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戦後責任と謝罪，和解への道のり
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【梗概】 2015年は戦後70周年という節目の年として，また日韓国交正常化50周年の年として歴史
問題が国内外で大きな話題となった。
現実を見ても，
戦後最悪といわれるほどに冷却していた日本
と中国・韓国との厳しい関係は官民両レベルにおいて続くが，改善に向けた動き自体の兆候も現
れ始めた年であった。
その中でも8月に発表された「安倍談話」は，
歴史認識の統一に基づいた国
際社会での日本の役割の提示という首相談話としては新たなアプローチを取り，日本の今後の近
隣諸国との関係改善努力における基盤を提示したといえる。この発表では戦後責任と謝罪・和解
という観点から，
歴代の談話と対比しつつ「安倍談話」の意義について考察する。

はじめに

の有識者懇談会」と名づけられたことからも明

2015年8月14日，安倍晋三首相は「戦後七十年

らかである。

談話」
（以下，
「安倍談話」）を発表したが，同年

和解の最大の課題である近隣諸国との和解

1月安倍首相が同談話を8月に発表することを公

の現実は厳しい状況である。近隣諸国，なかん

にしたときから，その内容に関してマスコミや学

ずく中国・韓国の日本に対する信頼度は，政府・

界などを中心に多くの議論が交わされてきた。

民間社会レベル共に低いといえる。安倍談話発

そして発表後は，国内外からさまざまな評価が

表以前において，言論NPOと中国日報社による

加えられた。

共同世論調査の結果として2014年9月に発表さ

そもそも安倍談話は何を目指したのかという

れた中国人の日本人に対する印象は「良くない」

と，今後の日本の国際社会における姿と役割を，

が86.8％，日中関係の現状を「悪い」と判断す

先の大戦そして戦後の日本と国際社会の和解

る人は67.2％。その理由は尖閣の国有化（64％）

の努力も含めた関係の変遷の理解に基づいて

とともに歴史問題（
「日本が侵略の歴史をきち

提示したものといえる。これは安倍談話の準備

んと謝罪し反省していないこと」）
（59.6％）が

における私的諮問会議が「20世紀を振り返り21

ある（言論NPO「第10回日中共同世論調査結

世紀の世界秩序と日本の役割を構想するため

果」＜ http://www.genron-npo.net/world/
archives/5311.html ＞ 2015年10月1日アクセ

■くまがい・なおこ

ス）。安倍談話発表に対する中国の世論の評価

1997年国際基督教大学大学院修士課程修了（行政
学）。2009年米国・ニューヨーク市立大学大学院博
士課程修了。現在，国際大学大学院国際関係学研
究科准教授。政治学博士。専門は，国際機構論，国
際政治学，国際紛争処理論，戦後日本外交。著書に
『慰安婦問題』。

では，74.1％が「評価しない」という回答だっ
た（言論NPO「第11回日中共同世論調査結果」
＜ h t t p : // w w w .g e n r o n - n p o . n e t /
pdf/2015forum.pdf ＞ 2015年10月1日アクセス）。
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い」としながらも「謝罪と反省を根幹とする歴

また日韓関係では，安倍談話発表前の朝日新

聞と東亜日報による共同世論調査（2015年6月） 代内閣の立場をこれからも揺ぎないものとする
と，国際社会に明らかにしたことを注目します」

によれば，日韓関係の現状について「うまくいっ

ている」という回答は，日本人7％，韓国人3％， と一定の評価を下した。
「悪い」という回答は，日本人86％，韓国人90％

本稿では，以下，こうした和解に達したとはい

だった。さらに日本の植民地支配を含む過去の

えない日本の近隣諸国との関係を念頭に，和

歴史の問題が既に決着したと思うか否かについ

解，戦後責任と謝罪の関係，安倍談話が戦後責

て日本側は49％が決着したと考え，42％が決着

任という文脈で持つ意味と役割について考察し

していないと考えている。一方韓国側は2％のみ

てみたい。

が決着したと考え，95％が決着していないと考
１. 和解とそのプロセス

えている （『朝日新聞』2015年6月22日朝刊
「日韓国交正常化50年

まず「和解」とは何か。当事者同士の間で諍

朝日新聞・東亜日報共

いや争い，戦争があった場合，その後の関係修

同世論調査」）。

復について考えてみると，
「
（過去を）忘却する」

こうしたデータを通して日中，日韓関係の社会

レベルでの歴史問題を背景とした厳しい現実が 「加害者を赦す」さらには「未来に向けて信頼
構築の努力をする」などがある。国家間戦争や

見えてくる。
同様のことは政府レベルにも現れていて，日

内戦の戦後処理をみていても，和解プロセスは

中関係については，2014年11月の北京における

確定した成功方法があるわけではないが，少な

APECでの安倍首相と習近平総書記の初会談で

くとも「信頼関係」に基づいた「未来志向の関

の習近平総書記のぎこちない表情の報道が話

係再構築」が基本である。歴史的にみると「国

題になったが，これはまさに厳しい日中関係を

家間の講和」は，ナポレオン戦争後のウィーン

象徴していた。その後，2015年4月のバンドン会

会議（1814-15年）を嚆矢として，賠償金・領土

議でも両首脳は会って話をしたが，その席で習

変更などの「公的制裁」を課して国家間の講和

近平総書記は，
「歴史を正視する積極的なメッセ

を図るという近代的な考え方が定式化されてい

ージを望む」とあえて歴史問題を取り上げて釘

ったとされる。それ以前の近代以前の考え方とし

を刺した。日韓関係においても安倍首相と朴槿

ては，当事者同士の和解を進めるというよりは，

恵大統領の首脳会談は各政権誕生以来，
（2015

神の前では戦争や争いは悲惨であると双方が

年11月まで）一度も開かれなかった。また安倍

認識した後に「忘却」という形で終わっていた

談話発表後に中国外務省は「日本は当然，戦争 （小菅信子『戦後和解―日本は＜過去＞から解
き放たれるのか』中公新書，2005年）
。

責任を明確に説明し，被害国の人民に誠実に謝

しかし19世紀から20世紀にかけての国際人

罪し，軍国主義の侵略の歴史を切断すべきだ。
この重大な原則問題についていかなるごまか

道法の発展，民主主義の発達の下，戦争の残虐

しもすべきではない」と批判するコメントを出

化と被害の拡大とともに，責任者の処罰，被害者

した （『産経新聞』2015年8月15日＜ http://

への補償，そして国家間講和のみならず国民を

w w w.sa n kei.co m /p olitics/news/150814/

含んだ和解が戦後の課題となっていった。

plt1508140023-n2.html ＞ 2015年10月1日アクセ

それでは和解はいかに達成されるのか。和解

ス）。一方，朴大統領は「残念な部分が少なくな

の諸要素として指摘されているものには①政治
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家のリーダーシップ，②和解を促す国際的状況， かと，そして誰のどのような責任かという具体的
問いにもなる。まず「戦争責任」と「戦後責任」

③双方の国内状況などがある。

の違いについて最初に述べておく。
「戦争責任」

政治家のリーダーシップについて，旧西ドイツ
とフランスの和解を例に挙げてみてみよう。戦

とは，
「戦争を起こした責任であり，戦争中の戦争

後，
アデナウアー西独首相とドゴール仏大統領が

犯罪，
すなわち国際人道法に違反した責任」で

困難を克服して信頼関係を構築し，
その後もシュ

ある。
「戦争責任」は，講和の過程での国家間の

ミット西独首相とジスカールデスタン仏大統領， 領土変更や賠償などを通じての正義の追求とい
う形でおこなわれる。第二次世界大戦後には東

コール西独首相とミッテラン仏大統領へと緊密

な（首脳同士の）関係が維持発展されていった。 京裁判，BC級戦犯裁判など個人の戦争犯罪責
任を問う形もでてきた。
「戦後責任」とは，戦争

独仏関係では，②の国際的状況も独仏の和解
を促進する触媒となった。戦後まもなく冷戦が

が起こった結果や影響に対して取る責任であり，

始まり西ドイツ，フランスともに西側に入ったこ

被害の認識，記憶，反省，謝罪，再発防止策など

と，そして欧州内では戦争再発防止のための石

の形をとる。それは個人補償権のように法的根

炭鉄鋼の共同管理を目的として始まった地域的

拠に基づく議論もあるが，
道徳的関心からより広

協力である欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）が始

がっていったといってよい。戦後責任の取り方と

まり，
ドイツとフランスの関係がその枠組みにお

して忘却を防ぐための記憶，歴史教育，謝罪，真

かれ，さらにその枠組みはヨーロッパ経済共同

相究明，被害者への補償の責任，時に記念碑設

体（ECC），ヨーロッパ共同体（EC），欧州連合（EU） 立などがある。戦後責任においては国家のみな
らず社会によって努力がなされてきており，戦後

へと政治的統合の方向で発展していった。

責任の対象は相手国政府のみならず相手国国

③の国内状況の要素について言えば，特に日

民も含むことが多い。

韓関係において顕著に現れる。韓国では軍事政
権時代は日本に対する国民の不満を政府が抑

主体と対象が国家から国民にも広がり，国家

えていたが，1987年の民主化以降，日本に対す

の道徳性も問われる潮流の中で，戦後責任にお

るさまざまな不満の声が上がるようになり，さら

いて特に「謝罪」はどう位置づけられるのか。こ

にそれが組織化されていった。中国の場合，共

こでは日本の戦後責任の中の謝罪の問題につい

産党政府は当初反日的な意見を封じ込めていた

てさまざまな視点から分析してみたい。信頼醸

が，次第に日本に対する態度が厳しくなってい

成に基づく未来志向の営みである和解に至る過

った。日中国交回復があったものの，日本に対し

程での戦後責任のとり方において，罪の明確な

ては常に軍国主義というキーワードで警告して

認識と反省は信頼関係再構築の第一歩となり，

きた。そして90年代に入り，中国政府は「愛国教

謝罪はそこにおいて主要な位置を占める。

育」を取り入れるようになったことに見られるよ
（1）歴代首相及び閣僚の謝罪

うに，政府が歴史教育や歴史的記憶という点で

日本の歴代首相は（アジア・太平洋戦争に関

国内をどうコントロールしているかが，重要な国

連して）何度か謝罪をしてきたが，最初の明確

内的ファクターとなった。

な謝罪として位置づけられるのは田中角栄首相
によるものであろう。1972年日中共同声明にお

２. 戦後責任における謝罪の位置づけ

いて，
「日本側は過去において戦争で中国国民に

和解について考えることは戦後責任をどうとる
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重大な損害を与えたことについての責任を痛感

く「痛切な」という形容詞をつけた真摯な反省

し，深く反省する」というストレートな文言があ

を強調する表現になった。
「慰安婦」問題に関しては，1995年7月18日，

る。
「中国国民に重大な損害を与えた」という文

村山富市首相は元「慰安婦」への償い事業で

言に関していうと，これは発表直前に挿入された

ある「アジア女性基金」立ち上げに際しての「総

とされる。田中首相が訪中した際の到着日1972

理大臣のあいさつ」で，
「従軍慰安婦として心身

年9月25日の歓迎宴で，
「わが国が中国国民に多

にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々

大なご迷惑をおかけした」と挨拶をすると，後に

に対して」と述べ，被害者の具体的状況を認識

周首相は「そういう言い方は中国人の反感を呼

していることを表した。

ぶ。迷惑という言葉は，中国人にとって小さなこ

2001年9月8日，田中真紀子外相はサンフラン

とにしか使われないからだ」と公式会談でコメ

シスコ平和条約署名50周年記念式典において

ントをした。それを受けて，同行していた大平外 「日本は，先の大戦において多くの国の人々に対
相らが考えた末に，9月29日に発表された日中共

して多大な損害と苦痛を与えたことを決して忘れ

同声明は上記のような表現に落ち着いた経緯が

てはおりません。多くの人々が貴重な命を失った

あるという（朱建栄「先人の開拓二一世紀への

り，傷を負われました。また，元戦争捕虜を含む

示唆」石井昭・朱建栄・添谷芳秀・林暁光編『記

多くの人々の間に癒しがたい傷跡を残していま

録と考証

す」と具体的に様々な形の被害に言及した。

日中国交正常化・日中平和友好条約

2010年8月10日，菅直人首相は日韓併合100周

締結交渉』岩波書店，2003年，411ページ）。

戦後責任としての謝罪は，ある意味で「進化」 年の談話で「当時の韓国の人々は，その意に反し
してきた。それはおわびとしての表現がより直接

て行われた植民地支配によって，国と文化を奪

的になってきただけではなく，どのような行為に

われ，民族の誇りを深く傷付けられました」と述

もとづく謝罪かという点がより明確になってきた

べ，植民地支配がもたらした被害の深さに言及

ことに特に表れている。以下，主な発言を取り上

した。
このように，特に何に対して謝罪するのかとい

げてみる。
1993年8月23日の細川護煕首相の所信表明演
説での「過去の我が国の侵略行為や植民地支

う点で，相手側の被害を明確に認知する点で日
本の歴代首相・閣僚の謝罪は進化してきた。

配などが多くの人々に耐えがたい苦しみと悲し
みをもたらしたことに改めて深い反省とおわび

（2）
「国家」の謝罪の意味
日本の歴代首相や閣僚は，その形態は談話，

の気持ちを申し述べる」との表現や，95年8月
15日の村山総理大臣談話での「わが国は，遠く

公式声明，記者会見，コメントなどさまざまだ

ない過去の一時期，国策を誤り，戦争への道を

が，何度も謝罪をしてきた。ここで「国家の謝

歩んで国民を存亡の危機に陥れ，植民地支配と

罪」の意味をもっと真剣に考えてみる必要があ

侵略によって，
多くの国々，
とりわけアジア諸国の

るように思う。つまり謝罪に引き続くバックラッ

人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」と

シュ，いわゆる国内反発も指摘されている中で

いった表現のように，植民地支配や侵略行為を （Jennifer Lind, Sorry States: Apologies
明確に語ったものもある。さらに村山談話では

in Inter n atio n al Politics , Ith a c a:

「痛切な反省の意を表し」と，単なる反省ではな

Cornell University Press, 2008.）
，
そして国
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家の謝罪が必ずしも和解をもたらさない中で，国

いては重要な要素となる。国家は簡単に道徳的

家が謝罪することの重みを改めて考えるべきだ

存在にはなれないという現実をもとに考えると，

ということである。

簡単に謝罪をして道徳的劣位を認めることはで
きないということになるだろう。

国家とは，個人とは違い「集合体」であり，
「国
民」とも重なる。ゆえに一つひとつの言動が非

国家と道徳に関しは，
ドイツの哲学者カール・

常に重い意味をもつので，簡単に「利他的」存

ヤスパース（Karl Theodor Jaspers，1883-

在にはなれない。言い換えれば，集合体として

1969年）は，戦争直後ナチス・ドイツの罪を考

の国家はある意味で（本来的に）
「自己中心的」 えるに際して国家は道義的罪は負えないとし
た。ヤスパースは，①刑法上の罪（法律上の罪），

存在なのである。
これは国際関係論で「現実主義的アプロー

②政治上の罪，③道義的罪，④形而上学的罪の

チ」といわれるものだが，米国の神学者ラインホ

四つの罪を提示した。そしてヤスパースはドイツ

ルド・ニーバー（Reinhold Niebuhr，1892-1971

という国家，ナチス政権に罪があるとすれば，政

年）は，Moral Man and Immoral Society: A

治上の罪であり，刑法上の罪や道義的罪は個人

Study in Ethics and Politics（原著1932年， に問われると主張した。これは道徳は内面的な
邦訳『道徳的人間と非道徳的社会』）という著

精神態度であり自己の道徳的罪を認めることは

書の中で，個人は理性の力でもって自己利益を

できるが，他人の道徳的罪は基本的に外面的態

簡単に超えられるが，集合体としての社会は自己

度に触れるだけであるからである（カール・ヤ

の社会利益を優先することを正当化しがちで社

スパースの1945年から1945年にかけてのハイデ

会としての自己利益を簡単に超越することはで

ルベルグ大学での講義 『われわれの戦争責任

きない，と説いている。

について』ちくま学芸文庫，2015年）
。つまり他

国家が集合体として謝罪をすることは，具体

人の道徳的罪を裁くこと，もしくは他人と共同で

的にどのような弊害を招くのか。ひとつは，国家

道徳的罪を負うとしても，それはその他人とのい

責任を伴う謝罪とは，
「悪いことをした」との認

わば内面的つながりが有るという非常に限られ

識を示し責任を認めることであり，それには時に

た場合にのみ可能である。さらにユダヤ人絶滅

賠償などが伴う。例えば，慰安婦問題で言えば， 計画や侵略戦争の立案者，強制収容所の建設を
賠償をし始めたときに，次々と新たなグループや

指示した者，警備に当たっていた者などに対して

被害者が現れてきたときどうするのか，そして限

は，
個人レベルの刑法上の罪を問うことはできる

りなく賠償を求められるのではないかなどとい

が，ナチス・ドイツという集合体に対しては，刑

う現実的側面の問題が政府内で討議されたこと

法の罪は問うことができない。ナチス・ドイツは

もあった。

道義的罪も負うことはできず，それを負うことが

国家が謝罪すると，他の国に対して道徳的に

できるのは一人ひとりのドイツ国民のみである。

劣位を認めることになるという議論もある（北岡

ヤスパースによれば，国や社会という集合体が，

伸一「論点

安倍談話と戦後70年」
『毎日新聞』 道義的罪を背負うことは，罪の真の認識を伴わ

2015年8月21日）。これは，国家はどこまで道徳を

ない粉飾された罪の告白をもたらしうる。さらに

背負うべきなのかという議論につながる。しかし

道徳的罪を集団的に捉えることは，ある民族，国

道徳的地位は国際的規範が発達した今日にお

家という集合体への安易な道徳的非難とそれに

いては国力などの要素とともに国家間関係にお

つづく政治的社会的迫害につながりかねないの
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ることができないが，その表れとしての言葉と所

である。

作である（大沼保昭『
「慰安婦」問題とは何だ
ったのか』中公新書，2007年）
。例えば，
「言葉」

（3）謝罪の主体・形式・とき

次に，
「誰」が「どのような形式」で「いつ」 であれば，侵略や植民地など罪とされる行動の
キーワードを用いるかどうか，主語を何にする

謝罪すべきかについて述べたい。

か，どこまで踏み込んだ反省と謝罪の表現とす
るかである。
「所作」では，謝罪を表明するスタイ

① 謝罪の主体
「誰」についてだが，天皇，首相，立法府など

ルで，ジェスチャーや時，場所などにかかわる。

が考えられる。また国民一人ひとりがもしくは集

そしてこれは象徴性ともかかわる。例えば，西独

団として何らかの形で謝罪を発信する道もあり

のブラント首相が，ワルシャワのゲットー記念広

得る。立法府が謝罪や反省を表明することに関

場にある英雄記念碑の前で献花し跪いて黙祷

しては，以前中曽根康弘元首相は「国会とは立

を捧げる写真（1970年12月7日）が，よくマスコミ

法府であり，国民のあらゆる層の考えが出てき

などに登場する。このとき同首相は，何も発言し

て，
議論を戦わせ，
法律に反映されるべき場所で

ていないし，謝罪を表明したわけでもなかった。

あり，そのような立法府がひとつの考えでまとま

ただ，記念碑の前に静かに自発的に跪いたのだ

るなどとは考えられません。もしまとまったとして

った。ブラント元首相は「花の贈呈だけでは足り

も，それは全体主義です。従って立法府で謝罪

ないという気持ちだった」と当時の心境につい

決議をすることは適当ではありません。それは

て聞かれたときに答えたという（本田優「歴史の

外交権を持つ政府あるいは内閣，総理大臣がや

教訓で信頼得るドイツ」 The Asahi Shimbun

ればよいことです」と述べた（「日本の戦後50年

Asia Network . ＜ http://w w w.asahi.com/

とこれからの進路」1995年6月29日）。

international/aan/report/2001_04.html ＞

立法府で「歴史を教訓に平和への決意を新た

2015年10月１日アクセス）。この姿がドイツの本当

にする決議」
（1995年6月9日）がなされたことが

の謝罪，悔悟を表したものだと語られ続けてい

あったが，これは確かに当時左右双方から非常

る。
跪くという行為が謝罪の最も深い表現である

に論争を呼んだ。当時村山連立内閣の下，この決

と欧州では考えられていることの象徴性も上げ

議は連立与党などによって共同提出され社会党

られるが，
ブラント元首相の言葉は元首相自身の

と土井たか子衆議院議長の主導で採択された

心からの悔悟も表している。

ものだ。衆議院議員502人のうち251人が欠席し，

どのような形で謝罪すべきかについては，
一方

230人の賛成によって可決された。このころは歴

的な首相の談話や単独記者会見だけではなく，

史的見解の対立が先鋭化した時期でもあり，立

謝罪相手との共同記者会見，共同宣言という方

法府でこの種の決議を行うこととその混乱は， 法もある。例えば，1998年10月8日の日韓共同宣
歴史認識の混乱を露呈し，その結果としての謝

言では，小渕恵三首相と金大中大統領が同席し

罪の弱さにつながった。

て発表し，ともに記者会見に臨んだ。このような
ジェスチャーも重要だが，このときはパートナー

② 謝罪の形式
大沼保昭・東京大学名誉教授は，
「言葉と所

シップに触れた文言もポイントになった。一部
抜粋は以下の通りである。

作」を謝罪において重視する。人の心の中は見
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さらには責任者処罰という流れだった。

「両首脳は，日韓両国が21世紀の確固たる善隣
友好協力関係を構築していくためには，両国が

日本は，賠償，謝罪の流れで，それでもいわゆ

過去を直視し相互理解と信頼に基づいた関係

る問題発言などが問題視され，かつ歴史問題

を発展させていくことが重要であることにつき

が被害者側から提起されつづけ，それゆえに真

意見の一致をみた」。

相究明・歴史教育の必要性が説かれた。ここに

「小渕総理大臣は，今世紀の日韓両国関係を

おいて真相究明の位置づけがポイントになって

回顧し，我が国が過去の一時期韓国国民に対し

くるように思われる。実際，真相究明といっても

植民地支配により多大の損害と苦痛を与えたと

完璧な真相究明を待っているわけにもいかない

いう歴史的事実を謙虚に受けとめ，これに対し， し，学問的に言えば，歴史学的な真相究明，特に
構造的要因などを解明をしようとすると加害者

痛切な反省と心からのお詫びを述べた」。
「金大中大統領は，かかる小渕総理大臣の歴

の加害性の評価が不明確になる可能性もあり，

史認識の表明を真摯に受けとめ，これを評価す

簡単でない。しかし加害被害の基本的事実の公

ると同時に，両国が過去の不幸な歴史を乗り越

的な認知と社会におけるその浸透はその後の謝

えて和解と善隣友好協力に基づいた未来志向

罪の基礎となり，謝罪が真のものと被害者側に

的な関係を発展させるためにお互いに努力する

受け取られるためには必要であろう。

ことが時代の要請である旨表明した」
（日韓共
３.「戦後七十年談話」をどう見るか

同宣言の抜粋。
下線は引用者によるもの）。

2015年8月14日に発表された安倍談話は，安倍
ここでのポイントは，日本が表明した反省を

首相が早くから主要課題の一つとして取り組ん

韓国が受け止めたと表明したことだった。そして

できたもので，当日は政府の公式見解という位

将来に向けた関係についても双方の努力が大事

置づけで，記者会見を開いて発表した。ここでは

だと双方が自覚していることを表明した点だ。こ

前述したいくつかの論点から，
安倍談話について

れは，被害者の態度表明の重要性も示唆する。

考察してみる。
安倍首相は，2015年1月の時点で戦後70周年
を期して談話を出すと表明し，有識者懇談会を

③ 謝罪の時期
「いつ」については，真相究明の前か後かとい

結成して準備してきた。その懇談会の正式タイト

うことが特に問題となる。謝罪では過ちの明確

ル「20世紀を振り返り21世紀の世界秩序と日本

な認識が重要だからである。
ただ謝罪のタイミン

の役割を構想するための有識者懇談会」から

グは国によって違う。ドイツはユダヤ人に対して， は未来志向の特徴がうかがえた。この懇談会は
計6回開催され，議事録も全て公開された。この

まず50年代から賠償・補償を始め，60年代以

降になって真相究明や歴史教育を「速やかに」 半年余の期間に，メディアでは特集が組まれ，村
というよりは「ゆっくりした」歩みで進めた。先

山元首相をはじめとする国内外の政治家や歴史

ほどの70年代のブラント首相による象徴性を帯

家へのインタビューが報道され，談話への期待・

びた謝罪や，その後のヴァイツゼッカー独大統

要望（例えば歴史学者，国際法学者，国際政治

領の有名な「荒れ野の40年」スピーチ（1985年

学者ら74人が署名した「戦後70年総理談話につ

5月8日）に続いていく。このようにドイツの場合

いて」2015年7月17日発表）などが数多く発表さ

は，補償・賠償，真相究明，謝罪と記憶の責任， れた。
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とくに「安倍内閣としては，村山談話を含め， 村山談話当時と比べても2000年後半からの歴史
歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として

認識問題の高まりという状況に直面していた。そ

引き継いでいます。
そしてまた，
引き継いでまいり

れは以前のように教科書問題だけでなく，それ

ます」
（2015年1月5日

安倍内閣総理大臣年頭

がいわゆる慰安婦像（少女像）の設置や個人

記者会見）という安倍首相の姿勢について歴代

補償請求訴訟などのさらに多様な形で表れてお

内閣の歴史認識を具体的にどう継承するのか， り，一部では戦後の日本の賠償，二国間協定の
ということに注目が集まった。一部メディアでは

正当性にさえ疑義を唱える議論が出るほどにま

キーワードとして，
「侵略」
「植民地支配」
「謝罪」 で先鋭化していた状況であった。また新たな歴
などが入るか否かが注目された。ここで以下，安

史関係談話を出すことの意義を問う批判的な意

倍談話の特徴を村山談話との比較によって理解

見もあった。また対テロ戦争とアメリカの国力の

してみたい。

相対的低下，中国の台頭，領土問題，北朝鮮の体
制，核・ミサイル問題など日本をとりまく国際情

（1）村山談話と安倍談話の背景の違い
今回の議論の過程で，村山談話がいわば基準
化され，そこで使われたキーワードが安倍談話

勢も複雑化し，
戦後における日本の外交政策，
国
際貢献も，イラクへの自衛隊派遣，インド洋での
給油活動という形での対テロ戦への後方支援，

に入るかどうかについて多くの議論があったが， ソマリア沖での海賊対策など激変し，緊張化・
そうした位置づけ方については注意を要する。首

複雑化する国際情勢へ対応してきた実績に基づ

相談話は政治家が行うことであるから，
そのとき

く変革期にあった。その中での日本の今後の立

どきの時代背景もあり，少なからず政治的計算

ち位置と役割が問われる状況にあったのがこの

が入っている。村山談話は，ストレートに侵略と

第二次安倍政権である。
そうした中で日本の反省

植民地支配を認め，痛切な反省を表明したと評

と謝罪を維持しつつも法の安定のもと外交的立

価されているが，それが出てきた背景を知ってお

場を明確にするというバランスの取れた作業が

く必要がある。

必要であった。さらに国内的には参議院議員選

1994年6月に成立した村山内閣は非常に基盤
の弱い内閣であった。当時，社会党は政権党に

挙（2013年7月）と衆議院議員選挙（2014年12月）
で基盤を確固たるものにした上で，安定政権とし

なって日米安保体制と自衛隊を認めたために， て長期的課題に取り組む余裕があり，安倍首相
党内対立が激化して支持者は離れ党内は困難

の未来志向にもこだわることができた。その中

な状況にあった。そうした中，社会党の全体が唯

で安倍談話を準備期間を設けて取り組むことが

一合意できる内容が歴史問題で過去の戦争の

できたのだった。

反省と未来の平和への決意を表明することだっ

このように両談話が出てきた背景には異なる

たという。また談話発表前月の参議院議員選挙

国際的国内的背景があったことを理解しておく

で社会党は敗北した厳しいなかで，村山首相が

必要はあるだろう。

続投を決め，改造後1週間という誕生間もない内
閣による閣議決定を経て発表されたのが村山談

（2）過去との，国際社会との対話
安倍談話で問題視された点の一つは，近代史

話だった（渡辺覚「『戦後談話』の政治学」
『読
売クォータリー』2015年夏号。pp.18-27.）。

を振り返りながら日本が戦争に深く関わるように

一方，2012年12月からの第二次安倍政権は， なった背景，原因を振り返る部分が，日本の戦争
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責任を当時の世界情勢に転嫁しているのではな

そ，今後日本はどうしていくべきなのか，について

いかということであった。

の道筋が明らかになり，それにより今後の日本の
国際社会における役割の決意が説得力のある

安倍談話には「世界恐慌が発生し，欧米諸国
が，植民地経済を巻き込んだ，経済のブロック化

かつ現実的なものとして提示されるからである。

を進めると，日本経済は大きな打撃を受けまし

安倍談話はそのための「歴史重視」だったので

た。その中で日本は，孤立感を深め，外交的，経

はないかと考えられる。
つまり戦前の歴史を談話

済的な行き詰まりを，力の行使によって解決しよ

が振り返ったのは，戦後日本のあり方を説明する

うと試みました。国内の政治システムは，その歯

ためであったのである。

止めたりえなかった。こうして，日本は，世界の大

これは村山談話から一歩進んだものである。

勢を見失っていきました」と戦前の日本を取り

村山談話は「わが国は，遠くない過去の一時期，

囲む世界の趨勢と日本の動きを説明した部分が

国策を誤り，戦争への道を歩んで国民を存亡の

ある。

危機に陥れ，植民地支配と侵略によって，多くの

このくだりをもって，世界恐慌に責任を転嫁と

国々，とりわけアジア諸国の人々に対して多大の

の声もあるが，談話のポイントはそれに対して日

損害と苦痛を与えました」という率直な過ちの

本がどう対応したかに注目している点である。ま

認識のもと，
「わが国は，深い反省に立ち，独善的

ず大局的な視点の中で国際社会と日本の相互の

なナショナリズムを排し，
責任ある国際社会の一

主体的な相互関係を見出しているのである。こ

員として国際協調を促進し，それを通じて，平和

れは特に戦前日本を国際秩序への「挑戦者」と

の理念と民主主義とを押し広めていかなければ

位置づけ，今後の日本を人権，民主主義などの価

なりません」といった反省と将来の展望の表す

値観にもとづく国際秩序を堅持する担い手と位

が，安倍談話は一歩さらに深めて，その認識が反

置づけていることにも端的に現れている。さら

省，将来の展望にどう生かされたのかをより具体

に，振り返った日本の過去の足跡を下に，開かれ

的に示したのである。

た世界経済と経済の繁栄の重要性，そのための

「歴史重視」においては「歴史直視」という

日本の経済協力の必要性を説き，法の支配に基

点も大切になる。特に戦争への認識においても

づいての紛争の平和的解決の必要性，民主主 「事変，侵略，戦争。いかなる武力の威嚇や行使
義，人権の向上の必要性，戦後日本のあり方と国

も，国際紛争を解決する手段としては，もう二度

際社会の価値の堅持を通じての積極的平和主

と用いてはならない」という安倍談話のフレー

義に則った世界の平和と繁栄への貢献の決意

ズは力強い声明であり，ここまで具体的にさまざ

というこれからの姿の根拠を述べているのであ

まな形の武力行使について具体的に言及したこ

る。つまり安倍談話は，
「戦前の過ちの反省の上

とには，満洲事変にいたるまでの歴史認識があ

に立って平和国家になる」という論法から一歩

ってこそであり，かつ様々な理由のもとに正当化

踏み込んで，日本は戦前，そもそもどうして戦争

される武力行使が平和の実現において孕む危う

に突き進んだのか，誤った原因とその本質を明

さを十分認識したことの表れといえよう。

らかにしながら，
それらの論点一つひとつに対し

さらには安倍談話は戦後日本の国際社会と

て分析をしている。この見方こそ，安倍談話を貫

のいわば対話を「寛容」というキーワードで表

く真髄である。というのも日本が対応においてど

し，日本が平和と繁栄を目指してきた道のりが日

う誤まったのかという本質を見ることによってこ

本の一方的な努力にのみよらないものであるこ
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とを示している。そして「戦争の苦痛を嘗め尽く

の国際社会での日本の政策や役割についての決

した中国人の皆さんや，日本軍によって耐え難い

意の部分の主語は，
「我が国」となっている。最

苦痛を受けた元捕虜の皆さんが，それほど寛容

後に「終戦八十，九十年，さらには百年に向けて，

であるためには，どれほどの心の葛藤があり，い

そのような日本を，国民の皆様と共に創り上げて

かほどの努力が必要であったか」という表現に

いく。そのような決意であります」と結んでいる。

見られるように，実際に「寛容」であることが被

これらは，日本国民による過去の直視を訴え，そ

害者にとっては容易ではなかったであろうことに

してそれに基づいた新しい日本の方向性を示し，

まで考えを及ばせている。

「国民の皆様と共に創り上げていく」ということ

このように安倍談話は「日本が過ちをしたこと

で首相自身の立ち位置と決意を明確にすること

を詫びて平和国家を目指す」というメッセージ

で，国民に語りかけながらかつリーダーシップを

から一歩進んで，
国際社会において日本がどのよ

示していると解釈される。

うな過ちをおかし，その結果日本がどのような道

これは一つには強硬保守的に過去の過ちを

を歩み，どのような結果を自身と国際社会にもた

過小評価しがちな解釈，それに対して諸外国か

らし，その後いかなる教訓を得て，国際社会の中

ら修正主義的発言，軍国主義復活と批判されか

でどのようにその立場を回復してきたのか，とい

ねない事態を防ぐことも意図していると考えら

う国際社会と日本の対話をよく表している。

れる。つまり，日本国民も政府も国として過去の

もちろん，すでに述べたように村山，安倍両

直視と認識を一貫したものとし，人権・民主主義

内閣の国内国際的背景が上述のように違う上， などの普遍的価値にもとづいた日本の国際社会
1995年ごろは，戦後50年でいまだ未来志向がで

での立ち位置と行動を明確にしているというこ

きるような状況ではなかったことも指摘しておく

とである。

べきであろう。とくに冷戦終焉後間もない1990年
代半ば当時，戦後補償をどうするのかとの声の盛

（4）謝罪の宿命と国内歴史認識の統一

り上がりや日本の国連平和維持活動参加が論争

国民の歴史認識の統一という点でさらに指摘

を経てようやく始まった時期であったということ

すれば，談話の中での謝罪の位置づけが問題と

を考慮すれば，未来志向を主張することが難し

された。安倍談話の「あの戦争には何ら関わり

かったということも考慮すべき点だろう。

のない，私たちの子や孫に，そしてその先の世代
の子どもたちに，謝罪を続ける宿命を背負わせ

（3）安倍談話は主として誰に向けたものか？
村山談話は，近隣諸国へ特に注意が向けられ

てはなりません」という表現を見て，もう謝罪を
しなくていいのかと解釈した人もいた。

ているが，安倍談話は被害者・被害国はいうま

しかし談話ではその後に続くのは「しかし，そ

でもないが，旧連合国の政府や捕虜を含めた全

れでもなお，私たち日本人は，世代を超えて，過

世界に向けて等しく語りかけている。
それに加え

去の歴史に真正面から向き合わなければなりま

て，私は日本国民に対しての語りかけであると解

せん。
謙虚な気持ちで過去を受け継ぎ，
未来へと

釈する。つまり国民における歴史の共通認識の

引き渡す責任があります」という決意であり，歴

提示と主導である。安倍談話の後半部における

史直視と記憶・継承の義務を言明している。こ

日本のかつての過ちから導かれた教訓の認識の

ちらのくだりこそが談話の底流を貫く本質を表し

主語はみな「私たち」となり，それに基づく今後

ている。
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「謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりませ

て別々に進めようという配慮である。その兆しと

ん」というのは，謝罪が受け止められず歴史問

して今回の大局的には多少抑えたコメントは日

題が繰り返し提起される日本と被害国地域との

本との外交関係の仕切り直し，協力を進めてゆ

認識ギャップとその原因を今こそ解決するという

く素地をなすものであったと考えられる。

決意であり，そのための世代を超えた過去の歴

首相談話において直接の謝罪が盛り込まれ

史の直視，国内の歴史認識の統一をを説いてい

ることは分かりやすいであろうが，それのみが日

るのである。また一部に生ずる懸念のある「謝

韓・日中関係の和解をもたらさなかったことは

罪疲れ」への配慮であったとも考え得る。昨今

明らかである。何度も蒸し返されてきた歴史認

の「慰安婦」問題や領土問題において相手国

識問題という和解の難しさの中で，安倍談話は

からの過度な批判が日本国民の反発を招いたこ

歴史認識統一，歴史直視という姿勢を明確にす

とは記憶に新しい。

ることによってその困難を乗り越える試みである
ともいえる。この談話が和解にもたらす効果が中
国・韓国両国に十分理解されるには時間がかか

（5）中国・韓国の反応
中国・韓国ともに安倍談話に対して高い評価

るであろう。そしてその過程においてはなにより

は与えていない。中国外務省コメントは，
「日本の

も今後の日本政府，政治家の国内外での言動を

軍国主義による侵略戦争の性質と戦争責任を

中国・韓国が注視する中で，不必要な誤解や曲

明確に引き継ぎ，被害国民に真摯なおわびをす

解がないことも大切である。

べきであり，
この重大な原則を覆い隠すべきでは
４. 第二次安倍政権を取り巻く国際的国内的

ない」と，従来の中国のスタンスの「歴史を直視
せよ」というのとは離れて，明確な謝罪を重視し

文脈と今後

た。

それでは安倍談話にそった戦後責任を日本は
どう体現してゆくのか，ゆくべきか。これには国

韓国の朴槿恵大統領は外交的配慮の伴った

際的にも，国内的にも克服すべき課題がある。

抑えたコメントだった。ただ，
「謝罪と反省を根幹

中国・韓国からのいわば対日歴史攻勢がある。

とした歴代内閣の立場が揺ぎないと明らかにし
た点に注目する」というコメントのなかの「揺る

歴史を直視することは大切であるが，政治的動

ぎない」という部分は，今後の日本政府の姿勢

機に基づくいわば反日的歴史認識の議論に対し

に釘を刺しているとも解釈しうる。実際に韓国政

てどう対応していくかは，日本自身にバランス感

府の声明は，
「果たして日本政府がこうした立場

覚が求められている。

をどのように具体的な行動で実践していくのか見

近年とみに日本と中国・韓国の間では歴史認

守る」と日本の姿勢を注視してゆくことを伝えて

識が問題となってきている。最近の事例を列挙

いる。

してみると，2011年の韓国憲法裁判所による違

この背景には韓国大統領が2015年5月に始め

憲判決（日韓請求権協定に基づく韓国政府によ

たいわゆる「2トラック戦略」があると考えられ

る被害者救済の不作為の違憲判決），日韓請求

る。
韓国としては，
北朝鮮の核問題や経済問題も

権協定における被害者個人の対日請求を認めた

あり，日本とは外交関係は緊密に全般的に進め

2012年韓国最高裁判決，2014年中国ハルビン

ていく必要があるため，
「安保・経済」と「歴史

の安重根記念館開館，2014年徴用工訴訟にお

問題」とを一緒にせずに「2トラック戦略」とし

ける中韓元労働者の連携計画，2011年以降アメ
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リカ各地における慰安婦像設置，2015年明治日

史を直視しない日本」
「かつて被害を受けた国

本の産業革命遺産のUNESCO世界遺産登録にお

と国民に対する誠意と和解を拒む日本」
「歴史

ける徴用工の解釈問題，2015年10月南京大虐殺

修正主義が再びもめ事を引き起こす」と人民

文書のUNESCO世界記憶遺産への登録などがあ

日報の海外コラムでは批判されている（沈丁立・

る。

復旦大学国際問題研究院副院長。人民日報海

例えば，南京大虐殺文書のUNESCO世界記憶

外版コラム「望海楼」掲載，2015年9月1日，

遺産への登録。これに対する日本の立場は，南

＜ http://j.people.com.cn/n/2015/0901/c94474-

京の事件は認めているが，その殺傷者数につい

8944089-2.html ＞ 2015年10月1日アクセス）
。

て異論があるにもかかわらず，UNESCOへの登録

「歴史修正主義」というキーワードは反日的

に当っては一方の主張にだけ基づく登録方法が

動機もしくは日本への理解不足で使用されるこ

UNESCOにはあり，日本はそれに異議を唱えた。 とが多い。安倍首相の積極的平和主義に基づく
今後そうした事態を防ぐために日本政府（外務

外交政策は昨今成立した安保法制とも合わせて

省）は具体的にどうするのか，言葉一つひとつ

今後の日本の積極的な国際貢献として安倍談話

の使い方にも気をつけて対処していかなければ

の精神の体現となってゆくことが期待されるが，

ならないという難しい問題がある。

それが海外の一部の論者から言われるような

もう一つは，反日的動機の声明，日本に政治 「歴史修正主義」ではないこと，国内の一部で
的道徳的にアッパーハンドをとろうという動機の

いわれているような「戦争が出来る国になった」

声明を歴史問題と関係ない分野でも訴えてくる

ということではないことをどう示せるかが問われ

ことだ。2015年5月，NPT再検討会議の最終文

ている。対外的には特に日本としては反論をす

書をまとめる際に，日本は「広島長崎への訪問

るかしないかについて長期的視野を持っての判

を促す」という文言を提案した。しかし，中国は

断，反論する場合のタイミング，言葉の選び方，表

それに反対し，最終的な文章は「核兵器の影響

現には慎重さなどが求められる。

を受けた人々や共同体の経験を直接共有するよ

「歴史修正主義」として日本の姿勢が問題視

うに促す」と修正され，広島・長崎への訪問と

される背景には，日本国内でも靖国問題や東京

いうストレートな表現は削除されてしまった。
フィ

裁判史観に対する見方などにおいて一部未だ論

リピンなどは日本の人道的立場を理解して，
「こ

争が残っていることもある。歴史事象の詳細に

れは第二次大戦の話ではなく，広島長崎を通じ

ついての学問的研究は進められるべきであろう

て核兵器の悲惨さを学ぶため」と日本の立場に

が，基本的な加害者と被害者の認識という前提

理解を示す表明していた。

を崩すことは安部談話が示した歴史認識を危う

2015年9月3日，中国の抗日勝利70周年式典に

くするものである。基本認識の集約と学問として

朴槿恵大統領や潘基文国連事務総長が出席

の研究，これを国際社会の誤解を受けず，日本

し，
日本政府からは特に国連の中立性ということ

国内での亀裂を生まずにどう両立させていくか

で問題視された。国連が先の大戦における敗戦

ということも課題である。
こうした非常に繊細かつ敏感な問題の中で，

国（侵略国）に対する戦勝国による平和の標榜
という背景を考えれば，国連の「中立性」の意

和解はそもそも可能であるということを日中韓

味については議論の余地のあるところだが，いず

が理解することも大切となる。参考になるのは，

れにせよそうした日本のコメントに対しても「歴

2015年4月29日の米議会上下両院合同会議での
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安倍演説が触れたように，第二次世界大戦にお
いて敵国同士であった米国と日本は「和解」で
きたという例である。勿論日米和解においては
徹底した力によるアメリカの勝利，戦後の冷戦な
ど大局的な国際政治の要素が大きく働いたこと
も確かであり，日米の例を日韓・日中の関係に
そのまま当てはめることはいうまでもなくできな
い。しかし和解が可能である，成功する，しかも
持続可能であるということ自体さえが見失われ
がちなまでに相互に過敏になっている東アジア
の思考パターンは抜け出す必要があるだろう。
おわりに
安倍談話は国内の歴史認識を固め，それを
世界に伝えるという首相談話としては新しい役
目を担っている。日本の過去の過ち，その克服と
平和と繁栄の達成，そして今後の国際社会での
役割を日本と国際社会の相互関係の中で捉え，
日本の主体性をもった今後の姿をリーダーシッ
プをもって説得性をもちながら国際社会に提示
し，そして国民に呼びかけている。この真意が国
際社会とくに近隣諸国で受け取られ十分に理解
されるには時間がかかるであろう。そのためには
今後の国内外での日本の政策とその遂行におい
て忍耐と非常に微妙なバランス感覚が求められ
る。
その日本側の忍耐とバランス感覚の中で特に
中国・韓国のいわば被害者側からの和解への
努力と姿勢も高まること，そしてその先に和解の
存在があることを日本，中国，韓国が見失わない
ことも大切である。
（2015年10月24日，IPP/PWPA共催「政策研究会」
での発題を整理した）
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＜資料＞

先の大戦では，三百万余の同胞の命が失われ

内閣総理大臣談話

ました。祖国の行く末を案じ，家族の幸せを願
いながら，戦陣に散った方々。終戦後，酷寒の，

終戦七十年を迎えるにあたり，先の大戦への

あるいは灼熱の，遠い異郷の地にあって，飢え

道のり，戦後の歩み，二十世紀という時代を，

や病に苦しみ，亡くなられた方々。広島や長崎

私たちは，心静かに振り返り，その歴史の教訓

での原爆投下，東京をはじめ各都市での爆撃，

の中から，未来への知恵を学ばなければならな

沖縄における地上戦などによって，たくさんの

いと考えます。

市井の人々が，無残にも犠牲となりました。

百年以上前の世界には，西洋諸国を中心とし

戦火を交えた国々でも，将来ある若者たちの

た国々の広大な植民地が，広がっていました。

命が，数知れず失われました。中国，東南アジア，

圧倒的な技術優位を背景に，植民地支配の波は，

太平洋の島々など，戦場となった地域では，戦

十九世紀，アジアにも押し寄せました。その危

闘のみならず，食糧難などにより，多くの無辜

機感が，日本にとって，近代化の原動力となっ

の民が苦しみ，犠牲となりました。戦場の陰には，

たことは，間違いありません。アジアで最初に

深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいた

立憲政治を打ち立て，独立を守り抜きました。

ことも，忘れてはなりません。

日露戦争は，植民地支配のもとにあった，多く

何の罪もない人々に，計り知れない損害と苦

のアジアやアフリカの人々を勇気づけました。

痛を，我が国が与えた事実。歴史とは実に取り

世界を巻き込んだ第一次世界大戦を経て，民

返しのつかない，苛烈なものです。一人ひとりに，

族自決の動きが広がり，それまでの植民地化に

それぞれの人生があり，夢があり，愛する家族

ブレーキがかかりました。この戦争は，一千万

があった。この当然の事実をかみしめる時，今

人もの戦死者を出す，悲惨な戦争でありました。

なお，言葉を失い，ただただ，断腸の念を禁じ

人々は「平和」を強く願い，国際連盟を創設し，

得ません。

不戦条約を生み出しました。戦争自体を違法化

これほどまでの尊い犠牲の上に，現在の平和

する，新たな国際社会の潮流が生まれました。

がある。これが，戦後日本の原点であります。

当初は，日本も足並みを揃えました。しかし，

二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。

世界恐慌が発生し，欧米諸国が，植民地経済を

事変，侵略，戦争。いかなる武力の威嚇や行

巻き込んだ，経済のブロック化を進めると，日

使も，国際紛争を解決する手段としては，もう

本経済は大きな打撃を受けました。その中で日

二度と用いてはならない。植民地支配から永遠

本は，孤立感を深め，外交的，経済的な行き詰

に訣別し，すべての民族の自決の権利が尊重さ

まりを，力の行使によって解決しようと試みま

れる世界にしなければならない。

した。国内の政治システムは，その歯止めたり

先の大戦への深い悔悟の念と共に，我が国は，

えなかった。こうして，日本は，世界の大勢を

そう誓いました。自由で民主的な国を創り上げ，

見失っていきました。

法の支配を重んじ，ひたすら不戦の誓いを堅持

満州事変，そして国際連盟からの脱退。日本は，

してまいりました。七十年間に及ぶ平和国家と

次第に，国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうと

しての歩みに，私たちは，静かな誇りを抱きな

した「新しい国際秩序」への「挑戦者」となっ

がら，この不動の方針を，これからも貫いてま

ていった。進むべき針路を誤り，戦争への道を

いります。

進んで行きました。

我が国は，先の大戦における行いについて，

そして七十年前。日本は，敗戦しました。

繰り返し，痛切な反省と心からのお詫びの気持

戦後七十年にあたり，国内外に斃れたすべて

ちを表明してきました。その思いを実際の行動

の人々の命の前に，深く頭を垂れ，痛惜の念を

で示すため，インドネシア，フィリピンはじめ

表すとともに，永劫の，哀悼の誠を捧げます。

東南アジアの国々，台湾，韓国，中国など，隣
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人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史

け野原，貧しさのどん底の中で，命をつなぐこ

を胸に刻み，戦後一貫して，その平和と繁栄の

とができた。そして，現在の私たちの世代，さ

ために力を尽くしてきました。

らに次の世代へと，未来をつないでいくことが

こうした歴代内閣の立場は，今後も，揺るぎ

できる。それは，先人たちのたゆまぬ努力と共に，

ないものであります。

敵として熾烈に戦った，米国，豪州，欧州諸国

ただ，私たちがいかなる努力を尽くそうとも，

をはじめ，本当にたくさんの国々から，恩讐を

家族を失った方々の悲しみ，戦禍によって塗炭

越えて，善意と支援の手が差しのべられたおか

の苦しみを味わった人々の辛い記憶は，これか

げであります。

らも，決して癒えることはないでしょう。

そのことを，私たちは，未来へと語り継いで

ですから，私たちは，心に留めなければなり

いかなければならない。歴史の教訓を深く胸に

ません。

刻み，より良い未来を切り拓いていく，アジア，

戦 後， 六 百 万 人 を 超 え る 引 揚 者 が， ア ジ ア

そして世界の平和と繁栄に力を尽くす。その大

太平洋の各地から無事帰還でき，日本再建の原

きな責任があります。

動力となった事実を。中国に置き去りにされた

私たちは，自らの行き詰まりを力によって打

三千人近い日本人の子どもたちが，無事成長し，

開しようとした過去を，この胸に刻み続けます。

再び祖国の土を踏むことができた事実を。米国

だからこそ，我が国は，いかなる紛争も，法の

や英国，オランダ，豪州などの元捕虜の皆さんが，

支配を尊重し，力の行使ではなく，平和的・外

長年にわたり，日本を訪れ，互いの戦死者のた

交的に解決すべきである。この原則を，これか

めに慰霊を続けてくれている事実を。

らも堅く守り，世界の国々にも働きかけてまい

戦争の苦痛を嘗め尽くした中国人の皆さんや，

ります。唯一の戦争被爆国として，核兵器の不

日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の

拡散と究極の廃絶を目指し，国際社会でその責

皆さんが，それほど寛容であるためには，どれ

任を果たしてまいります。

ほどの心の葛藤があり，いかほどの努力が必要

私たちは，二十世紀において，戦時下，多く

であったか。

の女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過

そのことに，私たちは，思いを致さなければ

去を，この胸に刻み続けます。だからこそ，我

なりません。

が国は，そうした女性たちの心に，常に寄り添

寛容の心によって，日本は，戦後，国際社会

う国でありたい。二十一世紀こそ，女性の人権

に復帰することができました。戦後七十年のこ

が傷つけられることのない世紀とするため，世

の機にあたり，我が国は，和解のために力を尽

界をリードしてまいります。

くしてくださった，すべての国々，すべての方々

私たちは，経済のブロック化が紛争の芽を育

に，心からの感謝の気持ちを表したいと思いま

てた過去を，この胸に刻み続けます。だからこそ，

す。

我が国は，いかなる国の恣意にも左右されない，

日本では，戦後生まれの世代が，今や，人口

自由で，公正で，開かれた国際経済システムを

の八割を超えています。あの戦争には何ら関わ

発展させ，途上国支援を強化し，世界の更なる

りのない，私たちの子や孫，そしてその先の世

繁栄を牽引してまいります。繁栄こそ，平和の

代の子どもたちに，謝罪を続ける宿命を背負わ

礎です。暴力の温床ともなる貧困に立ち向かい，

せてはなりません。しかし，それでもなお，私

世界のあらゆる人々に，医療と教育，自立の機

たち日本人は，世代を超えて，過去の歴史に真

会を提供するため，一層，力を尽くしてまいり

正面から向き合わなければなりません。謙虚な

ます。

気持ちで，過去を受け継ぎ，未来へと引き渡す

私たちは，国際秩序への挑戦者となってしま

責任があります。

った過去を，この胸に刻み続けます。だからこそ，

私たちの親，そのまた親の世代が，戦後の焼

我が国は，自由，民主主義，人権といった基本
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的価値を揺るぎないものとして堅持し，その価
値を共有する国々と手を携えて，「積極的平和主
義」の旗を高く掲げ，世界の平和と繁栄にこれ
まで以上に貢献してまいります。
終戦八十年，九十年，さらには百年に向けて，
そのような日本を，国民の皆様と共に創り上げ
ていく。その決意であります。
平成二十七年八月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三
（首相官邸 HP より）
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