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戦争と平和
私たちが「チェルノブイリ法
日本版」に至る道
―― それは知識ではなく、
動物的勘 そして愛――

２０２０．２．２５ 清瀬市

柳原 敏夫
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子どもたちの集団疎開裁判を求めて
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2011年6月24日福島集団疎開裁判提訴

学校疎開求め仮処分申し立て 郡山市の児童生徒１４人(北海道新聞)
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2011年6月24日福島集団疎開裁判
提訴を大きく取り上げた唯一のマスコミ

ＴＢＳ NEWS23
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2011年12月16日
ふくしま集団疎開裁判 一審決定



6

世界とのつながりを求めて

2012年10月30日
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福島の子どもたちの手紙を代読
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ミッシェル・フェルネックス

研究者たちを驚かせた次の発見――遺
伝子の損傷は、親から子、子から孫へ
と世代を経るごとに、その程度がより重
くなっていくという、「遺伝子の不安定」
という問題。野ネズミの実験で遺伝子の
変異の出現総数が通常の百倍以上に
達することがあることが判明（フェルネッ
クス 「福島の失われた時間」）

http://ine-saiban.com/etc/term.htm
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日本の無知・非常識は世界の常識

2013年４月24日仙台高裁判決

「福島の子どもは危ない。避難する
しか手段はない」と認定。しかし、

「被告郡山市に子どもたちを避難さ
せる義務はない」と訴えを却下。

↓

この非常識極まりない判決は一斉
に世界中に報道。

http://www.kodomoryugaku-matsumoto.net/?p=672
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ワシントンポスト
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ＮＹタイムス
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ＲＴニュース
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英国ガーディアン
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FOXニュース
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第１部：戦争
福島原発事故がもたらした最大の謎

原発事故とは何か？何だったのか？
何をもたらしたのか？ －－マスコミも
私たちも依然、意味不明のまま。

↓

次の２つの次元を区別する必要あり。

第１、「自然と人間の関係」

第２、「 人間と人間の関係」
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福島原発事故とは何か

単なる事故ではなく、それは事件、
政変
なぜなら、

原発事故は二度発生する、
一度目は「自然と人間の関係」の中で惨事として発生

二度目は「人間と人間の関係」の中で犯罪として発生。

ただし、それは今始まったことではなく、チェルノブイ
リ事故で証明済み。
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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。

https://fukusima-sokai.blogspot.com/2016/04/blog-post_26.html
https://darkagejapan.blogspot.com/2018/01/blog-post_29.html
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二度目は「犯罪」として。

https://blogblues.exblog.jp/14764116/
https://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/3229.html
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福島原発事故の惨劇：福一の
故吉田所長の証言
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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（2011
年８月９日吉田調書５２頁）。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%BB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%BF
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原発事故とは何か？
第１：「自然と人間の関係」

第２：「人間と人間の関係」

第１の関係→３人の専門家

①菅谷昭さん ②矢ヶ崎克馬さん

③落合栄一郎さん

第２の関係→ ３人の自主避難者・専門家

①長谷川克巳さん ②松本徳子さん

③山下俊一アドバイザー
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長谷川克己さん
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必要なのは知識ではなく、
動物的勘そして愛

職場の人「今それどころじゃないですよ、
目の前のことで大変なんですから。原発
が爆発したなんて、かまってられないす
よ」

↑

ハッと思った－－この人は「大小の区別が
つかない」。あっ、ダメだ、これと足並みを
そろえていたら、やられるぞ、危ないぞ、と。
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９年後の今から振り返って、このときの反
応が過剰だったと思うことはほぼない。

むしろ、あのとき、あそこで「危ない」と思
わないのはおかしいと思う。

それは知識だとか何とかではなくて、動物
的勘の問題だ、と。

↑

のちに、長谷川さんは、これが「予防原
則」だということを知る。
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それは、とにかく危ないものには近寄るな。危
ないか危なくないか迷った時には、危ない方に
寄せて物を考える。
ただし、それは別に特別なことでなくて、普段、
みんなが仕事でも、普段生きていてもそうして
いる、予防原則を使っている。

↑

不思議なのは、なんで、こういう大事故の時に
だけ、みんな危くない方に寄っていこうとする
のか！？ 普段の姿勢、やり方とちがうだろ！
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長谷川さんの違和感

なんで、こういう大事故の時にだけ、み
んな危くない方に寄っていこうとするの
か！

この違和感が強烈にあって、当時これ
が集団心理としてみんなの中で、おっ
かない形で働いているとすぐ分かった。
そこで、これに惑わされないようにしよう
ということで、すごく敏感になった、と。
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私からの問いかけ

原発事故のような未曾有の事態に直面し
た時、余りの恐怖で気が動転し、「危険は
ないんだ」と自ら言い聞かせ、平常心を
取り戻そうとした人もいる筈で、それもま
た「動物的勘」の１つではないでしょうか。

だとしたら、同じ「動物的勘」でも行動がそ
こから正反対の方向に分かれてしまう、
このちがいはどこから来るんでしょう？
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長谷川さんの答え

子どもがいたからです。もし子ど
もがいなかったら、ちがっていた
と思います。
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５年前の子ども脱被ばく裁判の
第１回裁判 の法廷で、長谷川さ
んの意見陳述

私たち親子が、この裁判の原告になった理
由は、一言で申せば、「このまま、この理不
尽に屈するわけにはいかない」という思い
からです。

原発事故から４年余りの間、日本政府、福
島県行政が行ってきた対応の数々は、私に
とっては理不尽の連続でありました。
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頭の中を巡る数々の理不尽

●原発事故直後、多くの諸外国が、原発から８０キロ
圏内の住民に避難指示を出したのに、なぜ日本政府
は２０キロ圏内に留めたのか？

●なぜ、日本政府は、原発事故から間もなくして、法
律に定めていた国民の追加被ばく線量・年間１ミリ
シーベルトの値を２０倍に引き上げたのか？

●なぜ、日本政府は、予防原則に基づき、子どもや妊
婦は、放射線量の低い地域へ避難させるとの処置を
とってくれなかったのか？

●なぜ、日本政府は、今も事故前よりも明らかに高い
放射線量の地域に帰還を促すのか？
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日本政府が、福島県行政が、この４年間
をかけて行ってきたことは、私たちに対し
て、まるで「被ばくなど無かった」「原発事
故はコントロールされている」かと錯覚さ
せるような所業であります。

このことに対して改めて、ここで強く申し
上げたいことがあります。

それは、「この被ばくを」、「この原発事故
を」、無かったことにしたいのは、本当は
私達のほうだということです。
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●４年前の３月１２日以降、子ども達の頭
上に、大量の放射能が降り注いだことを、
無かったことにしたい・・・。

●自分の判断が悪かったことで、わが子に
大量の被ばくをさせてしまったことを、無
かったことにしたい・・・

●住み慣れた、愛すべきふるさとが、放射
性物質で汚されたことを、無かったことにし
たい・・・

●この先、子ども達に健康被害が発生する
かもしれないなどという未来など、訪れる
はずもない・・・
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そう、この原発事故を無かったことにした
いのは、私たち市民であり、母親であり、
父親であります。

しかし、過ぎ去った過去を変えられるはず
もないのであれば、この現実に目をそむ
けずに直視し、真実を明らかにし、今から
でも行える最善の処置を施していくことが、
子どもの親として、この時代に生きる大人
として、私に出来るせめてもの罪滅ぼしで
あり、責任であると考えています。
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私からの問いかけ
「原発事故を無かったことにしたいのは、私たち市民だ」
この願いは本当にその通りで、日本政府もそれを重々
承知の上で、私たち市民のこの弱みに付け込んで、「も
うそろそろ終りにしようぜ」「オリンピックで気持ち切り替
えようぜ」と経済復興に狂騒、狂走し、私たちを巻き込も
うとしている。
この時、政府のこの残忍酷薄な政策に対し、私たち市民
の側は２つに別れるのではないか。
ひとつは、いつまでも、放射能の恐怖に怯え、ビクビクす
る生活を続けるくらいなら、いっそのことを気持ちを切り
替えて「もう終わった、もう別にたいしたことではないん
だ」と意識的に「思考停止」に陥り、復興に向かって元気
になろうと気持ちを切り替える人たち。
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これもまた動物的勘の１つで、一方で避難する
経済的余裕はない、他方で戻った場所は汚染
まみれというジレンマの状況の中で、人々は身
を守るための防衛本能が働いて、動物的勘か
ら、こうした行動に向かうのは無理も無い。
しかし、長谷川さんは「この原発事故を、この
被爆を無かったことにしたいのは本当は私達
のほうだ」という願いから出発しながら、「危険
には近づかない」という予防原則を動物的勘
から働かせ、その結果、復興に向かって元気
になろうと気持ちを切り替えた人たちと正反対
の道、避難の継続の必要性に向かった。その
差はどこから来たのか。なぜそれが可能だっ
たのか。
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長谷川さんの答え

もし避難と違う選択肢を選んでいたら、
自分は守れても、子どもの未来を守ると
いう、避難をしたそもそもの目的が果た
せなくなるからです。

どのような状況でも、「こどもたちを守
る」という最大の目的を見失わないよう
に心がけたことです。
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長谷川さんの意見陳述の結語

「声を挙げれば、波風が立つ」

このことも、この４年間で充分に承知
のことであります。

ただ、それでも、やらなければならな
いことがあると思っております。

↓ 

そのあと波乱の数年間を経験して、
彼がこれについて語った言葉。
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「育てる会」2018年3月18日の
結成集会での挨拶

「自分の手が届かない時間に対しての
責任というものを、私自身が放棄するこ
とは絶対にできない」

「やはり、『この理不尽の中で屈して、お
父さんは引き下がってしまった』というこ
とを子どもたちに見せるわけにはいか
ないという思いで、今後も頑張ってきた
いと思います」
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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

→×事後の個別救済（原爆症や水俣病認定）

○事前の一律救済＝予防原則＆平等原則（差別の禁
止）

◆抽象的な理念法（子ども・被災者支援法）ではなく
→具体法＝行政の裁量の余地ナシ

◆「支援」ではなく「責任」 →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。
→行政レベルはむろん、法律でも合理的な理由なしに支
援打切りできない。

https://www.iwanami.co.jp/book/b371348.html
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●チェルノブイリ法日本版のエッセ
ンス――予防原則

●３１１まで放射能に無知だった長
谷川さんの３１１の危機における行
動原理もまた、（あとからその言葉
を知った）予防原則だった。
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長谷川さんの教え

市民がチェルノブイリ法に至る道
――必要なのは知識ではなく、動物
的勘、そして愛。

反面、動物的勘と愛がない人は、

いくら学習して知識は増えても決して
チェルノブイリ法には辿り着かない。


