日本記者クラブ

対談「戦後７０年を語る」

なぜ、どういう気持ちで、我々は２つの
談話を出したのか？
村山富市元首相、河野洋平元官房長官
２０１５年６月９日
戦後７０年という節目に、村山富市元首相、河野洋平元衆院議長の対談を行った。お
二方は、あの村山談話、河野談話の発出責任者でもおられる。あれから２０余年、二つ
の談話が果たした役割、そして、７０年談話に求められることなどについて、率直に語
り合って頂いた。
村山氏は本来はありえなかった首相の座についたことの使命として、戦後５０年の節
目になるような歴史認識を打つ出すことを極めて重要な役割と考えていた。その使命
が全うできないのであればむしろ辞任すべし、との気迫を持って、談話作りに当たり、
当時としては加害責任に踏み込んだメッセージを発することができた、という。それ
を脇から見ていた河野氏は自民党単独政権ではできなかったかもしれない中身であ
ることを認め、戦後５０年がたまさか自社さ連立政権成立にぶつかった偶然を結果的に
よかった、と振り返った。
河野談話については、河野氏がその経緯、意味付けなどその全体像を、かつてない
ほど詳細に語った。それによると、「総じてその意に反して」という広義の強制性に
ついては、その募集、管理などいくつもの局面に、みてとることができた。と同時に
インドネシアでのオランダ人に対する慰安婦徴用においては、強制連行という狭義の
意味での強制性があったことはＢＣ級戦犯裁判資料でも明らかだと述べた。
両氏ともにそれぞれに歴史の節目における政治的役割をきちんと果たし得た、とい
う自負が透けてみえた。
両氏はまた、安倍晋三政権の進める新安保法制については、専守防衛を国是として
きた日本の従来の安保路線の枠を大きく踏み外すものとして認められないと批判、こ
の国会で撤回すべきだと主張した。７０年談話については、両氏とも、安倍氏が結果的
に寝た子を起こすような形になっていることを懸念、各国から後退した内容になった
と思われるようなものであるならむしろ出さない方がましだ、と述べた。（倉重）
司会：倉重篤郎

日本記者クラブ企画委員（毎日新聞）
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充てたいと思いますので、よろしくご協力くだ

司会・倉重篤郎企画委員（毎日新聞） こと

さい。

しは戦後 70 年の大きな節目の年であります。
日本がみずからの過去をどう総括し、未来に向

では、始めます。まずは、それぞれの二つの

けてどう生きていこうとしているのか、国民各

談話、皆さんにお配りしたと思います。非常に

界各層による議論を盛り上げて、それを政治的

短い談話で、1 枚の紙に二つとも入ってしまう

に集約していく極めて大事な局面に差しかか

ような談話です。この談話について、いきさつ

っております。その一つの試みとして、きょう、

と意義について、それぞれ語っていただきます。

ここに二人の方に来ていただきました。

ちょっと趣向を変えてクロス論評してもら

あの戦争についての日本国の発信は、あまた

います。まず「村山談話」、これは包括的な談

あります。いろんな演説、それから国会での答

話でありますから、これを先にして、河野洋平

弁、政府見解、いろいろありますが、その中で、

さんから最初のコメントをいただき、その後、

最も国内外に浸透力が高くて、かつ定着しつつ

村山さんに補足していただく。そして、「河野

あり、長い生命力を持った二つの談話がありま

談話」については、逆に村山さんにプレゼンテ

す。1993 年の「河野談話」と 95 年の「村山談

ーションをしていただき、河野さんに補足いた

話」であります。

だくという形で始めたいと思います。

なぜこの二つの談話が出てきのか、なぜこれ

では、まず河野先生、よろしくお願いいたし

だけ長い生命力を持っているのか、きょうはこ

ます。

の二つの談話について、その談話の名を冠した、
ある意味ではその談話の責任者であられます

★村山談話では過去のしがらみなく議論

二人の方に来ていただき、この談話の持つ意味
と論評していただき、いまの国内外の状況につ

河野洋平 元官房長官

いてもコメントをいただきたい、と思います。

「村山談話」は、戦

8 月 15 日に、まさに出んとする安倍晋三首相

後 50 年という節目に当たって出された談話で

の談話についても、どういった形で、日本国と

あることは、皆さんご承知のとおりです。戦後

してそれを発信すべきなのか、お話しいただき

50 年、まさに時代的にみてもちょうど節目と

たいと思います。

いっていいと思います。しかも、1990 年、あ
の時代はソ連邦の崩壊を初め、米ソ二極による

お二方についてのご紹介はあえていたしま

国際政治、国際社会というものが対立していた

せん。ただ、村山さんは第 81 代の日本国の首

時代が終わりを告げる、そういう大きな国際政

相であります。ことし 91 歳です。

治の中でも変化がありました。新しい秩序は模

河野さんは、外務大臣、副総理、自民党総裁、

索される、そういう兆しがみえてきた、そうい

衆議院議長をお務めになった日本保守政界の

う時期であります。

リベラル派の代表であります。このお二方は、

国内的にも、長かった自民党政権、私にとっ

1994 年にできました村山内閣の総理、副総理

てはまことに残念でありましたけれども、長期

という立場で、あの時代を協力して乗り切って

の自民党政権が、自民党内がやや自壊したよう

こられたお二人であります。それから 20 年、

な形で終わりを告げる、一旦細川政権という非

お二方に何がみえているのか、きょうはお話を

自民政権というものができましたけれども、そ

いただきたいと思っております。

ういう状況の中から、次に村山政権が誕生した

なお、おくれましたが、私は当クラブの企画

わけです。

委員、毎日新聞の倉重と申します。きょうの司

それは、まさに村山政権という連立政権が成

会を務めさせていただきます。トータル 1 時間

立をする、そこに戦後 50 年という時代が来る、

半でこの議論をして、最初の 1 時間 15 分でお

そして、その間、長期にわたって日本の政治を

二方のご対談をいただき、残り 15 分は質問に

支えていた自民党 という政党の中におけるい
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ろいろな議論というものを引きずってきた自

理を担当するということは、それなりの歴史的

民党政治が終わりを告げて、全く新たな自社さ

な役割が課せられている、それは何かというこ

政権という新しい連立政権がそこにできた。こ

とを私は自分で考えたんです。

の政権には、過去の議論のしがらみというもの
はあまりないということから、全く新しい感覚

★辞任の腹くくった談話作り

で、この 50 年間の日本が歩んできた道のりを
整理をするということが望まれていたと私は

この内閣でなければできない課題が課せら

思います。

れているはずだ、それは 50 年の節目にけじめ

その整理をする「村山談話」というものは、

をつける、内政問題やら外政問題について、そ

これもお読みいただければわかるように、そこ

れがこの内閣の役割なので、この役割だけを果

には、この 50 年間、日本が戦後どういう道の

たしたら、この内閣の使命は終わる、という決

りを歩んできたか、多くの国々に協力をしても

意で私は総理を受けたわけです。

らった部分もたくさんある。あるいは、自分の
努力でここまで、焼け野原から経済を立て直し

それは、一つは、内政問題では例えば被爆者

たという国民の努力も、その 50 年間の中には

援護法とか、水俣の問題とかいうような未解決

ある、そういうことに感謝をしつつ、またみず

の問題を解決する。

からの自助努力といいますか、みずからの努力

外政問題は何かといったら、やっぱり過去の

に対しても一定の評価を与えながら、50 年と

歴史に対して反省をして、そして新しい日本の

いう節目に「村山談話」というものが出された、

世界観というものや方向というものを指し示

と私は解釈をしているわけであります。

していくということがこの内閣に課せられた
役割だということ、これだけはやらせてもらお

したがって、この「村山談話」は、前段に、
過去の日本の努力といいますか、道のりといい

う、という決意をして総理になったわけです。

ますか、そして、それは近隣諸国を初めとして、

だから、内政問題を解決するし、それから外

欧米諸国からも協力を得ながら国が進んでき

政問題については何とかけじめをつける意味

たというわが国の道のりを書き、そして、その

で、過去の戦争の反省をして、そして、これか

後に、わが国がこれからやらなければならない

ら生きる平和の外交というものを、平和憲法も

さまざまな問題についての考え方を書き、一番

つくっているわけですから、明らかにするとい

最後には核廃絶についての決意、唯一の被爆国

うので談話を出させてもらったわけです。

であるわが国が核廃絶について真剣に取り組

やっぱりこれができなければ、私は総理をや

んでいかなければならないというようなこれ

っている意味がないので、仮に否決されるよう

からの問題についての決意を書くということ

なことがあれば、それは総理はやめる、という

になっておりまして、私は「村山談話」という

ぐらいの腹構えでやらせてもらったわけです。

ものは、村山総理のリーダーシップによって、

幸いに、いまお話がありました河野さんやら、

自社さ政権ですから、それぞれの党の理解とご

それから武村さんやら、皆さんのご理解もいた

協力もあって、この談話ができ上がったという

だいて、閣議では満場一致で決定をして、談話

ふうに考えて、この談話が極めてバランスのと

を発表されるということになったわけです。

れた立派な談話だと考えております。

これはもう 20 年前の話ですから、私はもう、

司会 村山さん、補足されることはございま

こんなことでいま「村山談話」をまた蒸し返し

すか。

て議論されるとは全然想定もしていなかった

村山 私は、総理になるようなことを全然考

です。安倍さんの内閣になって、「村山談話」

えたこともありませんし、またなれるはずもな

が脚光を浴びて問題になっているわけですけ

い人が総理になったわけですから、ちょうどそ

れども、ある意味では「村山談話」というのは

の 50 年の節目ですから、この 50 年の節目に総
3

国民の皆さんはあまりよく知らないんです。

いか、というだけのことで使った言葉なので、
それは別に反論はありませんでした。

だから、いまごろになって、「『村山談話』
とは何ですか」という質問が僕にありますしね、
それから、「何で日本だけがそんなに謝らなけ

★「誤った国策」とは何だったのか

ればいかんのですか」という批判もあったりす
るんです。
ですから、私は、ある意味では、過去の歴史
をもう一遍考え直すという意味では、いい機会
を与えられたのではないかというふうにも思

司会

反論はなかった、最後には。

村山

ええ。

司会

それからもう一つ、この談話をよく読

っていますけれども、そんな意味では、「村山

むと非常に意味深い言葉がありまして、「過去

談話」というのはそれなりの意味があったとい

の遠くない一時期に国策を誤り」という部分が

うふうに私は自分で思っています。

あるんですね、では、誤った国策とは一体何な
のか。あえてああいう形で言うことの意味があ

それから、この「村山談話」というのは、何

ったのか、あるいは、何か村山さんの頭の中に

も謝ることが目的で出したわけではないんで

あったのか、それについてはいかがでしょうか。

す。これから日本が進むのも、平和憲法を持っ

村山

ている日本の国が、戦争はしないんだ、平和で

いろんな見方やら表現の仕方はある

生きるんだということを国で宣言する、そのた

と思うんですけれども、いろいろ考えてみて、

めには、過去の歴史というものをしっかり反省

例えば日本が軍隊の強化を図ってきて、ロシア

をしたうえで、再び過ちは繰り返さないという

戦争をやり、ロシア戦争で勝って、そして満州

決意でもってこれからこう生きるんですとい

を、これは日本の生命線だといって満州を確保

うことを証明する必要がある、という意味で、

して、あえて偽装独立国をつくって日本の支配

歴史認識というものを出したのであって、何も

下に置く、で、どんどん中国を侵略していくと

それだけが目的で出したわけではないんです。

いうようなことについて、私は、それ以外に表

そのことは、皆さん方によくご理解を賜ってい

現のしようがないのではないかというので、皆

ただきたいと思います。

さんとも議論をした結果、まとめた形なんです。
司会

司会 そこで、村山さん、ちょっと 20 年前

この談話の最後のほうに、「独善的な

を思い出して、幾つかの事実関係を確認したい

ナショナリズムを排し」
「国際協調を促進する」

んですけど、「侵略」という言葉、あれは「侵

というワーディングがあるんですね。これはあ

略的行為」にすべきだとか、いろいろ議論があ

まり注目されていませんけれども、これは 20

ったと思う。抵抗もあったと思う。それはどう

年前の言葉でありましたけれども、まさにいま

やって決着されたんですか。

のこの状況に対して、何か通用するような言葉
でもあるような気も私はするんですが、「独善

村山 侵略行為とか、それから「まあ、侵略

的なナショナリズム」という言葉と、それから、

なんていうことはどこの国でも過去にやった

いままさに「国際協調のための積極的平和主

ことじゃないか。だから、あえて触れる必要は

義」ということを言われているわけですけれど

ないんじゃないか」というような意見やら、い
ろいろあったことは事実なんです。だけれども、

も、これについてはいかがでしょうか。

それはあれだけの日本の軍隊が中国を侵略し

村山 「独善的なナショナリズム」というも

ていったんですから、この歴史的事実は否定で

のは、これは否定するといったって、どこの国

きない。それから、韓国は 36 年間も植民地支

だってナショナリズムというものはあるわけ

配をしたわけですから、こういう歴史的な事実

ですからね。だけど、それがいい方向に展開し

は否定できない。だから、歴史的にあった事実

ていくということならいいんですけれども、自

というものは率直に認めることが必要ではな

分の国だけが特別に持っているいいところな
んだといって、あえて誇張し過ぎて、それを世
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界に広げていくというようなことを考えるこ

で、こういう談話がつくられたなと、私は非常

とは間違いなので、あまりそういうことにこだ

にいまでも感慨深いものがあります。

わってはいけない。それが誤らせるもとになる
という意味で、それは排さなければいかんとい

★河野談話は勇気ある謝罪だった

う言葉を使ったのであって、それは、僕は間違
いではないというふうに思っています。

司会

司会 河野さんにも、一言お伺いします。い

歴史の偶然なんですか、必然なんです

か。

まお話を聞いていますと、これは特殊、村山政

河野

権のもとだからできたんだというような印象

それは見方によって、偶然と思われる

も抱くんですが、if の世界ですけれども、も

方もあるでしょうし、必然だと思う人もあると

し自民党政権が続いていれば、こういった談話

思いますね。
司会

は出たでしょうか。

では、次に「河野談話」のほうに移り

たいと思います。これについては、村山さんの

河野 まあ、それまでの間、相当長期にわた
って自民党は政権を担っていて、自民党の中に

ほうからプレゼンテーションをお願いします。

も、常に両説があったわけです。言ってみれば、

村山 「河野談話」というのは、日本と韓国

俗説的な言い方をすれば、タカ派があり、ハト

と戦後、基本条約を締結して、国交を回復をし

派があり、その両派がいろいろしのぎを削って

てきたわけですね。これまで、韓国に対して、

いた時期がある。多数派はタカ派と言われてお

具体的に、こういう問題について事実を明らか

りました。しかし、私は実はそのころハト派に

にして、そして謝罪をしたなんていうことは、

属しておりましたが、私はハト派に属していて

かつてないんですよ。これは「河野談話」が初

も、自民党という党の中では、確かにタカ派の

めての談話なのであって、私は非常に勇気ある

ほうが多いかもしれないが、これは政治の世界、 談話だったというふうに敬意を払っています。
非常によかったと思っています。
例えば本会議場に行けば、必ずしもタカ派が多
数ではないだろう、ハト派の主張に共感してく

「河野談話」は、いろいろ事実も調べたりな

れる議員はもっとほかにたくさんいるという

んかして、資料も調べて、最終的には韓国政府

ふうに思っておって、自民党の中の議論では、

も了解した形で談話を出されたわけです。あの

多数は向こうかもわからかんが、必ずしもそれ

談話が出たことによって、どう実践をしていく

は国民全体の民意ではない、あるいは政治の世

かという段階の中で、いろいろあったんだけれ

界全体では、必ずしもわれわれは少数派ではな

ども、一番大きな見解の違いというのは、韓国

いというふうに思っておりましたから、自民党

の側では、あくまでも慰安婦の問題というのは

が続く限りはこれが続くけれども、そうでなけ

犯罪ではないか、だから、犯罪者も明確にして、

れば、それはそう簡単にそのままいくとは思わ

国は賠償すべきだ、それでなければ許すわけに

ない。それを願っていたわけではありませんけ

はいかん、認めるわけにはいかん、こういう強

れども、自民党がああいう形で瓦解して、過半

硬な意見が一方にある。

数を失う、そして他党の協力、あるは他党と一

日本の場合には、基本条約で全て解決した問

緒でなければ政治というものが進んでいかな

題だ、だから、同じ賠償を 2 回もすることがで

いという状況になれば、私は、やはり違った結

きない、何かいい方法がないかというのでいろ

果が出てくるだろうと思っておりまして、村山

いろ検討した結果、あの女性基金というものを

さんという、本当に信頼度の高いリーダーがそ

つくって、国民から募金を募って、償いをする

こに存在することになって、いま村山さんがお

ということになったわけですけれども、そうい

っしゃったような考え方が多数派を占めると

う状況の中で、この問題については、比較的ス
いうことになったわけで、これは私にとっては、 ムーズにいこうとしていたんです。だから、ど
あの 50 年という節目によくぞこういう顔ぶれ
こかで最終的な決定をつけなければいかんと
5

いうので問題は残っていますけれども、しかし、 界がありますよね、この調査には。それは慰安
あの「河野談話」が出たことによって、日本政

婦の皆さんも、16 人ばかり呼んで、いろいろ

府も努力をするし、韓国側との話し合いもやる

意見を聞いたりなんかしているんですよ。して

し、というような形で前進をしておったんです。 いるんだけれども、それは意見を聞いただけで
その過程にあったわけです。

あって、裏づけの調査をしていないじゃないか

それで、安倍さんが第二次安倍内閣になって、 というようなことを言ったって、裏づけの調査
のしようもないのでね。
「河野談話」を継承するわけではない、見直さ
ないかん、というような発言をし出して、しか
も、また国会の中でも問題を取り上げられて、

★総辞職直前に自らの手で発表

蒸し返す。あの談話には確たる証拠がないでは
ないか、というので再び問題を提起して、怒っ

ですから、そんなことを突き詰めて問題にす

たわけです。
だから、ずうっとおさまりつつあった問題を、
そういう発言をすることによって、寝た子を起

る必要がないので、起こった事実、やった事実
は間違いないわけですから、その限りにおいて
は悪かったことは悪かったと言って謝るのは

こしたような形でもって、また慰安婦問題が再

当然であってね、それなりの償いもするといっ

燃をして、国際的にも問題になる、こういう状
況をつくり出している。このやり方については、
私は、決していいことではないと思うんです。

て問題を解決するということは当然なので、そ
ういう努力をこれからもしていかなければい
かん、という課題が残っている矢先に、あの談

どこの国でもやっているとかという意見も

話は何も継承する必要がない、確たる証拠も調

あるんだけれども、どこの国でもやっていると

べていないじゃないか、もう一遍調べ直すとい

いったって、いいことならいいですよ。だけど、

うようなことが問題になって、蒸し返して、そ

悪いことを、何も重ねて問題にする必要はない

してまた国連の人権委員会なんかでも問題に

と私は思うのでね、何のために再びまた問題を

なって蒸し返すし、いろいろな民間の発言もあ

提起して蒸し返さなければならなかったのか、

ったりなんかして、いまや日本国民全体がそう

どう考えても私は不思議でならないですよ。

いう問題に対する考え方について疑念を抱か

これはもう、明らかに日本の軍隊が作戦上必

される、日本の基本的人権に対する不信な気持

要としてつくっているんですよね。なぜ作戦上

ちを募らせているだけだ。こういう結果に終わ

必要かといったら、やはりレイプなどを行って、 っていることは、本当に私は残念に思いますね。
治安がよくないということも一つあるでしょ

私は、そんな意味では、「河野談話」という

うしね、それから、何よりも病気が蔓延して日

のも、ある意味では、和解をつくっていく一つ

本の戦力に影響するということもあるでしょ

の機会をつくった歴史的な文書だというふう

うし、それから、いろんなことでスパイ行為が

に、私は非常に評価していますけれども、その

そういうものを通じて行われるというような

ことは、国民の皆さんが認めて、よかったこと

こともあるかもしれない、だから、これは軍と

はよかった、悪かったことは悪かったという判

しては作戦上必要だから何とかしてつくれ、と

断をきちっとしてほしいと私は思いますね。

いうことでつくり出したわけですからね。しか

司会

し、軍が直接経営するわけにいきませんから、

随分いろいろと語っていただきまし

たけれども、河野さん、補足があれば、お願い

業者に委託してつくったことは間違いないで

いたします。

す。

河野 「河野談話」は、宮澤内閣、宮澤総理

しかし、その慰安婦を集めるのに、どういう

が訪韓をされて、韓国の政権側からこの問題に

方法で集めたかというようなことについても、

ついて提起をされて、「帰国して、よく調査を

いろいろ調査もしていますけれども、それは限

しましょう」という約束をして帰ってこられた。
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その宮澤訪韓の少し前から、いわゆる旧従軍慰

て、そして、必ず帰って調査をしましょうと宮

安婦と言われる人が日本へ来て訴訟を起こす

澤総理が約束をして帰ってこられた以上、これ

というようなことが出てきて、こういう問題が

はできあがっているなら、まとまっているなら、

依然として相当深刻な問題としてあるんだな

宮澤内閣で発表したほうがいいということを

と、何となくそういう雰囲気はわかっていた時

最終的に確認をして、それでは、官房長官の談

期でもありましたから、宮澤総理も韓国へ行っ

話として発表しましょう、ということで、総辞

て、それは帰って十分調査をしましょう、と約

職直前の時期でありましたけれども、それを次

束をして帰ってこられたというのが始まりで

の内閣に引き継ぐということではなくて、そこ

ございます。

は宮澤内閣自身の手で公表するということに
いたしました。

私の前任者、加藤紘一官房長官ですが、加藤
官房長官が総理から、この問題の調査に当たれ、
そして報告書をつくれ、という指示を受けたわ

★談話の全体像を見てほしい

けです。官房長官としては、当然、内閣の外政
審議室に命じて、資料を集める、そういう作業

それから、談話の中にはいろいろな議論があ

が始まって、そして国内、あらゆる省庁に、何

りますが、まず、包括的に申しあげておかなけ

か証明するような、それがわかるような文書は

ればならないのは、あのいわゆる従軍慰安婦に

ないか、あるいは証人はいないか、というよう

ついての談話は、調査をしてまとめたものは、

なことをずうっと広く広く調査をしたわけで

いわゆる従軍慰安婦全体について調査をした

す。あるものはできるだけ集める、しかし、残

ものでございます。韓国の慰安婦と言われる人

念ながら、すでになくなってしまっているもの

についてだけ書き込んであるわけではありま

もあるという感じです。こういうことがあった

せん。そこのお手元にある談話をお読みいただ

んだけれども、それを証明するような文書はす

きますと、その中に、数行にわたって、日韓の

でにない、というようなことが言われる。中に

関係、韓国についてはこういうことがあったと

は、アメリカまで行って資料を探すというよう

いうことが書かれておりますが、そこは特に韓

なことまで再三繰り返しやりました。

国との関係について書いてあるわけでござい

私は加藤官房長官の後を受け継いで官房長

ますが、全般的には、いわゆる従軍慰安婦全体

官になったわけですが、私も外政審議室と話を

についての調査についての報告というふうに

して、報告書といいますか、談話を出すに当た

お読みいただきたいと思っております。

って、全て証拠のあるものについてだけ談話に

村山総理からも話がありましたように、二十

書こうということを話し合いました。

数年たって、この問題がこういう形になるとい

そして、外政審議室が本当に努力をされて、

うのはまことに残念なことでございます。談話

話を聞くと、それはもう本当に大変だったと思

を出してから十数年間、日韓関係は非常にスム

いますけれども、努力をされて、証拠の文書を

ーズに両国の理解と協力が進みました。サッカ

集める、証拠の物件について確認をする、そう

ーのワールドカップなどは共催で行うという

いうことをやって談話をつくったわけであり

大変難しい仕事も、両国のご理解と協力によっ

ます。

て行うことができたり、それ以外にも、韓国に

その談話は、問題が幾つもありました。一つ

おける日本文化の開放でございますとか、日本

は、宮澤内閣が不信任案を受けて、総辞職をし

側においてもハングルで国立の学校の試験が

なければならないという直前になって、談話を

受けられるようになるとか、さまざまな問題が

発表するかどうかという問題、議論が出てまい

進んできたわけで、その間、両国関係は、私は

りました。

このままいけば非常にいいものになるのでは

しかし、宮澤内閣として韓国から要請を受け

ないかというふうに思っておりましたところ、
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ここ数年間、まことに残念な状況になって、こ

われ方をされるんですね。

ういう議論が高まってきて、メディアの調査な
どをみても、両国国民の、相手国に対する信頼

★インドネシアでは強制性あった

度がまことに低下してしまう、信頼できないと
うい数字があれだけ高くなってしまったとい

この談話は、皆さん、手元でみて読んでわか

うことはまことに残念。

るように、いわゆる強制性をどう書いているの

とにかく近隣諸国といっても、日本に一番近

かですね、日本軍あるいは日本政府の慰安婦た

い韓国との関係がこういうことでいいわけが

ちに対する強制性がどの程度あったのかとい

ない。何としても日韓はお互いに協力し合って

う一つのポイントであります。談話の中には、

いかなければいけない、そういうふうに私は思

いわゆる広義の強制性、狭義の強制性などとい

っております。世論調査の中でも、両国は協力

う議論がありますけれども、そういうことを抜

していくことがいいというふうには、国民の皆

きにしてみますと、別に強制的に云々という明

さんも相当思っておられるようですが、ぜひこ

確な言及はありません。ここにあるのは、総じ

の問題については、お互いの理解が進んでいっ

て「本人たちの意思に反して云々」という議論

てほしいというふうに思っております。

があります。というのがまず一点です。

司会 そこで、河野さんに何点かおたずねし

それから、強制性について、この談話にはそ

ます。
いまおっしゃったように、この談話の日付が、
1993 年 8 月 4 日なんですね。宮澤政権の退陣

れほど明確にはないけれども、河野さんが、あ
のときの記者会見、8 月４日の 20 年前の記者
会見で、記者団に質問されて、そのやりとりの

が翌日、8 月 5 日ですよね。退陣の前日です。

中で必ずしも強制性を否定しなかったという

しかも、もうすでに細川政権ができることがわ

ことをもって、それを日本政府が強制性を認め

かっていた中での、ある意味ではドタバタの記

たのではないか、というような議論がされてい

者会見だと思ったんです。やはり宮澤政権のう

ます。

ちに処理しようということは、最終決断はどな

これについて、私は少し勉強してみましたけ

たがされたのか。それで、それを河野さんはど

れども、日韓において明確な言い方をされてい

ういうご心境で記者会見されたのか。

ないけれども、インドネシアのオランダ人女性

河野 私は発表したいと考えて、総理の了解

に対してどういうことがあったのかという観

をとりました。

点からみれば、強制性以上のものがあったと、

司会 なぜですか。

私個人の受け取り方をしているんですが、これ

河野 さっき申しあげたように、この内閣で

については、どうお話しされますか。

調査をしてでき上がった談話ですから、この内

河野

ちょっと繰り返しになりますけれど

閣の責任において公表するということが重要

も、この談話は、先ほど申しましたように、宮

だと思っておりましたから。

澤総理が韓国へ行ったときに、韓国から要請を

司会

細川政権には引き継ぎはされたんで

されて、いわゆる従軍慰安婦についてよく調べ

すか。

てみましょうと言って帰ってこられて、調査を
命ぜられた、そして調査をして、この談話が出

河野 談話は公表してしまいましたから、そ

されたという流れから言って、この談話が、日

ういう意味の引き継ぎはございません。

韓関係といいますか、韓国のいわゆる従軍慰安

司会 それと、いまおっしゃったように、談

婦について非常に重視して書かれているとい

話の全体像というのが、意外とあまり語られて

うふうにごらんになる方が多いと思います。

いなくて、日韓問題中心に議論されているよう
な気がするんですけれども、よくこの談話につ

事実、この中にも、いわゆる従軍慰安婦とい

いて議論される一つの争点として、こういう言

われる人の中には、当時、朝鮮半島におられた
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女性が多かったということを書いて、韓国との

が極めて多かったということは、これは言える

関係が非常にあったということを書くと同時

と思います。

に、いまお話がありましたように、総じて本人

ただ、談話の中に書くときには、「強制的に

の意思に反して募集が行われる、あるいは管理

集められた」とか、「強制性があった」とか、

が行われるということがあったというふうに

「強制連行であった」というふうに書くには、

書いてございまして、本人の意思に反して集め

十分ではないだろう。とりわけ日韓の、韓国の

られ、管理をされた――管理という言葉が適当

従軍慰安婦については適当でないだろうとい

かどうかわかりませんけれども――というこ

うことで、「総じて本人の意思に反して」と書

とからして、それは広義の強制性というものが

きましたが、いまお話があったように、それで

そこに認められたのではないか、というふうに

は、強制的ないわゆる強制連行はなかったのか

われわれはみていたわけです。

といえば、インドネシアにおけるオランダ人女

しかし、先ほど申しましたように、文章があ

性のケースからみると、これはインドネシアで

ったわけではない。つまり、腕を引っ張って連

集められていた女性を、軍が行って、明らかに

れてきたとか、襟首つかんで引きずり出したと

それは強制的に連れ出して、そして慰安婦とし

かということが文章で残っているわけではあ

て働かせたというケースは、これはオランダの

りませんから、そういうことを書くわけにはい

調査によっても明らかで、オランダ政府もそれ

きません。しかし、本人の意思に反して集めら

を明らかにしているところです。

れた、その集められ方は、甘言によって、つま
りうまい話をして集めた、あるいはうそをつい

★女性基金が理解されなかった理由

て集めた、別のところで働き場所があるから来
ないか、と言って集められたものもあるでしょ
う。あるいは、最近総理もご発言になっており

それに対して、いや、その施設はすぐにやめ

ますけれども、人身売買によって集められたん

たんだよ、しかも、それは裁判によって責任者

だ、そういうケースもあったかもしれません。

も処分されているから、これはもうなかったこ

しかし、総じて本人の意思に反して集められた。 とだよ、とおっしゃる方もおられますけれども、
そのことによって事実がなかったということ
そして、しかも、なおかつ――ここが一番大
は絶対に言えない。事実があったことだけは間
事なところですけれども――集められた結果、
違いがない、というふうに私は思っておりまし
極めて強制的に働かされた。それはもう、嫌だ
て、強制連行ということもあったということは
から帰るというわけにもいかないし、嫌だから、
言っていいと思うんです。
言われたとおりしないというわけにもいかな
司会 オランダとの関係において……。
い、極めて強制的に働かされた。
そして、また軍が移動すれば、移動のたびに

河野

軍の準備した車に乗せられて移動している。完

すね。

オランダとの関係について言えばで

全な軍の管理のもとに移動する、ということに

で、私の談話発表後の記者会見での話は、い

なって、その部分をみれば、これはもう明らか

ま申しあげたように、集められた後の管理、あ

に強制性があったとみるのは当然だろうと思

るいは仕事に対する命令、そういったものを含

うんです。

めれば、これは明らかに強制性があったと言っ
ていいと私は思います。

集められた部分については、いま申しあげた

司会

ように、いろいろなケースがあった。甘言によ

そこで、村山さん、「河野談話」を受

って集められたこともあるし、人身売買のよう

けて、村山政権で女性基金をつくりましたね。

な形もあったかもしれない。しかし、それもい

それが一定の仕事をした。しかし、結果的に、

わゆる広義の強制性という意味では、つまり、

それがあまり最終的な理解を得られずいまに

本人の意思に反して集められたというケース

至っているということなんですけれども、この
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二つの政権にわたってそういう声明を発し、そ

けれども、基本条約が締結されて、賠償問題は

れを基金という形にした、しかも補償したわけ

全て解決しているという前提に立つならば、ま

です。国がどれだけ責任を負っているかどうか

た同じような賠償をすることは無理だろう、と

は別にして。こういったケースは、多分、日本

いうので、国ができないならば、国民がかわっ

が戦後補償の中で、敗戦直後に幾つかのことは

て募金を募って償いをさせてもらおうという

していますけれども、その後、冷戦崩壊後、そ

ので基金は発足したんです。

ういうことは一切していないと思います、ほか
のケースでは。それはなぜできたのか。そして、
それがなぜ最終的に韓国の人たちの理解を得

★政治が交流を邪魔してはいけない

られなかったのか、その辺について、どうです
ところが、それが何か新聞の報道で、最初に

か。

希望を募って見舞金を出すというようなこと

村山 私は昨年、韓国を訪問しましたけれど

で報道されて、見舞金なんていう涙金は受け取

も、これほど慰安婦の問題が国民的な課題にな

れないといって拒否されたんです。最初からそ

っているとは思わなかったですね。それは中学

の印象があるものですから、いくら償いをする

生に至るまで、慰安婦の問題についてはみんな

んだ、償いをするんだと言っても「償い」とい

知っていますよ。何て日本の国はひどいことを

う言葉が向こうに通じないんですよ。それで誤

して、後の始末もしないのか、というような強

解があって、なかなか受け入れられなかったと

い感情を持っていますね。

いうような経過があるんです。

だから、いまや国民的な一つの大きな課題に

私は昨年、韓国に呼ばれて、参りまして、い

なっている、というふうに私は認識しましたけ

ろんな集団の中でそういう挨拶をする機会が

れども、そもそも慰安婦の問題というのは、91
年に、金学順という女性が、老人ですけれども、
訴訟を起こしたんです。そして、記者会見をや

ありましたから、女性基金の問題について、こ
ういう考え方でやったんだ、国民が、国ができ
ないなら、こういうことがあったとは知らなか

り、いろいろ問題を広げていって、そして世界

ったけれども、知った以上は、このままでは済

に、こういう問題があったんだということを知

まないというので、わずかな金だけれども、そ

らしめたわけです。それから、この慰安婦の問

の償いに充ててほしいといって募金をした方

題というのは大きな問題になっているわけで

もたくさんある、その国民の善意はそのまま了

す。

解してほしい、こういうお話もしたんです。

そして、2011 年に、109 人のお年寄りが、お
ばあさんたちがこぞって告発しているんです。
憲法裁判所に告発しているんです。韓国の憲法

なるほど、そんな話が最初からわかっていれ
ば、もっと受けとめ方は変わったかもしれない。
けれども、慰安婦の皆さんにしてみれば、もう

裁判所は、この慰安婦の問題について決着をつ

これだけの犠牲を払ってやられたことを、単な

けなかったのは、韓国政府の責任だということ
をちゃんと示しているわけです。韓国政府も、
憲法裁判所からそこまで裁決されると、それは

る見舞金で、涙金をもらって済まそうなんてい
うことは許されない、こういって反発が強くて、
なかなか受け入れられなかった、こういう経過

もうたまらなくなるものですから、何とかして

があるんです。

ほしいといって日本に強く要求してくるとい

ですから、私はさっきもちょっと触れました

うようなことになって、そして事が再燃してい

けれども、安倍さんが「河野談話」を見直す、

るんですよ。

やり直すなんていうことを言わなければ、そん

ですから、
「河野談話」というのが出てから、

なこともなくて済んだんじゃないかという気

女性基金をやって、そして、いろんな誤解があ

がしますよ。そして、また、今後の問題につい

ったんですが、誤解があったというのは、女性

ても、もっとお互いに理解し合えるまで話をす

基金というのは、国が当然補償すべきだと思う
10

れば解決する問題だと思っていますけれども、

一時は中国も、政治はどうしても進まないか

ここまでこじれてくると、なかなか難しいです

ら、これは横に置いて、経済交流をやってくだ

ね。残念です。

さい、文化交流をやってください、というふう
に言っていましたけれども、しかし、本格的に

司会 わかりました。今後の問題については

そういうものが進むためには、やはり政治がそ

また後で聞きます。

れを邪魔するというようなことがあってはな

談話の問題は、また後で、質問を受けますの

らないのです。

で、次に、いまの、せっかくこういう形でアジ
アに対する和解政治が進んでいる中で、いまま
た再び中韓とぎくしゃくした雰囲気が改めて

★安倍氏が寝た子を起こす

出てきていますね。これについて、ご両氏は、
中国に行かれたり、韓国に行かれたりされてい

韓国についても、私は随分と韓国と日本との

ますから、どんなふうにごらんになっているの

間の文化的な交流は進んで、草の根レベルの交

か、まず河野さんから、その辺、いかがでござ

流は進んでいる部分があると思います。しかし、

いましょう。

それが内向きのナショナリズムによってそれ

河野 中国について言えば、中国は日本と協

が阻害されかけているということは非常に残

力をしていきたいという気持ちは随分あると

念なことで、これはぜひ政治のレベルでもしっ

思うんですね。随分あるというふうに私は思い

かりと両国の交流をやってほしいと思います

ます。そして、それが日中の首脳会談の実現と

ね。

いうことになったわけですが、しかし、その一

司会

方で、中国は経済の将来を考えたり、あるいは

村山さん、同じ質問ですが、どうです

か。

中国自身の将来を考えると、やっぱり周辺国と

村山

は仲良くやっていかなければいかんというこ
とを基本的には考えているように思いますね。
習近平国家主席の周辺国外交などというのを

私は、昨年の 1 月に中国から招かれて

中国を訪問しました。そのときに、唐家璇やら、
いまの指導者に何人かお会いしたんですけれ
ども、彼らが異口同音に言うのは、安倍さんは

みると、近隣諸国とは仲良くやらないといかん

非常にいいことをしてくれた、中国に。それは

ということを言っていますね。

なぜかというと、第一次安倍内閣のとき、小泉

そう言いながら首脳会談をやったんだけれ

さんが靖国神社に訪問をして、5 年間、首脳会

ども、まだ、もう一つ、信用し切れないという

談が行われずに凍結しておったんです。その凍

感じがあるんですね。そして、いまはもう談話

結を解かしに来てくれた。安倍さんは非常にい

がどういうふうに書かれるかによって、信用で

いことをしてくれた。安倍さんが凍った氷を砕

きるか、できないか、もう一回談話をみてみな

きに来てくれた。私は今度、日本に訪問して、

いとわからないなというのが、政治レベルでは

砕いた氷を解かしに行きます、そして日中関係

そういう感じです。

に春を呼びたい、こういううまい表現を使って、

しかし、一方で、随分と文化交流なども進み

安倍さんは中国のために非常にいいことをし

ました。首脳会談で、中国側の担当者が、あ、
進めていいんだな、日本と交流をもっと進めて

てくれた、と言うんです。
だけれども、その安倍さんが「村山談話」を

いいんだなということを感じて、いままで滞っ

見直すと言っているけれども、あれは一体どう

ていた文化交流あるいは経済交流その他、いろ

いう意味ですかと言って僕に質問するわけで

いろな交流がダーッと進んできていることは

す。

事実です。せっかくここまで進んでいるんです

私は、本人から直接話を聞いたわけではあり

から、この流れ、この動きを政治がとめてはい

ませんから、無責任な批判はできません。だけ

かんというふうに私は思います。

れども、私が考えるには、第一次安倍内閣では、
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「村山談話」を継承すると彼は言っている。そ

よ。僕らが考える以上に日本の右傾化というの

の言葉に偽りがなければ、継承したうえで、21

を心配していますよ。ですから、やっぱりそう

世紀に臨む日本の新しい方向というものを何

いう心配をしなくても済むように、日本もやら

とか出したい、というのではないですか、こう

なければならないと思うんです。

いう話をしたんですよ。そしたら、まあ、けげ
んそうな顔をして聞いていましたけれどもね。

★乱暴で危機感あおる安保法制論議

私は帰って、安倍さんにそのことを報告した
んです。「安倍さん、あなた、中国では非常に
評価が高いですよ、だから、大事な国だから、
あまり刺激し合うような言葉は使わないほう

韓国にはいい言葉があるんです。「結んだ紐
は結んだ人が解かなければいかん」。だから、
慰安婦の問題なんかは、日本が仕掛けてやった

がいいんじゃないですか」ということだけ言っ

ことじゃないですか、だから、日本がやっぱり

て帰ったんですけどね。予算委員会の休憩時間

ちゃんとけじめをつけてもらわないといかん、

ですから、時間がなくて、それ以上の話はでき

という言い方をしているわけです。

まんでしたけれどもね。

ですから、私は、この慰安婦の問題について

そういう経過もあるんですけれども、中国に

も、日本は首脳会談を開いて、何とか解決をし

しても、韓国にしても、隣の国ですからね、日

てほしい。「解決したいと思っている。ついて

本の国と対立し合って、いがみ合って、そして

は、これまでの経過もあるんだから、経過も十

国交がうまくいかないというような状況にな

分検討したうえで、何とかうまい話ができるよ

ることは決していいことではない、というふう

うに、ひとつ努力しなければいかんと思ってい

に皆思っていますよ。何とか国交をもっと立て

ます」というようなことを言えば、向こうは、

直して、お互いに協力し合って、やっぱりある

そんなことは反対だなんて言いませんよ。「結

ものはお互いに協調し合うというふうな関係

構です、お願いします」と言うと思いますよ。

をつくって発展していくことが大事だ。それは
もう単に日中だけではなくて、アジア全体がそ

そして、慰安婦の問題が解決すれば、もうあ

のことを期待している。それだけの責任がある

とは大したことはないんですよ。ですから、私

んだから、そうしたいというような気持ちは、

はうまくいくと思うんです。
1998 年に金大中大統領が日本に来て、そし

ありますよ。

て小渕さんと会談をして、日韓共同宣言を出し

私は率直に言うたんです。「いま尖閣との問
題で、国有権をめぐって大変対立しているけれ

ていますけれども、あの中では、「村山談話」

ども、人も住んでいない、あの尖閣諸島の問題

を踏まえたうえで、お互いに確認をし合ったう

で、第二の経済大国と、第三の経済大国がバチ

えで、これからの日韓関係ではうまくやってい

バチやりますか」と言ったら、「そんなことは

こう、文化活動などについても、輸入を解禁し

全然考えていません。中国は、覇権は求めませ

て、そして韓流ブームが生まれて、日韓関係は

ん。平和を求めます。だから、考えていない」

非常にうまくいってきた、という経過がありま

と言ったんです。中国も、それは大変発展をし

すね。

ておって、無視できない世界の大国になってい

それから、2008 年には、さっき言いました

る。これはやっぱり戦争がなかったから、平和

ように、小泉総理が中国を訪問する、そして温

だからこういうことができたので、戦争があっ

家宝が日本に来る、その基盤のうえに、今度は

たら破壊するだけでしょう。

2008 年に胡錦濤国家主席が日本に来て、国会
やら、早稲田大学で演説していますけれども、

そんなことはお互いに考え直さなければい
かん、というようなことも話したこともあるん

あの早稲田大学の演説は、私はずうっと 1 週間

ですけれども、そんなことは全然考えていませ

ばかりテレビで聞いていました。最後のほうで

んし、特に韓国なんかはみんな心配しています

いいことを言っているんです。三ついいことを
12

言っている。

葉を「防衛装備」だとかなどと言葉を言いかえ

一つは何かといいますと、日本が戦後、平和

てやってみたり、畳みかけて、そして閣議決定

国家建設のために努力してきた、この戦後の日

によって憲法の解釈を全く変えるというよう

本の歩みは評価に値する、評価していい、こう

なことを、この第二次安倍内閣になってバタバ

言っているんですね。

タバタっとやってくる。

二つ目は、日本が経済発展を遂げたおかげで、
いろんな援助、協力があって、今日の中国の経

★海外派兵は明らかに違憲

済発展があった。これも評価しなければならな
い、というふうに言っていますね。

そんなにも急がなければならない理由があ

三つ目は、これからも日本の進んだ科学技術

るのかというと、一方では、危機感をあおる。

に学ばなければいけない。特に省エネ問題、環

あれをみると、中国はもうすぐ攻めてくるんじ

境問題については、これからは中国のために日

ゃないかというような危機意識をあおるわけ

本の協力が必要だ、というふうに評価している

ですね。

わけです。表現は違いますけれども、そんなよ

私は、ちょっと思い出すと、かつてソ連が、

うなことを言っています。

ロシアが攻めてくるんじゃないか、だから、北

で、戦略的互恵関係を結んで、これから日中

の方に戦車をもっと配備しなければいけない

関係はうまくいかなければいかん、やろうとい

とか、北の守りをもっと大事にしなきゃいかん

うので再出発をしているわけです。

といって哨戒機をたくさん買ってみたり、戦車

ですから、日韓関係も日中関係も、せっかく

をたくさん買ってみたり……。

うまくいっているやつを、またいろんなことを
ぶり返して、こじれて、特に尖閣問題、竹島問
題などもありますけれども、こんなような状況

ソ連脅威論ですね。

河野

ソ連脅威論。あれは結局、何があった

かというと、いや、あれをやったんでおさまっ

になってきているということは大変残念に私

たんだと説明はするかもわからんけれども、い

は思います。
司会

司会

や、そうじゃない、実際はやっぱり武器をつく

そこで、いまの情勢認識に基づいて、

ったり、戦車をつくったりしたところだけが結

だが、しかし、いまの中国も、南沙諸島も含め

構喜んで、結局は大したことはなくて、それは
た軍事的台頭ぶりをみると、日本も安全保障上、 そのままにして、今度は南だというので南に変
何らかの対応策をとらなければいかんという
わっていく。危機意識をあおるについて、もっ
状況の中で、いま最も関心の高い新安保法制、

と真面目に、もっと真剣な危機意識についての

国会で議論されています。これについては、憲

分析とか検討とか、そういったものがあってほ

法上の問題、その他の問題、いろいろな議論が

しい。

行われていますが、まず河野さんから、この安

そして、それは全部が全部公開するというわ

保法制について、ちょっとコメントしていただ

けにはいかないかもしれないけれども、少なく

けませんか。

とも国民のかなりの部分が、やっぱり危ないぞ、

河野 安倍政権になって、安全保障にかかわ

何か安全保障政策をやらなきゃいかんぞ、とい

る問題を非常に熱心にやられるんですね。安全

うふうに国民の理解がそこまでいけば別です

保障に関する問題を熱心にやることは、私は悪

けれども、いまのような状況で、10 本ある法

いことだと思いません。しかし、それがいかに

律を一つにまとめて夏までには全部やっちゃ

も早過ぎる、乱暴だ、と私は思うのです。そし

うなんてことをアメリカまで行って言ってく

て、しかも、それが次から次へと出てくる。秘

るというやり方は、到底国民の理解は得られな

密保護法をやってみたり、さらには武器輸出の

いだろう。

禁止を緩和して、しかも「武器輸出」という言

しかも、憲法学者がああいう意見だというこ
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とを参考意見としておっしゃるということな

てアメリカの国会で演説をしてやっているわ

どをみると、やっぱりこのやり方は正しくない、 けですから、私はそういうことはやっぱりやる
というふうに言わざるを得ませんね。
司会

べきことではないと思いますね。

集団的自衛権は憲法違反だと言って

ますが、逆に憲法違反じゃないという、いまの

★憲法学者の話を素直に聞け

自民党の理屈とは……。
河野 これははっきりしているのは、憲法は
9 条で専守防衛なんですよ。専守防衛なんです。
それを、専守防衛から、よそが攻められてもこ

特に、これだけの重要な法案を、何とかこの
国会で上げたいなんていうことを言って、そし
て大して国民にはわからないです。わからない

っちから手伝いに行くというやり方は、明らか

といったって、わかりようがないですよ、あれ。

に、それは憲法をどう読んでみても、あの 9

何々事態、何々事態、何々事態と言っています

条では解釈できない、というふうに私は思いま

し、国会の審議を聞いたって、国民の皆さんは、

すね。

ほとんど何を言っているんですか、何の話です

ですから、いまいろんな議論があるけれども、 かというぐらいに不明ですよね。わからないで
もっと憲法の基本的な理念というか、憲法の基
すよ。そういうことで国会を済まそうとするよ
本的な条文をしっかりと読んで議論をしてほ

うなやり方も私は同意できないですね。

しいと思いますね。

あの人の「積極的平和主義」というのは何か、

司会 村山さん、どうですか。

何ですかといって僕はいつも考えるんだけど、

村山 日本の憲法というのは、集団的自衛権

これまで日本の国は平和憲法を持っておって、

は認めない。だから、自衛隊は海外に出ないん

戦争はしない、できないんだということを前提

だ、戦争はしないんだ、ということを宣言して

にして国際的な平和主義に臨んできた。いいで

いて今日まで来ているわけです。これは憲法の

すか。だけれども、それだけではもういまの危

解釈上そうなっている。

機を乗り切れない、これだけアジアの国に対し

ところが、その憲法の解釈を一内閣が変えて、 ても危機感が迫っているんだから、これを防衛
するためには、もうそんなことは克服して、そ
そして戦争のできるような国にしなきゃいか
んというところに彼の狙いがあるとすれば、そ

していつでももっと戦力を使って平和に貢献

れはもう許してはならんことだ。全く立憲主義

ができるような働きもしなければいかんとい

を否定して、内閣は自分たちの都合のいいよう

うところに、あの人の積極的平和主義という考

に勝手に憲法の解釈を変えていくなんていう

え方があるんじゃないかと思うんです。

ことは許されることじゃないんですよ。それを

ですから、その積極的平和主義を通すために

やろうとしているわけですから、これは私は無

は、これから出そうとする談話についても、前

謀だと思いますよ。

段で、侵略とか、植民地支配とかいうようなこ

アメリカに行って、国会で演説をしています

とに対して否定をして謝ったのでは後に続け

よね。それはアメリカの国会の演説ですから、

にくいわけです。この前テレビ聞いていました

日米関係に重点を置いた話をすることは、私は

ら、もう 50 年談話、60 年談話で、2 回とも認

やむを得ないと思う。だけども、その前に、ガ

めて謝っているじゃないか、三度目また謝る必

イドラインの見直しもしていますし、そのガイ

要はないじゃないか、というようなことを言っ

ドラインの見直しの中では、はっきりもう集団

ていますけれども、それは一つの言い方であっ

的自衛権に足を踏み込むようなことを約束し

て、私は本心はそうではないのではないかと思

ているわけですからね。これはもう行政協定で

いますね。

すから、国会の審議も要らないわけです。そう

だから、それはもうはっきり、憲法が認めて

いうことを前提としてつくっておいて、そうし

いないんだという憲法学者の発言等をもう少
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し素直に聞いて、一内閣が解釈を変えるという

らばらになって、家族もなくなってしまう、と

ようなことはやっぱりすべきではない。これは

いう状況をみると、それは政治の指示によって

もう最後は、国民が決めるわけですから、だか

外地へ派遣する、そして外国で撃たれて死ぬ、

ら、国会で慎重な審議をするというだけの話で

その一人亡くなられたことがどのくらい重い

はなくて、日本の本質を変えていこうという話

かということを、私は本当にいまでも胸が詰ま

ですから、ここはもっと厳しく対応してほしい。 るような思いであのときのことを思い出すん
です。

最後はやっぱり国民が厳しく判断をしてく
れる、というようなことをしっかり踏まえてい
く必要があると私は思います。

★何で自民党は変質したか

司会 河野さん。
河野 国会の議論を聞いていて、リスクがあ

そういう経験を持つ私が、いま国会でリスク

るかないかなんていう議論をしているわけで

が多くなったか、大して多くならないだろうと

すね。自衛隊のリスクがふえるか、ふえないか、

か、いままでどおりだとか、そういう議論をあ

いや、いままでどおりだ、そんなにふえないよ、

あいう形でなさるということが、私には本当に

という議論をされているのを聞いて、私は――

信じられないんですね。もっと、もちろん相手

かつてカンボジアにＰＫＯを出した、そして二

国のことも考えなきゃいけません。しかし、政

人の日本人が亡くなりました。一人の中田さん

権が自分の意思で派遣をする、そのときの人の

という方はご自身がボランティアで、国連のボ

命を考えれば、あのときはまあ随分と後藤田さ

ランティアの募集に応じてカンボジアに行っ

んとか宮澤さんとか、やかましい方がおられて、

て亡くなられた。これはあくまで個人の意思で

「大丈夫か、絶対に大丈夫か、何回も確認しろ」

行かれた。しかし、亡くなられた命がとうとい

と言って、当時のカンボジアの状況を繰り返し

ことだけは間違いない。

繰り返し確認をして、安全か、安全でないか、

ただ、もう一人の高田警視、高田さんという

「ただただ民主選挙がきちんと行われるよう

警察官は、政府の意思で派遣したわけです。政

な手伝いに行くんだぞ」ということで、繰り返

府が派遣した警察官がカンボジアで撃たれて

し繰り返し安全を確認して出した。しかし、結

死んだ。あの警察官が亡くなられた後、私は宮

局、その中で事故が起きてしまった、というと

澤さんと一緒に、これはやっぱり大きなショッ

きのわれわれの責任の重さといいますか、とに

クを受けました。そして、高田さんの遺体が帰

かく、自分で派遣した人間がそこで死んだとい

ってこられる。岡山で通夜、葬儀をされる。私、

うことをですね、もっと考えてほしい。

ずうっとそれをフォローしましたけれども、葬

司会

儀の席上、若い未亡人、そして小さな子どもが

河野さんね、何で自民党は変質しちゃ

ったんですか。

葬式の中をキャッキャッといって駆け回って

河野

いる。それをみて、政府の指示で派遣した人間

いや、本当にあのころは、少し昔話に

なりますけれども、やっぱり戦争を体験してい

が死んだ、これはわれわれの責任はどのくらい

た人がいたんですね。その戦争を体験していた

重いか、どのくらい重いかということをつくづ

人が、戦争というものの怖さ、戦争というもの

く思いましたね。

の恐ろしさということを実感、実体験として持

そして、それから数年たって、実家の様子、
風の便りで聞いてみると、もう実家は本当に悲

っておられたということが、いまと随分違うん
じゃないかというふうに思いますね。

惨な状況になってしまった。年老いたお父さん、
お母さん、そして亡くなられて未亡人になった
奥さん、みんなばらばらになって、一家ほとん

司会

村山さんも戦争の体験者ですか。

村山

いま話を聞いていまして思い出した

んだけれども、後藤田さんが亡くなる前、私と

ど、おそらく幸せであったに違いない一家はば

二人で話をしたことがあるんですけれども、そ
15

のときに、後藤田さんはこういう話をしていま

★誰が見ても後退した談話は出すな

した。「蟻の一穴」という話をね。その「蟻の
一穴」という話をしたときに、何を例に挙げた

それは、死に行くことによって日本が救われ

かといいますと、中曽根内閣のときに、湾の名
前、何といったかな、機雷の除去について……。

るんならまだ救いようがありますよ。だけども、
もう沖縄までアメリカ軍が来ようかというと

司会 ホルムズ海峡。

きに、日本はいつ手を上げるかという状況の中

村山 ホルムズ海峡で、アメリカの要請に応

で、そんなことを公然とやれるなんていうのは、

えて日本の自衛隊が機雷の除去に協力しよう、

それは正常じゃないですよ。だから、若い青年

という話をしたことがあるんだけれども、その

はもうたまらなくて、刀を抜いて柱に切りつけ

ときに後藤田さんは官房長官だった。官房長官

ていますよ。やり場がないんですよ、もう。そ

の立場から、総理に対して、「これは絶対だめ

ういう心境に追い込んでいって、そして死に追

です。憲法が認めていない、そんなことをして

いやっていった。それは命令するほうも、人間

はいけません」といって抵抗して、中曽根さん

としてやることじゃないですよ。

も諦めて、やらなかったんだね。

ですから、戦争というのは人を狂わすんです。

それはやっぱり、これを許すと、それはもう

もう、それが戦争なんですよ。そういう戦争を、

大変穴が広がっていってとんでもないことに

これからまた日本の若い者にそういうような

なる。だから、ここはやっぱり踏みとどまって、

状況をつくっていいんですか。私はそういうこ

やってはならないことはやらないというふう

とを考えた場合に、どんなことがあっても、も

にしなきゃいかんということを言うたんだと

う戦争だけはいかん。幸いにも平和憲法を持っ

思うんですがね。私はその言葉を思い出すんで

ているわけですから、危機があるなら、もっと

す。

説得して、その危機を解消する努力をすること
のほうが大事ではないか。

ですから、危機があれば、それはやっぱり危
機に対してどうして解消していくかという努

司会

わかりました。最後の柱です。8.15

力をするならいいですよ。だけども、危機に備

の「安倍談話」に対して、ご注文を率直につけ

えて、こちらも軍備を強化してやっていこうな

てください。お一人 1 分ずつお話しいただいて、

んていうことは、これはお互いに刺激し合うこ

そして会場の方々からのご意見にします。まず、

とになるので、それはかえって危機を増大する

河野さんからお願いします。

ことになる。私は逆じゃないかというふうに思

河野

私は、これまでの総理の談話、歴代内

いまして、日本の立場からすれば、当然そうい

閣が継承してきた談話が後退するようなこと

う努力をすべきだと思うんですよ。

があっては絶対いかん、後退してはいかん、そ

大分の話をして大変恐縮だけれども、宇佐市

れは、誰がみても後退だと思われるような談話

というところがあるんです。そこに特攻隊が待

を出してはいかん、というふうに思います。

機しておったんです。その隣に中津市がありま
すけれども、そこに喜楽亭という料亭があって、
そこに待機しておったんです。待機しているの

司会

村山さん。

村山

もうね、後継総裁が全てこの「村山談

話」は継承するといって国際的に約束してきて

は 19 歳ぐらいの、本当に大学を出たばかりの

いるわけですよ。安倍さんも第一次内閣では

そうそうたる青年ばかりですよ。その連中は待

「継承する」と言ったんですよ。第二次安倍内

機しておって、命令が来たら飛び立たないかん

閣になって態度が変わったんですね。

のです。飛び立つ飛行機にはもう行きだけであ

これは、やっぱりこれだけ国際的に注目を浴

って、帰りの油がないんですから、死にに行く

びるようなこと、どう安倍さんは何を考えてい

だけですよ。

るのかということで注目しているわけですか
ら、私は、やっぱりちゃんと継承するというこ
16

とを、最近は「村山談話」を継承すると言って

をなぜなさらないのか、と思いますね。

いますけれども、しかし、そんなことなら、談

私は、アメリカでの演説は、まあ演説という

話の中に素直に、はっきり明示したほうがいい

のは往々にしてはったりがあったり、大見えを

のではないか、そして国際的な疑問とか誤解を

切るというところもあるかと思いますけれど

解消するということが大事ではないか、という

も、国権の最高機関たる国会において成立する

ふうに思います。

かどうかまだわからないものを約束するとい
うのは、いささか軽率じゃないかというふうに

質

思います。

疑 応 答

★女性基金の再活用の検討も

司会 では、会場からの質問を受けます。簡
潔に質問してください。では、どうぞ。
質問

きょうの談話の話はとても重い話だ

司会

ったんですが、あえて、いま現下、国会で審議

村山さん、一言だけどうぞ。廃案にす

るかどうか。

されております安保法制についてお聞きする

村山

これまで 70 年間、平和憲法のもとで

んですが、河野さんは衆議院の議長をされてい

日本は平和を守ってきたわけです。で、世界に

ましたですね。法案が国会に提出される前に、

も尽くしてきたわけです。この歩みというもの

行政行為とはいっても、他国の議会で法案の成

を尊重して、これからもやっぱりその歩みは変

立を約束するというような事態というのは、議

えるべきではない。そんな意味では、憲法の解

長を経験された立場から、どういうふうにお考

釈を勝手に変えて、そして憲法に違反をして集

えになりますか。

団的自衛権に足を踏み込もうとするようなや

それから、お聞きしていて、いま立憲主義の

り方は、やっぱり間違いだ。だから、潔く、間

破壊とか、いろんなことをおっしゃっていまし

違いと認める必要はないけれども、やっぱりこ

たが、お二人とも、廃案にすべきだというふう

の国会で通すことは無理だなというぐらいの

にここで断言しておられるんでしょうか。

ことは判断をして、考え直してほしいなという

司会

ふうに思いますね。

廃案にすべきかどうかということで

すが、まず河野さんから。
河野 私は、政府が一遍この法案は引っ込め

司会

はい、どうぞ。

質問

これから出す談話についてお伺いし

て再検討なさるのがいいというふうに思いま

たいと思います。これから出す談話については、

す。しかし、その再検討も、やはりさっきから

反省と陳謝を分けるべきだという議論があり

話題になっているように、憲法上の問題から考

ます。というのは、反省をするというのは、申

えて、憲法に矛盾するといいますか、憲法を踏

しわけなかった、一方で、陳謝をするというの

み越えるような、そういう案ではなくて、わが

は、先ほどから出ていますように、責任の問題

国の憲法のもとで、わが国の安全を維持するた

がかかわってきてしまうので、政府間における

めに、例えば、外交力をもっと強化するとか、

陳謝というのは、賠償責任とか領土割譲とか、

あるいは外交上のツールをもっと有効に使う

いろいろ出てきてしまって、非常にナイーブに

とか、あるいは総理自身が、あれだけ外国へ積

なっていると。先ほど、まさに村山さんがおっ

極的に行って外交を展開しておられる方は、こ

しゃったように、いま日韓関係では、責任をと

れまでなかったと思うんですが、その総理がな

るということになれば、賠償責任をとれという

ぜ、危機があるならば、その危機のもとに行っ

ふうな話に、かなり大きな流れになっています。

て、その相手とじっくりと話をしてこないか、

その点でお伺いしたいんですけれども、いわ

どうすればこの危機が解消できるかというこ

ゆる談話に込めて陳謝をするという場合に、で

とを自分で確かめに行くというぐらいのこと

は、どういうふうに責任を果たしていくのか。
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民間の基金のほうが非常にうまくいかない状

★もう一回国会に出る気はないか

態になっている中で、今後、日本は、では、新
たな段階で賠償責任の問題にも前向きに考え

私は、そういうことができるかどうか、直接

ていくべきなのか。それとも、関係をうまくす

やっていないのでわかりませんが、でき得べく

るためには、新たな責任の果たし方を、基金に

んばそういうことを日韓双方で一緒に考えて、

かわるような形で構築すべきだと思われるの
か、その点、お二人にお伺いしたいと思います。
司会 陳謝には責任が伴う、陳謝した場合に

そういう仕組みができれば、それは非常にいい
んじゃないかというふうにも思いますね。
司会

は、どういった賠償行為、そういったものが考

ありがとうございました。村山さんは

いかがですか。

えられるのか、その辺を論じていただきたいと
いうことですね。では、河野さんから、まず。
河野 もう談話をお読みいただければ、談話

村山

私は、謝罪をするためにあの談話を出

したわけではないんですよ、主たる目的はね。
あの談話を出したのは、ちょうど 94 年に私は

にはそのことは書いてあります。ですから、あ

中国から韓国から東南アジアをずうっと回っ

の談話をそのまま受け取っていただければい

てきましたけれども、そのときに自分なりに感

いというふうに思います。

じましたのは、やっぱり日本の国は、戦争に対

ただ、私は一番最後に、これからもっとやら

する後始末をしていないし、責任もとっていな

なければならないことがある、それは例えば教

い、これはやっぱりよくないのではないかと。

育などについてやらなきゃいかんことがある

というのは、日本は経済大国になったけれど

ということを談話に書きました。

も、再び軍事大国になって過ちを繰り返すので

それから、「村山談話」の中にも、これから

はないか、こういう懸念を持っている、心配を

まだまだやろうと思えばやれることがあるか

持っている、というようなことをそれなりに感

もしれないというニュアンスのものが出てい

じたんですよ。

ますね。それは、談話をそのまま受けるのでは

これはやっぱりよくないというので、過去の

なくて、例えば、アジア女性基金というのは解

歴史というものをしっかり反省をして、歴史の

散しましたけれども、あのアジア女性基金とい

事実は認める、過ちはずっと繰り返さない決意

うのは、私は、失敗だったと思っていないので

で、これから平和国家をつくっていくんだ、と

す。本当に日本の誠意というものはあそこに集

いうことを鮮明にするというような談話を出

められているんですね。ただ、受け渡しがうま

す必要があるなと思って談話を出したんだけ

くいかなかったということで行きどまりにな

れども、過去の歴史に対する反省をすれば、よ

ってしまった。それで、これ以上やってもだめ
だということで解散になったんですけれども、
私は、何らかの形で、少なくとも本当にお気の

かったことはよかった、悪かったことは悪かっ
たといって、悪かったことについては謝るとい
うのは当然の話ですから、そういう意味で言っ

毒な方々が、もう随分亡くなられてしまいまし

ただけの話であって、謝ることが目的ではない

たけれども、まだ生存しておられる方がおられ

んです。こういう過ちを犯した、だから二度と

るんですから、そのお気の毒な方々に対して償

繰り返さないんだ、平和憲法を持っているんだ

いの気持ちをやっぱり示すということと同時

から、これからは平和国家のために、世界のた

に、本当にそれによって人生をうまく生きられ

めに尽くしていくという方針を明確にしてい

なかった方々に対して、それは何らかの形で力

く、ということのために出したんであって、そ

になれるようなことができないかどうか、とい

れはそうではないんです。

うことを考えられるような仕組みをもう一度

ですから、何度も謝る必要があるのかといい

考えてみたらどうだと。

ますけれども、何も何度も謝る必要がないし、
また中国や韓国やアジアの皆さんも、謝っても
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らいたいとは思っていないんですよ。だけれど

うに臨まれたらいいとお考えでしょうか。

も、過去のことはきちっと歴史を認識してほし

司会

いということは、それは強く求めますよ。それ

改めて、コンパクトにお答えください。

まず、河野さん。

はやっぱり過ちを繰り返さないために求める

河野

ことであって、それ以外のことではない、私は

国会というのは、つまり民意が反映さ

れるということが大事だと思うんですね。いま、

そう思っていますから、そういう意味で出した

少なくとも安保法制にかかわる問題で民意が

のであって、そのことはひとつ正しくご理解を

反映されているかどうかというと、これは民意

願っておきたいと思います。

が反映されているとは到底思えません。ただ、

司会 ありがとうございました。次どうぞ。

そんなことを言ったって、選挙のときに、俺ら

質問 お二人は、もう一度政治の舞台に立つ

勝ったぞ、多数の議席を持っているぞ、こうお

つもりがあるかどうか。過去のことを評論的に

っしゃるんだけれども、あの議席を安倍自民党

言っちゃだめですよ。自分が政治の主体となっ

が集めたのは、やっぱりアベノミクスという経

て、政治を動かす、そういう勢力を結集する、

済政策に対する支持というのがかなり多かっ

そういう行動をとられるか、具体的には、もう

たのではないか。

一回衆議院議員になるかということを含めて、
決意をお伺いしたい。

したがって、経済政策に関する限りは支持が
あったかもわからんが、安保法制についての安

司会 まず、では河野さんから、決意がある

倍さんの政策が国民から支持されているとい

かどうか。

うふうには思えないのです。いや、それはトレ
ードオフの関係で、こっちだけつまみ食いはで

河野 もう一回やるつもりはありません。

きないよ、これをやりたいならこっちも我慢し

司会 村山さん。

なきゃだめだよ、と言われるかも知らんけれど

村山 いやあ、僕もそれは期待しますね。い

も、それにしては、いくら何でも安保法制はバ

やいや、やっぱりいま、何だか知らんけど、議

ーターで認めるような簡単なものではないと

会、国会がおもしろくないですね。議会がおも

私は思いますね。国の形をこれだけ大きく変え

しろくない。何を議論しているのかさっぱりわ

るという議論が、もっと民意に沿って行われる

からないじゃないですか。もっと国民にわかる

必要がある。

ような議会にするためには、やっぱりこういう

私は、沖縄の問題も、沖縄の民意というもの

常識のある人が国会に必要だ。しかも、物をし

はどういうふうにみるべきか、ということを私

っかり言い切る人が大事なんです。そんな意味

は本当に心配しているんです。沖縄の選挙では、

では、（河野さんに）どうか頑張ってもらいた

確実に民意の多数を得て当選した人と、比例で

い。
司会 わかりました。では、続いてどうぞ。

繰り上げ当選で繰り上がってきた人とが同数
になっているわけですけれども、私は沖縄の民
意というものはどういうふうにみるかは、この

★沖縄問題は民主主義にとって重要

日本の民主主義にとって非常に重要だという
ふうに思っていますね。

安保法制と政権についてのご見解は

司会

村山さん、どうですか。

伺いたましたけれども、それを現実に扱ってい

村山

私は、国会をみていまして、やっぱり

質問

る国会についてです。憲法違反だと、憲法の専

憲法に反するかどうかということが問題にな

門家が、大方の専門家が言っている法案を審議

っているんですよ。だから、事態がどうのこう

している国会というものについて、元議長、あ

のという議論の前に、やっぱり憲法に反するの

るいはお二人とも与党、野党の党首を経験され

かどうかということをもっとまともに議論を

たわけですが、この国会についてはどういうふ

すべきだと思いますよ、国会の中で。そして、
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国会が、国会議員も含めて、大臣ももちろんだ

というのは、やはりお二人からみて、間違った

けれども、憲法を遵守する責任がある、義務が

使命感でしょうか。それは戦争を知らないから、

あるんですよ。それを考えた場合、やっぱりそ

何かを誤っているというふうに考えられます

のことを本当に守れるのかどうかという議論

でしょうか。

をもっと率直にやるべきだと思っています。
それから、沖縄の問題等については、これは

司会

どうでしょうか、村山さんから。

村山

いや、戦争を知っているから、知らな

もう、これだけ戦後、70％から沖縄に基地が集

いからというのではなくて、これまで日本の国

中して、沖縄の県民の皆さんが犠牲になってい

は 70 年間、平和憲法のもとで、戦争もしなく

るわけですね。その犠牲の上に、県民こぞって

て平和国家として経済発展を遂げて、今日の日

反対しているという、この国民の意思というも

本があるんでしょう。その歩みというものを無

のを無視するようなことはできませんよ。だか

視することはできないと思うんですね。

ら、もっと政府も誠意をもって話をして、もし

私はさっきもちょっと言いましたけれども、

それがだめなら、どういう方法があるのかとい

やっぱり憲法というものは一つの国の国是で

うことをもっと真剣に話し合うというぐらい

すから、勝手に解釈を変えて、政権が自由にで

の態度であってほしいと思いますね。

きるようなことを許したら、それはとんでもな

それは、安保条約があって、日本に基地があ

いことになりますよ。だから、そのことは、は

ることは、いまは当然やむを得ないと思います

っきりさせたほうがいいと私は思いますね。

けれども、しかし、これまで背負ってきた県民

ですから、こういう暴挙はやっぱりしてはい

の苦労というものを考えた場合に、私は、やっ

かんと思いますよ。安倍さんの心情は心情とし

ぱり国民全体がもう少しそのことは考えるべ

てわかりますよ。それは僕らとは全然違うんだ

きだ、政府も誠意を持って対応していくという

し、「村山談話」にももともと反対なんです、

ことが大事だと思いますね。

安倍さんは。だから、その違いはよくわかりま

司会 ありがとうございます。最後の 1 問、
どうぞ。

すよ。だけども、自分の心情が違うからといっ
て、国際情勢を無視し、日本のこれからの現状
について無視することはできませんよね。やっ
ぱり総理ですから、国のために何がいいかとい

★７０年事業として新たな慰霊施設を

うことを考えるべきであってね。
質問

安倍さんは第一次安倍内閣のとき、靖国神社

きょうの話でやっぱり印象に残った

を訪問しなかったんです。それはなぜかといっ

のは、村山元総理が、やはり戦後 50 年の内閣

たら、やっぱり外交問題が絡むから遠慮すると

を預かる総理大臣として、その責任を果たす意

言って参らなかったんです。国民の皆さんも了

味でも、その 50 年のけじめをつけたと。

解していますよ、そのことは。

いま安倍総理大臣は、戦後 70 年の総理とし

ところが、第二次安倍内閣になって、尖閣と

て、やはり安倍総理の多分使命を感じている部

の問題などがあって、もっと日中関係は悪いわ

分としては、やはり現下の、特に中国が海洋進

けですよ。その悪いことを踏まえたうえで、自

出をし、南シナ海でまたああいった埋め立てを

民党の総裁選挙で「総理のときに靖国神社に参

やっているというような、そういった安全保障

らなかったのは痛恨の極みだ」、こういう発言

環境の変化に応じて、それに応じての安保法制

をしているんですよ。で、総理になって、痛恨

を整えたいというのが安倍総理の考えだと思

の極みを晴らすために、そういう国際情勢は無

うんですね。
ただ、そこで村山元総理と安倍総理の違いは、
やはり戦争を知っているか知らないかであっ

視をして、靖国神社に参ったんですね。その総
理の行為というのは、私には本当に納得できな
いんです。なぜ第一次安倍内閣で参らなかった

て、この安倍総理のいま持っておられる使命感
20

ものが、第二次安倍内閣で参ったのかというこ

それはつまり、8 月 15 日に必ず武道館に白木

とについては、全く理解できませんね。

の柱を立てて、そこに両陛下、三権の長、遺族

そういうことは一時が万事で、やっぱりあの

会、国民の代表がみんな集まって、8 月 15 日

人の一貫した考え方ではないか。だから、なか

に武道館で慰霊祭をやる。あれを恒久的な施設

なか変えることは難しいですよ。難しいけれど

として外につくる。そして、そこにみんながお

も、自分の考え方を通すというだけではなくて、 参りする。それは外国の方もお参りする。
やっぱり国民の声を受けとめて、そして政治を
やっていくというのが総理大臣の仕事であっ

★次世代に日本人の誇りの継承を

て、いまやっていることはいいことではない。
私は賛成できませんね。
司会 では河野さん、最後まとめてください。
戦争を知らないわれわれはどうやって……。

現在は、アメリカの国務長官も国防長官も、
靖国には行かないけれども、千鳥が淵に行かれ
るわけですよ。そういう国立の施設をつくると

河野 70 年目という節目に談話を出すだろ

いうことは大変な大事業です。大事業だけに

う、あるいは談話を出すという議論になってい

70 年の記念事業なら記念事業として、ひとつ

るわけですけれども、私は 50 年目に村山総理

やられたらどうだろうか、例えばですね、そん

が、50 年目という節目に談話を出されたのは、

なことを考えております。

私は、まことに時宜にかなったものだったと思

司会

います。そして、その談話が歴代内閣によって

ありがとうございました。

お二方に揮毫していただいたものを紹介さ

継承されてきているわけですから、70 年目だ

せていただきます。

からといって、また談話を出す必要があるんだ

河野さんは、「真実」という言葉ですね。こ

ろうかと私は思います。

れをちょっと一言、コメントしてください。特

私はむしろ、70 年目に談話を出すよりは、
70 年を記念して、戦後 70 年記念事業として、
何か事業をやられたらいいと思うんですね。何

に若手の人たちがここに多いので、何か若いジ
ャーナリストに言うべきことがあれば、一言つ
け加えてください。

か 70 年を記念した事業をやって、そして、そ

河野

れが平和に貢献する、国際社会の中で一定の意

いや、私はそんな恐れ多いことを言う

べきじゃないかもしれませんが、ジャーナリス

味のある事業をやる。

トの仕事はやっぱり真実を追求するというこ

司会 例えばどんな……。

とが大事な仕事だと思います。この韓国、中国

河野 例えばですね、私は国民誰しもがわだ

との関係も、謝る、謝らない、さっき村山さん

かまりなくお参りすることができる慰霊のた

がいろいろおっしゃったけれども、とにかくま

めの施設をつくる。そして、それは外国の元首

ず最初は、事実を認めるということが大事だ。

もそこに挨拶をする、日本も誰もがわだかまり

真実を、事実を認めるということからやらなけ

なくそこに行くことができる。もちろん靖国神

ればだめだ。

社に行く人は靖国神社に行かれたらいい。自分

事実を認めない、誰がみても疑いもなくあっ

の父親が靖国に寝ている、私の息子が靖国にい

た、そういうことを、なかったように、何か一

るというなら、靖国にお参りすることは、それ

つ細かいものを持ってきて、だからなかったん

はもう宗教法人の施設として当然だ。

じゃないかといってそれを否定する、あるいは

ただし、もう一つ、国立のそういうものをこ

よそでもやっているからいいじゃないかと言

の機会に、70 年記念事業としてつくったらど
うだ。そして、そこには、大変申しわけない、
こういう言い方はどうかわかりませんが、天皇
皇后両陛下もそこにきちんとお参りをされる。
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わんばかりの言い方をする、こんなことがどの
くらい日本の名誉とか日本人の名誉を傷つけ
ているかということを、私はもう心から感じて、
その点に関する限りは、私は非常に怒っている

んです。なぜそんなことをするのか。

こういうことは、まあ真実と同じですよ、あ
る意味ではね、表現が違うだけで。そういう意

われわれは次の世代に日本人の誇りを継承

味で私は書かせてもらいました。

していかなければいかん、というふうに私は思
っております。

司会
よこしま

司会 村山さんは、
「思無邪（思い 邪 無し）」

多分、このお二方にここに来ていただ

けるのは、今回が最初で最後のような、私は気

です。村山さん、何で 91 歳まで、そんな長生

がいたしますけれども（笑）記念に、日本記者

きされて元気なんですか。邪（よこしま）がな

クラブ特製のボールペンをそれぞれにお渡し

いからですか。

したいと思います。

これはもう読んで字のごとしで、邪

河野

ありがとうございます。
（拍手）

（よこしま）な心を持ってはいかん。野心を持

村山

どうもありがとうございます。
（拍手）

っては――野心を持つことはある意味ではい

司会

皆さん、ご協力ありがとうございまし

村山

いかもしれんけどね、歪められた邪な気持ちを

た。これで終わります。

持つことはよくない。私の心には邪はありませ

（文責・編集部）

ん。真っすぐです。
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