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平和、戦争、原爆： 

日米間の齟齬と追従 

 

京都被ばく 2 世・3 世の会 

December 9, 2017 

DePaul 大学 

宮本ゆき 

 

アメリカの被ばく者を救え！ 
軍、戦争、核を乗り越えて！ 

２０１７年１２月９日 

宮本ゆきさんのアメリカレポート 

 

宮本ゆきさんは、京都「被爆２世・３世の会」

の会員で、アメリカ・シカゴにあるＤｅＰａｕ

ｌ大学で教鞭をとられている被爆二世です。宮

本さんの来日日程に合わせて２０１７年１２

月９日(土)、「宮本さんを囲む会」を催し、平

和、戦争、原爆についてのアメリカの現状と課

題を語っていただきました。その内容を紙上再

現の形で紹介することにいたします。 

 

 

０．はじめに 

 私の母は広島で爆心地から１．６㌔の距離で被

爆しました。でも私には被爆の話は何もしてくれ

なくて、そのまま亡くなってしまいました。母か

ら何も聞けなかったことをとても残念に思って

います。 

私は機会あってシカゴ大学に進学しました。そ

こでノーマ・フィールドさんと出会うことになり、

卒業後、彼女と一緒にいろいろなプロジェクトを

やるようになってきました。その一つが Atomic 

Age というシンポジゥムの企画です。これは、原

爆と原発を別々のものとして見るのではなく、ウ

ラン鉱山で採掘し、それを運搬し、原爆などに製

造し、最後は核のゴミとして処理するまで、その

過程すべてで発生している被ばくの実態を明ら

かにしていこうというものです。２０１０年から

このシンポジゥムを計画したのですが、翌年福島

の原発事故が発生し、そういうこととも重なり合

うことになりました。 

先日の１０月２８日(２０１７年)、４回目のシ

ンポジゥムを開催しました。その時に日本獣医生

命科学大学の羽山伸一（生物学教授）に来ていた

だいて福島のことについてお話していただきま

した。福島の猿に異常が多いということでした。

脳が小さかったり、体が小さかったりする猿が増

えているという研究発表でした。骨髄がやられて

血液がうまく作れていないところまでは分かっ

ているそうなのです。その時私は初めて、私の母

親が３０代、４０代の頃２週間に 1回の割合で造

血剤を打ちに行っていたことを思い出しました。

私の母もやっぱりうまく血液が作れていなかっ

たのだと、その時初めてつながったのです。そう

いうこともあって福島のこともすごく心配して

います。 

私がアメリカに渡った理由の一つは、広島、長

崎の被爆者のみなさんがこんなに頑張っていら

っしゃるのに、どうしてアメリカでは核兵器廃絶

とかにまったく通じて行かないのか、という疑問

からでした。あれほど非人間的だった状況、被害

が知られていないのだろうか、そういうことを明

らかにしていきたかったのです。そういう思いか

らアメリカに行ったのですが、ただ、実態を知れ

ば知るほど根が深くて、そういった現実もお話し
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Overarching question 

 

 何故、戦争・原爆に関する考え方において、日米の理

解の差は、狭まるどころか拡がるのか？  

 Daizaburo Yui, “Between Pearl Harbor and 

Hiroshima/Nagasaki: Nationalism and Memory in Japan 

and the United States” in Laura Hein and Mark Selden 

eds. Living with the Bomb: American and Japanese 

Cultural Conflicts in the Nuclear Age, 53).  

• ↓  

• ヒロシマに対する理解は変わるだろうか？  

 

Pyrotechnic Artwork Commemorates 75th anniversary of 

first nuclear reaction 

 

しながら、どうしたらいいか、みなさんからもア

ドバイスをいただいて、一緒に考えていけたらと

思います。 

 

１． 何故、戦争・原爆に関する考え方におい

て、日米の理解の差は、狭まるどころか

拡がるのか? 

 私が大学で教えているようなアメリカの若

い世代においては「原爆は悪かった」という

考えを持つ人が５０％を超えるようになり

ましたけど、全世代を網羅した統計ではまだ

まだ「原爆投下は正しかった」という考えの

人が６０%ぐらいになります。アメリカはま

だそういう状況なのです。 

 ユイ・大三郎氏の著書『真珠湾と広島・長崎

の間：日米のナショナリズムと記憶』の一節

に「ヒロシマに対する理解は変わっていくの

か？」というのがあります。もしかしたらま

ったく変わらずに、このまま５０対５０ぐら

いの水準でいってしまうのかもしれない。と

いう状況から問題を考えていきたいと思っ

ています。 

２． 核の連鎖反応成功記念日を祝う花火 

 先日の１２月２日は、アメリカの原爆開発計

画であるマンハッタンプロジェクトの最初

の一歩、シカゴ大学での核の連鎖反応が成功

した日で、今回７５周年の節目の年でした。

シカゴ大学は９月から始まったこの学期で

ものすごいいお金をかけて大変なイベント

を続けてきました。イベントの最後の１２月

２日にはたくさんの人を招いてシンポジゥ

ムをやりました。その時、著名な中国系のア

ーティスト蔡国强さんによる写真のような

花火の打ち上げが行われました。シカゴ大学

にはヘンリー・ムーアの作ったキノコ雲の銅

像があるのですが、その銅像の上で、一連の

イベントのフィナーレとして花火が打ち上

げられたのです。 

 シカゴ大学もさすがにお祝いではない、記念

としてやっているだけだと言っていますが、

都合の良い、記憶が残されていっても不味く

ないことだけを記念しているのです。シカゴ

大学でも４０年代から原爆開発のための人

体実験がされています。シカゴ大学病院のが

ん患者にプルトニュウムを与えたり、アフリ

カ系アメリカ人がターゲットにされたり、シ

カゴ大学の学生もターゲットにされていま

す。そういうことはまったく記憶されること

はなく、お祭り騒ぎ的なことばかりやってい

るのです。リベラルと言われるシカゴ大学で

すらこの程度の状況です。花火を観ている側

も「わあー、すごい!」という程度の認識で

す。これには私はすごくがっかりしました。 

３． アメリカの教育で原爆はどう教えられて

いるか？ 

 アメリカの高校進学率は８０％、大学は７

４%です。大学といっても日本の短大にあた

るコミュニティカレッジも含めた進学率で

す。高校及び大学での原爆理解がそのまま社

会の原爆理解になっていきます。大学の授業

で原爆について教えるところはほとんどあ

りませんから、高校の歴史の授業でちょっと

だけ触れられる原爆の話がそのまま社会の

理解となっていきます。 

Pyrotechnic%20artwork%20commemorates%2075th%20anniversary%20of%20first%20nuclear%20reaction
Pyrotechnic%20artwork%20commemorates%2075th%20anniversary%20of%20first%20nuclear%20reaction
Pyrotechnic%20artwork%20commemorates%2075th%20anniversary%20of%20first%20nuclear%20reaction
Pyrotechnic%20artwork%20commemorates%2075th%20anniversary%20of%20first%20nuclear%20reaction
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I. Introduction 
 
• 高校進学率 – ８０% 大学進学率－７４％  
• 高校あるいは大学までの原爆理解がそのまま社会
全般の理解となる  

• National narratives:  
• Retaliation of Pearl Harbor 

– The history of Manhattan project 
• Saving American (soldiers’) lives 

– Barton Bernshtein, “A Postwar Myth: 500,000 U.S. 
Lives Saved” 

• Bombs ended the war quickly (Bombing or Invasion) 
– Adam Goodheart, “The Invasion That Never Was”  

大学の比較 
 

DePaul University  The University of Chicago 
(Chicago)               (Chicago) 

 
・学生数 23,799        ・学生数  14,467 
・内訳 Ｕｎｄｅｒ 16,135    ・内訳 Ｕｎｄｅｒ 5,369  
・   Ｇｒａｄｕａｔｅ 7,646  ・    Ｇｒａｄｕａｔｅ 6,928 

57％ ｕｎｄｅｒ 24         52.7％ ｍａｌｅ 
53.2％ ｆｅｍａｌｅ    
6％ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 

 
・競争率 70％ｏｆ19,530    ・競争率 9％ｏｆ27,500 
・学費  ＄36,361/ｙｅａｒ    ・学費 ＄50,193/ｙｅａｒ  
・     ＄145,444            ＄200,772  

 そうした場合、教科書とか、国全体で大体理

解されている内容はどうなのかということ

になります。かってはパールハーバーに対す

る報復という考え方がありましたけど、最近

これは、若い世代では特に聞かなくなりまし

た。マンハッタンプロジェクトは実はナチに

対して始まったものですが、プロジェクトの

計画は４０年代から検討されていて、実際に

予算がついたのはパールハーバーの１日前

なのです。だからパールハーバーが直接原爆

につながったわけではない、ということは歴

史家の間では既に明らかにされていること

でした。 

 それでは若い世代の間でよく話される原爆

理解は何かというと、「原爆はアメリカ人の

命を救った」、「戦争終結を早めた」という、

日本でもよく聞く話です。「アメリカ人の命

を救った」と言われますが、スタンフォード

大学の歴史家：Barton Bernstein などの論文

を丁寧に追っていくと、「５０万人の命を救

ったと言われるが、実は数字のインフレーシ

ョンがあって、原爆投下直後には５０万人な

どという数字は出されていなかった」とされ

ているのです。 

 また Adam Goodheart という歴史家は「戦争

終結を早めた」という事実もなかったと言っ

ています。原爆投下がなければ日本本土への

上陸作戦となっていたという二者択一で語

られるのですけど、実はもう日本の敗戦は確

定的だったので、上陸するまでもなく日本の

降伏を待っておればよかった、必ずしも上陸

作戦の必要はなかったということです。二者

択一というフレームワーク自体が疑わしい。

こういう歴史家たちの見識があるにも関わ

らず、一般の人々の理解は「アメリカ人の命

を救った」となっているのです。 

 

４． アメリカの大学と学生の実情から 

 私の勤めている DuPaul 大学はシカゴ市内の

割と便利な所にあって、中の中ぐらいのよう

なレベルの大学です。その DuPaul 大学と、

一方マンハッタンプロジェクトを任された

シカゴ大学とを比較しています。学生数は

DuPaul 大学の方が多いです。カトリック系大

学としては北米一の規模です。大学院生より

学部生が多くて、反対にシカゴ大学は院生の

方が多くなっています。アメリカの大学は総

じて女子学生の方が多いのですが、シカゴ大

学は男子学生の方が多い。入学競争率で見る

と、DuPaul 大学は普通の大学、シカゴ大学は

超難関大学です。 

 学費を見てみると、DuPaul 大学はこれでもま

あ抑えている方ですけどそれでも年間４０

０万円以上はかかる。シカゴ大学となると１

人の学生を４年間通わせるだけで２０００

万円以上かかります。これにプラス生活費が

必要となる。こういうことから大学に行かせ

られる家庭も自ずと決まってくる、ある程度

上層家庭でないと行かせられないのです。こ

ういう偏った現実があります。 
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自衛のレトリック 
 

• 原爆の肯定は自衛のレトリックの延長にある。  
• ナイフ ― 使い方次第  
• ガン（銃） ―使い方次第  
• ２０１６年８月、テキサス州では銃を大学構内に

持って入ってよい、という条例が施行。州立大
学は従うことに。  

• 核兵器 ― 使い方次第；持ち手次第  
•   
• 核兵器そのものはニュートラル  
• シカゴ大学の 75 周年記念ビデオでも。  

 
II. 原爆の非人間性は何故広まらないのか 

 

• 記憶の受け皿  

• １）「記憶の受け皿」としての軍隊、あるいは

ROTC Program (The Reserve Officers’ 

Training Corps) 

• 徴兵制の廃止  

• その代わりとしての Selective Service 

System  

 

  

５． 自衛のレトリック 

 原爆の肯定はセルフディフェンス：自衛とい

う考え方の延長線上にあります。例えば、ナ

イフは使い方次第。ガン（銃)も同じで、銃

自体は中立なものなのだが、持つ人によって

違ってくる。だから持つこと自体が悪いわけ

ではない、となります。あれだけ銃犯罪が多

いアメリカなのに。テキサス州では、銃を大

学構内に持って入ってよいという条例が２

０１６年８月に施行されたほどです。州立大

学の場合は条例には従わなくてはなりませ

ん。私立大学はそうでもありませんけど。 

 これとまったく同じ論理が核兵器でも使わ

れているのです。核兵器自体はニュートラル

なものだ、悪い奴が持つか、アメリカのよう

に理性的な国（と自分たちでは思っているの

てすが）が持つのかで違ってくると。そのこ

とはシカゴ大学の７５周年記念ビデオでも

同じことが言われていました。私たち次第な

のだと。思考の出発点のところで核兵器自体

が悪いという前提がないのです。そのことは、

１９４５年に広島と長崎に原爆投下したこ

とを肯定するところから始まっています。 

６． 原爆の非人間性は何故広まらないのか 

 原爆の記憶の受け皿としてあるのは軍隊で

すが、原爆がいかに酷いものであったかを話

す人がまず少ないのです。聞いてくれる人も

少ない。そしてそれを自分たちのこととして

受け止める人がいないのです。 

 広島、長崎であれば原爆資料館がありますが、

アメリカではそういった、誰でも行けるよう

な所で原爆の話を聞くことはできません。 

７． ＲＯＴＣ プログラム 

 ここでＲＯＴＣグロクラムについてお話し

ます。ベトナム戦争の頃アメリカは徴兵制で

した。ベトナム戦争が終わって、徴兵制が廃

止されて、その後に Selective Service 

Systemができました。あまり知られていない

ことですが、アメリカ国籍の男性は１８歳以

上２５歳になるまでに登録しなければなら

ないシステムです。写真は登録書類申込用紙

のようなもので、郵便局などに置いてあって、

１８歳以上の男子はこれに必要事項を書い

て提出しないといけなくなっています。 

 ＲＯＴＣグロクラムとは軍が学生をサポー

トする、軍のトレーニングをするブログラム

のことです。これを大学キャンパスの中でや

って下さいと受け入れている大学と受け入

れていない大学があります。アイビー・リー

グの Harvard、Yale、Columbia、Brown や、

それ以外の Stanford、Chicagoにはありませ

ん。同じアイビー・リーグでも Dartmouth、

Princeton、Cornell、Pennsilvaniaにはあっ

https://nuclearreactions.uchicago.edu/
https://nuclearreactions.uchicago.edu/
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ＪROTC  

ROTC Program 
The Reserve Officers’ Training Corps 

 

ＲＯＴＣの無い大学    ＲＯＴＣのある大学 

• Harvard University   ・Dartmouth University 
• Yale University       ・Princeton University 
• Columbia University   ・Cornell University 
• Brown University     ・University of 

    Pennsilvania  
• Stanford University 
• University of Chicago 
• Emory University      ・UC Berkeley 
• Caltec            ・MIT  

•  
 

「我々のための犠牲」というレトリック 

 

• “I also ask that you pray and honor those 

that are serving today standing guard so that 

you and I may sleep safely at night and 

enjoy the freedoms that they and those 

before them have fought to preserve.”  

• パンフレットから  

• = Indebtedness 恩義 

てアイビー・リーグの中でも拮抗しています。

その他普通の大学にはごく普通にあります。 

 ＲＯＴＣグロクラムは大学だけでなく高校

にもあり、JROTC（J＝Juniorジュニア）と呼

ばれています。この写真は高校生ですが、高

校生も軍にリクルートされて、軍の仕事をし

ながら高校に通っています。彼らはそれを誇

りに思っているのですね。この制服のまま高

校に来ます。ＲＯＴＣに入ることは名誉であ

る、軍人として働くこと、それを誇りに思う

こと、兵士を敬うことが、教育の中で入り込

んでいきます。 

 そうしたことは学校の中だけではありませ

ん。みなさんももしアメリカに旅行される機

会があれば空港で軍の人を見ることもある

かと思いますが、軍服を着たり、軍に入って

いる人は民間の飛行機でも優先的に乗るこ

とができます。そのようにして社会の中に軍

隊が入っていて、尊敬される存在であること

を小さい頃から見て育ちます。 

 

８． 「我々のための犠牲」というレトリック 

 その軍というものを何故そんなふうにみん

な尊敬するのかというと、パンフレットにこ

のようなことが書いてあるのです。「私たち

がちゃんと夜眠れるように、自由を享受でき

るように、そのために彼ら（軍隊）はいてく

れるのだから、彼らのために祈ったり、誇り

に思ったりしなければならない」 

 こういうことを教わって、軍隊に恩義を感じ

て子どもたちは育ちます。そういう環境の中

で高校生たちがあのような制服を着ている

わけです。そしてそこで教えられる歴史教育

の中では、原爆は悪かったとか、軍は行き過

ぎたとかと、そういう話はなかなか出てきま

せん。 

９． 原爆、核兵器の記憶の受け皿としての軍

隊 

 原爆、核兵器の記憶の受け皿としての軍隊が

存在しますので、それに関係した博物館のリ

ストを挙げました。アメリカの博物館では原

爆の被害を表すものは一切ありません。The 

National Atomic Testing Museum は原爆テス

ト(核実験)の資料館です。The National 

Museum of Nuclear Science & History は核

の技術、核の歴史の資料館です。Smithsonian

は、１９９５年の原爆投下５０周年の時、広

島、長崎から被爆被害の資料を運び込んで展

示しようとして大問題となりました。猛烈な

反対にあって計画は潰され、結局それを企画

した人たちが辞めなければならない羽目に

なりました。Daytonにある空軍の博物館には

長崎に原爆投下した爆撃機ボックス・カーが

展示されています。Smithsonian には広島に
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受け皿＝軍隊 
• 原爆、核兵器の記憶の受け皿として  
• The National Atomic Testing Museum, Las 

Vegas, NV 

• (M.T. Silvia, “Atomic Mom” 

• The National Museum of Nuclear Science & 

History, Albuquerque, NM 

• Smithsonian National Air and Space Museum, 

Washington DC 

• The United States Air Force Museum, Dayton, 

OH 
• (Bock’s Car) 
• まとめ：  

 

ii) 1950 年代の記憶 

• Hiroshima Maidens  

 

原爆投下したエノラ・ゲイが展示されていま

す。 

 アメリカ人にとって原爆はこういう所でし

か語れません。しかも、こういう所で語られ

る原爆の話には被害の側面はほとんど出て

こないのです。 

 M.T. Silvia 監督による Atomic Mama という

ドキュメンタリーが１０年ぐらい前に出ま

した。５０年代の核実験が行われていた頃、

羊とか山羊とかを実験材料に使い、それを解

剖してどれだけ被ばくしたかを分析する女

性の研究者がいて、その女性がトラウマの被

害に陥ります。その女性こそ、Silvia監督の

母親、ポーリーンさんなのです。母親は７０

代になって、いかに残酷な実験に自分が関わ

って来たか初めて後悔の念に駆られるので

すが、それまでは、女性の少ない分野で重大

な任務−すなわち国防−の一端を担っている

ことを誇りに思っていたのです。 

 ポーリーンさんの罪の意識は、広島の被爆者、

岡田恵美子さんに合い、心を通わせることで

癒されていきます。アメリカで普通に育つと、

核兵器＝国を守るもの、と言う考え方以外の

ことはなかなか入ってこないわけです。 

 例えば日本に居てアメリカの情報が入って

くるのと、アメリカに居て日本の情報が入っ

てくるのとを比べると、情報量は桁違いです。

日本に居るとトランプの来日がニュースに

ならないことは絶対にない。でもアメリカに

安倍首相が行っても主要メディアでさえ取

り上げないこともあります。それぐらい違い

ます。 

 日本の被爆体験の話など入ってこない、聞い

たことがないというのが多くの人の現実で

す。それは積極的に悪いということではなく

て、そういう土壌になっているのです。でも

その土壌は作られたものです。その歴史を次

に振り返ってみたいと思います。 

 

１０． １９５０年代の記憶 

 みなさんは原爆乙女のことはご存知でしょ

うか？ 原爆で大変なケロイドを負った女

性が２５人ほど、アメリカの篤志家からお金

を出されて整形手術を受けるという１９５

５年にあったプロジェクトです。そのプロジ

ェクトの日本側の代表が谷本清さんという

牧師で、写真の中央に写っている人です。こ

の写真は原爆投下に関わったパイロットの

一人とテレビ番組で向かい合う機会があっ

た時のものです。 

 では、原爆乙女を迎え入れたアメリカではこ

のことはどのように宣伝されたのでしょう

か。歴史家 M.J. Yavenditti によると、「ア

メリカは昔の敵を無償で治療してあげる寛

容な精神を発揮、なんという素晴らしい国な

のだろう」という宣伝になってしまったと評

されています。原爆の怖さとは全然関係ない

話とされたのです。 

 １９５０年代はアメリカのアイデンティテ

ィが揺らいでいた時代でした。戦争中は人手

も足りなくて女性の労働も奨励されました

が、戦争が終わって男性が戦場から帰ってく

ると、女性には男性の職場を奪わないで家庭

に閉じこもって下さい、となりました。核家
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Hiroshima Maidens 言説を巡って 
• M.J. Yavenditti – “American compassion, benevolence, 

and generosity toward a former foe” 

• 日米間の格差、家（結婚）制度に反して  
• Robert Jacobs 

• Christian Klein 

• 戦後アメリカのイメージ・女性の隷属化として使われた  
• Caroline Chung Simpson 

• David Mura 

• 冷戦のためのプロパガンダークリスチャン、コントロー

ル  

• Amy Laura Hall  

• David Serlin 

日本における原爆乙女 

 

• 真杉静枝  

• 谷本清  

• 1950 年代の戦犯慰問、戦犯解放に利用され

てゆく （内海愛子）  

• 原爆乙女による巣鴨プリズン訪問。  

 

• まとめ：  

iii) 50 年代のポピュラーメディア 

• 背景：  
• １９５３ Dwight D. Eisenhower による Atoms 

 for Peace 演説  
• １９５４ 3 月 第五福竜丸事件  
• １９５４ 3 月 中曽根議員らによる原子力研究

     開発予算提出  
• １９５４ 9 月 ロナルド・レーガン、ＧＥのテレビ  
     番組のホストとして登場  
• １９５４ 11 月 ゴジラ封切  
• １９５５ 5 月 原爆乙女訪米  
 １９５５ 12 月 原子力基本法成立  

  

族化が進行し、専業主婦が勧められ、家電の

普及で家事も楽になって、郊外に家を建てる

のがアメリカン・ドリームとしてもてはやさ

れました。原爆乙女たちはホームスティで過

ごしましたが、その時に彼女たちをお世話し

たのが中間層の主婦たちでした。アメリカの

女性たちはなんて素晴らしいのだと、こうい

う話に原爆乙女たちは使われたのです。まっ

たく原爆の悲惨な話にはなりませんでした。 

１１． 日本における原爆乙女 

 原爆乙女のことは日本でも似たり寄ったり

で、１９５０年代に戦犯の慰問などにも使わ

れたりしています。丁度その頃は戦犯の人た

ちを助けてあげようとか、解放してあげよう

とか、そういう運動もあった頃で、そういう

ものに使われたりもしています。 

 

１２． ５０年代のポピュラーメディア 

 ５０年代というのはテレビの出る少し前で

ラジオがまだまだ中心でした。また５０年代

は核のことを考えるにあたってものすごく

大事な時でもありました。１９５３年にアイ

ゼンハワーによる核の平和利用演説（上記の

家電の普及とも合致します）があったり、翌

年は第五福竜丸の事件があったりとか。アイ

ゼンハワーという人はすごく面白い人で、辞

める時には「軍需産業には気を付けろ」と言

っているのですね。だけど彼が大統領の時代

に軍事力はものすごく大きくなっていて、し

かも彼は核の平和利用を言ったにも関わら

ず、同じ時期に大規模に核兵器を増強してい

ます。６００発ぐらいから１，８００発ぐら

いまでに。すごく矛盾のある人なのですけど、

そのこともあまり研究されていません。 

 「核の平和利用」演説の４ヵ月後にはビキニ

環礁で第五福竜丸の事件が起きます。その同

じ月に中曽根議員らによる原子力研究開発

予算が提出されています。この時期にすごい

せめぎあいがあって、原爆と原発を別々に見

せるようにすごくやっています。面白いのは

この時期にＧＥのテレビ番組でレーガンが

使われていることです。日米ともに、原発に

対して協力的だった二人が８０年代に両国

の政治のトップに立つというのは偶然なの

でしょうか。単なる偶然とは割り切れないも

のがあります。原子力産業がもしかしたら政

治の方でも何かやっていたのかもしません。 

 １９５４年には映画ゴジラが封切られ、当時

日本人の９０％ぐらいが観たと言われてい

ます。 

 １９５５年に原子力基本法が成立しました。

この時代、原爆と原発を切り離していく力が

強く働きました。しかし冷戦の時代で、本当

は核兵器の怖さを教えないといけない時代
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ラジオからテレビへの移行期 

• 1950 – Amos Milburn, “Atomic Baby” 

• 1953 – Linda Hayes “Atomic Baby” 

• 1955 – Elton Britt “Uranium Fever” 

• 1957 – Five Stars “Atom Bomb Baby” 

• 1957 – Wanda Jackson “Fujiyama Mama”  

• 1960 – Sheldon Allman “Radioactive Mama”  

• 核兵器を女性に例える  
• “怒らせると怖いけど、上手に使えば役に立

つ”  

 

80 年代以降 

• 1989－The Simpsons 

 

 

 

 

 

 

 

• 1999 – Sponge Bob/Square Pants 

  

60 年代のアメリカン・コミック 

• (1938) Superman 

• 1960 – Captain Atom 

• 1961 – The Fantastic Four 

• 1962 – Spiderman 

• 1962 – The Hulk 

• 1963 – Negative Man 

  

でもありました。 

 

１３． ラジオからテレビへの移行期 

 この時代はラジオからテレビへの移行期で

した。どのようなポピュラー文化があったか

というと、ラジオでどんどん音楽を聞かせる

ようなものが多くありました。主だったもの

をリストに挙げてみました。 

 １９５５年の“Uranium Fever”とは“ウラ

ンの熱”という意味です。１９５７年の

“Fujiyama Mama”の原文では長崎に行った

とか、爆発したとか、原爆に関係する歌詞が

たくさん出てきます。この歌は日本では江利

チエミさんが歌ったのですけど、日本の歌に

なった時随分歌詞が変えられていました。１

９６０年の“Radioactive Mama”とは“放射

能ママ”とでもいう意味です。 

 これらの文化はイメージ戦略とすごく関係

していて、核兵器をすべて女性に例えている

のです。何故かというと、女性は大切に接し

てあげたらいいけど怒らせると怖いよ、とい

うことで、核兵器も大事に使えば私たちの味

方だけど、怒らせると爆発するよ、というこ

となのです。ですから核兵器は絶対に悪では

ない、だから大事に使いましょう、女性のよ

うに優しくやれば大丈夫なのです。そういう

メッセージをポピュラーソングを使って作

り上げたのです。５０年代のこれらの歌は今

もＹｏｕＴｕｂｅでも聞けるはずです。 

１４． ６０年代のアメリカン・コミック 

 ６０年代に入るとどうなるか。６０年代の主

要なコミックを挙げましたけど、これらの共

通点は何かと言うと、全部、主人公が放射能

にあたってパワーを持つことになっている

のです。ここでも矛盾したメッセージがあっ

て、放射能にあたることは怖いことなのです

けど、パワーも身に着けることができる、一

般人よりは違った存在になれるということ

なのです。 

 高校までにあまり原爆のことについて正確

なことを知らない、被ばくのことについて教

えられてこなかった人たちは、こういうもの

で被ばくとは何かを習うのです。こういうも

のがものすごく影響を与えています。 

 ７０年代はベトナム反戦の時代でちょっと

変化してきますが、今日は省略させていただ

きます。 

 

１５． ８０年代以降 

 画像の The Simpsons は、日本で言えばサザ

エさんのような、ちびまる子ちゃんのような、

アメリカでは誰もがみんな知っているアニ

メ番組です。Simpsonという家族の話ですが、

お父さんは原発で働いていて、そういうもの
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2000 年代 

• カードゲーム 

  

ビデオ・ゲーム: Metal Gear Solid 
• Natasha Romanenko  
• She will rarely offer insight into 

the plot or share useful tips. 
Rather, her purpose is 
education. Natasha will teach 
the player the history of nuclear 
weapons, including such topics 
as historical nuclear tests, the 
Cold War, and the START 
treaties. Simultaneously, she’ll 
cover the current difficulties 
surrounding nuclear weapons, 
including the overabundance of 
nulcear waste, the flaws of 
nuclear deterrence theory, and 
the proliferation of nuclear 
weapons and scientists after the 
collapse of the Soviet Union 
(Homes, 87)  

  

を通じて子どもたちは被ばくというものを

習っていくわけです。 

 Sponge Bob というキャラクターもあります。

これもすごくポピュラーで、日本で言うとキ

ティちゃんのような存在です。このキャラク

ターが住んでいる所がビキニになっている

のです。こういうところからも子どもたちは

習っていきます。 

 

１６． ２０００年代 

 ２０００年代になるとＮＵＣＬＥＡＲ Ｗ

ＡＲというカードゲームが出てきます。もち

ろんビデオゲームです。今の４０代から下の

世代はみんなビデオゲームで育っています

よね。だからビデオゲームで習うことはすご

く多くて、アメリカのビデオゲームというの

はほとんど核が重要な要素になっています。

どうやったら敵から核のボタンを奪うこと

ができるかとか。 

 Metal Gear Solidというのは日本人の作った

ゲームです。今日は内容の説明は略しますが、

こういうものでみんな習っていきます。 

 こういうものも、本当は研究者がちゃんと調

査分析して、どのようなメッセージが流され

ているのか把握していく必要があるのです

が、なかなかビデオゲームまでやる研究者は

いなくて、このあたりのことは野放しになっ

ているのが実態です。 

 

１７． Diversity（多様性） 

 次に多様性についてお話しします。トランプ

以前はアメリカの大学では（日本でもそうだ

と思いますけど）多様性というものが重視さ

れてきました。多様性が重視されると記憶の

受け皿は変わっていくのかどうかです。 

 多様性の一つとして Affirmative Action と

いうものがあります。それは、人種的に例え

ば黒人の入学者をもっと増やそうとか、黒人

枠を広げようとか、女性枠を広げようとか、

そういったものです。導入された当時これは

すごくいいことだと言われていたのですけ

ど、最近は反対にバッシングを受けるように

もなってきています。白人の方から「自分の

方が頭がいいのに、あの子は黒人だという理

由だけで入学している」、私の方が実は損を

しているじゃないか、という主張です。この

ような白人の「損をしている感」がトランプ

の支持に回ったのです。 

 その他の問題点としては、経済格差の問題が

軽視されてしまって、人種問題にすり替えら

れていることです。もちろん人種問題もあり

ますが。例えば犯罪率を人種別の統計にする

と、これは黒人だからしようがない、という

ことになります。でも本当は犯罪率は経済格

差で出さなければならないものです。しかし、

経済格差を問題にするとそれは政治の失敗

ということになりますから、政治家にとって

は不都合なのです。人種問題にしておけば政

治は楽になります。 

 もちろん人種と所得には相関関係があって、

差別と格差の悪循環はあります。でも原因を

人種の問題だけにされると、政治的に解決策

がないことになって、人種の原因説とか人種

の固定化ということになっていく問題があ
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III. Diversity 

• 多くのアメリカの大学で推進される多様性。記

憶の受け皿は変わっていくか？  

• Affirmative Action  

• → 経済格差の軽視、「人種」の問題に収斂  

• → 「人種」の固定化、「人種」の原因説  

• → 原因であるアメリカ帝国主義は批判しない  

• → 少数者を囲い込む 

IV. 総論：貧困、軍隊、安保 
• 原爆に関する理解において、日米の溝を埋めるので

あれば（核廃絶を目指すのであれば）「兵士が、核兵
器が、我々を守ってくれている」という論説を崩す必
要がある。  

• ↓  
• アメリカ国内の被爆者の「発見」、意識の拡大、連帯 

→ 受け皿づくり   
• Hanford, Tri-city – Kate Brown, Plutopia  
• ウラン鉱山、風下住民 – Sarah Alisabeth Fox, 

Downwind 
• ロッキー・フラッツの核兵器製造施設 – Kristen 

Iversen, Full Body Burden 
• Brookhaven 国立研究所 – Kelly McMasters, 

Welcome to Shirley  
•  

ります。 

 結局アメリカの帝国主義には触れない。何故

これだけたくさんの人種がいるかというと

アメリカ帝国主義の結果でもあるのですが、

そういう話は一切教育の場では出てこない

のです。で、少数者を囲い込むということに

なってしまいます。ですから多様性というも

のも良し悪しで、パイを細かく分けて連帯で

きなくしている面があります。 

 

１８． 最後の総論として 

 やっぱり核兵器というのはそれ自体はニュ

ートラルであり、私たちが持つ核兵器は私た

ちを守ってくれるものだ、という認識が強く

あります。兵士というのは尊敬すべき存在で、

核兵器というのは中立であって、私たちのよ

うな理性的な国が持つことはＯＫ、北朝鮮の

ような、あるいはパキスタン、インドのよう

な理性的でない国が持つのはコントロール

しなくはいけない、持たせてはいけないとい

うことになります。 

 この論説をます崩す必要があると思います。

そのためにはアメリカ国内の被ばく者とつ

ながっていかなくてはいけないのではない

かと思っています。日本で７２年前にどれだ

けひどいことが起きたかと言っても、例えば

私の教える学生たちの世代にはなかなか通

じない。あんな昔のことで、遠くでよく分か

らない国の、先ほどお話ししたように日本の

情報というのはよほどアニメ好きとかでな

いと入ってこないので、そういう子たちにと

ってはまったく他人事なのですね。ですから

そういう子たちに対して、アメリカ国内にも

被ばく者がいるのだ、例えばウラン鉱山とい

うのはネバダとかにあるのですけど、そこで

はネイティブ・アメリカンと呼ばれる人たち

が働かされているわけで、そういう人たちの

体験の受け皿作りが必要なのではないかと

思っています。 

 ハンフォードという街をご存知でしょうか。

ワシントン州の内陸部にあります。マンハッ

タンプロジェクトで長崎原爆のプルトニュ

ウムを作った所です。大きな軍の施設があり、

そこは世界一汚染されていると言われるぐ

らい放射能汚染のひどい所なのです。 

 Kate Brownの『Plutopia』という２年ほどの

前に出された著書に詳しく書かれています。

聞いたところによるとこの本は今翻訳中と

いうことで、もしかしたら近々日本でも翻訳

出版されるのではないかと思います。ハンフ

ォードと旧ソ連の Ozersk にある同種の各施

設マイアックの歴史を丁寧に対比しつつ調

べています。 

 アメリカは核実験を１，０３２回もやってい

て、その内マーシャル諸島で６７回やってい

ますけど、アメリカ本土のネバダとかニュー

メキシコでももちろんやっています。その周

辺と風下の人たちの健康被害が、Sarah 

Alisabeth Fox という人の『Downwind』とい

う本に詳しく書かれています。 

 それからロッキー・フラッツという所がコロ

ラド州にありまして、そこでもやはり核兵器

を製造していて、今はもう止めていますけど、

ここも放射能汚染もひどい状況です。ここは

実は６０年代と７０年代に大火事を起こし
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Coldwater Creek, West Lake Landfill 
 

Coldwater Creek 

Coldwater Creek; MO 
• The nuclear waste produced from enriching uranium for 

the Hiroshima bomb and numerous other nuclear 
weapons was carelessly unattended in the open air. The 
waste was left outdoors in a mound, and radioactive 
particles in the sand were blown by the wind to nearby 
baseball fields, where locals, including children, played. 
The waste eventually found its way to a nearby river, 
called Coldwater Creek. The creek was notorious for 
causing frequent flooding and kept overflowing after the 
once sparsely populated area became a more densely 
populated residential area as the St. Louis suburbs grew 
in the ‘60s and ‘70s, with the growth of defense 
contractor McDonnell Douglas. As a result, those who 
grew up in the area and their children face 
unprecedented high rates of rare types of cancers, 
including appendix cancer and glioblastoma, a type of 
brain tumor. In fact, the Centers for Disease Control and 
Prevention just began an investigation of the area this 
year—decades later. Cite the Aljazeera trilogy here.  

ていて危機一髪、かろうじて消火できたとい

ういわくつきの核施設です。このことも

Kristen Iversen という人が,『Full Body 

Burden』という本に書いています。 

 Brookhaven国立研究所というのは、放射能と

か核兵器のことを扱っている研究所です。こ

こでも汚染がひどくて、その近くに住む 

Kelly McMasters という人が,『Welcome to 

Shirley』という本を書いています。 

 こう見てくるといろんなところでいろいろ

な核被害があるのですけど、なかなか結びつ

いていなくて、というのはやはり軍と関係し

ていることが大きな障害になっています。自

分の健康被害を訴えると軍を批判している、

あるいは原爆は悪いことだったと受け止め

られてしまって、なかなか被害者が声を出せ

ない。福島などでもそうだと思いますが、な

かなか自分の被害を言い出せない人が多い

のです。 

 被害を言い出すと地価が下がる、保険がかけ

られない、という問題もあります。家が売れ

なくなるという理由でものすごいバッシン

グを受けたりしてなかなか言い出せないで

いるのです。 

 

１９． Coldwater Creek； MO 

 あまり知られていないことですけど、ミズー

リ州のセントルイスは昔、軍の核施設のあっ

た所です。戦後すぐに１９４６年か４７年頃

に民間に払い下げされたのですが、その民間

企業がまた別の民間企業に売り渡して、さら

に別の企業に渡ってと繰り返された所です。

ここで何が行われていたかという、ベルギー

領コンゴからウランの元が輸入されてきて、

ここに送られて、ここで広島原爆のウランが

精製されて作られました。このことは本当に

知られていないのですが、７２年経った今、

現地ですごい健康被害が起きているのです。 

 たとえばドラム缶に入った核のゴミが野ざ

らしになっているような所です。今はドラム

缶に入っていますけど、最初は山盛りにされ

てそのまま置いてあったりしたのですね。こ

の川に沿って核のゴミが流れてしまったり

して、この川下一帯に健康被害が発生してき

たのです。 

 

２０． Hanford（ハンフォード） 

 長崎原爆のプルトニュウムが作られたのが

Hanford（ハンフォード）です。そこのリッ

チランド高校の門にはキノコ雲が描かれて

いて、HOME OF THE BOMBERS、原爆投下のふ

るさと、と書かれています。こういうことが
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Richland High School 

Hanford map 

Hanford (WA) 

Richland High School 

Hanford health issues 

• The Hanford site in Washington State was where plutonium 
was produced for the Nagasaki bomb, but now the site is 
severely contaminated. Hanford Nuclear Reservation in 
Washington State stored about 208 million liters, which is 55 
million gallons, of high-level radioactive waste in 177 
underground tanks. We do not know of any direct correlation 
between birth defects and radiation leakage from the 
Hanford site, but it is worth noting that a high rate of birth 
defects in Yakima, Benton and Franklin, downstream along 
the Columbia River, have been reported by the Washington 
State Department of Health.  

•   
• 'Catastrophic Leak' Found at Hanford Nuclear Site in 

Washington State, 
http://www.alternet.org/environment/catastrophic-leak-found
-hanford-nuclear-site-washington-state 

• Gillian Mohney, “Washington State Health Officials 
Stumped by High Rate of Birth Defects” ABC News, 18 July, 
2013.  

• ABC news By Gillian Mohney    July 18, 2013 

Other contaminated sites in the US 

• If we add the Rocky Flats, a nuclear weapon 
production site, and its 1959 fire; Brookhaven 
National Laboratory in Rhode Island; and all the 
other nuclear facilities in the U.S. and beyond, the 
number of hibakusha multiplies.  

• Kristen Iversen, Full Body Burden: Growing Up in 
the Nuclear Shadow of Rocky Flats (New York: 
Broadway Books, 2013). 

• Kelly McMasters, Welcome to Shirley: A Memoir 
from an Atomic Town (New York: PublicAffairs, 
2008). 

• Kate Brown, Plutopia: Nuclear Families, Atomic 
Cities, and the Great Soviet and American Plutonium 
Disasters (New York: Oxford University Press, 2013). 

放射能による人的被害 

• The three social forces—scientism, 
neoliberalism and postfeminism—are not 
separate, but mutually constitutive. 
Neoliberalism’s impact on science has been 
profound; it has reduced public funding for 
research and increased the need for private 
resources and the commodification of research 
through intellectual property protection (12). 

• Aya Hirata Kimura, Radiation Brain Moms and 
Citizen Scientists: The Gender Politics af Food 
Contamination after Fukushima (Durham; NC: 
Duke University Press, 2015)  

当たり前のように高校でも教えられていま

す。軍の施設があって街が潤い、そのおかげ

で私たちの高校がある、私たちの街がある、

という強い気持ちがあるのです。これも福島

とよく似ていると思いますけど、原発事故が

起きるまでは原発のおかげで街が潤ってい

た、という感じだったと思います。 

 次は高校の校内の写真ですけど、この高校か

らはこんな有名人が輩出されているとか、こ

んな賞を受賞しているとかがディスプレイ

されているところで、その壁にキノコ雲が描

かれています。また右はフットボールチーム

を応援するジャンパーですけど、Richland 

BOMBERS、リッチランドの爆撃野郎みたいな

ジャンパーをみんなで着て応援する、こうい

う扱いなのです。 

 こういう所で私たちはどうやって原爆の被

害を伝えていけばいいのか、同じアメリカ人

さえなかなか自分たちの健康被害を言えな

い場所で、広島や長崎の健康被害は伝わるの

だろうか。これが私たちの抱えている課題で
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懸念 

• １）少子化：  

• アメリカでも出生率は低くなっていて （１．８５８〜

1.862）（日本：1.42) 経済のみならず、出生率も

移民がひきあげている。  

• ２）移民政策：  

• 移民の多いアメリカで、国としての求心力を高め

るための装置としての軍隊。  

• ３）格差：  

• 貧困を放置することによる一定の潜在的軍隊志

願者の確保。 

す。 

 実は来年（２０１８年）３月に、長崎の被爆

者を招いてハンフォードの被ばく者と話し

合うプロジェクトの準備中です。詳しくは後

述。 

 

２１． 懸念 

 アメリカも出生率は低下しています。アメリ

カの出生率は元々移民が引き上げていまし

たが、今は日本とそれほど変わりません。そ

ういうこともあって、アメリカは絶えず国内

の労働と購買を担う層が必要ということで

移民を受けて入れてきました。しかし、移民

を引き受けるとアメリカ人としてアメリカ

に忠誠を誓わせるためにどうすればいいか

ということになって、国としての求心力を高

めるための装置で一番いいのは軍隊なので

すね。国の結束力が高まる時というのは戦争

です。９．１１があった時、あれほど支持率

の低かったブッシュ政権が戦争を言い出し

た途端、支持率が上がりました。戦争はその

ように使われることが多くて、戦争でなけれ

ば軍隊です。軍隊は国のためという「倫理」

の押し付けに、すごくいい装置なのです。格

差も実はいい装置です。みんなが中流だとな

かなか軍隊に行く人はいない。８０年代の日

本もそうでした。自衛隊がリクルートするの

に苦労していました。今、自衛隊は人気です

よね、格差があるから。日本はこういうアメ

リカの政策を絶対に習っていると思います

よ。 

 なぜ格差を放っておくかというと、格差の放

置によって潜在的な軍隊志願者を確保して

おきたいという狙いがアメリカにはありま

す。アメリカでは軍隊はもう福祉の一部のよ

うになっています。例えば貧困層で育った子

は、自分の街、京都で言えば上京区とか左京

区とかそういう区から出たことがないとい

った子がいるのです、貧しいから。そこに、

軍隊に入ると沖縄に行けるとか、外国に行け

るとかなって、それはすごい魅力なのです。

軍隊のリクルートのためのビデオなどを観

ると、それはもうバケーションかというよう

な、沖縄に行ってサーフィンしているような

ビデオ作って、そうやって囲い込んでいるの

です。軍隊に行くと教育も受けられる、大学

にも行かせてもらえる。それから保険ですね。

保険がしっかりしているとか。 

 こういう話は全部日本にも当てはまります

ね。少子化対策も、インフラを維持していく

ためにも日本も移民を受け入れなくてはな

らなくなる。移民を受け入れた時、日本人と

してのアイデンティティをどうするのかと

なった時、一部の政治家にとって軍隊はすご

く魅力的なものになると思います。軍隊を確

保するためには軍志願者を確保しなければ

ならない、そのために格差は放置しておいた

方がいいということです。これ全部アメリカ

で起きていることで、日本もきっと後を追っ

ていると思います。 

 

２２． 総論：貧困、軍隊、安保 

 Blackwater というのは私的軍隊ということ

です。アメリカも軍が福祉を担っているとこ

ろがあったのですが、兵隊が多すぎて軍も面

倒見切れなくなっています。そこでどうする

かというと、それこそネオリベラリズムで、

これを全部プライベイトカンパニー（私企業）

に任せようということで、戦争でさえ今私企

業にまかせようということになっています。

その筆頭が Blackwater という会社です。日

本もその内アメリカの Blackwater のような

存在になる、つまり地上戦とか誰もやりたが

らないところは日本がやらざるを得なくな

るのではないかと。実際問題日本の再軍備な
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IV. 総論：貧困、軍隊、安保 

• 日本も追随しているのではないか。  

• 安保法案により、日本はアメリカの

Blackwater（あるいは、地上戦などを引き受

ける部隊）となるのではないか。  

• 原発と核兵器保持はすでに日本でも社説で

出ていて、核兵器廃絶が国是というのは本

音ではないのではないか。 

んてアメリカのＯＫがないと絶対にできま

せんよね。 

 日本の再軍備はアメリカが後押ししている

わけで、日本は核兵器廃絶を国是としている

といっても絶対に本音ではないですよね。国

連の核兵器禁止条約にすら反対しているわ

けですから。国連の核兵器禁止条約もアメリ

カでは全然ニュースになっていません。ほと

んどの人が知らないのです。アメリカはまた

日本ほど国連に対して好意的ではないので

す。お金ばかり出していると不満いっぱいで

す。まだ日本の方が国連に対しては信頼感が

ある。 

 こういうものすごい懸念がある中で、どうや

って原爆の話をしていくか、どうやって核兵

器廃絶をすすめていくかを考えています。と

ても大きな課題です。みなさんからもいろん

なご意見、アドバイスをいただければと思っ

て今日はお話させていただきました。ありが

とうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

■ＲＯＴＣの実態をもう少し詳しくお話して

下さい。 

 まず軍が大学とか高校に来てキャンペーン

してしきりにリクルートします。希望する学

生や生徒たちが申し込みして選ばれると軍

の訓練を受けることになります。見返りに軍

は何を提供するかというと、学費を出すとか、

大学進学のための費用を援助したりします。 

 ＪＲＯＴＣの高校生は週に何十時間かを軍

のために働きます。データ分析するとか、使

い走りするとか、その程度の軍にとって必要

な下働きを週に２０時間とかしながら学校

へ通います。例えば私の教えている学生だと、

彼女はカメラが上手な学生なのですけど、記

録をとったり、写真を撮ったり、その写真を

コンピューターにアップローズするとか、そ

の程度の実務をしています。 

 それから軍のトレーニングもさせられてい

ます。戦闘訓練とかはしないのですが、２０

㌔走るとか、基礎体力をつけるとか、重い物

を背負って走るとか。 

 こういうことで経済的に助けられる人は実

際に多くて、そういう意味でも軍隊は福祉に

なっている側面があるのです。学生ローンは

今日本でも問題になっていますが、アメリカ

ではもう２０年ぐらい前から問題になって

いて返済できない学生がたくさんいます。 

 

■ＲＯＴＣは、日本の安保法制反対の運動の時

にシールズの人たちが言っていた経済的徴兵

制ですね。経済的に貧困な若者に対して、お金

をフォローする見返りに自衛隊の仕事をさせ

る。それがいずれは軍隊になっていく。 

 本当にそうです。ですから格差はすごく戦略

的なもので、わざと格差は残されていると思

います。アメリカでも全米のトップクラスの

大学にはＲＯＴＣのないところが多くあり

ます。また、トップレベルと言われる大学で

もＲＯＴＣのある大学は、やはり空軍とか将

校とかに関係していきます。私の教えている

普通の大学は陸軍とか海兵隊とかになって

いきます。軍の中でも格差があります。 

 ＲＯＴＣをやるかどうかはそれぞれの大学

の意思で決められます。アメリカではベトナ

ム戦争のことがすごく後を引いていて、その

結果ＲＯＴＣを拒否してきた大学もありま

すが、でも全体からすれば少数派です。ほと

んどの大学にはＲＯＴＣがあります。 

質疑応答（抜粋） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６３ 別冊  ２０１８年１月２５日 

15 

 

■これまでも、アメリカの人たちに対して被爆

の体験を語ってきた被爆者は少なくありませ

んが、それでも、理解を得ていくのはそんなに

難しいことなのでしょうか? 

 日本の人たちにとっての戦争は１９４５年

に終わったことで、それ以降は経験してきま

せんでした。一方アメリカはそれ以降もずっ

と戦争を続けていて、それだけ戦争が身近な

ものになっています。２００７年に DePaul

大学で原爆展をしたことがあり、その時広島

の被爆者の方に体験を語っていただきまし

た。高校でも語ってもらったのですが、そこ

に JROTC の子がいて、すごく感動して、「広

島の原爆は間違っていた」という感想を持ち

ました。ところが広島の原爆は間違っていた

ということと核兵器廃絶とはすぐには結び

つきませんでした。あんなにひどい被害をも

たらした核兵器だからこそ,持ち手次第だと、

これは私たちが持っておかなくてはならな

い、ということになるのです。 

 軍に入る時,宣誓書を書かされます。軍に従

事している時に起きたことについては政府

を提訴したりしないという誓約です。どんな

に被害にあっても、劣化ウラン弾などの被害

を受けても政府を訴えることはできません。

福島第一原発事故で救援活動したトモダチ

作戦の被害も、訴えられているのは日本政府

と東電であって、命令を下したアメリカ政府

は訴えられていません。 

 軍隊や核兵器が自分たちを守ってくれてい

るという意識の刷り込みが徹底してやられ

ています。アメリカのやってきた戦後の戦争

はすべて侵略戦争だったのですが、侵略とい

うのは他者の目からの評価であって、アメリ

カ人から見るとそれらもすべて自衛です。や

られる前にやる、という。そのあたりはアメ

リカの支配層は物凄く上手だと思います。社

会への意識の組み込み方、ストーリーの作り

方、メディアの活用と管理等々。広告代理店

まで動員、参加させて意識形成をはかってい

ます。 

 

■私たちが被爆の体験を語り続けることによ

って、核兵器による本当の惨状、非人間的事態

がリアルに伝われば、それによってアメリカの

人たちの意識が変わっていくのではないかと

思いますが? 

 アメリカで核兵器の話になると、まず「どう

やって生き延びるか」という話になります。

特に北朝鮮のことが起こってから以降は、メ

ジャーなメディアでも「どうやって核戦争を

生き延びるか」などという記事が出てきてい

ます。 

 でも放射能にあたって被害を受けたら、死ぬ

まで生き延びたのかどうか分からないとい

う問題があります。死ぬまでずっと病気だっ

たり、死ぬ時に放射能障害に関連した病気に

かかっていたりとか、生き延びるという概念

は存在しないことをちゃんと訴えていかな

くてはならないと思います。 

 

■核戦争の悲惨さを語る時、アトミック・ソル

ジャー（核実験によって放射能被爆した兵士）

の実態はどこまで知らされているのでしょう

か？ 

 アトミック・ソルジャーについて話すことは

軍に対しての侮辱だととられる社会です。被

害当事者には相当の圧力がかけられ、仲間は

ずれ、バッシング、嫌がらせなどが行われ、

孤立していくようにされています。 

 

■ネイティブ・アメリカンの核被害が話されま

したけど、そうした被ばく者同士の連携した運

動などはないのでしょうか？ 

 マーシャル諸島ではアメリカは６７回核実

験を行いました。マーシャル諸島は当時アメ

リカの委任統治領とされていて、アメリカの

国政に参加する代表のいない地域、発言権の

ない地域を選んで実験は行われたのです。マ

ーシャル諸島の人々のことを「彼らはネズミ

より私たちに近い存在」などと言っていまし

た。 

 ネバダやニューメキシコのネイティブ・アメ

リカンは経済的にとても大変な人々で、反対

運動にとりくむ時間もない、発言権も乏しい

人たちです。そういう地域を選んで、狙われ
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て核実験は行われてきました。 

 学生の人たちもマーシャル諸島の人たちが

苦しんでいるのを見て、可哀想とは思います

が、ショックではありません。もしそこで白

人の人たちが被害を受けていたら、受け止め

も違ってくるでしょうけど。ネイティブの人

たちが苦しんでいても、多くのアメリカ人に

とっては距離があるのです。 

 

■予定されている長崎・ハンフォードプロジェ

クトについて説明して下さい。 

 長崎・ハンフォードプロジェクトは２０１８

年の３月５日から９日までの期間を予定し

ています。 

 ハンフォードの人たちとつながってみると、

すごく大変な状況が分かってきました。ハン

フォードでも被害の訴えをするとすごく叩

かれているのです。そのため私たちとつなが

ったことがとても喜ばれています。そこで現

地の人々がプロジェクトの受け皿を作って

くれているのです。 

 具体的には、長崎の被爆者の方をお招きして

大学で話していただいたり、被爆者の方にも

できればリッチモンドのハイスクールを見

ていただきたいと思っています。ハンフォー

ドの被ばく者は、その２世も含めてすごく健

康障害が出ています。墓地にも案内していた

だくことになります。ここの墓地は異常に子

どものお墓が多いのです。未熟児で生まれた

り、生まれてすぐに亡くなったりとかで、そ

ういうお墓がずらーっとあるらしいのです。 

 ハンフォードの被ばく者たちはすごく孤独

なので、長崎の人たちともつながりたいと強

く思っています。長崎の人たちもハンフォー

ドの実態をもっと知りたいと思っておられ

るようです。 

 今回の企画はパイロット版でもあり、これが

うまくいったら次は広島の被爆者をセント

ルイスに迎えることも考えていきたいと思

っています。セントルイスは広島原爆のウラ

ンを精製したところです。アメリカの被ばく

者は孤独なので、他から来てもらうと凄く励

まされるのです。セントルイスも保守的な土

地で、被ばくで大変な思いをしていても、広

島・長崎とは関係ないと言いたい人がとても

多いのです。でも、私が取材とかで行くと、

私が被爆２世だと言うと特に、すごく勇気づ

けられたと言っていただく人もあるのです。 

（了）

 


