
「黒い雨」訴訟判決の

内容と意義について

２０２０年１１月２９日（日）

京都・市民放射能測定所 学習講演会

京都「被爆二世・三世の会」

平 信行
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広島・長崎の被爆者

被爆者総数 爆死者数 その年の生存者数

広島 ４２０，０００人 １６０，０００人 ２６０，０００人

長崎 ２７０，０００人 ７４，０００人 １９６，０００人

合計 ６９０，０００人 ２３４，０００人 ４５６，０００人

 被爆者数の１０％（約７万人)は朝鮮半島出身者

 爆死者数；１９４５年（昭和２０年）１２月末までの死者数
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 ― 被爆者援護法
１９９４年（平成６年）

前文

昭和20年8月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類のない破壊兵器は、幾多の尊

い生命を一瞬にして奪ったのみならず、たとい一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのでき

ない傷跡と後遺症を残し、不安の中での生活をもたらした。

このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉

を図るため、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法

律を制定し、医療の給付、医療特別手当等の支給をはじめとする各般の施策を講じてきた。また、我

らは、再びこのような惨禍が繰り返されることがないようにとの固い決意の下、世界唯一の原子爆弾

の被爆国として、核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。

ここに、被爆後50年のときを迎えるに当たり、我らは、核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新

たにし、原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう、恒久の平和を念願するとともに、国の責任

において、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる

特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわた

る総合的な援護対策を講じ、あわせて、国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため、

この法律を制定する。
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法律上の被爆者の定義 （被爆者援護法第一条）

区分 条件 備考 20２０年３月

一
直接被爆

原爆投下当時、広島市若しくは長
崎市内、又は政令で定める隣接区
域内にあった者

85,306人 62.４％

二
入市被爆

原爆投下時から起算して政令で定
める期間内に政令で定める区域内
に在った者

原爆投下から２週間以内に
広島市若しくは長崎市の爆
心地から２ｋｍの区域内に
立ち入った者

29,208人 21.４％

三
その他被爆

原爆が投下された際またはその後、
身体に原爆放射能の影響を受ける
ような事情の下にあった者

被爆者の救護、死体の処理、
黒い雨（一部）など 15,289人 11.2％

四
胎内被爆

上記の事情の下にあった者の胎児
であった者

広島：1946年5月31日迄

長崎：1946年6月 3日迄
6,879人 5.0％

合 計 136,682人

■次の各号のいずれかに該当し、被爆者健康手帳の交付を受けた者
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現在の被爆者支援制度の内容 （被爆者援護法）

健康診断年2回（うち1回はがん検診）

医療保険の自己負担分補てん（一部例外）
医療費の自己負担
分免除

介護保険・医療系サービスの自己負担分補てん

葬祭料支給 209,000円

定められた11疾病に罹った場合 健康管理手当 34,970円/月

要件を満
原爆症認定（原爆放射線が原因で疾病に罹って

医療費の全額補償

たした者
いると認定された場合）

医療特別手当 142,170円/月

その他 保健手当、介護手当 小頭症手当など
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健康診断特例区域（第一種）

○原爆投下当時、その区域に在ったことが証明されれば、健康診断受診者証が交付

され、健康診断につい て被爆者と同様に受けられる区域。 さらに、健康診断の結

果、一定の障害があると診断された場合は、被爆者健康手帳が交付される。

○1974年（昭和４９年）及び１９７６年（昭和５１年） 広島、長崎においてそ

れぞれ一定の区域を政令で健康診断特例区域に指定
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○広島においては１９７６年（昭和５１年）、健康診断特例区域に、安野村の島木、

段原、水内村の津伏、小原、井出ヶ原などを指定



健康管理手当の支給 （被爆者援護法第２７条）

第27条 都道府県知事は、被爆者であって、造血機能障害、肝臓機能障害その他

の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病（原子爆弾の放射能の影響によるものでな

いことが明らかであるものを除く。）にかかっているものに対し、健康管理手当を

支給する。
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政令で定められた１１疾病
[1]造血機能障害を伴う疾病（再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血等）
[2]肝機能障害を伴う疾病（肝硬変等）
[3]細胞増殖機能障害を伴う疾病（悪性新生物等）
[4]内分泌腺機能障害を伴う疾病（糖尿病、甲状腺機能低下症等）
[5]脳血管障害を伴う疾病（くも膜下出血、脳出血、脳梗塞等）
[6]循環器機能障害を伴う疾病（高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患等）
[7]腎臓機能障害を伴う疾病（ネフローゼ症候群、慢性腎炎、慢性腎不全等）
[8]水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病（白内障）

[9]呼吸器機能障害を伴う疾病（肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症等）
[10]運動器機能障害を伴う疾病（変形性関節症、変形性脊椎症等）
[11]潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病（胃潰瘍、十二指腸潰瘍等）
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大雨地域

長さ約１９ｋｍ

幅 約１１ｋｍ

小雨地域

長さ約２９ｋｍ

幅 約１５ｋｍ
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「黒い雨」訴訟で原告（「黒い雨」体験者）が求めたことは

私たちも「黒い雨」にあったことを理由に、被爆者援護法１条
３項にいう「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事
情の下にあった者」に該当するとして

1. 広島市長ないし広島県知事の被爆者健康手帳交付申請却下
処分の取り消しと被爆者健康手帳交付の義務付け

2. （予備的請求:上記１の請求が棄却された場合) 広島市長な
いし広島県知事の第１種健康診断受診者証交付申請却下処
分の取り消しと第１種健康診断受診者証交付の義務付け
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「黒い雨」被災者の被爆者認定を求める運動の歴史

年度 主な事項 参考

１９４５年（昭和２０年） 原子爆弾投下

１９４７年（昭和２２年） 広島気象台「原子爆弾被害調査報告書」作成 公式発表は１９５３年（昭和28年）

１９５７年（昭和３２年） 原爆医療法制定 健康診断、医療の給付

１９６８年（昭和４３年） 原爆特別措置法制定 健康管理手当の支給

１９７６年（昭和５１年） 厚生省による残留放射能調査 「黒い雨」地域と他地域に差はない

国が、大雨地域（長さ１９㌔幅１１㌔）を健康診断
特例区域（第一種）に指定

「宇田道隆（気象技師）雨域」

１９７８年（昭和５３年） 広島県「黒い雨」原爆被害者の会連絡協議会結成 以来４２年の闘い

１９８０年（昭和５５年） 原爆被害者対策基本問題懇談会答申
戦争受忍論、被爆地域指定は科学的・
合理的今期のある場合に限定

１９８８年（昭和６３年）
増田善信（元気象庁研究室長）「黒い雨」降雨地域
調査研究最終結果を発表

「増田雨域」（降雨域は定説の４倍）

１９９4年（平成６年） 被爆者援護法成立 現在の被爆者支援制度

２００３年 → ２００９年 原爆症認定集団訴訟17地裁・６高裁勝訴。敗訴は１。 全国１７地裁に３０６人が提訴

２００８年（平成２０年） 広島県・市が「黒い雨」降雨地域大規模調査 アンケート36,614人、９００人面談

２０１０年（平成２２年） 広島市アンケート調査に基づく大瀧慈雨域の発表 「大瀧（広大名誉教授）雨域」 12



「黒い雨」被災者の被爆者認定を求める運動の歴史（続き）

年度 主な事項 参考

2010年（平成２２年）
広島県・３市５町が新降雨域を第１種健康診断受診
者証交付地域とするよう国へ要望書提出

厚労省「検討会」設置

201１年（平成２３年） 東日本大震災・東電福島第一原発事故発生

2012年（平成２４年） 厚労省「検討会」、広島県等の要望書を認めず 「科学的根拠がない」

２０１２年（平成２４年）
→ 現 在

ノーモア・ヒバクシャ訴訟（第２次集団訴訟） 全国７地裁、１２１人が提訴

２０１５年（平成２７年） １０月 「黒い雨」訴訟を支援する会結成

１１月 「黒い雨」訴訟提訴 第一次原告６４人

１２月 第一回口頭弁論

２０１７年（平成２９年） 第二次提訴 新たな原告１１人 合計７５人

２０１８年（平成３０年） 第三次提訴 新たな原告１３人 合計８８人

２０２０年（令和２年） １月２０日 結審 口頭弁論２２回

７月２９日 原告８４人全員勝訴判決 高島義行裁判長 １２人の原告が故人

８月１２日 広島県・広島市が控訴

１１月１８日 控訴審第１回口頭弁論
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「黒い雨」被災の状況（原告らの証言から）抜粋
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■８月６日は、

 閃光

 爆風、轟音

 広島市方面に異様な雲、巨大な積乱雲を目撃

 たくさんの木片、紙片などが空から舞い降りてくる

 やがて黒い雨

■黒い雨を浴びる

 黒い雨を直接あびる

 手足、肌、衣服がコールタール、墨汁のような黒い色の雨に汚されていく

 たくさんの魚が死に、腹を上にして浮かんでいた

 上流から弱って狂いまくるたくさんの魚。ザルを持ってきてバケツ一杯の魚が獲れた。



「黒い雨」被災の状況（原告らの証言から）抜粋 続き
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■生活状況

 横穴からの山水を飲み、野菜中心の食事

 谷川の水を汲みに行って甕に入れて生活用水に、畑の野菜を食べ、笹の葉を煎じてお茶に

 谷川の水で顔を洗い、汲んできて甕に入れて生活用水にし、野菜も米もみんな口に入る

 上流の水を汲んできて生活用水に

 谷あいから竹で水を引いて生活用水に、野菜を食べ続けた

 川で毎日泳ぎ、お風呂の水も川の水を汲んで使った

 手動のポンプでくみ上げた水や横穴からの湧き水を飲む

 ため池で水泳

 露出していた手、足、顔が赤くはれ。ぶつぶつができ痛痒くなった

 家の前の川で砂遊び

 学校指定の水泳場（川）で６人で水泳 ６人の内４人はがんで死亡



「黒い雨」被災の状況（原告らの証言から）抜粋 続き
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■初期症状

 下痢、貧血

 下痢

 弟は体調が急変し、９月２５日肝硬変で死亡

 強烈な下痢

 顔が腫れ目が開かなくなった。尿毒が回って腎臓病だと、体中に赤い斑点

 湿疹ができやすい体質に

 鼻血、頭痛

 体がだるい症状

 家族みんなが下痢、発熱、貧血、皮膚に紫斑、脱毛、歯ぐきから出血

 貧血



「黒い雨」被災の状況（原告らの証言から）抜粋 続き
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■若い頃からの病気と晩発障害 例

 子宮がんの全摘手術、盲腸の手術、目の手術、舌の手術、糖尿病、骨訴訟症、脳梗塞、ヘルペス

 兄弟姉妹８人の内７人が癌になり、弟二人と妹一人が他界

 前立腺がん手術、白内障手術

 前立腺肥大、肺炎、甲状腺障害

 血液中のヘモグロビンが７．５に下がる、両目白内障、網脈絡そう萎縮、視神経萎縮、左眼黄斑変性

 肺炎、無呼吸症候群、白内障、気管支喘息

 ネフローゼ、胃がんで全摘、姉も胃がんで他界

 白内障と緑内障、母は白内障と緑内障で失明し胆のうがんで死亡

 卵巣摘出手術、甲状腺障害、腸閉塞、父は原爆投下から１２年目に白血病で他界、母は肝臓がんで死

亡

 胃潰瘍、前立腺肥大、前立腺がん、ヘルニア、座骨神経痛

 十二指腸がんや白血病になって潰瘍、胃がん、食堂がん

 黄色靭帯骨化症、夫も前立腺手術を２回も、脳梗塞

 脊髄の手術、脊髄狭窄症、弟は全身癌で他界

 甲状腺の半分を切除、後さらに全摘手術、がん細胞が周りにも、同級生たちの多くががんや白血病に

なって他界



「黒い雨」被災の状況（原告らの証言から）抜粋 続き

18

■若い頃からの病気と晩発障害 例 続き

 ひどい貧血、白内障、緑内障

 高脂血症、白内障、椎間板ヘルニア

 甲状腺機能低下症、糖尿病、脳梗塞、骨髄異形成症候群、(血液のがん)、一番上の姉は甲状腺手術、

脳外科、二番目の姉は中学１年生の時急性肋膜炎で死亡、三番目の姉は５２歳で多臓器不全で死去

 深部静脈血栓症、前立腺がん、鼠経ヘルニア

 胃癌、腎臓がん、脊柱管狭窄症

 母が７７歳で胃癌、９５歳で腸に転移して死亡、兄は急性肺炎で６３歳で死亡、妹は肺炎で６６歳で

死亡、弟は胃癌の手術

 心筋梗塞

 高血圧、糖尿病、狭心症

 妹が急性白血病で小学校２年生で死亡、弟も百日咳で死亡、もう一人の弟も原因不明で死亡、私は角

膜移植、椎間板ヘルニア、右変形性膝関節症、左変形性膝関節症、胆嚢炎手術

 大動脈瘤破裂で７６歳で他界

 全身の多重癌で死亡

 肺浸潤、卵巣嚢腫、脳動脈瘤、心臓肥大、不整脈



「黒い雨」訴訟の争点と判決
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1. 被爆者援護法第１条３号の解釈

判決：被爆者援護法第１条３項

「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」とは、

原爆の放射線により健康被害を生じる可能性がある事情の下にあった」解する。

被爆者援護法１条３号の「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の

あった者」に対しても、被爆者手帳を交付して援護を受けられるようにしたのは、そ

のような者について原爆の放射線により他の戦争被害とは異なる特殊な被害である健

康被害を生ずる可能性があることを考慮したからである。また、被爆者援護法が、国

が被爆者に対して健康診断を行うことを規定しているのも、健康被害が生ずるおそれ

があるために不安を抱く被爆者に対して、広く健康診断等を実施することが、被爆者

援護法の趣旨ないし理念に適合するからである。（判決要旨）



「黒い雨」訴訟の争点と判決
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2. 「黒い雨」降雨地域の判断と、原告が「黒い雨」を浴びた事実と健康障害発

症の認定

原告：増田雨域、大瀧雨域、広島県・広島市調査、原告らの証言に基づいて「推定降雨域」

を主張

被告：増田雨域、大瀧雨域は不正確。原告が「黒い雨」を浴びた証拠はない、仮に浴びたと

しても高濃度の放射性物質は降っていない。

判決：①「黒い雨」降雨域は宇田雨域にとどまらず、より広範囲に降ったことを認める。

②原告が「黒い雨」に遭ったことの認定は、「宇田雨域」「増田雨域」などに単純に

依拠せず、原告の居た場所を確定し、「黒い雨」が降った蓋然性を検討。

③原告の「黒い雨」に遭った供述の合理性を吟味。

④原告の供述の信用性を阻害する具体的事情がないかを検討し、原告個々に判断する。

⑤原告一人ひとり全員の供述を信用し、３号被爆者であると認める。

 原告の全員が１１症例に該当する疾病を発症していることを確認
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3. 「宇田大雨地域」以外の地域を健康診断特例地域に認めてこなかった違法性

原告：援護区域を「大雨地域」に限定するのは不当。運用の科学的・合理的根拠を示せ。

被告：降雨地域の一部で高濃度の放射線が検出された報告（１９７６年厚生省による残留放

射能調査）

 「大雨地域」を被爆地域に指定せず健康診断特例地域にしたのか行政の矛盾

「大雨地域」以外を援護対象から外した理由は答えられず。

判決：①被爆者援護法は残留放射能濃厚地域として「黒い雨」地域の一部を直爆地域に指定

している。さらに大雨地域を健康診断特例地域とし、被爆者健康手帳へ切り替え制

度によって援護法１条３号にも該当するとしている。

②「大雨地域」を健康診断特例地域とする確固とした制度が長年行われてきた事実を

踏まえ、これと同程度の事情が認められるかどうかを検討し、これが肯定された場

合、被爆者援護法１条３項に該当すると認めるのが相当。（小雨地域を除外する根

拠はない）
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4. 内部被曝の人体の健康に及ぼす機序と危険性

原告：矢ヶ崎克馬（琉球大名誉教授)、大瀧慈（広島大名誉教授）による専門家意見書と証言

被告：「１００mSｖを下回る放射線に被曝した場合に健康被害が生じるかどうかは不明」

「黒い雨に必ず放射性微粒子が含まれているとする主張は科学的根拠を欠く」

判決：①「黒い雨」と放射性微粒子について

「黒い雨」の中には、核分裂生成物、分裂しないで飛散したウラニウム、誘導放射

化された放射性微粒子が含まれていることを推認。

②「黒い雨」に遭遇した被爆者は、こうした放射性微粒子によって内部被曝した可能

性がある。

 内部被曝には外部被曝とは異なる、危険性が高いとする知見

• アルファ線、ベータ線到達範囲内の非常に大きい被曝線量

• 放射性微粒子が体内の親和性のある組織に沈着することの想定

• 放射性微粒子の周囲にホットスポット（集中被曝）が生じる不均一被曝の

危険性を指摘する意見
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4. 内部被曝の機序と危険性（判決の続き）

 低線量による内部被曝で健康障害を生じたか可能性は否定できない。

③ＩＣＲＰ勧告（放射線吸収線量が同じであれば外部被曝も内部被曝もそのリスクは

同じ）の見解を否定

 内部被曝のリスクは外部被曝のリスクより危険が大きい、少なくともその疑い

は濃い。



原爆症認定集団訴訟（２００３年～２００９年）から

長崎大七条助教らは、爆心地から０・５～１キロの距離で

被爆、急性症状で１９４５年末までに亡くなった２０代～

７０代の被爆者７人の解剖標本を約３年間にわたり研究。

放射性物質が分解されるときに出るアルファ線が、被爆者

の肺や腎臓、骨などの細胞核付近から放出され、黒い線を

描いている様子の撮影に成功した。アルファ線の跡の長さ

などから、長崎原爆に使われたプルトニウム特有のアル

ファ線とほぼ確認された。

鎌田七男広島大名誉教授（放射線生物学）は「外部被ばく

であればプルトニウムは人体を通り抜けるので、細胞の中

に取り込んでいることが内部被ばくの何よりの証拠だ。広

島、長崎で軽んじられてきた内部被ばくの影響を目に見え

る 形 で と ら え た 意 味 の あ る 研 究 だ 」 と し て い る 。

2009/08/07 07:03 【共同通信】より
24
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 被爆者健康手帳の発行など被爆者援護法による業務は地方自治法に基づく「法定受託事務」

 基本は都道府県の受託だが、広島市と長崎市だけは市が受託

 法定受託事務は、法制度上は、自治体の一般の事務より強く国からの要請・指示（国の関与）

を受ける場合があるが、法令に定められている場合に限られる。被爆者健康手帳のの交付にあ

たり、広島県・市は厚生労働省からの助言・勧告など国の関与を受けるが、助言・勧告は、法

的拘束力・強制力を有しない。自治体は、助言・勧告に従うかどうかを自らの意思で決めるこ

とができる。

 手帳交付事務について、助言・勧告以上の強い国の関与は、現在行われていない。それにもか

かわらず、広島県・市は自主的に政府の意向に従った。

 広島県・市が被爆者健康手帳を交付するかどうかは、本来、自らの意思で決めるべきもの。今

回の判決を受け入れるかどうかも同様。

広島大学名誉教授 田村和之
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２０２０年１１月１８日（水）

控訴審開始（広島高裁）


