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■今も活き続けるプレスコード―被災者の立場に立って真実の

追究を 

今日は「アメリカ公文書から迫る原発と核兵器推進体制の闇：Ａ

ＢＣＣ核開発」というタイトルでお話ししますが、先ほど紹介があ

ったように、プレスコードというのはいまだに続いている状態だと

思います。プレスコードは、鳩山一郎氏が「原爆によって人々は無

差別に殺傷された。だから国際法違反だ」と言った発言が朝日新聞に掲載され、その２日後に発令され

て朝日新聞そのものが発禁処分になる。そこから始まっています。その後ＧＨＱによる検閲政策が敷か

れますが、検閲政策の多くは日本の非軍事化、民主化をはかる、そういう側面があるので、私は全面的

にひどいものだとは思わないのです。 

ただ、原爆に関係する報道はアメリカの国家安全保障問題に関係することになります。ですから、そ

のことでアメリカに対する反発を呼び起こすような、そういう報道は禁止するとはっきり書かれている

のです。現状をありのまま報道はできなかったのです。新聞社に対してはいまだにプレスコードがはた

らいているというのはまったくその通りです。 

検閲政策そのものはＧＨＱによる占領期に行われたのですけど、１９４８年までは事前検閲です。出

版する前にＧＨＱに提出して、検閲を受けてから出版するという順番です。発行前にチェックを受ける

わけですから、審査に通ったら出版できる。ところが１９４８年から１９４９年にかけて出版した後に

検閲する事後検閲の制度に移っていきます。そうすると出版する側は、何がひっかかるか、そういう知

識を身につけるようになる。事後検閲になったら、どのような場合に発行できないのか、そのことを逆

に忖度するようになるわけです。とりわけ原爆の問題、アメリカによってこんな被害が発生したという

問題は忖度の対象となって発行されなくなっていきます。実際に当時の新聞を見ますとそのような状況

になっています。例外はあります。例外はどのようにして記事になるかというと、外国の通信記者を通

じて被爆者に関わる記事が逆輸入的に入ってくる。若干ですがそれらが報道されていました。日本の新

聞社が自ら取材して報道することはできないから、連合国側の報道記者による情報、それを逆輸入して

報道していたのだと思います。 

事後検閲も制度的には１９４９年に終わったことになっています。しかし、特に原爆の問題について

はその後の占領期間中もずるずると有効だったと思います。アサヒグラフが１９５２年８月６日付き号

の特集で初めて被爆の惨状を誌面に掲載しました。それが大きな突破口になりますが、しかしその後も

はっきりとアメリカの行った行為について報道されるわけではありませんでした。１９５４年のビキニ

水爆実験被災についての報道もありましたが、それでも特に放射線被ばくの問題については報道の差し

止めが行われるようになります。 
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アメリカの核開発 

 １９４２年～ マンハッタン管区（陸軍省） 

・・・原爆開発 

 １９４６年～ 米原子力法→米原子力法発足 

（連邦政府機関） 

・・・核開発、核実験の責任機関 

 １９７３年～１９７７年 移行期 

 １９７７年～ エネルギー省（連邦政府機関） 

・・・核開発、核実験の責任機関 
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もう少し具体的な例をあげてお話しします。朝日新聞も含めて新聞社内には科学部というものができ

てきます。科学部というのは結局被災者よりも「権威」のある科学者の意見を尊重します。「権威」の

ある科学者が「こんな記事を出したら世界の笑いものになる」と言えば記事は差し止められるのです。

放射線医学総合研究所（放医研）の熊取医師は第五福竜丸の乗組員の治療を行ったような人ですが、そ

ういう人でさえ第五福竜丸以外の被災者を認めていません。朝日新聞では第五福竜丸以外の被災船の人

たちのことを報道しようと計画されていましたが、「これを出したら世界中の笑い者になる」という意

見が科学部から上り、記事は結局差し止められました。このようにとりわけ放射線被ばくの問題につい

ては、いまだにその影響が正確に伝えられていない状況が続いていて、今に至っているわけです。 

今のメディアすべてが駄目だというわけではなくて、中には頑張っておられる方もたくさんいます。

真実をどうやって掘り起こしていくか、どうやって突き破っていくか、それがこれからの大きな課題だ

と思います。ですから今日の私の話というのは、みなさんとメディア関係者のみなさんも含めて、市民

側の視点に立った、被災者の立場に立った人たちと是非共有していきたいと思います。 

 

■アメリカの核開発推進機関の流れ 

タイトルに掲載しています写真を紹介します。これ

は第五福竜丸の写真です。アメリカ議会図書館にメリ

ル・アイゼンバットという科学者が提供し保管されて

いる写真です。第五福竜丸をアイゼンバットたちが防

護服も着けないで調査しているところです。１９５４

年３月に第五福竜丸の事件が明らかになり、それを聞

きつけてアメリカ原子力委員会のニューヨーク作戦

本部というところから飛んできた人物です。調査をし

てからのことは今日の講演の後半でお話しします。メ

リル・アイゼンバットという人物は今日の話の中でも

鍵となる人物です。 

それでは、ＡＢＣＣの問題について話を遡りたいと

思います。 

アメリカの核開発はマンハッタン管区によって始

められたことはよくご存じだろうと思います。マンハ

ッタン管区は陸軍省の管轄で、１９４１年に、パール

ハーバーがあって、戦争が始まって、それから１９４

２年にスタートしています。目的の中心はもちろん原

爆開発です。戦後は、１９４６年にアメリカ原子力法

ができてアメリカ原子力委員会が発足します。１９４５年８月に第二次世界大戦が終了し戦争状態が終

わります。戦争状態が終わって、この核開発が軍事から民事に移されていきます。戦争状態がなくなり、

原子力法ができて、その法律に基づいて原子力委員会が発足するわけです。 

ところがアメリカは平時になっても核兵器を含む核開発を継続していくものですから、それを管轄す

る機関として、今日の話でも大変重要になります、アメリカ原子力委員会（アトミック・エナジー・コ

ミッション：ＡＥＣ）が必要だったわけです。ＡＥＣ自体は軍ではなくアメリカ政府機関です。戦後、

ここがアメリカの核開発や核実験を行っていくわけです。もちろん軍と協力しながら。 

１９４７年に発足したアメリカ原子力委員会はその後４０年代、５０年代、６０年代と続いて７０年

代になりますと、まず、７３年から７７年には他の省庁に編入されています。１９７７年にアメリカエ

ネルギー省が発足（アメリカ連邦政府機関）し、そこが核開発・核実験に責任を負う機関となります。
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報告書「放射性物質の軍事利用と防衛組織」 化学兵器薬品と放射性物質を比較 

「放射性物質と化学薬品の使用は似ている」 

１. 負傷を与えること 

２. 兵員の士気を落とすこと 

３. 地域を汚染すること 

４. 敵を脅すこと 

アメリカの核開発というものは、マンハッタン管区からアメリカ原子力委員会に移行し、途中いろいろ

経緯はありますが、エネルギー省が継承して現在に至っているのです。アメリカ原子力委員会やアメリ

カエネルギー省ははっきり言って核開発を行う機関です。 

 

■放射性物質の軍事利用（マンハッタン計画） 

マンハッタン計画の中でどういう研究が行われていたのか。もちろんそれは広島・長崎に投下された

原爆の開発です。１９４３年５月１２日、マンハッタン計画の責任者であるレスリー・グローブスの要

請に応じて、マンハッタン計画の一環として放射能毒性委員会が発足します。その委員会の目的は放射

能兵器の開発です。放射線を使った兵器の可能性、それを検討する委員会でした。このように放射線の

影響そのもの、人体への影響、兵器開発に大変大きな関心が寄せられていたのです。広島・長崎への原

爆投下以前からアメリカでは放射線の人々への影響が研究として重視されていました。 

「軍事兵器としての放射性物質」という報告書があります。そこでは以下のようなことが報告されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカでは、広島・長崎への実際の原爆投下以前から残留放射線について、しかもその恐ろしい影

響について把握されていたわけです。 

また１９４３年８月６日付けの「放射性物質の使用についての小委員会報告書」において、ジェーム

ズ・コナントという科学者が「わずか１００万分１グラムの肺への蓄積が致命的であろう」と報告して

います。ジェームズ・コナントはマンハッタン計画で中心となってきた科学者です。ごく少量の放射能

でも肺に蓄積して人体に深刻な影響のあることを把握していたわけです。内部被ばくについてもかなり

正確な情報が把握されていました。 

今日本政府が内部被ばくの影響、残留放射線の影響、低線量被ばくの影響はないとしていますけれど、

米軍は原爆投下以前から知っていたわけで、日本政府の見解がいかに詭弁かということになります。ジ

ェームズ・コナントの報告書では「放射性物質と化学薬品の使用は似ている」として４つの共通点をあ

げています。一方で放射線兵器の特性を４点あげています。 

 

 

 

 

 

報告書「軍事兵器としての放射性物質」 

「戦争での兵器としての放射性物質の利用についてはこのプロジェクトのさまざまなメン

バーによって重要な考えとしてあげられている」 

１. 高線量の放射線の貫通は深刻な身体的障害や死を引き起こしうる 

２. 連鎖反応炉は、高エネルギーのベータ線やガンマ線を放出し、数秒から数ヶ月が半減期

の、大量の放射性物質の源泉となり得る。（我々にとっても、もしくはその開発が我々

と同じくらいならば敵側によって）生みだされるこの物に期待される率は、除染がされ

たり、放射能が崩壊する充分な時間が経過するまで、この地域で何日も生活をつづける

ことが不可能になるほど高いレベルの放射線で広い地域を汚染するのに十分であろう。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６９ 別冊  ２０１８年７月２５日 

４ 

「放射線兵器の特徴」 

１. 最大限の効果を得るためには、「兵器製作後」直ちに使用されなければならない 

２. 使用されるまで重層に遮蔽されなければいけない 

３. 簡単には検出されず、ゆっくりと効果を現す 

４. きわめて分解されにくく、何ヶ月も地域を汚染しうる 

このように残留放射線の影響を原爆投下以前から把握していた、しかも把握するために人体実験まで

やっていたのです。このことはアイリーン・ウェルサルム著・渡辺正訳『プルトニウムファイル：いま

明かされる放射能人体実験の全貌』（翔泳社、２０１３年）という本に詳しく著わされています。実際

にプルトニウムを人間に注射してその反応を調べたりしているのです。報告書で「肺への蓄積が致命的

になる」と述べているのは、そういう具体的な例の裏付けがあるから言えるのです。このような人体実

験がマンハッタン計画の中で兵器開発を目的に行われていました。 

 

■原爆投下直後の日米政府の原爆観 

原爆投下直後の日米政府の原爆観にみてみたいと思います。 

 

●日本政府は 

日本政府はどのような反応をしたかといいますと、１９４５年８月１０日付けの朝日新聞大阪本社版

に実際に掲載された記事を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本政府は日本国民に対してまずこのような発信をしていたのです。 

１９４５年８月６日、アメリカ・トルーマン大統領が世界に向けて原子爆弾の使用を明らかにしまし

た。これに対して日本政府はスイス政府を通じて国外向けに以下のような声明を出しました。 

 

 

 

 

１９４５年８月１０日付け朝日新聞大阪本社版 

「壕と防空服装を整備 新型爆弾へ防空総本部の注意」・・・新型爆弾に対して防空総本部

では九日対策（その二）として次の如き心得を発表した 

一、 新型爆弾に対して退避壕は極めて有効であるからこれを信用し出来るだけ頑丈に整

備し、利用すること 

二、 軍服程度の衣類を着用していれば火傷の心配はない。防空頭巾および手袋を着用して

をれば手や足を完全に火傷から保護することが出来る 

三、 前述の退避壕を咄嗟の場合に使用し得ない場合は地面に伏せるか堅牢建造物の陰を

利用すること 

四、 絶対に屋内の防空壕を避けて屋外の防空壕に入ること 

八日発表した心得のほか以上のことを実施すれば新型爆弾をさほど惧れることはない、なほ

爆弾に対する対策は次々に発表する 

（そして実際の体験談として：高橋注） 

「ピカッ！物陰に：廣島の経験を活かせ」・・・自分の体験ではピカッと光った瞬間机の下

だとか、物陰に身をひそめさえすれば火傷しないですませただろうし、壕蓋のある防空壕に入

っておれば大丈夫だと思ふ」 

米機の新型爆弾による攻撃に対する抗議文 

「そもそも交戦者は外敵手段の選択につき無制限の権利を有するものにあらざること及び

不必要の苦痛を与うべき兵器、投射物その他の物質を使用すべからざることは戦時国際法の根

本原則にして、それぞれ陸戦の法規慣例に関する条約附属書陸戦の法規慣例に関する規則第２ 
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２条および第２３条(ホ)号に明定せらるる所なり。米国政府は今次世界の戦乱勃発以来再三に

わたり毒ガスないしその他の非人道的戦争方法の使用は文明社会の世論により不法とせられ

おれりとし、対手国側においてまずこれを使用せざる限りこれを使用することなかるべき旨声

明したるが、米国が今回使用したる本件爆弾はその性能の無差別かつ残虐性において従来斯る

性能を有するがゆえに使用を禁止せられおる毒ガスその他の兵器を遥かに凌駕しおれり。米国

は国際法および人道の根本原則を無視して既に広範囲にわたり帝国の諸都市に対して無差別

爆撃を実施し来り多数の老幼婦女子を殺傷し神社、仏閣、学校、病院、一般民家等を倒壊また

は焼失せしめたり。而して今や新規にしてかつ従来のいかなる兵器、投射物にも比し得ざる無

差別性、残虐性を有する本件爆弾を使用せるは人類文化に対する新たなる罪悪なり。帝国政府

はここに自らの名において、かつまた全人類および文明の名において米国政府を糺弾すると共

に即時斯る非人道的兵器の使用を放棄すべきことを厳重に要求す。」 

昭和２０.８.１０[外務省大臣官房文書課蔵]」 

広島県『広島県史：原爆資料編』（広島県、１９７２年）、７２３－７２４頁、所収 

 

 

 

 

 

 

日本政府は少なくとも国外向けには抗議したのです。日本政府が原爆使用に対して抗議したのは後に

も先にもこの１回だけでした。 

 

●外国人記者からの被爆者情報 

１９４５年９月２日、日本の降伏文書調印により連合国による日本占領が開始されます。原爆につい

てそれまでは日本側が発信する形でしたが、今度は連合国の記者たちが日本にやってきて自ら報道する、

あるいは報道しようとすることになります。 

具体的例として、１９４５年９月５日付け『デイリー・エクスプレス』に掲載されたウィルフレッド・

バーチェット記者の記事があります。 

 

 

 

 

 

この報道に見られるように、原爆投下から１ヶ月経った後も人々を苦しめている、そういう実情を今

度は連合国側記者が報道するようになります。日本政府が抗議声明を出して国際法違反だ毒ガス以上な

んだと言っていたのを裏付ける報道がなされていたわけです。 

同様のことが１９４５年９月５日付け『ニューヨーク・タイムズ』でウィリアム・Ｈ・ローレンス記

者によっても報道されています。 

 

 

 

 

 

戦争が終了した後も人々は殺され続けている―そういう事実が報道されているわけです。 

 

●アメリカの反応 

こうした報道に対してマンハッタン計画の責任者たちはどのように反応したかと言いますと、１９４ 

１９４５年９月５日付け『デイリー・エクスプレス』 

広島では、最初の原子爆弾が都市を破壊し世界を驚かせた３０日後も、人々は、かの惨禍に

よって怪我を受けていない人々であっても、「原爆病」としか言いようのない未知の理由によ

って、いまだに不可解かつ悲惨にも亡くなり続けている。 

１９４５年９月５日付け『ニューヨーク・タイムス』 

倒壊し瓦礫と化した廣島―そこは８月６日、世界で初めて、宇宙そのものの力を利用した秘

密兵器が破壊の動因として使用された―では、原子爆弾はいまだに日に１００人の割合で殺し

ている。私はこの歴史的爆撃の場所に着いた最初の数人の外国人の中にいた。 

 

http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%AF%92
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５年９月１３日付け『ニューヨーク・タイムズ』に掲載された記事です。 

 

 

 

 

 

 

 

ウィルフレッド・バーチェット記者たちが報道した「広島ではいまだに殺され続けている人たちがい

る」という報道、また日本政府の言う「国際法に違反する兵器」、それらを意識してあたかも否定する

ような記者発表を行ったのです。しかも、内部文書ではトーマス・ファーレル准将からマンハッタン計

画の責任者であるグローブス少将に宛てて以下のような報告がなされていました。 

 

 

 

 

 

原爆投下されてから広島・長崎に入ったのではなく、元から入っていた人々が被爆したのだという虚

偽の説明を内部的にしています。後から入市して被爆した人たち、その存在を早くから打ち消す、とい

うことが行われていました。 

広島・長崎の場合、放射能は消えて無くなるという趣旨の説明が行われています。それはどういう論

拠からなされてきたのかというと、当時マンハッタン計画の医療部門の責任者であったスタッフォー

ド・ウォレンという人物がいます。その人物が次のような説明をしています。 

 

 

 

 

 

 

トーマス・ファーレルが「広島の廃墟に放射線なし」という声明を出した理由としてスタッフォード・

ウォレンのような説明が使われています。実際には消えて無くなるどころか広範囲に放射性降下物が落

ちていることが当然考えられるわけですけど、消えて無くなるというロジックが使われているのです。 

スタッフォード・ウォレンのことを科学者と称していいのかどうか不思議です。強いて言うなら軍事

科学者とでも言うべきかと。そうすると科学者の方に失礼になるので、軍事研究に携わる科学者という

ことにしています。スタッフォード・ウォレンという人物は何をしていたのかというと、マンハッタン

計画の中で行われていた人体実験も含めた放射線の人間への影響、残留放射線の研究の、その当事者で

した。その実験に実際に携わってレポートも出しています。どこにどれだけ放射性物質をばら撒いたら

どれだけの影響があったかという報告書も出しています。つまり放射線兵器を開発するために被爆の影

響を調査していた。その人物が「広島・長崎の場合は空中高くで爆発したから消えて無くなる」と言っ

ているのです。このような人物が発表する言葉は普通であれば信用できないと思いますけど、残念なが

らアメリカ政府、日本政府は今現在もスタッフォード・ウォレンの見解を科学的なものとして扱ってい

るのです。だから残留放射線の影響も内部被ばくの影響も否定したまま今現在に至っています。 

１９４５年９月１３日付け『ニューヨーク・タイムス』 

廣島の廃墟に放射線なし 

陸軍省原爆使節団長のトーマス・ファーレル准将は爆撃された広島の調査後、本日報告を行

った。広島：そこでは秘密兵器の破壊的な力は調査者が予想したよりも大きかったが、廃墟の

街に危険な現存する放射線を生みだしたり爆発時に毒ガスを発生するということを全面的に

否定した。 

１９４５年９月２７日 グローブス少将宛てのファーレル准将の書簡 

日本とアメリカで報道された話に、疎開を応援するため（被爆）地域に入った人々が死傷し

たというのがある。真相は、爆発以前に発せられていた疎開命令を実行するために広島に入っ

ていた疎開要員が爆弾の爆発に巻き込まれて多くの死傷者が出たということである。 

１９４８年末 スタッフォード・ウォレンの説明 

日本の二つの都市で起こったような、上空での原爆の爆発は、爆風によって破壊し、爆風や

ガンマ線・中性子線の放射によって殺傷する。危険な核分裂物質は亜成層圏にまで上昇し、そ

こに吹く風によって薄められ消散させられる。都市は危険な物質に汚染されるわけではなくす

ぐに再居住してもさしつかえない。 
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原爆を投下した責任者たちは、原爆投下の責任を軽減するような、原爆の影響を過小評価する、影響

を否定する言動を繰り返し行っていますが、その典型が１９４６年５月２４日、マンハッタン計画の責

任者のレスリー・グローブス少将が行った発言です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにすべての責任を被害者の側に押し付ける発言をしています。しかも発言しているのはグロ

ーブスです。原爆を開発し、原爆による被害者を生みだした責任者です。彼の発言に基づくと、食料が

不足していなかったら、充分な医療があれば、組織的に対処する能力さえあれば、被害はなかったとい

うことになります。アメリカの責任者たちは広島・長崎の被害は大したことはなかったという説明を続

けていました。 

 

■広島・長崎の被爆者研究 

 

●ＡＢＣＣ（原爆傷害調査委員会）の発足 

先ほどマンハッタン計画の中で残留放射線の影響、内部被ばくの影響について人体実験を伴う研究を

行っていたと言いました。それに連動して、Ａ.Ｗ.オーターソンからガイ・デーニット准将に宛てた手

紙が残されています。 

 

 

 

 

 

次の世界大戦まで得られないようなユニークな機会だから重要である、しかもアメリカにとって。マ

ンハッタン計画の中で人間への影響を研究していた発想が、またとない重要な機会だという発想で被爆

者の研究を訴えていたわけです。結果として広島・長崎の被爆者に対する研究をアメリカ軍が行う形で

実施されることになります。 

被爆者に対する調査研究は最初は陸軍であったり海軍であったりそれぞれがやっていましたが、１９

４５年１０月頃から統合されて米軍合同調査団という形で実施されることになりました。 

Ａ.Ｗ.オーターソンの手紙とそっくりなのですが、ジェームス・フォレスタルという海軍長官がハリ

ー・トルーマン大統領宛に研究の継続を訴えた手紙を紹介します。 

 

 

 

 

 

１９４６年５月２４日 陸軍省防護建築委員会前でのグローブス少将の発言 

「日本では防空壕にいた人々は全く安全であった。彼らは全く怪我をしなかった。」 

「人々が放射能によって死亡したり大怪我をするのは偶然であった。比較的少数がそのよう

にして負傷したと思われる。おそらく約２０万人の全死傷者のうち、多分５％がそうであった

ろう。それが何人であったかは分からない。探し出す術がないのである。」 

「もちろんあの影響は、３つの理由から、合衆国で起こり得るようリも被害が拡大された。

第１に、日本人は適度な量の食料が不足していたため身体的に衰弱していた。第２に、彼らは

本当の医療を受けていなかったし、医療活動はすべてなくなっていたといえる。第３に、彼ら

は大参事の際に組織的に対処する能力を持っていなかったのである。」 

１９４５年８月２８日付けＡ.Ｗ.オーターソンからガイ・デーニット准将に宛てた手紙 

「原爆の効果によって生じた死傷者の研究」 

「日本で使用された２つの原爆の効果についての研究は、わが国にとってきわめて重要であ

る。このユニークな機会は次の世界大戦まで再び得ることはできないであろう。 

１９４６年１１月１８日 

親愛なる大統領殿 

日本降伏後のもっとも早く実行できる時期に、科学者グループは広島・長崎で原爆によって引き

起こされた被害についての調査を実施しました。医学者たちは人員への影響を研究しました。これ

らの調査は、マンハッタン管区と海軍科学技術使節団の仲介を通して、陸軍・海軍の保護のもとで 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６９ 別冊  ２０１８年７月２５日 

８ 

指揮されました。 

予備調査は、原爆の核分裂による放射線にさらされた、約１４０００人の日本人を含みます。 

そのグループとこれから確認されるその他の者は、合衆国にとって最も重要である放射線の医学

的・生物学的影響についての研究のためにかけがえのない機会を提供します。このような研究は、

まだ終結すべきでなく時間をかけて継続すべきです。しかしながら、研究は陸海軍事の範疇を超え

て、戦争だけでなく予測される平時用産業や農業における人道問題一般を含んでおります。それに

加えて動員解除とその結果としてこの研究に携わる軍の科学者を失うことは、この研究を阻んでし

まいます。 

その研究が彼らの理論的結論に従うべく、国立学術評議会、医科学部門の協議団はその問題を議

論するために会合しました。そのグループは、その研究を実行するため大統領命令の考案に向けて

適切な行動をとることを勧告しました。海軍軍医総監、海軍作戦本部副長官、そして海軍研究所長

が同意する勧告は以下の通りです。 

「大統領命令は国立科学アカデミー（国立学術評議会）に原爆の人間への生物学的・医学的影響

に関する長期的・継続的研究を引き受けるよう勧告すること。この命令において、評議会は、政府

機関と政府職員、必要とされるであろう民間機関と職員の援助を得る権限を与えられること。さら

に、評議会によって援助を要請された政府機関は権限を与えられ必要とされる協力を提供すること

が要請される。」 

上記をご覧になって、国立科学アカデミー（国立学術評議会）にそのように命令されることを謹

んでお勧めします。 

敬具 

ジェームス・フォレスタル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トルーマン大統領がこの要請に応えて承認を与えてＡＢＣＣは発足します。アメリカ合衆国の国益の

ために、広島・長崎の被爆者の研究を継続すべきだと訴えられ、それを承認する形でＡＢＣＣは発足し

ます。当初は被爆者の調査研究は軍がしていましたがその段階から、それを引き継ぐＡＢＣＣ発足の経

緯からも、被爆者の救済、実際の被爆状況を医学的スタンスで研究するというものではありませんでし

た。むしろ軍事研究として、次なる戦争の準備として有効だという発想で始められていたわけです。 

ＡＢＣＣの調査の実態をみると、調査のあり方そのものも大変問題のあるやり方で行われています。

例えば、ＡＢＣＣ準備委員会では、広島・長崎の学童を原爆投下当時と同じように整列させて、ケロイ

ドの状態含めて被爆の実態を分析しています。子どもたちを動員してケロイドの状態を調べているので

す。被爆する向きによってケロイドができたり影響があったりなかったり、そういう分析をしている。 

 

●広島・長崎の出生調査 

ジェームズ・二―ルという遺伝学者が１９４８年から１９５３年にかけて出産調査をしています。死

産であったり、奇形であったり、出生時の体重や性の割合と両親の放射線被ばくとの関係を調査してい

るのです。これは被爆２世の調査にもあたるわけです。 

さらに１９４７年９月から米スタンフォード大学のウィリアム・グルーリック教授が約１０００人の

子どもたちを対象にエックス線を照射して骨格発達状況を調査しています。エックス線照射についてウ

ィリアム・グルーリック教授は放射線医学の「権威」であるスタッフォード・ウォレンに「放射線を浴

びせても大丈夫か？」と質問し、ウォレンは「問題ない」と回答しています。放射線被ばくの「権威」

が「大丈夫だ」と言うわけで、被爆者をさらに被爆させることをやっていたのです。 

言葉にするのも憚れるほど子どもたちも大変恥ずかしい思いをして調査は行われていました。 

こうした調査は継続され、１９５１年から１９５３年にかけてアール・レイノズルによって発表され

ています。 
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『原子兵器の効果』（１９５１年発行）より 

「原子爆弾の爆発によって、放射性物質が体内に入る可能性は非常に少ないと考えられる。そ

のようなわけで、広島や長崎における高空での爆発の場合には、内部の放射能に由来する疾病

や障害はまつたく報告されていない。」 

 

 

 

 

 

 

近距離で被爆した子どもより遠距離で被爆した子どもの方が健康状態は良好であると述べています。

すなわち被爆の影響が強い子は発達に影響があると書いてあるのです。これが発表されたのは１９５４

年で当時の発表は英文だけでした。後にＡＢＣＣは英文でしか発表しないと批判が高まって１９５９年

にようやく日本語翻訳版が発表されるに至りました。 

この論文は成長期の子どもに与える影響が大きいという重大な問題を指摘しているにも関わらず、今

現在に至るまであまり重視されているようには思えません。 

 

■誰も守らない民間防衛計画 

日本では被爆者に対する調査が行われている一方で、アメリカ国内ではどういう動きになっていたで

しょうか。１９４９年、ソ連が原爆を保有するという事態を迎えて、アメリカ国内ではアメリカに核が

使用された場合にどう対処するかという問題がクローズアップされていました。昨年９月から日本では

Ｊアラートの騒ぎが起こりましたが、あのようなことになるわけです。 

１９５０年、ＡＥＣ（アメリカ原子力委員会）、国防省、ロスアラモス科学研究所は共同で、民間防

衛対策用に『原子兵器の効果』を出版します。その中では、広島・長崎の実例だとして、白い帽子を被

っていたり、白い服を着ていたら爆風、熱射は避けられたなどと紹介されています。 

 

 

 

 

 

 

内部被ばくのことは完全に否定されています。 

広島・長崎で実際に起こったこと、それをまったく見ない形でどのような原爆対策が説かれていたの

か、それを示す『Ｄｕｃｋ ａｎｄ Ｃｏｖｅｒ』という映像をこれから一緒に観てみましょう。この

映像は民間防衛のために１９５１年にアメリカで製作され、アメリカ国内の学校現場で広く使われたも

のです。映像に登場するキャラクターのバート・ザ・タートルという亀さんは全国的に有名になりまし

た。 

この映像は５０年代の製作ですが、こうしたことはその後も行われています。この映像とは別に１９

８２年製作の『アトミック・カフェ』というドキュメンタリーフィルムがあります。様々ある核関連映

像の中でもシニカルな形でまとめたすごくいいものになっています。是非ご覧になられるといいと思い

ます。 

民間防衛計画の中で実際に実施されていた訓練の問題というのは、今行われている Jアラートとまっ

たくそっくりなわけです。部屋の片隅に行ってうずくまるわけです。J アラートも元をたどればアメリ

カの民間防衛計画であり、さらにその元をたどれば日本政府が広島・長崎の原爆投下直後に言っていた

ことと同じです。核攻撃の事前の予告があれば核シェルターに行きましょう、そうでなく咄嗟の場合は

地面に伏せましょう、と日本政府とまったく同じことを言っている。 

ＡＢＣＣ業績報告書「広島原爆被爆児童の成長及び発育 ３ヵ年（１９５１－１９５３）の研

究」 

「従って結論として広島の児童における原爆放射線被爆と成長状態とには関連があるように

見受けられるのである。体格及び成熟度を健康の指標として認めるなら、この関連は対象児童

及び遠距離被爆児童の健康状態がより良好であることを示す傾向にある。」 
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ＡＢＣＣ：ＡＴＯＭＩＣ ＢＯＭＢ ＣＡＳＵＡＬＴＹ 

ＣＯＭＭＩＳＩＯＮ 

原爆傷害調査委員会 

 米科学アカデミーが管轄 

 研究資金は核開発を行う機関で、マンハッタン

管区を引き継いで発足した米原子力委員会で提

供 

 米国に送付された被爆資料は米軍病理学研究所

が保管 

 →アメリカの軍事・民間防衛のための研究 

 →軍事機密資料として扱われ続ける。 

今の日本の場合は、かっての広島・長崎の体験がありながら、

アメリカ版で拡大された民間防衛訓練を Jアラート訓練として

行っているわけです。その中でみなさんお気付きでしょうが、

この訓練の中には放射線の影響対策は皆無に等しいのです。当

時実際に配布されたパンフレットの中では爆風、熱射、放射線

についてと説明されています。しかし説明されている放射線は

爆発後１分間に発生するものとされているのです。初期放射線

だけが説明されているわけです。実際には爆発１分間後に発生

する残留放射線、つまり放射線が地面に届いて、地面にある物

質が誘導放射化される誘導放射線であったり、チリや埃や雨に

のって広い範囲に広がった黒い雨のような放射性降下物につい

ては、何も触れられていません。 

１９５４年に第五福竜丸の乗組員をはじめマーシャル諸島の

人たち、その他のマグロ漁船の乗組員の人たち、それからアメ

リカの核実験に参加した兵士たちが大量に被ばくするわけです。

その頃になって放射性降下物の危険性がようやく言われるよう

になっていきますけど、１９５１年製作の映像は相変わらず使

われ続けていきます。どのように使われていくかと言うと、今

度はこれに加えて核シェルターを宣伝するわけです。宣伝は、

国が国民を守るという発想ではなくて、自分の身は自分で守り

ましょうという宣伝です。国民に核シェルターを購入させるわ

けです。 

核シェルターを購入させる手口として、核実験場に民間人を

招いて、実際の実験場でシェルターを見せて、実際の核爆発も

見学させて、しかもその後で実験で使用したマネキンの救出ま

で見せる。そのために爆心地近くのまで民間人の人たちを放射

線があろうがなかろうが動員しているわけです。このようにし

て、誰も守らない民間防衛計画というのが５０年代に行われていたのです。 

 

■次なる世界大戦に備えて―軍事目的のＡＢＣＣ調査研究 

 

●５０年代のＡＢＣＣの原爆被爆者研究の継続 

ＡＢＣＣの研究がその後どうなっていくかお話し

します。 

ＡＢＣＣはジェームス・フォレスタルがハリー・ト

ルーマン大統領に設置の訴えをして大統領がそれを

承認する形でスタートしたことはお話ししました。フ

ォレスタルが大統領に宛てた手紙の中で、ＡＢＣＣは

米国科学アカデミーが管轄するよう訴えていて、実際

そのようになって発足しました。このためＡＢＣＣは

あたかも学術研究機関の一機関として発足したかの

ようなイメージをもたれがちです。ところが注視して

欲しいのですが、アメリカ科学アカデミーの研究とい
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うのはほとんど政府の受託研究なのです。ＡＢＣＣの研究の場合、たしかに科学アカデミーの管轄には

なっていますが、その資金源はマンハッタン計画を引き継いで発足したアメリカ原子力委員会が提供し

ているわけです。マンハッタン計画を引き継いだアメリカ原子力委員会の目的は言うまでもなく核開発

です。つまり、核兵器を含めた核開発をする機関が資金を提供する形でＡＢＣＣはでき、広島・長崎の

被爆者研究はされていたわけです。 

アメリカ原子力委員会がＡＢＣＣの研究方針も含めて鍵となる機関でした。その機関が１９５０年６

月に「ＡＢＣＣの日本人原爆生存者に関する研究の継続」を発表します。こういう目的で継続するのだ

と。 

 

  

 

 

 

 

 

 はっきりとアメリカの軍事・民間防衛計画にとって重要だと明記されています。これはアメリカ国内

の記者会見で発表されたものです。アメリカ人の防衛計画のために広島・長崎の被爆者の研究が重要だ

と述べています。被爆した人たちのための医学的・学術的研究のため必要だとは一切語られていません。

研究の継続とは、次なる世界大戦の対策のために必要だとされ、利用されていったのです。みなさんも

含めて被爆者の方は堪らない思いだと思います。このような言説がまかり通っていたわけです。 

 

●ビキニ水爆実験での人間に対する反応の調査研究 

このようにして１９５０年代にＡＢＣＣの研究継

続が行われていきます。 

そして１９５４年３月１日、ビキニ環礁のアメリカ

水爆実験によって第五福竜丸が被災し、３月１６日に

読売新聞がスクープして２３人の乗組員が被爆した事

実が世界に知られるようになります。 

今日の話の冒頭近くで第五福竜丸の調査に来たメ

リル・アイゼンバットの写真をお見せしました。彼は

アメリカ原子力委員会のニューヨーク作戦本部から飛

んできたのですが、ニューヨーク作成本部がどのよう

な研究をしていたのかというと、アメリカの核開発を

行うアメリカ原子力委員会は核実験による影響の調

査もしていました。ニューヨーク作戦本部は放射性降

下物による外部被ばく、内部被ばくの研究をしていま

した。第五福竜丸事件が明らかになってアイゼンバッ

トはすぐに飛んできたのですが、その目的は、日米関

係を収めるという役割の一方で、緊急事態に対処する

目的でそっちが先で飛んできたのだと思います。 

ビキニ環礁の水爆実験で第五福竜丸の人たちはも

ちろん被ばくしているわけですが、ビキニ環礁の近隣

の住民も被ばくしている。マーシャル諸島の被ばく者、

「ＡＢＣＣの日本人生存者に関する研究の継続」について発表 １９５０年６月記者発表 

日本人生存者は世界で唯一の原爆で被爆した集団である。この理由により、ＡＢＣＣの医学

的調査結果は科学者にとって、また米国における軍事・民間防衛計画にとって重要な意味を持

つ。調査結果は科学刊行物において報告されるであろう。また国防省、国家安全資源局、米国

公衆衛生局、その他我が国で原爆の惨事の際に防衛と救済対策をとる責任のある機関で利用可

能となるだろう。 

第五福竜丸 

メリル・アイゼンパット 
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プロジェクト・ガブリエル 

 米原爆実験によってコダック社の商品が感光し

てしまい、被害を受けたことから放射線降下物

の調査を開始。 

 １９４９年頃からは、ニューヨーク作戦本部の

メリル・アイゼンバットらからの発案で全米、

また世界の各地に、放射性降下物を吸着させる

テープを貼った機械を設置し、米原子力委員会

生物医学部の調査に 

プロジェクト・サンシャイン 

 １９５３年以来、米原子力委員会(ＡＥＣ：Ａｔｏｍｉ

ｃＥｎｅｒｇｙＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ)と米空軍（ＵＳＡＦ）とラ

ンド・コーポレーションは、ストロンチゥム９

０の世界への分散について研究するプロジェク

ト・サンシャインという機密計画をたて、遺族

の同意なく世界中から人の組織や骨を集めて分

析。「ストロンチウム・ユニット」は「サンシ

ャイン・ユニット」とも呼ばれる。 

ロバート・コナード博士 

ロンゲラップ環礁の被ばく者が４８時間後にエニウ

ェトク環礁に移送されています。写真はロバート・コ

ナード博士という人物ですが、彼はアメリカ原子力委

員会のブルックヘブン国立研究所の研究者です。彼が

現地住民を見ている様子です。治療行為として見てい

るのではありません。何故かというとこれはアメリカ

の国による核実験の予算に基づいた行為だからです。 

核実験の実験項目はたくさんありますけど、その中

に「プロジェクト４・１」と言いまして核実験プロジ

ェクトの中の４番目の１項目と言うのがあります。タ

イトルが「放射性降下物にさらされた著しいベータ線

とガンマ線にさらされた人間の反応に関する研究」とな

っています。ですからコナード博士は「人間の反応」を見ているのです。これは当初のタイトルだった

のですが後に「偶発的に」という言葉が加えられました。元々から計画していたのではないかという批

判を防ぐために「偶発的に」という事が加えられるわけです。 

ところが実験の前からプロジェクト「４・１」は存在していた。どういう実験項目で存在していたか

と言うと「生物の反応に関する研究」です。「生物の反応に関する研究」は核実験の後に「人間の反応

に関する研究」に置き換えられたのです。どこまで計画的かどうかは議論はあると思いますが、ただこ

うした研究のあり方は本当にＡＢＣＣの研究のあり方とまったく同じだと思います。 

 

●プロジェクト・サンシャイン 

このように人間に対する調査を行う一方で、放射性降下物が世界のどこにどれだけ落ちるかという研

究もやっています。プロジェクト・ガブリエルというものから始まっているのですが、元々のアラモゴ

ード原爆実験によって放射性降下物が広い範囲にまで降り注いでいました。コダック社の写真が感光し

てしまって商品に対する被害が起こる。それでコダック社を含めて写真関係の会社が放射性降下物の調

査を始めます。ところが１９４９年、ニューヨーク作戦本部のメリル・アイゼンバットが発案して、全

米または世界の各地に放射性降下物を吸着させるテ

ープを貼った機械を設置してアメリカ原子力委員会

生物医学部の調査とします。かなり早い時期から放射

性降下物の調査は始められていました。 

１９５３年夏、アメリカ原子力委員会はアメリカ空

軍とランド・コーポレーションというシンクタンクと

会合を開いてストロンチゥム９０の世界への分散に

ついて研究するプロジェクト・サンシャインという計

画を立てます。これは機密計画です。計画の内容は、

吸着テープを世界の各地に設置して、そこに降り注ぐ

放射性降下物を分析するというものです。それと内部

被ばくの研究です。ストロンチゥム９０は骨に吸着し

やすいカルシウムと同じような性質をもった放射性

物質です。骨を調査すれば含有量をはかることができ

る。ですから計画の中で極秘に人の骨を集めるわけで

す。これにはアメリカの中の有名な病院が協力してい

ます。 
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米原子力委員会 

 米原子力委員会生物医学部が核実験の生物・人

体への影響を調査する中心機関 

 米原子力委員会 

 ニューヨーク作戦本部→核実験による放射性降

下物の影響を調査 

 シカゴ大学・コロンビア大学も研究 

 世界中から試料を集め、ストロンチゥム９０の

含有量を分析 

 世界中の調査であることを機密扱いに 

 世界中の新生児の骨を収集する計画 

このプロジェクト・サンシャインに対して日本はどう関係していたのでしょうか。日本でも情報収集、

情報収集は行われていました。次の写真を紹介します。真ん中にいる人物がメリル・アイゼンバットで

す。その隣にいるのが中泉正徳氏。当時東大教授で後にＡＢＣＣの副理事長になります。放射性降下物

を測るために粘着テープを見ている様子です。こ

れは１９５０年１１月の写真ですが、その時とい

うのは放射線の影響に関する日米会議というもの

が日本学術会議の主催で、アメリカ原子力委員会

の科学者を招いて行われた時です。会議は「マグ

ロの放射能の影響はたいしたことない」という結

論を出し、報告しました。その後で日米の科学者

が仲良く写真に収まっているところです。場所は

広島市比治山のＡＢＣＣで、その敷地内に放射性

降下物を測る機械が設置されていました。こうい

う調査をやっているわけです。ＡＢＣＣ自体がア

メリカ原子力委員会の資金提供で運営されているわけですが、プロジェクト・サンシャインの放射性降

下物研究にも当然の顔をして協力しているわけです。 

 

■死産児・新生児の骨の収集とストロンチゥム含有量研究 

少し生々しい話をします。 

アメリカ原子力委員会の生物医学部というのは核

実験による生物・人体への影響を調査する中心機関で

すけど、ニューヨーク作戦本部が先ほど見た通り放射

性降下物の影響を調査している、しかも軍学共同で。

シカゴ大学、コロンビア大学もこの調査計画を実施し

ている。人の骨を集めて分析するということをやって

いるのです。世界中から試料を集めて、ストロンチゥ

ム９０の含有量を分析していて、大規模な調査である

にも関わらず機密扱いで実施しているのです。そして、

世界中から新生児の骨を収集する計画をしている。彼

らは新生児であったり、胎児であったり、母親の胎内

を通じて、血液を通じてストロンチゥム９０も含めて被ばくすると、それが分かっているわけです。し

かも子どもは成長が激しいからより有効な試料を得られるという発想で集めようとしていました。実際

に仲間内ではこんなやりとりをしています。原子力委員会のバート・ダドレー博士がロチェスター大学

で話している内容です。ロチェスター大学と言うのはマンハッタン計画以来人体実験を行ってきた大学

です。しかもマンハッタン計画医療部門責任者だったスタッフォード・ウォレンの出身大学でもありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

米原子力委員会医学部のロバート・タドレーからロチェスター大学ジェームズ・スコット博士

への書簡（１９５３年１２月９日） 

私たちが収集したいサンプルの一つは死産か１歳か２歳までの乳児の骨です。私たちは死産

の子の骨はアメリカでは入手しやすいことが分かり、これからは外国からの収集へ拡大しよう

としています。日本ではＡＢＣＣが妥当な打診相手だと思います。その地域からは６か８の骸

骨を入手できると思います。 
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このような会話が交わされていて、ＡＢＣＣが対象

となることを彼らの仲間内で言っているわけです。そ

れもそのはずすでにＡＢＣＣは発足以来広島・長崎の

被爆者の遺伝調査を実施していて、死産した子の骨を

収集していたりするわけです。また亡くなった被爆者

については、死体検査承諾書という書類にサインして

もらう形で亡くなった被爆者の病理解剖を行っていま

す。そしてその結果、病理解剖された被爆者の組織だ

ったり医学試料だったりがアメリカ米軍病理学研究所

に送られていたわけです。 

米軍病理学研究所はワシントンＤＣの端っこの方

にあります。建物はものものしい作りですが、実は１

９５４年に立て直しされて、核シェルターとして作ら

れているからです。皮肉なことに広島・長崎の被爆者

の医学試料が次なる戦争の準備のために核シェルター

に送られていたわけです。どのような医学試料が送ら

れていたかというと、 

１９５１年に死産だった人の組織・・・ホルマリン

漬けになった臓器１７７点、スライド３２点 

１９５２年から１９５３年になると・・・スライド

やパラフィンブロック（パラフィンで固めて保存でき

る状態にしたもの）、人の組織が６７２点、死産だっ

た赤ちゃんの試料です。 

１９５５年・・・病理解剖した人のスライドやパラフィンブロックが広島からも長崎からも送られて

います。 

こうした試料が米軍病理学研究所に送られた背景には米軍病理学研究所が核戦争の準備のためにこ

のような試料を求めていたことがあります。実際アルバート・デカーシーという米軍病理学研究所の所

長がＡＢＣＣのフラット・テーラー所長宛に試料を送ってほしいという手紙を出しています。そして実

際に組織や病理標本が米軍病理学研究所に送り続けられています。そういう習慣があるから、ＡＢＣＣ

に対して核実験の影響をみるために骨を収集して送るようお願いできるのではないかと提案されてい

るのです。 

ＡＢＣＣの事務局長だったトーマス・Ｅ・シーＪｒと言う人物がニューヨーク作戦本部長に送った手

紙には、「私たちのフィルによると、広島のクララ・マーゴレス博士からジョン・ハーレー博士に向け

て、１９５４年７月１３日に４４サンプルの人骨が送られた」と書かれています。１９５４年７月に人

骨が送られて、しかも分析されている。ストロンチゥム９０が個人ごとにどれだけあるか分析されてい

るのです。核実験の調査の一環としての分析です。 

私は二つのことを是非申し上げたい。 

一つは、被爆者の情報が次なる戦争の準備のため、アメリカ合衆国の国益のために利用されていたと

いう事実。 

もう一つは、調査の中で重要なことが分かっていたこと。子どもへの放射線の影響がより大きい、し

かも発達に影響がある。それを実験当事者たちは分かっていた事実です。 

 

■国際機関の発足によって強められる放射線影響の“管理” 

死体検査承諾書 

米軍病理学研究所 
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アメリカ原子力委員会の主導で国連科学委員会が発足します。国連科学委員会も当初は無視できない

ような大事な情報を提供していました。以下、１９５８年に出された報告書です。この報告書はアメリ

カ核実験の一環として実施された「プロジェクト・サンシャイン」の結果を反映したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母親の血液を通じて子どもに影響が与えられていることが報告書に書かれています。このような報告

書が出されているにも関わらず、残念ながら原発がどんどん推進されていくのはこの報告書とほぼ同時

代です。 

メリル・アイゼンバットをはじめとしたアメリカ原子力委員会は、ＩＣＲＰも含めて、ＩＡＥＡもそ

うですし、国連の科学委員会発足もそうですけど、放射線の人間への影響を国際機関を発足させること

によって管理していきました。 

アメリカ原子力委員会の研究そのものは医学的・科学的というよりも、とても軍事目的が濃厚な研究

です。そうなると軍事機密扱いになる。自分たちにとって都合のいい情報は出すけど、それ以外は軍事

機密として出してこない。ですから子どもを含めて人への放射能の影響が大きいという重要な事実その

ものが軍事情報として扱われてきたがために、被ばくの影響がこれほど軽視されるという現状がありま

す。 

 

長時間の話になりましたが、みなさんも大変だったと思いますが、できるだけこういうことをみなさ

んと共有していきたいと思います。私が言いたいのは、みなさんのようなこのような活動がいかに大事

かということをより一層知っていただきたいということです。そのためにこのような話をさせていただ

きました。 

長時間のご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

ストロンチゥム９０のさまざまな食糧への集積は、国によってちがう。１グラムのカルシウムあ

たりの１ピコキュリーのストロンチゥム９０を１ストロンチゥム・ユニット（Ｓｔｒｏｎｔｉｕｍ

Ｕｎｉｔ：１キログラムあたり３７ベクレルに相当。以下ＵＳと表記）とすると、ミルクへの平均

集積の範囲の地域による違いは、１９５５年は１．９（７０．３ベクレル）から８．８（３２５．

６ベクレル）、１９５６年は１．２（４４．４ベクレル）から８．８（３２５．６ベクレル）、そ

して１９５７年は２．７（９９．９ベクレル）から１６ＵＳ（５９２ベクレル）である。１９５６

年には、日本の白米には３６（１１５２ベクレル）から６２ＳＵ（１９８４ベクレル）含まれてい

た。一方で、１９５６～１９５７年の米国での冷凍野菜では、１（３２ベクレル）～２９ＳＵ（９

２８ベクレル）の範囲で平均９ストロンチゥム・ユニット（２８８ベクレル）であった。 

５歳以下の子どもたち（死産の場合をのぞいて）の骨から計測されたストロンチゥム９０の平均

値は１.５ＵＳ（４８ベクレル、カナダ：１９５６年から１９５７年）、１．１ＳＵ（４２．５５

ベクレル、英国：１９５７年）、０．６６７ＳＵ（２１．３４４ベクレル、米国：１９５６年から

１９５７年）、２．３ＳＵ（７３．６ベクレル、ソ連：１９５７年後半）であった。 

臨月の胎児にも５歳以下の子どもたちと同様にストロンチゥム９０の含有量が確認されている。

このことは、死産の子どもの平均値が０．５５ＳＵ（１７．６０ベクレル、４２例）とのイギリス

の結果によって示されている。妊娠後期のストロンチゥム９０の濃縮は、母親の血液に直接関係し

ており、食糧の汚染が増えるにしたがって、この濃縮は増えるであろう。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№６９ 別冊  ２０１８年７月２５日 

１６ 

 

 

守田（司会） 

つい最近群馬県の高崎に行ってきました。群馬県はすごい被ばく量で健康被害もものすごく出ていま

す。そういう話を私は聞きとるわけですが、ある赤ちゃんを抱いたお母さんからこんな話を聞かされま

した。「私の家の周りから半径５００メートル以内で最近立て続けに３人の障害児が生まれました。生

まれたと言ってもその中の一人は顎から下がなくてすぐに死にました」と。大人の人の被害はないので

すか？と尋ねたら、「私の知る限り、６人の男性、すべて６０代の人が連続して亡くなりました。心臓

病とか脳梗塞だそうです」と回答がありました。ですから今日の高橋博子さんの話を聞いていると、こ

ういうことが起こるのは分かっていたということですよね。実際に何の不思議もない、そういうデータ

があるということですから。私たちはこういうことを出すことを通じて、今現に起こっている被ばくか

ら人を守らなければいけない、ということを今日あらためて痛感しました。 

 

質問 アメリカと日本の公文書取り扱いの違いは？情報開示の実態は？ 

今日の高橋さんのお話はアメリカ公文書からいろいろ調べられてのものでした。日本では今公文書の

ことがいろいろ問題になっています。アメリカと日本とでは公文書館の違いとか、管理の違いとかある

のでしょうか？アメリカの公文書と情報開示の実態について紹介して下さい。 

もう一つは内部被ばくの問題についてもいろいろ調べられていると思うので、そのことについてコメ

ントしていただきたい。 

 

回答 アメリカは完全犯罪の国だが、それに対抗する人たちも存在する国 

公文書の問題もそうですが、日本と言う国は国民に対しても世界に対しても果たすべき責任を果たし

ていない国になっていると思います。戦争終結時に広島・長崎の被爆者の資料をアメリカに渡したり、

燃やしたり、隠したり、そういうことが実際に行われています。まずければ無くしてしまう、燃やして

しまう、改竄してしまうと。改竄したという意識すらない。私が残念だったのはそういう発想を大阪地

検も持っていたことです。少なくとも大阪地検ぐらいは常識を持っているはずとかすかな希望を持って

いましたがもうがっくりでした。 

国のあり方として大変なことになっていると思います。日本の住民に対する責任も果たしていないし、

未来の住民に対する責任も果たしていない。さらに世界中の人々に対しても責任を果たしていない、そ

ういう恐ろしい国です。 

ではアメリカはどうかというと、日本の現状から考えるといかにましかということです。アメリカは

別の意味では恐ろしい国です。何が恐ろしいかと言うと、文書管理がしっかりし過ぎていて、逆にまず

い情報が出されにくい。完全犯罪国だと思います。 

マンハッタン計画に関連したコナント・ブッシュの文章を探していて、その中に「当該資料は軍事機

密保障上の理由で抜き取っています」という抜き取りシートがありました。そこでアメリカ在住の方の

協力を得て、情報公開というよりも調べ直しをしてもらいました。するとマイクロフィルムバージョン

では機密扱いになっていたのですが、１９９４年７月に機密解除されていました。数年前、調べ直して

もらって公表されていることが分かりました。これまでお話ししましたように放射線を軍事兵器として

研究していた。そういうセンシティブな資料なので機密扱いにしていたのだと思います。 

この機密解除の例がどうしてこの時代に行われたのか、私も今研究途上なのですが、このように考え

ています。１９９０年代というのは、アイディ・ウェルサム記者をはじめとしたトリビューン紙が、マ

ンハッタン計画においてプルトニウム人体実験が行われていた事実を報道した時で、ピュ―リッツア賞

質疑応答 
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も受賞しています。この報道に突き動かされたアメリカエネルギー省のオレアリー長官―黒人女性です

が―が、このような人体実験に関わる事実は公表しなければいけないという発想で、エネルギー省管轄

の人体実験関連文書をまずは国立国会図書館に移す、そういう方針を出します。 

当時のビル・クリントン大統領も大統領命令で人体実験諮問委員会を設置して調査させるという動き

を示しました。完全犯罪国家ではあるがそれに対抗する、非人道的なことはおかしいと発想するアメリ

カ人であったり、そういう人がエネルギー省の長官になったり、日本とは違うそういう可能性を持って

いる国です。 

さらにこういうことから１９８０年代にはナショナル・セキュリティ・アーカイブスというものが民

間組織として発足します。これは大学の研究者はもちろんなのですが、映画『ペンタゴン・ペーパーズ』

で活躍した記者のようなアメリカのジャーナリストが中心になって、機密扱いになった文書を公開して

いこうという運動があって、それは今現在も続いています。ジョージ・ワシントン大学にオフィスを設

けて、かって機密扱いだった文書を公開させる。しかも公開させるだけでなく、それを情報共有して資

料集、データベースにして提供していく、そういう活動を行っています。 

ですから完全犯罪する一方で完全犯罪させないという素晴らしい人たちもいるので、むしろそういう

人たちと協力して実態解明していく必要があるのではないかと思います。 

 

内部被ばくについては、「内部被ばく」という言葉はあまり使っていませんけど、私の著書『封印さ

れたヒロシマ・ナガサキ』の中で、残留放射線や放射線そのものがいかに過小評価されていったか、そ

の実態をアメリカの実際の文章で紹介する形で著わしています。放射線の人間への影響をアメリカはい

かに軍事機密扱いにしていったかを示したものです。 

さらに福島第一原発事故をふまえてもっと分かり易い形で著わしているのが『核の戦後史』です。こ

れはかなり福島原発事故の状態を心配しながら書いた本です。“Ｑ＆Ａて学ぶ原爆・原発・被ばくの真

実”としています。 

内部被ばくということではないかもしれませんが、被ばく研究そのものが冷戦下でいかに歪められて

きたかを、アメリカ史研究の中で『冷戦下の被ばく調査』という論文に書いています。関心のある方に

はお渡ししようと思います。 

 

質問 映像『Ｄｕｃｋ ａｎｄ Ｃｏｖｅｒ』製作の政治的意図は何だったのか？ 

日本のＪアラートは脅威を煽ることによって日本における国民感情を軍拡に向けて煽るためにやっ

ていると思います。１９５０年代のアメリカはどのような政治的意図をもってあのような映像を製作し

たのでしょうか。すでに冷戦期ですからソ連の核攻撃があっても大丈夫だと宣伝したかったのか、それ

ともアメリカが実際に使った原爆は非人道的なものではないと国内宣伝するつもりだったのか。 

 

回答 核攻撃に対する脅威を煽り、でも大丈夫という二重のメッセージ 

どちらも可能性はあると思います。今日の話でレスリー・グローブスの発言を紹介しましたけど、日

本ではああなったけどアメリカでは大丈夫と言う言説で、アメリカなら大丈夫だというイメージを強調

しているのだと思います。核保有国として自分たちのやったことには目をつむって相手に対しては警戒

しよう、そういう発想もあるでしょう。 

普通だったら核兵器も含めて使わせない状況を作るために外交を展開するとか、それが一番大切なこ

とだと思うのですが、当時のアメリカはマッカーシズムに象徴されているように敵の脅威を煽ることが

強調された時代でした。敵の脅威を煽ることを目的とする一方で、自分たちはこのようにやっておれば

大丈夫なんだと、二重のメッセージですね。 
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アメリカはなぜ民間防衛計画に力を入れたかというとその方が経済的だからです。教育の方がお金が

かからないからとしたのです。 

 

質問 広島・長崎のデータがチェルノブイリ、福島にまでつながる事情について 

広島・長崎のデータは、脈々とチェルノブイリ、福島とつながっている気がします。ＵＮＳＣＡＲＥ

にしても、ＩＡＥＡにしても、同じようなスタンスでやっているような気がします。決して被ばくにつ

いて日本政府は認めない、アメリカ政府も認めない。そのあたりの事情についてお伺いしたいです。 

 

回答 相容れない軍事基準データが人間の被ばく基準にされてきた問題 

このことについては中川保雄氏の著書『[新訂増補版]放射線被曝の歴史』がお薦めです。私の作業は

この本の裏付けをやっているようなものです。 

１９５８年８月に国連科学委員会が報告書を出した後、またＩＣＲＰが１９５８年に勧告を出した後、

ＩＣＲＰのシーベルト議長の個人的な召集の形でスイスにおいて会議が開催されました。招集されたの

は、ＩＣＲＰ、国際放射線単位委員会、国際放射線会議、ＩＡＥＡ、ユネスコ、国連科学委員会、世界

保健機構、国際労働機関、食糧農業機構、国際科学連合会議、国際標準組織です。１９５９年のＩＡＥ

ＡとＷＨＯの合意に象徴されるように、被ばくの影響を重視した調査を抑え込み、二重三重にも国際原

子ムラを強化する体制が敷かれていきました。 

ＩＡＥＡとＷＨＯの関係では、ＷＨＯは独自に調査はできないいびつな関係になっています。ＩＡＥ

Ａは核開発機関です。ということは核兵器・核発電を推進する機関のデータしか世界中で共有できない

ということです。 

水爆実験の被災の後に、このままいったら広島・長崎の被爆者研究は「何か悪い者」に利用される、

と原子力委員会は言っています。そこには冷戦下の論理で他に研究させまい、そういう意図が働いてい

ます。 

現在はＤＳ８６とかＤＳ０２というような残留放射線や内部被ばくをまったく無視するような、そう

いう基準が国際基準として通用しています。その背景には、核シェルターの開発も含めて核実験はやら

れていて、広島から建物を移築して実験して、そのデータに基づいて核シェルターは計画されてきまし

た。核実験すなわち軍事基準のデータに基づいて人間の被ばく基準にされているのです。被爆者の立場

に立っていないのでそもそもモノサシが全く違います。それが現状です。だからチェルノブイリ原発事

故も、福島原発事故も切り捨てられることになる。そういう構造です。 

 

質問 放射線影響研究所についてどう思われているか？ 

ＡＢＣＣを後継した現在の放射線影響研究所ですが、これについてどう思われているのかお聞かせ下

さい。 

 

回答 ＡＢＣＣの構造を引き継いで今も変わらない 

ＡＢＣＣが遺族の同意もなく被爆者のデータをアメリカ軍に送っていた問題は、それに対する批判が

高まり、日本の国会でも追及され、ＡＢＣＣのあり方そのもの、存続が難しいということになりました。

しかもその当時、アメリカの財政上の問題からもＡＢＣＣは切り捨てよういう意見もあがっていました。 

そのような状況を背景に発足したのが放射線影響研究所（放影研）で、１９７５年のことです。放影

研研の設置目的は名目上は平和目的ですが、その資金を出し、研究の主導権を握っているのはアメリカ

エネルギー省です。アメリカ原子力委員会を実質的に引き継いだのがエネルギー省であり、エネルギー

省は核開発を行う機関です。ですから放影研は核開発を行う機関からお金をもらって研究していること

になります。 
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しかも、今現在も継続しているのは対テロ戦争のための研究です。アレルギー研究所というところが

対テロ戦争のための研究資金をたくさん持っていて、その研究資金が放影研に流れています。対テロ戦

争のための研究をやっているので、構造的には放影研もＡＢＣＣと変わらないと思います。 

 

質問 科学者と言われる人たちの状況について 

高橋先生は歴史学の立場から放射線被ばくの成り立ちを明らかにされてきたと思いますけど、一方で

科学者と言われる人たちは、本当のことが明らかになっても、その事実を見ないようにしている、知ら

ずに呑気にしているのではないかと思います。原子力に関わる今の科学者の状況についてどのように見

られていますか。 

 

回答 被害者の立場に立って研究する科学者と共に 

私は科学史を研究しているつもりはありますが、私自身は科学者ではないと自覚しています。 

科学者の人たちにもいろいろな立場の人がいます。また科学者と言った時いろいろな分野があります。

それぞれの科学者の人はご自身の研究分野についてはたしかに専門家かもしれませんが、それ以外の分

野については必ずしも専門家ではない。放射線の影響の研究においても同様でしょう。政治家の人たち

には失礼な言い方になるかもしれませんが、科学政治を行っていると言われても仕方ない人もあると思

います。その結果人々がどうなっているのかは、ある意味どうでもいいと思っている。 

遺伝学といわれるものについてもそうです。二―ル博士たちは「遺伝学」と称して研究していますが、

遺伝学と言うのはスタートしたばかりの若い研究分野でした。ネズミだったり植物だったら何世代にも

わたる変化を一人の人が実際に見ることができますが、人間の場合、何世代にもわたる変化を一人の研

究者が見ることはできません。そういう意味で人間を対象とする遺伝研究はやりにくかったのです。 

そこに広島・長崎という、遺伝学者にとって具体的なデータとして持つことのできる対象が出現しま

した。人類遺伝学にとって、被ばくしているかどうかはさておいても、有益な研究データがごっそり手

に入ることになりました。それは後にＤＮＡ研究にも結びついていくものです。遺伝研究が思いきって

できることになった。その一方で被爆者がどうなろうと構わない。そういう発想で研究は行われていっ

たのではないかと思うのです。 

スタッフォード・ウ

ォレン博士の言う「空

中高く爆発した場合、

放射性物質は消えて無

くなる」、それを科学

的だと信じとている人

が残念なことにいまだ

にほとんどではないか

とさえ思います。彼ら

がどうしてそうなって

しまったのか、それ自

身の研究もしなければ

ならないと思います。 

 

そうではない、自分の

研究分野の範疇を超え

て、被害者の視点に立っ
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て研究している科学者ももちろんいます。そういう科学者と信頼関係を築いて、そうした科学者が発言

しやすい状況を共に作っていくことが大事なことではないかと思います。 

 

守田（司会） 最後に 

私たちは何故核の被害を正確に知ろうとするのかというと、やはりそれは私たちと未来の人々の命を

守るためです。そのことを考えるとき、やはり一番苦しんでこられた被爆者の方々も一緒にとりくんで

もらえることになるのではないかと思います。今日の講演とＱ＆Ａのこころみを、みなさんと一緒にこ

れからも続けていきましょう。 

被爆２世・３世の当事者として、私たちは世代を超えた被ばくの影響の真実を追究しているわけです

が、それを深めていく上で今日の高橋博子さんの講演は本当に重要な機会となりました。これからも、

高橋さんも含めて、研究者の方々と力を合わせて問題解決に挑んでいきたいと思います。 

本日は長時間ありがとうございました。（了） 

 

 

 

 

 

 


