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1954年ビキニ環礁でのアメリカ水爆実験
キノコ雲の下で操業し、被爆した船は確認できただけでも延べ９９２隻にのぼり
多くの若者が被ばくしました。その〝Ｘ年後〟

放 射 線 を浴 びた

伊東 英朗 （ＲＮＢ） メディア情報センター ディレクター

「第五福竜丸事件」をご存知でし
もう一つは、操業していたマグ
ょうか。
ロ漁船は、第五福竜丸だけではあ
『１９５４年３月、マグロ漁船第 りませんでした。１９５４年、放
五福竜丸が、アメリカが行った水 射能検査が行われたマグロ漁船は、
爆実験によって被ばく、通信長の
久保山愛吉さんが、急性放射能症
で亡くなった事件』
多くの人がそう記憶しているの
ではないでしょうか。
しかし、この記憶には多くの間
違いがあります。
一つは、太平洋のマグロ漁場で
行われた核兵器実験は、１９５４
年３月だけではなく、
１９４６年、
広島・長崎に原爆が投下されたわ
ヶ月間だけで延２７２９隻あり
ずか ヶ月後に始まり、１９６２ ました。少なくとも、１年間で延
年までの 年間に、英米によって ３０００隻以上の船が、第五福竜
１ ０ ０ 回 以 上 行 わ れ て い る の で 丸と同じ海で操業していたことに
す。
なります。
さらに、核兵器実験で被ばくし
た船は、マグロ漁船だけではあり
ませんでした。捕鯨船、貨物船、
カツオ船など、太平洋を航行した
船 も 被 ば く し た ので す 。
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水爆実験で放射能汚染された太平
洋エリア図(アメリカ原子力委員会）

１９５４年 被爆した魚を漁獲し
た位置図

●日本にもビキニの灰
しかし政府は…
太平洋の中央部で行われた核兵
器実験で生み出された強烈な放射
性物質は、風に乗り、太平洋を東
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へ広がり、およそ１週間でアメリ
１９５４年５月、 人の科学者
カ大陸に到達。そして、西に広が と新聞記者やカメラマンを乗せた
った放射性物質は、およそ２週間 日本政府の調査船俊鶻丸が爆心地
で日本列島に到達したことが、実 付近を目指し出航。海水、大気、
験を行ったアメリカ原子力委員会 魚が激しく放射能汚染しているこ
の資料で明らかになっています。 とを観測、記録しています。
もちろん、海水も強く汚染し、
核実験中、日本列島を核実験に
様々な魚が汚染しました。
よる放射能が襲いました。当時、
核兵器実験が行われたのは、１ 魚の廃棄基準は毎分１００カウン
９４６年から１９６２年の 年間、ト（ＣＰＭ）と定められていまし
た。ところが、日本列島に降り注
１００回以上に及びます。
魚の放射能検査が行われたのは、いだ雨は、その基準をはるかに超
えるものでした。京都では８６、
そのうち、１９５４年のわずか
０００ＣＰＭ、東京で３２、００
ヶ月間のみです。
日本政府は、１９５４年安全宣 ０ＣＰＭ、沖縄１１０、０００Ｃ
言をし、同年 月 日、すべて ＰＭ、鹿児島２４０、０００ＣＰ
の放射能検査を打ち切ったのです。 Ｍ、福岡３５０、０００ＣＰＭと
とてつもない放射能が降り注いだ
のです。
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『雨に濡れると髪の毛が抜ける』
という言葉を記憶している人は多
いのではないかと思いますが、実
は、根拠のある言葉だったのです。
しかし、いつの間にか、ことわざ
さらに２００万ドルと引き換え だと思われたり、酸性雨の仕業だ
に、すべての責任を問わないとす と思われるようになってしまった
る文書をアメリカと交したのです。 のです。
そのため１９５５年１月１日から
は、全ての魚が水揚げされました。
私が、この事件に出会ったのは

２００４年春。「高知県に第五福竜 なところからのスタートでした。
丸以外の被ばく者がいる」と耳に
これまで数千時間に及ぶ取材の
したのがきっかけでした。そのよ 最初のカットは、高知県宿毛市内
うな事に驚いたのは事実ですが、 外の浦、海岸沿いにある神社の前
それよりもこれだけの大規模な事 に立つ一人の男性の姿から始まっ
件がメディアの手でほとんど触れ ています。神社の周りには満開の
られていないことに驚き、半信半 桜が揺れていました。
疑な思いだったことを覚えています。
挨拶をすると電話で取材をお願
いしていた男性は「自分について
きなさい」と言うと歩き始めまし
た。私とカメラマンの三本は、黙
って男性についていきました。
平静を保っていましたが、初め
ての取材でもあり、真っ白なキャ
ンバスに何を描き始めればいいの
か何も決まっておらず、心の中は
不安でいっぱいでした。
男性の名は、元遠洋マグロ漁船
新生丸乗組員の山下幸男さん。取
材の後、亡くなっています。
もともと幼稚園の先生を 年間
していましたので、
２００４年は、
まだディレクターとしても駆け出
しの頃でした。報道部の経験もな
く、調査報道の方法も何も知らな
いで取材を始めたのです。『事実を
知りたい』…その一念でした。し
かも露出する枠が決まっているわ
けでもなく、何もかもが中途半端

山下幸男さん

日本列島放射能の測定記録(1956-58年）
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放射能検査打ち切りの
公布文書
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と。
●証言①ガイガーカウンター
魚は捨てさせられた
山下さんは、コタツに入ると、
僕の方を見ました。
『質問しなくちゃならない』
そう思った瞬間、僕はこう切り出
してしまったのです。
「水爆実験のこ とを覚えて ます
か？」
今、考えるとそんな唐突な切り出
し方はないだろうと思います。
そんな質問をすれば、相手は警戒
ししゃべることもしゃべらなくな
ってしまうに違いありません。
ところが、山下さんは、静かにこ
う切り出したのです。
「何年の何月ということは忘れ
た がよ。」これまで取材したほと
んどの乗組員たちは、このエクス
キューズから始まります。《せっか
く来てくれたけど、たいした話は
できないよ》という優しさから出
る言葉なのだろうと私はそう受け
取っています。山下さんは、続け
ます。
「当時マグロ船に乗りよってね、
もう 年前やけん、たどったら年
数出てくると思う。ビキニの近く
におったらしいですね。
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かということの報告もなしに、た
だ船と人間と調べて帰っただけだ
と思いますがね。あとは魚を揚げ
てもいかんということで、また東
京から２日、２日も走ったかどう
か、そのくらい走ってから魚を沖
で放棄したですかね。そのビキニ
の時は、その程度しか覚えちょら
んです。
それからあと、２、３年たって
もう一ぺん（１９５７年第８達美
丸、クリスマス島の水爆実験を全
員が目撃）
クリスマス島ですかね。

●雪みたいな粉がチラチラ
その実験にも別の船で遭遇して、
その時は原爆の光見たんですよ。
夜８時やったと思いますが、きれ
いな晴天のはずやのに稲光みたい
な光がありまして、稲光言うより
か青白い閃光で、目に堪えるよう
な光でしたがね。他の人間が『こ
りゃ原爆ぞ！』言うて冗談めかし
たようなことで騒いでおったけど
ね。その後５分か 分くらいする
間に水平線が赤くなったんですよ。
太陽が沈むみたいな、丸い太陽の
倍もあるような大きな塊が浮かん
でね。
『あー、
やっぱり原爆やったねえ』
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その時分だから船同士の連絡は
無線で、陸からも無線の連絡だっ
たからね。
無線でビキニ事件があったが、
福竜丸が被害にあったということ
を無線で聞いてね。我々に無線士
が報告しただけでしたね。私は甲
板員で、詳しいことはぜんぜん分
からんけど。操業しよって、危険
区域では無かった、ちょっと離れ
とった。

操業は中止して東京に入航、帰
っては来ましたがね。帰って来た
ら上陸禁止という事で、『船へ係官
が調べに来るまで船に居れ』言う
がで、船に一泊した。あくる日、
係官がガイガーカウンターですか、
機械で各人調べて。被害の原爆に
かかっちょるか、かかっちょらん

水爆実験のキノコ雲

新生丸は、操業中、マスト横の
棒に死の灰が積もったと言われて
います。ところが、政府の放射能
検査に記録が残っていない謎の船
なのです。２００４年当時で、
人の乗組員中、生存者はわずか２
人。当時、第五福竜丸の乗組員の
約半数が生存していたことからも
19

被害の大きさが分かります。
人がやっと通れる路地を過ぎる
と、山下さんは、私たちを自宅に
招き入れてくれました。
取材を始めた数年は、信頼でき
る三 本カメラ マンと２人で 取材
を 行っていました。三本とは「と
にかく語り始めたら顔だからな。
余計な映像はいらない」と相談し
ていました。彼の証言がすべてだ

新生丸
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言うて騒ぎよったらそれがどんど
ん膨れ上がって、その光が２重に
なってだるま型みたいになって、
みるみる間にずーっとどんどん広
がって、空一杯とまではいかんけ
んど、かなり広い範囲に広がって
ね。広がるにつれて薄うなってし
もて、で消えたんですがね。
我々もその時分に原爆がそんな
命を落とすとか、そんな怖いもん
というような認識は薄かったけん
ね。それからもう皆、その話は忘
れとったけんど。
忘れて操業に夢中になっとっ
たけどね。 ～ 分もしたかせ
んかぐらいにね、夜やけんライト
をあげて操業しよる、そのライト
の光に雪みたいな粉がチラチラし
だして、
『こりゃ死の灰や』いうて
騒いでね。私らも怖がってはおら
ざったけど何か気持ちが悪うて、
私は船の陰に隠れた記憶がありま
す。
それが何ぼも続かんかった、
２、
３分、５分も続いたか、すぐ晴れ
ましたけど。それが後で思ったら
『原爆の灰やったかな』という風
に感じたんですがね。まぁ記憶に
残っちょるいうたらそれぐらいな
ことですね。
」

山下さんの言葉は、あまりにも
衝撃的でした。
広島、
長崎以外で、
キノコ雲を目撃した日本人がいる。
自分自身の歴史観が崩れ落ちる瞬
間でした。
しかも、山下さんは、数え切れ
ないほどの数の被害者の一人に過
ぎないのです。キノコ雲が目視で
きる距離、激しい放射線を出す死
の灰。彼らは、想像を超えた被ば
くをしているはずです。そして、
被ばくによってどのような健康被
害が出ているのかについては、ま
ったくわかっていないのです。
こたつに入り、話を聞いていた私
は、被ばくによって、この日本で
何が起こっているのか想像し、寒
気がしました。
山下さんは続けます。
「その船に乗っちょった人間がど
んどん 代 代で 亡くなって 、
『原爆の関係があるんかなぁ』と
思うてましたが、その当時荒くれ
人間と言うか命知らずみたいな
人 間 ば か り の 集 ま りで し た か ら 、
それで 原爆のこ とを 後々まで 伝
えるという話もないし、それに
『わしらは原爆におうたぞー』い
うて人に話しても、あまり関心が
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無いんです。半信半疑みたいなこ 伊予田さんの父親は、山下幸男さ
とで話も続かんし、最近まで原爆 んが乗った新生丸の総責任者であ
に お う た こ と は 忘 れ て お り ま し る漁労長でした。お父さんの話を
た。原爆が関係で早死にしたのか、 聞こうと思い訪ねたのです。
我 々 乗 り 込 ん ど っ た 人 間 が ど ん ところが、伊予田さんは続けてこ
どん逝ったということは、元気な う話し始めたのです。
人らがガンとか何とかで死んでし
もたということは、やっぱり原爆
のせいやろかな、とは思いますけ
ど。」
被ばくをしたことははっきりし
ていても、そのことによって何が
起こっているのか調査も行われな
いまま、そして医学的に裏付ける
こともできず、不安だけを抱え、
生存者は生きていくしかないので
す。そして、乗組員たちは、自ら
の死をもって事実を伝えるしかな 「わしらが見たのはのう、もう何
いのです。
回かやっちょるがの。色んなとこ
ろでやっちょらい。わしらも見た
けど、親父が見たのとは違う。わ
しらは後よの、１回か２回はあと
じゃ思う。
もう一人、忘れられない生存者
がいました。山下さんの近所に住
む伊予田哲夫さんです。伊予田さ
んも取材の後、亡くなりました。
「原爆のやつかい？おやじも死ん
だけん、資料ももう無い」
伊予田さんの一言目は、その言葉
から始まりました。「資料というの
は？」と聞くと、伊予田さんは「航
海日誌よ」と答えます。

●証言②船は真昼になった
みんな若く死んだ
うちらの場合は通信がきた、
『写真は撮るな』と。わしらは、
写真んは撮らんけど中にはまれと
いう無線は陸から来た。近くでや

「ドゥオーン、ピカピカピカ…」

― 16 ―

民放くらぶ 第 120 号
2016 年(平成 28 年) 1 月

20

30

2016 年(平成 28 年) 1 月 民放くらぶ 第 120 号

るけん、はじめは稲光と言うか、
ピカピカピカピカしよった。ドン
言うたら、もう橙色になった、キ
ノコ雲みたいになって、橙色。船
は昼になった、すごいよあれは、
橙色よ。はじめ青かったね。なん
で橙色になったかねあれ、すごい
わ」
驚くことに伊予田さん自身もマ
グロ船昇栄丸に乗り、被ばくして
いたのです。
伊東「音も聞こえましたか？」
伊予田「聞こえた聞こえた。相当
離れちょるにねえ、ドゥオ――ン
いう音よ。ねきで聞いたらすごい
音しよるぜ。
わしら相当離れても、
あれば聞こえるけんのう。初めピ
カピカピカピカやったのう」
伊東
「どの程度の大きさでした？」
伊予田「どの程度言うたてね、稲
光の太いのぐらいで、ピカピカピ
カ。で、連絡来ちょったから『あ
ー、あれかねえ、あれにしては小
さいなぁ』言いよった。５、６回、
７ 、 ８ 回ピカ ピ カ な っ た か ね え 。
『あんなんかね、水爆はあんなこ
とはない』
言いよったら来たきん。
ドゥオ―――ン言うたもん。あり
ゃあどうせ何かの先走りやの、爆
発する前の。あれ日本の上に落と

し た、 い う たら え え こ と な い ぜ 」
（笑う）
伊東
「写真撮られんと言うのは？」
伊予田「
『眼鏡でも見るな、写真を
撮るな』…と言うてきた。あの時
分やけん、そうとう近くで皆しと
る。うちの親父らはちょうど近く
に居ったけんね」
伊東「お父さんの船は？」
伊予田「新生丸です。親父は３回
も４回も行っちょる。うちの親父
が一番見とらせんか？原爆は、死
んだ親父がの。
ずっと昔から船長、
漁労長やけん。わしらが見るまで
２、３回見た言いよった。やけん
５、６回は見ちょるぜ、親父は。
何回かやっちょるぞ相当、あそこ
で。やっちょろ、やっちょるはず
じゃ。皆。うちらでも 人、親父
が連れていっちょるけど。みんな
早よ死んでしもたわ。みんな若死
にじゃの。」
伊東「仲間が亡くなった時のこと
を覚えていますか？」
伊予田「昔のことやけんの、今や
ったらじきに分かるけんど、もう
何十年も前に死んじょるけん。う
ちの親父と一番最初に乗った人が
玉田マサキチいうての、コック長
じゃった。これは親父とずーっと
10

一緒やけん。その人が死んだ時に
は病院からわし連れてもんだけど、
大熱じゃった。触れんばあ熱かっ
たね」
伊 東「 それは 亡くなって る 状 態
で？」
伊予田「亡くなってる状態でよ、
大熱で死んだけんね。あの時分は
土葬やったけんね、送る時もポッ
ポしよったよ。３日もたっちょる
に、すごい熱じゃの。わしが病院
からもどるに、車で抱いとるのに
手が汗でボトボトしよったけんね。
相当の熱じゃった。土葬で送る時
もポッポしよった、３日も経って
るのに」
取材を始めて 年目。昨年、元
旦から取材が始まりました。
歳で亡くなった乗組員の娘、
川口美砂さんが、地元、高知県室
戸市で被ばく者や遺族の聞き取り
を始めたのです。 人に及ぶ被ば
く者や遺族の聞き取りを行ったの
です。その聞き取りの一部始終に
密着し、映画を完成させました。
この 年間を振り返り思うこと
があります。今年に入って思いが
けないほど生存者が見つかったこ
とに驚いています。これは奇跡だ
36
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と思うのです。激しく汚染した爆
心地で操業を繰り返し、 代まで
生存していることが信じられない
のです。
しかし、事実として生存してい
るのです。これは何かメカニズム
があるのではないかと勝手に思っ
ています。そして、そのメカニズ
ムを解明することが、これからの
被ばくの問題解決の糸口になるの
かもしれないと思っています。
ただ一つ、実感として言えるこ
とは、 年前に聞き取りをし、亡
くなった数十人の人たちの証言の
方が、現在生存している人たちよ
りも激しいということです。
これは自分自身の実感でしかあ
りませんが、強い被ばく体験した
人の方が早く亡くなっているよう
に思うのです。
いずれにせよ、マグロ船、貨物
船、捕鯨船など多くの船が被ばく、
日本列島が汚染、アメリカ大陸が
汚染したこの世界的な被ばく事件
が解明されることは当然のことだ
と思います。より多くの人に事件
に関心をもってもらい、より多く
のメディアや科学者が、事実解明に
携わってくれることを願っています。
［資料提供］ 筆者 南海放送
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