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     講師 玉山ともよさん 
有機農業家、丹波篠山市原子力災害対策検討委員会委員 

学習記念講演の記録 

２０２１年４月２４日 京都「被爆二世・三世の会」２０２１年度年次総会 
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ページ見開きの左側(複数ページ)にスライドを、右側(奇数ページ)に講演録を掲載しています。 
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みなさん、こんにちは、玉山ともよです。 

明日には緊急事態宣言が出されるという中で、総会にお招きいただきましてありがとうございます。 

私の話のイントロはもう飛ばしまして、さっそく本題に入っていきたいと思います。 

今日、みなさんにお伝えしたいと思っていることは３つあります。 

一つは核被害の補償について 

二つ目に核のゴミ問題について 

三つ目に核廃棄物をめぐる最新の状況について、 

この３本柱で行きたいと思います。 

 

１ 

最初の核被害の補償ということについてです。 

私は昨年の１０月に『環境と公害』という岩波書店から季刊で出ている雑誌の、そこの特集に誘って

いただきました。そこの特集の中で米国の核被害補償について、特に通称 RECAと呼んでいるのですが、

正式には Radiation Exposure Compensation Actですが、そのことについて書きました。 

 

２ 

それは、アメリカにも一緒に行きました竹峰さんという明星大学の先生にお誘いをいただいたものな

のですけど、今現在そのチームでとりくまれている「核汚染被害をめぐる国際制度比較」というものが

あります。この中で編集をして下さいました尾崎寛直先生が「核汚染による様々な被害にフォーカスし、

補償のしくみや内容、水準等を国際的なスケールで検証する」という目的で、今現在、ウエブサイトを

起ち上げようとされているものです。 

補償制度ということでみなさんご関心があると思うのですが、「各国が核汚染被害にどのように向き

合い、どのようなリスクに対して補償しているかを知ることは、相互の制度改善に資するともに、福島

第一原発事故後の長期的な健康被害とその補償のあり方が課題となっている日本のような国々にとっ

て道標となるだろう」と、これも尾崎先生の言われていることなのです。 

 

３ 

「世界の核実験被害補償制度の掘り起こしと国際比較研究」というのは竹峰先生が起ち上げられたも

のですが、「Nuclear Justice」、原子力正義、核正義、ちょっと日本語にすると変なのですが、に「基

づく被害補償を求めて」、ということで、竹峰先生は、日本平和学会で「グローバルヒバクシャ研究会」

というものを起ち上げられました。 

「グローバルヒバクシャという、広島・長崎への原爆投下とともに、地球規模に拡がる核被害を射程

に収めた研究の促進が必要」だということです。 

その流れでいきますと、２０１７年に採択された核兵器禁止条約というのがあります。みなさんもち

ろんご存じだと思うのですけど、その核兵器禁止条約の第６条というのがありまして、そこには、「被

害者に対する援助及び環境の修復」ということが書かれています。第６条には主に二つのことが書かれ

ていまして、「締約国は、自国の管轄の下にある個人であって核兵器の使用又は実験によって影響を受

けるものについて、適用可能な国際人道法及び国際人権法に従い、差別なく、年齢及び性別に配慮した

援助(医療、リハビリテーション及び心理的な支援を含む)を適切に提供し、並びにそのような個人が社

会的及び経済的に包容されるようにする」という、個人に対する補償が一節目に書かれています。 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№ 別冊  ２０２１年６月３０日 

４ 

 

３ 

4 



京都「被爆２世・３世の会」会報№ 別冊  ２０２１年６月３０日 

５ 

２節目には、「締約国は、核兵器その他の核爆発装置の実験又は使用に関連する活動の結果汚染され

た地域であって、自国の管轄又は管理の下にあるものについて、当該汚染された地域の環境を修復する

ため必要かつ適切な措置をとる」とあります。「適切な措置」とは、いわゆる「除染」のことです。 

これは外務省の暫定訳からとってきたものです。 

 

４ 

これは各国の補償制度を比較するマトリックスを自分で作ってみたものです。 

比較のポイントはまず、「公式謝罪」というものがあるのかどうか。それは国や原因企業によって。

補償対象者は誰か。軍人なのか、労働者なのか、民間人を対象にしているのかどうか。補償範囲はどの

ようなものか。対象地域という地理的範囲というものがあるのかどうか。 

そして認定基準。これが非常に重要になるわけなのですけど、主に申請者による被ばくと病気の因果

関係推定を行う必要があるのかないのか。 

次に対象疾病の限定があるのか。この病気は補償されるけど、この病気は補償されないという限定。 

健康診断はあるのかないのか。その健康診断を政府、あるいは地方公共団体がしてくれることによって、

それが健康を維持する上で、資することになっているのかどうか。 

次に補償と言いましてもいろんな補償があり、補償の中には賠償金的な性格のものも含まれています。

その受領関係というのは遺族も受け取れるのか、生存している者だけなのか。 

次に医療保障。各種手当も含みますが、その補償制度の中にあるのかないのか。広島・長崎の被爆者

援護法の場合は、健康管理手当、介護手当、葬祭料などがあるのですけど、他の国はどうなのか。 

そして生活支援措置。現金給付、現物給付、あるいは年金加給、有給休暇というのがあるのかどうか。 

そして最後に税制控除というのがあるのかないのか。補償金というものをもらったとして、それが課税

対象になるのかどうか。 

そういうパターンが補償制度を比較する上ではあるのではないかというふうに思いまして、それで私

は他の国のことはあまり詳しくないので、自分が執筆しました米国と日本の被爆者援護法とを比較した

いと思います。 

まず公式謝罪というのは、日本には米国による公式謝罪というのはないですね。アメリカの RECA と

いう法律では公式謝罪があります。RECA は司法省が管轄しているのですけど、もう一つ米国には

EEOICPA(Energy Employees Occupational Illnesses Compensation Program Act)というものがあって、

これは労働省が管轄しているのですけど、いわゆる被ばくに関する労災についての補償ということにな

ります。ここでは謝罪というのはありません。 

補償対象者は日本では誰なのか、一応胎児含むすべてと書きましたけど、在外被爆者も裁判闘争を経

て対象となっています。米国の場合、RICAという法律の場合は風下住民、核実験従事者、ウラン労働者、

この３タイプしかありません。その内、核実験従事者とウラン労働者は、労働したことによる職業被爆

を対象にしていまして、一般の住民、民間の人に対する補償は風下住民 DAWN WINDERS に対してのみに

なっています。 

一方、もちろん EEOICPAの場合は労災なので、こちらは核実験のみならず米国内の核兵器関連施設労

働者を主に対象にしています。 

補償範囲というのは対象地域というのが日本においてもあります。米国においては一応非常に細かい

区切りで、ここからここまでしか放射能は飛んでいませんよ、というような区切りで、主に西側の州の、

或いは郡という非常に限定的に、補償対象者が区切られています。 

そして、認定基準ですが、日本の場合は被爆地域にはなし、特例地域あり、被爆との因果関係は申請

する際証明しないといけないのかどうなのか、ということですね。米国の RECAという法律の特徴は、 
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これに至るには長い歴史がありまして、1990 年に RECA 法がついに通ったときにはすでに、補償対

象期間 1942 年 1 月 1 日から 1971 年 12 月 31 日で、72 年から数えてもすでに 20 年近く経過してお

り、その初めからとすると 50 年近く前の被ばく経験による病気の因果関係を手繰って推定するの

は、無理だということになったのです。このあきらめが肝心で、これに固執するがゆえの補償対象

者の限定はナンセンスだと。90年時点でも癌等になって困っている人が目の前にいて、その方々を

救済する仕組みが無いというのはおかしいと。それだけ長期にわたり被ばくが影響しているという

証左ですが、つまりこの法律は普通のプロセスでできたわけではなく、ある意味超法規的に立法さ

れたものであります。 

一定期間対象地域に住んでいて、あるいは一定期間対象の労働に従事し、ある一定の病気を発症したな

らば、その病気がもしかしたら他の原因によって引き起こされたかもしれないけれど、その病気の発症

によって補償対象にするということがあるのです。これが日本の被爆者援護法と大きく異なる点です。

（つまり疾病因果推定を省略しています。） 

一方の EEOICPAは放射線量というのを計算しようとしまして、病気と被ばくの因果関係をできるだけ

明らかにしようとします。繰り返しますけど、アメリカの被ばく者補償法の唯一の良い点といったら言

い過ぎかもしれないですけど、一定の病気になれば、１９あるのですけど、その病気になった時点で補

償金がもらえる可能性があるということになっています。 

次に対象疾病の限定ですが、日本の場合は被爆地域なし、特例区域あり、米国の場合はありで、癌が

１９種類、健康診断はなし、EEOICPAで労災の方はありです。そして RECAの場合、非常に限定的な補償

でしかないということで、癌でもいろいろあったりすると思うのですけど、特定の癌に罹患しないと補

償はもらえないということになっています。そこが非常に悩ましいところで、例えばウラン鉱山労働者

の場合は、（2000 年の法改正後）肺系統の疾患に非常に重きを置かれるようになったため、それ以外の

部位の癌については補償対象から外されるようになりました。腎臓との関連が唯一認められています。

なぜならばウランは重金属でもあるので、それが放射線の影響というよりはむしろウランの金属として

の特質から腎臓関係の疾患が認められています。なのでウラン関連労働者で補償金を申請して、

DOWNWINDERS 風下住民と同じように、例えば白血病になりましたといっても補償金はもらえないしくみ

になっています。 

次に賠償金ですが、この受領範囲について、現金給付というのは日本では賠償金という形はとりませ

ん。米国の場合は RECA の場合は冷戦下における核軍拡競争にすごく貢献してくれたので“ありがとう”

というような感じで渡すという、賠償金とはちょっと違うかもしれませんけど、そういった形の現金給

付があります（風下住民 5万ドル、核実験従事者 7万 5千ドル、ウラン関連労働者 10万ドル）。 

医療補償は RECA の場合はまったくありません。米国は国民皆保険ではないので、そうすると経済的

に非常に苦しい状況に追い込まれ、破産する人もたくさんいます。その補償金の受領のサインをしたら

充分であるかというと、そうではない場合が多いです。反対に、でも労災認定ということで EEOICPAの

方でいうと医療補償がついてくるのです。そこでどう改正のポイントをもっていくかというところで議

論があるのですけど、同じように生活支援措置ということで、日本の援護法の場合は一部あったり、米

国はまったくなかったり、労災の方はあったり、税制控除についても日本の場合は課税なし、RECAの場

合も課税なし、ただし EEOICPAの場合は課税対象となる。このような違いが比較のポイントとしてはあ

るのではないかと思います。 

 

５ 

次にまいります。 
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おさらいなのですが、被ばくの「ばく」って字が違いますよね。カタカナでヒバクシャ、アルファベ

ットで hibakusha、「ひばくしゃ」の定義はどうなのかというので、日本の場合は、被爆者援護法に定め

る、「被爆者」とは次のいずれかに該当する方で、手帳を所持している方ということになっています。

手帳というシステムは非常に優れた世界的に例を見ないシステムでして、母子手帳もそうかもしれない

ですけど、この手帳ということが被爆者の定義の場合日本では入っています。 

 

６ 

これを私の方からみなさんにご説明するのはなんだかなと思っているのですが、「広島の被爆地域等

について」ということで、 

 

７ 

また「長崎の被爆地域等について」ということで、政府の資料の方から引っ張ってきました。 

 

８ 

それで「被爆地域と健康診断特例区域(第一種・第二種)」というのがあって、どういった手帳が交付

されるのかであるとか、そういう「原子爆弾被爆者援護施策の概要及び対象地域について 令和２年１

１月厚生労働省」というところから引っ張ってきまして、これは私が勉強するために引っ張ってきたも

のです。 
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一方で補償対象地域が米国の場合どうなっているかといいますと、地図の黄色のところがこれがウラ

ン関連労働者の申請できる州になっています。補償が認められると一律１０万㌦。風下住民はと言いま

すと、この非常に小さな範囲で、この範囲に住んでいる住民だけが、風下住民に対する補償金として５

万㌦が認定されるともらえます。このグリーンの所が唯一重複しているところで、ここがテストサイト

ですけど、もちろん風がこんなふうに真っ直ぐな線で切れるはずがありません。ここから地上の核実験

が行われた際の放射性降下物は全米どころかカナダどころかメキシコどころか地球をぐるぐる何周も

回って、いろんなところに降下したと思うのですけど、非常に政治的に恣意的にこういう設定がされま

した。国境で放射能の風が、プルームが途切れるはずがないんですけど、カリフォルニアだって風向き

によっては絶対に入っているはずだし、そうすることによって、補償対象者というのを非常に限定して

います。 

 

１０ 

今日は「被爆二世・三世の会」の総会なので、「ひばくしゃとは誰か?」ということで、雑誌のところ

で、平林京子さんという研究者の方がセミパラチンスクの補償について書かれているところがあります。

「セミパラチンスク社会的保護法」というのがあるそうです。対象地域の子どもで、ということは二世

ですよね。「核実験との因果関係が認められる障がい・疾患を持つ場合にも「核実験の被害者」と認め、

補償の対象とすることを定めている」と。「いわゆる『被ばく２世』への影響を認めた援護措置は他に

類を見ず、セミパラチンスク社会的保護法の最大の特徴である」と。 

今のところ私たちが知る限り、社会主義圏の国々で被ばく２世・３世、あるいは遺伝的影響含めた補

償措置が行われているのではないでしょうか。すごく限定的なのですけど、あるいは非常に補償金額が

少なく、というところがあるのですが、認められているという事例を紹介させていただきます。 
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あらためて放射線(radiation)被害の特徴について話したいと思います。 

もちろん急性障害もあるのですけど、晩発性が多い。それは内部被ばくや DNA等へのダメージによる

と考えられています。もちろんそうだと思うのですけど、そうすると被ばくと病気の因果関係を証明す

ることが非常に困難になっていきます。補償という制度を作る時に、特定地域を定めて、特定期間を定

めて、特定疾患を定めて、ということで「ひばくしゃ」とよばれる補償対象者をどんどん狭めていく。

その時に、その被ばく影響評価が過小評価につながるのではないかと思います。それらが全体的に、被

ばく影響とは何かを見ることができなくなる大きな障壁となっています。 

そしてひばくしゃとは誰なのか？ということですね。ひばくしゃにはひばくしゃとしてのアイデンデ 
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ィティーがあるはずだと。そして「被ばく被害者➡➡➡ヒバクシャ」と書きましたが、この意味をお分

かりの方もあるのではないかと思いますが。「➡➡➡」の中にものすごい物語があって、苦悩があって、

苦労があって、語り尽くすことのできないいろいろな経験であったり、実態があって、そうしてカタカ

ナのヒバクシャになるのではないかと。「➡➡➡」のところが非常に重要なのではないかと思っていま

す。つまり被ばく被害者は、すなわちヒバクシャではないのですね。被ばく被害者ではあるけれど、ヒ

バクシャになるということには大きな大きなその、経ていくものがあるのではないかというところです。 

 

１２ 

ひばくしゃとは誰か?というところですが。まず苦境がある、身体的、経済的、精神的に。 

実際にもし補償申請するためには、カタカナのヒバクシャにならなくてはならない。自分がヒバクシ

ャになりたくなくても、ヒバクシャにならなければ被ばくのことが語れないこともあるかもしれないし、

あるいは、ヒバクシャになりたいのに、認めてもらえないからなれないということもあるかもしれない。 

補償を獲得するために、「私はあえてヒバクシャになります」という方もおられるかもしれないし、

〇〇のためにヒバクシャになる。 

本当は人間は生まれた時からヒバクシャであるはずがないのですけど、その被害を受けて初めてヒバ

クシャになるのですけど、さきほど言いましたように、被ばく被害を受けて、そこからヒバクシャとし

てのアイデンティティを獲得するに至るまでに、本当に様々な辛さであったり、差別と向き合わなけれ

ばならないことがあったりするのではないかと思います。例えば、記憶をたどる、資料を集める、そし

て証言を集める、といったことも非常に大変な作業です。多くの場合、声を上げることの困難というの

は、すべての公害に共通なのですけど、伴うだろうと思っています。 

 

１３ 

ヒバクシャとしてのアイデンティティー、ヒバクシャとして生きる、それは二度とヒバクシャとして

の体験、経験を後世に繰り返させないという想い、それが核兵器廃絶だったり、平和の希求であったり、

するということと、実際の運動としては、相容れないところもあるんですね。例えばヒバクシャだから

運動しなくちゃいけないということは一切ないはずにも関わらず、ヒバクシャとして生きるというふう

に思ったとたん、それを他者のために奉仕しなければならないんじゃないかというようなプレッシャー

だったり。 

反核運動が、今原水協、原水禁、核禁会議などに分かれていますけど、私の世代ではもうその違いが

分からなくなっているのですね。これから私よりもっと若い世代は、部落解放問題もそうですけど、そ

の政治的に分かれている、何が分かれている、どうして分かれている、どうして一緒に闘えないのか、

私自身もそれを説明するのが非常に困難なのです。 

反核を実現させるために、「使われる」個人、個人が使われるものになってはいないか。そうすると、

純粋に気持ちとしての核兵器廃絶、平和への思いがある中にも、本当にたくさんの人の捉え方があって、

運動の分裂、特に一番問題なのは人間関係の断絶が起こりやすいのですね。コミュニティーの中で、家

族の中で、様々な人間関係の中で、この亀裂だったり、これに対しての精神的な消耗といいますか、悩

みだったり、絶望だったり。 

特に日本の場合は、私は家制度というものもあると思うので、もともと声を上げられない人たちとい

うのは，女性でも、子どもでも、おられると思っています。 

 

１４ 

それであらためて皆様にご紹介したいのがこういった「被ばくの状況をごまかす手口」というのがも 
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う確立されているのです。それは何故か言いますと、原爆投下以来、７０年以上に渡って、核を推進し

ている人たちであったり、体制というか機関というものたちにとって、もうどうやったら被ばくをごま

すかというのはお手のものなのですね。 

一番目、初期被ばくを測らない。記録を残させない。２番目、情報を隠匿・隠ぺいする。調査しない、

調査しても公表しない、情報の独り占め、独占する。３つ目、早めに専門家を投入する。市民から知識

を遠ざけるのです。４番目、被ばく地域とそうでない地域を恣意的に分ける。５番目、基準を勝手に引

き上げる。今まで１ミリシーベルトと言っていたのを急にバンと上げたりとか。私たちのまったく知ら

ない間に「それは基準の範囲外なんだよ」と言われてしまう。身体影響に対してだったり、食品だった

り、水だったり。そして、６つ目、避難させない。助けに行かない、危険地域を孤立させる。７番目、

被ばく被害者、特に避難者を追い詰める。貧困に貶める。８つ目、専門家委員会を立ち上げる。「クズ」

と書きました。責任の所在の攪乱です。９番目、数字のトリック、数字は適当に出しているのですけど、

さも権威があるかのように出しながら、その数字のマジックといいますか、それで圧倒する。そして１

０番目、内部被ばくを無視する。１１番目、遺伝的影響を無視する。 

これが私が考えた「被ばくをごまかす手口」の確立しているものなのじゃないかと思います。 

 

１５ 

「被ばく補償をめぐる国際的に共通の特徴」というのがあります。 

それはまず謝罪をしない。自分が悪いとは言わない。自分の国がやったことでも言わない。責任を認

めない。補償は 1円でも値切る。悪い奴ほど金にセコい。ギャーギャーうるさい奴だけに金を与えて口

封じをする。そして補償はできるだけ遅く、死ぬのを待つ。手続きはできるだけやややこしく、難しい

言葉で難解にし、煩雑なものにする。申請できる範囲をできるだけ狭める。年限、地域限定、被ばく量

の算定を求めたり。 

つまり、補償というものは正義を確認するものではないのですね。 

補償をもちろん得ることによって、得ることのできる正義だったり、真実だったりというのはありま

す。しかし基本的に、国際的に、補償は正義を確認するものではなくなっています。 

そして、加害者が、国だったり原因企業だったりが補償算定を行い、補償の執行者になる。 

そしてその補償対象ですけど、民生用と軍事用とに分離するのです。わざと。原発対核兵器にするの

です。原子力も核も英語では NUKE、一緒なのですけど、しかも同じ原料、ウランで同じなのですけども、

それをあえて、原子力と言ってみたり、核と言ってみたり、核は駄目だけどじゃあ原子力はいいだろう

と、そういう言葉のレトリックですよね。 

そして、家族間やコミュニティ間等のつながりをぶち切る。補償金をもらった人に対してたかったり、

ゆすりもあれば、心無いレッテル貼りだったり、誤解、無理解等々。そして身体的以上に精神的にダメ

ージを与える。その取得補償を飯のタネにしようとする人がいるのですね。金儲けにつなげようとする。

被ばくビジネスといわれるものです。それは運動の中にもあって、運動の自己目的化という中にも見ら

れます。 

 

１６ 

私の考える「福島➡フクシマの未来」です。 

みなさん、漢字の被爆者がカタカナのヒバクシャになっているのを見て下さい。先ほどご覧いただい

た通りなのですけど、その矢印のところには大きな大きな、非常にたくさんのことがあるはずなんです。

そのカタカナのフクシマになっていく未来について、私が考えるところです。 

今言われていることは、被ばくの影響はない、あるいは限りなく小さい。福島では健康被害は生じな 
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い、あるいは生じていても公式に認めない。風評被害が最大の被害で、実害はわずかだ。というふうに

ニュースでも政府が答弁する中でもあります。 

でも今こんな現状でも、時間の経過が非常に長い時間かもしれませんし、短い時間かもしれませんし、

でも時間が流れるのはどうしようもないことです。そうすると、必ずカタカナのヒバクシャが生まれる

必然があります。それはもうずっと前からヒバクシャは生まれていたのだけれども、政府や個人、例え

ば補償対象として認められる「ヒバクシャなんじゃないの、あなたは？」「えっ私がヒバクシャ?そんな

わけないじゃん」、っていうことです。 

みなさんが被ばく者と考えるところのひばくしゃとしてのイメージと、今生きているところのヒバク

シャについて、福島県内在住の方に、自分がヒバクシャだと言われることを非常に嫌がる方がたくさん

おられると思います。それは裏返して言えば、今までどれだけ広島・長崎の被爆者に対して、その方々

が、私も含めて、無理解で差別的で嫌悪してきたかということの裏返しなのですね。まさか自分がヒバ

クシャだとは言われたくない。そしたら差別があるんでしょ？、結婚だったり、就職だったり。本当は

そんなことはないとしても、それこそ風評被害なのですけど。 

その被爆者手帳、たとえば広島・長崎の援護法の被爆者手帳を福島第一原発事故による放射能の被害

に遭っている人たちに発行したらどうかということは、今の今まで本当に一度も語られてきませんでし

た。ですけれども、そういったすばらしいシステムがあるのに、そのヒバクシャということに対しての

先入観だったり、そういうふうに言うことで、「反核、反原発の道具に俺たちは使われるだろ？」とい

うふうに言ってみたり。そこにはものすごく様々な意見があって、もちろんひとり一人の個人の尊厳が

尊重されなければならないのですけど、でもこのモヤモヤという以上の苦悩といいますか、みなさまに

はきっとご理解いただけるのではないかと思うのですけど。 

でもそうこうして時間が経過すると、どういうことになるかといいますと、被ばく影響が仮になくて

も年を重ねて増え続けていきます。日本人のみならず世界中の人たちの死因は癌が大変多くなってきて

います。それを思えば、ネバダで行われた、あるいはムルロア環礁で、サハラ砂漠で行われた、地上核

実験がもたらした大気圏にまき散らした放射性降下物の影響によって、地球全体の人々は確実に癌が増

えていっているはずなのです。それは別に福島とかチェルノブイリとかスリーマイルとか特定しなくて

も、癌が増え続ける事実は変わらないわけですから。 

そして何十年も経った後に、例えばですね、被ばくと病気の因果関係を疑う人は、世代を超えて増え

るでしょう。病気した時に、もしかしてこの病気って？、というところなのですね。ただ、カタカナの

ヒバクシャとして認められるために、補償を申請するってことになるのですけど、わからないから、因

果関係を証明することがそもそも無理なのです。そのためにエビデンスがないと言われて、政府は被ば

くを認めないでしょう。今も認めていないのに、今後認める可能性があるかどうか。それこそ様々な裁

判闘争なのか、政権交代なのか、分かりませんけれども、今の政権与党が戦後自民党がほとんど一貫し

て政権を担ってきたこの現状で、政府が被ばく影響があったと証明することは非常に困難です。 

でも本当は、政府が被ばく影響がなかったということを政府の側が証明することができないから、補

償は可能になるべきなのです。それは現金で給付するというのもありかもしれませんけど、むしろ現物

で、医療が無料になるであるとか、そういったことは必ず実現されるべきなんだと私は思っています。 

面白くない話なのですけど、アメリカのニューメキシコのロス・アラモス国立研究所のあるロス・ア

ラモス郡というのは全米の中でも癌の罹患率が非常に高い郡ですけれども、ニューメキシコ州は全米の

中でも本当に下から数えた方が早い、非常に貧しい人が多い、他の州に比べると平均収入は低いとされ

ながらも、ロス・アラモスの国立研究所があるその郡だけは平均収入は非常に高いのです。たくさん癌

になるけどたくさん治ると言われているのです。そこの人たちはケアされているってことですね。なの

で被ばくも一旦受けて終わりではなくて、その後のケアがいかに大事かということだと思うのです。 
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次に行きます。 

私が思うところの次の核災害というのは必ず起こります。そのために、記録をつける、残すというの

は非常に大事なのですね。福島原発事故から１０年経ちました。まだ１０年です。みなさまのお父様、

お母様、ご家族の方が被爆されて７０年以上が経って、でもその記録っていうのは非常に重要なのです。

いつ被爆したのか、何歳何か月だったのか、どんな様子状況だったのか、被爆地域に居た時の滞在ある

いは居住の記録、どこに居たのか、誰と居たのか、自分以外の証言者を確保して、何を食べ、何を飲ん

だのか、どのような症状が起こったのか、あったのか、どのような治療をしたのか、しなかったのか、

被ばく時、各自近隣者同士の経験を調べる、共有する。それが後年になってからの被ばく線量評価確定

のために必ず必要になるっていうことなのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 

「比較のメリット」というところで、例えば、悪性リンパ腫のことについて、日本は非ホジキンリン

パ腫というのを認めていないけど、米国では非ホジキンの方がホジキンリンパ腫より圧倒的に数が多く

て、認められているのです。こういうそれぞれの特定疾患を比較することによって、他の国だったら今

はもう被ばくと非ホジキンとの因果関係は証明されているというか、あるから補償されているのに日本

ではない。但し日本でも労災認定で実績があったりもするという、その今現在の知見を何年も何年も経

って古くなっているその制度に付け加えて、よいものに改革していかないとならないということですね。 
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まとめとして、被ばく補償というのはどういうふうになっていったらいいのか、ということなのです

けど、私がこれを考えるところは、今、核兵器禁止条約というのがありますけど、核兵器の開発・使用

に限らない被ばくの増加が今後あると思っています。 

で、核兵器禁止条約だけでいいのか？それを発展させて、民生用、軍事用両方の核禁止条約が必要な

んじゃないか。放射能は非人道的そのものであり、人類のみならず地球環境、すべての生物に対する犯

罪だというふうに私は考えるからです。職業被ばく、労災というのも、職業被ばくだけじゃなくて民間

人に対する被ばくの補償もする必要があるんじゃないかと。 

そうすると、それをするためには記録をつけるといいますか、被ばく線量推計が必須になってくるト

レンドがあるのですけど、でも一方で、因果関係推計の緩和をする必要があるのだろう、あるいは失く

す方向で。「一定の」病気の発症プラス状況証拠で、補償を得るためのアクセスをよくする。そして人

間らしい営み、尊厳、幸福の継続実現というのを求めるためには、核兵器禁止条約だけではなくて、核

禁止条約っていうのを私は必要なのじゃないかと思っているのです。 

それは何年後なのか、私が生きている間は無理なんじゃないかと思いながら、でもとにかく、それは

国により、あるいは地方公共団体でも、ローカルなやり方でも、迅速な医療補償というのが、遺族に対

してお金を払うというのではなくて、生存者に対するケアを優先する。とにかくこれは被ばくを起因と

する病気なんじゃないのかというのが分かった時点で、迅速な医療補償が得られるようにしていくべき

なのじゃないか、それが私が考える被ばく補償のトレンドです。 

 

 

 

２０ 

これから核のゴミの話をしていきたいと思います。 

核のゴミというのはどんなものなのかと、私が考えていますのは、ゾンビです。ゾンビとは、何らか

の力で死体のまま蘇った人間の総称です。「腐った死体が歩き回る」という描写が多くなされています。 

イメージとしてはこれが核のゴミです。核、ウランに対してはナヴァホ語、Dine の言葉では「Leetso」

と言うらしいのですけど、黄土色の怪物というらしいです。それが寝た子を起こすなではないですけど、

この地上に蘇らせるようなものでは決してなかった、ということなのですけど、私がフィールドワーク

していたニューメキシコのグランツ市に鉱業博物館(Mining Museum)というがありまして、そこにパデ

ィー・マルティネスというナヴァホのお爺さんが発見した、「それを白人に伝えては駄目だ」と（言い

伝えで）言われていたのに、伝えてしまった。 

それだけじゃないのですけど、その人が契機となったその一帯で、世界で一番たくさんウランが採取さ

れてきたのです。その黄土色の怪物をやっつけるのはどうするのかということで、先住民の知恵では、

名づけるということなのです。Naming、英語で。名づけるというのは、その混沌としたものを暗闇の中

で、怪物は見えないのですけど、そうすると名前をつけることによって、言葉で認識して、ということ

で相手の特徴を知って、怪物の悪事を浮き上がらせるのです。あなたが知っているのはこういうことで

しょ、と名前をつける。 

ここに本がありますけど、この本の表紙のコピーですけど、『Navajo People and Uranium Mining』

とあって、この中でエスター・ヤジィー（ナバホ語の法廷通訳者）という人が、そういうふうに言って

るのですね。原子力の特徴として、宙ぶらりんにして、問題を常に先送りにして、永遠に解決しない問

題を、さもできるかのごとく語る、脅し・騙しのテクニックですね。 

（ナバホ語の法廷通訳者） 

裁判所でナバホ語/英語の通訳することを仕事にしている女性です。 
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そこで私が今現在とりくんでいるのは、この米国ユタ州のホワイトメサのウランの製錬所があるんで

すけど、エナジー・フューエルズという会社が出資をしていまして、ここに日本の人形峠（環境技術セ

ンター）と東濃地科学センターの方で、日本原子力研究開発機構が保有しているウラン鉱等、「等」が

大事なんですけど、それを、日本の核のゴミを、この先住民の製錬所に一番近いところでいうとユート・

マウンテン・ユートという部族の先住民保留地が有るんですけれども、そこの人たちは、その製錬所か

ら漏れる放射性物質なり重金属なりが地下水に混じって、非常に苦しんでいます。その上にさらに日本

からどうしようもない核のゴミを輸出しようする、その問題についてとりくんでいます。 

で、ここは、ベアーズ・イヤーズというナショナルモニュメントが近くにありまして、そこへ、先住民

の人たちが聖地だと思っているような所のすぐ近くで、日本から送る放射性物質が汚染するかもしれな

いということを現地の人たちは非常に懸念しています。 

歴史は繰り返すと書いたのですけど、２００５年に人形峠から方面地区の残土５００㌧が６億６千万

円で JAEAが輸送したことがあります。 
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省略 
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ホワイトメサ・ウラン製錬所問題というのは、現在米国で稼働している唯一のウラン製錬所なのです。

で、ウランの採掘の仕方はいろいろあるのですけども、露天掘りだったり､地下堀りだったり。ＩＳＬ

（原位置抽出法）という一度地下水を汲み上げて、硝酸等を混ぜてまた地下に再注入して、そこで水に

（ウランを）混ぜてもう一回汲みだして、化学的に分離する方法といった方法、とは違って、（通常の

ウラン鉱山から採掘されたウラン鉱石をイエローケーキと呼ばれる物質に精製するためには）製錬所と

いうところでウラン鉱石を製錬するというところ（工程）が必ず要るのですけれど、米国では今現在ウ

ランの価格は非常に安くなっていまして、唯一、このエナジー・フューエルズ社のホワイトメサ精錬所

だけが残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 

で、これが先住民聖地、ベアーズ・イヤーズナショナルモニュメントにある先住民の岩絵だったりす

るんですけれども、トランプ政権時代に、National Monument の面積が大幅にカットされました。場所

が狭められて、その近隣の元々ウラン開発が盛んだった休止鉱山を再開発しようということで、それが

優遇されました。 
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この地図分かりますかね。カリフォルニア、ユタ、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナとあります。

この辺のことを言っているんですけれども。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 

これが私が情報公開請求で、何を送るか、ということを調べたところ、「ウラン鉱石類」と書いてあ

るのですけど、イオン交換樹脂ですとか。日本にもしその物質を置いていたならば、それをどうしよう

も処理することができないゴミなのですけど、（なぜならば）日本では製錬所がないので。ですけども、

どこかに持っていったら、この鉱石類というものを持っていけば、リサイクルできるというのです。ゴ

ミでなくて資源だということを言いまして、資源で輸出するということによって、バーゼル条約である

とか、放射性廃棄物の国内移転に関する条約なり規制の目を潜り抜けようとしているわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



京都「被爆２世・３世の会」会報№ 別冊  ２０２１年６月３０日 

２８ 

 

２７ 

２８ 



京都「被爆２世・３世の会」会報№ 別冊  ２０２１年６月３０日 

２９ 

27 

イオン交換樹脂とか活性炭とか、そういったものも、ウラン鉱石と同じように含まれています。その

輸送物の中には。もう東濃鉱山も人形峠も廃止することが決まっていまして、廃止するにはそこの部所

を綺麗にしなくてはならない。そのために、もう日本国内にどこにも高レベル放射性廃棄物をどこにも

持っていくことができないのと同様に、低レベル放射性廃棄物の捨て場がないのですね、国内では。だ

から海外で、ということになるのですけど。今それについて、さらなる情報公開請求をしているところ

です。 

一番最近、エナジー・フューエルズ社が日本に双日系のイー・エナジーという代理店を立てていたの

ですけど、そのグループの中で双日マシナリーという会社ができまして、その双日マシナリーが現在こ

の「国内のウラン含有物を海外工場まで輸送して、リサイクルするビジネスにも取り組んでいます。」 
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３３ 

３３ 

いかにも環境にやさしいみたいなことを書いているのですけど、でも実際は国内で廃棄するのも保管

するのもどうしようもなくなった、置いておけばたんなる廃棄物でしかないものを国外に持って行って、

エナジー・フュールズ社がゴミをどんどん受け入れて、それをほんのわずかのウランを抽出するといっ

たことで、たくさんの補助金を、公金を得るという、そういうリサイクルビジネスを取り込んでいまし

て、ま、日本は言ってみればよいカモなわけなのですね。 

この双日マシナリーというのは、しかも環境へのとりくみ、環境促進とかいって、廃棄物の削減、リ

サイクルと言っているのですけど、放射性廃棄物のリサイクルっていうのは害でしかないんですけど。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４ 

しかも「人権方針」というのがありまして、特に「先住民の在住する地域の事業活動について、先住

民族が固有の文化や歴史を持つことを認識し、事業活動を行う国・地域の法律や国際的な取り決め『先

住民族の権利に関する国際連合宣言や』・・・・・・・・・・・・・先住民の権利への配慮を行います」

としているのですが、そんなわけないだろ、やっていることは実際真反対のことなんじゃないですか？、

と私は公開質問状を是非出したいな、と思っています。 
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３５ ３６ 

最後に最近の気になる動向について、私が個人的に気になる動向です。 

つい最近３月、３．１１関連の米国でのイベントの中で、UCLAとかが主催していましたウェブセミナ

ー（ウェビナー）というのがあったのですね。その中に３月１５日、REDIATION REGULATION、例えば日

本であったら原子力規制とかなるところを、「放射能規制、過去と未来」というのがありました。そこ

に国会事故調の委員長だった黒川清さんと、高エネ研という筑波にある研究所の菅原寛孝さんと、アリ

ソン・マクファーレン、この方はグレゴリー・ヤツコが３．１１が起こった時の米国の原子力規制委員

会の委員長だったのですが、その次に委員長になった人ですが、こうした人々が登場していました。 

このイベントを開催するにあたって、ホストの中に、日本学術振興会サンフランシスコ研究連絡セン

ターがあって、これは言ってみれば、このイベントをするにあたって、日本もお金を出していますよ、

ということなのです。３月２２日に登場されたのは「放射能教育－過去と未来」ということで、高村昇

さん、この人は山下俊一さんの弟子ですね。長崎大学教授で、最近原子力災害伝承館館長になられまし

た。彼が出ておられました。そこには参考論文というものも書かれていまして、そこに Redioprotection

２０２０年に発刊された雑誌の中で出ていましたのは、Yujiro Kuroda, Masaharu Tsubokura, Kiyoshi 

Sasaki, Takashi Hara, Atsushi Chiba, Keishin Mashiko and Thierry Schneiderの名前です。 
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３７ 

３７ 

私が今考えるところで、今起こっていることは、専門家による「意図的な」見解の流布、それが何の

ために行われているかというのは、基準作りですね。国際的なスタンダードを生み出す力。それが回り

回って裁判に使われます。そして、国の施策に使われるその土台作りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３８ 

このウェビナーを例に出すまでもなく、日本でも宮崎・早野論文というのがありまして、皆様もご存

じだと思うのですけど。私今現在、高木基金の助成金の審査員をさせていただいている関係で、黒川さ

んという方が追及されて、レターを書かれて論文を論文で（このジャーナル上で）反論追求されている

（科学者の）方から（直接）お聞きしたことがあります。なぜ（早野龍吾さん達は）こういうことをす

ることになっているのですか？というふうなことを（黒川さんにお聞きしたことがあります）。最終的

には ICRPだったりとか、UNSCEARであったりとか、国際的なスタンダードをいかに早く作り上げてしま

うか、ということではないかということだったと思うのですけど。結局それがアカデミックによる原子

力産業の手先となる、ことになってはいないかと。 

一早く専門家を投入して、調査させて、都合のよい結果、そうでなければ改竄や歪曲もあり。なには

ともあれ海外の専門家をお呼びして国際シンポジウムを開催して、さっさとジャーナルに論文を投稿す

る。そして論文の引用の回数ですとか、そういった実績を作ったように見せかけて、国際的基準作りを

していく。そうした基準が一旦できてしまうと、その国際基準に照らして、原子力災害や被ばくを過小

評価する。これがもう私が先ほど１４で紹介しました、私の考える「被ばくをごまかす手口の確立」、

これです。 

3 番目の、早めに専門家を投入する。市民から知識を遠ざける。私たち（日本国民ら）のまったく知

らないところでこのようなウェビナーが行われていた。 

で、ウェビナーに出られた菅原先生のことを飯館村の伊藤延由さんにお聞きすると、「福島再生の会」

という NPO を起ち上げて、（汚染を一応）測るんだけれども、その NPO はまさに地元の自治体と市民と

アカデミック 3者が協力して除染なり、被ばく後の状況に立ち向かう素晴らしい活動なのだという活動

を紹介する一方で、その実態を別の視点からお聞きした時に、まったく違う実態（定住ありきの、被ば

く受入れの幇助）が明らかになるのです。でも海外で英語で発表すると、これが定説になっていくわけ

なんです。 
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４０ 

そして、私たちが考えるところの、何回もだまされてきた歴史を繰り返すというのは、喜んでだまさ

れるようになるっていうことも、だまされるとわかっていても抗うことができなくなる。無反応無感覚

になっていくっていう。なっていくと結局、アカデミックの人達が黒川さんが、ちょっと時間が無いの

でどんなことを発言されているのか詳しくご紹介することができないのですけれども、彼は原発の新

設・リプレースをしたいということにもろ手を挙げて賛成だったり、脱炭素社会の実現に原子力を入れ

るのは当たり前だと（捕捉：規制の虜に自分がまさにはまっている原子力推進側の人です） 

地球温暖化は詐欺だと私は思っているのですけど、原子力、核開発をしていく。 

膨大な利権の独占ですね。世界中の貧富の差の拡大に原子力はつながると思っています。 

だから私たちは、ようくようく例えば敦賀のもんじゅが廃炉になった時に、どんなものが出てくるの

だろうかということにもっと目を凝らして見なければならないと思っていたりします。 

海外では小型モジュール炉などの新型炉もさも環境に優しいかのように言われるんですけれど、結局

は核のゴミというものを生み出すのですね。 
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４１ 

ゾンビのような核のゴミ。未来永劫、永遠につきまとわれる。 

総量を減らすためには新しくつくらない、つくらせないことがもうどうしても必要なのです。 

だからアメリカでほったらかしにされたウラン開発の跡の所に行った時に、一番言われるのは、「新

しいゴミをつくる前に、前のゴミを片付けなさい！」でした。オカンが言うことです 

前のゴミも散らかしたまま、放置したまま、何の解決策も見つけないで、見つける努力を怠って、後

始末が先だろう、子々孫々に後始末を押し付けてはならない！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２ 

その先送りの最たるものが、中間貯蔵施設という名の最終処分です。必ず漏れます。放射能汚染事故

が起こります。そして水が汚染されます。わざわざタンクからその処理水という名の汚染水を流して、

汚染するということもありますが、そういった核のゴミの製造責任は一体誰がとるのか。まき散らかさ

れたら無私物になるのではなくて、公的資金、私たちの税金で尻ぬぐいはまっぴらご免なんじゃないだ

ろうか。 

でもそれは結局、誰かに押し付けられる、それは必ず社会の弱いところにしわ寄せされることになっ

てしまいます。 

結局、そのしわ寄せされるというところ、無知というところから来ることが多いのじゃないかと思う

のです。やっぱり知らなければならない。いっぱい知ってしまったら、何か行動を起こさなくてはなら

ないのじゃないかと。 

で、そういった最も被害を受ける者の声が、真っ先に政策に反映させなければならない。アメリカで

言うところの Environmental Justice、環境正義のＥＪ原則というのがあるのですけど、私たちひとり

一人が「自分は違うわ」と思っていても、当事者だと思って、そこの当事者の人たちと手をつないで、

「違うやろ」と思っているような問題でも、首を突っ込んでいったりとか、お互いに寄付したりとか、

そういうこともあるかもしれませんし、それらを我がこととして思って、やっていくことが大事なので

はないかというふうに勝手に考えました。 

 

私は自分のことを研究者というよりは市民科学者だというふうに思っています。普通の市民で農業や

っています。ただの人が、やっぱりでも真理を追究したい、知りたいということが、それを普遍的に世

界中に通底しているところがあるのではないかということで、以上で終わらせていただきます。ありが

とうございました。 
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