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平和を考える授業  
                                                                  鳥羽洋子 

 

選択授業で取り組んだ平和教育 
 

 私は現在、大阪の府立高校に再任用で週三日勤

務しています。二年前に退職した前任校は「普通

科総合選択制」で、公立でありながら多様な選択

科目とコース制を取り入れた学校でした。私はそ

こで十年間、国際エリアの「ワールドスタディー

ズ」という特設科目を２時間連続授業で担当しま

した。この科目は教科書もなく授業内容は全く担

当者に任されています。それならばと、一年間「戦

争と平和」を柱にした授業を組み、年々改良を加

えていきました。始めた２００１年には、９･１

１テロについての討論をしたり、その後のアフガ

ニスタン攻撃については、現地を取材した毎日新

聞の記者を招いて報告を聞いたりしました。イラ

ク戦争の時は、劣化ウラン弾等の問題、捕虜虐待、

自衛隊派遣問題など、タイムリーな問題について

調べ学習にも時間をかけました。また、核問題に

ついては２００５年から母を授業に呼んで被爆

体験を語ってもらい、１０フィート記録フィルム

の上映もしました。 

 一年間の授業の締めくくりとしては、毎年アレ

ン･ネルソンさんを授業に招き、亡くなる直前の

２００８年１１月までの連続８年間、彼のベトナ

ム戦争体験を通して「戦争の真実と平和」につい

て考えました。この様に、一年かけて戦争とは？

平和とは？と問いかけ、調べ学習などを通して生

徒だけでなく私自身もこの問題を深めることが

できました。 

 

普通科高校でもできる？ 
～班・テーマ学習の取り組み～ 

 

 現在の赴任校は普通高校であるため、選択授業

は少なく、週２時間の必修現代社会だけではこう

したテーマ学習にまで取り組ませることはでき

ませんでした。今年初めて二年でも政治経済が必

修科目となったため、現社と内容的に重なる分野

も多く、二学期授業の前半を班単位でのテーマ学

習に取り組ませてみることにしました。もう一人

の若い女性教諭もこれに賛同し、一緒に全クラス

で実施することにしました。すでに、一年の現代

社会で日本国憲法の制定過程や「９条」「自衛隊」

と「日米安保条約」については学習済みです。こ

れまで宿題やレポートが力作であっても個人の

ものに終わってしまうのが残念でした。今回は

「生徒同士の交流」を班学習の狙いの一つにしま

した。 

 夏休み前に６つの班ごとにテーマを選択させ、

各自分担した内容を休み中に調べます。休み明け

に各自が調べてきた内容を班内で報告交流し、最

終的に班としてプリントを作り、クラスに発表す

る、というものです。図書資料に限りがあること

もあって、今回テーマについては「平和問題」以

外にも「環境」「福祉」「労働問題」など幅広くか

ら選ばせました。私が受け持つ４クラスではどの

クラスも「平和問題」を三つ以上の班が選択しま

した。平和問題についてはさらに具体的に調べやす

いよう、次の四つのサブテーマに分けました。  

日本の国のあり方や世界の国々との関係が、私たち、特に若い世代の人たち一人ひとりの将来と

深く関わって問われています。“平和”の問題について、高校生たちと真正面から向き合い、語り合

っている高校教師の鳥羽洋子さん。授業での実践の様子をレポートしていただきました。 

私たちがとりくんでいる「被爆体験の継承」も授業のための資料に活かされています。 
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A 戦争体験から学ぶ（元日本兵の手記、被爆

者の記録など） 

B 核問題（核兵器の現状、核被害者の実情、被

爆体験など） 

C 沖縄の過去と現在（沖縄戦、基地問題など） 

D ９条と今日の問題（集団的自衛権、日中関係

、日韓関係など） 

調べる資料は、図書室の本やインターネット以

外に、これまで集めてきた私物の本・資料や新聞

切り抜きなども貸し出し、被爆体験については、

京都「被爆２世･３世の会」で聞き取りをした方々

の記録も使わせていただきました。  

 

班学習･発表の実際  
 

 二学期に入り、三時間を班活動に使いましたが、

コミュニケーション力不足で班内の交流がうま

くいかないところも半数くらいあり、特に受け身

の生徒が多い本校では、リーダーとして司会進行

をする者が前面に出ず、やってきたことをそれぞ

れが報告し合うことすら中々できない班もあり

ました。それでも、所々で援助しながら、全クラ

ス、すべての班で最終的に発表内容を何とか二枚

程度のプリントに仕上げることができました。発

表の機会があまりない生徒達なので、声が小さか

ったり、自分たちが作成したプリントの棒読みに

終わったりするところもありました。また、発表

の最後に各班の見解も述べさせるのですが、班で

まとめきれず個人の感想に終わってしまう場合

も多かったのは残念でした。 

 発表時、他の生徒には他班の発表内容を各自で

記録し、コメント評価もつけさせましたが、びっ

しり記録している生徒も結構いて、多くの生徒が

他班の発表に刺激を受けたのは確かです。こうし

た機会をもっと増やし、互いの意見を安心して言

い合えるような関係をつくり、共に学び合う姿勢

や生徒の主体性を育てていくことの必要性を強

く感じました。 

 

（資料）各班の作成したプリントより 
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  「平和学習」全体のまとめとして 
 

  平和問題 B、C、Dについては各班の発表に加

え、私からのまとめ授業も行いました。 

 B の「核問題」については、夏休み中の平和特

集記事として、広島、長崎市長の平和宣言等を皆

で読み、核兵器の現状や核被害者の問題に触れま

した。例年ならここでさらに原水禁大会の報告や

他国の方達との交流なども報告します。昨年は母

をフランスに招いてくれたフランス空手クラブ

の青年達との交流のことをスライドで紹介しま

した。 

 Cについては、「沖縄の歴史と基地問題の現状」

を辿ったビデオ（沖縄県が作成したもの）を見せ

て、米軍基地がこれまでどのように作られその機

能が拡大されてきたかより歴史的に考えさせま

した。 

D の「９条と今日的問題」では、９条の内容を

改めて学び直し、「集団的自衛権行使」問題につ

いて解説を加えました。それから、まとめとして

アレン･ネルソンさんのＤＶＤを皆で視聴しまし

た。これまで学習した内容の総括としても、新た

な今後の日本や私たちのあり方について考えさ

せる上でもとても良い教材です。生徒からも大き

な反響がありました。 

  ここに、これらの平和学習を通して出された生

徒の意見、感想をいくつかご紹介します。 

           ＊   ＊   ＊ 

 生徒達はおかしいことはおかしいと感じ取る

感性を持っています。自分の頭で考え、自分の意

見を表明し、それを行動に移していくことのでき

る「市民」「主権者」を育てるのが社会科の役割

だと思います。それがどれだけできているのか、

試行錯誤と反省の日々ですが、生徒達の可能性を

信じながらもう少し教育の現場で頑張ってみた

いと思っています。 

 

 

生徒達は学習の中で何を感じ考えたか 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班学習で柴田幸枝さんの被爆体験を読んで 

 「この話を読んで、私がその場にいたら、と考えるだけで泣きそうになりました。自分が何かをし

ているときにいきなり爆弾を落とされるという恐ろしいことが起きる世の中が怖いです。人を殺して

その人達は罪悪感を感じないのかということを毎日考えます。・・・核を持つ国がいつそれを使って

もおかしくない現状が不安です。」女子 

 

核問題について報告した班の発表を聞いて(各自からのコメント) 

 被爆者の訴えをもとにまとめられているところがとても良かったです。 

 下平作江さんの「死ぬ勇気・生きる勇気」について考えさせられた。厳しい選択だ。 

 戦争体験者の話があまりにも酷く悲しいもので二度と戦争をしてはいけないと思った。 

 日本人以外にも被爆し、死んだ人もいたことを初めて知った。 

 ロンゲラップ島のことは今回の発表を聞いて初めてわかったので良かった。この班

は原爆のことで色々なことが調べられていて良かった。 

 被爆者の訴えは心にとても痛かった。反核運動は無名の主婦達が始めたことを知っ

た。原水爆禁止の署名活動で３，０００万以上の署名が集まったことを知った。 
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長崎市長の平和宣言を読んで 

 「改めて今の日本は考え直すべきだと思った。政治家はしっかりこの国にいる国民の声を聞いて発

言してほしい。(平和は)自分の国だけではできないのだから手を取ってほし い。長崎の高校生の言

葉『微力だけど無力ではない』この言葉にぐっときました。」女子 

 

世界の核被害と核兵器の現状について調べた班のまとめより 

 「核廃絶のため何ができるか？まず核兵器の悲惨さを世界全体に伝えていく。核兵器がなくても国

際的な地位を得ることができ、自国を守ることができる状況をつくる。国際テロを起こさないよう，

経済、政治、社会などの「テロを引き起こす原因」をなくしていく。核兵器に反対する人々で連携し

て反核運動を行っていく。」 

 

「９条と今日の問題」について調べた班のまとめより 

 「今回の調べ学習で、様々な国際問題について知ることができ、こういった問題には歴史的背景が

あり、様々な問題の解決が困難になっている現状というのが改めてわかりました。平和を守るために

も日本と韓国、中国との領土問題や歴史問題を解決し、関係を改善して現在の状況を変えていくこと

が大切だと思います。」 

 

平和学習最終授業 アレン．ネルソンＤＶＤ「９条を抱きしめて」を見て 

★「戦争は平和をもたらさない。９条を日本だけのものにしてはいけない。平和を訴えても中々平和

にならず、実現していくのは難しいと思った。･･･彼の『９条に守られてきたのだから今度は我々が

９条を守らなければならない』という言葉が心に残った。」女子 

☆『平和はこの部屋から,一人一人から生まれる』と彼は言ったが、自分たちが何もしな ければ何も

始まらない。自分たちも何かアレンさんのような活動をこれからしなければならないと思った。」男

子 

★「彼の考えには共感できるし、私が考えていたこととほぼ一致していました。日本、沖縄で犯罪を

犯した米兵にたいしても重罰を課すべきだと思う。日本政府は今一度、昔私たちは何をしたのか、何

をされたのか、何がどうなってたくさんの人が死んだのかを思い出して考え直すべきだと思う。」女

子 

☆ 「７０年間守ってきた９条をこれからも守らないといけないと思う。戦争があることを  現実に

せず、『核廃絶と戦争のない世界』が現実となってほしいと思う。なぜ、政府は９条の下で集団的自

衛権行使容認を決めたのかわからない。さらに、今まで戦争をしてこなかった日本が、武器を他国に

間接的に提供していることを知って悲しくなった。」女子 

★「 戦争とは正義ではない。戦争によって平和は訪れないということを考えさせられた。日米間を

始め 韓国、朝鮮、中国、ロシアなどの国との問題を解決していくことの大切さを教えられた。」男

子 
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■１１月１２日（水）の例会は、「被爆２世・３世の健康問題と援護対策」について話し合いました。

最初に関係する諸資料の提示と説明を行い、その上で参加者それぞれからの率直な思い、意見を語り合

いました。以下、内容を要約してお知らせします。 

 

■準備して説明した資料 

① 京都原水爆被災者懇談会が毎年行なっている

アンケート結果から、被爆者の親が２世・３世

の子、孫の健康についてどう思っているかの

回答 

 不安がある人６２人（５０．８％） 

不安のない人３８人（３１．１％） 

 不安の内容は、「今は健康だが将来につ

いて不安」、「自分（親）と同じ病気にな

るのではないかという不安」、「子や孫が

すでに病気になっていたり体調を悪く

している」、等。 

② （韓国）原爆被害者２世の基礎現況と健康実態

調査               全文・別冊で紹介 

 韓国では、健康を害している被爆２世の

組織（韓国原爆２世被害患友会）の強い

要求によって、政府機関である国家人権

委員会が医師協議会に委託して被爆２

世の実態調査を行った。（２００５年）

その報告書を資料として紹介。 

 被爆２世の被害についての概要が簡潔

にまとめられ、深刻な健康実態が明らか

にされている。 

 韓国の被爆２世運動は、こうした健康を

害している人たちの当事者の問題とし

てとりくまれ、今回の政府機関の調査に

基づいて、援護のための特別法案の策定、

上程にまで至っている。 

③ 放射線被ばくの遺伝的影響の実証 

 放射線被ばくの遺伝的影響＝世代を超

えた影響は、動植物の実験ではすでに実

証されている。 

 ショウジョウバエ、ムラサキツユクサの

雄しべ、マウス 

 動植物の実験結果に基づく研究者の簡

単なコメントも紹介 

 ヒトだけが特別に放射線耐性が

強いという証拠や傍証はない。む

しろその逆である可能性が高い。 

 放射線による突然変異の９０％

以上が劣性のもので、そのため影

響は２世代後に現れる例が多い。 

 遺伝的影響は年齢を重ねてから

出てくる可能性が高い。動物実験

で発症が確認された病気も多く

は成人型の病気であった。 

④ 放射線影響研究所による「被爆二世健康影響

調査」           報告書の要約版・別冊 

 放射線影響研究所（放影研）が２０００

年から２００６年まで７年間をかけて

行なった被爆２世の成人病有病率の調

査結果の報告書（要約版）を紹介。 

 調査は被爆２世とそうではない人とを

比較する形で、合計２４，６７３人を対

象に行われ、結論は「被爆２世とそうで

ない人との間に有意な差はない」とする

被爆２世・３世の健康問題に向き合い、実態と真相をつかみ、 

みんなで乗り越えていくために    

１１月１２日例会のレポート（抜粋） 
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ものであった。 

 しかし、この調査には以下の重要な問題

点があり、報告をそのまま受け入れるこ

とはできない。 

 調査対象者の平均年齢は４８．６歳

で比較的若い。今後年齢を重ねるこ

とによって「有意な差」が明らかと

なる可能性はあり、継続した調査が

必要。（この点は放影研も認めてい

る。） 

 調査対象者は、爆心地から近距離の、

直爆被爆者を親として持つ子だけ

を被爆２世として設定している。遠

距離被爆者、入市被爆者はそもそも

被爆者として扱われていない。残留

放射線、内部被曝の影響は最初から

無視された調査だ。 

 「被爆２世ではない」人と設定され

ている調査対象者の中には、入市被

爆者、遠距離被爆者の子も含まれて

おり、比較対象としての適格性に疑

問がある。 

 放影研はこの他にも、「１９４０年代か

ら遺伝的影響を検出するための努力を

行ない、被爆者の子どもの死亡およびが

ん発生に関する追跡調査も継続的に行

っている」と記述しているが、その内容

は把握できていない。 

⑤ 現在の被爆２世に対する援護制度 

 被爆者に対する援護制度は被爆者援護

法という法律で実現してきたが、被爆２

世に対しては「遺伝的影響は認められな

い」ことを理由として今日まで制度は見

送られてきた。 

 １９９４年、被爆者援護法が成立した際、

以下の付帯決議が付けられた。 

 被爆者とその子及び孫に対する影

響についての調査、研究及びその対

策について十分に配慮し、二世の健

康診断については、継続して行なう

とともに、その置かれている立場を

理解して一層の充実をはかること。 

 この付帯決議が、行政として２世問

題に対応していく上での唯一の根

拠となっている。 

 子（２世）だけでなく、対象に孫（３

世）も加えられていることは結構重

要。 

⑥ 原爆被爆者二世健康診断 

 被爆２世の健康不安解消を目的に１９

７９年から、厚生労働省が各都道府県に

委託して行なっている事業。（法に基づ

く制度ではなく単年度予算の事業） 

 受診者数は全国で２万人弱、京都府で２

００人程度。 

 検査項目（別冊参照）が十分でないため

受診者数が少ない。被爆二世健診にがん

検診を加えることが強い要望となって

いる。 

⑦ 地方自治体独自の被爆二世対策（別冊参照） 

 地方自治体が独自に、被爆２世のための

医療費の助成を実施 

 東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、

吹田市、摂津市 

 地方自治体が独自に被爆二世のがん検

診を実施（無料） 

 東京都、静岡県 

⑧ その他の資料 

 私たちの健康と生活のために医療など

援護制度を求めて行くと共に、私たち自

らが、遺伝的影響に立ちむかう健康づく

り、生活づくりを進めて行くことが重要。

事例として、「原爆被爆者の夫を６７年間

白血病にさせなかった食生活」という雨宮

正子さんの文章を紹介   全文・別冊
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■話し合ったこと（抜粋と要約） 

 被爆２世健診は２世一人ひとりが自分の健

康のために行なっているものだが、その結果

を疫学データとして取り扱うとなるとはな

はだ心もとない感じがする。７０年近くも前

になる原爆投下の影響のことであるし、全国

でわずか２万人弱しか２世健診は受けてい

ない。今どれだけの被爆２世、３世が存在し

ているのかも正確ではない。ここから明らか

にしていこうとすると途方もない時間がか

かるように思える。一方で福島原発事故の被

害は今現在も進行中のことだ。福島の人たち

の話しを聞くと、若いパパやママが「もう疲

れてきた」と言っている辛い状況もあるよう

だ。広島・長崎の２世が 蔑
ないがしろ

にされてきた歴

史をこそ教訓にして、福島こそは遺伝的影響

もきちんと対策をとれ、と要求していくこと

が今とても重要なのではないか。 

 疫学的データに基づいて施策を求めていく

のではなく、今ある２世健診をみんなちゃん

と受けよう、２世健診は継続させようという

運動が必要だと思う。福島の人たちには「健

診を受けなさい」という運動を。放影研は福

島においてすでに「遺伝的影響はない」とい

う見解を使い始めていると聞いている。 

 被爆２世・３世が不安を持っている限りは、

援護施策を実現させていくことが必要だ。ま

た、実際に病気と闘っている被爆２世・３世

は存在していて、その人たちを救っていかな

ければならない。 

 政府はもう「福島には健康被害はない」と言

って避難している人たちの帰還運動を進め

ている。福島の人たちも疲れきっていて、「も

ういいやあ」となる傾向も出始めている。最

初の頃はマスクをつけて運動会を行なって

いたが、今はもうマスクもつけない。そうし

た状況につけ込むように放影研の「影響はな

い」というデータが持ち込まれている。 

 「２世・３世の会」は、被爆２世・３世の罹

っている病気の例を拾い集める、集約してい

くことが必要ではないか。東京で講演した時、

被ばくの影響と思われる症状の話をすると、

実は同じ経験をしたという人がたくさん出

てきた。一人ひとりは自分の症状を気にし過

ぎだなどと思ってお互い黙っているからな

かなか顕在化していない。しかし交流などし

てみると同じ経験をした人が複数あったり、

たくさんあったりする。２世・３世の会とし

て実例を集めるようにしてみてはどうかと

思う。 

実例を集めようと言うとかっては差別を助

長するなどと言われたが、今は、福島の人た

ちのためにも必要なことだ。 

 疫学調査については岡山大学の津田敏秀先

生が詳しい。疫学調査と言うと何年も時間を

かけたり大きなエネルギーをかけることを

発想しがちだが、そうではなく、まず実際に

起こっている具体的事実を丁寧に集めてい

くことから始めることが必要だと説かれて

いる。２世・３世の会でもとりくむ時は相談

したらいいと思う。 

 被爆２世・３世であろうとなかろうと、放射

線被ばくしていようがいまいが、今日本は半

数の人ががんを発症する国になっている。こ

の現実を踏まえて、勇気をもって自分の不安

を明らかにし、一緒になって問題の解決をめ

ざしていく姿勢が必要ではないか。たまたま

２世・３世だった人は手当てしてもらう制度

的保障があればいいわけで。放置してしまう

と問題は顕在化せず、事態は沈殿してしまう。

事実が事実として認められなくなってしま

う。現に福島がそうなりつつある。 

 自分の健康状態、病気のことを遺伝的影響と

の関係で話せない、抑制がかかってしまうの

は、「子や孫に心配かけたくない」と思って
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しまう時だ。この思いをどう乗り越えていく

かが問題。 

 日本人の２人に１人ががんにかかり、３人に

１人がそれで亡くなっている現実。このこと

自体が、こんなにがんの発症率の高いことが、

おかしいことだと思う必要がある。本当は１

９５０年代から続けられてきた膨大な核実

験による影響（放射線被ばく）もあるのでは

ないか。また戦後大量に使用拡散されてきた

化学物質による曝露の影響も大きいのでは

ないか。多くの人が気付かないうちに深刻な

影響を受け、複合的な被害に遭っているので

はないかと思う。被爆２世・３世の遺伝的影

響による傷害があるとすれば、それもそうい

うことの中の一つだ。 

日本人の甲状腺機能障害は２０人に１人の

割合で発生し、非奇形率出産の本当のところ

は９０％を下回っているとも言われている。 

 被爆２世・３世は当事者として、自分がおか

しいと思ったことはきちんと受け止め、２

世・３世にはどのような被害があるのかにつ

いて向き合っていく必要があると思う。自分

のためだけでなく、福島も含めたみんなのた

めに。 

 被爆２世・３世として、自分のリスクは何な

のか、それをきちんと知っていく、向き合っ

ていくことが必要なのではないか。そして、

それだけではなく、そのリスクをどう乗り越

えていくかについてもセットにして理解を

深め、問題解決に挑んでいく姿勢こそが必要

なのだと思う。 

そうは言ってもそんなに簡単に解決などで

きない深刻な事態もあると思うが、どうする

こともできない宿命的なものだとの受け止

めからは脱していくことを目指したい。 

 「放射線の影響はない」という人たちがよく

使う手口は、ショウジョウバエのＤＮＡは傷

つくとほとんど修復能力はないが、人間のＤ

ＮＡの修復能力は高いのでだから影響は出

ないという説明だ。であればそのことを逆手

にとって、私たちの遺伝的影響は対応の仕方

によって影響を少なくしていくこと、減らし

ていくことは可能なのだ、ということを確信

にしていくこともできるのではないか。 

 「自分のリスクを知る、リスクを克服してい

くこともあわせて知る」という提起はとても

納得できた。目からうろこだ。私の場合、小

さい頃から低色素貧血と言われて、いつも貧

血を発症していて、小学校３年生の時は休学

していた。中学生の頃からは夏は一切外に出

ていなかった。親の被爆のせいだと思い込ん

でいた。母も「原爆が原因かなあ」と言って

いて、そういう意識が本当に沈殿していた。

今は２日連続して徹夜してもへっちゃらな

くらい元気になっているが。 

私の弟の子が実は貧血をよく起こす。この子

についてもそういうリスクがあるのだと理

解して、それを克服するための食生活や日常

生活をするようにしていくべきなのだ、と思

う。 

 雨宮正子さんの「原爆被爆者の夫を６７年間

白血病にさせなかった食生活」というレポー

トは、リスクを知って克服していった、とて

もいい実例だと思う。 

 韓国では原爆２世被害患友会の運動によっ

て政府機関による原爆２世実態調査が行わ

れ、健康被害の実態の概要が明らかにされて

いる。日本にはこのようなものがない。ある

のかもしれないが、私たちは知らないし、明

らかになっていない。 

国にきちんとした調査をするよう求めてい

くことも基本的で重要な課題だが、それが容

易でない場合、私たち２世・３世が自ら調査

することもあり得る話だ。東友会（東京都の

被爆者の会）は昨年２世のことも含めて被爆

者実態調査を実施しており、２世の問題につ

いては来年報告書がまとめられると聞いて

いる。広島県の被爆者の会でも今年２世の調
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査を行うと聞いている。京都でも検討したら

いいと思う。その場合、京友会（京都府原爆

被災者の会）にもよびかけて幅広い範囲と体

制でとりくむことが望ましい。 

 京都だけでなく、全国のあらゆる被爆２世組

織・団体の人たちが、過去の様々な経緯はさ

て置いて、オ―ル２世・３世で、一堂に会し

て、全国的な協同のとりくみとして進められ

たらいいと思う。 

 今日の話し合いから３点について確認でき

るのではないか。 

① 被爆２世・３世の病気、健康についての

具体的な実例を把握していき、実態が分

るようにしていく。 

② そのためにも、私たち「２世・３世の会」

会員一人ひとりが自分のリスクを知り、

克服のための方向を知っていくよう努

力する。お互いの健康状態も明らかにし、

交流できるようにしていく。 

③ この問題について、これからも学習を継

続し積み重ねていく。そのための適切な

講師も紹介しあっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

京都「被爆２世・３世の会」１２月例会・学習会 

 
１２月の例会は、１０月末にポーランドでの国際会議参加と視察をされてきた守田敏也さ

んの報告を聞く学習会とすることにしました。 

 

■日 時 ２０１４年１２月１７日（水）１８：３０～２１：００ 

■会 場 ラボール京都４階・第９会議室 

■テーマ ポーランド訪問で学んだこと 

～ユダヤ人をめぐる歴史の深層を踏まえつつ、 

チェルノブイリ原発事故による被ばくの現実を捉え返す～ 

 

■ 今回はオープン企画として行なうことになりました。お知り合い等に広くお知らせいただき、た

くさんの方にご参加いただくようお願いいたします。 

 

■ 守田敏也さんのポーランド訪問はブログ「明日に向けて」で詳しく紹介されています。

その一つ、ポーランドのユダヤ人をめぐる歴史はとても奥深いものがあり、今日の東

アジアに生きる私たちに大きな示唆を与えるものです。また、放射能被ばくの世代を

超えた影響は私たち被爆２世・３世にとって挑むべき基本的なテーマです。今回のポ

ーランド訪問の目的である国際会議において明らかにされた、事故から２８年を経過

したチェルノブイリの実態から多くのことを学んでいきたいと思います。 
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原発賠償・京都訴訟 

第５回口頭弁論期日（１１月１４日）の報告 

原発賠償訴訟の原告を支援する会事務局次長 上野益徳さん 

 

● 福島からの避難している人たちが国と東電を訴えている「原発賠償・京都訴訟」第５回口頭弁論が１１月１４日（金）

行なわれました。当日の様子を、支援する会事務局次長の上野益徳さんによる報告を転載で紹介します。 

 

みなさま 

支援する会事務局の上野と申します。 

昨日は時間の変更のせいか、１０時から１０時

２０分の整理券配布時間内の集まりが悪く、久々

の満杯ならずかと心配しましたが、２０分を過ぎ

てからも傍聴の方が来所され、傍聴券がなくなり、

傍聴席は満杯となりました。確認し忘れましたが、

何人かは模擬法廷の方へ回られました。傍聴に参

加いただいたみなさま、本当にありがとうござい

ました。 

今回は事前にお知らせしたように次回に続い

て参加された方にはオリジナルグッズ（避難ママ

を中心に裁縫会をしている「笑顔つながろう会」

が作った匂い袋）を配布しましたが、渡した匂い

袋は約５０個、新たに渡した傍聴カードも約５０

個と 、新しく参加された方が多かったという印

象でした。時間変更によって来易くなった方と逆

に来にくくなった方がおられるのかも知れませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴参加者に配られた匂い袋 

 

法廷では、原告側は３つの準備書面を提出。 

最初に、津波被害の回避可能性（準備書面７）に

ついて清州真理弁護士が説明しました。その要点

は、― 福島原発事故の後、国は新規制基準を作

り、東電も原子力安全改革プランを作り、福島第

１、第２、柏崎刈羽各原発で防波堤の設置、防潮

堤の設置、扉の水密化、防水壁の設置、発電機車

や電源車の高台への設置などの対策を２年とい

う短期間で実施した。平成１４年（２００２年）

段階で東電が巨大津波を適切に予見していれば、

これらの津波対策を実施することは可能だった。

これを怠っ た東電と命令を出さなかった国は結

果回避義務違反がある。― というものでした。 

傍聴の都度記録されていく傍聴カード 

 

次に、シビアアクシデント対策（準備書面８）

について森田基彦弁護士が説明しました。その要

点は、― 国は平成４年（１９９２年）５月にシ

ビアアクシデント（過酷事故）対策を決定し、電

気事業者にそれに沿った対策の整備を要請した

が、日本のシビアアクシデント対策は外的事象

（原子炉に異常な状態を生じさせる地震、津波、

火災などの事象）に対する確率論的安全評価（聞

き流してください！）に消極的で、海外に比べ２

０～３０年の遅れがあったとされている。日本の
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全交流電源喪失事象（ＳＢＯ）対策も、外的事象

を想定しておらず、米国ではプラントごとに外部

電源の復旧可能時間、非常用電源の耐久能力の評

価を おこない、２～７２時間のＳＢＯ耐久時間

を要求していたが、日本では慣行的に３０分間の

耐久時間しか要求していなかった。米国原子力規

制委員会の元委員長は、米国の暫定保障措置命令

「Ｂ．５．ｂ」条項の方策を実施することによっ

て福島原発事故を回避できた可能性を示唆して

いる。国内外の知見の進展により、遅くとも平成

１４年（２００２年）頃までには、外的事象を想

定したシビアアクシデント対策が必要であると

予見することは可能だった。― というものでし

た。 

 最後に、低線量ＷＧ批判（準備書面９）につい

て三上侑貴弁護士が説明しました。その要点は、

― 東電は、「年間２０ｍＳｖまでの被ばくは社

会的に許容される水準である」から、避難指示の

出ていない区域からの避難に対しては一切 損害

賠償責任が生じないと主張している。その根拠と

されるのが、「低線量被ばくリスク管理に関する

ワーキンググループ報告書」（２０１１年１２月

２２日作成）である。だが、ＷＧのメンバー構成

は低線量被曝の健康被害に否定的な見解を有す

る人物に偏っており、８回にわたる議論の内容が

正確に反映されず、共同主査の長瀧重信氏と前川

和彦氏の意向が強く反映され、恣意的にまとめら

れたもの。また、報告書は強制避難等の強制的防

御措置を講じる際の目安を示したものであり、東

電がいう「社会的に許容される」放射線量の水準

を決定したものではなく、区域外からの避難の社

会的相当性を否定する根拠とはなり得ないもの

だ。― というものでした。 

今回は被告側（国）も準備書面を 提出し陳述

しましたが、法令でどういう規制をしているかを

述べただけで、何を主張しようとしたのかもよく

わからないものでした。 

今回の特徴は、関西（大阪）訴訟の原告の方が

森松代表をはじめ５人も参加されたことです。期

日報告会のあと地裁の地階にある食堂「四季」で

関西原告の方にも参加してもらい、原告のランチ

交流会をおこないました。原告どうしが傍聴しあ

って連携を深めていく動きが始まっています。１

２月４日には大阪地裁で関西訴訟の第２回口頭

弁論が行われます。１３時１５分～３０分の間に

抽選受付があります。可能な方はぜひ傍聴に行っ

てくださるよう、お願いします。 

裁判終了後の報告集会（弁護士会館）

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

２０１４年 

被爆者をはげますクリスマス平和パーティー 

■ 日時：１２月２３日（火）１３：００～１５：００ 

■ 会場：ラボール京都 ２階大ホール 

今回５０回目を迎える恒例の「被爆者をはげますつどい」です。 

被爆２世・３世のみなさんも是非ご参加下さい。 
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■まだまだ教育現場に残ろうと・・・ 

鳥羽洋子さん（茨木市） 

「平和を考える授業」実践レポート原稿の改訂

版をお送りします。 

生徒の作成したプリントの写真を添付し、大阪

の高校教育についてご存じない方もおられると

思い、前任校での取り組みも加えた改訂版にしま

した。 

昨日、二人目の被爆証言の仏訳修正の確認を済

ませました。同時に二つ以上のことをやるのはや

はり大変ですね。でも、今回のレポートをまとめ、

まだまだ教育現場に残ろうという意思が固まっ

てきました。よい機会を与えていただき，どうも

有り難うございました。 

 

 

■２世・３世の健康被害の話し合いは良かった 

守田敏也さん（左京区） 

昨日の例会、人数は少なかったのですが、被爆

２世３世の健康被害の問題についていろいろと

話ができてとても良かったです。 

かなりしっかりとした資料が用意されていたの

が大きかったです。ありがとうございました。参

加できなかった方も多いと思いますが、ぜひ資料

だけでも入手されるとよいかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

あなたも 

お便りくださ

い！ 

■「報復より交流」学ぶ イスラエル・パレスチナの１０人 

 被爆者から惨禍聞く 

イスラエルとパレスチナの官僚や経済人たちが６日、広島市中区の 

平和記念公園を訪れ、爆心地付近の街並みをコンピューターグラフィ 

ックス（ＣＧ）で再現している映像作家で、被爆者の田辺雅章さん（７６）＝西区＝から原

爆の惨禍について聞いた。 

２４～４７歳の計１０人。両親と弟を原爆で失った田辺さんから、米国に抱いた憎しみや、

８月８日に疎開先から戻って見た街の光景について聞き取った。 

パレスチナの参加者は「どうやって（米国を）許せたのか」と質問。田辺さんは原爆投下

を許せないとしつつも、「米国人と実際に話すと、個人への憎しみは持てなくなった」と交流

の大切さを訴えた。 

証言後は田辺さんの案内で園内を巡った。イスラエル外務省職員のアミラ・オロンさん（４

７）は「心に響く話だった。私たちはパレスチナの市民と理解を深めなければ」。パレスチナ

解放機構（ＰＬＯ）職員のアブダッラー・アウワドさん（２７）は「日本と広島が、報復で

はなく復興に力を入れた事実をパレスチナに戻って伝えたい」と話した。 

一行は、中東地域の将来を担う若者たちに平和について学んでもらう外務省の事業で来日

した。 

（２０１４年１１月７日 中國新聞） 

scrapbook 
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■「核なき世界どこへ」 米性能実験 ヒロシマ 広がる怒り 

米国が核兵器の性能を調べる実験を９、１０月に繰り返していたことを明かした４日、被

爆地広島に怒りが広がった。被爆者は「『核なき世界』はどこに行ったのか」と憤り、広島県

や広島市もオバマ大統領に抗議文書を送った。 

「核兵器廃絶を願う世界の流れに逆らっている」。県被団協（金子一士理事長）の大越和郎

事務局長（７４）は語気を強めた。国連総会第１委員会（軍縮）では２週間ほど前、日本な

ど１５５カ国・地域が核兵器の非人道性と不使用を訴える声明を発表したばかり。「声明に賛

同しながら米国の実験は黙認する日本政府もおかしい」と不満をあらわにした。 

もう一つの県被団協の坪井直理事長（８９）は「米国は臨戦態勢にあるぞとのアピールに

見える。オバマさんには期待したのに」と嘆く。「黙っていられない。これを最後にしろと言

いたい」と強調した。 

広島市の松井一実市長は抗議文で「核開発推進の口実を（他国に）与える」と批判。「被爆

者のつらく悲しい体験」への理解を求めた。湯崎英彦知事も「核兵器廃絶に向けて高まりを

見せる国際社会の動きを阻害する」と訴えた。 

広島市立大広島平和研究所の水本和実副所長（核軍縮）は「米国は他にも細分化した実験

を積み重ね、核兵器の性能を保っている。オバマ大統領が理想をいくら掲げても、国民の支

持を失いつつあり、共和党の反感を買ってまで備蓄核の大幅削減へかじを切るとは考えにく

い」とし、米国の核軍縮の推進に悲観的な見方を示した。 

（２０１４年１１月５日 中國新聞） 

■福島第一原発１号機 燃料取り出し延期 廃炉工程見直し 原子炉内は５年遅れ 

政府と東京電力は３０日、福島第１原発の廃炉工程表を見直し、１号機の核燃料取り

出し開始時期を予定より遅らせると発表した。がれき撤去や新たなクレーン設置などに

想定より時間がかかるためで、使用済み核燃料プール内の燃料は２年遅れの２０１９年

度から、溶融した原子炉内の燃料は５年遅れの２５年度からとなる。計画を遅らせる形

で工程表を見直すのは初めて。 

現在の工程表では、廃炉作業は３０〜４０年かかるとされているが、東電は「廃炉計

画全体は後ろ倒しにはならない」と説明している。 

 １号機には、燃料プール内の３９２体の燃料に加え、原子炉圧力容器や原子炉格納容

器の中に溶け落ちた燃料が残っている。政府・東電はこの日の会合で、プール内の燃料

と溶融燃料を別の手段で取り出す２段階方式の採用を決めた。まず、建屋最上階にカバ

ーを設置し、燃料プール専用のクレーンでプール内の燃料を取り出した後、コンテナ（覆

いのような構造物）とクレーンを設置するなどの方法で溶融燃料を取り出す。 

政府・東電は「溶融燃料の取り出しには不確定要素が多く、燃料プールの燃料取り出

しを早期に実施するため」と説明する。 

 

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8E%9F%E7%99%BA&r=reflink
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１号機では、燃料プールがある建屋最上階のがれきを撤去するため、放射性物質の飛散

を防ぐカバーを撤去する準備作業が今月から始まった。この作業自体が約半年遅れている

上、２段階方式は手間がかかるため、工程表を見直して燃料取り出し時期を遅らせること

にした。 

 また、２号機についても、放射線量が高く建屋の除染作業が困難なため、燃料取り出し

方法を再検討することを決めた。１６年度中に方法を決定するが、取り出し作業は工程表

から遅れる可能性が高い。 

 ３号機は、８月に燃料プール周辺のがれき撤去中、プールに大型がれきを落としたため、

作業を中断している。来年度に燃料プールからの燃料取り出しを予定しているが、見通し

は不明だ。 

 ４号機の燃料プールからの燃料取り出しは、年内に完了する見込み。廃炉工程表は民主

党政権時代の１１年１２月に策定され、昨年６月に溶融燃料取り出しを最大１年半前倒し

する改定が行われた。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 ■解説 

 ◇目算通りの保証ない 

 東京電力福島第１原発１号機の核燃料取り出し開始が、遅れることになった。廃炉の最

大の難関と目される溶融燃料の取り出し方法を再検討した結果、原子炉建屋に新たな設備

が必要になったことが主な原因だ。政府や東電は「全体の工程には影響しない」と説明す

るが、損傷した原子炉の修復や建屋内の除染など課題は山積しており、目算通り５年の遅

れで済む保証はない。 

 事故では１〜３号機の炉心が溶融。核燃料が原子炉圧力容器を突き破り、原子炉格納容

器も損傷した。政府・東電は格納容器内を水で満たし、３基で計約４５０トンの溶融燃料

を取り出す方針だ。だが、溶融燃料がある場所や状態は現在も不明だ。格納容器の損傷箇 

所も、１〜３号機でまだ２カ所しか特定できてい

ない。 

この方法は、圧力容器が無事だった米スリーマ

イルアイランド原発事故（１９７９年）でも採用

され、溶融燃料の取り出し開始まで６年かかった。

桁違いに困難な状況の福島第１原発でどれだけの

時間がかかるのかは見通せない。 

福島第１原発の廃炉工程では、４号機の使用済

み核燃料プールからの燃料搬出が計画通りに進ん

でいるものの、汚染水の低減や原子炉建屋内の除

染などは思うように進んでいない。原子力規制委

員会の田中俊一委員長は「順調に進んでいる工程

がある一方で、まだまだ多くの困難とリスクに直

面している」と指摘する。 

（２０１４年１０月３１日 毎日新聞） 

 

http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8E%9F%E7%99%BA&r=reflink
http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8E%9F%E7%99%BA&r=reflink
http://mainichi.jp/search/index.html?q=%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%8E%9F%E7%99%BA&r=reflink
http://mainichi.jp/graph/2014/10/31/20141031ddm001010191000c/001.html
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１２ １ 月  

 ２ 火 総選挙公示 

 ３ 水  

 ４ 木 人権週間（～１２月１０日） 

 ５ 金 関電京都支店前アピール 

 ６ 土 

６・９行動   ２０１４不戦のつどい（13 時３０分・京都アスニー） 

向日市・人権と平和のつどい（１３時・向日市民会館） 

映画『ママの約束』上映会（14 時・北大路駅／鳳徳館） 

 ７ 日 映画『ジョン・ラ―べ』上映会（１４時・ひとまち交流館） 

 ８ 月 核兵器の人道的影響に関する国際会議（ウィーン） 

 ９ 火 
核兵器の人道的影響に関する国際会議（ウィーン） 

6・９行動 

 １０ 水 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１１時・大阪地裁第２民事部） 

異議あり「戦争する国」づくり意見広告キックオフ集会（１８時３０分・響都ホール） 

 １１ 木  

 １２ 金 
ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１０時・大阪高裁） 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１１時・大阪地裁第７民事部）  関電京都支店前アピール 

 １３ 土 日本軍「慰安婦」否定攻撃とメディア問題を考える講演会（１３時３０分・キャンプラ） 

 １４ 日 
総選挙投票日 

「原発業務と放射線被曝」講演会（１３時３０分・龍谷大学紫英館） 

 １５ 月  

 １６ 火  

 １７ 水 京都「被爆２世・３世の会」学習会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １８ 木  

 １９ 金 関電京都支店前アピール 

 ２０ 土  

 ２１ 日  

 ２２ 月 冬至 

 ２３ 火 
２０１４年被爆者をはげますクリスマス平和パーティー（１３時・ラボール京都） 

天皇誕生日 

 ２４ 水 クリスマスイブ 

 ２５ 木 クリスマス 

 ２６ 金 関電京都支店前アピール 

 ２７ 土  

 ２８ 日  

  ２９ 月

月 

 

 ３０ 火  

 ３１ 水 大晦日 

 


