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7月 7日に核兵器禁止条約は採択されると確信した 

市民社会の運動と非保有国の思いが反映された国連会議を聞く 

米重節男さん（向日市） 

 
核兵器禁止条約の第２会期交渉会議が６月１

５日から７月７日までニューヨークの国連本部

で開かれています。日本原水協が６月１５日から

２０日まで派遣した代表団に京都代表として参

加し、ニューヨークで行動してきました。京都原

水協・京都被爆者懇談会・京都２世３世の会など、

多くの団体個人からのカンパも頂き、有難うござ

いました。 

 ６月１５日に日本を出国して、２０日に帰国で

すから、現地行動は実質３日間でした。参加者は

全国から総勢５５人。都道府県（北海道、長野、

山梨、東京、新潟、埼玉、神奈川、千葉、徳島、

愛知、京都、広島、長崎、大阪、和歌山）・労組

（全労連、医労連、自治労連、全教、生協労連、

年金者組合）・団体（平和委員会、民青、保団連、

新婦人、宗平協、原水協）代表でしたが、青年が

多かったこと、新婦人が全国から９人、大阪原水

協は９人が参加したのは特徴的でした。 

参加者の中には、被爆２世２人と３世２人がい

ました。 

  

現地での行動は以下の通りです。 

■６月１６日：国連の交渉会議の傍聴と被団協か

らヒバクシャ署名の提出。団学習会では、元国連

軍縮問題担当上級代表で２００５年ＮＰＴ会議

議長だったセルジオ・ドゥアルテさんから、今回

の会議の内容とこれまでの運動の流れ、国連のか

かわりについてのレクチャー。団員の紹介と活動

交流。終了後は、分野別に現地の団体との女性交

流会、青年の交流会。 

 

■６月１７日：街頭での署名行動。タイムズスク

エアで署名集め。午後から婦人国際自由平和連盟

（ＷＩＬＰＦ）などの主催による核兵器禁止女性

平和行進と集会。女性がリードする行動で、開始

直後から強い雨が降る中を１０００人以上の人

が参加し、ブライアント公園から国連本部前のハ

マーショルド広場まで約２ｋｍを行進して訴え

ました。 

私は、２０１０年長崎～広島の平和行進横断幕

を持って歩きました。７年かけて国連に思いを届

ける気持ちでした。日本からはヒバクシャ国際署

名推進連絡会の団体・ＮＧＯが参加しました。終

結集会には、雨の中をエレン・ホワイト議長が出

席し、日本被団協の箕牧智之さん、和田征子さん

から、２９６万余筆の署名目録を受取りました。 

■６月１８日：フォーラム「一つのたたかい、多

雨中を平和行進横断幕で行進 

日本被団協の和田征子さんと京都代表団 
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くの戦線：核兵器、戦争、壁、温暖化にノーを」。

これは４部構成で、核兵器の被害と実相、廃絶の

運動、禁止条約とその後の展望などについて、世

界中から来た１６人の発言者と出席者との討論

でした。会場はブルックリン地区にあるアメリカ

フレンズ奉仕団集会場でした。日本でもおなじみ

のジョセフ・ガーソンさんの力で設定できたもの

です。 

■「禁止条約を作るぞ」と会議は進む 

 国連本部での会議を１６日の午前中だけでし

たが、傍聴しました。禁止条約を作ろうと参加し

た人びとの、積極的で真剣な議論が伺えました。 

 この日は、すでに提案されている禁止条約案の

前文についての議論でした。最初に、禁止条約支

持を訴えるビデオメッセージが上映されました。

ホワイト議長から、議論の進め方について、「条

文を逐条的にすべて読み上げて提案する。意見が

ある人は、事務局に送るように。次の週にはその

意見を検討する。このようにして次々と議論を進

める。前日の会議で議論した前文について、残っ

ている発言希望者は２３人。」と提案があり、順

番に指名されて発言します。総会場は前の演壇か

ら発言しますが、委員会議室では、自席からの発

言です。前のモニター画面に発言者が映し出され

ます。私の記録によると、発言したのは３４カ国

１地域１国際組織の３６人でした。ＮＡＴＯ加盟

国で唯一参加したオランダは、国民が参加を求め

たので出席していました。 

発言は、「議長提案で進めることに賛成」「出典

について明記すべき」「もっと強い表現にすべき

だ」「別の段落になっているのはまとめた方が良

い」「核兵器の運搬手段の問題は別の条約にすべ

きだ」「平和教育にふれるべきだ」「キューバ提案

に賛成だ」「インドネシアに賛成する」「被爆者へ

の言及は重要だ」など多岐にわたり、一語一句一

文章についての吟味から、文の順位など熱心な討

議がされ、原案が修正されます。 

 ２０１５年ＮＰＴ会議は、総会会議場で各国代

表の演説会という雰囲気でしたが、今回は委員会

会議室で発言時間も短く、要点をとらえての具体

的かつ実務的なものでした。まさに核兵器禁止条

約として完成させて、７月７日には採択するぞと

いう会議だと感じました。 

禁止条約に反対する国は欠席しています。英国

米国の席には折り鶴が置いてありました。帰国後

の報道では、日本の席にも置いてあると報道され

ています。会議に出席しているのは１００カ国を

超えています。一致しているのは、核兵器禁止条

約を作るということです。参加者では、この点で

の反対はありません。 

■午前中の会議終了後に、被団協の箕牧さんと和

田さんが、ホワイト議長に署名を手渡しました。

中満泉事務総長次長も同席して感謝を述べてい

ました。 

 

私は今回の会議を傍聴して、核兵器禁止条約が

実現すると確信しました。これまでに、政府間交

渉を超える市民の運動が力を発揮していると感

じました。 

 

署名を提出する被団協の箕牧さんと和田さん 

左から和田さん、ホワイト議長、箕牧さん、中満泉さん 
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放射線影響研究所（放影研）理事長による「謝罪」について 

２０１７年６月２５日 

京都「被爆２世・３世の会」 

世話人代表  平 信行 

 

２０１７年６月１９日（月）、放射線影響研究所（放影研）の丹羽太貫理事長が設立７０周年の記念

式典（広島市）のあいさつで、「前身の米原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）が被爆者を研究対象として

扱ったこと、調査すれども治療せずと言われて多くの批判があったことについて、『心苦しく残念に思

っている』と謝罪した」と報じられました。（６月１９日付毎日新聞）放影研トップが公の場で直接謝

罪するのも初めて、とも伝えられています。 

私たちは、そもそもこのあいさつを「謝罪」だとすることについてはなはだ疑問に思います。そして、

７０年間、放影研の調査によって被った被爆者と被爆二世の人々の被害、心の傷、痛みを思うとあらた

めて深い憤りを覚えます。 

広島、長崎の多くの被爆者は地獄の苦しみの中、なんとか助かりたい、生き続けたいの一心から、す

がる思いで放影研の研究調査に協力し身を委ねようとしてきたのです。そうした被爆者の置かれた状態、

心情を利用して放影研の調査研究は行われてきました。その目的は軍事目的であって、決して被爆者の

救済や治療に役立てるものではありませんでした。原爆放射能の人々に与える影響の追跡調査が目的で

すから、調査対象となる被爆者は治療せず、あるがままの状態でどのように変化するかを観る必要があ

った、とまで言われたほどです。あまりにも非人道的で残忍な、人の尊厳を奪い去る行為であったと言

わざるを得ません。 

前身のＡＢＣＣ時代には調査データがアメリカの軍隊に送られ、その利用目的が明らかにされていな

いものもあるように聞いています。放射線影響研究所は、前身のＡＢＣＣが設置された時の目的から、

その後の７０年間に及ぶ調査研究活動について、多くの被爆者のみなさんに与えた人権侵害について、

その闇を取り払い、真実をすべて明らかにする必要があります。そのことがあってはじめて、被爆者と

被爆二世に対する謝罪は可能となり、被爆者のみなさんも向き合うことができるようになるのではない

かと思います。 

放影研による被爆者と被爆二世についての調査研究は現在も続けられている問題です。その調査結果

は被爆者と被爆二世に対する今日の被爆者援護施策の最大の根拠にされています。しかしその内容は、

私たちが自ら体験してきた被爆の実相、被害の実態からはかけ離れたものであり、歪んだ被爆者援護施

策を導き出すものになっています。例えば原爆放射能の人々に与えた影響は爆心地から２．５キロメー

トルの範囲内まで、それ以遠には影響は及んでいないとされ、すべての調査研究がそのことを前提に行

われています。内部被曝の影響もほとんど無視されています。広い範囲に渡る黒い雨降雨地域の人々も、

入市被爆の人々も、多数の犠牲者を生み、重篤な放射線障害、深刻な健康被害に見舞われてきましたが、

未だに原爆放射能が原因だとは認められていません。また核実験の全面展開など核戦略を見据えて、放

射能による被害隠し、矮小化に最大限活用されてきました。 

そこに放影研の調査研究活動の二重の過ちがあります。 

私たちは、被爆者と被爆二世、そして三世の救済と健康対策こそを何よりの目的とし、そのことに役

立ち、貢献できる、真に科学的な調査研究活動の行われることを求めます。そのことに反する調査研究

は直ちに中止され、廃止されるべきです。 

被爆者と被爆二世に対する本当の意味での謝罪の行われる日が一日も早く訪れることを願います。 

以上 
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６月８日、日本被団協と厚生労働省との交渉において 

被爆二世に関わる要請を行いました 

森川聖詩さん（神奈川県二世の会）の facebook 投稿より紹介させていただきます 

 

 本日（６月８日）、日本被団協（日本原水爆被害者団体協議会）は、１１：００～１２：００、厚

生労働省との交渉を行い、被爆者援護施策の充実を求めて、８項目の要求項目を盛り込んだ要請書

を提出しました。 

 その中の６項目目で、被爆二世について、『①実態調査、特に健康と病歴調査を実施し、②希望す

る二世には手帳を交付し、③健康診断に多発性骨髄腫のみならず、すべてのがん検診を加えてくだ

さい』と要請しています。 

 この中の②について、厚労省の答弁は、「国が手帳を交付するとなると、交付基準（被爆二世であ

ることの確認）が簡便でなくなり、厳密なものとならざるを得ないため、混乱を招くことになるか

らできない」とのことでした。 

 私は、神奈川県原爆被災者の会二世支部の一人として次のように反論しました。・・・「神奈川県で

は、１９７２年から被爆二世の健康診断を実施している。これに伴い、神奈川県は、『被爆者のこ

ども健康診断受診証』を発行し、この所持者に対して、健康診断の実施案内を送っている。このよ

うなことが行われている自治体は少ない。つまり、神奈川県のように、全国的にもっと健診につい

ての周知が行き届くような体制にしてほしい・・・というのが私達の趣旨。神奈川県では、この制

度の中で、現在約６６００名の被爆二世が受診証の交付を受け、健診案内（郵送）を受けている。

そして、施行以来４５年間、何の混乱もない・・・」と。 

 また、がん検診の実施要請に対しても、相変わらず、「放射線影響研究所の調査研究において放射

線の遺伝的影響は認められていないので、がん検診は必要ないと考えている。必要と思う方は、自

分で、医療機関等で実施している（自費の）健診を受けられるだろう。多発性骨髄腫についての健

診項目を昨年度から（希望者に対して）設けたのは、そういう一般的ながん検診に、多発性骨髄腫

の検査がなかなか含まれていないことに配慮したもの」だそうです。 

 極めつきは・・・、放射線の遺伝的影響は認められてはいないが、これから晩発性障がい等の発症

の可能性を否定もできないので、今後も調査・研究は続けていくだと・・・。 

 いいかげんにしてもらいたい。私達被爆二世は、研究用モルモットですか？被爆二世の平均年齢は

すでに６０歳を超えています。死ぬ頃に、あるいは死んでから「やっぱり影響がありましたね」な

んて言われても・・・です。 

 なお、要請８項目の「福島第一原発事故に

よる被ばく住民の健康管理と医療対策を自

治体任せにせず、『国民の命と健康を守る』

厚生労働省は、国の施策として早急に実施

してください」に対しては、「福島第一原

発・・・の問題は、環境省の管轄案件なの

で厚労省は関知しない」とあっさり責任回

避で“幕”です。 

 皆さん、怒りの声を…！！ 



京都「被爆２世・３世の会」会報№５６   ２０１７年６月２５日 

６ 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（５６） 

「２０１７年ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい」に８１人 

核兵器禁止条約の採択と共に被爆者救済への道を切り開こう！ 

 

２０１７年６月１８日（日） 

 

６月３日(土)、「２０１７年ノーモア・ヒバク

シャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい」が大阪グ

リーン会館を会場に催された。参加者は８１人。 

この１年、池田眞規弁護士、伊藤直子さん、肥

田舜太郎先生はじめ、多くの原告、被爆者、そし

てノーモア・ヒバクシャ訴訟に献身的に関わって

こられた方々が永眠された。つどいの冒頭、皆様

の在りし日のご活躍を偲んで参加者全員が黙祷

を捧げた。 

つどいの前半は、「核兵器全面禁止をめざすヒ

バクシャの闘い」と題して、日本原水協代表理事

の高草木博さんによる記念講演が行われた。被爆

者が「自らを救うとともに、私たちの体験をとお

して人類の危機を救おう」と生涯をかけて訴えて

きた核兵器廃絶の課題、それにつながる禁止条約

交渉が眼前で進行している今、深い関心と期待を

もってお話を聞くことになった。 

高草木さんのお話は原爆症認定集団訴訟の頃

の思い出から始まる。東京地裁で原告勝利判決を

受け、国が控訴した際、高裁判事が、「あれほど

のことがあったのだから考慮することはできな

いのか？」とたしなめたことがある。それはどれ

ほどのことだったのか？ それは人間にとって

どういう意味を持つのか？ どのような態度で

それに臨めばいいのか？ という問いかけだっ

た。 原爆症認定訴訟の場でかけられたその言葉

は今、核兵器禁止をめぐる国際政治の審議の場で

も同じ問いかけがされている。被爆者の７２年に

及ぶ体験が、国際政治の頂点に置かれ、人類全体

の課題にまでされているのだ。高草木さんはまず

そのことを強調された。 

講演は、１９９０年代末からの核軍縮・核兵器

禁止を求める運動の歴史にふれながら、特に昨年

１０月の国連総会第一委員会で採択された「核兵

器を禁止するための法的拘束力のある文書を交

渉する会議を国連主催で開催する決議」について

分かりやすく話された。従来の化学兵器禁止条約

等とは異なり核兵器禁止条約交渉会議は国連主

催で行われること、明確に禁止のための法的拘束

力を持たせる文書であること、全加盟国一致のコ

ンセンサスはめざすが最後は多数決で決する（一

部の国の拒否権は認めない)ことなど、その内容

は画期的で歴史的なものだ。禁止条約実現をめざ

す国々の熱意が明らかになっている。アメリカを

先頭にした核保有国のあわてぶりは相当なもの

だったようだが、１２月の国連総会は賛成１１３、
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反対３０、棄権１３の圧倒的多数（７９％）の賛

成で提案を採択した。 

続いて３月からの交渉会議第一会期の状況、５

月２２日発表された議長の条約草案の特徴につ

いて話された。特徴の第一は、核兵器使用の人道

的影響こそが条約の立脚点とされていること、第

二は、禁止項目が直接的具体的に明示されたこと、

第三は、核兵器使用と実験によって引き起こされ

た被害と被害者の救済支援が国際政治の責任に

掲げられたこと等々が説明された。第一会期では、

ラテンアメリカ、アフリカ、東南アジアなど非核

兵器地帯を構成する国々の代表がこぞって禁止

条約賛成の発言をし、条約に反対する国々がいか

に少数派で孤立しているかを際立たせた。核兵器

禁止条約をめぐる大勢はもはや誰が見ても明ら

かであり、この大きな流れを背景に禁止条約の交

渉は進められている。そのことがとても重要な点

だと強調された。 

日本政府は第一会期冒頭に恥ずべき態度をと

り交渉会議をボイコットした。理由の一つは、北

朝鮮脅威と現実的対応論、もう一つは核保有国と

の間の「亀裂と分断」論。しかし北東アジアの平

和と安全のために何ら責任ある行動をとってこ

なかった日本政府に北朝鮮脅威論など語る資格

はない。また核保有国への説得こそ本来日本政府

に求められることなのに、それを放棄してしまっ

た態度には世界が落胆し批判を集中している。 

講演は最後に、７月７日の禁止条約交渉会議第

二会期末以降の見通しなどに触れながら、圧倒的

な国々が条約への調印と批准をし、そして核兵器

廃絶へと向かっていくこと、その展望とそこで私

たちが果たすべき役割と課題について訴えられ

た。核兵器の廃絶は全人類の課題、そして今だけ

でなく後々の将来世代にも関わる課題だ。７０億

の人々すべてが核兵器は二度と作らない、使わな

い意志を誓い合わなければならない。その意志を

示し合うために「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が

訴える核兵器廃絶国際署名」の本当の意味、価値

があるのではないか、と。 

いま、憲法９条、戦争法廃止、沖縄新基地建設

阻止、原発、格差など多くの課題で共同が発展し、

政治を変える力となって前進している。こうした

とりくみと連帯して、より良く生きようとするす

べての人たちの課題と結びついてとりくんでい

こう。８月の原水禁世界大会が、歴史的な情勢に

応えて、共同の活動を次のステップに押し上げる

画期的な大会になるようにしていきたい。是非多

くのみなさんに世界大会に参加されるように、と

訴えられて講演は締めくくられた。 

今春以来、北朝鮮によるミサイル発射とアメリ

カ軍による牽制行動が続き北東アジアの「緊張」

が高められてきた。そこに世界の安全保障の焦点

があるかのような政府の行動と報道が行われ、

人々の目も引っ張られてきた。しかし本当の焦点

はそんなところにない。アメリカを先頭にした核

保有軍事大国の横暴を許さず、核廃絶と非軍事同

盟、外交と話し合いで世界の平和と安全を実現し

ていこうとする圧倒的多数の国々の動向にこそ

世界の流れ、大道はある。今、世界の民主主義が

核保有大国とそれに追随する勢力の横暴を包囲

し、追い詰めつつある。今回の講演ではそのこと

をあらためて学ぶことができた。被爆者と私たち

被爆者救済を支援する人々の果たす重要な役割

の再認識も含めて。 

「勝利をめざすつどい」は続いて「ノーモア・

ヒバクシャ訴訟の到達点と課題」と題した愛須勝

也弁護団事務局長の報告に移った。ノーモア・ヒ

バクシャ訴訟は現在、係争中の原告数が全国で６

０人（３地裁、３高裁）。内２４人の原告（２地

裁、３高裁）の年内中結審が確定している。さら

に１５人の原告（１高裁、１地裁）も年内結審の

可能性があり、全国で結審、判決が集中する大き

な山場を迎えている。高齢化の進む被爆者は新規

提訴する例も極めて少なくなっており、今闘って

いる訴訟を勝ち切らなければ、厚生労働省の狙う

「被爆者が死に絶えるのを待つ」状況になりかね

ない事態に直面している。 

これから続く法廷はすべて傍聴席をいっぱい

にしていこう。必ず正しい判決を勝ち取り、その

勝訴判決を力にして厚労省に認定行政の改革を

迫っていこう。最終的には日本被団協提言の、認
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定制度ではなく被爆者全員に保障される制度に

改めていく、これが目標だ。そしてそこに到る過

程でも、心筋梗塞や甲状腺機能低下症など個別疾

病ごとの認定基準を被爆の実態に見合ったもの

に変えていくとりくみがますます重要になる。 

近畿訴訟は、集団訴訟以来被爆者だけの闘いに

しない、被爆者を多くの人たちが支える形でとり

くんできたのが特徴だ。このとりくみ方をさらに

前進させ、より多くのみなさんの参加でこれから

の訴訟も闘い抜いていこうと訴えられた。 

講演と報告の後

は文化行事として、

シンガー・ソング

ライター川口真由

美さんによる歌の

プログラムがあり、

全員でひと時を楽

しんだ。川口真由

美さんの圧倒的歌

声は被爆者と参加

者を心の底から励

まし勇気づけるも

のだった。 

この日出席さ

れた原告のみな

さんは５人で、一人ひとりの挨拶の後花束を贈呈

して激励した。ある原告からは「最高裁に上告す

ることになっても最後まで頑張る」との決意表明

があり、その強い気持ちに拍手が送られた。 

最後に西晃弁護士による閉会あいさつと、下記

の３つの行動提起があり、全員で確認して、この

日の「つどい」を閉会した。 

① 引き続き傍聴支援のとりくみを強化し、７月

１３日結審を迎える高裁第１３民事部判決

勝利に向けた要請署名のとりくみを強めよ

う。 

② 原爆症認定審査基準を今後裁判で争う必要

のない状態（８・６確認）までにすることを

今一度確認し、当初の運動の原点に立ち返っ

て認定基準の抜本的改定を求めていこう。 

③ 核兵器廃絶と脱原発社会の実現に向けて、

「ヒバクシャ国際署名」の推進、２０１７年

世界大会の成功、核兵器禁止条約採択に向け

て全力を尽くそう。 

 

６月１５日（木）早朝、天下の悪法共謀罪法案

が自民、公明、維新の会によって強行採決された。

平然と嘘と隠ぺいを繰り返し、良心の欠片も見せ

ることなく民主主義を破壊しての前代未聞の強

行だった。怒りを通り越して、私たちのこれから

の社会はどう律せられていくのだろうかと、不安

と焦燥にかられながら、この日の法廷、ノーモ

ア・ヒバクシャ近畿訴訟大阪地裁第２民事部の１

００７号法廷に向かった。 

第２民事部は今年３月以来の法廷となる。今回

から裁判所体制が変わり、裁判長には新しく三輪

方大裁判長が就かれた。したがってこの日の法廷

は弁論の更新で、愛須勝也弁護団事務局長が意見

陳述を行った。 

小西さん、松谷さんなど個別訴訟に始まる原爆

症認定の訴訟の歴史は私たちも過去何度か法廷

で聞いてきたが、今回はいつも以上に力のこもっ

た、しっかりと時間をかけての陳述だったような

印象を受けた。 

松谷訴訟において最高裁は、最終的に福岡高裁

勝訴判決を維持し、実質的に被爆者の立証責任を

軽減する結論を下した。それは被爆者を救済しよ

うとする最高裁の固い決意を伺わせるものだっ

た。しかし国、厚生労働省はその後最高裁で勝利

した松谷さんさえ救済されない認定基準を策定

したため、全国の被爆者は集団認定申請、集団提

訴という原爆症認定集団訴訟によって被爆者救

済をはかることになった。２００３年から２０１

１年に及ぶ集団訴訟は合計３０回の判決の内、１

回を除く全国すべての判決で松谷最高裁判決の

考え方に立脚して放射線起因性を認め、被爆者救

済の判断を下してきた。その結果、２００９年当

時の麻生総理との間で「８・６合意」が交わされ、

「今後は訴訟の場で争う必要のないよう定期協

議の場を通じて解決を図る」ことが約束された。

しかし厚生労働省はこの約束を反故にして、２０
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１３年１２月「新しい審査の基準」を強行策定し、

以後も多数の却下処分を続けてきた。却下処分に

不服のある被爆者はその後も訴訟を強いられる

ことになった。被爆者は第２の集団訴訟とでもい

うべき「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」を提訴し、

全国の原告数は１２１人にもなった。ノーモア・

ヒバクシャ訴訟においても各地で原告勝訴判決

が続き、国の現行審査基準が不十分なものである

ことが繰り返し明らかにされている。 

愛須弁護士は要旨以上のような原爆症認定訴

訟の経緯について述べた後、被爆者援護法前文の

全文を読み上げ、法の趣旨に立脚した判断を下す

よう訴えた。現行被爆者援護法が制定されたのは

１９９４年。あれから２３年も経過し被爆者の高

齢化はさらに進行している。法廷に立てない原告

も増え、係争中に他界される原告も相次ぎ、記憶

の減退や証拠の散逸で立証上の制約も拡大して

いる。一審で勝訴しても無情な控訴により最終的

に認定証書を手にすることなく亡くなる原告も

ある。被爆者にはもはや時間はない。一刻も早く

被爆者救済の判決を下されるよう強く求めて陳

述は締めくくられた。 

閉廷後の報告集会では、新しく就任された裁判

長とのやりとりや、今日の法廷についての簡単な

ふりかえりが報告された後、やはり今朝の共謀罪

法案強行採決に対する怒りを噴き出し合う機会

にもなった。尾藤廣喜弁護団幹事長が最後にまと

めるように以下のあいさつを述べられた。 

共謀罪には全国の弁護士が強く反対してきた。

戦前は弁護士活動さえも治安維持法によって逮

捕される、そういう経験をしてきた先輩弁護士は

たくさんいて、共謀罪はその治安維持法に道を開

くものだからだ。これまでの刑法の考え方を根本

から覆すものであり、人権を守る立場から絶対に

許すことのできない法律だ。成立したからといっ

て決して諦めてはならない。法の濫用を許さない

よう、人権侵害が起きないようとりくみと対策を

強めていくことが必要となる。そして何よりこれ

からは法律の廃止をめざしていかなければなら

ない。 

安倍政治の問題は共謀罪の問題に止まらない。

特に社会保障の改悪は極めて深刻な事態を迎え

ようとしている。その社会保障大改悪の一環に被

爆者切り捨てもある。被害者、被爆者、社会的弱

者に寄り添う政治を実現するため、大きな変革の

潮流を作り出していくことが本当に求められて

いる。核兵器禁止条約交渉会議をボイコットする

ような政府も許してはならない。政治の流れを転

換していく、大きな世論の輪を作り出していこう。

その中で被爆者の問題もとりくんでいこう。 

この日は国連の核兵器禁止条約交渉会議第２

会期開会の日でもあった。報告集会では交渉会議

成功を後押しするニューヨーク行動に日本から

５６人の代表団が旅立ったことも紹介された。次

回法廷の７月１３日（木）報告集会では核兵器禁

止条約採択のビッグニュースが届いていること

をみんなが期待している。 

尚第２民事部の次回以降の日程は次のように

決められた。次回は９月１５日（金）午後３時か

ら、次々回は１１月２０日（月）午後３時から。 

 

 

今後の裁判日程 

７月１３日（木）１１時 高裁第１３民事部 

７月１４日（金）１１時 地裁 第７民事部 

９月１４日（木）１１時 地裁 第７民事部 

９月１５日（金）１５時 地裁 第２民事部 

11月 20日（月）１５時 地裁 第２民事部 
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５月２６日（金）／原発賠償京都訴訟第２８回裁判の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

支援する会事務局の上野です。昨日（５月２６

日）の原発賠償京都訴訟第２８回期日の報告です。

重複、長文、ご容赦願います。 

  

◆原告本人尋問の最後の傍聴ということで、多く

の支援者の方が駆けつけてくださり、抽選となり

ました。また、午後からも抽選となり、途中で退

席する方の情報を得て、何人かの方が法廷入り口

で退席者を待つという事態になりました。 

  

今回は９人の原告が証言台に立ちました。原告

が訴えた点を中心にまとめてみました。 

◆会津美里町から避難した女性は、長男の健康へ

の影響を心配し、家族は一緒に居るのが当たり前

という考えから、母親、妹二人も一緒に避難。長

男が橋本病だと診断され、避難するまでに１１か

月かかり被ばくさせてしまったと悔やんだ。モニ

タリングポストでの計測の仕方には疑問がある

し、土壌も汚染された。国や東電は責任を認めて、

安心して子育てができるようにしてほしい、と訴

えました。 

◆三春町から避難した女性は、健康を害し、放射

能から逃れるために娘や孫と東京へ避難。近くに

清掃工場があり、被ばくも懸念されたので大阪へ。

しばらく娘の所にいたが、自分もちゃんと住まい

を構えないといけないと思い、京都に移住した。

夫は京都では友人もできず、コンクリートのマッ

チ箱のような家では息がつまると言って、三春町

に帰っている。自分は空間線量が下がったといっ

ても事故前には戻っていないので帰れない。〝自

主避難者〟は貯金を取り崩して生活しており苦

しい。国と東電は責任と非を認めて償ってほしい。

きれいな環境に戻してほしい、と訴えました。 

◆福島市から妻と子を母子避難させている男性

は、事故当時は毎時１０μSvぐらいあり、子育て

できる状況ではない、逃げさせなくてはいけない

と思った。自分は生活を支えるために残ったが、

毎日寂しく、割り切れない思いをしている。今で

もホットスポットが至る所にあり、日々被ばくの

リスクを抱えながら生活している。妻と子を避難

させて良かったと思っている。福島市は２８万人

の県庁所在地だから避難指示区域に指定されな

かったと思っている。子どもの命が軽んじられた

と思う、と訴えました。また、〝自主避難者〟が

作った映画の上映後に教師が語ったという「自分

の子どもに（避難させなくて）ごめんねという想

いを持って生きてきたが、それを言えなかった」

という言葉が紹介され、みんなの胸を打ちました。 

◆いわき市から避難した女性は、先に避難した親

戚や知人から「避難しろ」という電話が入り、市

から「安定ヨウ素剤を取りに来るよう広報があり、

子どもから「うちはいつ避難するの？」と聞かれ

る状況の中で、夫が避難を決断。京都に着いた時、

子どもは「もう深呼吸してもいいんだよね」と言

った。夫はその後、仕事と家が心配だということ

で、いわきに帰った。４０キロ先に第１原発が建

っており、地震の度に不安になる。親が不安に思

うところに子どもたちを返すわけにはいかない。

長女から「私、結婚してもいいの？子どもを産ん

でもいいの？」と聞かれても「国がちゃんと守っ

てくれるよ」と言えないのがつらい。もっと誠意

を持って対応してほしい、と訴えました。  

◆仙台市から母子避難し、いまは山形市に移住し

た女性は、長男の離乳食を始める時期だったので、

不安になり調べた。土壌汚染をチェルノブイリ法

に当てはめると放射線管理強化ゾーンに近いと

思い、ここでは生活できないと思い、京都へ母子

避難した。しかし、見知らぬ土地で育児を手伝っ

てもらう人もいないので、家族で暮らしたいとい

うことで山形市に移住し、夫はそこから１時間半

かけて仙台まで通っている。仙台市の土壌汚染は

数百ベクレル／㎏で一見すると低そうに見える

が、本来ならドラム缶に入れて保管しないといけ

ない値だ、と訴えた。 

◆いわき市から母子避難した女性は、ネットで知

り合った人に「空間線量は下がってきているが土

壌汚染は免れない」と教えてもらい、ここには居

られないと思い、娘２人を連れて京都へ避難。そ
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の後、避難に対する考え方の違いから夫と離婚。

長女は右脇の下のリンパが腫れ、のう胞も見つか

った。次女は「いわきに帰りたい。パパに会いた

い」と感情を爆発させて体調を崩し学校に行けな

くなった。私自身は帯状疱疹に３回かかった。元

の自宅の庭の土を測ったら放射線管理区域を超

える数値が出た。また、いわき市の家庭で掃除機

にたまったゴミからは 5000 ベクレル／㎏のセシ

ウムが検出された。戻れる状況だとは思わない。

原発事故で家族がばらばらになった苦しみを知

って ほしい。未来ある判決を望んでいる、と訴

えた。 

◆郡山市から避難した女性は、当時１１が月だっ

た長男の健康に不安があった。長男の主治医から

「外で遊び太陽を浴びて育つことが大事だ。なる

べく遠くに行く方がいい」と勧められた。また夫

の上司からも「県外避難も視野に入れるように」

とのアドバイスがあり、夫が再就職したばかりだ

ったので、母子避難した。京都で「自分の子ども

は福島の人とは結婚させない」」と言われ、それ

からは福島出身と言わないようにし、一線を引い

て付き合っている。夫は避難後、就職したが休み

をとれずメニエル病を発症したり苦労した。帰り

たいが、子どものことを考えると帰れない、と訴

えました。 

◆二本松市から避難した女性は、学校の先生から

鼻血を出す子が沢山いると聞き、ここでは生活で

きないと思い、母子避難した。夫は住宅ローンの

支払いもあり、生活を支えるために残った。避難

後は２歳の子を預かってくれる所がなく、1 人で

育児と家事をやらなければならず大変だった。そ

の後、夫も合流したが、収入が減り苦労した。事

故前は将来のイメージを持っていたが、今は夢も

目標もなくなり、根無し草のように生活している。

線量が戻ったとしても、向こうで再び仕事を探す

のが大変だし、子どもが帰ることに納得しないの

で戻れない、と証言しました。 

◆福島市から母子避難した女性は、福島市の線量

が毎時２４μSvと高く、小４の娘が鼻血を出した

同じ日に姪も鼻血を出したと知り、異常だなと思

って避難を決意。講演を聞いた空本議員（民主党。

小佐古参与の教え子）は、こそっと「お子さんは

避難した方がいい」とアドバイスしてくれた。６

００人ぐらいの小学校で５０人ぐらいが避難し

ていた。夫は自営業で、生活を支えるために残っ

た。家族が離れた寂しさや食生活の乱れから、夫

はメニエル病の症状が悪化した。私は帰りたいと

思っているが、娘をこれ以上被曝させたくはない

し、娘も京都か関西にいることを望んでいる。裁

判長の質問に答えて、公的機関がきちんと土壌汚

染を測ってほしい、と訴えた。 

これまでは、「声が聞こえにくい」という声が傍

聴席から上がっていましたが、この日の９番目の

女性は、逆に浅見裁判長から「声が大き過ぎるの

で、もう少し抑え気味に」と注意される一幕もあ

り、大いに法廷を和ませてくれました。証言され

た原告のみなさま、本当にお疲れ様でした。 

 今回で、長かった原告本人尋問の傍聴活動は終

わりです。専門家証人尋問（2 回）も含め、昨年

１２月からの６か月間で実に９回の期日があり

ました。毎回のように傍聴に参加くださった支援

者のみなさま、本当にありがとうございました。 

◆さて、裁判もほぼ終わり、残るは８月 18 日と

９月 26 日日（結審）を残すのみとなりました。

弁護団は最終準備書面や最終弁論の準備に入り

ます。さて、原告や支援者は結審に向けて何をす

るのか。この裁判が社会的に注目されていること

を裁判所に示すための公正判決要請署名です。 

昨日の開廷前に、２６団体、３，８０３筆を第

３次分として京都地裁に提出しました。これで、

累計１１０団体、１１，９１９筆となりました。

次回の第４次集約は９月１５日、提出は９月２９

日結審の日です。この時に累計で２万筆になるよ

う取り組んで行きます。 

そのために６月１０日（土）と２５日（日）の

午前中に街頭署名活動に取り組みます。複数の原

告が参加を表明しています。時間と場所は、ブロ

グhttp://shienkyoto.exblog.jp/ やこのMLでお

知らせしますので、ぜひご参加ください。 

  

◆結審の９月２９日（金）の午後から勝利に向け

た集会とレセプションを開催します。時間と場所

は追って連絡しますが、ぜひ日程を開けておいて

ください。 

http://shienkyoto.exblog.jp/
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寄稿―自己紹介に代えて 

国境を超え、世界の被ばく者がつながり合うことを願って 

宮本ゆきさん（アメリカ・シカゴ在住） 

 

この度、京都被爆二

世・三世の会に加えて

いただきました宮本ゆ

きです。母親が１．６

キロの白島で被爆して

いる（２００１年他界）

被爆二世です。広島で

生まれ育ち、原爆の話

題はいつも身近でした。

小学一年生の頃から教

室には「はだしのゲン」

があり、先生にも被爆

者の方がいたり、実際

の被爆者の方がお話に

来られたり、８月６日

原爆祈念日の登校日には原爆に関する映画を見

たり、同級生がそうした映画に出演していたり。

中でも夏休みの課題図書で読んだ、被爆二世の男

の子が白血病で亡くなる話は、子どもながらに不

安を感じました。とはいえ、 原爆は自分に関係

ある話というより、単に怖い話で避けたいもので

した。 

 

そんな中、どうしてこの「怖い話」が世界（そ

のころの私にとって「世界」とは、アメリカやヨ

ーロッパでしかなかったのですが）では受け入れ

られないのか、何故こんなにも核実験があり、核

兵器が存在するのか、というのはいつも心のどこ

かにありました。長じて、これらの疑問を追及し

てみたい、という思いで大学院への進学を決める

のですが、それは奇しくも、マンハッタン計画で

最初の核連鎖反応が成功したシカゴ大学であっ

たことは、巡り合わせの妙かも知れません。 

 

当時は博士論文の担当教授でさえも、特に原爆

投下を悪いことだと思っておらず、むしろ大量殺

傷を「隠していないこと」を誇っていて、この問

題の根深さを知るのでした。卒業後は 同じシカ

ゴ市内のカトリック系の私立大学であるデュポ

ール大学（ＤｅＰａｕｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ)

に職を得、シカゴ大学の学生とは異なる社会経済

層から来る学生との交流により、彼らの親、兄弟、

恋人、あるいは彼ら自身が兵士である現実にぶつ

かることになります。 

 

アメリカには、人種に加え、キリスト教原理主

義など宗教に自分のアイデンティーを置く人口

が日本より圧倒的に多いのですが（それが人種と

重なっていることも否めませんが）、それらさえ

凌駕し、包括し、宗教とさえ言える程神聖視され

ているものが、軍であり兵士です。兵士の命を救

い戦争を早期に終結させた、と言う「神話」故、

原爆にもの申すのは、多くの「善良な」アメリカ

市民にとって冒涜なのだ、ということも分かって

きました。 

 

つまりは、多民族・多宗教の民を「アメリカ人」

として纏めるために大きな一役をかっているの

が、「戦争」であり、人員を確保する為に貧困層

を兵士としてリクルートするシステムがあり、そ

うした層にとっては軍隊は福祉としても機能し

ているのです。しかし、これは人ごとではありま

せん。翻って、日本の経済格差、少子化に対する

無策を見ると、どうもアメリカのようなシステム

―戦争・紛争を国民を纏める手段として使い、移

民や貧困層の救済手段、あるいは不満のはけ口と

して軍隊に存在意義を見いだす ―といった方向

にすでに舵を切っているのではないか、と思えて

なりません。 

 

東京でデモに参加した時 
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また、一大産業といっていい軍産複合体（「核

の平和利用」を訴え、軍産複合体に警鐘を鳴らし

たアイゼンハワー大統領が、任期中核兵器の数を

６，０００から１８，０００まで増強したのは皮

肉です）が、地元を経済的に潤している事実も否

めません。 

 

 核のゴミで全米一汚染がすすんでいると言わ

れているハンフォード核施設に隣接するリッチ

ランド高校(Richland High School)では、この施

設の経済的恩恵を受け、誇りに思うあまり、高校

のマスコットに「きのこ雲」を拝し、それがプリ

ントされたＴシャツやスエットが売店で売られ

ているのが実情です。近くのダイナーでは、プル

トニウム・カクテルといったメニューが普通に提

供されています。日本との関係でいえば、ハンフ

ォードは長崎原爆を作ったプルトニウムを精製

した工場でもあります。 

 

では、広島原爆

のウランはどこで

精製されたのでし

ょうか？実は、こ

れはアメリカ中西

部にあるミズーリ

州のセント・ルイ

ス (St. Louis)と

いう都市で、当時

のベルギー領コン

ゴからウランが運ばれ、そこで精製されていまし

た。しかし、ハンフォードと異なり、精製工場が

民間の運営であった為、経営陣が幾度か変わった

こともあり、当時から核のゴミの所在は、うやむ

やにされていました。住民の話では、普通の盛り

土として曝されていた、とか、 近くを流れるコ

ールドウォーターという小川(coldwater creek)

に流れこんだ、と言われています。この小川は氾

濫することで有名で、６０年代、７０年代には地

域の住居では度々床上浸水がありました。１９４

５年当時には郊外だったこの地域は５０年代に

ボーイング社が本社を構え、人口増加により６０

年代、７０年代には新興住宅地となっていたので

す。 

 

 当時子どもとしてこの新興住宅地に移り住ん

で来た人達が、現在４０代、５０代となり、彼ら

だけでなく彼らの子供達まで深刻な健康被害が

出ている状況です。しかし、これらが明らかにな

ったのは、ほんの最近２０１１年のことなのです。

高校の同窓会で再会した住民が近況を報告する

中、多くの同級生が亡くなっているか、健康被害

に悩まされていることが分かり、彼らがフェイス

ブックで他にも健康被害がないか呼びかけたと

ころ、多くの住民が反応したのです。 

 

国民のアイデンティティー、経済、社会、政治

の仕組み等を変えるのは一朝一夕で出来ること

ではありませんが、まず、被爆者を親、あるいは

祖父母、に持ち、被爆二世・三世としてのアイデ

ンティティーを持つ私たちが、 国境を越え、人

種、宗教、政治的理念を超えて世界の被ばく者と

つながることで、変えていけることはないか、と

思う次第です。こうして京都被爆二世・三世の会

に入会させて頂けたのも、つながりの一つだと光

栄に思うと共に、皆様のご活躍に何らかの形で貢

献出来れば、と思っています。隔年で当大学の学

生を広島・長崎の研修旅行に連れてきています。

そうした折り、あるいは、その他のイベント等、

またお力を頂ければ、と思っています。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

セント・ルイスで、Coldwater creek がすぐ側を流れ

ていて、何度も浸水した家の前庭の放射能を測定して

いる所の写真 
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■全国の交流会、来年は是非 

井上哲士さん（左京区） 

会報をありがとうございます。「全国の交流と連

帯の集い」の報告を読んで、 

是非、来年は行きたいと改めて思いました。 

 詳細報告も期待しています。 

 

■父親の「広島追悼平和祈念館」登録完了 

石角敏明さん（長岡京市） 

先日、広島の「追悼平和祈念館」から、父親の

登録が完了した旨連絡がありました。その時父親

の被爆地は、今後「入市被爆」ではなく、「広島

（草津）」であると表記しなさい、と言われまし

た。また「厚生省」が、公募した「被爆記」の中

に父親の文章がある、後日郵送する」と連絡を受

けました。 

６月２５日の「後藤政志さん」の講演会『元東

芝技師が語る原発の恐ろしさ』、後藤さんが大変

力を入れて頂いておりプレッシャーを感じてお

ります。再度皆さんには「メール」で案内しよう

と思っております 

 

■世界宗教者平和会議と署名活動 

米重節男さん（向日市） 

５月２９日午後１時から清水寺で、世界宗教者

平和会議日本委員会が開いたヒバクシャ国際署

名推進の発進式がありました。森清範貫主の挨拶

もあり、宗教の各教派から参加がありました。日

本被団協から木戸事務局次長と京都の被爆者と

して花垣さんと奥田さんが出席。また、2 世 3 世

の会から吉田さんと米重が、さらに京都原水協か

らも２人が出席しました。 

その後に出席者が仁王門周辺で署名呼びかけ

をしました。約３０人で暑いさ中の１時間でした

が、観光客を中心に約２９０筆が寄せられました。

修学旅行で来ていた東京の女子中生が、祖母は広

島で被爆したと言う３世を見つけました。３０日

付の新聞には京都、毎日、赤旗が写真入りで報じ

ていました。 

 

■ＮＥＴ-ＧＴＡＳ翻訳成果発表会 

平 信行さん（南区） 

６月１５日（木）、被爆者証言の世界化ネット

ワーク(ＮＥＴ―ＧＴＡＳ)のみなさんによる翻

訳成果発表会に参加してきました。（京都外国語

大学）とりくみが始められて３年。これまで４４

件の被爆者証言が多言語化されていて、その内容

と苦労を知ることができました。この日から核兵

器禁止条約交渉会議第二会期。時宜にかなった企

画でした。 

「２世・３世の会」のホームページも英語版が

求められていますが、いつの日にか・・・

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■福島甲状腺がんの被ばく発症  宗川吉汪〔著〕 

紹介 守田敏也さん（左京区） 

 

福島で広がる甲

状腺がんが、福島

第一原発事故で発

せられた放射能に

よる被曝によって

増えていることを

力強く実証した本

が出版されました。 

今回の記事の表

題にも示したよう

にタイトルは「福

島甲状腺がんの被

ばく発症」。日本科

学者会議に属する

宗川吉汪さんの執

筆のよるもので文理閣から上梓されています。実

は宗川さんが書かれた本としてはこれが２冊目

になります。初めてこの課題を扱った書のタイト

ルは『福島原発事故と小児甲状腺がん―福島の小

児甲状腺がんの原因は原発事故だ』でした。宗川

さんの他、大倉弘之さん、尾崎望さんとの共著で、

発行は本の泉社です。この書のことも踏まえつつ、

宗川さんの新著についてご紹介したいと思いま

す。 

 

福島では事故当時０歳から１８歳だった「こど

も」を対象に大掛かりな甲状腺の検査が行われて

きました。司ってきたのは福島県です。この検査

の特徴は、「先行検査」と「本格検査」の二段階

が行われたことです。なぜそうしたのかと言えば、

小児甲状腺がんは、これまで１０歳以下では１０

０万人に１人の発症率と言われるきわめてまれ

な病気でした。このため国内では大規模調査がな

されたことがないので、まずは放射能の影響が現

れない段階の検査を「先行検査」として行い、そ

の後に「本格検査」を行って原発事故の影響を調

べるとされたのです。 

 

またもう一つの特徴は検査が三つの地域に分

けて行われたことでした。最初の検査は最も放射

線被曝量の多かった福島県の浜通りを始めとし

た１３市町村で行われ、続いて福島県内では中程

度の被曝量だった中通りを中心とする１２市町

村で、最後に残りの３４市町村という具合に進み

ました。３４市町村には会津地方とともにいわき

市や相馬市など浜通りの南端、北端の市なども入

っていました。 

 

検査を行った福島県は「チェルノブイリ原発事

故の経験から事故で発生した放射能を原因とす

る甲状腺がんの発症は５年以上経ってからなの

で福島でも少なくとも数年は発症はありえない」

ことを前提としました。結果は第２０回「県民健

康調査」検討委員会(２０１５年８月３１日)で発

表され、第２３回検討委員会(２０１６年６月６

日)で追補版が公表されました。後者によれば検

査を受けたのは３６万７６７２人。このうち細胞

診で甲状腺がん(悪性ないし悪性疑い)と診断さ

れたのは１１６人(女子７７人、男子３９人)。平

均年齢は１７．３±２．７歳でした。この１１６

人のうち１０２人が手術を受け、良性結節(がん

ではない)１人、乳頭がん１００人、低分化がん

１人という結果でした。 

 

１００万人に１人と言われてきた病気が３７

万人弱に１００人以上も現れたわけですが、福島

県はこれらを被ばく影響によるものとは認めま

せんでした。多く発見されたのはこれまでにない

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

文理閣ブックレット 

９２０円（税別） 
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大規模で徹底した調査が行われため、「スクリー

ニング効果」のためだと言いました。これに対し

ては、多くの人々が「そんなことはない」と主張

し、数学的解析などを行い、先行調査でも被ばく

影響が認められることを指摘しています。筆者も

そう考えています。 

 

宗川さんの見解のユニークさは、この議論には

関わっていないことです。先行調査の結果を「原

発事故による影響が現れる前の状態が現れたも

の」という見解をひとたび受け入れ、「本格調査」

との間の差異を分析し、その結果、福島原発事故

の影響があることを証明する方法を採ったので

す。しかもそれほど難しい数学的解析を使わずと

も、十分に被ばく影響を見て取ることができる点

を導き出しているのも本書の特徴の一つです。 

 

このため多くの方に、まずは本書を手にとって、

宗川さんの論述に従いつつ、簡単な計算もしなが

ら被ばく影響がどのように現れているのかをつ

かんでいただきたいと思います。そうすると自分

で被ばく影響の有無を吟味することができます。

統計計算式を一つ使用することが必要ですが、あ

とは誰もが自分で簡単に検証できるように論述

してあります。この点の工夫も素晴しいです。 

 

ぜひご自分で読むことでこの証明を体感して

いただきたいのですが、そのためにあらかじめ解

説を加えておきたい点があります。第６章の「罹

患率の比較」についてです。病気の発症を調べる

ためには「有病率と罹患率」の違いを知っておく

必要があります。前者ではある時点での患者数を

調べるのですが、これはインフルエンザの流行な

どを調べる時などに効力を発揮します。後者はあ

る一定の期間にその病がどれだけの割合で起こ

っているのかを調べるもので、甲状腺がんの社会

調査ではこちらが重要になります。 

 

このため観察期間が重要になるのですが、「先

行調査」がどれだけの期間を調査対象としたのか

というと、福島原発事故による影響が出る前の全

期間となりますから、調査を受けた人のその時の

年齢と等しくなります。このため例えば１０歳で

発症した人は１０年間に発症したと数えられま

すが、先行調査は２０１３年３月まで行われてい

て、０歳から１８歳だったものの中で１歳大きく

なったものがいると考えられるので発症時の最

大年齢は１９歳になり、最大は１９年間というこ

とになります。調査対象は調査の時に０歳から最

大で１９歳だった「子ども」たちなので、それぞ

れの年齢の人口が同じと仮定すると平均では９．

５年の間の発症と考えることができます。 

 

ところが本書ではこの発症期間を８歳から１

９歳までとし平均で６．５年としています。実は

ここが前著と本書の差異、計算の緻密化がなされ

たところでもあります。どうしてなのかというと、

福島県の調査で、事故時に７歳以下だった子ども

にがんの発症がまったくみられていないため、そ

れを反映させたて、０歳から７歳までを調査期間

から省く判断を行ったのです。このため前著では

平均９．５年とされた期間が本書では平均６．５

年とされています。 

 

「本格調査」の方はどうでしょうか。この調査

の期間は先行調査が終わってから本格調査がな

されたときまでですから比較的短めです。３つの

地域間で多少の違いがあり、最初の１３市町村で

は２．７５年、あとの１２市町村と３４市町村で

は２年でした。このことを踏まえて、統計計算に

かけると９５％の信頼性で３つの地域の年間の

罹患率がはじき出されてきます。重要なのは、も

し放射線被曝の影響がみられないのなら、先行調

査と本格調査で出される患者率の数値は、ほぼ重

ならなくてはならないということです。 

 

ところが線量の高い目の１３市町村では、先行

調査で１０万人中７．５〜１３．５人に対して、

本格調査では２２．０〜４７．２人とまったく重

ならない値が出ました。線量が福島県内では中ぐ

らいの１２市町村では、先行調査で９．０〜１１．

７人に対して、本格調査では１８．９〜３０．５

人とやはり重ならない値です。線量が低めの３４

市町村では、先行調査で６．９〜１０．０人、本

格調査で８．９〜２０．２人とわずかに重なるも

ののほとんどはやはり重ならない結果となって
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います。 

 

これらから宗川さんは以下のように結論して

います。「甲状腺がんの発症に原発事故が影響し

ていることを明瞭に示しています。しかも罹患率

の上昇は高線量地域で最も高く、中線量地域、低

線量地域の順でした」と。(p34）福島県の提示し

た方法に沿って評価してみてもこの結論が出て

くるのです。もはや否定しようのない事実である

ことを宗川さんは見事に証明されています。 

 

さて宗川さんによる福島の甲状腺がんの多発

が原発事故由来であることの証明はここまでで

つきるのですが、この先で宗川さんはさらに大胆

な発言をされています。一つには国際原子力ムラ

によっていまなお、被ばく発症の否認が行われて

いることへの批判ですが、宗川さんはさらに進ん

で二つ目に、核災害の本質はヒバクにあり、その

ヒバクを否定する「放射能安全神話」を打ち破る

べきことを力説しています。そこでは、さながら

宗川さんによる福島の甲状腺がんが被ばくによ

るものであることの証明が、本書のこの最終部分

の主張を導き出すための論理的手順であったか

と思わせるような力強い言葉が並んでいます。 

 

おそらくは読者を驚かせるであろうことは、こ

こで宗川さんが、国際原子力ムラのみならず、他

ならぬ脱原発運動の中でも福島の甲状腺がんの

発症に関しての軽視や無視があることを怒りを

込めて論じられていることです。宗川さんが指摘

しているのは京都市で２０１６年３月に行われ

た「バイバイ原発きょうと」集会の呼びかけ文に

宗川さんが「福島の小児甲状腺がん多発の原因が

原発事故であることは明らかです」という文言の

挿入を提案したところ否定されてしまったこと

です。理由は「機が熟してない」とのこと。これ

を宗川さんは「はっきりしていない、間違ってい

るかもしれない、小児甲状腺がんの多発は原発事

故とは無関係かもしれない」ということだと捉え

ています。しかし小児甲状腺がんすら「起こらな

い」のならば、「原発事故など恐るるに足りず」

になってしまうとは言えないか。「私たちは原発

事故で放出される放射能ががんを含めたさまざ

まな病気を引き起こす恐れがあるからこそ、原発

に反対しているのではないでしょうか」(p54）と

宗川さんは指摘されています。 

 

さらに宗川さんは同じく２０１６年３月６日

に福島県二本松市で開催された「原発ゼロをめざ

して今、福島から―あの日から５年」というテー

マのシンポジウムについても批判的に取り上げ

ています。全国革新懇と福島革新懇が主催したも

のですが、その記録集を紐解くと「驚くべきこと

に、小児甲状腺がんについて、主催者あいさつ、

地元あいさつ、４人のシンポジストの報告、３人

の福島現地からの報告のいずれでも一言触れら

れていませんでした」と言うのです。その上で宗

川さんはこう述べられています。「“放射能安全神

話”にとらわれてヒバクから目をそらしたい脱原

発運動は、結局は、福島の被害者や原発ゼロを願

う多くの国民の願いから遊離してしまうと危惧

します」。(p57） 

 

まったくもってその通りです。ヒバクと向き合

わない限り、なぜ原発をなくさなければならない

のか、根本の論理が揺らいでしまいます。放射能

は人を傷つけ、さまざまな病を引き起こすが故に

危険なのです。その点で私たちは甲状腺がんの発

症にとどまらず、いま起こっているであろうさま

ざまな被害をきちんと把握し、何よりも傷ついた

被害者を守り、政府に保障させなければなりませ

ん。いや福島原発事故で飛び出して来ている放射

能からのこれ以上のヒバクをなんとしても止め

なくてはならないし、いわんや次なる原発事故な

ど絶対に起こさせないようにしなくてはならな

い。まさに放射能が危険なものだからです。 

 

読者のみなさんは、本書の最後に出てくるこの

宗川さんの熱いメッセージを読まれて、それでも

う一度、福島の甲状腺がヒバク由来であることを、

明快かつ簡潔に証明された前半部の主張に立ち

戻っていただきたいと思います。本書が原発ゼロ

を目指し、平和で豊かな世を目指すすべてのみな

さんの中で十二分に活用されんことを願って止

みません。 
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■日本が世界を救う 核をなくすベストシナリオ  スティーブン・リーパー〔著〕 

■アメリカ人が伝えるヒロシマ   スティーブン・リーパー〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 

著者は、「２世・３

世交流会」で講演頂

いた「スティーブ

ン・リーパー」さん

である。 

彼は、２０２０年

「東京オリンピック」

の年、「日本は世界の

ヒーローになる」と

いう。そのために「日

本はどのような役割

を果たすべきか？」

「日本でしか果たす

ことができない役割」を核兵器廃絶に向けた「人

類の取り組み」を振り返りながら、述べている。

「核兵器廃絶」だけでなく、原発の問題点も述べ

ている。そして「核兵器がなくなれば原発もなく

なる」、日本は原発廃止でも世界の先頭を走るこ

とができると、指摘する。核兵器廃絶については、

１９４５年からの「核軍縮」の動きをとりあげ、

各国政府間の話し合いでは、結局「核兵器廃絶」

は大きく前進しなかったが、市民運動の果たした

役割は大きいし今後も必要、と期待を寄せている。

ＮＰＴの本来の約束であった「核廃絶」が、なぜ

実現できなったのか、５年毎のＮＰＴ会議の内容

を簡潔に紹介し、中東を中心とした「核兵器」を

めぐる各国の動きを紹介している。でも「核兵器

廃絶」は出来る、と断言する。それは「対人地雷」

「クラスター爆弾」禁止条約についての世界の取

り組みを見れば明らかと、将来に期待を持たせる。

そして、我々一人一人が果たす役割は大きい。国

の立場から考えるのではなく、地球規模・人類か

らの視点で訴えをされている。この本が書かれた

のが「３年前」で、現在国連で取り組まれている

「ヒバクシャ署名」「核兵器禁止条約会議（第２

会期）」についての考え方も聞きたい、という思

いが強い。 

「日本が世界」を

読む時間が無い人

は「アメリカ人が～」

を読まれるとよい。

簡潔にまとめられ

ているし、「アメリ

カ人から見た、原爆

投下」を知ることも

できる。講演を聞く

前に、読んでおれば

もっと理解が深ま

ったと反省もしてお

ります。 

 

 

■知らなかった ぼくらの戦争  アーサー・ビナード〔編著〕 

紹介 平 信行さん（南区） 

 

２７年前の１９９０年に来日して日本に住み

つき、詩人として、評論家として活躍しているア

メリカ人、アーサー・ビナードさん。彼が２０１

５年４月から２０１６年３月まで文化放送で担

当した番組「アーサー・ビナード『探しています』」

の中から、２３名の戦争体験談（インタビュー）

を採録した本です。タイトルの「知らなかった、

ぼくらの戦争」の名の通り、２３人の草の根の市

民の戦争体験者の語りと、アーサー・ビナードさ

んの鋭い感性や深い洞察によって、太平洋戦争の

定説と「常識」のようなものが一つひとつ覆され

ていきます。 

燦葉出版 

１２００円（税別） 

岩波ブックレット 

５２０円（税別） 
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例えば、パールハーバー攻撃がいかにアメリカ

によって仕組まれた事件であったのか、日米開戦

後の日系人収容の実際と「ジャップ」攻撃キャン

ペーンの狙い、毒ガス製造の島・大久野島で何も

知らされないまま働かされた少女達、硫黄島は

「玉砕の地」ではなく墓場だったこと、戦争に勝

ったら修学旅行でニューヨークへ？ 等々等々

です。 

本書で綴られるアーサー・ビナードさんの発見

の中で特に衝撃的なのは、原爆は「広島・長崎」

をセットにして語っ

てはならない、広島

の原爆と長崎の原爆

とは別のものとして

告発されなければな

らない、という件
くだり

で

す。アメリカは原爆

投下にあたって７月

２０日から８月１４

日まで３０もの都市

に５０発もの原爆模

擬爆弾（通称パンプ

キン爆弾）を投下し

ています。この模擬爆弾はすべて長崎原爆と同じ

プルトニウム型爆弾を模したもので、広島のウラ

ン型は一つもない。そしてプルトニウム型原爆の

威力はすでに８月９日には確かめられているの

に模擬爆弾投下はその後も終戦直前の８月１４

日まで続けられていた。原爆投下の目的が戦争の

早期終結にあったのではなく、戦後の世界戦略の

ためであったこと、その基本にプルトニウム型原

爆が据えられていたことを示す事実です。アーサ

ー・ビナードさんは、「原爆の日」のニュースが

広島に比べて長崎の扱いが相対的に小さいのも、

オバマが広島には行ったが長崎には行かないの

も、「長崎」の真実に近づかれることを恐れ、「原

爆投下で早期戦争終結」定説が崩されることを懸

念しているからではないか、と喝破しています。 

パンプキン爆弾の本質は一人の高校教師が地

元の空襲被害を粘り強く調べている中で明らか

となりました。アーサー・ビナードさんはその事

実に吸い込まれるようにして取材に向かったの

です。 

私たちももっともっと戦争の本当のことを、

「定説」に隠されている真実を知っていかなけれ

ばならない、そういう思いに駆り立てられる一冊

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全国被爆二世実態調査 回答数３０００を超える 

日本被団協が呼びかけた全国被爆二世実態調査は、おもに昨年１０月～１１月 

に各都道府県被団協を通じて配布され、今年３月末を目途として順次回答が届きま 

した。 

これらに対応するため３月に首都圏の被爆二世らによる作業チームを編成し、開封・整理などの作

業にあたってきました（写真）。その結果、４月末の時点で、北海道から沖縄まで全国各地から、３ 

０００通を超える調査回答が得られたことを確認しました。 

また併行して、この調査の集計・分析にあたる八木良広さ

ん（愛媛大学）ら研究者グループとの打ち合わせも実施しま

した。今後は八木さんらによって入力・集計・分析の作業や

手順が順次具体化され、来年秋ごろには総括的な報告を発表

する見通しです。 

 (２０１７年６月６日 被団協新聞) 

Scrap 
book 

小学館 

１５００円（税別） 
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■ビキニ被ばく 「労災認定、早急に」 被災検証会、国に申し入れ ／高知 

１９５４年に太平洋ビキニ環礁で米国が実施した水爆実験に遭った元船員が、船員保険適用による

事実上の労災認定を求めていることについて、市民団体「ビキニ被災検証会」（宿毛市）は１日、安

倍晋三首相らに早急に認めるよう求める申し入れ書を送った。  

 申し入れ書は安倍首相のほか、塩崎恭久厚生労働相、山本有二農相に宛てた。昨年２月の船員保険

適用申請に対し、対応に当たる全国健康保険協会船員保険部の審査が遅れているとし、対処するよう

求めている。  

 また昨年５月に厚労省研究班が公開した被災船の調査報告書の内容は被害を過小評価していると

訴え、船員保険適用の認定可否を検討する有識者会議にこの研究班のメンバーが参加している問題点

を指摘。研究班や有識者会議の議事録などの開示も求めている。  

 ビキニ被災検証会の山下正寿事務局長は「元船員の体調はどんどん悪くなっている。これ以上待て

ない」と改めて早期解決を訴えた。             （２０１７年６月２日 毎日新聞） 

■親の被爆体験継承、札幌に「２世の会」 

広島と長崎に原爆が投下されて７２年。被爆体験を語り継いできた人たちが高齢化する中、「記憶

を風化させまい」と、その子どもたち「被爆２世」が活動を引き継ぎ始めた。道内でも２８日、札幌

市で２世たちが新たな会を立ち上げる。 

 「被爆２世として引き継ぐべきものは、しっかり引き継いでいきたい」。新たに立ち上げる「被爆

二世プラスの会」の世話人、川去（かわさり）裕子さん（５９）＝札幌市南区＝は決意を語る。 

 父親が広島で被爆した。親の世代「被爆１世」が、懸命に体験を伝える姿を見てきたが、高齢化で

語り継ぐ人たちが減っていることに危機感を覚えていたという。 

 会では、被爆の記憶と体験を受け継ぎ、語り継ぐことを目指す。広く伝えていくために被爆２世以

外の人の参加も呼びかける。会の名前の「プラス」には、その願いを込めた。 

 被爆２世を対象としたアンケートでは、自身の健康に不安を覚えている人が目立つという。会では、

情報や不安を共有し、国などへの要望にもつなげたい考えだ。 

 設立総会は、午前１０時半から札幌市中央区大通西１２丁目の北海道高校教職員センターで。活動

方針の説明や懇談のほか、被爆２世が、母親の被爆体験などを語る講演も予定されている。 

（２０１７年５月２９日 朝日新聞） 

■ピースナイター１０周年 高橋真梨子さんが始球式 ８月２日マツダ球場 

広島東洋カープの公式戦で、平和と核兵器廃絶をアピールする「ピースナイター」が１０周年を迎

える。今季は８月２日、マツダスタジアムの阪神戦で開催する。３１日、カープ球団、生協ひろしま、

広島平和文化センター、広島電鉄、中国放送、中国新聞社でつくる実行委員会が発表した。 

「継承」がテーマ。２００８年に旧広島市民球場（中区）で「折りづるナイター」として始まり、

野球ができる平和の尊さを発信してきた歩みを大型ビジョンで紹介する。中国新聞は、１０年の歴史

をまとめたピースナイター新聞を来場者に配る。 

廿日市市生まれの歌手、高橋真梨子さん（６８）が始球式を務める。五回終了時には、緑色を基調

としたピースナイター新聞を掲げてスタンドを染め、７２年目を迎える原爆の日を前に平和を祈る。 

（２０１７年６月１日 中國新聞） 

http://www.asahi.com/topics/word/被爆２世.html
http://www.asahi.com/topics/word/被爆２世.html
http://www.asahi.com/topics/word/札幌市南区.html
http://www.asahi.com/topics/word/被爆２世.html
http://www.asahi.com/topics/word/被爆２世.html
http://www.asahi.com/topics/word/札幌市中央区.html
http://www.asahi.com/area/hokkaido/
http://www.asahi.com/topics/word/被爆２世.html
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▼昨秋、被爆者の原野宣弘さ

んが他界され、遺作の絵画

展を計画していることをお

知らせしました。５月８日、京

都原水爆被災者懇談会の前の世話人

代表だった中野士乃武さんが他界されました。さ

らに続いて６月１７日、原爆絵本『こぎゃんこと

があってよかとか』の作者寺山忠好さんを支えて

こられた奥さんの寺山妙子さんが帰らぬ人とな

られました。ご冥福をお祈り申し上げます。幸い

にも（と言ったら不謹慎かもしれませんが）、お

３方とも「２世・３世の会」の被爆体験継承シリ

ーズの取材をさせていただき、体験を記録として

残し、みなさんに紹介させていただくことができ

ました。３人の証言を思い出しながらこの稿を書

いています。▼被爆者のみなさんにとって一

日々々が本当に貴重な時間となっていることを

実感します。現在進められている核兵器禁止条約

交渉会議もその原点は被爆者の語る被爆体験で

す。まだ語られていない被爆者のみなさんの８月

６日と９日とその後の人生を、一人でも多く、で

きるだけ急いで聞いていきたいと思います。（平） 

■放影研理事長 被爆者に公の場で初めて謝罪 

原爆による放射線被ばくの影響を追跡調査している日米共同研究機関「放射線影響研究所」（放影

研、広島・長崎両市）の丹羽太貫（おおつら）理事長（７３）は１９日、被爆者を招いて広島市で開

いた設立７０周年の記念式典で、前身の米原爆傷害調査委員会（ＡＢＣＣ）が被爆者を研究対象とし

て扱ったことについて、「心苦しく残念に思っている」と謝罪した。放影研トップが公の場で直接謝

罪するのは初めてとみられる。  

 式典には被爆者や放影研職員ら約３００人が出席。丹羽理事長は冒頭あいさつで「ＡＢＣＣ設立当

初は『調査すれども治療せず』と多くの批判があった。重く受け止め、心苦しく残念に思っている」

と謝罪。「そうした状況下でも、被爆者と被爆２世の皆様から継続的な協力をいただいてきた。深く

感謝します」と述べた。  

 丹羽理事長は、あいさつで「残念に思う」との表現をした意図を記者団に問われ、「被爆者に感謝

するには、過去にとんでもないことがあったと我々がきちっと認識して言わざるを得ない。大変申し

訳ないことをしたとの意味合いだ」と語った。  

 母親が検査で２度連れて行かれたという広島県原爆被害者団体協議会（県被団協）の佐久間邦彦理

事長（７２）は「放影研とＡＢＣＣは一体なのにまるで人ごとの言い方だ。謝罪とは受け取れない」

といい、「人権を無視したのは事実。誤ったことをしたと被爆者の前で明言すべきだった」と批判し

た。理事長が謝罪すると聞いて訪れた被爆者の岡田恵美子さん（８０）＝広島市東区＝は「言葉だけ

の謝罪で、過去の事実の重さに向き合っていない」と残念がった。  

 もう一つの県被団協の坪井直（すなお）理事長（９２）は「被爆者は戦後、『助かりたい、生きた

い、何とか助けてもらおう』との気持ちだった。だが、放影研（ＡＢＣＣ）も治療をどうしたらいい

か分からなかった」といい、両者に認識の違いがあったと指摘した。 

◆第三者で検証を ＡＢＣＣに詳しい高橋博子・名古屋大研究員（米国史）の話◆  

 過去への反省は大変意義があるが、研究を全面的に肯定するための発言であってはいけない。放影

研は米エネルギー省から資金を受けており、軍事目的だったＡＢＣＣと体質は根本的に変わらない。

設立初期に米軍へ送られたデータには利用目的が不明なものも多く、当時の研究を第三者を交えて検

証すべきだ。                      （２０１７年６月１９日 毎日新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

７ １ 土 

菅谷松本市長講演会「原発事故に伴う健康への影響・対策について～チェルノブイリ医

療に携わって～」（１３時３０分・龍谷大深草キャンパス） 

「チリのアルピジェラと災禍の表現」京都展覧会 ９日（日）まで（同志社大寒梅館） 

 2 日 東京都議選投票日 

 ３ 月  

 ４ 火  

 ５ 水 佛教大学原爆展 

 ６ 木 佛教大学原爆展                           ６・９行動 

 ７ 金 
盧溝橋事件（１９３７年）                      キンカン行動 

佛教大学原爆展 

 ８ 土 ２０１７年平和行進・京都市内網の目行進 

 ９ 日 ６・９行動 

 １０ 月  

 １１ 火  

 １２ 水  

 １３ 木 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（11 時・大阪高裁１３民事部・結審） 

 １４ 金 ノーモア・ヒバクシャ訴訟（１１時・大阪地裁第７民事部）      キンカン行動 

キンカン行動  １５ 土 「ヒバクシャ国際署名をすすめる京都の会」結成総会（１４時・せいきょう会館） 

 １６ 日  

 １７ 月 
海の日 

祇園祭山鉾巡行 

 １８ 火  

 １９ 水  

 ２０ 木 
安保法制京都違憲訴訟第２回期日（１４時・京都地裁） 

「２世・３世の会」７月例会（18 時３０分・ラポール京都） 

 ２１ 金 大飯原発差止京都訴訟（１４時・京都地裁）             キンカン行動 

 ２２ 土  

 ２３ 日  

 ２４ 月  

 ２５ 火  

 ２６ 水  

 ２７ 木  

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日 京都府原爆物故者慰霊式典（１０時３０分・霊山観音） 

 ３１ 月  

 


