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■震度３■和歌⼭北部(05:39)速報

ノーベル平和賞授賞式 被爆者も演説
12⽉11⽇ 4時54分 ノーベル賞

ノーベル平和賞の授賞式がノルウェーで⾏われ、核兵器禁⽌条約の採択に⼒を尽くし
たＩＣＡＮ＝核兵器廃絶国際キャンペーンが受賞するとともに、広島で被爆したサー
ロー節⼦さんが被爆者として初めて演説し、核兵器をめぐり緊張が⾼まる中でも核廃
絶を⽬指すべきだと、⼒強く訴えました。

ことしのノーベル平和賞の授賞式は、１０⽇、ノルウェーの⾸都、オスロの市庁舎で
⾏われました。 

冒頭、選考委員会のベリト・レイス・アンデシェン委員⻑は、北朝鮮による核開発な
どに触れ、「核兵器が使われる危険性はかつてなく増している。私たちが取るべき道
は廃絶することだけだ」と述べ、核兵器禁⽌条約の採択に貢献したＩＣＡＮの功績を
たたえました。 

このあとＩＣＡＮのベアトリス・フィン事務局⻑と、カナダ在住の広島の被爆者で、
ＩＣＡＮとともに活動してきたサーロー節⼦さん（８５）が、記念のメダルと賞状を
受け取りました。 

フィン事務局⻑は受賞演説で、すべての核保有国は世界を危険にさらしており、⽇本
など核の傘のもとにある国も破壊⾏為に加担することになると批判し、「核兵器を終
わらせるか、私たち⼈類が終わるかの、選択をしなければならない」と述べすべての
国が核兵器禁⽌条約に参加すべきだと訴えました。 

続いてサーローさんが、１３歳のとき被爆した当時の体験を語り、⼤好きだった４歳
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のおいが変わり果てた姿で亡くなったとして、いまも世界中の⼦どもたちの⽣存を脅
かす核兵器は絶対悪だと強調しました。 

そして、みずからはがれきの下敷きになって暗闇の中で体を動かし続け助け出された
ことを引き合いに、「がれきの中で聞いた⾔葉をいま皆さんに繰り返します。“あき
らめるな、押し続けろ、光の⽅にはっていくんだ”」と訴え、厳しい状況の中でも核
廃絶に向けた取り組みを続けなければいけないと、呼びかけました。 

２⼈の演説が終わると、会場にいた参加者が次々と⽴ち上がり、惜しみない拍⼿を送
っていました。 

⼀⽅で核兵器禁⽌条約に反対するアメリカやロシアなどの核保有国の⼤使は授賞式に
参加せず、核兵器をめぐる各国の対⽴も浮き彫りになり、今回のノーベル平和賞が世
界の核軍縮の流れにどのような影響を及ぼすことになるのか、注⽬されます。

各国からも歓迎の声

ＩＣＡＮ＝核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞を受賞したことについて、
ＩＣＡＮと協⼒して核兵器禁⽌条約を推進してきた各国からも、歓迎する声が上がっ
ています。 

このうち、おととし核兵器を法的に禁⽌することを⽬指すとする⽂書を各国に送り、
ＩＣＡＮとともに核兵器禁⽌条約の交渉を主導したオーストリアのクルツ外相は、
「ノーベル賞の受賞を⼼から祝福する。今回の授賞は、核兵器のない世界が必要だと
いう緊急のシグナルだ。その初めの⼀歩が禁⽌条約で、多くの国が参加すべきだ」と
ツイッターに書き込み、ＩＣＡＮの受賞をきっかけにより多くの国が禁⽌条約に参加
すべきだと呼びかけました。 

ノーベル賞の授賞式にも参加したメキシコのビデガライ外相は、「メキシコがＩＣＡ
Ｎとともに活動してきたことを誇りに思う。禁⽌条約に署名するかどうかは、核兵器
を終わらせるか、私たち⼈類が終わるかの選択だ」とツイッターに書き込み、すべて
の国に条約への署名を呼びかけました。

ローマ法王も評価

ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王は１０⽇、バチカンのサンピエトロ広場
に集まった信者を前に、「ＩＣＡＮ＝核兵器廃絶国際キャンペーンへのノーベル賞の
授与は、⼈権が守られるために核軍縮が必要であることを明らかにした」と述べ、核
兵器の⾮⼈道性に着⽬し禁⽌条約の実現に貢献したＩＣＡＮがノーベル平和賞を受賞
したことを評価しました。 

そのうえで、「神は私たちがともに暮らす住まいを作るため、⼒をあわせる能⼒を授
けてくださる」と述べ、各国が英知を尽くして核兵器廃絶に取り組むよう、呼びかけ
ました。

ソーシャルランキング

アクセスランキング

1 スピードスケート ⼩平 1000メート
ルで世界新記録

2
東⽇本⼤震災から６年
９か⽉ 死者不明者２
万2000⼈超

3 ⿃取県警 きょうにも
⽇⾺富⼠を書類送検へ

4
ノーベル⽂学賞 カズ
オ・イシグロさんにメ
ダルと賞状

5
韓国 五輪で⽶韓軍事
演習ずらすよう⽶に働
きかけ

もっと⾒る

「機内から煙」⿅児島空港に着陸 滑
⾛路が⼀時閉鎖

1

2
３歳男児が⾏⽅不明
⽗が⾞から10分離れ
た間 福井

3
マンションで20歳⼥
性死亡 暴⾏容疑で知
⼈の男逮捕 千葉

4
森⾼千⾥さん「渡良瀬
橋」の⼋雲神社再建 5
年前焼失 栃⽊

5
北朝鮮 事実上の弾道
ミサイルで衛星打ち上
げ計画か ロシア紙

もっと⾒る

地震情報

5時39分 震度3の地震がありました
震源地︓紀伊⽔道

詳しくはこちら

気象 データマップ

LIVE 新燃岳 噴⽕警戒レ
ベル３に

http://www6.nhk.or.jp/kokusaihoudou/
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171211/k10011254041000.html?utm_int=all_side_ranking-social_001
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171211/k10011253811000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171211/k10011253961000.html?utm_int=all_side_ranking-social_003
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171211/k10011254021000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171211/k10011253981000.html?utm_int=all_side_ranking-social_005
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253601000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253511000.html?utm_int=all_side_ranking-access_002
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253701000.html?utm_int=all_side_ranking-access_003
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253471000.html?utm_int=all_side_ranking-access_004
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253751000.html?utm_int=all_side_ranking-access_005
http://www3.nhk.or.jp/sokuho/jishin/index.html?id=JSA0171211053915_20171211054237
http://www3.nhk.or.jp/sokuho/jishin/index.html?id=JSA0171211053915_20171211054237
http://www3.nhk.or.jp/weather/
https://www3.nhk.or.jp/weather/rain/radar.html
https://www3.nhk.or.jp/news/realtime/rt0000016.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%B3%9E%E6%8E%88%E8%B3%9E%E5%BC%8F%20%E8%A2%AB%E7%88%86%E8%80%85%E3%82%82%E6%BC%94%E8%AA%AC%20%7C%20NHK%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%20%20&url=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253931000.html
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=1491428781178288&display=popup&href=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253931000.html&redirect_uri=https://www.facebook.com


2017/12/11 ノーベル平和賞授賞式 被爆者も演説 | NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171210/k10011253931000.html 3/7

被爆者も授賞式を⾒守る

⼀⽅、ノルウェーで⾏われたノーベル平和賞の授賞式の会場の近くにある博物館に
は、現地を訪問中の広島や⻑崎の被爆者が集まり、インターネットの⽣中継で式典の
様⼦を⾒守りました。 

ノーベル平和賞の授賞式を⾒届けようと、広島や⻑崎の被爆者２０⼈がノルウェーの
オスロを訪れていて会場近くの博物館でＩＣＡＮの関係者や観光客などおよそ２００
⼈とともにインターネットの⽣中継で式典の様⼦を⾒守りました。 

会場には⼤型のスクリーンが設置され、集まった被爆者たちは、ＩＣＡＮのベアトリ
ス・フィン事務局⻑や広島の被爆者でカナダ在住のサーロー節⼦さんの演説を拍⼿を
送りながら熱⼼に聞き⼊っていました。 

⽇本被団協の箕牧智之代表理事は「国連で核兵器禁⽌条約が採択された以上に、今回
のノーベル平和賞は世界に向けて強いメッセージが送られたと思います。⽇本だけで
なく世界中でこの流れが⼤きくなっていくことを私たちは願っています」と話してい
ました。 

また、現地を訪れた被爆者の中で９３歳と最⾼齢の齋藤政⼀さんは「ノーベル賞とい
う多くの⼈が注⽬する現場に来ることができたので、今後は思いを新たに証⾔や署名
などの活動を続け、核兵器廃絶の実現を世界に求めていきたいです」と話していまし
た。

サーロー節⼦さんと⽇本被団協が会⾒

ノーベル平和賞の授賞式が⾏われたあと、演説を⾏った被爆者、サーロー節⼦さん
と、式典に出席した⽇本被団協＝⽇本原⽔爆被害者団体協議会の⽥中煕⺒代表委員、
それに藤森俊希事務局次⻑が、そろって記者会⾒しました。 

この中でサーローさんは、授賞式での演説について「⻑年、核兵器廃絶に向かって活
動してきましたが、⼤きな拍⼿を受けて同じ思いをする⼈が増えたと、満⾜感と達成
感を感じています」と振り返りました。 

そのうえで、「核兵器禁⽌条約に反対する国の⼈々にもメッセージを受け取ってもら
い条約への参加を真剣に検討してほしいと思います。また受賞の喜びとともに、核廃
絶に向けて活動する重い責任を感じています」と、今後も活動を続ける決意を⽰しま
した。 

そして、核の傘のもとにある⽇本の姿勢について「アメリカへの密着ぶりが強くなっ
ており、軍事的に強化される⽅向に進むのではないかとふるえるほど怖がっていま
す。政府と市⺠がもっと対話して核廃絶への道を探ってほしい」と変化を促しまし
た。 

また、⽇本被団協の⽥中代表委員は授賞式について「核兵器を禁⽌して核兵器のない
世界を作ろうと、同じ思いで頑張ってきた仲間の願いがいまここで実現していると思
いました。被団協の名前こそないものの、運動が⾼く評価されているんだなという思
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いがした」と述べました。 

さらに、藤森事務局次⻑は「演説した２⼈の話は出席した⼈たちの⼼を揺さぶりまし
た。ノーベル平和賞を今後の活動の⼟台にして、核兵器のない世界を⽬指すために努
⼒したいと思います」と、今回のノーベル賞を今後の活動に⽣かしたいという考えを
⽰しました。

サーロー節⼦さん

カナダ在住の広島の被爆者、サーロー節⼦さんは（８５）１３歳のとき広島の爆⼼地
から１．８キロで被爆し、建物の下敷きになり、助け出されました。 
原爆によって、姉や４歳のおいなど、親族８⼈を亡くしたほか、同じ学校の⽣徒、３
５１⼈も亡くなりました。 

その後、半世紀以上にわたって世界各国を訪れ核兵器廃絶を訴え続け、近年ではＩＣ
ＡＮとともに国際会議などで活動するようになり、ことし３⽉に核兵器禁⽌条約の交
渉会議でのスピーチは、条約の採択を後押ししたと交渉参加国などから評価されてい
ます。 

今回、ノーベル平和賞の授賞式でも、核廃絶の機運を⾼めたいというＩＣＡＮからの
依頼で演説を⾏うことになり、ＩＣＡＮのメンバーと連絡をとりあいながら、１か⽉
以上かけ演説の内容を練り上げてきました。 

⾞いすで会場に⼊ったサーローさんは、広島の家にあった着物を仕⽴て直した⾐装で
演説に臨み、少しでも核廃絶に向けた動きにつなげたいと、原爆による壊滅的な被害
について語りました。 

サーローさんは⼿元の原稿の⼀語⼀語を確かめるように⼒を込めて演説し、原爆で⼤
好きだった４歳のおいを亡くした体験を語った際には、涙を流す参加者もいました。 

サーローさんが２０分近くの演説が終えると、会場の参加者は次々と⽴ち上がり、惜
しみない拍⼿を送っていました。

平和願うパレード

ノーベル平和賞の授賞式のあと、オスロ市内の中⼼部では、⼈々がたいまつをもって
平和を願うパレードが⾏われました。 

パレードには、オスロ市⺠のほか、広島と⻑崎の被爆者なども参加し、市内中⼼部の
数百メートルを練り歩きました。参加者たちは、平和賞を受賞したＩＣＡＮにちなん
で、「Ｙｅｓ、ＩＣａｎ」などと⼝々に叫びながら、核兵器廃絶を願っていました。 

そして最後に到着した広場にあるホテルのテラスに、ＩＣＡＮのベアトリス・フィン
事務局⻑と授賞式で演説した被爆者のサーロー節⼦さんが姿を⾒せると、⼤きな拍⼿
と歓声がわき起こりました。 

パレードに参加した広島の被爆者、箕牧智之さんは（７５）「これから⽇本に帰って
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もっと核廃絶を訴え、⽣きているうちに核廃絶を実現したい」と話していました。 

また、オスロ市⺠の男性は「私たちが政治家を動かして核兵器のない世界を作ってい
きたい」と話していました。

河野外相「核廃絶のゴールは共有」

河野外務⼤⾂は、１０⽇夜、談話を発表し、「国際ＮＧＯ、ＩＣＡＮ＝核兵器廃絶国
際キャンペーンが推進した核兵器禁⽌条約は、⽇本政府のアプローチとは異なるが、
核廃絶というゴールは共有している。今回の受賞を契機に、国際社会の核軍縮・不拡
散に向けた認識や機運が⾼まることを喜ばしく思う」としています。 

そのうえで、「⽇本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、国⺠の⽣命や財産を
守る政府の責務はますます重いものとなっている。北朝鮮による核やミサイル開発を
はじめとした安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に、現実的な核軍縮を前
進させる道筋を追求していく必要がある」としています。 

そして、河野⼤⾂は「核軍縮の進め⽅をめぐっては、国際社会の⽴場の違いが顕在化
している。⽇本は、核兵器の保有国と⾮保有国、安全保障環境の異なる⾮保有国の間
の信頼関係を再構築し、保有国も巻き込んで、現実的かつ実践的な取り組みを粘り強
く進めていく。先⽉、広島市で開催した、核兵器の廃絶に向けた『賢⼈会議』などを
通じて、核兵器のない世界の実現に向けて着実に前進していく決意だ」としていま
す。

関連ニュース

ノーベル平和賞 ＩＣＡＮの授賞式⾒届けようと被爆者が出発
12⽉8⽇ 0時59分
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