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ームを代表して、宮城克文デスクにお越しいた

日本記者クラブ専務理事・

だきました。

事務局長 これより 2017 年度日本記者クラブ

森重昭さんは、職業的な記者でないにもかか

賞受賞者による記念講演会を始めます。
きょうはご参加いただきありがとうござい

わらず、既存のジャーナリズムがほとんど取り

ます。本日の司会を務めます当クラブ事務局長

上げてこなかった被爆米兵問題をおよそ 40 年

の土生と申します。

にわたり、休日を利用し、自費を使って粘り強
く調査されました。その結果、原爆の犠牲にな

日本記者クラブは、1969 年に、日本新聞協

った米兵 12 人の身元を特定したことなどが高

会、日本放送協会、日本民間放送連盟の三者が

く評価されました。

呼びかけ人となって創設されました。活動の中

きょうはお三方からそれぞれ 40 分ずつお話

心は記者会見で、国内外の政治、経済、文化、

を伺います。

スポーツなど、幅広い分野からゲストをお招き

それでは、まず松尾さんから、よろしくお願

して、年間 200 を超える記者会見を企画・運営
しております。メディア各社や個人の会費で支

いいたします。

えられておりまして、公的な資金は一切受け取

北朝鮮危機を外交の好機に

っておりません。「プレスによる、プレスのた
めの、プレスの独立組織」です。

松尾文夫氏 松尾でございます。持ち時間が
40 分と言われております。年をとるとなかな

日本記者クラブ賞は、ジャーナリストとして
顕著な業績を上げた会員を対象に受賞者を選

か短く話を完結させるのが難しくなりますが、

び、これまで 40 年以上の歴史を持っておりま

本日は３つの点についてしゃべらせていただ

す。特別賞は、クラブ賞創設 40 年を機に、会

きます。

員以外のジャーナリストにも対象を広げて、

最初に申しあげたいのは、「北朝鮮危機」と

2012 年に新設されました。

いう外交の好機を生かすということです。

今年度は、クラブ賞がジャーナリストの松尾

皆さんは、今の状況に対して少し甘過ぎるの

文夫さん、特別賞には富山県のチューリップテ

ではないかと違和感を持たれるかもしれませ

レビ政務活動費取材チーム、それに歴史研究家

ん。日本は、世界もそうかもしれませんが、北

の森重昭さんが選ばれました。

朝鮮の暴発を意識して、武力行使の可能性に恐

簡単にお三方の紹介をします。

れおののいているのが今の状況だと思うので

松尾さんは、共同通信の記者時代からアメリ

す。そのような状況にあるということは間違い

カ報道に取り組まれ、とりわけ近年は被爆地広

ないのでありますが、私はちょっと角度を変え

島とハワイ真珠湾を日米首脳が訪問し献花す

まして、この状況をきっかけに、私の言う和解

ることで、真の戦後和解が生まれると熱心に訴

というところまでは難しくても、妥協ができる

えてこられました。そして昨年、松尾さんの提

のではないかと思い、その前提で、いま私は考

言どおりに両首脳による相互献花外交が実現

えを組み立てています。異色と言えば異色、大

しました。68 歳でジャーナリストに復帰した

胆と言えば大胆であるかもしれません。

経歴も含めて、長年の取材と執筆活動が日本記

私は 1971 年に米中和解を、キッシンジャー

者クラブ賞にふさわしいと高く評価されまし

が秘密訪問をする 3 カ月前に、予言というか、

た。

予告、予想するような原稿を「中央公論」に書

富山県にあるチューリップテレビ政務活動

きました。それが大きく言えば、今日の私の存

費取材チームは、情報公開制度を利用して入手

在を支えていると思います。その成功の上にま

した膨大な資料を丹念に読み解き、富山市会議

だあぐらをかいている、まだ成功に酔っている、

員の政務活動費不正受給を次々に暴いた調査

との見方できると思いますし、私もそれは大い

報道が高く評価されました。きょうは、取材チ

に自戒しているところでありますが、その自戒
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のうえでも私はやはりいまの危機的な状況に

真珠湾でのアメリカの犠牲者について一言も

右往左往するのではなくて、冷静に一つの和解

触れていないではないか」という嫌味たっぷり

のチャンス、平和へのきっかけとみるべきでは

の短いツイッターです。私は後でこのツイッタ

ないか、そう考える立場であります。それを最

ーの存在を知りましたが、当時、共同通信を含

初に申しあげたいと思います。

めて現場のワシントンの記者にその後聞きま

その軸として、否定できないのが、トランプ

すと、そのツイッターのことを知っていた人も

大統領の存在であります。これは歴史的に捉え

いるようですが、ほとんどの記者がそれを記事

ますと、アメリカ大統領選挙というものの影響

にしなかったことは事実であります。しかし、

力の大きさと言えるかもしれません。ヒラリー

日本の外務省、いまの佐々江大使を含めた在米

さんがいま大統領のイスに座っているのと、ト

日本大使館が、そのトランプさんのツイッター

ランプさんが座っているのとでは、世の中がガ

の存在を探知して、それが総理の耳に入ったか

ラッと違っていると思います。

どうかわかりませんけれども、少なくとも日本
側として、トランプさんの頭の中に真珠湾があ

トランプさんがなぜ大統領になって、いまこ

るということが意識されていたということで

ういう態度をとっているか。トランプさんとい

す。その結果、それを早めに消すことを含めて、

うものをきちんと捉えることがいま最大の課

首相の真珠湾訪問というのが組み立てられた

題になっております。現場の記者たちを含めて

のではないか。

私たちは、この課題解明に懸命に取り組んでお
りますが、私は、トランプさんという人をきち

もう一つ、安倍首相は、トランプさんの大統

んと捉えようとする中で、私が先ほど申しあげ

領就任前に世界の首脳として初めてトランプ

た楽観論が出てくると思っています。

さんとニューヨークで会談しておりますね。こ
の安倍トランプ会談を、当時のオバマ政権は不

どういうことかといいますと、例えば今回、

快に思いまして、その後、リマでセットされて

安倍首相が去年の暮れに、突如として真珠湾を

いたオバマ時代の日米同盟の締めくくりの日

訪問して、オバマ大統領と一緒に、しかも「和

米首脳会談が成立しなかったのではないか。ご

解の力」という立派な演説をされた。このこと

存じのように、このときは、立ち話だけで終わ

も、私はトランプさんの出現がなければなかっ

っているんです。

たのではないかと思います。

私も友人から聞きましたけれども、国務省の

戦後 70 年という節目の年に、やはりオバマ

当局者などはカンカンに怒っており、日本の代

さんの広島訪問に対する返礼という感じもあ

表団には冷たかったそうであります。オバマ時

るかもしれないけれども、5 月にオバマさんが

代の日米関係をこのままけじめの首脳会談が

広島に来た段階では、少なくとも安倍さんが真

ないまま終わらせるわけにはいかないという

珠湾に行くこととは関係ないというのが首相

ことで、真珠湾訪問が実現したのではないか。

官邸の立場でした。私もなかなか首相の真珠湾
訪問は難しいのではないかなと思っておりま

僕は、安倍さんはついている総理大臣だと思

した。ところが、突如として、安倍さんが真珠

います。そのツキの一つが、オバマさんがハワ

湾に行くとの発表が年末に飛び込んできまし

イ出身だったということです。もしオバマ大統

た。

領が例えばニューハンプシャーの山奥かどこ
かで休暇をとっていれば、なかなかあんなに簡

その大きな理由としてトランプさんの存在

単に真珠湾訪問は実現しなかったと思います。

があったと思います。

けれども、オバマさんが出身地のハワイにおら

意外に知られていませんが、昨年 5 月のオバ

れたということで、オバマさんの方も理解を示

マ大統領の広島訪問の際に、トランプさんがツ

して、ああいう形で 2 人で一緒に追悼行事に参

イッターでつぶやいているんです。それは「オ

加し演説ができた。

バマが広島でしゃべっているようだけれども、

そういう点で、安倍外交の現実性というもの
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がそこに出ており、私は評価するものでありま

戦争は不可能です。

す。そこにトランプさんの影がいろんな意味で

そういうことから、いまだに北朝鮮の挑発は

出ているということも申しあげたい。

続いておりまして、きのうもまたミサイルが発

ただ残念なことは、真珠湾での演説で安倍さ

射され、目に余るといえば目に余ります。しか

んがアジアに一言も触れられなかった。だから、 し、同時に、北としては一生懸命対話を求めて
私は、引き続き中国と韓国との和解ということ

いるというシグナルでもある、と私は思います。

を志しているわけであります。

北朝鮮との関係を含めて、これは最後のとこ

主義、主張がないのがトランプの特徴

ろで長く時間を費やしたいと思っていますけ

一言で、トランプさんとはどういう大統領か

ナルド・グレッグ)という韓国大使をやった人

と言えば、主義と主張もないわけです。ビジネ

がいるんですが、90 歳に近い老齢であります

スマンだけで来た人でありまして、アメリカの

けれども、まだお元気でありまして、私がいま

大統領の歴史の中でも初めてであります。つま

一番信頼して、身近に感じているアメリカの外

り税金を給料としてもらったことのない唯一

交官であります。ＣＩＡの出身でありまして、

の大統領です。第 7 代のジャクソンという大統

戦後は、東京にも勤務しておりまして、麻布の

領がおりまして、彼がアメリカ建国の父たちの

ローンテニスクラブなどで活躍した戦後のア

ようなエリートではなかったという点で、トラ

メリカ社会の有力メンバーでありました。テニ

ンプさんと似ているという説も論じられまし

スも強い人でした。パパブッシュの側近であり

た。しかしジャクソンは軍歴がありますので、

まして、私が最初にめぐり会いましたのは 80

そういう点では税金を給料として政府からも

年代初めで、彼はパパブッシュが大統領になる

らっていたわけです。しかし、トランプはビジ

前の副大統領時代の安全保障問題担当補佐官

ネスマンとして育って、ウォートン・スクール

でありました。

れども、私の友人の中に、ダン・グレッグ(ド

のころから、連邦政府の質流れ品や連邦政府所

それ以来の、彼についてのエピソードは山ほ

有のビルが競売に付される情報だけに非常に

どありますけれども、このダン・グレッグとい

関心を示していたというエピソードが紹介さ

う人がどういうことを考えているか、これをき

れております。そういう人です。

ょうご紹介するだけでも価値があると思って、

トランプさんは主義と主張がない、ある意味

おります。

ではフリーハンドを持った人です。毎日刻々伝

最近ではこの 2 月に、彼の属している、彼が

わってくる彼の言動をみてもそれはおわかり

理事長を務めているパシフィック・センチュリ

になると思います。けれども、私は、そこを一

ー・インスティチュート（ＰＣＩ）というシン

つの可能性としてかけてみたいという気持ち

クタンクというか、ＮＧＯがありまして、私も

になっております。彼だからこそできる部分が

その理事に 3 年前からさせられていますので、

あるのではないか。そして、朝鮮半島の危機と

その理事会があり、会ってきたばかりでありま

いうものを平和におさめる、そのアングルをき

す。そこでも彼が繰り返して言ったことは、第

ょうは申しあげたいと思っているわけであり

二次世界大戦後の朝鮮の分断にはアメリカが

ます。

最大の責任を持っているんだということです。

その大前提となっておりますのは、軍事行動

戦後の日本をどう統治するかということで

は不可能だという認識です。専門家の方に聞け

は、アメリカは一生懸命、グルー大使を含めた

ば聞くほど皆さんそう思いますし、いまの北朝

委員会をつくり、検討を重ねてきており、ある

鮮の状況を考えますと、オバマ政権が軍事行動

意味では万全の体制の準備ができていたわけ

でビン・ラディンを殺したような作戦はできな

です。天皇制を軸にして、戦後の日本を支配す

いというのは、私も何遍も聞きましたし、軍事

るということで、ポツダム宣言の起草をはじめ、

専門家の常識であります。軍事的な情報として、
4

その辺には、さまざまな物語がありますけれど

っきり認めておかなければいけないと思いま

も、本日はしょりまして、そうした日本に対す

す。しかしこうした少数派がアメリカに存在す

る対処策に比べて、朝鮮半島をどうするかとい

るという事実だけは忘れてはならないと思い

うことについて、アメリカは全く空白で何の案

ます。

もなかったという事実を申し上げておきます。

そして、片や、ご存じのように、今度の韓国

つまり、戦争が終わった後、米陸軍の第 8 軍

の大統領選挙によりまして、いま文在寅政権、

が朝鮮に進駐し、日本軍から武器を取り上げた

新しい韓国の政権ができあがり、基本的には北

だけで、アメリカのウィルソン時代からの伝統

との和解という旗印を掲げる大統領が出現い

である朝鮮半島の民族解放・民族独立という発

たしました。頻発する北朝鮮の挑発に対して、

想はまったく出てこず、結末としてソ連の影響

形の上では非難をしながらも、根っこは北との

下で北が統治される状況に対する何の準備も

和解というものを目指す政権が韓国国民の多

なかった。それが本当だということをグレッグ

数の支持によって生まれたのです。

さん自ら熱っぽく語っておりました。

それと、私は先ほど来申しあげております、

ちなみにベトナム戦争介入のときにも、グレ

主義主張がなくて、現実主義だけでこれまで生

ッグさんは反対した人で知られている人です。

きてきたトランプさんという大統領との組み

まあ、ＣＩＡといってもいろいろありまして、

合わせに、ぜひご注目いただきたいと思うわけ

一番質のいいＣＩＡです。その彼の発言を私は

であります。

また聞きまして、改めていまのアメリカでそう

トランプさん自身も色々発言が変わるもの

いうことを、つまり、朝鮮分断の責任はアメリ

の少なくとも金正恩と会ってもいいという発

カにあるのだということを堂々と発言する人

言自体はいまだに否定しておりません。

が存在することに私は感じ入った次第です。こ

だから、いまの危機的状況――日本では新幹

のＰＣＩという組織は、韓国系のスペンサー・

線がとまるというアラート状態も一時起きた

キムというお金持ちがスポンサーであります

ようですが――にもかかわらず最近、韓国に行

が、その人も含めて、北朝鮮を含めた南北の和

ってきた人の話によりますと、戦争気分はソウ

解を目標としている団体であります。こうした

ルには全くないということです。日本でも同じ

存在がまだアメリカにはいるのです。

だと思われます。

ダン・グレッグさん自身も北朝鮮に行った経

この辺のところを申しあげたうえで、和解の

験がありますし、皆さん、古い方はご存じかも

チャンス、話し合いのチャンスがどうなるか、

しれませんが、マクロスキーという下院議員が

私には現在の時点では全くわかりません。

まだ元気で、このＰＣＩの顧問格で参画してい

ただ、最後に、「北朝鮮との『対話』という

ます。1972 年の大統領選挙でニクソン大統領

名の和解の可能性」という問題は、ゼロではな

が再選を果たしたときには、唯一の反戦候補と

いと思うんです。アメリカ側にも、この間、ス

して出馬した人物で、現在は 90 歳近くですが、

トックホルムで、北との非公式接触も行った人

まだお元気で、執筆活動などを続けています。

たちもおります。もともとダン・グレッグさん

ＰＣＩはこういう人たちを集めた組織で、けっ

なんかと気脈を通じている人であります。私も

して北朝鮮べったりの組織ではないんですけ

2 月のＰＣＩ理事会に出席した際、一つの経験

れども、北との和解を含めて朝鮮半島の現在の

をいたしました。それはついこの間まで、大統

不幸な事態から脱却させるうえでアメリカが

領候補の一人だった国連の前の事務総長の潘

責任を持つべきだという考えの人たちの集ま

さんご夫妻と一緒に食事をしました際、潘さん

りであります。

が「私は、もし必要ならば、平壌に行く用意が

もちろんアメリカの世論はまだ、このダン・

あります」と言われていたことです。私は、意

グレッグさんたちの主張がアメリカ内に包容

外にこうした危機の高まりの中での和解のチ

するところまではいっておりません。それはは
5

ャンスが生まれてくるのではないかと思って

い関係があるというのが私の分析です。

いるわけです。

安倍さんがちょうど正式会談のためにフロ
リダに向かっている飛行機に乗っている最中

したたかで深い米中関係

に、トランプと習近平との電話会談が行われま

それで、2 番目のところに移りますけれども、 して、あっという間にトランプは、台湾を一時
問題は、米中の関係が、日本での想像を超えて
喜ばせた、「一つの中国にいつまでもこだわる
深いものがあるということです。この米中の関

ことはおかしいんじゃないか」というような発

係については、私は『アメリカと中国』と題す

言を撤回しまして、一つの中国を認めるという

る本を書いたばかりでありまして、その勉強の

立場に変わっております。豹変しているわけで

余燼が残っているからという面がありますが、

す。この辺の実相が日本のマスコミではもう一

私はトランプさんと中国との距離が決して離

息、きちんと捉えられていないというのが私の

れたものではなく、逆に米中関係の深さ、さら

立場であります。現場の人たちにはさまざまな

に言えば日本の安倍さんとトランプさんの関

理由があったと思いますが、その辺にも示され

係よりもしたたかで深い関係があると申しあ

ますように、米中の関係の深さを改めてこの際、

げたいと思います。

かみしめるべきだというのが私の申しあげた
い第 2 点であります。

私は正直言いまして、安倍さんとトランプさ
んの距離よりか、習近平とトランプさんの距離

つい 1 週間前にもアメリカの駆逐艦が南沙

のほうが、これは比べ方にもよりますけれど、

島の沖合を航行しまして、いわゆる南シナ海問

実質的には近いのではないかということも言

題での「航行の自由」政策、つまり自由にアメ

えると思います。

リカの船は行くということで中国を牽制して

その一番の例として、一番わかりやすいので

いるわけですけれども、この南シナ海問題につ

申しあげますと、イヴァンカの娘アラベラさん

いてのアメリカの政策も、オバマ時代とは一変

という 5 歳の女の子が中国語を勉強している

しております。この「航行の自由」政策の発動

という事実です。この間、習近平がフロリダの

もトランプ時代になりましてから、初めてであ

トランプさんのところに行き、会談しました時、 ります。しかも、これを公の報道としては発表
しないのです。国務省の、
「聞かれれば答える」、
彼女が出てきて歌を歌いました。イヴァンカさ
んとそのご主人、クシュナー氏はいま話題の人

そういう非常に抑制のきいた発表でありまし

でありますけれども、その辺は一切省きます。

て、私の申しあげたいのは、それに示される、

ここで申し上げたいのは、中国語を話すアメリ

アメリカと中国とのつながりは、日本とトラン

カ人の子どもたちは意外に多いという事実で

プ政権のつながりよりは深いのではないかと

す。

いうことを改めて申しあげます。

私の友人のひとりにトランプファミリーと

ですから、いま注目されておりますのは、米

は関係のない、旧ダウ・ジョーンズのエリート

中首脳会談から 100 日、つまり 7 月ぐらいまで

社員で、ローズ・スカラーズのメンバーである

中国の出方を待つと言っているわけです。それ

人がいますが、その夫婦の男の子の子ども二人

がトランプ政権の立場となっております。トラ

に 7 年前に生まれたばかりの頃から中国語を

ンプさんは、北朝鮮のああいう挑発行動が起こ

教えているのです。

るたびに、いや、アメリカはいま中国の出方を
見守っているのだ。中国は一生懸命やっている、

ですから、一言で言いますと、アメリカの上

そうした発言に終始しておりまして、この点で

流階級のはやりとして、中国語を習うのが一つ

4 月の会談からの 100 日間の限度というものが、

のファッションになっているんです。残念なが

いま注目されております。ドンパチが始まるか、

ら、日本語を教えるということにはいかないわ

何かもっと激しいことになるかもしれません

けで、そこら辺に示されております米中間の深

けれども、私はいまの、先ほど来申しあげてい
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るような分析です。

に協力していましたけれども、これがガラリと

いま刻々明らかになっていますのは、イヴァ

変わったと言うお話です。一言で言えば、ドゥ

ンカの一族の中国との切っても切れないビジ

テルテ大統領は反米色をあらわにし、中国との

ネス関係であります。この米中関係を言い表す

“和解”に転じまして、ご存知の通り、中国か

面白い表現がありますので、ご紹介しておきま

ら膨大な経済援助も引き出して、中国・フィリ

す。それは、米中両国は、「相互確証破壊」と

ピン関係というものを新しい局面に立たせま

いう名前のなかでの「奇妙な安定」下にあると

した。そこではまだ建前としてフィリピンが提

いう見方です。「相互確証破壊」ということば

訴した南シナ海問題をめぐるオランダ・ハーグ

は、軍事用語でマクナマラが冷戦構造の真っ最

の仲裁裁判所の反中国的な判決への支持は続

中に発明した言葉でありまして、お互いに核兵

けておりますが、実質的には棚上げ状態となっ

器を持っているから、核戦争はできないという

ております。アメリカとも実質的な軍事関係も

概念であります。現在、中国との関係は経済的

依然として続けるしたたかなフィリピン外交

な関係を中心に、ぴったりの状態であります。

を展開しておりますが、私がここで強調してお

いわばがんじがらめの米中関係とも言ってい

きたいのは、アメリカと日本の“古傷”が絡ん

いと思います。表面は対立し、主義も主張も違

でくる点であります。しかもそれに韓国まで絡

う超大国ながら、実質では、こうした重い相互

んできます。

依存をもつ関係であるということを申し上げ

そこで皆さんに申しあげたいのは、1905 年

ておきたい。いま私が一番強く感じていること

に、アメリカのタフト、その後、2 期後には大

です。

統領にやがてなる人が、フィリピン総督をやめ

ちなみに、「相互確証破壊」というのは私の

ました後、ちょうどポーツマスで日露戦争の終

見つけ出した言葉ではなくて、旧日銀におられ

結の交渉が行われている最中の 7 月に日本に

て、日銀の北京支店長をされた瀬口清之さんと

参りまして、当時の桂首相兼外務大臣と秘密会

いう方が、きょうはご欠席ですけれども、福井

談を行いました。そこで生まれた秘密協定が、

俊彦さんが理事長をやっておられるキヤノン

日本の朝鮮併合。5 年後の 1910 年に実現する

グローバル戦略研究所の一研究主幹として活

日本の朝鮮併合をアメリカは承認する、しかし、

躍されておりして、彼が最近の論文で、この「相

そのかわりに日本は、アメリカがスペインとの

互確証破壊」の米中経済関係という非常におも

戦争で手に入れたばかりのフィリピンの領有

しろい論文を書いておられますので、皆さんに

を認めるとのバーターの取引が成立します。こ

お薦めしておきます。

れは秘密協定でありまして、23 年にアメリカ
の学者が曝露するまで表になっておりません。

ドゥテルテ比大統領登場で変わる東アジ
ア情勢

日本の外務省で正文があるということだった
んですけれども、今度の本で調べましたら、戦
争中の火事で焼けたということで、いま正文は

それで、いよいよあと 10 分ぐらいになって

ないということでありますが、そういう秘密協

きましたので、最後の締めに入らなければいけ

定があったことは間違いありません。この取引

ないのですが、そこで私が最後に申しあげたい

の精神の結果、アメリカとは非常に古傷を持っ

のは、フィリピンの大統領にドゥテルテという

ています。

人が出てきた意義についてであります。これも
また日本であまり注目されてません。これが、

“古傷”をかみしめることで和解の展望が

どういうことか。つまり、ドゥテルテという

しかもアメリカはその後、フィリピン国内で

大統領が、ガラッと東アジアの情勢を転換させ

4 年間も内戦をやっているわけです。最初は、

る主役になったというアングルです。前のフィ

スペインとの戦いは、簡単にアメリカが勝ちま

リピンの政権は、安倍さんとオバマ大統領とも

したけれども、アメリカ軍が一番手こずったの

組んで、東シナ海への中国の進出に対する牽制
7

は、フィリピン軍との戦いでありまして、公式

その辺、日本が乗っていくべき一つの課題で

に戦死者が 1 万 6000 人、一般住民まで含める

ありまして、日本のことを申しあげると、きょ

と、20 万人ぐらいの死者がフィリピン側に出

うここでは話せませんけれども、拉致問題とい

たと言われるぐらいに。で、マッカーサーのお

う深刻な課題を抱えておりまして、拉致の方々

父さんが師団長だった十何万ぐらいの米軍の

の発言というものは、本当に我々、私は地元が

兵力を本国から投入しなければ鎮圧できませ

福井でありますから、福井など、まだ蓮池さん

んでした。そういうフィリピンとアメリカとの

とか皆さん、生活している方がいっぱいおられ

古傷がある。これは皆さん、ぜひ覚えておいて

て、日本海でありますから、身近であります。

いただきたい。

そこでやはり考えておりますのは、拉致問題

それをいまのドゥテルテ大統領は時々ちら

を含めた、「平壤宣言」という立派な外交文書

つかせます。公にはまだその辺は言いませんけ

があるのは、皆さんご記憶にあると思いまして、

れども、これがいまアメリカにとっては最も悩

改めて「平壤宣言」というものを読み返します

みの種でありまして、アメリカの中国との政策

と、信頼醸成措置とか、書いてあるわけです。

との背景に、この古傷がいま影響している。

それから始めるべきではないか。

その辺を私は、皆さんにぜひお考えいただき

ですから、北とも含めて、一気に解決すると

たいのは、この「古傷」を認めることによって、

いうわけにはいきませんけれども、しかし、き

東アジアさらには北朝鮮との和解への展望が

っかけは、北の挑発というものに、一見乗るよ

開けてくるという考え方であります。

うな形をとりながらも、実際には実を取る、そ
ういう外交的な対策というものが、僕は、いま

これはどういうことかといいますと、結局、
先ほど申しましたように、北朝鮮問題の軍事的

ここで進行している可能性もあると思ってお

な解決はあり得ない、悲惨なことになるという

りますし、まだ進行していなければ、ぜひ日本

ことは明らかな以上、どこかで話し合いをしな

の外務省なども力を貸して、この北朝鮮危機を

ければいけない。話し合いの駆け引きが外交的

和解を実現する取っかかりとして、生かさなけ

に続いている真っ最中であります。

ればならないという立場を表明させていただ
きます。

それで、北の典型的な瀬戸際外交でありまし
て、北もいろんなミサイルを取っかえ引っかえ、

最後に一言申し上げたいのは、日韓併合の日

私などはよくわかりませんけれども、ああいう

本の“古傷”をかみしめることで、その辺で、

ふうに発射して、おどかしている。そのおどか

いまの少女像という、ソウルの日本大使館の目

しの背景にあるのは、もうアメリカと話したい、 の前にあります問題を撤去するとか、しないと
かそういう問題を超えて、逆にこの少女像を朝
それをどういう形で実現するか。
鮮との和解のシンボルとして抱きかかえるこ

だから、一般的にすでに言われておりますの

とで、活路が開けないだろうか、そういうこと

が、6 者協議の再開というのが一番簡単ですけ

を考えている日々であることを申し上げてお

れども、安倍さんも含めて、アメリカ側は、対

きます。受賞を機会にもう一度朝鮮と中国の問

話のための対話は意味がない、実際に北が譲歩

題を勉強し直したいというのが私の現在の決

しなければだめだということであります。その

意であります。ご静聴ありがとうございました。

譲歩というものの限界が、最近のオバマ政権時

（拍手）

代の戦略的忍耐というもの、これは大きく捉え
ると失敗だったと私は思います。

司会

何らかの形で中国の北朝鮮への努力なるも

松尾さん、どうもありがとうございま

のを軸にロシアの影響力まで含めて、対話の再

した。松尾さんはいつも予定時間をかなりオー

開というものがあり得るのではないかと私は

バーされるというのがこの業界の有名な話で

みております。

ありまして、きょうもその事態に備えて、「松
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尾さん、予定をかなり過ぎています」とか、い

ちの打つ手が次々と当たって、痛快なドラマの

ろいろ紙に書いて途中で出そうと思っていま

ようにみえるんですが、実際は、もう圧力を恐

した。何かまだ話し足らずにご不満が残ったの

れたり、びくびくしながら、悩みながら、苦し

ではないかと思って申しわけありませんでし

みながら取り組んできたわけです。そのあたり

た。どうもありがとうございました。（拍手）

のことを、これから説明させていただきたいと

それでは、続きまして、チューリップテレビの

思います。

宮城克文デスクにお願いいたしたいと思いま

まず、富山市がどんなところかということで

す。よろしくお願いいたします。

すが、石川県の隣にあるのですけれども、富山
平野の真ん中に富山市があります。周囲を
3,000 ㍍級の立山連峰で囲まれて、富山県の真

宮城克文・チューリップテレビ報道制作局政
チューリップテ

ん中に富山市の市街地がある。市街地から立山

レビの宮城克文と申します。本日はよろしくお

連峰が、天気のいい日には大パノラマで広がっ

願いいたします。

ていて、とてもいい眺めが私たちの誇りです。

務活動費取材チームデスク

路面電車を生かしたまちづくりを進めてい

松尾さんや森さんは、本当に余人をもってか
えがたいような偉大なジャーナリストでいら

まして、コンパクトシティ政策を掲げていて、

っしゃいますけれども、私どもチューリップテ

これが国内外から注目を集めています。

レビの小さな地方局の今回の調査報道にかか

私たちチューリップテレビは、1990 年に富

わった記者たちは、本当に普通の、どこにでも

山県の最後発局として開局した、いわゆる平成

いそうな若者たちです。一人一人、性格も違い

新局です。ＴＢＳ系列で、登記上、高岡に本社

ますし、関心事も違いますし、長所も短所もそ

がありますが、取材の拠点は富山市にあります。

れぞれあるような普通の記者たちです。

社員の数はおよそ 70 人で、報道制作局は 20
人余りのスタッフがいて、この 20 人余りの中

普通の記者が引き起こした特別な出来事

には報道の記者も、制作のディレクターも、ア

そんな普通の記者たちが今回、特別な出来事

ナウンサーも全て合わせた人数となっていま

を体験したわけですけれども、普通の記者たち

す。

がどうやって特別な出来事を引き起こして、そ

今回の調査報道では、アナウンサーも一軒一

して一定の成果につなげていったのか、その経

軒公民館を訪ね歩いて確認作業をしたり、時短

過をご説明申しあげながら、私たちなりの成果

勤務をしているママさんも支出伝票を一枚一

につなげることができた分析みたいなことを、

枚チェックしたりという総力戦で調査報道を

40 分かけてお話しさせていただきたいと思い

行いました。

ます。

取材を始めたきっかけなんですが、ＶＴＲに

最初に、去年の 10 月 1 日に、ＴＢＳの報道

もありましたので、ＶＴＲの中に盛り込まれて

特集で私たちの活動の成果を二十数分間かけ

いなかったことを中心にご説明したいと思い

て放送させていただきましたけれども、それを

ますが、去年 4 月に急にファクスが来まして、

15 分にまとめた動画を、ここで上映させてい

市議会議長がこの後、市長に申し入れをします、

ただきたいと思います。

議員報酬を引き上げてくれるように、報酬等審

―動画上映―

議会を招集してくださいという要請ですとい

はい、というＶＴＲでございました。これを

うファクスが会社に来て、よくみると、その申

10 月 1 日に放送したときは、11 人の辞職だっ

し入れが行われる時間というのは、その日、フ

たんですが、いま現在で 14 人辞職した状態に

ァクスが来た時間の 20 分後ぐらいだったんで

なっています。

す。私たち、結果、間に合わなくて、ほかの社
も間に合っていませんでした。取材が間に合っ

あと、このＶＴＲをいま改めてみると、私た
9

たのは、市役所のちょうど向かいに社屋がある

問をした記者がいたんですが、すると横から市

ＮＨＫ富山放送局だけでした。その時点で、こ

の職員が割って入ってきて、「はい、ここまで

れはわざとこんなぎりぎりにリリースを出し

です」と打ち切ってエレベーターの中に乗せる、

ているんじゃないかなと疑いがまず生じまし

というような状況でした。

た。

なので、この時点で、私たちは、これはもう

で、5 月 10 日に、その報酬等審議会の初会

とことん調べないと、このままにしておいては

合が開かれるということで、まず、その引き上

いけない、というふうに考えました。

げをしようと言い出した提案者を取材しよう

そして、5 月 31 日に、私たちは市の情報公

ということで、どうも自民党会派のドンと言わ

開制度を活用して、審議会の議事録の請求を一

れている中川さんという人らしいぞというこ

つしました。で、同時に、一緒にこの日に政務

とで、インタビューを申し込んだところ、ＶＴ

活動費の支出記録も請求をしました。政務活動

Ｒの中にありましたように、「引退後の保障も

費の支出、使い道というのは、領収書を添えて、

ないし、こんな待遇では議員のなり手がいない

添付資料も添えて議会事務局に届けなければ

よ」というようなことを言っていたわけです。

ならないということですので、それもあわせて

5 月 10 日に初会合が開かれまして、1 時間半

5 月 31 日に請求をしました。

の非公開の会合で、いきなりその場で引き上げ

私たち、反省しているのは、もともと富山市

の方向性が固まってしまいました。私も政治記

議会はすごく閉鎖的でした。もっともっと早く

者をしていましたが、この手の行政の審議会と

このことに目を向けるべきでした。全国の 47

いうのは、会合と会合の間には一定の間隔をあ

の中核市の中で、本会議のケーブルテレビの中

けて論点を整理したり、調査したりするもので

継や、インターネットの中継や、録画の上映も

すが、2 回目の会合がもう 3 日後に開かれた。

していないのは富山市議会だけでした。なので、

その 3 日後の 2 回目の会議も、非公開で 1 時間

市民は、市議会でどんな論戦をしているかをみ

半で、これでもう答申の内容が固まってしまっ

るすべは、傍聴するしかなかったんですが、傍

た。で、非公開にもかかわらず、終わってから

聴者はほとんどいません。なので、富山市議会

審議会長は全く取材にも応じないで帰ってい

で何が行われているかというのは、市民はあま

ったということでした。

り知らない状況だったと言えると思います。

なので、この時点でこれは出来レースなんじ

月 15 万円の政務活動費、これはＶＴＲにあ

ゃないか、お手盛りの戦略がもう事前に決まっ

ったとおり、執行率 100％でした。これも普通

ているのではないか、という疑いの目でみるよ

何か買い物をしていたら、端数が出るものだと

うになりました。

思いますが、ちょうど 100％というのも、本当

5 月 19 日に、審議会長が市長に答申をしま

はもっと早く疑問に思うべきだったと思って

した。10 万円引き上げるのが相当だという答

います。

申でした。その後、市長にぶら下がったら、市

政務活動費の使い道を調べようと思うと、ほ

長は、私は答えるべきではない、二元代表だか

かの多くの議会では、閲覧することができるん

ら、ということですぐに立ち去り、審議会の会

ですが、富山市議会は閲覧することも認められ

長も何も答えようとせず、エレベーターに乗ろ

ていませんでした。知るには、情報公開請求を
うとしたので、エレベーターの前でつかまえて、 するしか手段がありませんでした。「市議会だ
よくよく聞くと、「いや、議員さんの今後の活
より」というペーパーが全戸配布されているん
躍に期待して 10 万円引き上げです」というよ

ですが、これも、どの議員が何をしているか、

うことを言っていて、これは、同規模の他県の

全く書かれていませんでした。誰が質問したの

自治体と比べても相当高額ですけれども、「そ

かもわからないような、論戦の骨子だけが書か

のあたり、10 万円の引き上げ額の根拠をもう

れているペーパーが全戸配布されていたとい

少し詳しく聞かせてください」というような質
10

うものでした。

にその 1 カ月後ぐらい、3 年分がそろったのが

ちなみに、自民党が圧倒的な多数を占めてい

半年後ぐらいというような状況で、ひとまず私

るんですけれども、各派代表者会議とか、議会

たちは 7 月 15 日に最初の 1 年分の 4,300 枚が

運営委員会とか、下打ち合わせのような、議会

手元に届いた時点で、毎晩毎晩、私と富山市政

の方向性を決めるような実質的な議論を行え

担当記者の砂沢記者と 2 人で向き合って、1 枚

る会議は、社民党や共産党などの少数会派は議

1 枚チェックすることにしました。私はデスク

決に参加する権利がなく、オブザーバー参加と

業務が日中ありますし、砂沢記者は別の取材が

いう形でした。なので、自民党が決めれば、そ

ありますので、夜 8 時ごろから向き合って、伝

れで物事が決まるという状況でした。

票の束と格闘し始めました。
時間を決めるのではなくて、とにかくきょう

実質、このドンと言われている中川さんがこ
うだと言ったらそれで決まるというような状

も力尽きるまでやろうねというようなことで、

況でした。

これ以上集中力がもちません、ということにな

2 つの情報公開請求をしたんですけれども、
非公開で行われた審議会の議事録を請求しよ

ったら帰るということで、夜中の 1 時とか 2 時
ぐらいまで毎晩やっていました。

うというのは、私たちもそれはすぐしようとい

最初は宛て名が議員の名前ではなくて、領収

うことで決まったんですが、政務活動費の支出

書の宛て名はみんな会派名になっていまして、

伝票の情報公開請求をするかしないかでは随

なので、みても、例えば書籍代の領収書でも、

分議論をして、悩みました。なぜなら、参議院

どの議員が買ったのかわからない、印刷代でも、

選挙が近かったので、これは取材がしづらくな

どの議員が印刷したのかわからないというこ

るしかもしれないとか、何かしらの圧力が私た

とで、どこをみればいいのかわからないような

ちにあるかもしれないとか、多額のお金がかか

状況でした。

るし、調べるには時間もかかるので、そんなこ

でも、何度も何度も見返して、4,300 枚最後

とをして何のネタにも結びつけられなかった

までみたら、もう一回みて、気づいた点を、そ

らまずいなとか、自分の時間もとれなくなるし、 れようのノートをつくって書き込んで、2 人で
家族にも申しわけないなというような気持ち

意見交換しながら進めていったら、やがて不審

もありましたが、2 週間ぐらい悩んで、打てる

な点がみえてきました。

手は全部打とうと、一歩前にとにかく進もうと

例えば、毎月、市政報告会が、同じ人物とみ

いうことで 5 月 31 日に情報公開請求をしまし

られる議員の市政報告会が開かれている。なぜ

た。

なら、印刷会社は同じ印刷会社だから、さっき

伝票 4300 枚を毎晩ふたりでチェック

と同じ人だなとか、この議員は、毎月毎月やっ

5 月 31 日に情報公開請求をしたのが、最初

必要があるのかなと。しかも、数百人参加した

の 3 年分、ひとまず請求したんですけれども、

ことになっているぞ、国会議員ならともかく、

支出伝票の話ですが、最初の 1 年分、2013 年

市議会議員で毎月やって、数百人来るかなとか、

度分の 4,300 枚が私たちの手元に届いたのは、

普通、定例会が終了したら、その定例会の報告

1 カ月半後でした。聞きますと、もっと早くす

をするけれども、毎月やる必要があるのかなと

ればいいんじゃないかと思うんですが、こんな

か、添付資料は、表紙だけが添付してあって、

におくらせることも、一つハードルをわざと上

原本は会派にとってあります、とか書いてある

げているんじゃないかと私たちは疑いの目で

んですけれども、そんなことする必要があるの

みていたんですが、どうも個人情報を塗り潰す

かなとか、あとは同じ筆跡がいろんなところに

作業に時間がかかるという説明でした。

あって、印刷会社Ａと、印刷会社Ｂで、当然そ

ているぞ、そんな市議会議員クラスで毎月やる

の印刷会社の人が発行するわけですから、筆跡

最初の 1 年分が 1 カ月半後に、2 年分がさら

が違うはずなのに、どうみても同じ筆跡だねと
11

か、いろんなことに気づきました。

て、「会場、東部公民館、何月何日、テーマは

でも、不審な点がみつかっても、まだ、それ

何々、講師、中川勇」と書いたものが幾つかあ

をもって直当たりしても、外堀は埋まっている

りました。それを幾つか引っ張り出してきまし

とは言い難いので、逃げられるのではないか、

た。で、それをみながらさらに調べを進めてい

何か言い訳されて逃げられたら、私たちの調べ

て、やがて少しずつ協力者がふえてきたので、

ていることも全部筒抜けになるから、この時点

ある人に教えてもらったんだけれども、公立の

で直当たりするのも怖いね、ということで、と

公民館だったら、使う人が議員であっても、必

にかく毎日毎日不審な点をチェックするとい

ず公文書の使用申請書というのを出さなけれ

う作業をしていました。

ばならなくて、それは公文書として 5 年間残っ
ています、ということを教えてもらいました。

そうこうしているうちに、だんだんと、肌感

なるほど、それを調べてみると、中川市議の案

覚として、日ごろの取材活動の中で、どうも私

内文が添えられたものの中に、数枚、公立の東

たちが調べていることが知られているんじゃ

部公民館でなされたものがあったのです。で、

ないかというような感覚を覚えました。ちょっ

今度は、教育委員会に対して、東部公民館の所

と焦り始めまして、とにかくいたずらに伝票チ

定の日時の使用実績を情報公開請求したとい

ェックだけしていてもしようがないというこ

うわけです。

とで、私たちの知っている限りの中で、つき合

そうしたら、ＶＴＲの中にもあったように、

いの古い人で、信用のおける人で、政務活動費
に詳しい人に少しずつ連絡をとり始めました。

やっていない、市政報告会のものは、申請書は
ないということがわかり、本人に直撃取材をし

私たちは政務活動費のことを調べています

ました。

ということは言わずに、「いやあ、最近、富山
市議会は議員報酬の件とか、いろいろ騒がしい

この時点で、中川さんと私たちの関係は相当

ですね、どうですか」などというふうにしゃべ

緊張関係にあったので、呼び鈴を鳴らしても出

って、その会話の中から何かヒントを探ろうと

てきてくれないのではないかと思い、朝 6 時か

いう作戦でした。

ら自宅の前で張り込みをしました。出てきたと
ころでぶら下がろうと思っていたんですが、結

最後は、「とにかくチューリップテレビは地

局、2 時間待っても出てこなくて、そのうち、

方の政治がさらに前進するように取り組もう

車をとめていたので、「あんたたち何している

と思っているので、また何かありましたら、お
願いしますね」ということで電話を切ったり、
会いに行ったりということを同時に並行的に

の」と近所の人たちに声をかけられるようにな
ったので、これはだめだということで、8 時に
呼び鈴を鳴らしました。そうすると、中川氏が

行うようになりました。

出てきて、まるで用意されていたような答えを

そうすると、7 月 26 日に携帯電話が鳴りま

言いました。「場所を変えてやったんだよ」と

して、「きょう、実は情報提供があります」と

いうことでした。つまり、誤記載は認めた。た

言われました、ある人物から。「中川さんが白

だ、架空請求は否定したということでした。

紙の領収書を使って、市政報告会の配布資料の

では、何月何日は、実際にどこどこに場所を

印刷代の名目で政務活動費をごまかしている
といううわさがあります」というものでした。
これは重要な証言だと思い、改めて砂沢記者と、
今度は中川市議のものだと思われるものを全

変えてやったんだと固有名詞を挙げたので、今
度はそこに当たったら、やっていないという確
認がとれたということです。
この後は、私たち、幾つかのスクープを出し

部洗い出す作業をしました。

て、ただ私たちだけが取り組んだわけではなく

そうすると、ＶＴＲの中にもありましたよう

て、全ての社が少しずつ情報公開請求をして、

に、中川市議の場合は、印刷代の領収書に添え

資料をそろえ始め、全ての社が調査を始め、全

て、市政報告会案内文というのが添えられてい

ての社が議員や周辺に取材をかけるようにな
12

り、独自ネタ合戦みたいになりました。もう毎

ーがあったりとか、ありがたいような、困った

日、市議会の廊下はマスコミでごった返して、

ような電話ですけれども、恐らくこういった電

どこかの社が誰かにぶら下がっていたらみん

話は、議会にも市役所にも相当行っていたので

なついていくというような感じでした。

はないかと思っていて、なので、公権力は、チ

1 日に幾つも記者会見が行われて、連日誰か

ューリップテレビぐらいだったらけんかをし

やめるみたいな、連日新たな疑惑が明らかにな

てもいいけれども、けんかをしてはいけないよ

るというような状況が 9 月、10 月です。それ

うな状況に追い込まれた、ということが言える

をこのように一覧にまとめました。

と思います。それは市民が味方をしたし、チュ
ーリップテレビの後ろにはＴＢＳがついてい

8 月 19 日に、私たちが中川市議の疑惑をス

ることが明確にみてとれたからではないかな

クープし、8 月 30 日に中川さんが認めて辞職
しました。中川さんの子分と言われた谷口さん、
ＶＴＲが途中でとまったところですけれども、

と思っています。
それともう一つ、これも私たちなりの分析な

加担していた彼も私たちがスクープをしまし

んですけれども、情報公開請求を私たちはマス

た。3 人目は、これはＢＢＴというフジテレビ

コミの中で一番早くしたんです。4 月、5 月に

系列の富山の局がスクープをし、3 人目の疑惑

議員報酬で私たちは疑問を抱いて、どこのマス

が明らかになりました。で、谷口さんの辞職が

コミよりもいち早く情報公開請求を結果的に

遅かったので、疑惑の発覚と人数は、辞職の順

しました。それが大きな意味を持ちました。情

番とは異なっていますけれども、各社が順番に

報漏洩があったんですけれども、情報を仕入れ

だんだんスクープ合戦になってきて、9 月はも

た議員たちは、自民党の議員総会で全議員にそ

う連日、いま言ったような状況でした。

のことを伝えたそうです。そうしたら、二十数
人の自民党の議員がまた周辺に漏らしている

9 月 27 日の岡村耕造さんという議員は、実

ので、ほとんどの人が、チューリップテレビは

は印刷代だけではなくて、空出張していたとい

富山市議会の政務活動費を調べているという

う、これも弊社のスクープで、岡村さんのスク

ことを知っていたそうです。そこに私たちは知

ープを放送しました。

り合いを通じて情報収集もしていたので、中川

9 月、10 月、11 月と辞職ドミノが続いて、つ

市議が不正をしているといううわさを知って

い最近も 1 人やめて、この数カ月で 14 人やめ

いた人と私たちの取材の網がうまくリンクし

たということになります。

たということも大きな理由だと思っています。

というようなファクトの報告をさせていた

なので、情報漏洩されたからスクープにつな

だきましたけれども、どうして私たちのような

がったという面もありますし、一方で、やはり

小規模局、あまり成功体験も十分でない放送局

情報公開制度というのは、立場の弱い市民が公

がこのような成果につなげられたのかという

権力を監視する制度を法的に認めたものです

ことなんですけれども、とにかくＴＢＳさんの
力添えが大きかったと思っています。ＴＢＳ、
「ニュース 23」で全国放送の機会をいただき

から、監視されるはずの公権力が請求者の個人
情報を仕入れるというのは制度上あってはな
らないことではありますので、よくないことで

ましたし、ＴＢＳ報道特集で全国放送をさせて

すが、情報がだだ漏れだったことが、私たちに

いただきました。このころから、全国から電話

情報が入ってきた要因でもあるという、2 つの

やメールが届くようになって、
「よくやった」、

面があります。

九州の誰々だけど、北海道の誰々だけど、とい

事件後、飛躍的に進んだ市議会改革

う人から連日電話がかかってきて、「俺たちも
応援しているからな」という電話があったりと

時間があまりないんですけれども、私たちが

か、うちの九州の何とか県の議会も「チューリ

大きな成果だったと思っているのは、先ほど、

ップさん、取材に来てよ」というようなオーダ

富山市議会は議会改革が全然進んでいないと
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言っていましたけれども、その後、飛躍的に議

った。これも一連の騒動があって、市民が下し

会改革が進みました。政務活動費の支出伝票は

た評価なのではないかなと思っています。

閲覧ができるようになって、情報公開請求しな

最後に、チューリップテレビ、今後やりたい

くても構わないようになりました。政務活動費

ことを表明させていただきたいと思いますし、

の使途の審査は、いままでは緩いチェックが行

まだまだ不正が発覚しているのにやめていな

われていた、外形上の誤字脱字がないかといっ

い人もいます。ですし、きっと不正がまだ発覚

た程度のチェックだけだったんですが、事前と

していない人もいるのではないかとみていま

事後に外部の公認会計士などによる審査が行

すので、これは引き続きしっかりと調査を続け

われるようになりました。

て、不正を認めない覚悟で厳しく追及してまい

あと、ケーブルテレビやネット中継なども始

りたいと思っていますし、不正が起こった背景

まることになりました。

には、議会改革が不十分であるということがあ

あとは、これは大きいなと思うんですが、議

ったと思いますので、これも議会改革がさらに

員たちは結局、お金が要る、お金が要ると言っ

前に進むように、政治と市民との信頼関係が結

ていますが、私たち富山県内の全ての地方議員

ばれて、距離感が縮まるように、しっかりと勉

を対象にアンケートを行ったところ、「何にお

強して、的を射た評論をしていきたいと思って

金が一番かかっていますか」と聞いたら、「つ

います。

き合いとか冠婚葬祭です」という答えがすごく

それと、議会だけではなくて、いろんなとこ

多くて、何だよ、では、改革すべきところはほ

ろに案外だまされていることがあるかもしれ

かにあるじゃないか、というふうに思いました。 ないので、そういったことにも取り組んでまい
りたいと思っています。

その後の改革で、富山市議会では、弔電・祝
電は自粛する、廃止するということが決まりま

「はりぼて」見抜く調査報道を

した。「市議会だより」も、どんな議員が何を

この富山市議会の問題について、年末に 1 時

したかを全て書かせるようになりました。

この間に、補欠選挙と本選挙が行われまして、 間の番組を放送したんですけれども、その番組
は、私たち、「はりぼて」というタイトルをつ
いままでだったら考えられないような候補者
けました。「はりぼて」というのは、遠くでみ

が政治家になりました。

ていたら立派にみえるけど、近くでよーくみて

前の方が時間を守られたので、私も急ぎ足で

みると、何だベニヤ板じゃない、よくみてみる

いきますが、本選挙も 4 月に行われました。辞

と全然中身がないことがわかる、ということで

職した議員は 1 人、立候補しましたし、不正が

す。みかけは立派だけれども、私たち、ちゃん

発覚した人も数人、そのまま辞職しないで、選

とみていませんでした、というマスコミの自戒

挙にも立候補しました。ただ、不正で一旦辞職

も込めて、そのようなタイトルをつけましたけ

した人は落選しました。不正が発覚した後も議

れども、この議会以外にも、ひょっとすると、

員にとどまっている人は、当選した人もいます

私たち、近くでよくみていないことがあるかも

が、大幅に得票数を減らしていて、明らかに市

しれないです。それらの中には、ひょっとする

民の評価が示されたなと思っています。

と「はりぼて」のようなものがあるかもしれな

結果として、去年 11 月の補欠選挙と、こと

いです。ほかの分野でも、ちゃんと勉強して、

しの 4 月の選挙で、議員の半分が入れかわった

ちゃんと調査報道をして、「はりぼて」のもの

ことになります。いま定数 38 ですけれども、

がもしあったら、ちゃんと見抜いて放送してい

そのうち半分の 19 人が、去年 11 月の補欠選挙

くように心がけなければならないかなと思っ

とことしの 4 月の本選挙で当選した人です。で

ています。

すから、結果的に、富山市議会の新陳代謝が進

時間が参りました。これまでの経過の報告と

んだといいますか、大幅な顔ぶれの変化が起こ

決意表明をさせていただきました。以上です。
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どうもありがとうございました。（拍手）

た。もう涙が出て、涙がとまらなくなったけれ
ども、その後、話をしなければいけない、ここ

司会 宮城さん、どうもありがとうございま

で泣いてはいけないと思って、必死で涙をとめ

した。

ました。でも、私はたった一人で、誰からも支

最近、メディアが攻撃されるほうが目立って

援を受けずにこれまでやってきました。その結

しまって、久しぶりにメディアがきちんと不正
を攻撃する、スカッとするようなお話でした。
それでは、続いて森重昭さんにお願いいたし

果、皆さんがとても喜んでくださった。――皆
さんというのは遺族です。国家の方も相当真剣
に私のことを調べていたらしい。ペンタゴンか

ます。よろしくお願いいたします。

ら電話がありましたからね。だから、その時に

森重昭氏 森でございます。いま松尾さんと

私はこれはまずいなと思った。いらんことをす

か宮城さんはいろんな立派なお話をしてくだ

るなとお叱りを受けると思った。でも、どこの

さいましたが、このお二人はプロのジャーナリ

国も私を非難しなかったから、助かりました。

ストです。私は全くの素人、それもど素人と言
われてもいいような人間でございます。それに、
私はこの松尾さんや宮城さんのように、目的が

でも、そういうことで、私がいままで何をや
ったか。たった一人の被爆調査の報告を、わず
かな時間ですけれども、させていただきたいと

あって調査を推進したのではございません。

思います。

素人がひたむきに取り組んだ被爆調査

私がなぜこういうことをやり始めたかとい
う動機、それからケリー国務長官が広島へおい

何のために世界中を相手に遺族を探し回っ

でになったときの話、それから当然、皆さんの

たか？ アメリカ 50 州、イギリス、オランダ、

関心の高いオバマ大統領との話をします。そし

そして全部で 16 人の被爆死した連合軍捕虜の

て、最後に、今後、私が何をしようとしている

名前と遺影、もっと正確に言いますと、2 人は
すでに名前が登録されておりましたから。でも、
遺影のほうは、2002 年に国立の祈念館ができ

かという話もさせていただきます。
被爆前、私は陸軍の学校に行っていました。
その学校は爆心地から非常に近いところにあ

ましたから、結局全員を私がすることになりま

ったものですから、先生も生徒も事務職員も全

した。けれども、地元の新聞社さんと、それか

員被爆死、そして学校はその年の暮れに廃校に

ら 1 人は甥御さんが名前の方はすでに登録し

なりました。だから、名前を言っても、そうい

ておりました。

う学校があったのか、という程度で、誰も知ら

そういうことをずうっとやってきましたけ

ないような学校です。そこで校長先生が、一日

れども、この際、皆さんの前で言いますけれど

前の 8 月 5 日に、第二次集団疎開の生徒を連れ

も、オバマ大統領がおいでになったために、私

て疎開しました。そしたら、翌日、校長先生、

のことを皆さんが知る機会を持たれた。それま

学校が全滅しました。すぐ帰ってください。と

で私もいろいろ調査活動をやっていたんです

いう報告がありました。それ故校長先生は急い

が、全然、誰からも相手にされなかった。それ

で母校に帰っていきましたら、みるも無残な自

はそうでしょう。私は何の利益もなく、ただい

分の学校の焼け跡、全部廃墟になっていた。そ

たずらに一生懸命やっていたと思われていま

の中に、2～3 日前まで一緒に勉強した生徒、先

したから。

生、事務職員、みんな黒焦げの遺体になって転

私、いま 80 歳ですけれども、42 年間、わが

がっていた。その中に、なぜか 1 人だけアメリ

人生の半分以上、全部アメリカの捕虜の遺族を

カ人の遺体があったそうです。それを校長先生

探すために費やしたんです。そしたら、大統領

が記念誌に書いておりまして、私はそれを読ん

が私を認めてくださった。だから、どんなに私

で、これは、もしかしたら自分だったかもしれ

はうれしかったか。この気持ちわかりますか？

ないと思いました。

きのう、記者クラブから表彰状をもらいまし

というのは、私、3 年生ですから、当時は国
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民学校と言いましたけれども、3 年生ですから、 それから、
8 月 5 日までは配給がありましたが、
私は集団疎開に行かなければいけなかった。で

8 月 6 日以降は配給がないんです、当然。お金

も、祖母がとっても私をかわいがってくれまし

があってもなくても、配給がない。みんな飢え

て、死ぬんだったらみんな一緒に死のう、爆弾

に苦しんだ。苦しんだ僕なんか、ネズミとヘビ

が落ちて死ぬんだったら、一緒に死のうと言っ

を追いかけ回して焼いて食べた。でも、ヘビは

たため私は疎開に行かなかった。でも、学校は

おいしくなかった。でも、食べなければ生きて

困りました。私のために、1 人の先生をつける

おれない。

わけにはいかない。どこかいい学校を紹介する

そんなことをやっておりましたが、11 月ご

から転校してくれないかということで、地元の

ろだったと思うんですが、警防団の大人同士が
学校に転校したのが、私が生き残った理由です。 話をしておりました。何の話をしているかと言
でも、私は非常に幸運でした。なぜなら、橋
いますと、たくさんの被爆者を焼いた、「どの
の上で被爆したのですが、川の中に吹っ飛ばさ

ぐらい焼いただろう」と、もう一人が言いまし

れたんですけれども、そこは水深が 30 ㎝から

た、「2 万人」。いいですか、皆さん、2 万人、

せいぜい 40 ㎝の水草の生い茂る川でした。

人を焼いたと言ったんですよ。僕はいま、その

幸いなことに、私は気絶しなかったので、助か

数字だけは覚えている。絶対に忘れない。この

った。なぜか、その後に黒い雨が降ったんです

学校で 2 万人を焼いた。2,000 人ぐらい、3,000

よ。黒い雨は私の住んでいる町を中心として降

人ぐらいだったら焼いたかもしれないけれど

った。水かさがあっという間に 1ｍぐらい上が

も、2 万人は多過ぎると思った。でも、それを

った。気絶していたら、溺れて死んでいたでし

ちゃんと正確に調べてやろうと思ったのが 30

ょう。

年後の 38 歳。38 歳から調べて、42 年間やりま
した。全精力を注いでやりました。私がやって

広島原爆戦災誌の数字に疑問

いることに対して、誰も本気にしてくれなかっ
た。

で、私だけがこんなことを言うらしいんだけ

アメリカのほうと、その後いろいろ交流があ

れども、黒い雨に当たって痛かった。痛いんで
すよ。それぐらいすさまじい雨でした。そして、

ったんですけれども、すごいことをやっている

なぜこういう調査を始めたかといいますと、私

なと言ってくれました。それはそうでしょう。

が２番目に行った学校で、毎日毎日逃げてきた

アメリカの 50 州を全部探し回ったんですから。

被爆者が死にました。ちょっとやそっとの数で

でも、結局、米兵全員の遺影の登録をやりまし

はないんです。皆さん。広島原爆戦災誌に「800

た。そして、とても喜ばれました。

人の人を焼いた」と書いてありました。いいで

そういうことをやるためには、戦時中ですよ、

すか、800 人ですよ。でも、その 800 人という

戦時中に、戦争で亡くなった人が、町内の人が

数は、少な過ぎた。私はみた人間ですから、数

遺骨になって帰ってきたら、学校の中で英雄と

えたわけではないけれども、その程度じゃない

してたたえるんです。そうしたら、その家に生

ぞ、学校の大きな大きな校庭を全部掘って、そ

徒が行きまして、
「英雄のうちだから来ました」

こに遺体を、頭と足を交互に並べて遺体を焼い

と言って随分たたえたそうです。私は後からそ

た。1 カ月ばかり焼いたでしょう。ですから、

れを知って、そのうちに行きました。で、奥さ

ちょっとやそっとの数じゃない。

んに言いました。「あなたのご主人が戦争で亡
くなって、英雄と言われているんだけれども、

でも、その数を数えた軍人がおりまして、正
確に言うけれども、何と 2,300 人焼いていたん

どう感じましたか」と言いましたら、その奥さ

です。でも、その後ですよ、皆さんに言いたい

んいわく、「とんでもない、私が主人が死んだ

のは。この学校に私はずうっと行きましたけれ

ということを知って、家の中で届いた箱をみた

ども、勉強はできなかった。だって、窓ガラス

ら、何もなかった。でも、自分の主人は、たと

は全部ないんですから。戸もないんですから。

えダルマのようになっても帰ってほしい」と言
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いました。僕は絶対忘れない。手足がなくなっ

なたは、被爆しましたか」ということと、「家

てもいいから、帰ってほしかった。生きて帰っ

族で誰か死んだ人はおりますか」ということ、

てほしかった、こう言いました。

これだけを聞きました。そしたら、いろんなこ

だから、それをアメリカ人も、イギリス人も、

とを言ってくれたんですけれども、どうも矛盾

オランダ人も、きっと同じように感じたに違い

したことをおっしゃったりした人もいるもの

ないと、そのとき、はっきり思いました。後か

ですから、それを指摘しましたら、ピタッと言

らイギリスやオランダを探し回るんですけれ

わなくなった。だから、これはやっぱり言って

ども。やはりそうだった。みんな同じように敵

はいけないことだと。私から指摘された人は、

兵も人間だった。

記憶違いでいったのか、早合点したのか、いろ
んなことが原因で間違ったらしい。でも、そこ

そして、もう一つ動機があった。それは、戦

を指摘されたらぴたっと言わなくなった。だか

時中死んだら、遺族の家というのが家の玄関に

ら、それはやめまして、一切メモをとらなくな

掲げられるんです。それをみて、学校の先生が

った、僕は。そして、メモをとらなで、自由に

来たそうです。なぜか、その先生が、そのうち

いろんな話をしてもらいました。

の子どもはとても運動能力がすぐれていた、頭
もよかった。だから、当時、少年兵募集という

そしたら、皆さん、すごい話が次々と出てき

のが日本全国にありまして、少年兵、すなわち

たんです。まあ、その話をしたら、きょうは時

飛行機のパイロットです。それは単なる普通の

間がないのでやめまして、次のほうに移ります。

人じゃなくて、運動神経のすぐれた、頭のいい

それから、次は、ケリー国務長官がおいでにな

子どもに適していたらしくて、盛んにその先生

った話をします。

は生徒に、何とかして少年兵に応募しなさいと

昨年の 4 月 11 日にケリー国務長官は広島へ

言ったそうですけれども、その生徒はなかなか

おいでになって、そして、6 人の他国の外務大

「うん」とは言わなかった。けれども、ついに

臣を連れて、原爆ドームを見学されました。そ

応募しその結果合格した。あまりにも先生がし

れがテレビに映し出された。私はそれをみて、

つこく言うものだから、ついに応募せざるを得

びっくりしました。なぜか。その映っていると

なかった。

ころは、米兵が埋められていたところ。画面に

それから何度もその人のうちに行ったとき

その現場が出たからです。でも当然、ケリー

に言いました。ルオット島から手紙が来たと言

国務長官はご存じないし、にこやかに笑って外

うんです。軍事郵便が。ルオット島って、私は

務大臣と話をされていた。

知りませんでした。それは南方の島の名前でし

私は、この埋められていた米兵のことをずう

た。そこに日本軍が米軍を迎え撃って、一機残

っと探しに探していた。そしたら、原爆が落ち

らず敵を殲滅する、そういう軍事郵便が自分の

て 2 年後に原爆ドーム前に土葬されていたん

うちに本人から送られてきていました。それを

です。けれども、それを掘り出して荼毘に付し

勧めた先生が来て、自分が勧めた人が戦死した

て、焼いて、その骨を平和公園の中にある原爆

ということがわかったものですから、仏壇の前

供養塔に納めた、という記録を見つけました。

に来て、その先生が、「誰々君、悪かった、俺

そして、それをしたのは住職だったものですか

が悪かった、俺が言わなかったら、君は死ぬこ

ら、その住職を何とかして探して、そのときの

とはなかったのに」と言って、仏壇の前で畳を

話を詳しく知りたいと思いました。

何十回もたたきにたたいて、「許してくれ、許

結局、それは 70 年前のことだったんですけ

してくれ」、と号泣したと、そのうちの奥さん

れども、ついにその人をみつけました。私は、

が私に言いました。

こうなったら執念だと。どうしても探し出して

だから、戦争がどんなものかという実感をそ

話を聞くぞと。そして、原爆の恐ろしさを後世

のとき得まして、それで一生懸命被爆調査をや

に伝えようと思った。その結果、探し出したん

った。被爆調査をやったといいましても、「あ
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だけれども、残念ながら、その人はもう亡くな

んでいきました。私は招待を受けているという

っていまして、真相はわからないままになりま

ことは知っておりましたけれども、多分ずっと

した。死んだ米兵を掘り出したということと、

並んだ椅子の一番端っこの一番後ろに案内さ

それからたくさんの原爆で亡くなった人を葬

れると思った。でも、それを通り越して、どん

っている原爆供養塔に名前を載せないで、遺骨

どん、どんどん前に行くんですよ。気がついた

だけ納めたという記録がわかりました。そして、 ら一番前です、私。これはどうなっているのか
それを書いたものを一生懸命探しました。それ

とちょっと不安になりました。

を去年ここで同じ賞をいただいた方が本に書

でも、それどころじゃあまりないことが始ま

いていらっしゃったから、それを一生懸命読み

った。献花式が始まったんです。そして、献花

ましたけれども、どうも書かれていない。非常

式が済みましたら、大統領が演説台の前に行か

に残念でしたけれども、でも、まだまだ知らな

れまして、あの 17 分間のすばらしい演説が始

ければいけないことが多くあるが、世間に意外

まりました。私、生の大統領の演説を一番前で

にも知っていないと思いました。

聞く幸運に浴したんです。こんなことって、あ

3 番目に、オバマ大統領の話をします。

りますか。だって、あそこに入るだけでも、普

オバマ大統領は、広島においでになりまして、 通の人では入れなかったのに。私が一番前です
私を献花式に招待してくださいました。皆さん、 からね。
後ろをみました。そしたら、広島県知事と広

あの席に日本とアメリカのホワイトハウスか
らの献花式への招待者は、全部で 100 人です。

島市長が私の後ろにいらっしゃる。右をみまし

そこで、日本の政府の代表として、坪井さんが

た。長崎県知事と長崎市長がいらっしゃる。斜

一番に招待されていました。私はホワイトハウ

め後ろのほうをみましたら、広島県議会議長と

スから一番で招待されたんです。どう思います

広島市議会議長がいらっしゃるんです。これ、

か。私はうれしくて、うれしくて、でも、うれ

もしかしたら私、最上席？ と思いました。そ

しさを通り越して、本当にこんなことってある

したら、そうだったんです。えーっ、こんなこ

んだろうか、と怖くなりました。夢をみている

とってあるの？ 自問自答しました。

ようでした。

涙を見て引き寄せてくれたオバマ大統領

メディアさんが私のうちに毎日来た。電話は
鳴りっぱなし。2 人ほど、誰が招待されている

演説が始まりました。しばらくすると私のこ

のかわからない人がいる、まさかあなた方では

と を 大 統 領 が 話 さ れ ま し た 。 “ A dozen

ないでしょうね、と全部そう言って確かめにき

Americans held prisoner”、これ、私のこと

た。でも、私は知りませんので、
「知りません」

じゃないですか。すぐわかりました。だから、

と言う以外答えることはできなかった。でも、

これは、私を招待してくれるだけでもとっても

その後ですよ、アメリカから問い合わせがあっ

うれしかったけれども、こういうふうにして私

たのは。そして、私が献花式に出席できるかと

を一番前で招待してくださったのか、うれしか

いうのが。直前ですよ。だから、私は知らない

った。アメリカはこういうふうにして私をねぎ

と言ったんです。でも、さすがにうれしかった。

らってくださったのだとわかった。

その日は、あるところに私、缶詰になったん

だって、”The man who…”その後はちょっ

ですけれども、30 分前に、大統領がおいでにな

と忘れましたけれども、おっしゃっていました

る前に私は現場に行きまして、そしたら全員が、 でしょう、私のことをすごく高く評価して、大
統領は私のほうにおいでになりました。もう私
国際会議場の地下に集まれということになり
ました。100 人が集まりました。そうしたら、

は、大統領が目の前にいらっしゃる前に涙を流

何と私だけが紹介されたんです、100 人の前で。 した。それをみて、大統領は私の背中に手を回
して、引き寄せてくださったんです。
私だけがですよ。それで、「いまから現場に行
きますから」と言って、私を先頭にどんどん進
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皆さん、後から、メディアの皆さんに、シナ

それから、4 号というのは、その当時、お母

リオにあったのかとか、いろいろ言われました

さんのおなかにいた胎児、これが 4 号なんで

けれども、全くシナリオなどありません。あれ

す。だから、そういう人に対して、どういうふ

は私の涙をみて、大統領がああいうしぐさをさ

うにしたらいいかというのは、いまいろんなと

れた。だから、みている皆さんが感動してくだ

ころで、いろんなことをされていますけれども、

さった、それが真実です。

その詳しい状況というのは、被爆した人たちの
裁判、これは全部、私、記録を持っていますか

もう、あれをみた私のことを映画に撮ってく
ださっている監督が、アメリカであれをみて、

ら、そうすると、いろんな意見がある。
今後、私は何をしようかということを申しあ

涙を流したといって、後から言われましたけれ
ども、それはアメリカの新聞の一面に大きく載

げておきます。

っていました。

長崎で被爆して、第 14 分所というところで、

だが、それから、もう 1 年たったんですよ、

捕虜が 195 人ぐらいいたのですけれども、た

皆さん。でも、私はアメリカから、7 つの大学

くさんのイギリス人、アメリカ人、オランダ人、

から招待がありました。来て、講演をしてくれ

オーストラリア人を収容していたところ、この

と言うんです。もちろん英語で。私は行きます

中で、幸い生きて 24 名の方がオーストラリア

と言った手前、行かなければいけなかったんだ

に帰った。私、4 年前にピンときまして、この

けれども、残念ながら、家族が大変な病気にな

連中は私と同じように被爆をして、きっと後遺

ったものだから、ついに行けませんでした。で

症で苦しんでいるに違いない、生きていたら、

もこれからも、大統領のおかげで私は時の人に

直接聞きたいし、生きていなかったら、オース

なったのだから何とか大統領にお礼をしたい。

トラリアという国は全部カルテを残さなけれ

それはアメリカのためでなく、日本のためでも

ばいけないという法律がありますから、全部そ

なく、全人類のために有益なことをやろうと、

のカルテは残っているはずだ。それを知りたい。

それをいま思っているんです。

そういうことで、そのときに日本に来た、元

最後になりましたけれども、皆さんに言いた

捕虜になっていた人に頼みました、全部遺族を

いことは、今後どうするかということなんです

探してくれと。そうしたら、その人がいろんな

が、皆さん、被爆者に 1 号、2 号、3 号、4 号が

人に頼んだりして、それをみつけてくれました。

あるのをご存じですか。1 号は、私のように、

何と 1977 年に、その 24 名のうちで 17 名の人

本物の直接被爆者。2 号は、入市被爆者、その

が強制的に身体検査をさせられていた。それを、

ときは被爆していないけれども、後から広島市

何と“Institute cancer”と書いてあったから、

や長崎市に入ってきた人。これを 2 号と言いま

がん研だろうと思うんですけれども、そこで全

す。それから、3 号。3 号というのは、遺体を

部論文にして世界に発表していた。それを私は

取り扱った人が、なぜか次から次へ死んだので

入手しました。みつけてくれたのは、放影研の

す。ということは、この被爆をしたものを取り

博士です。

扱った人に放射能が身体に入って内部被爆と

それをみて、私はそういう偉い博士にみても

して残っていて、それで死んだのではないかと

らうまでもなく、自分で感じました。17 名が全

私は思うんですけれども、専門家の人、専門家
というのは、放射線技師です、放射線技師は、
そんなことは絶対ないと言うんです。それでは、
あの何百人も死んだ、死体を取り扱った人はな

部フルネームではなくて、番号で書いてあった。
やっぱりプライバシーがありますから。世界中
に発表されたんだから。その 17 名の番号を一
人一人調べていくと、何と遺伝子の解析までさ

ぜ死んだのか？厚生労働省がそういう人をな

れていました。何日もかかって、3 日間かかっ

ぜ 3 号にしたのか。現実を知らない放射線技師

て、それも被爆して 30 年の後ですよ。だから、

はそういうことをぜひ勉強してほしいと思い

オーストラリア政府も、この人たちを生きてい

ます。
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らっしゃるときに、全部これは調べておかなけ

間違いがあるんだもの。それを誰も訂正しない

ればいけないということを気づいたらしい。全

まま使われてたまるかと思いましたよ。でも、

部それを論文として出ていたんです。それをい

メディアの皆さんは、絶対に自分が書いたり、

ま、私は入手して、どういうことが書いてあっ

自分のところから書いたものが間違っては困

て、今後何をしなければいけないか、というこ

るから、必死で、しかも短時間にやっていらっ

とを、それも 1 人や 2 人じゃない、全部博士ク

しゃるじゃないですか。あれは大したものだと

ラスにですが、そういう人にみてもらって、話

僕は尊敬しています。

を聞いて、今後どうするかということを考えて

でも、論文というのは、やっぱり多くの人が

みようと思います。

みなければいけないし、みられるはずだから、

きょうは、アメリカからわざわざ、きょう皆

それは真剣に書いていますよ、どの人も。だか

さんに話をする私のこの話を聞くために、アメ

ら、間違いはほとんどないと言っていい。僕は

リカの博士が来てくださった。さっきまで、そ

論文を……。僕は膨大な資料を読んでいますか

の博士にいろんなことを私は聞いておりまし

ら、ちょっとやそっとの数じゃないですよ。僕

た。今後、いろんなことを勉強させてもらおう

は原文を 2,000 人分ぐらい読みました。その他、

と思います。

ありとあらゆることを、できるだけのことをや
ってきました。だから、自信を持って言えます。

で、私のことをアメリカのほうに言ってあり
ますから、アメリカの博士が私に連絡してきま

最後に、皆さんにいい話をしておきます。ア

した。それは何を言ってきたかというと、最後

メリカは、いま、遺伝子と染色体の研究が猛烈

に皆さんにいい話をして締めくくります。

に進んで、成果を上げているんだそうです。そ

オーストラリアの方が、さっきから言うよう

れで、将来、がんになって死ぬ人はゼロになる

に、論文を発表しているんですが、いろんな人

だろうと言ってきました。なぜか。染色体のう

が研究されているらしい。その人は、将来、こ

ちに、それを正常な染色体に戻す技術が発明さ

の人たちが、二世以降は、要するに子孫に影響

れて、それで今後、染色体異常があったら、が

はないというふうに思われているけれども、私

んになる可能性があったら、前もってそういう

がみる限り、きのうも随分本を読んできたんで

人たちは、その染色体をもとに戻す。
いままでも、人間は修復作用がありますから、

すが、それは小野周東大名誉教授の論文という
か、専門書に書いてあった。そこには、やっぱ

少々のことは、傷がついてももとに戻ることが

り被爆した場合は、染色体に傷がついて、そし

できた。でも、がんになったら、そうはいかな

てがんになる可能性が非常に強いと、はっきり

いらしい。でも、それを治す技術が確立した。

書いてありました。だけれども、オーストラリ

僕はそれを 3 日前に知りまして、これは今度、

アの人は、そうじゃないという見解を持ってい

私が東京に言って話をする最後に話をして終

らっしゃるようだけれども、私は、両方とも否

わろう、こう思いました。

定することは、一素人ですから、できませんし、
両方とも正しいかもしれない。

もう皆さん、私の研究は、私の調査は、最後
の最後にはハッピーエンドで終わらせよう、そ

でも、ここは気をつけなければいけないとい

う思ったけれども、本当にこれは実現するそう

うふうにずうっと考えまして、ありとあらゆる

ですから、皆さん、喜んでください。

資料を――論文ですよ、もちろん。というのは、

これで私の話は、時間が来ましたので、終わ

普通の本は危ないんですよ。だって、皆さんは

ります。ご清聴ありがとうございました。（拍

メディアさんですからご存じでしょう。変な文

手）

章を部下が書いたら困るから、皆さん、一生懸
命チェックされる立場の方じゃないですか。で
も、普通のインターネットなどというのは、僕
は初めから信用していませんでした。だって、
20

司会

森さん、ありがとうございました。

司会

それでは、この講演の前に、お三人の

方に揮毫をいただいておりますので、揮毫をご

紹介しながら、その揮毫の言葉に込められた思

て爆弾を落として、全く無差別でありまして、

いをお三方から伺いたいと思います。

一般の市民を中心に 1 万人を超す死者が出て

では、最初に松尾さんからお願いできますか。 います。この数については、日中ともに一致し
ていますので、私はいますぐにでもやるべきだ
松尾さんの字は小さいので、遠くからはみえな
いと思いますが、読んで、なぜその言葉を……。

と思います。
南京のほうは、私の立場は同盟通信の先輩で

中国、韓国との和解実現に余命捧げたい

ある故松本重治先生が実際に南京を取材した

松尾 私が書きましたのは、「この栄誉を胸

記者からの報告として、間違いなく 2～3 万人

に、中国、韓国との和解の実現に余命を捧げる

の規模で民間人虐殺はあったということを明

つもりです」と書きました。

らかにされていますので、私としてはこれを信

司会

そのお言葉を書かれた思いというか、

問題は 30 万人というタイトルをつけた記念

それを一言。
松尾

じたいと思っております。
館の存在でありまして、なかなかこの日中間の

私は本当に去年末の安倍首相のハワ

食い違いの解決には時間がかかると思います。

イでの演説に期待したひとりです。内容は立派

もちろんいつの日か南京にも献花をすべきだ

な演説だったと思うのですが、アジアについて

というのが、私の立場です。

一行も触れていない点が残念でした。

中国のほうもまた 9 月に講演に来ないかと

演説の構成からいっても、最後に一言あって

いう北京大学の先生のお話もありますので、83

も、アジアにもこの和解の力を広めたいぐらい

歳の私がどこまで続けられるかわかりません

のことを言っても、何の問題もなかったと思う

が、韓国と中国の現場を踏むことで、対話を重

んだけれども、安倍さんの意地もあるのかなと

ねて、少しでも前向きの結果が出ることを期待

思ったりして、私としては、私に中国、韓国と

しているわけでございます。以上であります。

の和解を引き続き追いかけろとの天の声とも
勝手に思い、引き続きこだわっていきたいと考

司会

どうもありがとうございました。

えております。

それでは、続いて宮城さん、よろしくお願い
いたします。

ただ、いま正直言いまして、何も具体的な展
望があるわけではありません。ただ、幾つか手

論じる前に成してみよう

がかりがなくはなくて、一つは、一番ありがた
いことに、私の『アメリカと中国』という本が、

宮城

座右の銘というような仰々しいもの

早々と韓国の出版社から翻訳したいという申

ではないんですけれども、好きな言葉を書かせ

し出がありました。岩波の本をすでに 30 冊ぐ

ていただきました。「為せば成る」という言葉

らい訳しているしっかりした出版社だそうで

です。これは続きがありまして、
「為せば成る、

ありまして、韓国人の人がどう読んでくれるか

為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬな

わかりませんけれども、そういうきっかけがあ

りけり」り、という言葉で、江戸時代の米沢藩

りますので、また韓国に行くチャンスもあり、

主、上杉鷹山の言葉だと聞いております。

和解の努力の場が広がるんじゃないかと思っ

きのうも申しあげましたが、今回、私どもに

ております。

この賞をいただいたのは、きっと地方の記者た

すぐにでも献花外交の一環として、安倍首相

ちに、もっとさらに励めよというメッセージを

が次の中国訪問の際に献花するという方法が

込めていただいているんだろうと思っており

あるのではないかと思います。

ますので、これからの、まずは私自身、我が社
の若い記者たちへのメッセージと、自分たちへ

この重慶に対する日本軍の爆撃は、世界的に
見ても初めての戦略爆撃と言われ、しかも日本

のプレッシャーをかけるという意味において、

軍の飛行機は、雲の切れ目があるときだけ行っ

成るかどうかを論じる前に為してみようよと
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いうことで、そういう意味を込めて書かせてい

局、戦争はノー、平和はイエス、という結論に

ただきました。（拍手）

到達したんです。

司会 はい、ありがとうございます。

ですから、たった 1 行書いている言葉です
が、このために 27 年間考え続けたんです。だ

それでは、森さんに締めていただきます。

から、きょうはこういう、まさか皆さんの前で

戦争はノー、平和はイエス

公表するのではなくて、ただ記録をして帰るだ
けかと思ったけれども、こういうところで、さ

森 私は、非常に簡単な言葉を書かせていた

すがメディアさんはすごいですよ、ただ書かせ

だきました。それは、「平和が一番」。何と単

るだけじゃない。だって、私、話をした分でも

純なと思われるでしょうけれども、ちょっとや
そっとの思いつきで書いたのではありません。

全部記録にしてから、来月のここの会報か何か
に出されるんでしょう。一字一句一生懸命書き

この一言を書くために、27 年間、たった一人、

ましたよ。

アメリカに帰ったロンサム・レディー号という
爆撃機の機長と 100 通以上の手紙のやりとり

まあ、メディアさんはそういう人ですけれど

をしました。そして、この方、トーマス・カー

も、だから、いいかげんなことはできないなと。

トライトという名前の博士ですけれども、この

でも、僕はそれ以上のことやってやるぞと、い

方が収容所に入れられていたときに、こう考え

まさらながら思いました。だから、いま私の先

たそうです。自分が生きてアメリカに帰ること

輩の松尾さんがまだまだいろんなことをやら

ができたら、人類のために役に立つ仕事をしよ

れるそうですから、私も負けてはおらんぞ、そ

う、そう決心されたそうです。それで、大学で

う思っているところです。

一生懸命勉強されて、学者になった。大変立派

ありがとうございました。（拍手）

な人になられました。

司会

どうもありがとうございました。

私は、そういう立派な人と手紙のやりとりを

それでは、これで記念講演会を終わりにした

ずうっとやってきている間に、平和とは、戦争

いと思います。どうもきょうはありがとうござ

とはということをずうっと考えてきまして、結

いました。
(文責・編集部)
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