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言では「破壊と死滅の方向に行くおそれのある原子力を決定的に人類の幸福

と繁栄との方向に向かわせるということこそが、私たちの生きる限りの唯一
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田中煕巳・日本被団協事務局長 きょうは

お招きいただきましてありがとうございます。 

まず、日本被団協のことを簡単にご説明して

おいたほうがいいかと思います。 

日本被団協といいますのは、66年前に広島と

長崎に住んでいて原爆に被爆したり、あるいは

救援で入ってきた人たちが、その後の政府の法

律ができたときに「被爆者健康手帳」というの

を交付されている。そういう人たちを、いま「被

爆者」と呼んでおりますが、その被爆者が、現

在、全国 47都道府県全部に住んでおりまして、

それぞれの県で会をつくっております。その会

が協議体等をつくっているのを「日本被団協」

と略称しております。 

ご承知だと思いますけれども、アメリカが原

爆を投下して後、実は、私たち被爆者は 12年間、

完全に政府から見放されておりました。ですか

ら、被爆者に対する健康対策が行われるように

なったのは、戦後 12年たってからでありました。

しかも、アメリカが 7年にわたる占領中に被害

の隠蔽政策を取ったため、その 12年間というの

は、国民の皆さんからも全然顧みられることが

なくて、そして、放射線の後遺症で、助かるべ

き多くの被爆者も亡くなっていったということ

でございます。 

もちろん、爆発したときの放射線の威力はも

のすごいものでありましたので、少なくとも

2km 以内にいた被爆者のかなりの人たちが年内

に亡くなります。8月から 12月の間にたくさん

亡くなるのです。広島の場合は、14万人、それ

から長崎の場合は 7万人の方が亡くなっている

わけであります。生き残った被爆者たちは、主

として残留放射線――放射性降下物が大部分で

すが――の影響を受けた人たちでもあるわけで

す。現在まで亡くなった人もたくさんおります

けれども、いま 20万人余りおりまして、その被

爆者が協議体をつくっているというのが日本被

団協でございます。 

 

政府は原爆被害を非常に過少に評価する 

 

政府は、原爆の被害を非常に過小に評価する。

しかも放射性降下物の影響はほとんどないとい

うのが、いままでの政策であります。現在もそ

ういう政策をとっております。ですから、救援

に入った人だとか、あるいは 2km以遠にいて被

爆した人たちの病気については、原爆とは関係

ないという言い方を一貫してとり続けておりま

す。 

そのために、裁判を起こしまして、集団的な

裁判を起こしまして、ほぼ 10年間かかったので

す。そこで、司法のほうからは、政府から原爆

症を認められなかった多くの人たちに対しても、

認めるべきだという判決をいただいております

けれども、依然として政府の方針は変わってお

りませんので、長い間たたかってきたというこ

とでございます。これからも政府と、いま検討

会を立ち上げていますので、そこでも協議をし

ながら、私たちに対する対策をきちんとしてほ

しいというふうに考えております。そういう立

場から、今度の津波と、それから福島の第一原

発の事故というのを、どうしても重ね合わせて

みざるを得なかったということでございます。 

 

福島の被曝者は同じ苦しみを負う 

 

被爆者が直接、映像をみて、津波で流されて

街全体が壊滅してしまった状態、それを広島、

長崎の壊滅したまちと重ね合わせて、そういう

被害に遭った人たちに、深い同情の念を持った

わけです。しかし、その後で、福島の原発が大

変な事故を起こしているということがわかりま

した。そして、多くの人たちは福島県民だけで

なくて、東日本圏、特に関東一円の人たちも、

放射性降下物によって被曝したという事実がわ

かって、自分たちと同じ苦しみをこれから負う

ことになるんだということで、深い同情の念を

抱きました。そして、なぜそういうことが起こ

ったのかということを考えてみると、原爆後の

被爆者に対する対策と共通する国の政策があり、

放射線の影響は大したことないんだという方針

を一貫してとってきておるところにあるわけで

す。それが原発政策を推進させて、いまや 54

基の原子力発電所を設置している。しかも、日
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本は地震国でありますから、大変危険な地盤の

上に立っている国であるにもかかわらず、そう

いうのを無視してつくっている。 

そういうことから考えて、被爆者は、もう少

し原発の被害者のことに心を寄せて、そして原

発そのものをもう一回ちゃんと考え直さないと

いけないのではないかということを議論して、

今度の方針で明らかにしたところでございます。 

 

被爆者は核エネルギーの被害を受けただ

けに、それが逆に幸せにつながってほしいと

願った 

 

これまで日本被団協は必ずしも原発に反対

はしてこなかったのです。むしろ、結成したの

が 55年前でありますけれども、結成したときの

宣言というのがありますが、お配りしていると

ころに書いてあります「宣言」ですけれども、

この中では、自分たちが原子力によって大変な

被害を受けたということ、その上に立って、 

「破壊と死滅の方向に行くおそれのある原

子力を、決定的に人類の幸福と繁栄との方向に

向かわせるということこそが私たちの生きる限

りの唯一の願いです」 

というのを、会を結成したときに高らかに宣

言したということになっております。 

その当時は、一方では、ご承知の正力さんと

か、中曽根さんたちが中心になって、日本の原

発をこれから推進していこうという動きもあっ

たということを、最近、特に詳しく勉強したの

ですけれども、当時は、一方では、人類が解放

した核のエネルギーを人間の幸福に使えないか、

福祉のために使えないかという期待が出ており

ました。被爆者も、そういう意味では放射線の

被害を受けただけに、核エネルギーの被害を受

けただけに、それが逆に幸せにつながっていっ

てほしいという願いと期待を持っていたのは否

定できないわけであります。 

ですから、これは日本の政策でもあったと思

いますし、アメリカの政策でもあったというふ

うに最近、報道されておりますけれども、ビキ

ニの被災の直後に、被爆地の広島で原子力平和

利用の博覧会を開いたということがあります。

それに対して、広島の市民たちは、反発を抱い

た者もあったと思うんですけれども、大部分の

人がそれを見に行って期待をしたということが

報道されております。だから、ある意味ではい

ま考えると、政府は私たちをだましてしまった

んだ、そこで大きな誤りをしてしまったんだと

いうふうに思うのですけれども、そういう期待

が国民の中にもあったし、被爆者の中にもあっ

たということは否めない事実でございます。 

しかし、その後時間がたつにつれて、原発が

どんどんできていくわけですけれども、事故を

起こします。事故を起こしますと、放射線の漏

れが出てくるということから、被爆者は、漏れ

てきた放射線の被害を受けることについての危

惧を抱くようになってまいります。ですから、

そういう中から、原子力の平和利用というのは

あり得ないのではないかという気持ちを持った

被爆者も出てまいりますし、地方で起こってく

る原発反対の運動にも参加していく被団協の役

員たちもいましたけれども、だからといって、

全国の被爆者の会の集まりであります日本被団

協が、原発は要らない、反原発とか、脱原発と

いうのを大きな方針に掲げてやるということは

ちゅうちょせざるを得ないというところはあり

ました。やはり多くの被爆者たちはまだ期待を

持っているということでありました。 

 

反原発を大きな方針に掲げるのはちゅう

ちょせざるを得なかった 

 

それからもう一つは、私たちのやらなくては

いけないことというのは、結成のときから、「被

爆者を再びつくらせてはいけない」という合言

葉を掲げて、核兵器を速やかになくすこと、と

いうこと。ですから、核兵器をなくすために被

爆者は全力を尽くそうではないかということを

運動の柱にしておりました。 

それからもう一つは 12 年間放置されたわけ

ですけれども、原爆の被害に対して、これはも

う命、体、心、すべての被害について、日本の

国の責任として、ですから「国家補償」という
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言葉を使っておりますが、国の責任において万

全の補償対策を行うこと、という２つの運動方

針を掲げておりました。特に核兵器は、核軍拡

競争の中で、どんどん世界じゅうにふえてまい

りましたので、それを何とかしないといけない

ということで、国内の世論を高めるだけでなく

て、できる限り世界じゅうに出ていって、国際

的にも呼びかけるという運動をしてまいりまし

た。 

そういう運動の中で、原子力発電に反対する

という運動は、それ自体がまた大きな運動でも

ありましたので、力を分散してしまうというこ

とにならないようにという思いもありました。

ですから、それに全力投球するというようなこ

とはできなかったということであります。 

 

原子力産業で働く被爆者は原発反対に抵

抗した 

 

それともう一つは、原子力の平和利用に期待

を持っていた被爆者もいたわけですけれども、

同時に、だんだん拡大していきます原子力産業

の中で仕事をする被爆者も結構ふえていったわ

けです。その人たちは生活の糧をそこで得るこ

とになっておりますし、甘い期待も多少ありま

すから、そのことに反対するということについ

ては抵抗していました。ですから、日本被団協

の中で、原発の反対をいうべきではないかとい

う問題が提起されたときには、その人たちは、

それには反対するということでありました。 

そういうことでありますので、少なくとも原

子力発電についての運動を一本の要求として取

り組むということができないというのが組織の

あり方でありましたので、これまでははっきり

とした「脱原発」ということは掲げてこなかっ

たというのが事実でございます。 

ただ、原子力産業で働いているという被爆者

たちはもうほとんどいないわけです。平均年齢

が 77歳、一番若いので被爆者はもう 66歳にな

っているわけですから、そういう現場で働く人

たちはもうほとんどいなくなっている。だから、

かつて発電所で働いたり、電力で働いたりした

人たちも退職をしているという状況で、今度の

福島の原発の事故をみて、そして被爆者になっ

た人たちの苦しみは、自分も苦しんでいたわけ

ですから、それと重ね合わせて、やっぱり原発

は日本に置くべきではないということで、考え

方が一致できるということなりましたので、今

度の総会ではかなりはっきりした、原発をなく

していくという形の方針にしたわけであります。 

 

「自主・民主・公開」の原則を守れと言い

続けた 

 

お配りしましたのは、毎年運動方針というの

を掲げますので、その運動方針でどういうふう

にいってきたかということを、皆さんの参考に

配ったものです。例えば、1974年には原子力船

の「むつ」で放射線が漏れますね。航海に出た

途端に放射線が漏れたのですけれども、その年

に開きました総会では、ちょっと長いんですけ

れども、 

「資源エネルギー不足に当面して、他方に高

い科学技術水準を保持する我が国で、現在、核

エネルギーの平和利用を進行しつつあります。

被爆者として感情的にも抵抗を持ちながらも、

理性の上から、もし核エネルギーが真に人類の

福祉に役立つならば、それを拒むものではあり

ません。しかし、日本の現状において、被爆者

を放置し、放射能による汚染を故意に軽視し、

そのために新しい被爆者をつくり、アメリカの

核兵器配備を容認する態度を政府がとり続ける

限り、核エネルギーが人類絶滅に使われた、そ

の最初の犠牲者である被爆者は、核エネルギー

の開発に戦慄を覚えるものであります。核兵器

開発はもろ刃の剣です。そしてその兵器として

の一面は即座につぶさなければなりません。資

源の不足の中で人類が滅亡するよりも、あり余

る核兵器の中で人類が滅亡する危険性はより高

いからであります。同時に、平和利用といえど

も、自主・民主・公開の原則はかたく守られ、

放射能汚染に対して万全の処置が講じられなけ

ればなりません」といっております。 

この姿勢がずっと一貫して続くわけであり
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ますけれども、特に、原子力基本法の中に書か

れてあります「自主・民主・公開」というのは、

非常に大事な原則でありますので、一貫してそ

のことを私たちはいってきております。 

残念ながら、原子力発電所は、日本は企業が

運営するということになりましたし、今度の福

島の第一原発もそうですけれども、アメリカの

でき上がりの原子炉を持ってきて設置したとい

うことがありますので、自主的ではなかった、

最初から自主的ではあり得なかったのです。し

かも企業でありましたので、公開するというこ

とはほとんど困難に近いという状況でありまし

た。それがさまざまな事故隠しなどにつながっ

ていくんだというふうに思うのですけれども、

最初から困難ではあったのです。けれども、日

本としても原子力基本法をつくって、それに基

づいて平和利用をやっていくんだということで

ありますから、それを厳守しろといい続けると

いうことを、早い段階からいってきたわけでご

ざいます。 

その後、いろいろ事故が起こります。細かい

事故は日本の原子力発電所でも起こるのですけ

れども、特に大きな事故では、アメリカのスリ

ーマイル島の事故がありました。それから、当

時のソ連、いまロシアですけれども、チェルノ

ブイリの大きな事故がございました。そういう

大きな事故があるときに、また特別の方針を掲

げるということをやってまいりました。 

その中で、一貫して原子力を軍事利用しては

いけない、これは核兵器に使ってはいけないと

いうことを当然のことなのですが、それは叫び

続けてきたというわけでございます。 

 

中越沖地震で自然エネルギーへの転換を

求めた 

 

ずっと時間がたちまして、2007年に中越地震

がありました。これも東電ですが、東電の柏崎

刈羽原発の事故が起こりました。これは大変危

険な状態にありましたので、このときには、特

別に要請書をつくりまして、当時の経産大臣で

ありました甘利大臣に対して要請を出しました。

そこでは、はっきりとエネルギーの原子力依存

をやめて、風力、水力、太陽熱、火力など、よ

り安全なエネルギー供給への転換を求めるとい

うことをはっきりと要求してきたわけです。 

私どもの方針では、明らかに「脱原発」とい

う言い方はしてないのですけれども、要するに、

エネルギー政策を転換して、安全で環境に優し

いエネルギー政策にしろ、というのをいってき

たわけであります。その後で、ことしの福島の

事故がありましたので、これはもっとはっきり

と原発をなくしていかなくてはいけないという

ことを掲げようということになりました。 

 

福島の事故があったので、はっきりと原発

をなくすことを掲げた 

 

ですから、ことしの総会の議論で提案に対し

て、もう少し踏み込んで表現をしたほうがよろ

しいという意見もあって、その後の代表理事会

で最終的に方針書を確定するんですけれども、

そのときにも、反対するべきでない、という意

見はほとんど出ておりません。ただ、共同通信

でしたでしょうか、総会の前にアンケートをと

っていらっしゃるのがあるのですが、それによ

りますと、70％ぐらいがエネルギーは原発に頼

るべきでないということで、まだ 20％の人たち

はあいまいな人たちがいます。 

この調査は、実は、いろんなアンケート調査

を各社がこれまでもやっていらっしゃるのです

けれども、その一社が名前を把握している被爆

者に対してアンケート用紙を発送して調査した

ものですが、特に 3.11以後でしたので原発に関

するアンケートをとったというのがそういう結

果でございます。特にそのうちの 40％が、今度

の 3.11の福島の原発の事故を知って、もう原発

に頼るべきでないというふうに考え方を変えた

といっておりますので、まだまだそこまでは期

待を持っていた人たちがいたんだというふうに

思えるわけであります。 

先ほども申しましたように、日本の核政策と

いうのがございますね。これは原発と直接関係

はしないようでいて、関係しているのです。私
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たちは、世界の核兵器を廃絶すべきであるとい

うことでいろんな運動をしてきておりますけれ

ども、残念ながら、日本の核政策は、実は、核

兵器の存在を容認する政策であります。なぜ容

認するかというと、いま国際的な、特に核保有

国 5カ国の政策としては、核抑止力、核を持っ

て敵の攻撃を抑止するという考え方ですけれど

も、核抑止論に立っております。ですから、核

兵器は必要であるという考え方です。 

 

核抑止力と核兵器は必要という日本の政

策は原発と関係している 

 

その考え方に日本も加担をしているわけで

す。アメリカの核兵器で守ってもらう、核抑止

力は必要である、核兵器は必要である。そのア

メリカの核兵器で日本の安全を保つ、というの

が日本の政策であります。この政策は、外国か

らみると、核兵器を持っているのと同じだとい

うふうにいわれます。それはそのとおりだと思

います。核保有国と同じである、というふうな

言い方をしてきました。 

ですから、私たちが、本当に核兵器をなくす

ためには、日本の核政策を変えさせるというこ

とをしないといけない。そういう世論を本当に

日本の国内で大きくしなくてはいけない、とい

うふうに考えているのです。 

アメリカからみると、その原発問題も、アメ

リカの核政策の一環としてあるのではないかと

いうふうに思うのです。特に、初期の段階は、

核兵器に使ったウランがあるわけですけれども、

日本は幸いといいましょうか、憲法 9条で、平

和憲法を持ちました。ですから、武装しない―

―いま武装しておりますけれども――少なくと

も核兵器を持つということは絶対あり得ない国

でありましたから、ウランの燃料を供給する最

も安心な国、しかも技術的にはすぐれているか

ら、ウランを供給して、それを大いに使っても

らう。いわば買い手として日本をみていった。

その考え方がずっといまもアメリカにあるとい

うふうに考えます。 

 

科学者、技術者は持っているものを生かす

と考えた 

 

確かに日本は、技術力は進んでおりましたの

で、一定の原子炉をつくっていくということは

できましたけれども、いまや、40年たってきた

わけですね。で、日本自身は、核燃料を再生し

て、プルトニウムをつくって、それを使おうと

いうことまで考えてきているわけです。 

ここからは、多少、話はそれるかもしれませ

んが、実は私も工学系の研究を長い間やってま

いりました。材料工学の研究をやってまいりま

した。ちょうど大学を出たころが原子力の産業

が出てくるころでありました。ですから、当然

のことながら、原子炉に使う材料の研究も若干

やりました。そのときに大変危険なことだとい

うことで、研究を放棄するという研究者もおり

ました。私は若干手を染めたということがござ

いますけれども、科学者、技術者からすると、

やっぱり自分たちが持っているものは生かせる

んだ。日本は技術力は高いんだというふうに考

えている技術者、科学者は非常に多かったので

す。ですから、むしろ進んでかかわっていった

人たちが多かったというふうに思えるのです。 

しかし、それからずっとみておりますと、や

っぱり原子力の技術というのは大変複雑で、高

度な技術だと思います。それだけに一般の国民

に、その中身をきちんと説明することも難しい

ということもあります。それと同時に、できた

ものを維持していくということになりますと、

つくっていく段階の技術的な考え方と違う、あ

る種、マニュアルができたらそれに依存して仕

事をしていく、これは技術者もそうだというと

ころがあるのですね。 

そういうことから考えると、今度の福島の事

故は、ある種、技術者に責任だけ負わせること

はできないのですけれども、慢心、おごりみた

いなものがどこかにあったのではないかと、同

じ――同業者というのは変ですが――そういう

ものに携わった人間として思わないではない。

もちろん危険を唱えた科学者や技術者もいたの

ですけれども、会社の中で危険を唱えた技術者
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たちは、それが受け入れられなくて、会社から

出ていって反対の運動に携わったという人たち

が、いまたくさん出てきております。科学者も

反対の意見が通らないということがあったとい

うことは、最近、明らかになってきているわけ

です。 

ですから、それはもう科学者、技術者の責任

だけでなくて、利益を上げなくてはいけない企

業の論理と、それから原発政策を推進しなくて

はいけないという国の政策とが、そういう科学

者、技術者の良心を押しつぶしてしまうという

状況が生まれてきていたのではないか、という

ふうに思うのです。 

そういうことを考えますと、一般の国民のみ

なさんが、本当に、どんなに危険かということ

は、わからなかったわけでありますから、いま

まで、原発の存在を容認してきた国民のみなさ

んを責めるわけにはいかないんですけれども、

今度の事故で、いかに原発が大きな事故を起こ

したら大変なことになるかということを国民も

知ってきたわけです。まだ十分にわかっている

というふうに私には思えないところがあるので

すが、知ってきたわけですから、これからはや

っぱり世論もきちんと高めてといいましょうか、

国民自身が十分に理解できるだけの努力をして、

理解しながら、原発に頼らないエネルギーをこ

れから獲得していくという努力をしなければい

けないのではないか、と思ったりしております。 

 

核エネルギーは人類が制御できない。 

「神のわざ」の領域ではないか 

 

そういう意味では、核エネルギーは、まだ人

類が制御できないものではないかと私は思って

おります。まだ「神のわざ」の領域ではないか

というふうに思うのです。それに人間が手を突

っ込んでしまった。一つは、解放できたという

慢心があって、残念ながら、最初に核兵器、原

爆に使ったという不幸がありましたし、それを

平和的にというふうに考えてきたのですけれど

も、やっぱり核エネルギーの制御技術を、いま

だ人類は手に入れていないというのが、私のい

ま、信念に近いことです。 

ですから、そこからエネルギーを得るという

考え方は、もう捨てるべきである。これから何

十年か何百年かたって、人類の科学技術が進歩

したらまた別かもしれませんけれども、少なく

ともいまの技術では不可能と私は思います。特

に、日本のいままでの核政策、それから企業の

論理等々考えると、少なくとも日本では絶対に

原子力に頼るべきでないというふうに考えます。 

ただ、即座になくしてしまうというのは大変

難しいことでありますので、私ども日本被団協

の方針の中では、まず点検をして、安全を保ち

ながら――耐用年数がたってしまっているのも

あるんですね。大体 30年というふうに最初は考

えていたのを、もう 40年使ってきて、まだ使え

るかもしれないと思ったのが、実は福島であっ

たわけです。ですから、あれは津波が原因では

なくて、やっぱり地震で大きな被害を受けてい

たというふうに考えております。 

そういうことから考えますと、耐用年数を経

ているものはどんどん廃炉にしていくべきでは

ないかというふうに思いますし、点検をしなが

ら、最終的には、さっきも申しましたが、操業

を停止して、そして廃炉にしていくということ

をやるべきである、というふうに方針として決

めました。国に対しても、それから電力会社に

対しても、被爆者としての要請であるというこ

とを強くいっていきたいというふうに思ってい

るところであります。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会 日本記者クラブ企画委員 井田由

美 （日本テレビ 報道局解説委員（兼）キ

ャスター担当部長） いま、あまり異論がなく、

ことしの方針決定、新たな方針採用に至ったと

いうお話でしたけれども、具体的にはどのよう

なやりとりといいますか、話し合いがおありだ

ったのか、そのあたりをもう少し詳しくお話し

いただけますでしょうか。 

田中 具体的に、「反対」という言葉はほと

んど出ませんね。ですから、もうはっきりと年
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限を切って、こういうふうにして廃炉にすべき

であるというふうにいったほうがいいんじゃな

いかというような、むしろ積極的な意見のほう

が多かったように思います。 

ただ、総会には福島の代表がおりますので、

福島の代表としては、被爆者で原発関連で働い

ている人が数人いる、その人たちにとってみれ

ば生活の場がなくなっていくことでもあるし、

いまも従事している人もいるかもしれないし、

避難している人もいるけれども、その人たちの

ことを考えざるを得ない。反対ではないけれど

も、その人たちの生活も考えなくてはいけない

という大変苦しい立場にあります、という発言

等々ありました。 

基本的には、ですから、被爆者が長い間苦し

んできた――いまも苦しんでいるわけですね―

―放射線の影響がどういうふうに出てくるかと

いうのは、実はいまもわからないわけですから、

60年生きてきた被爆者でもなおかつ、これから

放射線の影響で病気になるんじゃないか、とい

う不安を抱き続けていますので。ですから、原

発が事故を起こして、放射能を浴びることにな

れば、新たにそういう苦しみを負う人が出ると

いうことへの思いのほうが強かったかと思いま

す。 

 

人間の成したわざで新たな放射能を浴び

ることは絶対やってはいけないのに、原発で

起こってしまった 

 

司会 ことしよりも数年前の柏崎刈羽の事

故が一つの転換のきっかけになっているように

伺いましたけれども、ことしの 3月 11日以前と

以後で何か決定的に変化したものというのは、

おありなんでしょうか。 

田中 決定的に変わったのは、多くの住民が

被曝者になったということですね。放射線を浴

びる量の大小はあるかもしれません。それはも

う、原爆の被爆者にも大小はありますから、あ

るんですけれども、とにかく少なくとも被曝者

になったということですね。 

いろんな、大したことないという人たちの中

には、自然放射能もあるんだということで、確

かにそれはそのとおりであるんですけれども、

自然放射能のほかに、人間の成したわざで新た

な放射能を浴びることになるというのは、絶対

やってはいけないことだというふうに思うんで

すね。被爆者はそれをやられたわけですから、

それはもう絶対にそういうことが起こらないよ

うにというふうに。核兵器で起こらないように

と思ってきたんですけれども、原発でも起こっ

たのであれば、それはもう原発による被曝者も

なくすべきだ、という強い思いが出てきたとい

うふうに思います。 

司会 ありがとうございました。 

それでは、ここからは会場の皆様の質問にお

答えいただきたいと思います。 

質問 田中さんは、少なくとも日本では絶対

に原発に頼るべきではない、と明言されました。

この「少なくとも日本では」ということです。

そうすると、海外ではどうなのか。特に東アジ

アだけをみても、中国では日本より少ない原発

ですけれども、とりあえず 80基ぐらい、韓国で

もすでに十数基原発を持っているし、台湾でも

持ちつつあるというような現状で、東アジアだ

けをみても、原発がこれから林立していくよう

な状況の中で、日本はどうしたらいいのだろう。

国内においては脱原発を仮に進めたとしても、

日本がやるべき国際的な貢献もあり、今回の福

島の原発の事故の教訓を生かして、安全技術と

いうもの等において世界に貢献していく。その

ためには、反原発、脱原発を進めるにしても、

一定の技術者の基盤蓄積というのはやっぱり必

要ではないか。そして、そのうえでこそ、世界

に原発の安全技術を広めていく貢献ができるの

ではないか、という意見もあるとは思います。

結局は平和利用を進めてこそ、世界にものをい

っていけるのではないか、という声もあるわけ

です。ここのところは非常に難しいところだと

思うんですが、このあたり、どのようにお考え

になるでしょうか。 

それと、最近も、日本は原発輸出を続けると

表明しているわけですけれども、これについて

もコメントいただきたいと思います。 
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田中 国際的に、私は、すべての原発をなく

すべきであるというふうに思います。思います

けれども、他国の政策に対して直接ものをいう

というのはいかがなものか、というのが私自身

にはあります。ですから、それぞれ原発の平和

利用を考えている国については、平和利用とい

うのはそんな生易しいものではないよ、という

ことを日本の体験としていうことは必要だと思

いますし、やらなければいけないと思いますけ

れども、だからといって、援助するというよう

な立場で考えるのは間違いではないかというふ

うに思います。 

 

原子炉技術が高いからといって、外国に輸

出や援助をするのは間違っている 

 

正直いって、それだけの技術を日本の技術屋

が持っているかどうかということについても、

私は大変疑問に思うところがありますので、日

本はまずなくすべきだと。少なくとも、なくし

ていくうえでも高い技術力を持っていかないと、

これから運営できないわけですから、それはそ

こできちんと、本当に厳粛に、自分たちの技術

をそこで最後まで使い尽くしていくということ

をやらなくてはいけないと思います。原子炉技

術が高いからといって、それをもって外国に輸

出するとか、いろんな援助をするということは、

いまの日本が、いまの核政策を持っている日本

が考えるのは大変おこがましいし、非常に間違

ったことをするというふうに思います。 

ただ、おっしゃいますように、国際政治はな

かなか難しいところがあります。実際に核兵器

をなくせということで国連にいったり、ＮＰＴ

再検討会議なんかで直接、私も発言する機会を

与えられておりますが、ＮＰＴそのもの、核不

拡散条約そのものは不平等条約であるというこ

とが基本にあるんです。核エネルギーの平和利

用を認めるというよりも、核保有国 5カ国の核

兵器は認めるけれども、ほかの国は核兵器を持

ってはいけない、そのかわり平和利用は大いに

進めてよろしい、平和利用の権利はある、とい

うふうになっておりますので、ＮＰＴ再検討会

議でも、核兵器を持っていない国は、平和利用

のためにいろんな援助を核保有国がすべきであ

る、という主張をします。 

ですから、いま核保有国になっていない、5

カ国以外の、特にイランなどが、権利を持って

いるではないかということで、平和利用という

名をかりて核兵器の生産に携わろうとしている

のではないかということをいわれます。 

だから、それはそのとおり、国際的な政治の

問題でもあるし、それに対して日本の政府がど

ういう立場をとるべきかということは非常に重

要ですけれども、被爆者として、そこまでいっ

ていくということについては、少なくとも日本

被団協という団体がそこまでいうというのは、

私は、やるべきことではないというふうに思い

ます。 

個人的には、いま核エネルギーを使うという

ことは人類の手の及ぶところではないのではな

いか、どこかで大変なことが必ず起こってくる、

というものではないかというふうに思いますの

で、なくすべきだと思います。 

ヨーロッパはどんどんなくす方向にいって

います。ドイツが再びクリーンエネルギーとい

う話があったりしまして、原子力エネルギーに

対する期待が一瞬高まった時期がありました。

けれども、特に福島の事故をきっかけにして、

再び、原発をつくらないという方向をとってき

ておりますね。それは皆さんのほうが十分ご承

知のところで、私がいうことではないんですけ

れども。 

だから、むしろ、まだ技術的におくれている

国のほうが大変問題で、そういう国に、原発の

複雑な技術を持っていくことのほうが、はるか

に私は危険だというふうに思っております。 

 

質問 お配りくださった資料の中に、被団協

が発足した結成宣言に触れておられて、「破壊と

死滅の方向に行くおそれのある原子力を、決定

的に人類の幸福と繁栄との方向に向かわせると

いうことこそが、私たちの生きる限りの唯一の

願いであります」という一文がありますね。も

しおわかりならば、このとき、どんなお気持ち
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があってこういう表現になったのか。 

というのは、私も取材で原子力関係者、いろ

いろおつき合いをする機会があったんですけれ

ども、例えば旧科学技術庁の官僚の中には、自

分自身も広島で被爆をした人がいて、その被爆

体験から、「核反応、核エネルギーなんぞに負け

てたまるかという気持ちでこういう世界を選ん

で、核反応を人間の手で制御してやる、という

気持ちが強い」という話をしてくださった人が

いました。 

それから、日本原子力産業会議で長いこと重

責を担っておられた方も、やっぱり広島で被爆

をされて、同じ気持ちで、つまり、核反応に対

するリベンジという気持ちで、コントロールし

尽くしてやるという気持ちでこの世界に飛び込

んだ、とおっしゃったんですね。 

ここに書いてあることが、そういう気持ちと

共通しているのかどうか。田中さんがどんなふ

うに思っておいでなのか。 

 

こんなのにやられっぱなしでたまるか、逆

にいい方向に使わないとやるせない、という

気持ちがあった 

 

田中 私もそのとおりといいましょうか、私

も携わったというふうに申しましたけれども、

私が携わっているときには、やはりそういう気

持ちがありました。 

私は 13 歳の中学 1 年生のときの長崎の被爆

でありますので、そのころ、ちょうど原子物理

学というのが本当に大きな学問として興ってき

たときでありました。しかも、それが原爆に使

われたということでありますから、私の場合、

リベンジといいますか、こんなのにやられっぱ

なしでたまるか、というのがありましたね。や

られっぱなしでたまるか、これは逆にいい方向

に使わないとやるせないよ、というような気持

ちが正直ありました。 

それと、科学に対する興味がありますから、

いままでわからなかったことがわかるようにな

ってきたんだから、これを何とかしたい、とい

う気持ちがありました。その当時の若い、特に

理工系に興味のある青年たちは、かなり原子力

に興味を持ったのは間違いないと思います。私

の同級生でも、直接原子力に関係しているのが

10人近くおりますので、もういまは全部退職し

ておりますけれども、そういう連中は、同じよ

うな、とにかく原子力を我々の手で……。ある

種、自然と闘うんだというような、いま思うと

大変恥ずかしいことだったと思いますけれども、

自然を征服するんだという、そういうのが当時

の若い人たちにはあったように思うんです。そ

れは大変傲慢なことであったな、というふうに

私は思いますし、この 60数年たって、やっぱり

そこは神の領域だ――変な言い方ですけれども

――そこに簡単に手を突っ込んで何かをしよう

というのは間違いだ、というふうに思っている

わけです。 

ですけれども、確かにその当時の若い者たち

は、本当に積極的に携わったのがいます。 

質問 それともう一つ、先ほど、とりあえず

この日本では原発はもうやるべきじゃない、だ

けど、世界全体に向かっては、「これは他国の政

策なので」とおっしゃったんですが、日本に限

らず、どこの国の政策担当者にとっても、原子

力発電システムというものをおもちゃにしちゃ

いかん、もてあそんじゃいかんというふうに思

うんですけれども。 

もう一つは、今度の福島の件で、核兵器の被

爆被害者だけではなくて、平和利用も被害者が

出てきたことを大変憂えておられるというお話

でしたけれども、ということであれば、いまの

日本原水爆被害者団体協議会という名称を、例

えば放射能被害者団体協議会というような、も

っと仲間づくりを広げていこうというお考えは

あるのかどうか。 

田中 第一の点ですけれども、これは、私は

個人的には、世界じゅうの原発はないほうがい

いと思って、外国のものもなくすべきだという

ふうにいうことはやぶさかではないんです。た

だ、きょうは日本被団協の代表みたいにして来

ておりますので、日本被団協がそこまでいうか

ということになりますと、それはまだいえると

いうものではないだろう、おこがましいだろう

ということです。 
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ですけれども、少なくとも日本の政府、ある

いは日本の企業にはきちんといって、変えてい

くべきだと。その日本の企業、日本の政府はほ

かの国に対しても、まだ我々が制御できるもの

ではない、日本でもこりごりしているよ、とい

うようなことをいっていくということはぜひや

ってもらいたいと思います。ですけれども、日

本被団協がやるというようなことは、まだいえ

る状況ではないということであります。 

ただ、ＮＧＯとして、外国で核兵器廃絶のた

めのいろんな話し合いだとか運動に参加はしま

すから、そういうところでいうということはで

きると思います。だから、国民に対して、市民

に対して話しかけることは外国でもできるんで

すけれども、国に対していうというのは、国の

政策があろう、というふうに……。 

それから、2 つ目ですけれども、これは先ほ

ども申しましたけれども、やっぱり核兵器の被

害というのは本当にすさまじいわけです。それ

を唯一体験しているのが日本の広島、長崎にい

た被爆者たちなわけで、これは何とかして無く

さないといけないというのをずうっと思い続け

て、叫び続けているわけです。それでもなおか

つ、いまでも 2万発も世界中にあるということ

ですから、これをなくすために全力を尽くして

いかないといけない、というのがいままでの一

貫した運動であったわけです。 

ですから、そのために、原発の被曝者の人た

ちが力になるということであれば、一緒にやっ

ていきたいと思いますけれども、そういう人た

ちを全部集めた団体にするということについて

は、まだちゅうちょがあります。かつてそうい

う話が出たこともありますけれども、なかなか

被団協としてはそれは難しいことだと思います。 

 

原発も含めてヒバクシャは世界中にいる 

 

ただ、原発も含めまして、ヒバクシャという

人、要するに核エネルギーによる被害者という

のは世界じゅうにたくさんいるわけです。まず、

核兵器をつくるためのウラニウムを採鉱すると

ころから始まるわけです。山からウラニウムを

掘り出してこなくてはいけない。それを精製し

なくてはいけない。濃縮しなくてはいけない。

それから、弾頭につくっていかなくてはいけな

い。実験してみなくてはいけない。そういう段

階で、必ずといっていいほど放射線ヒバクシャ

をつくってきているのです。世界じゅう、かな

りの人たちがいるわけです。 

特に、実験、製造の段階でのヒバクシャは数

え切れないぐらいいるわけです。こういう人た

ちと――その人たちは核兵器をつくっていく過

程でのヒバクシャであるわけですから――力を

合わせて核兵器廃絶のためにやっていこうと。

もちろん、その人たちは被害を受けているわけ

ですから、加害者がだれであるか、障害に対し

て、だれが、どういう補償をするべきであるか

ということをともに要求していこうということ

はやってきております。これからもやっていき

たいと思うんですけれども。その中にチェルノ

ブイリ原発の被曝者も入ってはおります。 

質問 いまの最後の質疑の補足ですが、被爆

者運動の、年齢的なものも含めて、組織的なも

のも含めて、すそ野を広げたり、若い世代との

つながりも含めて、ある意味、横に広げるチャ

ンスというか、そういう時期ではないかなと思

うんですが、広がりを持たせるための工夫はど

んなことが考えられるのか。 

多くの住民がヒバクシャになってしまった

とおっしゃったんですが、同じヒバクシャであ

るけれども、でも、違う部分もあって、田中さ

んはどんなふうにお考えになっているか。 

田中 まず、後者のほうからですけれども、

確かに原爆の被爆者と、原発の被曝者というの

は違うところはあるんですね。一番違うのは、

原爆の場合には、核分裂のときのエネルギーが、

放射能を持った降下物、放射性物質だけではな

くて、初期放射線や熱線、爆風になって放出さ

れているわけですね。この力のほうが圧倒的に

強いわけです。 

だから、最初に申しました、広島で 14 万人

亡くなるとか、長崎ですと 7万人亡くなるとい

う、亡くなった人のかなりの部分が熱による火

災、やけど、爆風によって下敷きになる、その
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後、焼かれる、そういう被害があったわけです。

被爆者にとっては本当に不意打ちに、予告なし

に一発の爆弾で 2km以内が壊滅してしまうわけ

ですから、そういう異常な体験というのは、原

発事故の場合にはあり得ないわけです。ですか

ら、そちらのほうは、むしろ津波の後のほうが、

原爆の被爆者としては同情を感じたというとこ

ろはあるのです。 

ですけれども、その後の生き残った人たちの

苦しみというのは、得体の知れない放射性降下

物が発していた放射線による部分が大きい。あ

るいは、爆発した瞬間の放射線は、中性子とガ

ンマ線ですけれども、それの比較的弱い線量の

ところで被爆した人たちは生き延びることがで

きたわけですけど、ただ、弱い線量で命をすぐ

は奪われなかったけれども、体の中の細胞だと

か、いまでいうとＤＮＡを破壊されたことは間

違いないので、そのことによって起こる後障害

――と当時はいっておりましたけれども――晩

発障害に対する不安に今日まで被爆者は苦しめ

られているわけです。 

 

内部被曝の影響がわからず病気になる不

安は福島と共通している 

 

ご承知かと思いますけれども、放射性降下物

は、主として内部被曝を起こさせるわけです。

放射線の場合、外から入ってくる放射線と、放

射線を出す物質を体内に取り込む――いま福島

の汚染している野菜とか牛肉だとかというのは、

内部に取り込んで、内部から放射線を浴びると

いうことになるわけですけれども――内部被曝

というのがあるのですが、内部被曝の人体に与

える影響というのは、いまだよくわかっていな

い、ほとんどわかっていないというのが事実な

んですね。科学の進歩が、医学の進歩がそこま

でしか来ていないということがあります。です

から、これから病気が起こるかもしれないとい

うのが、まさに不安の大きな原因になっている

のです。これは福島の被曝者の人たちと共通す

るところなのです。 

ですから、福島の被曝者の人たちは現実に被

曝してしまっておりますので、被曝しないよう

にするということの私たちの助言というよりも、

被曝した後、どう生きていけばいいかというよ

うな共感みたいなものを持って接していくこと

ができるかな、というふうに思っているわけで

す。 

 

放射線の誤った知識が作り出す差別も共

通している 

 

日本の政策の誤りから来ているのだと思う

んですけれども、放射線の被害に対しての誤っ

た知識が、私たち原爆の被爆者に対する差別を

つくり出しましたね。放射線の被害がわからな

いだけに、放射能がうつるとか、遺伝するとか

という情報、マイナス情報だけが流れて、そし

て差別を受ける。これは今日もまだ残っており

ます。私たちの子どもたちとか孫たちが結婚し

たりするときに、それが問題になるという差別

がいまもあるんです。そういう差別が福島の事

故の被曝者たちにもこれから十分起こり得ると

いうことがあります。そのことを、私たちは起

こるということがわかるんです。被曝者たちも

それを感じているわけです。で、実際に風評被

害という形で、被曝者そのものではないんです

けれども、食べ物についての誤解があったりし

ているわけですが、なかなか被爆者としてどう

いうふうに心を寄せ合うことができるかという

のは難しい面がございます。 

5 月に入ってすぐ、5 月７日（27 日の誤り）

だったと思いますけれども、私どもが福島の県

庁に行きまして、県庁としてやれることの要請

をしました。 国に対しては 4月 21日に要請し

ていました。というのは、被曝者に対する対策

をきちんとすること。というのは、放射性降下

物による残留放射線の影響は、あのとき、「いま

すぐに影響ありません」と国はいっていました。

それはそのとおりなんですね。「いますぐに健康

に障害が出ることはありません」と医者たちも

いって、その医者たちはみんな住民に忌避され

てしまっているわけですけれども、そのことだ

けは事実だと私は思うんです。ただ、その後に
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必ず影響が出てくる。それは 5年たってか、10

年たってか、20年たってかわからないけれども、

必ず影響が出てくるわけですね。それに備えて

いかなくてはいけない、そのことをきちんとい

わないといけない。 

 

「福島の被曝者が原爆被爆者と同じ差別

を受けるから被爆者が県に要請にきたこと

をあまり公にしないで」 

 

そのときに、私たちが体験していること、な

おも苦しんでいることを話して、不安な思いを

分かち合うことができるかな、というふうに思

っているんですけれども、県庁の職員は、被爆

者の人たちが来て何かいうということは、福島

の人たちが原爆の被爆者と同じようにみられ、

差別をうけるから、県庁に来たことをあまり公

にしないでほしい、というふうにいわれました。 

それは、福島の記者クラブに行って話をした

いといったら、それはいかがなものだろうか、

というのです。福島民報みたいに広い読者を持

っている社に、原爆の被爆者たちが県庁に来て

要請したということがマイナスの影響を与える

のではないかという。まだそういう誤解があり

ますよね。 

これは日本の核政策の問題にもつながるん

ですけれども、福島の原発の事故の後、きちん

と正しい情報を伝えていかなかったということ

が、いまもいろんな問題を引き起こしているだ

ろうというふうに思うんです。正しい情報を伝

えることのほうが、パニックを起こさなかった

んじゃないかと私は思うんですけれども、パニ

ックを起こすからというので、情報をむしろ隠

した。現場のいろいろな人たちに聞いても、こ

れ以上はいわないでほしいと。私たちが何かし

ゃべるとき、テレビなんか、あれですよ、これ

以上はいわないでくれと抑えられるわけです。

本当のことだから、いわないで、聞いている人

がパニックを起こしたらいけないからと。そう

いう格好で、みずから自己規制だったかもしれ

ないんですけれども、事実をいわないことのほ

うが、かえって悪い影響を与えてしまったので

はないか、というふうに私は思うんですね。 

 

パニックを起こすから、と情報を隠し、事

実をいわないと悪い影響を与える 

 

ご承知のように、爆発したのは（3月）12日

ですね。12 日から 15 日にかけて全部それぞれ

爆発していくわけですけれども、そのことを国

民はほとんど知りませんでしたよね。ちゃんと

報道しませんでしたね。あのとき噴出した放射

能が関東一円を全部汚染してしまったわけです

から、そこにいた人間は全部被曝したのは間違

いないわけです。線量の大小はあると思います

けれども。 

ですから、きちんと 12 日の段階で、爆発す

るかもしれないということをいっておけば、そ

れなりの対策は、住民たちはとれたのではない

かなというふうに思ったりしております。です

から、メディアの関係も、ＯＢでいらっしゃる

方もいらっしゃると思うんですけれども、メデ

ィアは真実をきちんと伝える、速やかに伝える

というのが非常に大事なことではないかという

ふうに思っております。 

それから、メディアのついででいいますと、

日本の核政策を、特に原発の政策をこういうふ

うにしてきたのには、メディアの責任もかなり

あると私は思います。ここで大いに反省をして

いただければいいなというふうに思っておりま

すので、ちょっとつけ加えておきます。 

それから、これからの展望といいますか、仲

間をふやしていく展望ですけれども、少なくと

も核兵器をなくすということはこれからもやっ

ていかなくてはいけないわけです。まだ 2万発

もあるわけですから、速やかになくしていかな

くてはいけない。ＮＰＴ再検討会議でも、なく

すという方向で議論が進んでおりますけれども、

まだ 10年以上はかかりそうでもありますし、と

にかく無くしていかなくてはいけない。そのた

めには、国際的な世論を本当に高めなくてはい

けない。日本の政府を変えるのは私たちだし、

アメリカの政府を変えるのはアメリカの市民、

国民ですから、そういう人たちに核兵器の恐ろ
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しさをきちんと伝えていかなくてはいけない、

というふうに私たちはずうっと思って努力をし

てきたんですけれども、平均年齢 77歳でありま

すので、私たちだけでやるのはかなりの限界が

来ています。 

ですから、若い人たちに力をかりたいと思い

ますし、そういう意味では、実際に体験をして

いる人間の話というのは、文字で読んだり、絵

でみたりするのとまた違った影響力があるとい

うふうに、私たちは体験から思います。何でも

ない話のようにして話していることでも、実際

に遭った人の話は全然違う、自分が読んだこと

と大分違うというふうにいってくれますので、

遭った人たち、体験している人たちにできるだ

け多くの人たちが接して、話を聞いてもらえれ

ばいいなというふうに思っております。 

特に原爆の場合には、爆発の瞬間の威力だと

か、その後の地獄――と私たちはいっておりま

すけれども――亡くなった人たちがあちこちに

散乱しているわけです、苦しんでいる人たちも

散乱している。そういう中を逃げ惑うというこ

とでありましたので、そういう状況というのは、

これから経験してはいけないんですけれども、

絶対に経験させないためには、語り伝えておか

なくてはいけないし、私たちがいうのは、人類

は核エネルギーを解放することをしてしまった、

それを最初に爆弾に使ってしまった、というこ

とでもあったんですけれども、この知識は人類

のものになっておりますから、それを使おうと

いうことがもしあるとすれば、つくることは可

能なんです。 

 

原発被曝者と原爆被爆者が経験を一緒に

話すのは大切だ 

 

ですから、これから 10 年、20 年たって、い

まの原爆を、核兵器をすべてなくすることはで

きるかもしれない。なくさないといけないと思

いますし、できると思うんですけれども、なく

なった後も、かつて人間は核エネルギーを爆弾

に使ったことがある、その結果はこういう惨状

をもたらしたということを未来永劫に語り継い

でいくということがどうしても必要ではないか、

というふうに思ったりもしているんです。 

ですから、仲間はふやせばふやすほどいいと

いうふうに思いますし、爆発の熱線と爆風の影

響については、原発の事故の被曝者たちは語り

得ないと思いますけれども、得体のしれない放

射能による苦しみというのは、自分のパニック

になった状態から子どもをどうやって守ろうか

と、疎開させた状況だとか、そういうことを語

りながら、原爆の被爆者たちと手を組むという

ことは可能だと思うので、一緒に話すようなこ

とがあればいいかもしれませんね。原発の事故

の被曝者と私たちとが一緒に、核のエネルギー

を使い間違ったらどんなことが起こるかという

ことを話していくということは、非常に大切だ

し、輪を広げていくことはやらなくてはいけな

いかなというふうに思っています。 

司会 ありがとうございました。 

福島にいらしたときは、県庁の後は、結局、

どちらへ……。 

田中 記者クラブに行くことはやめました。

大変残念ですけれども、いまの気持ちを――ま

だ 5月ですから、福島の人たちは精神的にも不

安定な状態にあるときでしたので、意を尽くす

ことができなければ、それはやめたほうがいい

のかなというふうに思ったりもしました。 

ですから、マスコミの方々も、そういう気持

ちを伝えることをやっていただければありがた

いと思うんです。ニュースをみていても、事件

的なものにヒョッと飛びついて報道されていて、

もっとそこの後ろにあるものをちゃんといって

ほしいなという思いがままありましたので、そ

のときは記者クラブに行くのは遠慮いたしまし

た。 

質問 それは県庁の職員にいわれたんでし

ょうか。 

田中 そうです。県庁の職員です。担当者で

す。課長さんでありましたけれども。被爆者対

策健康部の課長さんですから。だから、別の言

い方をしますと、福島に原爆の被爆者が 90人い

ますけれども、そういう人たちに対する国の対

策を代行してやっている人たち。いま、地方自



 

 14

治体が国の政策を代行していますので、その窓

口になっているところですね。 

質問 何日ごろのお話ですか。 

田中 5月 7日（27日の誤り）だったと思い

ます。 

質問 もう 2 カ月近くたっているけれども、

福島の行政当局としては……。 

田中 原爆の被爆者が物言いに来たという

のは困る。同じというふうに考える。もし、原

爆の被爆者と福島で被曝した人たちを同じだと

いうふうにみられれば、原爆の被爆者が受けた

差別と同じ差別を福島の人たちが受けるのでは

ないか、という心配だろうと私は察しました。 

 

被爆者健康手帳のように、放射線被曝を記

録する手帳を発行するよう福島県に申し入

れた 

 

質問 県庁の記者クラブはどういう対応を

……。 

田中 ですから、県庁の記者クラブに顔を出

さなかった。 

司会 県庁の職員を訪ねられたときに、福島

県の記者の……。 

田中 記者を入れませんでした、課長が。 

司会 入れなかったんですか。 

田中 はい。私どもが要請するときに、記者

が入ろうとしたら、記者は全部出てくれという

ふうに……。ですから、そこに来た記者には、

後で、ロビーがありましたので、ロビーで、報

告してくれといいますから、報告せざるを得な

いですよね。何をいったかということを報告し

て。 

いった中身は、私、お話ししませんでしたけ

れども、原爆の被爆者は、12年後なんですけれ

ども、「被爆者健康手帳」というのを交付された

んです。「被爆者健康手帳」を交付された者は、

年に 2回の健康診断を国の費用で受ける。だか

ら、無料で健康診断を受けることができる、と

いう制度が 12年後にできたんです。それで、い

まもずうっと自分の健康管理を被爆者はやれる

ようなってきたのです。 

だから、そのことは、今回の福島の被爆者に

ついては直ちにやっていったほうがよろしい、

というのが私たちの思いなわけです。 

それと同時に、放射性降下物からの放射線の

被曝、内部か外部かも含めて、どういう被曝の

影響が出るかというのは、科学的、医学的には

ほとんど分かっていません、科学的にはいまも

ってわかりませんので、自分がどういう状況に

あったか、放射性降下物が降っているときに、

あるいはその降下物が蓄積しているものから出

ている放射線をどこで、どういうふうに浴びた

かということを被爆者自身が記録しておかない

といけないだろうと。ずっと後になって、もし

そのことが明らかに原因だと思われる病気にな

ったときに、補償を要求しないといけないと私

どもは思いますので、そのための記録をきちん

と残しておく必要があろうと思ったんですね。

ですから、そういう手帳を発行させて、そこに

いろんな記録もするということをやりなさい、

というのを県庁にいいにいったわけです。これ

は国に申し入れているけれども、国が直ちにや

っているようには思えない。だから、とにかく

先行して自治体のほうでおやりになったほうが

よろしい、といったんです。 

それから大分たってですけれども、いま県民

全員の調査をやったり、選んだ何人かの人たち

を、ホールボディカウンターなんかで内部の放

射線を測定したりとか、健康手帳みたいなもの

を交付したり、というようなことをやっている

というふうに、直接まだ確認していないんです

けれども、報道関係者から伺っていますので、

もう始めていることは間違いないんですけれど

も、その当時はまだ何もやっていないという状

況で……。 

司会 どうもありがとうございました。 

最後に、大変衝撃的な事実も明らかになりま

して、政府は過小評価をするという、故意か過

失か、よかれと思ってなのかもわかりませんけ

れども、情報が出されない方向になることの恐

ろしさと、そしてまた外国でも市民に対して呼

びかけることができる。まず、日本の中で市民
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同士がもっと連帯し、そしてまたマスコミ、メ

ディアというものがそこにちゃんと目を向けな

くてはいけないということを改めて感じさせら

れました。 

これからもぜひ息の長い活動をお続けいた

だきたいと思います。 

 

放射性廃棄物を残しながらエネルギーだ

け利用するのは、一種の犯罪だ 

 

田中 ちょっと、さっき申し忘れましたけれ

ども、核分裂でエネルギーを取り出すのはいい

んですけれども、原子炉の場合には、使用済み

燃料というのがありますね。使用済み燃料は、

原爆の場合には使用済みというのはないんです、

全部降ってしまうわけですけれども、原発の場

合には、燃料が使用済み燃料として残るんです。

廃棄物ですけれども、実はその廃棄物が、石油

だとか石炭だとかと違って、放射性物質なわけ

です。放射性物質で、しかも、何千年、何万年

かかって半分の放射線になっていく、というよ

うな放射性物質が入っているわけです。 

そういうものを残していきながら、エネルギ

ーだけを利用するということは、もう人類的に

一種の犯罪みたいなところ――ちょっと言葉は

悪いですけれども――自分の責任を負えないと

ころに被害の原因をつくっていく、というのが

原発ではないかというふうに思えるし、いま日

本の場合、使用済み燃料の処理をする能力は全

くありません。再処理もほとんどできない。 

ですから、今度明らかになりましたけれども、

使ったものはみんなそれぞれの原発の構内に保

存しているわけです。ですから、原子炉が破壊

するだけでなくて、保管している使用済みの燃

料が熱を持って爆発をしていく、ということも

十分あり得るわけですから、そのこともぜひ強

調しておきたいと思っておりました。 

 

司会 どうもありがとうございました。きょ

うは日本被団協事務局長の田中煕巳さんに伺い

ました。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

（文責・事務局） 

参考資料は次ページにあります。 


















