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Theconceptsand partlcularly the technlCSOf

modern epldemlOlogy are sulprlSlngly slmllarto

thosewhichthegelletlCIStaSSOClateSWlthwhathe

termspopulatlOngenetlCS ItlSOneOfthepurposes

otthlSpreSentatlOntOlndlCatethisParallellSrn ln

approachesthIOughaconslderatlOnOfastudy･of

thegenetlCeffectsoflOnIZlng radlat】Onlnman

Whllethedatatol光repOrtedhavenotprevlOuSly

appeared ln the lllerature,We Shallemphas･ze

methodologyhereratherthandata

The prospects for genetlC damage followlng

e)こrX)SuretOIOnlZIIlgradLatlOnShavebeenadmlrably

summam･edlntllereportsOftheU S NatlOnal

AcadenlyOfSclenCeS-NatlOnalResearch Councll

(1956),theBllLIShMedlcalResearchCouncll(1956)

theWolldHealthOrganlZatlOn(1957),andmore

recer.fly,theulltedNatlOnSSclentlfLCCommittee

ontheEffectsofRadlatlOn(1958)Weshallassume

thatthesubstanceofthesereportsISnowamatter

ofcommonknowledgeand,weshall,therefore,not

revtewtheexperimentalobservat10nSfrom which

oneaLgueSthatagenetlCnSkwlllaccruefrom

theexposureofhumanbelngStO10nlZlng radla-

tlOnS Assessmen亡ofthlSrlSklnmanllaSbeen

hamperedbyalackofbasIClnformatlOnregardlng

suchvarlablesasspontaneousratesofmutatlOn,

selection pressure, average OVerdomlnanCe Of

nomlnally recessIVe mutantgenes, and others･

現代疫学における諸概念と掛 こその技法は,退伝学-

省のいう柴田迫伝学における諸概念および技法と潔 く

ほど析似している0本恋の目的の一つは,人間におけ

る電離放射線の迫伝的影野に関する研'jt:を取 り上げて

この2つの//)野における研究方法の頬似性を示すこと

にあるOここに報告する資料は未発表のものであるか

ここては資料よりもその方法を強調するO

電離放射線照射後の遺伝的障害に関する見通しにつ

いては米国学士院一 学術会談 (1956),英国医学研究

会議 (1956),世界保健機桝 (1957)および取に最近で

は,放射松影軌 こ関する国迦科学特別委員会 (1958)

の諸報告に実に立派に総括されているOわれわれは ,

これらの報告内容が今では一般によく知られていると

仮定して,人間に対する電離放射線傾射には逓伝的危
険かあるという議論の根拠となる実験結果については

市松討 しないことにする｡人間におけるこの危険の評一

価は諸種の変数例えは突然変異の自然発生率,添J汰に

よる圧迫や名目上,劣性である突然変災逓伝子が概し

て超優性であること等に関する基本的知識の欠如のた.

め困難であるO
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Furthermore,andfortunatelyso,thenumberof

humanFK)pulatlOnSeXPSedtohighorrnoderately

hlghamountsoflOnlZlngradlatIOnSarefew.One

suchp)pulatlOn,llOWeVer,COmpnSeSthesurvIVOrS

oftheatomlCt氾nlblngSOfHlrOShlmaandNagasakl.

ThebulkoEtheresultsofacomprehens)vestudy

oEtheeffectofexfDSuretOtheatomicbombson

thlSPpulatIOnbstX enreportedelsewhere'･tIn

them'lJOrreport.attenttOnWasCOnflTledtoobserya-

tlOEISOnpregnanCleS OCCurrlngtOuJ-relatedparents

DurlnglhesameIntervaloftlme,namely.1948-

1953,0bservatlOnS lVerealsoobtatnedonsome

5,163reglSteredpregnancleSOCCurnnglnHlrOShlma

andNagasakltOparentswhowererelatedasflrSt

couslnS,flrStCOuSlnSOnce removed,orsecond

couslnS Thereareanumberofreasonswhythe

gerLetlcIStlSlnCltnedtovtewthelatterPregnanCleS

ofrelatedparentsasTX)tenttallyamoresensLtLVe

IndexofradlatlOn-.nducedgenettcdamage h_its

slmplestterms,themalnllneOftheargumentlS

thatttlCaddLtlOnOfradlatlOn-1nducedmutaTltstotlle

mote homozygous, and presumably less elastlC,

genctlCb'lCk-groundoflnbledchlldrenmayprcduce

arelal】Vclygreatereffectthanwouldbeapl)arent

lfthesanlemutantsWereSuperlmTX)Sedonthemore

heterozygous genetlC backgrour)d of nonlnbrcd

chHdTCrl,thatlS,Chlldrenborntounrelatedparents.

Jtseemed unlVISe,therefore, lntheana】ys】sof

thedatafromliLrOShlmaandNagasakl,tO Slmply

poo一the pT-eSent ObservatlOnS With those on

nonlnbredchlldren,partlCulallyslnCetheInbred

childrenwerenotunlformlydIStrlbutedoverthe

var10uSe)こPOSuredassestot光 descrlbedshortly

Thepresentreportservesthentocompletethe

pICtureOftheeffectsofparentalexposuretothe

atomlCbolllbmgofthesetwocltleS

BrleIDescrlptlonofthoPrograrTI Intheyears

immedlaLely followlng World War Tl.a rat10n

systeme〉【lStedlnJapanwhlChpermlttedpregnant

womentoacqu‖~ecertalnratLOnedItemsbyregLS-

terLngthefactoftheLrpregnancySOmetLmeafter

therlfthmonthofgestatlOnーTheeConomlCmllleu

ofJapanlnthlSper10dwassuchthatreglStrat10n

wasvlrLullycomp)ete Thereexisted,then,aset

ofClrCumStanCeSWhtchaffordedanopporLunlty

tolaunchacomprehensHJeprOSpeCtlVelyorlented

studyofpregnancytermlnatlOnSfollowlngparental

その上,幸いではあるが,大量または中等度の喝離

放射投射射を受けた人口柴田の数は少ない｡しかしな

がらそのような人口集団の1つに,広島および長崎の

被爆生存名がある｡この人口集団に対する被爆形辞の

広範臥こ及,G研究岳黒の大部分は別に報告した1,か｡

そのうちの主要報告では,血錘のない両親における妊

娠の挽祭のみに注意が向けられた｡同漸間中に,すな

わち,1948-1953年の間に広島および長崎で岡親がい

とこ或いは.またいとこである約5,163件の妊娠も狂

点され観察が行ls:われた｡迫伝学名が故老の血縁関係

のある両親における妊娠が放射畝誘発退伝的損僻のよ

り感度の高い指標となる可任性があると考える理由は

多分にあるOその論旨の主要点を簡単にいえば次の放

りである.近親耗姫の両親に生まれた子供の迫伝的背

部は他の子供よりも同型接合状態に近く,かつ恐らく

航応性も少ないと思われるので,放射鰍 こよって誘発

された突然変災体か付加された場合には血族IXj旅のな

い両親の子供の発塑接合性の迫伝的背部に同一の突然

変恥体が付加された時に比べて比較的大きな彫師が生

じるであろうと云うのてある.掛 こ近親紙婿による子

供は,後述の各被爆分類群に均一に分布 していないの

で,以前の報告では広島および長的からの托料の解析

に当って,これらの観察結果と血族関係のない岡親の

子供に的する資料とを何科 こ加え合わせることは賢明

ではないように思われた｡本報告は岡都市における丙

穀の原子爆砕被爆の影響に関する以前の資料を祁足完

成しようとするものである｡

研究計百の簡単な説明

第二次世界大戦の直後,日本には食湿配給制皮があ

って,これによって妊娠第5カ月EI以掛 こ妊娠のホ実

を登録すれば,妊鰍 まある種の物品の加配を受けられ

る上うになっていた｡この時期の日本の提訴状態は非

常に悪かったので妊軌 王殆んど全部畳鋲されていた｡

これらの条件が揃っていたことは両親が放射操船射を

受けた後の妊娠終掛 こついて将来に向って総合的な研

究を開始する機会を提供した｡1948年広也および長崎
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irradlat10n Wlththel:00perat10nOEthemunlCLPal

authorltleSlnHIrOShlmaand Nagasakl,aSystem

waslnStltutedln1948wherebyatthetlmeOfher

reglStratlOnforratl0nS,eachpregnantwomanor

herrepresentaLIVea一soreglSteredwlthH1eAtomlC

BombCasuahyConlmlSSIOn(ABCC),anagencyof

the NatlOnalAcadenlyOESclenCeS-NatlOnalRe-

search Councllwolklng lnCOOPeraL10n withthe

NationallnstltuteOfllealthofJapan Atthetllne

ofreglStratlOn,thefll-SttwothlrdsofaquestlOn-

nalreWasCOmpleledwhlChIncludedsuchItemsaS

ldentllylngH1rOrmatlOn.abriefradlatlOn h】story

ofthehusbandandwlfe,ashortsummaryofthe

past I'eprOductlVe perEornlanCeS, and perllnent

deta一lsconcernlng thepresentpregnancy Upon

thetermlnatlOnOfthe pregnancy,theattendlng

rnldwLfe or physlcLan nOtLfled the ABiCC.and

completedtheprev10uSlymentlOnedquestlOnnalre

TrrespectlVeefthetypeofterm■naL10n,aJaparLeSミ

physIClan ln the emp一oy ofthe ABCC or the

Japanese Nat10nallnshtute()IHealth called to

examlne ttle Chlld as prornptly aflelbLLth as

posslble The completeness ofthisSystem Of

reportlngandf0日ow-1lpwascheckedper10dlCally,

thesechecksrevealed lhatapproxlmately93per

centoftheblrthsoecumnglnHlrOShlma.anda

somewhathlgherflgurelrLNagasakl,Wereknown

to the conlmtSStOn A largeproportlOnOrthe7

percentnotaSCertalned through thlS SCheme

subsequentlycametoourattentlOnthroughother

channels The latter,unreglStered blrths.whlle

notLT_CILr,ledlntheresultstobereported,permlt

an appraisalof the representatlVeneSS OE the

reglSteredblrths

lntheeventthatapregnancytermlnatedabnor-

mallyaslnaStlllblrthorachlldwlthacongenltal

malLonnat10n,aSupplementaryquest10nnalreWas

completedlnthepatlentlshomebytheexamtnlng

physIClan ThlSqueStlOnnalre Wasdeslglled to

obtalnmoredetalIedInformationOnthegyneco]oglC

hlStOry,maternalIllnessdunng pregnancy,past

reproductLVeperformance, and economlCSLatus.

TnaddltiontothlSqueStlOnnalre,b)oodwasdrawn

from themotherLopaserolcglCaltestforsyphllis

(on theaverage,some5percerLtOfthesetests

wereposltlVe) Thesamesupplementary ques-

tlOnnalre Was rOUtlnely completed on eyeTy

reglStratIOnWherethetermLnal dlgttLnthereglS-

tratlOnnumtkrWasZero

で,市当局の協力を得て妊婦またはその代理が特別配

籍のための菱食をする掛 こ原爆俗書粥虎委Jl全 (AB

cc)にも豊海される制度が設けられた｡ABCCと

は米国学士院-学術会議の現地扱関で国立予防衛生研

究所と協力して調査活動を行なっている｡竪録の際質:

間告の内容の3分のZについて記入がrTなわれ,身元

確認のための汽料,夫妻の即 iiな原爆被爆歴,既往の

出産の紙業おJ:び現在の妊娠に関する細かい関係資料-

などが求められた｡妊娠終結と同時に,ィ､1添いの助産_

婦または医師riABCCに通知し,さきに記入された

質間宮が完成された｡出産の惑煩に拘らず,AJ3cc

または日本国立予防衛生研究所の日本人医師は,出生

後出来るだけ早く家庭訪問を行lL:つてその小児を診察~

した｡この通告および経過扱祭の制度の完全さについ

ては定期的に調べたが,この括果ABCCに通知され_

た出盛の1,,kIJ合は広島で約93/OQ'.長崎では,これよりも

多少高率であると認められた｡この横柄によって確認

されなかった7,%の大部分は,その後他の径路を通じ

て確認したO後者の豊原制度に基づかない嗣盤によっ

て確認された地政は,ここに報告する結JRには入って

いないが,その調査によって,畳赦された出産の代表:

性を評価することが出来る｡

死産または先天性奇形のように.妊娠於AJ=が異常で

あった場合には,患老の宅で診察医は追加TEFI''q怨を記

入したOこの節uj執 王府人相病歴,妊娠中の妊婦の疾

患,過去の妊娠,および経折的状態に関する妃に詳し

い賃料を得るために考案された｡この質問Tli!の他に,

血わ等梅韓検査を行なうため,母親から採血した｡(千

均してこれ等検査の約 5/Oo'が陰性であった)さらに竪

叙番号の最後の桁が零である者についても,この追加

質問書の記入が行なわれた｡
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A morecompletedescrlptl0nOftheprogram

wllltx･foundln Neeland SchullIlnformatlOn

tcarlr)g On the rellabllLty Ofthe consangtJmlty

data,andtheImportanceOfCertalnSOCIOeCOnOmic

concomitantsOnthedatatot光 preSen(edhasbeen

glVenelsewhereI

ParerttaIRadLatlcrlE:xF)05ure Cleat1ytoextract

themaximum lnrOrmat10nfrollltlleSltuatlOnWe

have descrlbcd, an experlmentaldeslgn more

sophlStlCatedthanuleSlmpledlChotonly,eXPOSed-

not,{Xpcsed,wasneeded Avatlabletoestlmate

theexposureofaglVenlndlVLdualwaslnformatlOn

cn(1)hlSOrherdlStanCefrom ground zeroat

thetimeOLthebomblng,(2)theoccurrenceof

epllatlOn, glnglVll)ら and peteChlae, Symptoms

hlghlyCorrelatedwILhradlationsLCkness,and(3)

thesTlleldlng TleOrShemayhavee:{l治rlenCed.

AvallablealsoWasSomeknowledgeregardH1g･the

neutron and gammadose,ln all,atSpeClfLed

dlStanCeSfromgroundzero Thelatterlnformat10n

wasconsLderablylessprecisethancouldbedestT'ed,

Ortllan lSfrequently lmaglned ThedlStanCe-

dosagerelatlOIIShlpShavebeenrepeatedlyrevISed

lnthelnlervenlng13years,andwlllmostprobably

undergo fultherrevISLOn ThlS,then,was the

･backgroundon whlChoTl.ehadtodecLdehowtxtst

torecognlZeVarylngdegreesofradlationexposure

ln general,two solut10nStOthe problem of

･estlmatLngdegreeofexposurewereavallable On

theonehand,OnecouldattempttoassLgnascore

toeachexposed lndlV)dual,thlSscore belnga

lunctlOn OfdlStanCe.Shleldlng,andsymptoma一

寸ology lfappllCable,thISapproachwouldpermlt

lheuseofsomewhat moreelegantprocedures

forestlmatlngtlledose-genetlCeffectrclaLIOnStllPS

thancou一dbeusedw】ththesecondalternative It

hasthedlSadvantagc,1npraCtlCe,OfrequlrLnga

valueJLdgmentlntheass】gnmentOralmostevery

Score,andasaconsequence.theapparentprec卜

slon-nestlmatlngthegenetlCeffectmayWellt光

SptlrlOuS On theotherhand,onecouldadopta

Class)flCatOrySCheme Thepnnclpaladvantageof

thelatter.perhaps,lSthatltlSthemoreく:OnSer-

vatlVeOEthetwoprocedures,andlesssubjectto

datLng byrevIS10nSln lhebasICdlStanCe-dosage

研究計画については NeelおよびSchullの報告1'に

詳しく祝明してある｡血族結婚のPZ科の倍溶性および

ここに報告する質料に対し,特定の社会経済的要素が

布する来賓性に関しては別に報告がある日｡

親 の 放 射 線 厭 射

上述の状IBiから荘大阪の賃料を引き出すた桝 こは,

被爆者と非被係老の2つを簡Iliに比較する方法よりも

更に杓密な突放方法が必要である｡特定の 1個人に対

する放射線僻射を評価するのに利用し得る賢料は.(1)

原爆時の爆心地点からの距離 (2)脱毛,歯較炎および

点状ui血など放射良疾患と相関の高い症状の発生,お

よび (3)遮被状態であった｡又爆心地からの各距離に

おける中性子およびガー/マ一室中萩丑に関する若干の

知見も利用できた｡後者の染料は,希望するほど正確

ではなく,また,しばしは想像されているよりも相当

不正確である｡距離一線丑関風 土過去13カ年間に栽度

も修正されているが恐らく,今後も修正されると思わ

れる｡従って,これらの資料を品にして種々の程度の

放射線附別を評価する点良の方法を決定せねはならな

かつt二｡

一般的に放射凍照射の程度を推定する問題に対し.

2つの解決法を用いることが出来る｡ 1つの方法は各

被爆老に対し,被爆距離,遮蔽および症候に従って評

価値を与えることである｡この方法が,もし適用.1-.来

れば鋭iii-と退転的影野との関係を評価するのに第 2の

方法を用いた場合よりも親分す ぐれた処理が可能にな

る.しかし,実行に当たり殆んど全部の評価値に対し

て価値判噺をしなければならない欠点があり,従って

迫伝的影呼の評価におけるその外見上の正確さは,早

に見せかけであるかも知れない｡他の11-法とは分類法

を採用することである｡後者の主な利点はこの2つの

地理方法のうち,より陳守的な方班であり.基本的な

軽錐一線丑関係の修正のために時代遅れになることが
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relahOnShlPS TheclasslflCatOryschemeevolved

totakeintoaccountdlStanCe,Shleldlrlg,andsymp-

tomatologywasasfollows.

1 NotpresentlnHlrOShlmaOrNagasaklat

thetlrneOfthebomblngS

2 PresentlllOneOrtheotherofthetwo

clt】eS,butasymptOmatlC,andatadistancefrom

groundzero(a)greaterthan3,000meters,or(b)

0-3,000metersandheavllyshielded,or(C)1,500-

3,000metersandmoderatelyshlelded,ol(d)2.000-

3,000mleterSandllghtlyshlelded

3 PresentbutasymptomatlC,andatad】stance

of(a)2,000-3,000metersandunshlelded,or(b)

1,000-2,000metersandllghtlyshlelded,or(C)01
1,000nletelSandmodelatelyshlelded

4 PleSentbutasymptomatLC,andatadlStanCe

of(a)lessthan2,000metersandunsh.elded,or

(b)lessthan1,000metersandllght】yshlelded

5 Presentbutlessthan3,0001一,leterS fr♂l一

groundzero,andreportingepllatlOna/oglnglVLtlS,

a/opetechlae

TheshuCtureSWhlChweledeflnedasaffold111g

heavy,moderate,orllglltShleldlngareglVenln

NeelandSchull1TIN FromavarletyOfsources

ofevldence,lthasbeenestlmatedthattheseflVe

categorleS Ofexposurecorrespond to dosesof

approxlmaLely05-10,40-80,100-150,and200-300

roentgensequlValentphysICalrespectlVe】y

ThoData Ofthe5,163reglSteredpregnancleS

ofrelatedparentslVhlChweleObserved,382were

rejectedprlOrtOanalystsforavarletyOfreasons,

among thesereasonsbeing(1)Incompletelnfoト

mat10nOnblrthwelgllt,bllthrank,nlaLernalage,

orparentalexposure,(2)relatlOnShlpOfuncertaln

degree,moreremotethansecondcouslnS,OrCloser

thanflrStCOuSlnS,(3)Inducedpregnancytermlna-

t10nS,and(4)multlplebllths Table1glVeSthe

dlStrlbutlOnOftheremalnLng4,781birthstorelated

parentsbyparentalexposureandc】tyBecauseof

thepaucltyOflndlVldualsfalllng Into exposure

categorleS4and5,theselndlVldualsarecombined

wlthgroup 31nallsubsequenttables(theest卜

matedmeanexposureforthe comblned groups

(315)lSaboutlooreps)

少ないことであろう｡被爆距離遮蔽および症候を考慮

に入れて考案 した分析法は次の通りであったo

l 煤常時広島または長崎にいなかった老

2 二都市のいずれかにいたが無症険で爆心地から

の距離が (a)3000mよりも大であった者,(b)0-3000

mで強度の遮蔽があった者,(C)1500-3000mで中等

皮の遮蔽があった名および (d)2000-3000mで軽度の

遮蔽かあった老

3 市内にいたが軸症状で被爆 距灘 か (a)2000-

3000mで遮蔽かなかった者,(b)1000-2000mで軽度

の遮蔽があった宅および (C)0-1000mで中等度の遮

蔀かあった宅

4 市内にいたが無症候で被爆距離が (a)2000m以

下で進藤がなかった者,(b)1000m以下で軽度の連破

かあった老

5 市内にいたが爆心地からの距離か3000m以下て

脱も 歯緋fH血または点状出血があったと報告した老

礁臥 中等庶おJ:び軽度の速蔽と定義した建造物に

ついてはNeelおよびScTl1｣11の報告に説明 され てい

る01,11ナ) 種々の出所からの評抱によれは,これ等 5

つの被爆分拝群における練立は,それぞれ約05-10,

40-80,100-150および200-300rと縦置きれてい

るO

資 料

血縁関係のある両親における妊娠は5,163件豊銀さ

れ観察か行なわれたがそのうち,382例は種々の理由

のために解析を行なう前に除外したoその理由は次の

通 りである｡(1)出生時体重,出生順位,母親の年齢,

または親の被爆に関する資料の不備,(2)近親結婚の

程度が不明,あるいは,またいとこよりも遠い,ある

いはいとこよりも近い讃 同士の結婚,(3)人口妊娠中

絶および,(4)多産などであるO表 1は血縁l共催 のあ

る岡掛 こおける残りの出産4,781例について親の被爆

程度別および都市別分布を示すO被爆分析約4および

第 5の者は少数てあるから,その他の総ての来ては,

第 3群と合計されているo (第3-5群を合計したも

のの推定平均線量は約 100repである)

(5)



Tabl●1 TheDIStrlbuttonofBu(hstoParentsRelatedasFlrStCousins,

FlrstCousLnSOnceRemoved,orSet:ondCouslnsbyCltyand

ParentalE)(FX)Sure

表 1 いとこ同士および,またいとこ同士の近親結婚の子供の都市別両親

の被爆程度別分布

a HlrOShlllla 広 瓜

MotherlsExposure 母親の被爆

1 1 2 1 3 1 4- 5
Total
計

4 L 440t l苅l
Total a l 1,29

ち Nagasakl 長 崎

Mother'sExpsure 母親の被爆

2 1 3 1 4-5
Total
計

･otal 計 巨 7可 986 I 891 45 T 2･826

Table2 MeanCoefflClentOETnbreedlngAmongtheOffsprtngofRelated

ParentsbyParentalExJmure.TheNumbersofObservatlOnSOn
WhlChTheseMeansRestAreGIVenlnParentheses

表 2 近親結婚の子供の平均近交係数の両親の被爆程度別分布

平均値の基瀕となる観察数は ( )に示す

･otal 計 T (3謂 日 (2,2塁針 o(34,針 (宴濯 ヲ

(6)



IdeallylntheanalystsOfthesedata,theprecISe

relatlOnShlpOftheparentswould be taken Into

accountbya procedure.say,such asregresstng

thevallablelnquestionOnthecoefflCICntOfln-

breedlrlgWlthlneachofthevarlOuSexposureCells,

andthentestlngthehomOgeneltyOfthelntelCeptS

andregress】OncoefflCLentSSO Obtalned Unfortu-

nately,thedata arelnSufflClerlt,PartlCUlarlyat

thehighercomblnedparentalexpostlreS,tOlllake

thlSapproachfeaslble A lesssensltlVeProcedure

lStOpoolthevarloustyl)eSOfparentallClatlOnShlP

wlthln each oftlle eXpOSule Cells, and tllen

contrasttlle pooled observatlOIIS ThevalLdltyOf

thlSlatterapproachrestsonseveralzISSUmptlOnS,

themostImportantOfwhlChlSthattheaverage

coefflClentOflnbreedlng,aSWe一lasthe varlanCeS

ofthesecoefflClentS,1Sthesameln eachoftlle

exposure cells Table2 presents the weighted

average coeff】clentOf lTlbreedlng for the mne

exposurecells ltwlllbenotedthatthesevalues

rangelronl00391to00501,butlI-general.clustel

falrlytlght】yaround tlle meanOVer-allexposure

cel一s,namely,00459 ThewllhlnexposureCell

variancesexhibitacolllparablerangeofvanat-oll

tothatobservedamongthemeansThus,ltWOuld

seem thatthe related marrlageSencountered ln

theexposureceHsaresufflClentlyslm･larln type

andfrequencythattopooltheobservatlOnSO】1the

various degreesofrelatlOnShlp Wlthln eXPOSule

cellswouldnotleadtoslgmflCantCOnfoundlngOf

lnbreedlng effectwlthtlleeffectsduetoparental

exposure

lnforlnatlOnlSaVallableonthefollowlngVarlables

pLeSumablylndlCatlVeOfgcnetlCradlat10ndamage,

thesexratio,thefrequencyofmajorcongemtal

malformations,thefrequencyofsttllblrths,the

frequencyofdeathlntheflrStWeekofllfeamong

llVebornchlldren,bllthwetght,andcertalnaT)thro-

pornetrlCdataobtainedapproxlmate】ynlT)emonths

postpartum ona sarnpleofthosesurvLIVlng tO

thlSage TheobservatlOnSOnthesexratlOhave

beenpresentedelsewllereEashasthelnformatlOn

onbirthWelghtaTldtheanthropometrlCmeaSure-

nlentSINoslgnlflCantdlfferencesamongeXpOSule

cellslntheblrthwe】ghts(meansorvarlanCeS)Or

among the anthropometrlC meaSulementS Were

これら資料の解析において理想的には,ある処理に

よって,両親の正確な血族関係を考慮すべきであるo

例えは,被爆状態別の各箱における問題の近交係数を

変数とした回帰解析を行ない,このようにして求めた

切片と回帰係数の均等性を検討することであるO残念

ながら,強度の放射線を受けた両親を合剤した群につ

いては資料か特に不十分であるのでこの方法は不可館

であるOもっと感度の低い方法は,各社爆状態別箱ご

とに軽々の程度の血族関係のある両親に関する観覧ミ結

果を合引して比較を行なうことである｡この後述の-JJd

法の芸当性は,いくつかの仮定に基づいて居り,その

中斑も盃iiEなものは,各被爆状態別箱において平均近

交係数およびその係数の分散か相等しいという仮定で

あるO衷 2は9つの被爆状態別箱における近交係数の

重みつき平均を71託す｡これ等の値は00391から00501

までの馳田にあるが,一般的に総合計の平均値すなわ

ち,00459r=かなり近い値をとる｡被爆状態別の各箱

内の分散は,平均値に見られた分散の範囲とはば同程

度である.従って,各被爆状態別節における血族結婚

の魂煩とその頻度はお互いに十分似て居るので,各被

爆状態別館内の種々の程度の近親結掛 こ関する観察結

果を合計しても両親の被爆による影啓と血族結婚の影

帯との著しい混同か起ることはないだろうと思われ

る.

遺伝的放射線的供を7-I;すと思われる下記の変数につ

いて資料が集められている｡すなわち性比,主要先天

性奇形の頻度,死産の頻度,生産児の生後 1週間以内

の死亡の頻度,出生時体重および生後約 9カ月の時に

それまで生き残っていた乳児の標本について求めた特

定の人体計測値｡性比についての観買''と出生時体正

および人体計測値 '̀に関する資料についてすでに報告

したOそれによると出生時体重 (平均値および分散)

五色びに人体計測値には,各被爆状態別頂問に,何等有

恵の差共は証明出来なかったO又血族結婚の両親の子

供のみに関する性比の資料には有意の被爆影響は認め

られなかったDしかしながら血縁関係のない岡親に閑

( 7 )



demonstrable ThesexratlOdataontheofEsprlng

oEthe related parentsalone dld notreveala

slgnLflCantexposureeffect However,lVhentaken

in conjunct10nWL(h thedata presented on the

unrelatedparenls,thereemergedsmall,butconsISt-

entdlfferencesLnthesex ratlOCOmpatLblewlth

theeffectstobe expected lfsex-1lnked lethal

geneswereInducedbytheradlatlOn Wepresent

heretheobservatlOnSOnHlefrequenciesOfzlla)Or

COngenltalanomalleSandperLnatalmortallty(Stlll-

blrthsplusdeathslntheflrSt､Veekofllfe)

ThespecificmallormatLOnSdefllledasmaJOrare

tabu)atedlnNeeland Schulll,1nSubstance.aTly

malformatlDnWhlChWaslnCOmpatlblewlthllfe,or,

)icompattble,seriouslyllmltedthefunctionOfthe

tndlVldual,wasdeELLledasamaJOrmalforrnatIOn.

ThedlStrlbutLOnbyparentalexposureandcltyOf

blrthofchlldrenwithmaJorcongenltalmalrorrrla-

tlOnSborntorelatedpar-entSISgivenlnTable3

IntheanalystsOfthesedata,observat10nSfrom

HlrOShlmaand NagasakLhave t光en pooled to

IncreasethenumbersofentrleSlntheexposure

cells,TトISassumesthattherelsnoheterogenelty

txLtweeTtCLt.eS,anaSSumptlOnWhlChrrlaynottX:

strLCtlytrue However,lnananalystsOftlleeffects

oElnbreedlngOnpregnancyLermlnat10nln Japan

Lmseduponchlldlenborn to parentswhowere

ettherunexposcdorllghtlyexposed(category2),

Schull'foundnoevldenceofheterogenellybetween

HLrOShlrnaand NagasakllntheregresslOnCOerf1-

C1entSWhen (he frequenc)rofmaJorcongenltal

malformatlOnSWasregressedonthecoefflClentOf

)nbreedJngF(InC)udlngF-0,thatls,theofEspMg

ofunrelatedparents) Therewas,however,evL-

denceofhetelOgelleltylntheregreSSIOnOf̀ èarly

deaths‖onlheくニOefflClentOflllbrecdlng Theterm

''earlydeath''doesnotCoverapen0doftlme

equalLothatencompassedby"perLnataldeath''

TheformerIncludesdeaulfromtheseventhdayof

llfetotheendollhe一汀stmOnH1 Stncemost

deathslntheElrStmonthoccur,lnfact.lntlleflrSt

lleek,ltlSreasonabletoassumethatheterogenelty

vヽould also exIStbetweencltteS Wlthregard to

perlnatalmorLaLlty,and thlSCanbeshowntobe

true_

する資料と共に検討した処,放射線 こ上って伴性致死

退伝子が誘発される場合に予期される形軒と一致した

性比の差異が軽度ながら-黙して罷められている.本

報告では主要な先天性奇形および分娩時死亡率 (死産

並びに生後 1週間以内の死亡)を取り上げる｡

載皮の奇形と走去されたものの一覧熟 王Neelおよ

びSchulluによって作成されてIZ;-る｡要は生存を不可

能にする奇形または,生命の推特には差し支えないが

抜穂をひどく制限する奇形はすべて敷皮の奇形と定義

した｡血綾関係のある両掛 こ生まれた子供の強度の先

天性奇形の出生都市別,親の被爆状態別の分布は表3

に示す｡これらの賢料の解析に当って,各被爆状態別

館内の例数を柳 げ ろため広括および長崎の観'tE結果

を合計tした｡これは両都市の間に差掛 土ないと仮定し

ているが,この仮定は厳密には正しくないかも知れな

い｡ しかし Schullnは非被爆者および軽度の被爆者

(分析2)である両親に生まれた子供に基づいてEI本

における妊娠鈴掛 こ対する血族EiJ媚 の彩管の解析を行

なった結果,強度の先天性奇形の頗度の近交係数 F

(F-0,すなわち血良関係のない両親の子孫も含む)

への回帰を求めた場合,回帰係数には,広Ll,と長崎と

の間には何等差異は兄い出されなかった｡しかし ｢早

期死亡｣の近交係数への回榊 こは匹があった｡｢早期

死亡｣という用掛 ま｢分娩時死亡｣とは別の時期の死

亡を指すものであるoすなわち前掛 七生後節 7E相 か

ら生後 1カ月末までの死亡を含む｡生後 1カ月以前の

死亡の多くはホ東上,生後 1週間以内であるから.分

娩時死亡率についても,両都市間に遊粥があるだろう

と推定するのは妥当であり,且つ文案そうであること

が証明出来る｡

(8)



AnalysISOftheobservat10nSOnmajorCOngenltal

anomalleS by elther the method of Roy and

Kastenbaum5 0r regression technics falled to

revealaslgnlflCanteffectofmaternalorpaternal

exposureon the freqt】enCyOfmajor COngenltal

malformatlOnSTheregLeSSIOnmodelusedwasof

thefollowlnggelleralforrrL

強度の先天性異常に関する観察結果の解析は,Roy-

およびKastenbaum5'の方法または回帰解析法の何れ

によっても.強度の先天性奇形の頻度に母親ないし父

親の被爆のための有意な影啓を認めることは出来なか

ったC使用した回帰数式は,次の一般的形式のもので

あった｡

E(pり)-育+bl(Fl一首)+b2(Mr両)

whereE(p")1Stheexpectedpropot-t10nOfmall

formedInfantslntheりtlexposuleCell,す lSthe

averagepropoltlOnOfmalformedInfants,blandb2

areregresslOnCOefTLC.entS,F.andF (MJandM)

arerespectlVelytheaverageexposureoffathers

(mothers)Ln thellh(】1h)exposurecategoryand

themeanpaternal(maternal)exposure lnactual

computatLOn,aWe)ghtedregleSSIOnWasfltteduslng

thearcsm transfonnatlOnratherthantheobserved

proportlOnS Itmust,ofcourse,be brnelnmlnA

thattheappllCatlOnOfregresslOnmethodstothese

data一mVOIveartClementOfappLOXlmatlOn Asmlght

be surmlSed flOm Inspection Of Table 3,the

regleSSIOnCOefflclentSarebothnegativelnSlgn

althoughnelther-sslgnlflcalユーlydlfferentfrom zero

TlleSurprlSeWlthwhichonegreetsthlSfailure

todemonstrateslgnlflCantdlfferencesamong the

exposule groupsWLllbe ln parta functlOn Of

wlletheroneviewsnaturalselectLOnaSprlmarlly

favormg homczygotesor heterozygotes Atthe

presentt一mesuchlSthepaucltyOfdataon man

thator:I,(andefendeltheroEthesealternatlVeSWlth

equalvlgOr lnthlSCOnneCtlOn,NeelFhasrecently

presentedevidencewhichcan beinterpretedas

suggestlng thatsomecongenltalmalformationsln

manlnayrepresentthephenodevlantSfrombalanced

homeostatlCSystems Theremay, then,be no

contradlCt10nbetweentheapparenteffectofparental

exposure on the sex ratlO,and thefallure to

obselVe an effectofpalentalexposure On the

frequencyofcongenltaldefects

Table4presentsthedlStrlbutlOn.bycltyOfbirth

and parentalexposure,ofInfantsdyLng ln the

perinatalperlOd ltlSWOrth emphasIZlng that

pertnataldeathsIncludettlOSepregnarICleSterm1-

natlngafter21weeksofgestationlnaStllltヵrn

InfantorachlldfalllngtOSurVIVetheflrStWeek

そこでは,E(p..)は,lJ番目の被爆状態別符にお

ける奇形児の割合の期待値であり,盲は奇形児の割合

の平均値,bユとb2は回帰係数,FlおよびF(M,およ

びM)はそれぞれ 1番目 (J'番目)の被爆分校群にお

ける父親 (母親)の平均被爆程度とすべての父親 (悼

親)の平均被爆程度てあるO実際の副葬では,紋ZTJqき

れた比率よりも寧ろ弧正弦変換を用いて加正回榊を求

めたo勿論これらの資料に回帰解析法を応用すること

紘,近似の要素が入ることに留意せねはならぬ｡袈3

を見れば分るように回帰係数は,何れも0とは有意な

差はないか,符号は双方とも負であるO各被爆分節群

の間に有意な差粥を証明し得ないことに対する照きも

自然泡汰において,同形接合体または卿 捗接合体の何

れか主に有利であるかの考え方によって幾分か逮 うだ

ろうD現在の処,人間に関する資料が非′新二少ないた

めいずれの説も同じように強力に弁護出来る｡これに

関して Nee16'は巌近人間における若干の先天性奇形

は生体の正常平衡体系の表現型の興常を表わすかも知

れぬと云 うことを示唆していると解釈できる証拠を提

出している｡しからは両親の被爆のために性比に影静

か見られるのに対し,先天性異常の頻度に両親の被爆

影響を観察することの出来ないことの間には何も矛盾

はないかも知れぬ｡

袈 4は分娩時死亡例の出生都市別および両親の被爆

状態別の分布を示すO分娩時死亡には,妊娠21週間以

後の死産または,生後 1週間生きることの出来なかっ

た者で,しかも肉眼的に異儲か観察されなかった者か

含まれることを強調する価値がある｡異常のある死産

(9)



Tabl●3 TheD-StrlbutlOnbyClryOfBlrHlaJldParentalExposureof
lnfantswL(hMaJorCongenitalAnOmalleSborntoParentsWho

WereBtologlCallyRelated

表 3 血縁関係のある両親に生まれた範度の先天性奇形児の出生都市別及

び両親の被爆程度別分布

a.filrOShlma 広 島

Mother'sExIX)Sure 母親の被爆

b Nagasakl 長 崎

ofllre,and wheretlleChlldlnqueShOndldnot

haveavISlble, grossabnormallly.Theel.minatlOn

ofstlllbornchlldrenorthosedylng lntheflrSt

sevendaysoHlreWithknownabnormalltyprecludes

the posslbLILtyOfmeasurlng anygenetlCdamage

twice,aSltuatlOnwhlChmlghtotherwisePreVallln

vlewofthehLghprobabllltythatagrosslydeformed

chlldwllt be eltherstl)lbornorsuccuEr)blnthe

flrStWeekofltle

OnInspection,themoststrlklngaspectOfTable

4lStheapparentheterogeneltybetweencltiesOne

notonly observesafalrlymarked differenceln

(10)

児または生後 7El以内の死亡者を臨外することは,追

伝的損傷を2回数える可能性を未然に防止する｡肉眼

的な奇形があれは死産するか生後 1遵間以内に死亡す

る確率が高いので,もしこのような例を除外しなけれ

は,取扱か起 こることが多いてあろう｡

蓑4の検討で庇も顕著な点は,刑都市間の明白な差

異である.両部抑 こおける分娩時死亡にかな り顧老な

差異が観察されるばか りでな く,広島では両親の被爆



Tablo4 TheDIStnbut10nbyCllyofBlrthandParentalExposureof
lnfantsDy∫ng lnthePerlnatalPerlOdBorntoParents Who

WereBIOloglCallyRelated

表 4 血絞関係のある両親における分娩時死亡の出生都市別及び両親の被

爆程度別分布

a HlrOShtma 広 島

perlnataldeath ratesin thetwocltleS,butthe

Increase lnmOrtalltyWlthparentalexposurewhlCh

seelnstooccurlnliLrOShlma lScounteredbya

decreasing ZnOT'talLtyWlthlnCreaSlngexposureln

Nagasakl.AnalysISOfthesedatareadllyconLlrTrlS

thattheheter喝eneltylSSlgnlflCant When these

data are explored further,One fLnds that the

dlfEerencesbetweenthenlneexposuregroupsln

NagasaklarenotSlgnlflCantWhereaslnHlrOShlma

thegroupsares･gnlf▲cantly dlfferent However,

whenthemodelprevlOuSlydescrlbed lSfltted (o

the HlrOShllna data,one Elndsthatthough the

regressionremovesa51gnlflCantamountOfvanatlon

3lluE

の程度に比例して死亡率の増加があるように見えるの

に対し.長崎では被爆程度の相加と共に死亡串の減少

があるという逆な結IRが出ている｡これ等ij:料の解mr

でこの蓋が有意であることを容易に確認できる｡これ

等の資料を更に探究する場合,長崎では9つの被爆分

粒群間の差異は有意ではないが,広島では有意の差異

があることが分る｡しかし,さきの数式を広島の賃料

に当てはめる場合,線形回帰解析により変動丑はかな

り減少するが,回帰によって除去されない変動立も有

意に大であることが介る｡つまり線形数式では放棄さ

れる変動の小部分以外の説明をするには不十分である



thevarlatlOnnotremovedbytheregress10ntSalso

slgnlflCanllylarge rnshort,thellnearrn∝lelwould

appearLnadequatetoaccountfor m orethana

smallfractlOnOItheob父rVedvarlat10rLrEltereStmg

too,istheElndlng thatonthellnearmodelthe

regressJOn COefEICtentS aSS∝1ated wlth mother's

eL･POSureandfather◆sexposuLedlErerlnsign In

mostclrCles.thelatterwould notbeconsidered

conslstentwlthourpresentknowledgeofgenetlC

damage followlng palentalradlatlOn ltmustt光

br】le ln mlnd thatthese seemlng】y anomalous

flndJngSmaybeduetoconfounded conComltant

varlatlOn Unrortunately,suchlSthepauClryOfdata

thatltSeernSunllkelythatuncontrolledconcomLtant

varlatlOnCanl光SatlSfactonlyremoved Tobnefly

summarlZetheflndlngS,therelS rK)demonstrable,

consIStenteffectoEparentale】くPOSureOnthefre-

quencyofmalformed Infantsorperlnataldeaths

amongthechlldrenborntOrelatedparents , -

BefoleWeeXamlnetheconcluslOnSWhlCtlSeeln

JuStlE)edfrom thesedata.pennltuStOrestate,for

comparativepurposes.theflndlngSWlthreference

tothefrequencyorcongenltalmalformatlonsandof

per川 atalmortalltyObtalned from thestudyof

offsprlng Ofunrelated parents.These were as

fouow sl "AnalysISOfthefrequencyofmalformed

lnfantsbycltY andparentalexposurerevealsno

slgnlflCant,COnSIStenteffectoEparentalexposure'T

L'AnalysISOfthestlllblrthdatafallstorevealslg-

nLflCantdLtferencesbetweencltleSOrCOnSIStent

slgnlflCanteffectsofparentalexposure" Flnally,

"No conststent, slgnlflCant erreCt Of parental

exposureonneon.ltalrnortalltyemergesfrom the

dataobtalnedlnHlrOShlmaandNagasak10ndeaths

∝currlnglntlleflrStSIXdayspostpartum''The

presentflndlngSarellOt,then,atvar】ancewlth

thosepreviouslyreportedforpregnancytermlna-

t10nStOunrelatedparents

Whatnow are thecon°)usionswhlChwecan

draw from these dataフCanwe assertthatno

genetlcdamagehasaccruedfrom exJnSureOfthe

ppulatIOnSOfHlrOShlrnaandNagasakltOIOntZlng

radlatlOnS?TheanswertOthlSqueSt10nlS"T)0"

sinceitcaneasllybeshownthat,wlththepresent

numtxLrS,tlledlErerenぐeSWhlCh would have to

ようである｡また,良形数式では母親の被爆および父

親の被嬢と関連した国保係数の符号が異なると云う所

見も卯味あることであるO後竜の所見は両親の放射線

脇射後の迫伝的肋筋についての現在の知識と一致して

いlJ:いと考える名が多いだろう｡この所見は一見異例

であるように思えるが,そのほかの変輿が付随混同し

ているためかも知れぬことに江忠せねばならないO迫

憾なことには,資料か少ないため制御されない変異の

付随を十分除去できないように思われる｡所見を簡単

に要約すれば,血縁関係のある開親における奇形児ま

た分娩時死亡の頻度には,両親の被体に起因する一文

した彫呼は証明されない｡

これq,の染料から導かれる結論を述べる前に,比較

のために血縁関係のない両親の子孫の研死により求め

られた先天性奇形の頻度,および分娩時死亡率に関す

る所見をここに述べたいと思う｡これは次の通りであ

る日｡すなわち,｢奇形児の顕正の都frJ'別および両親の

被爆別解VTでは,両親の被爆による-rtした有意な影

響は認められない｣｢死産のi2料の解Vrでは,両都市

間に有魚道はなく,また両親の被爆による一文した有

意の影辞を怨めることが出来ない｣最後に ｢生後 6日

間以内の死亡について広島および長崎で入手した資料

からは,新生児死亡率に同課の被爆のための一文した

有忠な影軌 i兄い出されfJ:い｣しからば血縁関係のな

い両親に見られる妊娠終結について以前に報告した所

見と､今回の所見との間には矛盾はない｡

これ等の見料から導き出し得る結飴は何で あ ろ う

か,広島および長崎の人口集EIlが電解放射線を受けて

も退伝的損飯は生じなかったと斬首出来るであ ろ う

か｡この質問に対する苔は ｢否｣である｡なぜならは

現在の例数では,各被爆分析間に有意差が証明される

ためには,迫伝的根拠に基づいて予期される差異より
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obtaln among eXpOSulegroupsforS】gnlflCanCetO

resultareconslderablylargerthan thoseexpected

onagenetlCbasIS ThlSbodyofdatadoesnot,

then,affordanadequatetestofthegenetlChy p0 -

mesIS InmuchtlleSanlefasl110m,OnelSledtothe

conclusLOnthatthese datado notaffordavery

sharptestofthebasICprellllSethatInbredchlldren

becauseoftheirIncreasedhomozygosltyareamore

sensltlVe lndlCatOrOf radlat10m Induced genetlC

danlagethan nomnbred chlldren slnCeaSeVeral-

fold dlfferenceLn responset光tWeenthesegroups

couldgouJldetected Mustweconclude,thell,that

these data colltrlbute little, lfanything tO Our

understandtngofthegenetlChzIZaldsoflOnlZlng

radlatlOIllnmanフ Fortunatelyno,lnPOlntOffact,

each"negatlVe"studyservestofurtherIsolatethe

"crltlCalrange,‖ thatlS,thatarea whereln We

mustsearchforgenetlCdlfferences A corollalyOf

t711Swould bethateach"negative"studyfurther

reflneStheexperllTlentaldesignfromwhlChwemay

ultLmatelyansweroulbasICproblem Advancesln

ltllS area Ofhuman blOlogy, Important and as

necessaryastheyare,wlllno亡conleeaSllynor

lneXpel-SIVely, butthey wlll come Unhapplly,

110WeVer,WeareCalled uponevennow tomake

dec】sLOnSregardLng "perrm ssLbledoses" These

deelsIOnSCanaffecttheprachceofmedlClne Our

thlnklng On these mattersISl10taldedeltherby

thosewhowLthheadlnSanddenytheexistenceOf

adangerrlDrthosewhoseelneachnew lIICrement

offalkuiInew monsters Wisdom wouldcertalnly

dLCtatethatln SO farasISCOnSIStentWlththe

sagaclOuSpraCtlCeOfmedlClneWeShouldkeepata

mln】mum thee)【posurestowhichwearesubject

WhlleltmaySeemthatlntheseclosingcomments

IVehavestrayedsomewhatafieldfromourobJeCtlVe

oftndLCatlngtheslmuantyOfapproacheslnePtde-

】111010gyalldlnpOpulat】OngenetlCS,thlSISreally

notso lnbothareas,Wearefrequentlyconfrollted

wlthprC.blemsofsuchmomentthatob)ectLVlty LS

dllflCulttoat亡aln Yetonlylnanatl110Sphcreof

lmpartlalltyCanWehopetosortfactfrom farlCy,

bethisWithreferencetosmokingandlungcancer,

orlOnlZlngradlatlOnandour"loadofmutatlOnS''

も相当に大きな差がなければならない｡しからば,こ

の資料からは遺伝学的仮説について十分なテス トを行

なうことか出来ないO同じように近親耗婿の子供と他

人結婚の子供との間に数倍の差異があっても発見され

ないこともあり得るので近親結婿の小児の方か,同型.

接合性か弘いため,他人結婿の′l＼児よりも放射線によ

って誘発される退伝的損俗のより敏感な指標となると

云う基本的な前提に対し,これ等の資料では厳 しいテ

ス トはできないとの結論に到達するoLからは,これ

等の資料は人間における電離放射線の逝伝的危険につ

いての知識に殆んど又は全く寄与しないと結論せねば

ならないのてあろうか｡幸いにも答は否であ り,都実

上,各研究によって陰性的結果が出ることにより｢危

険鞄囲｣すなわち,退伝的差輿を探求しなければなら

ない範囲をもっと限定するのに役立つOさらにこれか

ら言えることは,各 ｢陰性的｣な研究は,基本的な問

題に対し,最終的な解答を求めようとする実験計画を

さらに改善する上に役立つということである｡人煩生.

物学のこの分野の進歩は重要かつ必要である｡それは

容易には出来ないし,また安価には得られないが,何

れ達成できる｡しかし,不幸にして現在 ｢許容税Ei｣

について決定するよう要請されているoこの決定は今

後の医癖活動に形笹を及ぼし得るO現実から逃れて危

険の存在を否定する省や降下物が新しく諮硫する毎に

新 しく怪物がⅩ例生まれ出るという名の言はこの問題

に対する考察を益するものではない｡賢明な医瞭活動

の目的に副 う限 りは,照射線量は常に最低量に保持す

べきであることは当然である｡

上記の結語は,疫学および柴田遺伝学における研ラE

法の類似点を示そうとする本雷の目的から幾分隔りか

あると思えるかも知れぬか,実際はそうではない｡両

分野において,客観性を維持することか困難なような

重要な問題に直面することが,しばしばであるoLか

し喫煙と肺臓癌との関係であれ,はたまた,電離放射

線と ｢突然変只加重｣との関係であれ,何れにも偏し

ない公平な立場においてのみ空想と誹実との選別か出

来るのである｡
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