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口頭弁論期日の内容

弁護団事務局長

広島市と国との
立場の乖離が明らかに
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降下物が降るなど、地球規模の放射能
汚 染 を も た ら し ま し た 。 ま た 日 本で
は 、 ３ 月 か ら 月 まで 延１ ００ ０隻
（実数約５５０隻）が汚染マグロを廃
棄しました。被災の現場は日本から離
れた太平洋上で、しかも放射能は見え
ないという極めて立証困難な「事件」
でした。日・米の「政治決着」
という戦後最大級の「国家機
密」扱いにより、船員の被災が
意図的に消されました。
２０１２年に、南海放送が製
作した「放射線を浴びたＸ年
後」が全国上映され、２０１４
年にＮＨＫが「水爆実験 年目
の真実」を特集報道し注目され
ました。アメリカ国務省から入
手したビキニ公文書を基に開示
要請を行い、２０１４年９月に
厚労省が 年を経て公文書の存
在を認めて開示しました。ビキ
ニ国賠訴訟は、政府による意図
した事件隠しによって放置され
た被災船員・遺族などの精神的

山下 正寿

ビキニ国賠訴訟を支援する会共同代表

意図して隠された
「ビキニ事件」

２月１３日（月）

１６年度会費未納の方、
２月１３日の報告会会場へご持参い
ただくか、同封の振込用紙をご利用
ください。

１９５４年３～５月、ビキニ・エニ
ウェトクでの６回の核実験により、核
実験国アメリカに日本の５倍の放射性

2017年

は弁護団、支援する会のみ
なさんと力を合わせ、今年
も全力で頑張りますので、
大きなご支援をお願い致し
ます。

▲▼

第６回口頭弁論の報告会

昨年１１月２１日午前１１時２０分から広島地
裁３０４号法廷で第６回口頭弁論期日が開催され
ました。
第６回期日では、事前に被告らから健康診断の
特例に関する主張などの釈明に対する回答が提出
されたので、それを踏まえて、原告ら第７準備書
面を提出しました。
被告らの主張によれば、第１種健康診断特例区
域の指定にあたっては、被爆地域の指定に当って
求められるほど原爆放射線による人体影響に関す
る十分な科学的・合理的根拠がなくともよいとい
うのだから、健康診断の特例措置は、健康診断に
ついて被爆者健康手帳制度よりも間口広げる制度
であるということができます。原告らが原爆投下
当時住んでいた「黒い雨」降雨地域に原爆による
放射性降下物が降下し、原告ら住民は放射性降下
物から放出される放射線によって被曝する環境に
ありました。にも関わらず、現行の第１種健康診
断特例区域は強雨地域に限定されており、強雨地
域外の「黒い雨」被爆者は、４０年もの長きに亘
って、同じ「黒い雨」被爆者でありながら援護措
置を全く受けられないという不利益を被ってお
り、現行の第１種健康診断特例区域の指定は違法
です。
また、広島市長は昨年の平和宣言で国に対し
「黒い雨」降雨地域の拡大を要求しましたが、本
訴訟での広島市の態度はそれと相反します。その
理由について、被告らの回答は「本件の争点とな
無関係であり、回答の用を認めない」とのことで
した。広島市と国との立場の乖離が明らかになっ
てきており、さらに理由を明らかにするように釈
明を行いました。
次回２月１３日の期日では、原告らの主張に対
する反論等を被告らが提出することになっていま
す。

次回予定

第７回口頭弁論

論戦がさらに本格化
今年も頑張ります、
大きなご支援を

ホームページを開設しました

原告団長 高野正明

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

書面を攻勢的に作成・提出
していただいており、頼も
しく思っています。
今年は、論戦が更に本
格化しますが、安芸太田町
で被爆された約 名の方々
が新たに
原告に加
わる見通
しで、心
強い思い
です。
原告団

竹森雅泰
弁護士
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原爆「黒い雨」訴訟
は、提訴から１年余が経過
しました。この間６回の口
頭弁論が開かれましたが、
原告と支援する会のみなさ
んのご奮闘で毎回傍聴席を
満席にすることができまし
たことに、改めてお礼を申
し上げます。
弁護団の方々には、原
告全員の被爆地訪問や陳述
書作成の面接、学者との協
議などを行いながら、準備

原爆

訴訟を支援する会
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「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

苦痛を問うものです。

「黒い雨」と「ビキニ」
に共通するもの

「黒い雨」被災とビキニ被災とに共
通しているのは放射性降下物による内
部被ばくだと思います。ビキニ被災船
員も「黒い雨」を体験した人もいます
が、水が貴重な船上生活のため、スコ
ールで体を洗い、雨水をテントで貯め
て料理・洗濯に使ったり、汚染海水で
ご飯を炊き、風呂水として使っていま
す。その上にシイラ・カツオ・マグロ
の身や内臓を食べています。放射能汚
染されたビキニ海域で ～ 日間の操
業を続け、内部被ばくしながら、警告
も追跡調査もされなかったため発見が
遅れ、若くしてガンなどで死亡してい
ます。
２０１４年４月から１年４か月間、
広島大学原爆放射線医科学研究所 星
正治名誉教授をリーダーに科学者チー
ムによるビキニ被災船員の血液・歯の
分 析 デ ー タ を 基 に 調 査 に と り く まし
た。被災船員 人（ ～ 歳）の血液
調査で、安定型異常と二動原体染色体
異常ともに異常頻度は対象群と比べて
有意に高く、実験場により近い船の船
員 ほ ど 異 常 頻 度 は 高 い と 分 析 し まし
た。この結果は、加齢やレントゲンに
よる染色体異常の増加を排除したうえ
でも、推定被ばく線量にして平均約
ミリシーベルト以上にあたり「明らか
に 有 意 差 が み ら れ る 」 と 分 析 し まし
た。放射線が当たると歯のエナメル質
の化学結合が切れ、被ばく量に応じて
その損傷部分も多くなり、その「傷」
は残り続けます。歯は被災船員３名か
ら提供され、第５明賀丸の被災船員の

２面につづく

第二幸成丸乗組員▲

（７６）
（７８）

した。
私は、鼻血がよく抜け止ま
りませんでした。 歳の時手
術をし、出血しなくなりまし
た。 歳の頃、白内障だと言
われ３回も手術し、緑内障も
心配で通院しています。
一番腹立たしいのは、家の
前の水内川の向こうは援護対
象区域の大雨地域で、川のこ
ちら側は援護対象外の小雨地
域です。川を挟んで雨の降り
方 が 違 う な ど 考 え られ ま せ
ん。向こう側は放射能の雨が
降り、こちらは「ただの雨」
なんて納得できません。国は
近辺の健康調査や住民の声を
聴きに来るのなら許せるが、
不合理な線引きを放置するな
んて許せません。

出典：近藤康男「水爆実験と日本漁業」「水産年鑑」956版より

同じ行動をした３歳上の姉は、下痢
でなく鼻血がよく抜け、チリ紙がない
時代で、母が黒いぼろ布を持たしてい
ました。中学校へ上がって周りの同級
生が気持ち悪がり、仲間外れになり苦
しみました。まだ生きていますが病気
の連続で可哀想です。
私は、食べていけなかったので病気
を押して働き続けました。スーパーに
年、神戸製鋼のコベルコ鉄工所に
年、男の中に女が１人、仕事が分から
ないので会社のビデオを家に持って帰
って勉強しました。 歳の定年まで働
きました。
私は手帳が欲しいだけで言っている
のではありません。爆心地から
離
れたここで何が起こったか知ることは

出典：近藤康男「水爆実験と日本漁業」、厚生省資料より

１面からのつづき

歯の被ばく推定線量は、３
１９ミリシーベルト、広島
原爆爆心地から１・６キロ
の被ばく線量に値し「普通
の人ではありえない数値
だ」と分析しました。
年間のビキニ調査で、
広島・長崎・ビキニの被ば
く資料の多くは元７３１部
隊の医師たちも関与してア
メリカに保存されているよ
うです。内部被ばくが立証
されると、核実験・核開発
ができなくなることを恐れ
た各保有国と追従する日本
政府の国家犯罪だと思いま
す。隠された現代史に光を
当てることが、フクシマの
被災のこれからのために
も、求められていると思い
ます。

国の責任です。こんなことでみ
んな嘘は言わない。事実を言っ
ているのにまともに聴かない国
に腹が立つのです。友達の房ち
ゃんは京都に行きました。電話
で黒い雨の原告になったと言う
と、「私達は戦争の犠牲者よ、
私達の分まで事実を言ってね。
私は周りの人に何も言えない。夏には
帰るから逢おうね」と。一ヶ月後に膵
臓癌で死にました。病気だらけの人生
で、とても不憫です。私の周りでも多
くの人が自己責任にさせられて、黙っ
て死んでいきました。
私は、急性症状で下痢がひどかった
が、消化器の上皮が剥がれ落ちたのだ
と思います。内部被曝しか考えられま
せん。薄暗い中で灰が落ち放射能を吸
い込んだのだと思えて仕方ありませ
ん。
国は、事実を早急に調査し、明らか
にすることが被爆国のすることで、核
廃絶へ続く道です。

ご入会もお待ちしています
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原爆「黒い雨」訴訟を支援する会

「黒い雨」訴訟支援募金

向こう側は放射能の雨が降り、
こちらは「ただの雨」
なんて納得できません
あの日の朝、家の前で、隣
の小父さんが来て父、母、私
に 歳2の弟がいて麦の俵づめ
作業が行われ、父が俵に足を
載せ縄を引っ張った瞬間「ピ
カーッ」とまぶしい光が広が
り「ドーン」と地響きと爆音
がした。みんな驚いた。黒い
雲がどんどん広がり辺りは暗
くなってきた。焼け焦げた新
聞紙や紙きれが落ちてきて、
雨が降り始めた。弟を連れて
家に帰るとシャツが黒くなっ
ていた。
弟は、急速に体調が悪化
し、９月 日肝硬変で亡くな
りました。母の救護活動に付
い て 行 っ た の が 悪 かっ た の
か、よく分りません。母は、
白内障と緑内障を患い失明し
歳で胆のう癌で亡くなりま

事実を明らかにすることが、
核廃絶へ続く道
中、家々に寄って休ませてもらうぐら
い悪かったのです。秋口に食欲増進に
効くからと言ってユズをもらったのを
覚えています。身体がだるく汗が出る

太平洋の広い海が
放射能で汚染された

ので内科に行くと「喉が腫れ扁桃腺
だ」と言われ薬をもらったが効きませ
んでした。その後何回も内科へ行った
が治らなく、持病だとあきらめていま
した。
歳の時、卵巣の癒着がひどく救急
車で運ばれ、卵巣摘出をしました。働
き出して 歳頃、会社の検診で「甲状
腺が腫れているが原爆に遭ったか」と
聞かれました。 歳の時、甲状腺機能
低下症と診断されました。 歳の時、
腸閉塞で手術ができないほど癒着がひ
どく、口から大腸近くまで管を通しま
した。苦しく大変で今思い出しても苦
しさが蘇ってきます。肝臓は数値が高
く、体がだるいので 歳代から通院し
ています。
父、登は、原爆投下後 年目に白血
病で亡くなりました。雨に遭ったこと
が原因だと思います。母チヨは、雨に
も遭ったが、近くの学校へ救護に行き
ました。肝臓癌になり苦しみながら亡
くなりましたが、被爆者手帳は「子ど
も達の結婚に差し障りがあっては困
る」と言って取りませんでした。

▲＝ビキニ水爆で被爆し汚染した魚が検出された漁船の所属地

●＝放射能で汚染された魚が捕獲された海域を示す

私は手帳が欲しい
だけで言ってるの
ではありません。
国は我々の言うこ
とをきちっと聴い
てほしい。核廃絶
へ続く道です。

本毛 稔さん
森園カズ子さん

体験
インタビュー

橋の上で説明する本毛さん。水内川を挟んで、
向かって左が援護対象区域外（小雨地域）。右
が援護対象区域（大雨地域）。湯来東小の生徒
が橋を渡って帰った者は手帳をもらい、橋を渡
らなかった者はもらえなかった。
学校近くの神社で出征兵士を見送
り、教室で先生を待っていると、ピカ
ッと光りドガーンという音と振動で教
室の仕切り戸が倒れ、窓ガラスが割れ
大混乱になりました。綾西国民学校２
年生（７歳）の時でした。「早く出な
さい」先生の声で防空壕に入りまし
た。防空壕から出た時は黒い雲で覆わ
れ辺りは薄暗くなっていました。校庭
に待機しているとき目の前の福王寺山
に「落下傘」がふわふわと落ちてきま
した。先生に送られ五・六人で家に急
ぎました。薄暗く、灰のようなものが
降っていました。やがて雨になり着て
いたシャツが黒く汚れていたので一緒
に帰った３歳上の姉と川へ洗いに行き
ました。姉は泳いだと言っていました
が私は覚えていません。
その後、下痢がひどく父が何度も病
院に連れて行ってくれました。帰る途

綾西国民学校の正門。今は門柱だけ残ってい
ます。ここから福王寺山に「落下傘」がふわ
ふわと落ちてくるのを見ました。

爆心地から北西
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