
昭和女子大学第 28 回秋桜祭（2020 年 11 月 21 日～22 日） 

企画展示「『被爆者の生きてきた歴史』展」 

―完全版― 

戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト 

―被団協関連文書― 

本企画展⽰に関するご意⾒、ご感想を以下の URL もしくは QR コード

までお寄せ頂ければ幸いです。今後の活動の参考にいたします。

https://forms.gle/PsqQ455VLQpm8pmZA

※メールによるお問い合わせは sengosi@swu.ac.jp までお願いいたします。



ごあいさつ 
 

「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト─被団協関連⽂書―」の研究
発表「被爆者の⽣きてきた歴史展」にお越しくださり、誠にありがとうご
ざいます。 

原爆被害者の⾼齢化が進み、原爆や被爆者運動の記憶を語れる⼈が急速
に減少するなか、被爆者運動の貴重な史料を保存することを⽬的として、
2011 年度にノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が設⽴されまし
た。歴史⽂化学科をはじめとする昭和⼥⼦⼤学の学⽣は、2013 年度から
同会に協⼒し、 ⽇本被団協（⽇本原⽔爆被害者団体協議会）関連⽂書の
保存活動に取り組んできました。そして 2018 年 5 ⽉、被団協関連⽂書の
歴史的分析を⽬的として、本プロジェクトが発⾜しました。プロジェクト
は 4 年計画でおこない、完成年度にあたる 2021 年度には本学内にある光
葉博物館にて企画展を開催することを予定しています。 

現在は、松⽥忍先⽣のご指導のもと、本学歴史⽂化学科の 1 年⽣から 3
年⽣と⼤学院⽣に加え、⽴正⼤学の学⽣、東京外国語⼤学の⼤学院⽣の、
14 名で活動を⾏っています。本年度も活動⽅針や展⽰内容を議論するミ
ーティングを 20 回以上重ね、本⽇の準備を進めて参りました。前期には
オンライン形式での論⽂や史料の輪読会、夏には史料整理会を⾏いました。
⼀昨年度の企画展⽰「被爆者に『なる』」、そして、昨年度の「被爆者の『発
⾒』」から継続した 3 年間の研究を通して得た私たちの気づきがご来場の
皆様に伝わり、皆様⾃⾝の気づきとなれば幸いでございます。 

最後に、本プロジェクトの協働団体である特定⾮営利活動法⼈ノーモ
ア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会、いつも温かく活動を⾒守りご助⾔
くださった栗原淑江様、研究にご協⼒くださった濱住治郎様、根本雅也様、
故岩佐幹三様、そして様々な形でご⽀援くださいました教職員の皆さまに
⼼からの感謝を申し上げ、ご挨拶といたします。 

 
戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト メンバー⼀同 



プロジェクトのねらい 
―被爆者運動を歴史的に考える― 

 

現在までに⾄る被爆者運動の歩みに関する歴史研究はほとんど存在せず、唯⼀挙
げられるものは⽇本被団協⾃らが刊⾏した『⽇本被団協 50 年史』でした。お⼿本
となる歴史像がほとんど無いなかで、本プロジェクトは史料の検討を通じて、被爆
者運動の歴史的展開について 1 つずつ明らかにしてきました。 

私たちには、平和教育を受けるなかで戦争体験を聞き、感想⽂を書く経験があり
ます。戦争の記憶を受け継ぐ⼤事さを理解する⼀⽅で、感想⽂では「正しい発⾔」
をせねばならない緊張感を抱いていました。問いかけを許さない絶対的な雰囲気の
もとでは、私たちはただ平和を祈ることしかできないのです。 
 そんな祈りの世界に置かれた原爆や被爆者たちを、私たちの歴史学プロジェクト
では、問いと認識の世界に引きずり出そうとしています。このプロジェクトには、
まず議論があり、そして「⾯⽩さ」があります。現在まで 100 回以上にわたってお
こなってきたプロジェクトミーティングでは、史料の内容をお互いに報告し、史料
と史料をつなぎ合わせてきました。私たちが研究しているのは、「あの⽇」を経験
した被爆者たちがそれぞれの個⼈的な思考や選択を持ちより、組織としての協議や
決定を積み重ねながら運動を進めてきたプロセスです。 

被爆者たちは原爆をめぐる多くの「なぜ」に向き合い、その「なぜ」を解き明か
そうと歩みを続けてきました。彼らの歴史をひもといていく本プロジェクトには、
史料を通じて被爆者たちと⼈間同⼠として向き合う、本質的な出会いの喜びが詰ま
っています。 



プロジェクト活動日誌 

2019年度  

2019年 

11月9日 

 ～10日 

 

秋桜祭 企画展示「被爆者の「発見」」 

 

11月11日 秋桜祭振り返り（2019年度第27回MT） 

11月18日 秋桜祭企画展示パネル原稿修正（第28回MT) 

11月25日 『被団協』紙上の活動報告記事準備（第29回MT) 

12月16日 2020年度研究方針検討開始（第32回MT) 

2020年 

1月6日 

 
2020年度研究方針案検討（第33回MT) 

1月20日 2020年度研究方針案検討（第33回MT) 

2月12日 2020年度研究方針案検討（第33回MT) 

2月14日 昭和リエゾンセンター主催プロジェクト発表会 

 

 

 

 

 

 

 

2月27日 第1回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

2月29日 第2回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

3月4日 第3回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

3月6日 第4回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

3月7日 第5回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

 

 

 

 

 

 

3月19日 DVD「被爆者援護に関する法律制定（1994年）直後の被団協」

閲覧（第36回MT) 

  

2020年度  

4月5日 印出也美報告「被爆者援護に関する法律制定前後の『被団協』

新聞の論調」（第1回MT) 

4月21日 分析する史料の分担決定（第2回MT) 

5月17日 原実央報告「『「あの日」の証言』の分析」 

日高彩貴報告「『生活史調査事例分析表』の分析」 

古藤妃香瑠報告「『生活史調査事例分析表』の分析」 

印出也美報告「『被爆者の死』の分析」  （第3回MT) 

5月31日 原実央報告「石田忠『原爆と人間』の分析」（第4回MT) 

6月7日 直野章子『原爆体験と戦後日本』書評会 
 序章―吉村知華、1章―古藤妃香瑠、2章―日高彩貴 

 3章―印出也美            （第5回MT） 

6月14日 直野章子『原爆体験と戦後日本』書評会 

 4章―小松優菜、5章―原実央 
秋桜祭展示の方向性の検討        （第6回MT） 

6月21日 山西咲和さん（元長崎県高校生平和大使）インタビュー 

吉村知華報告「被爆者の主体化と戦後日本」（第7回MT) 

6月28日 古藤妃香瑠・秋本萌之加報告「慰霊祭アンケート分析」 

吉村知華報告「被爆者の主体化と戦後日本」（第8回MT) 

7月4日 印出也美・吉村知華報告「INMPオンライン会議パネル討論会

準備報告」（第9回MT） 

7月26日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第10回MT) 
 序章の読み合わせ 

8月1日 第1回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

8月5日 第2回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

8月7日 第3回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

8月11日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第11回MT) 
 1章―印出也美、2章―原実央、3章―小松優菜 

8月18日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第12回MT) 
 5章―金澤千咲、6章―桑原美陽、7章―田中彩美花 

8月26日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第13回MT) 
 4章―吉村知華、8章―森山霞、終章―森山霞 

9月7日 秋桜祭展示パネル構成案検討（第14回MT) 
 パネル構成案①（吉村知華案）検討 

 日高彩貴→「被爆者の記憶に残る死」を展示の軸にしたい！ 

9月10日 第4回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

9月12日 第5回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

9月16日 第6回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

9月19日 花田珠里報告「根本雅也『彼らは何を訴えるのか―被爆50年原

爆被害者調査（自由回答欄）報告書』を検討する」 

パネル構成案②（吉村知華案）検討 

展示の仮題を「被爆者の生きてきた歴史」展とする 

「展示の意義」に関するパネル案検討     （第15回MT) 

9月26日 2020年度新規加入メンバーの所感共有 

「展示の意義」に関するパネル案検討     （第16回MT) 

9月29日 「展示のねらい」「原爆被害との向き合い方、2つの道」「広

島聖地化年表」パネル検討          （第17回MT) 

10月4日 パネル構成案③検討（第18回MT) 

10月7日 パネル構成案④検討（第19回MT) 
桑原美陽報告「根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』再検討」 

                      （第19回MT)  

10月11日 パネル構成案⑤検討 

古藤妃香瑠・日高彩貴報告「「あの日」の死が運動の原動力」 

各章ミニパネル検討             （第20回MT) 

10月14日 パネル構成案⑥検討（→確定）（第21回MT) 

10月18日 パネル内容検討・校正 栗原淑江氏からの助言（第22回MT) 

10月21日 パネル内容検討・校正（第23回MT) 

10月25日 パネル内容検討・校正（第24回MT) 

10月28日 パネル内容検討・校正（第25回MT) 

10月29日 「被爆者運動の足跡に向き合う」シンポ企画MT（松田参加） 

10月31日 パネル内容検討・校正（第26回MT) 
 
 
 
 
 
 

11月1日 パネル内容検討・校正 →仮確定（第27回MT) 

11月8日 栗原淑江氏の助言をふまえ 

パネル内容の再検討（第28回MT) 

11月10日 4章構成案検討（第29回MT) 

11月11日 4章構成案検討（第30回MT) 

11月15日 4章構成案検討（第31回MT) 

11月17日 パネル最終確定作業（第32回MT) 

11月18日 パネル最終確定作業（第33回MT) 

11月21日 

 ～22日 

秋桜祭企画展示 

「被爆者の生きてきた歴史展」 

 

 

パネル構成をめぐる 

激しい議論の足跡 



「あの⽇」を考えること／「その後」を考えること 
 

 原爆との向き合い⽅は２つあると私たちは考えています。「あの⽇」を考える道
と、「その後」を含めて「あの⽇」を考える道です。 
 「あの⽇」キノコ雲の下で、⼈間が⼈間らしく存在できない地獄が展開したこと
は事実です。その地獄の体験・記憶を忘れぬよう、「継承」していくことは重要で
しょう。次のパネルに⽰した年表の右側をご覧下さい。広島市では「あの⽇」を保
存し、原爆の惨禍を語り継ぎ、広島を恒久平和・核廃絶の聖地として確⽴していく
⾏政を展開してきました。 

「あの⽇」の巨⼤な威⼒を前にしたとき、私たちは思考することを許されませ
ん。プロジェクトメンバーの⼀⼈は原爆や戦争被害に関する情報に触れるとき、
「神妙な顔をして静かな顔をして通り過ぎなければいけない。そこでは何かを発⾔
することは許されない雰囲気がする」といいました。 

戦後の広島が歩んだ道は、「あの⽇」を思い、静かに平和を祈る道であったとも
いえるでしょう。 
 ⼀⽅で、原爆に対して押し流されそうになりつつも⽴ちむかい、「原爆被害とは
何か」の問いに真正⾯から向き合ってきた⼈たちがいます。⾝を以て原爆を体験し
た被爆者たちです。原爆の「あの⽇」の情報は数多く存在します。それに対して、
被爆者たちの「その後」のことについて、私たちはあまりにも無知です。 
 次のパネルに⽰した年表の左側にある被爆者たちの「その後」の歩みは、原⽔爆
のある世の中を⽣きている私たちに対して、原⽔爆と向き合うときの⼼構えを教え
てくれる絶好の教材になるのではないでしょうか。 
 



年表 「あの⽇」を語り継ぐ動きと「その後」⽣きてきた被爆者 
 

1945 年 8 ⽉ 6 ⽇広島、8 ⽉ 9 ⽇⻑崎に原爆投下 
1954 年 第五福⻯丸事件／1955 年 第⼀回原⽔禁世界⼤会（広島）／1956 年 第⼆回原⽔禁世界⼤会（⻑崎） 

 
 
 

原爆の「その後」を⽣きてきた被爆者運動のあゆみ 

1956 年 ⽇本被団協設⽴ 

1957 年 原爆医療法施⾏ 

 「原⼦爆弾被爆者の医療等に関する法律」施⾏ 

 被爆者健康⼿帳交付開始 

 

1966 年 ⽇本被団協『つるパンフ』発表 

 鶴のマークをつけたパンフレット『原爆被害の特質

と「被爆者援護法」の要求』は『つるパンフ』と呼

ばれた 

1973 年 ⽇本被団協「原爆被害者援護法案のための 

要求⾻⼦」発表 

1977 年 国際シンポジウム原爆被爆者実態調査 

1979 年 第 1 回原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇) 

 

 

1980 年 12 ⽉ 基本懇答申 

 「原爆被爆者対策の基本理念及び基本的あり⽅につ

いて」を厚相に提出。 

 ⽇本被団協「声明」「⾒解」を発表し、基本懇を批判。 

1982 年 「死没者・遺族調査」開始 

1983 年 「被爆者要求調査」開始 

1984 年 「原爆被害者の基本要求」策定 

1985 年 ⽇本被団協「原爆被害者調査」を独⾃に実施 

1994 年 原⼦爆弾被爆者に対する援護に関する法律 

 ⽇本被団協が要求した国家補償の理念は否定され

た。 

聖地・広島において静かに「あの⽇」を語り継ぐ動き 

1955 年 4 ⽉ 広島市⻑選 保守派・渡辺忠雄当選 

1957 年 2 ⽉ 広島市原⽔協結成⼤会 

 渡辺忠雄広島市⻑が会⻑就任。半官半⺠組織に 

1950 年代後半〜 原⽔禁運動と学⽣運動により、 

平和公園が政治の場に。 

1960 年半ば 原爆ドーム保存の声が⾼まる 

 ⼈類への「警告」や「戒律」という意味を与えたと

し、広島市は原爆ドーム保存を決意。 

1964 年 ⼭⽥節男広島市⻑、平和公園「聖地化」提唱 

1968 年 7 ⽉ 広島市教委 学校教育に原爆を組込み 

 原爆の投下やそれがもたらした被害、被爆者の苦境

などについて、学校教育に組み⼊れることを表明し、

特別授業実施を念頭にして簡単な指針を作成。 

1970 年代 原爆被災資料ブーム。様々な資料発⾒ 

1970 年代 平和教育関係費を市予算に組込む 

1971 年 8 ⽉ 6 ⽇ 佐藤栄作⾸相、平和式典に参列 

 佐藤が献花を⾏おうとした時、若い⼥性が叫びなが

ら近寄った。⼥性の退場後、外から爆⽵⾳が響き渡

り若者達が公園に乱⼊。政争を避けて「静かな祈り」

を捧げるべきという声の⾼まりが広がる。 

1972 年  広島平和教育研究所設⽴ 

1980 年代以降 体験語りの活動が組織化 

1984 年  「ヒロシマを語る会」 
現在も被爆体験伝承者養成事業をおこなっている。 

参考資料：根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』（勉誠出版、2018 年） 



Ⅰ 
原⽔禁運動に被爆者はいたか 

 

原⽔爆の被害が⽇本で広く意識されはじめたのは、
1954 年 3 ⽉ 1 ⽇に起こったビキニ事件を発端としま
す。第五福⻯丸が受けたアメリカの⽔爆実験による被
害は全国に知られ、原⽔禁運動（原⽔爆禁⽌運動）が起
こり、1955 年には第⼀回原⽔禁⼤会（原⽔爆禁⽌世界
⼤会）が開催されました。 

1956 年には、広島県被団協（広島県原爆被害者団体
協議会）と⽇本被団協が結成されており、被爆者は⾃⾝
の権利を訴えるべく、原⽔禁運動の中で被爆者が主体
となる運動を展開することを模索していました。しか
し、草創期の原⽔禁⼤会において、被爆者は原爆の恐ろ
しさや病気、⽣活苦の悲惨を訴える証⼈ではあったも
のの、主として救援・救済されるべき対象にとどまって
いたことも事実です。 

第Ⅰ章では、原⽔禁運動に焦点を当て、「あの⽇」か
ら 1960 年代までの被爆者の姿に迫っていきます。 
  



Ⅰ 原⽔禁運動に被爆者はいたか ① 
 

原爆は平和をもたらしたのか？ 
ＧＨQ の情報統制 

原爆投下から 1 ヶ⽉後、マンハッタン管区調査団団⻑のファーレルは、海外特
派員に向けて「原爆放射能の後遺症はあり得ない。すでに、広島・⻑崎では死ぬ
べきものは死んでしまい、九⽉上旬現在において、原爆放射能のために苦しんで
いる者は皆無である」と⾔明しました。被爆者が次々に亡くなりつつある状況下
において、ファーレルの説明は明らかに虚偽でした。 

以上にはじまるＧＨＱによる原爆被害の隠蔽の最たる例は、プレスコード(新
聞などの報道機関に対する情報統制)の指令です。多くの原爆についての記述や
報道が検閲され、発禁処分となりました。この情報統制によって、原爆の正しい
知識が広まらず、被爆者たちの被害状況は充分に知られないままでした。 

 
原爆は平和をもたらしたのか？ 

原爆があったから悲惨な戦争を終えることができたとする歴史の捉え⽅があり
ます。たとえば昭和天皇の「終戦の詔書」では、原爆の残虐性を指摘し、罪なき
市⺠を殺したことを批判しつつも、終戦を決断した理由の 1 つとして原爆投下を
あげています。さらに広島においても、浜井信三広島市⻑は 1947 年の「平和宣
⾔」において、原爆投下が「戦争の継続を断念させ、不幸な戦を終結に導く原因
となったことは不幸中の幸いであった」と表現しました。 

原爆によって平和がもたらされたとする考え⽅は、⼀⽅で原爆投下を肯定する
論理をはらんでおり、当時から批判の声がありました。 

被爆者たちは 1980 年代の「平和の礎」論争でこの考え⽅を全⾯的に批判する
に⾄ります。被爆者たち⾃⾝にも、⾃分たちの存在が将来の平和へとつながるも
のであってほしいとの気持ちもありました。たとえ戦争を終わらせるためであ
れ、核兵器使⽤を許容するとの考えは断じて許せないものでもあったのです。



Ⅰ 原⽔禁運動に被爆者はいたか ② 
 

原⽔禁運動に被爆者はいたか？ 
原⽔禁⼤会と「我ら被爆国⺠」の感情 
 1954 年にアメリカがビキニ環礁でおこなった⽔爆実験による「死の灰」を、⽇
本のマグロ漁船（第五福⻯丸）が浴びて被爆する事件が起きました。また第五福
⻯丸以外の船からも被爆報告が次々と報告され、第五福⻯丸の乗組員が衰弱して
死に⾄るまでの過程が克明に報道されたほか、マグロなどの⽔産物が放射能で汚
染されているのではないかとの不安が⽇本の⾷卓を直撃したのです。 

原爆は広島・⻑崎に落とされたということもできますが、⽇本に落とされたと
も、⼈類に落とされたともいえます。第五福⻯丸事件が起こるまでは原爆は広島・
⻑崎の問題であったかも知れません。しかし、三度も原⽔爆の被害に遭ったと感
じた⼈々の間に「我ら被爆国⺠」の国⺠感情が急速に広がりました。 

原⽔爆の禁⽌を求める草の根の運動が全国各地でわき起こり、1955 年には第⼀
回原⽔禁世界⼤会が開催されます。⼤会に寄せられた原⽔禁を求める署名は 3,000
万筆を超えました。 

 
⽇本被団協の結成、しかし主⼈公になれない被爆者 
 原⽔爆禁⽌世界⼤会で、被爆者たちは初めて⼈々に苦しみを訴える場所を得る
ことになりました。また世界⼤会は被爆者たちとそれ以外の⼈々が触れあう場と
もなりました。この経験を経て、被爆者たちは⼿を取り合い団結する必要を感じ、
1956 年 8 ⽉ 10 ⽇に被爆者団体である⽇本被団協が結成されました。 
 ⼀⽅で、原⽔禁運動において、必ずしも被爆者が主⼈公であったとはいえませ

ん。運動にとっての被爆者は救援の対象
、、

であり、原爆の⾝体的被害を訴える証⼈
、、

であるに留まっていたからです。 
被爆者⾃⾝の活動とはなにか？被爆者として訴えるべき事はなにか？そもそも

被爆とはいかなることなのか？彼らの活動はいまだ模索段階にあったといえるで
しょう。



Ⅰ 原⽔禁運動に被爆者はいたか ③ 
 

原⽔禁運動の分裂と被爆者の困惑 
 

原⽔禁運動の分裂 
1960 年代に⼊ると安保の是⾮をめぐって原⽔禁運動に内部対⽴が起こりまし

た。1961 年に原⽔禁から⾃⺠党・⺠社党⽀持者が分離して別組織である核禁会議
（核兵器禁⽌平和建設国⺠会議）が発⾜します。1963 年には、ソ連の核実験に対
して抗議するか否か、また部分的核実験禁⽌条約を受け⼊れるかどうかを巡って、
原⽔禁運動は分裂しました。 

その際に、従来⽇本原⽔協と深い関係をもち、資⾦的な援助も受けていた⽇本
被団協は、原⽔爆禁⽌運動のいずれの団体と協⼒関係をもつべきかをめぐって議
論が紛糾し、１年間の活動停⽌を余儀なくされます。 

この分裂と同時に原爆被害者救済への動きと原⽔爆禁⽌の動きは⾞の左右の⾞
輪のようにどちらも⽋けてはならないものとする「⾞の両輪」論が深く議論され
ることとなりました。 

被爆者の困惑 
 1964 年に運動⽅針をめぐって⽇本被団協が内部対⽴し、1 年間の活動停⽌にお
ちいったことは、被爆者が被爆者の⽴場でおこなう運動とは何なのかの問いを被
爆者に鋭く突きつけることになりました。活動停⽌は被爆者運動分裂の危機であ
ったと同時に、被爆者運動再⽣の原動⼒になったと私たちは考えています。 

1964 年の活動停⽌から運動を再⽣する過程において、複数の運動⽅針が挙げら
れます。森滝市郎（⽇本被団協理事⻑）は、原⽔爆禁⽌の問題を取り上げずに運
動の分裂を回避しようとしましたが、多くの被爆者たちは原⽔爆禁⽌の看板を下
げることに強い抵抗感を⽰しました。その⼀⽅で東友会（東京都原爆被害者団体
協議会）は、原⽔禁運動との関係についての発⾔を控えつつ、被爆者⼀⼈⼀⼈と
向き合い声を拾い上げる地道な活動を開始しました。 

こののち森滝は⽇本被団協から⾝を引き、東友会が中⼼となって⽇本被団協は
⽴て直されることになります。



Ⅰ 原⽔禁運動に被爆者はいたか ④ 
 

被爆者とことば① 原⽔禁運動との距離感をめぐって 
 

原⽔禁運動分裂のきざしの中で、兵庫県被団協が原⽔協から脱退したことにつ
いて、久保仲⼦（愛媛県原爆被害者の会会⻑）は厳しく批判し、副島まち（兵庫
県原爆被害者の会会⻑）がそれに応答しました。⽇本被団協の通信誌「被団協連
絡」上で論争した 2 ⼈の議論から当時の雰囲気を感じ取ってください。 

久保仲⼦の批判 
最初は「お気の毒だ、可哀想だ」といった感情的な受け⽌め⽅により、救護活動が
始まりました。……しかし、原爆が投下された⽇、⼈々を被爆者におとしいれたも
のは戦争であり、戦争をしたのは政府であります。私たちの救援は戦争をした政府
が当然責任を持って保証すべきものであります。……原⽔協の主⽬標は原⽔爆禁⽌
にあると思います。原⽔協が原⽔爆禁⽌をつらぬく中で初めて被爆者援護も出てく
るのだと思います。被爆者が供に背負いあっている共通の運命を切り開いていくた
めには私たちみんなが団結していく以外に⽅法はないし、皆が団結していく中⼼は
原⽔爆禁⽌ということではないだろうか、団結をくずすということはどんな理由が
あろうとも決して良いことだといえない。……兵庫県被団協が原⽔協から脱退した
ことは、⽇本被団協の歴史に重⼤な汚点を残すことでしょう。（「被団協連絡」№
26、1960 年 6 ⽉ 1 ⽇） 

副島まちの応答 
「兵庫県被団協が原⽔協から脱退したことは、⽇本被団協の歴史に重⼤な汚点を残
した」〔との久保さんの発⾔〕について、兵庫県被団協がなぜ脱退したか、私達は原
爆を落とした国や政府を憎まず左右両陣に利⽤されず、被爆者にできる範囲で運動
を続けていきたかったのです。……〔兵庫県被団協は原⽔協脱退後、〕私達は資⾦も
事務所も事務員もない中でかねてよりやりたいと思っていた⼗五年間の実態調査を
進めております。全県を⼗地区に分けて懇談会を開き其処に出てきた被爆者の⽣の
声と調査票の資料を持って厚⽣省、兵庫県、神⼾市をはじめ各市町村の係に陳情し
国家補償の⾜がかりを作っております。（「被団協連絡」№27、1960 年 7 ⽉ 1 ⽇）



Ⅰ 原⽔禁運動に被爆者はいたか ⑤ 
 

被爆者は救いを待つのか？権利を要求するのか？ 
救いを求める被爆者たち 
 原⽔禁運動は、⼈々に「私たちは核兵器の被害を受けた⽇本国⺠である」と
いう意識を植えつけ、広汎な国⺠運動として発展しました。 

この時期の被爆者の史料では、広島県原爆被害者⼤会の「国会請願⽂」（1956

年）に「なにとぞ、被害者の⽣命の恐怖、⽣活の苦衷を御推察下さい
、、、、、、

」と記さ
れており、被爆者たちは、⾃らの権利を⼒強く主張するというよりは、救いの
⼿を求める意識を持っていたのだと考えられます。 
 

被爆者組織の確⽴を模索する 
初期の被爆者運動をリードしていた⼀⼈が⽇本被団協初代事務局⻑の藤居

平⼀です。藤居は同協議会結成時に以下のように述べました。 

原爆被害者が権利を要求する、守る主体ですよ。それの組織を作り、これ
を真中にして、全部がこれを応援するという形を作らなければ、主体的な
運動にならない。広島市や原⽔爆禁⽌団体だけがやったんではダメだ。 

 原爆被害者の主体性の必要性を強調する藤居に対して、のちに⽇本被団協の
調査事業をリードしていくことになる岩佐幹三は、運動初期の⽇本被団協を回
顧して、「被団協が、独⾃の組織として原⽔爆禁⽌運動にかかわるところまで、
意⾒」をまだつくれていなかった（2019 年 9 ⽉ 21 ⽇インタビュー）と指摘し
ており、被爆者の主体的な活動の実現にはまだ⾄っていなかったことがわかり
ます。 

原⽔禁運動が盛り上がりを⾒せた 1950 年代から 1960 年代の被爆者たちが
組織としてまとまり、⼒強い運動を展開するに⾄るまでには、個⼈の被爆体験
を⾒つめ直し、「被爆者」として⾃⾝のアイデンティティを確⽴させていくプ
ロセスが必要でした。 



 

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。 



Ⅲ 
原爆体験の共有と被爆者運動の展開 

 

 原⽔禁運動において必ずしも被爆者たちは主⼈公で
はありませんでした。ノーモア・ヒバクシャの強い想い
に突き動かされて、原⽔禁運動に参加する被爆者は数
多く存在しました。しかし被爆者たちが被爆者アイデ
ンティティを獲得し、「原爆被害とは何か」といった本
質的な問いに向き合うのは 1970 年代以降になります。
またその過程で、被爆者運動の中⼼地は、原⽔禁運動の
分裂の影響で被爆者組織が分裂した広島から、全国各
地の被爆者組織が⼀丸となって政府や国会に働きかけ
る拠点としての東京へと移りました。 
 第Ⅲ章では「我ら被爆者」の意識を持った⼈びとが原
爆被害の実相を明らかにしようとし、原爆被害をもた
らした⽶⽇政府の責任を追及していくプロセスに迫り
ます。 



Ⅲ 原爆体験の共有と被爆者運動の展開 ① 
 

伊東壮による運動の⽴ち上がり 
 
伊東壮による運動理論の再構築 

1964 年の活動停⽌から運動を再⽣していく過程において、東友会が運動理論の
再構築をおこない、以降の被爆者運動を牽引することになりました。その過程に
おいて事務所の移転もあり、被爆者運動の拠点は広島から東京へと変化しました。 

被爆者運動の理論の再構成をわかりやすく説いた⼈物が東友会の伊東壮です。
伊東は被爆者運動を始めた早い段階から東京の三多摩で被爆者の家を⼀軒⼀軒訪
ね歩いて、聴き取り調査をする活動をしており、被爆者の⽣き⽅に焦点をあてた
考察を繰り広げていました。 

 

東友会の運動⽅針 
運動の再⽣にあたって、東友会は原⽔禁運動との関係そのものについての発⾔

を控えつつ、被爆者の主体形成を促す組織づくりをしていきました。被爆者が⾃
⾝の原爆体験や⾃分が被爆者であることを受け⼊れ、積極的に運動へ参加してい
けるよう、「被爆者⼀⼈⼀⼈に向き合った運動」を⽬指していったのです。 
 すなわち伊東は、被爆者運動に被爆者が関わることによって、被爆者である事
実から逃げまわるのではなく、「⾃分たちの〝⼈間回復〟を達成し、⽣きる意味を
⾒出」すことができると指摘したのです。また、被爆者となった意味をそれぞれ
の被爆者が真正⾯から主体的に受けとめることによって、「三〇万の被爆者が、国
⺠全体と共通の場を⼼理の底までもちうるならば、それだけで彼らは〝⽣きてい
てよかった〟のである」と述べ、被爆者たちが「〝⽣きていてよかった〟」と感
じることができる⽅向へと被爆者運動の転換を⽬指していきました。 



Ⅲ 原爆体験の共有と被爆者運動の展開 ② 

 
1977 年調査―明らかになる被爆者の「その後」― 
原爆被害の実態を調査した 77 年調査（1977 年国際シンポジウム

原爆被害者実態調査）は、被爆者の苦しみが、和らぐどころか深刻化
しつつあるという認識に基づいておこなわれました。その苦しみは、
⾁体的・経済的な被害だけに留まらず、「からだ」「くらし」「こころ」
の全てに及ぶという点に焦点が当てられ、客観的にも主体的にも被
爆者の苦しみが問われました。⽇本被団協が⽴案段階から参加した
本調査は、数多くの被爆者の回答を集めて NGO 被爆問題シンポジ
ウムの討議で重要な参考資料のひとつとなります。そして、被爆者が
⾃⾝の被害体験と被爆者としての⽣き⽅を共有する場となり、後の
被爆者運動にも影響を与えました。 

本調査では、被爆者の実態を明らかにするために、①⼀般調査、②
医学調査、③⽣活史調査が実施されます。平和を願う多くの個⼈と団
体の協⼒によって⽀えられ、被爆者を含め様々な⽴場の⼈が⾃発的
に調査員として参加しました。 

①⼀般調査では、被爆者が⾃らも調査員となったことで、内容はよ
り正確なものとなりました。 

②医学調査では、原爆被害がもたらした⾝体被害の⼤きさを改め
て知り、原爆症について無知であったことを⾃覚した医療関係の調
査員もいました。 

③⽣活史調査は、調査員と被爆者の⾯接で⾏われ、調査員と被爆者
とが触れ合うことで、「被爆前」から「被爆時」、そして「被爆後」に
ついて、被爆者の⽣活や健康の事実と意識を聞くことができました。 



Ⅲ 原爆体験の共有と被爆者運動の展開 ③ 
 

1980 年基本懇と国⺠法廷運動 

「受忍論」の提⽰と被爆者の怒り 
1979 年 6 ⽉ 8 ⽇に設⽴された基本懇(原爆被爆者対策基本問題懇談

会)は、全 14 回の会議を経て、最終回の 1980 年 12 ⽉ 11 ⽇の懇談会
の際に、厚⽣⼤⾂に対して意⾒書「原爆被爆者対策の基本理念及び基本的
在り⽅について」を提出しました。 

戦争による被害は「特別の犠牲」と「⼀般の犠牲」とに分けられました。
原爆被害のなかでも、戦後も続く放射能による健康被害は「特別の犠牲」
とされ、国家が対策すべきであるとする⼀⽅で、健康障害を除く「⼀般の
犠牲」については、他の空爆犠牲者や沖縄戦の犠牲者などと同様に「およ
そすべての国⺠がひとしく受忍しなければならない」との扱いを受けるこ
とになりました。「受忍論」と呼ばれるこの考えに、被爆者たちは激しい
怒りを⽰しました。 

原爆の被害は「受忍できるものではない」ことを⾔葉で明らかにしてい
くのが、1980 年代の被爆者運動であり、その先駆けが国⺠法廷運動です。 

 

国⺠法廷運動 
国⺠法廷運動は、被爆者を原告、政府を被告とした模擬裁判をおこな

うことで「被爆者の主張を裏付ける⽣々しい事実を様々な⽅法を使って
具体的に明らかにする場」を⽤意して展開された運動です。これは全国
80 ヶ所以上で模擬裁判を実演する中で、原爆体験とその後を語ることに
より、別の被爆者や被爆者運動に直接的な関わりを持たない⼀般市⺠へ
と共有されていきました。また聞き⼿の反応が⾒える場で証⾔すること
で被爆者として発信していく役割を⾃覚すると同時に、⾃⾝の存在に⾃
信を持つことに繋がりました。基本懇による「受忍論」への批判を通し
て運動が加速し、国⺠法廷運動によって運動関係者以外の⼈々からの関
⼼を集め、被爆者運動の裾野が広がりました。



Ⅲ 原爆体験の共有と被爆者運動の展開 ④ 

1985 年調査―被爆者の「こころ」を問う― 
1985 年に⾏われた⽇本被団協の独⾃調査である原爆被害者調査は、13,179

⼈分の回答が回収され、これまでの調査の中でも最も⼤規模な調査となりまし
た。調査では、①原爆がどのような不安をもたらし被爆者・遺族を苦しめた
か、②原爆被害の影響、③被爆者の困難との向き合い⽅、④被爆者は何を願っ
ているのかなどが問われました。特に①の「こころ」の被害を、重点的に明ら
かにしようとする点に特徴があります。 

その意図が最も読み取れるのが以下の項⽬です。 
   
【問 19】 
あなたは、被爆したために、「こんな苦しみをうけるくらいなら死んだ⽅がま
しだ」とか、「いっそあの時、死んでいた⽅がよかった」とか、思ったことが
ありますか。 
  

⽬を伏せたくなるような質問を、単⼑直⼊に被爆者たちに問うことで、原爆
被害の⾮⼈道性や被爆者が抱き続けた苦しみ（＝「こころ」の部分）をも明ら
かにしようとしました。 

この問いに答えるためには、⾃分の原爆体験や「被爆者」としてのその後の
⼈⽣などの過去と向き合う必要があり、勇気のいるものであったと考えられま
す。実際に、この苛酷な問いに対して「つらすぎて答えられません」などの回
答も寄せられました。 

しかし 1985 年調査にて問うた「こころ」に踏み込む質問項⽬を通して、原
爆による被害が「「受忍」することのできない反⼈間的なものである」という
ことを明確にすることができたと⽇本被団協は考えたのです。 

 



Ⅲ 原爆体験の共有と被爆者運動の展開 ⑤ 
 

被爆者援護法の願いと政府との対⽴の論点 
 

原爆投下の責任は誰にあるのか？ 
ここまでに⾒た調査事業をベースとして、被爆者たちは、原爆被害に対する国

家補償を明記した被爆者援護法の制定要求を強めていきます。 
「補償」とは損失の責任をもつ者が、与えた損失を補うことを指します。⽇本

被団協は、かつて⼤東亜戦争と呼ばれ、現在太平洋戦争と呼ばれている「あの戦
争」が「良い戦争」だったか「悪い戦争」だったかを問うてはいるわけではあり

ません。⽇本政府が始めた戦争の結果として原爆投下があり、原爆被害者
、、、、、

（死没
者、被爆者、遺族）が産み出されたことは事実であるとして、その責任を政府が
認めることを要求しています。 

⼀⽅、現在に⾄るまで原爆被爆者
、、、、、

対策事業は、厚⽣労働省（旧厚⽣省）が担っ
てきています。厚⽣労働省は今⽣きている⼈間の⽣活を扱う官庁です。つまり⽣
き残った⼈に対して被爆者対策は考えられてきたのです。 

 

原爆被害者と原爆被爆者 
原爆被害者
、、、、、

と原爆被爆者
、、、、、

……、⾒過ごしてしまいそうな表現の差ですが、死者
や遺族を含むかどうかにおいて⼤きな違いがあります。被爆者対策⾏政のもと
において、「あの⽇」と「あの⽇」以降、⾃分たちの⽬の前で死んでいった彼ら
／彼⼥らの命の責任が誰にも取られないまま、現在に⾄っていると⽇本被団協
は指摘しています。 

1994 年被爆者援護に関する法律が制定されました。基本懇の「受忍論」の考
え⽅をベースにしてつくられた同法では、死没者補償を含めて、被害を償う国家
補償の制度化は実現しませんでした。議論のなかでは、原爆で「あの⽇」死んだ
者は、その他の空襲や艦砲射撃で亡くなった者と同じであり、その他の理由で落
ちた命の責任が問われていない以上、「あの⽇」の原爆の死没者の責任だけが問
われるのはおかしいという意⾒が出されました。 

原爆と真っ正⾯に向き合って考えてきた被爆者の⾜跡をたどると、原爆が現代
に投げかけた論点が明確になります。



Ⅲ 原爆体験の共有と被爆者運動の展開 ⑥ 
 

被爆者とことば④ 被爆者アイデンティティの広がり 
被爆者は、「⾃分は被爆者である」というアイデンティティを獲得し、運動に参

加していく過程で徐々にそれを深めていきました。 
 

私は３度被爆者に「なった」 
（⽊⼾季市） 

⽊⼾季市は、「私は三度被爆者になっ
た」と語っています。 

1 度⽬は、5 歳の時に⻑崎で被爆した
ときです。しかし、当時の記憶はおぼろ
げであり、のちに家族から聞いた話と、
⾃分の記憶とが混ざり合っていると⾔っ
ています。 

1952 年、アメリカのプレスコードが解
かれたときに初めて⾃分が被爆者だと意
識しはじめたのが、2 度⽬となります。
不安と恐怖が押し寄せるとともに、⾃分
は被爆者だと語ってはいけないと思って
いたと⽊⼾は証⾔しています（2019 年 3
⽉ 12 ⽇インタビュー）。 

そして、3 度⽬に被爆者と「なった」
のは 1991 年に岐⾩県に被爆者の会を発
⾜させたときです。「わずかにでも記憶が
ある最後の世代」として、先駆者たちが
積み上げてきた被爆者運動を後世に伝え
る中継ぎ⼿として、「再び被爆者を作らな
い」ことを⽬指し活動しています。 
 

 
 
 

⼤⼈になってから被爆者に「なる」 
（濱住治郎） 

濱住治郎は、広島で⺟親の胎内で被爆し
ました。その時に、当時 49 歳の⽗親を亡
くしており、部屋に飾ってある⽗の遺影を
⾒て成⻑しました。⽗が原爆で亡くなった
ことは知っており、また⾃分の健康にも不
安はありましたが、被爆者運動と関係を持
つこともなく、当時のことを調べることも
なく⼤⼈になりました。 

濱住は⽗親の没年と同じ 49 歳になった
時、兄弟に「あの⽇」、起こったことを教
えてほしいと頼みます。その返答が記され
た兄弟からの⼿紙を読み、⺟の胎内から
「みた」原爆、「あの⽇」に会うことなく
亡くなった⽗への想いをより確かなもの
にしました。 

現在は、「⼀番若い被爆者」として、家
族や原爆で亡くなった多くの⼈に追悼の
思いを馳せながら「再び被爆者を作らせな
い」という思いで、「あの⽇」のことを⾃
⾝も学びながら、運動をしています。 



私たちの気づき 
―「あの⽇」と現在を地続きにする― 

 
 1945 年 8 ⽉の「あの⽇」⼀⻫に被爆者が⽣まれたのだと、共同研究を
始めた頃の私たちは当たり前に考えていました。しかし、今ではそれは正
しくもあり、間違ってもいるとも思っています。 

1945 年 8 ⽉、広島･⻑崎に相次いで投下された原⼦爆弾が被爆者を⽣ん
だのは事実です。 しかし、それぞれの⼈の体験は「あの⽇」とその後、⾃
分が⾒聞きした範囲にとどまっていたわけであって、原爆が⼈に何をした
かを全体像として捉えられるようになるまでには⻑い年⽉が必要でした。 

原⽔禁運動が国⺠運動として盛り上がった 1950 年代でも、被爆者たち

は主として救援の対象
、、

と捉えられ、また原爆の⾝体的被害を⽰す証⼈
、、

であ
るにとどまりました（第Ⅰ章）。しかし被爆者団体が各地に次々に結成さ
れるなかで、様々な契機を捉えて被爆者がお互いの経験を持ちより、語り
あい、被爆者アイデンティティの観念が広がっていきました（第Ⅱ章）。 

1970 年代になると、被爆者たちは⼤規模な調査に取り組み、原爆被害の
実相を解明していくチャレンジに乗り出します。①「あの⽇」にとどまら
ず現在まで続く被害を原爆がもたらしたこと、②原爆が「からだ」「くら
し」「こころ」の全⾯にわたり、⼈間存在そのものを攻撃する苛酷な兵器
であることが確かめられたと⽇本被団協はいいます。現在の私たちが核兵
器や放射能について持っている⼀定の知⾒は、被爆者がおこなった調査な
くしては得られないものだったのです。そして、被爆者たちは、お互いに
励ましあいながら原爆に《抵抗》して⽣きていく試みを続けました。その
後、原爆は⼈間が到底「受忍」しうる兵器ではないとして原爆被害に対す
る国家補償の要求を⼀層強め、現在に⾄ります。（第Ⅲ章） 

核兵器が現在も存在している以上、原爆と向き合う被爆者たちと私たち
の歩みは「あの⽇」からもこれからも続きます。被爆者たちが「あの⽇」
と地続きにある現在を⽣きてきたように、私たちもまた「あの⽇」と地続
きにある現在に⽴っているといえるのではないでしょうか。



 

Ⅳ 
私たちが考えたこと 

 
 企画展⽰「『被爆者の⽣きてきた歴史』展」では、被爆

者が被爆者としての⾃覚を固め、数多くの問いと向き合いな
がら、運動を進めてきたようすをみてきました。 

このプロジェクトは運動プロセスの歴史的解明を⽬的と
していますが、⼀⽅でプロジェクトの議論を進めるうちに、
原爆や被爆者に関わるいくつかの問いが浮かんできました。 

第Ⅳ章では、そうした問いについて考えたプロジェクトメ
ンバーの「⽣の声」をご覧ください。 



質問 1 原爆や被爆者については 
道徳と社会科のどちらで学ぶのがいいのか？ 

 
平和教育において原爆や被爆者が取り扱われるとき、「戦争は悲惨な結末を産むから

戦争してはならない」との「結論」が⽤意されていたように思います。平和教育が戦後
⽇本の平和意識の⼟台をつくってきたことは確かです。⼀⽅で私たちのプロジェクトは
被爆者運動を歴史学（社会科）で研究しました。原爆や被爆者を道徳で学ぶとはどうい
うことでしょうか？社会科で学ぶとはどういうことでしょうか？ 

 
私は｢社会科｣としても｢道徳｣としても学ぶ必要があると思います。｢社会科｣として学ぶ
必要がある理由は、｢あの⽇｣から現在までのプロセスを学ぶことで地続きであることを
認識し、理解が深まるためです。⼀⽅で｢道徳｣として学ぶ必要がある理由は、｢あの⽇｣
に⾮⼈道的な⾏動をとらざるを得なかった被爆者の⽅の気持ちに寄り添うことで、平和
の尊さを学ぶきっかけとなる可能性を秘めているためです。つまり、｢社会科｣や｢道徳｣
という様々なアプローチ⽅法で学ぶことで、様々な視点から⾒ることが可能になり、理
解が深まると思います。(1 年⽣・A)  
 
社会科で学ぶ必要があると思う。道徳として学ぶ場合、「戦争は良くない」などの⼤⼈
が求める答えを⾔わざるを得ない雰囲気があり、当時何があって⼈々がどのように⾏動
したのかというような歴史を学ぶことができないと思う。また、社会科で学ぶことで、
なぜ「戦争は良くない」のかをより深く考えることができると思う。（1 年⽣・B） 
 
「あの⽇」のみをピックアップして平和について考えるのなら道徳でもいいが、「あの
⽇」以降は社会科の学びが必要だと思う。「あの⽇」からいきなり「今」の被爆者像が
完成していないことを考えれば、そこまで被爆者が⾏動し続けた社会背景や歴史を理解
すること=地続きに⾒ることが必要だと思う。（3 年⽣・C） 
 
「戦争体験を継承する」ために、私たちは、「あの⽇」に落とされた原爆について何を
学び、伝えていくべきなのかと考えたとき、私は、社会科で学ぶのが良いと考えます。
被爆者運動、国家補償などを学ぶ社会科では、原爆と被爆者の姿をより⽴体的に学べる
と思ったからです。その実相は、運動によって明らかにされてきた⾯があります。運動
を通して、「あの⽇」の悲惨さを知り、原爆と被爆者について学ぶのがいいと思います。
(2 年⽣・D) 
 



「社会科」とは社会で必要な知識を⾝に着け、且つ未来を作っていくための考え⽅のヒ
ントを貰う科⽬であり、「道徳」とは社会的な倫理を学ぶ科⽬だと考える。それを前提
とすると、原爆や被爆者のことを「道徳」で学ぶのも悪くはないと思うが、ここで必要
なのは「あの⽇」から今までのプロセスを客観的に学び、考え、反省を未来に繋げてい
くことであり、それができるのは「社会科」だと思う。(2 年⽣・E) 
 
私たちは「戦争は⼆度としてはいけない」という結論だけを「道徳」の授業で学べばい
いのでしょうか。それでは「平和」を謳い続けた先⼈たちの努⼒が何処か薄っぺらいも
のになってしまうと感じるのは私だけでしょうか。右から左へ語り⼿たちの話を聞くだ
けではなく、⾃分なりに意⾒を持ち発⾔し、互いに戦争と今を対話することの重要性が
必要です。（1 年⽣・F） 
 
社会科です。なぜならば、原爆を歴史的⽂脈や被爆者を個々⼈の歴史を含めて包括的に
理解することが、現在と将来の平和の維持・実現のために⾃分の頭で能動的に考えると
いう、本質的な平和教育の基礎として重要と考えるためです。原爆投下をもたらした戦
争の経緯や、被爆者に対する政府の対応など、歴史を学ぶことでこそ、原爆の根本的な問
題の理解が可能であり、その理解は現在と将来の平和を考える上で必須であると考えま
す。（修⼠ 1 年⽣・G） 

  



質問 2 被爆者の原点とは？被爆者はなぜ運動するのか？ 
（第Ⅱ章―①〜③に関連して） 

 
被爆者たちは被爆直後から体験を語りだしたわけではなく、時間が経ってから証⾔し

始めます。「思い出したくない」と多くの⼈が語る⼀⽅で、彼らがつらい体験や思いを
語りだすのはなぜでしょうか？被爆者の背中を押したものは何だったのでしょうか？ 
 
被爆者の⼼の底には、｢あの⽇｣に亡くなった⽅々への罪悪感、無⼒感、罪責感があると
思います。被爆者のお話を伺ったとき、「⾃分の命に限りがあり、残された時間があま
りない」と仰っていました。 
そうした時に、｢あの⽇｣亡くなった⽅々の｢死｣に意味を与えることができたか、何をし
てあげたかということを考えはじめ、残された時間で今の⾃分に出来る精⼀杯のことを
しようと⾏動し始めるのではないでしょうか。そして、原爆被害者の願いである、未来
を⽣きる⼈々に⼆度と｢あの⽇｣の⾃分と同じ経験をさせてはいけない、平和の尊さ、を
訴えるため体験や思いを語るのではないかと思いました。(1 年⽣・A)  
 
いてもたっていられない思いが⾏動の基となっているのではないかと思う。その時経験
したことを誰かに伝えたいわけではないが、⼀⼈で抱えてもいられないのではないか。
パネルの中の、死が活動のモチベーションとなっているという話から考えたのは、他の
運動団体でもあるように、⼈とは違う経験をした⼈たちが集まり、それは経験していな
い⼈と共有するべきものと考える⾏動理念と同じではないかと私は思った。仲間意識と
⾃分の⼼と社会への発⾔のバランスで成り⽴っているのではないか。 
⼼の中で渦巻く感情の発露の⼀形態が被爆者運動だったのではないかと思う。原爆を経
験したという事実を抱えていられない。経験したことを受け⼊れるための⾏動が運動で
あり、⼰との戦いが運動へのモチベーションなのではないかと感じた。（2 年⽣・H） 
 
被爆者が⾃らの体験を語りだすきっかけは⼈によって異なると思います。史料整理会に
てアンケート調査で書かれた被爆者たちの⽣の⾔葉を⾒てきて、「被爆者たち」が最初
からいたのではなく、⼀⼈⼀⼈の⼈間の体験や決断が集まって、被爆者運動を動かす⼒
になったのだと思います。（1 年⽣・F） 
 
あの⽇の死を⾒過ごしたまま⽣きていくことはできない。もし⾒過ごしたまま⽣きたと
すれば⾃分のことを許せない、との気持ちが被爆者たちを突き動かしているのだと思い
ます。（修⼠ 1 年⽣・Ｉ） 



質問 3 「受忍論」について今何を思う？（第Ⅲ章―③に関連して） 
 

第Ⅲ章―③では「受忍論」を取り上げました。今回の展⽰をつくるなかで初めて「受
忍論」を知ったメンバーもいました。これは「過去のこと」や「終わったこと」でしょ
うか？現在を⽣きる私たちの⽬線で「受忍論」について何を思いますか？ 
 
「受忍論」は、未だに 2 つの意味で続いていると思います。 
1 つ⽬は戦争被害を「受忍せよ」との⽂字どおりの意味において。もう 1 つは戦争に限
らず、⾮常事態に際して責任を明確にせず、「皆等しく受忍

が ま ん
せよ」の論理で乗りきろう

とする⽇本社会の特質を⽰している意味において。コロナ禍の現在、「受忍」の論理は
⽇本社会の「強み」でもあり、「弱み」でもあると強く感じます。 
私は「受忍論」を最初に⾒たとき、これを⾔葉で明確にしたのはすごいなと基本懇側の
主張の激しさに驚いたのと同時に、同意はできないけど、でも「その理屈は分かる」と
納得してしまう部分がありました。 
「皆が⼤変な思いしているのだから、我慢する」というのはよく⾔えば空気を読む、悪
く⾔えば責任の在りかをはっきりさせないとも⾔えると思います。⽇本固有の「察する」

⽂化が⾔葉で公になったわけなので、⽇本⼈として
、、、、、、

理解できてしまう部分があるやもし
れません。 
その納得してしまう、どこか理解できてしまうところこそ、「受忍論」が未だに私たち
の考え⽅の根底に根付いている証なのではないかと考えます。（修⼠ 1 年⽣・Ｉ） 
  
2018 年に𠮷⽥⼀⼈さんにインタビューをしたとき、「受忍論はまだ続いている」とおっ
しゃっていた。過去に出された「受忍論」ではあるが、被爆者のみならず、今を⽣きる
私たちの問題でもあるのだと、その時に感じた。コロナ禍での対策も似たようなものを
感じ、「受忍論」のみならず考え⽅の根本が続いているような感覚がする。（3 年⽣・C） 
 
「戦争だから、仕⽅のないことだ」の⼀⾔で全てを曖昧に隠してしまう「受忍」論の考
え⽅は、核兵器による深刻な被害の現状を本当に理解しているのかと不安になります。 
私は「核廃絶運動」と「国家政策・国家補償」と「戦争を繰り返さないこと」この３つ
を切り離さずに考えることが重要であると考えます。その中で今⽇において受忍論は、
この３点のバランスを揺るがすだけでなく、被爆者たちへ思考の余地を許さずに「受忍」
という協⼒体制を謳い、被爆者としての在り⽅を⼀⽅的に押し付けている印象を受けま
した。核兵器廃絶に踏み切れていない現在、被爆者たちへ受忍論を強要し、今も尚被爆
者たちの⼼を深く傷つけているのではないでしょうか。（1 年⽣・F） 



 
私は、このプロジェクトに関わって初めて「受忍」という⾔葉を知りました。ですが、
今の社会でもその意識は根付いていると感じています。もとの⽂では、「およそ戦争と
いうその国の存亡をかけての⾮常事態においては……受忍しなければならない」とあり
ますが、その根底には皆が同じように⾟いのだから我慢しろ、という意識が垣間⾒える
と思います。 
今の⽇本社会でも同じように、みんな頑張っているのだから我慢しよう、という意識が
⾒えると感じます。みな⾔葉にせずとも、⼀⼈我慢の輪から外れた者がいれば、⽩い⽬
で⾒るような連帯感。それは「受忍」をするのにうってつけのものではないでしょうか。 
「受忍」という⾔葉が今知られておらずとも、その論理は⽇本に深く影響を及ぼしたの
では、と思います。（1 年⽣・Ｊ） 
 
  



質問 4 被爆者とのインタビューや史料整理を通して 
⽣の声に触れて思うこと 

 
私たちのプロジェクトの１番の醍醐味は⽣の史料を扱えることです。インタビュー調

査の⾁声や、被爆者運動史料に残る被爆者たちの「⽣の声」に触れて何を感じましたか？ 
 
資料整理に⾏った時に、びっしりと強い思いが書かれたアンケートや、思い出したくな
いとだけ書かれ、空欄だらけのアンケートなどを⾒ました。戦争がもたらした悲しみを
後世に伝えようとする強い意志を感じるものもあれば、空欄だらけのアンケートからは
⽂字に表しきれない思いがあるのだと感じました。（1 年⽣・B） 
 
史料を読む前やインタビューの前は、被爆者=特別な存在だと思っていたが、史料を読
み、被爆者の話を聞くと、私たちと何も変わらない⼀個⼈なのだと感じた。被爆者は被
爆した事実だけに注⽬すれば私たちとは違うが、その⼈の⼈⽣を⾒れば、家族がいて、
友達がいて、就職活動をして、⼦供が⽣まれて…と、今の私たちと変わらないのだと気
がついた。史料を読むときも被爆者と話すときも研究対象としていることはもちろんだ
が、被爆者の⼈⽣から学べることは多いと感じることもある。（3 年⽣・C） 
 
想いです。体験としてその状況が書かれていたり、話していただいたりしましたが、そ
こには必ず被爆者⼀⼈ひとりの想いがありました。それは、⽬（⽂章）には⾒えない罪
意識や平和への祈りなど様々ですが、完全に同じ思いをしている⼈は誰⼀⼈いませんで
した。被爆者といっても、その前に⼈なのだと感じます。(2 年⽣・D) 
 
原爆被害者があの⽇のことをどう思っているのか、今何を思って過ごしているのかなど
が被爆者⾃⾝の⾔葉で書いてあったので、とても⼼に響きました。（1 年⽣・Ｋ） 
 
「終わらない」ということを感じた。 
被爆者運動とか、その⽅の⾟さとかではなく、「それでも⼈⽣は続いて⾏く」という意
味合いで、終らない。 
歴史は地続きで､私達も歴史の⼀部だとか、そういうこと以前に、誰かの⼈⽣の中で起
こったことで、あの⽇やあの⽇に関わることだけで、⼈は⽣きていないのだと感じた。
（2 年⽣・H） 
 
 



「我が⼦を守るために多くの⼦供を⾒捨てました。⻤の⽬にも涙といいますが、涙も出
ない私は⻤ですらありませんでした。」 
初めて史料整理会に参加した時に栗原さんを通して聞いた、ある被爆者の⾔葉です。原
爆は無感情にならざるを得ないこの状況＝地獄をつくりだしたという衝撃的な事実は、
何も知らなかった私の⼼に深く突き刺さり今も尚離れません。全てを理解することはで
きなくとも、史料や被爆者の経験を聞くことで、あの⽇の出来事と対話し理解を深める
必要があると感じました。（1 年⽣・F） 
 
  



質問 5 「継承」とは何か？ 
 

被爆体験の「継承」、戦争体験の「継承」、ことばとしては良く語られますが、⼀⽅で
何を継承するのかは不明確なように思います。「継承」について考えて⾒ました。 
 
平和が崩れた時に起こる戦争、原爆など⼈間が創ったモノが⼈間を滅ぼす恐ろしさ、そ
して⾮⼈間的な⾏動をとらさざるを得ない状況に追いやられた⼈間の姿を伝えていく
必要があると思います。また、この経験を⼈々が乗り越え、⽴ち上がり、平和な世の中
を創っていくプロセスも伝えていく必要があると思います。つまり、ひとつの時期など
⼀部分にスポットを当てるのではなく、全体にスポットを当て伝える必要があると思い
ます。(1 年⽣・A)  
 
原爆を考える時に、⼈びとが「やられた」歴史だけを「継承」するのは違うと思う。今
回のプロジェクトにあたっては、原爆ではなく、⼈々の⾏動を学んだ。「あの⽇」に何
が起きたかだけでなく、「あの⽇」に⼈々がどのように⾏動し、それから現在に⾄るま
で⼈々がどのような⾏動をしてきたのか、原爆と向き合ってきた⼈間の姿を学んだ。「原
爆の歴史」ではなく、原爆と⽴ちむかった⼈々の⾏動を歴史として「継承」していきた
い。（1 年⽣・B） 
 
原爆と被爆者について、「継承」するのは事実だけではいけないと思います。プロジェ
クトでの研究を通して、被爆者の想いを知り、これも「継承」していくべきだと思いま
した。(2 年⽣・D)  
 
私は「継承」するという感覚を持ったことがありません。 
その上で被爆者運動史に関わり考えることは、「継承」は通り⼀辺倒に何かモノを受け
渡すというよりかは、感情を渡すことなのではないかということです。継承といわれ、
すぐに思いつくのは広島の被爆体験の継承のための語りですが、その中では原爆を受け
て⾃分がどう感じたか？をよく語っている印象があります。 
そう考えると、私は「継承」はとても難しいことだと感じます。感情を渡すということ
は、⾃分の⼼の⼀部分をつまびらかにするということで、とても⾟いことです。また、
受け取り⼿側も、実体験なしに感情を受け取るのですからどこまでも不完全なままでし
ょう。しかし、不完全なものでも「継承」せねばならぬと感じられているものこそ被爆
体験なのだろうと思います。（1 年⽣・Ｊ） 
 



継承するものは⽴場によって異なると思う。被爆者運動のような内側の団体と私たちの
在り⽅は違うから継承は変わってくる。プロジェクトの中で何を継承するかが何となく
分かっている。⼀つの価値観を捨て去って歴史として向き合うことが私たちがするべき
継承の根幹ではないか。いろんな意味で⽬をそらさない。情報として知るだけではなく、
向き合って考え続けなければならない。歴史学としてやるのが何より⼤事。（2 年⽣・
H） 
 
 

 



おわりに ―光葉博物館の特別展にむけて― 
2020 年度企画展⽰「被爆者の⽣きてきた歴史」展はいかがでしたでしょうか。 
プロジェクトが発⾜して以来、私たちプロジェクトメンバーは、特に運動と学問との距

離感の確保に気を配ってきました。主張したい結論につながる証拠だけを集めてきて歴史
像を組み⽴てることは、歴史学を学ぶ学⽣として、最もやってはならないことだと私たち
は考えています。第Ⅰ章から第Ⅲ章までは、歴史的事実と歴史像を提⽰することによっ
て、みなさまに考える材料を提供することに努めました。 

⼀⽅で、今年度の企画の新機軸である「第Ⅳ章 私たちが考えたこと」では私たちが
「⽣⾝の⼈間として考えたこと」を提⽰しました。お読み頂けると、被爆者問題に対する
スタンスも、メンバー間で差があることをご理解頂けたかと思っています。 

でも「それでいい」むしろ「それがいい」と思っています。考える材料を共有しなが
ら、それぞれの価値観を鍛えていくことこそが、歴史学の営みだと思います。 

歴史的な問題でもあり現代の問題でもある被爆者運動の歴史を知ることが、みなさまが
今後の社会のあり⽅について考えていく際の⼿掛かりになれば幸いです。 

さて 2021 年度は、「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連⽂書―」の完
成年度にあたります。活動の集⼤成として、2021 年秋に昭和⼥⼦⼤学光葉博物館でおこな
う「被爆者運動展」（仮称）の準備がすでにスタートしています。 

「被爆者運動展」（仮称）では被爆者運動に関する実物史料も多数展⽰する予定です。3
年間の研究成果を踏まえて、より分かりやすく、より学びが深い展⽰になるように準備し
て参ります。時期が参りましたらご案内を差し上げます。多くの皆様に⾜をお運びいただ
けることを⼼より楽しみにいたしております。 

最後になりますが、2020 年 9 ⽉岩佐幹三さんが 91 歳で逝去されました。被爆者運動を
牽引していらした岩佐さんと、第三者として運動の歴史的分析に取り組む私たちとでは歴
史の捉え⽅が異なるところもありましたが、それでもなお岩佐さんと共有できる歴史を描
くことが私たちの研究のモチベーションでした。2 度のインタビューでは、70 歳の年齢差
がある私たちとの議論にも正⾯から向き合って頂き、厳しく優しく温かく励ましていただ
きました。この場を借り、感謝の⾔葉をお伝えし、ご冥福を⼼からお祈り申し上げます。 

戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト メンバー⼀同 



プロジェクトに参加して 〜〜メンバーの寄せ書き〜〜 
 

｢あの⽇｣だけでなく、｢あの⽇｣から現在までのプロセ
スを学びました。⻑崎出⾝のため、今までは被爆者の
⽅の⽣の声を聞く機会が多くあり、｢あの⽇｣は地獄の
ような悲惨な状況であったという認識で「あの⽇」の
みにスポットが当たっていました。しかし、被爆者の
⽅が現在も抱えている罪悪感などが運動へ駆り⽴てた
という「その後」のことを知ることができました。そ
のため、物事の全体を多⾓的に⾒ることで新たな学び
が⽣まれ、楽しさを知ることができました。 

（歴史⽂化学科 1 年 ⽥中彩美花） 
 
プロジェクトに参加するまでは、平和教育や原爆につ
いての話は神妙な顔で背筋を伸ばして聞かなければな
らない堅苦しさが好きではありませんでした。プロジ
ェクトでは、当時何があったのかを学び、⾃分の考え
を⾃由に議論できて⾯⽩いと思いました。 

（歴史⽂化学科 1 年 原実央） 
 
コロナ禍で思うように調査ができないこともありまし
たが、1 つのものを完成させることができ、⾃信がつい
たように感じます。来年度は博物館での展⽰を予定し
ているので、今までの研究を洗練させて、多くの⽅に
⾒ていただけるように頑張りたいです。 

（歴史⽂化学科 3 年 印出也美） 
 
2 年⽬となるプロジェクトは、リモートながらも密度
の濃い⽇々でした。新メンバーの考えに触れて、⾃分
の実⼒不⾜を感じたこともありましたが、仲間たちと
議論を重ねて互いを励まし合い、乗り越えられました。
今回私は、被爆者の「死」の姿をみました。証⾔から、
被爆者⼀⼈ひとりの想いを感じていただければ幸いで
す。 

（歴史⽂化学科 2 年 ⽇⾼彩貴） 
 
私はこのプロジェクトに参加してから 1 か⽉しか経っ
ていないのですが、議論の中で⾊んな新しい知識や考
えに触れ、良い刺激を沢⼭受けています。同時に⾃分
が原爆や被爆者について、本当に何も知らなかったの
だということも実感したので、これから皆さんに追い
つけるように頑張ろうと思いました。 

（歴史⽂化学科 2 年 佐藤恭） 

⼀⾔で⾔えば、楽しかったに尽きます。 
史料を読み、多くの⼈とさまざま意⾒を交換し新たな
歴史を発⾒していくのは、初めての体験でした。まさ
しく歴史学の楽しさだと思います。 

（⽴正⼤学⽂学部史学科 1 年 秋本萌乃加） 
 
今年の活動はコロナ禍の影響を受け、主に Zoom を
利⽤したミーティングを⾏いました。逆に学外の学
⽣さんとも交流しやすく、話題の幅が広がりました。
また私は議論中、⼈の意⾒に同調してばかりだった
ので、どんどん意⾒を発⾔する事のできる 1 年⽣の
後輩が新たに加わったことで、⾃分もしっかりしな
くてはいけないと思うようになりました。特に今年
は、直野章⼦⽒の論⽂とこのプロジェクトの研究と
の共鳴があり、さらに研究が深まりました。最終⽬標
である光葉博物館の展⽰に向けて更にアップデート
していきます。今年の秋桜祭はその通過点として納
得の⾏く発表展⽰が出来たと思います。 

（歴史⽂化学科 2 年 古藤妃⾹瑠） 
 
実際に被爆者の⽅が書いた様々な筆跡の調査⽤紙な
どの⽣の史料との対⾯や、被爆者の⽅からの聞き取
り調査を通じて、被爆者の⽅を「被爆者」としての側
⾯だけではなく、⼀⼈ひとり多様な個⼈として知る
ことができたことが⼤きな学びです。活動で関わら
せていただいた⽅々との貴重なご縁にも感謝してい
ます。 

（東京外国語⼤学⼤学院修⼠ 1 年 花⽥珠⾥） 
 
今までは原爆は 8 ⽉ 6 ⽇、9 ⽇の出来事だと思って⽣
きてきたけれど、原爆被害者やその周りの⼈たちにと
ってはあの⽇で終わりではなく、今も続いていること
がこのプロジェクトに参加してわかりました。これか
らもプロジェクトを通じて原爆のあの⽇について考え
を深められたらと思っています。 

（歴史⽂化学科 1 年 ⾦澤千咲） 
 
 
 
 
 



以前までは原爆被害とは全くの無縁な⽇々を送ってお
り、このプロジェクトに参加した理由も些細な好奇⼼
からでした。しかし短期間ながらも活動を通して、被
爆者運動に関して学び考え仲間と議論しあうことで、
現実との対話のあり⽅をより深めることが出来、本当
に⾊濃い時間を経験させていただきました。私は「偉
いね」と褒められるためにこのプロジェクトで学ぶの
ではなく、「あの⽇」とその後を研究することで得られ
る⾃⾝の学びの糧を求め、これからも⽇々励んでいき
たいと思います。 

（歴史⽂化学科 1 年 桑原美陽） 
 
最近プロジェクトに参加したので、私がやった事はパ
ネルについて感想をいう程度のことです。プロジェク
トメンバーは、どのようにしたら皆に伝わるようなパ
ネルが作成できるかなど、⾃分たちが研究してきたこ
とに真剣に向き合っていました。次回からは、私もメ
ンバーの⼀員として貢献できるように頑張りたいです。 

（歴史⽂化学科 1 年 郡司知英⾥） 
 
まず学問の寛容さを学んだ。原爆や被爆者はとても感
情的というか、価値観の在り⽅のように思っていたが、
それにも歴史があり、理論に学べることを知った。そ
して、⾃分が何も考えていなかったことに気付いた。
「戦争は悪い」「原爆はあってはならない」と⾔われた
まま飲み込んで、⾃分の意⾒など持ったことがなかっ
た。⾃分が教えられた価値観が、何故？どうして？と
考え、崩れていき、呆然としたが、わくわくした。 
最後に、事実を⾒つめて、⾃分で考える⼤変さと楽し
さを知った。学問は楽しいと実感した。⾃分とは異な
る⼈の意⾒を聴くことの出来る喜びを知った。 
学⽣の間だけでなく、これからの⼈⽣に必要なことを
学べたと感じている。 

（歴史⽂化学科 2 年 森⼭霞） 
 
⼈の記憶や経験が歴史になっていく過程を間近で⾒る
ことができました。正直なところ、原爆とは教科書の
中の 1 つの出来事でしかなく、遠いものだと感じてい
ました。しかし実際の史料や⽣のお声を聞き、理解を
深めるうちに歴史、もとい原爆の出来事は今の私と地
続きになっているのだと思いました。 

（歴史⽂化学科 1 年 ⼩松優菜） 
 

これまでの積み重ねがあっての今年の展⽰、いかがで
したでしょうか？学年を越えて同じ場、同じ時間を共
有し、⼀緒に議論したり、悩んだり、相談したりと、今
まで⼤事にしてきたものがなかなか難しくなって⼀時
期はどうなるかと思いましたが、週に⼀度必ずオンラ
インで集まって議論を続けてこられたのはとても嬉し
かったし、経験値としても⼤きかったと思います。つ
いに光葉博物館での展⽰内容をリアルに⾒据えるとこ
ろまできたので、より⼀層研究に⼒を⼊れたいと思い
ます！ぜひ、来年度もご覧ください！ 

（昭和⼥⼦⼤学⼤学院修⼠ 1 年 吉村知華） 
 



プロジェクトをサポートして 
1977 年の国際シンポジウムにおける⽣活史調査の基本テーマは、〈原爆〉は

⼈間に対して何をなしたか、⼈間は〈原爆〉に対して何をなすべきか、という
２つの問いにおかれました。それはどちらも⾃明のことではなく、被爆者の個
⼈史においても、被爆者運動においても探究されつづけてきたテーマです。⼈
間が⽣きるうえで、前者（科学的な営み）と後者（思想的な営み）は分かちが
たく結びついています。みなさんの PJ はそれらを包括して歴史学的に解明し
ようとするものですが、同時にそれは、被爆者運動が社会に提起してきた問題
が何であり、それに私たちがどのように向きあえばよいのかを考え合う、すぐ
れて実践的な意味をもっているとも⾔えるでしょう。原爆被害への国家補償を
阻んできた壁が戦争被害「受忍」政策にあり、それが現在にまでつづく「地続
き」の課題であることに気づいた PJ が、最終年度に向けどのように進展して
いくのか、ますます楽しみになってきました。 

 ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 栗原淑江 
 
プロジェクトを⽴ち上げたときには、被爆者運動について無知であった私たち

ですが、①丁寧な史料解読、②論⽂の輪読、③運動関係者へのインタビューなど
を踏まえた徹底的な議論を通じて、3 年間、研究を深めてきました。2018 年度
には被爆者の主体形成について、2019 年度には被爆者調査の意義についての研
究成果をあげ、今年度ようやく被爆者運動の全体像を⽰す展⽰報告をできるま
でに⾄りました。これまでプロジェクトに参加した学⽣はのべ 31 名に達してい
ます。真摯に研究に取り組んだ、全ての学⽣の努⼒と研鑽を⼼から讃えます。 

プロジェクトのメンバーたちは他の課外活動も活発におこなっており、ミーテ
ィングの⽇程調整には例年苦⼼してきました。しかしコロナ状況下でオンライ
ン会議に習熟したことが思わぬところでブレイクスルーとなりました。今年度
は、コロナ以前にはおよそ考えられなかった時間帯（⽔曜⽇・⽇曜⽇の 19 時〜）
にオンラインミーティングをおこない、学部 1 年⽣から⼤学院⽣まで学年に関
係なく、深夜まで活発な議論を重ねました。 

いよいよ来年は光葉博物館展⽰！悔いの残らぬよう精⼀杯研究しよう！！ 

昭和⼥⼦⼤学⼈間⽂化学部歴史⽂化学科 准教授 松⽥忍 



 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

本企画展⽰に関するご意⾒、ご感想を以下の URL もしくは QR コード 

までお寄せ頂ければ幸いです。今後の活動の参考にいたします。 

https://forms.gle/PsqQ455VLQpm8pmZA 

※メールによるお問い合わせは sengosi@swu.ac.jp までお願いいたします。 

 


