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京都「被爆２世・３世の会」 

 

 

 

 

 

 

 

１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１６年度の活動のまとめ、２０１７年度の活動方針を話し合い、決めていきます。 

 会員のみなさんの思いを出し合って話し合い、交流も深めましょう。 

 年次総会の議案は別冊でお送りします。 

 会員のみなさんの総会ご出欠のご連絡をお願いいたします。 

 

２部 記念学習講演 １４：３０～１６：３０ 

「放射能安全神話」を許さない！（仮題） 
福島甲状腺がんの原因は原発事故だ！ 

講師 宗川吉汪（そうかわよしひろ）先生 
京都工芸繊維大学名誉教授 

日本科学者会議京都支部代表幹事 

 

■福島では２０１７年４月をめどに帰還困難地域を除く多くの地域の避難指示が解除され、実質的な強制

帰還がすすめられようとしています。その基準とされているのが年間線量２０㍉㏜以下の放射能は「安全

だ！」とする虚像の安全論です。本当にそうなのか？現実はどうなのか？多発している小児甲状腺がんの

事実から放射能汚染のもたらしている福島の実態に迫る学習講演を行ないます。 

■講師に宗川吉汪先生をお願いしました。宗川先生は一昨年ブックレット『福島原発事故と小児童甲状腺

がん』（共著）を著され、福島の実態を鋭く解き明かされました。今年度４月にもブックレットの第２弾

発刊を予定されています。 

■真実に目を向け、事実に基づいて低線量被曝の危険性を学び、被災者の救済と“核の脅威から解き放た

れる”社会実現に向けた運動を強めて行きましょう。 

  

 

京都「被爆２世・３世の会」 

２０１７年度年次総会 
■日時 ２０１７年４月２２日（土）１３：３０～１６：３０ 

■会場 ラボール京都（京都労働者総合会館）４階 第１会議室 

お知らせ 
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あなたは被爆２世・３世としてどんな思いをもっていますか？ 

今年も、お互いの思いや運動を交流し合い、学び合い、何でも話し合えるつどいを開催します。 

２世・３世で誘い合って集まりましょう！おしゃべりしましょう！ 

全体会  講師 スティーブン・リーパーさん 

『核兵器のない世界の実現に向けて ～禁止条約締結交渉開始の年に～』 

分科会  ☞ 被爆３世の運動について3世同士で考え合おう、語り合おう。 

     ☞ 被爆２世・３世のネットワークを作り、広げていくために。 

     ☞ 被爆２世・３世の健康問題＆対策“気になることを話してみない？” 

★詳細は同封または添付の案内チラシご覧下さい。 

２０１７年度年会費お支払いのお願い 
 
京都「被爆２世・３世の会」の会計年度は４月１日～３月３１日です。 

２０１７年度会費のお支払いをお願いします。年会費は２，０００円です。 

 

 振込でお支払いいただく場合は以下にお願いします。 

ゆうちょ銀行 記号０１０７０－６ 番号４７８７０ 加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

通信欄に「２世・３世の会」会費とご記入下さい。 

 ４月２２日年次総会の場でも受領いたします。 

 複数年のお支払いもしていただけます。 

 年会費とは別に活動援助金（カンパ）のご協力もお願いしています。 

第２回 全国被爆２・3世 

交流と連帯のつどい 
～広島/ヒロシマで会いましょう～ 

２０１７年５月２０日（土）～２１日（日） 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1485786707/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3lvc2hpZS5iei9zYW1wbC9mbG93ZXIvZ3JlZW4vZjAyLnBuZw--/RS=^ADBZUzxjaadud4G7VCj2bG1qrmU11Q-;_ylt=A2RimE3T_I1YKmQApkiU3uV7
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２０１６年１０月４日、「チェルノブイリの大惨事の３０年：放射線と健康影響（２０１６）」（*１）とい

う国家報告書を公開したウクライナ国立医学科学アカデミーの放射線医学研究センター（National Research 

Center for Radiation Medicine）を訪れました。 

 始めに対応した同センターのバズカ所長（Ⅾimitry Anatolijovich Bazyka）は、当研究所はチェルノブイ

リ原発事故が起きてから半年後に設立され、その目的は、放射線の被ばくによる人間への影響を研究するこ

とと、その影響を最低限にする方法を開発することと述べた上で、 

① 原発事故の直後の対応と研究について 

② 研究の成果に基づく対応と、新たに分かったことについて 

③ 放射線以外の要素に基づく影響について 

④ １９９０年代から研究が進んだ子どもの甲状腺ガンについて 

など詳しく話しました。次に、内分泌科担当のカミンスキー（Oleksii Kaminsky）氏が、放射線の人体への

影響で新たに分かったことについてデータを示して説明した後、質疑応答を行いました。 

この内容は被爆２世３世にもつながるものがあると思いました。 

敦賀市から参加の山本雅彦氏がまとめた報告書全文を紹介します。 

チェルノブイリ視察報告№２ 

ウクライナ・国立医学科学アカデミー 放射線医学研究センター 

の報告と質疑応答 

米重節男（向日市） 

 

１、チェルノブイリ原発事故の直後の対応と研究について 

バズカ所長は、チェルノブイリ原発事故は、私た

ちにとって突然で予想もできなかったと述べ、事故

前のウクライナと日本を比べて、日本には放射線に

関する科学者、研究者、医学専門家が多くおり、日

本の放射線影響研究所・ＲＥＲＦ（＊２）のみなさ

んに大変お世話になり、習ったことが、ウクライナ

で科学研究と治療を統合させ進めることを決定。そ

のことが３つの研究所（①放射能学の臨床放射線学

研究所、②実験的な放射能学の研究所、③放射能に

関する衛生及び治療学の研究所）の設立につながっ

たと話しました。 

特に臨床放射線学研究所についてバズカ所長は、被ばくし急性放射線病を経験した人たちの研究、治療、手

当てを３０年間にわたって行ってきたことを報告。それによると、放射線による人体への影響は２つ大きなグ

ループに分けることができ、１つはガン（癌）関係の病気、２つはガン以外のその他の病気であること。ガン

関係の病気では、白血病は最初に明らかになってくるガン関係の病気で、その次に現れてくるのが甲状腺ガン

及び乳ガンで、それらに対し内科的・外科的治療の両方を行っていること。ガン以外のその他の病気で、放射

線による影響と認められているのは、眼の様々な病気で、特に白内障について様々な研究をウクライナの労働

医学研究所とコロンビア大学と共に共同研究を行った結果、以前、考えられていた被ばく線量より低い線量で

も、この病気が起こることが確認されたといいます。 
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２、研究の成果に基づく対応と新たに分かったことについて 

（１）ガン関係の病気について 

研究の成果に基づく国際機関の対応についてバズカ所長は、前出の白内障の研究の結果に基づいて、ＩＣＲ

Ｐ（国際放射線防護委員会）が職業人に対する眼の水晶体の線量限度（許容値）１００レントゲン（約 1,000

ｍ㏜）であった許容値を、年間２０ｍ㏜まで下げたと報告。その他にも多くの発見があったとして、チェルノ

ブイリの事故後の処理作業員（リクビダートル）の白血病に関わる研究について説明しました。 

それによると、日本で習ったアプローチとして、白血病の放射線リスクは、チェルノブイリ事故後、１５年

後のものと２０年後のものが基準として設定。日本の実績と違うのは、ウクライナの処理作業員で一番多く発

見される白血病は CLL・慢性リンパ性白血病（＊３）という日本人には少ない種類で、その研究の結果、ウク

ライナの研究者にとって新しい基準を設定する必要があることがわかり、大変重要な発見だったといいます。 

また、甲状腺ガンについては、子どものガンは言うまでもなく、処理作業員、そして汚染区域で被ばくした

大人の甲状腺ガンも増えており、事実上、ヒロシマの後、頻繁になったガンの種類がチェルノブイリの後でも

大体同じタイミングで多くなったとして、ヒロシマの後の段階、次の段階として問題となったガンの種類はウ

クライナでも問題になるという結論が言えると報告しました。 

（２）ガン以外の病気について 

ガン以外の問題についてバズカ所長は、ウクライナでも日本でも一番頻繁に起こるのは循環器病で、日本で

は脳関係の循環器病が多いが、ウクライナの場合は、心臓関係の問題が多いと指摘。統計としては、処理作業

員の場合も避難者、被ばく者の場合の両方とも事故後に急激に増えているということが確認されていると説明

しました。そして、私たちの研究の結論を巡っては、それを認めない人が多く、世界中で大きな論争が起きて

いると話しました。 

それによると、循環器病には放射線以外にも色々な原因があり、その因果関係についは、２つの論争がある

といいます。１つは循環器病の原因としては放射線だけではなく様々な問題の要素のコンプレックス（ストレ

ス）があるという研究者と、２つは放射線だけの影響と考えている研究者です。さらに、処理作業員について

は、放射線が３つ目の大きな要素になっていることがわかったといいます。 

 

３、放射線以外の要素に基づく影響について 

放射線以外の要素に基づく影響についてバズカ所長は、日本のフクシマでも数万人と思われる方々が対策作

業、処理にあたっており、放射線量は低量であってもストレスは、大変大きな問題になるのではないかと指摘。

その方々は将来、心臓病、循環器病が予測できる、線量によるものだけではなく、そのほかの原因、要素によ

る病気が多発することが予想されると強調しました。 

それによると、ウクライナでは放射線以外の要素の影響で、事故と関係があるもので、処理作業員に従事し

た人だけではなく、避難をせざるを得なくなった多くの人たちも、その影響を受けたといいます。日本の福島

第１原発事故の際も、様々なストレス要素のコンプレックスの方が線量よりも遙かに危険で、特に津波でたい

へん多くの犠牲者がでて、それらも合わせてストレスの要素になるので気を付けなければならないといいます。 

また、免疫学から見たおもしろい現象が発見されたと指摘。それによると、放射線の専門的な教育を受けて

いる人たちで、例えばクルチャトフ放射性研究所の専門家たちや放射線医学の関係者は、線量が高くても免疫

の影響はそんなにひどくないというケースが多く、つまりストレスとパニックは免疫に大きな影響を及ぼす要

素だといいます。 

 

４、１９９０年代から研究が進んだ子どもの甲状腺ガンと日本の状況について 

子どもの甲状腺ガンについてバズカ所長は、１９９０年代からウクライナでは研究が進み、特にプリシャジ

ュニュク博士らによる研究は、放射線の影響による甲状腺ガンの発見のために大事な役割を果たしたと報告し

ました。 
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それによると、子どもの甲状腺ガンについては、長い間、ウクライナの科学者たちの主張が、国際科学社会

から認められず、事故の８年後に初めて認められるようになったといいます。 

また、日本ではヨウ素関係で説明。日本の人のヨウ素供給量がウクライナ人に比べてはるかに多いので、子

どもの甲状腺ガンについては、そんなにひどい影響がない、違う状況にあると思うと話しました。 

 

５、被害者の人命を助ける活動について 

被害者の定期的な保健、診断についてバズカ所長は、日本に習ったライフスタディ（生涯学習）というプロ

グラムと同じように、ウクライナでも被害者のリストを作って、時間が経つにつれてその人たちの診断、研究

などを行っていることを報告しました。 

それによると、被害者リストによる定期的な保健、診断を行うことによってガンの早期発見が可能になり、

その結果、治療して助かる確率も高くなっていること。また、１９９６年からウクライナでは、キャンサレジ

ストリ（ガン記録簿）が作成されていて、それは汚染地域だけではなくウクライナ全域をカバーしている。そ

の記録簿には、それぞれの患者についての病状及びその他の治療の結果などが明記され、その被ばく者が移住

した時でも、引っ越した先でその人をしっかりフォローして被ばく者として特別な手当てを行うことができる

ようになっているといいます。 

 

６、放射線を受け、人体の内分泌上、多くの異常が起こったことについて 

内分泌科担当のカミンスキー

（Oleksii Kaminsky）医学博士は、私

は内分泌科の専門家なので内分泌に関

する話をすると述べた上で、チェルノ

ブイリ事故で、多くの放射性物質が大

気に放出され、頭脳、甲状腺、その他

の腺も被ばく、放射線量を受け、それ

によって多くの異常がおこり、甲状腺

関係の病気が多発するようになったと

報告しました。 

それによると、内分泌上の問題とし

て、一番最初に確認されたのは子ども

の甲状腺ガンで、その被害を受けた人

たちにとっては大変なことだが、全体

的な病気の状況がもたらす社会への影

響は幸いなことに僅かで、子どもは図（上）のように予想より低い確率だったといいます。 

（１）国民の甲状腺系の病気（甲状腺ガン以外）の発生確率について 

子どもの甲状腺ガンの問題に全力を尽くしたことによって、その他の病気（ガン以外の内分泌系の病気）を

無視してしまったと話しました。 

それによると、ウクライナ保健省の統計データでは国民の甲状腺ガン系の病気の発生確率は７％となってい

るが、それは実は虚偽であること。カミンスキー博士らの研究ではウクライナ国民全体の発生確率は３０％で、

カミンスキー博士らがフォローしている被害者２万５千人を長い間にわたり診断、研究を行った結果、他のウ

クライナ国民の統計と比べて、甲状腺ガン以外の甲状腺問題が起こる確率は５０％になっており、国民全体を

比べても２倍近い。すなわち、放射能が確かに健康にひどい悪影響を及ぼしているといいます。そして、被害

者を様々なグループ別に分けた図 (↑)では、①が処理作業員、②が３０キロゾーンから避難させられた人、③

が汚染地域で暮らしている人で、それぞれ甲状腺病の発生率を示しているといいます。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５２   ２０１７年２月２５日 

7 
 

また、甲状腺ガン以外のものについては(↓

図)、一番多いのは nodular goiter（結節性

甲状腺腫・しこり）で、その次は autoimmune 

thyroiditis（自己免疫性甲状腺炎）、特にパ

ーセンテージで高いのは autoimmune  

thyroiditis（自己免疫性甲状腺炎）で、免疫

上の問題がある甲状腺炎だといいます。 

 さらに、被ばくした人たちから生まれる子

どもは、特に発生率が高いということが確認

されており、それは５０％以上で、その子ど

もたちのなかで一位を示している甲状腺病は

nontoxic diffuse goiter（goiter＝しこりと

いう意味）（９・５％〜１３・８％）であると

いいます。 

（２）新しい発見データ・・糖尿病と肥満

の問題について 

カミンスキー博士ら以外、誰も扱って

いない糖尿病問題について同博士は、新

しいウクライナ国民のデータで保健省の

糖尿病の発生率は３％、糖尿病の国際機

関による発生率は７％ですが、処理作業

員の場合、特に長い間汚染地域で作業を

していた人たちの発生率は２１・４％で、

統計データと比べても４倍、５倍近いと

指摘しました。 

それによると、Pre-diabetes（糖尿病

前症）β細胞は放射能に大変敏感で、糖

尿病の原因になっており、それは新しい

データだといいます。 

もう一つの新しいデータで、肥満の問

題についてカミンスキー博士は、世界で

も肥満が多いと認められているのはアメリカ

だが、処理作業員はアメリカのパーセンテー

ジよりも高ことが確認されており、それは脳

が被ばくしたからだと述べました。それによ

ると、脳のProopiomelanocortinのＳｙｓｔ

ｅｍ（システム）がダメージを受けて肥満病

の原因になっていること。 

α‐MSH（Melanocyte-stimulating hormone・

メラニン細胞刺激ホルモン）の量が減ってし

まい、肥満病の原因になっているといいます。

本来、肥満病の人たちは、体重が増えていく

とともにホルモンが減っていきますが、被ば
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カミンスキー医学博士 

くした人たちは体重に問わずこのホルモンが減っていて、そのメカニズムが壊れてしまう。本来、肥満病の人

たちは、体重が増えていくとともにホルモンが減っていきますが、被ばくした人たちは体重に問わずこのホル

モンが減っていて、そのメカニズムが壊れてしまう。したがって、被ばくした人たちは肥満病になる確率が高

いといいます。（図→）そして、カミンスキー博士らの研究の結果、前出のホルモンが脳の被ばく状態を示す

marker・マーカとして使うことができるといいます。 

 

７、質疑応答・意見交換・・・低線量被ばく、被ばく者の遺伝的影響、被害者の健康管理、チェルノブ

イリ被災法などなど 

（１）質問・・・子どもの甲状腺ガンについて、「ウ

クライナの科学者たちの主張が、国際科学社会から

認められず」、特にＷＨＯなどが認めていないという

が、そのことをどう思いますか。 

回答・・・それは仕方ないことで、何故なら、世界

レベルでそういうデータが認められた場合は、世界

的な規模で対策を取らなければならないからです。

国連の委員会による報告書やWHO報告などは、統

計のデータが実際に起きていることより遙かに遅れ

ています。 

（２）質問・・・私の母親はヒロシマで被ばくして

います。被ばく者の子どもの世代への影響について、

調査の内容について教えて下さい。 

回答・・・結論からいうと大体の人たちは健康上の

問題は特にありません。特にガンの発生率が高いと

か、他の病気の発生率が高いなどということは、今

の所ありません。ただし引き続き研究、調査を行っ

て行きます。 

（３）意見・・・私は、福島原発から１２kmのとこ

ろに住んでいました。私の親族のうち、５年間で２

０人の方が亡くなっています。その原因はガンであ

ったり、自殺であったり様々な原因ですが、それが

原発事故による放射能の影響だと国は認めません。

私たちは家族がバラバラになって、知らないところ

で避難生活を余儀なくされています。そういった事

によるストレスをたくさん抱えています。そのスト

レスが大きな影響を与えると考えており、チェルノ

ブイリと同じだと思いました。 

回答・・・お話しを聞いて、私たちも親しい想いを

感じました。ウクライナの避難者たちも全く似た経

験をしています。避難命令が出て、避難する時でも

事故は既に深刻だという情報が全く無く、一週間後

には帰れるといわれました。 

住み慣れたところから、知らないところへ避難し

て、大変な思いをしています。特に田舎の生活をし

ていたお年寄りは新しい地で生活することができず、

死ぬまで苦労していた人が多くいました。禁止され

ていても、千近い人は無断で自分の故郷へ帰り、そ

こで死ぬまで暮らしていました。電気も水もなく、

人も隣にいない環境のなかで暮らしていて、住み慣

れている家に戻り生活したいという人たちです。今

は３００人くらい残っています。高齢者が多いです

が、最近は比較的若い人たちも帰っているという話

や、数年前の話ですが、ある夫婦には子どもも産ま

れたという情報もあります。 

特に自殺についても全く同じです。処理作業員の

中でも自殺のパーセンテージが高いです。精神問題

が大変ということが確認されており、ユネスコがそ

ういう避難者たちが多く住む地域にヘルプセンター

を作りました。そのセンターが大きな役割を果たし

ています。 

日本では都道府県の自治体の独立性が大変重要と

思いますが、避難者については国レベルでかなり頑

張らないといけないと思います。特にリストの作成、

その人たちの手当て、手助けを県を問わずに同じ基

準で受けられる制度が必要だと思います。 

（４）質問・・・私たちは、健康手帳というかたち
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で要望して健康管理をすることを求めていますが、

まだ日本では実現していません。事故を起こした原

因者が、そういった医学的な取り組みを日本で作る

にはどのようなことをしたらいいですか。 

回答・・・私たちは、少なくともウクライナの国の

レベルでは、そのような方々のために全力を尽くし

ました。日本の皆さんにも情報提供というかたちで

全力を尽くしました。 

（５）質問・・・福島原発から約１００ｋｍの会津

若松市では、今も尚１３８人の方が県外へ避難して

います。多くのご両親が子どもたちの健康について

心配しています。子どもたちの健康被害については

先ほど甲状腺ガンだけでなく様々な障害が報告され

ましたが、福島県では矮小化されて甲状腺ガンだけ

が子どもたちの健康被害だといわれています。そし

て医学の発達により、ガンにならない、いわゆる甲

状腺ガンまで医学の発達で発見され、これは原発事

故によるものではないとマスコミや医者から言われ

ています。福島の子どもたちのそのような状況につ

いてどのように思われていますか。 

回答・・・この問題は、大きく二つに分けなければ

なりません。①１つは、科学研究に関わるもので、

②２つは、患者に対する具体的な手当て・治療です。 

②の患者の手当てについては、ウクライナでは事

故が起きた直後に、子どもに対する手当て・プログ

ラムが国のレベルで導入されました。４月に事故が

起きましたが、５月６月末からは汚染地域で暮らす

子どもたちを汚染されていない所へ子どもキャンプ

に送り、そこで３ヶ月間ほど暮らしてもらい、その

次の年も同じ事を行いました。非常に規模の大きい

国のプログラムです。先ほど１００ｋｍ離れている

ところだとおっしゃいましたけど、キエフも丁度１

００ｋｍです。キエフの子どもたちも、そういう子

どもキャンプに送られました。キエフだけでなく、

全ての汚染地域の子どもたちが対象になりました。

最初の年は３ヶ月間、その後の年でも毎年定期的に

そういうキャンプに送られていました。それによっ

て線量が減り、被ばく対策として大きな対策だった

と思います。 

実はあの当時ここでも研究、医学の技術が発達し

てきたので、甲状腺ガンの発見率が増えたというこ

とが確認されています。それはある意味では確かに

技術が発達したからということもあるかもしれませ

ん。なぜなら、日本でも最先端技術が使われている

のと同じように、あの当時ウクライナでも子どもの

健康の心配があるので、キエフの大きい病院だけで

なく、超音波機械が急に多くの地域で導入され、地

区の小さな病院までもその機械が設置されたからで

す。以前は想像もできなかったような機械です。し

たがって、技術の影響もあったかもしれませんが、

客観的な影響もありました。 

（診断）技術が原因であるか、放射能が原因であ

るかを問わずに、子どもに甲状腺の問題が発見され

た場合、集中的な特別な対策・手当てが必要です。

１つ目重要な対策は、それは診断で病気の確認です。

２つ目は、病気が確認された場合の適切な治療。３

つ目に重要なのは予防・対策です。 

①の科学・研究的な問題については、福島県では

私の知る限り、アンケート調査が行われ放射能レジ

ストリー、記録簿が作られたと聞いています。一番

汚染されている地域の調査については聞いていませ

んが、日本では汚染地域の近くの地域で５０ミリグ

レイ以下の線量で被ばくした子どもたちが調査・研

究の対象となっていると聞いています。 

ウクライナでは、子どもの甲状腺ガンの発生増加

と事故の関係を科学的に確認できたのは事故後１０

年後で、おそらく日本も似たような予測ができると

思います。 

繰り返しますが、治療医学と科学研究を分けて見

なければなりません。治療については具体的な患者

がいて、その患者に最善を尽くさなければならない

ことは当たり前です。ただし科学的な結論を出すの

には、それは仕方ないですがある程度条件が揃わな

ければ科学的な結論は出せません。特に処理作業員

の甲状腺ガンについて信頼できる科学的なデータが

まとまったのは２０１４年で、２８年後です。残念

なことに科学というのは遅いです。ただし科学研究

とは別に人を助けることは一番至急な課題だと思い

ます。 

したがってウクライナで決められたのは、放射能

の影響が確認されている人ではなく、事故を巡る全

てのコンプレックスが影響している、その全ての人

たちが対象とされました。 

（６）質問・・・チェルノブイリ被災法という法律

と、このような研究あるいは病院が有効に働いてい

る、あるいはこの法律があったからこのようなこと
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が分かったとかあるいは全く無関係だということは

ありますか。このような法律は日本にはありません。

このような観点からお聞きしたい。また、この病院

は以前来た時は６５０床の内４００床が処理作業員

で子どもが１５０床だとうかがったが、その後の変

化などお聞きしたい。また、被災者の数はどう推移

していますか。 

回答・・・大人は４００床で、子どもは１３０床で

合計５３０床です。すべてチェルノブイリの被害を

受けた人たちの治療に使っています。 

１つ目の質問ですが、法律は今でもあります。そ

れは特に被災者たちに対する優遇措置としての法律

です。人数でいうと１１万８千人が国に被災者とし

て認められ、処理作業員だけでなく、避難した人た

ちも健康被害被災者として正式に認められています。 

その人たちは法律に基づいて無料で治療、手当て

を受け薬も無料でもらうことが定められています。

その他にも社会的な優遇措置がたくさん書き込まれ

ています。例えば光熱費の５０％の割引です。今は

国の予算に対する負担が重すぎるという話しがあり、

全ての優遇措置をなくさなければならないという話

しが出ていますが、あの当時処理作業員がいなけれ

ばもっと悲惨な後始末になっていたということが確

実ですので、自分の健康・命を犠牲にした人たちだ

と思って私たちとしてはその法律を全面的に守って

います。 

その他の一般国民でも被害を受けている人たちは、

原発の近くに住みたくて被害を受けたというわけで

はなく、選択肢がなかった人たちです。ウクライナ

の場合は国が責任者となり、国が全て可能な限りの

援助をその人たちに与えなければなりません。ウク

ライナではチェルノブイリの被災者が様々な

NGO・社会団体を作って積極的に活動をしています。

やはり被災者の声が多くないと援助もないと思いま

すし、国も要求を聞いてくれないと思います。 

１１万８千人とは、被害者としてのステータスを

持っているのはウクライナのレジストリーそのリス

トに載っているのは２５０万人で、そのなかで健康

被害、体が不自由になった人たち、正式的な資格を

持っているのは１１万８千人です。 

一番人数が多かったのは２００３年で、登録して

いる人数は３００万人でした。もちろん死亡者もい

ます。そういう影響もあります。そしてもう１つ人

数が減っている理由は、被災者として認められてい

る子どもたちは、１８歳つまり成人になると、自動

的に被災者リストから外れます。大人の被災者には

なりません。登録が免除されます。それは不公平だ

と私たちは思っていますし、チェルノブイリ関係の

NGO もそう思っています。政府に対して働きかけ

ていますが、やはり将来はこの問題も法律上で変え

なければならないと思っています。しかし、国のレ

ベルではその人たちが成人になった時リストから外

されますが、私たちの研究所のリストからは外れま

せん。私たちがしっかりとその人たちを見守ってい

ます。 

（７）質問・・・ガン系の病気については、低線量

被ばくでも影響があると、白血病、白内障、甲状腺

ガン、それぞれを含めて低線量被ばくとガンの関係

については明確になったと。しかし、ガン以外につ

いては循環器系これについては放射線の影響がある

けれども、放射線が中心ではない、ストレスなどだ

ということですが、それでいいのかうかがいます。 

回答・・・はっきりと申し上げるのは大変難しいで

す。何故かというと、実は、この心臓病や循環器病

については世界的にもリスクファクター（リスク要

素）があります。それはタバコ、遺伝子、労働条件、

体重などの色々な要素が１０個ほど世界的に認めら

れていますが、そのうち放射能も含まれていますが、

私たちが調査している人たちを対象にすると、大体

３つくらいの位置をしめています。ただし一番目、

二番目には必ず全ての人が同じというわけではあり

ません。例えばあるグループについては、シフト型

の作業が１番目の理由になりました。違うグループ

は、チェルノブイリで今でも働いている人たちは、

１６日間働いて、１６日間休んで戻ってくるとか、

そういう労働条件が重要な要素になります。という

のは絶対的な位置ではありません。大体という感じ

です。 

一番強調したかったのは、心臓病や循環器病は放

射能による病気というよりも、リスク要素による病

気だということです。そのうちの一つの要素として

放射能の影響があるということです。ただし因果関

係があるということは確かにあります。実は科学で

は因果関係を確認するために、二つの現象が同時に

現れる場合は因果関係が確認できます。この場合は、

心臓病及び循環器病と過去の被ばく経験この２つが
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重なっていれば大体関係が確認できます。ただし心

臓病などがあると当然死亡率も高い、従って直接的

な死亡率との関係ではなく、間接的な死亡率との関

係が確認できます。線量が高ければやはり死亡率が

高いということです。 

以上 

 

（*1）Thirty years of Chornobyl catastrophe: Radiological and health effects（Kyiv 2016）、 

URL=https://drive.google.com/file/d/0B1bUIW1YACgZM3Uya3NVLVQyVVk/view 

（*2）公益財団法人放射線影響研究所（Radiation Effects Research Foundation、RERF）所在地：

広島、設立者：日本とアメリカ合衆国政府。 

（*3）慢性リンパ性白血病（英: Chronic lymphocytic leukemia; CLL） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウクライナ国立医学科学アカデミー放射線医学研

究 

センターの前で。右手前が山本雅彦さん。 

説明を受けて質疑応答する調査団 

国連の核兵器禁止条約交渉会議に合わせて核兵器廃絶国際署名の推進を！ 
 

３月２７日（月）からいよいよ国連において核兵器禁止条約の制定を目指す交渉会議が始まります。

今そのための準備会合が開催されています。アメリカ、ロシアは禁止条約に反対して交渉会議に参加

しない意向を明らかにしています。唯一の被爆国を標榜する日本政府は交渉会議に出席するかどうか

明らかにしていません。 

核兵器禁止条約制定を実現する力はやはり国際世論、草の根からの市民の力です。それを具体的に

示すのが「被爆者の訴える核兵器廃絶国際署名」です。 

２月１４日（火）、署名運動を推進していくための、京都原水爆被災者懇談会・京都「被爆２世・ 

３世の会」と京都の生協関係者との懇談会を持ちました。

各団体、組織共に積極的に署名運動をとりくむことを確

認し合いました。また、共同でキックオフ（とりくみ開

始）のための学習講演会を開催することになりました。

開催日は４月１５日（土）です。詳細は後日お知らせし

ます。 

歴史の歯車を大きく回転させていくために「被爆者の

訴える核兵器廃絶国際署名」を強めていきましょう。 
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戦争への道を許さない－長崎の被爆者の思い、 
『平和への誓い』をめぐって 

２０１７年２月７日 

長崎原爆被災者協議会事務局長／長崎被災協・被爆二世の会・長崎事務局長 

柿田富美枝さん 

 

 

長崎の原爆の日の８月９日に開かれる平和祈念式典で「平和の誓い」を述べる被爆者代表が、昨年ま

での被爆者５団体らによる持ち回り人選から、今年公募によって被爆者代表が選ばれることに改められ

ました。何故このようなことになったのか、昨年来のその経緯について紹介します。 

 

昨年２０１６年２月１日、長崎原爆の日に営ま

れる平和祈念式典の「平和への誓い」を読み上げ

る被爆者代表の人選方法について、長崎市の田上

富久市長と被爆者５団体の代表らが長崎市役所

で面談しました。 

外部委員会で人選する新たな方法を提案して

いる市に反発する５団体は「要望があれば団体以

外の被爆者に門戸を開いてきた。私たちは既得権

益で言っているのではない。市に推薦者がいれば、

喜んで受け入れる。」「これまで長年やってきたの

に、なぜ今年、急に変更するのか」と発言し、話

し合いは平行線のまま終わりました。  

持ち回りで毎年代表を選んできた５団体は政

府に批判的な「誓い」に政治的圧力が掛けられた

ため、市が新たな人選方法を提案したのではと質

問しました。田上市長は「圧力は全くない」と否

定し、「国際的にも被爆者の声は重要だ。高齢化

に伴い、長崎市外の被爆者にも広げたいだけ」と

理解を求めました。 

被爆者側は「私たちはまだ１０年くらい十分代

表を出すことができる。できないと言っていない。

市と５団体の信頼関係が大事で再度話し合い。お

互いに納得することが大切ではないか」と述べま

した。しかし、面談後、マスコミに対し、田上市

長は「考えは変わらない」とし、市議会２月定例

会に外部委員会設置条例案を提案する方針をあ

らためて示しました。 

 

このあと、被爆者５団体の会議では「市長にわ

かってもらえないのであれば、式典が平和公園で

開催される時に、我々は爆心地公園で被爆者団体

の追悼祈念式典をやればいいのでは。」と話した

ことが、市をあわてさせ、市議会議長が被爆者５

団体と会い、２０１６年度は従来通り行う、時間

をかけて話し合おうということになりました。こ

のとき、議会に提出されていた予算案（海外交通

費も含む）は否決されました。 

しかし、その後、何度も市と被爆者５団体で話

し合いを重ねましたが、市側の考えは変わらず、

「被爆者の高齢化、今後の１０年を見据えて新た

な方法を作る」「県外、海外からも広く門戸を開

く」とし、今年度の議会で予算案（海外交通費も

含む）を通してしまいました。 

 

被爆者５団体は「平和憲法が守られているとき

は、被爆者は被爆体験を語り、核兵器廃絶を訴え

れば良かった。しかし、今は安保法、集団的自衛

権まで言わねばならない。」と話します。「圧力が

あった」と市長が認めるはずもありませんが、被

爆者５団体は見えない圧力を感じています。安倍

総理らが出席する中で、２０１４年の城臺美彌子

さん、２０１５年の谷口稜曄さんたちが集団的自

衛権など、正面から政府を批判しました。以前か

ら「戦争への道を歩んではならない」という被爆

者の思いは長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典の

「平和への誓い」にずっと貫かれてきました。 

 

２０１７年度から「平和への誓い」は、長崎市

の設置する有識者等による審査会で審査される

ことになりました。どのような被爆者の訴えが公

募に集まるのか、これまでの式典の被爆者の訴え

の質を落としてはならないという思いで、５名の

審査委員のうち被爆者５団体から２名が入るこ

とになりました。しかし、長崎市長の方針に振り
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回され、被爆体験に優劣をつけるような審査にな

るため、審査員たちも悩まされるでしょう。 

平均年齢８Ⅰ歳になった被爆者たちが申請の

書類や４００字の原稿をやっとの思いで書き上

げるわけですが、式典で訴えることができるのは

たった１名です。どれだけ強い思いがあっても、

１名以外の被爆者たちは振り落とされるのです。

それが下記の長崎新聞の「記者の目」と「水や空」

の記事に書かれています。 

また、これから「当たり障りのない平和への誓

い」になっていくことはないのか心配です。今後

「平和への誓い」の在り方を考える場が必要だと

思います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「客観的」平和への誓いとは 

「被爆体験」「平和への思い」をそれぞれ４００字程度で書いた文章と、語り部などの活動歴。こ

れらをもとに８月９日の平和祈念式典で「平和への誓い」を述べる被爆者代表を「客観的に選ぶ」と

いうが、そんなことが可能なのだろうか。 

被爆者代表について、長崎市は今年から被爆者５団体に委ねるのをやめ、被爆者２人と学識経験者

ら３人の計５人でつくる審査会で選んでもらうことにした。５団体は「誓い」で政府批判が相次ぎ市

に圧力がかかったと指摘するが、市は「幅広く選定するため」と一貫して否定する。 

田上富久市長は先日の審査会初会合で「中立性、客観性が求められる」と述べた。にもかかわらず、

市は代表候補に自らの推薦者を含めようとした。行政の意向が反映された時点で客観性が失われるの

は当然で、委員も「バイアス（偏り）がかかる可能性がある」などとして市の提案を却下した。妥当

な判断だ。 

だが思う。そもそも誰にとっての客観性なのか。「平和への誓い」は主観以外の何物でもない。核廃

絶に逆行する政府を批判するのも平和を願ってのことだ。これまでのような被爆者の自由な発言が封

じられるのではないかと懸念している。（原口 司／長崎新聞報道部） 

【２０１７年１月２７日 長崎新聞】 

■長崎新聞「水や空」欄 

 ＜・・・を４００字程度で画いた文章と活動状況を記した資料、申込書を市役所の担当課へ。申込

書はホームページからダウンロードできる＞。１日付の各紙に横並びでこんな募集記事が載った▼コ

ンテストの告知でも求人情報でもない。応募の資格は「長崎で被爆し、被爆者健康手帳を持っている

人」。原爆の日の８月９日に開く平和祈念式典で「平和の誓い」を述べる被爆者代表が今年から公募

されることになった▼これまでの被爆者５団体らよる持ち回りの人選を改め「広く門戸を開くのが狙

い」というのだが、どうにも違和感が消えない。もっとほかに方法はなかったのだろうか、と▼一番

若い被爆者も７１歳になる。真っ先に思い浮かべたのは、使命感に背中を押されながら震える手でペ

ンを握り締めて「４００字の作文」に難渋する姿だ。お孫さんに電話しているかもしれない。ダウン

ロードって何やろかね▼審査会を開くそうだ。だが被爆者の数だけある「あの日」の体験や、それぞ

れに語られる「平和への思い」に点数や優劣などつけられまい。いったい被爆者たちの何をどんな尺

度で審査しようというのだろう▼あるべき配慮や年長者への敬意や当たり前の想像力が欠落しては

いないか。誰も何も疑問を感じなかったのだとしたら、何だか嘆かわしい。（智） 

【２０１７年２月４日 長崎新聞】 

ｓｃｒａｐｂｏｏｋ 
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大飯原発差し止め訴訟〔京都地裁〕 

第１４回口頭弁論（２０１７年２月１３日）での意見陳述 

原告 宇野朗子さん 

 

宇野朗子と申します。 

福島市で被災し避難、山口県、福岡県を経て、

現在は京都府木津川市におります。 

 

２０１１年３月１１日、私と、当時４歳の娘は、

福島市内の友人の家の庭で地震にあいました。私

はとっさに娘を自転車から降ろし二人で、暴れ馬

のような大地にしがみつきました。ゴォーッとい

う地鳴り、周囲の全てのものが強く揺すぶられて、

聞いたことのない音を発していました。すぐ後ろ

に停まっていたワゴン車がバウンドして前に進

み、石塀がガランゴロンと崩れました。「大丈夫

だよ！ママはここにいるよ！」と繰り返し叫びな

がら、私の意識は浜通りの原発へ飛んでいました。

「ああ、間に合わなかったのかもしれない」とい

う想いがこみ上げていました。その頃、私は、福

島第一原発３号機でのプルサーマル運転に反対

しており、すべての原発を安全に廃炉にしていこ

うというイベントを準備している最中だったか

らです。 

本震が終わるとすぐに友人宅に逃げ込みまし

た。急いでテレビをつけると、日本列島の海岸線

が点滅して津波警報が出ていました。予測高さは

３メートルくらいでしたが、みるみるうちに、５

メートル、７メートルと高くなっていきました。

そして、本当に、津波がおしよせ、家も人も車も

押し流されていく映像が流れました。「これは本

当に大きな地震だったのだ」と思いました。でも

テレビでは、原発について、「自動停止した。今

のところ問題はない」という情報以外は、何も得

られませんでした。 

すぐにパソコンを借りてネットにつなぎ、情報

を求めました。ほどなくして、信頼する友人から、

「福島原発、全電源喪失」の報せを受けました。

前年の夏の、外部電源全喪失事故の記憶が蘇りま

した。あの時、冷却水の水位が２メートル下がっ

たところで電源が復旧し、メルトダウンを免れて

いました。「今回も、どうか復旧しますように、

電源車が間に合うように」と祈りながら、私は危

機を知らせるため、友人たちに電話を掛け続けま

した。 

夜になっても、電源復旧の報せはありませんで

した。 

原発からの風向・風速は？ 放射性物質が拡散

したら、どのくらいの時間でここに到達する？ 

これらの情報を知りたいと思いましたが、分かり

ませんでした。 

夜になり、原子力緊急事態宣言発令、その後、

３キロ圏内に避難指示が出されました。私たちも

避難したほうがよいだろうか？情報がない中で、

判断に迷いました。 

夜の１１時頃、政府災害対策本部の情報を目に

し、メルトダウンの危険性が高いと判断、避難を

決めました。友人が、オムツや衣類、食料、水等

を車に積みこみ、眠り始めていた子どもたちを起

こして車に乗せました。私は、避難するというメ

ールを無差別に送信しました。「何事もなければ、

帰ってくればいい、今は一刻も早く子どもたちを

遠くへ」、そう話して、真夜中に出発しました。

雪のちらつく、静かな夜でした。 

南へ向かう国道は、地震で陥没しており不通、

東北自動車道も通行止めで、私たちは西の山を越

えることにしました。山は吹雪でした。真っ白な

視界の中を、私たちは一睡もせず必死に車を走ら

せました。 

翌朝、会津の知人宅で休憩をとり、埼玉で被災

していた夫がレンタカーで合流、私たちはそこか

閉廷後の報告集会 
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ら家族３人で避難を続けました。新潟に向かう途

中で、一号機の爆発を知りました。はりつめてい

た糸が切れるように、私は声をあげて泣きました。 

新潟空港でレンタカーを乗り捨て、キャンセル

のでた飛行機に飛び乗り伊丹空港へ。大阪からは

新幹線で１２日の深夜に広島に到着し、１３日午

後、山口県宇部市にある夫の実家に到着しました。 

 

私たちは、このように緊急避難しました。それ

は、数々の幸運が重なったからこそできた避難で

した。各地では渋滞が起きていました。また、避

難したくてもガソリンが手に入らず、できないと

いう人もたくさんいました。病気をかかえた人た

ちが避難の途中で何人も亡くなりました。また、

浜通りから避難してきた方々を助けるために、避

難したくてもできない、という友人もありました。 

何より、避難するべきかもしれない事態が進行

していることを知らないままの大勢の被災者が

いました。 

原発事故による住民避難は、情報の入手、避難

の判断、避難の実行、すべての面で、とてつもな

く困難なことです。 

私が現在住んでいる木津川市をはじめ、多くの

自治体の原子力防災計画は、国、府、電力会社か

ら収集した情報を得ることを前提としています。

しかし、福島原発事故では、実際には、十分な情

報は届きませんでした。停電の中で、原子力緊急

事態も、３キロ圏内避難指示も、殆どの住民が知

らないまま夜をすごしました。さらに情報の隠蔽

がありました。福島県は、放射性物質の拡散予測

を、県民に知らせることはありませんでした。 

３月１５日、福島市内では、毎時２４マイクロ

シーベルトを超える空間線量が観測されました。

ヨウ素剤も配布されなかったため、人々は本当に

無防備に初期被ばくをしてしまいました。政府や

県、東京電力の発表する情報や指示に従ったこと

で、多くの人が無用な被ばくを強いられたのです。

これは許されてはならないことです。このような

裏切りを私は想像もしませんでした。悪夢のよう

な現実の展開に、心底恐怖し、憤り、苦しみまし

た。 

この悲劇がどのように起きたのか、今後、どの

ような体制をとるべきなのか、十分な検証と対策

が必要です。 

 

そして今日、もうひとつどうしてもお伝えした

いことは、緊急避難は、「長い長い被災のほんの

始まりにすぎない」のだということです。 

緊急避難した人たちも、職場や学校の再開とと

もに帰らざるを得ませんでした。夫も、１ヵ月後

には職場に帰り、それから私たちは、長い二重生

活が続きました。この６年間で家族併せて１０回

以上の転居をし、夫は職場を２回変え、昨年よう

やく家族３人の暮らしを再開することができま

したが、人とのつながり、仕事、将来の夢、家族

の平和な日常を奪われ、その傷は癒えていません。

家族分離、コミュニティの崩壊、病気、死、多く

の喪失を経験し、その苦しみは今も続いています。 

危険な放射能汚染がありながら、避難指示は解

除され、区域外避難者の住宅提供も打ち切りとな

ります。私はまた、このような被災者を切り捨て

るような政府の施策に、深く傷つき、憤っていま

す。 

私たち家族は緊急避難をしましたが、しかし、

個人の努力では、原発事故から本当に逃れること

はできないのだと、この６年でひしひしと感じて

います。 

原発が一度事故を起こせば、何百年もの間、土

や海や山の木々は汚染されます。 

人々の人権は奪われ、被ばくを受け入れること

を強要され、生きる尊厳を傷つけられます。 

こんな悲惨な事故は福島で終わりにしなけれ

ばなりません。 

私は、福島原発事故の悲惨を知るひとりとして、

未来世代に責任を感じる大人として、大飯原発を

はじめ、すべての原発は絶対に稼働させてはなら

ないと、強く訴えます。 

以上 
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１月２７日（金）／原発賠償京都訴訟第２２回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

１月２７日（金）に行われた原発賠償京都訴訟

第２２回期日の報告です。長文、ご容赦ください。 

今回は、専門家証人尋問（主尋問）ということ

で、原告の証言がないということが影響したのか、

前回、前々回よりも集まりが悪く傍聴席が埋まる

かどうか心配しましたが、抽選となり、若干名の

方が傍聴できませんでした。 

原告側証人は崎山比早子さん（元国会事故調委

員。医学博士。高木学校メンバー）、被告側証人

は①酒井一夫（放射線医学総合研究所・放射線防

護研究センター長。国際放射線防護委員会ＩＣＲ

Ｐ第５専門委員会委員）、②柴田義貞（長崎大学

客員教授、元福島県立医大県民健康管理調査事業

特命教授）、③佐々木康人（湘南鎌倉総合病 院付

属臨床研究センター・放射線治療研究センター長。

元 ICRP主委員会委員）の３人。 

午前中は原告側の崎山さん。用意したプレゼン

資料に沿って一通り説明したあと、代理人（弁護

士）からの質問に答える形で主張すべき点を再確

認したり補強するというスタイルで進行しまし

た。 

証言内容は、大きく①放射線傷害の標的 身体

の設計図ＤＮＡとその合成、②放射線防護、③疫

学調査結果について、④県民健康調査、甲状腺が

んについての４つに分かれていました。 

① では、 

・すべての細胞に存在するＤＮＡ（その科学結合

のエネルギーは５～７eV）に放射線（１万５千～

２万 eV）が当たると、そのエネルギー量の差によ

ってＤＮＡは簡単に切断されてしまうこと、 

・切断されたＤＮＡは修復される場合もあるが 、

修復できずに老化したり、間違った修復から突然

変異が起こり発がんに至る場合もあること、 

・被ばくに伴う発がん数やがん死亡率は被ばく線

量に比例し「しきい値」（これ以下なら影響がな

いという値）は存在しないことがさまざまな研究

調査によって明らかになっていること、 

・放射線作業従事者の５年間の累積線量を調べた

疫学調査では全体の６５．４％が０．７ミリ Sv、

８３％が２０ミリ Sv 未満だったこと、などが述

べられました。 

②では、 

・ＩＣＲＰ１９９０年勧告における公衆被ばく限

度（年間１ミリ Sv）は「超えることが容認できな

い線量」とされていること、 

・１ミリ Sv という数値はそれが安全量だからで

はなく、「合理的に達成できる限り低く保つ」と

いう原則（ＡＬＡＲＡの原則）に沿って 、放射

線障害と社会的コストを考慮して決めたもので

あり、その影響を減らすためにあらゆる合理的な

手段をとることを目指すとされていること、 

・ＩＣＲＰのいう１ミリ Sv は外部被ばくだけで

なく内部被ばくも含んでいる（その合計）こと、 

・チェルノブイリ法（ウクライナ、ロシア、ベラ

ルーシ）では、年間５ミリ Sv 以上の地域は強制

避難となり、年間１～５ミリ Sv の地域には「避

難の権利」が与えられたこと、 

・以上を踏まえると、避難という選択は被ばくを

減らす賢明な方法であり、いま政府が進める帰還

政策は現在の被ばく線量よりも線量を高めるも

のであり、そのような政策は ICRP の放射線防護

体系にも見当たらないこと、などが証言されまし

た。 

「低線量被ばくのリスクに関するワーキング

グルー プ」（被告側証人の酒井一夫、佐々木康人

はこのＷＧのメンバーだった）の報告書は、「国

際的な合意では、放射線による発がんのリスクは、

１００ミリ Sv 以下の被ばく線量では、他の要因

による発がんの影響によって隠れてしまうほど

小さいため、放射線による発がんリスクの明らか

な増加を証明することは難しいとされる」と記述

されています。③では、これに反論するために、

これまでに明らかになった世界各地での低線量

被ばくによるがんや白血病の疫学調査の結果が
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取り上げられました。さらに、ＩＣＲＰは同じ線

量でも一度に全量を浴びた場合（原爆被爆者）の

方が長期間にわたって少しずつ浴びる場合（福島

原発事故による被ばく）よりもリスクが大きいと

し、低線量率（後者）のリスクは高線量率（前者）

の リスクの２分の１と見積もっています。しか

し、世界保健機構（WHO）や国連科学委員会（Ｕ

ＮＳＣＥＡＲ)、欧州放射線防護委員会（ＥＣＲ

Ｒ)はその比率を１：１と見ており、世界各地の

疫学調査の結果でもＩＣＲＰを支持するものは

一つもなく、むしろ低線量率の方が高い場合もあ

ったと述べられました。 

④では、 

・甲状腺がんの多発について被告らは「スクリー

ニング効果」として否定されているが、二巡目の

検査で悪性がん（またはその疑い）とされた６８

人のほとんどが一巡目の検査ではＡ１もしくは

Ａ２判定されており、新たに発がんしていると考

えられること、 

・また放っておいても症状のでないがんまで過剰

に診断しているとの言い訳については、手術を症

例のうちリンパ節への転移が７４％、甲状腺外へ

の浸潤 が４０％だったことをあげ、過剰診断と

は言えないこと、 

・日本甲状腺学会の「甲状腺腫瘍の診療ガイドラ

インＱ＆Ａ」には「甲状腺がんのリスクファクタ

ーにはどのようなものが存在するか？」との問い

に対して、「放射線被ばくは明らかなリスクファ

クターである」「一部の甲状腺がんには遺伝が関

係する」とあり、「これ以外に科学的に立証され

たリスクファクターは今のところ存在しない」と

明記されているように、多発の原因は放射線被ば

く以外には考えられないこと、などを証言され、

最後に低線量でもリスクはあり、リスクを避ける

ために避難することは妥当な選択だと述べられ

ました。 

被告側の証人は、崎山証人が否定した ICRP の

見解を繰り返すのみで、甲状腺がんの多発という

現実を踏まえた議論は一切なく、科学者としての

良心はまったく感じることができませんでした。 

次回期日（２月１７日）は、今回と同じ専門家

証人に対する反対尋問が行なわれます。崎山さん

と弁護団が３人の被告側証人に対する効果的な

反対尋問を練り上げることと思います。ぜひ期待

して、裁判にご参加ください。

 

 

２月１７日（金）／原発賠償京都訴訟第２３回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

２月１７日（金）行われた京都訴訟第２３回期

日の報告です。長文、ご容赦願います。 

 

今回は、専門家証人に対する反対尋問が行なわ

れました。低線量被ばくと健康への影響に関して

専門家証人が証言台に立つのは全国でも初めて

のことであり、全国的にも注目されています。難

しい内容にもかかわらず多くの支援者の方が詰

めかけてくださり、抽選となりました。昼休みで

帰られた方が１６名おられ、午後から来られた方

はほぼ全員が傍聴できたのではないかと思いま

す。 

 

日頃から連携して裁判を進めている関西訴訟

昼食休憩中の一コマ 
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弁護団との協議で、原告側の崎山比早子証人に対

する主尋問は京都弁護団が担当し、被告側証人へ

の反対尋問は大阪の弁護団が担当するという役

割分担をしたそうで、大阪の加藤弁護士、西念弁

護士、柳弁護士の３名が尋問に立ちました。 

 

午前中は、原告側の崎山証人に対する反対尋問

でした。崎山証人は約２時間立ちっぱなしで、

堂々と尋問に応じられました。 

 

原告側代理人が最も時間をとって尋問したの

は、元福島県立医大特命教授だった柴田義貞証人。

論点はいろいろありましたが、専門的で理解しが

たいことも多かったので、みなさんにも馴染みの

ある「しきい値」問題と福島県民健康調査に絞っ

て紹介します。 

 

◆被告側の連名意見書が、崎山意見書の「原爆被

爆者の死亡率に関する研究」（ＬＳＳ）１４報の

評価は「明らかな誤りだ」と批判している点を取

り上げました。崎山意見書が引用した「ゼロ線量

が最良のしきい値推定値であった」は「要約に書

かれたもので、本文とはニュアンスが違う」と主

張しているのに対し、証人に本文を示しながら要

約と違うことが書かれているわけではないこと

を確認していきました。反論できない柴田証人は、

最後には「最良と書くなら、どういう意味での最

良なのかを書かないといけない」などと１４報の

著者である小笹晃太郎氏にいちゃもんを付ける

始末でした。 

◆福島県民健康調査について、被告側は甲状腺が

ん多発の原因についてスクリーニング効果だと

言っています。柴田証人は、「これだけの甲状腺

がんが見つかると予想されたか」の問いに「予想

された」と強弁。「事前の説明には予想されると

は書いていないではないか」の問いには「議論は

されたと思う」と筋違いの答弁。「予想されたの

なら、そう説明しておかないと却って不安を与え

るのではないか」との問いに明確な反論はありま

せんでした。 

◆崎山意見書が先行検査（１巡目）でＡ判定とさ

れた子どもから本格検査（２巡目）で甲状腺がん

が見つかる例が多くあったことを指摘したのに

対し、前回の主尋問で柴田証人は１巡目でＢ判定

とされたものが２巡目でＡ判定に戻った例もあ

ったと証言しました。これについて「いったん甲

状腺がんと確認されたものが、２巡目でＡ判定に

戻った例はないですね」との問いには「はい」と

答えるしかありませんでした。 

◆チェルノブイリ事故の時も当初はスクリーニ

ング効果だと言われ、その後放射線によるものと

確認されましたが、その論争に「決着をつけた」

のが実は柴田証人もかかわった調査報告書でし

た。事故後に生まれた子どもをスクリーニングし

たところ、甲状腺がんは一人も見つからなかった

のです。「決着をつける調査がされていない段階

で、放射線の影響ではないとは言えないのではな

いか」の問いには「チェルノブイリと福島では被

ばく線量が違う」、「本格検査の結果はスクリーニ

ング効果では説明がつかないのではないか」の問

いには「画像に出ない場合もある」などの苦しい

言い訳しかできませんでした。 

 

佐々木康人証人には、ＩＣＲＰ（国際放射線防

護委員会）勧告の「公衆被ばく限度＝年１ミリシ

ーベルト」や「現存被ばく状況」などについて尋

問。この中で佐々木証人は、「公衆の被ばく限度

は現存被ばく状況では適用されない」と述べ、参

考レベル（年１ ～２０ミリシーベルト）につい

て「規制のための数値ではなく、防護の最適化を

行なうための指標、目安である」と言いながら、

「勧告の対象は、国や電力会社ですね」との問い

に「いや、一般的に述べている」とそれを認めず、

最後は「公衆も含めて」とまで言いました。 

 

＊酒井一夫証人についての反対尋問は、放射線に

よる発がん問題に関してでしたが、割愛します。 

 

最後に崎山証人への再主尋問があり、崎山証人

は国連科学委員会（ＵＮＳＣＥＡＲアンスケア）

について証言。ＵＮＳＣＥＡＲは純粋に科学者が

集まる通常の国際学会とはまったく違うもの。Ｉ

ＣＲＰは電力会社の支配下にあるが、その委員と

ＩＡＥＡ（国際原子力機関）、ＵＮＳＣＥＡＲの

委員は兼任している人が多い。ゴンザレスはすべ

て 兼ねている。この３つは密接に繋がっている。
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チェルノブイリの小児甲状腺がんについてもＵ

ＮＳＣＥＡＲが認めたのは事故から１４年後の

２０００年になってからだった。これに対して、

再主尋問を要求した国側代理人からはそれに対

する反論は一切なく、裁判長から「ＵＮＳＣＥＡ

Ｒについては尋ねないんですか。そのために許可

したのに」と皮肉を言われる有様でした。 

 

閉廷後に開かれた報告集会には反対尋問に立

った大阪の弁護団も出席し、それぞれ自分の担当

した尋問について解説。崎山証人への再主尋問を

担当した京都弁護団の田辺事務局長は「本当はＵ

ＮＳＣＥＡＲの話はしたくなかったんだけど、昨

夜崎山先生の方から逃げてたらだめだと言われ

た」と裏話を披露。「今日の反対尋問は成功だっ

たと思う」 と総括されました。川中弁護団長は

「なんと言っても、最終尋問の崎山先生の気迫が

すごかった。今日で大きなヤマを越して、より一

層明るい展望が見えてきた」とまとめられました。 

 

次回は３月８日（水）。再び原告本人尋問に戻り、

９名の原告が証言台に立ちます。ぜひとも傍聴席

を満杯にして、原告を支えていただくようお願い

致します。 

 

 
 
 
 
 

 

■兄の被爆体験を絵本に 山田みどりさん 

「東京被爆二世の会（おりづるの子）」副会長の山田みどりさん

（６７）＝東京都豊島区＝が、広島で被爆した兄の体験を絵本「ヒ

ロシマの少年じろうちゃん」（発行・リブロス）にして出版した。  

 １３歳で被爆した兄の体験をベースに文章を書き、イラストレ

ーターのみなみななみさんが絵を担当した。戦後生まれの自分に

対し、兄は被爆体験を直接語ることはなく、「聞いてはいけない

ことのような気がしていた」。  

 だが、毎年８月６日には、負傷した兄を役場までリヤカーを引

いて迎えに行った姉が当時のことを話してくれた。最近になって、

兄も周囲にぽつぽつと体験を話すようになった。  

 原爆投下から７０年の昨年、兄をテーマに詩を作ったが、もっ

と若い世代に伝えるために絵本製作を思い立った。「被爆した父

や兄の人生を見てきて、それを語ることはできる。被爆者の一番

近くにいる私たちが動き出さないと。子どもたちに原爆の実態を

伝える努力をしたい」【２０１６年１０月１日 毎日新聞】 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

星雲社 １０８０円（税込） 
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紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

■プルートピア  ケイト・ブラウン〔著〕 高山祥子〔訳〕 

■フクシマの荒廃  アルノ―・ヴォレン〔著〕 神尾賢二〔訳〕 

「歴史は繰り返す」

といわれるが、福島の

歴史・現状は、アメリ

カ・ソ連の「原子力村」

で、引き起こされた悲

劇が、そのまま繰り返

されている、と言って

も過言ではない。 

アメリカの「ロスア

ラモス」という地名は、

余りにも有名である

が、「リッチランド」

あるいはソ連の「オジョ

ルスク」という原子力村

は、あまり知られていないのではないだろうか？

両地とも第二次世界大戦前までは、国からも見放

された「地域・土地」であったがために、「歪ん

だ理想郷」に造り変えられ、その後「放射能被害

の悲劇」の連鎖を繰り返すことになる。「プルー

トピア」は、このような「悲劇」がなぜ起こり・

繰り返されるのか、鋭く追及をする。そこには「何

も知らさず・何も教えない」国・企業の姿勢が描

かれている。 

また、問題が発生した時の、国・企業の考え方・

姿勢は、チェルノブイリ、あるいは「フクシマ」

でも繰り返されたとわかる。例えば「プルトニュ

ウム」の扱い方は、現在と比べると「ずぼら」、

というか「いい加減」だが、問題発生時の対応・

被害を受けた人間に対する対応等は、殆ど変化が

ない、というか、同じような「対応」がされてい

る、と読み取れる。アメリカのプルトニュウム工

場の運営を請け負った会社が、福島第一原発の設

置を任されたので、発想までが移入された、とは

思いたくないのだが。 

そして「フクシマ」の現状を、フランスの特派

員がインタビューと取材でまとめている。ここで

も「棄民」された人の姿がある。ここには「仮名」

でインタビューをうける青年が登場する。仮名で

なければ、「インタビュー」を受けたという事実

がわかっただけで、「クビ」になるからである。

彼の言葉に「フクシマの作業員は放ったらかしに

されている。使い捨て人間だ」これが今のフクシ

マの現状である。そして「沸騰水型原子炉の取扱

説明書」を初めて日本語に訳した技術者は「原発

を建設する時は、放射性廃棄物と使用済み核燃料

の処理の仕方を知っておくことが重要です。また、

テロリスト対策も考えておくことが必要です。こ

の要請に応えられないのなら、国内は当然のこと、

原子炉を輸出するということは考えられません」

と事故の影響が継続しているにもかかわらず、国

内での原発再稼働と、日本の技術力を海外に売り

込むことを考えているのが、理解できないという。 

 この本には、他にも「フクシマ」で奮闘・苦闘

している除染・廃炉作業員が登場する。しかし、

残念なのは、このよ

うな「記事」「イン

タビュー」が日本の

マスコミには、殆ど

登場しないことで

ある。事故は、多く

の人・マスコミが注

目し報道もされた

が、年月と共に「忘

れさられ」ようとし

ている。常に注目を

する必要があるので

は。 

 

 

講談社 

３０００円（税別） 

緑風出版 

２２００円（税別） 
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■オーストラリア・アポリジニの被爆２世・３世 

山根和代さん（右京区） 

ＩＮＭＰ（平和のための博物館国際ネットワー

ク）の次の国際会議（２０１７年）は北アイルラ

ンドのベルファストで、かなり遠いです。その次

はアジアで開催されると思います。 

被爆者や被爆二世・三世に関する展示は、ＩＮ

ＭＰを使えば世界各地で展示が可能だと思いま

す。そのような視点で、展示物を作成することも

重要ではないかと思います。 

最近オーストラリアにおけるイギリスの核実

験や被爆したアボリジニに関する展示が、オース

トラリアで巡回中です。１９５６年からイギリス

は６００回以上核実験をオーストラリアでして

いて、驚きます。これは今後ＩＮＭＰ通信で紹介

していきたいと考えています。 

オーストラリアのシドニー大学の平和研究者

からメールが来て、オーストラリアにおける移動

展示物（イギリスの核実験とアボリジニ：Black 

Mist Burnt Country）について知りました。１９

５６年にイギリスが南オーストラリアの砂漠で

原爆を爆発させ、そこはマラリンガとして知られ

るようになりました。その後１９６３年までに６

００回以上も核実験をしたそうで驚きます。そこ

だけではなく、西

オーストラリアの

砂漠でも核実験が

行われました。マ

ラリンガとは先住

民のアボリジニの

言葉で、雷鳴とい

う意味だそうです。

その結果アボリジ

ニは強制的に立ち

退きをさせられま

した。この移動展

示物はイギリスの核実験の６０周年記念という

ことで、広島への原爆投下、１９８０年代の反核

運動、そして今日を取り上げ、絵画、彫刻、写真

などを使っています。２０１６年９月から展示を

始め、２０１８年までに全国各地で展示をする予

定です。アボリジニにも被爆二世・三世はいます

ので、日本の被爆二世・三世の情報を発信してい

くことが大切ではないかと考えています。 

 

■京都弁護士会館にピアノの寄贈 

河野康弘さん（右京区） 

昨年、石田さんの紹介でグランドピアノをいた

だくことになりました。宮崎県でグランドピアノ

を欲しいと、依頼をいただいていたので連絡した

ら、もう見つかったとの返事でした。 

そこで、どうしようか、と思っていた時に原発

訴訟裁判の応援コンサートを京都弁護士会館で

やる事になったのですがピアノがない。その時は

ギターの弾き語りをしましたがピアノがあれば、

いいなと思っていました。 

２月４日（土）、京都弁護士会館でのピアノコ

ンサートがあり私が演奏しました。この日のピア

ノはレンタルです。コンサートを企画された弁護

士のみなさんに弁護士会館へのピアノ寄贈の件

をお話しましたら、皆様が賛同してくださいまし

た。次期弁護士会会長も了承をしてくださったの

で、ぜったい大丈夫とお墨付きをいただきました。 

実は私がピアノ寄贈の話をする前に今回出演

の話をくださった弁護士さんから「年に数回は弁

護士会館でピアノを使用しているのでピアノを

会館に置きたいので相談にのって欲しい」との話

があったのです。それに答える形での寄贈ピアノ

の話になりました。 

ピアノも有効に使っていただけるようで、とて

も嬉しく思いました。ピアノが届いたらあらため

て「冬眠ピアノお目覚めコンサート」をしたいと

思っています。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

イギリス初の核実験を伝える西

オーストラリア新聞 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５２   ２０１７年２月２５日 

２２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■被爆２世 国に賠償求め初の集団提訴 広島地裁 

健康不安を抱える被爆２世を援護の対象外とする被爆者援護法は 

憲法違反だとして、広島などの被爆２世２２人が１７日、１人当たり 

１０万円の慰謝料を国に求める国家賠償訴訟を広島地裁に起こした。 

被爆２世による集団訴訟は初めて。長崎地裁にも２０日、２５人が同様に 

提訴する予定だ。裁判を通じて２世への援護を求めていく。  

２２人は親が広島で被爆した広島、山口、福岡、大阪、神奈川５府県の４０～６０代の男女。 

被爆者に対する国の援護は１９５７年施行の原爆医療法で始まり、被爆者健康手帳を交付して健康

診断や医療を受けられるようにした。数十回の改正で援護対象や内容が拡大・拡充し、現行の被爆者

援護法は９５年に施行された。一方、国は「放射線の遺伝的影響の科学的知見は得られていない」と

の立場から、被爆２世を援護対象とせず年１度の健康診断のみ実施している。 

原告団は、放射線の影響で生殖細胞のＤＮＡに突然変異が起こり、子に引き継がれるとし、「２世

は、親の影響と考えられるがんなどにかかったり、発症の不安を感じ続けたりしてきた」と訴える。 

訴状では、現行の被爆者援護法が、生命や自由、幸福追求の権利を保障した憲法１３条などに違反

するとし、２世への援護法適用や発症時に被爆者と認定する立法措置を求めている。 

原告らが所属する「全国被爆二世団体連絡協議会」会長も務める崎山昇・原告団長（５８）は提訴

後に記者会見し、「３０年近くにわたり援護を求めてきたが認められず、やむなく司法の場での解決

を決意した。問題の所在を明らかにし、全ての被爆２世の援護を実現する契機としたい」と述べた。 

差別と不安、救済なく  

被爆２世が国家賠償訴訟に踏み切った背景には、国

が２世の援護に正面から向き合ってこなかった経緯

がある。放射線の遺伝的影響について、現在の科学で

は、影響があることもないことも明確に示すことがで

きず、国は「科学的知見が得られていない」として問

題を先送りしてきた。 

しかし、被爆２世は差別に遭い、不安にさいなまれ

てきた。原告団の一人で、父が広島で被爆した元小学

校教諭の津原秀美さん（６２）は、若くしてがんで亡

くなった被爆２世と自らを重ね、３１歳から患う甲状

腺機能低下症に不安を覚える。平和教育に力を入れな 

がら長い間被爆２世だと明かさず、「差別を恐れる気持ちがあったのかもしれない」と漏らす。 

被爆２世が、少なくとも間接的な「被害者」であることは間違いないだろう。被爆者援護を巡って

は、原爆症認定や在外被爆者の被爆者健康手帳の交付など、国による線引きを司法が覆してきた歴史

がある。判断が注目される。 

 

【ことば】被爆２世  

被爆した父や母を親に、１９４６年６月１日（広島被爆）または同４日（長崎被爆）以降に生まれ

た子。母が妊娠中に被爆した場合は胎内被爆者とされる。総数は数十万人とも言われるが、実態は不

明。発がんリスクの増加など遺伝的影響や社会的差別などで不安を抱えている人も多い。  

【２０１７年２月１７日 毎日新聞】 

scrapbook 

被爆２世の援護を求め、国家賠償の提訴のため広

島地裁に向かう原告団＝広島市中区 
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▼福島から京都へ避難してい

る人たちの権利と賠償を求め

る「原発賠償訴訟」が続いていま

す。１月～２月は専門家証人尋問が２

回連続して行われ、この裁判のピークともいうべ

き時でした。最大の焦点は低線量被曝の危険性で

す。国と東電の証人として登場したのは、酒井一

夫、柴田義貞、佐々木康人の３名、いずれも放射

線や防護の「専門家」と言われる人たちです。実

はこの３名、ノ―モア・ヒバクシャ訴訟において

国の認定行政を断罪し被爆者の訴えを認める判

決が相次いでいることに業を煮やし、裁判所を批

判する３５人連名の意見書を提出してきた「専門

家」の中に名を連ねている人ばかりです。今回の

法廷での証言もひどいものでした。ＩＣＲＰやＵ

ＮＳＣＡＲＥ等の「権威」だけに依りかかり、被

災者の苦しみや実態はまったく眼中にありませ

んでした。いつものように原告を支援する会事務

局の上野さんの報告を掲載させていただきまし

た。長文ですから大変ですが、是非目を通してい

ただきたいと思います。（平） 

■原爆関連写真２１００点収集 米から資料館 順次公開へ 広島 

原爆資料館（広島市中区）は２４日、原爆に関する約２１００点の写真を米議会図書館、米海軍歴

史遺産部、米国立空軍博物館の３館から収集したと発表した。これまで持っていなかった市街地の被

害の空撮や復興期の貴重なカットを確認。資料館ホームページ（ＨＰ）で順次公開する。 

職員２人が昨年１１月２８日～１２月８日に渡米して３館の資料を初調査。各館から７００枚前

後、スキャンや接写で集めた。これまでなかったカットが１００点以上あるとみられるという。 

この日は１０点を報道機関に公開。１９４５年９月前半の撮影とみられる広島駅（現南区）周辺の

空撮は低空で撮られ、段原、牛田地区周辺の全焼・全壊の境がよく分かる。米軍が原爆の「効果」を

詳細に把握するのに写した可能性がある。 

米海軍の水兵が５５年９月に原爆慰霊碑を見学したカットには同年８月２４日に開館した資料館

が写っており、水兵が資料館を見学したかどうかなどを今後調べる。原爆を投下したＢ２９爆撃機エ

ノラ・ゲイ号から撮った「きのこ雲」の写真は過去に２点を確認していたが、やや遠目の１点を新た

に入手。４６年１月の焼け跡の空撮に、同機の機長の故ポール・ティベッツ氏らがサインした写真も

あった。 

資料館は「高精度で拡大してもはっきり見える資料が多い。調査を続けて被害の実態のさらなる把

握に生かしたい」としている。              【２０１７年１月２５日 中國新聞】 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

３ １ 水 ３・１ビキニデー２日目（静岡県） 

 2 木  

 ３ 金 日朝交流を考える集い（13 時・キャンパスプラザ京都）       キンカン行動 

 ４ 土 ３.１１メモリアルキャンドルｉｎむかいじま２０１７ → ３月１１日まで 

 ５ 日  

 ６ 月 6・９行動 

 ７ 火 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（14 時・大阪高裁） 

 ８ 水 
女性デー 

原発賠償京都訴訟第２４回口頭弁論（９時３５分集合・京都地裁） 

 ９ 木 6・９行動 

 １０ 金 東京大空襲の日（１９４５年）                   キンカン行動 

 １１ 土 

東日本大震災発生の日 

バイバイ原発３.１１きょうと（１３時３０分・円山公園音楽堂） 

３.１１メモリアルキャンドルｉｎむかいじま２０１７ キャンドル点灯（１８時） 

 １２ 日 オール京田辺・綴喜メモリアル行動２０１７（１３時３０分・京田辺市中部住民センタ 

 １３ 月  

 １４ 火 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（13 時３０分・大阪地裁） 

 １５ 水 ノ―モア・ヒバクシャ近畿訴訟（1１時・大阪地裁） 

 １６ 木 京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラボール京都） 

 １７ 金 原発賠償群馬訴訟判決言い渡し（１５時・前橋地裁）         キンカン行動 

 １８ 土 講演会「市民と自治体がひらく非核・平和への道」（１３時３０分・教文センター） 

 １９ 日 「戦争法廃止！」を求める京都・１９日行動（京都市役所前） 

 ２０ 月 春分の日 

 ２１ 火 国連人種差別撤廃デ― 

 ２２ 水  

 ２３ 木  

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土 憲法９条京都の会全府交流集会（１３時・龍谷大学深草キャンパス） 

 ２６ 日  

 ２７ 月 国連核兵器禁止条約締結交渉会議開始 → ３月３１日まで 

 ２８ 火 アメリカ・スリーマイル島原発事故発生の日（１９７９年） 

 ２９ 水 原発賠償京都訴訟第２５回口頭弁論（９時３５分集合・京都地裁） 

 ３０ 木  

 ３１ 金 キンカン行動 

 


