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第11回　総合研究機構研究成果報告会
独立自尊の国ニュージーランドに学ぶ

日　時：2015年11月３日（火）　13：00 ～ 17：30
会　場：早稲田大学　小野記念講堂（早稲田キャンパス27号館）

●開会の挨拶　 ………………………………………………………………………………………………………… 　石山　敦士
（早稲田大学理事：研究推進担当）

　　　　　　　　　花井　俊介
（早稲田大学総合研究機構長）

　　　　　　　　　山岡　道男
（早稲田大学ニュージーランド研究所長）

　　　　　　　　　宮崎　里司
（早稲田大学オーストラリア研究所長）

●基調講演
　ニュージーランドの安全保障と非核・核軍縮政策：
　　　　冷戦後の展開とオーストラリアとの比較を中心に　 ………………………………… 　上村　直樹

（南山大学）

●研究報告
　ニュージーランドの歴史地震と復興に学ぶ　 ………………………………………… 　報告者：植村　善博

（佛教大学）
コメンテータ：和田　明子

（東北公益文科大学）

　ニュージーランドの反核芸術に用いられた
　　　　広島のイメージ群　 …………………………………………………　報告者：サワダ・ハンナ・ジョイ

（弘前大学）
コメンテータ：綿貫由実子

（常磐大学）

　ニュージーランドの非核政策と原発問題：再論　 ………………………………… 　報告者：近藤　　真
（岐阜大学）

コメンテータ：千手　正治
（常磐大学）

　ニュージーランドでの非核法の成立過程　 …………………………………………… 　報告者：高橋　康昌
（群馬大学名誉教授）

コメンテータ：杉原　充志
（羽衣国際大学）

●閉会の挨拶　 ………………………………………………………………………………………………………… 　小松　隆二
（白梅学園理事長・慶應義塾大学名誉教授）
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第11回　総合研究機構研究成果報告会

独立自尊の国ニュージーランドに学ぶ

○�司会（澤田真一）：ただいまより、「第11回 早稲田大学総合研究機構研究成果報告会、独立自尊の国、
ニュージーランドに学ぶ」を開催させていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます弘前

大学の澤田真一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 　報告会の進行にあたりましては皆様のご協力をお願い申し上げます。それでは、開会にあたりまし
て、石山敦士早稲田大学理事、花井俊介早稲田大学総合研究機構長、山岡道男ニュージーランド研究所

長、そして宮崎里司オーストラリア研究所長より開会のご挨拶をお願いいたします。それではまず初め

に石山敦士先生、お願いいたします。

〔 開 会 の 挨 拶 〕

石　山　敦　士　
（早稲田大学理事：研究推進担当）

○�石山：皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました石山でございます。研究成果報告会を開催す

るにあたりまして、大学の研究推進担当理事として冒頭のご挨拶を一言述べさせていただきたいと思い

ます。

 　まず本日は11月３日、文化の日。昨日の雨天とうって変わって晴天、行楽日和となって、先生方、ご
参集の皆様、今日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。大学を代表いたしまして厚く

御礼を申し上げます。さて、早稲田大学は今ちょうどこの時期に生まれる子供たちが大学に入学をいた

します2032年に創立150周年という節目の年を迎えます。その時の大学のあるべき姿というものを描き、

そしてアジアを代表するリーディングユニバーシティとして社会に貢献し続ける大学になるために、

「Waseda Vision 150」という中長期計画を今からちょうど３年前の2012年11月に策定、発表をいたしま
した。

 　その中で、以下の４つのビジョン、基軸を設定いたしました。１つ目は世界に貢献する高い志を持っ
た学生の育成。２つ目が、世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究の推進。３つ目がグローバル

リーダーとして社会を支える卒業生の輩出。そして、アジアの大学のモデルとなり進化し続ける大学と

なること。これらの４つのビジョンを実現するために13の革新戦略を設定して全学を挙げて現在改革に

取り組んでおります。

 　併せて、具体的ないろいろな数値目標も掲げさせていただきました。今スライドで留学生がいろいろ
話をしていましたが、現状、早稲田大学は約5,000名の留学生を受け入れてございまして、日本で一番
多い留学生を受け入れている大学となっています。Waseda Vision 150の中では、さらにそれを倍増して
１万人、全学生で大体５万人ですので、20パーセントの学生を海外から受け入れるという形で今計画を
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立て、いろんな施設、教育の実践というものを進めているという状況にございます。

 　私の担当でございます研究推進につきましては、先ほど挙げました２番目の「世界平和と人類の幸福
の実現に貢献する研究」というビジョンを掲げまして、国際研究大学としての地位を確立するというこ

とを目指して、独創的研究の推進と国際発信力の強化、それから新たな教育研究分野への挑戦という２

つの革新戦略を設定して現在改革に取り組んでいるという状況にございます。

 　また、早稲田大学は2013年、文部科学省の「研究大学強化促進事業」というものの採択支援機関に採
択をされました。その中で、総長を本部長といたします研究力強化本部の設置、あるいはユニバーシ

ティリサーチアドミニストレーター、いわゆるURAとしての教員を配した研究戦略センターの増強等
を行いながら、研究力の向上に努めていくという状況にございます。そして国内外の研究者、あるいは

研究機関、企業との連携を進めるとともに、新しい研究分野に対して積極的にこれを進めていくという

ことでございます。

 　そして、研究者・教員個々の研究力の向上ということはもちろん重要でありますけれども、これから
は大学として、戦略的・組織的なチーム型の研究というものを進めていく必要があるというふうに考え

ております。早稲田大学には現在大学組織として研究機構と称する研究母体を９つ持っておりまして、

文系が２つ、理系が５つ、残りの２つは文理融合の機構となっています。本日の主催であります総合研

究機構というのは、この中の文理融合を中心とする機構でございまして、それぞれの先生方が所属する

学術院の垣根を越えて、共通のテーマで研究者が集まって、まさに先ほど申し上げましたチーム型研究

を実践している拠点ということになってございます。

 　本日、この研究成果報告会を共催いたしておりますのは、このような総合研究機構に所属しておりま
すニュージーランド研究所とオーストラリア研究所です。本日は「独立自尊の国ニュージーランドに学

ぶ」というテーマでの報告会ということになります。日本代表ががんばって一躍夜中に決めましたラグ

ビーのワールドカップ、ニュージーランドが見事に二連覇をしたということが数日前にありましたけれ

ども、人口がわずか四百二、三十万人という中で、この二連覇というのは非常に快挙だなと感じた次第

でございます。

 　本日、この成果報告会は国際発信ということが重点と申し上げましたが、研究成果の発信の格好の機
会となること、そして、今日ご参集の皆様にとって有意義な情報交換、意見交換の場となることを願い

まして、私からのご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
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〔 開 会 の 挨 拶 〕

　花　井　俊　介　
（早稲田大学総合研究機構長）

○�花井：ご紹介いただきました総合研究機構の花井でございます。我々総合研究機構には合わせて120を

超える研究所が所属して、積極的にいろいろな研究成果を出しています。その中で毎年代表的な研究成

果をこの成果報告会で報告させていただくということをやっておりまして、今年はオーストラリア研究

所と、それからニュージーランド研究所にジョイントで報告会をやっていただくことになりました。両

研究所の先生方に加えて、外部の研究者の先生方がたくさん報告者、あるいはコメンテータとして参加

してくださっています。ご協力をくださった、これらの大学の先生方を含めて厚く御礼を申し上げたい

と思います。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。

 　今日のテーマですが、早いものでもう４年もたつのだなと思いますけれども、ニュージーランドでも
大きな地震があって、そして４年たって、今までどういう復興のプロセスが取られてきたかということ

と、それから原発問題を含んだ核施設問題、これを取り上げて考えるというものです。また、ニュー

ジーランドから学ぶということですが、どうして学ぶのかというと、改めてこのパンフレットを見てそ

うだったのかなと思ったのですが、ほとんど同じ時期に、１カ月もしないうちに日本にも大震災があっ

たという、何かあまりにも東日本大震災で混乱したものですから、何となくニュージーランドの震災が

霞んでしまったところはあるのですが、そのニュージーランドに学んで、我が国の東日本大震災からの

復興の問題、あるいは非常に深刻な原発問題、核施設の問題、これを改めて考え直そうと、こういう企

画だろうと思います。この企画自体大変面白いと思っているのですが、同時に、今このタイミングでこ

ういう企画が出されたということが私は重要ではないかと思っています。

 　時間とは不思議なもので、やっぱり４年ぐらいたつと、あれほど鮮烈な出来事が風化してくるんです
ね。放射能なんかも当時は毎日のように何ベクレルとやっていたのですが、もうこの頃は何も言わなく

なって、ある意味日常化してしまったんですね。本当は全然片付いてないのですけれども、日常化して

しまって、関心が弱まってしまうのは、ちょうどこの４年とか５年あたりなのかなというふうに思って

います。

 　本当は問題はまったく解決していませんし、原発もまったく解決してないにもかかわらず、これから
先関心が薄れていくことで解決が難しくなっていくという気がする。この時期に改めてこういうふうな

問題を取り上げて、そしてニュージーランドとの比較で我が国を見直すというのは、決して風化させて

はいけないことですから、それを改めて我々に喚起する意味で大変意義のある企画ではないかと思って

いる次第です。

 　今日は活発な議論が展開されるというふうに思っております。それを期待しまして私のご挨拶にかえ
たいと思います。今日は先生方、よろしくお願いいたします。
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〔 開 会 の 挨 拶 〕

　山　岡　道　男　
（早稲田大学ニュージーランド研究所長）

○�山岡：ただいま、総合司会の澤田真一先生からご紹介を頂きました山岡道男です。私は、今回の研究成

果報告会での主催団体でありますニュージーランド研究所の所長であり、早稲田大学では、独立大学院

であるアジア太平洋研究科の教員であります。また現在、東京をベースとする日本ニュージーランド学

会の会長も務めており、今回、総合司会をお願いしている澤田先生も、本校のニュージーランド研究所

のメンバーであるあると同時に、日本ニュージーランド学会の理事でもあり、また現在は、弘前大学人

文学部の先生でもあります。

 　さて本日は、理事の石山敦士教授を初めとして、ご報告を頂く先生方、コメンテータの方々、多く
の、ここにご来場頂いております先生方、学生諸君、また一般の参加者の皆様方に対して、文化の日で

お休みの中を、本報告会にご参加頂いたことに、先ず御礼を申し上げたいと思います。また、今回の研

究報告会にご支援・ご協力をして頂だきました早稲田大学総合研究機構の機構長であられます花井俊介

教授や、同じく総合研究機構の事務局の方々にも、心より御礼を申し上げたいと思います。

 　今回の報告会は、オセアニア地域に属するニュージーランドとオーストラリアの２つの地域をそれぞ
れ研究領域とするニュージーランド研究所とオーストラリア研究所の共同主催となっております。オー

ストラリア研究所からは、独立大学院の日本語教育研究科の教授であられます宮崎里司先生がご参加さ

れ、この後で、ご挨拶をお願いしております。

 　そこで、主催者と致しまして、この場をお借りして、簡単に今回の研究成果報告会に関する趣旨説明
と、報告者・コメンテータの紹介をさせて頂きたいと思います。今回の研究成果報告会は、第11回目

の開催であり、本日のテーマは、「独立自尊の国：ニュージーランドに学ぶ」でありますが、４年前の

2011年にも、同じように両研究所の主催で、第７回目の報告会を開催させて頂き、その時のテーマは、

「アジア太平洋地域の過去・現在・未来：ニュージーランドと日本」でありました。その時の2011年に

は、皆様がご存じのように、両国は大きな地震に見舞われました。ニュージーランドでは、２月22日に

クライストチャーチで、また３月11日には東日本大震災が日本で起こり、第７回目の報告会は、地震発

生後、約８か月から９か月後の、両国が試練に直面している中での開催でした。

 　そこで、今回の報告会では、震災後４年を経過した現時点で、両国の復興過程に焦点を当てて開催す
ることを計画しました。当初は、両国で復興を支援しているボランティア活動の紹介などを考えました

が、報告者の人選の過程で、ニュージーランドの非核政策が中心的なテーマとなりました。従って、今

回は、報告として５名の先生方にお話をして頂きますが、多くのテーマは、ニュージーランドの非核政

策が取り上げられております。

 　次に報告者とコメンテータの紹介をしたいと存じます。まず、基調講演の上村直樹先生には、共同主
催のオーストラリア研究所との関連もありますので、ニュージーランドを中心に、オーストラリアとの

核政策の比較のお話をお願いしてあります。上村先生は、甲南大学外国語学部の教授であり、また国際

地域文化研究科の研究科長でもあります。

 　次に、第１報告者であられる佛教大学教授の植村善博先生には、４年前の報告会でも、クライスト
チャーチ地震に関してご報告を頂きましたが、今回は、その後の復興過程に関して、過去のネーピア地
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震を例として、お話をして頂きます。植村先生は、関西ベースのニュージーランド学会の会長であり、

本校のニュージーランド研究所のメンバーでもあります。コメンテータには、東北公益文科大学の教授

である和田明子先生にお願いしてあります。和田先生は、日本ニュージーランド学会の理事であるとと

もに、所属大学の附置研究所であるニュージーランド研究所の所長でもあります。

 　第２報告は、弘前大学国際教育センターのサワダ・ハンナ・ジョイ先生にお願いしており、現在、科
学研究費により研究を進められている「ニュージーランドでの反核芸術と広島のイメージ」に関して、

ご報告を頂きます。サワダ・ハンナ先生は、日本ニュージーランド学会の会員でもあり、またニュー

ジーランド生まれの先生であり、総合司会の澤田先生の奥様でもあられます。コメンテータには、日本

ニュージーランド学会のメンバーで、常磐大学で教鞭を執られている綿貫由美子先生にお願いしてあり

ます。

 　第３番目の報告は、岐阜大学地域科学部の近藤真先生に、ニュージーランドでの非核政策と原発問題
について、お話をして頂きます。近藤先生は、関西ベースのニュージーランド学会の理事でもあられま

す。コメンテータには、常磐大学の先生である千手正治先生をお願いしております。

 　最後の第４報告は、日本ニュージーランド学会の第２代目の会長であられた高橋康昌先生に、ニュー
ジーランドの非核法の成立過程に関して、おそらく、多くの体験談を交えて、お話をして頂きます。高

橋先生は、群馬大学の名誉教授でもあり、南太平洋の島嶼国に関する研究を長年にわたり押し進めてき

た先生であります。コメンテータには、日本ニュージーランド学会の理事であり、また羽衣国際大学副

学長の杉原充志先生にお願いしてあります。

 　最後の締めくくりである報告会終了時の挨拶は、慶應義塾大学名誉教授の小松隆二先生にお願いして
おります。小松先生は、日本ニュージーランド学会の初代会長であり、また、日本でニュージーランド

研究を推し進めてきた第一人者の先生であられます。

 　このように、今回の報告会では、ニュージーランドに焦点を当て、大地震の復興過程を、非核政策と
の関係で歴史的にも検討し、東日本大震災によって起こった原発問題を抱える日本との相違点を明らか

にし、日本の将来への展望を導き出そうとするものであります。

 　以上簡単ではありますが、国際シンポジウムの開催趣旨と、報告やコメントを頂く先生方のご紹介を
もって、私の挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。
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〔 開 会 の 挨 拶 〕

　宮　崎　里　司　
（早稲田大学オーストラリア研究所長）

○�宮崎：皆さんこんにちは。早稲田大学のオーストラリア研究所の所長であります宮崎里司です。第７回

に続きまして、今回、研究成果報告会としてニュージーランド研究所の山岡先生とともにオーストラリ

ア研究所が共催として関わらせていただくことを非常に光栄に存じます。

 　今回、ニュージーランドとオーストラリア、当然よく一緒にされる地域ではありますが、それぞれの
国ではさまざまな地球規模の課題を抱えております。先ほど石山先生からもこちらの総合研究機構は文

理融合ということでしたが、最近、文社系、いわゆるヒューマニティーズとソーシャルサイエンスで

も、サスティナビリティ・サイエンスという言葉で、さまざまな形で文系と理系の融合、また超学的な

試みが行われています。その最たるものが先ほど、今回も行われましたCOP21の気候変動、それから
生物の多様性とかエコロジーとか、人種、マイノリティ、多文化、多言語、多民族と、地球規模の社会

課題がある。今回、こちらの報告会のパンフレットなどを拝見させていただきますと、比較とか安全保

障などがまさにそのようなサスティナビリティからの課題となっていくかと思います。

 　この早稲田も大学のグローバル化という点ではいかに持続可能な研究教育発信ができるかということ
が大きな課題となってきているかと思いますが、今回の研究成果報告会を通して、ニュージーランド、

それからオーストラリアのそれぞれの研究者の皆様方からこれからの課題を考える上でのさまざまなご

提案なり、提言などをいただければと思いまして、非常に楽しみにしております。

 　短いお話ではございましたが、今回の研究成果報告会につきましてさまざまな各所からのご協力を得
ましたことを御礼申し上げるとともに、今回の報告会の成功を祈念しております。ありがとうございま

した。
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〔 基 調 講 演 〕

ニュージーランドの安全保障と非核・核軍縮政策：
冷戦後の展開とオーストラリアとの比較を中心に

　上　村　直　樹　
（南山大学）

○�司会：それでは引き続き基調講演に移らせていただきたいと思います。南山大学外国語学部英米学科教

授の上村直樹先生にお願いいたします。先生はプロフィールにもございますように、海外における豊富

な研究をもとに、日本における国際政治学をリードされてこられました。それでは、ただいまより上村

先生に基調講演「ニュージーランドの安全保障と非核・核軍縮政策：冷戦後の展開とオーストラリアと

の比較を中心に」をお願いいたします。

○�上村：こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました南山大学の上村です。本日は基調講演という大役

を承りましたが、私の専門はアメリカ外交と国際政治学であり、ニュージーランドの専門家では必ずし

もありません。アメリカ研究の関係からニュージーランドの外交安全保障を研究しています。またオー

ストラリアに関しても同様の事情です。両分野のご専門の先生方がお集りの中でうまく基調の話ができ

るか心もとないところもございますが、基調講演者が本日の発表の中で唯一後から厳しいコメントを受

けずに済むという、気楽な立場から何らかの基調が示せればと思っております。以下、パワーポイント

を使いながらお話をします。パワーポイントは結構量が多く少し忙しくなるかもしれませんが、さくさ

くとお話を進めていきたいと思います。

　それでは本日のお話のタイトルですが、「ニュージーランドの安全保障と非核・核軍縮政策」という

ことで、冷戦後の展開に焦点を置いて、オーストラリアとの比較も交えながらお話ししていきます。も

ともと私の研究テーマ自体が国際政治とアメリカ外交の観点からニュージーランドとオーストラリアを

見るということで、両国の安全保障におけるジレンマという視点から研究してきました。例えば今日の

お話の重点の一つに「アンザス危機」がありますが、これはニュージーランドが、後で少し詳しくお話

しするように、オーストラリア、アメリカと同盟関係を結んでいて核問題をめぐってアメリカと対立

し、事実上アンザス同盟から追い出されてしまったという話です。ニュージーランドは、それ以前には

アメリカとの同盟関係と自らの非核政策とのジレンマを抱えていたと私は考えています。そしてアンザ

ス危機の後にはアメリカとの同盟関係を脱却して、いわば「脱同盟」によってそうしたジレンマの克服

を試みたという視点から研究してきました。

　超大国アメリカとの同盟関係、安全保障関係には、当然たくさんのメリットはあるわけですが、デメ

リットも多い。メリットとしては当然安全の保障をしてもらえるということで、「核の傘」、または「安

全保障の傘」と言うこともあります。要するに超大国と非常に密接な外交軍事関係、更には政治経済関

係を期待できるということです。一方、デメリットとしては、守ってもらう代わりに例えばアメリカが

行う戦争を一緒に戦う、アメリカの戦争への協力ということがあります。ただ、ここで一つ微妙なの

は、アメリカは第二次世界大戦後の世界秩序を作り出した国であり、国際秩序を主に支えてきた国でも

あります。だから国際秩序のためにアメリカが行う戦争なのか、主権国家として自らの国益のためにア

メリカが行う戦争なのかという区別が実は難しい、ということがあります。その場合には、また別のジ
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レンマをもたらすこともあり得ます。

　さらに外交安全保障政策上の制約ということもあります。これが本日の話に特に関わることですが、

非核政策や核軍縮政策に関してです。核超大国アメリカにとっては同盟国、または密接な関係にある

国々がアメリカの核戦略に協力することが重要ですから、こういった面の制約、日本はまさにこの点を

痛感してきたわけですが、それがあります。いわば「同盟と核」、「同盟と非核・核軍縮政策」のジレ

ンマとも言うべきものです。核超大国のアメリカと、国内に強力な反核運動の伝統、国内勢力を抱える

ニュージーランド、オーストラリア、日本といった国々、他にヨーロッパのNATO諸国にもいくつか
ありますが、こうした国々ではこのジレンマが常に存在してきました。核超大国アメリカとの同盟関係

を優先すれば、自国の非核政策、例えば日本の非核三原則ですが、それを徹底して追及できない。アメ

リカから強い反発と圧力がありますから。そうすると今度は国内から強い批判が出る。そのようなジレ

ンマです。文献一覧のところに載せている私の2000年、2004年、2011年の研究でこの問題を扱っていま

す。これらの研究の中で、日本、オーストラリアとニュージーランドとの間でアンザス危機以降、道が

分かれてきたという議論をしています。基本的には日本とオーストラリアはアメリカとの同盟関係を優

先し、非核・核軍縮面で「漸進的なアプローチ」を取るようになったということです。現在もそうです。

　それに対してニュージーランドは、いわば国内の非常に強い反核運動、非核政策の要求に政府が応え

る形でそれを前面に押し出し、結局同盟関係が事実上破綻をきたすまで、こうした非核・核軍縮政策を

徹底したわけです。それでジレンマが解消したのではないかというのが以前の私の考えだったわけで

す。ただ実際には話がそれほど単純ではなかったのではないかというのが、今回この基調講演のお話を

受けて、近年の動向を含めてニュージーランドの外交安全保障政策を改めて見直した結果です。2011年

の研究でもニュージーランドの部分では改めて本格的な実証研究を行ったわけではなく、2000年、2004

年までの研究をほぼそのまま用いていました。

　ですから今日のお話では、果してニュージーランドが脱同盟に成功したのかどうか。そしてジレンマ

の克服に成功したのかどうか。They lived happily ever after……めでたし、めでたしとは、必ずしもなっ
ていないのではないか。近年のニュージーランドを見ますと、ある意味でアメリカとの密接な安全保障

関係、必ずしも同盟関係ではないですが、そうしたものを求めている。それがまた新たな安全保障のジ

レンマを生み出しているのではないか。これが今日のお話です。これについて最後に結論として少し述

べたいと思います。

　それでは最初に、ニュージーランドと安全保障環境の話、安全保障そのものの話、全般的な話をした

いと思います。安全保障に関しては、ニュージーランドは世界で最も脅威を受けることの少ない国と言

われたりもします。例えばヘレン・クラーク労働党連立政権は、2000年の国防声明の中で、後で詳しく

説明しますが、ニュージーランドは信じられないほど平穏な戦略環境の下で独特の軍の改革を行えると

いうことを声明しております。

　このスライドをご覧ください。ニュージーランドという国は、周りの地理的・政治的な安全保障環境

から見ると、まさに大洋に囲まれて、南太平洋にある意味でポツンと存在するような国です。一番の隣

国はオーストラリアであり、その他大きな海、そして島嶼諸国が広がっており、南は南極、こういう環

境です。要は南太平洋に孤立している地理的な状況で、さらに世界の主要な紛争地域からは遠く離れて

いる。そして周辺は小さな国々です。さらに隣国、オーストラリアとは歴史的に友好関係を保ってい

る。さらに言うと、オーストラリアはアジア諸国の直接的な脅威から盾の役割を演じているというふう

にも考えることができます。実際に、特に人口が多いインドネシアについては、オーストラリアは、後
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で触れますが、アジア諸国と隣接している、特に政情がずっと不安定だったインドネシアと隣接してい

るということで安全保障上の不安を自らは抱えてきましたが、ニュージーランドにとってはその盾に

なっているということです。またこうした多くの島嶼諸国、これが今のニュージーランドにとっては安

全保障上の重要な関心の的となっています。

　さて今日のお話の中心となる３つの国、そのプロフィールを見ると、ニュージーランドは人口が400

万人ほどで、オーストラリアの５分の１くらい、米国の80分の１くらいとかなり小さい。GDPで見て
も、豪州の８分の１くらい、米国の100分の１くらいの大きさです。今日は経済関係の話はしませんが、

アメリカとの関係で言うと、安全保障と経済というのは常にリンクして出てくる。アンザス危機の時に

も巨大なアメリカ市場との関係という経済問題と安全保障との関係は常に意識されていました。現在交

渉中のTPPも例外ではありません。
　ここで少し国際政治の話をしたいと思います。中小の国々が安全保障を確保するのにどういった手段

を取るかということを考えてみると、大きく３つの手段が考えられます。１つは大国に依存する、同盟

によってです。第２に中小国同士が手を結んで同盟を作って互いに防衛を誓うということがあります。

第３に国際社会や国際組織に安全を保障してもらう、集団安全保障などです。この最後のものは第一世

界大戦後、特に第二次世界大戦後に国際安全保障の主流となる考え方です。この１番目と２番目という

のは、国際関係論、国際政治学におけるリアリズムの立場であり、３番目はリベラリズムの立場です。

ニュージーランドの場合は、いわば１の大国との同盟と３の国際社会による安全保障、この両者の間の

チョイスが特に重要です。もちろんオーストラリアと同盟関係は、２番目に相当するので、実はこれら

３つの選択肢がすべて関係してきます。

　今の話をもう少し考えてみますと、同盟というリアリストの伝統的な安全保障の仕方と、国連憲章に

言う「国際の平和と安全」、要するに集団安全保障の考え方ですが、この両方がいわば完全に相対立す

る話ではないものの、しばしば矛盾をきたす。同盟というのは様々な定義がされますが、本日のお話し

との関連で言うと、要はアメリカとの同盟といった場合には、非常に狭い意味で、アメリカの戦争を一

緒に戦ってくれる国という意味での同盟関係という点が重要です。こうした同盟というものが、近代以

降の国際関係における中心的な安全保障の仕組みでした。それに対して第一次世界大戦後は、国際連

盟、さらには国際連合が登場して、新しい安全保障の仕組みができたということで、ニュージーランド

の場合には第二次大戦後一貫して国連との関係、国連の安全保障というものを強調してきましたし、ア

ンザス危機以降は特にそうです。

　そこで、ニュージーランド、そしてオーストラリアについて、安全保障における伝統ということを考

えてみますと、先ほど述べた１番目の大国による安全保障への依存ということがあります。そして、そ

れに付随するものとして大国の戦争への協力ということがあります。第二次大戦前は宗主国であるイギ

リスに対して有名なボーア戦争や第一次世界大戦で多大な貢献をしてきた。第二次大戦後は超大国アメ

リカとアンザス同盟を正式に結んで、朝鮮戦争、ベトナム戦争をニュージーランドとオーストラリア

は、ともに戦ってきたわけです。ただこれが湾岸戦争、さらにイラク戦争になると両国の道は大きく分

かれてきます。これはまた後でお話しします。

　ニュージーランドとオーストラリアの外交安全保障政策を考えてみますと、国内政治的な伝統があっ

て、保守対リベラルの対立という政治構造と関係します。今回、私の後に他の先生方から非核法の成立

過程とか、さまざまな国内的なニュージーランドの非核政策のお話がございますので、私は対外的関

係、国際政治の側面からお話をしますが、踏まえておくべきこととして、リベラルと保守の対立があっ
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て、両国ともリベラルは労働党が代表しており、保守とリベラルの政権交代もほぼ同時期に行われるこ

とが多かった。1980年代までは特にそうです。

　保守政党はニュージーランドの場合には国民党であり、オーストラリアの場合は自由党です。保守派

の対外政策の特徴としては対米同盟重視ということがあり、グローバルな脅威認識を強調し、これは要

するにアメリカやイギリスと脅威認識を共有しているということです。そして西側同盟、欧米との連

帯、これを重視する。こうした政治的な伝統があります。これがアンザス危機以降、ニュージーランド

国内の外交安全保障をめぐる論争の中にいろいろ出てくるわけです。

　一方、リベラル政党としての労働党には自主外交の伝統が色濃くあります。特に1970年代のベトナム

戦争期にオーストラリアとニュージーランドはともに労働党が成立してベトナムに軍を送ったわけです

が、反戦運動が著しく高まって外交政策にも大きな変化が現れ、そこから出てきたのが自主外交という

スローガンです。

　それから地域主義的な外交安全保障の指向も顕著で、アジア太平洋地域を重視するということがありま

す。また先ほどの安全保障の話と関連する点として多国間主義、国連重視があります。そして最後に非核

政策の重視があります。これらのリベラル派の政策の中で特に非核政策に関しては、保守派が強調するア

メリカとの同盟関係重視との間で大きく矛盾する場合があり、それがアンザス危機に象徴的に見られます。

　次にアンザス同盟の話に移ります。アンザスはご承知のようにAustralia & New Zealand & the United 
States of America、この頭文字を取った相互安全保障条約です。アンザスの背景については詳しくは述
べませんが、基本的には宗主国であるイギリスが第二次大戦中に日本に敗北して安全を保障できなくな

り、代わってアメリカが安全を保障するようになったということです。アメリカは大戦中から戦後にか

けてずっとニュージーランドとオーストラリアの安全保障の主要な提供者になっていきます。この地図

は第二次大戦中の日本の支配領域ですが、日本はオーストラリアの目と鼻の先まで軍を進め、ニューギ

ニアをめぐってはオーストラリアとも激しい戦いになりました。米軍が日本への反撃を開始するとき

も、オーストラリアは特に重要な反撃基地になりました。

　アンザス同盟成立の直接的な背景としては、まさに米ソ冷戦ということがありますが、実はアンザス

同盟は冷戦の進展によって日米安保条約が結ばれて、その日本に対する安全保障を求めてオーストラリ

アとニュージーランドがアメリカと同盟を結んだということであり、当初は純粋な意味では冷戦同盟で

は必ずしもなかったわけです。また冷戦との関連がより強い契機として共産中国の成立ということもあ

ります。遠く離れた中国を脅威として認識していたことは、オーストラリアとニュージーランドのエ

リートたちは、いうなればグローバルなソ連の共産主義、特にアジアでの中国共産主義の脅威に対する

アメリカその他の西側の脅威認識を共有していたということです。先ほど地図等で確認した安全保障の

地理的環境からすると、ある意味で非常に頭でっかちというか、国際関係論で最近注目されているコン

ストラクティビズムというアプローチの言葉を使えば、要するに現実の脅威に対する見方は社会的共通

認識によって決まっていくということです。

　現在のニュージーランド防衛に関しては、この地図にもあるように基地はウェリントンとオークラン

ド周辺等の人口密集地域に集中しています。だからニュージーランドの島全体を守るという形にはなっ

ていません。これは後で見るオーストラリアとかなり違う基地の配置の仕方です。

　次にアンザス危機の話をします。これはニュージーランドのデビッド・ロンギ労働党政権が対米同盟

と非核政策との微妙な綱渡りに失敗し、結局対米同盟放棄に至ったということですが、ロンギ自身は、

アメリカとの同盟からの自立または離脱そのものを求めていたのではなく、いわば「核抜きのアンザ
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ス」を求めていました。ニュージーランドには核抑止とか、核で守ってもらう必要はないとして、南太

平洋地域でいわば低レベルの安全保障協力関係を行う、そういった認識をロンギは持っており、そうし

た「核抜きアンザス」を目指していたわけです。

　しかし、それに対してはアメリカのレーガン政権が激しく反発しました。当時はまさに新冷戦といわ

れる冷戦の末期の対立激化のピークの時期であり、タイミングが悪かったとも言えます。両国は核兵器

を積むことのできるアメリカのブキャナンという駆逐艦、そのニュージーランドへの寄港を認めるかど

うかをめぐって論争になったわけですが、これは、ロンギが非核政策を導入しようとしている、どこま

で本気なのかと、アメリカ側がニュージーランドを試すという側面がありました。アメリカとニュー

ジーランドの外交当局は、この艦艇派遣に関してかなり外交交渉をしましたが、ニュージーランド国内

の非常に強い非核、反核の圧力によって、結局この微妙な妥協が崩れてしまう。それによってロンギ政

権は公然と寄港を拒否するという形になり、それに対してアメリカもニュージーランドに対する安全保

障義務停止を宣言する。有名な話ですが、こうした経緯をたどりました。

　そして、このアンザス危機では、アメリカ一国だけではなく、実はアンザス理事会というのがあっ

て、３カ国で構成していましたが、それにニュージーランドを招待しないでアメリカとオーストラリア

だけで、アメリカ側が求める安全保障義務の停止、これをオーストラリア側も認める。こういう形にな

りました。それ以降もアンザス同盟は廃棄されていませんし、ニュージーランドもアンザスから正式に

離脱したわけではないですが、事実上のニュージーランド・オーストラリア同盟とアメリカ・オースト

ラリア同盟という２つの同盟の集まり、三角形の二辺だけとなってしまったわけです。

　その後のニュージーランドは、超大国アメリカからの理不尽とも言える圧力の中で、徹底した非核法

を成立させ、非核のナショナル・アイデンティティを確立していきます。非核・安全保障政策に関して

は、まずはアメリカの「核と安全保障の傘」から除外され、対米同盟によらない安全保障をニュージー

ランドは目指さざるを得なくなりました。その模索のプロセスの中で一つは、隣国豪州との安全保障関

係強化があります。第一次世界大戦当時よりオーストラリアとニュージーランドは事実上の同盟関係

にあり、アンザック同盟ですが、これをより強化していくということで、Closer Defence Relationship、
CDRと言われるものですが、これが提唱されて推進されるようになる。但し、実際にはそれほど進み
ませんが。

　それからもう一つは、国連重視の更なる徹底です。国連主導の国際安全保障への依存、そしてそのた

めに国際安全保障への一層の貢献を目指すということです。後で述べますが、PKOなどの国際平和維
持活動等にも非常に熱心に取り組むようになります。更にもう一つは地域的アプローチとして、南太平

洋地域での安全保障への取り組みを強化していきました。これはある意味で、先ほど見た地図からも分

かるように、本来ニュージーランドがもっていたはずの安全保障環境により即した安全保障政策への模

索が始まったとも言えるのかもしれません。ただ、1990年代を通じて国際政治の場で多国間の軍縮交渉

が続きますが、その熱心な参加者であるニュージーランドは、西側路線を堅持するというのが90年代の

半ばぐらいまで見られる特徴であります。

　一方、オーストラリアについて少しだけ触れておきますと、当時は労働党のボブ・ホーク政権でした

が、結論的に言いますとホーク政権は、対米同盟を重視し、優先して、国内の非核政策でいわば妥協

するわけです。その背景としては、まず一つに核問題自体がニュージーランドよりずっと複雑でした。

ニュージーランドの場合には核艦船の寄港問題、これが一番大きな問題でした。その際にアメリカは、

戦略的に重要だからニュージーランドに寄港するというよりは、むしろ兵員の休養その他を目的として
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おり、世界中の港をアメリカ海軍が自由に使える状態を維持することを目指し、そうした一環として

ニュージーランドに同盟国としての義務履行を求めていました。ニュージーランドは、核兵器を積んで

いたり、核推進艦船であったりすると寄港を拒否する、その問題でした。オーストラリアの労働党政権

下でも同様のことがありました。日本も非核三原則との関係でこの核艦船寄港問題を抱えてきました。

　もう一つ、オーストラリアの場合には共同施設、Joint Facilitiesの問題があります。これは現地では米
軍基地と言われますが、米兵が日本の米軍基地のように駐留を続けるというよりは、むしろ米軍の核戦

略を支えるためのさまざまな施設が中心です。近年米豪間には新たな安全保障協力関係の進展があっ

て、オーストラリア軍の基地に米軍の戦闘部隊が中長期間滞在するといったことも見られますが、当時

は主に通信・探索基地でした。

　それからオーストラリアにはもう一つ重要な核の問題を抱えています。同国は、ウランの重要な生産

国であり、大きな輸出国です。ですから核物質の管理の問題もあります。こうした様々な複雑な問題が

あって、これらに伴う複雑な利害関係もオーストラリアは抱えていました。

　ホーク政権は、国内の反核平和団体等に対してアメリカとの同盟の擁護に努めました。例えば共同施

設についてはアメリカとソ連の間の戦略的な安定に寄与し、それによって反核平和運動が求める核軍縮

の推進も可能になると。つまり、アメリカとソ連が疑心暗鬼でお互いに核軍拡を際限なく続ける状況で

は核軍縮はとんでもないと。そうではなくて、オーストラリアがいわばソ連の核ミサイルその他をしっ

かり監視する施設を持っていて、それによって米ソの戦略的な安定に貢献する、こうした論理を展開し

ました。

　いずれにせよオーストラリアは現在まで一貫して、核大国に対して核軍縮を促すには、結局核を持っ

ている国が核兵器を自発的に放棄しなければ核軍縮はできないのだから、そのためには説得が必要だ

と。その説得の手段としてはやはり信頼される同盟国からの働きかけが有効なのだと。これがオースト

ラリアの論理です。これを私は In- Alliance Leverage（「同盟内梃子論」）と呼んでいますが、日本の外務
省も同様の立場を取っています。

　ホーク政権は、国内の反核平和運動からの強い批判に更に応える形で多国間の軍縮・軍備管理イニシ

アチブを推進します。例えば初の軍縮大使を任命する。平和研究所をオーストラリア国立大学に設立す

る、今は廃止されてしまいましたが。それからウラン輸出等に関して多国間の規制強化を推進する。更

には南太平洋の非核地帯条約を推進する。実はこれは、もともとニュージーランドが1970年代に言い出

した政策ですが、それを「横取り」してアメリカに受け入れやすい形にリパッケージして成立させたり

もしました。ここで言えることは何かというと、オーストラリアの場合、国内での厳格な非核政策は、

対米同盟にひびを入る恐れがあって取れないので、国内ではなくて対外政策、国際レベルでの政策に

よって国内の批判に応えるという形です。

　実際にオーストラリアはどうなったかというと、非核政策に関しては先ほども言ったように妥協しま

す。イギリスの空母のシドニー入港問題というのがありました。この空母は核兵器が搭載可能なもので

あり、当初ホーク政権は「核の持ち込み」として入港を拒否する。これに対してイギリスとアメリカは

強い圧力を加えて、結局、ホーク政権は「持ち込まない」という原則に関して妥協しました。これは日

本の非核三原則ともつながりますが、「持ち込まない」とは何を意味するのかというのは、結局、核兵

器を積んだ船が港に入ってもこれは「持ち込まない」として有効であると。それを積み下ろししたらど

うか、一時的に。これも持ち込みに当たらない。それを恒常的に配備したらどうか。それはさすがに持

ち込みに相当するという解釈に落ち着いて、かなり妥協したわけです。これ以降、核艦船の寄港問題と
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いうのはオーストラリアにとっては重要な問題でなくなります。

　オーストラリアがそのように妥協した理由ですが、なぜそれほどアメリカによる安全保障を重視する

のか。これはやはりアジア諸国に隣接し、太平洋とインド洋に面していて、少ない人口で巨大な大陸を

守る必要があるということで自らの安全保障に大きな不安を持っている。人口密集地帯というのは一部

の地域だけです。オーストラリアの基地がどこにあるかと見てみますと、先ほどのニュージーランドと

違って、この地図のように大陸の周りにぐるりと拠点、拠点に基地があるわけです。この中には先ほど

の米軍との共同施設、いわゆる米軍基地もあり、この中心は有名なパインギャップ基地ですが、そうし

た状況になっているわけです。

　こうした両国に関して、アンザス危機をめぐるアメリカの政策ですが、アメリカは一貫して核戦略と

いうのは世界的に一体であり、だからロンギが求めるような非核だけの同盟はあり得ない、だから部分

的同盟は認めない。これが１つです。第２点というのは、アメリカの海軍、これが重要なポイントです

が、海軍もやはり核海軍と非核海軍に分かれない、一体であると。もともと核兵器を積んだ艦船は、積

んでいるかどうかは明らかにしないというのがアメリカの原則です。これが有名なNCND、核兵器の
存在を「肯定も否定もしない政策」です。これは50年代からずっと続いているアメリカの一貫した政策

です。更には同盟国の協力の義務も強調しました。アメリカはニュージーランドに核の重要施設を求め

ているわけではなく、単に休養のための艦船の寄港を求めているだけで、それさえもニュージーランド

は提供できないのかと、これがアメリカの論理です。

　実はアメリカが特に恐れていたのは、これも有名な話ですが、「非核政策の輸出」問題でした。当時、

キーウィ病と言われましたが、これが伝染することを非常に恐れていた。日本でも反核運動が高まり、ヨー

ロッパでもそうでした。こうした点がレーガン政権の非常に激烈な、厳しい反応をもたらしたわけです。

　次に冷戦後の1990年代に移ります。冷戦後の国際安全保障環境を見ますと、当然のことながら米ソの

緊張は大きく緩和し、ソ連自体が消滅して、米ロ関係になっていきますが、そうした中で米ソ、米ロ間

の核軍縮交渉の目覚ましい進展が見られました。そして更に多国間の核軍備管理交渉、軍縮交渉の進展

も見られました。核不拡散条約、NPTや包括的核実験禁止条約、CTBT、こうしたものが、CTBTは長
年の交渉を経てようやく採択されたり、NPTは無期限に延長されたりして、こうした中でアメリカの
核政策にも非常に大きな変化がありました。

　ニュージーランドにとって特に重要なのは、父親の方ですけれども、ジョージ・H・W・ブッシュ政
権が1991年に導入した核軍縮イニシアチブです。これはどういうものかというと、基本的に平時におい

ては地上発射の中距離核ミサイルと、それから海上発射の戦術核ミサイルは撤去するということです。

ニュージーランドがアンザス危機で強く反発したのは、核兵器を積んだ船、ないしは積んでるかもしれ

ない船がやってくるということで、平時にはそれを積んでないと米政府が宣言したのです。もちろん攻

撃用の原子力潜水艦は当然核兵器を積んでいますが、それは明らかなことですから、要するに曖昧性が

なくなったわけです、少なくとも平時においては。ということで、いわば同盟国にとっての同盟と核の

ジレンマ解消の可能性が出てきました。

　ところが、ここで大きな問題となったのが、核兵器搭載の問題に加えて原子力推進、原子力船の問題

でした。ニュージーランドの場合、こちらが最後までこじれる形になります。

　冷戦後の安全保障政策を具体的に見ますと、国民党のジム・ボルジャー政権は先ほどのブッシュ政権

の政策もあって、アメリカとの同盟関係の再構築、ないしは安全保障関係の再強化を模索します。その

際ネックになったのが原子力推進船の問題でした。そこでボルジャーは、原子力船の問題について特別
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委員会を設置して安全性を検討します。有名なサマーズ委員会です。そして原子力船の安全性を確認し

ました。でも国内ではこれに対する強い反発があって、政治的に非核法の変更はとても無理だというこ

とで、結局、アメリカとの関係改善の道が一旦途絶えるわけです。アメリカは、この問題をUnresolved 
Issueとずっと言い続けますが、ニュージーランド側は、いやUnresolvedではないと、国民党政権と労働
党政権とで少し異なりますが、言い続けます。

　この後のボルジャー政権の政策は、レジュメの文献目録に載せた最近のパットマンとホールの研究に

おいて「２段階政策」と名付けられているものです。原子力艦船の安全性確認によって非核法を改正

することは国内政治的に無理であり、対米関係改善のために核問題には手がつけられないとして、当面

は政治関係、経済関係の改善、強化を図ることによって次第に軍事安全保障関係の強化を図るという戦

略を取ったわけです。

　私がニュージーランドで行なった聞き取り調査で、外交安全保障関係の担当者が口を揃えて強調した

のは、アメリカによる安全保障が受けられないという問題だけではなく、アメリカとの十分な軍事協力

ができないと、特に共同演習等ですが、そういったことに参加できないと、現在の高度にハイテクな軍

事的状況の世界では、最も強力で進んだ国であるアメリカと協力できないのは軍事的には致命的だとい

う点です。ニュージーランドの外交安全保障のエリートや当局者はこうした点を一貫して強調します。

　そうしたこともあって、冷戦後のニュージーランドは、国連のPKO及びアメリカ主導の国際安全保
障活動に積極的に参加する一方で、アメリカ主導の湾岸戦争、ソマリア介入等にも進んで協力するな

ど、国連主導の国際安全保障への貢献とアメリカとの協力をともに目指しました。こうした活動の多く

は、先ほど述べた超大国としてのアメリカが自国の判断や利益に基づいて行う軍事行動と、国連という

枠を使って行う場合との両方が基本的に一致していました。ということで、ニュージーランド政府は

International Citizenという論理を前面に出しますが、その背後には西側同盟や西欧諸国との一体性の確
認とか、アメリカとの安全保障関係の強化、そういった思惑もあったりするわけです。

　そして、冷戦後の核軍縮政策を見ますと、ニュージーランドは、国際安全保障環境が大きく改善する

中で軍縮外交を積極化し、オーストラリアと協力して包括的核実験禁止条約等で積極的な役割を果たし

ます。いわば次第にアメリカの核と安全保障の傘からの離脱に自信を深めていったのが90年代後半だと

思います。国際安全保障面や核軍縮、核軍備管理において、西側路線と足並を揃えることから次第に離

れていく、時間差がありますが、こうしたことも徐々に明らかになっていきます。

　核軍縮をめぐる国際政治ですが、冷戦期には西側と東側と非同盟（NAM）という三者の対立が続き
ましたが、ソ連が崩壊して東側がなくなった後も、西側とNAM、これはずっと残ります。今でもいわ
ゆる途上国と西側先進国ということで残っています。こうした中で1990年代半ばから後半にかけて、次

第に国際安全保障環境は悪化していきます。冷戦が終わったにもかかわらず、地域紛争がむしろ頻発す

るようになる。そしてアメリカとロシアの交渉も停滞し、更に核拡散が脅威を増します。特に1998年の

印パの核実験。これは国際社会全体やオーストラリア、ニュージーランドにも衝撃がありましたし、日

本にも大きな影響がありました。

　そうしたことがあって、ニュージーランドは同じような考え方をもった中小の国々と核軍縮におけ

る新たな協力の枠組みを作ります。これが有名な新アジェンダ連合（New Agenda Coalition）、NACで
す。これには、ニュージーランド、アイルランド、スウェーデン、エジプト、南アフリカ、ブラジル、

エジプトと、多様な国々が入っていました。これらはどういう国かというと、メキシコ、エジプト、南

ア、これはNAMの一員です。中立のスウェーデン、そしてアイルランドは西側ですが中立的でもあ
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る。ブラジルはアメリカの強い影響下にあるが独自の道を模索している。みな自立的な外交に定評のあ

る国々、そうした国々の集まりです。これらの国々は核問題に関しては、それまでと違った新たなアプ

ローチ、NAMのアプローチ、非同盟のアプローチをある程度受け継ぐわけですが、国際的な圧力と説
得によって核保有国に核廃棄を迫る、こうしたやり方を取ります。

　ニュージーランドにとっては、まさに核軍縮へのアプローチが大きく変わった。そして所属グループ

が西側同盟ではなくなりました。それに対してアメリカの同盟国であるオーストラリア、日本、NATO
諸国、特にNATO５と言われるドイツ等の核軍縮積極派ですが、こうした国々とはかなりやり方が違
う。核保有国が進んで核兵器を放棄しやすい国際環境作りをするという漸進的アプローチをとる国々と

は大きく異なります。

　そうした違いが象徴的に表れた事件が、2000年のNPT運用検討会議です。核兵器廃絶、核軍縮に向
けて重要な進展が見られた会議です。NPT条約について詳しくは説明しませんが、第６条で、核保有
国に対して核軍縮を義務づけています。国際社会の殆どの国が加盟する核軍縮・軍備管理条約の中で唯

一そうした義務を課している重要な条約です。それに関して核保有国が、わかりました、核兵器廃絶

に向けた明確な約束をしましょうという、当時のNPT交渉の枠組みの中でこうした合意がなされます。
文書の上の合意ですが、画期的な合意でもあります。こうした議論の中で、ニュージーランドはNAC
の一員として、会議の最終段階でP５という五大核保有国、常任理事国と直接交渉してこの約束を確保
したわけです。これは核軍縮交渉史の中でも意味のある約束といわれています。それに対して日・豪・

NATO諸国等のアメリカの同盟国は、この最終交渉から外れてしまいました。いわば「同盟内梃子論」
が不発に終わったとも言えます。

　こうした中で、ニュージーランドにクラーク政権が成立します。労働党主導の連立政権ですが、先ほど

述べたボルジャー国民党政権の「２段階政策」を継続して、安全保障を含めたアメリカとの関係改善も

目指しましたが、やはり安全保障政策の中心は多国間主義、国連中心主義、地域主義、こうした色彩が

明らかです。特に軍の大幅な改革を行います。これはまさにニュージーランドが置かれた安全保障環境

により適した形に軍を改革していこうということで、いわば西側の同盟国と一緒になって戦闘能力を営々

と維持していくのではなくて、PKO等の国際協力のために、特に陸軍の近代化を行うというものです。
　特に強調されたのが陸軍でした。空軍は戦闘機部隊の廃止を決める一方、海軍についてはCDRの目
玉としてオーストラリアと共同開発していたアンザック駆逐艦の建造を２隻で中止しました。一方、陸

軍については、PKO活動を充実させるために予算の多くを割いて近代化を進めようということになり
ました。

　それに対してアメリカや西側諸国はニュージーランドの軍事的能力の低下への懸念を示しました。同

盟国オーストラリアは、東チモール等での共同のPKO活動でのニュージーランドの貢献は高く評価す
る一方で、相互防衛にただ乗りをしているとして、ニュージーランドの軍事能力の低下に強い懸念を示

しました。実際にニュージーランド空軍の戦闘機部隊は、国内に駐留するよりむしろオーストラリアの

空軍基地にあって共同防衛に貢献する、そういった性格が強かったわけです。

　そうした両国の安全保障協力をめぐる論争の中で起こったのが9.11のテロ事件でした。これが再び冷
戦の終結と並ぶほどの大きな影響を国際安全保障環境に与え、ニュージーランドの安全保障政策にも大

きな影響を及ぼします。9.11以降、大量破壊兵器の拡散と国際テロの脅威が国際安全保障の中心的課題
になってきます。そこでアメリカのジョージ・W・ブッシュ政権は、まさに帝国アメリカとして対テ
ロ戦争を主導します。記憶に新しいと思いますが、アメリカの敵と味方を峻別し、必要なら単独主義的
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に武力行使をすると。そして、同盟はもちろんのこと、それ以上に有志連合ということを強調する。こ

うした政策を取っていくわけです。

　ニュージーランドとオーストラリアを見てみますと、オーストラリアは直ちにアンザスの第４条を初め

て発動して、アメリカの同盟国として対テロ戦争に参加します。一方のニュージーランドは、一連のテ

ロ事件に衝撃を受けます。それまでは例えばヘレン・クラーク首相は、最初に触れましたが、9.11の直前
の2001年５月に、平穏な戦略環境を強調して軍の改革を進め始めていたわけですが、強い衝撃を受けま

す。そして、更に身近なところでは2002年にバリ島のディスコで大規模なテロ事件が起こってたくさん

のオーストラリア人が亡くなり、ニュージーランド人にも死者が出る。こうしたことが起こりました。

　こうした中で、クラーク労働党政権はアメリカとの安全保障関係の強化を改めて進めていきます。実

際にニュージーランド政府は、9.11事件後直ちにアメリカに協力を申し出て、積極的対米協力の姿勢を
示します。これについては時間が少なくなってきていますので詳しく述べられませんが、簡単に言うと

アフガン・テロ戦争に関しては、これは国連の決議にきちんと基づいており、空軍輸送機、海軍警戒

艦、陸軍特殊部隊や復興支援部隊の派遣等によって実際にニュージーランド軍を派遣して積極的に協力

しました。また2003年からはアメリカ主導のPSIと呼ばれる「拡散に対する安全保障構想」にも参加し、
大量破壊兵器の拡散阻止のための国際的海上共同行動にも積極的に協力しました。それと対照的にイラ

ク戦争に関しては、これは国連決議の十分な裏付けがないということで協力を拒否しました。アメリカ

からは批判されましたが、国民多数は強く支持しました。こうしたニュージーランドによる対テロ戦争

とイラク戦争への対応の違いからは、国連主導の国際社会における法の支配への強いこだわりが見えま

す。クラーク政権は一本筋を通したわけです。

　一方、オーストラリア政府は、イラク問題に関して毅然とした対応ができなかったとしてむしろ国連

を批判し、アメリカ主導の有志連合に積極的に参加し、同盟国としてアメリカの戦争に参加しました

が、こうしたジョン・ハワード政権の政策を国民は支持しました。ここでも、朝鮮戦争やベトナム戦争

と同じような同盟国アメリカの戦争への参加パターンが再び見られたわけです。ニュージーランドはこ

うしたオーストラリアとは違う対応をとったということで、両国間に一種の緊張はありましたが、その

後、イラク戦争で「戦闘終結宣言」が出されると、ニュージーランドがイラク復興支援には積極的に協

力する中で、オーストラリアだけでなく、アメリカとの関係も改善していきます。

　ニュージーランドとアメリカの外交関係に関しては、既に1990年代を通じて両政府高官の相互訪問が

進み、改善が続いていました。その仕上げともいえるのが1999年にオークランドで開かれたAPECの
首脳会議で、その際にクリントン大統領はニュージーランドを公式訪問しました。両国の軍事協力は、

関係改善が最も遅れていた分野でしたが、1990年代後半からは軍事交流も再開され、米軍高官のニュー

ジーランド訪問やニュージーランド軍将兵の米軍事プログラム等への参加が解禁されるなど、着実な進

展が見られました。しかし、両国の安全保障関係のより本格的な改善は、やはり9.11テロ事件後の国際
環境の中で可能となりました。例えば先ほど触れた大量破壊兵器拡散阻止のためのPSIなどへの積極的
参加を通じて、ニュージーランド外交安全保障当局が最も強く望んでいたアメリカ主導の軍事演習に参

加が可能となっています。クラーク首相は、2002年にはホワイトハウスだけでなく、同時にアンザス危

機以来初めてペンタゴンを訪問するなど、米軍によるニュージーランド差別政策の終わりを象徴する機

会となりました。

　最後に現在のジョン・キー国民党連立政権ですが、アメリカとの安全保障関係は「限りなく同盟に近

い」までになっています。それを示すのが、レジュメにあるウェリントン宣言とワシントン宣言です。
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これは何かというと、アメリカとニュージーランドは、まず2010年のウェリントン宣言で外交安全保障

協力の大きな枠組みを作って、更にワシントン宣言によってテロ対策・海洋警備・人道援助等の軍事協

力の具体的分野を細かく定めたのです。これは、ニュージーランドにとっては、対米安全保障関係再構

築の仕上げともいえ、既に述べたように「同盟」復活の一歩手前ともいえる性格のものです。逆にいえ

ば、同盟の「制約」を伴わずにより柔軟な形で米軍との密接な協力が可能になりますし、対米同盟復活

に対する国内の批判にも対応しやすいものです。アメリカ側も南太平洋地域でのテロ対策や海洋警備、

災害対策等の海洋安全保障におけるニュージーランドの密接な協力が期待できるというメリットがあり

ます。冷戦後、特に9.11テロ事件後のアメリカは、同盟に縛られることを嫌い、固定的な基地への依存
も減らす傾向にあり、より柔軟な形で同盟国・友好国と安全保障協力を行うという「戦略的パートナー

シップ」の形成に安全保障政策の重点の一つを置いています。この意味でニュージーランドとの戦略的

パートナーシップの強化はアメリカにも大きなメリットがあります。

　しかし、こうしたアメリカとの安全保障関係の強化は、ニュージーランドにとっては両刃の剣でも

あります。これは今日のお話のポイントでもありますが、こうした国民党政権下の協力関係の強化は、

ニュージーランドにとって外交面で新たな制約をもたらしている可能性があります。キー政権の対米政

策は、かつてのボルジャー政権の西側回帰路線の延長線上にありますが、アンザス危機以降ニュージー

ランドが目指してきたより自立的な外交安全保障路線と相反する側面もあり、本研究発表会全体のテー

マである「独立自尊の国」のイメージからも乖離したものといえます。

　こうした点が典型的に表れているのが核軍縮の分野です。この点に関して、対米関係のニュージーラ

ンドへの影響という点に絞って、最近の国際核軍縮交渉の展開について少し説明させていただきます。

現在、まさに国連総会が開かれており、第一委員会で核軍縮問題の討議が続いています。また今年の５

月には５年ぶりのNPT運用検討会議も開かれています。そのNPT運用検討会議に向けた準備が数年前
から進んでいましたが、そこでニュージーランドは極めて積極的な役割を果たしてきました。実は既

に触れたNAC、新アジェンダ連合は、2000年のNPT運用検討会議での華々しい活躍以降、あまり顕著
な働きが見られず、「NAC＝ノー・アジェンダ・連合」と揶揄されることもありました。しかし、今回
のNPT会合に向けてNAC諸国は、核軍縮推進のための活動を活発化させ、特にアイルランドとニュー
ジーランドの主導によってNPT条約第６条の核軍縮条項に基づく「核軍縮に向けた効果的措置」に関
する重要な提案文書を公表するなど、NACの「復活」が国際社会から注目を集めていました。
　今回のNPT運用検討会議は、結局、中東の核問題をめぐる対立のため合意文書の成立に至りません
でしたが、国際的な核軍縮の推進に関しては、実質的な討議の進展があったと評価されています。その

柱の一つが先ほど触れた「効果的措置」に関する議論で、これはニュージーランドが積極的な役割を果

たした一方、核超大国アメリカも議論に積極的に参加しています。一方、NPT会合でのもう一方の柱
として「核兵器の人道的影響」をめぐる議論があります。これは、核軍縮に積極的な国々と数多くの国

際的NGOや非政府組織が近年重点的に推進してきた議論ですが、核兵器は非人道兵器であり禁止すべ
きであるとして、核兵器禁止条約を求める動きと直接つながっています。こうした人道的観点からの核

兵器禁止の動きは、2013年のノルウェー主導によるオスロ会議以来、メキシコ、ウィーンと３度開かれ

た国際会議等を通じて広く国際的な支持を集め、オーストリア主導の「人道の誓約」という核兵器の法

的禁止への行動を誓約する文書への署名国は、非同盟諸国NAMを中心に120か国以上に上り、NPT準
備会合や毎年末の国連総会第一委員会での一連の「核兵器の非人道性に関する共同声明」への参加国も

150か国以上に上るなど、今年のNPT運用検討会議でも議論の大きな柱の一つとなりました。
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　この人道的観点からの核兵器の法的禁止という動きは、今年の国連総会において更に顕著となり、今

回のNPT会合以前から主導的役割を果たしてきたオーストリアに加え、アイルランド、メキシコ、南
アフリカ等が中心となって第一委員会にいくつかの核兵器の非人道性や法的禁止に関する決議案が出さ

れています。但し、こうした人道的観点からの核兵器の法的禁止の動きに対しては、他の核保有国とと

もにアメリカが強く反発して、同盟国や関係国に不賛同を強く働きかけていると報じられています。こ

うした中で焦点の一つとなっているのが、先ほど述べた「人道の誓約」です。この「人道の誓約」に署

名していない国の中で、近年の核軍縮で主導的役割を果たしてきた国として顕著なのは、ノルウェー、

ニュージーランド、スウェーデンです。ノルウェーは、2013年の第１回のオスロ核兵器人道国際会議に

主導的役割を果たし、同年の国連総会第一委員会で「核兵器の非人道性に関する共同声明」の取りまと

めにも中心的役割を果たした国ですが、日本の場合と同様、アメリカが同盟国として強い圧力をかけて

署名を思い止まらせたと報じられています。

　ニュージーランドについても、2013年と14年の国連総会第一委員会で核兵器の非人道性に関する共同

声明の取りまとめにやはり中心的役割を果たしましたが、この「人道の誓約」への不署名は、国際軍縮

NGOの間でもいぶかしむ声が上がっています。また今年の国連総会第一委員会での「核兵器の非人道
性に関する決議」に関しても、ニュージーランドは賛成票は投じたものの、主導的役割を演ずることは

ありませんでした。なお付け加えると、ノルウェーは、アメリカの同盟国として日本とともにこの決議

には棄権票を投じています。いずれにせよキー政権の最近のこうした政策に関して、アメリカからの働

きかけや圧力がどのように影響しているかに関して確認は取れませんでしたが、人道的観点からの核兵

器禁止条約に関してキー政権の腰が重いように見えるのは、アメリカとの安全保障関係への考慮が一つ

の制約になっている可能性は容易に想像できます。

　最後に全体の結論に移ります。これまでお話ししてきたように、ホーク政権とロンギ政権の時に同盟

と核軍縮をめぐってニュージーランドとオーストラリアの道が分かれ始めました。中小国の安全保障の

道として大国依存と国際社会への「依存」という二つの選択肢です。ニュージーランドは、この二つの

選択肢の間で模索を続けてきました。今改めてふり返ってみると、アンザス危機以来、こうした葛藤が

30年にわたって続いていると思います。この中で、核の問題というのは実質的にも象徴的にも重要な意

味を持ち続けてきました。本日のお話は、現在もやはりこの葛藤が続いているのではないかということ

でした。ニュージーランドは、「独立自尊の国」としての名声も高く、実際に国としてそうしたことを

実践してきました。そのため逆に理想化してしまいがちということもあると思います。今日の核をめぐ

る安全保障政策からも明らかなように、発達した市民社会を抱える比較的均質な社会からなる小規模国

であり、比較的穏和な安全保障環境にもめぐまれたニュージーランドですが、やはり国家として多様な

意見や国際的な利害関係を抱え、少なからぬジレンマも抱えて安全保障問題に対処してきているという

ことです。ニュージーランドにおける安全保障政策に関する活発で率直な国民的議論の伝統も含めて、

見習うべき点、そしていろいろ考えさせられる面が非常に多い。これが私のお話です。長くなりまし

た。ご清聴ありがとうございました。

○�司会：上村先生、どうもありがとうございました。今日の複雑な国際社会の中で、一国家がジレンマを

抱えながらも決して思考停止に陥ることなく、いかに独立自尊をなし遂げていったかという、そのこと

を考える上で非常に貴重なお話を聞かせていただきました。先生のお話の中でキーウィ病という言葉が

特に強く印象に残っているのですが、この世界はキーウィ病ならぬキーウィワクチンを必要としている

のではないでしょうか。
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研 究 報 告

ニュージーランドの歴史地震と復興に学ぶ

　植　村　善　博　
（佛教大学）

○�司会：それでは、これより研究報告に移りたいと思います。まず「ニュージーランドの歴史地震と復興

に学ぶ」と題しまして、佛教大学植村善博先生に報告していただきます。コメンテータは東北公益文科

大学の和田明子先生です。よろしくお願いいたします。

○�植村：皆さんこんにちは。京都の佛教大学の植村です。本日はこの成果発表会に招いていただきました

山岡ニュージーランド研究所長に御礼申し上げます。

　前回の成果発表会では、クライストチャーチ地震直後に調査をいたしました地震災害と発生要因につ

いて報告をいたしました。本日は、今から80年前にニュージーランドを襲い、かつ現在でもニュージー

ランドで最大の犠牲者を出しました1931年２月３日のホークスベイ地震、この地震災害と、そこからの

復興についてお話をしたいと思います。取り上げる地域は北島の東海岸に位置するネイピアとヘイス

ティングス、２つの、いわゆる双子都市をなす都市が被災した状況についてお話しいたします。

　ニュージーランドは日本と同じ地震大国であります。その理由は、ニュージーランドを横断してプ

レート境界が走っているという点にあります。西側はオーストラリアの大陸プレート、東側は太平洋の

海洋プレート、この２つのプレートの境界がニュージーランドに大きな地殻の変動を与えて、ニュー

ジーランドは活発な活動的変動帯と呼ばれていて、日本とまったく同じ条件にあります。したがって、

山地は急峻、平野が少ない、火山活動が活発で、かつ地震が多発する、こういう条件をもっております。

　ニュージーランドの歴史自身、ちょっと大袈裟なのですが、まだ歴史が180年、文字による記録とし

てはそれしかないわけですが、その180年間のニュージーランドの歴史の中でこのように多くの被害地

震が発生しております。

　この中でも、一番右端に亡くなった方の数を示しておりますけれども、現在までに地震災害で亡くなっ

た方、全部で約480名前後といった数であります。この少なさは恐らくニュージーランドの人口の少なさに

比例しているのであろうというふうに思われるわけです。それにしてもニュージーランドでは大体10年に

１回の割合でマグニチュード７クラスの地震が発生してきたわけであります。その中でも特に1931年のこ

れからお話ししますホークスベイ地震は、約258名という、ニュージーランド史上最大の犠牲者を出してお

ります。４年前のクライストチャーチ地震ですと大体185名という犠牲者でして、これが第２番目の大きな

犠牲者を出した地震であります。今回はこのホークスベイ地震を中心にお話をいたします。歴史から学ぶ

地震災害と復興の姿をネイピアとヘイスティングスという町を比較しながらお話をしたいと思います。

　そもそもこの1931年のホークスベイ地震といいますのは、31年の２月３日の午前10時47分という火曜

日の午前中の営業時間帯に直撃をした、かつマグニチュード7.8という直下型地震であります。この地震
による死亡者は258名、死亡率は約１パーセントですけれども、阪神淡路ですと0.2パーセントですから、
実に高い死亡率が生じたということがわかります。このうち死者の多くはネイピア、ヘイスティングスと

２つの市街地に集中している点が注目されます。すなわちニュージーランドでは都市市街地における建

1
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物被害が生命を奪う大きな犠牲を発生するのに対して、住宅地帯や農村地帯では一般的には平屋建て木

造住宅が中心でありますので、住宅被害はあっても犠牲者が出ることは極めて稀であるということが言

えると思います。死者の98パーセントまでがネイピアとヘイスティングスの都市部に集中しているとい

うことであります。そしてその後、復興がどのように行われたかについては後から触れていきたいと思

いますけれども、３つの点、復興による新しい都市作り、それから国による建築基準の強化、そして国

による地震保険の設立という、この３つの点が大きな地震の復興についての成果ではないかと考えます。

　これは北島、東海岸のホークスベイでありますけれども、震源はほぼこの地域、この近くにあるネイ

ピア、ヘイスティングス、この２つの町の話をしたいと思います。言うまでもありませんが、ネイピア

は人口５万人の、主として港湾貿易都市として発達をしてきた町であります。そもそも、もともとは海

に浮かぶ島であったヒルズと、その麓にある小さな後背湿地や池を埋め立てたところに市街地が発達し

たのがこの町の特色であります。

　これはネイピアに白人が入って直後の古地図でありますけれども、ネイピアの宿命的な条件を示して

おります。すなわちネイピアはもともとはこのシンデ島という島と、あとは広いラグーン、そしてツタ

イクリ川という川が作っている低湿地、こういったものからできている地形条件がありまして、もとも

と極めて人間の居住適地が少ない地域であります。こういう非常に住宅地区にふわさしい地区が極めて

狭かったということがネイピアの宿命的な被害の大きさに直結しているというふうに考えております。

　これはネイピアの市街地をヒルズから見下ろしたものですけれども、このようにほぼ二階建ての鉄筋コ

ンクリートに統一されて、屋根が赤い瓦、すなわちスパニッシュのスタイルに統一されている町の美しさに

象徴されていて、市民たちはアールデコ・シティという強い誇りをもっているわけです。この町のありよう

そのものが地震復興によって作られている点が重要です。実はこの地震はネイピアの市街地をほぼ完全に

破壊いたしました。倒壊と焼失で、ほぼネイピアの中心市街地は98パーセント破壊されたわけであります。

　これがテニスン・ストリート、これがエマソン・ストリート、これがディケンズ・ストリート、ほと

んど市街地の中心ではこのように壊滅的被害を受けています。建物の倒壊とともに、地震直後に３軒の

薬局から火が出て倒壊した建物をさらに焼いて、ほぼ焼野原状態になったというわけであります。

　このように見てみますと、ネイピアでの被害のほとんどは市街地におけるレンガ、石造り、あるいは

弱いモルタルの住宅や商店の建物の被害が集中しているということがわかります。これは一番多くの死

者を出しましたのがネイピアの病院でありました。21人が亡くなりました。これはその中の看護婦寮で

ありまして、残業明けの就寝中の看護婦が６人全員が死亡した。こういうコンクリートではあったけれ

ども鉄筋が少ない耐震の弱い建物の犠牲になったというわけであります。

　火災が発生しましたけれども、消火ポンプ、それから水道管等が液状化によって破壊されてほとんど

消火活動はできませんでした。これはたまたま海水を引いてきて消火している唯一の消火活動であった

わけであります。

　現在、このようにしてヘイスティングス・ストリートは二階建てのスパニッシュとアールデコの建物

によって驚異的に復興されております。この丘にありますのがヒルのいわゆる住宅地であります。

　一方、市街地で大きな被害を受けた原因は一つは建物の性質、一つは市街地の中心部はほとんどかつ

ての池の底を埋め立てた埋立盛土地、または後背湿地という軟弱な地質からできていて、そのことが地

震の揺れを大きく増幅させたことが一つあります。

　一方、木造家屋の被害が非常に少なかったことがわかります。特に木造家屋でも被害があったのは、

レンガでできた煙突が崩壊するという被害が圧倒的に多かったようであります。亡くなった160名ぐら
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いの多くの方はこういうようなパークアイランドという墓地に埋葬されているわけであります。これは

現在パークアイランドにあります地震被災者の共同墓地にあるアールデコのモニュメントであります。

　以上のネイピアの地震被害を地図に整理してみましょう。まずネイピアの市街地はここにあります。

赤い所が激甚被害地域です。最大の被災地はネイピアの中心市街地です。この場所は、このシンディ島

に接した小さな後背湿地、一部は沼の埋立地、こういう地盤の弱いところに町が発達していたことが大

きな被害の原因です。もう一つはアフリリという港湾地帯です。この地域のほとんどが昔は海の中の浅

瀬でしたが、そこを埋め立てた地域で、やはり液状化と火災が発生して大きな被害が出ています。

　このように完全に崩壊したネイピアの町と復興するプロセスを考えていきたいと思います。ニュー

ジーランドでは大きな被災が起こっても翌日には必ず市民によるボランティア活動が再開されます。ネ

イピアの場合は、市民コントロール委員会が市民の自発的な活動から発生している点が注目されます。

一方、約１カ月後に国はこのホークスベイに関係する復興機関、すなわちホークスベイ・リハビリテー

ション委員会を作ります。これが立法以外の大幅な権限、かつ資金を持った強力な復興機関になりま

す。この復興機関に任命されたコミッショナーがバートンとキャンベル、２人がコミッショナーになる

わけですが、特にバートンの活躍は極めて著名であります。彼はミスターリハビリテーションという渾

名で呼ばれるぐらいの獅子奮迅の活躍をするといった状況でありました。

　かつネイピア町議会は、復興権限をこのリハビリテーションコミッティに委譲する。すなわちネイピ

アは２年間、この国の機関の直轄区として、国の強力なテコ入れによって復興を成し遂げるという、ス

タイルをとって復興が進んでいきます。

　その国による復興とともに、市民の方からも自発的な復興組織もできます。これは著名なネイピアの

13人の経済人や政治家が作ったネイピアリコンストラクション委員会というものを作りまして、この有力

な議員や経済界の人たちが復興のポリシーを国の機関と協議しながら作っていく。特に市街地での復興

については道路幅の拡張、それから町をより美しく安全にするために建物を鉄筋コンクリート、かつ二

階建てに統一する。それから美観、美しくするために電線、電話線、下水溝等をすべて地下に埋設する。

アーケードを支える支柱をやめて、すべて宙に吊るアーウィングという形にする。こういうことをこの委

員会が決定し、それを強力に進めていく。ここにネイピアの美しき町が成功した一つの背景があります。

　これはネイピアでよく知られたいわゆるアールデコスタイルの建物であります。アールデコは当時、

1920年代に流行った当時では極めてモダンなデザインでした。かつ、シンプルでありますので建築費は

極めて安い。経済効果とともにモダンなスタイルが好まれた。しかもここでは建築家同士が連合を作っ

て、いかにして建物のデザインを統一的にするかという協議をしながら進めましたので、町全体がほぼ

アールデコスタイルの建物によって埋め尽くされる。現在世界で最も多くのアールデコのビルを持って

いるのはネイピア、世界一のアールデコの集積になっていて、これが観光資源として人を集める有力な

資源になっているわけであります。

　このようにアールデコはシンプル、かつ直線やジグザグを使っていて極めてモダン、しかも建築費

は、ゴシックやその他のものに比して極めて安い。こういう２つの一石二鳥のアイデアでネイピアの

アールデコスタイルが広く取り入れられたと考えることができると思います。

　このアールデコスタイルは市街地の商店のビルだけではなくて、住宅地にもたくさん採用されていま

す。現在でもネイピア郊外を歩きますと、このようなアールデコスタイルの住宅地に至る所で出会うこ

とができます。非常に強いアールデコへの嗜好があったことは明らかであります。

　ところがニュージーランドの経済成長が進んだ1960年代には、このような二階建ての統一的な市街地
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の中に、このような高層ビルがどんどん作られていって、統一的な景観が破壊されることが深刻な問題

になりました。この時になって初めてネイピアの市民たちはアールデコという建物に統一された自分の

町の価値に目覚めるということが起こるわけであります。そして、こういうものに対して、1985年には

市民の自発的なアールデコの建築物の保護、保全運動が始まります。それはアールデコトラストという

名前で呼ばれる組織で、現在もネイピアの強力なアールデコ建物の保存、あるいは維持活動とともに観

光を進めている組織です。これはかつての消防署の建物、これも一種のアールデコなんですけど、ここ

にかつてはアールデコトラストの本部が置かれておりました。

　現在では、このアールデコ建物の観光を２月第三週末に、アールデコウィークエンドという名前をつ

けまして、大々的なイベントをやっております。これは世界的に知られた極めて有名なニュージーラン

ドのアールデコフェスティバルであります。

　このように町の中には1930年代のファッションを着けた市民たちがくり出して、町の中全体が非常に

30年代のあの雰囲気を醸し出すという独特の雰囲気、これがまた町のアールデコの建物の中に溶け込ん

で、非常にユニークで興味深いフェスティバルがくり広げられるということになります。

　このように中には自分で改造した人力車でもって町の案内するというガイドまで行われています。こ

の方はもともとはネイピアで生まれて地震を体験した人が、久しぶりにネイピアに戻ってきて人力車に

乗って町の中を見学するという、こういう構図でありました。

　実はこのネイピアの地震は、断層による隆起運動を伴っておりましたので、アフリリという湖が干上

がって、約1.5メートル隆起した。したがって、大きな湖が干上がって沼地に姿を変えてしまったわけ
です。これに対して当時国の直接事業として国営干拓事業をやって、ネイピアで失業者をこの労働力と

して雇用することによって生活保障するという干拓事業を進めたということです。現在、この沼の跡地

はほぼ牧場になり、そしてネイピアのホークスベイ空港までこの干拓地の底につくられています。

　これは空港のすぐ側で、かつて池であった場所の灯台が干上がって、現在も灯台が陸の上に見られる

という景色が見られます。これは現在のネイピアの状況ですけれども、ネイピアのかつての湖底に、実

に現在のネイピアの人口の６割が住んでいることになるわけです。もともと住宅地適地が少ない所であ

りましたので、この地震による隆起は言うならば新しい土地をネイピアに提供してくれたということ

で、新しい住宅地はどんどん干拓地の中に、池の底に広がっていったわけです。しかし、そもそも池の

底というのは水害には浸水の危険が高いし、地震に際しては極めて大きな地震動を受けて被害が起こり

やすい、こういう矛盾した状況がネイピアのジレンマといえるのではないでしょうか。

　一方、次はヘイスティングスという町を見てみましょう。これはネイピアからわずか南へ10キロぐら

いの町で、これは内陸にあるヘレタウンガ平野という大きな平野の真ん中にある都市です。牧畜、農業

の集散地、特にこの地域は地中海性気候が支配していますので、果実、野菜の生産の中心です。現在で

はワイン生産が非常に盛んになっている都市であります。

　このように、ワッティというニュージーランドでも有名な食品加工業、もともとは缶詰会社から始

まったわけですけれども、ヘイスティングスから始まった大工業であります。現在はハインツと合併し

て、多分皆さんケチャップなどでこのマークはご存知でしょう。ヘイスティングスという町はどういう

ところにあるかといいますと、ネイピアと違いまして非常に広い扇状地という地形の上に乗っかってい

ます。そしてこれはナルロロ川という川が作った扇状地の上にありまして、安定した地形の上にあると

いうことです。そして、断層がここから５キロぐらい離れたところを走っているということであります。

　ヘイスティングスの被害は大体倒壊率が22パーセントぐらい。ネイピアではほぼ９割が倒壊したのに
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比べると被害は軽微であったと言えると思います。軽微だった理由の一つは地盤が安定した扇状地で

あったということと、断層の下盤側にあって、地震動を受ける負荷が弱かったのであろうと思われま

す。しかし、このように倒壊しており、この地域では火災が発生しています。火災で焼失した部分が11

パーセント、全壊率が22パーセント、被災した建物の率が大体44パーセントぐらいですので、ネイピア

と比べると明らかに違いがあります。

　これはヘイスティングスの中心通りにあるヘレタウンガストリートですけれども、ここで一番高い５

階建てのグランドホテル、これが地震で倒壊し、かつ焼失しているというものであります。これは今の

ヘレタウンガストリートに似た状況ですけれども、現在ここにはウェスターマンというスパニッシュの

建物が作られています。同じ場所は現在このような状況でありまして、これが映画館とか、アールデコ

とスパニッシュの復興建築物が建ち並んでおります。

　特にヘイスティングスではこの中心部の復興状況や被災状況を詳細に検討するデータがございますので

見てみましょう。これは24ブロックごとに死者の数を示したものです。最悪犠牲者は20ブロックで、約29

人が亡くなっています。この最大の犠牲者はローチェデパートの倒壊と図書館の倒壊、これによって29名

が亡くなった。２番目に大きいブロックは６ブロックで、これは郵便局とグランドホテルの倒壊によって亡

くなっているという状況であります。これは被災状況で、薄い所は建物の被害、黒い所は焼失した場所を

示しています。ほぼ、このヘレタウンガストリートという中心の市街地を貫く道路の両側に被災は集中して

います。この被害のほとんどがレンガ建ての建物と石造りの建物が被災していることが明らかであります。

　これは現在のローチェデパートという、ここだけで19名が亡くなったデパートの跡が現在はこのよう

に銀行の建物に変わっております。これはヘイスティングスでは93名が亡くなりましたけど、その多く

はヘイスティングスの共同墓地に埋葬されております。これがその埋葬の墓碑であります。このような

墓碑の中に多くのヘイスティングスの犠牲者が埋葬されております。

　ヘイスティングスでもやはりシティズン委員会というのが立ち上がります。地震当時、町長は休暇で

不在でありました。ワイカレモアナ湖の方に行っていました。地震から５日後にやっと帰ってくると

いった状態で、町の立ち上がりは残念ながら遅れました。しかし、当時、元軍人であった弁護士のホー

ルダネスという人を中心に、軍人中心に市民のボランティア活動が立ち上がって、約10日間ばかり救

済、食料配給、あるいはコントロールをやります。これはそのシティズンコミッティの人たちが町に車

を入れない、ピケを張っている状況を作っています。このピケによって不法侵入者を排除するというこ

とを厳しくやっているところです。

　この町での大きな議論は、中心部を通るヘレタウンガストリート、この道の幅の拡幅事業でありまし

た。実は12メートル既にあって広い道路ではあったのですが、これを両側に1.5メートルずつ拡げよう
というのが町と国の方針でありました。しかし、多くのヘレタウンガ通沿いの地主や土地所有者や経営

者は、この1.5メートルの拡幅に反対でした。自分の所有地が削られるということから反対いたしまし
た。一方、町長であるローチェは実はデパートの経営者でもありまして、まず率先して自分のデパート

の仮復興建築物を1.5メートルバックさせて作る、こういう状況になりました。結局最終的にはヘルタ
ウンガストリートの拡幅はできませんでした。これは強力な政治力を持ったエベットという元町長とそ

のグループが強力に役所に働きかけまして、この拡幅計画は断念されてしまいました。

　もう一つ、このヘイスティングスの復興の特徴は、ネイピアが国の直轄区になって強力に国の機関に

よって復興されたのに対して、ヘイスティングスではそういうことができませんで、町と各商店主が独

自に資金を調達して復興するという、自力復興というのがヘイスティングスの特徴であります。自力復
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興によりましたので、復興期間は約５年ぐらい。1935年までかかって、ぼちぼち復興が進んだという状

態です。復興した建物を、これは現地で調査した結果ですが、黒いところが一階、二階、いわゆる復興

建築物の階数を調べたわけです。ネイピアではほとんどが二階建ての高層建築になったわけですが、ヘ

イスティングスは土地の余裕がありましたので、二階建てよりも一階建ての復興建築物が非常に多いん

です。約６割が一階建ての鉄筋コンクリートの商店として復興されています。このような一階建ての美

しい復興建築物が並んでいます。直線的な水平ラインが極めて美しい町並を作る、ネイピアとは違った

優れた景観を作っているということが言えるかと思います。

　一方、ヘイスティングスはカリフォルニアと非常に近い気候環境と産業がありましたので、こんなス

パニッシュミッション的な建物がつくられた、これはオペラ劇場。それからこれは多分アールデコとスパ

ニッシュとのいわゆる折衷。新しいユニークなデザインもヘイスティングスではあみ出されているという

のが特徴かと思います。ネイピアよりは、よりスパニッシュの建物と、その流行が強く反映されています。

　ヘイスティングスでもやはりどんどんと古い建物が壊されて統一的な景観が破壊されるということが生じ、

これに対して市民が危機感をもちました。1996年、ネイピアからは11年遅れますけれども、こちらではラン

ドマークトラストというトラスト運動によって町の景観を保護する、そういう市民運動が取り組まれて、現

在ではこれが市役所を支援し、そして町の景観を維持する、こういう活動が進められているわけであります。

　以上のお話をまとめますと、ニュージーランドでは緊急時には市民のボランティア組織がすぐに立ち

上がって緊急対応に極めて有効に機能する。２番目は、こういう復興に対しては国の強力な復興機関が

生活や住宅復旧を取り仕切って、そして町の再建を取り仕切り、新しいまちづくりをする。３番目は安

全で美しい市街地を作ろうとする建全な市民思想があり、最近の景観破壊は市民のトラスト運動によっ

て維持し、その運動を行政が支持するという形のスタイルの景観保護、保全が進んでいるということで

あります。４番目は国による建築基準の強化がこの地震後に行われまして、現在では世界的な高い水準

の建築物が作られております。５番目は地震委員会というのが1944年に法制化されまして、現在ニュー

ジーランドの９割以上の住宅が地震保険に加入しています。これは火災保険と抱き合わせになっている

わけですけれども、現在ではこの保険制度は地震だけではなくて、地すべり、火山噴火、水害を含む総

合的な自然災害保険にまで進化しているというふうに言えるかと思います。

　以上で私の発表は終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

〔 コ メ ン テ ー タ 〕

　和　田　明　子　
（東北公益文科大学）

○�司会：植村先生、どうもありがとうございました。それではここでコメンテータの和田先生からコメン

トをいただきます。

○�和田：東北公益文科大学の和田明子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私の専門は行政学

でございますので、植村先生の専門分野とは違うのですが、私も行政学の観点から、特に現代のダー

フィールド地震、それからクライストチャーチ地震からの復興過程、行政の役割というようなことを研

究の一つにしております。その際、植村先生の先行研究はもちろんのこと、直接いろいろアドバイスを
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いただいております。今日はこのようなコメンテータという役をいただきまして、大変光栄に存じてお

ります。ありがとうございます。

　そういうことでちょっと専門が違いますので的を射たことになるかどうかわからないのですが、まず

感想、それから先生にご質問もさせていただければと思います。

　私もネイピアに行ったことがあるのですが、確かにアールデコの町ということで市民は誇りに思って

いらっしゃいますし、またネイピアの方とお話をいたしますと、1931年の地震ということがいつも出て

きます。先生の今日のご発表、それからこの研究論文を拝読しまして、それが地震の後、そのようなま

ちづくりが行われたのだということがやっと一致いたしまして大変勉強になりました。

　行政学の分野でニュージーランドは、1980年代以降、行政改革、郵政民営化などで大変有名になりま

した。日本では民営化、小さな政府、公務員数の削減というようなイメージで語られる行政改革です

が、ニュージーランドは、やはり単なる小さな政府ではなくて、国レベルの行革で言えば国民が主権者

であるということをより一層徹底する、国民の力を強化する、あるいは地方自治でいえば自治の強化と

いうことが改革の目的ではなかったかというところを証明したいと思ってずっとやっています。今日先

生のお話を聞きまして、改めて自治の伝統、歴史というものがやはりこの頃から根付いていたことだっ

たのだと、感じました。先生のご説明の中でも強調されていましたが、ネイピアにおいては市民コント

ロール委員会、さらにはホークスベイ復興委員会というのが、議会の機能を停止して全面的に権限の委

譲を受けています。そういう柔軟なところ、あるいは市民中心でまちづくりをやっていくということが

あったのかと思います。日本でも自治の強化が言われていますけれども、やはり根本的に歴史的な経

緯、あるいは国民、市民の考え方自体かなり違う部分があるのではないか。当たり前ですが、歴史的な

視点を私自身の研究においてももう少し入れてやっていかなければいけないなということを改めて感じ

ております。現代のことばかりやっておりますので、そういった視点が欠けてしまいがちなのですが、

やはり歴史的なところもしっかり見ながらやっていかなければいけないということを感じました。

　先生はニュージーランドの地震研究の第一人者でいらっしゃいますけれども、最後に先生がコンク

ルージョンでまとめていらっしゃいました点に関連してお聞きしたいと思います。現代の2011年に大き

な地震がニュージーランドでもあったのですが、市民ボランティア、あるいは国の強力な推進機関、あ

るいは美しい安全な町を作るという発想が今回の復興過程にも活きているとお感じになるか、それとも

そうではない部分があるか、あるいは1931年の地震復興過程からどんなことを学んで2011年の復興が

ニュージーランドで進められているとお感じになっていらっしゃるか、先生は2011年の研究もされてい

ますので、そこのところを先生のお考えがあれば、現代に対する示唆といいますか、そういったものも

教えていただければと思いました。私からのコメントは以上でございます。

○�植村：和田先生、貴重な、しかも有意義なコメントをありがとうございました。ホークスベイ地震から

80年後に起こったクライストチャーチをめぐる、いわゆるカンタベリーの地震系列というか、震災をど

う考えるかという問題ですが、私自身、まだそれをきちんと把握しているわけではないわけですけれど

も、やはり非常にニュージーランドの国の組織的な復興機関の立ち上げは極めて早かった。しかも法制

化も早かった。いわゆるカンタベリー復興庁を作り、法制化するということで、強力に復興を国家の力

によって進めていこうということころは現在も強く生きているというふうに思います。

　さらに、クライストチャーチの復興で私が一番興味を持ちましたのは、エイボン川の下流のすばらし

い住宅地帯にあった土地をすべて国が買い取って、再び液状化によって被災する可能性が高いところは

すべて住宅用地不適当な土地として、住宅をすべて他へ移転させるという強制移転といってもいいよう
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な、非常に強力な移転事業を実現しました。人口で約１万5,000人、戸数でいうと約6,000戸といったよ
うなものがクライストチャーチの町のわりと中心部から近いところからごっそり他へ移して、そこは現

在空地になっている。このように震災の復興から１万5,000人の住んでる土地を買い取って、そこを住
宅不適当にするというようなところは極めて大胆で、極めて強力な復興の政策ではなかったか。多分世

界史上に例がないような大規模な復興事業ではなかったかというふうに評価はしたいと思います。た

だ、そこに市民のコンセンサスがどれぐらい取り得たかについてはもちろん疑問があるわけですけれど

も、とにかく強力な復興政策をやったことは事実だというふうに思います。

　あとは、そうですね、クライストチャーチの復興については現在も進行中ですのでそう簡単にいろん

なお話はできませんけれども、やはり注目されるところは、実は一番最初にクライストチャーチの復興

計画を出しましたのはクライストチャーチ市でしたよね。７月段階でパーカー市長が将来の復興を10年

間にわたってやるというプランを作ったわけなんですけれども。ところが国のカンタベリー復興庁と

の調整の結果、結局復興期間は６年と約半分に短縮されちゃって、来年度で国家が関わるクライスト

チャーチ復興は終りといったような状況になっています。６年に圧縮された復興がクライストチャーチ

市民の要求、復興をこのようにしたいんだという持っていたイメージをどれぐらいそれで実現できるの

か。それに対して国はどれぐらいの支援ができるのかといったところはまだ少し不透明なのではないか

というふうに思います。

　そうした不透明なところをこれからもう少し流れを見ながら考えていきたいと思うし、国が取り仕切

る復興に対してクライストチャーチの市民の方々はどういうニーズを持っていて、それが復興計画がど

のようにそのニーズを取り入れ、実現できるのか、そのあたりがこれから注目すべき点ではないかと考

えているわけですが、いかがでしようか。

○和田：ありがとうございます。

○�司会：本日お集まりの皆様方の中で植村先生にご質問はございませんでしょうか。よろしいでしょう

か。それでは植村先生によります第１報告をこれで終わらせていただきます。（拍手）
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研 究 報 告

ニュージーランドの反核芸術に用いられた広島のイメージ群

　サワダ・ハンナ・ジョイ　
（弘前大学）

○�司会：続きまして研究報告２としまして、「ニュージーランドの反核芸術に用いられた広島のイメージ

群」と題しまして、弘前大学のサワダ・ハンナ・ジョイ先生にお願いいたします。では、サワダ先生、

よろしくお願いします。

○�サワダ：皆さんこんにちは、弘前大学のサワダ・ハンナ・ジョイと申します。よろしくお願いします。

今日は私が唯一のキーウィの報告者なのでとても責任を重く感じています。もしかして皆さんと少し

違った視点で今回のテーマに取り組んでいるかもしれません。今回のシンポジュームのタイトルは「独

立自尊の国ニュージーランドに学ぶ」ですけれども私の発表の内容は「日本に学んだニュージーランド

に学ぶ」により近いかもしれません。今回はニュージーランドの反核芸術に用いられた広島のイメージ

群について、私の調べたことを報告させていただきます。

　まず、このウェリントンの玄関口に立つウェルカムサインから読み取れますように、ニュージーラン

ドの国民にとってニュークリアフリー、すなわち非核はアイデンティティを形成する重要な要素の一

つです。Welcome to Wellington：Capital of Nuclear free New Zealand。私の世代のニュージーランド人は
1970年から1980年代の太平洋におけるフランスの核実験や、アメリカの原子力船の寄港に対して沸き起

こったプロテストを鮮明に記憶しています。

　しかし、その抗議活動の引き金となり、そして持続する原動力となった戦争直後の広島のイメージ群

の受容についてはほとんど知られていません。今日はニュージーランドの反核芸術で再現されているこ

のイメージ群に焦点を当て、1945年８月６日の原爆投下がニュージーランド人の核に対する認識をどの

ように形成したか、ご一緒に考えていきたいと思います。

　私のリサーチの出発点となったのは、ニュージーランドの代表的な芸術家、そして反核運動の第一

線で活躍したパット・ハンリーのEscape Vesselと題した作品でした。これはハンリーが1960年、ロンド
ンで描いた作品ですが、数隻のヨットが逃れようとしている核爆発を思わせる鮮やかな放射線の奥に、

ずーっと奥を見ますとドームの形をした建物の骨組みがオイルペイントに刻まれてるのをごらんいただ

けますでしょうか。これではちょっとわかりづらいと思いますので、クローズアップしてみました。右

の上のこの形ですね。ロンドンの空にそびえる立派なドームとはほど遠い、この脱け殻のような骨組み

は、私にはすぐ広島の原爆ドームを連想させました。そして、その後、これはAwake Aotearoaと題した
ハンリーがニュージーランドで1983年に同じモチーフを活用して描いた作品ですが、広島の原爆ドーム

を思わせる骨組みはさらに顕著に見受けられます。右の上をごらんいただけますでしょうか。また、ク

ローズアップしてみます。こういうふうについています。

　私はハンリーについて調べても、広島との接点が見つからなかったため、気のせいかもしれないと思

い、しばらくこのイメージを忘れていました。しかしその後、もう一人のニュージーランドの画家、ロ

ビン・ホワイトの作品、Remembering Childhood Nightmares、と出会い、再び衝撃を受けました。前に

2
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大人の女性が寝ています。後ろの窓からきのこ雲が上がっているのが見えます。でも、その窓の上をご

らんください。時計が見えますか。よく見るとその時計は８時15分で止まっています。この作品にこの

８時15分で止まってる時計が紛れもなく描かれていて、もはや気のせいだと片付ける余地は私にとって

ありませんでした。そして、ロビン・ホワイトが子供の頃、広島の映像を見て恐怖に怯えたとの証言を

手がかりに、戦後ニュージーランドに届いた広島のイメージ群についてさらに調べることにしました。

　これから皆様のお手元に届いてる資料の23、24ページに英語の簡単なタイムラインがありますので、

それを追っていただけたら幸いです。ニュージーランドの反核運動において用いられた広島のイメージ

群の出所をたどるには、1936年に遡らなければなりません。1936年頃から平和主義者のキリスト教信者

で構成されたNew Zealand Christian Peace Societyは、差し迫る第二次世界大戦に抗議し、逮捕されるこ
とを覚悟の上で繰り返しデモ行進をしていました。そして戦争勃発後、実に803人に及んだ良心的徴兵

忌避者、私にとって発音しづらい日本語なんですが、英語で言えば conscientious objectors、戦争に行く
ことを拒否し、刑務所に入った人たちですが、その人たちとその家族を支える役割を果たしました。戦

後間もなく解放されたこの良心的徴兵忌避者を呼び集め、そして新たに設立されたPeace Unionという
団体は、歴史上初めて人間を相手に活用された原爆の情報に衝撃を受けて、毎年８月６日に広島デイ

マーチを行う習慣を定着させました。

　これは実に1946年から、戦後１年しかたってない時からニュージーランドで毎年広島デイマーチがい

ろんな所で行われていたということです。この習慣は今日でも続いています。同時期に占領軍として

働く兵士たちの募集がなされ、1946から1948年にかけて、１万2,000人ものニュージーランド人が敗戦
国の日本へ向かうことになりました。アメリカ軍と肩を並べて任務に就くことになりましたが、通称 J 
Forceと呼ばれていたこの兵士たちの多くは冒険へ繰り出すつもりで出発しました。しかしいざ日本の
廃虚を目の当たりにすると大きな衝撃を受けました。呉市の港に到着し、そして広島を経由して汽車で

山口県に移動した彼らは、任務を終える際、原爆の残した廃虚の映像をニュージーランドに持ち帰り、

被曝者の苦悩について証言しました。情報局の仕事で何度か広島を訪れたロバート・ミラーは次のよう

に語っています。

　まったくの平面だった。稀に残されていた電信柱や建物以外は何もなかった。何もかも真っ黒に変容

して灰の山になっていた。それはとても落胆させる体験だった。しかし、一番、消してしまいたい記憶

は忘れることはできない。それは火傷を負った被爆者たちだ。失った手の跡にはケロイドに覆われた赤

い塊のようなものしか残っておらず、顔の溶けた子供たちが歩いていた。それを見た私は罪悪感に襲わ

れた。当時私は被曝は日本を降伏させるために必要であったと説明を受け入れていた。しかし、あの原

爆のもたらした惨事は決してあってはならないものだった。それを目撃したために私は生涯原子力兵器

に反対するものを支持し続けてきた。あの光景は私に一生つきまとう。

　ここを見ますと、ごめんなさい、これが兵士たちを募集するポスターです。そして、彼らが目の当た

りにした広島のイメージです。これは彼らが持って帰ってきた写真の一つです。

　1958年にオークランド美術館で開かれた丸木位里、丸木俊の原爆の図展覧会が再びニュージーランド

人に核の恐ろしさを意識させました。丸木ご夫妻の作品は皆さんご存知だと思います。原爆の図のアー

トギャラリーが埼玉の方にありますが、これがその時使われたカタログです。ニュージーランドで展覧

されたカタログです。これは実際、その時ニュージーランド人が目の当たりにした大きな作品です。火

に焼かれる人々、そして原子野を彷徨う人々、そして救出に励む人々。二週間にわたってオークランド

で開かれた展覧会には２万855名、すなわち当時のオークランド市民の20人に１人が訪れ、そして大き
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な反響を呼びました。

　1961年以降、核兵器の撤廃を求め、大きな影響力を及ぼしたNew Zealand Campaign for Nuclear Dis-
armamentは広島のイメージを活用して反核のメッセージを広めました。この団体は繰り返し、ニュー
ジーランド全国で、1952年に作成された「原爆の子」、英語ではChildren of Hiroshimaと題した日本映
画の上映会を各地で行いました。この映画で見られる８時15分で止まった時計、そして原爆ドーム。こ

の２つのイメージがニュージーランドにおいても核の恐怖を象徴するようになったと言えます。

　ちょうど同じ時期に占領軍の兵士として任務を終え、帰国後詩人として活躍をしていたマオリ人詩

人、ホネ・トゥファーレの衝撃的な詩、No Ordinary Sun、「異形の太陽」が発表されました。トゥファー
レの広島での体験をもとに、放射能に汚染された一本の木に語りかけるように書いているこの詩は、幾

度も反核集会で朗読されるようになりました。こちらは、ラルフ・ホテレという代表的なニュージーラ

ンドの画家の一人がNo Ordinary Sunを題材に描かれた作品です。これを見ると最初は何かしらと思う
かもしれませんが、黒い雨に覆われた太陽のイメージの周りに、小さな白い字で、トゥファーレの言葉

が白いペイントで描かれています。私が日本語に訳したこの詩の一部を紹介させていただきます。

　

木よ、剥きだしの腕をおろせ。輝く球体に無駄な願い事をしてはならない。これは季節風の一瞬のきら

めきでもなく、勢いよく吹く貿易風の突風でもない。色褪せていくあなたの魔法の緑は二度とこの汚れ

た空を清めることはない。これは異形の太陽だからだ。

　トゥファーレがこの詩を発表した1964年のニュージーランドにとって、核の汚染はもはや他人事では

ありませんでした。1965年にフランスが太平洋で核実験を開始し、アメリカが原子力船の寄港をニュー

ジーランドに要求する中、核はますます身近な問題となりました。

　1972年からヨットでムルロワへ出向き、核実験に反対を表明するニュージーランド人が増え、1975年

にPeace Squadron、（日本語に直しますと平和船団）が新に設立され、アメリカの原子力船が寄港する
際、オークランドの市民はヨット、ゴムボート、あるいはサーフボードでそれを妨げ、時には命がけの

抗議に挑みました。

　次は原子力潜水艦が来たときにパット・ハンリーが描いた作品です。1987年のニュージーランドに非

核法が成立するまで、数々の集会やデモ行進が行われましたが、広島のイメージが原動力になり続けま

した。1980年にThings of Iron, Things of Greenと題した広島を題材にした詩集が出版されましたが、冒
頭で紹介しましたパット・ハンリーを含む17人のアーティストの作品が詩と並んで広島の悲劇を伝えて

います。

　当時の反核活動の資料を見ますと、広島のイメージが幾度も見受けられます。これは実際デモ行進

に参加するように市民に呼びかけるために使われたポスターですが、これは1982年のポスターです。

Hiroshima day August 6： Never again。1983年、広島デイ、ピースフェスティバル。これは呼びかけのフ
ライヤー、要するにチラシですが、ここを見ますとAssemble for Peace parade and wear white head band, 
Japanese symbol of mourning、日本の喪に服す時につかわれる白い鉢巻をつけてパレードに参加するよう
に呼びかけられています。下の方を見ますと、Auckland Peace Squadron invites ‘boaties’ to sail around the 
USS Texas during Saturday to protest about its presence hereと原子力船を囲むために船を皆さん出してくだ
さいと呼びかけています。

　1987年の非核法が成立してからは、以前ほどクローズアップされていませんが、広島は決して忘れら
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れていません。このフライヤーでは、Nuclear war can now unleash 1,000,000 Hiroshimasすなわち核戦争
はさらに多くの広島をもたらすことができる。世界中の人がデモンストレーションをしている。広島は

地獄の意味を知っている。私たちも同じ羽目になるのだろうか、と訴えています。これはオークランド

のアオテアスクェアで広島の人たちのために一日黙祷を捧げていた女性たちの映像です。また、1984

年、広島、長崎、ノーモア広島。1985年、戦後40年たっています。また広島が出てきます。Hiroshima 
and Nagasaki 40years commemoration。広島と長崎の40年記念を一つの機会にしようと市民が集まって活
動をしています。

　このストールでバッジを売っている女性の横に鶴が見えますか。よくその頃、ニュージーランド人は

鶴を折っていました。ノーモアヒロシマズと書かれたバッジがあります。私が見つけた資料の中ではこ

れが最後でしたが、1995年、Hiroshima Never Again。はい、こういうフライヤーが使われていました。
　さきほど言いましたとおり、非核法が成立してからはそれほどこのようなフライヤーを目にすること

は多くありません。しかし今年の夏訪問しましたウェリントンのボタニカルガーデンの一角にピース

ガーデンが設けられています。これがその入り口ですが、門にピースフレイムと書いてあるのがごらん

いただけますでしょうか。この門をくぐると広島と長崎の原爆の炎が燃え続ける灯籠が建っています。

これは広島市と長崎からウェリントン市に持ってこられた炎です。それがずっと燃え続けています。そ

の前に、先ほど読み上げましたトゥファレの詩、No Ordinary Sunが刻まれた石が置かれています。そ
して、振り向くと先ほどくぐった門の裏に説明書きがあり、門の上にある石が原爆で焼かれた広島の市

役所のものだと知ることができます。

　さらに町中の国会議事堂の裏庭に足を運ぶとこんなものを目にします。「広島の被曝敷石」と書いて

ありますが、私が訪れた日はこの石の上に一枚の紙切れが置かれてありました。それを手に取ると、と

てもぎこちない、これは日本人が書いた字ではないと直感的にわかる字で、「またとないです。私はあ

なたのことを忘れない」と書いてありました。ニュージーランドの反核運動の引き金となった広島の記

憶は、多くのイメージに体現されて今もこのように生き続けて、そしてニュージーランドの人々に影響

を及ぼしています。それを目の当たりにして私は新たな問いを突きつけられました。日本で暮らす私た

ちは、広島、長崎や福島の被曝者に同じ約束ができるのでしょうか、「またとないです。私たちはあな

た方のことを忘れません」と。ご静聴ありがとうございました。（拍手）

〔 コ メ ン テ ー タ 〕

　綿　貫　由実子　
（常磐大学）

○�司会：サワダ先生、ありがとうございました。それでは綿貫先生からコメントをいただきたいと思います。

○�綿貫：常磐大学の非常勤講師をしております綿貫と申します。日頃私は犯罪やテロなどそちらの方ばか

りにおりまして、サワダ・ハンナ・ジョイ先生のご報告に対するコメントなど、私で大丈夫かな……と

思いつつ受けさせていただいたのですが、大丈夫かなではなく、私たち日本人自身の生き方、生活、そ

ういったものが非常に問われるご報告だったのではないかと思います。

　ニュージーランドの反核運動について日本で耳にするのは、ニュージーランドにおいて広島のイメー
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ジが問われる理由は、ムルロワのフランスの核実験場や、グリーンピースのヨット「虹の戦士号」の爆

破事件にある。ニュージーランドは農業大国ですから、死活問題なのだろうなどと、どちらかと言えば

他人事のような言い方が非常に多いと思われます。ですので、まさかこんなに早くから広島のイメージ

がニュージーランドに伝えられていたということに非常に驚いた次第ですし、当の日本は既に日頃の生

活の中でもう馴染まされてしまっている。特に我が家は東海原発から近い、しょっちゅう地震がおきる

茨城にあるものですから、ある意味麻痺してしまったようなところもあり、非常に新鮮というよりも、

ニュージーランドの方々にも原爆で亡くなられた方々にも申し訳ないという思いさえ強くさせられたご

報告だったと思います。

　サワダ先生のご報告にもありましたように、まず最初にニュージーランドで反核運動が始まった一番

最初のイメージは広島の風景。広島は皆様もご存知かと思いますが、平野で真っ平なところなので、ま

ず最初に原爆を落とした理由も、被害がどの程度起こり得るのか測定しやすく見やすい、だから広島が

選ばれたというのはよく聞かれるところです。それだけに、広島の被害は非常な驚きとともに世界中に

広がりましたし、どれだけの重大な被害かを伝える場合には、やはり山の多い長崎よりもどうしても広

島の方が顕著になる。ニュージーランドにおいても広島で始まり、後に長崎も一緒に語られるように

なっていったことは不思議ではありませんでした。しかし、戦後間もなく日本が占領下に入った時に、

ニュージーランドから１万2,000人もの人が来て、その人たちが写真や視覚として目で見て帰ったもの
がこれほどまでに鮮烈に伝わっていったことや、丸木美術館は1967年に開設されましたが、一番最初

の作品「原爆の図」が発表されたのは1950年でした。日本はまだまだ戦後復興の最中だったとはいえ、

1958年というこんなに早い時期にニュージーランドにおいて公開され、しかも２万855人、オークラン

ド市民の延べ人数だったとしても20分の１の人が訪れている。このようなことを聞くに及び、イメージ

そして関心の高さは、本当にムルロワにおける核実験の前段階からのものだったことに非常に驚くと同

時に、原爆を経験した日本国民の一人として本当に、感謝の気持ちというか、うまく言葉が見つかりま

せんが、そのような気持ちを覚えました。

　そもそもイメージというものは私たちの日常生活の中では実感しにくく、心の中に残る人と残らない

人があるものでありながら、実は東日本大震災において被災しなかった人があの映像を見て「夜眠れな

い」「子どもが泣き怯える」ことはご存じのとおりです。そして今では、写真や映像が報道される度に

「残酷な映像、辛い映像が続きますからご注意下さい」と流れます。しかしこれは2001年の9.11のアメリ
カにおいて既にわかっていたことです。実際に攻撃を受けたニューヨークから程遠いカリフォルニアの

小学生があの映像を見て震え上がり、泣き叫び、精神科医をはじめとするケア・スタッフが世話をしま

した。その頃はあまりピンときませんでしたが、東日本大震災を経た今、どれほどのイメージがニュー

ジーランドの方々に影響を及ぼしたのかということはもはや説明するまでもないと思います。そして、

それが今もなおウェリントンの植物園や国会議事堂において「平和の灯」「平和の礎」のように「広島・

長崎を忘れない」という形で残り、大切にして下さっているということを伺い、本当に驚くとともに、

今度行ったときにちゃんと見てこなければと思いました。いつもそこに行きながら目的の場所ばかりを

見ておりましたもので、今度はぜひ探し出して感謝の気持ちを表明したいと思っている次第です。

　あまり私ばかりが長々としゃべっても申し訳ありませんので、この辺で終わらせていただいて、質問

の時間として使っていただく方が有効なのではないかと思います。最後に、サワダ・ハンナ・ジョイ先

生、本当にどうもありがとうございました。

○�司会：綿貫先生、コメントありがとうございました。それではお集まりの皆様からご質問、ご意見があ
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りましたらぜひいただきたいと思います。はい。

○�宮本：宮本といいます。ニュージーランド学会の会員です。大変興味のある発表をしていただいたと思

うのですが、非常に簡単な言葉での質問にまとめたいと思います。この芸術とそれを見る者の感じ方、

イマジネーションといわれましたね。それから行動、アクション、今、サワダ先生の言葉で言えば非核

ということになりますね。その芸術と感じ方、あるいは考え方、そして行動、非核、抵抗、デモンスト

レーション、それから言葉としてここで発表していただいている。これが先ほど和田先生と植村先生の

話にあったこと、地震の、クライストチャーチ、メディア、その政府と自治体と市民の関係、非常に率

直な、ストレートなものとしてニュージーランドの場合はいろいろな側面に出てくるわけです。それで

質問ですけれども、これは一体、ニュージーランド人の心なのか、魂なのか、精神なのか、それは一体

ニュージーランドのどこから出るのかということです。質問、ちょっとわかりにくかったと思います

が、英語ではよく言えないので。英語で教えていただきますと、それはスピリットなのか、ソウルなの

か、ハートなのか、それとももっと他の言葉なのか。お願いします。ありがとうございました。

○�サワダ：とっても難しい質問を受けたような気もします。正しく答えられるか、正しい答があるのかど

うかちょっと不安ですが、これ、私が直感でお答え、もし間違ってたらお許しください。

　私は今回のリサーチで一番初めの1936年に遡った、刑務所に入る覚悟でデモンストレーションを繰り

返して戦争に反対していた人たちが、ある意味においては想像力で、戦争が起きたら何が起きるか、イ

メージから想像力を持ち、それで動かなければ社会に反対される、社会に隔離される、刑務所に入れら

れることより、黙ってる方が恐いという、そういうような、全員そうではありません、もちろんニュー

ジーランドで戦争に出向いた人たち、帰ってこなかった人たちは日本と同様に何人もいましたが、その

反対する人たちのそういうトラディション、伝統みたいなのはもうこの段階からあったような気がしま

す、彼らが土台みたいなものを作って。想像すれば、想像した者にはその想像したものに対する責任が

ある。動かなかったら自分が無責任な人間であるという、そういうような考え方というのはこの反核運

動で根強く持っていたと思います。引き継がれて、その時代時代に。なので、スピリットとか何か、あ

まり格好いいお答えではないですけれども、ある意味においては動かないではいられないというそのイ

メージをもって動くというトラディションがどんどん最初の運動家たちから次へ、いろんな形に発展し

ていったなと思います。なので、例えば今日本で声を上げている運動家の方たちの声がどのように次の

ジェネレーションでイメージで引き継がれていくか。同じように引き継がれていくことができるのか、

ぜひ期待して見ています。ごめんなさい、全然まとまらない、返事になってないかもしれませんけど、

すみません、タイムアウトというサインが出てきました。よろしいでしょうか。

○�司会：深い質問をいただきましてどうもありがとうございました。それでは以上をもちましてサワダ・

ハンナ先生の報告を終わらせていただきます。先生、ありがとうございました。（拍手）
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研 究 報 告

ニュージーランドの非核政策と原発問題：再論

　近　藤　　　真　
（岐阜大学）

○�司会：それでは、続きまして「ニュージーランドの非核政策と原発問題：再論」と題しまして、岐阜大

学の近藤真先生に報告していただきます。コメンテータは常磐大学の千手正治先生です、どうぞよろし

くお願いします。

○�近藤：岐阜大学の近藤真でございます。他の先生方と違って気楽な格好ですみません。私に与えられ

たテーマは、「ニュージーランドにおける非核政策と原発問題・再論」ということです。本日、皆様に

配布しました別紙資料に、和田明子先生の東北公益文科大学ニュージーランド研究所で出された機関

誌『ニュージーランド・ノート』に書きました、今日のテーマとほぼ同じタイトルの拙文（「ニュージー

ランドにおける非核政策と原発問題」ニュージーランド・ノート、17号、2015年３月号、11－17頁）が

載っていますが、その資料を使いながら説明をしていきたいと思います。もしも画面に出せるのであれ

ば今日の報告レジュメにあります題目と項目を映していただいて、それに従って報告したいと思います。

　では、資料ですと27ページのところにございますので、それを見ながら話をしていきたいと思いま

す。時間が限られておりますので、どちらかというと私は話し始めるといろんなところに飛んでいって

しまう性格なので、読み上げで、それからどういうところを新しく再論として補足したかを説明してい

こうと思います。資料が少し細かいので暗い所で読みにくいと思いますが、お聞きください。報告のあ

との議論で深めていきたいと思います。それから直前のハンナ先生のお話、非常に感銘深く聞きまし

た。そして、感想として、ニュージーランドは本当にヒロシマから学んで非核法ができたのですねとそ

う思いました。私たちは今ニュージーランドから学ぼうとしているのですが、私たちが本当に学ばなけ

ればいけないのは、むしろヒロシマからなのではないかと。そのことを資料「ニュージーランドにおけ

る非核政策と原発問題」（『小さな大国ニュージーランドの教えるもの』所収、日本ニュージーランド学

会、東北公益文科大学ニュージーランド研究所編、論創社、2012年）の最後の「結び」の37ページに書

いてありますので、この「結び」の文章から読みあげていきたいと思います。

　「私はニュージーランド留学中の1996年にビクトリア大学で人に尋ねたことがある。ニュージーラン

ドではなぜ原発を持たないのかと。名前は忘れたが、彼の回答は、日本人は広島から何を学んだのかと

いう一言であった。今、日本の私たちが学ぶべきは、かのニュージーランドからというよりは、むしろ

広島からなのである」と。

　さて、「はじめに」に戻ります。

　「2011年３月11日の福島原発震災は極めて恐ろしい結果をもたらした。既に2000年、この恐ろしい結

果を完全に予言していた人がいた。石原克彦神戸大教授（当時）である。」彼はこう言っている。「1960

年代に設置された福島女川原発は21世紀に入るとスラブ内地震によって阪神大震災を超える大地震に直

撃され、放射能災害によって複合、増幅された恐ろしい巨大災害を引き起こし、日本を破滅に追い込み

かねない。原発の事故処理や住民避難は被災のために困難を極め、震災地は放棄され、数々の命が見殺

3
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しにされる。風下は長期居住不能になり、放射能汚染が地球全体に及ぶ。急性・晩発性の死者、障害

者、遺伝的影響が生じ、国土の何割かを喪失させ、社会崩壊が震災を受けなかった遠方にも未来世代

にも容赦なく襲いかかる。」（石橋克彦「原発震災を回避できるか」『これからどうなる21』岩波書店、

2000年）

　「まさにこのとおりのことが起きた。私は出版当時、この石原論文に感銘して、文章を大学の入試問

題に採用したことがあったので、３月11日の震災の時に、岐阜大学の私の研究室も大揺れで、テレビで

福島原発の被災を知ったとき、彼の『原発震災』という言葉をすぐに思い出した。３月11日にすぐに千

葉の弟の家族の実家のある家族に、名古屋に脱出せよと電話し、弟家族は夜通し車を走らせて脱出し

た。その後しばらくして弟家族は仕事のために東京に戻ったが、今や世界で一番安全な国はニュージー

ランドしかない。世界で唯一非核法を持ち、原爆も原発も存在しない国だからである。それで東京から

ニュージーランドまで脱出した、東電の家族もいたが、誰よりもよく事態の本質がわかっている証拠

であろう。」（拙稿「原発震災は回避できなかった（１）（２）完」岐阜・2001年の会会報224、226号、

2011年。）

　私が、ニュージーランドにいた時は、NZ在住の東電の家族の方に通訳をしていただき、大変お世話
になりました。

　さて本論に入りますが、要するに、ここでは、この非核法と資源管理法と放射性廃棄物処理法の３法

が、ニュージーランドの原発を禁止しているのだということが言いたいことです。

　それではまず、第一に、「ニュージーランドの非核法の成立」という話です。

　「ニュージーランドの非核法が成立したのは1987年のことである。弁護士デービッド・ロンギ首相の

もとで、第４次労働党政権は憲法学者のジェフリー・パーマーが環境大臣となって資源管理法を準備

し、政治学者のヘレン・クラークが平和担当になって非核法を実現した。主として資源管理法と非核法

の二つの法律によって1953年以来のニュージーランドの原発計画にも最終的にとどめが刺されたといっ

てよいのである。」

　ニュージーランドにも原発計画があったのです。それをまた後で詳しく論議します。

　「ロンギの書いた“Nuclear Free”によれば、」（本を掲げて）この本が、ロンギさんが書いた『Nuclear 
Free』（David Lange “Nuclear Free” Penguin Books, NZ, 1990.）ですけれども、日本語の翻訳は『非核』と
いう本（デービッド・ロンギ『非核』国際比較問題研究会訳、平和文化、1992年）ですが、配布資料に

も本の写真がございます。それによれば、「彼のオークランド大学法学部の学生時代、1960年に繰り返

された南太平洋上のジョンストン島など、ニュージーランドの裏庭での大気圏内核実験のたびにオーク

ランドの空は真っ赤に変わり、この世の終わりかと恐怖させられたということで、核兵器に対する拒否

感が肌に染み込んだという。」

　2014年ニュージーランドに行ったときに、私は放射線量計測計を持って行ったのですけれども、そう

したら結構高かったですね、オークランドのホテルでの部屋の中で計ったのですけれども。多分、東京

と同じぐらいの放射線量だったような感じがします。今年の５月に東大で、憲法の学会があったもので

すから、そこで他の人が発表している間に私は放射線量を会場の教室の中で測ってみたのですけれど

も、年間にすると、1.2ミリシーベルトというような数字でした。私の簡易な線量計で、いい加減です
から正確なことを申せるわけではありませんけれども、オークランドの放射線量も同じくらいのような

気がいたしました。数字は間違っているかもしれません。私の線量計は、5,000円で、インターネット
で買った中国製ですので、どの程度信用できるかはわかりません。とりあえず、大まかな感じですが、
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そんなふうの状況でした。

　「しかし、当時のニュージーランドの反核運動はあまり拡がらなかった。なぜなら、左翼的な労働組

合の闘士たちが金切り声で原爆反対を唱えていただけだったからである」とロンギ首相は書いているの

ですけれども、今のハンナさんのお話からすると、戦後の直後からそういう広島からインスピレーショ

ンを得た芸術家たちの運動がいろいろあって、そういう人たちに支えられて反核運動は拡がっていった

のだと思いますけれども、ロンギさんに言わせると、表舞台に出てきて反核運動家はそういう左翼的な

労働組合の闘士たちで、彼らが反核を唱えていただけだったような状況だから拡がらなかったのだと

言っています。

　「しかし、米ソ冷戦時代の1978年に戦術核兵器の東西ドイツへの配備をめぐってヨーロッパが核戦場

になるのではないかとヨーロッパ反核運動に火がつき、その世界的な影響で国連軍縮特別総会も数次に

わたり持たれるようになり、世界中で非核自治体が登場したとき」ニュージーランドでもほとんどが非

核自治体になるのですが、そんな時、「キリスト教会が反核運動に合流し、教会の女性たちが大量に参

加してきて反核運動の雰囲気が一変した。労働組合などの反核運動は攻撃的であったが、教会の女性た

ちは、花束とキスで国会議員を囲んだ。そして非核法制定運動が始まったのである。保守派の国民党議

員も一部巻き込んで、1987年に非核法は成立した。」

　そのような経緯で非核法というのが、ハンナさんのおっしゃった1936年のコンシャンス・オブジェク

ター（良心的兵役拒否者）の人たちや、たぶん特にクェーカー教徒の人たちが非常にがんばって、コン

シャンス・オブジェクターは日本にも一部おりましたけど、そういう教会の人たちのがんばりもあっ

て、今日のニュージーランドや世界の反核運動の拡がりもあると思います。

　続いて第二に、「ニュージーランドにおける原発問題」に入ります。

　まず、「1953年にアイゼンハワーの国連演説「Atoms for Peace」により、「核の平和利用」という名目
で、アメリカは世界に原発を輸出すると宣言した。これは1945年のヤルタ協定に端を発した冷戦、広

島・長崎原爆によって強まった冷戦。1949年のソ連の原爆開発によって進化した冷戦、中国革命で決定

的になった冷戦。1950年の朝鮮戦争で火を吹いた米ソ冷戦の産物である。ソ連による1953年の原子力発

電所の開発と、フルシチョフ首相の原発輸出宣言に対抗するものであった。」

　「日本では中曽根康弘首相は訪米中に、その1953年ですけれども、これでプルトニウムが手に入ると

飛びついて、1954年、戦後CIAに協力を誓って出獄した戦犯の正力松太郎と協力して初の原発研究予
算、2,350万円を成立させた。中曽根氏によれば、予算の数字はウラン235の語呂合わせというふざけた
話だが。正力も1955年に国会議員となり、原発三法を成立させ、ついに1957年、東海村に原発への研究

炉を完成し、点火のボタンを正力が押しました。その時、戦犯の岸信介首相は、『防御的核兵器であれ

ば合憲である』と宣言した。」つまり、原子炉を獲得したわけですから、この時に核兵器が合憲だとい

えば核兵器を保有するつもりだと言ったに等しい。

　「国連は驚愕して IAEAを設立し、日本に、原発が生み出すプルトニウムの軍事転用禁止の協定を求
め、監視団体を大量に派遣し、常駐させた。今日でも IAEAの職員の半分の200人は日本にいるという
が、いつの間にか IAEAの事務局長は日本人になってしまい、国連安保理にとって日本は原発の軍事転
用防止の優等生ということになるのであろうが、『猫にかつ節』とは思わないのであろうか。」

私は、少し揶揄していますけれども、これは言い過ぎでしょうか。

　「英連邦軍のニュージーランドで1953年、アイゼンハワーの呼びかけに基づく検討が始まり、『経済成

長のため』と称してニュージーランドでも原発計画が登場したのは、1957年頃の話である。」
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　ここで新たな補充説明を付加しておきますが、これは正確には、1955年にニュージーランドの内閣で

原子力の研究を開始することが決まって、1956年に内閣でその正式の委員会を作ることになって、その

ために1958年に原子力委員会（NZAEC）ができます。そして、1958年にはウェリントンに原発研究炉
を作るということを議論したのですけれども、当初、ワイヌイオマタのベアリングヘッドに研究炉を作

ろうとしたのですが、いろいろあって原子力研究所の置かれたグレースフィールドに作ろうじゃないか

という話になりました。しかし、近くのウェリントンに大人口を抱えているし、そこにはウェリントン

断層というのがあって、それは本日のスピーカーの植村先生がお詳しいですが、地震の危険があるので

はないかという議論になり、それで、1967年にオークランド大学にトリガマークⅡという研究炉を導入

するということを承認したのですが、しかしながら、結局、お金がなくてできないという状態になり

ました。その間に1960年には電力省が、電力技術庁（EED）を設けて、そことカンタベリー大学が共
同で、研究炉を持つことになりました。それが準臨界研究炉ということで、アメリカから「Atoms for 
Peace」のためにプレゼントされました。しかし、それは1981年に廃止になっています。それは、やは
り放射性廃棄物の問題が解決しなかったからのようです。

　それで、元の本論に戻りまして、1957年頃の話です。「ニュージーランドでは今日でも太平洋戦争中

の対日防空壕が残っているくらいですから、1950年の朝鮮戦争をきっかけにできた日本の警察予備隊に

恐怖したのは当然だったと思います。日本再軍備に対抗して、1951年、ANZUS同盟が成立した。」
　先ほど上村先生が日米安保条約の結果、ANZUS同盟ができたとおっしゃっていましたが、ニュー
ジーランドには、大まかに、国民党の側と労働党の側の議論があり、多くの市民や労働党の側からす

ると、日本再軍備への警察予備隊、すなわち後の自衛隊の成立というのは、非常に大きな事件だった

と思います。この軍事同盟ANZUSの仮想敵は日本であったので、1954年の日本の原発研究予算の成立
と、1957年の東海村の原子炉の完成および岸信介首相の原爆保有合憲宣言はANZUS同盟に衝撃を与え
た。これは対日警戒のために核武装を余儀なくさせるもので、戦争中、日本軍のダーウィン攻撃を受け

たオーストラリアはもちろん、空襲前夜に日本のラバウル基地が陥落して空襲を免れたニュージーラン

ドにおいても、原爆保有に走り始めた日本への警戒のために必要なものとして、対抗的原発の計画が始

まったとしても不思議ではないであろう。」

　1957年にニュージーランドが原発計画を具体化するというのは、やはりこのANZUS同盟というのが
あってできてきたのではないかというのが私の仮説です。

　「アメリカは余ったウランの販路を拡大するために、信頼できる西側世界のすべてに原発を作る計画

であったので、そのためにはどんなセールストークもしたであろう。『日本が核武装に着手したけど、

放っといていいの？』というふうに、私がアメリカ軍だったらニュージーランドの首相にそう言うだろ

うなと思います。

　ニュージーランドが『経済成長のため』と称して原発計画に着手したのは1957年頃である。オークラ

ンドの北部のカイパラ港に1,000メガワットの原発を1965年までに完成するという計画であった。しか
しこの計画は1960年のマウイガスの発見によって一時中断延期された。」

　ニュージーランドのカイパラ原発計画については『Nuclear New Zealand（核のニュージーランド）』
という本（Andrew McEwan,“Nuclear New Zealand” Hazard Press, 2004.）の中にいろいろ細かく書いてあ
りますが、このカイパラ原発計画の予定地だったのは、オークランドの北側です。しかし、この計画は

マウイガスの発見によって一時中断延期されたのです。

　「原発に依存しなくても十分なエネルギー資源が確保できる見通しができたからである。しかし、
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ニュージーランドの電力省は1968年までには作ってくれと要求していた。75年に労働党教権下で原子力

技術調査委員会が設立されたが、政権交代により委員会は調査結果、報告の発表前に解散し、続いて

1976年、国民党の政権下で王立原子力安全調査委員会が設立され、1978年に調査報告が発表された。そ

の内容は、『今のところ原発は不要である。しかし、マウイガスの枯渇する2005年以降は再び選択肢と

なり得る』というものであった。しかし、実際に2005年になったときの首相は、原発も原爆も許さな

い、1987年の非核法制定の立役者であるヘレン・クラーク女史で、彼女の第五次労働党政権は自然再生

エネルギーを推進し、火山国の地の利を活かして地熱発電に精力的に取り組んでいた。今日における

ニュージーランドの地熱発電は電力源の13パーセントを賄い、日本の優秀な地熱発電技術に依拠してい

る。日本は同じ地震国なのに地熱発電は１パーセントにも満たない。しかし、2008年にメリルリンチの

証券マンであったジョン・キー首相のもとに国民党政権が誕生したとき、財界の要求に従い、資源管理

法の見直しを実行したが、アメリカの要求に従い非核法の見直しを言い出す前に2011年３月11日の福島

原発震災が起こり、ドイツやスイスやイタリアが原発推進を転換したのと同様に、自然再生エネルギー

推進政策へと転換を余儀なくされたように思われるが、2015年の安倍首相の集団自衛権閣議決定につい

ては賛意を表明している。」

　ジョン・キー首相は、まず首相に当選する2008年よりもずっと前の国民党の政策で、彼が党首になっ

たときの政策で、非核法の堅持というのを国民党の政策として出しておりますので、国民党としてはア

メリカと仲良くするために非核法はなくしたいという考えはあるけれども、それを表に出せるほどの勇

気はないということでありました。

　最後に、第三に、「ニュージーランドにおいて原発がなぜ選択肢から外れたか」。

　これは「1978年の国民党の報告書が、なぜ原発を不要としたのかという問題であろう。これは1957年

のニュージーランドの原発計画は1965年に完成予定であったが、日程的に日本を意識したものであっ

たことは想像に難くない。かどうかわかりませんけど、日本は、1955年に米英と結んだ原子力協定を、

1957年の東海村の研究炉稼働をステップに次には商業炉設置に乗り出そうとしている日本への国連の日

本核武装への不安を払拭するため、1958年に原発の軍事転用禁止を約束すべく改正した。1961年に原子

力損害賠償法を定め、原発の利益が出たら設置企業が収得し、事故の損害が出たら国民が税金で危険負

担するという企業天国な法律が制定され、アメリカ企業の原発が、日本の電力会社、中電、東電などに

より、次々と輸入され、福島、島根、玄海、伊方など、全国に1966年から商業炉として次々に設置され

る運びとなった。

　電源開発法の地元の自治体に大規模な補助金もばらまかれることになり、原発誘致が過疎化の村に希

望の火を灯した。1966年に日本に福島原発などの商業炉が完成したとき、国連での日本の本格的核武装

への危機感が強まったのを受けて、佐藤栄作首相は非核三原則を閣議決定した。」

　非核三原則は「作らず、持たず、持ち込まず」というが、実質は、密約で持ち込みは許すということ

ですから、本当は、非核三原則は嘘だったのですが。ニュージーランドの非核法は持ち込みもまったく

許しておりませんので、非常に徹底しておりますが、日本の場合はただの閣議決定にすぎず、解釈で憲

法でも変える首相なので、今日にでも非核三原則は放棄すると言うかもしれない。それはないと思いま

すけれども、首相がやろうと思えばできるわけです。

　「私の感触では、ニュージーランドでは1966年の日本の非核三原則から戦後日本の西側帰属と民主主

義に信頼を寄せ始め、それ以来、ニュージーランド人は日本に軍事的脅威をあまり感じなくなっていっ

た模様で、それに伴いニュージーランド人に原発導入への必要感を失わせ、逆に、むしろ日本の非核三

― 124 ―



第11回　総合研究機構研究成果報告会

原則こそが、60年代以降のニュージーランドの裏庭での米英仏の南太平洋上の大気圏内核実験に反対す

る国民的反核運動へのうねりを刺激したし、ニュージーランド非核法のアイデアへと結びついたのでは

ないかと思われます。日本の国内世論でも1975年の神戸港の非核条例などが生まれ、有効に機能し始め

ると、非核三原則を単なる閣議決定ではなく法律化せよという反核法律家協会など多数の国民の要求が

続いているが、日本政府は厳しくこの要求を退けてきた。」

　「1979年のスリーマイル島の核事故は映画『チャイナ・シンドローム』の恐怖に現実感を与え、1986

年の絶望的なチェルノヴイリの核爆発事故は全世界を震撼させたが、ニュージーランドのロンギ政権

において、アメリカの核艦船ブキャナン号の入港拒否事件やフランス政府による反核ボート・レイン

ボー・ウォリア号爆破事件を経て、1987年に成立した非核法は大規模な原子核エネルギー開発との絶縁

を宣言するものとなった。これによって原爆の製造が禁止されたので、原爆用プルトニウムを入手する

ために必要な原発を導入する意味がなくなったのである。すると原発はたかが電気を生む以外に何の意

味もなくなり、チェルノヴイリ事故のような人類を滅ぼすような危険を犯してまで原発を作れというよ

うな人はニュージーランドには、ほとんどいなくなったのである。

　ただし、ニュージーランドでは非核法制定によってアメリカ政府との５年にわたる絶交状態に陥り、

ANZUS同盟は崩壊した。少なくとも核軍事同盟としてのANZUS同盟は崩壊した。しかし、多くの
ニュージーランド人はどんなに圧力を受けても、アメリカ人はいつからそんなに偉くなったのだ、とい

うような人々なので、今日に至るまで、非核法をまったく譲ることなく、ニュージーランドの国是と

なっているのである。

　原発は非核法で直接禁止されてはいない。大学の研究室や病院用の放射性同位元素等を使った放射性

物質も禁止されているわけではない。しかし、原発の最大の問題は核事故であり、使用済核燃料や放

射性廃棄物処理の問題である。原発はトイレのないマンションと呼ばれるが、この核廃棄物について

ニュージーランドでは非核法によって海洋投棄が禁止され、放射性廃棄物法によって陸上埋設が禁止さ

れているので、実際として原発を作ることは法律上不可能である。少量のコバルト60などの放射性廃棄

物も、今日アッパーハットに厳重に保管されている。原発をニュージーランドで作ろうとした場合、資

源管理法によって手続き的にも、最終的に国民の開発同意を調達しなくてはならず、自治体にとってそ

んなことは不可能である。かくしてニュージーランドにおいては原発が非核法、資源管理法、放射性廃

棄物法の三つの法律によって事実上禁止されているといってよいのである。」

　「結び」ということで、「1978年の国民党政権の、王立原子力委員会の調査報告は、エネルギーは『原

子力のような不安定な技術に依拠すべきでない』と述べている。こう述べているのはニュージーランド

の保守派の国民党である。原発を今でも推進する日本の保守派には責任がある。最初の原子炉を稼働さ

せたのは岸信介首相であり、福島原発などの商業炉を大量に稼働させたのは佐藤栄作首相である。彼ら

が原発推進の政府の再興責任者であっただけでなく、自らを保守派というなら、なおのこと、2011年の

３月11日の福島核事故から緑なす国土を、絶対に保守しなければならないはずであった。アメリカのカ

リフォルニア州ですら地震の危険のためにスリーマイル島の事故の３年も前に、1976年に原子力安全法

を制定し、原発を禁止しているのに、地震国日本の原発導入は、日本国民のみならず、世界人類に対す

る人類史的犯罪であったという他ないであろう。開き直って、ISよろしく「これはヒロシマ・ナガサ
キへの反撃の自爆テロだ」というつもりなのでしょうか。まして核兵器を合憲だと言ったり、原発を他

国に販売したり、人類と美しい地球環境を滅ぼしかねない三代目の首相の原発推進政策が正気なのかよ

く考えてみるべきであろう。他人の家のことなら、「唐様で売り家と書く三代目にならぬことを祈る」
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とのん気に言っておられるのだけれども、自分の家の大将となるとそれはもう困ったものである。」

　ニュージーランドの非核政策に関して、先ほどのハンナさんの話はとても参考になりました。ニュー

ジーランドの非核の心というのを、今、宮本忠先生のおっしゃったように、もっと掘り下げて、私たち

もそれに学んでいけるようにしたいと思います。以上で報告を終わります。ご静聴ありがとうございま

した。（拍手）

〔 コ メ ン テ ー タ 〕

　千　手　正　治　
（常磐大学）

○�司会：近藤先生、どうもありがとうございました。それでは千手先生からコメントをいただきたいと思

います。

○�千手：常磐大学の千手と申します。どうも近藤先生ありがとうございました、私も実は専門は刑事法と

いうところでございまして、こういった非核法といったものや原発政策については完全なる門外漢です

ので、私が思ったことを率直に申し上げて、的外れな発言をしたらごめんなさいということでご容赦い

ただきたいと思います。

　まず原発、これについてはどなたか忘れましたが、魔法使いの弟子というようなことをおっしゃられ

た方がいたかと思います。すなわち、ひとたび事故が起こってしまったら、これに対して何の防ぐ手立

てもない、拡散を止める手立てもないと。まさに魔法をコントロールできない、そういった人たちが原

発を扱うというのはいかがなものかというふうなことが述べられていたかと思いますが、まさに福島の

原発事故というものはそういったことを想起させるものであったということかと思います。そういった

意味では福島原発というものこそ、ちょっとここまでいったら怒られるかもしれませんけど、ある意味

世界遺産等にふさわしいのではないかと。魔法使いの弟子が引き起こした結果だという意味では、そう

いったものにふさわしいのではないかと私も考えているところでございます。

　さらに、原爆の被害に遭ったにもかかわらず、この日本がそういった核に対して原発を推進して、一

部の政治家による核の保有は合憲であるというような発言をお聞きして、私の専門の犯罪学、あるいは

被害者学の中で指摘されている、被害者の加害者化と呼ばれるものを思い起こさせられました。これは

どういうことかといいますと、被害者として被害に遭った者が加害者となるということでございます。

すなわち、被害者となった者は、その被害を受けたことで、強いものは弱い者に対して攻撃をしていい

と学習してしまうことをいいます。原爆の脅威というものがよくわかってるからこそ、これは使えると

いうようなことで、逆に推進派に回ってしまうと。それがまさに被害者の加害者化といったような要素

であり、これは原爆のすごさと、我々は悲惨さと呼びますが、一面によってはすごさというものをよく

知ってる方だからこそ、そういうふうな被害者の加害者化的なものに走ってしまうのかなと、そういう

ことを考えました。

　ちょっと先生にお聞きしたいのですが、この反核法、こちらの法については原発そのものは否定しな

いと、条文そのものは読んでいませんが、そういったものは規定していないということですが、この規

定によって事実上、原発を持つことに意味がないと御説明がありました。そういった点では原爆と原発
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の関係というものは、言うなれば原発を持つことが、原爆を保有することの予備罪といったところです

ね、刑法的な言い方ですと。予備罪というものは例えば人を殺す場合に、ピストルや包丁を用意すると

いったような物理的な準備をすることをいいますが、原発の保有は原爆の予備罪的な位置づけと、その

ようにお考えになるかどうかということを質問させていただきまして終わらせていただきます。失礼い

たしました。

○�近藤：私の考えはまさにそういうことです。実際問題として、たかが電気を作るための原発というので

は、あまりにもリスクが高過ぎで、全く意味がない。地震国なのに当然予想される事故が起きたときの

被害の回復は不可能なのですから。それにもかかわらず、原発を持つということの意味は、その原発を

持って他の国と対抗する以外にあり得ないではないですか。なので、日本が原発を持つということは、

結局、ただ核兵器を持ちたいだけだと思います。憲法により核兵器を禁止され、さらに政府自ら非核三

原則を公然と打ち出したにもかかわらず原発を推進するのでは、言うこととやることがまるで裏腹の、

X二乗分の一で、そういう状況から考えると、福島原発震災の真の原因は、政府がヒロシマから何も学
ばず、憲法９条の反核の意味を政府が理解しなかったことではないかと思います。

　 　全世界で日本国憲法第９条を実践している国があるとしたら、ニュージーランドを置いて他にありま
せん。もちろん他にも小さい国で兵器も持てない国もありますが、一応先進国の中では、先ほども上村

さんが言っておられたように、非核法のみならず、戦闘機を空軍から廃棄したように、ニュージーラン

ド軍は、核は持たないし、戦闘もしないし、あたかもテレビの人形劇の「国際救助隊サンダーバード」

のような軍隊ですが、そんな国が他にあるでしょうか。確かに英連邦軍として、アフガン戦争とかイラ

ク戦争とかに関わりましたが、戦闘や空爆といった直接の戦争に参加することは拒否するということで、

それで他国から恨まれることもなく、今の平和的な非核の国ニュージーランドが確保されていると思い

ます。それは現在のキー国民党政権や以前のボルジャー国民党政権が、アメリカとの核軍事同盟を望ん

でも、国民が許さず、平和の国を守らざるを得なかったということなのです。それを日本の私たちも学

ぶべきで、９条を本当に守れる日本にぜひともしていきたい。憲法学者ですから。国際政治学の人たち

は、アメリカとの協調や西側の団結のために現実政策をとれとおっしゃる方が比較的多いですが、憲法

はやはり原理的に９条を守ってこそ意味があるので、憲法学者ならほとんど誰でもニュージーランドこ

そ、まさに我々が学ぶべき国であると思うのではないかと思います。どうもありがとうございました。

○司会：ありがとうございました。
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研 究 報 告

ニュージーランドでの非核法の成立過程

　高　橋　康　昌　
（群馬大学名誉教授）

○�司会：それでは最後の報告になります。その前に一つ報告しなければいけないことがあるんですけれど

も、今回、皆様にお渡ししておりますこのパンフレットには報告者の資料が入っておりますけれども、

高橋先生の報告には追加資料がございます。この資料をお持ちでない方がいらっしゃいましたら、挙手

していただければ係の者がお持ちいたします。よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。

　それでは最後の報告になります。「ニュージーランドでの非核法の成立過程」と題しまして、群馬大

学名誉教授であられます高橋康昌先生に報告していただきます。コメンテータは羽衣国際大学の杉原充

志先生です。どうぞよろしくお願いいたします。

○�高橋：群馬大学の高橋でございます。実は私、今日はこんなに大掛かりなシンポジウムであるとは全然

思っていなかったんですね。夏前に山岡先生が、ちょっとこの集まりで何か言えというものですから、

きっと10人ぐらいの人が集まって何か話をするんだろうと思ったんです。ところが、こんな大掛かりな

学会でびっくりしております。山岡先生にはこれで３回ぐらい、山岡トリックに乗せられてるんです。

でも、山岡先生はとても感じよく乗せてくださるので、私はあえてこの山岡劇場ならいつでも参加しよ

うというふうに考えております。とにかく、慌てて資料等を本日のために整理しましたので、手抜き部

分がいっぱいあります。どうぞお許しください。

　さて、ニュージーランドが、官民あげて非核法を成立させた経緯を考える際、主として、三つの契機

を重視すべきかと私は考えます。

　第一は、フランスのムルロア環礁実験であります。本件の皆様へのお手元資料にこの世界反核年表が

あります。これを最初にコメントいたします。この中で私が今日皆さんに特にここに注目していただき

たいのは、フランス政府は、1966年から96年にかけてムルロワ環礁実験を193回、181説というのもある

んですけれども、地下核実験も含めて193回、つまり30年の間にこれだけやってますから、１年間に６

回ぐらい、つまり、ふた月に一度ぐらいこの国は核実験を行ったというおどろくべき事実であります。

そのことは、ニュージーランドに止まらず、世界全域の反核運動にとって、何よりも重要と考えます。

　第二に、1980年から81年に日本自身が核廃棄物を太平洋へ投棄しようとしました。これは1982年の核

廃棄法をニュージーランドに作らせた緊急な契機と考えております。さらにこの直後の1984年にはチェ

ルノヴィリ原発核事故というのが起こっているわけです。本件は世界全域に衝撃を与えましたがニュー

ジーランド非核法成立を促進させたことも、論を俟たないでありましょう。

第三に、1985年、ニュージーランド自身も参加している南太平洋会議（SPF）非核条約、通称ラロトン
ガ条約、が成立しています。本条約成立は、南太平洋世界全体の合意事項として、極めて重要な要素

だったのではないかというふうに考えています。

　以上、この３点を中心にして、お話いたします。まずこの南半球地図を見ていただきます。ここに

ニュージーランドがあります。ここにポリネシア諸島、それからメラネシア諸島という２つの島嶼群に

4
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ニュージーランドはかこまれているわけです。1945年に国連が発足いたしました時に、ニュージーラ

ンドはこのポリネシア諸国、国名で申しますと、サモア、トンガ、クック、ニウエ、トケラウ、ツバ

ル、ギルバート諸島、これらを国連からの信託統治地域として統治責任を引き受けたわけです。今日に

至ってもニュージーランドの政治的影響力というのがこのポリネシアに、非常に広範に及んでおりま

す。ニュージーランドの南太平洋諸国に対する経済援助金額というのは日本を抜いております。多分、

ポリネシアだけに限定しますと、ニュージーランドの経済援助が世界最大だと思います。それほど今で

も影響力を持っているわけです。真ん中に、ここにムルロワ環礁というのがあります。これをもう少し

わかりやすい図で見ていただきます。これは画像がよくないのですが、ここがポリネシア地域です。こ

こがムルロワ環礁核実験場です。次の地図はこの地域の１月と７月の風の流れを表示してあります。上

が１月です。下が７月です。ちょうどニュージーランドは日本と気候が逆になりますので、このニュー

ジーランドの１月が日本では夏ということになりましょうか。皆さん見えますでしょうか、その細い線

で真ん中に丸くこういうところがあります。ここが要は風の発祥地です。ここから風が通って行くこの

線をよく見ていただきたいのです。そして、この風が実はニュージーランドに全部かぶっていくわけで

す。この風は不思議なことに、１年中同じ方向を向いて吹いています。地球の上ではこれは本当に珍し

いことなのです。太平洋のうち、南太平洋の非常に大きい海域で、この海域の温度は比較的安定してい

ます。そのために風の動きも比較的一定です。この風がこちらからこちらへ吹いていく。そして、７月

もここで見ていただくと、同じように線がこっちへ流れていく。若干７月になると向きがちょっと変り

ますが、基本的には変わりません。この風に乗って、例えば16世紀の航海者マゼランはここから太平洋

へ航海してきたわけです。英国の航海者クックも同じです。クックも18世紀、このマゼラン海峡を通っ

てこの風に乗ってアジアへやってきたわけですね。これを貿易風と言います。つまり、ここは常に一定

方向に風が吹く。その風の吹く、中心部にムルロワ環礁という実験場があるわけです。ですからこのム

ルロワ環礁から核の塵が大量にポリネシア諸地域、それからニュージーランド、オーストラリアに降っ

ている筈です。1960年代には計測技術、知識がまだ非常に不足しておりましたのでそのことについての

報告はありませんが、あるいはあえて報告しなかったのかもしれないと私は考えておりますけれども、

もし私たちの現在の計測技術でここを計測したならば、放射能の空中廃棄物が相当程度、降り注いでい

たのではないかと考えております。これを放置したならばニュージーランドの産業、経済はどうなるで

しょうか、これは本当に想像するだに恐ろしいことですね。そのことを実は一番よく知っていたのは

ニュージーランド人だっただろうと思っています。次にこれは１月の地図です。ここがポリネシアのム

ルロワ環礁です。ここからこの矢印も見ていただけると思いますが、ここにニュージーランドがありま

す。この風がこのままニュージーランドへ１月には入ってきます。ここに赤い点々があるのですが、お

わかりになるでしょうか。これは赤道無風帯と言いまして、ここを帆船の船乗りたちは通るのを非常に

恐がったんですね。500キロ余りにわたって完全に風が無くなるところなんです。つまり、地球上の風

の壁になるところです。ですから、この無風帯をこちらからの風は越えられないんです。この線から下

へ回ってくる。北半球では、ここからこちらへ来てこの偏西風にあおられて、日本の周りでずーっと

回っていってアリューシャンでもって台風の墓場になりますでしょう。それと同じ形で、シンメトリッ

クにちかい相似形でこちら側へ流れています。南半球ではこういうふうに流れていくという、この風の

流れがニュージーランドにとって極めて深刻な事態であります。こうした事態への認識が、ニュージー

ランドの反核という意識、運動の激しさを作ったのではないかと私は思っています。

　次のスライドは何を示しているかと申しますと、先ほどの貿易風の効果を描いています。貿易風がこ

― 129 ―



ちら側、右側から吹き込んできます。吹き込むことによって椰子の木を傾けるわけですね。椰子の木と

いうのは本来放っておくとそのまま真っすぐ直立して立ち上がってきます。ところが幼木の時に風に煽

られるために斜めに傾きますね。その傾いたものを復元するためにまた途中から直上していくために、

椰子の木は南半球では多くの地域で弓型になっています。これも同じく、よく見ていただくと、椰子の

木がみんなこちら側へ傾いています。しかし、上の方で立ち上がろうとします。この写真はツバルとい

うところで撮影したものです。ツバルはニュージーランドの国連信託統治管轄地域でありました。今も

ツバルではニュージーランド・ドルを使っています。つまりニュージーランドという国は単独で取り上

げないで、南太平洋全域で島嶼国家に対して影響力をつよく保持している国であるという認識が必要で

はないかと思います。

　この写真は、これはポリネシアではありません。ニュージーランドそのものです。この写真の中に

ニュージーランドの約300年近い歴史が描かれています。意図的に私はこの写真を撮った記憶がありま

す。一番右のこんもりとした森林が、これが本当にニュージーランドの原風景です。シダ植物とか、灌

木類、北へ行きますとカウリの木だとか、そういうものが各地に残っています。今はニュージーランド

人はこれをブッシュウォーク・コースとしてよく保存してるんですね。これがニュージーランドの原風

景です。

　左側の羊たちが、牧場風景を構成しています。これは移住ニュージーランド人が今から200年以前か

ら営々と樹木を伐採し続けて開発し、この牧場を作り出したわけですね。一見大変美しい風景に見えま

すけど、これは誠に不毛の風景でありまして、この牧草というのはほとんど炭素同化作用をしないんで

すね。つまり、空気を浄化しないんです。この草を掘ってみると、わずか数センチで下の岩礫層が出て

きます。ニュージーランドというのはとても土地栄養力の貧弱な国土で、ここで農業をするのは本当に

大変なところです。ですからせいぜい牧草を植えて、それは大体ハイランド系の草、つまりクローバー

などゴルフ場にも使われている牧草を生やして、そしてそこに羊を飼っているわけです。この羊たち

も、実は非常に貧しい羊ですね、金にならない羊なんですね。金になる羊というのは例えばメリノ種の

ように角が渦巻き状に巻いています。ニュージーランドでは湿度・温度とも高く、軟らかな保温性の高

い毛がとれないんです。この種類をロムニー種といって、鬼の角のように二本生えているだけで、これ

は食肉とするか、あるいは毛を刈り取ってせいぜい絨毯とか、ちょっと粗めのセーターを作るぐらいし

か利用価値はないんです。でも、ともかくこれで何とかニュージーランドは産業として成立させている

わけです。そして、牧畜場の向こう側に松の樹林がひろがっているのがおわかりいただけるでしょう

か。もう牧場では収益性が望めないので、産業の多角化をしなければならないと考えて、70年代から

延々とブドウ畑とか、それから果樹とか、特に主力は松に転植しています。この松もまたニュージーラ

ンドの松というのは植えると20年ぐらいで伐採できるような松です。そこでこれはチップにして紙にす

るしかないんです。私たちはトイレットペーパーでネピアというのを使ってますね。あれはニュージー

ランドの北島の東海岸にあるネイピアという町から、王子製紙が日本へ輸出しているもので、この松の

木はいずれトイレットペーパーになってしまうんです。というふうに、牧畜で食えなければ何か他の産

業へと転換をすることによって現在に至ってる、これは、ですから、この右から手前、そして奥と見て

いただくと、これでニュージーランドの約300年近い歴史があります。この300年のどのレベルを取って

みても、ここへ放射性廃棄物が散布すればすべてアウトになります。ニュージーランドというのはそう

いう風土の国家であります。

　そして次にお話は変わりますけれども、1980年から82年にかけて、日本は低レヴェル核廃棄物を太平
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洋へ投棄するという計画をしたことがあります。この地域のその時の拒否反応の激しかったことは今

でも記憶に残っています。なぜなら皆さん、マリアナ海溝というのは約１万メートルあるわけですね。

１万メートルへドラム缶に詰めた核廃棄物を放り込むと、１万メートルというと大体900気圧から1,000
気圧になります。つまり、破裂が圧縮破裂します。で、圧縮破裂したら中身が全部海へ流れ出ますよ

ね。そのために、これは非常な太平洋諸島の人々から批判が出まして、結局この計画を日本は取りやめ

たんですけど、そのことに危機をもったニュージーランド政府は翌年、1982年にこの核、放射性廃棄物

を禁じる法律を作ったというふうに、何か語呂合わせみたいなんですけれども、私はそんな気がするん

です。これは証拠はありません、私は議会記録を取ったこともありませんし、証拠はないけれども、ま

さに時間がそれで合うという気がいたします。

　そして、そのことは非常に太平洋諸地域で注目されまして、1985年、今申し上げました太平洋非核条

約、通称ラロトンガ条約を成立させました。クック諸島の主都ラロトンガという町で1985年に締結いた

しましたので、通称ラロトンガ条約と言います。オーストラリア、ニュージーランドを初め、国の名前

でいいますとクック、バヌアツ、ソロモン諸島、パプアニューギニア、皆さんよくご存知の国々です

ね。それにトンガ、サモア、ニウエ、ツバル、ギルバート、これらの国々が参加して1985年にラロトン

ガ条約、つまり太平洋非核条約を結びました。その太平洋非核条約の中で実は海洋投棄を禁止するとい

う規程ができます。それまで放射物廃棄法で陸上廃棄は禁止しました。しかし、海洋投棄については皆

さん資料の一番最後のページを見ていただけますでしょうか。お手元にお渡ししました資料の最後の

ページに、このラロトンガ条約があり、その領域を示す地図があると思います。これが海洋投棄禁止海

域です。これだけの広い海域の中に放射性廃棄物を投棄してはならないという条約、つまりラロトンガ

条約が結ばれたわけです。

　このように考えますと、フランスのムルロワ環礁実験、それから日本の核廃棄物投棄計画、これを前

提にしてラロトンガ条約が成立し、そしてそれをまさに確認するためにニュージーランド非核法が1987

年に成立するという流れであったと私は考えているわけです。

　以上の法律類をすべて要約いたしまして、先ほど千手先生から核兵器禁止はわかったけれど、電気、

原子力発電所はどうなんだという鋭いご質問がありましたですね。答えとしては、あらゆる法律を動員

しても原子力発電を禁止することはできませんと答えるしかありません。原子力発電所は作れます。し

かし、原子力発電所を作ると必ず核廃棄物が出てきます。その核廃棄物をどう処理するんだという、つ

まり最終処理ができないから結局原子力発電所はできない。陸上投棄、海洋投棄、どちらもできない。

したがって事実上原子力発電所もできないというのが正解だと思います。

　しかし、物事には何でも抜け道があります。フィンランドの例を近藤先生がおっしゃっておられまし

たが、太平洋の中でも島の、国の名前を私申し上げるわけにいきませんけれども、いくつかその核廃棄

物は引き受けてよろしいという島、国があります。ご存知のように太平洋には4,000の島々があります。
そのうち人間が住んでいる島は約1,000しかありません。あと3,000は人間が住んでないんです。そして
非常に岩盤のしっかりした元火山島もいくつもあります。そういう所では、私がこう申し上げると大体

あれかなとおわかりになると思いますけど、島あるいは国ごと移住したり、放棄してオーストラリアと

かニュージーランドとか、香港とかフィリピンとか行きたいという国がいくつかあるんです。そういう

ところでは、その見返りとしての援助、つまり核廃棄物を受け入れることによってこれから無期限に生

きていける基金を提供せよという話が実は出たことがあるんです。これはいかにも問題になる発言だっ

たので公式には否定されましたが、私はこの可能性も私たち現実主義者としては見ておかなければなら
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ないという気がします。

　繰り返し申しますけれども、この反核法はいくつ積み重ねてもそこで原子力発電所を禁止することは

できないんです。原子力発電所そのものを禁止するとした法律を作った国は一つもありません。という

ことが今までの経過であります。

　ということで、こんなことでよろしいでしょうか。もうやめろということですので、多分、質問もい

ただかないで済むのではないかと思いますが。終わります。

〔 コ メ ン テ ー タ 〕

　杉　原　充　志　
（羽衣国際大学）

○�司会：高橋先生、どうもありがとうございました。それではここでコメンテータの杉原先生からお言葉

をいただきます。よろしくお願いいたします。

○�杉原：羽衣国際大学の杉原でございます。ありがとうございました。私、大阪から参りまして、勤務

先、生まれ育ちも実は堺なんです。堺といいますとウェリントンの姉妹都市でして、昨年締結20周年の

記念行事をやっていましたけれども、残念ながら肝心の堺市民が今日のような話題も、そもそも姉妹都

市を結んでいるという事実さえ知らない人が多いということで、本当、残念だなという感じなんです

が、せっかく堺から参りましたので、５分だけお時間を頂戴しましてコメントさせていただきたいと思

います。

　まず、高橋先生は南太平洋の島嶼国のご研究を牽引されてきたということでこのテーマに強い関心を

持ち、心を痛めておられるということ、これはもう当然だなというふうに感じました。実は高橋先生

は、私がニュージーランド研究に足を踏み入れる一つの大きなきっかけを作っていただいた先生の一人

なんです。今日これを持ってきましたけれども、96年に『斜光のニュージーランド』という本を先生が

出版されまして、実はこの本を通して私初めてニュージーランドの勉強をし、それからウェリントン、

今活動のベースにしていますけれども、ウェリントンを最初に訪れたときはこの先生の本のとおりに、

ああ、ここにニュージーランド銀行の本店があって、長いエスカレーターがあって、下に降りたらお

しゃれなカフェがあってと書いてあったなと、そのとおりに歩いたという本でありまして、本当に今日

ここに立たせていただくことを光栄に存じます。

　実は今日のコメンテータの先生方は皆さん、自分はちょっと専門外なんだけれども、というふうにお

断わりの上謙虚に登壇されてますけれども、私は実は専門は比較法でして、ただ、それもヒカクはヒカ

クでも比べる方の比較なんです。Comparative Lawという比較法という、主に英米の法律と日本の法律
を比較研究の対象にしてきました。で、その意味から、今日は実はこの「斜光のニュージーランド」の

中身にも若干触れながら、私の今日のご講演を伺いました感想を、正しいかどうかということをちょっ

と先生に判定していただいてコメントにかえたいと思います。

　それは、比べる方の比較法は、結局ただ単に目の前にある法律ですとか、あるいはそれを土台にでき

ている制度を比較するということではなくて、むしろその背景にある国民の思想であるとか理念である

とか、あるいは「法文化」という言い方をしますけれども、そこに眼差しを向けると。そこを比べると
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いう学問かなというふうに思います。

　その意味でいいますと、私がニュージーランドの非核法について大きく関心を持ちますのは、なぜこ

ういうものがニュージーランドでできたのかということを考えたときに、これは私の仮説なんですけれ

ども、先ほど、今日のお昼の一番の上村先生のお話にも「地政学上、どこかから攻め込まれる恐れが非

常に少ない」ニュージーランドであるとの言及がございましたが、恐らくニュージーランド国民という

のは軍備としての核とか、兵器としての核というよりも、もっと現実に自分たちの生活に関係するよう

な、例えば環境であるとか、あるいは人権であるとか、もっと究極でいうと生命、命、この問題を直に

感じ取る力、リアリティをもって感じ取る力が研ぎ澄まされているのかなと。その背景に、今日高橋先

生からお話しいただきましたいろんな悲しい歴史の事実があるのかなと。実は「斜光のニュージーラン

ド」のご本の中に、第５章に、風土のグラフィティという、風土、風と土ですね、その風土というもの

に照らして実は先生は今から20年前ですけど、反核とか、核エネルギーの問題を論じておられて、いつ

もの筆致で、「『反核エネルギー、反核兵器』を考えるために風土論から始めてしまった」というふうに

断わりを入れられているんですけれども、今日のお話を実は伺って、私の今ご披露した考え方が正しい

のか正しくないのか、ちょっと時間の関係もありますので、簡単にコメントを頂戴できればというふう

に思います。

　それから、本来ならば法律の話をもう少ししなければいけないと思いますが、今日の追加の資料で先

生にご配布いただきました条文、これは実はニュージーランドの非核法、非核法と皆さんおっしゃりな

がら、この法律の全文を見たことがある人というのは意外と少ないんですね。これを気を付けなさいと

いうことでご用意いただいているんだと思うんですけど、ここは早稲田大学ですので一言だけ情報提供

申し上げて終わっておきたいと思います。この1987年の法律の、特に中身については日本では近藤先生

を除くと実はできた翌年の88年に早稲田大学の法学部で永年憲法を教えておられました浦田賢治先生、

憲法九条とか平和論の大家ですけど、その浦田先生が88年にこの法学部の付属でまだありますけれど

も、併設の比較法研究所というところで講演会をされているんです。そこで非常に精緻に、細かくこの

法律の内容について解説をされておられまして、確か「比較法学」という雑誌の22巻２号だったと思い

ますけれども、ネット上で見れますので、それは何かの時に確認いただければと思います。これは情報

提供ですけれども、最初の私の推論というか、浅はかな考えが間違っていないかどうかだけちょっとお

答えいただきましてコメントにかえたいと思います。ありがとうございました。

○�高橋：杉原先生貴重なご指摘をありがとうございます。ご指摘以外の件についても精確にお答えできる

かわからないんですが、最初のニュージーランドへの移民というのは1800年代初期、オタゴ川上流の砂

金を採りに来たんです。ところが実際にゼロだったわけではないんですけど、とても生きていけるほど

の収量があるわけではなくて、結局、そこで食べていくためには木を切って農業をせざるを得なかった

んですね。で、やってきた人たちの最初の移民はスコットランドの人たちで、この人たちはもともと酪

農業に非常に優れた人々で、そこでこの人たちは牧場を始めたのが始まりなんです。

　それから先、本来ニュージーランドは牧畜にあまり向いてない国で、何か生温い雨ばかり降るし、羊

も、繊細な羊の毛はとれないが、とにかく悪戦苦闘しながらの酪農業を拓いていった人たちなんです

ね。ニュージーランド人というのは土に密着して生きていくという点については非常に悪戦苦闘しなが

らあそこで自分たちの生存の場を切り拓いていった人たちだと思います。こういう人々はもちろん自分

たちの自然をどのように利用するかということについて大変強い関心を持たざるを得ないし、そして自

分たちが切り取ってしまった、つまり、はぎ取ってしまったニュージーランドの風土というものがどん

― 133 ―



なに今荒廃しているのかということを自分たちもよく理解しているから風土を大切にする民族として今

は立っているというふうに、そんなふうに私は理解しています。ニュージーランドは本当に農業に向か

ない国なんです。土が最悪です。日本の土は見るだけでおいしそうに見えるというのが私の感想なんで

す。

　そしてもう一点のご質問では、ニュージーランド反核法についての研究ですが、私まことに不勉強

で、杉原先生のご指摘を見落としておりました。お詫びかたがたご指摘に感謝申し上げます。若干付言

いたしますと、本反核法には、核に止まらず、生物兵器の廃絶についても強く規定されています。自然

環境保護は言うまでもなく、ここにニュージーランド人の反人道的破壊手段を廃絶する強い意志が示さ

れていることに留意してほしいと私は考えています。また、今日皆さんに見ていただいたものに付属し

てラロトンガ条約も入っています。これは全文ではありません。タイトルと見出しだけです。この見出

しの文はブルー表示になっていますから、その各章、全部ホームページに帰ることなく、開けます。私

がざっと計算してみると40ページぐらいになります。40ページ分を皆さんにコピーを作って差し上げら

れるだけの時間も労力もなかったので、表のタイトルだけ皆様のお手元にお届けしましたが、これで大

体この非核法の内容はおわかりになると思います。その範囲については第４章だけはリプリントして皆

さんの手元の資料につけてあります。

　それから、ラロトンガ条約についてですが、本当によくできていまして、いやだったらやめられると

いう項目がちゃんとあるんです。１年前通告制度とかですね。したがって、核保有国にはならないで

しょうけど、核艦船の寄港も可能であるような国にいつでも転身できるような規定がラロトンガ条約の

中にはあります。現に、バスアツという国家はソビエトの原子力艦船を入れたことがあります。その

他、言い出すとちょっとその国から苦情が来ると私困るので申し上げられませんけれども、後ほどもし

個人的に、あの国はあぶないぞという話ならばいくらかお伝えできるかと思います。したがって、非核

法、それから資源管理法、ラロトンガ条約、これを全部今はニュージーランド政府のホームページを開

けると取れますので、簡単に見ることができると思います。ということでよろしいでしょうか。

○司会：杉原先生、高橋先生、どうもありがとうございました。（拍手）

　それでは以上をもちまして高橋先生の報告を終わりとさせていただきます。時間の関係上、質疑の時

間が取れませんでしたことをお許しいただきたいと思います。
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〔 閉 会 の 挨 拶 〕

　小　松　隆　二　
（白梅学園理事長・慶應義塾大学名誉教授）

○�司会：それでは本日のプログラムの結びとさせていただきます。白梅学園理事長、慶應義塾大学名誉教

授であられます小松隆二先生に閉会のご挨拶をお願いします。

○�小松：皆様、今日は長時間お付き合いをいただきまして誠にありがとうございます。お疲れ様でした。

報告者の皆さん、コメンテータの皆さん、それから司会の先生、そして早稲田大学の事務の方々と研究

所の先生方、本当にありがとうございました。

　早稲田大学に来ると、どうしても自分の関わった大学と比べてみるのですが、早稲田大学には他にな

いうらやましい特徴があります。それは、他大学と違って、建学以来の理念、先駆者、貢献者を大切に

していることです。そこに大学の伝統や深さを感じます。キャンパスを歩いて見ますと、至る所に、先

駆者・貢献者の石碑・銅像や記念施設が建立されています。

　この小野講堂だって、初期の最大の貢献者・小野梓先生を記念したものでしょうし、同じく早稲田の

基礎を築いた大恩人といってよい高田早苗、坪内逍遥、天野為之、市島謙吉といった東大出身で「早稲

田四恩」と言われる人たちの息吹も、銅像や演劇博物館などを通して感じ取れます。

　この小野講堂の近くには会津八一記念館があります。その隣の一角、むしろ正門の入り口といったほ

うがよいところに、建学の理念を刻んだ「教旨」の像、そして相馬御風の校歌の詞を刻み込んだ碑があ

ります。

　キャンパスの隅の図書館・情報センターには、初代図書館長の市島謙吉の銅像、そしてその正門脇に

は野球部の恩人で、ニュージーランド研究の始祖と言ってよい安部磯雄の記念碑が建っています。これ

ほど先駆者・貢献者を顕彰している大学は先ずないと思います。早稲田に来るたびにそういう感銘を受

けております。

　さて、今日のまとめをしなくてはならないのですが、若干時間をいただきたいと思います。早稲田大

学のニュージーランド研究所を閉じるにあたって、今日の集まりは、その記念に相応しい会になりまし

た。報告も、コメントも、質問も、みなすばらしいものであったと思います。

　一つだけ取りあげても、澤田先生の報告ですが、それに対するコメントも、質問も、日本とニュー

ジーランドが原発や核の問題をめぐって、大切な関係にあるのだと改めて教えられました。これからも

つながりを大切にしなければならないと思いました。

　その点で、早稲田大学で５年間であれ、ニュージーランド研究所が活動できたことは、すばらしいこ

とだったと思います。早稲田大学にとっても、ニュージーランド研究所の存在は誇ってよいし、むしろ

早稲田大学の方からニュージーランド研究所は今後も残ってほしいと評価してもよいと思っています。

今後も早稲田大学には、ニュージーランド研究の先頭に立ち続けていただきたいと願っております。

　ここで、まとめに替えて一つだけ、今日の集まりの共通認識である「独立自尊の国」ニュージーラン

ドについて、感想を述べさせていただいて、終わりにしたいと思います。

　独立自尊の看板は、ニュージーランドにはピッタリだという印象を持ちます。日本で独立自尊と言え

ば、この早稲田のよきライバル慶應義塾の創立者・福沢諭吉を思い出しますが、ニュージーランドの独

立自尊を考えると、今日の共通認識として大変よいタイトルを選んだなと思いました。ニュージーラン
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ド人は穏やかな国民性なのに、意外に自立心の強い頑固なところもあります。

　これまで、ニュージーランドには、世界を先駆した政策・成果が沢山あります。また母国のイギリス

とも独自の政策をとることもよくありました。それらは、実は独立自尊の姿勢につながっています。

　例えば、ニュージーランドは、社会保障・社会福祉、労働政策、あるいは行革、TPPの問題などで、
世界を先導してきました。それと現在の原発・原子力・核の問題をみても、「非核宣言国」として世界

の最先端にいます。それらにもニュージーランドの独立自尊という姿勢がよくうかがえます。

　私が直接ニュージーランドで経験したことにも、ニュージーランドという国は独立自尊の国だなとい

う実感を抱かされたことが何度もありました。例えば、南アフリカがまだ人種差別政策をとっている

頃、そのあり方は国連でも、あるいは英連邦でも、厳しい批判の的でした。その結果、英連邦をはじめ

国連加盟国は公私の交流禁止ということになっていました。

　ところがニュージーランドだけは、公的な南アフリカとの付き合いは禁止しましたが、民間の交流は

自由という方針をうちだしました。それに対して、イギリス等から大変厳しい批判もでました。ニュー

ジーランドに言わせると、同国には、もともとイギリス、オーストラリア、南アフリカを経由して来て

いる移民が多かったため、南アに親戚のいる人が多い。そのため、個人的交流は個人に任せる以外にな

いという判断でした。その方針は、イギリス等から批判を受けても変えませんでした。

　私がニュージーランドに滞在した三五年ほど前のことですが、南アフリカのラグビーチーム・スプリ

ングボックスがニュージーランドのラグビー協会から招待されて同国を訪問します。それに対する反対

デモがすごかったんです。試合になると、デモ隊がグラウンドになだれ込んで妨害したりしましたが、

ともかく南アフリカのチームの招待は計画通り実行されました。

　そういう具合で、国際的には、批判ガ強かったのに、ニュージーランドにはニュージーランドの事情

があると、政府は個人的交流を認め続けました。いい悪いは別に、ニュージーランドの独自性がうかが

えると思います。

　最近でも、原発や、イラク戦争には、イギリスやオーストラリアは参加しましたが、ニュージーラン

ドは参加しませんでした。第一次世界大戦、第二次世界大戦でも、イギリスと一体で行動したニュー

ジーランドですが、意外なところで独自の判断をし、譲らないところがあります。そこにも独立自尊の

国の特徴がうかがえます。

　そして、その先駆性や独自性を発揮したり、維持したりできたのは、どうしてなのかを考えてみます

と、物事の基本・基準が日本とはちょっと違っていることに気づきます。それは、政策や方針の決定で

は、国民・市民の生活、その安全や保障を基軸・根幹に置いているということです。行革を実行する際

にも、また原発政策を策定するにしろ、国の政策を考える時には、市民生活の安全・保障を基軸に置い

て考えてるということです。そこに大きな違いがあります。

　ニュージーランドの政府、政治、行政には、国民・市民に対する信頼感と責任感があって、良い政策

を実行すれば国民の支持が得られ、必ず政権を取れるという国民に対する信頼と責任感がみられます。

　実際に、安倍首相は何を言っているかというと、一に経済、二に経済、三に経済とくり返してきまし

た。国民の生活は念頭の中心にはて入っていません。原発も、経済発展には不可欠だから、廃止するわ

けにいかないと、経済重視で、国民生活の安全や保障にどうかかわるかということはそう重視されませ

ん。

　その点で、ニュージーランドが長く世界に誇る政策を多数先行させたり、重要な原子力・核の問題で

も独自の政策をとれたりしたのも、政治や行政の尺度を国民の真の安全・保障に置いてきた結果という
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ことがいえると思っております。

　本日の会の運営には、早稲田大学総合研究機構、そしてニュージーランド研究所とオーストラリア研

究所の皆様に大変お世話になりました。ニュージーランド研究所もこれで終わりではなく、オーストラ

リア研究所とともに今後も発展を続けられ、日本全体の研究を先導されたら、すばらしいのではないか

と思っております。皆様、最後までありがとうございました。（拍手）

○�司会：小松先生、どうもありがとうございました。皆様、本日の研究成果報告会に最後までお付き合い

いただきまして誠にありがとうございました。それではご講演をいただきました方々並びに本日ご来場

いただきましたすべての皆様方のますますのご活躍を心からお祈り申し上げ、第11回早稲田大学総合研

究機構研究成果報告会を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。（拍手）
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