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はじまりは京都原爆症認定小西訴訟から 

久米弘子 弁護士 

 

２０１９年６月１５日（土） 

２０１９年ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟全面勝利をめざすつどい 

 

 

■今につながる小西訴訟 

私が原爆症認定訴訟に関わったのは小西建男

さんの原爆症認定訴訟の時からです。その時から

数えると約３０年になります。私は弁護士になっ

て５２年になります。藤原精吾弁護団長と同期で

今年喜寿を迎えます。まだ元気にしていますので

これからもよろしくお願いいたします。弁護士と

してするべきことがあれば、しかもやりがいのあ

る仕事がたくさんあれば、いつまでも元気でおら

れるのではないかと思ったりもしています。 

 

今日は久しぶりに小西さんの話をまとめてす

ることができるというので講演をお引き受けい

たしました。京都の弁護団、それから京都の支援

の方々にとって小西さんの訴訟と言うのは本当

に忘れられない訴訟であったと思います。そして

それがその後の原爆症認定集団訴訟、ノーモア・

ヒバクシャ訴訟へと、現在までつながっている、

そういう大変な訴訟であったと思います。 

ただもう３０年も前のことになっていますの

で、（判決が確定してからはそんなにはなりませ

んけど、大変長い訴訟でしたから）小西さんの訴

訟のことをご存じない方もたくさんいらっしゃ

ると思います。京都の方でも知らない人はたくさ

んいらっしゃるでしょう。ただこれははじまりの

訴訟であった。長崎の松谷さんの訴訟と同じよう

に原爆症認定訴訟のはじまりであったというこ

とで、少しでも思い出にとどめておいていただき

たいのと、今につながる大事ないろんな成果があ

ったということを知っておいていただきたいと

思うわけです。 

 

■広島の兵舎で被爆 

小西訴訟について簡単に振り返ってみたいと

思います。小西さんは広島の爆心地から１．８㌔

の所で直爆を受けています。小西さんは１７歳で

兵隊にとられまして、出身地は京都府でしたけど

和歌山の隊に配属されて、その和歌山の隊から広

島へ通信業務の研修に派遣されていました。その

教育が終わって明日は和歌山に帰るという日に

被爆しました。講堂に全員が集まって終了式のよ

うなことをしていた、その朝に被爆しました。丁

度比治山の麓にあった兵舎です。そのあたりは軍

隊が集結していて兵舎がたくさんあった所です。 

その兵舎で被爆して、幸いなことに小西さんは

鼻のところにちょっとした怪我をしたようです

が、大きな怪我はありませんでした。ただ頑丈な

造りだったはずの兵舎は全壊し、その全壊した兵

舎に押しつぶされてたくさんの仲間が亡くなっ

ています。小西さんはたまたま柱と梁の間のわず

かな隙間に挟まれて、ほんのわずかな怪我だけで、

自分で這い出して助かりました。 

それから何かあった時には集結しろと言われ

ていた比治山の軍の集まる場所に行きます。そこ

で被爆した人たちの救護の活動をします。大変な

惨状だったということです。手当をすると言って

も、火傷のところにわずかにチンク油を塗る程度

で、ほとんど何もできなかったと言っています。

そこで汚れた手でオニギリのようなものを食べ、

汚れた水を飲み、という状態でした。翌日には宇
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品の部隊に運ばれます。そこでまた連日救護活動

や遺体の焼却作業をしています。 

 

■体がだるい、しんどい状態に襲われる 

終戦となって小西さんは除隊して郷里に帰り

ます。直爆では大した怪我もしなかったのですが、

郷里に帰った後から、とにかく体がだるい、しん

どい、という状態に襲われるようになります。

元々は元気だった小西さんですが、仕事にもなか

なか就けない、就いてもすぐに辞めるという状態

で、ブラブラ過ごすことになります。初めの頃は

お母さんも「よく生きて帰って来てくれた」と泣

いて喜んでくれましたが、息子がブラブラしてち

っとも働かないということでだんだん業を煮や

すようになり、小西さんのことを「なまくらだ、

なまくらだ」と言うようになります。小西さんは

「なまくら」と言う言葉をよく使っていました。

そう言ってよく非難されたのだろうと思います。 

それで結局郷里にもあまり居つけなくなって、

（ちょっと道に外れたこともあったのですけれ

ど）その内に、身体がこんなにしんどいのは何故

なのだろうと思うようになります。まだ被爆者手

帳はとっていませんでした。まわりにそういう理

解もなかったと思います。日本中がそうだった頃

です。 

１９５４年にビキニ環礁水爆実験による放射

能被害が報道されて、小西さんは初めて自分の体

調がおかしいのは原爆の放射線のせいではない

だろうかと疑い始めます。そこで初めてお医者さ

んにかかって、肝機能の異常と白血球減少症とい

う診断を受けました。それで被爆者手帳の申請も

しています。 

 

■ゴマメの歯ぎしり 

その後、自分が「なまくらだ、なまくらだ」と

言われるような健康状態になってしまったのは、

あの時の被爆が原因としか考えられない、という

ことで原爆症の認定申請をするわけです。ただそ

の頃は、被爆者手帳を持っていても原爆症と認定

される人はほんの僅かで、１％にも満たないとい

うような状況でした。 

小西さんの偉いところは、被爆しか原因は思い

当たらないと信じて、これは間違いないと思うと、

自分で行動することができた力だろうと思いま

す。 

小西さんはよく“ゴマメの歯ぎしり”という言

葉を使いました。“ゴマメの歯ぎしり”ってどん

なのだろうと思いますけど、あのちっちゃなゴマ

メが歯ぎしりするのですから、本当に無力な者の

抵抗と言うことなのでしょう。ゴマメの歯ぎしり

でも、正しいことは正しいと認めて欲しいとしょ

っちゅう言っていました。 

申請は却下されて、それで訴訟を起こします。

国を相手にして、自分を原爆症と認定して欲しい

と、つまり国の却下処分の取り消しを求める訴訟

を自分一人で起こしたわけです。普通の訴訟でも

弁護士を代理人につけない本人訴訟というのは

とても難しいといわれています。小西さんが国を

相手の訴訟を、それも本人訴訟で出してきたもの

ですから裁判所は随分驚いただろうと思います。

しかも本人は正しいことを裁判所が認めるのは

当たり前であるという信念でやっていますから、

本当に驚いただろうと思います。 

訴訟はまず京都地裁に出されました。しかし、

当時は、国を相手に処分の取り消しを求める訴訟

の管轄というのは東京地裁にしかありませんで

した。法律で決まっていたのです。それで小西さ

んの訴えは東京地裁に移送されることになって

しまいました。 

 

■弁護団の誕生 

裁判所の方も小西さんのことを心配し気の毒

に思ったのでしょう、弁護士をつけることを当時

の法律扶助協会（今の法テラス）に相談するよう

にと言いました。法律扶助協会は相談を受けて、

このような裁判は誰に担当してもらうのがいい

だろうかと考えた末に尾藤弁護士に依頼をしよ

うとうことになりました。尾藤弁護士は一人では

やれないから、というのでもう一人弁護士をつけ

てくれるなら引き受けると言って、今は東京にお

られる高見沢弁護士が共同で引き受けることに

なりました。 
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しばらく経ってから、尾藤、高見沢弁護士は二

人でもこんな大変な訴訟はできないと考えて、弁

護士会のレターケースに「弁護団を募る」という

よびかけを入れられました。「一万円拠出して弁

護団に参加して下さい」というよびかけです。そ

れを見て弁護団に参加した者が京都弁護士会に

何人もいました。私もその一人です。それで弁護

団が結成されたわけです。この弁護団を作れたと

いうのが小西さんの勝訴につながったと私は思

います。小西さんは「日本一頼りになる、日本一

最高の弁護団だ」と言ってくれました。 

弁護士として本当に嬉しいことでしたが、でも

何よりこの訴訟で一番頑張ったのは小西さん本

人だったと思っています。小西さんはとても勉強

家でしたし、難しいことも理解しようとし、一生

懸命自分で書面も読みました。小西さんが一生懸

命やる中で支援をする人も増えていきました。 

 

■最初の成果―被害者の地元で裁判 

裁判の管轄も東京地裁から京都地裁に戻され

ました。長崎の松谷原爆症認定訴訟も長崎地裁か

ら東京地裁に移送されていましたが、また長崎地

裁に戻されていました。それを受けて京都でも、

国に対して京都で訴訟に応じろという勧告があ

りまして、それで京都でできるようになったわけ

です。 

今私たちは大阪でノーモア・ヒバクシャ訴訟を

やっています。全国でもそれぞれの地裁でやって

います。国を相手に処分の取り消しを求める訴訟

であっても、東京地裁の管轄ではなく被害者の地

元で裁判ができるようになったのは、この長崎の

松谷訴訟と京都の小西訴訟がその成果を勝ち取

ったからなのです。そうでなければ今でもみなさ

んは東京地裁まで行かなければならなかったか

もしれない。被爆者が遠く東京まで行くのは大変

なことです。国の方はあれだけ大勢の代理人を、

大阪だって全国どこだって国の予算で派遣して

いますけれど、私たちは弁護団も支援の人たちも

一人ひとりが手弁当でやっているわけですから、

みんなが新幹線に乗って東京地裁まで行かなけ

れば訴訟できないとなったら大変なことなので

す。 

それがなくなりました。それはこのはじまりの

訴訟の大きな成果だったと思っています。 

 

■「ＤＳ８６って何？」から始まった 

先ほどお話ししたように弁護団が結成された

ことも成果の一つですが、学者や医師などたくさ

んの専門家が協力してくれるようになったこと

は小西訴訟の大変な成果でした。なにぶん、この

訴訟は行政訴訟と言う、弁護士の中でも難しいと

言われている訴訟です。１０％も勝訴率があるか

どうかと言われているほどです。この原爆症認定

訴訟は９０％ぐらいの勝訴率になっているはず

で、とんでもなく勝訴率の高い訴訟です。今私た

ちはそれを当たり前のように思っていますが、本

来難しい訴訟なのです。 

この原爆症認定訴訟の中でも特に難しいのは

被曝線量を推定するのはどうするのかというこ

とでした。原爆が落とされた時のその放射線量は

誰も測れていない。その後も測れていません。だ

から推定するしかない。その推定はどうやってや

るかと言ったら、アメリカが核実験やったり、い

ろんな実験をする中で推定の表を作っているの

ですが、その推定に基づいてあれぐらいだこれぐ

らいだと言っているに過ぎないのです。その推定

線量は何度も改定されてきているのですけど、と

もかく私たちが小西さんの訴訟をやっている時

はＤＳ８６という推定方式が利用されていまし

た。 

「ＤＳ８６って何？」というところから私たち

は始まっているのです。物理学だとか物理に付随

する統計学だとかそういったものから推定はで

きてきています。今も協力していただいている名

古屋大学名誉教授の沢田正二先生という方がい

らっしゃいますけど、その先生に協力していただ

けることになった時、沢田先生がいろいろ説明さ

れるのですけど、難しくて弁護団には分からない

わけです。そうすると沢田先生はイライラして、

「弁護士さんというのは物理学ぐらい分かって

いるでしょう」「これぐらいのことも分からない

のですか」と怒られるのです。私たちはコソコソ

と「物理が分からへんから弁護士になっているの

に」と言っているのですが、沢田先生は全然理解
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されない。そうした弁護団の中でその当時唯一沢

田先生の言われていることが分かってたかなと

思うのは、三重弁護士でした。彼が言うには、「沢

田先生、そんな難しいこと言ってもあかんです。

裁判所に分からせるためには、久米先生が分かる

ぐらいやさしく言ってもらわなかったらあきま

せん」と。その久米弘子がなかなか理解しないわ

けです。物理学なんてはなから分からないものと

決めつけているわけですから。「分からへんのは

おかしいと言われても、私一人じゃないはずやー」

と思っているわけです。 

そんなこともあって、そのうちともかく分かる

人も出てきて、沢田先生も少しは機嫌を直されま

した。今では、ＤＳの問題点などは、総論の前提

事項になっています。 

他にも学者の方にはたくさん協力していただ

きました。京都の立命館大学の安斎先生は放射線

防護学の専門家です。安斎先生のおっしゃった中

で特に印象深く残っていることがあります。国が

被爆者の申請を却下する時に、「〇〇の申請疾病

は放射線の影響が否定できる」と書いてあります。

安斎先生が言われたのは、放射線の人体への影響

と言うのはまだほんの少ししか分かっていませ

ん。戦後何十年も経っても。分からないものは分

からないのであって、分からないものを「影響が

否定できる」と言うのは科学者の言うことではな

い、科学的ではない。分からないなら分からない

と言え。分からなければ認められないのか、分か

らないと言うことは、影響があるかもしれないと

いうことだから、そういう場合は“認める”にす

ればいいわけだ、と。それはすごく心に残る言葉

でした。分からないものを否定するのは科学者の

言う言葉ではないということです。 

 

■たくさんの被爆者診療に基づいた肥田先生

の証言は誰も翻すことはできなかった 

他にもお医者さんの協力をたくさんいただき

ました。医師団が結成されましたから、そのお医

者さんのところへ行って〇〇病とか〇〇症とか

はどういう病気で、放射線被曝との関係はどうな

のか、という話をいろいろ聞きました。私たちは

医師でもありませんから元々知識があるわけで

はありません。ともかくいろいろお尋ねして、医

師の先生にもいろいろ証言していただきました。 

亡くなられました肥田舜太郎先生も７０歳代

後半の頃から力を貸していただきました。肥田先

生自身被爆者ですが、直爆ではないのに原爆症の

症状を発症して亡くなられ方をたくさん診てこ

られています。医師としてたくさんの被爆者を診

察し治療もしてこられていました。その先生に小

西訴訟の時、原爆症認定訴訟としては初めて証人

として証言台に立っていただきました。 

その時肥田先生は「私はこれを遺言だと思って

ここで証言します」と言われました。しかし実際

にはその後肥田先生は１００歳まで生きられて、

各地の訴訟で遺言を言い続けてこられたのです。

それはすごいことだと思います。 

その肥田先生に対して、証人尋問で国の代理人

が言ったのは「あなたは医師として長年勤めてお

られますが、何か論文だとか文献だとか、学会で

の発表だとか、そういうものはありますか？」で

した。肥田先生は、「私は現場で患者を診て、治

療するのが忙しいのでそういう論文などを書い

ている暇はありません」と言われまた。私は凄い

ことだと思いました。何かものに書いて、学者と

して世に出さなければ権威付けができないとい

うのが国の態度です。肥田先生はそんなことには

まったくこだわりがなく、多数の被爆者を診て、

そしてこれは原爆の被爆が原因であると、それし

かないと確信をもって生きてこられている。誰も

その先生の確信を覆すことはできないような素

晴らしい証言でした。各地でも証言されています

けど、同じようにみなさんも感銘を受けられたの

ではないかと思います。 

 

■地裁完全勝訴、高裁でも勝訴 

小西さんは一審の判決で国家賠償を含めて完

全勝訴しました。この時傍聴席は判決を聞いたと

たん、ウワーっとなりまして、裁判長は実は勝っ

た理由まで述べようとしていたのだそうですけ

ど、あまりに傍聴席が盛り上がってしまったもの

だから諦めて主文だけ言って退席したのだそう

です。（後で裁判長に聞くととても残念がってお

られました。）その時の完全勝訴、難しい裁判に
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も関わらず小西さん本人とみなさんの協力で勝

てたことがどんなに嬉しかったか、今でもよく覚

えています。 

ただ小西さんの願いに反して国が控訴したも

のですから控訴審がそれから２年ほど続きまし

た。控訴審の判決は大変に分かりにくいものでし

た。判決を聞いても弁護団も結論がよく分からな

い、傍聴席の方はましてよく分からない、という

ことで、尾藤先生すら代理人席で思わず×印のサ

インを出したぐらいでした。でも完全に負けたよ

うでもないので、何を言われたのかを後から問い

直すと、どうやら一部勝っているようだ、という

ことでした。ちょっと聞いただけでは分からなか

ったのです。 

整理をしますと、小西さんの申請疾病は二つあ

りました。白血球減少症と肝機能障害です。一審

判決は二つとも認めましたが、控訴審判決でも白

血球減少症は認められていたのです（肝機能障害

は駄目だった）。それから国賠が原審では認めら

れていたのに駄目だったのです。今でもあの判決

文をあの通りには言うことができないほど難し

かったのです。 

上告するかどうかは考えました。小西さんはこ

の頃かなり体調が悪くなってきていました。それ

で何とか早く認定を得たいと思っていました。そ

うすると二つの内の一つは勝訴しているのだか

ら、これで認定されれば手当は出ることになる。

もうこれで我慢しよう、せめて国が上告しないよ

うにして。長崎の松谷訴訟は国が上告しましたの

で最高裁までいって確定しました。小西さんの訴

訟は、ここで、高裁で確定させようということに

なりました。国に上告するなと働きかけをして、

国が上告せずに判決は確定しました。確定したの

は２０００年１１月のことです。 

とても思い出深い裁判だったのですが小西さ

んはその３年後に亡くなりました。支援の方々に

見守られて、支援のみなさんに生活のお世話まで

してもらって、それで亡くなられました。弁護団

と支援の方々とで、その後、広島の宇品、小西さ

んが被爆後に避難して救護活動した宇品の海に

遺灰を散骨してきました。 

それで小西さんの原爆訴訟は終わったと言う

ことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小西訴訟・松谷訴訟を力に集団訴訟へ 

だけど小西さんの訴訟では終わらなかったも

のがあります。小西さん個人は訴訟を起こして救

済されました。だけど全国にいる同じような苦し

みを持った被爆者の人たちは小西さんが訴訟に

勝っただけでは救済されないのです。小西さん一

人が救済される―小西さんはそんなつもりでは

なかったはずなのです。ゴマメの歯ぎしりはもっ

ともっとたくさんのゴマメの歯ぎしりを救って

欲しいということだったはずなのです。 

それで弁護団は全国のことを考えるようにな

りました。その頃には東京や札幌でも訴訟が起こ

っていました。全国で原告をまとめ、弁護団を作

って訴訟をしようじゃないか、集団訴訟をしよう。
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そこで被爆者の願いを集めて各地の裁判所で集

団訴訟をしよう、そして国の認定制度を変えてい

こう、ということになりました。 

集団訴訟は長崎や京都で培ってきたいろいろ

な経験を全部出して、頑張ってやろうということ

になりました。 

この集団訴訟には京都でも大阪でも兵庫でも、

医師団のお医者さんたちに多大な協力をしていた

だいています。原告ごとに担当医として、疾病の

原因や症状・治療の経過などを証言していただき

ました。随分国にいじめられたお医者さんもあり

ましたが、しかしそれでも正しいことは正しいと

ちゃんと証言していただいて勝利を勝ち取って

きました。これも小西さんが一人だったらできな

かったであろうけれど、しかし小西さんの熱意で

もっていろんな専門家のみなさんの協力を得る

ことができたおかげだったと思います。 

■全員勝ったで！ 

大阪の集団訴訟の第一次は９人の原告の方が

判決を受けることになりました。どれだけドキド

キしながら法廷で９人の原告の判決言い渡しを

待ったかしれません。その時は、９人の原告一人

ずつに主文が言い渡されました。「原告の」で始

まる場合は「請求を棄却する」に続きます。「被

告の」で始まる場合は「処分を取り消す」となる

のです。どちらで始まるのか。原告一人ひとりに

ついて表が作られていて勝ったら〇がつけられ

るようになっていました。 

心配な原告が実はありました。その担当弁護士

はもうドキドキしながらでした。でもその方も含

めて全員に〇がついたのです。どれだけ嬉しかっ

たかしれません。この時のことは『全員勝った

で！』というかもがわ出版のブックレットにまと

められています。まだ読まれていない方は是非読

んでいただきたいと思います。 

 

■ノーモア・ヒバクシャ訴訟 

そして集団訴訟が進む中で次々と勝訴判決が

続きました。それを見て、みなさんの声、マスコ

ミの声も強くなり、国会にも届くようになりまし

た。国が認定基準をあらためるという動きにもな

りました。 

もっとも認定基準はあらたまりましたが、良く

はならなかった部分もありました。さらにまた運

動が必要になっていきましたが少しだけ認定率

は上がりました。だけどまだまだ待っている人は

多い。 

８・６合意というみなさんご存知の合意があっ

て、訴訟しなくても認定されるように、積極的認

定の範囲を増やしていこうということで、一旦集

団訴訟は終わったはずでした。しかし現実には救

済されない被爆者があまりにも多く、次々にもう

一度訴訟を、という声が高まりました。それで２

番目の集団訴訟としてノーモア・ヒバクシャ訴訟

が始まりました。ここでも勝訴判決が続いて、間

もなくすべて終わりを迎えようとしています。ま

だ最後まで力を抜くわけにはいきませんが。 

それから８・６合意の時に国と被爆者団体とが

定期的に協議していきましょうということにな

りましたが、残念ながらこの協議も実効を上げて

いるとはいえないと聞いています。 

 

■難しくなってきた被爆者の証言 

小西訴訟の当時、放射線の人体への影響という

のは本当にわずかしか分かっていないのだ、と言

われていました。今は少しは分かってきたことも

ありますけど、まだ１０％ぐらいしか分かってい

ないのではないかと思います。年をとるに連れて

健康な人でもいろんな病気が出てきます。被爆者

ではもっと多くのいろいろな病気が出てきます。

年齢と共に病気が顕在化してくるのです。 

先日の５月２３日に判決のありました京都の

Ｗ・Ｈさんはまだ赤ちゃんでお母さんにお乳をも

らっている時に被爆されていて、最も幼かった被

爆者になります。そういう人はまったく被爆の記

憶がない。ですから自分の体験を語ることができ

ない。Ｗ・Ｈさんは自分の被爆体験を語ることか

できないのがとても悔しいといつもおっしゃっ

ています。 

小西さんは１８歳の時の被爆ですが、小西さん

とほぼ同年齢なのが、今年３月２８日に勝訴判決

を受けました京都のＫ・Ｓさんです。もう９０歳

を過ぎておられます。先日お会いした時には、本

当に残念なことですが、奥さんが「お父さん、勝
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訴したんよ」と何度も言われるのですが、その時

は「ああそうやったな」と喜ばれます。でもすぐ

次にはまた同じことを繰り返されるようになっ

ておられました。Ｋ・Ｓさんはもう自分の言葉で

語ることができなくなっていて、残念ながら法廷

で証言することもできませんでした。それでも勝

訴判決を得ることができました。 

今訴訟がまだ続いている人たちも、たぶん今年

中ぐらいには全員結審となって、来年にはこのノ

ーモア・ヒバクシャ集団訴訟もほぼ終わるのでは

ないかと思います。この時期に被爆者の方のお話

を聞く機会があるのはとても大事なことではな

いかと思います。私たちはこの訴訟にはみんな勝

ちたいという強い思いを持っています。あらため

てご支援をよろしくお願いいたします。 

その思いが支援の輪を広げてきたということ

も大事なことだと思います。はじめは被爆者の訴

訟とは何かということもよく分かってもらって

いませんでした。しかし、勝訴判決が相次ぎ、支

援の方々、弁護団の働きかけがあって、国を動か

すような中で制度を少しずつよくしていくよう

にも働いたと思います。 

「国は被爆者全員が亡くなるのを待っている

のか」と毎回私たちは言っています。高齢の被爆

者はせっかく判決を得ても次々と亡くなってい

く。そうでない方も直接裁判に訴えることはでき

なくなっています。一番年の若かった方は自らの

被爆体験を語ることができない。 

被爆者本人が、被爆体験だけではなく、その後

生きてきた生活の中で苦しかった体のこと、家族

にもなかなか話せなかったこと、仕事にも就けな

かった、続けられなかったこと、それらを語るこ

とができなくなっています。今は、被爆そのもの

の語り部の承継が問題となってきています。 

原爆投下から７４年が経ちましたが、すべての

被爆者をどのように救済していくのかが大いに

問題です。 

 

■福島原発事故と放射線被害 

福島原発事故の後、放射線の影響をできるだけ

小さく見せよう、小さく見せようという国の意図

がこの訴訟の中でも透け透けに見えていました。

ひところ、訴訟の中で国の姿勢が非常に挑発的だ

った時があります。無茶苦茶言っては、傍聴席の

みなさんを怒らせました。今はちょっと角を立て

ないようにしているのかもしれません。角を立て

ないようにして、このまま終わらせようとしてい

るのかもしれません。 

今、原発事故で、放射線の問題は新たな問題と

なっていますので、原爆の放射線被曝を大きな問

題にされると原発放射線（これから何年続くか分

からない）の被害問題に影響があると畏れている

のだと思います。原発被害者のみなさんとも協力

して、放射線と言う未知のもの、しかも人間が作

り上げてきたおそろしいもの、こういうものの被

曝をなくしていくことに一致していかなければ

ならないと思っています。 

 

■３歳の時の私の原点 

私は終戦の年３歳でした。その時、母と一緒に、

すでに小学校に行っていた姉、未就学の兄と私は

宇治田原にある母の実家に縁故疎開していまし

た。私にその時の記憶はほとんどありませんがい

つも思うことがあります。 

京都はあまり空襲被害はなかったところです。

何故空襲被害がなかったかというと原爆投下の

第一候補地だったので温存されていたのです。そ

のことは米軍の資料にも残されていて公にもさ

れています。京都は文化財がたくさんあったから

空襲されなかったと言うのは嘘です。 

ひょっとしたら、私の父やお祖父ちゃんお祖母

ちゃんが住んでいた京都の街に原爆が落とされ

ていたかもしれない。京都の古い街は大変なこと

になっていたと思います。私の父や親戚も生きて

いなかっただろうと思います。呉の人たちが広島

の不穏な空を見たように、母は京都の方を見て、

とんでもない色の空と原子雲を見て、一体何が起

こったのだろうと不安と恐怖に襲われただろう

と思います。おそらく京都からたくさんの人が逃

げて来たでしょうから、母は夫はどうなっただろ

う、家はどうなったのだろうと心配して、多分歩

いてでも京都に向かっただろうと思います。手の

かかる子どもを置いていくわけにはいかないの

で、まだ３歳になったばかりの私をおぶって行っ
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たかもしれない。入市被爆者の原告の中にはそう

いう人がたくさんいらっしゃいます。（国は原告

反対尋問の中で「８月の炎天下に、本当に母親は

幼児を連れて何時間も爆心地付近を家族を探し

て歩き廻ったのか」と言って傍聴席の皆さんを怒

らせましたが） 

私の弁護団の一員としての思いの中には、ひょ

っとしたら、私はそういう原告の方と同じ立場で

あったかもしれない、という思いがあります。 

そうするとこの訴訟はみんなに勝ってもらわ

ないと、と思うのです。 

私ももう少し頑張っていきたいと思っていま

す。 

ありがとうございました。 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


