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『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞３つの特徴 
 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』が間もなく刊行となります（遅くとも６月中）。２０１３年以

来積み重ねてきた被爆体験の継承のとりくみ、前半５０人の証言集です。この本は一部流通もしますが、

基本は私たち京都「被爆２世・３世の会」会員一人ひとりがつながりを生かして普及していくことにな

ります。本書の特徴（他の出版物にはない）を以下３点にまとめました。この特徴をしっかりと話して

普及と販売をすすめていきましょう。 

 

１、話すこと、書くことができなくても、私たちが聞き出してきた 

今年は被爆７５年です。この歳月、被爆の体験はたくさんの人によって語られ、手記なども書き遺さ

れてきました。それでも、人前で話すことはできなかった、文字にして書き著すことも難しかった、と

いう被爆者は少なくありません。むしろそういう人たちの方が多かったのではないかと思います。被爆

者の平均年齢は８３歳を超え、一人またひとりと鬼籍に入られる人が続いています。何もしなければ、

人類の銘記すべきたくさんの被爆体験が、命と共に、誰にも明かされることなく消え去り、埋もれてい

ってしまう、そういう時にあります。 

私たち京都「被爆２世・３世の会」は、主に京都に住まわれる被爆者お一人お一人を訪問し、被爆の

体験を思い出していただき、語られるままに聞き取り、それを私たちの手で文字にさせていただいてき

ました。この方法で、体験を記録し、社会に発信し、後世に遺していく作業を続けてきました。一人で

も多くの被爆者の思いを蘇らせ、遺していこう、これが私たちのとりくみの、そして本書の原点です。 

２、生き延びてきた人生のすべてが被爆体験 

被爆の体験は８月６日、９日だけのことではありません。生き延びることのできた被爆者も、多くが

苦難の人生を余儀なくされました。放射線を浴びたことによって命、健康が脅かされ、厳しい暮らしに

陥り、家族や人々との絆を絶たれてしまう人もありました。我が子や孫の誕生に悲痛な思いでのぞまな

ければならなかった人たちも少なくありません。原爆は人間に対して何をもたらしたか、それは被爆者

の全人生をもって答えなければならないことです。被爆者の方から聞き取りをし、取材をする時はこの

ことを最も重視しました。 

被爆者は苦難の人生に甘んじただけではありません。困難に立ち向かい、差別や偏見を乗り越え、襲

いくる病気と闘いながら明日の希望を求めて生きてきました。被害の国家補償を求めて立ち上がり、運

動に身を挺した人たちもありました。被爆者一人ひとりの生き様、生きようとした力から、私たちは多

くのことを学ぶことができます。 

３、被爆２世が親を語り、自らを語る 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』のもう一つの特徴は、被爆２世が被爆者である親のことを語っ

ていることです。本書では語り部として５人の被爆２世が登場します。最も身近であった被爆２世が親

の人生から何を学んできたか（あるいは学ぶことができなかったか）。親から語られた体験の一つひと

つを遥かに思い出しつつ、自らの生き方にどう影響したかが語られています。 

私たちは、放射線の人体に対する影響は世代を超えて続くものと強く感じています。それは決して望

ましいことではありません。しかし、戦後を生き抜いてきた被爆者の力強い生き方、考え方から多くの

ことを学び、それこそ世代を超えて引き継ぎながら、この問題を乗り越えていきたいと思います。 

被爆者が生涯かけてとりくんできた核被害者の救済と核廃絶。課題の担い手は被爆者世代から私たち

２世や、さらに３世、４世の若い世代に移っていきます。その時、被爆２世が親の体験をどう学び、受

け止め、生きようとしたかは重要なことです。今回の本書発行を機会に、より多くの被爆２世・３世の

みなさんが、親や祖父母の被爆体験を語りつつ、自らの思いを開かれるよう期待いたします。 
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犠牲者を追悼し、被害者の救済と世界からの核兵器廃絶をアピール

しましょう! 
 

 ７月１６日は人類史上初めて核実験の行われた日です。１

９４５年７月１６日、アメリカ・ニューメキシコ州 ソコ

ロ、トリニティ実験場でプルトニウム型原子爆弾の実験が

行われました。 

 第二次大戦終結後の世界の覇権を、核兵器の力で手に入れ

ようとするアメリカの核戦略の出発点でした。 

 トリニティ実験の２１日後にウラン型原子爆弾が広島に、

さらにその３日に後にプルトニウム方原子爆弾が長崎に

投下されました。 

 ニューメキシコ州でも多くの周辺住民や兵士が犠牲とな

り、今も後障害が続いています。健康障害は世代を超えて

続いています。 

 このトリニティ実験を皮切りに核実験はその後２０００

回以上も地球上の各地で行われ、多数の犠牲、今に続く障

害、次世代への影響、環境破壊をもたらしてきました。 

 ヒバクシャはヒロシマ・ナガサキだけではありません。日本が唯一の被爆国でもないのです。 

 ６月１７日の例会で、 

日本ではあまり注視されていないこの日をあらためて銘記し、広く真実を訴え、犠

牲者の追悼と、被害者の救済と核兵器廃絶を訴える行動 

を行おうと決めました。 

■具体的には 

７月１６日(木)午後６時～７時、河原町三条で宣伝行動を行います。 

とりくみの様子は動画収録して、アメリカの関係者にも発信する予定です。 

 会員のみなさんの行動参加をお願いいたします。 

『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』上巻 出版に際しての初期費用拠出のお礼 

 本書出版に際して初期費用拠出に、３７人の方から８７３，０００円のご協力をいただきまし

た。ありがとうございました。 

 拠出金は引き続きお願いしています。 

 尚、ご協力いただいた拠出金は、本書普及活動に目途がついた時点で全額お返しいたします。 

7 月１６日（木）人類史上初めて核実験の行われた日 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:US_Locator_Blank.svg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Trinity_Test_Fireball_16ms.jpg
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２０２０年０６月１７日（水）例会の報告 

 

■ＺＯＯＭを使った例会 ３回目 

６月１７日（水）、６月度の例会を開催しました。

コロナ感染拡大対策のため会場のラボール京都も

会議室利用人数が制限されています。このため、

いつもと違って今回は６階のやや広い円卓会議室

で行いました。今回もＺＯＯＭを使った例会です。

会議室参加１２人、ＺＯＯＭ参加者５人の合計１

７人の会議でした。 

今回はアメリカ・シカゴ在住の宮本ゆきさんが現地時間４時頃の早朝にも関わらず参加されました。

また、被爆２世・３世の健康問題もテーマにしている関係から、川崎市在住の森川聖詩さんにもＺＯＯ

Ｍでゲスト参加していただきました。 

 

■「被爆２世・３世の健康調査アンケート」に積極的にとりくもう 

今回のアンケートは京都の会員だけでなく、交流のある全国の「被爆

２世・３世の会」や個人のみなさんにも協力をお願いしています。その

件数３０になります。すでに積極的に対応していただき、回答を寄せて

いただいている方もあります。また、ご協力いただいただいた方がさら

にその人のつながりで拡散していただいている例もあり、私たちの手

の及ばないところまでアンケートが広がっている可能性もあります。

こうした状況をリアルに報告しながら、肝心の私たち京都「被爆２世・

３世の会」のメンバーがもっと頑張らなければと確認しあいました。 

アンケートはまず、私たち自身から。まだ回答されていない会員のみ

なさん、是非時間を見つけて回答して下さい。アンケートのキャッチフ

レーズは“あなたのことを聞かせて下さい“です。あなたの幼い頃から

の健康状態を丁寧に見つめ、思い出してみましょう。 

 

■「健康調査アンケート」回答を要約した「私の健康履歴」の交流 

今回も、アンケート回答者の回答を要約した「私の健康履歴」を紹介しながら交流するとりくみを行

いました。前回に続いて２回目です。今回は、小林孝企さん、高木英孝さん、小林立雄さん、古田京子

さんの４人にお願いしました。小林孝企さん、高木英孝さんはご本人から直接、小林立雄さん、古田京

子さんは会議欠席のため文書での報告とさせていただきました。みなさんの「私の健康履歴」は別ペー

ジに掲載させていただきました。高木英孝さんだけはご本人の希

望で掲載を差し控えています。 

報告を受けて様々に意見交換、交流を行いました。小林孝企さん

はお父さんもご本人も、そして報告書には書かれていませんが妹

さんも発癌されており、深く考えさせられるところがありまし

た。高木さんは高校時代急性腎炎で２ヶ月間入院し、辛い高校生

時代を送られたことが印象的でした。小林立雄さんも幼少の頃か

ら大変な健康障に覆われてきたこと、お子さんの無健康障害につ
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いても報告されています。最後に「健康アンケートは知的障害についての質問項目があってもよいので

はないか」と貴重な提言をなされています。古田さんは１０年前から甲状腺機能低下症と診断されてい

ることなどが報告されています。 

会員のみなさんは、自身のアンケート回答を書く際には、こうした他の会員の実例も参考にしていた

だければと思います。 

 

■『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞と普及と販売促進に向けて 

被爆証言集『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』＜上巻＞が間もなく発刊になります。その普及と販

売促進について話し合いました。具体的には以下の方針でとりくんでいきます。 

 京都「被爆２世・３世の会」会員が、それぞれのつながりを生かして普及していく。 

 交流のある全国の「２世・３世の会」と個人に案内する。 

 在洛全メディアに発信し広報していく。 

 かもがわ出版を通じて全国の書店８００店に新刊案内、図書館流通センター」でも宣伝される。 

例会ではその他、広島に本社のある中國新聞、長崎の長崎新聞等への情報提供も提案されました。 

会員のみなさんが普及される際には、２ページ掲載の３つの特徴を是非参考にして下さい。 

 

■７月１６日・人類史上初の核実験の行われた日の行動を確認

７月１６日(木)、人類史上初めて核実験の行われた日に、犠牲者の追悼と、被害者救済・核兵器廃絶

を訴える行動を行うことになりました。午後６時から７時まで、河原町三条にて。 

具体的には３ページ掲載の記事をご覧ください。みなさんにご参加をお願いします。 

 

■宮本ゆきさん投稿の二つの文章について話し合い

シカゴ在住の会員・宮本ゆきさんから「「Black Lives 

Matter」と「法に支えられた暴力」と題した二つの文章を

寄せていただきました。（全文を別ページに掲載しました）

今アメリカをはじめ世界で巻き起こっている人種差別撤

廃を求める運動についてのレポートです。 

例会では率直な意見交換を行いました。 

  

■次回例会は７月１７日(金)  例会でのミニ学習会について希望や提案を 

次回例会は７月１７日（金）です。次回もＺＯＯＭを使って開催します。 

例会では毎回、ミニ学習会（１時間程度の）を行うようにしようと思っています。「今、これを聞きた

い」テーマや講師について、みなさんの希望、提案をお寄せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費お支払いまだの方は以下のようによろしくお願いいたします。 

振込でお支払いいただく場合は以下のいずれかからお願いします。 

郵便振替 記号０１０７０－６ 番号４７８７０  

加入者名 京都原水爆被災者懇談会 

京都銀行四条支店 店番 111 口座番号 447963 

口座名 京都原水爆被災者懇談会 振込いただいたらご一報ください。 



京都「被爆２世・３世の会」会報№９２   ２０２０年６月２５日 

６ 

被爆２世・３世健康調査アンケート回答 要約版 

私の健康履歴 小林 孝企  ２０２０年６月１７日 

 

■個人情報 

 父親が被爆。８月１０日、長崎市坂本町に入市して被爆。 

 

■森川さんの『核なき未来から』と同じ体験 

 幼少の頃は、よく原因不明の発熱で何度も死線をさまよった、と聞いている。 

 副鼻腔炎 

 幼少の頃、体力的に弱かったようで、祖母が薬草の煎じたものを飲ませたり、猪肉等の煮汁を飲ま

せてくれたのを覚えている。 

 中学、高校生の頃から時々頭痛気味であったが、４０歳過ぎに病院で副鼻腔炎（気になるほどの鼻

詰まりはなかったが）と診断され、手術を受ける。以降、頭痛が解消された。 

 

■「１９７０年代の文献から」と同じ症状の病気を発症 

 頭痛 

 息切れ 

 小学生の頃、ツベルクリン検査で毎回、かなり腫れていた。 

 中学、高校の頃からよく頭痛症状を起こしていた。 

 扁桃腺も時々腫らしていた。 

 スポーツは好きで、バレー、テニスをしていたが、長距離は苦手であった。 

 

■「健康管理手当」の対象疾病と同じ病気を発症 

 父親は、７０歳頃から大腸癌（Ｓ腸部）と胃癌を手術、膀胱がんは投薬と放射線治療。その後に透

析（約１０年）。８４歳で死亡。 

 私は、６８歳で大腸癌（直腸部）を手術。術後の抗癌剤治療なしで３年経過しているが再発は見ら

れていない。 

 

 

 

被爆２世・３世健康調査アンケート回答 要約版 

私の健康履歴 小林 立雄  ２０２０年６月１７日 

 

■個人情報 

 父親が被爆。８月７日か８日に広島に入市内。 

江田島海軍兵学校から救援のために入市。約一週間程度通い続けている。 

 

■森川さんの『核なき未来から』と同じ体験 

 物心ついた頃から常に何かしらの体の不調を感じていた。 

 （幼い頃）傷口がなかなか治らず化膿して、白い膿が溜まった。 

 物心ついたころから悩まされていた数々の不調。 

 （成人して）不規則な生活のリズムから、自律神経の乱れによると思われる下痢や腹痛など胃腸症

状や頭痛。 

 （２０１５年頃から）手足が急に冷えるようになった。足の冷えとともに足底の妙な違和感（しび

れた感覚）も。それがしだいにひどくなっていった。（整形外科医師の診断では）椎間板ヘルニア。 

 子どもの頃、小学校入学前の頃、保育園に入園するも、通ったのは半年ぐらい。残りは休んだ日が
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多かった。虚弱体質のようでした。私にはよく分かりませんが、病院に通っていたのを覚えていま

す。 

 小学校入学時の就学時検診には母親に背負われて行ったことを覚えています。 

 小学３、４年生の時、ひきつけを起こして、投薬治療ということになり約１０年間薬を飲みました。 

 小、中は体育は見学だけにしていた。 

 大学院生の時、東北大の鈴木一郎教授の受診で、もう薬は不要と言われて投薬は止めた。 

 今、足の冷え、腰の痛みはあります。 

 

■『広島・長崎の原爆災害』より「精神・神経系の障害」と同じ症状を発症 

 消化器 ― （父親の）胃腸障害 

 父親はよく胃腸が悪いと言って、千振を取ってきて干して飲んでいました。 

 

■『私の被爆体験 ― 京都「被爆２世・３世の会」の聴き取りより』と同じ症状 

 私の長女（被爆３世）が結婚し、妊娠した時、妊娠６か月に入った頃流産した。 

 私の次女（被爆３世）は発達の遅れがあり、中学校からは特別支援学級、高校は養護学校へ進む。 

 次女は心室中隔欠損で６歳の時に手術をしている。 

 

■みなさんの病の体験について 

 保育園ができた時の１期生。しかし半分ぐらいしか通わなかったように思います。終了式直前まで

長期欠席。小学校入学前の就学児検診は親に背負われて行った。（理由は不明、虚弱だったのか） 

 小学３～４年の頃のひきつけ、てんかんのことで薬治療を２２歳まで続ける。 

 小・中学校の体育の授業は見学でした。 

 尚、この時期疲労すると頭痛が激しく、セデスをよく飲みました。 

 お酒は３０歳過ぎまで飲んだことがありませんでした。 

 ４０代頃から腰痛が時々発症、６０代末に再発。脊柱管狭窄症と診断されていて、強い痛み、しび

れがある。 

 体中にストロフルス（皮膚疾患の発疹）がいっぱいあります。 

 

■最後に 

 ＡＤ、ＬＤ（学習障害）などの知的障害などについても項目があってもよいと思います。 

 放射線が人体に当たると、人体の中で分子の切断が行われる。これがＤＮＡで起こると数々の障害

が生じるとされています。そうすると、今日のグレーゾーンの障害は判りにくいと思いますが・・・。 

検討課題して下さい。 

 

 

 

被爆２世・３世健康調査アンケート回答 要約版 

私の健康履歴 古田 京子  ２０２０年６月１７日 

 

■個人情報 

 父親、母親共に被爆。 

 父は昭和２０年８月８日に広島市へ入市内。母は、東練兵場で被爆。 

 

■森川さんの『核なき未来から』と同じ体験 

 小学校５年生までともかくよく熱を出していた。５年生の時扁桃腺を切除してからましになった。 

 現在もすぐ下痢をする。電車に乗っていて目的の駅まで着かずに途中で降りてトイレに行くことも
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ある。お腹の弱い体質は成長しても変わることなく、今に至っている。 

 現在は私も孫たちもみな元気ですが、私の三女の孫（３歳）には喘息があります。私にも１０年位

前から甲状腺の異常があり、服薬中です。 

 

■「健康管理手当」の対象疾病と同じ病気を発症 

 甲状腺機能低下症 

 甲状腺機能低下症（橋本病）と診断されて約１０年。３年前ぐらいから服薬しています。薬の量は

少し増えましたが、体の状態は安定です。 

女性には多いと言われて、そんなものかなと思っていましたが、被爆２世であることが関係してい

るかも・・・と初めて気付きました。 

 

■『広島・長崎の原爆災害』より「精神・神経系の障害」と同じ症状を発症 

 消化器 ― 私と二女が常習下痢。 

 

■『私の被爆体験 ― 京都「被爆２世・３世の会」の聴き取りより』と同じ症状 

 現在は正常ですが、１０代の頃、血液検査で白血球が標準よりかなり少なかった記憶があります。

その時のドクターは、「多いと白血病だけど少ないのは大丈夫だ」と言われていました。 

 

■みなさんの病の体験について 

 ウイルス性の肝炎を２０代前半と３０代前半で各一回しています。両方とも一ヶ月ほど入院して、

とてもしんどい思いをしました。 

 私はＣ型肝炎のキャリアです。 

 ２０代の頃はリュウマチの症状もありましたが改善しました。 

 

■最後に 

 私は京都アニメーションのことが報道されると突如として母から聞いた原爆投下時のことが襲っ

てきて、気持ちが落ち着かず、バクバクしてきます。（先日も、京アニ第一スタジオ跡地が更地にな

ったことが伝えられていました） 

 今はステイホームで人との交わりも少なく、意識していないとうまく自分を保てない感じです。 

 ちょっとしんどかったタイミングでこのアンケートが来たので、健康問題とは直接関係ないのです

が、記入しました。 

原爆のこと、放射能のこと、いつまでも苦しんでいる人がいること決して忘れないで欲しいと思い

ます。 

 

今年の原水爆禁止世界大会はオンラインで開催 

 ２０２０年原水爆禁止世界大会は、コロナ感染防止対策のため当初予

定されていた広島開催を取り止め、オンラインで行われることになり

ました。 

 それを補うために、新しいパンフレット「考えよう核兵器・地球・私

たちの未来」(通称未来パンフ)が発行されています。(価格２５０円) 

 また、オンラインで開催される世界大会（８月２日:国際会議、６日:広

島デー、９日:長崎デー）はＹｏｕｔｕｂｅでも視聴することができま

す。視聴方法は別途お知らせします。 

 みんなが参加する世界大会にしていきましょう！ 
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Black Lives Matter 
宮本ゆきさん(アメリカ・シカゴ) 

 

差別は、我々被ばく二世・三世にとっては避けて

通れない問題です。私も、目をそむけたい気持ち

と、向き合わなくては、という気持ちで揺れ動い

ていました。倫理学を専攻したのも、差別につい

て知りたい気持ちがあったからです。今、アメリ

カで起きている Black Lives Matter 運動は、瞬

く間にアメリカ全州、及び他国にも波及していま

す。その背景と現状を分析することで、様々な形

の差別を少しでも軽減するヒントが得られるの

ではないかと考えます。 

 

今回のジョージ・フロイド氏の殺人に端を発した

一連の出来事は、差別が一部の人々の意識による

ものではなく、制度としてあること、また、個々

人の、普段は意識されていない差別意識を浮き彫

りにしました。発端となったジョージ・フロイド

氏の殺人ですが、無抵抗で武器を携帯していない

にも関わらず、彼の首を、自らの全体重をかけた

膝で９分近くも圧迫し続けた警察官は、当初、第

三級殺人、つまり「殺意の証明を問わない」殺人

の罪状で裁かれることになりました。こうした白

昼堂々の殺人と、その罪状に対し世論が立ちあが

ったのですi。 

 

まず、この標語 Black Lives Matter は、2012

年にフロリダ州で丸腰の 17 歳の少年、トレイヴ

ォン・マーティンが、自称自警団と称する男性に

射殺されたことに端を発します。この男性、ジョ

ージ・ジマーマンは警察から取り調べを受けるも

のの、彼の「自衛だった」という主張を鵜呑みに

し 5 時間後には釈放されました。このことから、

この標語が生まれたのです。 

 

また 2014 年 7 月には、ミューヨーク州で丸腰の

男性が警察官に絞め技をかけられ、窒息死する事

件が起きましたがii、該当警察官は刑事事件とし

ては不起訴。また翌月、大学入学を控えていたミ

ズーリ州のマイケル・ブラウンが丸腰にもかかわ

らず、路上で口論となった警官に射殺されたもの

の、この警官も不起訴となりました。これらは氷

山の一角と言われています。 

 

こうした背景があったにもかかわらず、フロイド

氏の死が避けられなかったのです。まず、この殺

人事件が他ならぬミネソタ州ミネアポリスで起

こったことに、少なからず驚きを覚えた人もいた

かもしれません。ミネソタ州は北欧系移民の多い

ところで質実剛健、ルーテル派のキリスト教が強

い地域でもあります。「南部」とは成り立ちも違い、

むしろ、近年は難民などの受け入れにも積極的で、

約８万人のソマリア難民や、数的には多くはあり

ませんがコンゴからの難民などを受けいれてい

たり、少数ですがアジア系のモン族のコミュニテ

ィーもありiii、「進歩的」なイメージがあった州

でした。その州の中で一番の都会、ミネアポリス

（とセント・ポールをあわせてツイン・シティー

とも呼ばれます）は、教育や文化の水準も高いう

え、大都市に比べて住居や生活費などもほどほど

で、「住みやすい」と若者を中心に人気が急上昇し

ていた街で、雑誌などでも特集が組まれるほどで

した。例えば、今年の５月には「女性にとって住

みやすい街」でマサチューセッツの次に２位に、

そしてほんの数週間前には全米で３番目に安全

な街と謳っていましたiv。皮肉なことに、一年前

には警察官にとって良い州として７番目に選ば

れてもいたのです。 

 

しかし、ニューヨーク・タイムズの記事によると、

アメリカの都市部の中で、ミネアポリスは白人と

黒人の世帯平均所得が一番開いていた街だった

のです。つまり、「住みやすい」という視点は白人

視点に他ならず、それが広まっていた為に（私を

含め）驚きがあった、と言えます。普段の何気な

い（悪意なく見える）情報が白人視点であるため、

それに気づくことは難しいかもしれません。しか

し、気づかないでいられる、という事実が、個人

の社会における優位性・特権（privilege）の表れ

でしかありません。ミネアポリスや都市部の黒人

であれば、そうした情報にとっくに鼻白んでいた

ことでしょう。 

 

つまり、様々な制度――黒人が被害者である時警

察官（や一般市民であっても）が裁かれないこと

が多い、黒人であればなかなか住宅ローンの許可
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がおりない、黒人の多い地域の教育水準が改善さ

れない、Food Desert と呼ばれる新鮮な食料品店

を売る店が地域にない、投票場が少なく待ち時間

が長いなど ――が、白人を中心とした構造にな

っており、得に上記にあげた情報とともに、多く

は自ら白人目線でこの世界を解釈していること

に気づかないまま暮らしていると言えます。 

 

こうした特権がある、という事実に向き合わない

ことで差別を助長している顕著な例としては、ト

ランプ大統領の選出以来顕著になったアルト・ラ

イト（Alt-Right）と呼ばれるグループでしょう。

こうしたグループの代表であるリチャード・スペ

ンサーは、現在白人（得に男性）が迫害されてい

て、「白人の虐殺」が起きているといっても過言で

はない、といった言説を展開しています。しかし、

フロイド氏の死が警察といった権力による無防

備の市民の殺人として、初めてではないことを考

えても、スペンサーを初めとするアルト・ライト、

そして彼らの考えを共有する人たちの認識が大

きく歪んでいることは明らかでしょう。彼らの多

くがトランプ支持者であることと無縁であると

は思えません。 

 

こうしたグループが、今回のプロテストでも使わ

れた Black Lives Matter という標語に対抗して

All Lives Matter という標語をあげるのです。こ

こで前者が日本語で「黒人の命は大切だ」あるい

は「黒人の命も大切だ」と訳されることがあるの

を知って、少し危機感を覚えました。「黒人の命は

（が）大切だ」としてしまうと、All Lives Matter

の、「全ての命が大切だ」という対抗言説がすぐに

使われます。もちろん万人の命が大切であり、こ

の標語が間違ったことを言っているわけではあ

りません。しかし、アメリカの現在おかれている

文脈で使われるとき、「（黒人の命だけが特別なわ

けじゃない）全ての命が大切なんだ。」というニュ

アンスなのです。ですから、この一見、正論に思

える All Lives Matter は、逆に黒人に対する差別

を軽視するものになっているからこそ、抗議活動

に反対する人たちが掲げているのです。そして、

「黒人の命も大切だ」と他の命と並列してしまう

と、この All Lives Matter の主張に迎合してしま

い、差別の軽視のニュアンスが出てくるのです。

Black Lives Matter は、「黒人の命だって命なん

だ」といったような、彼らが長年受けてきた不正

義に対する叫びであり、「黒人の命“は”“が”“も

“」と訳してしまうと All Lives Matter のメッセ

ージを、計らずも容認してしまうことになるので

す。 

 

1970 年代初頭に東京都議会で、被ばく者の断種

が議論された時、「被ばく者の命は/命が/命も大

切だ」と言ってしまうと、「断種」という生命に対

する一方的な暴力が、政治案として提案されたと

いう衝撃、それまでに受けた数々の差別の事実が

薄まってしまうのではないでしょうか。また、被

ばくで被った被害の補償を国に請求する際に、

「全ての戦争犠牲者の補償が大切だ」と言われた

としたら。これは正論でありながら、被ばくによ

る被害の特異性を軽んじるものです。 

 

これは、もちろん被ばくによる被害を訴えること

で、他の戦争犠牲者の被害を軽んじているわけで

はありません。Black Lives Matter が、黒人以外

の命を軽んじているのではないように。むしろ、

Black Lives Matter は、今までなされてきた暴

力、そしてそれが正当化されてきた歴史を思い起

こさせる言葉であることを考えると、それが抗い

がたい人類愛的な甘言でくるまれる時、差別は

益々見えなくなり助長されることは、心にとめて

おきたいと思います。 

 

 

1 現在は、膝でフロイド氏を押さえつけたデレック・ショーヴァンは第二級殺人、居合わせた３人の警

官も、止めなかったとして第三級殺人で起訴されることになっています。 

2 この際、今回もフロイド氏によって発せられた「息ができない」という言葉も標語として使われまし

た。 

3 フロイド氏を殺害したデレック・ショーヴァンの妻はラオス生まれのモン族と言われています。 

4 https://www.minneapolis.org/media/facts-and-research/accolades/ 
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法に支えられた暴力 
宮本ゆきさん(アメリカ・シカゴ) 

 

2020 年 6 月 1 日、ジョージ・フロイド氏の死で

全米に抗議活動が広がる最中、アメリカ大統領、

ドナルド・トランプはホワイトハウスの向かいに

あるセント・ジョージ教会で写真撮影を行うこと

にしました。平和的にデモを行いホワイトハウス

を取り囲んでいたデモ参加者は、トランプの命令

で蹴散らされることになりました。この際、多く

のデモ参加者は催涙ガスなどで攻撃されたこと

は日本でも報道されたかと思います。 

 

しかしながら、催涙ガスは実は国際協定で戦時の

使用が禁止されているにも関わらず自国のデモ

参加者に使用したのです１。当局は催涙ガス（tear 

gas）ではない（pepper bomb）と声明を出して

いますが、何らかの化学物質であったことは間違

いありません。そのせいかどうかはまだ分かって

いませんが、5 月にオハイオ州立大学を卒業した

ばかりのサラ・グロスマンさんが、催涙ガスとペ

ッパー・スプレーが使用されたオハイオ州コロン

バスのデモに参加した後、体調を崩し病院で亡く

なりました。当局はサラさんは薬を常用していた

のではないか、と言っていますが、家族はサラさ

んは薬物常用者でなく健康で、卒業後は移民の人

たちを助ける仕事につくことを目指していまし

た、と語っています
2
。 

 

こうした混乱は、ミネソタ州を始め、警察の解体・

再構築などの動きになっており、トランプ政権の

横暴には元政府高官や共和党内からも不支持が

あがっています。日本でも報道されたように、元

国防長官のジェームズ・マティス氏は、トランプ

のリーダーシップの欠如、憲法違反、そしてアメ

リカを分断する政策に警鐘を鳴らしました。元高

官とはいえ、海兵隊大将として人望の厚いマティ

ス氏の発言はそれなりに衝撃も大きいかと思わ

れましたが、彼はすでに 2019 年に職を辞してい

ることもあり、彼の発言の影響がどれくらいあっ

たか、まだよくわかりません。 

 

また、コリン・パウエル元国務長官も、共和党で

ありながら、民主党候補のジョー・バイデンを支

持するとの声明を出しています。しかし、実はパ

ウエル氏は 2016 年の選挙の際も、民主党候補の

ヒラリー・クリントン氏を支持する声明を出して

いて、共和党内でも穏健派として知られる氏の声

明はそれほど驚きをもって迎えられた感はあり

ません。 

 

そんな中、2012 年に共和党から大統領候補とし

て出馬したユタ州の議員、ミット・ロムニーが日

曜日にワシントン D.C.でのデモに参加しました
３
。

これはトランプ政権から激しく批判されました

が、それはかえって政権の抗議活動に対する危機

感を晒してしまうこととなりました。 

 

6 月 9 日付けのニューヨーク・タイムズの記事で

も、トランプ政権の支持率が下がってきているこ

とを報じています
４
。2016 年の選挙でトランプ支

持に回った多くの白人労働者が離反しているよ

うです。唯一の懸念は、実は失業率がわずかなが

ら下がっており、これが続くと、トランプ再選の

追い風になることが憂慮されています。 

 

また、トランプ政権は先日も、1992 年以来米国

が中止していた核実験（臨界前核実験を除く）の

再開を考えていることを発表しており、なんとか

この政権の暴走を阻止しなければなりません
５
。 

 

実は冒頭の催涙ガスも核も共通点があります。他

国への直接使用（事故を除く）は禁止、あるいは

避けられてきた、にも拘らず自国民に使用されて

いる、ということです。核に関しては核抑止力論

者が「核を持っていたから使わないでいられた」

という時代遅れの（しかし大学などではメジャー

な論説として教えられている）議論を展開してい

ますが、自国民には 1000 回以上も核実験と称し

て使っている事実は、催涙ガスが抗議活動の参加

者に使われたことと呼応します。もちろん、自国

民なら良いというわけではありません。化学兵器

や生物兵器が国際的に禁止されているのは、その

拡散の制御不能性によることが大きいからであ

り、放射能も拡散をコントロールできず、一国の

問題ではないことからも明らかに国際的に禁止

されるべきでしょう。警察が必ずしも「全ての市
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民を守っている」わけではないことが明らかにな

り、その解体が叫ばれているように、核兵器も「防

衛の手段」でないことを明らかにし、その解体を

目指すにおいて、今回のフロイド氏の死とそれに

続いた抗議活動は、核兵器廃絶においても示唆の

多いものであるように思われます。 

 

 
1  Matt Field, “Why is tear gas banned in war but not from peaceful protests?” Bulletin of the Atomic 

Scientists, 4 June 2020. (https://thebulletin.org/2020/06/why-is-tear-gas-banned-in-war-but-not-from-

peaceful-

protests/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=MondayNewsletter06082020&ut

m_content=DisruptiveTechnology_TearGas_06042020) 
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3be060a4f8e1_story.html?fbclid=IwAR1gdyNgSJPGqjJ5lksuPEEIPoQf1DKtXIYSVvn1RRj4pkrRU9u8gKEptc 

 

 

 

核兵器禁止条約発効めざして 

 

ベリーズ、レソトが核兵器禁止条約批准 ３８ヵ国へ 
 

５月１９日（火）中米の国ベリーズが核兵器禁止条約の批准書を国連事務総長に寄託し、批准国は

３７ヵ国になりました。 

続いて、アフリカ南部レソトが６月６日（土）に核兵器禁止条約の批准書を国連に寄託しました。

９日付の「ＵＮジャーナル」（国連の公式活動日誌）に掲載されました。これで同条約を批准した国

は３８カ国目。条約発効に必要な批准国数５０まで残り１２カ国となりま

した。 

 アフリカで批准したのはガンビア、南アフリカ、ナミビアに続き４カ国目

です。 

 

「ヒバクシャ国際署名」１１８４万人超えました ― ヒバクシャ国際

署名連絡会 

ヒバクシャ国際署名連絡会は６月２４日、２０１６年４月から取り組んで

きた「ヒバクシャ国際署名」が累計で１１８４万３５４９人（３月末現在）

になったと発表しました。昨年９月末から１３２万人余り増えました。 
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 署名は、４月に核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議に提出する予定でしたが、コロナ禍で集計作業を

とめていました。９月１８日までに最終集約し、１０月初めに開かれる国連総会に提出する予定です。 

 ２０１７年７月７日に国連会議で採択された核兵器禁止条約は３８カ国が批准し、条約発効に必要な

５０カ国まであと１２と迫りました。「ヒバクシャ国際署名」をはじめとした市民社会の世論が国際政

治を動かしています。 

 

２０２０年６月２５現在 核兵器禁止条約批准国３８ヶ国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８０） 

６月３日（水）地裁第２民事部で最後の原告が勝訴判決！ 

決して諦めない闘いが正しい裁判に流れを引き戻す！ 

２０２０年６月５日（金） 

 

新型コロナウイルス感染防止のためノーモア・

ヒバクシャ近畿訴訟も３月以降の法廷が軒並み

延期となり、５月末からやっと順次開廷されるよ

うになってきた。５月２７日（水）には大阪高裁

第２民事部で苑田朔爾さんの控訴審判決があり、

その１週間後には大阪地裁第２民事部でＮ・Ｋさ

んの判決と続いた。二つの判決ははっきりと明暗

を分けることになった。 

５月２７日（水）、もともと４月１７日（金）の

予定だった苑田さんへの判決言い渡しが１ヶ月

以上延期されてこの日を迎えることになった。コ

ロナ対策のため、開廷前集会も、入廷行進もなし、

判決後の旗出しもしないという寂しい構えで判

決を聞くことになった。構えだけでなく、法廷内

の代理人席数も絞られ、傍聴席も１３人と席数の

３分の一ほどの人数に制限されての法廷だった。 

原告の苑田さんは出廷するのも困難な体調の

ため、はるか郷里の長崎から判決を待つことにな

った。午後４時開廷。高裁第２民事部を担当して

いた田中敦裁判長によって書かれた判決文だが、
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田中裁判長は人事異動となり、この日の判決言い

渡しは後任の清水響裁判長によって告げられた。

“告げられた”という表現がそのまま当てはまる

ような、「主文、控訴人（苑田さん）の控訴を棄却

する」の一言だけが読み上げられた極めて事務的

なものだった。 

会場を大阪弁護士会館に移して報告集会が開

催された。愛須勝也弁護団事務局長から、評価で

きるところの一切ない、スカスカの内容で、松谷

訴訟以前に遡った頃のような判決だ、という厳し

い評価が下された。 

苑田さんは３歳の時、爆心地から４．２㌔の長

崎市小島町で直接被爆。８月１５日爆心地を通っ

て避難したため入市被爆もしている。避難先で急

性症状も発症し、以来病弱となった体で苦難の人

生を歩んできた。７０歳の時前立腺がん（申請疾

患）を発症し全摘手術、今も転移や新たな部位で

のがん発症に不安を抱えながらの日々となって

いる。一審判決は昨年の２月２８日。東小島町に

は「黒い雨」は降っておらず放射性降下物の影響

は認められない、８月１５日の爆心地付近の放射

線量は低下していて人体に影響を及ぼすような

ことはなかった、等々の理由を並べられて苑田さ

んの訴えは退けられた。 

今回の控訴審判決は、まず徹底して被爆の事実

認定を否定するところから始まっている。８月１

５日に爆心地付近に入市した事実を裏付ける証

拠は存在しない、被爆者手帳の申請書類にもその

ことの記述はない、直爆を受けてから避難するま

での６日間の詳細な生活状況は不明等々、本人の

記憶と陳述以外に立証できるものがなければす

べて否定するという態度だ。そして、放射性降下

物を体内に摂取したとしてもその被ばく線量等

の詳細は不明であり、それが証明できない以上人

体への影響を認めることはできない、とされた。

加えて、他原因にも言及し、がんについてもしき

い値があるかのような表現があったり、被爆と関

係ない原因で発症したとしても不合理ではない、

と判決された。被爆者と向き合おうとする姿勢は

欠片もなく、長年の認定訴訟で構築されてきた被

爆者救済の枠組みを見ない、根本的に異なる判決

だ。 

苑田さんの控訴審は１回目が昨年の７月２５

日。この時は苑田さん自身が意見陳述し、担当の

濱本由弁護士と中道滋弁護士によって放射性降

下物の危険性や内部被曝の脅威などがパワーポ

イントを駆使して陳述された。この時私たちは被

爆者の被害と訴えにしっかりと向き合った法廷

が進められるのではないかと期待した。２回目は

１０月１５日。しかしこの日は一転して裁判長の

強引な訴訟指揮が露になった。控訴側が求めた名

古屋大学名誉教授の沢田昭二先生の証人採用申

請が却下され、控訴・非控訴側双方の意見書提出

期限についてもほぼ一方的に決められるような

訴訟指揮が公開の法廷の場で展開された。口頭に

よる意見陳述などはないままだった。３回目は年

明けの１月２９日。この日は尾藤廣喜弁護団幹事

長によって、厚労省の定める放射線起因性の判断

における「総合的な判断」についての意味と実態

が陳述されたが、それを持って早々と結審が宣告

されてしまった。 

口頭での陳述や尋問だけを聞いている傍聴席

の私たちにとって、一体が何が争われ、何が問わ

れているのか、よく分からないままの裁判の推移

だった。初めから結論ありきで、それに沿って強

引な訴訟指揮がとられたとしか思えない判決だ。

沢田先生による意見書は３回も提出され、濱本弁

護士や中道弁護士によって練り上げられた意見

書も貴重なものだったはずだが、判決はそこに示

されている主張・意見には一言も触れず、ひたす

ら避け通したものでしかなかった。報告集会に参

加している弁護士、支援のみなさんからも異口同

音に、あまりにもひどい判決への憤りと批判が集

中した。 

今回出廷することのできなかった原告の苑田

さんからの、弁護団と支援の人々へのメッセージ

が披露された。「支援していただいている人たち

へ、思うように移動することができません。日頃

からのご恩に厚くお礼申し上げます。皆様もご自

愛下さい。くれぐれも」という内容だった。 

苑田さんのもともとの原爆症認定申請は２０

１４年１１月６日、提訴は２０１５年８月６日。

５年も６年も頑張ってきた結果がこれか、と思う

と辛く悔しい思いが増してくる。 

このままの状態でノーモア・ヒバクシャ訴訟を

終えてしまっていくことはできない。もう一度巻

き返して頑張っていくことを確認してこの日の

報告集会は閉じられた。 

 

１週間後の６月３日（水）、今度は地裁第２民事

部の判決の日を迎えた。地裁第２民事部はもとも

と４月１０日に予定されていた判決が、２ヶ月近
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く延期されてのこの日だ。今回も事前集会も入廷

行進もせず、旗出しもしないままだ。法廷内の代

理人席も、傍聴席も大幅に制限され、なんとなく

閑散とした雰囲気の中で開廷を待った。 

地裁第２民事部の原告はＮ・Ｋさん（女性、７

９歳、神戸市）。ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の

地裁における最後の原告となる。娘さんたちに付

き添われて入廷し、原告席に着席された。裁判長

は昨年２度に及ぶ判決言い渡しで、原爆症認定訴

訟史上最悪の判決だと言われた三輪方大裁判長。

今回もとんでもない判決が出されるのではない

か、その不安を拭いきれないまま傍聴席に座った。 

午前１１時３０分開廷。三輪裁判長も人事異動

となったため、後任の森脇一裁判長から判決は読

み上げられた。「主文、厚生労働大臣による（Ｎ・

Ｋさんの）原爆症認定申請の却下処分を取り消

す」。 

あれ、勝訴じゃないか。厚労省の却下処分は誤

りだとされたんだ。閉廷を待つまでもなく、代理

人席の弁護団からＮ・Ｋさんに喜びの声がかけら、

熱い握手が交わされた。 

正直言って意外な判決。法廷内では詳しい事情

が分からないが、みんなわくわく感いっぱいの気

持ちで報告集会会場の大阪弁護士会館に足を運

んだ。 

Ｎ・Ｋさんは４歳１０か月の時に爆心地から３．

６㌔の長崎市八坂町で直爆被爆。翌日の８月１０

日、１１日と叔父を探しに母親に連れられて三菱

兵器工場跡を歩き回り入市被爆もした。被爆後の

Ｎ・Ｋさんは数々の病気に見舞われる人生を送っ

てきた。２０歳の頃から貧血で造血剤を処方され、

２７歳の頃にはひどいめまい、吐き気も加わり、

３３歳の時に声帯ポリープで手術。６９歳で大腸

ポリープ摘出手術、甲状腺機能低下症の診断も受

けた。そして７２歳の時に右乳がんを発症して腫

瘍摘出手術、３年後に再発し、この乳がんを原爆

症認定疾病として申請した。Ｎ・Ｋさんと一緒に

被爆した家族のことも重要だ。父親は肝臓がんで、

母親も膀胱がんで亡くなっている。お兄さんも骨

髄異形成症候群で亡くなり、胎内被曝だった弟さ

んも白血病らしき症状で生後間もなく短い命を

閉じている。 

これだけの被爆の事実があり、既往歴や一緒に

被爆した家族の状況などもあれば、Ｎ・Ｋさんの

乳がんは当然被爆したことが影響していると誰

もが考えるはずだ。しかし、厚労省は認めてこな

かった。その理由は原爆症認定に際しての「積極

的に認定する範囲」の基準に機械的に頑なに拘っ

てきたことにある。「積極的に認定する範囲」は

「被爆地点が爆心地より３．５㌔以内である者」

と定めており、３．６㌔のＮ・Ｋさんはわずか１

００㍍の差で無情にも切り捨てられていた。一方

放射線起因性の判断にはもう一つの基準「総合的

に判断」するというものがあり、「積極的認定範囲」

以外でも、被曝線量や、既往歴、環境因子、生活

歴等を総合的に勘案して判断する、としている。

Ｎ・Ｋさんの場合、当然この「総合的判断」で認

定されなければならないはずだが、厚労省は実際

には「総合的判断」などは放棄して、「積極的認定

基準」を機械的に適用させることだけに重きを置

いてきた。こんな不条理なことをさすがに裁判所

も追認することはできなかった、のではないかと

いう思いが頭の中をよぎった。 

これだけの状況証拠があるのに、僅か１００㍍

の差を理由に認定を拒否する、そのことが世論に

与える影響を裁判所も考慮せざるを得ず、あの裁

判長もさすがに覚悟して出してきた判決だった

のではないか、というのが愛須弁護団事務局長か

らの最初の感想だった。 

被爆の事実認定では、叔父さんを探して入市被

爆したことは否定されている。しかし、叔父さん

が救助されてから約１ヵ月間、母親が叔父さんの

看護するのを手伝っており、その中で粉塵を吸い

込んだり、飲食も通じて体内に放射性物質を取り

込んだ可能性が高いことを判決は強調している、

との報告だった。 

被爆者援護法で定める被爆者の定義の内、第３

号被爆者と言われる人々は「身体に原子爆弾の放

射能の影響を受けるような事情の下にあった方。

例えば、被災者の救護、死体の処理などをされた

方」とされており、そのことを強調した判決だっ

たようだ。 

Ｎ・Ｋさんは本人尋問の際などで叔父さんを救

花束を贈られたＮ・Ｋさん 
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護した経験をリアルに証言していたが、原告側は

このことを特別強く主張していたわけでない。被

告・国側もそのことを特別に争点にしてはいなか

った。しかし、裁判所は、直爆による放射線の影

響や入市の事実などは否定しつつも、それでも原

爆症認定に道をつけるために、敢えて救護被爆の

影響に着目したような判決内容だ。 

さらに初期放射線以外にも、救護・介護なども

通じて外部被曝、内部被曝の影響があったことま

で認めている。しかも、具体的な被曝線量など分

からなくても構わないのだとまで言って。そこま

で言われると、昨年１１月に下された高橋一有さ

んへの敗訴判決、今年１月に出されたＹ・Ｍさん

やＯ・Ｈさんへの敗訴判決は一体何だったのか、

と言いたくなる。あの判決はもう一度やり直すべ

きではないか、と。 

Ｎ・Ｋさんは報告集会にも参加された。Ｎ・Ｋ

さんは原爆症認定制度のことなど何も知らない

人だった。それが乳がんを発症したことで東神戸

診療所にお世話になるようになり、郷地先生など

から色々なことを教わってきた。郷地先生やみな

さんのおかげで今日の日を迎えることができた

と感謝の挨拶を述べられた。挨拶を受けて、参加

者全員が熱く長い拍手と花束を贈った。 

その後、Ｎ・Ｋさんの裁判を担当してきた吉江

仁子弁護士から以下のような感想が述べられた。

福島原発事故などなければ負ける要素のない裁

判だと思ってきた。絶対に負けるはずはないと思

ってきたが、その通りに本当に勝利出来て良かっ

た。昨年から敗訴判決も相次ぎ、裁判はなかなか

難しいという思いが広がっていた中で、一筋の希

望の灯りが見えてきたのではないか。今日の判決

を力に、多少他原因の危険因子などあってもどん

どん被爆者のみなさんが原爆症認定申請するよ

うになっていって欲しい。 

報告集会は最後に、藤原清吾弁護団長によるま

とめで締めくくられた。昨年の２民判決から、今

年の最高裁判決、そして先週の大阪高裁判決と敗

訴が続いていた中で、この流れを止める、もう一

度正しい流れに戻す今日の判決だったと思う。原

爆症認定訴訟、ノーモア・ヒバクシャ訴訟で積み

上げてきた裁判の内容を基にすれば、今日のよう

な判決しかあり得ないことを声明では明らかに

した。問題はこのような判決の流れが何故行政を

変えるまでに至らないのかということ。私たちは

いくつの敗訴があっても決して挫けずに頑張っ

てきた。正しいことは最後まで正しい。私たちは

決して諦めない、ということをもう一度確認して、

まだ不十分で間違ったことをしている行政を正

す、そして核兵器廃絶がきちんと出来るように核

兵器禁止条約の批准を求める、そのことを頑張っ

ていこう。 

久しぶりとなるスカッとした判決を受けて、参

加者全員が晴れ晴れとした気分を抱きながら散

会することになった。 

 

Ｎ・Ｋさんの判決内容報告を聞いていて、特に

叔父さんの救護・介護による被爆影響が強調され

たと聞かされて、１５年前、原爆症認定集団訴訟

で京都からの原告で奮闘された森美子さんのこ

とを思い出した。森さんは被爆当時大村海軍病院

に看護師として徴用されていて、膨大な人数に上

る被爆者の人々の看護に当たった。長崎の街には

一歩も踏み入れたことがないのに、直後から下痢、

発熱の急性症状を発症し、６０歳頃から肝機能障

害に見舞われるようになった。原爆症認定申請し

たが却下され、２００６年に集団訴訟の一員とし

て提訴した。当時３号被爆者で提訴したのは全国

でも森さん一人だったと言われている。３号被爆

者は端から認定対象とは認められていなかった

頃、厳しい闘いを余儀なくされ、一審、二審とも

勝訴判決を得ることはできなかった。それでも判

決は「（森さんが）内部被曝、外部被曝していても

決して不自然ではない」と述べ、救護被爆者の放

射線被爆の事実を認めた。初めて３号被爆者に認

定の道が切り開かれたと、当時評価されている。 

 

後に森さんは、「救護によって被爆した人は広

島でも、長崎でも本当はもっともっと多いので

はないかと思います。救護活動によって本当は

被曝しているにも関わらず、自分を被爆者と思

原告として最後まで奮闘された在りし日の森美子さん 
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っていない人も全国にはたくさんいるのではな

いでしょうか」と述べられている。 

その森美子さんが６月４日（木）永眠され

た。享年９５歳。森美子さんの闘いがＮ・Ｋさ

んの勝訴判決に繋がっているのだと思いつつ、

心から哀悼の意を表します。 

 

 

被爆二世の 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟・裁判傍聴記（８1） 

高裁第１２民事部で地裁第２民事部の不当判決を翻す弁論開始！ 

最高裁の“被爆者に対する姿勢”を正すため、苑田朔爾さんが上告へ 

２０２０年６月１３日（土） 

 

新型コロナウイルス感染防止の緊急事態宣言

が解除され、５月末から６月前半にかけてノーモ

ア・ヒバクシャ近畿訴訟の法廷は３週連続で設定

された。５月２７日（水）は大阪高裁第２民事部

で苑田朔爾さんの控訴審判決、次週の６月３日

（水）は大阪地裁第２民事部でＮ・Ｋさんの判決、

そして今週６月１０日（水）は高橋一有さんの控

訴審第１回目の弁論と続いた。 

苑田朔爾さんへの不当判決に対しては、こんな

に酷い判決をそのまま看過することはできない

として６月５日（金）、上告の手続きがとられた。

Ｎ・Ｍさんの勝訴判決については国に控訴させな

いことが喫緊の課題であり、厚労大臣に対する働

きかけが全国に呼び掛けられている。控訴期限は

６月１７日（水）だが、今日現在控訴手続きはと

られていない。 

高橋一有さん（７９歳、兵庫県三木市、心筋梗

塞で認定申請）は、昨年１１月２２日、地裁第２

民事部で却下処分の不当判決を受けた。判決を下

した裁判長は先週のＮ・Ｋさんの判決も書いた三

輪方大裁判長だった。半年の期間を置いてやっと

控訴審の最初の弁論機会を迎えることになった。

係属の高裁第１２民事部の裁判長は、法廷前の掲

示板を見ると石井寛明裁判長とあった。なんとな

く記憶にある、かなり以前の一審かまたは二審で

ノーモア・ヒバクシャ訴訟を担当したことのある

人ではなかったかと思いつつ、開廷を待った。帰

宅して過去の傍聴記を見直してみると、２０１５

年から２０１６年にかけて高裁第１３民事部で

６人の被爆者の裁判を担当した人だと分かった。

但し、この裁判長の前で弁論が行われたのは３度

だけで、４回目からは別の裁判長に代わり、高裁

第１３民事部の審理はその後２年も続いて、２０

１８年に判決を迎えている。弁論だけであったの

で石井裁判長の印象は薄く、特別の感想を持つこ

とは何もなかった。ただ、当時、傍聴参加者が次

第に少なくなりつつある中で、あくまでも２０２

号大法廷の使用にこだわり続けていたことが思

い出に残っている。 

今日の会場の７４号法廷は今回も傍聴席は３

分の１に限定され、わずか１３人の席数はただち

に埋まった。高橋さんの担当は小瀧悦子弁護士だ

が、大変力のこもった控訴理由書が提出されてい

ると後刻の報告集会で紹介された。その小瀧弁護

士は急に体調を崩されたようで今回は欠席。高橋

一有さん本人は出廷を希望されていたようだが、

遠距離で、コロナ禍の下、今回は無理をしないで

おいた方がいいということで、欠席されることに

なった。 

冒頭、控訴側からの控訴状、控訴理由書、非控

訴側の答弁書等の提出が確認されて審理は開始

された。控訴側からは眞鍋穣医師の証人申請もさ

れているようだったが、その決定はとりあえずの

ところ留保された。 

この日の口頭意見陳述は愛須勝也弁護団事務

局長によって行われた。愛須弁護士は弁論で、一

審判決の判断枠組みの誤りと、高橋さんの被曝後

の状況についての判断の誤りと、二つに分けて述

べ、分かり易くも、厳しく原判決を批判した。 

一審判決はまず、「ＤＳ０２等により算定され

る被曝線量は、飽くまで一応の目安とするにとど

めるのが相当」であるとし、「被爆者の被曝線量を

評価するに当たっては、当該被爆者の被爆状況、

被曝後の行動・活動の内容、被曝後に生じた症状、

健康状態等に照らし、様々な形態での外部被曝及

び内部被曝の可能性の有無を十分に検討する必

要がある」としている。また申請疾病である心筋
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梗塞については最新の医学的知見を受け入れ、既

に積極的認定疾病に加えられていることも理由

に放射線起因性を認めている。ここまではこれま

での原爆症認定集団訴訟の判決で繰り返されて

きた判断枠組みと同じことになる。しかし、判決

はこれらの到達点を述べながら、高橋さんの心筋

梗塞の放射線起因性の具体論になると、突然、浴

びた被曝線量を「具体的・定量的に明らかにする

ことができない」という、まったく異質の基準を

持ち出し、高橋さんの浴びた線量は大したことは

ないとして切り捨ててしまった。 

被爆者の浴びた放射線量を定量化するなどで

きるわけがなく、被爆者に不可能なことを強いる

もので、被爆者援護法の趣旨にも真っ向から矛盾

し、被爆者が長年の原爆症認定集団訴訟、ノーモ

ア・ヒバクシャ訴訟で勝ち取ってきた判断基準の

成果を冒涜するものだ、と愛須弁護士は原判決を

厳しく批判した。 

高橋さんの一審判決以降４人の原告が同じ地

裁第２民事部（同じ裁判長で）判決を受けている

が、前段の判断枠組みでは４人とも同じことが述

べられている。しかし、具体論になると２人につ

いては被曝線量が明らかでないとの理由で請求

を棄却し、後の２人については具体的線量が明ら

かでないのに請求を認めるという、まったく矛盾

した判決が行われていることも付言された。 

一審判決は、高橋さんの被曝状況について、入

市後に爆心地近くで飲食をしたこと、怪我や予防

接種でもひどく化膿するようになったこと、結膜

炎の悪化から眼球摘出をして失明したことなど

のここまでの事実認定は認めている。しかし判決

は、化膿がひどくなっていった具体的な状況や失

明に至った詳細も明らかでないとして、「放射線

被曝の影響で免疫力が落ちたことに起因するも

のであるとは直ちに認めることはできない」とし

まっている。 

このことについては、免疫アレルギーの専門的

知見を持たれている眞鍋穣医師の詳細な意見書

が既に提出されている。その意見書の要点に触れ

ながら陳述は続けられた。眞鍋医師によると、高

橋さんは被爆した４歳までは元気な子であった

にも関わらず、被爆後ひどく化膿するようになっ

たこと、また若くして結膜炎から眼球摘出を受け

ることになった経過は、細菌感染に対する抵抗力

の顕著な低下がなければ考えられないこととさ

れている。高橋さんの免疫力低下は先天的なもの

ではありえず、後天的なものとしか考えられない

こと、その原因は原爆放射線の被曝によるものと

考えるのが最も妥当だとされている。眞鍋医師の

意見のポイントは、高橋さんの症状は被爆後に生

じているという点にある。一審判決はその評価を

見誤り、症状発生の程度や時期が明らかでないと

して、放射線の影響を無視してしまっている、と

批判された。 

愛須弁護士の陳述は最後に、多くの被爆者が自

らの生命をかけて築き上げてきた司法判断の到

達点を後退させる原判決を確定させることは認

められないと訴え、審理においては眞鍋医師の証

人を採用して審理を尽くすよう求めて、閉じられ

た。 

陳述の後、次回期日を９月９日（水）とするこ

とを確認して、閉廷となった。 

 

今回も大阪弁護士会館に移動して報告集会が

行われた。最初に愛須弁護士から、今日の陳述を

補足する説明が行われた。 

地裁第２民事部、三輪裁判長の判決は高橋さん

たちの判決を皮切りに３回行われたが、前段の判

断枠組の記述は３回ともまったく同じ文章で、そ

れは見るからにコピペしたものと言わざるを得

ない。それが具体論に移ると態度がコロッと変わ

って、被爆放射線量の推計まで具体的に計算して

示しながら、それを前提とした判決にしている。

敢えて余計な判断枠組みを滑り込ませ、それを理

由に足切りをはかっている。４人の原告の２人に

は原爆症を認め、２人は却下。どこが違っている

のかさっぱり分からない、極めて恣意的な判決だ。

要は国が許容する範囲なら認め、それ以外は切り

捨てるという、原爆症認定訴訟の歴史と実績を明

らかに踏み外している。 

証人申請している眞鍋医師は臨床医師である

と同時にアレルギーの研究、専門家でもある。こ

の間の原発事故、原発労働者の問題、チェルノブ

報告集会の様子 
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イリ事故などから、たくさんの医学論文、科学論

文が集積されており、白血球の中の好中球異常が

免疫力の異常をもたらすことが明らかにされて

いる。眞鍋医師はそれらの研究成果に基づいて、

放射線被曝によって免疫機能に異常を来し、被爆

者には今日までずーっとそれが続いていること

を示されている。高橋さんの被曝後の症状を診て

も被爆した後に免疫力が低下してきたことは明

らかであり、原因は原爆による被曝以外考えられ

ない。非常に説得力のある意見書となっているよ

うだ、 

意見書の内容は必ず裁判所にも伝わるであろ

う。裁判所は証人の意見を聞かなければ、と思う

はずだ。一審判決はきっと見直されるのではない

か、という期待と思いが語られた。 

その後、現在の近畿訴訟の全体状況が報告され、

確認された。 

苑田さんの事件は上述のように６月５日（金）

上告された。先週判決のあったＮ・Ｋさんについ

ては、国に対して上告するなと働きかけ、判決確

定を求めている。そして今日の高橋一有さん。そ

の他、近畿訴訟では３人の原告がいずれも控訴審

での審理開始の日を待っている。係属部は１人は

第６民事部、２人は第１４民事部と決まっている

が、期日は未定のままだ。 

報告集会では藤原精吾弁護団団長から、苑田さ

んの上告について、その目的、理由が以下のよう

に説明された。 

今年２月２５日（火）、最高裁で原爆症認定に関

わる不当な判決が下された。被爆者に向き合わな

い、ただ言葉の解釈だけで要医療性を否定した結

論だった。行政のやっていることを追認、追随す

るだけ、被爆者援護制度の理解もできていない。

最高裁の判決とはとても思えないようなずさん

な間違いがある、との批判も出されている。 

被爆者の問題、被爆被害の問題をもう一度最高

裁に考えさせる必要がある。そういう意味で苑田

さんの上告をすることにした。これを機会に、最

高裁は被爆者問題をもう一度考え直せという運

動にしていきたい。現在、『賃金と社会保障』とい

う雑誌で特集号を編集中だ。いかに最高裁判決が

間違っているか、そしてそれらがいかに世論は受

け入れ難いものであるか、が書かれた特集だ。８

月６日前に発行の予定で、是非読んでいただきた

い。 

報告集会の最後に、尾藤廣喜弁護団幹事長から

まとめが行われた。 

苑田さんの事件の上告については弁護団会議

の中でも様々な意見が交わされた。事実認定が争

点になっているので上告は難しいという意見も

あった。しかし、私たちが原爆症認定訴訟を起こ

してきた原点は、裁判所は被爆者の被爆の実態を

きちんと正確に捉えて、それに基づいて判断し、

認定のあり方を考えていかなければならない、と

いうところからだった。小西訴訟以来ずーっと私

はたちが主張してきたことだ。小西さんの場合、

１．８㌔の被曝で、白血球減少症と肝機能障害が

申請疾病だった。当時の基準からするととても認

められるようなものではなかった。相談した斎藤

紀先生からも、今の基準ではとても認められるも

のではないと、訴訟については否定的な意見をも

らっていた。 

しかし、現実に小西さんは白血球減少症が続い

ており、肝機能障害もあった。この事実から考え

て認定されないのは基準自体がおかしいのだと、

かなりの議論を行った。斎藤先生もそうかもしれ

ないと言われるようになり、小西さんの症状を自

らも分析され、それから見解を改められるように

なった。小西さんのために法廷での証言もしてい

ただいた。 

医師、科学者は、事実に謙虚でなければならな

い。被爆者の訴えていること、その事実をどれだ

け尊重して被爆の実相を正直に見るかというこ

と。それは裁判所にも当てはまる。苑田さんの判

決には微塵もそのような姿勢が見られなかった。

「被爆者の言うことは信用できない」という立場

に立ち、認定には被曝線量を厳しく考えないとい

けないとし、何より厚生労働大臣の打ち出した方

針には素直に従わなければいけない、といった考

え方が随所に見られた。私たちの築いてきた到達

点を踏みにじる判決だった。 

この判決をこのまま終わらせるわけにはいか

ないと考えて、上告することを決めた。弁護団は

もう一度最高裁にチャレンジする、ということだ。 

今日の高裁第１２民事部の裁判も同じ立場を

求めていかなければならない。本当に被爆者に向

き合って、正しい判断は何かを実態から見ていく

ようにする。 

私が水俣病訴訟をやっている時、原田正純医師

から教えられたことがある。医者は患者さんから

学ぶ、医学は患者さんから学ぶということだ。裁
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判もそうあるべきだ。この裁判所がきちっと事実

を見て判断するように、またさせるようにしてい

かないといけない。是非とも勝っていきましょう。 

 報告集会終了後、関係者の間で、延期になって

いる「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」の開催について話し合った。日

程は、会場都合との調整もあり、８月２９日（土）

と決まった。詳細は追ってお知らせすることにな

る。

 

ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟今後の日程 

2020 年 6 月 29 日(月) 11:00    地裁第２民事部  007 号法廷 S・T さん弁論 

2020 年 8 月 26 日(水) 13:30    控訴審第 6 民事部 202 号法廷 T・I さん最終弁論(予定) 

2020 年 8 月 29 日(土) 14:00    全面勝利をめざすつどい 大阪グリーン会館 

2020 年 9 月 9 日（水）14：30   控訴審・高裁第１２民事部 74 号法廷  高橋さん弁論 

弁論期日未定          控訴審・高裁第１４民事部 73 号法廷  Y・M、O・H さん弁論 

 

 

 

 

 

 

 

  ６月１７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。 

 

■会報の４月号、じっくり全部読みました！ 

久保絹子さん（伏見区） 

会報４月号の「初めてＺＯＯＭを使った例会を

開催」を読んでとてもいろいろ勉強になりました。

テレビで報道されていることとは違って、ゆっく

り考えさせられる中味で、本当に良かったです。

思わず、会報全部読ませてもらいました。 

斎藤綾子さんの被爆体験も様子がよく分かり

ました。新婦人の班会で（今はお休みですが）被

爆体験を学ぶ計画に、（２世・３世の会の）会報と

一緒に送られてくる体験記をみんなで学ぼうと、

今年決めたばかりです（２月）。コロナの終息が待

ち遠しいです。今、戦争孤児の話「ぼくたちもぬ

くもりが欲しかった」の絵本を班で４冊購入し、

２２名の会員の回覧で回し読みしています。 

コロナで高齢者サロンも中止、独居の仲間に散

歩をよびかけ、近くの醍醐寺周辺を、４月から月

一回、５～６名で始めました。久しぶりに会え、

公園でおしゃべりを楽しみ、みんなで喜びました。 

病院以外は自宅で体操したり、散歩、家の中の

片付け、日頃できないことがゆっくり出来、よい

面もあります。充電の時期と思っています。先日、

「忠やんと唄おう」というユーチューブで唄うこ

とができ、とても楽しかったです。こんな便利な

ものがあるのか？とびっくり。私は持っていなく

て、友人が見せてくれて最高でした。 

「被爆２世・３世の健康調査アンケート」まだ

手付かずですが、近い内に書いて送ります。 

 

■コロナなどに寄せて思うこと 

宇多滋樹さん（奈良市) 

アメリカ在住の宮本ゆきさんの提言・報告を興

味深く読ませていただきました。ＵＳＡを構成す

る人種・民族間の葛藤は、とてつもなく大きな問

題であるのは、今回の事件でも垣間見えました。

差別の根底にある本質的なものを見すえるため

に、大切なアドバイスをいただきました。 

「京都被爆２世３世の会」の２０２０年度の総

会が、コロナによって延期となっていますが、延

期決断直前に寄せられた会員メンバー（たしか古

田京子さん）がコメントしておられた内容が、わ

たしにはとても心に残りました。「被爆者の両親

の元に生まれ、苦労して育ててくれた私の命を、

コロナで失いたくない。総会は延期してほしい」

という意味の文面だったと思います。古田さん個

人にとどまらず、亡くなったご両親の辛い想いが

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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重なっているように思えてなりません。コロナで

多くの行事が自粛したそれぞれの理由には、深く

て重いものがあると気付かされました。 

以前にメールで送っていただいたコロナに関

する藤原辰史さんの的確な提言にも頷きました。

末尾に記されていた「皆が石を投げる人間に考え

もせず一緒に石を投げる卑しさを、どこまで抑え

ることができるのか。これがクリオの判断材料に

ほかならない。『しっぽ』の切り捨てと責任の押し

付けでウイルスを『制圧』したと奢る国家は、パ

ンデミック後の世界では恥ずかしさのあまり崩

れ落ちていくだろう。」日本でも同じような問題

が通底しています。オキナワ、ミナマタ、ナガサ

キ・ヒロシマ、フクシマ、アイヌ・・・、一つひ

とつ見つめていかねばなりません。 

 

■アメリカ上院軍事委員会で核実験準備に１

０億の提案可決 

宮本ゆきさん（アメリカ・シカゴ) 

今日は早起きしたので、いろいろ読んでいたら

the Hillという新聞（右よりと思っていたのです

が、コメント欄を見るとそうでもないです。）に、

アーカンソー州の共和党上院議員トム・コットン

が名前を連ねる、上院議員軍事委員会（とでもい

うのか定かではないですが）で、核実験に至る準

備を短縮するためなどに使う予算に１０億㌦を

用意するべし、という提案が委員会で可決された

記事が出ていました。（委員会を構成する１４人

の共和党が全員賛成、１３人の民主党議員が全員

反対） 

本気でしょうか？前回のトランプの核実験発

言もワシントン・ポスト以外で取り上げている大

手メディアはなく（そのため、一ヶ月購読するこ

とにしました）、今回も、あまり大きなニュース

になっていません。不気味です。 

それから、今日ニューヨーク・タイムズを賑わ

せているのは、前国家安全補償担当補佐官であっ

たジョン・ボルトンの暴露本が来週出版されると

いうことです。これによると、トランプがウクラ

イナに頼んでヒラリー・クリントンに汚名を着せ

たり、中国や北朝鮮との密約なども暴露されるよ

うです。これが去年出ていたら、民主党はトラン

プを弾劾裁判に持ち込めたのに、と言われていま

す。そして、トランプ政権も出版阻止に動いたよ

うですが、ついに出版となるようで、これがトラ

ンプ政権と今年の選挙にも大きく影響しそうで

す。これもまた注意して見ていきたいと思います。

(６月１９日) 

 

■労演９月例会「拝啓、衆議院議長様」ご案内 

小林孝企さん（宇治市) 

私も会員で参加している京都労演も６月例会

は来年１月に延期になりましたが、８月例会から

再開できそうです。９月例会は、２０１６年度相

模原市で起きた障害者施設殺傷事件を元に古川

健書き下ろしの「拝啓、衆議院議長様」です。入

会金と一ヶ月会費で観劇してもらえる特別な取

り組みをしますので、ご案内します。詳しくは京

都 労 演

http://www8.plala.or.jp/rouen/sp1/index.htm

l または小林まで。 

 

■ＺＯＯＭで大学生協の学生のみなさんと学

習会 

平 信行さん（南区) 

６月６日(土)午後１時から大学生協の関西北

陸ブロック学生事務局部会学習会に招かれて、講

師として「核兵器廃絶に向けて・ＮＰＴと核兵器

禁止条約」についてお話しさせてもらいました。

古巣でお世話になった大学生協に少しでもお返

しをするつもりです。 

と言ってもＺＯＯＭを使ったオンライン学習

会。私は自宅のパソコンからアクセスし、参加者

もそれぞれの場所から参加する学習会でした。参

加者は２０数名と聞いていましたが、全体が見渡

せるわけではないのでなかなか実感が湧きませ

ん。約１時間、世界の核兵器の現状、核拡散と軍

縮運動の歴史、ＮＰＴと再検討会議について、核

兵器禁止条約について、そして私たちの課題につ

いて述べさせてもらいました。 

講演後の感想、質疑応答では様々な感想と質問

が出されました。広島出身の学生からは「小学生

の頃から様々に平和教育を受けてきたがヒバク

シャは広島・長崎だけではないことを今日初めて

知った」、「海外の国々での学校教育の中で核問

題はどのように教えられているのか？」、「日常

的に核兵器問題について話したり、考えたりする

ことはほとんどない。今日のような機会があって

初めて日本は核兵器禁止条約を批准していない

ことなどに気付く。どうしていけばいいと思う

か？」、「本当のことを知ること、そして声を上

げて行くことが大切だ」、「今、香港でも、アメ

https://thehill.com/policy/defense/502825-senate-panel-approves-10m-to-prepare-for-nuclear-test-if-necessary
https://thehill.com/policy/defense/502825-senate-panel-approves-10m-to-prepare-for-nuclear-test-if-necessary
http://www8.plala.or.jp/rouen/sp1/index.html
http://www8.plala.or.jp/rouen/sp1/index.html
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リカでも市民が声をあげて社会を変えていこう

としている」、等々。 

ＺＯＯＭでは参加者の反応が分かりにくく、今

日のような話で良かったのかどうか・・・・。い

ずれにしても、日頃から若い人たちとの交流、接

点を持っていくことの大切さを改めて痛感しま

した。 

 

■法曹界の良識、芸能人と市民の力で検察庁法

案葬る！ 

加百智津子さん 

（岡山県総社市／岡山「被爆２世・３世の会」） 

検察庁法案改定案は今国会では採決断念とな

り少し溜飲が下がりました。しかし、敵は（！！）

まだまだ諦めず成立させたいようです。それにし

ても、アベはじめ大臣、自民・公明議員の無能さ

が露呈しましたね。あの森法務大臣が、元検事総

長の方々（貫禄も威厳もある方々ですね）が提出

された反対する意見書のことを聞かれて、「目を

通させていただきました」と軽くコメントをした

のには、想定内とは言えのけぞりました。 

今回は、法曹界の良識、芸能人と市民の力が功

を奏しました。ところで、影響力を発揮した俳優

の井浦 新さんの妻さんのお父さんは確か何かで

話題になったことのある自民党の元大臣ですよ

ね？そういう意味では、井浦さんて偉い！と思い

ます。このパワーをさらに強力なものにするため、

ごまめの歯ぎしりでも、引き続き大いにツイート

しようと思います。 

アベノマスクはまだ届きません。点検するのに

８億円もかかるとか。もうマスクなんて要らない

です。１０万円の支給申請書は先日総社市経由で

届き申請しました。総社市では昨年の豪雨災害被

災者には先駆けて、市が負担して支給しています。 

コロナ禍はもう辟易ですが、今後のことを考え

るとそうも言っていられません。気をつけたいも

のです。 

 

■「健康アンケート」静岡の会員さんにも広げ

ます 

高野佳実さん 

(静岡県原水爆被害者の会・二世支部) 

新型コロナウイルスで、世の中が大きく変わっ

てしまいいろいろと考えさせられたこの 4ヶ月で

した。 

静岡の二世部会はデジタル化が進んでいない

ので、不都合なことが多く、今は休止状態です。 

「被爆２世・３世健康調査アンケート」の返答

は、メールでもよろしいでしょうか？ふだんあま

りお会いすることのない会員さんにも協力をお

願いをしたいので。

 

■ かくされてきた戦争孤児    金田茉莉 著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

日本の政府、というか官僚は、国民に対して「補償」をするということ考えが一切ないのでしょうか？ 

例えば、新型コロナウイルスによる休業、福島原発事故の避難者、そしてこの本で取り上げられている

「全国空襲被害者」。「戦争孤児者数」の正確な数は、調査さえされず、今もわかっていないという。 

本・ＤＶＤ・映画・番組・その他の紹介と交流 
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戦争中は、「天皇の赤子・未来の兵士」ということで、親が毎月「１０円」（当

時教員の初任給が５０円）負担させながら強制疎開をさせられた１０歳足らずの

児童たち。それが「空襲」によって、「一家全滅」という事態に追い込まれる。

戦後は、「ゴミ」扱いされ、悲惨というか残酷な状態に追い込まれていった。戦

争中は、国から「強制的に疎開させられ」戦後は、一転「何の補償もしないし、

生きようが死のうが責任はとらない」という国。一時金一人５０万円さえ補償し

ない国（裁判での請求金額）。ほとんどの「戦争孤児」が、この経験を語らずに

亡くなっているという。「思い出すだけで」神経がおかしくなり、震えが止まら

ない、という体験をした孤児たち。補償もされず、「慰霊碑」も「親のお墓」も

ない戦争孤児の無念に思いをよせ、体験のつらさを乗り越え、「いかに平和が大

切か―平和のありがたさを身に染みて感じてきた」著者の思いが、この本に流

れている。そして、著者は「戦争孤児」の問題を通じて「戦争とは」を鋭く問いかけてくる。「国民に対

する国の姿勢」を厳しく糾弾する内容の本である。 

 

 

■ 告発・原子力規制委員会    松田文夫  著 

紹介 石角敏明さん（長岡京市） 

 クイズではないが、被ばくの限度「年間２０シーベルト」という値が規定さ

れている「法律」を皆さんご存知でしょうか？「１ミリ」から「２０ミリ」ま

で、引き揚げたのは「誰で」「どんな根拠で」決定したのか？著者は「原子力

規制庁技術参与」であった（今年の３月迄）が、国・ＩＣＲＰの姿勢を鋭く追

及している。規制委員会の議事録・ＩＣＲＰの勧告書を詳しく分析されてい

る、そして、２０ミリに引きあげた理論根拠はどこにもない、と指摘する。日

本で「２０ミリ」という目安の原案をつくったのは「文部科学省」で、後から

他の省庁が追認したという。（内閣参与の東大教授が涙の記者会見で「辞任」

を発表されたことを忘れた人も多いのでは） 

日本では「一般国民」がそもそも「被ばく」をするということ事態が想定さ

れておらず、「１ミリ」でも被ばくをしてはいけない立場に立っており、「被ば

く線量」に関する法律は何も無い、しかし、福島原発事故後、それが一挙に「２

０ミリ」まで引きあげられ、「一般国民」ましてや「子ども」までが「被ばく」することを認めた、と厳

しく指摘する。そして「子どもたちが、被ばくの実験台にされている」と糾弾する。福島で起こっては

いけない事故が起こり、その影響が全くわからない中で、福島の人、特に子供が置かれている立場を理

解・知ることは重要だと思うが、ここまで「酷い」状況に置かれているとは、寒気と怒りを覚える。 

内容は、「公務員的文章」なので少し理解が困難な面があり、同じことが何

度も繰り返される印象がするが、参考にはなる「資料」が豊富である。素人で

は入手が困難な資料であり、有難さはあります。時間に余裕がある人は「手

に」とってお読みください。 

 

 

 

 

 

講談社 1６00 円＋税 

緑風出版 1980 円(税込) 
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▼４月１８日(土)に予定

していた２０２０年度総

会が延期となり、まだあら

ためての開催日程などが提案

できていません。それでも２０２０

年度活動の重点課題は明らかでした。一つは被爆

証言集『語り継ぐヒロシマ・ナガサキの心』<上巻

>の普及活動です。間もなく発刊ですが、会員の力

で広く普及・販売活動を推進し、速やかに<下巻>

発行の目途もつけていきましょう。もう一つは

「被爆２世・３世の健康調査アンケート」です。

とりくみとしては、年内に少なくとも１００人の

２世・３世からアンケート回答してもらうように

しようと目標にしています。数字的な目標だけで

なく、一人ひとりの回答の内容を読み込み、共有

化し、被爆２世・３世の健康実態に実感をもって

迫っていくことが必要です。アンケートは京都以

外の地域の「２世・３世の会」や個人にも協力を

お願いしていて、多くは積極的に受け止めてもら

っています。▼まだまだ続きそうなコロナ感染防

止対策の必要性。加えて今年は猛暑との予報も出

されています。私たちがかって経験したことのな

い大変な夏になりそうですが、最大限の感染防止

対策をとりながら、それでも十分に気を付けて、

今年の夏を乗り切っていきましょう。(平)

編集後記 

■海外資料の活用 不可欠 朝鮮人被爆死 把握漏れ 実態解明 

 国に責任 

 韓国の被爆者団体が蓄積している資料を付き合わせることで、朝鮮人の犠牲 

者の一部が広島市の「原爆被爆者動態調査」から抜け落ちているとみられることが 

分かった。いまだ明らかでない原爆犠牲者の「空白」を埋めるには、海外にある情報を取り入れ、活

用することが不可欠だ。 

今回、韓国原爆被害者協会と会員たちに加えて、広島市、市に委託され動態調査のデータ整理など

をしている広島大原爆放射線医科学研究所の協力により、韓国側の資料と広島側のデータの照合が

できた。同協会が所蔵する資料は、実に膨大。貴重な手掛かりはまだまだあるだろう。関係者が連携

すれば、動態調査に活用する道は開けるはずだ。 

１９４５年末までに亡くなった原爆犠牲者は、市の推計値で「１４万人±１万人」とされるが、市

が実際に把握できているのは２０１９年３月末時点で８万９０２５人。日本が植民地支配していた

朝鮮半島の出身者については、なおさら情報が乏しい。８万９０２５人に加わるべき死者が大勢、埋

もれていることは確実だ。 

韓国の原爆被害者を救援する市民の会の市場淳子会長は「日本政府は自ら被害調査に努めないま

ま、１９６５年の日韓請求権協定によって被爆者の日本に対する賠償請求権の問題は『解決された』

としている」と批判する。 

動態調査の実施主体は広島市だが、原爆被害の実態解明は本来、国が責任を持って行うべきこと

だ。理不尽な死を強いられたまま、日本側が忘れ去っている人たちを掘り起こすこと―。生き残って

４５年当時を記憶する現地の被爆者も、高齢化している。残された時間はそう長くない。 

(２０２０年６月８日 中國新聞) 

Scrap 

book 
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２0２０年７月 行事カレンダー 

月 日 曜 行     事 

７ １ 水  

 2 木 ２０２０年国民平和大行進 日本海コース 舞鶴市入り 

 ３ 金 キンカン行動 

 ４ 土 ２０２０年国民平和大行進 日本海コース 京丹後市から兵庫県に引継ぎ 

 ５ 日 東京都知事選投開票日 

 ６ 月 ６・９行動 

 

 
７ 

火

曜 

核兵器禁止条約採択の日（2017 年） 

七夕、盧溝橋事件（１９３７年） 

 ８ 水  

 

 

 

 

９ 木 6・９行動 

 １０ 金 キンカン行動 

 １１ 土  

 １２ 日  

 １３ 月  

 １４ 火

曜 

 

 １５ 水  

 

 
１６ 木 

人類史上初の核実験（トリニティ核実験）の行われた日（１９４５年） 

トリニティ核実験の犠牲者追悼・被害者救済・核兵器廃絶アピール行動（１８時・ 

河原町三条） 

 １７ 金 
京都「被爆 2 世・3 世の会」例会（18 時 30 分・ラボール京都） 

キンカン行動 

 １８ 土 京都原水協総会（１４時・ラボール京都） 

 １９ 日 
戦争法廃止をめざす行動日（１６時３０分・京都市役所前） 

夏の土用入り 

 ２０ 月  

 ２１ 火 土用の丑の日 

 ２２ 水  

 ２３ 木 海の日 

 ２４ 金 
スポーツの日 

キンカン行動 

 ２５ 土  

 ２６ 日  

 ２７ 月  

 ２８ 火  

 ２９ 水 広島・原爆「黒い雨」訴訟判決（１４時・広島地裁） 

  ３０ 木  

 ３１ 金 キンカン行動 
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