
 

Ⅱ 
被爆者に「なる」 

 
「原⽔爆禁⽌を要求するという⼀点で結びつく」という⼈道主義

に則った原⽔禁運動は政治的な⽴場を巡って内部に⻲裂を産み、原
⽔禁運動は 2 度の組織的な分裂を経験しました。 

原⽔禁運動と⼿を取りあうようにして、⽴ち上がった被爆者運動
にとって、原⽔禁運動の分裂は⼤きな痛⼿でした。しかし⼀⽅で、
原⽔禁運動の分裂は、被爆者たちが「被爆者とは何か」「原爆被害
とは何か」といった問いと向き合い、被爆者としてのアイデンティ
ティを固めていくきっかけとなりました。 

第Ⅱ章ではさまざまなきっかけを捉えて、被爆者としてのアイデ
ンティティを獲得し固めていく被爆者たちの姿をみていきます。 



Ⅱ 被爆者に「なる」 ① 
 

「あの⽇」何もできなかった⾃分（その 1） 
被爆者の証⾔を聞くとき、私たちは「あの⽇」の情景を聞き取ろうとしがち

です。しかし「あの⽇」のことを語る被爆者の⼼に注⽬して証⾔をみてみまし
ょう。「あの⽇」多くの死と出会いつつ、⼈間らしい⾏動をとることができなか
った深い後悔が、「あの⽇」以降も被爆者たちを苦しめ続けます。 

※このパネルでは、「死」に全て「」（鍵括弧）をつけています。 
これは、⼀⼈ひとりの被爆者にとって忘れられない「死」があったことを意味します。 
 

脳裏に焼き付く死者の姿  
 被爆者⼀⼈ひとりには、「思い出したくない／忘れられない」「死」がありま
す。それは、被爆者たちの脳裏に焼き付き、「あの⽇」以降も⼿放すことはでき
ませんでした。 

【ア】被爆直後は何がおこったのかさっぱりわからず、地⾯がゆれてすごい⾵に押さ
れて⼩住宅そばのみぞにたおれた。何時か何がおきたかさっぱりわからず、気がつい
た時は友達も正気でなかった。 
どれくらい時間がすぎたかわからないが、いやなにおいで煙が⼀⾯に空から降って
来た。そばにはガラスの破⽚や屋根⽡、板類がちらばり、⽅向もまったくわからず、
もう駄⽬かと思った。⼈々も動いていない。⾃分のことで夢中である。私達の同⾏員
が⽐治⼭付近で建物ソカイに出ているのを探しに歩いた。（中略）川には⼈間がばた
ばたととびこんでいた。どうしたかほとんどがはだかに⾒えた。⾏員どころか男⼥の
区別がつかないほどだった。死んでいる⼈、うめいている⼈、⽔をほしがる⼈、がむ
しゃらにさけぶ者、もう、この姿を⾒ない者には話してもわからない。（中略）⽔辺
はみんなやけどするようなあつい湯ばかり、もう書き切れないほどのおそろしい思
い出ばかり。⼆度と思い出したくない。忘れたい。 

〔広島 直爆 2.0km 男 被爆時 17 歳〕「あの⽇の証⾔（その 1）」（1988 年 11 ⽉ 28
⽇）より。 

 



Ⅱ 被爆者に「なる」 ② 

「あの⽇」何もできなかった⾃分（その２） 
「⽔をください」に応えることができなかった⾃分 
 被爆者の中には、「あの⽇」の後にその地へ⾜を踏み⼊れた⼊市被爆者もいます。そし
て、以下に取り上げるように兵隊は、「⽔をください」という声に、あげたくても、あげ
ることができなかった葛藤に今も苦しめられています。 

【イ】（中略）2 ⽇⽬より焼の原を通り⽐治⼭町に警備につきました。道中多くの⼈々
が折重なって死んでいます。特に川岸の近くで特に多く⾒られた。家族がばらばらで
死んだことで⼼残りであったと思います。警備中、川岸で声かけられ、兵隊さん⽔を
下さいと⾔うので、 しばらく待ってと⼀⾔の声で息を引取ってしまった。やりきれ
ない思いでした。私は⼀滴の⽔をやることが出来なかったこと、くやまれます。 

〔広島 ⼊市 男 被爆時 20 歳〕「あの⽇の証⾔（その 1）」より。 
 

【ウ】私は広島の暁第 16710 部隊で被爆しました。（中略）兵隊は、皆⽔筒を持って
おりましたが、被爆でヤケドした⼈には⽔をやっては死ぬと⾔う事で、あまり飲ませ
んようにしたが、翌⽇⾒たら、多くの⼈が⽔たまりに顔をふせて死んでいるのを⾒
た。もっと⽔をあげれば良かったと思った。 

〔広島 直爆 2.0km 男 被爆時 22 歳〕「あの⽇の証⾔（その 1）」より。 
 

命を救えなかった⾃分 
 次に挙げる史料は、技術主任として 47 名の学徒・挺⾝隊を引率しつつも、⾃らが負
傷し、学徒たちが次から次へと動けなくなり、翌朝には 5、6 ⼈を残して死んでいく状況
をどうすることもできなかった苦しみを語っている。 

【エ】（中略）なんで若い者が死んだのかと涙が出る。実際に、⾝代わりになれなか
ったかと感じる。負傷した私の⽅が助かったんですからね。 
（⽣の意味）平和のために、原⽔禁運動に⼒を⼊れたい。広島の実情を世界の⼈に知
ってもらいたい。それを⼀つは、⽣きる⽬標にしていきたい。〔そして〕7 年前より
⽇本被団協に⼊っている。 

〔広島 直爆 1.5km 男 調査時 70 歳〕「⽣活史事例分析表」（1977 年）より。 



Ⅱ 被爆者に「なる」 ③ 

「あの⽇」何もできなかった⾃分（その３） 
忍び迫ってくる「死」と闘う⺟に向き合う⾃分 
 被爆による「死」は、「あの⽇」だけではなく、その後も彼らを苦しめます。
忍び迫ってくる「死」の恐怖とも闘っていました。 

【オ】〔⺟〕被爆当時廊下に⽴っていて全⾝に窓ガラスの破⽚をうけ、⾝体中まりの
ようにふくれあがって⾎だらけになり、軍の救護室で応急⼿当をうける（⾚チンをぬ
るだけ）。 
 ⼤きな破⽚は取り去り、⺟の実家のある三次へ⾏って療養。死ぬまで貧⾎と⼼臓病
に悩まされながら、25 年 11 ⽉ 27 ⽇に急死。戦後 2 年ぐらいガラスの破⽚が⽪ふの
表⾯近くに出てくると医師に取り除いてもらい、いつまたという恐怖⼼を持ってい
たようです。「私はいつ死ぬかわからないから」と⾔って⾝辺はいつも整理していた
のが、痛ましく思い出されます。 
 
戦後の 5 年間すっかり健康を害してしまった⺟をみているのは、同じような苦痛を
感じました。 
 もっと早く援護法が制定されていたらとも思いますが、それよりももっと⼤切な
ことは、再びあのようなことは繰り返してほしくないということです。 

〔広島 直爆 2.0km ⼥ 被爆時 21 歳〕 
「被爆者の死（その２）―昭和 21 年からの 40 年―」（1989 年 11 ⽉ 8 ⽇）より。 

 

共通体験としての原爆 
 原爆の圧倒的な⼒を前にした時、被爆者たちは無⼒感や後悔に打ちひしがれ、
あきらめの気持ちに流されそうになりました。しかしお互いの体験談を持ち寄
ることで、⼈間から⼈間的な思考を奪いさろうとすること、そのものが原爆の
被害なのであると被爆者たちは考えるようになります。「あの⽇」の⾃分の⾏動
を語ることが、原爆と対抗する⼿段であることに気づいた被爆者たちは重い⼝
を開き、徐々に語り始めます。



Ⅱ 被爆者に「なる」 ④ 
 

被爆者とことば② 被爆者アイデンティティの芽⽣え 
 原爆が投下された「あの⽇」から被爆者は「⾃分は被爆者だ」と⾃覚していたわけではあ
りません。それぞれに被爆者に「なる」転機があり、徐々にアイデンティティを確⽴してい
ったのです。そこに共通していたのが被爆者の死です。今回は、藤平典、𠮷⽥⼀⼈の事例か
ら、個⼈として被爆者に「なる」メカニズムを⾒ていきます。 
 
藤平典―モノからたどる原爆の記憶― 
 藤平典は、勤労動員先の⼯場で被爆しまし
た。プレスコード、⾃分だけが⽣き残った負
い⽬、⾒聞きした被爆者への差別から被爆
体験を忘れ、思い出さないという選択しま
す。その後、社会科教師となっても被爆の事
実を語らずに⽣きていくことを選択しまし
た。 
 転機が訪れたのは、祖⽗の葬儀で実家に
戻った時でした。祖⽗が⼤切に取っておい
た、藤平⾃⾝の⾎が染みた腕章と⽇記を祖
⺟から渡された時、忘れ去ろうとしていた
被爆体験を思い出します。 
 祖⽗の遺したモノを⼿にしても、被爆者
と名乗る決意はできませんでしたが、第 9 回
原⽔禁世界⼤会（1963 年）は⼤荒れであっ
たと報道で聞き、「これでよいのか、あの“地
獄”の中で、その後苦しみながら死んでいっ
た⼈たちの死は何であったのか」と考え始
めました。さらに、世界⼤会の報告会に参加
し、被爆者ではない牧師が原爆の悲惨さを
訴えている姿を⾒て、被爆体験を語る決意
をします。 
 その後、被爆者健康⼿帳を申請して、被爆
者運動に参加しました。 

𠮷⽥⼀⼈ ―⽣存者としての使命感― 
 𠮷⽥⼀⼈は、⻑崎市中川町(直爆 3km)で被
爆しました。爆⾵に⾶ばされましたが軽傷
で済んだこと、翌⽇には⼩浜町(現雲仙市)の
実家に避難したことから、⾃⾝が被爆者だ
と⾃覚しておらず、「最も『幸運』な被爆状
況」にいたと考えていました。その後、連合
通信社に⼊社し、記者となります。 
 転機が訪れたのは、1958 年に東友会に取
材で訪れた時でした。東友会初代事務局⻑
の⼭⼝清に「あの⽇」、⾃分も⻑崎にいたと
話すと、場所を確かめて「あなたも被爆者だ」
と⾔われ、初めて⾃⾝が被爆者であること
を⾃覚し、被爆者のために活動することを
決⼼します。 
 また、1970 年の『アサヒグラフ』に掲載さ
れた⻑崎駅のプラットホーム(後に浦上駅で
あると判明)で原爆によって亡くなった⺟⼦
の写真を⾒て、⾃分の代わりに死んだ⼈が
いるかもしれないと思うようになりました。
そして、「⽣きてるのだから伝える義務があ
る。法律で被爆者になったのなら、やらなく
ては」と、被爆者運動に参加しました。



Ⅱ 被爆者に「なる」 ⑤ 
 

被爆者に「なる」⼤きなメカニズム 
 

爆⼼地からの距離と⼿帳の有無 
 皆様は爆⼼地を中⼼とする同⼼円のマップを⾒たことがありますか。原爆研
究者が⽣み出した同⼼円マップは原爆医療法において、法的に被爆者を確定
する際にも⽤いられました。先のパネルで⾒た𠮷⽥さんのように、円の中に
いたことで被爆者健康⼿帳を受け取り、被爆者に「なる」者も⽣まれまし
た。個⼈の経験のみならず、法律も被爆者のアイデンティティ形成に⼤きな
影響を与えたのです。 
 

運動の中での被爆者の発掘 
法的な処置がなされた後でも被爆者の境界は曖昧なままでした。被爆者と

⾃覚するきっかけとしては、法的措置のほか、運動や個⼈的な活動の中で被
爆者同⼠が繋がりを持とうとしたことが挙げられます。⽯川県原爆被災者友
の会の岩佐幹三は「被爆者同⼠が繋がらないと健康⼿帳をもらった意味がな
い」として被爆者健康⼿帳を県庁へ受け取りに⾏った際、対象者の名簿をみ
せてもらい、⽚端から被爆者の⽅々と連絡をとり、友の会を結成しました。 

このように繋がり合おうとした被爆者は全国各地に存在し、被爆者運動の
草の根が形成されました。 



Ⅱ 被爆者に「なる」 ⑥ 

 

被爆者の語る⾔葉の変化 
 脳裏に残る「死」は、苛烈な体験であったからこそ容易に口を出すことを

許さないものでした。しかし徐々に被爆者たちは言葉にして語り始めます。 

かつては被爆者同士であってもお互いの被爆状況を知らないことも多くあ

りました。たとえば、次のパネルで紹介する岩佐幹三も 1977 年の国際シンポ

ジウムで自らの被爆状況や被爆後の生活をはじめて証言する機会を得た際、被

団協理事長をかつて務めた森滝市郎から、「岩佐さんにそんなことがあったん

ですね」と言われたと語っています。1970 年代後半になってやっと、これまで

知られていなかった原爆の体験や原爆の被害が、周囲の人間に共有され始め、

自分が被爆者であることを隠して生きてきた世界の中で「話しても大丈夫なの

だ」「語ることが必要なのだ」と被爆者自ら認識し始めます。 

連鎖的に一人一人違う様々な経験が語られていく中で、「あの日」自らがとっ

た行動は原爆に強いられた行動であり、そのことで苦しむことも含めて原爆の

被害なのだと共有し始めます。また「つらい」「思い出したくない」ではなく、

前パネルにおける「脳裏に焼き付く死者の姿を忘れることができないことがつ

らい」、「兵隊の立場から水をあげることもできず助けられなかったことへの葛

藤が未だに続くことが苦しい」などの自らの苦しみを言語化することができる

ようになっていきました。 



Ⅱ 被爆者に「なる」 ⑦ 

被爆者とことば③ ⺟の死を胸に運動に乗りだす 

16 歳のときに広島で被爆した岩佐幹三は、『被団協』（1982 年 10 ⽉ 6 ⽇）紙上

に載せられた座談会では以下のように語っています。 

被爆者援護法の要求の基礎には、原爆被害の本質が⼈間のいのち、くらし、

こころにわたる⼈間性の完全な崩壊にあるということがあります。あの⽇だ

けなくその直後にも⼗分な⼿当を受けることもなく次々に死んでいった⼈た

ち、からだと⽣活や職場の環境を破壊され病気と貧困の悪循環に苦しんでい

る⼈たち、⾝内を殺してなぜ助けられなかったか未だに苦しんだり、思うよ

うに仕事がやれない精神的な問題など。 

⽂中にある「⾝内を殺してなぜ助けられなかったか」は岩佐⾃⾝の実体験です。 

家の下敷きとなった⺟を助けられないまま逃げることになった⾃分を責め、⽣

き残った者としての苦しみが、原爆被害者援護法の制定をめざす運動の原動⼒と

なりました。なかでも岩佐が⼒を⼊れて取り組んでいたのは死没者補償を含む原

爆被害者援護法の制定です。1982 年には死没者・遺族対策特別委員会の副委員⻑

として先頭に⽴ち、「原爆被害者調査」に取り組み、「⼈間としての死」とはいえ

ない、むごい死の様相であった原爆死を、遺族の「ことば」で⽰すことによって

明らかにしました。この調査を⾏うことで原爆被害者援護法を制定し、弔慰⾦、

遺族年⾦を⽀給することで補償の責任を明らかにするよう政府に訴えたのです。 



Ⅱ 被爆者に「なる」 ⑧ 

 

「死者」への思いを抱いて被爆者に「なる」 

現在では Hibakusha のままでも英語圏で理解されるようになりま

した。しかし Hibakusha は Atomic Bomb Survivors（原爆からの⽣還

者）と Atomic bomb victim（原爆犠牲者）の⼆通りの表現で⽰され

ます。 

Hibakusha の意味が２つあることは被爆者たちが⼀番理解してい

ます。「⽣き残ることが不⾃然だった『あの⽇』」の被爆者たちの証⾔

には、それぞれの被爆者にとってのそれぞれの「死」が登場します。 

被爆者が⾃ら被爆体験の証⾔を語るようになるきっかけとは、原

爆被害者が「あの⽇」に⽬の当たりにした「死」だったと私たちは考

えています。 

被爆者の証⾔を聞くとき、私たちは「あの⽇」広がっていた光景を

聞き取ります。⼀⽅で被爆者が証⾔を話すとき、彼らの胸中には救え

なかった命への後悔や⼈間らしく⾏動できなかったことへの罪意識

があるように思います。 

第Ⅲ章では、「死」に対するそれぞれの想いを胸に抱いた被爆者た

ちの 1970 年代以降の活動について考えていきます。 


