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“Black Rain” Survivors’ Movement and Collective Identity

The “black rain” survivors’ movement has been spearheaded by the “Hiroshima Prefecture ‘Black Rain’ 
Survivors’ Liaison Conference” (or “Renraku-kyo”) since its formation in November 1978.  In November 2015, the 
Conference initiated a class-action lawsuit against the government in the Hiroshima District Court for the issuance of 
Atomic Bomb Survivor Certificates and Class 1 Health Check Certificates.  The present article discusses the activities 
in terms of social movement, chiefly drawing upon Alberto Melucci’s (1943-2001) theory of social movement with 
a special emphasis on the creation and transformation of the collective identity of the participants in the movement.  
Finally, this paper will discuss the establishment of collective identity as one by-product of the movement.
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　広島原爆後に降った ｢黒い雨｣ の被害者の運動は、
1978 年 11 月に結成された「広島県『黒い雨』原爆
被害者の会連絡協議会」（以下「連絡協」1）によって
行われている。2015 年 11 月に連絡協が広島地方裁
判所に被爆者健康手帳と第 1 種健康診断受診者証の
交付を求めて集団訴訟を提起したため、その後は法
廷闘争となっている。本論文はこの連絡協の運動を
社会運動論の観点から分析することによって、集合
的アイデンティティの生成、変容から帰結に至る過
程を検討し、この闘いが獲得したものが、参加者の
集合的アイデンティティの確立であることを議論す
る。主としてアルベルト・メルッチ（1943-2001）
の理論に依拠する。
　第Ⅰ章は連絡協の運動の歴史を整理し、第Ⅱ章で
社会運動の定義と諸理論を概括したあと、メルッチ
の考えを本論文のよりどころとすることを述べる。
第Ⅲ章は、集合的アイデンティティ、フレーミング、
資源の点から連絡協の運動を分析する。最終章は運
動の最大の成果がアイデンティティの獲得だったと
いうことを論じる。
　筆者がこの研究を開始した時に、連絡協はなぜ早

期に提訴しなかったのか、またなぜ今まで主な要求
が被爆者認定ではなく降雨域拡大だったのかという
疑問が浮かんだが、その答えも結論で論じる。

Ⅰ . ｢黒い雨｣ 被害者運動の歴史

⒈　第１期（1978 年－ 1984 年）：「宇田降雨図」
から「基本懇」まで
　1945 年 8 月の原爆投下のあと、被爆者は 1957 年
4 月に ｢原子爆弾被爆者の医療等に関する法律（原
爆医療法）2 ｣ が施行されるまでは援護を受けていな
かった。12 年間にわたって被爆者援護対策が放置
されていたあと、ようやく始まった対策であった。
しかし広島の場合、爆心地を中心とする大まかな同
心円から大きく北西に広がる ｢黒い雨｣ の降雨区域
については、1976 年 9 月 18 日に原爆医療法施行令
の改正によって「宇田降雨図3」の大雨地域が「第 1
種健康診断特例区域」（図 1）に指定されたときに
初めて援護対象区域となった。「第 1 種健康診断特
例区域」の人は健康診断受診の結果、政府が指定す
る 11 種類の疾病のどれかに罹患していることが判
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明すれば第 3 号被爆者として被爆者健康手帳を取得
できる。
　この政府の決定の結果、小雨地域の人びと、ある
いは小雨地域ですらないとされている地域に住む人
びとから不満の声が上がった4。まず 76 年 10 月 5 日、
広島医療生活協同組合の主催で「昭和 20 年 8 月 6
日上安・相田地区在住組合員懇談会」が開かれた。
上安と相田はともに小雨地域とされ、その西に隣接
する長楽寺地区は大雨地域とされている。そして 2
年後の 1978 年 7 月、また広島医療生協の肝いりで、
上安や相田などを含む安古市地区で「黒い雨・自宅
介護原爆被害者の会」が 30 人の参加者で結成され
た（村上資料 1:21）5。さらに同年 9 月 11 日、湯来町

（当時佐伯郡）で黒い雨問題報告集会が開かれたの
を始め、各地で報告会が開かれた（連絡協 1982: 
47）。住民らは ｢ヒョウのような大粒の雨が降った｣、
｢下痢、嘔吐、発熱、脱毛などの放射能による急性
障害を起こした｣ などと声を上げた。そして 1978
年 11 月 12 日に「広島県「黒い雨 ･ 自宅看護」原爆
被害者の会連絡協議会」が広島市、湯来町、加計町

（山県郡）、豊平町（同）の各地区の代表者を集めて
設立された（連絡協 1982: 53）。
　連絡協は機関紙『黒い雨ニュース』を発行（1979
年 7 月第 1 号）、同時に政府の指定区域外の住民を
対象に各地域で署名運動と募金運動を行い、1979
年 8 月下旬、代表者 25 人が 20,478 人分の署名を携
えて厚生省局長に会見した。先頭に立って運動を組
織したのは村上経行や共産党の地方議員である。
　だが、始まったばかりの運動にブレーキをかける
出来事があった。1980 年 12 月に厚生大臣の私的諮
問機関「原爆被爆者対策基本問題懇談会」（略称「基
本懇」）が「原爆被爆者対策の基本理念及び基本的
在り方」について「被爆地域の指定は、科学的・合
理的な根拠のある場合に限定して行うべきである」
と答申したのである6。これは「黒い雨」降雨域を
直接念頭に置いた懇談会ではなく、被爆者対策のあ
り方を検討するものだったが、この答申の趣旨は現
在も変わることなく引き継がれている。

⒉　第 2 期（1985 年－ 2007 年）：「増田降雨図」
と専門家会議 
　1987 年 5 月に気象学者増田善信が新たな降雨図
を発表した。これは公認の降雨図に比べて複雑なか
たちをしており、また降雨面積はいわゆる大雨地域

の 6 倍の広さとなっていた。それが大々的に報道さ
れ、連絡協の運動はふたたび元気を得た。1987 年
の 6 月から 8 月にかけて、降雨域外の各地で住民集
会も開かれている7。増田は新たな情報を加えて、
1989 年 2 月に最終的な降雨図（図 2）を発表した。
　1988 年 8 月、広島県・市は「黒い雨」の実態と
その放射能の影響を解明するためとして、「黒い雨
に関する専門家会議8」を設置した。増田降雨図の
発表をきっかけにして「地元住民の関心も高まり、
関係団体等から被爆地域の拡大を要望する運動が起
きた」ためだと 1991 年 5 月に発表された報告書は
述べている。ところが調査結果は、「放射能の現時
点における残存と放射線によると思われる人体影響
の存在を認めることはできなかった」というもので
あった。
　その後約 10 年間は連絡協作成の年表にも大きな
行動についての記載はない。1995 年 10 月に連絡協
の代表者 11 人が 5,390 筆の署名をもって厚生省に
16 年ぶりの陳情を行ったというのが最大のようで
ある。
　広島市は「原爆実態調査研究会」を設置して
2002 年から被爆体験の心理的影響を調査した。こ
れは、同年 4 月から長崎で「第 2 種健康診断受診者
証交付地域9」が指定されたため、広島でも指定地
域が広げられる可能性があると市が期待したからで
ある。連絡協にもこの「長崎方式」という新制度が

「長年にわたり要求実現を阻まれてきた広島原爆の
黒い雨地域拡大にとってチャンスに見えた（牧野一
見 2012: 64）」。1 万人対象のこの調査の結果は 2004
年 1 月に発表され、広島市は「黒い雨の体験者は今
も心身への影響を受けている」として国に指定地域
の拡大を要望した。しかし、2006 年 8 月、国はこ
の要望を科学的ではないと拒否した。連絡協は国を
批判し、また市と県に対して再調査を要求した（牧
野 2012: 64）。ところが連絡協は同時に国に対して
広島の「黒い雨」地域にも長崎方式を適用するよう
求める（連絡協『黒い雨ニュース』第 29 号、2004
年 6 月）。
　原爆放射能の身体への影響について、はじめの頃
は放射性物質を含む「黒い雨」を飲んだとか、それ
が身体や衣類に付着したことによる被曝だと被害者
たちは考えていたようだが、彼らが低線量被曝と内
部被曝という用語を知ったのは 2004 年頃からであ
る10。
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⒊　第 3 期（2008 年－ 2014 年）：県・市の新降雨
図と国の検討会 
　次に広島市は、原爆による心身への健康影響につ
いてさらに科学的に実態の解明を進めるためとして

「原爆体験者等健康意識調査11」を実施した。これに
よって連絡協の運動はふたたび活気を取り戻した。
この調査は 2008 年 6 月から 11 月にかけて、原爆投
下当時から市内に居住する約 3 万 7 千人を対象にし
た大規模のものとなった。原爆体験の PTSD など住
民の心身の状況、身体への影響、「黒い雨」の体験
状況などをアンケートと面接によって調査したもの
である。調査の結果、「未指定地域の黒い雨体験者は、
心身健康面が被爆者に匹敵するほど不良」、｢黒い雨
は従来言われていた範囲よりも広く、現在の広島市
域の東側、北東側を除くほぼ全域と周辺部で降った
可能性｣ があるとの結論が出された。これを根拠に
して新たに広島県・市と 2 市 5 町が 2010 年 7 月に
国に要望した降雨域を図 3に示す。
　中央政界では政権が交替して、民主党・社会民主
党・国民新党による連立内閣が成立していた。その
結果、運動側には有利な環境となった。2010 年 11
月、連絡協は署名集めを地域だけではなく初めて平
和記念公園の元安橋上でも行った。そして 6,350 人
分の署名をたずさえて 12 月に上京し、厚労省に降
雨域の拡大を要望した（『黒い雨ニュース』第 42 号、
2011 年 1 月）。同じ頃広島市議会も、総理大臣、厚
生労働大臣、衆参両院議長にあてた意見書を全会一
致で採択した。
　厚労省は、広島市が行い、県と他の市町と共同で
国に提出した「「原爆体験者等健康意識調査報告書」
等に関する検討会12」を設置した。連絡協は 2012 年
7 月まで 9 回開かれたそのすべての会議に傍聴のた
め代表団を派遣した。だがこの検討会でも、先の基
本懇答申に言う「科学的・合理的な根拠｣ を欠くと
の理由で県・市の新降雨域は受け入れられなかった。

⒋　第 4期（2015 年以降）：法廷闘争
　これに続く連絡協の方針は裁判となった。連絡協
は弁護団との協議の結果、従来の健康診断受診者証
の要求に加えて、被爆者健康手帳をも求めることに
運動の目標を変えた。訴訟に先立って 2015 年 3 月
から連絡協の会員らはその 2 件の交付を申請し、却
下処分後の同年 11 月、64 名の原告が広島県・広島
市を相手取って処分取り消しの裁判を起こした13。

　「健康診断特例区域」という制度は、いったん健
康診断という段階を経た上で被爆者とするというの
で合理的に見えるが、被爆地帯を広げないための制
度として機能している。旧原爆医療法も被爆者援護
法も、放射能の影響を受けるような事情にあった者
を被爆者とする（注 2 参照）と言うのに、2 段階の
手続きを取らせることによってこの制度は「黒い雨」
被害者を援護対象から除外する。したがって、連絡
協は運動の当初から被爆者認定を求めるべきだった
のではないか。弁護団事務局長はこう言う。

被爆者援護法の制度の根底に実質的に国家補償的
配慮があることや、放射線の身体に対する影響が
完全には解明されていないことを踏まえて … 被
爆者の不安を一掃し被爆者の障害を予防・軽減す
るために被爆者健康手帳の制度があることを考え
ると …「黒い雨」被爆者も、端的に言えば、こ
の規定に該当すると考えるべきなのです（原爆「黒
い雨」訴訟を支援する会 2016）14。

　連絡協結成後 37 年の裁判闘争である。なぜ今ま
で裁判を起こさなかったのか。連絡協の事務局長は
次のように答える。

黒い雨問題は 02 年の長崎被爆地域の拡大、02 年
の広島市の 1 万人調査などの動きもあり、まだ要
求運動で政府に地域拡大を実施させる可能性があ
るというのが当時の会の考えでした。その可能性
を追求し、12 年 8 月の厚労省検討会結論を見て、
それは困難と判断して訴訟の検討を始めました

（2016 年 2 月 29 日、筆者の問いに答えて）。

　本章は連絡協の運動史とその環境をまとめた。第
Ⅱ章から社会運動を論ずる。
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 図 1　被爆区域及び健康診断特例区域
（広島県『平成 25 年版原爆被爆者対策事業概要』36 頁より転載）
黒点で塗りつぶされた部分は被爆区域、斜線部分は大雨区域（第 1 種健康診断特例区域）
である。太字・下線の地名は筆者が挿入した。

図 2「増田降雨図｣
（『中国新聞』2010年7月6日掲載記事より転載）

図３「黒い雨」が降った地域と援護区域
（『朝日新聞』2015年3月24日掲載記事より転載）
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Ⅱ．社会運動の理論

　前章では「黒い雨」被害者の運動体の歴史を振り
返ったが、この章では連絡協の運動を分析するため
に社会運動の定義と運動の諸理論を見る。

⒈　社会運動とは何か
　重富真一 （2005）は、社会運動を次のように定義
する（重富 2005: 18-19）。
⒈集合行動である。
⒉権力のない人による。
⒊目的をもった行動である。
⒋目的には公共性がある。
⒌行動は一定期間持続する。
⒍運動参加者全体を包摂するような制度や組織
をもたない。

　社会運動は集合行動ではあるが、集合行動すべて
が社会運動であるとは限らない。たとえば、ガソリ
ン価格が上がる前に満タンにしようとしてガソリ
ン・スタンドに車の列ができるとか、買い物客が特
売品を買いに走るパニック行動や、フットボールの
試合のあとファンたちが歌いながら行進するなどの
ような一時的な群衆の行動は社会運動ではない。
　上の定義の第 2 点、社会運動は権力をもたない人
びとによるのだという定義の「権力」は差し当たり
政治権力として理解できる。
　第 3 点については、運動は政治的対立や文化的対
立に関与するものであること、新たな社会秩序を求
める集合的なこころみであることを意味する。第 4
点（公共性）とは、運動が理想的な社会を目指そう
とする一時的な公共空間であって、私的なことでは
なく共通の関心事のための集合的な動きであるとの
意味である。
　社会運動はインフォーマルなネットワークで結ば
れるもので政党や宗教団体のような組織ではないの
で、動員のたびに参加者が変化することを最後の項
目で表している。
　重富はさらに定義を要約してこう言う。「社会運
動とは、権力のない人々が、何らかの公共性を持っ
た目的のためにおこす、必ずしも明確なメンバー
シップを持つとは限らない集合行動である」（重富
2005：19）。
　アルベルト・メルッチ（Alberto Melucci 1989=1997）
は、社会運動を「三つの局面を含む特定のクラスの

集合的現象を示すもの」として、次のように説明す
る（Melucci 1989 = 1997: 21-22、傍点による強調は
日本語版による）。

⒈　社会運動は連帯
0 0

、つまり行為者同士が互い
に自分たちが単一の社会単位の一員である
と認識する行為を含む、集合行為の形態で
ある。

⒉　社会運動は、紛争
0 0

状態にあるということ、
つまり同一の財貨や価値に対して権利を主
張する相手と敵対関係にあるということで
ある。紛争は、係争中であると認識するな
んらかのものをめぐって闘っている敵対者
を必ず前提とする。

⒊　社会運動とは、システムの共存性の限界
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を侵犯する
0 0 0 0 0

ものである。そのような行為は、
境界を打ち破り、システムの許容限界を飛
び越えてしまう。そうすることで、構造変
革なしにはもはや許容しえないところへと、
システムを押しやるものである。

　メルッチの定義は、先に上げた重富の定義と重な
る点もあるがいくらか異なる部分もある。
　メルッチは、重富と同じく、集合的行動であると
いうことが社会運動の前提条件だと述べるが、それ
に加えて連帯がなければならないと言う。連帯が
ない集合的現象は個人的な衆合（aggregation）だと
して社会運動とは区別する（Melucci 1989=1997: 18-
19）。このことは重富の社会運動の定義にはない。
　第二に、メルッチによると、価値ある資源や財貨
の獲得をめぐって相争う敵対者がいない行動は社会
運動とは言えない。たとえば反原発運動の場合には、
原子力発電を必要だと主張するグループ（すなわち、
政府、電力会社、その利権に関与する産業や学者、
原子力発電所が建設される自治体など）を相手に争
う。反公害運動では、住民たちが特定の企業の排出
する有毒ガスや廃液が住民の健康を害したと主張し、
企業側はそれを否定しようとする。しばしば政府も
企業側に立って住民の要求を拒んだり、あるいは公
害認定に高い障害を設けたりする。価値ある資源や
財貨とは、補償金のような具体的な物だけではなく、
原子力発電のもたらす害から自由である権利、公害
病のない健康な状態のことをも意味すると考えられ
る。
　最後に、そしてこれがメルッチの場合特徴的だ
と思われるが、｢行為が埋め込まれている社会的
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家階級との利害対立という関係をもとに展開され
る。社会における客観的な構造が前提とされ、それ
によって主体の意識が決定されるという。社会運動
とは結局のところ労働運動や革命運動と同義となり、
少数の指導者が多数の運動参加者を指揮するという
形態をとる。
　アメリカで 1960 年代前半に生まれた集合行動ア
プローチは、運動発生の原因を「不満」、「剥奪」、「ア
ノミー」、「構造的緊張（ストレーン）」その他の困
難に対する反射的な反応として説明する理論である。
すなわち、社会運動は現実の充足水準と欲求の水準
との乖離が大きくなったときに発生するとか、シス
テムの撹乱による緊張への対応として起こるのだと
説明された。人びとの集団行動を非合理的な心理的
反応、つまり群集心理あるいは集団ヒステリーの表
明と見た。したがって、流行、熱狂、パニックなど
も集合行動として扱うこととなり、個々の集合行
動の独自性や本来的に政治的な性格については何
の考慮も払われないことになった（Crossley 2002 ＝
2009: 27、重富 2005: 20）。
　この理論に対して、ストレーンや対立は社会生活
にはつきものの要素だから、これだけでは運動発生
の頻度や強度についての説明はできないという批判
がなされた。
　さらに経済学者マンサー・オルソン（Mancur Ol-
son）は、「ある一集団内の個人の数が少数でない場合、
あるいは共通の利益のために個人を行為させる強制
もしくは他の特別の工夫がない場合、合理的で利己
的な個人は、その共通のあるいは集団的利益の達成
を目指して行為しないであろう」と主張した（Olson 
1968=1986: 2）。「公共財」（collective goods）の獲得
を目指す運動の場合には、だれでもそれにアクセス
できる free rider になればよいのだから、合理的な
個人はわざわざコストをかけて運動には参加せず、
他人がやってくれるのを待つだろうというのである。
　これに対して、資源動員論という名で知られてい
る理論がオルソンの問いかけに応えようとした。こ
れは、不満を運動行為に結びつけるには資源がなけ
ればならないというものである。資源には、資金の
ほかに情報、技術、支持、知識など、運動に利用可
能なさまざまなものが含まれる。専門家や有名人が
動員に果たす事例は多く挙げることができる。さら
に現代ではインターネットをはじめとするメディア
もそれに含まれる（Crossley 2002 ＝ 2009: 355）。

関係のシステムの共存性（compatibility）の限界を
侵犯（transgression）する」かどうかによって社会
運動であるか否かが決まると言っている（Melucci 
1989=1997: 19）。彼が言う「システムの共存性の限
界」とは、構造を変更しないですむ範囲内で許容で
きる限界のことである。このことを説明するため
に、メルッチは会社内における報酬の分配に関する
不平や不満を例として挙げている。もしも、「戦い
が会社の意思決定構造の変革を目標とするようにな
れば、集合行為は組織自体の所与の限界を侵犯する
こととなる」（Melucci 1989 = 1997: 19）。システム限
界の範囲内で行われる形態は「適応（adaptation）」
の範疇に入る（Melucci 1989 = 1997: 18-20）。システ
ムの共存性を侵犯する運動とそれへの参加を求める
運動は、闘いが激烈か穏やかかという形態上の区別
と関係はない。メルッチは、「現代の紛争の多くは、
たとえ暴力的なものであろうと急進的な行為であろ
うと、敵対的紛争に属してはいない」（Melucci 1989
＝ 1997: 35）と言う。
　このように厳格に定義することによって社会運動
をその他の集合行為から区別する。その他の集合行
為とは、「ルールを共有するシステム内で起こる紛
争、逸脱行為、衆合行為」である（Melucci 1989 ＝
1997: 22）。この点も重富は考慮していない。重富の
定義の 2 番目の「権力のない人による」がこれに近
いが、メルッチはより厳密に定義している。これに
よって多くの集合行為は社会運動ではなくなる。し
かしこの定義は重要である。ある集合行為がある時
点においてシステム内の要求運動から脱して敵対的
行動に質的な転換をすることはあり得るからである。
まさしくこの点は、後述するように連絡協の運動に
当てはまることである。
　以上に述べたように、連帯の強調とシステム限界
の打破を含むメルッチの定義の方が、重富の定義よ
りも現代社会における社会紛争の性質を深くとらえ
るものとして評価できる。

⒉　社会運動の諸理論　
　次に社会運動理論の 4 つの伝統、つまりマルクス
主義社会運動論、集合行動論、資源動員論、新しい
社会運動論をその順に概括する。運動分析のツール
にも注目する。
　マルクス主義の運動理論によると、運動は生産手
段を所有しない労働者階級とそれを所有する資本
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　また、資源動員論の一環として、社会運動の発生
を政治的環境に求める政治的機会構造論と呼ばれる
理論が出された。他の資源が運動する人びとが獲得
できるものであるのに対して、政治的機会は運動の
外部の動きである（Sydney Tarrow 1998 = 2006: 49）。
　どういう資源を利用するにしても、動員のために
は何らかの資源が必要である。資金、知識、情報、
技術などはどんな運動にも不可欠であろう。
　ほかに政治過程に注目すべきだという理論も出た。
これは、客観的な条件（政治過程）と主体の行動と
の相互作用によって運動を説明しようとしたもので
ある。またこの政治過程アプローチの中から新たな
分析概念が誕生した。クロスリーは「争議レパート
リー」、「フレーミング」、「争議サイクル」を挙げて
いる（Crossley 2009: 217-252）。争議レパートリーと
は、請願、抗議集会、デモ行進などのようなさまざ
まな抗議形態のことである。フレーミングとは、あ
る事態の認識・理解の仕方、訴え方をどう枠づける
かということである。争議サイクルは、運動や抗議
は時間的にばらばらに起こるのではなくサイクルが
あって、中核的な闘争のあとにはその後続の運動が
続くということである。
　この 3 つの概念の中でもフレーミングという概念
は、人びとを運動に参加するように促したり、敵対
者を減らしたりするために重要な役割を果たすと考
えられる。たとえば、原発反対運動を組織する際に、
単に「原発建設反対」というだけでは、すでにその
意見をもっている人しか動員できない。その上、推
進側の反対が強いので政治機会が限られてしまう。
しかし、たとえば「原発から出る廃棄物処理は 10
万年かかってもできない」とか「原発がなくても電
気は余っている」などという別のフレームを考え出
すことによって、運動の成否が決まってくると考え
ることができる。違った認識の仕方で問題を訴える
のは、運動指導者の必要な技術でもあろう。フレー
ミングの変遷を見ることによって運動の評価ができ
るから、これは重要な分析ツールと見ることができ
る。
　｢新しい社会運動」は、それまでの社会運動が主
として労働者が資本家と対決する労働運動や社会主
義政権を目指して行われる革命運動が一般的であっ
たのに対して、1960 年代から「それまで社会的紛
争が起きたことのない地域で」、「組織モデルや行動
のレパートリーにおいてそれまでの社会運動とは

異なる」新しい種類の運動が出現したことをいう
（Melucci 1989 = 1997: 37）。環境保護運動、反戦運動、
平和運動、第 2 派フェミニズム運動、動物の権利運
動、反精神医学運動などのことである。すなわち、
意思決定の中心にいる人と、そこから構造的に排除
された人びととの対立である。メルッチはそのため
の理論的思考が必要とされていると述べる（Melucci 
1989 = 1997: 37）。
　メルッチによると、新しい社会的紛争の特徴とし
ては、それが恒常的であって変動局面的ではないと
いうことと、階級、利益団体、組合などのような伝
統的社会集団とも共存しているということがある。
また新しい紛争は特定の範囲の人びとによる運動で
はなくなったとも言っている（Melucci 1989 = 1997: 
37-38）。もうひとつの特徴は、自己言及的・再帰的
という性格である。すなわち運動の目標が必ずしも
敵対している他者ではなく自分自身でもあるような
場合である。若者運動や女性の権利運動などに見ら
れるように、運動が目標達成の手段ではなく、運
動の形式そのものがメッセージとなることがある

（Melucci 1989 = 1997: 64-68）。反原発運動をする人
びとの再生可能エネルギーを選ぼうという呼びかけ
もその例であろう。
　「新しい社会運動論」は社会運動の新しい分析視
点をもたらした。敵対者も目標も異なる運動の種類
の新しさゆえに、その集合行為の形態、社会的・文
化的な意味の新しさと多様性が特徴であると言えよ
う。

⒊　メルッチの社会運動論と集合的アイデンティ
ティ
　集合行為がどのようにして形成され、各個人がど
のようにそれに参加するのかという問題が決定的に
重要だという観点から、メルッチは「諸個人が共通
の方向性を形成し、それに基づいて団結して行動す
る こ と を 決 定 す る 過 程（Melucci 1989 = 1997: 22-
23）」に注目する。その過程を詳細に検討したもの
として、メルッチはバート・クランダマン（Bert 
Klandermans）の次の指摘を評価している。すなわち、
①「動員ポテンシャル（mobilization potential 行動参
加の可能性のある人びと）」、②「補充ネットワーク

（recruitment networks 個人がかかわっている既存の
社会的ネットワーク）」、③「参加動機（motivation 
to participate 諸個人が属するネットワークの中での
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変化の問題を考慮せず、集合行為の社会的・文化的
側面を無視する。そして運動の可視的側面しか見な
い分析（政治システムとの対決とか運動組織への影
響など）になってしまう。集合行為は、結果より目
に見えないところで進展するさまざまな関係のネッ
トワークから成ることをも忘れない視点が必要だと
言っている。目に見えないプロセスとは、行為参加
者が集合的アイデンティティを形成してゆくプロセ
スでもある。それは上述したように個々の参加者に
よって異なり、運動の局面においても異なる。
　集合的アイデンティティについて付け加える。川
北稔（曽良中ほか編 2004: 53-82）は、集合的アイデ
ンティティを 3 層に区別し、運動の発生、展開、帰
結という段階と関連して分析することを提案してい
る。それぞれ「連帯アイデンティティ」、「運動アイ
デンティティ」、「個人的アイデンティティ」である。
川北にしたがって以下説明する。
　「連帯アイデンティティ」は特定の集団のもつ特
徴、境界、利害の意識などからなるものである。宗教、
人種、ジェンダーなど、幅広い集団がもつアイデン
ティティがこれである。すぐに動員につながるもの
ではないが、このアイデンティティが確立されてい
る集団はそれを次の動員のために転用できる。メ
ルッチは、運動が始まるとそれまで水面下に隠れて
いたネットワークが可視化されると述べる（Melucci 
1989 = 1997: 77）が、これは連帯アイデンティティ
の可視化と同じだと考えられる。不満の存在がフ
レーミングによって連帯アイデンティティを活性化
させ、個人の運動参加が可能となる。
　「運動アイデンティティ」は、集合行為の目標や
戦略に同意して運動に参加している諸個人がもつ。
これは運動の内部、運動の過程で醸成されるので、
運動展開のさまざまな場面でそのたびに変化するで
あろう。すなわち、運動が動員局面に至った後の継
続と関係がある。このアイデンティティをもつ人が
すべて同じ連帯アイデンティティを共有するとは限
らない。たとえば、違うエスニック・グループに属
している人でも同一の運動に携わることはあること
であろうし、被爆者運動にかかわる人の中に原爆の
被爆者ではない個人がいても不思議ではない。
　最後の「個人的アイデンティティ」にはふたつの
場合があると川北は言う。まず、運動に共鳴する参
加者のアイデンティティである。これは個人の今ま
でのライフ・ヒストリーや文化の影響によって構成

相互作用を通じて構成される）が個人の動員参加に
は必要な要素だというものである（Klandermans 
1986: 27-28）15。「ネットワーク」には、既存の組織
だけでなく、マス・メディア、郵便や友人・知人か
らの勧誘なども含まれる。「参加動機」は人によっ
て異なるが、諸個人はさまざまな相互交渉の結果と
して集合行為の主体となるので、個人レベルではあ
るが完全に個人的なわけではない。相互交渉の過程
で個人は期待し可能性を計算する。諸個人が行為者
としての一貫性と持続性を認識することによってア
イデンティティが形成される（Melucci 1989 = 1997: 
22-29）。
　「アイデンティティ」とは、メルッチによれば、
①時間の変化と環境への適応をこえてなお主体が連
続性を保つこと、②この主体が他者に対して線引き
をすること、③承認し、承認される能力であり、こ
れはある人についても集団についても同じであると
いう（Melucci 1996 = 2008: 41）。
　集合的アイデンティティは次の三つの次元を含む。
すなわち、①集合行為の目標・手段・環境に関する
認知フレームワーク（cognitive frameworks）を形成
すること、②伝達・交渉・意思決定をする行為者間
の関係を活性化すること、③諸個人が互いを自分と
同様だと認識し合えるような感情の交流を行なうこ
と（making emotional investments） で あ る（Melucci 
1989 = 1997: 30）。諸個人はこのような行為を常に一
定の安定性を保ちながら行うわけではない。「集合
的アイデンティティの安定性と変容可能性、集中と
分散、統合と断片化の度合は、集合的現象の構造化
の度合にしたがって、かなり多様である（Melucci 
1989 = 1997: 30）」。
　メルッチだけが集合的アイデンティティを語って
いるのではないが、彼は、資源動員論は行為者がア
イデンティティを構成するプロセスを暗黙の前提
としているだけで、その検証をしないと指摘する

（Melucci 1989 = 1997: 29）。
　メルッチはさらに、現代の運動の分析にあたって
は政治還元主義に陥らぬように留意すべきだと指
摘する。政治還元主義とは、政治を過度に重視し
て、運動がどの程度政治的影響力があるかという観
点から考える立場である。現代の運動が新しいの
は、それが経済的利益の獲得ではなく、それぞれの
運動が新しい意味の生産、文化の創造を目指すから
だが、政治還元主義は、複合社会の出現という構造
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されるアイデンティティであり、その一部に連帯ア
イデンティティや運動アイデンティティがある。も
うひとつは既存の連帯集団に吸収されない新しい個
人のアイデンティティであり、その意味で既存の基
盤を欠いた人の場合である。
　このように、運動の発生する前から展開、帰結に
至る運動の異なる局面ごとに集合的アイデンティ
ティを分析することによって、研究対象はより具体
的、立体的に見えてくることが期待できる。
　メルッチの社会運動論を要約すると、社会運動の
分析には、運動は決して均質の参加者による整合性
のあるものではないという視点に立って、運動発生
の要因と行為者の諸側面、および参加者の集合的ア
イデンティティの変容の過程を探ることが必要であ
るということができる。
　したがって、運動分析にあたっては、不満がどの
ような資源とフレーミングによって動員に結びつい
たか、運動展開の局面ごとにどのような資源とフ
レーミングが影響したか、そしてその過程でどのよ
うな集合的アイデンティティが形成され変容したか
ということを考察する必要がある。
　次章は連絡協の運動をその面から論じる。

Ⅲ．｢黒い雨｣ 社会運動

　以下、「黒い雨」被害者の闘いはメルッチが定め
る社会運動と言えるのかということから始めて、集
合的アイデンティティについて考える。資源とフ
レーミングについても触れる。それらは相互に絡み
あって運動をつくっていくので、運動展開の局面ご
とにそれらの働きについて検討する。

⒈　連絡協の運動はシステムを侵犯する運動か
　まず「黒い雨」連絡協の運動はメルッチの定義に
沿っているかどうかを考察する。それは運動が連帯
して敵対者と向きあい、システムの許容限界を越え
ようとしているかどうかの確認である。
　まず第 1 項目の連帯した行為であるかどうか、行
為者同士が互いに単一の社会単位の一員だと認識し
ているかどうかという点について。連絡協が単一の
社会単位であることは単純な事実である。連絡協は、
原爆の「黒い雨」に打たれ、放射能で汚染された水
を飲んだとか汚染された野菜を食べたなどの共通の
経験があり、そのために健康を害した人びと、それ

を国に認めてほしいと要求する人びとの集合体であ
る。中には、幼かったために降雨についての記憶が
ない人、数人の運動創始者のように原爆投下当時広
島にいなかった人もいるが、彼らも、単一の社会単
位の一員であると認識して集合行為を続けている。
この組織が設立以来続いてきたという事実も、これ
が「単一の社会単位」だということを示している。
　しかし「連帯」をより端的に表現した概念として

「集合的アイデンティティ」をメルッチは強調して
いる。上に述べたように、その形成と維持には①目
標・手段・環境に関する認知フレームワークの形成、
②伝達・交渉・意思決定をする行為者間の関係の活
性化、③諸個人の感情的交流という 3 側面が含まれ
る。このことを連絡協の運動に即して言えば、政府
に対する降雨域拡大の要求の達成という目標を、困
難な状況の下でどのようにして果たすかについて、
成員の考え方が一致すること（署名運動、陳情・請
願活動、集会の開催など）、メンバー相互の交流が
衰えることなく継続すること（機関紙や冊子の発行、
総会や学習会の開催など）、会員同士が互いに他の
会員の状況（「黒い雨」体験、健康被害など）を認
めあう気持ちの共有である。これはつまり「われわ
れ意識」（Melucci 1989=1997: 17）をメンバーがとも
にもっていることを意味する。
　次に定義の第 2 項目、「同一の財貨や価値」をめ
ぐって敵対する相手と「紛争状態にある」というこ
とに関して検討する。「同一の財貨や価値」とは連
絡協とその連絡協が敵対する相手（直接的には政府）
にとっては、「黒い雨」の降雨域の拡大か現状維持か、
運動の後期以降は、内部被曝による健康への被害を
認めるか、認めないかということである。政府が降
雨域を今のままの範囲に限定することによって、権
利の要求が他の戦争被害者らに広がらないようにし、
それによって経費が増加するのを避けようとしてい
ることは容易に推測できる。1979 年 6 月、厚生大
臣の諮問機関である基本懇の第 1 回会議で厚生大臣
が表明した懸念もそれを物語る16。1980 年 12 月 の
基本懇答申は、被爆地域の拡大は科学的・合理的な
根拠のある場合に限るとして、連絡協の要求を拒否
する根拠となっている。また「被爆者」として認定
しないことによって、内部被曝による健康の被害を
重視しない国際放射線防護委員会（ICRP）17、および
それにしたがう日本政府や経済界の立場を守ること
になる。「黒い雨」被害者たちの運動と国は明らか



104

⒉　連絡協の運動はどのように闘われてきたか
　次に、連絡協発足当時から提訴に至る 37 年間の
運動を社会運動の観点から振り返る。分析の観点と
して運動の局面ごとに集合的アイデンティティがど
のように生成され変容したかに焦点を合わせるが、
アイデンティティは運動の資源とフレーミングに
よって影響を受けるので、これらが分析のツールと
なる。第Ⅰ章で 4 期に分けた連絡協の運動の歴史区
分にしたがう。
⑴　第 1期　1978 年－ 1984 年
　運動開始の頃の住民らの不満は降雨域の指定に関
するものだった。自分も急性障害で苦しんだのに、
なぜここは指定区域ではないのかという訴えがあっ
た。したがって不満の源、すなわち政府による「健
康診断特例区域」の線引きが運動の最初の資源と
なったことになる。
　運動が始まる前に、不満に形を与えてそれを集約
し、運動の花を開かせるには、資源を利用してフレー
ムをつくるリーダーシップの存在が必要不可欠であ
る。その意味で、広島医療生協と共産党が共催した
最初の会合（両方とも 1976 年 10 月）と 78 年秋に
各地で連日のように開かれた住民の集会は、その地
域の人びとにとっては不満の表明の場として好都合
の機会となった。住民集会自体が資源とされたと言
える。
　その時にどういう集合的アイデンティティが作動
したのだろうか。「黒い雨」被害者としてのアイデ
ンティティはまだ生まれていなかっただろうから、
当然運動アイデンティティも形成される前のことで
ある。
　包括的なカテゴリーとして特定の集団がもつ連帯
アイデンティティは当然ながら大多数の参加者には
なかった。結成に関わった指導者たちには「反原爆」
または「反核兵器」の点での連帯アイデンティティ
はあったはずである。広島県被団協と同原水協が広
島市に対して「黒い雨」地域を被爆地に認定するよ
う要望した（『赤旗』1979 年 2 月 3 日）ことからも
それが言える。
　一方、初めて運動に参加し始めた一般の会員たち
にとっては、まだ「被爆者」としての自己同一化も
なかっただろう。まして、広島市内の「被爆地域」
ではなく被爆とは関係がないとされていた地域であ
る。しかし、自分の病気は「黒い雨」のせいかもし
れないと思っていた人はいたし、医師から原爆に被

に敵対関係にあるのである。
　定義の第 3 項目に移る。「システムの共存性の限
界を侵犯する」は、連絡協の運動にあてはまるの
か。連絡協は政府が指定する降雨域を変更させるこ
と（すなわち政令を改めさせること）を目標として
きた。現在提起している裁判ではこれに加えて被爆
者として認めるよう求めてもいる。これはシステム
の境界線を突破しようとしていると言えるのか。そ
して、もはや構造変革なしには目標を達成しえない
ところまでシステムを押しやろうとする運動だと言
えるだろうか。それとも、排斥されてきた集団が利
益とルールのシステムに参加を求めているだけのも
のであろうか。
　この問いへの答えは単純ではないが、まず、この
集団が厚生省（厚労省）を相手に何度か署名簿と陳
情書を提出して降雨域の拡大による健康診断の権利
を要求してきたということは、利益とシステムへの
参加を求めてきたということであり、これはメルッ
チの言う社会運動とは言えない。現行法を認めた上
で政令の変更によって自分たちも利益配分にあずか
りたいというのは、システムの共存性の限界を侵犯
しようとしていることにはならない。
　しかし、後に連絡協は内部被曝の影響を認めよと
の訴えもしている。これは 2006 年から続いた各地
の原爆症認定集団訴訟の原告勝訴の結果であり、ま
た 2011 年の福島第一原発事故のあと内部被曝が大
きな話題となってからのことである。内部被曝の訴
えは日本政府、いわゆる原子力ムラ18、ICRP な ど、
核の権力すべてを敵にすることであるので、システ
ムへの参加ではなく敵対することに他ならない。ま
た降雨域拡大の要求だけに限っても、政府が連絡協
の要求には科学的根拠がないとの理由でそれを拒む
際、そこには科学というシステムとの対決があると
言うことができる。
　このように考えると、連絡協の運動はまず、区域
指定が不公平だとしてシステムへの参加、利益の配
分を要求する適応の運動として始まったが、今やシ
ステムの侵犯を求める運動へと転換を遂げ、メルッ
チのいう単なる適応から敵対的な紛争である社会運
動に変容したと言うことができる。
　このように、連絡協の闘いはメルッチの定義にも
沿う社会運動であると言える。
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爆したのではないかと尋ねられたとか、被爆してい
るはずだから手帳を申請するようにと薦められた人
びとはいた。また、自分だけが病気なのだと思って
いたが会に加入したあとで、それがほかの人びとと
共通だと知った人もいる。やがてここから人びとは

「「黒い雨」被害者アイデンティティ」を抱くように
なり、さらに「被爆者アイデンティティ」を形成し
始めるのだが、当初はまだ「黒い雨」を浴びたとい
う点での一体感だけがあったにすぎない。｢黒い雨｣
被害者の体験記録を見ると、全員もれなく指定区域
以外での「黒い雨」の降雨状態を述べているが、自
分の病気や健康上の問題に触れているのは、この時
期までの連絡協発行の 3 冊の冊子では、1982 年 26
人中 5 人、1989 年 36 人中 12 人、2004 年 32 人中 7
人であり、これは 20-30％程度に過ぎない。この人
びとは自分の病気が原爆と関係しているだろうと
思ったからそれに触れているのであるが、まだ集団
としては同じアイデンティティをもつに至ってはい
なかったと言わざるを得ない。福島事故後の 2012
年に発行された冊子の 50 人中 46 人が自分の病気を
語っているのと比べると、その差は歴然としている。
　組織が結成された 1978 年 11 月以降は、リーダー
も参加者たちも、運動アイデンティティを次第に形
成させていったであろう。放射性降下物を自分の体
内に取り込んだと確信していた人もいたが、そうで
ない人もいたことと考えられる。当初の証言はもっ
ぱら、降雨の様子と線引きの不公平に集中しており、
大半が病気を訴えるようになるのはまだ後のことで
ある。
　まだ水面下にあった人びとの中には、自分でそれ
と気づかずにいる場合と、知っていながら隠してい
た場合とがあった。つまり、「黒い雨」を浴びたの
に差別を恐れて故意に声をあげなかった人がいた。
裁判の原告のうちの 20 人への面談の中で差別とか
風評があったと述べた人は 7 人に達する。

昔は、“黒い雨にあたったものは嫁にいけない”
といわれていた。それでずうっとしゃべる機会
もなくだまっていたが、あのときのことを話す
のは初めてです（連絡協 1982：68）。

原爆手帳のことは、その時は若かったし、差別
があり、あまり関心がなく、申請の方法も知り
ませんでした。五十才を過ぎた頃から体がだる

い、やる気がない、病院に行っても病名が不明
です（連絡協 2004：26）。

結婚や就職に差し障るから黒い雨や原爆に遭う
たいう話は、するんじゃないと母から止められ
ていましたが、「黒い雨の会」に入り、話した
ほうがいいと思い話すようになりました（連絡
協 2012：55）。

[ 今までで一番つらかったことは ] 原爆とか黒
い雨については今まではタブーだったこと。私
が知っている人で、当然原爆手帳がもらえる人
でも、申請も何もしない先輩がおられる（面談、
2015 年 11 月 7 日）。

　この被害者たちの場合は、「黒い雨」被害者とし
ての運動アイデンティティはもちろん、連帯アイデ
ンティティも、意識して、あるいは無意識のうちに
おもてに出されないまま留められていたものである。
　この時期のフレームは「全降雨地域を健康診断特
例区域として指定せよ」というものであった。これ
はその後も一貫しており、今に至るも変ってはいな
い。ただし当時の『黒い雨ニュース』にはしばしば

「全降雨地域を被爆地に」とか「われわれにも手帳
を」などという要求を掲げたものもある。当時の事
務局次長で現在の事務局長は「私たちの運動は…健
康診断受診者証（第 1 種）の交付地域の拡大を求め
るものでした。［被爆地にという表現は］他県の読
者などにわかりやすく知らせるために被爆者手帳と
いう言葉で表現されたものだと思います」と語って
いる（筆者の質問に対する回答、2016 年 11 月 22 日）。
だが一般会員にとってこれは目標がふたつあるよう
に思われたかもしれない。
　連絡協は署名を集めて政府に提出して陳情する運
動を 4 回実施したが、その最初が結成してわずか半
年後に行われた。集めた数 20,478 人分はその後の
どの回よりも桁違いに多い。これほど多数の署名を
短期間に集めて回るには、運動参加者にしっかりと
した運動アイデンティティがなければ不可能である。
また組織、戦略へのアイデンティティを少なくとも
役員となった人びとははっきりともっていたことで
あろう。
　この第 1 期は運動開始という最重要局面である。
したがって、参加者を同じ目標に向かって動員する
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シャル、補充ネットワーク、参加動機の 3 条件は満
たされて、集合的アイデンティティの形成と強化に
大きく役立ったはずである。
　そのためか会員数も増えた。『黒い雨ニュース』
の 記 事 に よ る と 1988 年 5 月 236 人、1989 年 1 月
305 人、1990 年 7 月 543 人とうなぎ上りに増えてい
る。原因は新降雨図の影響と言って差し支えないだ
ろう。新しい会員たちの「黒い雨」被害者としての
アイデンティティは、連絡協の発足当初と同様に、
隠れていたアイデンティティ（意識的にせよ、無意
識にせよ）を顕在化させ、さらに運動アイデンティ
ティとして発展したものであっただろう。
　この時期の後半の 1995 年 10 月、連絡協代表が
16 年ぶりに上京して厚生省相手に降雨域の拡大を
求める陳情をした。その際提出した署名数は 5,390
である。会員数が増加していたことを思えば、こ
れは前回の 2 万余の署名に比べると相当に少ない。
会員のアイデンティティはまた沈んだのだろうか。
いったんは期待が高まったのにやはり事態が好転し
ないから運動アイデンティティの低下があったのだ
ろうか。この時期に地方組織がいくつかつくられた
が、『黒い雨ニュース』の発行は 1995 年から 1997
年までは毎年 3 回だったのに、その後途絶える。そ
して次は 2000 年と 2003 年にそれぞれ 1 回ずつであ
る。
　この時期の後半に「低線量被曝」と「内部被曝」
という用語が登場した（注 10 参照）。まだこの時期
には「黒い雨」被害者、あるいは被爆者としてのア
イデンティティが低線量被曝・内部被曝と明確に関
連づけて考えられてはいなかったが、次第にその萌
芽が見え始めたと言える。『黒い雨ニュース』で「内
部被曝｣ という語が初めて使われたのは、原水禁世
界大会に参加したひとりの会員が「下痢、貧血、お
でき…小さいときから、現在も病気との戦いです。
放射能が口や鼻から体内に入り込み崩壊しながら細
胞や組織を傷つける内部被爆（ママ）の状況を話し
ました」（第 31 号 2005 年 9 月）という報告記事と
してであった。その次は被爆者の原爆症認定裁判の
報告記事の中である（第 32 号 2006 年 1 月）。国へ
の要求の中で「私は内部被曝者だ」というような新
しいアイデンティティをもった人はまだ出てこない。
また連絡協は「内部被曝を認めよ」といった新しい
フレームもつくらなかった。それは福島第一原発事
故の後のこととなった。

ための、個人と集合行動とをつなぐ 3 要素について
ここで考える必要がある。クランダマンが提唱した

「動員ポテンシャル」、「補充ネットワーク」、「参加
動機」のことである。
　「動員ポテンシャル」は、「黒い雨」を浴びて健康
上の問題を抱えている人、政府による線引きを不公
平だと思っている人などで、この運動には必須条件
である。「補充ネットワーク」は新たな参加者を獲
得するネットワークであって、共産党、広島医療生
協、県被団協ほかのネットワークと町内会など住民
同士のつながりが考えられる。とくに、最初の署名
運動では、農村地帯だから住民は互いになじみが多
かったと考えられるから、そのようなネットワーク
によって多数の署名を比較的容易に集めることがで
きたのであろう。署名依頼に応じた人びとにも署名
を集めた会員らと同じようなアイデンティティが
あったとは言えないが、水面下の連帯アイデンティ
ティと呼べる程度には存在していたのであろう。同
じ町内に住んでいるので署名依頼をむげに断れない
という義理で応じた人もいたかもしれない。「参加
動機」は人さまざまである。会員たちは、自分の病
気は「黒い雨」が原因だと思ったから、手帳がほし
いから、国は間違っているという正義感から、知人
に誘われて集会に出て問題を知った、など種々の理
由を述べている。
　どの運動もこの 3 つの過程を経て参加者が集合す
るのだが、初期の連絡協に集った被害者たちの場合
は、当初の地域的な補充ネットワークが特徴的だと
考えられる。
⑵　第 2期　1985 年－ 2007 年
　第 2 期として設定した 22 年間は、連絡協の運動
が気象学者増田善信による新しい降雨図を中心に展
開した時期である。新降雨図は連絡協にとっては劇
的に運動を活性化する資源として利用された。連絡
協の運動のフレームは、それまでの卵形の非科学性
に「科学的な増田降雨図」を対置してつくられた。
増田降雨図と増田自身は、2010 年に広島市などが
国に対して拡大を要望するときに作成した新降雨図
ができるまで、20 年以上にわたって連絡協の運動
の最大の資源として役立った。
　まず、増田が新たな降雨図を描くために住民から
聞き取り調査をするにあたって連絡協は各地で集会
を開いた（注 7 参照）。これは上に述べた運動開始
のときと同様の状況であり、したがって動員ポテン
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⑶　第 3期　2008 年－ 2014 年
　裁判を起こすまでのこの時期は、新たな広島県 ･
市の新降雨図が最大の資源とされた期間である。こ
の時期のもうひとつの重要な資源は、中央の政権交
代という政治機会であったが、新政府のもとに設け
られた「黒い雨」に関する検討会はそれまでの国の
見解を変えず、逆に制約となった。この制約は次に
裁判闘争に移るための資源として使われることにな
る。
　低線量被曝と内部被曝の概念が運動の新たな資源
となった。この時期に出版された連絡協（2012）『黒
い雨　内部被曝の告発』に矢ヶ﨑克馬と沢田昭二の
論文が掲載された。同時に収録されている 50 人の
証言の中で 20 人以上が内部被曝に触れている19。こ
れは 2003 年から各地で展開された原爆症認定集団
訴訟で原告側の勝訴が 2006 年 5 月から続いたこと
と福島原発事故の影響である20。現在は連絡協の運
動の目標のひとつとして内部被曝を認めさせること
が含まれている。この 2 人の科学者が果たした役割
と思いがけない原発事故が連絡協の運動の資源と
なった。1986 年のチェルノブイリ原発事故は連絡
協の運動に何も影響を与えなかったが、国内の大事
故は集合行為にとって機会となった。こうして内部
被曝と低線量被曝の被害者の観点がフレームとされ、
連絡協は厚労省や県・市への要望の中で福島原発事
故や内部被曝に触れるようになった。
　連絡協発足の当初を振り返ると、「線引きの不合
理さ」を突いていただけだったのに、「低線量被曝」
と「内部被曝」を扱うようになったことは、闘いが
質的な厚みをもつようになったことを示す。すなわ
ち、健康診断受診者証の要求にあたって政府の言う

「科学」への異議が追加されたことは、運動がシス
テム内部の報酬分配への不平だけではなくなったこ
とを意味する。これは前項で検討した社会運動とし
ての連絡協の定義の要件として、システムの許容限
界を超えるか否かという問題でも触れた。
　こうして、「内部被曝者」としてのアイデンティ
ティが、新しい連帯アイデンティティとして福島原
発事故後に連絡協の運動参加者の間に広がっていっ
た。たとえば次のように言う参加者がいる。

「黒い雨の会」に入って、知識も多くなり、こ
れだけの内臓の病気は、きっと放射性物質が体
に入り込み、内部被曝をしているせいなのだと

確信が持てるようになりました。これからも内
部被曝の恐ろしさについて言い続けていきたい
と思います（連絡協 2012：9）。

最近の研究では、黒い雨の降った区域は、す
でに指定の区域より数倍も広いとされていま
す。福島原発の事故で放射能の怖さが再認識さ
れ、国は広島や長崎の黒い雨や内部被曝のこと
が良く分かったはずです。国は何をしているの
でしょう（連絡協 2012：74）。

国は、内部被曝を認め、我々が生きている間に
調査し、検査し、研究してほしい。研究に役立
つのなら、体を提供してもいいと思っています。
福島原発で被災した人たちを思うと、遠距離被
爆や内部被曝を隠蔽するのは許されません（連
絡協 2012：17）。

黒い雨を浴び、放射性物質を含む水や食べ物を
取り込んで被曝したのです。病気の原因は原爆
にあることを疑いません（連絡協 2012：85）。

　もちろん、そういう気持ちはではなく、全参加者
が共有する、国の区域指定に対する不公平感だけを
維持し続け、他のことは訴えていないと感じられる
参加者もいる。たとえば、空からいろいろのものが
落ちて来たことは間違いないということだけを強調
している人（このような記事は内部被曝の認識がな
かった初期の証言集に多い）である。
⑷　第 4期　2015 年以降
　裁判が始まってからの連絡協の活動はもっぱら裁
判と支援者の会の運営に集中されている。裁判に入
るにあたって連絡協は、健康診断受診者証を与えよ
という従来の要求のほかに、被爆者として認めよと
いう新たな要求を加えた。これは、今までのフレー
ミングは不十分だったということである。
　運動の新しい資源は、当然ながら弁護団とその諮
問に答える専門家たちである。弁護士は原告団に
とってはなくてはならない存在だが、それは法律手
続きの専門家だという理由によるだけでなく、連絡
協の闘いの新しいフレームを可能にしたことによる。

「黒い雨」被害者は「3 号被爆者」とされるべきだ
との指摘によって運動の目標が転換したのである

（注 2 参照）。また、学者は「黒い雨」現象と放射性
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も、70 年後でも内部被曝があってこんなもの
だということをお知らせするいいチャンスだと
思いますので、今回を通じて世界にオピニオン
リーダーとしてメッセージを送りたいと思いま
す（面談、2015 年 10 月 27 日）。

原子爆弾を持っている国はずいぶんありますが、
それを持っているということは使う可能性があ
りますから、それを使わないような社会にして
ほしいと思います。それだけです（面談、2015
年 10 月 28 日）。

裁判までこぎつけたんですが、世界を核のない
所にしてほしい。絶対にわれわれみたいなもの
を繰り返してほしいです。僕だけではない、た
たかっている人、苦しんでいる人が世界にはい
るんです。どうか核のない世界をつくってほし
いです（面談、2015 年 11 月 7 日）。

私が元気でいられるのは感謝です。だから、私
が原爆手帳がほしくて言うんじゃないんです。
こういうことがあったということをみんなに
知ってほしいんです。原爆の恐ろしさを知って
ほしいから訴えるんです。私らのような 17 キ
ロのところでもこういう被害があったというこ
とを知ってほしいだけなんです。それがいちば
んなんです（面談、2015 年 11 月 7 日）。

Ⅳ．連絡協の闘いは何であったか

　最後に連絡協の闘いをまとめる。
　連絡協の運動はシステム内部での適応の運動とし
て始まり、最終場面でシステムの共存性の限界を侵
犯する敵対的な闘いに変った。
　フレームは、当初、安定しないきらいがあったが、
最初の「小雨地域にも健康診断受診者証を」から「科
学的な増田降雨図を認めて第 1 種健康診断受診者証
を」へと具体的になり、「長崎方式を」と道を外し
た時があったものの、次に「県・市の降雨図を認め
て第 1 種健康診断受診者証を」と少し表現が変わっ
た。さらに「内部被曝の影響を認めよ」が加わり、
最終的には「被爆者健康手帳と第 1 種健康診断受診
者証を」となった。当初ときどき使われた「全降雨
域を被爆地に」というフレームは最後に正式のもの

物質の拡散のメカニズム、低線量・内部被曝の仕組
みに関する弁護団の主張を詳細に理論づけた。
　運動が最終局面に移ったこの段階で、運動参加者
のアイデンティティはどうなっているだろうか。こ
こまでの議論で言えることは、連帯アイデンティ
ティはもちろん、特に原告になった人びとの中には、
運動アイデンティティは固く存在していることであ
ろう。会員との面談には、地区の役員への信頼感を
うかがわせる発言が多い。また、原告にはならなかっ
たが同じように運動アイデンティティを抱くという
人も多いことであろう。そのことは、原告ではない
連絡協の会員が裁判の傍聴に多数来ていることから
も想像できる。
　運動が終結した場合のことを考えると、運動参加
者全体としては、「ヒバクシャ21」としての連帯のア
イデンティティも形成されていくことが期待できる。
そこに残る個人のアイデンティティは、「黒い雨」
問題に限らず、ほかの問題にも関連付けられ、別の
新たな運動につながっていくと考えられる。
　「新しい社会運動」の特徴としてメルッチは自己
言及性やメッセージ性をあげた。「黒い雨」の被害
者たちも、最終局面において、本来の目標以外のさ
まざまなことを訴えている。内部被曝者アイデン
ティティについては上に述べたが、そのほかに、必
ずしも多くの被害者が共有しているわけではないが、

「黒い雨」被害者運動の特徴といえる声を引用して
この章を終える。手帳や証書のほかに、あるいは少
なくとも、それと同時に、この人びとは要求するも
のをもっている。

私は健康ですから手帳はもらわなくていいので
すが、病気は自己責任として黙って亡くなられ
た多くの人達、現在病気で苦しんでいる人達の
ために全力で頑張ろうと思います（原告陳述書、
2015 年 11 月 4 日）。

内部被曝の問題をわれわれがんばることによっ
て、研究する学者の先生たちも元気が出てくる
と思うんですね。だからそういう意味で、でき
るだけ多くの人にこの真実を知らせたいと思い
ます（面談、2015 年 10 月 25 日）。

福島原発の事故がなかったら、ここまで世論は
広がらなかったと思いますが、共に福島の方に
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となった。最初から最後まで不変というわけではな
かった。
　資源に関しては、指導者、科学者の貢献が大きかっ
た。おそらくあらゆる社会運動にとって専門家は不
可欠であろう。また運動参加を容易にする地域や政
党などの団体のネットワークも連絡協の闘いの展開
を助けた。半面、外部から訪れる機会は、最後の新
降雨図を除くとどれも妨げとなった。
　集合的アイデンティティの変容については、Melucci
の水面下のネットワークの概念をも参考にして、川
北（2004）が言う連帯、運動、個人の 3 層に注目し
て次のことを指摘した。当初は水面下にあったもの
が現れることが多いが、差別を恐れて意識的に水面
下に隠れている場合があった。なかなか現れなかっ
た「黒い雨」被害者としてのアイデンティティは、
運動の過程で「被爆者アイデンティティ」、「内部被
曝者アイデンティティ」と呼べるものが加わった。
内部被曝者として福島原発被災者への共感を表明す
る人びとのアイデンティティは、さまざまな核被害
者に共感する「ヒバクシャ・アイデンティティ」に
発展的に変容していく可能性をもっている。手帳と
か証明書という獲得目標はあるが、それを求めるだ
けではない訴えをもつ参加者が出ている。このよう
な人びとのアイデンティティは、連帯アイデンティ
ティとして昇華していると言えよう。
　次に闘いの成果を考察する。第一に問題の可視化
である。この運動が起こっていなければ、こういう
原爆被害者がいたということは世に知られることは
なかった。井伏鱒二の小説『黒い雨』と映画もあっ
たから、多くの人が知っていた言葉ではあるが、未
解決の問題が人びとの前に明らかにされた。国から
無視され、世間から忘れられた「黒い雨」被害者の
存在が目に見えるようになった。
　第二に、運動参加者自身の知識が広がり意識が高
まったことである。これは連絡協発行の冊子と
ニューズレターの記事や運動参加者の証言からもう
かがわれる。当初は降雨状況と自分自身の病気の訴
えを中心とした体験談から、政府による非科学的な
降雨区域の設定や 2010 年に始まった国の検討会の
結論に対する憤りに変わり、そして内部被曝の訴え
になった。そして核廃絶の訴えへと変わる可能性も
もっている。福島第一原発の事故の被害者と自己を
重ね合わせた意見も出てきた。福島から広島に避難
して暮らす人びととの交流も行われている22。

　第三の成果として、権力が可視化されたという
ことを挙げることができる。Melucci は社会運動の
効果として次のように述べる。「集合行為の基本的
な役割の一つは、まさしく、権力が可視化される
公共空間を創設することによって、社会生活の目
標（the goals of social life）を顕在化することであ
る」（Melucci1989=1997: 86）。これは新しい社会運
動について述べているのだが、権力の可視化は「黒
い雨」運動にも当てはまる。すなわち、「可視的な
権力は複合社会から姿を消したのであるが、その一
方で権力は社会全体を通じて拡散している。権力は
あらゆる社会関係の形成に決定的な役割を演じてい
るにもかかわらず、これが権力者だとか、これが
権力的な制度であると特定することは困難である」

（Melucci1989=1997: 86）にもかかわらず、連絡協の
運動の過程で権力が可視化されたのである。権力と
は、政府・官僚だけではなく、「行政やあるいは組
織的手続き上の合理主義や、政治の『ショービジネ
ス』的側面の陰に隠れている（Melucci1989=1997: 
86）」。当局に申請をしたときにその手続きの陰に申
請を阻む規則があって、それが被害者の権利を奪う
権力として現れる。「中立」であるかのように装う
手続きが権力の手足となる。したがって「第 1 種健
康診断特例区域」という指定降雨域が権力であり、

「被爆者」認定の基準（たとえば爆心地からの距離）
もその役割を果たしている。
　ここに至って、「黒い雨」被害者の運動は、権利
の要求であるのに結局のところ参加者が自分のこと
を問い直す運動でもあるとの見方ができる。現代の
社会では、権力は自分の外にだけあるのではなく、
自分の中にもある。他者を非難することは同時に自
分を問い直すことでもある。「黒い雨」被害者に置
き換えて考えると、正当な要求の影にある、自分に
対する要求（核の拒否、原発の拒否）に気づくこと
である。
　第四に、権力の可視化と並べて指摘できること
だが、「科学」とか「専門家」というものの政治性
の暴露である。国は宇田降雨図の大雨区域に当て
はまらない降雨域はどれも科学的でないと否定し
た。広島市の専門家会議も連絡協の人びとの期待を
裏切った。被害者たちの要求に対する決定的な打撃
は 2012 年に言い渡された国の検討会の結論だった。
国の方が非科学的だと指摘する被害者の声に現れて
いるのは「科学」と「専門家」の政治性を見抜いた
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１　この団体の名称は何度か変更された。結成当初は
「広島県『黒い雨・自宅看護』原爆被害者の会連絡協議
会」、1988年3月6日からは「広島県『黒い雨・自宅介護
等』原爆被害者の会連絡協議会」、2003年後半以降は現
在の「広島県『黒い雨』原爆被害者の会連絡協議会」で
ある。本稿では名称変更にかかわらず同一団体とみなし

という悟りであろう。権力の可視化と「科学」の政
治性の暴露という点からも、「黒い雨」被害者の闘
いはシステムの共存性の限界を突破しようとする闘
いとなる潜在性を内包していたことになる。
　以上述べたことを総合すると、闘いに参加してき
た諸個人の得たものは確固とした集合的アイデン
ティティだと言うことができる。何も知らなかった
が不安を抱いていた時期に比べると、裁判闘争に
至った現在のアイデンティティは「権力」や「科
学」に惑わされないものとなっている。そればかり
でなく、裁判が終結してもはや集合行為が行われな
くなったとしても、その先へと広がる高い次元の連
帯アイデンティティとなっているであろう。
　次に、連絡協がなぜ早期に提訴しなかったのか、
またなぜ今まで主な要求が被爆者認定ではなく降雨
域拡大だったのかという当初の疑問について。答え
はここまでの議論の過程ですでに明らかであろう。
すなわち、フレーミングと集合的アイデンティティ
が原因である。訴訟時期については、フレーミング
とアイデンティティが揺らいでいたこと、訴訟では
なくシステム内での適応を要望することで対応でき
ると考えていたためである。被爆者認定を求めな
かったのは、連絡協の方針が区域指定拡大の点での
み一致する団体だったという組織方針があった23と
しても、長崎方式の適用を要望したこと、被爆者手
帳と受診者証の両方を求めているかのように見えた
こともあったことなど、フレーミングの揺れがあっ
たことも一因であろう。
　本稿を終えるにあたって指摘しておかなければな
らないことは、この闘いが 40 年間を経てなお継続
しているという事実の重さである。この長さの原因
のひとつに運動の停滞があったかもしれないが、そ
れにしても、連絡協の結成当初から参加している人
びとの献身的な努力と忍耐、特に創立以来の指導者
の不屈の精神は特筆すべきであろう。

連絡協とする。
２　昭和32年3月31日制定、法律第41号。被爆者の定義、

被爆者の健康診断、原爆の放射線に起因する疾病の治療
を国費で負担することほかを定めた。原爆被爆者には次
の4類型がある。なおカッコ内の説明は法令にはなく、
厚労省の説明である。第1号被爆者（直接被爆者）、第2

号被爆者（入市者）、第3号被爆者（救護、死体処理に
あたった者等。原子爆弾が投下された際、又はその後に
おいて、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。例えば、被災者の救護、死体の処
理などをした者）、第4号被爆者（上記第1号～第3号の
者の胎児であった者）。「黒い雨」被害者はこの中の第
3号被爆者に該当すると主張している。この法律は、被
爆者への特別手当について定めた「原子爆弾被爆者に対
する特別措置に関する法律（原爆特別措置法、昭和43年
9月1日制定法律第53号）」とともに一本化されて現在は
「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、平成6年12月16日制定、平成7年7月1日施行、法律
第117号）に変わっている。

３　1945年9月30日から12月初めにかけて広島管区気象台
の職員が原爆被害を調査した。そのうち宇田道隆ら数人
が広島市内を中心に聞き取り調査をして降雨域を作図し
た。これを宇田降雨図と呼ぶ。長径19キロメートル、短
径11キロメートルの「大雨地域」とされる長円形の区域
が、1976年9月18日以降現在も日本政府が第1種健康診断
受診者証を交付するための絶対条件であるとしている区
域である。実際にはその長円は行政区画に当てはめるた
めに凹凸のある区域となっている。

４　被害者の証言は連絡協（1982）、同（1989）、同
（2004）、同（2012）、裁判所に提出した原告陳述書、
および筆者らが行った原告20人への面談記録による。

５　「村上資料」は、連絡協の結成から今世紀初めまで
の運動を指導した村上経行（むらかみつねゆき1918－
2011）が遺した資料。1：21は封筒1の第21番目の資料と
いう意味である。多数の大型封筒にさまざまな資料が保
存されている。現在筆者が整理中。

６　基本懇の意見報告は「戦争という非常事態のもとで、
国民が何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは
国をあげての戦争による「一般の犠牲」として、すべ
ての国民がひとしく受忍しなければならないものであ
る。」「しかしながら原爆被爆者の受けた原爆放射線に
よる健康障害は、一般の戦争損害とは一線を画すべき
「特別の犠牲」であり、広い意味における国家補償の見
地に立って、被害の実態に即応した対策を講ずべきもの

注
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と考える。」とした上で、「これまでの被爆地域との均
衡から地域拡大を行うことは、新たな不公平を生みだす
原因となる。被爆地域の指定は、科学的・合理的な根拠
のある場合に限定して行うべきである。」と結論した。
委員は、大河内一男（東大名誉教授、社会保障制度審議
会会長）、緒方彰（NHK解説委員）、茅誠司座長（東
大名誉教授）、久保田きぬ子（東北学院大学教授）、田
中二郎（元最高裁判事）、西村熊雄（原子力委員会委
員）、御園生圭輔（原子力安全委員会委員）の7名。

７　増田は1985年8月に降雨域の調査を村上経行に約束し
て180点の「黒い雨」の記述のある記録を読んで87年5月
に暫定的降雨域を発表。次に、連絡協の協力を得て各地
で聞き取り調査し358点の資料とアンケート用紙1188枚
を回収した。

８　1988年8月設置。委員は座長重松逸造（放射線影響研
究所理事長）、座長代理熊取敏之（放射線影響協会理事
長）、委員丸山隆司（科学技術庁放射線医学総合研究
所）、澤田昭三（広島大学原爆放射能医学研究所）、鎌
田七男（同）、吉川友章（気象研究所）、阿波章夫（放
射線影響研究所）、秋山実利（同）、堀越一彦（広島県
環境保健部長）、矢野周作（広島市衛生局長）。1990年
11月まで9回の会議を行った。調査内容は、土壌、屋根
瓦、柿の木に含まれる残留放射線量、シミュレーション
による原爆投下当日の降下放射線量の推定、染色体異常
による人体影響などである。広島県・広島市（1991）。

９　第2種健康診断受診者証は長崎原爆にのみ適用されて
おり、爆心地から12㌔の範囲が区域となっている。年1

回の健康診断を無料で受けられ、「被爆体験による精神
的要因に基づく健康影響に関連する特定の精神疾患にか
かっている者」に「被爆体験者精神医療受診者証」を交
付。その治療に要する医療費の自己負担部分を助成する
制度。厚生労働省「原子爆弾被爆者対策の概要及び対象
地域について」。

10　「低線量被曝」は『黒い雨ニュース』第29号（2004年
6月）に1回だけ、「内部被曝」は同第31号（05年9月）
に初出後はその後ほとんどの『黒い雨ニュース』に登場
する。連絡協（2004）に沢田昭二の内部被曝の解説があ
る。

11　広島市（2010）はこの調査を行うに至った背景と詳細
な結果の報告書である。

12　この検討会の委員は次の通り。荒記俊一（東大名誉
教授）、伊豫雅臣（千葉大学大学院医学研究科教授）、
川上憲人（東京大学大学院医学系研究科教授）、金吉晴
（独立行政法人国立精神･神経医療研究センター研究部

長）、佐々木康人座長（前公益社団法人日本アイソトー
プ協会理事）、柴田義貞（公立大学法人福島県立医科大
学放射線医学県民健康管理センター特命教授）、土肥博
雄（日本赤十字社中四国ブロック血液センター所長）、
米原英典（独立行政法人放射線医学総合研究所プログラ
ムリーダー）。

13　被爆者健康手帳などの申請先は広島市と長崎市の住民
はその市長、それ以外の住民はその都道府県知事。裁判
の直接の相手は申請を却下した広島県知事･広島市長だ
が、実質的な被告は国である。

14　弁護団の別の弁護士は「黒い雨には原爆由来の放射性
物質が多量に含まれていたのですから、降雨地域にいた
人は、原爆放射線の影響を受けた可能性は否定できない
はずです。ですがそれを理解しているはずの国は黒い雨
被曝＝手帳という制度設計をしなかった」と言う（2016

年10月20日私信）。
15　Klandermans, B. and D. Oegema (1987) はremoval of bar-

riers to participation を加えて4要素としている。
16　基本懇の議事録によると、第１回会議で橋本龍太郎厚

相（当時）は「（原爆による健康被害を）国家補償の対
象にすると一般の戦災犠牲者にも広がりはしないかとい
うことを大変恐れていた」と警戒感を示した。また『朝
日新聞』（2010年10月25日）は、「被爆者援護の理念が
話し合われたはずの原爆被爆者対策基本問題懇談会（基
本懇）は、厚生省（当時）の誘導で、戦争被害者に対す
る国家補償の拡大に、いかにして歯止めをかけるかが主
題となっていた」と当時の厚生省公衆衛生局長木戸脩の
談として報じている。

17　マンハッタン計画の産物であるICRPは、「許容線
量」概念によって内部被曝を過小評価している。中川保
雄（2011）、矢ヶ﨑克馬（2010）参照。

18　吉岡斉（2011:42-43）はムラの構成員について、所轄
省庁、電力業界、政治家、地方自治体有力者の4者を主
な構成員とするが、メーカー、原子力関係研究者を加え
て6者としてもよいと言う。

19　内部被曝という用語を使っていないが、放射能を体内
に取り込んだというものも含む。

20　福島原発事故への言及は『黒い雨ニュース』第43号
（2011年9月）、第45号（2012年10月）、第47号（2013

年10月）、第48号（2014年2月）、第49号（同10月）に
ある。

21　「ヒバクシャ」という表記は、原爆被爆者だけでなく
放射線の被曝者すべてを含む。ウラン採掘から原子力発
電、核兵器使用、核廃棄物処理までのすべての段階でヒ
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