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東芝危機は米核戦略の危機
─反原発運動で追い詰められた米日軍産複合体─

　それは東芝問題。すでに２、３年前から大問題に
なっているが、私の調べたところでは東芝はだまさ
れたといえる（しかしそれは欲の皮が突っ張ったか
らで、同情の余地はない）。
　ウェスチングハウス（WH）社というのは、1970
年代まではゼネラル・エレクトリック（GE）と肩を
並べる総合家電メーカーだった。それが斜陽になり
21世紀を迎えることなく消滅してしまった。しか
しこの会社は軍事産業としてのもう一つの顔を持っ
ていた。世界初の原子力潜水艦ノーチラス号から始
まって、原子力空母エンタープライズなどすべての
原子力艦の原子炉を生産している。この部門がいま
問題になっているウェスチング原子力会社である。
一応軍事産業部門は独立しているが、基本のノウハ
ウは同じである。
　この会社はえらく金食い虫で、単体での経営は困
難だ。そこでイギリスの電力公社が買い取ったのだ
が、イギリスそのものがなかなかうまくいっていな
いこともあり、売りに出したのが事の始まりだ。
　これに東芝が跳びついた。東芝としてはこれまで
の軽水炉に加え加圧水型原子炉の技術も手に入るか
ら、原発の一手販売が可能になる。その頃は「原発
ルネッサンス」と言われ原発が成長部門と考えられ

ていたこともある。買い取
りの条件はウェスチングハ
ウス社の持つコア技術には一切手を付けないという
ことだ。東芝は経営責任を持つが、営業権のみの権
限しかない、という誠に奇妙な合弁が成立した。
　これには裏がある。米軍にすれば現代戦の最強の
兵器である原潜や原子力空母の心臓部が他国のもの
となるのは非常に困るのだが、維持するだけの金も
ない。そこで最初はイギリスに押し付けたが、イギ
リスが蹴ってしまった。そこで仕方なく日本に押し
付けることにした。「金は出せ、しかしコア技術は
渡さないぞ」ということだ。そこで経産省が乗り出
した。「アメリカの要求を丸呑みしてもなおかつお
釣りが出ますよ」という話で日本の各社に当たった。
各社といっても原発に関して実績があるのは三菱重
工、日立電機、東芝の３社しかない。
　ここで登場するのが GE だ。実は一番 WH 社を
欲しかったのは GE である。GE 自体も決してただ
の電機メーカーではなく、原潜や原子力空母の原子
炉を作っている。以前は軽水炉しか作れなかったの
が最近では加圧水型の技術も身に着け、いまや原潜
の原子炉はすべて GE 製となった。しかし原子力空
母では未だに WH 社の後塵を拝している。だから
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WH は喉から手が出るほど欲しいのだが、米国の独
占禁止法がそれを許さない。そこでダミーとして東
芝を利用しようと考えた。東芝は軽水炉技術を通じ
て自分の子分になっていると考えたからだ。
　此処から先は当て推量になるが、どうも東芝は
GE に逆らったのではないか。さらに言えば GE の
意向は米軍の意向だということを理解していなかっ
たのではないか。
　頭にきた GE は日立も巻き込んで価格操作した。
これを当時のブッシュ大統領も後押しした。お陰で
買取価格は数倍に膨れ上がり、とてつもない「のれ
ん料」を支払わされる羽目になった。
　そこへもってきて福島原発事故だ。天井に登って
梯子を外されて真っ逆さまに墜落してしまった。こ

　2016年11月５日－６日に仙台で開催された、第
27回反核医師のつどい in 宮城に参加しました。全
体で191人、北海道からは、塩川先生（主催者側と
して）と小生の参加でした。仙台では1994年に第
５回つどいが開催されていて、22年ぶりというこ
とでした。東日本大震災、福島第一原発事故より５
年半経過しての東北での開催で、プログラムも原発
事故、脱原発に関連した内容が多くありました。

北東アジアの非核地帯化や
フランスの原子力行政

　１日目は、記念講演と特別講演がありました。記
念講演は、「核廃絶の国際的世論と核保有国の動向
～北東アジアの非核地帯化」というテーマで、平和

れが東芝の経営破綻の本質である。アメリカの軍産
複合体の力をなめたのが命取りになったといえるだ
ろう。
　結局ヤクザな商売に手を出したのが東芝の命取り
となった。日本の電機産業のある意味では最後の砦
と思われた東芝が潰れる場面を、我々は目前に見て
いる。ソニーもナショナルもシャープもすでにガタ
ガタだ。今回の事件がなくても、いずれ遅かれ早か
れ東芝も同じ道を辿ったかもしれない。それは日本
電機産業の最後のあがきであったかもしれない。
　だがそれで良いのだろうか。日米軍事同盟路線が
日本経済を奈落の底に貶めるのを、我々は傍観して
いてよいのだろうか。いまや独立・平和の政治・経済
路線を真剣に考えるべきときなのではないだろうか。

問題に関する職務を担当されていました。内容は、
朝鮮半島の非核化と日本の核政策についてです。北
朝鮮は現在、核実験、ミサイル開発および発射実験
を繰り返しています。東西冷戦後、1991年に韓国
と北朝鮮は朝鮮半島非核化宣言を出しましたが、そ
の後北朝鮮の安全保障政策は核抑止力を中心とする
よう変化しました。東西冷戦後いったんは日本、韓
国との関係は改善しましたが、両国がアメリカの核
の傘に入っていることや、韓国への核兵器持ち込み
の可能性があることから、北朝鮮は核兵器・ミサイ
ル開発の方向へ舵を取ったとしています。北朝鮮の
核開発をやめさせることは、北東アジアの安全保障
上、重要なテーマとなっていますが、６か国協議や
中国からの働きかけは進展していません。今後の解
決への鍵は米朝２か国協議が最も有力ですが、こち
らも進んでいません。そのような情勢下で、日本の
今後とるべき方策は、核兵器の非人道性を世界に訴
え、核兵器禁止条約の締結を推進することですが、
いずれも現政権ではその動きはありません。モンゴ
ルでは1992年に１国での非核兵器地帯を国連の場
で宣言、法律を整えました。５大核兵器保有国はモ
ンゴルへの核兵器不使用を約束しています。
　その後、特別講演として、フランス国立科学研究
センター・北アジア地域事務所副所長のセシル・浅沼
＝ブリス氏より「核の妄想～なぜ日本人は核を受け

外交研究所代表の美
根慶樹氏にお話いた
だきました。美根氏
は、 外 交 官 と し て
長 く 活 動 を さ れ、
2009年 に 外 務 省 を
退 官 し、2014年 よ
り現研究所を開設さ
れています。これま
で平和、軍縮、環境

核戦争に反対し、核兵器の廃絶を求める
医師・医学者のつどいに参加して

第27回

中野　亮司（勤医協中央病院内科）

美根慶樹氏
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ョンの手法を用いて、良好なイメージを植え付ける
ことがなされてきました。正しい理解とともに反原
発の活動を進める必要があります。

２日め　原発問題で連続講座

入れたのか」という
テーマでのお話があ
りました。フランス
の原子力行政と原子
力産業の現状につい
て説明をいただき、
如何に世論を操作し
てきたかをお話いた
だきました。特にリ
スクコミュニケーシ

　２日目は、原発問
題、福島第一原発事
故に関しての連続講
座が組まれました。
１題めは札幌西円山
病院名誉院長の峯廻
攻守先生より、「東
日本大震災・福島第
一原発事故被災者５
年間の軌跡～浪江町

ムの今野順夫（とし
お）福島大学名誉教
授より、「福島復興
の課題」というテー
マでの講演でした。
今後避難指示の解除
が次々となされます
が、2016年 ９ 月 現
在で合計８万６千人
あまりの県内あるい

　連続講座３演題め
は、大槻憲四郎東北
大学名誉教授による
「地震国日本におけ
る原発の危険性」と
いうテーマでの、特
に高レベル放射性廃
棄物の地層処分につ
いての講演でした。
高レベル放射性廃棄

町民の場合」というテーマで、浪江町国保仮設津島
診療所での勤務の経験をお話いただきました。豊富
な写真と図表をお示しいただき、峯廻先生の福島の
被災地での診療の経験から、被ばくの実状について
説明いただきました。福島県民健康調査での甲状腺
検査では推定されたよりも多い数の異常者が見つか
っています。また、生活習慣病の増加が指摘され、
避難によるストレスや身体活動の低下が原因と考え
られます。また高齢者の廃用症候群や認知症の発症、
進行の指摘があり、要介護者数の増加も指摘してい
ました。また福島県における医療の現状についても
報告がありました。震災・原発事故以後、多くの医
療従事者が現地を離れ、深刻な人材不足に見舞われ
ていること、またそれにより介護施設、入院病床も
制限を余儀なくされ、不足していること、施設間連
携の体制は整っておらず、特に救急医療の現場にお
いて問題となっていることが報告されました。損害
賠償の不公平感、被ばくに対する考え方の相違によ
り、被災者間での分断が生じ、偏見・差別の中での
生活を送らなければならず、抑うつやアルコール依
存などの精神衛生面の低下をもたらしている現状も
ありました。その上で原発再稼働を許さないこと、
政治の在り方を変えていくことが必要との提起がさ
れました。
　連続講座２演題めは、ふくしま復興支援フォーラ

は県外避難者がいます。子供の避難者は２万人あま
りです。未だに避難による家族の分散があり、震災
関連死はまだ発生しています。震災関連死の原因は
「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」が最
も多く、自殺者も後を絶たない現状です。避難指示
が解除された後に帰還を希望されている避難者は一
定数いますが、被災地域の回復や生業の回復は全く
不十分で、帰還できる見通しは立ちません。今後の
被災者の生活回復に向け、いくつかの課題を挙げて
いました。一つは国、東京電力の加害責任を明確に
することです。また回復のための住民の協働、避難
者間の相互理解と連帯が必要で、原発再稼働に反対
し続けることが必要とのことでした。

物は、ガラス固化体に加工され、中間貯蔵施設に
30 ～ 50年保管して冷却し、地層処分とするという
のが、日本政府、原子力発電環境整備機構（NUMO）
の基本的な方針です。地層処分は放射性廃棄物を隔
離し、10万年閉じ込めることが目標です。そのた
めの環境的な要件はさまざまありますが、日本には
火山が多くあり、断層も多くあるため、地層処分に
適した長期的に安定したところはありません。日本
学術会議により、2015年４月、「高レベル放射性廃
棄物の処分に関する政策提言」がなされています。
その中では、電気事業者に廃棄物の保管と処分の責
任があること、廃棄物の暫定保管や最終処分施設の
建設・管理にあたっては立候補地およびそれが含ま
れる圏域（市町村、都道府県等）の意向を十分に反
映すること、地層処分のリスク評価とリスク低減策
を十分に講じること、高レベル放射性廃棄物問題を
社会的合意の下に解決するため国民の意見を反映し
た政策形成を行う委員会を設置する等について提言

ブリス氏

峯廻攻守氏

今野順夫氏

大槻憲四郎氏
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というテーマで、脱原発と温暖化対策について講演
がありました。温暖化被害の因果関係を科学的に証
明できるようになり、今後は、企業や政府の法的責
任や損害賠償をめぐる訴訟が各地で増えることが予
想されます。その中でパリ協定に則った政策を立案、
実現することが求められます。経済的にみても原子
力や石炭火力発電は立ちゆかなくなっています。世
界ではドイツが再生可能エネルギーを推進し、今で
は最も安価なエネルギー源となっていることが示さ
れました。温暖化防止という倫理面だけではなく経
済的合理性からも脱原発、脱化石燃料、再生可能エ
ネルギーの推進が必要となっています。

まとめ
　以上、各講演、講座の内容について、要旨を述べ
ました。2016年は、核兵器禁止条約についての交
渉を開始する決議が国連総会で成され、オバマ前大
統領の現職アメリカ大統領としては初めての広島訪
問がありました。日本政府は安全保障政策をアメリ
カの核抑止力に依拠していることから、核兵器禁止

条約には反対しています。本来ならば、唯一の被爆
国として核兵器の非人道性を世界に伝え、核兵器廃
絶の運動を率先して推進しなければなりません。オ
バマ前大統領は広島で、核兵器の悲惨さをその演説
においてアピールしましたが、具体的な核軍縮の政
策には触れず、広島・長崎への原爆投下についての
評価は述べませんでした。核廃絶の流れを進めるこ
とと逆行することの、両方が同時に起きています。
非核保有国の核兵器保有国への批判の声はますます
高まっています。私たちは、核兵器廃絶の声を高ら
かにし、日本政府の態度を改めさせなければなりま
せん。
　また、原発の問題では、2015年に政府は原発に
よる電力を「重要なベースロード電源」とし、再稼
働を無理矢理推し進めています。しかし安全対策（新
たな「安全神話」）だけではなく、原発事業そのも
のにほころびが出てきています。海外での原発建設
は計画自体が取りやめになったり、あるいは建設が
進められているアメリカでも安全対策のための費用
が膨大となり、工期が遅れることで更に費用がかさ
み、大きな損失を計上しています。「原発は低廉」
という主張が誤りだったことは、広く周知されまし
た。もはや原発は、日本の産業を活性化するどころ
か、むしろ停滞させるものとなっています。市民の
安全や将来のためだけではなく、財政的にも破綻す
ることが目に見えている原発再稼働は、多くの市民
の取り組みと連帯し、なんとしても阻止しなければ
なりません。
　最後になりますが、2017年の「つどい」は11月
４日、５日に東京で開催されます。ご都合のよろし
い方は是非参加してください。

　第27回反核医師のつどい in 宮城への代表派遣につきましては、32名の先
生方から計22万3000円のカンパをいただきました。ご協力ありがとうござ
いました。

カンパ御礼

全体会の様子　会場は東北大学医学部艮陵（ごんりょう）会館
１日め夜の懇親会で　

左が筆者，右は塩川事務局長

明日香壽川氏

されています。
　連続講座の最後
は、明日香壽川（じ
ゅせん）東北大学東
北アジア中国研究分
野教授より「原発事
故から５年－世界は
脱 CO2、脱原発が潮
流に－エネルギー・
環境の専門科から」



北海道反核医師・歯科医師の会会報第56号　2017年３月30日◆5

　世界破滅の時を午前０時と想定して、終末までの
カウントダウンを表した「世界終末時計」は、毎年
の世界情勢を反映して残り時間が見直されてきまし
た。2017年１月に行われた時刻の見直しでは、昨
年から30秒針を進め，「真夜中まで残り２分30秒に
まで迫っている」と発表されています。第２次世界
大戦後の冷戦期だった1953年の残り２分以来、時
計の針は最も０時に近づいたわけです。　
　残り時間を発表しているのは，アメリカの科学誌
「ブリテン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ
（BAS）」。同誌は，「核兵器拡散や気候変動への対
策の進展が乏しく、こうしたテーマに後ろ向きなト
ランプ米大統領の発言が出たことが理由」としてい
ます。
　これに対して，核戦争防止国際医師会議（IPPNW）
のメーリング・リスト上では、「気候変動と核戦争の

問題がミックスされて，当初の目的があいまいにな
っている」「核兵器禁止条約について『単なる象徴』
としてしりぞけ，禁止条約に向けた交渉も『核軍縮
が進まない欲求不満の表現』としている」「BAS は
この何年間でだんだん保守的かつ米国中心になって
きている」といった意見が出されていました。

「世界終末時計」残り２分半までに進められる

ヒバクシャ国際署名ヒバクシャ国際署名
北海道内自治体首長の賛同北海道内自治体首長の賛同
道内179の市町村中101自治体首長
がサインしています。
（網掛けした自治体の首長が賛同し
ています）

2017年３月１日現在
提供：北海道原水協
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　前号１面でお伝えした通り、核軍備縮小・廃棄
への多国間交渉に向けた前進を図る公開作業部会
（Open-ended Working Group ＝ OEWG）第３会期
は、2016年８月19日、「2017年に核兵器禁止のため
の法的拘束力のある協定を交渉する会議を開催する
よう国連総会に勧告する」という内容を盛り込んだ
最終報告書を約３分の２の賛成で採択しました（賛
成68、反対22、棄権13。日本は棄権）。
　昨年９月13日からニューヨークで開かれていた
第71回国連総会では、軍縮・国際安全保障問題を扱
う第１委員会に付託された69本の決議を採択し、
そのうち核軍縮関連の決議は23本でした（表１）。
　核兵器禁止条約について交渉する国連の会議を
2017年に招集する決議（L.41）も採択され、今年
３月27-31日に第１回、６月15日－７月７日に第２
回の会合が持たれることになりました。
　昨年10月27日の第１委員会での採決結果（表２）
は賛成123、反対38、棄権16でしたが、総会（12月
23日）での採決結果は賛成113、反対35、棄権13と
いずれも減っています。これは、アメリカなど核兵
器保有国からの切り崩しがあったためではなく、こ
の決議には会議開催の予算が伴い、その予算の支出

にアメリカなどが難色を示しました。そのために総
会での採決がクリスマス休暇直前の12月23日深夜
までずれ込み、採決への参加国が減少したことが影
響したものとみられます。
　なかには、第１委員会で反対だったのが、総会で
賛成に回った国があります（イタリア、エストニア）。
棄権から賛成に回った国も複数あります（ギニア、
ホンジュラス、モンゴルなど）。やはり、自国の政
府への働きかけは大切だということです。
　採決結果の詳細は、ICAN（核兵器廃絶国際キャ
ンペーン）のホームページでわかります。
　→　http://www.icanw.org/campaign-news/voting-
on-un-resolution-for-nuclear-ban-treaty/
　一方、日本が主導した「核兵器の全面廃絶に向け
た共同行動」も採択されましたが、同決議は核兵器
禁止条約の交渉開始を求めておらず、日本は L.41
には第１委員会，総会とも反対票を投じました。
　３月27日から始まる第１回会合にも日本政府は
参加不参加を明らかにしておらず（３月19日現在）、
日本政府の態度を変えていくことが必要です。

（事務局長　塩川哲男）

表１　第71回国連総会で採択された核軍縮関連の主な決議の採決状況
決議名 賛成 反対 棄権 米 ロ 英 仏 中 印 パ 北 イ 日

核兵器使用禁止条約 128 50 ９ × △ × × ○ ○ ○ ○ × △
核の危険の除去 126 49 10 × △ × × △ ○ ○ ○ × △
核兵器の人道的結果 144 16 24 × × × × △ ○ △ △ × ○
核兵器の禁止と廃絶のための人道の誓い 137 34 12 × × × × △ △ △ △ × △
核兵器の全面廃絶に向けた共同行動 167 ４ 16 ○ × △ △ × △ △ × △ ○
包括的核実験禁止条約 183 １ ３ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ × ○ ○
核兵器のない世界へ、核軍縮の約束実施の加速化 137 25 19 × × × × △ × △ × × △
核兵器のない世界への道徳的な責務 130 37 15 × × × × △ △ △ △ × △
核兵器廃絶の多国間交渉の前進 113 35 13 × × × × △ △ △ ○ × ×
国際司法裁判所の勧告的意見の後追い 136 25 22 × × × × ○ ○ ○ ○ × △
核軍縮 122 44 17 × × × × ○ △ △ ○ × △
2013年国連総会核軍縮ハイレベル会合の後追い 140 30 15 × × × × ○ ○ ○ ○ × △

パ＝パキスタン、北＝北朝鮮、イ＝イスラエル、　◯＝賛成、×＝反対、△＝棄権（各国の態度は第１委員会でのもの。
国連広報部資料などから作成） 出所：しんぶん赤旗2017年１月６日付

核兵器禁止条約制定に向けた交渉会議
いよいよ開始
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表２　国連総会第１委員会決議（核兵器禁止条約の交渉開始）の採決結果
2016年10月27日 　50音順 　下線は核保有国

賛成　123 ヶ国
アイルランド アゼルバイジャン アラブ首長国連邦 アルジェリア アルゼンチン アンゴラ

アンティグア・バーブーダ イエメン イラク イラン インドネシア ウガンダ

ウルグアイ エクアドル エジプト エチオピア エリトリア エルサルバドル

オーストリア オマーン ガーナ カザフスタン カタール カボベルデ

ガボン カメルーン ガンビア カンボジア 北朝鮮 ギニア

ギニアビサウ キプロス キューバ キリバス グアテマラ クウェート

グレナダ ケニア コートジボワール コスタリカ コモロ コロンビア

コンゴ コンゴ共和国 サウジアラビア サモア ザンビア サンマリノ

シエラレオネ ジャマイカ シンガポール ジンバブエ スウェーデン スリナム

スリランカ スワジランド 赤道ギニア セントクリストファー・ネビス

セントビンセント・グレナディーン セントルシア ソマリア ソロモン諸島 タイ

タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア チリ ツバル

トーゴ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバコ トルクメニスタン トンガ

ナイジェリア ナウル ナミビア ニジェール ニュージーランド ネパール

バーレーン バハマ パナマ パブアニューギニア パラオ パラグアイ

バルバドス バングラデシュ 東ティモール フィジー フィリピン ブータン

ブラジル ブルキナファソ ブルネイ ブルンジ ベトナム ベネズエラ

ベリーズ ペルー ボツワナ ボリビア マーシャル諸島 マケドニア

マダガスカル マラウイ マルタ マレーシア 南アフリカ ミャンマー

メキシコ モーリシャス モーリタニア モザンビーク モルディブ ヨルダン

ラオス リビア リヒテンシュタイン ルワンダ レソト レバノン

反対　38 ヶ国
アイスランド アメリカ アルバニア アンドラ イギリス イスラエル

イタリア エストニア オーストラリア カナダ 韓国 ギリシャ

クロアチア スペイン スロバキア スロベニア セルビア チェコ

デンマーク ドイツ トルコ 日本 ノルウェー ハンガリー

フランス ブルガリア ベルギー ポーランド ボスニア・ヘルツェゴビナ

ポルトガル ミクロネシア モナコ モンテネグロ ラトビア リトアニア

ルーマニア ルクセンブルグ ロシア

棄権　16 ヶ国
アルメニア インド ウズベキスタン オランダ ガイアナ キルギス

スイス スーダン 中国 ニカラグア パキスタン バヌアツ

フィンランド ベラルーシ マリ モロッコ

採択不参加　16 ヶ国
アフガニスタン ウクライナ サントメ・プリンシペ ジブチ ジョージア シリア

セーシェル セネガル タジキスタン ハイチ ベナン ホンジュラス

南スーダン モルドバ モンゴル リベリア
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愛知（反核医師ジャーナル第74号、2016年９月
30日、Ａ４版縦組６頁）　
　核戦争に反対する医師の会・愛知の「反核医師ジ
ャーナル」は１－２面でノーモア・ヒバクシャ訴訟
で愛知から提訴していた４人の被爆者のうち、２人
を原爆症と認めましたが、残る２人については、放
射線起因性については認めたものの、「要医療性」
を狭くとらえて請求が認められませんでした。
　また、広島と長崎の原水禁世界大会に参加した２
人の医師から詳細な報告が寄せられています。

石川（会報第91号、2016年８月８日、Ａ４版縦
組６頁）
　核戦争を防止する石川医師の会は昨年５月22日
に第29回総会を保険医協会で開催し、活発な意見交
換が行われました。石川の特筆すべき活動は、県内
の小中学校への『はだしのゲン』寄贈運動で、2015
年度で４年目となり、８市町65校にまで進んだこ
とが報告されました。また、例年 Nuclear Abolition 
Day 特別企画として続けていた催しを、国連の「核
兵器の全面的廃絶のための国際デー」記念企画に移
行して、2015年９月26日に開催した被爆証言を聞
く会では、国連広報センター等の後援を得て開催し
たことが報告されました。

大阪（NEWS 第12号、2017年１月12日、Ａ４
横組８頁カラー）
　大阪反核平和医療人の会のトップ記事は、昨年８
月28日に全国保団連と核戦争に反対する医師の会
の共催で行われた東京・横田基地の平和視察会の報
告です。これには全国から約45人が参加（北海道

は CV-22オスプレイ配備も発表し、周辺自治体はこ
ぞって抗議の声を上げています。バスの車中では砂
川闘争の学習として、亀井文夫監督の映画『流血の
記録 砂川」抜粋版を鑑賞、15年にわたる運動の末、
米軍砂川基地の拡張工事を断念、基地撤去に追い込
んだことを学びました。
　このほか、10月23日に開催された近畿反核医師
懇談会主催の市民学習会や11月３日のおおさか医
科・歯科九条の会の10周年記念イベントの報告が出
ています。

から塩川も参加させ
てもらいました）、
膨大な面積の横田基
地により分断される
土地の中をバスで通
りました（写真１、
２）。横田基地騒音
訴訟では裁判所は

「違法なものである」
と10回 以 上 も 断 罪
していますが、政府
はまともな対策を取
っていません。米軍

京都（ニュース第50号＝2016年８月５日、Ａ４
版横組８頁）
　核戦争防止・核兵器廃絶を訴える京都医師の会の
ニュースは50号を迎えました。昨年５月27日に米
国のオバマ大統領が現職の米大統領として初めて広
島を訪れたことを詳細に論評、「核兵器なき世界」
へ日米の具体的な行動が問われているとしています。
　昨年４月16日に開催された第36回定期総会に先
立って行われた市民公開講演会では冨田宏治関西学
院大学教授が「核廃絶を巡る現情勢─核抑止論を乗
り越えるために」と題して講演。このほかにもビキ
ニ事件の講演内容や中国ハルビンにある731記念館
への訪問記など多彩な内容となっています。

東京（ニュース第98号、2016年12月９日、Ｂ
５版横組22頁）
　核兵器廃絶・核戦争防止東京医師・歯科医師・医学
者の会のニュース98号で「核なき世界 追求する勇
気を」としてオバマ大統領から贈られた折り鶴の写
真が表紙を飾っています。
　好評連載物「ピース・ドクター」の第23回は葛飾
区で開業中の拝殿清名（はいでん　きよな）先生。
東京保険医協会の会長を３期務められ、同協会に東
京反核医師の会を支援する「核兵器に反対する委員

　本会事務局には、全国各地からニュース・会報等が届きます。全国で奮闘されている仲間の活動
の一端をご紹介します（五十音順）。

● 他都府県の会報から （2016年８月－2017年１月）

写真１　基地の航空写真を見る

写真２　横田基地ゲート前で集合
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会」を創設したそうです。
　2006年に広島の原水爆禁止世界大会に息子さん
と参加して、被爆者のみなさんが被爆の実相を伝え
てきたことの尊さや核兵器廃絶を求める市民の力を
実感した。最近の安全保障関連法や辺野古新基地建
設などにもふれて、「メディアは国民に真実を伝え
てほしい。そして国民は、理不尽なことには声を上
げてほしい」と結んでいます。
　昨年８月５日、原水禁世界大会・広島の動く分科
会「被爆電車に乗って」を主催したことも詳しく報
告されています。これは被爆電車に乗り、親子で原
爆が投下された当時の広島を追体験しようという企
画で、昨年で10回目となる貴重な取り組みといえ
ます（写真３）。

福岡（NEWSLETTER第93号=2016年８月10日、
第94号=2016年12月12日、Ａ４版横組24頁）
　核戦争防止・核兵器廃絶を求める福岡県医師・歯科
医師の会のニュースレターはオールカラーで中味も
盛り沢山で充実しています。
　93号には小南俊美世話人による巻頭言（初めて

の18歳選挙権と選挙結果）、北川喜久雄世話人によ
る第12回反核医師の会全国大会（2016年６月12日、
東京）の報告などが掲載されています。94号では岡
本茂樹代表世話人が核兵器や核発電（原発）に関し
ての情勢を詳しく述べています。また、22回目にな
る「平和のための戦争展・ふくおか」（2016年８月
23-28日）に対して、福岡市が、「申請の内容と実際
の展示に違いがある」ことなどを理由に後援を終了
翌日に取り消した問題について、小南世話人が解説
しています。さらに昨年８月27日に行われた第28
回総会の市民公開講演（世界の原発産業と日本の原
発輸出、九州国際大学国際関係学部教授の中野洋一
氏）の資料も掲載されていて読み応えがあるものに
なっています。

和歌山（ニュース第83号＝2017年１月31日、
Ｂ５版縦組４頁） 　
　核戦争防止和歌山県医師の会ニュース83号は、
巻頭言（無署名）で核兵器禁止条約について論評。
「核兵器に固執する勢力は追い詰められ矛盾を深め
ている。…被爆者自らが作成した国際署名が全世界
で取り組まれてい」て、「これが大きな力を発揮す
ることに期待」を寄せています。
　2-3面では昨年10月23日に大阪保険医会館で開催
された第19回近畿反核医師懇談会を詳しく報道。
フリージャーナリストの西谷文和氏が「戦場取材か
らみた IS、イラク、シリアの現状─核兵器廃絶の
展望にもふれて」と題して記念講演。医師・歯科医師・
市民ら96人が参加して盛況だったようです。

（文責　塩川 哲男＝事務局長）

● 他都府県の会報から

上段中央から時計回りに、愛知、石川、大阪、京都、東京、福岡、和歌山

写真３　車内にて。ガイドさんの話を聞きなが
ら車窓の原爆遺構を眺める参加者
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黒川一郎先生のご逝去にあたって

猫塚　義夫（「医療九条の会・北海道」共同代表）

　黒川一郎先生のご逝去にあたり「医療九条の会・
北海道」に参加する者として心からお悔やみ申し上
げます。
　先生は、札幌医科大学の第1期生として戦後の激
動期を学生時代、青年医師として過ごされました。
その15 ～ 20年後に、先生の後輩として入学した私
たちは当時の70年安保・学園民主化闘争の中で、国
民のための医師・医療従事者とは何かという問いか
けを今日まで継続しています。

　先生は、私たちが学生時代に自治会活動など医療
と社会の民主的変革を目指していた時、すでに大学
助教授として学問研究に携わっていました。戦いが
困難な局面にあったとき、私たちに対して少なから
ずの援助をしていただいたことをお聞きしていまし
た。
　先生は、様々な役職上の「立場」を全うしながら、
札幌医科大学教授を退官後には、一気に社会活動に
身を投じたのでした。その見事な「変身・脱皮」は、
後輩である私たちを魅了し大きな勇気をもたらして
くれました。
　その後、1999年北海道社保協再開とともにその
会長に就任された先生は、それまでのうっぷんを晴
らすかのように社会活動を加速させたのでした。社
会保障活動、憲法９条を守る活動、反核医師の会、

　本会の活動を陰日なたで支えていただいた二人の先生が亡くなられました。一人は黒川一郎先生
（2016年10月３日、86歳）、もう一人は新垣盛雅先生（2016年12月６日、67歳）です。
　黒川先生は2004年４月に本会に入会され、2004、06、07、08、09、10、11、12とほとんど毎年の
ように総会に出席してくださいました。
　医療九条の会・北海道で親交の深かった猫塚義夫先生から追悼文が寄せられていますので、ご紹介
いたします。
　一方、新垣先生は沖縄のご出身で、本会には2003年５月に入会、総会には2004、05年と出席され、
以後も募金の訴えにはかならず応じてくださいました。70歳前に脳腫瘍で斃れるとは残念でなりま
せん。先生が願っていた核兵器のない世界そして米軍基地のない沖縄をめざしたいと思います。

（事務局長　塩川哲男）

【追悼】

2009年7月の反核医師の会総会で発言される黒川一郎先生 在りし日の新垣盛雅先生
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地域活動、職域での活動などでも自己のそれまでの
経験や経歴を存分に生かして、大学学長をはじめ多
くの要人と私たちの運動を結び付けていただきまし
た。その学究生活の幅の広さには感激とともに先生
の生活の「力」を見る思いでした。
　先生の、様々な集会や会議での発言・報告は、十
分な検討のもとに準備された内容豊かなものでした
し、それを拝聴するのも楽しみでありました。
　自衛隊イラク派遣差し止め訴訟では、自らの健康
を顧みず立ち上がった元郵政大臣、元防衛政務次官・
箕輪登先生を労わり励まして訴訟活動を進めたので
す。
　その後、北海道「社医懇」（医療と社会保障の推
進を考える北海道医師・歯科医師懇話会）を手始め
に、「医療九条の会・北海道」の立ち上げとその後の
取り組みでも、常にその先頭に立っていました。今
でも鮮明に思い出されるのは、毎年憲法記念日に札
幌大通公園で取り組まれている「リレートーク」で
の発言です。
　また、私が「北海道パレスチナ医療奉仕団」を立
ち上げた時には、「この活動の中で、日本国憲法の
国際的意義を考えてください」とのご指摘をいただ
きました。これからもこの視点を堅持して国際支援
活動を進めて行く所存です。
　先生は70歳台後半から猛然と「資本論」の勉強
を始められました。私は、そうした先生の柔軟な頭
脳にほとほと感心せざるを得ませんでした。「後に
続くあなた方もこうしたチャレンジ、フロンティア
精神を…」と訴えているかのようでした。戦後平和
憲法のもとで医学生時代を送った黒川先生は若き時
代感覚を生涯持ち続けているのだと感じました。
　こうして私達に多大な影響をもたらしてきた黒川
先生のご逝去は残念でなりません。
　しかし、私たちは、安倍自公政権のもとで平和憲
法の存在が危うくなっている現在、総力をもって日

本国憲法を守り育てる闘いを続けます。
　どうか私たちを見守っていてください、そして安
らかにお休みください。

黒川一郎先生に学ぶ

川島　亮平（本会代表委員）

　いつも柔和に、周りの人々に語りかける黒川一郎
先生が昨年10月３日に逝かれました。
　この間ずっと、反核医師・歯科医師の会や医療九
条の会などに関わって、常に指導的な役割を果たし
てこられた先生にお会いするたびに、ほっとし、勇
気をいただいてきました。
　先生は札幌医大の同門（第２内科）の大先輩でも
あり、私が卒後の初期研修を第２内科で始めた頃は
すでに助教授として活躍されていました。私たちの
学生時代は「大学紛争」に重なり、「インターン闘争」
や「大学の正常化」を目指し、必死に戦っていた私
たちの自治会活動を先生はしっかり見てこられ、そ
の後医師として、また「核廃絶と平和」運動に取り
組む私たちを常に暖かく励まして下さいました。ま
た大学を退官されてからは、日本の「革新政治」の
ために「地域」で街頭にも立ち、選挙活動などにも
取り組んでこられた先生を心から尊敬していました。
　同門会では年末の忘年会でお会いする程度のお付
き合いでしたが、その直後の年賀状には必ず「励ま
しの一行」が添えられているのを見るのが楽しみで
した。この２年間は先生の健康がすぐれず、忘年会
でもお会いできず、最後の年賀状で、私たちに託す
期待の一行が添えられていました。先生に学び、先
生の期待に報いるために努力したいと、思いを新た
にしているところです。

　前回の会報に同封させていただいた「会員アンケート」ですが、２名の会員から回答が寄せら
れました。お忙しいなか、ご協力いただきありがとうございました。結果の一部をご紹介します。

◇講演会で聞いてみたいテーマや講師
　「原発と戦争をおしすすめるおろかな国日本～小出裕章先生」
　「テレビと原発報道の60年～七沢潔さん」
◇ホームページについて
　「大変見やすく、良い構成」
　「利用しておりません」

会員アンケートの結果ご報告

【追悼】



12◆北海道反核医師・歯科医師の会会報第56号　2017年３月30日

伊
い
集
じゅ
　唯行

旅の途中

　〽１、 東シナ海前に見て／わしらが生きた土地が
ある／この土地こそはわしらが命／祖先ゆ
ずりの宝もの

　　２、 わしらはもはやだまされぬ／老いた固き手
のひらは／野良の仕事の傷のあと／一坪た
りとも渡すまい

　　３、 黒い殺人機が今日も／ベトナムの友を撃ち
にゆく／世界を結ぶこの空を／再びいくさ
でけがすまい

　具志川村昆布（当時、現うるま市）の土地闘争の
中で生まれ、沖縄の復帰運動とベトナム反戦運動の
中で良く歌われた「一坪たりとも渡すまい」である。
　実は歌の冒頭の文句が理解できなかった。昆布部
落は沖縄本島の東側にあるのに、何故「東シナ海前
に見て…」なのか？
　沖縄本島、琉球列島は東に太平洋を望み、西は東
シナ海という境界（線）に当たるのだと思い込んで
いたので、「太平洋を前に見て…」ではないのか？
　ところがグーグルの Earth を開くとそこはフィリ
ピン海と記載されている！沖縄は東シナ海に突き出
た小陸地の群れであり、どこを見ても東シナ海で良
いのか？
　疑問のまま数十年たったが、2016年12月の琉球
新報「金口木舌」欄の記事で氷解した。記事は闘争
勝利50年を企画した「不屈館」での佐々木末子さ
んの記念講演を紹介している。昆布土地を守る会会
長を父とする、当時高校生だった佐々木さんは伊江
島を訪ね、阿波根昌鴻さんから土地闘争を学んだこ
とが忘れられず、１番は島ぐるみ闘争の原点である
伊江島でみた東シナ海を描き、２番で昆布の土地を
渡すまいとの固い決意を示した。米兵の襲撃や放火

にあいながらも、県内外の支援を受け抵抗を続け、
米軍の接収を断念させている。「農民の粘り強さに
米軍は負けた。何の力もないけれど県民の団結があ
った」
　今、辺野古新基地建設に日米両政府は躍起になっ
ている。海上保安庁、警察機動隊、自衛隊など実力
組織を含む行政機構全てをあげて沖縄に襲いかかっ
ている。総理や官房長官等の言明に、日米首脳会談
でも「辺野古が唯一」と二重、三重の念押しをして
いる。
　先日里帰りした法事の席で宇地泊（普天間基地の
ある宜野湾市の一地域、コンベンションセンターの
近く）発展の様が、「久しぶりに行ったら大変な変
わりよう…」、「普天間飛行場が返還されたら、更に
発展する」などと話される。基地を撤去したらもっ
と豊かな沖縄になるという確信が広がっている。一
方、「辺野古はどうなるかね…」「国には敵わないか
ら…」「時期は遅れても…」と展開され、強権に対
する諦めも口に出る。
　しかし、県内各地の大型公共施設やショッピング
センターの出入り口にある「辺野古に行こう」○○
村民会議の呼びかけ横断幕や現地での座り込みの闘
いは日常となり、宝の海を埋めての新基地（しかも
国有地）は絶対に作らせないという決意は確かな重
しとなっている。県外、国外で沖縄の応援団は広が
りをみせる。そして、なんと言っても沖縄は勝つま
で闘い続けるのだ。
　東京代々木病院で５年、郷里沖縄の沖縄医療生活
協同組合で31年余の民医連運動を駆けてきた。ち
ょっとしたきっかけで今、学生時代・青春時代を過
ごし、自らを形成した北海道の地に居を構え、市立
根室病院で働いている。おかげで「北方領土」への
自由訪問・墓参の随行医として国後・択捉への上陸の
機会を得ることができた。元島民・子孫の皆さんと
車座で酒食をともにしながら交流した。求められ「沖
縄を返せ」と「一坪たりとも渡すまい」を歌い、サ
ンフランシスコ体制選択の中で派生した「領土問題」
に思いをはせることとなった。
　新年度４月からは１－２年の短期間ではあるが
「福島」の地に身を置き、被曝の問題を眺める予定
である。

（市立根室病院内科）

〈エッセイのコーナー〉
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向こうに見えるのが建設中の大間原発＝2016年５月７日

2017年４月以降の主なイベント

◆５月27－28日　学生フィールドワーク（長崎）

◆６月11日　核戦争に反対する医師の会（PANW）第13回全国大会（東京）　

◆７月（下旬を予定）　本会第29回総会

◆８月２－９日　原水爆禁止2017年世界大会（広島，長崎　北海道代表団は原則として長崎に参加）

◆８月６日（日）北海道原爆死没者追悼会（札幌）

◆９月４－６日　核戦争防止国際医師会議（IPPNW）第22回世界大会（イギリス）

◆11月４－５日　第28回核戦争に反対し，核兵器の廃絶を求める医師・医学者のつどい（東京）

小池　紗季

原発フィールドワークの参加を通して

　私たちの生活に必要な電気の供給だけではなく、
原子爆弾の原料製造ともなる原子力発電の問題につ
いても知っておく必要があると感じ、原子力発電フ
ィールドワークに参加してきました。
　平成28年５月、私は同志の方々と一緒に下北半
島へと向かいました。下北半島は青森県北東部に位
置し、大間原発、リサイクル燃料備蓄センター、六
ヶ所村の核燃料再処理施設、東通原発など原子力発
電の関連施設が集中している地域です。このフィー
ルドワークは青森民医連が主体となって毎年開催さ
れており、下北半島に足を運び原子力発電について
学び考える機会となっています。
　内容は年によって異なります
が、今まで参加した中では以下
のようなものがありました。
・ 六ヶ所原燃 PR センターの見

学
・ 六ケ所村「花とハーブの里」

菊川慶子さんのお話
・ 大間町「あさこはうす」熊谷

厚子さんのお話
・ 東通村にある、原発マネーに

よって建てられた公共施設を
バスの中から見学

・むつ科学技術館の見学　etc

　私はこのフィールドワークに
数回ほど参加してきました。そ

の中で一番印象深い事は、「あさこはうす」の熊谷
厚子さんのお話です。「動物たち（厚子さんは当時、
たくさんの動物たちと暮らしていました）、植物、花、
みんなと共生して、自然と共生して生きていきたい
のです。原発によって民家や自然が排除されてはな
らないのです。生活が脅かされるなら、自分たちの
生活を守るために原発に反対することは自然なこと
なのです」といった趣旨の言葉を聴きました。特に
原発関連施設の周辺地域では実感しやすいと思いま
すが、普段の生活の中で、電気供給の面だけではな
く、土地の確保や放射線の懸念などの問題もあるの
だということを強く感じさせられました。
　反核と直接的なつながりのあるお話をここに書き
記すことができていないのですが、関連のあること
として、原発問題についても心に留めておいていた
だけたら幸いです。

（弘前大学医学部５年生）

〈エッセイのコーナー〉



規　約
1989年６月４日制定
1990年６月10日一部改正
1994年７月10日一部改正
1995年６月11日一部改正
2001年６月24日一部改正
2015年７月４日一部改正

１．本会は、「核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の
会」（略称「道反核医師・歯科医師の会」、英名 Hokkaido 
Physicians and Dentists Against Nuclear War）と称し、事
務所を札幌市内におく。

２．本会の目的は、核戦争に反対し、核兵器廃絶のために、
ヒューマニズムにもとづき、医師として可能な限り努
力を払うことにある。

３．本会は、会の目的に賛同する全道の医師・歯科医師に
よって構成する。医学生および歯学生は準会員とする。

４．本会は、次の事業を行なう。
 （イ） 他都府県の同趣旨の医師の会と連携を保ちつつ、「核

戦争防止国際医師会議（ＩＰＰＮＷ）」の活動に協力する。

 （ロ） 核兵器完全禁止署名への協力。
 （ハ） 原子力発電に反対し、原発のない社会をめざす活動

に協力する。
 （ニ） そのほか、核戦争の悲惨さを訴え、核兵器完全禁止を

めざすために研究会、講演会、出版などの活動を行
なう。

５．本会は、特定の政党または宗派のための活動は一切行
なわない。

６．本会に、会長と若干名の代表委員と監事および事務局
長、事務局次長をおく。会長、代表委員と事務局で運
営委員会をつくり、規約に従って活動を行なう。

７．本会に功績のあった会員は名誉会員となることができ
る。名誉会員は運営委員会で推薦し、総会の承認を受
けるものとする。名誉会員の会費は免除する。

８．本会の会費は、会費および寄付金をもって充てる。会
費は年額5,000円、準会員は1,000円とする。ただし、
年度後半の入会の初年度会費は半額とする。会計年度
は４月１日から翌年３月31日までとする。

９．本会は、年１回以上、総会を行う。総会の議決は出席
者の過半数をもって行う。

10．本規約の変更は総会で行なう。
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【入会】
　なし
【退会】
　黒川　一郎
　新垣　盛雅

（敬称略）　
　会員数は２月末現在で133名（うち準会員＝学生
１名）となっています。また、正会員132名のうち、
医科は128名、歯科は４名となっています。

【９月】
29日　会報第55号発行
　　　第56回運営委員会（勤医協札幌西区病院）

会員アンケートを発送
【11月】
　５日－６ 日　第27回核戦争に反対し、核兵器の

廃絶を求める医師・医学者のつどい in 宮
城に中野亮司先生と塩川事務局長が参加
（仙台市）

2017年
【１月】

15日　全国反核医師の会常任世話人会（塩川事
務局長）

21日　新年会（「昊」、札幌市）

▼まもなく新年度になりますので、年会費の納入を
お願いいたします（同封の振込用紙をご利用くださ
い）。カンパも歓迎します。

会員の動き（2016年９月～2017年２月）

活動日誌（2016年９月～2017年２月）

事務局から

▼死亡退会などで会員数の減少、停滞があります。
一昨年12月に作成した本会のリーフレットを同封
していますので、会員の拡大にご活用ください。
▼住所や勤務先、メール・アドレスが変わった場合
はぜひ本会にもご連絡ください（E －メールは本会
ホームページからどうぞ）。なお、経費節約のため、
民医連勤務の先生方には原則として勤務先に印刷物
を送付しておりますが、自宅配送を希望の先生はそ
の旨ご指示ください。

▼会報第56号をお届けします。
▼東日本大震災と福島原発事故からもう６年になり
ます。両者を被った福島の状況はもとに戻るどころ
か、まだ帰還できない地域も多く、核納容器中は放
射線が強すぎて調査も進まず、除染廃棄物の処理も
未解決のままです。原子力発電のコストは莫大でと
ても利益に見合うものとは思われません。最近、台
湾は原発全廃の方向を打ち出しました。福島原発事
故を経験した日本がなぜ原発を捨てられないでいる
のか。やはりおかしい。（K）
▼昨年11月末、ある会員から「匿名で」ということ
で本会に10万円の寄付がありました。その先生は
「行動が苦手」といいながら、いつも多額のカンパ
をして、会の財政を支えてくれています。全国の反
核医師の会ができて今年は30周年、また本会は６
月で結成28周年となります。いろいろな逆流はあ
りつつも核兵器禁止条約そして核兵器の廃絶という
私たちのゴールが（まだまだ距離はありますが）や
っと見えてきた感触をもっています。引き続きみな
さまのご指導ご支援をよろしくお願いいたします。 
（Ｓ）

編集後記


