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２０１２年度非核の政府を求める広島の会 第２６回総会記念講演会  

 

演題 「内部被ばく隠ぺいの歴史」 

講師  高橋博子氏（広島市立大学 広島平和研究所准教授） 

去る７月１６日、午後２時から、本会では第２６回総会が広島平和センター研修室で開かれまし

た。時機に叶った演題であることもあって、例年にまして会場一杯の参加者を迎え、金子常任世話

人の開会のあいさつのあと、標記の演題でご講演をいただきました。当日は、東京代々木公園では

反原発１０万人集会が開かれており、その模様が刻々と伝わってくる中での総会でした。以下は、

その要旨です。 

 

１、「被ばく」の表記について 

 

 まず、タイトルを「被ばく」と「ばく」を平仮名にしたのは、広島・長崎でのヒバクは火曜日の

「火へん」であり、原発やその他でのヒバクは日曜の「日へん」の曝を用いられてきたからです。

いま私たちが向き合ってきたのは、原爆による被爆の問題であり、さらにその後に続いて起こった

原発によるヒバクは、日へんの被曝の問題です。ですから、内部被ばくの隠ぺいの歴史を見るにあ

たっては、いかに、広島、長崎の被爆者が隠されてきたのか、さらには、原発による被曝者が隠さ

れてきたのかという歴史を見ることによって、いま現在起こっている、福島第１原発事故による被

害者の問題に言及して、その問題点を見ていきたい。 

 

２、３・１１以後の自分の子育てからの視点 

 

 東京電力福島第１原発事故が起こったときに、私は東京におりました。２００９年９月７日に、

私の息子が生まれ、それから、夫が東京に住んでいるので、出産および育児休暇をとって、東京の

小金井市で過ごしていました。３月１１日の時点で、私の息子は１歳と６か月でしたから、もう明

治の粉ミルクを飲ませていました。これまで核兵器や原子力の歴史研究してきたなかで、いかに被

ばく問題が隠されてきたかということをよく知っていたし、とりわけ、妊婦、胎児や、小さな子ど

もに、ヒバクが及ぼす影響についてもよくわかっていたので、この事故の中で戦々恐々とした毎日

を過ごしていました。 

私は３月１５日にとりあえず大阪の実家に避難しました。私は育児休暇が７月１日まであったの

ですが、子どもが３歳になるまで休暇の延長も可能でした。息子は７月１日で２歳１０ヶ月でした

から、関東に住むよりは広島にもどって復帰をしようと準備をすすめて１年が経ちました。  

 内部被ばくの隠ぺいの歴史そのものは、この原爆による被害そのものより、体内被ばく者がかな

り影響が大きい。特に、妊娠から２か月３か月のちょうど、つわりが激しいころに被ばくした方で、

体内被ばくをして、原爆小頭症になったり、いろんな影響を受けてる方たちがいます。広島、長崎

の調査の時点から、胎児に、放射線が影響を及ぼすことは、わかっていました。 

 成長の激しい子どもたちに、とりわけ、骨がどんどん成長しますが、ストロンチウム 90 は、骨

に蓄積されやすいといわれています。このことはアメリカ原子力委員会の調査を通じて知りえまし

た。ですから、私自身、自分の子どもを被ばくから守りたいという思いが切実にありましたし、同

時にいま現在、妊娠中であったり、小さな子どもを持ってる人たちに対して、本当にいたたまれな

い思いでした。小さな子どもを抱えての研究生活は大変ではありますが、機会をいただき、大事な

ことだとも思いますので、私の研究の話を、ぜひお聞きいただきたいなと思います。 

 

３、アメリカ政府は、内部被ばくの影響を、知っていながら認めていない。 

 

 話は、第２次世界大戦中にさかのぼります。というのは、アメリカ政府は、残留放射線の影響を、

否定しています。否定をするということは残留放射線の影響、これを知らないから、否定したわけ

ではなく、知っていて、否定しているんです。そういう証拠資料を、マンハッタン計画文書から、

入手したからです。 

 よくご存じの方は、特に、理系の方に対して は、拙い説明になりますが、私の歴史研究をし

ている者の説明として、聞いていただきたいん ですけれども、残留放射線と初期放射線の違い
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を、みなさんと確認したいと思います。原爆炸裂、炸裂して、１分間、１分間に発生するのが初期

放射線、１分以降に発生するのが、残留放射線、原爆が炸裂して、空中爆発、爆発して、火球が発

生してきます。ちょうど、地面に火球が到達するその間が大体、１分間、だとすると、便宜上つけ

られているもののようです。 

 ところが、原爆が炸裂して、１分以降にいろんな形で、放射線っていうのが発生する。たとえば、、

地面に到達して誘導放射化された放射線だったり、あるいは、「黒い雨」になって、雨や塵や埃に

のって、天空、空気中に広がって、拡散して、放射性降下物として落ちてくる。それも残留放射線

ですし、さらには、そういう塵や埃や雨等にのって食べ物や水に付着して放射性物質等を帯びて、

その放射性物質を帯びた食べ物を食べることによって、体のなかに口を通して、あるいは皮膚を通

して入ってくる。そういう放射線はすでにみなさんご存じの内部被ばくなわけですが、それも残留

放射線なんです。 

 アメリカ政府は、後で説明しますが、初期放射線は認めるけれども、こういう残留放射線を否定

します。知っていたとしても、過小評価をしかしない。さらには、今日のテーマであります内部被

ばくについては公式声明のなかでは、否定してきました。 

 体のなかに入ってきた場合に、α線、γ線、β線はそれぞれ、核種によって、放射線が違います

が、とりわけ、β線、α線の場合は、体のなかに入ってしまった場合に、たとえば、地面にある場

合はあまり長い距離は伸びないから、それほど影響がないとされがちなんですが、体のなかに入る

と細胞に止まり続けて放射化して細胞をこわし続けるので、いっそう深刻です。内部被ばくの影響

がきわめて重大ですけれども、この影響をアメリカ政府は認めてきませんでした。 

 ところが、アメリカの、原爆を開発した人たち、マンハッタン計画の科学者たちはすでに一九四

三年の時点で、内部被ばくの問題を知ってたという証拠資料があります。(資料Ｐ１)同年の五月十

二日、マンハッタン計画の責任者のレスリー・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、放射能毒性小委員会、Radioactive Poisons Subcommittee が発足します。これは、放射

性兵器を、攻撃のための兵器の開発、あるいは、そうした兵器が使用された場合の対策を講じる、

そうしたことを検討するための委員会でした。その委員会で、ジェームズ・コナント、アーサー・

コンプトンっていう、マンハッタン計画のそうそうたるメンバーが関与をしていますが、１９４３

年の８月６日の「放射性物質の使用についての小委員会報告書」で、ジェームズ・コナントは次の

ようにのべています。「わずか１００万分の１グラムの肺への蓄積が致命的であろう」、と。 

 この時点ですでに、「肺へほんのちょっとでもあれば致命的だ」と、内部被ばくの影響と深刻さ

に言及しています。このマンハッタン計画の一環として、実際、プルトニウムを人体に注射すると

いう人体実験も実際に行われていました。そういう人体実験に携わった科学者たちもいました。そ

うした人物がまた後で登場しますが、つまり、原爆を投下する時点において、アメリカがどういう

ふうに放射線のことを理解していたかというと、特性として、次のように述べています。 

 大限の効果を得るために直ちに使用されなければならないとか、使用されるまで重層に遮蔽さ

れなければいけないとか、簡単には検出されずゆっくりと効果をあらわす、と。しかも、きわめて

分解されにくく、何か月も地域を汚染し得ると述べているんです。残留放射線の特性そのものを把

握してるような、そういう説明が、マンハッタン計画文書のなかに、実際に記載されていました。 

 

４、原爆被害の暴露から報道規制 

  

 ８月６日、１９４５年の８月６日に、広島に原爆が投下され、同年８月９日に、長崎に原爆が投

下された後、当時、日本政府がどのように行動したかについても、触れますと、日本の国内の住民、

国民にむけては、対策を取れば、恐れるべき兵器ではないという声明を出しています。たとえば、

机のなかに身を潜めれば、大丈夫だという趣旨の宣伝が行われていました。国民に対してきわめて

不誠実でしたが、日本政府が、原爆の特性を何も把握していないわけではありませんでした。 

 というのもその証拠として、アメリカ政府に対しては、すでに国際法違反だと追及をしています。

１９４５年の８月９日に、１９０７年にハーグで署名された、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」、そ

れを引用して、「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」、それが禁止

されているわけですが、そうした条項を引用しながら、アメリカ政府を次のように批判しています。

「米国政府は今次世界の戦乱勃発以来再三にわ たり毒ガス及びその他の非人道的戦争方法の使

用は文明社会の輿論により不法とせられしとし、相手国側において、まずこれを使用せざる限り、
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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、従来かゝる性能を有するが故に使用を禁止せられをる毒ガスその他の兵

器を遥かに凌駕しをれり」、と糾弾している。ですから、日本政府は、国内の住民に対しては、大

丈夫だと言いながら、アメリカ政府に対しては、毒ガス的な残留放射線の影響、そういった特性を

捉えたうえで、追及をしていました。 

 ところが、アメリカ側は、日本政府がこういう声明を出す一方で、原爆によってもたらされた放

射線の影響について、二つの、表面的には相矛盾する、そういう態度で臨みます。というのは、一

方では、次のように、アメリカのウォーターソン大佐が、８月 28 日付けの文書で、「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」とのべています。広島、長崎で起こった

事態、それについては、つぎの大戦が起こるまで得られないぐらい大事だっていうわけです。 

 その一方で、連合国軍の記者たちが、広島、長崎を取材して、報道します。 

１９４５年の９月５日に、オーストラリア人のジャーナリストのウィルフレッド・バーチェットが、

デイリー・エクスプレスに、「広島では、 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、かの惨禍によってけが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」というふうに、１か月経

った後にも、人々を殺し続けている兵器だという、そうした側面を、しかも、原爆病という、未知

なる理由というそうした面を報道しました。 

 こうした、日本政府が国際法違反だと言う告発の抗議、さらにはそれを裏付けるような、連合国

軍の記者による報道に対して、アメリカ軍の当局がどのように反応したかというと、次のようなも

のでした。１９４５年の９月 12 日の夜に、マンハッタン計画副責任者のトーマス・ファーレル准

将は、東京で記者会見を開きます。「秘密兵器の爆発力はその発明者が予見するよりも大きかった」

としながら、彼、ファーレルはそれが廃墟となった街に残存する危険な放射能を生み出したり、爆

発時に毒ガスを作り出すことを、断固として否定した」というふうに、１９４５年の９月 13 日付

けのニューヨーク・タイムズは報道しております。 

 ですから、１９４５年の９月 12日という時点で、すでに、トーマス・ファーレル准将は、広島、

長崎の場合、残留放射線の影響はないという、そういう公式声明を出していたわけです。その一方

で、秘密兵器の爆発力、そのものは大きいということを言っているので、原爆というのは威力はあ

るけれども、こういう、国際法に違反するような、そうした側面がある兵器なんだっていうことは、

極力否定しようとしています。 

 トーマス・ファーレルは軍人ですが、その軍人に対してアドバイスをする科学者というのがいま

した。彼の名前は、スタッフォード・ウォーレンっていう、科学者でした。彼は元々、ロジェスタ

ー大学にいて、マンハッタン計画の放射線安全対策の責任者になって、後にＵＣＬＡの医学部長に

なった人ですが、この時点では、米軍として、この広島、長崎にきていましたが、「広島、長崎の

場合は、空中高く爆発したから、こういう放射性物質は拡散して、亜成層圏までいって、拡散して

消えてなくなる」と説明をしました。残留放射線の影響はないということが、この公式声明に合わ

せる形で、公式科学見解なるものが作られていくわけです 

 その一方で、アメリカ国内でも、原爆についての報道そのものが、日本はもちろん、アメリカで

も、９月 14日にトルーマン大統領が、「 高度の国家安全保障上の利益において、編集者や放送者

は陸軍省に 初に相談することなしに、情報の発表を保留するよう要請する」とこの報道関係者に

対しても、自由な報道を抑制する、プレスコードを敷く声明を出しました。 

 ですから、ウィルフレッド・バーチェットの報道が、言わば、例外的に報道されただけで、後は、

情報統制のなかで、具体的に、広島、長崎において、何が起こっているのかっていう、そういう事

実は、日本はもちろんのこと、世界的にも発信されない状態が続いていきます。 

 トーマス・ファーレルは、９月の 27日の時点で、次のようにのべています。「日本とアメリカで

報道された話に、建物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要員が爆弾の爆発に巻

きこまれて多くの死傷者がでたということである」というように、言い訳めいたことをのべていま

す。つまり、その当時、直接の被爆者っていうのはいなくて、広島市内に入って被ばくした、人た

ちの存在、それを報道されていたわけなんです けれども、そのことについて、ファーレルは、

そうした報道そのものは違うんだということを、言い訳めいた形で、文章で残しております。で
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すから、入市被ばく者の存在を、早速否定する言論を作っていきました。 

 その一方で、先ほどの、スタッフォード・ウォーレンも、広島、長崎の調査をします。彼が、残

留放射線は、ないというふうに、大したことがないという、そういう、公式見解につながるそうい

う、論拠を提出しますが、彼の調査報告の、９月の下旬から 10 月の初めにかけて、調査します。 

つまり、枕崎台風が、広島、長崎を襲った後に、調査して入手した、そのデータをもとに、人体へ

の影響は大したことがないという、そういう、発表をしました。ですから、その前に、調査された

内容ではなくて、本当にこの、スタッフォード・ウォーレンが調査した、そういう論拠にもとづい

て、広島、長崎の残留放射線の影響、大したことはない、あるいは、入市被ばく者の存在はないと

いうことに、されていきます。 

 

５ アメリカ各実験下での被曝問題 

 

このスタッフォード・ウォーレンが、マンハッタン計画の放射線安全対策の責任者であり続けま

すが、１９４６年の７月にビキニ環礁で、クロスロード作戦という、原爆実験が実行されますがそ

のときも、スタッフォード・ウォーレンが、放射線安全対策の責任者でした。彼が放射線安全対策

の責任者として、どういう基準を設けていたかと言いますと、１週間に、５００ｍ㏜から６００ｍ

㏜、放射線を浴びたら、部隊にい続けることはできないとのべています。 

 クロスロード作戦のときには、２回実験が、実際にはおこなわれました。１回目は空中爆発、２

回目が水上爆発でした。１回目の時は、広島、長崎でおこなわれたのと、同じような実験だったわ

けで、スタッフォード・ウォーレンのロジックによると、亜成層圏までいって消えてなくなるはず

なんですけれども、実際、その亜成層圏までいくかもしれないけども、かなり広い範囲に放射性降

下物が降り注ぐわけなんですけれども。水上爆発の場合は、分散するわけではなくて、かなり、集

中的に汚染が起こるので、相対的に、部分的には、核実験に使用された、第２次世界大戦中に使用

された、戦艦が、実験の爆心地を中心として、いろんな場所に配置されていたわけなんですけれど

も、そうやって、実験に使用された、戦艦そのものの汚染が、かなりすさまじいものになっていま

す。ですから、そういう戦艦を、サンフランシスコに引きあげるときに、戦艦そのものを洗うって

いう、そういう作業を、アメリカの兵士たちは行なっています。そういう兵士たちを動員するロジ

ックとして、５００ｍから６００ｍ㏜、浴びたら、参加し続けることはできないという、そういう

基準を彼が作りました。 

 この数字というのは、後で 後の方で出てきます。みなさんおなじみの、１ｍ㏜、20ｍ㏜、１０

０ｍ㏜、という、馴染み深い数値ですが後の方で、出てきますので覚えておいてください。 

、スタッフォード・ウォーレンは、レジュメにも書いておきましたが、「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γ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」という、

説明をし続けています。 

 このように、公式声明としては、広島、長崎に起こった放射線による被害を軽視した声明を出し

続け、そういうロジックなものが出ているわけです。ところが、この、広島、長崎で、起こってい

る状況そのものは、その公式声明とは裏腹に、軍事的な情報としては、たいへん重宝されるという、

そういうことがなされ続けてきました。 

 

６、広島・長崎に設置されたＡＢＣＣ（原爆被害影響研究所） 

 

 少し、飛ばしまして、５㌻の方、ＡＢＣＣの発足について、お話します。ご存知のように、ＡＢ

ＣＣが、発足したのは、言わば、合同調査団が、先に原爆被害について調査していますが、それを

受け継ぐ形で、発足します。この発足にあたって、１９４６年の 11 月 18 日付けにジェームス・フ

ォレスタル海軍長官が、ハリー・トルーマン大統領に対して、海軍医総監たちの意見を紹介して、

アメリカ科学アカデミー学術会議に対して、原爆の人間への影響に関する研究、それを継続するよ

う、するための組織を作ることを、命令するように勧めております。そこでは次のように述べてい

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 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する」という
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ふうに、さらには、「軍事の範疇を越えて、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」というように、もちろん、軍事的な目的、あるいはさらに、予測

される平時用産業、つまりは、原発を含むそういう、産業を意識して、研究が重要だということを

述べているわけです。 

 ですから、ＡＢＣＣが、被爆者に何が起こるかという、医学的な関心というよりも、もちろん、

解釈のしようにもよりますが、合衆国にとって重要であるという、しかも、ユニークな機会だとい

う、そういう発想から、研究が正当化されています。 

 ＡＢＣＣは、言わば、軍の調査を引き継ぐ形で発足しますが、管轄としては、アメリカ科学アカ

デミー学術会議でした。ですから、ちょうど、マンハッタン計画の軍人が管理をしてるわけですけ

れども、それが、１９４７年に、アメリカ原子力委員会が発足して、この核開発そのものが、軍か

ら民へ移管しました。そういう、放射線の人体への影響についての研究そのものも、軍から民に移

管してるかのように、形式上は見えます。ところが、実際には、ＡＢＣＣに対して、資金提供して

いたのは、アメリカ原子力委員会でした。ＡＥＣというのは、atomic energy commission、アメリ

カ原子力委員会で、マンハッタン計画を受け継いだ機関です。そういう意味で、軍から民に移管し

ているのですが、実際には、核開発、核実験をおこなう、取り仕切る責任者は、アメリカ原子力委

員会でした。ここが、ＡＢＣＣに対して、研究予算を提供しているわけです。ですから、核実験を

する、つまり、核兵器を開発する機関と同じ機関が、アメリカ原子力委員会がＡＢＣＣに対して、

資金提供し続けてきたわけです。 

 実際に、ＡＢＣＣは、広島、長崎で、収集した被爆者の病理学的な資料をどうしたかといいます

と、これをそのまま、アメリカ原子力委員会に送るわけでも、アメリカ科学アカデミーに送るわけ

でもなく、ＡＦＩＰ、アメリカ軍病理学研究所というところに送っていました。米軍ＦＩＰ、米軍

病理学研究所。米軍病理学研究所っていうのは、南北戦争を機にできた、施設で、米軍病理学研究

所で、病理標本を収集するという仕事をずっとしてきた機関です。米軍合同調査団が、広島、長崎

で、初期に、広島、長崎の被爆者からの病理学的な資料を入手して、どこに送ったかというと、Ａ

ＦＩＰ、米軍病理学研究所に送りました。初期についてもそうで、ところが、ＡＢＣＣが発足した

後も、ＡＢＣＣが入手した病理学的資料は、この同じ場所に送られ続けます。 

 少し、レジュメを飛ばしますが、10 ㌻に、アメリカ軍病理学研究所には、アーカイブス、文書館

がありまして私は、アメリカ軍病理学研究所で、ＡＦＩＰ、ＡＢＣＣ、つまり、アメリカ軍病理学

研究所と、ＡＢＣＣとの間に交わされた書簡を入手してきました。それによりますと、見えにくく

て申し訳ないんですが、何が書いてあるかと言いますと、ＡＢＣＣから、ＡＦＩＰ、アメリカ軍病

理学研究所に、いつの時点で、病理解剖した、病理標本、それが、病歴については 26 件、スライ

ドについては１２４０件、パラフィンブロックについては１３５０件、というふうな形で、あるい

は、年によって、組織が何件っていうようなそんな記述があります。被爆者の方、一人ひとりに、

組織に番号が与えられて、これを送りますという、そういう往復書簡が保存されていました。 

 そこでどういうやり取りがあったかについて、少し触れたいと思います。レジュメにも書いてお

りますが、１９５１年の４月 12 日付けの書簡は、次のようなものでした。 

「親愛なるデカーシ閣下、１９５１年２月５日のあなたからの書簡にお答えして、私たちは広島で

原爆に被爆した両親から生まれた死産や新生児の子どもたちの何百もの倍検したフォルマリン固

定標本をお送りする準備をしています。それぞれの診断書は別にしてお送りします。これらは、つ

ぎの２か月の間にお送りします」というような手紙です。 

 

７、ＡＢＣＣは本当に被爆者をモルモット扱いにしていた！ 

 

 これは、誰が書いたかと言いますと、その当時、ＡＢＣＣの所長でありました、グラント・テイ

ラー所長が、アメリカ軍病理学研究所の所長であります、デカーシ―に対して送っていたわけです。

つまり、この書簡からわかるのは、１９５１年４月 12 日という、約２か月前である２月５日の時

点で、デカーシ―所長が、広島、長崎で、死産になった子どもたち、その組織を送ってほしいとい

う、要請をＡＢＣＣに対して出して、言わば、それに応える形で、米軍病理学研究所に、実際に送

られていました。実際に送られた、胎児たちの情報、そのものは、こういう書簡に、残されている

わけです。胎児たちだけではなくて、１９４０ 年代、５０年代に、病理解剖された、被爆者た

ちの、病理学的な資料が、同じようにこういう、 ＡＢＣＣから、軍病理学研究所に、言わば、極
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秘に送られていたわけです。 

 返還の問題については、また、違う機会にお話しできたらと思います。ただこの件については、

当時すでに、ＡＢＣＣの小児科医の調査によって、被爆時に胎児たっだ子どもたちには、原爆小頭

症等の症状があらわれているという報告が出てきたばかりの時期なので、広島、長崎での出産調査

に対して、再度、関心が本当に高まっていたことが、広島、長崎の胎児たちの情報を軍が知りたが

っていたという面もあったのではないかとも思います。ですから、軍人の要請によって、送るＡＢ

ＣＣそのものが、被爆した子どもたちの、その辺の調査をしていたかというと、送り先がもう、こ

のとおりなので、研究体制のあり方そのものに対して、私は、ＡＢＣＣという組織としてはもちろ

ん、内部でいろいろ研究されてた人たちで、いろんな感情があったことは、予測はできます。組織

としては、疑問のある場であったと考えております。 

 

８、冷戦時代の核開発 

 

 レジュメのちょっと、前に戻りますが、１９４９年にソ連が、原爆を保有したことによって、ア

メリカ国内で原爆が実際に、自分たちに使用された場合に、どうするのがいいのかという、そうい

う議論が大変高まります。その議論の一環として、民間防衛計画なるものが、出てきます。その民

間防衛対策用として、「原子兵器の効果」という本が出版されますが、それは、アメリカ原子力委

員会と国防総省とロスアラモス科学研究所の共著として、発行されました。その「原子兵器の効果」

のなかでは、広島、長崎の被爆者の、本当の被爆の実態はあらわされておりません。 

 その代わりに、次のように記入がなされております。 

「原子爆弾の爆発によって、放射性物質が体内にはい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

はまったく報告されていない」と。この出版物のなかにそのように書かれています。ですから、こ

ういう、公式に出される出版物のなかでは、内部被ばく、それを否定する、そういう記述がなされ

ているわけです。こういう大前提のなかで、基本的には、アメリカ政府の民間防衛対策なるものは、

放射線の影響そのものをきわめて軽視したものになっていきます。 

 それは、１９５４年３月１日の、ビキニ水爆被災、第５福竜丸の乗組員をはじめとして、さまざ

まな当時航海中だった方たちが被爆しましたし、マーシャル諸島の人たちは、たくさんの方が被爆

しておりますし、当時、作戦に携わっていた米兵もかなり被爆者を生み出しているんですけれども、

１９５４年の３月１日のビキニ水爆被災をきっかけとして、放射性降下物に対する危険性が、いろ

んな科学者の中からも、市民の中からも、本当に大変高まっていくのは、みなさんのご存知の通り

です。そういう５０年代であったことなのですが。 

 ただ現在のアメリカ政府の見解というのは、かなり悲観的です。これは１９８０年代に製作され

た The Atomic Café というドキュメンタリー映画のビデオです。このドキュメンタリー映画そのも

のは、もともと、このアメリカ政府が、公開型のプロパガンダであったり、アメリカ軍の内部用に

作成したフィルム、それを音楽であるとか、映像を、いろんな方法で、入手して作り上げたという、

大変、挑戦的な、ドキュメンタリーなんですけれども、彼らが作った後に、公開されていたフィル

ムがまた隠されたりとか、いろいろしてるんですけれども、そういう意味でも、大変貴重な映像が

詰まっています。日本語版もありますからごらんください。 

 ですから、瞬間的に物陰に身を潜めれば大丈夫だという、そういうイメージを、アメリカは、人

為的に植えつけています。原爆っていうのは、威力はあるかもしれないけど、残虐でないんだとい

うイメージを、同時に植えつけていますのでそういう発想を持った人たちが、核兵器そのものを持

っているっていうことそのものも、大変みなさんは恐ろしいというふうに、思うと思うんです。私

もこの映像を初めて見たときには、本当に、皮肉な気持ちを込めて大笑いしました。 

 ところが、昨年の東京電力の福島第１原発事故に対して、日本政府がおこなってる公式声明を見

たとき、まったく同じことをやってる、と感じました。放射線の影響は大したことがないという、

プロパガンダを引きつぐ形で、いま日本政府が行なっているんだというふうに思います。この日本

政府が、いま現在行なっていることというのは、どういうことかということをお話して終わりにし

たいと思います。 

 

９、アメリカの原子力開発の現在 
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 ＩＣＲＰの２００７年勧告っていうのがあります。このＩＣＲＰはみなさんご存知の国際放射線

防護委員会です。１９５０年に、それまであった、放射線の防護に関する委員会、違う組織だった

のですが。それは、この１９３０年代から医療現場での放射線防護、それを中心に、議論するとい

う、委員会（「国際Ｘ線およびラジウム防護委員会」（ＩＸＲＰＣか？石橋）がすでにありました。

それを引きつぐ形で、１９５０年に、ＩＣＲＰができます。このときに、50 年にできたときには、

ＮＣＲＰというのがありました。ＮＣＲＰというのは、全米放射線防護委員会、ですから、アメリ

カの放射線防護委員会が、戦後１９４６年にできたそのときに、テイラーっていう人物が議長をし

ていました。このテイラーという人物が、50 年の際に、シーベルト博士とともに、ＩＣＲＰの発足

に携わります。 

 ですから、全米放射線防護委員会がかなり、大きく関与する形で、ＩＣＲＰが誕生していると考

えてもいいでしょう。このＮＣＲＰがどういうところかというと、やはり、戦前から同様の組織は

あったんですけれども、１９４６年にそれを組織替えして、編成しなおして、全米放射線防護委員

会となります。そのときに、さきほどのテイラーという人物が、議長を務めます。その委員として、

重要な人物として、出てくるのがみなさんすでにおなじみのスタッフォード・ウォーレン、しかも、

ほかには、ストーンという、人体実験に携わったような人物も、委員になっております。スタッフ

ォード・ウォーレンがこれを辞めた後は、シールズ・ウォーレンという人物が引き継いでおります。

彼は、どういう人物かというと、広島、長崎の原爆の際に、長崎の調査に携わった、そういう人物

なんですけれども、その後、アメリカ原子力委員会の生物医学部長をしております。ですから、核

兵器を開発する機関の、放射線の影響についての、人体影響についてのいちばん中心になる機関の

トップを務めているわけです。 

 こういう人物が、ＮＣＲＰを構成しているわけで、さきほども、プルトニウムの人体実験がマン

ハッタン計画以来、おこなわれていたことを、お話しましたが、そうした人物たちというのは、み

んな人体実験に携わってこられた方々で、後に、アメリカ科学アカデミーで、ＢＥＡＲ委員会（原

子放射線の生物学的影響に関する委員会 石橋）という、放射線の影響についての委員会ができる

んですけれども、シールズ・ウォーレン、スタッフォード・ウォーレンではなくて、シールズ・ウ

ォーレンの方なんですけれども、アメリカ原子力委員会の生物医学部長を辞めた後は、アメリカ科

学アカデミーで、ＢＥＡＲ委員会で力を発揮するといういう形でこのＢＥＡＲ委員会にも、マンハ

ッタン計画の人体実験に携わった科学者たちが、多く参与しています。 

 ですから、マンハッタン計画で人体実験に携わってきた人たちが、放射線の安全対策づくりに携

わってきたと言っても過言ではないし、ＩＣＲＰにもかなり、もちろん、国際的な組織なので、イ

ギリスとかカナダとか、ほかの国の影響はもちろん大きいんですけれども、イギリスとカナダにし

ても、結局、マンハッタン計画に関与してるので、そういう意味で、同類とは言えるんですけれど

も、人体実験を通じて、放射線を兵器として考えるという、そういう人たちの発想で、放射線防護

づくりが作られてきたって言っても、私は過言ではないのじゃないかなと思います。 

ＩＣＲＰが、１９９１年に勧告を出していて、その時に、一般公衆が１ｍ㏜っていうふうに、出

していますが、２００７年勧告では、作業員、緊急時の時に推奨する、原発作業員、の方たちの基

準を、５００ｍ㏜から１０００ｍ㏜、それを勧告しております。一般公衆についていえば、これは

緊急時なんですけれども、１から 20、20 から、１００からそれ以上、緊急時の段階に応じて、１

から 20、20 から１００、１００からそれ以上、です。作っていて、それをＩＣＲＰ、２００７年

勧告として、出しております。 

 

１０、日本政府の原子力安全政策の対応 

 

 ＩＣＲＰの２００７年勧告、それを文部科学省の放射線審議会、というのがあって、ここが、国

内法に取り入れるための討論をずっとしていて、２０１１年の１月にも、基本部会が会合を開いて、

実際に取り入れる方向で勧告を出しています。これに、小佐古氏も入っています。ですから、すで

に、福島第１原発事故が起こるよりも前に、ＩＣＲＰの２００７年勧告、それを日本国内に取り入

れようという、動きが起こっていたわけです。 

 ここで起こった福島第１原発事故を受けて、日本政府がどういうふうに行動したかというと、文

部科学省の放射線審議会に、緊急時の１００ｍ ㏜を採用しようとすると、それを２５０に引き

上げたいということを打診します。それに対し て、文部科学省の放射線審議会は、ＩＣＲＰが
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すでに、５００から１０００ｍ㏜、それを勧告しているし、後、ＩＡＥＡが５００ｍ㏜以下、それ

を勧告しているので、そういう勧告に照らして、これを取り入れるのは妥当だと返答をしているそ

うです。 

 ですから、ＩＣＲＰなんかに、ＩＡＥＡ、その基準を国内法に取り入れるより前に妥当だと、言

わば、強引に引き上げたわけです。２５０ｍ㏜ももちろん、大きい値なんですが、５００ｍ㏜と６

００ｍ㏜、これみなさん覚えていますか。スタッフォード・ウォオーレン、彼が、クロスロード作

戦の時に、５００ｍ㏜から６００ｍ㏜浴び続けたら、放射線安全隊に、参加し続けることはできな

いという、基準値で、それと同等、あるいは、それ以上の基準と、それを、ＩＣＲＰの２００７年

の勧告は、出しているわけです。 

 ですから、アメリカの核実験で、兵士たちを動員する、しかも、空中高く爆発した広島、長崎の

場合は大したことがないんだという、そういうことを言ってるスタッフォード・ウォーレンが出し

ている、そういう基準を原発の作業員たちに適用しようとしているという、異常事態が、現在起こ

っているんだということです。 

 今、現在、政府がおこなっている基準、核兵器開発の発想そのものを、読み替えられていると思

います。しかもこれは、内部被ばくをきわめて軽視した上でやっており、本当にかなり恐ろしい事

態が起こっています。 

 同じく、ＩＣＲＰ２００７年勧告で、一般公衆について、１から 20、20 から１００、１００㏜

以上という、段階に応じてっていうことで出していますが、それも日本政府は強引に取り入れて、

学校の基準を 20ｍ㏜にしたり、あるいは、住み続けるための条件を 20ｍ㏜以下っていうふうにし

たり、とんでもないことをいま現在行なっているし、20ｍ㏜ぐらいの所に住んでいる人たちの、避

難の権利を奪うということを、ＩＣＲＰ２００７年勧告等を引用することによって、避難する権利

を奪っているんだと思います。 

 子どもたちに対しても、大人と同じレベル、大人子ども区別なく、適用しているわけなんですけ

れども、このようなあり方そのものも、本当におかしいわけで、というのは、すでに、ＡＥＣ、ア

メリカ原子力委員会は、実は、ＡＢＣＣからどんどん、情報を入手しているわけですけれども、Ａ

ＢＣＣだけではなく、世界中のいろんな機関を通じて、骨を入手しておりました。、病院を通じて

いろんな人の骨を入手しておりました。どこの地域でどれぐらい、ストロンチウム 90 が、この骨

には高いとか、そういうことまで研究しております。 

 しかも、いろんな食物、ミルク、牛乳などに、どんな影響が起きやすいかとか、いろんな食物を

集めて、食物の被ばくの情報を集めています。ですから、１９５０年代すでに、アメリカ原子力委

員会は、内部被ばくの影響そのものを重視した上で、研究を行なっていたことがわかります。 

 そういう研究を行なっていたにもかかわらず、マンハッタン計画で、人体実験に携わってきたそ

ういう人たちが中心となって得たデータそのものを、被害を受けた人たちにきちんと返すという、

発想はなく、これだけ受けても、ばれないというか、表面化しにくいという発想のもとで、どれく

らい発表したら、原子力産業なり、核兵器産業に影響を及ぼすかという発想のもとで、基準作りを

彼らは作っていったんだと思います。 

 ですから、１９５０年代の終わりというのが、私は、かなり要となっていると思います。という

のは、国連科学委員会ができたのも 50 年代です。後、ＩＡＥＡができたのも 50 年代、しかも、国

際原子力村そのものが、原子力発電を推進するための体制を、整備していったのも、１９５０年代

の後半です。 

 ですから、１９５４年の３月１日のビキニ水爆被災によって、確かに、放射性降下物の恐ろしさ

を訴えていくわけですが、科学者、市民を含めていろんな角度から、それを封じ込めるような、国

際的科学的知見なるものが、厳重に築かれていって、現在に至るんだというふうに、私は思います。 

 とにかく、この原子力委員会は、科学者たちは、ストロンチウム 90 が骨に蓄積されやすくて、

しかも、細胞分裂も激しく、影響が大きいことも、50 年代にわかっていたわけです。そういう研究

があったにもかかわらず、そういうものが全く反映されないで、強引に、放射線のレベルを誰に対

しても適用、平等に適用するという、そういう政策を日本政府はやってきました。そういう発想だ

からこそ、威力はあるけれども、残虐ではないという発想が生まれ、核兵器に寄り添う発想や核兵

器に依存する体質もあるのだと思います。原発は、本当に弱い者により影響を及ぼす存在であるに

もかかわらず、そうした面を隠そうとする事実 が、内部被ばく隠ぺいの歴史は象徴していると

思います。ご清聴ありがとうございました。（文 責・三浦精子） 


