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１． 問 題 と 目 的

表１

被爆者のみにみられたキーワードのタイトル

大タイトル

小タイトル

生活信条

前向き・自分のペースで・くよくよし
ない・なるようにしかならない・負け
たくない・今を大切に

人間関係

和

家

子どもの成長・家族への役割／責任・
親等の言葉

ヒロシマ原爆被害者は，被爆後の人生をどの
ように生き，そしてさまざまな困難や危機をど
のように乗り越えてきたのだろうか。人生にお
いて何が支えであったかを明らかにするために，
研究（１）では，被爆者３９６名と非体験者１１６名

族

を対象に，
「モットー」
「座右の銘」
「大切にして

生きる価値 感謝・奉仕・平和

きたこと」について，聞き取り調査を行った。

原爆体験の 生かされているという気持ち・運命・
受け止め方 考え込まない・原爆のことを考えない

対象者が語った回答内容から，人生を支えたと
考えられる言葉を抽出し，キーワードとした。

※明朝体の大タイトルは非体験者にもみられたもの

得られたキーワード（被爆者５
３５個，非体験者
１２０個）を，被爆者・非体験者別に KJ法を用い

被爆者の「自由発言」である。「自由発言」と

て分類し，両群を比較した結果，被爆者のみに

は，研究（１）において対象者がキーワードとと

みられたキーワードのタイトルは，表１のとお

もに自発的に語った補足発言である。そこには

りであった（研究（１）の詳細は中嶋・一丸・大

被爆者の人生の様々な局面における心理的実態

澤・倉永・財満・森田，２０１１，および森田・一

を解明するために非常に貴重で豊富な内容が含

丸・大澤・倉永・財満・中嶋，２０１２を参照）。

まれていると考えたからである。

われわれは，これをさらに一歩進めて，研究

そこで本研究では，研究（１）でみられた被爆

（１）で被爆者だけにみられたキーワードのタイ

者のキーワードのタイトルが意味するものにつ

トルが，それぞれ被爆者の何を反映し，どのよ

いて，
「自由発言」をもとに，詳細に検討するこ

うな意味をもつのかを明らかにしたいと考えた。

とを目的とした。

その際に重要な素材になると考えられたのは，
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２． 方

法

研究（１）で被爆者のみにみられた大タイト
ル，小タイトルがそれぞれ，被爆者だけにみら
れたのはなぜか，被爆者にとってどのような意
味をもつのかについて共同研究者６名が協議し，
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可能な限り多くの仮説を立てた。次に，その仮

被爆者は，家族の喪失，怪我，病気，周囲の

説を裏づけると考えられる被爆者の自由発言の

無理解や差別などの様々な過酷な局面に置かれ

データを拾い出し，列挙した。そしてデータに

てきた。「くよくよせず」「なるようになる」と

基づいて仮説を適宜修正し，また裏づけるデー

考え，
「負けたくない」気持ちで立ち向かうこと

タがない場合は仮説を棄却した。以上の手続き

によって，困難を乗り越えたと考えられる。

を繰り返した。

３． 結果と考察
３．
１

例）「原爆で父を亡くし，父がいたら‥と思
うことはあった。自分一人だけがそんな目

自由発言からみたキーワードの意味

に遭ったわけではないので。とにかくくよ

表１のタイトルを大タイトルごとに，あるい

くよせず」（７８歳女性）「私なりにいろんな

は大タイトルの中のいくつかの小タイトルごと

目に遭わされてきた。波乱万丈の人生を生

に分け，方法で述べた手続きによって得られた

き抜いてきたが，あまりくよくよしない。

仮説と，続いてそれを裏づけると考えられる自

落ち込みたくない」（７７歳女性）「助けられ

由発言の例を記述する。

たことに感謝をして，くよくよせず，何か

３．
１．
１ 生活信条

をして忘れるようにしてきた。何もせずに

「前向き」「自分のペースで」「くよくよしな

ボーッとしているとよいことはない。そう

い」「なるようにしかならない」「負けたくな

考えて生きてきた」（７８歳女性）「原爆を体

い」「今を大切に」

験したことで差別的な発言も受けたが，と

被爆者には，大タイトル「生活信条」の中に，

にかく自分は口を動かし体を動かしやって

多様な小タイトルが見られた。これらのタイト

きた」（８１歳男性）

ルはすべて，過去のネガティブな体験を振り返
らず，現在や未来だけを見て生きていくという

３．
１．
２ 人間関係

点が共通している。

「和」

生存競争ともいえる過酷な状況の中で，被爆

このタイトルの中には「争わない」という表

者が今日，明日を生き延びるための日々の営み

現をした人も１５名中５名含まれていた。周囲の

で精一杯だったことの反映であると考えられる。

人と争わず，「和」の心で協調していくことは，
被爆者が孤独や差別から身を守り，安心して地

例）「被爆時は自分のことで精一杯だった。
１
４歳という若さが自分を支えてこれた。前へ
前へと進んでいくので精一杯」
（７
８歳男性）

域社会の中で生活していくための知恵であった
のではないかと考えられる。
また，被爆者が同じ学校や同じ地域の者どう

「生きていくためには何でもしようと思った。

しがつながることで，互いに支え合い，安心感

仕事には何にでも飛びついた」
（８
０歳男性）

や心強さを得てきたからではないかと考えられ

「どう生きていくか，どう生き抜けるかとい

る。

う動物的としか言いようのない駆け引きの才
覚で生き抜いてきた」
（８
２歳男性）
「目の前に

例）「なるべく争わないということを大切に

あることをとにかくこなしてきた。目の前の

してきた。そしてなるべく人に迷惑をかけ

ハエを追い払うのが精一杯だった」
（８
３歳女

ないようにした」（７１歳男性）「皆同じだか

性）

ら，我慢も苦労を耐えることもできた（７１

ヒロシマ原爆被害者の人生を支えたもの（２）

歳女性）
「被爆当時の女学校の友達との関係
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「子どもの成長」「親等の言葉」

を大切にしてきた。今でもよく集まっては

被爆者は，家族を失えば失うほど，家族の大

話をしている」（７８歳女性）「近所の人，友

切さやありがたさがより増したのではないかと

達と仲よくして和気あいあい。助け合って

考えられる。特に女性は「子どもの成長」を見

生きていくこと。以前から人のつながりが

届けたいという気持ちが生きる希望や支えと

大事だと思っていた」（８０歳女性）「みんな

なった。また親の教えや親族の温かい言葉も強

との和を大切にしている。町内会などに積

い支えとなった。

極的に参加して，役員等もするようにして
いる。いろいろな人がその仕事や苦労を知

例）「子どもが自立するまでは生きていこう」

ることで，お互いを気遣い合えるのではな

（７８歳女性）
「子どもさえいれば幸せ」
（８０歳

いかと思う」（７５歳男性）

女性）
「父の『負けたらいけない。人を頼ら
ず自分たちで生き抜こう』という教え」
（７３

３．
１．
３ 家族

歳女性）
「疎開先の叔父が『おまえはここに

「家族への役割・責任」

おりゃあええ』と言ってくれた言葉。あり

被爆者の多くが家族を失った。家族成員の喪
失によって家庭内の自分の役割（親代わり，親

がたく，自分も人にそうしたい」（７３歳男
性）

のためになど）が大きくなったためと考えられ
る。

３．
１．
４ 生きる価値
「感謝」「奉仕」

例）「８月６日に父が家の下敷きで死亡，１

生き残った奇跡，人に助けてもらった体験，

か月後に母も死亡。乳飲み子を含む弟妹と

人から恩を受けたことなどから深い感謝の気持

ともに残され，妹たちを支えんといかん，

ちが生じ，人のために生きたいという価値観に

という気持ちが自分の支え。母が亡くなる

到達したと考えられる。

とき，遺言で『妹を頼む』とも言われた」
（７２歳男性）「父親代わりとして頑張らない

例）「とにかく自分の命があるのもみんなの

と，という思いでやってきた。父親がいな

お陰。自分の命があるだけでとにかく感謝

いということで，妹達に恥ずかしい思いを

しなくちゃいけない。亡くなった人には気

させたくなかった」（７３歳男性）「母代わり

の毒だけれど」（８１歳女性）「感謝の気持ち

に弟や妹を育てなければいけないと必死で

でいかなきゃいけないと思う。みんなの犠

働いた」（７７歳女性）「自分は父に悲しい思

牲のもとで生きさせてもらっているのだか

いをさせないように被爆者であることを隠

ら。あのときの犠牲で今があると思う」
（７９

し結婚した」（７２歳女性）「育ててくれた祖

歳女性）
「生き残れた分，人のためになるよ

母と弟の世話をし，生涯未婚だった」（７２

うに生きていこう」（７５歳女性）「隣で作業

歳女性）
「大変だったときに，兄弟結束して

をしていた人は即死だった。命をもらった

いたから今も仲良くやっているのだろう」

ことが嬉しい。自分は生かされたので，人

（７９歳男性）「唯一人の男子が原爆で亡く

のために生きたいと思って，当時は火傷や

なったために家を継いで親族をまとめてき

死傷者の世話を必死でした」（７９歳女性）

た」（７９歳女性）

「恩返ししたい人は皆いないから，他の人に
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か思っても仕方がない」（７６歳男性）

られたことは『与えられたもの』と思い，
日々ありがたく平和を祈って過ごしてい

３．
１．
５ 被爆体験の受け止め方

る」（７３歳女性）「校舎の下敷きになってし

「生かされているという気持ち」「運命」

まった級友たちには『すまない』と思い続

なぜ自分はあのような過酷な目に遭い，苦し

けているが，自分は生きていられてよかっ

み，そして生き残ったのか。決して納得できる

たと感謝している」（７３歳男性）「感謝を形

答えがないであろう問いに，最終的には「生か

に表すようにしている。あしながおばさん

されている」
「運命」と捉えることでしか，折り

として若い人の経済的支援をしている」
（８１

合いがつかない。無力感に耐えた末の諦念のよ

歳女性）
「死ぬべき人間が生きて帰った，と

うなものと推測される。

思って大切に生きている」（８３歳男性）
例）「避けて通れない運命だったのだと思
「平和」

う」（７７歳男性）「ここまで来れたのは精神

「和」よりもさらに普遍的な人間の価値観であ

力で。生かしてもらったんだから大事にし

る。被爆者だけが自発的にこの言葉を発してい

なきゃと思って。諦めもあるが，これが運

る。平和の大切さは殆どの人が肯定するであろ

命だろう」（７９歳女性）「原爆などもこうい

うが，被爆者にとって「平和」はもっと切実な

う運命なのだと思ってきた」（７２歳男性）

ものと考えられる。それは，自分の存在や安全

「両親を幼くして亡くしたことで苦労はたく

感を脅かされないようにするためのものであり，

さんしたが，最終的には運命，仕方ないと

また，原子爆弾のもつ残忍さや非人道性を身を

思うしかない」（７２歳男性）

もって体験したからこそ，二度と誰にもこのよ
うな目に遭わせてはならないという強固な意志
が形成されたのではないかと考えられる。

被爆後の人生を振り返って，人生の意味や自
分の役割を考える中からそのように感じる。

例）「とにかく平和が大事。もう原爆のよう

例）「生き残ったのは家族を看取るためだっ

なことがあっちゃいけん。戦争はもうない

たのではないか，という不思議な思いをし

のが一番。平和が一番」（７４歳女性）「原爆

ている」（８０歳男性）「大変なことも，与え

は許してはいけないと思う。平和であって

られた試練だと思って生きてきた」
（８３歳女

ほしいと思う」（７７歳女性）「もう戦争はし

性）
「自分が原爆に遭ったのも何らかの意味

てもらいたくない。原爆・核兵器はなくさ

があるので，子どもらに伝えたい」
（７７歳男

ないといけない。あんなのは無差別で，逃

性）

げようがない。機会を見てそれを伝えてい
きたい」（７７歳男性）「平和のために一生を
捧げて暮らすことが人間のあり方，集団の

亡くなった人の分も生き延びなければならな
いという思い。

あり方と思う。戦争を止められるかどうか
は，一個人の力ではどうもならないが，社

例）「家族は死んだが私は生き残った。その

会の１つの歯車になっていればよいのでは

分まで頑張らなければならないと懸命に生

ないかと思う。アメリカを今さら恨もうと

きてきた。一度は死んだ人間と開き直って」

ヒロシマ原爆被害者の人生を支えたもの（２）

（７７歳男性）。「罪のない人が犠牲になった。
亡くなった人のために自分が何ができるか」
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ように思っている。人生に悔いはない」
（７７
歳女性）

（７４歳女性）
「考え込まない」「原爆のことを考えない」
生き残った自分は，原爆のことを人々や後世
に伝える責任があるという捉え方。

原爆体験は理不尽すぎて，どのように捉えれ
ばよいかわからないできごとであり，向き合っ
て考えるのはあまりに苦しい。できごとの記憶

例）「こうして辛い体験を話していくことは，

になるべく目を向けないように置いておき，触

生かされている，生かされたことに対する

れないようにすることで，何とか精神的に生き

責務であると思っている」（８０歳女性）「原

延びることができたのだろう。

爆のことについてあまり話してこなかった
けど，伝えていかなければいけないと思う」

例）「被爆後うつ状態になり，家に引きこ

（７３歳男性）「思い出したくない体験も語っ

もっていた。２年で回復した。原爆のこと

ていくことを決めている。今もその光景は

は考えないようにしてきた。思い出したく

目に焼きついている」（７９歳女性）

ないもの，話もしないようにしてきた」
（７８
歳男性）
「避難中にたくさんの死体や火傷で

原爆体験やその後のさまざまな影響を乗り越

皮膚が垂れ下がったお化けのような人達を

えることで多くのことを学び，人間的成長を遂

見て，生き地獄と感じた。現在でも原爆の

げることができたと考える人，信仰を得た人も

体験はできるだけ思い出さないようにして

t
Tr
aumat
i
c
お り，「心 的 外 傷 後 の 成 熟」（Pos

いる。数年前まで８月６日にどうしても外

Gr
owt
h）をもたらしたと言えよう（池埜ら，

出できないくらい生々しい体験として記憶

２００７）。

に残っていた」（７８歳女性）。「人間とは思
えない姿や人間が燃えている場面を目の当

例）「波乱万丈の人生を生き抜いてきた。わ

たりにし，それから３年間程その場所を通

りと困難を乗り越えてきている。原爆に

ることができなかった。物事を深く考えな

遭って心が強くなったのかなと感じてい

い性格のお陰で，思い出したくない過去を

る」（７７歳女性）「原爆があるからこそ，そ

抱えながら生きることができた」（７４歳男

の後前向きに考えるようになった。親孝行

「毎年８月６日前後１週間くらいふさぎ
性）

もした」（７９歳男性）「あんな地獄絵のよう

込んでしまうようで，夫は短歌に『妻は

な体験をしただけに，少々のことは平気」

PTSD…』と詠んでいた」（７３歳女性）

（７９歳男性）「信心。死んだ人の哀れさを体
験して，命を大切にせんといけんというの

考えないようにするのは体験の記憶だけでな

が自ずと浮かんできた。前向きに生きてき

く，その後のさまざまな苦しみや障害や病気な

た。人生の終点の先まで見て生きている」

どと原爆体験とを関連づけないようにしてきた。

（７８歳男性）「仏法を信じてきた。被害に遭
う者と免れる者がいるという因縁を感じて

例）「原爆とその後の人生を意識的に切り離

きた」
（８３歳男性）
「仏様を大切にすること。

している」（７４歳男性）「娘が脳性マヒで生

何か目に見えない大きな力で守られている

まれてきた。原爆の影響があったかもしれ
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ないと悩んだこともあったが，誰に言って

なくなかった。中には初めて人に話したという

も仕方ないので，多くは話していない。娘

被爆者もいた。今までは，思い出し向き合うこ

の子もダウン症で自分の人生は真黒だと

とへの怖れや，差別への怖れもあったと推測さ

思った」（８２歳女性）「いつ原爆症になるか

れる。本調査により，被爆者は比較的安全な形

分からない不安はあったが，考えても仕方

で語る機会とその相手を得たのかもしれない。

ないし前向きに生きてきた」（７８歳男性）

調査の実施主体が広島市という公的機関であり，
また面談調査者を臨床心理士が担ったことが安

しかし，目を向けず考えないできた体験は，

全感に寄与したのではないかと思われる。さら

後の人生の類似の体験を引き金にして，突然再

に，被爆者が高齢化し人生の後期を迎えたこと

びフラッシュバックとなって被爆者を襲うこと

も，語り伝えたいという動機につながったと考

がかなりある。体験を避け続けることはなかな

えられる。

か容易ではなく，長年にわたってその影響に苦
しんできたことも明らかになった。

例）「原爆の話をしたのは初めて」（８０歳男
性）
「妻も被爆者であるが，お互いに触れた

例）「第五福竜丸のニュースのときに不安に

くない過去だったので，原爆のことを話し

なった」（７９歳女性）「調査依頼の電話から

合ったことはない」（７４歳男性）「今まで身

眠れなくなり，克明に被爆当時のことを臭

内以外と原爆の話をすることはなかったが，

いや風の感触まで思い出した」（８０歳女性）

伝えていかねばならないかもと思い始めた」

「最近自宅の近くで全焼の火事があり，１週

（７７歳男性）「思い出さないようにしてきた

間ぐらい原爆のことが思い出されてドキド

ことを思い出してしまったこともある。で

キしたり，焼け跡を見るのが辛かった」
（７８

もこうして話ができたのは嬉しい」
（７３歳男

歳女性）
「定年後，原爆ボランティアをしよ

性）
「最近やっと原爆体験を人に話せるよう

うと資料館を見学したら，一気に記憶が

になった。後世に語り継いでいかないとい

甦って圧倒されてしまい，原爆に関するこ

けないと思うようになった。来るまでは不

とに近づけなくなった」（７２歳男性）「娘が

安だったが，今日は全部吐き出せてすっき

大震災にあったときは，原爆のこととダ

りした」（７８歳男性）「話したので心のつっ

ブって，当時の火傷を負った人が思い出さ

かえがすっととれた感じ」（７９歳女性）「結

れて娘の所に行けなかった」（７２歳女性）

婚してからも原爆のことは口に出さずに頑

「毎年８月６日になると前後１週間くらいふ

張ってきた。今日のように色々話すのは初

さぎ込んでしまう」（７３歳女性）「５０歳頃か

めて。話せてよかった」（７３歳女性）「普段

ら被災者のお化けのような姿がふと浮かぶ

は話さないことを話したのは，あなたが話

ようになり，忘れたくてお酒を飲んだり，

しやすい人だったから」
（８２歳男性）
「先日，

思い出すのが怖くてラジオをつけたまま寝

自分の体験を手記にまとめ，雑誌に載せて

たりしている」（７５歳女性）

もらった。自分でも何か役に立てたかな，
と思った」（７６歳男性）「原爆のことは若い

３．
２ 体験を語ることの意味

人に伝えていった方がいい。体験はそこま

今回の面談調査で，被爆体験や思いを「話せ

で大変ではなかったが体験は伝えるべき。

てよかった」
「すっきりした」という被爆者が少

初めて，原爆の話をした」（７８歳女性）「今

ヒロシマ原爆被害者の人生を支えたもの（２）

まで，夫にも，聞かせてほしいという孫に
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していると考えられる。

も原爆体験について話したことがなかった。

（４）被爆者が「感謝」「奉仕」「平和」という

話すことから逃げたいとずっと思ってきた。

「生きる価値」や，「原爆体験の受け止め方」の

話して思い出すことが辛いと思ってきたが，

うち「運命」
「生かされているという気持ち」な

今日話してよかった。話したので忘れられ

どに至ったのは，苦しい体験に耐え，乗り越え

そう」（７９歳女性）

ることが「心的外傷後の成長」をもたらしたか
らであると考えられる。自由発言からはそれら

調査をきっかけに被爆体験を詳細に思い出し

の多様な背景を知ることができた。

た人もいた。辛い記憶がよみがえらないように，

（５）本調査は，被爆者がこれまで人に語るこ

まさに「無意識に」巧妙に避けてきたと考えら

とが困難であった体験や思いを表出し，受け止

れる。以下はその典型例である。

められる機会にもなり，その結果，心が軽く
なった対象者が少なくなかった。

例）「調査依頼の電話から眠れなくなり，克
明に被爆当時のことを臭いや風の感触まで

５． 今 後 の 課 題

思い出した。しんどい思いをしたが，なぜ

研究（１），研究（２）の結果を踏まえ，さらに

今まで思い出さなかったのかが不思議。８

被爆者の人生を支えたものが，いつ，どのよう

月６日にはそういえば広島にいたことがな

な過程を経て形成されたのかを明らかにするた

い。無意識に避けていたと思われる」
（８０歳

めに，再び半構造化面接を実施し，そのプロセ

女性）

スを詳細に検討する予定である。

４． ま

と

め

（１）本研究では「自由発言」を丁寧に検討し
ていくことによって，被爆者の長年の人生にお
けるさまざまな苦しみや困難，そしてその中を
被爆者はどのように生き，何を支えに乗り越え
てきたのかが，より豊かに浮き彫りになった。

付記：本研究は，広島市健康福祉局原爆被害対策部調
査課のご協力のもとに研究の機会を得ることができ
た。また，被爆者の方への聞き取りに当たっては，広
島県臨床心理士会会員８
７名のご協力を得た。記して感
謝いたします。
なお，本研究は２
０１０年度に日本心理臨床学会から研
究助成を受けたものである。また，本論文は２
０１２年の
同学会第３
１回大会にて発表した内容（森田・中嶋・一
丸・大澤・倉永・財満，２０１２）が元になっている。

それらは多様であり，かついくつかの共通点も
見られた。
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（２）被爆者の原爆体験へのもっとも重要な対
処法は，できごとを考えないように，目を向け
ないように置いておく「回避」の心理機制を働
かせることであることがわかった。
（３）一方で，被爆体験と類似のできごとに
よって引き起こされる記憶の想起（フラッシュ
バック）が被爆者を苦しめてきたことも，多く
の自由発言から明らかになった。これより，上
述の回避の重要性は，実際には回避し続けるこ
とがいかに困難であるかという事実を同時に示
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