
1 
 

 要 望 書 

                         ２０１１年１２月２０日 

財団法人 放射線影響研究所 

日米共同研究機構（RERF） 

 

代表理事 大久保 利晃 殿 

業務執行理事 Roy E. Shore 殿 

 

 

前回、「原発・核兵器なしで暮らしたい人々」による、２０１１年９月時点での要望書提

出の際には、ご丁寧な対応をしていただき、誠にありがとうございました。 

 

確認いたしますが、前回要望は、 

 

（１）米国国立アレルギー感染症研究所（National Institute of Allergy and Infectious  

Diseases 以下「NIAID」と略）からの委託研究の是非について意見を求めた、 

去る２００９年４月２８日の地元連絡協議会詳細議事録を公開すること。 

 

 （２）その委託研究受け入れを決定した２００９年９月地元連絡協議会の詳細議事録 

を公開すること。 

 

 （３）委託研究課題「原爆被爆者における免疫老化とその他の放射線被ばく後影響の調 

査」を完成し次第、一般に公開すること。 

 

 以上３点が主要な要望項目でありました。 

 

 いただきましたご回答（３）については、一般の学術研究であるので一般に公開すると

いうご回答であり、委託研究完成後、一般公開の準備を整えられ次第、ご連絡をいただけ

るようこの書面において要望します。－今回要望事項 その１ 

 

 上記要望（１）、（２）については要望に応じられない、拒否するという趣旨のご回答で

ありました。またその理由は、２回の地元連絡協議会とも「非公開」を原則に出席者の方々

の意見・発言を求めたものであり、今その議事録を公開することは出席者の方々に対する

信義に悖るというものでありました。（議事録は存在することが確認されました。くれぐれ

も破棄することのないように要望します。－今回要望事項 その２） 
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（口頭の要望ではありましたが、出席者の方々に議事録公開の是非について賛否を問うて

欲しい、という点もお願いしました。もし全員が公開に賛成なら、議事録公開は貴研究所

においても信義に悖ることにはならないわけですから。しかしながら、この賛否を問うこ

ともしない、という回答でした。考えてみれば、出席者の方々に「議事録公開の賛否を問

う」という仕事は貴研究所の業務というより、私たち広島市民の仕事であろうと思います。

よって今回要望から取り下げます） 

 

 以上の諸点を踏まえ、今回以下の諸点も合わせて要望します。 

 

今回要望事項その３ なおも上記２回の議事録公開を要望します。 

 

 今回の委託研究が、アメリカの軍事研究の一環であることは明らかです。大久保利晃理

事長名での文書「米国アレルギー感染症研究所（NIAID）へ提出中の研究計画申請に関する

ご説明」の中にも、『これに加え、9.11 同時多発テロを契機に設置された米国国土安全保障

省の事業の一つとして NIH（National Institutes of Health。NIAID の上部機関で米国国立衛

生研究所）に受託した生物・核テロへの医学対応策の研究の一翼も担っています』と述べ

ているように、この受託研究が、大きくはアメリカの「核テロ対策」という軍事政策の一

環であることは関係者全員に明確に認識されています。 

 

 「核テロ対策」は「軍事」ではないというのはあからさまな詭弁に過ぎません。立派に

軍事です。また純粋な科学技術研究が軍事研究であるかないかは、その研究の内容によっ

て決定されるわけではありません。その研究がいかなる予算措置で要求されたかによって

決定します。国土安全保障省は全体として言えば、アメリカの「対テロ戦争」のために設

置された軍事官庁であります。国防総省にあてられた予算はアメリカの国防予算という名

前の軍事予算でありますが、国土安全保障省にあてられた予算も「核テロ対策」という名

前の軍事予算であります。アメリカの軍事予算が国防総省にあてられた予算ばかりではな

いというのは常識で、アメリカの軍事予算を分析した英語 Wikipedia“ Military Budget of the 

United States”は、２０１０会計年度国土安全保障省にあてられた予算のうち４１１億ドル

までが軍事予算だと分析しています。これは２０１０年アメリカの軍事予算全体から国防

総省予算を除いた残りの予算、２１６０億ドルの約２０％を構成します。 

 

 このように科学技術研究が「軍事研究」かどうかは、その研究を誰が、何の目的で要求

するかによって決定されます。軍事予算が要求する研究ならそれは立派に軍事研究だと云

うことができます。有名なルース・ベネディクトの「菊と刀」は優れた文化人類学分野の

研究ですが、それは軍事研究の一環としてなされた軍事予算研究でありました。軍事研究

とは極めて幅広い学問分野を要求します。なにも兵器開発や製造ばかりではありません。
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医学や社会学、美術や音楽、文化人類学から心理学、考古学まで幅広い分野をカバーしま

す。ナチス・ドイツがワグナーの作品を利用して軍事目的に使ったのは有名な話です。 

 

 私たちが、今回の「国立アレルギー感染症研究所事件」に大きな関心を寄せているのも

このためです。ましてや今回は原爆被爆者のデータが使われているのです。つづめて言え

ば原爆被爆者のデータがアメリカの（なにもアメリカに限りませんが）軍事研究に使われ

るわけです。これは絶対に避けねばなりません。でなければ、犠牲となった被爆者は浮か

ばれません。その魂は永遠に地上をさまようことでしょう。 

 

 と同時に、こうした問題に対して地元連絡協議会に参加した方々のこの問題に対する姿

勢や意見を、私たちは是非とも知っておく必要があります。当時地元連絡協議会のメンバ

ーは前回要望書でも確認したとおり以下の方々でした。（肩書きは当時） 

 

 浅原利正（協議会会長。広島大学学長） 

碓井静照（広島県医師会会長） 

神谷研二（広島大学原爆放射線医科学研究所所長） 

川本一之（中国新聞社社長） 

佐々木英夫（広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター所長） 

坪井直（広島県原爆被害者団体協議会理事長） 

スティーブン・リーパー（広島平和文化センター理事長） 

石田照佳（広島市医師会副会長） 

三宅吉彦（広島市副市長） 

浅井基文（広島市立大学広島平和研究所所長） 

 

 いずれも広島のみならず、大げさにいえば日本の各界、各方面のリーダーの方たちです。

この方々の意見や見識が日本の世論に一定の影響力を持っていることは明白です。この

方々の多くが、今回の軍事研究（といっても差し支えないと思いますが）に賛成、あるい

は少なくとも積極的に反対姿勢を取らなかったのは何故かを知る権利は少なくともわれわ

れ広島市民にはあると考えます。 

 

 （なお上記メンバーのうち、前回要望書の繰り返しになりますが、軍事研究協力の危険

性の本質を見抜き、積極的に反対論を展開したのは浅井基文氏一人でした。） 

 

 「何故かを知る権利がある」と申しました。それには特別の理由があります。 

 

 ジェームズ・シュレジンジャー（James Rodney Schlesinger）氏がニクソン政権のアメ
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リカ合衆国国防長官に就任するのは１９７３年７月のことでした。シュレジンジャー氏の

国防長官としての大きな仕事の一つは「ポスト・ベトナム戦争」時代におけるアメリカの

軍事政策の大綱を作り上げ、それを実施可能な戦略にまとめ上げることでありました。そ

の中から、シュレジンジャー氏が打ち出した構想が１９７４年の「限定核戦略構想」でし

た。わかりやすく言えば、戦域で実際に使える戦術核兵器を開発しようという構想です。

こうして実戦向け中性子爆弾の開発が進められました。 

 

 中性子爆弾自体はすでに５０年代の終わりに開発されていましたが、実際に使用すると

なると話は別であり、その性能や効果など、基礎から開発する必要がありました。爆弾と

しては熱核融合爆弾（水素爆弾）をベースにするわけですが、発生する核融合エネルギー

のうち、爆発するエネルギー（すなわち熱や爆風に変わるエネルギー）の発生を抑え、中

性子が発生する割合を高めた爆弾であります。従って戦域で使えば、物理的破壊力は小さ

いが発生する中性子（高い透過力をもつ）で確実に敵の兵士は殺すことができる、と宣伝

されました。核兵器の破壊力の基本要素は、熱線、爆風（ショック・ウェーブ）、放射線の

３つですが、熱線と爆風のエネルギーを抑え、放射線のエネルギーを高めようとした兵器

であり、物理的破壊よりも放射線による人間の殺傷に焦点を当てた兵器だと言えます。 

 

 中性子爆弾を実際に使用するためには、中性子線の実際の殺傷能力を調べる必要があり

ました。それには格好の実験材料がありました。広島・長崎での殺傷結果でした。この両

原爆の中性子線がどれほどの市民を殺傷したかを検証するほど、確実なデータはありませ

んでした。こうして実戦型中性子爆弾開発のために広島・長崎の被爆者のデータが提供さ

れました。 

 

 つまり原爆で殺傷された被爆者のデータが新たな核兵器製造を目的とした研究開発に使

われたのです。被爆者は核兵器に２度殺されたも同様です。 

 

 当時私たち広島市民は、中性子爆弾開発が進んでいるということは知っていても、その

ために広島・長崎の被爆者のデータが使われているなどとは夢にも思いませんでした。こ

うした実態が徐々に知られるようになるのは少なくとも１９９０年代以降のことです。し

かもその詳細（すなわち被爆者のデータがどのように使われたか、誰が提供したかなど）

は２０１１年も終わろうとしている今日でも明らかではありません。 

 

 このケースほど、私たち市民がしっかり何が起こっているのかを知り、監視しておく事

の重要性を教えてくれる事件もありません。口先で「平和」をいうのは簡単です。しかし

「平和」を根本から守って行くには、私たち市民がそれに応じた努力をしていかなければ

なりません。 
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 こうした理解の中で、今回地元連絡協議会の中で何が話されたのか、誰がどんなことを

いったのかを私たちが知っておくことは極めて重要だと思うのです。 

 

 貴研究所が地元連絡協議会参加者との間の信義を尊重したいとお考えなのは、よく理解

できます。しかし、以上申し上げたように私たちが地元連絡協議会が話された事柄を知る

重要性と比べれば、どちらがより社会的に重要なことかを見極めるのは、さほどむずかし

いことではないように思われます。 

 

ましてや、貴研究所は私たちの税金によっても運営されているのです。 

 

 もし貴研究所が、民主主義社会の価値をなによりも重要だとお考えならば、この際２つ

の地元連絡協議会の議事録を公開されることを改めて要望いたします。 

 

 

 今回要望事項 その４ 貴研究所が所有するいわゆる「黒い雨」被爆者データ、約１万 

３０００件のデータを公開し、研究者が自由に閲覧できるよう 

に要望します。 

 

 長崎県保険医協会副会長の本田孝也医師の尽力により、「An Examination of A-Bomb 

Survivors Exposed to Fallout Rain and a Comparison to a Similar Control Population」 とい

う研究（論文）が１９７２年１２月時点で、T65D のベースデータを研究・作成したオーク

リッジ国立研究所（以下 ORNL）に提出されていることが判明いたしました。 

 

 この論文は、アメリカ原子力委員会（以下 AEC）が、ORNL（当時の運営事業者はユニ

オン・カーバイド社）に研究委託（委託契約番号 W-7405-eng-26）したもので、担当は

ORNL の保健物理学部門（Health Physics Division）となっております。またこの論文の執

筆者は Hiroaki Yamada と T.D. Jones の２名となっています。うち「Hiroaki Yamada」氏は

論文の註に依れば「原爆傷害調査委員会」（ABCC 広島・日本）より出向の（on loan）コ

ンサルタント、となっております。また２０１１年１２月５日付け中国新聞記事（難波健

治記者執筆）によれば、「Yamada」氏は当時 ABCC の調査課長だった、としております。 

 

 T.D. Jones 氏については、アメリカのサイト「ResearcherGate」の「ORNL. U.S. Atomic 

Energy Commission (ORNL)」の欄に名前がありますので当時 ORNL 所属の研究者だったこ

とは確実です。またこの論文には、”ORNL-TM-4017”とオークリッジ国立研究所の論文通し

番号がつけられており、ORNL が正式に発表した論文であることが確認できます。 
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 つまりアメリカ原子力委員会が当該テーマに関し、オークリッジ国立研究所に委託研究

し、保健物理部門が担当し、Hiroaki Yamada 氏と T.D. Jones 氏の両人がこの研究を直接担

当し、両名の名で執筆し、AEC が受領、運営事業者であるユニオン・カーバイド社がその

対価を受け取ったものだと考えられます。これは正式な ORNL の研究論文だと考えられま

す。 

 

 しかるに理事長の大久保氏は、『放影研の大久保利晃理事長らは先月２１日に記者会見を

開き、データは黒い雨を研究するために集めたものではなく、寿命調査の参考にするため

に設けた補足的な質問だと説明した。「集計しても数値に偏りが大きく、科学的にはあまり

価値がない。』（前出中国新聞の記事による）と口頭でこの論文の無価値性を公言されました。 

 

 すくなくとも、アメリカの国立研究所の正式論文を評価するにあたって日本の放影研が、

しかも口頭で一刀両断のもとに切り捨てるのは、科学者のルールに反するのではないかと

思われます。しかるべく論文の形で、当該研究の無価値性を立証すべきではないかと思い

ます。ここに当該論文の無価値性を立証すべく批判論文を執筆され公表されることを要望

します。（今回要望事項 その５） 

 

 なおその批判論文が公表され、客観的な評価を受けるまでは、当該論文を過小評価する

ことはできません。 

 

 この当該論文は、そのアブストラクトで、 

 

 『１９４７年頃以来、広島・長崎の原爆生存者であって放射性降雨（いわゆる黒い雨）に 

遭遇しかつその人体組織の上皮凸面部に全くベータ線熱傷を見せなかったものは、恐 

らくは、放射性降下物（すなわち黒い雨など）から有意なレベルの放射線被曝を受けなか 

った、と考えられてきた。しかしながら、原爆傷害調査委員会（ABCC）の生存者プロ 

グラムで収集された証拠は、それと逆のこと（the contrary）を示唆する傾向がある。 

 

この論文（This paper）は、すでに入手可能な情報を検証しかつ軽い被曝の集団に関 

して（すなわちこれまで軽度の被曝とみなされてきた集団に対して）、これまでに反して放射性 

降雨の影響をさらに詳細に分析することを促進すべきなのか、はたまたそうするには 

及ばないのかの結論を確立することを企図した一つの試みである。』 

 

 と述べているとおり、従来ベータ線被曝をした集団に本当に深刻な放射線被曝はなかっ

たのかについて根本的な疑問を提出した研究であります。決して頭から軽々に否定し去る
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べきではないと考えられます。この論文に誤りがあり、無価値だというにはそれ相当の根

拠が必要だと思われます。 

 

 またこの論文が示唆するところを追求していくと、ABCC＝放影研のこれまでの研究方針、

すなわち広島・長崎での放射線被曝のうち、深刻な障害はガンマ線および中性子線による

ものだった、という仮説そのものが疑いをもたれることにもなります。 

 

 特にこのことは、「フクシマ放射能危機」に直面する私たちにとって重大な示唆となりま

す。 

 

というのは、ABCC＝放影研は、上記研究方針（すなわち広島・長崎原爆での深刻な放射

線障害はガンマ線・中性子線で起こったとする方針。これはとりもなおさず外部被曝のみ

で障害が発生したということを意味します）に従って、LSS が作成され、その LSS に基づ

いて ICRP などの放射線リスクモデルが構築され、そのリスクモデルに基づいて ICRP 勧告

が行われ、その ICRP 勧告を日本政府がほぼ全面的に受け入れて、またその上に日本の放射

線防護行政が展開され、そのガイドラインにそって、「フクシマ放射能危機」に対応する対

処策が決められ実施に移されているという、純粋科学的に見れば、垂直的に積み上がった

極めて脆弱な体系をもっているからです。その ABCC＝放影研のスタート時の研究方針が

そもそも誤っていたとなれば、その垂直上部構造すべてに見直し修正が必要だということ

にもなりかねません。 

 

「フクシマ放射能危機」に直面する私たちにとって、今回問題の重要性は計り知れない

ほど大きいのです。 

 

また仮に、当該論文が無価値だったと仮定しましょう。しかしそれでもなお、ABCC＝放

影研が約１万３０００件の放射性降雨（黒い雨）に関する、被爆者個別の被曝情報を所有

していた、という事実は動かせません。今となっては極めて貴重な情報であり、そうした

情報を収集していた ABCC＝放影研に対して心からの敬意を表します。 

 

しかしそれだけに、この情報をナマの形で公開し、多くの研究者が自由に利用して活発

な科学的議論が起きるべきだと考えます。そうした自由な科学者の自由な議論のみが「フ

クシマ放射能危機」に直面する私たちに、正しい放射線防護の道を指し示すのだと信じま

す。 

 

所有する約１万３０００件の「放射性降雨被爆者データ」を早急に公開し、全世界の研

究者が自由に利用できるようにすることを要望します。 
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以上「今回要望事項 １から５」に関して、この要望書をお手わたしして約３週間以内

に文書で回答をいただくように要望します。 

 

 

 

 

市民グループ 「変えよう！被曝なき世界へ 市民アライアンス」 
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