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“被爆体験の”聞き取りをはじめよう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都「被爆２世・３世の会」会報 
京都市中京区壬生仙念町３０-２ 

ラボール京都４階 
京都原水爆被災者懇談会気付 

ＴＥＬ075-811-3203 
ＦＡＸ075-811-3213 

２０１３年度「被爆２世・３世の会」定期総会 

４月２７日（土）１３：００～１５：００ 

「ラボール京都」（京都労働者総合会館）第８会議室 

今から予定をお願いします。 

北朝鮮の核実験強行に対する抗議声明  京都原水爆被災者懇談会 ２ 

 “被爆体験”を聞き取り、継承するとりくみを始めましょう 

～ 会員のみなさんへの提案 ～ ４ 

「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の紹介 ６ 

「広島県被爆２世・３世の会」からのメッセージ ７ 

井坂博文さん（京都市議・２世３世の会会員）京都市会で憲法と核廃絶について質問 ９ 

会員紹介／花岡和子さん・木全満知子さん １０ 

“あなたの感想・ご意見” ～ 会員アンケートから １１ 

定期総会で学習会「広島・長崎は海外でどう展示されているか」（仮題） １１ 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ／ 「黒い雨」詳しい解析を要望（中国新聞） １２ 

広島市・原爆資料館の地球平和

監視時計は２月１２日の北朝鮮核

実験により時計表示が「０」にリセッ

トされた。 

（デジタル時計下段が直近の核実

験からの日数。３月４日撮影） 
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[抗議声明] 

北朝鮮による核実験強行に抗議し、核・ミサイル計画の

即時中止と、問題の平和的解決を強く求めます！ 
 

 

京都府下に在住する広島・長崎被爆者の集まりである私たち京都原水爆被災者懇談会

は、２０１３年２月１２日に強行された北朝鮮核実験に対して、深い悲しみと強い憤りを持っ

て抗議します。 

 

広島・長崎の被爆者は、６８年前、人類史上初の原子爆弾投下によって一瞬の内に二十

数万人の尊い命を奪われました。生き残った者も体と心に深い傷を負い、厳しいくらしを余

儀なくされて生きてきました。この悲惨な体験に基づいて核兵器廃絶と世界の平和を願い、

先頭に立ってその実現を国の内外に訴えてきました。国際社会はそれに応えて核兵器廃

絶に向けた努力を重ねているところでした。 

今回の北朝鮮の暴挙は私たち被爆者の痛切な平和への思いを蹂躙するものです。そし

て世界の核兵器廃絶に向けた真剣な努力に真っ向から対抗し、北東アジアと世界の平和

を脅かすものです。 

 

国連安保理事会は北朝鮮に対して、「いかなる核実験又はいかなる弾道ミサイル技術を

用いた発射もこれ以上実施しない」こと、「さらなる発射または実験」が行われた場合には

「重大な行動をとる決意」を表明しています。北朝鮮は、国際社会の一員であろうとするなら

ばこの決議を受け入れ、一切の核・ミサイル開発を中止し、朝鮮半島非核化に向けて誠実

に努力すべきです。 

 

同時に、国際社会が一致して北朝鮮の核計画放棄を求め、平和的、外交的に解決して

いくことが重要です。特に日本政府は、世界唯一の被爆国として核兵器全面禁止を提唱し、

問題の平和的解決の先頭に立つことを強く求めます。 

 

 

２０１３年２月１５日 

京都原水爆被災者懇談会 世話人会 
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●京都門川市長、大西市会議長も抗議声明を発表しました。 

■ 北朝鮮核実験に京都府内の被爆者も抗議 

憤り・友好の模索の声も・被爆者「あってはならぬ」 
 

北朝鮮が３回目の核実験に成功したと発表した１２日、府内在住の被爆者は「あって 

はならない暴挙だ」と憤り、府内の市民団体や自治体からも抗議の声が上がった。一方、「市民レベル

では友好的な対応も模索すべきだ」との意見も聞かれた。 

 

「今回の核実験は、許すことのできない暴挙。アメリカであっても、フランスであっても、どの国が行っ

ても、核実験には反対してきました」 

長崎市で２歳の時に被爆し、府原爆被災者の会の常務理事を務める濱村巧さん（70）＝宇治市＝

はそう憤った。 

濱村さんは１９４５年８月９日朝、自宅の庭で遊んでいて被爆した。祖母が覆いかぶさってくれたおか

げで、やけどをしたのは右手足だけだった。しかし、祖母は背中に大やけどを負い、１年半後に白血

病で死亡。外出していた母は爆心地近くで亡くなった。 

宇治市で小学校教諭として働いたが、自身の経験を子どもたちに語り始めたのは５８歳で引退した

後。被爆者が高齢化する中、悲惨な歴史を風化させてはならないとの使命感からだった。 

「子供や孫に被爆の悲惨な経験をさせたくない」と思う。それだけに、北朝鮮が核実験を実施したと

みられることには「心底許すことができない」と感じている。 

「核兵器を新たに持つと、地球全体の平和が損なわれる。核実験は人類としてあってはならないこ

と。断固反対していく」と話した。（竹田真志夫） 

 

「廃絶になぜ逆行」 自治体・市民団体も抗議 
 

 ５歳の時に広島で被爆した京都原水爆被災者懇談会世話人の花垣ルミさん（72）＝北区＝は「核廃

絶に向けた動きに逆行する愚かな行為。なぜ核兵器の恐ろしさを理解できないのか」と非難した。同

時に、「核実験で最も肩身の狭い思いをしているのは日本に住む朝鮮籍や韓国籍の人たち。怒りをぶ

つける先を取り違えてはならない」と冷静な対応も呼びかける。 

 平和や核問題について学ぶ市民団体「相楽９条の会」代表の石橋平和さん（74）＝精華町＝は「日

本政府は、危険な状況をつくり出すことに抗議しながら、友好的な対応も模索すべきだ。強硬論ばかり

では事態が動かず、より危険な方向に向かうのではないか」と憂慮する。 

 一方、府内の自治体からも相次いで抗議の声が上がった。山田啓二知事と近藤永太郎府議会議長

は連名で「国際社会の平和と安全に対する重大な脅威だ。日本と環日本海諸国が平和と安全を希求

していく上で極めて遺憾」とするコメントを出した。京都、京田辺、向日、福知山など各市も同様の抗議

声明を出した。（岡野翔、横川修） 

２０１３年２月１３日 朝日新聞 

scrapbook 
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“被爆体験”を聞き取り、継承するとりくみを始めましょう 

～ 会員のみなさんへの提案 ～ 

 

 

① 文章や映像で記録し、みんなが読んだり、見たりできるようにしていきます。 

② 被爆体験に関係する資料が存在する場合は大切に保管し、可能な物はみんなが見ること

のできる状態にしいていきます。 

 会員交流会（１月２０日）では、「親の遺品から被爆のことを知った」という会員が複数

ありました。例えばこのような資料も大切に取り扱っていきましょう。 

③ ビデオ撮影が必要な場合は器材の貸し出しと、協力も行います。 

 

 

 

  

① 被爆体験者を身近に持つ２世・３世が、どのような経験をしてきたかも、貴重な“追体験”記

録です。みんなが読んだり、見たりできるようにしていきます。 

 例えば 

 自分が被爆２世（３世）と知った時 

 幼いころ抱いた核開発競争に対する

恐怖 

 「遺伝的影響」というものへの不安と疑

問 

 結婚の時、出産の時 

 海外の人達の原爆投下への評価に遭

遇した時 等々 

② 関係する資料がある場合は、同様に大切に            仏教大学での語り部 

保管し、みんなが見れる状態にしていきます。 

 

 

 

(１） 京都原水爆被災者懇談会会員の中からアンケートでとりくみに「協力する」と回答いただいた方

４７人から始めます。 

 アンケート回答者以外の被爆者についても協力いただける方があれば随時お願いし、

対象者を増やしていきます。 

(２） 次のことを中心に聞き取りをしていきます。 

① どこで、どのような被爆体験をされたのか、その時の状況を出来るだけ詳しく。 

② 戦後の人生の歩みについても、原爆のもたらした体、心、暮らしへの影響など、家族との絆、

１、 （可能な人は）、自らの親・祖父母の被爆体験を聞き取り、まとめていきましょう 

 

２、 （そして可能な人は）親・祖父母の被爆と関係して、自分自身のこれまでの人生の中

で経験したことをまとめていきましょう 

１.  

 

３、 「２世・３世の会」会員が手分けして、被爆者の体験を聞き取り、記録していきましょう 

４、  
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社会との絆について。 

(３） 聞き取り方法はご本人の希望に応じて選択します。 

① 自ら『被爆体験記録』文章を書いていただく。 

② 被爆者に語っていただき、「２世・３世の会」会員がそれを聞き取り、文章にまとめていく。 

③ 被爆者が語られるところをビデオ撮影する。 

(４） 被爆に関係する資料が存在する場合は大切に保管し、可能な場合は、多くの人が見れるような

状態にするための協力のお願いをします。 

(５） その他の留意事項 

① 被爆体験は、過去、既に文章化されていたり、ビデオ撮影されている人もあります。その場

合は過去の記録も参考にし、その上であらたな聞き取りを行います。 

② 被爆者のみなさんは高齢です。必要な場合はご家族とも相談しながらすすめます。 

 

 

 

●被爆者の体験記録は過去において、体験集の編集発行、ＤＶＤ

記録、絵本、紙芝居、原爆症認定訴訟での陳述等、多様な形で綴

られ、残されています。多くは分散した状態にあります。 

●これらをご本人のご協力とご了解を得て、見直し、再編し、あらた

めて京都の被爆者の体験記録にまとめていきます。 

 

← 新婦人・城陽支部での語り部 

 

 

 

(１） 被爆体験は、文章、ビデオに止まらず、絵画や写真などでも記録されている例もあります。これ

らの記録を貴重な財産として保管し、活用していく方法の研究が必要です。 

(２） 聞き取り、記録していく“被爆体験”を、有効に社会に還元していく機会、方法を検討、研究して

いきます。 

 

 

  

① 「被爆２世・３世の会」会員のできるだけ多くの参加

でとりくみをすすめていきます。（被爆者との調整、

打ち合わせなどは世話人会が担当） 

② “被爆体験”の聞き取りのとりくみに参加できる方

は、是非ご連絡下さい。 

 連絡先：事務所 ０７５－８１１－３２０３ 

 連絡先：世話人会代表・平 

０９０－８８２４－０６８２ 

 

４、 既存の体験記・資料を見直し、京都の被爆者の体験記録にまとめていきましょう 

５、  

５、  

 

５、聞き取りのとりくみと平行して検討すべき課題 

 

６、  

６、  

 

６、みんなの参加でとりくみを進めていくために 

 

７、  

７、  
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「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の紹介 
 

 ２月１３日、核廃絶京都ネットの企画に招かれ、「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」についての

紹介と説明を受けました。 

 以下に当日の資料に基づいて「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の概要について紹介します。 

 

１. 会の目的 

(１） 名称 

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 

 （No More Hibakusha Project-Inheriting Memories of the A-and H-Bomb Sufferers） 

(２） 目的 

 この法人は、広く一般市民を対象として、原爆被害の実相と、原爆被害者が遺してきた証言・記

録・資料を収集、保存、普及、活用し、その記憶遺産の継承をめざす事業を行い、「ふたたび被爆

者をつくるな」という願いの実現に寄与することを目的とする。 

２. 会のめざすもの 

① 原爆被害の全体像や被爆者の体験、とりわけ被爆者運動を未来に伝える記録や資料・情報

を収集、整理し、その活用・普及をはかること。 

② 原爆体験と被爆者の願いを継承する担い手を広げていくこと。 

③ 情報発信や活動推進の拠点として「資料センター(仮称)」を設立すること。 

３. 会の現状と当面のとりくみ 

(１） 呼びかけ人１１８人（発起人：安斎育郎、岩佐幹三、大江健三郎、肥田舜太郎）で一昨年２０１１年１

２月に発足総会、２０１２年４月に東京都より特定非営利活動法人（ＮＰＯ）の設立認証。 

(２） 組織状況は、２月９日現在、正会員２２４名、賛助会員３４８名、賛助団体４７団体。 

(３） 被爆者運動関係の資料収集も始まり、東京阿佐ヶ谷の資料準備室や日本被団協事務所で専門家

による文献整理に入る。それらの受け皿となり、継承活動の拠点となる「資料センター（仮称）」の青

写真の検討にも着手。 

(４） 被爆７０年に向けて、被爆者と非被爆者が身近で語り合う取り組みを全国的に進めるため、「継承

活動ポータルサイト」を立ち上げる予定。特に、若い世代が原爆被害と被爆者の生き方（「ふたたび

被爆者をつくらせない」ための運動）を学ぶ機会をつく

り出したいと考えている。さらに、２０１５年ＮＰＴ再検討

会議に向け、人類の記憶遺産として原爆被害者による

「原爆被害に関する反人間性リポート（仮称）」を日本政

府と国連に提出したいと考えている。日本被団協と協

同し学識・研究者の協力を得て取り組む。 

 

 

●京都原水爆被災者懇談会として団体賛助会員になること        ２月１３日の核廃絶京都ネットの学習会 

を決定しました。（２月１５日） 
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「広島県被爆２世・３世の会」からのメッセージ 

 京都「被爆２世・３世の会」立ち上げの際、大変お世話になり参考にもさせていただいた「広島県被爆２

世・３世の会」よりメッセージをいただきました。以下に全文紹介します。 

 

 

２０１３年２月１日 

京都被爆２世・３世の会 

 平 信行 様 

広島県被団協被爆２世・３世の会 

古田 光恵        

 

貴会の結成おめでとうございました。お祝いの返事が遅れたことお詫び申し上げます。 

広島では今、広島市が「被爆体験伝承・被爆体験証言」の事業を始めました。 

私たちも被爆者の高齢化に伴い証言をどのように残し、継承し、伝承していくかを悩んでいました。その事

は機会あるたびに広島市にも申し入れしていたことでした。 

やっと、今年から３年かけて伝承者、体験証言を育てることになったのです。全国から応募があり、その中

から１週間通しで、自費で研修が受けられる人が最終的には１００人を超えました。私たちも丁度修学旅行シ

ーズンの合間合間で、広島市も丁度その時期しか会場が開かないこともあり、被爆２世６人、被爆者１人、非

被爆者１人が受講することにしました。朝９時から５時まで歴史、原爆の仕組み、被爆の実相などを学んだの

が７月でした。１２月は朝から晩まで被爆体験証言を聞きますが、被爆者の人が２時間も悲惨な体験を一生

懸命話されます。その話を一日に４人聞くのです。私たちは被爆者の話もある程度免疫が出来ていますが、

初めて聞く人も多くずっとずっと胸をつかれるような話で倒れる人も出る状況でした。 

免疫の出来ているはずの私でさえ涙をこらえることが出来ませんでした。中でも原爆孤児の方の話です。

学童疎開先で広島に何かあったと知っていても判らないでいましたが、生き残った姉が３日後に迎えに来て

くれて帰ります。焼け野原の広島には父も母も兄弟もおらず住むところも無く、焼け残ったビルで雨露をしの

ぎながら暮らし始めるが姉は白血秒で死亡。市役所で親戚を呼んでくれたが、その場で施設を探されるなど

とうとう浮浪児になります。広島には九州や大阪からヤクザが入ってきてその子達から搾取します。逃げ出し

た子どもたちは夏服のまま冬を過ごすことが出来ず橋の下、ビルの陰などで死んでいきます。その数２，０００

人とも６，０００人とも言われています。口の中には小石をくわえていたそうです。飴玉の代わりだったのです

ね・・・。その子達は川に放り込まれたり、ごみとして焼かれたそうです。似の島学園の子どもたちは疎開先に

誰も迎えに来てくれなかった子どもたちを集めて収容したので被爆していません。こんな話を沢山沢山聞く

のですから・・・・。 

まだまだ色々な体験が聞きたいし、残し、継承し、伝承しなければなりません。しかも急いで・・・。 

今、憲法改悪のたくらみが進められようとしています。広島・長崎の被爆者は世界で唯一被爆者と認めら

れた、平和の使者として選ばれた方たちです。私たちはしっかりとバトンを引き継いでいきましょう。 

京都の「くらしと健康アンケート」のように、広島でも本格的にアンケートを取り組みたいと考えています。毎

月読み応えのある会報を出され触発されています。 

今後とも健康に留意しながら頑張りましょう。会員の皆様にもよろしくお伝え下さい。 
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● 「広島県被爆２世・３世の会」メッセージ（前ページ）で紹介されている広島市の「被爆体験伝承者及び

被爆体験証言者の募集要項」です。 
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井坂博文さん（京都市議、「２世・３世の会」会員） 

市会本会議代表質問で憲法、核兵器廃絶について質問 
 

京都市会議員（日本共産党）で「被爆２世・３世の会」会員でもある井坂博文さんは、２月２６日の市会本

会議で代表質問に立ち、その中で、京都「被爆２世・３世の会」結成のことも紹介しながら、憲法改定問題、

平和・核廃絶問題についての京都市長の姿勢を質しました。 

以下にその要旨を紹介します。 

 

井坂：  最後に、憲法と平和、核兵器廃絶に関してお聞きします。

安倍政権が描く改憲スケジュールは、まず集団的自衛権の

行使に向けた解釈による改憲、そして憲法 96 条が定めてい

る憲法改定の発議要件を 3 分の 2 から過半数に引き下げ、

憲法九条を改定する、というものです。国会のなかでは自公政権に加えて、維新の会、みんなの党

が改憲連合をつくっていますが、国民の中では少数です。総選挙後の、世論調査でも憲法 9条改定

について、毎日新聞で 52％、朝日新聞で 53％が反対と答えています。 

ところが、安倍首相は通常国会の代表質問への答弁で、「まずは 96 条の改正に取り組む」と明言

しました。現職の首相が国会答弁で憲法改正に具体的に言及するのは極めて異例であります。憲

法 99 条は「国務大臣に憲法の尊重と擁護を義務付け」ており、首相の発言は明らかに憲法の条文

に抵触するものです。 

そこで、市長にお聞きします。市長も公務員に採用された際には、「憲法と地方自治法を遵守する」

と宣誓書にサインしたと思います。その初心に立ちかえり、今回の首相発言をはじめとする憲法改定

の動きをどう思われますか。反対するとの立場を表明できますか。明確な答弁を求めます。 

市長：  日本国憲法における平和の理念は、日本国民のみならず、世界の人々に共通する願いであり変

わらざる人類普遍の理念であると考えている。 

井坂：  私の父親は 68年前の 8月、広島で原爆を受けました。私のような被爆 2 世や 3 世が集まり、昨年

10月に「京都被爆 2世・3世の会」が結成されました。被爆者の高齢化がすすむ中で、被爆にともな

う病気で毎年多くの被爆者がなくなっています。被爆の体験と実相を語り継いでいくとともに、被爆 2

世・3世の健康対策の充実を求める運動を始めました。 

  京都市が 2009年 3月に、核兵器廃絶をめざす平和市長会議に加盟して今年で 4年になります。 

 平和市長会議に参加する自治体の市長として、非核三原則を堅持し、核兵器廃絶の立場を明確に

表明すべきではないでしょうか。平和行政を進める市長の決意を伺います。 

市長：  平成２１年３月には、核兵器廃絶をめざす「平和市長会議」に加盟し、２０２０年までの核兵器廃絶

に向けた道筋を示す「ヒロシマ・ナガサキ議定書」に賛同する署名を行った。今後とも、都市間交流

や市民レベルでの交流を通じて、人類共通の願いである世界恒久平和の実現にむけて不断の努力

を続けていく。 
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花岡和子（はなおかよりこ）さん 

被爆２世の会に誘われて、そういえば私もそうなんだと自覚し、 

入会しました。戦争のとき父は山口県におり、原爆の後家に帰っ 

てきたようです。宇品から１時間位（その当時）かかる能美島です。 

近所で被爆された方はいましたが、家などへの被害はありません 

でした。母は台所の窓がピカッと光るのを見たと話していました。 

 被爆した本人は元気でも、２・３世に影響があるというのはよく聞 

きました。「放射能は恐い」という思いです。 

 大学を出て３７年間学校の栄養士をしました。今は時間がたっぶりあり、コーラスやヨガなどができるのが

楽しい日々です。９２歳の母に会うために月１回は広島へ帰ります。 

食べ物にも農薬や食品添加物、遺伝子組み換え食品など、人間に害の及ぶものが少なくありません。核

兵器や原発もなくし、みんな元気で穏やかに暮らせるようになるといいですね。 

木全満知子（きまたまちこ）さん 

世界が平和でありますことを誓います。 

昭和２０年８月６日午前８時１５分、広島上空に侵入した米

軍機が投下した原子爆弾は、一瞬にして広島市街を全滅さ

せ、十数万人の人命を奪い去った。６７年もの長い間、放射

能の後遺症により苦しんできた被爆者、またその家族。 

その被爆者もだんだん少なくなってきた。原爆を知らない

世代に核兵器の恐ろしさを語り継ぎ、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を思います。 

少し話しの方向は変わりますが、被爆２世の会に入らしていただき、原子爆弾、放射能、放射線の違い

を、正しい知識を学んでいこうと思いました。なぜならば、ガン患者が増える中でガン治療には放射線治療

があるためです。日本は世界でたった一つの被爆国です。放射線は怖い！という思いがある。ガン治療の

進歩はどうなのか、と思ったりします。太陽と紫外線との関係ですね。 

 東北の震災で、また人間は同じ事をしたのか？！と、原発問題で哀しい思いをしました。苦しみを共有し

て一緒に闘っていきたいと思います。 

震災からは、子供たちが学んだ学校教育から全員助かった地域、人と人とのコミュニケーションによる知

識から助かった人達、教育の大切さも知りました。 

母は広島で被爆しました。 

母は、忘れないでね、戦争はしてはいけないこと、核兵器を持つことはいけません、伝えてねと言っている。 

広島であらゆる集会が禁止された時もあります。 

今、被爆二世であるがゆえに、原爆の事、生きていく上で何が大切かも知ることができ、お母さんの子で

あって良かったなあと思う日々です。                           （和歌山県 木全満知子） 
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●会報№４は一気に読み切りました。また、広島カー

プの栗原選手の記事には感動しました。いい話をあ

りがとうございました。        （井坂博文さん） 

●（１月２０日の交流会は）別の会合のため参加でき

ませんでしたが、会報で様子が分かりとても良かった

です。 

 現在「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」

で被爆体験を集めていますが、被爆２世・３世の会だ

からこそ、被爆体験を聞き書きし、保存することが可

能だと思います。もしできればビデオを撮っておくと、

さらに良いでしょう。私はその会の検討委員をしてい

ますので、以上のように思いました。（山根和代さん） 

 

 

●政権が代り、憲法が本当に危ないと感じます。憲

法９６条を緩めさせず、憲法を守るためにできることを

していきたいと思っています。 

（榎本知子さん：賛助会員） 

 

 

●被爆者の父が亡くなり、被爆者手帳を返却するよう

にという父の指示に従って、コピーもせずそのまま返

却しました。今から考えるとそこには貴重なデータが

あったと思うのですが、父の被爆者手帳を見ることが

できるかどうか、ご存じの方がいらっしゃれば教えて

いただけますと幸いです。父はいつも健診では大丈

夫であったと私に言っていましたが、多分心配させた

くないのでそう言っていたのではないかと思っていま

す。                  （山根和代さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの感想・ご意見 
「会報」№４アンケートで寄せられた感想・ご意見です。 

あなたも会報についての感想、身近な情

報、いろんな思いをお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 

Ｐ 

会報№４についてのご意見・ご感想 

みなさんからのお便り 

会員から会員へ 

定期総会（４月２７日）学習会 

海外で広島・長崎はどう展示されているか（仮題） 

「２世・３世の会」はこれから、会員・賛助会員のみなさんが集う“例会”を年間通じて

定期的に開催していきたいと考えています。そして、例会では会員のみなさんの要望に基づ

きながらタイムリーな学習会も行っていきたいと検討しています。 

４月２７日の定期総会はその第１回目とし、「２世・３世の会」会員でもある山根和代さん

に表題（仮題）のテーマでお話しいただき、みんなで学習していくことにしました。 

山根さんは立命館大学国際関係学部で「平和学」の研究と教鞭をとられ、国内・海外とも

に「平和のための博物館」のネットワークに携わられている研究者です。 

立命館大学の国際平和ミュージアムはじめ日本にも、海外にも様々な平和のための博物館

があり平和教育が推進されています。特に海外では広島・長崎の原爆投下がどう展示されて

いるのか、などについて写真も見ながらのお話しをしていただく予定です。お楽しみに！ 
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【写真説明】「黒い雨」データの解析結果について説明する大久保理事長（左から２人目）。外部の研究者たちと意見を交わした。 

■「黒い雨」詳しい解析を要望 
 

原爆投下後に降った「黒い雨」を浴びたとされる約１万３千人分のデータを 

保管していたことが判明した放射線影響研究所（放影研、広島市南区）が、健 

康への影響を問題視する研究者との討論に応じた公開シンポジウムが 17日、広島市中区の 

原爆資料館東館であった。研究者からは「より詳しい解析を」との注文が放影研に相次いだ。 

日本ジャーナリスト会議広島支部の主催。放影研の大久保利晃理事長と小笹晃太郎疫学部長が登

壇。がんになるリスクが高まる傾向は見られなかった、とのデータ解析結果をあらためて報告した。 

これに対し、広島大原爆放射線医科学研究所の大滝慈教授は、長崎で雨に遭った人は固形がんの

死亡リスクが約30％高くなっていた点を挙げ「実態に合っていない。何か理由があるはずで解析を深め

てほしい」と訴えた。 

データの存在を指摘した長崎県保険医協会の本田孝也会長は、爆心地から２キロ以遠でも急性症

状とみられる重度の脱毛が確認された事例に言及。「初期放射線では説明できない」と黒い雨などによ

る内部被曝（ひばく）の影響を解明する必要性を強調した。 

大久保理事長は「できることはしたいが、黒い雨の影響を調べるためにデザインされた調査ではな

い」として、データに特化した研究の継続には後ろ向きな姿勢を示した。 

会場からは「放影研は被爆者のための機関であってほしい」との要望が相次いだ。大久保理事長は

「気持ちは分かるが、研究は中立的な立場でないと信頼されない」と述べた 

２０１３年２月１８日 中国新聞 
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