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私の３１１ 
３１１からつかんだもの―――過去は変えられる―― 

柳原 敏夫 
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０．表題について 

私にとって３１１は、人間関係が３１１を境にガラリと変わったことです。今つきあっている人の９

９％が３１１以後に知り合った人或いは３１１以後に再会した人です。３１１以前に付き合っていた人

たちの殆どと関係が切れました。その人たちとは話ができなくなったからです。その意味で、私もまた

別の世界に避難した避難者だと感じていました。 
しかし、実際は、３１１直後から２ヶ月以上、家から一歩も外に出ず、ひきこもっていました。世界

中のコンピュータ技術者がボランティア協力し無償のリナックスというＯＳを開発した偉大な事例を

思い出し、この情報を発信して、世界中の原発技術者に原発事故の収拾に協力して欲しいと訴えるＨＰ

を作成していました（パワポ２頁。以下、※２と表示）。そのとき感じたことは、たとえ自分があと１

００年、２００年生きたとしても決して出会うことのないような言葉にならない体験をしたのだという

ことでした。この感覚は私にとっての３１１の原体験です。その後、この体験を共有できる人に出会い

ました。それが「これから１００年放射能と付き合うために」という本を書いた松本市長の菅谷昭さん

です（※３）。 
 事故から２ヶ月経って初めて外出した先が５月１７日に郡山市で開かれた琉球大名誉教授の矢ヶ崎

克馬さんの講演会です（※４）。生まれて初めて訪れる郡山市に足を踏み入れて今さらながらショック

だったことは、郡山市に降りても自分の目や耳や鼻などの五感では放射能災害が全くキャッチできない

ことでした。これまでの災害にはなかったような新しいアンテナ、感覚を持たなければ放射能災害と向

き合うことはできないというショッキングな事実でした。そのショックを追い討ちをかけたのが（※５。

会津若松・鶴が城）、２０１１年７月に講演のため来日したＥＣＲＲ（欧州放射線リスク委員会）の科

学事務局長のクリス・バスビーさんとのやり取りです。彼から「１００キロ圏内には行かない、講演も

しない」と言われました。それで「なぜ？」って聞いたら、彼は言いました「チェルノブイリで、自分

たちの仲間の科学者が１００キロ圏内に行って死んでしまったから、絶対行くなと言われている」 
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今日、ここで話したいことは、自分は３１１で何を掴んだのかです。それは一言で言うと、過去は変

えられるということです。 
ただし、私は皆さんの近くに住んでいるので、これから交流する機会が多いと思いますので、最初にす

こし自己紹介をしたいと思います。 
 
１、自己紹介 

最初に、オヤジについて話します。その前に、３１１前から、そして３１１後も付き合いが続いてい

る稀な友人を紹介します。志賀原発の差止判決を書いた井戸謙一さん。これは文科省前でスピーチをす

る井戸さん、左が私（※８）。こちらが４０年前の井戸さんと私（※９）。２人の共通点はオヤジです。

オヤジがともに戦前、満鉄の職員だったこと、敗戦で朝鮮半島から命からがら逃げ帰った避難者だった

こと、戦後、ＪＲ（当時は国鉄）の労働組合に加盟したことです。親同士がこんなに似ていることに何

か偶然以上のものを感じました。 
そのオヤジですが、この写真は新潟県長岡市の国鉄の職場（※10）、国労という組合のメンバーで旅

行に行った時の写真です（※11）。子どもの時とても不思議だったことは、オヤジは労働運動をやって

いたため出世とは縁がなく、ずっと下っ端で安月給で、一言でいうと貧乏一筋の生活でした。なのに、

オヤジには貧乏臭さというか、辛さがぜんぜん感じられず、いつも穏やかで明るかった。オヤジはこん

なに貧乏なくせに、なぜこんなに明るいんだろう、それが子どもながらに不思議でならなかった。そし

て、この明るさは子どもにとって救いでした（そして、この明るさが一体どこから来るものなのか、そ

れはその後一生を賭けて解く価値のある、とても重要な謎でした）。 
 これに対し、家には敵がいました。母親です（※６の左端）。小学校に入学すると、私の母親はオヤ

ジの給料袋を私の前に置き、「ここにいくら入っていると思うか」と尋ねました。ビックリする私に向

かって、「ほらこれっぽちしか入っていない。それと言うのも学歴がないからだ」とピシッと言われま

した。そして、「うちは貧乏だけれど、お前が学校に行きたいと言うんだったら、借金してでもあげて

やる」と言いました。私のテストの点数が悪いと、彼女は家出をするので、これには子どもながらに困

りました。 
こうして、貧しかったせいもあり、塾には一度も行った事がありませんでしたが、小学校３年生から

大学受験を目指して自分で受験勉強を始め、５年生の時、悲惨な東大受験体験記を読み、それ以来不眠

症になりました。今では普通みたいですが、大学受験までに９年間受験勉強をしてきたおかげで高校３

年の時には精根尽き果てて、、クラスの担任とおおげんかとなり、退学を勧告され、暴力未遂事件を引

き起こして、おっぱわれるように高校を卒業しました。一年浪人した末に入った大学には１週間しか行

かず、そのまま下宿に引きこもりました。その後、たまたま拾われたのが足立区の都営団地の子どもた

ちと遊ぶセツルメントというサークルでした。そこで、カミさんや井戸さんたちとも知り合いました。 
そのサークルで知り合った先輩たちが裁判官になって、良心的な判決を書くと言うので、私はひたすら

彼らとつきあいを続けたいがために、ただそれだけの理由で、第二外国語はロシア語でロシア文学をや

ろうと思っていて法律なんて何の魅力も感じなかった私も、その誘惑に負けてずるずると司法試験を受

けることになりました。しかし、先輩たちや後輩の井戸さんは 1 回か 2 回ですぐ合格したのに私は毎年

不合格。そうこうしているうちに子どもが出来てしまい、次回が最後と尻に火がつき、奇跡的に合格し

ました。しかし、年を取って合格した者が裁判官を希望すると研修所から嫌われました。私も教官に「君

は裁判官に向かない」と言われたので、理由を聞きました。返って来た返事は、「君は喋りすぎる」と。

そこまで嫌われてまで、裁判官なんかなるか！と裁判官志望を撤回し、消去法で弁護士になりました。

しかし、裁判官になった仲間と関係が切れ、張り合いをなくし、仕事をサボって三四郎池に寝そべる毎

日でした。３年目に、このあこぎな世界から足を洗おうと辞める決意をした矢先、たまたま NHK の大

河ドラマの著作権の裁判を手伝ってくれないかという相談が舞い込み（※12）、女優さんと仕事ができ

ると錯覚し、フラフラと元の仕事に復帰し、それ以来、著作権を専門にする仕事をやってきました。 
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２、菅原文太 

このＮＨＫの裁判で大河ドラマの歴史を調べた時、誰にも知られている正統派の英雄ばかりが主人公

の大河ドラマに１つだけ異色のものがあった。１９８０年放送の大河ドラマ「獅子の時代」（※13）。そ

れは、このドラマだけが主人公は無名の者だった。脚本家の山田太一が当時人気絶頂だったため、彼の

要望が NHK 首脳陣を押し切った。それは明治維新で“賊軍"の汚名を着た会津藩の下級武士の過酷な運

命を描いたもの（それは 21 世紀に、再び、原発事故で復興に水を差す「非国民」の汚名を着た避難者

の過酷の運命として再現されている）。この主役をつとめたのが菅原文太。彼の演技は素晴らしかった

という。１０年後、その彼が自由の森学園の理事長に就任（※14）。私の息子がこの学校に入学した時

には辞めていなかった。しかし、彼がバトンタッチした後任の理事長が自由の森学園を九州の学校法人

に身売りするというので、父兄が猛反対し、挫折させた。さらに、当時、荒れる校内暴力・大量退学事

件など経営方針・運営方針をめぐって創立の中心人物を追放するなどゴタゴタが続いた。私もそのゴタ

ゴタに関わった経験から、前理事長の菅原文太を内心、快く思わず、その悪感情が３１１後もずっと続

いていました。しかし、その悪感情が２０１３年に氷解しました。 
それは、２０１３年に菅原文太がラジオ対談で、井戸謙一さんをゲストに呼び対談したとき、 

日本人の底力 ： 井戸謙一（其の一）  
https://www.youtube.com/watch?v=_dpJespLQdA 
 
菅原文太は井戸さんに、志賀原発差止判決を書いたあと、どうでしたか？という質問をした。井戸さん

は「判決を書いたあとも最高裁から特別差別されるようなことはありませんでした」と答えたのに対し、

菅原文太はそれを否定し、こう言った。 
「それはちがう。本来、志賀原発差止判決を書いた井戸さんのような人が最高裁の裁判官にならなくて

はおかしい。」 
それを聞いた瞬間「そうだ、その通りだ。現に、井戸さんは最高裁の判事になっていないし、なるよう

な評価を受けていない」と思った。普段、司法の世界に身を置いていると、「石が流れ、木の葉が沈む」

司法の異常な現実にすっかりすれっからしになり、麻痺し、何も感じなくなるのを、菅原文太さんの言

葉は、それではダメだ、司法の本来の、まっとうな姿に立ち返れと原点を思い出させてくれた。この時

の菅原文太の言葉は、私にとって、チェルノブイリ法日本版制定の原動力です。 

３、ちばてつや 

１９９３年、漫画「タイガーマスク」の続編を漫画家に無断で制作し新聞連載するという漫画界を揺

るがす問題が発生し、裁判となり、私が担当。この裁判に勝って続編の出版差止が認められ、記者会見

をしたとき、「あしたのジョー」の無断続編も企画されていたので、ちばてつやさんも当事者として会

見に参加（※15）。ちばさんとはそれ以来の付き合い。ちばさんは、３１１以後、長野県松本市でスタ

ートした福島からの子ども達の受入先である「まつもと子ども留学」（※16）を熱心に応援。留学事業

がスタートした２０１４年３月の松本市での記者会見にも参加（※17）、道中も熱心にイラストを描い

てくれた（※18・19）。４ヵ月後にも留学寮の地元で漫画教室を開催、寮を訪れ、ひとりひとりの子ど

ものイラストを描いて（※20）、漫画の道具を丁寧に説明してくれた（※21）。こうした並々ならぬちば

さんの取り組みの原点には、彼が太平洋戦争終戦の６歳の時、一家６人が命がけで奉天から日本に戻っ

た時の、子ども避難者としての体験がある（※22） 
 
４、現代日本の政治の劣化――その起源は３１１の福島原発事故にある。 

(1)、個人的な体験（２つの判決） 
この３月に、代理人をつとめる２つの事件の判決があった。ひとつが、 
①．実験ノート情報公開裁判→公式サイト：http://disclosure-labnote.blogspot.com/ 

４年前の「STAP 細胞」事件。小保方（おぼかた）晴子氏の実験ノートの問題。 
山中伸弥京都大教授の「論文疑惑」問題で、京都大学は山中教授に当該研究で実施した実験で作成
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した実験ノートの提出を求め、段ボール５箱分の実験ノートの提出を受けた。 
４年前、元農水省の研究機関を相手に、遺伝子組換えイネの実験で、いもち病菌の専門家が実施し

た実験の実験ノートの情報公開を求めて裁判を提訴。そしたら、自衛隊の日報問題と同様、研究機

関はその実験ノートは存在しないと主張。しかし、前任者は同種の実験を実施している。しかも屋

外ではその専門家が実験を実施したことは認めている。しかし、屋内は、いもち病菌の素人に手ほ

どきを教えて自分は実験しなかったと主張。それを裁判所は何の疑いも挟まず認めた。 
もう一つが、 

②．東京大学「公文書書き換え・学問の自由」侵害事件 
→公式サイト：http://yanagida-tokyouni.blogspot.com/ 
【事件の概要】 
Who：東京大学の管理者たち（國島正彦国際協力学専攻長、味埜俊環境学系長及び大和裕幸新領域

創成科学研究科長）  
When：今から８年前、２００９年春から翌年の秋にかけて。 
Where：東大柏キャンパスの新領域創成科学研究科。 

What：原告の東大教授（柳田）が取り組んでいる学問研究である本件学融合（国際システムの課

題に法学、政治学、経済学の学融合により取り組む）の研究の自由を侵害。 
どうやって侵害したか？→国際法か国際政治学専攻の教授人事を進めていたところ、招集通知もな

く、開かれなかった会議で教授人事の変更が決定されたという虚偽の報告書が作成された。つまり公文

書の書換え（捏造・協議公文書作成）により進めてきた教授人事を握りつぶした。 
そこで、原告は犯罪まで起こして教授人事をつぶし、原告の学問の自由を阻害したと主張した。 
これに対し、東大は何の証拠も示せず、カラ会議ではないと主張。ところが、判決は、東大の言い

分を認め、会議は開かれたと認定。証拠は唯一、前の裁判で、その当時、その公文書がよもや捏造とは

疑わずなかった原告が、その内容を認める証言をしたからだ、と。 
 しかも、この判決は当初の言渡しが１５日。ところが前日に急遽連絡が入り、言渡しが１週間延期。

さ通常、判決は言渡しの２週間前には印刷が完了しているから、判決書換えの必要が生じたため。とこ

ろが、さらに２度目の言渡しの２３日の２時間前になって、急遽連絡が入り、またしても言渡しが１週

間延期。またしても、判決の書換えの必要性が発生。ちょうど、財務省の公文書書き換え問題が発覚し

た１２日のあとに発生。前代未聞の、判決言渡しの 2 度のドタキャン。 
以上の２つの裁判で、被告の元農水の研究機関も東大も「事実の書換え」を平然と行う。そして、本

来なら行政の行き過ぎをチェックするのが裁判所のミッションのはずなのに、裁判所も、行政の機関を

しっかり忖度し、これにお墨付き与えることしかしない。モリカケ問題、自衛隊日報問題、財務省の不

祥事に限らず、どこでもここでも政治の劣化が甚だしい。しかし、これは今に始まったことではない。 
日本の政治の劣化の起源、正確には「ひとつの起源」、それは３１１の福島原発事故にある。 

 
(2)、放射能災害は二度発生する。一度目は「自然と人間の関係」の中で惨事として、二度目は「人間

と人間の関係」の中で犯罪として（※23）。 

 チェルノブイリ事故のケースなら、 

 「チェルノブイリの惨事」（※24））と「チェルノブイリの犯罪」（※25）。 

つまり、 

チェルノブイリ事故とは、 

映画「真実はどこに？」（※27）の作者チェルトコフ（※26）「チェルノブイリの犯罪」（※25）によ

れば、この原発事故は次のことを意味します。 

・チェルノブイリ原発の４号機という一基で実施された４０秒足らずの実験で、ヨーロッパ全土を人が

住めない土地に帰するほどの大惨事になる可能性があったこと。  

・その大惨事を防いだのは、  
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事故直後のチェルノブイリ上空をヘリで飛び、原子炉の土台の下に液体窒素を注入することで大惨事を

防げると突き止めた１人の科学者（ヴァシーリ・ネステレンコ）（※28）と、 

 

その科学者のプランを実行するために灼熱と高濃度の放射能地獄の現場に送られた何万人の炭鉱夫た

ち（リクビダートル〔後始末をする人という意味〕と呼ばれた）（※29）の尽力によるものだった。 

 

 しかし、 その科学者に与えられたのは、研究所の所長の地位解任とＫＧＢによる二度の暗殺計画だっ

た。  

なぜなら、彼は「パニックを煽るろくでなし」と警告されたにもかかわらず、放射能を感知する器官を

持たない汚染地の住民たちが無防備なまま取り残されているのに対し彼らの保護を訴え続けたから。  

他方、原発事故から欧州大陸を救った何万人の炭鉱夫たちに与えられたのは、事故被害者の統計から除

外され、「存在しないもの」として扱われることだった。  

この抹殺政策の中で、彼らの若者の殆どが身障者となった。多くは３０、４０代で命を落とした。  

 

なぜこのようなことになったのか。  

国際原子力機関 IAEA の事務局長ブリックスは事故直後から断言していた、チェルノブイリのような事

故が毎年起こっても我々はびくともしない、と（アレクセイ・Ｖ・ヤブロコフの証言）（※31）。  

このとき、原発事故の収拾のシナリオが作られた（※30）。それが直ちにチェルノブイリに適用され、

事故とその被害は徹底的に小さくさせられた（映画「真実はどこに？」と「チェルノブイリの犯罪」参

照）。 

 

そのシナリオは、その後の原発事故にも適用されることになった。その最初の適用が福島原発事故だっ

た。 それは一言でいって、 
事実の書き換え、基準の書き換え。ルールの書き換え、行動の書き換え、 

つまり、原発事故に関する歴史の書き換えです（※30）。 
それは、自分たちがあたかも地球最後の世代であるかのような政策とライフスタイル です（※31）。 
なぜなら、巨大科学技術がもたらした、原発事故という目をふさぎたくなるような過酷な巨大災害の発

生を前にして、日本の政治はその過酷な現実と向かい合うことをせず、緊急時に放射能の影響を予測す

るＳＰＥＥＤＩの情報は存在しなかったかのように書き換えられ、甲状腺がん防止のための安定ヨウ素

剤を配布する行動も書き換えられ、福島県の学校の安全基準は速やかに２０倍に書き換えられ、飴と鞭

で人々を汚染地に帰還させ、お祭りまでには原発事故はあたかもなかったかのようにする政策・ライフ

スタイルだからです。問題の抜本的解決に向かうのではなく、歴史の書き換えにより、原発事故よる最

終的破局の先送りをしているだけだからです。 
そこで、この歴史の書き換えを根本から復元する、それがチェルノブイリ法日本版です。 
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これが、私にとって、チェルノブイリとの出会いから学んだ最初のことです。 
 

 また、このシナリオは、福島原発事故に限らず、今後発生する全ての原発事故に適用される。九州の

川内（せんだい）原発でも四国の伊方（いかた）原発でも静岡の浜岡原発でも茨城の東海第二原発でも、

どこで原発事故が起ころうとも我々はびくともしない。  

そのシナリオによれば、汚染地の大多数の住民は事故被害者の統計から除外され、「存在しないもの」

として扱われる。なぜなら「チェルノブイリ・福島のような事故が毎年起こっても我々はびくともしな

い」のだから。 

そして今、日本で粛々と進められている福島への帰還政策、これは原発事故の被害者はすみやかに「存

在しないもの」として扱われるシナリオに沿った想定通りの展開。 

 

遠慮しないではっきり言ってしまえば、これはまごうことなき犯罪ではないか。人道上、最も卑劣な、

最も残酷な犯罪ではないか。  

いま、この犯罪が福島原発事故で被ばくした、放射能を感知する器官を持たない住民たち（避難した人

も、避難していない人にも）に襲いかかっている。  

 

 もしこのような犯罪がまかり通るとしたら、人類は既に滅亡しているのと同じではないか。  

だから、現在、私たちが途方もない劣化・混乱・暗闇の中にいるのは当然のことではないか。 

この事態は、 

命ほど大切なものはないという私たちの価値観は到底この犯罪と両立することはできない。  

命を守るために、私たちは、この犯罪の撲滅に立ち向かうしかない。  

 福島原発事故の犯罪を撲滅するために、この犯罪の起源である、３０年前に始まり今なお継続中の「チ

ェルノブイリの犯罪」に注目しないでおれない。 

以上が自己紹介。 

 

５、ふくしま集団疎開裁判 

この裁判をを報道するニュースは、２０１１年６月の提訴のとき、国内のテレビはＴＢＳの NEWS23

一社のみ（※32）。しかし、そのキャスターはその後降板。以後、番組に出なくなった。 

 しかも、これ以降、特集として詳しく報道。一切なし。  

２０１３年４月に仙台高裁から判決が出て、「被ばくは命、健康に由々しい事態が懸念され、危険だ

という原告の主張は認める。しかし、危険だと思う子どもは自己の責任で逃げればよい、被告の郡山市

に避難させる義務はない」と原告の訴えを却下の決定を出しました（※33）。 

 

 この「危険は認めたが、責任は認めず」という決定は驚くべき判決として直ぐにＡＰ通信を通じて世

界中に配信され、世界中の人が知った。しかし、日本の新聞やテレビは殆ど報道されなかったので、ひ

とり日本人だけが知ることができませんでした。たとえばワシントンポストは「裁判所は、放射能の健

康リスクは認めるにも関わらず、避難を命じる判決は出さなかった」と写真入りで報道（※34）、ニュ

ーヨークタイムズは「日本の法廷は避難の義務を認めなかった」（※35）。ロシアの RT ニュースとい

う、BBC 放送に次ぐようなマスメディアも大きく写真入りで報道しました（※36）。 

 

６、３１１以後の異常事態（※37） 

上述した通り、今日の政治の著しい劣化の起源は３１１の原発事故にあり、原発事故後に発生した異

常事態にあります。その異常事態を象徴する出来事として２つを取り上げます。一つ目は、文科省が 2011
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年 4 月 19 日に、福島県の子どもだけ放射能に２０倍負けない身体になったと前提にして、福島県の学

校だけ安全基準を 20 倍に引き上げる通知を出したことです。もう一つが山下俊一・長崎大学教授の言

動です。 

 

 この二つの出来事の共通点は、いずれもチェルノブイリ事故から教訓を学び尽していることです。 

(1)、被ばく安全基準を福島県だけ 20 倍に引き上げた文科省通知（※38） 

 チェルノブイリ事故は、ソ連政府が後手に回ったために、ウクライナ共和国政府が首都キエフで 52

万人余の母子の集団疎開を決定しました。この決定に激怒したソ連政府は集団疎開開始の前日に、被ば

く許容基準を１００倍に引き上げる通知を出し、キエフ以外のまちでの集団疎開を阻止しました。 

 

 文科省はこれを熟知していて、自分たちはこのようなソ連政府の恥ずかしい失態を繰り返さないと、

キエフの５２万人集団疎開のようなことを福島県の自治体が決定する前に先手を打って、4 月 19 日に安

全基準を２０倍に引き上げる通知を出しました。これは理論的には、原発事故後に子どもたちの放射能

への感受性が 20 倍にアップしたのだという想定に立ったものです。 

 

 この通知の根拠は、国連等の公的機関ではない、民間の一団体にすぎない国際放射線防護委員会

（ICRP）が 2007 年に発表した勧告です。この通知の当時、日本はこの 2007 年勧告を国内に取り入れる

かどうか審議中で、正式に取り入れることが決まっていませんでした。その意味で、文科省はとても仲

のいいお友達の ICRP の勧告を根拠にして、子どもたちを事故前より 20 倍危険な状態に陥れる政策を決

めたのです。 

 

 これは法律家の感覚として我が目を疑うような異常事態です。現代の法治国家のもとでは、裁判と同

様、行政も法に基づいて為されければなりません。これが行政の大原則です。この基本原理をかなぐり

捨てた、前例のない、いわば法的なクーデターとしか言いようのない、多くの子どもたちを極めて危険

な状態に陥れる行為をした訳ですから、これは国際法上の重大な犯罪行為「人道に関する罪」に該当す

る侵害行為です。ひとたび、法的なクーデターというルビコン川を渡った日本政府にとって、その後の

特定秘密保護法や、集団的自衛権行使容認の閣議決定、安保関連法案の成立、共謀罪の成立など、憲法

違反が指摘されるような強引な政治運営なぞ屁の河童、どうってことないことなのです。 

 

(2)、予防原則から反転した専門家山下俊一：守りたいのは国民一人ひとりではなく国家 

 もう一つ象徴的な人物が、3.11 事故当時、関西にいた東京電力の清水社長は東京本社に戻ろうとして

自衛隊機に乗ろうとして搭乗を拒否されましたが、その自衛隊機に、３１１直後の３月１８日に乗り込

み福島入りした山下俊一長崎大教授です。 

 その山下俊一氏が福島入りして発言したのが（※39） 

「放射能の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。クヨクヨしている人に来ます」、 

「みなさんマスクを止めましょう」、 

「（いま、いわき市で外で遊んでいいですかとの問いに）『どんどん遊んでいい』と答えました」 

にはじまる、それまで聞いたこともないような奇想天外な新たな安全神話の創設に向けた有名な発言、

「根拠のない噂」＝風評が連日、連発されました。 

 しかし、不安の中にいた福島の人たちは、専門家だと称するこの人の安心安全の言葉にすがり、放射

能に対する警戒心をすっかり解いてしまいました。 

 

 後に、山下俊一は二人いるのではないかという説が出たほどです。その理由は、3.11 前の山下俊一と

いう人の発言と、3.11 後の山下俊一という人の発言が余りにも違いすぎ、ほとんど真逆だったからです。 
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 3.11 前の山下氏の発言は、 

「ポーランドにも同じように放射能降下物が降り注ぎましたが、甲状腺を放射性ヨウ素からブロックす

る安定ヨウ素剤をすばやく飲ませたために、その後、小児甲状腺がんの発症はゼロです」 

と 2009 年の論文（「放射線の光と影：世界保健機関の戦略」2009年 3 月。537 頁左段１行目以下）に

書いています。  

2000 年の講演「チェルノブイリ原発事故後の健康問題」でも、 

「チェルノブイリの教訓を過去のものとすることなく、『転ばぬ先の杖』としての守りの科学の重要性

を普段から認識する必要がある」 

と、予防原則を原発事故の教訓として言ってました（※40）。 

 

 これらの発言は、3.11 以降の山下発言とは比べようがないくらいのちがいで、そこから、山下氏は二

人いたのではないかという疑問が生まれたのです。3.11 直後に、もし福島の人々が 3.11 前の山下発言

を知っていたなら目の前にいるこいつはニセ者だと気づいたはずです。しかし、人々はこれを知らず、

すっかり警戒心を解いてしまったのです。 

 

 2012 年 8 月、山下氏は、法的なクーデタによる文科省の２０mSv 通知とチェルノブイリの教訓を次の

ように指摘しました（2012 年 8月 26 日毎日新聞のインタビュー記事）（※41）。 

 

「国の基準が 20mSV ということが出された以上は、われわれ日本国民は日本国政府の指示に従う必要が

ある。日本という国が崩壊しないように導きたい。チェルノブイリ事故以降、ウクライナでは健康影響

を巡る訴訟が多発し、補償費用が国家予算を圧迫した。そうなった時の最終的な被害者は国民だ」。 

 

 ここから明らかなのは、彼の本音は、彼が第一に守りたいのは日本政府であって日本国民ではないこ

とです。だから、日本国民は日本国家の命令に黙って従えばいいのだ、ということです。 

 

(3)、菅谷昭松本市長（※42） 

 では、日本にも、ネステレンコのような科学者・専門家はいないのか。少数だけれどいました。代表

的な人が京大の原子炉実験所の小出裕章さん。その彼が定年退職で引っ越した先が長野県松本市。その

理由の１つが 5 年半、チェルノブイリで医療支援活動をおこなった、医師の菅谷昭さんがで松本市の市

長だったからです。彼の動画メッセージ－＞こちら 

 彼くらいチェルノブイリの経験から学ぶことの重要性を理解している人はいない（※43・44）。 

 
 
７、私たちの願い――放射能災害から一般市民の命を守る基準を他のリスク対策基準と平等に―― 

 では、311 以後の私たちの願いとは何でしょうか。それは至ってシンプルなこと。 

第１に、３１１以後の異常事態をただしたい。放射能災害において「命こそ宝」という大原則を取り戻

したい。それがチェルノブイリ法日本版制定のエッセンスです。（※45） 

第２に、放射能に私たちは打ち勝つことはできない。だから、命、健康、暮らしを守るには放射能から

逃げること。被ばくから遠く離れることが基本。これを人権として保障しよう。それがチェルノブイリ

法日本版のエッセンス。 
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他の事例では、命・健康を守るために予防原則がすでに実行されている（※46・47） 

◆日本国家を守るために採用している原理原則があります。かつて、小泉首相は「備えあれば憂いなし」

と言って、国を守るために予防原則に立って軍備を増強しました。今もそうです。北朝鮮の脅威に対し

て予防原則に基づいて軍備を増強しています。だったら、その予防原則を日本国家を守るだけでなく、

日本国民を守るためにも採用すべきです。それが、放射能災害から日本国民の命、健康、暮らしを守る

チェルノブイリ法日本版です。  

 

◆自然災害からの救済で採用している原理原則があります。たとえば 2000 年の三宅島噴火で、「今後、

高温の火砕流の可能性もある」という見解に基づいて、予防原則の立場から全島避難を決定しました。

自然災害ですら予防原則によって人々の命を守るのであれば、人災である放射能災害ならもっと予防原

則によって人々の命を守るべきです。 

 

                     三宅島噴火 

◆通常の人災で採用している原理原則を過酷人災である放射能災害でも採用すべきです。たとえば交通

事故を起こした加害者は被害者を救護する義務を負っており、被害者を放置するひき逃げは犯罪です。

この加害者の救護義務を放射能災害でも採用すべきです。 

 

◆海外からの人災である戦争で採用した原理原則を国内の人災にも採用すべきです。太平洋戦争で空襲

のおそれのある都会の子どもたちを予防原則によって学童疎開を実施しました。であれば、いま国内の

人災である原発事故に対しても同様に予防原則によって学童疎開を実施すべきです。 

 

◆福島原発事故で福島の自治体の長や幹部は、我が子や我が孫を守るために、予防原則によって県外避

難を実行した例が多々あります。郡山市の市長もお孫さんを県外に逃がして、きちんと予防原則の立場

で命を守りました（－＞その詳細）。であれば、このような原理原則を福島の一般の子どもたちにも適

用すべきです。 

 

 以上の通り、既に日本はさまざまな場面で、「グレーゾーンの部分には近づかない」という原則、あ

るいは先ほどの山下俊一氏が 3.11 前に力説した「転ばぬ先の杖」という予防原則を採用しています。

であればなぜ、放射能災害の一般市民にだけこの予防原則を採用しないのか。もしこのような二重の基

準をとるのなら、それは欺瞞、偽善（※）であり、憲法の平等原則に明らかに違反します。この二重基

準を撤廃して、どんな災害、どんな人災であっても、差別せず平等に、人々の命、健康、暮らしを守ろ

うというのが、チェルノブイリ法日本版のエッセンスです。 

 

（※）チョムスキー曰く：偽善者とは「他人に対して適用する基準を、自分自身に対しては適用しな

い人間のこと」。 
 

以上の通り、チェルノブイリ法日本版は別に前代未聞の法律ではありません。既に採用されている予

防原則を徹底した平等原理のもとで全ての被害者に適用したのがチェルノブイリ法日本版のエッセン

スなのです。これが新しく見えるのは、これまで日本で福島原発事故のような過酷事故を経験したこと
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がなかったからです。前代未聞の事故のためこれに対応する法律を全く準備していなかったからです。 

 

８、市民立法「チェルノブイリ法日本版」とは何か 

それは、原子力事故から命と健康を守るチェルノブイリ法の日本版を市民立法で実現すること。 

まず、「チェルノブイリ法日本版」がどういうものか解説します（※48）。 

 

 チェルノブイリ法とは、1986 年のチェルノブイリ原発事故後、被ばくによる健康被害が激増した 5 年

目に、被害者の要求を受けて 1991 年、世界標準といわれる住民避難基準を定めた法律がソ連で制定さ

れたものです。ソ連崩壊後は、ウクライナ・ベラルーシ・ロシアの3 カ国に引き継がれました。原子力

事故から住民および原発労働者の命と健康を守るための、原子力事故に関する世界最初の人権宣言です。

これを日本でもきちんと定めるべきではないかというのがチェルノブイリ法日本版です。 

アーネスト・スターングラスの言葉「放射能は見えない、臭わない、味もしない、理想的な毒です。」

つまり、原子力ムラにとって最強の毒。これが何を意味するかというと、現時点で、人間は放射能に打

ち勝つことはできない。人間にできることは被ばくしないように、そこから遠ざかること＝逃げること。

逃走が放射能から命・健康を守るための最善の闘争。それを制度として徹底して保障したのがチェルノ

ブイリ法日本版。 
「徹底して保障」とはどういう意味か？ 
１つには、「経済の繁栄を損なわない限り、命・健康を守る」という制限条項を撤廃し、人間の尊厳に

基づき、無条件に「命・健康を守る」ことをめざしたもの。 
 

 それを具体的に適用したらどうなるのかをお話します（※49）。 

 

 以下の※図5が福島県郡山市の放射能汚染状況です。赤い円がチェルノブイリ法でいう避難義務区域、

年間5mSV以上の放射線量の地域です。郡山市の99％がこの地域に該当し、左上方の一か所だけ年間1mSV

で、避難の権利を選択できる地域に該当します。ですから、もしチェルノブイリ法が日本にできれば、

郡山市はほぼ全てが避難の権利は保障されることになります。これがチェルノブイリ法日本版を制定し

た時の郡山市の姿です。 

 

※図５ 

 

 

９、市民立法とは何か――市民が主導的、主体的に法律を制定すること。そのモデルは情報公開法  

 

 市民立法とはどういうことを意味しているかお話します（※53）。 
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 今まで法律の制定はといえば、官僚頼み、議員さん頼みというのが多く、制定のためには多数の議員

を抱える政党の支持が不可欠です。しかし、そんなことを当てにしていてもチェルノブイリ法日本版は

難しい。そこで、官僚頼み、議員さん頼みでもなく、かといって、チェルノブイリ日本版を制定せよと

掛け声だけを言い続けるのでもなく、なおかつ法律制定を現実に実現に至るまでのロードマップを示し

たのが「市民立法」です。これは市民主導で法制定を実現するための行程表のことです。 

 

 そもそも、そんな夢みたいなことが果して可能なのだろうか。可能です。それが昨年、核兵器禁止条

約を成立させたＩＣＡＮです。しかもＩＣＡＮが最初ではありません。彼らがモデルにした先例があり

ます。米国・ロシア・中国が反対したにもかかわらず、１９９７年に対人地雷禁止条約を成立させた市

民団体「地雷禁止国際キャンペーン」です。 

 それは、最初、以下の２人の若い女性の思いから始まった（－＞その解説サイト） 

 

  

実は日本にもモデルがあります。1999 年に情報公開法を成立させた市民団体「情報公開法を求める市

民運動」です。情報公開法制定のロードマップでは、最初に「情報公開法を求める市民運動」という市

民団体を結成し、「情報公開権利宣言」と条例モデルを起草しました。これらを参考に、日本各地で情

報公開条例を制定するための条例制定運動を日本各地の自治体の住民たちが全国で一斉に行い、最初に

山形県で、次いで静岡県で制定され、日本各地で条例制定が相次ぎました。その条例制定の積み上げを

元にして、1999 年に情報公開法という国の法律が成立しました。このやり方をモデルにして私たちも条

例制定からスタートして国の法律制定にむかって取り組んでいこうと言うのが、この市民立法の具体的

なイメージです（※55）。 

 

ところで、チェルノブイリ法は人間の尊厳に基づき、無条件に「命・健康を守る」ことをめざしたもの。 
でも、そんな無鉄砲なことは旧ソ連だからできたことで、日本では無理ではないか？ 
確かに、こんな徹底した人権保障は、人権のない全体主義国家旧ソ連だからできたことで、人権保障

の国、民主主義国家の日本では難しいように思える。 
しかし、すでに半世紀前、チェルノブイリ事故より２０年近く前に、チェルノブイリ法に先駆けて、

日本はチェルノブイリ法の基本原理、つまり「経済の繁栄を損なわない限り、命・健康を守る」という

制限条項を撤廃し、人間の尊厳に基づき、無条件に「命・健康を守る」を盛り込んだ法律を制定した。 
それが１９７０年 11 月 24 日から 12 月 18 日の特別国会（通称、公害国会）で、 
①公害対策基本法から『経済の健全な発展との調和が図られるようにする』という調和条項を削除、環

境保全を最優先とする姿勢に大転換、 
②大気汚染防止法の改正や水質汚濁防止法の制定など、公害問題に関する１４の法令の抜本的な整備が

行われた。 
自民党佐藤内閣のもとで、このような大転換が起きたのは、1960 年代、日本の高度経済成長に伴い
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公害問題が深刻化し、公害対策を求める世論が高まっていた。そのような世論を受けてのことだが、そ

の直接の引き金になったのは、公害国会の前年１９６９年に成立した東京都公害防止条例。この条例で

第１に、調和条項が削除され、人間の尊厳をすべての価値の最上位に置くことを宣言し、環境保全を最

優先に人間の尊厳をすべての価値の上位に置くこと、第２に、自治体のミッション、存在意義が市民の

健康、快適な生活を守ることが最大の役割であること、第３に、このような自治体を支配する主体は、

ほかならぬ私達市民であるという市民参加型の統治を宣言し、これを実現する姿勢を明確に打ち出した。 
この東京都公害防止条例の原理原則の確立の中心的な役割をになったのが、１９０８年長野県飯田市生

まれの戒能通孝。彼は、１９６４年当時、公害という言葉を日本で知っているのは７人しかいなかった

時、都立大学教授を辞め、野に下って小繋事件（※）の弁護人、のちには１９６８年静岡で発生した金

嬉老事件の弁護団長となった、その「７人の侍」の一人。→戒能通孝「公害とはなにか」参照。 

 
（※）小繋事件 
岩手県 地租改正にともなう官民所有区別処分の際にこの小繋山が共有林や村有林ではなく、民有地と

された。この時に発行された地券の名義人「立花喜藤太」から譲渡をうけた「鹿志村亀吉」が、警察力

などを使って、小繋山への農民の立ち入りを実力で阻止するようになり、農民はこれを不服として訴訟

を起した。また、農民が無断で小繋山に入って木材を切り出したなどとして、森林法違反で戦前、戦後

の 2 度、起訴された。1917 年の民事訴訟の提起から、1966 年の刑事事件の有罪確定まで約 50 年をへ

た事件。 
 

１０、市民立法を推進する力とは 

 このように、このモデルは聞けばだれでもわかるほど単純明快なものです、しかし、モデルから自動

的に条例ができるものでも何でもなくて、必要なことは「モデルに魂を入れること」、その入魂の力が

ないとモデルはあっても前に進みません。つまり、市民立法というモデルを推進するために、私たちは

入魂の力を手に入れる必要があります。その力とはいったい何でしょうか、どこから手に入れることが

できるのでしょうか。 

 

 思うに、その入魂の力を手に入れるためには、現状を正しく認識し、正しく絶望する必要があります。 

 ３１１以後にあらわになったのは民意（主権）を反映しない議会制民主主義の機能不全、崩壊現象で

す。そこから今、多くの人たちは「民主主義の敗北・絶望から民意（主権）の敗北・絶望」の気分に陥

っています。しかし、それは「正しい絶望」ではないのではないでしょうか。なぜなら、議会制民主主

義の敗北は主権者の敗北などではなく、単に、人々が主権者であることを棄てたことに対する懲罰にす

ぎないからです。もともと議会制民主主義は人々が主権者であることを発揮し続けて初めて機能するも

のなのだからです。議会制民主主義が機能不全に陥った原因を見極めること、これが正しい絶望の一歩

ではないでしょうか。 

 この正しい絶望から引き出せる結論は、たとえ議会制民主主義が敗北・廃棄されようが、私たちは主

権者であることをやめないし、やめるわけにはいかない、これを取り戻す。これが新たな民主主義の観

念、市民立法の精神、そして私たちの決意です。市民立法とは議会制民主主義が壊れゆく日本の中で、

主権者であることを取り戻す新たな民主主義の運動にほかなりません。 

 だから、市民立法の原動力は議員でも首長でもない、私たち市民ひとりひとりの手にかかっているの

です。 
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１１、放射能汚染地に住む市民 

 その市民のひとりが放射能汚染地に住む市民（それは明日の私たちの姿です）です。 

 

 2016 年 11 月に、福島県や栃木県の汚染地に住む住民に移住に関するアンケートを行いました。その

中から、3 人の方の回答を紹介させていただきます。 

 

 最初は福島県の方です。 

Q. 現在、子どもの健康について不安に思っていることは何ですか。 

A. 将来どうなるか。 

 

Q. 放射能や被ばくによる健康被害の知識について、国や自治体の情報提供をどう思いますか。 

A. ウソばかり。 

 

Q. 被ばくによって子どもの健康を害するリスクへの対策について、国や自治体の実際の対応をどう思

いましたか。 

A. うそばかりで、本当に子どもを大切に思っているのか？ 

 

Q. 原発事故後、福島県や市町村に派遣された放射能の専門のアドバイザーの助言をどう思いましたか。 

A. 当たりさわりのないことばかり。国に安全だと言うようにいわれているのか。 

 

Q. 文科省の 20mSV 引き上げについてどう思いましたか。 

A. 自分たちは福島に住んでいないくせに、誰が決めるんだという怒りだけ。 

 

Q. 現在、文科省の 20mSV 引き上げに対して、どのようにして欲しいと思っていますか。 

A. すぐにもとに戻せ！！ 

 

Q. 原発事故で子どもたちに無用な被ばくを避けるために、本来、国や自治体はどのようなことをすべ

きだと思いますか。 

A. とにかく避難させる。わからないのであれば、なおさら。 

 

 次は栃木県の方です。 

Q.  放射能や被ばくによる健康被害の知識について、国や自治体の情報提供をどう思いますか。 

A. 有事の時に国は弱者を切り捨てるというリアルを感じました。 

 

Q. 安定ヨウ素の服用について、国や自治体の対応をどのように思いましたか。 

A. あまりにもひどい。もっと広い地域の風向き、降下情況も考えて配布すべきでした。 

 

Q.  被ばくによって子どもの健康を害するリスクへの対策について、国や自治体の実際の対応をどう

思いましたか。 

A. 弱者の切り捨て。できっこない除染へのお金のムダ遣い。大きなお金を有効に健康を守るために、

生活を再建するために使いたがらない。情けない。 

 

Q.  原発事故後、福島県や市町村に派遣された放射能の専門のアドバイザーの助言をどう思いました

か。 
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A. 原発政策ありきの政策下で雇われた人たちの脆弱な理論は屁理屈ばかり。 

 

Q.  文科省の 20mSV 引き上げについてどう思いましたか。 

A. 非人道の極み。世界に恥ずかしい。 

 

Q. 現在、文科省の 20mSV 引き上げに対して、どのようにして欲しいと思っていますか。 

A. 取り下げること。普通に考えればあたりまえです。 

 

Q. 現在、子どもの健康調査、健康保障についてどのようなことをしてほしいと思っていますか。 

A. 当たり前の誠実さが欲しいです。 

 

Q. 原発事故で子どもたちに無用な被ばくを避けるために、本来、国や自治体はどのようなことをすべ

きだと思いますか。 

A. せめてロシア並みのことをして欲しかった。 

 

３番目は福島市の方です。 

Q. 将来子どもの健康について不安に思っていることはなんですか。 

A. 将来、ガンや病気が発症しないか。 

 

Q. 放射能や被ばくによる健康被害の知識について、国や自治体の情報提供をどう思いますか。 

A. デタラメばかり。 

 

Q. 安定ヨウ素の服用について、国や自治体の対応をどのように思いましたか。 

A. デタラメばかり。 

 

Q. 被ばくによって子どもの健康を害するリスクへの対策について、国や自治体の実際の対応をどう思

いましたか。 

A. デタラメばかり。 

 

Q. 原発事故後、福島県や市町村に派遣された放射能の専門のアドバイザーの助言をどう思いましたか。 

A. デタラメばかり。御用学者のざれ言です。 

 

Q. 文科省の 20mSV 引き上げについてどう思いましたか。 

A. 殺人行為です。 

 

Q. 現在、文科省の 20mSV 引き上げに対してどのようにして欲しいと思いますか。 

A. 1mSV に戻すべき。 

 

Q. 福島県が実施した県民健康調査や健康診断について、どのように思いましたか。 

A. モルモット扱い。 

 

Q. 原発事故で子どもたちに無用な被ばくを避けるために、本来、国や自治体はどのようなことをすべ

きだと思いますか。 

A. 集団疎開 or 移住政策 
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Q. 移住を実現するために国や自治体にどのようにしてほしいと思いますか。 

A. 日本版チェルノブイリ法の制定  

 

 以上のような切実な声が現地から寄せられています。この人たちの怒りは、チェルノブイリ法日本版

の制定が実現するまで止むことのない怒りです。 

 

１２、「命こそ宝」を放射能災害でも 公害対策基本法の制定を引き出した市民運動に学ぶ 

チェルノブイリ法日本版制定の原動力として、さらに、私が参考にしたいのは、神も仏もないという

沖縄戦の惨状のなかで、「命こそ宝」を貫こうとした沖縄の農民、阿波根昌鴻さんです。彼は伊江島で

米軍に自分の農地を戦後、強制的にとられて、生きるために農地返還要求をずっとやってこられた方で、

「命こそ宝」を身をもって実行しました。 

 

 

 また、１９６４年の三島・沼津の「石油コンビナート反対」の市民運動で、静岡県沼津市の高校の先

生たちが、もし三島に石油コンビナートができたならどのような環境破壊が起きるかを念入りに調査し

て、調査結果をもとに地元で 300 回にわたる学習会を開いて、市民とともにこのコンビナート計画の環

境破壊や健康被害の危険性を理解して、多くの市民が政府の地域開発計画に反対して石油コンビナート

阻止を勝ち取りました。それは、この勝利が、三島・沼津市の環境保全ばかりでなく日本全体の環境保

全に舵を切る転機となり、日本のみならず世界の公害防止への先駆けとなるような画期的な法整備を引

き出すことになった市民運動でした。同時に、この市民運動により、公害対策の性格がそれまでのお役

所への陳情型から、民主主義の権利を主張して自治体改革の市民主導で実現する運動に転換する転機と

なりました。このような輝かしい日本の市民運動の歴史から学んで、私たちのモデルにしていきたいと

思います。 

１３、「木を植えた男」菅原文太 

 最後に、亡くなるまで「木を植えた男」だった菅原文太さんも、私にとって貴重な人です。２０１３

年に菅原文太さんがラジオ対談で、井戸謙一元裁判官をゲストに対談したとき、彼は井戸さんに、志賀

原発差止判決を書いたあと、どうでしたか？という質問をしたら、井戸さんは「判決を書いたあとも最

高裁から特別差別されるようなことはありませんでした」と答えました。すると、彼は即座にそれを否

定し、こう言いました。 

「それはちがう。本来、志賀原発差止判決を書いた井戸さんのような人が最高裁の裁判官にならなくて

はおかしい。」 

 

それを聞いた瞬間、そうだ、まったくその通りだ。現に、井戸さんは最高裁の判事になっていないし、

なるような評価を受けていない、と思いました。普段、司法の世界に身を置いていると、「石が流れ、

木の葉が沈む」司法の異常な現実にすっかりすれっからしになり、麻痺し、何も感じなくなるのを、菅

原文太さんの言葉は、それではダメだ、司法の本来の、まっとうな姿に立ち返れと原点を思い出させて

くれました。この時の菅原文太の言葉は、私にとって、チェルノブイリ法日本版制定の原動力です。 
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みなさんと一緒に木を植えながら、「命こそ宝」という思いを形にするための取り組み、チェルノブイ

リ法日本版の制定に向けて育てあっていきたいと思います。 

以 上 

 


