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主催：8.22「憲法９条は世界の宝だ」集会 実行委員会 
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戦争法案をめぐって・・・市民が声をあげるとき 

                       石川康宏（神戸女学院大学教授）  

小山 本日は暑い中、ようこ

そお越しいただきました。

『憲法９条は世界の宝だ』

集会を、ただ今から始めさ

せていただきます。司会進

行、小山乃里子です。よろ

しくお願いいたします。（会

場拍手） 

本当に、今の気持ちとし

ては「暑い」なんて言うて

いられへん。「ポートライナ

ー高い」なんて言うてられへん。（会場笑）そういう

お気持ちじゃないか、と思っています。 

去年の１月にも、我々は神戸で一つの集会を持ちま

した。「まさか」と思っていた秘密保護法が、あっと

いう間に参議院を通ってしまって。「まさか」という

思いで、本当に驚きと怒りで、神戸で集会を開きまし

た。今回、あの時と同じように「まさか」…これだけ、

国民の半数以上が反対している、この安保法案、戦争

法案。でもやっぱり「ひょっとしたら」と思っていな

がら、数の力で強行採決されてしまいました。 

安倍（晋三）さんは「国民の理解が得られていると

は思えない」と言った口の、本当に「その口でよう言

うな」って。関西人だったら、口を捻り上げてやりた

いところです。（会場拍手）「どの口が言うてんねん」

という感じですね。通ってしまいました。参議院が残

っています。「我々国民の力で、それを何とか阻止し

なければ」と思っているわけです。全国各地で、こう

いう集会がたくさん開かれています。「８月30日には、

100万人の集会」もあります。神戸でも、我々は熱い

気持ちを、中央（国会議事堂）に届けなくてはいけな

いな、そういう思いで、今日集会を催させていただき

ました。 

最初に石川康宏先生には『戦争法案をめぐって…市

民が声をあげるとき』…まさしく今、その時だと思っ

ていますが、お話をしていただきます。そして、その

後は宝田明さん。満州からの引き揚げの体験を元に、

『私の戦争体験・子どもたちに平和な未来を！』とい

うことでお話をしていただきます。 

石川先生、よろしくお願いいたします。（会場拍手） 

戦争法案とはどんな内容か 

石川 こんにちは。私の話は、「戦争法案の概要」とい

うよりも、「議論の到達点がどこまで来ているか」と

いうことと、戦争法案の危険性について、それを跳ね

返そうとする市民の運動ですね。若い方から年配の方

まで、いろんな方が立ち上がってきている。このこと

が、この法案を通したい人達に対してどういう影響を

与えているか、ということについて、ポイントを絞っ

てお話したいと思います。実は、法律は 11 本も出て

います。「11 本もある法律をまとめて通す」という考

え方自体が異常です。しかし、衆議院は７月 15 日、

強行採決されてしまったわけです。全体としては「戦

争をするんだ」という法律です。この間の論戦の中で、

政府の側は何とかして「国民の皆さんに納得してほし

い」ということで、説明をします。でも、うまく説明

ができません。そういう論戦の到達点について、少し

紹介します。 

① どう見ても憲法違反 

一つは、ものすごくはっきりしたことは、誰がど

う見ても憲法違反だろうと。だって、自民党の皆さん

が連れてきた学者さん達が、全員「これ、憲法違反」

と言っているわけです。この国の最高のルールは憲法

です。憲法に反することを行ってよい人間はいないは

ずです。この国には、選挙に勝った人達は何をしても

いいのではありません。勝った人達も「憲法が定めて

いる内容を実行するための権力として、どう上手に動

かすか」ということを考えなくてはいけないわけです。

どう見ても憲法違反

だ。「戦争はしませ

ん」憲法に書いてあ

るからです「今から

戦争をしましょう」

なんて法律を出すこ

と自体が異常です。 

まあ、全体として
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は「アメリカと一緒になって戦争をします」と言って

います。ただし「大丈夫、大丈夫、最前線には行かな

いから。安全な後ろの方でやるから大丈夫です」と言

っています。「後方支援」という…「世界には存在し

ない言葉だ」ということがはっきりしましたけれど。

後方支援とは要するに「最前線で人を殺しているとこ

ろに物資を運ぶ」とか「燃料を運ぶ」「弾薬を運ぶ」「水

を持っていく」ということですよ。その活動は敵の側

から見ると、「真っ先に止めなくてはいけない（補給）

活動だ」ということになります。だって、自分達が今

撃ち合いをしている目の前の連中は、弾がなくなれば

敵じゃなくなるわけですよ。あっという間に制圧でき

るわけです。だから「そこに後ろから弾を持ってきて

いる、あの日本とかいう国の連中あいつを真っ先に叩

け」ということになるわけです。ですから「後方支援」

って言っていますけれども、それは後ろだから大丈夫

なのじゃなくて、その場こそが一番狙い撃ちされるわ

けです。その場こそが戦場になっていくわけです。こ

れまでアフガンやイラクに自衛隊が出て行った時に

は、弾薬は運びませんでした。今回は「運びます」と

言っています。戦闘に行く飛行機への給油はしません

でした。今回は「します」と言っています。ですから、

これまで以上に、はるかに危ない状況になるわけです

ね。これは日本の話ではないのですけれども、アフガ

ニスタンで米軍が物資補給をする時（安倍さん流で言

うと「後方支援」ですね）、燃料を運んで行くだけで、

24回のうち１回、人が亡くなっているのですね。水を

運んで行くだけでも、29回のうち１回、お一人、人が

亡くなっているのですね。安倍さんは「いやいや、戦

争に巻き込まれるなんて絶対ない、と私は断言した

い」と言いましたけれども、別にあなたの希望を聞い

ているわけじゃない、という話です。大体、「あなた、

いつまで首相のつもりだ」。「そんなことは約束した覚

えがない」と言われちゃうわけです。 

②アメリカに無条件に追従 

２つ目に、論戦で明らかになってきたこと。４月

28日、安倍さんがアメリカへ行って、嬉しそうに上下

両院で演説しました。「アメリカさん、これが最大の

手土産です。そのかわり私の応援をよろしくね」と言

って、持って行った最大の手土産が「この夏までに戦

争法案を通す」ということでした。残念ながら、バラ

ク・オバマさんも大歓迎しました。その法律の内容で

一番危険性があるのは、アメリカが戦争をした時に

「アメリカさんのピンチだ。私達は同盟国だ。アメリ

カさんを応援する義務がある。だから、アメリカさん

の戦争について行こう」…こういうものですよね。と

りあえず安倍さんは、違法な武力行使…「たとえば、

アメリカが違法な武力行使をしたら、日本は支援しま

せんよ。（何が違法に当たるかは）自分の頭で考えま

すよ」ということを言いましたけれども、よく言われ

るように、戦後、アメリカの戦争に日本の政府が「そ

れは違うよ」というふうにブレーキをかけたことは、

ただの一度もないのです。 

アメリカ政府も認めていますね。ベトナム戦争にア

メリカが突っ込んでいった時のきっかけは「トンキン

湾事件」でした。これはアメリカ側がやった謀略だっ

た…アメリカ政府が認めているわけです。それから

「『イラクに大量破壊兵器があるから攻めに行くん

だ』というのは間違った情報だった」とブッシュ Jr.

でさえ認めました。アメリカ政府自身が「あの戦争、

ちょっとまずかったわな」と言っているけれども、日

本の政府はそれについてさえ「あの時、アメリカさん

を応援したのが間違いでした」と言ったことがないわ

けです。つまり「アメリカさんの戦争であれば、無条

件に、自分でチェックなんかしませんよ。何でも応援

していきますよ」という姿勢をとってきたのが、日本

の政府の姿であり、現瞬間も、全くその姿勢は変わっ

ていないわけです。 

侵略か、正義か判断できない政府 

もう一つ、日本の政府として、何が「正当防衛の戦

い」であり、何が「あってはならない戦いであるか」

が判断できていないこととして、あからさまになって
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いるのは、戦前、戦中の日本の行った行為を礼賛する、

という姿勢です。今の国会で「70年前までやっていた

日本の戦争は、間違った戦争でしたよね？」と言われ

た時、安倍さんは絶対「うん、あれは間違いでした」

と言わないわけです。「侵略の定義は定まっていない」

とか、いろんな逃げ口上を打って、それを認めようと

しないわけです。でも、実際あの戦争で、日本人 310

万人が殺される間に、アジア人 2000 万人殺している

わけですよ。アジア解放の戦争であるわけないですよ

ね。日本人１人が殺される間に、アジア人７人の命を

奪っていったわけですよ。それがアジア解放の戦争で

あるわけないじゃないですか。ですが、そのことを認

めることができない。どう考えても、今の自民党には

「何が正当防衛を余儀なくされた戦いであり、何が侵

略であるのか」判断する能力はないわけです。そのこ

とが、たくさんのこの間の議論の中で明らかになりま

した。ですから、最近安倍さん達が言っているのは、

もう苦し紛れの言い訳しかなくなってきているわけ

です。 

言い訳の一つ目。こんなのです。自衛隊を作った時

も「戦争に行く」って言われた。60年安保の時も「戦

争に行く」って言われた。でも皆さん、日本は戦争に

行っていないじゃないですか。と言っていますよね。

「何言っているんだ」。それは「自衛隊を戦場に送ら

なかった」という、この国の戦争をしてはいけない、

平和を守らなければならない、っていう力があったか

らじゃないですか。「戦争に巻き込まれなかった」っ

て言いますけども、一方で、実際にはベトナムでもア

フガニスタンでも、日本から出て行った飛行機が人を

殺しているわけです。じゃあ、誰がそれをさせたん

だ？日米軍事同盟ですよね。そして、アメリカの無法

な戦争ですよ。そこに巻き込まれた、という事実があ

るわけですよ。 

国際紛争の解決は外交力で 

もう一つ、苦し紛れに正当化しようとしているのは

「アジアの軍事的な環境が変わったんだ。だから、こ

れまでのように『戦争をしない』っていう路線では駄

目なんだ」と言うわけですね。じゃあ、万が一「環境

が変わった」っていう評価が正しいとしましょうか。

正しいとした時に、とても怖いのは「相手が拳を振り

上げているから、こっちも拳を振り上げよう」となっ

たならば、

こ れ は も

う、戦争に

突 入 す る

以外に、先

に 道 が な

く な る わ

けですね。

相 手 が 拳

を振り上げる時にこそ「まあ待ちなさい。ご覧なさい。

私はあなた達に対して力を行使するつもりなんてあ

りませんよ。落ち着きましょう、ここで話し合いまし

ょう」という姿勢をとらないと、紛争を防ぐことがで

きないですよね。「いいや、そんなことのできる相手

ではないのだ」と言う人達がいますけれども、実は、

北東アジアに集まっている全ての国（日本も中国も北

朝鮮も韓国も、ロシアも）、これらの国が共通に加わ

っている平和条約があります。それは東南アジアの 10

カ国がスタートさせた、TACという「東南アジア友好

協力条約」です。これは「この条約に加入した国は、

絶対お互い戦争しません」という条約です。それにみ

んな入っているわけですよ。ということは、それぞれ

各国が、真面目な気持ちでその条約に入っているので

あれば、俺達、互いに絶対（戦争）しない条約を作ろ

うではありませんか…そのためにリーダーシップを

発揮する、それこそが今、求められていることじゃな

いか、と思いますね。 

追いこんできた運動の力 

さて、こんなとんでもない法案が国会に出てきて、

しかも、強行採決。しかも「参議院も何とか通したい」

と国会の会期を過去なかったほど延ばしました。「途

中どんなに揉めたって、時間さえ取っておけば最後に

は採決できる」というもくろみです。しかし、それに

対してものすごい大きな反対運動が起こっています。

この法案、メディアが一時期、「もうこれで成立、決

まっちゃったよね」と書いていましたけれど、実際に

は自然成立はないわけですね。参院で可決するか、あ

るいは、参院では可決できなかったが、衆議院に戻し

てもう一回再議決するか、しかないわけです。来年、

参議院選挙ありますよね。今、いろんな方が言い出し

ているのは、今年、万が一参議院で（この法案が）通
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った時に「賛成した奴らは絶対、来年選挙で落として

やる」っていう落選運動ですよね。これはすごく効果

があると思いますよね。参議院議員は、非常にびびっ

ていると思いますよね。びびって、じゃあ衆議院に戻

した時に「衆議院でもう一回議論をして、そして可決

するという時間はあるのか」ということになってきま

す。 

時間の話は後でしますね。すごい切羽詰まっていま

す。そこまで追い込んできた運動の力。若い皆さんの

力については、後ほど若い方自身がここへ出てきてお

話ししてくれます。「すごいな」って思ったのは、た

とえば、インターネットで繋がった若いママさん達。

ベビーカーを持って運動に来るわけですよね。赤ちゃ

んが乗っているベビーカーを持って。スローガンがす

ごいですよ。「誰の子も、どこの国の子どもたちも殺

させない」…つまり、自分の子どもが可愛い、ってい

うだけじゃないのですよね。「敵だって言われる国に

も子どもがいて、その子どもたちを我が国の兵隊が殺

してしまうなんていうことは、あってはならない」と

いうことですよね。「どこの国の子どもたちも、私た

ちは殺させたくない」っていう運動です。見事なスロ

ーガンだと思いますね。 

インターネットであっという間に 

この運動が、インターネットであっという間に、１

万 7000 人の賛同署名が集まるのです。インターネッ

トっていうのは、恐ろしい道具ですよね。今日お見受

けしたところ「やや平均年齢が高いかな」って思うの

ですけれども。（会場笑）「インターネットの話はしな

いでくれ」と言われる方もおられるかもしれないです

けれど。ここは一つ、まあ騙されたと思って、「やっ

てみるか」と思って、ぜひ加わっていただきたいと思

います。私、「革新懇」っていう、妙にカクカクした

名前の団体にも、ちょっと関わっているのですけれど、

そこで、結構ベテランの方達が集まって「ワシは 60

年安保の時も闘ったぞ」と。そういう、本当に超ベテ

ランの皆さんがいっぱいいるのですけれど、その方達

が口々に言うのは「60年安保反対運動は、いろいろ言

っても、やっぱり労働組合主導だった」と。動員型だ

った。ぶっちゃけて言えば「一回国会前へ行ったら、

少し組合費をあげるからさ」っていう、手当がついて

いることさえあった。だが、今は全く違う。今は国会

前で、毎日のように万

単位の人が集まりま

すけれども、その内３

分の２は完全に自主

的・自発的な参加だ。

組織動員なんてでき

ていないと。まあ「で

きていない」というふうに、力が弱まっていることも、

あまり自慢すべきことではないかな、とは思いますけ

どね。（会場笑）それだけ一人ひとりの方が、自分の

こととして考えて立ち上がっているということです

ね。 

知識人も立ち上がる 

あと非常に面白いのは、知識人が立ち上がっている、

っていうこと。だいたい、大学の教員って、どこか斜

め後ろの方からものを見ていて、口はいろいろ言うけ

れど現場にはなかなか来ない、ということが長く続い

たわけですよね。でも、今は違いますよね。大学の教

員が最前線へ出て行って、顔も名前も所属も明らかに

して、自分の大学から何か言われるかもしれないけど、

もうそのリスクは俺が負うんだ、私が負うんだ、とい

う覚悟で、あちこちで話をしていますよね。これ、小

っちゃいですけれども、兵庫県で今、大学の中で有志

グループが声明を発表して、賛同署名を集めている大

学です。神戸大学、関西学院大学、そして、神戸女学

院大学ですね。（会場笑＆拍手）神戸女学院で、全国

の学者の会の署名が先に集められたのですけれど、私

は「ウチの大学の中で、そんなにいっぱい賛同署名は

集まらんだろう」と、まあ高をくくっていたわけです

ね。ところが後で確認したら（ウチは専任教員は 90

人くらいしかいないのですけれど）、15名も署名して

いたのですよ。６人に１人署名している。しかも、僕

は誰にも声をかけていない。完全に自発的に上がって

いるわけですね。ですから「これはまずいな」という

ので、遅ればせながら、ウチの大学の中で「有志の会」

というやつを作って、声明文を発表しました。昨日今

日、インターネットを見ていたら「ママ達の会」に続

いて「ばあばの会」が立ち上がるのですよね。（会場

笑）「よういろいろ考えるな」と思いますよね。写真

が出ていました。どこそこのママとばあばの会の共同

の取り組みが行われていましたよね。そういう状況で
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すから、安倍さんの人気もガクッと、非常に分かりや

すく落ちていきました。戦後 70 年談話でちょっと戻

ったみたいなところがありますけれども、世論調査っ

ていうのは少し長い目で見ないと分からないですか

らね。質問の仕方で答えの仕方も変わったり、ってい

うこともありますからね。しかし、安倍さんの人気が

戻るために必要な条件というのは、何もないですよね。 

これからどうなる、どうする 

日程の話なのですけれども、衆議院、何であんなに

慌てて強行採決したのだろうか。これは自民党の幹部

の話ですけれども「７月末からお盆前には終わるとい

うのが元々の予定だった」…もう、お盆終わりました

よね。まだ（法案の審議は）半分しか終わっていない。

残り半分をこれからしないといけない。「それから、

首相の外交日程もあるし、国連もあるから、60日の再

議決ルールだってギリギリの日程になっているんだ。

だからあそこで強行採決したんだ」と言っているわけ

ですよね。「強行採決すると人気がなく

なる」…当たり前のことです。「支持率

が下がる」…当たり前のことです。そ

こをうまく乗り切る方法を、何を考え

ていたのだろうか？何も考えていなか

ったですね。菅義偉官房長官、言って

いましたよね。「大丈夫だ。強行採決し

ても、明日から３連休だから、国民は忘れる」と。（会

場笑）「国民は鶏じゃないぞ」って思いましたよね。「国

民は忘れる」「きっと忘れる」「忘れるはずだ」「忘れ

てちょうだい」「祈ってるから」…他にもう打つ手が

無い、という状況ですよね。ですから、安倍さんも「テ

レビに最近出してもらえないよ」と言っているのです

けれども、出てくると、こんな（火事の例えのような）

訳の分からん説明をしますから、しゃべるたびに支持

率が下がるみたいな状況になっていますよね。これは

初めて見た方は、何だか意味が分からないと思うので

すよ。インターネット上では「生肉事件」と言われて

いるのですけれども。これは別に生肉じゃなくて、集

団的自衛権の発動っていうやつを…こちらがアメリ

カの家ですね。こちらが日本の家ですね。アメリカの

家が火事になった…これ、火事の様子なのですよ。「も

う少しまともな模型作れんかったんか」と思いますけ

れどもね。安倍さんが一生懸命「集団的自衛権という

のは、このアメリカさんの火を消しに行くということ

です」というデタラメを言っていたわけですよね。だ

けれど、火事だったら火を消したら終わりますけれど

も、だいたい行き先はアメリカさんのお家ではなくて、

アメリカさんが火をつけているところに行くわけで

すよね。しかも、火事だったら火を消したら終わりで

すけれども、戦争は殺し合いなのですよね。こっちに

弾が飛んでくるわけですよね。「そういう状況にしま

しょう」って言っている最高責任者が、インターネッ

トでこんな「生肉事件」を起こしているわけですから、

ますますたくさんの人が怒って「こんな奴の下でこん

な重大なことが決められてどうするんだ」と怒るわけ

ですよね。この写真は、学生さん達と、シールズ

（SEALDs）という団体です。それとこれは学者の会

です。佐藤（学）先生と内田（樹）先生ですよね。ポ

スターが作られているのですけれど「このポスターは

意味がある」内田先生は言われています。それは「も

う何と言っても、行動力は若い人達にかなうわけがな

い」…そうですよね。毎日のように、

そこら中で万の単位の人が集まってい

るわけですからね。「それを我々おじさ

ん達は支えるんだ。全力で支えるんだ。

それは、多少長い間生きてきた知恵が

ある。いろいろ政治活動をしてきた知

恵もある。あとは若干の金だ」って言

っていますよね。資金が必要だ…そりゃそうですよね。

学生さんに「自前で金を作って運動しろ」って言った

って、無理ですよね。今、学者の会と若い学生さん達

の会で、共同の運動がいろいろ進められております。

面白いことがいろいろ出てきていますよね。自民党に

かなりヒビが入ってきています。自民党の地方議員が

「これ、ダメだよ。俺、長い間地方で頑張ってきたけ

ど、これまでの自民党は『戦争する』なんて言わなか

ったよ。その線を外れているから、今回は嫌だ」って

いうふうに…これ、河北新報ですけれどもね。声を上

げていますね。広島は、自民

党の皆さんが中心になって

「ストップ・ザ・安保法制」

っていうグループが作られ

ました。 

 

「生肉事件」 

 

 

学生と学者の会 
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割れ始めているわけなのですよね。それから今、創

価学会の皆さんの中に「公明党の今回の態度は許せん。

公明党さん、考えを変えてください」と言っている方

が増えてきていますね。「SGI」でしたっけ…「創価学

会インターナショナル」っていう旗ですよね。この旗

を持って集会に参加する方が増えていますし、ついこ

の間、大阪の創価学会の本部の前に、学会員の方達が、

静かに「安保法制反対」と、（創価学会の）三色旗を

持って立ちましたよね。というように、非常に大きな

変化が起こってきています。すさまじい変化だと思い

ますよ。この変化にいろんなところで恐れをなしてい

ます。非常に分かりやすかった事例は「自民党が岩手

県の知事選挙を放り投げた」っていうことでした。自

民党側の候補者はもう決まっていたのです。ところが、

（立候補断念の）理由がすごいですね。「国の安全保

障のあり方が最重要課題へと浮上して、県政のあり方

が論点になりづらい状況が生じてきたのでやめる」

（会場笑）「何じゃこれは」と思いますよね。要する

に、まともに知事選挙をやったら、安保法案の問題が

議論になって、自民党が負ける。そうなったなら「岩

手で決着がついた」と言われたら、国政でのやりよう

がなくなるではないか、ということですね。逃げを打

ったっていうことですよね。達増（たっそ）拓也陣営

に維新の党まで関わっていますよね。維新の党まで加

わらせた力がすごいですよね。これが国民の運動の力

ですよ。維新もやっぱり、世論を見ているわけですよ

ね。今、自民についたら得か、こっち（反自民）につ

いたら得か。「世論はどうも、圧倒的にこっちを支持

している」と。「じゃあ俺は、今日はこっちについて

おこう」みたいな…（会場笑）そういう空気を見事に

作る運動が行われているわけですよね。 

「７０年談話、だから出すな」と 

たくさんの方が心配した 70 年談話です。確かに、

結果的にはろくでもないものにはなりました。安倍さ

んはこう言っているのですね。実は、安倍さんが最初

思っていたほどのものにはならなかったわけですよ。

それで、安倍さんを一番強く支えてくれているのは

「日本会議」を中軸とする、右派の皆さんですから、

これは右派の皆さんから「安倍よ、話が違うではない

か」と叱られるかもしれない。そう思ったので、70

年談話の原案ができた段階で、周辺の人に見せている

のですね。「すみません、すみません。これで今回勘

弁してください。怒らんといてください」というふう

に…たぶん、東京弁で言っていたと思うのですけども

ね。そうしたら、内容を知った高市早苗総務相―もう、

ゴリッゴリの右の人ですよね。靖国大好きの人が、首

相に「どうしたことですか。文章に『おわび』ってい

う言葉が入っているじゃないですか」と言ったら、首

相は「俺がやれるのは、ここまでが精一杯だ」と答え

たそうですね。つまり、それだけ強い内外からの批判

があるのです。その批判をはねのけて行ったなら、安

保法制なんて通らなくなるぞ、ということですよね。

これ、いろんな方が言っているのですよ。自民党政権

幹部が「本当は、７月末に安保法案を成立させて、静

かな環境で８月の談話を迎えるはずだった」…「とこ

ろが今、めっちゃうるさい」っていうことですよね。

「お前らやめろ」って、散々言われているわけですよ。

だから「ここにさらに 70 年談話で国民の怒りを掻き

立てるなんちゅうわけにはいかない」ということです

よね。運動に押されたっていうことです。それから、

日本会議の幹部。「いろいろ政治状況が難しかったの

だろう。仕方がない」…落胆されておられるようです

ね。それから、自民党のある派閥会長。「いろいろ入

れざるを得なかったんだろう。談話を出さないことが

一番良い選択だったかもな」（会場笑）…「だから出

すなって言ったじゃないか」という話です。こういう

状況に追い込んでいったのは「平和を守れ」「戦争を

するな」「この政権を倒そう」という、我々、皆さん

の運動の力ですね。 

安倍内閣倒せ！ 

憲法どおりの政治を 

さて、今後の運動の展望についてですけれども。今

国会、９月 27 日までですから、まず一つは、何とい
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っても、これからの毎日の運動の力を集中して、あと

１ヶ月と１週間。ともかく、彼らが強行なんていうこ

とに打って出られないような状況を作っていく、とい

うのが大事です。それから、たくさんの人が言ってい

ますけども「安倍内閣を倒さないと駄目だ」と。もう、

ろくなことをしない。「ろくでないこと」以外のこと

をしたことがない、という状況ですよね。若い人から

お年寄りまで含めて「政権倒せ」って言っています。

その時にもう少し、もう一つ考えておかないといけな

いのは「倒した後、どういった政治を作るか」という

ことです。どういう政治を作るか。私、これ、もうか

なりあぶり出されていると思います。今運動をやって

いる皆さんが共通して言っているのは「憲法守れ」で

すよ。「憲法どおりの政治をしろ」ですよ。「立憲主義」

ってそういうことでしょ。「誰が選挙で勝ったとして

も、憲法の中身を実行しろよ」っていうことですよね。

それを皆さんが求めているわけです。９条だけではな

くて、25条（生存権）を本気で守る国にしよう。それ

を実行しないなら、その権力に対して国民がお灸をす

えてやる。若い人に仕事がない、なんてことがあって

はならない。27 条ですよね。「労働（勤労）の権利」

って書いてあって、権利は国が保証するのですよ。「そ

ういうことを真剣にやる国づくりをしろ」という運動

ですね。私はそれが「幅広い人達の、新しい政治づく

りの指針になるんじゃないかな」と思います。本来で

あれば、どの政党も「それには賛成です」って言わざ

るを得ないはずだと思います。 

2016年、参議院選挙があります。 

国民の共同と落選運動で 

既に何人かの方が、ネット上でも言われていますけ

れど、一つは…たぶん、実際に行われるだろうことは、

落選運動ですね。「日本を戦争に導こうとする、この

選挙区のこの男とこの女とこの男は落選させろ」とい

う運動ですよね。たとえば韓国なんかでは、民主化運

動を進める過程で、それはすごい影響力を持ちました。

名指しされた人間は「あの団体に名指しされたら、も

う通りません」というような状況を作っていっている

わけですよね。もう一方は、国民の共同。「憲法を軸

にして共同を進めていく」という運動。この二つの運

動を、これから大きく進めていく必要があると思いま

す。そういう運動を進めていく上で大事なのは、我々、

国民・市民の皆さんの教養（社会や政治に対する教養）

と、あとは、論評するだけではなくて行動する、とい

う力ですよね。政治的教養と行動力の豊かな主権者に

ならないといけない。行動力はたぶん、今日ここに来

られるような皆さん方は、いろんな形で発揮されてい

ると思うのですよ。「ビラ配ってるぞ」「隣のおっちゃ

んにしゃべってるぞ」「集会も行っているぞ」「休みだ

というのに、こんなところまで来てるぞ」（会場笑）

…いろんなことをされていると思います。それを９月

27日まで、馬力を緩めずに頑張っていくことが必要で

すね。 

説得力をつけよう 

もう一つ大事なのは「他人を説得する力を磨く」っ

ていうことなのですよね。やっぱり、いろいろ迷って

いる人や「よく分からないな」という人に対して、ビ

ラを渡すだけではなくて「いや、こういうことなんで

すよ」って言うことが、自分の言葉で…豊かな言葉で

語れるようにならないといけない。そのためには、社

会科学をちゃんと学ぶことが必要ですね。「何で今、

日本はこん

なになって

い る の か 」

「戦後 70 年

も経って、あ

の戦争を肯

定するって

どういうこ

となのか」「何で『民主主義』って 70年も言ってきた

のに、今、民主主義が壊されようとするのか」「そん

な力が、社会のどこから湧いて出てくるのか」という

ことについて「なるほど、こういう事情があるんだな」

という、社会の仕組みをしっかり学ぶ必要があります

よね。 

学ぶこと・インターネットの活用 

もう一つ、できれば、従来のその取り組みに加えて、

インターネットの活用に習熟する、っていうことです。

（会場笑）言っておきますけど、もはや逃げられない

ですからね。「どこで諦めて取り組むか」っていう問

題しか、もう残ってないですから。できるだけ早い段

階で、インターネットに馴染んでいただく。馴染むと、

 

 

書籍販売 
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自分の言葉で自分の意見を言わざるを得なくなるの

です。これが大事なのです。自分の能力が試されるわ

けです。勉強になるわけですよね。これ、しっかりや

っていただきたいなと思います。勉強する上で、皆さ

んへのプレゼントとして…（会場笑）この夏、私苦労

して、出版社に追いかけ回されながら、本を３冊出し

ておきました。「この国の形は一体どうなっているん

だ」という、仕組みについての基本的な本（『社会の

しくみのかじり方』）ですね。それから、これ（『軍事

立国への野望』）は５人がかりで書いたのですけれど

も、僕が担当したのは「日本の財界は何を考えておる

んだ」「何で戦争に、今時しようと思うんだ」ってい

うのを、財界の文章を整理して、まとめてみました。

右端（『21歳が見たフクシマとヒロシマ』）は、（主役

は）学生達です。去年は福島にも行き、広島にも行っ

てきた。「こうやって、今、日本の社会が抱えている

大問題について、私達はどう考えるか」ということを

議論している本ですね。日本政府は「核兵器を製造す

る能力は維持する」というのが公的な方針です。だが

今、「政策的に核兵器は作らない」と言っています。「核

兵器を作る能力を維持する上で、原発は重要だ」とい

う意義付けを与えているわけです。…なんていうこと

も、少し突っ込んで書いてみました。 

じゃあ、最後まで力を緩めずに、ぜひこの法案を廃

案にもっていくように、力を合わせましょう。頑張り

ましょう。（会場拍手） 

小山 ありがとうございました。 

 

 

石川康宏さんの本 

 

「社会のしくみのかじり方」 

石川康宏著 

定価 1500円+税 

2015年 7月 30日発行 

新日本出版社 
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子どもたちに平和な未来を！子どもたちに平和な未来を！子どもたちに平和な未来を！子どもたちに平和な未来を！    

戦争への道ゆるさない戦争への道ゆるさない戦争への道ゆるさない戦争への道ゆるさない    
宝田 明（俳優）

小山 さあ、それでは

これからお待ちかね、

宝田明さん。お話を

していただきます。

まず、「宝田明さんの

舞台出演作品集」の

数々を、ご覧いただ

いきました。宝田明

さん、もうご存知の

方も多いと思います

けれど、プロフィールを簡単にご紹介いたします。 

旧満州のハルピンのご出身です。1954 年に、第６

期の東宝ニューフェイスとして、映画スターとしてス

タートされて、映画は 200本以上お出になっています。

そして、ミュージカルスターとして、もう数々の賞を

お取りになっていらっしゃいます。 

それでは、宝田明さんにこれからお話しいただきま

す。本日の集会名は『憲法９条は世界の宝だ』。これ

は、宝田さんがお出しになっているご本「平和と命こ

そ」のタイトルからつけさせていただきました。まさ

に今の情勢にピッタリです。（会場拍手） 

盤寿とは 

宝田 ご丁重なご紹介をいただきましたけど、こうや

って会場入りして、こんなに大勢…立錐の余地もない

ほどに足をお運びいただいたお客様を目の前にいた

しますと、何やらまざまざと武者震いすら禁じえませ

ん。 

昭和９年生まれでございますから、今年はちょうど

70…いや失礼。（会場笑）昨年が傘寿でございますか

ら、80（歳）。81歳は何と言いましょう？80歳が傘寿。

81歳、私、今年なのですが…ご存知ありませんか？実

は「盤寿」と申します。碁盤の盤、将棋の盤、あるい

は岩盤の盤。将棋の盤は９×９＝81、マスがあります

ので、それで「盤寿」と申すそうであります。以上で

今日の講演を終わらせていただきます。（会場笑）こ

れを知ってお帰りいただいても、ずいぶん話題が豊富

になること必定であります。 

ハルピンの少年時代 

私は昭和９年生まれでございまして、終戦までは旧

満州のハルピンというところで、ちょうど中央部にあ

りまして、白系ロシア人が大勢いらっしゃるところで

ございました。父が満鉄の技術屋だったものですから、

満州を結構点々といたしました。ハルピンには日本人

の小学校が３つございまして、ハルピン中学、ハルピ

ン高校、ハルピン学院、ハルピン医大、等々…たいへ

ん学園都市でございました。「五族協和」という言葉

が、あれは石原莞爾が唱えたものでございますけれど、

アジア民族が、５つの民、手を相携えながら仲良く暮

らしていこう」…この考え方は、今だに素晴らしいと

思うのです。しかしながら、それが全体主義、軍国主

義的なものの中に利用されてしまったわけですけど

も。この四文字熟語、私は今だに何となく好きな響き

を持っております。 

満州で聞いた「カガク爆弾」 

昭和 20 年の８月６日、ラジオを通じて、広島に何や

らカガク爆弾…「カガク」にもサイエンス（科学）も

あれば、化学もありますもので、どちらかは分かりま

せんが、ラジオから聞こえてくるのは「カガク爆弾が

広島に落ちて、数十万人の日本人が殺された。焼き殺

された」というニュースが途切れ途切れ入ってまいり

まして「これは大変だな」というのは、８月の６日で

ございます。もうそれまでには、既に関東軍の精鋭部

隊は、ごそっと南の方に取られてしまったのでしょう

か。大部隊が３分の１、３分の２ぐらい、どんどん減

ってきて「これは怪しいな」という感触はあったので

すけど、しかし、「日本は日ソ友好条約があるじゃな

いか。北の守りは大丈夫だ。それより南、南」という

ことを、まあ、軍もそのつもりで配置転換をしたので

しょう。我々民間人も、そういうのはだんだん分かっ

ておりました。そうしましたら、８月の９日でござい

ますが、さらにラジオから流れてくるのは「長崎にカ

 

宝田 明さん 
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ガク爆弾が落とされた」ってい

うので「これはもう大変だ」と

いうことになって、在留邦人の

満鉄の大きな社宅でございまし

たけど、その人達もひそひそ話

で「これはもう、日本ダメじゃ

ないかな」というふうな感じで

ございました。私どもは、軍国

少年でございましたし、小学校

も、もう３年、４年、５年とな

りますと、軍隊の内部班に２、

３名配属されまして、現役の兵隊と同じように朝早く

起きて、それから折り目正しく毛布を…ベッドを作っ

て、それがちょっとでも曲がっておりますと、往復ビ

ンタをババーンと食らいながら、投げ飛ばされる。涙

を流しながら、歯を食いしばって、朝礼を受け、そし

て朝食をいただいて、さっそく銃剣術の訓練でありま

す。屈強な兵隊さんに木銃でもってダーンと突かれま

すと、とにかく２メートルぐらい吹っ飛びますが、そ

れでもやっぱり我慢して。５年生となりますと、意識

は高うございまして、当然、流行った歌は軍歌でござ

いますし、日本から送られてくる流行歌にしても、戦

意高揚のものが多うございました。そんなことで、学

校を卒業したら、あるいは（軍の）幼年学校に行く。

あるいは関東軍の方に入って、北の方の防波堤、ある

いは防塁たらん、というふうな気概で日々を送ってお

りましたわけであります。 

ソ連軍の侵攻敗戦 

そしてその８月９日の夜、ものすごい爆音がいたし

まして、真っ赤な火柱が、ハルピンの駅の付近に何本

も立ち上がりました。ソ連空軍の爆撃でありまして

「日本の空軍はどうしたんだろう」と…つまり、日本

の戦闘すべき隼も一向に飛んでいない、というような

状況でございました。それからしばらく経って「来る

８月 15 日には大切な放送があるから、海外の在留邦

人の皆様はラジオの前にお集まりください」というの

が１日に何十回も流されてくるので「じゃあ、８月 15

日には」ということで襟を正して、皆それぞれの家庭

でラジオを聞き入っていました。そうしましたら、陛

下の終戦の詔勅（玉音放送）があったわけです。「朕

深く世界の大…勢と………」で

「耐え難きを耐…え……忍び…

…難きを忍び………」…まあ、

こっちも耐え難きを耐えて聞い

ていたのですが…（会場笑）大

人の人にとっては、内蔵をえぐ

り取られると…あるいは、我々

にとっても「何だ、今までは（優

勢だって言っていたのに）」って

ことで、急に方向転換…じゃな

くて、急激にクラッチをバック

に入れて、そんな感じの気持ちになりましたけれども。

そうしましたら、何とソ連軍が、８月９日、日ソ友好

条約を蹴破って、ソ満国境、チチハル、黒河、それか

ら、やや東の方の牡丹江の方から、ドーッと関東軍を

蹴破り、在留邦人、開拓団の人、商人の人をなぎ倒し

て中央に入ってくることになったわけであります。８

月 22 日、ちょうど終戦から１週間経ちまして、ハル

ピンの街が、グオーッというものすごい音が、地響き

を立ててソ連の 85t戦車、ちょうどこの舞台の…５分

の１ぐらいありましょうかね。ものすごい大きな戦車

にソ連の正規軍が乗って、また、歩兵が 10人、15人

乗って、ワーッとハルピンの街になだれ込んでまいり

ました。「シャンゴーシャンゴー ヴァット ヴォッ

カ ドゥ バジャールスタ（ロシア語）」…このよう

にすると、ウォッカ、酒。特に「ウォッカをくれ」と。

「ヴォッカ ドゥ コー」「ウォッカ プリーズ」。満

人はあっという間に赤い旗を振りかざし、レーニン、

スターリンの肖像画を掲げて、ウワーッと雲霞（うん

か）の如く戦車の前に集まっている。我々日本人の子

供達は、もう怖いもの見たさですけども、行ったら「ア

イ、ヤポンスキー」（私、日本人）「ヴォッカ ディ バ

ジャールスタ」とこう言うので、まあ、僕ら日常会話

を多少分かっておりますので、それで家にあった、父

が飲みかけのウォッカ、それともう一本新しいのを持

って、「カップラ バジャールスタ」（将校さん、どう

ぞ）って言って渡しましたら、カンッとコルクの栓を

（噛みちぎって）、バババババッ（と飲み干して）、バ

リーン（と瓶を叩き割る）。コッコッコッコッコッ（と

もう一本も飲み干して、瓶を投げ捨てた）。「オーチン 

ハラショー、 オーチン ベリーグッド」。 

 

宝田 明さん 



12 

 

無政府都市ハルピン 

ソ連軍があっという間に、あらゆる公的な機関、学

校はもちろんのこと、病院関係は全て（占領してしま

った）。関東軍はまるで無抵抗なまま武装解除されて、

まるでハルピンは無政府状態な街になってしまいま

した。 社宅からすぐそば（のところ）に関東軍の 307

部隊というのがありまして、関東軍の兵舎であります

が、そこにソ連軍が入って行きました。歩いて 10 分

もしないところなのですけれども、ソ連軍の兵隊がど

んどん満鉄の社宅に入ってくるので、我々も門に太い

閂を作りまして、出入りは気をつけて、一気に締めて

いました。ところが、どうしたことか、ある日、夕方

食事をしておりましたら、ツカツカッと、ソ連の兵隊

２人、マンドリン（72連発の自動小銃）を抱えて、ダ

ーッと入ってきました。なぜか閂が開いていたのだ。

案の定、兵士の両手首には時計が８つか 10 個ぐらい

…もう既に、歩いている日本人から略奪してきたので

しょう。一人は私の後ろに立ちまして、その兵隊は当

然、銃剣をこういうふうにやって身構えているのです

けれど、その銃剣の銃の筒先が、ヒヒッ…（右頬に）

当たった時に、フゥフゥフゥフゥフゥ…カチカチカチ

カチカチ…いくら奥歯を噛み締めても、歯の音だけが

ガタガタガタガタ鳴る。体の震えもさることながら、

歯の音だけカチカチカチカチ…ウゥフゥフゥフゥフ

ン…この怖さ。今だに、あの恐ろしさは忘れられない。

取るものだけ取って、ふすまを刀で破って、バーンと

ふすま紙を外して、その中にお金とか証券なんか入れ

ているのではないか…ちゃんと彼らは知っているの

ですね。バーッ、ビーッ、ふすまを破り、とにかく出

て行った。女性は全部頭を剃髪…って言いましょうか、

坊主にいたしまして、風呂敷をかぶって、５、６人、

徒党を組んで、ハルピンの街に食料を買いに行って、

日のある内に帰ってきて、それぞれ社宅の中で別れる

わけなのです。 

ソ連兵が日本女性を凌辱 

ある日のこと、５時頃、私は２階から見ておりまし

たら、ソ連の兵隊が向こうから２人、ズーッとやって

来ました。なぜかご婦人（近所の奥様で、満鉄の社員）

お一人が歩いて、荷物を抱えて「あら危ない、危ない！

捕まった！」と思ったら、一人の兵隊はグーッと頭の

髪の毛（を掴んで）、一人は手を持って、「助けて、助

けてください！」とご婦人は声を出すのですが、ウー

ッと引きずって引きずって、私のところの社宅の 13

号という、その裏の下り坂に引きずり込まれた。もう、

おまわりがいるわけはありません。それで、私は何を

思いついたか、歩いて５分ぐらい先に「交番があった

んだ」（と思って）、そこへ走って行きました。そうし

たら案の定、そこにソ連の憲兵がいる。ソ連の憲兵は

赤い腕章に白い字で「Г（ゲー）」と書いて（「ゲー・

ペー・ウー」と、こう申しますが）…で「カピタン パ

ターリヒト」（将校さん、来てください）と言って引

っ張るようにしてその現場に行きましたら、もう時す

でに遅し。奥様は下半身裸にされて、２人の兵隊もズ

ボンを下ろして、辱めを受けているのを目の当たりに

いたしました。そうしたら、ソ連の憲兵は２人の兵隊

をカーンと警棒で殴って、（兵隊は）ほうほうの体で

逃げて帰りましたけど、その奥様はしばらくそこで放

ったらかしです。我々もどうしていいか分からない。

その内にご主人が来て抱きかかえて帰ったのですが。

それから約１年半後、博多湾に上陸するまで、歩いて

ご一緒しましたけど、もう…何と言いましょうか、完

全に錯乱状態のまま、実に悲しい状況のまま日本の第

一歩を踏まれた。その後どうなられたか知りませんけ

ども、そんなことがございました。それ以外にも、奥

の方から、正式な引き揚げ命令がこないまま、20 人、

30人と（関東軍ももちろん武装解除で、ある意味殲滅

されておりますので）我々の社宅に徒党を組んで、先

に南へ南へと、渤海湾の近く、南満州の方へ逃げてい

こう、というので、帰る途中に我々のところに立ち寄

って、それから野原を歩き、あるいは山を越え、クリ
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ークを渡っているうちに、満州の満人達に遭って、そ

れで無残な目に遭った方が大勢いらっしゃるわけで

す。その中にはその後、残留孤児となられた方がいる

わけであります。 

腹が・・・熱い！血だらけの右腹 

私には兄が二人、兵隊に行っておりますので、その

うちに北の方に抑留されるわけなのです。関東軍の兵

隊さん達が、客車、あるいは貨物車に乗って行くので

すが、日本人の社宅に向かって、日の丸の旗を振って

いた。それを社宅に向けて振っているものですから

「もしかしたら兄二人、あそこにいるんじゃないか」

と、兄恋しさに、私は駅の近くの引込線のところまで

行きましたら、兵隊達が「帰れ、帰れ」と、こう（払

いのける仕草）やるものですから「何だろうな」と思

っていたら、ロシアの兵隊が１人、ダーッと走ってき

て、ダダダダダダダダッ…撃たれました。ピュンピュ

ンと着弾しているので、私は震えて、何度も転げなが

ら、四つん這いになって、ずっと崖を登って（逃げて）

行ったわけです。家に帰ったら、（右腹部が）熱くて

しょうがない。「熱い熱い…熱い！」開けてみました

ら、…血だらけなわけであります。「どうしたんだ？」

「いやいや、兄ちゃんがいるかと思って、兵隊を…」

「馬鹿なことしちゃダメだよ！」それで見たら傷口か

ら血がどんどん出ている。病院がありません。我が家

にあるのはせいぜいオキシドール、赤チン、ヨーチン、

ガーゼ、脱脂綿、包帯…こんな程度でございましょう。

それをかけながら、翌日はもう化膿してきて、腫れ上

がって、高熱。２日目には、膿が出てきてしまう。父

母が歩いても、その風が傷口に当たる。３日目の日に

なって、母親が連れてきたのは、昔、関東軍の軍医を

していらしたという、リタイアして満鉄の社員になっ

て…もう 70 歳以上の方でした。その方が私をベッド

に両手両足を、まるで魚の干物を作るみたいに、寝か

せて縛られた。そして、母に向かって「お母さん、裁

ちばさみありますか？よく焼いてきてください」と言

い「明くん、少し痛いが我慢しろよ。」母が熱した（裁

ちばさみを持ってきて）、それにオキシドールをジュ

ーっとかけて、私に赤チン、ヨーチンを塗って、「さ

あ行くよ」っていうようなことで、麻酔もなしに（は

さみを）ブスっと入れて、ジョキッジョキッジョキッ

とクロスに切った。仰け反りましたよ。（激痛で）失

神しそうで。後で見たら、縛られていたベッドの３本

か４本ぐらい、それがグーっと曲がっていました。取

り出しましたのは、（先生が）「ああ、こんなもん使っ

てるか」っていうことで、カチャカチャっと洗ったら

「ああ、ソ連ってのはひどい奴だな」と。「これ、ダ

ムダム弾だよ」って。ダムダム弾…これは鉛の弾だ。

国際法上、鉛の弾は使っちゃいけないことになってい

る。普通の弾で殺してしまうのは、これはいい。鉛は

鉛毒でもって腐らすから、当たったあと腐らすことは、

これは国際法上禁止されている事項でした。だから、

貧しいソ連は、そんなものを第一線部隊が使っていた、

ということが証明できたのでしょうが。それにしても、

苦しい思いをいたしました。そのままずっと２、３ヶ

月、ここはもう腫れっぱなしでした。今は傷口は塞が

っていますけれども、私は中央気象台より早く、ここ

（傷口）の方が感知をする。（会場笑）「明日湿気が…

明日は雨模様だ」

って、ちゃんと教

えてくれる。私の

貴重な勲章であり

ますけれども。そ

んな経験もいたし

ました。しかし、

つらつら考えてみ

ると、民間人の私達がこういう思いをしたのは、過ぐ

る日中戦争でもそうだったと思いますが、中国大陸の

奥地にあっては、無辜（むこ）の民が日本陸軍の無作

為な戦いによって、残虐（行為に遭った）、あるいは

命を落とされた方がうんとあるわけです。私は、自分

に起きたこと、そっくりそのまま、あの中国の国民に

も、あるいは他所の南方の国民にもあったのだろう、

と思っています。これがまさしく「戦争」ではないか

な、と思うわけであります。私だけじゃない。彼我と

もに、こういう問題はきっとあったと思います。 

ソ連軍の強制使役 

ソ連軍から、強制使役のために、父と、ハルピン中

学３年生の兄と、私、男３人に対して「日替わりで強

制使役に出ろ」ということで、父、兄、私、父、兄、

私、と、３日に１回ずつ順番（が回ってくる）。 
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仕事は、満州の撫順炭…と言いましょうか、無煙炭

（良質な石炭）を、貨物に運んでソ連にどんどん持っ

ていくわけであります。ソ連のような悪い泥炭ではあ

りません。満州の石炭は、まるでオニキスみたいにテ

カテカ光って、鏡になる。マッチで（火を）つけると、

ポッと松脂みたいなのがついていて、火がつくぐらい

の、良質な石炭でございます。（ソ連軍は）どんどん

運ぶ。アリがまるで、自分の巣に、何か卵を運ぶみた

いに。それを大人と一緒に、こうやって担いで行くの

です。それも大変でしたけれども、一つだけ喜びがあ

ったのは「この石炭、家に持って帰って、ペチカの燃

料にしよう」（と思った）。だから、母親に…今で言う

「ドカベン」ですけど、「アルマイト」（アルミニウム

ですけど）こんな深い弁当（箱に）…飯は大して入っ

ていませんが。（弁当を）食べて、ソ連の兵隊の目を

盗んで、石炭を弁当箱に入れて雑嚢にしまって「しめ

しめ」と思ったら、頭をコーン…。ソ連の兵隊に見つ

かっちゃって、まあ、割

れんばかりにまた、（頭

を）叩かれましたね。そ

れで、また次、３日目に

行きますと、ムラムラと

その気が起きまして。（会

場笑）こっちも多少慣れ

てきまして、目を盗んで、

それで弁当箱に入れて、うまく隠して持って帰ったの

が、我が家のペチカの暖になりまして。それで母親は、

大豆からもやしを作ったり、納豆を作ったりして、我

が家がほのぼのとした雰囲気を持てたのは、私の功績

であります。（会場笑） 

引き揚げ・兄との別れ 

兄の（使役の）日がやってまいりましが、帰ってく

ると思いきや、帰ってこない。全然帰ってこない。す

ごく大勢の人に聞いて…手分けして聞いたのですが

「いや、仕事一緒にやったけど、分からない」という

ことで、１週間、10日経ち、20日、１ヶ月、２ヶ月、

３ヶ月、４ヶ月。全然音沙汰なし。これはもう、ソ連

の兵隊に何か…殺されたのか、引っ張って行かれたの

か、それしか考えられません。それで、いよいよハル

ピン最後の引き揚げの段になりました。満鉄の職員で

はない技術屋ですから引き揚げが始まっても最期ま

でとどまらせていたのでしょう。…「兄貴はどうする

の？兄ちゃんどうするの？」と言ったら「もうしょう

がない」ということで、父が書いた短冊「昌夫殿 私

達は先に帰る。新潟県岩船郡村上町大字本町 719番地

の１へ必ず来いよ 父母より」を、行った先々の途中

の駅で 貼っていこう」と考えた。まず出発の時に、

ハルピンの駅にも貼って、どこで止まるか分かりませ

んから、それを持って辞していったわけであります。 

愛犬が・・・列車を追ってくる 

家を出る時に、我が家で飼っていた、大きな愛犬が

おりました。我々は青酸カリをもらっていましたから、

耳かき２杯ぐらい。それを紙に包んで、いつでも…洋

服を着替える時も、それを常に（忍ばせていた）。何

か事があったら「もうそれで死ね」っていうことであ

ります。父も母も兄も、我々も持っていました。どう

するかというと、犬を飼っている僕の友人達が、饅頭

に青酸カリを入れて殺しちゃおうか、と言うので近所

の友達の家に行って、饅頭の中に青酸カリをほんのち

ょいと入れて、犬がパクッと食べたら、10秒しない…

５、６秒でガーッと痙攣を起こしまして、ウーンと言

って、グッとそこにパンを吐き出し、泡をブワーッと

噴き出して絶命した。恐ろしいものです。僕も（犬を）

殺すというのは忍びなくて、満鉄ですから大きな石炭

箱があるので、その中に入れて、水・食料をたっぷり

与えて、どこかの中国人に飼われればいいと思って自

宅を出ました。約 50 分ぐらい歩いて、ハルピンの駅

に着きました。そこから約６、７時間、いろんな検閲・

検査があり、さらにトランクに入れていたお位牌、写

真、勲章、あるいは私のところにあったお殿様のお墨

付きとか兄貴の写真とか、全部挙げられまして、ボン

ボン火の中に捨てられるのです。炎がすごいのですけ

ど。そこで母親はついに、バーンと燃え盛る炉の中に

手を突っ込んで、兄二人（自分の息子二人）の写真を

…フーフーと（手に息を吹きかけながら）、火の中か

ら取り出しました。…八路軍に銃剣を突きつけられた

まま。父は何もできません。母は強い。それが結局、

日本に帰ってきて、遺影になりました。３分の１ぐら

い焦げたままのやつ。そんなこともございました。そ

れで、犬を置いて、やっとハルピンの街をおさらばと
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いう時に、私が列車に乗って、ハルピンの駅のプラッ

トホームを見たら、遠くに犬が見える。「あれ？家の

犬に似ているな」と思いつつ、その犬がずーっと列車

の方に行って、立ち上がると結構…１メートル 2、30

センチ。こんなところまで…窓のところにこうやって、

ウォーンと（吠えて）次から次へ（私達を）探して、

こっちへどんどん来るので「あれ？母ちゃん、家の犬

来てるよ」「そんなことはない」「あれ、家の犬じゃな

い」「あら、そうだ」っていうので、窓を閉めて、潜

ってこうやって…（会場笑）そうしたらその犬がワン

ワンワンワンと、窓に（向かって身を乗り出してきた）。

犬は人間の 6000 倍から 8000 倍、嗅覚が鋭いといい

ますよね。どうして６、７時間もかかって探してきた

んでしょう。まるで人間みたいな犬。飼い主の匂いを

嗅ぎながら（追ってきた）。いよいよ列車が出る時に

なって、私は最後尾の列車だったから、ガチャンガチ

ャンと本線まで乗るのに…犬がダーッと後を追いか

けて・・途中で見えなくなりましたけれども。そんな

犬のことも気がかりで、いつまでも心に残っておりま

す。 

祖国への旅 

筏を組んで川を渡る 

当時、共産八路軍と蒋介石率いる国民政府軍の内乱

がありまして、国民政府軍は軍閥がどんどん腐敗して、

米軍から貸与されていた銃火器をどんどん置いて逃

げていく途中に、線路を爆破…鉄橋を爆破しながら逃

げていくものですから、我々の引き揚げ列車も、ハル

ピンを出てからすぐに、数時間走ったところで必ず止

まる。夜中でもどこでも。そうしますと、鉄橋が爆破

されていて、夜中にとにかくそこの川辺で夜を明かし

ました。夜が明けたら木を切ってきて、にわか作りの

筏を作って、ご婦人と荷物と子供を乗せて、我々、小

学校６年生も一応大人でしたから、大人はバタ足で、

ずっとそこを押していくわけです。川で流れて行きま

して、１キロぐらいずっと下流の方に行ってしまうわ

けで。また（筏を）空っぽにして、みんなでこうやっ

て男の人と僕らで…それをピストンして渡って、それ

から野を越え、山を越えるうちに、どうしてもお腹が

空くものですから、中国人の畑に入って、人参を引っ

こ抜いて、泥を落として食べたり、野菜みたいなもの

があったら、それを引っこ抜いてバリバリ食べたり。

イナゴ的なものもあって、イナゴだと思ったら、バッ

タだったので…（会場笑）それでも結構おいしくて、

食べてしまいましたけれども。ところが、０歳児から

１歳、２歳までぐらいの子供は、火のつくように泣き

ますし、与えるものもない、粉ミルクがあるわけでは

ない、ビスケットがあるわけではないということで子

供はもう、これ以上抱いて行ったら死んでしまうに違

いないっていうので、そうしますとあたりから中国人

がこうやって、ふかしたジャガイモとカボチャを切っ

たものを、木の台の上に乗せて、「着ているものと交

換してやろう」（と言ってきた）。金は要りません。使

えませんし。で、着ているものももう、…リュックサ

ックも空っぽの状況で。そこで、母親は「子供を殺す

よりは、預けた方がいいだろう」っていうので、預け

てきた。「また迎えに来ますからね」って…日本語で

しか言えない。 

残留孤児は戦争被害者 

「迎えに来ますからね。我再来（再び来ますよ）、

再来！再来！」と言って、その代わりとして、母親は

ジャガイモ２個とカボチャのふかしたその１個を（食

べて）餓えをしのぎながら、おしめを５、６枚、肌着

を３、４枚与えて…涙のお別れをしていました。それ

が何組もいました。少しく物心がついて「ニーチーリ

ーベンレン（你是日本人）」「お前日本人だぞ」と、近

所の子供はすぐ言いうに決まっています。それは当然

そうなのです。少しく物心がちゃんとついてきた時に

それが分かってきて、「私は日本人だったのか」って

いうので、父恋し、母恋しで日本に行きたい。しかし、

国交は回復されていない。その内に、優しかった養父

が「結婚でもしろよ」というようなことで、素敵な旦

那さん、心優しき旦那さんと、やがて子供が１人、２
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人もうけている内に、日中国交回復で、日本のマスコ

ミとか、あるいは新聞等々、いろんなテレビも（中国

に）行きましたけど、残留引き揚げ孤児の運動があり

ました。何組か帰ってきた。しかし、今さら帰ってこ

られても「もうあの子供は死んだ」と思っている。あ

の子のお墓も作って、お位牌も作って、朝晩こうやっ

てお祈りしているのに、今さら家族連れで来ても、家

へ入るところがない。日本の国は…安くてもいいので

す。住宅を作って、そういう人達に差し上げれば。あ

るいは、日本語が分からないのだから、中学校の夜間

部へ（定員がスカスカでしたから）、そういうところ

を利用して、日本語の教育でもしてやればいいのに、

これは文部省が拒否した。あるいは「手に職を」って

いうことで、職業訓練所でも紹介すればいいのだけど、

（日本政府は）全然やらない。もう、僕は腹が立ちま

すね。何だ日本って…祖国・日本って冷たい国なんだ。

まあ、日本の方もたいへん苦労なさったのですけれど

も、満州だけでなく、南方の方からも引き揚げてきた、

そういう人達にもう少し手厚く手を差し伸べるべき

ではないかなと、そう思っております。特に私が腹立

たしく思ったのは…まあ、あえて言わなくても、皆さ

んよくお分かりでしょうけど「ふるさと創生」という

ことで、日本の総理大臣（竹下登）が、地方自治体に

１億円ずつお金を配って「何でも好きなことをやりな

さい」というようなことで、金を与えたものですから、

箱物を作ってしまったり、あるいは、金の塊を買って

きて、それを村民・町民に…中に手を突っ込んで触ら

せて。こんなことをやったのです。（会場笑）何をか

言わんやです。そして結局、夢破れて、家族を連れて

また中国へ帰り、あちらで生活をしている人が大勢い

らっしゃるということです。それも、私は「大きな戦

争の被害者だ」と思えてなりません。 

雪の中に黒い人影が 

私は新潟県の村上というところが本籍だったもの

で、そこに引き揚げてきました。食うに困るので、母

と一緒に行商をしました。母が新潟、あるいは新発田

というところへ魚を買い出しして、それを缶に入れて、

何時に帰るともしれぬ列車に乗って、村上まで帰って

くるのですが。私は朝の授業はやめて、お寺の自転車

を借りて（お寺に間借りしていたので）、母の荷物を

引き取りに行った。そして、表通りのよそのお家の軒

下を借りて、天然の冷蔵庫になっていますから（雪山

で、１メートル 20 センチくらい積もります）氷の上

に魚を並べて「ホッケ、いかがですか。イカ、いかが

ですか？タラ、おいしいですよ」って、道行く人に声

をかけて、母と一緒に商売をやっておりました。引き

揚げてきてから小一年経った頃でございます。新潟の

村上というところは豪雪地帯でございますので、歩く

人の姿もよく見えないほどで、何となく黒い影が見え

るぐらいで。牡丹雪で全然（視界が）遮られてしまう。

お昼近くになりましたので、私は（学校に行かないと

いけない）。「じゃあ、もうあなたは学校だからね」「じ

ゃあ、そろそろ店じまいしましょうか」という時に、

黒い影がふーっと近寄ってきて、魚を置いているその

上に人物が立って「あの…役場はどちらですか」と言

うから「役場はこの突き当りを右に行ったところです

よ」（と答えました）。もうまるで、浮浪児、浮浪者。

僕は、ジャン・ヴァルジャンって会ったことないので

すけれども、（会場笑）まるであのジャン・ヴァルジ

ャンが逃げてきたような、そんな（雰囲気でした）。

軍隊のオーバーを着て、髪の毛をボワッと伸ばして、

靴に縄を結わえて滑らないように、それで雑嚢を持っ

て、口ひげをボウボウと生やして。 

兄との再会 

「そうですか」って言って、その男は 10メートル

ぐらい先へ行って、また振り返ってこっちを見るので

「母ちゃん、ちょっとあの人、こっちずっと見てるよ。

何か…」「あら、変だわね。気持ち悪いわね」なんて

（言い合っていると）、そうした

ら、その男がふーっと来て、（そ

れを見た母が）「………あら？あ

ら？あんた兄ちゃんだ！」って。

…満州で生き別れになった、そ

の兄（なのです）。「どうやっ

て？？？」「ああー、昌夫兄ちゃ

ん！」「うわー、昌夫！」って、

３人抱き合った。 

 

小山乃里子さん 
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「どうやって…どうして（帰ってきたんだ）？」

…第一声が、もう今だに忘れられない。「何で俺を置

いて帰ったんだ！」って。「…いや、先に引き揚げて

悪かったね。いろんな駅だとか、止まったところに全

部、貼り紙を貼ってきた」「貼り紙なんか見てない

よ！」そりゃそうでしょうね。一人の日本人が引き揚

げているのに、いくら線路伝いで南下して行こうと思

っても、（中国軍に）見つかっちゃいけないので、遠

くに一つの方向性として、線路に沿って来ていたので

しょう。それで、家へ連れ帰って、五右衛門風呂に入

れて、散髪屋さんを呼んで。２日目かな。それ以外何

もしゃべらないので「まあ、スキー工場にでも働かそ

う」というので、紹介をいただいて、スキー工場に働

いてもらったのが、４日目か５日目でした。その日の

内に「スキー工場を辞めてきた」って言うので…そう

したら、スキー工場の方から電話があって「すごいで

すね、宝田さん。（職人が）２、３人怪我するほどぶ

っ飛ばして、息子さん、帰りましたよ」…合わないの

でしょう。到底、自分の生きてきた、この生き様から

すれば、旧態依然たる城下町は…ああ、あそこは合わ

ないでしょう。 

忽然といなくなった兄 

忽然といなくなってしまいました。それから数年…

５、６年は音沙汰なし。東京に出てきまして、私、も

う高校に入っておりました。近所の子供が、ちり紙を

６つぐらいに折って、このぐらいのちり紙を「これ、

知らないお兄ちゃんに預かってきたんだけど、『これ、

お兄ちゃんに渡してくれ』って」開けたら、100円紙

幣が１枚入っておりまして、そこに鉛筆で「明 頑張

れ 昌夫より」と書いてあった。「あれ？これ、兄ち

ゃんだ」と言って探したけど、もうその辺…どこへ行

ったか、いない。それからまた何年…５、６年は経ち

ましたかね。もう一回来ました、手紙が「お前俳優に

なったんだってな 頑張れ」って、今度は 200円入っ

ておりました。200円…どこで一生懸命稼いだか知り

ませんけども。まあ、その兄も今から 21 年前に、63

歳で死んでしまいました。死ぬ前でございましたけど

も「兄ちゃん、あれから、新潟を離れてどこ行った

の？」と聞いたら「俺、北海道の炭鉱に行ってたんだ」

と。夕張というところ。その中で働いていたけども、

辛くて、辛くてし

ょうがないので、

逃げ出して、雪の

中を逃げ出したけ

ども、一つ先の駅

まで行くと、そこ

に見張り（監視人）

がいるので、もう

一駅、雪の中を一

人でダーッと逃げ

て行ったら、その

二駅目にもちゃん

と監視人が待って

いて、そこで捕まって、また数年間、冷たい鉱道の中

で働かされたそうですけれども。もう、顔はさらにこ

んな…切られ与三（よさ）の 10 倍ぐらい。見る影も

ない。まあ、罪もない兄…うまく行けば、一緒に引き

揚げてこれたのですけど。何で中学３年生の兄が、そ

んな死ぬような思いをしてきて、親の愛も、兄弟の愛

も受け入れられないまま、結局は死んでしまったのか

と思うと…ただ、心情的には、兄のことが愛おしくて

ならないわけであります。しかし、これも私は、彼我

に関係なく、彼我ともにこういう悲劇は、本当にあっ

たものだと思う…。 

東宝ニューフェイス 

私に与えられた時間は、あと３時間 40分あります

から。（会場笑） 

友人の薦めもあって「おい、東宝受験してみろ」っ

て言うので「映画？映画のニューフェイス募集って、

そんなのとてもとても」って（答えると）「いや、お

前、演劇もやってたんだし、大丈夫だよ。背も高いし、

いけるよ」「いやいやいや」…で、罫紙を買ってきて、

自分で履歴書を筆でちゃんと書いて、それに素人写真

を３枚ほど、ニキビ面の顔の素人写真を３枚付けて、

東宝におそるおそる…まあ、ダメ元。そうしたら、何

かハガキが１枚。「あんた、写真審査で合格しました

から、来る、何月何日、ここへ来て、撮影所に…」東

宝っていえば三船敏郎が第１期生だし、久我美子もい

るし「えーっ」って…まあ、入れるとは思いませんけ

ども、そんなところに行くのか（と思いました）。渋
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谷からバスに乗っ

て約 40分、東宝撮

影所前で降りまし

て、ババーンと夢

の大興城（中国隋

王朝の都城）のよ

うな建物を見ます

と、とても恐れをなして中に入りきれませんで。もう

「次のバスで渋谷に戻って帰ろう」「次のバスで帰ろ

う」…立ったり座ったり、立ったり座ったり、約１時

間。バス停で決められずにいましたら、守衛さんが「お

い、学生さん。ちょっとこっちいらっしゃい。君は朝

早くから何を…立ったり座ったり」（会場笑）「みんな

入ってるけど、君、受験じゃないの？」「ええ」「受験

番号を見せなさい。こんな若い番号なら、もうとっく

に入ってなきゃだめよ」「いや、怖くて入れない」「何

が怖い。入りなさい！」って行ったのが、役者になる

きっかけなのです。（会場笑） 

黒澤明、山本嘉次郎 

・・・大監督が審査員 

あの守衛さんには、僕は足を向けて眠れません。行

きましたら、大きな…ステージはこのぐらい大きいの

ですけど、ひな壇があって審査員が、50人ぐらい。山

本嘉次郎、黒澤明、本多猪四郎、岡田茉莉子…「おお

ー、知ってる人もいる！」…呼ばれて入ったら「何で

君は、こんな若い番号なのに、早く来ないんだ？」 

「実は、恐ろしくて、次のバスで帰ろうと思ってお

りました。とても怖くて、入れませんでした」って言

ったら、ハハハッと皆笑って。まあ、それが「初い奴

だな」と思われたのかもしれません。「じゃあ、この

白線をずっと歩いて、向こうの白線まで行って、ター

ンして、このセンターに来て、正面を向いて大きな声

で番号と名前を言って」「はい、分かりました」って

いうので、さあ、私は歩き始めたのですが、コッ…コ

ッ…コッ…（辿々しい歩き様）「君、何でそんな…君、

足かどっか悪いのか？」（会場笑）「いえ、そうじゃあ

りません。実はハガキに『水着審査がある』と書いて

ありましたので、家で海水パンツを履いてきました。

暖かくて蒸れて、股ずれして痛くて、この他歩けない

のです」って言ったら、皆ゲラゲラ、今ウケたみたい

にワーッと笑って…それが入るきっかけ。（会場笑）

数千人いた（受験者が）…あの当時の映画って大変で

ございますが。昭和 28 年、約半年かかって、最終審

査まで私は残りました。 

佐原健二、もう一人女優さん、たった３人しか入ら

ない。私といえばつんつるてんの学生服で、母親がこ

うやってセーターを…ここに大きなパッチワークみ

たいな継当て。「上着を脱いで」って言って…もう、

見せたくないのです。大きなこの継ぎはぎが。紺のセ

ーターに黄色いパッチワーク。（会場笑） 

でも、母は一生懸命縫ってくれたのですから、もう

僕にとっては勲章ですよ。おふくろが塗ってくれたも

の、「俺たちは引揚げ者だよ。文句あるのか」みたい

に開き直って。 

その時、今まで見たこともない､会ったこともない

ような男 2 人、女 1 人が最終審査に入ってきた。「失

礼ですけどあなた方はどなたですか？」「いや、僕は

あの・・」。外人みたいな顔をしている人に「あなた

はどなたですか？」と聞いたら「僕は岡田真澄といい

ます」この前、亡くなったのですけど。「あなたは？」

「僕は藤木悠」・・同志社大学のフェンシングのエペ

選手でした。もう一人が「河内桃子でございます」。

河内桃子というのは、本名が大河内桃子といって、理

研の大河内子爵のお孫さんなのです。この 3人は、無

試験で縁故で入ってきましたから。あいつらは「野党」

といいましょうか（会場笑い）。私が、第 6 期生の主

流派中の主流派。（会場拍手） 

役者の訓練は早口言葉から 

それで、１年間の、撮影所の中で訓練が始まるので

すけれども、まるで幼稚園に入ったみたいに「あいう

えお」「かきくけこ」の連続でございまして。なかな

か映画・演劇の「え」も教えてくれない。タップあり、

芝居あり、クラシックあり、演劇、いろんなものを詰

め込まれまして、やりました。中でも苦労しましたの

は、歌舞伎十八

番の『外郎売』

（ういろう）と

いう…これはま

あ、歌舞伎の役

者、あるいはア

ナウンサー、役

 

宝田 明さん 

 

 


