
    長崎放送局 ２０１５年２月１０日放送 

長崎原爆 １００人の証言 61 田川 博康さんインタビュー 

記者  「原爆投下直前、どんな状況でしたか」 

田川さん 「８月９日は夏休みだった。昭和２０年になって、原爆関係なく、三菱造船所へ 
   の空爆がしょっちゅうあった。突然爆撃があって、遠くでドスンドスンと爆弾

   が落ちる音があって、非常にぞっとする日常だった。毎日が。その中でアメリ

   カの空軍がすごい飛行機を作っていた、爆撃機を。それは１００００メートル

   の高さを飛ぶらしいと。はじめはＢ１７なんですよ。それでＢ２９新型が出て

   きて、子供心に飛行機は近代兵器だし、文明の利器としても非常に新しいもの

   だから興味がある。そのＢ２９は非常に高い所を飛ぶから音がしても見つけら

   れない。実際僕らはＢ２９のおかげで音速と光の速度の違いを勉強したんだけ

   ど」 
 
田川さん 「８月９日はどんよりした曇りでした。警戒警報っていうのがあって、警戒警報 
   はそろそろ爆撃が始まる可能性がありますよと、いよいよってなると空襲警報

   に変わるんです。それは市役所のサイレンでわかる。空襲警報が解除されて警

   戒警報になったときに、ブーンと爆音がした。僕らは経験的にＢ２９だと思っ

   てぱっと飛び出した、そしてここで音がしたからそっちを見た。ちょうど僕の

   家の方から（鳴滝から）松山の方ですよ。しろのこしという山があるんですが、

   その向こうにＢ２９を発見したわけだ。発見した！と言ったとたん、白い小さ

   な落下傘が落ちてきた。それは爆弾でなくてラジオゾンデというＢ２９の落と

   す原爆のいろんなデータを把握するための機械だったんですね。当然そんなこ

   と知らないから、白い落下傘を見た瞬間目の前がもう、真っ赤、だいだい色っ

   ていうか、黄色に近い赤。ばーっとなったもんだから、毎日学校で練習してい

   る目鼻口、感覚器官を全部押さえて地べたに伏せる訓練をしていたので、伏せ

   た。そしたらまもなく、爆風といろんなものが飛んできてふすまは吹っ飛ぶわ、

   頭にはガラスが刺さるわで。僕らの当時の言葉で言えば、直撃弾ですよ。ある

   いは至近弾ですよ。落ちたーっといってもどこに落ちたか分からないのよ。と

   にかく、それで周りが一瞬シーンとして音もしなくなった。それで大変なこと

   が起きたというのが、Ｂ２９を発見した瞬間の２～５分後の出来事ですね」 
 
記者  「原爆が炸裂した時、家の中にいらっしゃったのですか」 
田川さん 「爆音を聞いたとたん、外に飛び出した。Ｂ２９を見るためにね。Ｂ２９を見る 
   のが、まさか長崎が爆撃されると思っていなかったからさ。警戒警報というこ

   とは、大丈夫ですよって言う意味だから。Ｂ２９が通り過ぎるんだろうと思っ

   て見ていたんです。そうしたら結果的にそうでなかった。」 
 
記者  「家の中にはお姉さんとおばさんがいたのですか」 
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田川さん 「おばがいました。何をしていたかは知りませんよ。その後はうちだけでなくて 
   どこもやられているから、近辺全部大パニックでした。しばらくしたら、時間

   の経過とともに、妙に真っ黒な雲ができあがるわけ。雲ができて、太陽が見え

   るわけ。太陽は普通直視できませんよ。真っ黒な雲があがるものだから、日食

   みたいな状況になるんだな。太陽がものすごく近く見えるようになった。そし

   たら、近所の女の人が「太陽が落ちる！」って叫んでいるわけ。あり得ないと

   思ったけど。そしたら、しばらくしたら雨が降り出した。それが黒い雨ですよ。

   とにかく油がぎとぎとした普通の雨じゃない。べたべたして、油雨なんです。

   これだったら両親と別れて４か月になるけど、竹の久保にいる両親は僕を助け

   に来るだろうきっとと思って待ちました。だけどこない。１０日になっても来

   ない。おかしいなよっぽどひどいのかな、うちの周囲がって。２日後だったと

   思いますよ」 
 
記者  「田川さんご自身にケガはありませんでしたか」 
田川さん 「頭に軽いケガ。もちろん血は出ていましたよ。ケガのうちに入らないくらいだ

   けど」 
 
記者  「お姉さんとおばさんは大丈夫だったのですか」 
田川さん 「なんてことはなかった。家の中だから」 
 
記者  「家の中はどんな状況だったんですか」 
田川さん 「もうなんていうか、タンスが倒れて、上にあるものが全部落ちた格好ですね。 
   至近弾だと思ったから、近所に爆弾が落ちて爆風がきたという感じですよ。も

   ちろん障子・ふすまはふっとんで。破れていましたね」 
 
記者  「住み込みで工場経営をしていたご両親は原爆が投下された当時、爆心地近くの 
   浦上にいらっしゃったとのことでした。鳴滝町で両親と離れて暮らしていた田

   川さんは、被爆した後、浦上から両親が迎えに来られるのを２日間、待たれた

   とのことでしたが、浦上が原爆による大きな被害を受けたことを知ったのはい

   つごろですか」 
田川さん 「知ったのは１１日だったと思う。あるおじさんが、４０歳くらいだったかもし

   れませんが、非常に年取ったおじさんに見えて、夏場だからみんな薄着ですよ。

   上半身裸でやけどをした、皮膚が垂れ下がった人が力なくこう歩いて、びっく

   りしました。おじさんどこから？って聞いたら、大橋からって言った。大橋は

   この先なんですけど、浦上の先なんですね、僕らの感覚で言えば。それで、帰

   ってきたってことは浦上を通って帰ってきたことだから、浦上は？って聞いた
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田川さん  ら「なか」って言った。長崎の言葉でね。そのおじさんにとって浦上はないの

   と一緒だったんです。それで僕はびっくりした。親父が来る来ないでない。親

   父がいるところはもうないんだと。なくなっているんだっていう感覚ですよ。

   それで僕は１２日だったと思いますよ。よしって言って、当時１２歳とか年齢

   関係ない。男の子だから。それで家から一歩踏み出して、交通機関なんかない

   ので、ずっと電車通りを歩いて、いまの桜町小学校、当時の勝山小学校だった

   ところから、いまのＮＢＣに行ったら駅が見えたんですけど、ないんです。燃

   えて。駅に行ったら電車が燃えて止まっていて、死体がたくさんごろごろ転が

   っている。いまの長崎駅に行ったら、浦上まで全部見えたわけ。ただ見えたの

   は右手に長崎大学医学部。医学部が右の上にあって、鉄筋コンクリートだった

   から壊れて、忘れもしない、煙突が３本くらいだったかな、そのうちの１本が

   相当長い間折れたまま立っていました。２０～３０年折れたままだったかな。

   それでいまの電車通りをずっと歩いて、ベストウエスタンホテルのあたり、西

   部ガスの工場があった。ガスを作るための石炭が山積みにされていて、それが

   ずっと燃えていたんですよ。それであっと思いながら、死体は転がっているわ、

   防火用水というセメントで作った用水桶がずっと全部にあったんですけど、そ

   こには死体が頭を突っ込んで死んでいました。やっとココウォークの辺りに来

   ると、昔はあの辺りは溝だったんですけど、そこの溝に死体がたくさん浮いて

   いました。そしたら竹竿でひっくり返して、助けに来た人が自分の身内じゃな

   いか、探していた。駅から歩いてきたときに町の音がしない。それはそうです

   よね、エネルギーが動いていないから。近代社会はなにか音がある。でもそこ

   であったのは腐臭だけ。人体が腐ったにおい。あるいは焼けただれたにおい」 
 
田川さん 「それであそこの交差点を左に長崎新聞社とかブリックとかＮＣＣのあるとこ

   ろですよ。あそこに三菱製鋼所という三菱の会場がある。そこに今もある梁川

   橋があって、私の父親の工場に行くところの手前の橋、鉄筋の橋がですよ、い

   まの感覚で１／３くらいねじれ切れていた。いったいこれはなんだと、このエ

   ネルギーは。これはおれたちの鳴滝町の住まいどころでないとそのときわかっ

   た。そしてやっと親父の工場の所にたどりついて、燃えてなかったですよ。半

   焼して半壊したみたいでしたけどね。だれもいない。それで工場の中をうろう

   ろして、そこで気づいたら腹が減っているんですよね。子ども心におふくろが

   たぶんじゃがいもをたくさん買って、工場の隅に置いていたと思う。要するに

   原爆の熱線で煮えている。半熟なんだけど食べて、井戸の水を飲みました。路

   頭に迷うっていうとはあのことだね。周りに何もないし、一歩外に出て、工場

   の周りを回っていた。そしたら、防空ごう、あらゆるところに避難する場所を

   作っていたんですね、当時。町中では僕らの住宅の床を掘って１０人くらい入
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田川さん  れる地下室を作っていた。そこにいったら丘の土手の所をくりぬいて、トンネ

   ルみたいに、いくつかあって、なんかあったら避難するんですけど。そこの真

   横を通りかかったときに、防空ごうの前の土が盛り上がったところに女性が１

   人座っていたんです。当時の女性は全部髪が束髪で、くくっている髪がざんば

   ら髪になって、当時の言葉で幽霊ですよ。女の人の幽霊が真横に座っている。

   真横を通ったら僕の名前を呼ぶわけだこのおばさんが。僕は博康というんで、

   「博ちゃんだね！」と呼ばれた。おふくろなんですよ。おふくろは僕と一緒に、

   僕が両親を待っていたのと同じように、たぶん僕を待っていたんでしょうね、

   ずっと待っていたんだと思います」 
 
記者  「お母さんをやっと見つけたときのご心境は」 
田川さん 「長崎駅付近で死体が折り重なっているのを見たあたりから、普通の人間の感覚

   じゃなくなっていました。１２歳の子どもが折り重なった死体をみて、浮いた

   死体をひっくりかえした人がたくさんいて、防火用水には全部頭から突っ込ん

   でいる。音がしない、においがするのは腐臭だけ。それで親父の工場に行くと

   ころまでの間に人間の感覚が無かったと思う。乾いているというのかな。ショ

   ックが重なって、おふくろに母ちゃんと言ったものの、ほっとしただけ。おれ

   は。親父は？って言ったら、奥で寝ていると。おふくろに聞いたら、うちの親

   父の工場で、苛性ソーダの原液を使っていたそうで。原液を天井につるしてい

   て、原爆が落ちたとき、ちょうど真下を通っていて、苛性ソーダが落ちてきて、

   足の両方にかかって、膝から先が溶けていたんだね。親父は寝ていて、うめき

   声だけですよ。なんの治療もしていないからですね、３日間。声をかけてもリ

   スポンスがない。どうしょうもない。こまったなと思って、おれは子ども心に

   なんとしても治療しないといかんと思った。そしたら、さっき橋がちぎれてい

   たといったけど、そこに三菱製鋼所があって、通るときに、なんか臨時救護所

   があることを見て取ったんですね。そこまで走っていって、そしたら、案の場

   三菱製鋼所の２階に大村の海軍病院が来ていたんだね。とにかくたくさん負傷

   者が寝ている。看護師さんに「看護師さん薬は」って聞いたら、「赤チンだけ 
   よ」と言われた。これはどうしようもない。黙ってしばらく見てたよ。そした

   ら、背中もやけどをし、前もやけどをした女の人が布団に座らされている。背

   中のつっかえ棒が今みたいにないから、布団を挟んで、座っていた。後ろを支

   えにして。しばらく見ていたら、２、３分したら、ずずずっと体が仰向けに倒

   れるわけよ。またそれを看護師がいって起こしてやるだけ。これは仕方がない

   と言って帰って、そしたら、海軍かなんかが、にぎりめしを配給してくれたの

   を覚えています。まともでなかったけど、１２日、１３日と泊まったんじゃな

   いかな。そしたら、親父のおふくろの家は燃えていなかったんですよ。しかし
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田川さん  どうしようもない。ここにいても仕方がない、またやられたら終わりだとだと。

   でも鳴滝も長崎市内だし。だから、私のおふくろの妹がいまの時津の大きな家

   に嫁に行っていた。あそこのおばさんはしょっちゅううちに来ていて、おふく

   ろの妹だけど娘みたいにしていたから、黙って行ってもなんとかなるわと。原

   爆のあと、汽車が浦上駅まで来ていた。で、浦上駅までリアカーを探してきて

   乗せて、２０歳くらいの私の身内が探しに来てくれていたから、一緒に運んで

   もらって、おふくろは歩いて、道ノ尾まで行って、道ノ尾で降りてそれから時

   津まで歩いて連れて行った。（家についた後父親を寝かせて）半日くらいした 
   ときに、滑石に大学の先生が救護所を作っているらしいという噂話を聞いて、

   確たる話でないのに、そこに行くということで、近所のおじさんにたのんで、

   それが１５日だったのかな、終戦とかそういう感覚無いから。時津から滑石は

   長崎に向かって歩くわけだから。それで滑石の救護所に着いたらたくさん学生

   さんらが寝ているわけ。そこに運び混んだ。そしたらそこにいた調教授が、「手

   術！切断！」と言われたな。ひょっとしたらドイツ語でアンプタチオンと言っ

   たかもしれん。僕は切断と聞いた。しばらくして、ぼくは座っているんですよ。

   そしたら、学校の木の机を並べたのが手術台になって、まもなくして切断が始

   まった。大工ののこぎりで。子どもの目にも大工ののこぎりとわかった。その

   ときにうめき声しか言っていなかった親父が「痛い！」と初めて普通の言葉を

   言った。そしてしばらくして手術が終わって、それで一泊しました。私は。医

   学部の学生さんが寝ているところをかき分けて。そして隣の学生の青木さんっ

   ていうかたの頭が割れてここにウジ虫が見えた。かわいそうだと思って看護婦

   さんにウジ虫をとっていいですかと聞いたら、だめって言われた。ウジ虫は薬、

   うみを吸ってくれているよと。薬の代わりよと言われて。ここまでかと思って、

   そこで翌朝両隣とも亡くなっていた。それで帰りなさいと言われた親父を、い

   まだとひとつきもふたつきも入院するような患者を、リアカーにのせて、連れ

   て帰って２日後に死んだんです。救護所日誌を読んでみたら、１５日の所に、

   日にちは明確に覚えていないが、そういうことがあったと覚えている。調先生

   にはその後も会ったが、なんで父親が「痛い」と言ったのか聞けなかったなあ。

   大教授だったから。親父が２日後に死んで、火葬もできずに、そのまま土葬し

   ました。誰にも言えずに」 
 
記者  「お母さんはその後、どうなったのですか」 
田川さん 「おふくろは力なくずっといましたよ。親父が死んで、２、３日ほったらかした

   ら硬直して、しょうがないから土地を借りて土葬して、鳴滝の家におばがいる

   から報告に帰らないといかん。親父は死んだってね。そしたら、時津のおばの

   だんなが「自転車で早く帰ってこい、お母さんが死にかかっている」と。まさ 
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田川さん  かおふくろが死ぬと思わなかった。何の傷もなかったので。考えてみれば、放

   射能の一次障害。髪の毛も抜けている。それで自転車で走ってたどりついて、

   そしたら、親類のおばさんが言うには、「昨日一回息を引き取ったがあなたの 
   名前ばかり呼ぶものだから」と。そしたら僕は初めて涙が出ました。親父は一

   滴も出なかった。そしたら身内の連中が「この子は鬼だ。親が死んでも涙も流

   さない」と。でもさっき言ったけど、助けに来る途中で感覚が変わってしまっ

   ているから、情緒がなくなっているんですよ。予想外のことが突きつけられて

   いる。常識を越えているわけだから、予想外のことが次から次へと起こってく

   るものだから、親父が死ぬときあたりも、当時の男の子はしっかりせろと言わ

   れたから、踏ん張ることばかり感覚的にある。ただおふくろが死んだときには

   どんときて、涙が出て、涙疲れで寝たわけだ。１時間くらい寝たと思ったら、

   ５分か１０分くらいで、目の前で死んでいた。おふくろはおふくろで死ぬとき

   に「早く大きくなってね」と死んでいった。ところがこの大きいという言葉が

   ものすごく強いインパクトがあった」 
 
田川さん 「鳴滝から時津まで自転車で走っているから、やっとたどり着いて、私のなかで

   は母親が死ぬという感覚が無かったんですね、何のケガもしていないし。そし

   たら本当に、「昨日息を１回引き取ったんだよ」と言われて。そのおふくろが 
   まさに断末魔ですよ。それをみたものですから、ものすごくショックで母ちゃ

   んと泣いた。そしたらおふくろが「博ちゃんはようおおきゅうなってね」と言

   ったのが最後だった。そしてすっと息を引き取った。そのときは僕は寝ている

   んですよ。それで揺り動かされて気づいたとき、目の前で息を引き取った。そ

   れでまともな会話はそれだけなんですね。爆弾が落ちたときどうしたこうした

   という話は一切していないもんだから。ものすごく母親は疲れていたんです。

   疲れていたというか、放射能障害がそのころからすでに始まっていたんだね。

   それではやく大きくなってねっていう、大きいという形容詞が僕の中でものす

   ごくインパクトが大きいものなんです。母親との意識した生活は５、６年くら

   い、幼稚園の頃からだけど、ぼくもやんちゃだったから、親父とのコミュニケ

   ーションもほとんどない。親父は僕に対して怒るだけで、母親は助けてくれて、

   まともなコミュニケーションは、その「大きい」だけだったんです」 
 
記者  「ご両親が亡くなって、被爆当時のことを振り返りたくない気持ちもあっと思い 
   ますが…」 
田川さん 「戦後、労働運動が非常に盛んになって、経済が成熟していないときには、労働

   組合運動が盛んなのは当たり前のことで、どういうことが起こったかと言うと

   やたら、町中を左翼系の街宣車が核兵器反対、原爆反対と回っていた。そうい
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田川さん  うのを聞くたびに非常に不愉快なのです。聞きたくない、思い出したくないと

   思っているものですから。思い出そう思い出したくないでなく、胸の中にある

   わけだ。おれの中に、あの風景はリピートしたくないという気持ちが当然ある。

   しかし、僕のなかにはどういう理屈をつけてもあるわけです。たくさん不愉快

   な目にあっているので。親しい友人の中の１人に「おれのおふくろからおまえ

   とつきあうなと言われた」と言われた。親友ですよ。中学生のときに。「あの 
   人は原爆で両親が亡くなっているので、不良になる」と。それで僕は「じゃあ

   よかさ、おまえが嫌と思うならつきあうな、おれはつきあいたかとさ。そした

   らおまえおふくろと話をしろよ」と。そういうことが平気であったりしました。

   うちの両親はずいぶんと人の面倒を見ていましたよ。だから僕は家にいて、親

   父の知り合い、親族全部を知っていた。家にいて、毎日だれかがきて飯を食っ

   ているから。ところが親父おふくろが亡くなったとたん、全部背中を見せるわ

   けね。人間はそんなものだと思うが、言葉とか本音を抑えるのではなくて、毎

   日の生活の中で、人生の乾燥したものを見せられるわけ」 
 
記者  「父親を助けられなかったのが苦しかったんですよね」 
田川さん 「自分としては一生懸命やったつもりだったんですけど、あの苦しかった状況を

   親父は死ぬ短期間の間に倍にしてしまったなと。あの何もしゃべらなかった親

   父が「痛い！」と言ったんだから。そして２日で死にましたからね。手術しな

   ければ、それが１週間だったのかは別として、いわゆる人間としての弱々しい

   後悔ですよ。親父をなんであのときに滑石まで連れて行ったのかという気持ち

   が、言葉に出したくないくらいずっとあった。刺さっていた。トラウマと言う

   んでしょうね。だから、原爆のことを話したくないのは、原爆全般、あるいは

   原爆のあと、いろんな私の周りに起こった諸問題、人間の荒さ、人間の愚かさ

   （が原因）なんですよ。愚かな人の話はしたくない。だから僕は平和祈念式典

   にも行っていなかった。ただ、大学を卒業して２２、２３の時、行ってよかっ

   たと思ったのは、原爆の死没者名簿を見たときに、父親の名前は載っていたけ

   ど、母親の名前は載っていなかった。だからここに来てよかったと思って、名

   前を入れてもらいました」 
 
田川さん 「原爆のことに対する自分の感じ方がいまこの年になっても浅いんじゃないか

   なって。どういうことかと言うと、生き残って僕みたいに大変だったんだよと

   かやけどした傷をもって原爆はこんなにひどかったって言えるのはまだいい。

   何も言えずに、瞬間に、やけどして黒焦げで死んだ人たちのことを考えたら、

   僕は語り部になって写真をみんなに見せたりするときに、あの真っ黒焦げの人

   の写真を見たときに、この人たちは何も言えなかったと、重症であろうがなん
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田川さん  であろうが、生き残った人は幸せだよ。おれたちはね。この人たちのためにも

   何かをしないといけないなと。なんと言ったらいいのかなこの気持ちは。辛い

   ね。あれをみたらね」 
 
記者  「田川さんが、語り部になったきっかけは…」 
田川さん 「（父親の手術に立ち会った看護師の）宮崎さんのこともある（田川さんは最近 
   になって、宮崎さんに再会することができた）。彼女がおれのトラウマをとっ 
   てくれた。おれは偉そうに原爆のことを言いたくないと思っていた。長崎新聞

   に記事が載ってから、友達から電話がかかってきた。新聞をみて、東京在住の

   大学の同級生に回した人がいるんだね。それで連絡があった人が言うには、「お

   れは何かおまえにあると思っていた。しかもおまえは一言も原爆のことをいわ

   なかったと。しかしやはりおまえは何かあったんだな、よく頑張ったな」みた

   いな電話、連絡がしょっちゅうあったわけですよ。それで、私は自分の生きて

   いく common sense（和訳：常識）みたいなものの中に、原爆で死ぬことと、

   戦争のために例えばピストルで撃ち殺された人と、せっかく育って大学までや

   ったけども特攻隊で取られて、肉弾戦で、神風特攻隊で死んでいったその母と、

   その人たちの気持ちと比べば被爆体験は特別なことじゃないなと。ひょっとし

   たら、満州や北朝鮮から引き揚げてそれゆえにずいぶん辱められた毛色の長い

   戦後を味わった人たちのほうが辛いかも知れない。と思っている何か。だけど

   原爆なんて、広島の人、長崎の人は大変だったかも知れないが、戦争で傷つい

   た人間、気持ちの面まで含めてね、みんな一緒じゃないかなと思っていた。と

   ころが、その宮崎さんとの再会があったときに、おれはこれはちょっとまてよ

   と。宮崎さんみたいに一生懸命救護で関わってきた人に、６５年後に、こうし

   た話を聞かせていただいて、おれも何か役に立たないといけないんじゃないか

   なと。それでたまたま僕は８０歳で自分をフリーにすると決めていたから、あ

   と何年生きるか知らないけれど、できるだけそういうボランティア、自分しか

   できないボランティアは、頑張ってやるべきかなということなんですよ。だか

   ら大きな引き金になったのは宮崎さんだな」 
 
記者  「お孫さんに被爆体験を伝える、次の世代に引き継ぎたいと」 
田川さん 「それはまず、する（被爆体験を伝える）とすれば身内からだと。私は娘が２人

   いるんだけども、こいつらは大人だから、僕の身辺周りに起こることを直接言

   わなくても、関節的に新聞を読んだり、私の証言をあちこちで見ているから、

   分かってくれている。ところがこいつらが６年生のときに私が、「おまえが今 
   の年の時に、おれは両親がいなくなったんだよと伝えたときに」「うちはここ 
   にいます」と言われたときに、「ああ、これ経験がないことを親だからといっ
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田川さん  てかぶせたって、どうしようもない。こいつらのキャリア、判断能力で僕のこ

   とを吸収させるのが、大事なことなんだな」と思ったんです。私からは絶対に

   話をしない。僕は誰にだってそうなんだけど、聞かれなきゃぜったいに言わな

   い。それは経営の問題だってなんだってそう。それで、孫は僕は１人しかいな

   い。夏休みだけは孫が僕の所に来させるようにしていますからね。それで、来

   たら必ず私の生活のサイクルとして、仏壇に、線香をたいて、お経を上げて、

   両親の位はい、私を育ててくれたおばさんと、実は私の妹がいたんだけど、戦

   時中に死んだんですよ。それがこれだけ、ちゃんとあれして、いつもここに座

   ってくれるわけ。孫が来たら、子どもたちも座るんだけども、孫の僕に対する

   関わり方が非常になんというか嬉しいんだよね、積極的というか、ろうそくに

   火をつけたり。２年前に、「おじいちゃんのお父さんってどんな人？」って言 
   われた。「そうか、写真ないよな、おまえに見せたことないよなあ」って言っ 
   てそこの祈念館におふくろと父の遺影が両方ありますから、連れて行った。名

   前がこうしたら出てきますからね。（写真が残っていることがありがたい話）。

   あれと孫はひょっとしたらセンチメントが似ているかもしれないかなってい

   う僕の自己満足ですよ。それで、考えた、こいつが６年生になったときに、私

   が両親と別れたときになにか情報をきちんとわたすべきだと。そして、今の６

   年生の子どもが理解するはずないから、一生かけてでも私のドキュメントや資

   料を見てくれればいいなと。おふくろがおれに「大きい」という言葉を与えて

   くれたのと同じように、そういう風に孫が育ったら、もちろん戦争に関する考

   え方とか、核兵器に関する考え方とか、当たり前のこととして伝承できればい

   いなあと。それができなければ、一緒じゃないかなと思った。だからその準備

   をしてるわけ。まだ完結していないけども。夏場にむけて仕上げようと思う。

   一生懸命に悩んでいます」 
 
記者  「お孫さんにいちばん伝えたいことは」 
田川さん 「ひょっとしたらおれ、おふくろと同じことを言うかも知れない。「大きくなれ 
   よ」って。そしたら、おふくろもよろこんでくれるかな。これに勝る言葉がな

   いのよ。大きいっていうサイズ、言葉は、人間の持っているそれぞれのキャパ

   シティのことだから、それ以上の言葉はない気がするんです」 
 
記者  「戦争の悲惨さや核廃絶だけでないと」 
田川さん 「それを含めてね、全部、吸収して大きくなれよと伝えるべきかなと思っていま

   す。自分の体験でおふくろの「大きい」っていうのはそれほどのおれにインパ

   クトがあるなら、それは孫にもそうだなと思う。いま迷う途中ですが、そうい

   うプロセスですね。難しいよな。いろいろ難しいことを考えようとか、表現し
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田川さん  ようとか思わなくもないけども、そういう言葉はナンセンスだと思う。もっと

   包括的にと思うと、おふくろの「大きい」が一番適切な言葉だと思う。だから、

   平和やなんとかでなく、伝えるためにたくさん並び立てて、孫に資料を渡す準

   備をしている。レターの一番最初の部分に、「これを渡す５年前から書き始め 
   ているんですよ」って文章がちゃんとある。で、私はこういう風なことを原爆

   で経験したと書いてある。それで、写真も、原爆も、私が３８歳の時に新聞に

   取り上げられた時の記事も、そういうものを全部。おれはこういう人間だとい

   うのはナンセンスだから、第三者の視点が大事だと思って。それで最後に、お

   れはおまえにこんなことを期待すると書いた。それが最後の編集かなと思って

   います」 
 
記者  「改めて、被爆体験を次の世代に伝える意義についてどう考えますか」 
田川さん 「６５年後に私の父の原爆死にかかわるトラウマが、長崎の大学看護婦の宮崎さ

   ん、父の手術に立ち会った方に話を伺ったことで、溶解したんですね。ひっか

   かっていたものが。結局私は原爆というものが、もう、そうだな、６割から７

   割かたプライバシーと思う部分が多かったので、なるべく人には話したくない

   という複雑な心境だったんですが、これはやはり、日本が第二次世界大戦を終

   わることができた、広島と長崎の大被害の経験者であるとすれば、やはりきち

   っと伝えるべきでないかなと思い直し、覚悟をしたんです。それを一番伝えな

   いといけないのは、自分の身内からだと。なかんずく、男の子の孫がいるとす

   れば、それに僕は伝えることができなければ、ほかの誰にも伝えることはでき

   ないだろうと思って、伝える覚悟をきちっとした。できるだけ、客観的な資料

   を整えながら、私の両親のそういう死に様も含めて、伝えていきたいと覚悟し

   たわけです。まず当たり前のことですが、平和がいかに大事かということです

   よね。で、戦争の原因というのは、非常に哲学的になるかもしれないけども、

   人間が持っている欲望がベスト（最大の原因）なので、そういうものを、人間

   が持っている非常に愚かしいものを認識しながらどうすれば、平和を持って行

   けるのか。なかんずく、日本だけが受けた被害、核兵器による被害という、こ

   れは桁違いの超絶武器ですからどんないさかいがあっても使ってはいけない。

   核兵器に対するしっかりとしたスタンスを持ってもらいたい。それから、人ご

   とじゃないぞという、戦争は人ごとでなく、自分たちの人間の愚かしい部分が

   根っこなんだよときちっと理解をしてもらいたい。そして、成長してもらいた

   いと私は思っています」 
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【父を手術した現場に居合わせた、宮崎さんと５年ぶりの再会】 
・田川さんが宮崎さんの家に訪問 
・扉を開ける。宮崎さんが出迎える 
 
宮崎さん 「ああ嬉しい」 
田川さん 「ちょうど今年で７０年でしょ。６５年間ぼくは父親のことをずっと悩んでいた

   けど、宮崎さんとお会いして本当にあのときここでついつい涙してあれやった

   とですけど、本当にありがとうございます」 
 
宮崎さん 「あのとき思い出しますね。大変ですね」。 
田川さん 「まさか宮崎さんとお会いできると思わなかったですからね」 
 
宮崎さん 「私は永井先生の＠＠の会に入っているんです。そのとき朝長先生が永井先生に

   ついて思い出を語ってくださいと言われたから、私は看護学校２年生の時に講

   義をうけたんだっていう話からして、それから話をしていた。それがなんか、

   原爆のあれをしていらっしゃる方がみんなに話をしてもらえないかという話

   をして、そして話をしたら、おたくと同級生の人が、「手術をしたのは１人だ 
   けか」と」 
 
田川さん 「のこぎりで、大工ののこぎりで手術をした経験がありますと宮崎さんがおっし

   ゃった。そしたら僕の同級生の山田が平和案内人をしていたものですから、手

   をあげて宮崎さんにお尋ねしたんですよ」 
宮崎さん 「１人だけでしたって答えたんですね。それから、会えたんですよね。６５年過

   ぎてから」 
田川さん 「実はその山田は私の会社の常務をさせていたもんだから、連絡があったもんだ

   から、ぜひお礼を言いたいってお願いしたんです。私は本当にいまでも、６５

   年抱いていた、父親と原爆のあの日のことで、ずっと人に言わずに悩んできた

   わけですよ。それで、ああいう時代ですから、手術して翌日帰りなさいって言

   われて、翌々日死んだものですから、なんで救護所に連れて行ったのかってず

   っと悩んでいた。宮崎さんの話をきいて溶けていったわけですよ」 
 
宮崎さん 「壊疽（えそ）で足が腫れてしまって、それが上に上がってきて、もうだめだか

   ら、すぐにアンプタチオ、手術！」 
田川さん 「それで後に、調先生に何回か料理屋であったけど聞けないし。なんで「痛い」

   って…。死ぬまで一言もしゃべらなかった父親が、痛いって言ったもんだから」 
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宮崎さん 「あのときは、ルンバ－ルって腰に腰椎麻酔をしたんですね。腰椎麻酔は、普通

   の時には腰痛麻酔の針を入れる前にちょっと麻薬で痛みをやわらげるために

   刺すんですけど、もうそんな暇がなくて、すぐに腰椎麻酔をして」 
田川さん 「あのあとに私も実は腰椎麻酔をして、腰椎麻酔をするためにその麻酔をしまし

   た」 
 
宮崎さん 「なんであのときしなかったんですかね、よくわかりませんけど」 
田川さん 「もうそんげんね、あのときは泊まらしていただいたときには、医学部の生徒さ

   んが隣に寝て、翌日朝から死んでおられて、そういう状況ですから」 
 
宮崎さん 「あそこの滑石の救護所を開くのは、大学が全滅したでしょ、職員がみんなケガ

   をして、あそこの防空ごうに、角尾先生方、学長たちを入れていたんですけど、

   そんな人が（たくさん）きたら、寝かせる場所がないんですよ。その前に、爆

   弾が落ちたら風になるから、屋根の上の天井板をぜんぶ外したんですよ、廊下

   の。外した板で箱を作らせて、調先生が。そして私たち一晩中、一晩も二晩も

   寝ないで、ガーゼやらシーツ類など消毒して、箱をつくって。そして機械はア

   ルコール煮沸消毒するからよかったんですけど」 
 
宮崎さん 「ああもう、アンプタチオ、切断しようと」 
田川さん 「私もこうして（のぞき込んで）見よっとですよ。大工ののこぎりで切りよっと

   ですもん」 
宮崎さん 「盤踞（バンキョ）といって、大工ののこぎりと同じ（手術用具が）、それが入 
   れていなかったですもんね」 
田川さん 「だから私は、子どもだから分からず、「大工ののこぎりでね」と思いながら。 
    しかしああいう時代ですから、なかとばいねと思いながら見ていました。それ

   で麻酔したときに、ひとこともしゃべらなかった父親が「痛い！」って言った

   から。そして宮崎さんと会って、手術用ののこぎりを忘れたんだと、そして調

   教授が、どこか行って」 
宮崎さん 「私が川本先生に、近所に大工さんいますかって言ったら、目の細かいので磨い

   てもらって、すぐ持ってきてくれた。それで」 
田川さん 「しかしあんまり時間がかからなかったですよね。手術といってしばらくして切

   り出したのが大工ののこぎりだと思ってね、見ていましたもん」 
宮崎さん 「だからみなさんよく動いてもらって助かったんですよ」 
 
田川さん 「僕は鮮明に覚えていますよ」 
宮崎さん 「会えてよかったです」 
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田川さん 「宮崎さんのおかげですよ、私は。救われましたもん」 
 
田川さん 「おかげで私は、誰にも言わなかったけど、本当６５年悩み続けていたんですよ

   ね。本当に世の中ってありがたいものですね。それで僕は語り部をせんば、と

   決意した。これは人に話さないことは美徳じゃないぞ、と。それでやっぱりで

   きるだけきちっと話をしたいと思い、孫がことし６年生になる。僕と同い年に

   なる、そのころのね。６年生になったときに伝えようと、宮崎さんにお会いし

   たころからずっと、孫に伝えることばを作り出したわけです。今記録を見れば、

   宮崎さんのとこにきたのが９月です。それで１０月から僕は始めたんですね。

   宮崎さんのおかげで人間として当たり前の道を歩きよっとでしょうけど、これ

   はやっぱり自分の義務として、しゃべらんのが奥ゆかしかった自分と思ってい

   たんですよ。これではいかんぞ、と。なんでもさらけ出して原爆の厳しさを人

   に伝えないといかんなと思うようになりました。本当に宮崎さんのおかげです

   よ」 
 
記者  「宮崎さんと再会できてどんな気持ちでしたか」 
田川さん 「５年ぶりに会ったけど、なんていうか、そのとき（被爆時）に戻るわけ。初め

   て５年前に会ったときもうたまらなくなって、僕は人の前で涙を流さないけど

   あのときは、なんだろうあの複雑な涙は、きょうも話をしながら、そのことが

   （被爆時）が反すうされる。ありがたいというか、なんというのか」 
 
記者  「宮崎さんと会ったことで過去を振り返る気持ちになったということですね」 
田川さん 「反すうするわけですよね、どうしても。だから閉ざしている部分があるじゃな

   いですか、人間の痛烈な思い出とか、言葉に表せない哀れな状況が続いたわけ

   だから。どちらかと言えば人間は無意識にそういうことにふたをしていること

   がある。宮崎さんと話をすればそのふたが開いていく。そうすると、ハードボ

   イルドのおれがものすごく普通の情緒的な人間になってしまう。それは自覚す

   るのよね。人間はそんなもんじゃないかな。好んで厳しい哀れな体験に無意識

   にふたをしようとする部分があるもんな。誰だってそうだと思う。自分がそう

   だなとそのときにわかるわけ。よみがえってきたときにね」 
 
記者  「「蓋をしたものが開く」ということで、それを持って被爆体験を語るという気 
   持ちに」 
田川さん 「それは感謝ですよ。例えば人間社会の、宮崎さんがこんな元気で昔のことを教

   えていただいて、私のトラウマをはがしてくれた。それで自分のなかにあるこ

   ざかしい common sense（和訳：常識）みたいなものが吹っ飛ぶわけ。やっぱ
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田川さん  り世の中に対する感謝の気持ち。僕は被爆者だから医療費がただなんですよ。

   どんなひどい治療でも、心配することない。これはやっぱり私の気持ちの中で

   言えば、いろいろ言わずに、ちゃんときちんと伝えなさいと。それがおまえの

   義務じゃないかと。終戦直後の僕とは違うものが与えられた、ありがたい話で

   すね」 
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