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

http://blackrain1.jimdo.com/

１月１０日（水）

（ラウンド法廷）

広島地方裁判所

14:30～弁

から高須の自宅に帰ってきた宇
田氏の小学校６年生の次男は、
まもなく髪の毛が抜けました。
雨戸にこびりついていた泥から
非常に高い放射能が出ていてい
たことから放射線被曝したと判
明しました。宇田氏自身も白血
球が少なくなり疲れやすく、少
し歩くと息切れがする被爆者で
した。このような自らの体験も
手伝って、宇田氏自身、「黒い
雨」の解明に積極的でした。宇
田氏は、多くの原爆被害の当事
者に会って話を聴き、当日の状
況を再現することで、被爆の実
相に近づこうと努力しました。
今私たちができることは、宇
田氏のように、現在生きている
黒い雨被爆者である原告の皆さ
んから、当時の状況・病歴など
を忠実に聴きとり、それを科学
の目で見て、被爆の実相を明ら
かにすることだと思います。

※終了後、弁護士会館で報告会を行います

（裁判員法廷）

14:00～進行協議 209号

本田内科医院

本田孝也

長崎に原爆が投下された時、
弱い西風が吹いていました。原
爆雲はこの風にのって東方に流
されました。「あたりが真っ黒
になり、赤黒い太陽が空に浮か
んでいて肉眼で見えた。灰や塵
がいっぱい降ってきた」と当時
を知る住民は口をそろえます。
広島と比べて長崎では、原爆投下後の雨
は少なかったのですが、爆心地の東７㎞
にある間の瀬と呼ばれる山間の小集落に
は「黒い雨」が降りました。
間の瀬地区には井戸がなく、住民は黒
い雨に汚染された水を飲み、灰のつもっ
た野菜を食べて過ごしました。その後、
住民に脱毛が多発し、原因不明の子ども
の死が相次ぎました。ただ、間の瀬地区
は被爆地域に含まれないため、住民は被
爆者とは認められず、「被爆体験者」と
呼ばれています。
被爆体験者訴訟は、長崎で原爆が投下
された時に、指定された地域にいなかっ
たために被爆者と認められなかった住民
が、被爆者健康手帳の交付を求めて起こ
した裁判です。裁判では、放射性降下物
の残留放射線による低線量被曝、吸入あ
るいは汚染された水、食物の摂取による
内部被曝の人体影響が争点になっていま
す。
２００７年に提訴した第１陣は長崎地
裁、福岡高裁ともに敗訴しました。しか
し、第２陣は長崎地裁で、原告１６１人
中被曝線量が ｍ 以上の 人が勝訴
し、地裁と高裁で判断が分かれる、ねじ
れ状態にあります。第１陣の原告３８８
人は最高裁に上告、２０１７年 月上告
が受理され、うち１人の口頭弁論が 月
日に最高裁で開かれました。第２陣は
原告被告双方が控訴したため、福岡高裁
で審議が続いています。
長崎の「被爆体験者」、広島の「黒い
雨」被爆者全員に手帳が交付される日を
目指して、共にがんばりましょう。

長崎 被爆体験者訴訟

のと指摘せざるをえません。

201８年

弁護士 竹森雅泰
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連 帯

量計や観測機器すら整備されて
いませんでした。また、今にな
って、当時の放射性物質を探せ
と言われても、度重なる核実験
で汚染されていて、原爆由来の
放 射性 物 質の判別は できませ
ん。
昭和 年 月になって疎開先

第１１回口頭弁論

次回予定

原爆「黒い雨」訴訟

●砂谷村で被爆した８人
宇田氏の調査には、砂谷村の
住民の一人による「雨は降って
いない、紙片などたくさん降っ
てきた」との供述があります。
しかし、広島県・市が原爆手
帳申請などの際に裏付けとして
使 用し て いる「広島 原爆戦災
誌」第四巻では、砂谷村に雨が
降ったと記載されている他、増
田善信氏の調査や広島市が３万
６６１４人に対して行ったアン
ケート調査でも、砂谷村全域に
雨が降ったことは明白です。
そして、８人の原告が被爆当
時下痢・鼻血・脱毛などで苦し
へ い し
んだ体験や、魚類の斃死などの
目撃証言、さらに、その後長期
にわたり種々の疾病に苦しんだ
ことなどから、「雨はなく被害
もない」とする被告らの主張の
非科学性を指摘することができ
ます。

●科学的根拠とは何か
国は、放射能物質がある根拠
を 示せ と 言っていま すが、当
時、放射能測定器はもちろん雨

＜２ 面 に つ づ く ＞

弁護団事務局長

■ 内部被ばく

▲第１０回口頭弁論の報告会（10月11日）

原爆で作り出された放射性原子はセシウム137、スト
ロンチウム90、その他たくさんの原子の種類がありま
す。原爆の材料となったウラン235やプルトニウム239で
核分裂しなかった部分も放射性原子です。いったん超高
温になってから冷えていく過程で、放射性原子は他の原
子と混じって「放射性微粒子」となります。
放射性微粒子は水に溶ける（可溶性）微粒子と水に溶け
ない（不溶性）微粒子があります。不溶性微粒子は体内
に入って１カ所にとどまります。周囲の非常に狭い範囲
にDＤＮＡを損傷するなど、多大な被害を与えます。こ
れが発がんの元になります。たとえば黒い雨を経験した
女性の方の肺がん組織内でウランがアルファ線を放出し
ている画像が確認されました。水溶性の場合は血液やリ
ンパ液に溶けて原子が1個1個バラバラの状態になって体
中を回ります。これもあらゆる病気を作り出します。

第 回口頭弁論期日

琉球大学名誉教授
矢ヶ崎克馬

ので、市外の聴き取り記録はご
く少数に限られています。原告
らの居住している地域について
は、その多くが調査対象にもな
っていません。
こうした理由により、宇田氏
ら の行 っ た調査か ら「大雨地
域」と「小雨地域」を確定した
り、黒い雨降雨地域を確定した
りすることは不可能です。した
がって、「宇田論文」を根拠と
している現行制度は被害の実態
を反映していない非科学的なも

■ 原爆の放射能の埃ー放射性微粒子

月 日、第 回口頭弁論がおこなわれました。
６月９日に２次提訴した 人の原告を代表して、廣
藤清人さんが「意見陳述」をおこないました。１次
提訴の 人と 人を併合して原告は 人になりま
す。口頭弁論の概要を紹介します。

内部被ばくと黒い雨

を再現しようとする科学論文で
●宇田論文についての主張
す。
体験の聴き取り記録は、被爆
黒い 雨 降雨地域 を楕円形の
直後の唯一の証言として貴重な
「大雨地域」と「小雨地域」に
もので内容は信用できるもので
分け、前者を「健康診断特例地
す。黒い雨の降雨状況の他、そ
域」とする現行制度の根拠とな
った「宇田論文」 １(９５３年 ) れが人体・魚類・動植物に及ぼ
した影響（症状・状況）を示す
について、次のように論述しま
ものとして貴重なものと言えま
した。
す。
宇田論文は、気象の専門家で
しかし、調査はごく短期間に
ある宇田氏などが、出来るだけ
わずか６人で行われたものであ
多くの原爆被害の当事者に会っ
り、当初、旧広島市内を調査範
て話を聴き、当日の地域の状況
囲としていましたが、市外に降
雨の可能性があったことから急
き ょ調 査 範囲が広 げられまし
た。そうしたことから、旧広島
市内は満遍なく多数の聴き取り
がされているのに比べ、市外の
調査はごく限定されたものとな
っています。メモとして残され
ている１７０件弱の聴き取り記
録のほとんどは旧広島市内のも

内部被ばくは空気中の放射性原子を呼吸して吸い込ん
だり、食べ物や水に混じっている放射性原子を飲食する
ことによって体内に入れてしまい、体内の放射性原子か
ら放射線が発射されて被ばくすることをいいます。

報 告

訴訟を支援する会
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原爆
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被団協付録第４６８号

「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

内部被ばくと黒い雨

身体に当たると

いうことは、体
の組織を構成し

ている原子に当
たることです。

（これを分子切断と言っています）。

■ 内部被ばくの危険な実態を政府は
無視している

お き

当時11歳
当時／佐伯郡水内村和田

通っています。
私は、１人でその日その日をやっと
生きています。足が不自由で外出がお
っくうですが、電動カーに助けられや
っと通院しています。毎日、たくさん
の薬を飲みます。幸いに重度障害者に

認定され、医療費の自己負担はないの
ですが、被ばくしたのかどうか、私に
とってはとても重要なことです。公平
な裁判で、一日も早く被爆者健康手帳
が交付されるよう願ってやみません。

近所の人々が集まって、畑に干してあ
る麦がどす黒くなっていると話してお
られました。広島に大きな爆弾が落ち
たのだろうなどの話も出ていました。
その後、鼻血が頻繁にでるようにな
り、頭痛になる日も多くなりました。
このことで祖父母に心配をかけたこと
が悔やまれてなりません。子どもの頃
から、チフスなどの予防接種を受ける
と、激しい頭痛がしたり意識を失った
りすることもあり、今でも予防接種は
受けることができません。
年ほど前からは耳鳴り、 年ほど
前から高脂血症、約５年前から白内障
にかかり、原因不明の呼吸困難も出る
ようになり病院通いが欠かせない日々
を送っています。また、痛み止めの注
射をしてもらうと全身に発疹が出るた
め、治療も満足に受けられません。最
近は、椎間板ヘルニア、膝の痛み、神
経痛のために下半身に痛みがあり、身
体に不自由があります。黒い雨を浴び
たことが原因だろうと思います。
国は黒い雨被害者の健康被害を認め
て、手帳交付地域を拡大すべきと思い
ます。

原子雲はきのこの傘の部分と中心軸がまずできて少し
遅れて水平に広がる雲ができます。ここにたくさんの放
射能が着いています。この水平原子雲は直径35㎞程度に
広がりこの雲の下に黒い雨が降りました。増田雨域ある
いは大滝雨域と呼ばれる雨域です。黒い雨降雨地域にい
た方は全員放射線の影響を受けているのです。

佐伯郡水内村和田で農業を営む祖父
母との３人暮らしでした。
和田国民学校の５年生で、８月６日
は登校日だったので、朝８時からじり
じりと照りつける太陽の下で生徒全員
で運動場の草取りをしていました。そ
の時、突然「ピカッ」と閃光がして、
周囲を見渡したところに、ドーンと大
音響と地響きがしました。教員室に急
いだり、畑の中に隠れたり、頭を抱え
て伏せたり、大騒ぎになりました。東
の方を見ると真っ黒い雲がもくもくと
昇っており、それまでよく晴れていた
空は夕闇が迫ったように暗くなってき
ました。そして、いろんな物が降って
きました。恐る恐る拾ってみると新聞
とか襖などの焼け焦げた断片や炭など
でした。
学校から集落ごとに集団で帰ること
になり、３人ぐらいで一緒に家路につ
きました。恵下谷の入り口を通って帰
る途中で雨になりました。とても暑か
ったので口を開けて雨を受けながら歩
きました。家に着いた時、着ていたシ
ャツが黒っぽく汚れていたので祖母が
泣きながら着替えさせてくれました。

■ 放射能の埃は黒い雨に

沖フミ子さん（83歳）

外部被ばくは遠いところから飛来できるガンマ線だけ
と考えてよいのです。それに対し内部被ばくは飛程（飛
ぶ距離）が短いアルファ線、ベータ線も大きな被害を与
えます。ガンマ線も含め全ての放射線が被ばくさせま
す。ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の吸収線量（被
ばく量を図る物理量：単位質量あたりの放射線のエネル
ギー）の計算単位は臓器ごとになっていますが、内部被
ばくでの電離の集中性などを無視する方法となっていま
す。例えばセシウム137が入った不溶性の放射性微粒子
が肺の中の肺胞に定着したとします。その微粒子からベ
ータ線が発射され、毎秒1本のベータ線（１ベクレル）
を出すとします。セシウム137の場合ベータ線は体内で
は2㎜以上には飛びません（2㎜にすべてのエネルギーを
注ぎ込みます）。放射線はあらゆる方向に飛びますから
その微粒子中心に半径2㎜の球を描けば、すべての電離
はその球内の約100万個の細胞を傷つけます。それ以上
の遠いところの細胞は傷つけません。1年間でどれほど
の吸収線量がその球に与えられるかというと８０ミリグ
レイ（グレイ：吸収線量の単位、ミリは1000分の1のこ
と）となります。とても大きな吸収線量です。ＩＣＲＰ
は発がんは一つの異常ＤＮＡを持った細胞から始まると
していますので、高い発がんの危険があります。これを
肺組織（約1ｋｇ）を単位に、大部分の被曝を受けてい
ない細胞を加えて、吸収線量を計算すると、これより
5000分の1程度の過小評価となります。危険は計算の上
で無いものとされます。このようにして被害者が認知さ
れなくされてきました。国はこのようにして被害を無い
ものしてしまったのです。

着ていたシャツが
黒っぽく汚れていたので
祖母が泣きながら着替えさせてく
れました。

年も入院。昨年、左膝に人工関節を入
れ 度以上は曲がらなくなり、それま
で以上に不便な生活を強いられていま
す。４年前白内障の手術をし、２年前
から緑内障が進行。現在、左足の関節
・股関節・膝関節が痛く、リハビリに

原子と原子は電
子がペアを作ることによってくっ付いています。
放射線は電子を吹き飛ばします（これを電離と言います）。
ペアを組んでいる電子が吹き飛ばされますので、ペアが破壊
され、原子と原子の結びつきが壊され、組織が分断されます

ぬれたという記憶はありませんが、降
った灰は放射性降下物で、辺りは放射
能微粒子が充満していたのだと思いま
す。私は、内部被曝をしたのだと思え
て仕方ありません。
まもなく頭頂部にオデキ（瘍）がで
き、夏になるとひどくなりうんで治り
ません。頭にガーゼを貼り付けていた
ので、同級生にからかわれ嫌な思いを
しました。利松の水入医院で診てもら
いましたが５年生ごろまで完治しませ
んでした。今もって髪がなくはげてい
ます。３年生の時、腰に大きなオデキ
が でき 横 山 医 院 で 切 っ ても ら い まし
た。また、 歳ころ、背中の脊髄の横
にもオデキができ２回も切りました。
５年生の時、結核にかかり山科医院へ
通院、留年するのではないかと心配さ
れたこともありました。
歳 、 仕 事 場 で 貧 血 を起 こ し て倒
れ、日赤で「原爆にあっている？」と
聞かれました。２カ月近く入院、その
後も貧血のため何回も倒れましたが原
因は分らず、造血剤の注射ばかりしま
した。ずっと貧血で、 歳ごろ特にひ
どかったです。 歳の時には、メニエ
ールで広島市民病院に 日入院、 歳
・ 歳でも入院しました。 歳の時、
兄の会社で働いていましたが、鉄板を
巻いたフープ材が倒れ右足首をひどく
打ち７カ月入院、壊死（えし）を起し
手術をやり直し、結局、平成４年に右
足の膝下から切断しました。 歳、左
足が痛く、日赤で恥骨が骨折しずれか
けていると診断。原因は不明のまま半

図1 放射線が

こ

沖 昌子さん（77歳）

し
よ
お き

当時４歳
爆心地から西8.5㎞

放射線の恐ろしい作用は「電離」と呼ばれるもので
す。放射線は原子に当たります。電離は原子の中の電子
が吹き飛ばされることです。原子と原子の結びつきが破
壊されて体の機能を果たしている組織がミクロに切れて
働かなくなることにつながります。細胞の核にあるＤＮ
Ａ，ミトコンドリアのＤＮＡ、体内にあふれている水分
子などが切断されます。その結果、がん、脳梗塞、アル
ツハイマー病、パーキンソン病、老化、白内障、ドライ
アイ、花粉症、口内炎、心筋梗塞、心不全、肺気腫、気
管支炎、逆流性食道炎、胃潰瘍、炎症性腸疾患、アルコ
ール性肝疾患、非アルコール性脂肪性肝炎、肝切除、腎
不全、糸球体腎炎、閉そく性動脈硬化症、関節リウマ
チ、膠原病、動脈硬化症、放射性倦怠症（原爆ぶらぶら
病）などが発症・促進されるといわれます。これらすべ
てが黒い雨降雨地域の方が経験された体調不良ではなか
ったでしょうか？

父は、南方で病気になり神戸の陸軍
病院に入院、昭和 年９月 日死亡。
戦死と同じなのに、書類がないという
ことで、恩給・遺族年金を受給できず
非常に苦しい生活を強いられました。
昭和 年３月、母と子ども７人、呉
市の広から八幡村寺田の叔母のもとへ
疎開しました。８月６日、家の前の川
で砂遊びをしていたとき、突然ピカッ
と光り、避難した堆肥小屋は爆音と爆
風でたちまち壊れてしまいました。そ
の後、私一人で親戚の家に通じる農道
を山の方へ歩いて行きました。稲妻や
雷が鳴りだし黒い雲が出て辺りは暗く
なりました。灰がひらひらと雪のよう
に落ち、衣服をはたきながら歩きまし
た。怖くなって親戚の家に行くのをあ
きらめて走って引き返しました。近所
の人と縁側で外を見ていた母が、頭の
灰を振るい落としてくれました。雨に

■ 放射線の危害：
体の組織をミクロに切断します

体験
インタビュー

被ばくしたのかどうか、
私にとってはとても重要なことです。

＜１ 面 か ら の つ づ き ＞

