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（耕論）米大統領の広島訪問考　松尾文夫さん、ジェニフ
ァー・リンドさん

続きから読む

続きから読む

　 オバマ米大統領 が、被爆地・広島を訪
れる可能性が現実味を増している。米政府
は本格検討に入っており、実現すれば 戦後
７０年 をへて、歴史的な訪問になる。日本
国内の待望論の一方、米国では慎重論も根
強い。オバマ氏の広島訪問の意味と、日米
それぞれに与える影響を考える。

　■「献花外交」で日米の和解を　松尾文
夫 さん（ジャーナリスト）

　ついに、アメリカの大統領が広島に来る
のでしょうか。

　長年訴えてきた者としては、ようやく実
現する、ありがたいという思いが半分。と
同時に、もっと早く来てほしかった、遅す
ぎる、という思いが半分です。だって、あ
の戦争が終わって、７０年以上もたってい

るのですよ。

　ほとんどの日本人は意識していないでしょうが、日本と米国は目に見える形での和解を
果たしていません。戦争で亡くなった人たちのために、お互いにお線香を上げる、祈ると
いう鎮魂の儀式を行っていないからです。

　このことに気づいたのは１９９５年の２月でした。出張先のワシントンのホテルでテレ
ビのニュースを見ていたら、 ドイツ のドレスデンで第２次大戦を戦った米英と ドイツ
が、共同で鎮魂の儀式を行っている様子を報じていました。ドレスデンは大戦中、 連合
軍 の夜間無差別爆撃を受け、市民ら３万５千人が亡くなった地です。空襲５０年を機
に、敵国同士だった政府と軍の代表者が並んで戦没者を追悼し和解の成立を宣言する姿を
見て、強い衝撃を受けたのです。日本はまだやっていないぞ、と。

　　　　　＊

　そこで１１年前の戦後６０年の夏、私は「（当時の）ブッシュ大統領に広島の 原爆死
没者慰霊碑 に花束を手向けてもらおう」という提案を「 中央公論 」と米国の経済紙
「 ウォールストリート・ジャーナル 」に寄稿しました。この中で日本の首相には、ハワ
イの 真珠湾 を訪れ、献花してほしいとも記しました。鎮魂の儀式、そしてその結果とし
ての本物の和解は、日米共同の作業でなければと考えたからです。
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　この私のこだわりは、あの戦争で敵としての米国に３回も出会った経験から生まれたの
でしょう。

　最初は１９４２年４月の、東京初空襲のドゥーリトル隊です。小学校の校庭からまぢか
に見上げました。四国の 善通寺 では米 艦載機 の機銃掃射を経験しました。４５年７月
には 福井市 でＢ２９の夜間じゅうたん爆撃を受け、目の前の田んぼに焼夷（しょうい）
弾を詰めた爆弾が落ちました。やられたと思いましたが、不発で泥水を浴びただけ。いま
生きているのが不思議なほどです。

　それに、父が軍人、祖父が ２・２６事件 で反乱軍から義兄の岡田啓介首相と間違えら
れて殺されるなど、子どものころから戦争を意識する環境の中で育ったことも影響してい
るかもしれません。

　　　　　＊

　オバマ氏には、ぜひ広島で包括的な演説をしてほしい。「核なき世界」を訴えた２００
９年のプラハ演説の総括は当然にしても、もう一歩踏み込み、依然として完全なものにな
っていない東アジアの和解に、米国として貢献する決意を示すものであってほしいです。

　では日本はどうするか。来た、献花した、よかった、で終えてはいけません。次は日本
の番です。日本外交にとって大きなチャンスととらえるべきです。

　韓国ではすでにオバマ広島訪問について「日本が加害者という立場を覆い隠す結果につ
ながる可能性がある」という警戒論も出ています。私が日米で提案したときも、米国のア
ジア系の学者が「一瞬でも日本人が被害者の顔をするのは許せない」と真顔で私に語った
ことは忘れられません。

　 安倍晋三 首相にとって、「広島の花束」に「 真珠湾 の花束」でこたえることは、今
も東アジア情勢の根っこに残る日米間の「トゲ」を取り除く意味で、大きなチャンスで
す。日本は和解する国なんだ、かつての対戦国とも一緒に鎮魂できる国なんだと。

　「献花外交」を進めるべきは日米だけではありません。日本が率先して韓国、中国、さ
らには、当時の戦争にかかわったアジア・太平洋のすべての国に呼びかけてほしい。互い
に象徴的な地を訪れようと。もちろんそれで遺恨が急に消えるわけではありませんが、未
来に向けた大きな一歩です。（聞き手　編集委員・刀祢館正明）

　　　　　◇

　まつおふみお　１９３３年生まれ。共同通信でワシントン支局長など。退社後フリー
に。著書に「銃を持つ民主主義」「オバマ大統領がヒロシマに献花する日」など。

　

　■謝罪か核廃絶か、枠組み問題　ジェニファー・リンドさん（米ダートマス大学准教
授）

　大統領の広島訪問は非常に複雑で議論を呼ぶ話題です。オバマ氏にとってもリスクがあ
ります。

　保守的な人の議論の中には訪問に反対するものも多く、リベラル派でも意見は分かれま
す。議論の中には多くの感情が入ってきます。保守派は「オバマが広島を訪問すればそれ
は謝罪だ」と言います。私自身は、どこかを訪問し、静かに立っていることが謝罪だとは
考えません。しかし、保守派はそういう「枠組み」にはめ込んで議論をしようとします。
すると、次の議論は「米国は謝るべきなのか？」となります。そして、歴史の本のページ
を開くことになります。「米国は 原爆投下 を正当化した。だが、日本はひどいことをし
た」「米国は結果として多くの命を救った」。そして、「日本本土への上陸戦の方がよか
ったのか？」という話も出てきます。訪問を「謝罪」の枠組みにはめると、本来必要のな
い議論が起きます。

覚える力で差がつくから
もうミスが嫌な人へ。１カ月分無料
でお試しのチャンス。サントリー
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二刀流 大谷翔平／セイコー アストロン
世界を目指す３つの言葉とは

「知事にしがみつくわけでは」　舛添
氏、審議最後に訴え
舛添氏問題「都議会、自民党で判断すべ
き」　高市総務相
駆除のクマの胃から人体の一部　襲って
食べたか　秋田
舛添知事、辞職不可避の情勢　自公が不
信任案提出も
初夏の風物詩、ジュンサイの収穫が最盛
期
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