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森川さんと私たちとの関係は、広島・岡山・京

都の「２世・３世の会」が中心になって行ってき

た交流会から始まりました。 

森川さんは１９７０年から１９８０年頃、全国

で初めて被爆二世・三世の運動が立ち上げられた

当時の運動を担われています。当時からすごく大

きなポイントになっていたのは被爆二世に遺伝

的影響があるかどうかという問題でした。国の側

は一方的に「ない」ものとして、つまり「そんな

に放射能の被害は恐くないのだ」と言い続け、現

在も「被爆二世に影響はない」ことを基本的な枠

組みにしようとしています。 

森川さんは大学で部落問題とか差別問題にも

取り組まれてきた方で、そうした経験の上に、被

爆者、被爆二世・三世に関わる差別の問題を受け

止め、論及もされています。「被ばく影響がある

というのは差別だ」、「被ばく影響はないのにある

と言っているから差別だ」とよく言われます。し

かし、これはひっくり返したら、被ばく影響を受

けている人は差別されてもいいことになる、とん

でもない言い方です。そうではなくて、被ばくの

影響が遺伝するとしたらその遺伝を受けている

人はまさに核の被害の当事者なのですから、その

人たちが差別されるなどあってはならないし、そ

の人たちの尊厳をみんなでいかに守っていくか

が問われなければならないことです。 

しかし、この問題はなかなかタブーのようにな

っていて、被爆者運動の方からもなかなかそこは

言ってはならない、触れてはいけないこととされ

てきました。いろいろな意味での差別の厚い壁が

あって、これは被爆一世の世代でもそうですが、

被爆者だと名乗ることが必ずしも本人の得には

ならない、むしろそのことによって差別される現

実がありました。水俣もそうです。そのため当事

者が被害を隠さないと生きていけないというの

は、原爆でも、水俣でもそうでした。当事者の中

で隠さざるを得ない、隠したいという人を私たち

はまったく責める気はないし、それも被害の実態

の一つです。 

福島では原発事故以降、被曝の影響を小さく見

せるために「広島・長崎の被爆者を見ろ、遺伝の

影響なんかないじゃないか」と喧伝されています。

それに対して、私たち被爆二世・三世自身の問題

として、私たちの身に実際に起こっていること、

起こっているだろうことを世に出すことが求め

られている状況になっています。私たちはそのた

めのアンケートも取り組んできましたが、その時

に、森川さんが意を決してこの本を書かれ、勇気

ある出版をされました。すごくセンセーショナル

な本だと思います。そういうことで今回森川さん

をお呼びしてお話しを伺って、内容をシェアして

いきたいと思いました。是非みなさん、今日の森

川さんのお話とこの本を大いに広げていただき

たいと思います。 

それでは森川さんよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

■はじめに 

神奈川県原爆被災者の会二世支部の副支部長

をしています森川です。よろしくお願いいたしま

す。 

今肩書を言いましたが、この本を含めて内容的

なことは神奈川県二世支部の副支部長としてで

はなく、あくまで私個人として発信しているもの

です。ただ、神奈川で同じ二世支部の役員をして

います支部長からはこの本についても力強く後

押しをしてもらっていまして、支えていただきな

がら私も活動させてもらっていることは申し添

えておきたいと思います。 

今日このような立派な場にお招きいただいた

ことを本当に光栄に思っています。京都「被爆２

世・３世の会」からはいつも会報を送っていただ

いたり、あるいは個人的にも平さん、守田さんな

冒頭あいさつと森川聖詩さんの紹介  守田敏也さん 

森川聖詩さんの講演 
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どといろいろな情報交換をさせてもらっていま

す。京都の「会」の活動は、二世問題そのもにも

しっかりと向き合いつつ、関連した被爆者の問題、

伝承とか核廃絶の問題とかに具体的にいつもと

りくまれていて、私も勇気づけられてきました。

本当は私が教えていただきたいくらいですけど、

そこは相互に深め合いながらやっていけたらと

思います。 

それから今日は、この本を発行するにあたって、

いろいろなバックアップ、補強をしていただいた、

私の古くからの二世運動の相棒であります西河

内靖泰さんにも来てもらっていますので紹介し

ておきます。 

今日のお話ですけど、平さんから事前に内容の

ご希望をいただいていまして、それに沿ったかた

ちで進めていきたいと思います。レジュメをお配

りしていますが、いただいたご希望に沿って構成

しています。内容のご希望は３点ありました。 

一つは、二世問題の本質は突き詰めると放射線

被ばくの遺伝的影響と、それに関連した偏見と差

別の問題である、ここに絞った掘り下げです。 

二つ目は、被爆者の子ども、あるいは三世の親

としての二世の問題とあり方です。 

３点目は、核兵器廃絶、原発ゼロ、核被害者の

“ほしょう”の三位一体の活動が何故必要なのか

ということです。 

私がこの本を出した動機の一つでとても重要

なことは、今私たち二世・三世に迫っている問題

はまさに福島の問題と深くリンクしていること

です。そのことを切り離すことは絶対にできない

し、福島の被災者の方々、特に「子どもを守る」

という強い気持ちを持って様々な障害がある中

で避難されているみなさん、こういう人たちとし

っかりと手を繋いでいかなければならないと思

っています。 

これは私の尊敬する小出裕章さんからも、その

ようにやって下さいと激励をいただいてきたこ

とです。そんな気持ちで話していきます。 

 

■私の生い立ち、幼い頃の経験 

最初に被爆二世の問題について話します。被爆

二世の問題とは、凝縮すれば少なくとも３つの問

題であると考えています。 

① 一つ目は、被爆者の一世の家族としての問

題。これは健康や生活面の問題、介護の問

題とか。下記の挙げる偏見や差別の問題と

もリンクしています。 

② 二つ目は、二世自身の健康と不安について 

③ 三つ目として、社会的な偏見と差別です。

結婚とか就職とかいう問題は二世の場合に

はかなり過去の問題になってきていると思

いますが、私たちの子どもである三世、さ

らには四世の健康や結婚等における差別、

出産についての不安もあります。 

私には子どもはいないのですが、神奈川の

二世支部では会議の議題ではなくても休憩

時間などに、三世、四世の身に実際に起こ

っている健康問題がよく話し合われていま

す。 

具体的な例として私自身の体験、生い立ちをお

話ししたいと思います。私の体験は非常に特異性

のあるものと思ってはいるのですが、特異性のあ

る中にも、他の二世のみなさんとの共通点も少な

からずあると思っていました。案の定、この本を

出版しましてから一番反響が多く寄せられたの

は二世の方々からの感想でした。今年１月に京都

の「会」で交流会をしていただきましたが、その

時も何人かの方からご自分の健康状態や体験と

様々に重なる部分があると言われていました。 

私の父は広島市の現在の中区幟町という所で

すが、そこにあったＮＨＫの広島中央放送局の建

物の中で被爆しました。爆心地からの距離は１㌔

㍍、空襲警戒警報放送のために前日から泊まり込

みをしていて８月６日の朝、簡単な軽食の準備を

している最中に被爆しました。 

ＮＨＫ広島中央放送局跡の記念版（広島市中区） 
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戦後父は被爆者運動の非常に顕著な活動をし

ています。１９６６年から川崎市在住の被爆者の

会である「川崎市おりづるの会」を創設して会長

に就任し、１９８５年まで会長を務めています。

１９７７年から１９８５年までの間は神奈川県

原爆被災者の会の会長も兼任していました。この

間川崎市では被爆者の市営交通機関利用無料パ

スとか助成金支給とか市営住宅優先入居とかい

ろいろな被爆者援護施策を実現し、被爆二世も健

康診断と一部医療費の市負担など、川崎市では早

くからこれらを実現していました。それがさらに

神奈川県全体にも広がるという、本当に大衆的な

運動の活動家だったというのが私の父の姿でし

た。特に政治的な思想を持っていたわけではあり

ませんが、被爆者運動の課題を被爆者援護と核廃

絶の二つに絞って、みんなが心を一つにしてとり

くんでいくようにするのが父の信念だったよう

に思います。 

実はこの父の姿が私の生い立ちに大きな影響

を与えています。 

被爆者は自分の子どもには自らの被爆体験を

あまり話さない、そういう被爆一世が多いとよく

言われてといます。その気持ちはよく分かります。

とても辛い体験だし、まして子どもにそんな話を

して何になるのか？といったち気持ちもあると

思います。ところが私の父はいつも被爆の話をし

ていて、私も食卓などで何度も聞かされてきまし

た。私に直接話すだけではありません。川崎市で

被爆者の会を立ち上げる時などは、いろいろな平

和運動家や宗教者の方などが熱心に支援して下

さり、「会」を立ち上げた後にはＮＨＫラジオの

開局８０周年記念番組で父の被爆体験を基にし

たラジオドラマが放送されたりしたこともあり

ました。幼い頃からそのようなことをたくさん経

験してきました。ですから被爆者は被爆体験を語

るものなのだ、それが当り前なのだというイメー

ジが私には刷り込まれていました。 

私が小学校４年生の時に授業の中で、４０歳代

の女性の先生でしたが「お父さんかお母さんが、

広島か長崎で被爆された人いますか？」と尋ねら

れたことがありました。私は何の抵抗もなく手を

挙げました。その先生も別に悪気があったわけで

はなく、それどころか、おそらく被爆者問題や平

和の問題に取り組まれているような人だったの

ではないかと思います。 

おそらく学校の授業であったことを同級生た

ちが家に帰ってお父さんやお母さんに何気なく

話してからだったのだろうと思います。しばらく

して私は同級生たちから「放射能がうつる」とか、

「お前の手が小さいのは放射能の影響だろう」な

どと言われるようになりました。 

実はこのことは私の記憶からずーっとの間、こ

こ数年前までは完全に消えていたのです。どうし

て急にこの記憶が蘇ったかと言いますと、横浜に

避難されていた福島の子どもさんがイジメを受

けて、死のうかと思ったけど、でも生きようと決

めたという新聞記事を読んだ時です。突然私は心

に異変を感じたのです。記憶が蘇ったのです。蘇

ったと言っても、断片的なことだけが頭の中に蘇

ってきたのですが。 

神奈川県などに住んでいましたら被爆者は被

爆者であることを自分の子どもには話さない、話

したとしてもあまり細かいことまでは語らない

のが普通だったろうと思います。子どもも自分は

被爆者の子であることを同級生に言ったりしな

いのが普通だったかもしれません。差別と言って

もそれは顕在化しないままにあったのだと思い

ます。少なくとも小学校や中学校の頃までは。 

私が幼い頃は、身体が弱くて、胃腸も弱くて、

しばしば高熱も出していたのだそうです。死線を

さまよったこともあると母から聞いています。小

学生の頃は、特に夏は暑さに負けていつも寝込ん

でいました。私はぐったりしていて、近くの同級

生が家の近くで遊んでいるのを羨ましそうに見

ていただけでした。夏休み明けに同級生たちが夏

休み中の楽しい思い出を話すのを羨ましく聞い

ていました。それが中学生の頃からそうでもなく

なっていったのですが、やはりいろいろんなスポ

ーツに挑戦する反面、いつもどこか故障やケガを

するようにもなっていました。 

体の不調がいろいろある中で、ちょっとした傷

でも化膿しやすいというのは深刻な問題でした。

ケガをしてとりあえず赤チン（マーキュロクロム

液）を塗ってそれで済むかと思ったら白い膿か出

てきて、いつもお医者さんに行かなくてはならな
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くなったりしていました。この状態はだんだんと

よくなっていたのですが、私が６０歳になった頃

から再びちょっとした傷でも化膿するようにな

ってきました。今もちょっとした傷があるのです

けど、もう一ヵ月ぐらい経ちますがまだ完治しま

せん。 

 

■被爆二世に対する偏見と差別 

今日のテーマの一つは偏見と差別についてど

う考えたらいいのかということですが、これはと

ても大事な問題です。これから福島の問題を考え

ていく上でもとても大切になってきます。この問

題については、考え方が結構混乱しているという

か、まだきちんと定まっていないと私は感じてい

ます。 

まず偏見とはな何ぞやですけど、それは、事実

や正しい根拠に基づかない偏った見識や判断と

いうことになると思います。具体的に被爆二世や

福島の被災者の人たちに向けられた偏見とはど

のようなものでしょうか。典型的なのは「放射能

がうつる」というやつです。伝染病じゃあありま

せんからもちろんうつったりはしません。被爆者

と握手しようが何をしようが科学的に考えれば

うつるわけがない。 

差別についてですが、差別事象とはどのような

ものかと言うと、結婚とか就職における差別、差

別文書とかインターネットの書き込みとか、実際

に起きている問題です。差別観念とは何かという

と、“日常生活化した伝統の力と教育のあり方な

どによって個人が意識するか否かに関わらず、客

観的に空気を吸うように一般大衆の中に入り込

んでいるもの”というのが、私も参加していた部

落解放運動の中において定義されていることで

す。 

偏見と言うのは被爆三世の中にも間違いなく

及んでいます。まことに残念なことですがインタ

ーネットの書き込みにおいてもそのようなもの

は見られます。典型的な一つの例を紹介します。 

女優の綾瀬はるかさんは被爆三世であること

を自ら公表されている方です。平和とか原爆のこ

とにも造詣が深くて、広島テレビ制作の『いしぶ

み』で朗読もされています。この綾瀬はるかさん

に対して、「綾瀬はるかは被爆三世だから結婚し

ないほうがいいし、子どもも産まない方がいい」

という悪質極まりないネット上の書き込みがあ

りました。書き込みを見つけたその一週間後には

削除されていましたけど、そんなことがありまし

た。 

では偏見はどうして社会の中に存在するので

しょうか？偏見と言うのは、国なり行政なりが、

私たちの場合で言うと被爆二世の問題について

きちんととらえて“ほしょう”することをせずに

うやむやにしているから起こります。例えば被爆

二世について国はどう言っているかというと、

「遺伝的影響は認められない」とずーっと言って

きました。「認められない」という言い方でぼか

している。本当に遺伝的影響がないのなら問題は

解決しますが、そうではない。事実を隠蔽しよう

とするところから偏見は出てきます。 

差別はなぜ生まれるのでしょうか？例えば障

害者の問題とか被爆二世の問題とかを考えると、

健康上悩んでいる人たちはいる。全員じゃないと

しても結構なウェイトでいます。健康上問題があ

ったり病気がちだということは仕事をするにし

ても何にしても休んだりすることも出てくるか

もしれないし、あるいは職業が安定しなかったり

する可能性もあります。結婚して出産ということ

になればもしかしたら健康でない子どもが産ま

れてくるかもしれない。その時にそういうことが

しっかりと“ほしょう”される世の中であれば差

別を防いでいくことができるわけですが実際は

そうなっていません。今の世の中そこに問題があ

ると考えていくのがあるべき考え方の道筋だろ

うと思います。二世問題というのはそのようにと

らえて、差別に対してしっかりとりくんでいくこ

とが必要なのではないかと思います。 

このことをもう少し具体的に理解していくた

めにまた例を紹介すると、ネットの書き込みでこ

ういうのが結構あります。日本被団協の二世委員

会というのが２０１２年にできました。二世問題

について情報交換をしたりいろいろ話し合う場

です。それが起ち上がった時にいろいろなネット

の書き込みがあったのですが、例えば「二世って

関係ねえだろう。被爆者（一世）ではない被爆二

世には何の問題もないのにいろいろ要求なんか
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突き付けるんじゃねえよ」といった類です。「ゆ

すりたかりの継承かよ」とか「二世には何の問題

もないのに何かかんかケチをつけて要求する、ぶ

んどろうとしている」などでした。「何の影響も

ないのに」ということも一つの偏見です。「何の

影響もない」という偏見があるために、いろいろ

現に必要な保障を要求しようとすると、それに対

して差別的な言動が起きてくる。そのような循環

が生じています。 

レジュメに事例として「近藤発言」について書

いています。これは１９７６年に当時東京都議会

議員だった近藤信好という人が議会で、「被爆者

を絶滅さるにはどういう方法をとらなければな

らないか」などと発言した問題です。「被爆者に

は遺伝的影響があるので東京都は優性保護的見

地から子どもを産まないよう行政指導すべきだ」、

「産まれてくる子に罪はないし、このことは人権

問題につながるかもしれないが、それなくしては

後世に遺恨を残すことになるかもしれない」、「日

本民族の新しい息吹を吹き込むためにも必要」と

まで言いました。 

この時、いろいろな平和団体、被爆者、被爆二

世たちか抗議をしたのですが、その抗議のあり方

の多くは人道的立場からのもので「暴言だ」、「遺

伝的影響があるとは何事だ」という内容の抗議で

した。「遺伝的影響があるようだから断種すべき

だ」ということには誰も何も抗議できませんでし

た。そのために問題を本当に正していくことには

なりませんでした。「遺伝的影響はある」と思っ

ていた人たち、実際に遺伝的影響と思われる原因

で苦しんでいた人たちは発言しにくかったと思

います。 

この近藤議員は医者でもあって、「遺伝的影響

がある」というのはその限りでは正しいのです。

しかし子どもを産まないよう行政指導しろとか

いうのは重大な問題です。障害とか病気をどう考

えるのか、そういうものがあっても生きられる、

ハンディキャップがあっても生きていける世の

中を考えるのではなくて、そういう人間を切り捨

てる思想です。 

日本民族の新しい息吹を吹き込むなどと、この

時期というのは国がいろいろと差別を強化した

り、軍備を強化してアジアにおける侵略の傾向が

感じられる時代でした。今の時代と結構符合して

いると思いませんか。この近藤発言を取り上げた

のは決して昔の話として終わらせられない問題

だと思ったからです。 

もう一つレジュメでは江川紹子のニュースサ

イトにおける文章について紹介しています。この

江川さんのニュースサイトの文章はまだ削除さ

れていなくて削除する気持ちもないようです。こ

の文章というのは福島の原発事故被災者につい

て書かれたものです。その内容は「原発事故被災

者の中には結婚の約束が破談になるような差別

も起きている。かって広島・長崎の被爆地の人た

ちも結婚差別を受けたけど、放射線の影響が遺伝

するかのような誤った情報に苦しめられたから

だ。現在では様々な研究や調査によって被ばくの

遺伝的影響は出ていないことが分かっているに

も関わらず同じような差別が起きている云々」と

いったものでした。 

江川さんの考え方にしたがうと、遺伝的影響が

あったり、いろいろ健康上の問題があったら差別

されてもしかたがないということになります。そ

うではないだろうというのが私たちの進むべき

道ではないかと思います。 

私もいろいろなところで被爆二世の掘り起こ

しにとりくんでいた時に言葉には非常に慎重に

なっていました。自分自身このような健康状態で

すし、被爆二世運動とかには関係のない普通の二

世の人が健康問題を抱えた人はたくさんいまし

た。重い腎臓病やいろいろな病気で苦しんでいる

人とか、そのために定職につけない人とか。一方

で健康だという人もいます。ですから被爆二世の

一人として発信する時にはいつも「健康な人もい

る半面」などと言って慎重に表現してきました。 

今回の本の執筆に際しては大変な心の葛藤を

伴いました。私たち被爆二世の問題だけではなく

なってきている、福島の方々のことを考えるとま

すますその葛藤は大きくなっていきました。やっ

と心の整理がついたというか、心の整理をつける

後押しをして下さったのはやはり避難者のみな

さんの運動のリーダーの方々でした。東日本大震

災避難者の会と原発賠償関西訴訟原告団の代表

の森松明希子さんとか、埼玉県川越市に避難され
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ている「原発避難者と歩む＠川越」の鈴木直子さ

んとか、そういう方たちが私の考えを支持してい

ただき、そのお陰でこれからもさらに頑張ってい

かなければならないと思うようになったのです。 

この本を出してから被爆三世の方とか四世の

人とかに及んでいる健康問題の影響も聞くよう

になってきますと、ああこれからが本当に大変な

んだなあと実感します。それを国は来年のオリン

ピックでズドンと切り捨ててしまおうとしてい

る。絶対にそんなこと許してはいけないので、本

当に被爆二世、三世、四世にまでつながるかもし

れない問題とともに、福島の方たちのこれからの

“ほしょう”も、どちらもずーっと、国が手厚く

対策していくべき問題…そういうことでまた気

持ちを新たにしています。 

 

■被爆二世は研究対象・モルモット？ 

１９７０年代の話をしましたが、それとの関係

でもう一つ話しておかなければならないことが

あります。私たちが関東被爆二世連絡協議会を起

ち上げてから真っ先に交流したのが大阪の被爆

二世の人たちでした。地域の会として大阪で活動

されている、考え方も近い、遺伝的影響に対する

考えも明確に持たれていましたし、そこで交流し

ながら全国化ということを考えて、広島や長崎の

人たちとも一緒に、当時原水禁国民会議が比較的

協力してくれたというのもあって、そういう人た

ちと全国化してそれから国に対する統一要求を

出していこうということを考えていました。当時

の統一要求と言うのは、まだ今の被爆者援護法が

できる前の原爆二法（原爆医療法と原爆特別措置

法）の時代ですが、その法律に被爆二世・三世も

適用するよう求める内容が中心でした。 

そのような要求をまとめようとしていた矢先

に、国の側から「被爆二世の健康に関する調査研

究」というものが降ってわいたように出てきたの

です。それまでに被爆一世の人たちの運動によっ

て二世に対する援護施策要求が出されていたの

は事実ですが、二世自らの運動として当時の厚生

省に対する要求というものはまだ出されていな

かった中で、厚生省の側からこういうものが出て

きたわけです。この時にはっきりと示されていた

のは、「遺伝的影響は認められないが、健康に不

安を感じている被爆二世がいるため、遺伝的影響

はないことを明らかにして不安を解消するため

に調査・研究の一環として健康診断を行う」とい

うものでした。このスタンスはその後もずーっと

変わらず一貫していて、昨今の厚労省との交渉の

場などでもほぼ同様のことが言われています。そ

れどころか今はさらに付け加えて、「被爆二世は

高齢化してきている。もしかしたら晩発性障害が

あるかもしれないので、今後も継続して見守って

いきたい」とまで言うようになっています。 

国の見解は一貫して「遺伝的影響は認められな

い」ですが、「認められない」という時の引き合

い、根拠に使われるのが放射線影響研究所（以下

放影研）の出している見解です。その放影研が出

している最近の要覧を見ると、「遺伝的影響に関

する結論を出すにはさらに数十年かかる」として

います。さらに数十年かかるとはどういうこと

か？人の一生を見て、死ぬまで観察してからでな

ないと結論は出せないと言っているのです。 

結局、二世に対しては研究対象としてしか見て

いないというわけです。研究対象であるためには

むしろ治療なんかしない方がいい。私などはたく

さん医者にかかって治療して、健康食品とか散々

お金をかけてここまで生き延びてきた人間です

が、なるべくそういうものでない状態で二世を見

たいわけです。何故そのようなことをするのかと

いうと、やはり核開発のため、核兵器を使うため

にはその効果を知ることが重要だからです。 

放影研というのは元々アメリカの設置した原

爆傷害調査委員会：ＡＢＣＣが前身で、１９７５

年に日米合同管理になって放射線影響研究所に

名称を変えて引き継いだものです。アメリカも日

本も被爆二世は研究対象、言い方は悪いですがモ

ルモットなのです。 

その放影研について、一体どのような調査をし

て、どのような見解を出しているのか、以前から

疑問を抱いていました。公表されているいろいろ

なデータも一生懸命調べてみましたがなかなか

それらしい統一されたものは見つかりませんで

した。放影研の被爆二世に対する調査の最初にや

ったのが１９４６年からの出生時の障害という

調査です。それ以降もいろいろな調査をしてきて

いますが、その度に比較対照群の設定のしかたな
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どがちょっとずつ違ってきているのですが、放影

研は考え方を試行錯誤しながら少しずつ修正し

てきたためだと言っています。 

実は、とある機会に、本来ならなかなか直接に

は接することのできない放影研の遺伝的影響に

関する専門的な仕事をされている人とお話する

ことができました。積年の疑問点をいくつか聞い

て、もちろん限界はある中である程度の回答を聞

くことができました。 

まず根本的な考え方のことですが、人体の健康

に有意な影響をもたらす被ばく放射線量は５㍉

グレイ以上だという考え方です。この５㍉グレイ

以上というのは、原爆の場合、広島では爆心地か

ら２．５㌔㍍、長崎では２．７㍉㍍までで、それ

以遠では被爆した人はほぼ放射能の影響はなか

ったと決めているわけです。全部が全部ではない

ですけど、この２．５㌔㍍以遠、２．７㌔㍍以遠

で被爆した人は非被爆者とみなして、その子ども

である人たちも非被爆二世とみなして比較して

いるケースもあります。 

私は質問しました。「どうしてこのような同じ

広島や長崎の中での線引きをして対象者を設定

するのですか？もう少し離れた所の、たとえば広

島であれば呉とか、長崎であれば佐世保とか、そ

ういう所の人と比較すればいいのではないです

か」と。そうしたら、こういう科学的調査研究と

言うのは条件を同じにして行わなければならな

いのだとか、これは本当かどうか知りませんが、

呉とかになると広島から離れていった方ががん

の発生率は高いのですよ、と言うのです。均一な

条件ということになると、このあたり、２.５㌔

とか２.７㌔の直近で少し離れた所の方がより科

学的なデータになるのだそうです。 

でもみなさんご存知のように、２.５㌔とか２.

７㌔以遠の距離で被爆した人たちで重篤な障害

を被っている被爆者はたくさんいますよね。すで

にそこでまったく見方が違っているということ

です。 

 

■守田敏也さんの補足 

ドイツのインゲ・シュミッツ＝フォイエルハー

ケさんという方が放影研のやっている研究のお

かしさを論文で出しています。 

まず放影研と言うのは、最初にアメリカが原爆

を落としてからＡＢＣＣ（原爆障害調査委員会）

という機関を作って、それがまったく排他的な被

爆者調査を行いました。要するに原爆被害を小さ

くするための調査機関です。それがアメリカがベ

トナム戦争でお金を使い過ぎて自分たちで維持

できなくなったので今は日本とアメリカの共同

機関になりました。それが放射線影響研究所です。

これが世界の原子力ムラの中心です。一番放射能

被ばくは危なくないと言っている、その研究の仕

方が被爆者と被爆者を比較しているのです。被ば

くの影響を受けた人と、被ばくの影響は何人中何

人ががんを発症しているかを示すためには、本来

被ばく影響のまったくない人と比較すべきなの

です。ところが２.５㌔だとか２.７㌔だとか「影

響のなかった範囲」を自分たちで勝手に決めて、

その外の人と内側の人を比較しているのです。 

だからインゲ・シュミッツ＝フォイエルハーケ

さんは被爆者と被爆者を比較しているだけじゃ

ないか、近くの被爆者と遠くの被爆者を比較して

いるだけだ、だから放影研の研究はおかしいと言

っているのです。被ばくの影響をできるだけ小さ

く見せるためのいろいろなテクニックなのです。 

 

■放射線の遺伝的影響についてどう取り組む

か 

私たちはこの問題にどう取り組むかについて、

遺伝的影響というものを科学的に証明してから

“ほしょう”を求めるという考え方に立っては駄

目なのです。何故かと言うと、国などが言ってい

放射線影響研究所（広島市南区） 
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る「死ぬまで見なければ分からない」ことになっ

てしまうからです。 

では私たちはどう主張すべきなのかというと、

実際に被爆二世の抱えている問題がこれだけ、こ

のようにあるじゃないですかと主張し、これを

“ほしょう”すべきだという運動の進め方が必要

なのではないかと思っています。もちろん福島も

同様かと思います。そのためにも先ほど総会の議

案で提起されていた、被爆二世の自主的なアンケ

ート、実態調査というものが必要で、すごくだい

じな意味を持っていると思います。 

今、被団協と国との交渉などで「実態調査をし

ろ」とよく要求されています。実態調査をしろと

いう要求そのものは間違っているとは思いませ

んが、ただ、実態調査というものはあらかじめの

方向付けをもって行われるものですから、（二世

側が具体案を示して要求しないなかで）国の側か

ら積極的にやろうと言いだした時には、７０年代

の調査研究と同じで、「影響はない」という「結

果」に方向づけをするための調査をやろうとして

くるでしょう。幸か不幸か今は、国の側が、あえ

て実施するだけのニーズやメリットはなく、デメ

リットの方が大きいと考えているようで、何もや

っていないからいいようなものですけど。 

私たちの側で調査をやって、それをもって、こ

ういう結果が出ているので、これを国の責任のも

とに全国的にきちっとやってほしいという展開

が必要だと思います。 

その提案がレジュメにも書いている【結論】の

部分です。 

① 遺伝的影響は、健康・生活に影響を及ぼし、

心身に苦痛を与えるすべての病気・諸症状・

不定愁訴（「明確な原因がわからない」とされ

る訴えや症状）などを含めて包括的にとらえ、

その治療・軽減に必要な治療費等の経費は、

本来保障されるべきものであり、そのために

も、二世自身から積極的にこの全容を極力解

明し、そのことを社会的に広く発信していく

必要がある。 

② これには、良心的な医師・科学者の理解と協

力なども得ながら、自主的な実態調査を行い、

その結果を公表し、これを提示しながら、国

への要求を行うなど被爆二世の健康・生活の

実態を具体的に示すプロセスが必要。 

③ 遺伝的影響の有無を完璧に医学的・科学的に

解明し、その結果、「『有り』と証明されない

限り保障しない」とする国側の論理、観点、

主張に翻弄されることなく、現に存在してい

る数々の被爆二世の病気については、当然保

障されるべきであるとのスタンスを明確にし

たうえで、①②の取り組みをしていくことが

大切。 

被爆二世・三世の健康状況について明らかにし

ていく上で重要なポイントは、比較的顕著な病気、

放射線からイメージされる例えば白血病とかが

んとか、それらがもちろんだいじでないとは言わ

ないけれど、わたしの経験上多いのは数字に表れ

ないいろいろな体の不調とか、不定愁訴などと言

われるものです。そういうものを抱えている人が

多いのですよね。それらには治療費は必要ないの

かと言うと、私の経験では、医療費はかかる、健

康維持のための費用はかかる、で凄いお金がかか

っています。それらも本来保障されるべきものだ

と思います。 

私自身の症状は、化膿しやすい体質というもの

もありますが、下痢などが本当に頻繁で、旅行す

るときなどは普段より多めに胃腸薬などを飲ん

で体調を整えておかなくてはなりません。目の手

術も３回しています。何故目の手術かというと、

受験勉強中の頃に顔面神経痛を発症しまして、今

もそれは消えていないのですが、目の負担と関係

してくるのでそれを最小限に抑えるために近視

の手術をしたり、老眼が進んでくるとそれを何と

かするために別の手術をしています。 

こういったことがこれから被爆二世の保障に

「被爆２世・３世交流会」分科会で「２世・3世の健康問

題と対策」について話し合う（２０１８年５月２０日） 
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関しての厚労省・国に対していく時の基本的な点

だと考えていただければと思います。 

 

■被爆三世の親ととして 

「被爆三世の親として」についてお話します。 

私には子どもはありませんが、これまで知り得

た数々の情報や、直接被爆三世の方と接してきて

推測する被爆三世をめぐる状況や傾向について

思うことがあります。結構被爆三世は病弱傾向と

いうことを聞きます。神奈川県の被爆二世、お二

人の方から、（ご自分の）お子さんが急性骨髄性

白血病で亡くなられたという事例をお聞きして

います。お二方とも娘さんで２０歳前後だったそ

うです。。 

私たちは被爆三世の人とどう接していくべき

かということですが、私は三世の方といろいろな

対話をしてきました。その中の一例を紹介してみ

たいと思います。 

長崎の被爆三世で２２～２３歳ぐらいの女性

で、大学の卒論のテーマに被爆三世・四世に対す

る差別の問題という非常に重い問題を掲げてい

る人でした。なぜこのことを卒論のテーマにした

のかというと、自分自身が１５歳の頃、「被爆三

世の人と結婚したくない」と言われたことがある

のがきっかけでした。「結婚したくない」と言っ

た人は目の前の人が被爆三世だとは知らずに言

ったようですが、言われた彼女は非常に衝撃を受

けて、そのことに向き合っていきたいと思い、そ

れで卒論のテーマにされたのです。私は別の友人

から彼女を紹介され、また彼女の大学のゼミの教

員の方からも協力を依頼されて、その人のお話を

聞きました。 

私たち二世が若い頃に差別に直面した時、それ

とどう向き合っていいのか分からない傾向があ

ったのですが、三世である彼女もまったく同じで

した。彼女は自分のことを非常に健康だと言って

います。彼女のスタンスは、「三世と言ったって

他の人とまったく同じ（健康）ではないですか。

それなのにどうして差別されなければならない

のか」というのが本音でした。 

でもその人は正直でした。私の本をすでに手に

されていて、たくさんの付箋がつけてもう熱心に

読まれていました。私は「三世にも障害や病気の

出ている人がいっぱいいることを知っているけ

ど、その人たちは差別されてもしようがないと思

いますか？それでいいと思いますか？」と尋ねま

した（もちろん、決して詰問したり、責めるよう

な言い方ではなく、考えたり気づいたりしてもら

えるよう、やさしく穏やかに投げかけ、問いかけ

るように最大限配慮しながらです）。彼女の回答

は「そうは思いません」でした。「だったらその

ことをもっととらえ直していった方がいいので

は？」というような内容のことを私は話しました。

その他にもいろんなアドバイスをしました。 

子どものいない私には分からない部分もあり

ますが、おそらく被爆者（一世）の方たちが自分

たちの子どもにはアレコレ言わなかったのと同

じで、二世の人もお子さんの三世にはああしろこ

うしろとは言いにくいところがあって、また言え

なくて当然だとも思います。ただコーチングとい

う言葉が適切かどうかは分かりませんが、私の中

でイメージしているのはそういうこと…つまり、

自分の考えを押しつけるのではなく、答えを相手

（三世）から答えを引き出すのが二世の役割であ

り、責任なのではないかと思っています。 

一人ひとりの健康状態にもよりますが、健康上

の問題を抱えている三世の仲間に対してどうい

う態度をとるのか、ということがポイントではな

いかと思います。三世に対してそういう投げかけ

をすることが大切なのではないでしょうか。 

これは当然福島の問題にも関わってきます。あ

る意味私たちの努力はこれからが大変だなあと

思います。広島・長崎の場合は原爆が投下されて、

放射能が残留して、入市被爆者も認められてきま

したが、福島の場合はこれから何年経っても残留

放射能があって、被害が複合的に発生してくると

思います。直接放射能を浴びた直接の被害と遺伝

的影響の問題が混在しながら出てくることにな

ります。非常に深刻ですし、これから長い間に渡

ってしっかりと“ほしょう”していかなければな

らない問題です。そういう意味では今道筋を照ら

し出している人々は避難者のみなさんではない

かと思います。 

避難をしながら頑張っているみなさんが「歩く

風評被害」と言われたり、言われなきレッテルを

貼られたりされています。やらなくてもいいこと
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を大袈裟にやっているという批判がされている

わけですが、やらなくていいどころか本当はやり

過ぎることはないぐらいの問題ですよね。とくに

年少者の場合は放射線への感受性が非常に高い

ので、事情により福島に留まっている場合であっ

ても、子どもたちのためにも一定期間、放射能の

影響が低い地域で過ごす…いわゆる「保養」を行

うことで、免疫力が高まるなどの効果も認められ

ているわけですから、そうした権利は、本来、国

が保障すべきものであるわけです。 

 

■原発に反対する４つの理由 

なぜ反原発なのか、ここはすごく大切に思って

いるところです。 

実は私は１９７９年から西河内さんと一緒に

運動していた時の機関紙に「なぜ私たちは反原発

なのか」というテーマで４つの理由を挙げていま

す。ほとんど今回の本の中に書いていることと同

じなのです。４０年前からこんなことを言ってい

たのだと。ちょっと古いですが１９７９年頃の機

関紙から反原発４つの理由を紹介してみます。 

① 原発開発の主な目的が、それを通じた核兵器

の製造、管理技術の開発と核兵器に必要な原

料・プルトニウム作りにあること。 

② 原発で働く労働者と周辺住民の放射線被ば

くを必ず伴うこと。仮に事故などがなくても

被ばくは不可避。 

③ 大事故の危険性を常にはらんでいること。ア

メリカ・スリーマイル島の原発事故（１９７

９年）は代表的な例である。 

④ 経済効率性から見ても無駄が多く使い物に

ならない。政府や電力資本推進派などは原子

力は石油の次のエネルギーだというキャン

ペーンを張っているが、実は原発を稼働させ

ていくためには大量の石油を必要とする。 

そもそも私が当時から思っていたことは、原発

を稼働させるためにはウランが必要、そのウラン

を採掘するところから被ばくしなければならな

い人が必要、それから稼働させるために被ばく労

働者がいなくては稼働できないわけです。私はそ

のこと自体がもう認められない、ということが第

一番にあったのです。だって、原爆による被爆者

とかたちの上では違っていても放射線による被

ばくという点においては同じことじゃないです

か。ましてやその二世への遺伝的影響ということ

になれば同じ地平で考えなければならない。当時、

原発に反対しないのはなぜなんだろうと本当に

思いました。被爆者の人たちがなぜ反対しないの

だろうと不思議に思っていました。 

それから、原発は核兵器製造と保有の潜在能力

を維持するために存在すると言うのは、もちろん

今もそう思っています。今私が知っている限り本

当にはっきりと原発は核兵器を製造するために

必要なものであり、存在していると明言されてい

るのは、今では小出裕章さんだと思います。私は

小出さんとの出会いが今の自分につながってい

ると思っています。非常に大きなきっかけになっ

ています。 

私が被爆二世の運動に再び取り組み始めたの

は２００７年です。さらに本格的に取り組むよう

になったのは３年ほど前です。定年を過ぎて仕事

に少し余裕ができてからです。そして感じている

ことの一つとしては、その昔私たちが取り組んで

いた基本的な考え方が違っているように思いま

す。原発に対する考え方もそうです。今原発に反

対する運動に参加している人たちの少なくとも

半分以上が核兵器と原発の関連性がほぼわかっ

ていなかったり、無頓着です。 

それではどんなふうにとらえられているかと

言えば、原発が「平和利用」のエネルギーとして

利用されるようになったこと自体は、当初は）や

むを得なかったというところから発想していま

す。やむを得なかったというのは、石油が足りな

くなってきたからそれに代わるエネルギーとし

バイバイ原発３．１０きょうと（２０１９年３月１０日） 



京都「被爆２世・３世の会」会報№７９ 別冊  ２０１９年５月２５日 

12 

 

て原発が出てきたのだろう、と思っているからで

す。その証拠に、今原発をめぐる論争の、原発推

進派とそれに反対する人たちとの論点の大半は、

あたかもエネルギー問題であるかのようになっ

ています。これだけ再生可能エネルギーが賄える

ようになってきたのだから原発はなくなってい

もいいのではないか、という議論ですよね。 

私が思うのは、元々石油とか化石エネルギーは

全然枯渇する状況にはないので、別に原発が出て

くる幕ではなかったのです。再生可能エネルギー

があろうがなかろうが、原発はあってはいけない

ものだと考えています。 

私は「エネルギーから経済を考える経営者ネッ

トワーク会議」（エネ経会議）や上田市民エネル

ギーなど、再生可能エネルギー推進の運動にも関

わっているのですが、どうして再生可能エネルギ

ーの普及かと言うと、一つは地球温暖化対策のた

めです。化石エネルギーによる二酸化炭素の排出

を抑制するためには、再生可能エネルギーに変わ

っていかないといけない。地球温暖化と核問題と

言うのは人類の生存を脅かす二つの問題だと考

えています。 

そう考えた時、再生可能エネルギーは重要です。

もう一つは戦争を起こさせない平和の基調（志向、

考え方）です。ただしそれは、再生可能エネルギ

ーを取り組んでいる人たちが、そういう思いを持

って取り組まなければ、そうはならない恐れがあ

ります。 

具体的に言うと、これまで戦争が起きてきた原

因の一つは資源の確保のためでした。日本は資源

に乏しい国ですから、再生可能エネルギーをいく

ら推進してもそれでも外国の資源に頼らなけれ

ばならないものもあります。それは近隣諸国との

友好関係によって協力すればいいのですが、略奪

する、侵略することによって解決しようとする姿

勢がいつも出てきます。それには私たちは絶対に

反対しなければなりません。 

今私たちが直面している問題と言うのは、戦争

と言った時に二通り考えられると思っています。

一般的には資源の獲得や領土の拡張をしていこ

うとする志向なのですが、今の日本の非常に特異

な状況はアメリカとの関係によるものですよね。

アメリカに守ってもらおうとか、アメリカと共同

歩調をとるとか。この間の危険な改憲問題と言う

のは、日本そのものが（単独で）どこかに侵略し

ていくための戦争準備というよりは、それも少し

はあるかもしれないけど、それ以上に切迫してき

ているのは、アメリカが日本を巻き込んでやって

いこうとする中で、それを許容するための国作り

だと思います。そこには当然核配備ということも

含まれてくると思います。 

ファシズムが台頭してくる時には、だいたい差

別が強化されていきます。どんどん、どんどん貧

富の差などが大きくなっていって、そのことに比

例して民族差別を含めた諸々の差別が強まって

いく。そういった状況が今切迫してきているので

はないかと思います。 

 

■被爆二世運動の現状と展望 

最後に、これからの被爆二世運動をどうしてい

くべきなのか、について私の意見をお話ししたい

と思います。 

現在の被爆二世運動というか、組織的状況を言

いますと、一つには日本被団協傘下の、またはそ

れに類する被爆二世組織があります。年２回、日

本被団協の中央行動の中で厚生労働省と交渉す

る機会があり、私もこの間参加してきました。実

態は、親の組織に当たる被団協で二世の要求（健

康診断の充実化など）について用意されたものが

あって、要求書はあらかじめ提出されており、交

渉の場で回答が読み上げられるようになってい

ます。回答に対して私たちから質問することはで

きるのですが、返ってくるのは官僚的な通りいっ

ぺんの回答だけです。さらにそれに対する再質問、

反論などはできないまま時間切れで終わってし

まいます。本当は私たちはどんどん再質問もやっ

て、ギューギュー議論もやって、本来の交渉をし

たいと思っているのですが、そういうことは今は

できないのが現状です。 

被爆二世の中には、厚労省に提出する要求から、

当事者である被爆二世どうし自らが話し合って

練り上げていく、まずはそういう場を作って欲し

いと主張する人もいます。しかし、なかなかそう

いうことがすぐには実現し難い現状があります。 

一方において、全国被爆二世団体連絡協議会
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（全国二世協）という、私たちがかって起ち上げ

た全国被爆二世連絡協議会と名前がよく似た組

織があります。被爆二世が自分たちの健康問題な

どについて話し合うなかで作り上げられてきた

組織というより、原水禁が方針を立てたりつくっ

たりして、それを労組系の人たちが担ってできて

きた組織と言うのが私の見かたです。独自の運動

は山口とか大阪にあるとは思いますが、今はほと

んどが被爆二世の集団訴訟ということに全国的

な統一した運動は一元化されているようです。 

神奈川県原爆被災者の会二世支部の一員とし

ての私の立場から、この全国二世協の集団訴訟に

ついては一言だけコメントさせていただきたい

ことがあります。被爆二世に対する援護策は、地

方自治体独自の施策として、神奈川県、東京都、

大阪の吹田市、摂津市で医療費の補助、助成が行

われています。１１疾病と言って原爆被爆者の被

爆者援護法の健康管理手当の対象になっている

（のと同じ）病気に、被爆二世がかかって治療を

受けた場合、その医療費が補助・助成されていま

す。東京都の場合は条例で定められているのです

が、神奈川県の場合は条例ではなく毎年度の予算

執行で行われているものです。それは運動の力が

弱まるといつ削られてしまうか分からないとい

うものです。そういう状況の中で、もし全国二世

協が中心になってやっている集団訴訟が敗訴し

た場合、被爆二世に対する援護が司法判断によっ

て認められなかった、不要だとされた場合、神奈

川などの被爆二世援護事業は一気に廃止に流れ

る可能性もあると聞いています。本当は、私など

は神奈川の砦を守って、これを全国化していくよ

うな運動を盛り上げていけたらと思っていたの

ですが。 

というように全国の被爆二世の思いは残念な

がらバラバラです。被団協“待ち”にしていても

二世運動の展望は切り開けないのではないかと

思います。ここでの私の話の結論は、厚労省との

交渉権、交渉力を持つ新たな被爆二世全国組織の

創成が必要だということです。地域の二世の会を

中心とした組織構成が基本であっても、地域の

「会」が存在しない地域の被爆二世の個人加盟も

可能なものが求められると思います。 

以上でお話を終わります。ありがとうございま

した。 

 

■講演後の守田敏也さんの発言 

森川さんありがとうございました。森川さんに

もう一度大きな拍手をお願いします。 

横でずっとお話を聞いていて、随分むずかしい

ことをお話しいただいたなのだなあ、とあらため

て思いました。 

一口に被爆二世と言っても山の頂から裾野ま

で幅広く様々な人がいます。自分の体には健康障

害など何一つ起こっていないという人もある。あ

るいは「被爆二世の身にこんなことが起こってい

る」と言われるのは迷惑だと思っている人もいる

かもしれません。ただ、大前提として押さえてお

かなければならないのは、放射線被ばくの影響を

極力小さく見せようとする人々からは「遺伝的影

響はないのだ」と決めつけられていて、その考え

方が社会的に広がっている範囲は小さくなくて、

そのため「遺伝的影響はないのだから、遺伝的影

響があるといって差別するな」となっていること

です。それに対して森川さんは「遺伝的影響はあ

る」「放射線被ばくの影響のあるものをないもの

としてはならない」と言っているのです。 

私が内部被ばくについて論じる時に一番責任

を感じているのは、私の本を読んで「じゃあ、福

島の人と結婚するのは止めよう」などと言われる

ことです。それでは私の思いとまったく違う事に

なってしまう。障害者の問題、障害者の尊厳をど

う考えるについても同様の問題です。 

森川さんのお話がすごく慎重なのは、話の受け

取り方を間違うと逆のスイッチを押してしまう

ことになりかねないからだと思います。被ばくの

影響や遺伝的影響があるのだという真実のこと
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と、その影響を受けている人たちの人権を守るの

だという二つのことを同時に語り、聞く人の正し

い理解を得ていかなければならない、そこをみな

さんにくみ取っていただきたいと思います。これ

は障害者の問題にも、あらゆる差別の問題にもす

べて関わることです。でもそこに踏み込んでいか

ないと、いつまでも「遺伝的影響はない」論がま

かり通っていくことになります。 

我慢ならないから私たちは声を上げていくの

ですが、声を上げると同時に、私たち自身がこの

問題に向き合っていかなければならないのです。

そのことを今日は森川さんのお話を通じて深く

学んだのではないでしょうか。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

質問 

森川さんの体験と重なる体験が私にもあって、

今度の森川さんの著書をすらすらとは読めず、一

週間止まってしまいしました。森川さんがこの本

を書かれるについてはものすごくしんどかった

のではないかと思います。何が後押ししたのか、

そして書き終えた率直な今の感想を聞かせて下

さい。 

森川さんの回答 

実は書いている途中で精神的に追いつめられ

たこともありました。妻にも迷惑をかけました。

それでも何に突き動かされたかと言うと、こうい

う本がまだ世の中に出ていなかったからです。自

分の半生を通じて、私の特異な経験の中にも多く

の被爆二世と共通したものがあるのではないか、

これが一つの突破口になればいいのではと思っ

て、この本はゴールではなくスタートになるもの、

これを世に出してから広めていくのだと思って

最後まで書き上げました。 

最初は Facebook などに被爆二世の問題を結構

投稿していたのですが、その反応を見ていて、こ

れではだめだ、断片的な話にしかなっていないと

思い、しっかりとした体験的なものを書くことが

必要だと思いました。 

もう一つは、以前はこのまま二世の問題は封印

されて終わると思い、半分悔しいけどあきらめて

いた時期もありました。しかし福島原発事故が起

きてから思いは変わりました。このままでは放射

線被害は葬り去られようとしている、焦点の向き

方が変えられようとしていると強く思ったから

です。被爆者運動が目的にしてきた二つのこと、

核被害者が幸福に生きられる社会の実現と核の

ない社会の実現は別々には成り立たないもので

す。そこに向けて、私の著書の発行が一つの波紋

になればいいなあと思っています。 

 

会場からの発言 

森川さんを応援し、編集に関わってきた西河内

です。この本をつくるのはこっちもしんどかった

です。私自身の体験と重なる部分もたくさんあり

ました。自分の子どもの問題もいろいろありまし

た。この本をつくるために大学を辞めて、没頭し

てきました。最初の原稿は実はもっとすごかった

のです。表現、言葉などをかなり慎重なものにし

ていきました。資料の精査も徹底してやりました。 

しんどかったけど、こういうものを世に出さな

いと、それも今出さないと私たちの社会はどうな

ってしまうかという思いにかられてやってきま

した。福島の問題が一番大きかったのです。そこ

を正しく見つめる目を、ちゃんともたないといけ

ない、そういう思いでやってきました。 

 

会場からの発言・感想 

福島原発事故で京都に避難している福島です。

私は被曝一世になります。私の子どもも一世です。 

原発賠償訴訟で経産省に要請をすると門前払

いです。でも公害総行動などに参加すると会って

くれる。６０年以上も積み重ねられてきているか

らでしょうか。ふまえて、広島・長崎の先人たち

がいるので私たちの放射能被曝に関する裁判も

すぐにクリアできるはずだと思っていましたが、

こんなに国の壁は厚いのかと感じることがいっ

講演後の質疑応答と会場からの発言・感想 
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ぱいあります。しかし私たち被害者の声がここで

止まってしまったらそれは間違った国策に同意

することになってしまいます。最後まで声なき声

を出していくしかないなと思います。 

原発賠償京都訴訟の原告たちは当初、法廷には

出たくない、顔も出したくないという状況でした。

でも、私たちは決して悪くない。原告たちが勝手

に自分自身に植えつけた偏見を直すところから

始めていきました。それをやったから結審の時も

判決の時もたくさんの原告が堂々と顔を見せて

訴えられるようになったのです。 

これから、自分たちの健康被害を訴えるにはや

はり顔も名前も出していかなければならないで

しょう。そこを本気でやっていかなければならな

いことを、今日の森川さんのお話から教えてもら

いました。いつもここに（京都「被爆２世・３世

の会」の総会）来るとみなさんに背中を押しても

らっているように感じます。それをエネルギーに

して頑張っていきます。これからもともに声を出

し続けていきましょう。 

森川さんの回答 

やっぱり国民の間に知られていなことが問題

です。実際の福島が今どうなっているのか知られ

なくなっている。もうそろそろ誰が福島に行って

も大丈夫だろうみたいな。知られていない人に知

ってもらうことが本当に今だいじだと思ってい

ます。 

みなさんの多くは、ふだんはいつもある程度共

通した、あるいは同じフィールドの中で活動され

ていて、ベースとなる考えや意見が通じ合う仲間

どうしというのが多いのだろうと思います。私は

いろいろな所に出かけて行って、そこで活動のう

ちの半分以上が、いわば、「ホームグランド」以

外の（慣れない）場での「ビジターゲーム」みた

いな場にあえて入っていくようにしてきていま

す。そのうちになんとかして、いわゆる「仲間内」

ではない人たちにも核被害、被爆・被曝の問題に

ついて考え、問題共有もらえるようにしたいと思

っています。 

Ａｍａｚｏｎで私の本を買っていただいた人

の中でカスタマーレビュー（書評）を書いてくれ

た人がいます。それを読むとこんなことが書いて

ありました。※ 

※被爆二世の方が自分の人生を振り返り、学業

や仕事について語りつつ、核兵器や原発への自ら

の関わりを含めそれらの運動について語った著

作です。 

自分の人生を語り、核兵器や原発の運動につい

て語る以上、国の防衛やエネルギー政策について

言及することになるのは必然でしょう。この本を

手に取りパラパラとめくって、国の政策について

言及した部分に目が行くかもしれません。著者の

意見に同意する人もいれば、到底受け容れられな

いという人もいることかと思います。（ちなみに、

私は後者であり、全く逆の考え方を持っていま

す。） 

強調しておきたいのは、たとえ著者と政治的な

思想が異なるということがあったとしても、「な

んだ、あっち系の人の本か」と決めつけるのでは

なく最後まで読み通していただきたいというこ

とです。必ずや、核兵器・原発・差別等について、

これまでとは異なる認識が得られると確信しま

す。個人的には意見が異なるものの、著者の言説

には納得できる部分が多々あります。 

実はこのように読んでいただくつもりも含め

て私はこの本を書いたのです。このような問題は

多くの人に分かってもらわないと国の政策、国の

動きを変えていくことはできません。そうでない

と、先ほどお話しした“原発はエネルギー問題だ”

などという誤った考え方も突き崩してはいけな

いでしょう。 

以上 

 

原発賠償京都訴訟一審（京都地裁）判決の日 

（２０１８年３月１５日） 
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学習記念講演の終了した数日後、講師の森川聖詩さんから二つのことを内容とした追加の資料が寄せられ

ました。今回の講演録に追加して掲載させていただきます。 

 

■著書執筆の後押しをしたもの 

「著書を書き進めるなかで、心身のあつれきが

多々あったはず。それでも、書き続ける背中を押

したもの、思いはなんだったのか？」というよう

な主旨のご質問を少なくとも、お二人の方からい

ただいたかと思います。実は、私は、そのことに

対する明確なお答えを常に念頭におきながら

日々の活動を進めてまいりました。それなのに、

あの時、それに対して明解な即答ができず、焦点、

的が定まっていない 

とりとめのないお答えをしていたように思って

います。自分自身、今冷静に振り返ってみて、そ

れがなぜなのかわかりません。でも、おそらく、

自分はふだん通り冷静でいるつもりでいたとし

ても、実際には緊張で舞い上がって平常心ではな

かったからなのでしょう。 

実は、お答えは、せんじ詰めれば、次の一言に

尽きます。「このままでは、『被爆二世』、そして

『被爆二世問題』が実質上、存在していなかった

ものとして歴史の闇に葬り去られてしまう」とい

う危機感と、それを座視できないという強い思

い・こだわりです。先日、東京の会合で初めてア

ーサー・ビナード氏とお会いし、ごあいさつさせ

ていただいたとき、彼は、私が被爆二世と知るや、

開口一番「被爆二世は頑張らないと、このままで

は、いないこと、いなかったことに・・・、被爆

二世問題もなかったことにされちゃうよ！」とい

う彼独特の言い回しの直球を私に投げてこられ

ました。私のそれに対する返球も直球で、「私も

まったくそのように考えています。だから、そう

はさせないためにこの本を書いたのです」と言い

ながら、本を差し出しました。 

国の核被害問題幕引きのシナリオは、２０２０

年復興五輪・・・、ここでの完結を想定している

と思われます。その後も、国は、「核開発に資す

るモルモット」として、データ収集は続けるでし

ょうが、「やはり遺伝的影響はなかった」という、

すでに用意されている「結論」は動かさず、極秘

にデータを蓄積するのみ。これが国のねらいでし

ょう。言い方を変えれば、被爆二世（問題）の封

印・黙殺は三世以降の世代の封印・黙殺につなが

り、ひいては、福島、あるいはグローバルヒバク

シャ（問題）の封印（黙殺）にもリンク・影響す

ることになるものと考えられます。 

この崖っぷちのピンチをチャンスに転じたい

ということですね。そのためには、まだ誰も十全

にはなし得ていない被爆二世自らの体験に基づ

いた克明な自己開示が欠かせません。それは誰か

から始めなければならず、私があえてその誰かに

なろうと思い立った次第です。 

 

■被爆二世問題伝承者と被爆三世 

それと、もうひとつ、レジュメには記していな

がら、時間が切迫したなかで、言いもらしていた

大切なこと。それは、項番６．「今後の被爆二世

の運動の課題・試金石と考えられること」の③

「「被爆二世問題伝承者」の育成です。奇抜な発

想と思われるかもしれません。被爆二世問題その

ものを被爆二世自身が満足に自己開示、あるいは

自己把握できてないなかで、気の早すぎる、時期

尚早な話ではないかと・・・。 

ただ、被爆二世の平均年齢は、私の年齢とほぼ

等しく、６０代後半にさしかかりつつあると思わ

れます。それと世界・国内情勢からも、悠長に構

えていられる場合ではないはずです。ここ数年に

なって被爆体験の伝承の大切さが叫ばれるよう

になり、併せてそれが遅かったということも言わ

れています。同じテツを踏むことはできません。 

被爆体験の伝承及び伝承者は、被爆体験証言者

がいて初めて成り立つものです。本来語りたくな

かった自らの体験を語ってくださる被爆者がそ

れだけいらっしゃるから伝承者もこれだけ育成

されてきたという現実から学びたいと思いまし

た。そして、自らがまず、被爆体験伝承者をめざ

し、被爆体験から真摯に学びつつ、被爆二世体験

講演会後の追加資料 
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（問題）を客観視し、それを併せて次世代に伝え

る地道な作業に着手しようと考えました。 

もちろん、私たち被爆二世の生存中に、被爆二

世以降世代の“ほしょう”体制を確立し、核兵器

廃絶・原発ゼロを実現するのは理想ではあります

が、現実問題として、私たちができるのは、当面

の核使用と戦争の抑止に努めながら、“ほしょう”

と核ゼロへの 礎
いしずえ

を築くところまでではないでし

ょうか？したがいまして、私たちは、そうした活

動に従事しながらも、次世代へのバトンを渡すた

めの取り組みも同時並行して進めていく必要が

あると思っております。 

この、被爆二世問題伝承者の第一候補として考

えたいのが、もちろん被爆三世ではありますが、

著書Ｐ.２６３においても記しておりますように、

私の知る限り、実際に面識のある被爆三世のほと

んどが語っているアイデンティティが、「被爆者

の孫」としてのものであり、「被爆二世のこども」

という視点が伺い知れるような話を聞いたこと

はほとんどありません。これは、今後の課題です

が、講演のなかでも申し上げたとおり、まずは、

被爆二世自らが自己開示をしたうえで、そのこと

についての被爆三世の方がたとの対話を重ねな

がら模索していくべきことではないかと思いま

す。 

ただ、現状では、「私の被爆二世としての体験

や、そのことを踏まえての生き方、考え方の変遷

などについて掘り下げながら、多種多様な被爆二

世・三世、あるいは原発避難者の方がたとの面談

なども経て、包括的な視点をもって『核被害の特

筆すべき特徴は、次世代以降にわたって連綿と被

害が及ぼされ続け、拡散していく、断じて人類と

は共存できないものである』ことを私が世を去っ

た後も訴え続け、共鳴を得て仲間を増やし、グロ

ーバルヒバクシャの“ほしょう”、核なき未来の

実現へと導いていっていただける」と私が確信を

もつに至った、ある若い方は、被爆三世ではあり

ません。でも、少なくとも、今は、そのことがか

えってその方と肩の力を抜いてお話ししやすく、

また、本来、この問題の直接の当事者でないと考

えられている大半の国民にどのように伝えるべ

きなのかという視点に常に心を配りながら、意見

交換を進められることからも、相互研鑽が図れ、

私自身、とても勉強になり、磨かれることでもあ

りますし、これも、私の使命と考えながら、しっ

かり取り組んでまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

有意義なお話ありがとうございました。被爆２世、３世に健康被害があるのか、については、私のス

タンスとしては実感もないし、不勉強でもあり、分からないと思っています。判断できるほどのデータ

が今はないのではないでしょうか。また比較できる有意なデータが今後出るとも思えません。しかし何

度も強調されていたように「影響はない」という反論ではなく、不安や実感がある人がたくさんいる以

上、保障・救済されるべきなのだな、というのは今回新たに得た考えでした。被爆２世自身による実態

調査は是非実施してもらいたいです。 

（被爆三世・会員） 

話を聞いて、健康については興味があります。昨年、弟に生体腎臓移植で私の腎臓を一つあげました。

弟は小児ぜんそくで体が弱かったです。糖尿病になり腎不全で昨年の４月から人工透析が始まったので

検査等をし、１０月に手術をしました。私はお陰様で健康です。妹は幼稚園の時リンパ腺が腫れ手術し

て取り出しました。（首に傷跡が残っています） 今はメニエルで調子が悪いです。弟は透析がなくな

ったので大変楽になりましたが、完全に元気ではありません。これは父親の被爆のせいなのかは分かり

ません。父は８１歳、血小板が少なく血が止まりにくい、肝硬変、脳梗塞、胃の静脈瘤破裂等、病院ば

かり行っています。 

講演会参加者の感想文 
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（被爆二世・会員） 

①被爆者が２．５㌔㍍の内外または２．７㌔㍍の内外で比較されていたのには驚きでした。②長崎の

女子高校生（３世）の「伝えてくるけん広島・長崎ピースメッセンジャー」の活動には心を打たれまし

たが、今年は国がジュネーブには派遣しないのには驚きです。③水俣では企業か国か分かりませんが、

チッソ水俣工場の外壁に「メチル水銀中毒症へ病名改正を求める!!」という大きな看板をかけています。

国からの切り崩しではないか。今後すべての公害で出てくると思われます。 

（その他・会員） 

今回お話しいただいた差別意識のトリックは大変勉強になりました。何も考えずに読んでいたら素通

りしかねない、またうっかりすると自分も言いかねない、社会や自分自身の中にひそむ隠れた差別意識

に気づかされた思いでした。人間の中に根強くある差別の意識を、原発や核兵器というものがある意味

象徴しているのではないかと思いました。「なぜ、反原発か?」のお話もとても分かりやすく、問題をあ

らためて客観的に捉えなおすことができました。 

森川様ありがとうございました。１月にお会いした時には健康に自信もあり、子ども二人も元気に育

ち、３人の孫も元気に過ごしていました。あの後心臓弁膜症と判明し、いつか手術も要するかも分かり

ません。今はやりたいことはできるので活動的に行動しています。２世で健康で差別も受けずでしたが、

残りの人生は計画的に生きたいとより一層考えています。今後ともよろしくです。 

（被爆二世・会員） 

今日はお招きいただき、貴重なお時間をいただき、話を聴いていただき感謝申し上げます。心よりみ

なさまに力をいただいていることを感じています。森川さんのご本は原告に広めていきます。避難者へ

のすすめ読みます。これからも声なき声を、国を動かすべく広く伝えていきたいと思います。 

（原発事故避難者） 

私は被爆２世でもないし、あまり原爆について学習をした記憶はないです。正直に書けばそっち系の

集会か？と思わなかったでもないですが、しかしこういうことに触れたことがなかったので認識を改め

るには十分な内容でした。差別や偏見がこれ程根強いのか？と思いました。過ちを改むるにはばかるこ

となかれ、私も今日から考えを改めたいと思います。大変勉強になりました。小泉元総理には渡してお

きます。 

（Ｏ・Ｙさん） 
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京都「被爆 2世・3世」の会総会記念講演・レジュメ（2019.4．20） 森川聖詩 

 

１．被爆二世の問題（少なくとも３つの問題） ※自分自身の生い立ち・半生の体験から 

（著書第 1章～5章、及び P.259～P.263） 

① 被爆者（一世）の家族としての問題（健康や生活面での問題、介護などにおける問題や不安） 

② 被爆二世自身の健康と不安 

③ 社会的な偏見と差別（結婚・就職）、子どものいる人は、子ども＝被爆三世、孫＝被爆四世の健

康や結婚等における差別、出産等の問題についての不安 →（核兵器・原発…による）核被害

の特徴：次世代以降におよぶものであること。 

 

２．被爆二世・三世に対する差別はなぜ存在しているか？（著書 P.248～P.259） 

偏見と差別の識別。違いは何か？ 

差別事象と差別観念の識別・区別 

被爆二世に対する偏見・差別とはどのようなものか？それが生じる原因は何か？ 

 

【事例】 

① 「近藤発言」（著書 P.55～P.64） 

② 江川紹子氏のニュースサイトにおける文章（P.250～P.259） 

 

３．放射線の遺伝的影響についてどのように考えるべきか？（著書 P.237～P.248） 

 放射線の遺伝的影響：放射線によって、遺伝物質の量的・質的変化によって生じる遺伝子突然

変異と、多数の遺伝子の集まった構造体である染色体の構造の異常や、それに伴う障害が起こ

る染色体異常が、放射線被ばく者の生殖細胞に生じ、それが子孫に伝えられ、そのために身体

の異常や疾病が発現すること。 

 「放射線の遺伝的影響は、ヒトにおいて証明されていないものの、動植物の実験においては、

放射線が遺伝的影響を誘発することが明確に証明されている。…ヒトもこの点に関して例外で

はないであろう」（国連科学委員会等）。 

 「晩発性障害等の発症率増加の可能性も否定できないため、今後においても放射線被ばくに関

連した（遺伝的）影響がないかどうかを継続して見守り、把握していきたい」（2017．6.8厚労

省）↓ 

国側でさえ、「遺伝的影響は（今までのところ）認められない」と言っているものの「ない」

とは言っておらず、「（現在疫学的調査を実施中であり、）確定的な結果を出すためにはさらに

数十年の追跡調査を必要とする」（放影研）と述べている。 

 遺伝的影響についての国、放影研、あるいは国側の見解と同様の見解を示してきた医学者、科

学者の主張の問題点 

① 被爆二世を、病気に対して治療を行わず、生涯にわたり追跡調査だけを続け、核開発に「資

２０１９年４月２０日／講演当日の講演レジュメ 
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する」ための、またその観点からの「研究材料」（「モルモット」）と考えていること。 

これを正当化・カムフラージュするための方便：「遺伝的影響は認められないが、（健康に

不安を感じている被爆二世がいるため、遺伝的影響がないことを明らかにし、）不安を解

消するため、研究・調査の一環として健診を行う」（1978.9.26館山不二夫公衆衛生局企画

課長。現在の厚労省答弁もほぼ同様）。 

② 厚労省は、「遺伝的影響が認められない」とする根拠をもっぱら放影研が実施してきた「被

爆二世健康影響調査」等に求めているが、放影研の調査のあり方には次のような問題があ

る。 

1. 被爆二世群と非被爆二世群の設定のしかたとそれに伴う視点 

「人体の健康に有意差をもたらす被ばく放射線量は 5 ミリ Gy 以上である」との予断

に基づき、広島では爆心地から 2.5km、長崎では 2.7km以遠で被爆した人を「非被爆

者」とみなし、その子ども（被爆二世）を「非被爆二世」とみなして比較しているケ

ースもある。 

2. （公表されている）調査の対象項目が、出生時の異常（死産、「形態」異常等）、白血

病ほか、がんの発症率、染色体異常、性比、死亡率など、極めて特徴的な疾病や「異

常」、死亡するまで測定できないことについてなどであり、健康・生活の維持を脅か

し、治療やケアを必要とする、多岐にわたる疾病や症状についての視点をまったく欠

いている。 

3. 「有意差、異常が見いだされていない」と判断する「根拠」とする検査・調査項目な

どは、一部もっともらしく公表されてはいるものの、その具体的検査値・数値的なデ

ータは、これまで一切示されておらず、調査目的が予断と偏見に満ちており、非科学

的なものであることからも、信ぴょう性を欠くもの。 

■【結論】 

① 遺伝的影響は、健康・生活に影響を及ぼし、心身に苦痛を与えるすべての病気・諸症状・

不定愁訴（「明確な原因がわからない」とされる訴えや症状）などを含めて包括的にとら

え、その治療・軽減に必要な治療費等の経費は、本来保障されるべきものであり、そのた

めにも、二世自身から積極的にこの全容を極力解明し、そのことを社会的に広く発信して

いく必要がある。 

② これには、良心的な医師・科学者の理解と協力なども得ながら、自主的な実態調査を行い。

その結果を公表し、これを提示しながら、国への要求（後述）を行うなど被爆二世の健康・

生活の実態を具体的に示すプロセスが必要。 

③ そもそも、遺伝的影響の有無を完璧に医学的・科学的に解明し、その結果、「『有り』と

証明されない限り保障しない」とする国側の論理、観点、主張に翻弄されることなく、現

に存在している数々の被爆二世の病気については、当然保障されるべきであるとのスタン

スをまず明確にしたうえで、①②の取り組みをしていくことが大切。 

 

４． 被爆三世の親として（著書 P.261～P.263） 

■これまで知り得た数々の情報や直接被爆三世と接して推測する被爆三世を巡る状況や傾向 

① 被爆三世の幼少時からの闘病など、病弱の例のほか、急性骨髄性白血病による死亡（2例）
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など、個人的には多くの事例を耳にしてきているが、社会的には、ほとんどオープンにさ

れていないなかで、現在（社会的に）顕在化されているのは、比較的健康と考えられてい

る被爆三世で、なおかつ平和運動、被爆体験伝承・反核運動などに参加し、あるいは発信

している人たち。 

② その一方で、社会的差別は、顕在化しつつある。 

【被爆三世であることによる被差別体験があり、そのことに精神的衝撃を受け、その体験

と向き合い、トラウマを克服するためにも被爆三世に及んでいる差別の問題を卒論テーマ

とした学生と面談・アドバイスをした私自身の体験事例について】 

この被爆三世の方は、自分の身に降りかかる差別の原因をどのようにとらえ、解決してい

くかという明確な視点、スタンスを持てずにいた。この方は、健康上何も、自覚症状など

はなく、「『普通の人』と何ら変わらないのだから差別するのはおかしい」という本音を、

私の質問・インタビューに対して正直に打ち明けていた。 

比較的健康な被爆二世と深刻な闘病をしている二世とで、必要と感じる保障や差別に対す

る意識、考え方が分かれるのと同様なことが三世にも言えると考えられる。 

■結論 

① 被爆三世に多少とも差別が降りかかってきている現実をまず、私たち二世が直視したうえ

で、三世に対して、差別の原因・本質とその解決のための道筋について、コーチング（問

題を明らかにして、答えを三世から引き出す）をすることが大切。 ※項番２．参照 

② 被爆二世・三世の医療等の保障を共通の課題として、共同行動をもって取り組んでいく。 

 

５．なぜ反原発か？（著書 P.270～P.312） 

① 原発が、ウラン採掘から稼働等に至る過程において、労働者の多量の放射線被曝なくして

成り立たないものであること（すなわち原発は、被ばく者をさらに生み出すことを前提に

存在するものであること） 

② 原発は、核兵器製造、核兵器保有潜在能力を得て、維持するために存在するものであるこ

と。 ※核兵器は、実質上、原子炉、原発を稼働させることなくして、核兵器製造に必要

な（自然界に存在しない）プルトニウムを手に入れることはできない。 

③ 安全性に乏しく、一度事故が起きれば、多大な核被害、被曝事故・被害が発生することに

なる。 

③についての認識は、福島第一原発事故以降、日本国民の間にもある程度広まったが、

①と②についての認識・視点をもち、その考えやスタンスを反映して原発ゼロに向け

た運動に取り組んでいる人たちは未だわずか少数である。 

とくに、再生可能エネルギー推進に取り組みながら、「脱原発」を唱える人たちにこ

の傾向が根強い。 

※「脱原発」「原発はいらない」「原発に頼らなくても…」（エネルギーは賄える）な

どのキャッチフレーズに象徴される認識と発想。→「再生可能エネルギーを推進

することで、原発の存続根拠はなくなり、原発ゼロは実現可能」とする楽観的な

認識。あるいは、それでも国が原発にしがみついているのは、ひとえに「原子力

ムラ」の利権を擁護するためとする一元論。 
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（国が唱える「化石燃料枯渇危機」が誤謬であり、1950 年代、「平和利用」の名の下

に、ビキニ事件による反核意識を緩和しつつ、日米が原発マネーで儲けながら、

米・核持ち込みと日本は核保有能力確保というそれぞれの利益を満たすために原

発が導入され、今日に至っている歴史的事実であることへの認識を今なお欠き、

再エネ供給と原発の事故の危険性問題に論点を集中） 

こうした考えから脱却し、原発ゼロを実現するためには、国の核武装志向、核兵器保有潜在能力保

持志向、 

アメリカ追随・戦争準備体制構築志向に歯止めをかけ、核兵器禁止条約に批准させるための運動と

結合していくことが必要であるとの認識を、より多くの人たち、運動体において共有できるよう働

きかけていくことが大切。その柱として注力すべき取り組みは、「ヒバクシャ国際署名」の呼びか

け（著書 P.330～P.333 ）。 

 

６．今後の被爆二世の運動の課題の要・試金石と考えられること(P.320～P.363) 

① 医療保障の獲得へ向けて 

 厚労省は、放影研の見解を「金科玉条」としての主張をくり返す。 

→放影研の調査の非科学性を理論的に明示するとともに被爆二世の現状を実例をもって

示し、医療保障を要求（※京都の会の実態調査の意義） 

 被爆二世組織問題の整理・解決と全国統一組織の創生（被団協・全国二世協等）※項番７

で後述 

② 原発被災者、とくに原発自力避難者との連帯（問題共有→相互支援・共同行動） 

※現政権の当面のねらい（P.361）  

原発維持＝核兵器保有能力維持、そのためにも、核被害のほしょうは、被爆者までで

幕引きとし、被爆二世の遺伝的影響と福島被災（原発事故）の影響をひた隠しにする

棄民政策が推し進められている。 

→「核兵器廃絶」、「原発ゼロ」「すべての核（核兵器・核実験・原発）被害者（ヒバ

クシャ、被災者、避難者）支援・ほしょう（補償・保障・保証）」三位一体の取り組

みの提唱（核被害は、今や全世界に広がり、さらにその子孫にまで及びつつあること

の明確な認識の共有化と連帯した取り組みを呼びかけることも含む） 

③ 「被爆二世問題伝承者」の育成。 

先決問題として、被爆二世自らが、「被爆二世問題とは何か」を社会的に発信することが

緊要であるが、同時並行して、核廃絶→実現するまで、被爆二世問題がどのようなもので

あるのかについて伝承していく若者を育成することが大切。 

（被爆一世の）被爆体験伝承は重要であるが、被爆二世・三世…が自分の立場から説得力

をもって訴えられる、また訴えていくべき歴史的使命は、「核被害の恐るべき特徴は、決

してそれが一世代にとどまらず、次世代以降にも及び、今や人類の生存を脅かしている、

断じて人類と共存できないものであること、即刻廃絶・廃炉にしていかなければならない

ものであること」を自らの体験をもって具体的に指し示すことにある。 

ただし、被爆二世の平均年齢は、すでに 60 歳代後半に達していると思われ、この被爆二

世問題とその特徴を深く認識し、伝承・核廃絶をこの視点から発信できる伝承者（必ずし
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も被爆三世等である必要はない）の育成が、大きな意味・役割を果たすと考えられる（こ

れは、今から進めていく必要のあることと考え、個人的には着手している）。 

 

７．以上のような運動（被爆二世運動）を展開していく上で、解決してかなければならない組織問題等 

■被爆二世運動、組織の現状と問題 

日本被団協傘下、またはそれに類する被爆二世組織が厚労省と交渉する機会は、年 2回の被団協中

央行動における交渉。 

この交渉に盛り込まれている要求項目は、二世間で討議されたものでない上、中央行動に先がけて

提出され、交渉当日には回答が用意されている。 

交渉と言っても、そこに参加できる二世も、一人 1回質問をするだけで、それに対する厚労省の答

弁に対し、再質問や反論もできない。また、全国二世交流会も年に 1回で、運動の前進のために身

のある討議の深化は到底望めない。 

また、被団協（一世）役員の二世問題、組織問題についての見解もばらばら、あるいは無策であり、

明確な展望を欠いている。 

一方の全国二世協。被団協より、二世運動の組織としてしっかりはしているが、山口被爆二世の会

や大阪被爆二世の会など一部地域の二世組織を除けば、地域独自の運動は乏しく、被爆地における

労組系組織を中心に構成されており、二世組織としての自発的な運動、活動の形成より、実質的に

は、原水禁国民会議から発出される方針に沿った運動となっている。 

その象徴的な例が集団訴訟。全国の被爆二世運動と自治体を含めた被爆二世対策の現状などを分析

し、力関係をきちんと踏まえた上での戦術でなく、勝算も薄いのにフライング。 

現在、医療保障が実施されているのは、東京、神奈川、吹田、摂津の 4都市。摂津における実質上

の施策縮減や、神奈川の施策が東京のように条例化されていない中、神奈川の条例化なども含めて、

今ある施策を守りつつ、この全国化を推進していく戦術、運動方針が現実的と考えられるが、集団

訴訟が敗訴すると、司法と地方行政のあつれき（圧力）で、医療費補助が打ち切られる可能性が強

くなりつつある。 

以上、全国的な視野からみる限り、二世運動は、混迷を深めている。 

■【結論】 

（厚労省との交渉権、交渉力をもつ）新たな被爆二世全国組織の創生が必要。 

地域の二世の会を中心とした組織構成が基本であっても、地域の会が存在しない地域の被爆二世の

個人加盟も可能なものとする。 

以上 

 


