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「「「「「劣劣劣劣劣化化化化化ウウウウウララララランンンンン」」」」」・・・・・ウラン兵器国際会議ウラン兵器国際会議ウラン兵器国際会議ウラン兵器国際会議ウラン兵器国際会議　
in Hamburg, 16-19 Oct. 2003

医師　松井英介
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松井 英介さんは放射線呼吸器医療等専門医であるとともに、アフガニスタン国際戦犯民衆法廷東海公
聴会にて、劣化ウラン問題について専門家の立場から証言されています。

 自衛隊派兵を前に自衛隊派兵を前に自衛隊派兵を前に自衛隊派兵を前に自衛隊派兵を前に

　アメリカのイラク攻撃、アフガニスタン攻撃とは何
だったのか。その本質的な論を棚に上げたまま、自衛
隊をいつ派兵するのかというところに日本のマスメ
ディアの報道は収斂している。基底にあるのは国益
論。「日本の国益を考えたとき、アメリカ合衆国主導の
利権争いに乗り遅れるのは得策ではない。しかし、自
衛隊員の生命の危険を無視することはできない。いつ
なら・・・」といったところだろう。
　日頃は優しい良い人でも、アメリカ一辺倒国益最優
先マスコミ報道に毎日曝されると、確かにそうだな
あ、と思ってしまう。考えても、せいぜい自衛隊員が
殺されると気の毒だから止まり、自衛隊員が殺すイラ
クの人びとのことは考えない。最もつらい立場におか
れているイラクやアフガニスタンの子どもたちのこと
は想いもしない人が多いのではないだろうか。それは
そうだろう、そういう“日本国民”の思考パターンを
醸成することが、ブッシュ＝コイズミ報道官たる日本
マスコミの役割なのだから。ＴＶづけの日常から脱却
し、事実を自分の目で確かめようと努力しない限り、
現地の子どもたちの顔は見えてこない。
　そもそも第１次湾岸戦争、旧ユーゴスラビア攻撃、
アフガニスタン攻撃そして今回のイラク攻撃とは何

だったのか。石油の利権目的だ、イスラム世界支
配が目的だ、などなどアメリカ・イギリス・日本
など“大国”の野望について、加害の側からのさ
まざまな分析はなされている。しかし被害の実態
を丹念に取材し、民衆の苦悩を伝える報道はほと
んどない。

ハンブルグで劣化ウラン国際会議開催ハンブルグで劣化ウラン国際会議開催ハンブルグで劣化ウラン国際会議開催ハンブルグで劣化ウラン国際会議開催ハンブルグで劣化ウラン国際会議開催

　第１次湾岸戦争（1991年）以降アメリカが本格的
に実戦で使い始めた「劣化ウラン弾」・ウラン兵器。人
類史上最も狡猾、非人道的かつ環境破壊的大量破壊兵
器に関する国際会議は、2003年10月16日から19日
までドイツのハンブルクで開かれた。アメリカ、イギ
リス、日本、イラク、アフガニスタンなど20ヵ国か
らの200人余りが、ハンブルク大学の講堂に集まっ
た。
「劣化ウラン弾」はアメリカ合衆国が開発し、1991年
以来、イラン・旧ユーゴスラビア・アフガニスタンな
どで大量に使ってきた新しい核兵器だ。
　この新しい核兵器のやっかいなのは、二つの意味で
目に見えないことだ。
ひとつには、マスメディアが事実を伝えない。ブッ
シュが紙一枚通さないから安全だというと、それを
オウム返しする。ウソをついて、その危険性と被害
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の実際を隠す。
もう一つは、物理的に見えない。「劣化ウラン弾」
が戦車などを貫通して高熱（4000-5000℃）で燃
えたとき、それは数ミクロンメーター（1000 分
の１ミリメーター）以下の小さな粒子になって
空気中に漂い、風に乗って数千キロメーターも
離れたところまで運ばれる。呼吸とともに肺の
中に吸い込まれれた「劣化ウラン」粒子は長期間
肺内に留まる。さらにそこから血液やリンパ液
に乗って全身に広がる。また、水や土や食べ物に
入りこんだ「劣化ウラン」粒子は、小腸から取り
込まれ、体中に運ばれる。骨髄に沈着して白血病
を起こす。胎盤に到達して胎児に先天障害をも
たらす。
しかも「劣化ウラン」の半減期は45億年（放射線の
強さが45臆年たって、やっと半分になる）。自然環
境・生態系に甚大な影響を与える。何世代にもわ
たって悪性腫瘍や先天障害などさまざまな障害を生
み出し続ける。これ以上残虐な兵器はない。

体内被曝の恐ろしさを強調体内被曝の恐ろしさを強調体内被曝の恐ろしさを強調体内被曝の恐ろしさを強調体内被曝の恐ろしさを強調

「劣化ウラン」の最大の問題点は、これまで国際
放射線防護委員会（ICRP）が無視してきた体内被
曝だ。この会議に先立って出版されたヨーロッ
パ放射線障害委員会(ＥＣＲＲ)200 3 年勧告は、
ＩＣＲＰを批判し、体内被曝の危険性を広く知
らせた。このＥＣＲＲ2003 を、精緻な調査研究
をもとにして纏めた科学者・医師・市民が、「劣
化ウラン」の被害者たちとともに開いたのが、ハ
ンブルク会議だと言える。
体内被曝に関してハンブルク会議の決議は、つ
ぎのようにＩＣＲＰを批判している。

ICRPICRPICRPICRPICRP リスクモデルに関する会議声明リスクモデルに関する会議声明リスクモデルに関する会議声明リスクモデルに関する会議声明リスクモデルに関する会議声明

１）　本会議は、劣化ウランのような小さな放射性微
粒子からの内部放射線被曝に対して、国際放射線防
護委員会（ICRP）のリスクモデルを適用することを
退ける。その理由は、そのような微粒子からの被曝
によっては生体組織に局所的に高い密度の電離がも
たらされるからであり、このことはICRPが受け入れ
ている外部放射線線量モデルによる平均化の方法に
よっては適切にモデル化できないからである。この
ICRP モデルが依拠している知見は、誤りであり、

時代遅れである。このモデルは、炎を前にして暖
をとることと熱い石炭を食べてしまうことを比
較するようなものでしかない（山内知也訳）。

４日間の会議の中で、印象深かったのは、アメリカ、
オーストラリア、スペインなどの帰還兵・退役軍人
や遺族の証言だった。「劣化ウラン」の被害者が一堂
に会したのは圧巻だった。
10年以上続く経済封鎖のもとで、安全な水がない、
タンパク質が十分ない。抗生物質がない。点滴の液
も器具もない。手術のための糸や針がない。白血病
治療薬もない。そして今回の爆撃。つぎつぎに死ん
でいく子どもたち。イラク現地で悪戦苦闘している
医師の報告は、広範な国際連帯なしには問題は解決
しないことを物語って余りあるものだった。
もう一つ、感銘を受けたのは会の合意を創り上げて
いるやり方だった。10人前後の少人数で、テーマ別
に提案を出し合って議論を重ね、決議と行動計画を
纏めていく。原案を誰かが準備して形式的な質疑を
するどこかのやり方とは根本的に違う話し合い方法
は、新鮮だった。
「希望とは、望みが少ないの意。でも絶望よりは良
い！」という意味のことを徐京植は述べているが、
世界各地から集まった良心の人びとの活発な論議と
その結果到達した合意。ブッシュ主導の閉塞的状況
を打ち破る唯一の力である民衆の連帯行動であり、
そのための明快な指針を指し示したのがハンブルク
での国際会議だった。そこには、希望があった。

会議の結論会議の結論会議の結論会議の結論会議の結論

会議は、「劣化ウラン」などによる汚染地域の水・土・
空気の徹底調査と健康影響の疫学・臨床検査、更に
被害者の治療をＩＮＥＰ(国連環境計画)とＷＨＯ
(世界保健機構)が、ＩＡＥＡ(国際原子力機関)など
の国際機関に影響されることなく、責任をもって推
し進めるべきであるとする３つの決議と自由大学を
開校しようとする行動計画などを採択した。
３つの決議の詳細は、ストラスブール在住・山内知
也さんのつぎのＨＰで、熟読いただきたい。http:/
/ w w w . j c a . a p c . o r g / m i h a m a / d _ u r a n /
hamburg_uranium_res.htm.さらに詳しくは、ハン
ブルク会議のつぎのＨＰをどうぞ。
http://www.uraniumweaponsconference.de
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圧倒的多数の会議参加者は次のことに同意している：

・劣化ウラン/ウラン兵器の使用は、現在の法律（国
際法と合衆国軍事法）と協定に違反している。
・将来のキャンペーンと協定によって、劣化ウラン/
ウラン兵器の「禁止」を「廃棄」という言葉に置き
換えなければならない。
・２００４年のイラクに対する独立系の国際戦争犯
罪法廷を支持する。
・イラク人専門家によって発表されたイラク南部に
おける劣化ウランによる環境汚染と疫学的証拠は、
劣化ウランと増加が観察されている放射線に関係す
る疾病との直接的つながりを明らかにしている。
・本会議は、劣化ウランのような、微細な放射性微
粒子による内部被曝に対して国際放射線防護委員会
（ICRP）モデルを利用することを退ける。そして、欧
州放射線リスク委員会（ECRR）に、その２００３年
に公表された低レベル放射線についてのリスクモデ
ルを、劣化ウランからの健康リスクの分析に拡張す
ることを進言する。
・政府当局や原子力ロビーを背景にした学会から加
えられる改ざんや資金的な圧力とは無関係に、信頼
できる研究結果を提供するための、独立した研究と
教育のための学会、「自由大学」の設立が緊急に必要
となっている。
・国連環境計画（UNEP）や国際保健機構（WHO）は、
原子力ロビーの一部であると認識されている国際原
子力機関（IAEA）と無関係になるような圧力を加え
られるべきである。これは汚染された地域の包括的
な調査を実施するためにはどうしても必要である。
汚染された地域には、離れたホット・スポットや除
染された戦場、ウラン兵器実験場、世界中の製造工
場や軍事施設が含まれる。
・影響を受けている兵士や市民に対して即刻の医師
による手当がなされるべきである。会議の決議と結
論についての完成したものはまもなく次のサイトで
見られるようにする：
http://www.uraniumweaponsconference.de

世界劣化ウラン世界劣化ウラン世界劣化ウラン世界劣化ウラン世界劣化ウラン ///// ウラン兵器会議ウラン兵器会議ウラン兵器会議ウラン兵器会議ウラン兵器会議
                                                                                                                   第１号決議第１号決議第１号決議第１号決議第１号決議
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１）　本会議は、劣化ウランのような小さな放射性微
粒子からの内部放射線被曝に対して、国際放射線防
護委員会（ICRP）のリスクモデルを適用することを
退ける。その理由は、そのような微粒子からの被曝
によっては生体組織に局所的に高い密度の電離がも
たらされるからであり、このことはICRPが受け入れ
ている外部放射線線量モデルによる平均化の方法に
よっては適切にモデル化できないからである。この
ICRPモデルが依拠している知見は、誤りであり、時
代遅れである。このモデルは、炎を前にして暖をと
ることと熱い石炭を食べてしまうことを比較するよ
うなものでしかない。
　これに加えて、あるひとつのウラン微粒子に近接
する生体組織が、複数の放射線飛跡を受けることは、
遺伝子の変化を引き起こすより高いリスクをもたら
すことになる。なぜならば最初の放射線へのヒット
に反応している最中の細胞が、再びヒットされるか
らである。今ではこれが科学的知見になっている。
５マイクロメートルよりも小さなウラン粒子からは、
一日あたり２回のヒットがもたらされる。
２）　本会議は、さらに小さい劣化ウランの微粒子
は、リンパ系を通じて身体のあらゆる部分に輸送さ
れることが可能であると考えている。そのために、
最終的にはあらゆるガンがもたらされるようになる
にもかかわらず、リンパ腫や白血病の観察が支配的
になっているのだと考えている。
３）　そのような小さな微粒子は胎盤に進入すること
が可能であり、そして、おそらくそれによる放射線
は胎児に影響を与えるのであろう。
４）　本会議は、欧州放射線リスク委員会（ECRR）に
対し、内部放射線被曝のリスク評価のためにその委
員会が２００３年に開発した、その公衆衛生的なモ
デルを劣化ウランによる健康影響の分析のために、
拡張することを強く主張する。我々は他のあらゆる
独立系グループがこの重要な問題について発言
することを呼びかける。「自由大学」に関する会
議声明　本会議は、独立した研究と教育とをに
なう機関、「自由大学」を設立する緊急の必要性
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があると考える。そこにおいては産業の急速な
拡張や有害物質及び放射線物質の環境への放出
に関係する、現在の深刻な健康と環境、そして経
済問題がとり組まれるであろう。
　そのような大学は、多国籍企業や政府、そして軍
からの資金によって研究が制約をうけることに束縛
されないという意味において「自由」であり得る。
　そのような大学の最初のプロジェクトのひとつは、
特に劣化ウランの影響
を含む、低線量の人造放
射線と健康との関係に
ついての調査になるで
あろう。
　本会議に参加した科

学者は、互いに劣化ウランと健康との問題に関
係する新しい研究やアイデアについての情報を
提供するネットワークになるであろう。本会議
に参加した科学者は、ハンブルグウラン兵器委
員会（Hamburg Commission on Uranium Weapons）
と名付けた新しい機関を設立することに合意す
る。
　　　　　　　　　　　　２００３年１０月１９日

2 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 32 0 0 3 年年年年年 1010101 01 0 月月月月月 1616161 61 6 日日日日日

ドイツ、ドイツ、ドイツ、ドイツ、ドイツ、ハンブルグハンブルグハンブルグハンブルグハンブルグ

劣化ウラン国際会劣化ウラン国際会劣化ウラン国際会劣化ウラン国際会劣化ウラン国際会

議で演壇に並ぶ帰議で演壇に並ぶ帰議で演壇に並ぶ帰議で演壇に並ぶ帰議で演壇に並ぶ帰

還兵と遺族たち還兵と遺族たち還兵と遺族たち還兵と遺族たち還兵と遺族たち

UMRCUMRCUMRCUMRCUMRC「「「「「ドドドドドラララララコココココビビビビビッッッッッチチチチチ博博博博博士士士士士ににににに

よる調査報告」よる調査報告」よる調査報告」よる調査報告」よる調査報告」
2003年 11月24日　東京

［［［［［はははははじじじじじめめめめめににににに］］］］］
　私は過去25年間にわたり核兵器の影響を研究して
きたが、広島を訪れていまだにその衝撃から抜け出せ
ないでいる。その後、京都で寺院や仏像を見て心の
安らぎを得た。
　「UMRC」の標語の上段にはラテン語で「一滴の水
が岩をも砕く」と書いてある。この集会が、世界に
平和のために「岩をも砕く一滴の水」となることを
祈ってやまない。本日は「放射能戦争の健康への影

響」と題して進めたい。
　13年前までの戦争は核兵器、生物兵器、化学兵
器が中心であった。1991年の第一次湾岸戦争で新し
い形の、放射能戦争が始まった。広島、長崎では
ウランは検出されず、440種類の放射性同位体で汚
染された。91年以降、放射能戦争は一つの放射性
同位体で汚染し、動植物、人間を問わず影響を与え
ている。米、英、カナダの各政府はウランの健康へ
の影響を否定している。しかし、科学は政治の道具
ではない。UMRCの使命は放射能兵器の汚染の医学
的、環境面での影響に関して独立した立場から研究
を行うことです。91年から導入された放射能兵器は
最も恐ろしい、新しいタイプの武器であり、ウランの
同位体の危険性について、どんなウソも通用しな
い 。
　爆撃時点からウランは放射能のチリとなる。私は、
サウジアラビアに2年間在住していたが、そこは砂嵐
が日常茶飯事であった。砂嵐は目の前の指すら見え



5

なくなる程であり、身を守るすべはない。兵士は放
射能を含んだチリを吸い込んでしまう。砂嵐はペル
シャ湾、リヤド、バーレーン、カタール、シリア、
イスラエルなど周辺地域に拡がっていく。
　第一次湾岸戦争では、少なくとも350トンの劣化ウ
ランが砂漠に滞留することになった。バルカン戦争で
は、11トンの劣化ウラン弾がボスニア、コソボで使
われている。今年の第二次湾岸戦争では、2000ト
ンを下らない量のウラン弾が落とされたと見られてい
る 。
　昨年から、今年にかけてアフガニスタンに3回、イ
ラクに2回、私たちは現地調査を行い、数百のサン
プルを採取した。
　科学的論文を発表したが、米、英、カナダ政府
は、劣化ウランが使われたことや危険性を否定してい
る 。

［［［［［第第第第第一一一一一次次次次次湾湾湾湾湾岸岸岸岸岸戦戦戦戦戦争争争争争ののののの調調調調調査査査査査をををををめめめめめぐぐぐぐぐっっっっっててててて］］］］］
　91年にワシントンDCの近くにある連邦病院の核医学
クリニックに私は勤務していた。帰還して病気になっ
た患者を検査したときに、放射能汚染を受けているこ
とが判明した。それが、湾岸戦争症候群のはじまり
であった。その途端、アメリカ政府は、私たちに研
究をやめろと命令を出した。私の人生にとって困難な
時期であった。脅迫されたり、懐柔されたり、忠告
に従わねば専門的立場を失うぞとも言われた。それ
を拒否して、研究・調査を続けた。
　湾岸戦争の10年後に調査したが、尿の中に劣化
ウランを検出した。これを国際会議で発表したとき、
政府の高官はパニック状態になった。アフガニスタン
とイラクでの調査結果においては、U238、U236の
比率の違いがあり、U236を含むものは、たぶん使
用済核燃料の再処理の段階で作られたもので、この
ことを発見した。そもそも放射能兵器の使用は、
1948年のジュネーブ条約で禁止されている。

［［［［［ヒヒヒヒヒバババババククククク 101 01 01 01 0 年後も劣化ウランに汚染］年後も劣化ウランに汚染］年後も劣化ウランに汚染］年後も劣化ウランに汚染］年後も劣化ウランに汚染］
　劣化ウランの影響に関して真実を語ったがために、
私やカナダの医師が職を解かれてきた。私たちは自
分自身にウソをつくより、自分の名誉を守ってきた。
カナダ政府は、200人の帰還兵の検査をしたが、検
査方法が間違っていた。生体組織のサンプルに毛髪
や爪を使っては、ウランは検出されないばかりか、
ICTMSという質量分析器では、U236は検出できない。

サウジアラビアでも湾岸戦争症候群と似た症状を見
ているが、圧力がかかって、診察を許されていない。

［［［［［アアアアアフフフフフガガガガガニニニニニスススススタタタタタンンンンンののののの劣劣劣劣劣化化化化化ウウウウウララララランンンンン被被被被被害害害害害］］］］］
　東京に住む人の場合、リットルあたり17ナノグラ
ムのウランを尿に含むと思われるが、アフガンのサン
プルでは250ナノグラム、130ナノグラム、人によっ
ては500ナノグラムの非劣化ウラン（編者注：劣化
ウランの組成とは異なるウラン）を検出した。6番目
のサンプルでは、2031ナノグラム／リットルです。こ
れは事故でも、計器の故障でも、計測上のミスでもな
い。爆撃直後の村に戻り、瓦礫の下の兄弟を助け
ようとした男の子のサンプルです。14ヶ所の土壌サン
プルと8ヶ所の水のサンプルもウランの濃度が高い。
アフガンでは3回目の調査で33サンプルを採取し、１ヶ
月半前にイラクから87の尿サンプルを持ち帰った。04
年2月にイラクの他の地域からもサンプルをとりたい。

［［［［［将将将将将来来来来来にににににつつつつついいいいいててててて］］］］］
　イラクでは放射能戦争の形態となっている。リスク
が何もないとすれば、新たな大量破壊兵器を導入す
る段階になっている。
　（原子雲の写真を前にして）世界が、このように
ならないことを祈りたい。

通訳：岩川保久　要約：福島和夫（劣化ウラン研究会）

元米軍大佐であるアサフ・ドラコビッチ博士の報告
はレポート用紙にして、約30枚ほどあり、以上の要
約は1/4ほどにしてあります。彼のユーモアやシニ
カルな発言のニュアンスが伝えられないのがとても
残念です（福島）
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ニュースクリップニュースクリップニュースクリップニュースクリップニュースクリップ

オランダの独立系メディアが、オランダの独立系メディアが、オランダの独立系メディアが、オランダの独立系メディアが、オランダの独立系メディアが、劣化ウランについて劣化ウランについて劣化ウランについて劣化ウランについて劣化ウランについて
精力的に追求しています。精力的に追求しています。精力的に追求しています。精力的に追求しています。精力的に追求しています。その中から自衛隊が派その中から自衛隊が派その中から自衛隊が派その中から自衛隊が派その中から自衛隊が派
遣されているイラク南部のサマーワについて、遣されているイラク南部のサマーワについて、遣されているイラク南部のサマーワについて、遣されているイラク南部のサマーワについて、遣されているイラク南部のサマーワについて、劣劣劣劣劣
化ウランが見つかっていたことを報じました。化ウランが見つかっていたことを報じました。化ウランが見つかっていたことを報じました。化ウランが見つかっていたことを報じました。化ウランが見つかっていたことを報じました。そのそのそのそのその
訳を紹介します。訳を紹介します。訳を紹介します。訳を紹介します。訳を紹介します。

●オランダの部隊がイラクで劣化ウラン●オランダの部隊がイラクで劣化ウラン●オランダの部隊がイラクで劣化ウラン●オランダの部隊がイラクで劣化ウラン●オランダの部隊がイラクで劣化ウラン
弾を発見した●弾を発見した●弾を発見した●弾を発見した●弾を発見した●
　　　　　　　　　　　ＲＩＳＱ　　　　　　　　　　　ＲＩＳＱ　　　　　　　　　　　ＲＩＳＱ　　　　　　　　　　　ＲＩＳＱ　　　　　　　　　　　ＲＩＳＱ（（（（（１１１１１）））））ニュースニュースニュースニュースニュース
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　２００３年１２月２７日　２００３年１２月２７日　２００３年１２月２７日　２００３年１２月２７日　２００３年１２月２７日
この発見は、その区域でもっと多くの劣化ウランの存在
を示している
　南イラクでアル・ムサンナ州に配備されたオランダ軍
の兵士が３０ミリ劣化ウラン弾を発見した。これは今日
国防省によって発表された。ＲＩＳＱ設立者のマーティ
ン・Ｈ・Ｊ・バン・デン・バーグによれば、この
調査結果は、その区域にもっと多くの劣化ウランが存
在していることを示している。
　弾丸はサマーワで１２月１０日に発見された「弾
痕」の中に存在した。オランダ国防省の報道官によ
れば、弾丸は壊れずに原形をとどめていたことから、
劣化ウラン粉塵は放出されず、発見に関与した人たち
の健康は危険にさらされなかったという。
　報告された口径から考えると、弾丸はおそらく合衆
国起源のものである。バン・デン・バーグ氏によれ
ば、３０ミリの劣化ウラン弾はイラクでは米軍のアパッ
チヘリコプターと米空軍のＡ-１０「イボイノシシ」に
よって使われただけである。
　今年早く公表されたＲＩＳＱ報告（２）が確認した
ように、３０ミリ劣化ウラン弾は１９９８年と、最近で
は「イラクの自由」作戦の間にサマーワ空襲で発砲
された。従って、「その区域にもっと多く劣化ウラン
弾が発見される可能性は高い」と、バン・デン・
バーグ氏は結論する。
　オランダの陸軍職員組合は事件について懸念を提起
した。「先週我々は国防省の当局者に話をした、し
かし彼らは事件に言及しなかった」と、Ｊ・クリーン
氏、クリスチャン軍人協会（ＡＣＯＭ）の会長は言
う。国防軍兵士組合（ＶＢＭ）の彼の同僚は、情
報共有について国防省との事前の協定を指して「これ
は大衆に隠されてはならないこと」と述べた。

　７月に国防大臣は議会に「劣化ウラン弾は最近はア
ル・ムサンナ州では使われなかった」ことを保証して
いた。しかしながら、ＲＩＳＱの記事（３）が議会
質問を提起するように導いたと伝えたように、大臣は
保証が証明されていない情報から生じたことを認め
た。米国政府が「まだイラクにおいて劣化ウラン弾を
射った位置のアセスメントを準備する途上である」と
言っていると述べて、オランダの政府の最新の見解は
「この調査の結果を待っているところである」という。
出典：http://www.risq.org/viewlink-306.html

訳注
（１）ＲＩＳＱ　２００２年１月にマーティン・Ｈ・Ｊ・
バン・デン・バーグ氏によって設立された独立系の
報道ＮＧＯ。約３０名のスタッフにより、市民権、多
文化社会、宗教、グローバリゼーション、言論の自
由、プライバシー、新しい戦争と人権、生命と科学、
バイオ工学、遺伝子操作などについて論説を発表して
いる。
（２）これまでのＲＩＳＱの劣化ウラン関連報道は、次
のURLから一覧できる。
http://www.risq.org/link-61.html
（３）「南イラクの劣化ウランに関して、誤った情報
を与えられた議会と兵士」
　　　　２００３年７月２１日
Dutch Parliament and Troops Misinformed about
Depleted Uranium in South
Iraq　　http://www.risq.org/article135.html　
など。

●国連環境計画はイラク戦争での劣化●国連環境計画はイラク戦争での劣化●国連環境計画はイラク戦争での劣化●国連環境計画はイラク戦争での劣化●国連環境計画はイラク戦争での劣化
ウラン汚染予防措置を要求●ウラン汚染予防措置を要求●ウラン汚染予防措置を要求●ウラン汚染予防措置を要求●ウラン汚染予防措置を要求●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20032003200320032003 年年年年年 1010101010 月月月月月 2020202020 日日日日日
　国連環境計画は１０月２０日に「Environment in
Iraq:UNEP Progress Report」（イラクの環境　Ｕ
ＮＥＰ国連環境計画　中間報告）という報告書を公表
した。４月２４日に公表した予備調査報告書に続くも
のだが、この報告書でも具体的な危険性等について
は触れられていない。しかしながら日本政府が言うよ
うな「危険性は確認されていない」といった姿勢で
はない。あくまでも危険であることを前提とした緊急対
策が盛り込まれているのである。
全４４ページの報告書から、劣化ウランの項目のみを
訳出して掲載する。
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２２２２２ ..... ７　劣化ウランの使用７　劣化ウランの使用７　劣化ウランの使用７　劣化ウランの使用７　劣化ウランの使用
　１９９１年の湾岸戦争は、広範囲に劣化ウラン（Ｄ
Ｕ）兵器が使用された最初の戦闘であった。湾岸戦
争において劣化ウランは合計約３００トンが使用され、
依然として環境中に微粉末や小さい破片として残されて
いるという状態で、今回の戦争では米国と英国によっ
て再び使用された。
　米国国防総省と英国国防省は連合軍が２００３年の
イラク戦争で劣化ウランから作られた弾薬を使ったこと
を認めた。例えば、英国のチャレンジャー戦車が１.
９トンの劣化ウラン兵器、これは英国軍が１９９１年の
湾岸戦争で使った量のおよそ２倍を使用した。劣化ウ
ランは英国軍によって戦車戦でバスラの西側と南西側で
使用した。
　英国国防省は英国の劣化ウラン標的位置の詳細を国
連環境計画に提供し、市街地や環境中における劣化
ウランの長期のモニタリングと、水資源を含む劣化ウ
ランに関するリスクアセスメントを実行することについて
のアドバイスを提供しようと申し出た。英国の国防省
によれば、標的地点は射撃位置から最大距離で３キロ
以内にある可能性が高いという。
　２００３年６月には、英国国防省からの科学者が劣
化ウラン弾丸によって攻撃されたと思われる若干のイラ
クの戦車の予備的で専門的なアセスメントを完了した。
これまでのところ英国国防省調査結果は、これらの戦
車の近傍で非常に低いレベルの劣化ウランの存在を確
認している。重火器などの大部分が、主に兵隊に
よって、戦場からスクラップエリアに動かされた。こ
れが英国の科学者が実際に戦場に残っている戦車ある
いは他の重火器を見つけることを難しくし、科学者は
発見された戦車の大部分が低いレベルの放射線を示し
たことを指摘して、そして明らかに劣化ウラン攻撃に
よって打撃を受けたことを示すペイントのマークが付い
ていた。
　国連環境計画は環境アセスメントあるいはイラクの劣
化ウラン汚染の改善のための情報を米国からは受け取
れなかった。
　米国の航空作戦、戦車戦と地上作戦で使用された
劣化ウランの数量はまだ未知数である。
　通常劣化ウラン兵器を搭載する車両 － エイブラム
ス戦車（M1A1、M1A2）、ブラッドリー戦闘車輌（Ｍ
２）と軽装甲車両（LAV - ２５） － が戦闘に参
加した。現在ミサイルあるいは戦争の間に使われた
爆弾 － 特に AGM-86D CALCM硬化目標貫通体（１
５３発が使われた）あるいはバンカーバスター － に

劣化ウランが含まれているという証拠はない。
　　メディアは時折破壊されたイラクの車両のスクラッ
プエリアの映像を見せた。これらの写真は地元の人々
が通常これらの区域への自由な進入路を持っていて、
鉄板のような素材を抜き取っていたことを明白にした。
これらの区域には劣化ウランによって打撃を与えられた
車両が含まれると思われる。
　このことから即刻、これらのエリアの車両が調査さ
れるべきであり、そして劣化ウランによって打撃を与え
られたそれらは接近が厳重に制御されているエリアへ移
動されるべきである。
　最近、２００３年８月に出版された国際原子力機関
の報告によれば、１９９１年の湾岸戦争で使われた兵
器からの劣化ウランは、クウェートの人々に長期の放
射線の危険を与えないとしている。クウェート政府は、
２００２年２月にIAEA に対してクウェートの１１地点に
おいて劣化ウラン残留物により起こりえる長期の放射線
の影響を算定するように要請した。この報告の調査結
果では不安を与えはしないけれども、それ以上の政策
行動と追加調査が、イラク戦争で使われた劣化ウラン
兵器の結果に関して不確実性を解決するために必要と
される。
　これまでの情報に基づけば、２００３年の戦闘の間
に使われた劣化ウランの多くは、市街地、人々が生
きて、働いて、水をくんで、そして食物を育てる地域
あるいはその近くであるように思われる。従って、汚
染されたエリアを識別し、そしてアセスメントを実施する
必要があり、住民は健康診断を受けて、そして追跡
調査されるべきである。
　人々は一般に明らかに劣化ウラン被曝についての危
険性に気が付かない。潜在的な危険性の存在を提起
し、警告を行うことが必要であり、さらに緊急措置と
して汚染された位置と廃棄物貯蔵場所への接近を制限
する保護法案が必要である。



入会方法：通信欄に住所・氏名・電話番号・E メールアドレスを明記して、
年会費（個人2000 円・団体4000 円）を下記口座へお振込みください。
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「ボクは死ぬんだ。死んでしまうのだ。」イラク
の小児病棟では連日、血を吐きながら子どもた
ちが死んでゆく。劣化ウランは史上最悪の大量
殺りく兵器である。この兵器を使用しているか
ぎり、人類だけでなく、地球上の生きとし生け
るものに未来はない！
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