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１部 年次総会議案の討論と決定 １３：３０～１４：３０ 

⚫ ２０１９年度の活動のまとめ、２０２０年度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 記念講演 １４：３０～１６：３０ 

●記念講演 守田敏也さん（京都「被爆２世・３世の会」世話人・フリーライター） 

「核の終わりを探る旅」 
アメリカ・ワシントン州とニューメキシコ州 核開発の根源地と被害の実態レポート 

 ２０１９年、守田敏也さんは２度に渡り渡米、アメリカの核開発の拠点とされてきたニュー

メキシコ州とワシントン州の現地、施設、人々の被害の実態を視察してきました。 

 私たちの日本の“明日に向けて”― 核開発の根源地アメリカの実態を知り、アメリカの

人々とも手を携えて、核廃絶と被害者救済をめざしていきましょう。そのための学習会です。 

 

 

★京都「被爆２世・３世の会」の総会・記念講演は誰でも参加できるオープン企画です。 

会員外のみなさんにも広くお知らせ、ご案内下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年度年次総会のお知らせ 

■日  時 ２０２０年４月１８日（土） 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） 

２０２０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。 

２０２０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１８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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東日本大震災による原発事故 3.11 によせて 
 

「あの日」を境にすっかり生きる道が変わった私たち京都訴訟原告団に寄り添い、ともにまた１

０回目の「あの日」を迎えてくださる支援する会のみなさまに心より深く感謝申し上げます。 

原告団の仲間たちは京都からさまざまな場所で人生を立て直し、日々暮らしています。時間の経

過とともに、癒えることのない悲しみが深くなったように感じます。それでも避難者はいまだ全国

に約５万人います。これは、福島県や近隣都県の放射能汚染が続いており、健康被害や避難者の住

宅問題、生業の苦境など人として生きることを棚上げにしたままの国が示す「復興」が道半ばであ

ること、原発事故は収束すら見通せないことなどさまざまな悲しみを内包しています。 

もう１０年目、しかしまだまだ１０年目であります。 

子どもたちの明るい未来のためそして、理不尽な不当判決が続く賠償訴訟を完全勝訴にみちびく

その日まで、被ばくから逃がれ不安のない生活ができる日まで私たち原告は声をあげ続けます。 

これからもともに、一緒に生きていきましょう。 

 

原発賠償京都訴訟原告団共同代表 堀江みゆき、萩原ゆきみ、福島敦子 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２６日（水）原発賠償京都訴訟控訴審 

第６回弁論期日での入廷行進と報告集会 
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核兵器廃絶に向けて ～ ＮＰＴと核兵器禁止条約 
≪学習資料≫ 

分責：平 信行 

 

１、 今、世界にはどれだけの核兵器があるのか 
（２０１９年６月１日現在 長崎大学核兵器廃絶研究センター） 

  作成配備   作戦外貯蔵  退役・解体 全保有数 

 大陸間弾道 潜水艦発射
弾道 

航空機搭載 大陸間弾道 潜水艦発射
弾道 

航空機搭載 待ちなど  

ロシア  1,582   2,749    

 822 560 200 823 980 946 ～2,170 ～6,500 

アメリカ  1,750   2,050    

 400 900 450 400 1,020 630 ～2,385 ～6,185 

フランス  280   ～20    

 0 240 40 0 ～10 ～10 0 300 

中 国     290    

    220 48 20 0 290 

イギリス  120   95    

  120   95   215 
         

イスラエル    50 0 30  80 

パキスタン    ～114 0 ～36 0 ～150 

インド    ～60 ～20 ～48 0 ～130 

北朝鮮     20～30   20～30 

合計  ～3,730   ～5,595  ～4,555 ～13,880 

 

世界の核弾頭数の推移 



京都「被爆２世・３世の会」会報№８９   ２０２０年３月２５日 

５ 

２、核軍拡と核軍縮の歴史（略史） 
 核軍拡 核軍縮 ＮＧＯ・市民団体とその他 

１９４５年 広島・長崎原爆投下   

１９４６年  
国連総会第１号決議「核と大量破壊

兵器廃絶」 
 

１９４９年 ソ連、初の核実験   

１９５２年 イギリス、初の核実験   

１９５４年 アメリカ、ビキニ環礁で水爆実験   

１９５５年   広島で初の原水禁世界大会 

１９６０年 フランス、初の核実験   

１９６１年   非同盟諸国運動始まる 

１９６４年 中国、初の核実験→核保有国５ヵ国   

１９６７年  中南米・カリブ非核兵器地帯条約  

１９７０年  ＮＰＴ（核不拡散条約）発効  

１９７５年 インド、地下核実験  生物兵器禁止条約発効 

１９８０年   核戦争防止国際医師会議 設立 

１９８２年   平和首長会議 設立 

１９８５年  
東南アジア・南太平洋非核兵器地帯

条約 
 

１９８６年 イスラエルの（秘密）核保有が露見   

１９８８年  
米ソ、ＩＮＦ（中距離核戦力）全廃条

約発効 
 

１９９１年  
ソ連崩壊、冷戦終結 

米ロＳＴＡＲＴⅠ調印 
 

１９９５年  ＮＰＴ再検討会議 無期限延長決定 アボリション 2000 誕生 

１９９６年  アフリカ非核兵器地帯条約 
国際司法裁判所勧告的意見「核は国

際人道法に違反」 

１９９７年   化学兵器禁止条約発効 

１９９８年   対人地雷禁止条約発効 

２０００年  
ＮＰＴ再検討会議 核保有国の約束 

モンゴル一国非核の地域 
 

２００１年 ニューヨーク同時多発テロ   

２００５年 北朝鮮核兵器保有宣言 ＮＰＴ再検討会議 体制崩壊の危機  

２００６年 北朝鮮、初の核実験 中央アジア非核兵器地帯条約  

２００７年   ＩＣＡＮ設立 

２００８年   
平和首長会議「ヒロシマ・ナガサキ議

定書」 

２０１０年  ＮＰＴ再検討会議 法的枠組の努力 クラスター爆弾禁止条約 

２０１１年 福島第一原発事故 米ロ、ＳＴＡＲＴ２発効 
国際赤十字「核兵器廃絶と完全廃棄

を求める決議」 

２０１２年  核兵器の非人道性１６ヵ国共同声明  

２０１３年  第１回「核兵器非人道性国際会議  

２０１４年  
第２回「核兵器非人道性国際会議」 

第３回「核兵器非人道性国際会議」 
 

２０１５年  
ＮＰＴ再検討会議 決裂 

イラン核協議の最終合意 
 

２０１６年  核兵器の法的禁止の国連作業部会  

２０１７年  国連で核兵器禁止条約採択 ＩＣＡＮにノーベル平和賞 

２０１８年 
アメリカ、核戦略（ＮＰＲ）見直し 

アメリカ 臨界前核実験実施 
  

２０１９年 米ロ、ＩＮＦ全廃条約失効   
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３、世界の核実験場 

 

核実験は地球上で２０００回以上行われてきた。 

そのすべてが旧植民地（領）、先住民族、少数民族居住地で行われた。 

甚大で深刻な被害は隠蔽され、今も多くの人々が救済されないまま放置されている。 

ヒバクシャは広島・長崎だけではない。 

 

 

４、核不拡散条約（ＮＰＴ）Ｔｒｅａｔｙ ｏｎ ｔｈｅ Ｎｏｎ-Ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｗｅａｐｏｎｓ 

（１）概要 

⚫ 目的「核兵器の不拡散」、「核軍縮の促進」、「原子力の平和利用促進」 

⚫ １９７０年発効、１９１ヵ国が加盟 （２０１９年３月現在） 

⚫ 非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダン ※北朝鮮は 03年一方的に脱退宣言 

（２）条約の基本 

① 締約国を核兵器を持ってもいい国と持ってはならない国に分類 

《核兵器国》 

 アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国 

 他の国に核兵器を譲渡したり、援助、奨励したりしないこと（第１条） 

《非核兵器国》 

 「核兵器国」以外の国々 

 核爆発装置の開発、製造、取得を行わないこと（第２条） 

② 核軍縮をすすめる約束 

すべての締約国、特に「核兵器国」は、核兵器廃絶のための条約を誠実に交渉する（第６条） 

③ 原子力の平和利用 
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 全締約国に原子力の平和利用を認める。締約国は平和利用促進の協力をする（第４条） 

 平和利用が正しく行われるよう国際原子力機関（ＩＡＥＡ）監視の設置（第３条） 

（３）ＮＰＴ再検討会議（第８条）  

⚫ ５年に一度開催し、条約の履行状況を検証、全会一致ルール、合意文書の作成を追求 

⚫ １９９５年再検討・条約延長会議 

 条約の延長を確認 

 「核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定」を採択 

 包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）締結や核兵器削減に向けての積極的努力の約束 

 中東に大量破壊兵器の存在しない地帯設立（中東に関する決議） 

⚫ ２０００年 

 核保有国の条約不履行（核軍縮をすすめていない）に非保有国の怒り 

 「核兵器廃絶の核兵器国の明確な約束」１３項目の約束（全会一致）－期限なし 

⚫ ２００５年 

 最終文書合意されず アメリカの一国主義に対し、非同盟諸国の強い反発 ＮＰＴ体

制崩壊の危機 

⚫ ２０１０年 

 ６４項目の具体的「行動計画」含む最終文書採択 － しかし期限なし 

 「国際人道法」「核兵器禁止条約（法的枠組み）の必要性」に言及 

 中東非大量破壊兵器地帯の実現に向けた国際会議の開催決定 

⚫ ２０１５年 

 最終文書合意されず 核軍縮をめぐる核兵器国、非核兵器国との対立激化 

⇒ しかしその後、合意文書（案）の中身に基づいて「法的枠組みを作る作業部会」の設置の

合意 ⇒ 核兵器禁止条約のための会議と採択に向かう。 

 

５、核兵器禁止条約 

（１）核兵器禁止条約の採択 

⚫ ２０１７年７月７日 

⚫ 議長 コスタリカのエレン・ホワイト国連大使 

⚫ １３０の非核兵器国、国際機関、多くの市民社会代表（国際ＮＧＯ）が参加 

 核兵器国、「核の傘」に依存する国は不参加 

⚫ 賛成１２２ヵ国、反対１ヵ国（オランダ）、棄権１ヵ国（シンガポール） 

⚫ 条約は批准国が５０ヵ国になった後９０日で発効 

 ２０２０年２月１日現在 署

名８０ヵ国、批准３５ヵ国 
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（２）核兵器禁止条約の内容 

① 前文  

 国連憲章の原則を確認 

 核兵器がもたらす破滅的な人道上の結末とそのリスクに言及 

 ヒバクシャ（ｈｉｂａｋｕｓｈａ）と核実験被害者の被ってきた「受け入れがたい苦

痛」を心に留め 

 核実験の被害を受けてきた先住民族や放射線の被害を受けやすい女性たちへの影響

に言及 

 核軍縮の遅さと核兵器に依存した軍事政策に「憂慮」 

 平和軍縮教育の重要性と赤十字やＮＧＯ、宗教者、議員、ヒバクシャらの役割を強調 

 原子力の「平和利用の権利」を認め 

② 本文 

第１条（禁止条項） 

 いかなる場合も次の行為は行わない。 

核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、移動、使用の威嚇、援助、奨

励、勧誘、自国内への配置、設置、配備 

 未臨界核実験、コンピューター・シュミレーション実験も禁止 

 「開発」の禁止は原子力活動への規制強化につながる。 

第２条～４条 核兵器保有国が将来核兵器禁止条約に参加する場合の道筋 

（３）これまでに核兵器禁止条約を批准した国３５ヵ国 ― 条約発効まであと１５ヵ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）核保有国を包囲する世界の大勢 

① アメリカの「核の傘」の下の国は２７ヵ国のみ 

■ＮＡＴＯ 

ベルギー※、イタリア※、オランダ※、トルコ※、ドイツ※、デンマーク、アイスランド、

ルクセンブルク、ノルウェー、ポルトガル、ギリシャ、スペイン、チェコ、ハンガリー、

オーストリア 

サンマリノ 

バチカン市国 

パレスチナ 

ガンビア 

バングラデシュ 
タイ 

ラオス 
ベトナム 

ニュージーランド 

パラオ 

サモア 
ヴァヌツ 
キリバス 

クック諸島 

メキシコ 
エルサルバドル 
ニカラグア 

コスタリカ 
パナマ 
エクアドル 

ベネズエラ 

トリ二ダード・トバコ 
ガイアナ 

南アフリカ 

ボリビア 
パラグアイ 
ウルグアイ 

キューバ、ドミニカ 

アンティグア・バーブーダ 
セントビンセントグレナディーン諸島 
セントルシア 

カザフスタン 

モルディブ 
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ポーランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、ブルガリア、ルーマニア、

アルバニア、クロアチア 

※はアメリカの核兵器が実際に配備されている国（推定１５０発） 

■その他の同盟国 

日本、オーストラリア、韓国、カナダ 

 

６、核軍縮をすすめ、核兵器禁止条約を作り出してきた「３つの力」 

（１）国際政治の場における民主主義の台頭 

① 大国の横暴を許さない、小さい国でも一国一票の権利、平等の要求 

 非同盟諸国運動 １９６１年 ２５ヵ国でスタート 

 非核兵器地帯条約の締結と拡大 

ラテンアメリカ・カリブ（１９６７年）、南太平洋、東南アジア（１９８５年）、アフ

リカ（１９９６年）、モンゴル一国（２０００年）、中央アジア（２００６年） 

 新アジェンダ連合 １９９８年、非同盟・西側諸国の中の７ヵ国が「新たな課題（ア

ジェンダ）が必要」と声明 

ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、ス

ウェーデン（かって一度は核を持とうとした国々） 

② 国際組織、ＮＧＯ、市民社会の発言力強化とネットワークの拡大 

～政府間交渉だけに委ねない力 

 平和首長会議（世界の７５００を超える都市が参加） 

 赤十字国際平和委員会 
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 核戦争防止国際医師会議（１９８０年） 

 アボリション２０００（１９９５年） 

 ＩＣＡＮ（核兵器廃絶国際キャンペーン）２００７年設立 

 日本の原水禁運動・被爆者運動 

（２）「法の支配」に基づく国際政治 

① 大国の「力の支配」の打破 ～ 「法の支配」が確立した世界実現の指向 

② １９９６年国際司法裁判所（ＩＪＣ）の勧告的意見 「核兵器は一般的国際人道法に違反」 

③ 他の大量破壊・殺戮兵器禁止条約の発効 

 生物兵器禁止条約（１９７５年） １７９ヵ国 

 化学兵器禁止条約（１９９７年） １９２ヵ国 

 対人地雷禁止条約（１９９８年） １６４ヵ国 

アメリカ、ロシア、中国、インドなど未加盟 

 クラスター爆弾禁止条約（２０１０年） ８４ヵ国 

アメリカ、ロシア、中国など未加盟 

（３）「非人道性」の立場からの核兵器批判 － 核抑止力批判 

① 日本の原水禁運動の原点 

② 核兵器の非人道性に関する共同声明 ノルウェー、スイス、オーストリアなど１６ヵ国から 

声明は２０１２年から２０１５年まで計６回提出され、最後は１２７ヵ国が署名するまでに 

③ 核兵器の人道的影響に関する国際会議 

 第１回（２０１３年）オスロ １２８ヵ国 

 第２回（２０１４年）メキシコ・ナジャリット １４６ヵ国 

 第３回（２０１４年）ウィーン １５８ヵ国 

 

７、核廃絶に向けて ～ これからの運動 

（１）核兵器禁止条約の批准国は着実に増え、間近に迫る条約発効 

－ 核保有国への大きな圧力 

（２）アメリカ、ロシア核保有国の新たな核軍拡競争の危険 → 核の国際秩序の崩壊 

① アメリカ・トランプ政権の「核戦略見直し（ＮＰＲ）」とロシア・プーチン政権の対抗 

 通常兵器、サイバー攻撃に対しても核兵器で反撃報復、核の先制使用 

 核の小型化の開発、製造開始、実戦配備 

 核実験の再開 

 ロシアの新たな核戦略システム導入（新

型ＩＣＢＭ、無人潜水艦など） 

② アメリカのイラン核合意からの離脱 

③ アメリカ、ロシアのＩＮＦ（中距離核戦力）全廃

条約の破棄、失効 

（３）２０２０年ＮＰＴと世界大会は、核兵器禁止条約を力に、核保有国の義務と合意の実行を迫 

る重大な対決の場 

 鍵は、国際世論と運動、市民社会と各国政府との共同のとりくみの発展 
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 特に核保有国と同盟国内におけるとりくみの前進が決定的 

（４）核保有国とその同盟国内でも核軍縮・廃絶求める運動は広がっている 

アメリカ 全米市長会議が核兵器禁止条約支持決議 

 カリフォルニア州議会、ニュージャージー州議会、バークレー市議会、 

 ワシントンＤＣ評議会、タコマ・パーク市議会など核兵器禁止条約支持決議 

スペイン 連立政権の一翼・社会労働党は核兵器禁止条約の調印に合意していた 

カナダ カナダ協会協議会が首相と全政党に核兵器廃絶の書簡 

ノルウェー 国会が核兵器禁止条約の署名・批准の可能性を調査する決議 

スイス 上院／署名・批准を内閣に要求、下院／政府に条約の署名を求める決議 

オーストラリア 政権交代を狙う労働党が核兵器禁止条約の署名・批准を決議 

世論調査（核兵器禁止条約に署名すべき） 

 ベルギー６６％、オランダ６６％、ドイツ７１％、イタリア７２％ 

（５）私たちの課題 

① 核兵器禁止条約を批准し、世界の核廃絶運動をリードする日本政府（政策）の実現 

② 核兵器禁止条約を作り出した３つの力を日常の中で語られるように 

 国際政治における民主主義の前進 

 「力」ではなく「法」の支配する社会 

 核抑止力批判 

③ 核兵器の非人道性と危険性の意識を高め続けていく 

 「広島・長崎のヒバクシャが訴える核兵器廃絶国際署名」が引き続き重要 

世界の署名数は １，０５１万７，８７２筆（昨秋） 

京都の署名数は ２１８，８０２筆（２０２０年２月） 

 地方自治体からの発信 

自治体首長署名 全国２０の府県知事、１２２９人の市区町村長（全市区町村数

は１７４１） 

京都は１２人 京都府、京都市、亀岡、向日、長岡京、福知山、綾部、大山崎、 

         与謝野、伊根、京丹波、笠置 

 日本政府へ核兵器禁止条約の批准を求める地方自治体議会意見書採択 

全国 ４４１自治体（２４．７％） 

京都は６自治体  京田辺、木津川、綾部、精華町、向日、亀岡 

④ 核兵器廃絶・原発廃棄・各被災者救済を一体とした活動 

 日本の保有するプルトニュウムは４８㌧ － 核兵器６～７０００発の能力 

 

核なき世界に向けて ― 世界は動く、動かせる！ 
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2020 年アメリカ大統領選挙と核兵器政策 

宮本ゆきさん（アメリカ・シカゴ） 

 

今年の１１月３日は４年毎のアメリカ大統領選

挙の日です。選挙に向けて、現在アメリカでは民

主党候補の選出が最終段階に入っています。通常

２月から３月の間に、各州が候補者を決める選挙

が集中するのですが、中でも先日３月３日は最も

多くの州でこの予備選挙が開催されたため「スー

パー・チュースディ」ⅰと呼ばれる現象となり、こ

こで民主党候補は前副大統領のジョー・バイデン

か、革新系のバーニー・サンダースの二択に絞ら

れました。ちなみに私の住むシカゴのあるイリノ

イ州は３月１７日が予備選挙となっています。こ

うした流れを踏まえ民主党の候補者とアメリカ

の核兵器政策について考察してみます。 

 

まず、現在の核兵器政策で重要な点を２点確認し

ておきましょう。まず１点目は核兵器の先制使用

放棄（No First Use [of the nuclear weapon]; NFU）の

誓約で、これは１９６４年に中国によって提案さ

れ、中国はそれ以来この政策を遵守していますが、

E U、アメリカ、ロシアなどは採択していません。

１９９９年にはドイツが E U 議会に、そしてアメ

リカではオバマ政権が採択するよう何度か議会

に働きかけましたが、否決されています。このNFU

は「核兵器の威嚇に対して」なのか「いかなる兵

器の威嚇に対しても」なのか、解釈が分かれてい

ます。しかし、トランプ大統領が政権を握って以

来、核兵器を増強しようとする流れが顕著で、ア

メリカが１９６８年に批准した核不拡散条約

（ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons: NPT）にあからさまにあらがっているこ

とで、かえって危機感が増し、この先制使用放棄

の誓約を議会に通そうとする動きが活発化して

きています。またこの誓約を核兵器廃絶のまずは

第一歩だとみている政策担当者や学者も少なく

ありませんⅱ。 

 

２点目は今から約一年後の２０２１年の２月に

期限を迎える新戦略兵器削減条約（The New 

Strategic Arms Reduction Treaty: New START）を延長

するか否かです。これは期間を５年とし、２０１

１年オバマ大統領とロシアのドミトリー・メドベ

ージェフ大統領との間で締結されました。１９９

１年の旧 START に比べると核弾頭や大陸間弾道ミ

サイルの数は低く制限されており、特に前者は６，

０００発からそれぞれ１，５００発へと設定され

ています。条約が延長されなければ、核兵器の保

有、配備数ともに両国は際限なく増やせることに

なってしまいます。 

 

こうした現状を踏まえ、民主党の候補者を見てみ

ましょう。一番手のアイオワの予備選挙では若手

（３８歳）で自らの同性愛を公にしていたピー

ト・ブティジェッジ（Pete Buttigieg）が勝利し、他

の民主党候補を驚かせませしたが、地元が近いニ

ュー・ハンプシャーではサンダースの勝利、ネバ

ダ州でもラテン系に強いサンダースが勝ちまし

た。しかし２月２８日に行われたサウス・カロラ

イナ州の予備選挙で、それまでアイオワ、ニュー・

ハンプシャー、ネバダで後塵を排していたバイデ

ンが圧勝したことで少し風向きが変わってきま

した。この結果、前述のブティジェッジとミネソ

タ州を基盤とするエイミー・クロブシャーという

中西部からの二人の候補者が辞退し（元々バイデ

ンと似た政策でした）スーパー・チュースディを

迎えることになりました。１４州が選挙に参加し、

そのうちサンダースはカリフォルニア、コロラド、

ユタ、そして地元のヴァーモントの４州で勝利し

ましたが、テキサスやマサチューセッツといった、

強いと言われていた州を落としてしまいました。 

 

スーパー・チュースディーの結果を受けて、民主

党候補として飛び入りし、選挙資金を全部自分で

賄ったと言われているメディア王のマイケル・ブ

ルーンバーグ（Michael bloomberg）が辞退、また

サンダースと票を割っている、と言われていたエ

リザベス・ウォレン（Elizabeth Warren）も地元マ

サチューセッツを落とし辞退を決め、正式にバイ

デンとサンダースの一騎討ちの様相です。 
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さて、２０１６年にトランプが勝利した際、元々

は民主党が得意とする基盤であったにもかかわ

らず（特に白人の）労働者層が共和党のトランプ

に投票し、メディアや大学関係者は、こうした人

たちの現実を見ることなくバブルの中にいた、と

揶揄されたことは、トランプの落選を信じて疑わ

なかった私にも苦い思い出です。 

 

では、バイデン、サンダースを支持しているのは

どういった層なのでしょう。まず、バイデンは圧

倒的にサウス・カロライナをはじめ南部に強いこ

とを見せつけました。彼は、オバマ政権のお陰で

アメリカの黒人層から支持を受けていること、ま

た保守の白人層を主な票田としています。確実に

トランプを倒したい、という思いから副大統領の

経験のあるバイデンを支持する、という見方もあ

るようです。 

 

翻ってサンダースは２０代の若者に圧倒的に支

持されており（私の学生なども、ほぼサンダース

支持です）、特にラテン系の若者からは、「バーニ

ーおじさん」（Tío Bernie; Tío はスペイン語で uncle, 

おじさん）と親しみを込めて呼ばれています。そ

れだけにラテン系の多いテキサス州を落とした

のは、彼にとっては遺恨だったことでしょう。 ま

た東海岸を中心とするインテリ層にも支持者が

多いのが特徴です。 

 

大まかに言うと徹底した冷戦プロパガンダで育

った中年以降の世代は、リベラルと自称していて

も、サンダースの唱える「社会民主主義」（Social 

Democracy）に拒否反応を示す人も多く、そうした

層がバイデンに、一方、社会主義という言葉にさ

してアレルギー反応がなく、格差と環境問題に敏

感な若い世代がサンダース支持に回っているよ

うです。 

 

さて、こうしたことを背景に二人の核政策の取り

組みと提言を見てみましょう。まずバイデンです

が、核兵器の先制使用についてはオバマ政権下で

取り組んでいたこともあり長らく支持してきた、

という自負があるようです。また、核兵器数の増

加には反対で New START の延長を望んでいます。

爆発力の低い（しかし使い勝手の良いとされる）

低出力核兵器（Low yield nuclear weapons）の開発

にも反対です。 

 

サンダースは核兵器の先制使用禁止法案の稟議

書を同僚で大統領候補として共に戦ったエリザ

ベス・ウォレン上院議員と担当し、New START の

延長も提唱しています。低出力兵器の開発にも反

対で、包括的核実験禁止条約（Comprehensive Test 

Ban Treaty: CTBT）に批准するべきだ、との立場を

取っています。（アメリカは１９９６年に締結し

ましたが議会の反対で批准はしていません）。ま

たサンダースはこれらの禁止条約は全て核兵器

廃絶につなげるべきだ、という明確なゴールを持

っており、核兵器の製造、維持、廃棄にかかる費

用を格差是正に使うべきだ、としています。また、

サンダースは、現在大統領に一任されている核兵

器の使用権限を、議会による戦争宣言と許可を必

要とする、に変える法案の稟議書をウォレン上院

議員と共同で書きあげました。 

 

残念ながら、アメリカの大統領選挙では、核兵器

の問題は先制使用と New START が比較的重要度の

高い問題とされていても、大きな文脈の中では優

先順位が高いとはいえません。しかし、若い世代

を中心に関心が高い話題は、なんと言っても環境

問題です。この問題は原発と絡めて語られること

が多いのですが、残念なことに「原発は二酸化炭

素を出さないので気候変動を助ける」、という言

説が大手英語メディア（The New York Times, the 

Washington Post, the Guardian）では、まだ優勢で

す。 

 

バイデンは原発の新規建設には反対ですが、現在

稼働しているものはそのまま維持すべきだ、との

立場です。また、小型原子炉の開発にも意欲的で

す。バイデンの環境問題に関する政策は「クリー

ン・エネルギー革命（the Clean Energy Revolution）」

と命名され、1.７兆ドルを当てて２０５０年まで

にはネットゼロⅲを目指し、１，０００万の新しい

雇用を約束する、としています。 
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一方、サンダースは原発の新規建設にはもちろん

反対で、原発が気候変動を助けるという説を取っ

ておらず、脱原発に向けて今から取り組むべきだ、

との立場です。サンダースの政策は、２０１９年

２月に２９歳の新人下院議員のアレクサンドリ

ア・オカシオ＝コルテス議員を中心に始まったグ

リーン・ニュー・ディールの試みにちなみ、「グリ

ーン・ニュー・ディール（the Green New Deal）」と

いう名前です。サンダースは、気候変動について

は国家非常事態として位置付ける予定で、バイデ

ンよりはるかに高額の１６兆３千億ドルをこの

政策に充てる、としています。その予算で２０３

０年までに１００％再生可能エネルギーにし、そ

れにより２千万の新規雇用を産み出す、としてい

ます。 

 

環境団体のグリーンピースは、バイデンの計画に

は Ｂ＋、サンダースにはＡ+の評価を下していま

す。 

 

このように民主党候補が白熱している間、今年の

１月２３日に世界終末時計が真夜中の１００秒

前という前例のないほどに進められたのは記憶

に新しいところです。それに加え、今年２月の初

めに公表された（核兵器を管轄する）エネルギー

省下にある国家核安全保障局（National Nuclear 

Security Administration: NNSA）の来年度の予算に計

上されていた W 93 という新しい弾頭が、核兵器

に関心のある人々の注意をひいています。という

のも、２月２７日の記者会見で、この W93 とは一

体何なのか、核兵器なのか否か、というメディア

の質問に、国防省高官が匿名を条件に答えたとこ

ろによると、W93 とは海軍の潜水艦から打ち上げ

られるトライデントミサイルに搭載する弾頭と

のことで、まだ完成はしていないけれど、いずれ

W88 や W76 と取り替えられるもの、という返答

をしました。しかし W88、W76 は共に核弾頭であ

るため、W93 も核兵器ではないのか、また、核兵

器であるなら実験を必要とするのではないか、と

いう質問には新たな核実験は必要ない、という見

解を示したものの、W93 が核兵器か否かの質問は、

見事にはぐらかされました。 

 

アメリカ国防省は現在、核兵器、その他兵器・機

器の刷新化（modernization）を重要視している、

と言われており、W93 を含む新兵器の開発はその

一貫だという見解が多勢ですが、実はこうした刷

新はオバマ政権下で始まっていたのです。とはい

え、オバマ前大統領が刷新を兵器の少数化と安全

化を目指すものと位置付けていたのに対し、現政

権は刷新をより強力な兵器への増強としている

ようです。多くの大統領は２期目の当選のために

１期目は比較的穏健な政策をとることで知られ

ています。トランプ政権が２期目に入れば、核兵

器に多額の予算を付け、数々の条約を廃止し、今

以上に混乱を招くことは疑いがありません。学生

に投票するよう促し、私もまず３月１７日のイリ

ノイ州予備選挙の投票に行ってきます！ 
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ⅱ 例えばハーバードの政治学者でオバマ政権下、科学アドバイザーを兼務していたジョン・ホードレン

(John P. Holdren)などです。 

ⅲ 年間を通した一次エネルギー消費量を正味でゼロまたは概ねゼロにする、という概念です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年から準備してきた被爆２世・３世の健康調査アンケート 

この４月からとりくみ開始することになりました。 

アンケートのタイトルは 

被爆２世・３世と、そして未来世代の健康を守るために 

あなたのことを聞かせてください 

 

とりくみの詳細は別途お知らせいたします。 

会員のみなさんのご参加、ご強力をお願いいたします。 

https://thebulletin.org/2020/03/nuclear-weapons-policy-and-the-us-presidential-election/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter03052020&utm_content=NuclearRisk_TeleconRecording_03022020
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https://thebulletin.org/2020/03/nuclear-weapons-policy-and-the-us-presidential-election/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter03052020&utm_content=NuclearRisk_TeleconRecording_03022020
https://thebulletin.org/2020/03/nuclear-weapons-policy-and-the-us-presidential-election/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=ThursdayNewsletter03052020&utm_content=NuclearRisk_TeleconRecording_03022020
https://www.cnbc.com/2019/06/05/joe-biden-
https://www.cnbc.com/2019/06/05/joe-biden-
https://thebulletin.org/2020/02/hot-button-campaign-issue-2020-democrats-disagree-on-nuclear-launch-authority/
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伊方原発運転差止広島裁判第 18 回口頭弁論原告意見陳述 

神奈川県原爆被災者の会二世支部副支部長 森川聖詩さん 

 

 

森川聖詩さんは伊方原発運転差止訴訟・広島の原告をされており、３月４日の弁論で、被爆

二世の立場から意見陳述されました。その意見陳述書をいただきましたので会報に掲載して、

みなさんに紹介することにしました。 

 

 

３月４日、伊方原発運転差止広島裁判・第１８回口頭弁論が広島地方裁判所３００号法廷で行われま

した。この度、私が原告のひとりとして、原爆被爆二世の立場から意見陳述を行いました。 

この裁判は、原告約３００名のうちの５０名近くを原爆被爆者が占めており、「被爆地ヒロシマが被

曝を拒否する―過去は変えられないが未来は変えられる―」・・・「被爆者の反原発裁判」ともいわれて

います。今まで、１１名の方が意見陳述をされていましたが、そのうちの４名が被爆者、おひとりが原

発避難者でしたが、被爆二世の意見陳述は私が初めてでした。 

 以下、陳述内容（全文）です。 

 

伊方原発運転差止広島裁判第 18回口頭弁論原告意見陳述 

2020年３月 4日 森川聖詩 

 

本日は、なぜ私が、四国電力伊方（いかた）原発の運転を差し止める裁判に原告として参加する

思いに至ったかについて陳述いたします。 

 

私は、1954年、広島市中区で生まれました。 

広島市に原爆が投下された時、父・森川定實は、当時の NHK 広島中央放送局に勤務しており、

局内 2 階放送部で被爆しました。ここは、現在は中区 幟
のぼり

町
ちょう

・福屋百貨店の食品館になっていま

す。爆心地からわずか 1km の場所でした。父は、2011 年に生涯を終えるまで、白血球の減少、

胃腸、十二指腸、腎臓をはじめとする内臓の病気、高血圧など、多くの病気や症状に悩まされてい

ました。 

私はいわゆる被爆二世です。 

直接被爆していない私も、乳児の頃から体が弱く、原因不明の高熱で 2 回ほど死線をさまよっ

た、と母から聞いております。 

物心がついてからも、抵抗力や免疫力が弱く、小さなかすり傷などでも直りにくくて、ほうって

おくと必ず化膿します。胃腸も弱く、頻繁に下痢をして疲れやすい体質です。小学校の夏休みの思

い出も、ただひたすら家で寝ていた記憶ばかりが残っています。 

10代になってからも、顎
あご

の関節症や原因不明の顔面痛を発症するなど次々にいろいろな病気や

症状に見舞われ、その多くは、治ることのないまま今日
こんにち

に至っております。 

結婚して子宝に恵まれた、と思ったのもつかの間、日数が経過しても胎内で成長せず、個体とし

てこの世に生を受ける生命力がないことがわかり、涙を呑
の

みました。 

その後私の最愛の伴侶との間に子どもは授かっていません。 
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もちろん、健康体の被爆二世、三世の方も多い一方で、私のように、病気がちであったり、がん、

白血病、心臓病など大病で亡くなったり、この世に生を受けられなかった二世、三世が現に少なか

らずいることを私は見たり聞いたりしてきました。 

その数は、原爆の影響ではない、と言い切れないほど多いのです。 

放射線の遺伝的影響については、現在対立する２つの説があります。国際放射線防護委員会

（ICRP）は、「電離放射線の遺伝的影響はヒトではみられない」とする一方で、欧 州
ヨーロッパ

放射線リス

ク委員会（ECRR）は分子生物学の最新研究の成果をもとに、「遺伝する」、としています。 

どちらが正しいのか･･･。生き証人である私たちの実情が、真実を物語っていると確信いたしま

す。 

また、現時点において比較的健康であるという被爆二世さえも、その多くが「いつ放射線の遺伝

的影響により、大病を患うのではないか？」という不安や心配を抱
かか

えながら生きてきたというのが

現実です。 

2011年 3月 11日、福島原発事故が発生しました。 

広島、長崎、ビキニに続く、日本が経験する４度目の大規模な核被害です。 

私が親しくさせていただいている福島の原発被災者、あるいは福島から他地域への避難者の皆様

やそのお子様のなかには、鼻からの出血や呼吸器系のいろいろな病気・症状や皮膚疾患にかかって

いたり、そして私が申し上げたように、傷口が治りにくく化膿しやすいと言われる方もいらっしゃ

います。また、福島や避難先の地域や学校で深刻ないじめや差別も起きています。 

私たちが経験した悲惨な状況の再現といって過言ではありません。 

原爆の被害の特徴は、①熱線 ②爆風 ③放射線 と言われております。熱線や爆風はともかく、

放射線の影響とその被害、という点においては、原発も原爆も全く変わりありません。 

違いはその放射能の量です。広島原爆で核分裂したウランの量は約１kg。伊方原発 3 号機が通

常運転でその原子炉に抱
かか

える核分裂性ウランの量は約 3000kg といわれています。広島原爆の比

ではありません。「死の灰」に換算すれば、伊方原発３号炉は、広島原爆の 3000倍の死の灰を抱
かか

えていることになります。 

もし伊方原発が重大な事故を起こしたら・・・、と考えると大きな不安を感じます。それは、広

島、長崎、ビキニ、福島に続く、核による、第５の大惨事となるでしょう。多くの「被ばく者」、あ

るいは私のような「被ばく二世」、あるいは「三世」を生み出すことでしょう。私の生まれた広島の

街も、再び「死の街」となるでしょう。 

このような事態は決して許されるものではありません。 

 

地図を開くと、伊方原発は中央構造線断層帯という世界でも有数の断層帯のほぼ真上に位置して

います。もちろん断層帯がすべて活断層というわけではないのでしょうが、近年、その多くが活断

層と認定されているそうです。南海トラフの巨大地震にしても愛媛県や伊方町はその震源域の中に

入っていると聞きます。 

大きな地震が頻発する日本列島の、なぜあえてこのようなところに原発など建てたのでしょう

か？ 

また聞くところによると、愛媛県当局は、南海トラフ巨大地震で、伊方町を震度７の地震が襲う



京都「被爆２世・３世の会」会報№８９   ２０２０年３月２５日 

１８ 

と予測しているそうです。震度７の揺れがどの程度のものなのか想像もつきません。 

この時、伊方原発は果たして無事にすむのでしょうか？ 

最近新聞報道によると、伊方原発では考えられないようなトラブルが相次いでいるそうです。そ

うした報道を見るにつけても、この原発を決して動かしてはならない、という思いを強く致します。 

次世代以降に影響が及ぶ、核被害の生き証人・原爆被爆二世のひとりとして、「これ以上、核の被

害者を生み出してはならない」、若者たち、子どもたちに「安心して暮らせる明るい未来を残した

い」という切なる思いから、縷々
る る

申し上げました。 

裁判長並びに裁判官のみなさま、伊方原発３号機の運転を差し止めてくださるよう、被爆二世と

して、ここに強くお願い申し上げます。 

ご静聴、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（７９） 

眞鍋医師が糖尿病、慢性肝炎の放射線起因性について詳細な立証証言！ 

反論に窮した国側代理人は反対尋問を放棄！ 

２０２０年３月２日（月） 

 

２月２８日（金）、ノーモア・ヒバクシャ近畿訴

訟の原告Ｔ・Ｉさん（男性、７６歳、京都府城陽

市）の控訴審（大阪高裁第６民事部・大島眞一裁

判長）が開かれた。今回から裁判長が交代。前年

までの中本裁判長から大島裁判長に変わった。結

審間近の今になって裁判長が変わるのか、と少々

驚き。 

Ｔ・Ｉさんの一審判決は昨年の５月２３日。申

請疾病の糖尿病にはよほど特別の場合以外放射

線起因性はないと断定し、もう一つの申請疾病で

ある慢性肝炎についてはＴ・Ｉさんは該当しない

という不当なものだった。今回の法廷は阪南医療

生協診療所所長の眞鍋穣医師が証人として採用

され、争点である糖尿病と慢性肝炎について証言

されることになっていた。 

主尋問は中道滋弁護士が担当。準備されてきた

たくさんの証拠をすべて明らかにするため、４５

分間という限られた時間を意識してかやや早口

伊方原発３号機 広島裁判所構内の蘇鉄の木 
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で質問が繰り出されていった。それに対して真鍋

医師は一つひとつ丁寧にかつ歯切れよく回答、説

明がされていく。今回は法廷内でＯＨＰ（オーバ

ーヘッドプロジェクタ）も用意されていて、証言

を分かり易くするため図で示して行われたり、証

拠論文の該当箇所を拡大して示すなど、工夫も凝

らされていた。 

尋問はまず糖尿病の種類と特徴、Ｔ・Ｉさんの

疾患であるⅡ型糖尿病の病態の説明から始まり、

放射線と糖尿病の関係についてのメカニズム、放

射線による糖尿病発症の増加要因、そして糖尿病

と放射線との間にしきい値はないことまで、数々

の論文を証拠として示しながら証言されていっ

た。論文の名前やその内容を傍聴席にいて理解す

るのはなかなか難しいが、挙げられた論文の数だ

けでも１０本以上はあったのではないか。その多

くが医療における放射線照射治療と糖尿病発症

との関係を具体的な実証データで示すものであ

った、ように思う。中にはチェルノブイリ原発除

染労働者のⅡ型糖尿病発症頻度というものもあ

った。 

一審判決は、「放射線に関する糖尿病は特定の

ＨＬＡハプロタイプだけ」という国の主張を丸飲

みしたものだが、それは明らかな間違いであると

断定された。しきい値についてもいくつもの論文

を示してしきい値のないことが証言された。国は

主張の根拠にしている論文をまったく読み違え

ているとも指摘された。 

医療行為の放射線照射は膵臓照射、頭蓋脊髄部

照射等局所的に行われたりするが、それでも糖尿

病リスクの高まることがこれだけ明らかになっ

ている。被爆者は全身被爆しているのであって、

当然糖尿病リスクは高まることになる。数多くの

証拠論文に基づいた証言の後に、眞鍋医師は糖尿

病についての意見をこうまとめられた。私たちも

すごく納得するところだった。 

主尋問の後半は慢性肝炎についての証言。国の

主張と一審判決は、ウィルス性肝炎でなければ慢

性肝炎とはよばないというものだった。これに対

して眞鍋医師は、「血液中のＡＳＴ、ＡＬＴの値が

６か月以上に亘って上昇している場合は慢性肝

炎と診断する」とする肝臓学会の公式資料を示し、

Ｔ・Ｉさんは６か月以上に亘って肝機能異常肝機

能障害があるので疑問の余地なく慢性肝炎であ

ると証明された。次いで、Ｔ・Ｉさんの慢性肝炎

は脂肪肝によるものとされているが、その脂肪肝

の放射線起因性についても、放射線影響研究所の

報告や論文に基づいて、有意な相関関係のあるこ

とが証明されていった。Ｔ・Ｉさんの肝機能障害

の原因は非アルコール性脂肪肝が考えられるが、

それは放射線被ばくによるものだと言う結論だ

った。 

４５分間の主尋問を終えて、反対尋問に移る前

に国側代理人から「尋問について少し相談をした

いので休憩をとりたい」と申し出があった。裁判

長がそれを受け入れ、１０分間の休憩をはさんで

の反対尋問となった。反対尋問は、証人の専門は

何か？放射線と肝機能障害の関係について学会

で発表したことはあるのか？原告の診察はした

のか？これまで原爆症認定訴訟の証人になった

ことはあるのか？と型通りのいつもの質問から

入っていった。それからさらに質問は続くものと

思っていたが、驚くことに国側代理人は「これで

反対尋問を終わります」と、尋問を終えてしまっ

た。反対尋問にも４５分の時間が用意されていた

のに、わずか１０分にも満たない時間。 

原告側代理人席も、満席の傍聴席も、おそらく

裁判官たちも、呆気にとられて、すぐには事態が

分からないほどだった。あの１０分間の休憩は何

だったのか？完璧で詳細な眞鍋医師の主尋問の

前に、用意されていた反対尋問の項目はことごと

く先に反論されてしまった、もはや法廷で問い質

せることがない、今日のところは早々に幕引きを、

そのことを確認しあうための１０分間だったの

かもしれない、そんなことを想像したくなるよう

な雰囲気だった。 

これで証人尋問は終わることになったが、ただ、

裁判官からも一切質問がなされなかった。今日の

証言で一審判決の誤りはきれいに明らかにされ

た。それも具体的でとても分かり易い内容によっ

て。変わったばかりの裁判長で、理解をより正確

にするためには聞くべきことがたくさんあるの

ではないかと思うが、そういう態度は示されなか

った。どこまで理解されているのか、本気で理解

しようとしているのか、気になることとして残っ

た。 

今後さらに意見を最終準備書面の中でしっか

り示していくと双方が述べ、次回の法廷４月２２

日（水）が確認されて閉廷となった。次回が結審

となる予定だ。 

 

大阪弁護士会館に移動して報告集会がもたれ
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た。最初に今日の証言者である眞鍋医師から感想、

思いが以下のように述べられた。こちらの提出し

た証拠に対して国側の反論が出されているが、論

文全体をしっかりと読んではいないことが分か

った。今日の証言は分かり易く説明するように努

めたつもりだが、傍聴席で聞いていて分かってい

ただけたかどうか、一番の心配ごとだった。反対

尋問に対して何を聞かれてもいいように昨夜も

夜遅くまで提出書類に目を通して準備し身構え

ていたのに、あんなことになって残念だった。国

側は反論できないと思ったのだろう、事実上の反

対尋問放棄ではないか。あとは裁判所が私たちの

主張を素直に受け止めてくれたらと思う。原爆症

認定訴訟は毎回出るたびに勉強させてもらって

いる。医者として診療に活かせることも多い。原

爆症認定訴訟に少しでも役立てれば嬉しいし、や

りがいのある仕事だ。 

原告のＴ・Ｉさんは自分の裁判以外の時も含め

てノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟のすべてに皆勤

出席されてきた。今日も当然出廷されていて、眞

鍋先生へのお礼と、必ず司法の場で受け入れられ

ることを心から願っている、という思いが述べら

れた。 

今日の尋問担当だった中道弁護士からは次の

ような感想が述べられた。今日の尋問は、原爆症

認定訴訟全体の中でも最後の尋問になるかもし

れない、そんな思いがあって、私もそれなりに力

を注いで準備してきた。眞鍋先生の勉強熱心さ、

探求心、あくなき真理の追究姿勢は本当にすごい

と思った。寝る間も惜しんでいろいろなことを徹

底して調べていただいた。頭が下がるばかりだ。

今日はつたない尋問だったかもしれないができ

ることはやりきったと思っている。 

愛須勝也弁護団事務局長から今日の法廷の感

想とこれからの展望について発言があった。眞鍋

先生と中道弁護士とは何度も何度も打ち合わせ

を重ねられ、Ｔ・Ｉさんの診察も１時間以上かけ

て行われるなどして今日の尋問は準備されてき

た。眞鍋先生は医師としての仕事があり、また大

学の学長も務められているなど大変多忙である

にも関わらず、強い使命感をもって今日の証言を

していただいた。 

今日の尋問は歴史的と言っていい、非常に画期

的な証言だった。肝機能障害と糖尿病についてこ

こまで詳細に解明されたことは全国でもこれま

でなかった。癌治療で放射線を浴びせた場合どの

ような影響があるかを中心に、論文の一つひとつ

を分析され、それらに基づいた証言だった。その

結果、全身に放射線を浴びている被爆者は糖尿病

も放射線起因性が認められなければならないこ

とが証明された。さらに脂肪肝と放射線との関係

まで解明された。国側も集められないような資料

をこちらが集めて詳細な医学的知見が提示され

た。問題は裁判所が全部分かったかどうかだが。 

今日の尋問を踏まえてこれから最終準備書面

をまとめていけば展望は開けるのではないか。ま

だまだ闘いは続くが、今日の尋問、証言はそのた

めの非常に大きな力になってくる。全国にも広げ

ていきたい。 

 

藤原精吾弁護団長からも２月２５日最高裁判

決のことも含めて発言があった。今日の証人尋問、

よくここまで準備されたと思う、お礼と敬意を表

したい。反対尋問ができなかったのは、主尋問の

正当性に圧倒されたことの証明だ。最終準備書面

は勝訴以外の判決は書けないようなものに、弁護

団としても臨んでいきたい。地裁第２民事部では

不当な判決が続いている。どこかで巻き返しを図

る必要があるが、この控訴審判決で大きなチャン

スを掴みたい。 

２月２５日（水）既報のように最高裁判決があ

った。最悪の判決だった。司法判断の基本は本来、

被爆者にどう寄り添うか、被爆と言う事実をどう

受け止めるかが一番の出発点でなければならな

い。放射線起因性まで認められている被爆者の病

気について、もう医療はいらない、治療はいらな

いというのはあまりにもおかしい。これ以上悪く

ならないよう注意して見守る、定期的に検査をす

る、そういった経過観察は当然医療に含まれる。

それをどこまでやるかは主治医の判断だ。 

それをよく分からない裁判官が、というより厚

労省が一方的にここまでと打ち切り範囲を決め

て入り口を塞ぐ、一旦は認定された人に対しても

これ以上は治療の必要がないと打ち切ってしま
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う。これはまったくの政治的判断、行政の都合で

あって、被爆者に寄り添う立場ではない。すべて

の裁判に通じることだが、人間の人権、健康が損

なわれた時、それをどう回復するかが裁判所には

問われている。今度の判決は、国の制度はこうだ

とまず決めて、要医療性の範囲も厚労省が決めて、

行政の決めたことを裁判所が追認するだけのも

のだった。こういう裁判は本当の意味での裁判で

はない。 

裁判の当事者である原告の内藤淑子さん（広島

の被爆者）は、判決を聞いて「私は心が折れまし

た」と語られた。「お金の問題ではない。７４年前

の思いもよらないことから私は被爆者と言う運

命を担わされてきた。そのことを国は認めるべき

だ」という思いであった。それを認めない。要医

療性という一片の通知で撥ねてしまうのは、被爆

者の歩んできた、受けてきた傷と思いをまったく

無視した判決と言わざるを得ない。 

政府や厚労省がどのような政策、政治を行おう

とも、裁判所の判断はそれとは独立したもので、

行政に対する批判もしてきた。松谷訴訟の時も被

爆者に勝訴の判決が下された。裁判所は被爆者に

寄り添った人権の砦としての立場をとるべきで、

その姿勢を貫いて欲しいと思ったが、まったく期

待に応えるものではなかった。裁判所もあてにで

きないという思いもあるが、こんな裁判所でも認

めざるを得ないところまで追い込んで行くこと

が今後は必要となる。 

最高裁が要医療性を狭く解釈したことにより

これは今後の原爆症認定に影響してくるだろう。

認定申請を却下処分する、認定更新を打ち切る例

も増えてくる可能性がある。私たちはその誤りを

一つひとつ正していく活動がこれからさらに必

要だ。運動でも、裁判でも。もう終わってしまっ

たことではない。来月には大阪で原爆症認定を打

ち切られた人の裁判も始まる。 

一番の基本は、被爆者に対して、被爆者だけで

なく空襲や戦争被害者すべてに対して国がきち

んと責任をとっていないところに問題がある。私

たちにはまだまだとりくむべきことがたくさん

残されている。 

最後に尾藤廣喜弁護団幹事長から以下のよう

なまとめが行われた。新型コロナウィルス感染に

対して政府は何も対策しない、すべて国民の自己

責任にして、それは被爆者の問題とも共通してい

る。被爆者問題は国の政治のあり方が問われる問

題だった。あれだけの被害を受けた被爆者に対し

て国としてどう対応するのか、国政の根幹に関わ

る身問題としてずっと争ってきた。８・６合意で

今後争う必要のないようにと約束したのに、肝臓

の病気は救済すると約束してきたのに、それを守

らない政治、行政が続けられてきた。 

最高裁は国の主張を認めてしまった。しかし、

私たちはそれにひるむことなく前に進んで行こ

う。何より被爆の実態を訴える中で、被爆者の救

済を求めていこう。 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟は、地裁で残る

原告は１人となった。Ｎ・Ｋさんで４月１０日（金）

に判決を迎える。現在控訴されている原告は５人

で、その内の苑田朔爾さんは４月１７日（金）が

判決、この日証人尋問の行われたＴ・Ｉさんは４

月２２日（水）が結審の予定。後の３人、高橋一

有さん、Ｙ・Ｍさん、Ｏ・Ｈさんはまだ係属部も

未定だ。 

舞台の多くが高裁に移る中、５月３０日（土）

にノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の全面勝利をめ

ざすつどいが催される。本当に大詰めとなってき

た近畿訴訟を、最後まで勝ち抜く、被爆者の救済

を勝ち取るために、“つどい”を成功させていきた

い。あらためて高裁での公正な判決を求める署名

活動をとりくんでいくことも合わせて確認し、こ

の日の報告集会を終了した。 

 

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

 ２０２０年 ４月１０日（金）１４：００ 地裁第２民事部 １００７号法廷 Ｎ・Ｋさん判決 

 ２０２０年 ４月１７日（金）１４：００ 控訴審・高裁第２民事部 ８２号 苑田さん判決 

 ２０２０年 ４月２２日（水）１３：３０ 控訴審・高裁第６民事部 ８１号 弁論（結審予定） 

 ２０２０年 ５月３０日（土）１４：００ ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利めざすつどい
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  ３月１８日の例会で出された近況報告なども含めて紹介。 

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。 

 

■４月の総会に初めて参加できそうで楽しみ 

野間優子さん（吹田市） 

４月１８日の２０２０年度総会、初めて参加で

きそうで楽しみにしています。この「会」のとり

くみの凄さとこの「会」の毎月の会報に感動して

います。つまり、なかなかできないことを続けて

されていることに頭が下がります。そのエネルギ

ーを学びたいです。 

 

■原発停止 テロ対策施設の遅れはウソ！ 

守田敏也さん（左京区） 

３月１６日、川内原発１号機が停止されました。

期限までにテロ対策施設の完成が間に合わなか

ったのが理由とされていますが、それはまっかな

嘘。テロ対策以前の、新規制基準の基軸をなす「重

大事故＝シビアアクシデント」対策のものが今も

って作られていない。にも関わらず原発再稼働し

てきた問題をテロ対策施設の遅れという理由で

覆い隠しているのです。詐欺に等しい。そのまま

受け入れて「テロ対策の遅れ」と報じているマス

コミも問題です。 

この施設問題で原発はこれからさらに次々と

止まります。５月２０日は川内２号機が、８月と

１０月には高浜の３号機と４号機も。今年夏には

日本中で動いている原発は３基だけになります。

それでも電気をがんがん使って夏のオリンピッ

クをやろうと

いうのですか

ら、もはや原発

はなくても全

然大丈夫とい

うことがます

ます明らかで

す。 

 

■今こそ、消費税減税を 

井坂博文さん(北区) 

京都市議会では、コロナ対策、経済対策、生活

支援ために、行政からの思い切った支援が必要と、

最も有効な施策として消費税５％減税を訴えて

います。京都市長も消費税を５％か０％へと発信

すべきだと質問しててるのですが、３回も質問し

ましたがまったく応えません。その程度の市長で

す。 

中小企業の経営も大変です。無利息融資制度な

ど言われていますが、融資を受けるとそれは返済

しなければならない。直接的な支援が欲しいと言

われています。消費税現在と直接支援と、この両

方をやるべきと、世論も盛り上げていきたい。 

 

■京都市の介護行政の後退 

菊池 洋さん(南区) 

 １月の市長選の時も問われていましたが、京都

市の介護保険事務担当職員の集中化、外部委託化、

それに伴う職員の雇止めが進められています。こ

のため、介護認定申請に対する対応の遅れ、給付

手続きの遅れなど業務の遅滞が発生しています。

一方で介護サービスそのものは先行して進めな

ければなりません。これからさらにケースワーカ

ーの外部化も検討されているそうで、住民ファー

ストの京都市行政からますます遠のきそうです。

新型コロナウィルス問題も教訓に、本当に住民に

寄り添う行政にしていく必要があると思います。 

 

■オンライン講演会にチャレンジ 

守田敏也さん(左京区) 

これからネットを使ったオンライン講演会をど

んどんやっていこうと思い、準備をすすめていま

す。市民運動の新しい形を作って行きたいと。 

同様に、ズームというアプリを使って「２世・３

世の会」の例会もできるようにしてはどうかと思

います。会員のみなさんの集いのあり方も、可能

性を追及していきたい。次回(４月)の例会でテス

トをしてみましょう

会員から会員へ ❁ みなさんからのお便り紹介 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTilayy1WXVsAESGU3uV7/SIG=1252r593h/EXP=1445928154/**http:/illpop.com/img_illust/season/apr02_a23.png
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■ 無料低額診療事業のすべて  吉永純／腹昌平／奥村晴彦／近畿無料低額診療事業／編著 

紹介 倉本史陽さん（右京区） 

無料低額診療という制度があります。経済的に困難な人たちに医療

費の無料化または低減化を提供する事業の制度です。この事業によっ

て救われた人はたくさんいますが、それでも全体としてどれだけの人

数なのか、どれだけ社会的に貢献できているのか、その全貌はまだま

だ研究途中ですべては分かっていませんでした。昨日(３月１７日)付

の京都新聞でも無料低額診療事業のことが記事にされていましたが、

この事業をとりくんでいる医療機関の数はまだまだ少ないのです。今

問題となっている感染症指定医療機関の数よりまだ少ないのです。本

当にこの事業が必要な人みんなが使える状況にはなっていない。 

必要なことはこの事業の事を多くの人に、一人ひとりに知ってもら

うことからだと思います。そのためにとても適切な本です。新型コロ

ナウィルス感染症は一歩間違えると経済的弱者に犠牲を強いること

にもなりかねません。そうした事態を乗り越えるためにもタイムリー

な出版ではないかと思います。 

以下、出版社のコメントから 

「無料低額診療事業」の全体像がわかる決定版 

貧困格差が広がる中で、医療が受けられない人が無料、または低額の自己負担で診療を受けられる｢無

料低額診療事業｣。その対象や減免は個々の医療機関によって違い、配置されているソーシャルワーカ

ーが判断します。さらに、当事者の生活問題をともに解決し、再建する手助けをします。事業の意義や

役割、制度、実績などの全体像を、実践をまじえてていねいにまとめました。 

 

 

■ 桃太郎は盗人なのか？    倉持よつば 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

今回は、「児童書」を紹介したいと思います。「児童書」と侮るなかれ、ここには小学生の「大変な行

動力」と多量な文献に挑む姿勢が書かれている。 

マスコミ等で取り上げられご存知の人も多い、と思いますが、「鬼はなぜ退治されたのか」「鬼は何か

悪いことをしたのか」という疑問から、「桃太郎伝説」を調査・研究した小学生の調査研究書である。 

 岡山県人のみなさんごめんなさい。桃太郎伝説は、ある時期を境に内容は大きく変化する。「鬼」は明

治までは「悪人」ではなく、「桃太郎」が「盗人である」と書かれていた。でも「日清戦争」を境に、「桃

太郎の鬼退治」が生まれる。では、全国の「鬼伝説は？」それは、この本を読んでください。このよう

な研究が可能になったのも、全国の図書館・博物館に「本」「資料」が残っていて、彼女が調べることが

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 

クリエイツかもがわ 

２６００円＋税 
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出来たからである。現在の「公文書」の扱いと大変な違いである。「資料」

「記録」残し、後世の人たちの研究に役立てる事、と教えられる。既定概

念に囚われず、疑問に思ったことは「資料」にあたり疑問を解いていく姿

勢は、「今の大人、政治家は何をしているの？」とお叱りを受けているよう

である。「自分の概念」でとらえることの恐ろしさを教えられる。親子（我々

の世代は孫か？）で読み、「真実」とは何かを考える機会にきっかけになる

本である。現代版「鬼退治が必要です」という、小学生から大人への叱咤

激励の本でしょう。 

 

 

■ 証言 治安維持法    ＮＨＫ「ＥＴＶ特集」取材班 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

「ＮＨＫ出版か？」と少し不安を持ちつつ読みましたが、「監修」が「荻

野先生」で納得。「改正組織犯罪処罰法」が戦前の治安維持法を彷彿させ

るとして、反対運動が起こったのは記憶に新しい。我々はどこまでこの

「法律」の怖さを理解しているのだろうか。ここには「治安維持法」が

どのように強化されていったのか、暦年を追って追求されている。体験

者を捜し出し証言をとる。登場する「証言者」は、ごく普通の市民が「い

きなり」囚われる。ここには私が「理解」していた「治安維持法違反」で

捕られた被害者ではない。普通の市民が「逮捕」され、社会から「追放」

される。そして「戦後」も堅く口をつむぎ、体験を話さない。「気がつけ

ば、そこまで来ていた」という発言はよく聞くが、肥大化した自分たち

の組織を守るために「法律解釈」を変えていく恐ろしさが描かれている。 

そして戦後、「治安維持法」は廃棄されたが、「思想検察」という組織

の考え方は、引き継がれたと警告する。戦前の間違いを繰り返さないた

めには、現在の法律・法案に拡大解釈できる語句が無いかを確認するこ

と、と警鐘をならす。もう少し早く「出版」して欲しかった、という思い

は残るが、「内閣」による法令解釈変更がまかり通っている今、広く読ま

れ歴史の教訓が広がることを期待する。 

 

 

 

新日本出版社 

1500 円＋税 

ＮＨＫ出版新書 

９００円＋税 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟完全勝利をめざすつどい 

■５月３０日（土）１４：００～１６：３０ 

■エルおおさか本館６階大会議室 

■内容 

①２０２０年これからの核兵器廃絶運動の課題 高草木博さん（日本原水協代表理事） 

②裁判闘争の評価と今後のたたかい 近畿弁護団 

③団体・地域の交流 
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■外務省「原爆展変更を」 被団協に原発事故除外要求 

全国の被爆者でつくる日本原水爆被害者団体協議会（被団協）が四月下旬 

から米ニューヨークの国連本部で開催予定の写真パネル展「原爆展」を巡って、 

外務省が展示内容の一部を変更するよう被団協側に要求していることが分かっ 

た。東京電力福島第一原発事故の概要を伝えるパネルが含まれていることを問題 

視し、変更されなければ後援しない可能性を示唆しているという。被団協は「表現の自由に触れる問

題だ」と批判。識者も「圧力」と指摘する。 

原爆展は、５年に一度開かれる核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に合わせて４月２７日から約

一カ月間、国連本部のロビーで開く。被爆直後の広島、長崎の様子や被爆者の写真、核廃絶へのメッ

セージを約５０枚のパネルで伝える。 

外務省が問題視するパネルは、福島とチェルノブイリの原発事故をテーマにした２枚。福島のパネ

ルでは、東日本大震災で起きた事故の経緯や多くの避難者を出した影響、現在も敷地内でたまり続け

ている汚染水の現状などを紹介する。 

今回の原爆展に向けて被団協は昨年１２月、外務省に後援申請を提出。後援決定の連絡がこないた

め、今年２月に被団協側が外務省に問い合わせたところ、「原発事故を扱った２枚のパネルが引っ掛

かっている」と返答したという。 

２０１５年に開かれた前回の再検討会議に合わせた原爆展には、両原発をテーマにした内容も含

まれたものの、外務省は後援。今回対応を一変させた。 

被団協の木戸季市（すえいち）事務局長は「外務省の言い分は、展示内容がＮＰＴが掲げる原子力

の平和利用を妨げるというものだった。だが、福島やチェルノブイリのパネルを削除すると、核の被

害や非人間性を訴えることが難しくなる」と指摘。後援がなくても内容を変えずに原爆展を開く方針

だ。 

外務省軍備管理軍縮課の担当者は取材に「後援申請については現在、審査をしている。被団協とや

りとりはしているが、詳細は答えられない」と話している。 

原爆展は広島、長崎両市との共催で０５年、１０年、１５年に続いて今年が４回目。１５年を含む

過去３回はいずれも外務省は後援していた。 

聖学院大の石川裕一郎教授（憲法）は「後援がなくても原爆展は開けるため、外務省の対応が憲法

の表現の自由を侵害しているとは言い 

切れない」としつつも、「政府が望 

まない内容の展示は認めないという 

圧力になっている」と指摘。「外務 

省は対応を決めたら、その経緯を国 

民に明確に説明すべきだ」と話す。 

（２０２０年３月３日 東京新聞） 

 

 
前回のＮＰＴ再検討会議に合わせ、被団協が 

国連本部で行った原爆展＝２０１５年４月、 

米ニューヨークで（共同） 

Scrap 

book 
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▼２月の例会で「ＮＰＴと

言ってもあまりよく知らな

い」という発言がありまし

た。思えばそうですね、「２

世・３世の会」でもＮＰＴについ

てきちんと学習したことはありません

でした。にも関わらず、さもみんな分かっている

はず、と決めつけて報告したり、議論してきたよ

うに思います。そこであらためて基本的なことは

きちんと学びあうようにしようと、３月の例会か

らミニ学習会を始めました。第１回目のテーマが

「ＮＰＴと核兵器禁止条約」です。例会に出席で

きない人もありますのでこの学習資料を会報に

も掲載した次第です。▼アメリカ大統領選挙と核

兵器政策について、シカゴの宮本ゆきさんに寄稿

していただきました。他ではあまり知ることので

きない情報ではないでしょうか。また神奈川の森

川さんから広島の伊方原発運転差止訴訟での意

見陳述を寄せていただきました。▼新型コロナウ

ィルスの影響は、人々の意識も、社会の様子も大

きく変えていきそうな予感がします。しっかりと

地に足を着けて進んでいきたいと思います。（平）

編集後記 

■奈良２０万目標へ始動 ヒバクシャ署名 古都に「県民の会」 

知事と懇談 大学も協力表明 

今年２月に、全国で２８番目となる「ヒバクシャ国際署名奈良県民の会」が発足し、核兵器廃絶を

求める運動を広げようと“古都”で動き出しました。（加來恵子） 

奈良県では２００６年に被爆者組織「若草の会」が解散してから１４年が経過。同会立ち上げを働

きかけたのは、日本共産党の今井光子県議です。 

今井県議は、戦争で片腕をなくした叔父の高橋潤次さんの影響を強く受けて育ちました。 

叔父は、二度と戦争を起こしてはいけないと、静岡県で平和運動に取り組み、「草の根の力でしか

世論を変えることはできない」と核兵器廃絶を求める署名を集める人でした。 

２０１０年と１５年に国連本部で開かれた核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議に向けた国際共同行

動に参加しました。カナダ在住の被爆者、サーロー節子さんから「日本の中で頑張ってください」と

の言葉に背中を押され、「核兵器廃絶の運動は、私の使命なんだ」と思ったといいます。 

２０１６年に始まったヒバクシャ国際署名に、全国各地で「県民の会」が発足。今井県議は、原水

爆禁止奈良県協議会の梅林光生事務局長、新社会党奈良県本部委員長の森川満さん、被爆２世の中村

正樹さんらに相談し、県内の被爆者や被爆２世に呼びかけて発足しました。核兵器廃絶の署名にこれ

までも取り組んできた被爆者の秋山勝彦さん（８０）も呼びかけ人の一人です。 

森川さんは、「原水禁、原水協といつまでも分かれていてはいけない。核兵器廃絶の目標は同じな

ので、一緒にやっていけるところはやっていかないといけない」と語ります。 

県原水協の梅林事務局長は、「平和フォーラムとも一緒にやっていけるはずです。少しずつ前進さ

せていくよう共同の取り組みを広げたい」と話します。 

結成後、荒井正吾県知事と懇談し、同会の賛同者になることや、署名コーナーの設置を要請しまし

た。日本政府に対し核兵器禁止条約の署名、批准を促す意見を発信することも求めました。 

県内の大学にも県民の会への賛同や、署名の協力、原爆パネル展の開催などを要請しています。奈

良県立大学では、対応した辻本浩司常務理事が「署名には協力していきたい」と表明。原爆パネルの

大きさや枚数、開催日数などについて質問するなど、前向きな返事が寄せられました。 

今後の活動として、自治体、大学、教会、寺院訪問を計画。被爆者や被爆２世とのつながりを広げ

ながら、目標の２０万人に向けて署名を広げていくことにしています。 

（２０２０年３月１７日 赤旗しんぶん） 
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２0２０年４月 行事カレンダー 

月 日 曜  行     事 

４  １ 水  

 2 木  

 ３ 金 キンカン行動 

 ４ 土  

 ５ 日  

 ６ 月 ６・９行動 

 ７ 火 世界保健デー 

 ８ 水  

 

 

 

 

９ 木 京都「被爆２世・３世の会」４月例会（１８時３０分・ラボール京都）   ６・９行動 

 １０ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟判決（１４時・大阪地裁第２民事部） 

キンカン行動 

 １１ 土 
反核京都医師の会定期総会？市民公開講演会「ビキニ事件の真相を負い続けて」 

（１５時・京都府保険医協会会議室） 

 １２ 日  

 １３ 月  

 １４ 火  

 １５ 水  

 １６ 木  

 １７ 金 
ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟判決（１４時・大阪高裁第２民事部） 

キンカン行動 

 １８ 土 
京都原水爆被災者懇談会定期総会（１１時・ラボール京都） 

京都「被爆２世・３世の会」定期総会（１３時３０分・ラボール京都） 

 １９ 日 安保法制の廃止をめざす集会とデモ 

 ２０ 月  

 ２１ 火  

 ２２ 水 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟弁論（１３時３０分・第６民事部） 

 ２３ 木  

 ２４ 金 キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日 チェルノブイリ原発事故（１９８６年） 

 ２７ 月  

 ２８ 火 
沖縄デー 

サンフランシスコ候補条約発効（１９５２年） 

 ２９ 水 昭和の日 

 ３０ 木 ベトナム戦争終結（１９７５年） 

 


