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２０１５年被爆者をはげますクリスマス平和パーティー 
に１００人の参加！（２０１５年１２月２３日）

 

昨年末の１２月２３日（水・休日）、恒例の“被爆者をはげますクリスマス平和パーティー”がラボ

ール京都２階大ホールで催されました。今回で５１回目となる半世紀を超えた催しです。京都生協、京

教組女性部、京都市教組女性部、京都母親大会連絡会、新日本婦人の会、京都子どもを守る会、原水爆

禁止京都協議会の団体のみなさんが実行委員会を構成してとりくまれてきました。京都「被爆２世・３

世の会」も２０１２年から実行委員会に加わっています。 

 

■今回、被爆者のみなさんは付き添いのご家族含

めて１００人の方々が参加されました。年々少し

づつ参加者が少なくなっていくのは残念なこと

です。昨年までは参加されていたのに、今年は来

れなくなった人も何人かあって、寂しい思いが募

ります。それでも、「このパーティーに参加でき

るようにとこの一年を生きてきた」と言われる方

も結構あり、被爆者のみなさんにとってとても大

切な待ち遠しいパーティーとなっていることに

変わりなく、こうして毎年続けられています。今

回は京都新聞で告知記事も掲載していただきま

した。 

パーティーの一部は実行委員長の渡辺賢治さ

ん（医師）の挨拶で開会。次いで被爆者の代表の

方にお見舞金と心のこもったプレゼントが贈呈

されました。参加されている被爆者の方お一人お

一人のお名前を呼びあげて紹介、出席者は手許の

団扇を揚げて応えられました。京都「被爆２世・

３世の会」の平さんから“ノ―モア・ヒバクシャ

訴訟”の報告と訴えがなされました。２０１５年

ＮＰＴ再検討会議成功のため参加された京都生

協の日比さんから分りやすい画像を使ったニュ

ーヨーク行動の様子が報告されました。 

二部では、子どものうたごえ演奏、ヒップ・ホ

ップ・ダンスの披露、親子サンタのキャンドルサ

ービスなどのプログラムが続き、楽しい楽しいひ

とときはあっという間に過ぎていきました。最後

には参加者全員で「青い山脈」と替え歌を合唱し

て大いに盛り上がりました。京都原水爆被災者懇

談会世話人代表の花垣ルミさんからお礼の言葉

があって今回のパーティーは締めくくられまし

た。「また来年も

元気でお会いし

ましょうね」と

いう挨拶にとて

も実感がこもっ

ています。その

約束を交わしつ

つ被爆者のみな

さんは帰路につ

かれていきまし

た。 
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■今回のパーティーには「２世・３世の会」のメンバー

１０人が参加しました。パーティーが終わってから少

し感想を述べ合いました。 

 ２世・３世の会メンバーも、ゲストのよう

にして参加するのではなく、何か具体的な

役割を担った方がいいね。 

 最近は被爆者の方も足腰が弱くなって参

加できない人も増えている。そうした人た

ちの送り迎えを「２世・３世の会」が担当

してはどうだろう。 

 来年に向けて是非考えて行きましょう。 

 

■「２世・３世の会」守田敏也さんのＦａｃｅｂｏｏｋへの

投稿です。（転載） 

京都市で行われている「被爆者をはげますクリス

マス平和パーティ」に参加しています。京都府在

住のたくさんの被爆者の方が見えられています。

今年でなんと５１回目の開催だそうです。 

僕も京都「被爆２世・３世の会」の一員として来

させて頂いているのですが、なんだか胸が震えて

しまいます。参加されている被爆者の方が紹介さ

れ、それぞれの席で配られた団扇を振るって応え

て下さったのですが、みなさん、それぞれに苦難

を乗り越えて今日まで歩まれてこられたことで

しょう。ああ、ここにももっともっと聞いて紹介

しなくてはならないことがあるなあ、もっと頑張

りたいなあという気持ちがヒシヒシと湧いてき

ます。 

２世３世の会の代表世話人の平信行さんが発

言されました。原爆症訴訟をめぐるお話でした。

多くの被爆者が被ばく被害の認定を国がもっと

きちんと、誠実に、真剣に行なうことを求めて裁

判を行なってきています。しかし原爆の被害を極

めてひどいやり方で過小評価したアメリカに常

にべったり寄り添ってきた国は、被ばく被害の無

視、捻じ曲げを今もって続けています。そしてそ

こで用いられた基準が、福島原発事故後に福島の

人々をはじめ、被害を受けた多くの人々の上にむ

ごい力として振りかざされています。被爆者の訴

えはこの構造そのものを作り変え、被ばく被害に

苦しむ多くの

人々を救済する

展望をももった

大変重要なもの

です。 

僕もこうした

点からもこれか

らも被爆者のみ

なさんとともに

核のない世の中、

戦争のない世の

中を目指して歩
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み続けたいと思います。 

 

■参加された被爆者のみなさんから感想とお礼が寄

せられています。一部紹介します。 

 

●今回初めて参加させていただき本当に楽しい

２時間でした。皆様方の暖かいお心や言葉に、一

年間の嫌なことが洗われたように、足取り軽く帰

宅でき、主人といろいろと楽しい思いのおすそわ

けをいたしました。  （西京区 Ｈ・Ｙさん） 

 

●クリスマスプレゼントありがとうございまし

た。戦争は人間として生きて行くには絶対にして

はいけません。毎日外国のニュースで子どもの姿

を見て悲しくて仕方ありません。戦争のない平和

な世界を望みます。皆様よいお年をお迎え下さい。 

（山科区 Ｆ・Ｙさん） 

 

●毎年お心のこもった会を催していただき有難

うございます。皆様に励まされてどうにか生かさ

れております。生き残った被爆者として、戦争を、

核を 阻止し、憲法９条を守り続けたいと思いま

す。        （京田辺市 Ｆ・Ｈさん） 

 

●実行委員会の皆様のおかげで楽しい時間を過

ごさせていただきありがとうございました。今年

は元気に参加することができ良かったです。来年

も参加できますように体に注意してがんばりた

いと思います。    （右京区 Ｙ・Ｍさん） 

 

●毎年楽しい日を、帰宅後も血圧が上がっている

程にうれしい一日でした。元気だからこそ参加さ

せていただき、来年も元気で暮らせるように頑張

りたいと思いました。ありがとうございました。

感謝しております。  （西京区 Ｔ・Ｙさん） 

 

●楽しい集いを催していただいて有り難いこと、

毎年感謝しています。各グループ、または個人の

方の手造りのプレゼント役立たせてもらいます。

ブレイクダンスからも元気いっぱい。ありがとう

ございました。    （伏見区 Ｙ・Ｈさん） 

 

●楽しい会をどうも有難うございました。可愛い

子どもさん達の歌やダンスに元気をいただきま

した。また、心

のこもった手造

りのプレゼント

も嬉しかったで

す。大切に使わ

せていただきま

す。企画してい

ただいた皆様、

どうもありがと

うございました。

（茨木市 Ｈ・ 

Ｋさん） 

 

●いつも有難うございます。 

主人の死になかなか自分が判りかねる、悲しみ。

まだ自分自身を取り戻せない今日この頃。また笑

顔で会いましょう。ありがとう。 

（山科区 Ｈ・Ｈさん） 

 

●毎年心温まる懇親会、とても心より感謝してい

ます。年齢のこと、原爆の件、いろいろと思い出

され、とても明日の生きることが大変です。励ま

され、こんなに皆様に守られていると思うと、と

ても元気が出ます。今後ともよろしくお願いいた

します。       （左京区 Ｋ・Ｋさん） 
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論文『原爆放射線の遺伝的影響』／丸屋博について 
 

あることをきっかけに表題のような論文の存在することを知りました。私たち「２世・３世」

の重大関心事の一つについて、そのものズバリをタイトルにした論文です。しかも執筆者は広

島共立病院で長く被爆者治療にあたられてきた医師（故人）。ネットで検索すると論文全文に

行きあたりました。日本科学者会議の総合学術誌『日本の科学者』に掲載されたものです。 

ここに転載して京都「被爆２世・３世の会」のみなさんと共有することにしました。 

原爆放射線による２世・３世への影響の全体像を考える時、今生きている私たちの健康デー

タはその一部でしかないということを思い知らされます。私たちは Survivor(行きのびた人)

ではないかと。被ばくの遺伝的影響について引き続いて追究していきましょう。その一つのき

っかけになれば幸いです。                         (平 信行) 

 

 論文中のアンダーラインは平が引いたものです。 

 

 

 

 

原爆放射線の遺伝的影響 
 

丸屋 博   

 

『日本の科学者』１９９６年５月号（Vol.３１ №５通巻 340号） 

 

 

はじめに 

 戦後５０年、原爆被爆５０年という半世紀が過

ぎた。広島・長崎での当時の惨状について、また

被爆者の今日までの苦難の日々について、多くの

ことが語られつづけて来た。そして今もなお語り

つくされることのない幾百千の個人史が「被爆体

験の継承」として語りつがれている。僕も被爆医

師の一人として、あの日の惨状と、それにつづく

被爆者に起こった医学的側面とを、診察室の窓を

通して語ったりしてきた。しかし、他のいかなる

破壊兵器にもない核兵器の、おそるべき結果とし

ての「放射線による遺伝的影響」については、積

極的に語ったことはない。医師であれ、物理学者

であれ、およそ自然科学の基礎知識を持つ人であ

れば、放射線がすべての生物に及ぼす遺伝的影響

について知らぬ人はあるまい。 

 事実、被爆直後の数年間は、幾例かの無脳児を

含めて、多指、兎
と

唇
しん

、口蓋裂
こうがいれつ

、耳
じ

介
かい

欠損、鎖肛
さ こ う

な

ど、また内臓臓器の奇形等、多くの奇形児の出産

があったことは事実であるが、これらのことは当

時の原爆に関するプレスコードのためにか、ほと

んど公表されることなく２０年を越える歳月を

闇に閉ざされてきた。当時の閉鎖的な日本の社会

にあっては（今日でもなお、その閉鎖性が打破さ

れているとは思えないが）秘匿されるべき陰暗の

個人史であって、語られるべきことではなかった

のである。そしてこれらの痛みが、忘れ去られる

のを待つのに、被爆者にとってもその周辺にとっ

ても、さらに幾十年かの歳月が必要であった． 

 最近になって、被爆３世（Ｆ２）の奇形調査等
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表 1 (長崎市)1945 ～1965 白血病症例発現率 

の看過すべからざる資料を目にしたので、改めて

これまで論議されることなく放置されてきた資

料もふりかえりながら、原爆放射線の遺伝的影響

についての寸見を述べる。 

 

１ 被爆 2世の白血病について 

 遺伝的な内部障害についていえば、白血病の２

世が被爆の影響ではないのか？と悩んだ被爆者

たちの発言が目につく。 

被爆２世の白血病発症に関して、ここに１９６

６年の第７回原爆後障害研究会での「白血病」（糸

賀敬・長崎大医学部）の戦後２０年間の調査の論

文がある１)。「被爆者自身からの白血病発現に比し

て、子供らの発現率は、それ程顕著な増加がある

とは考えられないような印象を受ける」「両親の

被爆状況が判明している例についての検討は今

回の調査では不可能であったので、今回はただ症

例数のみを報告する」と。 

 ２０年間で総数４００万人の対象者の血液調

査をしているが、被爆２世（昭和２０年８月以降

の出生者）を含む対象者が１５０万人である。表

１は筆者が原表を判読しやすくまとめたもので

あるが、戦後生まれの世代の白血病発病例は、非

被爆者群のそれよりもほぼ２倍近い高率となっ

ていて、統計的にも有意の差がある。この発病数

の高値は、長崎市居住の被爆２世の白血病発病の

結果ではないか、と考える。 

 被爆２世の白血病への遺伝的傾向が、詳細に検

討すれば、すでに学問的分野からも指摘されなが

ら、ほとんど誰にもふれられることなく、その解

明が「あいまい」にされたままであったことを、

改めて指摘したかったのである。 

 

 

被爆状態 累積症例数 白血病例数 発症人/100万人/年間 

被爆者 1,635,250 84 51 

早期入市者 89,072 8 90 

非被爆者 2,548,110 34 13 

戦後出生者 1,492,791 38 27 

 

２ 遺伝的影響 その１ 

 広島・長崎の原爆被害については、物理学的、

医学的側面のみならず、社会科学的解析を含めて、

岩波書店から『広島・長崎の原爆災害』として１

９７９年に５００頁を超えるまとめが発行され

ている２)。学術的研究の集大成とされた本書での

遺伝的影響についての項では「・・・現在までの

各種の調査・研究からは、原子爆弾被爆が遺伝的

な影響をもたらしたという積極的な証明は得ら

れていない」としている。前後に各種の注釈があ

り、なお慎重な調査研究が進められなければなら

ない、とされながらも、各項目ごと「被爆者の子

供の死亡調査」「身長についての考察」「細胞遺伝

学的調査」等々、いずれも遺伝的影響を否定する

論述となっている。 

 僕自身の心の奥底に、医師としての疑念を残し

ながらも、被爆者の一人としてやや安堵の思いを

持っていたのも事実である。そしてこの飯島宗一、

今堀誠二、貝島兼三郎の三氏を中心に，各界の研

究者を網羅したこの大著は、ほとんど原爆災害に

ついての“バイブル”と考えられてきた。 

今回、放射線被爆者医療国際協力推進協議会か

ら公刊された『原爆放射線の人体影響･１９９２』
３）は、表題のように主として原爆放射線について

の戦後４７年間の永きにわたる人体影響につい

ての学術報告であり、「最近の情報が余すところ

なく盛り込まれていて、いうならば原爆病白書と

も呼ぶべき内容」と、巻頭に編集責任にあたられ

た放射線影響研究所理事長の重松逸造氏が述べ

ている。 

 この世界にもまれな「原爆医療白書」を刊行さ
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れた努力に満腔の拍手を送りたいし、日本の医学

界の誇るべき所産であると考える。それ故にこそ、

本書の「遺伝的影響」の項についての資料を再検

討するべきである、と考えている。 

 まず、Ｆ１（被爆２世）に現れる奇形について、

１９４８年から１９５３年にかけての調査で「死

産・新生児死亡、生後９ヶ月の乳児死亡、出生時

と生後９ヶ月に観察された奇形及び次世代の性

比などで、いずれの項目も統計上の有意差を、対

象と被爆者群間で示すことはなかった」としなが

らも、一方「被爆後４年を経過した１９４９年９

月から１９５３年１２月の間に、林と岡本ら（１

９５５）は長崎で８８７例の胎児・新生児の病理

解剖を行った。その結果、対象である非被爆者か

らの奇形は１１％、被爆者から生れた児の奇形は

１８．５％と有意差が認められた。しかし被爆者

群に特徴的な遺伝性の奇形は確認されなかった」

としている（表２）。 

 放射線による特異的な遺伝性の寄形などとい

うものが，現在の医学的研究で特定出来るもので

あろうか。むしろ多因子性の変化を含めて，あら

ゆる奇形の発症の可能性を探ることの方が，放射

線の幾世代にもわたる後影響を追跡していく上

で重要であろう。とすれば、Ｆ1 での奇形の発生

の有意差こそが重要な問題点ではなかろうか。 

林らの原著では「・・・被爆例の奇形発生の頻

度は非被爆例のそれよりも高い。・・・爆心地か

ら５ｋｍ以内の被爆例においても奇形発生頻度

は高く、爆心地から離れるに従って減少する傾向

がある。また年度別にはその経過とともに減少し

ている」４）としている。 

奇形の発生頻度が被爆者のＦ１において高率で

あることは、当時から巷間の噂にもなっており、

そのために被爆者が、就職・結婚などで不当な差

別にあうことも、しばしばであったと聞いている。

井伏鱒二の「黒い雨」は、この間の実情を人情味

あふれる小説として描いていて、意味深い。 

 Ｆ１の奇形については、当時自らも被爆しなが

ら、その直後から助産婦としての活動をつづけて

おられた岡林ヒサ子（当時４１歳）さんが３人の

無脳児の経験を交えながら「一番多かったのが兎

唇でございました。それも口蓋裂もあって，お乳

もよう飲まないようなー。それから肢指過剰です

ね。多指です。それから鎖肛、肛門の無いのも多

うございました。・・・昭和３０年を過ぎてから

は、奇形はもう、ほとんどありませんでした・・・」
５）と。 

 僕がなぜくどくどとＦ１における奇形の発生頻

度について述べるのか。それは原爆が他のいかな

る大量破壊兵器よりも恐るべき特殊な非人道的

兵器とされるのは、第一にその放射線による後影

響症と、第二にさらに憂慮されるべきこととして

後代に伝えられる遺伝的影響を恐れるからであ

る。 

 当時、世界的に高揚する原水爆に反対する運動

のなかで、原爆による無残な死も許すことは出来

ないが、たとえ被爆直後の残酷な死をまぬかれた

としても、引き続く放射線の後影響による緩慢な

「おくれた原爆死」の危険から逃れられず、さら

にまたその被爆線量に応じた遺伝的影響によっ

て、人類はやがて恐るべき将来を背負わなければ

ならないであろう、と考えるのは当然のことであ

った。 

 これに対して核兵器開発に固執する勢力は、一

つには来るべき核戦争で勝ち残るために、原子爆

弾投下後の地域で、どの様な陸軍部隊の作戦行動

が展開出来るか？ということであった。「軍の視

点からすると、人間が２０年後にがんを発症する

かも知れないというようなことは、何の意味も持

たない。我々が関心があるのは、兵士がどのレベ

ルの被爆線量で３０日後に確実に病気になり、戦

闘能力を失うか、ということだ」（朝日新聞’９

５.１.１７「核兵器廃絶への道・第２部抑止をこ

えて」米国防省機密解除資料集より） 

 第二には、放射線による遺伝的影響を否定する

か、または過小評価することによって、リスク受

忍論を国際的な放射線影響評価の主柱にすえる

ことであった。そしてこのことについては一定の

成功をおさめている様に僕には思える。 
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表 2 被爆及び非被爆の奇形発生年次別推移 （原著より被爆不明分の 27例を除く）  

年度 1950；含‘49.9 1951 1952 1953 合計（860例） 

 （％） （％） （％） （％） （％） 

被爆・実数 21/95 22/91 29/164 20/147 92-497 

（百分比） （22.1） （24.1） （17.7） （13.6） （18.5） 

非被爆・実数 5/56 10/62 19/130 6/115 40/363 

（百分比） （8.9） （16.1） （14.6） （5.2） （11.0） 

 

３ 遺伝的影響 その２ 

 ----被爆 3世調査について---- 

人類が初めてうけた惨禍としての原子爆弾に

よる放射線の影響は，あらゆる面であまりにも未

知の分野が多く，さらに原爆投下直後から，その

影響を過小評価したいとする強い意志が働いて

いた。１９４５年９月９日、広島を調査したマン

ハッタン管区調査団ファーレル団長は、「原爆に

よる持続的影響はない」と早くも言明している。 

原爆の強烈なエネルギーによる被災死につい

ては、一瞬の爆発による瞬間死を免れた人も、全

身火傷を受けてようやく避難した人も、爆発の際

にうけた各種の障害作用が同時に症状を現して、

２週間以内に年内死亡者の９／１０に近い犠牲

者が死亡したとされている。しかし、実はもっと

も恐るべき原爆放射線の影響は、この後の急性症

状として、吐気、嘔吐、下痢、脱毛、倦怠、吐血、

下血、歯蔽出血、口内炎、白血球減少、月経異常

などとして現れてきた。これらの症状は８～１０

週までに出現されたとしている。 

 １９４６年以降に発生したとされる人体影響

は、放射線による後障害として改めて各種の統計

的な調査対象とされた。それらは被爆５０年後の

今日に至ってもなお、深刻な影響を現しているこ

とは、斉藤紀が「原子爆弾被害者の理論」６）とし

て詳述しているところである。 

 しかしその遺伝的影響については、健康な幾十

万という多数の市民が、これ程の大量の放射線被

爆をうけたこと、また各世代にわたって乳幼児か

ら老人まで一斉に被爆したことは、人類史上かつ

てない事件なので、だれもその影響の予測を発言

することは出来なかった。特に人間の遺伝につい

ては、人間の一生が長いこと、子孫の数が少ない

こと、生涯のうち子孫に影響を与えるであろう各

種の環境因子に、ほとんど無数といってよいぐら

い遭遇すること、特に近年新たな変異原因子が多

数生活環境に加わって来ていること、それらを含

めて長期観察が非常に困難であること、さらに遺

伝における優性突然変異の形質は、次代（Ｆ１）

に現れるが、劣性形質は数代にわたって潜んでい

るということなどが、遺伝の観察をさらに困難に

しているのである。 

「放射線で誘起される遺伝子突然変異の生起

頻度は、広い範囲の生物でほぼ等しいことが証明

されている。従って同じような生起頻度が人間に

もあるとみて差し支えないであろう。 

・・・・・・突然変異の推定頻度を推定した結果

は・・・・・・基礎的な要素についてさえ、不確

かなものであるから・・・・・・“放射線が人間

の遺伝に及ぼす影響については、いかなる判定も

あまり真剣にとりあげることは出来ない”のであ

る」７）。５０年前に論述された米国国防省及び原

子力委員会の一文を引用したのは、原爆放射線の

遺伝的影響に対する評価が、すでに当初から“あ

まり真剣にとりあげることの出来ない”ものであ

ることが指摘されながら、声高に否定されつづけ

てきたことの矛盾を言いたかったのである。 

 ここで，被爆４７年後にしてようやくまとめら

れた、原爆医療白書ともいうべき『人体影響・１

９９２』におけるＦ１及びＦ２の奇形発生率表３に

注目せざるを得ない８）。 

 

「その後の奇形児の調査・原爆被爆の遺伝的影

響を調べる方法の一つとして被爆者の次世代（Ｆ

１）及び次々世代（Ｆ２）の自然または人工流早産
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死した胎児・新生児の解剖を著者らは継続してき

た。Ｆ１は１９６３年から、Ｆ２は１９７１年から

広島の産婦人科病院を通じて収集された。これら

のうち資料の整ったＦ１ ・ Ｆ２についての分析が

行われ、対照としてほぼ同じ条件下で集められた

約８，０００例の胎児が用いられた。解剖の結果

は、異常の認められない正常群、出血・炎症など

何らかの病的所見を示す異常群、及び単数または

複数の奇形の認められた奇形群に区別された」と

している。 

 自然または人工流産児という範疇で解剖され

た胎児の大きさはせいぜい６０～１２０ｇまで

である。ほぼ鶏卵大～鶯卵大の胎児を解剖して、

その病的異常の有無、奇形の発現状態の調査が、

数千例の単位で行われていることに、僕は、医学

的調査という名の人体実験に似た暗部に思いを

馳せないわけにゆかないが、その点は今、本論の

主題ではない。 

僕はこの表を見ていて、その持っている意味の

重大さを指摘しないわけにゆかない。人工流産児

に正常児が多く、自然流産児に病的ないし奇形例

の多いのは当然であろう。自然流産は胎児側にそ

の原因となる異常がある場合が多く、母体側の原

因で起こる比率の少ないことを明らかにしてい

る。「発育中の死」はそれ自身人類の発展の歴史

の健全性を保持する重要なメカニズムの一つで

あったのだ。 

対照となった人工流産児の４，４８６例のうち、

病的３０％、奇形５％に誤差の範囲を加えた数字

が、広島における正常妊娠例の胎児の状態と考え

てよいであろう。 

自然流産児においては、Ｆ２の奇形発生率４

６％が，対照及びＦ１に比較して有意差をもって

高率である。 

Ｆ２は１９７１年から調査が開始されている。

１９７１年に出産年齢に達した母親は，当然Ｆ１

でなければならないので、１９４６年以降の出生

である。そのＦ１が２５歳、１９５０年生まれの

Ｆ１が２０歳という年齢の親である。すなわち、

被爆翌年から数年間の間に生まれた被爆２世の、

その妊娠児が限られた調査の対照となった。 

僕はここで、さきにふれた助産婦・岡林ヒサ子

さんの「昭和３０年頃までは奇形が多かった」と

いう証言と、林・岡本論文にある「被爆例の奇形

発生頻度は非被爆例のそれよりも高い・・・・・・

爆心地に近いほど高く、離れるに従って減少し、

年度別にはその経過とともに減少している」とい

う記述を思い出す。Ｆ１の調査は１９６３年から

で、すでに被爆後１８年を経過しており、原著で

は「Ｆ１の症例については被爆の影響が現れ易い

流産、死産例は早期に既に発現し収集から外れた

可能性が大きい」と筆者自らも指摘している。 

Ｆ２に現れた奇形発生の有意の高率が、さきに

アメリカの原子力委員会が「劣性形質は数代にわ

たって潜んでいる」という指摘のあることととも

に、原爆放射線の遺伝的影響がその片鱗を現して

いることを、科学的事実として受け止めなければ

ならないと考えている。『人体影響１９９２』の

本文では「対照とＦ１ ・ Ｆ２の間で奇形の内容は

各臓器にわたり特に差は認められず・・・・・・

精子または卵子が被爆することによって生じる

遺伝的影響の現れ方の差の分析でも有意差は認

められない」としている。 

奇形発生の頻度に触れず、突出する奇形の有無

や臓器特性の認められないことから、微妙な言い

回しながら「遺伝的影響の現れ方に有意差なし」

との判定が、科学的事実にベールをかぶせ、未だ

不明な論点の多い人類史的に重要な事実に判定

を下し、遺伝的影響に対する大衆の不安を抑える、

という、原爆放射線のリスク受忍論に安易に転化

してしまうのを恐れるのだ。 

人類の遺伝については、さきに述べた様に、そ

れに関与する要因があまりにも多いために、調査

の期間と範囲が拡大され、収集された資料が膨大

になればなる程、原爆放射線の遺伝的影響の特性

が、一般の奇形発生頻度のなかに埋没してしまい、

統計的有意差として表現し難くなってくること

を、厳重に注意しなければならないと思う。 
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表 3 （広島市）1991  対象、Ｆ1、Ｆ2における解剖所見の比較 Ｆ1（1963～） Ｆ2（1971～）  （対照は非被爆者） 

 

 

解剖  人工流産   自然流産  

所見 対照 Ｆ１ Ｆ２ 対照 Ｆ１ Ｆ２ 

正 常 2,871（64.0） 63（78.8） 32（100） 594（18.4） 72（22.0） 14（14.0） 

病 的 1,367（30.5） 14（17.5） 0  1,743（54.1） 167（49.7） 40（40.0） 

奇 形 248（5.5） 3（3.7） 0  885（27.5） 95（28.3） 46（46.0） 

合 計 4,486（100） 80（100） 32（100） 3,222（100） 336（100） 100（100） 

 

 

おわりに 

被爆５０年にしてようやく明らかになったＦ２

における自然流産児の、奇形多発という、小さい

といえども看過できない遺伝的影響について、ヒ

ロシマ・ナガサキは科学的事実に目を閉ざすこと

なく、世界に真実を語りつづける責任がある。こ

れを機会にＦ１の白血病多発、また奇形発生につ

いてもふりかえってみた。 

 スリーマイル島やチェルノブイリ原発事故、さ

らにフランス・中国の核実験などと、地球規模の

放射線汚染が現実にすすみつつある現在、なおさ

ら一層に、広島・長崎の課題は重いと言わなけれ

ばならない。 

 

 

１）糸賀敬（長崎大、蔵鳥内科，中央検査部）白血病・第七回原爆後障書研究会（１９９６） 

２）広島市・長崎市・原爆災害誌編集委員会『広鳥・長崎の原爆災害』（１９７９．７）、岩波書店 

３）放射線被爆者医療国際協力推進協議会編『原爆放射線の人体影響１９９２』（１９９２．３）文●● 

４）林一郎他（長崎大）「原爆と胎生期形成」『臨床産婦人科』Vol.９，№.11（１９５５．１１） 

５）被爆体験記『ピカに灼かれて・１３集』広鳥医療生協原爆被害者の会（１９９０．８） 

６）斉藤紀「原子爆弾被害者の理論」『日本の科学者』Vol.３０，№.８（１９９５．８） 

７）米国防省・米国原子力委員会企画・援助『原子爆弾の効果』マックグロウヒル●●会社，日本語版・主

婦の友社（１９５１．２）. 

８）佐藤幸男他「原爆被爆者の次世代（F１）及び次々世代（Ｆ２）胎児解剖例にみられた所見の比較検討」『広

島医学』Vol.４３，№.３（１９９０．３） 

 

（広鳥共立病院名誉院長・内科） 

 

 

キーワード：被爆者（Atomic Bomb Victim），原爆放射線（Atomic Bomb Radiation），遺伝的影響（Genetic Effect）， 

白血病（Leukemia），奇形（Marfomation） 
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■ 日本はなぜ米軍をもてなすのか  渡辺 豪 著 

書名からして「おも

しろい」内容が予想さ

れ、これは「米軍への

日本の思いやり予算」

のことではなく、防衛

施設庁の発足から防衛

省成立による組織改編

までを背景に、日本政

府、というか官僚組織

もふくめて当時の統治

機構が、如何にアメリ

カの機嫌を損なわない

ように、アメリカの顔色

を伺いながら「在留米軍」のために、「もてなし」

ではなく、卑屈に米軍のための政策を行ってきた

かが、書かれている。そして「米軍従属」から「自

発的に戦争に巻き込まれる」にようになった背景

が映し出されている。ここには「官僚」の恐るべ

き？発想・考え方も実例をあげて述べられている。

例えば、政府が押し進めようとしている政策に異

を唱える市民運動を「イデオロギー」の枠でくく

ってしまう習性。「あなたたちは、辺野古をとめ

るべきだというが、かりに政府が従えば、どうせ

次は嘉手納を返せ、と言うんでしょう。その手に

はのりませんよ」という発言。これが今、沖縄で

端的に表れている。このような姿勢、というか発

想が「戦後直ぐ」から始まり、対米従属の神話が

作られていった。政治家は、選挙で負ければ退場

しなければならないし、政権が替われば「政策・

方針」も替わる、しかし「官僚」は入省してから

退職するまでほぼその位置は替わらない。そして

その組織を守る・「変わらなさ」で沖縄に「基地」

を押しつける理不尽さ。これから運動を進めてい

く上で、時の政府の姿勢からでなく、その後ろに

いる「官僚」にも目をむけていく必要がある。 

 

 

■「現代思想・１６年２月臨時増刊号 ― 辺野古から問う」 

雑誌の臨時増刊号で、このような「特集号」が

出されるとは正直驚きです。米軍辺野古基地移転

工事はどのような法的根拠があるのか？閣議決

定だけであり、一方沖縄県民は「普遍的平和」を

求めて「辺野古基地」反対闘争を展開している。

その「闘いの現場から」「政治・経済」「歴史」「思

想」そして「環境」「ジェンダーから」と。視点

も多岐なら「著者」も幅広い。学者（憲法・刑法）

から学生・環境学者そして漁業経済からジェンダ

ー等。一人一人の文章・訴えが４～６ページでま

とめられており、読みやすい。しかし、何といっ

ても、一人一人の提案というか「考え方」が非常

にユニークである。先ず

「本当に辺野古基地が必

要なのか？」という根本

の問いかけが全編から読

み取れる。このうな事実

を知られるのが怖いから、

今の政府の姿勢があるの

ではないかと思ってしま

う。例えば「辺野古移転」

は憲法９２条・９５条の

「地方自治」の観点から問題提起されているし、 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

旬報社 

１５００円（税別） 

青土社 

１３００円（税別） 

javascript:popupWindow('http://www.junposha.com/catalog/popup_image.php/pID/1027?osCsid=r6k52b475r5krsgvt70qg9jar1')


京都「被爆２世・３世の会」会報№４０    ２０１６年 ２月２５日 

12 

 

沖縄独立論ではないが、「沖縄がアメリカの一

つの州」になれば、沖縄の現状はもっと改善され

る、という指摘。一つ一つの「文章」にコメント

はできませんが、とにかくどの文章も「おもしろ

い」、「沖縄平和運動センター」の山城博治氏の発

言は、示唆に富む部分が多い。運動が、アフリカ

のセネガルまで拡がっているとは、驚きであるが、

ここまで運動を拡げることを考え・実行するメン

バーもすごい。「今」の沖縄の闘い、そして「こ

れから」の闘いを展望するうえでも、力になる一

冊であった。

 

 

 

 

 

 

 

 

■何故今自衛隊員募集広告か？！ 

平 信行さん(南区) 

京都市長選挙の最中、京都市営地下鉄内に突如

「自衛官募集」の吊り広告がつり下げられ(写真)、

批判の声が上がりました。私は、京都市は自衛官

募集の掲示や看板設置は行政方針として行なわ

ないことになっていたはずだと思い、過去の経緯

を知る人にいろいろ尋ねてみました。詳しい情報

を掴むまでには至りませんでしたが、概ね次のよ

うなことは分りました。 

京都市は１９８３年（昭和５３年）、市議会で

「京都市非核・平和宣言」を採択しています。京

都市のＨＰに全文掲載されており、今でも生きて

いる宣言です。宣言の中で具体的な実行項目も定

められていて、その一つに「京都市は、戦争に協

力する事務は行なわない」とする項目があります。

当時の市議会の委員会でこの宣言に関わる質疑

が行われ、市の幹部（局長か）が自衛官募集業務

への協力はしないと確約したのです。それまでは

掲示、設置されていたものもこの質疑を機会にす

べて撤去されたのだそうです。以来３０年以上、

京都市では一切掲示、設置されてきませんでした。

ときおり町中で見かける自衛官募集広告は実は

あれは京都府の掲示板なのです。それが京都市で

今回、突然の事態になったわけです。 

こういう経緯のあったことを多くの人に知っ

てもらいたいと思います。そしてこれまでに多く

の人たちの努力で実現してきたことを平然と踏

み破る京都市の姿勢をあらためて批判しなけれ

ばなりません。また過去の市議会の経緯を曖昧に

することなく徹底追及していきたいと思います。 

そんなことを考えている矢先に、今度は自衛官

募集リーフレットがポスティング(全戸に配布)

されたそうです。北区でのこと、今度は京都市の

やったことではないと思いますが。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

みなさんのお便り 

お待ちしています。 
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山下正寿さんと種まきうさぎのつどい 

２０１６年４月２日(土) １３時３０分～ 

ひとまち交流館 大会議室 

●ドキュメンタリー映画「種まきうさぎ」上映 

●山下正寿さん講演「隠されたビキニ被災と原発問題のこれから」(仮称) 

●宗川吉汪さんレポート「福島原発事故による小児甲状腺がんの多発」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドキュメンタリー映画「種まきうさぎ」 

フクシマに向き合う青春 

森 康行監督作品 

ナレーション大竹しのぶ 

２０１１年、原発事故の被災地・福島の高校生た

ちが東日本大震災と福島の姿を知ってほしいと全

国の高校生・若者に呼びかけた。ビキニ事件の調

査学習、マーシャルでの出会い、福島の難民、漁

師たちの大地・海への想い――核の時代に生きる

若者たちのいまを描く。 

山下正寿さん▼▽ 
高知県宿毛市生まれ。 

高等学校教諭を務めていた１９８５年から、アメリカ合

衆国が１９４６年～１９５８年にビキニ環礁やエニウ

ェトク環礁で合計６７回行なった一連の核実験で被災

したとみられる県内の船員への聞き取り調査を、高校生

たちとともに始めた。研究者らと協力して、アメリカ合

衆国の公文書の分析や厚生労働省への情報公開請求に

取り組み、被災の実態を明らかにしてきた。２０１１年

の東京電力福島第一原子力発電所事故後、福島県におけ

る被害の調査にも携わる。市民団体「高知県太平洋核被

災支援センター」事務局長を務める。 
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記者会見する森田保己組合長（左）と田中伸一組合長代行 

 

 

■船員予備自衛官化 「事実上の徴用」海員組合が反発 

民間船員を予備自衛官とし、有事の際に活用する防衛省の計画に対し、 

全国の船員で作る労組の全日本海員組合が２９日、東京都内で記者会見し、 

「事実上の徴用で断じて許されない」とする声明を発表した。防衛省は「強制はしない」として 

いるが、現場の声を代弁する組合が「見えない圧力がかかる」と批判の声を上げた。  

 

 防衛省は、日本の南西地域での有事を想定し九州・沖縄の防衛を強化する「南西シフト」を進める。

だが、武器や隊員を危険地域に運ぶ船も操船者も足りない。同省は今年度中にも民間フェリー２隻を

選定し、平時はフェリーだが有事の際には防衛省が使う仕組みを作る。今年１０月にも民間船の有事

運航が可能となる。一方、操船者が足りないため、民間船員２１人を海上自衛隊の予備自衛官とする

費用を来年度政府予算案に盛り込み、有事で操船させる方針。  

 

 この動きに海員組合は今月１５日、防衛省に反対を申し入れ、２９日の会見に臨んだ。森田保己組

合長は「我々船員の声はまったく無視されている。反対に向けた動きを活発化させたい」と述べた。  

 申し入れでは防衛省幹部から「予備自衛官になるよう船員に強制することはない」と言われたとい

う。だが、森田組合長は「戦地に行くために船員になった者はいない。会社や国から見えない圧力が

かかるのは容易に予想される」と強調した。  

 

 会見に同席した組合幹部も「船はチームプレーで１人欠けても運航できない。他の船員が予備自衛

官になったのに、自らの意思で断れるのか。防衛省は、できるだけ多くの船員が予備自衛官になるよ

うフェリー会社に求めている」と危惧を表明した。  

 太平洋戦争では民間の船や船員の大部分が軍に徴用され、６万人以上の船員が亡くなった。森田組

合長は「悲劇を繰り返してはならない」と訴えた。  

 

 有事での民間船員活用計画の背景には、海自の予算や人員の不足がある。有事で民間人を危険地域

に送ることはできない。現役自衛官に操船させる余裕はなく、海自ＯＢの予備自衛官を使うことも想

定しているが、大型民間船を操舵（そうだ）できるのは１０人程度しかいない。  

 このため、防衛省は来年度に予備自衛官制度を変更し、自衛隊の勤務経験がなくても１０日間の教

育訓練などで予備自衛官になれる制度を海上自衛隊にも導入する。  

 防衛省の計画について、津軽海峡フェリー（北海道函館市）は昨年末、毎日新聞の取材に対し、２

隻を選定する入札に応じたことを認め、「船員から予備自衛官になりたいという申し出は確認してい 

ない」と述べた。 

 

（２０１６年１月２９日 毎日新聞） 

scrapbook 
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 ▼２月２０日福知山市で「被

爆体験を語り継ぐ福知山市民のつ

どい」があり、体験を話される予定だった

地元被爆者の方が体調を悪くされたため、被爆二

世の私が急遽ピンチヒッターに駆け付けました。

これからこうした機会が増えてきそうな感じが

します。昨年末の「被爆者をはげますつどい・ク

リスマス平和パーティー」には１００人のみなさ

んが参加していただきましたが、それでも、昨年

までは毎年顔を会わせていた方が何人も参加で

きなくなっており、寂しさを痛感しました。ノ―

モア・ヒバクシャ近畿訴訟では、かって元気に法

廷に立たれていた原告の内、既に５人もの方が判

決の確定を得られないまま亡くなられ、ご家族が

承継された闘いになっています。 

 被爆者のみなさん一人ひとりの今を最大限応

援し、７０年もの間、被爆の影響がもたらすもの

に立ち向かって生きて来られた人生をできる限

り聞き取り、引き継ぎ、語り継いでいく必要があ

ると、思いを深くしています。そんな思いを持ち

ながら「被爆者をはげますつどい」の記事を編集

しました。 

 ▼２月２５日にはノ―モア・ヒバクシャ近畿訴

訟の控訴審で一人の被爆者(故人)が判決を迎え

ます。被爆者の７０年の人生に報いることのでき

る勝訴判決を！(平) 

 

編集後記 

■国を集団提訴へ  援護策  二世協が方針  来年以降 

全国被爆二世団体連絡協議会（二世協）は１３日、広島市南区で総会を開き、国に被爆２世への援

護策を迫るため、集団訴訟に踏み切ることを決めた。２０１６年から２年間の活動方針に盛り込んだ。

年内に協議会の役員たちが弁護士と争点などを詰める。原告団への参加を募ったり、カンパで資金を

集めたりし、１７年以降に国を相手取り訴える。 

 

二世協は、広島、長崎の被爆２世組織など１９団体で構成。国に 

被爆２世健康診断へのがん検診の追加などを求め、被爆者援護法の 

被爆２世、３世への適用を訴えてきた。ただ実現の見通しが立たず、 

１４年から弁護士を交えた学習会を開いて訴訟を検討していた。 

 

この日の総会には約５０人が参加し、事務局が提案した訴訟を含む１６、１７年の九つの活動方針

を拍手で承認した。訴訟は、国が被爆２世に十分な援護をしてこなかったとして損害賠償請求などを

検討する。争点や訴えを起こす裁判所について協議する。 

 

崎山昇会長（５７）＝長崎市＝は「政治的手段では、２世の援護が実現できていない。司法で解決

を目指す取り組みを始め、道筋をつけたい」と話した。 

 

総会は２年に１度。ほかに、国連人権理事会が日本政府に被爆２世への援護策の改善を勧告するよ

う求める運動などの方針を決定した。１４日に今後の活動の意見交換会を開き、閉会する。 

（２０１６年２月１４日 中國新聞） 
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行事カレンダー 
月 日 曜 行     事 

３ １ 火 ３・１ビキニデー２日目 

 ２ 水  

 ３ 木 ひな祭り 

 

 
４ 金 

３．１１メモリアルキャンドル in むかいじま２０１６ → ３月１１日（金）まで 

キンカン行動 

 ５ 土 映画『放射線を浴びたＸ年後２』上映開始（京都みなみ会館）→ ３月１８日（金）まで 

 ６ 日 6・９行動 

 ７ 月  

 ８ 火 国際女性デ― 

 ９ 水 6・９行動 

 １０ 木 東京大空襲の日(１９４５年) 

 １１ 金 

東日本大震災・福島第一原発事故発生の日（２０１１年） 

ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟地裁第２民事部（１１時・大阪地裁） 

キンカン行動 

 １２ 土 
バイバイ原発３・１２きょうと集会（１３時３０分・円山音楽堂） 

講演会「電力自由化について考えよう」（17 時３０分・京都府保険医協会） 

 １３ 日  

 １４ 月 ホワイトデー 

 １５ 火 第１０回大飯原発差止訴訟口頭弁論（１４時・京都地裁） 

 １６ 水  

 １７ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

  １８ 金 キンカン行動 

 １９ 土 
戦争法廃止を求める毎月行動の日 

３・１９・ヒューマンチェーン・大久保（１４時・近鉄大久保駅西） 

 ２０ 日 春分の日 

 ２１ 月 
国際人種差別撤廃デ― 

振替休日 

 ２２ 火  

 ２３ 水  

 ２４ 木  

  ２５ 金 原発賠償京都訴訟第１３回口頭弁論（京都地裁１１時）          キンカン行動 

 ２６ 土  

 ２７ 日  

 ２８ 月 スリーマイル島原発事故（１９７９年） 

 ２９ 火 戦争法＝安保法制施行日 

 ３０ 水  

 ３１ 木  

 


