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はじめに

　長崎市のほぼ中心部分にあった私の実家は、祖父が開業医として診療を営み、
父の正

まさ

允
のぶ

は1941（昭和16）年に長崎医科大学を繰り上げ卒業後、直ちに東京陸軍軍
医学校に入学し、42（昭和17）年には陸軍航空隊軍医として東南アジアに出征して
いた。まさに戦争世代である。父の出征後、1943（昭和18）年６月５日に生まれた
私は祖父母および母と一緒に暮らしていた。
　８月９日の原爆は当初の投下目標地点であった長崎市のほぼ中心ともいうべき
常
ときわ

盤橋上空からそれて、市北部の浦上地区上空で炸裂した。本来の目標で爆発し
ていたら、そこからわずか１㎞たらずの距離に実家があったので、私は死んでい
たはずである。
　実家は爆心から約2.5㎞（のちに放射線被ばく量が20ｍSv 程度であったことを
知る）であり、２階建ての木造家屋は一瞬にして半倒壊し、10分後には長崎駅周
辺のこの地域も大火災に見舞われた。２歳だった私は２階で布団に寝ていて、幸
運にも倒壊した柱や梁間に挟まれず、その隙間に居た私を母が見つけて救出し、
みんなで近くの神社に逃げ込んだ。これが我が家の原爆体験である。母が顔に軽
いやけどを負った程度で危機を免れた。このような母親の記憶が私の唯一の被爆
体験である。父の陸軍航空隊はこの頃台湾に駐屯しており、長崎原爆の報に接し、
いったんは一家全滅を覚悟した。

１．原爆70年目の医学的結論

⑴　初期の研究（1950～70年）から
　原爆投下から70年が過ぎた。この間の医学研究を、まず戦地から生還した父正
允を軸に見てみる。父は台湾から1947（昭和22）年に長崎医科大学内科に復帰した。
その当時長崎医科大学病院の物理療法科（現放射線科）教授であった永井隆博士
が、職業病としての慢性白血病に罹って、闘病しながら執筆してベストセラーに
なった『長崎の鐘』などによって原爆被災の実像を世の中に発信していた。永井
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の医科大学後輩であった父は主治医となり、白血病専門家の道を歩み始めた。と
ころがその数年後から被爆者集団において白血病患者が急増してきた。父は白血
病の診断と患者の治療の長崎における責任者となり、原爆白血病の研究をスター
トさせた。被爆後の混乱を乗り越えつつあったこの時期、白血病の多発はヒバク
シャにとてつもない大きな精神的ショックを与えた。父の初期の疫学研究で、爆
心から1.5㎞以内の近距離ヒバクシャ集団の白血病発生率が、３～９㎞の遠距離
ヒバクシャの５倍以上になっていることが確認された。1.5～3.0㎞はその中間の
発生率であった。この白血病の発生率の上昇は広島と長崎で同時進行した。あた
かも白血病を誘発する実験を２回行って、再現性のある結果を得ている感があっ
た。
　私にとって、２歳の時の被爆体験はその後の進路を決定的にした。その後、父
正允は1960（昭和35）年に広島大学医学部に新設された原爆放射能医学研究所の内
科を担当することになり、広島に赴任し、高校２年生の私は長崎から広島県立国
泰寺高校に転校してきた。この頃はまだ同世代の被爆者から白血病が発生してい
ることが新聞報道されていた時代である。また戦後生まれの被爆２世の白血病も
時に報道されていた。被爆によって自分も放射線被ばくをしたものと漠然たる恐
怖感を持っていたのがこの頃の私である。
　当時の広島では核兵器廃絶運動が毎年８月になると燃え盛っていた。高校生な
がら平和公園に行き、全国から集まってきた運動家たちがデモや演説をするのを
眺めていた。1957年のビキニ水爆実験による第５福竜丸乗組員の放射線被ばくが
全国的核廃絶運動の引き金となっていた。白血病に倒れた被爆少女の佐々木禎子
さんのことを知ったのもこの頃である。
　広島に来て２年後に大学進学の時期となり、躊躇なく医学部進学を決め、合格
した長崎大学医学部に進学した。医学部時代は一般の医学教育の中にあっても、
しきりに図書館などで原爆白血病の論文（その中には父の発表した英文論文など
もあった）を読みふけっていた。
　大学３年になった1965（昭和40）年に長崎大学医学部にも原爆後障害医療研究施
設（現研究所）が設置され、その内科教授として父正允が長崎大学に戻ってきた。
1968（昭和43）年に卒業し、医師となった時、まだ発生が持続していた白血病の研
究をしようと決意し、父の教室に入局した。間もなく当時の ABCC（原爆傷害調
査委員会）の長崎支所に出向し、毎日市内の病院を訪ねて歩いて、白血病患者の
病歴を採取し、血液と骨髄の標本を観察し、症例報告を英語で記録する日々を３
年間にわたって続けた。この間に父が悪性リンパ腫に罹患して他界した。父の後
継者の市丸道人教授のもとで、ABCCの白血病疫学研究の主任であった石丸寅之
助先生の指導を受けて、白血病の疫学研究を専門とするようになっていった。
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⑵　後期の研究（1980～2010年）から
　しかしながら昭和50年代（1970年半ば）になると白血病の過剰な発生は次第に
なくなりつつあった。これは被爆者にとっては朗報であったが、研究者の間では
原爆白血病の研究もこれで終了かという考えが広まっていた。しかしこの頃、被
爆者の間ではすでに乳がん、甲状腺がん、肺がんなどの固形がんの発生リスクの
上昇が進行しつつあったのである。
　白血病はその後も鳴りを潜めていたが、その疫学研究は ABCCの後継の放射
線影響研究所と広島大学および長崎大学の共同体制でたゆみなく継続されてい
た。驚くべきことに被爆者の平均年齢が上がり、65歳半ばになるとともに、特殊
なタイプの白血病である骨髄異形成症候群（MDS）が増加傾向を示すようになっ
てきた。とくに1980年代からその傾向が明瞭になってきた。MDSは一般の日本
人の寿命が延びるにつれて増加してきた悪性腫瘍であり、約３分の１がMDSの
血球減少症が原因となって死亡し、３分の１は急性白血病に進行して死亡する。
高齢者に特有の白血病である。1950年代の初期の白血病と区別して我々は第２の
白血病と称している。最新の長崎における疫学研究によって被ばく線量との関係
も明確となった（線量が上がると直線的にMDSの発生率も上がる）。
　同時に、1980年代以降も固形がんは増加する一方であり、2000年代に入っても
このような傾向は持続し、とうとう70年目を迎えた現在も原爆の人体影響として、
白血病（特にMDS）と固形がんの後障害は持続していることがはっきりしてきた。
さらに最近になって、非腫瘍性疾患として動脈硬化による血管病である心筋梗塞
も近距離ヒバクシャに増加しつつあることが放射線影響研究所から報告された。
　以上の原爆後障害の発生リスク上昇の時間的経過は、現在「生涯持続性」とし
て認識されるようになった。すなわち平均年齢が80歳を超えたヒバクシャは私を
含めほとんどの人が被爆時に10歳未満であった人々である。これらの被爆者が高
齢となった現在もなお後障害に苦しむことが確認されたことになる。人間が放射
線を被爆した場合、一瞬の被ばくであっても、生涯にわたって白血病および固形
がんのリスクの上昇がもたらされることが判明したことは、医学的にも極めて重
要な観察である。半世紀以上を経てもなお1945年に被ばくした線量に比例して
MDSや固形がんの発症率が上がることが明確となったのである。現在、そのメ
カニズムに関する医学研究が盛んに行われている。
　おりしもこの70年の科学および医学の進歩により、人の白血病や固形がんの全
てにおいて遺伝子の異常が次々に発見されており、白血病・がんは遺伝子病であ
ることが確実となった。ヒバクシャの白血病と固形がんもその例外でない（ただ
し、これは遺伝病という意味でなく、被爆２世の問題もこれとは別である）。被
ばく線量が高くなればなるほど、このように悪性腫瘍のリスクが上がるというこ
とは一体いかなるメカニズムによるものか、おそらく異常な遺伝子の数が増える
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ことで説明できると思われるが、いよいよその本質に研究の焦点が当てられるこ
とになった。以上が医学的観点からの原爆70年の総括である。

２．医師の視点から見た核兵器の非人道的結末

　原爆白血病疫学の専門家として医学者の道を歩む間に心中に芽生えてきたの
は、抑えがたい原爆使用に対する憤りの気持ちであった。一瞬にして放射線に被
ばくすることによって、将来の白血病やがんの発生リスクを一生背負わされたヒ
バクシャの運命を思う時、原爆医学研究者としては、このような研究を続けるだ
けではだめだという強い気持ちが芽生えてきた。1980年代のはじめ頃、まさに白
血病とがんがヒバクシャにおいて生涯にわたって持続することが認識され始めた
頃、世の中は冷戦の真っただ中にあり、核兵器の弾頭数は７万発を超えていた。
人類の滅亡をもたらしうる兵器として1945年に登場した核兵器は今や地球を数回
破壊しうるまでの量に達していた。
　この時期に至り、ようやく世界の医師たちの間には、このような人類滅亡の可
能性を秘めた兵器に依存する国際安全保障の在り方は、人間の健康に責任を持つ
べき医師としてはもはや看過できないという認識が芽生えてきた。すなわち政治
家が第２次世界大戦後の冷戦期に築いてきた相互確証破壊（MAD）という極め
て不道徳な思想に基づく、核抑止力依存政策は医師の目にはまさにマッド（狂気）
と映り、人類が罹った精神的な疫病ともいうべき状況にあることを強く認識する
ようになっていた。
　この時期、米ソの冷戦中もかろうじて医学領域のみは東西陣営の医師たちの交
流が持続できていた。1980年、ワシントンにおいて米ソの指導的な医師たちと被
爆国日本から招かれた広島と長崎の医師たちによって、核戦争防止国際医師会議
（International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW）が設立された。
この運動は急速に共感を呼び、瞬く間に世界中の医師たちが参加し、60カ国を超
える60万人の会員数に達した。
　共同代表を務めた米国のラウン・ハーバード大学教授とソ連のチャゾフ・医学
アカデミー会員の優れた指導もあって、当時の冷戦の当事者であった米ソの指導
者に対して直接、核兵器のもたらす人道的結末について医師の立場から科学的根
拠を提示して説明したことはその後の核実験の全面禁止への道を切り開いていっ
た。北半球における全面核戦争が勃発した場合は核の冬がもたらされ、人類絶滅
のシナリオが現実となることが判ったのがこの時期である。
　すでに1960年代から活動を始めていた物理学者の核兵器廃絶運動体のパグ
ウォッシュ会議に次いで、このような医師の団体が、国際政治を大きく動かし、
1985年、IPPNWはノーベル平和賞を受賞した。パグウォッシュ会議も10年後に
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平和賞を受賞した。
　私の原爆疫学研究者としての鬱屈した思いは、1983年にこの IPPNWのメンバー
になることによって、新たな目標を見出した。これ以後、今日まで研究者と核廃
絶運動の２足の草鞋を履くという日々を送ることになった。現在まで30年を超え
る IPPNW活動への参加は、被爆医師としての研究と運動の両立を可能とし、精
神的な充足感を与えてくれた。現在は北アジア地域代表の IPPNW副会長として、
国際活動を続けているが、７万発を超えた核弾頭が１万５千発台まで減少しつつ
ある状況において、いかにして最終目標である核兵器の全廃を実現するかに焦点
が絞られつつある。しかしながら、核保有国の、またその同盟国の日本を含む核
の傘政策をとる国々と、非核兵器国や市民社会の対立も鮮明になってきている。
　21世紀に入ると IPPNWは単独の組織としての核廃絶運動では世界の核廃絶を
主導するには力不足であることに気づき、世界中の NPOに呼びかけ核兵器廃絶
国際キャンペーン（International Campaign for Abolition of Nuclear Weapons, ICAN）�
の設立を強力に推し進めた。現在、ICANは世界最大の市民社会の代表として、
核兵器不拡散条約（NPT）再検討会議などの場において、さらには核兵器の非人
道性に関する会議においてリーダーシップを発揮している。我が国でも全国の核
廃絶運動 NPOが ICANに参加する状況になり、核保有国とその傘に頼る同盟国、
および多くの核廃絶を目指す非核保有国に対して、常に核兵器禁止を求める主張
を継続的に行うまでに成長してきた。

３．核兵器爆発がもたらす非人道的結末

　2010年の NPT再検討会議において初めて核兵器の爆発によってもたらされる
非人道的結末についての言及がなされた。同時に、1945年の広島原爆被災者に対
してジュノー博士を派遣し、初めて国際救援活動を行い、その後も核兵器の非人
道性についてことあるごとに発言してきた赤十字国際委員会（スイス・ジュネー
ブ）は、ケレンベルガー総裁が、いったん核爆発が起こればいかなる国といえど
も救護活動は不能となり、また核爆発に対していかなる準備態勢をとることもか
なわないことを表明し、唯一の予防策は核廃絶のみである、とする声明を出して
世界的に大きな反響を呼んだ。
　我々広島・長崎の専門家が長年にわたって継続してきた研究の示す結果は全く
この赤十字の主張に一致している。核兵器が無警告で投下され、爆発した場合、
まず無差別の人的被害を生じさせ、死者数はいかなる国にとっても耐えられない
規模となる。さらに都市インフラの壊滅がこれらに加わり、核爆発が非人道的結
末をもたらすことは必至である。これが核戦争として数百～数千発の爆発となれ
ば、その規模は想像を絶するものとなる。さらに爆発後も長期的にわたって放射
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線後障害が持続し、その人体影響は生涯持続性となる。ここに核の非人道性に関
する科学的証明が確立した。

４．世界最初の核兵器の非人道性に関する国際会議で講演

　2013年２月ノルウェー政府はオスロにおいて世界で初めての核兵器の非人道�
性に関する国際会議（International Conference on Humanitarian Impact of Nuclear 
Weapons）を開催した。その前年にノルウェー赤十字社の会議に招聘された私は、
原爆放射線の生涯持続性についての講演を行った。その縁で、第１回オスロ会議
でも、ノルウェー政府に講演を要請された。この会議に日本政府が代表団を送る
かどうか、内外から注目されたが、まだ核の非人道性に関する各種声明に署名し
ていなかった日本政府も、ついに代表団を送ることを決意し、私も代表団の一員
としてオスロ会議に出席することになった。137各国が参加し、外交官を中心と
して700名を超える会議となったが、多くの専門家によってあらゆる角度からの
核爆発がもたらす結末についての科学データが発表され、質疑も活発になされ、
成功裏に会議は終了した。核の非人道性はこのようにして一挙に国際的コンセン
サスを得るまでに至ったのである。
　その後も第２回会議はメキシコ政府によってナジャリットで開催され、核の非
人道性に基づき、次のステップは核兵器禁止を目標とする法的枠組み作りの検討
開始でなければならないと呼びかけられた。この会議にも私は日本政府代表団に
参加し、今回は現代の100万都市がヒロシマ級（16キロトン）原爆と１メガトン
級の水爆の爆発によって、いかなる人的・物的被害を受けるかのシミュレーショ
ンを行った。最小クラスの水爆でも80万人に上る死者が出る予測を発表した。さ
らに第３回会議がオーストリアのウイーンで開催され、核兵器に関しては、明白
となってきたその非人道性を規定するいかなる法的根拠も現在の国際法に欠けて
おり、このギャップを埋める必要性があること、次のステップは核兵器禁止を求
めて、法的枠組みの検討開始の必要性を謳った「オーストリアの誓約（Austrian 
Pledge）」が発表された。

５．「核兵器によって国際安全保障を主張する政治的立場」対「人道主義的立場」

　核廃絶をめぐる国際情勢は今やこの非人道性を主軸に展開しつつあるが、非人
道性についてはウイーン会議に初めて出席した核保有国の米国、英国の代表団が
すでにこれを認める段階にまで到達している。しかし、これらの核保有国とその
同盟国の核政策の根本的な転換はまだ望めない状況にある。彼らの主張は、簡単
に言えば世界の安全保障の現在の情勢は、核兵器の急激な禁止・廃絶を許さず、
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核兵器の性急な禁止はかえって世界を危機に陥れるという主張である。地域紛争
の燃え盛る現在の国際情勢は、その背後に依然として核保有国の隠然たる核抑止
政策を維持しようとする政治的意志が存在していることを示している。その最も
典型的な事例はクリミア半島のロシアによる併合であり、ウクライナの紛争であ
る。その背後には北大西洋条約機構（NATO）諸国に対するロシアの核抑止力が
ちらつかされている。
　核の非人道性を盾にして、これまで非核保有国と市民社会（被爆者団体や ICAN
など）がこの３年間培ってきた核保有国への攻勢もいよいよその正念場を迎えつ
つある。2015年の NPT再検討会議では最終文書の採択には至らなかったものの、
非人道性を土台にした何らかの法的枠組みの協議のための作業部会（Open-Ended 
Working Group, OEWG）の提案がなされるところまでこぎつけた。現にその後、
９月からの国連総会において OEWGの設置が決議され、2016年にジュネーブに
おいて OEWGが開催されることが決定した。これは画期的なことである。
　核保有国やその同盟国であり「核の傘」政策をとる国の強固な抵抗姿勢が予測
されるこの会議において、いかに非人道性を梃にした議論が成果を上げることが
できるのか、予断を許さないが、核廃絶を求める人類共通の願いが実現するか否
かの瀬戸際ともいうべき最重要年になることは間違いない。

６．解決不能の日本政府の核の傘政策のジレンマ

　唯一の被爆国であると常に公言している我が日本政府が、核の傘政策を堅持し、
米国の核政策に全面的に依存する姿勢は、常日頃、核軍縮と究極的廃絶における
リーダーシップを発揮したいとする政府の意思とは大きく矛盾しており、決して
言及されないものの、深刻なジレンマを引き起こしている。核保有国と日本など
の同盟国が表明してきたステップ・バイ・ステップ政策、あるいはブロック積み
上げ方式は、ややもすれば世界の安全保障の困難な状況を理由にして、核廃絶が
遅々として進まない言い訳になっており、結局何もしない、何もできない状況の
先送りとなっていくことが懸念される。一段一段のステップが具体的にどのよう
な政策であり、何を実現するのかがこれまでに明らかにされたことはないのであ
る。

７．北東アジアの核環境と非核地帯構想

　北東アジアに目を転じた時、北朝鮮の核開発をいかにして停止させ、廃棄させ
るかという困難な課題がいやおうなしに、上述のステップの最難関となって我が
国政府の前に立ちはだかっている。６カ国協議の長い中断の中で、いかなる政策、
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外交をとりうるか？―このような観点から IPPNW日本支部では北東アジア非核
地帯構想を長年にわたって提唱してきた。最近では長崎大に４年前に設立された
核兵器廃絶研究センター（RECNA）からも、包括的な北東アジアの非核化こそ
が現状を打開するもとになるという提唱がなされている。この場合、我が国が核
の傘政策を見直し、核の傘から脱却することこそが北朝鮮の非核化への前提とな
る。これに米国が保証を与えれば、朝鮮戦争の休戦にも終止符が打たれるという
展開もあり得る。このような高い政治レベルの決断が、そして政治リーダー達の
高度の決断と政治的力量が求められる。

８．国際安全保障の未来像

　核兵器に代わる安全保障の代替え手段が在りうるか、というもう一つの議論が
ある。すなわち核保有国などがよく言うことであるが、核兵器が全廃された後の
世界はどのような姿になるか？という問いである。地域紛争あるいは国家対立を
核なしで、通常兵器によって抑止が可能か、という問題である。核廃絶の見通し
を欠く現在、核なき次のステップを思い描くことは困難であるが、人類が国家対
立や地域紛争の解決を核廃絶と同時に達成できるとは考えにくく、この核なき次
の世界に向けた十分な考察と議論は今からしておかなければならない課題であ
る。核廃絶後の安全保障は通常兵器によって維持可能か、そのためにはいかなる
国際的調整機関が必要とされるか、議論されなければならない。軍備拡張を図る
ことが経済的に可能な強国のみが世界を制覇することがあってはならないのであ
る。軍事力のみが世界の秩序をもたらすという考え方から、次の時代の安全保障
に向けて人類は脱皮しなければならない。

おわりに

　世界の政治家が G7や G20など様々な協議の場で未来の安全保障の在り方を議
論している。70年前の核兵器の登場の前には、1895年のレントゲンによるＸ線の
発見以来の核物理学の発展の歴史が連綿と続いており、約50年間の準備期間とし
て存在していたことを指摘しておきたい。アインシュタインの相対性理論から導
かれる核分裂の膨大なエネルギーの放出が原爆製造を理論的に可能とし、これが
政治家の決断に結びつき、今度は逆に科学者が政治家の原爆製造の決断に協力す
る立場となって、20世紀最大のプロジェクトとなったマンハッタン計画が生まれ
たのである。二つの原爆の実戦における使用後、政治は冷戦時代に突入し、核兵
器競争を招いた。その後の70年間の歴史を振り返ると、今人類は、政治家と科学
者が、自らが生んだ核という魔物をいかに葬り、いかなる次の世界を育むかとい
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う、まさに人類史上最大の課題を解決すべき転機を迎えつつあるのでなかろうか。
ここでは幾人もの哲人・大政治家の登場が必要であろう。このように考える時、
18～19世紀の奴隷制度の廃止に果たしたリンカーン大統領の功績をいつも思い浮
かべるのである。そのような大政治家を出現させる力は、やはり民主主義に立脚
した国々の市民社会にしかないと思われる。私は原爆研究の科学者として、また
ヒバクシャの医療を担ってきた医師として、さらに市民社会グループ代表の一員
として、そのような政治家をいかにして生み出すかという国際的な取り組みに残
りの人生をかけてみたい。




