広島市中区堺町1-2-9-203 広島県被団協
事務局長 高東征二

原爆「黒い雨」訴訟を支援する会

裁判の意義

竹森雅泰

１９５４年３月のビキニ水爆実験
を機に原水爆禁止運動が拡がり日本
原水協、日本被団協が結成されるな
ど運動の前進で「原爆被害者の医療
に関する法律」 が成立しましたが
「水爆被害者」は切り捨てられまし
た。その後の運動の前進により被害
に即し被曝地域の拡大などすすみま
した。
しかし、１９８０年の「基本懇答
申」は「戦争被害受忍論」とともに
「被爆地域の指定は十分な科学的根

放射線被害を熟知しているマンハ
ッタン計画の副責任者ファーレル准
将は「九月上旬現在、広島・長崎で
は原爆放射能で苦しんでいるものは
皆無」と原爆報道を禁止し被害を隠
しました。
１９４７年開設のＡＢＣＣの目的
は次の核戦争の準備のためでした。
これに対し「被爆者をモルモットに
するな」と撤去要求デモが 年代に
２度も行われました。

拠に基づいて行われるべき」と大き
く後退させました。
これを打ち破ったのが、３０６名
の原告が闘った原爆症集団訴訟の勝
利でした。
初期放射線被害に限定し、残留放
射線、内部被曝を無視した「国際基
準」の見解を指弾し低線量・内部被
曝を認める判断をしました。
２００９年８月政府と被爆者団体
は「今後訴訟の場で争う必要のない
よう定期協議の場で解決する」と

放 射 線 被 害 をめ ぐ る 攻 防

原爆投下直後、米国は原爆被害に
ついて日本軍や科学者の調査データ
ーを提出させました。

予定

そのような中で、福島原発事故に
よる放射線被害が発生しました。被
害を認めれば政府も東電も多大な負
担を求められます。そのことからか
政府は巻き返しに出ました。
「確認書」の合意が実施されない
ため被爆者は新たに提訴し闘わざる
をえなくなりました。
集団訴訟の判決が定着し放射線被
害の基準となってはならずと 人の
御用学者を募り、その法廷に「反論
書」を出しました。
「黒い雨」訴訟は、ヒロシマ・ナ
ガサキ・ビキニ・フクシマと続く日
本における放射線被害とそれとの闘
いの中にあります。
裁判官に低線量・内部被曝を認め
させるか否か、重要な問題となって
います。

新たな闘いに

「確認書」を交わし、官房長官が
「謝罪」しました。
しかし、政府は若干の手直しをし
ただけで「定期協議」はほとんどさ
れませんでした。

弁護団から３点について求釈明

２月１５日午前１１時から，広島地裁３０４号法廷で
第２回口頭弁論期日が開催されました。
まず、２月８日付けで被告ら（広島市・広島県）から
提出された第１準備書面が陳述（書類の内容をすべて口
頭で陳述したことにする手続）されました。第１準備書
面では，前回期日で宿題とされた訴状に対する認否（認
める部分と争う部分を明示すること）は最低限行われま
したが、被告らの主張の詳細は述べられていません。そ
こで、弁護団から、以下の３点について求釈明を行いま
した。①被爆者健康手帳や第１種健康診断受診者証の交
付申請の際の資料（申請書、聴取書・地図等）を速やか
に証拠として提出されたい。②被告らは被爆者援護法１
条３号を「人体に健康障害を発症し得る相当程度の放射
線被曝をしたような事情」と限定解釈しているが、その
理由を明らかにされたい。③「黒い雨」による健康障害
について昭和２８年当時から言及されていたにもかかわ
らず、強雨地域のみが健康診断特例区域と指定された経
緯・理由、さらには健康診断特例措置の制度趣旨・制定
経緯について明らかにされたい。
弁護団からの求釈明を受けて、裁判所は、①について
協議する場（進行協議期日）を３月１１日に開催する
こと、②③については、弁護
団からの求釈明を踏まえて、
４月１８日（月）11:00～ 被告らは３月３１日までに被
告らの主張を明らかにする書
面を提出するように求めました。
今後は個別の論点の攻防が続くことになります。ご支
援をよろしくお願いします。

第３回口頭弁論

廣島敦隆

米国はマンハッタン計画で「放射
線の人体への影響に強い関心」を示
しました。

原爆傷害調査委員会（Atomic Bomb
Casualty Commission、ABCC）は、原子爆
弾による傷害の実態を詳細に調査記録す
るために、広島市への原子爆弾投下の直
後にアメリカ合衆国が設置した民間機関

弁護団長
す。これについては、その法律
が制定された趣旨、経緯などが
大切であることを知ったことで
す。第三は、訴訟の進行に即し
て、原告・支援者・弁護団の協
同が円滑にいったことです。支
援者は、単に法廷にいて訴訟を
見守るだけでは物足りないので
す。これを法廷後の率直な対話
と適切な支援ニュースの発刊な
どで支援体制を維持していたと
思います。

弁護団員、支援者、原告の皆
さん、「原爆訴訟の新たな達
成をめざそう」

弁護団事務局長

大越さんは ５歳の時、戸山村（現安
佐南区）で原爆投下後の「黒い雨」を浴
び 、１ ９７ ７年 に被 爆者 健康 手帳を取
得。ここ 年余り、県被団協で被爆者支
援にとりくんでいます。

第２回口頭弁論期日の内容

「放射線被害の隠蔽と過小評価との闘い」
米国による被害の隠蔽

被団協事務局長
大越和郎
原爆傷害調査委員会（ABCC）1955年頃

ち５ 人は 本訴訟の弁護団員で
す。判決で全員勝訴したのにと
どまらず、当時の秋葉市長の英
断で控訴をせず、市役所で原告
一人一人に手帳を渡してくれる
など、現市長に学んでいただき
たい被爆者にやさしい対応でし
た。
この裁判で印象に残った点を
挙げます。
一つは、３号被曝における内
部被曝の重要性をＹ先生が立証
してくださったことです。本件
でもこれから問題になります。
第二は、手帳の根拠争点となる
援護法１条３号の解釈でありま

被爆地域の実質的な拡大と
非人道的な核兵器の
廃絶を訴える

弁護士

原爆訴訟の新たな達成をめざそう！
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私は原爆訴訟について２つの
画期的判決に関与しています。
一つは、原爆症認定をを求め
る広島で初めての大規模訴訟で
す。 人の原告のうち３人を担
当しましたが、全員勝訴しまし
た。この訴訟で印象に残ったこ
とは、専門家との即ち医師との
連携が極めて大切ということで
す。原爆被害者の救済に情熱を
傾ける有能な医師との協同は教
わることの多い体験でした。
次に原爆健康手帳の交付を争
う３号被爆訴訟に団長として関
与しました。原告は８人、弁護
団は６人でした。その６人のう

訴訟を支援する会
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原爆

「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

弁護士 池上 忍

被爆直後から病魔におかされて

異様な光が走って、間もなく爆風が家の中に入っ
てきて、飛ばされそうになりました。その後、雷が
鳴り始めて空が暗くなり、大粒の雨が向こうが見え
ないほど降りました。私は母に言われて、田の草取
りに来ていた２人の女性に蓑（みの）と笠を持って
行き、ずぶぬれになりました。その後、空から、木
クズ、本、新聞の焼けたもの、灰などが飛んできま
した。

向こうが見えないほどの大粒の雨

内部被曝の脅威を
曝いていきます
原爆に遭った直後は、下痢や貧血に悩まされ、め
まいがして学校の朝礼で度々倒れました。中学校生
の時は胃潰瘍と肋膜炎になり背中から水をぬいても
らいました。また、歯肉が腫れて膿んだので切除し

兄弟姉妹７人がガンに

てもらいました。外反母趾
になり夜になると痛くて眠
れませんでした。結婚して
子供を産んでから盲腸と痔
を手術、 歳の時には子宮
がんの全摘手術を受け、骨
とに皮だけのように痩せ、
術後３年間は痛みと目まい
が続きました。、盲腸の手
術、 目 の 手 術 、 舌 の 手 術
（２回）などをしました。糖尿病も患い症状がひど
い時期がありました。現在は、骨粗鬆症で骨折のお
それがあると医者に言われており、軽い脳梗塞で降
圧剤を服用中です。糖尿病、ヘルペス、目まい、便
秘、胃の痛み、手の指の痛み、右足のしびれと痛み
などの治療もしています。

弁護士 足立 修一

原爆当時、家族は横穴からの山水を飲み、野菜中
心の食事でした。私や家族は黒い雨や灰、ホコリに
付いた放射能を呼吸や飲食で身体に取り込んだに違
いありません。そのことで内部被曝したからこそ、
私や家族も病気に悩まされてきたのだと思います。
兄弟姉妹８人のうち７人がガンになり、弟２人と妹
１人がすでに亡くなりました。国が黒い雨地域住民
の放射能被害を認めないのは納得できません。裁判
所は黒い雨被害者の最後の訴えを認めていただきた
いと思います。
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弁護士になってから上関原発や在韓被爆者の
問題に取り組み、原爆症認定集団訴訟、３号被
爆者訴訟などの代理人として活動し、核と人類
は共存できないとの思いを強くし、私たちに
は、放射線被曝を受けない権利があることを認
めさせるべきであるとの考えに達しました。
黒い雨訴訟でも、被爆者の権利を認められる
べき人に認めさせるという当たり前のことを実
現できるよう、努力したいと思います。よろし
くお願いします。
【訂正・おわび】

私たちには、
放射線被曝を受けない
権利がある
佐伯郡砂谷村伏谷

私は昭和９年に広島県佐伯郡砂
谷村伏谷で農家の長女として生ま
れ、原爆当時は国民学校５年生で
した。昭和 年８月６日朝、私は
家の掃除のため自宅の土間にいま
した。

体験
インタビュー

原爆症認定集団訴訟などに代理人として関わ
る中で、私達国民には、放射線被曝の実態やそ
の脅威が、アメリカや日本政府によって如何に
隠され続けて来たのかということをいやという
ほど知ることとなりました。
近年、次第に低線量被曝（内部被曝）が人体
に苛酷な影響を与えること、このことが明らか
になってきていますが、日本政府は、この重大
な事実を隠そうと躍起になっています。「黒い
雨」についての日本政府の対応はまさにこの典
型であり、到底許すことはできません。
私も、この「黒い雨」の裁判を通じて皆さんと
一緒に内部被曝の脅威を曝いていきますので、
よろしくお願いします。
高校を卒業した頃の隅川さん
実家の玄関で

黒い雨被害者の
最後の訴えを認めて！

隅川清子さん（81）

「黒い雨」訴訟原告団に
敬意と連帯のメッセージ

日、田村貴昭衆院議員
宛てに文書回答があり
ましたが、「被爆地域
拡大は困難」との否定
的内容でした。
長崎の「被爆体験
者」で訴訟を起こして
いる他団体の第２陣訴
訟で、２月 日長崎地
裁は、「年間被ばく線
量が ミリシーベルト
前後の場合、原爆の放
射線による健康被害を
生ずる可能性がある」
として、原告１６１人
のうち 人に手帳交付
を命じました。ところ
が、長崎市と県は、
「国の強い要請があっ
た」との理由で、３月
４日福岡高裁に控訴し
ました。
広島、長崎の原爆被
害者への対応は、福島
に連動しています。原
爆放射線による健康被
害は、原子雲から降り
注いだ「黒い雨」や
「死の灰」を浴び、外
部被ばく、内部被ばく
の原因となったことは
明らかです。
原爆被害の実態を国
に認めさせるため、力
を合わせてがんばりま
しょう。

長崎被爆地域拡大協議会事務局長
山本 誠一

長崎被爆地域拡大協
議会は、被爆者手帳交
付を求める訴訟は、起
こしていませんが、昨
年 月８日「すべての
『被爆体験者』に被爆
者健康手帳の交付を」
求め、厚労省に要請し
ました。東京都原爆被
爆者団体協議会や、原
水協、共産党国会議員
も参加する中で、「被
爆地域拡大にむけた市
民と研究者の意見交換
会報告書」と長崎民医
連の「被爆地域拡大証
言調査報告書」を提出
し、「十分な検証」を
求めました。
厚労省の山本室長補
佐は、「被爆体験者
は、長崎県・市の２０
００年調査報告を受
け、被爆体験がトラウ
マとなって不安が生じ
た、との報告に基づ
き、精神疾患とその合
併症について医療費助
成事業を行ってきまし
た。新年度概算要求で
は、対象合併症に『認
知症』を盛り込んだ」
「報告書はしっかり拝
見する。ただし，この
内容が正しい知見かど
うかは学会等で議論さ
れた結果、施策に反映
させる」と答えまし
た。回答を質すと沈黙
…沈黙で、異常な交渉
となりました。１月

長崎から

