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２０１８．７．１４

柳原　敏夫

2

自己紹介
３１１まで、著作権専門の一介の法律家

3

１９８５年大河ドラマ「春の波濤」

4

１９９３年「タイガーマスク」続編事件
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5

禁断の科学裁判
遺伝子組み換えイネの野外実験差止裁判

2005年4月15日、新潟県上越市にある元農水省の北陸研究セン

ターは、そのＨＰで、遺伝子組換えイネの野外実験を行なうと突
然、発表。市民がゴールデンウィークに入る最初の休日の４月29
日にその説明会が開催‥‥

6

生井兵治さんとの出会い

２００７年　パルシステム主催の報告会

7

2015.5.23 新宿デモ

8

2011年6月24日

ふくしま集団疎開裁判の提訴
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9

福島原発事故発生の責任追及

10

ふくしま集団疎開裁判の提訴
を取り上げた唯一のマスコミ

11

2011年12月16日
ふくしま集団疎開裁判 一審決定

12

2018年7月４日

大飯原発二審「差止取消」判決
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13

「考え得る最悪の判決」を下した
大飯原発二審内藤正之裁判長

14

戒能通孝

明治以来の法学教育の歴史：拒絶法学
を叩き込む（公害とは何か）

15 16

福島原発事故に対する国・福島県
の三大対策

•「情報を隠すこと」

　（情報の隠ぺい）

•「事故を小さく見せること」

•「様々な基準値を上げること」

　（基準値の書換え）

◎最近の顕著な事例－＞－＞－＞－＞経過観察問題経過観察問題経過観察問題経過観察問題



5

17

経過観察問題とは

２０１７年３月、NPO法人「３・１１甲状腺がん子

ども基金」の会見で、福島県は県民健康調査
の甲状腺の二次検査で「経過観察」とされた子
ども２５２３人（同年10月では２８８１名）は、そ

の後「悪性ないし悪性疑い」が発見されても、
その数を公表していなかった事実、つまり福島
県が公表した１９０人（２０１７年３月末時点）の
患者以外にも未公表の患者、会見では事故当
時４歳の男児がいることが判明。

18

県民健康調査甲状腺検査の枠組み

　福島県立医大のＨＰより

19

子ども脱被ばく裁判でのやり取り

２０１７年５月、原告は被告福島県に、速やかに、症
例数を明らかにするように裁判で主張（→書面） 。

　　　　　　　　　　　　　↓

被告福島県の答弁

「 『経過観察』中に『悪性ないし悪性疑い』が発見さ
れた症例の数は把握していない 」 （同年８月書面）

「求釈明の対象を福島県立医大付属病院における
症例に限定した場合であっても、被告福島県におい
て本訴訟における求釈明に対する対応として調査し、
明らかにする余地はない」 （同年１０月書面５頁）

20

子ども脱被ばく裁判でのやり取り２
８月８日当日、弁論に先立って開かれた事前協議の場
で、原告代理人から、
症例の数の把握について、被告福島県はこれを把握す
る義務があると考えているのか？
と尋ねたら、被告福島県の代理人曰く、
把握する義務はないと考えている。
しかし、そのすぐあとの公開法廷で、原告代理人が再
度同じ質問をすると、今度は先ほどの回答を翻して、
把握する義務とは何を根拠とするのか明らかにしてほ
しい。その上で回答する、と。

そこで、原告から、把握する義務の論拠を主張→書面
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21

子ども脱被ばく裁判でのやり取り３
10月６日の原告主張書面の骨子。

白石草氏の報告によれば、既に、鈴木眞一
らグループは県民健康調査の甲状腺検査に
基つき、「悪性ないし悪性疑い」が発見され
た症例のデータベースを作成、患者の手術
サンプル 等の「組織バンク」を保管している。
そこに上記の未公表の症例のデータも保存・
管理されているから、福島県は既に症例数
を知っている、この知っている未公表の症例
数の公表せよ、と。

22

23 24

子ども脱被ばく裁判でのやり取り４
被告福島県の答弁（２０１７年１０月）

「福島県は、症例数を把握していない」

その理由は、

「福島県と鈴木眞一教授らの研究グループとは別の組
織、別の主体であり、福島県はこの研究グループとは
何の関わりもない」。それゆえ、この研究グループがど
んな社会的使命を持ち、どんな目的で、どんな研究をし
ているか、福島県は知るよしもない（不知だ）。だから、
この研究グループが症例数を把握していたとしても、福
島県はこれを知るよしもないからだ。」
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25

子ども脱被ばく裁判でのやり取り５
被告福島県の答弁（２０１７年１０月）

「福島県は、症例数を把握していない」

その理由は、

「福島県と鈴木眞一教授らの研究グループとは別の組
織、別の主体であり、福島県はこの研究グループとは
何の関わりもない」。それゆえ、この研究グループがど
んな社会的使命を持ち、どんな目的で、どんな研究をし
ているか、福島県は知るよしもない（不知だ）。だから、
この研究グループが症例数を把握していたとしても、福
島県はこれを知るよしもないからだ。」

26

子ども脱被ばく裁判でのやり取り６
４月１３日、原告より、福島県には症例数を開示する説
明責任があることを主張する書面を提出。その骨子は、

福島県民の健康を守ることを使命とする福島県は県民
の健康に重大な影響を及ぼす疾病について、県民に対
し、その疾病に関する情報の収集と分析をした上で、こ
の結果を公開するという説明責任を負っている。

それゆえ、福島県はこの説明責任に基づき、上記の症
例数を把握し、県民に報告する義務があるのは当然で
ある。

27

子ども脱被ばく裁判でのやり取り７
６月２９日、福島県より、ペラ１枚の反論書が提出。その
骨子は、

原告書面は原告の意見を述べるだけのものだから、福
島県に説明責任があるか否かについて認否する必要
がなく、応答しない。 　　↑

７月９日の裁判当日、福島県に１つだけ確認したい。

『県民の命、健康を守ることを重要な使命とする福島県
は、甲状腺検査において、小児甲状腺がんとなった子
どもの数を県民に説明する責任がある』 と考えるのか
どうか」 　　　　　　　　　　↑

福島県は、頑として回答そのものを拒否。

28

私の担当事件（高裁）の近況報告
• 実験実験実験実験ノートノートノートノート情報公開裁判情報公開裁判情報公開裁判情報公開裁判

　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
を求めた裁判。

・東京大学東京大学東京大学東京大学「「「「公文書書公文書書公文書書公文書書きききき換換換換ええええ・・・・学問学問学問学問のののの自由自由自由自由」」」」侵侵侵侵
害事件害事件害事件害事件

　教授人事進行中、カラ会議で教授人事の変更
決定という虚偽の報告書が作成され、承認し、
それまでに進めてきた教授人事を握りつぶし
た。→公文書書き換えという犯罪による学問
の自由の侵害事件。
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29

３１１以後の司法

• 劣化・腐食が著しい→ 「司法の存在を自ら

否定」

• だが、崩壊しているのは司法だけか

• 司法の内部崩壊の背景にあるのは、現
代日本の政治経済の劣化・腐食の進行

　　　　　　↓

その起源はどこにあるか？

30

現代日本の政治の劣化、その起源は

３．１１の福島原発事故にある。

なぜなら、福島原発事故は二度発生した。

一度目は「自然と人間の関係」の中で惨事惨事惨事惨事発生

二度目は「人間と人間の関係」の中で犯罪犯罪犯罪犯罪発生

　　　　　　　　　　　↑

チェルノブイリ事故の構造を反復した。

なぜなら日本政府はチェルノブイリ事故から学
び尽くしているから。

31

日本の政治の劣化の起源

３１１の福島原発事故にある。

なぜなら、福島原発事故は二度発生した。

一度目は「自然と人間の関係」の中で惨事発生

二度目は「人間と人間の関係」の中で犯罪発生

　　　　　　　　　　　↑

チェルノブイリ事故の構造を反復した。

なぜなら日本政府はチェルノブイリ事故から学
び尽くしているから。 32

チェルノブイリ事故は二度発生した
一度目は「惨事」として。
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33

二度目は「犯罪」として。

34

ヴラディーミル・チェルトコフ

２０１６年３月　御茶ノ水　

35

「真実はどこに？」（2004年）

36

ワシリー・ネステレンコ

ひとたび放射能災害が発生したら、人々は人知の
及ばない深刻な事態に至ってしまい、その結果、何
十万人という人々をこれほどまでに不幸な目に遭
わせるものである以上、人類には原子力というテク
ノロジーを取り扱う資格・権利がない。
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37

何万人の炭鉱夫たち
（リクビダートル ）

38

福島原発の吉田所長の証言
（ 2011年８月９日）

39

２号機の危機は東日本壊滅のおそれ

私は本当にここだけは一番思い出したくない
ところです。・・・ここで本当に死んだど思った
んです。２号機はこのまま水が入らないでメル
トして、完全に格納容器の圧力をぶち破って
燃料が全部出ていってしまい、そうすると、そ
の分の放射能が全部外にまき散らされる。 最
悪の事故ですから。チェルノブイリ級ではなく
て、チャイナシンドロームではないですけれど
も、ああいう状況になってしまう。・・・放射性物
質が全部出て、まき散らしてしまうわけですか
ら、我々のイメ－ジは東日本壊滅ですよ。

40

原発事故収拾原発事故収拾原発事故収拾原発事故収拾ののののシナリオシナリオシナリオシナリオ

エッセンス：歴史の書き換え

•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
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41

原発事故原発事故原発事故原発事故のののの収拾収拾収拾収拾ののののシナリオシナリオシナリオシナリオ

《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 》
(IAEA事務局長ブリックス)

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

42

2013年４月24日仙台高裁判決

43

ワシントンポスト

44

ＮＹタイムス
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45

ＲＴニュース

46

３１１以後の異常事態
•象徴する出来事＆人物

◆２０１１．４．１９文科省
２０ミリシーベルト通知

◆山下俊一長崎大教授
　　　　　　　↑↑↑↑

２つの共通点：チェルノブイリ事故から
学び尽くしていること。

47

文科省

• チェルノブイリ事故からの教訓

　キエフ５２万人の集団疎開の再現を阻止　

• 法的なクーデタ の実行者

　国際放射線防護委員会（ICRP）の2007年勧告に
従う

　　　　　↑

法の支配（法律による行政の原理）を逸脱　

48

　　　３３３３．．．．１１１１１１１１からからからから１２１２１２１２日目日目日目日目のののの記者会見場記者会見場記者会見場記者会見場
「僕たちはがんになりません、というのは保証できま
すか？」の質問に答えて、
「『絶対安心』ということは誰も言えない。しかし、『安
心して下さい』とお願いできる。ここは大事です！」
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49

３１１以後の山下俊一 語録

・放射線の影響は、実はニコニコ笑って
る人には来ません。クヨクヨしてる人
に来ます。

・ 皆さん、マスク止めましょう。

・『いま、いわき市で外で遊んでいいで
すか』『どんどん遊んでいい』と答え
ました。

50

３１１以前の山下語録
• ポーランドにも、同じように放射性降下物が
降り注ぎましたが、環境モニタリングの成果
を生かし、安定ヨウ素剤、すなわち、あらか
じめ甲状腺を放射性ヨウ素からブロックする
ヨウ素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。（2009年
「放射線の光と影」５３７頁）

• 最後に、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。（2000年２月29日「チェルノブイリ
原発事故後の健康問題」）

51

山下俊一インタビュー
（2012年8月26日毎日新聞）

国の基準が20ミリシーベルトという事が
出された以上は、 我々日本国民は日本国
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導きたい。
チェルノブイリ事故後、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。

52

国難を言い続ける少数の人々
菅谷昭松本市長

「原発事故と甲状腺がん」（2013年５月）の帯
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53

菅谷昭語録（続き）

54

２０１２年３月

55

菅谷昭松本市長菅谷昭松本市長菅谷昭松本市長菅谷昭松本市長のののの動画動画動画動画 （画像をクリック）

入寮した子どもたちを訪問（２０１４年３月）
56

私私私私たちのたちのたちのたちの願願願願いいいい

至ってシンプル

•３１１以後の異常事態をただしたい

•この国を正気に戻す必要がある。

•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。

　　　　　　↓

•これがチェルノブイリ法日本版制定の
エッセンス



15

57

既に実行されている予防原則

◆日本国家を守るために採用している原
理原則を、日本国民を守るためにも採
用すべき。

◆自然災害から市民を救済するため採用
している原理原則を、人災である放射
能災害からの救済でも採用すべき。

◆通常の人災で市民を救済するため採用
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。

58

既に実行されている予防原則(続き)

◆外国からの人災(戦争)で市民を救済す
るため採用した原理原則を、国内の人
災（放射能災害）でも採用すべき。

◆福島原発事故で福島の自治体の首長や
幹部は我が子・我が孫を救済するため
に予防原則の立場から県外避難を既に
実行。同様に、この原則を福島の一般
市民の子どもにも適用すべき。

59

市民立法「チェルノブイリ法
日本版」とは何か。

• チェルノブイリ法とは
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、ソ連崩
壊後３国（ウクライナ、ベラルーシ、ロシア）
に引き継がれた。原子力事故から住民及び原
発労働者の命と健康を守るための、いわば原
子力事故に関する世界最初の人権宣言。

60

郡山市
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61

福島原発事故とその救済制度

日本史上、未曾有の過酷人災。

これを想定した救済制度、全く用
意されていない。
　　　　　　　　　↓

「新しい酒は新しい皮袋に盛る」し
かない。

それがチェルノブイリ法日本版。　　　
62

チェルノブイリ法日本版の特徴

・未曾有の過酷人災に相応しい救済制度を採用

　　　　　　　　　　　　　　→予防原則
・抽象的な理念法（子ども・被災者支援法）ではな

く　　　　　→具体法
・支援ではなく→人権侵害に対する国家の責任として

人権救済を定めたもの。 勝手な支援打切り不可

63

チェルノブイリ法日本版は既に
日本の憲法に埋め込まれている

足りないのは成文化の手続だ
け。

64

市民立法とは何か

市民主導で法律を制定すること。

そのモデル→１９９９年成立した情報
公開法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓
それは１９８２年、誰も知らない山形
県金山町の情報公開条例の制定から始
まった。
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65

日本の情報公開条例第１号

66

情報公開法の制定に至るまで
のロードマップ

①「情報公開法を求める市民運動」(市民団体）の
結成
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

②『情報公開権利宣言』と条例モデルの起草
　　　　　　　　　　　　　 ↓↓↓↓

③．②の宣言・モデルを具体化した条例を日本各
地で制定するための条例制定運動と条例の制定
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓

④．③の成果を元に、国法の情報公開法の制定

67

もう１つの市民立法
1969年成立の東京都公害防止条例

①．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。

②．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。

③．このような自治体を支配する主体は、
私達市民である。

→翌年の公害国会の実現に寄与。
68

１９７０年11月24日から12月18
日の特別国会（公害国会）

①公害対策基本法から調和条項『 経
済の健全な発展との調和が図られ
るようにする 』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。
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69

市民立法のエッセンス

無名の、無数の市民の連合する
力が、最強。

↓そのためには、

市民は観客ではなく、舞台の主
役に。

70

３月18日の結成集会

• 静岡県富士宮市から参加した長谷川克巳

さんの発言

71

市民立法　は大変か？

簡単。いま、すぐ出来る。

チェルノブイリ法日本版の基本条例
なら１分で完成。∵　１条あればよい。

　　　　　　　　　　↓

「ウソをつくな」（住井すゑ）

「書き換えをするな」（２０１８年版）

72

政府の弁解：財源どうする？

おおおお金金金金はははは足足足足りているりているりているりている。。。。足足足足りないのはりないのはりないのはりないのは愛愛愛愛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それもそれもそれもそれも、、、、連帯連帯連帯連帯のののの愛愛愛愛

・２０１２年の欧州金融危機、安住財務大
臣「６００億ドル拠出」の発言。

・２０１３年度復興予算７兆５０８９億円のうち、
３５．３％の２兆６５２３億円が執行されず
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73

足りないのは「連帯の愛」

•お金は必要。お金だけでは不十分。
∵従来の救済は金銭的補償で始まり、終わる。

→「経済的自立経済的自立経済的自立経済的自立のののの困難困難困難困難とととと人間的孤立人間的孤立人間的孤立人間的孤立のののの継続継続継続継続」
つまり、

避難の権利の実現は、お金の給付という政治的政治的政治的政治的
救済救済救済救済だけで解決するような単純な取組みではな
い 。

　　　　　　　　　　↓

金銭的補償だけでなく、「経済的自立とコミュニティ
回復」という経済的救済経済的救済経済的救済経済的救済にも取り組んで、初めて救
済は身のあるものになる。

74

市民参加型公共事業

・従来型：一握りの専門家（政治家。首長。官僚等）
に解決策を委ね、実行を任せるという従来の行政主
導型の公共事業ではこの問題解決は困難。

　　　　　　　　　　　　　↓

様々な形で住民、市民が協力、支援、応援をすると
いう、行政お任せではなく、市民が主導する新しいス
タイルの公共事業が不可欠。

汚染地から避難する人々の、避難先での新しい
人間関係、新しい生活、新しい仕事、新しい雇
用を作り出していく、市民参加型、市民主導の
再生の公共事業が今こそ必要。

75

市民型公共事業のモデル

茨城県霞ヶ浦の再生で知られる「アサザプロジェクト」

76

市民型公共事業

原発事故という国難に対し、文字通り、オールジャパ
ンで市民が参加して、避難者と一緒になって避難の権
利の実現プロジェクトを遂行すること 　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　↓

【市民主導型の公共事業の中核となる１つのアイデア】

市民が「みんなで働き（協同労働）、みんなで運営する
（協同経営）」という相互扶助の協同組合の理念。

モデルはざらにある。ex.スペイン・モンドラゴンの挑戦
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77

モンドラゴンの挑戦
７０年前、スペイン内戦で敗北、荒廃したスペインの
村モンドラゴンで、神父たちが始めた、「みんなで働
き、みんなで運営する」による相互扶助の協同組合
による経済再建の取組み。
やがて、世界金融危機の２００８年、１４，９
３８人の新規雇用を創出して‥ ‥スペイン第９
位の企業に。

《モンドラゴンの人たちは言う－－モンドラゴ
ンはユートピアではないし、自分たちも天使で
はないと‥‥ただ一緒に生き残る賢明な道を探
しただけだと。》（映画「モンドラゴンの奇
跡」）

78

アリスメンディアリエタ

《今日の革命は参加という名前である》

79

世界の連帯経済のモデル

ブラジルのポルトアレグレの連帯経済

カナダ・ケベック州の社会的経済

韓国の青年連帯銀行（トダクトダク協同組合） 80

ブラジル・ポルトアレグレの連帯経済

参加型予算システムの中で最初に行われる地域住民による集会
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81

韓国の青年連帯銀行
（トダクトダク協同組合）

単なるお金の支援ではなく、

お金をキーワードにして、自ら新しい仕事と新し
い仲間を作り出していった取り組み。

【若者たちのためのオルタナティブなセーフティ
ネット】

トダクトダク：若者たちが、お互いに励まし合い
ながら背中をトントンとたたく姿をイメージ

82

それは、もうひとつの市民立法
原発事故が突きつけた問題「経済的自立の
困難と人間的孤独の継続」を解決する「経済
的自立とコミュニティ回復」という経済的救済、

これをカタチにする、

もうひとつの経済復興は可能だ

→市民行政＝市民型公共事業

（私にとって）チェルノブイリ法日本版はこの市民型
公共事業の創設を大前提

83

今後の取組み

• 日本各地で、条例の市民立法の取組
みに着手。　eｘ．学習会　講演会

• 条例モデルのバージョンアップ

• チェルノブイリ法日本版の原則の作成

　ｃｆ　情報公開八原則（情報公開条例
が満たすべき８つの原則を明らかにし
た）

84

市民立法の原動力

◆◆◆◆私私私私たちたちたちたち市民市民市民市民ひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとりひとり 　

・汚染地に住む市民（←明日の私たちの
姿）の声

・ 「神も仏もいない」沖縄戦の惨状の中
から「命こそ宝」を貫こうとした沖縄
の農民阿波根昌鴻さん

・ １９６４年の三島・沼津の「石油コン
ビナート反対」の市民運動

・木を植えた男　菅原文太
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85

沖縄の農民阿波根昌鴻さん

86

１９６４年の三島・沼津「石油コン
ビナート反対」の市民運動

87

三島・沼津「石油コンビナート反
対」の市民運動の成果＆やり方

【【【【成果成果成果成果】】】】①公害対策の性格がそれまでのお役所への
陳情から、民主主義の権利を主張して自治体改革の
市民主導の運動に転換。
②三島市・沼津市の環境を守ったばかりか、日本全
体の環境保全に舵を切る転換となり、日本ばかりか
世界の公害防止のさきがけとなるような、画期的な
法整備を引き出した。
【やりやりやりやり方方方方】地元高校教師らが石油コンビナート進出
の環境影響を調査、大気汚染水汚染の公害の可能性
が判明。住民はこの報告書で公害の学習会を３００
回開催。四日市等現地調査し、その結果、多くの市
民が政府の地域開発計画に反対。

88

木を植えた男（1987年）

フレデリック・バック
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89

木を植えた男

90

共に木を植え、育てましょう

１９８０年大河ドラマ「獅子の時代」

91

最後に （まつもと子ども留学の子ども）

92

落ち込んでもへこたれてもいい。

そこから立ち直る力を身につけたんだから。

私たちも、
一度目は福一原発事故に打ちのめされ、

二度目は日本政府の事実の書き換え、基準
の書き換え、ルールの書き換えに打ちの
めされてきた。
今、必要なのは、そこから立ち直る力。

それを一緒に見つけ、育てていきたい。
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93

過去は変えられる

明治５年に行政訴訟を作った江藤新平


