
 

「唯一の被爆国 日本」‐ アイデンティティか生きるための嘘か？ 

 

2017年7月7日に国連総会において核兵器禁止条約が締結されました。加盟193ケ国のうち6

割を越える122ケ国がこの条約に賛成しました。この条約は、各国が、核兵器の実験、開

発、生産、保有、配備を禁止するものです。さらに核兵器の移譲や備蓄、使用、ならびに

核兵器による威嚇を禁じています。また、この条約はこのような動きを援助したり、奨励

したり、別の国に対してこのような行為を起こさせることを禁止しています。 

 

この条約の序文には「核兵器使用の犠牲者（ヒバクシャ）や核実験の被害者にもたらされ

た受け入れがたい苦痛と損害に留意し」と明記されています。日本語の「ヒバクシャ」

は、今や国際語になりました。核兵器は安全保障政策上の必要悪ではなく、絶対悪なのだ

という彼らの訴えは、国際社会でやっと公的に認められたのです。 

 

日本は相変わらず、「唯一の被爆国」と称しています。しかしこの概念は、それ自体がす

でにナショナリスティックです。なぜなら、この表現は約7万人の韓国・朝鮮人や他の外

国人ヒバクシャを除外しているからです。とりあえずこの問題を度外視しても、日本が一

体全体、この自称によって世界の信頼を得る資格があるのか疑問です。 

 

１ 広島と長崎への原爆投下 

ナチスドイツにおける原爆開発の可能性への恐れから、アルベルト・アインシュタインは

1939年8月2日付けの米大統領フランクリン・ルーズベルトへの手紙で、核連鎖反応とその

影響に関する研究に力を入れるよう要求しました。でもなぜ、日本が米国の原爆攻撃の目

標になったのでしょうか？ 



 

1944年9月18日、チャーチルとルーズベルトはハイドパーク覚書に調印しました。この覚

書には、原爆がいつか使用可能になったら、十二分に考慮の上、ひょっとしたら日本に対

して使われることがありうる、と書かれていました。 

 

原爆の非人間性は次の点にあります。それは 

1. 一発で一瞬のうちに何万人もの人間を殺戮したこと 

2．女性、子ども、児童・生徒、老人という多数の民間人を無差別に殺戮したこと 

3．家族や地域社会のような生活基盤を完全に破壊したこと 

4．放射能で人体に長期的に悪影響を与えたことです。 

 

1952年8月6日、広島に原爆死没者慰霊碑が建てられました。その文言の公的な訳は、「あ

らゆる御霊がここに安らかに眠りたまえ。私たちはこのような悲劇を二度と繰り返しませ

ん」というものです。広島市は次のように説明しています。「この碑は、1945年8月6日、

世界最初の原子爆弾によって壊滅した広島市を、平和都市として再建することを念願して

設立したものである。碑文は、すべての人びとが、原爆犠牲者の冥福を祈り、戦争という

過ちを再び繰り返さないことを誓う言葉である。過去の悲しみに耐え、憎しみを乗り越え

て、全人類の共存と繁栄を願い、真の世界平和の実現を祈念するヒロシマの心がここに刻

まれている。」 

 

けれども、碑文の翻訳は誤解を招きます。日本語が主語なしで表現できることから、碑文

の後半の「私たちは」はありません。「このような悲劇を二度と繰り返しません」は、本

当は「過ちは繰り返しません」とすべきでした。 

 



そもそも、だれがどのような過ちを繰り返さないのか、明確でないのです。公的な解釈で

は、日本帝国主義や軍国主義、侵略戦争の過ちではないことになっています。それでは、

人類全体が原爆攻撃の責任を負うべきなのでしょうか？ 広島市のこのあいまいな態度

は、「71年前の明るく晴れ渡った朝、空から死神が舞い降り、世界は一変しました」とい

う言葉で始まる、2016年5月27日のバラック・オバマの広島演説に対応するものです。 

 

ヒロシマとナガサキでの出来事はよく報告されています。ドイツの文献から私は、ロベル

ト・ユンクの『灰墟の光－甦えるヒロシマ』（1959年、邦訳は文芸春秋新社、1961年）だ

けを取り上げたいと思います。1913年ベルリン生まれのこのジャーナリストは、原爆投下

前後の広島の状況を非常に生き生きと描いています。彼は1965年、バイエルン放送局で同

じタイトルの45分間のテレビ番組を制作しました。 

 

ユダヤ人である彼は、親戚の一部をナチの犯罪で失っています。1970年に彼が4度目に広

島を訪問した際、テレビ局のインタビューに次のように語りました。「ヒロシマという言

葉を聞きますと、かつて人類に加えられた最も邪悪な犯罪の一つということが思い浮かび

ます。そしてまた同時にもう一つの犯罪、つまりアウシュヴィッツの犯罪のことも頭に浮

かびます。・・・私は戦争のこの二つの大犯罪、つまりヒロシマとアウシュヴィッツとを

常に一つのものとして考えております。私の考えにおいては、この二つは、人間の人間に

対する残忍性の最たるものとしてとらえられております。」（RCC-TV『広島との対話－原

爆25周年記念テレビ特別番組の記録』中国放送、1970年、3頁、一部改訳） 

 

ユンクは平和運動だけでなく、反原発運動にも熱心に取り組みました。1980年1月から2

月、5度目の来日では、彼は日本とヨーロッパの反原発ネットワークを築こうとしまし

た。 



 

2013 年2月から3月、私は仲間とともに広島の平和記念資料館（原爆資料館）で、ロベル

ト・ユンク展を開催しました。さらに京都外国語大学の NET-GTAS（被爆者証言の世界化

ネットワーク）の翻訳活動にも参加し、原爆を生き延びた人たちの証言をドイツ語に翻訳

しました。ドイツ語による証言のビデオは、国立広島・長崎原爆死没者追悼平和祈念館の

サイト「平和情報ネットワーク」で見ることができます。 

 

2 原爆に関する神話 

日本の新聞は1945年8月8日、広島への原爆投下について一面トップで報じました。被害状

況については、まだ様子がわかっていませんでした。それでも、「人道を無視する惨虐な

新爆弾」と書いていました。他方で、戦争終結まで無意味なプロパガンダが流されまし

た。それは、「頑丈な壕ならば真下でも平気」とか「白い着物は熱線から受ける火傷を確

実に防ぐ」というものでした。 

 

広島への原爆投下後、日本政府は、1945年8月10日にスイス政府を通してアメリカ政府に

抗議の文書を出しました。その中には明確に書かれていました。「米国が今回使用したる

本件爆弾は、その性能の無差別かつ惨虐性において従来かゝる性能を有するが故に使用を

禁止せられをる毒ガスその他の兵器を遥かに凌駕しをれり。」これは日本政府によって合

衆国に対したなされた唯一の抗議でした。政府は占領時代も、1952年4月28日の主権回復

以後も、原子爆弾投下に対する抗議をしようとしませんでした。なぜでしょう？ 

 

この疑問に答えるカギは、裕仁天皇の声が8月15日にラジオで流れた終戦の詔勅にありま

す。その中に、「加之（しかのみならず）敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻（しきり）

ニ無辜（むこ）を殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル。而（しか）モ尚（な



お）交戦ヲ継続セムカ終（つい）ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延（ひい）テ人

類ノ文明ヲモ破却スヘシ」とあります。天皇はつまり、原爆投下による世界滅亡を避ける

ために、無条件降伏に同意したというわけです。 

 

実は日本の戦争指導者たちは、原爆投下よりもソ連の参戦に激しい衝撃を受けていまし

た。というのは、日本は、1941年9月16日に締結した日ソ中立条約ゆえに、ソ連が日本と

連合国の間を取り持ってくれると期待していたからです。しかしながらクレムリンは、

1945年2月、ヤルタ会談での秘密協定で、ドイツが降伏した2，3ケ月後に日本と交戦する

約束をしていました。そしてソ連は1945年8月8日に日本に宣戦布告し、日本のはかない希

望は消え去りました。 

 

しかしながら原爆投下とソ連の参戦は、日本の指導層には、当時の海軍大臣米内光政が言

ったように「天祐」と映りました。なぜなら、彼らは敗戦の責任を、自分たちの間違った

戦争指導ではなく、「惨虐な新爆弾」や「条約違反」のような外的要因に求めることがで

きたからです。 

 

この物語は米国にとっても好都合でした。米国の爆弾が連合国の勝利に導いたのであれ

ば、何十億ドルもつぎ込んだマンハッタン計画が成功したことになるからです。これで米

国は自己の覇権要求を世界にはっきり示すことができました。 

 

米国の原爆専門家ウォード・ウィルソンは、原爆が日本の無条件降伏の理由だという説を

神話とみなしています。彼は「敗戦を原爆のせいにして、すべての失敗や判断の誤りを隠

してしまう。原爆は、敗戦についての完璧な説明となる」と述べています。 

 



日本が原爆によって敗北したと理由づけしたのは、次のような具体的な政治的目的があっ

たと言われています。 

 

1．天皇の正統性を保てた。 

2．国際的な同情を集めた。 

3．原爆が米国に勝利をもたらした と日本が言うことが、日本にいる勝利者の米国を喜ば

せた。 

 

彼は最後に「考えとは、それが真実であれば持続する。また残念ながら、それが真実でな

くても、心地よいものであれば持続する」とまとめています。この説は、日本側からも確

証されています。 

 

1975年10月31日の記者会見で、裕仁天皇は、原爆投下に関する質問に答えて「原子爆弾が

投下されたことに対して遺憾には思っておりますが、こういう戦争中であることですか

ら、広島市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思っております」と言

いました。2007年7月3日、あろうことか長崎県選出の久間章生防衛大臣は、米国による原

爆投下を容認する態度を示したため、辞職しました。 

 

3．米国占領下、原爆に関する言論の自由の厳しい制限 

1945年9月19日、連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサー将軍は、日本向けのプレ

スコード（新聞・出版を規制するための規則）を発表しました。この指針は主として、占

領軍への批判防止を目的としていました。占領軍は、新聞、書籍、それどころか手紙まで

検閲しました。原爆についての文章はとりわけ厳しく検閲を受けました。 

 



それ以前、日本の報道機関には、まだ幾分自由な空間が残っていました。なぜなら、検閲

措置は地方によって差異があったからです。1945年9月4日付けの朝日新聞大阪版は、「正

視に堪えぬこの残虐さ」という見出しで、被爆者の写真を4枚載せていました。東京版に

は、これについて何も報道はありませんでした。 

 

当然、原爆犠牲者の写真は直ちに棚上げされました。それらは、占領が終わったあと、

『アサヒグラフ』1952年8月6日号でようやく発表されました。 

 

米占領軍にとってずっと衝撃的だったのは、ウィルフレッド・バーチェットによる1945年

9月5日付け『デイリー・エクスプレス』の記事です。なぜなら、このジャーナリストはオ

ーストラリア人だったからです。彼は、「初の原爆が街を破壊し、世界を震撼させて30日

経っても、広島では、なお人びとが不気味で恐ろしい死に方をしている。原爆で無傷だっ

た人たちが、原子のペストとしか言いようのない未知の何かによって」と書きました。 

 

翌日、マンハッタン計画の副官だったトーマス・ファーレルは、東京での記者会見で、

「広島・長崎では死ぬべき者は死んでしまい、９月上旬において、原爆放射能のために苦

しんでいるものは皆無だ」と発表しました。この記者会見にバーチェットは同席していま

した。ファーレルの説明は、このジャーナリストが自分の目で見たことと明確に食い違っ

ていました。最後に将軍は、バーチェットの質問を遮って言いました。「君は日本の宣伝

の犠牲者だな。」 

 

しかし、嘘の宣伝をしていたのはファーレルの方でした。彼は放射能が人の体内に重大な

影響を与えることをよく知っていました。マンハッタン計画のメンバーは、放射性物質を

兵器として使う可能性を熟考していたのです。 



 

しかしながら米国は、バーチェットの記事を認めることはできません。でなければ、日本

政府が抗議文で主張したように、米国は「惨虐な新爆弾」を使って戦争犯罪を犯したこと

になるからです。これ以降、ファーレルの声明と合致しないものは、「占領軍に対する虚

偽的または破壊的な批評」とみなされ、発行禁止や没収で処罰されました。米軍占領後も

日本政府はファーレルの声明に縛られていました。 

 

４．医師たちの加担 

残留放射能の否認については、日米の医師も大きく加担しています。1945年9月、原爆の

人体への影響を調査する目的で、「日本における原子爆弾の影響に関する日米合同調査

団」が組織されました。日本人の医者も参加しています。この調査をもとに、米国戦略爆

撃調査団は、ファーレルの主張を覆す報告書を公表できるはずでした。しかし、マンハッ

タン計画を指揮したレズリー・グローヴスが公表を妨げました。 

 

1947年2月、米国の元陸軍長官 D・ヘンリー・スティムソンは、「原爆投下の決定」という

文章を発表しました。彼はその中で、連合国軍の上陸は、100万のアメリカ人とそれ以上

の日本人の犠牲者を出したであろうと主張しました。翌月には、マンハッタン計画と広島

への原爆投下をサクセス・ストーリーとして描く映画「終わりの始まり」が封切られまし

た。 

 

原爆を正当化する宣伝の最中、1947年3月に原爆障害調査委員会（ABCC）が広島に設置

されました。（長崎には1948年7月）。この調査委員会は、約10万人の被爆者だけでなく、

ほとんどすべての新生児からも情報も集めました。委員会はこの人たちを、生涯にわたっ

て文字通りモルモットのように扱いました。というのも、委員会は、欠勤の補償もなし



に、被災者を繰り返し呼び出したのです。人々は、（しばしば裸にされて）調査されただ

けで、医学的な治療は受けませんでした。委員会は市役所、保健所、医者や助産婦の助け

を得て、ヒバクシャの個人情報を集めました。彼らは死産児や死亡したヒバクシャの内臓

をホルマリン漬けにし、近親者の許可も得ずに米国に送りました。そして、ヒバクシャの

子どもの世代にほとんど遺伝的な影響はないとの結論に達したのです。 

 

日本の市民の批判を受け、ABCC は1975年に放射線影響研究所（RERF）に組織替えしま

した。しかし今日でも、この研究団体が相変わらず軍事目的に役立っているという批判が

あります。 

 

5．第五福竜丸 

1954年、日本人は米国の核兵器の3度目の犠牲になりました。1954年3月1日、日本の漁

船・第五福竜丸は、ビキニ環礁で水爆実験の放射性降下物に被曝しました。爆心地から東

に160キロ、封鎖海域から30キロ離れていたにもかかわらず、です。漁師たちは朝4時頃奇

妙な光を目撃、ときどき空は暗くなり、6時30分には雪のような白い粉が降ってきて、そ

の後5～6時間降り続けました。甲板は真っ白になりました。 

 

帰路2週間の間に、乗組員23人全員がやけど、頭痛、目の痛み、歯からの出血、脱毛な

ど、急性放射線症状を呈しました。無線長だった久保山愛吉さんは1954年9月23日に亡く

なりました。彼の遺言は「原水爆による犠牲者は、私で最後にして欲しい」でした。 

 

推測されるところでは、このとき合計992隻の日本の漁船に「死の灰」が降りました。当

時の日本人には魚が重要なたんぱく源だったので、「原爆マグロ」は国民の間に大きな不

安を広げました。反核兵器運動が大きな反響を呼びました。米国政府はこの動きが反米運



動と転化するかもしれないと懸念しました。日本政府は米国に経済的に依存していたた

め、米国政府を刺激しないようにしました。 

 

1954年末、米国大使ジョン・ムーア・アリソンが、1945年9月2日に日本の無条件降伏に署

名した外務大臣だった重光葵に会いました。150万ドルという米国の損害賠償提案に対

し、重光は200万ドルを要求し、さらに日本人戦犯の釈放を求めました。彼は、これによ

って日本の世論が親米的になると判断していたのです。そして1954年7月1日に自衛隊が発

足したことに関連して、日本が共同防衛支出に貢献することが合意されました。 

 

結局米国政府は1955年1月、日本政府に「見舞金」として200万ドルを支払いましたが、こ

のときの条件は、日本政府が米政府に対し二度と水爆実験の責任を問わないということで

した。他方、米国はすでに1954年4月、日本漁船の放射能汚染を矮小化し、「日本人の望ま

しくない態度に対処し」ようとしました。この時点で米国は、日本の船員が死亡すると予

想し、日本人患者の長期的病状をサンゴの塵のせいと理由づける計画を立てていました。 

 

一方、第五福竜丸の悲劇は、日本と世界の反核運動のきっかけとなりました。5月半ばに

東京の主婦たちが署名運動を始めました。彼女たちはひと月以内に、26万6000の署名を集

めました。最終的に日本で3200万人、世界で6億7000万人の市民が署名しました。1955年8

月6日には広島で、第1回原水爆禁止世界大会が開かれました。 

 

6．返還されるべきだったノーベル平和賞 

1964年から1972年まで日本の首相だった佐藤栄作は、1974年、アジア人で初のノーベル平

和賞を受賞しました。ノルウェー・ノーベル委員会は、彼が首相として日本国民の平和へ



の願いを代表し、1970年に核拡散防止条約（NPT 条約）に調印したということを受賞の

理由に挙げました。 

しかしノーベル委員会は、佐藤への授賞に問題があることも知っていました。日本の左翼

は、彼が米国の利益の忠実な奉仕者だと批判していました。事実、彼は米国のベトナム戦

争を迷うことなく支持しました。1965年の日韓基本条約で、彼は朝鮮半島の分断を深めま

した。 

 

他方で、「非核三原則」と米国による1972年の沖縄返還は、よく彼の功績と評価されま

す。しかし今日の観点からすれば、この見方は新しい文書により信憑性を大幅に失ってい

ます。 

 

1962年10月のキューバの危機で、世界史上初めて、核戦争の危機が世界的に明白となり、

核軍縮への要求が高まりました。1963年8月5日、モスクワで、米国・英国・ソ連により部

分的核実験禁止条約が締結されました。1968年7月1日には、ワシントン・モスクワ・ロン

ドンで、NPT 条約が62ケ国によって調印され、1970年3月5日に発効しました。 

 

その間、中華人民共和国は、1964年10月16日に新疆地区で初めての核実験に成功しまし

た。これによって中国は5番目の核兵器保有国となり、日本の世論を刺激しました。1965

年1月、佐藤首相は初の訪米で、リンドン・B・ジョンソン大統領とディーン・ラスク外

相に、中国が核兵器を持つのなら、日本も保有すべきだと言いました。ジョンソン大統領

は佐藤首相に、米国の核の傘を保証しました。佐藤首相は、核兵器への厳しい世論にもか

かわらず、核武装という固定観念に固執していました。 

 



佐藤首相は1967年12月11日、衆議院予算委員会で「非核三原則」を表明、これが日本の政

治的規範となりました。これは、日本が核兵器を持たず、作らず、持ち込まさずという意

味でした。この基本方針を首相は1968年1月の衆議院で、核政策の4本柱として補足しまし

た。つまり、 

1．「非核三原則」を堅持する。 

2．世界的な核軍縮を目指す。 

3．米国の核戦略による保護を頼りにする。 

4．原子力の平和利用を進める。 

です。 

 

このような公的立場をとりながら、日本が NPT 条約に署名したのは1970年2月、批准した

のはようやく1976年6月でした。なぜ、日本政府はこれほど動きが鈍かったのでしょう

か？ 

 

1994年11月に初めてわかったことですが、佐藤首相の下で、内閣情報調査室が、1967年初

夏から2年半にわたり、10人強の専門家と核武装の可能性について研究していました。そ

の結論は、核武装は可能だが、実行できないというものでした。いわゆる「唯一の被爆

国」の政府機関が、戦後25年も経たぬうちに秘密裡に核武装について研究していたという

のは注目すべきことです。 

 

1967年9月の国連総会では、NPT 条約に関する論議が大詰めを迎えていましたが、日本は

この条約が、核保有国と同盟している非核保有国の安全保障政策を難しくしないよう腐心

しました。「唯一の被爆国」にとって、原爆の使用禁止は全く非現実的だったのです。つ

まり日本は、核兵器の徹底した反対者ではなかったのです。 



 

沖縄返還との関連では、「非核三原則」は名目だけでした。1994年に初めて明らかになっ

たのは、日本の佐藤首相と米国のリチャード・ニクソン大統領が1969年11月29日に密約を

結んだことです。それにより、日本は、米国が非常時に、沖縄に核兵器を持ち込むことを

認めたのです。同じことを、中曽根康弘防衛庁長官は1970年9月10日の訪米時、メルヴィ

ン・レアード米国防長官に保証しています。「非核三原則」を骨抜きにしようという日本

の意図は、西独の代表に対してもっと露骨に示されました。 

 

7．西ドイツとの核兵器共同開発という日本の秘密提案 

1969年2月、エゴン・バールが東京を訪れました。彼は当時、外務省の政策企画局長でし

た。日本のイニシアティヴで行われた、日独初の外務省政策企画協議が、彼の訪日の目的

でした。バールの記録は、彼の回顧録と公式文書の中で読むことができます。 

 

1969年2月3～6日の日独政策企画協議では、中規模国家である両国が、NPT 条約を進めて

いる超大国にどのような態度をとるべきかがテーマでした。バールは、日本からの参加者

の雰囲気を次のように描いています。 

 

「古い大アジアの夢が表面下で生き続けている。一人は突然第9条が嫌いだとキレてしま

う。 西ドイツ側とは違い、日本政府は、原子力産業の構築と独自のロケット開発には全

く問題がなかったように、 頑として再軍備しないままだった。ある日必要になれば、双

方を結びつけることが可能で、それは単に意志の問題であって、能力の問題ではない。不

気味な高笑いが狭い部屋に広がった。」 

 



バールは公式文書の中で、「外務省幹部も知った上での、日本側会談相手の一部衝撃的な

率直さ」を語っています。それによると、日本の政策企画局は、NPT 条約に調印後、10

～15年以内に『異常な事態』が生じ、それにより日本が条約義務から再度免れることがで

きると予測していたというのです。さらに、日本の政策企画局の若手職員何人かは、注意

深い国際的な監視の下にあっても、核分裂物質の5パーセント程度を抽出するといったこ

とを防ぐことは不可能であり、このようなことは核弾頭生産の基礎となりうると示唆した

そうです（日本は宇宙計画から、核搭載に改造可能なロケットを所有しています）。 

 

日本の外交官は、NPT 条約を、日独に対する一種の原子力封じ込め政策と解釈していま

した。彼らは自信満々、「アジアにおける秩序を生み出す一番目の権力としての立場」を

築こうとしていました。彼らは、核武装を通じて「超大国と対等の地位にまで至る」とい

う野望を西独の同僚に打ち明けたのです。彼らにとって、軍備と戦争行為を禁止する憲法

9条はもはや、米国の軍事予算増額の要求をかわすためだけの道具にすぎませんでした。9

条にもとづく外交構想など、彼らには全く問題外だったのです。 

 

西独国内でも、NPT 条約に不満を示す政治家がいました。コンラート・アーデナウアー

元首相は、それを「きわめつけのモーゲンソー・プラン」と呼びました〔モーゲンソー・

プランとは、第二次世界大戦中、米財務長官が構想したドイツの分割・農業化計画のこ

と〕。しかしヨーロッパでは、ナチス犯罪と第二次大戦中の記憶が、日本の場合よりもは

るかに鮮明でした。また、ドイツはまだ分割されていました。エゴン・バールとヴィリ

ー・ブラントがすでに1963年7月に唱えていた「接近を通じての転換」という構想を具体

化するさなか、西ドイツには、隣国に配慮することなく、日本と秘密裡に核兵器を開発

し、「超大国」になろうとする余地は全くありませんでした。 

 



8． 核なき世界にとっての阻害要因 

冷戦が終わると、国連憲章の「敵国条項」は時代遅れになりました。2005年、日独両国は

インド・ブラジルとともに、国連安全保障理事会の常任理事国になろうとしましたが、失

敗に終わりました。 

 

日本とドイツの本質的な違いは、日本が冷戦の受益者だったことです。日本は冷戦後どの

ように世界と向き合うかという全体構想もなしに、そのままアメリカの原子力戦略に従っ

ています。このことは1990年代半ば、国際司法裁判所における核兵器に関する審理で明確

に示されました。広島と長崎の市長が、核兵器の使用と核兵器による威嚇の違法性を主張

したのに対し、日本政府は当初、核兵器の使用は必ずしも国際法に違反しないという立場

を打ち出そうとしました。 

 

日本は非核兵器保有国の中で唯一、核燃料再処理施設を所有しています。日本のこの特殊

な権利は、もちろん米国に由来します。1955年の日米原子力研究協定により、米国は日本

に研究原子炉と濃縮ウランを提供しました。1968年にこの協定は改定され、私企業に核エ

ネルギー事業が開かれました。そこでは、米国製の核燃料を原発で燃焼させ、使用済み核

燃料の再処理によってプルトニウムを生産するためには、日本は米国の許可を必要とする

ことが定められています。 

 

この間日本は、長崎型原爆を6000～7000個分製造できるほどのプルトニウムを所有してい

ます。特に、2006年10月9日に北朝鮮が最初の核実験を行って以降、ますます多くの保守

政治家が日本の核武装を要求しました。彼らにとって、日本がプルトニウム製造を通じそ

の潜在能力を持っていることを示すのは当然なのです。 

 



日本の外交・安全保障政策が軍事志向で、倫理的・道義的基盤を無視していることは、日

本政府が2009年2月、オバマ政権による核軍縮の可能性に徹底的に反対し、それどころか

米国の核戦力の増強さえ要求した事実に示されます。同時に日本政府は、沖縄に核貯蔵庫

建設する米国の提案に賛同しました。 

 

2012年以降の安倍晋三第2次政権のもとで、軍事化はもっと明確になりました。2016年4月

1日、安倍内閣は、非常に切迫した場合、憲法は一切の核兵器の保有および使用を禁止し

ているわけではないと閣議決定しました。同月26日には、科学兵器や生物兵器の使用も妥

当だと宣言しました。これによって、なぜ日本が核兵器禁止条約に背を向けているかがは

っきりします。日本政府には、道義的な権威をもって核軍縮のイニシアティヴを握る意図

も能力もないのです。 

 

しかしドイツにも核兵器の問題があります。米国でトランプ大統領が選ばれて以来、CDU

の外交政治家のローデリッヒ・キーゼヴェターのような政治家や「専門家」が、ドイツが

欧州の、それどころか自前の核兵器への努力を考えなくてはならないと主張しています。

ドイツでも日本でも語られる「原爆を持てば持つほど安全だ」というばかばかしい考えに

反対して、何をすべきでしょうか？ 

 

9. 市民社会の協働へ 

核なき世界のためには市民社会の協働が必要です。ここで、象徴的な人物を一人紹介した

いと思います。それは2017年8月に亡くなった谷口稜曄 さんです。1945年8月9日、原爆に

襲われたとき、16歳の彼は自転車で郵便配達をしていました。爆心地からおよそ1.8キロ

の距離で、彼は熱線によって背中一面に大やけどを負いました。彼は3年半以上入院して

いなければならず、長い間腹這いでしかいられませんでした。生きている間中、強い痛み



に襲われました。背中がほとんど完全にケロイド化し、血液の循環も滞っただけに、夏は

堪えられないような熱、冬は氷のような冷たさに襲われたのです。 

谷口さんは1961年、FDGB の招きにより東ベルリンで3カ月治療を受けました。彼は、ド

イツ人の看護士さんの方が日本人より親切だと感じました。看護士さんから少しドイツ語

も学びました。この心地よいが高価な滞在は、彼の痛みを和らげてはくれませんでした。

医者たちは一致して、彼の左腕を快復するには、何度も手術の必要があるという意見でし

たが、かといって手術が成功する保証はありませんでした。その上、彼は何度も手術を受

けられるほどの体力がありませんでした。それで谷口さんは、手術なしで長崎に戻ったの

です。 

 

この東独滞在は、谷口さんにとって初の海外旅行でした。それ以来、彼は半世紀にわたっ

て、世界で核兵器廃絶を訴えてきました。2010年には NPT 条約の再検討会議のためにニ

ューヨークへ向かいました。ある NGO の会合で、彼は自分のやけどした背中の写真を見

せて、「目を背けてはなりません。核兵器との共存は不可能なのです」と言いました。核

兵器禁止条約が採択された直後、彼は病院から「今回、核兵器禁止条約が出来ることは、

非常に喜ばしいことだと思います。1日でも早く核兵器をなくす努力をしてもらいたい」

というビデオ・メッセージを送りました。来年（2019年）には、「ナガサキの郵便配達」

という映画が完成する予定です。 

 

日独国民の大多数は、谷口さんの遺志を肯定的に受け止めたに違いありません。北朝鮮危

機の最中でも、日本人の82パーセントは「非核三原則」の維持を望んでいました。ある民

放テレビ局によると、2017年12月、57パーセントが、日本は核兵器禁止条約を批准すべき

という意見でした。 

 



ドイツでは国民の70パーセントが、ビュッヒェル（ラインラント＝プファルツ州）に保管

されている核弾頭の撤去を求めています（16パーセントはそれに反対）。そして71パーセ

ントが、ドイツ政府は国連の核兵器禁止条約に参加することに賛成しています（13パーセ

ントは反対）。 

 

日本とドイツは、かつての「敵国」として平和な世界への特別の責任を負っています。私

たち両国の市民にとって大事なのは、核兵器禁止条約に加入するよう自国の政府に圧力を

かけることです。そして、他の地球市民と一緒に、この条約が速やかに規範的な効力を持

ち、『原子力科学者会報』がもはや世界終末時計を表示しなくてすむようにいたしましょ

う。 


