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日本記者クラブが毎年５月の定時社員総会にあわせて開く総会記念講演。 

2015 年度はノンフィクション作家の柳田邦男さんが「被害者の精神史～70 年の歩

みと転機のいま」というタイトルで話した。 

 

大学生やＮＨＫ記者時代の体験を振り返り、航空機墜落事故や災害、がん患者、 

死の臨床といった取材テーマと著作について語った。 

さらに少年Ａ事件、御巣鷹山日航機事故、ＪＲ福知山線事故、福島原発事故など 

被害者にかかわった経験から生み出した「2.5 人称の視点」を詳しく取り上げた。 

また、「被害者の視点」で安全を考えることを強調した。 

ある人の人生は死で終わらず、どういう生き方をしたかが、残された人の心の中で

生き続ける――ことから「死後生」論の死生観についても語った。 

学生のころから「現場を見て、自分で思想を作る」という意識を持ち続け、ジャー

ナリズムの仕事をしてきたという。「ほかのだれでもない自分の思想」を話し、問い

かけた。 

 

 

 

 

 

 

YouTube 日本記者クラブチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=gJieDcnjMMI 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ
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伊藤芳明・日本記者クラブ理事長（毎日新聞

社専務取締役主筆） 本日開かれました日本記

者クラブの社員総会と理事会で、理事長に再任

されました毎日新聞の伊藤芳明です。引き続き

よろしくお願いいたします。（拍手） 

それでは、総会記念講演会を始めます。こと

しは、ノンフィクション作家の柳田邦男さんに

おいでいただきました。柳田さんのことは皆さ

んのほうがご存じだと思いますけれども、簡単

にプロフィールをご紹介させていただきます。 

柳田さんは、1936 年（昭和 11年）栃木県鹿

沼市にお生まれになりました。1960 年に東京

大学経済学部をご卒業になりＮＨＫに入局さ

れて、初任地は広島放送局であります。この広

島での被爆者の取材経験が世界をみる目の核

になったと、後から振り返っておられます。 

東京社会部に配属後の 1966 年には、1 カ月

間に立て続けに起きた 3 件の旅客機事故を取

材されて、それをもとにした著作『マッハの恐

怖』で第 3回大宅壮一ノンフィクション賞を受

賞されておられます。 

生涯一記者を貫くために、管理職になる直前

の 38 歳でＮＨＫを退職されて現在まで、事

件・事故や医療などの分野を中心にノンフィク

ション作家として活躍されておられます。 

最近は、福島の原発事故の政府事故調査検証

委員会委員として事故の検証作業に取り組ま

れておられたり、個人的には弊社（毎日新聞社）

の第三者機関、開かれた新聞委員会の委員とし

て、報道について厳しいご提言をいただいてき

ております。 

さらに、著作や講演を通じて、大人こそ絵本

を読もうと、絵本の普及にも力を入れておられ

ますし、最近は、ＪＲ福知山線の事故 10 年と

いうことで、被害者のその後をずうっと追跡さ

れた『それでも人生にイエスと言うために』と

いう、これは柳田さん、久しぶりの書きおろし

だとおっしゃっておられますけれども、いま全

力を挙げてそれを執筆されておられるお忙し

い最中でありますが、きょう、クラブのために

おいでいただきました。 

本日のテーマは「被害者の精神史～70 年の

歩みと転機の今～」ということでお話しいただ

きます。 

それでは、柳田さん、よろしくお願いいたし

ます。 

 

被害者の視点を思想化する 

 

柳田邦男 どうもお暑うございます。こんに

ちは。 

いまご紹介いただきましたように、38 歳で

ＮＨＫをやめたというか、ドロップアウトして、

気ままにフリーランスの仕事をしてきたわけ

でございまして、こういう総会にお集まりにな

った方々には、むしろ私より先輩の方々が多く

て、非常に緊張させられますけれども、きょう

は、戦後 70 年ということもひっかけて、この

70 年の間、どういうふうに時代をみてきたの

か、そんなことを話していただけないかという

要請を受けましたので、喜んで、私の個人史的

なものを絡ませながら、お話ししようかなと思

ってやってまいりました。 

「被害者の精神史」というのは、私、最近非

常に強く感じておりまして、被害者の視点とか、

あるいは被害者の人生、生き方、そういったも

のがいまの時代にどんな意味を持っているの

か。私は、大変重要な意味を持っていると思う

し、その思想化が必要だろうなと思って、「精

神史」というタイトルをつけたわけです。 

これは、私自身も来年 80 歳になりますけれ

ども、これまで半世紀以上やってきた仕事を集

大成する意味でも、ほかの方がやっていないこ

ととして、ぜひまとめたいなと思っています。

その各論的なものとして、一つはＪＲ西日本福

知山線事故の 10 年、被害者がどのように人生

の曲折をたどり生きてきたのか、生きることの

意味は何だったのか、そういうことをつぶさに

ヒアリングしながらフォローしてきたものを

書きおろしで一冊まとめようと思っておりま

す。 

それからもう一つは、1985 年の日本航空ジ

ャンボ機墜落事故、御巣鷹山の事故からことし

でちょうど 30年になりますけれども、30年お
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つき合いしてきた日航事故の被害者と、それか

ら、この国の安全思想の変化について、折り合

わせながら一冊書くということ。 

それから、3.11 東日本大震災の津波被害や

原発被害、そういう中で日本人がどういう問題

を抱え、そして、そういう被害に遭った人がど

う生きなければいけないのかということにつ

いて、来年で 5年になりますので、そう急ぐこ

とではないのだけれども、じっくりと見詰めて

書こうという、この各論的なもの 3つを仕上げ

た上で、総論的な精神史をまとめようかと思っ

ているのです。 

私はそもそもジャーナリズムの世界に入っ

たのは、かなり自分の個人史がかかわっている

と思うんです。それはどういうことかというと、

私などの世代は戦争を経験しているし、空襲を

経験しているし、それから戦後の貧困や食料難

も経験している、そういう中で小中高時代を過

ごしたわけです。 

私にとって、やっぱり少年時代に一番大きな

影響を受けたのは、空襲体験であったり、ある

いは終戦直後に父と兄が結核で亡くなって、残

された家族が生きるのは大変だった、そういう

ことが大変大きな人生のモチベーションにな

っていたと思うのです。 

それだけに、中学生ぐらいから結構社会問題

に興味があったし、特に高校生になってからは、

――高校に入ったのは昭和 27 年ですけれども

――雑誌「世界」とか新聞とか、本当によく丁

寧に読んでいました。 

 

アサヒグラフ被爆特集の衝撃 

 

高校 1年、昭和 27 年 8 月 6 日の「アサヒグ

ラフ」が、日本が独立した年でして、占領軍の

検閲が亡くなったので、初めて被爆問題を特集

したのです。その「アサヒグラフ」をみて非常

にショックを受けました。原爆被害って、こう

いうことなのかと。それまで全く知らなかった

原爆の被害のすごさ、そして原爆後遺症の大変

さ、被爆者たちの大変さ、戦後 7年たっていて

なおこうなのかということを知って、それは私

の一生の中ですごく大きな意味を持ったと思

うのです。それはいまの福島原発事故にもつな

がってくるのです。 

そういう中で、私は栃木県の鹿沼高校という

本当に田舎町の平凡な高校でしたけれども、仲

間同士で、文芸とか時事問題、社会問題に関心

のある連中がいて、そういう中で本を読んだり

議論していたりしていたということもあって、

3 年になって大学進学どうしようかというと

きに、経済学を選ぼうと思いました。なぜ経済

学かというと、いまの近代経済学ではなくて、

マルクス経済学の時代です。私の親しい友人が、

世界と社会を理解するには経済構造というも

のをまず理解しなければいかぬ、ということを

とうとうとまくし立てる者がいまして、そのた

めにはマルクス主義についてしっかり学ぶ必

要がある、と言われたわけです。 

確かに、そういう時代でした。そんなことで

東大の経済学部を目指したわけです。東大に行

きたくて行ったのではなくて、東大の経済学部

は、当時は 9割方マルクス経済学者で占めてい

まして、そういう時代でしたから、それを目指

したわけです。 

大学受験といっても、当時は、私はもうおや

じが亡くなっていたし、兵隊から帰ってきた

12 歳上の長男も古書店を開いて、郷土史研究

などをやって生活が大変で、大学の入学金も払

えないぐらい大変だったのです。だから、高校

を出てすぐには行くつもりはなかったんです。

1 年ぐらい働いて入学金を稼いだら行こうか

なと思っていたのです。ですから、受験勉強も

3 年ぐらいまでほとんどしていなかったんで

すが、宙ぶらりんでもしようがないから、大学

へ入って東京へ出ていこうかなと思って、浪人

を 1年間やって、東京へ出てきたわけです。 

幸いにして、中学校時代の先生が、生活が大

変だろうからというので、学習塾をつくってく

れて、生徒を集めてくれて、その塾長をやって、

みんな私の友人は東京へ出て、駿台とか何か予

備校へ行っているのに、私は予備校の校長をや

っていたわけでして、そんなことで大学へ入っ

たわけです。 
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大学での挫折―自分の思想を持つ 

 

でも、大学へ入って、確かに教養学部時代、

もう本ばっかり読んでいましたけれども、授業

なんておもしろくないのでよくさぼっていま

したけれども、そこで非常に大きな節目になっ

たのは、昭和 31 年ですが、秋にハンガリー事

件が起きたことなのです。当時の東大の駒場寮

というのは、マルクス主義とか、あるいは共産

党の細胞とか、そういうのがまだ脈々とあるこ

ろで、私は別に党に入ったわけでも何でもなく

て、寮の中の社会研究会、「社研」と言ってい

ましたけれども、そこに入ったんですが、24

人、4 室いる中で、党員が 2～3 人しかいなか

ったですね。それから、もっとノンポリ・ラジ

カルな感じの連中が半分ぐらい、あと半分ぐら

いは全くまじめな学生というか――まじめと

いうのも変ですけれども――それほど政治的

活動をするわけでもない。 

でも、当時は砂川事件があったり、あるいは

警職法反対運動とか、結構そういう社会活動で

学生運動が盛んになっていたころで、しかし、

中では、その代々木に対する反発が全学連にあ

って、だんだんブントができる前ですけれども、

そういう時代でした。 

私は、高校時代の友人の影響もあって、マル

クス経済学を学ぼうと思って本を読んでいる

うちはまだよかったんですけれども、ハンガリ

ー事件でソ連が戦車隊を出してハンガリーの

自由化を弾圧しているのをみて、一体何なんだ

と友人たちとよく議論しました。当時のスター

リン主義、そういうものの危うさというもので

す。それは、ある意味で言うと、共産主義国家

に対する幻滅というのかな、結局、人間という

のは権力を持つと何をするかわからないみた

いな、そういう失望感、そして人間の欲望に対

してもっと見詰めなければいけないとか、いろ

んなことを考えるうえでは非常に大事な 1 年

だったと思うのです。 

そういう中で、言うならば高校時代の青臭い

社会改革論みたいなものを考えていたのが、一

旦挫折したことはとってもよかったと思って

いるんです。ただのんべんだらりと大学へ行っ

たのではなくて、目的を持って大学へ入って、

それが挫折をするというのはとてもいい経験

でした。なぜいい経験だったかというと、既成

の論壇なんかでいろんな学者や評論家が言っ

ているのを信じたりしていても、何か自分にと

って本当に身にならないというか、もっと社会

の現実と現場を自分でみて、思想は自分でつく

るものだという意識を持ったのです。それは、

後に 3年、4年となって、就職をするのはどう

しようかと考えるときに、どこでもいいや、マ

スコミに入って、現場に行ける仕事をしよう、

と思ったことにつながっていくのです。 

新聞社やＮＨＫを受けたら、ＮＨＫだけ受か

って、新聞社は落ちてしまったので、これもよ

かったと思っているのです。新聞社に入って、

企画記事などを書いていると、いっぱしの文章

を書いた満足感で、それ以上先へ発展しなかっ

たけれども、ＮＨＫにいて、1分ぐらいのニュ

ースを書いていると、取材をすればするほどフ

ラストレーションがたまっていくんですね。こ

んなニュースで断片的に伝えているだけじゃ

本当にどうしようもないと思って、仕事をして

いるうちにフラストレーションがたまって、こ

れはテーマを追いかけて、自分で何かを表現し

ていくには、フリーになるしかないんじゃない

か、と思うところへいくのです。 

もっとも、本気になってやめたのは 14 年務

めてからです。それまでは、最初の 3年は広島

でしたが、あとは社会部で災害や事件を担当し

たものですから、先輩もよくて、伸び伸びと仕

事をすることができました。 

そういう経過の中で、自分の思想を持とう、

自分の世界観を持とうというのがいまにつな

がっています。振り返ると、今回も、きょう、

70 年を振り返って、メディア、ジャーナリズ

ムに何を望むかも話していただいて、などと言

われたのですが、それにもまして私自身が、一

体自分はどんな思想をつくったんだろう、ほか

の誰でもない自分の思想って何だろうという

ことを整理するうえでは、きょう（日本記者ク

ラブに呼ばれたことは大変ありがたいことで

した。 
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土門拳『筑豊のこどもたち』 るみえ

ちゃんのまなざし 

 

最初、広島に行った 3年間というのも本当に

ラッキーだったと思います。これは高 1のとき

に「アサヒグラフ」で衝撃を受けてから、核の

問題は非常に関心が高かったです。そして、大

学 4年の年明け、つまり卒業を間近に控えた 1

月ですけれども、土門拳の『筑豊のこどもたち』

という写真集が 1冊 100 円で出たのです。ざら

紙に印刷した写真集で、これは衝撃的でした。 

いまはそんなものはないので、こういうしっ

かりしたハードカバーの装丁になっています

けれども、その表紙が、るみえちゃんという女

の子、こちらが表紙に使われた写真なんですけ

れども、筑豊炭鉱で、飲んだくれのおやじで、

奥さんは福岡のほうへ仕事に行って帰ってこ

ない、だから、家はもう貧乏で、ぶかぶかの床

が抜けるようなところで、この 2人の娘が、上

の子は 7歳ぐらいだったかな、それが御飯をつ

くったり、あるいはお父さんのために何かお酒

の用意をしたりしなければいけなかった。妹は

まだ無邪気。でも、このるみえちゃんのまなざ

し、このまなざしがすでに人生というものを見

抜いてしまったような、そういうすごい写真だ

ったものですから、これを買って読んだときに、

これが自分の仕事なのではないかと思ったの

です。 

というのは、土門拳はカメラで切り取ったわ

けだけれども、るみえちゃんのまなざしにみる

ような、そういうものをしっかりと捉える現場

なり現実なり、そういうことを見詰めて、それ

を表現していくような、あるいは伝えていくよ

うな仕事をするのが自分の仕事じゃないかな、

と感じたわけです。 

そのときはすでにＮＨＫへ入社が決まって

いましたので、これから現場へ行くのに、どこ

へやられるかわからないけれども、とにかくこ

の視点を自分のものにしていこうと思ったの

です。 

そして、4月から研修を受けて、発令になっ

たのは 5月ですけれども、突然広島へ行けと言

われました。これはまた、本当に運命というの

はおもしろいもので、自分で希望したわけでは

ないのに、一番いいところへ赴任したと思うの

です。 

 

広島で被爆者、低線量被爆を取材 

 

広島は、戦後まだ 15 年しかたっていなかっ

たので、まだ被爆のいろんな痕跡がいっぱい残

っていましたし、貧民街もあったし、それから

原爆資料館ができて、随分資料も整ってきた、

そういうときでした。で、被爆者も証言者がい

っぱいいて、たくさんの人の話を聞くことがで

きました。 

で、それを担当させられたので、医学的な面

からのアプローチ、あるいは被爆者、原爆後遺

症というのは何かということを学ぶうえでと

ても勉強になったのです。で、核の時代を理解

するのにはここに原点があると思いました。 

その中で、例えば、低線量被爆といういまだ

に解決しない問題がありますけれども、当時、

15 年たって、国際的に認められていた原爆被

害の線量というのは、暫定的ながら、爆心から

2 ㎞範囲内で直接被爆した人に限られていた

のです。それは被爆者援護法の中で、いまだに

ある意味で生きているのです。最近はもっと融

通があって、2㎞以外でも、いろんな状況によ

って認められるし、それから直接浴びていなく

ても、残留放射能を浴びたとか、黒い雨を浴び

たとか、そういう人も認められるようになって

きていますけれども、当時はとにかくしゃくし

定規に直接被爆者だけ。 

ところが、当時、広島大学の原爆医学研究所

の所長をやっていた渡辺漸先生という病理の

先生と、それから放医研の所長だった塚本憲甫

先生という日本の放射線医学の第一人者、この

お二人が、戦後、白血病の発生傾向について、

しっかりとしたデータをまとめて、原爆後遺症

の中で真っ先に出るのは甲状腺異常なんかで

すけれども、その次に出てくるのは白血病とい

う血液系の問題だったのです。 

ちょうど 5年ぐらいたって、白血病患者が被
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爆者の中で非常に顕著にふえて、しかも、白血

病の発生頻度が、直接被爆していなくても、2

週間以内に市内に入って残留放射能を浴びた

人でも白血病になる人が統計的に有意に出て

きたのです。そういうデータをまとめて、国連

の科学委員会に塚本先生が持ち込んで、それを

認めさせたのが 1967 年だったと思うんですけ

れども、その後のフォローをずうっと私もして

いますが、被爆者が認定を受けなくて再訴訟を

したりしていますけれども、その争いの一番大

きな焦点というのは、被爆線量の問題、あるい

は被爆状況の問題なのです。 

これは福島の原発事故に伴ってまき散らさ

れた放射能の低線量被曝をした人たちは多い

わけですけれども、それを無視していいのかど

うかというところで、専門家はあるところで線

引きしてしまっているわけですが、歴史的にず

うっとフォローしてみていると、どんどん時代

とともに低線量でも影響があるという線引き

の線が変わってきているのです。ということは、

いま線引きされている線量だって、将来変わる

可能性があるし、またそれを絶対値のようにみ

てはいけない。問題はそういう低線量被曝をし

た人たちの心理的な問題や、子どもへの影響の

問題とか、そういうことを総括的にみていかな

ければいけない、その柔軟性が必要なんだとい

う意味では、当時の広島体験というのは、私の

頭の中ではずうっと継続しております。 

 

東京の社会部遊軍 

 

3 年ほどいて東京へ帰りましたら、またラッ

キーなことに社会部に発令されたのです。僕が

社会部に所属したということは、僕が高校時代

に思ったり、大学時代に思った、本当に現場を

みて、自分で思想をつくろうといううえでは、

本当に一番よかったと思っています。政治部に

行ったり、経済部に行かなくてよかったという

か、まあ、大体出世するのは政治記者だったり

するわけですけれども、そういうところへ行か

なかったことを非常に僕は幸運だと思ってい

ます。 

それで、行って 1年ぐらいは、当時は東都政

の時代で、都庁の担当で、都政と、それから東

京オリンピックの報道の準備をしていました

けれども、1年ほどたってから遊軍に所属して、

それから退職するまでずうっと遊軍でした。記

者クラブが大嫌いで、発表物の記事を書くのが

大嫌いで、とにかく自分で取材しないと仕事じ

ゃないと思っていたものですから、遊軍で仕事

をしていました。 

しかも、担当が災害と事故を中心にして、あ

と学術的なものをカバーしていましたけれど

も、大きい災害があると、テレビ報道というの

は非常に災害報道が重要ですから、現場に行く

し、あるいは気象庁や東大地震研とか、そうい

うところに年中出入りしているし、大きな学び

だったです。 

地球物理学は、私、中学校時代に大好きで、

測候所に勤めたいと思ったぐらいなのです。毎

日お天気を相手にして観察しているというの

は最高の仕事じゃないかと思って、気象学者に

なりたかったところもあるんですけれども、不

思議なことに、社会部に来たらそれの担当にな

ったので、これもラッキーでした。何か自分の

人生を振り返ると幸運だらけなのです。 

で、いろいろと災害現場を歩くと同時に、一

番大きな影響を受けたのは、やはり昭和 41 年

春の連続航空事故でした。 

私、いまここで「昭和」ということをよく言

いますけれども、時代を認識するうえで、1960

年代までは、まだ昭和という感覚で言ったほう

がピンとくるのです。70 年代以降になると、

西暦で言ったほうがピンとくるので、私の頭の

中では、時代に微妙にそういう色分けがあるの

です。 

ですから、連続航空事故というと昭和 41年、

こうくるのです。ところが、同じ航空事故でも、

日本航空がモスクワとかニューデリーで落ち

た 1972 年の連続日航機事故になると、72年と

言ったほうがピンとくる。不思議なもので、時

代の年号呼称の変化に対応しているのかなと

いう気もするんですけれども、本に書くときは

どっちかに統一しないといけないので、大体最
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近は西暦を書いて、括弧して、必要があれば昭

和何年と書いたり平成何年と書いたりします

けれどもね。まあ、それは余談ですけれども。 

 

連続航空機事故（昭和 41 年）の取材 

――「マッハの恐怖」 

 

いずれにしても、昭和 41 年 2 月４日の東京

湾事故、これは毎日のように、寒風吹きすさぶ

東京湾に、取材の船に乗って、残骸や遺体が収

容されていくのを目撃し、近代的なハイテク時

代に入りつつあった流麗なジェット機がこん

なことになるのかという意味では衝撃的でし

た。 

私の問題の関心事を、戦争とか国家体制とか、

そういうものだけではなくて、事故や災害とい

う人の命を危機に陥れる現代的な問題に目を

向けるうえでは、これは大きな転機になりまし

た。 

この連続事故、（写真を示す）これは機体を

ばらばらになったものが揚収されるところで

す。これは 1カ月後の 3月 4日に羽田空港着陸

に失敗したカナダ太平洋航空ＤＣ-8 の事故で

すけれども、これは事故調査団の中に紛れ込ん

で、私が入っていますけれども、向かって左の

ほうに、まだ髪の毛の黒いのが私ですが、この

とき私は 29 歳だったですが、このころから事

故の原因調査について強い関心を抱いて、なぜ

こうなるのか、その「なぜ」を解かなければい

けないという意識がかなり強くなりました。 

その翌日には、イギリスの当時のＢＯＡＣの

旅客機が富士山上空で乱気流で機体が破壊さ

れて、空中分解して墜落するという大変な事故

があった。1カ月の間に4件も大事故があって、

驚天動地だったわけですが、これの原因をとこ

とんフォローしろとデスクに言われました。こ

れが私の人生を、ある意味で二度目に変えた大

きな転機だったと思います。 

それから、当時のデスクが非常によかったの

は、中途半端な記事や推測記事をやたらに書か

なくていい、原稿はこれが決定版ということに

なったときに書け、こう言ってくれたのです。

だから、それを名目にして、よく行方不明にな

って、勝手な取材を一人でやっていましてね、

いまみたいに携帯がないから、追いかけられな

いんですよね。あいつ、どこかへ潜っていると

いうので、例えば事故調査委をやっている研究

所に潜り込んで、1日そこで教えてもらったり

とか、あるいは実際のＢＯＡＣ機などの原因分

析では、防衛庁の研究所が密かに協力してやっ

ていたわけです。それから、全日空機の事故に

ついても、原因不明なところを、東大の航空科

の山名教授が自衛隊の研究所を借りて、実物の

30 分の 1 モデルをつくって、接水してどう壊

れるかということを実験する、そういうところ

へ潜り込んで、記事にしないで、一生懸命勉強

したり、話を聞いたりしていました。機密性の

高い防衛庁の研究所でも、僕は顔なじみになっ

て、ずうっとそこに潜り込んでいる日が多かっ

たです。 

それは、1年たってから、ＢＯＡＣ機の事故

というのは本当に科学的に完璧に原因を解明

したドラマがあるんですけれども、それをニュ

ースにしたりしました。それまで 1本も原稿を

書かなかったのです。高い給料だったと思うん

ですけれども。 

また、それがきっかけになって、『マッハの

恐怖』をその後 4年かけて書いたのですが、こ

れが私にとって最初の大きな、物をみる目や取

材する姿勢の転機になったことです。しかし、

まだ思想を形成するまでにいきませんでした。 

一旦こういう問題にかかわると、次々に起こ

る事故や災害について担当することになるも

のですから、だんだんおつき合いも広くなった

り、あるいは理論的なことも学ぶようになりま

した。 

特に重要なのは、1974 年にＮＨＫをやめた

のですが、翌年の 75 年の夏に、日本の航空会

社などが招いて、事故調査と安全対策の研修会

を 1週間やったのです。これはアメリカのＮＴ

ＳＢ、運輸安全委員会のジョン・ミラーさんと

いう人が呼ばれて、事故調査の実践について教

育、訓練をする、そういうセミナーだったので

す。それに会費 5万円を払って参加して、事故

の見方、分析の仕方、そして決定的な材料のつ
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かみ方、そんなものをたたき込まれました。 

 

事故調査は原因究明と再発防止のため 

 

そこで、大きな収穫だったのは、犯罪捜査と

事故調査が全く違うことを知ったのです。日本

では、どうしても、誰がやったんだ、お粗末な

のは誰だ、失敗したのは誰だ、こういう責任論

が圧倒的に強くて、しかも捜査機関が前に出て

きてしまう。 

ところが、アメリカでは、事故調査というの

は責任追及ではなくて、事故をもたらしたエラ

ーなり欠陥なり、そういうものを明らかにする

と同時に、それをもたらした背景にあった要因

は何だったのか、組織が何を抱えていたのか、

そういうことを全部洗い出して、そのリスク要

因の連鎖の中で事故が起こるんだから、要因一

つ一つに対して対策を立てることが、事故の再

発防止になるんだ、そこにおいては、真実を究

明するために責任論は横に置く、という発想な

のです。 

どういうことかというと、アメリカでは、事

故の原因となるミスをしても、それをＦＢＩが

出ていって調べたりしない。まずはＮＴＳＢが

調べて、明らかな犯罪性がない限りＦＢＩは出

てこない、こういうルールができているのです、

法的にも。実は法律が整備する前から慣習的に

そうなっていたんですけれども、これこそが本

当の技術的な安全対策を考えるうえで大事な

ことであろうということを学んで、それから、

いよいよ事故というものの見方について、私は

とてもいい経験をさせてもらったと思います。 

これは航空事故だけではなくて、鉄道事故で

も、あるいは工場の事故でもそうですし、もっ

と広げて言えば、広く産業界の事故でもそうな

のです。 

さらに広げて言うと、この視点で、太平洋戦

争を、たまたま 80 年代、一生懸命零戦の生涯

を航空技術の面から調べてみようと思って、膨

大な資料を集めて調べたんです。開戦 6カ月後

のミッドウェー海戦の中で、日本もアメリカも

空母の損失がありますが、そのとき日本は、沈

められた空母について全く極秘にして敗因分

析も何もしていない。アメリカはすでに、戦争

中でもあるにもかかわらず、ものすごくミッド

ウェーにおける戦闘の敗因を合理的に分析し

ているのです。海軍大学校に事務局を置いて、

敗因分析をやっていて、それが事故調査と同じ

なのです。やっぱりこれは文化の違いだなと思

いましたけれども、そこまで問題意識がずうっ

と広がっていきました。 

 

気象台からみた広島被爆 

――「空白の天気図」 

 

74 年にＮＨＫをやめてから、いろいろと記

者時代から抱えていた問題がたくさんありま

して、一つは広島の原爆取材経験を一冊の本に

まとめようと『空白の天気図』をまとめました。

これは東京へ帰って気象台担当になったこと

もあって、当時の気象台のいろいろとエッセイ

なんかを書いて有名だった倉嶋厚さんとか、そ

ういう方々から、気象史を調べると、ものすご

く文化的な香りがするし、おもしろいのです。

そういう中で、原爆が落ちたとき、広島の気象

台がどういう状況に置かれ、その測候技師たち

が何をしたかという話も聞いて、これはすごい

埋もれていた問題だと思って、それから、広島

にいたころにすでに知っていたことを、もっと

丁寧に、改めて、会社をやめてからフォローし

て、『空白の天気図』という、気象台から、あ

るいは気象台の測候技師からみた被爆という

ものをドキュメントにして書いたのです。 

それまでは、広島の気象台の、原爆当時のい

ろんな気象記録とか、その次の年に起こった枕

崎台風の大災害とか、そういうものについては

あまり注目されていなかったのです。ですから、

気象台にあった原爆当時の観測日誌とか、ある

いは観測記録とか、原稿を書くために、本を書

くために「貸してください」と言ったら、1カ

月でも 2 カ月でも持ち出して借りられたので

す。気象台の人も、それがいかに重要かという

のをまだわからないのですね。 

それから、次の年に起こった枕崎台風では、
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被爆者の実態調査に来た京都大学の研究班が

あるんですけれども、陸軍病院が大野浦という

ところにあって、その陸軍病院に泊まっていた

のです。市内はもう泊まるところがないですか

ら。ところが、そこに鉄砲水、土石流が襲って、

大変な被害が出て、京大の研究班ものみ込まれ

てしまって、大学として大きな痛手になったの

ですが、そういうことも、気象台の実態調査に

歩いた人たちの話を聞いて、どんどん出てくる

のです。 

そうしたことは、いまの言葉で言えば複合災

害だったわけです。原爆被害、情報途絶、そこ

へ巨大台風が襲ってくるという、まさに複合災

害だったわけで、そういう視点で書いた本はそ

れが初めてだったと思うのです。 

ところが、本に出したら、気象台がそれを読

んで、えっ、こんなこと、すごく大事だという

ので、当番日誌とか、みんなガラス箱に入れて、

貸し出し禁止になりましてね。それから、気象

台が再築するときに、黙っていれば、それを潰

して、そこへ新しい測候所をつくるんでしょう

けれども、被爆した建物だから博物館として残

そうということになって、いまでも被爆した気

象台の建物は残っています。これは『空白の天

気図』をつくった余波だったと思いますけれど

も。 

そういうふうに、初めて発掘していくことは、

メディアの仕事に限らず、こういうフリーの作

家にとってもとても大事だなと思いまして、航

空事故を書いた『マッハの恐怖』というのも、

書くときにかなり意識的に、現代において高度

な科学技術、あるいは高度な経済構造、そうい

ったものをしっかり書き込まなかったら本当

の現代人の生と死を書けない、という意識を持

って書いていたものですから、航空工学の知識

とか、あるいは操縦の知識とか、そういうもの

も、私のドキュメントの中では、どんどん書き

込んでいったのです。もちろん素人が読んでも、

素人といっても中学卒業ぐらいの学力があれ

ば理解できるように、丁寧に優しい文章をつく

ることを努力しました。 

そういう中で、もう一つ、現代人の命という

意味では、当時、急速にがんがふえ始めたもの

ですから、これをテーマにしっかりと書かなけ

ればいかんと。命の危機はいろんな局面があっ

て、災害、事故、戦争、それともう一つはやっ

ぱり病気という問題がある。 

 

がんと命の危機――「ガン回廊の朝」 

 

当時、1970 年代が明けたころ、日本人のが

ん死はまだ 10万人もなかったのです。70年代

になって 10 万、80 年代になって 20 万人とい

うふうに、10 万単位で 10年ごとにふえてきた

わけですけれども、それをいち早く予感したも

のですから、ＮＨＫをやめて間もなくでしたが、

70 年代後半に『ガン回廊の朝』という本を、1

年 3カ月「週刊現代」に連載しまして、1冊の

本にしました。 

これは、がんについて、医学者たちがどんな

ふうに開拓してきたかという、いわば創世記み

たいなもので、この本を読んで医学部を目指し

たお医者さんに、これまで 50 人ぐらい会って

います。最近も会いましたけれども、これで医

学のおもしろさを知って、大学は医学部へ行こ

うと思ったとか、あるいは医学部へ行って、専

門をがんにしようと思ったとか、そういうこと

を聞いて、本当に丁寧にノンフィクションのド

キュメントを書くことがいかに大事かという

のを追認するような形になりました。 

がんの問題をやっていると、当然そこで、当

時はまだがんの死亡率が高い、治療成績があま

りよくないわけですから、最期をどう生きるか、

あるいはどのようにみとるかということがも

う一つのテーマにあるわけです。がんを克服す

るチャレンジングな医学と同時に、「死の臨床」

といま言われていますけれども、これが始まっ

たのは 70年代の後半なのです。 

「死の臨床」という言葉をつくったのは、神

戸で外科医の開業をしていた河野博臣先生と

いう方で、「死の臨床研究会」の創立者の一人

なのです。当時創立した人で生き残っているの

は 2～3 人しかいませんで、その代表的なのは

柏木哲夫先生です。柏木先生は淀川キリスト教

病院に初めてホスピスをつくった方です。ずう
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っとそれ以来親しくさせていただいています

けれども、河野先生が 70 年代初めに看護雑誌

に「死の臨床」という言葉で 1年連載したのが

きっかけで、77 年にがんの最期の人を、本当

に穏やかに過ごせるようにケアする新しい分

野として「死の臨床」という言葉が登場し、研

究会もできたのです。 

この研究会には、第 1回のときは、僕は気が

つかなかったのですが、第 4回が東京で行われ

たときから会員に入って深く勉強するように

なりました。 

 

「ガン 50 人の勇気」から 

『「死の医学」への序章』へ 

 

こうやって取り組んでいると、いろんなテー

マや素材が向こうからやってくるというんで

しょうか、『ガン回廊の朝』を書いて、そして、

書き切れなかったがん死の問題、著明な方々な

どがどういう形で死を迎えたかというのを、が

ん医学の問題とは別に書いておきたいなと思

って、79 年の秋に、文藝春秋にかなり長い原

稿で「ガン 50 人の勇気」というのを書いたの

です。 

そうしたら、文藝春秋の 11 月号が出たその

翌日ぐらいに、千葉の国立病院の精神科医長を

していた西川喜作先生という方、48 歳でした

が、その方が、膀胱がんが転移して、骨転移ま

でして、それで、もうこれからは予後がよくな

いというのがわかって再入院する日だったの

です。そしたら、医局の誰かが西川先生の机の

上に「文藝春秋」の私の原稿の見出しがある雑

誌を置いたのです。それをみて西川先生は、誰

だ、こんな「ガン 50 人の勇気」なんていうの

を俺のところに置いたのは、と嫌な思いをした

けれども、病室に行って、夜、落ちついてから

改めて読んだら、ものすごく心が震える思いが

して、私に長い長い手紙を下さったのです。お

つき合いがなかったのですが。そして、ご自身

の心境などを書いてくださって、それから交流

を始めて 2年間、亡くなるまで、私が伴走者の

ような形で、精神科医が自分の死をどう見詰め

るか、死を前にした人の心理をどう見詰めるか

というのをずうっとそばで見詰めさせてくだ

さって、『「死の医学」への序章』という本を

書いたのです。 

そうしたら、それが今度、看護学校の教科書

になったり、看護学生たちがそれを読んで、が

んの終末期医療にかかわりたいという人が出

るようになってきたりしました。一つの本を書

くと、いろいろとそういうつながり、あるいは

人々の問題意識が変わっていくなということ

を痛切に感じたわけです。 

そういう中で、病気をする病者、あるいは災

害や事故の被害者、そういう方々とのつき合い

が深くなるにつれて、事件や災害をみるうえで、

単に学問的な構造的な見方をするだけではな

くて、被害に遭った人についてしっかり見詰め

なければいけない。一体、事故や災害や、もっ

と大きなスケールでは戦争が人間に何をもた

らすのか。とりわけ災害や事故はなぜ問題にな

るかというと、人が死ぬからだ。であるのに、

災害論や事故論の中で人が登場してこない、被

害者が登場してこない。あるいはまた凶悪事件

などをみると、裁判にしろ、家庭裁判所にしろ、

加害者についての調査や、あるいは判決審判を

するけれども、被害者のことが全然出てこない。

その被害者って一体どこへ行ってしまうんだ、

という疑問を抱くようになったのは 90 年代に

なってからです。 

 

少年Ａ事件の被害者 

 

例えば、少年Ａ事件という 97 年の酒鬼薔薇

事件で、あのとき家庭裁判所の判事さんが後で

ざんげするんですけれども、この少年Ａ事件の

後、殺された淳君のお父さん、土師守さんとい

う方が、家庭審判で一体どんなことを調べるの

か、なぜわが息子は幼いのに殺されたのか、一

体、殺した少年Ａはどういう生い立ちや動機が

あったのか、そういうことを知りたいというの

で申請をしたところ、却下された。判事さんは

井垣康弘さんという方でした。で、井垣さんが

却下したわけです。 
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ところが、井垣さんがその後、審判を決定し

て医療少年院に送った後、土師さんのお父さん

が『淳』という本を書いたわけです。それを読

んで初めてショックを受けたというのです。少

年事件を長く担当してきたけれども、被害者の

ことを考えたことがなかった、いままでの少年

法に基づく審判はしてきたけれども、加害者の

更生のことしか考えなかった、被害者がいかに

悲惨な目に遭い、遺族がどんな状況にあったか、

どう生きるか、生きられないか、そういった問

題について考えてもみなかったというので、も

のすごく反省するんです。そして、自分の反省

をテレビでしゃべったり、新聞に寄稿したりし

ました。 

それを読んで、私も、おぼろげながら被害者

問題について関心を持っていた矢先だったの

で、これこそが新しい大事なテーマだと思うよ

うになりました。その後、井垣さんともおつき

合いしているんですけれども、本当にここだけ

で言うなら、少年Ａ事件の審判記録、あるいは

調査官の記録などというのも、本当に外部に出

ていませんけれども、読ませてもらったりして、

問題の本質がどこにあるかというのもかなり

考えさせられましたね。 

 

災害や事故に遭った人のトラウマ 

 

ちょうどそれと同じころ、あるいはそれより

前からですけれども、80 年代の終わりごろか

ら、欧米諸国あるいはオーストラリアなどでは、

災害や事故に遭った人の心のトラウマをどう

ケアするかというのは精神医学上大きな問題

になっていて、日本でもそれが 80 年代末から

少しずつ翻訳され始めたのです。そういう意味

では、日本の精神医学は非常に遅れていたので

す。 

何が一番代表的なものだったかというと、89

年に翻訳された、みすず書房から出た『災害の

襲うとき』という本なのです。これはショック

を受けるぐらい眼を開かされました。 

というのは、被害者というのはどういう状況

に置かれ、そのトラウマを抱えて、どのように

人生が変わっていくかということ、そして、そ

れに対するケアのあり方について、非常に学問

的でありながら読みやすい、分厚い本でした。、

その結びが、いろいろ大変な問題だけれども、

その中で一つ大事なことは、災害が起こった後、

――その後「災害ユートピア」などという言葉

も生まれますけれども――そこで生まれる連

帯、避難所などで、人の財産の差や、あるいは

立場、地位、そんなことに関係なくお互いが協

力し合う、そこに人間の美しさがあるというこ

とを最後に書いているんですね。それは大きな

啓発になりました。 

 

ボランティアの思想 

 

その後、阪神・淡路大震災のボランティア活

動と深くつき合うようになって、特に代表的だ

った黒田裕子さん、去年亡くなられましたけれ

ども、初めて仮設住宅に青テントを建てて、そ

して孤立した孤独な高齢者たち、それの見守り

をずうっと始めた。この活動は、東日本大震災

でも黒田さんたちは気仙沼で続けましたけれ

ども、そのボランティア精神自体の中から生ま

れたボランティアの思想というものはすばら

しいものでした。 

例えば、「最後の一人まで」とか、あるいは

「すき間を埋める」とか、さまざまな思想が生

まれてきたのです。それは行政だと、ある線引

きで、ここから先はもう手当てできないとか、

これ以上のことはできない、行政だって人手が

ないとか、いろいろなことでこぼれていく、そ

ういう被害者を一人も残さず救っていくとい

う、それが「最後の一人まで」ということなの

です。 

それから、行政ではすき間ができてしまうと

ころを埋めることをやっていくという、この活

動がすばらしくて、私は随分フォローして、ず

うっと黒田さんたちとおつき合いしてきたん

ですけれども、昨年 11 月に神戸で追悼会があ

ったときには、本当に、私、30 分ぐらい追悼

をアドリブでしゃべらせてもらいました。それ

くらい大きな意味を持ったのです。 
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そういう思想に興味を持つというのは、自分

なりに人の生き死にや、災害や戦争について、

ちゃんと思想をつくらなければならない、とい

う私の問題意識が根底にあったからだと思っ

ているんですね。 

そのころから、特に臨床心理学、精神医学に

ついてもかなり関心を持つようになりました。

具体的には、臨床心理学の第一人者だった河合 

隼雄先生などは、ずうっと長年つき合って、私

は恩師のように思っているのです。 

 

息子の死-―脳死を認めるか、認められな

いかの分裂 

 

そういう中で、93 年だったですけれども、

少年Ａ事件よりもしばらく前でしたが、息子、

次男を亡くしました。いろいろと心を患って、

大学も中退してしまうような状況だったんで

すが、25 歳で命を断ってしまって、発見が早

かったというべきか遅かったというべきか、完

全な心肺停止であっても蘇生できたので、11

日間、救命センターで、脳死状態のままずうっ

と見守ったのですが、それは私の人生を決定的

に 4度目に変えたというんでしょうかね、少年

時代の変化、そして大学生になってからの変化、

記者になってからのいろいろな開眼、そして決

定的に、4度目の私の思想的な転換になったの

は息子の死でした。 

そこで大きな問題は、私、当時すでにもう、

がん医学とか脳科学とか勉強していたので、脳

死については、90 年代に入ってすぐの脳死臨

調で結論が出たように、人の死として認めてい

いのではないかという考えを持っていたので

す。ただ、それがどれだけ正確な診断かどうか

は別として、理論的には、脳死は人の死という

のは、現実論として妥当ではないかと思ってい

たのです。ところが、実際、自分の息子が目の

前で脳死状態でいると、それを死とは認められ

ないんですね。どうしてもそこに感情移入があ

るし、これを死体とはみえない。人工呼吸器の

世話になっていても、呼吸はする、おしっこも

出る、ひげも伸びる、その息子をみていて、死

体とは言えない。そこにメスを入れる気にはな

らない。一体この自分の理知的な面で脳死を認

める気持ちと、感情的に認められない気持ちと、

この分裂をどう理解したらいいのか、随分悩み

ました。 

 

一人称、二人称、三人称の死 

 

息子が亡くなって、みとった後 1カ月ぐらい

して、脳死問題について積極的にいろいろ論文

を書いたりしておられた森岡正博さんという

哲学者や、あるいは科学哲学史の先生の本を読

んで、人間の生と死に人称性があるということ

を知ったのです。気づかされたのです。これは

フランスの現代哲学者のジャンケレヴィッチ

が堂々と論じている『死』という本があるので

すけれども、やっぱり一人称の死、自分自身の

死ですね、それから二人称の死、大事な家族や、

恋人や親友や、そういう二人称の死、それから、

友人であっても普通のちょっとつき合うぐら

いの関係から赤の他人に至るまでの三人称の

死、こういう人称によって死の意味が変わって

くるということを、森岡先生とか科学史の先生

に教えてもらって、そうだったのだと気づいた

のです。 

私の中で起こっている分裂は、脳死を死とし

ていいというのは、三人称の視点ですね。勉強

したり、本を読んだり、あるいは医者から話を

聞いたり、誰かの事例を聞いたりして認めると

いうのは、これはいわば他人の死であるから。

ところが、二人称の死になると、全然また違う、

そこに感情が働いてくる。この死の人称性とい

うのは非常に重要な問題だなということに気

づかされました。 

そこで、たまたまずうっと 80 年代以来追い

かけてきた終末期医療、とりわけ死の臨床とグ

リーフケアの問題というものがそこに重なっ

て、自分なりに整理ができてきたのです。 

例えば、がんで死ぬ場合、一人称の死、私が

がんで死ぬ場合、最終的にどんな医療を選択す

るのか、病院で死ぬのか、ホスピスで死ぬのか、

自宅がいいのか、そして最後にどんな医療を望
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むのか、拒否するのか、リビングウィルの問題、

そしてもっと大事なのは、死が避けられなくな

ってからどう生きるかという問題。 

それから、二人称の死というのは、大事な、

愛する人を亡くすわけで、精いっぱいケアや介

護をしなければいけないし、医者との間に立っ

ていろんなコーディネートをしなければいけ

ないとか、またもう一つは、自分の心の中で、

すっぽりと空白ができてしまう、愛する人を失

う、その後どう生きるかというグリーフワーク

の問題がある、という二人称ならではの特殊性

がある。 

それから、三人称の死というのは、一般的に、

中東でＩＳによって 100 人殺されようと、その

日、平気で夜、スポーツ中継をみて、お酒飲ん

でいられるという、こういう三人称の死から、

もっと身近なもので、専門家、医療者とか、教

育者とか、行政マンとか、そういう人たちがク

ライアントに対して、あるいは教え子に対して

どういう関係を持つかという、かなり密接な三

人称もあるわけですね。 

多くの場合、現代の科学主義の時代というの

は、医者があまりにも冷たい三人称になってし

まう。医学の標準的治療法はこうだとか、基本

的にこれはだめだとか、そういうもので仕分け

してしまう、そういうのがいまの時代を支配し

ている。こういう中で潤いを取り戻すというの

はどういうことなんだろうか、ということを考

えるようになりました。 

 

「2.5 人称の視点」 

 

それが、私ならではの「2.5 人称の視点」と

いうところにつながっていくのですが、念のた

めに整理しておきますと、いろんな専門的職業

人が人間をみる目というのは、どうしても感情

を抑え、客観的にみなければいけない、できる

だけ科学的根拠を持って論理的にみるという、

こういうことでやるわけです。だから、行政マ

ンで言いますと、法規はこういうふうになって

いる、あなたの受給条件はこれこれで、あなた

は該当しないとか、水俣病にしろ、さまざまな

公害病にしろ、あるいは原爆被爆者にしろ、一

つの法で決まった認定基準に 1 つでも外れる

と認定されない。 

だから、極端な場合、水俣病で有名な緒方さ

ん一家というのは、同じように御飯を食べ、魚

を食べてきて、一家のうち 5人までは水俣病を

認められたのに、息子さん 1 人だけが症状 1

つが足りないために認定されないというばか

げたことが起こってくるわけです。これが、三

人称の落とし穴であるわけです。 

河合先生から学んだことというのは、このこ

とに非常に濃密に関係してくるんですけれど

も、科学というのは一般性を重視する、そして、

これに対して人間というのは科学では割り切

れない側面がある、というのは、人間は物語を

生きているからだ、と言うのです。これは、感

情を持った生き物、あるいは精神性がある生き

物だから当然のことですけれども、これをさら

にきちっと哲学的に論じたのが――ちょっと

先に行きますよ――哲学者の中村雄二郎さん、

この方が、90 年代の前半に、『臨床の知とは何

か』という、こういう岩波新書の新赤版ですけ

れども、この中に実に明快に臨床の知と科学の

知の違いを書いておられるんですね。それは、

私にとって問題を整理するうえで非常に重要

な意味を持ちました。 

科学というのは誰でもが認めざるを得ない

ぐらいの普遍性、論理性、客観性、つまり証拠

を持ってこうだというのを突き詰めてくるわ

けです。しかし、「臨床の知」、つまり生き物と

しての人間、一人一人個性を持っている、そう

いう人を相手にする心理学とか精神医学とか、

あるいはいろんな福祉対策とか、そういう問題

については、人間の、あるいは家族の個別性、

多様性、そして、時には一過性、つまり、その

ときその人だけにしかない問題というのも、そ

の人にとっては重要な、乗り越えなければいけ

ない問題。この違いについて整理できたことが、

私が自分なりの思想を組み立てるうえで、決定

的に重要でした。 

それが、「2.5 人称」の視点につながるんで

すけれども、どういうことかというと、専門家

があまりにもしゃくし定規に客観性や科学性
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や一般性ということだけを問題にしていると、

そこにはどんどん外されて落とされていって

しまうものがある。 

科学は何で成立しているか、というと、実験

で、あるいは研究対象のうち例外的なものは全

部のけておいて、共通のある問題を残して、そ

こから理論を生み出してくるのが科学です。人

間みたいに、一人一人みんな違う場合には例外

が多過ぎて、人間は科学で言うと、いわばとら

えられないに等しいぐらいです。それでもいま

の医学は、組織や細胞や遺伝子や、そういうも

ので人間をみようとすると、人間の個人的な価

値観とか感情はほとんど除外されていってし

まうんですね。 

 

三人称の客観性を捨てないが一人称に

寄り添う姿勢-―2.5 人称の視点 

 

しかし、それを取り戻すにはどうしたらいい

のかということで、私は冷たい三人称から一人

称に歩み寄る、寄り添う。これは、三人称の客

観性を棄てろというのではなくて、それをしっ

かり専門家として踏まえながら、心において、

精神において、当事者の身になってみる。例え

ば、このいま困っている人が自分の子どもだっ

たらとか、自分の親だったらとか、自分の連れ

合いだったらどうするだろう、科学的な理論、

あるいは医学の理論ではこういう規則になっ

ているから、もうだめだよ、と言って突っぱね

るわけにいかない、その中でも何とかできない

か、というのがやはり二人称の立場になるわけ

です。 

だから、三人称の立場を捨てないけれど、一

人称に対して寄り添う姿勢、それをどういった

らいいかというので、私は、「2.5 人称の視点」

というキーワードを勝手につくったわけです。 

これも 10 年前からそんなことを言っている

んですが、ある医学部に、学生相手に講演を頼

まれて行ったら、学生から質問が出ました。「う

ちの教授が、患者と向き合うときには 2.5 人称

の視点ということを忘れてはいけないと言っ

たんですが、そういう考え方について、柳田さ

ん、どう思いますか」と聞かれたので、私は、

うれしかったですね。ああ、大学の医学部の教

授がそんなことを教えてくれているのかと思

って、それで笑いながら、「実は、これは私が

つくった言葉です」と言ったんですけれどもね。 

とにかく、その身になって考えるという視点

を取り戻さないと、この現代のぎちぎちした効

率主義、科学主義の中では、潤いは取り戻せな

い、こういう考え方なんです。実際にいま、こ

の問題についてもかなり長編の本を書いてい

るんですけれども、いろんなエピソードに出会

っております。 

 

救急医療とトリアージ 

 

例えば、ここで書きました「救急医療とトリ

アージ」ですが、阪神・淡路大震災のときに、

トリアージはなかったんです、当時は。ところ

が、2005 年のＪＲ福知山線事故のときには、

トリアージが実践されるようになっていまし

た。ですから、あの現場で、もうすでに事切れ

ている人は黒タグをつけて現場に安置してあ

る。で、重症患者を優先的に運ぶ。重症患者の

中でも特に緊急を要するのは赤タグをつけて、

最優先で運ぶ。けがをしているけれども、まあ

待ってもらえる人は緑とか黄色とかでいい。そ

ういうふうに選別をして、患者の搬送をする、

これがトリアージですけれども、これをやった

のです。 

それで、救急医学会としては、うまくいった

というので自画自賛したわけですが、ところが、

違う、それだけでは済まない。わが家族が乗っ

ていた可能性があるというので駆けつけたら、

何と病院にも連れていかれないで、現場の横に

黒タグをつけられて放置されるように置いて

あった。そこでショックと怒りですね、これが

もとでご遺族がそのトラウマから鬱病になっ

たりしている例が出てくる。そうすると、科学

的な客観性を持ってトリアージをやって、それ

でよしと思っていた救急医学会の姿勢は修正

せざるを得ないわけです。そういうとき、どう

したらいいんだろう。 
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そうすると、その身になって考えると、そう

いうふうにして緊急を要する人を優先するの

はしかたがないにしても、では、亡くなった人

に対して、きちっと、安置所のようなところで

整然として、そこに付き添いなり説明をする人

がいること、それから、死亡を診断した人がち

ゃんと診断書をそこに添えておく、全体を見守

っている職員を 1人置いておくとか、いろんな

現実的な方法があるわけです。 

そういった見方でいろんな事例をみますと、

改善すべき方法はどんどん出てくるのです。こ

れを言っていると、もう時間もありませんので、

別な例を挙げますけれども、先ほど言った少年

事件の場合、井垣さんもざんげする中でこうお

っしゃっていました。 

「いままでは、少年法によって決められた形

で、例えば加害者の地検逆送とか、あるいは少

年院送りとか、あるいは保護観察とか、いろい

ろして、それで終わりだと思っていた、これは

間違いだった。やはり被害者のご遺族がどんな

悲しみを持って、そして何を知りたいと思って

いるのか、それに捜査当局や裁判所はきちっと

役割を果たすべきだ」ということで、これから、

もし自分が同じような事件を担当すれば、きち

んとご遺族に審判の席に同席してもらって説

明をし、あるいはご遺影を持ってきたら、それ

を受け入れてあげるとか、あるいは事件が終わ

ってからでも詳しく知りたいという被害者に

対しては、きちんと情報開示をしていくという、

そういうことをざんげで語り出したわけです。 

ただ、残念なことに、井垣さんはそれから間

もなく定年退職になって、まだお元気ですが、

がんを患っておられるんですけれども、そうい

うことがあります。 

 

15 年時効の撤廃-―司法行政と 2.5 人称 

 

その問題は、実は、単に法律だけに機械的に

縛られるのではなくて、寄り添うという視点か

らそういうことが生まれてくるわけで、これが

犯罪問題については、2000 年に犯罪被害者の

会ができました。その国会陳情、政治陳情によ

って、犯罪被害者対策基本法ができ、それから、

いままで凶悪事件の捜査は 15 年が時効だった

のですが、被害者にすれば、15 年で時効で、

もう捜査してもらえないというのでは納得で

きないということを受け入れて、あの頑固な法

務省がとうとうそれを撤廃しましたね。これは

被害者の訴えが受け入れられたわけですし、そ

れと行政、特に司法行政が被害者の立場になっ

て物を考える。 

では、それまでなぜ 15 年だったのかという

と、人間というのは時間がたてば悲しみが薄れ

る、という極めていいかげんな常識論と、あと

はコストの問題、つまり捜査をいつまでやって

いても、人的、経費的にコストがかかって無駄

だという、そういう考えです。この 2 つが 15

年という時効の根拠だったのです。その 2つと

も、まさに被害者の訴えによって否定されて、

変わったわけです。これが 2.5 人称の視点に変

化したと言えると思うんですね。 

それから、ちょっとおもしろい事件で、ここ

に書いていないんですけれども、和歌山であっ

たことですが、ヨーロッパから名画を持ってき

て日本を巡回した泰西名画展があったのです。

そのときに視覚障害者が美術館に来て、「私た

ちにも見学させてください」と言ったわけです。

学芸員はびっくりしたわけです。目がみえない

人が何で泰西名画に興味を持ち、見に来たいと

言っているのか。理由を聞いたら、「いや、私

たちは目はみえませんけれども、学芸員の方が

その絵の前に立って、どういう大きさで、どん

な色使いで、どういうテーマで、その画家はど

んな人生を送った人で、この絵で何を表現して

いるのか、そんなことを現場で聞くと、私たち

はそれが目の前にあらわれてくるんです」、こ

う言ったのです。「だから、ぜひそういう機会

を設けてください」と。 

で、学芸員たちもその後協議して、やっぱり

応えてあげましょうというので準備をしてい

たら、3人ほど視覚障害者がやってきて、一日

がかりで、ゆっくりと一点ずつ学芸員が説明し

てあげた。やっぱり現場の雰囲気は大事なんで

すね。写真帳なり画帳をみて鑑賞するのと、現

場の立体的な雰囲気、周りでみている人の何と
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もいえない緊迫した感じとか、あるいは「きぬ

ずれの音」とは言わないですけれども、人がゆ

っくり歩くときの音とか、そういう中で学芸員

の説明を聞くと、本当に絵のイメージというの

が私たちはありありと浮かんでくるのです。終

わった後、「きょうは本当に充実した 1 日でし

た。こんなサービスを受けられて幸せです」と

言って帰ったんです。この 3番目に書いてある

部分ですけれども、これが三人称の視点から

2.5 人称の視点への変化、と言うことができる

と思います。 

 

日本航空の安全意識の変化――2.5 人称

の視点 

 

そういう視点で、とても大事な変革をもたら

したのが、日本航空のジャンボ機事故ですね。

20 年たっても日本航空は、非常に感情的に、

被害者とひざ突き合わせてお互いに問題を議

論しようという場をつくりませんでした。まし

て残骸は、きれい好みの航空会社としては早く

スクラップで捨てたかった。でも、2005 年に

経営危機に陥って、トラブル続き、また起こる

んじゃないかという不安感から、お客が逃げま

した。一説によると全日空に 200 億円分ぐらい

お客様が逃げたと言われているんですけれど

も、そういう中で、安全アドバイザーという制

度をつくって、私が座長を頼まれたのです。 

真っ先に実現したのは、この安全啓発センタ

ーという、御巣鷹山の残骸を展示し、何が起こ

ったのかを、ご遺族だけでなく、全社員にみせ

て、本当に安全の意識を根づかせることだとい

うことで、これをつくったわけです。 

こういうふうに、残骸展示はとても全部でき

ませんので、象徴的なところを中心に、これは

問題の原因になった圧力隔壁の破れたところ

です。これはオープンのとき、ご遺族代表を 5

人ほど招いて、会社の専務が説明しているとこ

ろですけれども、この瞬間から、日本航空を厳

しく批判し続けてきた 20 年のわだかまりを超

えて被害者たちが歩み寄ったのです、日本航空

と本当に協調して安全を考えていこうという

ことで。 

それ以降、われわれアドバイザーの提言に沿

って、日本航空は遺族の話を聞く、職員に聞か

せる、それから全職員にこういうものをみせる、

それから新入社員には全部御巣鷹山登山をさ

せる、そういう中から、体全身で安全を記憶さ

せるということ。 

やはり人間というのは、頭の中で前頭葉だけ

で問題を意識しているだけではだめなんです

ね。本当にはらわたにしみ渡るような形で問題

を捉えないと本物にならない。そういう取り組

みをすることによって、このご遺族も、大きく

日本航空との関係を変えました。ですから、い

まスチュワーデスに新人研修で必ず遺族の話

を聞かせるし、こういうところをみせるし、そ

うすると青ざめるわけです。こんなものの前に

立って、学校を出てほやほやの、これから客室

できれいどころで仕事するんだーなんて思っ

ていたのが、こういう座席をみて、立ちすくん

でしまうわけです。そこからが本当の安全とい

うものが生まれてくるわけです。 

これこそまさに当事者の身になって考える、

被害者の身になって考える、そういう「2.5 人

称の視点」の具体的な実践になるわけで、日本

航空でも「2.5 人称の視点とは」というビデオ

をつくって、全社員にそれを毎年みせるように

しております。 

これは、特に象徴的なのですが、この左側に

いる、武田さんという愛知県にお住まいの方は、

妹さんを亡くされて日航批判の急先鋒でした。

山に登ると、土くれに残っていた小さな残骸、

これはもう捜査的にも事故調査的にもほとん

ど意味のない断片でしかないんですが、肉親を

亡くした者にとっては、捨てられておけないの

ですね。この機体で死んだのかと、そこで拾っ

ては洗って家で保管していたのです。私は、そ

ういう遺族の心情を酌むならば、武田さんから

その残骸をお借りして、啓発センターの中にき

ちっと掲示し、なぜこれを掲示しているのか、

その理由をきちんと書きましょう、と提案して

実現しました。武田さんもこの展示をみて、真

ん中に当時整備担当の安全担当の責任者だっ

た人ですが、東京駅まで送っていったら、ご長
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男と一緒に来ていたんですが、武田さんが「き

ょうは本当に気持ちがすっきりした。ビールで

乾杯しよう」と言ったというんですね。いまま

で、日航の職員を毛嫌いし、急先鋒だった武田

さんが「一緒にビールで乾杯しよう」と言った

ので、長男がびっくりしたらしいんです、おや

じが変わった、というので。これなどは、一つ

の「2.5 人称の視点」の代表的なものだと思う

んです。 

 

原発事故――被害者の視点から 

 

そんなところから、いろんな思想をこの 10

年ぐらい整理し始めているんですが、特に、原

発事故調で重視したのが被害者の視点という

ことでした。「被害者の視点からの欠陥分析」

というキーワードを最終報告書に一項設けて

書かせてもらいました。 

どういうことかというと、この原発システム

を模式化すると、中心システムが真ん中にある

わけです。原発建屋、もちろん原子炉、あるい

はタービン建屋があります。これらはもう致命

的に壊れてはいけないところなんですけれど

も、万一壊れたときのために、その周りに、例

えば予備電源、電源車を持ってくるとか、電線

をつなぐために持ってくるとか、消防車を持っ

てくるとか、そういう支援システムというのが

あります。そして、さらにその外に住民がある

わけです。 

で、これをみるときに、事業者や技術者や行

政はどういう見方をするかというと、こういう

見方をするのです。右側が事業者や行政や技術

者がみる、真っ先に重視するのは、当然この中

心、中枢領域ですね。そうすると、そこで何が

起こるかというと、ここをしっかりつくれば、

ここはまあまあ、万一だから、ある程度備えて

おこう、こちらまでは影響が及ばないから大丈

夫と、こういうふうに近景と遠景の関係ができ

てくるのです。この中心にものすごく力を入れ

る。いまの規制庁なんかそうですけれども、こ 

こが安全なら全部安全みたいな、そういうロジ

ックができてしまうのです。これは住民をだま

すためでは必ずしもないのです。何かこういう

技術者なり行政マンの宿命と言っていいと思

うんですね。ここはこういうところをしっかり

やればいいんだと。 

ところが、現実に起こったことは何かという

と、こういうことなのです。炉心にしろ、ある

いは支援領域にしろ、穴だらけだったわけです。

例えば外部電源、ここで一番わかりやすいのは

2番目にある非常用電源について、万一中枢領

域でトラブルが起こったときに停電する、そう

したら電気をどこから持ってくるかというと、

非常用電源でディーゼル発電機がいいじゃな

いかというので設置するわけですが、1台だけ

では心細い、2台置きますね。バックアップシ

ステムとしてディーゼルを置くだけではなく

て、ディーゼル自体のバックアップシステムと

してもう一台置くんですけれども、これを、右

側からみる、こっちからみると、何か非常にお

ざなりな形式主義に陥っていくのです、ディー

ゼルが 2台あるからいいじゃないかと。 

ところが、現実に何が起こったかというと、

津波が押し寄せてきて、1階、それから地下を

水没させていきます。ディーゼル発電機 2台を

どこに置いたかというと、1階部分または地下

1階のところ並べて置いておいたのです。これ

はもう被害者の目でみたら、冗談じゃない、そ

ういうときに生き残るためだったら、何で 2

階以上とか高台に置かないのだ、2台をなぜ同

じところに置くのか、あほみたいなことなんで

すが、本当に日本の最優秀な原子力物理学者、

工学者や行政マンがそういうことを平気で見

落としていくのです。 

 

被害者の目から逆照射する 

 

これに気がつくのは、やっぱり被害者の目か

ら、本当に大丈夫なの？ という目で、逆のほ

うから、「逆照射」という言葉を使いたいんで

すけれども、私はこの被害者の視点からの検証

というときに、「逆照射」――これは文学的に

はよく使うので、いろんな問題を考えるときに、

――失敗学の畑村先生なんかは、「逆演算」と
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いう言葉を使いますけれども――「逆照射」と

いう言葉も使ったりするんですが、原発事故調

の議論の中で、事務局側の物理の先生だとか、

あるいは官僚だとか、何と言ったかといったら、

「逆照射というのはまるで放射線を反対から

当てるみたいだから、そういう言葉は使わない

ほうがいい」と言うんですね。もうつまらない

議論がいかに多かったかというのは、本当にも

う噴飯物ですけれども、それで「逆照射」とい

う言葉は削られていくとか、実は私は、「逆照

射」というのは、さっきの図をみると非常に大

事な問題だと思っているのです。 

 

配電盤、ベント、フィルター、線量モニ

タリングポスト・・・ 

 

これは、配電盤という中枢のところですが、

これが 1階につくってあるために、ごらんのよ

うに、津波で海草やなんかでべちょべちょにな

って、中枢機構ですから、電気をどこにも配れ

なくなってしまうわけです。電源車を持ってき

ても、ここへつないだってどこへも行けない。

電源車は現場で 1 つの施設にしかつながらな

いという、こういう問題が起こってくる。 

それから、ベントなどについては、フィルタ

ーをつくってなかったわけですね。ベントとい

うのは、放射能が耐え切れなくなって、圧力が

高くなって爆発したら大変だから逃がすわけ

です。当然、放射能をいっぱい含んでいるわけ

で、そういう蒸気を逃がすときには当然フィル

ターで放射能を抑えなければいけないのに、形

だけベントをつくっていて、フィルターがなか

った。これなどというのは、もう住民被害者の

視点から言ったら、「あほか！」と言いたくな

るわけですね。「俺たちのことを何て考えてい

るんだ」と。こういう問題。 

それから、住民のそういう被害防護という意

味では、モニタリングポストといって、どれく

らい汚染されたか線量を把握しないと、どこに

逃げていいのか、あるいは逃げなくてもいいの

かわからない。そこでモニタリングポストを

24 カ所つくってありました。これは上がモニ

タリングポストです。コンクリートの頑丈なも

のですけれども、土台は実にあやふやで、下が

センターです。 

これは、ごらんになりますとわかりますよう

に、上の赤が第一原発、下が第二原発で、縦に

赤丸がモニタリングポスト、24 カ所あるんで

す。それで海岸沿いにも数箇所ありました。で、

地震が起こったら何が起きたかというと、まさ

に地震・津波で原発がいかれたときに重要なモ

ニタリングポストが津波で流されたり、あるい

は地震で倒れたり、あるいは電源が絶縁されて

データを送れない、そういう耐震性は用意して

いなかったというあほみたいなことが起こっ

て、24 機あるモニタリングポストのうち使い

物になったのは 1機しかなかったのです。これ

が津波で流れされたものです。もう 100ｍも

200ｍも離れたところにこんなに転がっている、

これもそうですがね。こういうことが起こるの

です。 

それで、結果、何が起こったかといいますと、

ここで漏れたのは、こちらの飯舘村のほうを通

って、ずっと中通りのほうに行ったわけですが、

このあたりというのはすごい濃度になったん

ですが、モニタリングポストは置いてなかった。

そこを知らずに逃げていったという、こういう

ことが起こる。被害者の視点というところから

の逆照射をすると、こういうことがたくさん出

てきて、いま規制庁が認可しても、避難先の問

題から逆照射すると、もうとてもじゃない、い

いかげんで中途半端になっているところがた

くさんございます。 

この辺でまとめに入ります。 

避難体制がなぜ重要かというのは、本当にい

ざ逃げるとなると 1 人の重症患者を逃がすの

に数人のスタッフが必要です。それを病院で

100 人も抱えているような精神病院とか、ある

いは老人施設は、ほとんど避難は不可能ですね。

そういう問題は全くクリアされていないです。 

私がたどり着いた最後の結論ですけれども、

いま言いましたように、自分なりに思想という

ものをつくってきたものは何だったんだろう

かということを整理すると、一つは、生と死の
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人称性から、「2.5 人称の視点」ということを、

この国の人間性の潤いを取り戻すうえで大事

な思想ではないかということが一つ。 

それから、次には被害者の視点という形で、

この世の中の安全というものを、あるいは行政

のサービスというものをもう一度考える必要

があるのではないかということ。 

 

「死後生」論――喪失体験が人間を成長

させる 

 

そして 3つ目に、死生観というものについて、

私なりに最近強調しているのは、「死後生」論

なんです。 

これに一言だけ触れておきますけれども、ど

ういうことかというと、人間というのは人によ

って思想はまちまちで、死んだら終わり、死ん

だら灰になるだけという人もいますけれども、

私は違って、その人が生きた精神性、いわば生

きたあかし、それは非常に大事に、人生を共有

した人にとっては生き続ける、人の心の中で生

き続けるということ。 

つまり、最初に言いましたように、人間の命

には精神性と肉体性と両面あって、肉体性のほ

うばかり現代医学は力を入れて、精神性のほう

が置き去りになっている、それを考えると、死

の臨床、終末期医療のあり方、あるいは在宅ケ

アのあり方、そういったものの一番核心は何か

というと、精神性の命をどうするか、その人が

どういう納得した形で人生の最期を送るかと

いうことであろうと。 

そこで大事なのは、死とは何かを考えるうえ

で、具体的に「死後生」というのを考えたらど

うかということなのです。 

従来のライフサイクル論、これは 70 年代に

エリク・エリクソンなどの精神医学者の理論が

闊歩していたころは、このブルーのラインのよ

うに、人間は生まれて大きくなり、学問やある

いは社会的な知識を身につけて貢献し、そして

中世の騎士が馬で闊歩するような壮年期があ

る。しかし、やがて定年や体力の衰えが来て、

死でもって終わる。これがエリクソンなどのラ

イフサイクル論だったわけです。 

僕は、全くこれは違うのではないか、本当に

人間で大事な精神性を考えたら、違うラインが

ある、それが赤です、たとえ定年になろうが、

たとえ病気しようが、たとえ愛する人を失おう

が、人生というのは絶えず上昇し得る、その人

の心構えで成熟していく、そして、むしろ喪失

体験こそが人間を成長させるものだ、そういう

考えです。 

しかも、死でもって終わらない。その人がど

ういう生き方をしたか、どういう言葉を残した

か、それが残された人の心の中で生き続け、残

された人の人生をさらに膨らませる。そういう

ことであって、振り返って死後生からいまを考

えるなら。いまの生き方、まさに予備校の先生

じゃないですけれども、「いまでしょ！」とい

う、そういう考えになるという、こういう死生

観なり人生論というのはいまたどり着いたと

ころなんですね。 

これについては、在宅ケアや、あるいは終末

期医療にかかわっている先生方や皆さん、本当

に共感してくれまして、このグラフはとても明

瞭、しかも、わかりやすいと言ってくれるので、

ありがたいんですね。 

 

現場を歩く仕事を続ける 

 

振り返ってみますと、戦後 70 年たちました

が、私自身にとって、本当に 70 年の大半、現

場を歩く仕事をさせてもらったのは大変幸運

でして、高校から大学時代ぐらいに自分で思想

をつくらなきゃと思ったことが、ちんまりとは

していますけれども、何とかここまで生きてき

て、少し形がみえてきたなという気がします。 

これから 80 歳代になって、どこまで生きる

かわからないけれども、現場を歩く仕事はまだ

続けるつもりでありまして、日野原重明先生に

も助言をいただきました。「柳田さん、87～88

になったらベストセラーが書けるかもしれま

せんよ。私は 87 歳で『葉っぱのフレディ』と

いうシナリオを書いてベストセラーになりま

した。87 歳で作家になって成功しましたから、
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あなたももう少し長生きしなさい」、こう言わ

れました。そのことを大事にして、これからも

う少し頑張って、足腰を弱らないようにしてい

こうと思っております。 

きょうは長時間にわたってオーバーしてし

まいましたけれども、ご清聴ありがとうござい

ました。（拍手） 

（了） 


