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弁護士 竹森雅泰
弁護団事務局長

気だらけの人生だったこと、地域では
差別を恐れて「黒い雨」のことは他言
無用にだったこと等が語られました。
また、期日後の報告集会では、「手帳
のために裁判をしているのではない。
『黒い雨』被爆の事実を伝えたい」と
いう強いメッセージを頂きました。

降雨地域拡大否定ー
国の示す根拠に根拠なし
他方、弁護団からは、今般提出した
第 準備書面を踏まえて、意見陳述を
行いました。矢ヶ﨑先生の意見書やこ
れまでの調査結果を踏まえれば、大雨
地域以外の「黒い雨」降雨地域の被爆
者が、被爆者援護の対象から除外され
ていることは不合理であること、国が

降雨地域の拡大を否定する根拠と
てして挙げている残留放射能調査
の結果は、事後的に採取された土
壌資料の測定結果にすぎず、当時
の放射能環境を再現するものでは
なく、原爆投下後に行われた核実
験との区別もできないので、「黒
い雨」降雨地域に放射性降下物が
降ったことを否定する根拠となり
えないこと、黒い雨専門家会議の
気象シミュレーションは、砂漠で
の核実験のデータを多湿な広島に
適用するという方法を誤ったもの
で、証拠価値はないことなどを指
摘しました。
次回の期日で、被告らから、これま
で提出した原告らの総論主張に対する
反論が提出されます。原告側は、引き
続き、個々の原告の皆さんの具体的な
被爆状況を主張・立証する書面を提出
する予定です。引き続き多くの皆さま
の傍聴をお願いします。

あの戦 争 が
なければ、
あの
原爆が
なければ

安井正和

原水爆禁止日本協議会

事務局長

原水爆禁止日本協議会（日本原水協）は、
１９５５年９月創立当時から、核戦争阻止・
核兵器禁止廃絶、被爆者援護連帯の３つの基
本目標を掲げている運動体です。広島と長崎
への原爆投下らから被爆から 年。被爆者の
平均年齢が 歳を超え、「生きているうちに
核兵器の廃絶を」の願いはいっそう切実とな
っています。被爆者に寄り添い、核兵器廃絶
のために役割が果たせるよう、被爆者援護・
連帯の活動をいっそう強化するとともに、ノ
ーモア・ヒバクシャ訴訟、「黒い雨地域拡
大」訴訟を支援することを掲げています。
「黒い雨」被爆者の認定を阻む問題の根本
には、原爆症認定集団訴訟からも明らかなよ
うに、被爆の影響を小さく見せると同時に、
戦争の被害は被った者が等しく受忍するとい
う「受忍論」の立場を日本政府が持っている
からに他なりません。敗戦後、日本を占領し
た米軍は、 １９４５年９月死ぬべきものは
すべて死んだと発表し、被爆者救援の道を閉
ざしました。被爆実態の報道と調査を禁止す
る一方、広島と長崎では被爆者を研究材料と
して扱った事実があります。「原爆被害に関
する法律」が被爆者を先頭にしたたたかいの
なかで生まれたものの、その本質はいまだに
変わっていません。
日本政府・厚生労働省は、「黒い雨」被爆
者のみなさんの切実な願いを真正面から受け
止めるべきです。病気、生活など、あの原爆
によって、人生を大きく狂わされたのです。
あの戦争がなければ、あの原爆がなければ、
人間として生き、普通に生活できたはずで
す。そのことをきちんと受け止めるべきで
す。遠く過ぎ去った事ではなく、問題は今も
起きています。
日本原水協として、「黒い雨地域拡大」訴
訟を支援するとともに、日本政府に対し、い
つまで訴訟という形をとらせて被爆の実態を
証明させるのかを問います。直ちに被爆者の
願いを聞き、「黒い雨」被爆者全員に健康手
帳の交付を求めます。

メ ッ セ ー ジ

連 帯

亀山村の原告８人の
被爆状況を主張

４月 日、第 回口頭弁論が行われ
ました。春の人事異動で裁判体の構成
が代わり、今後は高島義行裁判長、久
保田寛也右陪席、岡村祐衣左陪席の下
で裁判が進められることになりました。
今般提出した第 準備書面は、当時
の亀山村で被爆された８人の原告の被
爆状況等を主張するものです。期日で
は、亀山村の原告を代表して森園カズ
子さ ん か ら 意 見 陳 述 を して 頂 き まし
た。森園さんは、綾西小学校から帰宅
する途中で「黒い雨」が降ってきて被
爆したこと、直後から下痢や発熱をし
たこと、その後も甲状腺機能低下症、
しよう
肝機能障害、白内障、骨粗鬆症など病

「
黒い雨」
被爆者の認定を阻む
「
科学的・
合理的な根拠」
を考える
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２面 に 続 く

ヒバクシャ署名ありがとうございます。
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原爆「黒い雨」訴訟

（その２）
第３回会合で基本理念をほぼ決定した基本懇は、第６回会合にお
いて「科学的・合理的な根拠」のない地域拡大を阻止し「便乗者」を
排除するとの新たな目標を設定しました。その背後の共通認識を作
ったのは、御園生委員の「原爆手帳保持者37万人のほとんどが被爆
者とはいえない」という見解でした。この驚くべき主張は、直接放射
線（初期放射線）による外部被爆のみが健康障害をもたらし、直接放
射線が届かないとされる爆心地より２km以上離れた場所にいた人
や入市者は、放射線由来の疾病とは「科学的」に無縁であるとの考
えでした。そして放射線についてほとんど知識を持たない多くの委
員がこの見解を受け入れたと思われます。
しかし茅座長は、直接放射線量だけでは、健康被害を判断できな
いと考えていました。物理学者である彼は、第五福竜丸事件から放
射性降下物の健康被害について他の委員にも話しており、残留放射
能の測定結果を「便乗者」を排除する科学的「歯止め」とすることを
考えていました。しかし第７回会合において、原爆の残留放射能は、
後の核実験の放射性降下物との区別がつかないことなどから「歯
止め」としての科学的根拠にはならないことが明らかになり、その可
能性も消えました。そして第８回会合で、被爆医療の専門家である飯
島宗一名古屋大学医学部教授と西森一正長崎大学医学部教授の話
から、御園生委員が主張する直接放射線量も「便乗者」を排除する
科学的根拠にならないことが明らかになります。飯島教授は、現在
の科学では被爆の身体影響についてほとんど解明されておらず、何

広島市立大学 国際学部

■ 被爆者と「便乗者」を分ける科学的根拠

手帳だけ欲しくて裁判をしている
のではありません。「黒い雨」被
爆の事実を国は調査すべきです。

http://blackrain1.jimdo.com/

森園カズ子さん （写真中央）

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

報 告
これまで多くの「黒い雨」被爆者が、「科学的・合理的な根拠」
が不十分として手帳の交付を拒否されてきました。前回は、この
政府の主張の根拠とされる1980年の原爆被爆者対策基本問題
懇談会（以下、基本懇）の速記録を検討し、①政府の要望を前提
条件とし、放射線による健康障害のみを「特別の犠牲」として補
償対象とする基本理念が決定されたこと、②行政区画による地
域指定と、政治的圧力による地域拡大というそれまでの援護策
を非科学的と基本懇が評価したことを指摘しました。以下では、
その基本理念の中核となる「特別の犠牲」を科学的に限定でき
ないことを理解した委員たちが、なんら具体性のないまま「科学
的・合理的な根拠」という言葉を、基本懇答申のなかに盛り込む
ことになった経緯を考えます。

第 回口頭弁論期日後の報告集会にて
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「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

真実を広く知らせていくこと…、
それが核廃絶に通じる道

体験
インタビュー

た ん ぼ

炭焼きや山の木の切り出し…、田圃
はげ
はなく禿山で囲まれた集落の生活は細
々としていました。
せん
教室で朝礼の最中、突然の強烈な閃
光。数秒後に大きな爆音がし、外の草
がダーッと一斉になびき、校舎の外に
飛び出しました。山の上にきのこ雲が
現れ、辺りは暗くなり、焼け焦げた新
聞紙や大きな燃えさしの塊が禿げ山に
落 ち て く る の が はっ き り と 見 え まし
た。爆弾が落とされたんだと思いまし
た。
帰宅することになった私たちは、松
根油小屋に立ち寄り大橋をまわって石
が谷へ入り、目につく落下物を探しな
がら、土砂降りの中を走りました。
家族みんなが下痢をし、近くの医者
せん
が言うアリジゴクのウジを煎じて下剤
として飲みました。母親は寝込み、２
歳の妹は高熱で一時は死ぬのではない
かと心配しました。
私は、下痢や発熱、貧血で度々目ま
いがしました。また、皮膚に紫斑が出
たり、髪の毛が抜けたり、歯茎から出
血がありました。谷合から竹で水を引
き生活用水にし、庭にできた野菜を注
意も払わず食べ続けたせいか、貧血や
鼻血は高校生になっても続きました。
８年前胃がんと診断されましたが、
自分で治すと言って治療しませんでし
た。今はそれらしきものはなくなって
います。去年は腎臓がんで一方を切除
しました。昨年 月に急に腰が痛くな
り 歩 行 困 難 に な りま し た 。 脊 柱 管の
きよ うさく
狭窄した部分を手術しました。一時は
農業をやめようと思っていましたが、
５反の田圃とナスビを植えて頑張って
います。湯来温泉の農産物販売所で広
めたいと思い、トンネルハウスでは谷
から水を引いて葉ワサビを栽培してい
ます。次々と病気が襲ってくるのです
当時 亀山村国民学校４年生
爆心地から北１６Ｋｍ

が放射線による健康障害かは「機械的断定を超える部分がある」の
で現状の制度を「再検討」すべきであり、被爆と関係ないとされる症
状も、関係ないとは言い切れないと説明したのです。
こうして「便乗者」を科学的根拠に基づき排除することがいかに
困難かを委員達は理解しました。それは厄介なことに、基本理念の
中核となる「特別の犠牲」が科学的に限定できないことをも意味し
ていたのです。

第９回会合で、困っている委員たちに厚生省の木戸氏が助け舟を
出します。「私どもも、そういう、いわゆる科学的根拠以外のことで
具体的な結論を出していただこうなどとは思っていないわけです。
そこは科学的根拠で出せとおっしゃっていただければ、そこは、ひと
つのあれだと思います。何か基本的なことについて、ご意見を承り
たいということで大臣が参ったというふうにご理解ただきたいと
思います」。つまり具体的なことはなにも言わなくてよいので「科学
的根拠」という言葉を入れてくれということです。委員らがその時
確信を持てたのは、おそらく現行制度の非科学性くらいであり、被曝
地域拡大を科学的根拠のある場合に限定することへの異論は誰か
らも出ていません。しかし具体的な科学的根拠がない以上、それは
地域拡大を不可能とする完璧な「歯止め」となったのです。

「よそに出て、
黒い雨のことは絶対に言うな」と、母 …

■ 厚生官僚からの助け舟

が 歳で胃がん、３年後に腸へ転移し
歳で 亡 く な り ま し た 。生 前 母 は、
『黒い雨の線引き』に怒り「何とかな
らんのか、どこへ行ったらいいのか」
と嘆いていましたが、一方で子や孫の
結婚や就職差別を恐れ「よそに出て、
黒い雨のことは絶対に言うな」と言っ
ていました。地域全体が同じ雰囲気で
した。
当時一緒に暮らしていた２歳上の兄
は 歳のとき急性肺炎で亡くなりまし
た。横穴に避難した妹は 歳の時肺炎
で死亡、弟は 年前胃がんの手術をし
ました。私は、大きな病気はしていま
せんが病院通いは絶えません。医療費
だ けで も タ ダ に し て ほ しい と 思 いま
す。
黒い雨地域が１本の線で分けられる
なんてどうしても納得できません。多
くの人がおかしいと思いながら、何も
言わないで亡くなりました。この裁判
でみんなが納得できるよう結論を出し
ていただくことを切にお願いします。

原爆が落とされ、黒い雨や灰などの放射性
降下物が落ちてきました。国は一部を「黒い
雨指定地域」にして他は放置したままです。
内部被曝で多くの人が亡くなり、今も苦しん
でいます。原発の被害者とも共通します。証
言者５６人と研究者３人の論文を掲載。

「黒い雨」被爆者の認定を阻む
「科学的・合理的な根拠」を考える
あの日、学校が休みで、５歳の妹と
生後９カ月の弟の子守りをしていまし
た。両親は、田の草取りをしていまし
た。突然ドーンという大きな音がして
南の空を見ると、亀山の上に黒や赤茶
色に染まった雲が渦を巻きながら昇っ
ていきました。細長い物体の付いた落
下傘が落ちて来るのが見えました。急
いで帰ってきた母に、近くの山に掘っ
た横穴へ避難するよう言われ妹と弟を
連れて入りました。仏壇の阿弥陀如来
像の絵を握りしめて入ってきた母は、
しばらくして再び草取りに出て行きま
した。昼すぎに横穴を出ました。あた
りには灰が降り積もっていて、しばら
くすると黒い雨が夕立のように激しく
降ってきました。
当時のことをふり返って母は、「乳
飲み子がいるので帰りたいと言うと、
一緒に田の草取りをしていた夫と夫婦
げんかになった。黒い雨がひどく降り
全身ずぶ濡れになった」とよく話して
かつぷく
いました。恰幅のいい元気な母でした

広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会 発行
Ａ５判１５１頁 ６００円

基本懇はしかしながら、被爆者認定を今後一切するべきではない
と考えていたわけではありませんでした。茅座長は指定地域外の被
爆者について認識し、指定地域外でも「原爆症と認められて、そして
手当を受けられすれば問題ない」と述べています。そうした指定地
域外の被爆者に対して西森長崎大学教授は「原爆手帳の交付は、市
あるいは県がやりますが、ここで十分調査をして、やるべきものは
やるのが原則」と述べています。そして基本懇は「『必要の原則』に
従って、適切妥当な救済処置を講ず」ることを答申しました。こうし
た議論を素直に読めば、既存の非科学的、不合理的な指定地域にと
らわれることなく、最新の科学的知識により、一人一人の訴えから必
要性を個別に判断し救済するという、至極まっとうな結論に達する
ように思えます。

「黒い雨」―内部被曝の告発―

■ 指定地域外でも
「必要の原則」に基づいて

書 籍 紹 介

当時 上水内村国民学校
菅沢分校１年生
爆心地から２０Ｋｍ

が、まだ死ねないと頑張っています。
広島市は、被爆認定地域の６倍の降
雨図と調査書を作り国に働きかけてく
れました。今こそ国と原告の間をとり
もって和解に立ち上がるときです。そ
のためにも担当課との話し合いが急が
れます。
裁判の鍵は裁判長一人にあるようで
すが、原告のことを知ってもらうため
に現地に来て原告と話し合ってほしい
と思います。
原爆に合うとこんな病気を背負うの
だと、真実を広く知らせていくことが
我々の大きな責務だと思います。その
ことが核廃絶にも通じる道だと思いま
す。

平本 穣さん（８１歳）

１面 よ り 続 く

高野正明さん（８０歳）

