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南京大虐殺紀念館・名誉館長講演

2016年 12月 13日 (火)18:00-20:30
石川県教育会館 2階第 1会議室

南京大虐殺・金沢講演実行委員会

演 題 :世界の記憶と平和構築に努力する

― どのようにして南京大虐殺紀念館の館長になったのか―

講 師 :朱成山さん

侵華 日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館・名誉館長 (前館長 )、

中国人民抗 日戦争史学会・副会長

[ビデオ上映]

日本テレビ・ ドキュメンタリー番組
「NNNド キュメン ト15南京事件 兵士たちの遺言」

(約 45分の番組を約 30分 にカットして上映 )

ビデオ解説 :田村光彰 (発言は省略)

司 会 :半沢英一

これから南京大虐殺紀念館・名誉館長講演会を開会したいと思います。それでは最
初に、実行委員会の代表の一人であります金沢市議の森一敏さんから開会の挨拶をし
ていただきます。

開会の挨拶 :森 一敏

皆さん、ようこそお集まりいただきました、ありがとうございます。こんばんは。
実行委員会を代表して簡単にご挨拶を申し上げたいと思います。きょうのメインゲス
トは、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、これが正式な名称ですけれども、そこで
三代目の館長として、事実上、国際的な博物館にまで育て上げた大変なご功績を残さ
れた朱成山前館長。そこに聴衆の一人のようにして座っておられますけれども、お招
きすることができました。きょう皆さんにお配りをしている資料、ここに名誉館長の
講演の詳細、これを資料として配付されています。これに沿つた形で後程、館長が記
念館をいかにして育てたか、そしてご自身がゼロからのスター トだったと、その過程
の中には様々な出会いとか事実との遭遇、そ うい うものがあったとい うことがこの中
に書かれています。私たちはその歩みに、きょうこれか ら謙虚に学んでいきたぃと思
つているところです。

きようは 12月 13日 、1937年の 12月 13日 に南京城が攻略をされた。この金沢は
‐
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当時の上海派遣軍の主力、上海派遣軍から今度は中支那派遣軍 とい うふ うに編成替え
になりますけれ ども、一貫 してその主力であった第九師団、この本拠が金沢城にあっ

たとい うことは、皆さんもご承知のとお りです。従いまして、とりわけ九師団の中で

も、更に精鋭 とい うふ うに、郷土では誉 (ほ ま)れの部隊と言われていたそ うですけ
れども、歩兵第七連隊、これが光華門から二番乗 りをしたとい うのが、きょうこの 日
です。ですから当時の子 どもたちは提灯 (ち ょうちん)行列でこのことをお祝いした、
これが私たちの町なんですね。ですから南京大虐殺の歴史的な事実をしっか りと勉強

をして、それを後世に語 り継いでいく、それはもう金沢市民の歴史上の、歴史的な責
任であろうと、こう考えていまして、私たちは 1997年の、南京大虐殺から60ヵ 年、
これを記念する年に全国の運動に呼応 して、金沢でも「南京」60ヵ 年金沢連絡会 と
いうのをつ くりまして、それからずっと毎年、証言者の方、生存者の方をお招きして

証言集会を開催 してきました。その証言者の方を送 り出してくださったのが朱成山名
誉館長であつたということも、ここで皆さんにご紹介 しておかなければならないと思
います。私 自身はきょうで 5度 目の久 しぶ りの再会でして、元気なお姿に接 して、こ

れからお話を伺 (う かが)え るとい う大変幸せなことだなあと思っているところです。

きょうお配 りした資料の中でどうしても触れておかなければならないのは、もう一

枚、裏に新聞記事が載っているこの資料です。去年の 10月 にユネスコの世界記憶遺
産に南京大虐殺関連の史料が登録をされた。そのことに対 して、某全国紙 [産経新聞]

が大変悪意に満ちた、そ うい う記事を掲載 したわけです。この裏側に自民党の外交部

会とか文部科学部会とか、そ うい うところが連名で決議文を出 しているんですね。先

程観ていただいたビデオ、それは南京で起こったことのほんの断片なわけですけれ ど

も、実際に南京行政区ですね、南京城内だけではなくて、当時、南京行政区と言われ
ていた広域な地区で繰 り広げられた、この歴史的な事実とい うものは、このユネスコ

登録に抗議 している人たちは認めたくない不都合な歴史事実であるとい うことと思
います。 自民党の政治家たちが内閣と連携をして、金を引き上げるぞ と脅 (お ど)し
をかけて、エネスコの世界記憶遺産登録を阻 (は |ゴ)も うとして、大変醜 (み にく)い
攻撃を現在 も続けている。このことに対 して、きょうお集 りの皆さんと一緒に本当に

怒 りをもつて、私たちはそれを許 さないと、そ うい う意思をこの集会を通 じてぜひ示

していきたいと、このことがきょうの集会に込められたもう一つの意味だとい うこと

を、ぜひ皆 さんと共有 していきたいと思っています。

日本の平和学習 とか戦争学習 とい うのは、広島、長崎、あるいは空襲、これを拠 (ょ )

りどころにして教育活動が行なわれてきたとい うことが言えるかと思います。これ ら

も重要な歴史的な事実ですけれ ども、しか し日本がそのような攻撃を受けるとい う状

況にな りましたのは、長い長い戦争の歴史の中で最後の、長 く見ても 2年間と言つて

もよろしいのではないでしょうか。ではそれ以前に戦場はどこだつたのか。その戦場

で私たちの先祖が、兵士や様々な役割をもつて出向いていたアジア大陸で何が起こさ

れていたのか。このことが余 りにも語 られてこなかったとい うことを思 うわけです。

それがそのような大変世界から恥ずか しい、ユネスコに対する日本政府の、あるいは

政権与党の攻撃、そ してこの金沢でもこの南京の事件が一番の焦点になって、育鵬社
の歴史教科書の採択にまで至ってしまつた。私は議員とい う立場ですから、大変重い

責任を私も感 じている者の一人なんですけれ ども、これがこの南京大虐殺事件をめぐ

って、この歴史修正主義とい うものがここまで、私たちの身近なところにまでやって

来ている。このこともこれからどうしていくのかとい うことを考えていくうえで、こ

れも皆 さんとこの事態とい うものを深刻に受け止めて、議会対応 しなければならない
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ことだなあと思っております。

このあと存分に朱成山名誉館長に話をしていただきます。皆様方にはぜひ存分に考

えいただきま して、今いくつか課題を申し上げま したけれ ども、地域からやはり世論

を巻き起こしていく、その一人一人の火種 (ひだね)に なっていただきますことをお願

いいたしまして、私からの開会のご挨拶 とさせていただきます。朱成山名誉館長、よ

うこそいらつ しゃいました。 どうもありがとうございます。

司 会 :半沢英一

どうもありがとうございました。それでは朱成山南京大虐殺紀念館名誉館長と、そ

れから通訳をしていただく、大阪から来ていただいた墨面 (モーメン)さ ん、お二人を

紹介いたします。

ではよろしくお願いします。

講 演 :朱成山さん (通訳 :墨面さん)

[パ ワーポイン トを使用 して説明]

皆さんこんばんは。私の記憶によりますと、1996年 と2003年に私は金沢を訪れて

います。きょうは 3回 目になります。主催者の方々の招請に対 して心からの感謝を述

べたいと思います。そしてこの場で皆さんと共に「世界の記憶 と平和構築に努力する」

というテーマで交流をもちたいと願つているわけです。そして何よりも、この雨の中

をお越 しいただいた皆さんに対 して、心からの感謝を述べたいと思います。会場を見

てお ります と、古い友人たちもたくさんいます。南京を訪れた方々もおられます。そ

しておそらくまだ南京に来 られていない若い人たちの顔 もいくつか見ることができ

ます。非常に楽 しみにしてお ります。先程の森先生の私に対する紹介に対 しても感謝

を述べたいと思います。

今回、私は 12月 2日 に上海から福岡の空港に着きました。そ して熊本、長崎、福

岡、広島など各地で講演をしました。ここ金沢でちょうど 10番 目になります。きょ

う|ま 12月 13日 です。きようの午前 10時から南京の記念館においては公祭、公の慰

霊祭が行なわれてお ります。その 日にこの金沢でこうして皆さんとお話 しできるのは

非常に有意義な、意味深いものだと思っています。今回再びこの金沢を訪れることが

できたのは、昨年、私が記念館をようやく退職 しまして、少 し時間的な余裕ができた

ということで今回訪問することができました。

私は 1992年に館長になりま した。その後 23年間その職務に就 くわけですけれ ど

も、その間たくさんの人たちとお会いすることができました。日本の元首相でありま

す村山富市さん、海部俊樹さん、鳩山由紀夫さんなどとも面談 しま した。特に印象深

いのは 2009年 に政府の代表団として日本を訪れて、そして当時の与党 。自民党の首

相・麻生太郎 とも面談をしま した。それ以外にも興味深かつたのは、北京において

13の 日本の右翼政党・団体の代表たちとの会談がありました。これ も非常に興味深

いものでした。中日韓の三地域のいわゆる共通教科書制定の、そ うしたシンポジウム

にも参加 しました。



南京大虐殺 との関わ り

私の南京大虐殺 との関わ りは三つの段階があります。

まず最初は、祖父からの伝承です。私は南京の出身で、祖父は当時南京市内の銀行

に勤めてお りました。そ して日本軍が来るとい うことで、長江を渡つて避難 していた

わけです。しばらくして南京が一定の安定を得たとい うことで、南京市内に戻ってそ
の銀行に再び勤めます。その時の記憶で、川を渡るときにはもうかなり時間が経つて
いた頃ですけれども、まだ川面 (かわも)にはたくさんの死体が浮いている状態で した。
そ してその銀行の前に小 さな空き地があるわけですけれ ども、そこにもまだ死体が放

置 されているとい う状態で した。この祖父が務めていた銀行は今もそのままの状態で

保存 されています。

第二段階は、私は 20年にわたって軍隊にいました。私の戦友、同僚の一人に、い

わゆる部隊の専属の作家がいたんですけれ ども、徐志耕 とい う方です。この方が南京
の街々の非常に狭い所 も含めて自転車で回 りながら、老人たちから口述証言をとって
いま した。そ してそのたくさんの証言を一冊の本にします。『 南京大虐殺』 とい う証

言集です。 これは中国では最初の証言集だ と思います。 この本の中から私は李秀英

(り ・シューイン)さ ん、あるいは夏淑琴 (シャ・スーチン)さ んとい う幸存者の方々の

口述を知ることになったわけです。

第二段階は、これは南京大虐殺について最も深 く研究 し、そ して関わつた時期であ

ります。これは要するに 1992年に私が南京大虐殺紀念館の館長になつて、それから

23年間の間に学び、あるいは収集 した資料の中から南京大虐殺の真相をさらに深 く
知ることになります。

解説員

私は記念館で館長 とい う仕事に関わ りながらも、要人が来たときには解説員の役割

も引き受けました。この写真に出ているのは習近平さんが訪れたときの解説です。こ

うした中国の要人たちに角早説をするとい う機会は多々あったわけですけれ ども、その

中でも特にこの習近平さんはこの事件に対 して非常に熱心に勉強 してお りま した。当

時、私に対 して 68項 目の質問を矢継ぎ早にしてきました。当初は 30分の予定だった
んですけれ ども、どんどん延長 されて最終的には 72分 におよんで参観 しま した。

これは先程も言いま したように、 日本の元首相の方々への解説です。
これはご存知のように、アメリカの元大統領のカーター氏です。
この方はデンマーク国王のマーガレッ トニ世です。
これ も皆さんご存知だと思います。ノーベル文学賞の大江健二郎さんです。
この方は台湾の星雲大師 とい う方で世界仏教協会の会長です。この星雲大師につい

て少 し説明させていただきます。この方が出家 し仏門に入つた、そのきっかけはまさ

にこの南京大虐殺で した。彼の父親が実は南京大虐殺の犠牲者の一人であつたわけで

す。彼が出家する大きなきっかけになりました。この父親が南京で虐殺されて、その

同郷の方が田舎 (いなか)に戻つて、父親が殺 されたとい う知 らせをしてくれま した。

当時 12才でありま した、この星雲大師を連れた母親が、川を渡つて父親の遺体を探

すわけですけれども、1週間にわたって探 しました。 しか し、結局は見つけることが

できなかったんですね。 この星雲大師は、まだ 12才の彼は、長江の麓 (ふ もと)にあ

るお寺で出家 してお坊 さんになりま した。その後、1949年に台湾に渡るわけですけ

れ ども、彼の心の中にはずっとこの南京大虐殺の残虐な情景が原点 としてあ りました。
そ してあるとき彼がロサンゼルスヘ行つたときに、現地の画家にお願いして、自らの
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心の中にある風景を絵にしてもらいました。その絵は、死体が折 り重なった、そ うし

た非常に悲惨な情景を描いたものでした。これがまさに彼の原体験であつたわけです。

そして、その絵は今 日、記念館に贈呈されて保管されてお ります。

特別展示

これは、本館の展示 とは別に特別展示を開いてお ります。これは東史郎 日記に関す

る特別展示です。東史郎さんの 日記が 日本で裁判になったとい うのを皆さんご存知だ

と思います。彼が従軍 していたときに南京で起こつた出来事を 日記に記 しました。そ

の内容が偽物 (にせもの)だ とい うことで、右翼勢力によつて訴えられるわけです。し

かしその後、彼が 日記に記 されたいくつかの事象に対 して、私たちは南京市内におい

て実証 しました。例えば水の中で、中国が当時使つていた手紹弾 (し ゅりゅうだん)が
爆発するのかどうか。そ して、爆発するまでどのくらいの時間があったのか。そ うし

たものを実際に当時の手格弾を爆発 させて、完全に日記の記述がまったく事実である

ということを証明しま した。それにも拘 (かか)わ らず、残念なが らその裁判 自体は

敗訴にな りました。

2014年には 「第二次世界大戦における大虐殺 と民衆受難」 とい う特別展示を行な

いました。この中では当然、南京大虐殺以外に、例えばアウシュビッツである、ある

いはマニラの大虐殺である、あるいは広島の原爆である、そ うしたアジア民衆の、世

界の民衆の受難の歴史を皆 さんに伝えるとい う役割を果た しました。

私たちの記念館は決 して南京大虐殺の史実を訴えるとい うだけの場所ではあ りま

せん。民衆の受難を世界の人々に知ってもらう、そ うした目的もあるわけです。今申

したとお り、私たちの記念館はもちろん南京大虐殺が主にな りますけれども、他の民

衆受難の歴史もたくさん展示 してお ります。そ うい う意味で私たちは世界を視野に置

いた平和記念館 とい う役割 も、この記念館は担つています。

出張展示会

私たちの記念館にはたくさんの方が来られますけれ ども、同時に、いわゆる出張展

示とい うものも行なってお ります。これはまずは北京で行ないま した。その後、藩陽、

武漢、広州、上海など 26ヵ 所の都市で行ないました。

これは 1995年、日本で初めて名古屋で展示会を行ないま した。当時、日本の 35

ヵ所で展示会を行ないました。最 も遠い所は鹿児島になりました。

これはデンマークにおける展示会です。

これはイタリアのローレンスでの展示会です。

これはロシアのモスクワでの展示会です。

アメ リカのサンフランシスコでも展示会を行ないました。

誰もが南京に来てこの展示を見ることができるわけではないので、私たちのほ うか

らその真実を知ってもらうために各地に出張展示をしてお ります。

慰霊活動

次に、もう一つの私たちの記念館の重要な柱になります、慰霊活動についてお話 し

ます。私たちの国の慰霊祭 とい うものは、実に始まったのが非常に遅いんですね。何

と 1994年 12月 に初めてこの慰霊祭が行なわれました。例えば広島であったり、ア

ウシュビッツであつた り、真珠湾であった り、非常に早い時期か ら慰霊祭を行なって

いるにもかかわらず、中国においては漸 (ょ うゃ)く 1994年に慰霊祭が行なわれま し
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た。 これも実は中国で最初の慰霊祭であったわけです。

なぜ 1994年 12月 にこの慰霊祭が初めて行なわれたのかと言います と、その年の 8

月に、夏淑琴さんとい う幸存者がいるんですけれ ども、その方を連れて初めて日本を

訪れます。南京の幸存者が 日本を訪れるのはこのときが初めてでした。各地を講演 し

ます。東京、神奈川 とかで講演するわけですけれども、広島に行 く機会がありました。

そのときに、何 とその追悼式に、当時私が聞いたのには、11万の人たちが参力日する。
日本の首相、そ して衆議院 。参議院の議長など、そ うそ うたる政府の関係者が出席す

る。そ うい う慰霊祭が行なわれているというのを知 りま した。そしてその数 日後には

そのまま長崎に行つて、長崎でも行なわれる。これが延々と戦後続いていたとい うこ

とを知って、非常に大きなショックを受けるわけです。

なぜこれまで、1994年まで中国でまったくこのような慰霊祭が行なわれてこなか
ったのか。いろんな原因があると思いますけれ ども、まず最初に文化の問題があろう
かと思います。中国社会においては往々にして、いわゆる英雄賛美、英雄の物語だけ
が強調されるわけです。受難者、被害者の悲惨な体験は余 り語 りたがらないわけです。
それは例えば、いわゆる性暴力の被害者 「慰安婦」の問題であった り、細菌戦の問題
であつたり、化学兵器の犠牲者であったりするわけですけれども、彼 ら、彼女 らが被
(こ うむ)つ たこうい う悲惨な体験を表沙汰に余 りしたくないとい う、そ うい う文化が

残念ながらあったのも事実です。

私はその後中国に戻つて関係方面に打診をしま した。やはりこうした犠牲者を追悼
する行事は必ずやるべきだと。これは広島のみならず世界のどの国でも犠牲者に対す
る追悼を行なつている。もしこうい うことを行なわなければこの記念館の歴史が消え
去ってしまう。あるいは若い人たちにこうした歴史が伝わらない。そ うい う意味では
どうしても中国においても開くべきだとい うふ うに説得 しました。

最初の、1994年の第 1回 日は規模 も小さかったです。参加者も 600人程の慰霊祭
で した。しかし私たちは小さいなが らも、立派な主題を提起 しました。それは「歴史」
と「平和」とい うテーマを掲げま した。この小さいなが らも慰霊祭を開くことができ
て、三つの効果があったというふ うに思います。

一つ 目は、この慰霊祭が社会的にも評価されて、地方的な行事で したけれ ども、そ
の後 20年にわたって、この慰霊祭を延々と続けることができたとい うことです。

二つ 日は、こうした私たちの慰霊祭は他の都市にも大きな影響を与えました。最初
に開かれてから 6年後になりますけれ ども、例えば藩陽であつたり、吟爾濱 (ハルピ
ン)であったり、北京であったり、上海であった り、いろんな都市で、その地域では
初めての慰霊祭が行なわれるようにな りました。その慰霊祭の形式も、私たちが行な
つた形式と非常に似た形式を採 りま した。

三つめは、こうした慰霊祭に感銘を受けた全国人民代表、日本で言えば国会議員の

ような方々5名 が全国人民代表大会で、この追悼会を国の行事としてするべきだとい

う提案を 3年にわたって行ないま した。そして 2014年、ついにこの慰霊祭を国家の

行事とするとい うことが法律でも明記 されました。そ して 2014年から毎年、国家行
事 としてこの慰霊祭が行なわれるようになったわけです。中国では「国家公祭」と言
います。公の慰霊祭 とい うことですけれども。国家公祭になったのを機に私は一冊の

本を書きました。その題が『第 21回 目の国家公祭』 とい うタイ トルです。なぜ 21
回 目と言ったかと言います と、先程言いましたように、その前の 20回は地域的な非
常に小規模のものであったためです。この国家公祭になつてから、この慰霊祭の規模、
格は数段上が りま した。
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この映像の中に出ている 3人の方、旗を掲揚 (けいよう)する人たちは、これは天安

門の旗を掲揚する専属の部隊です。右は陸海空、三軍の儀伎兵 (ぎ じょうへい)です。

これ も北京からわざわざ来ていただいたものです。習近平さんも参加 して重要な談話

を発表 しました。右下の写真は習近平 さんと夏淑琴さん、幸存者ですね。その隣 (と

な)り の子 どもは犠牲者の孫です。 こうした三代にわたる人たちを前に置 くことによ

って、この記憶を歴史に残す とい う決意を示 したものと私は考えています。

これは中央テレビが公祭になったとい うこと、そ してこの具体的な活動の内容を非

常に長時間にわたつて放映 しました。

調査活動

私たちの記念館の仕事はもう一つ、調査活動があります。毎年、人を動員 して調査

活動を行なうわけですけれ ども、1997年に行なわれた調査活動は非常に大規模なも

ので した。学生たち 14,700人 余 りを動員 しました。その中には日本から来 られた 26

人の高校生、大学生などがお ります。 この 14,700人余 りの学生たちによつて、南京

における老人たちを隈 (く ま)な く調査をしたわけです。当時、南京は 560万の人口

で したけれども、その中で 70才以上の人を片っ端 (かたっぱし)か ら隈なく調査をし

ま した。その結果、2,300件余 りの証言を得ることができま した。その後、専門家に

よってその証言の信憑性 (しんぴょうせい)の調査が行なわれました。そ して、最終的

には公の資料として 1,200件 余 りの証言を得ることができました。こうした調査は恒

常的 (こ うじょうてき)に行なわれてお ります。南京市のみならず、中国各地に生存者

がいると聞くとそこへ行つて調査をします。国外にも行きました。アメリカにも行き

ました。

これは私がごく最近出版 した本『南京大虐殺 生存者の証言』です。生存者の証言

を記録 したものです。この本は現在 8ヵ 国の言語で出版 されてお ります。もちろん日

本語のものもありますので、後程主催者の方に贈呈したいと思います。

私たちの記念館に来 られた方はこの道を記憶 しているかと思います。この道は証言

者の足跡を残 したものです。証言と共に、彼 ら幸存者一人一人の存在を後世に残すと

い う意味でこの道を造 りました。これはかつて私がアメリカのハ リウッドにたまたま

行つたときに、ハ リウッドにあるハ リウッド・ ウォーク・オブ・フェームとい う、有

名人の足型を残 している所があるんですけれ ども、それを参考に造つたわけです。当

時、資金がなかったんですけれ ども、江蘇省の教員組合に呼びかけてカンパを募 (っ

の)つ て、この「歴史の証人」とい うテーマにした鋼板の道を造ることができま した。

資料収集

南京大虐殺は否定 しがたい歴史的な事実です。しか し、この事実を証明す るために

は、たくさんの文物、あるいは文史資料 (ぶんじしりょう)が必要になると思つていま

す。私たちはこの間、23年の館長をしていた間にたくさんの各地を回つて資料を集

めま した。今 日では 16万 におよぶ自筆資料、あるいは 15,000に およぶ文物資料を保

管 してお ります。

この写真は、丹後半島に住まわれている、先程言いま した、東史郎さんのお宅に 3

度訪れて資料を集めま した。

これはアメリカのエール大学の資料館を訪れたときです。なぜエール大学に行つた

かと言いますと、当時、南京で活動 していた伝道師の方々の資料がこの大学に集めら

れているそ うです。
‐
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この写真左は、アメリカのニュー ヨークに行つたときに、皆 さんご存知だと思いま

すが、マギー牧師の息子さんの家に行きました。そ して、マギー牧師が当時、南京に

いたとき、16ミ リカメラで当時の情景をたくさん撮影 してお りま したけれ ども、そ

の現物のテープとその撮影 した映写機が彼の家に残 されてお りま した。それを贈呈 し

ていただいたわけです。この資料は最 も重要な意味を持つてお ります。後に世界記憶

遺産に登録するわけですけれ ども、その重要な証拠の一つとして、これが役割を果た

したわけです。

これもアメ リカの リコスさんのお宅を訪問したときのものです。この方のお父さん

も当時、南京の金陵大学で教授をしてお りました。家族に送つた手紙がたくさんあっ

たようです。その中に南京大虐殺を描写 したものがあるということで、その手紙も見

ることができま した。

これも皆 さんご存知だと思います。ヴォー トリンとい う方がお りま した。当時、南

京の国際安全区の中で婦女子を専門で守る、そ うい う収容する所にいたわけです。中

国では 9,000人の女性たちをこの方が守つたとい うことで、非常に尊敬 されている方

ですけれ ども、彼女の孫娘がまだ健在でした。そこからもいろんな資料をいただくこ

とができました。

これはミルズとい う方、今、養老院にいるんですけれども、この方に資料をいただ

いたときの情景です。

これは 2003年 にワシン トン DCにある国家級の資料館の中にある資料を集めまし

た。ここには当時の極東国際軍事裁判 [東京裁判]における、南京大虐殺 も含めてで

すけれ ども、すべての審判資料が保管されています。

これ以外にもヨーロッパ各地にも行きました。 ドイツあるいはデンマーク、イギリ

スなどに行きま した。その中でも有名なのは、皆 さんご存知のシン ドラーとか、例え

ば ドイツのときにはジョン・ ラーベのお宅にも行きま した。「ラーベの 日記」は皆さ

んご存知だと思いますけれ ども、お孫 さんがそれを保管 していたわけです。それと同

時に、実はその「ラーベの日記」と共に、当時撮影 した写真が 126枚見つか りました。

この写真が非常に重要なもので した。それはその写真の裏に、細かくその写真がいつ

どこで撮 られたものであるか、どうい う状況であつたかとい うふ うな内容が、非常に

詳細に書かれていたわけです。この南京大虐殺の歴史を研究する者にとつては、それ

はこの上ない重要な資料になってお ります。

もちろん 日本にも何度も調査団を派遣 しました。 日本においては、当時の雑誌、あ

るいはビラ、そ して何よりも当時この南京戦に参加 した日本兵の 日記などの資料を集

めるのがその目的で した。現在、私たちのこの記念館においては、254人におよぶ 日

本兵の資料を得てお ります。先程 この開会のときに観た映像も非常に重要な映像だと

い うふ うに思いました。後程また改めて観たいなあとい うふ うに思つています。

遺骨発掘

これは 1998年から 2000年までの 3年間にわたって行なわれた遺骨発掘、当時、

万人抗 (ま んにんこう)と 呼ばれていますけれ ども、そこでの遺骨発掘の様子です。な

ぜ 1998年にこの遺骨発掘を始めたかと言います と、その年、私はある機会に日本に

行きました。そ して講演会でお話をしたんですけれ ども、その会場に、ある初老の人

が立ち上がって、手に『大東亜戦争の総括』とい う、いわゆる日本の右翼が書いた本

を持つて「今、南京の記念館に展示 されている遺骨は、あれは偽物だ」とい うふ うに

言いました。こうした言いがか りをつけられるにあたっては、実は私たちにもやつぱ
‐
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り少なからず問題があつたとい うふ うに考えています。当時経験不足もあつて、発掘

した遺骨を現状のまま保存することなくそれを取 り上げて、物によっては、例えばそ

れを洗った りして展示するとい うことをして しまつたんですね。そ うい うことによつ

てこうい う難癖 (な んくせ)をつけられたわけです。それで、それから大分時間が経っ

たので、もう一度発掘をしようということにな りました。実は発掘するのはそ う難 し

いことではないんです。南京の記念館 自体が広大ないわゆる万人抗の上に建つている

記念碑なんですね。だからまだ当時発掘されていない、工事が進んでいない所を掘れ

ば、実は万人抗があるわけです。ここを当時調べて、この一角がまだ掘 られていない

ということで発掘調査を新たに始めました。 この発掘に当たつては正式に考古学者、

そして法学者を招請 しました。彼 らが発掘 した一つ一つの遺骨について観察と検証を

行ないま した。皆さんご存知のように遺骨は、頭蓋骨の割れ 日の幅、あるいは日の形、

あるいは胸骨の幅などで、年齢 とか男女とかが分かるわけです。こうした埋葬地、万

人抗の記録がたくさん残 されてお ります。当時遺骨収集 した人たちの記録が残つてい

るわけです。その場所の記載 もあつたわけですけれ ども、私たちはその発掘に際 して、

この記載通 り実はそこが池になっていて、その中に死体を投げ入れては土を被 (か詢

し、投げ入れては土を被 し、とい う記載があるわけです。その記載通 りその遺骨は七

層になってお りま した。記載 と実際とがまつたく合致 したわけです。更にこの遺骨の

一つ一つを検証する中で、最終的にこの遺骨の中に 32の子 どもの遺骨があるとい う

のが分か りました。最年少は 8ヵ 月でした。1才、2才の遺骨 もたくさんありました。

そして 70才過ぎの遺骨 もた くさん出てお ります。当時、この本の中にも右翼が言 う

ように、それは日中の交戦によって死んだ兵士の遺骨だとい うふ うに哺 (う そう いて

お ります。でもこの結果、その 32人の子 どもの遺骨、たくさんの老人の遺骨から、

そうした言説がまつたく根拠のないものだとい うことが証明されたわけです。この万

人抗の発掘から、南京大虐殺は民衆の受難であるとい うことが証明されたかと思いま

す。

それ以外にも、私たちの紀念館では何回かにわたつてシンポジウムを開き、あるい

は学術研究会を開き、そしてたくさんの出版物 も出してお ります。

犠牲者 30万人説

ここで、いわゆる南京大虐殺の 30万人説 とい う根拠はどこにあるのかとい うこと

について、特に少 し詳細にお話 したいとい うふ うに思います。その説明をする前にぜ

ひとも皆さんには知つておいていただきたいと思います。この人数をより多く言お う

と、より大層 (たいそう)に しようとい うつもりもまつたくありません。それが 1人で

あつても、10人であつても、100人であつても、それは一人一人の命であります。そ

してその背後にはたくさんの家族の不幸があ ります。そ うした思いを、一つ一つの思

いこそが大切だとい うふ うに思います。ただ、この人数問題がこの南京大虐殺の本質、

規模などをはかる非常に重要な意味をもつているということで、敢 (あ)え てこの 30

万人とい う数字に対 しての説明を今からしたいと思います。

まず皆 さんに知っていただきたいのは、この 「30万人以上」 とい う数字は歴史の

判決であ ります。あるいは法律による決定であ ります。皆さんご存知のように、南京

軍事法廷があ りました。そ して、東京の極東国際軍事裁判もあ りました。その中でこ

うした今から説明する数字が出るわけです。特に強調 しておきたいのは、この南京の

判決は、実は 1946年 に出てお ります。 この東京の判決は 1947年に出ているわけで

す。右翼はよく、きの うも名古屋で右翼が騒いでいましたが、これは中国の捏造 (ね
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っぞぅ)だと、中国がつくり出した最大の嘘 (う そ)だ と言います。 しかし、皆 さん今

この数字で気付いたと思います。1946年、1947年には中国はまだ成立していないん

です。中国が成立 したのは 1949年です。だから、そ ういった言説がまったく頓珍漢

(と んちんかん)な言い分だとい うふ うに思います。この南京の裁判においては 28件に

およぶ大規模虐殺が認定されました。そ してそれ以外に 858件の小規模な虐殺の案件

が立証 されてお ります。今この両方合わせて約 880件の案件それぞれの調査資料が今、

中国第二歴史梢案館 とい う資料館の中にすべてきちんと保管されてお ります。

この南京法廷での判決は非常に公正なものだというふ うに思います。先程言いまし

た 28件の大規模虐殺で 19万人の虐殺が認定 されました。そ して小規模の虐殺は 15

万人の虐殺が認定されま した。 これの数字を合わせると 34万人になるわけです。 し

か し法廷は、当然戦争の混乱期ですから、例えば百単位、千単位の誤差とい うのも十

分考慮 して、少なくとも 30万人以上とい う判決がそこには出ているわけです。

もう一つ、東京の極東国際軍事裁判においては、20万人以上という判決が出てお

ります。 しかし皆さん注 目していただきたいのは、それには付帯があります。「ただ

し、日本軍によつて死体を焼き捨てられた り、長江に投げ込まれた死体、またはその

他の方法で処分された りした人々を計算に入れていない。」と書かれています。当時、

中国の埋葬記録でも、そ して 日本軍の埋葬記録でも、日本軍は 15万人と言つていま

す し、中国側の埋葬隊は 18万人と言つてお ります。 どちらに しろ、それを合わせる

と 30数万人とい う数字になるわけです。だから、南京法廷の数字 と東京裁判の数字

は違 うとい うふ うな誤解があるようですけれ ども、実は同じ数を示 しています。

ここで一つ追加の話をさせてください。先程私もちょつと言いましたけれ ども、昨
日、名古屋で集会を開いたとき右翼が紛 (ま ぎ)れ込んで、彼は大声を出して騒 ぎま

した。「当時、南京には 20万人 しかいなかった」と、「南京の面積は名古屋の港区よ

りも小 さかつた」と、非常に滑稽 (こ っけい)甚 (はなは)だ しいことを喚 (わ め)いて
いました。もう皆さんはご存知だと思います。右翼の論調は、これは何かと言います
と一つの トリックですね。当時、南京城内の一部にあった、いわゅる難民区 [国際安
全区]と い うものがあ りますけれ ども、その人口なんですね、20万人とい うのは。
そ して面積が 3.86耐、非常に小さな範囲ですけれども、その人口とその面積 をもつ

て、当時の南京はそれだけの人口、それだけの面積 しかないとい うふ うに喚いている
わけです。

これも皆さんご存知かもしれませんけれ ども、当時 1937年 4月 の段階で、もうす
でに統計の数字が出ているわけですね。lol万人強の人口があるとい うふ うに統計が

出てお ります。皆さんご存知のように、当時数億の人口のある中国の南京は首都です。
その後、国民政府は首都南京を捨てて逃亡するわけですけれ ども、その 1937年 11

月段階でも、その時の統計だけでも 60万人の市民がまだ残っていたとい うふ うに記

録 されてお ります。南京の当時の面積に関する数字をちょっとだけ紹介 します。先程
言いま した、難民区の面積は 3.86Mで す。そ して城郭 (じ ょうかく)で囲われた面積は
47届です。そして南京市全体で言います と 470Mになります。 もう説明するまでも
ないと思いますけれ ども、先程の右翼の言 う言説がまったく事実に反するとい うこと
は言 うまでもないことか と思います。

話を戻 します。この 30万人というもう一つの根拠、それは埋葬記録からもそれが

窺 (う かが)われます。
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次は、当時、遺体を埋葬する団体がいくつかあ りま した。この主だった団体が四つ

あるんですけれ ども、この団体がそれぞれ収集 した遺体の数がこのような数字になつ

てお ります。それを合計すると 38万人におよぶわけです。 どうしてこんな細かい数

字が分かるのかとい うことですが、実は当時この遺体収集の作業員には賃金が払われ

てお りました。その賃金を払 う段に当然、何人の遺体を埋葬 したか、それは男か女か、

何才ぐらいか、 とい う詳細な記録を実は残 しているわけです。それに基 (も と)づい

て賃金が払われるわけですね。そ うい う意味でこの数字がここに出てくるわけです。

そ うした非常に細かい資料が今すべて南京の梢案館、資料館ですね、に保管されてお

ります。この 38万 とい う数字、実はこれほど多くはないと私も思つています。それ

は上三つ、中国側の埋葬記録は正確に数字は出ているんですけれ ども、最後のところ、

日本軍が廃棄 した死体に関 しては重複の可能性があるわけです。例えば死体を長江に

流 します。そ うするとその死体が下流に流れてしま う、あるいは水中に沈んでしまう、

あるいは川辺に打ち上げられます。その川辺に打ち上げられた死体を、埋葬隊がそれ

を収集 して改めて埋葬する。するとこの数字は重複 してしまうわけですね。そ うい う

意味で重複はもちろん考えられます。しかしその数が何十万にもなろ うはずもないの

で、それを差 し引いても 30万を下回ることは絶対にないとい うふ うに思います。

平和に関わる活動

私たちの記念館に来られた方はご存知だと思います。この館の形は実は左上のよう

に、舟の形をしています。「平和の舟」と私たちは呼んでいます。 この前半部分は主

題を「歴史」とい うふ うにおいています。そして後半部分は「平和」とい うふ うに位

置づけてお ります。前から入 ります。歴史を経験 します。そ して歴史を知ることによ

つて、あと出るときには平和とい う概念をもつて出て行 く、とい う思いを持った構造

になつています。私たちのこの記念館はこうした平和に関わる活動も行なってお りま

す。

これは 2001年、アメリカの 9。 11が起こった後ですけれ ども、サンフランシスコの

聖マ リナーズ大聖堂で世界の五大宗教が一同に会 しました。歴史的におそらく初めて

のことだと思います。この慰霊祭が行なわれるわけですけれ ども、9,11の犠牲者 と共

に南京大虐殺の受難者、そ して世界の受難者に対 して祈 りを捧 (さ さ)げたわけです。

この教義が違 ういくつかの宗教が一緒になるとい うのはなかなか難 しい面があつた

んですけれ ども、実現することができました。そ してアメリカとは直接は関係がない

というか、直接の加害者、被害者ではない南京大虐殺の犠牲者もそこで慰霊する、弔

(と むら)う とい うのは、非常に画期的なことだったと思います。

それ以外にも毎年、各地の青年たちを集めてフォーラムを開きます。各国の若者た

ちの交流をその場で深めてもらいたいとい う願いです。

これは在 日中国人の人たちの寄付によって造 られた 「平和の鐘」 とい うものです。

そ ういう意味で私たちの記念館は歴史博物館であると同時に、平和を発信する博物

館でもあるわけです。

世界記憶遺産登録

もう時間もあまりないので、最後に私たちのこの南京大虐殺の案件が世界記憶遺産

に登録された、その経過について少 しお話 します。

この写真は 2015年にアラブ首長国連邦の首都アブダビで行なわれた登録申請の場

所で、私も行きました。これはその登録されノた時の報道です。まずこれを少 し観てい
-11‐



ただいて、後程また説明させていただきます。

すべて中国語なので、おそらく聴いている方は分からないと思いますので、ちょっ

と変えまして、私から説明させてもらいます。

これは皆さんあまりご存知ないかもしれないんですけれども、実はこの南京大虐殺

の案件の世界記憶遺産への登録は中国人が初めにやろうとしたわけではないんです

ね。当時、私たちはそれを世界記憶遺産に登録 しようとい うふ うには実は思つていま

せんでした。実は、ユネスコの文化教育委員会の主席でありましたフィリピンの方で、

カモン・パ ウラさんとい う女史がお りましたけれ ども、この方が私たちの記念館を訪

れたときに、マギー 。フィルム と映写機を見て非常に驚いたわけです。その他の資料

も見て、これは完全に世界記憶遺産に登録するに値する内容だとい うことで、これは

ぜひとも登録申請すべきではないかとい うふ うに言つてくれたわけです。

世界遺産について少 しだけ説明 します。例えば文化遺産とか自然遺産とか六つある

わけですけれ ども、それぞれ基準が違います。私たちは当初、例えば広島の原爆 ドー

ム、あるいはアウシュビッツ強制収容所 と同じ世界遺産に登録 しようかとい うふ うに

思ったわけですけれ ども、その後、先程のフィリピンの方の提案に基づいて記憶遺産

のほ うを考慮するようにな りま した。そして 8年かけて資料を精査 して申請するわけ

です。その中で特に注目すべきものは、先程言いま したマギー・フィルムですね。そ

して映写機、そ lン て当時の埋葬記録 と戦犯裁判の記録、そして中国の別の都市の資料

館にあったんですけれ ども、日本軍が後程南京で埋葬に関わつた、その時の埋葬記録

などがその登録の中身です。これはすべて原本で、一級資料のみを選定 しました。皆

さんご存知のように、実はこの南京大虐殺に関しては、ラーベの 日記 とか、ヴォー ト

リンの手紙 とか、そ うい う非常に重要な物があるんですけれども、その現物は私たち

の記念館にはありません。ドイツの彼、アメリカの彼女の家にあつた りするわけです。

それは非常に重要ではありますけれ ども、その現物がない、一級資料ではないとい う

ことで、今回の登録からは私たちは外 しています。一級資料のみによる登録です。こ

の審査には世界各国から 24人の委員が選ばれます。そ してこうした人たちが記憶遺

産を考査する基準に基づいて判定 します。その基準は、その資料の真実性、あるいは

世界的な意義、あるいは無二の非代替性、こうした基準に基づいてその資料を精査す

るわけです。

これが世界記憶遺産に登録 された後、日本政府の反応は実に滑稽でした。まず最初

に言つたのは、日本政府の意見を取 り入れていない、聞き入れていない、ということ

でした。元々この世界記憶遺産の登録には、そ うい う過程 とい うものがないんです。

基準に合致 しているかどうかを審査するわけですね。相手国のどうのこうのとい うの

はまつたくありません。先程ちらっと出ましたけれ ども、例えば 日本のシベ リヤ抑留

がやはり登録 されました。 じゃあ 日本がロシアに意見を求めて共同で出したのかと。

それはあり得ないことです。このことを私は知 らずに、日本に来てから知ったんです

けれ ども、日本政府はユネスコの分担金を保留する、払わないとい うふ うなことをや

っていたそ うです。非常に驚きました。こうした問題をお金の力でどうこうしようと

いう、この何 と申しましょうか、非常に世界にとつても笑い種 (ぐ さ)だ とい うふ う

に私は思つています。

最後に

私たちがこの南京大虐殺を研究 し、あるいはそれにこだわるのは、決 して憎悪を増

幅するためでももちろんあ りません。それはこうした歴史を教訓にすること、未来に
‐
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向けてそれを役立てること、それが最も大切だと思つてお ります。私は歴史を勉強す
るものですけれ ども、私個人の思いから言いますと、今の 日中関係、特に政府間が非
常に悪い状態になっています。どん底の状態だとも思います。しか し私は以下の二つ
の理由で期待ももつてお ります。

まず最初は、私は民間の力、草の根の力を全面的に信 じています。まさに今来られ
ている皆 さんもそ うです。こうした歴史事実をきちっと捉 (と ら)え よう、そ して平
和の運動をずっと続けてきてお られます。 これは南京に限つたことではあ りませんG

平和憲法を守ろうとい う、そ うした運動 も含めて、そ して調査活動、先程の ビデオを
観ま して私は非常に感動 しました。あれ程緻密 (ちみつ)に調査 して、そ して歴史を残
そ うとい う姿勢、こうした民間の力がある、非常に強固にある。私は日本の人たちに
対 して心からの敬意を表 したいと思います。顧 (かえり)みれば、日中の間は二千年以
上の歴史があるわけです。こうした不幸な時代はほんのわずかな時代にしかすぎませ
ん。友好の歴史が基調だと思つています。

もう一つは文化の問題だと思います。いわゅる東洋文化 とい うものが世界で再び見
直されようとしています。いわゅる西洋文化の行き詰ま りの中で東洋文化の見直 しが
あ ります。東洋文化 とい うものは決 して中国だけのものではありません。日本も韓国
もアジアも含めて、東洋文化 とい う共通の文化を持つ共通性、それにも私は期待を持
つています。

もう一つ最後は経済の問題だとい うふ うに思います。今、アジアの経済は多少の変
動はありますけれ ども、全局的に見れば世界において今、経済の中心はアジアに移っ
ているのはもう紛れ もない事実です。 日本、中国、そ してアジアの国々が一つに団結
することによって、今言つた、例えばアジアの文化、あるいはアジアのこうした経済
を発展 させる上で、是が非でも団結 しなければ成 り立たないんだというふ うに思いま
す。団結 してこそその恩恵を受けることができるとい う意味で、私は期待を持ってい
ます。

これからも皆さんと共にこの歴史の真実を伝え、そ してそれを教訓にした平和運動
を構築 していきたい。そのために努力 したいと思 うわけであります。ともに頑張 りま
しよう。ありがとうございました。

司 会 :半沢英一

どうもありがとうございました。多少時間があるようなので、ご質問があるようで
したら、一つか二つぐらいは受けていただけるのではないかと思うのです。ご質問が
ある方は挙手 (き ょしゅ)を していただきたいのですが。

質  議 :佐々木 さん (女性 )

貴重なお話、ありがとうございま した。私が中国に留学 していたときに中国人民抗
日戦争紀念館に行つたことがあ りまして、また、その前に広島の平和記念資料館 [原
爆資料館]に も行っていて、この二つはすごく違っていて、私の感 じ的には抗 日戦争
紀念館に行つた後は 日本への悪い印象 しか余 り残 らなくて、戦争とい うのは悪いこと
だなあとは余 り残 らなくて、きょうの朱成山さんの話を聞いて、きっと南京の博物館
は平和に目を向けている博物館なんだなあと思って、行きたいなあと思ったんですけ
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れ ども、質問としては記念館ごとにかなり性格が違 うと感 じて しま うのは何でですか

ね。それは私が 日本人だからですかね。

あともう一つは、そ うい う博物館 を造る資金 とい うのは政府から出してもらつてい

るのですかね。そ うなるとやはり政府の意向も入つているのですかね。お願いします。

応  答 :朱成 山 さん

今の方の質問に直接的な答えにはならず、間接的な答えになるかもしれませんが、

まずはそれだけ言わせていただきます。

まず私たちの記念館は、主要なテーマを象徴する二つの言葉を展示の一番大きな所

に、他よりもはるかに大きな字で展示 しています。次の二つの言葉があ ります。

一つは、先程のマギー牧師の言葉があります。それは「許すことはできる。しかし、

忘れてはならない。」という言葉です。

もう一つは、先程言いましたね、李秀英さんとい う幸存者、被害者です。彼女の証

言は皆さん聞いたかもしれません。非常に酷 (ひ ど)い 目に遭 (あ)つ た方ですけれ ど

も、彼女はこう言いました。「歴史は残 さなければならない。でも、恨 (う ら)みは残

してはならない。」 とい う言葉があ ります。

もう一つは、南京法廷の裁判官であ りました、中国の裁判官が言つた言葉です。「軍

国主義の罪悪を 日本の民衆の上に被せることはできない。しかし、歴史を忘れれば同

じ過ちを犯すことになる。」とい う、この二つの言葉を掲げています。

先程言いました、七・七 [慮溝橋事件]の北京の抗 日戦争紀念館 も、実は平和のテ

ーマは確かに最後にあるんですけれ ども、その辺は私たちの記念館 とは、趣旨といい

ますか、少 し違 うのは事実です。例えば、先程言いました北京の抗 日戦争紀念館は北

京市の所管です。南京の記念館は江蘇省 と南京市の所管です。国ではなくて地方の政

府が負担 してお ります。

もう一つは、最近特に多くなつたのは、以前はこうした負担金 と、そ していわゆる

入館収入で賄 (ま かな)つ ていたんですけれども、2004年からは入館料を無料にしま

した。初めてこの記念館が無料に したんですけれ ども、その後、各地の記念館も無料

にするようにとい うことで、今、中国全体の記念館の 85.5%が無料だそ うです。

それ ともう一つは、先程紹介 もしました、「平和の鐘」が在 日中国人の寄付で成 り

立っている、あるいは足の型の道路が教員組合の寄付によつて造 られたとい う、そ う

い う各界からの寄付で成 り立っている面もあります。

今の若い方の質問は非常に有意義だなあとい うふ うに思います。それに関連 して少

しお話させてもらうと、日本のマスコミ、中でも右のマスコミを中心に私たちの記念

館のみならず、私は「反 日の親玉」、そ して記念館が「反 日の根拠地」とい うふ うに、

どうも思つているようです。私はもちろん反 日ではありません。二つの例をあげたい

と思います。

一つは、例えば今回、私は日本に来ました。私は実は 5日 間の予定で本来来る予定

だったんです。 しかし、日本の各地の人たちがぜひ とも会いたいと、古い友人だから

会いたいとい うことで、結局 2週間、14日 にわたつて 1lヵ 所をまわることになりま

した。そして、その会場ごとに古い友人たちとの交流がなされてお ります。私が帰っ

てからぜひ一冊本を出そ うかなと考えてお ります。そのテーマは『 私 と日本の友人

100人』とい う本です。これは現実的にはもちろん 100人 では済まないんですけれ ど

も、象徴的に 100人 とい うことに しました。
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もう一つは、数年前に中国で、いわゆる「反 日デモ」が盛んに行なわれたときがあ

ります。皆さんご存知ですね。南京では一回も起こつていないんですね。なぜかと言

います と、南京の記念館には 日本の人たちがたくさん来ます。そ して、非常に南京の

ことを記憶に残そ うとい う努力されています。そ うした行ないが南京のテ レビやニュ

ースに頻繁 (ひんばん)に 出てお ります。南京の市民たちは 日本の中にもこうした歴史

を正視 し、そして友好を願 っている人たちがたくさんいるとい うことを、みんな知っ

ているわけです。そ して理性的な面をもつて、その時代にもそ うしたデモとかもまっ

たく起こらなかったとい うことで、おそ らく今の質問に対する私の回答になろうかと

思います。

司 会 :半沢英 一

どうもありがとうございました。それでは閉会の挨拶を、我々の実行委員会の代表
の一人である、金沢大学の歴史学者の古畑徹さんにお願いします。

閉会 の挨拶 :古畑 徹

きょうは本当に良 (い )い話をありがとうございました。一番最後の受け答えも良
い締めだったと私は思つています。

この会のことは最初のほ うで森代表が話をされましたけれ ども、1996年から長い

ことずつと証言集会を開いてまいりました。実は私は証言集会の最後にいつも出てき

て、解説をするとい う役害Jをずっと十何年間かやつてきたんですが、とうとう幸存者
が高齢になられて日本に来るのが難 しい状態になったとき、ちょうど昨年ですが、「ジ

ョン・ラーベ」上映実行委員会 とい うことで違 う形のものがスター トしました。今年

も無理かなあと思つていま したら、朱成山名誉館長が来られるという話になりま して、

今回もその実行委員会が主催 したとい う次第でございます。

ちょうど世界記憶遺産の話をされるとい うことを聞いていま したので、どうい う話

になるのかなあと楽 しみに してお りました。それ と同時にいろんな新 しいことも聞か

せていただいたのですが、何 といっても聞いていて一番印象的だつたのは、一つはや

は り広島との繋 (っ な)が りがあがっていたことでございま した。それ と同時に、い

ろいろと言われていることに対して、まあ言つて しまうと、いろんな嘘を何度も言つ

てくると本当のように聞こえてくるわけですが、それにどう対抗するかとい うことで、
着実に資料を集めて、本当に歴史研究の一番の王道ですが、それをされて積み重ねて
いく。それの蓄積の結果の中にこうい う世界記憶遺産登録 とい う方向に行 くとい うも
のがあったとい う、そ うい う積み重ねを地道にやっていくとい うことの意味 とい うt)

のが改めてよく分かるお話で tノ たO

さらに、この記念館に私は 1996年に初めて行つて、それ以後一切行つていないの

ですが、映写されていたものを見せてもらうと、その後だいぶ変わっています。それ
と同時にきょうの話の中で、当時は記憶に残すことにかなリウェイ トがあったと思い

ますが、そこが更に発展 して平和の方向へかな り動いているのもよく分か りました。
非常にこの間の活動の発展の過程、そ して方向性 というものがきょうはよく分かる話
だったとい うふ うに思います。その意味でも非常に意味のあるきょうのお話だったと

思います。私も行きたいと思いますけれ ども、皆様にはこの話を聞いて、新 しい記念

館ぜひを一度訪ねていただけたら、きょうの話はもう一つ意味があることになるかな
。
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と思つてお ります。

きょうは本当に朱成山さんにはありがとうございました。最後の話もとても良い答

えだったと思つていますので、そのことも含めて、改めて朱成山さんに拍手をいただ

けたらと思います。

司 会 :半沢英 一

どうもありがとうございました。最後にちよつと事務連絡を二つばかりさせていた

だきます。一つは、皆 さんのお手元にあるアンケー トに、ぜひきようのご意見、ご感

想などを書かれて、出日の所にあるアンケー トの箱に入れていただきたいと思います。

もう一つは、2月 12日 に田中伸尚 (のぶまさ)さ んが、有名な国家主義に対す る著書

をだいぶ書かれている方ですが、金沢に来 られて講演するとい うことで、漆崎 さんか

らその紹介だけを最後にさせていただきます。

講 演 会 の紹介 :漆崎 英 之 さん

皆 さん、大事な時間を申し訳ありません。田中伸尚さんが 2月 12日 に金沢に来て

講演をしてくださいます。場所は、皆さんのこのチラシ 「2017日 本の うたごえ祭典

inい しかわ 。北陸」ですね、この「いしかわ総合スポーツセンター」の前の金沢教会

です。私はいつも 2月 11日 は名古屋で信教の自由を守る集会を毎年、祭司 (さ いし)

として行なってお ります。それで金沢にいることはできません。2月 12日 に田中伸

尚さんに名古屋での集会を終えて、金沢に来て下さることをお願いしました。ここに

チラシが入つてお ります。ちょつと田中先生の最近の本ですね、10月 21日 にこの『飾

(かざ)ら ず、偽 (いつわ)ら ず、欺 (あ ざむ)かず』とい う本が出版 されま した。この

管野須賀子 (かんのすがこ)は幸徳秋水の妻です。それから伊藤野枝 (い とうのえ)は大

杉栄の妻です。管野須賀子は大逆事件で刑死に追いや られ、また伊藤野枝は関東大震

災における甘粕事件において虐殺 された、この 20代の女性、これを取 り上げて現在

の問題 と結びつけてお ります。きょう 10冊持つて来ました。割引になつてお ります。

どうぞ必要な方はお買い求めください。ありがとうございました。

司 会 :半沢英一

どうもありがとうございました。それでは南京大虐殺紀念館 。名誉館長講演会を終

わらせていただきます。
以 上
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