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はじめに

　私は長年、自然科学の一つ「原子核物理」の研究をしてきました。政治・歴史・
思想などの社会科学分野の専門的な研究はしていません。つまり「平和」を学問
的に探究することはありませんでした。
　終戦時、私は14歳でした。戦場での戦闘経験はありませんが、広島の原子爆弾
の被害を体験し、戦争を知る一人として戦後を過ごしました。人は思いがけない
体験を重ねながらそれぞれの終焉を迎えます。私の生涯はまだ終わったわけでは
ありませんが、83年間の人生経験で得た平和への思いをつづりたいと思います。
　私は第二次世界大戦（太平洋戦争）を聖戦と教えられ、戦争に勝つことを信じ
て少年時代を過ごしました。ところが８月15日、日本は戦争に負け、連合国に無
条件降伏をしました。日本は必ず勝利すると教えられていた私は、「私だけでな
く日本中が騙された」と子供心に思いました。終戦後、軍に関する組織が解散し
ました。やがて不戦の宣言を表記した新憲法が公布されました。新憲法は「戦争
放棄によって平和を実現する」立場に立っています。「戦争は平和のため」とし
た教育は一転し、「不戦による平和へ」と対極に移行したのです。どちらも平和
のためであれば、平和の定義に矛盾が生じないでしょうか。
　最近、「特定秘密の保護に関する法律」の国会通過や「集団的自衛権行使容認
の閣議決定」が報じられる度に、再び戦争ができる国になろうとしていると感じ
ます。日本は戦後70年間、戦争に巻き込まれていません。それぞれの国にとって
主張や利害関係が異なっても、人を殺傷する武力でなく、話し合いで解決する方
法はないものか……。戦争の結果がもたらす悲惨さを知る者として、警鐘を鳴ら
したいと思います。
　思えば少年時代に受けた戦争の記憶とその前後の衝撃が、その後の私の人生に
大きな影響を与えました。それを学生時代、社会人時代、その後に分けてみまし
た。それぞれの時代に周囲で起きた事例を挙げて、どのように関わったかを列挙
し、最後に未来への想いを書き綴ってみました。多様な平和問題の探索に役立つ
ことがあれば幸甚です。
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１．学生時代（1937～56年）

　私は1931年、満州事変の年に生まれました。人生において一番多感な小学校か
ら大学を卒業する1956年までの間に戦争と敗戦を経験しました。戦争から平和な
時代への急変に戸惑いながら、自分の取るべき道を模索する混乱期となりました。

⑴　小学生時代（1937～44年）
　私が小学校入学の年に支那事変（日中戦争）が勃発しました。当時は全てを理
解できる年齢でありませんでしたが、子供心に当時の中国の首都南京の攻略に成
功したことを祝って提灯行列をしたことを記憶しています。しかし、南京での虐
殺行為は報じられませんでした。日中戦争以降、広島は宇品港から戦地に向かう
軍人などの最後の宿泊地となりました。輸送船を待つ数日間が軍人にとって日本
での家庭生活を味わう最後の機会となり、一般家庭に数人ずつ宿泊しました。今
の民宿のようなものでしょうか。彼らは戦地から写真を送ってきました。鉄兜に
銃弾の貫通跡が見られる写真は戦友の死を意味します。中国人の両手を後ろ手に
縛る側で、日本刀を構えている日本軍人の写真もありました。そのような写真を
見ても、当時の私は「悪い奴は死んで当然」と思ったようです。人は本来このよ
うな残酷な性格を持っているのかもしれません。それとも教育によるものでしょ
うか。戦争のため死ねと命令する権力者がいた一方で、素直に従った国民が今で
は不思議です。
　1941年に日本は第二次世界大戦に参戦しました。「12月８日未明、日本軍は真
珠湾の奇襲攻撃に成功し大勝利を挙げた」と報道され、当然、小学校（当時、国
民学校）４年生の私は大喜びをしました。南方でも戦果を挙げ、日本は勝利して
いると信じていました。学校では戦争を賛美する修身教育が行われます。高学年
になって戦争に向けた歴史教育が始まります。
　歴史の授業は歴代天皇の名前を暗誦することから始まりました。「日本の国は
神武天皇以来、天皇自ら日本を統治してきたが、中世から天皇の威信が低下し、
武家政治が始まり、戦乱の世の中になった。やがて明治になり、天皇主権の国体
が復活した」と教えられ、日本は神の国で「苦難の時は神風が吹く」と信じてい
ました。

⑵　中学・高校時代（1944～50年）
　戦争の最中にあり、戦争を賛美する教育になりました。日清戦争で台湾を領有
し、日露戦争後は朝鮮半島を併合しました。日本が戦争に勝利するのは当然であ
り、やがて世界を制覇すると教えられました。領土拡張を植民地政策とは教えら
れませんでした。まさに戦争に勝つことが正義でした。しかも戦争は約10年に一
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度の割合で起き、そのおかげで景気も持続すると教えられました。
　満州事変が当時の陸軍の自作自演の陰謀――関東軍による南満州鉄道線路の爆
破、いわゆる柳条湖事件――であったことも教わりませんでした。逆に満州事変
を契機に満州国を建設し、日本人は広い地を得てアジアに貢献していると教えら
れました。国際連盟から非難され、脱退したことなども教わりませんでした。学
校では三国同盟を結んだドイツ、ゲルマン民族の優秀さを教えられ、ドイツに学
べと言われてきました。英語は敵国語として使用を禁じられました。歴史観は時
の権力者によって変えられます。
⒜　原爆投下まで
　富国強兵をスローガンに国家総動員法が発令され、戦争が最優先される時代に
なりました。統制が厳しくなり、物資も軍隊が優先し、国民は「我慢」を強要さ
れました。
　1942年６月のミッドウェー海戦で海軍の主力が壊滅し、やがてガダルカナル島
をはじめ各部隊が孤立し玉砕が続きます。しかし戦争をやめる気配はありません
でした。国民は敗戦の気配を感じていたようですが、相変わらず大本営は真実を
国民に伝えませんでした。少しでも戦争の批判をすれば逮捕される時代でした。
学校にも年配の将校が監視のためか、配属されていました。軍による統制は終戦
まで続きました。
　隣組から赤紙召集で戦地に行く人を、千人針の縫い込まれた日の丸の旗を渡し、
送りだします。千人針には「武運長久」（戦いで長く生き残る）の願いが込めら
れているのですが、家族は「死んで国に奉公しろ、万歳」と叫びます。心のうち
はどれほど辛かったでしょう。出征した軍人が白い小さな箱になって帰ってきた
のを校庭で迎えました。その時にはさすがに万歳もなく、哀悼歌で静かに迎えま
した。それを見て、私はどうしても国のために役立つ軍人になり、靖国神社にま
つってもらおうと決心しました。
　1945年になると戦況が悪化し、３年から６年までの小学生は４月から田舎へ疎
開しました。昨年死亡した３歳下の私の妹もその一人でした。遺品の中から大事
にしまっていた母親との通信記録を見つけました。「どうして、私だけ一人が集
団疎開で離れなければならないの、家族と一緒に住みたい」との妹の訴えに、母
は「お兄さんはやがて戦争に行きます。今はその準備をしているのです。下の妹
はまだ４歳で一人では生活できません。貴女はやがて帰れます。それまで我慢し
て下さい」こんなやり取りが1945年４月から原爆投下までに何通かありました。
当時、私の父は他県に単身赴任中で、私は母と下の妹の３人で暮らしていました。
戦争が長引けば、私は軍人として出征していたでしょう。
⒝　原爆に遭遇して
　1945年８月６日午前８時15分、広島に世界で初めての原子爆弾が人類の頭上に
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投下されました。戦争も末期状態で青年はほとんど戦地に召集され、市内には年
寄り、女性、子供が残っていました。私は原爆が投下される１週間前から学徒動
員として郊外の工場に行くことになりました。８月６日の朝８時には、爆心から
15㎞離れた軍需工場に集合していました。そのため、直接被爆を逃れ生き残るこ
とができたのです。
　あの日、私は工場の空き地で異様な光と爆風を感じましたが、何が起きたか見
当がつきませんでした。しばらくすると広島市内から被爆者がぞろぞろと歩いて
きました。誰に聞いても自分の家に直撃弾が落ちたと答えます。でも敵機の姿は
ありません。不思議に思っていたところ、午後になると負傷者がトラックで運ば
れてきました。負傷者はひどい火傷をしていました。顔や手足は皮膚が溶けてお
化けのような姿になっていました。その様子を見て初めて広島に異常事態が発生
したことを知りました。この時の様子はまさに地獄絵そのものだと思いました。
　翌日、市内の自宅に帰る許可をもらいましたが、すでに広島市は死んだ街と化
していました。市内の建物は破壊され、おびただしい死体が道路に並べたように
転がっています。みんな重傷を負いながら必死に逃げようとし、力尽きたのでしょ
う。焼け跡には家族を探しに来た人たちが、１体ずつ死体を確認している姿があ
りました。この惨状を見て、平素から教えられている戦場とはこのような所かと
思いました。やがて自分もこうして死んで行くのだろうと、ぼんやり想像しまし
た。しかしまだ戦争中です。「死を恐れず何とか生き残り、この仇を取らなければ」
と心を奮い立たせました。
　家も学校も焼失し３日間、近所の焼け残った家を借りて負傷者の救護をしまし
た。そこへ、幼馴染の友人が大やけどをして帰ってきました。彼は死ぬ間際に「海
行かば水清く屍、山行かば草生す屍、大君の辺にこそ死なめ、かえり見はせじ」
と消え入りそうな声で歌いだしました。この歌は死者を迎える哀悼歌です。そし
て「天皇陛下万歳」と言って死んでいきました。意識があったのかは分かりませ
んが、学校で教えられた死に方です。これこそ男の死に方だが、私にできるかと
不安になりました。当時は子供にも潔い死が求められていました。彼は15歳で、
12歳の弟は行方不明、５歳の妹も爆死しました。彼の両親は子供を全員亡くまし
た。一方、私の家族は幸運にも生き延びたので、妙な後ろめたさを感じました。
⒞　敗戦の衝撃――何も信じられない
　学校も再開されず、教科書も家財道具と共に全て焼かれ、学校からの連絡を待
つ毎日でした。８月15日、昼に重大な発表があると聞きましたが、いつもの大本
営発表だろうと気にしませんでした。正午になるとラジオ放送が始まりました。
はっきりとは聴き取れませんでしたが、天皇の玉音でした。どうやら戦争に負け
たようです。日本の戦況が不利なことは気付いていましたので、一瞬「そうか負
けたか」と思いました。今後、日本はどうなるのだろうと、ふと脳裏に浮かびま
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した。当時、敵の捕虜になった時には自決せよと教えられました。その結果、多
くの軍人や民間人が戦地で玉砕しました。降伏して捕虜になることは許されない
選択でした。それにもかかわらず、天皇みずから降伏を宣言したのです。まさに
晴天の霹靂です。降伏した以上、天皇は責任を取って自決するのだろうか、国を
守れなかった我々も責任を取らねばならないのか、我々は今後どうして生きてい
けばよいのだろうかと、疑問と不安にかられた日々を過ごしました。
　後に、「終戦の詔勅」を読んでみると、「天皇は日本国の平穏無事を願ってきた、
米英に宣戦した時、日本の自立と東アジアの安定を目指していた。しかし、４年
間の戦争で我々に勝利の可能性がなく、世界の大勢も我が国に有利をもたらして
いない。さらに彼らは残虐な兵器（原爆）を使用してきたので無条件降伏を選ぶ
ことにした。そのために苦しいだろうが復興に尽くせ、むやみに逆らうな」とい
う趣旨でした。「心を痛める」との言葉はありましたが、間違っていたとの表現
はどこにもないことに気が付きました。
　日本では８月15日を終戦記念日としています。他の国から見ればどうでしょう。
戦勝記念日や解放記念日かもしれません。日本は近代史上、敗戦の経験がありま
せん。戦勝国は日本人に何を要求してくるかと、それも不安でした。
　とにかく敵は上陸してくる、どうやら無条件降伏らしい、何を要求されるか見
当がつきません。我々に「アジアに植民地政策を強いた鬼畜米英を追放しアジア
に平和な共栄圏を造るために立派に戦って死ぬのだ」と教えた教師は、今後何を
教えてくれるのかと、強い疑問を持ちました。
　我々は校舎が再建され、授業が再開されるまでに空白な時間がありましたが、
被害を受けていない他の学校では終戦をどう教えられているのか、とても気にな
りました。街角ではジープで走る占領軍兵士の姿を見かけるようになりましたが、
想像していたより害を与えていないように見えました。
　やがて11月に校舎が再建され、一同が集まりました。戦争を美化した教師は、
復興のどさくさで何も言いません。教室で学友の顔が揃うと昔を思い出し、生き
残った嬉しさを噛みしめながら学生生活を再開しました。ほとんどの生徒は教育
の変化に関心がないようで、戦争に対する反省等もほとんど聞きませんでした。
戦争中の言論統制を無意識に感じて、GHQ（連合国軍総司令部）の意向を配慮
していたのか、相変わらず時の指導者に従順に生活していました。それが無難な
処世術だったようです。鬼と呼んでいた米英の国が、民主主義の手本になりまし
た。夢を見ているようでした。そういえば敗戦の翌年には新憲法が発布されてい
ます。日本は、その平和憲法を70年間守ってきました。今や日本の中だけでなく
世界に定着しています。
　東京裁判は戦勝国の裁判ですが、敗戦国だから仕方ないと私は受け止めました。
しかし日本国民による指導者への戦争責任追及はどうなったのでしょう。できな
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かったのでしょうか。
　私は少年時代を「教えられた」と表現しました。まだ判断力のない子供への教
育効果は絶大です。当時の教師は、この戦争は正しいと教えました。本心だった
のでしょうか、それとも言論統制のために言えなかったのでしょうか。多分後者
でしょう。とすれば、何でも言える時代は大切にしないといけません、もう一度、
言論統制されたら、再び子供を騙すことになります。子供の頃、大人に騙され、
私は懐疑心の強い人間になりました。そのような社会になってはいけません。
　1947年４月に学制改革が発表されました。アメリカの指導の下に制定され、
6.3.3制が導入されました。我々旧制中学校入学生はそのまま新制の高校生へと
つながります。
　1949年４月から広島県内の県立・市立高校が統合され再編成が行われました。
小学区制で男女共学が始まりました。出身学校により学力も違い、授業はなかな
か進みませんでした。こうして中学高校時代は生きることとスポーツに専念する
ことで終わりました。
　考えてみると一番の思春期に目標を失い、いつの間にか民主主義を教えられ、
学制改革に翻弄されました。教育方針に迷う先生は、学内で暴力が起きても止め
る力もありません。学生自ら処理するしかありませんでした。こうして私は小学
校、中学、高校と卒業旅行すらしていない少年時代を送りました。

⑶　新制大学時代（1950～56年）
　新制大学が地方にも設立され、いきなり大学受験ができる時代となりました。
広島にも新制総合大学が一年前に発足したので受験しました。焼け跡の復興を見
ながら、今からは技術の時代だと感じ、工学部の電気工学に受験し運よく入学で
きました。大学での１年目は、昔の高等学校を模して設置された教養学部で、全
員が基礎知識を学びます、その時、初めて憲法と哲学の授業を受けました。建物
は残っていて、旧制高校の生徒はここで学び、自由を謳歌したのだろうと想像し
ながら、自分も学生時代にその雰囲気を味わいました。なんとなく遊び放題の教
養部生活でした。何とか学部進学でき、工学部に行くことになりました。工学部
は千田町の高専跡地にあり、原爆の影響で傾いた校舎は棒で補強してありました。
　当時、工学部にはまだ大学院は設置されていませんでした。就職のために受け
た健康診断で肺結核と判断され、手術を勧められました。私は長い間、肺結核を
知らずに放置したまま生活していたのです。急遽休学し、５月に入院しましたが、
その年の11月に左肺全摘手術を受けることになりました。
　1956年春、２年遅れて卒業しました。この学生生活６年間に朝鮮戦争、サンフ
ランシスコ平和条約、日米安全保障条約、第五福竜丸事件（ビキニ水爆実験）、
警察予備隊の創設、日本の原子力政策、国連加盟と色々ありましたが、ノン・ポ
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リ学生だったようです。記憶に残るのは、大学に入学した年に始まった朝鮮戦争
でした。岩国によいアルバイト先があると聞きました。戦場から送られてくるア
メリカ兵の死体を、つなぎ合わせ、包帯で巻く作業でした。もちろん行く気には
なりませんでした。不幸な朝鮮戦争の時に軍需景気になりました。繰り返される
戦争の犠牲と引き換えに、誰かが利益を得ています。
　私は教育者が時の権力に負けたことに、強い反感を持ちました。以来、どんな
意見も一度は反対の立場で考える習慣が付きました。ある意味での戒めのような
ものかもしれません。

２．教員生活と研究活動（1956～2003年）

　私は1995年までの39年間、国立大学で、2005年までの10年間を私立大学で研究
と教育の仕事についていました。
　工学部を卒業しましたが、病気のため会社には就職できず大学に残りました。
ちょうど私が配属された教室に原子核研究に関わる教授が就任し、この道の研究
生活が始まりました。このような研究には巨大な装置が必要ですが、地方大学に
は大きな予算もつかず、全国共同実験を利用することになりました。原子核分野
では、いち早く共同研修所が設立されました。最初は東大農場に設置された田無
の原子核研修所、ここでは戦後最初の日本製サイクロトロンが建設されました。
その後は大阪大学附置の核物理センター、さらにつくばに高エネルギー研究所と
規模が大きくなり、国際的研究が行われるようになりました。私はそれぞれの研
究に参加でき、やがてロスアラモスの自然科学研究所の共同研究に参加しました。
ロスアラモスが広島原爆を製造した場所であったことがきっかけになり、「広島・
長崎原爆放射線調査」が始まりました。

⑴　共同利用での研究生活（1956～80年）
　共同研究の良いところは、理論学者と実験学者が一緒に議論ができることや、
他の大学との交流ができることです。各大学の持つ知識や技術を持ち寄り、それ
ぞれが分担して、一つの目的を完成させます。
　研究はさておき、この間に印象に残る社会問題を振り返って考えてみます。
⒜　ベトナム戦争（1960～75年）
　冷戦時代の煽りを受けたベトナム戦争は、いつの間にか長引く戦争となり、除
草剤被害が報告されると、ベトナム戦争反対運動が日本にも起きました。やがて
アメリカ国民から反対運動が起きアメリカが撤退し、戦争は終結しました。しか
し多くの問題を残したままです。
⒝　部分的核実験停止条約（1963年）
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　核実験の灰が世界中に広がり地球を汚していることが問題となり、核実験が一
時停止され喜びましたが、やがて地下実験として復活します、保有国は相変わら
ず核兵器を捨てません。
⒞　中国文化大革命（1966～67年）
　中国の研究者が「農作業ができない研究者まで農業をしろと言う」と漏らして
いました。どんな革命かほとんど知りませんでした。中国から帰国した女性が「中
国では小さな子供が毛語録を暗誦している」と得々と話している場に居合わせ、
驚いて「物事の判断ができない幼児は暗誦しているだけで理解していない」「戦
時中に使用した日本の教育勅語も立派なことが書いてあるが、使い方一つで戦争
にもつながる」と言ったのを覚えています。とっさに「そのままを信じるな」の
本音が出てしまいました。
⒟　学園紛争（1968～69年）
　東大に発した学園紛争の煽りが広島にも波及してきました。彼らの主な主張は
当時公害による、環境汚染の追及でした。産学協同に反対した学生は「大学の研
究者も結果に責任がある」と迫ります。原爆開発を推進したアインシュタイン博
士を始め、多くの科学者が被害の大きさから核兵器反対声明を出したのを連想し
ます。
　さすがに若者は時代に敏感であると感銘を受けました。しかし今では産学協同
に反対していた研究者たちも政府の方針で産業界の資金援助を受け、再び産学官
の癒着状態が生まれています。
　また、ある学生との対話で、年配の教授が「最近の学生は先生を尊敬していな
い」と叱責すると、「尊敬に値しない先生を何故尊敬しなければいけないのか」
と詰め寄ったことを、印象深く覚えています。確かにその通りです。常に尊敬さ
れる人間になりたいと思いました。しかし、彼らが「兵器を作るから工学部の工
場を解放しろ」と言ったのには呆れました。誰と戦うつもりだったのでしょう。
⒠　スリーマイル島原発事故（1979年）
　原子炉事故が大々的に報道されました。燃料が溶け、周囲に放射能汚染が拡が
り、アメリカは新しい原子炉の建設はしないと決議しました。しかし現在は再び
計画しています。

⑵　ロスアラモスでの出会い（1980～83年）
　純粋な核物理研究を行うため、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）
附置のロスアラモス科学研究所で共同実験を始めました。この実験は３年続きま
したが、各国の研究者が分担し、各々都合のよい時間に参加します。メンバーは
日本から大学院生を含め数名、アメリカからはイランからの留学生も含まれてい
ました。フランス、エジプト、イタリア、ノルウエーなど実に多彩なメンバーで
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した。仲間同士では戦争の話や原爆の話は一切しませんでしたが、外に出るとロ
スアラモスは原爆開発の地として誇りを持っています。ロスアラモスだけでなく
どこへ行ってもアメリカ人の多くは原爆使用を肯定します。ちょうどその頃、ア
メリカが中性子爆弾の計画中に、広島原爆の中性子が今まで採用されていた「暫
定線量（T65D）」の想定より一桁少なかったという報告が出され、見直しが始まっ
ていました。実際の線量が少ないとすれば、中性子の危険性は10倍あるというこ
とになります。問題があるとすれば、広島に生まれ、原爆を体験した一人として、
原子爆弾の線量を検証してみる価値があると考えるようになりました。私が所属
していた研究室でこの問題に取り組むことにしました。これが私の原子爆弾との
つながりになりました。

⑶　線量見直しの20年（1980～2004年）
　広島の小さな研究室で始めた線量再評価は、以前、日本中の施設で共同研究を
していた仲間の研究者も協力してくれました。やがてアメリカのエネルギー省が
共同研究を申し込んできました。アメリカのエネルギー省は原子力関係の公式機
関と関わっています。我々の目的は核兵器開発ではなく核兵器の危険性を証明す
ることです。矛盾を生じましたが、我々だけでは原子爆弾の科学的情報が得られ
ません。そこで核兵器の開発に協力しないことを条件に共同研究をすることにし
ました。私たちは真実を追求することだけに専念し、どんな運動にも加担しませ
んでした。
⒜　チェルノブイリ原発事故（1986年）
　線量評価をしている時、チェルノブイリ原子炉が爆発しました。広島にも１週
間後にヨウ素131が飛来しました。その時広島には放射線を精密測定する測定器
がないのに気が付きました。原爆を体験した都市ですが、県内に原子炉がないた
め、県も市も測定器を用意していませんでした。当分の間、政府からの要請に我々
がデータを提供し、県や市に早急に測定器を持つように要請しました。原子炉問
題は対岸の火事と考えられていました。
⒝　湾岸戦争、ソビエト連邦解体（1991年）
　イラクがクエートに侵攻後、アメリカ軍を主体とした多国籍軍が介入しました。
アメリカの提案にソ連が拒否権を行使しませんでしたが、その背景にはソ連の国
内情勢があったようです。東西冷戦時代の終わりです。ソ連は解体しました。共
産党はどうなったのか気になりましたが、情報統制のため真実は分かりません。
⒞　インド・パキスタン核実験（1998年）
　「広島の原爆検証」を日米で行っている最中、両国の核実験を知りました。山
が崩れるのを、両国の国民が見て大喜びをしています。実験跡地は残留放射線で
汚染されています。近づくのは危険ですが、国民には知らせていないのでしょう。
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これが時の支配者の手法でしょう。いつの時代も都合の悪いことは国民に隠して
います。
⒟　東海村事故（1999年）
　不思議な事態が起きました、長時間にわたり核分裂（臨界）が持続したことに
驚愕しました。奇跡ともいえる偶然です。原子炉内部の状態が生じました。想定
外とのことで済まされる事故ではありません。致死量の放射線量を浴びた大内久
さんは、80日間生かされて35歳の命を閉じました。
⒠　アメリカ同時テロ（2001年）
　東京に出張中、仲間と遅い夜食を取っていると、店長がテレビを指さしました。
映画のワンシーンのように飛行機がビルに突っ込んでいました。同時テロでした。
ビルが崩壊して多くの犠牲者を出しました。ふと、今後ハイジャックが起きたら
アメリカはどう対処するだろうと考えました。撃ち落とすかもしれないと思いま
した。「多くの人の命を助けるためには多少の犠牲者が出ても仕方ない」という
考えは、原爆投下を正当化する考えと類似しています。テロの発生をなくすよう
に国際社会が協力することを優先させるべきではないでしょうか。
⒡　イラク戦争（2003年）
　同時テロを受け、アメリカはイラクへの攻撃を始めました。同時テロが引き金
になりましたが、「イラクは化学兵器や核兵器を持っている」という別の理由か
ら攻撃を開始しました。当時、国連は「核兵器保有の確証はない」と言っていま
した。「アメリカが正義を掲げ世界警察であることは世界の利益になる」と、彼
らは自負しています。戦争には勝者も敗者ありません。残るのは被害と犠牲です。

３．大学を引退して（2005年）

　長年の懸案であった広島・長崎の放射線量再評価の仕事も「広島および長崎に
おける原子爆弾放射線被曝線量の再評価（DS02）」の発刊（2006年）で一段落し、
イラク戦争の最中に大学を退職しました。今まで仕事三昧の生活をしてきたので、
何をすればよいのか見当がつきません。現役時代から原爆資料収集などでお世話
になった、平和記念資料館に足が向かうようになりました。被爆証言をしたいと
申し入れると、「順番を待て」と言われました。何故だろうと疑問を感じ、30人
近くの証言者の話を聴いてみました。なるほど私は入市被爆者です。被爆証言も
直接被爆者のような迫力はありません。しかし、本当の被爆の犠牲者はあの時に
亡くなった人です。生き残れた人のほとんどは幸運だったか、爆心地から離れた
場所にいた人たちです。３年目に証言者になることを許されましたが、この頃に
なると当時成人で直接被爆をした人はほとんどいませんでした。当時、小学生（国
民学校）だった方や私のように原爆投下後に入市した被爆者が証言を始めました。
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その我々すらいなくなった後、ヒロシマはどのように語り続けられるのだろうと、
不安を持つようになりました。このままでは時間と共に記憶も風化していきます。
戦争も原爆も知らない世代に、この悲惨な事実を託すしかないと思いました。広
島の実相を後世に伝えるため、広島市に伝承者を養成するように進言してきまし
た。やっと願いがかない、2012年から広島市は伝承者を募集し、養成しています。
広島平和記念資料館には色々な委員会を通じて関わってきましたが、今は伝承者
の養成を見守っています。
　最後に、私が大学を退職して以降の、日本をとりまく社会状況と私の関わりを
点描しておきたいと思います。

⑴　国民保護計画（2004～07年）
　2004年、小泉純一郎内閣で国民保護法が閣議決定されました。同法の制定にあ
たり、広島・長崎市には核攻撃を受けた時の対応について検討するように要請が
ありました。当時の秋葉忠利市長から対応策を依頼されました。「核兵器反対を
叫んでいる広島市が防御を考えることは核兵器攻撃を肯定することになり矛盾を
感じる」と断りましたが、「広島の人は核兵器のことを承知しているが、一般的
には知られていない、広島から実態を発信したい」と強く言われました。「市は
一切口を挟まないこと」を条件に引き受けました。委員には逸材のメンバーが揃
い、協力してくれた市の職員も有能でした。「核兵器攻撃からは守れない、守る
には核兵器廃絶を実現するしかない」との結論を得て、2007年に報告書を提出し
ました。この時はっきりと「核兵器は非人道的兵器である」と宣言しました。

⑵　リーマン・ブラザーズ経営破綻（2009年）
　日本経済にも波及したようですが、私は経済には無関心でした。

⑶　東日本大震災、福島の原発事故（2011年）
　３月11日、東日本に大地震が起き、大津波が発生しました。町が崩壊する様子
を見ながら、広島原爆の被害が重なりました。広島は爆風で建物が崩壊し、その
後、火災が発生しました。東日本では地震で建物が崩壊し、その後、津波が襲い
ました。さらに福島の原子炉事故が重なり、一度に原子炉の安全神話が崩れまし
た。想定外の事故が起きてしまいました。原子炉の安全対策も結果的には失敗で
した。経済より人命の安全を優先するべきです。しかし原因と対策を十分検証し
ないまま、再び稼働しようとしています。
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おわりに

　全ての公的仕事を退いて自分を見つめると、私は被爆と敗戦から少なからず影
響を受けていると実感します。少年時代は「戦争に勝ち平和を作る」、すなわち
積極的平和を信じていました。戦後、日本は「戦争をしない国」と宣言しました。
あれから70年、日本はいかなる場合でも、紛争や戦闘に加担せず、国際社会の一
員として過ごしてきました。国内外に誇れることです。今後もそれを堅持するべ
きではないでしょうか。
　安保条約があるとはいえ、いつまでアメリカの核の傘に依存し抑止力にするの
でしょうか。もはや、核兵器は地球を滅ぼす兵器であることは世界中の人が知っ
ています。核兵器保有国の傘の下に身を置きながら、他国の核兵器使用を看過す
るならば、日本も加害者になります。核兵器の被爆国として許されることではあ
りません。
　私は安保闘争、学園紛争、ベトナムの反戦運動をする学生の、率直で柔軟な考
えと行動力を見て、戦前にはなかった民主主義というものを実感しました。民主
主義には義務や責任が生じますが、平和を守る要になります。大局的な平和を守
り続けるためには世界中の正確な情報が必要です。インターネットやメディアが
その重大な役目を果たすでしょう。我々にも真偽を見極める眼が必要になります。
　振り返ってみると、原爆に遭遇し、こんなひどい世界があるのかと驚きながら、
「戦争だから仕方ない」と諦め、特別な意識もしないで生活してきましたが、い
つの間にか原爆に関わる研究と活動で、生涯を終わろうとしています。心の中に
原爆投下を当然とする戦争を否定し続けていたのでしょう。
　人生の終焉に近づき、地球の行く末をいろいろ想像します。世界中のどこにで
も自由に住むことができ、世界のどの国にでも旅券なしで自由に往来できるグ
ローバルな世界ができればいいと夢見ています。お互いに少し素直に信じあえな
いでしょうか、そうなればどの国も住み易い国家を目指し、争いも起きないでしょ
う。それに反し、エゴや物欲がエスカレートし、武力で解決しようとし戦争や紛
争が起きれば、やがて武器はどんどん強大化し、大切な地球が甚大な被害を受け
るでしょう。人類が滅亡する方向に向かっているようで心配です。また、文明が
栄え便利な社会ができる反面、危険と背中合わせで、時間に追われる生活を強い
られる社会になりました。科学の進歩を、時には立ち止まって見つめ直してはど
うでしょうか。
　私たちは過去から未来をつなぐ最中で、傲慢になっていないでしょうか。未来
に責任を持たなければいけません。我々の時代だけの要求を満足するだけでなく、
未来に役立つ資産を残さねばなりません。私一人が何を言っても無駄でしょう。
しかし、同じような想いを持っている多くの仲間がいることを信じたいです。
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　私も、そろそろ少年時代に植えつけられた「不信感」も捨て、未来を信じ、静
かに世間を見守りながら、仲間たちと未来を語り合いながら人生の残りを生きた
いと願っています。


