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原爆被害の真実に
目を背ける国は許されない

日本原水爆被害者
団体協議会

１９８０年 月、原爆被害に対する国家補償
を要求する日本被団協とその支援者の運動の盛
り上がりと、孫振斗裁判の最高裁判決の
「原爆
医療法には国家補償的配慮がある」
という判示
に狼狽した政府は
「原爆被爆者対策基本問題懇
談会」
（
基本懇）
を発足させて意見を提出させ、
戦争による市民の生命・
身体・
財産などの被害は
等しく
「受忍」
すべきで、国の戦争責任を認めた
国家補償は行わないことを明示しました。
原爆被害に対する受忍を強いる政府は一貫し
て被害は軽いもの、狭く小さいものとして被害の
真実に目を向けようとしません。一方で、科学
的・合理的根拠を持ちだして、誤った科学的判
断を振り回して被害がなかったように主張し、合
理性を振り回して統計的平均値を絶対化する
誤りを犯し真実を隠そうとします。
日本被団協は原爆症認定集団訴訟運動の中
で、科学的・
合理的根拠の一面性を厳しく追及
し、被害の真実に根ざした認定の判断をもとめ
ました。その結果、最初の判決を示した大阪地
裁は
「科学的・
合理的根拠」
は判断の助けになる
が、それが絶対的と考えるのは誤りであるとし
て、原告や弁護団の証言に耳を傾け、その人の
生き様と被爆との関係から被害の真実を見てと
り、政府の認定却下処分を取り消しました。
この司法（
裁判官）
の判断はその後の判決にも
維持され、裁判の連勝をもたらし、原爆症認定
基準の大幅な改善をかちとりました。司法にと
って、孫振斗裁判の最高裁の判断に依拠し、
「高
度な蓋然性があればよい」
とする松谷英子原爆
症認定訴訟での最高裁判所の判示が後盾になっ
たに違いありません。
原告の証言をとおして、被爆の真実を認める
という人間の立場に立つ司法の認識と、科学的・
合理的根拠として統計の平均値にこだわる行政
の判断との乖離はまだ埋められているとは言え
ません。原爆の被爆に対して国は一貫して受忍
政策をとり続けているからです。
黒い雨、黒くない雨もあっていい、降雨の放射能
の人間に与える影響にたいして、人間の立場に立
った司法の判断をかちとることを切に願ってやみ
ません。
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報告集会には、 人が参加。地元で説明会を開いた
松本正行さん（ ）
は、
「川を隔てて向うは手帳がもら
えて私達はもらえない理由を説明すると、
『調査をろ
くにしないで決めるなんて』
と
説明会出席者 人全員が原
告になった」
と報告しました。

報告集会直後に
「黒い雨訴
訟を支援する会」
の第３回総
会を開きました。報告集会
参加者がそのまま出席しま
した。総会は、高野会長の挨
拶で始まり、高東事務局長
の経過報告と活動方針提案
に続いて会計報告・
監査報告
が行われました。全議案を承
認したあと新年度の役員を
選任して終了しました。
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たという ことはできない」などとし
て、正面から反論せずに、従前から
の被告 らの主張 を繰 り返すのみで
す。被告らの反論を踏まえて、総論
主張についても、今後、さらに主張・
立証を追加したいと考えています。
加えて、去る９月４日午前 時、
新たに 人の
「黒い雨」
被爆者の皆様
が、広島地裁に追加提訴しました。
被爆時年齢は０歳から 歳で、被爆
場所は、安野村８人、加計町１人、
筒賀村２人、殿賀村１人、緑井村１
人です。この３次提訴を含め、原告
数は 人となりました。３次提訴に
ついても、次回 月 日午前 時
分からの第 回期日において、従前
の訴訟と併合して一緒に審理するこ
とになります。
「黒い雨」
訴訟を提起して、もうす
ぐ３年となります。いよいよ佳境に
入ってくると思いますので、引き続き
多くの皆様の傍聴をお願いします。

トーマス・ダンの「黒い雨」被爆者写真の前で語る若者たち

については、
「具体的に、いつ頃、ど
の地点で、どのような方法で調査が
されたのか等記載されておらず、現
時点でこれを検証することは著しく
困難であるから、その内容の信頼性
にも疑義がないとはいえない」
とか、
「宇田雨域の正確性自体にも疑義が
ある」
とか、さらには
「いわゆる
『黒い
雨』
が降った全域において、人体等へ
の影響がみられるような現象が生じ
ていたとまでは認められない」
などと
して、健康診断の特例という制度自
体を否定するような主張をしていま
す。また、矢ヶ﨑先生の意見書につい
ては、
「いわゆる
『黒い雨』
に放射性降
下物が含まれる場合の一般的な機
序について述べるもので、…
『黒い雨』
に必ず放射性降下物が含まれてい

原水禁大会 分科会

展開されました。
青年達は、核兵器廃絶
の必要性と緊急性を痛感
しながら、
「学園や職場で
黒い雨の問題を知らせてい
く責任がある」と暑い街へ
と帰って行きました。

11:00～進行協議 209号
11:30～弁
論 302号

第１４回口頭弁論

青年たちが
考える 発言する 発信する
８月５日、原水禁大会の
被爆者訪問分科会に今年
も 人の青 年達 が、佐伯
区福祉センターにやって来
ました。
最初に黒い雨訴訟を支
援する会事務局長の高東
征二さんが、外部被爆と
内 部 被 曝 、原 子雲 のでき
る過程や降雨図について説
明。続いて黒い雨訴訟の原
告団長高野正明さんと支
援する会の谷口百合子さ
んが被爆体験やそれに伴
う結婚差別について話しま
した。
グループディスカッション
では、外部 被爆と内部被
曝 の違 い、初 期 放 射 線 と
残留放射線の区別 など、
進行役の湯浅正恵先生 （広
が参加
島市立大学国際学部）
者に質問し活発な議論が

１０月１０日（水） 広島地方裁判所

原爆「黒い雨」訴訟

ドイツの写真家であるトーマス・ダンの写
真展「黒い雨被爆者ー黒い雨の子ども
たち」がハノーバー最大のマーケット教
会で、2018年８月１日から２週間にわたり
開催されました。オープニングでは日本
の反原発運動についての本を出版した
ばかりのアンドレアス・シングラー博士の
講演が行われ、８月６日の記念式典の一
部としてトーマス・ダンのアーティスト・ト
ーク、さらに最終日にはドイツ放射線防
護協会会長のセバスチャン・プフルーグ
バイル博士の講演が行われました。会場
に美しく配置された、芸術とフォトジャー
ナリズムの境界において表現する肖像
写真は、これまで知られることのなかっ
た「黒い雨」未認定被爆者の存在を、多
くの来場者、ならびに報道関係者に知ら
せ、この長期間にわたる問題の深刻さ
を訴えました。（写真＝右側がトーマス・ダン）

ドイツで
黒い雨の被爆者写真展開催

第 回期日・
３次提訴の報告

http://blackrain1.jimdo.com/

７月９日午後２時から第 回口頭
弁論が広島地裁３０２号法廷で行わ
れました。
今回は当時の八幡村、河内村、観
音村、加計町、安野村及び水内村の
宇佐・
久日市地区の原告の皆様の陳
述書等を、提出できる範囲で提出し
ました。次回期日までに、後で述べる
３次提訴の原告の皆様も含め、全原
告について、陳述書等の証拠に加え
主張書面を提出し、黒い雨被爆の実
相 を提 出 し切 りたいと考 えていま
す。
他方、被告らは、第 準備書面を
提出し、宇田論文の詳細な分析や
矢ヶ﨑先生の意見書に基づく原告
らの総論主張に対する反論書面を
提出しました。被告らは、宇田論文

原爆「黒い雨」訴訟を支援する会

Tel０８２－２９６－００４０（月～金10:00～17:00）
Fax０８２－５０３－２７５５
E-mail h-k-hidankyo@lime.ocn.ne.jp
広島市中区堺町1-2-9-203 広島県被団協
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被告、従前からの主張繰り返す
新たに１３人が追加提訴

訴訟を支援する会
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被団協付録第 ４７７号

「黒い雨」被爆者全員に手帳を！

私の身体には、
あの日刻まれた放射線の傷が…
みんな幸福に生きる権利があります

体験
インタビュー

痛くはないが、何日も鼻血
が止まらないので加計町立病
院で診てもらいました。広大
病 院 か ら 来 て お られ る 先生
は、見るなり、これは悪性の
がんだから急いで入院し放射
線治療を受けなさいと。息子
に 連 れ て 行 っ て もら い まし
た 。 検 査 だ け で １週 間 かか
り 、 そ の 間 、 鼻 血が 出 るの
で、チリシや綿の丸い詰め物
をしていました。朝起きると
枕カバーやシーツが赤く汚れ
心が痛みました。鼻以外に放
射線が当たらないような防具
が作られ、鼻の外部から照射
され痛くも何ともなかったの
ですが、朝起きると瞼がくっ
付き目が開きませんでした。
鼻は赤く変色しています。照
射し終えるには３週間はかか
るそうです。転移しないよう
に放射線照射してがん細胞を
殺していく、科学の進歩が私
を救ったと言えます。
あの８月６日、加計町穴阿
地区の丁川（ようろかわ）の
学校指定水泳場で６人は素っ
裸で泳いでいました。黒い雨
が激しく降り、頭も顔も体も
濡れてまっ黒になりました。
６人の内４人はがんで亡くな
りました。その中に、同級で
一緒に通学したり遊んだり仲
が良かった斉藤義臣さんがい
ました。山梨県富士吉田市に
働きにいって、 歳の時、鼻
血が止まらず出血多量で危篤
状態になりました。それ以前
にも、突然意識が無くなった

ました。 年後にやっと完治しま
した。 歳の時、前立腺肥大で安
佐市民病院で診てもらい、がんに
ならないように今も薬を飲み続け
ています。
６人の内、私は一番元気だと言
われますが、私の身体にはあの日
の放射線の傷が刻まれ、みんなと
同じように発現しています。私は
歳、十分に生きましたが、子ど
もや孫のことを考えると眠れなく
なります。みんな幸福に生きる権
利があります。核兵器を威嚇に使
ったりするのは許されることでは
ありません。核兵器廃絶こそ急が
れることです。

聴 き取 り

調書 作成

のため、安芸太田町坪野に出
向 きました。追加提訴を行 っ
た被爆者の皆様に会場に設定
した
《坪野ふれあいセンター》
に
足 を運 んでいただいたり家 庭
訪問するなどして、弁護士が
聴き取りを行いました。今回の
３次提訴についても、従前の訴
訟と併合して一緒に審理する
こととなります。

新たに 人の「黒い雨」被爆者が追加提訴

９月４日、新たに 人の
「黒い
雨」被爆者の皆様が広島地裁
に追加提訴（
第３次提訴）
しま
した。
８月 日に、提訴の調書作成

１）～10）の参考文献は、「黒い雨」訴訟を支援する会ＨＰに掲載

爆心地から
北北西２７Ｋｍで被曝

り、耳鳴りがする、歯が抜けるな
どの症状で苦しんでいました。富
士吉田市の開業医に診てもらった
時「あなたは、原爆に遭ったこと
はないか」と言われたそうです。
広 島 の 病 院 で 治療を 受け まし た
が、２０１２年５月 日突発性間
質性肺炎で死亡（ 歳）、よく電
話を掛け合っていたので自分の事
のように悲しかったし次は自分だ
と覚悟しました。
私は、 歳過ぎから身体全体が
「かゆく」なり仕事もできなくな
り、病院の薬も効きません。ドク
ダミ草を乾燥させ薬風呂にして茶
色の湯に入り、煎じても飲み続け

広島大学名誉教授

黒い雨の健康影響は
科学的方法に基づいて再検討すべき

慈

付近を通過したことが示唆されるものであり、雨
が降る直前にその辺りで行動していた人々の多く
が放射性粉塵を多量に吸引していたことも考えら
れる。“黒い雨”のリスクは、それに曝されたか
否かというよりは、それが降った地域で行動・生
活していたことによるものと解釈すべきではなか
ろうか。この観点に立てば、黒い雨に曝されてい
なくても、いわゆる死の灰といわれるような放射
性粉塵に強く曝された場合には、遠距離被爆者で
も健康障害が起こりうると考えられる。3)被爆地
が（爆心地から）遠距離であっても、近距離で被
爆した直接被曝者を救護した方々にも急性放射線
障害のような健康障害が発生していたとの手記も
残されており、放射性微粒子によ
る曝露が原因であることが示唆さ
れている。広島原爆の場合、爆弾
から射出された中性子を受けて放
射化4)を通じて生成された 28Alや
56
Mnを含んだ微粒子が，いわゆる
Hot particle効果5),6)を引き起こ
し，急性症状、染色体異常、発が
んなどの後障害の危険度を高くし
ていたことが考えられる。これら
のことを踏まえると、既述のABCC
・放射線影響研究所による黒い雨
の健康障害に関する調査や解析
は、的を射ていないものと言わざ
るをえない。
黒い雨への曝露の有無に関わら
ず放射性微粒子の体内摂取こそ
が、非初期放射線による放射性障
害の危険度を左右する本質的な要
因である。黒い雨が降らなかった
地域でも所によっては高密度の放
射性粉塵が“死の灰”として降っ
ていた可能性もある。なお、黒い
雨が降った地域に居た人は、大気
中からの放射性粉塵を吸引するこ
とがなくても、被爆直後に雨水を
飲んだ場合には腸を通じて放射性微粒子を摂取し
ていた可能性があり7)、その後、健康障害を起こ
していたことも考えられる。なお、微粒子吸引に
よる内部被曝に対しては遮蔽や回避が容易でな
く、その被曝線量の推計は極めて困難であり、既
存の線量評価システムを形式的に適用すると桁違
いに線量（率）を過小評価してしまうことを認識
しておかねばならない。一般に、内部被曝は低線
量被曝と思われているが、放射性微粒子の体内沈
着が絡んでいる場合には、局所的に超高線量被曝
の状態になっている。ただし、その生物学的影響
の詳細は現在未解明であり8)、動物実験による検
討が始められたばかりである。9),10)

放射性微粒子被曝による
健康障害が無視されている

大瀧

ABCC（後に、現放射線影響研究所に改組）は
1949年から1961年の間、爆発直後の黒い雨への曝
露に関する質問を含む調査を広島・長崎のLSSコ
ホート集団に属していて初期被爆線量が推定され
ていた直接被曝者（n=86,609）を対象に実施し、
黒い雨への曝露との関係について1950～2005年の
死亡率と1958～2005年のがん発生率解析を行っ
た。その結果は2014年に公表されている。1) 広
さら
島での雨に曝された11,661人の被験者（20％）、
長崎では同733人（2.6％）であったこと、雨に曝
されていない被験者と比較して雨にさらされた被
がん
験者の過剰な相対リスク（ERR）は、固形癌およ
び白血病の発生率については、どちらの都市でも
有意に上昇した降雨リスクは認め
られなかったと報じており、黒い
雨への曝露による有害な健康影響
を示さなかったと結論付けてい
る。
上述の調査と解析は、黒い雨の
健康影響評価について、その本質
に迫れているのか？私は強い疑念
を持っている。その理由は、初期
被爆線量が推定されている被爆者
が対象になっていることである。
爆心地から3km以内で被爆した人
に限定されている被爆者の中で、
「黒い雨に曝されたか否か」の違
いと、がん罹患や死亡危険度との
関係が論じられているのである。
元来、この集団では、殆どの人々
が放射性微粒子の曝露を受けてい
るはずであり、黒い雨に曝された
か否かは、曝露量を左右する程度
の重要な意味を持っていないので
はないか。 2) また、放射能を含
んだ雨に曝されたとしても、ある
程度以上の放射性微粒子が体内へ
の取り込みが起こらなければ、そ
の影響は脱毛を含む急性の皮膚表
面の障害を起こす程度で治まり、それが原因で長
期に亘るがんなどの後障害を引き起こすことに繋
がるとは考え難い。ただし、雨滴が目に入った場
合は白内障の原因になっていたかもしれない。
雨は、一般に大気中の埃を吸収し地上に落下さ
せ、大気を浄化することが知られている。その機
序を考慮すると、被爆直後の市内領域では、むし
ろ雨に曝された状況で行動していた場合の方が、
大気中に浮遊している粉塵の密度が低下し、放射
性粉塵の吸入の危険度はむしろ低くなっていたこ
とも想定できる。ただし、それは、いわゆる降雨
中や降雨直後に起こりうる状況であり、降雨直前
ではそのような現象は起こりえない。一方、黒い
雨が降った地域は、高密度の粉塵を含んだ大気が

斉藤義純さん（８５歳）

