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２０１８年 被爆２世・３世交流と連帯のつどい 
のお知らせ 

 
２０１６年、２０１７年と開催してきた「被爆２世・３世の交流と連帯のつどい」を、２０１８年度

も開催することになり、その準備を始めています。広島、岡山、京都の「会」で実行委員会を構成。 

２０１８年は京都での開催です。地元京都「被爆２世・３世の会」のみなさんには積極的に参加いた

だくようご案内とお知らせをいたします。 

 

１. 開催目的 

① 被爆二世・三世の各地の「会」や個人がつどい、活動の経験交流と学びあいを通して、より充

実した「２世・３世」の運動を創り出していく。 

② 健康問題など２世・３世に共通する問題を掘り下げ、共同の力による問題解決の方向を考え合

っていく。 

③ 被爆二世・三世の全国や各地域の「会」と個人との関係を作り、ネットワークを形成していく

機会とする。 

２. 開催日程 

 ２０１８年５月１９日（土）～５月２０日（日） 

３. 会場 

 聞法（もんぽう）会館（西本願寺の宿）、他 

４. 交流内容 

[１日目／５月１９日（土）] 

１）記念講演 木戸季市さん（日本被団協事務局長） 

「核をめぐる今日の情勢と被爆２世・３世に期待すること」（仮題） 

２）被爆体験を語り継ぐ実例紹介 

ⅰ、被爆体験伝承講話の実演（広島県被爆二・三世の会・古田光恵さん） 

ⅱ、岡山「被爆２世・３世の会」制作による「被爆証言ＤＶＤ」の上映など 

[２日目／５月２０日（日）] 

１）分科会 

ⅰ、被爆２世・３世の健康問題と対策について話し合っていこう 

ⅱ、被爆の体験と証言をどう継承し普及しようとしているか話し合おう 

ⅲ、被爆３世のことについて３世同士で話し合おう 

２）平和と京都を訪ねてオプショナルツアー 

 立命館大学国際平和ミュージアム 

 京都と平和の歴史跡のフィールドワーク 

（例:山宣資料館と尹東柱記念碑と宇治の街） 

５. 参加費用 フルメニュー参加の場合 合計１３，０００円 

内訳 宿泊費 ７，２８０円 

 夕食交流会 ４，０００円 

 会議室と資料代 １，７２０円 

 

聞法会館（西本願寺の宿） 

京都市下京区西本願寺の北 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1514013123/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5ob25nd2Fuamkub3IuanAvc291cmNlL2ltZy9zYW5wYWkvaG90X3Bob3RvXzAxLmpwZw--/RS=^ADBuPdAVQLxo7J0RDG4.sskQRGA8AE-;_ylt=A2RimVtCsDxafHoAjT6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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核兵器で私たちの平和が守れるか 
 

２０１７年１２月３日（日）、大学生協の京滋・奈良エリアフェスティバルに招かれて講演をしてき

ました。大学生協京滋・奈良エリアフェスティバルとは、京都、滋賀、奈良３府県にある１７の大学生

協が合同で行う一年に一度の“総会”のような行事です。参加者数は学生を中心に４００人ほどでした。 

テーマは表記のように「核兵器で私たちの平和が守れるか」です。以下、講演の内容要旨を一部加筆

して紹介します。 

平 信行（南区） 

 

１、 今日のテーマは「平和」 

 今日のフェスティバルのテーマは「平和」です。一口に「平和」と言ってもその内容は幅

広いのですが、その中で今日は核兵器の問題について考え合ってみたいと思います。 

 北朝鮮問題などで東アジアの緊張が高まっており、核兵器の脅威に対する関心も高いと思

います。またしっかりと考えていく必要もあると思うからです。 

 

２、 今、世界の核の現状は？ 

(１） 世界に現存する核の数と核保有国 

 現存する世界の核の数（核弾頭数）は約１５，０００発といわれています。 

国別には、アメリカ６８００、ロシア７０００、イギリス２１５、フランス３００、中国

２７０、イスラエル８０、インド１２０、パキスタン１４０などとされています。北朝鮮

は正確なところは不明です。 

(２） 核兵器を持つ国はどうしてこの９ヶ国なのか 

 核保有国はどうしてこの９ヶ国なのか ・・・ これは重要なポイントです。 

 第二次大戦後の東西冷戦体制下、核軍拡競争によって各国の保有する核兵器数はどんどん

拡大し、最大時６万発とも７万発とも言われるほどになりました。核兵器を持つ国がさら

に増えてコントロールできなくなるより危険な事態を回避するため、条約による核保有の

制限がはかられることになりました。それがＮＰＴ（核兵器の不拡散に関する条約）です。 

 ＮＰＴは１９７０年に発効し、現在１９０ヶ国が加盟しています。 

ＮＰＴは主に二つのことを約束しました。 
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① 核兵器を持つことが許される国は、アメリカ、ソ連（現ロシア）、中国、イギリス、

フランスの５ヶ国とする。それ以外の国は持ってはならない。世界がそのことに同意

する。 

② 核保有国は将来必ず核兵器をなくしていくこと（廃絶）を約束する。 

 しかし、ＮＰＴに納得せず条約に参加しない国、あるいは最初は加盟していても途中から

脱退する国がありました。それらの国は独自に核兵器を保有することになり、それがイン

ド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の５ヶ国です。 

 ＮＰＴの約束によって核保有国は核兵器の縮小・廃絶を進めなければならないはずでした。

しかし具体的な期限を明示して廃絶計画を進めることはなされないまま今日に至り、世界

との約束は守られていない状態が続いています。 

 

３、 核の脅威、核兵器は何をもたらすか 

 核兵器は人類に何をもたらすのか、核の脅威とは何か、そのことをあらためて正確に理解

しておくことも必要です。今日は４つの点からお話しします。 

(１） 世界で初めて核兵器が実戦使用された広島・長崎の実態から知る 

 核兵器が人類に何をもたらすのか － それは実際の戦争で使用された広島、長崎への原

爆投下（１９４５年）の実態からまず知ることが可能です。 

 原爆は３つのエネルギーによって人間を殺傷し、都市を破壊しました。 

３つのエネルギーとは 

① 数千度に及ぶ熱線で人と街を焼き尽くし 

② 最大風圧４４０㍍／秒の巨大な衝撃波と爆風で人と街を押しつぶし 

③ 大量の放射線放出で人々を細胞から破壊していきました。 

 広島・長崎の原爆によって殺傷された人は約７０万人です。 

 被爆者総数 爆死者数 その年の生存者

数 広 島 420,000人 160,000人 260,000人 

長 崎 270,000人 74,000人 196,000人 

合 計 690,000人 234,000人 456,000人 

 爆死者数：即死および１９４５年１２月末までに死亡した人 

 被爆者総数の１０％が朝鮮半島出身者 
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殺傷された人のほとんどは赤ん坊、子ども、お年寄り、お母さんや女性を含む非戦闘員、

戦闘や戦争とは何の関係もない無防備の一般市民であったこと＝これが原爆（核兵器）の

本質です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグラフはある研究者の調べた広島市の８月６日原爆投下当日の年令別死亡者数です。

０歳児からお年寄りまで一般の人々が区別なく犠牲となったことが証されています。（Ｎ

ＨＫ「原爆死の真実」より） 

 放射線による障害は長期に及び、生存者の多くが今も健康被害に苦しみ、さらに親から子

へ、子から孫へ、世代を超えて影響は続いています。 

 今日の世界の核兵器の１基当たりの威力は広島・長崎型原爆の３０００倍（平均）にも「進

化」・拡大しており、そんな核兵器が世界に１５，０００発もあるのです。 

(２） 核の冬 

 世界にある核兵器の１％が炸裂しただけで、５００万トン以上の煤と煙が成層圏にまで拡

大し、ジェット気流によって１０年間地球を循環、気候大変動を引き起こすことが研究に

よって明らかにされています。これが「核の冬」と呼ばれているものです。 

地球上の太陽光は遮断され、その結果低温現象が発生し、世界の食糧生産は壊滅します。

世界的な大飢饉、地球規模の長期的食料不足が発生していきます。 

 核兵器は、使用された地域だけを破壊するのではなく、一旦使用されれば地球的な規模の

破滅を招いていくものです。 

(３） 核兵器 － 不測の事態発生の恐怖 

 核兵器の脅威は計画に基づいた実戦使用だけではありません。計算間違い、誤射、偶発的

事故など、想定外の事態によって核爆発する危険性もはらんでいます。 

実はこうした想定外の危険な事態こそ最も高い確率で発生する可能性があると言われて

いるほどです。 

 実際に戦後の歴史の中で偶発的事故は多数発生してきました。 

 今年の９月１０日に放送されたＮＨＫスペシャル『沖縄と核』でも、１９５９年に沖縄の

米軍基地に秘密裏に配備されていた核弾頭付きミサイルが海に向けて誤発射されたこと

のある事実が報道されました。当時のアメリカ軍関係者の証言「一歩間違えれば沖縄全土

が壊滅していた」は衝撃的でした。 

(４） 核戦争以外の核の影響 

 第二次世界大戦終結によって世界は核兵器の保有も使用も必要なくなったはずでした。し

かし戦後世界では大気圏、地下合わせて２０００回以上もの核実験が繰り返されています。 

核実験場の多くは、かっての植民地であったり、委任統治領、少数民族居住地などに集中
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して行われてきました。 

 こうした核実験から放出された大量の放射性物質が、大地を汚染し、海流と気流に乗って

世界中の人々を襲ってきた、と想定することは決して難しいことではありません。むしろ

そうであると考える方が自然なことではないでしょうか。 

 実際に、１９５４年のアメリカの核実験「キャッスル作戦」において、南太平洋ビキニ環

礁で核爆発実験が行われた結果、そこで放出された大量の放射性降下物が日本、アメリカ、

アフリカ大陸など世界中で観測されたことが明らかにされています。 

 

４、 世界から核兵器を廃絶するために 

 地球と人類を破滅から救うために、核兵器を世界からなくしていくために、私たちはどう

行動していくか。そのことを考えるために、人類がこれまでに作り出してきた成果を３つ

の事例で紹介することにします。 

(１） 人類は、人道上許されない兵器は世界の約束で禁止してきた歴史を持っています。 

 具体的には 

① 生物兵器禁止条約 １９７５年発効 現在１７３ヵ国加盟 

② 化学兵器禁止条約 １９９７年発効   １９２ヵ国加盟 

③ 対人地雷禁止条約 １９９９年発効   １６１ヵ国加盟 

④ クラスター爆弾禁止条約 ２０１０年発効   １１１ヵ国加盟 

 これらの兵器はいずれも非戦闘員、無防備な市民を区別なく大量に殺戮する非人道的な兵

器です。そのことは誰でも容易に理解できることです。そうした非人道的兵器を人類は持

ってはならない、使用してはならないとして、禁止する約束をしてきたのです。 

 これらの兵器と比較してもはるかに非人道的な兵器である核兵器をどうして世界の国々

は禁止することができないのでしょうか？ これらの非人道的兵器を禁止する条約を作

ってきた歴史があるのですから、核兵器も当然禁止していくことができるはずではないで

しょうか。 

(２） 世界を見ると核兵器を禁止してきた地域の方が多数派 
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 世界全体の核兵器をこれからなくしていこうとしているわけですが、しかし世界では既に

核兵器禁止を約束している地域が多数存在しています。国の数や地域の面積で見ると核兵

器を禁止している地域の方がむしろ多数派といっても過言ではありません。 

 具体的には次のような地域です。 

① ラテンアメリカおよびカリブ非核兵器地帯条約（１９６７年） ３３ヶ国 

② 南太平洋非核兵器地帯条約（１９８５年） １３ヶ国 

③ 東南アジア非核兵器地帯条約（１９８５年） １０ヶ国 

④ アフリカ非核兵器地帯条約（１９９６年） ５３ヶ国 

⑤ モンゴル一国非核の地域（２０００年） １ヶ国 

⑥ 中央アジア非核兵器地帯条約（２００６年） ５ヶ国 

合計６つの地域に １１６ヶ国 

 反対に核兵器を禁止していない地域は、アメリカなど核保有国と、核保有国と軍事同盟を

結んでいる国々・・・ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）や日米安保条約など・・・の限られ

た一部の地域と国々だけなのです。 

 日本や朝鮮半島を含む東アジアの平和と安全のためには、東アジアにも非核地帯条約を締

結していくことが求められています。 

(３） ２０１７年７月７日、国連で史上初の核兵器禁止条約を採択 

 今年７月７日、国連加盟国１９３ヶ国の内の１２２ヶ国（６３％）という圧倒的多数の賛

成によって、核兵器禁止条約が史上初めて採択されました。（反対１、棄権１） 

核兵器禁止条約のための会議にはこれも国連史上初めて世界の非政府組織、市民団体も正

式メンバーとして参加し、条約策定に向けて重要な役割を果たしました。 

但し、核保有国や核の傘に依存する日本など一部の国は条約策定のための会議にも採決に

も参加せず、世界から強く批判されています。 

 この核兵器禁止条約では次のようなことが定められました。 

① 核兵器は人道上許されない兵器であることが正式に謳われました。 
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② 核兵器は、国際法の規則と原則に則って違法であることが初めて宣言されました。 

③ 被爆者、核実験被害者、国連、赤十字、多数の市民運動など、世界の草の根の運動の

力が核兵器の廃絶につながると明示され、強調されました。 

④ いかなる場合も禁止する項目が具体的に定められました。 

開発、生産、製造、取得、保有、貯蔵、使用、実験、威嚇など 

 この核兵器禁止条約は５０ヶ国が批准した時点から９０日間を経て発効することになっ

ています。すでに多くの国が調印、批准を進めており、２０１８年度中にも確実に発効と

なる見通しです。 

 残念ながら日本政府はこの条約に反対し、調印も批准もしない態度をとっています。その

理由は、①北朝鮮の脅威には現実的な対応が必要である＝アメリカの核攻撃能力が必要で

ある、ということと、②核保有国の参加がないまま条約が作られると保有国と非保有国と

の間に「亀裂と分裂」が深まる、というものです。 

しかし、核には核で対応する「核抑止論」は何ら問題の解決にはならず、お互いの核軍拡

を招くだけで、核戦争の危険性は増すばかりです。また「亀裂と分裂」論は結局核保有国

が核を手放さないことを容認するだけのものです。いずれの理由も正当さを欠き、核兵器

禁止条約を否定する根拠にはなりません。 

 ２０１７年度のノーベル平和賞はＩＣＡＮ（核

兵器廃絶国際キャンペーン）に贈られることに

なりました。広島・長崎の被爆者と力を合わせ

ながら核兵器廃絶を世界に訴え、核兵器禁止条

約の採択に貢献したことが称えられたもので

す。核兵器廃絶を願う世界のすべての人々を勇

気づけ、励ますことになりました。 

 

５、 北朝鮮問題について 「核抑止力」で解決できるか？ 

 大国の「核抑止力」によって核兵器の廃止や削減が実現された歴史は世界中どこにもあり

ません。「核には核」で対抗する＝「核抑止論」は結局は新たな核攻撃能力を開発するこ

とになり、危険な緊張関係を増大させるだけのものです。 

アメリカの前オバマ大統領の時代、アメリカは「戦略的忍耐」と言う政策によって北朝鮮

とは一切の話し合いに応じない態度を取り続けてきました。その結果、この５年間の間に

北朝鮮の核開発は進められてきたのです。 

 対話と話し合いでこそ北朝鮮問題は解決されなければならないし、そのことは可能です。

また、対話と話し合いにこそ問題解決への最も大きな「力」のあることを、私たちは認識

しなければならないと思います。 

 上記の非核兵器地帯条約の多くは非同盟諸国会議と重なります。非同盟諸国会議は世界の

１３０以上の国が参加し、どのような国とも軍事同盟を結ばず、「国際紛争は平和的手段

によって解決する」ことを含む平和十原則を基本にしています。軍事同盟や「核抑止論」

によって安全保障をはかるのではなく、平和原則を基本にした外交交渉によって問題を解

決していく。これが今日の世界の潮流であることを認識したいと思います。 

 北朝鮮問題にもかって話し合いの行われてきた歴史があります。２００２年には当時の日

本の小泉首相が北朝鮮を訪問し日朝平壌宣言を交わすなどしました。２００３年～２００

８年の期間は北朝鮮、韓国、中国、アメリカ、ロシア、日本による６ヵ国協議が行われ、

北朝鮮の非核化に向けて話し合いが続けられていました。 
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 北朝鮮の今日の核実験、ミサイル発射実験は絶対に許されないことですが、一方で、一歩

止まって、なぜ北朝鮮はこのような行為を繰り返すのか、北朝鮮は何を求め、何を訴えて

いるのかを冷静に見てみることも必要です。 

１９５０年に勃発した朝鮮戦争は１９５３年に今の軍事境界線（３８度線）を定めて一旦

休戦となりました。この時の「休戦協定」が６４年経った現在もそのまま続いているので

す。休戦とは依然として戦争状態にあることを前提にしていますから、北朝鮮とアメリカ

は今も戦争状態にあるわけです。 

この戦争状態を終結させ、平和条約を締結し、北朝鮮の体制と安全を保障する、本来この

ことが求められているのです。 

 

６、 核兵器のない世界のために、私たちにできることは何か？ ― 学生のみなさんに送

るメッセージ 

 学生のみなさんによびかけるメッセージを挙げて講演を終わることにします。 

① 目先の出来事やニュース、現象的なことだけに目を囚われるのではなく、一つひとつ

について何故こうなったのか、何が訴えられ、求められているのか、歴史も踏まえて

正確な理解を広げていく努力を重ねて下さい。 

② 今日のテーマである「平和」や核の問題について、より直接的に関わる当事者の人た

ちとの触れ合いを大切にして下さい。 

 私が京大生協に勤務している頃、留学生委員会が作られていて、世界から京大に

留学している様々な人々と交流することができました。例えば中東の緊張が高ま

っている時など、アラブ系の留学生の人たちの率直な意見を聞いて私たちの理解

を深めることができました。 

 今北朝鮮問題について、北朝鮮の人たちと話し合うことはできませんが、お隣の、

韓国の留学生の人たちとは話し合うことは可能です。きっと私たちとは違う、思

いや意見を持っている人は多いと思います。 

 大学生ならではの、大学生協ならではのこうした条件や環境を十分に生かして欲

しいと思います。 

③ この後、「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」についてお話

しされるわけですが、この署名運動を進めるに当たって、友人や知人、幅広いひとた

ちと、「平和」について、「核兵器」について、いろいろと話し合う、語り合う機会に

していって欲しいと思います。 

 ７２年前、広島、長崎に原爆投下された時、当時のアメリカ市民は「原爆で７０万人の一

般市民が無差別に殺傷されることを知っていたのだろうか？ 」と考えることがよくあり

ます。また「日本に戦争を止めさせるためには、それでも原爆投下はやむを得ないと思っ

ていたのだろうか？ 」とも。 

 翻って私たちは今、北朝鮮問題に際して、「核抑止力」や核兵器使用のターゲットになる

人たちのことを思うことができているでしょうか？ 私たちが犠牲になるようなことは

もちろん拒否するわけですが、同時に、北朝鮮の無防備の一般市民の人たちにもたらされ

る非人道的事態も具体的にイメージして、決してそのようなことがあってはならないと思

わなければならない。そのことが考えられる人間でなければと思うのです。 

 長時間ありがとうございました。 

以上 



京都「被爆２世・３世の会」会報№62   ２０１７年 12 月２５日 

１０ 

ノーベル平和センターへ 
 

山根和代さん（右京区) 

 

 

２０１７年は朝鮮半島をめぐる核戦争の危機、

憲法改悪の動き、原発の再稼働など暗いニュース

ばかり報道されている。一方では２０１７年のノ

ーベル平和賞がＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャン

ペーン）に授与されたという明るいニュースがあ

る。ノーベル平和賞授与の発表の翌日の１０月７

日に、平和のための博物館国際ネットワーク（Ｉ

ＮＭＰ: International Netowork of Museums for 

Peace）理事であるノーベル平和センターのリ

ヴ・アストリッド・スヴェルドルップさんからＩ

ＮＭＰ役員にメールがあり、ノーベル平和賞授賞

式の翌日の１２月１１日から同センターで始ま

るＩＣＡＮ受賞についての展示に協力して欲し

いという要請があった。 

ＩＮＭＰの日本人理事は、国際平和ミュージア

ム名誉館長の安斎育郎氏と私が担当している。私

は早速、広島で被爆した父の体験の英訳や被爆二

世としての体験を踏まえた英詩、被爆者の証言Ｄ

ＶＤ、ヒバクシャのピースマスクの展示、峠三吉

や栗原貞子の詩、丸木位里・俊夫妻の「原爆の図」、

ヒバクシャが描いた絵、原爆についての漫画「は

だしのゲン」など、多くのアイデアを伝えた。安

斎育郎先生は、立命館大学国際平和ミュージアム

が収蔵する被爆資料を紹介され、１０月１９－２

０日には広島平和記念資料館、国立長崎原爆死没

者追悼平和祈念資料館、長崎原爆資料館を訪れ、

ノーベル平和センターの展示企画への協力を要

請された。 

１１月１５日にリヴさんが来日され、京都と広

島を訪れて合計五点の被爆資料を借り出すこと

が出来た。長崎の原爆資料館からは、被爆展示物

を携えて広島平和記念資料館に来館して頂いた。

リヴさんが長崎へ行く時間がなかったからであ

る。約一年間の展示の予定だが、長崎からはロザ

リオと腕時計、広島からはかばんと防空頭巾、立

命館からは弁当箱が貸与され、リヴさんはオスロ

に持ち運ばれた。 

ノーベル平和センターは、ノーベル平和賞に関

する博物館である。ノーベル平和賞受賞者や彼ら

の業績、そしてアルフレッド・ノーベルと平和賞

について展示している。このセンターは重要な社

会問題について討議する場でもある。ノーベル平

和センターは、個人の寄付や政府の補助金、入館

料に支えられている独立した財団である。８００

の学校から来る団体を含め、年間の来館者は２５

万人近くいる。博物館はオスロの中心部にあり、

１２月ノーベル平和賞授賞式が行われる市役所

の隣にある。最初のノーベル平和賞授賞式は１９

０１年に行われたが、独自の博物館ができたのは

２００５年である。 ノーベル平和賞授賞式は毎

年１２月１０日（アルフレッド・ノーベルが亡く

なった日）に開催され、ノーベル平和センターの

展示はノーベル平和賞受賞者によって授賞式の

翌日から公開される。 

安斎氏の依頼で私はリヴさんが来日された１

１月１５日から離日された１９日まで、関西空港

への送迎、国際平和ミュージアム、広島平和記念

資料館訪問など、ずっと同行する機会があった。

安斎氏のサポートによって、短期間でリヴさんは

被爆した展示物の収集が可能になった。このよう

なことができたのは、ＩＮＭＰという国際ネット

ワークがあったからである。多くの訪問者がいる

ノーベル平和センターで、被爆者に関する展示は

大きな反響があると連絡があった。ＩＣＡＮの展

示と共に貴重であり、核兵器禁止条約を支持する

世論を作るのに重要な役割を果たすと期待して

いる。 
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ノーベル平和センターでの展覧会の様子 

２０１５年に設立されたノーベル平和センター 

横断幕には今回の展示テーマ BAN THE BOMB の文字 

ノーベル平和センターを訪れた子どもたち 

広島平和祈念資料館（左）国際平和ミュージアム（中上）長崎原爆資料館（右）からの貸出資料 

立命館大学国際平和ミュージアムより展示貸出中の資料「弁当箱」は、広島県立広島工業学校 1 年生の生田

裕壮（いくたゆうそう）さんのものです。１９４５年８月６日、裕壮さんは、動員学徒として建物疎開の作業

に当たっていた中島新町(爆心地から約７００ｍ)で被爆しました。この場所で被爆した１８０名を越す生徒は

遺体から個人を判別することが難しく、遺骨を手にすることができない遺族も多数いました。 

 原爆が投下された日、帰ってこない息子を心配して、裕壮さんの両親ハジメさん、ハツエさんも、作業して

いた中島新町へ裕壮さんを探しにでかけました。見つけることができたのは、朝、ハツエさんがつめたおかず

が焼けて残っていたこのお弁当箱だけでした。 

写真は 

立命館大学国際平和ミュー

ジアムのホームページより 

【写真協力：Yahoo!ニュース 個人 鐙 

麻樹（Asaki Abumi）】 

https://news.yahoo.co.jp/byline/abumi

asaki/20171214-00079267/ 

 

https://news.yahoo.co.jp/byline/abumiasaki/20171214-00079267/
https://news.yahoo.co.jp/byline/abumiasaki/20171214-00079267/
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被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（５９） 

１１月２８日、広島地裁で原爆症認定訴訟の歴史を覆す不当判決！ 

近畿訴訟は年明けの控訴審判決と地裁判決(一人)の勝訴判決をめざす！ 

２０１７年１１月２９日（水） 

 

 

１１月２８日(火)、広島地裁おいて、２００３

年以来の原爆症認定訴訟の歴史と実績をすべて

覆すようなとんでもない判決言い渡しが行われ

た。この日原爆症認定についての判決を受けた原

告は１２人（その他国家賠償請求が１２人）。具

体的な被曝線量なるものを提示し、他原因の可能

性を理由にし、そもそも病気にはかかっていない

などとまで言って、被爆状況の事実認定までを否

定して、原告の訴えを退けるための理由を総動員

するようなやり方で、全員が却下、切り捨てられ

た。 

 

広島地裁判決の日程と広島への所用の機会を

調整し、判決言い渡しのある広島地裁の傍聴に駆

け付けた。運よく傍聴席の抽選にもあたり、法廷

内で判決言い渡しを聞くことになった。小西洋裁

判長は冒頭の主文読み上げでいきなり、原告全員

の訴え却下を言い渡した。広島訴訟の経過につい

てはほとんど何も知らない私でも結論ははっき

りと理解できる言い渡し方だった。そんな馬鹿

な・・・と思いつつ、引き続く一人ひとりの原告

に対する簡単な判決理由説明に耳を傾けていっ

た。 

手元に資料など何もないので耳にするだけで

は詳しいことは分からない。しかし、「４グレイ

を超える放射線量に被曝したと認められない」と

か、「放射線被曝を理由としなければ、医学的に

みて不自然、不合理な経過があるとはいえない」

の文言が何度も、どの原告に対しても同じように

繰り返される。この２点が判決の基調のようだと

私にも分かる。被曝線量基準の数値を具体的に示

して判決するなどこれまで聞いたこともない。ま

してや４グレイなんて。「不自然、不合理な経過

があるとはいえない」とは、他原因の要因があれ

ばそれだけで放射線起因性をばっさりと切り捨

てるということではないか。 

とんでもない判決だという怒りと、全員敗訴と

いう落胆と悔しさ。それらがごちゃまぜになった

まま、重い足を引き摺りつつ、全員が報告集会の

行われる弁護士会館に移動した。 

弁護団の声明が準備されるまでの間、判決の主

文と要旨のようなペーパーが配布された。法廷の

中で感じたことも含めて、ペーパーに書かれてい

る判決要旨は以下のようなひどいものだった。 

(1) そもそも申請された病気の発症そのものを

認めない例が４件もある。例えば「原告Ａ

については甲状腺機能低下症であったとは

認め難い」などと。甲状腺機能低下症だけ

でなく、貧血や、白内障の要医療性も否定

されている。 

法廷では診断書の証拠提出や医師の証人

尋問などもあったはずだが、それらを否定

する根拠は何なのか。 

(2) 上記のように、「４グレイを超える放射線量

に被曝したと認められない」、「放射線被曝

を理由としなければ、医学的にみて不自然、

不合理な経過があるとはいえない」として

甲状腺機能低下症の放射線起因性が５人も

否定されている。それだけでなく、心筋梗

塞、狭心症、白内障、脳梗塞については「０．

５グレイを超える放射線量に被曝したと認

められない」と数値を置き換えて否定され

ている。 

４グレイとか、０．５グレイとか、一体

どこから出てきた基準なのか。そもそも４

グレイなんて人が生きることも容易ではな

い高線量ではないか。それは甲状腺機能低

下症と原爆被爆とは関係ないと言っている
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に等しい。 

脳梗塞は厚労省の積極的認定基準でも挙

げられていない疾患だが、それとの整合性

もないのか。 

(3) 高脂血症、高血圧については、「生活習慣病

が原因で発症した疑いがある」と決め付け、

それだけで放射線起因性を否定した例は３

件にもなる。 

(4) さらに、入市したこと、黒い雨を浴びたこ

と、急性症状を発症したことなど、被爆状

況のかなりの部分の事実認定そのものが

「認め難い」として一方的に退けられた原

告は多数に上る。 

 

佐々木猛也弁護団長から短い声明文が読み上

げられた。内容は「今日の判決は行政に追従した

もの。被爆の実相を無視し、被曝線量数値を持ち

出してきて判断した不当かつ特異な判決であり、

強く抗議する。裁判所は広島の被爆の実相、被爆

者の苦しみを理解できていない。われわれは被爆

者の全面救済のために引き続き力強く戦うこと

を決意する」というもの。あまりにもひどい判決

だから、判決文の内容のあれこれに立ち入って述

べる以前の問題だ。短い声明文であることに強い

憤りと抗議の意思が表されていた。 

報告集会に詰めかけた原告と支援の人々への

説明と報道記者からの質問に答えて、弁護団の怒

りの見解が続けられた。２００３年から始まった

原爆症認定集団訴訟は、それまでの爆心地の距離

から推定した被曝線量基準に基づく審査を止め

させ、そのあり方を改めさせてきたものだった。

今日の判決はその流れから完全に逸脱し、新しい

審査基準についてすら何も触れず、被曝線量だけ

を基準にした完全な「復古型」判決だ。「４グレ

イ」などという具体的な数値も今日の判決で初め

て示された。 

全員敗訴という思いもよらない結果なった。し

かし全員敗訴だから、これからも全員が一致団結

していくことができる。全員控訴で頑張っていき

たい、と最後は締めくくられた。 

特異な裁判長による特異な判決ということに

なる。しかしそんなことによって人生を、特にそ

の晩年を左右される被爆者はたまったものでは

ない。今回の広島訴訟の原告も長い人は 7年もの

時間をかけて裁判を続けてきている。最高齢者は

９０歳を超える。報告集会会場でも原告の方から

裁判に要する時間の長さに辛い思いの声が漏ら

された。被爆の実相に、被爆者の実態に一切向き

合おうとしないこんなひどい裁判所の姿勢には、

強い憤り以外の何もない。広島訴訟がこれから控

訴審に向けて巻き返し、真っ当な司法判断を勝ち

取っていかれることを願って弁護士会館を後に

した。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の方は１１月１

７日(金)に大阪地裁第７民事部（山田明裁判長）、

１１月２０日（月）に第２民事部（三輪方大裁判

長）の弁論を終え、これが今年の最後の法廷とな

った。両日ともに口頭での意見陳述はなく、法廷

では文書の確認や今後の日程調整が主となり、証

人尋問の日程等は進行協議の場において確認さ

れた。 

２０１７年は１４回の法廷を数え、毎回々々一

定数の以上の傍聴支援者が駆け付け、原告や弁護

団の奮闘を支え続けてきた。１月には初めて奈良

地裁での出張尋問が行われ、法廷は非公開となっ

たが終了後の報告集会に多数の支援者が集まり、

運動を盛り上げた。国側のいたずらな裁判引き伸

ばし策には目に余るものがあったが、それを乗り

越えて７月には控訴審グループの結審に至り、９

月には地裁第７民事部の５人の原告の内１人、宮

本義光さんが結審となった。２０１８年以降に向

け、判決言い渡しが集中する時をこつこつと準備

してきた１年間だったような気もする。 

２０１７年度中には判決を聞くことなく永眠

された原告もあった。また裁判で争っている最中

に、申請疾患とは別のがんなどの病気を発症し、

判決後の報告集会（広島弁護士会館） 

http://www.asahi.com/topics/word/爆心地.html
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そのことでより強く放射線起因性を示すことに

なる原告も相次いだ。速やかな訴訟進行、そして

より根本的には裁判で争ったりする必要のない

制度への変革が求められていることを、あらため

て強く実感する一年でもあった。 

今年の法廷ではパワーポイントなどを駆使し

たより分かりやすい、より訴える力のある陳述へ

の工夫もチャレンジされた。７月の控訴審と９月

の地裁第２民事部では裁判長の頑なな態度によ

って実現しなかったが、９月の第７民事部の最終

意見陳述では遂に画像によるプレゼンをするこ

とができた。かっての集団訴訟当時には当たり前

のように行われていたビジュアルプレゼンテー

ション。京都地裁の原発関連訴訟などでは毎回の

ように行われていること。ノーモア・ヒバクシャ

近畿訴訟でも粘り強く追及して、ビジュアルプレ

ゼンなど当たり前となる法廷にしていきたい。 

年明けには、いよいよ１月１６日（火）６人の

原告の控訴審判決を迎える。さらに１週間後の１

月２３日(火)には宮本義光さんの判決が控える。

残された期間、やるべきことはすべてやり切り、

最高の判決を迎えていきたい。 

 

２０１７年度は、被爆者のもう一つの悲願であ

る核兵器廃絶に向けて世界が大きな一歩を記す

年となった。７月７日（金）国連において核兵器

禁止条約が採択された。国連加盟国の６３％に相

当する１２２ヵ国の圧倒的多数の賛成による採

択だった。条約は、被爆者運動の果たしてきた役

割を高く評価し、核廃絶に向けて被爆者の願いに

深く留意することを明記した。そして、被爆者と

共に世界に核廃絶を訴えてきたＩＣＡＮ（核兵器

廃絶国際キャンペーン）に対して２０１７年度ノ

ーベル平和賞が授与されることになった。 

しかし、核保有国と、日本政府も含めた核の傘

に依存する国々の核兵器に固執する姿勢は依然

として変わらない。したがって、核廃絶に向けた

運動はこれからさらに強めていかなければなら

ない。核兵器が人間に何をもたらしたのかを具体

的に教えていく被爆の実相、体験の普及はいよい

よ重要となる。一方で被爆者に残された時間は多

くはない。そのためにも、ノーモア・ヒバクシャ

訴訟の持つ意味、果たす役割は大きい。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の原告であった

原野宣弘さんが昨年１１月２７日、控訴審の判決

を聞くことなく他界され、一昨日が一周忌となっ

た。原野さんは生前身体の機能障害回復のために

リハビリを兼ねた絵の制作に励まれていた。その

点数は５０点にものぼる。テーマの多くは、故郷

の長崎の情景、原野さんの住み慣れた宇治の街並

み、そして原爆の惨禍と平和への願い。さらに原

爆投下後５人のきょうだいを女手一つで育て上

げられた母親への深い愛も題材となっている。 

この原野さんの絵画作品展を、“原爆の惨禍、

生きてきた証、そして平和への願いを絵に託す”

と題して年明けの１月に開催することになった。

開催日程は１月１０日（水）から２２日（月）ま

での１３日間。会場は京都市下京区の「しんらん

交流館」。「しんらん交流館」は京都駅から北へ歩

いて１０分、東本願寺北側となる。京都原水爆被

災者懇談会と京都「被爆２世・３世の会」、原野

さんのご遺族が共同し、そして「しんらん交流館」

の全面的なご協力で実現した企画だ。 

遠方からでも、この期間に京都においでになる

機会のある方には是非ご鑑賞いただきたいと思

っている。 

原野宣弘さんはこの絵画展期間中の１月１６

日（火）控訴審の判決を迎える。(ご長男が裁判

を承継) 絵画展が勝訴をお祝いする展覧会とな

ることを祈っている。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１８年 １月１６日（火）１１：００  ２０２大法廷 高裁第１３民事部 判決 

２０１８年 １月２２日（月）１４：００ １００７号法廷 地裁第 ２民事部 弁論・尋問 

２０１８年 １月２３日（火）１３：１０  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 宮本判決 

２０１８年 １月２５日（木）１１：００  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 弁論 

２０１８年 ３月２９日（木）１１：００  ８０６号法廷 地裁第 ７民事部 弁論 

２０１８年 ４月１６日（月）１５：００ １００７号法廷 地裁第 ２民事部 弁論 



京都「被爆２世・３世の会」会報№62   ２０１７年 12 月２５日 

１５ 

１２月３日（日）「原発賠償京都訴訟の勝利めざして 

改めて放射能汚染の実態を知り、避難者の声を聞くつどい」報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

 

遅くなりましたが、１２月３日に開催した「原

発賠償京都訴訟の勝利をめざして 改めて放射

能汚染の実態を知り、避難者の声を聞くつどい」

の報告です。 

このつどいは、１０月１０日の生業（★なりわ

い）訴訟判決で賠償の対象から外された地域（会

津地方や福島県の近隣）も汚染されており、避難

には「社会的相当性」があることを市民や裁判所

に知ってもらいたいという思いから企画したも

のです。 

会場は小さい部屋でしたが、報道関係者も多数

来られ、約５０名の参加で満杯になりました。 

最初に支援する会の奥森事務局長が、生業訴訟

判決の評価とそれを踏まえて京都訴訟で勝利判

決をかちとるために、◇公正判決署名を広げる◇

原告の手記集「私たちの決断」を広げる◇全国総

決起集会―全国支援ネット結成に参加する◇判

決期日に総結集する、という方針を提案しました。 

次に、妻と子が京都に避難中で、自身は福島市

に残りＮＰＯ法人「シャローム災害支援センター」

に勤務する、原告の吉野裕之さんの講演。吉野さ

んは大人よりも放射能感受性が高い子どもの目

線での測定にこだわり、ホットスポットファイン

ダーという測定器を使い、地上１０で㌢、５０㌢、

１㍍の３つの高さで空間線量を測り続けていま

す。 

講演では、パワーポイントを使って作成した地

図やデータを示しながら、同じ地点でも高さによ

って線量が違うこと、一本の道路でも舗装の仕方

で線量が違うこと（目が粗く雨が浸み込みやすい

舗装の所は線量が高い）、詳細な線量マップを作

るとどこにホットスポットがあるかわかるので、

具体的な対策（この道は通学路として通らない方

がいいなど）を立てることができることなど、自

らの実践で得た知見をわかりやすく話されまし

た。 

 避難者の訴えでは、原告の３名が、「学校で児

童にプール掃除をさせるということがあって、中

止するよう申し入れたが聞き入れてもらえず学

校に不信感を持った。…近くのパーキングエリア

でプルトニウムが検出されたりして、ここに居て

は子どもを守れないと思い、避難を決めた」（北

茨城市から避難）、「今年帰郷した際に線量を測定

したら、子どもの通学路だった竹藪の道で０・２

８８㍃ Sv、初詣に行った神社の参道で０・５０７

㍃ Sv、自宅の入り口付近にあるブルーシート（下

には側溝の掃除で出た土が置いてある）に直置き

で０・９６１㍃ Svの線量があった」（いわき市か

ら避難）、「福島と比べると線量は低いが、仙台市

でも事故前の何倍もの線量があった。…今でも土

壌は低レベル放射性廃棄物の基準の何倍も汚染
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されている。…こちらで関東からの避難者と出会

い、選択は正しかったと確信した」（仙台市から

避難）などと、それぞれ避難に至った経過や思い

を訴えました。 

 京都訴訟弁護団事務局長の田辺保雄弁護士は、

区域外避難者が多い関西での裁判の争点は「自主

避難者」の避難の社会的相当性にあるとして、被

災地の住民だけが公衆被ばく限度の１㍉ Sv／年

を超える高い線量を強いられるのは不当である。

空間線量だけでなく土壌汚染も考慮されなけれ

ばならない。４万ベクレル／㎡超であれば管理区

域に指定しなければならず、６５００ベクレル／

㎡超は炉規法上のクリアランスレベルにあたる、

と報告されました。 

 会場からは、宗川吉汪さん（京都工芸繊維大名

誉教授）が、日本科学者会議の会員の間でも甲状

腺がんの多発は放射線被ばくが原因であること

を否定する意見があるが、先行検査に比べて本格

検査での罹患率が高いこと、高線量地域>中線量

地域>低線量地域の順に罹患率が高いことから被

ばくが原因であることは明らか、と報告されまし

た。 

 宗川さんの見解を裏付けるように、１１月３０

日に開かれた「県民健康調査」の甲状腺検査評価

部会で、本格検査の結果を地域別にみると、１０

万人当たりの甲状腺がん患者数は「１３市町村」

が４９・２人で最も多く、中通りが２５・５人、

浜通りが１９・６人、会津が１５・５人だったと

発表された。行政側が地域間格差を認めたのは初

めてのことで、いよいよ被ばくの影響を認めざる

を得なくなっていると思われます。 

 ご参加いただいたみなさま、ありがとうござい

ました。３月１５日にはなんとしても勝利判決を

かちとるべく、残りの日々できることを精一杯取

り組んでいきますので、ご支援・ご協力のほどよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

他地域の２世・３世の方からいただいたお便りも紹介いたします。 

 

■初の核連鎖反応から７５年－シカゴ大学で

は・・・ 

宮本ゆきさん(アメリカ・シカゴ) 

１２月２日は、シカゴ大学で初の核連鎖反応

(self-sustaining chain reaction)が１９４２年

に起きた年です。今年はシカゴ大学ではキリのい

い７５周年と言うことで全学部をあげて、いろい

ろな行事がありました。しかし、殆どの行事がこ

の実験の結果として核兵器、または核兵器の結果

としての（日本、アメリカ、あらゆる世界の）被

爆者に言及することはなく、お祭り騒ぎでした。

シカゴ大学名誉教授のノーマ・フィールドさんが、

ゲストとしてシカゴ大学であった放射能の人体

実験の話をしてくれたり、私も別のクラスにゲス

トとして原爆の話をしましたが、非力を感じてい

ます。 

これに対抗するため、地元シカゴで反原発活動に

ずっと従事しているＤａｖｅ Ｋｒａｆｔ氏の協

力を得て、私の奉職していますＤｅＰａｕｌ大学

でアーニー・ガンダーセンさん、上記のノーマ・

フィールドさんをお呼びして講演をしていただ

きました。ＣａｎＴＶと言うテレビ局と２、３の

ラジオ局が来ていました。 

この講演と同時刻に、シカゴ大学ではイベントの

フィナーレとしてＣａｉ Ｇｕｏ－Ｑｉａｎ

ｇ （蔡国强）の色とりどりの花火を打ち上げら

れました。彼は２００８年にも原爆ドーム上で

「黒い花火」を打ち上げているのは皆さんの記憶

に新しいところかも知れません。この「パフォー

マンス」には、呆れましたが、これがアメリカの

現実、もしくはリベラルと思われている大学でさ

え、無邪気に「お祝い」してしまうんだ、と言う

ことで皆さんと共有させて頂けたらと思いまし

た。 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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１２月９日(土)、ご都合をつけていただいた方に

お会いできるのを楽しみにしています。また、今

回はお会いできない皆さまにも、いつかお会いし

て、どのような取り組みをしていけばいいか、な

ど、いろいろご教示いただければ、と思っていま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

■デイトン博物館（アメリカ・オハイオ州）に原

爆パネルを送ります 

山根和代さん（右京区） 

宮本さんからの投稿を拝見していると、アメリカ

と日本の大きなギャップを感じます。 

そのような中で被団協の写真パネル（被爆者）３

０枚を、アメリカのオハイオ州にあるデイトン平

和博物館に送りました。この博物館では来年から

展示したいとのことです。最終的には Wilmington 

CollegeのPeace Resource Centerに置いて学生、

子ども、市民向けに展示をするそうです。この写

真パネルは、アメリカでの貸し出しもしてほしい

とセンター長の Dr. Tanya Maus にお願いしてい

ます。 

もしシカゴで展示の可能性がありましたら、ご連

絡下さい。ノーマンさんとは、そこの平和資料セ

ンターでの会議でお会いしました。 

デトロイトの「刀を鋤に平和センター＆ギャラリ

ー」（The Swords Into Plowshares Peace Center 

and Gallery）には、高知市の平和資料館「草の

家」から被爆者の写真パネルと折り鶴を１９９５

年に贈りました。数年後訪問すると、ちゃんと折

り鶴を作るコーナーもありました。いつかシカゴ

でも原爆写真が展示されることを願っています。 

１１月末に日本平和学会大会が香川大学であり、

中国人被爆者の研究をされている楊小平さん（広

島大学）に会いました。中国人被爆者の団体はな

いそうです。台湾の被爆者の調査を今後したいと

言われていました。この状況はみなさんと共有し

たいと思います。 

 

■ＦＭ放送に連続出演 

平 信行さん（南区） 

１２月６日(水)、ＦＭ局三条ラジオカフェの番組

「Ｋｙｏｔｏ ＨＡＰＰＹ ＮＰＯ」（きょうと

ＮＰＯセンターと近畿労働金庫が提供）の収録に

出演し、インタビューに答える形で、京都「被爆

２世・３世の会」の様々な活動を紹介させてもら

いました。本来のナビゲーターさんが体調不良の

ため出演できず、急遽きょうとＮＰＯセンターの

スタッフで、「２世・３世の会」のメンバーでも

ある吉田智美さんがピンチヒッターとなり（写真

右）、懸命に番組をリードしていただきました。

あっと言う間に収録の３０分間は終了。慣れない

ものだから、ああ言えば良かった、こう言えば良

かった。あれも言えなかった、これも言えなかっ

たと、終わってからの反省ばかりです。放送は１

２月２４日（日）の午前１０時から。ＦＭ７９．

７ＭＨｚ。 

続いて１２月１１日(月)の朝、またＦＭ放送京都

三条ラジオカフェに出演することになりました。

今度は「ハローラジオカフェおはようさんです」

と言う生放送の番組です。前夜からのノーベル平

和賞受賞についての感想、１月１０日からの原野

宣弘さんの絵画展についての紹介などをさせて

もらいました。ローカルのＦＭ放送なのでまだま

だリスナーはそう多くはないのでしょうけど、大

切にしていきたい市民の作る市民中心のメディ

アだと思います。 

 

■石田信己さんへの追悼の気持ちを捧げます。 

打ち上げられた花火 
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松浦秀人さん(愛媛県被爆者の会) 

京都の会報の１１月号の追悼文集に心打たれま

した。お目にかかる機会のなかった石田信己さん

ですが、その魅力的な人物像が浮かび上がってき

ました。 

ご存命のうちにぜひ会話を交わしてみたい方だ

ったようで、残念です。６８歳という若さで（そ

れ以前からガンとの凄絶な闘いをされていたと

のことですが）逝かれたことはとても悲しいこと

です。心からの追悼の気持ちを捧げます。 

 

■石田様への皆様の言葉から多くのことを 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

今号（１１月号）の会報では、お会いすることも

なかった石田信己様への、皆さまのお別れの言葉

を通して、「歴史を自分の中に捉えて生きること」

について考えさせて頂きました。マルクス、エン

ゲルスについて改めて想起したり、日韓併合とい

う日本の消すことの出来ない汚点とも言える歪

められた歴史についても深く考えざるを得ませ

んでした。守田さんの弔辞の中の、マルクスとエ

ンゲルスとの関係が随分分かり易く書いてあり、

「へ～え、そうだったの？！」と、これまで理解

しがたかったことの片鱗を知ることもできまし

た。※「エンゲルスボーイ」という文言も素敵で

すね。 

日韓のことについてですが、これまで私自身、日

本は韓国に何をしたのかを知り、考える旅を何度

かしました。独立記念館などを訪れ、また、従軍

慰安婦にされたハルモニさんに会いに「ナヌムの

家」にも行きました。私がピースボートに乗船し

た際には、李容洙（イ・ヨンス）ハルモニ（トラ

ンプ大統領が韓国訪問の際にレセプションに招

かれていた方）も乗船されており、直接、ご自身

から「従軍慰安婦にされていた」お話を伺ったこ

ともありました。 

話されている時に感情が昂ぶり、激しく机を叩き、

号泣されることも度々で、「私が何故慰安婦と呼

ばれるのか！」「私は日本軍を慰安したことは一

度もない」・・・何度も何度もおっしゃいました。

日本語で。彼女もまた、何十年を経過しても「終

わらない冬」を抱えたままなのです。こうした問

題は、解決は難しいかもしれないけれど、誠意を

尽くして恥ずかしくない道を後世に残していき

たいという想いが、石田様の生前の貴い生き方を

知り、さらに呼び覚まされた気がします。 

京都被爆 2 世・3 世の会の皆さまがハプチョンの

原爆資料館を訪問される際には是非、私にもお声

がけ頂けましたら幸いです。 

Ｓｃｒａｐ Ｂｏｏｋ／「平和大使の演説に圧力

をかけたのは中国だった」―この記事には驚きま

した。でも、あり得ることであり、実際にあり得

たのですね。根っこにあるのは歴史を歪曲する日

本政府の振る舞いに尽きるのではないでしょう

か。 

二世検診時の神妙な（？）お顔の写真を表紙に掲

載されるとは、グッドアイディアです！「受診す

ること」の誘い水になりますね。因みに、私は来

年早々の受診を予約しました。 

今回もまた、様々なことを考えさせて頂く内容で

した。ありがとうございました。 

 

■ノーベル平和賞授賞式に思う 

加百智津子さん（岡山「被爆２世・３世の会」） 

オスロでのノーベル平和賞のことが日本でもか

なり詳細に伝えられています。サーロ節子さんは

何度かノーベル平和賞の候補に挙がっている方

なので、今回の彼女の演説は最高の選択だと思い

ます。彼女の功績は大きいですね。なにより、英

語で話せることで影響力も大と思います。 

田中さん、藤森さん、田上・松井市長の顔がテレ

ビにアップされると、感慨もひとしおです。反面、

谷口稜曄さんや山口仙二さん、土山先生のことが

思い出されてなりません。 

今後、日本政府はいっそう恥ずかしいことになる

でしょう。 

授与式後のレセプションでの被爆ピアノコンサ

ートもこの上ない企画です。ピアノ所有者の矢川

さんに渡欧される前にお電話をかけてお祝いメ

ッセージを述べさせていただきました。「これは

自分にしかできない平和運動だと思う」とおっし

ゃられていて、納得でした。触発されて、私も“自

分にしか出来ないこと”をさらに模索する気持

ちになりました。レディー・ガガまでは到達しま

せんが(笑) 
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KADOKAWA 

２０５２円（税込） 

角川新書 

８６４円（税込み） 

 

 
 

 

■新聞記者  望月衣塑子〔著〕 

紹介 井坂博文さん（北区） 

題名は「新聞記者」、著者は菅官房長官の定例記者会見で次々と質問を繰り

出し、脚光浴び声援を受ける一方で、バッシングや脅迫を受ける東京新聞記

者の望月衣塑子さん。 

なぜそこまでできるのか？なにが彼女をそこまでさせるのか？ぜひ知りた

かった背景が、少しわかったような気がします。 

「私は特別なことはしていない。権力者が隠したいと思うことを明るみに

出す。そのために情熱をもって取材相手にあたる・・・これからも、おかし

いと感じたことに対して質問を繰り返し、相手にしつこいといわれ、嫌悪感

を覚えられても食い下がって、ジグソーパズルのようにひとつずつ疑問を埋

めていきたい」と彼女は書いています。 

私は市会議員になって２６年を重ねるが、この情熱と正義感を持って仕事

に臨んでいるか、がーんと頭を殴られたような気がします。初心に立ち返っ

てがんばる勇気が湧いてきました。 

 

■届かなかった手紙 原爆開発「マンハッタン計画」科学者たちの叫び 大平一枝〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

学生時代「何十回という署名活動に関わってきたが、何の役に立っているのか、と虚しい気持ちを持

ち続けていた著者が、あるＴＶインタビューをみて、「原爆投下に反対した科学者」を訪ねた内容であ

る。マンハッタン計画には「３０００名」の科学者が関係し、その中に

「原爆投下に反対」した科学者が「７０名」存在した。反対運動の提唱

者は、「ナチスに対抗するため、アメリカでも原爆の研究を」と大統領に

手紙を書いた人物である。何故科学者たちは「原爆投下」に反対し、止

まられなかったのか、「原爆投下後」のヒロシマ・ナガサキに対し、どの

ような思いを持ったのか。訪問できた科学者は、少ないが、話されてい

る内容は、現代に対する警告が含まれている。原爆開発に関わった事を

殆どの科学者も話さなかった、という。それだけ「原爆投下」が与えた

衝撃は大きかった 

なぜ、原爆投下が阻止できなかったのか。それは「現代」にも通じる

教訓を、科学者が証言している。科学者は「政治」とどう関わるべきか。

「軍部」が力を持つ、ということはどうなるのか、現在の「軍学共同」

に警鐘を鳴らしている。 

最後にナガサキに落とされた原爆の「プルトニュウム」を精製してい

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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創元社 

1620 円（税込） 

たハンフォードという都市で、核兵器廃絶を訴えている元科学者の言葉を紹介し、著者の思いを述べて

いる。「日本は憲法九条という素晴らしい宝物を持っています。どうか大事にしてください」 

 

■日米指揮権密約の研究  末浪靖司〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

憲法「改正」問題がクローズアップされているが、首相が「安倍」だ

から改正が目論まれているのか、首相が「安倍」でなければ論議されな

かったのか、それとも別の要素があるのか。戦後日本の「問題点」を取

り上げ、追及してきた「シリーズ」本でもある。米軍基地が、日本で一

番多いのは「沖縄県」だが、二番目は？そして「韓国軍」の指揮権は在

韓米軍がもっている、と報道されるが、「日本の現状は？」等、あまり注

目されない事実が「資料」「事実」をもって追及されている。今日本では

「憲法改正問題」がクローズアップされ「戦争法」のことは忘れられよ

うとしているが、その背景になにがあるのか、鋭く追及されている。 

「自衛隊が海外で、米軍の指揮下で戦う時代がくる」と著者は指摘す

る。ほとんどの人は「本当？」と思うだろうが、今までのアメリカ政府・

軍と日本政府・軍の動き・連携を知ると、その可能性を否定できない。

そのことをこの本は教えてくれる。例えば、自衛隊・米軍の共同訓練とか

「基地の実態」は、目に触れることはほとんどない。しかし実態は恐るべきペースで進んでいる。事実

を知ることも大事だろうが、歴史を「知る」ことも重要ではないか。ここでは日本では、殆ど公表され

ない、アメリカと日本の「同盟問題」をめぐる交渉内容、アメリカの考え方、日本政府の反応が紹介さ

れている。アメリカと日本が「軍事関係」を密接化していく過程は触れられているが、日本国民の闘い

が述べられていないのが、残念ではあるが、ここに書かれている事実を理解し、今後の運動につなげて

いくことが、著者の希望かも知れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国調査や救済あれば ビキニ国賠訴訟 

１９５４年に米国がマーシャル諸島ビキニ環礁などで行った水爆実験で被曝 

（ひばく）した可能性があるのに、健康の追跡調査を行わなかったなどとして、 

元船員ら４５人が国に賠償を求めた訴訟の口頭弁論が高知地裁で開かれ、元船員３人、遺族２人、支

援者１人が証言した。元船員らは口々に苦境を訴え、支援者は国の責任を問いかけた。 

 元船員ら５人の証言の後、休憩をはさんで、元船員らを支援してきた市民団体「太平洋核被災支援

センター」事務局長の山下正寿さん（７２）＝宿毛市＝が法廷に立った。山下さんは１時間にわたっ

て、元船員らの救済の必要性を訴えた。 

山下さんは元高校教師。８５年に高校生らともに、元船員らから聞き取りを始め、これまで調査を

続けてきた。 

山下さんの証言によると、土佐清水市や室戸市で次々にビキニ周辺で被曝した元船員が見つかった

という。「ビキニ被曝というと、（静岡県の）第五福竜丸だけだと思っていた。こんな普通の港に、こ

んな身近にいるんだと思った」 

Scrap 
book 

http://www.asahi.com/topics/word/ビキニ環礁.html
http://www.asahi.com/topics/word/宿毛市.html
http://www.asahi.com/topics/word/高校教師.html
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被曝について「息子や娘にはこんなことは話さない」と言う元船員も多かったという。「親として

は本当に悔しいと思う。話してもどうにもならないと思っていたのではないか。救済策があれば違っ

たかもしれない」と述べた。 

「被災船員の人がどんどん亡くなる。『旦那はこの前、亡くなりました』などと返事が返ってくる

こともあって、一時は聞き取り調査で電話をかけるのが怖かった」 

被曝を裏付ける資料がなかなか見つからず、壁の厚さを実感したというが、「悔しくて、なんとし

ても真実を明らかにしたいと思った」と語った。 

最後に「訳がわからないまま苦しんだ人が圧倒的に

多い。そこに光を当て、救済につながるよう公正に判

断してほしい」と裁判長らに訴えた。 

閉廷後、原告団は記者会見を開いた。山下さんは「あ

まりにも壁が厚く、今日みたいな日を迎えるとは思わ

なかった。一つ一つ資料を積み上げて、風穴が開いた

のではないか。どんなに権力が強くても、事実には勝

てない」と話した。 

次回は２月１６日午後１時半からで、結審する予定。 

（２０１７年１２月１５日 朝日新聞） 

 

■生誕１００年・尹東柱の記念碑除幕式 ２８日に京都・宇治で 

韓国の国民的詩人、尹東柱（ユン・ドンジュ、１９１７～４５）の記念碑が京都府宇治市に設置さ

れ、２８日に除幕式が開かれる。 

尹東柱は１９４２年に日本に渡り、同志社大などで学んだ。ハングルで詩をつくったとして治安維

持法違反の疑いで逮捕され、４５年２月１６日に福岡刑務所で獄死した。 

「詩人尹東柱 記憶と和解の碑」と名づけられた碑が設置された宇治川のほとりは尹東柱が同志社

大の学友らとハイキングに出掛けた場所で、同川にかかる天ケ瀬つり橋で撮った写真は尹東柱の生前

最後の写真。ハイキングは戦局が激しくなったため、学業を一時中断して故郷に帰ることになった尹

東柱の送別会を兼ねたもので、何か歌ってくれと乞われた尹東柱は故郷・朝鮮の伝統民謡「アリラン」

を歌ったとされる。 

碑は市民らによる「記念碑建立委員会」が募金で製作し、

つり橋の上流にある新白虹橋のたもとに設置された。除幕

式は２８日午前１１時から（雨天決行）。尹東柱のおいで成

均館大教授の尹仁石（ユン・インソク）氏らが韓国から駆

けつける。事前申し込み不要で誰でも参加できる。 

除幕式後の午後 2 時からは「記念のつどい」が宇治市の

日本基督教団宇治教会礼拝堂で開かれる。音楽と朗読によ 

る構成劇が行われるほか、尹東柱の愛唱歌などが披露される。 

（２０１７年１０月２５日 ソウル聯合ニュース） 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1514286987/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYXNhaGljb20uanAvYXJ0aWNsZXMvaW1hZ2VzL0FTMjAxNzEyMTQwMDQ2OThfY29tbUwuanBn/RS=^ADBruXj4sqLbWanvJYbK6pzSA4HJQI-;_ylt=A2RivbgL3kBa2WQACwyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1514289150/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zLW1lZGlhLWNhY2hlLWFrMC5waW5pbWcuY29tLzIzNngvZTMvNGUvOWYvZTM0ZTlmNGE1ZjM1ODgyZmZmMDJkNDEyNDhhZWY4ZjQtLWtvcmVhLWFzaWEuanBn/RS=^ADBx57wnDh1e2eq3h737WXQBCZcNgU-;_ylt=A2Rivbt95kBaFgIAdimU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
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▼２０１７年の世界を振り

返ってみると、１月のアメリ

カ・トランプ大統領就任から

始まった1年だったことを思い

起こします。北朝鮮の核実験と相次

ぐミサイル発射に対して、対話と交渉を投げ捨て

た圧力と軍事一辺倒の対応は東アジアの緊張を

高めました。北朝鮮情勢を最大限梃子にして、ト

ランプに追随する安倍政権は私たちの命と暮ら

しを危ういものにし、憲法改定に及ぶ具体的なプ

ランを提示するまでになりました。行き着く先は

自衛隊の海外派兵、日本の姿を変えてしまう事態

です。一方２０１７年は圧倒的多数の国連加盟国

によって核兵器禁止条約が採択され、その貢献を

称えてノーベル平和賞がＩＣＡＮに贈られる歴

史的な年にもなりました。核兵器禁止条約を成立

させてきた国々は、経済的にも軍事的にも決して

「大国」とはいえない、しかしいかなる軍事同盟

も縛られず、問題はあくまで平和的に解決するこ

とを原則にした非同盟諸国の国々が中心でした。

各地域の非核兵器地帯条約の国々とも重なり合

います。地球を俯瞰してみるならば、核兵器をふ

りかざして無法と横暴を繰り返す“ならずもの国

家”を、人類の英知と本当の文明が、世界の民主

主義が厳しく追い詰め、包囲している様ではない

かと思います。 

▼核による影響が人々にどのような結果をもた

らすのか ― 私たちはこの原点に立ち続けて、

微力ではあっても世界の民主主義の一翼である

ことをより強く自覚して、来る年、２０１８年に

進んでいきたいと思います。この１年ありがとう

ございました。（平） 

■湯川秀樹 戦中の原爆研究に言及 京大が日記公開 

日本人初のノーベル賞を受賞した物理学者、湯川秀樹（１９０７～８１年）が、終戦期の４５年に

書いた日記を２１日、京都大基礎物理学研究所・湯川記念館史料室が公開した。湯川が生涯を通じて

公的な発言を控えていた原爆研究「Ｆ研究」に言及。広島原爆投下や時局に関する記述もあり、専門

家は「第一級の歴史的史料」としている。  

 湯川は４９年に中間子論でノーベル物理学賞を受賞した。戦時中、旧海軍が京都帝国大（現京都大）

で進めたＦ研究を理論的に支えたことが他の史料などで知られるが、本人の記述はほとんど見つかっ

ていなかった。  

 湯川の没後、遺族が３８～４８年の「研究室日誌」「研究室日記」計１５冊を史料室へ寄贈。史料

室は分析を順次進め、４５年１～１２月に書かれたＢ５判のノート３冊の内容を今回発表した。  

 Ｆ研究は４４年ごろに始まったとされるが、４５年前半に会議を重ねていた様子がうかがえる。  

 最初に「Ｆ研究」の文字が見えるのは４５年２月３日で、研究の責任者だった原子核物理学者・荒

勝文策教授らと相談したと記述。６月２３日には、荒勝教授ら研究者１１人と学内で第１回打ち合わ

せをしている。７月２１日には「（大津市の）琵琶湖ホテルに行く」とある。Ｆ研究は明記されてい

ないが、京都帝国大と旧海軍の合同会議が同ホテルであった日で、湯川の参加が裏付けられた。  

 広島原爆投下の翌日の８月７日、新聞社から「原子爆弾」の解説を求められたが断ったと記述。一

方、同９日には新聞を引いて「威力は熱線が全体で数粁（キロ）に及ぶといわれている。落下傘で吊

（つる）し、地上数百米（メートル）にて爆発」と書いた。  

 湯川は戦争の行方に強い関心を寄せている。４５年６月に大阪に空襲があった際に「（京都で）日

も赤く濁る」と記し、硫黄島や沖縄戦の甚大な被害にも触れている。研究資料を避難させるため荷造

りを進めるなど身辺が緊迫していた様子も読み取れる。  

 山崎正勝・東京工業大名誉教授（科学史）は「湯川が発言を控えた『空白期』だけに、研究の一端

がうかがえる第一級の史料。戦時の軍事研究について史料保全、公開を進める機会にもすべきだ」と

している。                      （２０１７年１０月２１日 毎日新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１ １ 月 元日 

 2 火  

 ３ 水  

 ４ 木  

 ５ 金 キンカン行動 

 ６ 土 新春６・９行動 

 ７ 日 七草 

 ８ 月 成人の日 

 ９ 火 新春 6・9 行動 

 １０ 水 原野宣弘さん絵画作品展開始（1 月 22 日まで） 

  １１ 木  

 １２ 金 キンカン行動 

 １３ 土 「ヒバクシャ署名の会」署名行動（14 時・祇園石段下） 

 １４ 日 都道府県対抗女子駅伝 

 １５ 月  

 １６ 火 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審判決言い渡し（11 時・大阪高裁） 

大飯原発差止訴訟第 18 回口頭弁論（14 時・京都地裁） 

 １７ 水 
阪神淡路大震災発生の日（１９９５年） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都） 

 １８ 木  

 １９ 金 
戦争法の廃止を求める行動の日                   キンカン行動 

ＩＣＡＮを支えたキャサリン・サリバンさんの講演（１３時４５分・京都外大） 

 ２０ 土 ＩＣＡＮを支えたキャサリン・サリバンさんとのワークショップ（１０時・京都外大） 

 ２１ 日  

 ２２ 月 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第 2 民事部弁論（14 時・大阪地裁） 

 ２３ 火 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第 2 民事部判決言い渡し（13 時・大阪地裁） 

 ２４ 水  

 ２５ 木 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟第 7 民事部弁論（11 時・大阪地裁） 

 ２６ 金 キンカン行動 

 ２７ 土 

石田信己さんを偲ぶ会（17 時・キッチンハリーナ） 

関西原水協学校 1 日目（13 時 30 分・須磨温泉） 

新たな原発被害救済の枠組みを作る全国総決起集会（14：00・東京文京区民センター） 

 ２８ 日 
名護市長選挙告示 

関西原水協学校 2 日目（10 時・須磨温泉） 

 ２９ 月  

 ３０ 火  

 ３１ 水  

 


