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１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

 ２０１７年度の活動のまとめ、２０１８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い、交流も深めましょう。 

 総会の議案は別途お送りします。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 学習記念講演 １４：３０～１６：３０ 

●記念講演 朴
ぱく

 沙羅
さ ら

さん（神戸大学大学院国際文化学研究科講師） 

 東アジアの本当の平和をめざしていくために、私たちの社会はアジアの人々とのどのよ

うな関係から作られてきたのか。その歴史と実態を学びたいと思います。 

 そして東アジア情勢を梃子にして狙われる憲法改悪、「核兵器抑止」正当化論。これを許

さない運動を考え合っていきたいと思います。 

 

 

★京都「被爆２世・３世の会」の総会・記念講演はオープン企画です。会員外のみなさん

にも広くお知らせ、ご案内下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８年度年次総会のお知らせ 

■日  時 ２０１８年４月２２日（日） １３：３０～１６：３０ 

■会  場 ラボール京都４階第一会議室 （中京区四条御前） 

２０１８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。 

２０１８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。 
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アメリカ・トランプ政権の「核態勢の見直し」（Nuclear Posture Review）に

強く抗議し、ただちに撤回するよう求めます！ 
 

２０１８年２月８日 

京都原水爆被災者懇談会世話人代表 花垣ルミ 

京都「被爆２世・３世の会」世話人代表 平 信行 

 

 

アメリカ・トランプ政権は２月２日、「核態勢の見直し」（ＮＰＲ）を公表しました。その内容は、核

兵器廃絶を求める世界の大多数の人々の願いに真っ向から対決し、核兵器の強化で世界への影響力を一

層強めようとするものです。私たちは人類を破滅の道へと導くこの危険な蛮行を断じて許すことはでき

ません。 

今回の「核態勢の見直し」の特徴は第一に、核弾頭の小型化と新型海洋発射巡航ミサイルの開発をめ

ざしています。明確な核兵器強化策であり、再び世界を核軍拡競争の悪夢に陥れるものです。 

第二に、核戦略の３本柱（大陸間弾道弾、潜水艦発射ミサイル、戦略爆撃機）すべてを維持し、さら

なる近代化推進を強く示唆しています。 

第三に、アメリカと同盟国への重大な戦略的非核攻撃のあった場合も ― すなわち通常兵器による

攻撃であった場合も ― 核の使用検討を妨げないと公言しました。核兵器の使用制限を緩和し、核戦

争に近づく危険性を厭わない姿勢です。 

第四に、前のＮＰＲでは核実験は行わないとしていましたが、今回は必要が生じた場合は再開もあり

得るとしました。核実験による影響、被害も考慮の外に置く方針転換です。 

第五に、国連の核兵器禁止条約への敵視と警戒感を露わにし、核不拡散条約（ＮＰＴ）の定める軍縮

義務に対してさえも逆行・後退の態度を示しました。「核抑止論」にしがみつき、世界を「力」と威嚇

で圧しようとする態度です。 

総じて、核使用の制限を大胆に引き下げ、多様な核兵器開発で核攻撃の選択肢を大きく拡げ、より「使

いやすい」核攻撃態勢を構築しようとするものです。 

昨年７月７日、１２２ヶ国という圧倒的多数の国々が国連の核兵器禁止条約を採択しました。２００

を超える国際ＮＧＯも参加するなど世界の市民運動も大きな貢献を果たしました。その功績を称え、一

日も早い核兵器禁止条約の執行による核兵器完全廃絶を期待して、ＩＣＡＮにノーベル平和賞が授与さ

れました。これが世界の世論です。これが世界の大多数の人々の進もうとしている大道です。 

トランプ政権の「核態勢の見直し」はこの流れと願いにまったく逆行したあからさまな挑戦です。 

私たちはアメリカ政府に強く抗議し、２月２日公表の「核態勢の見直し」をただちに撤回するよう求

めます。 

私たちは、アメリカも含めたすべての核保有国と「核の傘」に依存する国々が、核兵器禁止条約を真

摯に受け止め、条約に参加していくことを強く求めます。 

緊張関係にある北東アジア情勢も、圧倒的な核保有国であるアメリカが核の放棄、核廃絶への態度を

明らかにした時、初めて根本的解決への道が切り開かれるのです。 

トランプ政権の「核態勢の見直し」公表に際して、日本政府はこれを高く評価するとの見解を明らか

にしました。人類史上初めて核兵器の実戦使用を被った国として、これまで世界の先頭に立って核廃絶

を訴えると言ってきた日本政府は、その姿勢をも投げ捨てたといえる驚くべき見解です。 

このような愚かな態度をとる日本政府に対して、私たち被爆者とそれに連なる者は悲しみをもって強

く抗議をします。 

そして日本政府こそ、唯一の核兵器使用国であるアメリカに対して「核態勢の見直し」を撤回するよ

うに正していく、そうした真っ当な政府であることを強く求めます。             以上 
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絵に託された平和の願いは各地に生き続けていく 

原野宣弘さんの絵画作品展を終えて 

平 信行さん（南区） 

 

 

■原爆症認定訴訟を通して始まった原野さん

の絵との関係 

リハビリを兼ねて絵を描き続けてきた故原野

宣弘さんの作品展が終了しました（１月１０日～

２２日、しんらん交流館）。１２日間の来場者数

は４６３人、多くのみなさんに絵に込められた原

野さんの思いを観ていただくことができました。 

原野宣弘さんは生後１０ヵ月の時長崎で被災

した被爆者でした。２０１６年１１月２７日逝去、

享年７２歳。４０歳代で脳出血を発症、５０歳代

以降も次々と病魔に見舞われ、闘病人生を余儀な

くされてきました。右側体幹機能障害、言語障害

にも襲われ、晩年は胃ろう手術もするなど日常生

活すら容易ではありませんでした。 

原野さんの絵画制作は５０歳代から始められ

ました。亡くなるまでの２０年間、その数は５０

点を上回ります。作品は優しいタッチの水彩画か

ら、人の背丈を超えるほどの油絵の大作にまで及

びました。 

原野さんは２００８年、心筋梗塞と労作性狭心

症について原爆症認定申請をしました。原爆症認

定申請とは、「この病気は原爆の放射線が原因で

あるから国の定めた援助制度を適用するよう」求

めるものです。ところが国はこの申請を却下しま

した。このため原野さんは裁判に訴えて原爆症認

定を求めました（２０１１年提訴）。

２０１２年２月２２日、大阪地裁の法

廷で原野さんに代わって意見陳述し

た代理人の稲垣眞咲弁護士はこの時、

原野さんの描いた絵の写真を掲げな

がら、原野さんのこの日に至るまでの

状況と心境を訴えました。ノーモア・

ヒバクシャ近畿訴訟（原爆症認定訴訟）

を応援してきた私たちが初めて知る

原野さんの絵でした。 

裁判（第一審）の判決は２０１５年

１月３０日下されました。原野さんの訴えは退け

られ敗訴でした。この日判決を受けたのは原野さ

ん含めて７人の原告でしたが、原野さんだけでな

く心筋梗塞や狭心症を訴えた原告は全員が却下

されるという不当なものでした。原野さんも含め

敗訴した原告は全員控訴し、舞台は大阪高裁に移

りました。 

 

■「２世・3世の会」の被爆体験の継承に 

原爆症認定訴訟の原告とその訴訟を応援する

関係から原野さんのことを知るようになり、これ

は是非京都「被爆２世・３世の会」として被爆の

体験を記録し、継承していかなければならないと

思いました。２０１６年１月から宇治市にある原

野さんのお宅を何度か訪問し、あらためて被爆体

験のお話しを聞かせていただくことになりまし

た。原野さんは言語障害があるため、お話しされ

る内容を聞き取るのも容易ではありませんでし

た。何度も何度も聞き返しながら一つひとつ確認

するようにして聞き取りを進めました。電話で連

絡をとりあうのも難しく、必要な場合はほとんど

ファックスでやりとりしました。原野さんの被爆

体験をまとめて、京都「被爆２世・３世の会」の

会報別冊で紹介したのは２０１６年２月でした。

この時のタイトルが“原爆の惨禍、生きてきた証、

そして平和の願いを絵に託す”でした。 
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原野さんは自らの人生を語られる中で絵のこ

とにもたくさん触れられました。そしてその年の

７月に生まれ故郷長崎で個展「原野宣弘作品展」

を開催されることも聞かされました。これだけの

絵を全部長崎に搬送して、何日間もギャラリーを

借りて個展を開催するのはとても大変なことで

はないかと、率直に思いました。何より原野さん

の体力が心配でした。それでも長崎での個展は計

画通りやり切られました。この時の個展には、原

野さんの学んだ母校の同窓生のみなさんもたく

さん集まられ、原野さんにとって本当に楽しい、

充実した時であったと、後になってその様子を知

らされました。 

長崎での個展を終えて、京都に帰られた直後か

ら原野さんの体調は急に悪化し、入院される事態

となりました。そして１１月２７日、帰らぬ人と

なられました。７２歳、早過ぎる別れをとても残

念に思いました。 

 

■原野さんの絵が生かされる機会の模索から

作品展に 

しばらくして、遺されたたくさんの絵画作品を

どのようにすればよいか考えるようになりまし

た。プロの芸術作品というわけではない。しかし、

被爆者が、母のこと、原爆の子と、平和のことを

願って渾身の力を込めて描いた作品であること

を思うと、他人事として済ますことはできない、

という思いを強くしていました。学校などで子ど

もたちの平和教育のために使っていただく可能

性はないだろうか相談したこともありました。そ

して、ある人から「せっかくのこれだけの作品な

のだから、多くのみなさんに一度観ていただく、

作品展の開催をまず考えてはどうか」と提案をい

ただきました。ここからが作品展開催へのスター

トとなりました。原野さんのご遺族であり、作品

の所有を継がれたご長男の原野朋弘さんに相談

しました。朋弘さんは大変喜ばれ、是非開催した

いとご同意いただきました。それ以来は朋弘さん

と一緒に作品展開催の準備をしてきました。 

一番の問題は会場ギャラリーの選定、決定でし

た。絵の作品展などやったこともない素人が手探

りでやる会場探しでした。ギャラリー専門会場で

はなくても、作品展に相応しい場所ならどんな所

でもいいからと、京都市内のあちこちを歩き回っ

たりもしました。その結果行き着いたのがしんら

ん交流館です。しんらん交流館は亡くなった石田

信己さんの力も借りて、石田さんと元東本願寺職

員の久米悠子さんを通じてお願いしました。そし

てしんらん交流館の全面的なご協力をいただけ

ることになりました。期日はしんらん交流館ギャ

ラリーの予約状況から自ずと決定し、今年（２０

１８年）1 月の開催となりました。 

作品展開催の告知チラシやポスターの作製は

原野朋弘さんが担われ、「２世・３世の会」は関

係する各方面のみなさんへの事前のお知らせと

宣伝をしていきました。ノーモア・ヒバクシャ近

畿訴訟に携わる弁護団のみなさん、支援のみなさ

んにもしっかりと知らせていきました。 

 

■開幕、そして来場者の受付日誌から 

１月９日(火)の作品搬入と準備には「２世・３

世の会」のメンバーを中心に１０人の人が駆け付

けていただきました。実は梱包を開いて全部の作

品を見るのは私もこの日が初めてでした。大作の

大きさにびっくりしたのが正直なところです。み

なさんのおかげで８点の大作を生かした迫力あ

る展示、会場を作ることができました。 

１月１０日（水）から２２日（火）まで、１６

日（火）の休館日を除く１２日間、合計で４６３

人の来場者がありました。以下、「受付日誌」か

ら来場者の様子、特徴的なできごとなどをスケッ

チ風に紹介してみます。 

 期間中、京都新聞、朝日新聞、毎日新聞の３

社から取材があり、比較的大きなスペースで

記事掲載していただきました。「今朝の新聞

を見て来た」という人がたくさんありました。 

 長崎出身の方が「懐かしくて」と来場された

例もかなりありました。特に長崎の景色を描

かれた作品には食い入るように観られてい

ました。 

 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の弁護団の先

生方、いつも支援されているみなさんも、遠

くは兵庫県や大阪府からも駆けつけていた

だきました。 

 被爆者、お身内に被爆体験のある方も少なか

らず来場されました。ご自身の被爆体験と重
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ね合わせながら絵を観て、配布資料を読んで、

「原野さんの思いが伝わる」と感想を述べて

いかれました。 

 開場２日目、日本語の分からない外国の人の

来場があり、英語版の解説ペーパーが必要だ

ということになりました。早速吉田妙子さん

に英語版を作成しいただき有効に使われる

ことになりました。いつも「２世・３世の会」

ではとりくみの中での英訳の必要性を話し

合っているのに・・・ということを痛感しま

した。 

 絵の技術的なことはよくわかりませんが、平

和への思いが力強く感じられる良い作品が

多く、特に「ハトはどこへいく」は説明を読

んで、胸がじーんときました、と感想を述べ

ていただいた方もあります。 

 会場となったしんらん交流館の積極的なご

協力は私たちの予想を超えるものでした。毎

日、同じ館内で催されている会議や行事の参

加者のみなさんに必ず作品展の紹介をして

いただき、会議や行事を終えられたみなさん

の来場がたくさんありました。各地の東本願

寺系のお寺にもこの作品展のことが伝えら

れていました。京都「被爆２世・３世の会」

の会員で、和歌山県橋本市で東本願寺系お寺

の住職を務められる木全満知子さんも本山

からの連絡で作品展を知り来場されました。 

 

作品展期間中は「２世・３世の会」のメンバー

を中心に毎日会場案内を担っていただきました。

１２日間に担当していただいた方の人数は延べ

４６人になります。終了後のしんらん交流館の担

当の方の感想で「こんなに毎日会場案内に就いて

いただいた企画は初めてです」と感謝の言葉をい

ただきました。 

 

■各地に生きていく作品 

展示された作品を希望される方にお譲りする

のも今回の作品展の目的の一つでした。お譲りす

ることになった作品は３５点にのぼります（１月

２３日現在）。その内大作の４点を含みます。大

作は３点が東本願寺系の各地のお寺に飾られま

す (富山県射水市、和歌山県橋本市、福岡県行橋

市)。もう１点はしんらん交流館本館に掲げ続けら

れることになりました。 

お譲りする作品は全国に及びます。北は北海道

千歳市から南は福岡県まで。そして海を越えて中

国にも渡る予定です。中国から長崎に留学してい

る留学生が、長崎留学の記念に、原爆と平和のこ

とを訴える街の記念に母国に持ち帰りたいと申

し込みされました。 

作品展開催期間中の１月１６日（火）、原野さ

んのノーモア・ヒバクシャ訴訟控訴審の判決言い

渡しが行われました。残念ながら一審同様の敗訴

でした。原野さんの勝訴を作品展でお祝いするこ

とはできませんでした。しかし、原野さんの絵に

込められた“原爆の惨禍、生きてきた証、そして

平和の願い”はこれからも全国で生き続けていく

ことになりました。いやその願いは中国にまで広

がっていくのです。全国を旅行しているとどこか

で原野さんの絵に巡り合うことがあるかもしれ

ませんね。 

 

最後に、譲り受けられた絵を早速飾られたみな

さんからのメッセージを紹介します。 

◆参議院議員会館 

議員会館の部屋に広島と長崎の絵が並びまし

た。長崎の被爆者、故・原野宜弘さんの大浦天主

堂界隈の絵が今日、届いたのです。先日、ご遺族

と京都被爆二世・三世の会による作品展が開かれ

た際に、「原爆ドームの絵と並べて飾りたい」と

お願いして頂いたもの。毎日眺めて、核廃絶への

決意を新たにします。（井上哲士さん） 

◆乙訓教職員組合 

先日、頂きました「原野さん」の絵画２点です
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が乙訓教職員組合の事務所に飾って頂くことに

なり、本日「展示」されている 様子の写真を撮

ってまいりました。「原野さん」の紹介は、私が

簡単な案内をつくり、横に掲示して頂いておりま

す。１月号の会報の「裁判記事」と「京都新聞」

の記事、並びに「原野さん」の「被ばく体験記」

をクリアーブックに入れて、皆さんに読んで頂け

るように、絵の横に置いてもらっています。 

「若い先生に見てもらえたら嬉しい」（書記長

さん）ので、期限は切らない、ということで「寄

贈」ということになりました。(石角敏明さん) 

◆北白川のバス停 

左京区北白川別当町(白川通り)バス停前に、原野

さんの「薔薇」をかけてもらいました。ガラスケ

ースの中なので、反射していますが、実際はもっ

と綺麗です！(奥田美智子さん) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆檀家のみなさんと共に平和の祈りを捧げます 

大事なお父様（原野宣弘様）の大事な絵画、作

品を賜りまして、ありがとうございます。お寺へ

の奉納としてお請け致しました。 

“原爆の惨禍、生きてきた証、そして平和の願

いを絵に託す”。絵を見ていますと涙が落ちます。

あの原爆の時何を感じ、その後、何を頼りに生き

てこられたのだろうって思うと涙が。 

送っていただいた作品、大きくて、檀家さんに

開封してもらいました。そして本堂に掲げさせて

いただきました。「今日はいいものを見せていた

だきました」「平和の祭典だ」と声があがりまし

た。わいわいと原爆のこと、長崎のこと、話が広

がりました。 

８月１５日にはお寺で平和の鐘をついていき

ます。平和の祈り、非戦、非核、「殺すなかれ、

殺さしぬるなかれ」、戦争は戦争の顔をして来な

い、と。今年からは原野さんの絵と一緒にお祈り

していくことになります。 

原野朋弘様 ありがとうございました。 

被爆２世・３世の会の皆様のご健康を祈念いた

します。 

真宗大谷派 無量山特明寺 住職 

（木全満知子さん） 

木全さんのお寺特明寺本堂に掲げられた原野さんの絵 
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■追記 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟控訴審で敗訴となった故原野宣弘さん(息子の原野朋弘さんが裁判を

承継)は、１月３０日(火)、他の２人の原告と共に最高裁への上告手続きがとられました。「心筋梗塞も、

狭心症も原爆放射線との関係は認められなければならない」。あくまでも正当な判断を求めて闘い続け

ていく決意です。全国に飾られる原野さんの絵が、闘いを見守り、励まし続けていくことを願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１８年３月５日〜１０日  
宮本ゆきさん（シカゴ） 

 

米国ワシントン州のＮＰＯ法人（ＣＯＲＥ： 

Consequences of Radiation Exposure = 放射線

被曝がもたらすもの）は、長崎被爆者と、 ハン

フォード核施設（長崎原爆のプルトニウムを製造

の被ばく者との 歴史的出会いの場を計画してい

ます。 

長崎原爆 とハンフォードのプルトニウム製造

から放出された放射能は、両地の住民にガンをは

じめとする様々な健康被害をもたらしました。こ

のたびの計画のため、私たちは長崎市、ワシント

ン州のウィットマン大学（Whitman College）か

ら支援を受けていますが、目標額に達していませ

ん。そこで、皆様からのご寄付をお願いする次第

です。 

 

被爆者の平均年齢が８０歳を超えた今、 被爆

者の方がハンフォードの被ばく者と出会う、こう

した企画の実現はさらに難しくなるでしょう。こ

のハンフォードは第二次世界大戦そして冷戦時

代にプルトニウムを製造しつづけ、施設の作業員

ならびに近隣住民、川下住民に健康被害をもたら

した歴史を持っているのです。 

長崎の被ばく者が、ハンフォード地域の人々、

地元の大学生たちと実際に顔を合わせ、互いの体

験を共有することは、放射能被害がもたらす人的

被害をアメリカの一般市民、そして大学生が学ぶ、

またとない機会です。放射能被害が時間と空間を

超えて、いまだに人々の体と心を蝕んでいること

を知ることは、将来の核兵器廃絶に必要な第一歩

でしょう。 

■送られる絵に添えられた原野朋弘さんからのお礼のあいさつ 

 この度は父の絵をご要望いただきましてありがとうございます。 

絵を一人で保管しておくよりも、一人でも多くの方に絵を見ていただける環境で、その意思を、

想いを汲んでいただける方に、お譲りした方が父も喜ぶのではと考え、このような形をとらせ

ていただくことにいしました。 

５０歳過ぎてからとりくんだ素人の絵です。 

ほんとにたいしたものではありませんが、晩年、身を削るようにして、魂を込めて描いた絵で

あることは事実です。 

できれば大切にしてやっていただけると有難く思います。 

この度は本当にありがとうございました。 

原野朋弘 

 

長崎の被爆者と米・ハンフォード（長崎原爆・核兵器製造）の 
被ばく者を繋げよう！ 
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このプロジェクトの主要なイベントの一つは、 

ハンフォードから約１３０キロ東南に位置し、放

射能のホット・スポットが生じたワラワラ市

(Walla Walla)に立地するウィットマン大学で、

長崎被爆者がハンフォード被ばく者や地元の大

学生達とが交流する、というものです。また、大

学ではハンフォード核施設の写真や放射能障害

を生きる人々のインタビューを含むグレナ・コー

ル・アリー(Glenna Cole Allee)の作品展示と、

鎌仲ひとみ監督が、湾岸戦争後に劣化ウラン弾の

後遺症で苦しむイラク、そしてハンフォード、長

崎、広島をつなげた２００３年の映画、「ヒバク

シャー世界の終わりに」の上映も予定しています。

これらの様子は、ソーシャル・メディアを通して

お伝えする予定です。 

長崎市とウィットマン大学の支援により、長崎被

爆者の方の長崎からシアトル経由で、シアトルか

らウィットマン大学のあるワラワラまでの旅費

は捻出できました。しかしながら、被爆者の方の

海外旅行保険料、宿泊費、同行者の長崎大学の大

学生の旅費、在米同行者でハンフォードの被爆者

でもある方

の旅費、ボラ

ンティアの

方々へのさ

さやかな謝

礼のため、一

口千円から

の寄付をお

願いしてい

ます。 

 

どうか、この歴史的なプロジェクトの為に皆様のお力添えをお願いできないでしょうか？もしご協

力いただけるのであれば、こちらのサイトからお願いいたします。 

https://www.paypal.me/COREHanford. 

ペイパルの使い方につきましては 

（https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal/how-paypal-works）をご覧ください。 

アメリカ在住で小切手が便利な方は、CORE 宛てにお送りいただけると助かります。 

CORE c/o 3711 47thPl NE, Seattle, WA 98105 

 

また、この企画・募金の情報を広めていただけますよう、お願いいたします。また主要責任者に

ついては以下の紹介をご覧ください。ご質問のある方はどうぞ日本語でも、英語でも結構ですので、

ノーマ・フィールドまでご連絡ください。norma.field@gmail.com   

 

トリシャ・プリティキン CORE 代表、弁護士、ハンフォード被ばく者、今年出版予定の The  

 Plaintiffs:Hanford Downwind （訴える人々 ハンフォード放射能被 

 ばく) の著者 

ノーマ・フィールド CORE 理事会員、シカゴ大学名誉教授、「天皇の逝く国で」「小林多 

 など日本語でも多数の著作。最近では福島に関する論文を Japan  

 Focus: Asia Pacific Journal などに寄稿 

宮本ゆき CORE理事会員、DePaul大学准教授、被爆二世、Beyond the Mushroom  

 Cloud（表象としてのきのこ雲を超えて）の著者。 

ワシントン州ハンフォードの核施設。長崎原爆のプル

トニウムはここで製造されました。 

長崎カトリック浦上教会（通称：浦上天

主堂）。多くの信者がここで亡くなった。 

https://www.paypal.me/COREHanford
mailto:norma.field@gmail.com
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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（６1） 

労作性狭心症と原爆放射線との関係を認める画期的判決（１月２３日・第７民事部） 

この判決を力にノーモア・ヒバクシャ訴訟の全面勝利をめざしていこう！ 

２０１８年１月２８日（日） 

 

1 月１６日(火)大阪高裁では、国の攻勢を跳ね

除けて甲状腺機能低下症の放射線起因性を再び

認めさせることができたものの、心筋梗塞や狭心

症の低線量域での放射線との関係を否定される

悔しい判決となった。それから 1週間後の 1月２

３日(火)、今度は大阪地裁第７民事部で一人の原

告の判決が言い渡された。第７民事部(山田明裁

判長)で争われているのは５人の原告だが、その

内の一人宮本義光さん(７９歳、大阪市)だけが先

行分離して審理され、この日判決を迎えることに

なった。宮本さんの申請疾病は労作性狭心症。一

週間前の高裁判決では同じ狭心症の原告が二人

も敗訴しており、今回はどうしても勝訴を、とい

う弁護団も支援の人々も強い思いをもって迎え

た。 

判決言い渡しは８０６号法廷。宮本さんは意見

陳述の時も本人尋問の時もいつも奥さんと一緒

で、この日も原告席の宮本さんのすぐ後ろで奥さ

んが見守る中開廷を待った。午後１時１０分開廷。

山田裁判長ははっきりとした口調で主文を読み

上げ、「厚生労働大臣の行った却下処分を取り消

す」と言い切った。やった！勝訴だ！裁判官退席

後の廷内は何人もの弁護士、傍聴者が原告席の宮

本さんを取り囲んで握手を求めることになった。 

 

支援の人々は全員一週間前と同じ北浜ビジネ

ス会館に移動して、今回は勝利の報告集会を行う

ことになった。最初に宮本さんご夫妻に勝利のお

祝いの花束が贈られた。宮本さんご本人からも喜

びとお礼の言葉が返された。 

宮本さんと同席した担当の小瀧悦子弁護士か

ら今日の日を迎えた心境が語られた。この間、心

筋梗塞に対するひどい判断が続いていたので不

安はあった。国からは特に喫煙や飲酒の他原因が

厳しく追及されていた。しかし宮本さんが訴えた

被爆の実態が裁判長に届いたのではないかと思

う。宮本さんは７歳の時（長崎の）爆心地から１．

８㌔の距離で直接被爆。翌日には破壊された浦上

天主堂などを見て爆心地まで入り、さらにその後

も浦上の防空壕で死傷した被爆者と共に何日も

過ごした。裁判長は「この被爆者は救わなければ」

と思ってくれたのではないか。裁判長の補充尋問

も好意的なもので、あの時裁判長の心が動いたの

ではないかと感じた、とのことだった。控訴され

るかもしれないが、仮に控訴されても気を緩めず

に頑張っていきたい、と最後は決意で結ばれた。 

 

報告集会に駆け付けた愛須勝也弁護団事務局

長から判決内容について要旨以下のような報告

がなされた。 

先週の高裁判決とは月とスッポンほど違いの

ある素晴らしい判決だった。我々原告側の主張を

とりまとめてくれたのではないかと思うほどの

ものだ。労作性狭心症の勝訴の意味はものすごく

大きい。東京で最後の原告として頑張っている山

本英典原告団長も狭心症だが、山本さんの闘いに

最高のプレゼントを贈ることにもなった。 

放射線起因性の判断枠組みとなる総論部分は

従来からの判断がしっかりと踏襲された。国の定

めた放射線量算定方式などには限界があり、一応

の目安に止めるべきもの。被爆者の行動や被爆内

容、症状などに基づいた総合的な判断こそ重要で、

内部被ばくの可能性も含めて検討しなければな
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らない。そして宮本さんの申請疾病である狭心症

の放射線起因性について、原告と国側双方が示し

た証拠の一つひとつに非常に丁寧な分析と評価

がなされ、踏み込んだ判断が示されている。 

その上で判決は、労作性狭心症と心筋梗塞とは、

動脈硬化を主因とする虚血性心疾患であるとい

う機序において異なるところはない。心筋梗塞と

放射線被曝との関連性は一般的に肯定すること

ができることを考慮すると、労作性狭心症におい

ても放射線起因性を一般的に肯定することがで

きる、と明確だ。先週の高裁判決と決定的に異な

る。これは他の裁判にも適用していかないといけ

ない、他の裁判にも影響を与えうる非常に大きな

判断だ。 

宮本さんに対して国は、加齢、喫煙、脂質異常

症、高血圧とたくさんの他原因を指摘した。その

ことが労作性狭心症発症に影響していることは

判決も認めている。しかし、脂質異常症および高

血圧はいずれも重くはないことを考慮すると、こ

れらの他の危険因子があっても原爆放射線の影

響が否定されることにはならない。他原因はあっ

てもそれで放射線の影響が消えることはないの

だとはっきりと断じられた。むしろ原爆放射線被

曝とその他の危険因子が相まって労作性狭心症

を発症したと考えるのが自然かつ合理的である

と判決は明確に述べている。 

この間、よくない判決が続く流れがあったが、

被爆者のことをずっと見続けてきてくれた裁判

体がしっかりとした判断、これ以上ない判決を下

してくれた。今回は宮本さん一人の判決だったが、

その意義ははかりしれないほど大きい。国にとっ

ても大きな衝撃となったのではないか。今はとに

かくこの判決を確定させよう。そして認定基準、

認定制度そのものを改めさせるあらたな運動へ

の力にしていこう。 

原告団・弁護団・支援ネット連名の判決に対す

る声明文とあわせて、いつもは判決骨子文書も配

布されて報告されるのだが、今回は骨子は存在し

ないとのことだった。骨子など必要としないほど

明快な、誰もが納得できる分かりやすい判決であ

ったということだ。 

藤原精吾弁護団長からも今日の判決の素晴ら

しさと全国に与える影響の意義の大きさなどが

訴えられた。特に福島原発事故のことも視野に入

れて、被災者のことも見据えていくことの重要さ

が強調された。 

最後に尾藤廣喜弁護団幹事長から二つのこと

が訴えられた。一つは何よりもまずこの判決を確

定させること。そのために急いで厚生労働大臣に

対して「控訴するな」の声を集中していこう。も

う一つは今回の判決を全国のノーモア・ヒバクシ

ャ訴訟に広げていくこと。近々全国の弁護団会議

も開催されるとの紹介だった。特に「控訴するな!」

運動を緊急に繰り広げていくことを参加者全員

で確認しあって、この日の喜びをかみしめながら、

報告集会は散会した。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の法廷はこの１

月４回もあった。１６日(火)の高裁判決、２２日

(月)の第２民事部の原告本人審問、２３日(火)の

宮本さんの判決、そして２５日(木)の第２民事部

の弁論と。ノーモア・ヒバクシャ訴訟も長くなる

がこんなことは初めてではないか。２３日(火)の

宮本さんの判決は画期的なものだったが、他の法

廷すべてが望ましい状態で進んでいるとはいえ

ない。１月１６日(火)の高裁判決では心筋梗塞、

狭心症の原爆放射線との関係が否定された。特に

「低線量域では一般的に肯定されない」という判

断は重大な後退だった。 

２２日(月)の第２民事部（三輪方大裁判長）の

本人尋問も裁判体の姿勢を疑わせる内容だった。

この日尋問されたのは昨年６月に他界された原

告Ⅿ・Ｙさんの承継者である息子さん。尋問内容

を聞いていると申請疾病である悪性リンパ腫に

関わる尋問は何もなく、ほとんど広島市へ入市日

時の真否を問い質すものだった。原爆投下当時広

島県の因島に居たⅯ・Ｙさんは軍にいる兄の安否
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を心配して８月９日（木）か１０日（金）広島に

向かい、兄を捜索している。ところがⅯ・Ｙさん

の被爆者健康手帳申請書には８月１６日（木）が

入市日となっていて、国が８月１０日入市を否定

する根拠にしている。生前のⅯ・Ｙさんが語られ

たところによると、手帳申請のための証人証明の

事情から１６日入市と記載したまでのことのよ

うだ。手帳申請の記載内容が正確ではない場合が

しばしばあることはこれまでもたくさんの裁判

で証明されてきたことであり、未だにそれを唯一

の根拠に被爆者の申請を却下する国の姿勢は許

されない。Ⅿ・Ｙさんも「国はなんで私の言うこ

とを信じてくれんのかな？」と言い残して逝った、

と息子さんは語られた。 

報告集会での弁護団の報告によると、被告の国

の姿勢が問題なだけではない。この第２民事部で

は裁判長からも、Ⅿ・Ｙさんの１０日入市を裏付

けるため７２年前当時の尾道・広島間の国鉄運行

状況や、因島・尾道間の船舶状況も立証するよう

求められた。もし立証できなければ、それはすべ

て被爆者側の不利となるという酷い訴訟指揮だ。

そしてさらにこの第２民事部の大きな問題は、国

の新しい原爆症認定審査方針（２０１３年１２月

１６日改定）に合致するかどうかで形式的に判断

しようとしているところにある。私たちが訴えて

いるのは国が勝手に定めた認定基準自体の誤り

であって、裁判所が正しくそのことを理解するよ

うにしていかなければならない。残念ながらそれ

が今の現状であって、そういう裁判所の認識と姿

勢を変えていくことが課題となっている。そのた

めにも毎回の法廷を傍聴者でいっぱいになるよ

う、さらに支援の活動を強化していく必要がある。 

この第２民事部の本人尋問の翌日が宮本さん

の画期的な勝訴判決を迎える日であった。宮本さ

んの勝訴判決こそが他のこうした法廷、裁判体を

変えていく力になるのだとあらためて実感する

ことになった。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の原告であった

故原野宣弘さんの遺された絵画作品展を１月１

０日（水）からとりくみ、２２日（火）終了した。

会場のしんらん交流館（京都市下京区）に足を運

んでいただいた方は１２日間で４６３人になる。

被爆者が心を込めて描いてきた被爆の惨状、被爆

者が生きてきた証、平和への願いの訴えは、観る

人々に大きな感銘を与えたのではないかと思う。

作品展終了後の作品は希望される方に贈呈する

ことになっていた。５０点の作品の内３５点まで

が希望され、それぞれの希望者に贈られることに

なった。原野さんのノーモア・ヒバクシャ訴訟控

訴審勝利をお祝いする作品展にしたかったが、と

りあえずその願いは叶わなかった。しかし、原野

宣弘さんが絵に託した平和の願いは、これからも

各地で生き続けていくことになる。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

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 

２０１８年 ５月１０日（木）１４：００ ８０６号法廷  地裁第 ７民事部 本人・医師尋問 

２０１８年 ５月１６日（水）１４：００         地裁第 ７民事部 本人・医師尋問 

２０１８年 ６月 ２日（土）午後 大阪グリーン会館 全面勝利をめざすつどい 

２０１８年 ６月２０日（水）１５：００ １００７号法廷 地裁第 ２民事部 弁論 
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原発被害者訴訟全国支援ネットワーク結成の報告 

京都原告団を支援する会 上野益徳さん 

 

１月２７日（土）、東京で第３回原発被害者訴

訟原告団（略称・原訴連）総会と「原発被害者訴

訟全国支援ネットワーク」（略称・支援ネット）

の結成集会、「国・東京電力の加害責任を断罪し

新たな原発被害救済の枠組みを作る全国総決起

集会」が行なわれ、京都訴訟からは原告の福島さ

ん、園田さん、高木さん、堀江さん、弁護団の田

辺弁護士、事務局の奥森さん、中田さん、上野の

計８人が参加しました。 

今全国で約３０件の集団訴訟が行なわれてい

ます。これまで３つ（群馬訴訟、千葉訴訟、生業

訴訟）の判決が出され、３月には３つ（京都訴訟、

東京訴訟、いわき避難者訴訟）の判決が連続して

出されます。今回の動きは、過去の公害闘争の経

験に学び、３月の３連続判決を受けて、国や東電

に対して全面解決を求める交渉のテーブルに着

かせるための陣形を作ろうとするものです。 

第３回原訴連総会では、国と東電に対する統一

要求書が決定されました。 

全国の集団訴訟のうち支援組織が存在すると

ころは少なく、全国で９訴訟しかありません。今

回の支援ネットに正式に参加したのはいわき避

難者訴訟・いわき市民訴訟、津島訴訟・都路町訴

訟、東京訴訟、千葉訴訟、かながわ訴訟、京都訴

訟を支援する６団体でした。結成集会では、それ

ぞれの支援組織から世話人を出し（京都からは奥

森事務局長）、互選で代表世話人と事務局長を選

出しました。当面の行動としては、３判決を受け

て、３月２７日に院内集会、政府・東電交渉が設

定されることになりました。 

そのあと「国・東京電力の加害責任を断罪し新

たな原発被害救済の枠組みを作る全国総決起集

会」が行なわれ、これまでの経過や各原告団から

の決意表明、連帯のあいさつが行なわれ、山形で

の住宅追い出し訴訟への抗議声明、集会宣言が採

択されました。 

２７日の様子を写真でお伝えします。①決起集

会の全景、②京都訴訟の歩みを報告する福島さん

と原告団、③新たに結成された全国 支援ネット

の世話人（右端が奥森さん）、④集会終了後、強

い風が吹く街頭での訴え（写真は高木さんですが、

原告４人と田辺弁護士が発言しました） 
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寄稿―自己紹介に代えて 

 

２世としてできることから実践していきます！ 

久保絹子さん（伏見区）

１月に入会させていただきました久保絹子（７０歳）、被爆２世です。

父が長崎の内部被爆者です。 

私が２世と認識したのは３、４年前、守田敏也さんの講演を聞かせて

もらい、初めて自分が被爆２世であると気づきました。 

５３歳の時、初めて長崎での原水爆禁止世界大会に参加。そこで初め

て被爆体験者（山口仙二さん）のお話しを聞いて大変衝撃を受けました。

今まで何も知らず暢気に成長し、身近にこんな現実が過去にあったこと

を知り、恥ずかしさ罪深さを感じたものです。 

小学生の頃に聞いた父の話では、父は警察官で長崎市内に勤めていま

したが、原爆投下の日は大村市に出張中で、直後に長崎市に帰り、救援・

救護活動に従事しました。近くの防空壕に寝泊まりし、疲労と臭いがひ

どく、毎晩酒を飲んで寝ていました。朝目が覚めるとまわりの人たちは

ほとんど死んでいました。救護活動をしていた同僚も同じように。父は、

自分はアルコールを飲んでいたから助かったのかな？と言っていました。 

その父は８０歳で他界。死因は心不全でした。 

父は終戦後はすぐに退職し、実家のある諫早の山の中の開墾地に入植し、家族（母と４歳の姉と）と

一緒に農業に従事しました。母と姉は早くから諫早の父の実家に疎開していたので被爆はしていません

でした。 

父はいつの頃か被爆者健康手帳の交付を受けていました。健康管理手当も受けていると言っていまし

た。健康状態は特に大きな病気もしていませんでしたが、晩年になって、高血圧、脊椎間狭窄症、心臓

病を患って入院。３ヶ月位で他界しました。 

これからの私は被爆２世として、何ができるのだろうか？ 学ばせていただきながら、出来るところ

から実践していきたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石田信己さんを偲ぶ会に２３人 

１月２７日（土）、石田信己さんを偲ぶ会を催しました。 

「２世・３世の会」のみなさんと、石田さんと親交の深か

ったみなさんと、２３人の参加でした。 

石田さんの人柄と遺された数々のものを語り合い、私たち

がそれを引き継いでいくことを約束し合いました。 

とてもいい一夜となりました。 

石田さんが書き遺した文章とみなさんからの追悼文を合

わせて『Ｅｎｇｅｌｓボーイの志を継ぐ』と題したメッセ

ージ集を発行しました。ご希望の方はご連絡下さい。 
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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。 

 

■会報№６３（１月号）を読んで － 宮本ゆき

さんのアメリカでのとりくみはすごい！ 

久保絹子さん（伏見区） 

★パレスチナのことは何も知りませんでした。以

前から疑問（どうして争いがずっと続くのか？と）

を持っていましたが、今回の吉田阿純さんのレポ

ートだけではちょっと難しく、充分理解できたと

は思いません。もっともっと学ばなくてはと思い

ました。会報№６３は盛りだくさんの内容で、い

ろいろ考えさせられること、学ばせてもらえるこ

とが多かったです。たくさんの方の手記にも感心

しました。 

★宮本ゆきさんのアメリカレポートはまだ半分

しか読んでいません。後でゆっくりと読ませても

らいたいと思っています。すごい内容ですので興

味深いし、ゆっくりと考えてみたいです。日本人

の人がアメリカでこんな取り組みをされている

ことが分かり、びっくりしました。すごいことだ

と思います。なか光を見た思いです。 

 以前、肥田医師の「ヒバクシャ」というドキュ

メントの映画を観たことがあり、そこでアメリカ

の被爆者のことを知りました。この時もいろいろ

考えさせられました。 

★「被爆体験の継承」で紹介された尾畑正勝さん

は知っています。同じ醍醐在住で、一度被爆体験

の講演を聞いたことがあります。今回の手記では

もっとたくさんのことをまとまって知ることが

できました。とてもお元気ですが、本当に一日で

も長生きされてた語り部として活躍されること

を期待しています。 

 

■原野さんの入会を心から歓迎 

田渕啓子さん（南区） 

原野朋弘さんの「２世・３世の会」への入会と

ても嬉しく思います。原野さんの裁判の支援を少

しですが支援させてもらって「なぜ？なぜ？国は、

原野さんの病気を認定しないのだ」と悔しい思い

でいっぱいでした。最後の入院中、お見舞いに寄

せていただきました。ほとんど意識のない状態で

すしたが「原野さん、裁判で絶対勝利し認定書を

受け取ろうね。分かったらしっかり私の手を握り

かえして」と言うと、ぎゅっと握り返してくださ

いました。原野さんの死は悔しくって仕方があり

ません。人間として生きることも死ぬことも出来

なかった被爆者。原野さん、あなたの分も頑張っ

てノーモアヒバクシャ訴訟を支援していきたい

と思います。 

 

■学ぶことの多かった吉田（阿）さんと宮本さん

のレポート 

加百智津子さん(岡山「被爆２世・３世の会」) 

★吉田阿純さんの「パレスチナを知っています

か？」―１０年位前なら、「よく知りません」と

私も応えていたかも知れません。というより、あ

まり関心がなかったのです。でも、ここ数年は吉

田さんと同じように、知ってしまったのに口をつ

ぐんでいることは暴挙に加担していることと同

じかもしれない･･･と心が痛むことがあります。

しかし、このレポートで知った、現地で起こって

いることは想像の域をはるかに超えています。１

７歳の女の子が連れ去られ、軍事裁判にかけられ

る！これは象徴的な出来事のように思います。 

３年前、私はピースボートに乗船中、パレスチ

ナとイスラエルの１０数人の大学生が共に招待

されて短期間でしたが船に乗り込み、それぞれの

国の現状を伝え、若い世代が力を合わせて「平和」

を確立したいと話す場面に居合わせました。澄ん

だ瞳の若者たちは、世界の人に自分たちの国のこ

とを知って関心を持って欲しいと訴えました。 

吉田さんのレポートは言葉に力があります。

「誇りと希望を失わない彼らの強さと、その願い

の切実さに頭を垂れるしかありませんでした」

「国際社会の注目は力になります」との吉田さん

の言葉をしっかり受け止めなければ。 

★宮本ゆきさんのアメリカレポートで、核問題へ

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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の日本とアメリカの格差、核廃絶への道筋の多難

さに唖然とし、「このわからん人が！」とブツブ

ツ言いながら読みました。 

「自衛のレトリック」のくだりに書かれている

ことこそが、アメリカの概念、理念であり、「元

凶」なのではないかと思いました。アメリカで核

兵器の話になると、まず「どうやって生き延びる

か」という話になるとか。荒唐無稽なようにも思

いますが、それを突き崩すパワーとロジックは、

半端なく必要ということですね。 

とても貴重な論文に安易な感想でスミマセ

ン！でも、これまでとは問題意識がかなり深まり、

アメリカ的な思考を視野に入れての運動を考え

るきっかけを頂きました。 

 

■京都原水爆被災者懇談会と京都市との懇談会 

井坂博文さん(北区) 

２月１５日(木)、京都市の予算編成における要

望への回答を聞き懇談する、京都原水爆被災者懇

談会と京都市との懇談会が開かれ、私も世話人の

一人として出席しました。被爆者の平均年齢は今

年で８２歳に近づいており、原爆による後障害に

加えて高齢化に伴う暮らしは深刻になっていま

す。 

国の被爆者援護法を抜本的に改正し、再び被爆

者を作らないとの決意と原爆被害に対する国の

償いと核兵器廃絶を明記するよう国に働きかえ

るよう求めていますが、「援護施策は国の責任、

業務は府の仕事であり、国の動向を注視する」と

例年の回答を越えず、京都市の主体的役割の発揮

が見えないのは残念でした。 

門川市長もサインしたヒバクシャ国際署名を

広く市民にも呼びかけるよう求めましたが、「各

団体が自主的、主体的に取り組むのが基本」と総

合企画局長の本会議答弁とまったく一緒でした。 

その一方で、今年度の国保の都道府県化に際し

て、「京都市の被爆者健康手帳の保険料減免制度

は引き続き維持する」との回答、「懇談会との話

し合いは今後も話し合いの場を持つ」との回答で

した。今後とも京都市に働きかけていくことが必

要です。 

 

■被爆の体験を聞きながら描く被爆者の肖像 

増田正昭さん(下京区) 

被爆者の方二人にお会いして、被爆体験など 

いろいろなお話を聞き、お顔をデッサンすること

が出来ました、ご協力ありがとうございます。 

一人の方は、京都原水爆被災者懇談会代表世話

人の方で緊張しましたが・・・。立命館大学国際

平和ミュージアムでお会いしました、立命館大学

卒業生なのですが行くのは初めてなので 館内

を丁寧に案内してもらい貴重な経験をしました。

また行きたいと思いました。 

体験報告、活動報告などたくさんな貴重なお話

を聞かせてもらいました、引き続き頑張って 体

験などを知らせていく活動が大事だと強く感じ

ました。 

２人目の方は、９６歳の高齢の方で、自宅に行

き、２世の会の息子さんにもご説明をしてもらい

ました。私の父が１５年前８０歳で亡くなりまし

たが、生きていれば同年齢の方なので、父親を思

い出しながら聞きました。ベットの上でしたが、

しっかりした口調で、懐かしい広島弁、被爆体験、

家族の被爆の話など貴重な話を直に生の声を聴

くことが出来て、たいへん貴重な時間でした。
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朝日新聞出版 

１５１２円（税込） 

 

 

 

■漂流するトモダチ  田井中雅人／エイミ・ツジモト〔著〕 

紹介 小山 潔さん（高槻市） 

 トモダチ作戦の米兵士が空母「ロナルドレーガン」上で被ばくし、がんその

他の病気を発病し、その補償を求めて裁判を起こしてから今までの経過と当事

者のインタビュー、米軍と東電などの対応を纏めた本です。 

 放射能の健康被害がリアルに本人らから語られ、しかし米国内でも隠されて

いることなどは、湾岸戦争の劣化ウラン被害と同じです。違うのは、被害者が

４００人以上集まって裁判に立ち上がったこと。すでに９人が死亡しましたが、

今年から裁判が本格的に始まります。 

 日本の原発再稼動・放射能被害と闘う上でも重要な裁判です。 

 先ずはこの本をご覧ください。 

 

■科学者と軍事研究  池内 了〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 例年「防衛費予算」の伸び・規模が、論議になるが、あまり注目は浴びてい

ないが急増しているのが「軍学共同研究費」である。その金額は、「安全保障

技術研究推進制度」という名の下に、１６年度「６億円」から１７年度は「１

１０億円」に急増している。 

著者は、永年この問題を追及しているが、研究者が「なぜ、応募に参加する

のか」を３点の理由をあげて説明する。著者はこの主張を批判しながら、この

制度が持つ危険性を鋭く指摘している。例えば「デュアルユース」という言葉

を使い、軍事研究が民生利用され技術の進歩に貢献した、と言うが、実際は機

密指定され民間活用は無理、と間違いを指摘する。この制度に応募した研究者

は、「聞こえの良い理由をつけて」弁解するが、著者はこのような主張を、誰

でもがわかる言葉で間違いを指摘する。その背景には、著者が「研究者版経済

的徴兵制」があるという。「大学改革」という名のもと、研究費が削減される

政策が原因であると。そして「自衛のための研究は許される」と意見を表明す

る研究者もいる。しかし、いかなる戦争も「我が国の防衛のため」と始められた、と指摘する。 

著者は、防衛省からの予算だけでなく、アメリカからも「研究費」が支給されており、その使い方・

申請方法は、日本の「安全保障技術研究制度」より、簡単で、使いやすいという。 

大学・研究所が、このような動きに巻き込まれないように、研究者は、日本学術会議の声明が求めてい

るような決意を持つよう、と求めると共に、国民には、研究者や大学、研究機関を批判する運動をおこ

すよう呼び掛けている。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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■原子力規制委員会  新藤宗幸〔著〕 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「規制」という名前は、そのもののイメージを決定し、マスコミに登場す

る姿をみていると、厳しい姿勢を貫いている、という印象をますます強く持

つ。しかし、本当の姿はどうなのでしょうか？ここには、原子力規制委員会

ができるまでの「原子力規制」についての動きから、将来のあるべき姿まで

提案されている。本当に「規制委員会」は独立・中立しているのか、鋭く追

及し、本当の姿を浮かびあがらせ、警鐘を鳴らす。名前は「規制委員会」で

はあるが、実態は、環境書の「外局」であり、「原発再稼働」を推し進める組

織であり、「新規制基準」も充分な中身を伴っていないことを指摘する。例え

ば「新規制基準は、『安全性』を保証するものではない。新規制基準に適合し

ているかどうかを判断するもの」という委員長の発言はあまりにも有名だ。

その組織も、大きな問題を抱えている。規制庁の長官は「警察官僚」が勤め、

その狙いは「脱・反原発運動」の情報収集であり、職員は経産省からの出向が多く、原発推進組織が横

滑りしただけ、と告発する。著者は、規制委員会だけでなく、司法の問題も追及する。高浜原発再稼働

を差止めた福井・大津両地裁の判決を評価すると共に、今後司法が二分化するのではないかと予想し、

国民が果たすべき役割も提起し、「原子力規制システム」のあるべき姿をも提案している。「原子力規制

委員会」という名ばかりの組織の実態を知るうえで大変重要な書籍である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日米原子力協定 自動延長確定へ 日米、見直し議論せず 

日本の核燃料サイクル事業を認める日米原子力協定は１６日、自動延長

が確定する。原子力政策の現状維持で日米の思惑が一致した結果だが、日 

本の核燃料サイクル政策は事実上破綻。日本政府の「利用目的のないプルトニウムは持たない」と

の国際公約は説得力を欠いているのが実情だ。  

日米ともに原発輸出推進の立場 双方の思惑が一致  

日米両政府には、現行の原子力政策を維持するため、日米原子力協定の具体的な見直しは選択肢に

なかった。日本は核燃料サイクル政策を維持しているうえ、日米ともに原発輸出を推進する立場だ。

双方の思惑が一致し、自動延長の方針が固まった。  

安倍政権は原発輸出を成長戦略の柱の一つにしている。輸出には日立と米ゼネラル・エレクトリッ

ク（ＧＥ）社など日米のメーカーが関わるため、第三国への輸出でも日米の協定が欠かせない。トラ

ンプ政権も同様だ。  

対北朝鮮での連携をはじめ日米同盟の重要性が増す中、両政府間で協定見直し論議の優先順位は高

くなかった。米エネルギー省のブルイエット副長官は昨年１０月に来日した際、「（日米協定を）再

交渉する理由はない」と明言。続く１１月の安倍晋三首相とトランプ大統領の会談でも議題に上った

形跡はない。  

日本では昨年８月、首相が核燃料サイクル政策に批判的な河野太郎氏を外相に起用したことを受け、

協定見直し論が浮上するのではないかという見方が広がった。しかし、河野氏は就任後、持論を封印

し、管轄外の原子力政策に踏み込むのを控えている。  

 

Scrap 
book 
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河野氏は今月１１日放送のＢＳ１１の番組で、協定に関連して「プルトニウムの利用を国際社会に

胸を張って説明できるような状況をつくる必要、義務がある」と懸念を示したものの、「協定は日本

の原子力の平和利用の基盤になっている」とも述べ、見直しには言及しなかった。  

協定が自動延長される７月１６日以降、規定上は、日米のいずれかが通告すれば半年後に協定を終

了できるようになる。米国防総省や国務省の国際安全保障・不拡散局内には、日本が核兵器に転用可

能なプルトニウムを大量保有していることへの懸念がある。  

 外務省関係者は「日米間には信頼関係があり、米側が協定に疑問を持つことは当面ないだろう」と

楽観するが、米側で協定見直し論が浮上する可能性は消えていない。  

日本の核燃料サイクル政策、実態は破綻  

日米原子力協定で認められている日本の核燃料サイクル政策は原子力政策の根幹をなしてきたが、実態

は破綻している。  

核燃料サイクルは、原発の使用済み核燃料から「再処理」と呼ばれる化学処理によってウランとプルト

ニウムを取り出し、ウラン・プルトニウム混合酸化物（ＭＯＸ）燃料に加工して再利用する。政府は当初、

高速増殖炉でプルトニウムを増やしながら使う「増殖サイクル」を目指したが、中核を担う高速増殖原型

炉「もんじゅ」（福井県敦賀市）はトラブル続きで２０１６年１２月廃炉が決まった。政府はプルトニウ

ムを燃やして消費する「高速炉」をフランスなどと開発するとしているが、具体的なめどは立っていない。  

現在、国内でプルトニウムが利用可能な手段は、既存の原発でＭＯＸ燃料を使う「プルサーマル発電」の

み。電力大手でつくる電気事業連合会は０９年、１５年度までに全国の原発１６～１８基にプルサーマル

発電を導入する計画を発表した。だが福島第１原発事故後の規制強化で稼働は関西電力高浜原発３、４号

機（同県高浜町）の２基にとどまっており、電事連は１６年に「計画を改訂・公表できる状況にはない」

とプルサーマル発電の行き詰まりを認めた。  

プルトニウムは核兵器に転用できるため、政府は「利用目的のない分は所有しない」ことを国際公約に

している。日本が保有するプルトニウムは１６年末現在、国内外で約４７トンあるが、プルサーマル発電

によるプルトニウム消費量は原発１基当たり年０・４トン程度に過ぎない。さらに年最大８トンのプルト

ニウムを生み出す能力を持つ日本原燃の使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）が２１年度上期に

完成予定でもあり、日本がプルトニウムを消費できるめどは立っていない。 

核不拡散問題に詳しい阿部信泰・元原子力委員は「核燃料サイクルは実態としては動いていない。この

ままでは、使用目的のないプルトニウムは持たないという日本への国際社会の信頼は低下する。少なくと

も再処理工場の稼働規模は小さくする必要がある」との懸念を示した。 

（２０１８年１月１５日 毎日新聞） 

■ハンフォードで「核」問う 
米プルトニウム製造拠点 長崎の被爆者と若者訪問へ 

広島出身宮本准教授ら企画 現地の被曝住民と交流 

米シカゴのデュポール大准教授で、広島市中区出身の宮本ゆきさん（５０）ら日米の研究者が、長

崎原爆の材料となったプルトニウムの製造拠点に、長崎の被爆者と若者を派遣するプロジェクトを企

画した。戦後も稼働した核施設からの放射能流失に苦しむ住民らと共に、核兵器がもたらす被害の実

態に草の根レベルで向き合う。 

計画によれば３月５日から１週間、長崎市の被爆者森口貢さん（８１）と長崎大教育学部４年の光

岡華子さん（２２）が、米北西部ワシントン州のハンフォード核施設と周辺地域を訪れる。 

原子炉の見学予定 
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▼平昌オリンピック開会式に

出席した安倍首相が現地で文

在寅韓国大統領と日韓首脳会

談。その場で安倍首相は文大統領

に対し「オリンピック終了後には必ず米

韓合同演習を敢行するよう」迫ったという報道を

耳にして、「安倍首相は一体何様のつもり？」「他

国の主権を土足で踏みにじる態度」だと強い憤り

を持ちました。まるで、１９１０年、当時の日本

が朝鮮を併合した頃と同じ感覚でいるのではな

いかと。「それは主権侵害、大変不快だ」と毅然

と撥ねつけた文大統領にはさすがだと思いまし

た。冬季オリンピックを機会に南北対話の機運が

広がりつつあります。しかし、これを「北の微笑

み外交」などと揶揄し、「北」に対する警戒感だ

けを強調するメディアのあり方にも強い違和感

を感じます。 

同じ民族、分断されてきた人たちが、お互いを

求め合い、手を伸ばし合おうとするのは当たり前

のことではないでしょうか。理屈ではない、体の

芯からほとばしるような衝動と熱い感覚ではな

いかと思います。私たちは朝鮮半島の人たちの対

話と交流が必ず実るよう心から応援していかな

ければならない。そういう態度こそ求められてい

るのだと思います。そこには軍事演習などいらな

い、軍事力の強化も、核抑止力もいらない。憲法

９条を書き換えたりする必要もないはずです。 

（平）

 
現地の住民団体「ＣＯＲＥ（放射線被曝がもたらすもの）」と交流し、近くのホイットマン大での

集会にも出席する。さらに米エネルギー省との交渉で、今は廃炉となっているプルトニウム生産炉「Ｂ

原子炉」の見学許可も得たという。 

米国政府は２０１５年、原爆開発の「マンハッタン計画」の遺構を国立歴史公園に指定した。この

原子炉は中心となる見学施設だが、対日戦争と米ソ冷戦に勝利した象徴として位置づけられているの

が現状だ。長崎の被爆者が入るのは、極めて異例のことだという。 

参加する森口さんは、長崎で入市被爆した体験や核兵器廃絶への思いを現地で語る予定だ。４年前、

横浜からの修学旅行生に体験を語った際に「死に損ない」という暴言を浴び、波紋が広がった。 

「悩んだ末、こちらが熱心に語るだけでなく対話が大切だ、と思い至った。ハンフォードでも同じ

だと思う。考えが違う人たちとも出会い、核兵器は人間にとって本当に安全保障となるのかを問い掛

けたい」 

光岡さんは現在、大学を休学し、高校などを訪れて平和教育を行う活動「ピースキャラバン」に全

力を注いでいる。被爆体験を継承する世代として、核大国で感じたことを帰国後に広めてほしいと依

頼を受けた。「戦争時の被害、加害では決して終わらない、核の負の側面をもっと知りたい」と意気

込む。 

今回のプロジェクトは、宮本さんが長崎市の「平和特派員」に任命されたことがきっかけだ。 

教える学生に原爆被害の実態を知ってもらうため、広島と長崎に米国から毎年引率している。その

縁もあって長崎市などから助成を受け、宮本さんの母校でもあるシカゴ大のノ―マ・フィールド名誉

教授与らと準備を進めてきた。広島市立大広島平和研究所のロバート・ジェイコブス教授も協力する。 

「使われた側だけでなく、使った側の市民にも痛みを強いるのが核の恐ろしさ。互いに苦しみを知

り、国の論理を超えて連帯するきっかけになってほしい」と宮本さんは語る。広島原爆の製造拠点で

あるテネシー州オークリッジなどと、広島の被爆者が交流する試みにも広げたいという。 

ただ現地滞在費などを賄うのにはまだ資金が足りないため、宮本さんたちはインターネット決済サ

ービス「ペイパル」で寄付を呼び掛けている。 

（２０１８年２月１２日 中國新聞） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

３ １ 木 ３・１ビキニデー集会（静岡県） 

 2 金 キンカン行動 

 ３ 土  

 ４ 日  

 ５ 月 長崎・ハンフォードプロジェクト → ３月１０日（土）まで（米ハンフォード） 

 ６ 火 ６・９行動 

 ７ 水  

 ８ 木 

 

国際女性デ― 

 ９ 金 
「ヨウ素剤を配ってよ@京都」第１回参加者ミーティング（１９時・キャンパスプラザ） 

平昌パラリンピック開幕                6・9 行動 キンカン行動 

 １０ 土 東京大空襲（１９４５年）、ＡＢＣＣ設置（１９４７年） 

 １１ 日 
東日本大震災・東電福島第一原発事故発生（2011 年） 

バイバイ原発３・１１きょうと集会（１３時３０分・円山音楽堂） 

 １２ 月  

 １３ 火  

 １４ 水  

 １５ 木 
原発賠償京都訴訟判決言い渡し（１０時・京都地裁） 

京都「被爆２世・３世の会」例会（１８時３０分・ラポール京都） 

 １６ 金 キンカン行動 

 １７ 土  

 １８ 日 
「慰安婦」問題記憶・継承するためにシンポ（１３時・しんらん交流館） 

平昌パラリンピック閉幕 

 １９ 月 清掃法廃止を求める１９日行動（京都市役所） 

 ２０ 火  

 ２１ 水 
春分の日 

国際人権差別撤廃デ― 

 ２２ 木 京都知事選挙告示 

 ２３ 金 キンカン行動 

 ２４ 土  

 ２５ 日  

 ２６ 月  

 ２７ 火  

 ２８ 水 米スリーマイル島原発事故発生（１９７９年） 

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

 ３０ 金 キンカン行動 

 ３１ 土 教育基本法公布（１９４７年） 

 


