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ビキニの水爆実験と気象異変

高橋博子『封印されたヒロシマ・ナガサキ』より

米軍発表のキャッスル作戦の水爆実験の日時と爆発力、気圧波からの推定値も併記した。

ブラボー・ショット（１９５４年３月１日）

クラカトア火山（１８８３年）
の大噴火と世界的な冷害

１９５４年６，７月、

日本付近は冷害に
なった

増田善信・藤田敏夫「今夏の異常気候と
水爆実験」『天気』第1巻4号（1954）
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気象庁への大型計算機
の導入と、数値予報

◇杉並区は原水禁運動発祥の地。その運動を今も継続

◇超小型計算機で台風の進路予想

僅か256wordsのメモリーの計算機。格子間隔300㎞、格子点28x20の領域で24時間予報

◇数値予報の現業化と発展に全力投球

ＮＰＯインテリジェンス研
究所 理事 河野 通之
「わが国最初の電子計算
機「FUJIC」開発 『 富士
フィルム』

～FUJIC開発リーダー「岡
崎文次」を支えた『矢野
昭』物語～」（２０１４）

IBM７０４のコントロールパネルを
見る和達清夫気象庁長官（当時） 3



「核の冬」の衝撃 『核の冬』で日本初の講演

◇1984年2月中旬、船便で来たScience.222,(1983)を見て衝撃

ビキニ水爆実験の後、大きな核爆発の後には気象異変が起こることを明
らかにしたが、日本で初めての大型電気計算機の導入と数値予報の現
業化に専念するため、この問題から離れていた。しかし、１９８４年の退職
を前に、天文学者カール・セーガンらの論文に触発され、「核の冬」の研究
に入る。

「核の冬」とは核戦争後の大量な煙や煤によって太陽光が遮られ、地球
が凍結し、多量な餓死者が出る虞がある問題。

1984年10月25，26
日、日本原水協主催
の「核戦争の脅威に
関するシンポジウ
ム」で「『核の冬』、
核戦争の脅威」で講
演する。
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『核の冬―核戦争と気象異変』を出版

スウェーデン王立科学アカ
デミー発行の国際環境問題
専門誌『アンビオ』が特集
号「核戦争とその結果」発
行。
.
わが国では、1984年8月、

NHKテレビが『核戦争後の
地球』（第II部「地球凍
結」）を放映した。タイト
ルには出なかったが、その
監修を手伝った。

広瀬隆氏らが反対論を展開。
国会でも公聴会が開かれた
ほどであった。。

. 

. 

. 
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「黒い雨」はあんな綺麗な
卵型で降りますか

◇『核の冬ー核戦争と気候異変』を出版、草友出版（1985
年６月）

◇1985年原水爆禁止世界大会に参加。被爆者の分科会で
「核の冬」が喧伝されているが米・ソでは「核の冬」を起こ
さない小型核兵器を研究している。しかし、小型核兵器で攻
撃された広島・長崎ではその年の年末までに21万人が殺さ
れ、多数の人が負傷しただけでなく残留放射線で今なお苦し
んでいる。それだけではない「黒い雨」による環境破壊が起
こるのです、と宇田先生たちの研究結果を述べた。

◇すると、5，6人後に発言した被爆者の人が「あの『黒い
雨』の調査には迷惑している」と言わんばかりの発言をした。

◇私は驚いて、休憩を待ってその人のところへ行った。する
とその人は、開口一番、あなたは気象の専門家だそうだが、
あんな激しい雨が、あんなきれいな卵型で降ると思いますか、
と言った。その人こそ、黒い雨の会の事務局長村上経行氏で
あった。

◇私は頭を殴られたような衝撃を受けた。専門的に言えば綺
麗な卵型で降ることはありえないからである。私は自分の非
を詫び、自分の責任で再調査を約束した。

宇田雨域（旧広島市内）

宇田雨域（外側の線が少しでも雨の
降った地域（小雨域）、内側の線が1
時間以上雨が降った地域（大雨域）。

原爆投下時に、この大
雨域に住んでいて、原
爆症と同じ病気が出た
場合、被爆手帳が交付
される3号被爆者地域で
ある。

政府は、この宇田雨域の、特に大雨域だけを「科学的、合
理的な」雨域として認め、それ以外は認めていない。 6



涙なしには読めない被爆手記
もちろん、広島原爆戦災誌・全5巻 (1971年)など、各市区町村が出している原爆
関係の記録にも目を通したが、先ず、被爆者の手記を読むことから調査を始め
た。図書館から数冊ずつ借りてきて、片っ端から読んだ。

手記を読んで、「雨」の記述があると、雨にあった人の氏名、雨にあった場所
の地名、雨の継続時間、着衣などの汚れ具合などをノートに記録する仕事であ
る。広島から逃げる途中ならば、どこからどこまでなど、出来るだけ地名や雨
の継続時間などが分かるように記録した。

これは、本当に苦しい作業であった。最後まで読んでも雨の記述がないので、
がっかりしたこともあったが、どの手記も涙なしには読めないものばかりで
あった。よく存じ上げている沢田昭二名古屋大学名誉教授が被爆者であること
は知っていたが、家の下敷きになっていたお母さんを迫りくる火災の中で「お
母さん許して」といって逃げておられたことを知ったのもこの調査の中でした。

広島県川内村は”後家さんの村”と呼ばれていることを知ったのもこの調査の中
であった。原爆が落とされた8月6日、この村は広島の建物疎開に行く日で、村
の壮年が根こそぎ動員され、70人以上の人が原爆で命を奪われたのである。残
されたのは奥さんと年寄り、子供だけ。その後どのような暮らしを生きられた
かと思うと、本当に原爆は“憎い”と思った。しかし、これはこの村だけではな
い。どこでも同じような悲劇が生まれていたのである。
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劇的な形で宇田資料を発見
私の調査は、宇田雨域の再調査であるので、宇田先生たちが
使った資料に、私の資料を加え、さらに精密にすることであ
る。

しかし、公表されている宇田論文には「体験談聴取（抄）」
とされており、聞き取り調査の全部ではなかった。従って、
宇田先生が使ったオリジナルの資料を探す必要があった。先
生はすでに亡く、共著者も知らないという。奥さんにも尋ね、
先生が最後に勤務されていた東海大学も探したが分からな
かった。

そこで、気象関係の先輩や同僚に、「学会などに出席した時、
聞いてもらえないか」と頼んだ。すると、確か、1986年12月
ごろであったと思うが、当時の気象研究所所長の今井一郎先
生から東京水産大学（現海洋大学）の石野誠教授の研究室に
保管されていることが伝えられた。

この録画は、1987年6月18日（私が日本気象学会で報告した
数日前）にNHK で放映されたもので、宇田資料をコピーする
ため、石野研究室に入る時のものである。

なお、現物は広島管区気象台江波山気象館に陳列されている。
当時、この番組のディレクターで、現在
江戸川大学教授の隈本邦彦先生提供
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宇田氏の画期的な調査 全部手書きで克明に

原爆直後に各地を訪ね、聴き取り調査。当時は一般には
万年筆が使われていたが先生は「矢立」で、片仮名交じ
りの文章で記録されていた。
この調査で170の資料を得て宇田雨域がつくられた。

宇田論文の載った日本学術会議の
報告集（1957年）
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「暫定的な」増田雨域の発表と
被爆者からの反応

1987年5月26日、筑波大学で開かれた日本気象学会春季
大会のポスターセッションで「広島原爆後の”黒い雨”
はどこまで降ったか」と題して発表した。

この雨域は”暫定版”として発表したが、1973年10月に
広島県と市が，２町２２村（旧町村）の約２万人を対象
に実施したアンケートで、残存する湯来町の分、黒い雨
の会会長花本兵三氏と、事務局長村上経行氏の調査資料
に私の手記集から得られた資料を使ってつくったもので
あった。

この発表はマスコミで大々的に取り上げられた。すると、
全国から、特に広島から電話や手紙が殺到した。「まだ
違う。私の所でも降った」というものであった。
そこで、村上さんに頼んで現地調査を行った。

暫定的な雨域は、宇田雨域の約２倍で、少しでも雨の降った地域は、爆
心から北約35㎞、東西方向の最大幅は約25㎞に及び、その面積は東京
都の約半分に近い700㎢に達した。
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感動的な現地調査

1987年6月13，14の両日、「黒い雨の会」の協力を
得て、湯来町、広島市安佐南区安古市町、豊平町、
加計町、広島市佐伯区五日市町の5カ所で、現地住民
からの聞き取り調査を行うとともにアンケート調査
を行った。住民の関心は高く、湯来町の約200人を
はじめ、全体で、約340人が集まり、72人が証言、
アンケート用紙1,300枚を配った。アンケート用紙が
足りなくなり、2回も増し刷りしたほどであった。

原爆投下後37年もたっていた。記憶も薄れているであろう
し、黒い雨問題が注目されていたので、どうしてもそれに
影響を受けるかもしれない。そこで、聞き取りやアンケー
トの取り方には工夫をした。

聞き取り調査に、マイクによる意見発表を採用したのもそ
のためであった。①多くの人の薄れた記憶の発掘。発表者
の意見を聞けば、「そういえば、そういうこともあった
な」と思い出すこともあろう。②大勢の顔見知りの人の前
で話せば、誇大な発表にはならないであろう、と考えた。

アンケートには雨に関して3通りの設問をして、出来るだ
け、回答が相互に矛盾しないようになるように工夫した。

このイベントは大きな反響を呼び、マスコミの記者が競ってイ
ンタビューをし、記事にした。これらの記事のほとんどの切り
抜きが村上さんたちから送られれて来た。また数カ所で独自に
「聞き取り調査の会」を設け、そのテープを送ってくださった。
このようなマスコミ、住民の協力で資料はどんどん増えていっ
た。

これらを入れて、延べ500人になった 11



資料はどのように整理したか
最も苦労したのは住所変更で、新旧の対照表を使った
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「増田雨域」の完成と
被爆地拡大運動

1987年8月5日、原水爆禁止
1987年世界大会に参加した
私は、8月5日の休みの日を利
用して、村上さんたちと一緒
に広島県と島根県の県境まで
行って、小雨が降っていたこ
とを確かめ、現地調査を終え
た。

このようにして、1987年末ころには「増
田雨域」は完成し、私は論文「広島原爆後
の“黒い雨”はどこまで降ったか」を日本気
象学会の『天気』に投稿した。この原稿は
レフリーの意見に対する私の回答後受理さ
れ、1989年2月号の『天気』に発表された。

しかし、この発表より前から、この「増田
雨域」を使って講演会が各地で開かれ対市
交渉ももたれ、被爆地拡大運動が大きく前
進した。

その中で、障害になっているのが「基本
懇」の答申であることがいよいよ鮮明に
なってきた、
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「増田雨域」の正確度 放射能との対応と
大瀧雨域との比較

広島原爆後の降雨開始時間の分布

静間清広島大学教授の仁科調査団（1945年8月9日）の放射
能測定値と「宇田雨域」、「増田雨域」の対応の良さの比較

「大瀧雨域」と「増田雨域」
（茶色の太点線） 14



2種類の原爆雲の成因と「黒い雨」

原爆投下8～10分後に米軍が撮影したキノコ雲。左―広島原爆、右―長崎原爆
George D.Kerr and others：WORKSHOP REPORT ON ATOMIC BOMB DOSIMETRY―REVIEW OF

DOSE RELATED FACTORS FOR THE EVALUATION OF EXPOSURES TO RESIDUAL RADIATION

AT HIROSHIMA AND NAGASAKI

この写真を提供したKerrらは、火球からできた雲の頂上と、その下の積乱雲との間
にギャプがあることを強調し、二つの雲の成因が違っていることを伝えている。矢ケ
崎氏もこのギャップを第2圏界面などといっている。これは雲の成因を知らないからだ。

火球の温度はものすごい高温であるため、火球の上昇でできた雲の上昇速度は非常
に大きい。その後に続く空気の上昇によってできた積乱雲の上昇速度も通例のものよ
り大きいが、それでも、火球の雲の上昇速度に比べるとずっと遅いので、火球の雲と
積乱雲の間にギャップができるのである。。

火球の上昇速度は非常に大きいので、圏界面（10～１２㎞）を突き破って成層圏に
入り、高度15～16㎞にまで達した。一方、積乱雲の雲は火球に比べると、上昇速度が
小さいので遅れて圏界面に達し、数分後には火球の雲と合体し、キノコ雲の柄の部分
になるが、上昇気流が弱ので、圏界面に沿って、円形に広がり、キノコ雲の傘の部分
を形成する。

キノコ雲の中心部分は上昇気流が強いので、大きな雨粒が出来ていたと思うが、強
い上昇気流に支えられて空気中に漂い、大きく成長して重くなり、たとえ雨として
降ってきても、周囲が高温であるので、すぐ蒸発してしまい、地面まで達するものは
なかったと思う。爆心付近でほとんど雨が降っていなかったのはこのためである。

一方、圏界面に沿って半径約20キロメートルの円形に広がった雲を形成していた雨
粒は、上昇気流がほとんどないので、ゆっくり落下し、多くは落下の途中で蒸発し、
わずかに残ったものが、ところどころで雨を降らせた。これがキノコ雲から降った雨
で、上空の風とは無関係に、ほぼ円形に降り、色もススの代わりに多くの塵芥や土砂
を含んでいたため褐色で、「泥雨」などと呼ばれていた。これが第1の雨である。

間もなく火災が発生し、火災積乱雲ができるが、地上付近の風はキノコ雲の上昇し
た後を埋め合わせるために、爆心に集まってきて上昇する。これが火災積乱雲で、ほ
ぼキノコ雲の位置で発達し、当時の一般流に流され、下層では爆心の北西方向に、上
空では北東から東のほうに流れ、広範な地域に「黒い雨」を降らしたのである。これ
が火災積乱雲による『黒い雨』である。

広島原爆の原爆雲の発達
状況の時間経過

広島市立大学の馬場将司
氏らによる評価（Revisit
The Hirosima A-bomb
with a
Database.(Hrirosima
City 2011) より
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被爆地拡大の願いを
潰してきた「基本懇」

1979年6月、厚生大臣の諮問機関として「原爆被爆者対策基本問題懇談会（基本懇）」が設置された。これは
「原爆被爆に関する問題について基本理念を明らかにするとともに、被爆対策における制度の基本的あり方につ
いて検討するため」に設置されたものである。
14回の審議、2回にわたる被爆者団体、関係地方自治体の代表その他学識経験者からの意見聴取、広島・長崎の
現地調査と現地の意見聴取を経て、意見をまとめ、1980年12月11日、厚生大臣に対し、「原爆被爆者対策の基
本理念および基本的あり方について」という報告書を提出した。

これは、①戦争の犠牲は「すべて国民は等しく受忍しなければならない」として、「国家補償による被爆者援護
法をつくれ」という被爆者の要求を抑え、②被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠がある場合に限定して行
うべきである」として、「『黒い雨』地域全域を被爆地に」という要求を抑えたのである。

この「基本懇」以後、被爆地域拡大は一切なくなった。そこへ「増田雨域」が出たのである。
1987年8月の「広島・平和記念式典」に参加した中曽根康弘総理大臣（当時）は、被爆者との
懇談会の際の記者団の「『増田雨域』は「基本懇」のいう「科学的・合理的」根拠になりえな
いのか」との質問に答え、「検討」を約束した。

1988年8月につくられた「黒い雨に関する専門家会議」はこのような経緯でつくられたと思う。
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黒い雨に関する専門家会議と
数値シミュレーション

◇「黒い雨に関する専門家会議」（1988年8月―1991年5月13日）

目的ー原爆投下後に降った雨に含まれていた放射能による人体へ影
響について現時点で科学的・合理的に解明する方法の有無、およびその
有効性の検討。 委員―放射線、気象、遺伝の専門家12名

◇検討結果

①残留放射能についてー核実験の影響があり確定できず

②気象シミュレーションによる効果放射線量の推定ーこの専門家会議で
最も重点を置いた検討項目

③体細胞突然変異及び染色体異常による放射線被ばくの人体への影響ー
“黒い雨”に晒されたグループと、晒されなかったグループの差を調べた
が統計的有意な差はなかった。

◇気象シミュレーションによる降雨

雨域の範囲は、一部東方向にはみだ

した部分もあるが、おおむね宇田雨

域と一致している。乾燥落下が北西

の方向に延びいるが、その後の降雨

で流されるので、その影響はない。

だから被爆地拡大の必要はない。

◇結論は吉川友章気象研究所研究室長のシミュレー
ション結果であるので、ここではその内容を詳述する
①初期の原爆雲の高さー呉市から尾木正巳氏が撮った写真を利用し、8㎞、
横径4.5㎞とした。
②原爆雲は高度６㎞を中心に2.25㎞の球形内に放射性物質がガウス分布で
分布するとした。
③衝撃波によって家屋などが壊れ、粉塵となって舞い上がり、放射能を帯
びるので、それを衝撃雲とし、4㎞の上空で半径2.25㎞の円盤状に分布す
るとした。
④火災に伴って放射性物質が、火災の燃焼率に合わせて発生するとした。
⑤この初期値で、東西30㎞、南北40㎞の領域を1㎞の格子で、鉛直方向は
15層で15層目が高度10㎞とした。放射性物質は大粒子（直径100μm以
上）、中粒子（10～100μm）、小粒子（１０μm以下）に分け、それぞ
れ1万個の粒子を、シミュレートした風で流し、違った落下速度で落下さ
せ、雨がシミュレートされていところでは雨と一緒に落下させた。
⑥原爆雲、衝撃雲、火災雲の3種類があり、それぞれに大粒子、中粒子、
小粒子があり、雨落下と乾燥落下の2種類があるので、合計18枚の分布図
が得られる。
⑦これらの分布図をもとに、大粒子、中粒子、小粒子の合計をとると、原
爆雲、衝撃雲、火災雲の乾燥落下と雨落下による相対的な放射強度を示す
6枚の分布図が得られる。
この報告書では、そのうちの3枚の図が示されている。それを1枚の図に
重ねて示したのが左の図である。
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吉川シミュレーション批判
吉川氏は、報告書に膨大な計算結果を添付していた。おそらく添付資
料にまで当って検討する人はいないであろうと思ったのであろう。し
かし、私は格子点の値にまでさかのぼって検討した。その結果、この
論文は科学的批判に耐えられるものでないとの結論に達した。

１、用いている方程式は、海陸風をシミュレートするもので上昇速度
が6m/s以上の現象には使ってならない方程式を使っている。
２、爆心の位置が、1格子北西方向にずれていた。
３、吉川氏は雲塊の膨張がほとんど止まった段階、すなわち爆発後40
分後に尾木正巳氏が呉市若葉町の海軍工廠砲こう実験場で撮影した記
録写真を利用して、キノコ雲の雲頂を8.08㎞としたと述べているが、
右上の原爆雲の写真の最下段の赤線を見ればわかるように、写真を改
ざんし、山の頂上付近まで海水面を持ってきてごまかしている。
４、この報告書には、吉川論文のほかに、同じ初期条件、同じ境界条
件でシミュレートした丸山・吉川論文がある。驚いたことに、右下の
図のように重ねてみると、似て非なるものが報告されていたのである。

「黒い雨に関する専門家会議」は、科学論文とは言えない論文まで
使って、被爆者の被爆地拡大の願いを葬り去ったのである。
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2008年の大規模なアンケート調査と
「大瀧雨域」

◇2008年、広島市は広島県の協力を得て、被爆地域拡大のために原爆投下時からこ
の地域に住んでいた人を対象に、原爆体験によるPTSD（心的外傷後ストレス障
害）についての大がかりなアンケート調査を行った。そのアンケートの中に「黒い
雨」に関する設問もあったので、それを利用して大瀧慈広島大学教授（当時）が新
しい降雨地図をつくった。 図はこの資料を基に大瀧教授が求めた雨の継続時間の
分布図である。大瀧は地理的な重みを付けた回帰式を使ってこの図を求め、「宇田
雨域」と同じに、1時間以上継続した地域を大雨（heavy）域、30分～1時間継続し
た地域を中雨（moderate)域、30分以内の雨を小雨(light)域とした。

このような統計的方式では『黒い雨』のような複雑な雨は正しく表現できないが、
雨域と、雨が降らなかった地域の境界は正しく表現できる。この図で、増田雨域が
茶色の太い点線で示してあるが、大瀧雨域の雨域と極めてよく一致している。「増
田雨域」の正確さを示唆するものといえるであろう。

なお、大瀧教授と広島県・市は、「大瀧雨域」は「宇田雨域」の6倍の広さと発表し
ているが、正確には「宇田雨域」の大雨域の6倍である。宇田雨域の大雨域と小雨域
の比は約2倍であるので、もし「増田雨域」を宇田雨域の大雨域と比較すると、実に
12倍になり、「大瀧雨域」の実に2倍に相当するのである。
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「原爆体験者等健康意識調査報告書」等
に関する検討会と「二つの雨」の混乱
「大瀧雨域」の発表を得て、広島県・市は国に対して「被爆地拡大」の要望書を提出した。これを受けて

厚労省は、「原爆体験者等健康意識調査報告書」等に関する検討会を設置した。この検討会は2010年12月

から2012年7月まで開かれ、①心身の影響についてと、②黒い雨の降雨時間の地理的分布について、の

ワーキンググループまで作って検討した。

しかし、「心身の影響について」の問題では、「放射線が中枢神経系に影響して、精神的影響が出たとは
考え難いと判断した」とし、「黒い雨の降雨時間の地理分布について」では、①同じ地域において黒い雨
の体験率が50％を超える地域は少なく、②特に爆心地から２０キロ以遠においてデータが少ない、③60年
以上前の記憶によっており、正確性を十分に明らかにできなかった、との理由で、今回のデータから黒い
雨の降雨域を決定することは困難であった」と述べ、被爆地拡大の要望を無視した。

私は9回開かれた検討会を8回傍聴したが、「黒い雨」には、キノコ雲
から降る雨と、火災積乱雲から降る雨の2種類あることを知っている委
員は一人もいなかったのに驚いた。その結果、まったく誤った結論に
なったのである。
右図は「黒い雨」のワーキング・グループで、アンケートの信ぴょう
性が問われたときに使われた図である。これは原爆投下の8時15分から
9時までの間に「雨」が降ったと、答えた人の散布図である。爆心地近
くで多くの人の「雨」の答えはいいが、20㎞も離れたところで雨と答
えた人がいるのはおかしいと、アンケートの信ぴょう性が問われたの
である。
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広島地裁の画期的な判決（１）
◇広島地裁の高島義行裁判長は、７月２９日、「黒い雨」によって健康被害を受けたにもかかわらず、
広島市や広島県に被爆者健康手帳の申請を拒否されたのは違法だとして、手帳の交付を求めた訴訟の判
決で、原告の訴えを認め、原告84人全員に手帳の交付を命じた。黒い雨をめぐる司法判断は初めて。

◇判決の骨子

＜主文＞ 広島県、広島市の被爆者健康手帳交付申請却下処分をいずれも取り消す。県と市は、原告らに被爆者手
帳を交付せよ。

＜黒い雨の降雨域＞

①国が援護対象の根拠とする調査は、原爆投下後の混乱期に限られた人手によって実施され、調査範囲や収集でき
たデータには限界があり、特に外縁部は非常に乏しい資料しか入手できていない。降雨域を視覚的に明らかにする
ための概括的な線引きにすぎない。

②黒い雨は、特例区域にとどまらず、より広範囲で降ったと確実に認めることができる。過去の降雨域を推定する
三つの調査は、いずれも体験者への聞き取りを基に研究されているが、たまたまその付近で降雨体験が得られたか
否かで線引きが大きく異なっており、黒い雨降雨域の全体像を明らかにすることは困難だ。

＜「黒い雨』降雨域について＞

宇田雨域

宇田調査は被爆直後の混乱期に限られた人手でなされたもので限界がある。宇田雨域を主要な根拠にして、その
他の地域では「黒い雨」が降らなかったとか、宇田雨域以外に降ったというためには新規の調査による科学的知見
に基ずく必要があるなどということはできない。少なくとも「宇田雨域内では「黒い雨」が降ったであろうとの推
論の根拠とする限度で斟酌することができるというべきである。
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広島地裁の画期的な判決（２）
増田雨域

増田雨域は、他の調査結果に比べて相対的に豊富な資料に基づいており、関係資料との整合性もある。被告らの指摘にか
わらず、増田雨域の信用性を大きく損なうべき事情も認められない。

したがって、増田雨域は、「黒い雨」降雨域を推知する際の有力な資料の一つとして位置付けられるべきである。

大瀧雨域

大瀧雨域は、その基となる調査について、調査時まで相当長時間が経過していることやデータ数の不十分さ等の限界を指
摘できるものの、そのことを踏まえつつ、「黒い雨」降雨域を推知するに際して相応に斟酌することができるというべき
である。

まとめ

原告らの所在した場所に「黒い雨」が降った蓋然性を検討したうえで、「黒い雨」にあったという供述等の内容が合理
的であるか吟味し、これを阻害する具体的事情がなければ「黒い雨」にあったと判断するのが相当である。

「黒い雨」には原爆に由来する放射性微粒子が含まれており、「黒い雨」によって健康被害を生ずる可能性があることは
十分首肯され、そのことを前提に、「黒い雨」に遭ったことを３号被爆者認定の根拠にしている。

放射性微粒子を含む「黒い雨」を直接浴びたり、「黒い雨」が付着した物に接するなどの外部被曝に加え、放射性微粒子
を含む「黒い雨」が混入した井戸水等を飲用にしたり、「黒い雨」が付着した食物を摂取するなどの内部被曝を想定でき
る。

以上によれば、第一種健康診断特例区域外であっても、原爆が投下された際及びその後において、「黒い雨」に直接浴び
るなどしたり、「黒い雨」降雨域で生活したりして、「黒い雨」に暴露した者は、健康管理手当の支給対象となる１１種
類の障害を伴う疾病に罹患したことを要件として、被爆者援護法１条３号に該当すると解するのが相当である。
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（注）いわゆる被爆地域と健康診断特例区域の概要

健康診断特例区域

○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。

○昭和４９年及び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

被爆地域
原爆投下当時、その区域に在ったことが証明されれば、被爆者健康手帳が交付される区域。
○昭和３２年原爆医療法制定時、旧広島市及び旧長崎市を被爆地域として法律で指定
隣接する区域を政令で被爆地域として指定
○昭和４７年広島の被爆地域に隣接する一部の区域を、政令で被爆地域に指定

広島の第一種援護区域とは？
1号（直接被爆）原爆投下のとき広島・長崎の特定地域にいた人
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資料

広島地裁の
判決の抜粋

判決主文

ア 宇田雨域について
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放射性のチリは
もっと広範囲に降っていた

広島原爆戦災誌第４巻に「爆心から北西部の山間に、降雨の少し前から、降
雨中にかけて、焼けトタン板、屋根のソギ板、蚊帳やふとんその他の布切れ、
名刺・紙幣などが広島市内から吹き飛ばされてきた」と記述があるように、
原爆の爆発とそれに伴う火災による強い上昇気流によって、いろいろのもの
が吹き飛ばされ広範囲に降ってきた。

宇田氏らはこの降下物の分布区域を調査し「爆心より３㎞以上離れた北西方
山岳地帯を主として、雨域よりも広い」と結論している。

増田も雨域の調査に用いた資料の中の降下物を調査した。右図はその結果で、
●は紙切れ、布切れ、紙幣、伝票など降下物の種類が特定できる地点、⦿は
アンケートで、紙切れ、木片、チリなどの降下を一般的に答え、降下物の種
類が特定できない地点を、矢印はトタン板、フスマ、ベニヤ板などが降った
地点と爆心を結んだものである。

降雨図と比較すると、降下物は雨域よりさらに広い範囲に降っていることが
分かる。しかし、爆心の南には全くない。おそらく、キノコ雲を形成した火
球とそれに追随して上昇した雲は高温で、すべてを燃やし尽くして微量な放
射性のチリにしたためであろう。火災積乱雲によって吹き上げられたものが
一般流によって運ばれたのであろうが、爆心の東側には少ない。これはアン
ケートを雨の降った地域に限定したためで、もし、もっと多くアンケートを
取れば、東側も、もっと増えるであろう。 26



安倍首相の「被爆地拡大」と
今後の闘い方

◇８月１２日、厚労相は渋る広島県知事と広島市長を説得して広
島高等裁判所に控訴した。絶対に許せない。

◇知事や市長の説得に、援護対象区域について「拡大も視野に入
れた再検討をする」を使った。

◇そもそも、広島地裁の判決は、「宇田雨域」など地域でなく、
１１種の原爆症と同じ症状の出た人は救済せよ」であった。

◇地域拡大は、再び「差別と分断」を呼ぶ。

◇安倍首相はなぜ控訴を強行したか。この判決が福島第一原発事
故の被災者に及ぶことを恐れたためではないか。

◇控訴を取り下げさせ、控訴審も絶対に勝訴させる必要がある。
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今後の闘いの方向
◇控訴審に必ず勝利するための運動を強める
広島地裁の判決は画期的で、原告84名の救済だけでなく、広島・長崎の被
爆体験者、さらに、福島第一原発事故の被災者にとっても朗報である。こ
れを定着させることは、被爆者援護連帯運動を後押しするだけでなく、核
兵器禁止運動にも大きく貢献すると思う。

◇「黒い雨」の「増田雨域」の一層の深化
1995年（平成7年）に厚生省（当時）が実施した被爆者実態調査の際に収拾
した被爆体験記のうち、原爆死没者追悼平和祈念館での公開に同意があっ
たものを複製し、収録したものがPDF化されている。これを利用し、「雨」、
「下痢」、「歯ぐきからの出血」などで検索し、より精度の高い「黒い
雨」雨域の作成を計画している。

◇「黒い雨」にはキノコ雲から降る雨と、火災積乱雲から降
る雨の2種類あることを常識にするまで広める。

以上
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