した「圏域」

の見方にも似ているが、ここでは「階層」の概念を用いたい。

国家が困難に直面するなかで、紛争の解決は当該国家の
枠組みを前提に図られる。国際社会の常道の手法と言って

大胆かつ大局的に分析するなら、中世化する世界にあっ
一層》部分的な揺らぎがあったとしても、既存の国家が引

存の外枠を維持しつつ、紛争の解決や平和の定着を図ろう

がある。だが、内に異変が生じているにもかかわらず、既

立という形で、内部からも国家再生の動きが生まれること

外部からだけではなく、国民和解や暫定的な連立政府の樹

化はその体制のなかにある複雑な現象に着目する観点とな

主権国家体制は諸国家の併存を前提とするものだが、階層

が瓦解し、新たな秩序・無秩序が生まれている国々、である。

に揺らぎを経験している国々、そして《第三層》既存の国家

を「プレ近代」「近代」「ポスト近代」の三つに分けた 。これ

）
でも示されている。クーパーは、世界
The Breaking of Nations

というイギリスの元外交官が著した『国家の崩壊』
（原題は

似たような議論は、ロバート・クーパー （ Robert Cooper
）

る。

そうとする試みは、そうした力学の発露である。もっとも、 き続き意味をなす国々、
《第二層》国家の意味が薄れ、全体

「平和構築」の名のもとに、紛争に見舞われた国家を建て直

る国際社会は、瓦解した国家でさえも再生しようと試みる。 て、
大きく分けて三つの階層が生まれている。すなわち、《第

も良い。保守的性向をもち、現状維持の力学で動こうとす

10

とするような場合、そこには根本的な難しさが潜んでいる
と言えよう。

中世化する世界と「階層」の発生

）
、田中明彦といった論者が示した「新しい中世」 の概
Minc

９

は「先進国」「途上国」といった経済的な基準ではなく、進

通する部分も少なくない。

を皮切りに、ヘドリー・ブル（ Hedley Bull
）
、アラン・マンク（ Alain 念や分類方法は異なるが、階層化という点では理論的に共

に分析するか。ニコライ・ベルジャーエフ（ Nikolai Berdyaev
） 化や成熟度の観点で各国を分類したものである。用いる概

こうした諸々の現象が起きている現在の世界をどのよう

11
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ものであり、同じ国内や都市においても、あるいは同じマ

意味している。ちなみに、階層化現象は人間社会にはつき

世界の階層化は、複数の差異化された「世界」の存在を

しれない。ただ、旧ソマリアから分裂したソマリランドに

沿ったソマリアを指すのなら第三層ということになるかも

三層との間をさまよっている。ソマリアは旧来の国境線に

ク、イエメン、リビアといった不安定な諸国は第二層と第

成体である。比較的安定した「非承認国家（ unrecognized state
）
」

ンションや公園、教室のなかでも起こりうる。こうした現
ただ、国家間の「階層」といっても、緻密な類型化に必ず
であり、少なくとも第三層の存在ではない。世界に階層化

ついて言えば、国家であることに意味を求めようとする構

しも適した議論ではなく、特徴をつかむための雑駁なもの
現象が起きているとしても、ソマリランドの場合のように、

象が国家間で起きたとしても何ら不思議ではない。

にすぎない。一九〇余りの国家の分類を行うつもりはない
すっきりとした類型化は難しい。

多様な現象が同時進行する世界

が、イメージをつかむため、いくつかの事例をあげておき
たい。日本やアメリカ、ＥＵ諸国は上述の第一層に属する
と言って良い（ただし、国内に分離独立運動を抱えた一部のＥＵ
諸国は第二層にも差し掛かっていることになる）
。中国は、共産

失することはないだろう。その点では、第一層に含めて構
いるが、これも現在の世界の様相を映し出している。多

国際政治における多極化の動きは二〇一〇年代に強まって

中世的な世界は階層によってのみ彩られるのではない。

わないが、チベットやウイグルの状況に着目すれば異なる
極的な世界は、
「中心のない世界」
（アラン・マンク）であり、

党体制の動揺が仮にあったとしても、国家自体の意味が消

評価もありえよう。ロシアも部分的な揺らぎを力で抑えつ
つ、第一層の地位を保つだろう。動揺する中東にあって比 「覇権なき世界」
（廣瀬陽子） である。イアン・ブレマー（ Ian

12

い。

ドという揺らぎの要因を抱え込んでいることは言をまたな

較的安定しているトルコも第一層の国家と言えるが、クル
れ、
主要国間で熾烈な覇権争いが生じているのは周知の事

の低下とともに既存の国際秩序に対して異議が申し立てら

）
の「Ｇゼロ」 もこれに通じる。アメリカの指導力
Bremmer

13

実である。
もっとも、
多極化は単純な対立構造で説明できる

がたえずそうであったように、現実はより複雑である 。

協調や対話を模索する動きは同時に起こりうる。国際政治

唆的な動きである。同年末の東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ

太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定が合意されたのは示

ものではなく、
対立していると思われる国家間であっても、 （ＷＴＯ）の役割が後退するなかで、二〇一五年一〇月に環

国家が瓦解してしまったシリアは第三層に属する。イラ

14

ストとするなら、非国家主体はさしずめ特定の範囲で行動

や場合によっては個人を含めても良い。国家をジェネラリ

よってももたらされる。多様な主体には、内外の社会運動

固な国家にさえも影響を与えるような企業や民間団体に

認国家や武装非国家主体（ armed non-state actors
）
ばかりか、堅

文脈で捉えて良いだろう。ただ、多主体化の現象は、非承

国際社会から承認されない国家的な構成体の出現も、この

主体（ actor
）
の存在が顕著となる。
「非承認国家」と呼ばれる、

けて、国家の存在が著しく相対化され、国家以外の多様な

である。階層化の議論で言うところの第二層と第三層にか

多極化に加えて多主体化も現在の世界を象徴する流れ

勢力争いや多主体化に翻弄されることになる。そのうちの

の弱い国家は、状況に適応するにも手段に乏しく、諸国の

代だから、掛ける保険もいきおい多くなる。ただし、体力

て、国々は現状に適応しようとしている。リスクが多い時

の揺らぎ、さらにはアメリカの秩序維持機能の減退にあっ

が同時進行する状況にほかならない。国家や近代国家体系

化、多極化、多主体化、集団化といった多様で複雑な現象

現在の流動的な世界情勢は、紛争の多発に加えて、階層

での安全保障の緊密化の動きもこの関連で指摘できよう。

になった、アメリカ、インド、オーストラリア、日本の間

Ｎ）
共同体の発足も集団化の潮流の一端である。近年顕著

現在、局所的ながらも、一七世紀以前の世界が再現され

いくつかは躓き、倒れていく。

主体がジェネラリストである国家を超越する場面は数多い。

ている印象を強くする。無論、現代文明の利器は存在し続

国家にとっては互助であり、
「保険」となる。世界貿易機関

動きが進んでいる。相互依存の象徴でもあるが、結集は諸

地域内で、あるいは利益や価値を共にする国同士で集まる

る。帝国主義も生き続ける。そうした意味では近代的世界

う。価値観や利益を共有する国家間での協力関係も深化す

ある一方で、多くの国家は揺らぎを経つつも生き残るだろ

ことに、グローバルな次元での多国間主義と並行する形で、 ける。先端技術の開発が止むことはない。破綻する国家が

さらに、諸国家の集団化の動きがあげられる。興味深い

するスペシャリストである。スペシャリストである非国家

15
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の延長線上にあると言えるだろう。

難民が発生する状況にあって、国連は危機的状況に対して
もっとも、国連はさまざまな機関からなる集合体である。

しかし、同時に、諸国家の階層化、国際政治の多極化、 解決策を見出せないままである。
そして世界を動かす主体の多様化が進行する。田中明彦
の表現を借りれば、
「多元主義の極地」 に向かうのだろう。 国際の平和と安全に主要な責任をもつ安全保障理事会（以

も生まれる。それらの側面を捉えての局所的な中世化、あ

序の揺らぎとともに、主権国家体制が揺らぐ場面がいくつ

その過程では多種多様な越境的関係が進んでいく。国内秩

決を担う安保理や、仲介努力などを行う事務総長といった

国連のすべてが機能不全に陥っているわけはない。紛争解

弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）も存在する。当然のことながら、

下、安保理）もあれば、難民の国際的保護を担う国連高等

国連の主要機関が、期待された役割を果たせていないまで

中世化する世界にあって、特に混乱状況にある国々におい
ＣＥＦ）
といった技術的機関は、むしろ政治機関の機能不全

とは言え、国連安保理の機能低下は深刻である。安保理

を補うかのように、より大きな役割を果たしている。

する。国家という外枠が社会的事実に合致せず、既存の国
の常任理事国の間での利害対立が紛争の解決を妨げる場面
ても、和平のあり方をめぐってロシアとその他の常任理事
国間で立場が調整される様子はない（二〇一六年初頭の時点
において、アサド大統領が率いてきた体制を維持する方向で収斂

の手にあまる紛争を国連に持ち込まれても、必ずしも抜本

げられる。各地で武力紛争やテロが多発し、難民や国内避

二〇一〇年代の象徴的な出来事に、国連の機能不全があ

とだろう。

からこそ、その象徴的存在として存続が求められていくこ

外交官を長年務めた色摩力夫が述べたように、
「主権国家

ただ、常任理事国制度にだけ非があるのではなかろう。

している印象は受ける）
。

的な名案があるはずはない」 のである。現在、安保理の議

国連の機能不全

至極妥当な判断と言わざるをえない。

移動という手段を通じて状況に適用し、身を守ろうとする。 はこれまでにもあった。混迷するシリア情勢の解決におい

家には国民を守る能力もない。そうであるならば、人々は

ては、既存の国家は形骸化し、混乱とともに人々が難民化

のさまざまな変化が暴力的な症状として表れたものである。 のことである。ＵＮＨＣＲやＷＦＰ、国連児童基金（ＵＮＩ

各地で多発する紛争は、大きく変動する時代に、進行中

るいは「ウェストファリア以前」の再来である。

16

ても差し支えない。そうした構造的な問題は、国家間協調

を発する場合も多い。あるいは世界の恒常的な問題といっ

ない。紛争や緊張の発生は、当該国に固有の社会構造に端

をしたとしても、その処置は暫定的なものであるかもしれ

るなら、国内紛争を解決しようと安保理が国家の延命手術

したも同然である。安保理を病院の「集中治療室」にたとえ

保理の手にかかるようでは、国家の運営と安全保障は失敗

題リストには多くの破綻国家が名を連ねるが、そもそも安

の段階にあると思われる。

おいて、諸国はすでに「脱国連」
、あるいは「ポスト国連」

そうであったように、とりわけ自国の平和と安全の維持に

識されることとなる。それは自然な流れだろう。冷戦期も

自衛と同盟が自らの安全を保つための有効な手段として認

が不在となれば、各国にとって「自助」と「共助」
、つまり

を織り込んだ上で現実的に行動せざるをえなくなる。公助

が有効に機能しない場面は数多い。どの国家も国連の限界

しかしながら、安全保障の領域では、国連という「公助」

はない。仮にある事案を巡って常任理事国間での対立が
解け、調停案の提示が可能となったとしても、根源的な問
題が残ることもある。さらには、多極化の時代にあっては、
常任理事国同士が合意したとしても、力を増した地域大国
の意向を抜きにして問題を解決するのは難しい。
国連に対する過度な期待は禁物であるが、まったくの無

さまざまな国において国家が限界を示しているなかで、
逆説的ながら、国家、そして国境の復権という現象が起き
ている。人道危機、とりわけ難民問題への対応を考えると

の役割を果たしており、これからも果たしていくと考えら

議論の場、あるいはその実現の担い手として、国連は相応

さまざまに挑戦を受けているからこそ、国家と国境の復権

権に向かう。この現象をどう見るべきか。国家が内外から

挑戦を受ける国々や国境がある一方で、国家や国境が復

き、この現象は大きな意味をもつ。

れる。また、主権国家体制が揺らぎを経験している時代だ

用の長物というものでもない。不完全ながら、国際協調の

国家と国境の復権

の進化形たる国連をもってしても容易に解決しうるもので

17

できる。苦境にあって高まるスポーツチームの結束や、台

は人の生存本能にも似た、共同体意識の自然な反応と解釈

を通じて、喫緊の課題に向き合おうとするのだろう。それ
るが、国家の再登板を示唆するものである。あるいは、既

理を復活させた事例は、統合の理念に逆行する動きではあ

んでいる。難民流入にともない、ＥＵ諸国が域内の国境管

いるのも時流を印象づける出来事である。リビアとの国境

風到来に備えた家の戸締りも、おそらく同種の行動である。 存の国境線に沿って壁やフェンスが各地で建設され始めて
国家は多かれ少なかれ擬制的なものである。人間が作る
代にあって、国家が自らを守り、存立を図っている現象と

ものである以上、性質上、人工的な存在である。それゆえ、 に壁を建設しているチュニジア政府の行動も、不透明な時
国家が荒波に遭遇した際、瓦解のプロセスに委ねるのでは
見ることができる。

国家の役割の再確認

なく、強固なものにしようと人々は動くのだろう。ある国
においては国家分裂という遠心力が働き、国家の擬制性は
覆いつくせないものとなる。その一方で、別の国において
は国家の復権という形で求心力が働く。それは何ら不可解
国家の復権という現象、あるいはその背後にある国家主義

たしかに「壁」には否定的なイメージがつきまとう。ただ、

求心力の高まりのなかで、人々が国家に対する帰属や愛着
（ Statism
）
やナショナリズムの高まりは糾弾されるべきもの

な現象ではない。
「右傾化」とされる諸々の現象は、国家の
を再確認する動きにほかならない。共同体たる国家に人々
社会党政権時代にフランスの外務大臣を務めたユベー

なのだろうか。

も例外ではない。右傾化の是非はともかく、国家という存
ル・ヴェドリーヌ（ Hubert Védrine
）は、著書『
「国家」の復権』

は寄り添い、あるいはすがろうとする。盤石に見える大国
在を中心に人々が軸足を移している事実は無視しえない。

ドリーヌの論調は「新しい国家主義」と言いうる思想だろ

協調主義を是認しながらも、国家の役割を再確認するヴェ

て代わる存在を安易に求める傾向に警鐘を鳴らした。国際

で、世界各地で国境線の堅固化や出入国管理の厳格化が進

の姿勢はその好例である。また、国家の復権にともなう形

で顕著に表れている。ＥＵからの脱退に傾斜するイギリス

されてきた行為であり、せき止めるのが難しい現象に違い

かもしれない。人の移動は人類史においても延々と繰り返

もっとも、脆弱な国々には国境を管理する手段さえない

ドローン（無人飛行機）の増加も本質的には同じ現象である。

在なのである」 として、
「国家以降」
、すなわち国家に取っ

の役割に関しては、国家は相変わらずなくてはならない存

た。ヴェドリーヌは「国家には国家固有の役割があり、そ

）
のなかで国家の役割の重要性を説い
Continuer l’Histoire

う。それは過去に見られた好戦的な国家主義、あるいは排

ない。国境強化の試みは「最後の悪あがき」という見方もで

（原題は

他的なナショナリズムとは一線を画しつつも、行き過ぎた

きるだろう。国家の擬制性が明らかとなり、もはや後戻り

国家への回帰傾向は、すでに統合を図ってきたＥＵ域内

欧州統合やグローバル化のなかで、国家の役割をあらため

置（二〇一六年一月に導入）も、国境の復権として論じること

以降にシリアやイラクなどに渡航した者への厳格な審査措

時多発テロ事件以降、特に進んできているが、二〇一一年

る。アメリカにおける入国審査の厳格化は二〇〇一年の同

おける移動の自由を見直そうとしているのはその一例であ

ように、一旦は域内の国境を撤廃したＥＵ諸国が、域内に

り内向きな自衛的理論に裏打ちされたものである。上述の

権は国境管理という国家の役割の顕在化そのものだが、よ

国家が復権するとともに、国境も復権する。国境の復

しているとするならば、その行為は第三者が軽々しく批判

家と国民を守るという、自らに課された役割を国家が果た

切実な国家的決意さえも読みとれる。国境管理を通じて国

守るしかない

は、誰も自国を守ってくれない。だから自らの力で自国を

ることも多い。ただ、自助を基本とする国際社会にあって

ずしも否定的なものではなく、合理的な棲み分けを意味す

る隣国関係が築けるのだろう。人間社会において分断は必

界線が確定し、それぞれの領域が守られてこそ、安心でき

「良き壁は良き隣人を作る」という古い格言に従えば、境

部崩壊は防げない。

ができる。先に述べたチュニジアに加えて、ＥＵの加盟国

できるものではない。激動する時代にあって、分断の象徴

。国境沿いに作られる壁やフェンスには、

であるハンガリーによる国境沿いのフェンスの建設、さら

たる壁やフェンスは、諸国家が自助に努め、自衛に励む姿

―

にはケニアによるソマリアとの国境沿いのフェンスの建設

を雄弁に物語っている。

今後、一つの政治的潮流をなしていくように思われる。

て重視しようとするものである。厳しい国際環境を背景に、 できない状況にあるとき、国境の強化を図ったとしても内

18

など、こうした事例は枚挙に暇がない 。国境を監視する
19
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しかし、強化された国境は、越境する者を阻む存在でも
ある。完全に阻まないとしても、そこでは移動者に対して
厳しい選別がなされる。経済的な貢献が期待される観光客
は歓迎される一方で、社会的な負担となりうる難民は「歓
迎されざる客」となる。難民の国際的保護にとっては冬の
時代の訪れである。

むすびに
混迷の時代にあって、誰もが安寧を求めている。難民の
みならず、国家も自身で歩み、活路を見いださなければ生
き残れない。公助が有効に機能しないとき、誰しも自助か
共助に頼って進むしかない。その道は決して易しいもので
はない。生存のための格闘はさまざまな場面で顕著である。
だが、難民保護の問題に限らず、自助に努める諸国が
内向きの姿勢を強めるならば、人道危機の解決はますます
難しい。人道行動に関する諸々の課題は、このような時流
を背景に考えなければならない。人道危機の「不解決性」
、
つまり容易には解決できないという厳しい現実を前提に、

二〇一二年。

新リベ

ア

色摩力夫『国際連合という神話』ＰＨＰ研究所、二〇〇一

恐 怖 と 希 望 』中 央 公 論 社、

主 導 国 な き 時 代 の 勝 者 は だ れ か 』日 本 経 済 新 聞 出 版 社、

―

高 坂 正 尭『 国 際 政 治

一九六六年、七頁。
田中、前掲書、一七一頁。

―

ユベール・ヴェドリーヌ（橘明美訳）『
「国家」の復権

年、三三頁。

メリカ後の世界の見取り図』草思社、二〇〇九年、九九頁。
Economist, ‘More neighbours make more fences’, Daily Chart, 7 January

2016.

注
ＵＮＨＣＲ「五年目に突入するシリア危機 国際社会へ更

拙著『国内避難民の国際的保護

―

Internal Displacement Monitoring Centre, Global Overview 2015: People
internally displaced by conflict and violence, May 2015, p. 7.
国 連 Ｗ Ｆ Ｐ ニ ュ ー ス「 中 央 ア フ リ カ 共 和 国、 紛 争 で

UNHCR, Mid-Year Trends 2015, December 2015.

能性と限界』勁草書房、二〇一五年、八頁。

越境する人道行動の可

なる支援を要請」（プレスリリース）二〇一五年三月一二日。

１
２
４ ３
ナショナル ジオグラフィック日本版「七万人もの難民が押

一一月一三日。

一〇〇万人以上が飢餓のリスクに見舞われる」二〇一三年

５
同上。

し寄せた一七六人の村の現実」二〇一五年一一月二日。

６
「新しい中世」は次の文献で提示されている。ニコライ・

リカの異常事態」二〇一三年一二月一一日。

ニューズウィーク日本版「
「幽霊国家」が崩壊？ 中央アフ

８ ７

アナーキカル・ソサイエティ』岩波書店、二〇〇〇

田中、前掲書、一九一頁。

新聞社、一九九六年。

―

年、 Alain Minc, Le Nouveau Moyen Âge, Éditions Gallimard, 1993
、田中
明彦『新しい「中世」
二一世紀の世界システム』日本経済

会論

―

出版部、一九五八年、ヘドリー・ブル（臼杵英一訳）『国際社

ベルジャーエフ（荒川龍彦訳）『現代の終末』社会思想研究会

９
10

種々の政策を構想することがますます求められていくのだ
ろう。

―

ロバート・クーパー（北沢格訳）『国家の崩壊

―

イアン・ブレマー（北沢格訳）『
「Ｇゼロ」後の世界

二〇一四年。

Minc, op. cit., p. 44.
廣 瀬 陽 子『 未 承 認 国 家 と 覇 権 な き 世 界 』Ｎ Ｈ Ｋ 出 版、

四七―七一頁。

ラル帝国主義と世界秩序』日本経済新聞出版社、二〇〇八年、
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寄

稿

福島から見えること

原発事故から五年

―

はじめに
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から二〇一六

小林 洋子
（毎日新聞福島支局記者）

記したい。なお、ここに書くことは個人の見解で、会社の
見解を代表するものではない。

皆さんは福島に対してどのようなイメージを持っている

福島を切り取ることの難しさと多様性

の報道から、書籍による記録、検証など様々なことが伝え
だろうか。直接行ったことのある人もいれば、メディアを

年三月で五年を迎える。この間、新聞、テレビによる日々
られてきた。一つ一つの課題や専門的なことはここでは触
通じて映像や記事を見た人、避難者や専門家の話を講演会
その時々に感じたことや見聞きしたことは、
「一つのパー

れず、それらを追ったり、俯瞰したりした中で見えてきた
私は二〇一一年の震災当時、秋田支局で勤務しており、
ツであって、必ずしも全体ではないのではないか」
。この

で聞いた人などさまざまだろう。

福島県から秋田県内に避難した人に話を聞いたほか、東北
ような問いかけを、自分自身にしてほしいと思う。

ことを書きたい。

の被災地に定期的に短期間出張に行き取材をしたこともあ

道ではつらい声ばかり聞くが、福島はそのような人たちだ

とももちろん重要なのだが、私自身、福島である人から「報

故が与えた被害というのを住民に話を聞いて伝えていくこ

進んでいる側面を見えにくくすることもありうる。原発事

労しながらも立ち上がって事業を再開している人、復興が

不十分さを指摘して改善につながる可能性がある半面、苦

困っている人の声を取り上げることが、行政に今の政策の

もあるように感じている。原発事故で事業を再開できずに

声を否定していないのに、そう受け止められてしまうこと

そのような中で、ある人の声を伝えることが、他の人の

様だ」という声を何度も聞いたことがある。

ても、個人によっても抱えている悩みはさまざま。多種多

ている、していないにかかわらず、
「それぞれの環境によっ

とから始めることが必要だと思う。取材する中で、避難し

数派だというのではなく、一人一人の思いを受け止めるこ

誰が間違っているとか、どの意見が多数派でどの意見が少

方が全く変わってくることが多いからだ。誰が正しくて、

れぞれの立場や考え方、置かれた状況によって、ものの見

なぜこのようなことを言うかというと、福島の場合、そ

とは必ずしも一致しないかもしれない。

ていった時に最終的に浮かび上がる絵から読み取れるもの

たとえばジグソーパズルを思い浮かべてほしい。一つ一

（東京電力（株）ウェブサイト）

る。その後、二〇一四年四月に福島支局に配属された。今

出典元：東京電力(株)ウェブサイト

つのピースに描かれているものと、ピースをつなぎ合わせ

2011 年３月福島第一原子力発電所３号機

回は福島県内で話を聞いて回った中で感じたことを中心に

人道研究ジャーナル vol.5
【２０１１年３月 福島第一原子力発電所３号機】
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してほしい」と言われたこともある。

を取り上げることで、復興に向けて、県民の背中を後押し

けじゃない。もっと復興に向けて立ち上がっている人の声
数字だけ見ていても見えてこないことがあると改めて感じ

んだけど、帰れないと感じている人も多いんだ」と聞いて、

て思っている人はいない。自分たちの古里だから帰りたい

また、福島県外からは「震災の報道を見る機会が少なく

たことがある。単純に「帰る」「帰らない」ではなくて、そ

長引く避難生活の中、住民が復興を実感できないと、行
なった」という声を耳にすることがある。私たちの課題で

放射能への不安を抱えて自主避難している人の声を取り

政が批判の矢面に立たされがちだが、避難自治体の職員も
あるかもしれないが、福島県内にいると、
「震災」「原発」「復

の言葉の裏側にある思いをくみ取ることが私たちには求め

厳しい状況に置かれている。自身も避難生活を強いられて
興」の関連のニュースを、地元紙やローカルニュースで見

上げることが、福島で暮らしている人の気持ちを逆撫でし

いる中で、通常の業務に加えて、膨大な復興業務を抱えて
ない日はない。福島県内にいると、復興に向けて着実に物

られている。

ストレスを抱えているという場合もある。行政を批判する
事が進んでいることや、抱えている課題が、時間がたつに

たりすることにもつながりかねない。

必要がないというわけではなく、復興を最前線で担う自治
進んでいるほか、福島第一原発の廃炉に向けた研究施設が

つれて変わってきている部分がみえてくる。除染は着実に

また、統計は全体の傾向をみたりする上で参考になるの
開設されるなど、一つ一つは小さなステップかもしれない

体職員への支援・フォローといった視点も欠かせない。
だが、枠にはめたり、それだけにとらわれると見えてこな
が、全国的に「大きく」取り上げられないことから、福島の
いるのではないかと思う。また、仮設住宅での避難生活や、

震災直後のイメージと現状とのギャップが広がっていって

いこともある。
避難指示が出されている区域の人に対して帰還する意
思があるかどうかを尋ねる意向調査を政府は定期的に行っ
づらいことから、
「非日常が日常化」して当事者以外に現状

「大きな変化」が見え
ていて、私たちも何％の人が戻る意思があると伝えている。 数十年かかるといわれる廃炉作業は、
それはそれで一つの側面ではあるのだが、避難者の一人

が伝わるのを難しくしている側面もあるのではないか。

（経済産業省ウェブサイトから転載）
2015 年 9 月 5 日時点で、福島県の 9 市町村（計約 7 万 400）に避難指示が出されている。国の指示
で強制的に避難を強いられた人と自主的に避難している人を合わせると、福島県内外に約 10 万人
（2016 年 1 月時点）が避難している。

から「あんな質問は愚問だ。心の底から帰りたくないなん

避難指示区域の概念図と各区域の人口及び世帯数（平成 27 年 9 月 5 日時点）
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いわき市に家を建てた人もいるなど、
県内外にばらばらと
なっているという。
震災前のコミュニティーを元通りに戻

長は、原発事故について「心の分断の連続だ」と指摘する。

原発事故で全村が避難指示となった飯舘村の菅野典雄村
暮らしができるのかどうかの不安との間で揺れ動く。時間

ち明ける。浪江町に戻りたい思いと、
戻った時に安心した

不安は震災から五年を迎えようとしている今もある」と打

〝分断〟

国が作った制度によってもたらされた分断もある。通りを
がたってインフラなどハード面が整っても、
心をはじめソ

すことは非常に困難な状況だ。
島田さんは「将来が見えない

はさんで、避難指示の指定の判断が分かれたり、同じ自治

分断を防ぐための手法の一つとして、リスクコミュニ

〝分断〟を超えて

子力災害は私たちの心をむしばんでいる」と語気を強める。

島田さんは「今回の原
体の中でも賠償の額に差がついたりしているところもある。 フト面の復興は一筋縄ではいかない。
避難先の住民と避難者のあつれきや、放射能を巡る家族間
の考えの違いもある。三世代が同居していた世帯が、高齢
夫婦と息子夫婦、孫など、何カ所にも分かれて避難生活を
余儀なくされているところも少なくない。復興には欠かせ
ない廃炉作業や除染作業に携わる作業員と、もとからその
ケーションに注目したい。リスクコミュニケーションとは、
住民や行政、専門家らが、さまざまな「リスク」に対しての

土地に暮らす住民とのあつれきもある。
だから福島はバラバラだと言いたいわけではない。分断

のではなく、ある「リスク」に対して、個々人が考えを整理

情報を共有して、互いの理解を深め意思疎通を図ることだ。

原発事故で全町避難となった浪江町から二本松市の仮設
したり、物事を判断したりできるように、必要な材料をわ

や対立を招きかねない要素が、原発事故後の福島ではより

住宅で避難生活を送る島田龍郎さん（六二）＝浪江町商工会

かりやすく示すことが重要となる。
「リスク」は危険か安全

この時、結論ありきに、一方が都合のいい材料のみを示す

事務局長＝は、浪江の自宅の近所の人たちは、
九州に避難

か二分しきれないところもあり、程度や様々な条件によっ

多くあるということだ。

した人もいれば、
県内の復興公営住宅に入居した人、
福島県

なくないことから、子どものいる母親同士の思いや悩みを
回、集まった人でテーマを決めてお茶を飲みながら自由に

て左右されるので、同じ材料から導き出される回答が一つ
今回の震災では、行政や専門家、マスコミに、住民への

日頃の思いを語り合えるようにしている。運営する「ふく

共有してもらおうと、二〇一三年六月から始まった。月一

情報の伝え方に課題があることを突きつけた。それが、今

しま子ども支援センター」の担当者、松村美保子さん（四七）

とは限らない。

でも払拭し切れていない住民の政治不信や専門家不信、住
民間の分断につながる一因となっている。
さまざまな立場を取材していて、
最終的に目指している
ことや共通している考えもあるのに、
話がかみ合っていない
と感じる時がある。
それぞれが持っている情報の違いやイ
メージや思い込みなどで、
議論する前からスタート位置がず
れてしまっているのだ。
スタートがずれていると、ボタンの
掛け違いのように、
話が進んでいってもかみ合うことはない。
ある人にとっては、
「正しい」「当たり前」のことでも、別
の人にとっては違う受け取り方をする場合もある。一方的
に考えを押しつけ、反論には耳も貸さないというのは避け
られるべきだ。
ここでは、住民同士のリスクコミュニケーションを実践
している団体をいくつか紹介したい。
一つは、福島市など県内五カ所で定期的に開かれている
た後に、周囲とのギャップや考え方の違いに戸惑う人が少

「ままカフェ」。福島から一度避難した人が福島に戻ってき
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は「意見が違う人がいても、それぞれを否定しないように
心がけている」と話す。
さらに、さまざまな立場の人が集まれる多世代が交流

もう一つの取り組みは、市民団体「三ａ（スリーエー）！
郡山」。名前の由来は、
「安全・安心・アクション」
。子育
て中の母親が集まって二〇一一年一〇月に発足し、放射能

けや、小学生の保護者向けの利用日を設けたり、季節に応

員料を払った人に平日開放されていて、中高生の保護者向

大切」と話す。みんなの家は、一世帯五〇〇円（年間）の会

れが考えていることや、それぞれの選択を認め合うことが

の気持ちは話してみないとわからない部分もある。それぞ

ビーンズふくしまの事業長、富田愛さん（四六）は「お互い

の空き家を活用してオープンした。運営するＮＰＯ法人

女が集える場所「みんなの家」が二〇一五年三月に福島市

避難せずに福島にとどまった子育て世代や高齢者ら老若男

は寄り添うことが大切。そうしないと、疎外感を強めたり、

る。メンバーの一人、鈴木洋平さん（五〇）は「心配な人に

めに団体では、関西の野菜を仕入れて定期的に販売してい

ても、不安を解消しきれない人もいる。そのような人のた

ら三年を過ぎると測定する人は減った。だが数字を確認し

す」という。事故直後は測定する人が多くいたが、震災か

（五〇）
は「疑わしければ自分で確認しようと提案していま

射性物質の測定をできるようにした。代表の野口時子さん

る。二〇一一年一二月からは住民が持ち込んだ食べ物の放

して、安全・安心を判断していくことをモットーとしてい

できる場をつくろうと、避難から帰還した人だけではなく、 の不安や分からないことに対して、自分たちで行動、確認

じて行事を開いたりするなど、さまざまな人が利用しやす
鈴木さんは小・中学生の保護者らでつくる「行健（こうけ

孤立感をあおるだけだ」という。

富田さんは、
「福島の人は、それぞれが震災で何らかの
ん）
除染ネットワーク」の代表として、子どもたちの通学

いようにしている。
傷を負って、一時的に多くの子どもや子育て中の親が避

つながりを通して、新しいコミュニティーを築いていくこ

同じ世代の横のつながりだけではなく、世代を超えた縦の

い。まずは実態を把握することが必要」
と話す。そうすれば、

ている。
「危険や不安をあおるためにやっているんじゃな

て、線量に応じて色分けした地図をホームページで公開し

難して、コミュニティーがバラバラになった。だからこそ、 路や人の出入りが多い場所などの空間放射線量を測定し

とが必要」と訴える。

高い線量の所を集中的に除染するといった対策をとること

物質」は切っても切れない。だが、それだけを見ていると、

もちろん、福島で起きていることを見る上で「放射性

高い線量の場所を子どもたちが避けて通ることもできるし、 切り離すことは別だと思う。
もできる。情報を見て、どう判断するかはそれぞれにゆだ

他の要素を見落としかねない。また、震災前から抱えてい
る問題が、震災を契機に顕在化している場合もある。少子

ねられている。
今回は住民間のコミュニケーションにフォーカスをあ

取り組みが行政にも専門家にも報道にも求められている。

領域で広がっていくことが必要だ。分断を深めないための

行政による住民懇談会や専門家による説明会など、様々な

こない。その意味で、福島に対してそれぞれの立場から関

ことに目を向けなければ、今の状況を切り開く道は見えて

題を解決するのは一層困難だろう。原発事故前から抱える

いる問題を解決できる術がなければ、福島の抱えている問

てたが、このような住民一人一人に寄り添った取り組みが、 高齢化はその最たるものだ。もともと日本、地方が抱えて

それぞれの立場を越えて話し合い、思いを共有する取

ら「当事者に風化はない、風化していくのは周囲だ」と聞い

り組みは、世界で起きている宗派対立や移民、難民の問題、 わることはできると思う。災害の支援にあたってきた人か
紛争の問題にも通じるところがあると思う。

福島では今も避難指示が出された区域があり、原発事故

たことがある。

寄り、それぞれの立場を慮ることが問題解決の一歩につな

からの復興はまだまだこれからだ。福島で起きた原発事故

枠に押し込んで相手を判断するのではなく、互いに歩み
がるのではないだろうか。それぞれを批判したり、排除し

からの教訓を得るためにも、当事者ではない人が関心を持
立場や考えを超えて、多様な価値観を認め合い、一人一

ち続けることが重要だ。

たりするだけでは負の感情しか生まれない。

最後に

人が生きやすい社会が福島からつくられていくことを願っ
れからも一人一人の声を丁寧に拾っていきたい。

福島で起きていることは、日本で過去にないことだが、 てやまない。そのために、報道に携わる一記者として、こ
だからと言って福島で起きていることを国内の他の問題と
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《ポエム・フクシマ》

嘆きの海（東日本大震災）から


嘆きの海から聞こえる慟哭
ストレスをためる子

故郷を遠く離れて



あの日を境に
嘆きの海の序曲

とまどいと

滂沱の涙を笑顔に替えて
嘆きの海の向こうから

藤田 伸朔
（日本赤十字社福島県支部賛助奉仕団）

母をさらった海を背に
あの日を境に届いた支援

「わたし生きるよ」と
祖母の手を握った子
あの日を境に
心に刻む子どもたち

どこかでお返しせねばと

励ましや救援善意の数々
一木一草

初耳のシーベルトや

ワープ

別世界の恐怖に

本当の空があると

豊かな自然が誇りの郷土

あの日を境に届いた別便

嘆きの海の混濁に

すべてに降り注いだ危難が

ベクトル

風評の波をかぶる

果物や米野菜など全てが

キノコや筍

いのちの詩をうたう

竿をさし

崩れゆく記憶に

あの日は遠い昔のことと

智恵子がうたった故郷の里山

だから

故郷と向き合う子らがいる

詩をよむ子に励まされる

日本赤十字社 福島県支部 平成二七年度事業

二〇一五・秋

未来を託す子らがいる

大人も子も混乱する
嘆きの海から紡ぐいのち
あの日を境に

「いのちは一つしかない」と

私たちの青少年赤十字『詩・一〇〇文字提案作品』

生きてこそ輝けると

ことばに魂を吹き込み

いのちの詩・愛の詩の応募作品を読んで
その感想詩

ストレートに表現する
嘆きの海から聞こえるうたは
あの日を境に
『花は咲く』
万感こめて花よ咲け
嘆きの海から
嘆きの海から

然災害を考える上で、これは偶然である．さらに、日本国内に電気が灯り，生活必需品のほとんどが電

化されてからの歴史はわずか 50 年であり、この間の厳冬期（12 月～2 月）に長期間の停電を伴う生活を
強いられた被災経験は存在しない（表-1）。

寄

稿

積雪寒冷地の冬期被災を想定した災害対策

厳冬期！ 大規模災害にどう立ち向かうか

―
尾山 とし子

（日本赤十字北海道看護大学教授 災害対策教育センター
成人看護学領域災害看護学）

根本 昌宏
（同大学准教授 災害対策教育センター
看護薬理学領域薬理学・寒冷地防災学）

平成五年の釧路沖地震は唯一厳冬期に生じた大地震であ
るが、震源が一〇〇㎞以上と深かったことから、人的被害

る上で、これは偶然である。さらに、日本国内に電気が灯

大規模災害（地震）を経験したことはない。自然災害を考え

東北、北海道の過去一〇〇年を振り返った時、厳冬期に

点下〇・五℃となる中、暖房のない避難所で寒さをしのい

ク時に約三二万人が避難した。翌日朝の神戸の気温は氷

神淡路大震災である。二六〇万戸が大停電した状況で、
ピー

本州で厳冬期に発災したのが一九九五年一月一七日の阪

冬の災害史

り、生活必需品のほとんどが電化されてからの歴史はわず
だ。一人当たりの避難所収容面積はわずか一・〇～一・七平

は少なく、生じた停電も二四時間後にほぼ復旧している。

か五〇年であり、この間の厳冬期（一二月～二月）に長期間

方メートルであったとされ 、この震災では災害関連死と

【M8.1】津波が太平洋を襲い三陸沿岸で被害は甚大．死者・不明3,064人．
昭和8年3月3日

昭和三陸
昭和15年8月2日

北海道西方沖

【M7.5】津波：3m(苫前町)，死者10人，負傷者24人．
昭和27年3月4日

十勝沖地震

【M8.2】太平洋一帯に大被害，大津波．死者28人，不明者5人，負傷者287人．
昭和35年5月23日

チリ

【Ms8.5】日本全体で死者・不明142人．
昭和37年4月30日

宮城県北部

【M6.5】死者3人．
昭和39年6月16日

新潟

【M7.5】津波が日本海沿岸一帯を襲来．死者26人．
昭和43年5月16日

十勝沖

【M7.9】死者52人，負傷330人．青森県下で道路破損．
昭和53年6月12日

宮城県沖

【M7.4】死者28人，負傷1,325人．
昭和58年5月26日

日本海中部

【M7.7】秋田県、北海道、青森県を中心に被害。死者104人，負傷163人．
平成5年1月15日

釧路沖

【M7.8】 釧路、十勝地方を中心に被害、死者2 人，負傷者966人．
平成5年7月12日

北海道南西沖

【M7.8】奥尻に大被害、大津波、死者201人、行方不明28人，負傷者323人．
平成6年12月28日

三陸はるか沖

【M7.6】死者３人，負傷788人．道路、港湾の被害も有り．
平成15年5月26日

宮城県沖

【M7.1】負傷174人．

平成15年7月26日

宮城県北部

【M5.3～6.2】負傷675人．

平成15年9月26日

十勝沖

【M8.0】日高、十勝、釧路地方を中心に被害．行方不明2人，負傷者847人．
平成17年8月16日

宮城地震

【M7.2】負傷89人．

平成23年3月11日

東日本大震災

【M9.0】死者・行方不明者18,466人．ピーク時避難者40万人以上．停電世帯800万戸以上．

１

の停電を伴う生活を強いられた被災経験は存在しない（表

要
概
震源もしくは地震名
発生年月日

ブは閉め切った六畳の個室で使用した場合、建築物衛生

い。停電時に有効な暖房器具とされるポータブル式ストー

かなく、一般住民の意識も温暖地域とほとんど変わらな

減災対策（設備・備蓄・防災マニュアル等）は限られたものし

症により命を落とす危険性があるにもかかわらず、防災・

をはじめとする積雪寒冷地域は冬期の停電のみで低体温

規模災害が発災した時に何が起こるのか？ 北海道・東北

台の一月の最低気温も〇℃を下回る（図１）
。厳冬期に大

北海道全土はもちろんのこと、新潟、盛岡ならびに仙

なり、低体温症により命を落とした方も報告されている 。

４

津波により衣服が濡れた体は急速に体温を奪われることと

大変な苦労を強いられた。東北沿岸地域一帯に押し寄せた

さらに降雪も観測され、四〇万人以上の避難した人たちが

おいては、翌一二日から一五日にかけて気温が氷点下一℃、

二〇一一年三月一一日の初春に発災した東日本大震災に

一因と考えられている。

この車中泊がその後に深部静脈血栓症（ＤＶＴ）を発症した

え、暖房や情報（ラジオ）の利用などが要因とされているが、

多数の車中泊を生じた。避難所の不便さや余震の不安に加

は、最低気温が一〇℃を下回る中で、自宅から避難をして

二〇〇四年一〇月二三日の秋期に発災した中越地震で

本州で厳冬期に発災したのが 1995 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災である。260 万戸が大停電した状況で，

してインフルエンザに起因する肺炎が数多く発生した。

１・２

１）
。

表１ 1, 2)東北・北海道地方の震災史
表‐1．東北・北海道地方の震災史
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平成五年の釧路沖地震は唯一厳冬期に生じた大地震であるが、震源が 100km 以上と深かったことから、
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人的被害は少なく、生じた停電も
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私たちは、冬期被災に対応する命を護る技術、設備そし

て知恵を集約する目的で二〇一〇年秋から実証型の検討を

行ってきた。構造物の高気密化など、費用や時間の面で自

治体としての取り組みが難しい課題は排除し、現存施設・

設備を最大限活用し、備蓄可能な廉価資材を用いて、冬期

被災に耐えうる仮設設備の検証を進めている（写真１、
２、
３）
。

通常避難所として使用される体育館は、バレーボール等

のスポーツ施設であるため天井が高い（平均一一メートル）
。

この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必

要とするとともに、灯油等の化石燃料を排気設備なしの室

内で炊いた場合には大量の二酸化炭素と水が発生すること

になる。

これまでの検証結果の詳細については、私たちの論文を

参照していただきたい

になったことは、①広い体育館に天井高の低い閉鎖的空間

を生む必要性、②床面から来る冷気の遮断、③停電下でも

稼働できる効率的な暖房の選択（二酸化炭素排出量とのバラン
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冬期仮想避難所の展開演習と検証

。これらの取り組みで明らか
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図１

は排除し、現存施設・設備を最大限活用し、備蓄可能な廉価資材を用いて、冬期被災に耐えうる仮設設
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東北・北海道各地における平均最低気温

備の検証を進めている（写真-1，-2，-3）。

ppm

法で一、
〇〇〇 以下としている二酸化炭素濃度がわずか

５

六〇分で一〇、
〇〇〇 にまで到達することが報告されて

いる 。またそれ自体使用禁止としている貸家やマンショ

ンも少なくない。行政が設定している指定避難所において

は、天井高が一〇メートル以上ある体育館の暖房設備とし

て、ポータブル式ストーブが数台のところがほとんどであ

り、室内温度を上昇させることは不可能である。先進的な

６

取り組みを進める札幌市は寒冷地型の寝袋を備蓄すること

で冬期災害へ対応している 。

毎年各自治体等で行われる総合防災訓練は避難順路の

確認や急性期のみの医療救護体制の確認が主であり、その

後につづく被災後生活、避難所生活を考慮した検証はごく

わずかである。さらにその訓練が行われる時期は防災の日

（九月一日）
を中心としており、厳冬期の災害を想定した訓

11 メートル）。この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必要とするとともに、灯油等の化

練は稀である。東日本大震災以降、津波対策等は意欲的に

11 メートル）。この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必要とするとともに、灯油等の化
写真-2．暖房シェルターの全景
石燃料を排気設備なしの室内で炊いた場合には大量の二酸化炭素と水が発生することになる。
通常避難所として使用される体育館は、バレーボール等のスポーツ施設であるため天井が高い（平均

進められているが、災害の経験がない地域での防災計画は

通常避難所として使用される体育館は、バレーボール等のスポーツ施設であるため天井が高い（平均 写真-3．体育館内での暖房シェルター設営

想定自体が難しく、実践的な災害マニュアルや災害備蓄と

写真-2．暖房シェルターの全景
写真２ 暖房シェルターの全景

なっていない場合が多くみられる。

写真-3．体育館内での暖房シェルター設営

防災政策は人命に関わる大きな災害が起きなければ進ま

薪ストーブの設営

ないとされる。前例のない東北・北海道地域の冬期災害を

写真-1．屋外でのティピーと薪ストーブの設営
写真１ 屋外でのティピーと

想定し、防災意識の向上を図ることが重要であろう。

写真-1．屋外でのティピーと薪ストーブの設営

ppm

の検討を行ってきた。構造物の高気密化など、費用や時間の面で自治体としての取り組みが難しい課題

私たちは、冬期被災に対応する命を護る技術、設備そして知恵を集約する目的で 2010 年秋から実証型
は排除し、現存施設・設備を最大限活用し、備蓄可能な廉価資材を用いて、冬期被災に耐えうる仮設設

ス）
、④潤沢な照明の確保（治安）
、⑤屋内炊き出し設備の設

営である。これらの課題を踏まえて開発・展開した暖房シェ
ルターを用いることで、氷点下一九℃の外気温環境下にお
避難所として想定される体育館に数台のストーブを置い

冷地域における防災用具としての有用性が期待される。

冬期の降雪時の屋外においても快適な空間を作りだし、寒

にアメリカの先住民の知恵から生まれているティピーは、

自助もしくは共助の観点で有用な手法と考えられる。さら

誰にでも入手可能な機材であり、自治体（公助）に依存せず、

も使用できる薪ストーブやペレットストーブは安価でかつ

源としても使用可能である 。さらに炊き出し設備として

９

くバッテリーで駆動する。万が一の場合には自家用車を電

私たちが検証しているジェットストーブは消費電力が低

を推し進めることが防災対策として重要であると考える。

とは難しいが、冬期被災に対する最低限の設備の開発実証

発生する確率の少ない災害に対して潤沢な予算を使うこ

石燃料を排気設備なしの室内で炊いた場合には大量の二酸化炭素と水が発生することになる。

冬の万が一に備える

11 メートル）。この広大な空間を加温するためには膨大なエネルギーを必要とするとともに、灯油等の化

札幌市「札幌市における厳冬期被災時の避難所運営手
法に関する研究」二〇一三年。
根本昌宏、尾山とし子、高橋修平「寒冷地の冬期被災
を想定した実証的災害対策への取り組み」『北海道の雪氷』
三二号、二〇一三年、七四―七七頁。
根本昌宏、尾山とし子「冬期被災を想定した体育館型
避難所演習の実践内容に関する考察」
『寒地技術論文・報
告集』三〇号、二〇一四年、一二二―一二七頁。
根本昌宏、尾山とし子「暴風雪の停電下に暖房避難所
を展開するための実践的検証」『寒地技術論文・報告集』
三一号、二〇一五年、一七―二二頁。

らの冷気は低体温症や深部静脈血栓症など命に関わる症状

対応する避難所運営マニュアルが必要である。特に床面か

ずに絨毯や畳敷きの施設を先行して提供するなど、冬期に

時期に体育館を避難所とすべきかの議論や、体育館を使わ

ても焼け石に水ならぬ冷気に焼け石である。暖房が必要な

写真-2．暖房シェルターの全景

いて加温一時間後に一〇℃、就寝時間の二四時に一五℃の
環境を作り出すことができた。しかし、床面から伝わる冷
気によって、この環境下でも寝袋なしに就寝することは厳
しい状況であった。さらに収容人数、設営時間に加え著し
い二酸化炭素濃度の上昇など解決すべき問題が山積してお
り、今後に向けてさらなる検証が不可欠である。

を起こす危険性がある。簡易暖房では床面付近を加温する
ことは難しいため、避難所の床面への着座や就寝を避ける
べく、簡易ベッド（ダンボールベッド等）の使用や、寝袋の準
備、複数枚の毛布の提供が必要となろう。

写真-3．体育館内での暖房シェルター設営
写真３ 体育館内での暖房シェルター設営

これらすべての課題を行政に任せることは不可能である。
避難行動に時間的余裕がある場合には、自助・共助の観点
で避難所に持ち込む物品についても考えたい。さらにこれ
までのような避難するまでの避難訓練だけでなく、避難を
してから命を護る訓練（避難所展開訓練）も必要である。
東日本大震災から五年。平穏期の今だからこそ、想定外
としている厳冬期の被災を想定内に変え、万が一に対応す
る知恵を醸成して、人々の安全な暮らしにつなげる検証を
進めていきたいと思う。
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備の検証を進めている（写真-1，-2，-3）。

寄

稿

堀江 正伸
（ＷＦＰイエメン事務所プログラム・オフィサー）

二〇〇三）
と説明する 。つまり、人道支援を含む発展途上

３

て我が国の安全と繁栄の確保に資することである」
（外務省

Ａの目的を「国際社会の平和と発展に貢献し、これを通じ

の基本政策であった「政府開発援助大綱（旧大綱）
」は、ＯＤ

る。二〇〇三年より二〇一五年に改定されるまでＯＤＡ

日本の国際人道支援への貢献に関する一考察

価値観外交と人道支援の軋み

―

はじめに
国際的な援助の潮流を分析し情報を発信することを業
務として いる ＮＧ Ｏで あ る開発 イ ニシア テ ィ ブ（ Develop 国への開発協力は、慈善事業などではなく外交のツールと

イギリス、ドイツ、スウェーデンに次ぐ世界第五位の規模

際的な人道支援に拠出した（ GHA 2015
）。これはアメリカ、

） によれば、二〇一四年、日本は八八二百ドルを国
Initiative

また国際社会において国家間の関係をより安定的に維持し

は主権国家が自国の国益や安全そして繁栄を促進するため、

は、外交という語に定まった定義はないとしつつ「外交と

して行われているということである。外交史が専門の細谷

１

であり、日本は国際的人道支援の資金面で相当の役割を
その友好関係を強化するため、政府間で行われる交渉ある

日 本 の 国 際 的 人 道 支 援 へ の 拠 出 は、 政 府 開 発 援 助

ＯＤＡの目的に類似している。いずれにしても、日本は第

いは政策を示す」
（細谷 二〇〇七 一: 五）
としており、前出の

２

担っている。
（ Official Development Assistance: ODA
）の 一 部 と し て 行 わ れ て い

はないかという疑問に結びつく。
二〇一五年二月、前出の旧大綱は、
「開発協力大綱（新

ところが、各国からの支援が発展途上国で貧困に苦しむ

二〇一五）
。しかし、ＯＤＡの一部である人道支援には、そ

に基づいたＯＤＡということが強調されている（外務省

大綱）
」として改訂された。その中では、積極的平和主義

人々の生活向上にどのような効果を挙げているのかを調べ

れが「積極的平和主義」に基づいて行われるがために生ずる

６

障と密接な関わりを持っていることに起因する（例えば谷内
二〇一五） 。

そこで本稿においては、
新大綱においてＯＤＡのうち特

。さらに、これは国際的な人道支

とに鑑みれば、これらの評価は予想外に低い順位と言える

人道支援に限っても世界五位の規模の出資を担っているこ

察することとしたい。
構成としては、
まず現在の外交政策を

交において有効なツールと成らしめているのかについて考

るのかを検討する。
さらに、
その結び付きは、
人道支援を外

４・５

分析、
その後外交政策と新大綱の関係、
さらに人道支援の変

のではないだろうか

援に携わってきた筆者の私観となるが、その出資額や外務

価値観外交

現在の日本の外交は、価値観外交という基本政策に基づ

⑴価値観外交の概要

―

二〇〇六年以降の外交政策

遷を概観した後、結論でそれらの関係につき論じてみたい。

道支援におけるプレセンスは決して高くはない。
既述の通りＯＤＡは外交の一部として行われているため、
これら低い評価やプレセンスは、単に支援が受益者の益と
なっていないのではないかということに加えて、それを手
段とした外交が期待されたような成果を上げていないので

第一章

省本省、在外大使館職員の努力に比して、日本の国際的人

に付けられているのかということは吟味する必要があるが、 に人道支援は、
日本の外交政策とどのように結びついてい

悪という評価である。もちろん、これらの順位がどのよう

務省による援助が五三位となっており、それぞれ貧弱、劣

）は、ＪＩＣＡによる援助が世界三三位、外
Transparency Index

「積極的平和主義」がそのまま安全保
発表している二〇一四年国際援助透明性指数（ International Aid 懸念もある。それは、

ている世界開発センター （ Center of Global Development: CGD
）
が

本人が持つイメージなのではないだろうか。

の分野で世界に貢献してきたというイメージは、一般に日

二次世界大戦後目覚しい経済発展を遂げ、発展途上国支援
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域として、カンボジア、ラオス、ベトナム、中央アジアの

言葉で表したのである。さらに、価値観外交を展開する地

国々を「伴走者」として支援する姿勢を価値観外交という

駆者であるとしたうえで、それらを実現しようとしている

いう「普遍的価値」を重んじるという点において世界の先

生外務大臣は、日本は自由、民主主義、人権や法の支配と

国際問題研究所で講演した際に発表された。その講演で麻

安倍内閣において外務大臣を務めていた麻生太郎が、日本

いている。価値観外交は、二〇〇六年一一月、当時第一次

二〇〇六）
。

本の安全保障面の強化という側面から分析している（星山 、

のイメージとプレセンスの強化、国際秩序の再構築及び日

は、価値観外交の戦略的意味を、情報化時代における日本

あろうか。外務省より世界平和研究所へ出向していた星山

とを、新たな概念を使い明言しなければならなかったので

説明している。では、何故そのような既に行なってきたこ

交や「自由と繁栄の弧」といった言葉を使うこととしたと

外に日本の外交ビジョンを明確に伝えるために価値観外

主義の尊重、法による統治などを既に行ってきたが、内

通り、中央アジアを経てヨーロッパへ続く地帯となる。麻

交の地域的射程は、日本を起点にユーラシア大陸の南側を

との強固な関係のもと行うとしている。つまり、価値観外

Ｏ、オーストラリア、インドといった価値観を共有する国々

また、そうした価値観外交は、ヨーロッパ連合、ＮＡＴ

防止にスタビライザーとして貢献することで、国際社会に

観を共有する国々との連帯しながら、国際社会の不安定化

てＥＵ、ＮＡＴＯ、オーストラリア、インドといった価値

うとする狙いがあった。さらに、日本が価値観外交によっ

や人権の尊重が不十分である国というイメージを払拭しよ

役割を果たそうとせず、歴史を反省することなく民主主義

まず、経済は発展したが政治安全保障の分野で国際的な

諸国、グルジア、アゼルバイジャンなどコーカサス地方の
７

生外務大臣は、その地帯を「自由と繁栄の弧」と表現した（日
おける日本のプレセンスを高めるという期待もあった。

国々、ウクライナなどをあげている 。

本国際問題研究所 、二〇〇六）
。

⑵価値観外交の目的

さらに、「自由と繁栄の弧」には入っていないが、価値観外交を明確にした背景にはアメリカ
との関係がある。価値観外交を打ち出したことにより、NATO のリーダーであるアメリカとの
同盟を強めるという効果が見込まれるからである。日本は、外交姿勢を価値観外交という概念
でより明確にすることにより、民主主義、自由主義、人権の尊重といったアメリカと同じ価値
観を持ちながら、開かれた国際社会秩序作りに主体的に参加することを明らかにしたのである。

実際、価値観外交発表後には、「自由と繁栄の弧」内、つまり価値観を共有する国々との同盟、
安全保障に関する外交がたて続けに行われた。2007 年 3 月、オーストラリア、ハワード首相が
（John Haward）東京を訪問した際には「安全保障協力に関する日豪共同宣言」が採択された。
内容には、日本とオーストラリアは文字通り「共通の価値と利益を反映する戦略的パートナー
シップを継続的にコミットする」ことが含まれている（外務省 2007a）。また、同年 8 月には
安倍首相がインドを訪問、「新次元における日印戦略的グローバル・パートナーシップのロー
さらに、
「自由と繁栄の弧」には入っていないが、価値観

まず、経済は発展したが政治安全保障の分野で国際的な役割を果たそうとせず、歴史を反省す
ることなく民主主義や人権の尊重が不十分である国というイメージを払拭しようとする狙いが
あった。さらに、日本が価値観外交によって EU、NATO、オーストラリア、インドといった
価値観を共有する国々との連帯しながら、国際社会の不安定化防止にスタビライザーとして貢
献することで、国際社会における日本のプレセンスを高めるという期待もあった。
た基本的価値と、戦略的利益とを共有する結合です」と述

ナーシップは、自由と民主主義、基本的人権の尊重といっ

『二つの海の交わり』と題された演説を行い、
「このパート

アジアを代表するもう一つの民主主義国の国民を代表し

する共同声明」を採択した。共同声明採択後、安倍首相は

戦略的グローバル・パートナーシップのロードマップに関

八月には安倍首相がインドを訪問、
「新次元における日印

る」ことが含まれている（外務省、二〇〇七ａ）
。また、同年

を反映する戦略的パートナーシップを継続的にコミットす

は、日本とオーストラリアは文字通り「共通の価値と利益

全保障協力に関する日豪共同宣言」が採択された。内容に

ア、ハワード首相が（ John Haward
）
東京を訪問した際には「安

交がたて続けに行われた。二〇〇七年三月、オーストラリ

まり価値観を共有する国々との同盟、安全保障に関する外

実際、価値観外交発表後には、
「自由と繁栄の弧」内、つ

である。

際社会秩序作りに主体的に参加することを明らかにしたの

といったアメリカと同じ価値観を持ちながら、開かれた国

明確にすることにより、民主主義、自由主義、人権の尊重

である。日本は、外交姿勢を価値観外交という概念でより

るアメリカとの同盟を強めるという効果が見込まれるから

観外交を打ち出したことにより、ＮＡＴＯのリーダーであ

外交を明確にした背景にはアメリカとの関係がある。価値

麻生外務大臣は前出の演説で、実は日本は
人権・民主主義の尊重、法による統治など
を既に行ってきたが、内外に日本の外交ビ
ジョンを明確に伝えるために価値観外交や
「自由と繁栄の弧」といった言葉を使うこ
ととしたと説明している。では、何故その
ような既に行なってきたことを、新たな概
念を使い明言しなければならなかったので
あろうか。外務省より世界平和研究所へ出
向していた星山は、価値観外交の戦略的意
味を、情報化時代における日本のイメージ
図１：自由と繁栄の弧イメージ（出典：ニッポンドットコム）
図１ 自由と繁栄の弧イメージ
（出典：ニッポンドットコム） とプレセンスの強化、国際秩序の再構築及
び日本の安全保障面の強化という側面から分析している（星山 2006）。

麻生外務大臣は前出の演説で、実は日本は人権・民主

（２）価値観外交の目的

。加えて、インドは「自由と
べている（外務省、二〇〇七ｂ）
邸 二〇一三ａ）
。

する外交」「積極的な外交」を展開すると述べている（首相官

の見方を検討することとしたい。

なるが、次節においてはこうした価値観外交への他国から

の改定や、二〇一五年版外交青書にも色濃く表れることと

それらの方針は、後述する二〇一五年改定のＯＤＡ大綱

繁栄の弧」の要所であるという趣旨のことを強調している。
つまり、日本は価値観外交発表後、価値観を共有する国々
と着々と同盟関係を強化していったのである。
細谷はさらに、次の点を付け加える。すなわち、それ以
前の小泉内閣においては東アジアコミュニティ創造が外交
政策の主要事項であってそれには勿論中国が入っていたが、
の台頭が価値観外交の念頭にあったことは疑いない。さら
ように見えるのかに関し数例見ておきたい。二〇〇八年に

当節においては、価値観外交が国外から見た場合、どの

⑶国外から見た価値観外交

に、経済協力を持って外交上の影響力を保持してきた日本
在日本アゼルバイジャン大使館で参事官を務めていたイス

「自由と繁栄の弧」には中国は含まれない。つまり、中国

が、その経済が伸び悩む中、経済以外で影響力を保つ手段
マイルザーデ（ Gursel Ismayilzada
） は、
『中央アジアとコーカ

９

として「価値」を採用したのである（ Hosoya 2011
）
。

諸国との連合を強調した外交を展開したし、二〇〇九年九

価値観外交は一旦下火となった。続く福田内閣は東アジア
一九九七年頃だったと回想している。それは、当時の橋本

を示したのは、ソビエト連邦崩壊後だいぶ時間が経過した

文を発表している。そこで同氏は、日本がこの地域に関心

しかし、二〇〇七年九月に安倍首相が突然辞任すると、 サス』という学術雑誌に「新しい日本の外交の柱」という論

月より政権を担当した民主党も「東アジアコミュニティ」設
内閣がシルクロード外交を打ち出したことで始まった。シ

ＯＤＡを拠出すること、さらには民主化と平和の定着に協

日米同盟を基軸とし、
「戦略的な外交」「普遍的価値を重視

一八三回国会における施政方針演説において安倍首相は、

すると、価値観外交は息を吹き返す。二〇一三年二月第

ところが、二〇一二年一二月、第二次安倍内閣が発足

でやってきたが、一九九〇年代以降は経済的停滞と累積財

観外交は「（日本は）軍事力の整備が制限され、経済発展一筋

話を即すること、地下資源の開発と経済発展を目的とした

のであった。目的はシルクロード域内の国々との政治的対

由しつつ結ぶシルクロードのイメージで強化するというも

ルクロード外交は、日本と中央アジアの関係を、中国を経

８

立を新しい外交の柱としたのである 。

力することであった。

また同氏は、価値観外交は日本が第二次世界大戦での敗

配という理念は誰も反対しない理念である一方、価値観外

二七）
と分析する。また、民主主義、基本的人権、法の支

政赤字のために、経済力による世界への影響力が低下し続

戦後控えてきた国際社会において重要な役割を果たすとい

交は日本の周囲に自国と全く価値観が異なり、相容れない

しかし、同氏は三番目の目的、つまり民主化や平和の定

うことを実現させようとするもので、国際連合（国連）安全

国が存在することを前提としなければ成り立たない概念で

けている。このような状勢に直面して、
日本がソフトパワー

保障理事会常任理事国入りを目指した政策ではないかと分

あると指摘する。そのうえで同氏は、冷戦が終結した現在、

着への支援はＥＵにより行われることが多く、日本の支援

析している。そのうえで、日本のアゼルバイジャンを含む

イデオロギー戦争はもう時代遅れであり、むしろ異なる価

:

中央アジアへの関心は従前のシルクロード外交から継続す

値観を受け入れることが課題ではないのかと問題提起して

を重視しなければならなくなった結果である」
（邵 二〇一四

るものであるが、その関心の中心は経済という側面から「普

いる（邵 二〇一四 三: 一） 。

はもっぱら経済発展分野であったと述べている。

遍的価値」という側面に転換されたと説明している。
ここで気が付くのは、中央アジア、コーカサス地方はシ
中国は前者には含まれるが後者には含まれていないという

を加えることであり、外交政策一般を論ずることではない。

本稿の目的は、日本の国際人道支援への貢献へ一考察

括

ことである。日本政府は否定しているが、先に参照した細

しかし、既述の通り人道支援への拠出を含むＯＤＡは外交

⑷小

谷の分析と同様、価値観外交においては中国が対象地域外

の一環として行われていることは明らかであるため、本章

ルクロードと「自由と繁栄の弧」の双方に含まれているが、

となっていること、あるいは少なくともそのような印象を

ではまず現行の日本外交における基本政策となっている価
値観外交について概観した。二〇一三年に第二次安倍内閣

与えることは明白であろう 。
日中関係を専門とする北京外国語大学の邵建国は、価値
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が発足した後は、
「地球を俯瞰する外交」という言葉が使わ

が主張する人権、民主主義などは勢力拡大、内政干渉のツー

れるようになったが、
「共通する価値」や「自由と繁栄の弧」 ルとなっているとの指摘は根強い 。つまり、人権や民主

すところは、国際協調主義に基づいた「積極的平和主義」

交青書にも説明されているように日本の価値観外交が目指

ように整理しておきたい。まず、第一点は、二〇一五年外

ここで、本章における価値観外交の考察を、次の二点の

世界情勢と国内情勢が反映されるべき外交政策は普遍では

外交政策の変遷一つを取り上げてみても、刻々と変化する

いうことではないだろうか。既に見てきたとおり、日本の

で取り上げられたりすると、普遍性を失う可能性があると

の目的になってしまったり、安全保障のツールという文脈

主義の普遍性は疑う余地がないにせよ、それが外交政策上

を展開することであるということである（外務省 二〇一五）
。

は、七〇年前に採択された国連憲章の中に、
「基本的人権」

は世界の誰もが共有するものと言ってよいであろう。入江

に、民主主義、基本的人権、法の支配などの価値について

第二点目は、
「価値の普遍性」である。邵が指摘するよう

大綱改定への影響、さらに新大綱のもと、今後日本が国際

ては、改定の背景、第一章で議論した価値観外交のＯＤＡ

発援助大綱から開発協力大綱へと変更された。本章におい

政策であるＯＤＡ大綱が改定された。名称も従前の政府開

冒頭で紹介したとおり、二〇一五年二月、ＯＤＡの基本

開発協力大綱

ないからである。

調と同時に自国及び価値を共有する同盟国の安全確保のた
めの抑止力強化としての意味合いが現れているという点で

や「人民」という言葉が既に使われ、国家を超越した価値
人道支援へどのような貢献をしていく計画であるのかを見

ある。

観が存在したことを指摘している（入江 二〇〇六 五: 七）
。し
てみることとしたい。

主体の影響力や国境を越える諸問題からの脅威の増大に対

事項から次の三点に要約できよう。まず第一点目は非国家

まず改正の背景であるが、新大綱前文で紹介されている

明文化された格好となっているのである。

ラ輸出、資源確保のためにＯＤＡを活用するということが

ＫＯ等への貢献や、日本再興戦略にて目標とされたインフ

においては、国家安全戦略で提示されたＯＤＡを通じたＰ

次に、改定への反応を数点見てみることとしたい。まず

ることを指摘している。さらに、旧大綱では、軍が関わる

第三点目は、平和・安定や法の支配・ガバナンス、民主化

これらの背景を和喜多は、国連ミレニアム開発目標の達

支援は軍所管の病院の改修支援などを除き回避されてきた

日本経済新聞は、新大綱と旧大綱とを比較すると「国家安

成期限が二〇一五年に到来し、新たな開発アジェンダが設

が、新大綱には軍や軍人が関わる民生目的、災害救助等非

といった面での支援を強化し、包摂的な開発を支援すると

定されることから、それと歩調を合わせる目的があったこ

軍事目的での協力相手国の軍への協力が含まれていること

全戦略」や「積極的平和主義」が強調される内容となってい

とを指摘している。さらに、民間資金など多様な主体が途

を変更点としてあげている（日本経済新聞 二〇一五）
。

成二五年一二月一七日に閣議決定された国家安全保障戦略

決定した二〇一五年二月一〇日の閣議決定文章には、
「平

ていると説明している（西田 二〇一五）
。もっとも、改定を

定された「国家安全保障戦略」と「日本再興戦略」が関係し

さらに東京財団で研究員を務める西田は、改定の前に策

供の可能性を開いた点を挙げ、これはこれまでの援助研究

る。さらに、他国の軍隊が行う人道的活動に対する支援提

に貢献するものであることは政策論の基本であるとしてい

るが、これは公金を使って行われる支援であるため、国益

まず、従来避けられてきた「国益」という言葉が使われてい

様の二点に関連しているが、次のように変更点を分析する。

アジア経済研究所の平野は、やはり日本経済新聞と同

も踏まえて」という一文が入っている。つまり今回の改定

と考察する（和喜多 二〇一五）
。

上国の開発において存在感を増していることが背景にある

いうことである。

対しては独特の問題に対応した支援をしていくことである。 ⑵改定への反応

かにすることである。第二点目は、中所得国や小島嶼国に

応し、国際社会と強調して「積極的平和主義」の立場を明ら

ＮＡＴＯ、ＥＵ、アメリカを「西側勢力」と呼び、
「西側」 ⑴ＯＤＡ大綱改正の背景

結から二〇年を経ようとする今日においても、ロシアでは、

かしその後、アメリカとソ連は、冷戦を展開した。冷戦終

第二章

ところが、ここまで見てきたとおり価値観外交は、国際協

をベースにしている点は共通している。

12

。
に鑑みれば問題ないとの見解である（平野 二〇一五）

人間の安全保障の考え方は、我が国の開発協力の根本にあ
る指導理念である」と説明している。また、その実現のた

さらに、人道的視点からの支援に留まらず、発展に向け

一方、特にＮＧＯ関係者を中心に、
「軍への協力」とい

目的とはされているが相手国の軍と協力するということは、
た歯車が始動され、脆弱性からの脱却を実現するための支

めに一人ひとりに焦点をあて、人間の安全保障の実現に向

相手国の軍によって支援が軍事目的に転用される危険もあ
援を行うとし、そのためのインフラ整備、法・制度構築の

うことに対して別の反応も見られた。複数のＮＧＯの活動

り歯止めが効かなくなるとの懸念を表明した（国際協力ＮＧ
重要性を強調している。また、人道支援、平和構築やガバ

けた協力を行うとしている。人間の安全保障、特に欠乏か

Ｏセンター 二〇一五）
。また、日本国際ボランティアセンター

ナンス、地球規模課題への取り組みについては、独自の専

をサポートし、見解の統合などを目的として活動している

の理事を務める谷山は、軍事目的でなくとも、軍が人道支
門性、中立性、幅広いネットワークを有する国際機関と積

らの自由は人道支援が貢献できる分野と言えるであろう。

援の現場で中立性を保持できるということを疑問視してい
極的に連携していくとしている。

国際ＮＧＯセンターは、新大綱が発表された同日、非軍事

る（谷山 二〇一五 四: ―五）
。
これらの点を整理すると、新大綱においては、人道支援
民主化支援、インフラ整備などへ繋がる一連の支援と組み

をその先にある平和構築、基本的人権の促進、法・整備構築、

人道支援における貢献もＯＤＡの一部となっている こ
合わせている。それは、今人々が直面している脆弱性だけ

⑶新大綱の中の人道支援
とは既に述べたが、ここでは新大綱のもと人道支援がどの
ではなく、脆弱性の原因となっていることの軽減や除去と

括

いうことに対しても支援を拡大していこうとする姿勢であ
る。
⑷小

二〇一四年一二月に発表された国家安全保障戦略を反映す

いて検討してきたが、それはＯＤＡ大綱の改定に先立つ

題に価値観を共有する国々と歩調を合わせて対応すること、

の二つの点に整理されるであろう。それらは、国際的な問

これらを整理すれば、日本の人道支援拠出の基礎は、次

ドをはじめとする欧州諸国と具体的に挙げている。

るものとなっている。つまり、戦略中の「我が国は、先進

第一章、第二章の考察より、人道支援に対する国際的な

人道支援

そして価値観を共有できる国々を増加させることである。

つつ、民主化支援、法制度整備支援及び人権分野での支援
にＯＤＡを積極的に活用する」
（外務省 二〇一三ｂ）
という文
旧大綱と新大綱を比較してみると、その重点地域も価値

貢献は、それを内包するＯＤＡ自体が国益を実現させるた

言に沿ったものとなっている。
観外交において重要とされる地域にシフトしていることが

めのツールである以上、外交政策と無縁でないことは明ら

中央アジア・コーカサス、アフリカ、中東、中・東欧、中
南米、大平州、カリブ諸国と各地域おける支援重点項目と

交政策と人道支援との関係を考察した場合、整合性はとれ

ち人権、民主主義、法による統治などと並ぶ普遍的な価値

人道主義は、価値観外交で普遍的とされる価値、すなわ

このように新大綱は、
「価値観外交」と「安全保障戦略」

英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ポーラン

は次のとおりである。

いては、それら価値観を共有する国々を日本、アメリカ、 しく紐解いているが（井上 二〇〇八）
、そのプロセスの要旨

である。人道主義が普遍化した背景については、井上が詳

ともに並列で並べられている 。

⑴人道主義の普遍的価値

分かる。ところが新大綱においては東南アジア、南アジア、 るのであろうか。

とされていることからアジアに特に重点おいていたことが

にくいところもあるが、旧大綱ではアジア以外は「その他」 かである。それでは、新大綱およびそれが依拠している外

分かる。両大綱ともにほぼ世界全域を網羅しており分かり

第三章

自由民主主義国家として、人間の安全保障の理念も踏まえ

こ こ ま で、 二 〇 一 五 年 二 月 に 改 定 さ れ た 新 大 綱 に つ

一人ひとりが幸福と尊厳を持って生存する権利を追求する

の保護と能力強化により、恐怖と欠乏からの自由、そして、

まずは、人間の安全保障の推進である。新大綱は「個人

みたい。

ように行われていくこととなるのかということに注目して

13

が強く反映されるものとなった。さらに安全保障戦略にお
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158
人道研究ジャーナル vol.5

159

「人道的な国際法」という言葉は、一九五六年に発行され

道（ Humanity
） 、公平（ Impartiality
）
、中立（ Neutrality
）
そして独立

ジュネーブ条約からなる戦争法と、国際連盟及び国連の主

されている（井上 二〇〇八 二: 四）
。それは、ハーグ条約及び
ながら、赤十字基本原則は、各機関における人道支援の理

関により定められており、唯一共通のものはない。しかし

先に述べたとおり人道支援の定義は今日に至るまで各機

（ Independence
）
を挙げている。

催下で制定された人権一般の保護に関する諸規則を含んで
念に影響を与えている。例えば、国際連合においても、こ

際法典の中で織り込まれていたと井上は説明する 。中で

その一方、その概念は一九世紀後半よりさまざまな戦時国
際文書や合意形成を経て、脆弱性に基づいて行うべきもの

て決議している（ UN 1991; 2004
） 。人道支援は、これらの国

理的であり法に持ち込むことには批判があったとされるが、 れら原則を人道支援機関が中心とすべき理念として総会に

いた（ピクテ 一九五六 三: 六）
。
「人道」という概念は哲学、倫

）
が初めて使ったと
た赤十字諸原則の中でピクテ（ Jean Pictet

18

19

たのである。

義はないが、その起源的理念は一九二一年に改定された

その一方、今日まで人道や人道支援に関する明確な定
コミュニティで盛んになされている 。変化を遂げた人道

道主義に、冷戦後質的変化が現れているという議論が人道

ところがである。普遍性が共有されていると思われた人

⑵冷戦後の人道支援

赤十字運動規定に見ることができる。
それは規定前文に記
主義は新人道主義と呼ばれ、その変化は人道支援が従前そ

次第に普遍性を帯びるようになった。

の曖昧性とは裏腹にジュネーブ諸条約等 にも影響を与え

においては「人道の法則」という言葉が使われ、その後概念

も、ハーグ第二条約の前文九節、いわゆる「マルテンス条項」 であり、非政治的なものであるという普遍性を構築してき

15

された、
公平性、
政治的・宗教的・経済的独立性、
赤十字運動

16

の普遍性、
構成員の平等性である（ＩＣＲＣ 一九九六 一: ）。 れから区別されてきた軍事力、ガバナンス、開発という要

20

一九五五年には、前出のピクテがそれら理念を見直し赤十
二〇一四 一: 四四）
。

素にも資するものと位置づけられたため生じている（山下

護」という分野が人道支援の主要分野の一つとして加えら

野である食糧、仮設住宅、衛生・水といった部門に加え、
「保

一 九 九 二 年、 国 連 に お い て は 当 時 の 事 務 総 長 を 務 め

）事務総長が『平和への課題
ていたガリ（ Boutros Boutros-Ghali

括

れたのである。

となっている。同レポートは、冷戦の終結でイデオロギー
の違いによる安全に対する危機は去り、国境を越えた交易

冷戦後、普遍的であったはずの人道主義や人道支援は、

経済・社会開発を基本とした民主的平和の構築の重要性を

はずである。それが何故、国際政治の変化とともに変化し

治性は人道支援の普遍性を担保する根幹的な理念であった

前出の山下は、人道支援は非政治性ということを謳う

説明している。その上で、国連平和維持活動への加盟国の
に、国家主権の大切さを全般的に述べつつ、過去のような

ことで逆に自らの活動領域を確保してきたため、近代以降

てしまったのであろうか。

絶対的な国家主権の時代は過ぎ去ったと述べ、国連の国家

とその正当性（保護責任論など）は、国境を相対化して介入

の変遷として説明する。国内紛争に対する国際社会の関与

冷戦後の政治的変化を「区別の理論」から「透過の理論」へ

は、政治的な変化に起因しているとも理解できる。木下は

政治的なものでもある。であるならば、新人道主義の出現

価値を獲得してきたとの一般的理解がある一方、逆説的に

既に見てきた通り、人道支援は非政治的な物として普遍的

の政治を構成する中心的理論をも内在していると考察する。

り、今日までに三回の改革を行ってきた 。それら改革に

アプローチ」ということが強調され、伝統的な人道支援分

的理念となってきた。また、改革においては「権利ベース

む人道支援機関の協働といったリベラルな民主主義が中心

おいても、やはり人権擁護の促進、ＮＧＯや市民社会を含

21

国連ではこの報告に前後して人道支援改革も開始してお

を示唆していることは興味深い。

主権重視の立場は変わらないにせよ、国連の他国への介入

一層の協力、平和構築活動の重要性に言及している。さら

そのような闘争、紛争の終結に向けた人権や自由の尊重、 幅とともに変容してきた。しかし、既に述べたとおり非政

違いによる闘争が依然として継続していることを説明し、 国際政治における人権、自由主義、民主主義の重要性の増

や通信は増える一方、エスニシティ、宗教、社会、文化の

⑶小

（ An Agenda for Peace
）
」
（ UN 1992
）と題したレポートを発表した

議にて承認された。その中でピクテは活動原則として人

字基本原則として編纂、一九六五年第二〇回赤十字国際会

17

が、そのレポートは既に人道主義の変化を予感させるもの
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生活圏を横断することで新たな価値を生み出すものである

治活動や人口移動のグローバル化はそれまでの経済圏や

することで安定化や秩序を生み出す意図がある。また、政

トが開催されることとなりその準備が進んでいる。世界人

けにより、二〇一六年五月に史上初となる世界人道サミッ

るのではないだろうか。そんな中、国連事務総長の呼び掛

性ということについて再度合意、認識する作業を迫ってい

則の普遍性に対する我々の誓約をもう一度激励、強化す

（木下 二〇一四 一: 五一）
。これは、
「平和での課題」で指摘さ

井上は、現在このような政治的変化により生まれた新人
るということが挙げられている。準備のプロセスにおいて

道サミット開催の目的として、人道性（ Humanity
）
と人道原

道主義は、様々な局面から人道支援自体の内実が問われる
も、さまざまな関係者からの意見を収集したり、世界各地

新人道主義誕生の背景の一つであるリベラルな民主主義を
して包括的な合意を取り付けようとする方針が示されてい

論

る（ UN 2015
）
。

のかといった疑問である。その一方で、既に見たように人
道主義の普遍性はその歴史の中で構築されてきたものであ
り、人道主義の正当性とその権原を否定する言説は国際社

人道支援の変化は、本来人道主義が原則としその普遍性が

冷戦後の国際政治においては、人権、民主主義などがそ

このような現状、つまり人道主義の普遍性が維持され

依拠してきた非政治性ということを揺さぶっている。それ

会でほとんど見られない。また、人道主義の実現はリベラ

ている一方、国際政治の変化とともに新人道主義とも言え

は、国際的に認められてきた人権、民主主義といった概念

の存在感を増し、そのことは人道支援に変化をもたらした。

るものが出現してきた状況は、国際社会に人道主義の普遍

現在、冷戦後変容してきた人道支援の普遍性をもう一度

ルな民主社会に成立しえるものであり、これらの価値と相

の普遍性が、外交政策という政治的で普遍的でないものに

見直し、国際社会の合意を新たにしようという動きがある。

人道支援が、人権擁護、民主主義促進などの分野に資する

取り込まれることで薄められてしまったからである。冷戦

つまり、価値観外交に沿って行うこととなった人道支援は、

容れない排他主義的、全体主義的価値観とは共存し得ない

後の国際政治が、
「人権」「民主主義」「人道」いった理念の普

実は世界的な潮流に逆行するものとは言えまいか。日本は、

ものと認識されたからである。しかしながら、そのような

遍性を一見重視するような政策を打ち立てたことで、実は

く必要がある。その上で、人道支援への貢献は、価値観の

今後の人道支援をめぐる国際的な議論の動向に注目してい

本稿においては、日本の人道支援への貢献の新しい基礎

そのようなシフトにおいては、国益という側面がないが

共有や拡大を主眼にしたものではなく、世界的な合意形成

映したものであることを述べた。それは、まさに人権の尊

しろにされはしないかという疑問もあろう。なぜなら価値

となる新大綱を分析し、それが同盟関係や自国の安全保障

重、民主主義、自由主義などの価値に基づいて人道支援を

観外交には、
「積極的平和主義」を掲げ国際的な秩序作りに

を基軸としたものへとシフトできないだろうか。

行っていくという姿勢を明らかにしたものであり、上記の

関与していくことで、国際社会におけるプレセンスを高め

支援への貢献が、たとえその結果が現状と同じになるとし

人道支援の本質に対する懸念と軌を一にしている。と同時

それでは、日本は伝統的な人道支援にその貢献を「後退」

ても価値観を基礎にするものを卒業し、人道支援の「新し

ようとする意図があるからである。しかし、そのような期

させた方がよいのであろうか。それは違うだろう。井上が

い」普遍性に対する合意形成に積極的に関与、またそれに

にそのような背景と目的を帯びた人道支援は、他国、特に

言うように人道主義自体はリベラルな民主的な土壌で実現

基づいた貢献をしていく必要がある。そのような姿勢こそ

待は、世界的な潮流が変化するかもしれない人道支援への

されるものであろうし、山下が指摘するように伝統的人道

が、国際人道支援という場における日本の「積極的平和主

非同盟国や「価値観を共有しない国々」から見た場合、不偏

支援原則に立ち返ることでも非政治性を担保することが不

義」を引き立てることとなり、結果国際社会における日本

貢献では現実のものとならないだろう。今後の日本の人道

可能であるからである。

性が担保されているものなのだろうか。

を目的とした日本の外交政策である価値観外交を色濃く反

それらの普遍性を削いでしまったということである。

ものでもある（井上 二〇〇八 三: 五）
。

結

基盤とする市民社会といったレジームがどれほど普遍的な

欧のキリスト教社会の価値観が移植された理念ではないか、 で準備会議を開いたりして、できるだけ包括的な会議、そ

事態を生じさせていると考察する。それは、人道主義は西

れていることとも重なる。
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のプレセンスを高めるという国益に繋がるのではないだろ
うか。
注
人道支援に関しては、開発イニシアティブの一部門で
）が
ある世界人道支援（ Global Humanitarian Assistance: GHA
担当している。
）が入っ
第三 位にはヨーロッパ連合（ European Union: EU
ており、ＥＵ を順位に入れるならば日本は第六 位である。
その基本的政策である「政府開発援助大綱」が二〇一五
年二 月に閣議決定を経て一二 年振りに刷新され、名称も
従前の「政府開発援助大綱」から「開発協力大綱」へと改め
られた。
同指標は、ＧＨＡの業務趣旨に合意した支援機関が提
出したデータを指数化したものである。
ＣＧＤは、各ドナーによる支援の総合的な貢献度も数
値化している。評価分野には、難民の受入れなど日本で
は 賛 否 の 議 論 が 続 い て い る 分 野 も あ る が、 日 本 は 世 界
二七位という評価である。日本が比較的得意と自負する
技術支援の分野においても一一 位に甘んじている。
本稿は、外交と人道支援の関連性の一旦を明らかにし
ようとするものであって、外交政策全般を評価するもの
ではない。
講演の中で触れられた国々は、この他にチェコ、ハン
ガリー、ポーランド、スロバキア、アフガニスタン、バ
ルト三国（エストニア、ラトビア、リトアニア）
、グルジア、

モルドバ、ルーマニアであった。
細谷は、民主党政権は、その後尖閣諸島問題において
アメリカやアメリカと同盟関係にある国々との関係を強
化すること、つまり抑止の必要性について学習すること
）
。
となったと説明する（ Hosoya 2011
９ 同氏は、二〇一六 年一 月三 日現在、在日本国アゼル
バイジャン全権特任大使を務めている。
内閣官房参与の谷内正太郎はニッポンドットコム財団
のインタビューで「自由と繁栄の弧が中国包囲網である
という誤解がある」と述べている（ニッポンドットコム財
。
団 二〇一二）
外務省によれば、日本は「価値観の押し付けや体制変
更を求めず、各国の文化や歴史、発展段階の違いに考慮
。
する」とされている（外務省 二〇〇六）
二 〇 一 六 年 一 月 三 日、 国 連 食 糧 計 画 の 政 府 間 調 整 官
）へのインタビュー。
であるバクティバ氏（ Regina Bakhteeva
同氏は、ロシア、モスクワ国立国際関係研究所（ Moscow
）で 国 際 関 係 修 士 号 を
State Institute of International Relations
取得している。
これは、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）においても同じ
扱いであるので、日本固有のものではない。
重点地域の変化については、大綱とともに外務省が発
表する骨子を比較すれば明らかである。旧大綱骨子では
アジアのみを重点地域としているが、新大綱骨子におい
ては、アジアという書き方はなく「ＡＳＥＡＮ、南アジア、
」
中央アジア、中央アジア・コーカサス（以下本文と同じ）
という記述となっている。
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ベトナム戦争終結四〇年

田島 弘

（元日本赤十字社ベトナム難民対策室長）

中の外国船舶に救助され寄港する国に擁護を求めて上陸し

た。

小さな船に大勢の人が乗り、時には長期に海上を漂い、

非常に危険を伴い悲惨な脱出行である。

国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）は、これらの脱

出者を包括的に「難民」と認定し保護下におくとともに関係

日本赤十字社の「ベトナム難民援護事業」をふり返る

はじめに

世界各地で発生する難民の問題で、今、国際社会が大き

く揺れている。日本も、難民問題については部外者ではあ

りえない。

今から四〇年前、インドシナ難民をうけ入れた貴重な経

各国に対し、
「難民の上陸と一時滞在の許可」について協力

日本政府は、収容する施設があることを条件に定住先が

験を持っているからだ。

一九七五年、ベトナム戦争終結後、インドシナ三国（ベ

決まっていない難民の場合でも一時滞在のための上陸を認

を要請した。

トナム、ラオス、カンボジア）か ら 大 量 の 脱 出 民 が 発 生 し

めることとした。

（注） 1.* 印の数は偽装難民で退去強制扱いになった者で外数とする。
2.** 印の数は香港難民キャンプ等から脱出し、日本に漂着したベトナム難民で仮上陸
を取り消され、入国者収容施設に入所した者で外数とする。但し、☆印の数は日本
での出生者数で、入国者収容施設に入所した者。
（出典：日本赤十字社社史稿）

政府の難民政策は、昭和五二年九月二〇日付閣議了解

入出国者数及び在留者総括表
項目 上陸件数 入国者数 日本での 第 三 国 日
本 日本での スクリーニ 年 度 末
年度
出生者数 出国者数 定住者数 死亡者数 ングアウト 在留者数
昭和 50
9件
126 人
1人
100 人
0人
0人
人
27 人
51
13
290
5
152
0
0
170
52
23
790
22
612
0
0
370
53
26
774
17
656
3
2
500
54
32
1,305
33
460
5
2
1,371
55
32
1,115
48
768
53
2
1,711
56
40
1,048
63
1,031
76
3
1,712
57
19
1,017
68
725
252
0
1,820
58
18
763
45
490
499
0
1,639
59
19
542
30
345
800
1
1,065
60
17
472
36
348
266
4
955
61
10
249
27
251
182
2
796
62
10
144
20
130
235
0
595
63
11
255
13
210
158
0
495
817
平成 1
38
30
247
169
0
926
*2,792
189
2
7
35
135
199
0
7
809
*38
4
3
10
15
34
256
0
0
538
**362
35
4
2
47
25
54
182
0
322
☆ 17
529
5
19
629
16
5
89
0
342
☆ 2
6
183
0
0
15
6
75
0
93
（7.1.31）
10,576
計
355
*2,830
564
6,759
3,499
16
754
**362
☆ 19

た。ベトナムからはボート・ピープルと呼ばれる人々が海

日本に上陸したベトナム難民の状況

路国を脱出し周辺国へたどりつくか、海上を漂流して航行

表１
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日本赤十字社社長（窓口は外事部）あてにベトナム難民の受
日本赤十字社は、内外の難民流出の状況をふまえ、数次

で基本方針が定められて以降、インドシナ難民の問題を通
本稿では、その内容のひとつひとつを採り上げることは
にわたって要請内容について検討を重ねた結果、基本的に

け入れ援護方について強い要請があった。

しない。むしろ、問題は、波に濡れふるえて上陸してくる
これを受け入れることとして準備体制を整えることになっ

して漸進的にいくつかの政策的な処置が講じられてきた。

幼い難民に、一刻の猶予もなく衣食住の援護を如何に行う
た。

部がお願いするかたちで任用した。

長など難民問題に理解のある、また地元の有力者に特に支

に施設長については元公務員（市町村）
、学校長、福祉施設

これらの職員は、極力地元から任用するよう考慮し、特

負い、実際の職員（指導員、事務員、労務員等）があたった。

施設は所在の支部の直轄施設とし、支部長が管理責任を

⑴施設の運営

施設の運営と生活援護

次計画的に行えるようになった。

策室」を設け、業務体制を拡充した。

・本社に、昭和五三年三月一六日付で「ベトナム難民対

その後、体制の整備については次の措置などがとられた。

の確保に全力をあげる。

・社会福祉協議会等の協力を得て早急に収容可能な施設

いては社会部救護課が所管する。

・業務実施の主体は全国各都道府県支部とし、本社にお

・業務は応急的な一時収容の範囲で行う。

から、これを「救護事業」と位置づけて行う。

・ベトナム難民の受け入れ援護は、赤十字の人道的見地

体制の準備

かということが最大の関心事であった。
ここでは、一時滞在難民に対する日本赤十字社のとった
実際的な援護についてふり返り、記してみる。

難民の受け入れの経緯
ベトナム難民が、わが国に上陸し始めた当初は比較的お
だやかで、カリタス・ジャパンや天理教など主に宗教団体
がＵＮＨＣＲの要請に応えて受け入れ、援護に当っていた。
日本赤十字社は、専ら援護施設所在の支部によって衣
類や日用品、医薬品などの供与、健康診断などの医療援護、
奉仕団による慰問など側面的な援護を行っていた。
しかし、その後、流出してくる難民数が年毎に上昇し、
それまでの宗教団体等の受け入れのみでは収容数も限界に
達する状況となった。
ＵＮＨＣＲ弁務官代理チャールス・ナイス氏から、直接、

・本事業にかかる基本方針、実施要綱、業務（経理）取扱
い要領等を基本通知文として全国支部長あて副社長名
で発出した。
・ 昭和五三年度から、日本赤十字社に対し、本事業への
国庫補助金の交付が決定した。

収容援護施設の開設
⑴難民受け入れ
施設の確保と難民の受け入れについて、実際の業務にあ
たっては、関係者全員が全く未経験であり、地元対策等に

ベトナム語を話す人が非常に少ないので、専門の通訳を確

施設運営上大きな問題は通訳の配置であった。日本には

しかし、社会福祉法人や宗教団体等の格別なご厚意やご

保することが難しく、各施設とも英語の通訳でカバーする

ついても未知で困難な作業が続いた。
尽力を得て、初年度で五支部、収容定員一六五人の開設を

難民たちは、法的に残留する外国人として日本の法律を

ところが多かった。

表２のとおり、一二支部で一〇〇人の収容可能数となっ

守って生活しなければならない。日本赤十字社が開設した

得た。

たが、特に昭和五三年八月に開設した沖縄県支部所管の本

収容施設は全て共同生活方式であり、起床から就寝まで日

⑵施設の生活

部友好センターは、海洋博コンパニオン宿舎の跡施設で最

課が定められている。

⑵施設の開設状況

大三〇〇人収容の規模の大きな施設で、以降うけ入れが順
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閉所年月日
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昭53.4.1-40人

容

定

20人

昭53.4.1-20人/昭54.9.6-40人
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表3 日赤ベトナム難民一時滞在施設の概要
施 設 設 置 主 体
（開設前用途）

社会福祉法人 愛弘会

鈴木光五郎

（職員宿舎）

（職員宿舎）
社会福祉法人 黎明会

昭55.4.1-60人

（職員宿舎）
社会福祉法人

県

60人

昭54.8.18-150人/昭55.10.1-170人

昭53.12.1-50人/昭54.4.1-75人

平1.10.1-50人

昭55.6.1-50人/昭61.4.1-40人

聖隷福祉事業団

知

（職員宿舎）
愛

（県立職業訓練校寄宿舎）

（修練道場）

宗教法人新勝寺

（職員宿舎）

株式会社五徳屋

昭61.4.1-160人
昭62.6.1-160人/昭63.4.1-60人
平1.10.1-110人

神原地所建物株式会社
（沼隈町立養護老人ホーム）

昭54.12.1-30人

昭61.4.1-50人

昭53.7.26-80人/昭60.4.1-60人

医療法人南海病院
（体育館）

（老人ホーム）

昭55.9.1-50人/昭56.10.14-90人
昭60.4.1-70人/昭61.4.1-60人

昭54.12.1-50人

昭63.4.1-50人/平1.10.1-90人

熊本県益城町

（児童救護施設）

石井記念友愛社

昭55.12.1-50人

平1.10.1-60人

昭61.4.1-40人

昭53.4.1-35人/昭55.9.1-50人

昭61.4.1-40人

鹿児島県垂水市

昭61.4.1-270人

昭53.8.1-250人/昭55.10.1-300人

昭61.4.1-40人

（海洋博ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ宿舎）

株式会社國場組

（伝染病隔離宿舎）

社会福祉法人

（老人ホーム）

（小学校）
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（1）入出国者数及び在留者数総括表
赤 十 字 垂 水 園

本
友

63
平成 1

（出典：日本赤十字社社史稿）

施

設

の

規

模
建物の構造
木造平屋建

建物面積
昭52.10.27-112.20㎡

木造平屋建

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ平屋建

木造モルタル

昭54.9.6-404.56㎡

平屋建

昭58.6.1-112.20㎡

昭55.4.1-506.61㎡

鉄筋コンクリート建

一部木造瓦葺2階建

平屋建（居住棟）

鉄筋ブロック造

3階建

鉄筋コンクリート

2階建、一部3階建

鉄筋コンクリート

プレハブ2階建

昭52.9.4-274.61㎡

674.05㎡

1,721.00㎡

1,296.89㎡

331.50㎡

木造瓦葺平屋建

体育館1階

木造瓦葺平屋建

744.00㎡

583.00㎡

木造モルタル

昭53.4.1-464.30㎡

木造瓦葺平屋建

平屋建

848.56㎡

昭53.4.1-3,090.00㎡

昭53.8.1-2,772.40㎡

（

備考

昭58.6.1付
施設名称変
更

昭62.6.1付
施設移転及
び施設名称
変更

）
出典：日本赤十字社社史稿

一部鉄骨平屋建

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建

瓦葺平屋建

木造モルタル

倉庫木造階2建トタン葺

一部2階建
567.30㎡

昭55.8.1-567.30㎡

昭53.8.1-10,130.00㎡

昭55.10.1-3,571.60㎡

480.00㎡

昭55.10.1-11,880.00㎡

3,244.00㎡

4,950.00㎡

昭55.8.1-4,950.00㎡

5,608.51㎡

2,340.00㎡

4,421.00㎡

372.75㎡

3,963.63㎡

1,950.00㎡

2,596.25㎡

620.00㎡

昭58.6.1-1,355.00㎡

昭52.10.27-1,155.037㎡

敷地面積

計

人
人
0
52

人
人
人
人
人
人
件
年度

年度末
日本での
在留者数
死亡者数
数
者
所
出
数
者

日本での 第三国 直接
定住促進 国際救援 他団体
出生者数 出国者数 定住者数 センター センター その他
受入
難民数
受入
件数

所
入
項目

日赤において受け入れたベトナム難民の状況
表２

174
人道研究ジャーナル vol.5

175

また、自主的な自治組織をつくり、清掃、衛生、防災、食事、
催物、学習などそれぞれが役割分担して運営した。
食事は施設職員の指導のもと、材料の仕入れから調理、
配膳まで、全て難民自身によって行われた。

る。
（四）
保健衛生管理、秩序維持に関しては施設管理者の指

導に従う。
（五）
器物、備品の破壊、紛失および人身に対する傷害は

責任を明確にし、法による処罰とともに弁償を求める。
（六）
食費、光熱費その他の雑費は本人の負担とする。

施設が最も細心の注意を払ったことは、難民たちの健康
管理で、事実、ベトナムと日本との気候風土の違いから病
（七）
施設問及び施設内の移動については、施設管理者の

（二）
正当な理由なく職をやめた者に対しては、ＵＮＨＣ

の援助を削除する。

明らかになれば就労開始時にさかのぼってＵＮＨＣＲ

するものとする。報告がない場合においても、就労が

（一） 就労者（収入のある者）
は就労先及び所得額を報告

二．就労

指示に従う。

気になる者も少なくなかった。
難民受け入れ団体（各施設）間に共通する生活運営上の協
議の上、別紙の通り定め、入所難民への徹底を計った。
在日インドシナ難民一時収容施設における生活の指針
在日一時滞在インドシナ難民の援護にかかわる団体の合
意により、一時収容施設における生活のあり方の統一を目
Ｒの援助を再開しないことがある。
三．細則

的として、この「生活の指針」を決定する。
一．施設での生活
（一）
各援助団体はこの「生活の指針」に基づき、施設での

（三）
夜間の就労は認めない。

（一）
共同生活を原則とし、施設での生活秩序の維持に必

生活の細則を定める。
（二）
細則の遵守については施設管理者の指導に従う。

要な仕事は難民自身が協力分担する。
（二）
外出、外泊、旅行は施設管理者の許可を必要とする。

件が厳しくなって難しくなり、一時滞在の長期化が施

（五）
難民たちが希望する第三国への定住は、受け入れ条

た。

う者も多く、学校行事への父兄参加など交流が計られ

また、学齢期にある子供たちは、地元公立学校に通

ある者が、日本社会の理解のためにもと働いた。

難民たちの臨時就労が認められ、生活自立の意識の

（四）
就労と通学

渡航援護費旅費会議費その他

本社費 八、
七八五、
〇一八円

応急援護費定住手当

以上

立正佼成会

天理教

カリタス・ジャパン

日本赤十字社

ＵＮＨＣＲ駐日事務所

一九八一年八月一日

（三）
部外者の施設訪問は、施設管理者の許可を必要とす

（三）
経費

本社ベトナム難民対策室の本事業の所要経費の決算額
を摘記
・財源 国庫補助金 二、
七九八、
〇八七、
一二二円

まった結果、一時、難民同士で争いが生じたりするこ

設の運営を難しくする傾向が現れた。欲求不満が高
施設開設費、補修費

ともあった。

一時滞在難民の最大の関心事は、いつ希望する国に定住

第三国への出国と日本定住

施設借上料、調弁費
職員人件費、旅費等
国連委託金 二、
一九二、
〇七七、
〇八二円
食費光熱水費通訳費
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表５

176
インドシナ難民の本邦定住状況

表４
（平成 7 年 1 月 31 日現在）

定住内訳
区分
年次

定住数

元留学生
研修生等

越からの
国内一時
海外キャ
定住数
合法出国
滞在施設
ンプから
累計
ＯＤＰ
から

定住枠

昭和 53

3人

0人

0人

0人

3人

3人

人

54

94

0

0

92

2

97

500

55

396

0

0

346

50

493

1,000

56

1,203

742

20

393

48

1,696

3,000

57

456

0

23

217

216

2,152

3,000

58

675

0

32

248

395

2,827

5,000

59

979

0

12

229

738

3,806

5,000

60

730

0

6

240

484

4,536

10,000

61

306

0

28

149

129

4,842

10,000

62

579

0

26

291

262

5,421

10,000

780

0

147

370

263

7,896

10,000

792

0

142

411

239

8,688

10,000
10,000

5

558

0

161

300

97

9,246

6

460

0

209

165

86

9,706

計

9,706

742

1,306

4,159

3,499

ベトナム

7,173

625

1,306

1,743

3,499

ラオス

1,283

73

―

1,210

―

合

カンボディア

1,250

44

―

1,206

―

合 計

9,706

742

1,306

4,159

3,499

（出典：日本赤十字社社史稿）

し、自立することができるかということである。

3
4

（出典：日本赤十字社社史稿）

ＵＮＨＣＲのインタビューなどを経て、ひたすら希望す

10,000

る定住国への出国を待つ。

7,116

しかし、日本への定住を希望する者は極めて少なく、ア

171

縄

メリカ、オーストラリアやヨーロッパ諸国への出国希望が

321

沖

多い。

242

鹿児島

しかも、受け入れ国側の受け入れ資格要件に適合しない

0

崎

難民が次第に増加し、それでも第三国への定住の望みを捨

734

宮

てられず、一時滞在施設にそのまま長期にわたって在留す

2

本

る者が増え、施設運営の問題にもなる。

10,000

熊

わが国は、日本定住人員を当初五〇〇人としたが、以降

10,000

6,382

崎

この定住枠を一万人までに広げ、国際救援センターの開設、

5,921

152

長

姫路・神奈川大和定住促進センターの開設により、積極的

164

194

岡

な難民受け入れ策を講じ、日本語教育、社会適応訓練、職

193

115

福

業紹介などを行い、わが国への定住の促進に努めた。

143

0

島

おわりに

0

461

広

就労先
業種
就労難民数 従事している職種
（株）山本窯業
電機器具製造販売 2
プレス工
（株）岡田工機
鉄工所
3
雑
役
みろくの里
（株）瀬戸内伸鉄
伸鉄業
1
雑
役
救援センター
（株）滝口工作所
自動車部品製造
1
型枠仕上工
大法園
筑豊旭加工工場
製靴業
7
運動靴縫製
施設が山間部に位置し
大瀬戸寮
市街地から離れている
ため就労していない。
（株）富士工業
清掃業
4
清 掃
益城古城園
熊宮自動車整備工場
板金塗装業
2
雑
役
近郊農家
農 業
10
雑
役
ミシンかけ、ボタン付
三谷洋裁業
縫 業
5
（株）日本食品
食品業
3
雑
役
ベトナムの家
大島養鶏場
養 鶏
2
雑
役
九州製茶工場
製茶業
1
雑
役
出荷係、消毒係
（株）ジャパンファーム 殖鶏・飼育・加工 3
垂水鋼業
魚網製造
3
組立て係
2
雑
役
（株）川畑瓦工業
屋根瓦製造
赤十字垂水園
（株）市丸産業
セメント製品製造 1
雑
役
（株）大隅ミート産業 食肉加工工場
1
雑
役
本部国際友好センター 定期的、継続的な就労先はない。（一部難民がその都度雇入れられる）

平成六年一〇月二八日、日赤長崎県支部所管「大瀬戸寮」

500

1

支 部
施設名
愛 知 赤十字希望の家

から二名の難民が米国に向けて出発した。これで日本の収

63
平成

施設収容難民の就労状況（昭和 60 年 12 月 31 日現在）

容援護施設の残留数は〇名となる。昭和五二年八月から
一七年八カ月にわたった事業の終了である。
振り返れば、上陸してくる難民の施設への収容が間に合
わず、日赤本社の会議室で一夜を過ごしてもらったことも
ある。施設でのテトの祭り（ベトナムの旧正月の祝事）に招か
れて、手づくりの料理をご馳走になったこともある。
家や故郷を失うということが、人間にとってどういうこ
となのか。想像力を働かせ、切実に身近なところで学ぶこ
ととなった。
インドシナ難民の問題は、日本人一人ひとりが抱く「難
民」への認識を少なからず具体的に変えることになったと
思う。
昭和五七年一月、わが国は、
「難民の地位に関する条約」
及び同議定書への加入を決めた。
また、日本赤十字社も、この事業を通して「救護」の実
際について多くの教訓も得ている。今、
「難民」に対する覚
悟と行動化が、再び問われることになる。
手元に日本赤十字社発行の冊子「ベトナム難民事業記録」

（名古屋第二赤十字病院院長）

石川 清

また、各収容施設の報告書もある。これらが本稿のまと
めの力となった。

大きなやりがいとなる。

国際救援と災害救護

もう一つのやりがい

―

麻酔科医の働くフィールドは、手術室からＩＣＵ、ＥＲ、

がいは、生死をさまよう重症患者を救命できた時、救命で

やりたくて麻酔科医を専攻した。集中治療医としてのやり

人生のやりがいとして大きな価値がある。私は集中治療が

て、その翌年の一九九五年、奇しくも阪神淡路大震災が起

赤十字職員の業務の一端として災害訓練に参加した。そし

一つである。一九九四年、大学から日赤に移動した年に、

広い。災害医療は麻酔科医の働くフィールドの重要な柱の

先生にＩＣＵで助けてもらいました」という感謝の言葉は

目に救護班の一員として被災地である神戸に入った。その

であった。三〇年、四〇年たった今でさえも、時折、
「昔、 こり、実際の救護活動に参加することとなった。発災三日

きたことと同時に、その患者さんや家族からの感謝の言葉

あろう。医療従事者の仕事は、人の命に関わることであり、 ペインクリニック、そして、国内外の災害の現場と非常に

としての仕事を選んだ理由は意義のある人生を送るためで

うであったように、ほとんどの医療従事者は、医療従事者

医療従事者にとっての人生のやりがいとは？私自身がそ

医療従事者にとっての〝やりがい〟とは

〝社会に貢献するモラルの高い病院〟をめざして

人生のやりがいと赤十字に身を置く誇り

である。

（平成六年三月刊）
がある。元ベトナム難民対策室職員の労作
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験した。被災地の現実は自分で被災地に入らなければ分か

像とは全く異なるもので、地震の凄まじさを身を持って体

とき見た高速道路や家屋の倒壊現場は、テレビや新聞の映
残ったのは確かであった。手術後一年半が経過した五二歳

しかし、心の底ではまたいつか……という健康上の不安が

は良好で、一カ月後には生活はまったく元の状態に戻った。

として大きなやりがいであった。たった三日間の救援活動

被災者の人から涙を流して感謝されたことは、医療従事者
こせばまず助からないだろう」とか、
「過酷な生活に耐えら

は自分の意思次第であり、
「もしアフリカで心臓発作を起

せんか？」と麻酔科医要請の話があった。受けるかどうか

らない。倒壊家屋の中や救護所での被災者の診療を通して、 の時、赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）から「ケニアに行きま

ではあったが、この経験は人生の経歴に残る貴重な経験で
れるだろうか？」とか、さんざん迷った挙句、
「この時を逃

ア フ リ カ の ス ー ダ ン 共 和 国 は、 過 去 何 十 年 間 に

発作の不安を抱えスーダンへ

決断した。

したら一生国際救援の機会はない」とケニアに行くことを

あり、私の人生の中で大きな意味を持つこととなった。
さらに、救援活動の中で感じたもう一つの印象は、赤十
字の素晴らしさであった。全国の赤十字施設から集まった
救援車を目の当たりにして、迅速かつ組織的な救援、赤十
字という組織の素晴らしさを認識した。それ以来、災害医
主催の国際救援のための研修を受講し、派遣要員として登
わ た っ て 紛 争 が 続 き、 今 ま で に 何 百 万 人 と い う 人 が

療に関心を持つこととなり、阪神淡路大震災の翌年、本社
録した。若い頃から国際救援には関心があったので、
「機
その後は、麻酔科医としての業務が多忙な日々が続き、国
スーダンが独立して紛争はなくなるかにみえたが、それ以

え ば、 先 ず ス ー ダ ン が 挙 げ ら れ る だ ろ う。 近 年、 南

会があればいつか派遣を」という気持ちはあった。しかし、 犠 牲 に な っ て い る。 世 界 中 で 最 も 非 人 道 的 な 国 と 言
際救援は遠い世界となった。

ながら今はこの病院は存在しない）
。私はＩＣＲＣの要請によ

映画「風に立つライオン」の舞台となった病院である（残念

院を開設し、医療援助を続けていた。最近話題となった

チョキオに、紛争犠牲者のためのロピディン戦傷外科病

遠ざかった。命にかかわる手術ではあったが、術後の経過

パス手術を受けることとなり、国際救援の可能性はさらに

で、実際、今回の経験がもし日本で役に立つとすれば災害

であった。この方針は災害時に行う災害医療に通じるもの

け多くの患者に、その病院でできる範囲の治療を行うこと

また、限られた患者だけを治療するのではなく、できるだ

提供するのではなく、基本的な医療を提供することであり、

年、ＩＣＲＣはケニア国内のスーダン国境沿いにあるロキ

このスーダン紛争の犠牲者を救援するため、一九八七

後も依然として紛争が続き、犠牲者が絶えない。

り、二〇〇〇年一〇月から三カ月間、麻酔科医としてスー

の時であろうと思われた。ＩＣＲＣの方針に従って医療を

さらに加えて、五〇歳の時、思いもかけない心臓バイ

ダン紛争犠牲者救援活動に参加した（写真１）
。スーダンか

スーダン紛争犠牲者救援（アフリカ・ケニア：2001 年）

行う上で感じたことは、現実の厳しさ、日本の医療とロキ

ロピディン戦傷外科病院の病棟での診療

らの患者は、受傷してから病院に着くまでに何日もかかる

写真１．ロピディン戦傷外科病院の病棟での診療

ことも稀ではない。そのため受傷部位は古く感染を伴って
いることが多く、結果的にほとんどの患者は四肢切断手術
が必要となった。搬送時に重篤な患者はあまりいなかった
が、それはスーダンからの搬送に時間がかかり、病院まで
たどり着けないためであった。実際にスーダン国内で治療
を受けることなく死亡している数は相当の数であろう。患
者はほとんどが銃による外傷で、日本ではとても想像でき
ない患者ばかりで、こんな世界があるのかと当初は驚きの
連続であった。

災害医療に通じるＩＣＲＣの医療方針
この病院では使用する薬剤、医療機器は非常に限られ
たものしかない。ＩＣＲＣの方針は、患者に完璧な医療を

スーダン紛争犠牲者救援（アフリカケニア：2001年）

写真１
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チョキオの医療の違い、
「スーダン人の命の価値は日本人
の何分の一か？」という命の価値の違い、日本でなら救え
る命が救えない現実等々疑問に思うことは沢山あった。三
カ月間のミッションは決して楽であったとは言えず、日本
人は誰もいない、現地スタッフや各国派遣員と英語しか通
じない、一日おきのオンコール、連日三五～四〇度の気温、
三カ月間休暇はなく日曜日のみ、何もないところで麻酔・
集中治療をすること、金網に囲まれたコンパウンド（居住区
域）
と病院以外にはどこにもいけない、マラリア、エイズ、

エボラといった病気が蔓延している等々、非常にストレス
の多い毎日であった。しかし、各国からの派遣員や現地ス
タッフと楽しい時を過ごす機会もあり、多くの友人ができ
三カ月間を十二分にエンジョイできた（写真２）
。一言でい
えば、大変であったが楽しかったというのが今回のミッ
ションの印象であった。

熱意だけでミッションはできない！

にとって非常に幸運であった。この経験を若い人達に伝え

写真４。住民の話から津波の凄まじさを体感

はとても想像ができない世界であった。国際救援に行きた

意だけでは災害救護はできない』という言葉がある。これ

（イランバム：2003 年）

ることが私の重要な使命だと思っている。災害医療には
『善

らの国際救援に対する熱い思いを実現できたことは私自身

た。三カ月という非常に短い期間ではあったが、若い頃か

非常に難しく、赤十字病院にいなければこの機会はなかっ

スーダン紛争犠牲者救援（アフリカケニア：2001 年）
（インドネシアアチェ州：2005 年）

はいくら善意、熱意があっても、十分訓練された技術、能

イラン南東部地震犠牲者救援

い意志があっても、実際にこういった活動に参加するのは

終わることのないスーダンの紛争は、平和な日本にいて

写真２ ロピディン戦傷外科病院でスーダンの患者とともに
スーダン紛争犠牲者救援（アフリカケニア：2001年）

スマトラ島沖地震津波災害救援

力がなければ、実際の災害の現場では、邪魔になるばかり
で真の災害救護はできない。同じことが国際救援のミッ
ションにも言え、
『熱意だけではミッションはできない』
。
三カ月という非常に限られた短い期間に有意義なミッショ
ンを行うためには、十分準備をした上で望む必要があり、
熱い思いだけではミッションはできない。

住民の話から津波の凄まじさを体感療
写真４

ケニアでの三カ月間の活動中、体調は全く問題なく、帰
国後は心臓の不安も解消し、健康に対する自身も取り戻せ
た。そして、その後二回の国際救援にも参加することがで
きた。
二〇〇三年一二月に発生したイラン南東部地震（死者
二万六千人）
では初動班の医師として救援活動に参加し（写
真３）
、二〇〇五年一二月のスマトラ島沖地震・津波（死者
二二万人）
ではチームリーダーとして救援活動に参加した

（写真４）
。いずれの救援活動でも、赤十字の連携、歴史と

スマトラ島沖地震津波災害救援（インドネシアアチェ州：2005年）

写真２．ロピディン戦傷外科病院でスーダンの患者とともに

伝統の上に出来上がった国際赤十字組織の素晴らしさが印
象的であった。

日赤の救護所での診療
写真３
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職員が多く集まる時間帯・場所に設定して開催した。さら
に、派遣される職員に対しては、有意義な救護活動ができ
え・注意点等を周知徹底した。また帰還時には、心の傷を

存在意義を問われた東日本大震災救援
二〇一一年三月一一日に発生した東日本大震災は、二万
負って帰ってくる職員もいるため、心のケアを含めたデブ

るよう出発前にブリーフィングを行い、派遣の目的・心構
人近くの犠牲者を出し、単純に統計的に言っても今後日本
国内では一生遭遇することのない規模の大災害であった。 リーフィングを行った。派遣期間中は、正面玄関待合、案

し、情報収集、関係機関との情報交換、救護班派遣準備等

から甚大な災害と判断し、直ちに院内災害対策本部を設置

東日本大震災での当院の対応は、発災直後の地震情報

はない」と、全赤十字病院が救護活動に参加すべきと訴えた。

地の印象は、テレビや新聞の報道とは全く異なり、津波の

護活動に参加した。実際に現地に入り自分の目で見た被災

私自身も発災約二カ月後の第六班の救護班の一員として救

回診療、避難所でのこころのケアチームの活動等であった。

救護班の被災地での活動は、救護所での医療活動、巡

内表示・呼び出しモニター等に活動状況を掲載し、救護活

を開始した。全職員に対して「全病院挙げて救援活動に協
凄まじさを体感した。この時の印象は一六年前の阪神淡路

二〇一一年五月に日赤本社で開催された院長連盟総会での

力するよう」院長メッセージとして呼びかける一方、発災
大震災の時と全く同じ印象であり、今回も被災者の人たち

動を積極的に広報した。また活動報告会を開催して被災地

三時間後には、ＤＭＡＴ・初動班の十数名を派遣したのを
から涙を流して感謝されたことは大きなやりがいであった。

席上、私は赤十字病院の院長たちに「この大震災で頑張ら

はじめ、その後も継続的に救護班を派遣した。派遣は全て

院長として東日本大震災で職員を積極的に派遣した理由は、

の支援のあり方、当地区での大災害に備えた対策の検討等

希望者で、最終的には八月末までに延べ二二七名を派遣し

第一には勿論被災者支援が目的であるが、救護活動を通し

なかったら、これ以上の大災害はありえない」「この大震災

た。職員の派遣に当たっては、派遣職員のモチベーション

て自分の目で被災地を見ておくことは、来るべき南海トラ

を行った。

を維持するために、出発式と出迎え式を毎回、患者さんや

点病院の院長として、数少ない国際救援の拠点に身を置く

で赤十字病院が頑張らなかったら、赤十字病院の存在意義

フ地震に対する心構えをする上でも大きな意義がある。さ

らには、救護班として直接被災者の人たちに関わることは、 誇りを感じ、これからもしっかり取り組んでいきたいと
医療従事者としてこの上ないやりがいを感じることであり、 思っている。
一人でも多くの職員がこの経験を共有できることを強く切
望したからであった。

赤十字に身を置く誇り
名古屋第二赤十字病院のホスピタルミッションの一つで
ある「社会に貢献するモラルの高い病院」を実践する具体的
な取り組みとして国際救援がある。
当院は全国九二ある赤十字病院のうちの五つの国際救援
拠点病院の一つである。拠点病院は国際医療救援部を設置
し、派遣要員の登録・養成・研修を担当し、今までにスー
ダン、ケニア、タンザニア、アフガニスタン、パキスタン、
イラン、インド、東チモール、インドネシア、フィリピン
など数多くの国々の紛争や大災害に二〇〇名近くの職員を
派遣してきた。いまや国際救援は当院の歴史と伝統の重要
な柱の一つとなった。
国際救援は赤十字の使命であると同時に、社会に貢献
でき、非常にやりがいのある仕事である。その国際救援拠
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書評エッセイ

河合 利修
（日本大学法学部教授）

か？」と考えるとき、本当に大学を一般化できるのか、と

『大学の歴史』から考える〝大学とは何か〟

近年、大学を巡る動きはあまりに激しく、平成一六年四
このように、
「大学とは何か？」を考えることが日常化

疑問を持つことも多い。

とが日常的になった。大学は教育と研究の場であるが、教
している筆者にとっては、かつて大学がどのようなところ

月に専任教員となって以降、
「大学とは何か？」を考えるこ
育では実学が重視され、就職に結びつくような教育を学
ち、大学の歴史である。もっとも、目の前の仕事に追われ

生の親も、社会も、そして学生自身も大学に期待している。 であったのかを知りたいという欲求は強かった。すなわ
研究では成果が重視され、しかも質よりも量が求められて
いると言える。そして、
大学の組織も変化している。例えば、 て、なかなか大学の歴史について読む機会もなかったのだ
ルル／ジャック・ヴェルジェ著、岡山茂／谷口清彦訳『大

教授会はかつて人事を含めた広範な事柄を決定していたが、 が、神保町の書店で行っているフェアで、クリストフ・シャ
現在、教授会にこのような権限はない。映画「白い巨塔」で
学の歴史』
（白水社、二〇〇九年）
という本に出合うことがで
きた。以下、この本について適宜、紹介しながら、
「大学

描かれた教授会は過去のものになったと言えよう。
また、これまで専任教員として、あるいは非常勤講師

を歩んできた。それぞれがユニークであり、
「大学とは何

べて私学であり、それぞれが建学の精神をもち、長い歴史

ロッパの大学についてのイメージと、本書から得られる知

学を、第二部は一九世紀から第二次世界大戦終結までの大

本書は二部構成であり、第一部は中世から近代までの大

とは何か？」を考えてみたい。

学を扱っている。大学は中世ヨーロッパに成立したという

識とを比較しながら、大学の在り方について考えてみたい。

として、三つの大学に関わってきたが、これらの大学はす

のはよく知られているが、具体的には一三世紀初頭、ボロー

以下、四つのイメージを挙げる。

学生が学びたい先生のもとに集まってきて、
大学が出現した。

昔の大学のイメージ①

ニャ、パリ、オックスフォードに大学が成立した。一四世
紀から一五世紀にかけては、ゲルマン地方や中央ヨーロッ
パで大学が創設され、とくにドイツのケルン、ハイデル
一六世紀から一八世紀にかけてはライデンやダブリンな

たしかに、大学が成立する前に存在していた私立学校は

ベルク、ライプツィヒ等で多数、大学が出現した。また、
ど北ヨーロッパにおいて大学が発展、そして大学はとうと

教育との結びつき、あるいは寄付などによる豊富な財源の

の大学の発展は著しかった。柔軟な教育、専門教育と教養

といえばヨーロッパであったが、一九世紀以降のアメリカ

れていった。また、大学の発祥はヨーロッパであり、大学

そして、一九世紀以降、大学は日本を含む世界各地に作ら

フォード大学は教師たちが組合を結成、大学になっていっ

ていったのである 。それに対して、パリ大学とオックス

り、「ナチオ（ネーション＝同郷会）
」を結成、それが大学になっ

威ある教師のもとに集うことをやめ、出身地ごとに」集ま

なかったらしい。例えば、ボローニャでは学生はむしろ「権

期の三大学の成立は、そのように牧歌的で単純な理由では

うヨーロッパ以外、具体的には南北アメリカにも出現した。 教師の評判に学生が集まってきたようである。しかし、初

確保、といった「アメリカの大学モデル」が形成されたので

た。さらに、その後設立された大学は君主や国家が設立し
えない。

たものも多く、自然発生的に大学ができたとは必ずしも言

ある。
以上が、一三世紀初頭、すなわち今から約八〇〇年くら
い前に三つの大学から出発して、世界各地に大学が出現し
たごく簡単な経緯である。そして、核心的な問いである「大
学とは何か？」を考える必要があるが、その際、本書の内
容を要約するのではなく、我が国で持たれている昔のヨー
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昔の大学のイメージ②
大学では教養科目（リベラル・アーツ）が重視された。

昔の大学のイメージ③

文学部」の在り方は一様ではなく、地中海沿岸地域の大学

うな一般予備課程を
「人文学部」
と呼んでいた 。しかし、「人

わちリベラル・アーツは予備課程で教えられたが、このよ

学問を「予備課程」と「高等課程」に分け、教養科目、すな

セントであり、中産階級出身者かつ都市出身者が大多数で

にも貴族の子弟は五パーセント、多くても一〇～一五パー

における学生の出自を見極めるのは困難なようだが、意外

ンブリッジ大学のイメージではないだろうか。中世の大学

おそらくこれはイギリスのオックスフォード大学とケ

これも時代や地域により異なってくる。初期の大学では、 大学に通ったのは主に貴族や大金持ちの子弟であった。

では人文学部への取り組みは弱く、同地方で主流であった

エリート層の子弟の割合が多くなったのは事実である。例

あった 。しかし、時代を経るごとに、ヨーロッパの多くの

また、時代も場所も異なるが、一七三三年にドイツのハ
えば先ほど触れたオックスフォード大学では一七八五年か

法学の用を足すような文法学と修辞学が教えられたことが

ノーファー選定侯領にゲッティンゲン大学が創設され、現
らその翌年まで、貴族出身の学生は三五パーセント、平民

大学では、貴族や大金持ちに限定はできないが、その国の

在にも続く「ゼミナール」の導入など、
「革新的試み」が導
出身は一〇パーセントとなり、平民出身者は一八一〇年に

例として挙げられている。

入されたが、人文学部は哲学部としてよみがえったと指摘
は一パーセントとほぼいなくなったのである。

昔の大学のイメージ④

されている 。そして、その背景として、当時のドイツの他
の大学では人文学部が「完全に衰退してしまうか、コレー
ジュ〔カレッジ〕の最終学年組み入れられて」いたことが挙
げられている。ヨーロッパの大学におけるリベラル・アー

主に認められて存在していたことである。イメージ①で紹

まず大学の自治権で誤解があるのは、自治権は教皇や君

が異なり、一概には言えないという結論になってしまった。

えてみると、大学は時代と地域によって大きくその在り方

赦いただいたうえで、最初の問い「大学とは何か？」を考

大学は自治権をもち、国家や教会から独立していた。

介したパリ大学は教皇から、また、オックスフォード大学

そしてさらに言うと、
「大学とはこうあるべきである」と理

ツも栄枯盛衰を繰り返してきたと言えよう。

は国王から自治が認められた。また、一四世紀から一五世

て大きく異なり、そのあり方は各大学異なる。例えば、愛

想をふりかざすことは実は乱暴なのではないか、と思うま

「大学は次第に王政国家体制に組み込まれていく。

知県をはじめとした中部地域の大学は、中部地域のものづ

紀にかけての大学と国家の関係を著した文章を以下、引用

たしかに大学は、
それ［国家の要請に答えること］と引

くりを行う企業にとって必要な技術者を多数輩出し、また、

でになった。大学のあり方は時代や国、
あるいは地域によっ

き換えにいくばくかの財政的な援助を受けることがで

中部地域の研究を盛んに行っている。この役割は東京の大

したい。

きるようになったし（教師の給与）
、大学人のなかには、

一概に、現在の状況と比較することはできないが、引用

それまで大学が誇っていた自治は後退していく。
」

画一的になってしまう恐れがある。
『大学の歴史』から見え

る。
「大学とはこうあるべきである」と言った瞬間、大学は

派な役割を果たしており、特色ある教育、研究を行ってい

華やかなキャリアが保証された者もいただろう。だが、 学では担えないのである。中部地域の大学はその地域で立

部分と現在の大学のあり方とを重ねてしまうのは筆者だけ

てくるのは、大学の多様性である。

もちろん、本書一冊だけで大学の在り方を考えるのは不十

を指摘して終わりたい。
『大学の歴史』はヨーロッパの大学

最後に、我が国の大学を考えるうえで重要と思われる点

私大ならではの〝建学の精神〟

であろうか。
以上、日本人がいだいている昔のヨーロッパの大学に関

分であろうし、また、歴史学が専門ではない筆者が大学の

の歴史を主に扱っているが、世界的な大学の広がりの例と

するイメージと、
『大学の歴史』の記述を比較検討してみた。

歴史を考えるのも適当ではないかもしれない。そこはご容
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して、日本の大学についての記述もある 。そこで指摘さ
れていることであるが、我が国では財政的に帝国大学を拡
充するのが難しかったため、私立大学が創設され、戦後は
私立大学が過半数を占めるようになった。我が国の大学教
育のなかで私立大学は重要である。そして、私立大学に籍
をおくようになって筆者が感じたことだが、私立大学の強
みは、私立大学には建学の精神があることである。試みに、
主な国立大学のホームページで大学の案内をみても、建学
の精神はみつからない。理念や宣言はあるが、作られたの
はごく最近のことが多い。それに対して、私立大学のホー
ムページを見ると、独自の建学の精神（あるいはそれと同等
の表現）
が簡単に見つかる。先述のように、大学は一般化で

きない多様な存在であるとするならば、我が国の私立大学
は今後、様々な試練や淘汰に直面しながらも、建学の精神
を持って存続することができるであろう。

赤十字ゆかりの地を歩く

赤十字発見の旅

―

佐賀

有明佐賀空港 （現九州佐賀国際空港）
秋色の絨毯を敷き詰めたような、鮮やかな景色を飛行機
の窓から見下ろしながら、
有明佐賀空港に到着。空港ロビー

二人旅が始まった。

大西 智子
（日本赤十字社総務部参事・秘書課主査）

佐野常民＝日本赤十字社創設者（一八二二―一九〇二）
吉川龍子 吉
= 川弘文館出版『佐野常民』の著者

今年ユネスコ世界文化遺産に登録された「三重津海軍所

佐賀三重津海軍所跡 （世界文化遺産登録）

しさのあまり、しばし口を開けて見上げてしまった。そ

跡」は、佐野常民記念館の玄関前に位置する。巨大な遺跡

を見上げると、袴姿の佐野常民の巨大な写真が。驚きと嬉
の佐賀市の佐野常民記念館のＰＲポスターに向かって「佐

なく続く道をグングンと走りぬける。助手席には、窓から

雲一つない秋空の下、黄金色の稲穂と緑の大豆畑が果てし

佐賀県の皆様、奥ゆかしいにも程があります。
」でも、すぐ

るばかり。遺跡のほとんどは土の中。思わず「え～、まじ？

上がったものの、そこは広々とした早津江川の河川敷があ

野さん、お邪魔します！」
。レンタカーのハンドルを握り、 群が立ち並ぶ景色を期待して、私は記念館前の土手を駆け

入る風に目を細める吉川龍子さん。四四歳と八八歳女子の
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したはずであり、その体験が後の佐野さんの人道活動に影

大の図書館勤務時代からのお付き合い）
。海辺に目を凝らすと、

の保健師として活躍された副田峰子さん。（吉川さんが同短

まだ赤くなるのよ」と日赤中央女子短期大学卒業生で佐賀

す限りにシチメンソウ（塩生植物）の赤い帯が広がる。
「まだ

夕暮れの有明海は黄金色にきらめき、波打ち際には見渡

もらいたい」と、語って下さった。館長や佐賀の皆さんの

子どもたちには「人に優しく、英知あふれる人間に育って

の佐野さんの墓参と日赤本社見学に立ち寄られることや、

の古賀館長は、毎年、子どもたちを率いて青山霊園（東京）

小学一年生の書。思わず、床に平伏しそうになった。同館

入口で最初に出迎えてくれたのは、壁一面に展示された

像シアターをはじめ年譜、資料、書簡など、展示された内

的な船着き場を作り、船を停舶させると、潮が引いた時に船底が現れる。自然の力を利用した豊かな発

想は、もしや佐野さん？と推察してしまうのは、早合点か。彼はここ早津江津の地で生まれ、貝拾いを

して育った人だから、発案したとしても不思議ではない。1865 年には日本初の実用蒸気船「凌風丸（り

に思い直した。
「これほどロマンに満ちた場所があるだろ

名前が随所に現れ、当時の三重津海軍所の中心人物であっ

響したかも知れないと吉川さんは語る。友人や知人を失い、

ぴょんぴょんと撥ねるムツゴロウや、速足で逃げる小さな

教育に対する熱い思いが館内に溢れ、心地よい空間である。

「佐野常民記念館」感動の展示①

蟹の姿も。かつてこの地域一帯が、一八二八年の子年大風

当時五～六歳であった佐野少年はその惨状を目の当たりに

賀藩だけで一万人以上が亡くなる壊滅的な被害を受けた際、 のジオラマ３Ｄ映像を楽しむことが出来るほか、迫力の映

館内の充実した展示の数々は、見応え十分。海軍所跡

有明海の赤い宝…シチメンソウ

たことが判る。吉川さんと二人で、のんびりと太陽を浴び

佐賀藩三重津海軍所絵図

うか」と。
日本赤十字社の創設者で佐賀出身の佐野常民（以下、佐野
さん）
は、長崎海軍伝習所で勝海舟らと共に学んだ船の技

術者でもあった。佐賀藩の名君であった鍋島直正公（閑叟と
いう名で知られる）
が、航海、造船、航行術等の最先端技術

を学ばせるために長崎に派遣した、佐賀藩の優秀な若手グ
おふなてけいこしょ

ループのリーダーが佐野さんだった。船に大きな関心を寄
せた佐賀藩が、三重津に御船手稽古所を設けたのが、
「三
重津海軍所」の始まり。同海軍所では、佐賀藩の若者が船
の操縦や造船、修理のみならず、射撃の訓練までしたそ
うだ。佐賀市諸富町南部・川副町北東部の一帯は幕末当
時、
「三重津」と呼ばれ、
「津」は港を表した。ここ「三重津」
がある早津江川は、有明海につながり、潮の干満の差が日
本一だとか。その河原に人工的な船着き場を作り、船を停
舶させると、潮が引いた時に船底が現れる。自然の力を利
用した豊かな発想は、もしや佐野さん？と推察してしまう
のは、早合点か。彼はここ早津江津の地で生まれ、貝拾い
りょうふうまる

をして育った人だから、発案したとしても不思議ではない。
一八六五年には日本初の実用蒸気船「凌風丸」が、ここで誕

ここ「三重津」がある早津江川は、有明海につながり、潮の干満の差が日本一だとか。その河原に人工

（公益財団法人鍋島報效会所蔵）
被災後の凄まじい光景を目の当たりにする少年に思いを馳

生した。三重津における造船の関連資料には、佐野さんの

そうだ。佐賀市諸富町南部・川副町北東部の一帯は幕末当時、
「三重津」と呼ばれ、
「津」は港を表した。

ながら海軍所跡辺りを散策すると、爽やかな秋風と共にス

修理のみならず、射撃の訓練までした

せ、夕日にきらめく海面と、果てしなく広がる美しいシチ

では、佐賀藩の若者が船の操縦や造船、

スキや葦の葉がサワサワと静かな音を立て、時折珍しい野

「三重津海軍所」の始まり。同海軍所

メンソウを眺めた。海岸沿いの広々とした公園には、佐野

（おふなてけいこしょ）を設けたのが、

鳥の美しい鳴き声が耳に響き、心地よい。思わず両手を上

せた佐賀藩が、三重津に御船手稽古所

さんら佐賀藩の若者らが造船した実物大の「凌風丸」があ

佐野さんだった。船に大きな関心を寄

げて、うーんと伸びをしたその瞬間、海の果てのまだ見ぬ

の優秀な若手グループのリーダー役が

り、滑り台や登り網が付いた遊具となっていて、子どもた

ばせるために長崎に派遣した、佐賀藩

外国を夢見た、当時の優秀な佐賀の若者たちの威勢の良い

海、造船、航行術等の最先端技術を学
ちに親しまれている。

に学んだ船の技術者でもあった。佐賀藩の名君であった鍋島直正公（閑叟という名で知られる）が、航

声や、造船の音が遠くに聞こえたような気がした。

日本赤十字社の創設者で佐賀出身の佐野常民（以下、佐野さん）は、長崎海軍伝習所で勝海舟らと共

（現在でいうシーボルト台風）
による高潮のために水没し、佐
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佐野常民記念館 感動の展示①

「ウィナー・エキストラブラット」（明治 7 年 8 月 20 日付）
イズだった。記念館は多くの人たちに愛され、支えられている。佐賀の熱い思いに、東京からも何とか
（日本赤十字社佐賀県支部所蔵、佐野常民記念館寄託）

内して下さった副田峰子さんをはじめ、ベテランの案内ボランティアさんが大勢おられ、嬉しいサプラ

「佐野常民記念館」感動の展示②
展示物の前で私が思わず息を呑んで立ち止まった瞬間
が何度かあった。その一つがウィナー・エキストラブラッ
トというウィーンの新聞記事（一八七四年八月二〇日付）
。ペ
ン画で描かれた佐野常民さんの肖像画が一面を飾っている。
まるで現代のＴＩＭＥＳ誌の表紙、時の人だ。
記事の内容は以下の通り。
『黄色い肌で、賢そうな切れ長の目をした極東の小
柄な人種は、アジアの同胞のうちでもいち早く西洋的
なものに親しんだことが驚嘆に値し、世界万国博覧会
以来、我々にとって非常に身近な存在となった。（中
略）
ぶかぶかのズボンやサンダルを捨て、衣装替えを

してピカピカのシルクハットも被り、すっかり欧州の

された内容から、関係者の工夫が見て取れる。元川副町長の江口様、シチメンソウが映える有明海を案

容から、関係者の工夫が見て取れる。元川副町長の江口様、

オラマ３ D 映像を楽しむことが出来るほか、迫力の映像シアターをはじめ年譜、資料、書簡など、展示
佐野常民記念館一階展示ホールの特別展の様子

社交界風に着飾ってお目見えしたのである。変革に対

館内の充実した展示の数々は、見応え十分。海軍所跡のジ

シチメンソウが映える有明海を案内して下さった副田峰子

教育に対する熱い思いが館内に溢れ、心地よい空間である。

する受容性、実用的かつ美的事項の習得に対する慧眼、

てもらいたい」と、語って下さった。館長や佐賀の皆さんの

さんをはじめとする、ベテランの案内ボランティアさんが

や、子どもたちには「人に優しく、英知あふれる人間に育っ

（中略）
欧州の行動文化諸国も例外ではなく、世界のど

さんの墓参の後に、いつも日赤本社見学に立ち寄られること

大勢おられ、嬉しいサプライズだった。記念館は多くの人

賀館長は毎年、子どもたちを率いて青山霊園（東京）の佐野

の民族においてもこうしたあっぱれな態度は見られな

学一年生の書。思わず、床に平伏しそうになった。同館の古

たちに愛され、支えられている。佐賀の熱い思いに、東京

入口で最初に出迎えてくれたのは、壁一面に展示された小

からも何とか応えたい気持ちでいっぱいになった。

ずを持ち帰られたとか。またあっという間に袴姿から洋装

本の大工によるカンナの技巧をご覧になり、長いカンナく

け暮れていたようだ。そこで、かのエリザベト皇后が、日

た。現地では日本庭園造成や展示の責任者として指示に明

の出品作品の収集に力を注ぎ、二年後ウィーンに旅立っ

公使（今の大使）の役目も担っていた。佐野さんは万国博へ

任命された。また、佐野さんはオーストリアとイタリアの

した際、その事務総裁には大隈重信、副総裁に佐野さんが

明治四年に日本政府がウィーン万国博への参加を決定

（ボン大学のペーター・パンツァー先生の翻訳文の一部を抜粋）

て行くのである。
』

三八五〇島からなる帝国の行く末に大きな影響を与え

国の大臣たちの政治を傍観したこの人物が、これから

職を仰せつかり、江戸へ帰還することとなった。我が

を獲得した。佐野常民はこのたび天皇より本国の大臣

期間に個人的にもまた国家にとっても多くの友好関係

る島国から赴任したこの大使は、長年のウィーン駐在

に描かれた佐野常民をヨーロッパに遣わした。遥かな

西洋との交流活発化を促進するため、日本の帝はここ

知り尽くすにも、そう時間がかからないのではないか。

い。宗教のことは別として、日本人が西洋のすべてを

2
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（写真キャプション：
「佐野常民記念館 1 階展示ホールの特別展の様子」
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り三つ折り「ふんどし」が届いたとか。超多忙なヨーロッ

たボーイに奪われ、後日きれいに糊付けまでされた、箱入

ホテルの浴室で自ら洗濯していたところ、部屋に入ってき

に変身した佐野さんが、唯一手放さなかった「ふんどし」を

存され、誰でも閲覧できる。

貴重な報告書は、鍋島報效会から佐賀県立図書館に寄託保

た。文明開化の礎となったと言っても過言ではない、この

国博の報告書の編纂に没頭して、明治八年に印刷刊行され

を賜り万国博の復命を行った。その後一六部門にわたる万

に親しみを感じたことがある。疲れた身体で、多くの人に

以前、佐野さんが実は酒好きであったとの記録を読み、急

じる。肝臓の持病はお酒が原因だったかどうかは不明だが、

めに、小さな筆記具（鉛筆）も持っていた。佐野さんの大き

のたもとや洋装の懐に入れたもの。いつでも書き留めるた

は佐野さんのメモ帳。手のひらサイズで、肌身離さず着物

もう一つ、私の心を捉えて離さなかった展示物、それ

「佐野常民記念館」感動の展示③

パ生活が一〇カ月過ぎた頃、佐野さんは肝臓病を患い、現
地で死の淵を彷徨う事態に陥ったこともあったようだ。こ
の時、親身になって佐野さんを看病したのが政府派遣員の

気を遣いながら味わったワインは、どこの名品だったのか
な書はいろんなところに所蔵されており、私も今までいく

平山成一郎（後の平山成信日赤第五代社長）であり、因縁を感

と想像すると楽しい。
どれもおおらかな伸び伸びとした字。それがメモ帳は一変

つか拝見したが、躊躇なく筆を持ち、一気に書いた感じで、

ン万国博の出品物やヨーロッパで買い求めた品物を積んだ
して、すごい緻密さと緊張感なのだ。その字の詰め込み方

病み上がりの佐野さんは、日本への帰国準備中、ウィー
ニール号が伊豆半島沖で沈没したことを受けて、その解決
語学、美術品、商業などの知識を、若い頃からむさぼるよ

のため郵船会社に自ら赴き、保険金支払いの直談判をして、 と言ったら！漢学、医術、精煉方の薬品、蒸気船の機械技術、
運賃返金や次回の運賃を無料にすることなどを約束させた
たびたび発揮される、持ち前の「粘り勝ちエピソード」には

ぎるような志が、小さな文字の行間から湯気のように立ち

真面目さ、一途さ、どん欲なまでの知識欲、そして煮えた

らしい。佐野さんは、凄腕の交渉人でもあったことが判る。 うに身に付けた佐野さんの姿が目に浮かぶようだ。懸命さ、
欠かせない一つだ。また帰国した翌日には、明治天皇に謁

地主の方に頭が下がるばかりだ。
な武器となり、会津戦争、戊辰戦争、上野の戦争で彰義隊

この地で開発された後装式線条施条砲は、当時画期的

上る。
「国を背負った明治の日本人」とはこういう人だった
のかと、目を凝らしてメモ帳に見入ってしまった。是非い
つか手に取って読んでみたいと思う。

を潰滅させその威力を発揮した。佐賀藩が会津若松で放っ
たアームストロング砲の威力があまりにも強いので、爆発

条砲（大砲）の開発もこの精煉方で行われ、佐野さんはその

しみ込んだ地である。蒸気機関車、蒸気船、後装式線条施

試作、実験を重ねて実用化させた、研究者の血と汗と涙が

雍介、石黒貫二らが翻訳したものを在来技術と融合させて

語で書かれた西洋の最先端技術の原書を、伊東玄朴、杉谷

航空研究開発機構ＪＡＸＡ」といったところか。オランダ

端科学技術の研究所だ。現代の「つくば未来都市」や「宇宙

な木を中心に緑の敷地が広がる。ここは当時佐賀藩の最先

てゆくと、精煉方跡の石碑があり、更に奥に行くと、大き

樋口さんの案内で、住宅地を通ってせせらぎの小川を上っ

日赤佐賀県支部で車を留め、支部の佐藤さんと元職員の

族が証言している。佐野さんの苦悩は、人知れず深いもの

いることに、昨年亡くなるまで悩み続けていたと、その家

在中東諸国や多くの国々で安易な殺戮兵器として扱われて

コフ氏は、自国を守護するために開発したはずの銃が、現

話は飛ぶが、カラシニコフ銃を開発したロシア人カラシニ

佐野さんは、このことをどのような思いで見ていただろう。

の中で使用された。その兵器の開発に携わった一人である

あり」と言えよう。しかし、多くの最新兵器が幕末の混乱

で見たことがあるが、それが史実なら「戦争の中にも慈悲

弾が会津方の陣地でゴロゴロ転がるシーンを多くの時代劇

エピソードを聞き、隠れた配慮を初めて知った。確かに砲

グで発射したり、沢山の空砲を放ち、音で退散させたとの

精煉方 （多布施、反射炉跡）

精煉方の中心的人物だった。当時の資料（複製）が佐賀城本

だったかも知れない。

するまでに敵が逃げる余裕を持たせるため、早いタイミン

丸歴史史料館に展示されている。この地中には研究所跡が
今も眠っていることだろう。よくぞマンションもコンビニ
も建設されずに、この土地が守られ続けてきたと、歴代の
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人道研究ジャーナル vol.5

199

側にある。人材育成を重要視した教育がなされ、大隈重信

佐野さんの母校、弘道館（藩校）跡の石碑が旧佐賀城の北
館「徴古館」の敷地内にある。
「報效」とは、恩に感じて力

侯爵により設立された財団法人鍋島報效会が運営する博物

弘道館跡の石碑は、昭和一五年に十二代当主の鍋島直映

徴古館 （財団法人鍋島報效会）

など佐賀から多くの優秀な人材を輩出したことで有名な学
を尽くすという意味だと知り、民に愛された代々のお殿様

弘道館跡

校。当時の設計図を見ると大変大きく立派な造りで、鍋島
の気持ちを代弁するような命名で、素敵だ。

に、目的を達成するまでは諦めない、人並み外れた忍耐強

た。後に「ナマコの佐野」と呼ばれたことからも分かるよう

じ日本人でも、当時と現代では体も心も違う気がしてき

面にも少なからぬ影響を与えたのではないだろうか。同

ために遠方から毎日往復したことは、その後の彼らの精神

らしいが。昔の人は誰でもが良く歩いたとはいえ、勉学の

家は、城下の大隈の家とは通りを一つ隔てた場所にあった

くかかる。子どもの足だと、もっとかかるだろう。養父の

はず。でも佐野さんの実家は早津江津で、徒歩で二時間近

んは城下にある屋敷から、歩いて五分くらいで登校出来た

武士になれ、これからは栄寿左衛門と名乗れ」と命ぜられ

の下で佐野さんは頭角を現し、閑叟公から「医者をやめて、

究、開発の活動を止めなかった。
「先見の明」を持った名君

しこのときの閑叟は「これは私の道楽だから」と言って、研

煉方等の研究を辞めさせようという動きが出てきた。しか

た。資金難に陥った藩の重役からは、殿さまに対して、精

や反射炉、蒸気船の開発には、藩の多額の資金を必要とし

の若者が生き生きと学び、研究し、活躍した。特に精煉方

するリーダーで、彼の下に多くの優秀な人材が集い、佐賀

物の筆頭に挙げられる「閑叟」鍋島直正公は適材適所を実践

幕末の名君で「佐賀七賢人」と呼ばれ佐賀を代表する人

ほうこう

ほ うこう

藩の教育に対する並々ならぬ思いが伝わってくる。大隈さ

さ、粘り強さは、なるほどここで生まれたのだと妙に納得

たほど、憶えめでたい存在となった。閑叟公逝去の後、佐

て、佐野さんが長男の死を知らせる淡々と書かれた手紙の

野さんがスピーチ中に閑叟公の名前が出てくると、人目も

かんそう

した。

はばからず泣きだして、話が中断してしまった、というエ

を示すものとして展示されていたものであるが、緞通の素

藩が特別に木綿で作らせた床に敷く織物・絨毯）
の素晴らしさ

うど徴古館では「鍋島緞通展」が開催中で、その緞通（佐賀

くらいの少年を従えた写真である。私が訪問した時、ちょ

大公（
「閑叟公」鍋島直正の嫡男）
が、その横に小姓として七歳

徴古館で特に印象深かった一枚の写真を紹介する。直

は、平山日赤第五代社長の父君省齊の撰文である。

野夫妻の墓の傍にも、常實の墓と墓碑がある。この墓碑文

て、埋葬された墓地を探し出された。東京の青山墓地の佐

赤佐賀県支部職員の樋口浩康氏は、実際にイェーナに行っ

ために留学生仲間が奔走したいきさつがあるらしく、元日

タントの地域で宗教上の問題もあり、共同墓地に埋葬する

れた佐野さんの思いは計り知れない。イェーナはプロテス

ピソードは、絆の深い主従関係だったことを裏付けている。 複写が、佐野常民記念館に残されているが、行間に込めら

晴らしさもさることながら、この写真に写っている少年の
賢いまなざしとあどけなさに引き付けられた。彼は佐野常
實（幼名 源: 一郎、一八五九―一八八〇）で、佐野常民夫妻の長
男である。明治六年（一八七三）のウィーン万国博の際には、
成長した佐野常實も同行者の一人に含まれていて、明治初
期に海を一緒に渡った珍しい父子である。常實は父からど
れほどの影響を受けたことだろう。常實は明治一三年にド
イツに鍋島藩の留学生として派遣されるほどの有能な青年
であったようだ。しかし不幸なことに、遠く離れたイェー
ナ（ドイツ）の地で一〇月のイェーナ大学入学を目直にした
九月に病に倒れ、二〇歳の若さで亡くなった。その訃報
をベルリンの青木公使から受けた佐野夫妻の嘆きはいか
ほどであったか。佐野さんの前任大蔵卿大隈重信氏に対し

鍋島直大・佐野源一郎写真
（公益財団法人鍋島報效会提供）
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佐賀城本丸歴史館
佐賀城と言えば、司馬遼太郎著「歳月」
。主人公の江藤
新平が国際人道法（赤十字条約）を知っている風な場面が登
場し、幕末にヨーロッパの法律事情に明るい当時の日本人
リーダーの見識の広さに感銘を受けた。西郷隆盛と同様、
中央政府の重鎮として一度は抜擢されながら、その地位を
離れた後、若者らをなだめに佐賀に帰ったはずの江藤本人
が中心人となり、決起することになった佐賀の乱。一週間
で終結するまでに敵味方合わせて七五〇人もの死傷者を出
しゃち もん

し、最後は江藤の刑死で終わる。その戦乱の舞台となった
佐賀城鯱の門には、今も生々しく被弾した跡が残っており、
かつての激戦を物語っている。本丸御殿を復元した館内は
ることが出来、ボランティアのガイドスタッフの方の楽し
子さん（佐野常民夫人）はただ者とは思えなくなった。そし

今回の旅で、佐賀藩の家臣山領真武（剣術指南役）の娘駒

サムライ女子、駒子夫人

く分かりやすい解説についつい引き込まれ展示資料などに
て大ファンになった。彼女の実家である山領家があった場

新しい畳の香りに包まれ広々とした空間を楽しみながら巡

目を奪われるうちに、過去と現在の時空間を旅するような
所は旧佐賀城南堀端近辺。大きな屋敷を構えていたことを

で、混乱に巻き込まれた故郷の人々の安否を気遣い、憂い

中に、故郷佐賀の悲劇を知った駒子さん。どのような思い

万国博のために奔走していた時の出来事。夫と息子の外遊

想を思い描いた女性たちの集いであり、活動の場であった。

悲劇を知り尽くし、戦争への憂いを抱き、新しい時代の理

のがあったのではないか。赤十字篤志看護婦人会は幕末の

本赤十字社」が掲げる「中立」への思いは、互いに通じるも

駒子さんはある日、知人であった春子さんに、佐野さん

たことだろう。佐野さんの帰国は佐賀の乱の約半年後の七

としてなかった。戦乱の最中、
日本赤十字社の前身
「博愛社」

との間の子どもが出来た時、
「え～っ！冗談でしょ？」とい

中に入ると、色んな立場の女性が集う大変さはあったかも

を創設するのだ。創設までの彼の日々を辿ると、築き上げ

う気持ちか、
「やっぱりね……」かどうかは判らないが、そ

月。佐野夫妻は、成す術が無かったと思われる。それから

た自分の立場を活用して、切ないまでの情熱を傾けて協力

の後も次々に妊娠する春子さんとその子供たちと共に穏や

知れないが、さぞ活気にあふれ、面白かったのではないだ

者を集め、時には綱渡り、時には周到に根回しつつ奔走す

かな共同生活を送ったというから、ただ者ではない。一

二年半後の一八七七年二月には西南戦争が起き、今度は九

る。そんな佐野さんを、駒子さんが本気で支えない訳がな

方、春子さんが書いた文字を見ると達筆どころか、書家の

ろうか。

い、とふと思った。ましてや駒子さんは、後に赤十字の篤

子さんは、酔っ払いで泣き虫の佐野さんを支える中での長

域。相当教養のある人だったと思われる。とても大切にさ

一昨年の大河ドラマで放映された会津藩の「新島八重」も

男の死、そして赤十字篤志看護婦人会としての活躍、信心

志看護婦人会の創設発起メンバーの一人として、旧大名家

同じ赤十字篤志看護婦人会の京都支会で活躍した人で、年

深く、使用人から神様のように慕われたという人柄、時代

れた人だったようで、もちろん佐野家には春子さんのお墓

長の駒子さんと八重が出会った可能性は大。二人共にサム

背景を考慮しても、並みの女性ではなさそうだ。駒子夫人

のお姫様方をはじめ、多くの貴族・華族の方々と共に活動

ライの娘。残念なことに、互いの故郷は戊辰戦争の際、敵

が芸術眼に優れたところがあったとの説もあり、どうやら

もある。当時の名家には良くある話。いずれにしても、駒

同士であった。でも、だからこそ、誕生したばかりの「日

出来た聡明な女性だ。

州のほぼ全土に戦乱が広がった。この時の佐野さんはジッ

子さんが共に五二歳の頃、佐野父子はウィーンにあって、

樋口さんから教わった。上述の佐賀の乱は、佐野さんと駒

気分を体験した。

佐野駒子夫人
（畑池佳子氏蔵、佐賀県立佐賀城本丸歴史館寄託）

れ、多くのことを成し遂げた、幸せな男性だったと言える

んは、駒子さん、春子さんという二人の賢い女性に支えら

年も同じ年。懸命に生き抜いた運命の同志だった。佐野さ

したこともあったかも。佐野常民・駒子夫妻は誕生年も享

ウィーン万博への美術品に関しても駒子さんがアドバイス

とあらゆる知識を要するので、実在した主人公として小説

な影響を与えた大人物である。佐野さんを書くには、あり

汽車、美術、武器、医療、教育、林業、食文化などに多大

なかったのかと。幕末から明治という新時代の日本に、船、

わいた。なぜ今まで、この人が主人公の大河ドラマが出来

つか改めて紹介したいと思っている。そこで、ふと疑問が

近藤真琴『澳行日記』
。

博覧会事務局編『墺国博覧会筆記』
。

久米邦武『特命全権大使米欧回覧記』
。

二〇一四年。

公益財団法人鍋島報效会編集発行
『生誕二〇〇年記念鍋島直正公』

二〇一二年。

國雄行『佐賀偉人伝 佐野常民』佐賀県立佐賀城本丸歴史館、

藤井哲博『長崎海軍伝習所』中央公論社、一九九一年。

日本赤十字社編『日本赤十字社史稿』一九一一年。

吉川龍子『日本の創始者 佐野常民』吉川弘文館、二〇〇一年。

参考文献

い夢を見ている。

になる日を思い描きながら、自分に何が出来るか、と楽し

常民が豊臣秀吉、坂本竜馬などに劣らない、国民的大スター
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橋本真理

題材にした映画を見たことも。しかし、いまわたしの目の前

力衝突について、学んだことすらある。そして、その悲劇を

学の授業の一環として、マリヤの国で起こった民族対立と武

わたしはマリヤの国で紛争があったことを知っている。大

争』が出てくるとは、まったく思いもしなかったからだ。

なぜマリヤが何カ国語も話せるのかということで、そこに『紛

聞かれて、心底驚いた。わたしたちがその時話していたのは、

「わたしの国で紛争があったこと、知ってる？」
。マリヤに

日本赤十字社企画広報室

『日常生活の人道』に翼を与えて

【最優秀賞】

エッセイコース

赤十字七原則エッセイコンテスト 入賞作品
二〇一五年七月一日～一一月三〇日まで日本赤十字社と
日本赤十字国際人道研究センターの共催により開催された

受賞作品は以下の通りです。

ご応募をいただきました皆様に心より御礼申し上げます。

受賞者の皆様には謹んでお祝い申し上げますとともに、

て開かれました。

賞式とともに同会場（日本赤十字看護大学広尾ホール）におい

日本赤十字社企画広報室主催の「もっとクロス！大賞」の授

選ばれました。受賞者の表彰式は、二〇一六年二月二五日、

エム・ツイートコース〉合わせて二〇名の方々が受賞者に

これらの応募作品の審査の結果、
〈エッセイコース〉
、
〈ポ

から計二四四件の作品の応募をいただきました。

十字指導者、赤十字看護大学・看護専門学校学生さんなど

コンテスト」には、全国の職員、ボランティア、青少年赤

「赤十字基本原則採択五十周年記念 赤十字七原則エッセイ
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していなかった。

する友人の口から、
『紛争』ということばが出てくるとは予想

にいる、いつも楽しくおしゃべりし、一緒に出かけて食事を
も分かる」と話してくれた。

それから、セルビア語と親戚みたいなものだから、ロシア語

学に行ったから、ドイツ語が話せるの。英語もドイツで学んだ。

『紛争・戦争』について初めて考えたのはいつだろう。小学生
この時だった。

人がただ一度ユーゴスラビア紛争について話してくれたのが、

第二言語を使っていても話題が尽きることはない。そんな友

少し年下だけれど、共通の趣味や興味があって、お互いが

いる傷ついた人・死にゆく人の姿がただただ恐ろしくて、部屋

のころに読んだ漫画『はだしのゲン』
。その当時は、描かれて

題名は覚えていないけれど、同じころにホロコーストにつ
「マリヤの国で紛争があったこと、知っているよ」
。わたし

の電気を夜消すことや、一人でお風呂に入ることが怖くなった。

のちの危険を感じたことなどなく、毎日を安全で平和に過ご

はそう答えたけれど、そのあとのことばが続かなかった。い
せることが当たり前だと思っていたと、理不尽な暴力にこれ

ていない。ただ、強制収容所に入れられた人びとの食事風景
が焼き付いている。食事といえるものではないお湯のような
までの生活やたいせつな家族・友人を奪われる経験など想像

いて描いた漫画も読んだことがあった。詳細もまったく覚え

スープに、ネズミの尻尾が浮かんでいた。
「戦争になったら、
もつかないと、マリヤに言えただろうか。
マリヤは医師であるお母さんのことや弟のこと、おばさん

ネズミの尻尾を食べなきゃいけないの？」それが、小学生のわ

んやおじさん、おじいさんが出てきたことは一度もない。わ

のことをいろいろ話してくれる。けれど、会話の中にお父さ

たしが考えたことだった。
そしてその後も、わたしの中では長い間、戦争は歴史であ

当事国での民族対立や武力衝突について講義を受けていた時、

ユーゴスラビア紛争を伝えるニュースを目にしていた時、

たしも聞くことができない。その理由が想像できるから。

りフィクションであり、身近にはないものだった。マリヤの

マリヤが何カ国語も話せる理由。それは、彼女が紛争の起

ことばを聞くまでは。

こった国に生まれたからだ。マリヤはベオグラード出身のセ

ができない時があった。彼女も涙を流していて、ことばもな

なり、人生について語り合うとは思いもしなかった。

く互いに手を重ね合っていた。ただただ「無事でいてほしい」

その後自分がその紛争を生き抜いた人と知り合い、友だちに

わたしにとって戦争はもはや、歴史やフィクションではな

と思い、人道にいのちを懸ける赤十字・赤新月の姉妹の姿に

へ逃れて、高校と大学をそこで卒業した。
「ドイツの高校・大

い。死者や難民・国内避難民の数でもない。傷つけられ、愛

ルビア人。自国では教育を受けられなくなったためにドイツ

する人を亡くし、故郷を追われ、教育の機会を奪われ、希望

アのように戦火を目にしてはいないわたしは、日本の平和な

その真髄である『人道』
。マリヤやシリア赤新月社ボランティ

赤十字・赤新月運動の真髄である『基本七原則』
。そして、

思いがした。

胸が詰まった。
「これが『人道』だ」と目の前に突き付けられた

マリヤとの出会いはそれだけ衝撃的で、わたしがその後、

やよろこびを見出せなくなった、一人ひとりの悲劇だ。
支援の道を目指すきっかけの一つになった。いま赤十字の一

女が武力衝突が激しさを増す祖国から脱出するために、どれ

ついて知る機会を得て、考えることがある。十歳代半ばの少

が赤十字・赤新月運動を担う一員であるのはもちろんだが、

日常の中で、そのために何ができるのだろうか。赤十字職員

員として、ユーゴスラビア紛争時に行われていた人道支援に

は、いのちを脅かす危険や恐怖さえも超える、人を人として

だけの人が尽力したのか。その人たちを突き動かしていたの

とっての『人道』とは？」という質問を、友人に投げかけてみ

ここしばらくこのことについて考え続けていて、
「あなたに

のだろうか。

その前に一人の人間として人道を考えたときに、何ができる

戦禍のシリアから一一月、シリア赤新月社のボランティア

尊ぶ『人道』への思いではなかったか。

が来日し、インタビューする機会を得た。二人が話してくれ

た。それぞれの『日常生活の人道』を聞いてみたいと思ったの

彼女たちが日々いのちを懸けて助け、救っている人の中には、

らず生きていけるように、
互いに支え、補い合うこと」「正しい

道を開くこと」「性別や人種・国籍、
障がいや病気の有無に関わ

の真髄」ということばがずっと心の中で、頭の中で響いている。 だ。
「人の尊厳を守ること」「人が人として生きていけるように

た「
『赤十字・赤新月運動の基本七原則』はわたしたちの活動

明日のマリヤがいるかもしれない。そして彼女たちを突き動

道を歩むこと」
。返ってきた答えはどれも、
わたしの心を打った。

がいま、わたしが感じている日常生活の中の人道だ。

と感じられること。そのために努力を惜しまないこと」
。これ

ではわたし自身はどうだろう。
「人が人として尊ばれている

かしているのもまた、
「苦しんでいる人を救いたい」という人
道への熱い思いだった。
インタビュアーとして失格だと思うが、シリア赤新月社ボ
ランティアの話を聞いていて、涙がこぼれるのを止めること

日本赤十字社でのわたしの業務は広報。人道支援に貢献し、
人に伝え広めていくことに情熱を抱いているわたしにとって、
だ。そしてわたしは広報をとおして自分なりに、
『日常生活の

何よりもやりがいを感じ、全力で取り組むことができる業務

コーポレートウェブサイトのトピックス、フェイスブック

人道』を伝えようと努めている。
やツイッター、社内報などのニュースで取り上げる受益者に
はそれぞれの人生があり、愛する家族や友人がいる。ニュー
スの読者との間に、人間としての違いはないのだ。
もしかした
ら十年、
二十年先に、
読者の一人が世界のどこかで受益者と出

人だったマリヤを、赤十字がなんらかの形で支援したことを。
わたしたちが友だちでいられることを。

そして、その支援があったからこそ、いまマリヤが生きていて、

【優秀賞】

生きていく力を学んだ赤十字活動
富山県高岡向陵高等学校 養護教諭（ＪＲＣ指導員）浦上真由美

私は、高岡向陵高校に養護教諭として勤務して二六年にな

益者がわたしの家族だったら？友だちだったら？」と考える思

との心に届くことを願いながら送り出す。まず自分が「この受

いています。印象に残っているのが、富山県で開催された全

に赤十字関係者の方々と出会い、様々な体験をさせていただ

Ｃ活動を通して、多くの高校生や富山県内外の指導者ならび

勤務と同時にＪＲＣの顧問となり、同じく二六年間のＪＲ

ります。

いやりの翼、そして、
「このストーリーをどのようにすればよ

だからわたしは、人道に翼をつけてニュースを書き、人び

会い、友だちになるかもしれない。マリヤとわたしのように。

り多くの人に、より興味を持ってもらえるように伝えられる
まる高校生らとの青少年赤十字スタディーセンターや青少年

国献血運動推進大会への参加や、富士山のもとで全国から集

られないのがその時々に出会った人々との交流でした。良い

赤十字海外代表団としてネパールを訪れたことですが、忘れ

か」と考える想像力の翼を。
わたしが日本赤十字社の広報担当として働いていることを

動は、私にとって活動の源だったり、エネルギーチャージの

ことも大変だったことも分かち合い、励まし合いながらの活

話した時、マリヤはこう言ってくれた。
「赤十字にはとても感
謝しているの」
。その理由は聞かなかったけれど、わたしは確

思いがしました。

信している。ユーゴスラビア紛争に巻き込まれた子どもの一

機会だったり、生きていく意欲に繋がりました。ここで、最

そんな時、同じ職場の七〇歳の非常勤講師の先生が、私に

中に、富山赤十字看護専門学校の大先輩の名前がポッと出て、

たい。一隅を照らす活動だったじゃわい……。
」と褒め言葉の

突然、
「五〇㎏かあ、すごいなあ、あんた惣万佳代子さんらみ
現ＪＲＣメンバーの話

近あった嬉しい話を紹介したいと思います。

今年、三年生のＪＲＣ部員と一年半かけて校内でエコキャッ

ＪＲＣ卒業生の話

しかもそれと同じ活動だと言われ、とても嬉しくなりました。

学校祭に卒業生二人が、やってきてくれました。彼らとの

き渡す前日に計量すると五〇㎏。お金に換算すると五〇〇円。

プを回収し、引き取り業者に渡すという活動をしました。引

集まって活動して成果が五〇〇円だとは、私は愕然としまし

（一㎏一〇円）今やアルバイト時給八〇〇円の時代に、放課後

」と。
「よかったやろー」と言いな
社会に出て役立っている～。

校時代にＪＲＣで、やってきたことすべてが、いろんな面で
がら、私は自分自身の存在意義を確認できた瞬間でした。二

会話で嬉しいことがありました。結論から言うと、
「先生、高

のか、時間の有効活用のため指導者として別の方法を提案し、

活動してきた成果がこれだけか、果たして教育効果はあった

来ないかもしれないけれども、素直に人の言うことを聞き、

人も介護現場で三交替をしながら頑張っています。勉強は出

だけでした。しかし、結果をみて、人と時間と労力をかけて

活動させるべきだったのか、少し落ち込み反省していました。

長しているようでした。Ａ君は、勤務中に緊急蘇生の現場に

利用者さんや上司から怒られ悪戦苦闘しながら、少しずつ成

そうです。町で起こった出来事なら、感謝状をもらえるくら

遭遇し、心臓マッサージで利用者さんを蘇らせた経験がある

してしまったと思ったのです。
しかし、私とは正反対で、生徒はとてもさわやかでした。

います。

法をやったことはありませんから、彼らの方が実績を積んで

一方私は、生徒と毎年訓練していますが、実際に心肺蘇生

いすごいことだと思いました。

大人の私の方が、高校生から誠実さを教えられ、頭が下がる

赤十字に寄付します。
」と、さわやかに感想を話していました。

保健委員がいたから楽々とすることができました。収益金は

け、
「作業は大変だったけれど、快く手伝ってくれる仲間や

真夏の暑い日や雪の降る日も回収と洗浄とシールはがしを続

いましたが、その時の苦労をすっかり忘れ、また同じ失敗を

一〇年前にアルミ缶を回収し、一㎏一〇〇円で回収してもら

た。私は、成果や結末を想像せず、ただ生徒の活動を見守る
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会い、様々な経験をしながら感性と

（ returning to its original
resilient

「これから、ケアマネージャーや管理の勉強もしていかなく
）力を高め、この世の中を明るく生き抜き、生徒たちとお
shape
互いの成長を喜び合っていきたいと思います。

【社長賞】

私を支えた赤十字七原則
日本赤十字看護大学

藤井 久美子

ては……」と、やる気になっていました。高校時代は少しも勉
強しなかったのに、変わるものです人間は。いろんな話を聞
きながら、彼らの成長を感じ、いい癒しの時間になりました。
私、いい仕事しているなと思いました。
私がＪＲＣ部を継続してきた理由は、今も昔も変わらず、
自分の労を惜しまず、人のために役に立ちたいという思いを
持った高校生がいることです。そんな気持ちを持った生徒は
絶えません。いつも、必ず存在します。そんな高校生たちと
駄を省き、もっと効率的な活動をと考えてしまいがちなとこ

共に活動したいというのが私の夢でした。大人だったら、無
ろ、高校生の発想のユニークさや利益を追求しない誠実な行
統一性と普遍性を強固に保持するため、活動規範となる赤十

赤十字は、国際赤十字・赤新月規約とともに、その運動の

また、地域には、赤十字を信頼し、協力しようという方々
の経験から生み出した知恵の結晶であり、一九五五年、アン

字七原則を持つ。この赤十字七原則は、長年の赤十字の活動

動力から教わることが多いです。

きています。これも、受け皿となって支えてくださる皆さん

がたくさんおられ、そんな皆さんに応援され生徒の活動が生

たジャン・Ｓ・ピクテによって記され、生命の尊重と個人の

リー・デュナン研究所長で、赤十字国際委員会副委員長であっ

また、ある日保健室を来室した生徒が突然、
「先生、知っと

があってのことだと思います。感謝です。
るけ？惣万さん、西村さん……（略）
」と。私がお世話になっ
字の信念と覚悟を示す宣言であると言える。

自由の保障、寛容で差別のない社会を実現しようという赤十

護師としてのキャリアを積んできた。今回、ジャン・Ｓ・ピ

いう赤十字の理念に共感し、赤十字の看護学校を卒業し、看

私は「国境、宗教、人種を超えて人の生命の尊厳を守る」と

た先生方に、本校の生徒もお世話になっていたことが分かり
ました。各所に点在する赤十字が、つながりをもたらせてく
れているなぁと出会いに感謝するばかりです。
これからも、青少年赤十字活動をとおして、様々な人と出

また、がん免疫療法クリニックでの勤務では、世界各国か

く必要があると改めて考えることもできた。
ら患者が来院し、その患者らに看護を実践してきた。国境、

クテによって執筆された赤十字の基本原則に関する解説書を
気づき、自分自身の看護実践や医療現場で起きている事象に

読み、この七つの基本原則を指針として看護してきたことに

とを、その実践からも学んだ。生命を全うしようとする強い

宗教、人種はさまざまでも、人の生命の尊厳には差がないこ

私は、総合病院の病棟での就業後、がん免疫療法クリニッ

ついて整理できた。

患者は、定期的な検査・治療やその副作用による体調の変化で、

気持ちは、世界の共通言語であった。例えば、成人期のがん
仕事との両立が困難になってしまうがん患者の就労の問題を

る複数の患者が、安全に療養しながら、入院の目的である治

抱えていた。また、幼い子どもをもつがん患者は、子どもへ

クで外来看護師として勤務した。総合病院では、担当してい

数の患者を担当する中で、体調や治療方針、また患者の精神

療を完遂できることを第一に考え看護していた。しかし、複

えていくかという問題を抱えていた。それぞれの問題を抱え、

の自分の病状をどう説明するか、伝えた後にどう子どもを支
生命の有限性を身をもって感じていながらも、一瞬一瞬、日々

を保てず、自問自答することもあった。なぜならば、訴えが

を全うしようとするがん患者の生き方には、国籍、宗教、人

状態によって、看護ケアを提供する時間には患者間で平等性

患者は、皆それぞれの一定の不安や、苦痛を抱えていると考

なくても、また体調は安定していても、病気を抱え闘病する

うとする尊い思いそのものであることが真から理解でき、初

世界共通の人間の尊厳とは、その人らしく生命を全うしよ

種などには何の差もなかった。

しかし、その時に自分の判断の根底にあったものは、赤十

えていたからである。
字の「公平」の概念の中の比例性であったと言語化できること

で大きく取り上げられ、中国人や韓国人による日本を批判す

をしていた時期、対中・対韓国と日本の歴史問題がメディア

に気づいた。つまり、患者を単に平等に対応をするのではなく、 めて海外の患者を担当した時の緊張は緩和された。この体験
対応するという判断をしていたのだ。しかし一方で、患者の

雑な感情も抱いた。しかし、患者を対応する際には何も影響

るコメントが多く聞かれていた。歴史を省みるとともに、複

苦痛の度合いに従って、もっとも急を要する困苦を真っ先に

も、赤十字の「人道」という観点において、個々の患者の生命

を実践から学び、さらに、私の中に赤十字の「中立」「独立」の

しなかった。これは、人間の尊厳を守るという「人道」の意味

重症度によって、ケアの量に比例性をもって対応したとして

を表現し続け、看護の質を保証することは妥協なく行ってい

の健康を守り、尊重するために、どの患者にも支持的な姿勢
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精神があったのかもしれないと振り返る。政治・人種・宗教
しどう向き合い看護するべきかという意思決定を、自主性を

的な思想的性格の違いを看護には交えず、ある種、患者に対

このように、赤十字七原則は、特別な原則でなく、私たち

もって行えたと言えるかもしれない。
が複雑かつ多様な人間社会を生きていく上で、看護場面の色々
な場面で指針となってくれる存在であると感じた。
さらに、これからの展望として、保護活動と援助活動以外
の医療分野でも赤十字の世界性を発揮し、各国の赤十字の積
み上げていた保健医療活動の共有・連帯により、世界の発展
に貢献出来たらよいのではないかと考える。私たち赤十字の
看護師は、保健衛生の知識や救急法等の教育の普及に留まら
ず、その「単一性」「世界性」を生かして、世界共通の人間の尊
厳を守った健康へのアプローチをするために、自分たちの看
護を引き続き着実に積み上げていく必要があるのではないだ
ろうか。それはつまり、幅広い教養と豊かな人間性をもって
患者を深く理解した上で導き出される問題と、正面から向き
合い、その解決方法を研究し、看護の力を生かして、日本を
含めた国際社会に貢献するということであると考える。その
着実な実践において、指針となってくれるのが、この赤十字

【理事長賞】

『献血』私の使命と願い
宮城県赤十字血液センター事業部採血課

吉川 有香

私は献血が好きだ。献血にはまってもう一〇年が経つ。こ
んなにも分かりやすく人様の役に立つことができるものは他
の命を助けることができるボランティアであると思う。

にないのではないかと思っている。痛みを伴うが、確実に人
日本では誰もが平等に輸血を受けることができる。献血の
経験の有無に関わらず、怪我や病気で医師が必要と判断した
際には即座に輸血用血液製剤が用意される。一九七四年以降、
日本では輸血に使われる血液は全て献血で賄われている。
私が献血を始めたきっかけは、大学の時、小児看護の授業
を受けたことであった。その授業は小児の白血病の治療を学
ＶＴＲを見せられた。骨髄穿刺とは、背中の骨に太い針を刺

ぶもので、幼い子どもが痛みや苦痛に耐え骨髄穿刺を受ける

ていた。生きるために必死だった。
「こんな罪もない、小さな

して骨髄液を調べるものである。画面に映された小児は泣い

ち込んだ時は、決まって献血に行った。献血ルームは自分の

の七原則であると言える。

康優良児であった私はその映像にひどく衝撃を受けた。子ど

タッフはいつも笑顔で迎えてくれて感謝の意を表わしてくれ

存在を認めてくれるありがたい場所だった。献血ルームのス

を刺すことくらいで怖がってどうする！」生まれて以来、健

子が痛みを我慢して頑張っているのに、大人の私が注射の針

とを決意した。実はそれまで、注射が大の苦手であった。予

もたちの治療に取り組む姿勢に驚嘆した私は、献血に行くこ

る。自信を喪失した私に、
「あなただって世の中の役に立つこ
献血について自分の中で意識が変わった出来事がもう一つ

とが出来るんだよ」と希望を与えてくれた。
ある。看護師になって四年目を迎えた頃、優しくて大好きだっ

から憂鬱だった。でも、もう決めた。私は献血に行く。せっ
かく自分は健康であるのだから、せめて誰かの役に立ちたい。

防接種も逃げ回り、健康診断で採血がある時には一週間も前

健康をお裾分けするんだ！そんな思いを胸に初めての献血に

で病棟中が為す術も無くうろたえた。私たち看護師は知識は

た先輩が突然病に倒れた。白血病だった。それは晴天の霹靂

はひどく狼狽する。昨日まで元気だった人が、ある日突然病

あるのに、あるいは知識があるからこそ、身近な人の発症に

るが、緊張感や不安が強い状態で献血をした場合、ＶＶＲ（迷
走神経反射）を起こし具合が悪くなることが容易にあるのだ。

行き、採血中にまんまと意識を失った。後から学ぶことにな

私はその典型例だった。もちろん今となってはそれも笑い話

の当たりにする現場で働いているはずなのに、そういった事

を発症したり、事故に遭うこともある。そういったことを目

なんとか助かってほしい。また元気になって病棟に戻ってき

態は自分や自分の周りには起こらないような気がしていた。

最初の献血こそ初回の緊張で倒れてしまったが、二回目か

である。
らはおおよその流れが分かる安心感もあり問題なく献血を行

である骨髄移植のドナーも見つからず、日に日に衰弱してい

てほしい。本当に祈ることしかできなかった。唯一の治療法

うことができた。そして、私は献血の魅力にみるみるはまっ
すい満足感を得られるところが気に入っている。特に社会人

ていった。確実に人の役に立つことができるという分かりや

で私に言った。
「自分が働いているときは、輸血がこんなに有

太陽のようであった彼女が、すっかり細くなってしまった声
難いものだなんて考えて働いていなかったよ。今私に輸血さ

く先輩の命を支えていたのは輸血であった。明るくて病棟の

よくある思考なのだが、当時の私はそれを客観的に捉える余

い、辞めたいとばかり思っていた。今思えば新社会人特有の

してくれたものなんだよね。
」病棟で忙しく働いていると、輸

れている血液は、誰かが時間を割いて、痛い思いをして献血

や要領の悪さに自信を失っていた。仕事が自分に向いていな

裕もなかった。私は患者さんや先輩に迷惑ばかりかけている、

一年目、新人看護師として働き始めた私は、仕事の出来無さ

自分はいない方がいいのではないか。不甲斐なさにひどく落
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医療現場では、他の薬剤と同じように、輸血用の血液も請求

んてことを深く考えた事がなかったと振り返っていた。普段

血用の血液製剤が誰かの血液によって作られているものだな
に輸血が選択される場合が多々ある。さらに言えば、輸血を

かもしれない。しかし病院では、命の危機に面した患者さま

輸血というものは、健康な人からすれば馴染みのないもの

て支えられているといっても過言ではない。誰かの優しい思

しなければ助からない命が存在する。輸血は人の善意によっ
いやりの気持ちが、血液製剤となり、命をつなぐために必要

にも医療技術は発達してきているのに、血液はまだ人工的に
作り出すことができないのだ。冒頭で述べたように、輸血に
な患者さまへと届けられる。誰かの善意が、誰かの命を助け

さえすれば当然のように病棟へ届けられる。しかし、こんな

使われる血液は一〇〇パーセント献血によって賄われている。
ないだろうか。日本っていいなぁと心から思う。

るなんてこんなに素敵で尊いこと、なかなか他にないのでは
献血は気軽にできる。しかし、手間も時間もかかり痛みも

してくれた方への感謝の思いを繰り返し述べていた。輸血を
伴う。だから私たち看護師は、ひとりひとり丁寧に、感謝の

先輩は、彼女に似つかわしくない白い殺風景な部屋で、献血

身もこんなにも輸血の効果を実感したことはなかった。今私

すると青白い顔色がみるみる良くなり笑顔が見られる。私自

私自身もこれからも献血を続けたい。回避できない超少子

献血は本当に有難いものであるから、そう願って穿刺している。

て、きっと何か良いことが訪れますように。根拠はないけれど、

意を込めながら採血する。献血して下さる方には、巡り巡っ

とになった。よく「この血液は本当に使われるんですか？」「私

その後、縁があり私は血液センターの看護師として働くこ

に出来ることは献血しかない！祈る思いで献血に通った。

の血液は役に立つんですか？」などと、献血者から質問を受け
日本は現時点ではこれだけの温かい善意に支えられている。

高齢化の波に血液事業は今後更なる困難を極めるけれども、
日々感謝と敬意を忘れずに、血液事業の一端を担う者として、

を見たことがあるため、
献血していただいた血液の行方は想像
献血の素晴らしさを敷衍できればと思っている。

ることがある。病院で働いたことのある私たちは輸血の現場

後どのようになるのか、イメージが湧かないようだった。病

ている人や困っている人すべてに自分たちができる最大の支

小さいころから不思議と意識の中に赤十字というのは傷つい

かと聞かれたら、わたしは真っ先に《人道と博愛》と答える。

ここで最初のテーマに戻るが、あなたの中の赤十字とは何

みようかなと思うようにもなった。

間初めて行ってみた。日本赤十字が展開する活動に参加して

よりいっそう四月より強くなっている。献血ルームにもこの

ことができるようになった。自分が日赤の学生という意識は

なった今はしっかり中を見学して赤十字と向き合おうとする

い。当時は怖いとしか思うことができなかったが、大学生に

足を踏み入れるきっかけをくれたのも母であったかもしれな

今考えてみると、小さい時に日本赤十字社中央病院病棟に

話を親子ですることも多くなり、意見を共有することも増えた。

親子二代揃って日赤の学校にお世話になっている。赤十字の

していた。実は、母も日赤の看護学校で学んでいたのだった。

笑顔で話してきた。
「テストに出たから全部覚えたわ」とも話

ていると母がそれを聞いて、
「わたしもそれを覚えたのよ」と

わたしが家で《 人・公・中・独・奉・単・世 ♪ 》と繰り返し唱え

切にしている七原則などさまざまなことを学ぶことができた。

ある。授業を受けてみると、
日本赤十字社の発足や赤十字が大

いた。もともと人の役に立つ仕事に興味を寄せていたからで

いう組織を学ぶのである。わたしはこの授業を楽しみにして

論という分野がある。日赤の看護学生として一から赤十字と

に難くないが、医療職以外の方からすると自分の血液がその
院で、
病床で、
いかに血液が大切なものか。どれだけ重要視さ
れ特別なものとして扱われているか。病気や怪我をして輸血

小倉 采佳

受けているか、献血して下さる方にも伝わる機会があるといい。

が必要になった患者さまが、どれほどの感謝を表して治療を

【学生賞】

赤十字とつながり
日本赤十字豊田看護大学

わたしが赤十字社の存在を知ったのは、まだ小さかった小
学生の頃である。どこで知ったのかというと、愛知県犬山市
の明治村にある日本赤十字社中央病院病棟を見学したからで
あった。小さいながらに、まず怖いと思ったのを今でも覚え
ている。ベッドが窓側に並んでいて、当時はナース服も一緒
に飾られてあり、少し薄暗いような印象であった。社会見学
で再び訪れた時には怖くて入ることができなかった。
それから中学・高校と生活してきたが、明治村に行く機会
はなく、明治村にある日赤の病院は怖いという印象でぼんや
りした思い出として大きくなってきた。まだまだ赤十字のこ
とをよく知らなかったのである。ようやく、進路を決めると
いう時に最後の最後でお母さんから「ここも受けてみたら？」
と勧められたのが日本赤十字豊田看護大学である。このとき
にわたしははっきりと日本赤十字社って本当にあるのだと改
めて知ったのである。
受験も終わり、
わたしは日本赤十字豊田看護大学に進学する
ことになった。日本赤十字社の学校では必修として赤十字原
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の人道支援をはじめ日本では献血活動も盛んである。どちら

は《つながり》を大切にする組織であると伝えたい。世界規模

援を提供する組織というのは頭の中にあった。それプラス今
ている大きな事業はあるが、その事業を日本赤十字社が行っ

く。日本では災害支援・募金・献血など日本赤十字社が関わっ

界的に見ても赤十字の精神・活動を知っている国は多いと聞

などつながりが始まり、このことから人のために行動する活

士で「献血って行ったことある？」「今日献血行ってみない？」

それは大きな力になると考える。献血を例にするが、友達同

かもしれない。しかし、一人ではなくみんながいたら……？

という言葉を胸に世界中で人間を救っている人もいる。アン

いない。傷付け合うことも人間は起こしてしまうが、
「人道」

確かにそうである。人間以外に私たちを救ってくれるものは

なインパクトがある。人間にしか人間を救うことはできない、

「人間を救うのは、人間だ。
」このスローガンはとても大き

レビのＣＭも目に留まるようになった。

赤の大学に入ってから詳しく知り始め、街頭のポスターやテ

ていることをそんなに多くの人は知らない。わたし自身も日

動もある。実際にわたしもそうであった。自分にとって人道・

人が人を呼んで人を助ける。一人では達成するのは難しい

の活動も人の力がないと達成することはできない。

博愛は遠くにあるようなものだが、献血なら気軽に友達同士、
リー・デュナンが語った「傷ついた兵士はもはや兵士ではない、
ならない。
」この言葉こそ「人道」の基本である。赤十字の七原

人間である。人間同士としてその尊い生命は救われなければ
則である《人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性》のトッ

十字同士のつながりもおそらく大きな力になると考える。赤
十字を知っていればこそ、赤十字の精神をより理解してもら
プバッターは見ても分かるように《人道》である。最初にくる

家族、学校で参加できる。また、母とわたしの実体験から赤

い、自分の日常にその精神を反映させて生活していけば、赤
ほど重要な言葉である。
人道を達成するためには、やはり人間同士の《つながり》を

を知らない人にも伝えることができるのではないか。こうし
育むことが重要だ。つながりから生まれる救命のために、わ

十字というものがどういうものなのか、行動を通して赤十字

る。今、学んでいる赤十字の学校でのつながりも大切にして

た理解を得たつながりが大きな輪になって赤十字を支えてい

も着々と大きな大木の根のように世界に広がっている。小さ

を抱いているようである。その理由は国、地域、人種、文化

だろう。救命なんて大きなことはできないが、赤十字の七原

れる、優しくなれる。大学生の今、わたしにできることは何

きたいと考える。つながることで人は強くなれる、大きくな

たしは家族や友達、学校などの小さなつながりから作ってい

な声が大きな声となり、世界から知られる存在となった。世

などによりさまざまなのであろうが、総じて『福』につながる

アンリー・デュナンから始まった赤十字の精神や活動は今

いきたいと考える。

則なら赤十字を知らない友達や家族にも伝えることができる。

表現の一つになっていることが多いと感じる。二〇一一年に
アレックス・ベロスという作家が行った好きな数字（一桁に限

ンの言葉からこの赤十字が生まれたのである。わたしにもで

らず）に関するオンライン調査では、全世界三万人のうち、『七』

すべては、人間を救いたいと始まったあのアンリー・デュナ

もらおう、共感してもらおう。日赤の看護学生としてこれか

の値である。単純に、全世界の一〇人に一人の好きな数字が

と答えた人は九．七％に上った。これは驚異的なぶっちぎり

きることがあるはずだ。知らない人に伝えていこう、知って

ていこう。いつか看護師として活躍する日まで、わたしの経

り世界最大級の組織ということのようである。この組織の基

なっており、この数は国連加盟国一九三カ国を上回る文字通

また一九四九年のジュネーブ四条約の締約国は一九六カ国と

一八九の国と地域に広がる赤十字社・赤新月社の一社であり、

と こ ろ で、 我 々 が 日 々 働 い て い る 日 本 赤 十 字 社 は 世 界

もその場に居合わせていたが……。

る。末広がりの意味を込めて八回！と主張していた別の先輩

は縁起が良いから七回結ぶようにしていると聞いたことがあ

だ。そういえば、研修医時代に先輩外科医から大切な結紮で

るという思想である。やはり『七』は幸福に繋がっているよう

拝することにより七つの災難が除かれ、七つの幸福が授かれ

福神の起源は室町時代頃とされているが、この七つの神を参

が、やはり『七』といえば、その代表は『七福神』であろう。七

キーセブンなど西洋の風習をまず先に思い浮かべがちである

日本においては、最近では野球を由来とするとされるラッ

『七』ということになる。

らも赤十字についてたくさん吸収していこう、活動に参加し

のことを当たり前のようにできる人間に、そしてつながりを

験値が増えていけばいい。まずは一人の人間として当たり前
大切にしていきたい。

―

柴田正幸

参考文献 日: 本赤十字社ウェブサイト www.jrc.or.jp
桝居孝・森正尚著『世界と日本の赤十字
世界最大の人道
支援機関の活動 』東信堂、二〇一四年

【佳作】

『福』に繋がる七原則
前橋赤十字病院麻酔科医師

どうやら、我々人類は古来より『七』という数に特別な思い

本原則が『七つ』という偶然か必然か、そこは想像の域を脱し
今後の活動にも大きな支障となる。我々が今こうして活動で

の原則を犯したのであれば、その人、組織への信頼は失墜し、

おいて利害関係の衝突がどうしても発生しやすい。もし、こ

あり、今後後輩たちのためには決して忘れていけない原則で

きているのは、先輩方がこの原則を忠実に守っていたからで

ものをイメージできる原則とも考えられるから。
今年、二〇一五年は赤十字基本原則（七原則）が採択されて

ないが、とても素晴らしいことである。なぜなら幸福という

からちょうど五〇周年にあたる。この五〇年で世界は過去に
一つのもの、唯一のものという意味であるはずだが、このよ
うな組織は現時点では確かに世界で唯一であると考えるが、

ある。単一、これはすぐにはなかなかイメージしにくい……。

二つあってはならないということではないと思う、現代社会

て進化した……少なくともそう思いたい。しかしながら同時
噴出している。世界大戦のような大きな戦争が起こっていな

に解決しなくてはならない難題も累積し、また新たな問題も

があってもよさそうなものである。そういう認識でよいのだ

は多様化しており、その社会のニーズに敏感に沿った別組織

経験したことがないほど様々な分野で発展し、成長し、そし

が起き、それにより難民が増加し、最近ではテロの恐怖も全
界中にわたっているわけであり、現在の活動はまさに原則通

ろうか……。最後に世界性である。これはもちろん活動が世

いことが唯一の救いではあるが、地球上どこかでいつも紛争

にいた人々が思い描いた理想の五〇年後の姿に我々が生きる

けである。日本人は悠久の昔から実は日本以外の異文化を理

神のうち、日本の神様はなんと一人（ちなみに恵比寿さま）だ

ところで、話は戻るが、みなさんはご存じだろうか？七福

りといえる。

世界に拡散している。五〇年前、この七原則を採択した会場
現代はどれだけ近づくことができているのだろうか？甚だ疑
問である。
『世界性』の七つ、つまり七原則について私の考え、思いを綴
解し受け入れることが得意な人種である。近年では爆発的に

、
『独立』
、
『奉仕』
、
『単一』
ここで『人道』
、
『公平』
、
『中立』

に分かりやすいが、実際に行動する上では実に勇気と忍耐が
ことができる。どうしても学校で習った江戸時代の鎖国政策

りたいと思う。これらのうち、人道、奉仕という言葉は非常

中心に位置するのではないだろうか。次に公平、中立、そし

ジが強いが、実際にはそれ以前は盛んに国際交流を行ってお

の活動が、これらの九つの事業に、そして七原則に基づいた

（当時は鎖国と呼んでなく後世が名付けたそうだが）のイメー

り、決して世界に出ていくことが不得意な民族ではなかった

の崇高な活動を行っている組織の一員ということを自覚しな

世界的な活動に繋がっていくことを願いながら、そしてこ

重要なポイントとなる。なぜならこのような世界的な活動に

思想も古来よりあり、八百万の神という言葉さえある。まさ

五〇年が地球上全ての人々とってこれまでの五〇年以上に幸

がら襟を正して日々を過ごしたいと改めて思う。ここからの

れるようであってほしいと切に願う。そのとき、私は八七歳

福となり、今より笑顔で七原則採択から一〇〇周年を迎えら

る。驚いたのは、この映画が海外でも評判であったことであ
本人として本当に喜ばしいことである。また、日本人は『島国

のである。

……元気に笑顔で全国の七福神めぐりでもしていてほしいも

日本赤十字広島看護大学

未来の看護師と赤十字

【佳作】

ような思想は他に類をみないものであり、宗教、文化の全く
るはずである。

違う世界で活躍する際にはこの寛容力はアドバンテージにな
赤十字での活動は実に様々である。日本においては赤十字
病院と献血というものがその中心と考えられがちであるが、
ことは稀だということを聞き驚いた覚えがある。確かに国際

世界的には赤十字という組織がこれほどの病院を持っている
学会や論文などで○○（←国名）赤十字社□□病院などという
表現は聞いたことがない。日本赤十字社のホームページを改
めて覗いてみると、
「苦しんでいる人を救いたい」という思い

このうちの一つ、赤十字病院に属しているが、ここでの日々

年赤十字、⑧社会福祉、⑨赤十字ボランティアである。私は

④看護師等の教育、⑤血液事業、⑥救急法等の講習、⑦青少

高校三年生だった私は、本格的に始まった受験勉強と併せ

励んでいる。

らの夢を実現するために、大学二年生になった今も、勉強に

育った私は小学生の低学年の時から思っていた。 幼いころか

私は今、赤十字の看護大学で看護の勉強をしている真っ最
を九つのかたちにして事業を展開していると記してある。九
「看護師になりたい！」と、看護師である母の背中を見て
つのかたちとは、①国内災害救護、②国際活動、③赤十字病院、 中。

長井 美佳

根性』と揶揄されがちであるが、我々が持ち合わせているこの

る。あの世界観を海外の人々に理解していただけたことは日

に宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』の世界観そのものであ

と思う。また自然万物のあらゆるもの全てに神が宿るという

て独立という三つは世界レベルでの活動をするうえで非常に

必要だと思う。しかしながらこの二つは七原則の中でも最も

』も日本発祥ではないように、日本
普及しているアプリ『 LINE
人は全く抵抗なく実に見事に海外のものを日常に取り入れる
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いな」と、ある日母は言った。
「日赤はしっかり看護師として

て、母親と学校を調べていた。
「看護師さんになれる学校は沢
て出来たのか、赤十字とは何なのかを学んだ。もちろん、基

動」という講義である。この講義では、赤十字がどのようにし

中で、私にはお気に入りの講義があった。
「赤十字の歩みと活

「ソルフェリーノの思い出」を読んだ。赤十字の創立者であ

本原則についても学習をした。

山あるけど、お母さんはできれば日赤の看護師になってほし

んてどこの学校に行ってもなれるじゃない。それに、看護師
直感したことは「戦争のむごい有様」である。 この本にはソル

るアンリー・デュナンの旅行記だ。私はこの本を読み、まず

の心を教えてくれるからね」……看護師のココロ？看護師な

「でも、お母さんがそこまで言うならちょっと調べてみるよ」

さんは優しくないとなれないんじゃないの？と私は思った。

た光景が、そのまま著されている。たとえば「脳みそが飛び出
し」という文や、
「人間の破片が散らばっていた」という部分、

フェリーノの戦いの戦場の有様や、アンリー・デュナンがみ

また、「次はもっと物が見えるようにしてやろう」と言ってオー

卒の看護師であるため、専門学校があることは知っていたが、
先に飛び込んできたのは、
「人道」という言葉。これが私と赤

大学があることは知らなかった。ホームページを開くと、真っ

本を閉じてしまいたいくらい辛く、悲しくなった。光景が私

ストリア軍が兵士の目をくりぬいたなどの表現が幾つもあり、

と言って、私は赤十字の学校を調べた。母が日赤の専門学校

「ジンドウって何？」私は自室に戻ってから辞書を引いた。

十字の基本原則とが出会った瞬間だった。

の痛みは……・想像もできない。また、次に、救護をしてい
た人々の奮闘ぶりを感じた。アンリー・デュナンは「トウッ

の頭の中でザァッと音を立てて広がった。実際にされた兵士

ティ・フラテーリ」……・・
「人間はみな兄弟である」と言っ

てるんじゃないの？だって看護師さんなんだし、学生だって
日赤の学生になったらお母さんみたいな看護師さんになれる

看護師さんになるんだから。
」私はそう思いながらも、
「でも、

けたい」「少しでも苦痛を緩和したい」という一心で手当てにあ

て救護にあたった。 看護兵も軍医も町の人々も「負傷兵を助

その後、現在通っている大学に進むことを決意した。

たからこそ、赤十字は誕生したのだ。赤十字の七つの基本原

ある今に生きる私は考える。しかし、このような戦いがあっ

「戦争がなければ人はこんなに苦しまないのに」と、平和で

たっていたことがひしひしと伝わってきた。

返し。
「看護師さんってこんなに勉強しなきゃいけないの！？」

則の根底にあるものは「人道」である。赤十字においての人道
とは「誰でも、傷ついた人を助けたい」という気持ちであると
考えた。 今の日本では戦争はし ていない。しかし、私は、ま
病院や家庭で闘病生活を送っている人は数えきれないほどい

さに今も戦っている人はいると思う。それは、患者である。

に不利になってしまう。そのとき、私が目指す「看護師」が、

る。患者と病気との戦いである。しかし、時に患者が圧倒的
他の医療従事者とともに患者の戦いの援助するのだ。私の心
の中にもきっと、アンリー・デュナンの考えと同じ、赤十字
の七つの原則の根底のものと同じ、
「人道」がどこかにあるは
ずだと、本を読み終えた後に思った。
高校三年生だったあの時、赤十字と出会えて本当によかっ
たと、大学二年生になった今、そう感じている。
「人道」とい
う当たり前のことを学ぶことが出来るのは日赤だけ。日赤に
来なければ、
私はきっと「赤十字」に触れることがないままだっ
たと思う。未来の私は、患者と共に病と闘い続けることがで
きているのだろうか。 患者が戦っているとき、私は何ができ
ているだろうか。
私は今、赤十字の看護大学で看護の勉強をしている真っ最
中。
「看護師になりたい！」という幼いころからの一つの夢を
実現するために、大学二年生になった今も、勉強に励んでいる。
赤十字の一員として、一人の未来の看護師として。そして、
一人の人間として。

永澤 由芽子

は残虐な行為も発生しやすい。しかし、例えそのような極限

主体となって人を殺し傷つけることもあるだろう。紛争下で

人は殺害されるし傷つけられる。もちろん自分たちが行為の

人は必ず争いを起こしてしまう。紛争下ではほとんどの場合、

争はしてはいけないもの、そのような考えがあったとしても

違法なものとして扱われるようになった。しかしながら、戦

第二次世界大戦以降、国際社会では戦争行為は国際条約上

たものであると。

は戦争などの武力紛争下で人が最低限守るべきルールを定め

いて聞いてみた。するとその親戚はこう答えた。国際人道法

とんどいなかった。ある日、私はその親戚に国際人道法につ

たところで、彼らも国際人道法とは何かを知っている人はほ

ういうものなのか全く知らなかった。ほかの大人たちに尋ね

時の私は小学生だったこともあり国際人道法というものがど

が「国際人道法」を人に伝える仕事をしていたからだった。当

私が赤十字に興味を持つきっかけになったのは、私の親戚

さいたま赤十字病院医事課

いまの日本社会に求められる赤十字七原則

【佳作】

と、目が回るような勉強の中で常々思った。しかし、そんな

看護師の勉強！」と言わんばかりの、日々、看護、看護の繰り

大学に入学してからは、勉強が本格化していった。
「これが

のかな……」とも思った。

「人として守り行うべき道」とあった。
「そんなの、誰でも守っ
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というのが私の親戚の答えだった。

という考えがあった。それを規範にしたものが国際人道法だ

の状況にあっても人間には人として守るべき基準が存在する
こでは武力紛争が発生した場合の赤十字国際委員会について

踏まえて採択された一九四九年のジュネーヴ条約である。そ

在国際人道法と呼ばれているのは、第二次世界大戦の経験を

なっている。日本赤十字社も掲げる赤十字基本原則、いわゆ

言及されており、また赤十字国際委員会の活動の基盤とも
る赤十字七原則は一九八六年の第二五回赤十字国際会議で

きっと当時の親戚はまだ子供だった私にわかりやすく伝え

一九六五年の第二〇回赤十字国際会議で宣言されたものを一

たのだろう。しかし私はこの話を聞いて大いに感銘を受けた。
単だがそれを実行し続けるのは本当に難しい。しかし争いが

「平和は大切」「争いはしてはいけない」そのように言うのは簡
）
、公
部改訂して採択したものである。ここでは人道（ Humanity

）
、 中 立（
）
、 独 立（
）
、奉仕
平（
Impartiality
Neutrality
Independence
）
、単一（ Unity
）
、世界性（ Universality
）という七つ
（ Voluntaryservice
の項目で赤十字組織の持つ主義を簡潔にまとめている。

国際人道法は、どうしても争いを起こしてしまう人間の本質
を創ろうとする人間の崇高さを感じるようでとても魅力的に

を的確にとらえたものであり、そしてそのような中でも模範
赤十字の設立背景、そして赤十字と国際人道法の関係を考

つ赤十字の活動に対しても私は関心を持ったのだった。
性質を持っているがために、第二次世界大戦以降平和主義を

切り離せない関係のように思える。しかしながらそのような

は遠い世界の現状に基づいたものであり、国内においても日

掲げ平和を維持してきた日本において、赤十字の掲げる理念

赤十字の設立はスイス人の実業家アンリー・デュナンが
されているという戦争の悲惨な状況を目撃したことに端を

どこか他人事のようにとらえられていると感じることがある。

本赤十字社という一組織が掲げる原則にしか過ぎないとして、

武力紛争下で適用される法律であると言われていることもあ

確かに、赤十字国際委員会の基盤の一つである国際人道法は

戦場の負傷者と病人を敵味方の区別なく救護することの必要
た。それは結果的に一八六三年、赤十字国際委員会の前身で

うにみえる。しかしながら、国際人道法は紛争下において適

尊重することの重要性やそのために必要な事柄を示し、そし

り、平和な社会で生活する私たちには一見関係ないもののよ

用される人権であるため、普段私たちに適用されている様々

にすれば相手を救うことができるのかという手段をまとめて

て苦しんでいる人を救いたいと自分が思ったときにどのよう

ネーヴ条約が調印され、赤十字組織の誕生につながった。現

法律が適用されることになる。そしてもし、自分自身の行為

）
、公
いるともとらえられるだろう。たとえば、人道（ Humanity

の尊厳を守ることを説いており、そしてその確保は全ての人々

）
、中立（ Neutrality
）の項目は国籍、人種、宗教的
平（ Impartiality
信条、地位、または政治的意見などで区別することなく他者

る可能性もある。すなわち日本が国際人道法の一つであるジュ
念に世話になる可能性があり、そして赤十字の活動基盤であ

の間で相互理解や友好、
協力、永続的な平和を促進させると述
）
、世界性（ Universality
）の項目では人間の尊厳を確保す
一（ Unity
るためには、相手の自主性を尊重し、利益主義に陥ることも

）
、奉仕（ Voluntaryservice
）
、単
べている。また独立（ Independence

段と変化する可能性が出てきた。赤十字の理念や国際人道法

法が国会を通過したことにより日本を取り巻く国際社会も一

ず、そして互いの力を合わせて実行していくことが重要であ

なく、全ての人に対してその活動が開かれていなければなら

ル化が進んだことにより、多様な価値観を持つ人が存在する

ると述べているともいえるだろう。これらの事柄はグローバ

はそぐわなくなってきているのではないだろうか。そのこと
の日本には求められているのではないかと私は考えている。

換点に来ているといえる。一九八九年のバブル崩壊以降景気

現在、私たちの住む社会は少子高齢化が進むなど時代の転

うか。

ようになった現在において重要な概念となるのではないだろ

に対して相手を敵味方などで差別することなく同じ人間とし

と考えている。もともと赤十字は深刻な状況下で苦しむ人々

の日本の伝統的社会慣習も徐々に崩壊の兆しを見せてきてい

が極端に回復することもなく、戦後続いていた終身雇用など

まで守り続けてきた規範にも変化が訪れた。同時に国際社会

る。武力紛争に関わる法案が国会を通過するなど私たちが今

として設立した組織である。その赤十字の掲げる理念、七つ
ともいえ、それはどのような状況下に置かれていても相手を

の原則は組織設立の目的を適切に実行するためのものである

て生命や健康、尊厳を尊重して適切な救援を行うことを目的

遍的な道徳として日本社会で扱うこともできるのではないか

最も、武力紛争に絡めなくても赤十字の掲げる理念は、普

も踏まえて赤十字の理念をもっと広く人々に伝えることが今

などを対岸の事柄のようにとらえ続けることも、この時代に

二〇一五年には、国際平和支援法および平和安全法制整備

る国際人道法に関わることになるのである。

ネーヴ条約に批准している限り誰もがこの赤十字の掲げる理

が国際人道法に違反するものであれば、法律的な罪を問われ

な人権と同じように、ひとたび武力紛争下に置かれればこの

ある五人委員会発足につながり、一八六四年には最初のジュ

性を説き、そのための救護団体組織や国際条約の締結を求め

犠牲者を救護する中で得た経験を元に、国際社会に対して

発している。アンリー・デュナンはソルフェリーノで戦争

一八五九年のソルフェリーノの戦いで数万人の死傷者が放置

えると、赤十字の理念は武力紛争および救護活動と切っても

思えたのだった。そして同時に国際人道法に深い関わりを持

起きてしまうことを前提にしてその紛争下での規範を定めた
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て、国内の事象の変化だけでなく国外の変化の影響も深く受

が密接になることによって、多様な国籍、人種、宗教的信条
遠い世界の概念のようにとらえられている面もあっただろう。

れは一組織の理念でしかなく、自分とは関係のないどこか

対する関心は低かった。同様に赤十字の原則に対しても、そ

において、日々の生活の中でも人道という人間の根源に関わ

しかし、国際的にも国内的にも急速な変化が起きている現在

を持った人々が私たちの身近に存在するようになった。そし

どのように進展するのか明確に見通すことができている人は

けるようになった。そのような中で、これからの日本社会が

で、紛争下という極限化において生まれ、道徳としてもとら

日本の中で長々培われてきた伝統や慣習が崩壊していく中

る概念は重要になってきているといえる。

赤十字原則は元をたどれば武力紛争下という先の見えない
えることのできるこの赤十字の原則は、変化に富んだ現代社

おそらくほとんどいないのではないだろうか。

を目的とした概念である。今の日本は急速な社会変革により

極限状態で生まれた人間の生命、健康、尊厳を確保すること

える。そして、これら原則はこの多様な変化に基づいてその
理念が人々に周知される機会を得たともいえるだろう。私は、

会で生きる人々にとって価値あるものに成り得えているとい

この機を生かして、赤十字の原則、理念がもっとより多くの

な状況下であるといえるだろう。このような自分が委ねるこ
紛争下のような極限化の状態にあっても存在することのでき

とのできる指標が見えにくくなっている現代において、武力

の変遷に飲み込まれ自分を見失いそうになったとき、または

人々に身近なものとなればいいと考えている。そして、社会

先を見通すことが難しくなっている点で、ある意味では深刻

た赤十字原則の概念を知り、そしてそれを心に置いておくこ

の行動の支えとなり、その人の人生の質を高めるきっかけに

自身が困っている人を助けたいと感じたとき、この概念が人々

とはこれからの日本社会を生き抜くうえで有用なことである
守る。これはとてもシンプルな事柄であるが、これを常に意
が一個人にとどまらず社会全体に広まり、人間の尊厳が守ら

なればいいと思っている。やがてはこの赤十字の原則、理念

といえるのではないだろうか。他者を尊重し、人間の尊厳を

これを行っていけば、結果的に他者との相互理解を深め、友
よりよい社会成立への礎になることを私は祈っている。

れ様々な価値観を持つ人々の間の相互理解や協力がすすんだ

識し続け実行していくことは意外と難しい。しかし継続的に

れは実行する本人にとっても社会にとっても有益なことにな

生した「在ペルー日本大使公邸人質事件」の時だった。武装集

私が最初に赤十字七原則を実感したのは、一九九六年に発

武装集団と赤十字の信頼関係

信頼関係が無ければ、赤十字の活動は行えない。

けが赤十字七原則を叫んでも、紛争当事者等との間に理解と

る事も忘れてはならない。戦闘状況下で、一方的に赤十字だ

ある事は間違いない。だが、赤十字七原則が「紳士協定」であ

赤十字七原則が、赤十字活動の行動規範であり「羅針盤」で

困難さは計り知れない。

易な言葉であるが、これら全てを、同時に踏まえて実行する

「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」常識的で平

そして、今から五〇年前には「赤十字七原則」が採択される。

いだろう。

くの国のリーダー達の心を動かす内容であった事も間違いな

いるのは事実である。現実離れした提案であった筈だが、多

新月社（以下、赤十字と称す）が存在し、巨大な組織となって

るが、この提案は今や世界一九八もの国と地域に赤十字・赤

当時の常識で考えるならば、余りにも衝撃的な提案と言え

する為の国際的な条約を締結しておく」との三つの提案をした。

の団体を平時から各国に組織しておく」「これらの目的を達成

の思い出」を記して「負傷兵は敵味方なく救護する」「そのため

今から約一五〇年前に、無名の一人の男が「ソルフェリーノ

好を築き上げ、永続的な平和をもたらすことにつながる。そ

中西正孝

今までの日本社会において武力紛争に関わる国際人道法に

るだろう。

【佳作】

赤十字と共に歩みながら
京都第二赤十字病院医療社会事業部

赤十字との出会い
今から約四〇年前になるが、小学校の国語の教科書に「アン
リー・デュナンの逸話」が載っていた。私自身、学校の授業が
好きでは無かったが、不思議とアンリー・デュナンの名前は
記憶に残っている。勿論、将来赤十字で働く事になるとは夢
にも思っていない。
赤十字との再会は、高校二年生の時に赤十字救急法を受講
した時だった。歯に衣着せぬ厳しい口調の支部職員の方で、
白か黒しか無い様な近寄り難い雰囲気だった。だが、熱意や
人間的な温かさは、確実に伝わって来た。私はその激しい人
柄に惹かれて、そして赤十字と重ねた。
稚拙な表現だが「救急法が服を着て歩いている」「ミスター赤
十字」と感じる存在だった。進学し、青年赤十字奉仕団で活動
していたが、就職を考える時期に「赤十字で働きたい」と考え
たのは、自分の中では自然な流れだった。
一人の男から始まった大きな輪
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人質は解放されるのだが、膠着状態の中、人質解放交渉や食

もった事件である。最終的には、特殊部隊の強行突入により、

団が日本大使公邸に、多くの人質と共に四カ月以上も立て籠
ではないだろうか。赤十字七原則と近い位置にいる、私達職

を過ごしている私達には、実感が湧かないのが正直な気持ち

ら離れる事は出来ないだろう。しかし、これらと縁遠い日々

液事業等である。赤十字七原則を知らずとも何の支障もなく、

団救急等の対応であり、平時活動は講習事業・医療事業・血
その意味を感じる状況も無い。ならば、私達赤十字職員が基

員も例外ではない。有事活動と言えば、自然災害や大規模集

大きく赤十字マークの記された白いビブス型ゼッケンを着

字国際委員会（ＩＣＲＣ）と宗教関係者らが行なった。
た、ＩＣＲＣスタッフが公邸に歩み寄る姿は、今も鮮明に思
て良いのだろうか。私は「否」であると思う。

本理念と言える赤十字七原則について、何も情報発信しなく

料等の搬入活動を行なったのは、警察や軍隊では無く、赤十

た姿に、不謹慎ながらも赤十字の一員として、大変誇らしく

い出す。搬入物品を手に、何の迷いも感じられない堂々とし

通するもの」と記している。拙いながら私の捉え方は、人間が

ジャン・ピクテは、赤十字七原則を「全ての宗教と哲学に共

赤十字七原則の存在は、赤十字関係者の活動や安全を確保
事」を指しているのではないかと思う。赤十字的には「人間愛・

根底に必ず持っている「人間らしさと優しさを尊重し保護する

感じた事を憶えている。
する面でも大切であるが、最も大切な事は「如何なる状況下で

くとも日本で、赤十字七原則は殆どの人達に知られておらず、

私自身の知識不足で他国の状況は承知していないが、少な

ではないだろうか。

生活に引き出すため」の情報発信が、私達に求められているの

人間の尊厳保護」と言えるだろう。これらを「心の奥から日常

あっても、全ての個人の尊厳を保護するため」にあると言える
だろう。
武装して他国の大使公邸に乱入し、立て籠もる事は、当然
ながら違法行為であるが、最終的に司法が判断する問題であ

非常に残念に思う。

る。主張方法等に賛否はあろうが、武装集団も赤十字七原則
十字七原則は、身をもって行動で示され、初めて意味を持つ

の「紳士協定」に則り、行動していたと言えないだろうか。赤
こう言えばマイナス面と捉え勝ちであるが、見方を変えれ
ば、知られていないのは「白紙状態」であり、広報活動を展開
見る事も出来る。赤十字七原則の「人間らしさと優しさを尊重

する側からすれば、最もインパクトを与え易い状態にあると

ものと感じた出来事だった。
赤十字七原則から離れた日常と広報

る事になる。

赤十字七原則を考える時に「戦争や紛争」「飢餓や貧困」等か

し保護する」を前面に押し出した広報展開を、デュナンやピク

めて入場の列に加わった。整列の制限がされて、並べない人

家族にせがまれた事もあり、私も八月の炎天下に覚悟を決

私は以前から「赤十字を知って貰う事」は大切であるが、そ

も在る様な状況だった。炎天下から、薄暗いギャラリーまで

テはどの様に見てくれるのだろう。
れ以上に「赤十字の理解者を増やす事がとても大切である」と

少年兵、地雷と義足、飢餓に苦しむ子供達。そして、テレビ

座席ではなくソファーに横になる。紛争や災害、市街戦と

の思いを持っており「協力者と理解者」は、
異なると思っている。 に六時間たっていた。そして、ドーム型シアターへ入る。
そして、理解者に必要な「赤十字スピリット」を伝えるには、

シーン。笑顔のシーンは殆ど無かった。楽しい映像も全く無い。

のニュースならば、画像加工で眼にすることの無い衝撃的な

長い時間を要するとの思い込みもあった。
そのため、広報物を見て「事業紹介が主体で、理念が置き去

も全く何もない。映像と音楽だけの世界だった。その不親切

無いと言うならば、事業や映像を紹介する説明もテロップ

りにされている」「組織体質かな？」と広報手法を否定的に感じ
みを、打ち破る体験をした。

ていながらも「仕方ない部分」と思ってきた。が、その思い込

達もいる中、シアターを出ると、眼を赤くしている人も少な

映像が終わった。しばらくソファーから立ち上がらない人

からどう行動するんや？」このメッセージは強烈だった。

さにも関わらず「これが現実や」「これを見てどう思うんや」「今
二〇〇五年三月『愛・地球博』が開催され「国際赤十字・赤

長久手の丘で感じた赤十字への追い風
新月館」が出展された。ガイドブックを見ると、何とも地味な

ンケート用紙では無い。入口で受け取った、真白い紙である。

そして、殆どの人がサインペンを走らせている。選択式ア

くない。
「白紙状態」の私達には充分過ぎる衝撃だった。

その真白な紙に自分の想いを込めている。誰に宛てるでも無

い。「赤十字らしいなぁ」
それが正直な印象だった。何となく
「赤

外観である。ドーム型シアターがあり、映像が観られるらし

まう。ところが開幕後、間を置かずして、全パビリオンのトッ

十字この一年」が映されている、退屈な光景が目に浮かんでし

そして、待ち続けた六時間は短く思えた。

変えていく。こんな手法があったのか。驚きしかなかった。

い。数分間の衝撃が、白い紙を温かいメッセージカードへと

入場待ち時間が、数時間になる事も珍しく無いらしい。口

プを争う人気パビリオンとなっていた。
コミで耳にした「ドーム型シアターで一〇分弱の映像を観る
事」を承知の上で、数時間以上立ち続ける人が連日来場してい
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五〇年先の赤十字七原則に願う
私は、東京オリンピックの年に生まれたので、赤十字七原
則が採択されたのとほぼ同時期となる。今では、国家間の戦
武装集団による紛争やテロも確実に増えている。もう、在ペ

いは表面上見えづらくなっている。同時に複雑化し、過激派
ルー日本大使公邸人質事件のような「紳士協定」も見られない
かもしれない。また、自然に目を向けると、異常気象による
飢餓や貧困も深刻となっている。
赤十字七原則の採択から五〇年。現在の激動する世界情勢
を見ていると、五〇年先にどのような世界情勢と赤十字が対
峙しているか想像出来ないが、今と変わらない赤十字七原則
が守り継がれていると確信している。
なぜならば、赤十字七原則の各項目が、それぞれの分野で
の「極めた位置」にあるからに他ならない。勿論、国際情勢の
変化に伴なって、現在の解釈に付加される事も、不幸ではあ
るが、喜ぶべき事とも思っている。
今 か ら 約 一 五 〇 年 前 に 無 名 の 一 人 の 男 の 提 案 に 始 ま り、
五〇年前には赤十字七原則を採択した。その精神を失わず、
常に先見の明と勇気と決断をもって、時期を逸する事無く広

【佳作】

赤十字七原則と私
日本赤十字豊田看護大学

濵美砂

「白地に赤の十字」が表わす赤十字表彰を、私は小さいころ
から知っていた。それは私の故郷、長野県諏訪市に建ってい
たからだ。湖畔に建つ大きな建物と夜になっても遠くから見

る諏訪赤十字病院に掲げられた大きな赤十字の表彰を見てい

雰囲気をもっていた。祖父や祖母が入院していたこともあり、

えるようにと赤く光っている十字の表彰はとても堂々とした

十字の大学で学ぶことになるとは考えていなかった。

度々病院に足を運ぶ機会があったが、自分が将来こうして赤
私が看護の道へ進むきっかけは、中学三年生の時に母が乳
がんになったことだ。中学三年生の私の頭の中では、
「がん」
という言葉は「死」という言葉につながっていた。 それまで身
近な人が大きな病気を患ったという経験がなく、初めて身近

向かってこう言った。

た。その笑顔と言葉で、私の心は何か温かいもので満たされ

持ちがいい。あなたにやってもらえて本当に嬉しいわ」と言っ

すると、患者は満面の笑みを浮かべながら「ああ～、とても気

め、その先頭に立ち続けて欲しいと願っている。
しみでいっぱいになった。しかし、私は毎晩隣で泣いている

にできたがん患者が母であったことへの大きなショックと悲

「がんはどうしてできるの？」「どうしてこういう薬を飲む

ある日、母はまだ中学生で医療の知識を何も持たない私に

母にどう声をかけて良いのかわからなかった。

の？」この質問に中学生の私が答えられないことは当たり前だ

熟な自分でも、患者に喜んでもらえるような援助が出来たこ

たような、一瞬でパァッと明るくなったような気がした。未
とがとてもうれしかった。
「看護師はとても大変な仕事だと聞

ても大切な人が苦しんでいる、悲しんでいるのに、自分は何

くけれど、もっといろいろなことを学んで患者さんに喜んで

が、私は言葉にならないほどの悔しさを感じた。目の前でと

になることを決意した。専門的な知識、技術を身に着け、病

もできない。自分の無力さを痛感した。この時、私は看護師

だった。この看護体験を通して、患者の中にある看護師の存

ほしい。もっとこういう笑顔が見たい」と心から思えた瞬間

し方や接し方、処置の仕方で患者の気持は大きく変わるとい

在はとても大きいということ、また看護師の患者に対する話

いう思いを持った。
看護師という将来の夢を持った私は、高校二年生の時に諏

気やけがに苦しむ多くの人の力になりたい、命を救いたいと

訪赤十字病院の一日看護体験に参加した。病院内をひと通り

レットを見て赤十字の七原則である、人道・公平・中立・独立・

そして日本赤十字豊田看護大学の存在を知った時、パンフ

うのを知ることが出来た。

奉仕・単一・世界性についても併せて知った。 初めはこの原

象の患者は高齢の女性であった。私たち高校生が病室に入り

見学した後、ある患者の足浴の援助をすることになった。対

ような優しい笑顔で喜ばれた。病室から車椅子に乗せて大き

あいさつをすると、まるで自分の孫が会いに来てくれたかの

豊田看護大学で学んでいて、自分の目指す看護師像に、この

則がとても難しいように思えた。しかし、今この日本赤十字

う感じたのは七原則一つ目の人道だ。
「人間の生命と健康、尊

赤十字の七原則が自然と入っていたことに気づいた。特にそ

医療ドラマなどを見て、忙しく走り回る看護師の仕事内容を
想像していた私はこの時、
「こんなふうにお湯でちょっと足を

な窓から空が見える廊下に移動して足浴の準備をした。日々

洗ったくらいで気持ちいいのか」「足を洗うなど家族にもでき

なったという経験から、病気を発症したあとの患者のケアを

厳を守るため、苦痛の予防と軽減に努める」私は母が乳がんに
大切にしていきたいと考えた。それは精神面と身体面の両方

にも二回看護体験に参加していたのだが、実際に患者のをす

においてだ。乳がんになってから絶えず落ち込んでいる母を

そうなことを看護師がやるのか」と心の中で考えていた。過去

ら、恐る恐る患者の足をお湯の中に入れ、優しく洗い始めた。

るのは初めてのことで、看護師の方のアドバイスを受けなが
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見て、精神面においても大きな負担がかかっているとわかり、
そのため、病気発症前の苦痛の予防はもちろん、発症後の苦

ここからまた何か別の苦しみが母を襲う可能性が考えられた。
痛の予防が重要であると考えた。 病気を発症した途端に患
者自身とその家族は病気のことで頭がいっぱいになってしま
うだろう。そんな時には、医療従事者の中で患者とその家族
に接する時間が一番長いと考えられる看護師が冷静になって、
きである。

今後に起こりうる問題や苦痛を予測し、その予防に努めるべ
また、一日看護体験の経験から、七原則のうちの奉仕に共
感を持った。
「利益を求めず、人を救うため、自発的に行動す
る」私は看護体験の足浴の援助において、看護師としての仕事
の一部、利益を得るためではなく、患者のために何かしたい、
患者の気持を楽にしてあげたい一心で援助を行うことができ
た。その心は患者に必ず伝わり、治療への前向きな姿勢や病
状の回復にもつながるのではないかと考えられる。
私はこれから赤十字の大学であるこの日本赤十字豊田看護
大学で学んでいくことにおいても、看護師となり、働き始め

松村 外美

る時にも赤十字の七原則をこころに掲げて患者に接していき
たい。

【優秀賞】

暮らしの中に
滋賀県支部 長浜市浅井赤十字奉仕団

地域赤十字奉仕団に入団して八年。当初は赤十字の基本理
念など理解できておらず、ただ誘われるままに事業に参加し

ポエム・ツィートコース

【最優秀賞】

あたしの中の赤十字
愛知県支部尾張赤十字救急奉仕団

両手を広げてみた
ふと思った
あたしの中を流れる 赤い血
あたしの赤い血が 十字をつくっている

今 こうしていると、

そう あたし自身が赤十字
あたしは誓います
それは わからないけど

あなたを救えるかどうか

あなたとともに 歩むことを

ただ 手をさしのべて

【社長賞】

日本赤十字社 企画広報室

私が赤十字と言える日まで

赤十字に

いきる意味

寺倉 鉄二

出谷友紀子

私の誕生日は五月一日。

重ねては…。

この世に生まれてきた自分の存在意義を考える。

くころ、自分のなかに何か力が満ちているような気がするの

ておりました。けれども、最近、奉仕活動を終えて家路に着

を認めてもらったような感動を覚えるのです。

私が奉仕させていただく場は非常に狭い範囲で、
「赤十字七

まだまだ、追い続けていて掴み取りたい夢がある。

赤十字の仕事を通して、夢を叶えている。

日本と海外との懸け橋になるのが夢だった。

赤十字

夢を叶える

次々と

それが赤十字の職員としての自分と重なる。

です。充実感というような自己満足的なものではなく、自分
奉仕活動のひとつに高齢者介護施設訪問があります。会話
のきっかけを見つけるのは苦手ですが、何げない話題が相手
方にあいづちをうちながら、大切な時間を共有しているとい

の琴線にふれるときがあります。堰をきったように話される
うことを実感するのです。人生経験が格段豊富なお年寄りが、

原則」に則っての活動とは程遠いものです。井の中の蛙で、今

私が赤十字と言える日まで…。

年下の私を話し相手として心を開いてくださるのです。

お隣さんに「ゴミ出しましょうか」と声かけするのが私なりの

の自分にできることを続けるだけです。高齢で足腰の弱った
赤十字の精神なのです。
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【理事長賞】

ヒロシマから平和を
坂越 由季子

【学生賞】

沢山のあなたへ
富山赤十字看護専門学校

私の目は、あなたのことを見つけるために

私の耳は、あなたの想いを聞くために

日本赤十字広島看護大学大学院

実習場所は原爆病院だった。受け持った患者さんはいつも

吉田 凪沙

長崎原爆病院リハビリテーション科作業療法士 上戸木綿子

「拝啓」

【佳作】

私の心は、沢山の〝あなた〟を助けたいと思う。

私の足は、あなたの元へすぐに駆けつけるために

私の手は、あなたと手をとりあうために

私の声は、あなたを元気にするために

私はヒロシマの赤十字の学校で看護学を学んだ。

被爆者であり、背中一面にケロイドがあり、片方の乳房を

清拭を嫌がっていた。

清拭の時間になると必ず戦争の恐ろしさ、命の尊さを語っ

失っていたからだ。
てくれた。
私は患者さんの思いを大切にしたかった。
誰にも見せたくない傷跡を私に見せてくれたことに感謝の
赤十字の看護師としての使命を感じた。

思いでいっぱいだった。

私は看護だけでなく、世界平和の大切さについても訴えて

ぐ
今村 美和

護師として誇りを持ち、これからも使命を全うしたい。

いける看護師になると心に決めた。赤十字の精神を学んだ看

【佳作】

繋
熊本赤十字病院リハビリテーション科

アンリー・デュナン
あなたは今の世界をみて
一体何を思うだろうか。
ソルフェリーノの思い出から

その心と行いは、確かに受け継がれています。

一五〇年が経っても

あれから四年半が経ち、夢を叶えた入社一年目の秋
半年間で携わった対象者は百十二人
一人一人が歩んできた人生のほんの一瞬だけど
とても大事なひと時に関わる日々
きっと誰もが誰かの大切な人であるから
目の前の人を想い努力する日々

一人一人ができることから。

大学受験という人生の節目に経験した日赤での入院生活
「この経験がいつかきっと力になる」
主治医の言葉、手術室での看護師さんの笑顔と
麻酔で意識がなくなるまで握ってくれた手のぬくもり
いつか必ずここで働くと決めたあの日のこと
今でも鮮明に覚えている

自分の無力さに悔しさを覚えることもあるけれど
自身の入院経験で感じた人のぬくもりを
今度は私が届けられたら

一人一人の力は小さくても、

皆、前を見て取り組んでいます。

すでに、赤十字社に賛同する国は一八九カ国を越えました。

「人の道」「生命の尊守」

でも、あなたが示した

人間は戦争を止めません。

人道の想いを繋げたい
人道の想いに救われた私が心に決めた
これからも大切にしたい今の気持ち
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集まればきっと、この世界を変えられる。
する姿を見る時、そこにはいつも双方の笑顔があった。仕事

響き、その度に癒された。利用者へ気遣いに溢れ、丁寧に接

ある。

【佳作】

家族と献血

した。

【佳作】

キミに

かけがえのないキミに伝えよう

大きな一歩だと

一人が二人になれる

握ることしか出来なくても

ただ一人の手を

どんな小さな一歩でも

そう信じて進もう

誰かに伝わるはず

キミの気持ちはきっと

優しさは十人十色

神奈川県視覚障害援助赤十字奉仕団

中野幸恵

西沢 弥生

場で手術をする方の為、その病院へ行ったことを思い出しま

最初息子が行き始め、献血かー、そうだ、私も若い頃、職

六九才まで献血を続けてきました。合計で一四〇回です。

赤十字奉仕団若松町分団

が増え、それが万古不易であってほしいと願う今日この頃で

るものである。優しい気持ちを持ち、周囲を笑顔に出来る人

人の心を救い、癒しを与える。とても大切な人道精神に繋が

人を思いやる気持ちと言葉、そして笑顔。小さなことだが、

ちにしてくれていると感じる。

に「＋α」の思いやる気持ちを添えて接し、周囲を幸せな気持

今日もまた、苦しみを抱えた目の前の人に、そして目の前
に見えない人に、

敬具

あなたの希いを受けて、この手を伸べ継（つづ）けます。
すべてのいのちに尊厳ある明日を祈って

【佳作】

優しい気持ちが添えられた言葉と笑顔
ＪＲＣ指導者（栃木県立学悠館高等学校実習教員） 大島 喜美子

思いがけず、大病を患い、電車通勤を余儀なくされた。
生命に期限があるかもしれない恐怖、女性の象徴を失うこ
との重み、
「あたりまえ」が「あたりまえ」でなくなる日常に、
心身共に疲弊しながらも、仕事を再開した。
「いってらっしゃい。
」「お疲れ様です。お気をつけて。
」改札
る駅員さんと出会った。身の不運にへこむ私の心に心地よく

を通る一瞬に、優しい笑顔の挨拶と共に、ひと言添えてくれ

その頃はまだ今のような制度が整っていなかった時代です
ね。
子供達も成人し、すぐ近くの献血ルームに私も通い始めま
した。
若い頃と違って成分献血になりましたが、職員と顔なじみ
になる程通いました。
どの職員も丁寧に接してくれ、行くのが楽しみでしたネ。
最も少ないＡＢ型なので是非続けたいと思い、適正体重を
保つことを心がけ、歯にも充分注意し、今でも歯医者さんに
その結果は病院にかかることがめったになく、医療費削減

褒められています。
にも寄与していると思います。
一時は家族全員が献血していましたが、諸般の事情で私だ
けになりました。
子供達も落ちついたら再開して欲しいと願っています。
私の人生の中で献血が一番の社会貢献かなー。

運命の出会いが待ってる

わくわくするような

ないけれど手を繋ごうよ

いいことばかりじゃ
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キミの笑顔は

ボクを幸せにする魔法

風に乗せて

世界中に飛ばそう

キミの笑顔は

みんな幸せにする魔法

空にかかる

虹の架け橋のように

たくさんの悲しみにも

終わりは来る さきっと

未来が見えなくても

Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War, ICRC, Geneva,

光は必ず差す

“The end of hostilities and the future tasks of the Red Cross”, Circular Letter No.370 to the
Central Committees of the Red Cross Societies, 5 September 1945, Report of the International

そう自分のため

6

誰のためでもないのさ

of the Red Cross, Volume 91, Number 874, June 2009.
5 Nuclear Weapons and International Humanitarian Law, Information Note 4, ICRC, February 2013.

出来ることから始めようよ

International assistance for victims of use of nuclear, radiological, biological and chemical
weapons: time for a reality check? Robin Coupland and Dominique Loye, International Review

キミの勇気でみんなを

4

優しく包めば

Climate Effects of Nuclear War and Implications for Global Food Production, Information
Note 2, ICRC, February 2013.
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愛の雫が輝き始める

3
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May 1948, Vol. I, pp.688-690.
7

International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory
Opinion, 8 July 1996.

8

Statement of the ICRC at the United Nations General Assembly, 51st session, 19 October 1996.

9

See notably: Fourth report on international humanitarian law and the challenges of
contemporary armed conflicts, document prepared by the ICRC for the 32nd International
Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, October 2015. https://www.icrc.org/
en/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts

10

“World at a turning point: heads of UN and Red Cross issue joint warning”, 30 October

2015, https://www.icrc.org/en/document/conflict-disaster-crisis-UN-red-cross-issue-warning

But wherever we can, we help all detainees in a particular place of detention, with a particular
focus on those who are most vulnerable.

手にすることはできない

allegiance to an opponent of the authority detaining them may well put them at greater risk.

簡単に幸せ

conflict or other situations of violence are our top priority, because their (real or supposed)

一緒に探し続けよう

line with laws and internationally recognized standards. People held in connection with armed

だから見つかるまで

the dignity and well-being of detainees are respected and their conditions of detention are in

ボクの願いは

treatment, and failure to respect fundamental judicial guarantees. We also strive to ensure that

キミが笑っていられるように

than 140 years, with the aim to prevent forced disappearances, extra-judicial executions, ill-

そんな日々を

The ICRC has been visiting detainees to monitor their conditions of detention for more

共に過ごしていこう

13

ボクの願いは

There are up to date 196 States parties to the Geneva Conventions, which makes the most

universal international treaties.

みんな笑っていられるように

2015, https://www.icrc.org/en/document/peter-maurer-respect-laws-of-war
12

海を越えて

“Respect the law of war”, statement by Peter Maurer, president of the ICRC, 30 October

キミの想い届くように

11
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on humanitarian norms, influence broader humanitarian debates and to secure commitment

in Hong Kong next year.

for greater humanitarian impact.

Last but not least, the strong partnership with the Japanese Red Cross will

On these shores, the ICRC Mission in Tokyo will continue to organize events

remain a steady feature of the ICRC Mission in Tokyo. Together, we work to raise public

and look for various ways to foster better understanding and knowledge of humanitarian

awareness in Japan on humanitarian issues and our neutral, impartial and independent

issues and IHL. For example, the ICRC collaborated with the organizers of the Short

humanitarian action. On the international level, many highly skilled professional JRCS

Shorts Film Festival Asia to show, for the first time this year, a selection of short

doctors, nurses and other specialists, work in ICRC hospitals or surgical teams in countries

documentaries or films dealing with issues related to conflicts and their consequences,

affected by conflict or other situation of violence, such as Afghanistan, South Sudan,

in a new section entitled “War and the Power to Live”, for which we hope to create a

or Myanmar, during 3-6 months assignments. They too contribute to inform the media,

“Red Cross award” in the near future. The Japanese manga “Zaza the Child Soldier”, just

public and colleagues by sharing their field experiences upon their return in Japan. The

released last October in bookstores throughout Japan, is the fruit of our collaboration with

ICRC also seeks to employ more Japanese nationals to work abroad as ICRC delegates

Gakken, a publisher well-known for its high standard educational books, and Mr. Kenichi

and we are encouraged to see, little by little, an increasing number of students and young

Oishi, an established scenarist of successful manga, who stayed with ICRC teams in the

professionals interested in working with international humanitarian organizations.

Democratic Republic of Congo during two weeks to research and find inspiration for his

My first year as ICRC Head of Mission in Tokyo will have been a full and

script. This unique and entertaining way of story-telling will help sensitize the Japanese

enriching experience. Besides all the interesting projects our office is busy with, getting to

general public, especially young people, to difficult but real issues, such as forced

know Japanese culture and discovering different parts of the country, I met many friendly

recruitment into armed groups, sexual violence and other abuses, faced daily by other girls

and kind people, who expressed a profound love for nature and their land, and showed

and boys of their age during armed conflicts.

a great dedication in their work. I will always take with me the image of this elderly

Moreover, the ICRC collaborated with Kyoto University and Kyoto University

gentleman in Tohoku, who gave us some delicious strawberries from the farm he had rebuilt

Museum to organize academic events and a photographic exhibition on the plight of

from scratch with a few other colleagues following the great eastern triple disaster. He

millions of WWII soldiers from different nationalities taken prisoners and detained in

was glowing with pride but at the same time concerned about who can take over the farm.

Asia, Europe, North America and northern Africa, together with thousands of civilians

He reminded me of other stories and faces of women and men I had met in the countries

interned on grounds of their nationality or origin. We sought to show, through these

where I worked with ICRC (Armenia, Chad, Columbia, Philippines, Russia, Rwanda, Sierra

70 years old photographs of prisoners of war in their daily lives, that the experiences,

Leone, Sri Lanka, Ukraine, etc.), who were facing tremendous adversity, whether due to

13

suffering and needs of detainees are the same throughout countries and time.

Another “fun” way for Japanese university students to learn about IHL, while
testing their communication and debating skills in English, is to participate in the annual

natural or man-made disasters, with such dignity and courage. These memories are for me
the strongest motivation for accomplishing the fundamental mission of the Red Cross: seek
ways to help alleviate their suffering, in this world that is perhaps at a turning point.

IHL Moot Court competition national round. This year, the competition was hosted by
Waseda University and brought together four teams of young talented students from

note

Doshisha, Ritsumeikan, Waseda, and Yokohama City universities. Doshisha won the

1

national round and will represent Japan at the Asia Pacific IHL Moot Court Competition

The Effects of Nuclear Weapons on Human Health, Information Note 1, ICRC, February 2013
& Long-term Health Consequences of Nuclear Weapons, Information Note 5, ICRC, July 2015.

2

Respectively on 4-5 March 2013, 13-14 February 2014, and 8-9 December 2014.
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are not, or cannot be, directed at a specific military objective, or that have effects that

unfortunately a time of particular worry from the humanitarian point of view.

cannot be limited, are prohibited. Nuclear weapons are designed to release heat, blast and

The world is increasingly complex, and today’s conflicts, while fewer overall,

radiation, and can disperse these forces over very wide areas as we have seen in Nagasaki

affect more people, are more deadly and intractable, and those that are protracted tend

and Hiroshima, raising questions as to whether such weapons can be directed at a specific

to multiply vulnerability. We are witnessing with alarm a deterioration of the situation in

military target. Furthermore, given the variety of factors influencing the effects of nuclear

Afghanistan, Central African Republic, Nigeria, South Soudan, Syria, Ukraine, Yemen ...

weapons, it would probably not be possible to control or limit the consequences on

The number of displaced persons worldwide due to fighting has attained unprecedented

civilians and civilian objects, as required by IHL. Serious issues are similarly raised by

levels since World War II. Millions of people are exposed to violence and strive to live

the rule of proportionality in attack, which requires that the concrete and direct military

with less than adequate water, food, shelter and health services. Hospitals are being

advantage anticipated outweigh the foreseeable incidental impact on civilians. The ICRC’s

attacked, patients, medical staff and humanitarian workers killed. As a consequence of

view is that the party intending to use nuclear weapons would have the responsibility to

such violence affecting healthcare workers and facilities, health services cannot function

take into account not only the immediate deaths, injuries and damages, but the foreseeable

well or are even suspended.

long-term effects of exposure to radiation as well. Thirdly, the obligation to take all

The nature of contemporary conflicts – asymmetric, with high fragmentation of

feasible precaution in attack requires that, in the conduct of military operations, constant

power and proliferation of armed groups, notably – and the evolution of the means and

care be taken to minimize incidental loss of civilian life, injuries and damages. This

methods of warfare – such as automated weapons or cyberwarfare – pose many challenges

obligation would also require to assess the immediate and the long-term consequences on

for, and to, IHL. , The biggest challenge however does not come from insufficient or

civilian life and objects. Finally, under the customary rule on the protection of the natural

inadequate rules. It comes from the lack of respect of the existing law, even the most basic

environment, any decision to employ nuclear weapons must be done with due regard to

principle to protect non-combatants. Reflecting this great concern, the ICRC president

the potential impact on, and damage to, the environment.

5

9

10

and UN Secretary-General issued on 30 October , for the first time in the institutions’

The ICRC was already questioning the lawfulness of the destructive power

histories, a joint warning about the impact of today's conflicts on civilians and stressed the

which mankind had just acquired, and had been calling on States to reach an agreement

importance for respect of IHL in order to stem the chaos and prevent further instability.

banning its use, less than one month after the bombings of Hiroshima and Nagasaki, in a

As ICRC president Peter Maurer said, “It is an era in which the international community

6

circular sent to national Red Cross and Red Crescent Societies. In 1996, in response to
7

the International Court of Justice’s Advisory Opinion , the ICRC found it “…difficult to
envisage how a use of nuclear weapons could be compatible with the rules of international
8

too often tacitly accepts as a given the harmful impact of war. This is both morally
11

unacceptable and in contradiction with century-old laws and principles.”

In December, the 32nd International Conference of the Red Cross and Red

humanitarian law.” These doubts have only strengthened with evidence that has emerged

Crescent in Geneva brought together representatives of States parties to the Geneva

since. To the ICRC’s view, with every new piece of information about the health and

Conventions

environmental effects of nuclear weapons and the absence of an adequate assistance

Movement to discuss notably ways to reinforce compliance with IHL and other highly

capacity in most countries, we move further away from any hypothetical scenario where

relevant issues, like sexual violence in conflict and the protection of detainees in non-

their use could be compatible with IHL.

international armed conflicts. The government of Japan and the Japanese Red Cross

2015 also marks the 70th anniversary of the end of World War II. This is

12

and all the components of the International Red Cross and Crescent

Society had an important role to play at this major, if not unique, opportunity to progress
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environment, everything happened within a few seconds. But for many of those who

and other international agencies to bring aid to the victims of a nuclear explosion.
4

survived, those few seconds have had a life-long impact. Japanese Red Cross hospitals

The ICRC analysis published in 2009 showed that there is no effective and

still treat thousands of cancer and leukemia patients, attributable to radiation. In addition

adequate international response capacity with which to assist the victims in the immediate

to the constant physical suffering survivors endure, the psycho-social effects are less

aftermath of a nuclear explosion, while protecting those delivering assistance. The number

talked about but can be as painful. And we still don’t fully know all the long-term needs

of victims will vary greatly, depending on the type of nuclear weapons used and the location

of the survivors. Based on cases where nuclear weapons were both used and tested, the

of the explosion. It is however highly likely that the sheer number of casualties and level

consequences on their children are now being studied, including children of atomic bomb

of destruction will exceed the response capacity of any first responder, whether State or

1

survivors who were born in the years following their parents’ direct exposure.

humanitarian agency, especially if it occurs in highly populated areas. An overwhelming

Other important new information has come out of the three international

number of people would need immediate treatment for severe and life-threatening wounds,

conferences held on the humanitarian impact of nuclear weapons, in Oslo (Norway),

but no such treatment or assistance, nor any adequate place to provide them, would likely

2

Nayarit (Mexico), and Vienna (Austria). The environment and global climate would be

to be available in the short-term. The Hibakusha’s accounts included extremely graphic

impacted by both radiation and non-radiation effects of a nuclear detonation, which would

illustrations of how people sought assistance, but the hospitals had been damaged, medical

vary depending on the type of nuclear weapons used, the location of the explosion, type

doctors and nurses were killed, and medicine was contaminated. As noted by Dr. Marcel

of terrain and weather conditions. What we know for certain, is that one of the major

Junod, the ICRC head of delegation in Japan and the first foreign doctor to arrive in

challenges in the longer term would be the restoration of livelihoods, as vast areas of land

Hiroshima to assist the victims in September 1945, the city’s capacity to treat victims had

where the detonation occurred would become inhabitable and unusable for a very long

been wiped out. Furthermore, anyone seeking to provide essential services to the survivors

time. Recent research has projected that the use of an “only” 100 Hiroshima-sized bomb,

would face unique dangers and difficulties following any nuclear explosion, and the inability

which is less than 0.5% of current arsenals, would cause more than 5 million tons of soot

to safely access the affected area would further hamper any rescue operation. There would

from urban and industrial fires to be lofted into the upper atmosphere, making global

be significant challenges in prioritizing the needs, allocating the few resources available,

temperatures fall by an average of 1.3 degrees Celsius for several years, and dramatically

organizing the transfer of victims outside contaminated areas, and coordinating relief efforts.

shortening the growing season in key agricultural areas. As a result, there would be severe

The suffering of survivors will only increase.

decrease of the global food production and supplies: 20% lower in the years immediately

The use of nuclear weapons also raises a number of concerns under International

following the event, 10% lower even after a decade. The world is already ill-prepared to

Humanitarian Law (IHL). IHL seeks to alleviate the effects of armed conflict for

deal with much smaller declines in food production. In this scenario, more than 1 billion

humanitarian reason, by imposing limits on the choice of means and methods of warfare.

3

people around the world might face starvation.

The International Red Cross and Red Crescent Movement is known for its
responses to disasters and crises, both natural and man-made. Together with the Japanese

IHL does not specifically prohibit nuclear weapons. It does not regulate their development,
production, possession or transfer. But their use, as with the use of any other means of
warfare, is regulated by the fundamental principles of IHL applicable to all armed conflicts.

Red Cross Society, the ICRC learnt much from its experience in Hiroshima, and in

These general rules are, firstly, the rule prohibiting indiscriminate attacks, which

the past years, we have sought to gain a better understanding of the current degree of

requires the parties to distinguish at all times between combatants and non-combatants,

preparedness of Red Cross and Red Crescent National Societies, as well as that of States

and between civilian objects and military objectives. According to this rule, weapons that
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GGE process and the Tallinn Manual, constitute the way ahead. In that regard, the Tallinn
2.0 Manual due for publication in 2016 is clearly being eagerly awaited.
Whatever the merits of soft law initiatives, and they are undoubtedly
considerable, we should not lose sight of the fact that it is, and likely will remain, states
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Seventy years after World War II: the world at a turning point?
by Ms. Linh Schroeder
ICRC, Head of Mission in Tokyo

that make and implement international law. So regional responses by states to Tallinn
Manual and GGE initiatives are likely to be most important. Perhaps there is therefore
merit in regional consultations in order to determine where states agree and where they
differ on the issues we have been considering. But in the end it is for individual states
to achieve their own appreciations as to which law applies in cyber space and how it
applies and having developed their own national positions, then to discuss these among
themselves.
Finally I should mention again the Russian and Chinese concept of the
‘information space’. There is it seems a fear in the West that such notions could lead to
the fragmentation of the Internet calling into damaging question the notion of free access
of all to information, a notion or ideal that underpinned the development in the first place
of the World Wide Web. Of course, all states have an interest in seeking to maintain some
restrictions as to what is undertaken in cyberspace from their territories. National security,
neutrality and other considerations lead to such a conclusion. So perhaps it is not the issue
of states seeking to exercise controls that divides us; perhaps what we are concerned about
are the motives leading to the introduction and enforcement of such controls. This leads
to the interesting question ‘Can states agree on when control of access to information
ceases to be legitimate? If, as I suspect, the answer is ‘no’ we should not despair. At least
we will have got to the right question.

As we just commemorated the 70th anniversary of the atomic bombings of
Hiroshima and Nagasaki and their inhabitants, it is an important moment to remind the
world about the destructive power and the severe human cost of nuclear weapons. Nuclear
weapons are unlike any other weapon in the scale of destruction, and horrific human
suffering and agony they can cause, and because of the quasi-impossibility to control
and limit their immediate and long-term effects on civilians and on the environment,
particularly when used in or near populated areas.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) has been concerned about
nuclear weapons ever since they were used in 1945.
Being invited by the cities of Hiroshima and Nagasaki to the commemoration
ceremonies last August, with the President of the Japanese Red Cross Society and the
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Mr. Tadateru Konoe,
was a great honor and privilege for the ICRC Mission in Tokyo, and a powerfully moving
experience on a personal level. Everyone should be aware of the catastrophic and lasting
humanitarian impacts of nuclear weapons. I knew this of course, from my studies,
readings and work. But going to the sites of the bombings, meeting and listening to
Hibakusha brought out many feelings: sadness and horror, but also profound admiration
for their courage and the dignity they display.
In their testimonies of the terrible consequences of the blast, heat and radiation
released by nuclear weapons on non-combatants, civilian objects and the natural
Linh Schroeder, the International Committee of the Red Cross (ICRC) Head of Mission in
Tokyo Since she joined the ICRC in 1997, she has worked mostly in the field in Armenia,
Ukraine, Sierra Leone, Colombia, North Caucasus and Sri Lanka, and recently served as Head
of Regional Delegation in Fiji and Head of Delegation in Chad. She was appointed to the
current position in March 2015.
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be considered, anti-virus and patching arrangements should be reviewed regularly enough

a hitherto unknown scale, and if such deception may have the effect of so distorting the

to ensure maximum protection, and so on.

enemy’s appreciation of the battlespace as to render compliance by him with the principle

Those are some of the implications of applying the law of targeting to cyber

of distinction practically virtually impossible, will current understanding as to which

attacks. There are of course many more implications, but they give an impression of what

deception practices are respectively lawful and unlawful be maintained? This author

we are talking about here.

hesitates to give a clear answer.

Applying weapons law to cyber weapons means that if a cyber weapon is of a nature

It is, however, clear that in future operations the maintenance of robust control

to cause superfluous injury or unnecessary suffering, it is prohibited. Similarly, if the

of computer systems associated with weapons, infrastructure and other important

cyber weapon is indiscriminate by nature, either because it cannot be directed at a specific

facilities will be of vital importance. Operators need to know when such systems have

military objective or because its damaging or injurious effects cannot be limited to a

been intruded, when their performance has been degraded, the degree of that degradation

military objective, then it is likely to be prohibited on that basis. Moreover, if a cyber

and its implications, and will need to have arrangements in place to restore operational

weapon is intended or may be expected to cause very serious environmental damage

efficiency as soon as possible. During the talk I posed the question, will future wars be

it may also be prohibited by environmental protection rules in articles 35 and 55 of

won by the most effective liar, and I would hope the answer is no, but cannot be sure.

Additional Protocol I. There are no ad hoc rules of weapons law that refer specifically to

The future will also see developments in legal interpretation. The Tallinn

cyber weapons; but depending on the precise technology that is involved with the weapon,

Experts took the view that injury or damage was necessary for a cyber operation to

anyone assessing its lawfulness under article 36 of Additional Protocol I would need to

constitute an attack. They could not agree that destruction of data alone without the need

consider whether it is capable of being used in accordance with the targeting rules.

for physical repair would be enough to amount to damage. So when considering a cyber
operation where the consequences are limited to the targeted computer and where those

The Future

consequences consist only of data damage, the current view is that no attack as such has
occurred. However, as reliance on computer control systems becomes even greater and as

Now that we have looked briefly and in summary form at the current position, we should

legal interpretations continue to be discussed, it seems inevitable that damage to critical

turn to consider the future. Any review of the detail of the Stuxnet cyber operation

data will at some future point be regarded as damage causing the relevant operation to be

against the computer system controlling the nuclear centrifuges at a nuclear installation

seen as a cyber attack. It also seems likely that operations the ultimate consequences of

in Iran will suggest that deception is going to be a significant feature of cyber operations

which do not involve injury or damage but which cause major disruption, for example to

associated with future armed conflicts. The law distinguishes between lawful and

financial or stock markets or other important national facilities, will in due course be seen

unlawful deception operations. Put very briefly, deceptions as to protected status under

as cyber attacks.

the law of armed conflict and that are employed to cause death, injury or capture to an

So by what means is the law likely to develop? Well, there seems little

adversary are prohibited and amount to the war crime of perfidy. Deception by means

prospect for agreement among states as to new treaty law to regulate cyber hostilities.

of mock operations, camouflage and the like that do not involve falsity as to protection

Any development of customary law would require overt state practice and it seems that

under the law and that do not otherwise breach the law of armed conflict are lawful as

secretiveness characterises much of what is undertaken these days in the cyber context.

ruses of war. If it is right that cyber capabilities will enable deception to be perpetrated on

So perhaps soft law initiatives of the sort we discussed earlier in this article, such as the
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under their control from the effects of cyber operations.

246
some other, lawful attack method should be found. Of course, reviewing the effects of our

If we have agreed that the notion of cyber attack makes sense and that, as a

cyber attacks by way of battle damage assessment will also be important in enabling us to

result, the targeting law rules relating to attacks must be applied to cyber attacks, the

decide after a cyber attack has taken place whether a cyber target must be attacked again,

next obvious question is what law applies to cyber weapons. To answer that question

and if so, what additional military advantage is to be anticipated from such a ‘re-visit’ of

we must first consider how the concept of cyber weapon might be defined. It must be

the target.

understood that international law does not include a definition of the word ‘weapon’.

We noted earlier that a state in control of territory also has an obligation to

A useful interpretation of the term would seem to be ‘an object, tool or system that

take precautions against the effects of attacks. These precautions should be taken early,

is used, intended to be used or designed to be used to cause injury or damage to an

indeed some can only be effective if taken before an armed conflict is under way. This

adverse party in the course of an armed conflict’. Such a notion would certainly seem

may not always be practical, indeed it may read a little like a ‘counsel of perfection’, but

capable of application to cyber malware tools used, intended or designed to cause those

states should do what they can to segregate military networks and nodes from civilian

consequences. Significantly, such an interpretation of the term also makes sense in

ones. Clearly this may sometimes be impossible, for example in the case of a satellite

relation to the concept of ‘cyber attack’ as that idea was explained earlier. Furthermore,

in outer space that has both military and civilian functions, but thought should be given

if the idea of a cyber weapon makes sense, it follows that the law of weaponry will also

ahead of time to whether such segregation is feasible. Likewise, thought should be

apply.

given to whether computer systems controlling critically important elements of national
infrastructure such as power stations, power grids, water purification facilities, gas

The implications

distribution systems, air traffic control, maritime traffic control and so on should be
segregated from the Internet. It is appreciated that such segregation will not by any means

Before going any further with the discussion, we should note down some of
the implications of what we have so far concluded. If precautions must be taken by cyber

exclude the risk of an attack, for example by means of a close access operation, but it may
help to diminish the chance of collateral impact on such civilian facilities.

attackers, this means that they should not attack without having taken appropriate action

Thought should also be given to whether there are adequate control of

to verify that the object of the attack is a lawful target. It means that they should consider

entry precautions in place to limit access to closed systems associated with critical

the likely injury to civilians and damage to civilian objects before undertaking the cyber

infrastructure. The characteristics of the conflict may indicate what level of access control

attack. So it would seem that the network or node that is to be attacked should be ‘mapped’

will be adequate for these purposes. Similarly, the characteristics of the conflict may

in some way in order to determine what civilian systems will be put in peril by the attack

indicate which elements of the infrastructure, or which kinds of computerised control

and what the consequences for civilians and civilian objects are likely to be. But, I

system, are most liable to be affected by cyber operations associated with the conflict.

hear you say, if we go into the target system to undertake that sort of mapping, that will

Other sensible precautions, some of them of the sort that we all take with our

disclose our attack plan and will allow the enemy to frustrate our proposed attack. This, in

PCs at home should also be taken. IT technicians should be on duty 24/7 during periods

my view, is where the lawyer must take the risk of being unpopular, and must say clearly

of armed conflict at critical infrastructure sites so that they are in a position to bring the

that if we cannot gather any information about the expected collateral consequences

system back up as swiftly as possible in the event of an attack. Data should regularly be

without cyber mapping, then we must cyber map and if that would frustrate the operation,

backed up. The possibility of installing a duplicate, i.e. a back-up, control system should
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The idea behind the principle is to be found in article 48 of a treaty adopted in
1977 called Additional Protocol I. That articles states that “…the Parties to the conflict

Some law

shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between
civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only

Having set the scene, we should now think about how some established

against military objectives”. That is the basic principle that applies to military operations.

international law provisions would seem to apply in cyberspace. Article 2(4) of the United

Most of the specific rules in targeting law are, however, concerned with attacks, and the

Nations Charter prohibits the threat or use of force. The most grave forms of the use of

concept of ‘attacks’ is defined in the same treaty, Additional Protocol I, this time at article

force constitute armed attacks, and it is armed attacks that trigger the right of a victim

49(1). Attacks are considered to be acts of violence against the adverse party, whether

state to use necessary and proportionate force in self defence. That right of self-defence

in offence or defence. So it doesn’t matter whether the attacker is taking the initiative

is an inherent right, in the sense that it is one of the rights that is a defining characteristic

against the enemy or trying to ward off an enemy advance, if a violent act is being used an

associated with being a state. However, by talking about notions of ‘force’, ‘armed attack’

attack is being undertaken.

and ‘force in self defence’, we should not lose sight of the primary objective of the UN

This idea of ‘act of violence’, however, immediately causes a problem in

Charter, namely the maintenance of international peace and security. That is the purpose

relation to cyber operations. If the most violent action of the attacker is to press the enter

that should always be kept in mind when the Charter’s provisions are being considered.

key to despatch the malware, how can that reasonably be considered an act of violence.

To this end, states should resolve disputes between themselves peaceably. So does it

Well, the Tallinn Experts came to the conclusion that it is the violent consequences of

make sense to apply this UN Charter regime in cyberspace? I would rather turn that

an act, whether in the form of death, injury, damage or destruction, that cause a cyber

question round, and pose the essentially rhetorical question: does it make any sense at all

operation to become a cyber attack. That is an approach that would seem to me to make

not to apply the UN Charter regime in cyberspace. I venture to suggest that the answer is

eminent sense. After all, if you consider the firing of a rifle, the person firing the shot

a resounding ‘No’.

merely depresses the trigger, whereas the aspect that represents the true violence consists

So if the unthinkable happens and an armed attack is followed by force in selfdefence, the resulting situation is liable to be an armed conflict between states to which

of the effect of the bullet on the target, whether that target is a person or an object. So this
interpretation of a cyber act of violence would not seem to be too far-fetched.

article 2 Common to the Geneva Conventions of 1949 applies, that is an international

If the idea of cyber attack can be accepted, this would seem to enable us to apply

armed conflict. At this point it is worthy of note that, when advising as to the legality

the vast bulk of targeting law to such operations. The issue then becomes not so much

of the threat to use, or actual use of, nuclear weapons, the International Court of Justice

whether the law applies as how it applies in the particular circumstances of cyberspace.

pointed out in paragraph 39 of its judgment that international humanitarian law applies

Indiscriminate attacks are therefore prohibited in accordance with article 51(4) of

“to any use of force regardless of the weapons employed”. Later in the same judgment,

Additional Protocol I. Cyber attackers are required to take all the precautions as specified

at paragraph 78, it referred to a core element of international humanitarian law, namely

in article 57 of the same treaty. Accordingly all involved in cyber operations will be

the principle of distinction, as a cardinal principle of law. It follows from all this that the

required at all times to take care to protect civilians and civilian objects. Moreover,

principle of distinction applies to the conduct of cyber hostilities. So the next thing we

parties to a conflict that are in control of territory will be required to take all feasible

must do is to find out what the principle of distinction requires.

precautions, to the maximum extent possible, to protect civilians and civilian objects
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Cyber warfare law and the Tallinn Manual
by
Bill Boothby

international law, namely treaties, or international written agreements between states
that bind them at the legal level, and customary law, or the general practice of states
undertaken in the belief that they are legally required to behave in that way. This Tallinn
Manual is neither of those. It does, however, represent the collective view of the Experts
as to what the law as to warfare in cyberspace is. The Experts agreed about the content of
the ‘black letter’ rules printed in bold script in the Manual and the narrative accompanying

Setting the scene

each rule, printed in normal script, explains the legal basis of the rule, gives its meaning,
notes relevant issues about which the Experts either agreed or were divided and

During a recent visit to Tokyo kindly arranged by the International Committee

generally assists the reader to gain a clearer understanding of the import of the rule. It

of the Red Cross, I was invited to speak on 8 October 2015 to an impressive group of

is the agreement of the Experts about the black letter parts of the text that distinguishes

Japanese academics and scholars about the law as it applies to cyber warfare and the

International Manuals like the Tallinn Manual from edited books and other collective

Tallinn Manual. At the end of the talk, I was asked to prepare a short paper explaining the

writings.

issues that were discussed during the presentation. This is that paper.

It should be appreciated, however, that the Tallinn Manual was largely informed

There is frequent talk these days about cyber issues, but what do we mean by the

by the views of Experts from NATO states. Countries such as Russia and China would

term ‘cyber’. I think that the expression refers to the use of one computer to interact in

not necessarily agree with all that is set out in the Manual, given that they tend to focus

some way with another computer, whether by detecting what that other computer is being

on notions of an information space in which they note that sovereign authorities have the

used to do, by altering the performance of that other computer or simply by ensuring

right to control access to information, whether on the Internet or elsewhere.

that the two computer systems operate together harmoniously as they are designed and

Another collective process is considering developments in the field of

intended to do. So this suggests that notions of cyber warfare refer to the conduct of

information and telecommunications in the context of international security. The UN

warlike hostilities by means of computers and that cyberspace is the new, man-made

General Assembly established a Group of Governmental Experts (GGE) from 20 states.

environment created by this process of computer interaction.

Their 2013 Report noted that international law, especially the UN Charter, applies in

A legitimate question is whether cyberspace is an environment in which there

cyberspace. The Group agreed on the need to establish international stability, transparency

is no law. Is it, in short, the new ‘wild west’, or, to express the thought as a question, are

and confidence in cyberspace, noted that confidence-building measures can enhance trust

there any sensible rules that restrict the potentially hostile use of cyberspace? I hope to

and assurance, noted the importance of capacity building and of an open and accessible

persuade you in the course of the following paragraphs that there are.

cyberspace and that all such efforts support a more secure cyberspace. In its more recent,

An International Group of Experts brought together by the Cooperative Cyber Defence

2015 Report the GGE recognised that states are developing ICT capabilities and that the

Centre of Excellence in Tallinn, Estonia, discussed these issues over a three year period

use of ICT in future conflicts is more likely including against critical infrastructure. They

and published two and a half years ago an International Manual on the International

proposed voluntary, non-binding norms, rules or principles of responsible behaviour,

Law applicable to Cyber Warfare. Let me be clear. This Tallinn Manual does not have

commented that existing international law obligations apply to the use of information

the status of a source of international law as such. There are only two main sources of

technology by states and that common understanding as to how international law applies
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その法的機能及び
国際法における承認― 効
果 の 再 検 討
国際社会と法
集団安保と自衛権
法的拘束力を有しない
国際「合意」論序説― 国
際「合意」について
法と力 国際平和の模索
イギリス憲法Ⅰ 憲政
イギリス債権法
根証文から根抵当へ
判例 ウィーン売買条約
グローバル企業法
国際ジョイントベンチャー契約

シリーズ〈制度のメカニズム〉

アメリカ連邦最高裁判所
衆議院― そのシステムとメカニズム
フランスの政治制度 〔改訂版〕
イギリスの司法制度
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