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まとめ 

① 原発廃棄物の処理のコストが電力会社以

外の国民（将来の国民）や利用者に押し

付けられるとともに、再処理の国営化が

進んでいる。 

② 原発廃棄物は核燃料サイクルが破たんし

たまま増え続けている。 

③ 高レベル放射性廃棄物の最終処分場、使

用済核燃料中間保管施設などの建設地の

目途がないまま、各地原発の地震防御機

能等のより弱い「使用済プール」等に使

用済核燃料や放射性廃棄物が大量に保管

され、リスクが高まっている。 

④ 高レベル放射性廃棄物問題は、現世代の

将来世代への責任問題であり、公正な対

処（これ以上増大させないことを含む）

は現世代の「義務」である。 

 

 

 

 

 

井戸 謙一弁護団長 

この一年で決定がでた 5件の特徴 

 原発裁判では、この一年で下表の 5 件の決

定がだされたが、その特徴をまとめると次の

とおりです。 

① 大阪高裁の決定は低レベルのもので、古

色蒼然たる立証責任論とコピペ決定です。 

② これにより次の三つの決定で住民の申立

を棄却する流れが出来あがりかけた。 

③ 広島地裁決定・松山地裁決定・広島高裁

決定は、二つは住民の申立を棄却したが、

事業者に立証責任を負担させる流れが定

着した。 

④ 忖度せず、立証責任論をそのまま適用し

た広島高裁決定により、棄却の流れを止

め、勝負を土俵中央まで押し戻したと言

える。 

 

今年判決や決定が予想される主な裁判 

 今年中に判決や決定がでることが予想さ

れる裁判は次の表のとおりです。このうち、

名古屋高裁金沢支部で争われた大飯の本訴

は終結したので 3 月中に判決がでる見通し

です。ただ、雰囲気が悪いです。 

 大間は 3 月 19 日に判決がでます。ここは

女性の裁判長で、非常に積極的な審理が行わ

れました。大間原発は規制委員会の設置変更

許可がでておらず、許可がでていないものに

ついては、裁判所は判断しないというのが今

まで一般的だったのですが、こうした状態で

終結したので期待ができるとみています。 

 高浜ミサイル仮処分も今日（1 月 23 日）

終結したので 3 月に決定がでると思います。 

その他、表に示した箇所で今年度中に判

決・決定があり得ます。 

 

広島高裁決定の解説 

 〜次ページ参照〜 
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新たな地平 

最近の発裁判の新たな地平として、次の三

つをあげることができます。 

第一は、記念講演を行った池田弁護士によ

り放射性廃棄物問題を裁判において争点化

したこと、第二は、科学者の力強い協力が得

られていること、第三は、政治、世論の力で

す。 

とくに第二の点では、火山学者、地震学会、

物理探査学会、地質分野等多くの学者の協力

を得て、科学的に関電の主張の問題点を抉り

出しています。 

また、第三の点では、原自連の「原発ゼロ・

自然エネルギー基本法案」の公表、立憲民主

党が原発ゼロ法案策定したことに加え、経済

界でも変化が生じています。それは、再生可

能エネルギーの驚異的な技術革新、コストダ

ウン、再生可能エネルギーに向かう世界的な

潮流に対して、ガラパゴス化した日本の現状

に対する危機感が経済界に生じていること

です。さらに、原発再稼働反対が賛成を常に

大幅に上回る世論調査の結果も原発裁判の

後押しとなっています。 

 

これからの原発訴訟 

 原発裁判は、これからも勝ったり負けたり

だろうが、次のような力を背景にしながら確

実に勝ちは増えていくと思っています。 

(1)世論の変化 世界の趨勢 経済界の変 

 化 

 (2)学者の協力 

 (3)裁判官の意識の変化 

  (裁判官魂←→裁判官も人の子) 

そして、第２のフクシマが起こる前にすべ

ての原発を廃炉にするという歴史的な事業

をともに進めましょう。 

 

2018びわこ集会でのボランティア募集！！ 

 3 月 11 日に膳所公園を中心に行われるびわこ集会では、「支える会」もテントをたて、

展示により裁判の内容を知らせたり、会への入会案内を行う予定です。手の空く方は短時

間でも結構ですのでボランティアとしてご協力ください。協力していただきたい内容：準

備、展示物の管理、会への入会案内、チラシ等の配布、入会受付事務、他多数 
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支える会総会で承認された 2018 年度活動計画（抜粋） 

 

【総会でのご意見について】 

 総会では、2017 年度の活動のまとめ、

2018 年度活動計画案とともに、2017 年度会

計報告、会計監査報告、2018 年度予算案が

報告、提案され参加者の承認を得ました。こ

のうち、会計報告について参加者から、繰り

越し金額が大きく、弁護団の活動に対してき

ちんと謝礼を支払うべきという意見が出さ

れました。これに対して、少しずつ改善して

きており、引き続き努力するとうい答弁を行

いましたが、ご意見を踏まえて、今後、高裁、

最高裁に舞台が移った時のことも想定した

財政計画について検討していきたいと考え

ています。(Ur) 

 

 

１． 支える会の強化と具体的活動について 

①物心両面で裁判を支えるための最大の保証となる会員の拡大に継続的に取り組みます 

②会費の確実な納入をお願いするため、2017 年度の経験を踏まえて少なくとも年 2 回は

支える会ニュースの全会員への送付とあわせて会費納入書を送付します。 

③裁判の傍聴を募るとともに、毎回の裁判終了後に報告集会を開催します。 

④また、裁判の日時とは別に、適時、学習会、報告集会を行います。報告集会については、

他団体と協力して県下複数箇所で等裁判の内容を県民に広く知らせる努力をします。 

⑤裁判の内容等を伝えるため支える会のニュースを発行します。ニュースの内容について

は、裁判の内容以外に、原発に関連することを幅広く掲載できるよう努力します。 

また、年２回程度は会費納入のお願いとあわせて紙ベースでのニュースの送信を行い

ます。 

⑥脱原発弁護団全国連絡会議等から情報を得て、全国の運動や裁判の状況を会員に伝える

努力をします。 

⑦原発の危険性等を現地で学ぶ取り組みとして現地視察会を計画します。テーマとして

は、廃炉事業、老朽原発対策、再生可能エネルギーの展望等が考えられますが、会員の

みなさんの希望を聞きながら企画について検討します。 

⑧3.11 を記念した 2018 びわこ集会は、3 月 11 日に膳所公園を中心にして行われる予定

です 1「支える会」は原発裁判の展示を行い、ひろく裁判の内容を県民のみなさんに知

らせるとともに、会への入会の働きかけを行います。役員だけでなく会員のみなさんの

ボランティアを募ります。 

２． 支える会の体制について 

  会長 福田章典  代表委員 井戸謙一、畑明郎、熊谷直道、辻義則、杉原秀典 

 幹事 瓜生昌弘、今村真理子、中平清三、松本利寛、對月慈照、西村修 

 会計監事 (新)林 永代、(新)清水俊朗 

 会則外の確認として 

   弁護団長 井戸謙一、弁護団事務局長 石川賢治  

原告団長 辻義則、支える会事務局長 瓜生昌弘 
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過去も未来もない町 
青田 恵子 

 

 実に震災以来 6 年ぶりに見る我家は、こう

なるものかと目を疑うなり。玄関先の人の腰

の高さほどにも満たぬ南天の木が軒先まで

達し、その太さたるや床柱にならむと思う程。

何処から飛んで来た種子であろうか。なかっ

た場所に棕櫚の木の大きく葉を広げた様。亜

熱帯のごとくたわわに実をつけた柿は採る

にあたわず。あまた鳥の餌となり除染後の庭

に繁茂する。かつて子らが鮒、ザリガニ釣り

した池すでに枯れ、ただ泥水沈むのみ。近所

の子ら幾人も来てはぶら下がり、逆上がりし

た遊具の鉄棒は錆びついて灌木の中にかす

かに見るが悲し。庭の片すみにあった小動物

たちの墓、すでに除染の土となり消え失せ、

手合わせる石すらなく犬小屋だけが寂しく

残る。 

 家の中さらに一段と黒ずみ、かび臭き、割

れたガラス戸棚。されど家財道具はそのまま

にして今にも住めば住めると覚えたり。襲い

来るものは、ただこのまま踏み留まり居残り

たい望郷の念。ただし放射線量さえ気にしな

ければ。車庫 0.2μSv/h、外階段 0.24μSv/h

雨樋の脇の柊の根元が 0.57μSv/h。南相馬

市から貰った「やる気のない線量計」3 をも

ってしてもこれだ。どっと押し寄せる郷愁と

線量計の数値の力くらべのよう。数値の方が

勝ち居残りを諦める。四方を作りつけ本棚に

した夫の書庫。数千の本が東西の向きに飛び

出して一メートルの山になり、この地震がど

の方向で起きたか初めて知る。何十年もかけ

て収集した本を三日がかりで片づけ、その一

部を十数箱の段ボールにして滋賀に送る。残

りの本全部と私の実家から貰い受けた明治

                                                
3 外国製の線量計より低い数値が出るという。

市長らが気付く。 

時代の和箪笥を運ぶ運賃を二つの業者に見

積もってもらうと、両社とも五、六十万円と

言われて断念す。この補償はなし。 

 気がつくと十月のこの時期この時刻だけ

黄金色の陽が差し込む台所のガラス窓。どこ

か知らない異国の情緒にも似て好きであっ

た。黄昏ゆく直前のほんの数分間であるが奇

跡的に遭遇した。変わらぬのは宇宙の営みの

みぞ。 

 別れの朝、母は夜中から思い出しては泣き

悲しみ、あの日4 と同じように生きる気力を

失ったフニャフニャの母の手を握る。毎月会

いに来るからと出来もしないその場しのぎ

の慰めの言葉をかける。約束は果たせず親不

孝な娘であることを自ら咎めつつもいかん

ともしがたい現実を怨み、後も見ずまだ薄暗

き早朝、逃げるように福島を去って来たので

ある。この気持ちを何人の人がわかるだろう

か。避難だ、集会だ、デモだ、講演だ、裁判

だと言い訳しながら、老いた母ひとりすら楽

にしてやれず毎日悲しませていることを何

人の人がわかるだろうか。 

 地震の時、われわれ夫婦と娘三人でしがみ

ついた松の木は手入れもされず見る影もな

し。能楽堂の絵の様に美しく剪定された百年

以上の松の木はぼうぼうとして、もはや野生

のそれに戻ってしまった。そうだ、ここに石

榴の木があったはずだ。回りの木が繁茂して

下の方には実をつけられなかったのか、てっ

ぺんにひとつだけ実をつけた石榴に秋の陽

が当たる。下ばかり見て空を見上げることに

ない母と二人で

石榴を見つけて

喜びあう。こんな

たわいのない母

娘の日常さえ奪

われたのだ。 

42011 年 5 月 22 日、大津に避難した日。  
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 過去も未来もない町となり、無神経にコマ

を早送りしたような人々の暮らしぶり。チェ

ルノブイリを考えると少なくとも 30 年は入

れない地域なのだが。 

 東北の夕暮れは早い。真っ赤な夕焼け空に

無数の鳥が胡麻をまいた様に飛ぶ様は凄み

さえ覚える。せめてもの防護策としてマスク

をつけペットボトルの水と滋賀県産の米を

持参しないと帰れない我々の方が、この早送

りのコマから取り残されたようだ。 

 

（補足） 

 この寄稿は、2017 年 10 月 6 日から 10 月

11 日まで青田夫妻が震災後初めて福島のご

自宅に戻られたとお聞きし、その時のことを

寄稿してほしいとお願いして書いていただ

いたものです。「フクシマを視察した人の方

がむしろ客観的に書けるかもしれませんが、

これは失った者、奪われた者当事者としての

側からみたものです。（1 月 29 日）」という

添え書きとともに送付していただきました。 

 

 

赤松先生学習会 
 

 1 月 30 日、基準地震動の策定の前提とな

る大飯原発の地盤の問題についての学習会

が行われました。講師は、高浜原発の地盤の

問題についての意見書を書いていただいた

赤松先生です。井戸弁護団長の呼びかけで、

滋賀以外の弁護団も多数参加されました。 

 話は専門的内容を含むものでしたが、関電

の主張、解釈とは異なる大飯原発の地盤の姿

が浮かび上がるとともに、さらに正確な地盤

評価のために、より詳細なデータの開示を求

めたり、不確かさを考慮した評価を行うべき

ことなどが明らかになりました。 

 赤松先生が指摘した問題点や関電主張と

の違いの概要は以下のとおりです。 

① 関電は、敷地全体の地盤が均質で安定し

ていると主張しているが、3 号炉側と 4

号炉側のPS検層のデータを見ると、S波

速度は 3 号炉の方が明らかに小さく、3

号炉側はより柔らかい地盤であると言え

る。 

② 関電は、反射法地震探査の結果、地下

500m 位まで特殊な構造は認められない

としているが、データを見た物理探査学

会の関係者はみんな「おかしい」と言っ

ている。学会で問題にすべきという人も

いる。 

③ 関電は、反射法地震探査屈折法解析の結

果、低速度帯（柔らかい地盤）の顕著な

落ち込み等の特異な構造はないとしてい

るが、低速度層が落ち込んでいる。 

④ 関電は破砕帯を問題にしていないが、P

波速度の分布は破砕帯の分布に大きく関

係している。（破砕帯が多いところで速度

が遅い。） 

⑤ 関電は地震動の減衰を大きくするため、

根拠としている論文の趣旨をゆがめて引

用している。大飯の地盤は引用論文の地

盤条件と全く異なる。 

⑥ 地盤の増幅特性（サイト特性）の評価の

ためには、より細かいデータの開示を求

める必要がある。また、サイト特性の検

証のためには大深度アレー地震観測とい

う方法でのデータの取得が必要である。 

⑦ その他 
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對月 慈照（「福井原発訴訟(滋賀)を支える会｣幹事 

                       ｢市民の会しが｣事務局長

１ はじめに                                 

 去年の衆議院選挙はまるで嵐のようだった。

手間暇掛けてつくりあげてきた野党共闘が、民

進党の希望の党への合流という背信的行為に

より一夜にして崩れ去ろうとした。しかし、「市

民の会しが」と立憲３野党とのぎりぎりの話し

合いで、これまた一夜にして新たな共闘の枠組

みをつくりあげることができた。そして、議論

の中で、私自身も「市民と野党の統一候補」と

して２区から立候補することになった。 

 公示直前の立候補で準備の時間がなかった

こと、無所属候補に不利なようにできている公

職選挙法の問題点、さらに他の候補たちの目に

余る選挙違反などもあり、想像以上に大変な選

挙戦を強いられた。結局、私の力不足で非常に

厳しい結果になってしまい、物心両面にわたり

選挙を支えていただいた方々、支援していただ

いた方々に対して申し訳ない気持ちでいっぱ

いだ。しかし、野党共闘の火が消えようとした

その時、状況からの問いかけに、みんなの知恵

と真剣な議論によって出した「これだ！」の応

答は間違っていなかったと思っている。 

 今、私たちは、敗戦直後にも匹敵する、ある

いはそれ以上に重い意味を持つかもしれない

歴史的分岐点に立っているのではないか。私た

ちが、どんな哲学を用意し、眼前の諸課題にど

う向き合いどのような行動を取っていくかに

よって、この国の将来は決定的に変わってくる

だろう。不作為に終始したり、本質を見失った

判断を繰り返していたら、きっとこの先何十年

も回り道をするに違いない。 

 社会には様々の矛盾が渦巻き、私たちの時代

に私たちの努力で解決しなければならない課

題が山積している。そして、その多くは、原発

を巡る状況に端的に現れている。原発問題を考

えることで今の社会を少し俯瞰的に眺め、逃げ

場のない問いかけに私たちはどう応答してい

くのかを考えてみたい。 

 

２ 原発問題を通して見る日本の諸相 

(１)知のモラル 

 ｢失敗は成功の母｣は原発には通用しない。人

類が生み出した技術の中で、破壊実験による安

全性の確認ができない唯一のもの、それが原発

だ。実験ができない、従って結果の想定もでき

ないような技術は、そもそも生活の場に持ち込

むべきではなかった。 

 ひとたび原発事故が起きると、いのち、環境、

生態系に、国家の存亡にまで及びかねないレベ

ルで被害が発生する。事故が起きなくても、捨

て場のない放射性廃棄物が溜まりつづけ、その

深刻な影響は未来の世代にまでずっと及ぶ。温

暖化問題を引き合いに出して原発のクリーン

さが宣伝されるが、事実を覆い隠すレトリック

は置くとしても、それと原発事故の破壊的な影

響力とでは次元が違い過ぎることを見失って

はならない。 

 福島の事故の原因が津波なのか揺れなのか、

未だに解明されていない。事故原因がわからな

いまま、言わば基礎を持たないまま組み上げら

れた不完全な構造物が「新規制基準」である。

草津白根山が噴火を起こし、死傷者まで出た。

直前の噴火警戒レベルは最も低い「１」で、地

震など火山活動の高まりを示す前兆現象もな

かった。モニタリング等により火山の噴火の予

知は可能だとしてきた原子力規制委員会は、技

術の限界をまざまざと見せつけられたこの事

態をどう受け止めるのか。「新規制基準」は無

謬だととぼけつづけるつもりか。 

 「技術」は決して自己抑制的ではない。技術

の上位にどのような「知」を置くのか。ドイツ

は福島の事故を見て脱原発に大胆に舵を切っ
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た。その方向づけに決定的な役割を果たしたの

が「倫理委員会」である。そこには、技術を技

術の下に置くことをしない｢知のモラル｣があ

る。 

 ｢新規制基準｣との適合性だけを評価する判

決、｢基準｣そのものを俎上にのせその適格性自

体から厳しく評価していこうとする判決。司法

の｢知のモラル｣も試されている。 

(２)「格差」が利用される 

 高度成長を経て、地方から都市へと人口が流

出していった。取り残され、生活や経済が限界

まで追い詰められた｢地方｣は、疲れ果てた末に

原発マネーを受け入れる。原発が本当に安全だ

と言うなら、消費地の間近につくればいい。 

 都市と地方の格差是正は、政治の本来的な責

務だ。しかし、この国では、格差を利用すると

いう政治の不誠実さがいたるところで立ち現

れる。原発も、むしろ格差を利用する形で誘致

が進み建設されていった。原発の建設費は１基

約５千億円（欧米の厳しい規制基準ならその倍

近くかかる）。そこに巨大な利権がうごめき、

利権実現のために巨額の補助金がばらまかれ

る。原発に対する地域住民の考えは一枚岩では

ない。原子力マネーは、そういう地域住民の心

にくさびを打ち込み、人と人とのつながりを絶

っていく。 

 国民には、等しく、最高の価値として人格権

がある。どこで生まれどこで生活していても、

同じように幸福追求の権利を保障されなけれ

ばならないし、それは具体的でなければならな

い。人権のこの根本を、努力目標でなく法的権

利として政治のフィールドでどう実現させて

いくのか。 

(３)核兵器保有の野心 

 原発の稼働によって大量のプルトニウムが

つくられ、それは核兵器の材料になる。いや、

因果関係はむしろ逆だろう。核兵器保有という

邪な考えがあるから、原発を捨てられない。 

  日本は、去年、国連で核兵器禁止条約に反対

した。さらに、核兵器禁止条約制定に貢献しノ

ーベル平和賞を受賞した ICAN の事務局長が

安倍首相との面会を求めても、これを拒絶しつ

づけた。しかし、この無神経さは、生活から隔

絶した遠いところの話ではない。唯一の被爆国

として、私たち一人ひとりの核の脅威に対する

鋭敏な感覚が問われている、そういう問題だ。

北朝鮮問題に便乗して日本が核武装する、そん

なことを私たちの感性が許してはならない。 

  安倍政権は、北朝鮮のミサイルや核の脅威を

喧伝し、それこそ｢ナチスがやった手口｣で国民

の不安を煽る。目的は中学生でもわかる。より

しっかりした守り(航空母艦や空中給油機、敵

地攻撃能力など、｢守り｣の域をはるかに超えよ

うとしている)が必要だから防衛費を大幅に増

額するぞ。米軍が無茶をしても我慢しろ。さら

に、今すぐ９条を変える必要があるんだ。こん

なところだろう。 

 そもそも、北朝鮮が本当に日本を攻めるつも

りなら、真っ先に原発を狙うに決まっている。

原発の再稼働を急がせ、一方でミサイルの脅威

をがなりたてる。私は、安倍政権に国民のいの

ちを守る意思はないと思っている。 

(４)対米従属 

 ２０１３年８月６日、広島でオリバーストー

ンの講演を聞いた。「どうして日本はアメリカ

の衛星国家でいるのだ。あなた方には強い経済

もあり、良質な労働力もある。なのになぜ立ち

上がろうとしない？」、少し苛立ちながら彼は

そう語った。 

 サンフランシスコ講和条約によって日本は

独立を「回復」したが、以後も実質的な従属関

係がつづいてきた。ほとんど報道されないが、

日本の重要政策は密室の日米合同委員会で決

められる。また、毎年「年次改革要望書」が示

され、日本はそれを誠実に履行してきた。２０

１２年には「第３次アーミテージ報告」が提出

され、そこには「我々の見解では、福島の原子

力災害が原子力にとって大きな躓きの石とな

り、その影響が日本全国だけでなく世界中に波

及しているこのような状況において、原子力発

電を慎重に再開することは責任ある正しい措

置である」と書かれていた。 

 アメリカは、アメリカのために、安保条約と

日米地位協定によって無制限に米軍基地を置

くことができる。そして、同じ文脈で日本が原

発を手放さないよういつも凄みをきかせてい
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る。 

(５)憲法改悪と原発推進 

 儲かることなら「いのち」をも相対化させ、

どんなことでもする。牙をむき出しにしたグロ

ーバリゼーションは、それぞれの歴史や文化の

中で丁寧につくりあげられてきた社会の仕組

みを無機質に反故にしていく。アメリカのやり

方に追随する日本もまた、世界の平衡を崩そう

とする。本来、最も憲法擁護義務を負うべき首

相自らが、集団的自衛権の容認により専守防衛

を否定し、平和憲法を「いじましいみっともな

い憲法」と攻撃しつつ、武器や原発をトップセ

ールスで売り歩く。放射性廃棄物の海外への移

転という信じ難い話まで飛び出す。自国の資本

を潤すためなら他国に災厄が引き起こっても

気に留めない。多くの人を悲しみや苦しみに追

いやるその人格は、ダブルスタンダードで平然

と人権や民主主義を叫ぶ。 

 原発推進の思考は憲法改悪の企図と親和性

が高い。二つを重ねて見る視点を持ちたい。 

(６)自然エネルギーの普及と世界の動向 

  原発の共同幻想の一つに、｢原発は安い｣があ

る。本当にそうなのか。自然エネルギーがまだ

発達していなかった時期、確かに原発は他の発

電に比べて安価に見えた。しかし、ていねいに

見ると、費用計算にバックエンドコストは含ま

れておらず、また、再処理やプルサーマルが順

調に進む、事故もなく設備利用率は低下しない

等の非現実的な前提に立つものであり、｢安い｣

感の内実は実際とはかなりかけ離れたものだ

った。 

 今、世界では自然エネルギーのコストが急速

に低下し、太陽光発電で１kWh あたり３円を

切る価格で売買が成立する事例も出てきてい

る。要は、政治が脱原発に舵をきるかどうか、

市民の力がそれを促すかどうかということだ。 

(７)メディアのモラルハザード 

 国別報道自由度ランキング、２０１１年１１

位、２０１７年７２位。安倍政権のメディアへ

の締め付けが如何に異常であるかを読み取る

ことが出来る。日本はメディアが事実を伝えな

い国になってしまった。NHK の籾井前会長は、

就任会見で「政府が右ということを左というわ

けにはいかない」と言ってはばからなかった。

官邸の懐柔にからめとられたメディアは、ジャ

ーナリズムの精神を後景に追いやり、政府やス

ポンサーの意向を忖度しコンテンツを考える。

新聞でさえ、原発や安保などの国策に関わるこ

とについてはラジカルな批判を控えるように

なってきた。テレビはもうほとんど死に体。時

に、少し骨のある番組を流して矜持を見せるこ

ともあるが、あまり視聴されない時間帯が多

く、アリバイづくりにも見えてしまう。 

 しかし、報道の持つ社会的意味はあまりにも

大きい。去年、菅官房長官の記者会見に臨んだ

東京新聞の記者が、森友加計問題で徹底的に食

い下がり話題になった。そしてそのことで局面

も大きく動いた。今、彼女は、官邸からだけで

なくまわりの記者からの圧力も感じていると

いう。 

 報道関係者を本気にさせるためにも、たとえ

攻撃にさらされても強い意志を持ちつづけて

ほしいといとメディアを鼓舞しつつ、やはり、

彼らが勇気を奮い起こせるような政治の状況

をつくっていくことが必要だ。 

(８)変貌する市民運動 

  ２０１５年、記録的に暑かったあの夏、私は

国会議員会館に２０日間通い、１００人ほどの

国会議員を訪ねて回った。安保法案について

「自分の頭で考えてほしい、勇気をもって反対

の声をあげてもらいたい」と訴えるためであ

る。陳情の後は、国会前の集会に参加した。９

月１９日、参議院で強行採決が行われたその時

も、国会正門前で廃案を訴えつづける SEALDs

の集団の中に身を置いていた。若者らしい歯切

れのいい彼らのコールはどれも心にすっと届

く。中でも、「民主主義って何だ？これだ！」

が私のお気に入りだった。 

 政治的混迷をつづける今、時代は私たちそれ

ぞれに、「民主主義って何だ？」と鋭く問いか

けてきている。そして、社会を変える運動も、

これまでのような組織を主体とする動員型の

ものから、一人ひとりが主体的に考え自らの意

思で行動していく参加型のものに脱皮してい

くことを求められている。 

 参加型市民運動が社会を変え、さらに、運動



 

20 

 

に参加することを通して自分自身もまた大き

く豊かに育っていく。そういうダイナミズムに

溢れるものとして、｢９条改悪阻止３０００万

署名｣、｢ヒバクシャ国際署名｣、｢原発をなくす

運動｣に取り組んでいければと思う。 

 

３ おわりに 

 3.11 まで、国民の多くは、原発なしでは産業

も民生も成り行かないという共同幻想に縛ら

れていた。しかし、震災後ほぼ２年間、原発な

しで何の問題もなく暮らせてきたという素朴

な事実によって、共同幻想が実は利権を貪ろう

とする一部の人間による脅しであったことを

知った。今や、原発をつづけることに、何の合

理性も大義もないことは誰の目にも（政府、官

僚、電力会社も含め）明らかである。福島の事

故という計り知れない犠牲を払い、やっと自由

に思考し振る舞える時が来た。世論調査を見て

も、震災前は「原発は必要だ」と考える人が圧

倒的に多かったのに対し、震災後は「再稼働反

対」と答える人が優に過半数を超えるようにな

ってきた。 

 原発の問題も含め、人々の｢本当はこう願っ

ているのだけど｣を、社会の前景に押し出して

いく必要がある。そのために、何が要るのか。 

 一つは、様々の領域、活動の真ん中に｢人格

権の哲学｣を据えることだと思う。 

 政治は、｢人々に安全と経済的安定を保障し

格差を是正する｣という本来の機能を回復する

必要がある。学校は、｢人格を陶冶し人とのつ

ながりを学ぶ場である｣という本来の意味を取

り戻さなければならない。司法も、宗教も、病

院も全て、自身が存在しなければならない根源

的意義を問い返していく必要がある。 

  そのことを考える上で、樋口英明裁判長の大

飯原発運転差止判決文は、極めて示唆的だ。「人

格権は、憲法上の権利であり、また人の生命を

基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制

下においては、これを超える価値を、他に見出

すことはできない。･･･被告は本件原発の稼動

が電力供給の安定性、コストの低減につながる

と主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の

生存そのものに関わる権利と電気代の高い低

いの問題等とを並べて論じるような議論に加

わったり、その議論の当否を判断すること自

体、法的には許されないことであると考えてい

る。このコストの問題に関連して国富の流出や

喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停

止によって多額の貿易赤字が出るとしても、こ

れを国富の流出や喪失というべきではなく、豊

かな国土とそこに国民が根を下ろして生活し

ていることが国富であり、これを取り戻すこと

ができなくなることが国富の喪失であると当

裁判所は考えている。」 

 思いを前景へと押し出すための原動力、もう

一つは、私たちが、国民的成功体験を味わうこ

とだと思う。なかなか難しいが、私は､今、二

つの希望を持っている。一つは、原発訴訟での

勝利。全国で闘われている多くの裁判で、一つ

また一つと勝訴を積み上げ、原発に合理性も大

義もないことを司法の場で確定させていくこ

とだ。 

二つめの希望は、安倍９条改悪を総がかりの市

民運動で阻止することである。安保法制反対の

あのエネルギーを再燃させ、さらに広汎な運動

に高めていくことが出来れば、必ずうまくいく

と思う。 

 韓国は、キャンドル革命を実現し、国民的成

功体験を持った。私たちもつづきたい。 

 

今後の裁判の日程 2018 年 

4 月 24 日(火)14:30～本訴第 18 回口頭弁論、終了後、記者会見と報告集会 

  （裁判の前に、双方の代理人と裁判所とで進行に関する協議） 

7 月 12 日(木)10:30～本訴第 19 回口頭弁論、終了後、記者会見と報告集会 

 

 


