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９．国立樹木園９．国立樹木園９．国立樹木園９．国立樹木園    

 【訪問日時】 

平成２８年５月９日（月）１４：００～１５：００ 

 【訪問場所】 

  アメリカ ワシントン D.C. 国立樹木園 

 【対 応 者】 

館  長  オルセン氏 

盆栽専門家 ジャック・サスティック氏 

 【調査目的】 

園を核とした集客や賑わいの創出について 

 

＜オルセン館長と視察団＞ 

 

＜山木松の説明＞ 

 

【視察要旨】 

国立樹木園は、アメリカ一の広大な敷地の中に様々な樹木、花々など豊富な植物を有

する国立公園である。アメリカ農務省の管轄下にあり、一般市民への開放によって憩い

の場となっているだけでなく、植物に関する様々な研究や教育プログラムも実施されて

いる。日本の農林水産省とも密接な関係にある。 

日米の植物を通じた交流の歴史は古く、1876 年のアメリカ建国 100 周年の際に日本か

らサクラが寄贈されたことが始まりとされている。その際にお返しとして、アメリカ政

府は、ハナミズキを日本に寄贈したそうである。その後、1976 年のアメリカ建国 200 周

年の際に日本から 53 鉢の盆栽が友好の証として樹木園に寄贈された。近年では、アメリ

カブリッジ財団から樹木園のハナミズキ 3,000 本が日本に寄贈され、その大部分が東日

本大震災の被災地である福島県の記念公園に植えられている。 

   両国の交流は、主にワシントン D.C.の在米大使館を通じて、様々な交流活動を行って

おり、例えば、苗を収集し、アメリカへ持ち帰る為、千葉県や埼玉県の農家とも密接な

交流がある。オルセン館長自身も５年前に日本を訪問し、モミジについて講演を行い、
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園芸を通じてお互いがより深くつながることを強く願いつつ、両国交流に尽力している

とのことであった。オルセン館長は、今回の視察団訪問をきっかけに、是非とも広島県

とも関係を深めたいと述べられた。 

次に、樹木園の中にはいくつかの特別展示場所（パビリオン）があり、その一つが盆

栽盆景園である。盆栽については、ジョン・クリーチ前館長が、第二次大戦後に日本を

訪問し、日本人との交流の中で盆栽を学び、その文化をアメリカに持ち帰ったことに起

源を発しているようである。日本の盆栽を含めた古典園芸は、アメリカでも重要な文化

として広がりつつあり、盆栽盆景園には、日本、中国、北米の３カ国の作品が展示され、

多くの観光客やアメリカ国内の盆栽ファンが訪れているそうである。 

   このパビリオンに入ると、その入口で他の盆栽とは一線を画す、一際大きい盆栽が出

迎えてくれる。視察団の一員である山木議員のご尊父山木勝氏が寄贈した五葉松で、前

述のアメリカ建国 200 年を祝し、日本から寄贈された 53 鉢のうちの一つである。「山木

松」と樹木園の職員の皆さんが親しみを込めてよんでいるこの五葉松は、実は広島に原

爆が投下された際、山木勝氏の自宅庭で被爆した「被爆盆栽」である。 

寄贈の際、山木勝氏は、「両国の平和と友好のシンボルとして寄贈する」とのみスピー

チされ、五葉松はもちろんのこと、ご自身の被爆についても一切触れていなかったそう

で、2001 年に山木勝氏のお孫さん（山木議員のご子息）が当地を訪れるまで、「被爆盆

栽」であることは知られていなかった。この度のオバマ大統領の広島訪問で、この五葉

松とエピソードは、アメリカの主要ニュースで大きく取り上げられ話題になっているよ

うだが、正に平和と友好を願う未来志向の象徴であり、このような活動の積み重ねが世

界に平和と融和をもたらすのだと視察団一同確信をした次第である。現在、新しい盆栽

パビリオンを 250万ドルもの費用をかけて改修中であり、今年 10 月に正式オープンの予

定である。その入り口には、この松が来園者を出迎える。 

   展示ギャラリー内において、視察団を歓迎するレセプションが用意されており、「The 

Peace Tree From Hiroshima」というタイトルの絵本が紹介され、「山木松」が広島から

アメリカへと渡った経緯が描かれている。樹木園の職員の方と山木勝氏のお孫さんが数

年掛けて作り上げたものであり、原爆の悲劇と平和を訴える貴重な作品である。 

テーマごとに趣向を凝らした展示と収集しているコレクションの豊富さ、そして最後

の絵本もそうであるが、ストーリー性を持たせ、来場者に驚きと感動を与えるエンター

テインメント性は、国立の施設とは思えないものであり、樹木園全体の清潔感や職員の

皆さんのホスピタリティも含め、大いに見習うべき点があった。 
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１０．米国１０．米国１０．米国１０．米国議会日本研究グループ議会日本研究グループ議会日本研究グループ議会日本研究グループ    

 【訪問日時】 

平成２８年５月１０日（火）９：００～１０：３０ 

 【訪問場所】 

  アメリカ ワシントン D.C. 

クラウンプラザホテル 

 【対 応 者】 

元米国上院議員 デニス・ハーテル氏 他 アメリカ議会日本研究グループ員 

 【調査目的】 

安全保障分野での東アジアの現状認識と将来展望について 

 

＜ミーティングの様子＞ 

 

  ＜活発な意見交換＞ 

 

【視察要旨】 

アメリカ議会日本研究グループのメンバーと日米関係における諸課題について意見交

換を行った。 

アメリカ議会日本研究グループ（CSGJ）は 1993 年に創設され、現在 70名以上の連邦

上下両議院から構成されている。日米関係におけるタイムリーかつ重要性の高い課題に

ついて、実質的な討議を中心にした勉強会等を定期的に開催している。 

意見交換会が実施された当日は、奇しくもオバマ大統領の広島訪問が正式決定したタ

イミングであり、先方からの質問の多くは、この度の決定についてどのように受け止め

ているか、県民のオバマ大統領への期待について、特に原爆投下に対する謝罪を求めて

いるのかどうかということが話題の中心となった。 

   視察団の見解として、謝罪を求める声が全くないわけではないが、多くの県民が、謝

罪よりもオバマ大統領に核兵器の悲惨さと被爆の実情に触れていただき、核廃絶へ向け

た歴史的な一歩にしてもらいたいとのメッセージを伝えた。そして、オバマ大統領の訪

問によって、ロシアをはじめ核保有国のリーダーが広島に訪れる契機となる可能性があ
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り、核廃絶、恒久平和に向けて今まで以上に広島の役割が重要になるという意味で、オ

バマ大統領の訪問を心から歓迎すると伝えたところである。 

   アメリカ側からは、原爆投下について、アメリカの若い兵士の命を救っただけでなく、

日本本土での決戦となった場合の日本側の犠牲者を未然に防いだという意味で、正当化

する意見が根強く、退役軍人を中心にオバマ大統領が謝罪をすることを許さない雰囲気

があると述べられた。ただし、このことについてアメリカの世論にもはっきりとした変

化があり、広島、長崎への原爆投下に対する世論調査の結果、原爆投下の正当性を認め

る国民は、1945 年の終戦直後は 85％、戦後 50 年は 60％、戦後 70 年の昨年は 45％と時

間の流れとともに減少しているそうである。 

   戦後 70 年が経過して、被爆者の方々も高齢化が進み、今後、被爆の実情を直接後世に

伝えていく機能が低下していくことが広島の大きな課題であるが、平和への思いを風化

させないための様々な取り組みを加速していく必要があり、アメリカの世論に変化があ

ることは、地道な取り組みに対してヒントと勇気を与えてくれると確信している。 
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１１．笹川平和財団米国１１．笹川平和財団米国１１．笹川平和財団米国１１．笹川平和財団米国    

 【訪問日時】 

平成２８年５月１０日（火）１３：００～１４：００ 

 【訪問場所】 

  アメリカ ワシントン D.C. 笹川平和財団米国 

 【対 応 者】 

プログラムディレクター上級研究員 ダニエル・ボブ氏 

 【調査目的】 

国際平和拠点ひろしま構想推進に向けた諸課題と背景について 

  

 ＜ボブ氏と山崎団長＞ 

 

＜ボブ氏との意見交換＞ 

【視察要旨】 

笹川平和財団米国は、日本の笹川平和財団からの 30 億円の寄付により、1990 年に  

ワシントン D.C.に設立された非営利団体であり、日本の笹川財団から完全に独立した組

織形態となっている。当財団の設立目的は、日米関係の強化であり、シンクタンクであ

るため、特に力を入れている調査研究は、日米間の「安全保障外交」「経済・貿易」「両

国間の共通課題」への取り組みである。また、これ以外にも海洋安全保障をテーマとし

て東シナ海、南シナ海に関するプロジェクトを実施したり、ウェブサイト上に国際紛争

の解決などをテーマとした専門家同士が双方向にやり取りができるサイトを開設するな

ど、平和構築、安全保障に向けて日米が協力して取り組むべき課題へのアプローチを様々

な方法で実施している。 

 当財団のダニエル・ボブ氏は、我々の訪問を心から歓迎してくれ、特に、オバマ大統

領広島訪問の正式決定直後であったため、この件に関して熱心な議論が交わされた。ア

メリカ国内でも大きなニュースになっており、報道機関、議会、市民いずれにとっても、

先の G7外相会合の議事の内容よりも、この度のオバマ大統領の広島訪問の方が大きな関

心となっているとのことであった。 

   当財団のブレア会長は、２年前にホワイトハウスに対して、終戦 70 年を機に大統領の
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広島訪問と安倍首相のパールハーバーの訪問を提案していたそうである。合わせて、韓

国、中国を訪問し、これまで続いてきた北東アジアにおける歴史問題に対応していくべ

きであると提案されたとのことである。その当時、ブレア会長はオバマ政権の国家情報

長官を務めており、現在、ヒラリー・クリントンの選挙キャンペーンの責任者であるジ

ョン・ペデスタ氏を通じて、これらの提案を国家安全保障会議に対して行ったそうであ

る。この度の訪問が、今後の日米関係の中で大変重要なステップとなることは間違いな

く、当財団関係者一同は更なる関係強化につながると期待していると述べられた。 

   一方で、大きな懸念があることにも言及された。それは、現在、アメリカ大統領予備

選挙が行われているが、共和党の候補者として勝ち上がったトランプ氏の勢いが増して

いる状況であり、攻撃的な発言で注目を集めることを得意とする彼が、オバマ大統領の

広島訪問や広島での発言内容によっては、そのことを攻撃し、大統領選挙に大きな影響

を与える懸念である。トランプ氏は、アメリカの問題点を主張する時には、いつもメキ

シコ、中国、日本を標的とする発言が多く、日本に対しては、1989 年に日米貿易摩擦が

ピークで両国関係が悪化した際に主張されたことを、現在の両国関係に当てはまらない

にも関わらず、何の根拠もなく繰り返している。その意味で、オバマ大統領の広島訪問

が大統領選挙に利用されることを大変憂慮しているとのことであった。 

   ダニエル・ボブ氏からは、この度のオバマ大統領の広島訪問を、視察団を含めた広島

市民がどのように受け止めているのか、また、その際に謝罪を求めているのか非常に興

味深く、意見を聞きたいとの質問を受けた。現職アメリカ大統領の広島訪問は歴史的な

快挙であり、大統領の謝罪を求める声は一部にあるのは事実だが、多くの広島県民は謝

罪よりも、この度の訪問を機に核兵器や戦争の悲惨さを認識していただき、核兵器廃絶、

恒久平和に向けた取組みを強化してもらいたいと願っていると回答した。 

   印象的だったのは、安倍首相の一般国民に向けての発言がどのようになるか、また、

一般国民がオバマ大統領の広島訪問をどのように受け止めているのかをかなり気にして

いることであった。このあたりは、広島の市民のみならず、日本国民の大部分は、オバ

マ大統領の広島訪問を未来志向の前向きなこととして純粋に捉えているのに対して、ア

メリカ国内においては、歴史の見方の修正につながるのではないか、そのようなことに

利用されるのではないかという疑心暗鬼の思いが根強くあることを表していると感じた。

核廃絶や平和発信という広島の役割を考えた時、この深層心理に横たわる日本と米国を

はじめとする他国のギャップに思いを馳せることは、メッセージを正確に伝える上で、

極めて重要なヒントになるのではないだろうか。 
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１２．在アメリカ合衆国日本国大使館１２．在アメリカ合衆国日本国大使館１２．在アメリカ合衆国日本国大使館１２．在アメリカ合衆国日本国大使館    

 【訪問日時】 

平成２８年５月１０日（火）１７：３０～１８：３０ 

 【訪問場所】 

  アメリカ ワシントン D.C. 在アメリカ合衆国日本国大使館 

 【対 応 者】 

特命全権大使 佐々江賢一郎氏 

特命全権公使 尾池厚之氏 

 【調査目的】 

地域概況（政治関連）及び観光振興施策について 

 

＜佐々江大使と視察団＞ 

【視察要旨】 

トランプ氏が共和党の候補者としてほぼ確定した時期でもあり、アメリカ大統領選挙

の情勢について話を伺った。共和党と民主党のそれぞれの候補者を決める予備選挙が６

月まで行われ、11 月に本選挙が実施される。訪問当日もウエストバージニア州とネブラ

スカ州で予備選挙が行われており、共和党はトランプ氏、民主党はヒラリー氏がそれぞ

れ制し、今後、各党候補の正式決定は 7 月の党大会を経て決まり、同時に副大統領候補

も決まる。    

そして、11 月８日が本選挙となるが、アメリカ大統領選挙は、日本だと直接選挙のイ

メージがあるが、実際は間接選挙であり、各州に割り当てられた 538人の票の過半数（270

票）を獲得した候補が勝つことになり、勝利者が来年 1 月 20 日の大統領就任式に臨む。 

今回の選挙の大きな注目点は、やはりトランプ氏の躍進である。去年の 6 月にトラン

プ氏は出馬宣言をしたが、マスコミ、政治評論家も含め、彼が共和党の候補者となるこ

とを予測するものは誰もいなかった。 

「トランプ現象」を解析していくと、アメリカに対する「３つの怒り」が彼を押し上

げたことが分かる。１つ目の怒りは、経済状況に対する怒りであり、アメリカ全体では

年間２～３％の経済成長をしているが、国民全体への配分がうまくなされていない。加

えて、家計の実質所得は 20 年間ほとんど上昇しておらず、所得上位１％の人達が、国民
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全体の所得の 20％を占めており、全体としては成長していても、経済格差が広がってい

る。そのような経済的な不満を抱えている人の多くは、地方の白人男性であり、年間所

得が 5万ドル以下(アメリカの年間平均所得は６万ドル弱)で、大学を卒業していない人

達の層が、トランプ氏を支持している。 

２つ目の怒りは、オバマ政権への怒りであり、積極的な移民の受け入れにより、地方

の若者の職が奪われ、年間所得を更に悪化させたことである。また、自己責任を重んじ

る国柄のアメリカでは、オバマケアと呼ばれる日本の皆保険制度にあたる制度は賛否両

論対立しており、これまで保険料を納めていない人にも保険が開かれることに対して不

満を持つ人々や、オバマ政権の同姓婚の推奨、銃規制の促進といった政策に反対してい

る人々の後押しも受けている。 

３つ目の怒りは、共和党エスタブリッシュメント（エリート）層への怒りである。共

和党は、2014年からアメリカ議会では多数を占めている与党的立場であるにも関わらず、

オバマ政権を止めることができなかったことへの不満が共和党の有権者の中に広がって

いることである。 

トランプ氏が移民政策に反対し、これまで一切の政治経験が無く、莫大な資産を一代

で築いたことで経済的な手腕に期待をされているというのは、共和党支持者の根底に、

これら３つの怒りが存在していることが大きく関係している。 

 一方、民主党のクリントン氏であるが、オバマ政権において国務長官を務め、クリン

トン元大統領のファーストレディ、25 年間の政治キャリアと、非常に大統領選挙におい

て有利なイメージを持つかもしれないが、アメリカ国内ではあまり支持を得られていな

いようだ。スキャンダルや金銭問題などにより、庶民感覚とはかけ離れていることが一

因であり、また、トランプ氏と比べて既存の政治家という意味で改革のイメージは薄い。 

   今後の展望では、歴史的、文化的にこれまで共和党、民主党がそれぞれ強い州という

のはある程度決まっており、どちらでもない中間州（10州）が選挙の鍵を握る。世論調

査によれば、この中間州においては、クリントン氏がトランプ氏を５％程上回っており、

優位な状況である。残り半年の間でいかにして、トランプ氏がクリントン氏に追いつく

のかが焦点となる。 

   トランプ氏が共和党候補者に内定する事実が物語ることは、行き過ぎたグローバル化

と移民の問題が中間層を減らし、国内格差を助長していることに対して富裕層以外の国

民が不満を持ちつつあるという現実である。この問題は、ＥＵ内部でも内在し、問題が

表面化しており、世界的な潮流とも言える。日本においても欧米ほど顕著ではないが、

同じ課題を抱えており、格差をどのように是正していくのか、中間層以下の家計所得を

いかにベースアップしていくのかが、今後最も大きな政治課題になると考える。広島県

の施策においても、域内でできるだけ経済活動を循環させ、域内で暮らす人々が豊かに

なることを最優先する県政運営が求められる。 


