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２０１７年５月１３日（於:文京区・アカデミー茗台）第３６回被ばく学習会 

内部被ばくはこうして隠された 

       高橋博子 

（明治学院大学研究員 名古屋大学研究員） 

はじめに 

１ 原爆投下直後の日米政府の原爆観 

 

1945 年 8 月 10 日 「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、前述の退避壕を突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 

 

「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

火傷をしないですませただらうし、壕蓋のある防空壕に入ってをれば大丈夫だと思

ふi 

 

・1945 年 8 月 6 日、トルーマン(Harry Truman)大統領は世界に向けて「原子爆弾に関す

る声明」を発表 

・ 1945 年 8 月 10 日 日本政府 原爆を「その性能の無差別かつ残虐性において、従来か

かる性能を有するがゆえに使用を禁止せられをる毒ガス」以上に残虐な国際法に違反す

る兵器として、スイス政府を通して米国政府に抗議 

 

・1945 年 9 月 2 日ミズーリ船上の日本の降伏文書調印により連合国の日本占領開始 

・1945 年 9 月 5 日 『デイリー・エクスプレス』にウィルフレッド・バーチェット（Wilfred 

Burchett）の配信記事が掲載される 
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原爆病（The Atomic Plague） 
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。 

 

・1945 年 9 月 5 日『ニューヨーク・タイムズ』のウィリアム・H・ローレンス（William 

H. Lawrence）の報道 

 

倒壊し瓦礫と化した広島――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。 

・1945 年 9 月 12 日 マンハッタン計画副責任者ファーレル准将の記者会見 

 

広島の廃墟に放射線なし（No Radioactivity In Hiroshima Ruin）」 

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，

廃墟の街に危険な残存する放射線を生み出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 13 日付『ニューヨーク・タイムズ』） 

 

・1945 年 9 月 14 日、トルーマン大統領 「最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最初に相談することなしに、（公式発表を超えた）情報の発表を

保留するよう要請する」 

→米国の報道関係者に対して原爆報道の自制を促す 

 

・1945 年 9 月 27 日、マンハッタン計画責任者のグローブズ少将（Leslie R. Groves）宛

てのファーレルの書簡 

 

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こまれて多くの死傷者がでたとい
うことである」（Ｌ・Ｒ・グローブス少将に宛てた［T.F.ファーレル准将の］覚え書き、
1945 年 9 月 27 日）奥住喜重・工藤洋三訳『米軍資料 原爆投下の経緯：ウェンドー
ヴァーから広島・長崎まで』東方出版、1996 年、142―152） 

 

→入市被爆者の被爆を否定 

 

・ 1948 年末、元マンハッタン計画医療部門責任者スタッフォード・ウォレン 

 

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
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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。」（Medical Radiography 
and Photography [Eastman Kodak Company Rochester, N.Y., vol. 24 no. 2 1948]） 

 
広島・長崎の場合は空中爆発したため放射線の影響は軽視できることを米政府

としては公式見解として持ち続けることに。 

 

･1946 年 5 月 24 日、陸軍省防護建築委員会前でのグローブズ少将の発言 

 

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

「人々が放射能によって死亡したり大けが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 パーセ

ントがそうであったろう。それが何人であったかはわからない。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、合衆国で起こりうるより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、医療活動はすべて無くなっていたといえる。第

3 に、彼らは大惨事の際に組織的に対処する能力を持っていないのである。」 

 

２ 放射性物質の軍事利用（マンハッタン計画） 

1943 年 5 月 12 日、グローブズ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。 放射線兵器の開発に取り組む

→放射線兵器の開発のため、放射線の人体への影響についてすでに強い関心 

委員 ジェームズ・コナント（James B. Conant）科学研究開発局次長 

アーサー・H・コンプトン（Arthur H. Compton）シカゴ大学冶金研究所等 

 

・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傷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、数秒から数か月が半減

期の、大量の放射性物質の源泉となりうる。（我々によって、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）生み出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充分であろう。 

 

・1943 年 8 月 6 日「放射性物質の使用についての小委員会報告書」 
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ジェームズ・コナント「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」 

→ごく少量の放射能でも、人体に深刻な影響があることを把握していた。  

報告書「放射性物質の軍事利用と防衛組織」 

化学兵器用薬品と放射性物質とを比較。 

「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 

 
放射線兵器の特性 

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 

Bush-Conant File Relating to the Development of the Atomic Bomb, 1940-1945, 

Record of the Office of Scientific Research and Development, Record Group 227, 

National Archives Microfilm Publications Pamphlet Describing M1392 (Washington, 

D. C.: National Archives Trust Fund Board, National Archives and Records 

Administration, 1990), 32. 

・残留放射線の影響を原爆投下前から把握 

・放射線兵器の開発など放射線の軍事利用のために、その研究を重視 

 

３ 広島・長崎の被爆者研究 

・1945 年 8 月 28 日付け Guy Denit 准将宛 A.W.Oughterson の手紙 

題目：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。」 

Averill A. Liebow「災害との遭遇－広島の医学日記、1945 年」（『広島医学 Vol.20 No.2・3 

1967),p.92-93 所収 

 

・ABCC（原爆傷害調査委員会）の発足 

・１９４７年、広島・長崎に米国軍合同調査団による原爆医療調査を引き継ぐ形で ABCC

（Atomic Bomb Casualty Commission: 原爆傷害調査委員会）発足。 

・ABCC の設立にあたって米陸海軍合同調査団を指揮した陸軍と海軍の両軍医総監が関

与。事実、１１月１８日付けの下記の書簡において、ジェームズ・フォレスタル（James 

Forrestal）海軍長官は大統領に対して海軍医総監たちの意見を紹介し、全米科学アカデミ

ー・学術会議に対して原爆の人間への影響に関する研究を継続する組織をつくることを命

じるよう薦める。 
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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。それに加えて動員解除とその結果としてこ
の研究にたずさわる軍の科学者を失うことは、この研究の継続を阻んでしまいます。 
その研究が彼らの論理的結論に従うべく、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通告すること。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 

 

・米国科学アカデミー ＡＢＣＣを管轄 

・米国原子力委員会生物医学部門 ＡＢＣＣの研究資金を提供 

・米国陸軍病理学研究所 広島・長崎で収集した原爆医学資料を保管 

→ＡＢＣＣ（原爆傷害調査委員会）は米科学アカデミーが管轄しているため名目上は学術機

関のようだが実質的には、軍の科学者の研究継続のために発足。入手した情報は軍事機密情

報に。 

→「唯一の原爆で被爆した集団」として米国の防衛計画構築のために研究の継続が必要であ

ることが述べられる。米国において原爆が使用された場合に対処するための情報を得るた

め、ABCC の調査は継続される。 

・ＡＢＣＣ準備委員会、学校児童を被爆当時と同じように整列させ、ケロイドの状態を含め

て被爆の状況を分析。 

・広島･長崎の出生調査 

ジェームズ・ニール博士の下 1948 年から 1953 年まで実施 

死産、奇形、出世時の体重、性の割合を両親の放射線被曝との関連で調査 

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

子どもたちを対象にＸ線を照射して骨格の発達状況を調査（『長崎新聞』2014年 8月 2

日、長澤克治編集委員による共同通信配信記事） 
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・ＡＢＣＣのアール・レイノルズ博士は 4800人の子どもたちを対象に、被ばくした子ど

もと被ばくしていない子どもたちを比較対象として発達について調査し、身長・体重・生

殖機能について分析。 

被験者となった子どもたちは、調査目的のためのＸ線によって被曝。 

思春期の多感な子どもたちが生殖機能についての調査対象に。 

 

ＡＢＣＣ業績報告書 20－58 Earle Reinolds「広島原爆被爆児童の成長及び発育 3 か年

（１９５１－１９５３）の研究」（1954 年作成 1959 年に日本語に翻訳）） 

「従って結論として広島の児童における原爆放射線被曝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。」 

→子どもたちの成長への被爆の影響を示す。 

→1954年の発表当時は英文だけなので、被験者となった人々には読めない状態。 

 

ＡＢＣＣで小児科医として調査に携わっていたワタル・ストー博士は、ＡＢＣＣの子ど

もたちへの発達調査と類似した調査を、1954年のビキニ水爆被災後、マーシャル諸島の子

どもたちを対象としてブルックヘブン国立研究所のコナード博士とともに実施した。また

子どもたちへの甲状腺の影響についての調査を実施した。 

 

・1950 年、AEC・国防省・ロスアラモス科学研究所、民間防衛対策用に『原子兵器の効果』

を出版 

 

「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」（U.S. Department of Defense, U.S. Atomic 

Energy Commission and Los Alamos Scientific Laboratory, The Effects of Atomic 

Weapons、USGPO、1950。翻訳、アメリカ合衆国 原子力委員会･国防省・ロスアラモス

科学研究所『原子兵器の効果』(科学新興社、1951 年 ) 

 
・1950 年 6 月、AEC は ABCC の発足以降行われていた「ABCC の日本人原爆生存者に関
する研究の継続」、すなわち広島・長崎における被爆者の研究を継続することを発表。 
 

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。また国防総
省、国家安全資源局、米国公衆衛生局、その他わ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 Atomic Bomb Casualty 
Commission to Continue Studies of Japanese Atomic Bomb Survivors, June 18, 
1950, Record of the Office of Public Information Copies of Speeches of AEC 
Officials, 1947-1974, Entry 24, Record Group 326, National Archives at College 
Park, College Park, Maryland. 
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→「唯一の原爆で被爆した集団」として米国の防衛計画構築のために研究の継続が必要であ

ることが述べられる。米国において原爆が使用された場合に対処するための情報を得るた

め、ABCC の調査は継続される。 

・フランシス委員会 

1955 年 広島市における、被爆者と非被爆者の死亡率調査 

     １．爆心地から 2ｋｍ以内の者は４ｋｍ以内の者より死亡率が高い。 

     ２．爆心地から 4ｋｍ以内の者は非被爆者より死亡率が高い。 

1955 年 9 月 死亡診断書研究に関するワシントン会議。 

1955 年 10 月フランシス委員会が ABCC を視察。 

1955 年 11 月フランシス委員会は今までの調査研究を再評価し、固定集団を基盤とする

「統合研究計画」を勧告。寿命調査、成人健康調査などを計画（1955 年）。実施（1958 年）。 

（放射線影響研究所配布資料より） 

 

→ビキニ水爆被災後、米原子力委員会関係者は反核意識が日本で広がることを恐れる。 

 

1955 年 12 月 20 日 

米原子力委員会生物医学部長の Charles L. Dunham から ABCC の管轄機関である米科学

アカデミーの Dr..Deltev W. Bronk 博士あての手紙 

「アメリカ原子力員会は、研究計画を中断しないことを求める、2 つの利害がある。人体

への放射線の影響についてのすべての可能な限り科学的な資料を作る必要性と、長崎や広

島から広がる放射線の人体影響についての誤解を招くようなまた不健全な報告を最小限に

することを確かにする必要である。合衆国が撤退したら、その空間は何かによって満たさ

れるだろう。その何かとは、時に共産主義者によって好まれるような、何か悪いものであ

る。とりわけ広島の場合がそうであろう。そうした場合、世界の科学共同体も合衆国も敗

者となってしまう」 

→冷戦思考そのものの発想で研究計画 

 

１９７５年に発足した放射線影響研究所 フランシス委員会報告に基づく研究を引き継

ぐ一方でそれ以前の研究資料は重視せず 

 

4  １９５４年の水爆実験とその波紋 

５４年３月１日、マーシャル諸島ビキニ環礁での核実験シリーズ（キャッスル作戦：

Operation Castle）の最初に水爆実験（ブラボー・ショット）を実行 

→放射性降下物によって、マーシャル諸島の住民や第五福竜丸の乗組員、米兵が被ばく 

・１９５４年３月１６日 『読売新聞』 

「邦人漁夫、ビキニ原爆実験に遭遇 ２３名が原子病 一名は東大で重症と判断」と報道 
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・１９５４年３月１７日、米国、水爆実験であったことを認める 

 

1954 年 3 月 11 日付 米国上下両院合同原子力委員会の文書 

・1954 年 2 月 米国上下両院合同原子力委員会側は米国原子力委員会に 2 月「住民を避難

させる計画はないのか」と問い合わせる 

→米国原子力委員会側「住民を避難させる計画はなく、これらの島々に放射性降下物が降る

可能性は、過去の太平洋・ネヴァダ双方の全ての以前の実験からしてないと確信している」

と返答 

しかし同文書の中で、236 人の住民と 28 人のアメリカ人が「非常に高レベルの放射線によ

って」被ばくしていることを認める 

さらに「ロシアがこの不幸な出来事を使ってプロパガンダを行う恐れがある」と懸念 

 

・被ばくしたマーシャル諸島の住民 

米原子力委員会による「プロジェクト４．１」著しい放射性降下物にさらされた人間の反応

に関する研究」の調査対象に 

３月３１日、ストローズ（Lewis L. Strauss）米原子力委員会委員長 

 

「最初の爆発は予定された３月１日に行われ、第２回目は３月２６日に行われた。これらは

ともに成功した。我々の軍事力と即応力を増強するという確固とした目的と、慎重な決定ぬ

きの実験などというものはありえない。ロスアラモスとリバモアの科学者がこの２つの実

験から得ようとした結果は、完全に実現した。」 

風向きは慎重に研究され、こうした注意にもかかわらず「多くの例があった。この警戒地域

への不注意にもとづく侵入の結果おこった事故あるいは事故に近いものがそれである。」 

「住民２３６人は私には丈夫で幸福そうに見えた」 

 

5 「第五福竜丸事件」に対する補償問題 

 

４月９日、アリソン(John M. Allison)駐日米大使によって初めて遺憾の意が表明 

「アイゼンバットおよびモートン両氏が日本を去るにあたり、ここに米国政府の名におい

て、再び福竜丸の不幸な事件に対する深い遺憾の意を表し、入院中の乗組員の回復について

懸念している。米国政府が被災者とその家族に対して補償し、また将来このような最も不幸

な事故の再発を防止するためできうる限りの措置をとる意向であることは私がすでに発表

した通りである。」 

 

６月１７日、米国上下両院合同原子力委員会の秘密会、ジョン・アリソン駐日大使「日本漁

船事件」について証言 
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日本側の調査船が帰ってくるよりも前に、補償金を日本政府に支払うことを提言 

 

・ 日本政府の派遣した調査船「俊鶻丸（しゅんこつまる）」、５月１５日から７月４日まで

の５１日間調査 

→太平洋における広範囲にわたる放射能汚染の深刻さを報告 

 

１９５４年９月 23 日 久保山愛吉無線長死亡 

→米、反米感情がさらに広がるのを懸念 

 

・1954 年 10 月 30 日 国務省から東京米大使館宛電報 

「アリソン大使も出席した 10 月 27 日の会議において、工作調整委員会 

は日本についての国家安全保障会議の政策文書に関する経過報告を検討し承認した。 

この報告書は大使館に空送された。 

同じ会議にて、工作調整委員会は日本政府に対して 150 万ドルのビキニの補償金

（Compensation）（やはりまた工作調整委員会への言及はないということならば、もしどう

しても必要ならば 200 万ドルまであがりうる）を提供することを承認した。対外活動本部

はこの目的のための追加金が見つけうるかどうかについて決定するよう指令を受け、次の

工作調整委員会にて報告する。」（米国立公文書館所蔵米原子力委員会生物医学部資料：以下

AEC 資料と表記） 

 

OCB＝工作調整委員会 国務省、国防総省の次官級と中央情報局（CIA）長官で構成、米政

府の最高レベルで秘密工作を検討した委員会。 

（春名幹男『秘密のファイル：CIA の対日工作（上）』（共同通信社、2000 年）、449 頁よ

り）。 

・1954年 12月 27日付けの国務省への東京大使館のアリソン大使からの書簡 

アリソン大使は重光葵外相と会談し、日本政府からある資料が渡された。その資料につい

てアリソンは以下のように報告していた。 

 

この資料は日本政府が緊急で早めの解決を要すると考えている 6 つの問題のリストで

締めくくられていた。それらは、 

 

1．ビキニ補償問題の解決 

2．占領地救済政府基金（GARIOA）の解決 

3．1953年の MSAの第 550条に基づいて円基金を創設 

4．公共法第 480条のもとでの合意の達成 

5．共同防衛支出への日本の貢献への合意 



10 

 

6．大規模な戦犯の解放と仮出所 

 

上述の問題の中で唯一外務大臣が扱っているのはビキニ補償の問題である。私が以前

に谷に述べたように、私は彼に、米国が基準として 150万ドル支払うことで解決する用意

をしていると言った。私はまた、もしこれで満足できないようであれば、少し増額する議

論の余地があるが、さらなる増額は議会による承認がされねばならないであろうし、かな

りの遅れを引き起こすであろうし、議会では望ましくない議論になる可能性があると述

べた。重光は、彼がこの額なら合意できると思っていた、200万ドルまで上げることは可

能なのかどうかと聞いた。私はこれは約束できないが、彼がこの合計額を受け入れるであ

ろうことを明確に示すのであれば、私はこのことをワシントンに照会するでしょうと述

べた。重光は、次の数日間に直接かもしくは谷を通じて私と連絡するでしょうが、200万

ドル以下は受け入れられないことは確実だと述べた。今 200 万ドルを提供するというこ

とへの許可を得られれば、重光が内閣全体の承認を得られるとはっきりさせれば、この新

政権と我々の関係にとってもっとも有益であると信じます。 

 

→この文書は、日本がアメリカの冷戦体制に組み込まれる中で、第五福竜丸の乗組員をはじ

めとした人間が被ばくした問題を、日本の漁業の損失の問題にすり替えていったことを顕

著に示している。戦犯とされた人々の復権と自衛隊などを通じて、日米が共同歩調をそろえ

ることが、実際に被ばくした人々への補償と実態解明よりも優先されたのである。 

→この翌日の 1954 年 12 月 28 日、日本政府は、3 月から実施していたマグロ調査の廃止を

閣議決定した。 

 

・１９５５年１月「法律上の責任問題に関係なく米国は見舞金（ex gratia）として２００万

ドル支払う」という交換文書に日米両政府が署名←アメリカ政府の心理戦略の協議機関で

ある工作調整委員会（ＯＣＢ）の承認をへて対外活動本部の予算から出される 

 

(参考 ex gratia payment= 

見舞金、任意給付［法的には支払い義務はないと考えるにもかかわらず保険会社が支払う

金； 高額の弁護費用を払って支払い拒否を貫くより金銭的解決の方が安くつく場合など

に支払われる］（『リーダーズプラス』研究社） 

 

6 マグロ・パニックとその顛末 

1954 年 3 月から厚生省、マグロの被ばく調査を開始 

『ビキニ水爆被災資料集』年表より 

１９５４年 

１２月１日 吉田首相、東隆（右社）の参院本会議での質問に「水爆による漁業者その他の
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被害については、米国政府の注意を促しているので、いずれ満足な回答があると思う」と答

弁。 

１２月２２日 原爆対策連絡協議会食品衛生部会、マグロはもう大丈夫と発表、近く検査中

止へ 

１２月２３日 次官会議、第五福竜丸乗組員の補償金、マグロ 破棄漁業者への補償金の支

払いを決定。正月を焼津で迎えるため入院中の乗組員の帰郷 第１陣、東京を出発。 

１２月２４日 第３次ビキニ被災補償閣議決定 

１２月２５日 厚生省マグロ検査中止きめる。東京都は検査打ち切りに反対し抗議。 

１２月２８日 マグロ検査の廃止を閣議決定、東京都も中止決定 

１９５５年 

１月４日 ビキニ被災補償、見舞金として２００万ドル支払う日米交換公文署名さる。 

 

・1954 年 12 月 29 日 

東京アメリカ大使館アリソン大使から国務省宛電報 

「日本人科学者の検査の中止についての意見はおおむね批判的である。さまざまな地方自

治体が自らの負担での検査続行を求めていることを公に表明している。」（AEC 資料より） 

→マグロ調査中止への批判的声が高かったのに中止されたのはなぜか？ 

 

・放射線物質の影響と利用に関する日米会議（日本学術会議主催） 

開催：１９５４年１１月１５日―１９日 

議題：（１）放射能の測定機械と測定方法の基準化 

（２）人体に対する放射線の最大許容量 

（３）放射性物質による汚染の除去方法 

（４）農学と生物学における放射性同意元素と放射線の利用について 

米側出席者 

米原子力委員会生物医学部生物課長 ポール・Ｂ・ピアソン（農芸化学） 

情報サービス部長 モース・ソールズベリ 

米原子力委員会生物医学部物理課長 ワルター・Ｄ・クラウス（生物物理学） 

農務省土壌･水利管理部化学主任 スターリング・Ｂ・ヘンドリックス（化学） 

米原子力委員会ニューヨーク事業管理事務所衛生安全研究所長 メリル・アイゼンバット

（環境衛生） 

米原子力委員会生物医学部 Ｗ・Ｒ・ボス（生理学） 

米原子力委員会ニューヨーク事業管理事務所分析課長 ジョン・Ｈ・ハーレイ（化学） 

 

→一人を除いてすべて米原子力委員会の科学者 

・日米科学者会議に関するアリソン大使との会合 
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１９５４年１０月２９日 

米国務省でアリソン大使と日米科学者会議出席予定のピアソン、ボス、クラウス、アイゼン

バット、ソールズベリが出席。アリソン大使が会議のあり方について助言。 

 

１９５４年１１月２日付書簡（工作調整委員会文書から） 

「議題に含まれている分野について科学者同士が完全に自由な情報交換をしている印象を

与えることは、原子力科学に関して米側が過度に隠し立てをしているという印象を一掃す

るのに有益だ。」 

「広報対策をうまく行い運に恵まれなければ、３月１日の放射能事件への補償問題を新た

な議論でかき回すことになり、日米関係に対して、またアメリカへの日本の世論の風潮に対

して、正確には予測もつかないことで、なんらかの害を与えるだろう。」 

「会議の毎日の、そして終わりの公式の記者会見においても、また個々人の代表メンバーに

よる報道関係者との会見においても、科学的情報の交換と、核実験問題との関連性に言及し

てはならない、とアリソン大使は繰り返した。」 

 

→同会議と第五福竜丸との被災とを切り離した印象を与えようと画策する一方で、マグロ

調査の打ち切りをはじめとする、いわゆる日米間の「完全決着」のために最大限同会議を利

用していた。 

 

・放射線物質の影響と利用に関する日米会議 第１日共同発表 

アイゼンバット博士  

「ある基準に従って操作される検出器によって、魚から１０センチ離れたところでガンマ

計数管で毎分５００カウント以下の放射能がある場合は、食糧として充分安全である。」 

 

・放射線物質の影響と利用に関する日米会議 第４日共同発表 

クラウス博士 人間の皮膚からの汚染除去法 

→石鹸と水で充分洗い、固着している汚染を取るためには、コーンミール（ひき割りとうも

ろこし）などのやわらかい粉を使う 

質問：野菜の汚染除去も人間の皮膚と同じでよいか？ 

→同じ原則、すなわち豊富に水で洗う。野菜は多くの場合皮をむいたり、外側の葉を取り除

くことによって汚染を除くことになる。 

 

→核実験との関連については一切触れない一方で、放射線の影響を過小評価した見解のみ

が発表内容に 

→発表内容の中にビキニ水爆被災への賠償問題に直接関わるような情報を持っているにも

かかわらず、その問題にはまったく言及せず。 
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・放射線物質の影響と利用に関する日米会議 第５日共同発表「昼食は精養軒で供され、サ

ンドウィッチのほかにマグロのスシなどがあり、一行は偉大な食欲を発揮した。」 

 

１９５４年１１月２０日付（会議の翌日）米原子力委員会生物医学部生物課長 ポール・Ｂ・

ピアソンから米原子力委員会生物医学部生物部長ジョン・ビューワー宛書簡 

「実際、われわれが予想したよりもずっと会議はうまくいったと皆が感じた」 

「会議の重要な成果の一つは、厚生省が、一分間あたり１００カウントという現行の最大安

全限度がおそらく低すぎること、この件に関してさらに検討するための会議を招集するこ

とを発表したことだ。このことはまぐろ産業の損失への賠償金に関して重要な影響がある。」 

「アリソン大使は、会議は期待していたよりもはるかに良かったと述べ、彼は日本政府との

関係改善のための重要な要素だと彼は感じた。疑いなくわれわれは放射生物学の分野で代

表的な日本人科学者と心からの友好的な感情を築いた。」 

 

・1955 年 1 月 5 日 マグロ調査協会のウィリアム・ノヴィル から米原子力委員会生物・

医学部 W・R・ボス宛書簡。 

「親愛なるボブ   12 月 17 日付の手紙と同封書類をありがとうございます。放射線に

関する最初の国際会議［「放射性物質の影響と利用に関する日米会議」11 月 15 日―19 日開

催］明らかに政府（厚生省）に、漁獲マグロの放射線の形跡検査を中止するよう影響を与え

ました。12 月 28 日、内閣は厚生省のそうした（マグロ検査中止の）勧告を承認しました。

まぐろ検査中止は 1955 年 1 月 1 日に実行されます。このことを実現するために寄与したあ

なたとあなたのお仲間に、お祝いの言葉をお贈りします。」（AEC 資料より） 

 

１９５４年１２月「トウキョウマイニチ」第五福竜丸乗組員の生殖能力が一時低下すること

を報道 

→・１９５４年１２月２７日 東京米大使館オットー・ラポルテ 科学担当官からビューワ

ー米原子力委員会生物医学部長宛 

「９月のある時、大使館は東京大学病院の３人の医師からこの検査の重大な結果に関して

は一般からは機密扱いに止めると記した同封のような紙を受け取りました。しかし、１２月

の初旬、同封のような最も扇情的な記事が『トウキョウマイニチ』に掲載された。・・・確

かな筋によると都築博士が毎日の記事に関して責任がある・・・。したがってあたかも都築 

博士は最近の放射線会議［高橋注「放射性物質の影響と利用に関する日米会議」11 月 15 日

―19 日開催］で癒されることを期待した傷口をまた開こうとしているかのようです。」（AEC

資料より） 

７ プロジェクト・サンシャイン 

1953 年以来、米原子力委員会（AEC: Atomic Energy Commission）と米空軍（ＵＳＡＦ）

とランド・コーポレーションは、ストロンチウム９０の世界への分散について研究するプロ
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ジェクト・サンシャインという実験計画をたて、遺族の同意なく世界中から人の組織や骨を

集めて分析していた。日本からもＡＢＣＣ（原爆傷害調査委員会）を通じて収集していた。

そのため、「ストロンチウム・ユニット」とは「サンシャイン・ユニット」とも呼ばれる。

1953 年 8 月に作成されたランド・コーポレーションの報告書に成長が大きいほど放射線の

影響が大きいので、20 歳以下の子どものデータを集めるよう指摘 

 

・国連科学委員会報告書 

1958 年に出された国連科学委員会の報告書は、米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 

ストロンチウム 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ウム 90 を１ストロンチウム・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 SU 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 16ＳＵ（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（928 ベクレル）の

範囲で平均 9 ストロンチウム・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ウム 90

の平均値は 1.5 SU（48 ベクレル、カナダ：1956 年から 1957 年）、1.1 SU（42.55 ベク

レル、英国：1957 年）、0.667 SU（21.344 ベクレル、米国：1956 年から 1957 年）、2.3 

SU（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ウム 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 0.55 SU（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ウム 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、この濃縮は増えるはであろう。 

→1950 年代にすでに内部被曝について詳しく分析 

→子どもや胎児への影響が大きいことを示唆 

 

おわりに 

・人類に対する核実験の影響 

原水禁運動の大きな引き金になった「第五福竜丸事件」とは 

日米政府間では政治決着 

マグロ調査中止によるマグロ・パニックの終了 

→人類への放射性降下物の影響の実相調査の公表は不充分に 

 
                                                   


