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被爆者手帳所持者数推移 

広島・長崎の被爆者が闘っている 

原爆症認定訴訟から学ぶ 
平 信行（南区） 

 

 

２０１８年１１月１０日（土）、原発賠償京都訴訟控訴審に向けた第２回学習講演会（会場：京都

弁護士会館）で表記の講演を行いました。当日の講演に一部追加して、内容の要旨を紹介します。 

 

 

 

１、 広島・長崎の被爆者の概要 

はじめに広島・長崎の被爆者の概要について説明しておきます。 

■被爆者数 

広島・長崎で原爆による被害を受けた人：被

爆者の総数は、様々に見解はありますが概ね７

０万人と言われています。この話をする時私た

ちは必ず被爆者の１割（約７万人）は朝鮮半島

出身者であることの説明を欠かさないように

しています。国民という意味では日本（人）は

世界で唯一の被爆国ではないからです。その約

７０万人の被爆者の内概ね２３４，０００人が

１９４５年（昭和２０年）末までに亡くなっています。より強くより早く原爆影響の犠牲になった人た

ちという扱いで「爆死者」と言われています。４５６，０００人の人たちがとりあえずその年は生き永

らえることができました。 

■被爆者健康手帳 

広島・長崎の被爆者を救

済する制度（法律）が最初

にできたのは１９５７年

（昭和３２年）の原爆医療

法です。被爆から１２年の

後です。この法律で被爆者

の健康診断、かなり限定さ

れた範囲ではありましたが

医療費援助制度などが実現

し、それと関係して被爆者

健康手帳が交付されるよう

になりました。この原爆医

療法ができるまでの１２年

間を被爆者は「空白の１２年間」、「（文字通り）棄民の１２年間」と言います。今も被爆者の苦難は続

いていますが、この１２年間こそ被爆者にとって最も救済の手が求められた時期だったはずです。一方、

忘れてならないことは、「棄民の１２年間」にも関わらず、被爆者に対する被爆の影響を調査・研究す

るＡＢＣＣ（原爆障害調査委員会）は１９４７年（昭和２２年）に広島と長崎に創設されていることで

す。多くの被爆者が苦しみ、息絶えていく中で、それを見ながら、決して救済・治療を行うことのなか

被爆者数（人） 

 被爆者総数 爆死者数 その年の生存者数 

広島 420,000 160,000 260,000 

長崎 270,000 74,000 196,000 

合計 690,000 234,000 456,000 

・ 被爆者数の１０％（約 7万人）は朝鮮半島出身者 

・ 爆死者数：1945 年 12月末までの死者数 

（人） 

（年） 

原爆医療法 

原爆特措法 被爆者援護法 

ＡＢＣＣ 
設置 
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った調査・研究機関が、被爆の２年後には早々に作られていたのです。 

被爆者健康手帳を持つ被爆者は、対象範囲の拡大、関係者への広報と認識の広がりによって年々増加

し、最高時は１９８０年（昭和５５）の３７２，２６８人までになりました。その後は減少傾向にあり、

今、２０１８年（平成３０年）３月末現在で１５４，８５９人になっています。平均年齢は８２．０６

歳になります。１９５７年（昭和３２年）にできた原爆医療法は、その後１９６８年（昭和４３年）の

原爆特別措置法、そして１９９４年（平成６年）の被爆者援護法へと少しずつ改善を重ねていきました。 

その被爆者援護法によって現在の被爆者支援制度は定められています。援護法の目的は前文で、「原

爆の放射能による健康被害に苦しむ被爆者の健康保持と福祉を図る」とされています。但し、同じ前文

で「原爆の放射能による健康被害は他の戦争被害とは異なる特殊な被害だから」とされていて、それは

別の意味で重大な問題を孕むことになっています。被爆者だけを特別扱いし、他の戦争被害者切り捨て

を合理化することになっているからです。 

■法律上の被爆者の定義と被爆者援護制度の内容 

被爆者援護法の定めによって、被爆者とは４つの被爆事由に基づき、且つ、被爆者健康手帳の交付を

受けている人とされています。（表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、本当は被爆しているのに、手帳の交付を受けることができなかった人がたくさんいることを、

私たちは銘記しなければなりません。例えば、①そもそも援護制度ができるまで（１９５７年）に亡く

なった人、②被爆の事実を証明してくれる人が見つけられない人、③国の基準で被爆地域対象外とされ

ている人（黒い雨など）、④あえて手帳の交付申請をしなかった人（できなかった人）などです。その

人数は不明です。広島では今も、黒い雨を浴びた人たちが被爆者健康手帳の交付を求めて「黒い雨」訴

訟を闘っています。 

被爆者援護法によって定められている援護制度の内容は表の通りです。被爆者全員を対象にした援護

制度は健康診断、保険医療費の自己負担分補てん、葬祭料などです。要件を満たした場合には、健康管

理手当、原爆症認定の医療費・医療特別手当が支給されます。今回の講演のテーマは。この原爆症認定

の実態と問題、そしてそれを改定する闘いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆者の定義：以下のいずれかに該当し、被爆者健康手帳の交付を受けた者 

 条件 備考 2018 年 3 月  

直接被爆 
原爆投下時、広島市若しくは長崎
市内、又は政令で定める任節区域
内にあった者 

 96,365 人 62.2％ 

入市被爆 
原爆投下から 2 週間以内に広島
市若しくは長崎市の爆心地から
2 ㌔の区域内に入った者 

 34,257 人 22.1％ 

その他被爆 
原爆が投下された際またはその
後、身体に原爆放射能の影響を受
けるような事情の下にあった者 

被爆者の救護 
死体の処理 
黒い雨（一部）など 

17,176 人 11.1％ 

胎内被爆 
上記の事情の下にあった者の胎
児であった者 

広島：1946 年 5 月 31 日 
長崎：1946 年 6 月 3 日迄 

7,061 人 4.6％ 

合計   154,859 人  

 

被爆者援護制度の概要 

 健康診断年 2 回（うち 1 回はがん検診）   

全員 医療保険の自己負担分補てん   

 介護保険・医療系サービスの自己負担分補てん   

 葬祭料支給  206,000 円 

 定められた疾病に罹った場合 健康管理手当 34,270 円／月 

要件を満 原爆症認定（原爆放射線が原因で疾病に罹って 

 

医療費の全額補償  

たした者 いると認定された場合 医療特別手当 139,330 円／月 

  保健手当、介護手当など 小頭症手当など 
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被爆者の現状 

2001年原爆症認定「審査の方針」の認定基準 

１、 放射線起因性 

① 被爆距離によって被ばく線量を判断 

ＤＳ８６ → 後にＤＳ０２ 

初期放射線・外部被ばくのみ評価 

② 原因確率（放射線による病気発症の確率） 

５０％以上認定、１０％未満却下 

２、 要医療性 

２、原爆症認定制度 

原爆症認定は被爆者援護法第１０条と１１条で定められています。原爆症認定で医療の給付を受けら

れるのは、発症している病気が原爆放射線が原因だと認められること、及び病気・怪我の治癒能力が原

爆放射線によって影響を受けていると認められること、そして現に治療状態にあることが必要とされて

います。認定するのは厚生労働大臣、実際には厚労省の疾病・障害認定審査会原子爆弾被害者医療分科

会というところで審査されます。審査員は専

門家３１人とされています。 

実際にこの原爆症認定を受けている被爆者

はどれくらいかと言うと、一番最近の２０１

８年３月末現在で７，６４０人です。被爆者

健康手帳を持っている人の４．９％、５％に

も満たない人にしか原爆症は認められていま

ません。これが１８年前の２０００年頃はも

っと少なくて、全体で２０００人程度、手帳

を持つ人の１％にも満たない状態でした。 

 

３、２００１年に定められた厚労省：原爆症認定「審査の方針」 

病気で苦しんできた多くの被爆者は「自分の病気は原爆が原因だ」と思ってきました。しかし国に原

爆症認定を申請しても多くの人が却下処分されていました。「あなたの病気は原爆とは関係ありません」

と紙切れ一枚の通知で退けられていたのです。１９９０年代頃から、国による却下処分に納得できない

被爆者が裁判で争う人が出てきました。集団訴訟になる前で、被爆者が一人ひとり個別に裁判に訴えて

いました。その中で、２０００年（平成１２年）、長崎の松谷英子さんという被爆者が最高裁まで行っ

て勝訴、また京都の被爆者の小西建男さんが大阪高裁で勝訴（国は上告できず）という判決が相次ぎま

した。 

最高裁で被爆者の訴えが認められた事態と、当時の原爆症認定の基準が不透明であったため、厚労省

の認定行政に対し社会的な批判が高まっていきました。このため厚労省は専門家の検討を経た上として、

２００１年に原爆症認定「審査の方針」を発表しました。それはＤＳ８６という被ばく線量の推計方式

と、原因確率という放射線に起因する病気の発症確率に基づくものでした。 

この「審査の方針」は大変厳しいものでした。ＤＳ８６は爆心地からの距離でどれだけの被ばく線量

を浴びたかを示すものですが、初期放射線（爆発後１分間に発生する放射線）と外部被ばくの影響だけ

をみるもので、最初から残留放射線や内部被ば

くの影響は度外視されていました。原因確率は

ＤＳ８６で導き出された被ばく線量に基づい

て、病気の種類、年齢、性別等々の条件に応じ

て発症の確率を示すもので、確率５０％以上で

ないと認定されないとされました。 

例えば男性で胃がんの場合、年齢６歳以下の

人で爆心地から８００㍍以内にいた人でない

と該当しないほどのものです。爆心地から８０

０㍍以内とは人が生き残るのさえ困難だった

ほどの距離です。 

この「審査の方針」では松谷さんや小西さんだって認定されないことになります。最高裁の判決にも

逆行する、被爆の実態とあまりにもかけ離れたものでした。このことに強い憤りをもった全国の被爆者

は、一人ひとりの被爆者が個別に争っていたのでは問題解決にならないから、集団による裁判闘争を闘

って認定制度を改めていこうということになりました。 

 

被爆者全体 

被爆者手帳所持者 
154,859人 

健康管理手当など受給者 
135,236人 

認定被爆者 
7,640人（４．９％） 
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３、２００３年～２００９年 原爆症認定集団訴訟 

２００２年（平成１４年）、全国の被爆者はまず集団で原爆症認定の申請をしました。約５００人か

らの申請数でした。そしてそのほとんどが却下処分となりました。 

その却下処分を受けて、２００３年（平成１５年）から、却下処分の取り消しを求める集団提訴に入

っていきました。これが原爆症認定集団訴訟の開始です。提訴して原告になった被爆者数は最終的に２

３都道府県で３０６人、提訴された地裁は１７地裁に及びました。 

原爆症認定集団訴訟で目的とされたのは次の４点です。 

① 原爆症認定制度の抜本的な改定（ＤＳ８６と原因確率の廃止、新基準の確立） 

② 原告被爆者全員の認定 

③ 認定制度に止まらない被爆者援護施策全体の改善 

④ 被爆の実態を明らかにし核兵器の残虐性の告発（核兵器廃絶） 

裁判の闘い方では３点のことが基本にされました。 

① ＤＳや原因確率など国の主張する「科学」では証明できないところに放射線被ばくの実態が

あることを明らかにする。 

 国は放射線の影響についてしきりに「科学的厳密性」なるものに基づいて立証しようと

するのですが、放射線被ばくの実態・真実は科学的に未解明な分野を超えたところに存

在します。 

 放射線影響研究所の大久保理事長なども「原爆の後障害で分かっているのは全体の５％

程度かもしれない」と語っています。 

② 全被告が自らの被爆の実相について克明に意見陳述する。 

 被爆体験、急性症状、被爆後の健康状態と今日までの闘病歴、一緒に被爆した家族や周

囲の人々の状況など。 

③ 被爆の実態が目と耳でも理解できるよう訴えることの工夫（ＤＶＤや絵など） 

■体験に基づいた被爆の実相の証言 

原爆症と認められなかった被爆者の実際の状況はどうだったのか？法廷で証言されたいくつかの事

例を紹介します。 

[広島のＯさんの場合] 

 原爆投下の１３日後に広島市から７０㌔離れた三次市から救護命令を受けて広島市に入市。

（当時１６歳、女学校の同窓生２３人とともに） 

 爆心地から３００㍍の本川小学校で１週間救護活動にあたる。 

 帰郷後、全身倦怠感、頭痛、下痢、吐き気、下血、脱毛を発症（原爆放射線による急性症状） 

 戦後様々な病気に罹る。胃の手術、卵巣がん、子宮がん、腸閉そく。 

 １９９８年（平成１０年）白血球減少症で原爆症認定申請するも却下処分。 

このＯさんを担当した弁護団はＯさんの同窓生全員の戦後の消息を調査しました。その結果、１３

人の人が既に他界されており、その内１０人の人が白血病や固形がんで亡くなっていました。 

[長崎のＭさんの場合] 

 ８歳の時長崎市から４㌔の田舎で原爆の閃光を見る。５日後の８月１４日、親族を探すたる母

親に連れられて爆心地から６００㍍の地域まで入市。灼熱の太陽の下で終日探しまわり、井戸

の水も飲む。帰宅して５日頃から強烈な吐き気、下痢に襲われる（原爆放射線による急性症状）。 

 １０年後得体のしれない関節痛に苦しむ。４０歳で白内障、５７歳でＣ型肝炎と大腸がん、６

４歳で胃がんを発症。 

 ２００２年（平成１４年）胃がんを原爆症認定申請するも却下処分。 

[証言者：肥田舜太郎医師の診た事例（証言から）] 

 出産のため島根県松江市の実家に帰っていた某女性が、出産後、広島の被災を聞き、原爆投下

から一週間後（８月１３日）に、県庁勤めの夫を探しに広島に戻る。それから一週間、夫を求

めて市内の焼け跡を毎日歩き続け、郊外の戸坂村の避難先でやっと巡り合うことができた。 
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長崎大七条助教らは、爆心地から０・５～
１キロの距離で被爆、急性症状で１９４５
年末までに亡くなった２０代～７０代の
被爆者７人の解剖標本を約３年間にわた
り研究。 
放射性物質が分解されるときに出るアル
ファ線が、被爆者の肺や腎臓、骨などの細
胞核付近から放出され、黒い線を描いてい
る様子の撮影に成功した。アルファ線の跡
の長さなどから、長崎原爆に使われたプル
トニウム特有のアルファ線とほぼ確認さ
れた。 
鎌田七男広島大名誉教授（放射線生物学）
は「外部被ばくであればプルトニウムは人
体を通り抜けるので、細胞の中に取り込ん
でいることが内部被ばくの何よりの証拠
だ。広島、長崎で軽んじられてきた内部被
ばくの影響を目に見える形でとらえた意
味のある研究だ」としている。 
2009/08/07 07:03 【共同通信】より  
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年度別原爆症認定数と認定率 

認定数 認定率 

 夫の方は順調に回復していったが、妻である女性の方は４日後、胸元に紫色の斑点が現れる。

その後、女性は吐血し、頭髪が抜けて、間もなく亡くなっていった。 

当時陸軍軍医として広島にいた肥田医師は、自身が被爆者であると共に、生涯６０００人からの

被爆者の診療にあたってきた医師です。直接原爆に遭っていない人が何故被爆者と同じ症状を発症

して亡くなっていくのか、当時は謎であり、診療にあたる医師の苦悩でもありました。肥田医師は

その後、内部被ばくの脅威を知ることになり、そのことを訴えるために、上記の実話も紹介されて

きました。肥田医師は原爆症認定訴訟でも専門家証人として法廷に立ち、内部被ばくの実態と脅威

を証言されてきました。 

■「初期放射線決定論」の誤りを告発、内部被曝の脅威と危険性を証明 

ＤＳ８６や原因確率では決して説明することのできない、

原告である被爆者が実際に体験してきた被爆の実態を証言し

ながら、国の主張するＤＳ８６（後に改定してＤＳ０２）自

体の誤りについても批判が展開されていきました。また、内

部被ばくの脅威と危険性についても可能な限りの証明がなさ

れていきました。長崎大の七条助教らの研究グループの報告

「亡くなった被爆者の組織内で今も放出され続けているプル

トニゥム分解時のアルファ線の撮影」は、今現在も被爆者の

体内で放射性物質が放出され、傷つけ続けているという深刻

な事実を突きつけるものでした。 

国は「科学的根拠」なるものを主張しますが、その「科学」

に対する大いなる疑問も明らかにされてきました。下のグラ

フは１９５７年から２００７年までの実際の原爆症認定数と

認定率（申請者に対する認定数割合）の推移です。１９８１

年までは概ね４０００人を超える水準で認定されていました

が、１９８２年から突然２０００人前後に減少し、２００７

年までほぼ同じ水準で維持されています。原爆症認定の申請

を求める人が急に少なくなったわけではありません。むしろ

申請者数は増える傾向にあり、そのため認定率は下落傾向を

示しています。１９８２年から被爆者援護の別の制度が拡充

され、そちらへの予算措置が必要となったために原爆症認定

を抑制することになったのが理由のようです。「科学的に」認

定審査をしていたのではなく、予算の枠内で認定者数を調整

していた、こんなことも

暴露されました。 

■原爆症認定集団訴訟の

判決結果 

原爆症認定集団訴訟は、

原告を先頭にした全国の

被爆者、弁護団、専門家

医師集団、そして広範な

支援の人々の力で闘われ、

相次いで勝訴判決を勝ち

取っていきました。判決

結果は、全国１７地裁の
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判決で認められた 
「積極的認定」範囲以外の疾病例 

骨髄異形成症候群 変形性腰椎症 
慢性甲状腺炎 頚椎椎間板ヘルニア 
狭心症 両変形性関節症 
脳梗塞 食道裂孔ヘルニア 
腹部大動脈瘤 大腿骨披露骨折 
慢性腎不全 熱傷瘢痕 
バセドウ病 熱傷治癒障害 
肺気腫 ガラス摘出後遺症 

２４判決と６高裁判決で勝訴となりました。敗訴は１判決だけという圧倒的な勝利でした。 

■司法判断の基調 

原爆症認定集団訴訟と今も続いているノーモア・ヒバクシャ訴訟の多くの判決に共通する司法判断の

基調（総論）は次の通りです。 

（１） 原爆放射線の被ばくを検討するに当たっては、①ＤＳ０２等によって算定される初期放射線の

推定線量は一応の目安に止めるべきで、②誘導放射線及び放射性降下物による放射線量の評価

は過小評価となっている疑いがある。③被爆者の被爆状況、被爆後の行動、活動内容、被爆後

の症状等に照らして、様々な形態での外部被ばく及び内部被ばくの可能性の有無を十分に検討

した上で、健康に影響を及ぼす程度の線量の被ばくをしたかどうか判断するのが相当。④遠距

離・入市被爆者であっても有意な放射線被ばくがあり得ることを考慮する必要がある。 

（２） 個々の被爆者の疾病が積極的認定範囲に該当しない場合であっても、被爆者の被爆状況や被爆

後の健康状況、被爆者の罹患した疾病等の性質、他原因の有無等を個別具体的に検討しなけれ

ばならない。 

（３） 放射線被ばくと他の原因との共同関係があっても、放射線によって申請疾病の発症が促進され

たと認められる場合には、放射線の影響がなくても

申請疾病が発症していたといえる特段の事情がな

い限り、放射線起因性を肯定するのが相当。 

（４） （国が主張する）他原因の内「高血圧、糖尿病、高

脂血しょう等については、それ自体が放射線被ばく

との関連性が認められる。 

（５） 固形がん、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、甲状腺機能

亢進症、Ｃ型慢性肝炎等々、しきい値はないものと

して考えるのが相当である。 

また、判決は、国が定めている積極的認定の疾病以外で

も、幅広い疾病について原爆症と認定していきました。 

 

４、２００８年 原爆症認定「新しい審査の方針」 

被爆者側の勝訴判決が連続していくことによって、メディアも原爆症認定制度の見直しを主張するよ

うになりました。また政治の場（国会や政党）でも認定制度見直しの必要性を求める声が高くなってい

きました。そうした力に押されて、厚労省は２００８年（平成２０年）、原爆症認定「新しい審査の方

針」を制定することになりました。その主要な内容は、①原因確率を廃止する、②「３．５㌔以内の直

爆や１００時間以内に２．０㌔以内への入市」などを条件に積極的に認定する疾病を定める（固形がん、

白血病、副甲状腺機能亢進症、白内障、心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変）、でした。

但し、非がん疾患である白内障、心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性肝炎・肝硬変については「放射線

起因性の認められる」という条件が付けられ、それを根拠にその後も厳しい認定状況は続いていきます。 

不十分さは残しつ

つも、２００８年制定

の「新しい審査の方針」

は原爆症認定行政を

転換していく上での

橋頭保を築いたと被

爆者側は評価しまし

た。実際にがんについ

ては認定される件数

が大きく改善される

2008 年 原爆症認定「新しい審査の方針」 
1、積極的に認定する疾病と条件（放射線起因性） 

認定範囲 疾   病  

●3.5 ㌔以内で直爆 悪性腫瘍（固形がんなど）  

 白血病  

●100時間以内に 2.0㌔以内に 副甲状腺機能亢進症  

 入市 放射線白内障（加齢性白内障を除く）  

 放射線起因性が認められる心筋梗塞  

●100時間経過後2週間以内に 放射線起因性が認められる甲状腺機能低下症 2009 年追加 

 2.0 ㌔以内に 1 週間以上滞在 放射線起因性が認められる慢性肝炎・肝硬変 2009 年追加 

2、その他の疾病、条件は、被ばく線量、既往歴、環境因子、生活習慣等を総合的に検討し判断 
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ことになりました 

厚生労働省が２００８年の「新しい審査の方針」を策定していく過程では、前年の２００７年から「厚

労省・原爆症認定の在り方に関する検討会」提出の案と並行して、与党議員プロジェクトチーム作成の

「与党ＰＴ提言」も提出されていました。「与党ＰＴ案」は当初、直接被爆者は爆心地からの距離３㌔

まで政策判断で救済しようというものでしたが、被爆者団体からの抗議によって妥協的に３.５㌔まで

距離は拡大されたものでした。そして「新しい審査方針案」は「与党ＰＴ案」に基づいて決められるこ

とになりました。入市被爆の条件も政策判断によって設けられたものです。 

尚、被爆者側は、原爆症認定訴訟を闘う中であるべき認定基準を提示してきました。その内容は、 

(１)原爆放射線による被ばくまたはその身体への影響が推定できること。 

(２)原爆被爆後に生じた白血病などの造血器腫瘍、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群、固形がんなどの

悪性腫瘍、中枢神経腫瘍のいずれかに罹患していること。 

(３)原爆放射線の後影響が否定できず、治療を要する健康障害が認められること。 

上記の（１）の要件が認められ、（２）または（３）に該当する場合において、現に医療を要する場

合には、原爆症と認定する、でした。 

被爆者側が、被爆距離や入市時間などに基づいた認定制度・審査の方針を求めていたわけでは決して

ありません。 

 

５、原爆症認定集団訴訟の区切りとその後の事態 

■原爆症認定集団訴訟の終結に関する確認書 ２００９年 

２００８年の「新しい審査の方針」に続いて、２００９（平成２１年）、被爆者側と国との間で「原

爆症認定集団訴訟の終結に関する確認書」が交わされました。主な内容は、①原告となった被爆者は全

員救済する、②厚労大臣と被爆者側との間で定期協議の場を設け、今後は裁判で争うことのないよう解

決を図る、③これで集団訴訟を終結させる、でした。７年間続いた原爆症認定集団訴訟は一応の区切り

をつけることになりました。 

■依然として続く認定申請却下処分 

しかし、その後、がんの認定者数は増えていきましたが、非がん疾患については「放射線起因性が認

められない」として依然として多数の却下処分が続いていきました。非がん疾患の認定率は４３％に止

まり、入市被爆者などは一人も認定されない有り様でした。「定期協議の場を通じて」と約束されてい

ましたが、その定期協議はまったく形骸化し、実質的な話し合いはできない状態になっていきました。 

■認定制度の在り方に関する検討会と２０１３年原爆症認定「新しい審査の方針」改訂 

定期協議とは別に、２０１０年に「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」（厚労省の諮問機関の

ようなもの）が設置され、そこであらためて「２００８年・新しい審査の方針」の改定について検討し

ていくことに

なりました。こ

の検討会には

被爆者代表も

２人委員とし

て参加しまし

た。被爆者側は、

この検討会の

中心論点は、当

然、現行認定行

政と司法判断

２０１３年 原爆症認定「新しい審査の方針」改訂 
1、放射線起因性の判断 
 申請  条      件 

 疾病 直接被爆 入市被爆 

 ①悪性腫瘍  約 100 時間以内に 2.0 ㌔以内に入市 

（１）積極認定 ②白血病 約 3.5 ㌔以内 または 

 ③副甲状腺機能亢進症  約 100 時間経過後から約 2 週間以内の 

   期間に約 2.0 ㌔以内に 1 週間以上滞在 

 ① 心筋梗塞   

 ②甲状腺機能低下症 約 2.0 ㌔以内 翌日まで約 1.0 ㌔以内 

 ③慢性肝炎・肝硬変   

 
放射線白内障（加齢性除
く） 

約 1.5 ㌔以内  

（2）総合判定    
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との乖離をどう埋めていくか、どう司法判断に基づいた認定方針に改めていくかであり、そのことの検

討に期待を寄せました。しかし、実際の議論は司法判断を回避し、旧来の審査方針をどう維持していく

かに歪められていきました。 

２０１３年１２月までの間に２６回もの検討会が開催されましたが、結局ごく部分的な改定だけに止

まり、基本的には２００８年「審査の方針」の内容を維持する結論に終わりました。その結果が２０１

３年原爆症認定「新しい審査の方針」改訂版です。部分的改定は、心筋梗塞、甲状腺機能低下症、慢性

肝炎・肝硬変に条件づけられていた「放射線起因性が認められる」が取り払われ、その代わり「直爆２．

０㌔、入市は翌日１．０㌔まで」と認定範囲がより狭く具体的にされた箇所だけです。 

■東電福島第一原発事故の発生と放射能被害 

２００９年に集団訴訟に一応の区切りがつけられた２年後の２０１１年３月、東日本大震災と東電福

島第一原発事故が発生しました。日本国内はもとより、世界中にあらためて原発の危険性と放射能汚染、

被ばくの脅威が広がりました。特に“内部被ばく”の危険性が一般的にも広く認識されるようになり、

放射線防護と対策、避難の重要性が求められてきました。 

多くの被爆者は広島・長崎の被爆体験から原発事故による放射線被ばくの危険性を訴えてきました。

一方、あくまでも原発推進政策に固執する人たち・勢力は様々な場面で放射線被ばくの危険性を少なく

狭く見せようとする画策をはかってきました。原爆症認定訴訟においても、一連の司法判断に対して圧

力や批判がかけられるようになってきました。２０１４年５月２１日、「放射線と健康影響に関わる研

究の専門家」と称する３６名連名の意見書が国側から裁判所に提出されました。以下、その一節です。

「現在の積極的認定範囲を超えて、広く放射線起因性を認める判断がなされるとすれば、国際的に認め

られた科学的な知見から大きくかけ離れたものとなり、放射線による健康影響について、国民に大きな

誤解をもたらすことが懸念される」。 

 

６、ノーモア・ヒバクシャ訴訟（第２次集団訴訟） 

■ノーモア・ヒバクシャ訴訟 ２０１２年～現在 

「２００８年審査方針」でも、「２０１３年審査方針改訂版」でも引き続く多くの被爆者（特に非が

ん疾患の人たち）が認定申請を却下される事態から、全国の被爆者は再び裁判に訴えて闘うことになり

ました。２００９年に一応の区切りをつけた集団

訴訟と区別をつけるためあらためて「ノーモア・

ヒバクシャ訴訟」と名付けられました。 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟は２０１２年から始

まり、これまでに全国で７地裁に１２１人の被爆

者が提訴し闘ってきました。２０１８年１０月現

在までに、提訴してから後に厚労省から認定され

た人（厚労省自ら却下処分の誤りを認めた人）２

５人、地裁段階での勝訴５６人（敗訴２４人）、高

裁段階での勝訴６人（敗訴７人）、最高裁での上告

が棄却・不受理になった人５人となっています。

そして現在も、２地裁（大阪と長崎）で１７人、

３高裁（東京、広島、長崎）で１３人、最高裁

２人、合計３２人の原告が裁判を継続中です。

この中には裁判途中で判決を聞くことなく他界

された５人の被爆者も含まれています。「故人の

病気が原爆とは関係なかったで終わらせては絶

対にならない」という強い遺志で、家族が裁判
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を承継されている人たちです。 

■今も続く頑なな国：厚労省の態度 

 圧倒的に多数の判決が国の原爆症認定行政の誤りを批判し被爆者の訴えを認め、司法判断としてはほ

とんど確定してきているにも関わらず、国：厚労省は依然として放射線被ばくに対する見解、認定制度

改定の必要性を認めていません。 

 原爆放射線の人体への影響は初期放射線（爆発後１分間の放射線）に限られる、放射線の影響

は爆心地からの距離２．５㌔（広島）、３．０㌔（長崎）以上には届いていない。 

 内部被ばくの影響は極めて小さい。 

 そして疾病と放射線量との関係にはしきい値がある（もしくは認められていない）など。 

それでも（がんの場合）直爆３．５㌔まで認めているのは、「放射線起因性の判断は、被ばくによる

健康影響が必ずしも明らかでない範囲も含めて設定している」からだとしています。必要以上に（科学

的に証明できる以上）認定範囲を設定しているのだから「これ以上文句を言うな！」と言わんばかりの

理屈です。 

実際の認定行政では「２０１３年審査方針改訂版」の基準から１㍍でも外れれば、入市が１日でも異

なればほとんど機械的に却下処分する事態が続いています。さらに最近は、放射線の起因性だけでなく、

要医療性についても必要以上に判断を厳格化し、原爆症認定のハードルを上げる傾向を強めています。 

厚労省は、判決で国の認定基準が批判されると、「行政と司法判断の乖離」と言う表現を使って、乖

離があっても致し方ないという開き直りの態度をとり続けています。今、被爆者は裁判に訴えると勝訴

することができ、原爆症認定を得ることができます。しかし、誰もが裁判できるわけではありません。

裁判できる人は認定され、できないひとは泣き寝入りしなければならない、という極めて不公正な行政

が常態化しています。 

■高血圧などへの放射線被ばくの影響も立証・主張 

ノーモア・ヒバクシャ訴訟の法廷の場では、厚労省は非がん疾患の原告の放射線起因性を否定する根

拠として他原因論（放射線とは別に病気の原因がある）を繰り返し主張するのが大きな特徴です。例え

ば、高血圧、高脂血しょう、糖尿病、飲酒、喫煙などで、加齢までが理由にされる場合もあります。 

他原因論に対しては、原告側弁護団も支援の医師団とも提携して詳細な調査・研究を積み上げ、的確

な批判を行ってきました。そして「他原因」（高血圧、高脂血しょう、糖尿病等）それ自体が放射線の

影響によって発症することを新たな知見として主張、実証し、判決でも多く採用されるまでになってい

ます。 

 

７、原爆症認定制度の全面的な改革に向けて 

■日本被団協の認定制度改正の提案 

平均年齢８２歳を超えた被爆者の高齢化を考慮すると、今後も多くの被爆者が原告となってノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟を闘い続けていくのは難しい状況にあります。現在係争中の被爆者の勝訴判決を確

実に勝ち取りつつ、それを力に、現在の原爆症認定審査基準や認定制度の改善・改革を一日も早く実現

することが求められています。 

日本被団協は２０１２年（平成２４年）にすでに「原爆症認定制度改正の提言」を発表しています。

それは次のような内容です。 

① 現行の原爆症認定制度を廃止する。 

② 全ての被爆者健康手帳所持者（被爆者）に「被爆者手当」を支給する。 

③ 被爆者手当は、障害の度合いに応じて３つの加算区分を設ける。 

④ 加算対象疾病は、判決等でこれまで放射線の影響が認められた疾病等。 

→ 上記の加算疾病の場合、距離や入市の時間による限定は定めない。 

放射線の人体への影響はほとんど未解明であるのだから、科学的根拠の乏しい現在の制度をあらため、
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被爆手帳を持つ人は何らかの放射線を浴びているのは間違いないのだから、全員に「被爆者手当」を支

給することを基本にしたものです。被爆者手当の設定も障害の度合いに応じるなど柔軟な内容で極めて

合理的なものです。 

■司法判断に基づく当面の要求 

法律を改正するには時間がかかります。従ってそれまでにも、当面ただちに判決（司法判断）に基づ

いて現在の審査方針を以下のように改定することも求められています。 

 積極的認定疾病の範囲に狭心症、甲状腺機能亢進症、脳梗塞を加えること 

 非がん疾患の場合も直爆の距離や入市日などをがんの場合と同じ条件に改めること 

 積極的認定疾病以外の病気についても被爆者の実情に十分配慮して柔軟に判断すること 

 要医療性については経過観察も含めて広く認定すること 

判決に基づくわけですから、行政が司法判断に従うのは民主的な国家である以上当然のことのはずで

す。 

 

８、原爆症認定訴訟とは何だったのか 

２００３年に始まった原爆症認定集団訴訟、それに引き続いたノーモア・ヒバクシャ訴訟。これまで

１５年に及ぶ闘いは何だったのか。その詳細は専門家や直接訴訟に携わってこられた人々が明らかにさ

れていくことになりますが、簡単にまとめると以下のようなことではないかと思っています。 

（１） 原爆症認定集団訴訟は、放射線の人体への影響について、「初期放射線がすべてを決定する」考

え方から脱却して、被ばくの実相・被ばくの新実の姿を切り拓いてきました。 

 残留放射線、内部被ばくの影響の実態と、その脅威と危険性を明らかにしてきた。 

（２） 原爆症認定集団訴訟に引き続くノーモア・ヒバクシャ訴訟は、疾病の要因とされる「他原因」（高

血圧、高脂血しょう、糖尿病等）それ自体も放射線の影響によるものであるとする、新たな知

見を明らかにしてきました。 

（３） １５年の訴訟を闘う中で原爆（核兵器）の残虐性と非人間性を認めさせ、二度と核兵器を使用

してはならない―核兵器廃絶の必要性を明らかにしてきました。 

以上 
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福島を訪問して 

石角敏明（長岡京市） 

 

１１月７日～９日まで３日間、福島第一原発事

故のため「避難」せざるを得なかった自治体を訪

問してきました。現地に行って感じたことは、「福

島の復興」とよく言われますが、「どこまで回復、

というか、どの様な状態」になった時、「復興した」

といえるのかです。確かに、昨年訪問した時とは

違い、あの「フレコンパック」の山は、隠されて

見えませんでした。しかし、その山は「白い綺麗

な塀」で囲まれ「眼」に入らないだけ。国道「６

号線」はトラック・車が走り「コンビニ」「ガソリ

ンスタンド」が数多く営業している。でも実際は、

「国・県から、復旧作業員の為に営業するように」

と指示があったため営業をしているという。「国道

６号線」で「帰還困難地域」にあるガソリンスタ

ンドでは、職員が、何の防備もせずに（マスクも

せずに）「外に立って客が来るのを待っている」。

６号線は、駐停車禁止で「二輪」は通行禁止なの

に、「放射能の影響は大丈夫なの？」と心配になる。 

「帰還困難地域」も広く残ったままですが、「困

難」という言葉も「いつ帰れるかわからないが、

将来帰れないということではない」と表現してい

るようにみえます。住民にすれば「どうすればよ

いの？」というイライラ感がつのるだけ。 

ここに「浪江町」の広報誌「なみえ」がありま

す。町の人口は１７７３６人・世帯数６８９９（２

０１８年９月末）、居住人口「８４８人」世帯数「５

５４」という記事があります。町の中心部が「避

難解除」され、かつて中心部には１２，０００人

が住んでいたという。しかし、これだけの「町民」

しか帰ってきていない。学校の様子といえば、小

学校が「６校」中学校が「３校」あったのが、小

中一貫校で「１校」のみ。児童数は小学生「８名」・

中学生「２名」のみ。こども園は「１０名」とい

う。通常であれば、とても「採算が成り立つ」状

況ではありません。 

富岡町では人口、約１５，０００人が７００人

しか帰ってきていない。町の大部分が避難解除された「大熊町」でも同じような状況でした。そしてこ

こには「フクシマエコテック」という「管理型処分場」施設が山の頂上で建設中です。この施設は「汚

染廃棄物を焼却処分」し、その灰が「１０万Ｂｑ／ｋｇ」以下なら、この「処分場」に運ばれ、「地中
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に埋めて処分」されると言われています。しかし、この施設の

事は、環境省のＨＰには紹介されているらしいのですが、「報道」

された記憶はありません。汚染廃棄物を焼却する施設は「南相

馬市」「「浪江町」「双葉町」「大熊町」「富岡町」「楢葉町」全て

に建設され稼働中です。 

飯館村では削り取られた「汚染土」を入れたフレコンパック

が置かれている場所を「仮置き場」とは言わず、「仮仮置き場」

といい「３段以上」積んではいけないことになっています。「直

ぐに村外に運びだす」という意味らしいですが、置かれたまま

の状況が今も続いています。でも「フレコンパック」の耐用期

間は「３年間」持てばよい、と法律で決められているのです。

これでは「破れる」のは当たり前。 

ＪＲ常磐線も、２０２０年に全線開通を目指して除染作業が

進んでいますが、「利用客がいないと困る」ということで、帰還

困難地域でも、「国道６号線から駅に行く道」を除染する、とい

うことです。どこまでも「住民不在」の姿勢であ

り、「オリンピックありき」という政府の思いが全

ての面で出ています。 

補償についても、問題が起こっているようです。

「漁業関係者」への補償問題では、「船主」へは補

償がされたが「のりこ（船員）」への補償は全く無

い、と言われています。東電に要求すれば「船主

に補償金は支払った」と言われ、船主に聞けば「そ

んな補償金は貰っていない」と言われ、結局なに

も補償はされていないのです。 

 でも「暗い」話だけでなく、「福島の農業の再建」

に奮闘されている「ＮＰＯ法人野馬土」でお話を

伺いました。ここでは「福島米」の「抜き打ち検査」に反対し、全袋検査を要求されています。先ず自

分たちが食べるものへの安心感をつくるため「検査」を始めました。「汚染米」が発見された田は「カ

リウム不足」で、稲が「カリウムの代わりにセシウムを吸収する」。２５ｍＳｖ～５０ｍＳｖ検出され

れば「再検査」をし「原因を調査」する。被ばく当初は「賠償金を貰っているから、安くてもよいだろ

う」という言葉を直接言われました。そ福島の産物が「風評被害」で苦しむのは、「国」「東電」が信用

されていないからであり、被害が発生している以上は補償を要求します。「農業を再生」するための「費

用」を捻出するために、耕作放棄地に「太陽電池」を設置し、費用、雇用を捻出します。「原発」には

未来がない、３０年後くらいには電気の地産地消の時代がくる、と言っていかないと「国」「県」は変

わらない等々、「農業」「エネルギー」問題について熱く語って頂きました。 

 「現地に行って何か活動しろ、ボランティア活動をしよう」とは言わない。現地に行って「現状を見、

知る」ことも支援活動になると思いました。福島を忘れず、現状を知りましょう！ 
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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（６７） 

第２民事部で原告本人尋問と医師証人尋問 

今も被爆者の体内で被曝し続ける内部被曝の深刻な実態を証言！ 

２０１８年１０月２３日（火） 

 

１０月１７日（水）午後１時１０分からノーモ

ア・ヒバクシャ近畿訴訟第２民事部（三輪方大裁

判長）の原告本人尋問と医師証人尋問が行われた。

第２民事部は７人の原告が係属となっているが、

この日の尋問は淡路登美子さん（大阪府河内長野

市、７５歳）と高橋一有さん（兵庫県三木市、７

７歳）の原告２人。この内淡路さんは昨年（２０

１７年）１月４日自庁取り消しによって既に原爆

症認定は受けており、国家賠償を引き続き求めて

争ってきた。 

本人尋問の最初は淡路さん。主尋問は担当の愛

須勝也弁護団事務局長によって進められた。淡路

さんは２歳の時、広島の爆心地から３．１㌔の距

離で被爆していたが、昭和５１年（１９７６年）

に交付された被爆者手帳では、何かの事情で距離

が４．１㌔と間違った記載となっていた。平成６

年（１９９４年）胃がんが見つかり胃と脾臓の全

摘手術。平成７年（１９９５年）に原爆症認定申

請をしたが却下処分された。この時の心境を、残

念だったけど、国が精査して、「放射線の影響で

はないと言ってくれた」のだと思い、半ばホッと

したのも正直なところだったようだ。 

しかし、手術以降、淡路さんは普通に食事する

ことも難しくなり、投薬、食事療法治療も余儀な

くされ、今に至るもその辛い状態が続いている。

そうした中、平成２０年（２００８年）に原爆症

認定の新しい審査方針が策定され、３．５㌔以内

の被爆は積極的認定対象となることを知った。こ

れなら私も認定されるのではないかと思い、元々

間違っていた被爆者手帳の被爆距離を３．１㌔に

訂正するよう申し立て、その上で再度の認定申請

をした。ところが理由も分からないまま２回目も

却下処分となった。平成２２年（２０１０年）異

議申し立てをして、その過程で初めて今度は要医

療性がないとの理由で却下されたことを知った。 

淡路さんにとってとても納得できることでは

なかった。今なら３．１㌔だから認定されている

はずなのに、今度はがんの発症が古過ぎてもう要

医療性がないから認定しないなどと、あまりにも

ひどい措置だ。胃がんは原爆の放射線が原因で発

症した。手術の後は健康的な食事も、暮らしもで

きなくなり、生きる希望としてきた仕事も辞めざ

るを得ず、たくさんのものを奪われてしまった。

その後、自庁取り消しによって原爆症は認定され

たけど、ここに至るまでの国の責任は免れるもの

ではない。 

最後に裁判所に話しておきたいことはないか

と問われて、淡路さんは、こうして裁判官に話せ

るだけでも嬉しいことだ。他にもたくさんの被爆

者が健康を損ない、不安を抱えて生きている。そ

うした人たちにも優しい判断をして欲しいと訴

えられた。 

反対尋問は一言もなされないまま、淡路さんの

本人尋問は終了した。 

続いて高橋一有さんの本人尋問に移り、主尋問

は担当の小瀧悦子弁護士によって行われた。高橋

さんは、原爆投下から３日後の８月１２日、母親

に連れられて長崎市内の三菱造船幸町工場付近、

そして竹の久保まで入市し、そこで一晩を過ごし

た。まだ４歳の時だったが、近くの公園で湧き水

を飲んだり野イチゴを食べたりしたことは記憶

している。小学校に上がる頃から化膿しやすい体

質となり、予防接種の注射でも化膿し、発熱する

ほどひどいものだった。高橋さんは２７歳の時右

目を失明した。最初は軽い結膜炎だろうと言われ

ていたが、症状は悪化しそのまま失明に至った。

医者にも原因が分からないままだった。 

国側は、高橋さんには糖尿病があって、それが

原因で申請疾病の心筋梗塞を発症したと主張し

ているようだ。その根拠に平成９年頃入院してい

た病院の記録が持ち出されている。しかし、実際

には糖尿病と診断されたことは一度もなく、治療

や投薬の体験もまったくない。その辺りの実情が

細かく、丁寧に質問され、解き明かされていった。

高橋さんは平成１０年（１９９８年）、５７歳の

時に心筋梗塞を発症した。その治療は今も続いて

おり、入退院も繰り返している。字を書いたり読

んだりするのもつらくなるほど、日常生活のしん
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どさは深刻なものになっている。 

平成２３年（２０１１年）に原爆症認定申請、

そして却下処分。高橋さんは当初、被爆している

ことを娘さんには内緒にしていた。また、他の人

の原爆症認定裁判の様子を見ていて、本人尋問で

あんなに問い質されたりするのは耐えられない

と思い、裁判することを一旦は止めようと思った。

しかし、被爆者が原爆による苦しみをテレビカメ

ラの前で話している姿などを見て、「原爆の被害

をなかったことにされて、自分はこのまま諦めて

いいのか」と考えるようになった。原爆の被害に

遭ったことを黙っていると、多くの被爆者はこれ

からどうなっていくのか。原爆の被害で苦しんで

きたことを裁判所にきちんと訴えて、認められる

ようにしなければならないと強く思い、氏名も明

らかにして、裁判に訴える決意をしてきた経緯も

語られた。 

反対尋問は、入市した時の様子、病院の看護記

録のことなど、細々としたことに終始した。裁判

長からの尋問の中で、高橋さんのお母さんも実は

子宮がんで原爆症認定を受けていたことが明ら

かにされた。 

休憩の後、医師証人尋問が行われた。証人は西

淀病院副院長の穐久英明医師。引き続き小瀧弁護

士によって主尋問はすすめられた。最初に、高橋

さんの被爆状況から残留放射線によって外部被

曝、内部被曝していることが考えられると証言。

その内特に内部被爆については、長期間にわたり

局所的に高濃度の被曝を起こすこと、身体に深刻

な影響を与えるものであることなど、その危険性

が分かり易く説明された。具体例として鎌田論文

が紹介された。爆心地から４㌔の距離で被爆した

女性の肺組織内で５３年にも渡ってウラニウム

粒子からα線が出続けていることを確認した論

文だ。このα線の飛跡はさらに肺がん部では非肺

がん部より１０倍も多くなっていることが確認

されていて、α線ががん発症に影響していること

も示している。 

国側は、高橋さんの被曝線量は０．０００００

４グレイを下回ると主張しているようだ。それは

あくまで初期放射線の外部被曝線量のことでし

かない。これに対して穐久医師は、内部被曝はど

のような放射性物質をどれだけ取り込んだのか

はまだ明らかにすることができないもので、局所

的に高濃度の被曝をもたらし、そして長期間体内

に止まって被曝し続けるので、たとえ推定であっ

ても被曝線量を示すことなど不可能なのだと説

明。高橋さんの被爆時の行動やその後の症状など

から、決して低線量などではなく、相当な量の被

曝をしているはずだと明言された。 

心筋梗塞の放射線起因性の根拠については、穐

久医師の書かれた意見書に基づいて尋問と証言

が行われていった。意見書ではＬＳＳ（放射線影

響研究所の被爆者寿命調査）第１３報から心筋梗

塞、脳卒中、消化器官、呼吸器官などの非がん疾

患による死亡について、放射線が影響しているこ

とが明らかにされている。次に、ＡＨＳ（同じく

放射線影響研究所の被爆者成人健康調査）第８報

から高血圧、心筋梗塞について放射線の影響があ

ることも明らかにされている。さらに、清水論文

からは心疾患については放射線量の閾値はない

ことも報告されており、そしてそれまでの放射線

影響研究所の研究を総括的にまとめて報告され

た非常に重要な報告だとされている赤星報告か

ら、高血圧、高脂血症にも放射線被曝が関与して

いて、それによって心・血管疾患が増加したとい

う機序も明らかにされていることが証言されて

いった。 

国側は、高橋さんには高血圧症や脂質異常など

の危険因子があり、心筋梗塞は原爆放射線によっ

て発症したとは言えないと主張しているようだ。

しかし、高血圧、脂質異常発症そのものに、放射

線被曝との関連が認められるとＡＨＳ８報や赤

星報告は報告している。高血圧、脂質異常をもっ

て放射線起因性を否定することはできないし、む

しろ、今や放射線によって高血圧や脂質異常が引

き起こされていると考えられるようになってい

るのだ、と国の主張ははっきりと退けられた。 

高橋さんが子どもの頃から化膿しやすい体質

だったこと、２７歳の時に右目を失明したこと、

その後僧帽弁狭窄症と診断され手術しているこ

となど、いずれも原爆放射線による影響と考えざ

るを得ず、高橋さんの病歴の一つひとつが被曝の

深刻さを表している。 

さらに、高橋さんは平成１０年（１９９８年）

の心筋梗塞発症以降、ステントとバルーン形成術

を繰り返し行ってきたが、それにも関わらず心臓

血管の狭窄を次々と発症し続けている。内部被曝

は体内に放射性物質がとどまるので、排出されな

い限り、何十年も被曝が続く。高橋さんの場合も、

体内に取り込んだ放射性物質がずっと血管に影

響を与え続けているのではないか、との証言だ。
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被爆者の被曝は７３年前の過去のことではない。

今も、体内に入り込んだ放射性物質が体の内から

被曝し続けている事実。あらためて深刻な、呪わ

しい現実を突きつけられたような証言だった。 

反対尋問は、依然として高橋さんの被曝線量は

どの程度だと思うのかとか、被曝影響の可能性が

あるだけで起因性を認めるのか等々、これまでも

繰り返されてきた質問が並んだ。その中で、穐久

医師の意見書の中で採用された赤星報告につい

て、当の赤星氏本人の意見書なるものが持ち出さ

れた。それによると「赤星報告は一つの仮説を示

したものであり、科学的に証明されたものではな

い」というのが内容らしい。赤星氏が自らの報告

論文を否定する、自らの研究成果を地に堕とそう

とするような意見書だ。これに対して穐久医師は、

赤星報告は既に権威ある雑誌でジャッジされ、論

文は評価されて業績になっているものだ。自ら否

定するとは、自らに唾する行為だと、研究者が国

の意向におもねって裁判のためにこのような意

見書を出すことを厳しく批判された。 

本人尋問、医師証人尋問を終えて、本当なら最

終弁論、結審の期日も今日決められるはずだった

のかもしれない。しかし、国側が高橋さんの糖尿

病に関する病院記録にこだわってさらに調べた

いという意向を持ち出したため、具体的な結審期

日を決めるまでには至らなかった。国側は裁判を

まだ引き伸ばすつもりなのか、と釈然としない思

いを残して閉廷となった。 

 

今日は開廷が午後１時１０分で閉廷したのは

５時前。久しぶりに半日みっちりと時間をかけて

の法廷だった。いつもは大阪弁護士会館に移動し

て報告集会が行われるのだが、今回は弁護士会館

の会議室がとれなかったため、「エル・おおさか」

まで移動しての報告集会となった。私は今回は都

合悪く報告集会には参加できなかったため、兵庫

県原水協の祝教允さんに後を託すことにした。 

以下、祝さんの報告集会報告の要約です。 

４時間３０分を超える、長い法廷が終わった後、

報告集会をこれまで利用していた大阪弁護士会

館を変えて、北浜東にある大阪府立労働センター

「エル・おおさか」で行われました。 

はじめに、原告の淡路登美子さんと高橋一有さ

んが、「弁護士さんをはじめ支援のみなさまの熱

心なご援助いただき本当に感謝にたえません」と

それぞれ挨拶され、「今後とも熱いご支援をお願

いします」と訴えられました。 

つづいて本人尋問と穐久医師の証人尋問をお

こなった愛須弁護士と小瀧弁護士が挨拶を行い

ました。とくに小滝弁護士からは穐久先生の証人

尋問の準備に当たっては、幾度となく打ち合わせ

を行い、先生はその都度応じていただいたことに

お礼と感謝を述べられました。 

最後に尾藤弁護士から、「係属部の地裁第２民

事部としては初の判決となるため、裁判所は力が

入っているように見える。しかし、法廷で裁判長

が『どうせ、控訴するでしょうが・・・』と発言

し、すぐに撤回はしたものの、その発言の意図が

どこにあるか疑問が残るが、腹の座った判決を出

させるよう、署名や傍聴動員を強めることが重要

だ。判決は全国からも注目されており勝利するた

めに頑張ろう」と呼びかけました。 

あわただしく落ち着かない報告集会でしたが、

各支援団体からの決意と開催行事等の案内・報告

が行われて、この日の報告紹介を終えました。こ

の中で、兵庫県原水協からは、高砂市と播磨町の

議会で「日本政府に核兵器禁止条約調印を求める

決議」全会一致で採択されたこと、豊岡市長が「ヒ

バクシャ国際署名」に応じたことの報告が行われ

ています。 

 

 １０月９日（火）、アメリカが昨年１２月に未

臨界核実験を行っていたことが報じられた。１０

月２０日、米・トランプ大統領が１９８７年締結

の中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約から離脱する

意向を表明した。昨年、世界の国々が核兵器禁止

条約を締結し、文字通りの核廃絶に向けて懸命な

努力を重ねている時に、ほとんど狂気の沙汰とし

か思えない。私たちはもっともっと強い抗議の声

をあげ、アメリカを含む核保有国、核に固執する

勢力を包囲し、追い詰めていかなければならない。

アメリカ・トランプ政権の核兵器政策については

既に少なくない国の政府が懸念を表明し、率直な

裁判終了後の報告集会 
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批判も明らかにしている。 “世界で唯一の被爆

国”を標榜し、核兵器による惨劇を誰よりもよく

知っているはずの日本政府の態度はどうか。アメ

リカに対しても、ロシアに対しても核廃絶への政

策転換を最も強く主張すべき政府のはずなのだ

が。 

 人間として二度と繰り返してはならない被害

を受けた被爆者。その被爆者に真正面から向き合

い、被爆者に寄り添う姿勢を持たなければ、本当

に核廃絶に向かおうとする道、政策は生まれてこ

ない。ノーモア・ヒバクシャ訴訟を通じて、私た

ちはそのことを求め、実現していきたい。 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（６８） 

１０月３１日（水）は２０１８年度最後の法廷 

第７民事部の２人の原告の生涯に渡る闘病の放射線起因性を証言 

２０１８年１１月５日（月） 

 

１０月３１日（水）午前１０時からノーモア・

ヒバクシャ近畿訴訟第７民事部（松永栄治裁判長）

の原告本人尋問と医師証人尋問が行われた。第７

民事部がいつも使用している８０６号法廷が、こ

の日は都合が悪く、臨時に４０７号法廷に変えて

行われることになっていた。４０７号法廷は傍聴

席も２０席ほどで狭く、代理人席も少ない。この

ため臨時の椅子を追加したりして準備に手間取

り、結局予定を１５分遅れての開廷となった。 

第７民事部は４人の原告中２人が９月２７日

（木）既に結審となっていて、判決言い渡しも来

年２月２８日（木）と決まっている。残り２人の

原告が今回の尋問だ。その内の１人Ｗ・Ｈさん（男

性、７４歳、京都府在住）は一昨年の１月１１日

（水）奈良地裁への出張で本人尋問は行われてい

る。もう一人の原告Ｔ・Ⅰさん（男性、７５歳、

京都府城陽市在住）がこの日の尋問対象だった。 

Ｔ・Ⅰさんは２歳１ヶ月の時、広島の爆心地か

ら１．５㌔の距離の自宅前で直爆を受けた。被爆

を境に病弱となり、成人後も数々の病魔に襲われ、

それと闘いながら生きてきた。現在罹患している

病気は主なものだけでも腎機能低下、糖尿病、慢

性肝炎、痛風、狭心症、甲状腺腫瘍等々になる。

さらに今回の尋問の中で、腎臓がん、膀胱がんの

疑いも診断され、現在経過観察中であることも明

らかにされた。満身に病気を抱えての人生と言っ

ても過言ではない。 

Ｔ・Ⅰさんは２００９年（平成１８年）３月、

糖尿病を申請疾病として原爆症認定申請をした。

前年（２００８年）に当時の「新しい審査方針」

が公表されていて、糖尿病は積極的認定の疾病範

囲ではなかったが、自分の被爆状況、既往歴、環

境因子、生活歴等々が総合的に検討されれば、放

射線の起因性は認められるはずだ、との確信を持

っての申請だったのだと思う。「新しい審査方針」

は翌年（２００９年）６月、甲状腺機能低下症と

慢性肝炎・肝硬変も積極的認定疾病に加えられた。

そのため窓口である京都府の担当者とも相談の

上、申請疾病に肝機能障害（後に慢性肝炎と書き

変え）も追記された。しかし、結果は却下処分（２

０１０年）。その後異議申し立て、そして棄却を

経て、２０１３年（平成２５年）１０月の提訴に

及んだ。 

Ｔ・Ｉさんは提訴の２ヶ月後、２０１３年１２

月に証言台に立って自ら意見陳述している。その

時の裁判長は田中健治裁判長だった。今回の尋問

まで提訴から５年の年月を費やした。その間第７

民事部の裁判長は次の山田明裁判長、そして今の

松永栄治裁判長へと代わり、３人の裁判長に訴え

続けてきたことになる。 

本人尋問の主尋問は担当の中道滋弁護士によ

って進められた。母親から聞かされてきた被爆時

の凄惨な状態、ひどかった急性症状の様子、成人

後に襲われてきた疾病の数々のことなどが詳し

く証言された後、申請疾病が最初は糖尿病で、後

になって慢性肝炎が追記されたことの経緯・事情

がより丁寧に語られた。国側から何か疑問や意見

が主張されているのだろうか。申請疾病の糖尿病

と慢性肝炎の放射線起因性について、国側は徹底

して他原因論を主張しているようだ。そのことを
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想定しながら、あらかじめ他原因論に釘をさして

おくような内容での尋問も行われた。 

反対尋問は想定通り結論を他原因に導く、その

ことを特に印象づけようとするような内容で行

われた。メタボ診断受診の有無、体型の変化、食

事について、運動習慣について、果ては親からの

遺伝の可能性までが細かく問い質された。食事の

グラム数とか、ウォーキングの時間数集計まで質

問される始末で、傍聴席で聞いていても苦笑を禁

じ得ないほどだった。 

反対尋問の最後に、（積極的認定疾病の範囲と

なっていない）糖尿病をどうして申請疾病にした

のかと問われ、Ｔ・Ⅰさんは、担当医師とも相談

し、私の糖尿病には原爆放射線が関係している、

起因性はあると確信したからだ、と何ら躊躇する

ことなく答えを返した。さらにＴ・Ｉさんは罹っ

てきた病気のすべてが原爆放射線の影響だと思

っていると語気を強めた。 

午後からの証人尋問には河本一成医師（あさく

ら診療所所長）が証言台に立ち、Ｗ・ＨさんとＴ・

Ⅰさん二人の原告についての証言が行われた。主

尋問の最初は喜久山大貴弁護士が担当し、Ｗ・Ｈ

さんの疾病（申請疾病は慢性腎不全（ＩｇＡ腎症））

について尋問が行われた。Ｗ・Ｈさんの体調は難

しい状況が続いていて、提訴以来一度も大阪地裁

への出廷は叶わず、本人意見陳述は代読、本人尋

問も住居に近い奈良地裁で行われてきた。Ｗ・Ｈ

さんは１歳４ヶ月の時に広島の爆心地から２．５

㌔の自宅で直爆を受けた。全身にガラス片が突き

刺さり、血まみれの状態で辛うじて助け出された。

急性症状も発症し、子どものころから病弱だった。

成人後も健康上の問題から１４回も転職を余儀

なくされるほどの人生だった。３０歳代頃から高

血圧、腎炎、高脂血しょうの治療を受けるように

なり、２００４年（平成１６年）に「慢性腎不全

（ＩｇＡ腎症）」の確定診断を受けることになる。 

河本医師の証言は、Ｗ・Ｈさんの被爆状況、急

性症状等から相当な被曝線量を浴びていること

は明らかであり、申請疾病の慢性腎不全には被爆

の影響、放射線起因性が認められる、ことから始

まった。慢性腎不全の中でもＷ・Ｈさんの罹患し

ているＩｇＡ腎症は免疫性の障害によるもので

あること、その確定診断は腎生検によって行われ

たことなども専門的な言葉のやりとりの中で示

されていった。 

国はＷ・Ｈさんの慢性腎不全を糖尿病性腎症だ

と主張しているようだが、糖尿病性腎症とＩｇＡ

腎症との違いが説明された上で、糖尿病性腎症を

主張することの誤りが指摘された。そもそもＷ・

Ｈさんはこれまで糖尿病と診断されたことは一

度もなく、血糖値データも糖尿病と言われるほど

の水準にないことが示されている。さらに近年は

慢性腎臓病と放射線被曝線量との関係を示す研

究論文も報告されており、それらも具体的に示さ

れていった。 

次に中道弁護士が担当してＴ・Ⅰさんの疾病に

ついての尋問が行われた。Ｔ・Ｉさんの被爆状況、

急性症状、その後の健康状態、病歴を踏まえた上

で、糖尿病発症の放射線起因性を証明する根拠と

なる研究論文、研究者の見解が示されていった。

慢性肝炎についても同様に放射線起因性を否定

することはできない内容が証言された。 

反対尋問はいきなり、河本医師が原爆症認定制

度改善の支援活動に関わっていること、京都の

「ヒバクシャ国際署名を広げる会」の活動に名前

を連ねていることの確認から始まった。河本医師

が特定の運動に関わっている人物であると印象

付けでもするつもりだったのだろうか、と呆気に

とられる。 

反対尋問は予定通り、Ｗ・Ｈさんの慢性腎不全

は糖尿病性、Ｔ・Ⅰさんの糖尿病は生活習慣、慢

性肝炎はＢ型肝炎という具合に、申請疾病の原因

が他のところにあるという意見を基調に進めら

れ、河本医師がそれらを一つひとつ覆す形で進め

られた。国の反対尋問で印象的だったのは、放射

線影響研究所の研究報告ＬＳＳ（被爆者寿命調査）

では被爆者の死因で慢性腎臓病を有意な差とす

るデータは存在しない、という質問の時だった。

河本医師は、ＬＳＳは既に亡くなった被爆者のデ

ータであり、今を懸命に生きようとしている人を

評したり、これからどのようなことが起こってく

るのか分からないことについて、それをもって断

定することはできないと切り返された。まったく

その通りだ。放射線の人体に与える影響は全体の

５％程度しか解明されていないと言われるのが

現実。被爆者の被った凄惨な被爆体験や、身の上

に起こった急性症状、病魔の数々こそが基本に置

かれるべきで、個々のデータだけを切り取ってあ

れこれ論じるようなことなどあってはならない。 

証人尋問は午後２時３０分に終了した。 

今回の二人の原告について最終弁論期日・結審

の日を２０１９年２月８日（金）午後２時からと
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すること、その１週間前の２月１日までに双方と

も最終準備書面を提出することが確認されて、第

７民事部のこの日の法廷は終了した。 

実はこの日は、引き続いて午後３時から第２民

事部の弁論期日にもなっていて、双方の代理人も、

私たち支援者も、この後急いで１０階の１００７

号法廷に移動することになった。 

ただ幸いにも（？）この日の第２民事部（三輪

方大裁判長）は双方の準備書面提出の確認だけで

口頭意見陳述などはなく、後は進行協議で今後の

ことを決めるという扱いになり、早々に閉廷とな

った。 

午後３時３０分から大阪弁護士会館で報告集

会が開催された。この日証言されたＴ・Ｉさん、

河本医師、そして主尋問を担当された喜久山弁護

士からそれぞれあいさつがあり、最後の判決の日

まで頑張る決意が述べられた。集会参加者全員が

拍手で労った。Ｔ・Ｉさんはそもそもの認定申請

の日まで遡れば判決の出る頃にはほぼ１０年と

いう年月を刻むことになる。「１０年前の申請と

もなると、一体何を書いたのだろうと忘れるぐら

いです」と、この日までの時間の長さを率直に述

懐された。 

和田信也弁護士から進行協議の内容―第２民

事部の今後の予定が報告された。 

第２民事部は全員で７人の原告だが、 

 淡路登美子さんと高橋一有さんは１０月

１７日（水）に本人尋問、証人尋問を終え、

後は結審の日に備えるまでになっている。 

 ２月１日（金）にＹ・ＭさんとＹ・Ｉさん

二人の医師証人尋問が決まった。証人は郷

地医師。 

 続いて２月２０日（水）にＯ・Ｈさんの本

人と医師証人尋問も行われる。証人は穐久

医師。 

 Ｙ・Ｍさんの被爆の事実を証明する証人尋

問も１月２４日（木）岐阜への出張で行わ

れることになった。 

これで第２民事部の残された原告はＭ・Ｙさん、

Ｎ・Ｋさんの二人だけとなる。ノーモア・ヒバク

シャ近畿訴訟も本当にいよいよ大詰めとなりつ

つあることを実感する。 

尾藤喜廣弁護団幹事長によると、弁護団からの

強い働きかけで裁判所も積極的に期日を設定し

てくれているとのことだ。当然そのタイトな日程

に合わせて書面提出も求められる。大変なことだ

が弁護団も全力を挙げて頑張りたいとの決意が

述べられた。支援の私たちにも一層の奮闘が呼び

かけられて、この日の報告集会を終えた。終了時

間は午後４時３０分。朝１０時から６時間３０分

かけての一日だった。弁護士会館を出る頃はそろ

そろ夕闇を感じさせる街の色になっていた。 

 

この日の法廷で２０１８年の期日はすべて終

了した。この１年を振り返ると、口頭弁論のなか

った日も含めて１２回の期日があった。年明け

早々の１月１６日（火）、高裁第１３民事部にお

いて６人の原告に対する判決言い渡しがあった。

甲状腺機能低下症の３人の原告に対して一審勝

訴判決が維持され、控訴審においても甲状腺機能

低下症の放射線起因性が認められる大きな成果

があった。しかし後の３名は敗訴となり不当判決

に悔しい思いもした。その一週間後の１月２３日

（火）には地裁第７民事部で宮本義光さんへの判

決が言い渡された。申請疾病が狭心症の原告に対

して原告側主張がほぼ全面的に受け入れられた

完勝の勝訴判決だった。宮本さんの判決に対して

その後国側は控訴もできず、判決は確定した。積

極的認定範囲ではない狭心症に対しての勝訴判

決は大きな意味を持つことになった。 

その後も、第２民事部、第７民事部とも弁論が

重ねられ、第２民事部の原告二人を除いて全員の

本人尋問、医師証人尋問が行われ、または予定期

日が定められるまでに至った。いくつかの期日で

は法廷内でスクリーンに画像を写し出しながら

の陳述も行われ、あらためて被爆の実相を視覚に

も訴えてより分かりやすくするなど、工夫も行わ

れた２０１８年度だった。 

ただ、１月の控訴審で敗訴となった３人の原告

はその後の上告が全員棄却（９月）される事態と

なった。敗訴が確定することにはなったが、Ｎ・

Ｍさん、Ｔ・Ｉさん、そして原野宣弘さん３人の

被爆の実相、ノーモア・ヒバクシャ訴訟にかけら

れた思いと行動は、いつまでも忘れない、記憶と

記録に残していきたい。 

２０１８年は、前年の核兵器禁止条約採択とＩ

ＣＡＮのノーベル平和賞受賞に続いて、朝鮮半島

の南北首脳会談、米朝首脳会談の開催と朝鮮半島

の非核化に向けた動向など、平和に向けて世界が

大きく歩み出す中でのノーモア・ヒバクシャ訴訟

でもあった。日本の政権がどれほど禁止条約に背

を向け、東アジアの平和に消極的であっても、私
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たちは世界の人々と共に手を携え、平和に向けて

歩む大道を創り出してきた。ノーモア・ヒバクシ

ャ訴訟を通じて核兵器の残虐性、非人道性を訴え、

その勝利によって核の被害者救済の必要性をア

ピールしてきた。 

迎える２０１９年は判決の集中する年になり

そうだ。長く闘われてきた裁判の成果を一つひと

つ確実に実らせていく年にしていきたい。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

２０１９年 ２月 １日（金）１３：３０ １００７号法廷 地裁第２民事部 医師証人尋問 

２０１９年 ２月 ８日（金）１４：００  ８０６号法廷 地裁第７民事部 最終弁論・結審 

２０１９年 ２月２０日（水）１３：３０ １００７号法廷 地裁第２民事部 医師、本人尋問 

２０１９年 ２月２８日（木）１３：１０  ８０６号法廷 地裁第７民事部 ２人判決言い渡し 

 

 

 

 

石田信己さん一周忌のお墓参りをしてきました（１０月２５日） 
 

京都「被爆２世・３世の会」の会員で、私たちの共通の友人であった石田信己さんが亡くなって一周

忌を迎えました。１０月２５日（木）、「２世・３世の会」のメンバーと、石田さんの古くからの友人

であった岩本清さん、柴田和夫さんの１０人で、宇治にある京都天ヶ瀬メモリアル公園のお墓にお参り

してきました。鮎釣りの友人でもあった岩本さんに般若心経を唱えていただき、線香を手向け、みんな

で石田さんのご冥福をお祈りしました。 

帰りは、一昨年宇治川の新白紅橋たもとに建立された韓国の詩人・尹東柱の記念碑を訪問しました。

石田さんと一緒だったら、一番喜んだのは石田さんだったろうな、とみんなで語り合いました。 

宇治市内の薬膳・中華料理の店で食事をしながら、あらためて石田さんの思い出を語り合い、また、

韓国訪問など石田さんと約束したことの今後について話し合いました。 

尚、奇遇ですが、今年１月に絵画展を催された故原野宣弘さんのお墓も同じ天ヶ瀬メモリアル公園に

あることが分かり、合わせてお参りさせていただきました。 
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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。

 

 

■１１月２５日（日）命輝け京都第九コンサート

に出演 

古田京子（八幡市） 

１１月２５日に京都コンサートホールでベー

トーベンの第九をうたいます。アルトです。指揮

者が山下一史さんで、とても有名な方だそうです。 

それで、今日になって初めて、山下さんが被爆

二世だということを知りました。東京新聞？の今

年の８月６日の記事に、指揮を通じて原爆を伝え

たいとの内容が載っていました。山下さんも、以

前は原爆に深く関わるのを避けてきたと記事に

ありました。私自身にも共通する思いがありまし

た。その方の指揮で同じ被爆二世の私が歌うこと

って、きっと亡くなった私の両親や他のたくさん

の方の希望じゃないかって思ってます。平和だか

らこその第九の合唱ですから。 

■今年は第九の演奏１００周年！ 

守田敏也（左京区） 

古田さんの投稿 ― 命の第九ですか！素敵

だなあ。聴きたいなあ。 

スケジュールを調べてみたらあいにくで、残念

無念ですが。 

ちなみに第九は世界各国で平和への願いを込

めて年末に演奏されてきました。最初は１９１８

年。第一次世界大戦が終わった後のドイツのライ

プチヒでのことだそうです。だから今年の年末演

奏は１００周年目になりますね。 

奇遇なことに日本での初演も１９１８年なの

です。６月１日のことです。徳島県鳴門市にあっ

たドイツの俘虜収容所においてなのだそうです。

だから期せずして今年は日本での演奏１００周

年も重なっています。 

■「バルトの楽園（がくえん）」 

平 信行（南区） 

守田さん投稿の、第九の日本初演は鳴門市での

ドイツ人俘虜収容所において、を読んで、あの物

語を描いた映画を思い出しました。「バルトの楽

園（がくえん）」という映画で松平建主演でした。

ネットで調べると２００６年制作とありますか

ら１２年前。ちょっと懐かしい。 

 

■守田さんの反核サマーキャンプレポートに敬

服―会報№７２を読んでの感想 

加百智津子（岡山県総社市） 

●表紙の「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」

の写真に収る皆さんが笑顔でとても楽しそうで

すね。こういう取り組みを「四条烏丸」でできる

なんて、さすが京都だ、うらやましい！などと、

あまり本質とは関係ない部分で反応してしまい

ました（笑）。今頃京都は紅葉のシーズンで「山

装う、街も装う」そのものなのでしょうね。 

●守田さんの反核サマーキャンプレポート拝見。

いつもながら守田さんのアクティビティーには

敬服です。こうしたキャンプの存在などはこれま

でほぼ知らない世界でしたので興味深く拝読し

ました。レポートがとてもスグレモノなので、そ

の様子がようく伝わります。地球上に拡散する核

の問題、核被害者の存在をもっと至近距離で捉え

なければと考えた次第です。“グローバルシンキ

ング”について行けてないなあと自分の力不足

を感じつつも、『「核兵器廃絶」＝「ヒロシマ・ナ

ガサキ」』＋α の視点を持ち、多面的に反核を考

えて行くことの大切さとヒントを教わった気が

します。多謝。 

●石角さんの、「原爆―私たちは何も知らなかっ

た」の短い書評の中にも衝撃的な歴史に触れられ

ており、私は原爆投下の背景についてはある程度

知っていたような気がしていただけで、“本当は

何も知らなかったのでは？”と、知らないことの

怖さのようなものを感じました。この本の帯に見

える、「原爆は米・英・加の共同プロジェクト」「投

下しなくても戦争は終わった」「核拡散は終戦前

から予測されていた」の文言が目から消えません。

読むっきゃない！ので、読みます。本屋さんへ走

ります。 

●米重さん、お母様の被爆体験記をまとめられま

したら是非ご紹介くださいね。 

 

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 
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■日本被団協近畿ブロックの相談事業講習会に

参加 

平 信行（南区） 

１１月９日～１０日、日本被団協近畿ブロック

の２０１８年相談事業講習会に、増田さんと２人

で初めて参加してきました。会場は神戸市･舞子

ビラ神戸で、参加者は全体で４２名でした。１日

目は日本被団協事務局次長･藤森俊希さんの講演

「核兵器のない世界めざして」と、夜は交流会。

２日目は日本被団協相談員･原玲子さんの講演

「介護保険制度の活用について」。被爆者の介護

認定、介護手当などについてたくさんのことを学

ぶことができました。 

 

■来年も個展を！ 

増田正昭（下京区） 

来年も、個展をおこないます。アートギャラリ

ー北野１階 （河原町三条角）で２０１９年７月

１７日（水）～７月２２日（月）に行います。今

日、予約しました。 

オーナーと相談して、繁華街のど真ん中で個展す

る 意味とか、ギャラリーでの個展の難しさとか

楽しさとか、いろいろ考えさせられことが多いで

すが、第２回目個展に挑戦します。 

皆さんよろしくお願います 

 

■「私学と兵役－同志社の学徒出陣」展にて 

井上哲士（左京区） 

１１月１７日（土）の朝、井上吉郎さんのＦＢ

で知り、早速、東京から自宅に帰る途中に同志社

大学に立ち寄り、開催中の「私学と兵役－同志社

の学徒出陣」展に行きました。 

ハリス理化学館の同志社ギャラリーでの学徒

出陣７５周年の企画展。徴兵猶予を私学でも獲得

するための新島襄の苦悩やその後、学生の徴兵猶

予が１９４３年に無効となり学徒出陣への流れ

が展示されています。同志社での同年１１月１５

日の壮行会での「出陣の誓い」や日章旗寄せ書き

など貴重な資料が並んでいます。戦死した学徒の

表もありましたが、死亡した月日も場所も多くは

「不詳」。太平洋戦争の戦死者の六割は餓死者。

その中にこの学徒たちもいるのでしょう。これが

「聖戦」の実態でした。 

 

■水曜行動に多くの外国の人たちから「ありがと

う」の声 

守田敏也（左京区） 

１１月７日（水）、旧日本軍性奴隷問題の解決

を求める水曜行動に参加してきました。今日も多

くの海外からの方が通り過ぎる中、日本語、ハン

グル、英語、中文簡体字、中文繁体字の Q&A を

配りました。 

この活動をしていると多くの中国人、韓国人、

台湾人などと出会いますが、そのほとんどが「あ

りがとうございます」と言ってくださいます。な

んというかネトウヨが言うような「反日に凝り固

まった人」なんかほとんど見たことがない。そう

ではなくて相互の国の民衆の温かな交流を求め

ている人々がほとんどです。 

被害を受けたおばあさんたちの尊厳を回復す
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ることはすべての人の人権を守ることにつなが

ることです。性暴力を捉え返し女性の尊厳を守る

ことも、男性および色々な性のあり方を含めて、

すべての人の尊厳を守れる豊かな社会を築くこ

とにつながります。その一つ一つが私たちの幸せ

をより大きなものにするのです。 

もちろんそれぞれの国の人々が、二度と国に乗

せられて戦争に駆り出され、殺しあうことないよ

うにすること。穏やかに、かつ豊かに交流し、と

もに未来を作り出す道を切り開くためでもあり

ます。おばあさんたちはだから繰り返し「二度と

若い人がこんな思いをしないように」と語り続け

ました。そしてだからこそまた「真実を教科書に

書いて若い人に教えて欲しい」と語り続けました。

ぜひその点をこそ多くの方に知って欲しいと思

います。 

私たちの水曜行動は月一回のささやかなもの

ですが、これからも頑張って続けていきます！ 

 

■広島市の被爆体験伝承者養成事業に参加して

５ヶ月 

庄田政江（大阪市平野区） 

広島の被爆体験伝承者養成事業で、先月の１０

月、２日間被爆者の方のお話しを聞く機会があり、

６月と合わせて１１人の方から聞かせていただ

きました。この中から自分が伝承しようと思う方

を選ぶことになります。来年からは語り継ごうと

思う被爆者の方とグループを作って伝承のとり

くみを進めていくことになります。伝承事業も最

初に始められた頃の被爆者と比べると、今はどう

しても幼い頃に被爆した人が増えていて、同じ被

爆体験でもいろいろと違いが出てきているよう

です。 

私は英語でも語り継いでいこうと思っている

ので、外国の人にも比較的分かりやすい体験、そ

れから女性の方の体験を選ばしてもらおうと思

っています。 

 

■来年は長崎に・・・ 

西村八郎（南区） 

Facebook で長崎の２世の会が浦上川の河川敷

の掃除とか花壇の整備とか行っていることを知

りました。そこで、「私も何十年も前に長崎で活

動していました。今の活動についていろいろと知

りたいのですけれど」とメッセージを送ったので

すが、まだ返事はなくて待ちぼうけです。来年は、

６月頃に１週間か１０日ぐらい休暇を取って長

崎に行き、いろいろ行われている活動について知

って来ようと思っています。 

 

■「原爆が遺した子ら～胎内被爆小頭児をささえ

て～」 

菊池 洋（南区） 

毎年関西大学を会場に行われる『「地方の時代」

の映画祭』、今年も１１月１０日～１６日開催さ

れました。優れた作品がたくさんありました。中

国地方からは毎年原爆関係の作品が出されてい

ますが、今年もＲＣＣ中国放送制作による『原爆

が遺した子ら～胎内被爆小頭児をささえて～』が

優秀作品に選ばれています。「胎内被爆による原

爆小頭症の被爆者たちの存在を見つけ出し、生涯

にわたって支援を続けた、被爆地・広島のジャー

ナリストたちの活動の記録」と紹介されています。 

機会があれば是非視聴されるようお薦めしま

す。 

■『この世界の片隅で』と胎内被爆小頭児 

米重節男（向日市） 

「原爆が遺した子ら～胎内被爆小頭児をささ

えて～」の原点は、１９６５年出版の岩波新書『こ

の世界の片隅で』（山代巴編）にあります。『この

世界の片隅に』ではありません。この新書の中の

一遍に「ＩＮ ＵＴＥＲＯ」（胎内被爆時）とい

う文章がありますが、それは編者の山代巴さんの

はたらきかけで中国放送（ＲＣＣ）の風早晃治さ

んという人が取材し発表した小頭症の子どもと

その親たちのレポートでした。レポートは取材だ

けで終わらすことができず、その後、原爆小頭症

患者と親の会の「きのこ会」を発足させることに

つながります。会は３０年にわたって存続し続け、

患者の親同士を結びつけ、行政には数々の患者対

策を実現させるなどしてきました。 

今、小頭症患者の親たち

は高齢化し活動が難しく

なったり、亡くなる人も増

えてきて、これから小頭症

患者を支えるためにどう

していくべきか大きな課

題に直面しています。映像

作品「原爆が遺した子ら～

胎内被爆小頭児をささえ

て～」はそのことを紹介し、

世に訴えたものです。 
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■鞍馬を守れ、叡山電車を守れ！ 

守田敏也（左京区） 

今年の台風によって京都の北山全般が大変な

ことになっています。鞍馬に住む女性の講演から

も深刻な話を詳しく聞いてきました。膨大な量の

樹木が倒壊していて、まだ後始末もできていない

状態です。叡山電車はやっと鞍馬寺まで開通しま

したが、伝統の火祭りはとうとう中止せざるを得

ませんでした。来年また同じようなことが起きた

ら山は壊滅すると言われています。 

この状況に対して、“鞍馬を守れ、叡山電車を

守れ、山里が守れないと街も滅びる！”というキ

ャンペーンをとりくんでいきたいと思っていま

す。事態は鞍馬だけではありません。北区の山々

の林業も壊滅的なことになっているし、右京区の

京北一帯も含めて広い範囲で大変なことになっ

ています。山が荒れれば保水力も落ちて洪水をも

たらすことになります。 

関係する多くの人々との共同で、市民ぐるみ、

府民ぐるみの運動にしていく必要があります。そ

の中で原発災害対策のこと、ヨウ素剤配布のこと

なども関連させてとりくんでいきたいと思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■闘う沖縄 本土の責任  土岐直彦 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

「なんで空からおちてくるの？」５歳の園児の問いかけである。普天間基

地の落下事件を受けての幼児の問いである。私たち大人はどう答えればよ

いのだろうか。「政府」の言うように「辺野古以外」に道はないのか？沖縄

の置かれた現実を鋭く追及するだけではなく、日本国内で進行している「自

衛隊」の再編問題も取り上げている。マスコミでは、全くといってよいほ

ど取り上げない自衛隊の再編。そこには着実に米軍との協力関係が強化さ

れている。連携するのは「米軍」だけでなく「英国」「仏国」「韓国」「オー

ストラリア」と広がっていることを事例をあげて警告する。従来から問題

視されている「米軍への思いやり」も取り上げる。お金だけでなく、犯罪

についても「思いやり」をもつ日本政府。他国の実情を知れば知るほど「問

題は日本政府の姿勢」にある、と知る。米国にとって「日本」ほど「都合

のよい・理解のある国」はないのではないか。「抑止力」といわれる「海兵

隊」、実際は虚構であり、海兵隊の撤退を引き留めたのは日本政府、「新基

地」を日本政府のお金で作ってくれる、訓練飛行は、何の制約もうけない、そして沖縄県が自力をつけ

ないようにするために、国が「県」ではなく「基地のある市町村」に押し付けた予算。これらは著者の

独自の主張ではない、元新聞記者であるから取材でき、当事者・関係者から聞いたことを書いているだ

けである。我々の知らない、知らされていない事実がここには書かれている。もっともっと関心を持ち、

知るべき隠された事実があることを知った。 

 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
 

かもがわ出版 

１８００円＋税 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７３   ２０１８年１1 月２５日 

２５ 

 

■ヒロシマ・パラドクス 戦後日本の反核と人道意識  根本雅也 著 

紹介 石角敏明（長岡京市） 

「原爆は『人類』の上ではなく，ひとりひとりの人間の上に落ちた」この言葉

が、著者の考え方を表現している。三部構成になっているが、「Ⅰ部」「Ⅱ部」

は、戦後の「原水禁運動」について、著者の批判的意見を述べながら紹介され

ている。占領期には「原爆の投下」は人類にとって重要な意義をもつとして、

肯定的に語られていた、という。そして「原水禁運動」が分裂する中で「広島

市」が果たした役割について記述している。「原水禁運動」が分裂していく中

で、政治的には「中立」の立場で「反核運動」を進めるヒロシマでの運動を批

判的に紹介している。被爆から「７３年」立場を越えて、「原水禁運動」を振

り返る時期にきているのか？「被爆体験」を「聞く平和教育」そして「被爆体

験を語り継ぐ活動」も、その歴史も含めて取り上げ、今後の課題もあげつつ、

幅広く紹介している。「むしろ著者が訴えたいのは「被爆者」からの聞き取り

や、アンケートを基にして、「被爆者」の不安を具体的に紹介し、「原爆」は今

も「存在」している、という「Ⅲ部」の部分ではないか。そして原爆に反対する立場をとる時、政治的

な立場そのものを回避することは「不可能」であるといい、「非政治化」はどんな副作用をもたらすの

か、我々に警鐘を打ち鳴らす。何を「継承」するのか？なぜ継承しなければならないのか？自分たちが

明確にしないといけないと主張する。現在日本の「平和教育」の問題点を鋭く追及し、今後の反核運動

について一つの指針を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉誠出版 

３２００円＋税 

■関西電力 中間貯蔵施設 候補地選定が難航 決定越年も 

原子力発電所から出る使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設につ

いて、関西電力の候補地選定が難航している。関電の全原発がある福井県に 

対して「２０１８年中に県外の保管先を示す」と約束しており、期限まで２カ月を切った。青森県む

つ市にある他社の中間貯蔵施設を利用する案が有力視されているが地元の反発は根強く、越年する公

算が大きくなりつつある。  

「現時点では具体的な地点を言える状況にない。年内に示せるよう全社を挙げて取り組んでいる」。

関電の岩根茂樹社長は１０月下旬の記者会見で、この問題について問われて硬い表情を見せた。  

期限を設けたのは岩根社長自身だ。昨年１１月、大飯原発３、４号機の再稼働に理解を得るため、

使用済み核燃料の県外搬出を求める西川一誠福井県知事に対して、記者団の前で約束した。その後、

候補地を示せないまま約１年が経過し、関電のある経営幹部は「原発関連の立地問題は期限を言って

しまうと難しくなる。なぜ言ってしまったのか」と頭を抱える。  

昨年５月以降、高浜原発と大飯原発の計４基を再稼働させた関電。電力自由化で顧客獲得競争が激

化しており、原発は電気料金値下げに不可欠な「武器」だ。一方で、原発内の燃料プールで保管する

使用済み核燃料は増え続け、今後６～９年ほどで満杯となる見通しだ。  

Scrap 
book 
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■広島 原爆犠牲のマレーシア人、オマールさんを偲ぶ 

広島で被爆後、京都で亡くなったマラヤ（現マレーシア）出身の留学生、サイド・オマールさんを

しのぶ「平和のつどい」が８日、広島市中区であった。オマールさんの墓が校区にある京都市左京区

の市立修学院小６年の児童１２０人が、ゆかりの人から話を聞いた。 

 「みなさんご存じのように、オマールさんはとてもハンサムで力強い方でした」。紅葉が色づく元

安川のほとり。オマールさんが当時住んでいた寮の跡地近くに建てられた碑の前で、広島市安佐北区

の高齢者施設で暮らす栗原明子（めいこ）さん（９２）は、声を振り絞るように語りかけた。 

 栗原さんは、学徒動員先だった仁保町（現南区）の東洋工業（現マツダ）で被爆。大手町（現中区）

の自宅周辺で途方に暮れていたところを、知人に声をかけられ、近所の広島文理科大（現広島大）で

夜を過ごすことに。そこでオマールさんら留学生に出会った。 

 大学は爆心地から１・５キロ。寮でアイロンがけをしていたオマールさんは、崩れてきた建物の下

敷きになったが、被爆者の救護にあたるなどした。夜になると星空の下で故郷の歌を歌ったりしなが

ら、約１週間、互いに励まし合いながら野宿生活を続けた。 

 オマールさんは終戦後、帰国のため汽車で東京へ向かった。途中、体調が急変し、京都で下車して

病院で治療を受けたが、帰らぬ人に。亡くなった地に墓を建てるというイスラムの教えにのっとり、

遺体は京都市内に埋葬され、その後墓は左京区の円光寺に移された。 

 修学院小では、墓の存在を知った１９９０年ごろから、なぜオマールさんの墓が京都にあるのか、

なぜ東南アジアの青年が戦時中に日本にいたのかなどを調べ始めた。広島を訪れ、栗原さんたちに話

を聞いてきたが、費用の都合で２０１４年に途絶えていた。 

 今年、バス移動にするなど費用を抑えることで４年ぶりに復活がかなった。夏の終わりごろから、

かつて同校で教諭を務め、子どもたちと一緒に「オマールさんを訪ねる旅」という本も出版した京都

市の早川幸生さん（７０）に話を聞くなどの事前学習をしてきた。 

 栗原さんの話を聞いた児童代表は「想像つかへんくらいの被害だったと思う。これからもお体を大

切にして、色々なお話を聞かせて下さい」と感想を述べた。 

 栗原さんは、子どもたちの姿に目を細めながら、最後にこう述べた。「みなさん、命を大切にして

下さいね。生きたくても生きられなかった人がいるんです。元気で生きて、語り継いでいってね」 

（２０１８年１１月９日 朝日新聞） 

有力視されているのが、東京電力ホールディングス（ＨＤ）と日本原子力発電が出資して青森県む

つ市に建設した中間貯蔵施設（国の審査中）を関電も使う案だ。両社が出資する「リサイクル燃料貯

蔵（ＲＦＳ）」に対して「関電が出資する方向で最終調整」と共同通信が今年６月に報道すると、む

つ市の宮下宗一郎市長が「一切聞いていない」と反発。東電幹部らに説明を求める事態になった。  

関係者によると、関電がむつ市の頭越しに青森県と交渉を進め、地元対策が後手に回ったとの見方

が強い。県庁がある青森市に関電が契約事務などを扱う事業所を新設したことも、「立地する市町村

軽視」との反感を招いた可能性がある。電力政策を所管する資源エネルギー庁のある幹部は「関電は

県とも市町村ともうまくコミュニケーションを取ってほしい」と危惧する。  

関電の電力供給エリア内では、福井県以外で受け入れ先を見付けるのは困難とみられ、むつ市以外

に選択肢が見当たらないのが実情だ。高浜原発がある福井県高浜町の野瀬豊町長は受け入れに柔軟な

姿勢を示すが、県との公約は重く、実現性は低い情勢だ。関電内部や地元関係者からも「年内の候補

地選定は厳しい」との声が漏れ始めている。 

（２０１８年１１月６日 毎日新聞） 
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▼福島第一原発事故により京

都に避難している人々が事故

の責任と適正な対策、補償を求

めて闘っている原発賠償京都訴訟。

その控訴審（大阪高裁）の第１回口頭弁

論が１２月１４日に迫ってきました。原告団、弁

護団、支援の人々はそれに備えた学習会を重ねて

おり、第２回目が１１月１０日（土）に行われま

した。当日の講演の一つが「原爆症認定訴訟から

学ぶ」で私が担当させていただきました。放射線

防護についても、医療についても、法律について

もまったくの素人の私にどこまでのことが話せ

るのか自信はありませんでしたが、できるだけの

ことは伝えるようにしました。せっかくですから、

当日の講演要旨を文字にして会報にも掲載させ

ていただきました。▼原爆症認定訴訟は始まって

から１５年になります。未だ国は基本的な姿勢を

変えようとせず、裁判に訴えなければ認定されな

い被爆者は少なくありません。それでも放射線被

ばくの知見について、認定審査基準について、国

の考え方を打ち破り、確かな歴史を築いてきてい

ることは、要旨をまとめていて実感しました。（平） 

■音声ガイド 来春刷新 原爆資料館 吉永小百合さん再び担う 

原爆資料館（広島市中区）は、来春のリニューアルオープンに合わせ、被爆資料や遺品などの展示

について案内する音声ガイドの内容を刷新する。一部の展示では引き続き、俳優の吉永小百合さんが

ナレーションを担う。 

音声ガイドは来館者に有料で貸し出す専用機器を使い、展示ごとに番号を押すとイヤホンを通して

説明を聞ける。再オープン後は、６４点の展示で用意する予定で、従来の５６点より８点増える。そ

のうち、焼けた三輪車や弁当箱といった遺品などを中心に、１９点を吉永さんが担当する。 

音声ガイドは同館が２００２年に導入。当時の畑口実館長の依頼で、吉永さんがボランティアで引

き受けた。今回は今月１４日に広島市西区のスタジオで音声を収録した。 

再オープンまでに日本語、英語、中国語、韓国語の４カ国語を準備する方針で、フランス語も早期

に追加したい考え。同館学芸課の加藤秀一課長は「リニューアル後の展示は、被爆者が苦しみながら

生き抜いた長い戦後にも焦点を当てる。ふさわしい解説にしていきたい」としている。（明知隼二） 

（２０１８年１１月１６日 中國新聞） 

■前田健太が平和記念公園で慰霊碑に献花「大切な町」 

１３日にマツダスタジアムで行われる「２０１８ 日米野球」の第４戦に先発するＭＬＢ選抜のド

ジャース前田健太投手（３０）が１２日、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆死没者慰霊碑に参拝、

献花を行った。その後、平和記念資料館の視察を行った。 

前田は「広島は９年間プレーした僕にとって大切な町。広島のこの場所が大切ということを日本に 

も米国にも発信したい」と登板に向けた決意を語っ 

た。 

前田は０７年から１５年まで広島でプレーした。今回

が初の凱旋（がいせん）登板で、第４戦では 

当時は自主トレをともにしてきた広島の後輩、大瀬良

と投げ合う。 

（２０１８年１１月１２日 日刊スポーツ） 
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行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

１２ １ 土 「ヨウ素剤を配ってよ＠京都」第２回ミーティング（13時３０分・ひとまち交流館） 

 2 日 世界初の人工的核分裂連鎖反応に成功した日（１９４２年シカゴ大学） 

 ３ 月  

 ４ 火 人権週間 

 ５ 水  

 ６ 木 ６・９行動 

 ７ 金 キンカン行動 

 ８ 土 太平洋戦争開戦（１９４１年） 

 ９ 日 6・９行動 

 １０ 月 
臨時国会会期末 

世界人権デー（１９４８年国連世界人権宣言） 

 １１ 火  

 １２ 水  

 １３ 木 南京大虐殺（１９３７年） 

 １４ 金 原発賠償京都訴訟控訴審第１回口頭弁論（１０時３０分・大阪高裁）  キンカン行動 

 １５ 土  

 １６ 日  

 １７ 月  

 １８ 火 安保法制違憲訴訟第７回口頭弁論（１５時・京都地裁） 

 １９ 水 「安保法制」廃止をめざす１９日行動 

 ２０ 木 「２世・３世の会」例会と忘年会（１８時３０分） 

 ２１ 金 韓国統監府設置（１９０５年）                     キンカン行動 

 ２２ 土 冬至 

 ２３ 日 

被爆者を励ます・クリスマス平和パーティー（１３時・ラボール京都） 

天皇誕生日 

全国高校駅伝 

 ２４ 月 振替休日 

 ２５ 火 クリスマス 

 ２６ 水  

 ２７ 木  

 ２８ 金 キンカン行動 

 ２９ 土  

 ３０ 日  

 ３１ 月 大晦日 

 


