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橋澤 清水鳩子さんが「消費者運動をはじめられたきっ
かけ」というのはどういったことだったのでしょうか。
清水 まずね、私が関わった頃には、
「主婦」という言葉
が使われていて「消費者」という言葉自体がなかったん
です。
「消費者」
という言葉が使われたのは、
昭和31
（1956）
年から。
橋澤 昭和31年に何があったのですか？
清水 昭和31年に全国消団連が結成されたのです。その
時に、初めて、
「消費者は主権者である」という宣言文が
採択されて、
「消費者」という言葉が使われたんです。
それは、主婦連創設者・奥むめおさんが起草したのです。
奥むめおさんは戦前から女性の地位向上運動を市川房枝
さんや平塚らいてうさんたちとやっていた方です。あな
たたちはご存じないかも知れないけど、あの頃は女性が、
選挙権も被選挙権もないでしょう。それだけでなくて選
挙演説を聞きに行くことも禁止なのね。奥むめおさんは
どうしたかというと、お兄さんの一高時代のマントを着
て選挙演説を聞きに行ったそうです。
橋澤 男性に変装したんですか？
清水 そう帽子とマントで変装して、男のふりして、ちょ
こちょこと入ろうとした。でも結局見つかってしまって、
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警察に捕まっているみたいです。
橋澤 奥むめお先生は、そもそも女性の権利、という問

チが粗悪で、火が付かなかったの。

題意識からスタートされたのですね。そこから、主婦の

橋澤 配給で来たマッチなのに火が付かなかったんです

視点という意味もあって、消費者運動に取り組んでこら

か？

れたんでしょうか。

清水 そう。それで、
「こんなものを配給すとのはけし

清水 そうですね。それで、奥先生はお金もないし、組

からんではないか」と言って、燃えないマッチを集めて、

織もないから、
先生の娘さんと私をつかまえて、
運動を「手

良いマッチと取り替えさせたのです。

伝え」と言われたんです。

橋澤 取り替えるマッチはどうやって調達したのですか。

橋澤 そうやって、清水さんが消費者運動に関わるよう

清水 奥先生が物価安定政策本部に交渉したんです。闇

になって、最初にしたことはなんだったのでしょうか？

市場撲滅のためには、配給の粗悪品をいいマッチと取り

清水 私が、消費者運動に関わった最初は、昭和23年９

替えさせるべきだって交渉して、良いマッチを用意させ

月 ３ 日 の「 燃 え な い

奥むめお
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たようです。

マッチを持ちよる会」

私は、前の日の９月２日に奥さんに呼びつけられたん

の大衆運動でした。そ

です。奥さんは、知り合いからライトバンを借り集めて

の頃は、マッチは統制

きて、
「これに乗って、明日、原宿の社会事業会館で燃え

物資で、配給だったの。

ないマッチを全部いいマッチと取り替えさせるから、不

だから、闇市でならお

良マッチを持って来てください、と言って歩きなさい」

金を出せば買えるとし

というわけです。
私はそういうことをやったことがなかっ

て も、 普 通 の 人 は 区

たのですが、
「書いてあげるからこれを読めばいいんだ

役所から配給切符をも

から」と言われて。それで、いまみたいに電気のマイク

らって、それと引き換

ではなくて、紙製のラッパのようなものを使って呼びか

えでしか買えなかった。

けて回ったのです。９月２日、風のビュービュー吹く中、

それなのに、そのマッ

ライトバンに乗せられて、私は本所、江東、両国、下町

の方を回って歩いたのです。

みんなにジュースを配ったことから起こったのです。

橋澤 結局、配給品の粗悪マッチを良いマッチを取り替

橋澤 役員会の時の、ちょっとしたおやつの飲み物が、

えることができたんですか？

この有名な訴訟につながるのですか？

清水 そうです。全部取り替えさせたんですよ。人が、

清水 そうなの。その時、私よりずっと年上の人たちが、

来るは、来るは！みんな、どこのだれだかわからないけ

「この頃のジュースの味は変だよね」と言ったの。彼女

れど、普段着のまんま出てくる。中には割烹着をきたま

達は子どもの時に飲んでいたジュースとこの頃のジュー

ま風呂敷とかかばんに、近所のマッチを集めてもってく

スは味が違うというのね。役員会でみんなで飲んでいた

る人もいて。

ジュースは、くだものの絵があって、そこから果汁がポ

橋澤 そこら辺のお母さんたちが、みんなマッチを持っ

トポトと垂れていている絵柄のラベルが貼ってあって、

て集まってきたと。

黄色の色がついていて、
みかんの匂いと味がした。だから、

清水 そうそう。会場は人でいっぱいになりました。ト

当然果汁100％だとばかり思っていたわけです。それでは、

ラック１台分の優良マッチを先生が用意されていたので

何が入っているかテストしようと言うことになったので

すが、全部取り替えたんです。それだけではなくて、
「燃

す。

えないマッチの会社の名前を会場に全部張り出しました。

橋澤 テストと言っても、誰がどんな風にやったのです

マスコミもばーっと騒ぎ出したんですよ。

か？

橋澤 なんかおもしろいことをやっているようだと。

清水 主婦連には、品質をテストできるように、
「日曜試

清水 そう。それで、夕刊にそれが載って、夕刊が飛ぶ

験室」っていう実験室があったんです。消費者団体の試

ように売れたのです。これがきっかけでマッチの統制が

験室は日本で初めてだったんですよ。それで、みんなが

外れ、
自由競争の商品になりました。その後は、
どこのメー

それぞれ自分の近所からジュースを買ってきて、試験室

カーのマッチが優良品でどこのマッチが粗悪品かは消費

に集まったのね。中には粉末ジュースもありました。高

者が選択できるようになりました。

田ユリさんという試験室長が中心になって果汁が入って

橋澤 この運動が、その後、主婦連結成のきっかけになっ

いるかテストしたんです。そしたら、100個のうち３つし

たと伺いましたが、どういうことでしょう。

か果汁100％のものは無かったのです。ひどいのになると

清水 それはね、わたしはよく覚えていますが、あの時、

果汁がゼロで、ラベルだけ果物の絵が貼ってあって、○

どこの誰だかお互いに知らない人が集まってきた。ひと

○ジュースと書いてあった。要するに、嘘つきジュース

りの女性が立ちあがって、
「私は世田谷の者ですが、この

です。

中に世田谷の人がいたら、私のところに来てください」

橋澤 100あったら97は果汁でないものも入ってるジュー

そして、
「これと同じ会を世田谷でやりませんか」と提案

スだったわけですね。

したのです。

清水 そうそう。それがテストの結果わかって、そして

すると別の方から「私、品川なんですけど、品川の人

公正取引委員会に無果汁などの表示の適正化を求めて、

いたら、こっちに来てください。これと同じことをやり

働きかけをはじめたわけです。この表示については、公

ましょうよ」という声があがりました。そこでそれぞれ

正競争規約、独禁法、公取の裁判ですから、公正取引委

不良マッチをいいマッチと取り替えさせる運動を各地で

員会の審判なんですね。それで、
どんな表示にすべきかっ

やって、主婦連の組織づくりへつながっていくのです。

て色々議論が始まった。そうしましたら、途中から、消

橋澤 それで、各地の主婦連ができあがっていったんで

費者には、公正競争規約に対して「不服申立」をする資

すか。

格があるかないかのほうに流れが変わってきてしまっ

清水 そうなの。東京だけではなく、粗悪品追放運動が

たんです。公正競争規約の不服申立てというのは20条に、

全国に広がって、全国組織の主婦連になっていくのです。

不服のある者は30日以内に申し出ることという規定だっ

橋澤 原宿で始まったマッチを取り替えるという企画が、

た。ところが、これは、業者を対象にした規定であって、

消費者運動の大きな動きの出発点になるわけですね。な

一般消費者を対象にした規定ではないと言われたんです。

んだか、凄いわ。

結局最高裁まで行っても、そこが争いになって、負けて

清水 そうなんです。あのころの運動は、凄いパワーが

しまったんです。

あったの。

橋澤 不服申立の権利がないと言うことで、却下された
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

のですよね。でも、この裁判は、消費者の権利を考える

橋澤 そうして始まった主婦連の活動ですけれど、その

上で、大きな意味のある裁判ですよね。

後もいろいろな運動をしていますよね。中でも、
「ジュー

清水 そうなんです。裁判では負けたけれど、消費者が

ス訴訟」というのがとても有名で、司法試験の勉強でも

不服を言えないなんておかしいっていう、大きな問題を

重要判例として必ず出てくるんですけれど、この訴訟が

提起しました。それから後にできたいろんな法律、
例えば、

どんな経緯で起こったのか教えていただけますか？

ＪＡＳ法とか、
家庭用品品質表示法とかには、
ちゃんと「何

清水 これは、誰か偉い人が学問的にとか、法律的に問

人も」
不服申立ができるって書かれるようになったんです。

題提起したものではないんです。主婦連の役員会の時に

それから、ジュースの表示についても、
「無果汁」なら
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橋澤 この裁判はどのくらいかかったんですか。
清水 十数年かな。
橋澤 十数年もその先生はおつきあいされて、やって下
さったと。
清水 そうなんです。裁判で負けて、でも、結果として
私たちはいろいろ得ることができたから、勝ったと思っ
ているんです。ここまで「勝った」のは先生のおかげ。
それなのに、穂積先生は、
「負けて申し訳ない」といつで
も仰るんですよ。
橋澤 よい先生と出会われたのですね。私も、見習いた
いです。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
橋澤 今、清水さんは、環境問題、特に大気汚染公害の
問題に取り組まれていますよね。以前清水さんが、環境
問題は消費者問題にも取り組んでいると仰っている記事
を拝見したことがあるのですが、その辺について、お話

橋澤 加世弁護士（東京大気汚染公害裁判弁護団）

いただけますか？
清水 私が大気汚染の問題に関わるようになったのは、
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ばそう表示しないといけないし、果汁の含有量を書かな

多くの市民団体と共同でやった二酸化チッソ（ＮＯ２）

ければいけないということになりました。現在は、果汁

の測定運動が最初なんです。

100％でなければ「ジュース」と言ってはいけないんです。

橋澤 なぜその測定運動が始まったのですか？

橋澤 訴訟で負けたけれど、ほんとうに凄い成果をえた

清水 革新都政時代に、東京都に公害監視委員会という

んですね。

のがあった。公害監視委員会の委員は地域代表と団体代

清水 そう。裁判は負けたけれどね。ジュース訴訟は、

表から選出されていたの。すごく積極的な活動をしてい

もう、国際会議に行っても大体知られています。アメリ

たのね。いい調査をたくさんしたんですよ。
「ここの道路

カの消費団体の人が来ても必ずジュース訴訟のことを聞

は車が多すぎて空気が汚れている」といって調査をした

かれます。ある人は「日本は近代化されているけど、ま

り、工場の排出規制をやったりね。

だ刀を腰にさしてちょんまげ結っているみたい」って。

それで、公害監視委員会の働きかけもあって、大気の

変なところで遅れているってことなんでしょう。ジュー

測定運動が東京で広まっていったんです。主婦連も協力

ス訴訟では、長島・大野法律事務所の穂積忠夫弁護士が

して、会員さんに測定用のプラスチック製の親指ほどの

手伝って下さったのだけれど、先生はアメリカにいらっ

簡易測定器機材を配って。

しゃったことがあって、アメリカではこんな話は通るは

橋澤 会員さんに配って、ご自宅の付近で測ってくださ

ず無いと仰っていた。

いと。

橋澤 穂積先生とはどのような出会いなんですか？

清水 そうそう、それで結果を集めて、汚染のひどい所

清水 すでに公正取引委員会とやり合っていたんですけ

は大きい丸、中くらいは小さい丸にしてマップをつくっ

れど、先ほど出てきた高田ユリ日用品試験室長さんが、

たり行政に働きかけをしたんです。

朝日新聞の「声」という投稿欄に、
「公正取引委員会から

橋澤 抽象的に数値がいくらだから、どうだとかいうこ

こうこう言われているけど、全くおかしいと思いません

とではなく、自分のくらしの中の身の回りの変化に目を

か」という投稿を載せたんです。次の日の朝、私は事務

向けていくところが面白いですね。

所に居たのだけれど、電話がかかってきて、男の方だっ

清水 この測定運動が、結局、東京大気汚染公害裁判に

たのね。それで、
「今日、
「朝日」の「声」の欄を読みました。

もつながりました。

高田さんの投書、おっしゃる通りです。こんな話は、ア

橋澤 東京では、大気汚染の裁判が高裁で和解となりま

メリカでは通らない」と仰って下さった。
「ご親切にあり

したよね。今は和解条項の履行を国と住民が一緒になっ

がとうございます。大変失礼ですが、
どなた様ですか？」

て行う必要があり、いわば、緑あふれるまちづくりを目

と伺ったら、
「長島・大野法律事務所の穂積忠夫と申しま

指す活動をおこなっていますが、それにも、主婦連が続

す。何かお力になれることがあったらどうぞ」って仰っ

けてこられた大気の測定が役立っています。

たんです。それがきっかけでした。

清水 そうですね。それと、全国的な被害者救済制度の

先生の事務所は、プロボノ方式と言って、弁護士業で

確立も大事で、50万署名活動にも撮りくんでます。東京

の利益の１％を社会に還元するらしいんです。その費用

は、裁判のおかげで、ぜんそく患者の医療費がタダになっ

を充てるからということで、結局私たちはタダで最高裁

たけれど、千葉は対象外。千葉の人から言われるんです、

まで裁判を続けられました。

同じく空気を吸っていても、道１つ隔てた千葉の人はな

ぜ救済されないんですかと。
橋澤 医療費だけでもそんな状況ですから、生活補償ま

社会が言うことでも、自分が違っていると思ったら思う

でのきちんとした救済まで得られるためには、これから

とおりやりなさいと、最後は自分で判断できるんだから、

頑張らないといけないですね。

遠慮しなくていいからやりなさい」と言ったんです。

清水 そうですね。これからですね。

たとえば長男が小学校２年生の時に、
「どうしてこれバ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ツなの」と文句をいうから見たら、
「トマトはいつできま

橋澤 話は変わりますが、清水さんは、女性であり、母

すか？」という質問なんです。うちの子は「１年中ある」

親でもあるのですが、女性が活躍することについてどの

に○をつけた。１年中売っているからね。そこで先生に

ようにお考えですか。

言いに行ったら、先生は「トマトは夏だ」と言ったとい

清水 奥先生が主婦連を作った頃は、くらしの担い手は

うの。
「１年中スーパーで売っているじゃないか」という

女だったでしょう。だから女の視点が大事だった。
「台所

疑問に「それはダメ」と言ったのです。私は息子にね、
「そ

の声を政治に」というのが、スローガンでした。

れはあなたが正しい」と言った。
「先生がそう言うなら、

橋澤 じゃあ、女性の視点というよりも、くらしの視点

それが正しいんだからあなたはだまんなさい」とは絶対

が大事なのかしら。

に言わなかった。そうやって、育ててきたんですよ。

清水 くらしの視点、そうですね。その意味では、いま

橋澤 なるほど。その子の好きなように言いたいことは

でも「台所の声を政治に」って、ほんとうにそうあるべ

言って、あとはその子を信じて、ということですね。

きだと思う。奧先生は、みんなの声が政治を動かすんだ

清水 そうそう。そうやって、自由にさせた。それで本

といって、このスローガンを掲げて、
「偉い人だけが世の

人も苦労した時期がありましたよ。

中を変えるのではない」って言ってあるいたんです。

橋澤 自由にできるとその分、子どもも自分で決めてい

今、主婦連も政府の審議会のメンバーになっています

かないといけないところがありますね。

けれど、私はよく言うんです。
「みんなの声をどうやって

清水 そうね。
「学校なんか行かない」と（笑）
。そんな

委員が代弁できるかということ。それが主婦連の原点で

ことを言ったこともあるけど、最後はちゃんと大丈夫で

す」って。消費者目線といったときに、自分が代表して

す、ちゃんと育つ。親のやらせたいこと、子のやりたい

いる人たちの目線、生の声をちゃんと意識しないといけ

ことは必ずしも一致しないわ。親は親、子どもは子ども

ないんです。

でいいんじゃない。子どももその方が幸せよ。

橋澤 台所の生の声を聞く、それを伝えていく、これは
昔も今も変わらない大事なことなのですね。
それでは、私は子どもがいるので、清水さんの子育て

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
橋澤 では最後に、今の若い世代に期待することを教え
て下さい。

の話を伺いたいのですが。

清水 この頃思うのですが、消費者対策の制度や法律と

清水 子どもはとくに、こういう子に育てようと思った

か、それをやらなければ企業がつぶれるかもしれないと

ことはないけれども、１つ、私の子育ての中でいつも大

いうことで、消費者窓口をつくったり、苦情相談などを

事にしてきたことがあるんです。それは、自分が思うこ

して、それなりの対策をしているわりに、消費者側にパ

とを遠慮しなくていいからやりなさいということなの。

ワーがある活動がないのね。

私は戦争中の教育を受けたんです。自分の選択の幅が

橋澤 うーん。何にもなかった頃のほうが、みんな元気

極めて限られていたわけです。
「こうしなさい」と言われ

だったのかも知れませんね。ある程度のいろいろなもの

たら、それをしなければいけなかった。私のなかで、忘

が整えられて、そこに安住しちゃっているところがある

れられない出来事がありました。小学校４年生の時に先

のかもしれないですね。

生に不信感を持ったんです。それはどうしてかというと、

清水 たとえば風呂代が値上がりする時に、
「私は納得で

クラスに韓国の子がいたんです。すごく良くできる子な

きない」と言って運動を提起する、
その運動は逞しかった。

の。だけど家はものすごく貧乏なの。遅れて来るし、休

ジュース訴訟だって、
そういうところから生まれたんです。

むし、時には赤ん坊の妹を背負ってくるんです。そうす

最近、給費制の問題で、私はビギナーズの人たちといっ

ると教室に入れないから廊下の外で授業を聞いていまし

しょに運動に関わったんだけれど、若い人って素晴らし

た。
「あの人がどうして、あんなに成績がいいのか」と

いと思いました。給費制をもとめる生の声をききました。

わたしには、コンプレックスがあったんです。ところが、

わずかな期間ですが出会えて良かった。こんな人たちが

先生はなぜかクラスの委員に選ばないんですよ。それで

この社会にいるなら21世紀の社会は安心だと思った。

私は先生に聞きに言った。
「あんなにお家の手伝いをよく

若い人には、ぜひ元気に頑張ってもらいたい。いろん

して、勉強もよくできるのに、先生どうしてあの人を級

なところで、生の声を自分の声で直接聞いて、それを多

長にしないんですか」と。それに答えて先生はこう言わ

くの人に、社会に伝えるということをやっていってほし

れた。
「子どものくせに黙っていなさい」と。私はそれは

いと思います。

いまでも忘れません。そういう差別は許せないと思った

橋澤 そうですね。私も頑張ります。今日は本当に、ど

のね。だから、子どもには、
「学校の先生が言うことでも、

うもありがとうございました。
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足立区立中学校で長年にわたり社会科教員をされていた大谷猛夫さんに、
菅本麻衣子弁護士・柿沼真利弁護士が戦争被害の救済について語りあいました。

柿沼 今回の対談は、戦争の被害にあった人たちの救済を求
めるという観点から、足立区の中学校で近現代史を教えてこ
られた大谷先生をお迎えしました。先生のプロフィールをお

大谷 猛夫さん（足立区立中学校元社会科教員）
菅本麻衣子弁護士（敦化遺棄毒ガス被害事件弁護団）
柿沼 真利弁護士（日の丸、君が代強制訴訟弁護団）

願いします。
大谷 1970年に大学を卒業したんですが、大学紛争の中、お
金がないので、まず非常勤講師を、六中でやりました。非常
勤をやるなかで、足立の子どもたちが生き生きして、すごく
反応がいいし、教師のやりがいを感じたので、教員試験を受
けて1973年から教員になりました。そこから34年間、足立区
の中学校、十四中、入谷中、六中、東島根中という４つの中
学校の社会科の教師をやってきました。そして3年前に60歳
で定年退職しました。
教員になりたてのころは、
足立区は
「高度経済成長の果て」
という状況で、親の多くが東北地方から職を求めて来た方
で、子どもたちの状況を聞くと、足立区で生まれた子はむし
ろ少なくて、宮城県とか岩手県とか秋田県とか、そういうと

左から、柿沼弁護士、大谷氏、菅本弁護士

ころから来ている人がすごく多かったです。
私が非常勤で六中に行ったんですが、その頃は、西新井橋

ちがいるんですね。

しい状況にある方々が多く住んでいる地域でした。でも、子

大谷 いろいろな家庭があって、教師って学校に来た子はみ

どもたちは生き生き、伸び伸びしているという感じがすごく

んな平等に扱おうとするんですよ。だけど学校に来る前が平

しました。

等ではないわけですよ。例えば宿題を出してやってこなかっ

菅本 先生が中学の先生になられた初めの頃は、足立区の子

たら怒るじゃないですか。しかし、家に６畳１間しかなくて、

どもは生き生きしていたということですね。

小さい子どもが駆けずり回っていて、夕食を食べ終わったら

大谷 いまでもそれは生き生きしている。他の地域で授業を

ちゃぶ台を片づけて、布団を敷かなければいけないというと

したことがないから、比較はなかなかできないけれど、いろ

ころで、いつどこで、宿題を中学生がやるのかということを

んな他の地域の先生たちの話を聞くなかで、ずっと子どもた

考えれば、家庭学習のすすめとか教育委員会が言っているけ

ちの反応もいいし、生き生きしていると思います。

れど、家庭学習ができる条件がないところに子はいるんです

足立区に転勤してきた教師で、 足立区の子どもたちは、
粗野で乱暴で礼儀知らずだ と言う方もいます。だけど、粗
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柿沼 公立中学ですから、いろんな家庭環境にある子どもた

を渡ると本木新道に細いバス道路があるだけで、経済的に苦

よ。そう考えれば、一律に宿題を出して、やってこない子は
駄目とか、そういう問題ではないと思います。

野で乱暴で礼儀知らずというのは、明るく素直で人懐っこい

足立区の登校拒否って、ちょっとした特徴があったと思い

というのと裏表だから、教師がどんな立場でというか、どう

ます。
「登校拒否」には、子どもには学校に行きたいという

いう見方で子どもたちを見るかということで対処の仕方も

思いがあるんだけど、メンタルな原因で朝起きるとおなかが

違っちゃう。粗野で乱暴で礼儀知らずと見れば、それは直そ

痛くなったり、熱が出たりして、身体的に表れて行けなくな

うとするから、あれも駄目、これも駄目とか、ああしろ、こ

っちゃうというタイプのものと、そもそも学校クソくらえと

うしろというだけになっちゃって、うまくいかないわけです

いうもの、つまり、小学校に入った時から勉強はわからない

よ。だけど明るく素直で人懐っこいと思えば、それを伸ばそ

し、先生には怒られているし面白くない、学校で褒められた

うとすればいいんだから、素直に返ってくるし、楽しくいけ

ことがない、だから行ってもしょうがない、自らの意志で学

るのです。

校に行かない、それで、そういう子たちは閉じこもらないで、

どないし、縁故でアルバイトをしながら、結局親が支えてい
るという状況です。
菅本 いまの中学生の親というのは、ちょうど80年代に中学
ぐらいだった人になりますね。そんな人たちがいまダブルワ
ークしないと食べてもいけない、貧困状態になっているとい
うことでしょうか。
大谷 もちろん全部が全部じゃないですよ。どのくらいのパ
ーセントかというのはもちろん言えないけれど、少なくと
も、２割、３割は確実にそういう人がいると思います。
菅本 親が教育を受けられなくて低賃金でのダブルワークを
しないといけなくなって、だから子どもも教育を受けない。
貧困の連鎖みたいなものをお話で感じてしまったんですが。
大谷 そういう子の親も自分も中卒で生きているから、なん

大谷猛夫さん（おおたに・たけお）
1973年に足立第六中学校に勤務して以降、2008年に定
年退職するまで足立区各地の中学校の社会科教諭を勤める。
定年退職後は複数の大学で講師として教育学を教える。
社会科教諭として、戦争の被害、加害について生徒に教え
ながら、自らも主に中国人被害者の戦後補償運動に携わり、
「中国人戦争被害者の要求を支える会」の立ち上げから参
加する。現在同会事務局長。

とかなるという思いが次の世代につながっている。そういう
意味では再生産されている。私は４校転勤したけれども、結
局、最初の頃に教えた子が親になって、またその子どもを教
えているというのがかなりあるんです。
●―――――――――――――――
―――――――――――――――●

菅本 ところで先生が戦後補償問題に取り組まれたのはい
つごろからですか？
大谷 憲法の理念を実現するためには社会科の教師の責任

まちでぶらぶらしているというタイプのものがあって、足立

として、戦争はいけないと教えました。教科書もそうだった

区では、後者が多かったです。

し。教員になった頃、東京大空襲の話をお母さんに聞いてき

大体そういう子は親が夜働いていたりとかという状況が

なさいといって、文集を何冊も作りました。子どもたちが家

あるから、夜中にうちへ来いや、ということになって、暴れ

でお母さんから、東京大空襲の話を聞いてきたら、学童疎開

回ったり、煙草を吸ったりとなって、朝起きられないから学

でどうだったとかそういう話はいっぱいありました。いまだ

校に行かない。

っておじいさん、おばあさんに東京大空襲の話を聞かせてと

柿沼 学校に価値を見出さないのですね。

いえばきっと教材は集まると思うんですよ。

大谷 そうそう。結局、親も子どもが行かないというならい

つまり日本国民はひどい目に遭った、だから戦争はいけな

い。卒業する時に高校をどうするかとなった時に、初めて問

いというのは、全国の社会科の教師はずっと教えてきたと思

題になるんだけど、それまでは放ったらかしという状況でひ

うんです。もちろん教科書でもアジア・太平洋戦争で日本軍

どいものです。

がどんなことをしたかを教えていたけれど比重は日本国民

柿沼 そういう親御さんたちと接点は？

の被害にあったと思います。原爆とか空襲とか学童疎開とか。

大谷 もちろんあります。例えばダブルワークの人が多いで

そんな中私は93年にアジア・アフリカ連帯委員会の教育枠

す。いつ行ったら会えるのか。会ってちゃんと子どものこと

でフィリピンに行って、フィリピンの元慰安婦のおばあさん

とか将来のことを相談しようとしても、昼間働いている。夕

の話を聞きました。それが日本軍の加害を教えるきっかけで

方は確かに家に帰ってくるけれども、また夕食の支度だけし

す。やっぱりアジアに出かけていって、被害に遭った人の話

て夜の仕事に行って、真夜中まで働いている。真夜中に帰っ

を聞かないと教えられないというか。例えば、おじいさんに

てきて寝ちゃうから、親は朝起きられない。子どもは朝も食

中国でなにをしてきたか聞いてきなさいと中学生に言って

べないで学校に来るという、子どもと親とだってあまり会っ

も、中国でなにをしてきたかを言うおじいさんはまずいない

ていないんですよ。そういう子たちの親にどうやって会うの

と思うんですよ。言えないことをやっていたわけですから。

かはかなり至難の技なんですよ。

つまり、いまの加害を教えるという困難というのは教材が

親が解決しないと、親の生活を改善させないと子どもには

ないこと。被害の教材はいっぱいある。いっぱい身の周りで

いかないというのがありますね。だから、例えば足立区の公

家族や身近な人から聞いてくるんだけど、戦場に行った兵士

立中学の全日制高校の進学率は９割を越えた年が少ないん

たちがなにをしたかということを子どもたちが直接聞くとい

です。

うことはほとんどない。だから結局、戦場だったところに行

柿沼 世間的にほぼ90何％の世界というのにですね。

って、被害に遭った人の話を聞いて、それを子どもたちに伝

大谷 定時制を入れると98％になるのですが、足立区は定時

えるのがいいだろうということで、そういう意味では私は日

制を入れても90％前半。つまり１割近い子どもたちは中学で

本軍がやったことについて、被害者の話を子どもたちに伝え

放置されている。その子たちの受け皿は基本的にないんで

るという、そういうスタンスで平和教育を展開してきました。

す。まちでぶらぶらしている。中卒の専門学校とかはほとん

そのなかで問題も解決していないというか…。どこに行っ
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ても被害者の話を聞くと、日本軍のことを恨みに思っている

な事実を提示するかという問題はもちろんあるけれども、そ

しなんとかしてもらいたいと言う。そういう意味で戦後補償

こまでだと思うんです。そういう意味でさっき言ったのは、

問題は重要だと考えて、95年に「中国人戦争被害者の要求を

加害の事実を教える時に、教材がないんですよ。それをいま

支える会」というのが作られたときから私は参加しています。

私はつくろうというか、それこそ、周君、劉君が2004年に毒

会った被害者でいえば、慰安婦の人の話を聞くのにインド

ガスを拾ったという、それだけ言えばいいんですよ。どうし

ネシアのマルディエムさんとか東ティモールのヒガシホー

て毒ガスがそこにあったんだろうねと考えるようになれば

ミックさん、マレーシアでは強制連行虐殺の生き残りの人に

いいと思うんです。

会ったりとか、シンガポールもそうですが、中国はずっと毒

●―――――――――――――――
―――――――――――――――●

ガスから慰安婦、平頂山の強制連行、みんな現地で話を聞き
柿沼 90年代半ばから漫画家の小林よしのりが、加害の史実

ました。
●―――――――――――――――
―――――――――――――――●

を認めない立場から戦争の歴史を取り上げ始めて、漫画とい
う媒体を使ったせいか、いろんな若い人にも浸透していった

柿沼 授業のなかで日本軍の加害の歴史を教える事につい

時期がありました。

て右翼の妨害はありましたか？

大谷 小林よしのりの漫画もそうなんだけど、小林よしのり

大谷 右翼が大谷を辞めさせろという主張を足立の教育委

は「個と公」と言うんです。つまり公が大事。彼の論理は

員会に出したこともありました。だけど、南京虐殺は教科書

「日本は、
」という時に天皇とか国家指導者と同一なんです

にも書いてあるし、学習指導要領にも戦争の事実は教えると

よ。つまり国民じゃない。それは個と公という言い方で、つ

あるんだから、足立の教育委員会も、大谷先生のやっている

まり日本人個人は公のために尽くさなければいけないとい

ことは学習指導要領の範囲内ですから、ということで問題に

う論理だから、
「日本は、
」という時には国家支配者をさして

なりませんでした。また、子どもの親からも、授業内容につ

います。

いて意見があったことは１回もありません。私は右翼は相手

柿沼 統治機構とかお上とか、そういうことなんですね。

にしないけれど、もし親が言ってきたらちゃんと対応しよう

大谷 私たちは「日本国民は、
」と考えれば、南京虐殺のこ

と思っていたんです。しかし、親からは一つもないです。

とはごめんなさいと謝ったほうが、日本国の利益になると思

菅本 意外ですね。

うでしょう。

大谷 つまり、子どもたちが大谷先生の授業はわかりやすい

柿沼 間違ったことは認めた方がよいということですね。

とか、支持してくれれば、親たちはそれで納得するんですね。

大谷 だって中学生が生活指導でやっている時は、基本的に

柿沼 まず受けた子どもたちがどう思えるかというところ

は事実を確認し、悪かったほうが謝罪をする。謝罪のつぐな

が重要ですね。

いとして相手にダメージがあった時はつぐないをする。そし

しかし、過去の日本の加害の歴史を教えることは反日的と

て、二度としないと誓う。ここまでやって生活指導は完結す

いう論調がありますが、そういう考え方をどう思われますか。

る。ところが日本は少なくとも、いま問題になっていること

大谷 どう教えるかだと思うんです。事実を提示して、子ど

はほとんど日本の兵隊とか軍人とかが国際法を知らなかっ

もたちがどう考えるかということだと思うんですよ。私は授

たとか、上からの命令だったと言って、戦争のルールにも違

業をやる時も、韓国のイーヨンノさんがどういう状況でとか

反している。それは謝罪して、二度としないというしかない。

いう、オーラル・ヒストリーですよ。そういう意味では事実、

そのほうが日本国のためになるのです。

しかも日本軍がその時どこにいたという裏付け証言はある

●―――――――――――――――
―――――――――――――――●

わけだから、それを言うわけです。一般的にどんな事実があ
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って、これはこっちのほうが多いとかそういうことじゃなく

柿沼 私が弁護団に参加している東京大空襲訴訟は日本国

て、南京虐殺だって李秀英さんの証言を子どもたちに提示

民の被害の救済を国に求めています。この日本国民が国に救

する。あるいはマギ

済を求める場合、
「戦争被害受忍論」という壁があるんですよ。

ーフィルムを見せる。

最高裁の判決で、戦争被害というのは等しく受忍しなければ

それで子どもたちが

ならないんだとか、国の存亡にかかわる事態なんだから我慢

どう考えるかという

しなさいという。本当に戦前的な、国民はお国のために死ん

のは子どもの問題だ

で当たり前だという発想の頭がまだ残っている。それは本当

から。それを見ても、

に国の利益になるのか疑問に思います。

南京虐殺はなかった

ヨーロッパだと、戦争による被害はみんなで共有するも

という子ももちろん

のだから、救済を施すという発想になるのですが、日本では、

出てくるかも知れな

みんなで我慢しなさい、と言いつつ、一方で軍人軍属の人た

い。でも、それはそ

ちに対してはすごい手厚い恩給を与えるという、矛盾があり

こまでですよ。

ます。

教師は考えを押し

大谷 中国人の戦争被害者は日本政府に対して裁判を起こ

つけてはいけない。

している。東京大空襲の被害者は本来的にアメリカ政府を訴

事実を提示し、どん

えてもいい。サンフランシスコ条約もあって、制限があるけ

れど、日中の間にはその制限がない、日中共同声明にはない。

心の自由の説明」と

最高裁判所は日中共同声明もサンフランシスコ条約の枠内

言って、それについ

だと言っているけれど、中国はサンフランシスコ条約に呼ば

て歌うか、歌わない

れてもいないし、認めてもいないわけです。日本と中国は特

かは、人それぞれ思

別な関係があります。それはドイツがやったのと同じだと思

想の自由が認められ

うんですよ。ドイツはきちんと自国の戦争の加害の事実に向

ていて、各人の自由

き合って信頼を広げています。

な意志決定でやって

加害国の責任というか、いま反日が中国で広まっていると

下さいという説明を

いうのは、日本政府がきちんとした態度をとらないから、と

した上でやる。そう

いうのが根本原因にあります。そのことを日本の若い世代が

することで、歌いた

あまり認識しない。マスコミも悪いんだけど、そういう意味

い人は歌えばいいし、

で学校教育のなかで、教科書に書いて教師がきちんと教えれ

そうじゃない人はし

ば、次の世代は育っていくわけですよ。その時、いま教育の

なくてもいい。反対

反動化とかマスコミが激化している状況のなかで、書かなく

派の人が積極的に式

ちゃいけない。

を妨害することは認められないけれど、態度を示すかどうか

●―――――――――――――――
―――――――――――――――●

についての自由は認めていたはずなのに、現在はそれすら駄
目だという形で強制しています。

柿沼 東京都立学校の日の丸・君が代強制訴訟の弁護団にも

菅本 ３年前に定年になられてからのご活動は？

私は入っているのですが、日の丸君が代の強制について足立

大谷 教員を辞めてからは、あちこちから大学の非常勤、つ

区ではどうですか？

まり教職養成課程の授業をもってくれというので、いま３

大谷 「日の丸」について言うと、私の最後の東島根中学

つの大学に行っています。それ以外は一応「支える会」とか、

は2002年まで日の丸が揚がっていませんでした。だけどいま、

戦後補償の市民運動をボランティアでやっています。

多分全部の中学で、小学校もそうだけど、毎日、日の丸が揚

菅本 戦後補償裁判は残念な最高裁判決があって、広島の西

がっています。

松事件です。日中共同宣言もサンフランシスコ平和条約の枠

90年代には六中にいたんですが、日の丸はまったくありま

組内というのが出ちゃって。

せんでした。もちろん教育委員会は校長に日の丸を掲げろと

大谷 まだ強制連行も群馬と長野と山形が最高裁で闘って

か圧力はかけていましたが、例えばその舞台の正面は、主役

いる。きょう最高裁に行ってきたんです。最高裁判所は裁判

である子どもたちの作品を掲示するということを徹底して

官はいないけど、書記官と面接して、要請する。日中共同声

いました。そういう意味では良心的だったと思います。しか

明で請求権を放棄されているということ自体、いま中国政府

し、だんだん上から圧力がかかって、90年代の後半は六中も

もきめていないし、最高裁が一方的な立場を取っているし、

いろんな工夫をしながら、例えば体育館のてっぺんに日の丸

その頃と比べて自民党政権が民主党政権になったりとか、い

をのせて、舞台の正面は子どもの作品にするとか、来賓のあ

ろいろ情勢が変わってきているから見直せということで、き

いさつと校長式辞だけは日の丸を出すけれども、卒業証書授

ょう要請してきたんです。遺棄毒ガス被害事件は毒ガスを遺

与とか子どもたちがお別れの言葉を言う時は日の丸をずっ

棄したのは戦前だけど、遺棄したまま何もせず放っていたの

と上に上げて、子どもの作品が前に出てくるとか。それも

は戦後の話だし、当然被害に遭ったのはごく最近の話です。

2000年代に入ると駄目になってきました。

強制連行は事件そのものが戦前からですから、遺棄毒ガス被

都立高校には通達が出て、
「君が代」で起立しない者は処

害事件はまた違った展開があります。

分する。ところが都立中学と小学校は都教委の直接の管轄で

柿沼 今後こういうことをやっていきたいというのがあり

はないので、都教委からこういう通達が来ていますよという

ますか。

だけで、なんの拘束力もない。足立区はまだ職務命令を出し

大谷 一番いいのは教材づくりです。中学校の先生たちがち

た校長はいないと思います。区教委もそこまでは指導してい

ゃんと加害の事実を教えられるような教材をちゃんとつく

ない。

って、いまが最後のチャンスというか、証言を聞くとか、映

よく職員会議で「君が代」を歌えとか「日の丸」を揚げろ
という話があるし、提案する人がいる。そこで子どもたちに
「君が代」をどうなのか考えさせるために、私が、
「君が代」
が戦前どうやって教えられていたかとか、どんな役割を果た
してきたかについて資料や指導案をつくりますから、全部で
やりましょうと提案する。すると、そんなことはしないでい
いとなってしまい、結局やらないことになりました。
柿沼 1999年に石原慎太郎が都知事になって、その時、国旗
国歌法ができて、その後しばらくは、東京都立の学校の入学
式卒業式に「日の丸」を揚げて「君が代」を歌う際に、
「内

像をつくるというのは必要になってきていると思います。
柿沼・菅本 ありがとうございました。
脚注：遺棄毒ガス被害事件とは、日中戦争当時中国に旧日本軍
が持ち込んだ毒ガス兵器を、終戦時に中国に遺棄したところ、
現代になって毒ガス兵器からもれた毒ガスにふれた中国の市民
が毒ガスの被害に遭っているという事件。2003年8月4日に起きた
チチハル事件、2004年7月23日に起きた敦化事件がある。チチハ
ル事件では44人の被害者が日本政府を相手に提訴したが、東京
地裁で敗訴判決があり、現在控訴中。敦化事件は本文中にある
被害者の周くんと劉くんが提訴し、現在東京地裁で裁判が続い
ている。
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