
 

 

日本記者クラブ 

シリーズ「オバマ大統領広島訪問」 

 
「謝罪を求めることが核兵器廃絶の障害になるの

であれば、ぐっと抑える」 
 

田中熙巳氏 日本被団協事務局長 
 

２０１６年５月１９日 
 

オバマ米大統領の広島訪問（2016 年５月 27 日）について、原爆被爆者の全国組織、

日本被団協（日本原水爆被害者団体協議会）事務局長の田中熙巳氏が被爆者の思いと

要望を語った。日本被団協は「オバマ大統領の広島訪問にあたっての要望書」（５月

18 日）で「貴国が核兵器禁止・廃絶の先頭に立つことを強く要請する」と訴えたが、

謝罪には触れなかった。 

田中氏は、「子を失った親の世代の原爆に対する悔しさ。子供の命が奪われたこと

に対する悔しさ」をあげ、「私は、個人的には謝罪しなくてもいいとは口が割れても

言えません」と謝罪を求める立場を強調した。その上で「謝罪を強く求めることが核

兵器をなくすことの障害になるのであれば、それはぐっと抑えて、（オバマ氏には）

核兵器廃絶の先頭に立ってほしい、と願うところがある」と複雑な心情を語った。 

オバマ氏がプラハ演説（2009 年４月）で「核兵器を使用したことがあるただ一つの

核保有国として米国は行動する道義的責任がある」を述べたことに「感銘」を受けた

と振り返り、その後核廃絶への進展がなかったことを「７年間裏切られた」と吐露。

「オバマさんが広島に来ることで、オバマさん個人の原爆に対する体験が質的に変わ

る。あと半年の任期の中で、できる限りの努力をしてもらえるのではないか、と期待

しています」との願いを語った。その一方で「もろ手を挙げて大歓迎とはならない」

と、整理がつかない 71 年後の被爆者の気持ちを話した。 

 

司会：瀬口晴義 日本記者クラブ企画委員（東京新聞） 

YouTube 日本記者クラブチャンネル 

https://www.youtube.com/watch?v=EPeC9e6HhsI 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ
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司会 瀬口晴義企画委員（東京新聞社会部

長） 皆さん、こんにちは。お待たせしました。 

来週、５月 27 日にオバマ大統領が広島を訪

問するということで、今回、日本記者クラブで

いろいろな方にお話を聞くシリーズを始めま

す。 

その第 1 回目として、被団協(日本原水爆被

害者団体協議会)の田中熙巳事務局長をお招き

しました。田中さんは、2011 年 8 月に、3.11、

福島原発事故の後にクラブに来てお話をして

いただいたことがあります。 

被団協のご紹介をしますと、原爆被害者唯一

の全国組織として 1956 年に設立されました。

田中さんは 1932 年に満州でお生まれになり、

45 年 8 月 9 日の長崎で、爆心地から 3.2 ㎞の

地点で被爆をされました。その際に 5人の身内

の方を失ったということです。その後、大学の

研究、教育にかかわりながら、1974 年から被

爆者運動をずうっと続けてこられております。

被団協の事務局長は 2000 年から務められてお

ります。 

本日は、被団協としてオバマ大統領の広島訪

問に対するご感想や要望、いろんな思いがおあ

りと思いますので、さまざまな角度からお話を

していただきたいと思っております。 

申しおくれましたけれども、私は日本記者ク

ラブ企画委員で東京新聞の瀬口と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

では、田中さん、よろしくお願いいたします。 

田中熙巳事務局長 ご紹介いただきました

ので、私のほうからあまり自己紹介することは

ないかと思います。あちこちで書いております

が、私の被爆地は爆心地から 3.2 ㎞だったんで

すけれども、爆心地から 500ｍと 700ｍに伯母

の 2世帯が住んでおりました。 

ご承知かと思いますけれども、長崎は 3つの

谷に沿って街が拡がっていますが爆心地と私

が住んでいる街町との間に大きな金比羅山と

いう山があります。原爆直後の惨状は私にはわ

からなかったのです。3日後に爆心地帯に入り

ました。3日後の状況については、まだ亡くな

った方が本当に何百人と散乱しておりました

し、重症で全然救援の手が届いていない人たち

がまだあちこちにいました。 

そういうのをみて、これは本当に人間の世の

出来事かなというふうに思いました。とにかく

そのときは、助けるとか痛ましいとかという思

いはもうしなかったのですけれども、その後、

そういうことは二度と絶対地球上にあっては

いけないという思いになりました。 伯母たち

の世帯も 5人が、戦争が終わるまでの間に亡く

なりましたので、そういう意味で、亡くなった

人のためにも核兵器をなくすためにいろいろ

尽くさなければいかんと思ってきました。 

ただ、これもご承知かと思いますけれども、

アメリカの占領、連合軍の占領があって、7年

間は、被爆者はものを言うことができませんで

した。さらに、その後の独立後の 3年間、日本

の不作為のために、援護はもちろんのことです

けれども、発言することについてはばかるよう

な状況がありましたので、全国に散っていった

被爆者たちはそれまで物が言えなかったとい

うことであります。 

 

アメリカの占領の７年間、さらに独立

後の３年間、被爆者はものが言えなかっ

た 

 

ビキニ環礁でのアメリカの水爆の実験があ

って、多くのマグロ漁船が死の灰の被害を受け

た日本に原水爆禁止運動が広がった中で、日本

の被爆者の存在が国民の皆さんに知られて、そ

の運動の支えによって、全国の被爆者が第 2

回世界大会で長崎に集まってきて、結成したの

が日本被団協であります。各都道府県、47 都

道府県にある会を糾合しているのが日本被団

協であります。 

原爆被害者は 10 年間放置されましたので、

細かい被害に対する補償要求だとか、そういう

のは捨象されているところがありました。一番

大事なのは、やっぱり命を奪われた遺族への補

償、体を傷つけられた自分たちに対する国の責

任ある援護がどうしても欲しいということで、

国家補償の援護法をつくってほしいという運
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動をその後展開します。 

それからもう一つは、核兵器は絶対に使われ

てはいけない、存在してもいけないという思い

が強く、核兵器を速やかになくせという運動に

取り組んでまいりました。 

いろんな曲折があるのですけれども、国家補

償については、日本の政府はいまもかたくなに

受けとめくれません。それを私どもは日本の政

府の「戦争被害受忍論」と言っておりますけれ

ども、特に死没者に対する償いは一切なされて

おりませんので、これからも叫び続けていかな

ければいけないと思っております。 

核兵器をなくす運動については、早い時期か

ら国連に向けて核兵器廃絶の呼びかけをして

いきます。そのために、自分たちが味わった原

爆の被害の反人間性、私どもは「反人間性」と

言ったりしますけれども、非人道的な真実を世

界中の人たちに知ってもらわないといけませ

ん。ですから、国の内外でどうやったら原爆の

被害の真実を訴えることができるかというこ

とに一生懸命取り組んできました。 

パンフレットをつくったり、証言を残したり、

ビデオに残したり、いろんなことをしてまいり

ました。国連に向けても、国連の軍縮特別総会、

1978 年に第 1 回の軍縮特別総会がございまし

た。これは、まだ米ソが非常に厳しい冷戦状態

にあるときでしたけれども、それだけに軍縮特

別総会が開かれたと思います。その軍縮特別総

会に日本の代表団、多分、200 名ぐらい行った

かと思いますけれども、その中に 40 人の被団

協の代表、被爆者を結集して派遣をいたしまし

て、そして国連の代表たち、あるいはアメリカ

の市民に原爆被害の真実を訴えるということ

をしてまいりました。 

その後、第 2回、第 3回と特別総会がござい

ましたので、その機会にもやはり 40 人ぐらい

の代表を送ってまいりました。 

それとあわせて核保有国に対しては、核兵器

は人道に反する兵器であると直接訴えること

で、代表も派遣しながら、核兵器で戦争を防ぐ

ことはできないということを訴えてまいりま

した。 

核兵器の廃絶はいまも実現しておりません。

その後、核兵器不拡散条約ができて、ご承知の

ように、いま、5年おきの再検討会議が開かれ

たり、そのための準備委員会等もありますので、

その都度、やはり被爆者の代表を送って、各政

府の代表に要請をする。もちろん、核保有国に

は強く要請をし、核兵器を持ってない国、いろ

んな非同盟運動国だとか新アジェンダ連合と

いうグループをつくって、核保有国に速やかな

廃絶を迫ってくれていますので、その国々とも

連帯をするということにしてまいりました。 

最近のところでは、2010 年のＮＰＴ再検討

会議をきっかけにして、国際政治の場で核兵器

は非人道的な兵器であることが大きなコンセ

ンサスを得られて、そして、廃絶のためにはも

っと踏み込んだ条約をつくりにかからないと

いけないのではないかということで、共同声明

が提案されたり、あるいはオスローから始まっ

た 3 回にわたる核兵器の人道的影響に関する

国際会議等々が開かれました。 

この国際会議には、私も被爆者の代表として

参加してまいりました。発言もさせていただき

ました。あわせて、ＮＰＴ再検討会議のさいに

は被爆者代表がたくさん参加し核保有国の国

連の代表等も訪問しております。 

ただ、残念ながら、中国とロシアが時々会っ

てくれないことがあるのですけれども、アメリ

カ、イギリス、フランスの代表は会ってはくれ

ます。会ってはくれますけれども、そして、原

爆被害者たちの被害については同情をすると

個人的には表明してくれますけれども、最終的

にわが国の方針は、信頼が醸成されてない中で、

核兵器をもって抑止をしていくことが絶対に

必要であり、抑止政策は捨てるわけにいきませ

ん、核兵器は捨てるわけにいきません。という

ものです。フランスとかイギリスは、ロシアと

アメリカが圧倒的多数をまだ持っているでは

ないか。その国がもうちょっと減らしてくれな

いと、われわれも積極的には……、というよう

なニュアンスの発言をします。 
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核兵器を究極的に廃絶することは確

認されているが、「速やかに」がない 

 

それだけに、やはりアメリカとロシアが核兵

器に対する姿勢をきちっととって、速やかに廃

絶する。究極的に廃絶するというのは、ＮＰＴ

でも確認しておりますし、その後のＮＰＴ再検

討会議でも核保有国を含めて廃絶はしなけれ

ばいけないという合意ができているんですね。

だけど、速やかにというところがない。どうい

うステップで廃絶に向かうかということもな

い、というのが現状でありますので、特にアメ

リカとロシアについては強いイニシアチブを

とってほしいと思います。 

米ソの対立はなくなったんですけれども、で

すから、米露になったんですね。資本主義国と

社会主義国との対立というのではない格好で

すので、もう核抑止力は必要ではないのではな

いかと私どもは思いながら、いろんな要請をし

てきましたけれども、その考え方はアメリカも

ロシアも変わっていない。しかも、二国間条約

で削減に取りかかってきましたけれども、いま

のロシアとアメリカとの関係は非常に悪くな

りました。クリミアをめぐって、もはやロシア

がＧ8から退くという格好で、今回の会議もＧ

7 のサミットということになっているのが非

常に残念であります。 

 

オバマ広島訪問を歓迎、とまで言える

状況にはない 

 

このたびのオバマ大統領の広島訪問につい

ては、歓迎というところまで言える状況には私

は理解できてないんですけれども、私どもはオ

バマ大統領に限らず、いままで、アメリカの指

導者は広島・長崎を訪問して、資料館をみて、

慰霊碑をみて、そして被爆者に会って直接の被

害者の声を聞いてほしい、ということを一貫し

て要請してきました。 

就任直後、プラハのオバマさんのすばらしい

――と私どもは理解したんですけれども――

演説がありましたので、ちょっとだけは勇気づ

けられまして、その後、一度、別のサミットで

オバマさんが日本に来られたときに、ぜひわれ

われに会ってほしいと要請をいたしました。そ

して、広島・長崎にも行ってほしいと要請もい

たしました。ところが、それには応えていただ

けなくて、そして、その後のオバマさんの 7

年間のアメリカでの指導性というのは、全くプ

ラハでの演説とはかけ離れたものになってし

まっている。プラハでは、ＣＴＢＴをすぐ批准

するような発言もしておりましたけれども、7

年たった今日もＣＴＢＴは依然として批准さ

れていない。それから、アメリカの核政策も全

く変わっていないという状況であります。 

もう一つは、日本のいまの国内情勢について

は私どもは非常に危惧をしております。という

のは、私たちが原爆に遭って、戦争の被害を受

けて、もちろん私たちは、アジアの諸国に危害

も加害もしてきて、一定の反省をしながら平和

的な日本をつくり上げてきたというふうに思

っています。 

それから、憲法 9条は、憲法が制定されると

きには、私たちはまだ沈黙を強いられている時

代でありましたので、どれくらい貢献できたか

という思いはありますけれども、ですけれども、

いまは、その後はといいましょうか、被団協が

結成してからは、9条は本当に私たちが望んで

いることを実現していこうと。 

というのは、戦争は絶対にあってはいけない。

これからの 21 世紀以降の戦争は、少なくとも

国対国の戦争になれば、核兵器が使われる核戦

争になっていくに違いない。そうなると、人類

の危機に陥るわけなので、戦争はあってはいけ

ない。そのことが 9条に体現されていると私ど

もは思うのです。 

で、理想的だと、たびたび言われます。私も

理想的だと思います。しかし、私たちは 70 年

前のあの戦争、それ以前の戦争も含めて、戦争

をしないという国になるべきだと思いますし、

いまもそうだと思います。そういう私たちの願

いからすれば、あるいは国民の大方の願いから

すれば、この数年の安倍政権の方向は、それに

反しているのではないかと思っております。 
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9 条で自衛権を認めるという解釈をする。こ

れは、米ソ対立している中、ソ連がまだ脅威と

感じている中でやられたかと思いますけれど

も、それについては国民の何がしかの部分は反

対をできなかったと思いますけれども、いまの

状況の中で、さらに踏み込んで集団的自衛権が

9 条で認められるんだということを閣議解釈

でやっていくということについては、私どもは

絶対に反対していきたいと思っています。 

アメリカはいいところと悪いところがあり

ます。悪いところは、これまでずうっと戦争を

続けてきた国でもあるわけですね。で、これか

らも、やはりアメリカは事あるごとに戦争をま

だやる国であろうと私どもは思います。その中

で集団的自衛権を行使することができる、行使

しなければいけないということになれば、本当

にいままで戦争に参画しなくて平和を追求し

てきた日本が、実際に戦争に手をつけなくては

いけないという状況が生まれてくるのではな

いかという危惧があるから、私どもは非常にい

まの状況を恐れております。 

 

日米軍事同盟のきずなを強くするた

めにオバマさんが来るのであれば、私た

ちが望んだ広島・長崎への来訪の願いと

は違う 

 

そういう中でサミットが開かれて、そして、

そういう中でオバマさんが広島に来るという

ことについては、いささかの心配がないわけで

はありません。皆さん方の報道にもありますけ

れども、日米同盟の再確認、強化の再確認とい

うことが言われておりますので、オバマさんを

呼んだことによって、一層軍事同盟のきずなを

強くしなければいけないということのために、

オバマさんが来られることについて利用され

ることがあるのであれば、それは私たちが望ん

だ広島・長崎への来訪の願いと違いますので、

今後の結果を私たちは注意深くフォローして

いかないといけないかと思っております。 

今度の要請は、皆さんのところに配られてお

りますけれども、短くて、謝罪を求める言葉が

入っておりません。 

それは、時々皆さんにお話しすることがある

んですけれども、子を失った親の世代はもうほ

とんど生きておられません。親を失った子ども

の世代は、いま、まだ生きていて、核兵器廃絶

のために頑張っておりますけれども、子を失っ

た親の世代はもうほとんど生きておられませ

ん。その人たちの原爆投下に対する悔しさ、自

分の子どもの命が奪われたことに対する悔し

さというのは、私はたくさんのそういう被爆者

と長い間接してきましたので、「一概に私は、

個人的には、謝罪しなくてもいいというのは口

が割れても言えません」というふうに言ってい

るんですけれども、いまの被爆者全体の、核兵

器をなくすためにオバマさんに先頭に立って

ほしいという思いからすれば、プラハでの約束

を本当に実行してほしいという思いがある、と

いうことがにじみ出るような格好の要請にな

ったかなと思っております。 

 

個人的には、謝罪しなくてもいいとは

口が割れても言えない 

 

そうは言いながらも、オバマさんが広島に来

られたということは、オバマさん個人の原爆に

対する体験が、質的にやっぱり変わるだろうと

私どもは期待しております。まだまだアメリカ

の政治的な状況あるいは軍事的な状況は、オバ

マさんがどんなにすばらしい人であろうとも、

それを実現させるだけの状況ではないのかも

しれないんですけれども、オバマさん自身が、

オバマ大統領がこれまでとまた違った核兵器

に対する理解を深めてくだされば、あと半年の

任期がありますので、その半年の任期の中でで

きる限りの努力をしてもらえるのではないか、

と私は期待しております。 

さらに、私は長崎の被爆者でありますので、

今回は時間的にも難しいとしても、やはり長崎

に行って長崎の被爆者の声も聞いて、そして核

兵器廃絶へのオバマさんの意思を強いものに

していただきたいというふうに思っておりま

す。 
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きょう、皆さんに被団協の核兵器廃絶に対す

る思い、それから核保有国、核によって守られ

ている国、日本は同盟国ですから、核抑止力で

守ってもらっているわけですね。外国に行きま

すと、「日本は核の傘で守られているというこ

とは、憲法のいかんにかかわらず、核兵器を持

っていることと同等の重みを外国に対しては

与えていますよ」ということを言われると、や

はり日本の政策を抜本的に変えてほしいとい

うのが被爆者の願いでありますし、そういう要

求をずうっと掲げてきました。そのことを「基

本要求」というのに書いておりますし、核保有

国と、それからそうでない国に対しても、被爆

者の要求の中身は仕分けできないんですけれ

ども、書かれておりますので、ぜひごらんいた

だきたいと思います。 

それから、詳しくは申しあげませんでしたけ

れども、国家補償要求をしながら、被爆者に対

する援護を充実させることができた、この 60

年間の間に一定の前進を私どもはかち取って

きたということも文書でお配りしてあるかと

思いますので、ぜひご理解をいただきたいと思

っております。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会 どうもありがとうございました。私の

ほうから幾つかまず質問させていただきます。 

被団協のメンバーは、いま、何人ぐらいいら

っしゃるんですか。 

田中 日本被団協は、最初に申しあげたと思

いましたけれども、47 都道府県の会から構成

されておりますので、会員はといいますと、47

会員ということになります。ただ、4県が会長

等々の高齢化で、いま、動けない状態となって

おります。 

私どもは、被爆から 11 年後の初めての対策

によって、被爆者健康手帳というのを国から交

付されております。その被爆者健康手帳を取得

している被爆者は、現在、約 19 万人弱ぐらい

です。手帳を持っていた人が最も多かった年に

は 37 万人までいました。それを境に、高齢化

した被爆者が亡くなっていきますので、いまは

19 万人を切る数になっております。現在は大

体 1万人ずつ亡くなっていきます。 

その 19 万人が全部、被団協がやっている運

動と足並みをそろえているかというと、必ずし

もそうではない部分があります。広島・長崎の

被爆者がやっぱり圧倒的に多いのですけれど

も、広島・長崎は運動しなくても自治体や国が

援護してくれていると、――私どもからすると

誤解しているよと言いたいんですけれども―

―運動しなくてもいいんだ、と。ただ、核兵器

をなくしてほしいという思いは皆さん持って

いると思いますけれども、援護に関しては国が

進んでやってくれていると思っているんです

けれども、私どもから言わせますと、本当に全

国の被爆者が運動してかち取ってきた援護な

ので、広島、長崎に在住する被爆者ももうちょ

っと頑張ってほしいなという思いは持ってお

ります。 

司会 ありがとうございます。 

謝罪を求めないというお話なんですけれど

も、先ほど、ちょっと出ましたけれども、政府

ももちろんそうですけれども、被爆地の市長さ

ん、広島市長さんも謝罪は求めないと言ってお

られます。そのことが原爆投下に対する責任を、

――来てくれるのは歓迎だけれども――曖昧

にしてしまうのではないか。そのような指摘も

あります。大統領の謝罪を求める、求めないと

いうことについて、もう一度……。 

田中 求める、求めないという論議は、いま、

皆さん方が一番興味をもって取り上げられて

いるのかどうかわかりませんけれども、そうい

う言葉がひとり走りしているというようなこ

とも私どもは感じないわけではないのです。謝

罪の場合にいろんな意味の謝罪がございます

よね。 

アジアからすれば、日本がアジアに対して謝

罪をしてほしいという思いと同じように、日本

がアメリカに謝罪してくれという場合、ほかの

空襲だとかさまざまな、艦砲射撃であるとか沖

縄だとかで市民が殺された問題がありますね。

東京空襲は 10 万人も殺しているわけです。そ
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ういうことをみんな含めて謝罪をしろという

ふうにアメリカが受け取っているとしたら、そ

れはそう簡単にウンとは言わないでしょう。 

残念ですけれども、日本の政府は、本当にア

ジアにとって心からの謝罪はしていませんよ

ね。かつて謝罪の言葉を発したことがあります

けれども、政権が変わると、いや、あれは謝罪

ではない、とかいうのが出てきてみたり、安倍

さんのように、自分の心からの謝罪でない言葉

で謝罪が語られるというようなことがありま

すので、謝罪一般については、私どもとしては、

いまのような形で議論されることについては、

あまりいいことだと思っておりません。 

ただ、先ほど申しましたけれども、原爆の場

合には、何十万人という無辜の、本当に罪のな

い人たちを一挙に殺しておりますよね。それか

ら、放射線という、いまだかつてなかった被害

を生き残った被爆者たちにも加えていて、その

放射線の被害についてはいまも被爆者たちが

苦しんでいるわけです。被害がずうっと持続し

ているわけですね。 

 

被爆者に謝罪をしてほしい気持ちは

ある。謝罪を強く求めることが核兵器を

なくすことの障害になるのであれば、そ

れはぐっと抑えて、核兵器廃絶の先頭に

立ってほしいと願う 

 

ですから、少なくとも原爆の被爆者に対して

は謝罪をしてほしいという気持ちはあります。

大方の被爆者はそう思っているのではないか

と思います。先ほども申しましたけれども、そ

れを強く求めることが、オバマ大統領の広島訪

問を妨げ、核兵器をなくすことの障害になるの

であれば、それはぐっと抑えて、とにかく核兵

器廃絶のための先頭に立ってほしいというこ

とを願おうというところがあるのではないか

と思います。 

広島市長が謝罪を求めないというのは、どう

いう意味かわかりませんが、広島の市長ですか

ら、広島に対する謝罪を言っていると思います

けれども、そういう思いが先行してしまってい

るかなというふうに思います。 

司会 ありがとうございました。 

オバマさんが就任して、プラハでの演説があ

りました。あの演説を聞いたときは、田中さん

はどんなふうに思われましたか。 

田中 私、もう 84 歳になりまして記憶力が

低下いたしまして、コピーを持ってきましたけ

れども、「核兵器国として初めに使用したこと

の道義的責任を感じる」と言っていましたよね。

「責任を感じる」と言ってくれたことについて

は、私はある種感銘をいたしました。だから、

責任を果たすということで、その後の努力をし

てくれるのではないかと思っていました。 

 

オバマ大統領はプラハで「核兵器を使

った責任を感じる」と言ってくれ感銘し

た。責任には謝罪も入るだろう。だが、

その後、何もできなかった。７年間、裏

切られた思いがする。 

 

ですから、その後、何もできなかったことか

らいうと、あのときの責任というのは何だった

のかなという思いがいたします。普通、責任の

場合、やっぱり謝罪も入るのだろうと思うんで

すね。英語ですと、責任（responsibility）と

いうのは、何かに応える(response)ですよね。

だから、わかっているのは、投下して危害を加

えた。それは普通の戦争の危害と違ったものだ

った。「唯一の核兵器を最初に使用した国」と

言っていますからね。核兵器というのは普通の

兵器と違うということを前提にして、その責任

と言っているわけですから、原爆の被害に対す

る自分の(責任)、というふうに言ってくれたと

思いましたので、その後の期待を強く持ってお

りました。けれども、それが 7年間裏切られた

という思いがしております。 

司会 7 年間、裏切られたという思いをして

いるところに、最後で被爆地訪問が決まったわ

けですけれども、それが決まったときは、やっ

と来てくれるのかという、そういうような思い

だったんですか。 

田中 ええ、そうです。少なくともあれだけ
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のことをプラハで言った人が、何もしないで退

任していくことはないだろう、という気持ちが

私にはありました。多くの被爆者もそれがあり

ました。 

ですから、もう残り少ない、1年はないので

すけれども、任期中に何とかできないかという

ことで、私はやっぱり任期中に広島、長崎を訪

問してほしい、そして改めてプラハでの決意を

再確認をすることをしてほしい。できたら、任

期の本当に残り少ない時間で、大統領としての

行使できる権限の全てを使って、核兵器廃絶へ

のためのステップをつくってほしいというふ

うに思っておりました。 

ただ、サミットはいろんな問題を議論すると

ころでもありますので、その機会に来てもらえ

るかということと、アメリカの国内の情勢から

して、サミットのときに来てもらえるかという

のは、私はあまり期待というか、想定していな

かったのですね。大統領選挙も直前ですので、

選挙が終わった段階で、少なくとも 11月か 12

月には来日して広島と長崎を訪れて、そして被

爆者の話も聞いて、本当にもう一月あるかない

かの期間になりますけれども、その期間にプラ

ハでの約束を実現するために、何をするか言っ

てほしいと思っていましたけれども、ちょっと

早くなっております。 

 

もろ手を挙げて大歓迎とはならない 

 

今回、広島に寄られるのは、それはそれでい

いのですけれども、先ほども申しましたように、

別の意図と組み合わされることについては、や

はり危惧しないわけでもないので、もろ手を挙

げて大歓迎ということにはやっぱりなってい

ません。 

司会 別の意図というのは、もう一回わかり

やすく言っていただくと……。 

田中 先ほども申しましたけれども、安倍さ

んも非常に状況が悪くなってきていると思う

のです。いま、アベノミクスも非常に行き詰ま

っておりますし、それから、アジアとの関係も

大変な状況にありますので、それを打開するの

にアメリカとの同盟関係を強めたい、というの

が安倍さんにはありありにみえるのですね。そ

れをやってもらうためにいろんなことをやっ

てきてはいまいか、という思いがするのですね。 

ケリー国務長官が下調べも兼ねてか、おいで

になったのは、ケリーさん個人の非常に誠実な

あらわれであったかもしれませんけれども、ケ

リーさんがアメリカの政治の動向をちゃんと

体しておいでになっていたかどうかというの

は、これからわかっていくことで、いまはわか

りません。いまの情勢の中でオバマさんが来ら

れることについては、どうでしょうね、やっぱ

りしっかりしてほしいなという気がします。 

共和党が反対しないのですね。ＣＴＢＴの批

准に強く反対してきた政党ですが、なぜ、オバ

マさんが行くことについて共和党が反対しな

いのかなと、私は非常に不思議に思っておるん

です。これは皆さん方のほうが情報はいろいろ

入ってきておりますでしょうから、後で教えて

いただければありがたいんですけれども、そう

いうアメリカの情勢もあって、広島に来ること

ができるようになっている。 

だから、その背景とオバマさんの訪問の関係

も私どもは考えていかなければいけないかな

と思っています。 

司会 ありがとうございました。 

質問 安倍首相がオバマさんと同行して広

島に行くことによって、安倍さんにも何らかの

責任が生まれるのではないかと思うんですけ

れども、そのあたりは田中さんはどういうふう

にお考えでしょうか。 

田中 オバマさんと同行することが安倍さ

んのこれからの政治のあり方によく反映して

くれればいいんですけれども、安倍さんは山口

の出身でもありますし、8月の慰霊式には毎年

出席しておりますよね。だから、広島・長崎の

被害を本当は知っているはずなのですけれど

も――いや、本当にというか、わかりませんけ

れども、知っていておかしくない方であります。

その方が同行するというのは、儀礼的なものだ

ろう。オバマさんだけ行ってきなさいとはとて

も言えないですよね。と思っています。 
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質問 この要望の中にも、核兵器の非人道性

の問題で国連の作業部会の話がございました

けれども、世界、特に非核保有国、ヨーロッパ

を中心に、あるいは旧非同盟国が中心になって、

非人道性を基礎にして核兵器禁止条約をつく

っていこうという動きがかなり盛り上がって

まいりました。翻って世界と日本を比べると、

被爆国でありながら、日本は非常にシニカルで、

なかなか核兵器廃絶の運動が盛り上がってき

ません。被爆者は高齢化をしていく中で、欧米

では、若い人たちの反核運動とか、核兵器禁止

への動きがみられるわけですけれども、日本の

中でそういう希望を田中さんはみていますか。 

 

核兵器は違法、を前提に核兵器をなく

す 

 

田中 私は日ごろから、日本の国民の多くの

人たちは 9 条を大事にしなければいけないと

言っているんですけれども、日本がアメリカと

軍事同盟下にあって、9条がありながら強大な

軍備を持っているということ。それから、アメ

リカの核の傘に守られる、これは核抑止力を容

認しているということですね。実際に外務省の

偉い人たちと話をしても、「日本は核兵器は違

法だとは言わない」とはっきり言いました。違

法ではないと言います。 

私どもは、核兵器は違法であるということを

前提にして、とにかく核兵器をなくすことをや

っていかないといけないと言います。ですけれ

ども、（政府は）違法でないと言います。それ

は、核抑止力を認めている限りは、違法のもの

で自分の国を守る、あるいはそれを抑止力に使

うことはできないわけですから、違法でないと

言うのは当然だと思うのですね。でも、「唯一

の被爆国」と言ってみたり、被爆者に対しては、

「国際法の精神に、あるいは国際人道法の精神

には核兵器は反する。だけれども、国際法には

違反しない」と一貫して言っています。 

ですから、核兵器をなくそうという非同盟国

だとか、ニューアジェンダ連合だとかの国々の

努力に対して水を差しますね。つい先日まで行

われていたジュネーブでの法的枠組みについ

て検討していく作業部会に、わざわざ佐野大使

が出席した。核保有国は参加していません。私

たちは核保有国が参加して前向きの議論をし

てほしいと私たちは思うんですけれども、これ

に参加することを拒否しています。 

その中で核抑止力に頼っている同盟国の日

本の大使が行って、核兵器をなくすための法的

枠組みを詰めていこうではないかという発言

に対して、事ごとに反対していますね。ステッ

プ・バイ・ステップという道筋でないと核兵器

はなくなっていかない、とずうっと一貫して主

張しています。そのことを私たちにも佐野大使

は自慢げに言います。 

核兵器を反対する条約をつくれ、それと反対

している核保有国のつなぎを私はやっている、

日本はそれをやるんだ、と言っておりますけれ

ども、つなぎをやっているような努力は私ども

にはみえないのですね。それは、アメリカの同

盟国になっている、アメリカの核に守られてい

るということにあるからです。 

そのことを日本の国民がどれくらいきちん

と理解して受けとめているかというのが、私に

は非常に残念であります。いまやソ連対アメリ

カの対立、資本主義陣営と社会主義陣営との対

立という状況にある冷戦時代の世界情勢では

ないですから、紛争はありますけれども、核兵

器で抑止するという政策をとるべきでない。だ

から、日本の安全保障政策は変えてほしいと私

どもは絶えず外務省を通して、あるいは外務省

だけではなく、いろんな政党を通して要請もし

てきております。こういう要請をもっともっと

日本国民のいろんな階層の人たちが政府に対

してして突きつけてほしいと思っております。 

よろしかったでしょうか。 

質問 希望はありますか。 

田中 希望は持たざるを得ないのですけれ

ども、ですから、私どもは核兵器の時代がどん

なものであるか、核兵器がいかに非人道的なも

のであるか、いかに残忍なものであるかという

ことを、これまでも国内にも一生懸命訴えてき

たつもりです。けれども、やはり世代が変わっ
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てくると、その受けとめ方が少し弱くなってき

ているかなと思いますし、私どもはいずれ、そ

んなに長く生きておれない状況にありますの

で、私どもの願いと運動をどうやって継承して

もらうか、いま、真剣に追求しております。 

可能性があるか。いやあ、難しいですと、こ

れ、私どもは言えませんね。憲法 9条は理想的

過ぎますよ、あんなのは実現できませんよ、と

いうふうに言われるのですけれども、その理想

を追い求めなければ戦争はなくならないだろ

うと思いますので。 

お答えにならないかもしれませんけれども。 

質問 田中さん、きょうはありがとうござい

ます。私は韓国人被爆者の問題について長い間

フォローしてきたんですが、田中さんはこの韓

国人被爆者問題、また、在外、海外在住被爆者

の問題についても大変大きな努力をされてき

たことを、いつも感銘を受けております。 

オバマさんが、今回、心に一つ引っかかって

広島に行く、そういうことはあると思います。

それは、先日、この日本記者クラブでも会見が

ありましたけれども、広島でアメリカ兵捕虜が

やはり被爆していることです。 

つまり、韓国人、中国人あるいは北朝鮮の被

爆者もそうですが、それから在ブラジル、在北

米の被爆者だけではなくて、アメリカ人も被爆

していた。こういう、いわば核の惨禍の広がり

が眼前にあり、今回、ローズ副補佐官が、「大

統領はとてつもない核の犠牲について思いを

述べるだろう」と言っています。 

日本の場合は、ビキニの第五福竜丸あるいは

その他の漁船の漁業員の被爆もありましたし、

そういう中で、オバマさんが広島で改めて核廃

絶に向けての姿勢を明確にするんですけれど

も、それの取り組みとして、さっきおっしゃら

れた今後の被団協の取り組みの中で、惨禍の広

がりを取り込んで、訴えの核にしていくという

思いはありますか。 

田中 27 日にオバマさんがいらっしゃいま

して、プラハ演説みたいなことはされないよう

ですけれども、一定の見解を表明されるやに聞

いております。ですから、どういうことをオバ

マさんが広島で発せられるかということも注

目していきたいと思いますし、その内容によっ

て、私どもの取り組みもちゃんとしていかない

といけないかと思っております。 

そうはいいながらも、やはり原爆の被爆者は

たくさん世界中にいるのですよね。それで、い

まの核抑止力にがんじがらめになっている世

界を変えていくには、本当に世界中の市民が核

兵器の悪魔性といいますか、非人道性をきちん

と受けとめることをしていかないと、なくなら

ないのではないかと思いました。そこで、まだ

始めたばかりで、ポチポチになっておりますけ

れども、4月から世界に向けて被爆者が呼びか

ける。核兵器をなくすために条約をつくってほ

しいと被爆者が切に願っている、という賛同の

署名に取り組むことにしております。 

それで、その中には、いまもおっしゃいまし

たけれども、ブラジルに住んでいる被爆者、ア

メリカに住んでいる被爆者、韓国の被爆者団体

の代表にも、その呼びかけ人に入っていただい

て、これから大きく展開していきたいと思って

おります。 

 

核兵器で自分たちを守ることはでき

ない 

 

とりわけ、フランスの大使とお会いしました

ときに、「フランスの国民は核兵器を持ってい

ることを大国であるあかしと思っているとこ

ろがあります。実際に国民の過半数以上は核兵

器を持っていることに反対しませんよ」という

ふうに言われました。私、それは本当ではない

かと思います。 

ですから、本当に核兵器をなくすためには、

核兵器を持っている国の国民が、核兵器で自分

たちの安全を守ってほしいと思っているとし

たら、それを改めてほしいと思います。そんな

ことはできないのだよということを知ってほ

しいと思っていますので、これから取り組む署

名はそういうことに生かしていきたいなと思

っております。 

まま、署名というのは数だけになりがちです
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けれども、そうではなくて、署名をしていただ

くことで、核の恐ろしさを知っていく、それを

広げていく、ということに使っていただけたら

なと思っております。 

質問 一つは、もうお話に出たかもしれませ

んが、オバマさんが広島に来られて被爆者の

方々とどういう接点があるのか。面会されるの

か、されないのか。それはなくなったとも報道

されているし、その辺がどうなっているのかわ

からないので、最終的にそれがどういう形にな

っているのか。 

先ほど、田中さんがおっしゃったように、あ

との残り任期で彼がそういう仕事をするため

には、広島の体験をじっくりみてもらわなけれ

ばいけない。そのためには、やはり人の話を聞

くのが普通だと思います、被爆者の方々のね。

それが今回どうなってきたのかということと、

その経過において、被団協と米当局あるいは外

務省との間で何かやりとりがあったのであれ

ば、それを教えていただきたい。 

もし、田中さんがオバマさんに被爆者の代表

として会われるとした場合、自分の被爆体験か

ら、どうオバマさんに訴えたいことがあるのか。 

もう一つは、先ほど言った謝罪問題なんです

けれども、なぜ、謝罪を求めるのか。さっきお

っしゃったとおりだと思うんです。普通のいわ

ゆる戦争行為に比べて、あまりにも非人道的な

兵器を使用したことだと思います。 

しかも、果たして本当に使用する必要があっ

たのか。広島・長崎に原爆を投下する必要があ

ったのかという観点から考えますと、アメリカ

でもそういう研究があって、『原爆投下決断の

内幕』という本を私も読んだんですけれども、

それによると、軍事技術的には、あの時点では、

もう日本は敗戦を意識して必ずや降参する。 

ということは、軍事的には投下の必要はなか

った。ただ、当時、台頭してきたソ連の外交的

な取り組みのうえで、やはり原爆投下という事

実が必要だったという推説を出されている方

もいるし、私もそれは説得力のある話だと思い

ます。そういうふうに考えた場合に、やはり謝

罪がどうしてもテーマになってくると思うん

ですが、さっき、謝罪の話はお聞きしましたの

で、原爆投下の必要があったかどうかについて、

ご見解がありましたらお教えください。 

 

原爆投下は必要でなかった 

 

田中 原爆投下は必要でなかったと私は信

じておりますし、1995 年のスミソニアンの展

示が拒否された段階で、アメリカでも、必要か、

必要でなかったか、という議論が歴史学者の中

で激しく論争されたと聞いております。大方の

いまのアメリカの歴史学者は、もうすでに日本

は死に体であった、もう負けることは間違いな

かった。そこで使用したのは間違いである。 

その使用した理由は、一つはソ連という国に

対する牽制があったのではないか。もう一つは、

膨大な予算を使って核兵器を開発してきた。そ

れがどういう威力を発揮するかをわからない

ままで戦争が終結してしまうことについては、

科学者も含めて納得しないかもしれない。税金

を納めた国民も納得しないかもしれない、とい

う理由で使ったのではないかというのが挙げ

られます。私はそれは本当だっただろうと思い

ます。 

日本政府はもうすでに降伏の準備を始めて

いたわけですね。ロシアを通してアメリカに伝

えるという行為をやっていて、それが十分届か

なかったということもあったと聞いておりま

す。 

私は長崎で中学生でしたので、沖縄が占領さ

れた後、どういう状況になってきたかというの

は体でわかりました。もう私も死ぬ気でおりま

した。そういう状況で戦争が継続できるはずは

ありませんね。そのことはアメリカも知ってい

たと思います。いまの若い人たちはもう知らな

いんですけれども、日本の大都市は全部と言っ

ていいぐらい壊滅しておりました。それ以上、

日本は戦争を継続できるはずはない。 

1 億総玉砕というふうに私どもは教育され

ましたけれども、そんなことはできっこないの

ですね。できっこないです、国が潰れてしまう

と同じですから。ですから、そのことをアメリ
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カの指導者は十分知りながら、やっぱりアメリ

カが使ったのは間違いであったろうと思って

おります。 

それから、もう一つは何でしたか。 

質問 もし、オバマさんと被爆者を代表して

会うようになったら…… 

田中 そうです。それは戦争はやっぱり殺し

合いだと思います。私も戦争中に教育を受けま

したし、中学校に入ったときには、もう戦争で

死ぬということを自分でも覚悟しておりまし

た。戦争というのは、いま振り返ってみると、

やはり殺し合いだと思います。ですから、戦争

をしないのが一番いいんですけれども、戦争は

容易になくならない。だからといって、非戦闘

員を何万人も一挙に殺していいということは

絶対にあり得ないことですね。 

 

戦争だからやむを得なかった、という

べきではない、とオバマさんにいいたい 

 

だから、戦時国際法の中にもそういうことは

うたってあるわけです。それを無視した行為で

あったということですので、殺される人たちの

人権、それから殺された家族たちの悲しみ、苦

しみ、そういうものはやむを得なかった、戦争

だからやむを得なかった、と言うべきではない

ということを私はオバマさんにも言いたいと

思います。 

私の場合は、親は奪われませんでしたけれど

も、（奪われたのは）祖父だとか、おじだとか、

いとこですけれども、でも、親が子を失った気

持ちがよくわかりますので、そういう受けとめ

方をしてほしいというのを、会ってお話しでき

ればオバマさんにしたいと思っております。 

それから、核兵器が違法であることはいろん

なところでもはっきりしてきていると私ども

は思うのですね。古くは東京裁判（1963 年）

がありまして、東京裁判で原爆投下は国際法に

違反すると。 

あの東京裁判は、しかし、個人がアメリカの

違法性を問おうとしていたのですけれども、そ

ういうことはできないということになってお

りますし、いまの国際司法裁判所も一般的には

国際法あるいは人道法に照らして違法である

ということを言っておりますので、そういう意

味からいっても、やっぱり違法である兵器を使

ったということは、揺るがないと思います。 

質問 被団協は、一時はアメリカ政府を相手

取る訴訟もかなり前向きに検討して、たしかお

金の問題で断念して、現在、宿題になっている

と思うんです。それが、今回、米国の現職大統

領の初の広島訪問によって、今後も賠償を求め

る可能性があるのかどうか。 

2 点目は、被爆者は米国に対してはいろんな

思いがあると思うんですが、今回のオバマ大統

領の訪問が、いわゆる和解につながるものかど

うか。田中さんのお考えを伺えればと思います。 

田中 アメリカの原爆投下に賠償を求める

裁判を起こすことを考えたことがございます。

それ以前に、賠償は要求しない、謝罪を要求す

る、謝罪のあかしとしてアメリカが核兵器廃絶

の先頭に立ってほしい、ということを日本被団

協の正式な要求として掲げていたんですけれ

ども、そのことをあまりにもアメリカの指導者

もアメリカの国民もわかってくれない。わかっ

てくれないとするならば、賠償を求めるよとい

う運動を展開して、理解してもらおうかと考え

た時代があります。 

 

アメリカの戦争責任を個人が問うこ

とはできない、とわかった。日本政府が

アメリカ政府を訴えることは可能だ 

 

実際に追及してみたんですけれども、アメリ

カの戦争責任を問うことはできないんですね。

賠償を求めることは個人はできないというの

は、東京裁判もそうですけれども、わかりまし

た。 

だから、アメリカの投下責任を問うとしたら、

日本政府が直後に、あれは国際法に違反すると

スイスを通して申し入れたわけですから、その

ことをもう一度振り返って、日本の政府がアメ

リカの政府を国際司法裁判所に訴えることは
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可能だということはわかりましたけれども、そ

れは、もう難しいと思っております。 

国を訴えることはできないけれども、アメリ

カが核兵器をつくった、それを使ったという意

味での、アメリカの企業だとかそういう関係者

の責任を問うことは、アメリカの法律の中でで

きると聞きました。だとすれば、何らかの方法

があり得ないだろうか。例えばデュポンだとか、

ＧＥだとか、そういうところの責任を問うこと

はできないだろうかと追及してみたことがあ

ります。むしろ、アメリカの非常に民主的な積

極的な弁護士から、「膨大なお金がかかります、

何億というお金がかかるのは間違いありませ

ん。それくらいのお金を使って大変な訴訟を起

こすよりも、教育の手段を使ってアメリカ人の

意識を変えていくことに力を注いだほうが、む

しろ前向きではないか」というサジェスチョン

も受けました。 

私どもも、そうかもしれないと。とりわけ、

ウィーラマントリー（スリランカ人、1991 年

～2000 年国際司法裁判所判事）という名前の

方をご存じだと思いますけれども、国際司法裁

判所の中での判事をしておられて、核兵器の絶

対違法説を主張した人です。 

国際司法裁判所では、一般的には違法である

といいながらも、国の存亡がかかる場合につい

ての使用の違法、合法は判断しないというのが

ありますね。核保有国も日本の政府もそこに依

拠しているんですよね。ですから、岸田外務大

臣が長崎で発言するように、「使用しないとい

うことはあり得ない」と日本の政府も言います

よね。それは極限の場合だと。 

極限の場合というのは、国際司法裁判所が言

っている国の存亡がかかる場合を盾にして、極

限の場合には日本も核兵器を使っていいんだ

と言いますけれども、ウィーラマントリーさん

は、「そういうこともあり得ない。絶対的に違

法である。あらゆる宗教、あらゆる法律、あら

ゆる文化の手段を使ってみても、やはり原爆は

違法な兵器である」と主張されました。 

そのウィーラマントリーさんに、いかなるも

のかと私ども聞きました。どうしても訴えたい。

彼も、「それは法律や条約という中ではあまり

有効ではないかもしれない。それよりも、やは

り教育、特に若い人たちの教育に被爆者たちは

全力を注いだほうが、本当の廃絶にはつながっ

ていくのではないか」というふうにおっしゃら

れましたので、（訴訟の検討は）実際にありま

したけれども、いまはもう口でも言いません。 

 

和解はけんか両成敗みたいな感じで

なじめない。やはり加害について謝って

ほしい 

 

質問 あと、和解につながる…… 

田中 和解というのも、日本語にあまりなじ

めないんですけれども、けんか両成敗みたいな

ところが感じられるんですね。 

で、秋葉さんが市長のときに和解をするとお

っしゃられたんですけれども、私どもにはあの

秋葉さんの考え方がなじめませんでした。やは

り原爆の加害については謝ってほしいという

気持ちであります。 

質問 謝罪について結構新聞では取り上げ

られているけれども、実際に被爆した方にお話

を聞いたら、さっきもおっしゃっていましたけ

れども、強くは求めない。これからのことに支

障があるならば、そういうことものみ込んで強

くは求めないとおっしゃっている。いままでそ

ういう苦しみを抱えながら来たと思うのです

が、日本政府の救援がすごく時間がたってしま

ったのではないか、遅過ぎたのではないか、何

か思いがあれば、いま、教えてください。 

田中 生きている被爆者に対する援護、これ

だけを、いま、日本政府はやるのですけれども、

これもやっぱり基本的には受忍論なんですね。

戦争被害は国民が全部で背負っていかなけれ

ばいけないので、被爆者だけ援護するわけには

いかない、というのが国の一貫した政策なわけ

です。 

それでもなおかつ、被爆者に対する援護が一

定前進したというのは、――何か戦術的に受け

とめられるとまずいのですけれども――国の

責任、死没者に対する責任も一貫して求めてき
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たのですね。いまも求めているわけです。この

ことについて、それを認めないという議論は国

会の中では与党自民党もできないのですよ。で

きないのですね。 

それで、私どもは、野党が国家補償を認める

という方針をとってくれていましたので、国家

補償の法律をつくるという野党案をずうっと

出していったのですね。それを与党は議論した

くない。議論すると、反対できないという中身

のものがありますので、議論しないために別の

関連法案を出してきた。 

それは、被爆者の援護に関しての法律改正案

です。援護の中身が全部、法律で定められてい

たのですね。いまは（1994 年に制定された現

行法は）中身が省令みたいになっています。だ

から、法律を変えなくてもいいのですけれども、

かつての法律（原爆特別措置法）は全部、条文

の中に書かれていた。ですから、改善をするた

めに、その条文を出して、その改正議論を先議

する。予算を伴いますので、先議してしまうの

ですね。で、毎年毎年、少しずつ改善をしてい

く。それで、その議論をするために野党が出し

ている法案は、こちらが通れば、もう議論の対

象にならないので、そのまま議論しないで廃案

になっていく、というのをやってきたのです。 

だから、政府がみずから私たちの被害に目を

向けてやってきたとは必ずしも言えない。それ

でも放射線の被害だけというのをはっきり言

いますし、放射線の被害もできるだけ小さくみ

せよう。特に福島の事故以来、残留放射線には

絶対触れないというのがいまの国の政府です。

ですから、被爆者対策も爆発した瞬間の放射線

の影響をみるということになっております。 

質問 抑止力について教えていただきたい

んですが、私も核兵器なんかないほうがいいと

思うし、日本の安全も核兵器なしで維持できれ

ばうれしいなとは思いますけれども、現実をみ

たときに、例えばいま、日米安保を廃棄し、米

軍は撤退し、その米軍の抑止力をなす核兵器も

のもなくなった場合に、日本の平和は保たれる

のかというのが一つの問題です。 

もう一つは、中国ですけれども、日本は核兵

器の被害者であることを強調し、戦争の加害者

であることをごまかそうとしていると言いま

す。それについて、田中さんはどのようにお答

えになるか。 

 

核兵器が抑止力であるなら、すべての国が

核兵器を持てば戦争は起こらないことになる 

 

田中 抑止力については、さっきもちょっと

お話ししたかもしれませんけれども、抑止力で

戦争が抑えられるのであれば、全ての国が抑止

力を持てばいいんですね。私は、核保有国の大

使たちにはそういうふうに言うのです。「核兵

器が抑止力であるならば、全ての国が核兵器を

持てば戦争は起こりませんよね」と言います。 

そうすると、とんでもない国があって、それ

を使うかもしれないと言ったりするのですけ

れども、そのとんでもない国をどう抑えるかと

いうのは、核兵器で抑えるのではなくて、もっ

と、とんでもない国になっていっている国の背

景ですね。貧困であるとか、差別であるとか、

そういうところをなくしていく努力で抑止し

ていくことが、私は一番理想であって、憲法 9

条はそういうことを言っていると思うんです。 

ですから、アジアに対しても日本が真摯に、

真摯にかつての加害について謝罪すれば、その

アジアの諸国も、あえて日本だけが被害者のよ

うな顔をしていると言うことはないと思うん

です。 

日本の政府は、自分が唯一の戦争被爆国とい

って被害国だということを利用していますよ

ね。被爆者たちは、アジアに対して加害を加え

たことを申しわけないと思っています。アジア

の諸国の市民に原爆の非人道性と原爆被害に

ついて証言する場合はまず謝罪から始まりま

す。アメリカに行っても、加害とちょっと違い

ますけれども、真珠湾攻撃が先制攻撃のように

みられてしまっているのは申しわけないとい

うふうに言って、ただ、真珠湾の被害と原爆の

被害は質が違うから、そのことはアメリカの国

民も理解してほしいということは言います。そ

れはアメリカの国民は理解してくれます。 
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かつて私、ラジオの放送で訴えたことがあり

ます。バーモント州でしたけれども、州全体に

その話が流れたようですけれども、最初の質問

が真珠湾について被爆者はどう思うかという

ので、そういうふうに申しました。そうしたら、

よくわかったというふうに言って、頑張ってほ

しいということを言われました。 

戦争をしないようにするにはどうしたら、と

いうことを追求することで、抑止力は必要でな

くなるだろうというふうに私は思うのです。 

中国は、いま、一番脅威になってきているか

もしれませんね。しかし、中国が本当に日本を

攻撃すると私たちは考えているでしょうか。中

国は、もっともっと理解をお互いに深めていこ

うではないかということになれば、かなり乱暴

なところはあるなと私も思いますけれども、攻

めてくるとか、日本を全部つぶしてしまうとか、

そういうことは、私は中国は考える国ではない

と思います。 

北朝鮮についてはどうでしょうか、日本に攻

めてくるかということになるでしょうか、私は、

日本が北朝鮮を本当に追い込まない限り、日本

に攻撃してくることはないのではないかと思

います。ですから、経済制裁にしても、追い込

んでしまわないで、どうやって彼らと話を進め

ていくかということを真剣に考えるといいの

かなと思うのですけれども、いま、制裁を強め

ながら相手との交渉を始めようとしています

よね。だから、そこが彼らにもなかなかできな

いところではないかと思いますし。 

前のブッシュ大統領の時代ですか、もう少し

前でしょうか、「ならず者国家」という言葉が

ありましたね。ならず者国家、アメリカの民主

主義に反する国はアメリカが制裁をして変え

ていくんだ、潰すんだという趣旨のことを言っ

て、北朝鮮が言うことを聞かないので、北朝鮮

を攻撃しようとしたときがあったやに、私は元

外務省筋の人から聞いたことがあります。で、

日本は、憲法 9条があるから、アメリカの攻撃

には参画できないということを伝えて、そのア

メリカの意図を抑えたということも聞いてお

ります。それが北朝鮮に渡っていたとしたら、

自分たちは攻撃をされて潰されるというふう

になろうと思うんですね。ＮＰＴから脱退し、

核兵器保有国をめざしたのはそれがきっかけ

化と思っています。 

あの北朝鮮の政権が私もいいとは思いませ

ん。非常に乱暴な政権だと思います。しかし、

北朝鮮の国を変えるのは、やっぱり北朝鮮の

人々だと思います。私たちではないと思います

し、アメリカではないと思います。北朝鮮の人

たちは苦しいかもしれないけれども、こういう

政権ではだめだと北朝鮮の人たちが思って政

権を変えることで、本当にいい北朝鮮あるいは

民主的な北朝鮮ができてくるのだと思います。

これを先に攻撃してくるかもしれないといっ

て、それに武器で構えるということになれば、

いつまでたっても武器の抑止力が必要になる

のではないか、ますます危険が高まるのではな

いかと思っています。 

ですから、まさに憲法で言っているとおりに、

紛争は交渉で解決するというのを日本は徹底

してやるべきではないかと思います。 

もう一つは何でしたか。 

質問 中国は、日本が加害者でありながら… 

 

日本政府は、加害者を売り物にしなが

ら自分たちのやりたいことをやってい

る 

 

田中 政府に対して私どもは、日本は唯一の

核戦争被爆国と言って、被害者、被害者と言っ

ているけれども、アジアへの諸国への加害者ら

しい対応は何もしていないのではないか。被害

者を売り物にしながら、日本の国が被害者であ

ると言って、自分たちのやりたいことをやって

いる、というふうに私どもにはみえますので、

自分の国の政府なので残念なんですけれども、

私どもは、加害について大変申しわけないとい

うふうに思っています。 

しかし、日本の国民にも多少そういうのがあ

るんですよね。ヘイトスピーチもいまはあった

りしますから。まだ韓国も、アジアの諸国も、

原爆が投下されたことによって自分たちが植

民地から解放された、という意識を持っている
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人はたくさんいます。若い人の中にもいます。

ですから、きちんと日本が謝っていかない限り、

それから、植民地をつくっていった国が、その

政策が間違っていたと言わない限り、原爆の非

人道性に目を向けることにはならないと思い

ます。だから、アジアについては、日本が最初

にやっていかないといけないと思っておりま

す。 

 

「核兵器も戦争もない世界の実現を

目指しましょう」 

 

司会 ありがとうございました。 

先ほど、控室で一筆書いていただきました、

「核兵器も戦争もない世界の実現を目指しま

しょう」。最後にこのことばについてコメント

をいただけますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中 「被爆者は核兵器だけをなくせばいい

と言っているのではないですか」ということも

言われます。しかし、戦争がなければ核兵器は

使いようがないわけですね。小さな戦争、いま

も中東で起こっているような戦争もたくさん

の人命が奪われて、たくさんの人たちの生活が

奪われているわけですから、戦争がない世界を

どうやって私たちはつくっていくか、というの

が 21 世紀の、あるいはそれ以降の人類の重大

な責任だと私は思っておりますので、そういう

気持ちがあらわれればと。 

核兵器の被害者なので、まず核兵器をなくし

ていきましょう、というのが先で、戦争もなく

しましょう、となっています。 

司会 きょうは、長時間にわたり、ありがと

うございました。最後に記者クラブから記念品

を贈呈したいと思います。どうもありがとうご

ざいました。（拍手） 

田中 ありがとうございました。 

（了） 

 


