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10 月１３日、高浜原発の運転を差し止めた大津

地裁仮処分決定に対する抗告審が大阪高等裁

判所で行われました。全国の原発裁判で最も注

目されているだけに、近畿一円から多数の支援

者がかけつけ、「3.9 大津地裁決定堅持し 高浜

原発再稼働は許さない！」の横断幕をかかげて

裁判所に入りました。 

法廷では、山下裁判長が双方の書面の確認を

行ったあと、辻義則原告団長が、住民世論の大

勢は原発再稼働反対であり、大津地裁決定は住民の思いに寄り添った画期的なものであるとし

て、大阪高裁がこの決定を擁護する裁断をくだすよう求めて約 10 分間にわたり意見陳述を行い

ました（2～4ページ参照）。 

このあと、今後のスケジュールについて双方の意見が交わされました。まず、関電側は主張を

尽くしたとして早期終結を強く求めました。一方、住民側弁護団は、関電側が直前の 10 月 7 日に

提出してきた書面の中には、原子力規制委員会が全国の原発裁判対策として作成した「実用発

電用原子炉に係る新規制基準の考え方」が関電自らの主張として引用されている問題を取り上

げました。これは原発推進側の専門家が総力をあげて作成したものであり重要な問題が含まれ

ているので反論の必要があること、さらに、専門家の意見も聞きながら準備する必要があること

を主張し、3 ヶ月程度の準備期間を要求しました。このやりとりに対して、裁判長は、裁判所として

の当初の腹づもりは、住民側の書面提出期限 1 ヶ月、その 2 週間後に審理終結であったとしなが
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ら、左右陪席と合議を行いました。その結果、住民側の反論提出期限を 12月 12 日(月)、その 2 週

間後の 12 月 26 日(月)を審理終結日とされました。この日程でいくと、2 月ごろに高裁決定がだ

される見通しです。 

なお、今回の審尋に向けて提出された双方の書面は以下のとおりであり、関電側が早期審理

終結のために本訴の対応とはうってかわって極めて迅速な反論を行ってきたことがわかります。 

終了後、大阪市中央公会堂で記者会見、報告集会を行いました。 

 

陳述書 
辻 義則  

 

抗告の相手方である住民を代表して、意見陳述を行います。 

そもそも私たちが高浜原発の運転差し止めを求めて仮処分申請したのは 2011 年 8 月 2 日の

ことでした。それは、福島における東京電力第 1 原子力発電所の事故を目の当たりにして、

滋賀県の隣である福井県若狭湾に集中して立地する原発群が、もし、同じような事故を起こ

した時どうなるかを考えると空（そら）恐ろしいものがあります。まず、滋賀県に住む 140 万

住民側提出書面

提出日 名称 内容

8月26日 答弁書 抗告の理由に対する認否・反論

9月2日 準備書面(18) 主張要約表

9月30日 準備書面(19) 決定に対する抗告人の批判について

9月30日 準備書面(20) 福島事故の原因に地震があったこと

9月30日 準備書面(21) 新規制基準の欠陥

9月30日 準備書面(22) 抗告人主張書面(16)第２章に対する反論（原発の不要性他）

9月30日 準備書面(23) 避難計画について

9月30日 準備書面(24) 地震の問題について

9月30日 準備書面(25) 津波の問題について

関西電力側提出書面

提出日 名称 内容

7月14日 保全抗告状 原決定の取消

7月26日 執行停止申立 保全抗告の決定があるまでの間、仮処分命令の執行停止

7月26日 主張書面(16) 原発の必要性、構造、仕組み、基準適合性他

7月26日 主張書面(17) 地震対策について

7月26日 主張書面(18) 津波対策について

7月26日 主張書面(19) 原決定批判

8月10日 主張書面(20) 抗告人主張要旨（決定の争点に関する主張）

9月21日 主張書面(21) 論点対比表

10月7日 主張書面(22) 住民側書面（21)に対する反論

10月7日 主張書面(23) 住民側書面（22)に対する反論

10月7日 主張書面(24) 住民側書面（23)に対する反論

10月7日 主張書面(25) 住民側書面（24)に対する反論

10月7日 主張書面(26) 住民側書面（25)に対する反論
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の人々の暮らしや生命が脅かされます。また、滋賀県には近畿 1400 万人の命の水源であるび

わ湖があり、これが汚染された時、近畿 1400 万人の人々の命と暮らし、ひいては近畿全体の

経済にも深刻な打撃を与えることになるでしょう。そうした中で、急いで、若狭湾にある原

発の運転を差し止めなければならないとの思いから始まったものでした。 

第 1 次の申し立ては 2014 年 11 月 27 日に却下の決定が下されましたが、その決定の内容

は、「（債務者が）規制基準の合理性について説明を行っていないし、避難計画についての作

業も進んでいない中で、いたずらに規制委員会が再稼働を容認するとは考え難い」からとい

うものでした。これは、司法の場からの規制委員会への警鐘・メッセージでもあったのでし

ょう。ところが規制委員会はこのメッセージを無視し同年 12 月に「審査書案」を公表し再稼

働へ動き始めたため私たちは再び、2015 年 1 月 30 日に高浜３・4 号機の差し止めを求める第

2 次の申し立てを行ったものでした。 

この第 2 次の申し立てに対して 1 年余の審尋を経て去る 2016 年 3 月 9 日に「運転差し止め」

の決定が下されたのであります。 

この決定が出された日の大津地裁の前には、心配して駆け付けた 100 人近い県民の皆さん

から歓呼の声が上がり、「再稼働差し止めの画期的決定！」、「いのちとびわ湖を守る運転差し

止め決定」の垂れ幕が翻ることとなりました。 

この決定は、いのち、暮らし、びわ湖を守れ！子どもたちを放射能被害から守れ！との県

民の願いと世論を励ますものであり、歴史的決定として歓迎されていることは間違いありま

せん。 

ここで、一つの資料を紹介いたします。今年の 6 月に滋賀県が行った「県政世論調査」の

結果が発表されていますが、それによれば「原発の安全対策や防災対策は十分だと思います

か」との問いに対して「あまり思わない」「思わない」と答えた人は合わせて 76.1％に上った

ということであります。また、対策が十分であると思わない理由では、「自然災害により何が

起こるか分からないから」が 71.8％、「万が一事故が起これば、広域かつ長期的に影響が及ぶ

から」が 65.8％「事業者の安全対策に不安を感じるから」が 60.9％となっています。滋賀県

民の世論は明確であります。 

さて、最近、政府・業界と「規制委員会」が一体となって原発の再稼働や 

40 年超えの老朽原発さえ再稼働させようとする流れが強まっている時、原々決定はいくつ

かの点で画期的なものであると同時に、ますます輝きを増しており、その決定に謙虚に向き

合うことが求められています。 

その中心は、何よりも「フクシマの事故」を踏まえて現在の原子力政策について警鐘を鳴

らしていることです。とりわけ原子力発電所の設計思想であるシビアアクシデント対策につ

いて、「フクシマの事故の原因究明は、今なお道半ばであり津波を主たる原因と特定して良い

のかも不明である。原因究明が不十分なのに、この点に意を払わないのであれば、そもそも

規制基準に向かう姿勢に非常に不安を覚える」としてフクシマの事故を直視することを求め

ています。 

さらに、「災害が起こるたびに想定外が繰り返されてきたことに真摯に向き合うならば十分

に余裕を持った基準にすることを念頭に置き・・・（それでもなお）危険性の見落としにより

過酷事故が生じたとしても致命的な状態に陥らないようにすることができるという思想に立
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って新規制基準を策定すべきである」。現状では「新規制基準が直ちに公共の安寧の基礎とな

ると考えることをとまどわざるを得ない」としています。 

全く市民的常識と感覚に沿ったものであります。 

また、県民世論調査でも多くの人々が指摘する「自然災害により何が起こるか分からない

から心配」とする要因には地震への恐怖があることは明らかです。とりわけ高浜原発などが

立地する若狭湾が活断層（震源断層）の巣とも言われるなかで基準地震動について「松田式」

などを採用して、その平均値をもって検討する姿勢でいいのかの疑問に十分答えていないこ

とも指摘されています。そして、結論的には、「700 ガルをもって十分な主張・疎明がなされ

ているとは言えない」と断じています。ここにこそ、県民の不安があり、原々決定は、その思

いに寄り添ったものであります。 

これに対して、関西電力は決定に真摯に向き合おうとせず、難癖をつけたり言葉尻を捉え

て開き直るだけで「安全であることの疎明が尽くされていない」との指摘に応えようとして

いません。関西電力の利益優先、市民・県民の安全無視の立場は許されるものではありませ

ん。 

また、原々決定で画期的なのは避難計画について、「フクシマ事故の経験に照らせば、国家

主導での具体的で可視的な避難計画が早急に策定されることが必要であり・・・この避難計

画も視野に入れた規制基準が望まれるばかりか・・・信義則上の義務が国家に発生している

といっても良いのではないだろうか」と国家としての責務を問うものとなっていることです。

「過酷事故は起こる、起こりうる」という前提に立つならば、その時、住民をどう安全に避

難させるのかは最も重要な課題であり、それが国際基準となっているのです。 

最後に、今回の原々決定が出された後、関西電力をはじめ関西経済団体などから看過する

ことが出来ない発言が相次ぎました。それは、「一地方の裁判所が国策である原子力政策にス

トップを掛けるようなことが許されるのか？」、「仮処分決定の仕組みそのものが問題」、「科

学的・技術的に専門家が十分に検討を行ったものを、素人である裁判官の判断で揺れるのは

許されない」（いずれも要旨）などと言ったものでした。 

これほど、民主主義国家で司法の独立などの原則をわきまえない発言はありません。司法

に対する許し難い暴言として厳しく糾弾されなければなりません。 

また、原子力発電は「安い」という虚構を前提に「仮処分決定によって原発が動かせなく

なったから、電気代の値下げを見送らざるを得なくなった」と電気代の値上げは原告住民の

所為と言わんばかりの「脅し」から、はては関電八木社長（当時）の損害賠償請求問題での

「現在は検討していないが、そういう課題はある」などの発言も許し難いものです。これは、

「スラップ訴訟」と言われるもので国民一人一人に保障された裁判権を奪うことに繋がり、

原発裁判などを起こしにくくする萎縮効果を狙ったものであると言わなければなりません。

こんな、あくどい狙いや「願望」は国民大多数が絶対許さないでしょう。 

 

最後に、裁判長に訴えたいと思います。 

3 月 9 日に出された大津地裁決定は圧倒的多数の県民世論に支持され、歓迎されています。

先の NHK が番組放送中に行った視聴者へのアンケートでも原発再稼働反対は 67.2％に上り、

賛成とする人は 25.5％でした。世論は明確です。そして、原発がなくても電気は足りている
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ことも私たちは経験済みであります。再生エネルギーへの転換と省エネルギー社会への転換

の道も賢明な国民は歩み始めています。 

3・11 事故までに繰り返されてきた住民敗訴の流れも潮目が変わりつつあります。確乎とし

て大阪高裁がこの流れを促進する立場に立って原々決定を擁護する歴史に名を残す裁断を下

して頂くことを期待して意見の陳述を終わります。 

 

 

 

 

冒頭、井戸弁護団長が概要説明を行い、辻原告団長、脱原発弁護団全国連絡会議事務局長の

只野弁護士が発言したあと、マスコミおよび参加者との質疑応答が行われました。 

 

【井戸弁護団長の概要説明】 

 全国の原発裁判における判断が拮抗して

いるなかで、この大阪高裁の決定は重要だ。  

 まず、7 月 12 日の異議審決定後の本日ま

での双方の準備状況について説明すると、関

電は 7 月 26 日までに 500 ページもの書面を

提出した。一方、我々は、9 月 30 日に 8 つ

の書面を提出、ページ数では二百数十ページ

になる。さらに関電は 10 月 7 日に 5 通の準

備書面で 9 月 30 日に我々が提出した書面に

対する反論を行ってきた。全て主張し尽くし

て、今日の期日で終わり、決定を求めたいと

いう方針だ。 

 これに対して、とくに 3 つのポイントにつ

いて我々は反論しなければならない。①島崎

東大名誉教授の指摘について準備書面(24)

で主張したが、これに対して関電はかなり詳

しく反論しており再反論が必要だ。②強震動

予測レシピが 6 月に改定されており、このレ

シピで計算すると関電の設定している地震

加速度 700 ガルは維持できないと主張した

が、これについても 10 月 7 日の書面で反論

がきており再反論しなければならない。③も

うひとつ、規制委員会の「実用発電用原子炉

に係る新規制基準の考え方」について、従来

の書面ではこの扱いが不明確であったが、10

月 7 日の書面では、自らの主張として大量に

引用されている。これは、全国の原発裁判で

問題になっている事項について規制委員会

が自らの考えをまとめたものであり、電力会

社を支援するものだ。規制する立場のものが

電力会社を支援するものを作成するのはお

かしいと思うが、これに対する反論が必要だ。

全国の裁判にかかわることなので脱原発弁

護団全国連絡会議で反論を準備することに

なるだろう。専門家の意見も聞かなければな

らないので時間もかかる。 

 今日の法廷では、裁判長からは、期日は今

日だけで、反論の期間を 1 ヶ月、その後 2 週

間で審理終結という提案だったが、我々は 3

ヶ月の準備期間を要求し、裁判官 3 人の合議

により反論期間は 12 月 12 日まで、その 2

週間後の 12 月 26 日が審理終結日とされた。

この日程で考えると決定は 2 月頃の可能性

が高い。 

【申立人を代表して辻原告団長】 
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 2 名の意見陳述を申

し入れていたが、先週

末に 10 分に限って、そ

して11日までに陳述原

稿を提出と言われ、結

局、私一人で 10 分の枠

を使って陳述を行った。 

 内容は、①大津地裁決定は、歴史的決定と

して県民から歓迎されていること、②再稼働

ありきの流れに警鐘を鳴らしていること、③

原発裁判の萎縮を狙うような関電の一連の

発言は許さない､という 3 つの点に力を込め

て陳述した。 

【脱原発弁護団全国連絡会議事務局長 

           只野弁護士】 

 私は浜岡原発訴訟に

かかわってきた関係も

あり、全国連絡会議の事

務局長になり 5 年が経

過した。 

全国的な状況をお話すると、福島原発事故

以降の状況は、圧倒的に脱原発が勝っている。

稼働したのは川内と伊方だけ。追い込まれて

いるのは国と電力会社だ。 

稼働している伊方原発も、松山、広島、大

分で差し止めの仮処分申立が行われている。 

3 つのうち、一カ所で勝てば運転は中止する。 

 大間原発は、建設中のものだが、裁判長は

やる気まんまんで、すでに証人調べに入って

いる。この前は元 GE の技術者の主尋問を 3

時間やった。反対尋問も 3 時間やると言って

いるが・・。この主尋問では、基準の国際比

較が焦点のひとつだった。日本の基準は世界

最高と言っているがとんでもない。たとえば

避難計画。ヨーロッパでは、すみやかに帰還

可能な放出しか許されない。日本のメーカー

は国内では、日本の基準にあったものしか納

入していないが、外国ではヨーロッパの基準

に合ったものを売っている。 

 来年 3 月にはイギリスから専門家を呼ん

で証人尋問を行う。国と電源開発はものすご

く抵抗した。大間には注目していただきたい。 

 

【マスコミ・参加者との質疑応答】 

Q1.執行停止申立についてのやりとりはあ

ったか？またその見通しは？ 

A.今日は全く触れられていない。執行停止の

判断要件は異なるので、12 月 26 日までに

あるかもしれないし、保全抗告の決定と同

じになるかもしれない。 

Q2.大津では同じ裁判官が決定をだしてき

た。裁判官がかわることについてどう考え

るか？ 

A. 関電は高裁ではひっくり返ると思ってい

るので心配はしているが世論は明快だ。

裁判官の良識に期待している。 

Q3.今日の審尋一回きりで終わるが、裁判官

の理解度は？ 

A.裁判官がどの程度理解しているか不明

だ。福井ではプレゼンをやっている。専

門的な内容を理解するのは容易ではな

い。裁判所としてはできるだけ急ぐ必要

があると考えているようだが、正しい理

解をもとにした決定を期待している。 

Q4.双方の主張のかみ合い具合は？ 

A.最初は主張の言い放しだったが、10 月 7

日に提出された書面は反論をしているの

でかみ合ってきている。 

Q5.今日で審尋終わりと関電は要求したの

か？プレゼン要求は？ 

A.関電は 1 回で審尋打ち切りと要求した。プ

レゼン要求はしていない。 

Q6.熊本地震を踏まえて震度 7 が 2 回発生し

たことについてのやりとりは？ 

A.基準地震動が 2 回くるとは想定されてお

らず、その危険性を指摘したが、関電は大

丈夫という反論をしてきている。 

Q7.規制委員会の資料を関電はどう使った

のか？ 

A.資料がだされてすぐに証拠提出がされて
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いたが主張の中では触れられていなかっ

た。それが、10 月 7 日の書面では自らの

主張として何カ所も引用されている。 

Q8.規制委員会資料に対する全国連絡会の

対応は決まっているのか？ 

A.今度の会議で決めるが、実質的にはすでに

着手している。 

Q9.山下裁判長はエリートだ。2 人の陪席は

2 年前に住民の訴えを却下した。資質をど

う考えるか？ 

A.2 年前は安全性の判断をしていない。大津

でも第一次仮処分は必要性で却下された。

今回は安全性の判断に踏み込まざるを得

ない。山下裁判長はエリート裁判官だが、

個々でどういう判断するかは別であり、正

しい判断をすることを期待したい。 

【福井訴訟団 中島哲演氏発言】 

 大津の裁判は全国のフロントラインにあ

る。原子力ムラは、立地自治体の同意さえ得

ればとゴリ押しで原発を進めてきたが、それ

を具体的に突き崩した。ここに大きな意義が

ある。国、関電はものすごい衝撃だった。反

撃も強くなっているが、全国、とりわけ関西

の力で支援をしていきたい。 

 

支える会定期総会のお知らせ 
以下のとおり今年度の総会を行い、支える会の活動の総括と来年の活動計画について議

論したいと思います。前半は、井戸弁護団長にこの一年間の裁判を振り返ってもらいなが

ら今後の展望について語ってもらいます。また、つい最近チェルノブイリを視察してきた

支える会共同代表の杉原さんに視察結果の報告をしてもらいます。会員のみなさんのご参

加をお願いします。 

 

日時 12 月 7 日（水）17:00～19:00 

  場所 滋賀弁護士会館 4 階会議室 

  内容 ①「原発裁判この 1 年の成果と今後の展望」（仮題：井戸弁護団長） 

   ②チェルノブイリ視察報告（支える会共同代表 杉原さん） 

   ③支える会の活動のまとめと今後の活動方針 

   （会計報告を含む） 

※学習資料「大津地裁決定を学ぶ」については、おかげさまで在庫が全くない状態となっ

ています。引き続き注文もあるため、7 月 12 日の異議審決定を含めて総まとめをした資

料を作成し、今年度の総会でお配りすることを考えています。 

 【改定版 大津地裁決定学習資料の内容】 

① 裁判の経過 

② 3.9 決定、執行し停止申立却下決定、7 月 12 日意義審決定の整理 

③ 仮処分での争点整理  

④その他 弁護団投稿論文等 
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美浜原発、もんじゅ視察 参加者募集！ 
 

日時 2016 年 11 月 23 日（祝） 

視察概要 美浜原発およびもんじゅの立地位置の確認、敷地外からの視察 

     美浜原子力 PRセンターの視察および関西電力から美浜原発の安全対策、1，2号

機の廃炉方針などについて話を聞く 

移動手段 自家用車乗り合わせ 

行 程 

 ○:○ 各地域集合場所を出発 

 11:00  美浜原子力 PR センター集合 

 12:00 まで PR センター内の見学、美浜原発遠景の視察（福井訴訟団の説明） 

 12:00～13:00 各自食事（PR センター周辺で） 

 13:00～13:40 関西電力から美浜原発の安全対策、1、2 号機の廃炉方針などについての話 

 14:00 自動車で白木まで移動 もんじゅの遠景視察（福井訴訟団の説明） 

    もんじゅについては「情報館」という PR 施設があるが祝日は閉館。     

  15:00 解散 

集合場所および集合時間の目安 

 (参加者により集合場所および時間を調整します) 

 大津（県庁または JR 大津駅） 8:30 

 甲賀地域（県総合事務所）   8:30 

  高島地域（県総合事務所）   9:30  

 長浜地域（県総合事務所）  10:00 

参加費用 

 自家用車ガソリン代、高速料金の実費および行事保険代、資料代を負担していただく形で精算

します。（参加者数によりますが、2,000 円までとなる見込み） 

申し込みの締め切り 11月 4日（金） 

※昼食は、弁当持参またはコンビニ等各自で用意してください。周辺では食事場所があり

ません。 

 

 

申し込み（下記事項を記入して、吉原稔法律事務所までメールまたは FAXにより申し込ん

でください。Tel 077-510-5262 FAX 077-510-5263、E-mail nql30048@nifty.com） 

お名前 

住所 

自宅電話番号 

携帯番号 

メールアドレス 

自家用車を提供可能な方は乗車可能人数を記入してください。（  ）人乗り 

mailto:nql30048@nifty.com
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※参加申し込み者には改めて案内を送付します。 

               彦根・愛知・犬上 原発のない社会をつくる会 事務局長、 

支える会共同代表 杉原 秀典 

 

 成田空港を 9 月 28 日の夜 9 時頃に出発し

て、10 月 6 日の 13 時頃に帰ってきた。往復の

飛行時間(17 時間×2)を除くと 6 日間の視察

旅行だった。この視察旅行を企画したのは「原

発問題住民運動全国連絡センター」。案内を知

って、彦根の「原発のない社会をつくる会」事

務局の 3 人は、即座に「行こう」と合意した。

これを聞きつけた年配の女性が「私も行きた

い」と名乗り出た。女性 3 人と、男は私が 1

人、珍しい組み合わせの旅になった。そこそこ

の年齢で、いつも一緒に活動しているから、ど

きどきも、緊張も、あまり気遣いもなく、楽しい、ただ、濃

密な学習の旅になった。視察団は全部で 34 人、個性豊かで、

物忘れが心配な人が多く、添乗員の気苦労は計り知れない。

6 日間の中で、特に心に残ることを 3 つ報告する。 

 

廃墟の町「プリピャチ」 

 1 つ目は、チェルノブイリ原発と廃墟の町に入ったこと

だ。10 月 3 日、キエフのホテルを 9 時に出発して、チェル

ノブイリまで 153 ㎞の陸路を北上する。原発 30 ㎞以内は、今も立ち入り禁止区域になって

いる。バスの中で、線量計は原発 30 ㎞付近までは 0.03～0.04(μSv/h)を指していた。私の家

周りは 0.07 であるから、ウクライナの自然放射能は比較的弱い。ところが、30 ㎞の境界線

を越えると 0.1、0.2 と少しずつ上がり、原発が目の前に近づくと、1、2、3 と桁が上がり急

激に上昇する。視察団の 10 人位が線量計を持参している。バスの中では、当初の「カリ…カ

リ」という断続音が「ガーー」と連続音になり

激しさを増した。少し緊張感が走る。バスを降

りて、原発の冷却水を供給していた川の堤で、

原発をバックに写真を撮ったが、笑顔は出な

い。原発から 100m の地点に事故を記念するモ

ニュメントがあった。線量はどんどん上がり

7.009 を示した。目の前には、30 年の歳月で風

化した煉瓦とコンクリートで覆われた事故原

発 4 号機と、かまぼこ型の暑さ 1m の鋼鉄製

事故の４号機と巨大ドーム 

原発から100mでの線量計 

原発と新しい石棺を背景に 



10 

 

ドームがアンバランスに並んでいた。このドー

ムが新しい「石棺」で、11 月には、そのまま鉄

路を移動して原発を覆ってしまう予定だと言

う。 

 再びバスに乗り、3 ㎞離れた、当時、原発労働

者とその家族５万人が住んだ町「プリピャチ」

に入った。メインの「レーニン通り」を進み、バ

スが狭い広場に駐車し、降りると、その前には 8

階建てのアパートがそびえていた。草木を避け

ながら奥に進むと、スーパーマーケットやホテ

ル、文化施設が現れた。20m を越えると見られ

るポプラが建物を突き刺すように伸びていた。さらに奥の公園らしき広場には、原発事故の

日に完成し一度も動かなかった観覧車が淋しそうに佇んでいた。誰もいない。福島から参加

した伊東達也さんたちは「これが 25 年先の福島か」と立ちすくみ涙ぐんだ。線量計を松の葉

に近づけるとどんどん上昇した。どこでも木の葉に近づけると被曝線量が大きくなった。こ

れは、放射性物質が、樹木の身体の一部として蓄積し続けることを意味している。 

 

苦悩するベルラド放射能安全研究所 

 2 つ目は、3 つの研究所の姿勢の違いです。

まず訪れたのは、ベルラド放射能安全研究所。

90 年に非国立系の研究所として西欧などから

の支援を受けて設立した。土壌・水質・食品・

人体からの放射線測定を行い、2000 年からは、

治療薬としてビタペクトを開発して、チェルノ

ブイリの子どもたちに配付している。マイクロ

バスにホールボディカウンターを載せて汚染

地の学校を巡回して内部被曝を測定している。

2009 年～2015 年までに、35 万の実験をやり

12～18％で、きのこ、ベリー、シジビエなどの

セシュウム汚染が判明した。ところが、設立当時 370 箇所あった研究所のセンターは、今 14

カ所に減っている。建物は大きな民家のように見える。私は副所長さんに「先ほどバスでガ

イドさんから、ベラルーシでも原発を建設中と聞いた。副所長さんは原発の建設についてど

う思っているのか」と質問した。「公には答えられない」と言うので、「個人の意見が聞きた

い」と突っ込んだ。すると「それならあなた個人的に答える」と機転の利いた回答が帰って

きた。私に目で合図があったので行くと、にこやかに「建設には全く反対だ」と明言した。た

だ、逆に質問を受けた「でも電気が足りなくなる問題をどう解決するのか」。私が「事故が起

こり全ての原発が止まっても停電にはならなかった。原発分を節電し再生可能エネルギーを

増やしている」と応えると、彼は笑って「それは素晴らしい」と応じた。この科学者は、公に

「原発反対」と言えば研究が続けられなくなるとの思いと、真実は曲げられないとの思いに

完成日に事故 動かなかった観覧車 

ベルラド放射能安全研究所 
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挟まれながら、真実を貫こうとしていた。 

 

日本政府とよく似た姿勢  放射能生物学研究所 

 次は放射能生物学研究所。大きくて「立

派」な国立の施設であった。副理事長が「被

害を受けた人の医療的支援と研究を続け

ている。国一番の研究と手術のレベルだ」

と話したが、放射線被曝と病気の関係は話

さなかった。私が「日本では、30 万人ほど

で 173 人の甲状腺ガン・疑いが出ている。

政府は被曝の影響ではないと言うが、貴方

はどう考えるか」と質問した。副所長は「被

曝の影響とはいえない」と、日本政府と全

く同じ姿勢であった。バスの中では、「反対

運動はないのか」と言う質問に、ガイドのナターシャさんは「反対運動をすると KGB がチェ

ックする」と説明していた。 

 

たたかう放射能医学研究所付属病院 

 最後は、放射能医学研究所付属病院。2 つ目の研究所などの説明を聞きウンザリしていた

視察団は、この病院の医師たちの真剣さには目を見張った。所長さんは、概略次の説明をし

た。①チェルノブイリ事故直後は何も分からず、日本の広島と長崎の医師のお世話になった。

②この病院では、因果関係がすぐには判明しない研究と、即刻対応が必要な治療を区別しな

がら統合させている。3 つの研究所を設置した。③研究の結果、白血病、白内障、甲状腺ガン

など、ガン系の分野では、以前は分からなかったが、低い線量で発症することを発見した。

甲状腺ガンは、子どもだけでなく大人でも増えていることを発見した。④ガン以外の分野、

循環器・脳・心臓の疾患は、労働者被害者の中で、事故後に急激に増えている。循環器は放射

線以外に原因があるとの見方があり、世界中で大きなたたかいになっている。しかし、私た

ちの研究では、放射能が 3 つ目の大きな要因になっている。 

 この医師たちの姿勢と説明に、視察団は「やっぱり来てよかった」と元気を取り戻した。 

 

チェルノブイリ住民保護法が生きていた 

 3 つ目は、「チェルノブイリ住民保護法」の威力

を知ったことだ。この法律は、旧ソ連時代に審議

され、その途中でソ連が崩壊した。しかし、ベラ

ルーシ、ウクライナ、ロシアは、独立後、この法

律案をそのまま法律にした。その 13 条には、チ

ェルノブイリ原発事故の責任は国家にあること

と、被害の補償は国が行うことが明記してある。

同法では、年間被曝線量 0.5(mSv)以上を汚染地

放射線生物学研究所 
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域と定義し、年間 1(mSv)以上を「移住の権利」「移

住の義務」「強制避難」の 3 ゾーンに分けている。

外部被曝と内部被曝の両方の合計を被曝線量とし

ている。「住民保護」が目的の根底にあり、「帰還」

を目的に線量を設定する日本とは雲泥の差であ

る。 

 この法は生きて働いていた。先の病院では、大

人 400 床、子ども 130 床、計 530 床をチェルノブ

イリ事故の被害者のために使っている。118,000

人を健康被害者として認定し、無料で検査し治療

している。また、2 日目に訪れた、学校とサナトリ

ウムの機能を備えた施設「希望 21」。医者 4 人を

含む医療関係者が 35 人程度、教師が 10 人、他に

食堂、掃除、設備技師、農業者など相当数の人が

従事している。賃金は全て国から出ている。１年

のうち 24 日をここで生活出来る。大体、希望者

の半分を収容している、との話しだった。「1995 年から 2014 年の間に、多く子どもたちがこ

こから巣立ち、大人になって自分のストーリーを語り、汚染地の先生になっている人もいる。」

20 年間勤務する広報担当のタチアナさんが嬉しそうに説明した。 

 日本には、東電を助ける法律はあるが、住民を保護する法律はない。これをつくらせるこ

とが大きな課題だと、皆が思った。  

 

 

 

 

    

 

 

 

                      

今後の裁判の日程 
2017年 1月 17日（火）11:00～ 

  本訴第 13回口頭弁論 

※終了後、報告集会を行います。 

2017年 4月 25(火)14:00～ 

  本訴第 14回口頭弁論 

※終了後、報告集会を行います。 

※2 月に予想される抗告審決定時の行動については日程

が決まり次第お知らせします。 

 

 

「希望 21」の子どもたちと 


